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鈴
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言

Foreword

所長

渡

部

洋

Hiroshi Watanabe
ている倫理規準なども研究の対象に位置付け

キリスト教と文化研究所の 2013 年の主な
研究活動を、
所報
『キリスト教と文化第 12 号』

られるのではと期待がもたれます。

として発刊できましたことは大きな喜びで

「坂田祐」研究グループは、坂田日記の解読

す。研究活動に携わってくださった方々、投

資料でまだデジタルデータ化していないものを

稿してくださった方々、鈴木公基編集長をは

データ化する作業をすすめています。

じめとする編集委員の方々にまず御礼を申し

「依存症と環境神学」研究グループは、公開

上げます。

シンポジウム第 2 弾の内容「原発・エネルギー・
環境問題とキリスト教の役割－環境神学の構

2013 年の本研究所は、7 つの研究グループ

築と課題（2）
」を論文としてまとめています。

がそれぞれのテーマに沿った研究を行ってい

第 3 弾の内容は次号の所報に掲載される予定

ます。さらにその中の 2 つの研究テーマは

です。

「プロジェクト」と位置づけられ、短期間で
研究成果を上げるべく研究費が重点配分され

「奉仕・ボランティア教育」研究グループは、

ています。

戦略的プロジェクトの支援を受けつつ、奉仕

「バプテスト」共同研究プロジェクトは、バプ

教育研究をテーマに掲げて、建学の精神やボ

テスト研究成果としていよいよ 3 冊目の研究

ランティア教育（サービスラーニング）につい

叢書「バプテストの教育と社会的貢献」の発

て研究を続け、多くの成果をあげています。こ

刊に向けた最終準備段階へと至りました。

れらの研究活動は、研究所の教育研究活動の

「国際理解とボランティア」研究プロジェクト

基盤になると期待しております。
このほか，資料委員会，広報委員会は本研

は、中国の景教に関する研究を昆明理工大学
との共同により行っています。

究所の運営の重要な役割を担ってくださいま

「キリスト教と日本の精神風土」研究グルー

した。最後に、所報出版に関わる事務作業だ

プは、
（1）遠藤周作の世界観、
（2）内村鑑三の

けではなく，研究所運営の業務全般を献身的

キリスト教的な愛国心などをテーマとして活発

に支えてくださった，事務局の飯島浩子さん，

な研究会を開催しています。

菅野さつきさん，牛坊千寿枝さんに厚く御礼

「いのちを考える」研究グループは、東日本

申し上げます。

大震災を経た今後の課題を見据えての公開

今後更に優れた成果を発表していくために

フォーラム「3. 11. 東日本大震災後 2 年目を迎

皆様方から忌憚のないご意見をいただきたく

え、今後の在り方を共に考える」をまとめており

お願い申し上げます。

ます。同研究グループは現在全学で検討され
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特別報告

エネルギー・環境問題から見た
原子力発電の意味とキリスト教の役割
―『環境神学』の構築と課題（2）―
安
小
上

田
原
山

八十五
克 博
修 平

Implications of the Atomic Energy from the Viewpoint of the Energy
and Its Environmental Problems and the Role of Christianity
− Towards the Building of an Environmental Theology（2）−

Dr. Yasoi YASUDA, Marco
Dr. Katsuhiro KOHARA
Syuhei UEYAMA
主催：関東学院大学キリスト教と文化研究所

2012 年度公開シンポジウム報告

担当：
『依存症と環境神学』研究グループ

開催要旨：

講師兼パネラー・講演題目（発表順）
：

2011 年
（平成 23 年）
3 月 11 日
（金）に発生し
た東日本大震災による福島原子力発電所の大

小原

事故
（メルトダウン）は、日本のみならず世界

学際研究センター長・神学博士）

に大きな衝撃を与えた。この未曾有の大災害

克博（同志社大学神学部教授・一神教

「原発問題から見える環境神学の課題」

からどのように回復・再生すべきか、また、

上山

原発・エネルギー・環境政策を含めて今後ど

牧師・冨坂キリスト教センター運営委員）

のような社会システムを構築したらよいのか

修平（日本キリスト教会横浜海岸教会

「教会にとっての原子力発電の意味」

を基本的に考え直す必要がある。宗教界、特

安田

にキリスト教はどのような役割を果たすかが

キリスト教と文化研究所研究員・工学博士）

問われている。昨年 2012 年に続き原発・エ

「環境神学から見た原発・エネルギー問題

ネルギー・環境問題から見たキリスト教の役

八十五（関東学院大学経済学部教授・

のリスク分析と政策構想」

割を考える。ことに、新しい『環境神学』を
どのように構築し実践すべきかその役割と課

主要目次：

題を検討する。

0．序：趣旨説明及び主催者挨拶

開催日時：2013 年
（平成 25 年）
3 月 15 日
（金）

1．基調報告 1

14:00 ～ 17:00

「原発問題から見える環境神学の課題」
2．基調講演 2

会場：関東学院大学金沢八景キャンパス
フォアサイト 21 棟

3 階 F301 教室

「教会にとっての原子力発電の意味」
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3．基調講演 3

それでは最初に、関東学院大学のキリスト
教と文化研究所所長の帆苅猛先生に開会のご

「環境神学から見た原発・エネルギー問題

挨拶をお願いしたいと思います。帆苅先生、

のリスク分析と政策構想」
4. 会場との質疑応答

よろしくお願いします。

主要参考文献
主催者挨拶

図表等のリスト

帆苅 猛（関東学院大学キリスト教と文化研究

0．序：趣旨説明及び主催者挨拶

所 所長）

2012年度公開シンポジウムの趣旨説明

ご紹介頂きましたキリスト教と文化研究所・

安田 八十五（関東学院大学経済学部教授）

所長の帆苅と申します。キリスト教と文化研

予定の午後 2 時になりましたので、始めさ

究所は、この建物の 7 階にあります。今から

せていただきます。私は今回の公開シンポジ

10 年ほど前、かつては「プロテスタント研

ウムの企画を担当した、キリスト教と文化研

究所」という名称の研究所がありました。長

究所「依存症と環境神学」研究グループのリ

い間休眠状態だったのですが、10 年少し前

ーダーの安田です。所属は経済学部です。本

に「キリスト教と文化研究所」という形で、

日は私も、3 番目に簡単な報告をさせていた

キリスト教あるいは教会内部の問題だけでな

だき、パネルディスカッションもコーディネ

くて、社会のいろいろな問題と合わせて、キ

ーター兼パネラーとして、参加させていただ

リスト教の課題あるいはキリスト教会の課題

きたいと思います。

を考えていこうということで、「キリスト教
と文化研究所」という名前にしました。

実は、私は神学を体系的に勉強したことが
ないのですが、本日は同志社大学神学部教授

われわれの研究所もそうですけれども、キ

の小原（こはら）克博先生と、日本キリスト

リスト教そのものが特に環境問題に関して 20

教会横浜海岸教会牧師の上山（うえやま）修

世紀に入ってからリン・ホワイト・ジュニア

平先生に来ていただきました。昨年も似たよ

などから、キリスト教・聖書は環境破壊の方

うなテーマで公開シンポジウムを開催させて

向に影響を与えたのではないかという批判を

いただきましたので、その第 2 回目というこ

受け、キリスト教内部でも環境問題を考える

とです。時間配分はあくまでも予定で、講演

ような「環境神学」
、あるいは「エコロジー

の時間が 25 分では短いかもしれませんので、

神学」という流れも出てきました。日本の場

場合によって 5 分程度は延長するかもしれま

合は特に一昨年（2011 年）の原発事故、大

せん。休憩をとった後、昨年はパネラー間の

きな地震による津波があり、たくさんの人々

討論や会場からもとても良い質問を出してい

が被災したわけですけれども、私も実は福島

ただきましたので、会場からの質問の時間を

県出身ですので他人事ではありません。原発

十分にとって議論したいと考えています。ど

を含めた環境をどう考えていくかは日本全体

うぞよろしくお願いします。

の課題でもありますが、キリスト教としても、

「キリスト教と文化」本年（2013 年）3 月発行

やはり環境問題を自分たちの問題として受け

予定の第 11 号に、昨年（2012 年）の公開シ

止めていく責任を負わされているのではない

ンポジウムの記録がもうじき出る予定です。

かと思います。

間に合えばコピーを配布したかったのですが、

先ほど安田先生から説明がありましたよう

校正が間に合わなかったので、ぎりぎり 3 月

に、昨年も環境問題、特に原発問題をどのよ

末に出ます。また、本日は録音や写真を撮ら

うに考えていくかということでシンポジウム

せていただきますので、よろしくお願いします。

をさせていただきました。本年もまた、小原
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先生と上山先生という、環境問題にいろいろ

原稿のコピーを付けてくださいました。これは

取り組んで発言され、論文を書いておられる

本日のテーマと全然関係ないように見えるので

両先生をお招きし、環境問題あるいは原発問

すが、結果として実は関係してくるのです。と

題を共に考える機会を与えられ、大変感謝し

いうのは、この記事は 3 月 5 日ですから、新

ています。先生方の発題を聞かれるだけでな

教皇が選出される前です。新教皇は選出され

く、どうぞ皆さま方からも発言していただい

て、名前としてフランシスコを名乗りました。

て、ご一緒に考える機会になれば大変幸いで

ということは、誰もフランシスコという名前を

す。どうぞ最後まで参加する形でお願いでき

付けたことがないのです。彼が初めてです。
このフランシスコという名前は、13 世紀の

ればと思います。

カトリックの聖人、アッシジのフランシスコか
（安田）ありがとうございました。それでは

ら来ています。フランシスコは清貧を重んじ、

早速、基調報告に入りたいと思います。最初

動物や自然を愛し、小鳥に説教するという聖

は同志社大学の小原先生から「原発問題から

人のイメージがありますが、新法王はあえてそ

見える環境神学の課題」というテーマで話し

の名をとりました。先ほど所長の帆苅先生が、

てもらいます。小原先生、よろしくお願いし

キリスト教の自然観の批判をしたリン・ホワイ

ます。

ト・ジュニアという人を挙げてくださいました
が、彼がいろいろな論争を起こした論文の最

1．基調講演 1：

後に触れているのも、このフランシスコなので

「原発問題から見える環境神学の課題」

す。西洋キリスト教は、非常に二元論的な自

小原 克博（同志社大学神学部教授・一神教

然観を持っていたり、自然を支配するという考

学際研究センター長・神学博士）

えを持っていますが、そればかりではありませ
ん。もし、キリスト教がフランシスコのような

私は主にプロテスタント神学の中でも、組織
神学といわれる、キリスト教の中でも思想を扱

精神に立ち帰るならば、問題解決の糸口が見

う分野を専門にしていますが、併せて宗教学

えてくるのではないか、とリン・ホワイト・ジ

全般を担当してきました。その中には日本宗教

ュニアは彼の名前に触れています。ですから、

や日本文化のことも含まれています。ですから、

今回、新教皇がフランシスコという名をとる中

私の関心の中には、専門としてのキリスト教も

で再確認できることは、カトリックの伝統の中

あるのですが、例えば日本における仏教や神

には、それが主流か傍流かはさておき、やは

道など、他の宗教文化とどのように関係しな

り自然をどうとらえるかということへの関心

がら、環境を考えていくことができるだろうと

が、ずっと続いてきているということです。そ

いうことがあり、これが本日の話の中でも一つ

の関心は自然法や自然神学という形で体系化

のテーマになると思います。

されています。

皆さまのお手元のレジュメに従って、
「原発

それに対して、私が属しているプロテスタ

問題から見える環境神学の課題」ということ

ントの伝統は、どちらかというと、そうした

を本日は話していきたいのですが、時間も限ら

カトリック的な伝統をバサッと切り落として

れていますので、一つひとつのテーマを深く掘

カトリックと決別してきました。それが出発

り下げるというより、どのような論点あるいは

点にあるので、自然を関心の射程に収めてこ

考えるべきポイントがあるかということをお話

なかったという事情があります。そういうプ

ししてみたいと思います。

ロテスタントが、カトリックから学べる部分

本日は安田先生が気を利かせてくださり、

は多分にありますし、さらに日本におけるい

2013 年 3 月 5 日の朝日新聞夕刊に載った私の

ろいろな宗教、文化からも学べるところが多
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いのではないかという包括的な視点から環境

しても自然を治めなさいと言うから、自然に

神学を考えてみたいと思います。

対してやさしくないとされます。
それに対して多神教は、自然の中に神々を

1-1. はじめに ─ 争点を振り返りながら─

認め、多様性を認め合って、自然保護という

1-1-1. 中沢新一著『日本の大転換』への疑問

点でも多神教は素晴らしいと語られます。そ

と応答

して、これまでの文明は、一神教的な論理あ

原発問題に関連して、さまざまな本や論考

るいはキリスト教的な論理は進んできたけれ

が 3.11 以降に出されてきました。私も、そ

ども、これからの新しい文明は、多神教的な

ういうものは注目して集めてきたり、読んだ

文明でやっていかなければならないのだとい

りしてきました。その一つに、中沢新一さん

う結論に至ります。こういう話を聞くと、な

という宗教学者として著名な方が書いた『日

るほど、そのとおりだと思うかもしれません。

本の大転換』という本があります。これは原

腑に落ちるわけです。しかし、こういう腑の

子力エネルギーの由来について語っていて、

落ち方には、ちょっと注意すべきです。自分

一言でまとめるなら、原子力エネルギーは一

たちの文化を誇りたいという思いは、どの国

神教的な技術であるという形で、原子力エネ

民も持っていると思います。しかし、そのこ

ルギーを批判する傍ら、一神教も一緒に批判

との故に、他の宗教や文化を否定するような

しています。

形で自らを持ち上げるというあり方は、いか
がなものかと思うのです。

なぜ彼にとって原子力が一神教に結びつく
のかという説明は今詳細にはできませんが、

私自身は、一神教と多神教の二分法がもた

超越的な神が人間に介入してくるのと同じよ

らす負の部分を乗り越えていかなければなら

うに、自然界に無いエネルギー、つまり、原

ないと考えています。問題は、一神教だから

子力を人間は自らに持ち込もうとしたと彼は

駄目、多神教だから良いというような単純な

主張します。このような形で一神教と原子力

ものではないのです。仮に日本が多神教文化

の類似関係を指摘して、一神教的な発想やエ

だとします。しかし、近現代の日本社会を振

ネルギーから、いろいろな神々がいるような

り返って、日本社会が自然にやさしいことを

自然観、自然エネルギーに転換していかなけ

してきたのかというと、必ずしもそうではあ

ればならないのだと語ります。ここには、キ

りません。反証事例がたくさんあるわけです。

リスト教も含めて、一神教が批判されている

足尾銅山鉱毒事件から始まる公害問題一つ取

という流れがあります。もちろん、これは大

りあげても、自然を守ってきたわけではない

きいものではなくて、3.11 以降の新しい流れ

ことがわかります。

ではあります。しかし、よく読まれた本です

ですから、単純に一神教か多神教かという

ので、ポイントだけ指摘しておきたいと思い

形で問題を切り分けることの危うさに対して

ます。

は、十分注意を払っていく必要があります。
新しくもあり、また古くからあるテーマとし

1-2. 一神教と多神教の二分法に対する批判

て、一神教、多神教、そしてそれをめぐる自

それから、環境問題や環境神学を考えると

然観の問題があります。本日は、3.11 以降の

きによく持ち出されるのが一神教と多神教の

ことに焦点を置きますが、問題そのものは結

対比です。これは中沢新一さんよりはるか前

構根の深いので、少なくとも日本が近代化を

からあるのですけれども、近年もこの対比は

進めてきた明治以降の歴史の中で、この問題

繰り返し登場してきました。そこでは、一神

をとらえていく必要があると思います。

教は超越的な神が支配する、そして人間に対
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1-2. 環境神学の形成と課題─グローバルな視

ても環境意識が徐々に変わってきています。

点から

神学的な取り組みとしては、本日は「環境

1-2-1. 環境神学の形成

神学』という言葉で日本語としては通したい
のですけれども、英語圏ではいろいろな言い

2 と 3 ではグローバルな視点とローカルな視
点に分けて問題点を指摘したいと思います。

方がされてきました。environmental theology、

グローバルな視点といっても、私たちにとっ

ecological theology、green theology、theology of

て情報収集しやすい欧米の議論を中心に、近

nature など、言い方はいろいろあります。と

年どのような変化があるのかを紹介したいと

にかく、自然をきちんと神学の対象とし、単

思います。

に関心を持つだけではなく、実際に具体的な

まず、本日のテーマの中にも入っている

アクションを起こすための必然性があるの

「環境神学」という言葉は、神学の伝統の中

だ、われわれはその責任を負っているのだと

ではまだまだ新しい言葉です。一般的に十分

いうことを、このような神学的取り組みの中

使われているかというと、まだそこまで言え

で議論するようになってきています。

ません。非常に新しい言葉なのです。神学の

いろいろな試みがなされてきたのですが、

世界で、これまであまり関心を向けられてこ

キリスト教の行動原理の一つ、隣人愛を再解

なかった自然環境あるいは自然そのものを、

釈しようとするものもあります。環境神学の

どう学問対象としていくのかという議論の中

中では、この隣人概念の中に、単に人間同胞

で、われわれは自然環境に対して責任を負う

だけではなく、動物や自然をも含めて隣人愛

べきだということが、だんだんとコンセンサ

の実践を呼びかけるようになってきています。

スを得てきました。その結果、
「環境神学」と

今までは隣人愛といっても、やはり人間様が

言われる分野ができてきたわけです。

一番大事だったのです。動物や他の自然界と

まず、アメリカの福音派の例に触れたいの

いうのは、愛の対象外であったのですが、神

ですが、キリスト教会は教派によって分かれ

の愛の広さを考えるならば、われわれが求め

ているだけではありません。今の時代、教派

られている隣人愛は、動物や自然界をも包括

の違いはむしろ小さくなっており、むしろ価

するようなものとして再解釈されるべきだと

値観の幅が大きいのです。地球温暖化を例に

いう考え方が、そこにはあります。

あげてみます。恐らく、皆さんの中では、地
1-2-2. 伝統的な神理解・自然理解の再考

球温暖化を当然の事実として受け止められて
いる方が多いかと思いますが、5 年ほど前に

今申し上げた「環境神学」の中にはいろい

アメリカ人、例えば福音派といわれる保守派

ろな細分化されたテーマがあります。その一

のクリスチャンたちに、地球温暖化のことを

つが神理解です。先ほども話に出たリン・ホ

聞けば、「そんなことは、でまかせだ」と答

ワイト・ジュニアが批判したのも、まさにこ

える人が圧倒的に多かったと言えます。環境

の点です。超越的な神が、人間に特別な地位

問題に対してそもそも関心を持ってはいませ

を与えて自然支配することを正当化してきた

んでした。

ような神理解が確かにあります。これでは、

ところが、環境問題に関心がなかった福音

本当に自然に対して向き合うことができない

派の中から、特に若い世代が意識を変え出し

ということで、特にフェミニスト神学者とい

て、環境運動に対する関心が高まり、実際の

われる人たちが中心になって、このような神

取り組みが始まっています。単に神学のレベ

理解を考え直すことにチャレンジしてきてい

ルだけではなく、教会のレベルで実際的な変

ます。
フェミニスト神学者は、基本的には女性の

化があるということです。草の根レベルにおい
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地位向上や、女性と男性が対等に神の前に立

することによって、神の唯一性を確保しなが

つということに関心があるのですが、女性の

ら、その神の力が、自然万物すべてに及んで

問題を深めていく中で、男性中心社会におい

いることを表現しようとする言葉が「万有在

て女性が犠牲者であり続けてきたという問題

神論」です。ユルゲン・モルトマンというド

を克服していくだけでなく、人間中心社会に

イツの神学者も、環境問題と神学の関係につ

おいて犠牲者であった自然のことを放ってお

いて考える中で、この万有在神論を引き合い

くことはできないという主張にたどり着くこ

に出しています。

とになります。犠牲者としての女性と自然の

一口に「キリスト教神学」といっても、東

アナロジーから、単に女性が解放されたらい

方と西方のキリスト教ではだいぶ違うのです

いというだけではなく、なお抑圧されている

が、私たちに比較的なじみがある西方の神学

自然世界や動物たちに対しても、自分たちと

者の中ではアウグスティヌスという人が、後

同じ解放の喜びを広げていきたいというつな

の西洋の自然観に大きな影響を与えました。

がりを模索しています。

彼はアニミズム的な考え方や汎神論的な考え

フェミニスト神学に関して、本日は、ローズ

方を真正面から否定しました。なぜアウグス

マリー・ラドフォード・ リューサーとサリー・

ティヌスがそこまで強く否定しなければなら

マクフェイグの二人を挙げました。リューサ

なかったのかというと、当時のキリスト教世

ーは、Gaia（ガイア）としての神ということ

界、つまり地中海世界は、汎神論やアニミズ

を言っています。伝統的なキリスト教の神理

ムが基本形だったのです。いろいろなものに

解では「天におられる神」ということで、天

神々の力が宿っているという理解が一般的で

界から地上を見下ろしているイメージが強か

したので、クリスチャンになってからも、多

ったのです。けれども、彼女はそういう神で

くの人がその考え方から脱することができ

はなくて、もう一度聖書を読み直すことによ

ず、アウグスティヌスは業を煮やし「それは

って、大地にいる神、つまり、天というより

迷信なのだ。早くその考えから卒業しなさい」

大地を生かし、維持している神に着目してい

と、アニミズム的な考え方を非常に強く否定

こうとする視点を提起しています。マクフェ

したわけです。

イグは「神の体としての世界」ということで、

彼の動機付けとしては、聖書にある唯一な
る神へ立ち返ってほしいということであった

「世界そのものが神の体なのだ」という理解

のでしょう。いずれにせよ、彼のアニミズム

を示していきます。
少しややこしい言葉なのですが、
「万有在

批判の影響を受け、後の西方キリスト教世界

神論」というものがあります。なぜこんなに

では、アニミズムや汎神論が非常に強く否定

ややこしい訳語がついているのか、私もよく

され、結果的に自然に対する否定的な見方や、

分かりません。もう少しわかりやすい言葉に

人間が自然を支配すべきという見方が根付く
ことになりました。

「汎神論」があります。自然のいろいろな事
物の中に、例えば岩や川、動物などの中に、

1-2-3. 原子力エネルギーとキリスト教

神あるいは神々が宿っている、あるいは精霊
が宿っているというような考え方を汎神論と

温暖化防止の中に原子力の平和利用が組み

いいます。それはキリスト教の歴史の中で

込まれ、温暖化防止対策に関わってきた環境

は、専ら否定される対象になりました。確か

保護団体の多くも原発に関しては口をつぐむ

に、汎神論では聖書の神理解と対立してしま

か、問題の深さを見過ごしてきたというのが

います。しかし、唯一なる神の霊が、すべて

実情です。
同じような事情が、実はキリスト教世界に

のものの中に宿り、浸透しているのだと理解
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もあります。各国の教会から国レベル、WCC

く、人間であろうが、動物であろうが、虫で

のような世界的な連合体に至るまで、原発に

あろうが、他のものであろうが、みんな同じ

対してイエス・ノーという宣言は、今までほ

生命の中でつながっているのだと言われた方

とんどありません。というのは、どのレベル

が、一般の日本人にとっては分かりやすいわ

でも必ず利害が対立するからです。同じキリ

けです。そういう感覚は、キリスト教側から

スト教関係といっても、推進派の人もいれば

すれば早く破棄すべき迷信とされてきまし

反対派の人もいて、それを簡単に一つの提言

た。そういう前近代的な自然観にとらわれる

にまとめることのできない複雑な事情が各国

べきではない、むしろキリスト教に基づく近

ともあります。ですから、一部の小さなグル

代的な自然観を日本は取り入れるべきだと考

ープを除けば、なかなか反原発を打ち出すこ

え、ローカルな環境文化を積極的に切り捨て、

とができませんでした。それは今も続いてい

あるいは批判し、それによってキリスト教の

ます。ですから、世界のキリスト教は原発に

優位性を語ってきたという側面があります。

対して、どのような姿勢を持っているのかと

実は、宣教師たちの語りの中には、こうい

いう問いに対する回答としては、非常にあい

う説明の仕方が非常にたくさん見られます。

まいなことしか言えないのです。賛成してい

「早くあなたたちが持っている遅れたものを

る人もいれば反対している人もいるというよ

捨てて、進んだキリスト教を受け入れなさい。

うにしか答えることができません。もちろ

そうすれば日本も、ヨーロッパやアメリカの

ん、ドイツやスイスの教会のように原発反対

ように立派な文明国になることができるので

をはっきりと示しているところもいくつかあ

すよ」というロジックが、宣教師の中では極

ります。

めて一般的だったのです。これは日本におい
てだけでなく、中国、韓国やその他のアジア

1-3. 日本における「環境神学」の可能性

の国々においても、大体同じようなスタイル

―ローカルな視点から

で宣教がなされました。

1-3-1.「環境文化」への応答
1-3-2. 過去の遺産の再検討―賀川豊彦の貢献

これまで西洋世界のことを中心に触れてき

そのような中でも、いくつか例外があります。

ましたが、次に日本において「環境神学」が
可能かどうか、また、どのような課題がある

例えば、キリスト教に非常に深く傾倒した田

のかを考えてみたいと思います。

中正造という人がいます。彼は足尾銅山の鉱

先ほど、日本において、この 1 ～ 2 世紀の

毒問題に取り組みました。汚染された自然を

間、環境保護への取り組みができていたわけ

放置できないと考え、環境問題に取り組んで

ではなかったと申し上げました。キリスト教

きた先達です。

も、明治以降、信教の自由を保障され、徐々

賀川豊彦も非常に卓越した人物だと思いま

に自由に活動することができるようになって

すが、いろいろな理由があり、この数十年、

きたものの、環境問題に対して強い関心を持

日本のキリスト教の中で、ほぼ忘れられてき

った人は、かなり限られています。日本のロ

ました。彼は神学も勉強していますが、自然

ーカルな環境文化に積極的に対応しようとし

科学に対する関心がすごく高く、自然科学の

たものは皆無に等しかったと言えます。

本を貪り読み、彼の信仰観の中にその知識を

多神教的な神理解、あるいは神道の中に見

組み込んでいきました。日本人でアルバート・

られるような自然観は、日本社会の中では一

アインシュタインと会って話をした、数少な

般的に共有されています。例えば、人間が自

い人物の一人でもあります。彼はそうした経

然界に対して超越しているという考えではな

験や知識を、晩年の 1958 年に出した『宇宙
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ということです。

の目的』という本の中でまとめています。こ
の本は賀川の宇宙論（コスモロジー）と言っ

そして、日本における環境神学を考えると

てよいでしょう。そこで自然科学だけでなく

きに、ヒロシマ、ナガサキ、フクシマに代表

自然観の問題が多面的に取り上げられていま

される固有の経験を踏まえ、その教訓を生か

す。

す必要があります。これらはもちろん負の経

ほかに自然に目を向けた人物としては内村

験ですが、それを継承し、そこから学び得た

鑑三がいます。内村は「後世への最大遺物

ものを世界に発信していく独特の使命を、日

──デンマルク国の話」
（1897 年）の中で、

本が負っていると思います。ですから、環境

オランダの例を引きながら、
風力や水力など、

神学の中の一つとして日本の事例があるとい

今日で言う自然エネルギーの積極的な利用を

うにとどまらず、もっとユニークな貢献を世

訴えています。

界にすべきであろうと思っています。

次にグノーシス主義と自然理解について触
れたいと思います。グノーシス主義は、キリ

1-4. 結論 ―「環境神学」を育てていくために

スト教から批判された古代世界の思想です。

1-4-1. 新たなコスモロジーの形成

しかし、そういうものと対決しながら、キリ

環境神学は極めて新しい分野なので、これ

スト教は独自の世界観や宇宙論を構築し、そ

からそれを育てていく必要があります。信仰

れが聖書の中に組み込まれています。ところ

が個人的・内面的なものとして理解されがち

が、現代になるにつれて、信仰は個人の非常

な状況の中で、もう一度コスモロジーを回復

に内面的な問題、心の問題、魂の問題にされ、

し、環境問題を考えていく必要があります。

言い方は悪いですが、矮小化されてきている

それは何か悪いことをしたら自然から祟りが

部分があります。内村にしろ、賀川にしろ、

あるというような、呪術的なレベルでの自然

彼らの信仰の語り方は壮大で、宇宙の中に人

への畏敬を取り戻せ、ということではなく、

間を位置づけ、宇宙や世界と信仰が有機的な

科学的な知見を用いながら、自然の中に驚き

関係を持っているのですが、このような豊か

のようなものを見出していくことができると

なコスモロジーをわれわれはかなり失ってし

思うのです。生物の多様性も、その一つだと

まっています。ですから、自然の問題を考え

思います。レイチェル・カーソンはそれを「セ

るときに自然科学が対象とする自然環境とい

ンス・オブ・ワンダー」と言いました。自然

うことだけではなくて、精神世界や環境文化

を見れば見るほど、観察して深く入れば入る

を対象とするコスモロジーの中で、信仰を鍛

ほど、驚きの連続だというのです。そういう

え直していくことがなければ、環境神学を本

驚きの感覚によって、自然への畏怖や健全な

格的に立ち上げることはできないだろうと思

距離感を取り戻していくことができるのでは

います。

ないかと思います。

1-3-3. 日本における「環境神学」の課題

1-4-2. 二つのインターフェイス

─ interface と interfaith の拡充─

日本における環境神学の課題は、やはり日
本の環境文化を視野に入れる必要があるとい

二つのインターフェイスを機能させるべき

うことです。先ほど申し上げましたように、日

という考えが、私の目指すべき方向の中にあ

本には人間も自然も動物も連続的なものとし

ります。日本語でインターフェイスと表記さ

て見るような精神文化があります。それを迷

れる言葉を interface と interfaith に分けて考え

信としてばさっと切り捨てる前に、そこに何

てみましょう。

があるのかをよく見ていく必要があるだろう

内村や賀川などは、キリスト教信仰の問題
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と社会の問題・世界の問題を同じ射程に入れ

して研究・教育を担当されているので、見事

て格闘してきた人物です。そこにおいては社

に『環境神学』の課題を整理していただき、

会と信仰とのつなぎ目に目を向け、両者の間

私もとても勉強になりました。

でどのように情報交換し、コミュニケーショ

次は上山先生にお話しいただきます。上山

ンし、影響を与え合っていくかということに

先生はもともと京都大学工学部出身で、民間

関して非常にしっかりとした interface があっ

企業で放射線や CT の設計なども担当されま

たのです。今はそこが非常に弱体化している

した。今は日本キリスト教会横浜海岸教会の

ように思います。ですから、自然科学とキリ

牧師をされています。日本キリスト教会は、

スト教との関係においてもや十分でありませ

日本キリスト教団とは違います。簡単に自己

んし、環境問題とキリスト教の関係について

紹介していただき、中身に入っていただきた

も、
非常に細い線でしかつながっていません。

いと思います。

複数の異なる領域をつなぐインターフェイス
が古いままでアップデートされていないと、

2．基調講演 2：
「教会にとっての原子力発電の意味」

そもそも情報交換すらできないわけです。例
えば今、私がフロッピーディスクを皆さんに

上山 修平（日本キリスト教会横浜海岸教会牧

お渡ししたら、それを読み取れる人はまずい

師・冨坂キリスト教センター運営委員）

ません。昔はフロッピーディスクというと誰

2-1. はじめに

もが使えるような汎用的なメディアでした

2-1-1. この世で起こる倫理問題に対して教会
がとるべき姿勢とは？

が、今はデータのやりとりは USB メモリや
WiFi など、いろいろなものに変わっていっ

まず、なぜ私がここにいるかということで

ています。interface をアップグレードしてい

すけれども、先ほど紹介していただいたこと

かなければ、情報にアクセスすらできなくな

と少し関係があります。私は 1970 年代後半

ってしまいます。そういう意味では、非常に

に神学校に入り、卒業しました。80 年代に入

大事な部分です。

ってから各地の教会に行き、下関、仙台、そ

もう一つの interfaith も大切です。キリス

して横浜に来てちょうど 3 年目が終わるとこ

ト教や日本における環境神学が日本の中に根

ろです。たまたま放射線や放射線断層撮影装

を張っていくためには、キリスト教のことを

置（CT）の国産第 1 号機目の設計・開発に

内向きに理解しているだけでは難しいでしょ

関わる会社の部署に遣わされました。そのと

う。やはり日本に根付いている宗教文化、環

き、最初に放射線がどういうものかという導

境文化も視野に入れていくことができる、広

入訓練を受けるわけです。そこで怖いものだ

い意味での宗教間対話 interfaith dialogue を兼

なとは思ったのですけれども、工学部卒の人

ね備えていかなければなりません。

間は、自分がそれに関わりだすと、あまりそ

そういう意味では、環境神学を日本におい

ういうことは考えません。そのこと自体を思

てきちんと発展させていくためには、社会と

いません。それが怖いと思ったらやっていら

の接点としての interface と、異なる宗教をつ

れないという面もあるのでしょうけれども。

なぐ interfaith の両方を拡充していく必要が

神学校を卒業して、80 年代前半に教会に

あると思います。

赴任し、1986 年にチェルノブイリの事故が
起こりました。最初の娘が心室中隔欠損症と

（安田）どうもありがとうございました。小原

いう病気で生まれました。それは心室の間に、

先生は同志社大学の神学部から大学院まで、

穴が空いているのです。それがすぐ分かった

神学を本格的に勉強されてきて、今は教授と

ので、定期的にお医者さんで経過観察して、
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閉じるかどうか、見守るわけですが、行くた

が求められたのですが、新しいものを書くよ

びにレントゲンが当てられるわけです。その

りは、東海村の燃料事故のときに書いたもの

段になって、私自身は初めて、
「あれっ、放

を再録してほしいと申しました。なぜなら、

射線は非常に危ないものなのだけれども」と

そこにはもう今回、福島で出てきた問題が全

だんだん気になってきました。下関のお医者

部出ているからです。まず、それを読んでも

さんでしたが、
自分の子どもが小児心臓病で、

らうことが先だと思うから、と申し上げまし

わざわざ東京女子医大で子どもの心臓病專門

た。すでにそこで、想定外の問題、放射線自

の勉強をなさっていて、赴任されておられま

身の問題、聖書と組み合わせてわれわれはど

した。熱心ないい先生だったのですが、私が

う考えるべきかということを書いています。

「放射線はできれば…」という話をしたとき

再録でいいならばお載せくださいとお伝え

に、予想はついていたのですが、三つの数字

し、載せられて、その後、求められて幾つか

を示されました。
それは自然で受ける放射線、

の所で話をするようになって、今に至ってい

レントゲンから受ける放射線、国で決めてい

るということです。

る許容値というものです。しかし、放射線に

小原先生の今の講演と関係したことで、付

は閾（しきい）値というものがあります。そ

け加えさせていただくと、小原先生の方が私

れは今度の福島の事故でほとんどの人が認識

より 10 年ぐらい若いわけです。私が神学校

するようになったわけですが、放射線障害は

に行ったのは 1970 年代後半です。欧米では

急性障害と、晩発性あるいは遺伝性の障害に

スリーマイルアイランドの事故もありました

分かれて、非常に微量なの放射線でも急性障

が、70 年代から特にドイツ神学は、既にこ

害とは異なるたいへん大きな問題をはらんで

れまで聖書の読み方を変えなければいけない

いる、非常に大きな問題を含むことを私は知

という動きが起こっています。旧約聖書学者

っていましたので、そのことを少し話しまし

ではヴェスターマンという人が、
『創世記』

た。たまたまそのときに、娘の心室中隔欠損

の二巻本の非常に分厚い本で、英語にも訳さ

症は閉じていたので、よかったのですけれど

れていますけれども、そこで独特な神学が披

も、そういう出来事がありました。

露されはじめています。

そして、
チェルノブイリ原発事故が起こり、

私がこの「福音と世界」
、教団からの雑誌

先ほど小原先生がお話しされたように、牧師

の「聖書と教会」に書かせてもらった中で、

として、科学のことに関わった者として、こ

二つ述べていることは、まず『創世記』第 1

の状況の中で、どうすべきかということを考

章でいいますと、6 日目に人間が創造された

えて、家内たちが立ち上げた「原発はいらな

ということです。それまでの神学は、人間は

い下関母親の会」で話をすることになってい

最後の創造物だと、被造物の冠として理解さ

ったわけです。

れていました。それが 70 ～ 80 年にかけて、

小原先生の話を面白いと思いながら聞いて

特にヴェスターマンによって、6 日目に人間

いたのですけれども、
『福音と世界』
（1990 年）

がつくられるということは、他のものがこの

には、正義、平和、被造物の保全というテー

世界に存在していないと生きていけない存在

マで、私が被造物の保護と神学の再構築とい

であるということも、同時に考えていかない

うことで、今先生がなさったような方向の話

といけないという指摘がなされだします。被

をしているわけです。その約 10 年後、1999

造物の冠、神に一番近い頂点の、管理しなさ

年に東海村で臨界が勝手に起こったという燃

いという存在であると同時に、6 日目につく

料事故のときに、
また原稿が求められました。

られた被造物の中の一つ、しかも最後につく

そして今回、福島の事故が起こり、また原稿

られたという意味でのとらえ直しが、もう指
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本です。

摘され始めています。
それから、ローマ書 8 章に出てくる被造物

まず、キュリー夫人が放射線障害で命を落

のうめきというところを読むと、80 年代、90

とします。その中で、1927 年にマラーとい

年代の続きの中で、原子力は特に 20 世紀の

う遺伝学者が、ショウジョウバエを使って、

前半・中半・後半に行くに従って、原爆・商

放射線が遺伝子に影響を与えることを初めて

業的原発の開発と進んでいくわけですが、明

発見しました。
そして、1928 年に医者や遺伝学者たちが集

らかにそれまでの人間の科学的な 20 世紀の
前半の前半ぐらいまでと、原子力の領域に入

まって、初めて、今すべての許容値の基になる

り出す、いわゆる古典物理学から量子力学と

『国際放射線防護委員会』ICRP（International

いわれるところで、
大きな違いが出てきます。

Commission on Radiological Protection）がで

そこで、アインシュタインが関係する E=mc 2、

きました。問題は 1954 年以降、この許容値の

つまり、わずかな物質からものすごいエネル

数値が下げられること、小さくなることが、止

ギーが取り出せるという技術を、人間が使い

まるということです。

出したわけです。その時点では、副産物とし

この表 2-1 は私が重要なところを表にした

て出てくる放射能の害がどういうものである

もので、ICRP 勧告の被曝線量限度の変遷で

かが、まだ分からなかったわけです。レント

す。1928 年からできて、ラドン、レム、シ

ゲン、ベクレル、キュリー夫人は 1890 年代

ーベルトと単位が変わっていくわけです。し

の後半です。そのころから、まだ 100 年余り

かし、どんどん切り下げられていきます。危

しかたっていません。東海村の臨界事故の時

ないということが分かっていくわけです。そ

でちょうど 100 年が過ぎたぐらいでした。だ

して戦争が終わり、1954 年から商業用の原

から、非常に怖いものであるということが、

発開発が始まります。そのころから基準運用

まだ全部分かっていない、途中段階にあると

の原則という文章が付き始めます。ALAP や

私は思っています。

ALARA、ALARA-2 といわれるところです。
要するに、この時点から 50 年になるまでは

2-1-2. 三つの事実から
本日は三つの事実を挙げ
て、その問題性を共有でき
ればと思っています。これ
だけは知っておいてほしい
と思う三つの事実をお話し
したいと思います。
2-1-2-1.ICRP の歴史から
許容線量の変遷、
姿勢の後退
市川定夫さんは今もご健
在で原発問題を発言されて

表 2-1. ICRP勧告の被曝線量限度の変遷（注：内部被曝考慮なし！）
年次

職業人基準 一般人基準

1931

0.2R／日

1936

50R／年

1948

25R／年

1954

15rem／年

1.5rem／年 可能な最低限のレベルに
（To the lowest possible level）

1958

5rem／年

0.5rem／年 実行できるだけ低く
（as low as practicable：ALAP）

1965

経済的および社会的考慮も計算に入れて、容易に
達成できるだけ低く
（as low as readily achievable：ALARA）

1973

経済的および社会的考慮も計算に入れて、合理的
に達成できるだけ低く
（as low as reasonably achievable：ALARA-2）

1987

0.1rem／年 経済的および社会的考慮も計算に入れて、合理的
に達成できるだけ低く
（1mSv）
（as low as reasonably achievabe：ALARA-2）

いる方ですけれども、1988
年の『新公害原論』は、市
川さんの大学講義をそのま
ま取り入れた非常に面白い

基準運用の原則

注：ICRP＝International Commission on Radiological Protection
（国際放射線防護委員会）
の略
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まだ、ICRP は人間にとって危ないというこ

許容することを許容したというのか」という

とについて、どんどん許容値を小さくしてい

言葉を残しています。クリスチャンは分かり

ったわけです。しかし、原発開発が始まると

ます。それができるのは神のみです。しかし、

同時に「経済的および社会的考慮も計算に入

神はそれをしないという指摘を、シュバイツ

れて」という文章が入り始めたのです。それ

ァー博士は早くもこの時点で、信仰から来る

で止まるわけです。しかし、その後チェルノ

ところの指摘をなしています。

ブイリの事故が起こり、また下げられるとい
1-2-2. ICRP の問題性

う形で来ています。

普通の障害は、閾値以下になると心配しな

ヒロシマ、ナガサキの影響を追いかける調
査をしないといけないと今でも言われます。

くていいですが、遺伝子に与える放射線障害

そして今、フクシマがこれからどうなるのか

に関しては、放射線は閾値以下でもゼロになる

分からないといわれますけれども、チェルノ

まで、それに応じた影響を与えることを ICRP

ブイリの後、どういうことが続いてきている

が認めています。もちろん御用学者、もっと

かを、多くの人たちが追い、その結果が出て

商業よりの人たちは、そんなことは分からな

きています。

いと言っています。

綿貫礼子さん達の女性グループの科学畑の

また、東京大学工学部原子力工学科第 1 期

人たちが、その後を追い続けています。
『廃

生の立命館大学の安斎先生は、非常に白い目

炉に向けて』は、1989 年に出た有名な本で、

で見られながら学者を続けてこられました。

女性の視点から問題を考えています。

安斎先生は「原発の放射線の怖さは宝くじ型
障害なのだ」という説明をなさっています。

3 月刊というのは、一昨年に私たちの教会
の婦人部で話していたときのもので、これは

宝くじを 100 枚買ったが当たらない、1 枚買

昨年 2012 年の 3 月に出ています。この人た

った人が当たる。それと同じものなのだとい

ちが追っています。ですから、フクシマのこ

う指摘を、安斎先生は早くからなさっていま

れからは、チェルノブイリを追うことで、そ

す。こういう分かりやすいネーミングは、非

の内容を知ることができます。甲状腺がんに

常に大事です。

関しては 4 年後から増えます。それがどこか

環境ホルモンの問題もそうです。
「内分泌性

ら出るか。もちろん、チェルノブイリの広が

撹乱物資」ではよく分かりません。
「環境ホル

り方と、今回のフクシマの局地的な、飯舘村

モン」というと、よく分かります。もちろん、

など幾つかの村の出方とは違いますけれど

そこには細かい欠けている部分は出てきます

も、そういう事柄がもう分かってきているわ

が、一般の人が怖さを分かる上で、この表現

けです。

は非常に大事だと思っています。10 万人集

配布資料の表 2-1 の下に、大事なことをま

まれば、その比率の人は障害を起こしている。

とめておきました。以上のことから、ICRP

100 万人集まれば、1 億人ならばという形で

がこういう数値を出すことを、私たちは鵜呑

考えなければならない放射線の問題であると

みにできません。これは参考文献で、中川保

いうことです。これがまず第 1 の、事実に基

雄先生が ICRP の歴史を非常に詳しく追って

づいての事柄です。

おられます。亡くなられた後に再版されまし
たが、1950 年代からは、もはや許容線量は

2-2. 世界の地震発生状況から

人体を守る基準ではなくなったということで

2-2-1. 地震地帯に原発がある日本

す。このことが大事です。そして、1954 年

この地図（図 2-1 を参照）は、元神戸大学

にシュバイツァー博士は「誰が彼らに被曝を

教授の石橋克彦先生の本の中にあるものです
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図 2-1. 世界の地震と原発の分布図

小さい黒点は、1990 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日までのマグニチュード 4.0 以上、深さ
100km以下の地震 17 万 7107 個の震央を、米国地質研究所の PDEデータによってプロットし
たもの（データ提供：USGS NEIC、作図：原田智也）。大きな黒丸は、2010 年 1 月現在の世
界の原子力発電所を示す（原子力資料情報室『原子力市民年鑑 2010』による）。
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が、1990 年から 2011 年 6 月までマグニチュ

くるのは 1990 年、2000 年になってからです。

ード 4 以上の地震が起こった所を世界地図に

80 年代は、まだ問題になっていません。

点をプロットしたものです。地震はプレート

恐ろしいのは、この原子炉立地審査指針の

の関係で、起こる所と起こらない所がはっき

中にある 2 項です。それは「重大事故」と「仮

りしています。黒く帯のようになった所が、

想事故」ということです。重大事故は「大き

起こった所です。赤で打ってあるのは、原発

な事故の誘因となるような事象が過去におい

がある場所です。石橋さんは「日本の原発は

てなかったことはもちろんであるが、将来に

地震付き原発だ」
とネーミングされましたが、

おいてもあるとは考えられないこと。また、

これを見てはっきり分かります。アメリカも

災害を拡大するような事象も少ないこと」、

ヨーロッパも中国も、どこにでも原発はたく

これが原発・原子炉を作る場所だということ

さんありますが、だから日本も同じというこ

を決めています。
さらに「基本的目標」という中に、「更に、

とは、決して言えないということです。むし
ろ外国は地震地域に原発を作ることはしてい

重大事故を超えるような技術的見地からは起

ません。日本にたくさん原発が作られたとき

こるとは考えられない事故（以下「仮想事故」

は、ちょうど地震が小康状態のときだったと

という。）（例えば、重大事故を想定する際に

石橋さんは書かれています。世界中の地震地

は効果を期待した安全防護施設のうちのいく

域で、原発と重なるところはわずかしかない

つかが動作しないと仮想し、それに相当する

のです。アメリカなどは、カリフォルニアで

放射性物質の拡散を仮想するもの）の発生を

法律を作っています。断層のある 50 フィート

仮想しても、周辺の公衆に著しい放射線災害

内は、原発の建物を建ててはならないという

を与えないこと」としています。ですから、

法律が 1970 年にできています。原発を作り

重大事故が起こらないこと、さらには考えら

出したけれども、その下に断層があるから建

れない事故（仮想事故）が起こったとしても、

設を止めたというものもあります。

このような場所に建ててもいい、こういう場
所に建てなさいということを、昭和 39 年の

2-2-2. 原子力白書

もので指摘されています。

これは非常に恐ろしい内容に重なってきま

保安院は福島の事故が起こった後、ただち

す。今年（2013 年）の 2 月に大阪で 100 人

に全原子力発電所に対して大きな津波が来た

ぐらいの人たちにお話ししたときに説明した

ときに備えなさい、電力が落ちてもそのとき

ことなのですけれども、昭和 39 年（1963 年）

どうするかに備えるようにしなさいと出して

に原子力白書が出版され、日本に原発を作ろ

います。私たちはそれを聞くと、なるほど、

うと中曽根さんや正力さんから始まったもの

まともだと思うかもしれません。しかし、石

が、だんだん形をとっていきます。何もない

橋さんはこの本の中で、これはおかしい、最

ところから、原子力白書というのが出始めま

初に原子力発電所を建てようといったときに

す。そして、いよいよ原子炉をどこに立地す

決めた内容から、もうこれは建ててはならな

るかということに係る段になる昭和 39 年に

いということになっていることが起こった、

出た原子力白書の中に、初めて「原子炉立地

建っていることが分かったのだから、ただち

審査指針及びその適用に関する判断のめやす

に止めなさいと言うべきではないかという指

について」が出ます。要するに、原子炉をこ

摘をなされています。次々と事後承諾みたい

ういう所に建てていいということです。それ

な形で進むような問題について、私たちは考

以後、これに基づいて、どんどん造られまし

えなければならないと思います。
私はその本の中で、聖書の個所を 3 カ所挙

た。活断層が原子力発電所の裁判闘争で出て
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げています。1 カ所はレジュメの下に一つ挙

起こっているのです。その後も同じように大

げておきました。他に、
『ローマ書』
の 8 章と、

きな地震が起こっています。高知の土佐平野

バベルの塔の個所を挙げています。バベルの

なども水浸しになり、全部なくなってしまっ

塔の箇所は、天まで塔を届かせようとしたと

たようなことが何回も起こっているのです。

きに、神様は言葉をばらばらにしてその塔の

そして今回の地震や、阪神・淡路大震災のと

建設を止められたということを語っている話

きから、日本は活発な地震期に入り出したと。

です。よくペンテコステなどには、その逆が

これは石橋さんだけではなく、いろいろな地

起こったこと、すなわち「言葉」は違うけれ

震学者が言われています。そして、東海、南

ども、イエス・キリストという内容において、

海地震は 2030 年代には必ず起こる、その前

また一つに向かっていくということが教会の

に起こるかもしれないと指摘されているわけ

礼拝では語られます。しかし、バベルの塔は

です。

人間がやろうとしたことに対して、神様が邪

柏崎刈羽原発の 2007 年の事故では、原子

魔をしたのでしょうか。むしろ、あのまま建

力発電所内部で何メートルもの段差ができま

設を続けていたら、あるとき足元から土台が

した。これが原子炉の下で起こっていたら、

崩れて大きな被災、大きな死者が出る。その

どういうことになっていたか。これは参考文

ことを神様はやめなさいと止めてくださった

献の中に書いてあります。
こういう地震の中に、私たちがいるというこ

と、受け取るべきではないでしょうか。

とです。小原先生は最後に言われましたが、

東海村の臨界事故の時、私はこの事故を今
後どのようにしていくか、それでもなお作り

私も同じラインです。『環境神学』というこ

続けるのか、ここで気付いて止める方向に向

とで最後に言うとすれば、広島・長崎・第 5

かうのかということを書いたのですが、福島

福竜丸・東海村の臨界事故もありました。福

原発事故が起こってしまいました。これから

島の事故が今度、起こりました。このように、

原発をさらに進めていくのでしょうか。石橋

世界でも数少ないこの地震列島に住んでいる

さんの本を読み、この地図を見たとき、私た

キリスト者が、自分の信仰とこの問題をどの

ちはよく考えなければならないと思います。

ようにつなぎ合わせて考えるか。これは「環
境神学」というならば、そのことに関係する

2-2-3. 地震列島日本

こととして指摘しておきたいと思います。

この『地震列島日本』は寒川さんという地
2-3. 1930 年代前半のドイツ教会から

震学者の方が書かれた本ですけれども、日本
の歴史においてどれだけ地震が起こってきた

3 番目のものは少し質が違い、ドイツでユ

かということです。私はこれを見てぞっとし

ダヤ人たちが迫害されたときに起こったこと

ました。684 年の白鳳時代、今回の地震に最

です。これは、私が仙台でお世話になった宮

も近いといわれる 869 年の貞観地震、1703

田光雄先生、佐藤司郎先生などが訳されたテ

～ 1704 年の元禄宝永地震、関東大震災、富

ートという人の『ヒトラー政権の共犯者、犠

士山が噴火するような地震など、本当に多く

牲者、反対者』という本の中の一部です。「し

の大きな地震が起こり続けて来ているのが日

かし、ユダヤ人にたいする非公式な侵害と暴

本です。この前、私は家内と一緒に下田に行

力行為とは度重なり、世界の新聞は、それら

ってきました。すると、あるお寺に、ここま

を、ただちに継続的テーマとして取りあげ」

で津波が来たというのがあるのです。ペリー

ということから始まっています。

がやってきた、ロシアの提督がやってきたと

ドイツが 1933 年に向かい、どんどん力を

きに使った場所、あの時、1854 年に地震が

伸ばし、ユダヤ人に対する暴力行為が始まり
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はないのです。

ますが、ドイツ以外の世界の新聞はそのこと

しかし、そういう中で、小さなグループが、

を取り上げていました。しかし、ドイツ国内
の新聞あるいは教会誌では、反ユダヤの紋切

クリスチャンとして声を上げずにはおられな

り型の報道が繰り返しなされていた。このこ

かったということが書かれています。これは

ろ教会は窮地に立たされていたから、一体ど

救いです。このこともやはり私たちは考えて

うしたらよかったのだろうかと書かれていま

おかなければなりません。しかし、組織は仕

す。しかし、
教会組織全体が機能しない中で、

方ないのだということでもありません。かつ

小さなサークルやグループがこの問題に取り

て歴史で起こったことが同じ形でまた繰り返

組んでいたという事実を、テートさんは挙げ

すのではなく、同じ質の問題が別の姿を取っ

ています。特に女性グループ 7 人の福音主義

て現れてくる。そのときに、教会は前の歴史

の教会婦人たちが、ユダヤ人たちに対する声

から学んで、その本質を見抜いて、ちゃんと

明を出したと出ています。

した態度をとるかどうかが問われていると思

そして次の 28 ～ 29 ページですが、最初期

います。当時、ドイツ国内の教会はユダヤ人

から歴史を振り返ってみれば「そのように、

迫害の状況について正確に分からなかった、

既にヒトラー政権の最初の数カ月に」問題は

しかし外国では分かっていた。今回の福島事

現れていた。しかし、いろいろな仕方で正当

故について、日本で色々な報道が流れる中で

性が語られていた。
「批判的なものがないわ

教会はどうであったか。同じ問題がまた問わ

けではなかったが、しかし、それは、この出

れているような気がします。

来事をドイツ民族に対する〈神の真実の贈り

石橋先生はこの中で、戦前・戦中の軍国主

物〉として呈示していた」
。礼拝、説教を伴

義にどんどん向かって行ったことと、戦後の

って、ユダヤ人を迫害する側の正当性の内容

原発主義、原発がいわば一つの神様のような

が、教会において語られていたと書かれてい

位置を占めるようなものに向かって行ったこ

ます。

ととが非常に似ていると言われています。
「国

そして、ナチスが法律化していく中で、教

策として莫大な人と金と組織が注ぎ込まれた

会が何も言えなくなっていった過程について

現代日本の原子力は敗戦前の帝国軍隊にも似

書かれています。要するに法律で決められて

た絶対的善とされた。アジア太平洋戦争中の

しまうと、もうそれに反することをやるとど

狂気のような原発主義の時代にあっては、批

うなるかということです。この後は、なぜこ

判的意見に耳を傾ける空気など全くなかった

のように教会がなっていったかという神学的

のである」。石橋さんは地震学者です。クリ

な内容に入っていきます。
カトリック教会は、

スチャンでもないでしょう。しかし、かつて

いち早くナチスと手を組み、自分たちはナチ

の戦争時に起こったことと比較されてこうい

スを認めるから、ナチスも自分たちの領域に

う発言をなさっています。その晴眼性に驚か

は手を出さないでほしいということをやりま

されます。

した。プロテスタントはカトリックと違い、

この先生はいち早く、原発裁判で断層の問

教会は個々で成り立つ面が大きいですから、

題を指摘しています。しかし、原発の裁判は、

もうどうしたらいいのか分からないという状

起こり得ないことを挙げても、それは理由に

況になって、気づいたときはどうしようもな

はならないという形で、ずっと負け続けてき

くなっていました。どんな組織でもそうです

ています。しかし、裁判官は今、考え方を変

が、いろいろなことに配慮しなければならな

えなければいけないという本がつい最近、出

い中で組織全体として動くことが後手後手に

ました。何人かの裁判長たちの意見が載って

回ってしまうのが常です。教会組織も例外で

います。
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2-4. まとめに代えて

点が欠けていたのではないかと指摘され、こ

聖書とキリスト、科学の問題は、先ほど小

れからは人間、自然を大切にした科学技術を

原先生が問題にしてくださいました。池内了

考えていかなければならないと書いておられ

さんという京大の宇宙物理学を出られた先生

ます。
私の教会に、洗礼を受けた方で、30 代前

（現在は、総合研究大学院大学教授）が、最
近『科学の限界』という本を出版されました。

半で慶応大学工学部の女性の先生がおられま

これは新書版で、とても優れた本です。

す。私も機械科卒業なので、
「今どんなこと

古典物理学とニュートン力学と 20 世紀の

をやっているの。自分たちのときはこんなも

量子力学で明らかに一つの大きなジャンプが

のだった」と話したら、「私の研究室はヒュ

ある。原子が関与するミクロの現象の科学の

ーマンテクノロジーという部屋なのです。そ

それまでの科学からのジャンプです。量子力

れは人間が欠けを持っていたり、弱さを持っ

学は統計力学的、統計学的な領域になってき

ていたり、そういうことをどう考慮に入れる

て、科学が得意な分析、還元、実証ができな

かという、そこで成り立つテクノロジーなの

い科学になる。ビッグサイエンス、つまり原

です」というお話でした。幾つかの例も聞き

子力発電所あるいは巨大加速器、核融合とい

ましたが、非常に面白かったです。ですから、

ったものはこの科学の領域に入るものなので

これからの工学技術は、今までできなかった

す。「五感でとらえきれない」という表現を

ことをやろうとするだけではなく、人間に寄

使われています。そういう中で、巨大加速器

り添って、人間がどういう存在であるかとい

に関していうならば、もう何兆円の機械をヨ

うことをよく考えた上で、なしていくものに

ーロッパ、スイスあたりでは合同で作ってい

なろうとしている。工学部もそういう方向に

ます。しかし、
「これが分かった、ではその

行こうとしているのだなと、ちょっとうれし

次ということで、無限にその先まで行く巨大

かったです。希望を覚えさせられました。

加速器は作れない」という指摘をなさってい
ます。

3. 基調報告 3：

私も何人かの科学史、科学技術論の大学の

「環境神学から見た原発・エネルギー問題

先生とやりとりしたことがありますが、これ

のリスク分析と政策構想」

までの科学の時代をずっと追ってこられた

安田 八十五（関東学院大学経済学部教授

60 代、70 代に入る先生方の場合、通常のこ

キリスト教と文化研究所研究員・工学博士）

れまでの科学と、21 世紀後半のビッグサイ
エンスにおける延長線上で考えていいのかど

3-1. 安田八十五の自己紹介

うか、そこに対する理解で、ちょっと待って
くださいと言いたくなるような発言をされる

─環境政策学と環境神学 ─

ことがあります。池内了さんのこの本では、

公開シンポジウムは 2 年連続で企画させて

その辺を科学的な視点から詳しく書かれてい

いただいたのですが、一応、
『環境神学』と

ます。

いう言葉を使っていますが、私自身は、両先

この本の中で最後に、
「工学技術は、大事

生のように神学をきちんと勉強したことはあ

故を起こす技術であるという負の面に、もっ

りません。

と目を向ける必要があるのではないか」と指

私は横浜の中区、伊勢佐木町の近くで生ま

摘されています。工学者は、作り出すという

れ育った、横浜 4 代目です。私の曾祖父が、

実学なので、大きなもの、速いものを作り出

横浜が開港されるということで、長崎から出

すことに専念するけれども、始末、廃棄の視

てきて、お茶商をやっていたそうです。昭和
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19（1944）年生まれで、今日の３人の中では

問題をやるきっかけになったわけです。全般

私が一番年長です。教育としては、最初は東

的には、まさに今お話のあったマイナスの面

京工大の数学科に行ったのですが、数学はと

から、社会システムを見直していくという形

ても難しいのです。同志社大学の小原先生の

で展開してきました。

同僚で、落合先生という経済学の先生が、
『数
3-2. 安田八十五とキリスト教との出会い

理神学』という本を書いていて、この先生は

もう一つは、私とキリスト教との関係です。

私より数学ができる先生なのです。私は東京
工大に社会工学という学科が新しくできたの

私のワイフは関東学院の三春台にある関東学

で、そこに移りました。そこで文部教官・助

院高校の出身なので、そこにある霞ヶ丘教会

手（今の助教）をやって、それから神戸の大

で結婚式をやりたいと言うので、1969 年に

学へ行き、その後、筑波大学へ行き、そこか

そこで式を挙げました。そのときに司式して

らアメリカのペンシルベニア大学へ客員教授

いただいたのが、当時関東学院大学神学部助

で行き、また筑波大学へ戻り、そして 2002

教授の佐々木敏郎牧師でして、2002 年に私

年に地元横浜の関東学院大学経済学部へ来ま

が関東学院大学へ移ってきたとき、ばったり

した。

食堂でお会いしました。やはり何か縁があっ

私自身は、上山先生と同じ理工科系の出身

た気がしています。それから、いろいろな経

なのですが、当時は東京工大も電気・機械な

緯があって、関東学院はプロテスタントのバ

どが中心なので、実はそれがあまり好ましく

プテストですが、私自身は 2000 年にカトリ

ないと感じたのです。技術至上主義みたいな

ック磯子教会でカトリックの洗礼を受けまし

のがすごく嫌で、社会問題をやりたいと思い

た。ですから、キリスト教と出会ってから、

スピンオフしました。特に高校 1 年生のとき

洗礼を受けるのに約 30 年かかりました。や

に安保闘争に毎日行っていて、留年しそうに

はり理工科系の教育で洗脳されていたと思う

なってしまったのですが、やはり世の中を変

のですが、神がかりみたいなものはインチキ

えなければいけないのではないかという思い

ではないかと、一種の科学技術至上主義的な

が非常に強くなり、社会システムをどうやっ

考え方が当時の私には強かったのではないか

たら変えることができるのかと悩んでいまし

と思います。

た。ただ、理工科系で育ったので、そこで勉

洗礼を受けるようになった一番大きな理由

強した理学・工学的な方法と人文社会科学的

は、
『依存症』です。実は私の祖父はアルコ

なフィロソフィーとの両輪で、さらにフィー

ール依存症で、65 歳前に、一晩のうちに脳

ルドを重視し現場主義でやっていこうと思い

溢血で死んでしまったのです。私も大人にな

ました。

っていろいろな付き合いでお酒を飲むように

今、
池内了先生の本の紹介がありましたが、

なったら、何かおかしいのです。それをずっ

私自身も実は、東京工大の後は神戸商科大学

と続けていて、いろいろな経緯でアルコール

（現・兵庫県立大学）の経済研究所に移った

依存症の勉強をしました。
『依存症』は、単

のですが、当時六甲山でカンコロジーという

なるお酒の依存症、「物質依存症｣ だけでは

のがはやっていたのです。今はペットボトル

なくて、「プロセス依存症｣（過程依存症）も

になっていますが、そのころは缶ジュースや

あります。ギャンブルなどがそうです。それ

缶コーラを飲んで、空き缶をポイポイ捨てる

から、
「関係依存症｣ という、人間関係の依

わけです。私の同僚が調査を頼まれて、手伝

存症で、いろいろなものに依存しないと生き

ってくれと言われて、私もサポートしたので

ていけない。最終的に僕は、神だけに依存す

すが、それが私のごみリサイクル問題や環境

るのが正しいと思っているのですが、何かに

― 18 ―

特別報告

エネルギー・環境問題から見た原子力発電の意味とキリスト教の役割

依存しないと生きていけない。専門家の本を

『世界の名著 14 ─トマス・アクウィナス』が

読んだり、カウンセリングを受けて、これは

ありました。キリスト教に関心を持つように

心の病気であると分かりました。

なってから、
『神学大全』をもう一度、読み

自分は、まさかそういう病気だと思ってい

返したのです。

なかったのですが、
一種の病気だと気が付き、

すると、直感的に説明すると、私が今ここ

驚いて不安になり、これに挑戦するというこ

に存在することは、存在者には必ず原因者（父

とで勉強会に入りました。それは CLG（ク

親）がいる。この父親にも父親がいる。有限

リスチャンリビンググループ）というグルー

の限り、たどっていくと、必ず有限の原因者

プで、キリスト教の教えに基づいて、12 ス

には、さらに有限＋ 1、N 番目の先に、N＋1

テップ方式でグループカウンセリングをやる

（番目）の原因者が必要なのです。そうする

のです。これは「依存症と依存症社会」の研

と有限である限り、究極の原因者にはたどり

究と実践ということで、まとめて本研究所の

着けないのです。N が無限のときに、無限の

機関誌『キリスト教と文化』等に公表してあ

先は『無限＋1 』（N＋1）は、実は無限（N）

ります。『依存症』は目に見える具体的な体

と一致するのです。つまり、自分自身になる

の病気ではなく、一種の心の病気です。精神

ので、その先の原因者を必要としないので

病とは違いますが。それで初めてキリスト教

す。ですから無限の存在という要素に対し

に出会ったのです。

て、その要素に対する無限の原因者が存在を
創ってくれた「神」そのものになります。こ

3-3. 神の存在の数学的証明への挑戦

れを全部集めたものを、一つの集合（Set）と

─ 神と宇宙との関係の数学的分析─

考えると、宇宙、さらにはすべての世界の現

その中でキリスト教に対する疑問が出てき

在、過去、未来を含めて、存在しているもの

たのです。たまたま理工科系、特に数学を若

の原因者の集合体を『神の世界』と定義づけ

いころに勉強したので、これは何か自分が勉

ました。

強したもので、理解できないかとやってみま

それを数学の集合論の考え方で示したもの

した。東京工大にいたころ、
『世界の名著』
（中

が、図 3-1 の（1）と（2）のような形です。宇

央公論社発行）を生協の出版部から購入して

宙は有限の世界です。いくら宇宙が大きくて

いたのですが、その中に、山田晶という人の

も、今でも厳密に解明できていませんが、有

図 3-1（1）. 神の世界（無限集合）G と宇宙（有限部分
集合）N との関係

図 3-1（2）. 神の世界G（無限集合）、精霊H（無限集合）
と宇宙N（有限集合）との関係図

無限部分集合
（狭義の「神の世界」
）
K=G−N

無限集合
（＝
「神の世界」
の全体）
G

神の世界 G
（無限集合）
精霊の世界 H
（無限集合）

K=G−N

宇宙 N
（有限集合）

有限部分集合
（宇宙＝自然）
N
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3-4.『三位一体説』の数学的説明

限なことは確かです。これを創り出したもの
が、無限の原因者である『神』という集合体

キリスト教では『三位一体説』があるわけ

です。無限の原因者は、
『無限＋1』は無限で

ですが、その前に、神の存在を数学的に証明

すから、自分自身になるのです。その先に原因

し説明できたことは、神は信ずるしかないと

者を必要としない、それが『神の世界』です。

いうことを意味します。存在者である自分が

有限のものも含めたものが『神の世界』
（G）

神を信じないことは論理的にあり得ません。

という無限集合になります。ですから、われ

それは自分の存在を認めないことになるわけ

われの宇宙（有限集合）も無限集合である『神

です。自分を存在せしめたのが「無限の原因

の世界』に属し、含まれているわけです。

者である神｣ であるから、それを認めないの
は、論理的な矛盾になってしまう。従って、

神の世界（THE God World）から宇宙、つ
まり、自然の世界（N）を引いたものは、K

実は私の 30 年以上前に思っていた、宗教な

＝ G − N なのですが、宇宙を含まない本当の

どは全部インチキではないかということは、

神（K）と説明できます。私は文科系の学問

自分自身が発見した論理によって打ち砕かれ

には弱いのですが、ヘーゲルなどの哲学者が

たのです。
「キリスト教と文化」の第 10 号

主張している、
存在と存在者という言葉「The

（2011 年度所報）には、「神の存在と役割に

Being」 と「Something」 を 使 う と、
「存在」

関する科学的分析」という論文を公表してあ

は『神の世界』
、
「存在者」を『宇宙』と考え

ります。神の存在に関する数学的証明を、数

れば同じ解釈ができます。

式をなるべく使わないで、言葉で説明してあ
ります。

無限の存在である『神の世界』G の外部は、
この図 3-1 では外部があるように見えますが、

ところで、『三位一体説』を、キリスト教

実は何もないので、集合論で言うと空集合

をかなり勉強してからも、私は全く理解でき

（Φ）になります。G が本当の無限の世界、神

なかったのです。特にイエス・キリストとは

の世界で、それは有限集合である宇宙 N を

何者かが、率直に言って全く理解できなかっ

含んでいます。実は集合論の特性から、無限

たのです。これをどのようにして理解するか

集合である『神の世界』K は宇宙 N を引い

ということで考えて行くと、位相数学・位相

た K ＝ G − N と同じものになると証明できま

幾何学（トポロジー）を使うと見事に説明で

す。ということは , 宇宙はわれわれの常識で

きることが分かったわけです。

は非常に果てしがない、とても広いものと考

図 3-2 の（1）と（2）を見ていただきたいと

えられますが、『神の世界』である無限集合

思います。左側に三つ丸印があります。本当

から見たら、有限集合である宇宙は無視でき

は『神の世界』には端がないのですが、端が

るほど、
小さな世界であることが分かります。

ないように図は書けないので端を付けて神の

私はトマス・アクウィナスの本を読み直し

世界 G を書きました。神の世界は無限集合な

てびっくりしたのですが、中世 13 世紀の神

のですが、神の働きが『聖霊』
（スピリット）H

学者が、これと同じような考え方を言葉でき

で、これは実は『神の世界の無限部分集合』に

ちんと記述しているのです。それを私は、た

なります。そして宇宙（＝自然）N は『神の

またま数学を勉強したので、数学の集合・位

世界の有限部分集合』になります。先ほどは、

相論で展開してみたのです。厳密な神の存在

神の世界の部分集合が宇宙と言いましたが、

の数学的証明にはならないかもしれません

宇宙は黙ってできるわけではありません。神

が、神の存在の論理的な説明にはなっている

が働くことによってできたわけです。「神 G

と思います。

が聖霊 H を送って、宇宙 N を創られた」と考
えることができます。これは数学的には関数
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図 3-2（1）. 神の世界G、精霊H とイエス・キリストC
との関係
（三位一体説の位相幾何学による説明・精霊
によるイエスの神化）

図 3-2（ 2）. 神の世界G、イエス・キリストC と精霊H
との写像関係
（三位一体説の位相同型写像による説明・
イエスの神化による精霊送付機能の授与）

神の世界 G（無限集合）

神の世界 G

イエス・キリスト
C

精霊
H

精霊の世界 H
（無限集合）

イエス・キリスト C
（集限集合）

プを作ることが出来ます。これは位相数学で

や写像という理論を使うと説明できます。
問題はイエス・キリストの部分です。イエス・

言 う『 一 対 一 対 応 』（One to One Correspon-

キリスト C は、神がイエス C に聖霊 H を送っ

dence）という理論です。外部から見える形

てイエスを神化したという関係が図 3-2（1）

は違うのですが、位相空間的、つまりトポロ

です。この場合、イエス・キリスト C は人間

ジカルには全く同じものである、同じ構造で

なので有限部分集合なのです。それが聖霊 H

あると言う事が出来ます。一対一対応ができ

を送られることにより神化されました。特に

ているわけです。

重要なのはイエス・キリストの『復活』でし

神が聖霊を送ることによって宇宙を創り出

て、神化したイエス C は聖霊 H を送る機能

したわけです。イエス・キリストは、神の世

を有しているのです。復活したイエス・キリ

界から聖霊を送られ、神化したわけです。『復

ストは、神の世界 G から無限の働きを受けて

活したイエス』とは、イエス・キリストが神

無限集合に成ることにより、神と同じ聖霊 H

と同じ聖霊を送る機能を有するようになっ

を送る機能を有するようになったと考えるこ

たという意味です。この位相同型の理論を

とができます。神の世界 G とイエス・キリス

用いて三位一体説を説明できるという論文を

ト C と聖霊 H の三位一体が、位相数学（トポ

書きました。これを約 4 年前に公表したので

ロジー）の世界の『位相同型』(Topological

すが、読者はレフェリー（投稿論文の匿名の

Isomorphism) の理論で説明することができま

審査者）以外ほとんどいませんでした。

す。
『位相同型』の理論を具体例で説明しましょう。

5. 一神教と多神教の数理神学による説明

たとえば、手の付いたカップと、穴の空いた

先ほど小原先生が一神教の話もしました

ドーナツを粘土で作るのです。そうするとカ

が、私の理論で言うと神（The God）は、す

ップの手のついた空いた所を、ドーナツの真

べてのこの世に存在する、あの世かもしれな

ん中にすることができ、ドーナツに変換する

いし、将来の世かもしれない、神は存在者の

ことが出来ます。逆に、ドーナツの穴の空い

無限の原因者ですから、無限集合、英語では

た所を、カップの持つ所に変換すれば、カッ

The Infinite Set として存在しています。数学

― 21 ―

関東学院大学「キリスト教と文化」第 12 号（2013 年度）

的に言うと、『神は無限集合』です。キリス

球環境問題の分析で使用したシステムダイナ

ト教やイスラム教は一神教、仏教などは多神

ミックスという数学的方法論を使って、第二

教と言われています。しかしながら、数理神

次関東大震災が発生した場合の 60 日間（2 ヶ

学的には一神教も多神教も誤りではないかと

月間）のシミュレーションを約 30 年前にや

考えられます。一神教と多神教と分ける二分

ってみました。第一次関東大震災は大正 12

法も、誤りでは無いでしょうか？ The God が

（1923）年 9 月 1 日（土曜日）に起こっていて、

集合として一つだと考えれば一神教であり、

河角東大教授の 69 年周期説によれば、第二

集合の中のもの、例えばある地域、インドな

次関東大地震は 1992（平成 4）年頃に起こる

らインドとか、日本なら日本で無限集合の部

はずだったのです。実は 69 年周期説は、横

分集合をとってきて、それぞれの神がいると

浜が開港したのが安政 6 年（1849 年）ですが、

考えると、多神教という解釈が成り立つので

第一次関東大震災の 70 年前の安政 2 年（1853

す。理論的には神は無限集合の集合体、英語

年）に大地震があったことから来ているので

で言うと、The Infinite Set として存在してい

す。ですから、私はこれを見て、地震学者は

ると考えることができます。

ほとんど信用できないのではないかと思って

ですから、小原先生に講演をお願いしたと

います。僕は、数学や統計学を少し勉強した

きに、明治大学教授の中沢新一さんのキリス

立場から言うと、統計学は理論的には無限が

ト教や宗教に対する理解、それから原子力エ

前提の学問でして、2 ～ 3 回の有限のデータ

ネルギーは一神教という解釈は、誤っていま

だけで統計的推測を出すのは、おかしいので

せんかと伝えさせて頂きました。中沢さんの

はないかという気がしているのです。

言っている一神教は何なのか、全然、私は理

私の「第二次関東大震災のシミュレーショ

解できないのです。中沢新一さんの主張する

ン」の論文で明らかにしたことは、非常に大

「原子力エネルギーは一神教的技術」という

きな犠牲が出るということを数学的に示した

主張は、
完全な誤りだと思います。それから、

ことです。東日本大震災であれだけ被害が出

中沢新一さんは宗教学者なので、何冊かキリ

て、特に放射能事故があって避難して戻れな

スト教関連の本を書いているのですが、例え

いのですが、私の第二次関東大震災のシミュ

ば『神の発明

カイエ・ソバージュⅣ』を書

レーション研究では、標準ケースでは、1 都

いていて、これで位相幾何学的なドーナツの

3 県で人口が約 3000 万人いるのですが、そ

理論やトーラスみたいなものを使って数学的

れが 1 ～ 2 週間後に 1000 万人ぐらいになっ

に説明をしているのですが、失礼ながら集合

てしまうのです。そして最悪の事態の場合は、

論や位相幾何学をきちんと理解できていない

ほとんどの人々が戻って来ることができませ

のではないかと思います。先ほど、
『日本の

ん。この時は、原発事故は想定していなかっ

大転換』（中沢新一、2011）については、小

たのです。なぜなら、東京湾周辺には原発は

原先生から厳しいご指摘があったと思うので

無かったからです。
ところが、この状況を打ち破る出来事が大

すが、私は『神の発明』という本も間違って

問題です。第二次関東大震災は、私がシミュ

いると見なしています。

レーションしてやったのですが、幸いなこと
3-6. 震災問題に関する取り組み

に神はもたらさなかった。ところが、次に大

─ 第二次関東大震災のシミュレーション

地震が東京や横浜を含む関東地方で起きる

と第三次関東大震災─

と、第三次関東大震災になります。それは原

私は数学やコンピューターが得意だったの

子力環境が全く変わったからです。2008 年

で、ローマクラブが「成長の限界」という地

（平成 20 年）9 月に横須賀港を、米国海軍が
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一度戻すべきではないかと思います。

原子力空母ジョージ・ワシントンの母港にし
たのです。この空母は関西電力の方式と同じ

それから、アメリカで行われている『核シ

加圧水型原子炉を 2 基積んでいます。ですか

ェルター』というのは、どういうものかは詳

ら、もし事故を起こしてメルトダウンを起こ

しくは分からないのですが、核事故が起きる

すと、
100％致死です。私はいつも学生に「即

可能性もあるわけですから、もし原子力空母

死」と言っているのですが、理論的には「致

をそのまま認めて、継続して母港化し続ける

死」です。その場ですぐ死ぬわけではなく、

のであれば、本当は『核シェルター』も必要

必ず死ぬということです。この事実がほとん

ではないかと思います。『市民のための核シ

どマスコミ等で報道されていないことが、最

ェルター』の可能性を研究する必要があると

大の問題点ではないかと思います。

思います。

一昨年（2011 年）の政府調査委員会の発
3-7. まとめに代えて

表によると、三浦半島の地震発生確率がかな

─ホット・ハートとクール・ヘッド─

り上昇しているということでした。もし三浦
半島で大地震が起きた場合は、横須賀の原子

私は、心情的には脱原発派なのですが、科

力空母がメルトダウンを起こす可能性が極め

学者、特に論理的な研究をやってきた立場か

て高いわけです。これは東日本大震災の時の

らは、最終的には原子力発電所や空母一つ一

福島第一原発事故以上の原発事故になり、関

つに対してリスク・ベネフィット・アナリシ

東地方は壊滅状態になる恐れがあります。

ス（Risk Benefit Analisys）を厳密に行って、

そこで、せめての役割を果たそうとして、

リスクがどのぐらい起きるのか、できれば数

私は、『池子の森』の保存運動を、関東学院

学的・統計学的に測定して、継続するのか廃

大学に来るずっと前の、アメリカのペンシル

止するのか、または撤退するのかを厳密に評

ベニア大学にいたときに知って、筑波大学に

価し、決めていく必要があるのではないかと

戻ってから行っていたのです。
『池子の森』

思っています。

を広域避難拠点としてきちんと整備すること

筑波大学に勤務していた時、茨城県東海村

が重要ではないかと思います。関東学院大学

のアドバイザーをやっていたのですが、東海

の広域避難拠点は、これまでは『池子の森』

村の村長は、以前常陽銀行という茨城県で一

だったのですが、いろいろな経緯で数年前か

番大きい銀行のつくば支店長をやっていた村

ら『野島公園の室の木地区』に変更になりま

上達也さんという人です。村上さんが今度の

した。
つまり人間環境学部地区になりました。

福島原発事故があって、それまでは止むを得

2011 年の 3.11 のときに、私は 3 月 3 日に高

ず原発を選択していたのを、原発を止める方

血圧で自損交通事故を起こして、家で休んで

向にいくと決断されたのです。これはかなり

いたのです。大学に居られた先生方に聞いた

大きな決断です。本当は、それに理論的な根

ら、みんな室の木地区の人間環境学部に逃げ

拠やデータ的な裏付けがあってやると素晴ら

たようです。ところが、経済学部の先生で逃

しかったと思うのですが、村上さんは 4 期か

げなかった先生が何人かいたのです。経済学

5 期も、東海村の村長をやっているので、こ

部の方は、建物がしっかりしているから大丈

ういう選択もあり得るのではないかと思いま

夫という理由からです。野島公園の室の木地

す。

区は海抜の高さが 5m 無いので、5m 以上の

私自身は研究者として、まだ迷っているの

津波が来たら、みんなおじゃんになってしま

ですが、ホット・ハートとクール・アナリシ

うのです。ですから、
『池子の森』は少し遠

ス（クール・ヘッド）ということで、ハート

いのですが、池子の森に広域避難拠点をもう

は脱原発でも、クールに分析していくことが
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必要ではないかと考えています。ただ昨年

士と、クリスチャンではない高木仁三郎さ

2012 年 1 月 3 日の朝日新聞紙上でカリフォ

ん、宇井純さんにも入っていただいて一緒に

ルニア大学のダイアモンド（Jared Diamond）

本を出しました。そのときは全然、ある意味

教授が、地球環境問題の方が原発問題より重

では反響がありませんでした。その中で私が

要なのだと言っていました。やはりこれはア

一番、ショックを受けたのは、最もキリスト

メリカ人だからかなと思いました。今の学問

教的なことを書いてくださったのが高木仁三

のレベルでは、両者は比べられないのではな

郎さんだったのです。特に核のエネルギー、

いかと私は思います。地球環境問題も原発問

核はいわば宇宙に属するものなのだという指

題も、別々に考えるべきだと思います。原発

摘です。先ほどのガイアにつながるのかもし

問題も、一般論として原発を全部廃止する、

れませんが、そういうことを聖書に基づいて、

脱原発にするという結論は、私は研究者とし

彼は書かれているのです。実は神学者の方は、

ては残念ながら出せません。一つ一つ、個別

そのときは、どうもよく分からない形になっ

のケースに関して厳密な分析をすべきです。

てしまいました。それ以来、いろいろお話を

厳密な分析も、もう間に合わないかもしれな

伺っても、何か具体的に例えば科学者や技術

いですが。その間に事故が起きるとか、特に

者にもっと語っていただいて、神学を練って

原子力空母に関しては今、事故が起きたら、

いただきたいという気がするのです。そのあ

ここは 8km 圏内ですから間に合いません。

たりのコンタクトなどは、どういう形でおと

3.11 のときは、侍従川という川がこのキャン

りになっているでしょうか。

パスの眼の前を流れていますが、水が引き川

また、その中で、例えば環境運動と言うと

底が見えてしまったのです。平潟湾もいわゆ

きも、教会の中では環境の問題は、実は話題

る『引き波』になりました。この問題はとて

にならない。ただし、外の環境運動に入って

も難しいと言えます。

みると、一般市民としてクリスチャンの方が
たくさんいる。その中で、むしろ神道の方が

予定の時間をオーバーしましたが、休憩の
後、再開します。

多いということもありました。

4. 会場との質疑応答 :

神学大学の学生が卒業論文で環境の問題を書

もう一つ、平成に入ってからですが、東京
（安田）前半の講師の話が長引いてしまった

きたいと頼んだけれど、指導教授に拒否され

ので、講師間の討論はカットし、会場からご

たと言うのです。そういう形で、神学の中で

質問やご意見を聞いて、必要があればパネラ

も、既に先生などはきちんと専門としておら

ー間で討論をしたいと考えています。

れるようになりましたが、取り組みが何かま
だるっこい感じがするのです。

（質問 1）私（古谷）は当研究所で客員研究

それから上山先生には、今、私たちが核の

員をやっていますが、元は東京理科大学と恵

問題を議論するときに、原発を廃止すべきか

泉女学園大学で分析化学を教えていました。

どうかという形だけで議論してしまう。私は

その後、環境科学を人文学部で教えていまし

以前、『軟着陸技術』ということを考える必

た。上山先生と一緒に『科学技術とキリスト

要があるだろうと言っていたのです。これは

教』を新教出版社から出したので、今日は面

どちらかというと専門の方ですが、例えば大

白く伺っていました。

島の上空でジャンボジェット機のエンジンが

小原先生に最初に伺いたいのですが、平成

1 個爆発した。それから飛んでいくのに、ほ

5 年（1993 年）に『エコロジーとキリスト教』

かのエンジンを使うか、どうやって軟着陸す

を、私たちは出しています。クリスチャン同

るかが、原発をこれから再開するかしないか
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という問題に絡んでいると思うのです。成田

です。ですから、そこにある一定の方針・指

に降りるか、羽田に降りるかという議論だけ

針を示していく点では、医療と神学、あるい

では解決しないと思うのです。この飛行機を

は生命倫理と神学は、非常に具体的な問題で

安全に着陸させるためには、まだエンジンを

すので、私はそういう中で、かなり積み上げ

動かさなくては、落ちてしまうのです。そこ

てきた経験があります。ですから、この分野

がどうも、今の社会的な議論に欠けている気

は、今後の日本社会あるいは教会にとっても、

がするのですが、いかがでしょうか。

恐らく避けて通れないであろう。そこの部分
に目をつぶって道を語ることは、もはやでき

（小原）ご質問をありがとうございました。

なくなっていますので、それが一つの大切な
分野だと思います。

まず科学者との対話がきちんとできていない
のではないかということは、全体としては、

もう一つ、今日のテーマに少し引きつけて

まさにそうだと思います。古谷先生が言われ

言うと、私は京都の日本クリスチャンアカデ

るように、まどろっこしいという思いを、私

ミーの関西セミナーハウスで、運営委員会の

も共有しています。そういう状況の中で、そ

メンバーなのですが、そこでも一応、科学と

この部分、つまり今日話した、まさに科学と

キリスト教の対話をずっとやってきていま

宗教のインターフェイスの部分を、いかに強

す。ドイツの伝統を引いているので、対話を

化するかということが、
私の課題の一つです。

重視して、特にキリスト教が自分たちの内側

具体的に、では私がどういう取り組みをして

だけで議論するのではなく、外部の専門家を

いるかをお話しした上で、課題も示したいと

招いてやってきました。
例えば去年は、3.11 以降、あるいは原発の

思います。
一つは、今日は全然触れませんでしたが、

問題も大きな課題として設定し、東大の物理

私は普段、『生命倫理』の関係のこともかな

学の先生で、超電導がご専門の北澤先生をお

りやっていまして、京都にある結構大きな病

招きしました。北澤先生は 3.11 以降、政府

院の倫理委員会の、倫理委員長を 10 年くら

が事故の調査を速やかにできなかったので、

いやっているのです。そこでジャーナリスト

民間事故調査委員会を立てて、かなり分厚い

の方や、医療事故の被害者の会の方や、医療

報告書を作られたリーダーの方です。先生は、

事故の弁護士の方や、
専門の大学の先生など、

物理学者の視点から問題をどうとらえるかと

外部委員と内部の人とでずっとやってきてい

いうことで、特に物理学者にとって、原子力

ます。科学と言っても非常に幅広いので、ど

エネルギーは極めて魅力的だと。小さなもの

ういう分野と一番キリスト教が話しやすい

から莫大なエネルギーを生み出す、そしてエ

か、
やはり領域の特定が大事だと思うのです。

ネルギー効率が他の物質、石油や石炭とは比

科学というだけでは少し抽象的すぎます。や

べものにならないということで、まず魅力的

はり命の問題を考えるときに、この時代にお

な力から話されました。

いて生命倫理の問題、あるいは医療の問題は

しかし、それだけでは済まない負の部分も、

欠かすことができないと思うのです。つまり

多くお語りいただきました。特に 3.11 以降は、

少子高齢化して、いかに人が生き、死ぬかと

物理学の先生などとの接点を維持しながらや

いう問いは切実な問題です。あるいは胃ろう

っていますが、それは全体から見ると非常に

の設置、あるいはそれを付けるべきか、付け

小さな試みの一つにしか過ぎないと思ってい

るべきでないかという問いなど、非常に切実

ます。1 泊 2 日で 30 ～ 40 人が来てくださって、

な問題から始まって、なかなか教会の現場だ

北澤先生と、関西学院大学の神学者の栗林輝

けでは答えきれない課題は結構あると思うの

夫先生にも来ていただいて、みんなで議論を
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いけるかが今は課題です。

したのですが、その記録を 4 月か 5 月ぐらい
に新教出版から出版する予定です。大体、原

ただ、全く希望がないわけではなくて、先

稿が上がり、私が最後に後書きを書くくらい

ほど、むしろ明治期から大正、昭和前期にか

までになっています。そういったことも広く

けてのクリスチャンの例を挙げましたが、か

シェアしながら、議論を深めていきたいとい

つては非常にアグレッシブに社会に関わっ

う思いは、非常に強くあるのです。

て、問題提起して、社会に影響を与えたよう

いったんやり出すと非常に面白いし、大事

な先進的なクリスチャンの知識人たちがいた

だということが分かるのですが、教会の中で

わけです。そういう良き伝統をうまくもう一

なかなか話が盛り上がっていかないところ

度発掘しながら、つくり替えていけば、今も、

を、私も現実には感じています。日本の教会

これからも可能性があるのではないかと思っ

は社会的弱者に対する視点は非常に強いと思

ています。

うのです。ですから、社会科学の問題に対し

そして、日本には日本でなければなし得な

てはかなり蓄積があると思います。差別の問

い課題、世界に対して発信していかなければ

題や自衛隊の海外派遣や靖国など、社会的な

ならない使命があるので、そこの部分をもっ

問題に対してのアプローチは非常に強い力、

と自覚する。それは決して薄っぺらい問題で

蓄積も持っているのですが、環境問題や原発

はなく、今ある現実の問題にどう応えるかと

の問題など、自然科学系の問題に対してのア

いうことによって、私たちのこの社会だけで

プローチがまだ十分ではないと私は感じてい

はなく、世界にも良き貢献ができる。日本社

ます。ですから、そのあたりを、きちんとや

会におけるクリスチャンは非常に少数です。

っていかなければいけません。古谷先生が言

その意味では、存在そのものによっての影響

われるように、
本当に歩みは遅々としていて、

力は、極めて小さいわけですが、自分たちに

周りから見ているとまどろっこしいのです

課せられたユニークな使命が何かを自覚する

が、そこをどう超えていくかが、私の中にも

ことによって、大きなメッセージを日本社会、

課題としてあります。

さらには世界に伝えていくことができるはず
だし、しなければならないと考えています。

先ほど、東神大（東京神学大学）で環境に
対する関心を実際に拒否されたという話が

特に科学との接点において、何を具体化して

ありましたが、東神大の事情に踏み込むと問

いくか。これは先生がおっしゃるように非常

題があるので、そこは言いませんが、そうい

な大事な点なので、今後とも頑張ってやって

う先生がおられることは確かです。神学は、

いきたいと思っています。

バ ル ト（Karl Barth） や ブ ル ト マ ン（Rudolf
Bultmann）など、伝統的なことをきちんとま

（上山）実際に動いているのを、すぐに止め

ずやるべきで、現代の問題を扱うのは薄っぺ

るわけにもいかないではないかという意見

らいという感覚はまだまだ強いと思うので

は、いろいろなレベルで出るわけです。古谷

す。ですから、そこは変えていかなければい

先生は、先ほどご紹介があったように、自然

けない。つまり、神学教育の質の問題です。

科学技術の人間で、こういう問題を何年も一

神学教育の中において、もちろん伝統的な神

緒に話し合ってきた仲なので、おっしゃって

学を丁寧に扱うことも大事なのですが、現代

いるレベルは深いのです。まず、その問題に

の問題に応えるだけの応用力を持ち得るかも

関して私が思うことは、牧師なので専門の最

当然、現代の神学に問われている課題で、そ

先端は分からないのですが、科学だけに限ら

この部分は実際、かなり弱いです。私自身も

ず、どういう分野でも、私はあることをして

そこは自覚しているので、そこをどう変えて

きたら、あとはいろいろな本や資料、いろい
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ろなデータが今は出てくるので、それを読み

す。資料に日本キリスト教会が昨年の 2 月に

取ることは、かなりできると思っています。

出したものが載っており、これにも私は関わ

そういう意味で、いろいろな原発、燃料、エ

って大体皆さんが OK してくださったものな

ネルギーのことも見たり、聞いたり、読んだ

のですが、立場としては「ただちにやめろ」

りしているわけですが、今の問題に対して、

と叫ぶようなものは、出さないようにしまし

こうすればいい、具体的にこういう方法があ

た。そういう中で、1990 年に、小さな伝道

るということを議論しても、その前に立ちは

所なのですが、中国電力の人たちを招いて懇

だかるいろいろなものがあるので、今はそう

談会をしました。上関の問題に下関から関わ

いうレベルの議論に入ることは避けたいと思

っていました。そういう中で、1980 年代後

っています。

半から脱原発に関わって、コジェネとか、電

例えばこの前、うちの教会員に、ドイツ観

力は大きいものを作って遠くに運んでも損失

光局に勤めてもう長い女性がいて、彼女に、

の方が多いから、その場で作って使う方がい

あともう少しで「ルター 500」
（2017 年ルタ

いのだとか、既に主張していました。今出て

ー宗教改革 500 年）ということもあって、話

きていることは、1980 年代後半には全部出

をしてもらいました。最後に私から彼女に、

ています。私は東芝にいたのですが、当時、

「ドイツが原発の問題でいろいろ取り上げら

世界中の風力発電に取り組んでいるところで

れているけれど、あなたはずっとドイツと関

は、三菱のモーターが一番進んでいると言わ

わってきて、
どう思いますか」と問いました。

れるような時代だったのです。そこで私は、

すると彼女は、「確かにドイツは原発に関し

電力会社を攻撃するような問題ではなく、
「電

てこうだと言われているが、一方で隣のフラ

力会社もこのままやっていたら、早晩、あな

ンスから、たくさんもらっているということ

たたちも困るようになってくる。せっかくい

が現実にある。それはどうなのかと思ってい

い技術を持っているのに、どうしてそういう

る」と笑いながら言いました。
「しかし、ド

方向で考えようとしないのか」と申しました。

イツにおいては、やめるときどういうふうに

いくらそういうことを言っても、小さな伝道

やめるかまで話し合った上でないと、原発を

所で勝手に来てくれと言って場を設けたので

作ることはしない。そこが違う」と、彼女は

すから、電力会社の人も、上の方の人が来た

はっきり言いました。

わけではないので、「仕方ない」という答え
しか、いただけませんでしたが。

ですから、工学でも、恐らく工学者が 19
世紀に始まって 20 ～ 21 世紀の段の中で、今

今は脱原発の軟着陸をどうするのかという

はどう捨てるか、どう引くか、どう処理する

ことに関しても、私はできる・できないとい

かを、工学者が考えていく過渡期に出てきた

うことよりも、いろいろな、こういうやり方

大きな問題だと思うのです。ですから今、ど

がある、こうもできるということが、この社

うすればいいのだということで、
「いや、そ

会で十分に議論されていないと思います。で

れは」というレベルで議論するよりも、やは

すから、私は、軟着陸できないとは思ってい

りそういう形で、根っこから考えていくこと

ませんが、同時に今の 4 号炉の放射性廃棄物

を工学者がしなければいけないと私は考えて

は、石橋さんなども言われていますが、同レ

います。

ベルの地震がまた来たらどうなるか、分から

もう一つは、1990 年に私は下関市の彦島

ない状態にあるのです。そういう問題を抱え

という小さな島で牧師をしていましたが、先

ていかざるを得ない中で、ただ反対と言えな

ほど言ったように、私たちは「反原発」とい

いです。そういうことを、もう少しずつ…。

う名前はとらないで、
「脱原発」ということで

大体そもそも熱を持っている燃料をどうする

― 27 ―

関東学院大学「キリスト教と文化」第 12 号（2013 年度）

のか。どの発電所も、これから長い時間をか

けないわけです。ですから、経済や仕事を含

けて、それこそ軟着陸させていくにはどうす

めた社会システムの再設計のプロセスを含ん

るのかに掛からなければいけない時期に、自

だ軟着陸のシステムを提案していくことが、

民党はまだ増やすと平気で言うような方向

一つ大きな社会工学的な視点としては、重要

で、国民もまたそれにたくさん投票するとい

な気がします。

う、それこそ一体どうしたらいいのかと考え
（質問 2）岩田と言います。15 年ぐらい前か

ているのが、正直なところです。
ですから、新教出版社から原稿依頼が来た

ら原発に関心を持って、それなりに学習して

時に、私が新しいものを書きませんと言った

いる者です。今、軟着陸ということを言われ

のは、
「ほら見てみろ、起こったではないか。

ましたが、段階的に原発をやめる、どうやっ

だからやめなければいけない」とか、そうい

てやめていくかという意味での軟着陸の話と

う叫びは、私はする気がなかったのです。と

いう感じがしたのですが、違いますか。

いうのは、1980 ～ 1990 年にかけて「まだ間

私はそれに反して、すぐにやめないといけ

に合うなら」という一主婦が書かれたものを

ないと思っています。というのは、現状がこ

読まれた婦人たちが全国的に運動した、それ

のまま続くという保証が、どこにあるかと思

がどんどん覆されていって、2000 年を迎え、

うからです。先ほど宝くじ論で地震があるか

2010 年に入ってしまった、福島が起こった

もしれないというお話がありましたが、いつ

という一つの歴史を抱えているので、それほ

巨大な地震が来るかも分かりません。あるい

ど簡単に、
これで日本がこちら側に向くとは、

はこの間のロシアのように、隕石が原発のす

私はフクシマで事故が起きた時にも、残念な

ぐ近くに落ちることもあります。この間、朝

がら思えなかったのです。

日新聞は、社説にやっとミサイル攻撃を書き

ですから、そういう中で考えていくべき問

ました。あれはすごくいい社説だったと思い

題だと言えます。そして、その中では、軟着

ます。そういうことを考えると、すぐ原発を

陸ができないことはないという発言を専門の

やめるのが最大の政策だと言っています。

方たちにしてほしい。私が言っても牧師に過

破れかぶれになった国家なり人が、核弾頭

ぎませんから、確信を与えるものにはなりま

でなくても、普通の爆薬のミサイルでも撃っ

せん。しかし、よく資料やいろいろなものを

てきたり、あるいは故障やコントロールミス

読めば、別に工学をやっていなくても、一般

もあります。この間も、人工衛星といって打

の市民でも、大事なことは分かるのです。高

ち上げたものがありましたが、あれがコント

木仁三郎さんの言われた「市民科学（専門家

ロールミスや故障で、落ちてこない保証はど

だけではなく市民も、社会が科学技術をどう

こにもありません。隕石、地震、テロなどに

取り入れるかの決定に加わるべきである）
」

対して、何の保証もないのに、それと対極に

の時代に入るべき時が訪れていると思うの

てんびんにかけて、経済がどうなるとか、化

に、なぜなかなか入らないのかと思わされて

石燃料を使うから高くなるとか、企業が外に

います。

逃げ出すとか、なぜそういうことが言えるの
か、私は不思議でしょうがないのです。

（安田）もう一つ、軟着陸の技術、にプラス、

先ほど上山先生もおっしゃったように、福

『社会システムの再設計』が必要だと思いま

島の 4 号機のプールだけではなくて、日本国

す。というのは、もともと過疎地に原発を誘

中、五十数基ある原発には、燃料が冷やされ

致して作るとか、その後に電源三法などがあ

て保管されているわけです。そこのどこかが

って、原発が無くなったら、もう生活してい

やられても、大変なことになるわけです。1
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ではないかと思います。

回それが起きればどうしようもない。それに
関連して、ドイツでは原発をどうするかとい
うときに、科学者だけではなく、社会学者や

（古谷）私も、上山先生が今言われたように、

哲学者も仲間に入って議論したということで

原発はやめるべきだと言うつもりなのです。

す。今日インターネットを見ていたら、日本

ただし、軟着陸を原発の問題で話しだすと、
「おまえは、おれたちとは違って原発を続けろ

でも昨年 2012 年の暮れから、そういうこと

と言っているのではないか」と受け取られる

をやっているようです。
神学は、私も縁が違うものなので、倫理な

のが非常に嫌なのです。これはキリスト教の

らば少し近いということで、大江健三郎さん

社会の中でも、非常にラディカルにいろいろ

や池澤夏樹さんなどは、大分、倫理に近いこ

なことを発言されている先生がいらっしゃい

とを書いておられるので気になるのですが、

ますが、その先生は「おまえはとにかく賛成

この間、朝日新聞で、
「撤退」という選択肢

論者だ」と決めつけられてしまっているので

をまとめた記者がいて、倫理に絡んで憲法問

す。こういう場だったら、そこのところは分

題、民法にかけても、何か起きたときには死

かっていただけるだろうという形で質問しま

を覚悟で守れという命令を出さなければ駄目

した。

なことになるのではないかということで、こ
の間もすんでのところまで行ったわけです。

（質問 3） 日本キリスト教団出版局、
『信徒

フクシマで菅さんが東電の撤退をいいと言っ

の友』編集部の市川と申します。二つ質問が

たら、どうなったか分かりません。

ございます。

そういうことを踏まえて考えると、一企業

まず一つ目は、上山先生に質問です。今日

に任せて命令を出せるのか。あとは軍隊や自

のシンポジウムのタイトルが、
「原発・エネ

衛隊なら、
命をかけてそこを守れと。だから、

ルギー・環境問題とキリスト教の役割」とい

原発というシステムは普段の監視も必要です

うことで、このキリスト教の役割について大

し、何かが起きたときに、そういうことを含

変関心があります。どういった役割が求めら

んだ臨戦態勢のシステムなのだと。誰が命令

れているのか、期待されているのか、可能な

できるか。一企業ができるのか。それは憲法、

のか、少し具体的にお聞きしたいと思います。

民法にかけても死をかけて守れという命令は

といいますのは、先ほど先生が地震列島に住

出せません。そうすると、憲法問題や民法の

んでいるキリスト者としてどう考えるかが大

問題に絡んでくる問題です。大きな問題なの

切ということで、本当にもっともだと、地図

で、そこまで考えておかないと駄目だという

を拝見してあらためて思ったのです。ただ、

ことで、私は、すぐにでも原発をやめないと

教会で信徒として、どのように実際に信仰生

大変なことになる、現状維持は誰が保証する

活を考えながらやっていったらいいのかと。

のかと、常に考えています。

私も編集者ですが、一信徒の目でいつも仕事
をしているので、なかなかストレートなコメ

（上山）原発は、私も即やめるべきだし、やめ

ントや、いろいろな見解に遭遇することがな

ることができるという考えです。ただ、古谷

いのです。ですから、今日は専門の分野でい

さんが言われたのは、お分かりのように、放

らっしゃって、かつ、牧会現場にいらっしゃ

射性廃棄物の後の処理の問題もあるから、そ

る先生から、具体的なことをもう少しお伺い

のことまで含めて考えていくことにもっと取

できればと思います。

り組まなければいけないということだと思い

二つ目の質問は、小原先生にです。いろい

ます。その点では、3 人とも共通しているの

ろな問題に関して、原発をやめようというこ
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とで、これまでも運動が展開されてきたと。

どうとらえていいか、十分によく分からない

上山先生もおっしゃったように、女性たちが

という現実があるからです。これは仙台にい

声を上げてやってきた。しかし、全然その声

るとき、ドイツで学んでこられた東北学院の

が届かない。それは私も昨日、青森の六ヶ所

神学部のある先生がおっしゃったことで、私

村にある教会の方たちとお話をしたときに、

も同じだなと思ったのは、この世で起こる倫

本当に訴えっていらっしゃったことと共通す

理問題に対して、教会や信仰者がどう取り組

ると思いました。
その地にある信徒さん方は、

むかというとき、取るべき姿は一つではない

市民と組んで勉強会を展開したり、デモをし

ということです。

たり、抗議のはがきを送ったり、もう 12 年

クエーカー教徒やアーミッシュは、例えば

以上も活動をずっとしてきたけれど、無視を

戦争反対というのは聖書に書いてあるからだ

されるか、ありていの回答が返ってくるだけ

ということで、兵役拒否をするという信仰の

だと。そして 3.11 が起きた、いい加減、私

在り方もあるのです。しかし、いわゆる普通

たちは疲れている。しかし、やめない。でも

の教会、歴史を経てきて立っているところの

今は、どうやっていくかを、考え直すべき時

カトリック教会、プロテスタント教会を含め

だと思っているという回答でした。

て、私たちはそういうとらえ方はしていない

それを聞いたときに一つ思い出したのが、

わけです。まず第 1 に、神様が与えた知恵と

園子温監督の「希望の国」という、原発に関

知識を用いて問題を出来るだけ正しく理解す

する映画です。それはフィクションですが、

ることに当たるということです。先ほど私は、

昨年 10 月に公開された映画で、日本に国民

情報は自分で取り組もうとすれば、いくらで

に警鐘を鳴らすものです。それは
『信徒の友』

も手に入ると言いましたが、この世で起きた

でも取り上げました。監督は、究極的には反

問題について、どういうことが起きたのか、

原発なのですが、その中でおっしゃっていて

どういう問題なのかを、極力そこに信仰を絡

印象的だったのが、原発がいい悪いというの

めないで、できる限り正確に把握することに

は、理論の問題でも思想の問題でもなく、た

取り組む。そして、そのことが大体こういう

だお金の問題だ。一回、既得権を獲得した人

ことだと分かったときに、それに対して聖書

間は、それを手放せないものであると。例え

を読む信仰者として信仰的判断をする。その

ばドイツのように教会が力を持っていて、税

ような順番になるのが、私たちの教会の立場

金も教会を通して払うという国のクリスチャ

です。

ンと違って、私たちは 1％のクリスチャンで

ですから、教会の信仰者が、世の中で起こ

あるという現実の中で、政治との関わりなし

る問題を考えるときには、今言ったことを日

には原発に関する問題は変えていくのは難し

本の教会の信仰者が一人一人本当にそうだと

いのではないかと正直感じているところもあ

思って取り組む。
「テレビで言っているし、

るのです。クリスチャンは、どのように教会

やはり今原子力発電所がなくなって電気がな

単位で、あるいは信徒として考えていったら

くなったら困るわ」というレベルでこの世の

いいのかを、お伺いできればと思います。

問題をとらえて、「自分は信仰を持っている
から」といって、信仰的な判断をそこに下し

（上山）後半で小原先生に対する問いかけと

てやっていこうとするのは、正しい姿ではな
いと私は思っています。

重なっていると思います。
こういう会は大体、教会の信徒さんが集ま

しかし、教会において具体的に、例えば私

って、やはり原発問題が起きて、来られる方

が牧師として、今度の問題にどう関わってい

が多いのですが、それを教会、牧師さんは、

こうかというときのことで言うと、教会には
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いろいろな人がいるわけです。まさに今言っ

どういうふうに理解してもらうか。これは残

たような問題も含め、政治的立場もいろいろ

念ながら、時間がかかる問題です。しかし、

あるわけです。ですから、そういう中で、これ

例えば今日、これに来てくださっていた方た

がこうなのだから、こうですと、だから、や

ちは考えて下さるようになっておられると思

ってはいけないのだと言えば、それこそ信仰

います。そういう仕方でしか学習していくこ

の押しつけになってしまうと私は思います。

とはできないし、そういう方たちが教会に増

ですから、先ほど出ていた環境神学という

えていったとき、教会は変わってくると私は
信じています。

ことで、私はメモをしていたのですが、キリ
スト教が考える場合、
「環境神学」という表

下関でも、天皇制の問題や脱原発の問題を

現は、これまであまり使ってきていないので

御言葉で講壇から問題を直接語るという説教

す。むしろエコロジーなのです。それはなぜ

はしません。しかし、こういうやり方をして

かというと、今私たちが住んでいる、この環

いく中で、聞いて取り組んでいこう、牧師に

境をどうするかという問題ではなくて、キリ

ついていこう、そうだなと思われる方が出て

スト教、聖書の場合は、最後は神の国、終わ

くるのです。

りの日を迎えるということがあるわけです。

仙台の場合は、私の前任は蓮見和男先生で

ですから、そこに行く過程にある、この世界

した。靖国訴訟で初めて勝訴した岩手訴訟の

をどう考えるか。そこにおいて起こってくる

原告となられた方ですが、靖国裁判は原発裁

ところの環境問題は、どういうふうに考えな

判とよく似ているのです。2 勝何十何敗とい

ければいけないか。環境は、きちんとしなけ

う宗教訴訟です。この牧師さんの教会だった

ればいけないのだというところは、世の中の

ので、やはり理解者が多いのです。こういう

レベルでいくらでもやっておられる方がい

ことに取り組んでいても、福音を受け入れて

る。しかし、信仰者が聖書から考えて取り組

教会に加わる方の人数が増えていきました。

もうとするときに、どうしても、この世は過

2.11 集会も、私は仙台で十何年、長をやって

ぎ去ることがある。しかし、過ぎ去るこの世

いました。450 人が集まる集会です。その事

の問題に対して、なお信仰者が倫理的に誠実

務局を形成しているのはクリスチャンだから

に関わっていくことは、どういう神学的な内

ということで、共産党も社会党もいろいろな

容から出てくるかを、きちんと追わないとい

党が垣根を越えて集まってくださるわけで

けないという深い問題があります。

す。主婦もいれば宗教者も仏教徒もいる。そ
ういう形で集まって 450 人毎年やるのです。

ですから、原発の問題は、思い込みや、今

残念ながら、横浜へ来たら、あまりそうい

までマスコミで流れている情報だけで考える
のではなく、どういう問題なのかと考える。

う集会はありません。ですから、教会で急に

例えば今日はうちの教会からもたくさん来て

やろうと思っても無理です。しかし、数は少

くださっていました。うちの教会は、とにか

なくても、クリスチャンとして、人を裁いた

くプロテスタントの発祥の教会なので、この

り決めつけたりするのではなくて相手のこと

前の礼拝後に 141 周年を持ったわけです。そ

も考えながら取り組んでいく、大事な問題だ

ういう歴史ある教会ですが、しかし、やはり

から取り組む、ということでやるしかない、

問題意識がない方はたくさんおられます。で

それでいいと私は思っています。これは古谷

も私は牧師として、その方たちをばかにもし

先生も参加された研究会での話ですが、メン

ていないし、やはり一人一人いいところがあ

バーの一人であった高木仁三郎さんが、「原

るし、皆さん神様に愛されている大事な一人

発の問題では、私はキリスト者に期待してい

だと思うのです。そういう中で、この問題を

る」と言われていたそうです。
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今度、私は来年 1 月の関西セミナーに呼ば

いでは、政治的な流れに動きの変化が生じる

れているのですが、姜尚中さんが社会科学か

わけではないと思います。ただ、これは別に

らの視点で、私が聖書の視点から話すことに

今に始まったことではなくて、ずっと日本は

なっています。その姜尚中さんも、
「どうし

そういうことをやってきているわけなので、

てキリスト者や教会がこの問題について発言

そういう状況の中でしかできないことがある

しないのだろうか」という主旨のことを言わ

わけです。
例えばお隣の韓国は、クリスチャン人口が

れていたと聞きました。
私はよく、教会の説教や祈祷会で次のよう

3 ～ 4 割に近づいているぐらい、大きいので

なことをよく話します。本来クリスチャンが

す。教会が動けば、大統領選挙にまで影響を

気付いて取り組まなければいけないこの世の

及ぼします。「次はうちの教会から大統領を

倫理的な問題を、クリスチャンでない人が取

出す」みたいな感じで、みんな一生懸命です。

り組んでいることがたくさんあります。それ

教会で日曜日、国会祈祷会、大統領のための

はどう考えたらいいのか。私はこう思ってい

祈祷会みたいな、まさに政治的な目的のため

る。クリスチャンが聖書を読んでいても分か

にみんなが祈りを合わせることを、堂々とし

らない問題に、聖書を読んでいない人がその

ているのです。ところが、そういう政治的な

問題に別の視点から取り組んでいる。それを

力を持ってしまったがために課せられるトラ

見てよく考えたら、その問題についてやはり

ブルもあるのです。つまり、いったん政治的

聖書は語っているではないか。そういう仕方

な力を持ってしまい、組織力を持ってしまう

で、やはり、その人たちは聖書の真理を気づ

と、自由に発言できなくなってしまうのです。

かせてくれる存在。クリスチャンが何でも分

逆に言うと、日本は政治的な影響力が少な

かっているわけでもないし、分かっていない

いし、どこからも干渉されないから、教会は

ことも多いし、できていないことも多い。そ

結構勝手気ままにできるのです。だから、が

してクリスチャンでない人の方が取り組んで

んがん大胆なことが言えるという意味では、

いる問題も、
世の中にはたくさんあるのだと。

非常に私は恵まれていると思います。日本の

そういう仕方でも、教会そして一人一人のキ

教会、クリスチャンのアドバンテージです。

リスト者は学ぶ。クリスチャンだけから学ぶ

何も気にしなくて、本当に自らの信念に基づ

のではなくて、クリスチャンでない人から学

いて、はっきりと語れるのです。ですから私

ばされることは今、ものすごくたくさんあり

は、そこは数の少なさを、必ずしもマイナス

ます。そういう恵みを受けているのだと思い

にはとらえていません。日本のクリスチャン

ます。

であるが故に、例えば韓国のクリスチャンに
はできない提言ができるはずなのです。

（小原）今、上山先生が、かなり大事なとこ

大事なのは、そのアドバンテージを明確に

ろを触れてくれたので、私は簡潔にポイント

意識した上で、良質なメッセージを社会に発

を 2 点、
自分の考えをまとめたいと思います。

信していけるかどうかです。今はインターネ

ドイツなどと違って、社会的影響力が少な

ットの時代なので、すごく本に書かなければ

い日本のクリスチャンが、どういう形でこの

いけないということだけではなくて、いいも

問題に貢献できるかだと思います。事実そう

のに対しては、きちんと目が留まります。教

なのです。数は力なりというところが実際に

会はいいことをしているという形で、教会以

あって、日本でも信徒数や組織力のある宗教

外の人たちも、きちんと見てくれるわけです。

団体は、かなりの政治力を持っています。そ

ですから問題は、良質のメッセージをいかに

れに対して、クリスチャンが少々動いたぐら

継続的に出し続けていくかです。
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事にしたい、賛美歌を歌いたいという人が、

世の中の流れは、今回の 3.11 以降の変化
もそうですが、今は脱原発、あるいは反原発

居づらくなる、この教会にいられないのでは

ということで、ぐっとそちらに動いたところ

ないかということで、寂しく去っていかれる

があります。しかし、熱く燃え上がったもの

方の姿も私は見てきました。ですから、やは

は同時に冷めやすい傾向を当然持っているの

りそこは、わきまえないといけないと思いま

で、今の流れが 3 年後、5 年後、同じような

す。どんな異論があったとしても、それを居

うねりやエネルギーがあるかというと、私は

心地悪くさせるような形でのコンセンサスや

非常に懐疑的です。結局、のど元過ぎればと

メッセージづくりになってしまうと、教会の

いうことで、どんどん忘れていくわけです。

働きとしては失格だと思うのです。

ところが、教会は忘れません。つまり記憶の

このことを私が考えるときに、いつも大事

エシックスみたいなものは、持っているわけ

にしている聖書の個所があります。これは第

です。つまり『旧約聖書』
『新訳聖書』に書

一コリント書で、パウロが語っている言葉な

か れ て い る 事 柄 は、2000 年 前、 あ る い は

のですが、当時も今とほとんど同じ問題があ

3000 ～ 4000 年、もっと前のことがそこに書

りました。当時は祭壇にささげられた肉を食

かれていて、それを週ごとに覚えては、その

べていいかどうかという問題です。イエス・

意味を問うわけです。つまり、私たちは、知

キリストにおける信仰においては、祭壇にさ

らず知らずのうちに、日々の祈りや礼拝を通

さげられた肉を食べることに全然問題がない

じて、記憶のエシックスの大切さは鍛えられ

わけです。口から入るものが人を汚すことは

ているはずなのです。ですから、世間が忘れ

ない。これは確かに真理です。ところが、そ

ようとも、私たちはこれを忘れませんという

うだと分かっていたとしても、いろいろな因

ことを、きちんと意識して、いわば継続的に

習にとらわれていて食べられない人たちがい

良質のメッセージを発信していけば、これ自

る。そこで問題になっているのです。
パウロの最後の答えは、こうです。確かに、

体が非常に貴重な社会に対する貢献になり得

それは正しいけれど、もし食べられないとい

ると思います。これが、まず 1 点です。
2 点目は、ただクリアなメッセージを発信

う人がいて、そのことでもって、弱い小さい

するために、教会の中にある異論を封殺して

人をつまずかせるぐらいであれば、私は今後

は駄目だと思うのです。これは上山先生が少

一切、肉を口にしませんとパウロは言ってい

し触れてくださったのですが、ここは私はす

るわけです。つまり、パウロにとっては、口

ごく大事な点だと思っています。例えば私自

から入るものは、何も汚れることはないとい

身は、靖国問題や自衛隊の海外派遣など、さ

うことは真理です。これは分かっています。

まざまな問題に対して結構、積極的に関わっ

しかし、これが真理なのだから、みんなそれ

てきて、
立場ははっきりしています。しかし、

に従えと言わないのです。弱い人のためにも、

だからといって、それに対して関心のない人

キリストは十字架にかかって死んでくださっ

や、反対の意見を持つ人を、教会にふさわし

たのだというのは、キリスト教倫理の基本の

くないとは思わないのです。

基本だと思います。これが正しいということ

なぜそういうことを強調しなければいけな

を押しつけることが、キリスト教倫理ではな

いかというと、まさに講壇から声高に、その

いのです。弱い人のためにも、キリストが死

問題の重要性を訴えるタイプの牧師がいるか

んでくださったという、そこの立場に立ち続

らです。残念ながらと言うと悪いですが、や

けることができれば、これ自体が、教会の世

はりこれはスタイルだから、いるのです。と

に対する最大の貢献になります。これは世が

ころが、そういう中では、ただ単に聖書を大

知らない真理です。そこの部分を私は大事に
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（安田）どうもありがとうございました。予想

し続けている限り、日本の教会は十分に貢献

していたより、非常に素晴らしいディスカッ

し続けることができると思います。

ションや質問が出たと思います。結論はまと
（安田）どうもありがとうございました。小原

められませんが、また来年度の所報に出しま

先生が京都に戻らなければいけないので、そ

すので、皆さん方もぜひそれぞれまとめをし

ろそろ時間にしたいのですが、どうしてもと

ていただきたいと思います。長時間、ありが

いう方はおられますか。

とうございました。

（上山）資料の中に漫画を入れておきました。
これは私も、たまたまテレビで原発問題を扱
っているところで見たので、
少し驚きました。
これは、しりあがり寿さんという朝日新聞に
書かれている方ですが、
『地球防衛家のヒト
ビト』という漫画で、
少し視点が違うのです。
このマンガは、人間が商業用原子炉を始める
ことによって生み出された人工放射性核種を
擬人的に描いています。描かれているのは、
自分たちの運命を嘆く姿です。私は『ローマ
書』
、被造物のうめきをずっと考えて来たので
すが、ここまでは考えていなかったと思わさ
れました。読んでみてください。非常に考え
させられます。人工放射性核種は良からぬも
のと考えられがちですが、人工放射性核種「の
側から」見たら、彼らもまた被害者なのでは
ないかという、非常に興味深いものでした。
聖書が人間の罪を扱っている、そればかり
というのは、ある意味、当たり前。当たり前
というのは、人間の罪がいろいろなものを起
こすのだから、それを一番問題にしているの
が聖書です。しかし、だからといって聖書が
それ（人間の罪とその救い）ばかり書いてい
るから、そればかり問題にしなければいけな
いわけではないことも、私は別の本で書いた
ことがあります。ですから、キリスト者は人
間の罪とその赦し、そしてどう生きるかを考
えますが、罪、罪、罪と言うのではなくて、
それを本当に深く受け止めるならば、現実に
この世で起こしているところの問題にも取り
かからなければいけない、考えなければいけ
ない。そういうことが託されているのだと思
います。
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図のリスト
図 2-1. 世界の地震と原発の分布図
図 3-1
（1）
. 神の世界
（無限集合）
G と宇宙
（有限部分集合）
N との関係
図 3-1
（2）
. 神の世界G
（無限集合）
、精霊H
（無限集合）
と宇
宙N
（有限集合）
との関係図
図 3-2
（1）
. 神の世界G、精霊H とイエス・キリストC との
関係
   （三位一体説の位相幾何学による説明・精霊によるイ
エスの神化）
図 3-2
（2）
. 神の世界G、イエス・キリストC と精霊H との
写像関係
   （三位一体説の位相同型写像による説明・イエスの神
化による精霊送付機能の授与）
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プナホウ・スクールにおける
Character Education と Service Learning の結合
高 野
進
リ サ  G. ボンド
細 谷 早 里
所 澤 保 孝
Character Education and Service Learning in Punahou School
Susumu Takano
Lisa Gayle Bond
Sari Hosoya
Yasutaka Tokorozawa

（１）はじめに

校卒業まで学んだ。彼は後にこの学校の教育

（２）プナホウ・スクールの character education

を高く評価し、この学校のような質の高い学

（３）プナホウ・スクールの service learning

校教育をアメリカ全国に展開しようという目

（４）チ
 ャペル活動──character education と

標を打ち立てている。

service learning の結合
（５）プナホウ・スクールのミッションとヴィ
ジョン

（2）プナホウ・スクールの character
education

（６）プナホウ・スクールの歴史的・精神的な

プナホウ・スクールはキリスト教の精神に

背景

基づく道徳的・精神的な価値を生徒たちの中
に形成することの重要性に注目している。

（７）結語 ──日本の教育への示唆

1994 年に、プナホウ・スクールはカリキュ
ラムの編成において、全学年（幼稚園から

はじめに

12 年生、つまり日本の高校 3 年生）の統一
的・統合的な character education program をた
て上げ、各教科のカリキュラムと結びつけて

本研究はプナホウ・スクールにおける cha-

いくことにした。

racter education と service learning の特色とそれ

Character education program の 目 指 す と こ

らの結びつきの意義を吟味・評価し、日本の
教育に活かす試みである。その教育活動の成

ろは、生徒たちが知的な成長を遂げると共に、

果と知見から日本の教育が多く学ぶべきもの

社会的・精神的な成長を実現することを支援

があるからである。プナホウ・スクールは

する。学校当局は、このために、教師たち、

1841 年創立のキリスト教主義の名門私立学

スタッフ、生徒の親たちや、家族たちの協力

校で、バラク・オバマが小学校 5 年生から高

がとても必要であると訴えている。
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Character education program では、毎月一つ

さらにこれらの価値観の項目を学習するだ

の価値観（value）を特にと取り上げて強調

けでなく、これを実践に移すために社会奉仕

している。次に掲げる 18 項目の価値観を 2

の多様なプログラムが準備されている。この

年のサイクルをかけて網羅している。
つまり、

ほかに、これらの価値観について問題意識を

一年間の授業期間が 9 ヶ月であるので、9 項

呼び覚まし、理解を深めために、討論の機会

目の価値観を一年目に説き明かし、2 年目に

をも設定している。
毎月、チャペルにおいても、意識的にこ

他の 9 項目を説き明かしていくのである。
これらの価値観についての表現を英語のま

れらを取り上げている。また教師たちは担当

ま紹介する。これらは文化的背景によりその

教科の中でそれらのテーマを扱うことにして

意味合い（connotation）に対し受け取り方に

いる。こうしてどの教科においても、総合的・

微妙な差異があるかもしれない。しかしこの

統合的な取り組みの努力が見られる。
このような形で、このプログラムが有効

学校は、
キリスト教精神に基づいているので、
聖書が意味している思想・用語との関連で理

に活かされて、人間としての価値意識が生徒

解していくのが妥当であろう。またその意味

たちの知性（head）、心情（heart）、行動（hands）

するものを生徒にも、保護者にも理解しても

に浸透していくように配慮されている。

らうようにつとめている。そのため、各項目
の価値観を説き明かすチャペルの時間には、
保護者の出席を歓迎している。それらの価値

（3）プナホウ・スクールの service
learning

観の 18 項目は次の通りである。
Respect;  Responsibility;  Compassion;  Faith;  

この学校には、Luke Center For Public Service

Commitment;  Love;  Wisdom;  Health;   Humor;   

（以下は略称として「ルーク・センター」ま

Honesty;   Cooperation;   Humility; Peace;  

たは「センター」を用いている）が設けられ

Patience;  Creativity;  Courage;  Environmental  

ている。この Luke は福音書や使徒行伝の著

Awareness;  Freedom

者であるギリシャ人医師、「ルカ」の名前に
由来するのではなく、この活動のための基金

このプログラムの遂行のために、それぞれ

寄付者、K. J. Luke 家の名前を記念している

の価値観の意味・目的についての説明を 10 ヶ

という。

国語に翻訳している。ホノルルという土地柄

プナホウの生徒たちと教師たちは、昔から

ゆえに、多民族・多人種・多文化が共存して

地域社会に対する奉仕をするために外へと出

いる。またこの学校には多くの人種の子供た

かけて行く伝統を持っている。2002 年には、

ちが通学しており、その背後にはそれぞれの

ジェームズ・スコット校長が学校全体を巻き

言語を語り、習慣の異なる家族がいるからで

込む奉仕活動の調整・支援・推進する具体的・

ある。また幼稚園年齢から高校 3 年生までを

実践的機構を設立しようと提案した。こうし

擁するこの学校では、成長に即応した教材を

てこの「センター」が生まれた。このセンタ

提供するために努力している。これらの価値

ーは、学校の教育活動の一環として奉仕活動

観を説いている例話や教材は、広く世界の精

を位置づけして、地域社会には、どんな要望

神的・思想的な遺産としての物語や民話から

や、必要があるかを見極め、生徒たちと教師

汲み取っている。またそれぞれの価値観を具

たちに、何ができるかを自ら考えていくよう

体的に例証するような、偉大な、あるいは高

に支援している。また生徒たちには、学校の

尚な生涯を送った有名・無名の人々の伝記が

中で優秀な成績をあげるために、知識や能力

紹介されている。

を用いていくばかりでなく、地域社会の奉仕
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さらに具体的な達成目標として次の 5 項目

のために、その知識や能力を用いるように支

が挙げられている。

援している。

 生徒たちが社会的な責任に目覚めるよう
（1）

このような指導理念は、公共の目的のため

に支援していく。

に私学が奉仕していこう、と訴えるスコット
校長のヴィジョンに沿うものであるという。

（2）チャペルの活動と連携して、奉仕、霊性、
character education の結びつきを推進する。

このようなセンターの活動を通して、生徒た
ちは奉仕プログラムに参加していき、
そこで、

（3）社会との結びつきとその意識を育てる。

それぞれ大切な役割を果たしてきている。

（4）奉仕活動、自然世界の持続可能性、社会
的な貢献事業、学校のカリキュラムとの
有意義な結びつきをつくりあげる。

このセンターは行政の行きとどこないとこ
ろを補完する役割を引き受けるような奉仕を

（5）地域社会の必要にこたえ、公的目的に奉

行うのではない。もっと教育の広い視野を持

仕する私学としてのプナホウ・スクール

って、活動を推進している。

のヴィジョンの推進に積極的に参加して
いく。

この学校の掲げる使命（ミッション）の「表
明」では、このセンターの働きを次のように

学校全体の取り組み

告げている。

ルーク・センターは次のような活動を企画

「The Luke Center for Public Service は、生徒

し、進めているという。

たちと教師たちを、奉仕へ向かわせ、また有

（1）飢餓に苦しむ人たちとホームレスの人た

意義な奉仕の機会を作り出すこと、そして奉

ちへの働きかけ

仕に関連した対話集会を開催することであ
る。またセンターは次の目標を念頭に入れて

（2）識字運動の推進

各種のプログラムを展開している。
」

（3）困窮者への支援
（4）自然環境の持続・保全の活動

その具体的な目的とは次の 3 項目であると
いう。

この他にこのセンターは、異なる世代間の

（1）教師およびスタッフが専門的な授業展開
ができるように、学習の機会をつくり、

協力、異なる文化間の相互理解、社会的な貢

支援すること、また授業教材を提供する

献を目指す起業家精神を応援している。学校

こと、さらに生徒のリーダーシップを養

全体を巻き込むこの取り組みは、生徒、教師、

成することである。

その他のスタッフに、周辺の地域の人たちへ

（2）
 毎年行う学校全体の企画事業、具体的奉

の関心を呼び起こし、奉仕をさらに広げるき

仕の機会、スチュワードシップ
（神から託

っかけとなっている。センターは毎年タイム

された賜物の活用）
、地域社会との連携な

リーな問題を取り上げ、教師たちにその問題

どによって、奉仕活動と自然世界の持続

に関連するカリキュラムを立案するように支

可能性を推進すること。

援している。このようにして、教室内での学

（3）
  ゲスト・スピーカーを招いて奉仕活動、

習活動においても、生徒たちに、地域社会の

自然世界の持続可能性、社会的な貢献事

問題を理解させ、問題の原因を探求させ、問

業について討論する機会開催すること、

題意識に目覚めさせ、行動を起こさせ、時間

専門的な能力・技術を開発すること、イ

をかけて解決策を考えていくように導いてい

ベントの開催、地域内・国内・世界規模

る。
またセンターは、いろいろな考え方の示唆

の組織と協力していくこと。

し、関連するカリキュラムの調整し、資料提
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いろな奉仕の機会が設けられている。

供を行い、関係機関と連絡・協力し、講演者
の紹介、奉仕の機会の紹介を行っている。

体験学習
学校主導の企画としての拡大教育

センターは毎年夏に奉仕学習プログラムを開
催している。教師たちは「無限に存在する教

資料の提供

育の機会のための協力的精神」（Partnerships

センターは、奉仕活動、持続可能な自然環

in Unlimited Educational Opportunity   略 称：

境の課題、社会的な貢献を目指す企業家精神

PUEO ）計画に緊密に関って、奉仕プロジェ

について、教師と学生が学ぶことのできるよ

クトを指導している。このプロジェクトはカ

うに知識・情報を提供している。このためセ

リキュラムの中にも組み込まれている。さら

ンターは、関連図書、ビデオ、ウエッブ・サ

にセンターは、夏の間に 2 週間にわたって、

イト、カリキュラム見本、地域社会問題専門

環境を守るわたしたちの責任をテーマに掲げ

家の紹介、奉仕先の紹介を行っている。

て「デイ・キャンプ」を開催して、運営して
いる。このキャンプは 4 年生から 6 年生が対

専門的な啓発活動

象となっている。

センターは、奉仕活動、持続可能な自然環
境、社会的な貢献を目指す企業家精神に関し

「自然環境を守るフェア」の開催

て、教師やスタッフのために、さまざまな専

これは持続可能な自然環境の保全について

門的な啓発の機会を提供している。それには

理解を深め、生徒たちがこの課題に関連して

次のような活動が行われている。また上記の

獲得した学習の成果を発表することにしてい

テーマについて相談相手になること、全国的

る。センターは毎年行われるこの「自然を守

に知られている講演者の招待、地域レベル及

るフェア」を共催している。このような諸行

び全国レベル研修協議会に参加できるように

事によって、この課題への関心を呼び覚ます

支援する。公立・私立学校の教師のためのサ

ために、地域共同体の人たち、生徒たち、教

ービス・ラーニング研修会を開催、研究グル

師たち、スタッフたち、さらにその家族を巻

ープへの奨励金、カリキュラム開発のための

き込んでいる。このようにして多くの人たち

補助金の交付をしている。

がこの問題に関心を持ち、知識を共有するよ
うになっている。

生徒たち自身が指導者となるように育てる
奉仕の機会を紹介

センターは、生徒たち自身が学校内および
地域社会において、奉仕活動のリーダーシッ

センターは、毎月のはじめの時期に、要望

プをとることができるように支援している。

のあるさまざまな奉仕先を紹介している。こ

リーダーたちは「ルーク・リーダー」と呼ば

の案内チラシは学校内および地域の人たちに

れて、さまざまな奉仕活動のリーダーの役割

とって、奉仕活動に参加するようになるため

を果たしている。高校の上級生と卒業生の大

の情報源となっている。

学生がサマー・キャンプでは後輩たちを指導
教員研修会の開催

している。こうして彼らはいろいろな役割の
手本を後輩たちに示し、メンター（mentor）

センターは、
「奉仕学習」研修会を開催し

としての役割を果たすことによって奉仕して

ている。これには公立学校と私立学校の教員

いる。日常の活動においても、リーダーとし

たちの参加を歓迎している。ここでは著名な

ての役割を自覚している生徒たちには、いろ

講演者を招いて、持続可能な自然環境の保全、
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社会的な貢献を目指す起業家精神などについ

かも限られた資力を賢明に用いて、また人々

て、知見と技能を分かち合う機会が設けられ

の力を結集して、新たな解決策を模索し、人

ている。

類の「生の質」
（quality of life）の改善のため価
値をつくり出そうとしてきた。センターは若い

「奉仕学習」協議会

人たちに社会貢献を目指す起業家精神を身に

センターは、毎年開催されるハワイ州「奉

着けて欲しいと願っている。若者たちには熱

仕学習」協議会に教員たちが参加できるよう

意と積極的なエネルギーが備わっている。彼

に支援している。この協議会においては、教

らは諸問題の新たな解決者と変革の担い手

師たちは「奉仕学習」教案・教材などのさま

（problem-solvers and agents of change）になる
ことができる、と確信しているからだという。

ざまなテーマについて、参加者たちが分かち
合う機会を持っている。

公共奉仕活動支援
コミュニティ・フォーラム（公開討論会）

プナホウ・スクールが行ってきた地域への

このフォーラムでは、地域の人たちが参加

奉仕と奉仕学習の先駆的な活動は、生徒たち

して、今日の重要問題について討論し、さま

と教師たちの熱心な取り組みにばかりではな

ざまな立場や視点を提示し、情報や考えを分

く、卒業生たち、親たち、その他の関係者た

かち合っている。これまで取り上げてきた話

ちの支援と理解によって支えられてきた。こ

題は、自然環境の持続可能性、平和、公共奉

れからもこのような奉仕の活動を推進するた

仕などである。

めに、それまでのやってきた成果を誇るので
はなく、さらなる貢献を目指しているという。

地球規模の「奉仕学習」

（4）チャペル活動 ── character
education と service learning の
結合

センターは「奉仕学習」を組み入れた各種
研修旅行の情報を提供している。すでにイー
スター島ラパ・ヌイにおける森林再生作業の
ために生徒たちと教師たちが出かけている。
この他に、中国本土の子供たちのための学習

プナホウ・スクールには、キャンパスの中

指導、フィリピン群島のトリニダードとフィ

心に礼拝堂がある。定期的に各年齢層・学年

ジ諸島における福祉施設の建設、環境問題教

別に礼拝が行われている。礼拝には生徒は出

育の拠点である「アース・ユニバーシティ」

席義務がある。筆者は小学校低学年の礼拝に

と協力して中米コスタリカの農民たちと共に

参加してみて、生徒たちが静かにメッセージ

農作業に従事する活動を紹介してきた。この

に耳を傾けていたのには感心した。子供たち

他にも、学校内の「ウォ国際センター」や世

が聖書を朗読、楽器を演奏している。彼らに

界的な奉仕団体と協力してきて、さまざまな

参加する役割がもうけられていた。筆者は高

方法で、広範囲の人たちに奉仕することがで

校生の礼拝にも出席した。遅刻者はいたが、

きるように支援してきたという。

とても静かにメッセージを聴く態度ができて
いた。礼拝テーマは上記の価値観の項目によ

社会的貢献を目指す起業家精神の養成

ったものであった。

センターは、生徒たちと教師たちに、地域

チャプレインの役割は礼拝の準備、司会、

社会・全米・世界の諸問題に関心と注意を向

説教、賛美演奏、生徒の聖書朗読指導などを

けさせ、自分たちの技能を社会的な貢献へと

行っている。チャプレインは各教科の要請に

目指す起業に活かすように応援している。し

応じて授業に出かけている。また生徒や教師、
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さらに保護者の相談役を引き受けている。

この学校はもともとアメリカ本土ニューイ

チャプレインは Character education と service

ングランドから派遣された宣教師たちの子女

learning を結び付けるための調整役を引き受

たちの教育のために、1841 年に設立された。

けている。それとともに生徒たちの聖書に基

アメリカの海外宣教の源流は、1806 年、マ

づく人間形成のために貢献している。このよ

サチューセッツ州西部にあるウィリアムズ・

うにして教科担当ではできない黒子の役割を

カレッジ学生たちの「ヘイスタック・プレアー・

引き受けている。

ミーティング」にまでさかのぼる。激しい雷

こうして、チャペル活動はプナホウ・スク

雨に襲われたために、五人の学生たちが干草

ールが使命とするものを解き明かし、生徒た

の大きな山に雨宿りした。そこで彼らは海外

ちが、それぞれの生き方において、それを実

宣教のために祈った。こうして 1810 年には、

践できるように支援することに努めている。

アメリカ最初の宣教団体が組織された。この
宣教団体は日本では「アメリカン・ボード」

（5）プナホウ・スクールのミッション
とヴィジョン

と略称されているが、正式には、American
Board of Commissioners for Foreign Missions と
呼ばれる。この団体はもともと会衆派に属す

この学校の「ミッション」は、単に学業重視

るが、長老派、アメリカのオランダ改革派、

ではなく、すでに指摘した通り、人格の陶冶

その他の教派からの宣教師も受け入れた。

（character development） と 社 会 奉 仕（com-

1812 年にアメリカン・ボードが最初の宣教師

munity service）を教育の視野に入れている。

たちを派遣した。アドナイラムとアン・ハセ

それゆえ「使命の表明」は次のように告げる。

ルタイン・ジャドソン夫妻、サミュエルとロ

この学校の使命は「キリスト教精神に基づ

クサナ・ペック・ノット夫妻、サミュエルと

いた道徳と精神的な価値観を薫陶陶冶するこ

ハリエット・アットウッド・ニューエル、ゴ

とである。当校がキリスト教精神の上に立て

ードン・ホール、ルーサー・ライスである。

られており、個人の価値と尊厳を重んじ、し

続いて 1812 年から 1840 年までに、さらに多

かも文化的な多様性を正しく認識し、社会的

くの宣教師たちが海外に派遣された。この時

な責任感を養うことを目指している。
」

期にサンドイッチ諸島（ハワイ）にも派遣さ
れ、宣教活動が開始された。

具体的には、
「ミッション」として、生徒

今日、プナホウ・スクールは幼稚園、小学

たちのために次の 4 項目の環境を整えるとい
う。

校、中学校、高等学校を擁している。男女共

・プナホウ・スクールが拠って立つキリスト

学校である。現在の生徒数は約 3760 名であ
る。

教精神に沿う道徳的・霊的価値観を養う。
・知的・学的・身体的な若者の潜在能力を最

その学風にはニューイングランドの進取な

大限に発揮させ、上級学校への進学と各人

精神が感じられるのは、歴史の源流がそこに

が現在及び将来に直面する課題に立ち向か

までたどることができるからであろう。

う力を養う。

（7）結語 ──日本の教育への示唆

・創造性と芸術への理解力を養う。
・文化的創造性を理解し、社会的な責任を養う。

バラク・オバマ大統領はこの学校の小学校

（6）プナホウ・スクールの歴史的・
精神的な背景

5 年生として編入を許可され、中学を経て、
高校を卒業した。
オバマは 1979 年に、その 5 年生のときに
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出会った担任のメイベル・へフティ先生のこ

ハワイにおいても、この学校においても、

とを「自分が感化を受けた先生」として、こ

このような人々が互いに尊敬し合う風土は一

う回顧している。

朝一夕に形成されたわけではない。しかし、

「わたしはヘフティ先生のクラスに編入生と

今では、先住民、太平洋諸島系、アジア系、

して一歩足を踏み入れたときのことを、今も

ヨーロッパ系、アフリカ系が共存している。

忘れません。それまでわたしは数年間、海外

それぞれが背景として文化を持っている。し

で生活してきました。しかもわたしの名前は

かも多様な文化が混在している。アメリカの

誰も発音できないようなものでした。しかし

人種共存と多様な文化の混在を「サラダ・ボ

先生はわたしを怖気させませんでした。わた

ウル」にしばしばたとえられる。それぞれの

しにクラスの中で貢献できる生徒であるとい

野菜が盛られており、それぞれの野菜が自己

う自信を持たせてくれました。わたしを特別

の存在を主張しながら、排除しあうのではな

な子として重んじてくれたのです。
」

く、他のいろいろな野菜を引き立てている。
これらが若き日のオバマの人格・世界観・価

ハワイでは彼は当時としては珍しいアフリ

値観の形成に少なからず影響した。

カ系アメリカ人であったこと。母親は北欧系
アメリカ人であったが、父親はケニヤ人留学

オバマ大統領は 2013 年の年頭教書の中で、

生であった。その後、離婚した母親はインド
ネシア人と結婚した。そのためインドネシア

教育の重要性とそのための施策を述べた。こ

で生活したことがある。後に彼は母方の祖父

の背景には、若き日に自分が受けた教育の感

母のもとにあずけられ、ハワイの公立学校を

化がある。その主な論点を取り上げてみたい。

経て、プナホウ・スクールに入ってきたので

先ず教育と訓練は、できるだけ若い時期か

ある。彼自身も述べていたが、
「場違いなと

ら始めるべきであるという。今日、10 人の 4

ころに」来てしまったと感じたようだ。しか

歳児中、3 人以下の人数の子が良質な就学前

し心細い編入生をクラス担任は心から歓迎し

幼児教育プログラムに入学しているにすぎな

てくれた。しかも彼の生い立ちがクラスの友

い。大多数の親たちには、私立の就学前幼児

にとっても特別の意味を持つことを覚らせ、

教育プログラムに入学させるほどの経済的な

少年バラクに自信を持たせ、重んじてくれて

余裕がない。貧しい家庭の子どもたちこそ教

いる。
先生は特定の子を贔屓したのではなく、

育の大きな支援が必要なのだが、彼らはその

彼が一日も早く適応できるように、また彼も

ような機会が与えられず、その後の生涯に暗

クラスに貢献できるように支援してくれたの

い影を落としている。それゆえ、どの子にも

である。

良質な就学前幼児教育にあずかることができ
るように提案したい。

1999 年に、バラク・オバマ（当時は上院

調査によれば、幼児教育を優先的に推進し

議員）は、プナホウ・スクール卒業後 20 年

ている州がある。そのような地域では、子ど

たって、こう書いている。

もたちは読書ができ、算数が解けるようにな

「ハワイの学校生活で、わたしが得たもの

っている。こうしてやがて高校を卒業して就

は、人間を尊敬し合うという風土の中で、多

職ができ、安定した家庭を築くことができて

様な文化に触れたことです。これはわたしの

いる。子どもたちのためにチャンスを備えよ

世界観をつくり上げるためになくてはならな

うと訴える。

い構成要素になり、またわたしがもっとも大

すでに Race to the Top 施策を提案して、オ

切なものとして懐いている価値観の土台とな

バマ大統領は充実したカリキュラムとレベル

りました。
」
（Punahou Bulletin, 1999）

の高い基準を開発することを進めてきた。彼
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はアメリカの高等学校の教育計画の改善を提

じめや、ハラスメントを受けている。このた

案してきた。さらに若者には良質な高等教育

めに、彼らは自分たちの能力を発揮すること

も受けることができようにしたい。教育があ

も、社会の一員であるという意識も蝕まれて

れば、仕事にありつくことができ、道を切り

いる。この週間にあたり、学校と社会を安全

拓くことができ、勤勉な若者たちには、前進

なところにしていかなければならない。これ

できるチャンスがあるようにしなければなら

をわたしたちの責任として確認しよう。こう

ないと言う。

して、社会と学校において、生徒たちの能力
や知性を伸ばすだけでなく、お互いへの共感
と敬意を育てよう。」

実は、これに対して、Race to the Top 政策

これらの声明や演説から、わたしたちが学

では、オバマ大統領が数学や科学技術の教育

ばなければならないことが多い。

に 重 点 を お い て、character education を 軽 ん
じているという批判が出ていた。しかし彼が

Character Education と学力向上は、それぞ

若い日に経験したプナホウの教育が背景にあ

れ他の方向を向いて行くのではなく、よりよ

るので、それを生かそうとしていることは明

き社会と世界の形成のために手を取り合って

らかである。ちなみにその前の年、2012 年

進む車の両輪でなければならない。
これらの成果と知見を日本の教育に活かす

に、オバマ大統領は National Character Counts

ことこそ今日の課題である。

「大統
Week（全米人格教育週間）において、
領声明」を発表している。そこでの注目すべ

2004 年 12 月にオバマは母校の礼拝におけ

き言葉を引用しておきたい。

る講話の中で、中学 2 年生のときの授業のこ

「アメリカ国民は、一つの国民として結び

とを後輩に語っている。

つける価値観から力を獲得してきた。個人の
誠実さ、互いに敬意をもつこと、奉仕に心を

「わたしは倫理学クラスのことを今でも忘

向けること、これらは時代を超えた理想であ

れていません。担当の先生から次のような問

り、
世紀を通して我が国の進歩を導いてきた。

いかけを受けて、考えさせられました。

こうして、お互いの中に最善のものを見出す

・人生にとって、何が大切か。

ばかりでなく、自分たちの中に最善のものを

・尊厳と敬意をもって人々に接するとは、ど
ういうことか。

実現しようと求めてきた。
」
「子どもたちに高貴なことを実現してゆく

・ここで見られるように、外見も異なり、考

力を与える責任は、親、教師、指導者、隣人

え方も違い、いろいろな地域の出身の人た

の肩にかかっている。この責任は教室でも、

ちのいる、わが国のような多民族の社会で

職場でも、社会奉仕の場でも、実践できるこ

生きるということは、どんな意味があるの
であろうか。

とである。子どもたちに創造性と想像力を吹

・人 々同士が、どうのようにしたら許し合

き込んでいこう。これが夢を育て、実現に向
かわせる原動力や自制心を生み出していく。

い、仲良く暮らすことができるか。」

幾世代にもわたってわたしたちの国の存在を

これらの問いかけは、古くて、しかも新し

支えてきた責任感と奉仕の精神を強調した

い課題である。オバマはこのような課題を自

い。」

分の問題として真剣に受け留め、これに答え
ようとしてきた。後にコミュニティ活動に従

「わたしたちは子どもたちに親切な行いと
お互いを重んじることを実践するように教え

事し、弁護士、教師となり、上院議員となり、

なければならない。わが国の多くの生徒たち

やがては大統領になっても、この問題意識は

は、学校で、オンラインで、社会の中で、い

彼の中に生き続けている。
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特別報告

高野 進

プナホウ・スクールにおける character education と service learning の結合

ここにも、プナホウ・スクールが目指した

一次資料

character education と public service の 結 合 し
た形の教育の種まきと発芽を見ることができ

Service─ Luke Center for Public Service, Punahou School

る。

Mission and Vision, Punahou School（Internet Citation）

また 2008 年 5 月 21 日、オバマ大統領はイ
ンタビューに応じて、プナホウ・スクールを
このように回顧して語った。
「プナホウ・スクールは、わたしに大きな感
化を与えてくれた。その結果、歳を重ね、経
験知を増すにつれて、
そこで学んだところの、
勤勉であることや、卓越性を求めて努力する
ことが、
どんな価値があるかがわかってきた。
今も、この学校がそのことを多くの子供たち
に教え込んでくれている、とわたしは考えて
いる。
」
青少年期には、学校の教育のすべてに、特
に教師に敵意を持ってしまうことがしばしば
見られる。しかしオバマは「歳を重ね、経験
知を増すにつれて」
「勤勉」や「努力」とい
う普遍的なものの大切さに気がついていると
いう。
このような価値観も若者にはすぐには理
解されなかったり、反発を招いたりするか
もしれない。しかしこれらは人類の普遍的な
価値観である。これを徳目として強制するの
ではなく、若者たちが、人類の知恵として、
また社会とのかかわりの中で、これを習得で
きるようにするために、character education と
service learning が活かされなければならない。
［聞き取り調査のためには、プナホウ・スクール
のチャプレイン室及びルーク・センター・フォー・
パブリック・サービスのスタッフのかたがたに
大変お世話になった。紙面を借りてお礼申し上
げます。］
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フレンド派（クエーカー）日本伝道の始まり
ホイットニーとブレスウエイト
石

谷

美智子

The Beginning of the Quaker Mission to Japan in the Early Meiji Era
by the Whitneys and the Braithwaites
Michiko Ishitani

目次

（1）
な一派である。
英 語 で は、the Religious

Society of Friends が使われることが多いが、
Society of Friends を使う集会、個人もある。

はじめに

フレンド派は、神と人との直接的、霊的交

Ⅰ ホイットニーとブレスウエイト
②ふた家

流に重きを置き、すべての人に、キリストの

③日曜学校、路傍伝道

恵み、キリストの力である「内なる光」が宿

①ホイットニー一家の来日
族の結びつき

④人力車夫への伝道
の便宜

ることを強調する。ジョージ ･ フォックスは、

⑤宣教師たちへ

「クエーカーは一宗派ではなく、宗派などの

⑥『聖書の友』

Ⅱ

赤坂病院での医療と伝道

無かった時から実在した神の力によって生き

Ⅲ

ホイットニーと勝海舟

（２）
  
る」とも表現している。
伝統的には、万人

①アンナの熱意
とキリスト教
Ⅳ

②勝海舟

③勝海舟

祭司の趣旨に従い、職業牧師をおかず、洗礼、

④勝海舟晩年の求道

聖餐などの典礼を行わない。しかしながら、

日清戦争をめぐるフレンド派教会内の分

クエーカー 350 年の歴史の中で、国や地域、

裂と再生

時代の変化、指導者の性格などによって、強

①「日本平和会」の設立
義戦論

②非戦論と

調点を異にする流れが生まれてきたのも自然
（３）
な推移であった。

③普連土教会分裂の原因

④フレンド派の再生 ─「友会」の誕生

英国では、王権蔑視、国教以外の集会禁止

⑤礼拝実施上の違い

違反、裁判の時の宣誓拒否、十分の一税拒否

まとめ

などの取り締まりによって、クエーカーは、
十七世紀後半、弾圧、迫害の大嵐に見舞われ

はじめに

（４）
た。

形式にとらわれないフレンド派の信仰は、
フレンド派は、クエーカーとも呼ばれ、日

魂の自発的発露としての社会的実践に結びつ

本ではキリスト友会と呼称される。十七世紀

いてきた。また、絶対平和主義は信条の柱で

半ばのイギリスで、国教会が支配する既存の

あり、苦闘の末、米国などは南北戦争以来良

教会制度に疑問を抱いたジョージ ･ フォック

心的兵役拒否のしくみをつくってきた。1947

スによって創始されたプロテスタントの小さ

年には、米英クエーカーの平和団体に対して、
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有礼（のちの初代文部大臣）らの招請で来日

ノーベル平和賞が授与された。

したのであったが、公立の機関は未だできず、

後述するように、明治時代のフレンド派日
本伝道は、超教派の活動をめざす一方、クエ

森が私費で設立した商法講習所（一橋大学の

ーカー創始以来の伝統的な礼拝様式や規律の

前身）で教鞭をとることになった。その後農

維持・実践をめぐる議論を生じさせた。教義・

学者津田仙の簿記夜学校や東京府管轄になっ

教条・教理の多様性は、広く世界キリスト教

た商法講習所で教えたが、明治維新後の体制

界の自由主義、福音主義、合理主義、神秘主

混迷の中、任期途中で解雇されるという不遇

義、あるいは、社会的実践重視などの拮抗に

なできごとが続いた。外国人居留地に住めな

関わる普遍的な問題ではある。

くなったホイットニー一家のために、赤坂氷
川町の自宅敷地内に家を建てて提供したの
が、参議、海軍卿などを歴任した勝海舟であ

さて、明治政府がキリスト教禁制の高札撤
去の令を出したのは、1973 年（明治 6 年）の

った。
在日中、日本では未だ新しい分野であった

ことである。幕末からその頃までに来日した
プロテスタント宣教師及びその夫人の数は、
（5）

会計学・商法の指導によって米系複式簿記を

合計 60 人に及んだという。 フレンド派の場

導入するという貢献をしたウイリアムであっ

合はどうであったか。フィラデルフィア ･ フ

たが、再来日の旅の途中ロンドンで客死した。

レンド婦人外国伝道協会が、留学中の新渡戸

在日 4 年半。享年 57 歳であった。他の家族

稲造と内村鑑三の提言を端緒として、初代伝

４人は、伝道の志を新たに、再度日本にやっ

道師ジョゼフ・コサンド夫妻を派遣したのは、

て来た。

1885 年（明治 18 年）12 月 1 日のことで、フ
②ホイットニーとブレスウエイトのふた家族

レンド派による伝道師派遣は他のプロテスタ
ントの派よりかなり遅くなってからであった。

の結びつき

本論文が取り上げたいのは、伝道師派遣以

長男ウイリスは、来日後、医学の学位取得

前から、生涯を捧げて、日本にキリスト教精

のためいったん帰米した折、フィラデルフィ

神を伝えた米英にまたがるふたつのクエーカ

アで、クエーカーの有力会員であるウイスタ

ー平信徒家族があったということである。明

ー・モリス夫妻の知遇を得た。そして、ホイ

治時代を中心に、ホイットニー家とブレスウ

ットニー一家は、日本に戻る途中で寄った英

エイト家が残した足跡の概略を辿ることにす

国に滞在中、クエーカーの名門ブレスウエイ

る。

ト家に受け入れられ、ウイリスの父親ウイリ
アムの容態悪化と死去の際の世話も受けた。

Ⅰ . ホイットニーとブレスウエイト

ウイリスは、母アンナを日本で喪った後、ブ
レスウエイト家の三女メアリーを妻に迎え

①ホイットニー一家の来日

た。その翌年には、メアリーの弟ジョージ・

父親ウイリアム・ホイットニー（50 歳）

ブレスウエイトが英国聖書協会の職員として

とその妻アンナ・ホイットニー（41 歳）
、そ

来 日 し た。 ジ ョ ー ジ・ ブ レ ス ウ エ イ ト は、

して長男ウイリス（20 歳）
、長女クララ（14

1901 年（明治 34 年）にレチチア・レッシュ

歳）
、次女アデレイド（5 歳）の一家 5 人が

と結婚した。明治の開明期日本で、フレンド

来日して東京木挽町の森有礼邸に入ったのは

派の伝道に携わるふたつの家族、ホイットニ

1875 年（明治 8 年）8 月であった。

ーとブレスウエイトの強い絆が生まれたので
（6）
ある。
義兄弟の間柄になるふたつの家族

ウイリアム・ホイットニーは、商業教育機
関を設立したいと考えていた駐米代理公使森

の、その超教派的な働きを述べていこう。

― 48 ―

石谷 美智子

フレンド派（クエーカー）日本伝道の始まり

③日曜学校、路傍伝道

ホイットニーとブレスウエイト

小冊子が発行された基督教書類発行所は、

少年期に長老派教会で信仰告白をしたウイ

1891 年（明治 24 年）米英の聖教書類会社が

リスは、幼時に罪の自覚とその癒しを体験し

合同して築地につくったもので、ジョージ・

た「美しく深遠なる宗教的性格」の持ち主で

ブレスウエイトが引き継いだ会社である。こ

あった。（７） 彼が石川県金沢での経験から、

の発行所は 1901 年（明治 34 年）には、規模

日本人への伝道に生涯を捧げる決心を固めた

（14）
を拡げて日本基督教書類会社に発展した。

時、一般日本人にとって必要なのは実際的キ

車夫たちのために、深夜に及ぶまで、温か

リスト教であり、伝道に大切なのは、深い神

いおでんやスープを手車にのせていって配

学的教理ではなくて、
「キリストに倣う」こ

り、小冊子やトラクトを渡した。「幾多の人

（8）

とであるとの確信を得たのであった。

にイエス・キリストを説き、午前二時頃帰宅。

人生を導く聖書の力を伝えたいという願い

今夜は神の恩恵により多くの人たちに福音を

は、最初、街にたむろしていた子供たちに向

伝えることができた。」とウイリスは記録し

けられた。青山墓地近くで部屋を借りて、彼

（15）
ている。
車夫の中に、廃藩置県よって士

らのために日曜学校を始め、それは数年続け

族の身分を失い、鬱屈した感情を抱きながら

られた。後年ジョージ・ブレスウエイトの出

車を引いている者などがいたようである。ウ

版活動を支えた隅谷巳三郎（経済学者 隅谷

イリスの基本的な姿勢は、社会変革をめざす

三喜男の父）は、このウイリスの日曜学校で、

というより、相手の魂に語りかけ、人間的接

聖句を暗誦したり、聖書の話を聞いたことを

触を通してイエス ･ キリストを知らせ、個人

（9）

回想している。 ウイリスは在日末期の明治

の再生を促したいというものであった。福音

40 年代に至るまで、子供のための伝道に多

を通して、人間を人格に高める働きをなそう

くの努力を払い、熱心な青年伝道者を働かせ

としたと言える。

（10）
た。

ウイリスを見かけると、赤坂の人々は、
「あ

ジョージ・ブレスウエイトも聖書販売とと

そこをイエスさまが通る」と言うのが常であ

もに路傍伝道に励んだ。築地で配ったトラクト

（16）
った。
彼に接した市井の人々に、イエス

を手にしたひとりが、15 歳の山室軍平（日

のイメージを想起させた彼を、東京朝日新聞

（11）

本における救世軍創始者）
であった。

は、「彼の美しい性格は多大の感化を及ぼし、

郵便、鉄道従業員などへ職業別伝道も熱心

その模範は外人に対する好感情に重大な影響

に行ったが、ここではウイリスの伝道を象徴

を及ぼし、その結果、外国人の内地雑居又は

する人力車夫への接近を取り上げてみたい。

自由旅行禁止の布達を解除するに至ったほど
（17）
である。」と報じた。

④人力車夫への伝道
⑤宣教師たちへの便宜

高野進著『Ａ . Ａ . ベンネット研究─ある
異質な指導者像』に、関東学院の前身横浜バ

ウイリス・ホイットニーは、1883 年（明

プテスト神学校創立者アルバート ･ アーノル

治 16 年）から 12 年間、在日米国公使館通訳

ド ･ ベンネットが刊行した人力車夫に向けた

官であったこともあって、ほとんどあらゆる

（12）

貴重な小冊子の内容が紹介されている。

派の外国人キリスト教宣教師と接触があっ

自ら人力車をよく利用していたウイリスもま

た。内地旅行の外国人旅行免状取得の便宜を

た、人力車夫への伝道に熱心であった。あるい

はかり、『日本における道路、主要都市、郵

は、ウイリス・ホイットニーとＡ . Ａ . ベン

便局簡易辞典』1888 年（明治 21 年）を編纂

ネットの間に、互に触発し合う情報交換があ

した。同年、ヘボン式ローマ字表記で知られ

（13）

ったかもしれない。

るヘボン辞書に漢字索引をつけて、『平文氏

Ａ . Ａ . ベンネットの
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著語林集成第三版漢字索引』を丸善商社書店

忘れ各地の傷病兵へ夥しき多数の冊子を贈

から出したのも、語学堪能なウイリスであっ

（25）
り、よく慰問に勉められた。」

（18）
た。
お雇い外国人教師の斡旋にも力を尽

ジョージの妻レチチア・ブレスウエイトが、

くし、日本全国の英語教育の推進に果たした

バークレイ・バックストンの組織した超教派

（19）
功績も大きい。

の「日本伝道隊」に尽力したことにも一言触
（26）
れておきたい。

⑥『聖書の友』

Ⅱ . 赤坂病院での医療と伝道

『聖書の友』は、ウイリスの下の妹アデレ
イド・ホイットニーが 16 歳の時に、配布活
動を始めたもので、イギリスの日曜学校で使

ウイリスは日本に来てから医療伝道を志

われている聖書の平易な解説書を参考にした

し、東京医学校（のちの東京大学医学部）で

ものであった。メアリー・ホイットニーとジ

学んだのち、ペンシルバニア大学で学位を取

ョージ・ブレスウエイトの在英の父親ジョセ

得した。妻メアリーは、結婚当初から、「福

フ・ベバン ･ ブレスウエイトは、弁護士にし

音を説く女性兼看護師」として彼を助けたい

て英国聖書会社の役員であったから、この活

（27）
との願いを持っていた。
道が開いたのは、

（20）

動もまた家族ぐるみの活動であった。 『聖

1883 年（明治 16 年）に、交流の広かった母

書の友』は、宗派を問わず多くの日本のキリ

アンナが、49 歳で日本において病没した際

（21）
スト教徒たちに受け入れられた。
津田仙の

贈られた弔慰金などをもとに、赤坂氷川町に

援助もあった。好調に滑り出し、一時は毎号

400 坪の土地を購入したことによる。1888 年

（22）
2000部も発行された時期があったという。

（明治 21 年）、キリスト教精神にのっとった、
社会の底辺の人々を対象にした赤坂病院を開

ウイリスは、汽車を利用するときには、常

院した。

に三等車に乗り、乗客にリーフレットを配布

赤坂病院は次のような特徴を持っていた。

した。『聖書の友』を監獄に送ることにも積
極的に取り組んだ。ジョージ・ブレスウエイ

（28）
一 .「身体と霊魂に医療を同一歩調」
で行う。

トも全国各地を回った。いやがらせ、妨害を

二 . 貧しい人を極めて安い料金または無料で

（23）

受けた報告もある。

  施療する。
三 . 待ち時間などに患者への入信を積極的に

1887 年（明治 20 年）末頃からは、
『聖書

働きかける。

の友』発行部数が減り、
経営も困難になった。

四 . 職員、患者の祈りを大切にする。聖書の

キリスト教を排斥する社会の情勢が厳しさを

研究・普及を重要な仕事とする。

増しつつある風潮の中でも、ジョージ・ブレ
スウエイトが中心になって、聖書やプロテス

五 . 禁酒、禁煙を厳格に推進する。

タント信仰に関する出版活動は、ずっと続け

六 . どの教派にも、伝道協会にも属さない。

（24）
られた。

七 . 自費診療できない患者のために英米から

日本基督教書類会社の責任者をつとめた

も募金を募り、経費を捻出する。

ジョージ・ブレスウエイトの仕事ぶりについ

八 . 災害などがあれば、医師を派遣するなど

て、基督友会日本年会の機関紙「友」第 59 号

救援活動に加わる。

1931 年（昭和 6 年）８月発行は次のように
表現している。ジョージ・ブレスウエイトは、

患者はあらゆる階級から来たが、大部分は

「専ら福音的書物の紹介、出版等に人知れぬ

「細民窟」の人で、決して門前払いをせず、
「病

多大の努力を払われ、一意専心聖国の拡張に

んで、しかも神を知らざるために堕落と偶像

努められ、殊に日露戦役最中の如き、寝食を

に落ちたる者」を救うべく、「殆ど寝食を忘
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ホイットニーとブレスウエイト

（35）
あったであろう。
娘クララも英語を教え、

れるまでに」力の限りを尽くしたのであっ
（29）

た。

信仰を語り、客人をもてなした。津田仙、内
村鑑三や大勢の牧師など先駆的キリスト者た

1908 年（明治 41 年）には、
「眼科・内外
科の明治 41 年度患者数

ち、徳川家達をはじめ、大山巖、西郷従道ら

15,420 人  内  施療

（30）
9,640 人   自 費 5,780 人 」 の 記 録 が あ る。

政界の有力者との交流など、日本のプロテス

「過去の年月の
1909 年（明治 42 年）には、

タント宣教の黎明期に、幾多の意識の高い指

間に、54 名の患者がイエス・キリストにお

導層の人々に、主の証が行われたのである。

ける信仰を告白した。
」とウイリスは書いて

『クララの日記』によると、ほかの宣教師が、

（31）
いる。
義弟ジョージ・ブレスウエイトが

アンナが日本人に受けがよくて影響力がある

変わらぬ援助者であった。

ことを嫉妬し、宣教師の権利の侵害だと批判
（36）
したくらいであった。

その後、1911 年（明治 44 年）にウイリス
が日本を去って一時的に閉鎖されたが、日米

次に、キリスト教受け容れという観点から、

のフレンド派会員が病院財団の理事となって

晩年の勝海舟に焦点を当てることで、身近に

事業を継続した。関東大震災を経て、1927

いたホイットニーの影響力がいかに大きかっ

年（昭和 2 年）
、やむを得ず閉鎖となったが、

たかをみることにする。

病院の診察室は改装されて礼拝堂となり、戦
②勝海舟

争で焼失するも再建され、現在の日本基督教
（32）
団赤坂教会につながっている。
1888 年（明

旧旗本の下級士族出身である勝海舟（1823

治 21 年）の開院から、大正年間を通して 40

年～ 1899 年）は、徳川家に仕えた旧幕臣で

年近い医療伝道活動であった。

あり、戊辰戦争の時に江戸城無血開城を主張
して実現した。海事海防の専門家としての経

Ⅲ . ホイットニーと勝海舟

験と技量、大局を見据える見識と胆力、豊か
な人脈、権威におもねることのない反骨精神

①アンナの熱意

を有し、参議、海軍卿、枢密顧問官などを歴

ウイリアム・ホイットニーの妻アンナは、

任し、爵位を叙せられた。

この一家の来日を推し進めた原動力であっ

勝海舟は、早くからキリスト教に関心を持

た。米国で、夫が校長をつとめる学校に留学

っていた。漢訳聖書を所有し、青山墓地に外

中の富田鉄太郎（のちの日銀第二代総裁）が、

国人として初めて埋葬されたアンナの墓碑に

「聖書を研究したい。聖書は最も純粋な英語

は、勝海舟自ら、漢訳聖書からとって「骸化

を包含しているそうですから。
」とアンナに

（37）
土霊帰天」と刻んだ。
蘭学を習得する過程

（33）

所望した。

でもキリスト教に触れ、咸臨丸で訪米した時

この言葉に触発されたアンナ

は、
驚くべき宗教的新生を体験したのである。

には、乗船したカッテンディーケの信仰の態

ユグノー派の先祖を持つ篤信のアンナは、日

度に触れ、アメリカ滞在中はプロテスタント

本で「できる限り多くの人を集め、イエスお

（38）
の教会の日曜礼拝に参加している。
讃美歌

よびその愛のよき音信を語らん」と強く願っ

（39）
の日本語への翻訳も試みている。
キリシタ

（34）
た。

ン禁制の幕末においてさえ、キリスト教を擁

赤坂氷川町の勝海舟邸内の住まいで、経済

護し、1871 年（明治 4 年）に「耶蘇教黙許

的心労を抱えながらも、日曜集会、日々の祈

意見」を政府に提出をしている勝海舟は、進

祷会や聖書の勉強、日本人の英語習得の手助

取の気概というだけでなく、日本の存立・自

け、パーティーなどを情熱的な熱心さで行っ

立に、将来キリスト教が大きな意味を有する

た。一家の宣教の熱意が空回りしている面も

（40）
と見通していた。
勝海舟のキリスト教に対
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峙する姿勢は、福沢諭吉の功利的な考え方と

教入信」の注目すべきエピソードを紹介して

（41）
は対照的である。

いる。クラークの友人ジョージ・ニーダム師
が日本に伝道に赴いた際、勝邸を訪問すると、

③勝海舟とキリスト教

勝海舟はニーダム師の語る福音の真理に耳を
傾け、最後にニーダム師が祈りを終えると、

まず、勝海舟がキリスト教に好意的理解を
示している事例を、ウイリス ･ ホイットニー

「涙に濡れた目をして立ち、『人生で一番すば

の上の妹クララの日記、
『クララの明治日記』

らしい恵の時でした』と、低い静かな声で感

の中から挙げてみよう。

（49）
謝を表した。」と描写されている。

ホイットニー一家が一時帰国していた２年

『最期の告白』は、さらに、エドワード・

余のうちに、
勝海舟の娘ふたりが洗礼を受け、

クラークに宛てたクララの手紙を紹介してい

三男梅太郎も、将来宣教師になる希望を抱く

る。
「勝氏が亡くなる 2 週間ほど前であった

（42）

ほどになっていた。

と思います。兄のウイリスは、勝氏の口から、

旧幕臣の人々が、勝海

舟に娘たちの入信を「ケシカラン事」と非難

直接、
『私はキリストを信じる』と、はっき

がましく問いただした時、
「聖書に忠孝の話

りと聞いたと言います。勝氏は神の国に近づ

はないといえども、忠孝の実があればよいで

いたのです。彼はお寺に葬られましたが、最

はないか」と、隣人として目にしているホイ

後の日々は、もう仏教徒ではなかったので

（43）

ットニーの孝心を賞賛したのであった。

（50）
す。
」
勝海舟は、自身の死を悟った頃、宗教

また、1883 年（明治 16 年）に、熊本バンド

者であり、医師でもある隣人ウイリスが傍ら

出身の小崎弘道牧師がホイットニー家の日曜

にいることに大きな慰めを得たことであろう。

集会で説教した折、勝海舟は、アンナの生涯
④勝海舟晩年の求道

と最期の姿と子供たちの態度に感銘を受け、
「あれほど子供たちに本分を守らせているの

さて、これらホイットニー家族が証人とな

は、信仰の力にちがいない」と小崎牧師に語

った勝海舟晩年の信仰告白をどのように受け

（44）
っている。

とめるのが妥当であろうか。勝海舟は晩年に
かけて、少しずつ変化していったように思わ

津田仙の話として、大阪基督教会の宮川経

れる。

輝牧師が 1883 年（明治 16 年）に勝海舟を訪

ホイットニーが来日して間もない頃には、

ねた時、宗教については、
「ホイットニー夫
人の宗教以外のものはいやだ」と言ったとい

津田仙は、勝海舟のことを「自然の神の宗教

（45）
う。
津田仙は、
「勝さんは今は未だ受け入

以外に宗教の興味のない人ながら、彼なりの

れておられないが、やがてはクリスチャンに

宗教が彼の心に、悩めるやもめと孤児を「救

（46）
なられるだろう」とみている。
ホイットニー

い」、自らは俗世の汚水に染まぬように身を

家が留守の間（1880 年 1 月～ 1882 年 12 月）

処していくよう命じているのだ。」とクララ

も小さな集会が続いていたし、勝邸の門には

（51）
に語っていた。

「ヤソキョウ」という表札をかけていたので、

昔の為政者が財政に苦労したことに言及し

「自分の屋敷に教会をもっている、という評

た時には次のような醒めた洞察をしている。

（47）
判が長いことたって」
いた。

「元寇に策を巡らした北条氏が仏法に帰依し

静岡の学問所で英語教師をつとめたエドワ

たといっても、ただ禅に凝ったのではないよ。

ード・クラークは、勝海舟と交流があった。

やはり経済のためだあネ。（中略）。銭はたい

帰米後、小伝『勝安房

そう渡ってきたよ。信仰といってもそのため

日本のビスマルク』

（48）
を著した。
守部喜雅著『勝海舟

サ。それが利用というものサ」（52）

最期の告

白』は、その最終章で、勝海舟の「キリスト

もうひとつある。
『日本宗教』という雑誌に、
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道とするところを伺いたいという質問を投げ

ホイットニーとブレスウエイト

Ⅳ . 日 清戦争をめぐるフレンド派教
会内の分裂と再生

かけられた勝海舟の答弁である。
「主義だの、
道だのといって、ただこればかりだときめつ

①「日本平和会」の創立

けることは、私はごく嫌いです。道といって
も大道もあり、小道もあり、上には上があり

ジョージ・ブレスウエイト、ウイリス・ホ

ます。その一つをとって、他を排斥するとい

イットニー、そして派遣伝道師ジョゼフ ･ コ

（53）
うことは、
ふだんから決してしません。
」

サンドらは、1889 年（明治 22 年）から 1891

勝海舟は不満を抱く暴徒らに命を狙われる

年（明治 24 年）にかけて、しばしば茨城地

危険に常にさらされていた。一方、勝海舟の

方を中心に伝道旅行に出かけている。募集に

援助を求めて寓居を尋ねてくる人もあとを絶

応じて通訳をつとめたのは、前年数寄屋橋教

たなかった。晩年は氷川町自宅の自室にひと

会で洗礼を受けた文学者北村渓谷（1868 年

り長時間こもることの多い生活であったとい

〜 1894 年）である。ジョージ・ブレスウエ

う。家庭においては、正妻のほかに、関係の

イトにより 1892 年（明治 25 年）3 月に発行

あった数名の女性とその縁者を、自分の敷地

された日本平和会の機関紙「平和」の編集と

内にかかえていた。

発刊を、北村渓谷が、加藤萬治とともに担当
したことは北村透谷研究者の間でもよく知ら

勝海舟は 70 歳の時に、長男小鹿を 40 歳で

れている。

結核のため亡くした。小鹿の妻の病死に引き
続いてのことであった。小鹿は米国海軍大学

この機関紙「平和」創刊に先立つ 3 年ほど

校を卒業して、海軍省予備少佐であった。よ

前に、クエーカーが創立した英国平和会の書

（54）
ほど悲嘆にくれたようであった。

記ウィリアム・ジョーンズが来日して、日本

勝海舟の三男梶梅太郎とウイリスの妹クラ

において初めて平和講演会を開催し、キリス

ラが結婚することになった事実も軽視するこ

ト教的立場から平和思想を説いた。1889 年

とはできない。クララは、若いながら、兄妹

（明治 22 年）9 月に水戸でフレンド派伝道者

同様、日本の人々にキリスト教のすばらしさ

になった加藤萬治は、この講演を聴いて、ジ

を 伝 え る 責 任 を 自 負 し て い た。 ク ラ ラ は

ョージ・ブレスウエイトと「日本平和会」を

1885 年（明治 18 年）
、同じ屋敷に住む梶梅

設立したのである。ジョージ・ブレスウエイ

太郎の子を身ごもり、翌年婚礼が執り行われ

トは、懸賞問題平和雑誌（Prize Peace Tract）

た。クララと４歳年下の梶梅太郎とは、心を

を出すなど、努力を重ねたが、1894 年（明

（55）
割って話をする間柄であった。
ふたりは６

治 27 年）の日清戦争勃発により、「日本平和

人の子を与えられたが、やがて離婚する結果

（57）
会」は解散を余儀なくされた。
日清戦争を

となり、勝海舟が 75 歳で死去した後、クラ

めぐって当時の普連土教会が分裂した経緯

（56）

ラと子供全員はアメリカへ去った。

は、高橋正幸の論文「日清戦争と普連土教会」
（58）
に詳しい。

最晩年の勝海舟は、何より自らの内面的拠
り所を必要としていたであろう。相対主義的
であった勝海舟が、
入信とは言えないまでも、

②非戦論と義戦論

神の前に頭を垂れたのではないだろうか。親

明治 20 年代は、維新を経た日本のキリス

交を結んだ信仰篤いホイットニー一家が、勝

ト教宣教にとって、特に試練の時であった。

海舟の求道の心の軌跡を見守り続けた事実、

キリスト教徒が国賊扱いされるようになった

ホイットニー一家の生き方が与えた影響力の

風潮の中で、平和の問題はフレンド派教会に

大きさは注目されなければならない。

分裂を招くほどの大きな影響を与えることに
なった。
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いか」と、高橋正幸の論文「日清戦争と

すなわち、1894 年（明治 27 年）8 月 1 日、

（64）
普連土教会」は指摘している。

日清戦争が起こると、非戦論信徒と義戦論を
唱えるものとが分立した。初代宣教師コサン

四 .フレンド派の信仰を得た人々が、霊的充

ドが設立した伝道者養成のための学校の生徒

実感や伝道の使命などに魅力を感じて、

らが、「朝鮮の独立を助けるため、我が国が

内面的信仰を持つ者同士の仲間意識、連

立ちて支那と戦うのは、主の犠牲の精神に一

帯感を強く持っていた。ようやく根を下

致するものなり」と義戦論に共鳴し、戦争支

ろしたフレンド派の日本組織が、成り行

（59）

持を表明した。

きで分裂することを予測していなかった。

これに承服できないコサン

ド校長は全生徒を退校処分にした。大気炎の

日本人信徒は、分裂後も交流を保ち、講

青年たちは教会で話し合おうとしたが、平和

演会に同席するなどしているし、コサン

主義堅持を旨とする外国人宣教師らがいっせ

（65）
ドに対して感謝状を贈っている。

いにフレンド月次会宛退会届を提出。伝道に

五 .海外のクエーカーには、家族、地域、あ

燃える義戦論の青年らは、アメリカからの援

るいはフレンド派教育機関などを通して

助金も礼拝場所も失ったが、自給伝道に励ん

信仰の絆を守ってきた 200 年の歴史があ

だ。無理がたたり、2、3 年ほどでついに解

ったが、日本では個人として入信したケ

散になったが、その間「使徒時代の迫害時に

ースが多く、個人の内面が厳しく問われ

おける共同生活を実験している感じで愉快で

ると同時に、社会の波にのみ込まれやす

たまりませんでした。
」と大須賀（鈴木）千

かった。

（60）

代松は回顧している。 分裂した頃の教勢は

六 .そもそも、フレンド派が伝統的に信仰箇
条を前面に出さないことを特色としてい

教会 1、会員 52 名であった。

るため、強調点の食い違いが多々生じる
③普連土教会分裂の原因

ことは避けがたい。

ここで、分裂の原因を考えてみたい。
④フレンド派の再生 ─「友会」の誕生

一 .政府がナショナリズム高揚策をとり、国

ブレスウエイト、ホイットニー、コサンド

体とキリスト教との不整合性を喧伝した。
その上、キリスト教界につくられた「清

らは、それまで英米人から成っていた「外国

韓事件日本基督教徒同志会」を中心とす

伝道委員会」を改組した。新組織には数名の

るキリスト教徒による戦争支持の呼びか

日本人会員が入り、普連土教会は、1894 年（明

（61）
けが鮮烈であった。

治 27 年）
「友会」の名で再生したのである。
日本人信徒で、あとから非戦論を受け容れ、

二 .日本人に西欧の文化による支配から自立

（66）
「友会」に戻った者もいた。

したいとの願望があり、外国人の采配を
敬遠するようになってきた。

歴史家家永三郎は、ブレスウエイトらクエ

三 .日本では、近世以降、対外的戦争の経験

ーカーの非戦運動を、「日清戦争に先立って

が乏しく、平和の概念、思想が育ってい

短期間ながら組織的な平和運動がおこなわれ

なかった。
「平和」の語さえ新しいもので

たことの先駆的意義は評価されねばならない

（62）

あった。

フレンドの絶対平和主義は、

いかなる権力にも犯されることのない
「良

（67）
であろう」とその歴史的意義を強調した。

その後、もうひとつ、友会の中に潜在する

心（内的権威）に従う」という近代的な

方針の違いが表面化した。

（63）
精神の表明である。
「クエーカー信徒の

⑤礼拝実施上の違い

苦難に満ちた経験と成果が十分に、ある
いは全く伝えられていなかったのではな

日本での活動に地歩を固めていたジョゼ
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フ・コサンドは、アメリカの中西部カンザス

ホイットニーとブレスウエイト

まとめ

年会の出身で、有給牧師職、プログラムのあ
る礼拝、讃美歌斉唱をとりいれた実践をして

さて、ホイットニーとブレスウエイトの最

いた。これは、日本での開拓伝道には有利な

期をまとめると、ウイリス・ホイットニーは、

点を持つものであったが、フレンド派の伝統

1911 年（明治 44 年）に再度戻るつもりで日

的な礼拝形式ではない。フィラデルフィア年

本を去ったが、ロンドンに着くや極度の衰弱に

会を中心に、プログラムのない霊的な沈黙の

陥り、2 年間患って 63 歳で死去した。クエ

礼拝を重んじる。

ーカー伝記辞典には「かれの生涯は、すべて
（71）
の人の使徒書そのものとなった」とある。

折しも、このフィラデルフィア年会から医
師のヘンリー・ハーツホン（津田梅子ととも

ウイリスの妻メアリーはイギリスで 78 歳で

に津田英学塾を創立したアナ・ハーツホーン

死去。ジョージ・ブレスウエイトは日本で

の父）が、日本に関心を持って 1894 年（明

45 年間、逆風の中でキリスト教書出版、地

治 27 年）に来日した。そして、早速ジョゼ

道な宗教活動、平和活動を続け、1931 年（昭

フ ･ コサンドのやり方に異議を申し立てた。

和 6 年）に東京で死去した。享年 70 歳。フ

（1）プログラムのある礼拝 （2）讃美歌によ

レンド派ロンドン年会は彼を「クエーカー大

る礼拝会開会・閉会 （3）伝道者養成目的の

（72）
使」と称えた。
   妻レチチアは翌年 56 歳で

教育 （4）有給の伝道者 （5）普連土教会の

死去。ブレスウエイト夫妻はアンナ・ホイッ

呼称、これらすべてを、フレンド派としては

トニーと並んで青山墓地に埋葬されている。

（68）

逸脱であると指摘したのである。

ブレスウエイトの長男夫妻も、日本で 10 数

クエーカ

年伝道と奉仕に携わった。

ー史上、「神秘主義と福音主義が争闘した紛
争と衰微の時代」である 19 世紀の海外にお

明治時代初期に始まった彼らの聖書を媒体

ける教団の特徴が、フレンド派の明治時代に

とした平信徒伝道の働きすべては、個人の人

おける日本伝道に垣間見えると言うことがで

格観念の確立という近代国家の理念に沿うも

（69）
きる。

のであった。一人ひとりがイエス ･ キリスト

ジョージ・ブレスウエイトもまた、派の教

の力に覚醒することによって生まれる自発的

勢拡大を一義的目的とした作為ある宣教をよ

倫理観、人類同胞への愛、平和の本質を伝え

しとしないハーツホーンに同調する意見書を

たのである。

提出した。コサンドは、自身の方針と成果に
自負もあり、ホイットニー夫妻とブレスウエ
イト夫妻を「正確に言うとミッションの部外

註

者」と考えるようになっていたようである。
（70）

このような確執は、実は派遣当初から潜在
していたものであろう。
教派の伝統と捉え方、
礼拝と伝道のしかた、現地認識などに相違が
存在していた。15 年の間に日本人と強固な
つながりを築いていたコサンド夫妻であった
が、不本意ながら友会を離脱することで決着
した。ホイットニーとブレスウエイトは、そ
の後も平信徒伝道に邁進した。

（1）2011 年の教勢は、クエーカー ･インフォメーショ
ン・センターによると、世界の会員数約 36 万人、
そのうちアメリカは 8 万数千人。現在日本では、
年会１、月会５、会員約 130 名である。
（2）シドニー・ルーカス著 入江勇起男訳 『クエー
カーの真義』 日本基督友会 1967 p.4
（3）ハワード・ブリントン著 鞍馬菊枝訳『クエーカー
三百年史』基督友会日本年会 1963 pp.228–230
ハワード・ブリントンは、クエーカー史を便宜的
に次の四つの時代に分けている。1.神秘主義と福
音的伝道主義を総合した使徒的時代（大体 1650 ～
1700 年）   2.神秘的内面性を強調する教養的創造時
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代（大体 1700 ～ 1800 年） 3.神秘主義と福音主義
が争闘した紛争と衰微の時代（大体 1800 ～ 1900
年） 4.合理主義と社会的福音への関心が強まった
近代主義の時代（1900 年以降）
（4）小堀 孟 『クエーカーの歴史』 キリスト友会
東京月会 2006 pp.12–18
また、『ジョージ・フォックスのジャーナル』
ジャーナル翻訳委員会訳 上・下巻 キリスト友
会日本年会 2004 は創始者自身の数多くの体験
を伝えている。
（5）杉井六郎 「宣教師の明治維新─オランダ改革派
教会宣教師フルベッキの活動」 京都大学科学研
究所 1973 pp.231–232
（6）亀田帛子 『津田梅子とアナ・Ｃ・ハーツホーン』
双文社出版 2007 p.91
（7）ホイトニー夫人・梶夫人共著 『ドクトル・ホイ
トニーの思ひ出』（原表記のまま）基督教書類会社
1933 p.1
（8）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』ｐ.38
（9）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』ｐ.65
大津光男 『ホイットニーとブレスウエイト─国
を超えた宣教義兄弟』 普連土学園研究紀要 第
11 号 2004 pp.54–55
隅谷巳三郎は、後年、基督教会社をジョージ・ブ
レスウエイトから引き継ぎ、キリスト教出版の仕
事に携わった。
（10）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』 pp.122–123
「日々東京の諸方面、主として細民窟で集まりを
開いた。こうした集まりに日々細民の小供等約
100 名が出席し、みんな至って静粛にイエスの話
を聞いた。」
（11）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』 p.127
大津光男 前掲 『ホイットニーとブレスウエイ
ト─国を超えた宣教者義兄弟』p.40
（12）高野 進 『Ａ. Ａ.ベンネット研究 ある異質
な指導者像』 ヨルダン社 1995 pp.271–295
（13）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 『クラ
ラの明治日記』 上巻 講談社 1976 p.204
1882 年（明治 15 年）1 月 25 日の日記に、A. A. ベ
ンネットのことを、「新任のバプテスト教会牧師
のベネット氏が説教をした。言葉遣いは洗練され
ていないが、平明で要領を得ており、日常生活か
ら例を引くなど、彼の人柄が現われていた。」と
記している。
（14）同社は、事業が拡大して、関東大震災時には従
業員 400 名にもなっていた。大津光男 前掲 『ホ
イットニーとブレスウエイト─国を超えた宣教者

義兄弟』p.51
（15）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』p.80
（16）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』p.145
（17）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』pp.70–74
（18）Index of Chinese Characters in Hepburn’
s
Dictionary according to their radicals
– by W. Norton Whitney M. D. 発行者 東京府士
族 小柳津要人 丸善商社書店 1888
ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』 pp.70–74
（19）大津光男 前掲『ホイットニーとブレスウエイ
ト─国を超えた宣教者義兄弟』p.26
米国YMCAを通じて外国人教師斡旋の努力もした。  
（20）小堀 孟 前掲『クエーカーの歴史』 p.81
キリスト教界で自由主義神学がおこった 19 世紀
は、その反動としてクエーカーの中でも聖書重視、
信仰箇条の承認の影響が現われた。ジョセフ・ベ
バン・ブレスウエイトはそのリーダー的存在のひ
とりであった。
（21）『キリスト友会土浦月会百周年記念誌』 キリ
スト友会土浦友会 1993 p.31
1894 年（明治 28 年）に『聖書の友』の事務所は新
橋駅前にあり、当時クエーカーとして伝道に従事
した茨城県土浦の木田文治（聖書学者木田献一の
祖父）が、この事務所に居住していたという記録
が見られる。
（22）亀田帛子 前掲『津田梅子とアナ・Ｃ・ハーツ
ホーン』 p.89
会友は 11,000 人にのぼった。
（23）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』 p.117
（24）創世記から黙示録までの平和にかんする言葉を
集めた小冊子も出している。
大津光男 前掲『ホイットニーとブレスウエイト
─国を超えた宣教者義兄弟』 p.48
（25）大津光男 前掲『ホイットニーとブレスウエイ
ト─国を超えた宣教者義兄弟』p.51
（26）大津光男 前掲『ホイットニーとブレスウエイ
ト─国を超えた宣教者義兄弟』ｐ.52
超教派的伝道で、未伝道地の開拓や、他団体諸教
会の応援などを中心となって行った。ウイリス・
ホイットニーの帰国後、レチチアは赤坂病院の伝
道委員となった。
（27）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』 p.65
（28）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』 p.83
（29）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
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ホイトニーの思ひ出』 p.103
（30）大津光男 前掲『ホイットニーとブレスウエイ
ト─国を超えた宣教者義兄弟』ｐ.29
（31）ホイトニー夫人・梶夫人共著 前掲『ドクトル・
ホイトニーの思ひ出』 p.90
（32）『いのちのことば』 2011 年 8 月号 いのちの
ことば社
（33）渋沢輝二郎 『挫折のキリスト者 ホイットニー
家の人々』 三協印刷 1978 p.10
（34）渋沢輝二郎 前掲『挫折のキリスト者 ホイッ
トニー家の人々』 pp.11–12
（35）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 『クラ
ラの明治日記』上巻 講談社 1976 pp.87–88
アンナを日本伝道に駆り立てた富田鉄太郎が、の
ちに手紙で、「もし友だちを持ちたかったら、聖
書を教えてはいけない。誰も聖書やお祈りのこと
を聞きたくて来るのではないのだから。」と書き
寄こしてきて、クララが憤慨している。
（36）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲『ク
ララの明治日記』 上巻 p.229
（37）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲『ク
ララの明治日記』 上巻 p.262
（38）下田ひとみ 『勝海舟とキリスト教』 作品社
2010 pp.15–16
（39）守部喜雅 『勝海舟 最期の告白』 いのちのこ
とば社 フォレストブックス 2012 pp.32–34
（40）守部喜雅 前掲『勝海舟 最期の告白』
pp.63–64
（41）村岡健次 『イギリスの近代・日本の近代 ― 異
文化交流とキリスト教』 ミネルヴァ書房 2009
p.190
福沢諭吉は、開国の圧力がかけられる幕末から
維新にかけて、日本国としての独立を憂慮したと
三十年後に回顧しているが、せめて子供を「耶蘇
教の坊主」にして「奴隷」の辱めから免れさせて
はどうかと思案したと述べている。
（42）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲
『クララの明治日記』上巻 p.208
（43）津本 陽 『勝海舟─私に帰せず』 上巻 潮出
版社 2003 pp.413 － 414
（44）津本 陽 前掲『勝海舟─私に帰せず』 下巻
p.166
クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲『ク
ララの明治日記』下巻 1883 年（明治 16 年）6 月
19 日の日記 p.229
（45）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲
『クララの明治日記』 下巻 1883 年（明治 16 年）
5 月 31 日の日記 p.227
（46）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲
『クララの明治日記』 下巻 1883 年（明治 16 年）
5 月 31 日の日記 p.227

ホイットニーとブレスウエイト

（47）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲『ク
ララの明治日記』 下巻 1883 年（明治 16 年）5 月
31 日の日記 p.228
（ 4 8 ）E d w a r d W a r r e n C l a r k : K A T Z A W A T H E  
BISMARCK OF JAPAN ─ STORY OF A NOBLE
LIFE  B.F.Buck, 1904
（49）守部喜雅 前掲『勝海舟 最期の告白』
pp.104–105
（50）守部喜雅 前掲『勝海舟 最期の告白』 p.106
（51）クララ・ホイットニー著 一又民子 訳 前掲
『クララの明治日記』 上巻 1878 年（明治 11 年）
8 月 24 日の日記 ｐ.18
（52）津本 陽 前掲『勝海舟─私に帰せず』 下巻
pp.413–414
（53）津本 陽 前掲『勝海舟─私に帰せず』 下巻
p.410
（54）津本 陽 前掲『勝海舟─私に帰せず』 下巻
p.417
（55）クララ・ホイットニー著 一又民子訳 前掲
『クララの明治日記』 下巻 1879 年（明治 12 年）
5 月 29 日 の 日 記 pp.111–112 お よ び 1882 年
（明治 15 年）11 月 25 日の日記 p.205 など
（56）守部喜雅 前掲『勝海舟 最期の告白』
pp.94–95
（57）佐々木敏二「明治二十年代の平和運動（一）
─日本平和会書記加藤万治小論」 同志社大学人
文科学研究所  『キリスト教社会問題研究』
  第 30 号
1982 p.106
ブレスウエイトは、同年 11 月新たに「大日本平
和会」を起こし、機関紙「平和之使」を出版したが、
この試みもたちまち時流に崩された。
（58）高橋正幸 「日清戦争と普連土教会」 桐朋学園
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アルバート ･ シュヴァイツァー 実際的 ･ 直接的な奉仕の生き方
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Albert Schweitzer : Significance of Direct Service
Yasutaka Tokorozawa
Susumu Takano

彼の名前は「シュヴァイツァー」か「シュ

問題の所在
直接的な奉仕への決心

ワイツァー」か。日本では二通りの表記が行

幼少年期に目覚めた意識──他者への思いやり

われている。彼の出身地についても、
「エル

水と原生林の間にて──生命への畏敬

ザス」と「アルサス」の二通りの表記がある。
彼が生まれ育った地域は、当時、ドイツ領で

実際的 ･ 直接的な奉仕

「エルザス」であった。第一次大戦下では、

結語──その評価

彼はドイツ人であったため、遠いアフリカの

問題の所在

フランス領のランバレネ現地で、敵国人とし
て監禁され、後にフランスに捕虜として送還

本研究は、直接的奉仕の実践者としてアル
ベルト ･ シュヴァイツァー（1875 - 1965）に

され、捕虜交換によって釈放され、やっとの

注目する。シュヴァイツァーの業績は、三つ

きた。第一次大戦の終了後は、故郷はフラン

の領域に分けることができる。まず、彼は哲

スに帰属することになった。今度は「アルサ

学おび神学における独創的な思想家であっ

ス」と呼ばれるようになった。そのため、彼

た。次に、J. S. バッハのすぐれた研究者であ

はフランス人として扱われている。彼はドイ

り、高名なオルガン演奏家であった。さらに、

ツとフランスの両方の文化の影響下にあり、

赤道直下のアフリカ現地における医療活動の実

それぞれのすぐれたところを学んだ「ヨーロ

践者であった。彼は多くの困難を克服して、

ッパ人」として育ったといえよう。しかし帰

すでに若き日に抱いていた苦しむ人々への深

属意識はフランスとドイツの国境を越えて、

い共感と理想主義を生涯かけて実践した。い

世界人であり、アフリカの兄弟たちのために

つの時代にも、倫理思想について思索し、論

一生を捧げた。それゆえ人種 ･ 国境を超えて、

述する思想家は少なくない。しかしシュヴァ

彼は理解者と支援者を持ったばかりではな

イツァーの場合は、90 年の生涯を通して身

く、世界中の人たちに多くの感化をあたえて

をもって、直接的な奉仕を実践した。本研究

きた。

ことで、故郷ギュンスバッハに戻ることがで

は彼の直接的な奉仕の今日的な意味と妥当性

2013 年は彼が 1913 年にランバレネで直接

を検討し、今日の奉仕教育に活かしていくこ

的な奉仕を開始してちょうど 100 年目に当た

とである。

る記念すべき年である。1965 年に彼はラン
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バレネで死去した。50 年を経た今、なぜ彼

イエスはどのような代価を払ったであろう

の思想と生き方を掘り起こすのか、彼は時代

か。イエスは 30 歳まで大工の仕事部屋で働

遅れではないかという人々もいる。しかし今

き、母親と兄弟たちと友だちと、相共に暮ら

日、世界の人たちが情報 ･ 政治 ･ 経済 ･ 食糧

してきた。

･ エネルギーのどの分野においてもひとつと

自分も 30 歳まで、学問と芸術に生きること

なってきている。人類共同体なのである。富

を許されていると考えて、学問と芸術の道に

める者と貧しき者も、先進国と発達途上国の

勤しもう。しかしそれから後は、直接に人々

共存の課題に目を向け、解決の糸口を探るた

のために身を捧げるのだ。これがシュヴァイ

めにも、シュヴァイツァーの生涯と思想から

ツァーの 21 歳の決心であった。これは彼の
活動の原点といえる体験であったので、彼は

学ぶことが大である。

これをたびたび述べている。（竹山道雄訳『わ

直接的な奉仕の決心

が生活と思想より』120 ページ、Gesammelte
Werke I, S.98.  国松孝二訳『生い立ちの記』シ
ュヴァイツァー著作集第一巻、266 ページ、

彼が残したいくつかの自伝的な記録によれ
ば、1896 年の聖霊降臨祭の休暇で大学から

Gesammelte Werke I, S.300. 以下ドイツ語著作

戻ってきたシュヴァイツアーは、父母の住む

集は GW. の略称で表記）

ギュンスバッハの牧師館のベッドに横たわっ
これは若き日の決心であった。しかしまだ

ていた。彼はのんびりと早春ののどかな朝を

当時は、具体的に「直接的奉仕」を「何処で」

迎えて、小鳥たちの明るくさえずる声を聞い
ていた。
りんごの木は白い花を咲かせていた。

「何をするか」について、彼には明確には決
めていなかった。とにかく苦しむ人たちのた

またリラの香りが漂っていた。

めに「直接的な奉仕」を実践したいと決めた

教会の窓は新緑の葉でおおわれていた。彼

のである。

は自分が順調に大学生活を送ることができて
いること、また久しぶりに両親の愛情につつ

幼少年期に目覚めた意識
──他者への思いやり

まれた日日の喜びを感じていた。彼は今の自
分の幸せをしみじみと味わうことができた。
そのとき、聖書の言葉が心に浮かんだ。
「自分の命を得ようとする者は、それを失

1875 年 1 月 14 日、アルベルトはドイツ領下

い、わたしのために命を失う者は、かえって

のエルザスのカイザースベルクに生まれた。

それを得るのである」
（新共同訳マタイ福音

やせこけた、皮膚は黄色く、しなびた赤ん坊

書 10：39）
。

であった。周囲の人たちには、この子は長く

それまで、彼は幼いときからこの言葉をよ

は生きることはできまいと思われていた。し

く知っていたが、本当の意味を理解していな

かしギュンスバッハに移ってからは、このよ

かったことに気がついた。その時、この言葉

うなとても丈夫に育ちそうもなかった赤ん坊

を自分に適用しなければならないと、彼は認

が、豊かな自然と隣の農家レーオポルトの牝

識した。そしてこれまで受けてきた祝福の恵

牛の出す乳のおかげで、めきめきと元気にな

みに対して償いをしなければならないと考え

った。（国松孝二訳『生い立ちの記』206 ペ

た。

ージ、GW. I. S.255. ）

しかしこのように惜しみなく与えられてい
る祝福された恵みを、いったいどのようにし

おとなしい少年であったアルベルトは、友

てお返しできようか。

だちと争うことは殆どなかった。友だちのほ
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うは彼を意気地のない弱虫の坊ちゃんとみて

に友だちの後をついていった。その友だちは

いた。ところがある日、学校の帰りに、一人

小鳥に狙いをつけた。アルベルトはぐずぐず

の少年と取っ組み合いになってしまった。相

していた。しかし友だちにせかされて、彼も

手は村のガキ大将で、背もアルベルトよりも

パチンコに小さな石をつめて身構えた。その

高く、いかにも強そうであった。当人も青白

時、教会の鐘が鳴り始めた。「汝、殺すなかれ」

い顔の牧師館の坊ちゃんに負けるはずはない

（出エジプト 20：13 ）という聖書の言葉が稲

と思っていた。ところがアルベルトが相手を

妻のように彼の心を打った。彼はパチンコを

倒して、おさえつけてしまった。その時、そ

投げ捨て、
「危ない、逃げろ」と小鳥に向か

の子はこう叫んだという。
「お前のように週

って叫んだ。そのため、その友だちからさん

二度も肉スープを食べていれば、おれはお前

ざんののしられた。しかし彼は小鳥の生命を

なんかに負けるものか」
。
（同上、213 ページ、

助けてやったことは間違っていなかったと思

GW. I. S.261.）

ったという。小さないのちに対しても深い思
いやりをもっていたのである。（同上

233

ページ、GW. I. S. 275）

アルベルトはこのような経験から学び取っ
て、
村の少年たちのような服装を身にまとい、

『昔のコルマルの思い出』と『生い立ちの記』

同じものを食べなければならないと考えるほ
どであった。彼は内面的にも、外観上も彼ら

という随筆の中で、シュヴァイツァーはフラ

と同じようになりたいと願ったのである。

ンス北東部にある古い都市、コルマルの町に
ある黒人の彫像について書いている。その町

このような出来事があった。ユダヤ人のマ

にあるマルスフェルト公園には当地出身の彫

ウシェという老人が隣村に住んでいた。この

刻家で、アメリカの「自由の女神」像の制作

人は家畜などの売買を生業としていた。村の

者として有名な F. A. バルトルディ（1734-

子供たちはその老人が通るとき、
「マウシェ、

1806）が制作した、同じく当地出身のブリュ

マウシェ」とはやしたてながら、そのあとを

ア提督の記念碑が立っている。その立像の周

ついていった。ところがこの老人は少しも怒

りには四つの像が据えられている。それらは

った様子を見せず、ロバを引いて、もくもく

ブリュア提督が征服した植民地の人たちを表

と通りを進んで行った。ただ、時々振り返っ

現していた。この町の人たちはこの故郷出身

ては、彼はいかにも当惑しているような弱気

の英雄をたたえたが、シュヴァイツァーはむ

な微笑を、子どもたちの方に向けていた。少

しろ提督に屈服させられた民であるひとりの

年アルベルトはその微笑に接したとき、もう

黒人の姿に深く心が動かされたていた。

彼の後を追って、はやしたてることができな

「からだつきはヘラクラスのようで、思い

くなった。彼はこのユダヤ人から忍耐する生

沈んだ悲しげな表情を顔にたたえている。…

き方を学んだという。やがて中学に通うよう

像の顔は暗い大陸のみじめさを私に語った」

になってからは、モウシェに道で偶然に出会

と彼は記している（
『生い立ちの記』国松孝

ったりするときに、彼はていねいにその老人

二訳 251 ページ、GW. I. S. 289.）
。さらに彼

に挨拶するようになった。
（同上 212 ペー

はこの「黒人の姿と容貌のなかに一種の憂愁

ジ、GW. I. S.261.）

を発見して、同情をそそられ、黒人の運命に
ついて反省させられた」とも記す（
『昔のコル

村の友だちのひとりがゴムひもでパチンコ

マルの思い出』国松孝二訳 297 ページ）
。

を作った。その友だちに小鳥を狙うために誘

（実は、彼が少年のころに見て、心を動か

われたことがあった。彼は気がすすまぬまま

された彫刻の現物は、第二次大戦下にナチス
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軍によって破壊されてしまった。第二次大戦

が私におよぼした人間的な感化を、感謝しな

後の 1949 年に彼が懐かしいこの町を訪問し

ければならないかということを、切に思うの

た時は、その思い出の彫刻のあった場所は廃

である。」（国松訳『生い立ちの記』270 ペー

墟であった。なお戦争の傷跡が残っていた。

ジ、GW. I. S.303.）

現在あるものは 1954 年に、復元されたもの

彼は多くの人々からたくさんの行為や寛大

である。今日のコルマルの町の案内には、シ

さの恩義を受けていることを認識している。

ュヴァイツァーがこの像を見てアフリカでの

実はわたしたちはこのことに気がついていな

奉仕をするように導かれたと記されている。
）

い。しかし彼はその恩義に実際に感謝したこ
とがあまりないことで、後ろめたい気持ちに
なっているという。また内気なために感謝の

シュヴァイツアーはこれらの出来事を大人

気持ちを表すことがなかったともいう。

になってから回顧して、二箇所で書き残して
いる。『生い立ちの記』は 1923 年（48 歳）
『昔
、

「少年時代を思い起こしてみるとき、さら

のコルマルの思い出』は 1949 年（74 歳）に

にもう一つ、わたしにとって感銘深いことが

記している。おそらくは講演の機会に何度も

ある。それは実に多くの人たちが、それとは

語っていたのであろう。それほどにそこでは

知らずに、わたしになんらかのものを与え、

心を打たれた経験をしたことになる。

なんらかの感化をおよぼしたという事実であ
る。」（同上

彼が感受性の豊かな、
しかも弱い人たちや、

272 ページ、GW. I. S. 303.）

温厚、親切、ひとをゆるす力、誠実、忠実、

生き物に対する深い思いやりを幼少の時代か
ら抱いていたことがわかる。これらが彼の一

苦悩への忍従などの多くの徳は、さまざまな

生の生き方を方向付けていたともいえる。

事件を通してそのようなものを体験させてい
ただいたからだという。
「生活化した思想が火花のようにわたした

『生い立ちの記』には、彼は少年時代に味
わったいろいろな経験を深く内面化して、受

ちの内部にとびこんできて、点火してくれた

留めなおし、これらの経験と思索の知恵を次

のである。
」
（同上 273 ページ、GW. I. S.305.）

の若い人たちに伝えようとした。1923 年の

わたしたちは人々の心の中に入り込むこと

夏に、アフリカへの再渡航の準備と、基金を

はできない。しかし心に点火することはでき

集めるための講演とオルガン演奏旅行の合間

ると彼は考える。

に、チューリッヒで二時間ほど汽車を待ち合

「その人が内部に持っていない思想を、そ

わせている間のことである。彼は友人の精神

の人の内部にもちこむことができるなどと

分析学者であり牧師でもあったオスカル・プ

は、わたしは思わない。通常、人間の内部に

フィスター博士のもとを訪ねた。そこで、彼

はあらゆる思想が、燃料として存在している

は幼少年時代のことを語ってくれと頼まれ、

のである。」（同上

273 ページ、Ibid.）

「そういうわけで、私したちはそれぞれ、

思い出すままに口述した。それが草稿となっ
ているこの自伝であるが、精神的な成長の自

自分の内部に焔をもやしてくれた人たちのこ

己分析にもなっている。と同時に、次の世代

とを、深い感謝をもって銘記しておかねばな

の人たちに生き方の知恵を伝えるものでもあ

らない。」（同上、Ibid.）

る。
彼は世間的な成熟を批判する。「私は世間
「私は自分の少年時代をふりかえってみる

で『成熟した人間』（reifen Menschen）と考

ごとに、自分がどれほど多くの人たちに対し

えられているものになることに、本能的に

て、彼らが私にあたえてくれたものや、彼ら

抵 抗 し た。」（ 同 上、279 ペ ー ジ、GW. I.
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S.309.）一般的には、人間の成熟と見られて
い る も の は、
「あきらめの分 別」
（eine
（ 同 上、280 ぺ ー ジ、
resignierte Vernuenftigkeit）

実際的 ･ 直接的な奉仕の生き方

水と原生林の間にて
──生命への畏敬

GW. I. Ibid.）のことである。残念なことに、
自分が少年のころに大切にしていた思想や確

『水と原始林のあいだに』（浅井真男訳、

信を次々と放棄して人々は偽りの「成熟」を

Zwischen Wasser und Urwald, 1920.）には、先

手に入れると彼は指摘する。そして彼は少年

ず「わたしが原始林のなかの医師になるにい

時代の理想主義と感激の価値を強調する。

たったわけ」が記されている。少し長いが引

「少年の理想主義のなかにこそ、人間にと

用しておきたい。

っての真理はみとめられるのであり、少年期
の理想主義こそ、なにものとも代えてはなら

「わたしは医師として赤道アフリカへ行くた

ない人間の富なのである。
」
（同上、281 ペー

めに、シュトラスブルク大学の教職と、オル

ジ、GW. I. S. 310.）

ガンと文筆を捨てた。どうしてそんなことを

彼は理想に力を見る。
「理想の力は測り知

し た か？」（ 浅 井 訳

9 ペ ー ジ、GW. I. Ibid.

れ ない。
」
（ 同 上、281 ページ、GW. I. S. 311.）

S.319）
。シュヴァイツァーはこう書き始めて

そして一滴の水は無力のように見えるが、や

いる。そして新約聖書のルカ福音書にある「金

がて岩を打ち砕く。蒸気になると強大な機械

持ちの男と貧しいラザロ」のたとえ話を彼は

のピストンを動かすと指摘する。

取り上げている。

「理想は純化した人間の本質と結びついた

「わたしは原始林の原住民の肉体的窮状に

とき、はじめてその力を発揮するのである。

ついて読んでもいたし、宣教師たちから聞い

私たちは自己陶冶して、いよいよ素朴に、い

てもいた。そのことを考えれば考えるほど、

よいよ誠実に、いよいよ純粋に、いよいよ寛

われわれヨーロッパ人が遠方でわれわれに提

容に、いよいよ温厚に、いよいよ親切に、い

出されている人道上の大問題に無関心でいる

よいよ憐れみふかくならなければならないの

のを、ますます怪しむようになった。金持ち

で、これこそ私たちが自己発展の目標とすべ

の男と貧しいラザロの比喩はわれわれのため

き 成 熟 な の で あ る。
」
（ 同 上、282 ペ ー ジ、

に語られたもののように見えた。われわれは

GW. I. Ibid.）

医学の進歩のおかげで病気と苦痛を癒すたく
さんの知識と手段を所有しているのだから、

ここに私たちは「人になれ、奉仕せよ」の

あの金持ちの男である。この富のはかりがた

思想と共通の土台を見出すことができる。坂

い利益をわれわれは自明のこととしている。

田祐は 1919 年に「人になれ、奉仕せよ」の

しかし向うの植民地には貧しいラザロが、有

校訓を告辞した。
『生い立ちの記』は 1923 年

色人種がいる。彼らは我々と同様に、否もっ

の執筆であったので、坂田はこれを読んだわ

とひどく病気と苦痛に捕らえられながら、そ

けではないが、内村鑑三を通して早くからシ

れと戦う手段を少しも所有していないのであ

ュヴァイツァーの活動を聞いていたであろ

る。あの金持ちの男は玄関の前の貧乏人の身

う。シュヴァイツァー、内村、坂田の３人の

になってみることをせず、心の声に耳をかた

思想の共通源流は新約聖書であったことは確

むけなかったために、無思慮から貧乏人に対

かであるから、彼らは深いところで一致して

して罪を犯したのだが、我々も同じことをし
ているのである。
」（浅井訳 同上、9 -12 ペ

いたといえよう。

ージ、GW. I. S. 319.）
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先進国の人たちは、窮乏と病苦に苦しむ途上

なすときに、わたしはイエスとその宗教の命

国の人たちに対して無関心であり、なすべきこ

ずる慈悲（Barmherzigkeit）をよりどころと

とを行わない「怠慢の罪」
（sins of omission）

する。しかしわたしは同時に基本的な思索と

を犯している。実はその前にその地域に武力

想念に基礎を置く。黒人たちのあいだでなす

でもって攻め入って、そこを植民地として支

べきことを、われわれは『善きわざ』
（ein

配するという「意識的に遂行した罪」(sins of

gutes Werk）と見るべきではなく、拒否でき

commission) も犯していた。

ない義務（eine unabweisliche Pflicht）とみる
べきである。」（浅井訳

シュヴァイツァーはヨーロッパ人の罪を

196 ページ、GW. I.

Ibid. S. 472.）

こう指摘する。
「あらゆる国々の白人は、遠い国々を発見
して以来、有色人種に何をしてきたか？イエ

シュヴァイツァーによれば、ギリシャ思想

スの名に身を飾ったヨーロッパ人が行ったと

は世界 ･ 人生肯定の世界観に到達しようと試

ころでは、あまたの民族が死滅し、他の民族

みたが、これには成功せず、諦念に終わった。

は死滅しつつあるか、たえず減少しつつある

中世の世界観は根本的に世界と人生に対して

と言う事実だけでも、いったい何を語ってい

否定的であった。近代世界の新しい世界 ･ 人

るだろう？あの諸民族が数世紀のあいだにヨ

生の肯定は、イエスから愛の教えを取り入れ

ーロッパ諸民族から受けた不正と残虐を、誰

て、倫理性を獲得した。この愛の倫理は、行

が述べうるか？われわれが彼らにもたらした

為の倫理として、これまでの世界・人生の否

火酒（蒸留酒、ここではウォッカ類―注）と

定の世界観を超えて、それらの肯定と結びつ

いまわしい病気が、彼らのあいだに作り出した

き、精神的 ･ 倫理的世界を樹立する理想に燃

惨害を、測る勇気のある者がいるだろうか！」

えていた。しかし現代において文化が退廃し
ているのは、倫理的な世界観と人生の肯定が、

（浅井訳 同上 196 ページ、GW. I. S.472.）
それゆえヨーロッパ人とその文化は、彼ら

力を失ったからであると彼は理解する。この

に対して大きな罪責（Schuld）を負う。もは

思索を彼は現代文明からまことに程遠い赤道

や彼らに対して善事（Gutes）をなすか、そ

直下のランバレネで遂行していた。

れとも否かは、ヨーロッパ人が自由に選択で
1915 年 9 月、彼はランバレネの診療所か

きるようなことではなく、それをしなければ
ならないのである。彼らのなすべき善事は、

ら 200 キロ離れたン・ゴーモ（N' Gomo）に

慈善 (Wohltat) ではなく、罪の償い（Suehne）

定住する婦人宣教師のもとへ往診を頼まれ

であるという。

た。彼は小さな蒸気船に乗りこんだ。船の相
客は黒人ばかりであった。この船上で、彼は

シュヴァイツァーを遠くのアフリカへ突き

彼の倫理思想の根本理念である「生命への畏

動かし、しかも直接の奉仕に向かわせたもの

敬 」（die Ehrfurcht vor dem Leben） の 思 想 に

は何かについては、彼がこれまで研究してき

たどりついたのである。このときの状況につ

たイエス ･ キリストの教えであることは言う

いて、彼はこう記す。

までもないが、彼は黒人たちの間でなすべき

「われわれの舟はくるしそうに砂丘のあい

「償い」をヨーロッパの人々はもはや拒否で

だを、流れに逆らってゆっくりと登っていっ
た。──ちょうど乾燥期であった。わたしは

きない義務と見ている。彼はこう記す。

引き舟の甲板の上に放心したように坐り、…
「わたしが、遠い空のもとの病人たちのた

根本的な倫理概念を求めていた。…三日目の

めに努力することを、自分の生涯の仕事とみ

日没ちかくなって、われわれの船が河馬の群
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実際的 ･ 直接的な奉仕の生き方

れのあいだを進んでいったとき、これまで予

損し、発展し得るべき生の昂揚をさまたぐる

感もしなければ、
さがし求めたこともない
『生

ことである。これが倫理の根本原則である。

命の畏敬』という言葉が突如として心に浮か

これが思考の必然結果である。」（竹山訳

んだ。…ついに私は、世界 ･ 人生肯定と倫理

214 ページ、GW. I. S. 171.）

とを包み込む理念に到達したのである。
」
（竹
彼は従来の倫理思想の欠点についてこう指

山道雄訳『わが生活と思想より』
（訳文は一部
独自に訳出した。211 ページ、GW. I. S. 169.）

摘する。
「従来の倫理の大きな錯誤は、ただ人間の

「生命への畏敬」とは、
「生きようとする意

人間に対する関係のみを問題にしていた点で

志」と「道徳的要求」とを一つに結びつける

ある。真実のところは、人間がいかに、世界

思想であった。生命への畏敬とは、生命こそ

及び彼の視野に入り来るすべての生命を問題

この上なく尊いものとし、それをなによりも

とすべきか、である。人間が倫理的たるはた

大切にし、生命に対してつつしみと畏れと驚

だ、彼にとって植物も動物も人間も、すべて

きの心を抱くことである。
「生きようとする

生命が生命として神聖であり、卑しくも苦し

意思」を神聖なものとして尊重して、生命を

む生あれば、これに扶助せんと献身する、と

破壊し圧迫することを深く恐れなければなら

きのみである。すべての生きとし生けるもの

ない。しかもその神聖な「生きようとする意

に対する無限の責任の体験のみが、普遍的倫

志」は、すべての人間のみならず、あらゆる

理として思考の中に基礎づけ得る。
」
（同上、

生物が持っているのである。われわれは「生

GW. I. Ibid.）

きようとする意志」に取り囲まれている。し
かも生命の尊重は、あらゆる生命にまで及ぼ

シュヴァイツアーはこの思想を自分自身の

さなければならない。現代社会において、戦

直接的な奉仕の生き方と結び付けて、こう結

争をはじめ、さまざまな残虐な悪がはびこっ

論する。
「故に『生への畏敬』の倫理とは、すべて

ているのは、われわれが「生命の畏敬」を見
失い、生命を破壊する罪の重大さを感じなく

愛（Liebe）
、献身（Hingabe）
、また苦痛を共

なり、冷酷になったせいであると彼は指摘す

にし（Mitleiden）
、喜びを共にし（Mitfreude）
、

る。

努 力 を 共 に す る こ と（Mitstreben） の 一 切、
の義である。」（同上、GW. I. Ibid.）

シュヴァイツァーは、
「生きようとする意
志」として自己の存在を肯定することに留ま
らない。自己と同様に「生きようとしての意

確かに実際の生活では、一つの生命が生き

志」を持つ他者（生きるものすべて）の発見

るために、他の生命を犠牲にしなければなら

へといたる。

ないことは現実である。私たちは動物や植物
を食材として食べて生きる。それを回避でき

「考える者となった人間は、また同時に、

ないであろう。私たちは他の生命を犠牲にし

すべての他者の『生きようとする意志』に、

なければならないとしても、このことについ

自己のそれに対すると同様な
『生命への畏敬』

て深い悲しみと、罪の自覚を持たなければな

を払うべき必然を感得する。彼は他の生を自

らないと彼は言う。自分の生命が他の生命の

己の生の中に体験する。かくの如き人間にと

犠牲の上になりたっているのであるから、自

っては、善とは、生を保ち、生を促し、発展

分たちもできうる限り、他者の生命に役立つ

し得るべき生をその最高の価値まで達しさせ

ように、彼ら（それら）の生命の苦しみを救

ることであり、悪とは、生を否定し、生を毀

うためにつとめなければならないとする。
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シュヴァイツァーは「生命への畏敬」とイ

1841 年にはフランス人が入植し、やがて

エスの倫理との密接な関係の確立に向かう。

フランスの保護国となった。第二次大戦後の

「
『生命への畏敬』は、衆生一切に拡大せら

ヨーロッパ宗主国からの独立運動の流れの中

れた愛の倫理である。これこそイエスの倫理

で、1958 年 に こ の 国 は 共 和 国 と な っ た。

を考究するときの、
最後の必然の帰結である。

1964 年に正式に独立国家となった。

これに対してなお、自然の生命に対してあ
まりに価値を置きすぎる、との抗議がある。

シュヴァイツァーがこの地に来るまでは、

この非難に対してはこう答えたい、──過去

このあたり数百キロメートルにわたって、医

の倫理はすべて、その対象とする生命をその

師は一人もいなかった。現地人たちは病気に

あるがままに神秘的な価値として認めること

なると、昔ながらの呪術師に頼った。いった

がなかった、これは錯誤である、と。いっさ

ん伝染病流行すると、惨めであった。皮膚潰

いの生命の中に、精神的生命が発現するので

瘍、熱帯性赤痢、マラリヤ、象皮病、心臓病、

ある。ゆえに、
『生命への畏敬』は、自然的・

化膿性骨疾患、疥癬、ハンセン氏病、眠り病

精神的の両生命に献げられるべきものであ

などを患う人たちが多かった。

る。イエスの比喩によれば、羊飼いはただ迷
える羊の霊をのみ救うのではない、その羊す

現地に到着した第一日目から、彼は病人に

べてを救うのである。自然の生命に対する畏

囲まれてしまった。彼は治療を行うためのト

敬の念が強ければ、それに従って、精神的な

タン葺きのバラックを到着前に建てておくよ

生命に対する畏敬の念を増すのである。
」
（竹

うに頼んでいたが、全くできていなかった。

山訳

彼は野外で診察を始めたが、焼け付くような

307 ページ、GW. I. S. 241.）

彼にとって、
「生命への畏敬」は追求し、実

太陽の下では日射病の危険にさらされ、治療

践しなければならない課題であり、必然であ

の仕事は長く続けられなかった。しかも夕方

った。

には決まって夕立が来た。急場しのぎに、彼
はやむを得ず、古いニワトリ小屋を診療所と

実際的 ･ 直接的な奉仕

して使用することにした。
患者たちは 200 キロメートル、300 キロメ
ートルの遠方からカヌーで運ばれてくる。病

実際的 ･ 直接的な奉仕の活動拠点となった
ランバレネは、当時はフランス領で赤道下の

人を運ぶ家族と共に子供たちもついてくる。

アフリカの一部であった。今日では、ガボン

診療所に一家そろって泊り込むことになる。

共和国（英語名称 Gabon Republic, フランス
語名称 Republique Gabonaise）となっている。

現地人たちはシュヴァイツァーを「オガン

国連には 1960 年 9 月 30 日に加盟している。

ガ」と呼んだ。「呪術使い」という意味である。

はじめてこの地方に来たヨーロッパ人はポル

彼らにとって、ヨーロッパから来た医師も呪

トガル人であった。15 世紀の末のことであ

術師なのである。西洋医学の「医師」という

った。16 世紀のはじめには、カトリックの

語は現地語では存在しない。彼は神秘的なピ

宣教師がこの地で宣教活動を開始している。

カピカ光る聴診器で奇跡を行う呪術師と受け

18 世紀には、1000 人を超す奴隷を使った大

止められた。彼らによれば、病気は悪魔や、

規模農園が営まれていた。このあたりは、コ

人の呪術や、悪い虫が呼び起こすものである。

ーヒー、コショウ、シナモン、カカオなどの

そのためもあり、薬の用い方を教えるにも時

栽培に適している。野生のゴムの採集も盛ん

間がかかった。麻酔は驚愕の的であった。

であった。
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「先生がここへ来てから、ここでは不思議

「シュヴァイツァーの医療活動は、まさに

なことが起こるようになりました。先生は先

彼の人格をとらえて働く神の精神の働きの結

ず病人を殺します。それから病人を癒し、そ

実であり、神の精神に信従する人間精神の応

のあとで、
また生き返らせます。
」
（ハーマン・

答的行為である。」（森田雄三郎著『シュヴァ

ハーゲドン著 ･ 原田義人訳『シュヴァイツア

イツアー』 237 ページ）
森田によれば、シュヴァイツアーにとって

ー伝』131 ページ）

は、行為として結実しない信仰理解は、たと
彼は現地の人たちの数限りない疾病と苦痛

い有意味であるとしても、せいぜい第三次的

を診なければならなかった。そして治療の結

である。彼にとって第一次的なものは、行為

果、それらの病気から解放されたことを喜ん

として証示される信仰の随順である。第二次

でいる患者たちを目の前にして、彼は輝かし

的なものは、信仰的実践の目的に関連する限

いヨーロッパでの生涯を捨てて、この地に来

りでの現実的な知恵であった。（上掲書

たことを決して後悔しなかった。むしろ神と

ページ）

239

人とに深い感謝をささげた。

結語
シュヴァイツァーは、手術を終えてしばら
くたって、患者の麻酔が覚めたとき、常にこ

民族意識が高まった第二次世界大戦後には、

う言ったという。

シュヴァイツァーの直接的 ･ 実際的な活動に

「ドクトルとその夫人にこのオゴーウェ河

対して批判が出てきていた。

のほとりに行け、と命じられたのは、主イエ

1965 年 9 月 6 日付のニューヨーク ･ タイ

スである。
」
（浅井真男訳『水と原始林のあい

ムズは、シュヴァイツアーの死去の報道と共

だに』112 ページ、GW. I. S.402.）

に、長文の「死亡記事」（Obituary）を掲載

またこういった経験を通して、彼は、黒人

した。その見出しは次のようである。
“Albert

も、白人も並びあって「あなたがたはみな兄

Schweitzer, 90, Dies at His Hospital”その記事

弟なのだ」ということを体験したという（同

は、一方では博士の献身的・英雄的な活動を

上、GW. I. Ibid.）

賞賛している。他方、博士は独裁的になって
おり、現地のアフリカの人たちと対等に話す

シュヴァイツァーの実際的 ･ 直接的な奉仕

ことはなく、子ども扱いしていたようだと書

の実践は、一般的には「ヒューマニズム」に

いている。博士は新しい流れとして台頭して

基づくと分類されるであろう。しかしこれは

きたアフリカ民族運動に対して敬意を払うと

イエスに信従する者の「ヒューマニズム」で

いうよりは、むしろ軽蔑していたとも冷やや

あった。彼の思想の根底には、イエスの精神

かに論じている。確かに多くの人々は「偉大

があった。それゆえイエスの人格から発せら

なドクトル」（le grand docteur）と呼んでいる

れる「わたしに従いなさい」との呼びかけに

が、博士の活動しているランバレネの村には、

こたえて従う者には、イエスの精神が働いて

“Schweitzer, Go Home”のビラが貼り出され

いると彼は受け止めていた。そしてこの精神

ていたという。しかし 90 歳の博士は第一次

の働きがあるところには、実際的な行為の実

大戦と第二次大戦にわたって、あらゆる困難

があるという。

に遭遇し、これらを克服して、自らの基金に
よって現地で医療活動を存続させた意義は大

森田雄三郎はシュヴァイツァーの直接的活

きい。

動をこのように捉える。
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博士がなくなる一年前に、イギリスのジャ

る。彼は自分自身貧しい人たちの住む地域に

ーナリストであるマクナイトも『シュヴァイ

住み込んで、彼らのために直接的な奉仕をし

ツァーを告発する』
（Gerald D. McKnight：

ていた。英語版出版の 3 年後のことである。

Verdict on Schweitzer, 1964）を発表した。マ

その後、賀川はシュヴァイツァーの直接的な

クナイトはシュヴァイツアーに向けられてき

働きに共鳴し、博士との交流を重ねた。1954

た批判を紹介している。

年には、博士の 80 歳献呈論文には賀川は唯

「シュヴァイツァーの支配下にある『王国』

一の日本人として「日本の労働者への福音の
告知」と題する論文を寄稿した。

はあまりに原始的でありすぎる。
」

内村鑑三の場合は、1925 年 3 月 24 日の日

「彼は進歩を取り入れようとせず、他人の

付の「日記」にシュヴァイツァーについての

意見に耳を貸そうとしない。
」
「ランバレネの病院はセンチメンタルでひ

言及がある。翌年の 11 月 21 日の「日記」に

とりよがり、空想的な社会改良家が築いた神

は、シュヴァイツアーのアフリカ伝道につい

殿にすぎず、…今ではその近所にも、近代的

て聖書研究集会において語り、寄付金を募っ

な設備が整った病院が建っている。
」

た。これを博士へのクリスマスの贈り物とし
て送ることにしたという。

マクナイトは現地を取材して、シュヴァイ

日本人の医師（野村実、高橋功）も現地に

ツァーの病院が非能率的で不便であると指摘

出かけて協力してきた。

した。
（笠原恵二著『シュヴァイツァー その
生涯と思想』1989，396-402 ページ）

1948 年、戦後の焼け跡がまだ残っている
時期に、日本人の 9 名の寄稿者による『世紀

しかしイギリスの先進的医療レベルと 5,000
キロメートル離れたアフリカの奥地のシュヴ

の人

ァイツアーの病院とは簡単に比較できない。

された。博士が 73 歳のときのことである。

アルベルト・シュワイツエル』が出版

また 50 年の博士の活動の歴史とアフリカの

編者の鈴木俊郎の「まえがき」によれば、博

背景を理解しなくては、安易に批判できるも

士の活動が新日本の建設のための精神的な刺

のではない。病院は設備だけではなく、患者

激となることを願うという期待が込められて

は人間として扱われているか。これを維持す

いた。

る医師、看護師、医療技術者、その他、イン

「全巻をつらぬく共通の意図は、彼の生涯

フラを支える人々の養成は一朝一夕ではでき

と業績の記述を通してそれを導いた彼の信仰

るものではない。いったい誰がその基金を用

と精神を明らかにするにあるが、同時にまた、

意するのか。課題は多い。

その内実がわが国人のうちに受け取られ、新
しい生の意味と目的とをかれらが知るにいた
るようにとの祈りも、ひそかにそこに潜めら

日本人としていち早くシュヴァイツアーの
活動に注目したのは、賀川豊彦（1888-1960）
と内村鑑三（1861-1930）であった。賀川は

れてあるのである。」（1 ページ）

1913 年に『基督伝論争史』を出版した。そ

っている。

そして鈴木は「まえがき」をこう締めくく

の第一編は「シュワイチェルのキリスト伝論

「シュワイツエルは彼の学び得たところに

争史──ライマールスよりヴレーデまで」で

おいて偉大であった、しかし愛のためにその

あ る。 博 士 の こ の 著 作 は ド イ ツ 語 原 著 が

凡てを放棄したところにおいて、彼は更に偉

1906 年、英訳版が 1910 年に出版された。賀

大であった。この点において彼はまさにイエ

川の論文は英語版からの抄訳であったが、25

ス的人間であった。日本のキリスト者が彼か

歳の若さでこれに取り組んでいたわけであ

ら受ける健康な感化の意義は、そこにあると
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思う。
われわれ一人一人がわれわれ相応の
『シ

かけられたもの（感動と目覚め）を大切にす

ュワイツエル』となり一個のイエス的人間の

ること、そしてそれを暖めてゆくことを励ま

生を生くべきではないか。
」
（２ぺージ）

す。純粋な心をもって神の語りかけを受け止
めることの大切さを強調している。

ハーマン ･ ハーゲドーンは、シュヴァイツ

ハーゲドーンは、さらにイギリスのある学

ァーがイギリスの子供たちのために書いた読

校で行った生徒との対話のなかで、シュヴァ

み物『オガンガ、
ジャングルの医者』
（1923 年）

イツァーが語った言葉を引用している。

を引用している。
『生い立ちの記』と同じこ

「あなたがたの運命がどうなるものか、私

ろに執筆したものである。ここでも若い人々

にはわかりません。ただひとつのことが私に

にシュヴァイツァーが訴えたいことを繰り返

はわかっています。すなわち真に幸福になる

している。その言葉をもってまとめたい。

あなたがたのあいだの人々は、奉仕する正し

「オガンガ」とはアフリカ奥地の現地人の

い方法を求め、それを発見する人々だけであ

言葉で、「呪術師」のことである。近代ヨー

（ハーゲドーン、同
  
ろう、ということです。」

ロッパの近代医学を身につけたシュヴァイツ

上、237 ページ）

ァーも現地人の間では、彼らの間で活動する
オガンガの一人に見られている。しかし彼ら

真に幸福になる方法は、自分から人類社会

の中に埋没しているのではない。彼らを呪術

に奉仕することを求め、見出して、それを行

の支配から身体・肉体的にも、精神的にも解

う人だという。彼がイエスの招きに従ったよ

放することが、彼の使命であると彼は自覚し

うに、彼は青少年たちにその招きに応じるよ

ていた。

うに励ましている。私たちにとってもまこと
に示唆的である。

彼がなぜアフリカの奥地にまでやってきた
のかについて、少年少女たちにこう語る。少

（本研究は、奉仕 ･ ボランティアの実践と

し長文になるが示唆的であるので引用してお

課題研究および戦略的研究プロジェクトと関

きたい。

連で進めてきたもののひとつである。）

「神の愛は、私たちの心のなかで、私たち
に語りかけ、私たちを通じて、この世で働こ
うとしているのです。私たちはこの声を聞か

資料

なくてはなりません。この世の営みを通して
私たちに達してくる純粋な遠いメロディを聞
くように、
この声を聞かなくてはなりません。
『大人になったら、それを聞こう。だが今
は子供なんだから、むしろほかの事を考えよ
う』と言う人がいるでしょう。しかし、神が
私たちの心のなかで、私たちに語りかける愛

Albert Schweitzer: Zwischen Wasser und Urwald,
1920.
Albert Schweitzer: Aus meiner Kindheit und Jugenzeit,
1924.
Albert Schweitzer: Aus meinen Leben und Denken
1931.
（Gesammelte Werke I）Verlag C.H. Beck.

の声は、私たちが若いときに私たちに語るの

邦訳（原著出版年）
浅井真男訳『水と原生林のあいだ』（1920）1956 年、
白水社。
国松孝二訳『生い立ちの記』
（1924）1956 年、白水社。
竹山道雄訳『わが生活と思想より』（1931）1939 年、
白水社。
浅井真男訳『むかしのコルマルの思い出』（1941）
1956 年、白水社。

であって、そのために私たちの青春は本当の
青春であり得るのですし、私たちは神の子た
ちになることができるでしょう。この声を聞
くものは幸福です。
」
（ハーゲドーン『シュヴ
ァイツァー伝』176 ページ）
彼は、だれもが幼い時に聞いた神から語り
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H.W.ベール編 会津伸他訳『生命への畏敬 アル
ベルト･シュワイツアー書簡集』（1987）1993 年、
日本基督教団出版局。

第二次資料
Eberhard Schonburg: Albert Schweitzer   Ein Leben
Unmittelbaren Dienens, 1954.
（日本語、訳書も含む）
笠井恵二著『シュヴァイツァー その生涯と思想』
1989 年、新教出版社。
鈴木俊郎他著『世紀の人 アルベルト･シュワイツ
エル』1948 年、新教出版社。
ハーマン・ハーゲドン著／原田義人訳『シュヴァイ
ツァー伝』
（1954）
1960 年、白水社。
森田雄三郎著『シュヴァイツァー』1973 年、日本基
督教団出版局。
山室 静著『シュワイツァー 愛と思索の生涯』1965
年、旺文社。
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宣教師ポール遠藤の生涯と文学
──真にグローバルなキリスト教をもとめて──
ダブダブの洋服を日本人にしっくりする和服に仕立てなおす1）
──「あわない洋服」
兼

子

盾

夫

The Life and Literary Works of the Missionary Paul Endo
Tateo Kaneko

序．国民的作家としての葬儀風景

遠藤の愛読者

1996 年 10 月 2 日カトリック麹町教会（イ

プロテスタント・カトリックを併せても全

グナチオ聖堂）に於いて作家遠藤周作の葬儀

人口の 1％2）にも満たない「異邦人の国」日

はとり行われた。司式は井上洋治師初め計 7

本で遠藤の代表作『沈黙』1966 年は、2010

人の司祭、4000 人の会葬者の長蛇の列が聖

年 迄 の 45 年 間 に 単 行 本・ 文 庫 本 合 わ せ て

堂を取り巻いた。その中には赤ちゃんを抱っ

235 万部売れたと言われる3）。『沈黙』に対す

こした若い女性や杖をついた老人の姿も見ら

る発表直後のキリスト教会の反応は総じて批

れた。そして愈、柩を乗せた車が門を出よう

判的なものであった。信徒を教え導く司祭が

とした時、道路反対側の土堤に陣取った人々

こともあろうに教会の教えを否定するとは、

から「遠藤さん、有り難う !」という声がか

教会の教える神を棄てるとは何事か。それゆ

かった。多くの読者に愛された国民的作家遠

えカトリック教会では遠藤自身やその関係者

藤の、この世における別れの風景である。遠

の伝えるところ4）によると、一種の禁書扱い

藤の柩には遺言によって『沈黙』と『深い河』

だった。司祭が拷問に苦しむ農民信徒のため

の二作が納められた。それは象徴的な意味を

とはいえ「踏絵」を踏む（16 世紀のカトリ

もつ。私は後でそれら二作をやや詳しく取り

ック教会の教え5）では、これは棄教の大罪に

上げよう。彼の『沈黙』はキリスト教の神と

他ならない）『沈黙』には第二バチカン公会

信仰をテーマとする、日本人にとっては分か

議の成果の先取りとも言える内容さえいくつ

り難い作品だが、ではなぜキリスト教にあま

か含まれていたにもかかわらず、当時のカト

り縁のない普通の日本人が、この作品を含め

リック教会にとっては衝撃的な、一般信徒の

遠藤の数々の作品を愛読してきたのだろうか。

信仰を危うくする虞のある書物だった。では
いったい誰が『沈黙』を読みついできたのか。
『沈黙』の何が日本人読者の心の琴線にふれ
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得たのか。遠藤作品がキリスト教に縁のない

上のエピグラフに掲げた有名な衣装哲学的

普通の日本人読者を多く獲得していること

比喩6）で表わされる遠藤の生涯とは、日本的

は、『沈黙』の出版部数（235 万部）と日本

でも西欧的でもないグローバルな真に普遍的

人信者総数の懸隔からいっても明らかであ

なキリスト教を求めての悪戦苦闘の生涯であ

る。そしてキリスト教の内部では信者・聖職

る。現代日本でキリスト者であることは、た

者を問わず未だに遠藤の『沈黙』に対する賛

んに民族の宗教（自然神道）や家の宗教（仏

否両論（これは最後の作品『深い河』につい

教）からもう一つの他宗教へと改宗すること

てもまた然り）があり、熱心な愛読者は必ず

ではない。それは日本の歴史的価値や文化的

しも多くない。
だとすると冒頭に紹介した
「遠

伝統を相対化するグローバル（普遍的）な視

藤さん、有り難う !」の掛け声は、彼の作品

点を獲得することでもある。そして同時にそ

がキリスト教に縁の薄い普通の日本人により

れはまた西欧キリスト教そのものをも相対化

多く受け入れられたこと、そして混沌とした

することである。言い換えれば、現代日本に

現代社会にあって彼の作品が、かれらごく普

おいてキリスト者であることとは、もはや日

通の日本人にも何か「人生」についての価値

本的でも西欧的でもない真にグローバルなキ

ある指針を与え続けてきたからではないの

リスト教を求めて生きることを意味する。キ

か。キリスト教の信者であると否とにかかわ

リスト教作家遠藤周作の生涯とはまさにその

らず、多くの日本人読者が自らの人生の意味

実践であった。

を振りかえるときに、遠藤によって人生で本

Ⅰ. 遠藤周作の主たる生涯の出来事 7）
と転機となる作品

当に価値あるものとは何かを教えられてきた
からではないのだろうか。

小論の課題

成人した作家の作品に幼少年期の体験が反
映されることは多くある。遠藤に関して言え

遠藤は主要な著作の中で「人生」で一番大

ば幼少年期の体験で彼の作品形成にとって大

切なことは、キリストが教えた人間どうしの

きな意味をもつ出来事は両親の離婚とそれに

「愛」と「赦し」であるというキリスト教の

よってもたらされたキリスト教の受洗である。

最も根本的な教えを説き続けてきた作家であ

前者は彼の作品のモチーフの底流をなす個人

る。「愛」と「赦し」はキリスト教をはなれ

的な体験、即ち人生における人間存在の「絶

ても普遍的な価値をもつ。それゆえ、多くの

対的な孤絶性」であり、さらにその孤独を慰

作品がキリスト教とは縁の薄い日本人読者の

め人間に生きる希望を与える「同伴者イエス」

心にも訴え、心の琴線に触れることが出来た

の原型としての動物との心の交流、そして父

のだろう。葬儀にはキリスト教の信者ととも

に棄てられた母に対する憐憫が「母なるイエ

に、それ以外の多くの老若男女が参集し、そ

ス」に繋がっていく。後者は自分の選択によ

の別れに際して、どうしても遠藤に感謝の言

るキリスト教の受洗ではなく、まさに他人に

葉をかけずにはいられなかったのだ。遠藤は

よって強制されたダブダブの洋服の着用か

幅広い層の読者から国民的作家として愛され

ら、やがて自分の意思でそれを和服に仕立て

た。それでは彼の説く「愛」と「赦し」はど

なおすところのキリスト教との生涯続く緊張

のように小説中で語られてきたのか。そのこ

関係の第一歩だからである。

とは 21 世紀のキリスト教の目指すべき方向
とどう関わるのだろうか。その問に答えるこ

（1）幼少年期

とが小論の課題である。

1923 年東京巣鴨に生まれた遠藤は 1926 年
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～ 1933 年父の転勤で大連に住む。1933 年父

で哲学講師、『詩と愛と実存』の著者）の影

母の離婚により西宮市夙川に母、兄とともに

響で J. マリタンを読む。しかし吉満の勧め

移り住み 1935 年（12 才）兄と同じ灘中に進

で哲学から文学へと転向し、同氏の紹介で堀

学する。同年、母郁（小林の聖心女子学院音

辰雄を知り、堀の『曠野』1944 年 9 月に書

楽教師）が夙川教会で受洗し、続いて兄とと

かれたモーリアックの小説論から人間の深層

もに遠藤も母を喜ばせるために受洗する。洗

心理の問題を、また堀のエッセイから日本人

礼名はポール、悪童ぶりで顰蹙を買うが翌年

の神々と西欧人の神の相剋の問題を意識す

1 月にイエズス会の武宮隼人神父の黙想会に

る。堀に佐藤朔を紹介される。1945 年（22

出席、感動し自ら早朝ミサに出席するなど将

才）で慶応大学仏文学科に進み佐藤の自宅

来、神父になることも考える。学校の成績は

で C. デュボスの評論『現代フランス作家の

芳しくなく灘中にあって劣等生の悲哀を経

問題』を初め F. モーリアック、G. ベルナノ

験。遠藤の生涯にわたる多方面への飽くなき

ス等の作品を熱心に読む。

好奇心、探究心、多読・乱読の特技は有名だ
（4）評論家としての出発と留学

が、いわゆる学校における体系的な勉学には

1947 年（24 才）、処女評論「神々と神と」、

ムラがあった。後のいささか偽悪的なぐうた

「カトリック作家の問題」三田文学 12 月が世

らのポーズ、落第坊主のポーズはこの頃の体

に出る。1948 年 3 月慶応大学を卒業、卒論

験に基づく。

は J. マリタン夫妻の詩論を論じた「ネオ・
（2）青年期

トミズムにおける詩論」。神西清の推薦で「堀
辰雄論覚書」が『高原』に掲載さる。

青年期に関しては死後に明らかになったが
2 年間の浪人生活を経て 1941 年 4 月～ 1942

1947 年（25 才）～ 1950 年（27 才）、盛ん

年 2 月母の指導司祭イエズス会士 P. ヘルツ

に評論（「シャルル・ペギィの場合」、「ジャ

ォーグ神父の影響で上智大学の予科（甲類独

ック・リヴィエールその宗教的苦悩」、「E.

語クラス）に進学し、学内の聖アロイジオ寮

ムニェのサルトル批判」、「ランボオの沈黙を

に住む。しかしここでもまた学校の勉学に精

めぐって──ネオ・トミズムの詩論」等）を

を出した痕跡はない。12 月、哲学的エッセイ

発表。ヘルツォーグ神父の『カトリック・ダ

「形而上的神、宗教的神」を校友会雑誌「上

イジェスト』日本語版の編集・発行を兄、母

智」1 号、上智学院出版部に発表。同年 12 月

とともに手伝う。この仕事は遠藤母子の霊的

8 日太平洋戦争が勃発し、この頃と続く慶大

な指導司祭であったヘルツォーグ神父に協力

予科の時期に受けた戦時下のキリスト教信者

したもので、就職の意味はない。

としての屈辱的で辛い体験は
『死海のほとり』

この時点の遠藤は出来れば大学に残りフラ

1973 年で主人公の作家と聖書学者戸田（ど

ンス文学の研究者になりたいと思っていた。

ちらも遠藤の分身）の学生時代の回想（背景）

しかし、この時に彼の生涯を決定するフラン

に繋がる。

ス留学という最大の転機が訪れる。フランス
留学は制度としてのカトリック教会の時代に

（3）1943 年慶応大学予科に進む

合わない存在、にもかかわらずフランス（ヨ

慶応大学予科に進むが父の望む医学部でな

ーロッパ）に厳然・連綿と続くカトリシズム

かったので経堂の父の家を勘当され聖フィリ

の知的伝統の重み、大戦が残した生々しい暴

ポ寮（現真生会館）に住む。寮の友人の影響

力の痕跡、フランス知識人の社会参加の姿勢、

で R.M. リルケや独ロマン派を、また舎監ネ

カトリック側の社会改革運動、日常生活のな

オ・トミストの哲学者吉満義彦（東大、上智

かの人種差別、誠実で善意のフランス人との
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心温まる交流、孤独を紛らわすかのようにひ

藤は愛されながらも何ひとつ恩返し出来ず、

たすら読み耽った最新のヨーロッパの小説の

母を裏切ったという思いで一杯で、この思い

影響等が彼に多大なカルチャー・ショックを

は終生、執拗な持続低音8）basso obstinato と

与えることになる。

して作品世界を彩る。1954 年 11 月、処女小

1950 年（27 才）
、フランスにカトリック文

説『アデンまで』を三田文学に発表。この小

学研究のため留学。6 月仏郵船マルセイエー

説は後に作家として大成する遠藤が小説家よ

ズ号で生涯の盟友井上洋治と出会う。ルーア

りも、むしろ文明批評家としての資質をかい

ンでのホーム・ステイの経験は『留学』1965

ま見せる作品だが合評会で酷評される。作品

年に繋がる。リヨンではカトリック大学と国

全体に散りばめられたヨーロッパ文学や伝統

立リヨン大学でフランス現代カトリック文学

に関する豊富な「象徴」や「暗喩」の解読な

（とくに F. モーリアック）を研究する。

しに、文字どおりに読んでも理解困難な作品

しかし日本人である自分と西欧キリスト教

である。

との距離を感じ、仏文学の研究よりも小説を
（5）『白い人』で芥川賞受賞と結婚

書くことでその距離を埋めようと決心し作家
修行を始める。

1955 年（32 才）
。
『白い人』は戦時下のリ

1951 年（28 才）
、
『テレーズ・デスケルー』

ヨンを舞台に占領軍ナチス・ドイツの協力者

の舞台ランド地方を徒歩旅行し、ボルドー近

ニヒリストの私が抗独レジスタンス（マキ）

郊のカルメル会修道院に井上洋治を訪ねる。

を拷問する話が主な内容であるが、白い人と

この頃、後の芥川賞受賞作『白い人』や『フ

いう凝ったタイトルが示唆する、白い人（西

ォンスの井戸』に繋がる第二次大戦下の占領

欧キリスト教文化圏の住人）同士の織りなす

軍や坑独運動双方の暴力の跡をアルデッシュ

観念的ドラマ、神と悪魔が人間を駒として対

県で知る。パリで E. ムウニェ創刊の『エス

峙する恰もサルトルの戯曲を想わせるような

プリ』誌の編集者に会うなど、キリスト教会

観念的ドラマである。
『黄色い人』
（
『群像』

内の社会改革派の動きに関心をもつ。この頃

に発表）は遠藤文学の基調となる「白（西欧

のフランスの若い作家、知識人や聖職者には

キリスト教の伝統）
」対「黄色（日本の汎神

第二次大戦時のパルチザン活動の余波もあ

的風土）」の相剋の問題が提起される本格的

り、社会変革、政治改革に知識人なら参加が

な作品である。この頃、慶大仏文科の後輩岡

当然という使命感にも似た雰囲気があった。

田順子と結婚。ホテルでの挙式の前日、上智

戦時中の辛い体験から若き遠藤自身も社会変

大学クルトゥール・ハイム内の小聖堂にてヘ

革には大いに関心をそそられたが、直ちに活

ルツォーグ神父の司式で結婚式を挙げる。し

動に参加するのが唯一の道ではなく、むしろ

かし師はその 2 年後の 1957 年（遠藤 34 才）、

見ること、一切をしっかり見つめることに専

イエズス会を退会、還俗し日本人女性と結婚。

念する。1952 年に結核の兆候が現れコンブ

遠藤のショックは大きく、その後の作品「火

ルーの学生療養所でソルボンヌ、エコル・ノ

山」1959 年（ただし『黄色い人』1955 年の

ルマルの学生たちとも知り合う。リヨンとパ

モデルは別）の還俗・妻帯神父として、また

リの間を往来するが 12 月に発病、
1953 年（30

『沈黙』のロドリゴさらに直接的には「影法師」

才）2 月無念のうちに帰国する。父の経堂の

1968 年のモチーフとして遠藤につきまとう。

家に帰宅し気胸療法に通う。この経験は『海
と毒薬』
の冒頭の狂言廻し
「私」
に繋がる。
『カ

（6）1958 年（35 才）井上洋治神父と再会

トリック・ダイジェスト』終刊。母郁脳溢血

最初の信仰的エッセイ「聖書のなかの女性

で死亡（58 才）。臨終に立ち会えなかった遠

たちを『婦人画報』に連載。遠藤は前年、帰
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国していた井上師と再会、同じ「日本人のキ

れ、それに先立って日本の高度経済成長が始

リスト教」を模索する同志として日本人の心

まり、日本社会が大きく変貌を遂げる転換点と

の琴 線にふれるキリストの姿を伝えていく

なる。またカトリック教会も 1962 年～ 1965 年

ことを確認し合う。「聖書のなかの女性たち」

に「第二バチカン公会議」が開催され、現代

にはこの頃の遠藤のキリスト理解が明確に表

化アジョルナメントに向けて大きく舵を切っ

れている。即ち「異邦人の国」日本で、ない

た。その公会議の成果をも一部、先取りする

ものねだり的にキリスト教の
「神不在の悲惨」

かのような革新的な内容をもつ『沈黙』
、しか

を問うのではなく、日本人に理解されるキリ

しカトリック教会にとっては激震ともいうべ

スト像（罪人を裁くのではなく、憐れみ赦す

き『沈黙』が発表され、教会の内外で一大セ

愛の神）の創造をめざすことが以後の遠藤の

ンセーションを巻き起こした。この作品につ

課題となる。この同盟関係は遠藤の死まで続

いては後の主要作品の解説で改めて論じる。

く。また批評家・作家としても活躍。即ち佐
（8）1973 年（50 才）

伯彰一編集の文芸誌『批評』の同人として村
松剛らと参加。作家としても『海と毒薬』
（前

遠藤の 7 年ごとの大作の次作は、一言でい

年「文学界」に発表）が新潮社文学賞と毎日

うと日本人にもわかるイエス像の探究を目指

出版文化賞を受賞、文壇に着実に地歩を築い

した『死海のほとり』9）である。
『沈黙』のイ

ていく。

エス像はもはや正統なキリスト教のイエスで
はなく、キリスト以外の他の何者かだという

（7）1959 年（36 才）
「おバカさん」

批判に応えるため遠藤は「新約聖書」学の研

初の新聞小説を朝日新聞夕刊に連載。その

究を行い聖地を 4 度も訪れる。しかし遠藤に

内容については「わたしが・棄てた・女」と

よると小林秀雄だけは電話で直接、誉めてく

ともに「主要作品における神」で扱う。長崎

れたそうだが、おおかたの日本人にはあまり

の四番崩れに取題し、
『沈黙』のキチジロー

理解されなかった作品である。この小説の創

の前身ともいうべき弱虫の喜助が登場する

作ノートをなすのが『イエスの生涯』である。

「最後の殉教者」が発表される。しかし順風

R. ブルトマンや E. シュタウファー等の「新

満帆と見えた遠藤の人生航路に突如、嵐が襲

約聖書」学関連の研究書を読破し、「新約聖

う。即ち 1960 年（37 才）肺結核の再発である。

書」におけるイエス像と真剣に取り組んだ。

病状は芳しくなく 1961 年（38 才）に再三の

その結果、遠藤はブルトマンとは異なった意

手術を試みるが、退院までの 2 年 2 カ月の入

味で、徹底した「非神話化」を行ってイエス

院生活を余儀なくされる。この頃の死と隣り

を奇跡とはまったく無縁の「無力の人、ただ

合わせの緊迫した体験（三度目の 6 時間に及

愛の人」として描いた。遠藤はしかし復活の

ぶ大手術の途中で心停止をも経験する）と病

秘蹟だけは、これを信じますと明言する。そ

床で読みふける切支丹ものが代表作『沈黙』

してイエスがキリストとして復活する迄を論

を生む力となる。つまり周囲の患者や自己の

証したのが『キリストの誕生』である。1980

死と否応なく真剣に向き合い、また自身は死

年（57 才）には、17 世紀初頭の慶長遣欧使

の淵から辛うじて生還できたこと、この病床

節の支倉常長を取題した歴史時代小説『侍』

体験こそ遠藤に「神は沈黙しているのではな

を書く。本人が選んだ洗礼でなくとも、いつ

く苦しむ者とともにある」という信仰上の確

のまにか神が主人公の侍の心の内に住み初

信を与えた。1963 年（40 才）
「わたしが・棄

め、孤独の彼の「同伴者」となるという洗礼

てた・女」が『主婦の友』に連載される。翌

の秘蹟の神秘を扱ったものである。

年の 1964 年には東京オリンピックが開催さ

1981 年（58 才）病気（高血圧、腎臓病、肝
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臓病）と老いを意識する。この病と老いの意

いキリスト像を描く。それは「同伴者イエス」

識は人間の心の深層に潜む悪の問題と、忍び

のユーモア版（悲喜劇）である。20 世紀の

寄る老醜を扱った意欲的な作品『スキャンダ

東京に舞い降りた現代版キリストの「受難物

ル』1986 年（63 才）に繋がっていく。1993 年

語」。その主人公ガストンは復讐の鬼と化し

（70 才）にはインドを舞台に過去の遠藤ワー

た殺し屋遠藤を殺人の大罪から守ろうと復讐

ルドの主人公が全員結集する、宗教多元主義

劇の邪魔をし怒った遠藤に打擲される。生来、

のマニフェストとも思える問題作『深い河』

弱虫のガストンは遠藤の暴力は死ぬほど怖い

が発表された。「転生」か「復活」かという

のだが、それでも「エンドゥさん、ひとりぼ

死後の世界における魂の存在の問題をめぐっ

っち」と彼の後を追い最終的には「友のため

て、人間の煩悩にみちた様々な人生が支流と

に（身代わり）生命を失う」。青空を白鷺と

なり「死と再生」の河、聖なるガンジスの辺

なって飛翔していく姿や、ガストンのよき理

ヴァーラナシーに主人公たちは吸い寄せられ

解者、日垣隆盛の夢の中のガストンの昇天は

る。1996 年（73 才）死去。奇しくもこの年

メルヘン的な最期だが感動的でさえある。深

に恩師佐藤朔、ヘルツォーグ師亡くなる。

刻なキリスト教の話は一切なく、読みおわっ
て爽やかな思いの残る傑作12）である。ところ

Ⅱ. 主要作品における神の問題

でガストンとは誰か、紀元 1 世紀のパレスチ
ナでも 16 世紀のセヴィリア13）でもなく、高
度経済成長の真っ只中の東京で、彼はやるこ

まず『沈黙』以前の作品について簡単にふ

となすことドジだが一度、寂しい人、悲しい

れる。

人、苦しんでいる人をみたらけっして見捨て
（1）
『黄色い人』1955 年『海と毒薬』1957 年

られない、徹底した「お人好し（おバカさん）」

この２作品における神は旧約的な人間を厳

の主人公フランス人青年だ。彼は道化師ピエ

しく「裁く神」として描かれる。キリスト教

ロとしてのイエス（ルオーのピエロはキリス

文化圏の住人は罪を犯したとき、この神の罰

トの暗喩）なので、本当のバカなのではなく

を恐れる。そして R. ベネディクト『菊と刀』

ユロージヴィ聖痴愚おバカさんなのだ。彼は

罪の文化 vs. 恥の文化の対比ではないが、日

どんなときでも絶対非暴力（平和の君）を貫

本人は本来的に西欧人のような「罪意識」は

き、どんな人間も信じよう、たとえ騙されて

10）

もたない。しかし『甘えの構造』 の土居健

もついていこうと言う、本当の強さ（パウロ

郎が言うように、そもそも日本人が罪意識を

的な意味の逆説的な強さ）をもっている。

持たない筈はない。ただ日本人は文化として
（3）「わたしが・棄てた・女」1963 年（
『主

西欧キリスト教的「罪意識の表現」を持たな

婦の友』連載）

いのである。それ故遠藤はこれらの作品のな
かで西欧的な熾烈な
「罪意識」
の代わりに、
「黄

『おバカさん』の女性版悲劇、ピエタ。人

色い人」日本人が罪に直面するときに伴う心

は人生で一度でもふれ合った人と無関係では

理的特徴「無気力」
「気だるさ」
「どうでもい

いられない。とくに聖なる存在と触れ合った

い」という感覚を繰り返し描く。それらは文

人はその痕跡を決して忘れ去ることはできな

11）

字通りの意味を超え、象徴的な表現 して使

い。女主人公の森田ミツは町工場に働くごく

われている。

平凡な娘。ただし「ミツ」は闇をてらす「光
の子」の意味。他の作品（
『海と毒薬』の阿

（2）
「おバカさん」1959 年（朝日新聞の連載）
遠藤は初めて日本の中高生にもわかりやす

部ミツ）の「ミツ」にも注意。遠藤によると
「わたしが・棄てた・女」とは弟子たちや大
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勢の人間によって棄てられたイエス自身のこ

形で伝えようという試みである。この決意と

と。自分の幸せよりも、可哀相な人をどうし

そ れ に 基 づ く 同 盟 関 係 は 遠 藤 の 死、 即 ち

ても見捨てられない性格のミツちゃん。ミツ

1996 年 9 月まで続く。そして遠藤の葬儀で

は隣人愛 agape または憐憫 pity の塊であり、

井上は「西欧キリスト教というダブダブの服

自分を棄てた吉岡（人間）をいつまでも待ち

を自分の身のたけに合わせて仕立て直すとい

つづける。罪を犯した人間の過ちを赦し、い

う大きな路線で、私たちは彼を捨て石とせず、

つまでも待ち続けるという意味では「放蕩（失

踏み石として登っていきたい」と追悼した。
もう一つは遠藤の二年余にわたる闘病生活

われた）息子の帰宅」ルカ 15.11-22 の父（神）
の化身なのかも知れぬ。二度も映画化されミ

とそこからの奇跡的な生還である。井上との

ュージカルにもなったやや感傷的な作品。し

再会によって、遠藤は自分の道がどんなに困

かしよくみると人間に棄てられても裏切られ

難であろうとも立ち向かわなくてはならぬと

てもなお罪深い人間を愛さずにはいられない

固く決意する。しかしこうした矢先、昭和

「愛の塊」である神の姿を彷彿とさせる傑作

35 年（1960）に遠藤は結核の再発で、二年

である。キリストは殆ど表面に出てこないが

余りの闘病生活を余儀なくされる。そして何

（鎖についた十字架が捨てられるシーンはあ

度も死線を彷徨う辛い孤独な病床体験のなか

る）プロットを透かして見るとミツは犠牲の

で、遠藤は「同伴者イエス」を真にリアリテ

小羊（キリストの自己無化ケノーシス）を想

ィある存在として体得していく。

起させるキリストである。
（5）『沈黙』1966 年
（4）キリスト教作家遠藤の方向転換14）、その

「ともに苦しむ神」「母なるイエス（母性的

二つの契機

なキリスト像）
」誕生。主よ、あなたがいつ

初期の遠藤作品において顕著だった西欧キ

も沈黙していられるのを恨んでいました」
「私

リスト教的観点から、
日本の精神的風土の
「罪

は沈黙していたのではない。一緒に苦しんで

意識不在」を問題視する姿勢は徐々に転換し

いたのに」

ていく。即ち「神不在の悲惨さ」をそもそも

神の沈黙15）：神は本当に沈黙しているか；

悲惨とも感じない日本の精神的状況のなか

神は沈黙されていない。神は苦しむものと

で、厳しく裁く神の視点から、苦しむ人に対

ともに苦しんでおられる。主人公ロドリゴは

する共感の視点へと変わったのである。作品

「神の沈黙」の意味を図りかねて「神の存在」

に則して言うと『海と毒薬』1957 年の頃と

そのものをも疑う。「神の沈黙」から導き出

は異なり、
『おバカさん』1959 年を通じて『沈

される推論は次の三つ；（1）神は存在しない

黙』1966 年執筆の頃には「苦しむ人への共感」

（故に神は沈黙している）（2）神は存在する、

の眼差しへと変わった。そしてこの遠藤の転

しかしなぜか沈黙している（3）神は存在し、

換には二つの要素が関わっている。一つは遠

沈黙していないが、われわれが神の言葉を聴

藤の年譜をみれば、フランスから帰国した井

く耳をもたない。

上に遠藤が再会し日本人のキリスト教を求め

主人公は最後に三番目の結論「神は沈黙し

て戦友として共に闘おうという決意を確かめ

ておられず（苦しむ者とともに苦しんでおら

合ったこと。それは遠藤の小説を書く姿勢で

れる）」に到り付くのだが、そこ迄の彼の心

言えば、西欧キリスト教の神の視点から日本

の変化は彼の抱く「キリストの顔」の変化に

の精神的風土を描くのではなく、キリストの

よって表わされる。すなわちロドリゴがいつ

福音をキリスト教の伝統も文化もない日本に

も心に思い浮かべるキリストの顔の変化はじ

根づかせること、日本人の心の琴線にふれる

つに 13 ～ 4 回も描かれる。遠藤は「異邦人
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の苦悩」のなかで「私にとって一番、大切な

修道士ねずみの思い出、そしてその修道士の

ことは、外人である主人公が心にいだいてい

絶滅収容所における最期の挿話が重要な鍵と

16）

と言う。この作

なる。即ち最も弱い卑怯な人間にもキリスト

品において神はむしろ雄弁に語っているのだ

の愛は時空を超えてはたらき（弱者は聖化さ

が、作者遠藤は「象徴」と「暗喩」によって

れ）素晴らしい愛の行為を実践させる。それ

たキリストの顔の変化だ」

17）

がキリストの復活の意味ではないかと、現代

それを仄めかす のみである。

の懐疑主義に侵された主人公二人は呟く。
『キ
（6）キリストの「復活」の意味を問う作品

リストの誕生』1977 年は無力の人イエスが、

『死海のほとり』1973 年

ではなぜ神の子キリストとなりえたのかを聖
書や新約学者の考察を参考に作家として推理

遠藤の描く『沈黙』のキリストはもはやキ

する。

リストではないと批判された。そこで遠藤は
真のキリストを求めてイスラエルを何度も訪

歴史に取題しながら作家自らの体験による

ね聖書神学の勉強もし、その結果として彼の

「洗礼」の深化を告白する作品『侍』1980 年

イエスを小説にした。そこでは徹底的な非神

は文学的には完成度の高い作品であり、「同

話化の結果、イエスは奇跡とは無縁の無力の

伴者イエス」による「洗礼」の秘蹟の意味を

人、
苦しむ人の傍らでともに苦しむ愛の人
「同

問う。旅の途上で出会う邦人修道士は、神は

伴者イエス」として描かれる。遠藤のイエス

けっして金殿玉楼には住まぬというが、全編

観の根底には「ピリピの教会への手紙」2.6-9

を通じて通奏低音 basso continuo のように響

にあるような徹底的な「ケノーシス（自己無

くイエスの痩せこけた惨めな姿は「私の国は

化）」のイエス、無力のイエスだからこそ神

地上の国ではない」というイエスの最期の言

はイエスを復活させられたという信仰があ

葉を連想させる。

る。遠藤は徹底したイエスの「自己無化」の
（7）『深い河』1993 年

姿と、そしてまたイエスの予表たる「第 2 イ

西欧キリスト教からの落伍者、ガンジス河

ザヤ 53 章」の「苦難の僕」にそのイエスを
重ね合わすことによって「無力の人イエス」

で此岸から彼岸へとヒンドゥー教徒の行き倒

を生みだした。『死海のほとり』では R・ブ

れを渡す主人公の神父大津の正体は、イザヤ

ルトマンたち聖書学者に対する批判が顔をだ

書 53.2-11 の「苦難の僕」である。「彼は醜

す。遠藤は『新約聖書』を体系的に勉強した

く威厳もない（惨めでみすぼらしい）人は彼

が、その時に遠藤が採った方法とは歴史的事

を蔑みみすてた……まことに彼はわれわれの

実として検証可能か否かという基準と、イエ

病いを負いわれわれの悲しみを担った」。

スの周囲の人々にイエスが実存論的に真実の

遠藤はカメラマンの軽はずみな行為に怒っ

存在だったかという基準であった。その成果

た民衆により身代わり死を遂げる大津のみじ

は新潮社の「波」に連載され後に一本化され

めな死にざまこそ、キリストの磔刑にも比す

『イエスの生涯』となる。
『イエスの生涯』に

べき出来事と考える。つまり大津は遠藤の描

はブルトマンを批判したシュタウファーの影

くもう一人の現代版イエスなのである。フラ

18）

ンス、イスラエル、インドでも彼は西欧キリ

響 が多く見られるが、シュタウファーとも
19）

異なり 遠藤は奇跡物語に描かれるイエス像

スト教の枠の中に収まりきれず何をやっても

に対し、上述の彼の基準に従って徹底的に非

失敗する。しかし彼はキリスト教を決して捨

20）

神話化し、遠藤独自 の「無力の人」として

てないし、それどころかキリストが絶えず彼

しまう。

の中にあって彼を励まし、彼を動かすエネル
ギーの源であると知っている。彼のアーシュ

また戦時中の学生寮の舎監の神父と臆病な
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ラムでのミサとその後の瞑想の情景を想起し

が行間から読み取れる。

てほしい。彼には惨めで威厳もない所にこそ

結び

真のキリストがおられることがわかっている

「ダブダブの洋服を体にあった和服に仕立て

のだ。彼の言う「もしキリストがこの場にお
られたら、自分と同じように行き倒れを火葬

なおす（日本人のキリスト教を求めて）
」

場につれていかれるだろう」という言葉は感

──真に普遍的 catholic であること

動的である。
宗教多元主義的な大津のセリフと作者遠藤

思うに現代日本でキリスト者になることと

の信仰の違い：テレーズ・デスケルーの如く

は、たんに民族としての宗教（自然神道）や

孤独のままに心の奥底でつねに真実の愛を求

家の宗教（仏教）から、もう一つ別の宗教へ

める女主人公美津子。男性との愛の営み（エ

と主として典礼の意味で改宗することではな

ロス）のなかにも小児病棟でのボランティア

い。そうではなく、それは日本の特殊的、文

の真似事（ピティ）にもけっして満たされる

化的伝統を相対化する普遍的な視点を獲得す

ことのなかった彼女は今、深い河、死と再生

ることである。しかし同時にそれは必然的に

の河ガンジスに沐浴し（洗礼の秘蹟により）

西欧キリスト教をも相対化することであり、

生まれ変わろうとしている。大津を何故か忘

現代においてキリスト者で在りつづけようと

れることができない美津子の回心はたしかに

するならば、もはや日本的でも西欧的でもな

予告されている。大津は彼女に「ガンジス河

い真に普遍的 catholic な歴史的視点にたつキ

をみるたび、僕は玉ねぎを考えます……玉ね

リスト教を信じて生きることを意味するので

ぎという愛の河はどんな醜い人間もどんな汚

はないだろうか。

れた人間もすべて拒まず受け入れて流れま

遠藤の『沈黙』から『深い河』に至る軌跡

す」
。
「ぼくのそばにはいつも玉ねぎがおられ

を振りかえると、それは遠藤が西欧キリスト

るように、玉ねぎは成瀬さんのなかに、成瀬

教に違和感を抱き、日本人のキリスト教を求

さんのそばにいるんです」と言う。彼女は大

めて生涯、模索し続けた結果、もはや日本的

津の言葉「神はいくつもの顔をもたれそれぞ

でも西欧的でもない真に普遍的なキリスト教

れの宗教にもかくれておられる」をふと思い

的視点を学びとっていった過程であることが

出す。愛という言葉でなくとも玉ねぎ21）、命

理解できる。かつて『沈黙』を書き、期せず

のぬくもりでもいいという大津の言葉。彼女

して第二バチカン公会議を先取りした23）遠藤

は大津がキリスト教の神父であるにもかかわ

は、最後の大作『深い河』でさらに二十一世

らず、
「神にはおおくの顔がある」
「さまざま

紀のあるべきキリスト教の姿を提示したと言

な宗教があるが、それらはみな同一の地点

えるのかも知れない。

……同じ目的地に到達する限り異なった道を
たどろうとかまわない」
「玉ねぎがヨーロッ
パの基督教だけでなくヒンズー教のなかにも

注

仏教のなかにも生きておられる」と言う言葉
を不思議な面持ちで聴く。しかし彼女は大津
の生きざまに自分の求める真似事ではない、
真実の愛の匂いを嗅ぎつける。
ここでの大津の科白はヒック流の宗教多元
主義の表明だが、作者遠藤の信仰のスタンス
は文学的なアッピールとは微妙に異なること22）
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注 1 西欧キリスト教に距離感を抱き生涯、小説を
書くことでその距離を埋めようとした遠藤は「ダ
ブダブの洋服を体にあった和服に仕立てなおす」
という比喩でその思いを表現した（「私の文学」
1967 年 1 月）。しかしこの発想は元々、井上洋治
師が「テレジアと日本の教会」『世紀』1964 年 7
月号で使用したものであり、さらには井上の留学
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時代にトミストとして令名高いイエズス会士 J.ダ
ニエルー師の「中世キリスト教はもはや現代フラ
ンス人にとって身に合わない服」という表現に迄
遡るもの。師は中世キリスト教に対する現代人の
乖離を言ったのだが井上と遠藤はそれを東西の文
化的な違和感の意味に転用した。
注 2 日本におけるカトリック信者総数は 2010 年
12 月現在で 448,440 人であり（日本カトリック司
教協議会イヤーブック 2012 参照）総人口の 0.35％
強である。プロテスタント諸派を含む日本のキリ
スト教信者総数でさえ総人口の 1％にも満たない。
石井研士『データ・ブック現代日本人の宗教（増
補改定版）』新曜社、2007 年、調査資料 p.68 参照。
注 3 加藤宗哉「没後 15 年遠藤周作展」神奈川近
代文学館、2011 年、p.11 参照。
注 4 柘植光彦『遠藤周作 挑発する作家』至文堂、
2008 年、p.7 参照。
注 5 『ゴメスによる講義要綱』、『丸血留の道』で
も 絵 踏 は 棄 教 で 大 罪 で あ る。 浅 見 雅 一『 キ リ
シ タ ン 時 代 の 偶 像 崇 拝 』 東 大 出 版 会、2009 年、
pp.243-291 参照。
注 6. トマス・カーライル（谷崎隆昭訳）『衣服哲学』
山口書店、1983 年参照。
注 7 山根道公『遠藤周作その人生と「沈黙」の真実』
朝文社、2005 年「資料篇、年譜著作目録」他を
参考に小論の趣旨に基づき兼子が編んだ。
注 8 兼子盾夫「深い河と母の顔」
『三田文学 90 号』
2007 年 8 月、pp.268 ～ 279 参照。
注 9 柘植光彦『遠藤周作 挑発する作家』至文堂、
pp.135 ～ 145、神谷光信「新約聖書学の衝撃」参照。
注 10 弘文堂、1971 年。
注 11 拙著『遠藤周作の世界シンボルとメタファー』
教文館 2007 年p.51、p.125 参照。
注 12 文芸評論家の江藤淳は「一見只のユーモア
小説のように見えながら、大部分の日本の近代小
説にないスケールの大きさを秘めているのは、そ
こに人間の基準にいわば垂直に交わっている神聖
なものの基準があるからだ」と称賛している。
注 13 ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』
大審問官の項を参照。キリストはセビリアに出現
する。遠藤自身の言葉によるとガストンはドスト
エフスキーの『白痴ユロージヴィ』のムイシュキ
ン公爵と伊映画『道』のジェルソミーナに負って
いる。他にもモーリアックの『小羊』ベルナノス
の『田舎司祭の日記』の影響が見られる。『聖書
のなかの女性たち』講談社、1967 年、p.206 参照。
注 14 この頃の心境の変化を表すものとして「聖書
のなかの女性たち」1958 ～ 59 年『婦人画報』連載、
後に講談社、1967 年がある。
注 15『沈黙』はカトリックの内外から作品の真意
について毀誉褒貶が激しかったが、作者によると
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タイトルの沈黙は「神は沈黙していない」という
意味だったにもかかわらず、文字通りの沈黙と受
け取られたし、主人公はキリストの愛に対する信
仰まで棄ててはおらず、人生の最後まで周囲のも
のにキリストの愛を説きつづけたことが巻末につ
けた「切支丹屋敷役人日記」に記してあるが、大
方の読者は単なる附属資料と思って読んでくれな
かったと述べている（加藤宗哉『没後 15 年遠藤周
作展』2011 年、p.11 参照）。
注 16 『全集 13 巻』p.175 参照。
注 17 上掲拙著 pp.155 ～ 160 参照。
注 18 柘植光彦編、上掲書 p.149、天羽美代子「イ
エス像の変革」参照。
注 19 菅原とよ子『遠藤周作研究』第 3 号、pp.14
～ 27 参照。
注 20 兼子盾夫「遠藤周作における文学と宗教─
─『死海のほとり』──永遠の同伴者イエスを求
めて」『横浜女子短期大学研究紀要』16 号（2001
年 3 月）pp.29 ～ 31 参照。また遠藤『対談集日本
人はキリスト教を信じられるか』講談社、P.172、
pp.186 ～ 187。
注 21 遠 藤 は G.グ リ ー ン の『 情 事 の 終 り（ 全 集
12）』早川書房、pp.59 ～ 60 から借用したと考え
られるが、玉葱は中心が空であることから神の中
空性の意味で、この言葉を使用したのかも知れな
い。河合隼雄『中空構造日本の深層』中央公論社、
p.35 参照。
注 22 遠藤の宗教多元主義についての簡単な紹介
は拙著p.33 を参照。また遠藤は創作日記（『三田
文学』1997 年夏季号、pp.12 ～ 13）で J.ヒックの
『宗教多元主義』に出会った時のことを次のよう
に記す「これはまるで私の意識下が探り求めてい
たものがその本を呼んだというべきであろう。ユ
ングの深層意識に関する本を読んだときと同じ張
りを感じる…この衝撃的な本は一昨日以来私を圧
倒し、偶々、来訪された岩波書店の方に同じ著者
の『神は多くの名前をもつ』を頂戴し今、読みふ
けっている最中である」。しかしヒックの多元主
義（大津の科白）と遠藤自身の信仰は別なことに注
意。小嶋洋輔はヒックとの出会い以前に遠藤には
日本の伝統的宗教からの影響があることを『深い
河』論の研究者は異口同音に言うと指摘。柘植光
彦編『遠藤周作 挑発する作家』至文堂、2008 年、
pp.168-178。
注 23 第二バチカン公会議はヨハネ 23 世その後パ
ウロ 6 世により教会の現代化を目的に開催された
（1962 年から 1965 年）全世界の司教会議。実践面
で画期的内容は典礼の改革（各国語のミサ、各地
域の教会と文化の独自性の尊重）、信徒使徒職の
推奨、エキュメニズム（キリスト教他宗派との一
致運動）、キリスト教以外の宗教との対話（諸宗教

兼子 盾夫

宣教師ポール遠藤の生涯と文学──真にグローバルなキリスト教をもとめて

間対話）南山大学監修『第二バチカン公会議公文
書全集』サンパウロ 1986 年参照であるが、
『沈黙』
のなかでロドリゴが司祭不在の村の信仰共同体の
組織コルディアをみて肯定的に評価するところ、
オラショをロドリゴが信徒とともに日本語で唱え
る箇所に小嶋洋輔は信徒使徒職の推奨、各国語に
よる典礼につうじるものを見て取る。『遠藤周作
論──「救い」の位置──』双文社出版、2012 年、
p.182 参照。

参考文献
（注及び本文で言及しなかったもの、アイウエオ順）
泉 秀樹編『遠藤周作の研究』実業之日本社、1979 年
笠井秋生・玉置邦雄編『作品論遠藤周作』双文社出
版、2000 年
加藤宗哉『遠藤周作』慶応義塾大学出版会、2006 年
熊沢義宣『増補改訂ブルトマン』日本基督教団出版
局、1987 年（改訂新装 5 版）
佐藤泰正・遠藤周作『人生の同伴者』春秋社、1992 年
戸田義雄編『日本カトリシズムと文学・井上洋治・
遠藤周作・高橋たか子』大明堂、1982 年
山 形 和 美 編『 遠 藤 周 作 そ の 文 学 世 界 』 国 研 出 版、
1997 年
以上
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研究論文

遠藤周作「男と猿と」論
神

谷

光

信

On Shusaku Endo’
s“Otoko to saru to”
Mitsunobu Kamiya

要

3．小説「男と猿と」

旨

4．三つのテクストの相違点

遠藤周作はリヨン時代に公園で猿と触れ合

5．西洋と日本の人間観・動物観

い孤独を癒やした。彼には人も猿も生類（し

6．ヒエラルキーの動揺

ょうるい）という感覚があった。しかしその

7．対抗的イエス像

光景を見る人夫の言葉には、白人を頂点とし

8．おわりに

動物を底辺とする序列的人間観があった。遠

9．註と参考文献

藤は帰国後に小説「男と猿と」を書き、
白人、

10．付記

有色人、
動物という階層秩序を脅かす「白痴」
を登場させることで、近代西洋の人間観の虚
構性を揺さぶるとともに、
「聖書」
（創世記）

1．はじめに
カトリック作家遠藤周作（1923 ～ 1996）の

とアリストテレス哲学を二源泉とした、人間

短篇小説「男と猿と」（『小説中央公論臨時増

と動物を厳格に区別するトマス = カトリッ

刊号』1960 年 7 月初出。『最後の殉教者』講

ク的動物観も揺さぶった。そして、
「白痴」

談社、1974 年収録）は、一読して忘れがた

に無垢なキリストのイメージを重ねること

い印象を与える作品である。しかし何故かこ

で、動物にまで語りかけるというフランチェ

れまで本格的に論じられたことがない。注意

スコ的なイエス像を提示した。

深く読むと、この小説には、西洋人の人間観
と日本人の人間観の鋭い対比を見出すことが

キーワード

可能である。したがって、その後の遠藤文学
の展開を考える上で見過ごすことができない

①人間
マス

②動物

③生類

④啓蒙主義

⑤ト

重要性を秘めている。
この短篇小説には、話の種となったフラン

⑥フランチェスコ

ス留学中の体験がある。孤独な学生生活を送

目

次

っていたときに、公園で遠藤は一匹の猿と出
会い、自らの孤独を慰めたことがあるのだ。

1．はじめに

その体験について、遠藤は二つの随想も書い

2．素材となった出来事

ている。一つはこの短篇小説を書く 4 年前に
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執筆された「旅人と猿と」
（
「大阪新聞」1956

おそらく孤独感に苦しめられていたこの冬の

年 6 月 22 日初出。
『遠藤周作による遠藤周作』

ことと考えられる。

青銅社、1980 年収録）であり、もう一つは、

論述の必要上、短篇小説「男と猿と」の元

小説を書いた 12 年後に発表された「狐狸庵

になった体験をほぼ忠実に再現していると考

動物記」
（
「夕刊フジ」
1972 年 1 ～ 5 月連載。
『ぐ

えられる随想「旅人と猿と」について、その

うたら人間学』講談社、1972 年収録）中の

梗概を示す。

一章である。これらのパラテクストを小説と

《「朝鮮事変」が始まった頃「ぼく」はリヨ

併せて検討することで、この作品で作者が描

ンで勉強していた。
「ぼく」は「裏町の屋根

き出そうとしたものの解明を試みたい。

裏部屋で、毎夜、重くるしい気持で一人、住
んでいた」。降誕祭が終わり学友たちが帰省

2．素材となった出来事

すると「ぼく」は下宿屋の一室で長い夜をす
ごした。郊外に「金の頭」公園があった。公

遠藤周作がフランスに留学したのは 1950

園の隅に「一匹の汚い牝猿が檻に入れられて

年から 53 年までの 3 年間である。50 年 6 月

いた。眼にはヤニがうかび、毛もぬけて年と

に横浜港を出発し、7 月にマルセイユに到着。

った、元気のない猿だった」。「その姿を憐れ

9 月までルーアンでホームステイし、10 月の

んで、というよりも、いかにもその一人ぼっ

新学期からリヨンに移った。52 年暮れにパ

ちな寂しげな姿が、異郷にある自分のそれに

リに移り、翌年 2 月に帰国の途に着いた。リ

似ていたので」、
「ぼく」はパンくずを「彼女」

ヨンでは学生寮に入り、友人もできた。しか

に与えるようになった。「一人の外国人が猿

しこの街の冬の陰気さを記した文章がいくつ

にパンをやっている光景を人夫たちが見つけ

か存在する。
「特に冬の間というものは、
毎日、

て「猿とお前と同じ皮膚の色をしているな」

毎日、黄濁した霧が街中を舐めつくし、街そ

などと心ない冗談を言うこともあった」。「彼

のものがまるで墓場のように静まりかえって

女」は、ある日から「唇を細かく震わせる」

（1）
しまう」
が一例である。

ようになった。帰国した「ぼく」は、動物学
者の本から、その動作が「恋情」の表現だと

1951 年 12 月 24 日の日記には、次のよう
（2）

知った。》

な記述がある 。
《クリスマス、サン・ジャン教会の夜ミサ

3．小説「男と猿と」

に出る。／血痰つづく。／みなはかえってし
まった。広い寒々としたこの寮の中で、一人
になってしまった。／病気、孤独、たったそ

この体験に基づき、遠藤は次のような内容

んな事にも耐えられぬ程、卑怯な弱い男なの

を持つ短篇小説「男と猿と」を創作した。

か……。
》

《「ぼくは朝鮮事変の始まった年からこのリ

ここに出てくる「サン・ジャン」界隈は、
「リ

ヨンの皿町に住んでいた」。下宿は労働者街

ヨンでも最も古い」
「昼なお暗い一角」で、
「中

にあった。
「ぼく」は週に数回「いやいや大

世期のころからの家が今なお残り、狭い通り

学に出かけるほか」下宿に籠もる生活をして

には尿とも油とも人間の体臭ともつかぬ一種

いた。夕方、町工場の工員たちは居酒屋にた

異様な臭気がたちこめ、どの家も午後四時ご

むろして「この時刻、きまって皿町にやって

ろから灯をつけねば仕事ができぬ場所」（3）で

くる白痴の男をからかったり」する。「白痴

あった。当時の日記には、リヨン郊外にある

の男」は皆から「男（ギャルソン）
」と呼ば

「金の頭公園」で猿と出会ったとの記述は見

れていた。
「丈のみじかい上衣に、これもち

出せないのだが、その出来事があったのは、

― 84 ―

んちくりんのズボンをはき、両手を大きく振

神谷 光信

遠藤周作「男と猿と」論

って歩いている」
。一月、
「ぼく」は「街の北

自分一人きりしかいなかった頃である」。「そ

にあるひろい公園」に行った。
「音楽堂の裏

の冬、私は一人ぼっちだった」。「大学の帰り、

にまわると、猿を入れた檻がおいてあった」
。

一人で街のはずれにある「金の頭」という公

その前に「男」がいて、
「怯えたような媚び

園によく行った」。そこで「私」は小さな檻

るようなうすら笑い」を口に浮かべてこちら

に「毛のぬけた猿」がいるのを見た。
「猿は

を見た。猿は「首や尻の毛がひどく抜けて赤

私を見ると檻から手をだして唇をふるわせ

黒い肉がむごたらしくのぞいていた」
。
「周り

た」。以後たびたび「猿をたずねるようにな

に自分たちを見る者がいないので、ぼくは露

った」。自分のパンの半分を猿に与えるので

骨に軽蔑の色を顔に出して男に近付いた」
。

ある。
「私は寂しかったし、寂しい私の眼には、

「人影のない冬の公園で頭の少し鈍い男が毛

この友もいない一匹の猿が自分と同じように

のぬけた猿をじっと見ている。その猿が右手

孤独にうつったのである」。帰国した「ぼく」

で生殖器を握っているのをじっと見ている」
。

は、動物学者の話から、その動作が「牝猿に
恋された」ことだと知った。》

「ぼく」はこの光景が「ひどく不潔で生臭い」

このように、三つのテクストが同じ体験を

ように思われ「ま、ぬ、け」と言った。猿は突
然小刻みに唇を動かした。それ以後、
「ぼく」

元にしていることは明らかだが、登場する主

は彼と道ですれ違っても「眼をそらすように

要な人物と動物を詳細に比較すると、そこに

なった」
。三月になり、
「ぼく」は外出するよ

は看過できない相違が認められる。
随想「旅人と猿と」では、登場するのは、

うになった。「馬鹿」を見なくなったことに
気づいた。病気だと聞いた。
「ぼくの心には

フランス人労働者階級の「人夫たち」、日本

あの馬鹿がどこか教会の暗い納屋の隅でじっ

人留学生の「ぼく」
、そして「牝猿」の三者

と横になっている姿が眼にうかんだ。それは

である。しかるに、短篇小説「男と猿と」で

少し憐れだった」
。三週間後、八百屋の亭主

は、フランス人労働者階級多数（キャベツ売

から男が死んだと聞いた。
「遠い昔の話を聞

りの老婆、兎の肉を売り歩く男、手風琴をか

くような気持でぼくはその言葉をきいた」
。

かえた老人、町工場の工員たち、洗濯屋の亭

四月、復活祭の日、修道院の鐘が鳴り「初聖

主、牛乳屋の内儀等）、日本人留学生の「ぼく」、

体の少女たち」が問の前に並んだ。午後、
「ぼ

「牡猿」に加えて、フランス人上中流階級（紳

く」は公園に行った。檻から猿はいなくなっ

士や女たち、晴れ着を着た人々）
、そしてフ

ていた。帰国した「ぼく」は、動物学者の随

ランス人知的障害者「白痴」が加えられてい

筆から、その動作が「友情」の表現だと知っ

ることがわかる。それが随想「狐狸庵動物記」

た。》

になると、一転して登場するのが日本人留学
生の「私」と「牝猿」のみになる。

4．三つのテクストの相違点

これはおそらく偶然ではないだろう。少な
くとも、短篇小説「男と猿と」の人物設定は、

この短篇小説を書いた後、遠藤は随想「狐

周到に考えられた結果である。それは三つの

狸庵動物記」の猿に関する章で、ふたたびこ

テクストに登場する登場者間の社会的優劣関

の体験を取り上げた。その時の印象がよほど

係を分析することによって明らかとなる。

強かったのであろう。留学中の経験に触れる

随想「旅人と猿と」において、日本人留学

までの前半部分は省略し、該当する箇所につ

生の「ぼく」は、フランス人労働者の「人夫

いて簡単に紹介する。

たち」から、「猿」と同列の存在として見下

《戦後まもない頃「私は中仏のリヨンとい

される存在である（「猿とお前と同じ皮膚の

う都市に留学していた」
「頼るものといえば、
。

色をしているな」）。けれども、小説「男と猿

― 85 ―

関東学院大学「キリスト教と文化」第 12 号（2013 年度）

と」における「ぼく」は、フランス人労働者

ゆえに教会を攻撃した啓蒙思想家は、「創世

「八百屋の亭主」などと対等の存在である（商

記」第 1 章第 26 節以下に見られる、人間と

店の亭主や内儀は主人公を見下さない）
。彼

動物とを厳格に区別するキリスト教的な動物

らはフランス人上流階級の「紳士や女たち」

観を退けた。そのため、人類と動物との境目

を《階級の違う存在》として見上げる一方、

は曖昧になったのである。

フランス人知的障害者「白痴」と「猿」に対

人間を動物との間に越えがたい境界を設け

しては、両者が共に幼児程度の知能しかない

る思考は、
「創世記」のみならず、ギリシア

ということから見下すのである。実体験の白

哲学、すなわちアリストテレス『政治学』に

人優位、有色人劣位という上下関係が、小説

も見られた。
『政治学』の注解を行ったトマス・

においては部分的に逆転していることに注意

アクイナス『神学大全』の動物観に、キリス

を払う必要がある。この小説では、白人が、

ト教神学に受容されたアリストテレス哲学を

知的障害を持つという理由で、人間よりも知

指摘する見解がある。そして、このトマス =

能が劣る猿と同列に扱われているのである。

カトリック的動物観が、中世キリスト教世界

一転して、随想「狐狸庵動物記」では、日本

（4）
における主流となったとするのである。

人「私」は「猿」と対等に触れ合う存在であ

キリスト教世界における「文明」と「野蛮」

り、そこでは上下関係が消失している。そし

という区別についてもここで触れておこう。

てこの文章にはフランス人が一切登場しな

近代以前においても、人間は文明人と野蛮人

い。

とに区別されたが、キリスト教文明圏の人間
だけが「文明人」であったわけではなく、イ

5．西洋と日本の人間観・動物観

ンド、中国のような非キリスト教文明圏の人
間もまた「文明人」であった。野蛮人とは「文

さて、随想「旅人と猿と」に登場するフラ

明を持たぬ人間」を指したのであり、それが

ンス人「人夫」たちの言葉には、フランス人

キリスト教徒であるか否かは問われなかった

（白人）は有色人よりも上位にあるという意

のである。文明人という区分は並列的な配置

識がうかがわれる。階級的には労働者階級に

であって、キリスト教文明、中国文明、イン

属していても、高等教育を受けている中産階

ド文明に、優劣関係はなかった。それは空間

級の有色人よりは、白人であるという事実に

的、地理的な分類だったのである。
「神の財

よって、優位に立っているとの認識がそこに

産目録の作成」を企てたカール・リンネ（1707

はある。

～ 1778）の人類分類体系もまた同断であっ
た。
「美」を判断基準として白人を頂点に置き、

近代西洋の人間観は、おおよそ次のような
ものであった。最上位には英仏の白人男性が

空間的配置を直線的序列配置に転換したの

位置し、その下に英仏の白人女性と、英仏以

が、フリードリッヒ・ブルーメンバッハ（1752

外の白人がいる。その下に黄色人種、黒人が

～ 1840）であり、これがチャールズ・ダー

おり、さらにその下にアボリジニ、ホッテン

ウィン（1809 ～ 1882）の進化論と相まって、

トットらがいる。要するに、
白人が信ずる
「文

西洋近代の白人至上主義的な社会進化論を導

明」から「野蛮」への、上下のヒエラルキー

くこととなったのである。
ルソーは『人間不平等起源論』において、

構造があるのだ。興味をそそられるのは、さ
らにその下にオランウータンがおり、最下層

次のような記述をしている。「コンゴ王国に

に野獣がいるということである。

は、インドではオラン・ウータン、すなわち

このように人間から野獣までを地続きに考

森の住人という名前をもち、そしてアフリカ

える思考は啓蒙思想に由来する。
「非合理」

人がクオジャ・モロと名づけているこれらの
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いう（10）。

動物がいっぱいいるそうである。
（中略）こ
のけだものは非常に人間に似ているので、人

近代に入り、ダーウィンの進化論や肉食思

間の女と猿とから生まれたのかもしれないと

想が日本に入ってきたのは事実である。しか

いう考えが、幾人かの旅行者に浮かんだほど

し、それらは表面的な知的理解にとどまり、

（5）
だという」
。ここで思い起こされるのは、

日本人の心性の底流には、伝統的な「生類」

フローベール（1821 ～ 1880）の小説「汝何

の思想が連綿として流れていたといってよ

を望まんとも」
（1837）である（6）。この物語

い。遠藤が実際に公園の猿と触れ合ったとき

には、黒人奴隷女とオランウータンとの混血

の感覚には、そのような伝統的感性による触

児が登場する。白人男性のボル氏が、ブラジ

れあいがあったものと考えられる。
遠藤は、以上に記したような西洋人の人間

ルで黒人奴隷女を買い取り、牡オランウータ
ンと同じ部屋に閉じ込め、女を妊娠させる。

観について、書物を通して理論的に理解して

生まれた人間と動物との中間的存在であるジ

いたというよりも、体験的に肌でそれを理解

ャリオは、
「白痴」である。ここでは、人間

したものと思われる。その彼が短篇小説「男

と動物との境目が曖昧であると考えられてお

と猿と」を書いたときに、登場するフランス

り、西洋近代の人間観がそのまま小説に提示

人を、さらに上中流階級、労働者階級、そし

されているといってよいだろう。

て知的障害者と三層に描き分けていることに

「旅人と猿と」に登場する公園の人夫たち

注目する必要がある。
「白痴の男」は、ミシ

の「猿とお前と同じ皮膚の色をしているな」

ェル・フーコー（1926 ～ 1984）が『狂気の

という言葉には、有色人種と動物（猿）とを

歴史』
（1961）において、近代の特徴として

地続きとする、そうした西洋近代の人間観・

指摘した「隔離」を受けていない。住所不定

動物観がうかがわれる。遠藤は、フランスに

ではあるが、街中をうろついている。それは

行く船内で白人ボーイに「汚い黄色人」と侮

植民地においては、白人全体の権威を動揺さ

（7）

辱され 、パリでは郵便局で日本人男性が窓

せる存在であるということで、現地人の目に

口のフランス人女性に「黄色人のくせに」と

触れてはならぬものであったが（11）、本国の、

罵られるのを目撃している（8）。1950 年 頃 の

パリに次ぐ第二の都市リヨンでは、留学生の

フランス市民の間には、このような意識が依

目にも平気で曝されているという想定であ

然として強く残っていたのである。

る。主人公は有色人種ではあるが、男が白人
とはいえ「白痴」であるという事実を根拠に、

一方、随想「狐狸庵動物記」における語り

自分の方が優位にあると考えている。

手と猿との関係には、そうした西洋の人間観
と対照的な、日本人の人間観・動物観がうか

6．ヒエラルキーの動揺

がわれる。それは、
人間も動物も、
ともに「生
類」、あるいは「有情」であるという仏教的
思考である。人間と動物とは、輪廻により一

興味をそそられるのは、この小説のなかで、

方から他方へと生まれ変わることもある。そ

知的障害者の男の呼び方が、最初と最後で変

れが伝統的な日本人の感情であった。『本朝

化することである（12）。最初は「白痴の男」と

文粋』『今昔物語集』『日本霊異記』などに

呼ばれる。しかし物語の最後では「あの馬鹿」

もそうした思考が見られるという（9）。またキ

になるのである。
「白痴」という言葉は、現

リシタン時代のキリスト教義書『妙貞問答』

在では差別的な言葉として捉えられている

では、神が人間のために動物を創ったという

が、そもそもは精神医学上の用語であった。

立場への対抗的言説として万物が輪廻転生

それが生活のなかで用いられる際には、侮蔑

するという仏教の立場が主張されていると

的なニュアンスを含むことになる。この小説
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のなかでもそれは同じである。主人公は、自

こで自分が男に嘲笑されているように感じて

分とは距離のある存在としてそのように呼ん

感情をかき乱されたのだ。檻の前で主人公が

でいる。公園の猿の檻の前で、主人公は彼に

同一視したのは男ではなく猿である。
「ま、ぬ、

「ま、ぬ、け」という。意図としては侮蔑の

け」という言葉は、男に向かって吐いたもの

表現ではあるが、ここにおいて主人公は、男

と主人公自身思い込んでいるが、それにして

と無関係でいることができず、二人称的な関

は不似合いな台詞である。この場面では、強

係ができてしまっている。この出来事以後、

い侮蔑の言葉としての「ば、か、や、ろ」の

主人公は男を避けるようになるが、しかしそ

方が適切である。これはむしろ、場もわきま

うした行動に反して、彼のことを忘れること

えず滑稽な振る舞いに及んでいる猿に対して

ができず、むしろ強く意識するようになる。

吐かれた言葉と解釈した方がふさわしい。主

そして男の姿が街中から見えなくなると、

人公が男を避けるようになるのは、主人公が

八百屋の主人に尋ね、病気だと聞くと気の毒

自ら説明するがごとく、彼の薄ら笑いが「猿

だと思うようになる。そして「あの馬鹿」と

の行為をみて、お前も楽しかったろと言って

いうように、罵りの意味合いの薄い、むしろ

いるように見えたから」ではなく、男に自分

親密さを感じさせる呼び方を心中でするよう

の痴態を見られたように感じたからなのであ

になるのである。つまり、
小説のはじめには、

る。だからこそ、主人公はその後公園までわ

主人公は男を見下ろしているのだが、公園で

ざわざ出向き、自分の分身たる檻の猿に小石

の出来事を境に、彼に対して関心と共感を深

を投げつけるのだ。このように考えると、主

めていく。自分を男より上とみる傲慢さが薄

人公は男と猿の両方に自己を投影していたと

れていく。最後には、自分と男、そして猿と

いうことになる。リヨンの街の周縁に位置す

の間の優劣関係が溶解され、物語の最後では

る公園の、そのまた隅にいる一匹の猿。それ

「生類」として同一平面上の対等的関係へと

はフランス社会の周縁にいる日本人留学生の
「ぼく」とも、社会秩序から排除されるぎり

変化していくのである。
すでに見たように、
小説「男と猿と」では、

ぎりのところにいる「白痴の男」とも共通す

猿と交流する人間が、実体験での「ぼく」か

る周縁的存在なのである。フランス社会のな

ら「白痴の男」へと変えられている。しかし、

かで、三者の序列はそもそも虚構といってよ
いくらい薄いものだったのである。

「ぼく」「男」「猿」の関係は、一筋縄ではい
かないように思われる。作者は主人公に「異

7. 対抗的イエス像

国の街に一人で住む自分の影を、彼のなかに
投影していたのかもしれなかった」と語らせ
ているが、作者は彼が猿にも自分を投影する

これまで、西洋と日本の人間観に焦点を絞

ようにも描いているからである。改めて、公

ることで、問題を単純化して論述してきた。

園の檻の前で主人公が男と猿を見る場面を考

ここからは、以上を踏まえた上で、キリスト

えてみよう。牝猿が小説では牡猿へと設定変

教の視点から作品を見てみることにしよう。

更されているが、これは何故か。体中に傷が

物語の最初で、女子修道院の晩鐘を毎日鳴

ある猿が勃起した生殖器を右手で握ってい

らす「白痴の男」の存在が紹介される。彼は

る。それを男が薄ら笑いしながら見ている。

住所不定の人間だが、あるきっかけからその

おそらくこの猿は、異国の生活で傷つき、女

役割を自分の仕事と心得るようになったの

もいない主人公自らの似姿である必要上、作

だ。日曜日に男が教会から出てくるのを主人

者によって牡にされたのである。主人公は猿

公は目撃する。つまり、男はキリスト教と深

の姿に隠しておきたい己の姿を発見した。そ

い結びつきを持つ人物として造形されてい
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る。主人公は信者とは書かれていないが、し

8．おわりに

ょっちゅう教会前で男を見かけていることか
ら、教会の周辺を文字通りうろうろしている
人間であることが暗示されている。主人公は

本稿で考察したことをまとめると、次のよ

そこで、男が紳士や女たちに懸命に奉仕して

うに整理することができるだろう。

いる姿を見る。復活祭の頃に男は死に、猿も

遠藤はリヨン時代に孤独な一時期を持っ

消滅し、初聖体の少女たちの姿が教会の門前

た。そのとき、動物園で一匹の猿と触れ合う

に見られることが描かれる。つまり、秋から

ことで、孤独を慰めた。そこにあったのは、

クリスマスを経てイースターまでがこの小説

近代日本人の無意識に横たわる伝統的な日本

に流れる時間なのである。ちなみに、フラン

人の動物観、すなわち、人間の猿も、ともに

スの高等教育機関の休暇は、宗教歴に従って

「生類」であるという意識によるものだった。

いる。10 月に新学期が始まると、降誕祭か

しかるに、その場にフランス人人夫が現れ、

ら新年にかけて 2 週間程度の休暇がある。2

西洋人の視線にさらされることにより、「生

月の告解火曜日に 2、3 日の休暇があり、3

類」という意識が破られた。それは自らを最

月から 4 月の復活祭に、ふたたび 2 週間程度

上位と見なす西洋人の人間観・動物観が暴露

の休暇がある。そして、5 月から 6 月の聖霊

された瞬間でもあった。遠藤は帰国後に「男

降誕祭に 2、3 日の休みがあり、6 月下旬が

と猿と」という作品を書き、上流階級、労働

年度末となる。

者階級、有色人、動物という白人社会の階層

「白痴の男」に、おそらく遠藤は「おバカ

秩序を脅かす白痴を登場させることで、近代

さん」のイメージも付与している。無垢な貧

西洋人の人間観の虚構性を揺さぶった。それ

者キリストのイメージである。重要な舞台と

はまた、聖書（創世記）とアリストテレス哲

なる公園が、小説では「金の頭公園」と固有

学を二源泉とする、人間と動物とを厳格に区

名で記されていないが、それは、黄金のキリ

別する伝統的なトマス = カトリック的動物

ストの頭が見つかったという伝説を持つこの

観を揺さぶることでもあった。そして「白痴」

実在の公園名を記せば、キリスト・イエスと

の男を無垢なキリストのイメージとだぶらせ

「白痴の男」とのダブルイメージが露骨にな

ることにより、動物の次元にまでへりくだっ

り過ぎると判断したからではなかろうか。浮

た救い主というフランチェスコ的イメージを

浪者であるにもかかわらず、男が不潔で悪臭

提示したのである。

を放つふうには描かれていないのも、意識し
てのことであろう。男の死はイエスの受難と

9．註と参考文献

時期的に重なる。どのような形で復活するの
かは描かれていないが、帰国した主人公の胸

註

に、猿と心を通わせていたこ男の姿は、ある
日よみがえる。そしてこの物語が語られ始め
るのである。貧者のみならず、動物の世界に
までへりくだり、語りかけるイエスというイ
メージがここでは提示されている。
ここには、
人間と動物とを明確に区別する、トマス =
カトリック的な伝統的潮流の中では例外的
な、小鳥に語りかけたアッシジのフランチェ
スコの思想と通じるものがあるといえよう。
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｢坂田祐日記｣（1938 年 1 月～ 1939 年 12 月）解読
坂

田

創

The Diary of Dr. Tasuku Sakata（1938～1939）
Hajime Sakata

作業が学校教育の中に取り入れられた。神社

1938 年（昭和 13 年）

参拝、市内学校の合同分列行進閲兵、戦勝祝

［解説］

賀行進、報国団結成等一致団結の気風を推進

1.内外の情勢

する行事が実施された。テンネー院長を記念

昨 1937 年勃発した支那事変は、首都南京

する講堂の建設は 6 月に着工され上棟式の直

が陥落した後も国民政府は日本の和平交渉

前台風による被害にあったがその後続行され

に応ぜず抗日自衛を強調、近衛内閣は「国民

ている。坂田はこの年還暦を迎えた（2 ／ 12）。

政府を相手にせず」と声明
（第 1 次近衛声明）

10 月 8 日の理事会において中学部長を辞任す

（1 ／ 16）
。国内に於いては［国家総動員法］が

ることを表明し了承された。坂田は後任に渡

公布され
（4／1）
政府は戦争遂行の為人的物的資

部一高を推薦し決定された。しかしこの人事

源を統制運用する委任を得た。政府は第 2 次

に対して橄欖会
（中学部同窓会）
役員から反対

近衛声明を発し「東亜新秩序建設」を唱えた

運動が起こり、渡部一高就任反対、坂田留任

（11 ／ 3）
が国民政府は「中国を併呑し東亜に覇

の意向が表明された。事態収拾をめぐって困

を唱えるもの」として非難した。また国民政府

難な経過が続いた。平和主義者であるコヴェ

から脱出した対日協力派の動きに合わせて「近

ル宣教師に対し県当局の意向が示された。

衛三原則」
（第 3 次近衛声明）
を発し（12 ／ 22）
日
中国交調整を提示した。戦況は進み日本軍は
徐州
（5 月）
広東、武漢三鎮を占領した
（9 月）
。

3. 捜真女学校
「国民精神総動員運動」の一環として勤労
作業、諸行事が行われたことは関東学院と同

2.関東学院

じである。

「国民精神総動員運動」の一環として勤労

坂田祐日記（1938 年 1 月～ 12 月）
主要事項１９３８年（昭和 13 年）＊解読文あり
月
1

日
1
2
8

曜日
土
日
土

主要事項
学院：新年奉賀式 捜真：同左
三崎寄宿舎滞在 ～ 5 日（宿舎改善計画、静養）
中学部：3 学期始業式、教員会議 捜真：同左
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2

3

9
10
11
12
14
17
19
20
22
24
27
28
＊7
＊9

日
月
火
水
金
月
水
木
土
月
木
金
月
水

卒業生 2 名の出征見送り
中学部：教員祈祷会（週定例） 英語学校：始業式
第一師団と大学高等専門学校長会議（九段軍人会館）
学院：配属将校豊久大佐就任
高商部：教授会議（週定例）
工業懇話会講演会（北支文学）
市内中等学校長会（学院）
捜真：祈祷会及び教員会議（週定例）
基督教教育同盟会理事会（青山学院）
学院：経理委員会（月定例）
学院：創立 19 周年記念式
高商部：救世軍植村大佐宗教講演会 基督教聯盟常議員会
学院：理事会、坂田還暦祝賀晩餐会
学院：テンネー記念大講堂建築資金募集実行委員会

＊11

金

中学部：紀元節奉賀式 市内男子中等学校武装行進（5 年生）
4 年生以下伊勢山に愛国行進 捜真：紀元節奉賀式 神奈川区熊
野神社に参拝 職員交際会坂田還暦祝

12

土

坂田誕生日（還暦を迎える）
高商部：国民精神総動員市内 5 専門学校大行進、閲兵（山下公園）

16
17
19
＊23
26
27
1

水
木
土
水
土
日
火

神道仏教基督教時局大講演会（開港記念会館）
中学部：YMCA 会員総会
バプテスト東部組合教役者養成部委員会（学院）学院：理事会
基督教 Leader の会（鎌倉海浜ホテル）
三崎会館理事会
中学部：卒業礼拝（説教熊野清樹牧師）
小崎弘道牧師葬儀（霊南坂教会）

5

土

学院：卒業式
記念会館）

6
10
11
13
15
16
17
18
19
＊24
25
26
27
28
30

日
木
金
日
火
水
木
金
土
木
金
土
日
月
水

捜真：地久節訓話（皇室服喪中奉賀式中止）
中学部：第１次志望者入学考査 ～ 11 日
捜真：第 1 次入学考査（126 名応募）横浜高等商業学校卒業式
捜真：卒業礼拝（説教時田信夫牧師）
大島正健博士葬儀（今井館）
中学部：第 2 次志望者入学考査（153 名応募）
捜真：卒業式 謝恩会
捜真：第 2 次志望者入学考査（89 名応募）英語学校：卒業式
捜真：3 学期終業式、交際会退職者送別会
市内 5 専門学校校長会（知事招集） 県下中等学校長会
中学部：3 学期終業式
県下中等学校春季野球大会開会式（横浜公園球場）
卒業生出征見送り
中学部交誼会旅行、退職者送別会（修善寺）～ 29 日
県教育会幹事会及び共済会参事会

橄欖会新入会員歓迎会
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4

5

6

1
2
3
4
5
6

金
土
日
月
火
水

学校青年団委員会（県庁）
三崎寄宿舎視察（西寮増築工事）
神奈川県聯合青年団並びに聯合女子青年団大会（公園球場）
中等学校服装委員会（県庁）
中学部１学期始業式、入学式
高商部：入学試験（約 100 名応募） 捜真：理事会

7

木

捜真：入学式、ミッション本部 Dr. Bowler 来校（宣教師子女 2 名
のバプテスマ式）

8
＊9
10
11
14
16

金
土
日
月
木
土

捜真：1 学期始業式 学院：宗教委員会
坂田還暦祝を感謝して学院、捜真教職員を茶話会に招待（捜真）
中学部教員山北多喜彦中央バプテスト教会牧師就任
高商部：始業式、入学式 英語学校：始業式
基督教教育同盟会京浜理事会（青山学院）
教護聯盟理事会（県庁）

＊17

日

捜真教会：生徒 3 名バプテスマ式（カンバルス記念講堂）同窓
会真窓会総会及び坂田還暦祝賀会

＊24

日

５専門学校並びに県下中等学校学校報国団結団式（学院中村町
野球場）

26
28
29
30
3
5
7
8
10
12
16

火
木
金
土
火
木
土
日
火
木
月

学院：靖国神社臨時大祭遥拝式
捜真：捜真女学校信徒会規約を教員会議で決定
学院：天長節奉賀式 捜真：同左
三崎会館理事会（定款決定）
県教育会理事会（武道館）
市内中等学校長会（神奈川高女）捜真：教員歓送迎会
県体育聯盟理事会、評議員会
捜真教会：バプテスマ式（生徒 2 名）
中学部：修学旅行（北陸方面）見送り
基督教教育同盟会京浜理事会（青山学院）
捜真：修学旅行（関西方面）に同行

18

水

バプテスト東部組合総会（大阪ミード社会館）
橄欖会関西支部会

＊21
＊22
27
31
3
6
9
10
13
14
19
20

土
日
金
火
金
月
木
金
月
火
日
月

関西より帰浜 徐州陥落旗行列（市内中等学校参加）
三崎寄宿舎工事視察（西寮増築工事）
全国中等学校長協会総会（府立一中）～ 30 日
基督教教育同盟会第 26 回総会（立教女学院）～ 6 月 2 日
市内教育懇談会委員会（学院）学院：大講堂基礎工事開始
中学小学校長教育懇談会委員会（一中） 卒業生出征見送り
中学部：4 年野外教練（習志野演習場）野営視察
三崎寄宿舎視察、生徒受け入れ準備 ～ 11 日
県下中等学校長会議（県立第一高女）
中学部：3 年前半三崎寄宿舎野外教練同行 ～ 18 日
男子中等学校球技大会（Y 校）
県下教役者会（東京神学寮）
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7

8

9

10

21
25
26
＊27
28
2
3
5
7
9
11
18
＊19

火
土
日
月
火
土
日
火
木
土
月
月
火

中学部：3 年後半三崎寄宿舎野外教練同行 ～ 25 日
教護聯盟理事会 教友畔上賢三氏永眠の報
県下女子中学校球技大会（県立第一高女）
捜真：島村やま教員 YWCA 総幹事就任
中学部：2 年前半三崎寄宿舎野外教練同行 ～ 7 月 2 日
学院：大雨により東及び西側崖崩壊
捜真：Miss Pauley 帰国
中学部：2 年後半三崎寄宿舎野外教練 ～ 9 日
支那事変勃発一周年
高商部：終業式
高商部：有志学生三崎寄宿舎にて修養会 ～ 14 日
捜真：1 学期終業式
捜真：5 年有志三崎寄宿舎にて勤労作業 ～ 23 日

25

月

中学部：1 学期終業式 中学部：三崎寄宿舎普通週間開始
（有志生徒参加）～ 8 日

＊8
＊20

月
土

＊22

月

26
29

金
月

＊1

木

中学部：台風被害甚大、大講堂足場倒壊（本日の上棟式不能）
捜真：台風被害

2
8
10
19
20
30
1
4
5

金
木
土
月
火
金
土
火
水

中学部：5 年三崎寄宿舎にて勤労奉仕 ～ 8 日
中学部：2 学期始業式
捜真：2 学期始業式
中学部卒郡司武吉君の英霊到着出迎え
市内中等学校校長会（県立工業）
中学部：配属将校矢崎太郎少尉着任 宇垣外相辞任
捜真：創立記念式
捜真：理事会
銃後後援強調週間（中学部の戦死者、出征者の家庭見舞い）

6

木

捜真：特別伝道講演会（白戸八郎牧師） 高商部卒植木君の英霊
到着を出迎え

＊7
＊8
＊9

金
土
日

大講堂足場再建開始 坂田中学部長辞任の意向
学院理事会（中学部長更迭可決）
内海悟教頭と会談

＊10

月

中学部教員に通達（中学部長更迭、新中学部長に渡部一高教授
任命）

11
＊12
＊13
15

火
水
木
土

県教育懇談会、小委員会委員を委嘱される
一高同窓会還暦祝いに招待される
県下中等学校長修養会（大倉精神文化研究所） ～ 14 日
高商部：1 年富士駒門野外教練より帰校

捜真：三崎寄宿舎捜真週間開始（有志生徒参加）～ 22 日
中学部：5 年行幸道路勤労奉仕、3 年第三陸軍病院造園奉仕
尚絅女学校、日の本女学院、捜真女学校三崎寄宿舎にて
合同修養会（生徒 44 名）～ 26 日
中学部：4 年三崎寄宿舎にて勤労奉仕 ～ 29 日
中学部：4 年三崎寄宿舎にて勤労奉仕 ～ 9 月 1 日
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11

12

16
22
＊24
＊25

日
水
月
火

捜真バプテスマ式（生徒 2 名）
高商部：2、3 年富士駒門野外教練帰校
橄欖会（中学部同窓会）役員来訪会談
橄欖会幹部と会談 寿警察署特高課主任来訪会談

＊26

水

市内中等学校校長会（漢口陥落祝賀会につき） 理事長渡部元と
会談

＊27
＊28
＊29
＊30
31
1
2
3
＊4
＊5
6

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

中学部：臨時教員会議 武漢三鎮陥落の報
渡部一高宅訪問懇談 バプテスト教役者養成部委員会
学院：文部省督学官視察 白山部長及び橄欖会役員と会談
学院：勅語奉読式、大講堂棟上げ式 戦勝祝賀行列
全国基督教協議会総会（富士見町教会）
同上
渡部一高と会談
基督教聯盟総会（富士見町教会）
学院：明治節奉賀式 捜真：同左、体育祭
中学部長問題について熟考する
学院：理事会
中学部：4 年（50 名）箱根報国寮入寮 ～ 12 日

7

月

国民精神作興週間
会（女子専修）

10

木

学院、捜真、英語学校：
周年勅語奉読式

12

土

全国高等女学校長会議（女高師）

13

日

捜真生徒第三陸軍病院作業を視察 四谷バプテスト教会追悼会
教育同盟会全国高女ミッションスクール校長招待晩餐会

19
30
＊3
10
18
20
23

土
水
土
土
日
火
金

報国団グライダー飛行場開場式（国府津）
高商部：講演会（元駐独大使永井松三）
市内中等学校・小学校長懇談会 秋田県人教育会
学院：教練査閲
中学部卒浅見金作君戦死自宅弔問
神奈川県思想問題研究委員会
高商部：終業式・クリスマス礼拝 学院：院長招待晩餐会

24

土

捜真：終業式・クリスマス讃美礼拝、交際会晩餐会
中学部：クリスマス祝会

17
26
＊29
＊30
＊31
＊

土
月
木
金
土

時局講演会（県一高女） 市内中等学校校長
国民精神作興詔書並びに支那事変一

バプテスト関東部会（神奈川教会）～ 18 日
学院教会：日曜学校クリスマス祝会（生徒家族 300 名会食）
池田綱治（中学部卒）来訪懇談
渡部一高と懇談
池田綱治より電話
今年の回顧
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3 月 24 日（木）曇

解読文

12 時 10 分前タクシーにて New Grand に至り

2月7日
（月）曇

半井知事の招待の 5 専門学校長会に出席、知

（捜真）理事会 5 時半頃閉会、それよりタク

事、中原学務部長、永瀬学務課長、田尻、富

シーにて博雅に至り理事諸氏の余の還暦祝い

山、前田各校長、米田横専教頭及び余の計 8

の晩餐会に出席、9 時頃散会、来会者千葉、

人、学校青年団設立に関する知事の希望を聞

澤野、小椋、森田、青木、島田、フィッシャ、

き相談せり 1 時昼食 2 時散会

ポーレー、エーカック、中西、山田、坂田（略）

本日 2 時より一中にて県下中等学校長会議、

理事会より栄太楼の御菓子大箱頂戴せり

学校青年団設立準備会

2月9日
（水）晴

4 月 9 日（土）晴

午後 6 時より大講堂建築資金募集実行委員

午後 2 時学院捜真の職員を捜真に招待、余の

会、食堂に於いて夕食を共にしたる後会議、

還暦祝いに対する御礼の茶話会、1 時半頃妻

七万円の募金を 3 万 5000 円に変更して其の

も来着、次いで学院の職員三々五々来着

範囲にて建築することを理事会に提案、承認

堂に案内して内部を参観、バプテスマの設備

を得て募金を継続すること、8 時頃閉会

なども見せたり、2 時 30 分小講堂に於いて

2 月 11 日
（金）快晴

茶菓、余一場の挨拶をなして食事（永沢君答

紀元節奉賀式

約 20 分にて式終わり奉安所

辞を述べたり）学院より約 55 名捜真より 30

に奉遷、第 5 学年は市内中等学校上級生の武

余、豊久大佐も遅れて来着せられたり、3 時

装行進に参加、第 4 年以下運動場に整列、伊

半頃散会

勢山皇大神宮、橿原神宮、宮城を遥拝して伊

4 月 17 日（日）快晴

勢山に愛国行進多田君部長代理、5 年は内海

市電及びバスにて午前 8 時捜真に至る

君部長代理、余はタクシーにて 9 時 50 分捜

テスマ式

真に至り 10 時奉賀式約 30 分、捜真職員生徒

3 生にバプテスマを授く、カンバルス記念講

行進、神奈川熊野神社に至り参拝、
（略）午

堂最初のバプテスマ也（本日はイースターサ

後 5 時不二家に至り捜真交際会の還暦祝いに

ンデー）終りて余捜真職員生徒のクリスチャ

出席、晩餐を共にし羽根布団の贈り物を受く

ンを代表して親しみの握手をなせり、10 時

9 時少し前散会

半より同窓会総会並びに真窓会総会、終りて

2 月 23 日
（水）快晴

余の還暦祝賀会

9 時 54 分発にて鎌倉に至り海浜ホテルにお

子さん来会祝辞を述べられたり

けるキリスト教 Leader の会に出席、聯盟主

4 月 24 日（日）快晴

催 11 時千葉先生の司式にて礼拝式、12 時 20

高商部並びに中学部 4, 5 年（職員は全員）の

分昼食終わりて 1 時 20 分頃懇談会、来会者

編成を 8 時になし中学部先に出発し次いで高

釘宮、西川、斉藤、山本中興博士、阿部、赤

商部全員職員と共に永沢教員指導のもとに出

＊、富田、野口、山崎、吉田恒義、アキスリ

発、中村町学院野球場に於いて 5 専門学校並

ング、その他西洋人 5 名、海老塚、松山高次

びに県下中等学校学校報国団の結団式、9 時

郎氏、栗原、カンドレット夫人、千本木其の

半集合を終わり 10 時開会、先に 5 専門の入

他夫人 1 名等 34 名、4 時少し過ぎ閉会、懇

場分列

談会は釘宮司会せり、最後に憲兵和服にて 1

前に出て受礼、次いで知事壇上に立ちて男女

名来たり余の模様を釘宮に聞き合わせたるが

中等学校全部の敬礼を受けて終わり式辞、祝

如し

辞文部大臣（藤野普通学務部長代読）県会議

永澤君を代理せしむ

寒し

講

夜雨
バプ

時田信夫牧師内藤、横溝、＊＊の

関西支部より特に青木まり

5 校長と壇上に立ち自校の通過の時

長その他 11 時 40 分頃閉会、閉会に先立ち青
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木横浜市長発声にて万歳三唱、散会（略）

1：30 頃元気良く到着

田尻高商校長の自動車に米田氏と共に同乗

7 月 20 日（水）快晴 大いに暑し

富士紡工場に至り貯水槽敷地発掘工事に取り

8 時より勤労作業、炊事、洗濯（布団カバー）、
運動場の草取、西寮の畳を外に出して乾燥

かかる、高商、横専、関東の 3 専門校各 20

（略）大野君臨海実験所に至り助教授に面会

名ずつ分担（略）3 校長の鍬入れ式をなして

明日の作業の打ち合わせをなして帰る（略）

始む
5 月 21 日
（土）曇

雨

12 時昼食、午後 1 時より畳を叩き室に入れ

本日は徐州陥落祝いの旗行列、市内男子中等

整頓、2 時半おやつ、終りて本日は特に早く

学校公園に於いて挙式、それより行進、余は

水泳大部分泳ぐまたはボート 4 時半迄 5 時半

市電にて午前 8 時頃公園に着、生徒は教員と

夕食、6 時半国旗降納、夕拝、大野教員司会

共に集合中なりき、式場に至り各校長に会い

7 時半東寮に於いて時事講演、経済上のこと

8 時半より挙式

中西主事約 1 時間静坐も行う

歳

及川本中式辞、斎田二中万

8 月 8 日（月）雨屡々降る

8 時 45 分行進開始、関東中学部は第 13

昨年は病人数名出でて関東普通週間閉舎、捜

番目にて 9 時 10 分開始、県庁前、伊勢佐木
町を経て伊勢山に至り参拝して解散

真は取り止め大いに失望を与えしが本年は衛

5 月 22 日
（日）

生状態大いに良好にして 関東普通週間を無

余は相沢君と共に三崎に向かいたり、9 時少

事に終わり本日捜真 70 名を収容しその第 1 日

し過ぎ黄金町発浦賀を経て寄宿舎に着きしは

を無事に終わることを得たるは大いに感謝なり

11 時頃なりき、大工は教員用便所の工事中、

8 月 20 日（土）快晴

建具屋は新舎に建具を取り付け中、北見はペ

弁当携帯（日の丸弁当）市電にて横浜駅に至

ンキ大半塗り居たり、鈴木棟梁に必要なる指

る、第 5 学年約 130 名職員は 6 名、行幸道路

示を与え 12 時半過ぎ昼食をなしたる後 2 階

勤労奉仕、他に第 3 年 25 名職員 2 名第 3 陸

に上がり関西旅行中の日誌を認む 4 時少し前

軍病院の造園奉仕（略）相模原に下車、造園

出発帰路に着く、途中三崎タクシーに立ちよ

奉仕は病院に

り杉村と面談、本年は 1 台 3 円 30 銭現在の

委員と共に、9 時少し前国旗掲揚宮城遥拝社

3 台にて行うこと

会教育主事の挨拶ありて 9 時半頃作業開始、

3 台以上を要する時は前

行幸道路奉仕は津久井青年団

記以上の賃金を払うことにせり

11 時半昼食 1 時間休憩（略）余は病院に至る、

6 月 27 日
（月）曇

内田少尉の案内にて病院の中を大略見学せり

晴

バスにて New Grand Hotel に至り 5：15、野

設備の完備には大いに驚けり 4000 名以上の

村夫人 YWCA 会長として島村やまさんを新総

傷兵あるなりし 3 時作業終了（略）4 時少し

幹事として紹介、Reception、沢山の宣教師

前相模原駅に来たり第 5 年と共に乗車

教役者来会、余は野村夫人、山下夫人、岩本

8 月 22 日（月）朝雨 午後晴

夫人、島村さんに面会挨拶

茶菓の馳走にな

7 時少し前横浜駅に尚絅女学校高橋校長以下

明日三崎行きにつき

13 名を迎う（略）9 時少し前日の本学園を迎

り中居牧師と同道帰宅

畔上君の告別式を欠席、八木君に香典及び名

う

刺を依頼せり

中居牧師を加えて計 16 名（略）午後 1 時全

7 月 19 日
（火）快晴

部そろって会食 2 時より開校式終わりて 3 時

捜真第 5 年勤労作業の為三崎行き 8 時少し過

半頃記念写真をとりそれより水泳（略）5 時

ぎ発車（黄金町駅）
（略）職員 8 名生徒 34 名

半夕食国旗降納、夕拝外にベンチを出して山

8：40 頃浦賀着（略）徒歩北下浦までの予定

北君司会、7 時より歓迎会

それよりバスに乗る積りなり（略）一同午後
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8 月 23 日
（火）晴

更迭の提案をなせり、満場一致可決 5 時頃閉

5 時半起床、国旗掲揚、宮城遥拝、朝拝、中

会して夕食を食堂に於いて共にして散会せり

居牧師司会せり

10 月 9 日（日）快晴

8 時講演白戸氏基督教の家

実に興味津々として教訓に満ちたる良

10 時教会特に銃後後援週間の説教中居牧師

き講演にして時の経るを知らざりき、次いで

説教、終りて余と内海夫人指名せられて祈祷

橋本牧師のヤコブ書の研究、11 時より水泳、

を捧ぐ、閉会後院長室に内海君を呼び理事会

庭観

（略）午後は自由時間、3 時より久布白女史の

の様子を話し慰諭せり、創立記念式後余が中

講演約 2 時間の講演有益（略）5 時半夕食 7

学部長を辞任すると共に教頭を止めて平教員

時より左近氏の講演聖地の考古学約 1 時間半

となりて終りを全うすることにせり

10 時就寝 本日午後大野教員の出征を見送る

10 月 10 日（月）晴風強し

9月1日
（木）昨夜台風 8 時頃より晴天

中学部会議室に於いて昼食、食後教員一同を

夜半暴風台風なり而して中心なり、1 時半頃

集めて一昨日の理事会における決議、中学部

門を叩く者あり（電灯消え）出てみれば相沢

長来春 2 月 1 日より渡部一高教員任命、内海

書記なり

教頭はその時に教頭を辞して平教員になる旨

大講堂台風の為にペチャンコにな
嗚呼本日 10 時上棟式を挙ぐべかり

の話をなして散会

しに、併し勇気を出し相沢君を激励して帰せ

10 月 12 日（水）雨

り（略）漸く少しく風静まる、5 時頃起床 7

帰宅して洋服を着替え一高同窓会へ出席の支

時前に学院に至る、大講堂の倒れたる姿（併

度をなせり、市電及び省電にて有楽町下車、

し工作場に向け倒れたる為良かりし）第二屋

マツダビル 8 階の New Grand に至り一高同

内体操場のスレート約 10 坪はがれたる様、

窓会の余の還暦祝いに出席、（略）余を加え

新館の屋根の損傷等を見

れりと

それより黄金町に

て 11 名 6 時半頃開宴、山宮君の挨拶余にお

至り本朝三崎に行く第 5 年 1, 2 組の集合者に

祝いとしてドイツユンケル製の立派なる置時

対し本日は取止めて 11 時半大震災の記念式

計を贈らる、食事の終りに余謝辞を述べ乞わ

に出席するよう命ぜり（略）捜真は新館のス

るるままに余の life を話せり、山本有三君大

レート大部分飛散、その他樹木数本倒れス

いに興味を感じ他日もっと委しく聞くとのこ

レートの飛散の為ガラスが破損せるもの少な

と

からず、
（略）生徒は付近の者約 30 名集まる

を話せり 9 時過ぎ解散

清掃作業をなさしむ定刻に講堂に集めて記念

10 月 13 日（木）雨

の黙祷をするよう中西主事に命じ余はバス及

東横にて大倉山に至り大倉精神文化研究所に

び市電にて学院に来たり 11 時半の記念式を

於ける県学務課主催の県下中等学校長の修養

司る

会に出席、余の到着せるは 9 時半頃なりき、

10 月 7 日
（金）晴

大倉所長の講演中なり、日本精神の講演なり、

5 時半渡部一高君招きにより来宅、夕食を共

終わりて余は指導者の第 4 班長に伴われ神風

にして学院の重要なることにつき相談、明日

寮に至り荷物を置きそれより定座に加わる、

の学院理事会に余は中学部長を来春創立記念

全員和服を着用阿部校長と余とのみ洋服にて

式直後辞任、一高君を後任に推薦することに

定座せり

付き懇談せり、10 時少し前に帰る

は大倉所長の食前の感謝あり、食後明治天皇

10 月 8 日
（土）晴

御製一首の拝読あり、感話ありて食堂を辞す、

2 時より学院理事会 15 人の理事中アキスリン

食堂の出入りは禅寺の作法によるが如し（略）

グ、渡辺房吉、山本、内田の 4 理事欠席せり、

9 時神風寮の道場の上に布団を敷き全員一緒

最後に余は中学部長更迭のこと英語学校校長

に就寝
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10 月 14 日
（金）午前曇 午後雨

宅に至り学院理事長として話し約 1 時間懇談

午前 5 時起床寝具を片づけ洗面の後神前礼

して一高君と同道帰り横浜駅にて分かる

拝、終りて宮城遥拝、芝生にて体操、室の内

10 月 27 日（木）快晴

外清掃（略）10 時少し過ぎより外に於いて

八木君と懇談、渡部一高君辞退余兼任継続の

作務、土工の仕事なり、中庭に土を運搬せり

ことを理事会に文書を以てすることにしてそ

12 時少し過ぎまでかかる（略）2 時より座談

の案文を話せり（略）2 時頃学院に帰る

会 5 時頃までかかる、種々の質問出で大倉先

時教員会議、簡単なる事務上の打ち合わせを

生一一これに答えられたり

なして理事会に送る文書を読み一高君の辞

大倉精神文化研

臨

究所は神道のみにあらずまた仏教のみにも依

退、余の留任のことを話せり

らずすべて善なるものをとりいれたり、キリ

職員の勤務の上の態度心掛けは凡て聖書の言

スト教も取り入れて可なりと（略）

葉を中心としてこれを実行するよう訓示せ

10 月 24 日
（月）快晴

り、終りて安藤、田中、花光、矢島の 4 名を

一般体操後田中君昨夜の橄欖会役員会の報告

部長室に呼び種々訓諭せり

をなせり、渡部一高君と懇談せり、内海君橄

10 月 28 日（金）快晴

欖会の役員会の報告を聞いて激昂して来たり

八木君昨夜一高君を訪問したる旨報告ありた

話せり、（略）夜 7 時半頃橄欖会の役員代表

り辞意ひるがえし難しと、一高君昨日と本日

14 名来訪中学部長を留任せられたく希望を

は欠勤せり、余は帰宅して昼食の後川崎に至

述べたり、種々懇談の結果考慮することにせ

り一高君を訪問（略）4 時少し前まで懇談、

り、而して本日より 3 週間以内に確答するこ

一高君どうしても学院を辞することを話し余

とにせり 11 時少し前散会

も致し方なく内諾し余の決意を示せり

来会者田中、安

而して今後の

川崎

藤、花光、矢島（以上中学部教員）
、池田綱治、

駅まで見送られたり

山村他 14 名

10 月 29 日（土）晴 夕曇

10 月 25 日
（日）半晴

白山君と共にタクシーにて帰院、中学部長室

高商部Ａ組の国民道徳授業、終りて部長室に

に於いて白山君と中学部の部長問題をめぐる

て渡部一高君と懇談せり、3 時半より中教員

種々の事情につき懇談し余の決意を述べたり

会議 4 時半終わる、それより安藤、田中、花

3 時少し過ぎ帰宅、6 時半学院に至り橄欖会

光、矢島を部長室に呼び懇談せり、6 時過ぎ

役員会に出席、部長留任の話を為しそれより

まで、帰宅入浴夕食（略）寿警察署の特高課

部長室にて過日来宅したる委員を集めて懇

の主任原氏と石川氏と来訪、余の辞職を確か

談、渡部一高君辞職せば橄欖会の安藤、田中、

める為なり、余は詳細に納得のいくように話

花光、矢島の 4 名（中学部教員）は必ず退職

して学院を決して辞せざる旨話せり、彼ら了

せざるべからざる事を懇々諭して 11 時頃散会

解してかえる

10 月 30 日（日）雨

10 月 26 日
（水）快晴

8 時より第一屋内体操場に於いて全学院集合

渡部一高君来室種々懇談の結果中学部長たる

勅語奉読式、終りて大講堂上棟式、雨の為中

ことを辞退する旨申し述べたり、依って其れ

央にテントを張り行う

を正式の理由として余は留任することにせり

566、聖書朗読、祈祷次いで院長の式辞、職

中居宗教主任司会、

方に祝儀を渡す宮田請負者之を受く

（略）4 時に帰宅、安藤、田中、花光 3 君来

学院職

員、生徒は各組 1 名づつ代表労務者参集

訪渡部一高君が安藤君に送りたるパンフレッ

午

ト持参これを受領せり、一高君 6 時頃来訪夕

前 10 時より、祝賀行列（朝日新聞主催）に

食を共にして話したり、7 時タクシーにて横

参加の為一同公園に出発（略）10 時 15 分挙式、

浜駅に至り同道して東横線にて父上渡部元氏

矢野支局長挨拶、国家、宮城遥拝、知事市長
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の祝辞、平沼亮三氏発声にて万歳、行進開始

余そのことを尤もと信ずるに至れり

中学部は他の中学校と共に先頭、市役所県庁

12 月 30 日（金）晴

弁天町伊勢佐木町を通り紅葉坂を経て皇大神

9 時頃学院に至る渡部一高君を昨夜速達にて

宮を参拝して解散

呼びたりしが既に来たりいたり

11 月 4 日
（金）曇晴

至り懇談、昨日池田綱治君より関知したるこ

安藤、田中、花光、矢島の 4 君を部長室に呼

とに付き 12 時少し過ぎまで話したり

び懇談して渡部教員を留任せしむる為に最善

には新年早々一高君より本人に直接述べられ

を尽くすよう話して 1 時頃分かる

たしと、一高君は愈々 3 月限り辞任すること、

辞表提出

橄欖会室に
C君

を一時保留せり、本日は朝より断食して祈る

余は同君を職員統制上止むを得ず退職せしむ

学院の重大なる事情に天の優渥なる御指導あ

る事の意思を固めたり

りて関係者が特に余自身が誤らざるよう又明

12 月 31 日（土）

日の理事会が神のご栄光をあらわし得るよう

今朝池田君より電話あり、再び外事課より交

祈れり

渉あり C 氏帰国せらるるよう趣旨のこと、

帰宅 1 時半頃

臥床沈思黙考し天よ

りの御指導を仰ぐ、本日は終日断食し番茶数

その処置学院に委ねられたる由報告ありたり

杯を飲みたるのみ

今年の回顧

11 月 5 日
（土）快晴

御恩寵の許にこの 1 年を終わらんとす、感謝

今朝 6 時 15 分朝食終わると間もなく友井君来

すべきこと甚だ多し

訪、学院中学部のことを東京にて耳にして心

1. 皇軍の連戦連勝、武漢三鎮の攻略、広東の
占拠北支中支に親日政府の出現

配して来訪、余は近況を説明して信仰的に解
決し得る見通しを話し同君祈祷を捧げて帰る

2. 近衛首相は優れざる健康を以って重大なる
時局に奮闘し居ること

午後 3 時院長室に於いて臨時理事会、理事
11 名出席

欠席渡部、山本、フート、グレセッ

3. 帝大問題、新総長は漸く 12 月になりて決
定したる事はともかくも目出度し

ト 4 理事、後任部長として推薦したる渡部一
高君辞退したることにつき、理事会は何ら決

4. 学院は千名以上の志願者を与えられたこと

定するに至らず 3 人の委員を選定して研究す

5. 大講堂建築を始めたること、8 月 31 日上

ることにせり、千葉、藤井、高橋の 3 理事、

棟式の前夜大暴風にて倒壊したるも再び工

5 時過ぎ夕食を共にして散会せり

事を始めその後は順調に進みあと 2 ヵ月の

12 月 3 日
（土）晴

中に竣工すべし

9 時半より市内中等学校長・小学校長会懇談

6. 三崎寄宿舎西寮の新築出来上がりたること

会（略）余は入学学科試験廃止後の考査方法

7. 原町田より陸士に至る道路工事に奉仕した
ること

に関する委員長として報告をなせり、之は本

同所陸軍第三病院に花園を献造し

たること

日の為に主要なる議事なりき、数名の強い賛

8. 余は還暦に達し捜真の関係者より祝われた

成の意見ありたり
12 月 29 日
（木）晴

こと（学院の分は時局がら延期し貰いたり）

池田綱治君来訪学院の為に大いに語れり、外

9. 一高同級生より祝われたことその中には近
衛文麿公爵もあること

事課より関本、渡辺 2 氏先日池田君方を訪問
午後 7 時より午前 1 時頃まで居据わりて話し

10.（略）

たる顛末を聞く、C 君とＷ 君とのことなり

11. さる 12 月 22 日近衛首相の声明に基づき

結局善処する方法に付き話し合いたり、学院

国民政府の重要なる職にありたる王兆銘が

の将来の為に清水武君を入れることは最も有

重慶を脱出して日本と和平をなすの勧告の

効なることに意見一致せり、池田君の話にて

声明を本日の朝刊に見たるは実に欣快なり
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き、我が国はこの機会を捉えて機を逸せざ
ることを切望す

2. 関東学院
中学部長坂田の後任に内定していた渡部一

悲しきことは
1. 卒業生の戦死

高は、卒業生教員の一部から反対を受け中学

2.（略）

部長就任を辞退、更に学院退職を表明する事

3. 学院内の職員の不統一

態となった。内海教頭も退職するに至った。

特に渡部一高君を中学部長に推薦したるに
対し反対運動が起こり辞退を余儀なくせら
れたること

坂田は統制上如何にこの問題を収拾するか困
難に直面した。坂田が辞任を撤回し中学部長
留任、第一回卒業生清水武を教頭に招聘し一
応解決を見て新学期を迎えた。この問題と同

1939 年（昭和 14 年）

時にコヴェル宣教師の問題が起きた。県当局

［解説］

1.内外の情勢

はかねてから平和主義者コヴェルの言動を注

5 月 12 日満州と外蒙古の間に国境問題で

視していて彼を学院の教壇に立たせないよう

衝突が起き、これが日ソの戦闘に拡大した。

勧告してきたのである。警察当局からも圧力

ノモンハン事件である。この戦闘に於いて日

が加わり学院の対応が迫られた。コヴェル宣

本は近代兵器装備の劣勢の為に大敗を喫し
た。9 月 15 日モスクワで停戦協定成立。8 月 23
日ドイツはソ連と不可侵条約を締結した。政

教師は学院教壇から去らざるを得なくなり、
やがて日本滞在も困難になり新しい任地を

府は対ソ政策のため日独伊三国同盟の検討中

フィリピンに求め日本を去った。これらの問

であったので事態に驚き「欧州情勢は複雑怪

題により長年信頼してきた同労者を失ったこ

奇」と声明、平沼内閣は総辞職した（8 ／ 28）
。

とは坂田の極めて遺憾とするところであった。

9 月 1 日ドイツはポーランドに侵入、英仏は

テンネー記念講堂が落成し 3 月 3 日献堂式が

直ちに対独宣戦布告、ここに第二次世界大戦

挙行された。

が勃発した。国内に於いては 5 月 22 日全国
1,800 校の代表 32,500 人が執銃帯剣で皇居二
重橋前に参集、天皇の親閲式が挙行され「青
少年学徒ニ賜ハリタル勅語」が発布された。
興亜奉公日が設けられ毎月 1 日実施されるこ

3. 捜真女学校
諸式典、講演会、伝道集会、三崎寄宿舎夏
期活動などの行事は従来通り行われた。
託児所奉仕や校内音楽会に陸軍病院兵士を

とになった（9 ／ 1）
。文部省は中等諸学校の入
試筆記試験廃止を通達した
（9 ／ 28）
。

招待したこともあった。

坂田祐日記（19389 年 1 月～ 12 月）
主要事項１９３９年（昭和 14 年）＊解読文あり
月
1

日

曜日

主要事項

＊1

日

伊勢山皇大神宮参拝 中学部：新年奉賀式 捜真：同左
賀詞交換会（開港記念会館） 渡部一高等来訪面談

＊2

月

池田綱治（中学部卒業生）より電話あり フィッシャーより電話あり
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＊3

2

3

＊5
＊6

火
水
木
金

フィッシャー等と会談
近衛内閣総辞職、組閣大命平沼騏一郎男爵に降下
池田綱治より電話あり
コヴェル宣教師の件に就き県庁に赴く コヴェル訪問

＊7

土

白山部長、澤野教頭と会談、田中稲積、安藤国雄、矢島起与花
光信二郎（中学部卒業生、中学部教員）と懇談、ホルトム等と
会談、清水武（中学部卒業生）と会談

＊8
9
＊11
＊12
＊13
＊14
＊16
＊17
＊19
＊20
＊21
＊22
＊23
24
26
27
＊28
30

日
月
水
木
金
土
月
火
木
金
土
日
月
火
木
金
土
月

内海教頭と会談、池田綱治より電話あり
中学部：3 学期始業式 捜真：同左、校長招待晩餐会
田中と懇談、県外事課より電話あり
フィッシャーと会談、内海教頭と会談、県学務課に出頭
内海教頭辞表提出、白山、澤野と会談、池田綱冶と会談
中学部教員会議に於いて通達
職員祈祷会に於いて所信表明
安藤国男等と会談
橄欖会役員会に出席
断食して理事会に備える
教役者養成部委員会 学院：理事会
安藤国男等と会談
中学部：臨時教員会議（理事会報告） 寿警察署より電話
高商部：3 年東京見学 中学部：写真部展示会
中学部：体育行軍 工業懇話会講演会「大陸政策と英米の態度」
学院：創立 20 周年記念式 三崎寄宿舎工事視察
捜真：能楽鑑賞会 清水武等来訪会談
県教護聯盟理事会

31

火

中居京牧師と会談
卒業）区民葬参列

3

金

県教育会幹事会

6

月

日本精神発揚週間 県主催時局講演会（記念会館）
千葉バプテスト組合理事長に公文書送付（コヴェルの件）

＊7

火

バプテスト組合理事会に於いてコヴェルの件説明
問懇談

11

土

学院：紀元節奉賀式 捜真：同左（学院講堂） 中学部、捜真：
県報国団大行進に参加（県庁前閲兵分列式）

12
13
16
＊18
＊19
21
＊23
25
1

日
月
木
土
日
火
木
土
水

坂田誕生日（61 歳）
捜真：理事会
中学部：YMCA 総会（規約改正）
学院：理事会（清水武、中学部教頭就任に決す）
清水武来訪懇談
中学部：教員会議（清水武教頭就任発表）
卒業生教員を集め教諭
近衛文麿書［壽而康］届く
中学部：学友会送別会

市内中等学校長会議

丹羽治一氏（高商部

甲府聯隊部隊長教練視察
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4

＊3
5
6

金
日
月

学院：テンネー記念講堂落成献堂式 陸軍記念日講演会
中学部：卒業礼拝（説教額賀鹿之助）
捜真：地久節式

＊7

火

中学部高商部：卒業式 中学部：橄欖会新入会員歓迎会
浅見金作氏（中学部高商部卒業）の英霊を迎える

8
9

水
木

学院：経理委員会
寿警察署特高主任と面談

11

土

中学部：第一次入学考査（～ 12 日 546 名受験） 捜真：入学考
査（171 名受験） 英語学校職員晩餐会（澤野良一教授新校長就
任を発表）

12
14
16
17
18

日
火
木
金
土

神学寮（田園調布）献堂式
工業懇話会講演会（張鼓峯戦闘の体験談）
中学部：第二次入学考査（153 名受験）
捜真：退職教員送別晩餐会
県内中等学校長会議（箱根報国寮に就き）英語学校：卒業式

19

日

捜真教会：バプテスマ式（生徒 4 名）捜真：卒業礼拝（説教山
北多喜彦）

20
＊24
25
＊26
27
28
29

月
金
土
日
月
火
水

捜真：3 学期終業式、卒業式、謝恩会
中学部：交誼会（職員歓送迎会）池田綱治と面談
中学部：3 学期終業式（清水武教頭就任を紹介）
池田綱治より電話あり
配属将校豊久大佐退任挨拶に来訪
内村鑑三永眠 10 周年記念晩餐会
日本文化中央聯盟評議員会

＊31

金

中学部：宗教、監督部、教務合同委員会（従来の礼拝有志参加
を全生徒参加に変更）

1
5
7
8
10
11
13
14

土
水
金
土
月
火
木
金

学院：配属将校竹下幾太郎大佐就任
中学部：1 学期始業式、入学式 高商部：入学試験（志願者 205）
捜真：入学式
捜真：1 学期始業式
中学部：早天祈祷会（定例）高商部：始業式、入学式
中学部：教員会議（定例）
学院：配属将校法令発布 15 年記念講演（竹下大佐）
高商部：教授会（定例）

17

月

学院：斎藤駐米大使霊柩迎送（山下埠頭）常任理事会
工業懇話会講演（欧州外交に関して）

20
21
23
25
26
28
29

木
金
日
火
水
金
土

基督教教育同盟会京浜理事会（第一ホテル）
高商部：早天祈祷会（定例）学院：退職新任職員合同送迎会
市復興記念祝賀会（開港記念会館）
学院：靖国神社臨時大祭遥拝黙祷（10,389 柱）
県教護聯盟理事会、評議員会
妻チヱ胃がん手術の為入院
学院：天長節奉賀式 捜真：同左、報国団閲団式
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5

6

7

4
8
10
11

木
月
水
木

中学部：5 年生野外教練（習志野）見送り
県教育会共済会評議員会
中学部：石原栄義教員出征
中学部：教護聯盟防犯講演

15

月

捜真：5 年生関西旅行見送り 学院：経理委員会
工業懇話会講演（映画に就いて）

17
18

水
木

バプテスト東部組合年会（四谷バプテスト教会）～ 19 日
中学部：海軍甲種飛行訓練生募集講演

＊22

月

学院：天皇親閲式（宮城二重橋前
リタル勅語発布

＊24
26

水
金

青少年学徒ニ賜リタル勅語奉読式（県庁）
中学部：同上 捜真：同左 一高同級会（東京会館）

27

土

中学部：海軍記念日講演会（松原海軍少佐）横浜市教育会総会（坂
田教育功労者表彰を受ける）東大倶楽部神奈川県支部総会

29

月

日本文化中央聯盟評議員会（内幸町大阪ビル） 基督教教育同盟
会京浜理事会（青山学院）

30
＊31
1
2

火
水
木
金

市内中等学校校長会（二中）
県入学考査委員会 Covell 訪問（学院、捜真より餞別を贈る）
捜真：同窓会東京支部総会（上野）
開港 80 年記念祝賀会（横浜港岸壁）

3

土

中学部：歯科衛生講話（校医） 学院：宗教委員会議（学生日曜
礼拝について）

5
＊8
10
＊11
12
13
14
17
18
20
23
25
28
29
30
1
＊4
5
7
8
9

月
木
土
日
月
火
水
土
日
火
金
日
水
木
金
土
火
水
金
土
日

県下教役者会（Covell 宣教師夫妻送別会）
Covell 宣教師一家マニラに向け出帆
捜真：理事会
捜真：専門科生大和村託児所等奉仕視察
中学部：5 年生修学旅行見送り 報国団分団長会議（県庁）
中学部：3 年生前半三崎野外教練開始 ～ 17 日
公私立中等学校校長会（第一高女）
三崎会館理事会（神田三崎町）
県下中等学校球技大会（Y 校）
中学部：3 年生後半三崎野外教練 〜 24 日
県学務課会議（入学試験につき）
聖書 50 年記念集会（共立女）
中学部：2 年生前半三崎野外教練 ～ 7 月 1 日
市内中等学校長会（富士見ヶ丘高女）
県下私立中等学校長会
中学部：教科研究会
中学部：4 年生中川村勤労作業 学院：経理委員会
中学部：2 年生後半三崎野外教練 ～ 8 日
学院：支那事変二周年記念式 市内中等学校報国団分列式
高商部：終業式
高商部：YMCA 三崎夏期修養会 ～ 13 日
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8

9

10

17
18
22

月
火
土

捜真：1 学期終業式
捜真：勤労作業隊作業（三崎寄宿舎）～ 22 日
中学部：1 学期終業式

24

月

中学部：勤労作業開始式（夏期休暇中交代で作業実施）三崎寄
宿舎普通週間開始（有志生徒参加）～ 8 月 7 日

＊29
7
9
12
21
22
23
25
26
28

土
月
水
土
月
火
水
金
土
月

中学部：荒木文相三崎寄宿舎視察
捜真：三崎寄宿舎捜真週間開始（有志生徒参加） ～ 21 日
県教育会理事会
中学部：橄欖会（同窓会）幹事会
豪雨の為三崎寄宿舎に被害発生視察
独ソ不可侵条約締結
横須賀重砲聯隊演習（三崎寄宿舎使用 153 名）～ 24 日
日曜学校教師修養会（三崎寄宿舎使用 21 名）
橄欖会総会（会則変更、役員改選）
教役者修養会（三崎寄宿舎使用 50 名）平沼内閣総辞職

1

金

中学部：興亜奉公日 青少年学徒ニに賜リタル勅語奉戴式
関東大震災記念日、伊勢山皇大神宮参拝 捜真：同左 高商部
同左及び時局解説（竹下大佐）独軍ポーランド侵入

2
3

土
日

坂田断髪する（国民生活綱要の趣旨に沿う為）
中学部：弓道場完成

＊4

月

高商部：勤労作業（山下町）英仏、独に対し宣戦布告（第二次
世界大戦勃発）

6

水

中学部：2 学期始業式 「学生日曜礼拝」
（中学部小講堂に於いて
実施）を教会所属とする 桜井教員出征
高商部：始業式

7
9
11
14

木
土
月
木

中学部：4 年生野外教練（富士裾野）見送り ～ 11 日
県下聯合野外演習協議会 教護聯盟評議員会
捜真：2 学期始業式
中学部：2, 3 年生野外教練（富士裾野）見送り

15

金

基督教教育同盟会京浜理事会（青山学院）
工業懇話会講演（大戦の展望について）

18
22
1

月
金
日

中学部：視力保護衛生講話（校医）学院：常任幹事会
市内中等学校長会議（一中）
捜真：第 52 周年創立記念式、興亜奉公日訓話

3

火

学院：銃後後援強化週間 軍人援護に関する勅語奉読式
捜真：同上 教役者養成部委員会（三崎会館）

5
6
7
9
12
14
16
17

木
金
土
月
木
土
月
火

捜真：特別伝道講演会（中山昌樹牧師）中学部：同左
県主催戦没者慰霊祭（専修専門学校）
新旧知事歓送迎会（開港記念会館）
高商部：2 学期始業式
中学部：県下聯合野外演習 5 年生参加（富士方面）見送り ～ 14 日
捜真：理事会
捜真：交際会観劇（退職新任送迎会、有楽座）
バプテスト関東部会（川崎教会）
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11

12

19
20
21
22
＊24

木
金
土
日
火

工業懇話会講演（日米問題の現況について）
学院：靖国神社大祭御親拝遥拝式
県下中等学校競技大会（湘南中）三崎会館理事会
捜真教会：バプテスマ式（卒業生 1 名在校生 2 名）
男子中等学校訓育研究会（愛甲農業） 捜真：原使丁急逝弔問

28

土

中学部：防空演習 濱田教員英霊村葬遥拝黙祷
野営教練（習志野）見送り ～ 31 日

30

月

学院：教育勅語奉読式

1

水

中学部：興亜奉公日訓示 4 年生箱根報国寮入寮見送り
基督教聯盟総会（霊南坂教会）～ 2 日

＊3

金

学院：明治節奉賀式 捜真：同左 体育運動会 基督教各派各団
体聯合信徒大会（青山学院） 明治学院新院長就任式（矢野貫城）

5
6
8
10
12
13
15
＊18
19
24
25
＊26
27
28
30

日
月
水
金
日
月
水
土
日
金
土
日
月
火
木

県下中等学校職員体育大会
中学部：宣教師 Miss Tharp 就任 県入試委員会
学院：職員対象司法座談会（裁判所員）
学院：国民精神作興詔書奉読式 捜真：同左
中学部：卒業生西田寅雄、鯨井智夫英霊帰還 4 年生出迎え
学院：経理委員会
工業懇話会講演（欧州大戦争とソ聯の動向について）
学院：創立 20 周年記念式、テンネー記念大講堂落成式
有吉忠一訪問 学院：傭人慰労会
県下中等学校長会議（第一高女）中学部：語学部発表会
捜真：音楽発表会（第三陸軍病院兵士 50 名招待）
学院：学院慰霊祭（英霊 15 柱）
中学部：創立記念体育大会
文部省主催全国中学校長会（東大）
中学部：伝道集会（木村清松牧師）学院：職員伝道集会（同）

1

金

中学部：興亜奉公日訓話 高商部：伝道集会（木村清松牧師）
英語学校：伝道集会（同）

2
4
6
11
13
16
18
19
21
22
23
26
＊30
*

土
月
水
月
水
土
月
火
木
金
土
火
土

高商部：1 年生

捜真：同左

中学部：消防に関する講話（消防署長）
県入学考査委員会 県教育懇話会幹事会（捜真）
市内中等学校校長会（成美女）
三崎会館常務理事会
学院：経理委員会 一高同級会（京橋）
基督教教育同盟会理事会（青山学院）
学院：教練査閲（講評は極めて良好）
県教育懇談会（学院）
捜真：クリスマス茶話会
中学部：部長招待晩餐会
中学部：2 学期終業式 捜真：同左
報国団会合（県庁）県教科研究会聯合委員会（学院）
近辺散策
一年回顧
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～8日

坂田 創 「坂田祐日記」（1938 年 1 月～ 1939 年 12 月）解読

ると申し出でたるに付きその事に付き外事課

解読文

の御意向を伺いに来たりたることを告ぐ…以

1月1日
（日）早朝日が少し、曇夜雨

下巻末に補充記録せり（略）それより余は

渡部一高君午後コヴェル君訪問フィッシャー

Covell 君を訪問 Mr. Fisher も同席懇談して 6

氏列席の上に県外事課よりの事に就き懇談し

時頃帰宅

たる結果を紹介の為に 4 時頃来訪約 30 分話

＊（巻末補充記録）

してかえる

両氏交々（主として関本氏）Covell 氏の日本

1月2日
（月）快晴となる

来朝以来の思想上のことを述べたり、
（略）

池田君より電話あり本日午後 Covell 君来訪

かかる人が学院にありて同じ思想傾向のある

する由にて何か注意すべきことあるかの問い

Watanabe 教授と Combi してＷ氏を Back して

合わせなり、然るべくと答えたり（略）9 時

いること（略）最近学院に起こりつつある対

頃 Mr.Fisher より電話あり明朝 9 時半院長室

立は要するにこの左翼思想との対立なりと認

にて面談致し度き旨申し来たれり承知せり

むること（略）Ｗ氏は其の左翼思想をまだ全

1月3日
（火）晴天

く転向し居らざること、Covell 氏は Com 主

9 時半少し前院長室に至る、Mr. Fisher、Mr.

義のシンパと認むること等を種々述べて、コ

Furnam、Dr. Holtom の 3 人 来 室、Mr. Covell

ヴェル氏を学院の教壇に立たしめざるよう希

の件に関し懇談、Mr. F はこの件は U と外事課

求せり而してＷ氏をも学院より去らしめるこ

の S との関係にあるならんと主張せり

それ

とは学院の為なりと、関本君は学院を保護す

には肯定すべき前例あり、とにかく慎重に取

る同情ある言辞を述べたり、（略）以上懇話

り調べたる上余の決心を話すべしと言いて分

の結果とにかく Covell 氏をば学院の教授に

かる

当らしめざるよう理事会に提案する余の決意

1月5日
（木）晴

を示せり、1 月の学期始めより教えしめざる

池田君より電話あり清水武君明後日午後 4 時

を可とすとの希求ありたり、
（略）12 時少し

来訪の通知其の他外事課に余出頭して C 君

前辞去して市電にて学院にかえり（略）午後

のことに付き詳細承合するを得策とすること

4 時 20 分 Covell 氏を訪問 Mr. Fisher 同席の上

に意見一致せり

本日外事課を訪問したる顛末を上記の通り詳

1月6日
（金）快晴

細に話し学院の教壇に立つことは思い止まる

7 時半頃起床、2Cor. 読了、朝食後 1936 年の

こと、理事会迄は学院全部の授業は欠勤する

日記を読み Covell 君、ファーローより帰任後

こと、理事会にて決定の上今後の働きをなす

外事課との問題の事に付き調べ斎間氏と余と

こと、学院を止めて東京の他の仕事に移れば

の会話の事に付いての記事を読み、心の準備

心配なかるべしと話したり、約 1 時間話して

をなし 10 時頃学院に至り県職員課の外事課

帰る

長以下の職員を一通り見て市電にて県庁に至

1 月 7 日（土）快晴

り外事課長訪問

旅行不在中なる由依って米

9 時半より白山部長澤野教頭を院長室に呼び

人係の大和田警部に会う、関本要治氏も同席

Covell 君のことを話して高等部英語学校の授

せり、課長室にて前記両氏と余と鼎談にて懇

業を休講にすることを申し渡せり、
（略）田中、

談せり、余は先ず来訪の要旨を話せり

それ

安藤、矢島 3 名を応接間に呼び懇談種々訓諭

は学院中学部の卒業生の一人が余の許に

結局彼等に謝罪状を提出するよう述べそれよ

Covell 先生が外事課より日本に居られなくな

り矢島君約束ありてかえり田中、安藤 2 君は

るということを耳にしたから先生の為に又学

残り寿司を食して 4 時半過ぎかえる、清水武

院の為に心配になったから先生にお知らせす

君 4 時来訪田中、安藤君とは会わせず二君帰

― 107 ―

関東学院大学「キリスト教と文化」第 12 号（2013 年度）

りたる後座敷にて夕食を共にせり其間に Dr.

り来たりたる手紙を示して其の内容を話して

Holtom、Mr. Fisher、Mr. Furnam の 三 君 来 訪

意見を求めたるところ同警部は外事課として

Covell が学院の教授を続ける良策なきやと質

教授を止めることを強要せしにあらず単に好

問せられたるも良策なきに付きとにかく今学

意的の注意を与えたるなりと結局は任意の処

期より止めるよう話せり、三君止むを得ざる

置によること、関本氏に会わんとしたるも不

こととし帰りたり、清水君と 8 時頃まで話せ

在なりき、3 時半まで話して辞去

り中学部の Dean たることをすすめ懇談の結

1 月 13 日（金）晴

果 1 週間考えたる上回答する旨話して帰る

礼拝後内海君来室辞表を提出せり、余之を受

1月8日
（日）晴、風あり

理せり、内海君本日より出勤せざる旨を話し

6 時頃夕食、池田君より電話あり外事課訪問

て（余の学年末まで勤務するようすすめたる

の模様其の他のことに付き可なり長く話し次

も肯かずして）之より関本氏を訪問するとい

回外事課に会いたる時 Mr.Covell のことをよ

いて帰れり（略）第 4 時限に澤野、白山両君

ろしく依頼するよう話せり（東京で平安に仕

を院長室に呼び最近の状況を話せり内海君の

事をなし得るよう）

辞任のことに付き懇談せり（略）7 時 45 分

1 月 11 日
（水）快晴 寒し

池田君来訪約 1 時間懇談、橄欖会役員会の連

田中君を部長室に呼び懇談、此の前の事件の

中が最近の事件に対し余に謝罪することに付

発端経過を聞き内海君の採りたる方法に付き

き意見を求めたり、余は之を受ける旨を答え

実に遺憾千万を感ず（略）院長室に県庁外事

たり、内海君のことを話したり

課関本氏より電話ありて Covell 君及び渡部

1 月 14 日（土）曇

一高君如何になりしかを問う、C 氏は教えざ

中学部教員会議、内海教頭当分欠勤の旨、

ることにし渡部君は近々開かれる理事会に於

Covell 教員も欠勤

いて決すべしと回答したり

し、生徒の質問ある時は差し支えありて欠勤

1 月 12 日
（木）
晴

の旨を達するよう話せり、3 時少し過ぎ閉会

県庁より鯨井視学官より電話あり 1 時 30 分

中居牧師来室、4 時過ぎ迄話せり、内海君の

に学務課に出頭のこと、また Mr. Fisher より

こと中心に

電話あり B 組の授業を休んで直ちに学院に

1 月 16 日（月）晴

かえり院長室に於いて会談、米国領事館より

塔上祈祷会

Mr.Covell に来たりたる手紙の写しを渡さる、

に余司会せり、マタイ伝主の祈り、聖書の天

それによれば此の間の事件は外事課より同領

になる如く地にもならせ給えを読み最近学院

事館への回答には Nothing とあり teach は差

の人事上のことに付き警察方面と学務課方面

し支えなしとあり、内海君を呼び院長室に於

を通して圧迫あるも余は頑としてこれに対し

いて懇談、内海君責任を感じ明日辞表を提出

何処までも学院の創立の精神に立ちて決して

することになれり（余は少しも強要をせず本

政治的活動をせず何処までも祈祷により即ち

やがて仕事の異動あるべ

村田汎愛君司会の順なりしも特

人痛感してなり）余は辞職後の仕事を心配し

信仰に立ちて之を処理せんとす、かくして学

て居ることを話せり（捜真に教えしむること）

院の弊を清掃せんとする（たとえ生徒の志願

12 時 20 分まで約 1 時間以上話せり（略）1 時

者減少するとも）決心を固めたり、諸君も又

20 分学務課に至り鯨井視学官、永瀬課長と

祈りを以て余を援助し学院を信仰により擁護

面会、課長より受問、Covell 君のこと、渡部

せられたしと、余祈りて而して一同をして黙

君のことに付き過日来のことを併せて話せ

祷せしめて終わる出席者 10 名計り

り、（略）約 1 時間話してそれより外事課に

1 月 17 日（火）晴

至り大和田警部に至り Covell 君に領事館よ

朝中居牧師来室内海君訪問したるに付き報告
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するところありたり、同君の話によれば余に

会者 18 名、終りて 4 人（田中、安藤、花光、

対する反発可なり強くある様に見ゆる

矢島）は特に部長室に於いて面会、田中君代

困り

たるもの也、親切を悪しく考える也、
、
（略）

表して謝罪の辞を述べ、それに対して余は明

教員会議 5 時前に閉会それより、安藤、花光、

後日の理事会に於いて如何にするか不明なる

矢島の 3 君来室、内海君に対する余の心境を

も如何になりても決して軽挙せず謹慎するこ

聞く、余同君はどうしても勇退せざるべから

と、将来をかたく戒めて散会せり

ざることを話せり、6 時まで話せり

1 月 20 日（金）快晴

1 月 19 日
（木）快晴

本日は断食して明日の理事会に聖旨がなされ

花光君より電話あり橄欖会役員会に出席せら

まするよう祈祷する決心をなせり依って朝食

れるようにと（略）橄欖会の記事を巻末補完

は喫せず番茶 2 杯飲みたるのみ（略）12 時

＊の部に記す、

30 分学院より帰宅昼食は喫せず番茶 2 杯飲

＊（巻末補充記録）

む書斎にストーブを焚き明日の準備を祈祷を

1 月 19 日（木）午後 7 時学院中学部第 17 号

以ってなせり（略）夜 9 時簡単なる食事をな

室に於いて橄欖会役員会に特に要請されて出

せり早朝より夜 9 時まで断食して祈祷と静思

席せり、余の出席前に議せられたることなり

をなせり

しか余に謝罪を最初になせり、それは中学部

1 月 21 日（土）晴

部長更迭に関し橄欖会役員会の取りたる行動

2 時より学院理事会、最初に茶を喫し 2 時 30

は学院の人事行政に干渉したることにして目

分より開会、部長辞任問題に関する件より、

的は学校の為を思うことなるもその方法を誤

渡部一高教員の辞職、内海教頭の辞職、4 人

れることを悟り謝罪するに至れり、池田綱治

の連中の処罰等漸く決議して 6 時頃終了、

君代表して謝罪の辞を述べたり、今後は決し

Covell 君の辞職は次回理事会まで保留するこ

てかかることをなさず、坂田部長を信頼して

とにせり、食堂に於いて会食 7 時半散会、本

その処理に必ず従う旨を述べたり、特に遺憾

日は渡部理事長、渡部理事の 2 名欠席したり

の意を表したるは今回の行動により橄欖会以

他全員出席せり（略）8 時少し過ぎ帰宅入浴

外の職員に脅威を感ぜしめたること也と、固

衣服を着用して座敷に於いて端坐、本日の理

く将来を誓いて謝罪の辞を述べたり、余は今

事会が余の提案通り可決したることに対し天

日までの大体のことを話して警察方面と学務

父に感謝の祈祷を捧ぐ

課方面よりの圧迫まで来たりたる旨話して此

1 月 22 日（日）晴

の度の事件は如何に外面に拡大したるかを述

椎谷君来訪、内海君に対する公文の通知状を

べ一方生徒は平静に授業を受け居たるは平素

渡し本日内海君に届けるよう命じたり（略）

の訓練の賜ものなることを告げ、この度の橄

花光、安藤、矢島 4 君を呼ばしむ（略）
晩田中、

欖会の取りたる行動に対する遺憾の意を述べ

7 時少し前着理事会決議の事項を告げ将来を

而して余はかかる問題を惹起するに至りたる

戒め学院の為に奮闘することをすすめ 10 時

人物を後任と推薦したる不明を謝し今後の希

15 分タクシーにて帰らしむ

望を述べかかる行動の再びなきよう、若し必

1 月 23 日（月）曇り 朝小雨

要止むを得ざる場合は理事会ある故その機関

渡部一高君を部長室に呼び理事会の決議を告

を通すこと、但し職員たる会員は決して之に

ぐ本日父上に伝えらるるよう依頼せり（略）

干与せざること現在職員である者は学院の人

3 時半臨時教員会議、理事会の決議を話して

事行政には決して干渉せざること若し必要と

質問をなさしめ之に答えたり、八木君の質問

せば先ず辞表を出して然る後に之を為すべき

強烈其の意見また烈しく大いに気持ちを悪く

こと、種々教訓して余の挨拶を終われり、来

せり 5 時頃散会（略）晩寿警察特高石川氏よ
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り電話にて学院理事会の決定に付き問い合わ

別紙の通り（＊補遺）訓諭を与えたり、村田

せたるを以って渡部一高君は 3 月末辞職する

百可君は捜真授業なるを以て欠席他の 13 名

こと余は部長として留任のことになりたる旨

全部出席

話せり渡部君の辞職の理由を問いたるに付き

＊〈補遺〉

教員間に余の留任を希望する余り渡部君に反

午後放課後橄欖会の学院出身の教員を中部長

対者ありたることを辞職理由と認むる旨話せ

室に集め次の要項の通り訓諭せり、昨年余の

り

還暦を迎え本年創立満 20 年に際し学院にと

1 月 28 日
（土）晴

りて大波乱を生じたるは諸君の知る通り、併

約束の清水武、池田綱治の両君を待つ 7 時頃

して遂に教頭として第 1 回卒業の清水武君を

来着直ちに夕食を共にして語る

迎えることにしたる也

来る 2 月

20 日前後に開かるる定期理事会に清水武教

1. 卒業生は母校の骨幹となること

頭招聘を提案すべきにより其の決定を待ちて

1. 卒業生の運動により後任部長（渡部）は止

逓信省の方の Resignation を出すように話せ

め教頭（内海）も辞職するに至り而して教

り、10 時頃まで懇談してかえる

頭の後任として卒業生の一人が任命せらる

2月7日
（火）晴

ことは卒業生以外の教員にとりては大いな

Mr. Fisher 来室 Mr. Covell のことに付き本日

る脅威なるべし依って余は 2、3 日中に卒業
生以外の教員を集め諒解せしむる心算なり

開会のバプテスト組合理事会に余の出席説明
を乞いたり、それより直ちに市電省線を経て

1. 対立の感を与えざるようにに注意すること

11：15 組合本部に至り会議に列席、Covell

1 卒業生教員は良好の模範を示すこと

君のことに付き説明せり、終りて主事案の

1. 苦労を辞せずよく働くこと

Covell 君の仕事に付き Mr. Gressitt の部分を

1. 良く勉学すること

分担することを決定し Covell 君を呼び（下

1. 礼儀を守ること、先輩に対して特に同僚た
る旧師に対しては礼儀を正しくすること

の室に居りたり）其旨伝えたり（略）東横線
にて内海君を訪問夫妻在宅、3 時少し過ぎよ

1. 生徒に対する言葉に注意すること

り 5 時過ぎまで懇談せり、内海君は信仰に立

1. 地位は求むべきにあらず与えらるるもの也

脚して極めて平静になり最後まで信仰に生き

1. 能く新教頭を援けて学院の使命達成に努力

る旨の告白を聞き大いに安心せり、内海君と

すること、援けるということは各自その職
務に最善を尽くすことにある也

は愉快に話すことを得たるは感謝なりき
2 月 18 日
（土）快晴

以上を話して余の祈祷を以て散会せり

2 時より定期理事会、山本氏を除く他全部出

3 月 3 日（金）晴

席 4 時半終了、中学部教頭としてし清水武君

午後 1 時 50 分高商部も中学部も整列、大講

を推薦せしに満場異議なく可決せり

堂に入場せしむ約 15 分かかれり玄関にもプ

2 月 19 日
（日）晴

ラットホームにも沈黙の大文字を以って示せ

曇

夕曇

2 時少し過ぎ清水武君余の手紙により来訪書

り献堂式は 2 時半頃、3 時少し過ぎ終わり引

斎に於いて理事会の経過を話し愈々中学部教

続き陸軍記念日講演豊久大佐、3：15 より 4 時

頭に招聘することに決定の旨を告げ同君正式

頃まで

に承諾種々懇談必要なる書類
（財団寄付行為、

りき、退場は 5 分にて全部終了之にて待望の

学院職員現況、修身教科書等）を渡せり、4

テンネー記念講堂が与えられ真に感謝なり

時少し過ぎ帰る

大講堂の工事は内部は殆ど全部終了プラット

2 月 23 日
（木）曇

ホーム側の室及び YMCA の室等は未完了

放課後卒業生の教員全部を中学部長室に集め
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本日は全く静粛が保たれ良き集会な
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3月7日
（火）雨

一中校長と会う、余は二等車にて発、6 時半

昨夜以来雨蕭條として降り本日の卒業式の為

頃東京駅着、生徒に分かれ東京駅食堂にて朝

に心労す（略）中学部生徒は 8 時半集合高商

食を認めバスにて警視庁側校長団集合所に 7

部は 9 時集合（略）定刻 9：30 開式 11：10

時 20 分頃着、そこにて参入のバッジを受領、

閉式終りて茶菓（略）4 時 20 分頃伊沢君と

8 時少し過ぎ出発（出発前係の大佐の注意を

自動車にて横浜駅に椎谷同乗、戦死者浅見金

聞きたり）予定の宮城前の芝生に 8：30 頃着

作君の英霊を迎えたり高商部及び中学部（4

天地晴朗風弱く実に日本日和なり撒水十分に

年 1, 2 組）5 時着焼香の後中学部だけ行列に

行き届き 9 時頃には準備全くなり拝受をお待

加わり宅に送る、余は伊沢君の自動車にて桜

ち申し上ぐ

井君と共に記念会館に至り中学部卒業晩餐会

橋より臨御白馬に召され白木作りの玉座前に

に出席卒業生は 177 名（2 名欠）職員 40 数

御下馬

名豊久大佐も加わる清水武君も来たり列す

分列を御親閲遊ばさる四十五分にて終了その

10 時閉会今夜の会は従来より更に良好なる

長い間不動の御姿勢にて御挙手にてご答礼を

気分にて余は真に感謝せり学校にあれ丈の事

賜わせらる

情ありしに拘らず生徒は今夜うるわしき気分

奉り竜眼うるわしく御馬に召させられ還御、

を表せり渡部一高君も出席力ある話をなせり

10 時式終了、校長団は間もなく桜田門より

3 月 24 日
（金）晴

解散

本日午後池田綱治君来校部長室にて会い

5 月 24 日（水）雨

Covell 君再び学院の教授を為し得るよう県外

工事を指示し市電にて県庁に至り青少年学徒

事課の関本氏及び渡辺警部補に諒解を得貰う

ニ賜ハリタル勅語奉読式

よう依頼せり

村知事奉読、永瀬学務課長開式を宣し宮城遥

3 月 26 日
（日）晴 夕方雨 夜晴天

拝、君が代二唱、勅語奉読、知事式辞、閉式、

池田綱治より電話あり関本君を訪ねたる結果

9 時開式約 30 分にて終わる

の報告 Covell 君 4 月より学院に教うること

学校は代表）県の 2 役員等参列

は困難の様子なり、渡辺警部補に面会して然

5 月 31 日（水）曇 夜雨

る後に再び報告するとのこと

Covell 氏宅に立ちより捜真よりの餞別（20 円）

3 月 31 日
（金）雨

学院よりの餞別（100 円）を贈呈せり、11 時

澤野君と夜学を中学部校舎に移す決心をした

少し過ぎ帰宅昼食の上県庁に至る

ることに付き話せり同君大いに喜ぶ、何れ経

に関する委員会（秘密会）1 時より 4 時半ま

理委員会に於いて決定すること、9 時半より

でかかり議了、学科試験全廃

宗教委員、監督部委員、教務委員の職員会議

重きを置くこととなして体検体力の開きを

を開き礼拝の強制問題に付き協議、半数ずつ

もっと少なくしたり、大体学院の従来とり来

礼拝と静坐とを強制することに決定実に良案

たれる方法に殆ど同一となれり我が主張殆ど

を得たり明日の教員会議に発表のこと

10 年にして達せられたる訳なり

5 月 22 日
（月）快晴

6 月 8 日（木）雨

9 時 50 分号音あり十時に二重

壇上に御起立最敬礼を受けさせられ

終りて文相の万歳に全員唱和し

議事堂に於いて大

中小学校長（小

入学考査

内申書に最も

御親閲

朝食の後直ちに Covell を送る為に桟橋に至

午前 4 時起床、心身を清め御親閲拝受の準備

る 7 時少し過ぎ久保山よりタクシーにて、

をなす

支度を整え 5 時 20 分伊沢君旗手青

雨蕭條として降る、Cabin にて Covell 夫妻並

生を同乗学院自動車にて迎えに来て横浜駅に

びに子供方に会う、船客少なきも Covell 氏

至る 同所に於いて清水教頭、中居一郎教員

見送り人多し、高商部 3 年生特に見送らしむ、

生徒 10 名集合 5：51 発にて東京に向かう黒土

東京より千葉先生、藤井君、Gressitt 氏も見
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えたり、学院より白山君夫妻、澤野君夫妻、

導し居たり、竹下教官も来たり居れり、75

中居君夫妻、瀬戸君夫妻、多田君、清水君等、

番には澤野教授指導、余は一寸作業を視て帰

8 時 Empress of Russia は 出 帆

る

神 戸、 長 崎、

9：40 の News をきく

阿部首相談の形

上海、香港を経てマニラに向かう、Covell 君

式にて「帝国は欧州戦争には介入せず専ら支

はマニラの College に教鞭をとることになれり

那事変を処理せんと邁進す」云々と発表せら

6 月 11 日
（日）曇り 晩雨

る

大和村託児所に至る

10 月 24 日（日）晴 晩雨

原町田駅下車高山忠雄

教員と一緒になりバスにて大和村公所
（くぞ）

厚木に向かう

古木弘道氏方に至り同氏に初対面

それより

甲農業学校に開会）に出席せんが為なり、厚

同村の寺の託児所に至り捜真専門科生の献身

木よりバスにて 8：40 発 9 時頃着定刻講堂に

奉仕の有様を見、古木氏方にて昼さんの馳走

着席、
（略）それより別室にて昼食、日の丸

になりそれより他の個所にある託児所に向か

二つ、豚汁一椀、栗等の御馳走（弁当代 10 銭）

う

1 時半より講堂に於いて会議清水学務部長の

徒歩数十分にて小田急の林間都市の東駅

男子中等学校訓育研究会（愛

より乗車、（略）神社境内に設けたる捜真専

挨拶終りて各質問意見等あり

門科生の従事せる託児所を見る、彼らの専心

んぞ、行は宗教的信念が根本なるにあらずや、

労苦を辞せず奉仕の有様を見、蚊に食われ脚

それを弁えずにただうっかりやりては如何な

をはらし居りながら跣足にて作業するを見て

ものか

大いに感激せり

偏重なるや

7月4日
（日）晴

と思う（ノモンハン事件の例）行に重きをお

第 4 年生は中川村付近に勤労作業、引率者は

いて知育をおろそかにするは愁うべきことな

中居、安藤、石川、村田、小沢及び永沢の諸

り、----- 大分センセイションを起こしたるが

君生徒全部なり、
（略）帰宅永澤君来訪しあ

如し

時間なきを以って論議を打ち切り農場

り本日の農村の勤労作業の報告をなせり

見学

タクシーに分乗同校の経済農場に至り

大

余は行とは何

また知育偏重というが果たして知育
余はもっと知育に重きを要する

いに成績良好なりし由

見学、同場産の甘藷、きぬかづき、甘酒等の

7 月 29 日
（土）快晴

馳走になり 3 時半過ぎ解散

文部大臣荒木閣下を臨海実験所に迎うべく余

11 月 3 日（金）快晴

はおやつ後 3 時 5 年の山成生をしてボートを

余は反町より東横にて青山学院に至る 10 時

漕がしめ 3 時 10 分頃実験所に至る（略）文

半着

相は 1 時間遅れる由（略）5 時過ぎに着三崎

席、天気晴朗日本晴なり

より船にて学院宿舎前を一周

運動場に急造し其の前には多数のござを敷き

小林教員指揮

基督教各派各団体聯合信徒大会に出
プラットホームを

して陸上に整列敬礼、文相これを起立して受

それにベンチを沢山並べたり

けらる、船 2 隻随員文部省、県、町より約

一万名と察せらる、賀川豊彦氏「十字架」の

30

大雄弁を揮う、正午午前の会終わる献金は皇

余は清水学務部長の紹介にて関口専門局

来会者無慮

長に面会学院の成立を簡単に説明したり

軍傷兵士の為に献ぐ余は 5 円を献ぐ

9月4日
（月）曇

学院付近の食堂にて 18 銭の定食を喫し安価

早朝 News をきく、いよいよ英仏、独に対し

なるに驚けり

て宣戦布告

等し日匹少将、松井大将、松尾宗教局長等の

7 時少し過ぎ学院に至り第 1 学

昼食は

午後は 1 時から来会者午前に

年の勤労作業、国旗掲揚式に参列、それより

演説あり

清水教頭と一寸用事を打ち合わせたる後市電

会せり（略）目黒駅下車徒歩明治学院に至り

にて高商部の勤労作業場山下町及び山手 75

7 時少し前着

番に至る

参列 8

山下町に於いては久保田主事補指
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宣言を議して 4 時頃恩寵の下に散
新院長矢野貫城氏の就任式に

時半閉会、お茶の場所に至り矢野氏

坂田 創 「坂田祐日記」（1938 年 1 月～ 1939 年 12 月）解読

に挨拶

に立ち寄り暫時会談の後遺族一同は自動車に

11 月 18 日
（土）曇り 夜小雨

て送りたり

テンネ―記念講堂落成式、創立満 20 年記念

12 月 30 日（土）快晴

式

4 畳に於いてチヱの側にて読書「宗教研究」

9 時少し過ぎ学院に至る

10 時出勤なり

職員は本日は

午後 2 時の記念式の準備に

の日本宗教の諸問題を読む

昼食、午後 2 時

忙し各所を巡視して手落ちなきを確かむ、午

40 分より 4 時 15 分迄和服、袴、下駄にて散歩、

後 2 時前より来会者詰めかく、知事代理清水

久保山に居住十数年散歩の為の散歩心行くば

学務部長（杉山視学帯同）市長代理川口課長、

かりなせしは本日位ならん、天気晴朗絶好の

有吉忠一氏定刻までに臨席、大竹君基督教教

日和

育同盟代表、ファーナム君ミッション代表、

養院の前より切通しを通り井土ヶ谷街道より

千葉先生バプテスト東部組合代表、渡部理事

遊園地方面に至り遊園地までは至らず引き返

長来会、横専から教務主任の方、山本周平理

せり

事、尚絅女学校長高橋君、橄欖会幹事長町田

暫時炬燵に仮睡してそれより新年の祝辞をか

四郎君、藤井理事、豊久大佐、竹下大佐等を

けり

部長室に案内、2 時 20 分頃開式、多田君進

一年回顧

行係、プログラムの通り運ばれ表彰に移り清

○感謝すべきことは 5 月 22 日に宮城前に於

水教頭 35 名の氏名を呼び上げ渡部理事長感

いて御親閲を賜りたること而して青少年学徒

謝状を贈呈

に勅語を賜りたること

永沢君代表町田四郎君記念品

（燦葉会、橄欖会）贈呈

石川君代表、高谷

合祀霊場に至り参拝をなしそれより療

野趣豊かなる情景真に愛すべし（略）

大講堂落成し其の落成式を挙げ Dr.Tenny を

君謝辞、渡部理事長の祝辞、白山部長の閉会

記念することを得たること

の辞、終り（4 時少し過ぎ）茶菓場に案内第

式を挙行したること

一体操場は来賓、第二は父兄卒業生

を述べられたること

三百数十名

来会者

東京学院の卒業生大槻、江戸、

創立 20 年記念

有吉氏臨場懇切に祝辞

○悲しきことは濱田米作教員の戦死、卒業生

鶴岡、小倉の諸君来会、約一時間にて散会

十数名の戦病死なり

それより理事及び全職員記念会館で晩餐会 6

○人事行政上の波瀾は真に悲しかりき

時頃開宴

一高君及び内海君を学院より去らしめたるは

学院理事会職員等会して 80 数名、

澤野君トーストマスター 9 時少し前散会
念の写真をとる

記

宮田俊雄君（注：講堂施工）

渡部

止むを得ずとは言いながら残念至極なりき
雨降りて地固まるを予期したるも彼の 4 人の

に院長より感謝状贈呈

卒業生は思うように勤務せず

11 月 26 日
（日）快晴

大刀を揮うの決心を出さしむ如きことありき

学院慰霊祭

然し一旦振り上げたる大刀もこれを下すこと

式辞、遺族へ口頭で述べる追悼の辞の準備、

は得ざりき

準備をなし 2 時少し前学院に至る 15 柱の

○余の家庭にありてはチヱの大患

遺族中濱田教員、田村元教員の御遺族は欠席

の年なりき

他は全部参列、部長室にて待ち合わせたり、

○ 20 年の間健康を与えられ御用に立つこと

中島中佐令夫人は態々信州より上浜参列せら

を得たるは真に感謝なり

れたり

2 時少し過ぎ開式、清水教頭司会、

澤野教授英霊氏名朗読、余は式辞等プログラ
ムの通り進行 4 時少し前滞りなく厳粛に終
了、終り遺族及び来賓（卒業生）合計約 80
名は会議室および橄欖会室に用意せる茶菓場
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余をして屡々

夕べ祈りて御導きを待つのみ
真に試練

しかし堪え得て感謝なりき

研究ノート

N. ブラウン訳『新約聖書』
・
『志無也久世無志与』
の刊行年について
大

島

良

雄

Checking the published date of Shinyakzensho-Japanese New Testament
translated by Dr. Nathan Brown
Yoshio Oshima

不備も構わず製本刊行したのは、このような

キーワード

事実が背景にあったからである。
」と、記述
されている。

新約全書

川島氏は J. ゴーブル Goble や N. ブラウン

『之無也久之与』第二巻

Brown の研究においては内外に比肩する者の

『志無也久世無志与』

ない碩学で、私はその優れた研究に畏敬の念

序

を持つ者のひとりである、また『別冊』を出
版されるまでの多年の研究には敬意を表する

川島第二郎氏はネイサン・ブラウン『志無

者である。それにも拘わらず 1880 年 4 月 1

也久世無志与』1880 年覆刻版を 2008 年 12

日づけの N. ブラウンの手紙を根拠とする氏

月 1 日に出版され、同時に別冊「ネイサン・

の見解には納得し得ず、敢えて非礼を犯し『志

ブラウンと『志無也久世無志与』
」
（以降、別

無也久世無志与』の刊行年についての問題を

冊と略記）を出版された。その『別冊』p. 71

提起する次第である。
ここでは詳しく明治初期における新約聖書

の＜『志無也久世無志与』の正確な刊行日＞

の日本語訳の経緯について述べことは出来な

の項で、
「明治 13（1880）年 4 月 1 日のブラウン手

いが訳業開始当初の事情に少し触れておきた

紙には、『私は小書簡集の新しい版を完成し

い。キリシタン禁制の令の廃される（☆ 1873

た。そして今配布のための準備が出来た』と

年 2 月 24 日禁教の高札撤去）のが近いと予測

書いている。この日から製本装丁を終えるま

された 1872 年 9 月 20 日、聖公会の宣教師を

でに、如何に部数は少なかったにせよ最低 4、

除く日本在住のプロテスタントの宣教師達が

5 日は必要ではなかろうか。とすれば、ブラ

横浜で宣教師会議を開き、新約聖書日本語訳

ウン分冊聖書の合巻本
『之無也久之与第二巻』

の為に共同委員会を組織する事などを決した

も一巻本の『志無也久世無志与』もその完成

（☆ 1880 年其処から刊行されたのが「聖書翻

は 4 月 5 日頃となって、明治 13 年 4 月 17 日

訳委員会訳聖書」である）。
1873 年 2 月 7 日に来日した N. ブラウンは

の『新榮教会』における『委員会訳聖書』の
奉献祝賀式の約 12 日前ということになる。

1874 年 6 月に聖書翻訳委員会に加わり、
『路

ブラウンが急ぎ慌てて頁番号の不統一などの

加伝』の草稿を検討した時、バプチゾーの訳
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語の「洗礼」に対して「浸礼」を主張して譲

初の仕事としてブラウン聖書の一巻本

らなかった。その後、彼は翻訳委員会での共

『志無也久世無志与』と二巻本下巻の『之
無也久之与・第二巻』が出版された。～」

同訳業に参加しながら、他方では彼個人の訳

とある。

業に精進したが、1876 年 1 月に翻訳委員会
から離れ、バプテスト派の聖書翻訳の伝統に

（D）川島氏は『別冊』p.140. の『ブラウン関

従ってギリシア語原典主義に基づきながら、

係年表』にこれらの経緯を次のように記

簡潔平明な文章に翻訳し、
漢字の使用を避け、

述されている。

聖書の本文を連続仮名文字で記述した分冊聖

1879（明治 12）年
8・１ 『呂末古里無登比土尓』の完成、

書を逐次刊行した。しかし新約聖書全体の翻
訳が完成し、分冊聖書を合本して新約全書と

これによって『志無也久世無志

して出版した際の書名には万葉仮名を採用

与』全巻訳了。
（☆刊行された
と云う記述はない

し、
新約全書二巻本第二巻は『之無也久之与』
   10

（しんやくしよ）
、一巻本の新約全書を『志無

二巻本第一巻『之無也久之与』
（四福音書）刊行。

也久世無志与』
（しんやくぜんしよ）
と表記し、
1880 年

英語では New Testament と表記した。

4・5 頃   一巻本『志無也久世無志与』、

1. 川島氏の主張

二巻本第二巻『之無也久之与』
刊行。

（A）川島氏は『志無也久世無志与』の刊行

（E）川島氏は前記『別冊』p.67 で「〜ブラ

年月日を冒頭に紹介した『別冊』p. 71 に

ウンは新約聖書各書の翻訳に着手し分冊

見られるように 1880 年 4 月 5 日頃とする。

本を刊行しつつ、明治 12 年 8 月 1 日の
翻訳印刷の完成に至るのである。」と、

（B）
『別冊』p. 56 において次の様に経過を述

ブラウン訳新約各書の翻訳刊行は 12 年 8

べておられる。
「ブラウンは新約聖書の翻訳完了直後に、

月 1 日であったと記しておられる。即ち

四福音書の各分冊の冒頭文字をカット化

一冊本、新約全書ではないが、新約聖書

し各書の初めを示す工夫を加えて合本

の全書が分冊としては翻訳出版が完成し

し、
『幾美恵須幾里須登乃之無也久之与

たと記しておられる。

第一巻』（きみえすきりすとのしんやく

しかし、
『志無也久世無志与』の完成は

しよ）の表題で二巻本新約全書の上巻を

13 年 4 月が正確な刊行日であったとさ

刊行した。従来『志無也久世無志与』が

れているので、『志無也久世無志与』の

明治 12 年後半に刊行されたとされて来

解題のみを読んだ者は、N. ブラウンの

たのは此の書についての誤りで、一巻本

新約聖書の翻訳完成・出版年月を一巻本

と二巻本は翌年 4 月上旬になるのであ

の『志無也久世無志与』の刊行日と同一

る。
」と、二巻本第一巻の出版について

視する虞もある。

述べると共に、一巻本『志無也久世無志
与』と二巻本第二巻の出版は明治 13 年
4 月であるとして、従来の 12 年説が誤

2. N. ブラウン訳新約全書
New Testament の刊行日について

りであるとされる。
（C）
『別冊』p.57 の＜『志無也久世無志与』の
完成＞の項に、
「新ミッション・プレスは
翌 13 年 3 月に完成して、4 月初めに最

American Baptist Missionary Magazine（以降、
ABMM と略記する。☆アメリカン・バプテス
ト宣教師同盟の機関紙）に資料を求めると、
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N. ブラウン訳『新約聖書』・『志無也久世無志与』の刊行年について

（A）Editorial Paragraphs of Oct.1879.

り、或るものは全部無くなった。再版する前

ABMM .（1879 年 10 号の論説）は次のように
記している。
「日本語新約全書 The New Testament in
Japanese. ブラウン博士が 6 年ばかり前に宣
教師同盟から任命されて日本宣教を開始した
ことはよく知られている通りである。
この間、
彼は通常の宣教活動に従事しながら、主とし
て日本人に神の御言葉を与えるという非情に
困難であると同時に、
重要な働きをして来た。
彼はパウロのローマ人への手紙とコリント人
への手紙の翻訳を終え、新約聖書の日本語訳
を完成した。それを横浜のミッション・プレ
スで印刷し、その最新の印刷物 A copy of
this last issue（☆ローマ書とコリント書を含
む分冊聖書）が郵送されて来たのを丁度今落
手した。本誌にブラウン博士が日本の宣教活
動に必須、且つ非常に重要な仕事を神が完了
させて下さったと、感謝と喜びを述べておら
れる。
（以下略）」
（B）Letter from Dr. Brown, Yokohama, Aug.
1. 1879. Missionary Correspondence, Oct.
1879. ABMM.（10 号に掲載された、N. ブラウ
ンの 8 月 1 日付の通信文）
「 新約全書（新約聖書）完成 The New
Testament Completed 私は日本人が自国語の
新約全書を持つようになったとお知らせ出来
るのを喜んでいる。此の仕事を達成する事が
来日以来の最大の願いであった、殊にこの
二三年は非常に多くの宣教師が病に倒れ、過
労死や不慮の死を遂げるのを見て来たので、
尚更の喜びであった。私は今、
この一事を
「達
成した」と云う事が出来、またこの一連の仕
事に携わるのを神が喜んで許して下さった事
に歓喜の叫びをあげるものである。来日して
6 年半ばになるが、宣教師としての通常の働
き以外の時間を日本語の学習と翻訳に等分に
割り当てて来た。
（中略）
再版は改訳の予定 最初に出版した小書簡
Minor Epistles（☆テサロニケ書一・二など）
は少部数しか出版しなかったので殆どなくな

に改訂する機会が与えられたので、幾つかの
意味をもつ単語についてはその用法を比較検
討して、原語と同様の意味を持つ日本語に訳
し、出来るだけ同質の言葉に訳したい。
（以
下略、 ☆小書簡は 1879 年 12 月に改訳刊行
された）」
即ち、これらの文書によってブラウンの新
約聖書の翻訳が 1879 年 8 月 1 日に完成し刊
行されたことを知るが、その体裁については
審らかに知ることが出来ない。A copy of this
last issue と云う表現で、それが一冊本の新約
全書ではなく、最近出版された部分訳であっ
たと推測する事が出来る。しかし、その部分
訳が完成し出版されたことによって新約聖書
全体の翻訳が完成し、出版されたのである。
これは日本における最初の新約聖書の完成出
版であった。

3. Ｎ . ブラウン訳新約全書・
『志無也
久世無志与』の出版の傍証
（A）佐波亘編『植村正久とその時代』第四巻
p.p. 366, 367 にある聖書翻訳委員会の「聖書
関係年表」の 1879 年の欄に、
「十一月三日、
新約全書のすべての訳（一部の改訳と共に）
が完了した。明治七年三月着手してから、実
に五カ年と六カ月余日を費やして、この盛業
が大成したのである。
」と、訳業の完了を告
げ て い る が、 出 版 さ れ た の で は な い。（ ☆
N. ブラウンの場合は息子を印刷技師とする
ミッション・プレスを持っており、翻訳と出
版が同時並行的に行われていた。）
その欄の後半に、日付を入れずに「ネーサ
ン・ブラウンも、川勝鉄弥の助けによりて平
仮名新約全書の翻訳を完了して出版した。
」
と報じている。すなわち、これはブラウン訳
新約全書・『志無也久世無志与』が 1879 年に
出版されていた事を告げたものである。
なお、聖書翻訳委員会の新約全書の出版に
ついては、翌 1880 年の欄に「四月十七日、
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東京築地新榮教会堂にて新約全書完成の祝賀

年 8 月後の最初のものであるが短い手紙で、

会を開いた」とあり、また「
『引照新約全書』

2 月の地震について触れたあとで、本題には

（和装並びに洋装・菊版・背革・活字本）が

いり、
「宣教活動は進展している。聖日礼拝

北英国聖書会社から出版された」とある。

の出席者は非常に増えた。バプテスト横浜拠

（B）1883 年大阪で開催されたプロテスタント

点の学校（☆ day school）には 200 名の生徒

宣教師総会 GENERAL CONFERENCE OF THE

と 3 名 の 教 師 が い る。 私 は 小 書 簡 shorter

PROTESTANT MISSIONRAY OF JAPAN,

Epistles の新版を完成させた、配布の準備が

HELD AT OSAKA, JAPAN. 1883. に お い て 報

できたところである。I have completed the new

告されたフルベッキ G.H.F.Verbeck の History

Edition of the shorter Epistles, and they are now

of Protestant Missions in Japan に 1880 年 4 月
東京新榮教会で開催された聖書翻訳委員会の
新約全書の完成祝賀会でのヘボン博士 J.C.
Hepburn の演説が収録されているので、関係
する部分を抜粋紹介する。
「我々は此の国の凡てのプロテスタント・ミ
ッションが承認した委員会によって新約聖書
の翻訳・出版の完成を特別に祝う為に此処に
相会したのであるが、今日此処に会された親
愛なるバプテストの同労に祝意を述べずにこ
の会を閉じることはできない。即ち先にアッ
サムの人たちの為に聖書を翻訳出版された練
達の宣教師にして、我々の親愛なる友人であ
る N. ブラウン博士が此の委員会訳聖書より
数か月前に新約聖書の日本語訳 the translation
of the New Testament を完成し出版する栄誉
を得られた事をバプテストの人々は喜びとさ
れているのである。
」と述べている。即ちブ
ラウン訳の新約聖書『志無也久世無志与』が
1880 年 4 月より数か月前に出版されている
と述べている。

ready for distribution. 東北地方から聖書の大き
な需要がある。ポート氏 Poate が盛岡に 9 名
の会員のいる教会と、日本人伝道者鈴木氏を
再訪するまで残してきたと、いう嬉しいニュ
ースを知ったことである。」（以下略）と、述
べているが、出版に関しては小書簡の新版の
完成と配布の準備について短く触れているに
過ぎない。
（B）川島氏は此の手紙を根拠にして、4 月 1
日に改版された小書簡を含む『志無也久世無
志与』が完成し、配布の準備が始まったと受
け止められておられるが、私は此の手紙の文
面からはそのような事実を受け取ることはで
きない。其れは単に改版された小書簡が部分
訳聖書として配布されることを記述したもの
と理解する。
またこの shorter Epistles が川島氏の推測さ
れるように、テモテ、テトスに宛てた牧会書
簡なのか否かは定かではない。若し、そうな
ら聖書本文の該当文書の末尾に、コリント書
やテサロニケ書の場合のような改訳したとの
注記があるのではないか。

4. 問題点

（C）更に当時の文書通信の事情を考慮する
必要があるように思える。N. ブラウンは通

（A）最初に戻ることになるが、川島氏の 13 年

信文を運ぶ船便に合わせて 1 日付けで手紙を

4 月説の有力な根拠は明治 13（1880）年 4 月 1

書いたのであって、shorter Epistles が必ずし

日付の N. ブラウンの書簡にあると思われる

も其の日に完成したと云うのではないだろ

ので、その書簡を検討することにする。

う。

Letter from Dr. Brown, Yokohama April. 1.
1880. Missionary Correspondence, June. 1880.
ABMM .
此の手紙は聖書翻訳の完了出版を伝えた前

『志無也久世無志与』の「二てさろにけ」
（D）
の 末 尾 に Minor Epistles, Second Edition. Dec.
1879 と付記されているのを見るが、12 月完
成し、同年内に刊行されたのではないか。そ
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N. ブラウン訳『新約聖書』・『志無也久世無志与』の刊行年について

の可能性について川島氏が『横浜バプテスト

仮名で、
「きみ

教会史補遺」1993 年、p.25 に「刊行の時期

く

は『二てさろにけ』の末尾に“Minor Epistles,

美恵須幾里須登之

Second Edition, Dec, 1879”とあるので、どん

すきりすとの

なに早く見ても一二月末ぎりぎりで辛うじて

葉仮名で書名が記され、左端に連続平仮名で、

『一二年説』が成立つところである。
」と記さ
れたことがあった。然しその後、80 年 4 月 1

しよ

「きりすと
いじ

○

ゑす

きりすとの

しんや

第二巻」、中央の二行に、「幾
之無也久之与（☆きみゑ

しんやくしょ）
」と肉太に万

より

一千八百七十九ねん

め

十二ねん」とある。

また此の書の背表紙の英文のタイトルは

日付の手紙を根拠にして前説を否定された
が、先の見解が正しかったのではないか。

ÇINYAKU SEIKYO とあり、漢字を宛てると

（E）『志無也久世無志与』の扉には「きりす

新約聖経（？）となるのだろう。内容は使徒

と

より

一千八百七十九

ねん

行伝と書簡とである。

めいじ

十二ねん」とある。1880（明治 13）年 4 月

これは N. ブラウン訳二巻本新約全書の第

になって刊行されたものに、このような扉を

二巻である。一巻本新約全書『志無也久世無

付して刊行するとは通常考えられないと思

志与』が刊行される前に、二巻本とした出版

う。

されたものの第二巻と考えられる。その第一

（F）また先に傍証として取り上げた、聖書

巻は早い時期に出版されたが（川島氏は 10

翻訳委員会の「聖書関係年表」の記述と、聖

月とされている）、本書は小書簡の改定を待

書翻訳委員会訳の新約全書完成祝賀会でのヘ

って、それが完了した 1879 年 12 月に出版さ

ボンの演説をどのように受け止めるのか、な

れたのだろう。それは扉に記述された年号で

どの問題がある。

明らかである。

以上のような問題が存在するので、旧説を

（B）関東学院大学が所蔵する『志無也久世

否定された川島氏の見解に対する疑義を拭い

無志与』は B. ヒンチマンが寄贈したもので、

得ず、疑問を呈する次第である。

それは日本最初の独身婦人宣教師の一人で当
時（1879 頃）東京の駿台女学校、東京第一

付記

浸礼教会の責任を担っていたミス・キダー
Anna H. Kidder に、彼女の活動を援助してい

関東学院大学は N. ブラウンと深い縁故が

た N. ブラウンが贈ったもののようで、その

あるにも拘わらず、その図書館は二巻本第二

表紙の裏に Kidder Sensei for The Study Table

巻『之無也久之与』と、一巻本の『志無也久

と云う言葉が添えられている。
なお此の聖書の背表紙しにはコズミック・ア

世無志与』の二巻しか収蔵されていない。こ
れは大學の前身校の関東学院が関東大震災、

ルファベットでなくヘボン式アルファベット

太平洋戦争の空襲によって焼失し貴重な資料

で SHINYAKU ZENSHO/ NEW TESATAMENT

をなくしたからである。現存するものは大學

と二行で書名が記されている。
扉の頁には

神学部設立の際に、当時の宣教師主事のヒン

右側に

れらの

生会から寄贈されたもののようである。

の」とあり、中央に肉太の万葉仮名で、
「志

（A）二巻本第二巻について。

すくひぬし

連続平仮名で、
「わ

チマン Dr. B. L. Hinchman や日本基督教団新

きみ

ゑす

きりすと

無也久世無志与」とあり、 左側には、「きり

同書の背表紙に ÇINYAKU SEIKYO / ACTS
AND EPISTLES と二行に分けてコズミック・

すと

より一千八百七十九

ねん

めいぢ

十二ねん」とある。

ローマ字で記るされている（☆ shi に代えて

本 来 の ÇINYAKU ZENÇIO が SHINYAKU

Ç が使用されている）
。その扉の右端に連続

ZENSHO と、ヘボン式ローマ字に替えられ
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た理由も、また再装された年代も分からない
が、川島氏は『別冊』p.9 に「明治 17 年頃再
装されたと思われると記るしておられ。
背革、
黒青色クロス厚紙表紙の体裁の重厚な感のす
る立派な書物である。
以上
なお資料の検索、篆書の解読、写真撮影な
どには関東学院大學図書館の立石、杉山の両
姉のお世話になった事を付記して謝意を表し
たい。
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大島 良雄

N. ブラウン訳『新約聖書』・『志無也久世無志与』の刊行年について

1. 二巻本台 2 巻『之無也久之与』の横置き

4. 一巻本『志無也久世無志与』の横置き

2. 同書背表紙
ÇINYAKU SEIKYOU ／ ACTS AND EPISTLES

3. 同書

5. 同書背表紙
SHINYAKU ZENSHO ／ NEW TESTAMENT

扉『之無也久之与』

6. 同書

扉『志無也久世無志与』
撮影／関東学院大学図書館
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次
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章

第1章

内村のナショナリズム論に関する主

ズムは、神による個人と国家の救済、平和的

要な先行研究

多文化共生世界の構築の可能性を模索する上

1-1. 明治維新以降の日本ナショナリズム
1-2. 日本的キリスト教に注目した先行研究
第2章

で、今日的意義が十分にある。また、内村自
身 が 生 涯 を 貫 い て 唱 え 続 け た「 二 つ の Ｊ
（Jesus イエスと Japan 日本）」（3）の信仰の在り

内村の信仰

2-1. 信仰の個人的側面

方、すなわち、キリスト教の信仰対象として

2-2. 信仰の国家的側面

のイエスと幕末以降の思想的伝統であるナシ

第3章

内村のナショナリズムの対象として

ョナリズムの日本が矛盾なく両立し、なぜ両

の日本

者は緊密で有意義な相関関係を形成すること

3-1. 内村の愛する日本

が可能であるのか、明らかにすることが、本

3-1-1. 理想的日本

研究の目的である。

3-1-2. 現実的日本

第1章

3-2. 内村のナショナリズム
3-2-1. 日本的キリスト教とナショナリズム
3-2-2
終

章

内村のナショナリズム論に
関する主要な先行研究

終末論的ナショナリズム

本論のまとめ

本章では、まず明治維新以降の近代日本ナ

文献一覧

ショナリズムの経緯に言及し、今日において

脚注・引用参考文献・主要参考文献一覧

も多義にわたり使用されるナショナリズムの
定義の困難性を指摘することから始める。次

序

章

に内村のナショナリズムに関する「日本的キ
リスト教」に注目した主要な先行研究の概観
（1）

本稿では内村鑑三（1861 年～ 1930 年） の

を述べる。内村に関する思想研究は多岐にわ

キリスト教思想におけるナショナリズム（愛

たり、その数も膨大であるが、本論を展開す

（2）

国心） の論題を精査し、内村が主張したキ

る上で筆者の立場を明らかにするために必要

リスト教信仰の本質にナショナリズムが内在

な論文をいくつか選択し、内村の近代日本ナ

する信仰論を巡る問題について考察し、その

ショナリズムに関わる「日本的キリスト教」
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と終末論を扱った研究論文の傾向を明らかに

性の誇張から、東南アジア諸国家間の軍事的

したい。

紛争を誘発し、第二次世界大戦に突入するた
めの主要なイデオロギーとなった経緯は真摯

1-1. 明治維新以降の日本ナショナリズムの概

に受け止めなければならない。

観

ナショナリズムに関する定義は多様な学説が

内村鑑三は膨大な量と多面的な領域に及ぶ

あるが、本稿では内村の愛国心（Patriotism）と

著作を残しているため、その全体像を理解す

ナショナリズムを同義語として使用したい（4）。

ることは非常に困難な人物とされている。し

その上で内村のキリスト教思想に関わる近代

かし先行研究者が共通して指摘する点は、内

日本ナショナリズムの特性を踏まえて、子安

村のキリスト教思想が「二つの J」に象徴さ

宣邦の学説を採用し、その定義としたい。

れるように、キリスト教と国家との本質的不
可分関係と相互の独立した緊張関係を重視す

日本のナショナリズムは、故国日本で

る視点である。また内村のキリスト教思想全

あり、自分が日本人であり、日本民族の

体の特性の一つは聖書を重視する平和的ナシ

成員であり、日本語をネイティブな言語と

ョナリズムである。

して共有する者の一人であり、そして日

まず、内村が活動した明治期以降に形成さ

本国家の国民であることをたえず再確認

れた近代日本ナショナリズムの概観に言及し

せしめる運動なり言説が日本ナショナリ

てみる。

ズムである（5）。

ナショナリズムの概念は 18 世紀のフラン
ス革命に始まり、民族主義、国家主義、全体

1-2. 日本的キリスト教に注目した研究

主義、国民主義等と解釈されているが、その

内村の日本的ナショナリズム思想に注目し

定義は多様で、歴史学、社会学、政治学の分

た先行研究の中で、特に筆者の主題に関する

野でも、
さまざまで確定されていない。ただ、

4 つの主要な先行研究を取り扱うことにす

国家全体主義によるナショナリズムの高揚

る。内村のキリスト教信仰を主眼点とする社

が、先の第二次世界大戦の悲惨な戦禍を招く

会思想、政治思想の観点からの研究書も取り

要因となり、危険なイデオロギーとして、ナ

挙げておく。

ショナリズムの研究は忌避の対象とされてき

内村鑑三のナショナリズムを「二つのＪ」、

た経緯もある。しかし、ナショナリズムは個

「日本的キリスト教」の側面に注目した研究

人の確立と民主主義による国家形成の重要な

論文が多数ある中で、まずマリンズ（Mark

構成要素の一つであるために、完全に取り去

R. Mullins）の『メイド・イン・ジャパンの

ってはならないものである。ナショナリズム

（6）
キリスト教』
がある。ナショナリズムの視

自体は否定されるべきものではなく、ナショ

点からは、内村の無教会主義は組織論を有し

ナリズムに潜む自己民族の優越性、偏狭性に

ないゆえに、平和主義を訴えながらも国家の

よる他民族への無分別な敵愾性等の問題の改

排他的ナショナリズムに対して有力な抵抗勢

善がその課題と考えられる。

力に至らなかった点を批判している。

近代日本のナショナリズムはその様相を次

次に A. コズィラ（Agnieszka Kozyra）の『日

第に変えつつ、特に第一次世界大戦以降のナ

本と西欧における内村鑑三』（7）では、内村の

ショナリズムは郷土愛、祖国愛を国家と人為

「理想的日本と現実的日本」の問題に言及し、

的に一体化させ、日本帝国主義の軍事体制を

キリスト教的平和的愛国論の内実を明らかに

翼賛するために政治利用された。その結果、

している。また西欧のキリスト教思想の中で、

国粋主義的ナショナリズムは日本民族の優等

内村の信仰・思想・活動を通しての無教会主
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義の特異性を、カトリック神学者カール・ラ

も尊重する隣人愛の信仰としての社会性を有

ーナー（Karl Rahner 1904 年〜 1984 年）等の

し、国家を愛する愛国心に通じる信仰でもあ

神学と比較し、教会の歴史的伝統の視点から

る。この愛国心と個人的信仰の問題について、

批判的に考察している。

信仰の国家的側面からも内村の考えを検討し

岩野祐介の『無教会としての教会

内村鑑

てみたい。

（8）

三における個人・信仰共同体・社会』

では、

個人の信仰が、いかに社会性を有するに至る

2-1. 信仰の個人的側面
内村鑑三は欧米文明が急激に流入された近

のか、内村のキリスト教思想の全体像を聖書
解釈を基盤にその内実を明らかにしている。

代日本において、時勢に押し流されることな

特に内村の人間像を客観的・学問研究の対象

く、キリスト教信仰をもって時代の趨勢を鋭

として捉え、「日本の思想史に占める内村鑑

敏に洞察し、主体的に生きた個性豊かなキリ

三の位置」に関して論及している。

スト者である。彼は「二つの J」をモットー

（9）
渋谷浩の『近代思想史における内村鑑三』

とするキリスト者であり、日本人としての自

では、社会思想史学的ナショナリズムと内村

覚を信仰の重要な成立要件として考えたので

の国際社会と日本との調和を目指すナショナ

ある。本稿の主題は内村の信仰と日本的ナシ

リズムの可能性とその完成を、
「二つの J」

ョナリズムが矛盾することなく、同時に二極

と終末論的無教会主義の観点から、批判的に

点として成立するとの言説に関する批判的論

論及している。内村の徹底した個人主義から

証である。イエスと日本を同時に愛する「二

日本、世界的視野への思想的発展過程を「遠

つの J」論はその背景に、内村自身の個人的

心的社会改良法」
と称して明らかにしている。

体験がある。内村の信仰に至る個人的経緯は

内村はさまざまな専門分野からの研究対象と

『余はいかにしてキリスト信徒になりしか』（12）

され、これまでに数多くの先行研究があるに

に詳細に述べられている。

もかかわらず、教会論の相違から内村研究は

内村は 1861 年、高崎藩士内村宣之の長男

組織的に整理、蓄積された段階に至っていな

として江戸小石川の武士長屋で生まれ、儒学

いのが現状である（10）。

者でもあった父より、小さいころから、儒学
教育を受けたことに始まる。第一に内村の信

第2章

内村の信仰

仰形成に影響を与えた重要な個人的体験は、
17 歳で札幌農学校に入学したときの出来事

本章では、
主要な先行研究を踏まえた上で、

である。内村が同校に入学早々に、一期生か

内村のイエスと日本を同時に愛する「二つの

ら W. S. クラーク（William Smith Clark 1826

J」の信仰論を、個人的側面と国家的側面か

年〜 1886 年）によって作成された「イエス

ら考察する。内村の信仰の原点は、彼の個人

（13）
を信じる者の契約」
に署名を迫られ、内村

（11）

的体験

を重視し、誠実に生き、他者に福

はキリスト教に強い抵抗を示したのである。

音を分け与えようとする純粋なものであり、

その抵抗行為の一つを、内村は、以下のよう

神学思想の体系化を目指すものではない。内

に告白している。

村は聖霊を通して神と個人と直接対峙する個
人主義的信仰の先行を基本に、個人の信仰が

私は、その鎮守の神に対し、私の学

あっての信仰共同体（無教会主義）であり、

校に今おこっている狂信を、すみやかに

西欧の教派教会の権威主義とその制度、伝統

鎮め、異国の神を容けいれない者をかた

の押しつけによる信仰形成を批判する。しか

くなに排撃する連中を罰し、そのときな

し内村の個人的信仰の重視は、他者の信仰を

りの愛国心にもとづく、私のささやかな
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努力に助力を与えるよう願ったのであり

確かな個と、独立の精神と、自由を体得した

ます。祈りを了えて寮に戻ると、そこに

のである。

はまた、新しい信仰の受容を迫る、はな

第四の内村の信仰形成上の重大な個人的体

はだありがたからぬ説得が、私を待って

験は、内村の長女ルツの 19 歳での他界の出

いて、苦しめられました。彼らは次のよ

来事である。この悲痛な出来事を通して、内

うな契約書に、私の署名することを、強

村は来世の存在と復活の命を確信する。内村

制したのであります（14）。

は最愛の娘ルツの告別式で、以下のように語
っている。

内村は学校近くの神社に参拝し、キリスト
故に今日の此式を私供は葬式と見做さ

教を仰ぐ者を罰するようにと鎮守の神に祈願

ないのであります、今日の此式は是れル

したにもかかわらず、
上級生の圧力に負けて、
「イエスを信じる者の契約」に強制的に署名

ツ子の結婚式であります、私供、彼女の

させられ、キリスト教に入信したことを表明

両親は今日私供の愛する娘を天国に嫁入

したのである。内村の生涯を貫く「2 つの J」

さするのであります、今日は是れ黙示録

の信仰的原点は、札幌農学校時代に培われた

に示してある所の羔の婚姻の筵でありま

のである。

す、ルツ子は今日潔くして光ある細布、

第二の内村の信仰形成上の重要な個人的体

即ち聖徒の義を衣せられましてキリスト

験は浅田タケとの結婚生活とその破綻、官吏

の所に嫁入りするのであります、故に私

生活の失敗、その後渡米し、エルウィンの知

共は彼女の棺を蔽ひまするに彼女の有す

的障害者施設での勤務等、多々ある中で、特

る最上の衣類を以てしました、今日は是
れルツ子の晴れの祝儀の日であります

筆すべきことはアマスト大学に入学し、シー

（15）

リー総長（Julus Seelye 1824 〜 1895、1876 年

。

〜 1890 年大学総長）の指導を受けて信仰的
回心に至り、神の恵みとしての真の福音を受

晩年の内村の信仰は娘ルツの死や第一次世

容したことである。
内村のそれまでの信仰は、

界大戦の大きな出来事を契機として、この世

罪に対する禁欲的、倫理的な側面が強調され

と人間の力の行き詰まりを覚えるようにな

るもので、内村自身の心身に不調を来たすほ

り、この世と人間を超えた新世界、救いの完

どの極限状況に追いやるほどのものであっ

成としてのキリストの再臨、終末的希望を求

た。しかし、アマスト大学のシーリー総長か

めるようになる。1918 年 1 月 6 日より、内

ら、イエス・キリストの十字架の福音による、

村はホーリネス教会創立者中田重治、日本組

罪の赦しと救済の体験を通して、内村は自己

合基督教会牧師の木村重松とともに、東京基

義認から真の信仰義認へと信仰の質的飛躍を

督教会館にて、再臨運動を開始する。内村の

する。その後、内村は信仰義認の証しとて、

聖書研究会に属する者も一丸となって再臨運

福音伝道に努めるようになる。

動を支援するために柏木兄弟団を結成し、既

第三の内村の信仰形成上の重大な個人的体

成教会と協力して、内村は精力的に日本全国

験は、帰国後の各校での教師、その決定的な

を約 1 年にわたり遊説したのである。しかし

挫折となった一高不敬事件である。
内村は
「国

内村は柏木兄弟団の組織化が教会主義化する

家の賊」と呼ばれ、社会から激しい非難を受

危険と、無教会主義の立場から、既成教会と

け、排撃され、教会からも疎外される苦い体

の協力体制に対する内部からの批判もあり、

験を強いられる。
内村は苦悩な状況を通して、

1921 年に同会の解散を決めている。その後、

世界の中で個として独り立つしかないとう、

内村は従来の再臨運動形式から退き、晩年は
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聖書研究に没頭する中で、黙示的思想の傾向

的教会の権威主義的制度や伝統的儀式に対し

を次第に深めていくのである。

て無教会主義（20）を唱えたのである。

内村の信仰の特性の一つは、独立した個人

内村の個人主義的信仰は、イエスの隣人愛

の信仰であり、個人の罪意識を深め、福音に

の教えから、すべての個人の信仰を尊重する

よる罪からの解放を喜ぶ信仰であり、その福

必要性を説き、個人の信仰は個人に留まらず、

音を他者に喜んで伝えようとする体験的信仰

教会の枠を超えた国家への愛、国家の救いを

であって、神学思想の体系化を目指したもの

望む信仰に展開するのである。このことを内

ではない。この個人的体験を内村は「実験」

村は「改革は先ず個人をもって始まらなけれ

と呼び、個人主義（16）を重視する信仰につい

ばならない、一人の善人を作りし者はそれ丈

て、次のように述べている。

け国家を改造せしものである」（21）と訴えて
いる。内村は日本のことを「神秘的人格」

宗教は個人的である、全般的でない。

（22）
（Mysterious personality）
と呼び、国家自体

宗教は「我等」でない、
「我れ」である。

もキリスト教信仰の主体になると考えてい

複数でない、単数である、第一人称の単

る。内村は信仰と国家との関わりを考えよう

数である。人類又は人道の事でない、我

としない信者を民族性、国民性に欠けた「無

れ自身の事である。
「我が神、我が神、

定形の一般人」
（amorphous universal man）（23）

何故に我を棄たまひしや」とはイエス御

と批判し、個人の信仰と国家と関わりの重要

自身の宗教であつた（17）。

性を提示したのである。次に内村の信仰と国
家との関係を「ナショナリズム」の視点から、

宗教が個人的である理由として、キリスト

検討することにする。

教の神は人の心の奥底に働く聖霊を通して関
わり、聖霊が個人に真理を悟らせる霊である

2-2. 信仰の国家的側面

（18）

ことは新約聖書ヨハネ福音書 14 章 15 節

内村の国家観、国家との関わりの側面は基

にも記されている。
内村は聖霊が主に教会
（信

本的には国家を愛し、国家に従うという立場

仰共同体）に降ることを承知の上で、教会に

である（24）。内村は日本国家に対して服従し、

属する個人の心の奥底に働く、聖霊の個人的

熱烈な愛国心を持ちながらも、同時に日本国

側面について以下のように述べている。

家の存亡の危機を洞察し、政治、社会問題に
痛烈な批判を浴びせ続けた。内村は約 4 年間
のアメリカ滞在中に、福音の真理を再発見し、

活ける神の家は聖霊の宿る信徒の心で
あります、亦斯かる心を授けられた者の

むしろ「日本人」として生きる意義を再確認

目に見えざる霊的交際があります、若し

するナショナリズムのキリスト教信仰を体得

キリストの教会を霊的以外のものに解す

して帰国したのであった。すなわち、内村は

る者がありますれば、其人は未だ真面目

文明国アメリカのキリスト教も普遍的真理と

に新約聖書を研究したことのない人であ

共に、その背景にあるアメリカ的ナショナリ

ると思ひます（19）。

ズムの重要性を認識し、キリスト教信仰にナ
ショナリズムの必要性を説いたのである。内

キリスト教は神と個人との関係だけで成り
立つものではなく、信徒の共同体としての教

村はキリスト教と愛国心について以下のよう
に述べている。

会であることは必然であるが、内村は個人の
信仰の結果が教会であって、教会あっての個

キリスト信者には愛国心がないと云ふ

人の信仰ではないことを強調し、西欧の教派

者は間違つて居る。又愛国心は偏狭なる
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心であつて、
信者には相応しからざる者、

苦厄に対する無情無感覚を意味するもの

人類愛こそキリストの心であつて、特別

とせん乎、是れ悪主義なり、直ちに之を

に自分の国を愛すると云ふが如きは、キ

放棄して可なり（26）。

リストの精神に反き、信者が為してはな
らない事であると思ふ、今日の多数の信

しかし日清戦争で勝利をおさめた日本は、

者の思考も間違つて居る。キリスト信者

清国に対して台湾、他の領土と巨額な賠償金

に愛国心がある。又愛国心に広いのと狭

を要求した明治政府に対して、内村は利権獲

いのと、深いのと浅いのとがある。キリ

得のみを目的とする帝国主義的侵略戦争であ

スト御自身にも強い深い愛国心があつ

ったと政府を批判し、内村自身も痛恨し、日

た。モーセを初めとしてサムエル、ダビ

露戦争以降は非戦論の必要性を力説したので

デ、ギデオン、バラク、其他真の預言者

ある（27）。

はすべて一人残らず熱烈なる愛国者であ

内村は当時の日本政府の「忠君愛国」の内

つた。精しく聖書を読んだ者で愛国者た

実との差異を批判し、それまで「愛国心」を

り得ない筈はない。近代人の称する人類

日本国弁護のために多用していたが、日清戦

愛少くとも夫れのみが新約聖書の精神で

争以降は日本批判としても「愛国心」を使用

あると云ふ者の聖書知識の程度は知るべ

するように転じている。明治期の天皇を敬う

きである。
（中略）若しキリスト教に愛

自然な心情が多くの日本人に根付く中で、日

国心がないと云ふならば、此教は早く既

本を真正に愛するナショナリズムとは如何な

に消えて了つたのである。誠に真のキリ

るものか、内村はキリスト教徒として、日本

スト教の起る所に愛国心は起り、又潔き

人として、真摯に取り組んだのである。しか

愛国心を以てせずしてキリスト教は解ら

し、内村のキリスト教信仰は個人単位の信仰

ないのである（25）。

を重視することから、国家に働きかけるもの
である。それゆえ個人の強靱な信仰で迫る手

祖国日本をこよなく愛する内村は、日清戦

法では、強大な国家権力に対して修正変更さ

争以降、
一変して非戦論を唱えるようになり、

せるほどの組織的強さと即効性、継続性に欠

「愛国心」の用語を注意深く用いるようにな

ける点を、研究者の多くが指摘している（28）。

る。当初、内村は明治政府の近代化路線（富
国強兵、殖産興業を主軸とする国家形成）に

第3章

対して、キリスト教信仰をもって正当化し、

内村のナショナリズムの
対象としての日本

いかなる戦争にも賛同したわけではないが、
日清戦争は義戦として推奨する姿勢を以下の
ように表明している。

本章では、内村が愛すべき日本をどのよう
に捉えていたのか、理想的日本と現実的日本
に区分して「日本的キリスト教とナショナリ

吾人と異なる嗜好を有すればとて、吾

ズム」の問題を論究する。まず理想的日本で

人は彼等に干渉する権利を有せず、然れ

は思想的伝統である仏教と武士道とキリスト

ども隣人が餓死に瀕する時、強盗隣人を

教との、内村の再解釈による相違点と共通点

犯す時、明白なる吾人の常識が隣人が非

を取り扱い、日本的思想伝統の要素として真

常の速度を以て滅亡の絶壁に向て走り

正の福音を受容するための台木となることを

つゝありと示す時は、吾人は干渉の権利

明らかにする。そして内村の聖書的終末論の

を有し、又実に干渉せざる可からず、若

観点から、理想的日本の実現を期待するキリ

し放任主義なるものにして隣人の総ての

スト教と現実的日本ナショナリズムとの有機
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あり、キリスト教信仰との共通点に注目する。

的相関関係の重要性を論証したい。

内村のキリスト教理解の特性の一つは、西欧
3-1. 内村の愛する日本

の教派教会の組織、神学、儀式などを批判的

内村が生涯を貫いて主張した「二つの J」
を愛するその一つの J である日本をどのよう

に受け入れ、日本の思想的伝統を完全に否定
する必要のないことを強調したことである。

な日本として理解したのか、考察することか

まず、内村の理解した仏教と武士道を通し

ら始めたい。内村の日本理解は曖昧な概念と

て、理想的な日本論について考えてみたい。

して厳密な定義はない。しかし内村は日本の

内村は仏教がキリスト教と敵対関係ではない

仏教、儒教、武士道等の精神的側面に力点を

ことを指摘している。彼自身は仏教徒ではな

置き、日本を二種に区別して、現実の日本と、

いことを断り（30）法然と親鸞を「信仰の祖先」

あるべき理想的日本の内実を以下のように述

と仰ぎ、宗教の本質を教えられことを告白し

べている。

ている（31）。内村は法然と親鸞の絶対的他力
信仰を高く評価し、ルターの神の恩寵のみに

○亡ぶべき日本あり、亡ぶべからざる日

よる信仰義認論に共通する観点に言及してい

本あり、貴族、政治家、軍隊の代表す

る。しかし内村は仏教とキリスト教の根本的

る日本、是れ早晩必ず亡ぶべき日本に

な相違を見逃してはいない。第一にキリスト

して、余輩が常に予言して止まざる日

教は厭世的宗教ではなく、人生を肯定する教

本国の滅亡とは此種の日本を指して云

えであること。第二にキリスト教は一神教で

ふなり

あり、無神論の原始仏教から発展した仏教諸

○然れども之と同時に亦亡ぶべからざる

教派は、神に類するもの（仏陀、菩薩など）

日本あり、即ち芙蓉千古の雪と共に不

を認めたとしても、一神教ではなく多神論的

変不動の日本あり、是れ勤勉正直なる

信仰による偶像崇拝を容認するものであり、キ

平民の日本なり、天壌と共に無窮なる

リスト教の福音の真理とは異なること。しかし

日本とは此日本を指して云ふなり、是

内村はキリスト教と仏教の根本的な相違を踏

れ蜻蜓洲が太平洋の底となるまでは決

まえた上で、両者は「慈悲」と「無抵抗主義」
という重要な類似点を有することに注目して

して滅びざる日本なり

「両宗教に共通する一事がある。（略）即ち両

○余輩が忠実ならんと欲するは此不朽不
滅の日本に対してなり、彼の暫時的に

者は共に戦争を否定し嫌悪すると云うこと、

して、蜉蝣的なる貴族、政治家、相場

両者は共に愛に於いて世界を服従し得る唯一

師の日本に対しては余輩にたゞ憤怒あ

の武器を発見すると云うことである」（32）。

（29）

るのみ、憎悪あるのみ

と指摘している。内村の解釈によれば、仏教

。

において乏しい「正義」の観念を、武士道が
内村の「貴族、政治家、軍隊の代表する国」

補完するものと考えているのである。しかし

の現実の日本と、愛すべき理想の「勤勉正直

歴史的武士道と内村の再解釈した武士道につ

なる平民の日本」の二種に区分して、キリス

いて、内村は「真の武士道は敵に勝つ道に非

ト教信仰に不可欠な要素であるナショナリズ

ず、人に対し自己を持する道」（33）、すなわ

ムの問題を検討する。

ち武士道とは正義をもって自己主義を克服す
ることである（34）と述べている。

3-1-1. 理想的日本

内村はキリスト教と武士道を比較し、大き

内村は日本の思想的伝統である仏教や武士

な相違点を２つ挙げている。第一に武士道は

道にはキリスト教に極めて近い多くの教えが

敵への尊敬と正当な態度を教えるが、「敵を
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愛する」概念はないこと（35）。第二に武士道

市民と称する事。
一、軍人を除くの外は、位勲の制を全廃

は高潔な自殺を認めるが、キリスト教では生
命は神のものであり、自殺を認めないこと（36）。

する事。
一、府県知事郡長を民選となし、完全な

また、内村はパウロを武士に極似した人物と

る自治制を地方に施す事。

認識し、パウロの宣教したキリスト教と武士

一、政治的権利より金銭的制限を取り除

道の共通点は、両者が「霊」を重んじ、
「真理」

く事。

は形ではなく「霊」であることを強調してい

一、上院を改造し、平識以下の者をして

る。すなわち、内村は霊的武士道を高く評価

其議員たるを得ざらしむる事。

して「武士道は神が日本人に賜ひし最大の賜

一、藩閥政府の余孼を掃蕩する事（40）。

物であつて、是れがある間は日本は栄え、是
（37）

れが無くなる時に日本は亡ぶるのである」 、
「武士道の台木にキリスト教を接いだ物、其

内村の政府に対する態度は多面的で複雑で

の物は世界最善の産物であって、之に日本の

あるが、国家組織、政治制度改革の実現に向

みならず全世界を救ふ能力がある」（38）と述

けての彼の言動の特性は、組織社会運動を展

べている。

開する手法をとらないことである。まず個人

内村はキリスト教の福音を正しく理解する

の内面に働きかけ、キリスト教信仰に基づく

ためには、キリスト教に近い日本の伝統的思

「回心」をもって、個人の道徳的改良から、

想を再編成する必要性を主張しているのであ

個人の集合体である社会に訴え、改革の実現

る。すわなち、日本における伝統的仏教、武

を図ることを目指すものである（41）。個人の

士道ではなく、
内村が再解釈した仏教の慈悲、

内面性、精神性に訴える手法で、国家権力に

無抵抗主義、武士道の正義、霊としての生命

多大な影響力を即応的に与えることができる

原理等を台木に据え、キリスト教の福音を接

のか疑問が残る。しかし、内村は国家組織、

（39）

ぎ木する日本的キリスト教、
「聖書国」

日本

政治制度改革の完全な実現を、人間の努力と
共に、神の摂理に任せるというキリスト教信

の実現を目指したのである。

仰を基本原則として考える。国家との直接的
3-1-2. 現実的日本

対立を避けた内村は、政治活動にはまったく

内村が愛した日本は、キリスト教の台木と

消極的態度であったわけではない。むしろ愛

なる理想的「聖書国」日本であり、神より使

国主義者である内村は、日本国家に対する自

命を与えられたキリスト教的天職を有する日

らの責任について次のように述べている。

本である。この理想的日本に相反する日本が
現実的日本であり、内村は「亡ぶべき日本」

日本は私の国である、善くあるとも悪

として痛烈に批判したのである。すなわち現

くあるとも私の国である。神が私に賜ひ

実的日本の側面は、
「貴族、政治家、軍隊の

し国である。私の国とて日本を除いて他

代表する日本」
、腐敗した日本国家であり、不

には無い。故に若し善くあれば私は之を

正なる国家組織、政治制度の改革等を内村は

更に善き国となさねばならぬ。若し悪く

以下のように政府に対して求めている。

あれば之を善き国となさねばならぬ。悪
いと云ふて私は日本を棄ることは出来な

余輩の欲する改革は、少なくとも左の要

い。私は如何なる理由ありと雖も私の国

件を含む。

を貶すことは出来ない。私は基督信者で

一、軍備を縮少して教育を拡張する事。

あるが故に、基督教国の米国や英国を誉

一、華士族平民の制を廃して、総て日本

めて、非基督教国の日本を貶すならば、
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and His Christianity is Japanese Christianity.
It is all very simple. A Japanese Christian
does not arrogate the whole Christianity to
himself, neither does he create a new
Christianity by becoming a Christian.
He is a Japanese, and he is a Christian;
therefore he is a Japanese Christian. A
Japanese, by becoming a Christian does not
cease to be a Japanese. On the country, he
becomes more Japanese by becoming a
Christian（46）.

私は日本人でないのみならず亦基督信者
でもないのである（42）。
内村の日本国家に対する基本的な考えは国
家を愛し、国家に従順な態度である。しかし
日本国家に「自国が圧制国の版図に属して暴
虐横悉の下に悩む」（43）ような明白な不正が
ある場合にのみ、国家に抵抗すべきであると
訴えている。ただし、その抵抗の手法は、キ
リスト者の模範者であるキリストに倣い「キ
リスト者は平和的手段にのみ訴ふべきである
（中略）
、先づ謙遜と静和とを以って権能者に
（44）
向かって抗議すべきである」
と、暴力的抵

抗は控えるべきことを警告している。

なぜ、内村はキリスト教信仰に、日本人と
しての自覚と愛国心の必要性を重視したの

内村が生きた近代日本国家は、理想的日本
とは質的な格差はありながらも、
「二つの J」

か。内村の「日本的キリスト教」は普遍性を
有する内実なのか、考えてみたい。

の愛すべき日本でもあったことに違いはな

民族主義、国家主義的側面を内在するナシ

い。内村は愛国者として聖書研究を通して日

ョナリズムは、慎重に取り扱う必要があり、

本的キリスト教を究め、現実的日本の改善に

国家によるナショナリズムの不正な利用は、

努めたのである（45）。

二度の世界大戦を誘発し、歴史における排他
的ナショナリズムによる民族紛争は、今日も

3-2. 内村のナショナリズム

未解決のままである。ナショナリズムは民族、

3-2-1. 日本的キリスト教とナショナリズム

国家が存続する限り、ナショナリズム自体を

内村の「日本」
、
「日本人」
、
「日本的」とい

否定、解体することは国家と社会の存在基盤

う用語は何を意味するのか、明確な定義はな

を喪失することであり、不可能である。しか

く、極めて曖昧な概念である。しかし内村が

しナショナリズムに内在する特に排他性と攻

目指すキリスト教を「日本的キリスト教」と

撃性の問題の解決策の一つがキリスト教的ナ

表明し、その構築に尽力したのである。本節

ショナリズムを内包する「二つの J」論であ

ではナショナリズムに関わる観点から内村の

る。内村は個人の人格の確立と国民性は相関

「日本的キリスト教」の内実について検討し

関係にあり、真のキリスト者は真のナショナ
リストであると考え、キリスト者である前に、

たい。
内村は永遠普遍の神の存在を信じるキリス

日本人としての自意識の重要性を強調するの

ト教信仰は福音的真理を有し、どの国におい

で あ る（47）。内村は日本を真に愛する者は、

てもキリスト教信仰は可能であと考える。ア

真のキリスト者として世界のために平和的に

メリカにはアメリカ的な信仰があるように、

貢献する者、
「宇宙的人物」になると、内村

日本には日本的状況に適した「日本的キリス

は以下のように述べている。

ト教」を構築すべきであると、内村は以下の
ように述べている。

私は何人にも適合する真理を探る。凡
ての人を照らす真の光を求む。人種、民

When a Japanese truly and independently
believes in Christ, he is a Japanese Christian,

族、宗教、教派の差別なく凡ての人に当
はまるべき真理を探る。普遍的真理は、
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それが広くある丈けそれ丈け深くある。

との支配していた時代風潮の中にあって、
「世

実在の中心に達する人の霊魂丈けそれ丈

界は畢竟キリスト教によりて救わるのであ

け深くある。まことに人生の価値は茲に

る。しかも武士道の上に接木せられたるキリ

在る、即ち人の生命に於てのみ宇宙の中

スト教に由りて救われるのである」と喝破し

心的真理が顕はるゝからである。そして

た。彼は夙に欧米の特に米国の宣教師が成功

人は己が内に之を発見して自身宇宙的人

と称して勢力と利益と快楽とを追求する信仰

物となりて、自己並に世界に超越するこ

を非信仰として排斥し、宣教師の一日も早く

（48）

とが出来る

日本より退散して、日本人の手による日本国

。

自生のキリスト教の必要を叫んだ先覚者であ
A Japanese who becomes an American or an

る。彼の予言はまた諸君にもあてはまるとこ

Englishman, or an amorphous universal

ろであり、心ある士が既に考えられているよ

man, Is neither a true Japanese nor a true

うに、大東亜には大東亜の伝統と歴史と民族

Christian. Paul, a Christian apostle, remained

性とに即した「大東亜のキリスト教」が樹立

an Hebrew of the Hebrews till the end of his

さるべきである。われらは今信仰における喜

life. Savonarola was an Italian Christian,

びと感謝と誇りとをもって、日本には日本の

Luther was a German Christian, and Knox

社会と伝統と民族性とに基づいた独特の日本

was a Scotch Christian. They were not

のキリスト教会が建設されるに至った。（中

characterless universal men, but distinctly

略）ことにキリスト教は日本武士道に接樹さ

national, therefore distinctly human, and

れ、儒教と仏教とによって最善の地ならしを

distinctly Christian（49）.

された日本精神の土壌に根を下ろし花を開き
結実していったのである。（中略）しかして

要するに、キリスト教抜きのナショナリズ

遂に名実とも日本のキリスト教会を樹立する

ムは、排他的で紛争を誘発する危険なナショ

の日は来た、わが皇紀二千六百年の祝典の盛

ナリズムと化するのである。一方、ナショナ

儀を前にしてわれら日本のキリスト教諸教会

リズムを全面否定し、自国の国民性を放棄す

諸教派は東都の一角に集い、神と国との前に

るならば、他の国民性を模倣する者となり、

これらの諸教派の在来の伝統、慣習、機構、

「無定形の一般人」
（an amorphous universal

教理一切の差別を払拭し、全く外国宣教師た

man）として、真の日本人ではなく、真のキ

ちの精神的・物質的援助と羈絆から脱却、独

リスト者でもないと内村は批判するのであ

立し、諸教派を打って一丸とする一国一教会

る。

となりて、世界教会史上先例と類例を見ざる

しかし内村の意に反して、
「日本的キリスト

驚異すべき事実が出来したのである。これは

教」は 1941 年に設立された日本基督教団によ

ただ神の恵みの佑助にのみよるわれらの久し

って、日本国家主義に屈服し、戦争協力する

き祈りの聴許であると共に、わが国体の尊厳

論拠に利用された経緯を忘れてはならない。

無比なる基礎に立ち、天業翼賛の皇道倫理を

1944 年に日本基督教団統理者、富田満名

身に体したる日本人キリスト者にして初めて

で発布した「日本基督教団より大東亜共栄圏

よくなしえたところである。かかる経過を経

に在る基督教徒に送る書簡」の第 3 章には、

て成立したものが、ここに諸君に呼びかけ語

以下のように述べられている。

っている「日本基督教団」である（50）。

わが国の有力なキリスト者の一人である内村

今後も「日本的キリスト教」が誤用されな

鑑三は、当時欧米文明の滔々たる輸入と憧憬

いために、真の福音と合致するナショナリズ
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ムに対する不断の反省を忘れてはならない。

神によって諸国民は相互に理解と尊敬の平和
的関係を勝ち得て、諸国家はそれぞれに与え

3-2-2. 終末論的ナショナリズム

られた天職を用いて、世界のために貢献する

内村はキリスト教とナショナリズムとの相
関関係について、キリスト教はナショナリズ

真のナショナリズムに浄化されると、内村は考
えたのである。内村は、終末論の側に立って、

ムによってその形態を具体化、明確化し、ナ

その視点から日本を愛する終末論的ナショナ

ショナリズムはキリスト教の福音によって排

リズムについて、以下のように述べている。

他性、攻撃性を克服することを、終生にわた
りキリスト者、愛国者として「二つの J」を

恰かもメンデルゾーンが或る田舎の粗

愛し、その理解を深め、人々に説いたのであ

末なる楽器を以て美妙なる曲を奏せる如

る。そして内村は二つの愛する対象であるキ

く、神は如何なる弱き器を以ても之を使

リスト教と日本の究極的な完成を、キリスト

ひて永遠の福音の曲を奏する事が出来る

教終末論として理解し、終末への確信的希望

のである。今日の日本の政治が頼るに足

を受容するあり方を提示したのである。キリ

りないとて、其れ故に日本は亡びない。

（51）

は、この世の出来事ではな

浅薄なる新聞記者の報道に接すれば、今

く、次元の異なるキリストを王とする、愛の

にも日本は滅亡する様に感ずる。然し神

スト教終末論

（52）

。し

の造り給へる日本なる以上、之が滅ぶる

かし終末論が全面的に神の領域での次元であ

筈がない。極りなき不安の奥には神の奏

るからといって、歴史的出来事に無関心で、

する大オルガンの響が聞ゆるのである。

人間は何もしないで待望することではない。

大歴史家も亦其の偉大なる歴史を以て、

神の側からの問いかけに応答する責任を人間

人生の奥に鳴る此の音楽の基調 Basal tone

は担うのである（53）。

を聞かしてくれるのである。歴史といふ

共同体としての神の国の実現である

歴史は神の国の到来により完成するという

歴史は深く之を見れば此事を示す。即ち

終末論は、キリストの再臨を契機に、過去か

人類も亦神によりて造られ、導かれ、神

ら現在までの歴史が根幹から断ち切られ、神

の定めし或る目的に向つて進む事を示す

による全く新たな世界の登場を確信すること

のである（54）。

である。このキリスト教終末論は、内村のナ
ショナリズム理解においても、明らかに内在

結論的には、内村の基本理念である「二つ

しているのである。特にナショナリズム（民

の J」論を正しく把握するためには、ナショ

族の存在意義）を創造論からではなく、終末

ナリズムを聖書の終末論から理解することで

論を基盤とする理解が内村の特徴である。諸

あると筆者は考える。イエスを愛することは

国家の存在意義の聖書的論拠として、ヨハネ

終末時の神の救いの完成を待望し、希望をも

黙示録 21 章 24 節は、終末に到来する神の国

って生きることであり、日本を愛することは

の都において、「諸国の民は都の栄光の中を

終末まで、キリスト教信仰をもって日本の現

歩き、地上の王たちは、自分たちの栄光を携

実の種々の課題と対峙して生きることであ

えて、都に来る」
、同 26 節で「人々は、諸国

る。真のキリスト者は同時に真のナショナリ

の民の栄光と誉れを携えて都に来る」と記し

ストであり、理想的な日本の完成と世界の救

ている。すなわち、内村の終末論的ナショナ

済の決定的な出来事を終末時に期待して、同

リズムは、終末の到来において、神が諸国の

時に歴史性をも重視し、神の愛に真摯に生き

文化的伝統の価値を正当に評価し、栄光を与

る者であることを内村は提示したのである。

え、
神の国が完成することである。その結果、
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ショナリズムは、その晩年において際立ち、

者は考える。しかし内村のキリスト教信仰は、

神による日本と世界、さらに全宇宙の救済の

教会の権威主義化を警戒するあまり、個人主

成就と新たな世界の完成を確信し、日本人と

義重視の福音伝道と社会改良の実践は、聖書

して福音に生きることであると結論する。

研究に集中し、その対象が国家権力となると
き、内村のキリスト教思想の社会的影響力に

終章

本論のまとめ

は疑問が残る。内村独自の「二つの J」論、
「日
本的キリスト教」と終末論的ナショナリズム

本章では本稿のまとめとして、内村の終末

論を、キリスト教界の枠を超えて、政治、社

論的ナショナリズムの今日的意義と課題につ

会思想としても浸透させるために、多様な分

いて言及しておきたい。

野から、内村のキリスト教思想の研究を期待

筆者は内村鑑三が唱えた「二つの J」はナ

したい。

ショナリズムを内在するキリスト教信仰の本
質であると考える。キリスト教信仰にナショ
ナリズムが重要な位置を占めると考えた内村
は、近代日本の抱えるナショナリズムの問題
と取り組み、キリスト教の真正の福音を基盤
とする平和的ナショナリズムのあり方を思索
し、その完成としての終末論的ナショナリズ
ムを提示したのである。
1980 年代から世界的にナショナリズムの
研究が進展し、我が国においてもさまざまな
視点からナショナリズムが見直され、再評価
の動きが見られるようになった。人間と社会
の存在基盤である民族固有の文化的土壌と愛
着心は正当に評価され、真のナショナリズム
のあり方についての考察は、今後も避けられ
ない重要な政治、社会、宗教の課題である。
内村のキリスト教思想における終末論的ナ
ショナリズムの意義について、筆者の意見を
述べることで、本稿のまとめとしたい。
内村が活動した明治から昭和初期の近代日
本思想の根底を流れるものの一つは、強固な
国家意識の肯定であった。
近代日本において、
無条件にナショナリズムを絶対化する国粋主
義者と、内村の国家意識は論理的構造上も明
らかに異なっている。
多様なタイプのナショナリズム（55）が現存
する中で、真のナショナリズムの実現のため
には、内村の日本の伝統的思想を基盤とする
キリスト教終末論的ナショナリズムの思想研
究は世界平和の構築からも重要であると、筆

脚註と引用文献
（1）本稿の内村鑑三の文章は、
『内村鑑三全集』
（岩
波書店 1980 年〜 1984 年）から引用したもので
ある。以下『全集』と表記し、全集からの引用の
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（2）愛国心は Patriotism と英訳されているが、愛国
心は学術用語としては、ナショナリズムの用語で
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摘している。
「第一にナショナリズムがロマンス語系の外国
語であるのに対し、愛国心は明治期に我が国で作
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I do not know which I love more, Jesus or Japan.
I am hated by my countrymen for Jesus’sake as yaso,
and I am disliked by foreign missionaries for
Japan’s sake as national and narrow.
No matter; I may lose all my friends, but I cannot
lose Jesus and Japan.
For Jesus’sake, I cannot own any other God than
His Father as my God and Father; and for Japan’s
sake, I cannot accept any faith which comes in the
name of foreigners. Come starvation come death; I
cannot disown Jesus and Japan; I am emphatically
a Japanese Christian,though I know missionaries
in general do not like that name.
Jesus and Japan; my faith is not a circle with one
centre; it is an ellipse with two centres. My heart
and mind revolve around the two dear names.
And I know that one strengthens the other; Jesus
strengthens and purifies my love for Japan; and
Japan clarifies and objectivises my love for Jesus.
Were it not for the two, I would become a mere
dreamer, a fanatic, anamorphous universal man.
Jesus makes me a world-man, a friend of humanity;
Japan makes me a lover of my country,and through
it binds me firmly to the terrestrial globe. I am
neither too narrow nor too broadby loving the two
at the same time.
O Jesus, thou art the Sun of my soul, the saviour
dear; I have given my all to thee!
O Japan,
“Land of lands, for thee we give,Our hearts,
our pray’rs, our service free;
For thee thy sons shall nobly live,
And at thy need shall die for thee.”
──J. G. Whittier.
  （TWO J’S『全集 30』pp.53-54）。
内村は「二つの J」を愛することの大切さを繰り
返し述べているが、以下の一文を挙げておきたい。
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同一でありまする故に私共に取てはイヱスと日本
国とは同一のものであります、即ち私共の信仰は
国のためでありまして、私共の愛国心はキリストの
ためであります、私共はキリストを離れて真心を以
て国を愛することが出来ないやうに、亦国を離れ
て熱心にキリストを愛することは出来ません、私共
が基督教を信じた第一の理由はそれが私共の愛す
る此日本国を救ふの唯一の能力であると信じたか
らであります、私共と日本国との関係は父子の関
係、夫婦の関係、君臣の関係よりも更に数層倍深い、

堅い、篤い関係である」（『全集 11』p.49）。
（4）市川、前掲書、p.151。
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2007 年、p.8。
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（13）原文は英文で、Covenant of in Jesus と題され、
キリスト教を信じ、信徒の義務を忠実に果たす内
容の契約書、1877 年 3 月 5 日作成。
（14）内村鑑三著 鈴木範久訳・解説『余はいかにして
キリスト信徒となりしか』白凰社、1972 年、p.27。
（15）
『全集 19』p.33。
（16）内村は個人主義と自己主義とを明確に区別し
て、以下のように述べている。
「大抵の人は個人主義と自己主義とを混同する。
然し二者は全然別の者である。前者は尊い者であ
つて、後者は卑しい者である。余輩は個人主義は
尊奉するが、自己主義は全然之を排斥する。個人
主義は個人を尊重する。自分を尊重すると同時に
亦他人をも尊重する。人が自分を尊重せんことを
要求するが如くに、自分も亦他人を尊重する。自
分の権利是れ亦他人の権利である。他人の権利の
侵害せらるゝ事は我が権利の侵害せらるゝ事であ
る。故に他人が虐待せらるゝ時に自分が虐待せら
るゝが如く感ずる。真正の個人主義に自他の差別
はない。（中略）自己主義は全く之と異なる。自己
主義は自己本位である。凡てを他人より要求して
他人の要求には成るべく応ぜざらんとする」（『全
集 28』p.165）。
（17）
『全集 27』pp.7-8。
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（18）イエス・キリストが弟子たちに聖霊の到来につ
いて以下のように教えている。
「わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者
を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるよう
にしてくださる。この方は真理の霊である」
（ヨハ
ネによる福音書 14 章 15 節、
『新共同訳聖書』より）
（19）
『全集 12』pp.105-106。
（20）内村の教会論の特異性は無教会主義である。そ
れは聖書と個人主義的信仰の内面性を重視し、教
会組織や制度を重視する既成の教派教会とは異な
る。内村は無教会主義を以下のように定義してい
る。
「我等に行くべき教会はない、然し此世が我等
の教会である、我等に信仰の友はない、然し人類
が我が教会の会員である、此教会に忠実にして此
教会に深切なる是が無教会主義と云ふものであ
る」（『全集 9』p.161）。
（21）
『全集 8』p.56。
（22）内村は日本を人格化し愛の対象として、以下の
ように述べている。
「此日又或る事よりして日本を我が愛人として
愛するの幸福に気附いた。此は青年時代に於て
我心を燃した愛であるが、老年に至つて之を復
活するの必要を感ずる。日本とは日本政府でも
なければ日本人全体でもない。日本と云ふ或る
Mysterious personality である。之を愛し之に仕へ
て我は無上の幸福を感ずるのである」（『全集 35』
p.228）。
（23）内村の真のキリスト者は真の愛国主義者であら
ねばならないとの考えは、愛国心に欠けた者を「無
定形の一般人」
（amorphous universal man）と呼び、
真のキリスト者でもなく、人格を失する者として
厳しく批判している（『全集 29』p.477）。
（24）内村は日本政府に対して、好意的な一文も以下
のように記している。
「然らば我等は日本の政治に対して如何に考ふ
べきであるか、もとより其有する種々の病弊は痛
歎すべきであるが、大体より見て比較的良政であ
ると認めねばならない、これ外国漫遊の後故国に
帰りし日本人の概ね認むる所である、又日本に滞
在せる外国人にして之を認むる人も少くない、生
命財産の安全、信仰の自由、或程度までの思想の
自由等は慥に此国に存する、此国にありて我等は
平和の中に福音を研究し且宣伝することを得る」
（『全集 26』pp.407-408）。
（25）
『全集 28』p.302。
（26）
『全集 3』p.107。
（27）内村は非戦論者になった理由を 4 つ挙げてい
る。第一は聖書に証言されたイエスの十字架の福
音は戦争を肯定していないこと。第二は無抵抗主
義が最も平和的手段であると、内村の自身の体験

から理解したこと。第三は戦争の歴史を振り返っ
てみると害あって利がないこと。第四は「米国マッ
サチユーセット州スプリングフィールド市に於て
発行せらるゝ The Springfield Republican と云ふ新
聞」（『全集 12』p.425）の平和主義的視点からの報
道に信服しているからであること。
そして内村は結論として、次のように述べてい
る。
「私は終に非戦論者となりました、然かし非戦
論とはたゞ戦争を非とし、之に反対すると云ふこ
と計りではありません、非戦論の積極的半面は言
ふまでもなく平和の克復並に其耕脩であります、
私は神に祈り、神若し許し給はゞ、国民の輿論に
逆つて、此時に際して非戦論を唱へた賠償として、
微力ながらも、出来得る丈けの力を尽して、平和
克復の期を早め、敵国との好意交換の基を作りた
く思ひます」（『全集 28』p.302）。
（28）岩野は内村の個人主義を基盤とする単独的手法
の活動に関して、以下のように批判的している。
「内村の立場、やり方が、即効性や拡大力といっ
た面では弱さを持っていることは否定できない。
特に、内面性・精神性を問題とすることができる
ためには、少なくとも、飢えなどのために生命の
存続そのものが危うい、といったレベルで存在を
脅かされてはならない必要がある。そのように極
限的に追い込まれた者に対して、内村の言葉が響
くかどうか疑問があるであろう」
（岩野、前掲書、
p.247）。
『全集 9』p.464。
（29）
（30）内村は日本の仏教に対してその価値を高く評価
し、以下のように述べている。
「余輩は仏教信者にあらず、然れども切に仏教
の復興を望むものなり、而して其方法たるや仏教
徒国民同盟会を起し、檄を全国に飛ばし、政府に
迫て公認教の制度を定めしめんとするが如き、政
治家的俗人的行為に依るべからざるを知るなり、
仏教復興は其字義の如く聖釈伽牟尼の教理其儘を
復興することなり、即ち彼の如き清浄なる、忍耐
深き、慈愛に富める、宏量なる生涯を導くにあり、
仏教復興は先づ政治的たらずして道徳的たるべ
し、社会的たらずして修養的たるべきなり」（『全
集 6』p.390）。
（31）内村は仏教の念仏を唱えることと、キリスト教
の信仰の告白のみによる救いが極似している側面
を以下のように述べている。
「法然上人の口唱念仏に言葉なりに酷似して居
るも奇なる事である、勿論基督教の信仰が其対象
に於て仏教の信仰と其根本に於て全く異なる者で
あるは吾等各自の熟知して居る所であるが、然し
対象に対する信仰の態度に就いては法然、親鸞
に学ぶ可き所が多いのである。道は極めて近き
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にあり、心に信じて口に言ふにある。何故に然る
か、迷信に流るゝ虞なきかの如き問題は他日にお
それ譲るとして、ユダヤ人とギリシヤ人との区別
はなく、主を呼び奉るものは悉く救はると言ふの
である、大骨を折りて羅馬書を研究して茲に至れ
ば斯くも簡短容易の事になつて終ふ」（『全集 22』
pp.176-177）。
（32）
『内村鑑三著作集 7』p.177。
（33）
『全集 15』p.431。
（34）内村は西郷隆盛を武士の模範としいることから、
陽明学に武士道の基盤を求めたのであろう。内村
は西郷隆盛を、以下のように高く評価している。
「若し私が武士道の模範として西郷隆盛を選み、
基督教のそれとして英国のオリバー・クロムウエ
ルを択みますならば、御会々員の方々に武士道と
較べて基督教の何たる乎を御紹介致すに最も便利
であらうと思ひます。西郷は武士の好模範にして
新日本建設の基礎的人物、クロムウエルは基督者
の好例にして英帝国創設の原動力であります。二
者に類似の点多く、同時に又相違の点が尠くあり
ません」（『全集 27』p.521）。
（35）内村は聖書の愛敵の精神が日本の武士道にも類
似的に見られることを、以下のように述べている。
「武士道はキリストの福音の如く敵を愛するま
でには至りませんが、敵を敬ひ、其正当の立場を
重んじます。武士道の精神を以つてして、基督教
教界に於て往々に見るが如き論争確執は到底之を
為し得ません。『基督信者は全能の神の紳士であ
る』と云ふにして『武士は日本国特有の紳士であ
る』と云ひ得ると信じます｣（『全集 31』p.296）。
（36）内村はキリスト者として自殺を認めない理由を、
以下のように述べている。
「基督者は主の所有である、キリストの属であ
る、故に彼は自から生きんと欲して生くる事は出
来ない、又自から死なんと欲して死ぬることは出
来ない、故に彼に取りては自殺は他殺と共に禁物
である、同じく他人の属を殺すことである、『殺
す勿れ』の誡は自他の差別なく適用すべき者であ
る、其故如何となれば、他も我も同じく神の像に
象れて造られ、我が有にあらずして神の有である
からである、我は自己を殺して勝手に他人（神）の
有を害ふのである」（『全集 19』p.240）。
『全集 31』p.293。
（37）
（38）
『全集 7』p.21。
（39）内村はキリスト教の教義に基づく社会、政治
の理想国家を「聖書国」と呼び、内村自身も聖書
国の実現に向けて努力していることを以下のよう
に述べている。
「余輩及ばず乍ら聖書国建設に志してより茲に
三十余年にして今日に於ては多数の聖書信者を生
じた事を知るのである。已に経書によりて儒者と

なり得た吾等が生命の書たる聖書によりて基督者
となり得ない訳がない。若しも朝鮮人が曾て孔孟
の書に接せしが如くに聖書に接するに至らば朝鮮
は怖る可き国となるであらふ、日本亦斯の如きを
得ば実に偉大なる国となるであらふ」（『全集 21』
p.368）。
（40）
『全集 6』pp.199-200。
（41）内村は社会改良の手法として、個人の内面的改
革から始動する個人主義的な側面を、以下のように
明示している。
「社会改良とは何でありまするか、今日社会改
良と申しますれば随分漠然たることを言ふのであ
りまして、多くは是れ弊風排除、罪悪剿燼に外あ
りません、然しながら社会の罪悪は之を摘発し之
を詰責すればとてそれで社会が改良されるもので
あるか、是れ大なる疑問でありまして、実際此事
に当て居る人も斯かる改良法に多くの信用を置い
て居らぬやうに見えます、罪悪は道徳的疾病であ
りますから外より之を切断して必しも癒ゆる者で
はありません、社会とは多くの人が考ふる如き単
純なる組織躰ではありません、随て社会的罪悪の
如きも之を責め立てたばかりで正すことの出来る
ものではありません、社会改良は至て易いやうで
最も困難なる業であります、是を行ひまするには
多くの勇気を要しまするのみならず、亦深き智慧
と強き能力を要します、直に人の良心を改良する
にあらざれば社会の罪悪は拭へるものではありま
せん」（『全集 10』p.105）。
（42）
『全集 31』p.5。
（43）
『全集 26』p.402。
（44）同前、p.406。
（45）家永三郎は内村の晩年の伝道者として聖書研究
に集中した活動は国家に対する改革精神の後退で
あると批判して、以下のように述べている。
「晩年の彼（内村）にも、前期以来の改革的精神
が随所に残っているのが事実であるが、しかし彼
の思想が著しく後退したこともまた動かし得ない
事実としなければならないと思う」
（家永三郎『家
永三郎集 第四巻』岩波書店、1998 年、p.176）。
（46）
『全集 29』p.477。
（47）内村はキリスト者である前に日本人である自意
識の大切さを、以下のように強調している。
「最も悪しき日本人は米欧化されたる日本人で
ある。純なる日本人は最も善き基督信者を作る。
信仰は信義と礼節の上に築かざるべからず。成功
と称して勢力と利益と快楽とを追求する信仰は信
仰に非ず。我等は基督信者と成る前に先づ日本人
と成るであらう然れば最も善き基督信者と成り得
るであらう」（『全集 31』p.6）。
（48）内村は個人がキリスト教の普遍的真理（福音）を
認識するとき、民族主義的ナショナリズムを超越
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した「宇宙的人物」となる可能性について、以下
のように述べている。
  
「私は何人にも適合する真理を探る。凡ての人
を照らす真の光を求む。人種、民族、宗教、教派
の差別なく凡ての人に当はまるべき真理を探る。
普遍的真理は、それが広くある丈けそれ丈け深く
ある。実在の中心に達する人の霊魂丈けそれ丈け
深くある。まことに人生の価値は茲に在る、即ち
人の生命に於てのみ宇宙の中心的真理が顕はるゝ
からである。そして人は己が内に之を発見して自
身宇宙的人物となりて、自己並に世界に超越する
ことが出来る（『全集 31』p.282）。
（49）
『全集 29』p.477。
（50）
日本基督教団「日本基督教団より大東亜共栄圏に
在る基督教徒に送る書簡」第 3 章（序文と本文 4 章
の構成）1944 年復活の日 日本基督教団統理者
富田 満（http://ja.wikisource.org/wiki（2013.12.21
入手）同教団は戦後、戦争協力に対して深く反省
し、1967 年「第二次大戦下における日本基督教
団戦争責任の告白」を発布している。
（51）キリスト教終末論は、ユダヤ教黙示思想の展開
であり、終末は世界の破滅ではなく、イエス・キ
リストの再臨による救済の完成、新たな世界の到
来の思想である。終末論には神学的諸説があるが、
内村のキリスト教思想との関わりにおいて、終末
思想を二つの傾向にまとめた柏原啓一の説を紹介
しておく。
「終末論とは、未来に力点を置く未来終末論と
いう理解と、現在に主眼を置く現在終末論という
解釈がある。そして、恐らくキリスト教的終末論
の持つ意味は、この両者から成るものと思われる。
未来終末論だけなら、ユダヤ教の終末論で十分で
あり、キリスト教が歴史に登場した意味が失われ
る。だからといって、現在終末論に傾きすぎると、
これまたキリスト教がこの具体的歴史に神の啓示
の介入を認める意味が希薄になる。キリスト教終
末論の意味するものとは、過去の歴史をたどって
きた人類が、その現実の過去との連関のもとでの
未来を形成していく方向で、そのたびの現在を審
判と救済のもとにある終末論的誠実さで生きるこ
と、とでもいったらよいであろう。未来終末論と
現在終末論といわば総合止揚したところに、本当
の終末論の意味するものがある」（柏原啓一「終
末論と救済」
『新・哲学講義 8 歴史と終末論』p.95）
（52）内村は、キリスト教の真理としての理想的教会
とキリスト者は、この世においては実現できない
ことを、以下のように述べている。
「理想は何事に関はらず此世に於て求むる事は
出来ない。理想の教会が無いと等しく理想の人も
基督信者もない」（『全集 31』p.129）。
（53）終末を待ち望みながら、キリスト者としてなす

べき責任について、内村は以下のように忠告して
いる。
「愛の福音は一人で之を信じ得る又実行し得る。
キリストの福音は世を征服する道に非ず、之に奉
仕する道である。キリストの王国を建設するとは、
彼の聖名を以つて世に王たるの道に非ず。彼が弟
子の足を洗ひ給ひし心を以つて世に臨むの途であ
る」（同前、p.130）。
（54）
『全集 30』p.449。
（55）市川昭午は今日のナショナリズムのタイプにつ
いて、以下のように言及している。
「ハンス・コーンの伝統に従ってナショナリズ
ムを、西欧型と東欧型、先進国型と後発国型、近
代型と前近代型、シビック型とエスニック型とい
う二つのタイプにわけた場合、その前者を賞賛し、
後者を排除する傾向が支配的であった。ところが
冷戦終結後、特に 1990 年代中ごろからリベラル
ないし左派と見られる側からもナショナリズムを
再評価し、擁護する声が上がり始めた」（市川、
前掲書、p.78）。
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研究ノート

アメリカの日本占領政策とキリスト教宣教にみる教育
原

真由美

American Occupation Policy and Christian Mission Work in View of Education
Mayumi Hara

はじめに

り物として日本に多くの宣教師と支援物資や
資金を送る事を可能とし、宣教活動を押し広

太平洋戦争後の日本の復興期に、
日本人は、

げた。占領時の GHQ 日本占領政策の変遷と

敗戦の失意の中から立ち上がった。北アメリ

アメリカキリスト教界の関わり方を軸に、ア

カ外国伝道協議会の日本への活動を取り決め

メリカ・バプテストの関東学院への援助を例

る「日本委員会」は、既に 1946（昭和 21）

として検証した。

年の４月に GHQ( 在日連合軍最高司令部 ) へ
の公的交渉連絡機関「６人委員会」の２人の

キーワード

メンバーを日本に送り込み、10 月迄には残
りの４人を派遣し体制を整えた。アメリカ占

１. GHQ（在日連合軍最高司令部）

領期の日本には、その初期から各種の施策が

２. 占領政策

多く実施されたが、その施策の一つに、キリ

３. 民主主義

スト教があげられたのは、北アメリカ外国伝

４. 信教の自由

道協議会等が戦争中から行った戦後の占領時

５. 共産主義

１）2）

における対応策の研究の成果

６. 日本宣教特別教化計画（Japan Opportunity）

である。

アメリカの対日占領政策には、民主主義と

７. 関東学院

共に信教の自由（国家宗教の解体）が挙げら
れる。この占領時にキリスト教が果たした日

目

次

本人への精神的な支えは小さくはなかった。
戦後の日本形成においてキリスト教がどのよ

Ⅰ . アメリカ占領政策の成立過程

うに関わったのかを、アメリカの占領政策決

１．占領下の日本

定過程で、アメリカ政府内の動きと北米キリ

２．占領政策の成立過程

スト教界の宣教方針の違いを比較し、キリス

３．占領政策の実行

ト教がどのように位置付けられたかを検討し

Ⅱ . 被占領期のキリスト教

た。

１. アメリカのキリスト教界の動き

北米のキリスト教界は、日本占領を先例の

２.  GHQ の宗教政策

ない好機と捉え、GHQ により大きく開いた

３. 日本の状況

扉から、アメリカのキリスト教徒達からの贈

４. アメリカ・バプテストの日本宣教政策
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Ⅲ . 日本宣教特別教化計画（Japan Opportunity）

2. 占領政策の成立過程
「太平洋戦争下における北米ミッションの

Ⅳ . まとめ

（前掲出）に示
対日宣教政策に関する研究」

Ⅰ . アメリカ占領政策の成立過程

した拙論において、1942（昭和 17）年頃か
らアメリカ内のキリスト教界では、既に敗戦

1. 占領下の日本

後の日本に対する接し方、日本人の風土・文

1945 年（昭和 20）年 7 月 26 日の対日ポツ

化についての背景を吟味した研究が開始され

ダム宣言発表と 8 月 15 日に日本が受託する

ていたことを論じた。このことは、戦後の日

間の 8 月 8 日にソ連の対日宣戦布告があり、

本におけるアメリカ占領政策に対する幾つか

中国東北部・朝鮮への侵攻開始があった。8

の研究からも認められており、アメリカ内で

月 16 日にスターリン（ソ連）による北海道

は戦後に対する対応策及びその背景について

北部の占領の公式提案があったが、トルーマ

早い時期から政府・民間団体の調査・研究が

ン（アメリカ）はこれを拒否した。1946（昭

あったことが指摘されている。
  油井大三郎は、彼の著作『未完の占領改

和 21）年 7 月 12 日に中国における全面的な

革』（東京大学出版会 1990 年 5 月）で、「欧

内戦（国共内戦）が始まった。
1945（昭和 20）年 8 月 30 日に連合国最高司

州の代表としてのフランス人は、旧体制を打

令官（Supreme Commander for the Allied  Powers

倒して市民社会を樹立したため国家と対立す

以下 SCAP）マッカーサーが厚木に降り立ち

るものとして個人の自由を位置付けたのに対

横浜に連合国総司令部（GHQ）を置き、そ

し、アメリカ人は、英国の植民地支配に対す

の時点から占領政策が始動した。この時点に

る抵抗の中から市民社会を形成したため、国

おける政策の中心には政治的、民事的、宗教

家との一体性の中で個人の自由を考える傾向

的自由に関する制限の撤廃、財閥の解体等が

があり、ヴェトナム戦争での敗北を自覚する

あった。同年 12 月 28 日宗教法人令が公布、

までアメリカの知識人は、概して政府や軍に

翌年天皇の人間宣言 1946（昭和 21）年 2 月

協力することにさしたる抵抗感を示さなかっ

2 日に宗教法人令改正が公布され、国家神道

た。
」3）と欧州とアメリカ民主主義の成り立

が破棄、神社も他の宗教と同一の扱いとなっ

ちについて欧米間の相違を指摘している。こ

た。また、1946（昭和 21）年 1 月 4 日に出

のことは、当然アメリカのキリスト教界でも

された軍国主義者の公職追放と 27 の超国家

例外ではなかったと言えるだろう。まして「反

主義団体解散もこの延長線上にあった。

ファシズム」に対する戦と位置付けられた対

しかし、1946（昭和 21）年 6 月 18 日に極

枢軸国との欧州戦争であり、太平洋戦争であ

東軍事裁判の米側主席検事キーナンがワシン

れば、キリスト教界がアメリカ政府、軍に積

トンで天皇を戦争犯罪人として裁判しないと

極的に協力することは当然と見なされたので

言明したころから占領政策が変わっていっ

ある。

た。この時点から、アメリカの日本に対する

日本国内の国家と宗教との関係で欧州・米

占領政策が、ドイツ・イタリアにおける戦後

国との相違点があるのは、協力することの内

処理の方法と日本に対する対処方法の違いに

容の違いである。戦時下において国家宗教の

より翻弄され始め、1950（昭和 25）年 6 月

枠組みに繰り入れられ、欧米との関係が抑圧

25 日の朝鮮戦争の開戦からは、その政策が

された日本と異なり、戦時下のアメリカでは、

大きく変わることになり、良きにつけ悪しき

戦争遂行のためにキリスト教界も敵国や開放

につけこの対日政策の変化は、日本における

地域の地域研究と分析を行う風潮が顕著であ

キリスト教宣教にプラスに働いていった。

った。
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五百旗頭真もこのことを著書『アメリカ

メリカ IPR であった。IPR については詳細説

の日本占領政策』で、アメリカ政府の戦時外

明を省くが、関東学院大学名誉教授、原覚天

交と戦後の対日占領政策の立案について同様

『現代アジア研究成立史論』5）を参照。

な指摘をした。
「アメリカは、早い時期から日

アメリカ国内では、既に 1940（昭和 15）

本に対する占領政策に関する政策の立案を重

年 2 月に民間団体である外交関係協議会

要視していた。これは、アメリカにおいて第

（Council on Foreign Relations  以下 CFR）が戦

一次世界大戦後に大恐慌がおき、世界のブロ

後政策の立案を意図して「戦争と平和の研究」

ック化、宥和主義などが失敗した反省から、

プロジェクトを発足させた。CFR は、アメ

第二次世界大戦の後処理については、完全で

リカ IPR と重なる人材が参加したが、母体

なくとも早くから世界各地の諸問題を本格的に

がアメリカの実業人達の組織した研究組織で

研究する必要を痛感していたと言う背景があ

あったためにアメリカの国益を追求する姿勢

る。太平洋戦争が開始された時点から、①開

が強かった。五百旗は、「アメリカ政府は、

始時点の国際情勢から戦争の構図が明らかに

1941（昭和 16）年 2 月 3 日に国務省内部に

なってきたこと。つまりドイツの劣勢と、日

特別調査課を置き、戦後世界政策の検討を始

本が欧州の戦況を正確に把握できずに、ドイ

めた。極東問題については、太平洋戦争の開

ツ、
イタリアと三国同盟を結んだことにより、

戦後、大統領及び国務長官直轄の戦後外交政

欧州とアジアの戦乱は、独裁制によるファシ

策諮問委員会が設置され、特別調査課はその

ズムによる民主主義に対する挑戦の構図とし

事務局となった。この後、変遷はあったが国

て捉えられたこと。②アメリカの国内事情と

務省では、1944（昭和 19）年 1 月に戦後計

してルーズベルト大統領の三選により、アメ

画委員会が設置され、その中に日本に関する

リカ政府内の環境が安定したことにより、速

研究と討議する極東班を設け、実質的な進捗

やかに日本の敗戦後対策についてアメリカ政

を図るために制度化していった。この制度化

4）

府は動くことができた。
」 と結論付けている。

により戦後政策決定の機構が整備され、早め

さらに、当時のアメリカ政府、軍にアジア・

に戦後計画が検討されていった。」と指摘し

太平洋地域の専門家が圧倒的に不足していた

ている。アメリカ政府は、第一次世界大戦の

ことから、政策決定やその基礎となる外国研

戦後処理方法の反省から、事前に戦争後の課

究を民間に依存した。特にアジア地域につい

題整理を始め、政府内に不足していた極東地

ては、1925（大正 14）年から活動を開始し

域の専門家を、IPR や CFR の民間からも集

ていた非政府組織の太平洋問題調査会

めて作業を行った。その初期の占領政策は、

（Institute of Pacific Relations  以下 IPR）は、ア

11 項目に渡っていたが、この中には、対日

メリカ政府、軍に人材を多く供給した。同会

講和はもとより、民主化や教育改革が入って

の設立はハワイの YMCA を拠点としたアジ

いた。また、日本語のローマ字化もあったが

ア・太平洋地域内の民間レベルの相互理解・

これは後に断念されている。

文化交流の促進を目的とした国際連帯運動が
始まりである。宗教家・研究者によるもので

3. 占領政策の実行

あったが、アジア地区の国際研究機関として

油井や五百旗頭の指摘するアメリカの日本

多くのアジア研究者 ･ 日本研究者を輩出して

占領政策の変遷は、重要な点である。アメリ

いる。組織としては、当初 6 カ国の加盟であ

カの占領政策の中に日本の民主主義化がある

ったが最終的には環太平洋 13 カ国による国

が、戦争中からの課題整理により日本占領政

別 IPR が集まった組織となった。アメリカ

策が一筋縄ではいかないと考えられていた。

政府や米軍に多くの人材を供給したのは、ア

また、国務省内での厳格派と融和派の確執が
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あったが、最終的に、日本人の占領者に対す

ー ト（Charles. W. Iglehart）、A.K. ラ イ シ ャ

る反発を最小限にする方策は、欧州でのやり

ワー（A.K.Reishauer）
、ルマン .J. シェファー

かたをそのまま持ち込むのではなく、間接統

（Luman.J.Shafer）の 3 人に「ミッションと日

治により遂行する希有な占領政策によるもの

本の教会との関係」に関する報告書をまとめ

となった。特に、欧州で行われた戦争は、民

させている6）。太平洋戦争開戦直後から行わ

族自決の原則を標榜したが、アジアには、英

れた戦争終了後を予測した研究報告書は、北

国・フランス等欧州諸国による植民地による

アメリカ外国伝道協議会が戦争終了後の日本

権益がまだ残っており、欧州での政策のよう

への再宣教政策構想を作成する上で影響を与

に、占領者として厳格に統治することを当て

えた。この経緯を見ると、GHQ が行った宗

はめることが出来なかったからである。

教に関する占領政策において、信教の自由と

さらに、欧州におけるソ連圏、共産主義の

いう観点での共通点が見られる。なお、具体

台頭、拡大は、驚異であり、共産主義の流れ

的な政策との関連については、アメリカ政府

がアジア地域に入っていくのを防ぎたかった

国務省内極東班の研究、調査と北アメリカ外

と言う理由が挙げられる。中国における共産

国伝道協議会の直接的な関連を含めて、今後

党政権の成立と 1950（昭和 25）年 6 月の朝

の調査課題としたい。

鮮戦争の開戦は、アメリカにとって、早期に
日本をイデオロギー的に安定させ、経済的に

2.GHQ の宗教政策

も復活させる必要が生じた。そこでアメリカ

1948 年 3 月に出された GHQ の SCAP によ

政府は、日本人の風土・文化に深くキリスト

る民間情報・教育・宗教と文化の資料7）によ

教を浸透させるという宗教政策を用い、信教

ると、日本の宗教について GHQ は、日本人

の自由と民主主義化を図った。アメリカのキ

の信教の自由に対する意識を高め、信教の自

リスト教界にとっても、対立する世界観から

由を確立する方針が立てられている。その具

共産主義の台頭を快く思ってはおらず、アメ

体的方策の一つとして、日本への宣教師の入

リカ政府とキリスト教界、両者の求めは一致

国を促進する占領政策が執られた。キリスト

していた。

教各派（ボード）の代表者として選出された
宣教師の入国については、最優先して入国さ

Ⅱ . 被占領期のキリスト教

せるべき外国人として挙げており、軍と共に
行動し日本入国に主な制限はなかった。この

1. アメリカのキリスト教界の動き

各ボードからの宣教師が日本に派遣され入国

カナダとアメリカの各派外国伝道協会の

した後、GHQ は、この宣教師が自立して活

代表者からなる北アメリカ外国伝道協議会

動できるまで、一時的に資金をサポートする

（Foreign Missions Conference of N.A．）では、

ことまで行っている。また、宣教師が必要な

1942 年 1 月 12 日 に 戦 争 終 了 後 の 日 本 に

らば移動のための占領軍の列車や郵便の使用

対する宣教を模索するために北アメリカ外

を特権的に与えていた。しかし、宣教師のこ

国伝道協議会の中にある東アジア委員会

の活動費は、各ボードからの自給が可能にな

（Committee of East Asia  以下 CEA）の中に戦

るまでであって返済を必要とした一時的なサ

後計画委員会を組織し、日本への宣教再開の

ポートとなっていた。これらの特権的な宣教

ために課題整理を行った。この委員会は、日

師の日本での状況は、GHQ の占領政策の中

本人が持っている特質を把握し、日本での宣

で、宗教政策は、優先的に組み込まれていた

教再開を図るため、その状況分析を行うため、

と考えられる。

日本研究に詳しいチャールズ .W. アイグルハ
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日本におけるキリスト教の動向を、キリスト

る。また、東アジアに拡大する共産主義の広

教会に毎日曜日、人々が押し寄せており、日

まりを危惧し、敗戦による日本人の空虚な心

本へのキリスト教宣教構想は間違っておら

にキリスト教を据えなければソ連の共産主義

ず、実施するのに十分値するものだという見

思想に取り込まれるという焦りもあった。日

方をしていた。しかし、日本人のキリスト教

本人の心にキリスト教の価値観がなければ民

への関心が深く人々の間で広まりを見せてい

主化も成り立たないとして、1947（昭和 22）

るとの認識と共に、保守的な家族からのキリ

年 5 月に SCAP による広汎な宣教師の日本入

スト教への反対が深刻な問題であり、伝統的

国方針が打ち出されている。謝志海は、キリ

な仏教や神道の信仰からキリスト教への帰依

スト教ブームのおもな要因として、①敗戦後

が容易でない事も認識していた。

の日本人が宗教を獲得するための土台となっ

さらに、キリスト教宣教に対して、戦争中

た。②占領軍の権威がキリスト教の宣教を後

の迫害の時代は去り、日本人の敗戦による物

押しした。③日本人のキリスト教に対する姿

心両面の渇望からキリスト教への求めが大き

勢が変わり、キリスト教会も一般の人がキリ

くなっていると言う視点から、それに伴う海

スト教を受け入れ、信じるよう援助をした。

外からの資金、物資そして人（宣教師）への

と 3 点を挙げて日本でキリスト教が推し進め

希求は、日を追うごとに大きくなっていると

られた要因としており、占領下の日本人に対

その必要を指摘している。実際、GHQ との

する精神的な一面を語っている。
国際基督教大学の森本あんりは、著書『現

窓口となった北アメリカ外国伝道協議会の代
表である 6 人委員会は、
日本への宣教師帰還、

代に語りかけるキリスト教』10）の中で、いつ

教会の復興と拡大、牧師の経済的サポート、

の時代においてもキリスト教が盛んなのは、

学校等の教育機関の支援を、日本側の窓口と

社会や文化が形成期にある地域だと指摘して

なった内外協力会と精力的に調整している。

いる。キリスト教が確立していく時代にヨー

8）

内外協力会 は、1948（昭和 23）年 2 月に日

ロッパ世界が確立し、ヨーロッパのキリスト

本基督教団とキリスト教学校教育同盟の代表

教と文化が新大陸へ移植される時にアメリカ

により正式に発足した日本側の窓口となった。

社会の建設が進められた。日本の歴史を振り
返り、明治の初期や戦後復興期の国家のしく

3. 日本の状況

みが大きく変わる時期にキリスト教の影響を

中国の研究者である謝志海の学位論文（北

強く受けていると、キリスト教が「形成の宗

京大学）『日本占領におけるキリスト教ブー

教」であると大きな影響を受けたことを主張

9）

ム』 では、アメリカの日本占領の一時期、

している。
極東問題の専門家で東アジア委員会から

キリスト教ブームが起こった要因について連
合軍最高司令部（SCAP）司令官マッカーサ

派遣されたチャールズ . W. アイグルハート

ーの戦略であったと、日本の民主化とキリス

（Charles W Iglehart）が、アメリカ・バプテ
ストに送った「日本の救い」11）と題した日本

ト教について次のように指摘している。
アメリカの民主主義は、キリスト教を土台

への宣教と宣教師派遣を呼びかけた報告書が

としており、アメリカ連合軍は敗戦後の精神

ある。そこでアイグルハートは、日本人の高

的真空状態になった日本人の空虚な心に、キ

度な文化や高い宗教観、日本人の優秀さを取

リスト教を広める事で、傷をいやし日本の民

り上げ、その日本人のよい資質が太平洋戦争

主主義の確立を図った。このため占領政策の

によって曲げられ、人間の幸福を脅かす結果

最優先課題としてキリスト教を広める事で日

をもたらしてしまったと捉えた。しかし、そ

本での民主主義思想を築くこととしたのであ

の日本に適切な抑制と方向性を与えることに
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よってアジアの中で受け入れられ、安全な良

い」の中で日本宣教と宣教師派遣を呼びかけ

い秩序が構築されるならば、これからも日本

たのである。

はアジアの柱になりえ、リーダーとしての働

4. アメリカ・バプテストの日本宣教
ワシントンのアメリカ政府は、日本がポツ

きが期待出来ると考えていた。
アイグルハートは、
「一時は、アジアへ侵

ダム宣言を受け入れる前後から、ソ連の圧力

攻し人間の幸福を脅かした日本ではある。し

が日本に及ぼうとしているが、日本は無防備

かし、キリスト教の宣教により、道徳的良心

な状態になっていると考えていた。ソ連が、

を養い預言者的個性を育て、高い水準にある

他の連合国諸国に共同統治という線で働きか

教会の組織や指導力を保持する日本のクリス

けており、日本には、日本人と外国人の共産

チャンの資質を活かすことが可能であれば、

主義者が散在しているとの懸念を持ってい

日本の個々のクリスチャンが概して準特権階

た。このような状況の中で日本をソ連の共産

級層に属していることから、その数が少人数

主義プロパガンダから守ろうとする必要を痛

であっても、その影響力は、数以上のものに

切に感じていたのである。このことから、ア

なる。
」と指摘していた。

メリカの占領中に日本が独自で経済、政治、

さらに、アイグルハートは、
「日本人は福
音を必要としているが、アメリカ政府は、キ

教育に関しては、統治できるよう移行する計
画を早めようとしていた。

リスト教が追及するものとは異なり、その占

これに対しアメリカのキリスト教界は、ア

領政策は、アメリカの国益と利害に影響され

メリカ政府と異なる考えをもっており、これ

ている。しかしキリスト教徒は、アメリカ政

からの日本の運命に対し独自の貢献をすべき

府の方針に反してでも、この点では妥協して

であるとしていた。キリスト教界はその采配

はならず、塩と光（マタイ 5 章 13、14 節）

の自由を与えられており、キリスト教徒は占

を惜しんではならない。
」とアメリカ政府の方

領軍の権威者やアメリカの代表というもので

針に同化することを戒める指摘もしている。

はなく、天の代表、世界のキリスト教徒の代

さらにアイグルハートは、アメリカから派

表として、軍事力ではなく、贖いの愛による

遣された宣教師達が、戦後の日本のキリスト

貢献の意識を訴えている。しかし、このアメ

教化に対する助力と、これまでの歴史的な関

リカ政府や GHQ の政策と、アメリカ宣教師

係を継続するという目的で、協力可能な日本

団やアメリカ・バプテストのキリスト教宣教

のキリスト教団体との回復を期待し、
地域や、

の捉え方には開きがあり、混乱の危険が存在

神学校、教育機関、教会の働きを援助すると

していた。あくまでもミッションは、イエス・

いう計画を実行する時には、宣教師の働きの

キリストの友として物理的、精神的に欠乏し

機会が拡大すると考え、
「かつて戦争で戦っ

た日本人に贖いと再創造と生きるための希望

た人々への宣教は、アメリカキリスト教徒の

として宣教することが、キリスト教界の行う

和解の試金石であり、赦し愛する宣教は、決

日本への奉仕であると捉えていた。

してたやすいものではなく、へりくだった精

1892（明治）年～ 1925（大正 14）年にア

神を必要としている。
」ことを強調した。打

メリカ・バプテストの宣教師として来日し

ち負かされて与えられる日本人の立場を考え

ていた事のあるジェッスイ R. ウイルソン

てみれば、アメリカ人キリスト教徒の日本へ

（Jesse R. Willson）は、占領された日本へキ

の宣教は言うまでもなく、将来の世界宣教の

リスト教徒としての奉仕を広げていくキリス

在り方を決定し、神への忠誠心とキリスト教

ト の 精 神 あ ふ れ る「Christian Opportunity in

徒の懐の深さを示すことになることからアメ

Occupied Japan」と題する 10 ページにわたる

リカ・バプテストに送った報告書「日本の救

資料12）を残している。ウイルソンは、共産主
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義に対抗するためには、日本人に信教の自由

ピング（Topping）宅で、9 名の関東学院の在

の確立が必要であり、それはキリスト教を土

日宣教師（V. ハンソン、L. P ハンソン、R. ジ

台とするアメリカの民主主義に基づくもので

ェニングス、E.I ジェニングス、E.B. タッピング、

もあると説いていた。このため、キリスト教

M. タッピング、S. S. ベス、M. O. ニコルソン、

の宣教は、かつて日本のキリスト教徒は準特

J. N. ニコルソン）が、非公式にそれぞれの宣

権階級層に属していたが、すべての階層の

教師が忌憚なく関東学院の現在の状況と将来

人々に福音を浸透する必要があり、そのため

の可能性について話し合うという懇談会をも

には、宣教師の数が圧倒的に不足しており、

った。この懇談会の中で話し合われた内容は、

資金も必要であると訴えていた。

関東学院を霞ヶ丘キャンパスと六浦キャンパ

アメリカ・バプテストは、このジェッスイ

スの 2 つの校地に集約し、これを中心とした

R. ウ イ ル ソ ン が 訴 え た「Japan Opportunity」

大学の利点と特色を強調する事についてであ

という新しい宣教の指針を活かすために、ア

る。この 2 つのキャンパスで複数の学校を同

メリカ・バプテストをあげて GHQ の宗教政

時平行的に運営しつつ、この単純化と集中化

策とは別に日本宣教計画をプロジェクト化し

がこれらの働きの生命線であることが語られ

た。1949（昭和 24）年 11 月に北アメリカ・

た。ここで、関東学院に従事する宣教師の間

バプテスト協議会の日本宣教の予算・財務検

から、
「伝道的宣教師」や「教育的宣教師」

討委員会へアメリカ・バプテスト外国伝道協

と言う働きを区別する言葉の代わりに「教会

会（American Baptist Foreign Mission Society

の伝道者」と「教育的な伝道者」と言う、宣

以下 ABFMS）と婦人アメリカ・バプテスト外

教師の働く機関がどこであっても、たとえ学

国伝道協会（Woman's American Baptist Foreign

校の教育機関に従事していても伝道者であり

Mission Society 以下 WABFMS）から日本宣

えるのだという主張が、生まれた。このため

教特別教化計画案（Japan Opportunity）13）が提

大学の学部にキリスト教研究所を設立する事

出された。この計画には、主に若い宣教師に

を学内でのキリスト教の証を強めていくため

機会を与える意味で宣教師の短期、長期の人

には必要なことであると提案している。
1950（昭和 25）年 5 月に作成された「SOME

事に関する提案、バプテストの女子校（日ノ
本、捜真、尚絅）
、日本国内の伝道計画、リ

OBSERVATIONS ON JAPAN AND THE

ーダーシップ訓練と施設建設、地方のトレー

PHILIPPINES」の資料に関東学院の土地購入

ニング計画、焼失した教会の復興計画、キリ

について検討された内容が記載されている。

スト教精神を広める教育機関としての関東学

元日本海軍の工廠跡地で、一時的に関東学

院への多大な資金の援助計画が挙げられてい

院の拠点となっていた追浜、六浦キャンパス

た。

の購入の必要性が高まってきており、購入に
手をこまねいていては他に買い手がついてし

Ⅲ . 日本宣教特別教化計画（Japan
Opportunity）と関東学院

まうという報告である。ホルトマン、A. ダ
ッカー、アキシリング、ハンソンらは、講入
金額として 12 万ドルを提案しているが、こ

ABFMS と WABFMS により提案され、アメ

れは当時の適正価格であって、将来のための

リカ・バプテストで承認された日本のバプテ

土地購入は、日本人、宣教師双方の働きを励

ストの教育機関としての関東学院への援助計

まし、この事業の将来計画の中心となるであ

画の構想は、その重要性から日本宣教特別教

ろうという期待を持っていた。ただ、メービ

化計画の最優先項目として取り組まれた14）。

ー（霞ヶ丘）記念グランドが手狭なので、2

1950（昭和 25）年 2 月 9 日に宣教師タッ

つのキャンパスを保有することが手に余るよ
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うであれば、新しいキャンパスへの集約もあ

し、宣教師の働きが個人の働きに終治するも

るとの考えも示していた。

のではない事を指摘している。そして、キリ

1950（昭和 25）年 7 月 7 日に関東学院の土

スト教化を広げるために必要があれば、宣教

地購入について宣教師のフロップ（F. Rbert.

師の人数をふやす事も考えられていた。キリ

E）は、現地調査報告に教育機関である関東

スト教的リーダーシップの習得のために、教

学院の重要性について次のように述べてい

会や協力団体とも連携を図るなど細かいとこ

た。
「関東学院は、日本におけるアメリカ・

ろにまで配慮し、考えられていたのである。

バプテスト系の唯一の教育機関であり、長く

また、教員についてもクリスチャンであるこ

誇りある歴史を有しており、永続させる必要

とを想定し、大学の学生もできるだけクリス

がある。戦後の日本政府の教育方針から勘案

チャンを入学させるように求めていた。

するとキャンパスの拡大が不可欠である。現

関東学院でのキリスト教化を図るための具

在、関東学院が拠点をおいている六浦の土地

体的な活動としては、チャペルでの礼拝、宗

は元日本海軍の工廠跡地で使用可能な建物と

教的指導、カウンセリングを通してキリスト

設備を備えている。商業的、産業的、工学的

教会に結び付けるようあらゆる方法が考えら

にも、主な産業と海運業の中心である横浜近

れていた。戦後の荒廃した日本に、アメリカ・

郊に位置し、立地的に非常に有効な場所であ

バプテストは、歴史と伝統のあるバプテスト

る。日本の産業化を推進する面からも、経済

の関東学院の存続を願い、教育を通してキリ

と工業に特化したキリスト教会に連なる大学

スト教の感化を広めようとした。

は他にはない。関東学院を教育機関として充

海軍の工廠跡地を拠点としていた六浦キャ

実させる事は、キリスト教的な産業界指導者

ンパスを横浜という産業と海運業の中心の横

を養成する事になり、これが神の国の戦略に

浜近郊という好立地条件を有効利用する。そ

なるのではないだろうか。
」と戦後日本のキ

して、キリスト教的な産業界のリーダーを養

リスト教的教育の在り方についてその指針を

成するという構想に始まり、関東学院の成功

語っている。

は日本宣教特別教化計画の成功をも意味する

このような宣教的な指針の経緯があって関
東学院の六浦の土地購入は、アメリカ・バプ

ほど重要なプロジェクトとして取り組んだの
である。

テストの日本宣教特別教化計画の最優先項目

Ⅳ . まとめ

として決議された。
アメリカ・バプテストの提言によれば、1
年目の補助金で当初の土地等の購入をして運

アメリカは、英国の植民地支配に対する抵

営を直ちに始め、次期院長として選出されて

抗の中から、市民社会を形成した経緯から、

いる千葉勇師と紳士協定を結び、日本人に任

個人の自由の権利を国家との一体性の中で考

せたいとしている。その後は補助金を段階的

える傾向があった。太平洋戦争を日本の軍国

に減らしていくが、これらが順調に進んでい

主義に対する「反ファシズム」の戦いとして

けば、さらにこの事業を発展させる計画とし

とらえたことから民間の政府への協力に疑問

ていた。

をはさむ余地はなかった。

関東学院内のキリスト教教育の計画につい

日本の敗戦の後、ポツダム宣言により、

ては、次のようなアメリカ・バプテストから

宗教が日本人の超国家主義、軍国主義の隠れ

の構想が示されていた。教員の資格について

簑とならないよう、日本人の個としての信教

は、キリスト教の感化が学校に及ぶよう日本

の自由を確立するために、アメリカの民主主

人のクリスチャンの教員を採用するように

義と共にこれを支えたキリスト教を広めよう

― 146 ―

原 真由美

アメリカの日本占領政策とキリスト教宣教にみる教育

とした。そして日本の占領政策として GHQ
は、かつてないほどの多くの宣教師を日本に
優先的に入国させ、援助した。
日本では、明治初期や戦後の復興期など、
国家のしくみが大きく変化する時にキリスト
教の影響を強く受けている。
アメリカのキリスト教界は、戦争で世界を
脅かせた日本にキリスト教を広めることで、
日本人の道徳的良心を養い、世界の安全と秩
序に貢献させ、アジアのリーダーとしての活
躍を期待した。アメリカは、キリスト教宣教
を GHQ の占領政策に反映させたまでは良か
ったものの、その後、アメリカ政府が、ソ連
との冷戦構造を背景にした国益と覇権争いか
ら方針変更したことからその影響を受けた。
宣教方法やその姿勢についても「日本人の救
い」というキリスト教的関心事が、アメリカ
政府の国益や利害追及の緊張関係を強いられ
る宣教活動へと変わっていった。そして、日
本人の戦後復興への物質的、
精神的な「救い」
が、ソ連の共産主義からの「救い」へと目的
がとって代わり、アメリカ政府の政治的方針
に迎合するとらえ方に変わっていった事実は
否めない。アメリカのキリスト教界もまた、
純然たるキリスト教の活動とアメリカの政策
との緊張関係の中で苦慮を強いられたのであ
る。
そのような戦後復興期におけるアメリカ・
バプテストの日本宣教特別教化計画（Japan
Opportunity）は、明治期以来、特定の準特権
階級層に限られていたと言って良いキリスト
教徒を、キリスト教宣教により国の利害に左
右されず、教会、神学校、キリスト主義学校
等を通し、すべての階層の人々を対象に宣教
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｢教育の荒廃｣ をめぐる私立宗教系学校の試み
─燈影学園の芸・作務・祈りのもつ可能性─
山
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Challenge to the“Ruination of Education”by a Private Religious School in Japan:
The Possibilities of Art, Work and Prayer at Toei Gakuen School
Naomi Yamamoto

Ⅰ . はじめに

メリカの教育現場で実践されてきたゼロ・ト
レランス方式であり、「逸脱的」とみなされ

「教育の荒廃」という言葉で学校教育現場

る行為を時を置かず警察的管理の対象とする

の困難な状況が指摘されて四半世紀を超え

（そして当該生徒の停学・退学を要求する）

る。特に、深刻ないじめの被害が顕在化する

ものである。日本の教育現場では、ゼロ・トレ

度に──最近では、大津市中 2 いじめ自殺事

ランス方式の採用については慎重論が根強い

件（2011 年 10 月）──学校という小社会に

（船橋一男 2008）ながらも、必要とみなす認

おける相互関係、保護者・教育委員会も含め

識も増大してきた。昨今施行されたいじめ防

た関係、さらには進学先・就職先も含めた産

止対策推進法（2013 年 9 月施行）も、この

業社会の競争主義の下での関係など、学校お

方向性を示すものである。

よび社会における諸関係のありようが、議論

本稿では、上記の「教育の荒廃」状況への

の俎上に載せられてきた。他方で教育現場で

2 つの立場を敷衍して、学校教育現場が人間

は、そうした「荒廃」状況のただなかにあり

の多様性に直面してとる 2 つの対応──自由

ながら、常に現在進行形で具体的な取り組み

度と縛り──に関連して考察を行う。学校は、

が重ねられてきた。本稿では、ある私立宗教

産業社会の競争主義の下で、その入り口とし

系学校の試みについて分析的に紹介すること

て競争・選別の機能を否応なくもたされがち

を目的とする。

である。その中にあって、自由度の優先（端

いじめに端的に示される「教育の荒廃」状

的な例として「人間教育」
）は、すべての人

況への対応としては、2 つの異なる立場が見

の尊厳を目指すことを意図しながらも、現実

いだされる。いじめ問題に取り組んできた弁

的には相互理解や相互調整の道程に多くの困

護士作家の中嶋博行（2009: 62）は、1 つを

難を含み、「逸脱的」な行為を温存すること

「人間教育」
、今 1 つを「正義のルール」と

にもなりがちである。他方、縛りの優先（端

呼ぶ。前者は、いじめ加害者も含めた広い意

的な例として「正義のルール」
）は、権力を

味での教育的配慮を優先させる立場、
後者は、

介してひとまず平穏を提供するかのようだ

いじめ加害者への罰則の整備・強化を優先さ

が、
「逸脱的」な存在を見えないところへと（学

せる立場である。後者は、1970 年代以降ア

校の外、社会の周辺、あるいは個人の内面の
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奥へと）追いやりつつ、かえって増大させる

と、むしろ、一燈園創始者の西田天香が示し

という弊を多分にもつ。学校生徒が人間の豊

た自己信条の中立性ともいうべきものを重視

かな多様性を認め合うように育つことを最終

することである。そのため、一般の私立宗教

目標におくとして、その過程において、どの

系学校とは異なり、神仏の慈愛を説く一定量

点でどのように自由度をもたせ、また縛りを

の教説があるわけではなく、また教説を共有

示すべきか。

する海外の信徒群が存在するわけでもない。

実際の教育現場では、2 つの対応──自由

しかし、結論をあらかじめ示すならば、燈影

度と縛り──を混在させつつ試行錯誤を重ね

学園の場合、その中立性等を介して独自のカ

ている。一般に私立学校は、独自の校風を提

リキュラムをもっており、それを通して、人

示しつつ比較的高額の学費を受け取るという

間の多様性の許容について一定の自由度をも

点で、結果としてある層の人々をあらかじめ

たせる可能性もあると思われる。同時に、そ

退け、人間の多様性の容認について一定の縛

こには課題も見いだされる。

りを課すともいえる。それでもなお、学校の

本稿の構成は次の通りである。Ⅱでは、燈

理念として掲げる項目の中には、多様性を認

影学園の生徒・保護者の発言から、当校を「教

め尊ぶ自由度を含んでいるともいえる。私立

育の荒廃」状況への対案とみなす認識の存在

の宗教系学校について言えば、特定の教派を

を指摘する。Ⅲでは、燈影学園の設立母体で

奉じることを理由として、さらに次のように

ある一燈園に言及し、宗教性の特徴を概観す

2 つの対応を含むことになる。まず、当初か

る。Ⅳでは、燈影学園の独自カリキュラムす

ら生徒・保護者に特定の教派の教説への協調

なわち芸・作務・祈りという型の教授を含ん

を求めることは、一定の縛りともなりうる。

だカリキュラムに注目する。そして芸・作務・

他方で、神仏の慈愛について説く営み、また

祈りの各時間に、生徒が、人間の多様性の許

教派の海外の（特に発展途上国の）信徒と連

容をめぐる自由度と縛りをいかに経験しうる

帯する方向性の営み（永田佳之 2013）などは、

かについて考察する。Ⅴでは、当校の独自カ

人間の多様性の許容についての一定の自由度

リキュラムが存続するための条件について記

ともなりうる。上段のような端的な例として

す。Ⅵでは、
「教育の荒廃」状況をめぐる私

の「人間教育」も「正義のルール」も困難な

立宗教系学校の試みの 1 つとして、燈影学園

問題を含む以上、こうしたさまざまな学校の

のありようを整理し、本稿の意義と限界を記

事例研究を行い、2 つの対応を混在させた試

す。
本稿の考察は次の限定をもつ。筆者は、調

行錯誤のありようについて検討を重ねること

査者として燈影学園の日常を十分に経験して

は、意義深いと考えられる。
本稿では、私立宗教系学校の中でも、設立

きたわけではない。また当校の生徒・保護者・

母体が宗教法人格を有しない比較的小規模な

教師としての経験もない。本稿は、わずかな

修養団体である事例を対象とする。具体的に

参与観察やインタビューのほかは、燈影学園

は、京都の一燈園と呼ばれる修養団体を母体

および一燈園の発刊してきた文書や映像資料

とする燈影学園の事例について検討する1）。

を主たる情報源として、分析を行っている。

燈影学園の場合、
「教育の荒廃」状況への対

その意味で、本稿で提示するのは、生徒は何

処法すなわち人間の多様性をめぐる 2 つの対

を経験する可能性があるかということに限ら

応──自由度と縛り──のうち、どちらを、

れる。その意味で、本稿は試論の域を出ない。

どのように含んでいるのだろうか。

生徒は何を実際に経験しているかを見極めた

燈影学園の特徴の 1 つは、宗教系とはいい
つつも、特定の教派を奉じるわけではないこ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

論究は、今後、本格的な調査の実施を通して
実現していきたい。
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Ⅱ . 燈影学園の生徒・保護者の語る
自由度

とから3）、燈影学園は、外部の一般家庭の子
どもたちを生徒として募集している。畢竟、
生徒の保護者は一燈園の価値観に対してなじ

本項では、燈影学園の概要を述べた上で、

みが薄い。
こうした生徒の背景の変化を契機として、

生徒・保護者の当校への印象を紹介し、当校
が「教育の荒廃」状況への対案とみなされる

燈影学園が近年アピールポイントとしている

面があることを確認する。

点の 1 つが、
「教育の荒廃」状況への対案と

燈影学園は、「日本一小さな私立小中高一

しての意味づけであると思われる4）。たとえ

貫校」と言われる。1933 年尋常小学校設置

ば、以下の 2 つの引用は、燈影学園の学校紹

認可、1947 年新制中学校設置認可、1952 年

介場面のものである。

定時制高校設置認可を経て、2008 年創立 75
周年を迎えた。創立以来一貫して小規模であ

引用 1：75 周年シンポジウムに登場する卒

り、各学年 10 人前後、小中高全部合わせて

業生保護者の発言（燈影学園 2006:

も 100 人程度である。

31-32）

燈影学園の設立母体である一燈園は、西田
天香（1872-1968）という人物によって始め

［息子が通った──引用者注（以下同）］小
「
学校は公立なんですけれど、軽いいじめが

2）

られ、2004 年に創始 100 周年を迎えた 。天

ございまして、…（中略）…登校拒否する

香は、日露戦争前後の混乱期に懐疑と求道の

ような嫌なことがございますと…（中略）…

放浪生活を続けた後、悟りを開いた人物であ

非常なエネルギーを使うわけでございます

る。「懺悔」の心による「無所有奉仕」の生

けれども、
［しかし燈影学園では］それが

活を理想とし、自ら実践した。一燈園と呼ば

ない。…（中略）…［それが］ない分だけ

れる場所は、天香と彼に追随する有志たち

［息子は］非常に楽しく余裕を持って、若

どうにん

（「同人」と呼ばれる）が集う道場的な場とし

しくは上昇志向と申しましょうか、そんな

て、1913 年京都鹿ヶ谷に開設された。そして

感じで過ごしてくれた、と思っております。
」

1928 年京都山科の現在地に移設された折に
引用 2：学 校紹介 DVD に登場する中学女

は、同人の数は 200 人を超え、家族を形成す

子の発言（燈影学園 2008b）

る者も少なくなかった。燈影学園は、こうし
た同人の子どもたちを天香の指針の下で教育

「今までは一貫の進学校に行ってたんで

するために創立された。その校舎と校庭は、

すけど、そこでは［級友との］人間関係と

今 な お、 同 人 の 生 活 と 仕 事 の 場（ 約 30ha）

かが難しくて、自分のもってる個性とかが

に包含される形で存在している。

出せなかったりしてたんですけど、この学
校では一人一人の個性をすごく出せて、何

燈影学園の創立以来の歴史を見渡すとき、
1989 年頃を境として、生徒の背景にはっき

にも束縛されず、自由にできるところがい

り と し た 違 い が 存 在 す る こ と（ 燈 影 学 園

いと思います。」

2008a: 23）を踏まえる必要がある。創立以来

（質問者：「自由ですか？」）

55 年間は、生徒の保護者は原則として一燈

「（微笑）はい、自由です。」

園同人であった。それゆえ保護者は、入学以
前の段階で既に「無所有奉仕」
「懺悔」など

いずれの引用でも、前校の問題点として友

の価値観を踏まえていた。これに対して最近

人関係の困難が挙げられるが、それは個別の

の 25 年間は、一燈園の若い世代が減少し学

生徒、個別の学校の問題としてではなく、日

齢期の子どもたちがほとんどいなくなったこ

本の学校によくある「荒廃」状況の一例とし
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て（引用 1 ではいじめの問題、引用 2 では進

ここで、
「無所有」である私に必要な物を

学偏重の問題として）捉えられている。その

与えてくれる主体、および「懺悔」する私の

上で燈影学園については、
「非常に楽しく余裕

ことを許してくれる主体について、天香は、

を持って、若しくは上昇志向［で過ごせた］
」

「自然」あるいは「おひかり the Light」とい

「個性をすごく出せて、何にも束縛されず、

う言葉で表現した。彼は、仏教に親しみ、一
あ む は ら ば

自由にできる」というように、縛りでなく自

時は仏教系新興宗教の阿吽鉢囉婆教に接近し

由度の大きいことが語られ、
「荒廃」状況へ

（宮田昌明 2008: 12-19）
、また神道にもキリス

の対案の実現として表現されている。

ト教にも関心を示したが、最終的に特定の宗

こうした燈影学園の印象の要因としては、
複数の観点が必要であろう。
たとえば当校が、

教・教派に属さないことを信条としたのであ
る5）。

極めて小規模な小中高一貫校であるというこ

天香の思想への手がかりの今一つは、彼が

との影響は、相当大きいと考えられる。その

大悟してから 20 余年間、「天華香洞録」と名

上で本稿では、当校が独自の宗教性の下でも

付けて記し続けた和綴じの内省記録の内容で

つ独自のカリキュラムの影響に注目して、考

ある6）。この内省記録の厳密な分析は本稿の

察を行う。

領域をはるかに超えるが、次の点を指摘して
おきたい。天香が、「不二」「真俗二諦」など

Ⅲ . 一燈園・燈影学園の宗教性

の仏教用語を用いつつ、対立するとされる二
者のいずれかの立場に立つことを超えた無我

ここでは、一燈園の創始者、燈影学園の創

執の境地を理想としたことである。本稿では、

立者である西田天香の宗教的思想について、

これを「天香の不二の思想」とさしあたり呼

仮説的に提示する。天香の思想の研究は、一

ぶことにする。またこの思想の特徴を、（1）

燈園の内部でも外部でもあまり進んでいな

絶対者の想定、（2）自己信条の中立性、（3）

い。それというのも天香自身が、思索を蓄積

論理の軽視・実践の重視という 3 点として描

しつつも、論理よりも実践を重視すると折に

くことにする。
後に天香は、追随者の増大という状況を受

触れて明言してきたことが影響していると思

け、道場的性格の定住地を設けたり（1913 年）

われる。
天香の思想への手がかりの 1 つは、彼の求

拡大したり（1928 年）するに至るが、その際、

道の契機と道程を追うことである。天香は、

「路頭」および「（六万）行願」と呼ぶ営みを

夢と困難を孕みつつ始めた北海道入植（1892

重視した7）。天香の不二の思想は、これらの

年）において、資本家と小作農民との対立の

営みに次のように表れたといえる。

狭間で行き詰まる。そして財から身を引き、

「路頭」とは、天香の命を受けて（あるい

仏典をはじめとする各宗教の書物や哲学書を

は許しを得て）、持ち物も行く当てもなく出

紐解きながら、「争いのない生活」の方途を

立し、機会があれば下働きの作業につき、時

求めて模索を重ねる時期を過ごす。1904 年

に生命の危険にも直面しながら「生かされる」

のある日、天香は、断食を伴う瞑想のただな

経験を重ねることである。下働きの内容は、

かで啓示を受け、
「何をも所有しないでも」
「許

「頼まれれば何でも行う」というものであり、

されて生かされる」との大悟に至る。以後、

汚れ仕事はもちろん、遊郭の庭仕事、政党候

あえて住所を定めず、下働きに就いてはそこ

補者の演説会の呼び子など、社会の暗部や対

で提供される食事や寝床を謝して受けるとい

立のただなかにおいても、箒一本、喉一つで

う生活を始めた。そして、彼の生活に追随す

無心に力を尽くすことであった。自らの命を

る共鳴者も徐々に生じてきた。

託す相手は「おひかり」であり、（1）絶対者
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の想定という特徴が見いだされる。また、遊

指定する学科目だけでなく、リトミック、日

郭の是非の問題、政党の支持・不支持の問題

舞、剣道など多様な芸術系の専門領域も、当

に立ち入らないことが示すように、自己を単

校指定の必修科目として含むものとなった。

なる道具とみなすのであり、
（2）自己信条の

第 2 に、学習に加えて労働も、実地の見習

中立性という特徴が見いだされる。さらに、

い学習とみなして重視するという点である。

特定の説明や交渉ではなく下働きの行為を通

天香は、（3）論理の軽視・実践の重視という

して自他において変化が生じるのを（もし変

特徴の下で、生徒に対しても謙虚かつ無心に

化が生じるならば）謝して受けとめるのであ

労働に就くことを求めた。学校・学童保育（ま

り、
（3）論理の軽視・実践の重視という特徴

たは学寮）
・家庭の連結ともいえる状況下、

が見いだされる。

小中学生は、学校教師を務める一燈園同人の

「行願」とは、天香が第一次世界大戦の終

指示のもとで、しめ縄の製作、生花の出荷、

結時に世界平和を祈念して発願したもので、

それらの行商といった労働を担うことがあっ

日中関係の緊迫化した 1930 年代半ばには、

た。中学生以上は、催事としての「行願」す

一燈園同人と外部賛同者が、特定の身支度・

なわちトイレ掃除巡業の折にはそれに加わっ

持ち物・作法を成して家々を巡り歩くトイレ

てきた。高校生は、1971 年まで夜学生であり、

掃除巡業として定型化したものである。この

同人に倣って黙々と庭仕事・大工仕事・事務

活動の含意は、「おひかり」の意図すなわち

などに就く昼間の活動は、夜の勉学に優ると

世界平和を実現するためにご縁を広げるとい

も劣らず重要であるとされた。このように当

うものだが、次のように言葉をほとんど使わ

校のカリキュラムは、謙虚かつ無心に遂行す

ない黙々たる実践である。隊列を組んでの進

るものとしての労働を含むものとなった。

行の後、各々分かれ、民家にトイレ掃除を願

第 3 に、学校生活の随所で「おひかり」の

い出る。相手や周囲の怪訝な視線や無礼な対

存在を意識させるという点である。天香は、

応に遭っても、自己の感情・判断を表出せず、

（1）絶対者の想定という特徴の下で、生徒に

ただ合掌によって応じた上で隣家へと進むこ

対しても次のような日課や所作を求めた。一

とを繰り返すのである。ここにも、3 点の特

日の始まりと終わりの儀（
「朝課」と「晩課」
）

徴──（1）絶対者の想定、
（2）判断留保とい

では、一燈園同人と連座して祈祷文等の唱和

う自己信条の中立性、
（3）言葉でなく行動に

や瞑想を行うこと。朝食・昼食・夕食では、

依るという論理の軽視・実践の重視──が見

やはり同人と連座して、禅宗の作法に則った

いだされる。

食作法をとること。各授業の始業と終業では、

こうした天香の無我執の境地たる不二の思

教師と向かい合うにあたり、単なる起立・礼

想は、天香の創立した燈影学園のカリキュラ

ではなく合掌の姿で礼を行うこと。中でも最

ムにおいて、少なくとも次の 3 点で影響を与

後の点は、相手の中に住まう「おひかり」へ

えたと思われる。

の敬意の表現として、天香はじめ一燈園同人

第 1 に、外部から多種多様な講師陣を迎え

が、生活の端々で会釈に代えて行ってきた所

るという点である。天香は、
（2）自己信条の

作である。こうして当校のカリキュラムは、

中立性という特徴の下で、実に多様な交友関

随所に祈りの要素を含むものとなった。
燈影学園のカリキュラムは、天香没後 40 年

係を保ち、その相手は知識人、経営者に加え、
教育者や芸術家も少なくなかった。その人々

以上となる現在においても、上記の 3 点──

の一部が、1933 年の燈影学園創立以来、学

元を辿れば天香の不二の思想に由来する 3 点

校教師の一角を占めてきたのである。こうし

──を保持している。次項では、このカリキ

て当校のカリキュラムは、文部省・文科省の

ュラムの独自性が、人間の多様性の許容にお
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本稿では、後者の学習を指示する語として、

いていかに作用する可能性があるか、検討す

「文科省の必修科目（の学習）」との対比で、

る。

「芸（の学習）」という語を用いることにする。

Ⅳ. 燈影学園の芸・作務・祈りの時間
における縛りと自由度

本稿では、燈影学園のカリキュラムの独自
性を、
「芸・作務・祈りを含んだカリキュラム」
と表現することにする。この 3 点は、上述の

燈影学園は、教育方針を「祈り・汗・学習」

通り、元を辿れば天香の示した宗教性に由来
する 3 点である。

という 3 語によって提示している（燈影学園
2008b）。「祈り」と「汗」という語、さらに

図 1 は、燈影学園の中学校の週間時間割表

それらを「学習」の語に先行させていること

の一部分である。小規模校のため、たとえば

が注目される。「汗」は労働、中でも謙虚か

月曜日の「体育」は、1・2・3 年が合同で行

つ無心に遂行する労働のことであり、週間時

うことが示されている。その上で、木曜日に

間割表では作務と表現されている。

は「洋舞」
、火曜日には隔週で「謡」という
ように、芸が組み込まれている。また、火曜

最後の「学習」の語も、細部を見ると、興
味深い特徴が見いだされる。文科省指定の必

日には作務があり、水曜日の最後には「晩課」

修科目の学習に限らず、リトミック、洋舞、

すなわち晩の祈りがある。このように当校で

日舞、能・謡、剣道、そろばんなどの学習を

は、芸・作務・祈りを含んだカリキュラムが

含んでいるのである。当校は、前者の学習と

実施されている。

後者の学習を分かつ名称を特に用意していな

このカリキュラムのもとで、生徒は──中

いが、現校長である相大二郎（2008: 100）の

でも「教育の荒廃」状況を逃れて入学・編入

著書によれば、後者は、いわゆる論理脳のみ

してくる生徒は──いかなる経験を積む可能

ならず感性脳も鍛える学習とのことである。

性があるのか。以下、検討する。

図 1 燈影学園の中学校の週間時間割表（一部分）（燈影学園 2008b より）

月
中1

水

火
中2

11:15-12:00 英会話 英語

中3

中1

中2

中3

中1

数学

美術

国語

理科

音楽

木
中2

中3

中1

理科

国語

第4限
昼休み
13:00-13:50 体育

謡

作務

洋舞

第5 限

隔週

隔週

14:00-14:50

作務

理科

英語

国語

掃除

地理

書写

音楽

生徒会

家庭科

第6限
15:00-15:50 理科

英会話 書写

終礼

第7限
終礼
16:20- ……
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1. 芸の時間：優劣の軸を多様に築きうると

て、いわれのない縛りと映ることがあるだろ

いう自由度

う。しかしながら芸の時間は、次のように別

燈影学園の芸の時間とは、上述の通り、リ

の効果ももつと考えられる。

トミック、洋舞、日舞、能・謡、剣道、そろ

生徒は、何が優れたやり方で何が劣ったや

ばんなどである。それぞれ、その道の第一線

り方かは、どの立場に立つかで全く異なると

で活躍中の諸氏が非常勤講師として来校し、

いう事実を、実感を伴って体験することだろ

基礎から教授するというかたちをとる。生徒

う。すなわち、優劣の軸は一様ではなく多様

は、小学校から高校まで在籍するなら、これ

であるという認識である。その上で、可能性

らのほとんどすべてを8）、発表会ができる程

として、自分の関心に基づいて新たな優劣の

度のレベルまで習得することになる。

軸を創出するという方向性も広がってくるこ

こうした芸の時間は、いわば型の刷り込み

とだろう。芸の時間は生徒にとって、一方で

ともいえる。そして生徒は、複数の芸を習う

縛りでありうるが、他方で、優劣の軸を多様

中で、各々の芸で常識とされることが互いに

に築きうるという点で自由度でもありうると

抵触するという場面に出くわすことにもな

考えられる。

る。たとえば、当校で教授される洋舞と日舞
の間では、あるいは文科省指定の音楽の時間

2. 作務の時間：優劣の軸を反転させうると

の歌い方と謡のうたい方の間では、次のよう

いう自由度

な抵触があると考えられる。

燈影学園には、3 つのレベルで作務の時間

洋舞は、体の「伸び」によって優美さを追
求する舞踊といわれる。他方日舞は、伸びき
らず縮みきらず「途中で制止するポーズ」を

が存在するといえる。（a）日課としての作務、
（b）週間時間割表における作務、
（c）年間行事
としての作務である。

多用し、その「制止ポーズ」によってこそ伸

（a）日課としての作務は、日本の多くの学校

びと縮みの両方を、あるいはそれ以上のもの

で行われる清掃の時間に相当し、当校でも「清

を表現するといわれるのである。同様に、音

掃」と呼ばれている。ただし当校の特徴とし

楽の時間に教授される声楽は、西洋由来のも

て、月曜日には第 1 限にそれを行うこと（他

ので、音を頭部共鳴させる「ベル・カント唱

の曜日は終礼前）、トイレ掃除に力点をおく

法」を基本とする。他方、当校独自の必修科

ことの 2 点を挙げる必要がある。トイレ掃除

目の 1 つである謡は、
能に伴うもので、
「喉声」

は多人数が従事し、便器の内外を含め丁寧な

と呼ばれる地声を基本とする。
「喉声」の中

拭き掃除を行う。

でも特に「強吟」と呼ばれるうたい方は、喉

（b）週間時間割表における作務は、中学生の

にいっそう力を入れて気負いを表すのが優れ

場合は毎週、高校生は原則毎日、時間割の一

たうたい方だといわれるのである。

部として行うものである。活動内容は、校舎

生徒は、各芸の常識が互いに抵触する状況

周囲の一燈園同人の生活領域も視野に入れた

の中で、いずれかの芸を重視するように言わ

もので、敷地内の清掃（落ち葉掃き・草刈り

れるわけでもなく、各芸に共通する指針を示

など）や、家事的な作業（食事作り・風呂焚

されるわけでもない。ただ各芸を、
各時期に、

き用の薪割りなど）を中心とする。

各専門家から教わることを重ねる。このこと

（c）年間行事としての作務は、一燈園同人が

は、生徒にとって戸惑いや混乱の元となるこ

現在年 3 回催行する「行願」すなわちトイレ

とが考えられる。納得いく理由のないまま各

掃除巡業に合わせた活動である。特に 1 月の

芸の型に従うように指示を受けることは、理

「年頭行願」では、高校 2 年生が、同人と同

不尽と思える校則を課されることに類似し

様にトイレ掃除巡業を行う。また 8 月の「夏
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もあった」（大槻周 2008）。

の集まり」の直後には中高生が、11 月の「霜
月行願」の機会には小中高の全員が、社寺に

この高 2 生は、トイレ掃除巡業を効率的に

出向いて清掃を行うにあたり、同人のトイレ

こなしたわけでもなく、巡業に対して常に前

掃除巡業のことを強く意識する。
注目すべきことは、
（a）
（b）
（c）の作務が、

向きだったわけでもない。彼は、効率性も向

いずれも下働きの内容であること、その究極

上心も怪しい中で、ただ愚直にそれを継続し

的な型がトイレ掃除巡業だとみなされている

た。そしてそのことが、彼の意図を超えて、

ことである。高 2 生が同人に倣って参じる
「年

彼の謙遜さを引き出し、また彼と出会った相

頭行願」というトイレ掃除巡業は、現在も

手の謙遜さをも引き出したとして評価されて

1930 年代半ばと同様の型で行われる。身支

いると考えられる。

度は、作務衣姿で頭に手ぬぐいを被るという

このように生徒は、作務の時間を通して、

もの、その手ぬぐいには天香の直筆がプリン

ひたすら愚直であることを型として教わる。

トされている。持ち物は、旧式のブリキ製バ

また、効率性・向上心の高い時のことは高慢

ケツ、その中にヤシ製亀の子タワシと雑巾だ

さに通じるとして退けられ、それらの低い時

けが入っている。手袋・洗剤などは持たない。

のことが細部まで重要視される。生徒は、落

この「無所有奉仕」の出で立ちで街を巡るこ

胆したり心外に思ったりすること、見習い学

とが、
究極的な型とみなされているのである。

習とはいえ、もっと自分に合った作業を挑戦

現在の生徒は、かつてのように親が一燈園

的に行っていきたいと感じることがあるだろ

同人ではないことから、こうした作務の型に

う。愚直さという型は、気に入らない制服を

ついて、また「世界平和」のためにトイレ掃

強いられることにも類似して、心外な縛りと

除巡業を行うというロジックについて、戸惑

映るだろう。しかしながら作務の時間は、次

いも隠せないようである。
学費を払う立場で、

のように別の効果ももつと考えられる。

なぜ下働きを強いられるのか、と不満を募ら

生徒は、いかにも逆接的な対応──成功に

せる生徒も、いないわけではないと聞く。そ

ついては退けられ、失敗については重要視さ

こまで率直な発言がない場合も、作務の過程

れるという対応──に接し続ける中で、翻っ

は葛藤を含むようである。たとえば下記は、

て、慰めを受ける場合もあると考えられる。

「年頭行願」に参じた高 2 男子の感想文であ

それというのも、失敗・挫折・惨めさのただ

る。一燈園の後援会的組織「一燈園全国光友

なかに陥るとき、そこにこそ価値があるとい

会」の季刊紙において選ばれて掲載されたこ

う見方を示してくれるからである。これは、

とから、ある種の評価を受けたものともいえ

優劣の価値付けの反転である。作務の時間は、

る。彼は振り返る。

一方で縛りでありうるが、他方で、特に当人
の危機の折、優劣の軸を反転させうるという

「
［トイレ掃除をさせてもらおうと一般家

点で自由度でもありうると考えられる。

庭を巡り歩くが──引用者注（以下同）］断ら
れつづけて…（中略）…途中でだんだん悲

3. 祈りの時間：優劣の軸をめぐる責任を不

しくなってきた」
。
「…その時、
『どうぞ［我

問にしうるという自由度

が家のトイレ掃除をしてください］』とい

燈影学園では、生徒は、毎朝礼堂に集い、
じきどう

われた。…（中略）…最大限に心を込めて

正座して瞑想する9）。また給食時には食堂と

やった。相手の為にするのではなく自分の

呼ばれる場所に集い、和式に正座し、般若心

為に掃除した。そして相手に感謝したが、

経等を唱和した後、沈黙のうちに食べる。こ

逆に相手から感謝され…（中略）…恐縮で

れらは、禅宗を踏まえた祈りの型である。
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当校の場合、特定の教派を奉じないことか

状況への対応を行ってきたと見ることができ

ら、祈祷文の含意について、また神仏の慈悲

る。それは、芸・作務・祈りという型の教授

について、生徒に一定の教説の集積を示す場

の徹底を含むカリキュラムを通した対応であ

面があるわけではない。ただ現校長である相

る。型の教授は、論理面での納得をさておき

（2008: 44-46）の著書によれば、生徒に対し

実践面での従順を強いるものであり、一見拘

て、特に給食場面を題材として、次のよう

束的で、人間の多様性の許容において縛りを

な考え方を示すことがある。人のいのちは、

かけるものとも考えられる。しかしそれは、

食材である野菜・魚・肉などを得てこそ保た

他方で、人間の多様性の許容において自由度

れる。食材として植物・動物のいのちを絶っ

を増すものとなる面も考えられる。それとい

てこそ、さらにいえば、大いなる「自然」を

うのも生徒は、概して優劣の軸で測られがち

部分的に傷つけてこそ、人のいのちは保たれ

な学校生活の中で、その優劣の軸を多様に築

る。したがって、自分のいのちは、決して自

きうるという自由度、反転させうるという自

分だけのものではない。何か崇高な存在から

由度、不問にしうるという自由度などを得る

の「授かりもの」である、という考え方であ

可能性があるからである。

る。給食場面の正座・祈祷そして沈黙という

その上で、こうした燈影学園の独自カリキ

型は、そのことを思い巡らすための有益な方

ュラムは、必ずしも容易には存続しないとい

法だというわけである。

う点にも留意する必要がある。次項では、こ

こうした祈りの型の提示は、根拠となる教

のカリキュラムの存続の条件について記す。

説の集積が示されないがゆえに、根拠不明な
細則にも似て、どこか判然としない不純なも
の、一定の縛りと映ることがあるかもしれな

Ⅴ . 燈影学園の独自カリキュラムが
存続する条件

い。しかし同時に、大いなる「自然」と私の
いのちとの対比のうちに瞑想や沈黙を重ねる

燈影学園の独自カリキュラムが存続するた

ことは、次のように別の効果ももつと考えら

めの条件の第 1 点は、天香の不二の思想が保

れる。すなわち、
「私」のことは天の崇高な

持されるという点である。この思想の保持は、

存在に任せるのが良いという認識である。概

一燈園・燈影学園に共鳴者が集い続けること

して学校という場がさまざまな機会に優劣の

で可能となる。現在、一燈園の若年世代は大

評価を行う中で、その優劣の軸自体から距離

変少なく、一燈園育ちの教師も減少してきた

をとるということである。
「私」の能力や業

という状況の中10）、一燈園の外部から勤務す

績についての責任は、
天の崇高な存在にあり、

る教師も含めて、教師たちの使命はいっそう

「私」はただひたむき生きていれば良いとい

大きくなっている。今後誰が、どのような経

うわけである。祈りの時間は、一方で縛りで

験を積みながら教師の職につき、思想を保持

ありうるが、他方で、優劣の軸上の位置をめ

していくのかが課題である。

ぐる責任を（または優劣の軸そのものを）不

第 2 点は、特に芸の時間のために、専門的

問にしうるという点で自由度でもありうると

な人材が確保されるという点である。その道

考えられる。

を少々という程度ではなく専門的に知る人
が、一、二の芸ではなく数種の芸において確

以上、燈影学園のカリキュラムの特徴的な

保されるということが必要となる。従来の講

点──芸・作務・祈り──について検討して

師陣は、天香やその志向に触れることを喜び

きた。燈影学園の場合、天香の不二の思想を

とする中で、芸を基礎から教えるという骨の

引き継ぐ中で、独自の仕方で「教育の荒廃」

折れることにも進んで従事してきたが、この
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人々も歳を重ねてくる。今後誰に、何を対価

を認め合う場となることを念頭に試行錯誤を

として芸を教えに来てもらうのかが課題であ

重ねている。すべての人の尊厳を目指そうと

る。

する営みが相互調整に相当の困難を要する以

第 3 点は、小規模校特有のコスト高のため

上、各学校は、生徒に対して一定の縛りを示

に財政上のシステムが構築されるという点で

しつつ一定の自由度をもたせるという点にお

ある。芸・作務・祈りの指導は小規模校でこ

いて、模索の途上にある。一般に私立宗教系

そ順調に運ぶだろうが、小規模校にはコスト

学校の場合、特定の宗教の教派を奉じること

がかかる。燈影学園は、かつては、一燈園と

を理由として、生徒に対してその教説への協

の間で多くの財・人材を共有することでコス

調性という縛りを課すことになるが、他方で

ト高を抑えていたが、現在ではその方法は大

その教説ゆえに、神仏の慈愛について厚みを

きく揺らいでいる。たとえば、かつては（生

持って説いたり、全く異なる経済的・文化的

徒が一燈園同人の子どもであることの必然と

文脈に生きる海外信徒との連帯的活動を行っ

して）
、一燈園の図書室、応接室兼ピアノ室、

たりして、人間の多様性への自由度を示すと

さらには敷地全域を生徒のために利用してい

もいえる。これに対して本稿では、私立宗教

たが、現在では、一燈園とは独立に、蔵書を

系学校のうち、特定の教派を奉じるとは言い

整えた図書室、楽器をそろえた音楽室、整備

がたい学校──燈影学園──を取り上げ、当

したグラウンドや安全性に配慮した体育館を

校がいかなる縛りと自由度を示しうるかにつ

備えている。またかつては、一燈園同人およ

いて検討を行った。その検討は、燈影学園の

び一燈園に好意的な外来の教員経験者が無償

背後にある修養団体一燈園、および創始者西

で教師役を務めていたが、現在では、彼らの

田天香の思想のありようを紐解くことでもあ

加齢に伴い、外部から有償で教師を採用する

った。その結果、次のことが導き出された。

ようになっている。こうした設備・人材のた

燈影学園において特定の教派の教説を奉じ

めの費用は大きい。今や、かつてとは異なり

ないという事実は、単に教説の不提示という

生徒保護者から入学金・授業料等の徴収を行

ことではない。むしろ、教説に代えた教法の

うとはいえ、コスト高の問題は深刻である。

提示である。燈影学園では、天香の不二の思

今後誰が、何の名目で、必要な資金をまかな

想──（1）絶対者を想定し、
（2）自己信条

うシステムにするのかが課題である。

の中立性を保ち、（3）論理的思考よりも下働

以上、当校のカリキュラム存続の条件とし

きの実践を重視するという内容の思想──の

て、思想・人材・財政上のシステムという 3

下で、型の教授の徹底というかたちがとられ

条件を挙げた。特に第 1 と第 3 の条件が孕む

る。具体的には、芸・作務・祈りを含んだカ

困難は、一燈園の内部から外部への若年世代

リキュラムを通して、芸における多様な型を、

の流出という問題と関連している。このこと

作務における愚直な型を、さらには祈りにお

は、Ⅱで示した動き──当校のありようを求

ける単純な型を、徹底して身体化させるとい

めて一燈園の外部から内部へと生徒が流入す

うかたちがとられるのである。
こうして本稿では、燈影学園が、一般の私

るという動き──と考え合わせるとき、皮肉

立宗教系学校とは異なる仕方で、すなわち型

な事態とも映る。

の教授の徹底という仕方で人間の多様性への

Ⅵ . おわりに

縛りを示すこと、同時にそれが人間の多様性
への自由度として転化する可能性もあること

現在、学校教育現場は、
「教育の荒廃」と

について指摘した。生徒は、芸の時間を通し

みなされる状況の下で、人間の豊かな多様性

て優劣の軸を多様に築きうるという自由度
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｢教育の荒廃｣ をめぐる私立宗教系学校の試み ─燈影学園の芸・作務・祈りのもつ可能性─

を、作務の時間を通して優劣の軸を反転させ
うるという自由度を、さらには祈りの時間を

謝辞

通して、優劣の軸をめぐる責任を不問にしう

本稿は、国立民族学博物館・人間文化研究

るという自由度を、得るに至ることが考えら

機構主催国際ワークショップ「広がる教育空

れる。したがって、燈影学園の芸・作務・祈

間──子どもたちのウェルビーイングから考

りを含んだカリキュラムは、単に希少性とい

える」（2010 年 3 月 7 日）で報告した内容に

う価値をもつに留まらない。上記のような宗

基づいている。準備段階および当日の議論か

教性を背景としながら、
「教育の荒廃」状況

らは多くの洞察を得た。記して感謝申し上げ

に対して当校がオリジナルに提示する対案の

る。

核としての価値をもつものである。当校は、
この芸・作務・祈りのカリキュラムを通して、
学校が一般に陥りがちな優劣の軸の固定化と
いう悪弊から距離をとることを、そうして人
間の多様性の許容において自由度を増すこと
を、可能にしている面があると考えられるの
である。
ここで、一燈園・燈影学園の内部と外部と
の人の動きに注目することは興味深い。仮説
的見通しではあるが、近年一燈園の内部から
外部へと流出してきた若年世代は、型の教授
の徹底というありようにおいて、前者の縛り
の側面を見いだしてきた可能性がある。他方
で、昨今一燈園の外部から内部へと参入する
学校生徒は、後者の自由度の側面を見いだし
ている可能性が考えられる。
本稿は、「教育の荒廃」への対案作りが緊
急の課題である中、ある特異な私立宗教系学
校の対応の事例を取り上げ、それを、背景と
なる宗教性の特徴とともに描き出した点で意
義がある。ただし本稿は、燈影学園・一燈園
の発刊物を主たる情報源としたものであり、
あくまでも試論の域にある。
燈影学園が型の教授の徹底において示す縛
りと自由度は、1 つの対応の 2 つの側面であ
り、
諸刃の剣であるともいえる。当校生徒が、
実際の場面で、どちらの側面をどの程度経験
しているかについての考察は、今後の本格的
調査の実施に期したい。その上で、
「教育の
荒廃」をめぐる他の学校のさまざまな試みに
ついても、比較検討の対象としていきたい。

注
1）燈影学園の特徴を論じた論考としては、河村新吾
（2010）
、佐藤由佳
（2013）
がある。
2）正確さを期するならば、創始 100 周年の起点
（1904
年）
は、後に「一燈園生活」と呼ばれるようになっ
た生活スタイルの開始年である。この年について、
百科事典等では 1905 年と誤記されている場合が
ある。
3）2010 年 3 月時点で、一燈園同人の子どもで学齢
期の者は 1 人のみであり（中学 3 年男子）
、その 1
人も翌 4 月、一燈園に居住しつつ外部の高校に進
学し、以後同人の生徒数は 0 人となった。彼の進
路選択は、同人の子どもで 20 歳代、30 歳代の者
が一燈園の外部に居住し就職する場合が多いこと
と、同一線上の現象であると思われる。
4）当校は、この点に加え、進学率の一定の高さもア
ピールポイントとしている。当校卒業生は、美容
師や菓子職人の専門学校に進む者がいる一方、京
都大学や東京大学などのいわゆる一流大学に進む
者もいる。当校は、この現状を、
「文科省の必修科
目の学習」について決して疎かにしないことの結
果として提示している。
5）後に一燈園で用いられ始めた携帯用祈祷書には、
天香の記した文書に加え、経典・祝詞の抜粋、キ
リスト教の主の祈り、明治天皇の短歌などが掲載
されている。
6）この和綴じの内省記録は、2004 年、一燈園生活
100 周年を機に、西田天香『天華香洞録』
（全 5 巻・
別巻解説）
として復刻された。これは、天香の思想
研究の糸口となるものであり、精緻な研究が待た
れる。
7）特に「（六万）行願」の構想、推奨、儀礼としての
創始、隆盛の過程については、拙稿（山本 2013）を
参照されたい。
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8）日舞と剣道については選択必修、他は必修である。
9）もっとも現在では、型の踏襲において緩さも見い
だされる。たとえば、毎朝 6 時に同人と連座して
瞑想するのは寮生活を送る高校生だけであり、小
中学生の朝課（朝の祈り）
は朝 8 時 30 分である。
10）現在では、燈影学園の教師の半分以上が、同人
ではなく、同人関係者（同人の親類、あるいは後援
会的組織「一燈園全国光友会」の入会経験者）で
もない。その上で、当校の管理職者には同人・同
人関係者が多い傾向がある。
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研究ノート

ロジャーズ理論とキリスト教Ⅰ
─クライエント中心療法について─
三

井

純

人

The Theory of Rogers’Psychotherapy and Christianity Ⅰ
Rgarding Client-Centered Therapy
Sumito Mii

要旨

目次

カ ー ル・ ロ ジ ャ ー ズ（1902-1987） は 20

1．はじめに

世紀を代表する臨床心理学者の一人である。

2．クライエント中心療法の成り立ち

壮年期に彼が創始したクライエント中心療法

3．クライエント中心療法とキリスト教

は、今に至るまでアメリカのみならず日本に

4．まとめと課題

おいても心理カウンセリグの現場に多大な影

   注と引用文献

響を与えてきた。幼少期ロジャーズは人間存
在の罪深さを教える保守的なキリスト教会に

キーワード

通う厳格な家庭で養育され、その中で抑圧さ
れた心情の発露としてクライエント中心療法

①クライエント中心療法 ②カール・ロジャ

を創始したということがいわれる。確かに

ーズ ③純粋性 ④受容 ⑤共感的理解

「純粋性」
「無条件の肯定的配慮」
「共感的理

⑥実現傾向 ⑦イエスの教え ⑧福音書

解」「実現傾向」といったその中心概念は、
人間の内面的な可能性に信頼を置いたもので
あり、クライエント中心療法はフロイトから

1. はじめに

の臨床心理学の流れにおいて人間性心理学と
いうヒューマニズム的カテゴリーに入れられ

カール・ロジャーズは 1982 年のアメリカ心

ることが多い。しかしながら、ロジャーズは

理学会の調査で「20 世紀最も影響力の大き

青年期には牧師になることを目指しており、

かった心理療法家」の第一位に選出されてお

ロジャーズ理論の根底にはキリスト教的聖書

り、フロイト以降の臨床心理学の流れの中で

的な倫理観が潜在していると考えられる。そ

極めて重要な心理療法家である。

のことを福音書に照らして明らかにしつつ、

若い頃のロジャーズは主に児童相談を行っ

今後の日本におけるクライエント中心療法の

ていたが、30 代後半になってクライエント

あり方を探っていきたい。

中心療法と呼ばれる大人向けの個人カウンセ
リングを始めるようになり、中高年期からは
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エンカウンターグループと呼ばれるグループ

起こされるものであり、その根本的な解決の

セラピー、さらに晩年には心理療法の枠を超

ためにはカウンセリングや心理療法（サイコ

えて世界平和のための活動を行うようにな

セラピー）3 といったものが不可欠であると

る。ロジャーズの活動は多岐にわたるわけで

考えられる。にもかかわらず、日本において

あり、それらをすべて一度に扱うことはでき

それらは未だ社会的に認知されているとは言

ない。ロジャーズ理論の本質を明らかにする

い難い。アメリカには博士号をとってから取

ためには、まずその中で以後の臨床心理学に

得できる州認定のサイコロジストという資格

最も大きな影響を与えたと考えられるクライ

があるが、今のところ日本にはそれに相当す

エント中心療法にフォーカスを当てる必要が

るような国家資格は存在しない。臨床心理関

ある。

係の団体、流派、学派が乱立し、玉石混淆の

クライエント中心療法は、後述するとおり

様相を呈しているのである。

「純粋性」「無条件の肯定的配慮」「共感的理

しかしその中で、先に述べた河合の言葉ど

解」という三つの基本概念をもつものである

おり、流派、学派を問わず、ロジャーズのク

が、平易な言葉で言い表すならば、心理カウ

ライエント中心療法はほとんどすべてのカウ

ンセリングの場においてクライエントの話す

ンセラーに影響を与え、広く日本に広まって

内容に対してカウンセラーが自らの経験に基

いるのである。

づいたアドバイスをしたり異論をとなえたり

ロジャーズは日本に最初にクライエント中

することなく、ひたすら傾聴し、共感するこ

心療法を紹介した友田不二男に対して、自ら

とによってクライエント自身が潜在的にもっ

の臨床を省みて「人を操作せず、そのままに

ている自己回復力が自然に引き出され、本来

受け入れて、自発的に待つスピリットは東洋

の生き方を取り戻すことができるようにサポ

的であると思う」4といっている。そして、友

ートする心理カウンセリングの手法である。

田は孔孟、老荘、禅、親鸞、神道といった東

カール・ロジャーズが創始したクライエン

洋思想とロジャーズの経験主義的な臨床を比

ト中心療法は、欧米の心理療法の先駆けとし

較し、その本質的な共通性を指摘している。5

て第二次世界大戦終結の直後に日本にも紹介

クライエント中心療法は日本人の精神性に即

されることになった。カウンセラーとクライ

した心理療法であると考えられるのである。

エントの対等性を基本にし、複雑な理論を必

同時にロジャーズは幼少期厳格なクリスチ

要としないロジャーズのカウンセリングスタ

ャンホームの中で育ち、キリスト教的な背景

イルは、封建的価値観に基づく権威主義から

をもつ臨床家であることを忘れてはいけな

戦後の民主主義への移行期という当時の世相

い。彼はその教条主義的な制約から脱皮する

の流れとも相まって、日本の社会に受け入れ

かたちで人間のもつ内面的な可能性に信頼を

られていった。河合隼雄は「わが国において

置くクライエント中心療法を作り上げたと考

カウンセリングを行っている人たちの（医療

えられ、その思想は一般的には人間性心理学

関係の方を除き）ほとんどがロジャーズの影

というカテゴリーの中に位置付けられる。し

響を受けているといっても過言ではないだろ

かしながら、ロジャーズの生い立ちや臨床上

1

う」といっている。

の思想を吟味していくとその理論の根底には

今の日本では、心の病の増加が社会問題と

聖書的な影響が多分にあることがみえてく

してクローズアップされる中で、その対応策

る。本稿ではそのことを福音書のイエスの言

2

としての薬物療法の限界と弊害が指摘 され

葉から具体的に説明し、さらに今後の日本社

ている。心の病は多くの場合精神的なストレ

会でのクライエント中心療法の可能性と課題

スやトラウマ（心の傷）が原因となって引き

を明らかにしていきたい。
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ロジャーズ理論とキリスト教Ⅰ ─クライエント中心療法について―

2. クライエント中心療法の成り立ち

の学生となり、臨床心理学と教育心理学を専
攻することになったのである。8

2.1 ロジャーズの生い立ち
ロジャーズは 1902 年にイリノイ州オーク

2.2 クライエント中心療法の始まり

パークの保守派のキリスト教会に通う厳格な

ロジャーズはコロンビア大学在学中にニュ

両親のもとに生まれた。諸富によれば『
「神

ーヨーク児童相談所の研修員となり、卒業後

に選ばれた者」という信念と共にロジャーズ

はロチェスター児童虐待防止協会で 12 年間

家の宗教的雰囲気を形づくったのは、どうあ

臨床に携わる。当時は児童に対するカウンセ

がいても人間はしょせん「罪深い存在」であ

リングが彼の臨床の中心であったわけだが、

るという考え』であり、それは彼のその後の

その中である時、ある親との面談によってそ

人生に大きな影響を与えたとしている。そし

の子供の問題行動が消えたことがきっかけと

て、幼少期に植えつけられた自己否定のメッ

なり、大人のためのカウンセリングを始める

セージとの格闘のなかでアンチテーゼとして

ようになる。そして、1940 年ロジャーズが

人間のもつ可能性に重きを置いたクライエン

37 歳の時に心理テストやアドバイスを用い

ト中心療法は生まれたと諸富は考えるのであ

当時主流であった専門家主導の指示的カウン

る。6

セリングの中心地ミネソタ大学に乗り込み、

ロジャーズは 1919 年にウィスコンシン大

指示的カウンセリングの権威であったウィリ

学に入学し、父の農園を継ぐために農学を専

アムソン教授に真っ向から意義を唱えクライ

攻するが、ＹＭＣＡの活動を通して、史学に

エントの主体性、自発性に重きをおいたクラ

専攻を変え牧師になることを目指すようにな

イエント中心療法を創始することになるので

る。そして、大学 2 年に家族だけではなく信

ある。9

仰をもった教授や友人との親密な関わりのな
かで「旧約聖書の審判的で恐ろしい神の姿は

2.3 非指示療法での三段階

影を潜め、それにかわって生気に満ちた人間

クライエント中心療法はカウンセラーが自

イエスの姿がロジャーズの心を占め始め」る

らの経験からの指示的なアドバイスといった

ようになる。さらに在学中にＹＭＣＡの主催

ことをせずに、クライエント自らの回復力を

する世界学生キリスト教会議のアメリカ代表

引き出すものであることから当初は非指示療

の一人に選ばれ、中国旅行をすることになる

法、非指示的カウンセリングと呼ばれていた。

のである。その旅行の中で全米から参加して

ロジャーズの著作10に基づいてそのカウンセ

いる他の学生、学者、宗教的なリーダーと知

リングでのプロセスを要約すると次の三段階

り合い、交流を深める中で、
「イエスは神で

から成り立っている。

はなく歴史上で最も神に近づくことのできた
人間」7 であるという結論に達する。そして、

2.3.1 感情の開放
クライントの話をそのまま傾聴し、「はい」

大学卒業後には父親が勧める教条主義的な神
学校ではなくてより幅の広い真理探求を容認

「そうですね」といった簡単で肯定的なレス

するリベラル派のユニオン神学校に通うよう

ポンス（応答）や「今悲しいのですね」とい

になる。そして、そのユニオン神学校の校風

うようにクライエントの感情をそのまま共感

の中で結局のところキリスト教の教義のみを

的な言葉で返す「感情の反射」により、クラ

信じることに抵抗を覚え、
牧師の道を断念し、

イエントは抑圧されていた感情を開放・発散

1926 年にユニオン神学校時代は聴講生とし

できるようになる。

て通っていたコロンビア大学教育学部の正規
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2.3.2 自己洞察の成就

名称ではなくクライエント中心療法という臨

感情が開放されるにつれて、クライエント

床的な本質を言い表した言葉に切り替えてい

の心の中に自分自身についての新しい発見、

くのである。そして、彼の最も有名な論文で

気付きが生まれる。例えば、面談の初期は子

ある「治療的人格変化の必要十分条件」12の中

供の問題行動などの家族の他のメンバーの話

で、カウンセラーが内面的に取るべき態度と

題が取りあげられていても、カウンセリング

して「純粋性」「無条件の肯定的配慮」「共感

が繰り返されることにより実は親である自分

的理解」の三つをあげているが、その三要素

に責任があるのだという内省的な自己洞察が

こそがまさにクライエント中心療法の主な特

生じる。

質なのである。以下にそれぞれの概念につい
て説明する。

2.3.3 集結
自己洞察が深まるにつれて、クライエント

2.4.1 「純粋性（congruence）」

の緊張は縮小し、クライエントは自らの力に

ロジャーズは、カウンセラーはクライエン

よって問題に取り組んでいこうという姿勢が

トとの関わりのなかで「一致した、純粋な、

はっきりとしてくる。感情が整理されて、自

統合された人間でなければならない。」13とい

ら新しい目標を見つけそれに向かって行動面

う。しかし、それは完全な模範的な人間でな

での変容が起きることでカウンセリングは集

ければならないという意味ではない。ロジャ

結をむかえる。

ーズはカウンセラー（セラピスト）がもつべ
き「純粋性」「自己一致性」についてさらに

このような非支持的なやり方はクライエン

以下のようにいう。

トの内面にある健全な生命力が発動すること

『「私はこのクライエントを恐れている」と

を目指したものであり、ロジャーズ以前にも

か「私の注意力は私自身に集中しているので、

その萌芽はあった11が、ロジャーズは体系的

彼に耳を傾けることはできない」というよう

なカウンセリング理論としてまとめたのであ

な体験をするかもしれない。セラピストが、

る。

このような感情を自分の意識に否定しない
で、自由にそうあることができるならば、わ

2.4 クライエント中心療法の三原則

れわれの条件は満たされているのである。』14

ところが、上記の三段階での最初の「感情

「純粋性」とは、カウンセラーがクライエ

の開放」における「感情の反射」については、

ントと面談する時に、自らの内側に去来する

それはただ単に言葉を繰り返すだけの技法で

カウンセリングの継続を妨げるようなネガテ

あるという誤解が生じてしまった。例えば、

ィブな感情にも気がついており、必要があれ

あるクライエントが「私は死にたいんです。

ばそれを言葉にすることできることなのであ

だから今この窓から飛び降りようとしている

る。クライエントの側は自己の感情に気がつ

んです。」と言っても、ロジャーズ派のカウ

いていないことが多い。そして、その自覚で

ンセラーは「あなたは死にたいのですね。そ

きていない無意識的な感情がうつや原因不明

して、今窓から飛び降りようとしているんで

の恐怖感、身体的な不定愁訴に形を変えて顕

すね。」という感じで緊急の措置が必要な場

在化している場合がしばしばある。そのよう

合であってもただ言葉を繰り返して答えるだ

なカウンセリングの継続過程においては、ク

けだろうと揶揄されたのである。

ライエント中心でありつつも同時にカウンセ

ロジャーズはそのような誤解を避けるため
に、技術面の特徴を込めた非指示療法という

ラー自身の「純粋性」、即ち自己統合性を維
持していくことが必要なのである。
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自分のものであるかのように感じ取り、しか
2.4.2 「無条件の肯定的配慮
（unconditional positive regard）
」

も自分の怒りや恐怖や混乱がそのなかに巻き
込まれないようにすること』17なのである。

「無条件の肯定的配慮」というのは、カウ

「共感的理解」をもってクライエントの体

ンセラーが「クライエントの体験のすべての

験を傾聴していると、クライエント自身が意

側面を、そのままクライエントの一部として

識していないような内面的な意味をも、カウ

暖かく受容していること」なのであり、カウ

ンセラーは口に出して述べることができるも

ンセラーの好みや人生観、価値観といったも

のである。そして、そのことによりクライエ

のとは関係なく、クライエントの話した内容

ントに新たな気付きが生じ、自己統合が促進

や態度をそのまま受け入れることなのであ

されるのである。
以上のとおり、「純粋性」「無条件の肯定的

る。ロジャーズは以下のようにいう。
『クライエントの良いポジティブな、成熟

配慮」
「共感的理解」とは、カウンセラーの指

した、自信のある、社会的な表現を受容する

示、指導によらずに、クライエント自らの内

のとまったく同じくらいに、彼のネガティブ

面的な力の発現を期待するクライエント中心

な、悪い、苦しい、恐怖の、防衛的な、異常

療法の本質を表すものなのである。その意味

な表現を受容することであり、クライエント

でロジャーズ理論はアブラハム・マズロー18

の一致しているやり方を受容するのとまった

等と共に、精神分析学、行動主義心理学に続

くおなじくらいに、彼の一致していないやり

く第三の心理学とも呼ばれる性善説的な人間

15

方をも受容することである。
』

性心理学のカテゴリーの中に含まれるのであ

ロジャーズのいう受容とは、カウンセラー

る。

がクライエントに対するときの内的な態度で

しかしながら、同時にロジャーズ理論の根

あり、
「クライエントを分離した人間として心

底部には幼少期から青年期に身につけたキリ

を配ることであり、彼に自分自身の感情をも

スト教的、聖書的思想が内在しているのであ

ち、自分自身の体験をもつように許すこと」16

る。次項にそのことを具体的に説明していき

なのである。

たい。

このようなカウンセラーの受容的態度、即
ち「無条件の肯定的配慮」こそ、クライエン

3. クライエント中心療法とキリスト教

トのパーソナリティの自律的な変化が起きる
ために必要なものだとロジャーズはいうので

3.1 キリスト教とロジャーズ

ある。

先に述べたとおり、若い頃は牧師を目指し
ていたロジャーズであったが、リベラル派の

2.4.3 「共感的理解
」
        
（empathic understanding）

ユニオン神学校に入学したことは、彼にとっ
て幼少期の保守的なクリスチャンホームでの

「共感的理解」とは、
「感情移入的理解」と

抑圧から開放される環境が与えられたことを

訳されることもある。クライエントの私的な

意味していた。そこから本来の人間性の開放

世界を、あたかも自分が体験するかのように

を目指すクライエント中心療法が芽生えてい

感じ取ることである。ただし、その中でも自

ったと考えられる。しかしながら、同時に福

分自身の視点を失わないという意味で共感

音主義神学、自由主義神学といったカテゴリ

（empathy）は「同情」
「お悔やみ」
（sympathy）

ーの区別はさておいて、とにかく神学の学び

というものとは違うものであろう。
それは
『ク

をしたことは事実である。ロジャーズはヒュ

ライエントの怒りや恐怖や混乱を、あたかも

ーマニズム的思想に興味をもちつつも、同時
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に聖書的知識やライフスタイルもまた必然的

学カウンセリングセンターのメンバーであっ

に身につけていったと考えられる。諸富は以

たエリザベス・シーラーは、晩年のロジャー

下のようにいっている。

ズについて問われて「でももちろん、カール

「たしかに、ロジャーズの仕事に、彼が青

の仕事は、彼のキリスト教的な背景に大きく

年期に目指した牧師の影が落ちていること

影響されています。私には、キリスト教の影

は、疑いようがありません。彼がその主要理

響なしに、カールが自分の考えを発展できた

論を構成する際に、
「無条件の肯定的配慮」

とは思えません。
」23と答えている。クライエ

とか「純粋性」といった倫理的ニュアンス濃

ントに対する「無条件の肯定的配慮」「共感

厚な言葉を使ったことにもその影は見て取れ

的理解」というロジャーズ思想の本質は、や

ますし、晩年に人種間・国際間の緊張緩和と

はり彼が学生時代に影響を受けていたキリス

国際平和のために世界を飛び回った彼の姿に

ト教的倫理思想に即して考察する必要がある

も、どこが牧師を連想させるものがありま

と考えられるのである。

す。」19と言っている。

久能は「純粋性」
「無条件の肯定的配慮」
「共

その後、1949 年中年期のロジャーズはあ

感的理解」という三条件について、キリスト

るクライエントとの関わりによって内的な混

教の愛に基盤を置いたものであるとし、「無

乱を経験したことから幼少期のキリスト信仰
によって自らの心が深く傷つけられているこ

条件の肯定的配慮」については、「ヨハネに
よる福音書」8 章 2-11 節の姦淫の現場で捕

とに気が付き、その傷の癒しは彼の死の数年

えられた女に対するイエスの態度こそロジャ

前までかかったといわれる。彼は死の数年前

ーズのいう「無条件の肯定的配慮」であり、

になってやっと宗教の世界に再び近づくこと

神の愛そのものであると説明している。24

になる。といっても、それはキリスト教では

筆者はこの箇所には「無条件の肯定的配慮」

なく東洋的でスピリチュアルな世界だった。20

のみならず三条件すべてが包含されていると

ロジャーズ自身がクライエント中心療法は

とらえる。つまり、この箇所のイエスの言動

東洋的であるといっていることは先に述べ

にはクライエント中心療法におけるカウンセ

た。東洋思想は全般的に自然との融和、万物

リングの本質があると考えている。

の一体感を志向するものであり、ロジャーズ

ところで旧約聖書の「イザヤ書」9 章 5 節

の重んじる受容の精神に通じるものであるこ

では到来するべき救い主を預言したと考えら

とから、晩年彼がその世界に傾倒していった

れる「驚くべき指導者（新共同訳）
、不思議

のは自然な流れであったと考えられる。

な助言者（新改訳）
」という言葉があるが、

しかしながら、禅などの東洋的な瞑想は自

英国欽定訳では Wonderful Counseller となっ

己省察を基本にしたものであり、対人倫理と

ている。次項では「ヨハネによる福音書」8

いうところには必ずしも重きが置かれないと

章の姦淫の現場で捕えられた女について具体

いう側面もある。それどころか、鈴木大拙に

的に考察して、ロジャーズ理論とカウンセラ

よると、仏教的、日本的霊性とは、善悪の区

ーとしてのイエスの教えの本質的な一致点と

別といった相対的価値観を離れたものであ

相違点を明らかにしていきたい。

り、倫理性さえも超越してしまうというので

聖書、特に福音書の記述は、イエスを中心

ある。21   それに対して、イエスの教え、さら

にしてその時その場面で生じた出来事につい

にはその弟子たちの教えの中に含まれる新約

ての現象面を簡潔なかたちで表現しているも

聖書的な霊性とは愛を中心とした対人関係に

のである。イエスの心の内側にあったもの、

おける倫理意識として表現されているもので

そして、イエスの言葉によって生じた律法学

22

ある。 ロジャーズとともに初期のシカゴ大

者やパリサイ人、そして捕えられた女の心の
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動きといったことについては、さまざまな立

り、エルサレムの神殿の境内で民衆を教えて

場からの解釈があるのは必然的なことであ

いた。すると律法学者やパリサイ派の人々が、

る。本稿はクライエント中心療法との比較研

姦淫の現場で捕えられた女をイエスの下に連

究という立場からみた一つの聖書解釈という

れてきて「こういう女は石で打ち殺せとモー

ことでご了解頂きたい。なお、特に表記がな

セは律法のなかで命じています。ところで、

い限り新共同訳聖書による記述とする。

あなたはどうお考えになりますか。」とイエ
スに迫る場面となる。イエスは律法学者やパ

3.2 ヨハネの福音書 8 章でのイエスの教えと
三原則

リサイ派の人々が自分を試そうとしているの
を見抜いていた。彼らの問いに対してモーセ

3.2.1 イエスの純粋性

の律法のとおりに打ち殺しなさいといえば、

姦淫の現場で捕えられた女の話がある「ヨ

あなたは愛を説いているのではないかと責め

ハネによる福音書」8 章において、まずその

られる。逆に、赦してあげなさいという答え

1 節には「イエスはオリーブ山に行かれた。
」

をすれば、モーセの律法を無視するのかとい

という安易に読み過ごしてしまいがちになる

うことになるわけである。いずれにしても彼

フレーズある。オリーブ山に関する他の聖書

らの罠に引っかかるというわけである。その

箇所として「ルカによる福音書」22 章 39 節

ような彼らの質問にすぐに答えることはせず

には最後の晩餐の後に「いつものようにオリ

に、イエスはしばらく膝をかがめて地面に何

ーブ山に行かれると、弟子たちも従った。
」

かを書いておられた。沈黙を続けるイエスの

とあり、そこでイエスは苦悶の祈りをするこ

心は彼らよりも捕えられた女の方に向けられ

とになる。オリーブ山はイエスにとって日々

ているように思える。イエスは上から目線で

神と深く交流し、自身の使命を認識する場所

声高に説教するわけではなく、かがんだ姿勢

であったのだろう。白昼人々と接する前に、

によって、社会の底辺で生きてきた彼女の心

常にイエスは神への祈りと自己内省をするこ

に同じ目線でそっと寄り添って、その内面を

とによって、救世主としての使命を果たすた

感じ取っていたのだろう。表面的な言葉のや

めの自己統合、自己一致を保っていたと考え

り取りはなくとも、彼女の内側にあった悲し

られるのである。

みや孤独に共感的な理解をしていたと考えら

ロジャーズのいう自己一致、純粋性につい

れるのである。

ては先に概略を説明したが、ロジャーズは経
験主義者であり、臨床での体験から概略的な

3.2.3 イエスの無条件の肯定的配慮

理論を記述した人であった。彼のいう純粋性

無言のままイエスはしつこく問いただす律

についても厳密な定義というものはない。た

法学者やパリサイ人の悪意をそのまま受容

だ、先に述べたとおり、ロジャーズは学生時

し、彼らの心のさらに奥にある本来の人間性

代の私的な日記の中で「イエスは神ではなく

に目を向け、その本来の人間性が引き出され

歴史上で最も神に近づくことのできた人間」

るような応答として「あなたたちの中で罪の

であるという考えをもっていた。その意味で

無い者がまずこの女に石を投げなさい。」と

ロジャーズは、イエスこそ自己統合、純粋性

告げているのである。イエスは彼らを非難す

の模範的存在としてとらえていたと考えるこ

るようなことは言わずに、内面的な良心の発

とができる。

現に期待していたわけであり、それはまさに
「無条件の肯定的配慮」なのである。

3.2.2 イエスの共感的理解

これを聞いた人々は、年長者から始まって、

そして、イエスはオリーブ山から朝早く戻

一人また一人とその場を立ち去っていくので
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ある。イエスの受容的精神によって彼らの内

スで使われていたのである。
しかしながら、本来の聖書的語源を調べる

側に自己内省が呼び起こされ、行動面でも変

と、そのような意味はなく、むしろ逆に治療

容が起きたのである。
そしてさらに、一人残された女に対して「わ
たしもあなたを罪に定めない。行きなさい。こ

を受ける側を重視した言葉であることがわか
る。

れからは、もう罪を犯してはならない。
」とい

福音書にはイエスが行った多数の癒しにつ

う言葉によって、イエスはやはり自らの「無

いての記述がある。ギリシア語で書かれてい

条件の肯定的配慮」を伝えている。その女の

る新約聖書の中で「癒し」を表す言葉はセラ

今までの過失や律法に反するような行いすべ

ペイア（動詞はセラペウオー）であり、それが

てをそのまま受容し、新たな罪のない生活を

英語のセラピー（therapy）の語源なのである。
その多義的な意味は以下のとおりである。

なすように促しているわけである。

（a）
（医術をもってする）奉仕、看病、治療、
3.3 新約聖書における癒しという言葉のニュ

癒し、healing

アンス

（b）召使たち、servant、domestics 26

前項では「ヨハネによる福音書」8 章の話を

セラペイアという言葉には、奉仕という意

取り上げたが、この話に限らず新約聖書にお

味もあり、また、複数形では召使たちという

けるイエスの言動全般が、クライエント中心

意味ももつのである。つまり、治療者は奉仕

療法の三つの原則を根本的な特徴としてもつ

者であり仕える立場の人間であって、手当を

ものとして解釈できるのである。その一例と

受ける病人、患者が主役であり中心であると

して筆者は以前に最後の晩餐におけるイエス

いうニュアンスなのである。セラペイアとい

25

う言葉は、上から目線で患者を治療するとい

を行っているが、そのあたりことは晩年ロジ

うことではなくて、奉仕の精神をもって相手

ャーズが行ったエンカウンタートレーニング

を受容し、共感し、癒しの力を送るという福

について考察することを今後予定しているの

音書におけるイエスの姿勢そのものを表して

でその場で改めて取り上げることにする。

いるのである。このようなことからもイエス

の教えとロジャーズ理論について比較研究

本稿ではクライエント中心療法の本質を志
向するということでセラピーという言葉の聖

の教えとクライエント中心療法の共通性が理
解できるのである。

書的背景について指摘しておきたい。
ロジャーズは「カウンセリングとサイコセ

3.4 実現傾向とイエスのたとえ話

ラピー─ 治療実践における新しい諸概念」と

「純粋性」「無条件の肯定的配慮」「共感的

いう論文に中で、カウンセリングは健常者が

理解」という三つの言葉を元にしてクライエ

受けるものであり、サイコセラピー（心理療

ント中心療法とイエスの教えについて考えて

法）は病人が受けるものであるという当時の

きた。その三つの態度をもって相手に奉仕的

社会的通念に対して、健常者と病人はそれほ

に接していると、相手は自らの内側にある善

ど明確に分けられるものではなく、カウンセ

なる性質に気がついて行動変容が生じるとい

リングとサイコセラピーという区別をなくす

うのが、クライエント中心療法であり、同時

べきであると主張している。ロジャーズが生

にイエスの教えなのである。
ロジャーズはその善なる性質を「実現傾向」

きた 20 世紀の前半から半ばにかけてはサイ
コセラピーとは専門家主導のもとに病人が受

と名づけた。「人間という生命体においては

けるものということで、セラピーという言葉

ひとつの中心的活動源があります。この源は

が上下関係のある治療の場といったニュアン

生命体全体の有力な機能です。簡単に言う
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と、生命体の維持だけではなく、その向上を

のです。生命は、たとえ開花しそうになくと

含むような実現、充足への志向であります。
」27

もあきらめることはできません。」28

と考え、それを「実現傾向」と呼んだのであ
る。

ロジャーズは地下室にあったそのジャガイ
モを州立病院に入退院を繰り返している重度

「あなたたちの中で罪の無い者がまずこの

の心の病気の人々に重ねて、「これらの人々

女に石を投げなさい。
」というイエスの言葉

は異常で、ゆがみ、人間らしくない人生を開

によって律法学者やパリサイ人がその女から

花させてしまったひどい状況にいます。けれ

離れていったというのも、彼らの内側に潜在

ども、彼らの中にある基本的志向性は信頼す

していた良心が目覚めたことによって本来の

ることができます。
」とみなす。彼らの異常

理性的な態度へと行動変容が生じたわけであ

な行動は、健康な人には奇妙で無駄と思える

り、一種の「実現傾向」が発現した結果とい

かも知れないけれど、それは自己実現の必死

える。さらに、開放されたその女の後の生活

の試みだと考えるのである。このような前進

については聖書に記載されていないが、イエ

的傾向の妨げとなっている環境的、精神的な

スの共感的、受容的な対応によって心が癒さ

問題を共感的傾聴と受容的な対話を重ねるこ

れ本来の彼女らしい良き方向に進んだと考え

とによって軽減させることでより健全な形で

られる。これも彼女の中の「実現傾向」をイ

「実現傾向」を引き出そうとするのがクライ

エスが引き出したものととらえることができ

エント中心療法ということなのである。「実

る。

現傾向」という人間存在についての理解こそ

「実現傾向」は人間のみならず、自然界に
存在する生命体全般にみられるとして少年時

ロジャーズ理論の基底にあるものなのであ
る。

代の思い出として冬期用に地下室に貯蔵され

この「実現傾向」という概念からは、
「マタ

たジャガイモのことを回想してロジャーズは

イによる福音書」13 章の種まきのたとえ話

次のようにいう。

が連想される。ある種は道に落ちたが、鳥が

「もちろん実現傾向は挫折してゆがむこと

来て食べてしまった。ほかの種は石だらけで

はありますが、その生命体を破壊することな

土の少ないところに落ちたので、すぐ芽を出

しにはそれを奪い去ることは出来ません。少

したが、日が昇ると焼けて、根がないために

年時代冬期に食用とするジャガイモを入れて

枯れてしまった。ほかの種は茨の中に落ちて、

いた地下室の貯蔵庫を思い出します。それは

茨が伸びてそれをふさいでしまった。ところ

小さい窓から二メートルも地下に置かれてい

が、ある種は良い土地に落ちて、実を結び、

ました。条件は全くよくないのにジャガイモ

百倍、六十倍、三十倍にもなった、というイ

は芽を出そうとするのです。春になって植え

エスが弟子たちや群衆に向けてしたたとえ話

ると出てくる緑の健康な芽とは似ていない青

である。

白い芽を出すのです。この悲しいきゃしゃな

そして、イエスはその意味ついて、御言葉

芽は窓からもれてくる薄日に届こうと六〇セ

を聞いても、悪い者が来て心の中に巻かれた

ンチも九〇センチも伸びるのです。この芽は

ものを奪い去るケース、艱難や迫害が来ると

奇妙な形ですし無駄ですが、私の述べてきた

すぐにつまずいてしまうケース、世の思い煩

生命体の基本的志向性の必死の表現と見るこ

いや富の誘惑が御言葉の教えを覆いふさいで

とができます。それは決して植物にはならな

しまうケースもあるが、御言葉を聞いて悟る

いでしょうし、成熟もせず、可能性を開花す

人は、百倍、六十倍、三十倍の実を結ぶのだ

ることはないでしょう。けれども、逆境にあ

と解説するのである。

ってそれらの芽は成長しようともがいている
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え、からし種のたとえ、パン種のたとえを話

中心療法の根底にあるものなのである。

し、人間の内側にも種のように信仰的に成長

であるなら、
「実現傾向」という善なる人

する資質があるが、人間関係の問題、精神的

間性はどこから来るとロジャーズはいうのだ

な問題、経済的な問題などか災いして、その

ろうか。晩年のロジャーズは、宇宙全体が絶

資質を発揮できないままになってしまうこと

えず進化の方向にあると考え、宇宙の一部で

が多いことを人々に語っている。ロジャーズ

ある人間もまた必然的に「実現傾向」が備わ

のカウンセリングはまさにそのような問題を

っていると考えていた。そして、自己超越、

改善して、本来の「種」の中に込められた成

悟り、宇宙との一体感といったものを志向し

長のプログラム即ち「実現傾向」を健全なか

たトランスパーソナル心理学に傾倒してい

たちで発現させるものであるととらえること

く。つまり、キリスト教的な教義の枠を離れ

ができる。

て、東洋思想を含めた霊性を追求していくこ
とになる。29

3.5 イエスの教えとクライエント中心療法の
相違点

ロジャーズの思想はキリスト教的倫理観を
基底にしつつも、ヒューマニズムや東洋思想

「ヨハネによる福音書」8 章の姦淫の現場
で捕えられた女の箇所、さらには植物につい

を含めて臨床心理の分野で独自の発展をなし
ていくのである。

てのイエスのたとえ話から、イエスの教えと
クライエント中心療法との共通性を指摘して

4. まとめと課題

きた。
しかしながら、明らかな相違点もある。イ

幼少期に人間の罪深さを教える厳格なクリ

エスは、「ヨハネによる福音書」8 章におい

スチャンホームで育ったロジャーズは、その

て神の権威によって「あなたたちの中で罪の

抑圧からの開放を求めてクライエント中心療

無い者がまずこの女に石を投げなさい。
」と

法を創始したという側面は確かにあるだろう。

宣言している。それに対して、前述のとおり

しかしながら、同時にキリスト教的な要素

非指示療法とも呼ばれたクライエント中心療

をもつクライエント中心主義の「純粋性」
「無

法はイエスのような指示的態度をとることは

条件の肯定的配慮」「共感的理解」という三

しない。

つの概念、そしてまた「実現傾向」というロ

また、新約聖書の教えは死後の救い、神の

ジャーズの人間観には、福音書のイエスの教

国といったものを志向するのに対して、クラ

えそのものが影響していると指摘することが

イエント中心療法は現世での健康で快適な生

できる。クライエント中心療法は一見すると

活を目的にした心理療法である。本稿は両者

人間の善なる性質に期待をかけるヒューマニ

の潜在的なつながりをテーマにして書かれた

スティックな臨床理論であるようにみえる。

ものであるものの、やはり本質的に相違する

しかし、その根底にはキリスト教に基盤を置

部分は認めなければならない。イエスの種ま

いたロジャーズの神観、信仰観が潜在してい

きのたとえ話は神に対する信仰面での成長と

ると考えられるのである。

いう視点から語られたものであるのに対し

戦後、クライエント中心療法が日本に導入

て、ロジャーズの考えはその人個人のパーソ

され広まったというのは、ロジャーズ自身が

ナリティの発揮、能力の開花ということが目

いうとおりその他者受容的なあり方が東洋的

標なのである。外在的な唯一神ではなく、あ

なものであり、わが国の和の精神に基づいた

くまでもクライアントの内面にある「実現傾

倫理観に通じるものがあるからだと考えられ

向」、善なる人間性への信頼がクライエント

る。しかしながら、ロジャーズ理論の根底に
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ある新約聖書的な倫理観、生命観が十分に根
付いていない日本の風土においては、クライ
エント中心療法の内面的なスピリットが抜け
落ちているのではないだろうか。
前述のとおりクライエント中心療法が非指
示療法と呼ばれた当初、それはクライエント
の言葉をただ繰り返せばいいという「オウム
返し」的な手法だという誤解があったが、日
本においては一時的な誤解に留まらずにそれ
がそのままロジャーズ理論であるとして定着
してしまっている面がある。カウンセラーと
クライエントの心の深い交流による癒しとい
うロジャーズ理論の真意が我が国では理解さ
れないままに表層的であいまいな理論として
広まったという指摘30は的を射たものである。
そして、先にクライエント中心療法は日本の
ほとんどのカウンセラーに影響を与えている
といったが、見方を変えると、
「純粋性」
「受
容」「共感」という平易な言葉で説明できる
だけに、それ自体だけでは専門的、上級的な
技法という意味合いが薄れてしまい、他学派
も含めてカウンセラー全般が共通にもつべき
初歩的基本的な態度、人間観というものに随
してしまっているともいえるのである。
そのような中で、ロジャーズが考えたよう
な本来のクライエント中心療法の実践のため
には、ロジャーズ理論の根底にあると考えら
れる新約聖書的な倫理観、生命体の成長観と
いったものの体得が必要であると考えられ
る。その意味でイエスの教えに基づいた聖書
信仰をもつキリスト者が、クライエント中心
療法を学ぶことでより深くその極意を悟るこ
とができるのではないだろうか。
もっとも、クライエント中心療法はロジャ
ーズの活動のプロセスの中にあるものであ
り、彼は晩年エンカウンターグループという
グループセラピーを始める。そのことに触れ
なければロジャーズ理論の全体像は見えてこ
ない。エンカウンターグループとキリスト教
との関係については、また改めてお話しした
いと思う。
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較宗教学的考察」キリスト教と文化 第 6 号  p53-55  
2008
23. 上記文献 8  p36-37  
24. 久能徹「ロジャーズにおける宗教性」こころの
科学 74  日本評論社  p34-38  1997
25. 三井純人「新約聖書におけるスピリチュアリティ
とロジャーズ理論─最後の晩餐のストーリーから─」
トランスパーソナル学研究 第 10 号  p47-59 2008
上記 22 の文献でもクライエント中心療法に通じる
新約聖書での対人関係の倫理性について考察して
いるので参照されたい。
26. 玉川直重「改訂新版 新約聖書ギリシア語辞典」
キリスト新聞社  p463  2012
27.   C.R.ロジャーズ「人間尊重の心理学」畠瀬直子
訳  創元社  p109  2007
28. 同上  p105  
29. 同上  p78-118  
晩年のロジャーズは死後の世界に興味をもちエリ
ザベス・キューブラー・ロスの死生学についても
書いている。また、個人のみならず宇宙全体が進
化の方向にあると考え、トランスパーソナル心理
学の先駆者であるスタニスラフ・グロフが説く意
識変容の思想にも注目していた。
30. 佐治守夫「カウンセラーの〈こころ〉」みすず書房
p288-290  1996
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研究プロジェクト報告

2013 年「バプテスト研究プロジェクト」活動報告
村

椿

真

理

Report of the Reserch Project on Baptist, 2013
Makoto Muratsubaki

１、2013 年度研究会報告

2、活動報告

2013 年度、本研究グループは「バプテス

1）構成員

トと教育」
を主題として、
「研究プロジェクト」

今年度研究プロジェクトの構成メンバーは

としての活動を行った。前年度まで「共同研

以下の 9 名。年度半ばより、小玉敏子（客

究グループ」として同じテーマで二年間の研

員研究員）が正式に当プロジェクトに加

究会を継続したが、2013 年度はそれらの成

わった。

果をさらに発展させ、
「研究叢書第三号」と

代表：所員、村椿真理、研究員：影山

して発信する新企画を掲げた。当初二年間の

客員研究員：金丸英子、小玉敏子、内藤幹

プロジェクト活動が理想であったが、
「一年

子、原真由美、森克子、古谷圭一

子

完結型」のプロジェクトとなったため、研究
者それぞれが先ずは自分自身の研究テーマを

2）今年度、定例会報告

掘り下げ、
論文執筆と取り組むこととなった。

第 1 回研究会

今年度は情報交換、出版準備、研究発表を含

5 月 23 日（木）午後 5 時半～ 9 時 15 分

む例会を行った。

報告 2013 年度、所員会議報告、予算報告

以下に示す通り、これから研究発表を中心
とした例会をさらに継続するつもりであり、
「バプテストと教育」をテーマに、相互に良

議事

予算執行に関する件

今年度のプロジェクト活動計画確認。出版
計画と予定協議

き学びの時を持つ予定である。なお今年度末

出席者：4 名

（2014 年 3 月末）には、キリスト教と文化研
究所・研究叢書第三号として『バプテストの

第 2 回研究会

教育と社会的貢献』が予定通り大学出版会か

6 月 13 日（木）午後 5 時半～ 9 時半

ら出版される運びとなった
（下記、
概要参照）
。

報告

関東学院大学出版会からの出版決定、及び出

論文集執筆タイトルの報告

版助成（50 万円）にプロジェクト一同、心

出版会との協議報告

から感謝している。

執筆規定の作成、執筆状況報告

運営委員会報告

出席者：3 名
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第 3 回研究会

○ A5 版／ 240 頁、上製・ハードカバー（予定）

10 月 24 日（木）午後 5 時 10 分～ 9 時

予定発行部数

報告

予定価格 2,400 円（本体価格）

運営委員会報告（9 ／ 26）

論文集執筆者の確定及び今後の段取、出版

限定 600 部

関東学院大学出版会発行 丸善株式会社発売

に向けての工程表確認
○主要目次

今後の例会、研究発表の予定を協議
坂田研所属の小玉敏子氏（客員研究員）の

緒

参加報告（正式には 9 月運営委員会承認事

第 1 章「ドイツ・バプテストの神学教育─

項）

言
神学校の歩み」

研究中間発表

内藤幹子

担当：村椿真理氏「バプテストの新生論と
教育観

第 2 章 「駿台英和女学校長アンナ・キダー

バプテスト神学から捉えた関東学

と捜真女学校長クララ・カンヴァース」

院の校訓理解」

小玉敏子
出席者：4 名

第 3 章「 アニー・S・ブゼルのバイブル・
クラスの学生たちと近代日本キリス

※出版準備

ト教：ジャーナリズムへの貢献─『新

12 月 9 日付けで大学出版会より、助成金決

人』『新女界』『六合雑誌』『開拓者』

定の報告を受ける。

における記事の整理と考察」

同時期、
表紙デザイン検討を出版会と行う。

影山

表記統一作業を 11 月半ばより開始。

子

第 4 章「東京バプテスト女子学寮とガート

1 月、表紙デザイン第一校。3 名の校正開始。

リュード・E・ライダー」

1 月末、2 名の校正開始。

古谷圭一
第 5 章「バプテストの新生論と教育観：バ

※年度内の研究会予定

プテスト神学から捉えた関東学院の
校訓理解」

3 月 6 日に内藤氏、若しくは古谷氏による

村椿真理

研究発表（第 4 回研究会）を行う。
3 月 20 日叢書出版後、出版感謝会を計画
○出版の目的

する。
また、その会の初めに、年度末報告及び予

関東学院大学  キリスト教と文化研究所  研

算執行状況報告、新年度計画協議を行う。

究叢書、第三号として、バプテストが歴史的
に行った教育事業を振り返り、その貢献を明

3、今後の展望

らかにし、発信する。バプテストは、バプテ
スト独自の教育理念を保持してその教育事業

次年度は、残り 3 名の研究発表を中心とし

に貢献して来たが、本書はこれまで研究され

た例会を継続し、学びの時を充実して行いた

たことのないドイツのバプテスト神学教育の

い。その他の詳細は、年度末所員会議にて公

歴史から、日本のバプテスト女子教育研究論

表する。

文 3 篇に、本学、関東学院のバプテスト校と
しての特質を神学的に究明する論考、合わせ

4、研究叢書第三号の概要

て 5 本から成る。

○タイトル：
『バプテストの教育と社会的貢献』
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2013 年「国際理解とボランティア」研究プロジェクト活動報告
鄧

捷

Report of the International Understanding Volunteer Reserch Project, 2013
Deng Jie

いずれの一神教も古代に行われた西漸・東

査にて追い求めた。

漸を経て、成立した場を離れ、今や極めて広

本プロジェクト調査隊は 12 月 19 日より

範な活動領域を有している。この変遷の中で

22 日まで河南省洛陽市内博物館と開封市内

不可避的に直面した近代化、世俗化、思想的

ユダヤ人街を陝西省西安市文物保護考古所張

対立など、一神教世界を取り巻く様相は複雑

全民博士と共に訪問し、調査活動を行った。

な変遷を示すが、当プロジェクトでは重層的

洛陽では 2006 年に発見された景教碑ついて

な視点に立ち、他大学との協働のもとに有機

調査を行い、中国人研究者による論考を入手

的な調査研究をこの領域で進めることとする。

することができた。開封では 10 世紀に入植

日本には一神教世界についての地域研究や

したユダヤ教徒末裔からの聞き取り調査を行

人類学的研究の拠点はいくつかあるが、思想

い、彼らが歩んだ過酷な歴史の一端を記録す

的・神学的研究を行う拠点は数少ないといえ

ることができた。
一方で 2014 年度科学研究費申請を視野に、

よう。しかし、この分野の研究が、キリスト
教の歴史解明、とりわけアジア地域での同研

中国陝西省西安交通大学との共同研究事業を

究においては大きな意義があり、また中東情

発足すべく、学内での申請手続きを進め、両

勢をはじめとする、紛争解決や一神教世界の

校における契約関係を構築する準備を始め

理解にとってきわめて重要な役割を果たすこ

た。これは一神教研究について、特にアジア

とは自明である。ゆえに本研究プロジェクト

におけるキリスト教研究において国際的な卓

では、ユダヤ教・キリスト教・イスラーム教

越した教育研究拠点の形成を目的としたもの

三者に共有される研究課題や争点を重点的に

である。2014 年度は研究水準の一層の向上

取り扱っていくこととする。

を図り、第一線の研究者が集まり議論できる

2013 年度は 2012 年度に引き続き、コンス

ような、優れた研究環境の構築を目指したい。

タンチノープルよりシルクロードを東漸し、
ペルシア人宣教師によって唐代の中国に持ち

1. 研究会
計 4 回（2013 年 1 月～ 12 月）

込まれた古代キリスト教の一派である
「景教」
（ネストリウス派）に注目し、彼らの布教の

2. 研究調査活動

経緯を紐解くことにした。メソポタミアに生

タイ北部山岳少数民族アカ族研究調査

まれたヘブライズムがキリスト教とイスラー

2013 年 8 月 27 日～ 9 月 3 日

ム教を生み出す中、異端とされた古代キリス

中国河南省における景教およびユダヤ教研

ト教徒が辿った中国への道筋と史実を現地調

究調査
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2013 年度所属研究スタッフ
●

所員

●

鄧 捷（文学部）

研究員

●

客員研究員

森島 牧人（文学部）

勘田 義治（文学部非常勤）
吉川 成美（早稲田大学環境塾・文学部非
常勤）
洪 涛（昆明理工大学外国語言文化学院専
任講師）
桒野 淳一（タイ国立タマサート大学東ア
ジア研究所客員教授）
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2013 年「いのちを考える」研究グループ活動報告
松

田

和

憲

Report of Study Group on“Consideration of Life（INOCHI）”
, 2013
Kazunori Matsuda

いのちを考える研究グループにおいては、

ランティア活動を通した支援者の心理的変化

「いのち」という多様な意味と価値を内包す

──いのち』の観点から」としてグループで

るテーマについて幅広い観点から検討を進め

の活動を進めていくこととした。関東学院大

ている。

学では、2011 年、2012 年と東日本大震災後

2012 年度においては、2 月 23 日（土）に

の被災地に教職員ならびに学生のチームを派

キリスト教と文化研究所主催（関東学院大

遣するボランティア活動を展開している。こ

学工学部工学会の共催）の公開フォーラム

のボランティア活動を通して、それに関わっ

『3.11. 東日本大震災後２年目を迎え、今後の

た人々は、震災の被害を目の当たりにすると

在り方を共に考える─海の命を育む森林と水

同時に、人間の生や死、生きるとはどのよう

のメカニズムを考える中で─』を開催した。

なことなのか、いのちをどのようにとらえる

講師・アドヴァイザーとして畠山重篤氏（牡

か、といった点で考えに変化がみられたこと

蠣養殖業、
「牡蠣の森を慕う会」代表、NPO

が予想される。これらボランティアに関わっ

法人「森は海の恋人」代表、京都大学フィー

た人々の心理的変化について理論的・実証的

ルド科学教育研究センター社会連携教授）を

に検討することとした。

お招きし、基調講演『それでもわたしは木を

2013 年は、このテーマについてどのよう

植える』をしていただいた。さらに、棈木紀

な観点からのアプローチが可能であるのかの

男氏（関東学院大学 名誉教授）
、永長知孝氏

検討を進めた。さまざまな視点が提案され、

（工学部 情報ネット・メディア工学科 准教

それを整理する作業を進めた。実際にボラン

授）、堀田和久氏（工学部 基礎・教養科目教

ティア活動に参加した教職員および学生を対

室 教授）をパネリストに迎えたシンポジウ

象としたインタビュー調査を実施し、どのよ

ム『震災後２年目を迎え、今でも私たちに出

うな心理的変化が見られたのかについて、具

来ること』を行った。いのちを考える研究グ

体的に検討をしていきたいと考えている。

ループリーダーの松田が、全体の進行をさせ

このような研究活動は、学術的な意味合い

ていただいたが、フロアーからも多数の意見

ばかりでなく、ボランティアに携わった人々

が述べられ、活発な意見交換を行うことがで

に対する精神衛生についても重要な意味をも

きた。盛況の中で本フォーラムを執り行うこ

つものであると考えられる。ボランティア経

とができた。

験について語ることは、その記憶や自分の思

2013 年度は研究テーマを「被災地へのボ

いについて整理することにもつながるだろ
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う。被災地へのボランティア経験は人間の心
理的側面に正負両方の影響を及ぼすと予想さ
れる。時として、そのようなアンビバレント
な思いをもたらす経験は、精神に混乱や不安
をもたらすことさえあるためである。インタ
ビュー調査によって思いを語ることを通し、
それら複雑な思いを整理していくことにつな
がれば、本研究のもつ意味はさらに深まるも
のとなるだろう。
今後は、実際にインタビュー調査を実施し、
そのデータをもとにした実証的な検討を進め
ていく予定である。
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研究グループ報告

2013 年「キリスト教と日本の精神風土」研究グループ活動報告
萩

原

美

津

Report of Study Group on Christianity and Japanese Spiritual Features, 2013
Mitsu Hagiwara

研究テーマ
2.  ９月 28 日（土）10:30 〜 12:30
1）神谷光信研究員による研究報告

「日本におけるキリスト教の需要」
、
「日本
の文化にキリスト教が果たした役割」
、
「日本

「遠藤周作と三つのテキスト」「旅人と

人および日本の国家とキリスト教との軋轢」

猿と」
「男と猿と」
「狐狸庵動物記」
（２

など、キリスト教の伝道が開始した 16 世紀

篇の随筆と一篇の短編）の比較分析を

半ば以降、今日に至るまでの長い歴史をふり

通して、遠藤周作の世界観、キリスト
教観、物語観について報告があった。

かえりながら、日本の精神風土との関わりで

2）鳴坂明人研究員による研究報告

「キリスト教と文化」の問題を考える。

内村鑑三のキリスト教思想におけるナ

活動について

ショナリズムの考察──内村鑑三のキ
リスト教的愛国心について、①明治以

2002 年のグループ発足以来掲げてきた上

降の日本的ナショナリズム、②信仰の

記テーマを踏まえつつ、2013 年度は３回の

個人的・国家的側面、③現実的日本・

研究会を実施した。第一回研究会においてグ

理想的日本、といった視点から、今後

ループの活動方針・活動内容を確認し、年間

進めていく研究について報告があった。

計画をたてた。
第二回・第三回研究会では個々

参加者：石 谷、兼子、神谷、武田、鳴坂、

の研究員の研究テーマに関する研究会を実施

萩原、安田、

した。事実上、活動休止状態だった研究会を

コメンテーター：富岡幸一郎

再開させた点が第一の成果である。
3.  11 月 16 日（土）10:00 〜 12:30
1）石谷美智子研究員による研究報告

1.  7 月 20 日（土）10:30 〜 12:00
１）メンバーの顔合わせ

」
日本における「フレンド派（クエーカー）

２）2013 年度の活動についての話し合い。

の伝導の始まりについての研究報告
（1）ホイットニーとブレスウェイトに

研究会の日程、発表者の決定。

よる伝道

参加者：石谷、神谷、武田、鳴坂、萩原
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（2）赤坂病院における伝道
（3）ホイットニーと勝海舟
（4）日清戦争をめぐるフレンド派教会
内の分裂と再生
※上記 4 点についての報告予定だっ
たが、
（3）
（4）については 2014 年
度 4 月以降に実施する研究会で
報告の予定。
２）鳴坂研究員による研究報告
第二回研究会に引き続き内村鑑三に関
する研究報告。内村の愛国心の定義、
宗教観について取りあげた。
上記の研究会で報告された研究発表の成果
は、それぞれ 2014 年 3 月刊行の所報に論文
および研究ノートとして刊行される（詳細に
ついては 2014 年［1 月〜 12 月］
）の活動報告
に掲載する）
。

― 180 ―

研究グループ報告

2013 年「奉仕・ボランティア教育」研究グループ活動報告
細

谷

早

里

Report of Study Group on the Problem of Service Education
and Its Practice, 2013
Sari Hosoya

研究テーマ

3.  7 月 18 日（木）16:30 〜
第 3 回研究会

「米国のサービ・スラーニングとキャラクター

1 号館第 3 会議室

参加者：高野、所澤、ボンド、細谷、

エデュケーション」

およびボランティアワーキングループ（代表：
瀬沼氏）

人格教育のためのサービスラーニングにつ

・サービス・ラーニングとボランティアの

いて米国の調査を続けながら考えていく。ま

違い

た、キリスト教の理念と関東学院の建学の精

・アメリカにおけるボランティア活動

神とを結びつけながら、大学のみならず幼稚

（サービスラーニング）の最先端

園から一貫したそのあり方を考える。

・ハワイによる現地調査の報告、質疑応答

活動について

4.   9 月 13 日（木）16:30 〜
第 4 回研究会

細谷早里研究室

参加者：ボンド、細谷

2013 年は 6 回の研究会を行い、サービス

・サービスラーニングと地域貢献をどのよ

ラーニングと人格教育について学びながら、

うに結びつけるかの具体案について

それを本学の人格教育に生かす方法を具体的

・教員養成にサービスラーニングをどのよ

に考えてきた。成果のひとつとして実存のカ

うに結びつけるかのについての議論

リキュラムにどのようにボランティア活動を
取り入れるかの具体案、教職課程への応用を

5.   12 月 5 日（木）16:30~

まとめた。

第 5 回研究会

参加者：高野、所澤、ボンド、細谷

1.  5 月 2 日（木）16:30 〜
2013 年度第 1 回研究会

細谷早里研究室

・プナホ高等学校ローレンス先生の来日に

細谷早里研究室

参加者：高野、所澤、ボンド、細谷

際し、サービスラーニングと人格教育の

2013 年度の活動についての話し合い

シンポジウムを行う計画について
・2014年６月末〜７月初旬

2.  7 月 11 日（木）16:30 〜
第 2 回研究会

会と教員、職員対象のシンポジウムを開

細谷早里研究室

催（できれば関東学院を主催として）

参加者：高野、所澤、ボンド、細谷
7 月 18 日の合同研究会のための準備

オープン講演

6.   12 月 12 日（木）16:30 〜
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第 6 回研究会

細谷早里研究室

参加者：高野、所澤、ボンド、細谷
・高野先生のリードにより、関東学院の人
格教育についての考え方を学ぶ
・1919年４月９日の坂田祐の中学関東学院
の第一回入学式式辞について
「キリストの教訓をもって人たる人格
をみがき、キリストの愛の精神を持っ
て奉仕することである」
・ 1924年３月９日第１回卒業式式辞
「人になれということと奉仕せよとい
うことははなすべからざることで、吾人
の徳は奉仕によって磨かれるのである」
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2013 年「依存症と環境神学」研究グループ活動報告
鈴
安

木
田

公 基
八十五

Report of the Study Group on the Dependency
and Environmental Theology, 2013
Kouki Suzuki
Dr. Yasoi Yasuda,  Marco
1. 研究の概要

を計画し、研究を進めた。
①依存症に関する総合的調査研究 ─人文社
会科学的研究及びキリスト教との関係の調

本研究グループの主たる目的は、
「依存症」

査研究

（Dependency）及び「依存症社会」
（Dependent
Society）の構造と特質をキリスト教、ことに

②依存症社会に関する総合的調査研究 ─人

（Environmental Theology）の視点
「環境神学」

文社会科学的研究・社会システム論的アプ

から分析し、解決のための方法と手段を探

ローチ及びキリスト教との関係の調査研究

り、さらに実践することにある。とくに、依存

③依存症と依存症社会に関するキリスト教と
の関係の基礎的調査研究

症からの回復のために安田・三井・田代等が
実践しているキリスト教に基づく 12 ステッ

④依存症からの回復のための 12 ステップ方
式自助グループの実践と実践的研究

プ方式による自助グループの活動（Christian
Living Group（CLG）12 ステップグループ）を

⑤大麻・不登校・引きこもり等の最近の大学

外部展開し、その有効性を検証し、普及をめ

生・若者等に起こっている学生依存症問題

ざすとともにその学問的裏付けを強化する。

（Student Dependency Problem）に関する研究

本研究プロジェクトは、2007 年度から設置

⑥ 2011 年（平成 23 年）3 月 11 日（金）に
発生した東日本大震災を受け、「環境神学」

され、2010 年度で研究プロジェクトは一旦

（Environmental Theology）の体系化と実践

終了し、2011 年度からは共同研究グループ

に関する研究にも取り組んでいる。

として再出発した。2013 年度は、第 7 年度
目であり、2012 年度から研究グループ名を

第 7 年度目（2013 年度）の研究計画と研

｢依存症とキリスト教」から「依存症と環境
神学」研究グループに改称し、着実に研究を

究日程は、下記のように予定している。
・定例研究会の開催・合宿リトリートセミ

進めることが出来 , 大きな成果を得た。

ナーの開催・12 ステップ方式自助グルー

2. 研究計画と研究課題

プの実践と発展 (CLG と共同 )・公開シン
ポジウムの開催・出版計画の準備等。

主な研究課題としては、下記のサブテーマ
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3. 2013 年度
（平成 24 年度）の研究会
活動の実績

ループ研究活動を実践した。
②

公開研究会：
日時：2013 年 11 月 30 日
（金）14:00 〜 16:00

3.1. 2012 年度
（2013 年 1 月〜 3 月）
分の

内容：
「ドイツのキリスト教界における

研究会活動の実績
①

環境問題への取り組み─ドイツ・プロテ

合宿特別研究会（リトリートセミナー）

スタント教会大会の事例から─」

12 ステップ方式自助グループ CLG と共同

講師：木村護郎クリストフ（上智大学外

開催：

国語学部教授・関東学院大学キリスト教

日時：2013年3月5日（月）〜3月6日（火）

と文化研究所客員研究員）

（１泊２日）

参加者数：約 20 名。

会場：関東学院大学葉山セミナーハウス
内容：第 5 回・静けさのリトリートセミ

特別講師：太田和 功一 先生
③

特別公開研究会（研究所主催・公開シン

ナー

ポジウム）：

特別講師：太田和 功一 先生

開催予定日：2014 年 3 月 1 日（土）

（キリスト者学生会主事を経て、国際福

14 時～ 17 時（予定）

音主義学生連盟（ＩＦＥＳ）前副総主事。

内容：「原発・エネルギー・環境問題と

現在クリスチャンライフ成長研究会主

宗教の役割─『環境神学』の構築と課題

事。日本各地を巡回して霊性のリトリー

②

（3）―」（仮題）

トを主催している。
）

講師：安田八十五（関東学院大学経済学

参加者数：約 25 名。

部教授）・山脇直司（東大名誉教授）・劉
庭秀（東北大学准教授）（予定）

特別研究会（研究所主催・公開シンポジ
ウム）

④

「キリスト教と文化」第
（結果の詳細は、

合宿特別研究会（リトリートセミナー）
：
12 ステップ方式自助グループ CLG と共

12 号の特別報告を参照されたい）

同開催：

（金）14:00 〜 17:00
日時：2013 年 3 月 15 日

日時：2014 年 3 月 3 日（月）〜 3 月 4 日（火）

内容：「原発・エネルギー・環境問題と

（1 泊 2 日）（予定）

キリスト教の役割 ─『環境神学』の構築

会場：イエズス会日本殉教者修道院

(鎌

と課題（2）─」

倉黙想の家 )（鎌倉市十二所八十番地 ）

講師：安田八十五（関東学院大学経済学

内容：第 6 回・静けさのリトリートセミ

部教授）
・小原克博（同志社大学神学部

ナー

教授）
・上山修平（日本キリスト教会横
浜海岸教会牧師）
。

4. 研究論文等の公表

会場：関東学院大学金沢八景キャンパス
フォアサイト 21 棟 3 階 F301 教室

4-1. 2012 年度
（2013 年 1 月〜 3 月）
分の出版物

参加者数：約 70 名。

4-1-1.『キリスト教と文化』、第 11 号、関東
3.2. 2013 年度（平成 25 年度）の研究会活動の
実績
（2013 年 4 月〜 12 月分）
：
①

学院大学キリスト教と文化研究所・2012 年
度所報、平成 25 年 3 月

発行：

定例研究会：ほぼ毎月 1 回、12 ステッ

① 安田八十五・木村護郎クリストフ・安田

プ方式自助グループ CLG と共同で東京

治夫（2013）、｢環境問題から見た東日本

新宿区高田馬場にて依存症に関するグ

大震災の意味とキリスト教の役割―『環
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境神学』の構築をめざして―｣、
『キリス

田代泰成、金子盾夫、木村護郎他

ト教と文化』
、第 11 号、関東学院大学キ
リスト教と文化研究所・2012 年度所報、
PP.1-PP.42、平成 25 年 3 月
② 田代泰成（2013）
、
「ハラスメント的状況
の分析と対策」
、
『キリスト教と文化』
、
第 11 号、関東学院大学キリスト教と文
化 研 究 所・2012 年 度 所 報、PP.129PP.157、平成 25 年 3 月
4-1-2. 安 田 八 十 五（2013）
、｢
『金沢水の日』
の市民活動におけるエコマネー『八景マ
ネー』の実践と評価─横浜市金沢区野島
海岸における『金沢水の日』のフィール
ド調査研究報告―｣、
『関東学院大学経済
経営研究所年報』
、 第 35 集、PP.104130、平成 25 年 3 月発行
4-2. 2013 年度
（2013 年 4 月〜 2014 年 3 月）分
の出版物
4-2-1.『キリスト教と文化』、第 12 号、関東
学院大学キリスト教と文化研究所・2013
：
年度所報、平成 26 年 3 月 発行（予定）
① 安 田 八 十 五・ 小 原 克 博・ 上 山 修 平 他
（2014）、「エネルギー・環境問題から見
た原子力発電の意味とキリスト教の役割
─『環境神学』の構築と課題（２）─」
（特
別報告）
② 三井純人（2014）
、
「ロジャーズ理論とキ
リスト教Ⅰ―クライエント中心療法につ
いて─」
（研究ノート）
、
「
『池子の森』に
4-2-2. 安田八十五（2013）
おける米軍住宅追加建設政策の問題の本
質と基本的解決策（上）
（下）
」
（上）ター
、
トル通信、第 39 号、PP.46-48、平成 25
年 6 月、（下）タートル通信、第 40 号、
PP.39-43、
平成 25 年 7 月、
アリスセンター
（まちづくり情報センターかながわ）発行
（創立 25 周年記念号）

5. 2013 年度研究会メンバー
鈴木公基、安田八十五、帆苅猛、三井純人、
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研究グループ報告

2013 年「坂田祐」研究グループ活動報告
鈴
帆

木
苅

力
猛

Report of Study Group on Dr. Tasuku Sakata Study, 2013
Tsutomu Suzuki
Takeshi Hogari

・第 1 回研究会

後、久保田恭三氏の愛顧を受け、3 月 23 日よ

6 月 22 日（土）午前 10 時半〜 12 時半

り坂田桃吉宅に寄寓し、息女知恵子、および、

参加者 16 名

隣家の関根家の息子音次郎に英語等の勉強を

講

師

坂田

教える。

創氏

4 月 7 日より、足尾銅山の電気課に志願、

【内容】
①「坂田日記」解読（1939 年 4 月～ 12 月）

採用される。

2 月に「国民精神総動員強化方策」が決定

その後、11 月 1 日工作課掛員に昇進し、小

され、戦時体制がいよいよ強まる。卒業生・

滝電気原動所在勤を命じられ、小滝に移る。

教職員の中には出征するものも増え、戦死し
て遺骨となって戻るものも出てくる。5 月に

※坂田の足尾時代については、数年前に何

は「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」が発布さ

度か足尾まで足を運んで調査研究を進め

れ、関東学院からも学生代表が参列する。

たが、不明のところも多かった。今回坂
田の自伝を通して、かなり明確になった

学生たちは、
しばしば勤労奉仕に動員され、

ところが多い。とくに、坂田桃吉につい

また野外教練が実施される。

ては、足尾に着いてから紹介されたとい

6 月 8 日にはコベル一家がマニラに向け出

（文責・帆苅）
うのが真相のようである。

帆する。坂田をはじめ多くの教職員夫妻、宣
教師夫妻のほか、高商部 3 年生が見送る。
11 月 18 日、学院創立 20 周年記念式とテン

・第 2 回研究会
7 月 27 日（土） 10 時半～ 12 時半

ネー記念大講堂落成式が開催される。
②坂田自伝「自伝 ─明治三十七年六月迄

参加者 16 名

─中村祐」より

講

師

坂田

創氏

【内容】

今回は、前回の続きの足尾到着（明治 29

1、坂田日記解読（1940 年 1 〜 6 月）

年 11 月 10 日）から、明治 30 年の終わりま

この年は、戦局が激しくなり、高学年の学

でを、坂田創氏の解読により学んだ。
足尾で米沢儀太郎という人足の取り締まり
のもとでしばらく水路工事に従事する。その

生たちの実弾射撃訓練も始まる。このほか、
興亜奉公日などの奉仕活動も盛んに行われる
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ようになり、2 月 11 日には紀元節奉賀式が

体制が強化されていく。キリスト教に対する

開催された後、伊勢山皇大神宮への参拝が挙

政府の厳しい意向を耳にし、坂田も深い憂慮

行される。

を覚える。

またこの年、坂田が還暦を迎え、1 月 27

学校では、野外教練、勤労作業が頻繁に実

日にはその祝賀会が催される。さらには、3

施され、防空訓練も行われるようになる。ま

月 10 日、武道館工事が着手される。

た、学院関係者の中で出征する者もあり、卒

また、がんで闘病を続けていた坂田の妻チ
エが 6 月 24 日に天に召され、
29 日にテンネー

業生の戦死の悲報ももたらされるようにな
る。
2、「坂田の自伝」より

記念講堂で告別式が行われ、そして、三ツ沢

（今回は、時間がなく、「坂田の自伝」より

墓地に埋葬された。
2、
「坂田の自伝」より

の学びは次回にすることにする。）

今回は、明治 31 年正月より、8 月の陸軍
・第 4 回研究会

教導団への入隊までを学んだ。

11 月 30 日（土）

昨年、坂田は足尾の高原木の豚小屋のよう
なところで過ごしたが、その後、足尾銅山の

参加者

13 名

小滝発電所の職員として勤務することにな

講

坂田

師

創氏

【内容】

り、足尾での生活も安定してくる。この自伝

１、
「坂田日記」解読（1941 年 1 〜 6 月）

によると小滝の工場長菅田繁氏は、不老倉時

1941 年は、太平洋戦争が始まった年であ

代よりの知り合いであり、家族が世話になっ

り、国家総動員法や治安維持法が改正され、

ていたとのことである。
坂田は、将来の展望を考えて陸軍教導団へ

戦時体制がいよいよ強化された時代である。

の入隊を志し、5 月 23 日に坂田家の支援も

学校においても勤労作業や戦時に備えた訓

受けながら足尾を経ち、宇都宮で入隊の受験

練がなされることとなる。外国人宣教師たち

をする。7 月 7 日に入学許可証を受け取り、

は帰国を余儀なくされていく。また、プロテ

7 月 28 日に日光を経由して東京に向かう。8

スタント教会は、国家からの要請もあり、日

月 1 日に陸軍教導団に出頭し、騎兵科に配属

本基督教団の設立に向けての準備がなされ、

される。翌 2 日に入隊式が行われ、3 日から

6 月 24 日に創立総会が開かれる。坂田もバ

演習が始まる。

プテストからの代議員の一人として参加す
る。

・第 3 回研究会

2、「坂田の自伝」より
今回は、教導団に入団（明治 38 年 8 月）

9 月 28 日（土）午前 10 時半～ 12 時半

してから、陸軍騎兵二等軍曹に任命され近衛

参加者 14 名
講

師

坂田

兵連隊付きを命じられたとき（明治 32 年 11

創氏

月 10 日）までを学んだ。教導団での乗馬訓

【内容】
１、「坂田日記」解読（1940 年 7 〜 12 月）

練では当初は鞍傷のため苦しんだが、徐々に

この年は、政治情勢では、7 月に第 2 次近

なれ、乗馬の楽しみを感じるようになる。11

衛内閣が成立し、9 月に、日本軍が北部仏印

月には終了試験を受け、第 2 番の成績で優等

に進駐する。そしてさらに、日独伊三国同盟

賞を下付される。

が調印される。国内では、9 月に大政翼賛会

（ な お、 第 4 回 研 究 会 は、 当 初、10 月 28

が組織され、10 月には紀元 2600 年の祝賀行

日に予定していましたが、台風接近のため、

事が執り行われる。こうして軍部主導で戦時

中止にしました。）
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2013 年資料委員会活動報告
村
渡
安
中

椿
部
井
村

真

友

理
洋
聖
紀

Report of the Resource and Reference Committee, 2013
Makoto Muratsubaki
Hiroshi Watanabe
Kiyoshi Yasui
Yuki Nakamura

資料委員会の主な役割は以下の通りです。
1）キリスト教と文化研究の資料収集、

旧プロテスタント研究所蔵書リスト目録化を
引き継ぎ、今後も必要な作業を行っていきま
す。

調査を行う。
2）キリスト教と文化研究所の所蔵資料
あるいは関係資料を調査、収集、保管
する。また、
将来的には公開を目指し、
そのための整備を行う。
 特に、旧「関東学院大学・日本プロ
テスタント史研究所」以来の、散在し
ている膨大な資料の調査保管を行うと
共に、今なお埋もれている日本バプテ
スト史関連資料、横浜キリスト教史関
連資料、関東学院史関連資料、その他
広くキリスト教関連資料などの発掘収
集活動を、長期的視野のもとにおこな
うことを目指す。
3）キリスト教と文化研究所の沿革の編
集、および、内外に向けた紹介のため
のパンフレット作成の準備を行う。
特に今年度は、3）のパンフレット作成を
すすめており、資金の寄付を受け、完成を目
指しています。また、
昨年度までに行われた、
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2013 年広報委員会活動報告
中
簔
武
勘

村
田
田

友
弘
俊
義

紀
幸
哉
治

Report of the Public Relation Committee, 2013
Yuki Nakamura
Hiroyuki Mino
Toshiya Takeda
Yoshiharu Kanda

広報委員会は、関心を寄せてくださる全て

・ニュースレター 第 35 号

特集「いのち」、

（8 頁、2014 年 3 月発行予定）

の方々に向けて研究所の活動を知っていただ
くべく、複数のメディアを通して広報活動を

1）巻頭言

行っています。本年度も引き続き、
（1）ニュー

2）主記事

スレター等刊行物の編集・出版、
（2）ホーム

3）依頼記事

ページの運営管理、コンテンツ充実、等の業

4）巻末寄稿記事（所員紹介）

務を行いました。
【ホームページ】
【ニュースレター】

2013 年度の各グループ・プロジェクトペー

本年度は一号が既刊、一号が年度内発行予

ジの年次更新およびニュースの更新を行な

定です。なお、バック・ナンバーは、ホーム

いました。また、坂田祐 Digital Archives や

ページに順次掲載します。

これまでの研究所の活動記録等の、ウェブ・

・ニュースレター 第 34 号（8 頁、2013 年 10

コンテンツの維持管理を行っています。

月発行、600 部）
1）巻頭言：2012 年度の研究活動（渡部
洋所長）
2）特 集 1：2012 年度公開フォーラムに
参加して（六浦小・石塚武志校長）
3）特 集 2：2013 年度各プロジェクト・
グループ活動計画
4）巻末コラム（事務局・菅野さつき氏、
飯島浩子氏）
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2013 年所報編集委員会活動報告
鈴

木

公

基

Report of the Bulletin Editorial Committee, 2013
Kouki Suzuki

2013 年の所報編集委員会としての活動は

所報編集委員会は、本誌「キリスト教と文
化」第 11 号（2012 年度）および第 12 号（2013

以下の通りである。

年度）編集のための委員会である。所報編集
委員（常任編集委員）として 2012 年度は、

2012 年度

第 3 回所報編集委員会

安田八十五研究員（経済学部特約教授）
、武

（2012 年 1月18日
（金）
12 時 20 分～13 時 30 分）

田俊哉研究員（工学部教授）
、2013 年度は、

所 報 キ リ ス ト 教 と 文 化 第 11 号 の 第 3 回

安田八十五研究員
（前出）
、
武田俊哉研究員
（前

編集委員会に先立ち、各論文の査読結果を各

出）以外にも三輪のり子所員（看護学部准教

執筆者に送付し修正作業を依頼した。この第

授）
、リサ・G・ボンド研究員（建築・環境

3 回の編集委員会においては、査読結果と修

学部教授）に加わっていただき編集作業を進

正稿を検討し受理および受理形式についての

めた。

審議を行った。その結果、3 編を特別報告、

2013 年 9 月 26 日開催のキリスト教と文化

3 編を研究論文、4 編を研究ノート、1 編を

研究所運営委員会にて、所報第 12 号の編集

研究エッセイとして受理することを決定し

方針および編集スケジュールが承認され、本

た。各論文は入稿し、微修正に関しては校正

格的な作業が開始された。キリスト教と文化

原稿完成後各執筆者に依頼することとした。

第 12 号においても 11 号までと同様に投稿論
文に対する査読を行うこと、投稿論文の申し

2013 年度

第 1 回所報編集委員会

込み締切を 2013 年 10 月 22 日とすること、

（2013 年 11 月 11 日
（月）11 時～ 12 時 15 分）

論文原稿提出の締切を 2013 年 11 月 6 日とす

論文投稿が 11 月 6 日に締め切られたのを
受け、投稿された論文、研究ノートについて

ることとなった。
今回も多くの論文および研究ノートの投稿

査読者の決定が行われた。また、キリスト教

をいただいた。これらは、厳正な査読と審査

と文化第 11 号の編集方針および今後の編集

とを経て最終的な採択・掲載が決定される。

スケジュールについて確認が行われた。

なお、第 11 号および第 12 号のどちらにお
いても、常任編集委員以外の多くの方々に査

2013 年度

読にご協力いただきました。記して感謝いた

第 2 回所報編集委員会

（2013 年 11 月 25 日
（月）11 時～ 12 時）
第 1 回所報編集委員会後提出された論文に

します。
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ついて、受理することを確認し、査読者が決
定された。
2013 年度

第 3 回所報編集委員会

（2013 年 12 月 9 日
（月）11 時～ 12 時 30 分）
投稿論文等について、査読の結果をうけて
論文審査を行った。その結果、掲載 0 編、書
き直し 6 編、返却 0 編とすることが決定・承
認された。なお、書き直し論文の再提出締切
が 2013 年 1 月 4 日であることを確認した。
2013 年度

第 4 回所報編集委員会

（2013 年12 月17日～ 20日。メールによる審議）
追加提出された投稿論文等について、査読
の結果をうけて論文審査を行った。
その結果、
掲載 0 編、書き直し 3 編、返却 0 編とするこ
とが決定・承認された。なお、書き直し論文
の再提出締切は、今回の場合も 2013 年 1 月
4 日であることを確認した。
この後、査読結果の決定、論文修正作業、
修正結果の確認、入稿、および校正を経て、
2014 年 3 月にキリスト教と文化第 12 号が発
刊される予定となっている。
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関東学院大学キリスト教と文化研究所

経て行う。

『所報』
（
『キリスト教と文化』
）に関する内規

附則１

この内規は，2002 年 11 月 14 日か

ら施行する。

（趣旨）
第１条

この内規は，関東学院大学キリスト

附則２

この内規は，2005 年 9 月 29 日から

改正施行する。

教と文化研究所『所報』
（以下『所報』と
いう。
）の執筆および発行に関し，必要な

（キリスト教と文化研究所所員会議 02 年 11 月 14 日承認）

事項を定める。
『所報』の表題は，
『キリス

（キリスト教と文化研究所運営委員会 05 年 9 月 29 日承認）

ト教と文化』とする。

（キリスト教と文化研究所運営委員会 11 年 10 月20日承認）

（発行）
第２条 『所報』の発行は，年１回を原則と

関東学院大学キリスト教と文化研究所
『所報』（『キリスト教と文化』）編集について

する。

の申し合わせ

（編集）
第３条 『所報』の編集は，所員等から選ば

１．原稿の執筆を希望する場合は，所定の期

れた編集委員会が行う。

日（原稿締め切り日の約１ヶ月前）までに，

（執筆）
第４条

原稿のタイトルと種類，予定枚数を所定の
執筆者は原則として本研究所の研究

所員，研究員および客員研究員とする。

用紙に記入して，編集委員会に申し込む。
２．原稿の字数は，原則として横書き 16,000

（原稿）
第５条

字（400 字原稿用紙換算で 40 枚）を基準
原稿は，未発表のものに限り，内容

とし，20,000 字（400 字原稿用紙 50 枚）

は，論文，研究ノート，翻訳，資（史）料

以内とする。ただし，書評については，4,000

および書評とする。

字（400 字原稿用紙 10 枚）を基準とする。

この他に，研究所主催の講演会，シンポ

いずれの原稿も，図表，注なども換算して

ジウムまたは研究会などの原稿も掲載する

字数に含める。

ことができる。

原稿は，完全原稿で提出するものとする。

２．本誌はレフェリー制を採用する。

原稿は，原則としてフロッピーディスク

（原稿）
第６条

などの電子媒体およびプリントアウトした
原稿は研究所が別途定める編集委員

会規定にもとづいて作成する。

ものを提出する。
３．本誌は，レフェリー制を採用する。論文

（配布・保管）

と研究ノートについては，編集委員会で審

第７条 『所報』は，研究所員，専任教員，

査を行ったうえで，「掲載」「書き直し」あ

学生ならびに本学と研究誌を交換する大学
（特例）および学術機関に配布し，図書館

るいは「返却」を決定する。
４．執筆者には，抜刷 50 部を無料で贈呈す

と研究所に累加保管する。
第８条

る。

第 10 号（2012 年３月発行）以降に

追加分については，50 部単位として執

本誌に掲載された原稿は，すべて関東学院
図書館のウェブサイトに掲載される。
第９条

筆者の実費負担とする。
５．本誌は，毎年３月に発行する。

この内規によらない事由が生じたと

き場合は，所員会議の議を経て，所長が決

原稿の締め切りは 12 月末とする。
６．執筆者には，原則として初校と再校を見

定する。

ていただく。校正段階での大幅な変更や書

（内規の改廃）
第10条

き加えはお断りする。

この内規の改廃は，所員会議の議を

（キリスト教と文化研究所所員会議 02 年 11 月 14 日承認）

― 192 ―

2013 年度キリスト教と文化研究所
日

付

時 間

グループ名

主な活動経過（2013/1/1 ～ 12/31）
開

催

内

容

備

考

1月9日㈬

15：00～16：00 所報編集委員会

印刷会社との打合せ

キリスト教と文化研究所（応接室）

1月11日㈮

12：20～13：20 所報編集委員会

採択論文、目次について

キリスト教と文化研究所（応接室）

1月17日㈭

17：00～18：00 資料委員会

キリスト教と文化研究所（応接室）
勉強会報告（12 月 1 日）、
プロテスタント史研究所所蔵図コピー 出席者：3 名
打込みについて

1月17日㈭

18：00～19：40 第 4 回 運営委員会

キリスト教と文化研究所（応接室）
各グループ活動報告
2013 年度所員・研究員・客員研究員 出席者：9 名
について

1月18日㈮

12：20～13：30 所報編集委員会

修正論文の採否決定

出席者：3 名

キリスト教と文化研究所（応接室）
出席者：2 名

2月16日㈯

10：30～12：30 坂田祐研究会

坂田祐日記（1939 年 1 月～ 3 月）

キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：7 名

2月23日㈯

3月4日（月・火）

13：00～16：30 いのちを考える

14：00～
翌 15：00

依存症と環境神学

フォーサイト 21 302 教室
公開フォーラム
『3.11.東日本大震災後 2 年目を迎え、 出席者：38 名
今後の在り方を共に考える』

「リトリートの導き方」についてのセミ 葉山セミナーハウス
出席者：25 名
ナー

3月14日㈮

15：00～17：00 バプテスト共同研究

東部組合の組織運営者としての友井 楨
四谷教会史に出てくる友井 楨

3月15日㈯

14：00～17：00 依存症と環境神学

公開シンポジウム「原発・エネル フォーサイト 21 301 教室
ギー・環境問題とキリスト教の役割 出席者：40 名
─『環境神学』の構築と課題（2）」

5月2日㈭

経済学館 315 号室（細谷早
16：20～18：00 第 1 回 奉仕・ボラン 2012 年度研究成果の報告
ティア教育研究会
今年度の研究会の持ち方・具体的な 里教授研究室）
出席者：4 名
研究成果の出し方

5月9日㈭

18：30～21：30 第 1 回 所員会議

5月11日㈯

10：30～12：00 第 1 回 国際理解とボ マルティン・ブーバーにおけるユダ キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：5 名
ランティア研究会
ヤ哲学研究（1）

5月14日㈮

15：00～17：00 第 2 回 国際理解とボ マルティン・ブーバーにおけるユダ 宣教師館
出席者：5 名
ランティア研究会
ヤ哲学研究（2）

5月23日㈭

17：30～20：15 第 1 回 バプテスト研 2013 年度の活動計画、研究所出版 キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：4 名
究会
の件

18：00～20：50 第 1 回 運営委員会

出席者：7 名

キリスト教と文化研究所（会議室）
2013 年度所長選挙
2013 年度所員・研究員・客員研究員 出席者：17 名
の確認と承認
2012 年度決算書の承認・2013 年度予
算

5月29日㈬ 18：00～20：30 第 3 回 国際理解とボ キリスト教と信仰
ランティア研究会
5月30㈭

キリスト教と文化研究所（会議室）

キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：5 名

2013 年度所員・研究員・客員研究員 キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：13 名
名簿
2013 年度各プロジェクト・グループ・
委員会活動報告
2013 年度シンポジウムについて
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6月1日㈯

9：00～17：00 第 4 回 国際理解とボ ユダヤ教と（エムナー）とキリスト キリスト教と文化研究所（会議室）
ランティア研究会
教（ピステス）の二様式における立 出席者：5 名
法の解釈

6月13日㈭

17：00～18：00 第 2 回 バプテスト研 双書第３号執筆規定について
究会

キリスト教と文化研究所（会議室）

10：30～12：30 第 1 回 坂田祐研究会

キリスト教と文化研究所（会議室）

6月22日㈯

坂田日記研究・坂田祐自伝

出席者：4 名
出席者：16 名

7月11日㈭

16：20～17：20 第 2 回 奉仕・ボラン 関東学院におけるキャラクターエ 経済学館 315 号室（細谷早
里教授研究室）
ティア教育研究会
デュケーションの展開
出席者：3 名

7月18日㈭ 16：20～18：00 第 3 回 奉仕・ボラン 香港嶺南大学におけるサービスラー 1 号館第 3 会議室
出席者：5 名
ティア教育研究会
ニング
国際学会報告
7月20日㈯ 10：30～12：00 第 1 回 キリスト教と日 2013 年度活動計画と活動方針
本の精神風土研究会
7月20日㈯

キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：6 名

9：00～12：00 第 5 回 国際理解とボ ブーバーに見る水平思考と垂直思考 フォーサイト 7 階会議室
出席者：5 名
ランティア研究会
ヘレニズムとヘプライズム

7月23日㈫ 18：00～19：30 第 1 回 いのちを考え 「被災地へのボランティア活動を通 キリスト教と文化研究所（会議室）
る研究会
した支援者の心理的変化─『いのち』 出席者：2 名
の観点から」に関する研究計画につ
いての検討
7月25日㈭ 18：00～19：30 第 2 回 運営委員会

7月27日㈯
7月27日㈯

2013 年度各プロジェクト・グループ・ キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：11 名
委員会活動報告
横浜開港資料館企画展示案内 関東
大震災 90 周年における坂田祐日記出
陳について
2013 年度公開シンポジウム応募状況に
ついて

9：00～12：00 第 6 回 国際理解とボ タイ格差社会における少数民族
ランティア研究会
10：30～12：30 第 2 回 坂田祐研究会

坂田日記研究・坂田祐自伝研究

キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：6 名
フォーサイト 7 階会議室
出席者：16 名

9月13日㈭

16：30～18：00 第 4 回 奉仕・ボラン サービス・ラーニングの地域貢献の 経済学館 315 号室（細谷早
里教授研究室）
ティア教育研究会
あり方
出席者：2 名

9月26日㈭ 18：00～20：00 第 3 回 運営委員会

2013年度各プロジェクト・グループ・ キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：10 名
委員会活動報告
2013年度『所報』について
キリスト教文化学会大会案内について

9月28日㈯

坂田日記研究（1940 年 7 月～ 12 月）

10：30～12：30 第 3 回 坂田祐研究会

キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：14 名

キリスト教と文化研究所（会議室）
10月19日㈯ 10：00～12：30 第 2 回 キリスト教と日 「遠藤周作の三つのテクストから」
本の精神風土研究会 「内村鑑三のキリスト教思想における 出席者：8 名
ナショナリズムの考察」

10月24日㈭ 17：00～19：25 第 3 回 バプテスト研究 バプテストの新生論と教育観
会

キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：3 名

11月11日㈪ 11：00～12：20 第 1 回 所報編集委員 査読者の選出、今後のスケジュールに キリスト教と文化研究所（会議室）
出席者：3 名
会
ついて
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主な活動経過（2013/1/1 ～ 12/31）

11月16日㈯ 10：00～12：30 第 2 回 キリスト教と日 「フレンド派（クエーカー）日本伝道の キリスト教と文化研究所（会議室）
本の精神風土研究会 始まり：ホイットニーとブレスウエイト」 出席者：4 名
11月25日㈪ 11：00～12：00 第 2 回 所報編集委員 査読者（追加）の決定
会

キリスト教と文化研究所（会議室）

11月30日㈯ 10：30～12：30 第 4 回 坂田祐研究会

キリスト教と文化研究所（会議室）

坂田日記解読（1941 年 1 月～ 6 月）

出席者：3 名
出席者：13 名

11月30日㈯ 14：00～16：00 依存症と環境神学公 公開研究会「ドイツのキリスト教界におけ フォーサイトF601 教室
開研究会
る環境問題への取り組み─ドイツ・プロテ 出席者：23 名
スタント教会大会の事例から─」
講師：木村護郎クリストフ氏（上智大
学外国語学部教授）
12月5日㈭

16：30～18：00 第 5 回 奉仕・ボランティ ハワイ・プナホ高等学校からの提案に 経済 学館 315 号室（細谷早
里教授研究室）
ア教育研究会
ついて
出席者：4 名

12月9日㈪

11：00～12：00 第 3 回 所報編集委員 論文審査
会

キリスト教と文化研究所（会議室）

12月12日㈭ 16：30～18：00 第 5 回 奉仕・ボランティ 坂田祐と新島襄の接点
ア教育研究会

経済 学館 315 号室（細谷早

出席者：3 名
里教授研究室）
出席者：4 名

※当該年 1 月～ 12 月の活動について報告している。
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所

長

渡

部

所

員

萩

原

美

鄧

究

員

客員研究員

（建築・環境学部准教授）

津

（文学部准教授）

捷

（文学部准教授）

西

村

貴

直

（文学部准教授）

細

谷

早

里

（経済学部教授）

細

谷

実

（経済学部教授）

中

村

友

紀

（経済学部准教授）

村

椿

真

理

（法学部教授）

大

鐘

敦

子

（法学部教授）

牧

野

ひろ子

（人間環境学部准教授）

鈴

木

公

基

（人間環境学部准教授）

鈴

木

力

（人間環境学部准教授）

松

田

和

憲

（理工学部教授）

弘

幸

（理工学部教授）

蓑
研

洋

三

輪

のり子

（看護学部准教授）

森

島

牧

人

（関東学院学院長・文学部教授）

矢

嶋

道

文

（文学部教授）

安

井

聖

（文学部特約専任講師）

安

田

八十五

（経済学部教授）

影

山

礼

子

（法学部教授）

所

澤

保

孝

（人間環境学部教授）

帆

苅

猛

（人間環境学部教授）

武

田

哉

（理工学部教授）

俊

リ サ G. ボンド

（建築・環境学部教授）

加

納

政

弘

（関東学院教会名誉牧師）

勘

田

義

治

（本学文学部非常勤講師）

花

島

光

男

（元関東学院中・高等学校教諭）

高

野

進

（本学経済学部名誉教授）

長

井

英

子

（本学経済学部・人間環境学部非常勤講師）

古

谷

圭

一

（恵泉女学院大学名誉教授）

坂

田

創

（元関東学院中・高等学校教諭）

小

玉

敏

子

（捜真学院理事）

石

谷

美智子

（元本学経済学部非常勤講師）

神

谷

光

信

（神奈川県立横浜旭陵高等学校教諭）

内

藤

幹

子

（日本バプテスト連盟

桒

野

淳

一

（タイ王国立タマサート大学東アジア研究所

権

田

益

美

（本学大学院文学研究科博士後期課程）

伊

藤

哲

（本学経済学部・文学部非常勤講師）

安

達

昇

（本学小学校非常勤講師）
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西川口キリスト教会副牧師）
客員教授）

スムットニー祐美   （本学文学部研究科博士後期課程）
長谷川

伸

江

（本学人間環境学部カウンセラー）

金

丸

英

子

（西南女学院大学

加

藤

壽

宏

（中央学院大学商学部非常勤講師）

田

代

泰

成

（横浜女学院中学高等学校聖書科教諭）

三

井

純

人

（カウンセラー）

鳴

坂

明

人

（関東学院六浦中学校・高等学校宗教主任）

学術研究所気付）

原

真由美

洪

涛

（本学文学部非常勤講師・バプテスト同盟全国女性会委員長）
（中国昆明理工大学専任日本語講師）

三

浦

啓

治

（元本学職員）

山

本

直

美

（同志社大学非常勤講師・立命館大学非常勤講師・国立民族
学博物館

特別客員准教授）

中

島

昭

子

（捜真学院教諭）

兼

子

盾

夫

（上智大学キリスト教文化研究所客員所員）

三

浦

一

郎

（本学理工学部・経済学部非常勤講師）

吉

川

成

美

（立教大学兼任講師・早稲田大学早稲田環境学研究所招聘研究員・

克

子

（日本バプテスト同盟

良

雄

（元本学文学部教授・元本学大学宗教主任）

科学技術振興機構社会技術開発センターアソシエートフェロー）
森
大

島

平教会伝道師）

木村護郎クリストフ   （上智大学外国語学部教授）
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グ

ル

ー

研究プロジェクト等のメンバーリスト（＊代表者）

プ

所

員

研究員

バプテスト研究プロジェクト

＊村椿

国際理解とボランティア研究プロジェクト

＊鄧

依存症と環境神学研究グループ

＊鈴木

公基

安田八十五

三井 純人
田代 泰成
兼子 盾夫
木村護郎クリストフ

坂田祐研究会

＊鈴木

力

帆苅
猛
矢嶋 道文
安田八十五

加納
花島
古谷
坂田
小玉
鳴坂
三浦
大島

キリスト教と日本の精神風土研究グループ

＊萩原 美津
牧野ひろ子

帆苅
武田

石谷美智子
神谷 光信
スムットニー祐美
伊藤
哲
山本 直美
加藤 壽宏
中島 昭子
兼子 盾夫
三井 純人
鳴坂 明人

いのちを考える研究グループ

＊松田 和憲
鈴木 公基
三輪のり子

奉仕･ボランティア教育研究グループ

＊細谷

早里

所澤 保孝
リサＧ.ボンド

資料委員会

＊中村
渡部
村椿

友紀
洋
真理

安井

聖

広報委員会

＊中村
蓑

友紀
弘幸

武田

俊哉

所報編集委員会

＊鈴木 公基
三輪のり子
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真理

客員研究員

捷

安田八十五
影山 礼子

小玉 敏子
内藤 幹子
森
克子
古谷 圭一
原 真由美
金丸 英子

森島

勘田 義治
桒野 淳一
吉川 成美
洪
涛
権田 益美
山本 直美

牧人

猛
俊哉

政弘
光男
圭一
創
敏子
明人
啓治
良雄

長井 英子
安達
昇
長谷川伸江
三浦 一郎

安田八十五
武田 俊哉
リサＧ.ボンド

高野
鳴坂

進
明人

勘田

義治

編集後記

編集後記
キリスト教と文化

所報編集委員長

鈴

木

公

基

富士山がユネスコの世界文化遺産に登録され、2020 年夏季オリンピック・パラリンピックの
東京開催が決定し、プロ野球楽天イーグルスの田中将大選手が前人未踏の 30 連勝を達成し、経
済回復の兆しがうかがえるようになり…と、2013 年には明るいニュースが多くみられました。
私たちが毎日を健やかに生きるその活力は、これら明るいニュースやちょっとした幸せな出来事
に支えられています。その意味では夢や希望をもてる人が増えた 2013 年だったかもしれません。
一方で、台風 26 号をはじめとする自然災害は 2013 年にもみられました。領土問題に端を発し
た諸外国との関係悪化も気になります。また、体罰問題や食品偽装の問題など、人間の価値や倫
理について疑問や不安を覚えるような出来事も多くみられました。このように思い返してみる
と、2013 年がいいことばかりではなかったことに改めて私たちは気づかされます。さらに思い
起こせば 2011 年に発生した東日本大震災からの復興も道半ばとしかいいようのない状況であ
り、原発事故も収束していません。これらのことに思いを馳せると私たちの気持ちは穏やかにな
ることはできません。
まだまだ、戸惑いと混迷の時代はつづいているように感じられます。一人ひとりの個人が、こ
の社会と人間の心がどのようにすれば安定し、穏やかな成長へとつながっていくのか、その問題
について考えていくことが大切なのかもしれません。
「キリスト教と文化」の編集作業をしていると、時代を超えたさまざまな課題について取りあげ
られていることに気づきます。本来、人間はいつの時代・世の中でも迷いながら生きていくのな
のでしょう。その迷いのなかで信仰や文化を見出し、そこに希望を見つけていくのかもしれませ
ん。改めて信仰や文化の意味に気づかされます。このキリスト教と文化第 12 号においては、例
年を上回る多くの特別報告・研究論文・研究ノートを投稿いただきました。これら一つひとつの
論考が人々の迷いを和らげ、幸せな社会の発展につながるものとなることを心から期待しており
ます。
今回の所報の編集にあたっても多くの人のご協力をいただいております。所報編集委員として
携わってくださった安田八十五先生、武田俊哉先生、リサ・G・ボンド先生、三輪のり子先生、
その他の方々、貴重な助言を与えてくださった横浜プリントの福谷氏には記して感謝申し上げま
す。
また、
毎回のことですが関東学院大学キリスト教と文化研究所事務局の方々にも感謝します。
事務局の飯島浩子さん・菅野さつきさんには、所報編集作業の過程で微に入り細に入った気配り
をしていただきました。このお二人の力なくして所報 12 号は完成しなかったといえるでしょう。
今回も、多くの温かい人々とよい関わりの中でこのキリスト教と文化第 12 号が刊行されたこと
を報告させていただき編集後記とさせていただきます。
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