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巻 頭 言 
新しい酒は新しい革袋に 

理事長 齋 藤 金 義 (昭 46 経・48 法) 

今年 9 月 1 日、目出度くも当会は公益財団法人の認可を得ることができた。その意義と認可取得までの

経緯については、次ページ「公益法人認可について」をご参照頂くとして、いよいよ財団としての寄附金募

集体制は整備されたので、ここで新しい寮の建築について、そのビジョンなり、どういう寮を今後、建設すべ

きかについて、議論の方向性についての問題提起を致したい。 

まず、寮再建の寄附金の状況であるが、2015 年度、今年 3 月末現在、寄附金として払い込まれた金額が

中島省吾元理事長の遺贈１、０００万円と砧教会服部弘記念基金からの３００万円、合計１，３００円があり、そ

の他の方々から７６３万円が寄せられたので、寄附金残高は２，０６３万円となった。寄附金の申込額は  

３，０５０万円であるから、その４分の１の７６３万円が払い込まれ、現時点での寄附金総額は申込額を含めて

４，３５０万円である。目標の８，０００万円の半分強である。公益法人後、税制上の特典から、これがどれだけ

増えるか、特に働き盛りの皆さんの寄附がどれだけ増加するかである。ある一定額の寄附金を拠出すれば、

所得の高い人ならその半分が還付されるから、今年の年末からの寄附金の増加は大いに期待できるものが

ある。しかし、それでも目標の８，０００万円の達成には厳しいものがあるかもしれない。 

この８，０００万円募金の根拠は、現在の寮舎を全面的に再建する場合、新しい寮舎の建設資金は、現在

１１５坪の建物を１５０坪にすると坪単価１００万円として、1 億５千万円の半分は集めようという考え方からこの

目標額となった。 

他方、以前から理事や評議員の一部の方からご意見として、現在の寮舎は昭和５４年の建築であるが、鉄

筋コンクリートの躯体は相当頑丈で、まだこの先２０年や３０年くらいは利用できるのだから、これを生かすべ

きとの意見が根強くあった。第一、このコンクリートの建物を除去するだけで１，０００万円単位の費用が予想

される。今年の６月の総会時に開催された「YMCA 一橋寮再建企画委員会」の席上では、現状の建物を残

し、まだ利用されていない空き地に必要な建物を増築したらどうかという意見がだされ、委員会では増築案

を具体的に検討するという結論となった。 

現状の寮舎が手狭で、クラブ活動としてまた共同生活を行う上で、目的を十分果たすものになっていない

との認識は、多くの皆さんの意見が一致している。その場合、全面改築か、現状の建物を生かした増築案か

の２つの意見が、今、出されているのである。どちらにするかは、どれだけ寄附金が集まるかという問題のほ

かに、YMCA 一橋寮として、何が大切かの原点を考えることはさらに重要なテーマである。全面改築の場

合、仮に予定通り８，０００万円の寄附金が集まっても、現在の余剰金２，０００万円を加えても、１億５千万円

の残り５，０００万円をどう調達するかが問題になる。当初の目論見では、これを定期借地権なり、半分の建

物に他の学生等を住まわせて、その賃料収入を見合いにした資金計画を作成し、辻褄を合わせた経緯があ

る。しかし、よくよく考えてみると、寮生以外の住民なり学生を住まわせる形態が、寮運営として適切なのかと

いう疑念が当然生じている。それよりも、お金をかけないで、極論すれば、寮生の共同生活なり OB との交流

あるいは、文化部クラブとして活動に必要な部室等の充実という観点、或いは大学院生や女子学生の受け

入れなど、大学の変化に対応した寮の在り方でなければいけないのだから、そのために、空き地を利用し、

６０坪程度の建物を増築すれば、相当程度、現在の YMCA 一橋寮の課題は解消され、快適かつ当会事業

目的に叶う寮舎になることは間違いことであろう。何故なら、立地の問題はあるにしろ、当会の土地は未利用

の敷地が１５０坪以上は残されているからである。建物が新しいかどうか以上に、快適であることと十分な広

いスペースが確保されることが、より重要なのである。更に加えて言えば、全面改築となれば、工事期間中、

寮生をどこに住まわせるか、下手すれば寮の伝統がそこで途切れるリスクは相当程度大きいものがある。増

築であれば、将来、半分を残して、半分を再建すれば寮生の一部を継続できるメリットは計り知れないほど

大きい。 

また、１０年とか７～８年先に再建しますから、寄附金をお願いしますでは、寄附する側も寄附を呼びかけ

る方も、拍子抜けにならざるを得ないが、あと２年で増築を行います、となれば、自ずとゴールも見えて、力は

入るものである。その観点からも YMCA 一橋寮の増改築案の具体化は急がれるべきであり、YMCA クラブ

活動の拠点としての寮の空間と住環境の整備と充実を急ぐことは、公益財団になった当会として、今、改め

て考えるべき課題であると思う。諸先輩及び会員諸兄のご忌憚ないご意見を、是非ともお伺いしたい。 
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公益法人認可について 

 齋藤金義（昭 46 経・昭 48 法） 

はじめに 

2016 年 9 月 1 日付で当会は公益法人の認定を受けることが出来た。ここまでどれくらいの時間を要したことか、

自分でも覚えていないほど、長くかかったというのが正直な印象である。 

どうしてこんなに時間がかかったのか、やはり所管の行政庁から公益認定を受けることが一言でいえば大変だか

らである。大変というのは、時間がかかるという意味ではない。どのような書類、どのような内容を記載すれば、公

益認定されるか、ある意味では教科書がない、どう書いてよいか、記載例を幾ら読んでも分からない、見当がつか

ない、だから大変なのである。こうすれば、時間をかければわかる道筋がなかなか見えて来ないから、どこをどう押

して、仕上げるかの展望がないから、そういうもどかしさがあったから、時間が物凄くかかったのだと思う。これは、

やはりやったものでないとわからない。 

しかし、最終的には意外と簡単にできたのである。何故か、それは所管の行政庁、具体的には東京都のご担当

が、物凄く親切に、ご指導下さったからである。つまり、ある水準まで行くと、今度は所管のご担当の責任問題に

なるから、何とか合格できるよう、今度は先方が必至にご指導くださるようになったことで、ことが思いのほか進んだ

のである。このご担当が取り上げて下さるレベルまで漕ぎつけると、どんどん進むことになる。問題は、取り上げて

頂けるレベルに行くまでが、実は一番大変であった、と振り返ると思える。 

まあ、苦労話のエピソードは一杯あるが、兎に角、左程の費用をかけることなく、自力でできたのだから、やはり自

分を褒めてあげたいとは思う。しかし、そんな個人の手柄話ではなく、重要なことは、公益法人になることの責任の

重さと自覚を持つこと、この自覚を組織として、これを引き継ぐため、言い換えると、公益財団法人一橋大学基督

教青年会を、維持発展させて行くために、ここに公益法人の目的と事業の原点を探し求め、申請過程を振り返り、

それを記録としてとどめておくことは、大変意義のある、また、大事なことであると思う。願わくは、我が後輩諸兄が

当会を立派に引き継いで欲しいという気持ちを込めて、ここにその認可までの記録を書き残したい。 

 

１．公益財団法人の法律上の位置づけ 

平成 18 年 6 月 2 日に同時に施行された２つの法律、一つは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

（以下「一般法人法」という」であり、もう一つが「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」（公益

認定法という）である。当会は、平成 22 年 8 月 20 日、今から 6 年前に一般財団法人として一般法人法に基づき

法人格を登記する団体となった。一般財団法人は、届け出だけで設立することが出来るという意味から、会社設

立と同じ程度の事務手続きで法人格を持つことが出来る。しかし、公益認定法における公益財団になるには、行

政庁の認定を受けなければならない。行政庁とは、活動が全国に及ぶ場合は内閣府であり、当会のように東京都

のみで活動を行う場合は東京都の認定を受けることになる。 

 

２．公益認定の要件 

公益認定法の第 5 条には、認定の要件が全部で 18 項目記載されている。例えば、第１は公益事業を主たる事

業としなければならいとあり、第 2 には公益事業を行うに必要な経理的な基礎及び技術的基礎を有すること、第

3 には理事、評議員などに特別の利益を与えてはならないとある。具体的に言えば、当会で言えば学生寮の運

営、学生を対象とする講演会、研究会の開催、また、OB と学生の交流事業などを通じて、公益事業として何を行

っているのか、整理して記載することが求められる。当会の事業内容を、こうした観点から整理してみると、結構、
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この作業過程の中で、公益性の担保としての要件が何であるか、当会の事業内容でどういう事が重要なのかが見

えたことは、相当、意義があったと思う。意識しないで漠然と行ってきた行事等が、それぞれ明確に見える化がで

きたと思う。その見える化を整理して、それを定款に記載することにより、当会の事業の公益性を再認識できたと

思う。 

 

３．当会の事業目的と事業内容 

この観点から当会の新しい定款では、事業目的と事業内容を下記のとおり整理した。この整理に当たっては、公

益財団法人公益法人協会の星田氏にご指導を頂いた。 

まず、事業目的は、第 4 条に以下のとおり規定した。 

第４条 この法人は、一橋大学の学生（大学院生及び留学生を含む。）を対象とする学生寮を運営し、寮生及び

一橋大学の学生に対して基督教及び基督教文化等を宣べ伝え、また、学生自治による寮共同生活あるいは OB

等による講演会・座談会・修養会の開催などを通じて、学生の霊性、知性、身体の健全な発達を図ることを目的と

する。 

目的では、当初、キリスト教を前面に出すことについて、公益の観点から疑念がなかったわけではなかったが、東

大 Y の定款で公益認定を既に認められている定款を参照したところ、「キリスト教を宣べ伝える」と明確にあったこ

とを根拠に、この定款を継承した。これは、ある意味、当会の歴史上譲れないものであり、当会を当会たらしめて

いる根幹でもある。この目的を達成するために、以下事業は第 5 条に４つ行うと規定している。 

第５条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）学生のための寄宿舎運営事業 

（２）寮生等を対象とする聖書研究会、講演会、修養会等の開催 

（３）ＯＢと学生との交流会等の開催 

（４）国内外のＹＭＣＡとの交流又は交流のための参加支援及び運営等の事業 

（５）その他上記目的を達成するために必要な事業 

まず、第一に寄宿舎、つまり YMCA 一橋寮の運営事業である。しかし、単に寄宿舎を運営するだけではなく、こ

の寄宿舎を基点に、聖書研究会、講演会、修養会などを開催すること、また、何よりも学生と卒寮生、OB との交

流を促進すること、これは学生を育成することにとどまらず、この寮を卒業した OB も、生涯、当会とのかかわり、交

流を通じて、成長発展することを意味する。 

また、第４に挙げた事業は、従来は当会ではあまり事業としてこれを意識することが少なかったが、内外の YMCA

との交流、他の学生 YMCA との交わりを日本 YMCA 同盟の事業を通して参画すること、また、同盟の運営する

各種サマーキャンプ等に参画するのみならず、当会が自ら交流プログラムを企画し、運営すること、これもやはり

重要な事業になる。何故ならば、一橋大学の学生にとっては、単なる社会貢献、ボランティア活動という範疇で

は、十分、学生にとって魅力あるプログラムにはならないからであり、社会貢献は重要であるが、同時にキャプテ

ン・オブ・インダストリーの精神を体現できる交流プログラムも用意されなければ、やはり一橋の学生にとっては魅

力がないことになる。当会はそういうプログラムも同時に用意し、学生にとって魅力あるプログラムを企画運営した

いと考えている。 

 

４．経理的な基礎について 

 次に問われるのはやはり公益法人としての経理的基礎である。これは、言い換えると、公益法人の決算や税
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務、その他の議事録の整備等のコンプライアンスを含めて、法人の事務運営体制とその中身が問われている。 

会計決算は、正味財産増減内訳表と貸借対照表内訳表、財産目録等の計算書類の作成及び管理である。内訳

表の意味は、公益法人会計、収益会計及び法人会計の 3 部門に分割し、これを表示するものである。当会で言

えば、駐車場事業が収益会計となり、寄宿舎や YMCA 活動費用が公益部門会計になる。法人会計は公益と収

益の合計であるが、一般管理部門として、公益及び収益どちらにも属さないもの、例えば総会等の開催の会議費

などがこの法人会計の管理費として計上される。これが公益認定上どのように関係するかと言えば、公益会計部

門は赤字でなければならず、また、公益会計部門の費用は、全体費用の 50％以上でなければならなないと行け

ないという判定がある。こうした基準一つ一つが判定をして行くうえで必要となり、つまり、決算書を見て判定する

のではなく、これらの様式に必要な数字を入れて、合否が判定される仕組みである。全部、それが Web 上で行わ

れる。 

この他、公益財団会計で重要なものが、指定正味財産である。公益財団会計では、公益事業を行うための基本

財産、つまり当会で言えば寮の土地や建物がそれに相当するが、再建のための寄附金収入は、これを含めると

公益会計部門が黒字になってしまうことになるので、再建など特別目的の寄附金は、別途指定正味財産として、

一般正味財産と区分し、会計決算を行うことになる。会計上は、部門は３つになり、会計勘定としては、一般と指

定に分かれることになる。その他、役員（理事、監事）と評議員に関しては、住所、生年月日を詳細に記載し、反

社会的勢力でないなどのチェックも受けるなど、審査は厳重に行われる。但し、面白いことに、計算書類の審査

は、あくまで申請した年度の着地、予想に基づいて行われるので、過去の BS や損益計算書は、当然提出するに

しても、判定表上は過去のものとして、合否の対象にはならず、公益財団になる年度がどうなるか、予想の正味財

産増減計算書によって、判定表を作成するのである。最初、この意味が分からず、過去の決算書で行っていたと

ころ、当然、門前払いとなって、所管の東京都から相手にされなかったが、これが一つの理由でもあった。こういう

ことはマニュアルのどこにも書いていないので、そういうことをご指導頂けたのが前述の公益法人協会である。 

 

５．公益法人のメリットとデメリット 

何故、このような認定申請及び認定後の煩雑な事務手続きがあるにも拘わらず、公益法人の認定を得るメリットは

どのようなものであるかを確認したい。結論から言えば、税務上のメリットに尽きる。税務上のメリットとしては、まず

固定資産税が、公益事業分について、非課税となる。当会は毎年約９０万円の固定資産税を支払っているが、公

益法人後は駐車場の収益部分のみの 16 万円程度で済むことになる。 

また、収益事業については、一般財団法人であれば、収益事業の直接費用は控除できるが、残りの収益は分離

して課税されるが、公益財団法人では、公益事業の赤字と収益事業の黒字を損益通算が認められる。但し、全額

が損益通算されるには、相当の条件があり、当会の場合は収益事業の利益の 50％まで損益通算が認められる。

当会は、年間 20 万円前後の法人税を支払っているが、これが半分に軽減される。 

また、当会への寄附金について、寄附者は所得控除もしくは税額控除のいずれかを選択し、確定申告により源

泉所得税の還付が可能となる。なお、この寄附金の税務上の特典を認めてもらうためには、所管官庁に申請し、

承認を貰う必要があり、公益財団法人だから直ちに所得税の軽減とはならない。現在、縄田理事のご尽力で東京

都に寄附金の税務上の所得控除・税額控除の特典につい申請中であり、11 月 8 日にその承認が手渡される見

込みである。 

デメリットはやはり事務上の煩雑さである。しかしながら、この事務上の煩雑性は、そもそも独立した法人としては、

所管行政官庁から査察を受けるから体制整備するというより、そもそも会員からの貴重な寄附金を管理運営する
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ためにも計算書類の整備はもとより、様々な事業を遂行するにあたり、理事会での審議及びその議事録の整備保

管は当然の責務であり、公益財団だからより必要以上な作業や業務が増えたということではない。ある意味、当然

必要な事務であり、管理業務なのである。従って、デメリットが沢山あるということではない。今後、HP を活用し、よ

り当会のディスクローズを積極的に行うことは、公益財団として求められるものではあるが、他方、当会の活動内

容が会員はじめ多くの人に周知されることになるのであるから、それはそれで大きな意味があると思う。公益財団

を継承していくことは、ある意味大変であるが、これを継続していくことは、当会の事業目的とその事業内容が価

値のある、有意義なものであることを示して行くことになる。マイナス面ではなくプラス面が大きいことを、役員、評

議員及び会員の皆様と共有することが出来れば、これはとても素晴らしいものと確信する次第である。 

 

最後に 

今回、公益法人申請については、殆ど私個人の一人作業であった。途中、何度も挫折し、投げ出したいと思った

ことは再三あったが、堀地評議員会会長はじめ、評議員及び理事監事の皆さんのアドバイスとお励ましにより、何

とか認定を得ることが出来た。東京大学基督教青年会の長島元常務理事からはご助言と貴重な資料のご提供を

頂いた。行き詰まりの時、堀地会長のご紹介で訪問した公益法人協会相談室相談員星田寛氏のご指導にも大変

教えられることが多く、星田氏のご指導なくしては、スムースな申請には至らなかったと思う。また、認定申請は東

京都生活文化局都民生活部管理法人課課長代理（公益法人担当）長谷川弘氏であり、ご担当は長谷川氏で 3

人目であったが、長谷川氏からは大変ご親切かつご熱心なご指導を頂いた。長谷川氏のご指導なくして、公益

認定はこの時期に受けらなかったと思う。申請過程では、箸の上げ下ろしで不満を抱かざるを得ないことは数えき

れないほど多くあったが、振り返ってみれば、ある意味、当然すべきことでもあり、これに耐えられなければ公益法

人を語れないのだと改めてその責任感を再認識する過程でもあった。 

これらの多くの方々のご支援とご協力があったればこその公益法人認可であり、ここに改めて感謝の意を表した

い。 

。  
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YMCA 一橋寮 

 

気を引き締めて公益法人を育もう 

 

渡邊 徹（1966：昭和 41 経卒）  

 

一橋大学ＹＭＣＡが東京高商ＹＭＣＡとして１８８７年（明治２０年）に誕生してより、 

学生の寄宿舎としては神田美土代町、茗荷谷、中野と寮の変遷を経て、現在の国立に１９３５年（昭和１

０年）木造２階建ての旧寮を得た。寮生の活動により国立教会の礎となったその名寮も老朽化により１

９７９年（昭和５４年）鉄筋コンクリート造３階建てに建て替えられ今に至るがそれも老朽化耐震性他

の問題を避けるわけには行かない状況となっている。その間、一橋大学ＹＭＣＡは任意団体として資産

の保有もＹＭＣＡ同盟に頼ってきたが、時代の趨勢で２０１０年（平成２２年）に一般財団法人を設立、

寮を持つ他大学のＹＭＣＡが公益財団法人に移行する流れに沿って、このたび２０１６年（平成２８年）

９月に東京都より公益財団法人一橋大学基督教青年会が承認を受け誕生した。これには斉藤理事長が一

方ならぬ労力を払われたことが記憶されるべきである。 

公益法人となると大雑把に言えば 

① 保有する資産（土地と建物ほか）にかかる税金負担が軽減される。 

② 資産もはっきりと所有できる。 

③ 寄付金もその４０％相当の金額が寄付者の所得税納税額から税額控除されるほか、法人格も高まり寄

付金を集めやすくなる。 

等々のメリットが得られる反面、法人としての活動や運営状況には、東京都や税務当局の厳しい監督を

受けることとなるので、従来のトーンでは済まなくなることは明らかであり組織の実態を整備し十分に

認識を改める必要がある。 

公益財団法人 一橋大学基督教青年会としては、一橋大学のキリスト者学生及びキリスト教に親しむ

学生生活を希望する学生（大学院生も含む）に対して居住と活動の場となる寮を提供し、将来の３０年～

４０年後の建替えやその次の建替え、その間の維持管理に対応できる強固な財務基盤（ファンド）を構築

することを存立の目的の中心とするべきである。 

そのような目的で活動する財団法人と寮生の関わりは、法人会計の中に寮会計がリンクされているこ

ともあって、寮会計への法人の関わりが厳密なものとならざるを得ないが、そのことが寮生の勉学の妨

げにならぬよう配慮することが重要で、指導、連絡を含めた法人側の経理監督態勢の充実は欠かせない。 

すなわち、法人の事務局の設置と責任者の設置はしかるべき時期に具体化する必要がある。 

さて、本来業務としての寄付金募集を集中的に行うにしても、常時行うにしても事務局の設置と責任者

の体制は、早期に整え、資産管理の安全性と透明性を確立することが急がれるが、人件費のために寄付を

募ることになっては折角の公益法人化も泣けてしまう一方、いつまでも理事長をはじめ個人のボランテ

ィアにのみ依存する体制で良いのかも議論せねばならない。 

寮の建設資金の寄付を募集するにしても、建設プランが明確に示される方が良いであろうが、寮をどの

ようにしてゆくのかの議論も論点は多岐にわたる。例えば個室か二人部屋か、個室の広さは 6 畳プラス

収納程度か、寮母の存在と食事の供給体制の要否、共用設備と共用スペースには何を、例えばトイレ、シ
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ャワー室、洗濯室、ＹＭＣＡ活動室、公益財団法人事務室・倉庫、チャペルと集会室、食堂、ホール等何

が必要か、収容人数は現在１６名だが、女子学生、大学院生、外国人留学生まで対応できる将来にどう備

えるか、耐震性も含め全面的に再建か、耐震性強化工事と、鉄筋コンクリ―トに拘らず（鉄筋コンクリー

ト造では、壊すためにも多額の費用がかかるので）４０年は耐える木造建築の併設か等々、一部の理事の

間で議論、検討がされているが会員諸兄には是非とも、理事任せにせず議論に参加してほしいと考える。 

建設資金集めに関しては、当面の計画と本質的な長期の計画を粛々と実施（例えば、毎年 300 万円を

目標に 30 年間で 9000 万円のファンドを達成など）して行かねばならない。目指すは、1 億円程度の資

金を持つ強力なＹＭＣＡ寮の支援財団組織となって欲しい。 

資金が潤沢になると使いたい欲望に囚われやすいが、公益法人としての役割を逸脱しないよう抑制の

利いた活用と運用が図れるよう理事会の監督の充実が望まれる。 

学生がこの寮でキリスト教に親しみつつ学生生活を送れて本当に良かったと思えるような寮を提供し

続け、静かに見守ることが法人のあるべき姿と考えるので、講演会の開催など有力な公益活動もあるが、

それらも含め聖書研究を含む学生の活動には学生の自主的な運営に任せるのを原則とし、法人サイドか

らの介入は極力控え、大学の文化部の一つとしての文連活動を学生からの要望により支援するに留める

ようにしたい。 

その他にも問題はいろいろあるが、寄付もさることながら折角獲得した公益財団法人の組織を立派に

育てるため、一橋ＹＭＣＡ会員諸兄の積極的な活動参画を改めてお願いいたしたい。 

 

 

野澤琶寿恵元寮母さんの誕生会 

 

               松木雄太 （2005：平成 17 社卒） 

 

 

 きっかけは一本のメッセージでした。谷口健太郎君（平 18 経）からの飲みの誘いに周辺在京 OB が呼

応し、いつにするか日程調整していたところに、近く我々寮生が大変お世話になった野澤元寮母さんの

誕生日が近い事にこれまた谷口君が気付いたのでした。そうなると話は早く、9 月 11 日の午後に野澤さ

んのご自宅で誕生会を開く事となり、皆で集まる事で話が纏まったのでした。 

 

 YMCA 一橋寮を卒寮したのは平成 17 年 3 月、社会人となってからも数年は年代の近い OB と共に寮

に遊びに行かせてもらいました。結婚してからも 11 月の一橋祭の頃には国立を訪れていたのですが、仕

事の忙しさもありここ数年は国立まで足を運ぶ機会が減っていました。 

 そんな事もあり、絶対国立に寄ろうと心に決め、当日は 15 時集合にも関わらず、一人国立に前乗りし

たのでした。生まれ変わった国立駅に驚きつつ、足は真っ直ぐ旭通りへ。向かったのは「すた丼」の店。

在学中時とは比べ物にならない位に（内装、店員二つの意味で）綺麗になった店内で「すた丼」を平らげ

ると、そのまま寮に向かいました。 

残念ながら日曜という事もあり食堂には誰もおらず、外から眺めるだけでしたが、嬉しい事が一つ。先

輩諸兄と一緒に制作した「YMCA 一橋寮」の看板は未だ健在だったのです。支柱の木はかなりボロボロ
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になっていたものの、看板自体は綺麗なままで残っていました。 

今度はお土産でも持って食堂にお邪魔したいなと思いつつ、野澤さんのご自宅がある多摩センターへ向

かいます。改札口で待合わせたのは谷口君と、後藤俊二君（平 21 社）。二人とも娘さんを連れて来てい

ました。少し遅れて宇田川量平君（平 21 経）。タクシーで野澤さん宅に到着したのは 15 時頃、元気な笑

顔で御主人と出迎えて頂きました。 

多少遅れて到着したのは東哲郎君（平 21 経）。今回の会を野澤さんと調整して貰いました。その後登

場したのは瀧誠君。彼は私と一緒に過ごした寮生であるにも関わらず、今尚現寮生に影響力を持つとい

う稀有な存在です。 

皆で今どんな事をしているのか等、色んな事を話しましたが、やはり盛り上がるのは昔の寮生活の話で

す。野澤さんに用意して頂いた料理がまた美味しく、話が一層盛り上がります。そんな中で最後に登場し

たのは、伊藤泰蔵君（平 18 経）。彼も娘さんを連れての登場です。 

気が付いたら部屋の中は 6 人の OB と 3 人の娘さんで賑やかに。パーティーのハイライトは主役であ

る野澤さんへのプレゼント。皆からお花を贈らせて頂きました。更にケーキを囲んで皆で歌を歌い誕生

日を祝いました。その後はお子さん達を交えてカードゲームやボードゲームをして遊んでいるうちに、

時間はあっという間に過ぎ、お開きの時間に。 

最後は車で駅まで送って頂き、野澤さん誕生会は盛会の内に終了しました。皆忙しい中でも沢山の OB

を集める事が出来るのが YMCA の財産であり、やはり同じ屋根の下で暮らした思い出はいつまでも残る

ものなのだ、と改めて実感した一日でした。 

ご自身の誕生会であるにも関わらず、料理、車まで出して頂いた野澤さんと御主人には心から感謝申し

上げます。本当にありがとうございました。また、この日予定が合わずに集まる事の出来なかった OB 諸

兄からもプレゼントのアイデア等協力を貰いました。是非改めて集れたらと思います。その時は皆で盛

り上がりましょう！ 
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随想 

 

「よき便り」から 

山本 通（1970：昭和 45 経卒） 

 

 「会報」64 号に続いて、今回も「よき便り」の新しいものを掲載します。なお、文面についてはカト

リック藤が丘教会の現在の主任司祭、小笠原優神父と信者の川島信之さんにチェックしていただいてお

ります。 

 

よき便り（2016 年 3 月）・・・「イエスの死と復活」 

 

 新約聖書の４つの福音書で詳しく描かれているように、イエスは様々な癒しの「わざ」を行ないながら

「神の国の到来」という福音を説いてまわりました。そして、最後にユダヤ人の「過ぎ越し祭」の時期に

合わせて、エルサレムに入りました。しかし、イエスから厳しい批判を浴びていた当時のユダヤ教の指導

者たちは、イエスを捕えてローマ総督ピラトのもとに差し出し、まんまと「ローマ皇帝への反逆者」とし

て十字架刑に処することに成功します。十字架刑は、極悪人に対して執行される残酷な刑罰でした。身体

を十字架に打ち付けて、生殺しにされるのですから、受刑者の苦しみは筆舌に尽くしがたいものです。

「マルコによる福音書」第 15 章によると、イエスは朝９時ごろに十字架につけられますが、12 時には全

地が暗くなり、それが午後 3 時まで続きました。午後 3 時にイエスは「私の神、私の神、なぜ私をお見

捨てになったのですか」と叫びました。これは一見、絶望の叫びのように見えます。しかし、そうではあ

りません。 

 この句は、旧約聖書の「詩篇」22 章の冒頭の句と同じです。22 章は、主なる神を賛美するダビデの賛

歌であって、人間の悲惨さの認識から始まり、最後には全知、全能、全善の神への全面的な信頼の祈りに

昇華されていきます。実際、「ルカによる福音書」23 章ではイエスは「父よ、私の霊を御手にゆだねます」

と言って息を引き取られた、とありますが、これは「詩篇」31 章 6 節の句と同じです。イエスは自らの

心情を、詩篇のこのような部分の心情と重ね合わせたのです。 

先月の「よき便り」で私たちは「ヨブ記」について考えましたが、お気づきのように、「ヨブ記」の構

造とイエスの十字架上の祈りの構造は同じなのです。イエスは神でありながら人間の姿をとられたので

すが、人間としてイエスはもちろん、全く罪のない方でした。そのイエスが無実の罪で残酷な十字架刑に

つけられるというのは、全くの不条理です。ヨブもイエスも、最初はその不条理に対して抗議しながら

も、最後には自らの運命を神のみ旨に委ねたのです。ではイエスの十字架刑による死には、父なる神のど

のような意図が隠されていたのでしょうか。 

 イエスの十字架上の死の一つの目的は、全く罪のないイエスが自らを犠牲に供することによって、人

類の罪を贖うことにありました。このことをイエス御自身は次のように言い表しています。「人の子（私）

は、仕えられるためではなく仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来た

のである」（マルコによる福音書、10 章 45 節）と。イエスはこれによって、神の大いなる愛を示したの

です。 

そして、もうひとつの目的は、神みずからがイエスを復活させることにあったのです。イエスの復活の
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意味については、来月に改めて取り上げますが、死後 3 日目にイエスは父なる神によって復活させられ

ました。イエスは肉体的に蘇生したわけではありませんが、イエスの弟子たちはイエスの「復活」を確認

しました。これは、逃亡した弱い弟子たちが、イエスの「復活」を体験した後に変えられ、命を惜しまず

困難な宣教の事業を果たした事実によって、推察されます。そしてイエスの復活は、イエスを信じるキリ

スト信者の復活を保証しています。パウロは言います。「主イエスを復活させた神が、イエスと共に私た

ちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると、私たちは知っています」（コリントの信

徒への第二の手紙、４章 14 節）と。 

 今年は、３月 27 日がキリストの復活の主日です。キリスト信者は皆、キリストの十字架上の死に思い

を重ね、キリストの復活の喜びに浸ります。 

 キリストの教会は、社会に対して開かれた共同体です。より多くの方々が、私たちのカトリック藤が丘

教会の門を叩かれることを、お待ちしています。興味をもたれた方は、ぜひ日曜日のミサにお越しくださ

い。 

 

よき便り（2016 年 4 月）・・ハッピー・イースター（復活祭） 

 

 毎年の 12 月 25 日は「イエスの誕生」を祝う祝祭日ですが、キリスト信者にとって、それ以上に重要

な祝祭日が「復活の主日」です。今年は 3 月 27 日に、世界中のキリスト信者が「イエスの復活」を祝い

ました。使徒パウロが言ったように「キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、

あなたがたの信仰も無駄です」（コリント人への第 1 の手紙 15：14）。何故ならイエスは、復活しなかっ

たならば、単なるユダヤ教の預言者たちの一人にすぎなかった、とみなされても仕方がないからです。実

際、『旧約聖書』によると、ユダヤ教の歴史の中では、人びとが堕落に落ち込んでいくたびに預言者が現

れて、神に立ち返るべきことを訴え、当時の支配者たちによって迫害されたのです。しかし、イエス・キ

リストは預言者たちとは違って、父なる神によって復活させられました。 

イエスはユダヤ教の「過ぎ越し祭」の翌日の金曜日に十字架に付けられて死にましたが、３日後の日曜

日に、父なる神によって復活させられました。現代に生きる私たちは、イエスを見ることも、その復活を

証言することも出来ません。（それが可能となるのは、この世の終りにおいてであると言われます）。しか

し、4 つの福音書によれば、イエスは確かに彼に従った女たちや弟子たちの前に現れて、会話し、一緒に

食事をした、といわれます。私たちには、直ちには信じがたいことです。しかし、イエスが捕えられた時

に逃げ隠れした弱いイエスの弟子たちが、復活イエスに出会ったのちに、命を懸けて宣教活動に邁進す

る強い人々に変えられた事実をみれば、イエスの復活を信じることが出来るでしょう。 

「復活」とは「肉体的な蘇生」の意味ではありません。主イエスは、私たちの日常的な世界を超えた形

で、いわば霊的に、弟子たちの前に現れたのでしょう。これは、科学的検証を超えたことがらですが、決

して科学に反することではありません。信仰の領域のことがらは自然科学とは別の次元の問題なのです。

例えば、宇宙科学者たちは「宇宙が何で出来ているか」を探求していますが、「宇宙は何故生まれたのか」

とは問いません。宇宙には始まりがあって、それは「ビッグ・バン」と呼ばれていますが、その「ビッグ・

バン」がなぜ起こったのかは、そもそも科学的考察の及ばない問題だからです。だから、宇宙科学者の中

には無神論者もいれば、有神論者もいるのです。そして私たちキリスト信者は、万物の根源が神によって

創られ、この世が神の測り難い摂理によって動いている、と信じるのです。しかしイエスは、神が私たち
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を超越した存在ではない、と説きました。私たちは、キリストを通して神の御旨を知ることができるので

す。 

繰り返しますが、「キリストの復活」は、あり得ないことではないのです。そして、私たちキリスト信

者は、「キリストの復活」に賭けるのです。私たちは、イエス・キリストを通して開かれる「愛と赦しと

救いへの道」を、同じ信仰を持つ仲間と共に、この世のいろいろな苦労を背負いながら、強く歩んで行こ

うとしています。 

キリストの教会は、社会に対して開かれた共同体です。より多くの方々が、私たちのカトリック藤が丘

教会の門を叩かれることを、お待ちしています。興味を持たれた方は、ぜひ日曜日のミサを覗きにいらし

て下さい。 

 

よき便り（2016 年５月）・・・洗礼について 

 

 カトリック教会では、毎年の「主の復活の主日」の前夜に洗礼式が行われます。今年も多くの志願者が

洗礼を受け、教会共同体に迎え入れられました。まことに喜ばしいことです。しかし、なぜ復活祭の前夜

に洗礼式が行われるのでしょうか。それは志願者の洗礼が、イエス・キリストの「死と復活」と、意味の

上で深く結びついているからです。 

 「マタイによる福音書」28 章 19・20 節によれば、復活されたイエスは、天に昇っていく前に、弟子た

ちに次のように告げました。「あなたがたは行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と

聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい」と。これ

は、イエスが弟子たちを宣教の活動に派遣した瞬間を描いており、「洗礼」が人を「イエスの弟子」にす

る「恩寵のしるし」であることが明らかにされています。 

 新共同訳聖書は「洗礼」に「バプテスマ」というルビをふって、そのギリシャ語の原語を示しています。

これは本来、「どっぷりと沈める」ことを意味します。実際、古代教会では入信者を全身どっぷりと水に

沈めましたし、今でもバプテスト派は全身浸礼の入信式を行ないます。その場合には入信者は、物理的に

も「死にそうな思い」をするのですが、洗礼によって入信者は、過去の自分において死に、新たに生まれ

変えられるのです。 

 使徒パウロは「ローマの信徒への手紙」６章４節で次のように言います。「私たちは洗礼によってキリ

ストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の

中から復活させられたように、わたしたちも新しい命に生きるためなのです」と。イエスは「多くの人の

身代金として自分の命を捧げるために」（「マルコによる福音書」10 章 45 節）父なる神によってこの世に

送り込まれて、十字架につけられて死に、３日後に父なる神によって復活されました。現代のカトリック

教会は全身浸礼を行ないませんが、洗礼を復活祭の前夜に設定することによって、入信者がしっかりと

受洗の意味を理解して、心の準備をするように導くのです。  

洗礼は「父と子と聖霊の名によって」授けられます。父なる神によって地上に派遣されて、人類の罪を

贖い、神の限りない恵みのみ旨を伝えたイエスは、復活して天に昇られる前に、父のもとから「聖霊」つ

まり「神の息吹」を送ると約束されました。キリストの昇天後、使徒たちはキリストには会えなくなりま

したが、「聖霊」の導きのもとで宣教活動を行なったのです。父なる神と、子たるイエスと、聖霊は、そ

のような意味で一体的に捉えられます。そして、受洗者たちは、洗礼式を通して、キリスト信者の共同体
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への加入し、また「聖霊」に導かれて、キリストの福音宣教の活動を担うことになるのです。 

 キリストの教会は、社会に対して開かれた共同体です。より多くの方がたが、私たちのカトリック藤が

丘教会の門を叩かれることを、お待ちしています。興味を持たれた方は、ぜひ日曜日のミサを覗きにいら

して下さい。 

 

よき便り（2016 年 6 月）・・宮型霊柩車、ウランバートルを走る 

 

 民放テレビの最近のある報道番組で、高級な宮型霊柩車が中古自動車販売店で、一台わずか 10 万円で

売ら出されているという話題が取り上げられました。あの御神輿のようなものを載せた霊柩車は最近ほ

とんど使われなくなったので、お払い箱になってしまったのです。 

 これに目を付けたのが、かつて日本の角界で技巧派力士として活躍し、現在はモンゴルで政治家とし

て活躍している旭鷲山関です。かれはその情報を得て、モンゴルのお坊さんたちに宮型霊柩車を輸入す

ることを勧めましたが、これが大成功しました。モンゴルの人たちはそのカッコよさを賞賛し、チベット

仏教の坊さんたちは、これが人々の信仰心を高揚させるのに役立つと言って大喜び。かくて、モンゴルの

首都ウランバートルでは多数の宮型霊柩車が走り回っているのだそうです。 

 ところで、日本ではなぜ宮型霊柩車が使われなくなったのでしょうか。報道によれば、それは「宮型霊

柩車が『死』を連想させる」といって火葬場周辺の住民の自治会が火葬場に廃止の陳情を行なう、という

動きが全国的に広まったからなのです。住民パワーによって、宮型霊柩車は日本ではお払い箱にされた

のです。 

 しかし「死を連想させるから排斥する」というのは、如何なものでしょうか。人は皆、死ぬのです。こ

の厳然たる事実から目を背けてはなりません。また、よほど幼い人でない限り、人の死に立ち会ったこと

のない人はいないはずです。亡くなった方が、両親、祖父母、友人、先輩、先生など、自分にとっと大切

な人だった場合、私たちは必ず亡くなった方の生前の様子や言葉を思い起こし、その方々の死後の安ら

ぎを願うことでしょう。亡くなった方が見知らぬ人であった場合でも、私たちは死者への敬意を忘れる

べきではありません。私たちは「死」が自分たちにとって意味することを深く考え、私たちなりその意味

を理解するべきです。そうして初めて、私たちの「生」が意味づけられ、私たちは生き生きと生きること

ができるのではないでしょうか。 

 人間にとっての不条理である「死」を「生」との関連で意味づけ、人生の目的とより良い生き方、そし

て「死を超える希望」を教えるのが、宗教本来の意義です。そしてキリスト教は、神の子であるイエス・

キリストの「死」と「復活」をとおして、キリストを信じる者たちに「死を超える永遠の命」が神から与

えられるようになった、と教えます。キリスト信者は、こうして「救いの希望」を抱き、キリストが説い

た「愛の教え」に導かれながら「聖なる生」を実践し、肉体的な「死」を乗り越えて行くことができるの

です。 

 キリストの教会は、社会に対して開かれた共同体です。より多くの方がたが、私たちのカトリック藤が

丘教会の門を叩かれることを、お待ちしています。興味を抱かれた方は、ぜひ日曜日のミサを覗きにいら

して下さい。 
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よき便り（2016 年７月）・・・本物の救いと偽物の救い 

 

昨年、民放の「しくじり先生」という番組で、歌手の辺見マリさんが宗教詐欺師に騙されて、総額５億

円をだまし取られた事件の顛末を紹介して話題になりました。今月はこの話を取り上げて、「本物の救い

と偽物の救い」について考えましょう。 

 辺見さんは 19 才で歌手デビューして一躍人気者になりましたが、22 才で人気歌手の西郷輝彦さんと

結婚して芸能界を引退し、その後２児をもうけました。しかし 31 歳で離婚したので、芸能界に復帰しま

す。その精神的に不安定な時期に、マネージャーから「神様と話ができる拝み屋」を紹介されました。拝

み屋は、善良で無害な婦人を装って近づいてきます。そこから、２人の拝み屋とマネージャーを中心とす

る詐欺師たちのグループが、巧妙な手口で辺見さんを少しずつ洗脳していきます。まず、拝み屋が超能力

を持っていると辺見さんに信じ込ませます。そして辺見さんの不安をあおりながら、神様への巨額の献

金を要求し始めます。更には、詐欺師集団の「修行」の共同生活に巧みに辺見さんを誘い込みます。そし

て 38 才になった辺見さんは芸能界から引退させられて、社会と断絶することになります。 

その後、拝み屋が交代します。新たな拝み屋は辺見さんに、「お金を捨てて身を浄める」ことを勧め、

その手段としてマカオのカジノでギャンブルをさせて、お金を巻き上げます。マカオに飛ぶこと 25 ない

し 26 回。こうして辺見さんは 13 年間にわたって洗脳され続け、総額５億円をだまし取られてしまった

のです。こうして財産をすべて失った辺見さんを、詐欺師たちは社会に復帰させて、更に稼がせようとし

ます。これが、辺見さんの目覚めのきっかけになりました。それは、拝み屋に勧められて辺見さんが開設

した「ダイエット教室」の生徒たちの入会金の総額、約 2000 万円を拝み屋が持ち逃げしたからでした。

自分を信頼している生徒たちの金を拝み屋が奪ったために、辺見さんは心底怒り、洗脳から覚めたので

す。 

この話から、私たちは何を学ぶべきでしょうか。辺見さんは自分の性格として、責任感が強いしっかり

者、頑固で負けず嫌い、完璧主義という 3 つを挙げています。そして、そういう性格の人が洗脳されやす

いのだ、と視聴者の注意を促しています。しかし、そのような性格は、決して悪いものではありません。

本当の問題は、それとは別のところあるのではないでしょうか。 

彼女はとても不安定な精神状態にあった時に、無意識的に「救い」を求めて、絶対的な存在に頼ろうと

していたのでしょう。不安定な精神状態は誰でもが陥るものであり、「救い」を求めることも、人間の自

然な心の傾きであって、決して悪いことではありません。辺見さんの間違いは、「偽物の救い」にとらわ

れたことにある、といえるでしょう。私たちキリスト信者の信仰によれば、人間が超能力を持つとか、神

様と対話できるなどということはありえません。仏教徒だって、イスラム教徒だって、そんなバカな話は

信じません。そのような怪しげな「偽物の救い」によって、心の不安を取り除こうとするのは、人間の「心

の弱さ」の現れですが、本物の宗教による「本物の救い」を知らないからでもあります。私たちは、その

ような「偽物の救い」ではなくて、「本物の救い」を究明しましょう。この話には続編があります。来月

をお待ちください。 

キリストの教会は、社会に対して開かれた共同体です。より多くの方がたが、わたしたちのカトリック

藤が丘教会の門を叩かれることをお待ちしています。興味を持たれた方は、ぜひ日曜日のミサを覗きに

いらして下さい。 
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よき便り（2016 年８月）・・・偽物の宗教と本物の宗教 

 

 先月は「本物の救い」と「偽物の救い」と題して、ある宗教詐欺の事件を取り上げて紹介しました。そ

れでは、「偽物の宗教」と「本物の宗教」の違いはどこになるのでしょうか。 

 宗教は本来、人を精神的に救済することを目的とするものです。一切の悩みも苦しみもなく一生を幸

せに過ごせる人は、一人もいません。人の人生は、楽しみと悲しみ、希望と落胆、希望と絶望といった変

化によって彩られています。それは私たちがみずからの過去を振り返ってみれば、すぐにわかることで

す。幼いころは、たいていの人は両親の深い愛情に包まれて、ほとんど悩みも苦しみもなく過ごすでしょ

う。しかしやがて学業で、次には仕事で様々な苦しみに遭遇し、それらを乗り越えて人は成長してゆきま

す。また結婚して子育てに精を出しますが、これがまた大変な苦労です。さらに病気や事故や災害が私た

ちを不意に襲います。人は他の動物と同様に、成長して子孫を遺すべく運命づけられているからこそ、生

きる喜びを感じることができると同時に、生存のためにもがき苦しむのです。そして人は時には、人生の

意味が分からなくなり、どうしようもない悲しみや苦しみに苛まれることがあります。そして人は「救

い」を求めて、絶対的な存在によって支えられることを願うようになるのです。 

 このような「救い」を求める人びとの祈りにこたえて、人びとを導いていくのが宗教の役割です。古代

のインドでゴータマ・シッダールタは、苦しむ人びとを導くために思索と修行を重ねて「悟り」を得てブ

ッダ（覚者）になりました。ブッダの教えを書き記したものが仏典です。他方、ローマ帝国支配下のイス

ラエルではキリスト教が生まれました。イエスを師と仰いで彼に従った弟子たちは、彼こそが救い主（キ

リスト）であると信じ、その言動を伝承しました。これらを文章化したものが『新約聖書』です。キリス

ト教、仏教、イスラム教のような世界宗教や、ユダヤ教、ヒンズー教、神道のような民族宗教は、救いに

対する人々の渇きを満たしてきたからこそ多くの人びとに受け入れられてきたのでしょう。 

他方で新しい宗教は、誰か頭の良い人が、いくつかの既成宗教の良いところを取ってきて、それに独自

の要素を加えて立ち上げたものです。それらが人びとの「救い」への渇望を癒すために生みだされたのな

らば、何の問題もありません。 

 しかし、新しい宗教の中には、「救い」を隠れ蓑にして、宗教者たちが富と権力を得るために設立され

たものもあるのです。そのような「宗教」には、先月取り上げた宗教詐欺と共通するいろいろな特徴があ

ります。例えば、教祖が超能力（透視、霊言能力、空中遊泳）を持っていると公言する、信者本人を家族

や社会から切り離そうとする、御利益を強調して多額の寄付・献金を要求する、教祖への絶対服従を要求

する、政治結社・政党を作って政治権力を得ようとする・・そのような宗教団体は「偽物の宗教」団体で

す。現在の日本では宗教信仰の自由が保障されていますから、このことを利用して「偽物の宗教」がはび

こり、そのことが宗教そのものに対する不信感を増大させています。困ったことです。しかし、人びとの

心の渇きをいやして「本物の救い」をもたらすことは「本物の宗教」によってしかできないことなのです。 

 イエスは次のように言われました。「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。

休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。そうすれ

ば、あなたがたは安らぎを得られる」（マタイによる福音書、11：28～29）と。キリストの教会は、社会

に対して開かれた共同体です。より多くの方々が、わたしたちのカトリック藤が丘教会の門を叩かれる

ことを、お待ちしています。興味を持たれた方は、ぜひ日曜日のミサを覗きいにいらしてください。 
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 よき便り（2016 年 9 月）・・「良きサマリア人」の喩えと現代 

 

『暮らしの手帳』を創刊した大橋鎭子の生涯を描いた NHK のドラマ「とと姉ちゃん」が好評を博して

います。このドラマの中盤のポイントは、主人公の小橋常子が、「三顧の礼」をもって、編集者としての

卓越した才能を持つ花山の協力を得ることに、ついに成功するところでした。 

 花山は戦時中、戦時標語の採用に関わり、政府の戦意高揚政策に協力してきたのですが、敗戦によって

自分の行動が誤りであったことに気付いて、ペンを執ることを自粛していました。しかし、人びとが戦後

の極端に苦しい生活の中で格闘している姿を見て、「毎日の暮らし」が何よりも大切だという認識に達し

ます。そして、苦しんでいる女性の暮らしを改善するための雑誌を発行したいという常子の夢をかなえ

る手助けをするのです。長い戦争の窮乏生活を耐えてきた人々にとって、平和な時代の「毎日の暮らし」

が衣食住の不自由のないものになることは、とても大事なことだったのです。 

 戦後 71 年の現在、先進諸国の多くの人びとは豊かな生活を享受しています。しかし、世界の各地には、

いまだに飢えに苦しみ、住居さえ奪われた人びとが非常に多くいるのです。また先進国の中でも貧富の

格差が広がりつつあります。戦争に巻き込まれ、弾圧や抑圧を受け、さらには差別され、幸せな生活を送

る希望を失った人々の中には、テロリズムに走る人も出てきます。 

 貧しい国々を豊かにすることや、国内の経済格差を少なくすることは、何よりも国際政治や国内の経

済政策の問題でしょう。また、国際的、国内的なセーフティー・ネットを構築するためには、国連や各国

の政府やさまざまなボランティア団体がお金や知恵や労力を出し合っています。しかし今最も必要なの

は、わたしたち一人ひとりの意識の変革です。ここで思い出されるのはイエスが語った「良きサマリア

人」の喩え話（ルカによる福音書、10：25～37）です。 

 あるユダヤ人が、道中で追いはぎに遭い、瀕死の状態で放置されていました。そこに通りかかったサマ

リア人は、ユダヤ人が敵対する民族であるにもかかわらず、この怪我人の手当てをして宿屋に連れて行

って介抱し、宿屋の主人にその療養中の宿泊費まで差し出したのです。イエスは聴衆に対して、このよう

に、苦難の中にある人々への愛の奉仕を行なうべきことを説いたのです。まことに難しいことですが、わ

たしたちも、そのような「隣人愛」の気持ちを忘れず、何時でも必要な時にその実践が行えるようにした

いものです。 

 キリストの教会は社会に対して開かれた共同体です。より多くの人びとが、わたしたちのカトリック

藤が丘教会の扉を叩かれることをお持ちします。興味をお持ちの方は、ぜひ日曜日のミサを覗きにいら

してください。お待ちしています。 
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やはり厳しい僻地医療 

 

 青﨑敏彦（1976：昭和 51 法卒） 

 

   私は昭和 46 年法学部に入学して４年間 YMCA 寮にお世話になりました。今回私に与えられたテーマ

は「僻地医療」についてです。一橋大学卒業後、私は脳研究を志してすぐに山形大学医学部に入り直し、

自治医大病院で内科一般を研修した後東京大学大学院で脳研究を始め、神経生理学者として自治医大、

マサチューセッツ工科大学、理化学研究所を渡り歩いて、東京都老人総合研究所（今の東京都健康長寿医

療センター研究所）で定年を迎えました。現在は普通に内科の臨床医をしています。定年後２年は僻地医

療、その後の１年半は東京に戻って在宅医療に携わっています。今回は僻地医療ついて思うところを書

いてみたいと思います。 

   医師になって研修をした病院が自治医大病院で、東大大学院を出てからも生理学教室の教員として自

治医大に戻ってしばらく働いていたので、定年後も自然と自治医大系の病院にお世話になることになり

ました。自治医大は僻地医療振興を目的に設立された大学で、卒業後 9 年間出身県の僻地医療に従事す

れば、学費と奨学金を自治体が負担するのでタダどころかお金をもらいながら医者になれる大学です。

地域医療振興協会は自治医大の卒業生が中心となって作ったもので、私のような一般大学の医学部の卒

業生をも取り込んで全国各地の僻地に病院を開設、運営しています。 

   私が配属先として選んだ病院は群馬県の西吾妻福祉病院でした。この病院は群馬県の草津町と嬬恋村、

六合村（くにむら）、長野原町の４つの町村が共同で平成 14 年に誘致した公設民営型の病院です。４町

村合わせても人口は約３万人弱しかいませんが、近隣に草津白根山、横手山、浅間山、嬬恋高原、志賀高

原、軽井沢などの高原リゾート地や数多くの有名な温泉があるため、観光客や夏だけ避暑にやってくる

別荘族が年間数百万人も押し寄せます。私たちの病院はその救急医療をほとんど一手に引き受けなけれ

ばいけません。病院が少ないのであの辺りを旅行中に病気になったら、ほぼ確実に皆様とお会いするこ

とになります。病院は山を削った高台に設立され、敷地内にはヘリポートや薬局、職員宿舎があります

が、見えるところには人家もなく、歩いて行ける距離にコンビニや食堂もないので、病院の食堂でお昼を

食べ損ねると昼ご飯抜きになってしまいます。私は２年の契約でこの病院に来ましたが、やはり僻地医

療の現実は厳しいなというのが実感でした。 

   赴任当時は病院には内科、外科、脳外科、整形外科、産婦人科に計１２人の常勤医と１〜３ヶ月しかい

ない研修医が２〜３人いましたが、私が辞める時には常勤が５人になっていました（補充の医者が夫婦

で赴任したと聞いているので、今は７人かも知れません）。そのため、今は整形外科と脳外科は、外来患

者は受け付けますが、入院加療はできません。設立当初はもっと他の診療科もあって医者も多かったと

聞いているので、病院は設立以来ずっと右肩下がりの状態が続いているわけです。僻地とは言え有名な

観光地で周囲には温泉が沢山ある秘境ですから、私のように定年を迎えた者には夢のような所です。山

間僻地ですから大雪が降った時には宿舎の駐車場に停めた車が雪に埋もれてどこにあるかわからないほ

どで、半日かかって雪かきして車を出すという実に面白い経験をさせてもらいました。しかし、生活する

分には理想郷でも、僻地で医師として働くのはそれほど楽ではありません。それでは一体、何がそんなに

問題なのでしょう。自分なりの経験から以下のいくつかの要因が指摘できるのではないかと考えていま

す。 
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   第一に、僻地ではどんな患者でもやってくるので、自分の専門は内科だ外科だなどと言っていられな

いことです。山道のバイクの事故やスキーやスノーボードでの骨折、酒を飲んで温泉に入って失神転倒

して顔面や下顎の骨折をしたとか、子供の合宿での発熱、集団中毒、小児科も産婦人科も、果ては耳鼻科

でも眼科の患者さんでもやってきます。必要に迫られて手術はもちろんギプスやシーネでの固定など整

形外科医の真似事もやります。とりあえずその場で何かできることをやってあげる必要があるので、「何

で俺がこんな専門外の患者を診なきゃいけないんだ」と内心呪いながら、でも表向きはさも自信ありげ

に医学書を片手に毎日が緊張の連続です。要は、僻地では医師全員が何でも屋、かっこよく言えば総合診

療医でなければいけません。勿論、僻地の小さな病院でできることは限られています。心筋梗塞やくも膜

下出血でより専門的な治療が必要と判断したものは、救急搬送するしかありません。電話をかけまくっ

て搬送先の病院を探して承諾を得たら、天気が良ければ救急ヘリに来てもらうか、ヘリが飛ばない場合

は救急車を呼んで同乗して自分が連れて行かなければいけません。僻地なので最低でも 1 時間、搬送先

によっては隣の長野県にまで行くこともありますから片道だけで 2 時間以上かかることもあります。何

でも一通りできる総合診療医は確かに僻地にあっては頼もしい医者ですし、医者の方も自信がついてき

ますから、とてもいい勉強になるのですが、若い医者にとっては僻地の病院は専門医の資格を取れる教

育病院ではないために、いつまで経っても専門のない一般医でしかありません。ある程度実力をつけた

若手の医者が僻地の病院を辞めて都会の大病院に移ることになるのは、将来のことを考えてのことです。 

   第２に、僻地医療では慢性的に医師不足ですから、当然のごとく過重労働になりがちです。病院は主治

医制なので入院したら最後までその主治医が責任を持たなければいけません。ですから、普段でも容態

が急変すれば夜中でも休日でも看護師から呼ばれます。医者が減れば減るほど自分の受け持ち患者は当

然増えますから、急変して呼ばれることがますます多くなります。また、医師の当直というのが結構辛

い。全科当直の救急外来になってしまうことは今述べたばかりですが、医者が少ないので当直がまわっ

てくる頻度が多くなります。更に、医者の場合全国どこでも当直明けの次の日は休みではなく、普通に朝

から勤務が始まります。これが結構辛い。ほとんど眠れない一夜を過ごした後の次の日の外来は頭が朦

朧として気がつけば居眠りをしています。さらに過酷なのは産科医で、産科医は他の全科の当直をやる

だけでなく、産直を月の半分交代でやらなければいけません。産直というのは産気づいた時に備えて病

院にすぐ、３０分以内に駆けつけられる距離にいなければならないという当直です。つまり、ほとんど 1

年中病院に住んでいるのと同じ状況になります。 

   第３に、子供の教育の問題があります。僻地には小学校、中学校まではあるのですが、多くの場合高校

はありません。ですから、地元の子供たちは高校のあるより大きな町に親元を離れて住むことになるよ

うです。若い医師たちも、結局子供の教育がある程度問題になる頃にはどうしても妻子は都会に移り住

んで夫が僻地に単身赴任することになります。当直がありますから、月に４回ある週末のうち２回位し

か家族と一緒に過ごせなくなります。 

 第４に、いろいろ不利益がある割に僻地勤務で貰う給料が都会と比べていいということはありません。

ですから、一通り何でも診られるという自信が持てたら、若い研修医や常勤医たちはさらに専門医の資

格を求めて都会の大きな教育病院へ移ることになるのです。病院から見ると漸く一人前に仕事のできる

医者が育ったと思った途端に辞めていくのですから、これはもう本当にがっかりです。とは言え、病院を

支えているベテランの医者自身も仙人ではありませんから、もっと楽で収入の良い都会の病院に移ると

いう誘惑と日々戦っています。若い医者の気持ちが痛いほどわかるのです。という訳で、幹部の医者も若
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い医者も結局 1 人、また 2 人と辞めていくことになります。 

  ではどうすればいいのでしょうか？答えは簡単ではありません。私から見れば、実は僻地勤務の魅力は

何と言っても、僻地の医者が総合診療医でなければならないところにあるのではないかと思います。医

学部を出たての若い医者の最大関心事はどうしたら早く多くの医療技術を学んで一人前の医者になれる

かというものですが、その答えの一つは僻地医療です。僻地の病院には医者が少ないので、研修医自身が

先輩の医者に助言をもらいながら、一人でやらなければいけません。手っ取り早く一人前になるには何

でも自分一人でやるのが一番です。数年もすると肝のすわった頼もしい医者が出来上がります。これに

対して、都会の大きな病院には多くの医者がいて指導医もいるし、きちんとしたプログラムもあるので

すが、医者が多すぎて自分に医療行為や技術の習得の機会が回ってくることは多くはありません。多く

の症例を院内のカンファレンスで見聞きしたとしても自分の関わりはほんの一部に過ぎませんから、本

当に習得したとは言えません。問題は数年の僻地勤務が将来の専門医資格の取得に不利になっているこ

とだと思います。例えば、内科医の専門医の資格の取得までには、まず内科認定医の資格を取る必要があ

りますが、その資格を取るには学会が認定した指導医のいる教育病院（大学病院を含みます）で 2 年以

上研修しなければいけません。指導医のいない僻地の病院で仕事をしていくら実力があっても、内科認

定医の試験の受験資格すらないというのはおかしいと思います。学会の重鎮は多くの場合大学の先生で

すから、この規定は大学病院に研修医を呼び込む一つの手段なのではないかと疑いたくなります。世の

中はむしろ専門バカの専門医の方が多数派です。自分の専門以外の分野には怖くて手を出さない医者が

多いのではないかと思います。僻地医療に携わった期間を認定医や専門医の資格取得の要件の一つにす

ることは日本の医療レベルを上げることに一役買うのではないでしょうか。 

   他にも、自治医大の学生のように僻地にある一定期間勤務すれば地方自治体が学費と生活費を無償で

負担してくれる制度は既に幾つかの都内の私立医科大学でも始まっていて、これをもっと拡充していく

ことは一つの案です。このプログラムには東大や旧帝大の医学生レベルのかなり優秀な学生が集まって

いるようなので、頼もしい限りです。地方大学では以前から地域枠を設けて卒業後もその県に残ってく

れることを条件に（もちろん強制ではないようですが）入学を許可しているところも多いようです。この

制度がどの程度効果があるのか気になるところです。子供の教育の問題には良い解決策はありません。

しかし、優秀な子は地方にいても都会にいても優秀なので、それほど気にする必要はないかも知れませ

ん。 

   勤務医の側から見た僻地医療の現実はそう楽ではありませんでしたが、また面白さも実感できた２年

間でした。勤務明けには温泉に行きます。足を伸ばせば温泉は至る所にあって周りきれないくらいです。

休日は自然の散策です。観光地のど真ん中に住んでいますから、見処に行くのにそんなに時間はかかり

ません。午前の間に楽しんで宿舎に戻ると午後時間が余って退屈するので、またどこかへ行こうかとい

うことになります。ただ、見処も無数にあるわけではないので、何か月か住んでいると回りきってしまい

ます。でも、自然は四季折々いろんな姿を見せてくれるので、何度でも足を運ぶことになります。人との

繋がりも僻地医療の醍醐味です。僻地は人口が多いわけではないので、しばらくいると患者さんとして

診たことのある人が街を歩いていますし、お店やいろんな施設に入るとどこかで見た顔がいたりします。

レストランに入るとすぐに向こうが気付いてサービスしてもらったりすることがあるので恐縮してしま

います。このような人情深い僻地で多くの人の人生の危機や最後に立ち会い、その人の苦しみや痛みを

取り除いてあげることに悩んだことは、かけがえのない貴重な思い出です。短い間でしたが、２年間の僻
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地勤務はとても密度の濃い経験をさせてもらいました。今は東京に戻って在宅医療をお手伝いしていま

すが、機会があったらまた僻地で仕事をしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

「近況報告」 

 

崔勇 （1990：平成２法卒） 

 

平成２年（1990 年）卒の崔勇です。折角今回投稿の機会を頂いたので、近況報告を兼ねつつ現在従事し

ている資産運用について、最近思う所を書いてみたいと思いますので、お付き合い頂ければ幸いです。 

 

 大学を卒業して今年で 26 年目に入りましたが、資産運用に携わるようになって 18 年が経過していま

す。当初は上場株式や債券の運用業務に従事していたのですが、現在は機関投資家を対象にプライベー

ト・エクイティ（PE）の運用業務に従事しております。皆さんの大切な老後の資金を運用している我が

国の公的年金 GPIF も、伝統的な投資対象では運用が難しくなる中、多様な運用を求めて、いわゆるオ

ールタナティブ投資に運用対象を拡大しようとしており、世界のインフラストラクチャー、不動産に加

えて、PE もその検討対象になっていますので、ご存知の方も多いと思います。 

例えば Facebook や Twitter を知らない人はほぼいないと思いますが、彼らは今でこそ株式も公開さ

れ、世界の IT 業界を牽引する企業として成長していますが、まだ設立から 10 年前後しか経っておらず、

創業時に彼らのアイデアを目利きしてその成長を信じ、資金を付けて企業として育てたのはベンチャー・

キャピタルと言われる PE ファンドです。また、海外出張でその利便性を実感されている方も多いと思い

ますが、シェアライド（相乗り）ビジネス、配車アプリ大手の Uber Technolgy は株式未公開ながら時価

総額で 5 兆円を超える企業に成長しています。米国のみならず欧州やアジアの各都市でタクシー業界が

持つ既得権と規制にチャレンジし、利用者に安くて利便性の高い運送サービスを提供することで圧倒的

な支持を得ており、タクシー業界の今後の需要に敏感に反応したトヨタ自動車は、その存在感を無視で

きず、過日 Uber に出資を決めています。 

日本でも話題となっている Airbnb もいわゆる民泊によりビジネスを拡大している米国のベンチャー

企業で、時価総額が 10 億米ドル（約 1,000 億円）以上のいわゆるユニコーン（滅多に出会えない想像上

の生き物ということで名付けられましたが、今では米国と中国を中心に 200 を超える企業がユニコーン

になっています）と言われる企業です。日本でも、スカイマークの経営再建を支援しているのが、インテ

グラルという、PE の一形態であるバイアウトファンドで、我が一橋の教授でもある佐山さんが率いてお

られるので、ご存知の方も多いでしょう。 

PE ファンドに共通しているのは、将来性の高い成長や再生が見込まれる企業に資金、人材、経営ノウ
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ハウを提供して、経営を支援し、IPO や M&A といったエグジットにより収益を得ることで、技術革新

を促したり、企業や産業の再生や再編を促すことを支援しようとするものです。もちろん、PE ファンド

は、資金の出し手である投資家の収益を目標としていることから、かつてはハゲタカファンドや敵対的

な買収などにより社会との軋轢も生じたり（そうしたファンドは今も皆無ではありませんが、社会の支

持を失い退場しています）、投資した企業が失敗して損害が発生することも有りますので、良い話ばかり

ではありません。しかし、私も金融の最大の担い手である銀行にいましたのでよく分かるのですが、頻発

する金融危機とその後の世界的な規制強化で、銀行自体がリスクマネーの供給者としての地位を放棄し

つつあり、PE ファンドの役割は日々拡大しており、存在感は今後も高まるばかりだと思います。米英、

その他欧州のトップティアの大学・大学院の優秀な卒業生の就職先として PE ファンドも上位にランク

インしていますが、日本では旧態依然として既にエスタブリッシュされた大企業の名前ばかりがランク

インしており、まだまだ実態が知られていないことを痛感しています。（一橋を含め日本の学生は、リス

クを取って大成功したいというチャレンジ精神が昔から希薄ですね。自戒を込めて。） 

 

 さて、話題を少し転換して、より身近な資産運用について思う所を書いてみたいと思います。資産運用

と聞いて何を思い浮かべますか？資産運用と聞いて、若い自分には関係ない、資産運用＝余資運用で、退

職金が出たら考えればよい、ほとんど銀行預金に預けっぱなしだ、という方が多いと思います。資産運用

ほど全ての人に必要なのに、これほど誤解されているものは無いと感じています。例えば、現在の年齢、

保有している資産、年収、今後のキャッシュフローから死ぬまでの間にこれから一体いくらの資金が必

要なのか把握されている方は少ないのではないでしょうか。もちろんいつ死ぬかなんて誰にもわかりま

せんが、高齢化が進む中、生活に困らない資金を確保しておくことが重要なことだという意見に反対の

方はいないと思います。ほとんどのケースで、定年退職の前後になってようやくその重要性に気付くと

いうのが実態では無いでしょうか。 

企業年金基金と 20 年以上お付き合いしておりますので、その変遷ぶりは良く分かるのですが、かつて

は手厚い確定給付の企業年金制度があり、企業がほぼ死ぬまで従業員の老後の資金の面倒を見てくれた

のですが（もちろんその恩恵を受けておられる OB 諸兄が今の所はまだ多数派だと思いますが）、企業年

金制度の変化（確定拠出年金か有期年金へ移行）と世界的な低金利や運用環境の悪化で、手厚い企業年金

制度は過去の話で、老後の面倒は自分で見ないといけいない時代になっています。とはいえ日本の公的

年金制度は破綻するといったデマに惑わされず、将来の受給のため公的年金保険料を払うべきですし（こ

れほど有利な制度は無いと思います）、資産運用は複利効果を生かすためにも早く始めた方が良いこと、

また「卵を一つの籠に盛らない」の有名な例え話にある様に分散させることが肝要です。 

資産運用の「72」の話も有名ですが（72＝運用資金を 2 倍にするために必要な利回りと運用年数の績）、

運用年数が長いほど、高いリターンは不要＝無理な運用をしなくて済むということからも早くスタート

する方がよい、ということになります。また、分散運用についてもその重要性が認識されておらず、両極

端なケースが散見されます。一つの極端な例は、定年退職で多額の資金を得て、急に運用を始めて、しか

も大部分の資金を株や為替に集中し、にわかに株や為替のデイトレーダーとなって大きな損失を出して

しまうケース。一方の極端なケースは元本確保に固執するあまり全く運用しないケース（銀行預金ほぼ

100％。金利はほぼゼロで老後の資金は得られません）。また、運用会社に任せきりっとなるケース（関

係者の方には申し訳ありませんが、長期金利がほぼゼロなのに、改善傾向にあるとは言え投資信託の販
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売手数料は 2～3％では買った瞬間にマイナスリターンからのスタートですし、その投資信託を勧められ

るがままに買って、運用がうまくいかないとスイッチを勧められてまた手数料を取られるケース）など

など。 

日本では、銭カネについて考えることは不浄なことという文化もあるのか、資産運用を初・中等教育で

ほとんど触れないですし、求めなければ誰も教えてくれないので無理も無いのかも知れませんが、自分

の生活を守るために必要不可欠な知識が浸透していないのは、国民経済に取ってもかなりの弊害だと思

います。また、日本のマスコミは資産運用を理解していないと痛感するのは、先日の公的年金の運用損が

5 兆円も出てけしからんという論調です。安倍政権の肩を持つつもりはありませんが、トータルで見てい

くら資産が増えたのかを見ないで、短い短期間だけを区切って運用に失敗していると書き立てて国民の

不安を煽るのは、余りに無知で無責任だと思います。米国の公的年金は株で運用していないと書き立て

ていますが、巨額の積立金を持たない米国とでは根本的な年金制度が異なっており、もっと勉強して報

道すべきだと思います。 

 

 個々人の事情（現在の年齢、保有している資産、年収、今後のキャッシュフロー、頼れる年金制度の有

無と内容）によって取れるリスクと運用のメニューは自ずと決まってくると私は考えますが、忙しい中

にあっても一度立ち止まって自分の頭で考えてみる、ネットで検索すれば多くの参考資料にヒットする

はずですし、その価値は十分にあると思います。 

取り留めのない、生意気な乱筆・乱文となりましたことをお赦し下さい。（以上） 

 

 

 

 

 

 

 

【近況報告】 

 

福元洋平（1998：平成 10 社卒） 

 

 １９９８年卒の福元洋平と申します。最近は、一橋ＹＭＣＡのＯＢの方にもお会いする機会も少ない

ので、自己紹介を兼ねて、近況報告をさせていただければと思います。 

 

 私は１９９８年の卒業後、光村図書出版株式会社という主に小学校、中学校国語の教科書をつくり、販

売する会社に就職しました。５年半ほど編集や営業に携わりましたが、思うところあって２００４年４

月に読売新聞社に転職しました。新卒と同じ就職試験を受験したので、年はとっていますが中途入社と

いうより新採用扱いです。 

 読売に入社してからは、転勤の多い生活を送っております。茨城県の水戸支局に５年半、東京本社に４

年、岩手県の盛岡支局に２年、昨年１１月からまた東京本社にいます。 
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 東京では、守備範囲の広い社会部という部署に約３年いました。熊本地震の現場に行ったり、様々な不

祥事を起こした国会議員や関係者を取材したりと、刺激的ではありますが休みの少ない生活でした。 

今年９月からは、教育分野を専門に取材する教育部というところに異動しました。一橋大学社会学部時

代には、木村元ゼミ（教育社会学部）で学び、教科書会社で勤務していた私には、向いている部署ではな

いかと思います。一橋大学を取材する機会もそのうちにあるのではと思います。（不祥事でなければよい

ですが…） 

 読売社内では数は少ないですが、一橋大出身者に会う機会もあります。卒業年次は私より下ですが、同

期入社では、勝俣智子さんや帯津智昭さんが、それぞれ大学応援部、硬式野球部出身で、現在運動部とい

うスポーツを取材する部署にいます。 

 教育部にも、社会学部卒で、合唱サークル｢ユマニテ｣出身の山田睦子さんがおり、９月には同僚らとと

もに如水会館のビアガーデンに行きました。山田さんの卒業年次は聞いていませんが、｢国立の池の水が

抜かれていた｣と話していたので、水がぎりぎりあった時代の私とほぼ一緒ではないかと思います。 

 教育部の最近の取材では９月末に、リオ五輪陸上男子４００メートルリレー第一走者で銀メダルを取

った山縣亮太選手に話を聞く機会がありました。私は、広島市にある修道中学・高校の出身なのですが、

山縣選手も同窓で、中学受験のために小学校時代に通っていた学習塾まで同じだったため、非常に親近

感を抱きました。やはり、同じ学校の出身というのは、それだけで話が弾むものだと、改めて実感しまし

た。 

 ごくたまに取材の場所が国立市になるときもあります。そんなときは、時間が許す限り、国立の街を散

策するようにしています。今年９月中旬にも、数年ぶりに国立を訪れる機会があり、およそ１８年ぶりに

ロージナ茶房で、ザイカレーを食べました。味は変わっていませんが、量が少なくなったように感じたの

は気のせいでしょうか。数年前と見覚えていた風景が大きく変わったのは、国立駅の規模が大きくなっ

たこと、駅北口にコメダコーヒーができたことです。それから、駅前の東西書店が、ドラッグストアに変

わっていたのはショックを受けました。増田書店にはがんばってほしいものです。 

 家庭生活では、一橋大商学部１９９９年卒の佐藤祐子さんと２００７年に結婚し、如水会館で式を挙

げました。一男一女を授かりましたが、通勤の便と、子育て環境を考え、現在は私が文京区本郷に一人暮

らしし、妻と子どもが、埼玉県川越市の妻の実家に暮らしております。週末に私が川越に通うというちょ

っとした単身赴任状態になっています。川越市の妻の実家は、稲作中心の兼業農家ですので、稲刈りを終

えた最近は、新米を食べるのが家族の大きな楽しみになっています。 

 私が独り暮らししているのは、東京大学の赤門が近い、｢菊坂通り｣という坂道沿いのアパートで、近く

に樋口一葉が通った質屋や、石川啄木の旧住居などもあり、落ち着いた場所です。お近くにお寄りの際

は、ぜひお立ち寄りいただければと思います。 

 

 

２１ 

 

 

 

 



23 

 

海外便り 

 

英国駐在員のサッカー観戦術 

 

中村研太（2002：平成 14 年商卒） 

 

① 初めに 

・ 2002 年卒の中村研太です。大学時代夏冬休みには他の寮生がアジアに出かける中、一人ヨーロッパ

で生サッカー観戦していましたが、2012 年に英国ロンドンへの海外駐在という僥倖に預かり、これ

まで延べ 100 試合近い生プレミアリーグを観戦しました。 

・ 今回 4 年間の経験を思いつくままに記載しましたが、海外サッカー好きの方には既知の情報も多いか

もしれません。尚、以下情報の 98%はロンドン所在のアーセナルというクラブに関するものですが、

汎用性はあります。 

 

② チケット取得 

・ 海外チケット販売サイトや旅行代理店経由のチケット取得はお勧めしません、というか愚の骨頂です。

定価の 3~5 倍は間違いないですし、直前までチケット届かないことが多いという印象。 

・ イタリアやスペインと比べてプレミアのスタジアム周りにはダフ屋は少ないです。チケット転売を生

業にしている組織化されたマフィアの有無でしょうか。 

・ 必ずクラブの公式メンバーシップに加入すること。30~50GBP 払えば 1 年間優先的にオフィシャル

サイトで定価でのチケット購入権が付与されます。会員カードが送られてくるので大事に Keep。日

本にも多分送ってくれるはず。 

・ チケットは大体試合開催日約 1 か月前の指定時刻から発売されます。発売開始時刻の 30 分前くらい

から公式サイトにアクセスすること。大量の人が同時にアクセスする為、購入画面に辿り着く迄に激

烈な競争あり。勤務時間中に発売される場合、何かしらの予定を入れて時間ブロックする等工夫して

ください。ただ、よほどの好カードで無い限り、どこかの席は取れます。 

・ 土曜の試合より日曜の方が、日曜より平日の方がチケットは取りやすいです。英国は伝統的に土曜午

後 3 時がサッカー観戦の時間。スタジアムの熱気があらゆるマーケティングの基礎になるというコン

セプトなのか、同時刻に開始する試合は英国内では一切 TV 放送されません。 

・ 声出して応援したい人は下層階、全体を眺めてじっくり観戦したい人は上層階の席を取りましょう。

価格は上層階が上ですが、テンションは下層階が上。 

 

③ 前日まで 

・ 怪我人情報/過去の対戦成績/フォーメーションの噛合わせ等々真面目な話から、監督間の紙面を借り

た罵合い/選手と配偶者の不倫情報等ゴシッフﾟまで、心理戦も含めた玉石混交の情報がネットで入手

可能にて、観戦するチームの関連情報はある程度事前に読んでおきましょう。Independent、

Guardian、Telegraph 等の一流紙から Sun、Mirror、Daily mail 等のタブロイドまで情報源は多数。

紙面で口論している監督同士が試合開始前にどうやって握手するのか眺めるのは味わい深いです。 
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・ 応援するチームのメジャーなチャント(応援歌)を 2,3 調べて覚えておきましょう。 

・ シーズンは 8 月～5 月です。10 月以降の夜の試合は酷寒ですので、防寒具は過剰なくらい準備しま

しょう。ちなみに英国人は人によっては 12 月でも半袖ユニフォーム着用して観戦します。 

 

④ 試合当日 

・ スタジアム周りのパブに早めに赴きビールとパイで空腹を埋めつつ、気持ちを盛り上げましょう。プ

レミアは座席での飲酒が禁止されていますし、とにかくスタジアムは寒いので席に座ったら普通はお

酒飲む気になりません。 

・ 間違ってもアウェイチームのユニフォームを来てスタジアム周りのパブに入らないこと。トラブルの

もとです。大体入口で止められますが。 

・ スタジアム内に専用の Betting Booth があるので、試合前に小金を賭けてみると全く違う楽しみ方も

できます。スコア予想付きの勝ち負け引き分け、最初/最後の得点者等、無数の賭け方が可能。 

・ 開始 30 分前くらいからスタジアムのピッチで両チームとも練習しますので、興味ある人は早めに行

って見るのもあり。チームによって練習内容が全然違って面白いです。 

 

⑤ 試合中 

・ 一体感を感じる為に、歌えるチャントとブーイングには乗りましょう。一生懸命歌っていると劇的な

ゴールが決まった時に隣のおっさんに抱き付かれたりという貴重な体験ができます(実話)。 

・ チャントは大体定型ですが、時折即興のチャントが発生します。まずは耳をすませて聞き取る努力、

難しかったら(大体これ)周りの優しそうなおじさんに恥ずかしがらず聞きましょう。 

・ チャントの対象は相手チームの選手だけとは限りません。嫌味たらしい相手チーム監督(ex.モリーニ

ョ)への個人攻撃、得点後に意気消沈するアウェイサポーターへの嘲笑、イケない判定を続ける審判

の資質への疑問等様々。公的交通機関が色んな理由でよく止まるお国柄、試合後にアウェイサポータ

ーが地元に帰る電車がｷｬﾝｾﾙされたというアナウンスがされた瞬間、ホームサポーターからの拍手喝

采が起こったりします。スタジアムの照明がトラブルで数分消えた時、アウェイサポーターがメロデ

ィーに乗せて「電気代も払えないほど貧乏～笑♪」と歌ったのには痺れました。 

 

⑥ 試合終了後 

・ 0-0、1-0 等の緊迫した試合でも、残り 5 分くらいで帰り始める人が結構いますが、最後まで粘りまし

ょう。混雑を気にして最後の劇的ゴールを見逃すなら最初から家で TV 観戦した方がマシ。 

・ 試合後は最寄り駅までの道や改札前がやはり混雑しますので、スタジアム周りのパブで試合の感想を

語らってピーク時間を外すのが合理的。 

・ 観戦した日の夜は、BBC の「Match of the day」を見るのがお勧め。全試合の結果ハイライトのみな

らず、攻守に亘る優劣の差の原因は何だった(或いは誰だった)のか、勝敗のターニングポイントにな

ったプレー、Controversial な審判の判定の評価(例えば PK 判定の妥当性)、等々について往年の名選

手が解説者として分かり易く説明してくれます。日本のスポーツ番組との違いは、試合内容の分析の

深さは勿論ですが、解説者同士である程度自由に議論させ MC がうまく纏める、討論番組のような趣

きがあることでしょうか。 
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⑦ 最後に 

・ ユニフォームの色が好き、ホームタウンに行ったことがある等々理由は何でもいいですが、見に行く

前に応援するチームを決められたら幸せです。好きなチームの試合であればどんなにレベル低い泥試

合でも試合展開や得点で一喜一憂できますし、何より心に残ります。飯はまずいし天気も悪い、物価

も高くて大変ですが、この国でのサッカー観戦は最高です。 

 

 

 

 

 

 

 

論考 

 

      大分県（豊後国）におけるキリシタン遺構について（２） 

 

                     佐藤周一（1979：昭 54 法卒） 

 

３．なぜ豊後国にキリシタン遺構が多く遺されているのか？ 

 

 前回は「豊後国におけるキリシタン史概要」と題し、九州の３分の２を治める守護職まで上り詰めた戦

国大名・大友宗麟（1530-1587）が、宣教師フランシスコ・ザビエルとの出会いによって信仰の道を歩み

始めると共に、その信仰を自身や身内のみに留めることなく、受洗した晩年以降、積極的に領国内に広め

ていった過程を概観しました。  

 

第２回の本稿では、秀吉の伴天連追放令に始まる為政者による禁教政策下において、どのように豊後国

内でキリシタンが生き延び、その遺構が現在に伝わるようになったかについて、いくつか代表的な地域

を例示する形で解説してみたいと思います。 

 

しかし、その前に少し寄り道して、宗麟の家臣団にスポットライトを当てて、宗麟亡き後、家臣たちが

キリスト教（当時は「天主教」）信仰を領内に根付かせていった過程の一部を垣間見たいと思います。 

 

（１）宗麟家臣団と天主教信仰 

 

 前回で触れたように、大友宗麟は『貿易立国』と『平和的理想国家建設』を国造りの二大目標としたの

ですが、血で血を洗う戦国時代の大名として決して現実的な目標とは云えず、武将としてのセンスも欠

いていたためか、近隣諸国との「国盗り合戦」には連敗し続けます。 
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 この結果、領国経営を若い時から任せられた重臣団の中から、戦さに長けた武将が数多く輩出するこ

とになる一方、反大友・反キリスト教の機運も高めて叛旗を翻す家臣も少なくはありませんでした。一般

に、戦国大名とその家臣団の結びつきは、精神的な信頼関係が基盤にあり、大名の家督相続時に後継者を

見限り、敵対する大名側に仕官するケースも少なくなかったと言われます。 

 

 対照的に、江戸時代は官僚制社会で「終身雇用」が当たり前となり、これが近代の宮仕えサラリーマン

の雇用慣習につながったとする説が有力ですね。 

 

 前稿で宗麟の晩年における熱烈な天主教信仰と領国内への浸透について触れましたが、宗麟の子孫た

ちはどうだったのでしょうか。宗麟は宿敵・毛利家との戦いの中で、現在の臼杵市・丹生（にゅう）島へ

居城を移した際、城の近くの海岸沿いの良地を宣教師に与え、資材を提供して臼杵教会を建てさせます。 

 

1565 年（永禄 8 年）に教会が落成すると、宗麟は息子たち（長男・義統、次男・親家）や娘たち、若

い家臣らを伴って度々教会を訪問し、宣教師たちと会食をしたことが記録に残されています。このよう

に臼杵教会には、神仏信者だった旧臣たちの次世代に当たる若者たちが訪れるようになり、そこでカブ

ラル神父が布教を開始したので、親家が洗礼を受けたのを嚆矢として、神仏信仰に余り拘りのない若い

武家階級に天主教が広まることになったのです。 

 

さらに豊後キリシタン史を語る上で触れなくてはならないのが、古くから大友家を支えた有力家臣で

14 世紀半ばには岡城（現・竹田市内）に居城を移し、以降 260 年間にわたって当地を治めた志賀家のこ

とです。 

 

 特に、宗麟の孫（実際の血縁は無く宗麟の後妻の連れ子の子）に当たる志賀親次（「ちかつぐ」又は「ち

かよし」1566-1660）は豊後キリシタンの盟主と云える人物で、数々のエピソードは宗麟のそれに匹敵し

ます。 

 

 例えば朝鮮戦役でのこと。親次は現地の戦乱で孤児となった多くの子供たちに洗礼を授け、それが高

麗キリシタンのルーツとなった話があります。あるいは、豊薩戦争の際、逃げ遅れた薩摩武将 5 人を取

り囲んだ親次は、一人のキリシタン武将のみ助命するつもりでした。ところが、その武将が「我のみを助

くること能わず。諸共に斬首すべし」と主張した潔さに親次が考えを改め、全員を助命することに。する

と、それが縁で全員が受洗し、帰国先の天草での信者を増やすきっかけとなった話もあります（「天草五

人衆」として熊本では有名な話だそうですが、大分では殆ど知られていません）。島津との戦役では、大

友家領内の大半の戦地で島津軍に蹂躙されたのに対し、岡城主・志賀親次は激戦の末、島津軍を撃退し

（一説では千人で 3 万の大軍に勝利）、キリシタンでありながら、秀吉から激賞されました。 

 

 そんな名将ドン・パウロ志賀親次も、宗麟の嫡男・義統の朝鮮戦役での失態に伴い、泣く泣く岡城を去

ることになりますが、その後、福島正則→小早川秀秋→毛利輝元と仕官先を転々とするうち、領主への気
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遣いから徐々にキリシタン信仰は薄れていったと言われています。しかしながら、岡城主時代に築いた

イエズス会との絆は、岡藩はもちろんのこと、大友家を支える大きな経済的基盤ともなっていきます。さ

あ、ここから本題の岡藩（現・竹田市）におけるキリシタン遺構について述べていきたいと思います。 

 

（２）謎に満ちた竹田市の「隠しキリシタン」文化 

 

 岡藩のシンボル岡城址を訪ねようと筆者が県西部の竹田市に向かったのは、大分へ赴任して半年後で

した。竹田市は、市街地中心部を熊本へ向かう主要幹線・国道５７号が貫く、周囲を山で囲まれた盆地で

あり、県北西部に位置する日田市や東部の湯布院町と並んで、県内では「山都」の雰囲気が色濃いところ

で、近くには国内随一の濃度を誇る炭酸泉「長湯温泉」があります。 

 

 実は竹田市には、大分赴任直後の５月下旬、久住山塊のミヤマキリシマを愛でるための山歩きに出か

け、ＪＲ竹田駅前の公営温泉施設に立ち寄って汗を流しただけの訪問はしていたのですが、その秋の２

回目の訪問で漸く、東京から大分に遊びに来た大学同級生を誘って岡城址に登城したのです。 

 

 地元ゆかりの滝廉太郎作曲の『荒城の月』が大音響で流れる中、大手門までの急坂を登り詰めると、北

には久住山塊、南には祖母山や傾山など九州中央山地の山々が一望できる展望台に立つことができます。

残念ながら天守閣などの構造物は一切残っていませんが、急傾斜の石垣が特徴なのは「天空の城」で有名

な兵庫県朝来市の竹田城と同様で、ともに「日本百名城」に選ばれています。 

 

 しかし、この時の訪問でも、岡城址にまつわるキリシタン伝説について知ることはなく、竹田市全体が

豊後国の中でも特異なキリシタン文化を育んだ土地であることを知ったのは翌年、つまり赴任して 2 年

目のことでした。 

 

 一般的に、江戸時代の鎖国政策と共に進行したキリスト教に対する禁教政策下、隠密裏に信仰を守っ

た信徒たちを「隠れキリシタン」と呼ぶわけですが、竹田市では近年、「隠れ」ではなく「隠しキリシタ

ン」の里であったことを謳い文句に地域振興を進めています。では一体、誰が「隠し」たのでしょうか。 

 

 この背景について説明をする前に、日本におけるキリスト教禁教令の歴史を簡単にレビューしておき

たいと思います。 

 

  【国内禁教令の変遷】 

 

 ① 正親町天皇による禁教令（1565 年、1569 年） 

     

 永禄 8 年と 12 年の 2 回にわたって出されたもの。当時の権力者である織田信長が宣教師らの保護政策

を取っていたので、効果は上がらなかった。 
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 ② 豊臣秀吉による禁教令（1587 年、1596 年） 

 

 大友・大村・有馬の３キリシタン大名による「天正少年使節団」が旅立った 5 年後の天正 15 年に出さ

れたのが「伴天連追放令」である。これは文字通り宣教師の布教活動を対象としたものであり、信徒個々

人の信仰の自由は保障されていたし、大名の信仰・棄教も任意とされていた。 

 

 ところが「サン＝フェリペ号」事件を契機に、「宣教師はスペインなど欧州国家の尖兵である」と吹聴

された秀吉は、その軍事力を恐れ慶長元年に正式な禁教令を発布する。しかし南蛮貿易にも興味のあっ

た秀吉は、1603 年にはフランシスコ修道会の代表と面会し、東北地方への布教を容認するなど、不徹底

な面も見られた。 

 

  ＊サン＝フェリペ号事件：1596 年（文禄 5 年）マニラからメキシコを目指していたスペイン船が台

風で難破し土佐沖に漂着。秀吉が積み荷と船員の所持品全てを没収したところ、船員たちが腹いせ

に「スペインは領土征服の第一歩として宣教師を送り込む」と云ったことが秀吉を激怒させたと伝

えられている。 

 

 同時に、このころ欧州では、旧主国のスペイン・ポルトガル勢に対抗して、新興国であるオランダ・イ

ギリスが台頭し始め、アジアへの触手を伸ばし始めた時期と符合する。 

 

 ③ 江戸幕府による禁教令（1612 年、1613 年、1616 年） 

 

 徳川家康は当初、布教に寛容な姿勢を見せており、1609 年（慶長 14 年）には国内信徒がピークの 75

万人に達したと言われている。ところが同年に「マードレ・デ・デウス号」事件が起き、その事件処理を

巡って、キリシタン大名の有馬晴信や目付役の岡本大八の収賄事件に拡大、幕府の方針転換の契機とな

った。 

 

  ＊マードレ・デ・デウス号事件：マカオにて有馬晴信の朱印船の船員が、マードレ号 

の船員らと乱闘事件を起こし、60 名近い日本人船員が殺害され積み荷が奪われる事 

件となった。翌年、そのマードレ号が長崎に寄港したので、家康が船長らを召喚し 

ようとしたが、マードレ号が出帆を図ったので有馬晴信がこれを砲撃し、撃沈した。 

 

 慶長 17 年に発布された第 1 回目の禁教令は、江戸や駿府など幕府直轄地での布教禁止や教会の破壊、

キリシタン大名の根絶を目的としたもので有馬晴信を切腹に至らしめている。 

 

 その翌年に発布された第 2 回目の禁教令では、布教禁止が全国に広がり、長崎や京都の教会の破壊や

宣教師の国外追放が行われ、加賀・前田家の庇護を受けていた高山右近も信仰を貫くためマニラに赴く

ことになる。 
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 元和 2 年に家康が死去すると、秀忠は最初の鎖国令を発布するが、ここに「下々百姓に至るまで禁教」

が命じられ、禁教令としての完成を見ることになる。これが解けるには、明治維新後、欧米列強の外圧を

必要としたわけである。 

 

 以上が戦国時代から江戸時代にかけての禁教令の変遷であり、海外交易を巡る方針転換（開国から鎖

国）と、欧州事情（旧主国の覇権から新興国の台頭）とが絡み合った産物であることが理解できると思い

ます。 

 

 さて、志賀親次が退いたあとの岡藩の領主に、1594 年（文禄 3 年）秀吉により播磨国三木城から転封

された中川秀成（ひでしげ 1570-1612）が就任しますが、彼は高山右近の従兄弟にあたる中川清秀の次

男です。秀成は関ヶ原の戦では東軍に与し、家康に功績が認められ、引き続き岡藩の所領を安堵されて、

中川家は幕末まで続きます。 

 

 この中川家と岡藩の関係が、竹田市のキリシタン文化を育んだ素地となっていきます。すなわち、岡藩

のキリシタンを「隠し」たのは他ならぬ歴代藩主であったということです。 

 

 筆者が大分赴任直後に久住山を歩いた際、連山の一つである大船山の中腹に中川家三代目藩主の墓が

あることを聞き、後日訪れたことがあります。７合目に相当する標高 1,300ｍ付近で、南に岡城方面が見

通せる眺望が開けた高地に、仏教式の墓石の陰に隠れるように長さ２メートル近い見事なカマボコ型の

キリシタン墓が置かれていました。 

 

 林道や登山道の整備が進んだ現代と異なり、300 年余り前の険しい山道を、家臣たちは、いったいどの

ような想いで藩主の墓石を運んだのでしょうか。墓前に掲げられた地元教育委員会の解説文によれば「三

代藩主・久清公は、大船山を大層愛でられ、しばしば人鞍に乗って登山した。家督譲渡後は自ら『入山』

と号し、没後はこの地に墓を建立するよう遺言した」とされ、趣味としての登山を始めた国内初のアルピ

ニストを讃える記載がされています。 

 

 しかし、久清公が趣味の延長で巨大な墓を山の上に建てさせる酔狂な藩主とは思えなかった筆者は、

最近ようやく納得できる説明を聞くことになります。それが正に、中川家歴代藩主がキリシタン信仰を

持ち続け、領民の信仰を密かに守った「隠しキリシタン」であったことに由来します。 

 

 昨年、筆者が竹田市内のイベントで出会った後藤篤美氏（竹田市役所・商工観光課課長補佐で南蛮文化

振興室長を兼務）の話によれば、久清公の実母は何と豊臣秀頼の側室・安威の方だというのです。中川家

の正史「中川家御年譜」によれば、久清公は二代目藩主久盛公とその正室との間に生まれた「実子」とさ

れているものの、どうやらそれは徳川政権下で中川家が生き延びるために史実に手を加えられた可能性

が極めて高いとのことでした。 

 

 後藤氏はさらに、久清公が秀頼の落胤であり、そのことを本人自身が自覚していたとの前提に立って
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推測するのが、のちに自身の墓所として指定する大船山にしばしば登山したのは単なるレクリエーショ

ンではなく、密かに江戸幕府転覆を狙う軍事教練をカモフラージュするためだったとの説です。 

 

 確かに『入山公廟』の近くには広大な湿原が広がっており、実際に鉄砲隊の訓練を久清公が幕府の許可

なく行っていたので咎めを受けたとの記録が残っています。そして、このシナリオを裏付ける材料の一

つが、大船山の西方にある硫黄山から文字通り火薬の原料である硫黄が大量に産出されていたことです。 

 

 実は、宗麟の時代の貿易品目の中には様々な鉱物資源が含まれており、現在の大分県内で産出された

ものだけでも、金・銀・銅・硫黄・鉄などを数え、国内有数の産出量に豊後国の経済基盤が築かれていま

した。 

 

 イエズス会は早くからこれら鉱物資源、特に硫黄に着目し、宗麟との結びつきを強めていったことは、

歴史の必然とも云え、表（信仰）と裏（功利）の関係とも言えます。宗麟亡きあと、長崎に拠点を移した

イエズス会が、岡藩との交流を継続したのは、豊後国でも信徒の多い地域であったこと以外にも、実利上

の要請があったと考えた方が自然と思われます。 

 

 さらに後藤氏の話で興味深いのは、そもそも「岡城」という名称は地元には存在しなかったということ

です。氏の説によれば、ポルトガル語で「狭い稜線や船の舳先」を意味する言葉として「オカジョー」と

いう単語があるそうで、竹田盆地に突き出た形の山城を見た南蛮人たちが発した言葉から「岡城」が定着

したというのです。岡藩はそこから派生した名称となります。 

 

 大友家の重臣・志賀氏から中川家へと藩主が変わっても、イエズス会が深い結びつきを継続したのは、

岡藩に経済的な価値を見出していたからであり、地形が複雑で米の石高が期待できない藩の経営維持に

何らかの形で寄与していたと考えられます。 

 

 そして禁教令下でも、藩内の信徒はもちろん、迫害を受けて逃れてきた宣教師らを藩主が保護してい

た形跡があるのは、単に信仰や人道的な見地からのみならず、イエズス会の資金援助が藩経営に欠かす

ことのできない存在となっていたからではないでしょうか。 

 

 ただし現実には、岡藩とイエズス会の経済的な結びつきを証明する資料は今のところ発見されておら

ず推測の域を出ません。しかしここに、有力な証拠が２つあります。それが『聖ヤコブ石像』と『サンチ

ャゴの鐘』です。 

 

 いずれも中川家の統治下で岡城内に保管されていたキリシタン遺構ですが、前者は昭和 36 年（1961

年）岡城西の丸下の谷で偶然に頭部のみ発見されたのに対し、後者は中川家歴代藩主を祀る中川神社に

宝物として大切にされて現代に伝わった点で対照的な存在です。但し、前者はもちろん後者も、それが岡

藩に伝わった経緯が必ずしも明確ではありません。 
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 これも前出の後藤氏の推測になりますが、『サンチャゴの鐘』には銘文として「HOSPITAL SANTIAGO 

1612」が陽刻されており、長崎にあったサンチャゴ病院（聖ヤコブ病院：1620 年に破壊される）で使用

されていた銅鐘であるのは明らかな一方、『聖ヤコブ石像』については具体的な手掛かりがありません。

しかし、『鐘』が中川家にもたらされた経緯を考えると、自ずから見えてくるものがあります。 

 

 『鐘』は、その成分分析からタイ周辺で作られたものが南蛮船で持ち込まれたと云われています。慶長

18 年の禁教令で長崎の教会群の破壊が始まりますが、1629 年（寛永 6 年）長崎奉行を務めた豊後府内藩

主・竹中重義によって『鐘』が府内城に移送された記録は残されています。そして重義は汚職の咎を受け

て切腹させられますが、府内城の城番に任ぜられた岡藩 2 代目藩主・中川久盛によって岡城に持ち込ま

れたとする説が有力です。 

 

 『聖ヤコブ石像』も恐らく完全形の石像が長崎から府内城を経て岡城へと同じルートを辿って運ばれ

たと考えられます。そして岡城内の深井戸の一つに秘密の礼拝堂が作られ、そこに石像も安置されてい

たのではと考えられます。『鐘』は「舌」と呼ばれる部品が欠落していることから、当初から岡城内では

礼拝等で使用されることなく、単なる「遺物」として保管されていたのでしょうが、『石像』はそうはい

きません。密かに深井戸の中で藩主らの信仰の対象としての役割を担っていたのでしょう。 

 

 しかし幕末に近いある時期に、こうした信仰生活が暴露される危機に直面した藩主らは急きょ「証拠」

を破壊し遺棄したものと考えられるとのことです。詳細は未だに不明であり、石像の頭部以外の部分も

発見されていません。 

 

 この２つの遺物のほかに、竹田市内に残る遺物・エピソードとしては、以下のようなものが伝えられて

います。（以下、『ミステリアス！竹田キリシタン』後藤篤美氏編著による） 

 

 ① 市内に数多く存在する「稲荷神社」と「洞窟」 

 

 竹田市街地には、そこここに「稲荷神社」が点在し、主なものだけで 20 か所を数えます。市町村合併

で市域が広がっても 2 万人余の人口しかない町としては異常に多いという印象を受けます。 

 

 後藤氏によれば、これは竹田キリシタンの集会所であったとのことです。その理由はアルファベット

の綴りからで「稲荷」は「INARI」と綴られます。これは 5 文字ですが、「INRI」という 4 文字に皆さん

は思い当たることはないでしょうか。西洋画のイエス磔刑の絵を思い出していただきたい。どの絵も十

字架上のイエスの頭上には「INRI」（ナザレの王・イエスキリスト）との罪人名札が掲げられていること

を。 

 つまり、竹田のキリシタンは自分たちの集会所をカモフラージュするため、救い主の名前をもじって

「稲荷」と称していたとの説です。 

 

 次に市内に大小合わせて 100 か所以上存在する「洞窟」のことです。このうち、いくつかは明らかに
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キリシタンの礼拝所として使用された形跡のあるものもあれば、全く使用目的が不明なものもあります。

いずれにしろ、その大半は町外れの谷奥など傾斜地にひっそりと掘られたもので、人目を気にしたこと

が十分に想像されるものばかりです。 

 

 ② 古田織部の血を引く家老と織部灯籠の謎 

 

 茶道の大家・古田織部は高山右近と血縁であり、キリシタンであったとの説が有力ですが、その子孫に

あたる古田重治は元和年間当時に岡藩の家老職にありました。この古田重治については、その自宅敷地

内に大型の洞窟礼拝堂を持ち、外国人宣教師を長年にわたり匿っていたとの説が有力です。 

 

 古田織部がキリシタンであったことの根拠のひとつに「織部灯籠」の存在が挙げられます。ややスリム

でスタイリッシュなこの石灯籠は、下部が十字の形をしていることから「キリシタン灯籠」の典型として

も知られています。 

 

 また当時の宣教師たちは織部らとの交流を通じ「茶道はキリスト教の教えそのものと言っても過言で

はなく、日本での布教に茶道は欠かせない」とまで言わしめたそうですが、秀吉との確執が生じた千利休

とキリスト教との関係は果たしてどうだったのでしょうか。 

 

 ③ 商家で起こった地下礼拝堂事件 

 

 家老職の家に洞窟礼拝堂があったのなら、商家に礼拝堂があっても不思議ではないのですが、思わぬ

形で発覚したエピソードが残されています。 

 

 それは元文 3 年（1738 年）、現在の JR 竹田駅前に在った垂水屋と称する商家で起きた事件です。当主

の垂水屋平兵衛は「乙名」（おとな）という役職（現在の自治会長に相当）に就いており、毎年、正月に

行われる「絵踏み」を幕府の役人立会いの下に開催していたときのことです。 

 

 数十人が大広間で絵踏みの順番待ちをしていたところ、人数の多さに大広間の床が抜けて役人もろと

もに床下に転がり落ちました。すると、そこは地下室となっており奥には祭壇が設けられており、マリア

像が安置されていたのです。 

 

 主人の平兵衛はすぐさま捕縛されて長崎に送られましたが、キリシタンの仲間については一言も口を

割らず、自身一人の犠牲のみで済んでいます。通常、このような場合は一族郎党皆殺しはもちろん、周辺

の商家も調べられて信者探しが徹底的に行われるものですが、役人も近所の家宅捜索を行った記録がな

く、事件は垂水屋だけで終結している点で、他藩とは明らかに異なる扱いとなっています。このエピソー

ドも、藩ぐるみで「隠しキリシタン」していたことを示す材料です。 

 

 ④ 数少ないキリシタン殉教者 
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 竹田市中心部から車で 10 分ほど走らせた町外れに、「鏡処刑場跡地」が残されており、天明年間に建

てられた３本の大きな石碑が処刑された者たちの霊を慰めています。寛文 10 年に、信者数の多かった岡

藩で重大犯以外は藩独自に処罰して良いと裁許所の設置が許可されています。 

 

 しかしながら、記録で確認できる限り、明暦年間から安永年間までの百年余りの間にわたり岡藩内で

処刑されたキリシタンは 95 名とされています。単純に計算しても年間 1 名に及びません。これは九州の

他藩に比べ、異常に少ない数と言わざるを得ません。 

 

 前出の後藤氏によれば「歴代藩主にとってキリシタンの処刑は苦渋の決断だったのではないか。竹田

にキリシタンが多かったのは幕府にも知られていただけに、処罰の対象者なしと虚偽報告をし続けるわ

けにはいかず、最小限の犠牲者はやむを得なかったかもしれない」とのことであり、先ほどの人数は幕府

との間でのギリギリの妥協点であったのでしょう。 

 

 以上、謎に満ちた「隠しキリシタンの里」竹田市について紹介してみました。 

 本稿では、このほかにキリシタン遺構が数多く残る国東半島について触れるつもりでしたが、紙幅が

尽きましたので、次回にしたいと思います。 

（第 2 回了） 

 

 【参考文献】（文中で紹介したものの他は第 1 回と共通のため記載は省略） 

 

 

 『第３回』（予定） 

 

「なぜ豊後国にキリシタン遺構が現在でも多く遺されているのか？」 

（３） 国東市の「神仏習合」文化とペトロ・カスイ・岐部レジェンド 

 

「大分で「キリシタン」が「温泉」と共に観光キーワード化している理由」 

（１） 「南蛮文化交流都市」を目指した大友宗麟顕彰の動き 

（２） 「隠れキリシタンの里サミット」「ザビエルサミット」 

（３） 最もホットな話題「マレガ・プロジェクト」 
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      大分県（豊後国）におけるキリシタン遺構について（３） 

 

                      佐藤周一（1979：昭 54 法卒） 

 

３．なぜ豊後国にキリシタン遺構が多く遺されているのか？ ～国東半島編～ 

 

 前回（第２回）は、大友宗麟により豊後国に花開いた南蛮文化とキリシタン文化の趨勢について触れな

がら、宗麟没後に施行された禁教令下において信仰が堅守された結果、現代に至るキリシタン遺構やそ

れにまつわるエピソード等が数多く残った地域として、岡藩（現在の竹田市）について紹介いたしまし

た。 

 

 今回は、豊後国内で岡藩に次ぎ遺構が多い地域として国東半島を紹介したいと思います。この両地域

に共通する点は、いずれも豊後国内では辺境であり、幕府官僚たちの目が届きにくかったこと、ならびに

米の生産石高が低くて経済的に着目される要素がなく「捨て置かれた」地域であったことが挙げられま

す。 

 

 ところで読書家の会員諸兄は、「隠れキリシタン」から連想される小説や作家と云えば遠藤周作の名が

浮かぶことと思います。江戸時代初期の禁教令下でのイエズス会宣教師らの苦悩を描いた『沈黙』（1966

年）など国際的にも評価の高い作品を残していますが、豊後国に関する著作も複数あります。大友宗麟を

描いた『王の挽歌』（1992 年）や本稿の主人公であるペトロ・カスイ・岐部が登場する『銃と十字架』

（1979 年）です。 

 

 『王の挽歌』は NHK の正月時代劇（平成 16 年）にもなりましたが、元々は『一村一品運動』の提唱

者・平松守彦氏が県知事の頃、大友宗麟を大河ドラマの主人公として取り上げてもらうべく、クリスチャ

ン作家の遠藤周作に依頼したことが端緒となっています。遠藤は執筆の条件として「勇ましい武将とし

てではなく、悩める戦国武将として描くならば」と注文を付けたため、気弱で好色な宗麟による正室との

確執などが描き出され、その後の長きにわたり県民に「宗麟＝ダメ武将」のイメージを植え付けることに

なりました。高名な作家に頼んだがゆえの「功罪」の罪に相当する話です。 

 

 これに比して『銃と十字架』は遠藤自らが各種資料にあたるなど周到な準備のもとに、戦国時代の日本

とキリスト教との係りを説明展開した点で、本気で執筆した作品という印象があります。それでは、その

主人公で国東半島出身のペトロ・カスイ・岐部を紹介していきたいと思います。 

 

（３）ペトロ・カスイ・岐部レジェンドと国東半島の「神仏習合」文化 

 

 国東半島は大分県北東部に位置し、複数の休火山群（両子山 721ｍが最高峰）から構成され、上空から

見ると直径４0 キロ弱のほぼ真円に近い半島です。半島内の山はいずれも標高は決して高くないのです

が、凝灰岩などの火山性岩盤が長い間の風化の影響を受けて「耶馬溪」同様に奇峰や断崖絶壁が形成さ
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れ、「峰道」と言われる修験道の行場が張り巡らされた複雑な地形が特徴です。 

 

ペトロ・カスイ・岐部は、宗麟の亡くなった 1587 年に、国東半島北部の国見町岐部で宗麟家臣団に属

する熱心なキリシタンを父母として生まれます。ペトロはこの岐部地区で 13 歳まで過ごし、長崎の有馬

（南島原市）にあったイエズス会のセミナリオ（神学校）に入学。6 年間に及ぶ修業の間に徳川政権下で

のキリスト教弾圧が始まり、日本で学ぶことの限界を感じたペトロは独りローマを目指して出国、2 万キ

ロ余の道のりを 4 年の歳月を掛けて日本人として初めて聖地エルサレムを訪れます。 

 

エルサレムを経由して目的地のローマに辿り着くと、その適性と学識が認められ、32 歳の若さで司祭

となりました。ローマでの生活は 2 年ほどでしたが、その間に日本からもたらされるキリシタン弾圧の

情報にペトロは心を痛めます。イエズス会司祭の選択肢としては、江戸幕府が禁教政策を強化している

日本よりもアジアの布教しやすい他地域で活動することも選択出来たはずですが、ペトロは自分の学ん

だ教えを故国に持ち帰り、人々を救いたいと決意、帰国という最も危険な選択肢を選びます。 

 

日本への帰還には 8 年の歳月を要したため、再上陸したのは実に 15 年ぶりとなりました。ペトロは厳

しい取締網を巧みにかい潜り、東北地方で布教活動に従事しますが、密告により捕えられてしまいます。

江戸に移送され「穴吊り」という過酷な拷問にも耐え続け、最後までキリシタンとしての誇りを貫き、寛

永 6 年（1639 年）7 月に殉教し、波瀾に満ちた 51 歳の生涯を閉じます。 

 

ローマを目指した日本人は、天正遣欧少年使節や伊達政宗の使者・支倉常長なども有名ですが、彼らが

領主の命を受け公式に認められた使者であるのに対し、ペトロ・カスイ・岐部は誰の支援もなく孤独な旅

を続けた信念の人です。 

 

その生き様と勇気が讃えられ、2008 年にペトロはローマカトリック教会の福者に列せられました。故

郷の国見町岐部には「ペトロ・カスイ・岐部神父記念公園」があり、静かに佇む神父の像は海の遥か彼方

を見つめています。 

 

ペトロ・カスイ・岐部が登場する前から、国東半島各地にはキリシタン信者が多かったとされており、

江戸時代初期にかけては弾圧が比較的緩やかであったことから、様々な遺構が残されています。前出の

岡藩と共通するのは、繰り返しになりますが、地形が複雑で潜みやすかったことに加え、農業生産高、特

に米の収穫高に見るべきものがなかったことが幸いしたと云われています。 

 

他方、岡藩には少ない遺構で国東地域に多いのが、寺社に見られる石灯籠への細工や独特の人物石像群

です。平安時代から天台宗などの寺院が隆盛を誇り、六郷満山文化という独特の仏教文化を根付かせた

地域ですが、古くから神社との融合がみられる「神仏習合」エリアでもあります。国東半島の根元に当る

宇佐市には全国八幡社の総宮である「宇佐八幡宮」（創建：725 年）がありますが、この神社を守護する

寺も周囲に配置されており、元々、宗教・宗派を超えた交流が盛んな地域であったことが分かります。 

 



36 

 

そのような風土の中、キリスト教が外部から持ち込まれても特別な拒絶反応を生じることなく、融合さ

れていったであろうことは容易に想像がつきます。 

この地域の石灯籠の火袋（ひぶくろ：蝋燭などの灯りを燈す所）に多く見られる「ハート」や「ダイヤ」

「スペード」紋や、三本釘（十字架のキリストを意味）を逆卍型にデフォルメするなど、明らかに西欧風

の意匠の数々は見飽きることがありません。墓碑文字に様々なデザインを凝らしたキリシタン墓も、細

い谷の奥などに現在も確認することが出来ます。 

 

 一方、石像遺構については岡藩にも見られますが、より細工の細かい遺構が国東地域に残されていま

す。元々、素材として細工しやすい溶結凝灰岩に恵まれた当地域では、平安時代から大規模な「磨崖仏」

が各所に残されているほか、宇佐・院内地域ではアーチ型の石橋が全国一の数で残されているなど、石造

文化が広範囲に存在していたことが知られています。国東では集落ごとの道祖神などにも西洋人風の表

情の石像が残されるなど、キリシタン遺構ではないかと推理されるものがありますが、確かなことは資

料がなく殆ど不明です。 

 

 ここから少し本稿の趣旨から外れて、国内各地の県民性・特に他者受け入れに関する寛容さについて、

拙い持論を披露させてください。 

 

 東京は向島育ちの小生は、幼少期から下町の異文化受け入れに対する寛容さを体感してきましたが、

その理由について以前は「まちとしての歴史の浅さ」に由来し、構成員である住民たちが、遡っても精々、

明治期からの移入民としての家族史しか持たない一種の劣等感から来るものと考えていました。 

 

 しかし後年になって、まちとしての歴史の長短に関係なく、人間の生まれながらの平等性など近代の

基本的人権意識が、学問にはおよそほど遠い住民たちに共有され、古典落語に伝えられている江戸期の

「長屋文化」に由来する貧窮者間の『相互扶助』や『助け合い』精神が敷衍されて「まちの文化」として

醸成されていたのではと考えるようになりました。 

 

 関西方面ではいまだに根強い「部落差別」は、江戸っ子の私にとっては理解し難い概念であり、就職し

て最初の西日本での勤務が人事・採用部門であったことから、否応なしにその洗礼を受けることになっ

たのは鮮烈な記憶です。 

 

 筆者が所帯を持ってから長く居住した岡山県には、部落問題が強烈に残っていたほか、在日朝鮮人へ

の差別の歴史も色濃く残っていました。勤務先だった水島工業地帯での朝鮮人強制労働問題がその一つ

です。21 世紀になって「冬ソナ」に始まる韓流ブームやサッカーＷ杯の日韓共同開催などで相互の距離

は縮まった気もしますが、県民個々人の差別意識が払拭されるには相当な時間を要すと思われます。 

 

 一方、東京の下町には戦前から在日朝鮮人の住民も多く、小中学校の同級生に彼ら固有の苗字を名乗

る友人も少なくありませんでした。最近では、フイリピンやバングラディッシュなど東南アジア系外国

人の住民も増えていますが、肌の色の違いに最初は戸惑いを覚えても、居酒屋や銭湯などで気さくに声
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を掛け合うフツーの隣人としての付き合いは出来ているエリアと思います。 

 

 あらためて本論に戻ります。国東半島は古くから宗教者同士の融合もあり、また海上交通が陸路より

も盛んであった古代から近世にかけて、畿内から「海のハイウエイ」としての瀬戸内航路を西に辿ると、

地図を見れば分かるように九州の玄関口が国東半島であったことから、瀬戸内水軍や海の民などの多様

な言語・文化・習慣の受け入れに馴れていた地域であったことは容易に想像できます。 

 

 江戸・下町に根付いたダイバーシティとは別な意味で、千年超えの歴史を有す年季の入った文化の多

様性に寛容な地域が国東半島であり、キリシタン文化が根付きやすい土壌が形成されていたと言えます。 

 

 豊後国自体の特性としても、徳川政権下において福岡（黒田藩）熊本（細川藩）鹿児島（島津藩）のよ

うな大藩による包括支配方式ではなく、小藩分立方式をとられたために他藩のような強烈な「県民アイ

デンティティ」が醸成されることなく、小藩ごとの地域特性が残り続けることになります。この結果、大

藩であれば受け入れがたい異質で多様な文化が容認され、豊後国内のあちらこちらに分布・生き残るこ

とが可能となり、キリシタン遺構が広範囲に残されることにつながったとも考えられます。 

 

 大分県民は昔から、他県と比して、地元には抜きん出て優れた産物や文化に乏しいと考え、「（大分に

は）なんもねえ」と卑下するのが特徴と言われてきました。しかし、超高齢化・少子化社会となり文化や

価値観の多様性が評価されるようになった今日、国際的にもキリスト教文明を標榜する欧米国家とイス

ラム原理主義を掲げる「ＩＳ」との宗教文明対立が深刻化する中、謙虚で控えめながら異質な文化・価値

観を許容してきた豊後国の伝統文化に着目され始めたのは面白い現象と考えます。これからのキリシタ

ン遺構の活用方法も、こうした「文脈」でとらえていくべきでしょう。 

 

 

４．今後の課題 

～「おんせん県・大分」に次いで「キリシタン文化の里・大分」も～ 

 

（１）最新研究「マレガ・プロジェクト」について 

 

さて、いよいよ最終章です。会員諸兄は「マレガ・プロジェクト」という名称の学術研究が日本とバチ

カンとの間で進行中なのはご存じでしょうか。 

 

2011 年にローマ法王庁のバチカン図書館において、近世豊後キリシタン関係資料約 1 万点からなる「マ

レガ文書」が発見されました。「マレガ文書」とはサレジオ会神父マリオ・マレガ氏（1902 年～1978 年

没：イタリア生れ）が、1930 年代から 40 年代にかけて大分県内で主任司祭としての仕事をする傍ら、

豊後で殉教した多くのキリシタンの歴史に興味を抱き、臼杵藩の宗門方文書（禁教政策を施行した側が

残した記録）を中心に古文書を収集したものを指します。1953 年に「マレガ文書」はバチカンに送付さ

れていたのですが、その後所在不明となり半世紀以上にわたり図書館で眠っていたものに、偶然にも関
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係者の手によって光が当てられました。 

 

その「マレガ文書」を保存・調査するため、2013 年 11 月、日本の人間文化研究機構とバチカン図書館

が協定を締結。資料の目録作製と画像撮影を進め、2020 年までにデータベース化して公開することをミ

ッションとするのが「マレガ・プロジェクト」です。日本側からは、国文学研究資料館・国立歴史民俗博

物館・東京大学史料編纂所・大分県立先哲資料館が参加しています。 

 

2015 年 9 月 12 日、ローマ市内で初の「マレガ・プロジェクト・シンポジウム」が開催され、プロジ

ェクトの最新の研究成果が披露されました。報道によれば、日本側研究者から「臼杵藩における禁教政策

の実施状況」や「隠れキリシタンの暮らしぶり」などについて発表があったほか、資料の一部も初公開さ

れました。プロジェクトの日本側代表を務める大友一雄・国文学研究資料館教授は「調査は（マレガ文書

の）21 袋のうち 15 袋まで進んだ。古文書は島原の乱以前の 1630 年代から明治初期まで網羅しており、

幕府がどのようにキリスト教を統制し民衆への支配を強化していったのか、その変遷がわかる」とコメ

ントしています。 

 

大分県内では、幕藩体制下の資料群の大半は太平洋戦争末期の空襲等で焼失しており、マレガ神父は大

分大空襲（1945 年 7 月）の前に古文書を関東に「疎開」させていたことは奇跡のような話かも知れませ

ん。 

 

県内に「物証」としてのキリシタン遺構が数多く残されていることは既に述べてきた通りですが、プロ

ジェクトの進行と共に、禁教政策をとった為政者側の意図や地方末端行政の実態も把握されることで、

より立体的な「ストーリー」が明らかにされる可能性が高く、研究の進展が大いに期待されるところで

す。 

 

 

（２）「南蛮文化交流都市」を目指した大友宗麟顕彰の動き 

 

 先に触れたように、長い間、大分県民の抱く大友宗麟のイメージは「戦国時代のキリシタン大名だが、

武に秀でることなく、息子の代で大友家は滅亡し、以後の小藩分立体制を招いた」と必ずしも郷土の英雄

として誇れるものではありませんでした。これは江戸時代にキリシタン大名を「悪者」とする歴史観が意

図的に広められた施策の影響でもありました。 

 

 しかし近年、「西洋文化導入の先駆者」「武より知に重きを置いた平和主義者」等の観点から、あらため

て宗麟公の卓越した人格・チャレンジ精神や不屈の信念を評価する動きが起こり、地元で「大友氏顕彰

会」というＮＰＯ法人が結成されて、再びＮＨＫ大河ドラマ化を目指した挑戦を開始しているほか、平成

25 年春には、県内の南蛮文化・キリシタン遺構を包蔵している７市町が協力して、これらの遺産を検証

し、地域に残る貴重な資源を地域活性化に生かす文化交流協定が結ばれました（キリシタン・南蛮文化交

流協定）。 
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その構成メンバーである市町とは、既出の竹田市・国東市・臼杵市のほか、大分市（宗麟の居城跡の大

友館や、豊後府内における宣教師の活動拠点である「デウス堂」跡地のほか、葛木地区には「キリシタン

殉教記念公園」がある）、日出町（ひじまち：ザビエルが山口から最初に豊後府内を目指した際に峠越え

した道を「ザビエルの道」として整備したほか、町内の大分トラピスト修道院には平成 20 年にイエズス

会本部よりザビエルの右腕の皮膚の一部が送られている）、津久見市（宗麟終焉の地であり、墓碑公園が

整備されている）、由布市（当地の実力者・奴留湯一族が宗麟よりも前に受洗し、領民に受洗を勧めたこ

とから領民の半数以上がキリシタンになった。このため、県内では最大規模のキリシタン墓地が残され

ている）を加えた計７つの市町です。 

 

この協定協議会は、より広域的な文化・人的・物的交流の促進を視野に、当時から「キリシタンベルト」

と呼ばれた豊後街道から長崎への交通路に関係する大分・熊本・長崎の三県広域連携の端緒になること

を期待されています。 

 

 国内ではこの他に、平成 26 年 11 月に「隠れキリシタンの里サミット」が大阪府茨木市で開催され、

茨木市のほか島根県津和野町・長崎県平戸市・大分県竹田市が参集したほか、翌年 3 月にはザビエルを

観光に活かすフォーラムとして「ザビエルサミット」が大分市で開かれ、鹿児島県鹿児島市・山口県山口

市・長崎県平戸市・大阪府堺市が参加しました。 

 

 筆者も参加した後者のフォーラムには、千人を超える聴衆が参集し、「宗麟とザビエル」は大分県人に

とって忘れ難い歴史遺産であり、キーワードであることが再確認できました。当日、基調講演の講師を務

めた上智大学キリシタン文庫の川村信三所長は『大友宗麟とザビエルの後継者が築き上げた日本の中の

ヨーロッパ文化の物語』の演題のもと、ザビエルが欧州に日本情報を発信した功績や、日本へ西洋文化を

伝えた影響について取り上げる中で、後者については豊後国（大分）から花開いたことを忘れるべきでは

ないと強調されました。 

 

 フォーラムが開かれた翌月には、なんとザビエルの血縁者が大分市を訪問し、大友宗麟の足跡や魅力

を発信しているＮＰＯ法人「大友氏顕彰会」の理事長との会談が実現するサプライズがあり、それを報じ

る新聞記事を以下に転載しておきます。 

 

（西日本新聞 平成 27 年 5 月 5 日号より抜粋） 

「・・日本にキリスト教を伝えた宣教師フランシスコ・ザビエルの兄の末裔で、イエズス会神父のルイ

ス・フォンテスさん（85）＝福岡市＝が大分市を訪れ、大友宗麟らの足跡や魅力を発信しているＮＰＯ法

人『大友氏顕彰会』の牧達夫理事長らと会談した。宗麟はザビエルを招いたキリシタン大名として知られ

ており、その縁を生かして今後も交流を続けていくことを約束した。（以下、略）」 

 

 フォンテスさんは、スペインの大学を卒業後、米国留学を経て 1957 年に来日し上智大学（日本文化専

攻）に入学。卒業後、司祭叙階され上智大学神学部の助教授となり、その後、日大や関東学院大などの講
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師や熊本・広島の高校で教鞭をとり、1968 年に日本に帰化しています。名前の由来から「泉類治」とい

う日本名もお持ちだそうです。 

 

 「大友氏顕彰会」の牧理事長は、この会見を通じ「大友宗麟について地元での議論を盛り上げていきた

い。今後も交流を」と 500 年近い時の流れを超えての「再会」をきっかけに、今後の交流展開に期待を

寄せています。 

 

 大分県は現在、全県一体となって「おんせん県おおいた」をキャッチコピーに、温泉湧出量・温泉数の

いずれも国内トップクラスの観光資源を売出し中ですが、個人的には宗麟とザビエルの出会いをきっか

けに定着した「キリシタン文化」も温泉に負けず劣らず有力で魅力的な観光資源であると確信していま

す。 

 

 九州の中では長崎が一足先に世界遺産登録へ向けての活動を開始していますが、前出のように、長崎

でキリシタン文化が花開くルーツは豊後国にあったことを忘れてはならず、ここは是非、大分県は長崎

県や熊本県等と一体となって禁教下でのキリシタン文化について世界遺産登録を目指すべきと感じます。 

 

 会員の皆様もどうか、日伊間で進行中の「マレガ・プロジェクト」の推移や、九州キリシタン遺跡の世

界遺産登録の行方等に関心を持って見守っていただければ幸甚です。 

                                      （了） 

 

【参考文献】 文中に登場した書籍等のほか、参照した文献類は第 1 回拙稿の末尾に記載した。 

 

                        平成 28 年 2 月 22 日 
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特別聖研 

伊藤淳氏のキリスト者としての歩み 

 

                           文責 法学部 3 年 小谷悠樹 

 

 

伊藤淳さんは昭和 36 年神戸市生まれ。カトリックのイエズス会が鎌倉市で経営する中高一貫の栄光学園

を卒業後、一橋大学商学部に入学し、YMCA 一橋寮に入寮されました。昭和 59 年に卒業し、味の素株式

会社に就職されましたが、昭和 62 年に退社。一橋大学社会学部３年に学士入学され、阿部謹也ゼミで社

会史を学ばれました。卒業後、中高一貫のカトリック系ミッション・スクールである湘南白百合学園で、

教鞭をとられました。平成 15 年に退職して、日本カトリック神学院で学ばれ、平成 22 年に東京教区の

司祭として叙階され、目黒アンセルモ教会に赴任されました。現在はカトリック清瀬教会で主任司祭と

して宣教と司牧に御活躍です。この度は、お忙しい中、一橋 YMCA の特別聖研で貴重な講話をしていた

だきました。                        （編集人） 

 

 

 

キリスト教のベース 

家族、親戚にキリスト者はいなかったが、グスタフ・フォス校長に影響を受けた母親がカトリック中学

高等学校である栄光学園の受験を勧めた。入学式後、希望者のみの聖書研究会のお知らせを見つけた母

親は「いい子になるんじゃないか」と考え、伊藤氏はこれに参加した。その聖書研究会というのは一学年

１８０名のうち１００人が参加するもので、中一では「友情」中二では「家族」というように一年ごとに

テーマが決まっていた。 

最初の方はおとなしかったが、反抗期に入ると「神様がいるなら見せてくれ！」と教師に詰め寄った

り、下校途中「日本人の心は仏教だ！」などと叫んで学校に苦情が来たりしたことがあった。しかし、そ

の反抗の裏には「こんなダメダメな私が神様に近づくことなど許されるはずがない」という思いがあっ

た。ある時、教師に洗礼を受けたらどうなるのかを尋ねたところ、「それは受けてみないと分からないよ」

という答えが腑に落ちて、嫌ならやめればいいのかと思うようになった。 

 

高校三年生での転機 

 高校三年生の時、国語の模擬試験に出題されたカトリック作家、遠藤周作の「イエスの生涯」の一節が

心を捉えて離さなかった。≪ユダもまたイエスによって救われたろうか。私はそう思う。なぜなら、ユダ

はイエスと自分の相似関係を感ずることで、イエスを信じたからである。イエスは彼の苦しみを知って

おられた。自分を裏切った者にも自分の死で愛を注がれた・・・≫このように考えられる背景に、ユダは

会計係を務めており、能力とイエスの信頼があったことを指摘する。ユダは人々のようにイエスを「イス

ラエル人をローマ帝国から解放するメシア」とは考えなかったのだ。それゆえに人々がイエスの真意を

理解したときに裏切ると考えたユダは自ら裏切ることによって、イエスの退路を絶ち、イエスもまた彼

を理解した。こういうわけで、「裏切り者のユダでさえ愛してもらえるのだから、こんなダメダメな私で
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も愛してもらえるのかも・・・」という思いに至った。 

 

洗礼 

一橋大学に入学し、一年生の時に友達に誘われて立川教会で洗礼を受けた。高校時代に洗礼に興味をも

っていた伊藤氏の感想は「水が冷たい」というシンプルなものだ。決して五感に訴えるものではなく、む

しろ第六感で感じるものだという。そして最も重要なことは洗礼とはスタートであるということである。 

当時の教会は若者も多く、大学よりも女子が多かったという。よく通うようになっていた伊藤氏は神父

へのお誘いも受けていた。 

 

就職 

順風満帆に就活を乗り切り、味の素に就職。マーケティング部署に配属される。ところが、個人的に

「出汁なんてどれでもいいのでは」という思いから、ビジネスにやりがいを感じられず３年で退職。 

 退職後はキリスト教に関わりたい思いと神父になんか私はなるべきではないという思いからカトリッ

ク学校の教師になり、キリスト教への呼び込み活動を行っていた。しかし、少子化の影響からか伊藤氏の

目にはカトリック学校のミッションが見失われつつあった。そして、青年時代を共に過ごした神父の後

押しもあって、神父になるしかないという考えに至った。 

 

Q&A 

 

Q．よい聖書研究の形式は？ 

A．正解を求めると面白くないので、聖書を読んで単純に自分が引っかかることをみんな述べるとよい。

いったことはいいっぱなしで反論せず、プライベートな話がでてくるのも楽しい。ただし、聖書の読み方

には自分がどう感じるのかと歴史的事実はどうなのかの２種類があって、使い分けが重要である。 

 

Q.神との対話とはどういうことですか？ 

A.簡潔に言うと「祈り」。しかし、祈っているようで祈っていない祈りもあり、それは自問自答と一方通

行な祈りである。「祈り」の具体的な例として夫婦仲が悪いので夫の死を願い神に祈る妻が挙げられた。

実際に夫は倒れたが死にはしなかった。そのため彼女はしぶしぶ世話をすることになったが、その結果

会話が生まれ関係が改善した。これが神との対話の実例である。 
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海外研修 

 

一橋大学基督教青年会及びアジア経済金融問題研究会合同 

Field Study 2016 報告書 

一橋大学学生基督教青年会 経済学部 4 年 二瓶琢也 

 

はじめに 

公益財団法人一橋大学基督教青年会（以下「一橋 Y」という）の齋藤金義理事長は、理事長が幹事をされ

ているアジア経済金融問題研究会（以下「研究会」という）主催のシンガポール・香港 2016 年フュールド・ス

タディに、当会学生を招聘して頂き、シンガポール及び香港の金融機関及び国際機関を訪問する機会を与

えて下さった。特に、本視察団座長である窪野鎮治様及び、研究会副幹事の齋藤祐一様には、大変お世

話になり、学生としては得難い貴重な体験を積むことが出来たことに、まず、この場をお借りし、感謝の意を

表したい。他方、我々一橋 Y の学生としては、この機会に、一橋大学の提携校であるシンガポール経営大

学及び香港中文大学に対して、独自にアプローチし、シンガポール及び香港で両大学を訪問することが出

来たことも大きな収穫であった。香港中文大学では、面談のアポイントが訪問直前になったことから、香港中

文大学の学生との交流ができなかった恨みはあるが、香港中文大学で日本学を教えられている小出先生と

お会いし、先生から中文大学をご案内いただき、また交換留学生である一橋大学社会学部の村川さんとに

も香港での学生生活を伺うことが出来たことで、今後、中文大学との継続的な交流が可能となったことを含め

て、大変有意義な交流であった。 

また、公益財団法人日本 YMCA 同盟の島田茂総主事のご紹介により、アジア経済金融問題研究会一行

が帰国後、別途、香港 YMCA を訪問する企画を立て、香港 YMCA の活動状況を視察することが出来た。

我々は学生 YMCA に所属しているので、日頃、都市 YMCA との接点が少なく、都市 YMCA の活動状況に

ついては知らないことが多いのであるが、英国で発祥した YMCA 活動は、長く英国の植民地であった香港

において、その活動の伝統を深く継承していることを今回訪問することで知ることができたことは、我々

YMCA クラブに所属するものにとって、大きな収穫であった。朝 8 時半からの Peter Ho 香港総主事による

聖書のお話し（Devotion）、総主事主催の朝食会、Eric Yeung Director 主催のランチ、コミュニティセンタ

ー責任者及び YMCA に所属する香港の大学生が参加した夕食会など、朝から夜まで、丸一日がかりの香

港 YMCA の皆様の暖かい歓迎に対し、心からの感謝の意を表したい。YMCA はその根底にキリスト教精神

と信仰があり、その信仰は人々を迎える際に、やはりどこか違うもの、世間一般のありきたりのお義理とは異

なる、心の通ったものがあることを感じたのは、私一人ではないと思う。そういうもてなしの心がどれだけ貴重

なものか、自分にはまだキリスト教信仰は縁遠いものではあるが、せめて、こうした心遣いが世間一般とは異

なることに対して、鈍感であってはならないと、感じている。 

以下、それぞれ担当別に訪問先の面談要旨をご報告したい。 
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スケジュール 

 

参加メンバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告レポート 

シンガポール経営大学及びシンガポール YMCA 

建内瑛貴 

先方：シンガポール YMCA    

シンガポール経営大学  

２０１６年２８年９月２６日に一橋大学とも提携しているシンガポール経営大学（SMU）及びシンガポール

YMCA を訪問。シンガポール YMCA の本部はシンガポール経営大学の向かい側に位置し、交流をしたシ

ンガポール経営大学付属の YMCA サークルはシンガポール経営大学とシンガポール YMCA が連携して

二瓶　琢也 一橋大学　経済学部　4年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

田村　勝裕 一橋大学　経済学部　4年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

建内　瑛貴 一橋大学　　社会学部2年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

三品　直樹 一橋大学　　法学部2年生  一橋大学学生キリスト教青年会　会員
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活動しているサークルである。今回のシンガポール経営大学の YMCA サークルに所属している学生メンバ

ーとの交流の意義は我々の活動である聖書研究の活動内容をグローバルな視野において広めることであ

り、YMCA の根本であるキリスト教精神について共通の理解を分かち合うことである。また、シンガポールで

のコミュニケーション手段はすべて英語であったため、我々の英語力に磨きがかかった交流でもあった。 

交流の流れとしては、まず自分たちの活動報告を含めたプレゼンテーションを行い、活動内容を広げるため

に必要な寄付金募集の企画案を検討している中からいくつか発表。そして、活動内容のメインである聖書研

究を披露。その後、相手の活動内容のプレゼンテーションを参照し、互いの活動内容について気になった

ポイントを取り上げ、討論を行う。シンガポールと日本の文化や宗教の違いもあり、様々な点において異なる

考え方や意見を持っていたものの、YMCA の根本であるキリスト教精神については共通の認識を得ることが

できた。それから、互いの活動内容を今後もより活発化させ、広げていくためにはどのような取り組みや企画

が効果的であるのかを互いの視点から検討し、話し合った。 

 最後にシンガポール経営大学の YMCA サークルに所属している学生等やそのスタッフと会食会を行う。 

 シンガポール経営大学及びシンガポール YMCA との交流は我々にとって非常に貴重な体験となり、自分

たちの活動内容をグローバルな視点から考え、広めていく良い機会でもあったと考えている。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMRO 

二瓶琢也 

AMRO：Deputy Director Yasuto Watanabe  

同：Financial Specialist ; Enrico Tanuwidjaja 

同：Economist; Simon Liu Xinyi 

 AMRO 訪問は、研究会の訪問団座長の窪野様が財務省のご出身ということで、財務省から AMRO に出向

されている副総裁（Duputy Director）の渡辺様を訪問し、シンガポール経済及びアセアン経済のエコノミスト
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から、お話しを伺うことが出来た。 

AMRO とは「ASEAN+3 Macroeconomic Research Office」の略である。1997 に発生したアジア通貨危機の

反省から、ASEAN の 10 ヶ国及び日中韓によるマクロリサーチ機関を設立することによって為替の安定化を

図り、二度とアジア通貨危機のような混乱を招かないようにしようという取り組みのもとで発足された。現在、ア

ジアは世界の中で最も活発に取引の行われるマーケットとなっており、ASEAN 地域の経済による混乱は多く

の先進国に波及することが考えられる。そこで AMRO は IMF などの組織とも連携を取りながら ASEAN 地域

全体の為替の動きを監視している。AMRO の取りうる手段として CMIM（Chiang Mai Initiative 

Multilateralisation）がある。これは、アジア通貨危機後にタイのチェンマイで発行されたもので、多国間で一

元化されたスワップ契約を行うことによって通貨危機のような短期流動性問題を未然に防ごうというものであ

る。AMRO という期間は ASEAN 諸国からお金を募って一種のファンドのようなものを作っているので、いざと

なったら自らの組織がお金を出すことに経済危機に立ち向かうこともできる。実際に訪問したときに伺った話

は、ASEAN 各国の経済状態と今後の展望が中心であった。そこで、ここでは ASEAN 諸国から何か国かピッ

クアップして現在の経済状況についてレポートしたいと考えている。 

まず、最初に紹介したい国はフィリピンである。実は現在 ASEAN 諸国で GDP 成長率の最も高い国はフィ

リピンである。90 年代までは ASEANN の中でも成長は芳しくなかったが、人口が多いことや国民の英語力

が高いことなどが要因となって活発に投資されている。主な投資分野はヘルスケアサービスであり、国民が

受ける医療水準にばらつきがあることが原因となっている。フィリピンは国内の所得格差の非常に大きな国

で、低所得層が十分な医療を受けられないことを原因にヘルスケアへの注目度が高まっている。 

次に紹介したい国はミャンマーであり、この国が AMRO にとって今最も懸念材料になっている。今年、長

年にわたる軍事政権に終止符を打ち、ようやくスーチー氏率いる民主主義政権が発足された。しかし、いま

だに軍部との確執は大きく、様々な障壁が存在する。また、民族対立も頻繁に発生するので治安もあまりよく

ない。以上の要因から海外からの投資が積極的に行われておらず、経済発展が ASEANN 諸国の中でいま

だに滞っている状況である。この危機的状況を打破し、次なる通貨危機を未然に防ぐために AMRO ではミ

ャンマーの経済発展のための様々な施策を考えては ASEANN 各国と共有し、更には日中韓の三国に投資

をしてもらいやすくする環境を作ろうとしている。 

続いて紹介したいのはタイである。タイは一人当たり GDP が ASESAN 諸国の中で４番目に大きい。90 年

代に日本の投資先としての人気が高まり、製造業を中心に数多くの工場が立地している。しかし、2010 年代

に入るとタイの国民生活水準は途上国の中では比較的高い位置に来るようになり、人件費の増加が懸念材

料となり、日本及び先進国の投資が徐々に減少しており、経済発展が滞っている状況といえる。しかし、先

進国からの技術移転によって、タイ企業における生産性が以前よりも向上していることを踏まえると今後さら

に経済発展を遂げる可能性も秘めており、まだまだ見過ごせない ASEAN 諸国の一つである。 

 最後に紹介したいのは AMRO の本拠地のあるシンガポールである。昔から交易の中心として栄えてきたこ

の国は一人当たり GDP も ASEAN 諸国の中で 1 位であり、日本と比較してもその数値は 1.5 倍と、生活水

準は先進国の中でもトップクラスである。実際訪問して感じたこととして、街は整備されゴミ一つ散見されず、

出会う人々の明るさからも非常に豊かな国という印象を受けた。実は IT に関しても先進国の中でいち早く取

り入れており、スマホで改札を通過できるなど日本で騒がれているフィンテックなるものをずいぶん前から導

入しているようだった。もちろん、人口が移民１５０万人を含めて全部で５００万人と小規模ということもあり IT

の実践が容易だということもシンガポールの発展の追い風となっている。これからも金融、IT の中心地として
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発展していくことが予想される魅力的なくにであることは間違いない。 

 以上のことを AMRO エコノミストの方から直接聞くことが出来、ASEAN の実体経済がどのように動いている

のかということがよくわかった。しかし、この組織が設立された所以である「未曽有の通貨危機を防ぐ。」という

目的を果たすために具体的にどのようなファンクションを持つのか(上記であげた CMIM など)については話

が出なかったので、私は思い切って「AMRO では次なる通貨危機が発生した場合にはどのような方策をとる

のですか？」という質問をした。この質問に対して AMRO からは実際に各国から資金を募りいざという場合

には実際に融資などお金を動かすことによって対処するというお話を聞けたので、AMRO がただのリサーチ

機関なのではなく金融機関としての側面を持つということを知ることができた。 

 

 

GIC 

GIC リアルエステート・インターナショナルジャパン株式会社 

代表取締役 Ken Chan (Chien Wei) 

Ken Chan 氏は、研究会メンバーの一人であるあおぞら証券顧問伊藤武氏の長年の友人であり、日本法

人社長であるが、たまたまシンガポールでの拠点長会議に出席のためシンガポールに出張されていたこと

で、我々との面談の機会を与えて頂き、お話しを伺うことが出来た。Ken Chan 氏は米国国籍であり、英語

が母国語であるが、日本語も大変堪能であり、本説明は日本語での面談となった。 

田村勝裕 

シンガポールを訪問するのは私にとり今回が初めての機会であった。訪問以前は、ポイ捨てが厳しく罰せ

られる、美しい街並みの都市国家で、アジアの金融センターであるという程度の知識しか持ち合わせていな

かった。しかしいざ空港に降り立つと、4 つのターミナルを持ち、巨大かつ洗練されたデザインのチャンギ国

際空港、世界でその名を轟かす外資系投資銀行の高層ビルが林立する様、深夜まで煌々ときらめくダウン

タウンのレストラン、バー、これらの先進国日本と比肩する光景、ある点では日本をはるかに凌駕している様

に、もはやシンガポールはアジアの一小国ではなく、国際国家なのかをまざまざと痛感させられるに至った。

さて、私にとり大変ショックの大きかったシンガポール訪問だが、中でもシンガポールを国際国家足らしめて

いる金融業界、その中でもシンガポール政府によって設立された、シンガポール政府投資公社(以下「GIC」

という)に訪問に伺う機会を得ることが出来た事は、我々学生にとって大変貴重な経験であった。ここでは

GIC 概要や面会者、曽劉暐氏より伺った話の内容、そしてそれらの話を伺った際の私の感想を織り交ぜな

がら記したい。初めに、GIC の概要だが、GIC は、1981 年にシンガポール政府によって外貨準備(主に米ド

ル)を運用する為に設立された、ソブリン・ウエルス・ファンド(政府系ファンド)である。世界中の金融拠点に 9

か所の事務所(ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコ、サンパウロ、東京、ソウル、北京、上海、ムンバイ)を

構える。組織目標としては、投資を通して、長期的なシンガポールの発展に寄与する事である。運用規模と

しては公式には 10 兆円強の金額を世界 40 か国以上で運用しているといわれているが、モルガンスタンレ

ー証券の報告によると約 33 兆円を運用しており、世界で 3 番目に大きな投資会社とされている。投資ポート

フォリオは GIC アセットマネジメント、GIC 不動産、GIC 特殊投資の 3 つから成り立っている。またベースポ

ートフォリオは、グローバル株式を 65%、グローバル債券を 35%の割合で長期的視点から運用している。日本

への投資は利回りの大きい不動産をメインに投資しており、その額は 1 兆円以上である。具体例としては、

1996 年の汐留シティセンター、2008 年のウエスティンホテル東京などが挙げられる。投資の中では、やはり
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オールターナティブ投資がやはりリスクはあるがリターンが高いという意味では、このどうリスクをコントロール

しながら運用するのがポイントとなる。オールターナティブの中では、PE ファンド、不動産、ヘッジファンド、ア

セットバックセキュリティ、デリバティブ等がある。中でも未公開企業への投資、PE ファンドのリターンが最も高

いとは思う。不動産は、金額が大きく見えるが、実際は借入金で殆ど賄っており、実際の Equity 投資部分は

それほど大きくはない。借入金を利用することで、Equity の利回りをレバレッジの効かして高めることが可能

であるし、為替リスクを減らす効果もある。 

 

以上のように、アジアの金融センターとして次に GIC 代表取締役及び日本代表の曽劉暐氏から伺った話

を以下に記す。まず GIC における日本のマーケットの位置づけに関して説明していただいた。βマーケット

では、少子高齢化による人口減、日銀のマイナス金利導入により日本は他の国と比較して、大量に投資する

事は困難な状況であるとのことだった。一方でαマーケットは大変魅力的であるとのことだった。よりαマー

ケットへの投資を拡大するには、産業の合併がテーマであるとのことだった。つまり、日本ではいまだに一つ

の業界に多くの企業が存在しすぎている。国内マーケットが縮小し、海外展開がますます重要視される今日

において、海外マーケットでシェアを拡大する為には、セクター別の統合が促進される必要があるし、今後

10 年単位で合併がどんどん進んでいく。統合が促進すると、より強い企業が生まれ、投資のチャンスが生ま

れるとのことだった。また、日本への投資の特徴として、「テーマある投資」を挙げられていた。例えば、「健康」

をテーマに、オーガニック食品を販売する企業や、ジム、メディカルケアに携わる企業など、「健康」に関する

企業を横断的に投資しようという取り組みである。テーマとしては、「健康」のほかにも、「観光」を挙げられて

いた。これらのお話を伺い、日本とシンガポールの投資に対する姿勢が全く異なるのだと実感した。GIC で

はリスクリターンを第一に考えている。このことは日本の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」と

いう)との対比で明らかである。即ち GIC は前述のように、ベースポートフォリオは株式：債券＝65：35 である

のに対し、GPIF は株式：債券＝40：60 である。このような点からもわかるよう多くの日系企業と比較し、GIC は

政府機関であっても積極的にリスクを取り、リターンを得ようとしている態度がとても衝撃的であった。私は、

来年からは日本のメーカーに就職する予定である。その企業は現在海外の同企業(特に中国)の成長に押さ

れ、苦境に立たされている。そのような企業の一社員になるにつけ、今回の訪問で得た、リスクを取ってリタ

ーンを得る事やその他の伺ったお話が、社会人としての成長や勤める企業が国際市場で苦境から脱するこ

との一助になるのではないかと私は思う。 

（注）Government of Singapore Investment Corporation Private Limited から 現在は GIC Private Limited 

に変更した。 

 

9 月 26 日夕食会 

ラッフルズホテルのアーケード１階にある SOUP RESTAURAN において、シンガポール在住の Thomson 

Reuters 通信社北野将之ご夫妻をアジア経済金融問題研究会とYMCA 一橋の招待による夕食会を行った。

北野夫妻からはシンガポールでの日常での生活やビジネスのお話を伺うことが出来た。 
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国信証券 

GUOSEN Securities HK 

Head of Equity Sales Business: Justin Lee 

Head of Research: Jason Siu  

Economist: Jingjing Yu 

Sales Assistant: Guo Dandan  

国信証券は、齋藤理事長の長年の香港の友人である投資家の Howe Wu 氏の紹介により訪問するもの。 

建内瑛貴 

 

９月２８日、国信証券(正式名：Guosen Securities)香港を訪問。中国で三大投資銀行の一つであり、主に

上場企業を対象にした証券業務を行っている。 

１９８９年に設立され、中国と香港に４７支店を持っている。 

本社は経済特区に指定され、金融センターとしても高い重要性を持つ深圳市(Shenzhen)に位置する。社

員はおよそ１万人以上と言われている。 

専門分野は証券業務、投資銀行業務、アセットマネジメント、調査、未公開株、資産管理、組織内の売買

や取引。主な顧客は中国と香港に集中している。 

国信証券の理念は(“Create value, self-realization”) 価値を作る自己実現。 

訪問先では中国株について討論。中国での株価の変動について説明を受ける。 

中国人の株価購入の傾向について、国信証券のアナリストたちの分析結果を聞く。 

例えば、中国ではテンセント、Google、Facebook など IT 産業の株は安定株として思う人が多いため、中

国国民に非常に人気が高い株ではあるが、国信証券のアナリストたちはそれらの株価上昇を懐疑的な視点

で見ており、今後株価の下落は十分に考えられると告白。 

中国株が今後日本経済にどのような影響を与えるのかも議論。 

質問としては、中国の不動産価格が沿岸部、北京上海では引き続き上昇傾向にあるが、中国の一人当た

りの GDP、所得に比較するととんでもない水準になっているが、これをどう思うかという齋藤祐一氏の質問に

対して、エコノミストの回答は、中国における不動産価格は、通常の住宅ローンの概念では捕捉できないも

ので、これは金融商品、投資商品と考えないと説明がつかないと、回答していたことが印象深い。 

この研修を通して我々は、中国株や中国での株価変動についてより理解を深めることができた。実際に、

国信証券などの中国大手証券会社はどのようなビジネスを行っているのかをより肌で実感することができ、

国信証券はどのような上場企業に投資をしているのかをより深く知ることができた。中国の証券事情などにつ

いて、中国の視点から考え、分析し、触れ合う機会はあまりないので、中国の現状を含め、国信証券香港を

訪問できたことは我々にとって中国証券をより身近に感じられるとても重要な研修であった。 

 

9 月２７日夕食会 

Victoria Capital の酒井宏祐氏と日経新聞社香港支局長粟井康夫氏、Victoria Capital の秘書 Karry 

Lau 女史を招いて、夕食会を開催した。粟井支局長からは香港経済や社会問題、特に反中国の動きなどの

お話しを伺うことができた。 
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Aozora Asia Pasific Finance Limited 

董事長：速水 博章 

シニア・バイスプレジデント＆ディレクター 上森順子 

エクゼクティブディレクター：佐々木 豪 

シニアマネジャー：Sammy Sze（香港出身） 

アナリスト：Divya Mohan（インド出身） 

Aozora Asia Pasific Fianance は、齋藤理事長の元の銀行であり、速水董事長及び上森氏は理事長が研

修課長時代に受講生として研修を受けた関係でもある。齋藤祐一氏とも元同僚として仕事した仲間である。 

 田村勝裕 

アジア第一の金融センターであるシンガポールに二泊し、ASEAN＋日中韓の通貨の安定を図る機関であ

る AMRO や、シンガポールの長期的発展の為、国家資産を運用する GIC といった、国家規模かつ公的な

機関を訪問した。その後我々はシンガポールを出発し、アジア第 2 の金融センターである香港へ向かった。

あおぞら銀行香港現地法人(以下「Aozora」という。)の説明に入る前に、香港に関する私の感想を簡単に述

べたい。香港に降り立ち私が第一に感じた印象は、香港はシンガポールに比べるとまだ、アジアの発展途

上国という雰囲気が残っているなというものであった。というのも大気は排ガスで汚染され、一日中霧がかっ

ており、1 キロ先のビルも靄の中に隠れている。新築されたばかりの全面ガラス張りの高層ビルがあると思え

ば、その横には汚れた雑居ビルが所狭し、と並び、ビルの修繕の為に組まれた足場は鉄骨ではなく竹を使

っている。(竹を組んで足場にするのは、台風の襲撃を頻繁に受ける香港の気候によるものであるとのことだ

が。) ただルイヴィトンやプラダなど高級品の広告が並び、Apple Store はたくさんの人であふれ、香港の急

速な経済的発展が見て取ることが出来た。さてそのような目覚ましい発展を続けている香港において、我々

は午前中、国信証券を訪問した後、Aozora へ向かった。Aozora では、速水社長自らがおいでになりお話下

さった。Aozora は、2005 年 6 月に香港に設立されたあおぞら銀行の 100%子会社であり、アジア太平洋地域

におけるコーポレートローン業務を推進している会社だ。インドからオーストラリアまで幅広くカバーするあお

ぞら銀行最大の子会社で、非日系企業向けのデット(社債及び貸付)ファイナンスをメインに行っている。主な

業務内容は二つで、投融資サービスと情報提供サービスである。投融資サービスとしては、アジア太平洋地

域で組成されるシンジゲートローンへの参加を中心に、事業会社、金融機関にコーポレートファイナンス、買

収ファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスを提供している。情報提供サービスに関して

は日系企業を中心に、アジア太平洋地域の現地情報を提供、また現地企業に対しても日系企業の情報を

提供している。ここからは速水社長から伺った話について触れたい。まず香港への日系商業銀行の進出状

況に関してお話を頂いた。香港には 3 大メガバンク及び日系地銀 24 行、三菱 UFJ 信託、ゆうちょ銀行が進

出しているとのことだった。地銀が香港へ進出しているのは私にとり驚きであった。ただ昨今のマイナス金利

政策や、地銀の合併劇を見るにつけ、縮小し、利益を上げにくい日本(地方)のマーケットから、徐々に海外

へ展開しているのだと実感することが出来た。これら香港へ進出してきた日系銀行の中で、Aozora の特徴を

以下に述べる。あおぞら銀行香港現地法人は国内準銀行の枠に入っており、バーゼル法的には、銀行で

はないとのことだった。また、従業員は約 10 人であり、4 割が現地スタッフとのことだった。実際にお会いした

社員の方の中でも、日本人以外の方が 2 人おり、一方の方が香港出身の方で、もう一方の方はインド出身

の方であった。また、総資産（貸付金額）は 1,000 億円とのことで、アセットアロケーションはアジア太平洋全

域に偏りなく分配しているとのことだった。具体的には、メインの香港が 30％、インドが 30%、インドネシアが
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20%、である。また、中国本土に関しては、中国経済の失速などから本社のクレジット規制が厳しいため案件

は少ない。タイはスプレッドが厳しいためやっていないとのお話も伺った。セクターに関しては、資源やインフ

ラへの一極集中は避け、様々な事業に展開している現地コングロマリットに力を注いでいるとのことであった。

Aozora のアジア太平洋地域での事業展開に関して、速水社長直々に説明いただくことが出来たのは大変

貴重な経験であったし、特に訪問後の社員の方との会食において、現地及び外国出身の社員の方との交

流は私にとり大変刺激的なものであった。というのも、社員の一人である Diva Mohan さんは、インド出身の方

で、インドの大学を出た後、香港の大学院で MBA を取得されたとのことであった。香港で交流した学生もそ

うだが、皆向上欲求が日本人学生とは比べ物にならない程強く、あおぞら銀行のような日系企業においても、

当たり前のように MBA を取得している方と共に働く環境を目にし、私のこれまでの大学生活を深く反省する

とともに、社会人になるまでの半年間、高い志を持ち少しでも彼らに追いつけるような勉学に励みたいと感じ

る良い刺激を得ることが出来た訪問であった。 

 

 

 

VICTORIA CAPITAL 

China New Enterprise Investment  

総経理 酒井宏祐 

酒井氏は、理事長の元日債銀時代の直属上司で理事長が韓国代表時代の常務取締役国際金融担当

役員であり、齋藤祐一氏が勤務したシンガポールのインフラファンドの設立者でもあり、日債銀副頭取を経

て、現在、中国の人民元グロス・ファンドの総経理でもある。Victoria Capital はこの中国人民元ファンドのマ

ザーカンパニーであり、香港からこの人民元ファンドをマネジメントしている。酒井氏は今年７９歳、依然、現

役として香港に住んで活躍されているのは驚きである。 

三品直輝 
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９月２８日に我々は VITORIA CAPITAL（以下 VC とする。）を訪問した。この会社は外貨で調達した資金

を人民元に交換し、中国国内に持ち込み運用するのでオンショア・ファンドと言われます。投資家は主として

欧州の投資家、ドルベースの資金を人民元に交換し、人民元で中国の未上場の中堅中小企業に投資をす

るファンドであり、特に特定の産業に焦点を合わせるのではなく、成長企業に投資するという意味でグロス・

ファンドである。一般的には、中国企業への投資は、利益は海外に送金できるものの、元本は会社が倒産し、

解散しない限り、投資元本は海外に元出せないことになっているが、本ファンドは、商務省の認可を得た特

別民元を外貨にかえて自由に持ち出せる。VC は CNEI（China New Enterprise Investment）という人民元オ

ンショア PE ファンドに支援されている。ここでは CNEI の総経理も務めている VC の代表、酒井宏佑氏に話

を伺った。 

外貨交換：オフショア・ファンドは中国内の企業に外貨にて投資は可能であるが、配当金を除き投資を処

分した場合の投資元本及びそのキャピタル・ゲインについて外貨での国外への送金・持ち出しは不可能で

ある。しかし、オンショア・ファンドの場合、キャピタル・ゲインを含め外貨への交換、国外への送金・持ち出し

は可能である。 

投資に係る許認可：オフショア・ファンドが中国企業に投資する場合、政府そして中央銀行の許認可を必

要とするが、通常 6 ヶ月程度の期間を要する。しかし、オンショア・ファンドの場合，関係当局の許認可を必

要とせず、機動的かつ迅速な対応・処理が可能であり、リスク回避、収益確保にもつながる。 

投資回収の容易さ：オフショア・ファンドは投資回収を図る場合、投資先企業がニューヨーク市場など中国

外の株式市場に上場するか、外国の企業の M&A 又は外国投資家に売却する以外ない。また、現在中国企

業の国外株式市場における IPO は中小企業の場合、新規許可取得は不可能となっている。オンショア・ファ

ンドの場合、投資先企業の国内株式市場への上場は、ベンチャー企業のための市場が設置されるなど容

易になっている。また、国内外の M&A そして売却も可能である。 

中国本土には中小企業が１０００万以上存在するが、それらは銀行から相手にされず、親戚や個人的つ

ながり、国内ファンドから資金を集めている。このなかでも特に“未上場企業に対する投資”を対象とする。と

いうのは、デューデリジェンスの過程で十分調査・選別可能で、株主権により企業への影響力・支配力の行

使可能で、ボードに参加し、企業のバリュー・アップに貢献可能であるからである。 

中国本土のあるスーパーに投資した事例である。経営者の印象もよく、売り上げも順調で信頼していた。

しかし、売り上げがあるにもかかわらず、お金が入ってこない。彼が不正を行っていたのだ。酒井氏が語るに、

契約の際の帳簿や書類は全く信用できないという。まず会計士を送り込み、経営者の債務や質を調べ上げ、

それでも最後は勘に頼らざるを得ない。だが同時に、１０社投資して１、２社成功すれば上出来という心構え

でやるといいという。 

VC での話はテクニカルなものが多く、難しい部分もあったが、私はオンショア・ファンドと中国経済につい

て理解を深められえたと思う。意外だったのは、一人っ子政策が進められた中国で今注目の産業は教育産

業だということだ。いわゆる、子供一人に６つの目がついていることで一人当たりにかける教育費が高いから

である。しかし、将来的には中国経済は「L 字シャープ」を描くといわれ、安心はできない。今後の中国経済

の動向に注目していきたい。 

 

9 月 28 日夕食会 Red Pepper Restaurant 

香港在住の Howe Wu 氏の予約で、酒井氏を含めての送別夕食会を開催した。あおぞら銀行の現地法
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人の上席バイス・プレジデント、上森順子氏も途中から参加し、賑やかな送別の会食となった。Wu 氏は京都

大学工学部の情報工学科を卒業、モルガンスタンレー証券で日本の不良債権を担当、その後米国のマスミ

ューチュアル保険の PE 投資ファンド会社、Babson Capital の日本及びアジアパシフィックの代表を経て、

現在杭州と香港を拠点に、自ら投資ファンドを運営している成功者である。 

 

香港 YMCA 

三品直輝 

YMCA OF HONG KONG 

General Secretary: Peter Ho 

Director of Community Center Service center & programs  

Principal Programme officer: Law Lap Man   

 

我々は 9 月 29 日に香港 YMCA を訪れ、聖書の説教、本部の見学、コミュニティセンターの見学、現地大

学生との交流と食事会を行った。翌日 9 月 30 日に香港中文大学を訪問し、大学内を見学したあと学生たち

と聖書研究を行った。 

聖書の説教（Devotion; Peter Ho Secretary General 主催） 

午前 8:25 に香港地下鉄九龍駅近くの YMCA ロビー到着した我々一行は、香港 YMCA の総主事を務め、

シカゴ大学 MBA を獲得後 JP モルガン証券でインベスメントバンカーであった Peter Ho 氏(カトリック信者)に

お会いして、聖書を３回音読し、その箇所を味わい、黙想し、何が書かれているか、Ho 氏の説明を聞きなが

ら、聖書の理解を深めるという方式であった。一方的な説教ではなく、車座になり、皆で味わい考えるという

やり方に新鮮なものを感じた。 

ルカによる福音書の 16 章 19 節～３１節の部分を何度か読んだ後、それぞれが心に浮かんだことを話し

て、Ho 氏がコメントを下さるという形式で行われた。 

我々は毎週聖書研究を行っているのだが、英語で聖書に触れるというのは新鮮な経験であった。当該箇

所は現世でいかに豊かでも傲慢で利己的な生き方をしているとあの世では報われないということ、そしてあ

の世での生き方は現世でしか決められないことを示唆している。この場面では金持ちと貧乏人ラザロが登場

するのだが、貧乏人には名前があり金持ちにはないように、神が人々を身分や財産ではなく、その生き方で

判断していることを表現によっても汲み取ることができ、私は非常に興味深いと思った。 

つまり、この金持ちは自分には、お金があり、贅沢三昧に暮らし、可愛そうなラザロを顧みることがなかった、

死んでから黄泉で苦しみ悶えているので、何とかラザロを呼んで自分に水を汲んで飲まして欲しいと哀願す

る。自分が一人で贅沢三昧していた時、ラザロが飢えて病で苦しんでいても見向きもしなかったこの金持ち

が、黄泉で泣きわめくのである。聖書が何を言わんとしているのか、Ho 氏いわく、死後の生き方、あり方を決

めるのは、実は生きているときに決まる、つまり、私たちは生きているときに、モーセと予言者の言葉を聞く、

つまり信仰を持って生きることが大切である、そうであれば哀れなラザロを、この金持ちは見向きもしなかった

態度が改められて、ラザロに親切に接したに違いない。信仰を持たないで生きるとは自らを神のように尊大

に生きることに繋がる、この金持ちのように、であれば、その尊大に生きた付けは、死後、払うことになるのだ

と、教えているのだ。 
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館内の見学 

香港 YMCA の所長の Eric Yeung 氏に案内され、館内の施設を見学や香港 YMCA の事業について学ん

だ。施設は屋内プールや体育館、ジムなどの運動施設、保育園や資格取得を目的とする教育施設があった。

私が驚いたのは、ボルダリングの施設を覗いたとき学生が多くいて、なんと授業の一環でやっていたことだ。

授業の内容は個人の意思を尊重して、ある程度選択の幅があるようだ。金銭的な問題があるかもしれないが、

柔道か剣道を強制される今の日本の教育制度は考えるところがあるはずだ。 

香港の裏側 

ロビーを後にした我々は YMCA スタッフの Law 氏と食事をしたあとコミュニティセンターに向かった。深水

捗駅で降りた私たちが見たものはセントラルで見てきた華やかな香港のイメージとは異なるものだった。活気

はあったが古くて汚いマンションが一帯に広がっており、貧しい生活環境がうかがえた。具体的には、一つ

のマンションの部屋に、数家族が暮らすという貧しさである。しかも、この貧民街のマンションの価格が中国

本土の投資家によって買い漁られた結果、さらに高騰し、香港住民を苦しめているので、香近住民の本土

中国に対する反発が増しているとのことである。また、近年、移民が急速に増えており、その建物をさらにシ

ェアして住むそうだ。一人当たり GDP が日本より高いこの国の貧富の格差を痛感した。コミュニティセンター

はこのような地域で社会教育、資格取得、就職を応援し、コミュニケーションの場として機能している香港

YMCA の重要なボランティア活動の一つである。 

大学生との交流、食事会 

 18:00 ごろ再びロビーに戻った私たちは現地の大学生たちと交流した。経済や社会についての難しい話

だけでなく、普段の大学生活のことなどたわいもない会話もたくさんした。住むところは違っても、同じような

考え方も垣間見られて親近感が湧いた。実際、私は英語が得意な方ではないがこの交流をきっかけに英語

をもっと聞きたい、もっと話したい、という思いが強くなった。 

 

香港中文大学 

三品直輝 

翌日我々は大學駅にある香港中文大学を訪れ、小出雅生先生と一橋大学との交換留学生の村川さんに

大学構内を案内していただいた。この大学は学生が各書院と学院に所属する英国式で、各書院にはエンブ

レムがあり私は憧れた。その後、中文大学の UNI－Y に所属する人たちと英語で意見交換を行った。形式

は２日目のシンガポール経営大学のときと同じく、お互いに活動報告をして話し合った。やはり我々一橋

YMCA は聖書研究に力を入れているが、そこから発展して YMCA 精神にのっとったボランティア活動が不

足しているということを再度確認された。このことを我々の団体の今後の課題としたい。 
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編集後記 

 

一橋大学基督教青年会『会報』66 号をお届けします。数年前のことですが、民放テレビ局の番組「日

本人の 30％しか知らない常識」のなかで、「YMCA」が取り上げられたことがあります。アメリカで流行

った YMCA という題のディスコ・ミュージックを日本版で歌ってヒットさせた西条秀樹という歌手も、

YMCA とは Young Men Creative Activity の意味だと思っていたそうです。実際、街に出ても YMCA の

英会話教室や、水泳教室や体操教室はありますが、YMCA のキリスト教入門講座は見たことがありませ

ん。だから、ほとんどの日本人が YMCA の意味を知らない原因は、YMCA の活動に仕方にあるのです。

しかし、わが一橋大学基督教青年会は大学生のための寄宿舎を持ち、128 年に亘って毎週、聖書研究会を

続けてきました。いまや寮生の中にはキリスト信者はいなくなったようですが、公益法人一橋大学基督

教青年会がその基本理念を忘れず、卒業生たちが在学生たちを導き、聖書研究会が聖職者の指導の下で

続けられる限り、わが YMCA は永遠に Christian Association であり続けることができるのです。 

 本号では、理事長による貴重な「巻頭言」に続いて、やはり理事長による「公益法人化」のための苦闘

が紹介されます。感動的な内容です。「YMCA 寮」のセクションの渡辺徹さんの文章は、公益法人化に伴

って生じるヨリ大きな責務を認識して努力しよう、という趣旨の貴重な文章です。次に、松木雄大さんの

文章は、学生時代にお世話になった野澤寮母様のご自宅に多数の卒業生が一堂に会した様子の報告です。

楽しく貴重なひと時であったことでしょう。「随想」のセクションの最初の文章は、一橋大学卒業後に医

学の道に進まれた青﨑敏彦さんが、ご自身の体験を踏まえて僻地医療の意義とその問題について語られ

た興味深い一文です。崔勇さんの「近況報告」はご自身の金融業界での仕事の経験を踏まえたものであ

り、金融資産の運用についての啓蒙的な文章です。若い世代の方々にはぜひ読んでいただきたいと思い

ます。福元洋平さんの近況報告は、読売新聞の記者としての充実した毎日の報告です。卒業生に方々が、

それぞれの分野で活躍しておられる様子を知ることは、同じ仲間として大変うれしいことです。「論考」

では佐藤周一さんが64号に続いて、豊後国の切支丹遺跡について興味深い論考を寄せてくださいました。

お仕事の関係で大分在任中に出会ったテーマだということですが、論考の内容は本格的な研究論文の域

に近づいています。「海外便り」では、中村研太さんがイギリスでのサッカー観戦の極意を伝授してくれ

ます。中村さんは、よほどサッカー観戦が好きなのでしょう。読んでいるだけで、楽しくなってくるよう

な文章です。「特別聖研報告」は伊藤淳神父による特別聖研の報告を落手しました。伊藤神父は、ご自分

のキリスト教徒の出会いから神父として叙階されるまでの魂の遍歴を語られ、学生諸君からのいくつか

の質問に答えられたようです。伊藤神父のお導きに感謝します。最後に「学生諸君の海外研修」の報告を

掲載しました。今年は齋藤理事長に引率されて、数名の学生諸君が香港とシンガポールの YMCA と交流

し、東アジアの経済事情について見聞し、認識を深めました。学生諸君の文章は大変しっかりしており、

頼もしく思いました。 

 以上、お忙しい中、貴重な時間を割いて、本号に貴重な文章を投稿されたすべての方々に深く御礼申し

上げます。                

（編集人 山本通・杉山晶彦） 
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