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巻 頭 言 

男と女 

理事長 齋 藤 金 義 (昭 46 経・48 法) 

 

私事で誠に恐縮ではあるが、今年 5 月に家内が天に召された。そのことを通じて、改めて、聖書が教える男と

女、夫と妻について考えてみたい。 

創世記を読むと、男と女についての記述は２か所ある。最初は、天地創造の御業の中で、第 6 日目に、神は

「自分の形に似せて人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。」（第 1 章 26 節）。

二番目は、この第 1 章とは少し矛盾するのであるが、第 2 章に、人がひとりでいるのは良くない。彼のために、ふさ

わしい助け手を造ろう」。 「（中略）人はすべての獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかっ

た。そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時に、そのあばら骨の一つを取って、その所を肉でふさがれた。 主

なる神は人から取ったあばら骨でひとりの女を造り、人のところへ連れてこられた。 そのとき、人は言った。『これこ

そ、ついにわたしの骨の骨、わたしの肉の肉。男から取ったものだから、これを女と名づけよう』。それで人はその

父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるのである。」 

創世記の記述は、一貫していないが、基本は、人は神の形に似せて創られたとあり、第１章では男と女は対等

に創られたとしている。しかし、第 2 章の記述では、人とは男を意味し、人に相応しい助け手を造ろうとし、様々な

生き物や動物を人に見せるが人は満足しないので、人を眠らせて、その肋骨の 1 本を抜き出して、それで女を造

ったとある。人間の肋骨が左右対称の 14 本ではなく、13 本であることを捩ったとも言えるこの創世記の話は、勿論

寓話なのであるが、それが意味するものは大変深いものがある。即ち、配偶者である妻とは、自らの分身であると

いうことを創世記は言っている。そして、最後に、人と妻は一体であると規定した。人間関係の基本が親子ではな

く、夫婦であるとする聖書の世界観が見事に表現されている。 

実際問題、生い立ちも性格も異なる一組の男女がどうして一体となれるのだろうか？また、先祖代々の男系の

血筋を重んじ、極端に言えば、「腹は借り物」として女性を対等の存在としてあまり顧みることの少ない日本教の伝

統と、この旧約聖書の世界観、人生観は大きく異なると言えよう。確かに、創世記においても、動物や生き物に名

前をつけ、それら自然界を支配するのは人であり、その人とは男であり、男がこの世界をリードする存在であること

を当然としているが、他方、女性である配偶者の位置づけとしては、男の分身、男自身としているところが実に奥

深く、面白い。 

もう一か所、旧約聖書の伝道の書（コヘレトの手紙）の９章９節には、「日の下で神から賜わったあなたの空なる

命の日の間、あなたはその愛する妻と共に楽しく暮すがよい。これはあなたが世にあってうける分、あなたが日の

下で労する労苦によって得るものだからである。」とあるように、聖書は、親子と暮らすのではなく、愛する妻と共に

あって楽しいのだ、と規定している。ここにも聖書が人の幸福の基準を夫婦においていることが示されている。 

翻って、私あるいは皆さんの実感はどうであろうか？家内を亡くして、多くの方から慰めと激励を頂戴しているし、

子供や孫からも気遣って貰っており、それはそれで有難いことであるし、失った部分をかなりの程度、埋め合わせ

ることには役立っている。有難く、感謝にたえないことである。しかし、やはり、アダムと同様に、他のものでは慰め

きれないことが確かなことも、また確かなことなのである。 
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寮の思い出 

 滝澤英一（1985：昭和 60 法卒） 

 

 YMCA 寮の思い出を申し述べます。 

 

１． 聖書研究会 

 

一年生では「使徒言行録」を取り上げました。面白くありませんでした。折角の機会なのだから、 

もっと深く読んで、そして意見を交わせばよかったなと、今も思います。 

大阪に勤務していた時、教会の関係で、聖書の分かち合いに参加しました。神戸・三ノ宮駅から下った所に

あった、聖パウロ書院の２階に、基本的には信者の青年が集まりました。阪神大震災よりも前の事です。福音を

読んで、OHP のシートに各自が感想を書き、これを元に発表しあう。言い放つだけで、批判や評論はしない。シ

ートに書くのは、前の人の意見で左右されるのを避けるためです。同じ福音の箇所で感想を発表するのですが、

人によって感じ方が違う。些細な表現に拘る人もあれば、自分の思い出に引き当てて語る人もありました。その

分かち合いの会を主宰していたシスターが「ローマの信徒への手紙」を取り上げた時に言っていました。当時、

ローマ人は異邦人。私たち日本に住む人も異邦人。だから、ローマの信徒への手紙は、私たちに向けて語られ

たものでもある、と。私が YMCA の聖研に参加する際、自分に向けて語られているのだとして聖書に向かい合う

姿勢が欠けていたのかも知れない、と思いました。 

 

 現在、私の通う「カトリック静岡教会」では月初の日曜日に少人数で福音の分かち合いをしています。そこで

出た意見は外に漏らさないルールとしていますので、読者の皆さんと分かち合えないのが残念です。これは主

婦や「施設」から通ってくる人等さまざまな人が勝手な感想を述べます。或る時、初めて参加した方から分かち

合いの後で、「聖書を『解釈』しちゃって、いいのですか」と質問がありました。何と答えればよいか迷いました。

皆さんならば何と答えますか？ 

 「素直に読めばいいんですよ」「聖書にはいろいろなお話が出てきます。自分に引き当てて考えながら読めば

いいんです」と他の方が答えてくださいました。 私たちは、聖書を読み込もう・理解しようとしている。イエス・キ

リストが何を伝えたかったのかを分かりたいと思っている。その為に、時代背景を学習したり、聖書の他の箇所

（旧約も新約も）を参考にする事はある。聖書は矛盾するように思われる時もしばしば有る。でも、偉大な宗教で

あるとの敬意を前提に読めば、全能の父なる神のみこころを地に行われるお手伝いができるかも知れない、と

思いました。 

 

２． 中島先生の事 

 

私が寮長を務めさせていただいた時（１９８３年）のある日、前触れなく中島省吾先生が寮を来訪されました。フ

ェリスの学長に決まったのだとのことでした。おめでとうございます、とお祝いを申し上げますと、学生との触れ合い

（議論・教育）から遠のくので寂しくなると応えられました。 
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 あのタイミングで、おそらく自分の来し方を見つめたくて来訪されたであろう先生に、玄関口での対応だけではな

くて、せめて食堂に上がっていただいて、お茶の一杯でもお出しすれば良かったのですが、全く気が回りません

でした。 

 

３． 冷蔵庫を持ち込んだ事 

 

やはり私が寮長をしていた時に、突然電話が鳴って、不要になった冷蔵庫を寄付したい、という申し出がありま

した。大学からリヤカーを借りて、一期下の佐藤兄と引き取りに行きました。 

 良かれと思って、寮の３階の洗面所前に、頂いた冷蔵庫を設置しました。寮生が各々買ってきた食糧や飲み物

を保管するに便利だと思ったからです。ミーティングでの合意形成も無く、独断でした。 

「寮生が顔を合わせる機会を減らす」と、後から批判が出ました。冷蔵庫が厨房にしか無いから、そこまでモノを取

りに来て、寮生同士の会話が始まることもある。個室に籠る時間が増えるのは共同生活としていかがなものか。 

 単に便利だから、というだけで事実を積み重ねてはいけない。共同生活の貴重な宝を失うこともあるのだから、し

っかり議論しなければならないと思いました。どちらかへ決断しなければならないとしても、懸念があるならば、そ

の予防策を敷く知恵を働かせる、という手順を飛ばしてしまいました。 

 

４． 総会でビールを出しました。予餞会では・・・ 

 

私の通っていた田舎のカトリック教会では、復活祭（イースター）、クリスマス、聖霊降臨（ペンテコステ）のミサの

後、パーティーを持ちました。大人達はビールを飲んでいました。一橋 YMCA の総会の予約手配をする時に、飲

み物を尋ねられ、サークルの集まりと同じ感覚で、ビールとジュースを注文しました。総会当日、机上に並んだビ

ールを見た先輩 OB から「ビールが・・・」と、唖然とした表情をされました。 

 私たちは「大食漢で大酒飲み（マタイ１１－１９）の仲間」であったとしても、「深酒で心が鈍くならないよう」（ルカ２

１－３４）に注意しなければならないのでした。（或いは、ワインだったら許されたのかも知れない・・・という事も無か

ったと思います）。「まあ、いいじゃないか」と助け船を出してくださった先輩 OB の言葉もあり、その会ではビールも

少し飲んだと思いますが、私は味を覚えていません。 

 

 一橋 YMCA ではどんな会でも、始めと終わりに歌を歌います。その年の予餞会では、閉会の歌に讃美歌４０５番

を選びました。当時は１０月１日が就職活動（会社訪問）解禁日でした。解禁日の朝、企業訪問へ出発するスーツ

姿の４年生を讃美歌４０５番で送り出すのだ、と教えられたのです。私が１年生の時に、４年生の小栗先輩を送り出

す際に歌いました。小栗さんも寮の玄関で声を合わせて歌ってくださいました。良い歌だな、と思っていました。予

餞会もお開きの段になり、閉会の歌を歌おうとした際に、「えっ、４０５番か？」と先輩 OB が顔を曇らせました。「４０

５ 送別 旅行」、と讃美歌集にはあるのですが、告別式の時に歌う事が多いという事を、その時に知りました。 

「まあ、いいじゃないか」と言って下さった先輩 OB もあり、その会では４０５番を歌ったように思います。「神ともにい

まして ゆく道を護り、あめの御糧もて 力を与えませ また会う日まで また会う日まで、神の護り 汝が身を離れ

ざれ」・・・いい歌ですよね。 

 

５． 富田さんのカレーとカレー事件 
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私たちの代の寮母さんは旧姓富田信子さんでした。（今はご夫君と死別されたのちに再婚されて佐藤信子さん

です）。富田さんは住み込みではなく、通いの寮母さんでした。聖書研究会には熱心に参加される、バリバリのクリ

スチャンの寮母さんでした。私たちのいる間に「ついに四十路を超えました」と仰いました。現在の私たちよりも余

程若い年齢で通いの寮母さんをして下さった訳で、よくぞ男子１６名を養って下さったと感謝しております。 

 聖研の日の夕食はカレーでした。後片付けがお皿一枚で足りるという事が理由だと聞いていました。このカレー

が大変においしかった。最初に食べる寮生は、カレーのお皿にご飯を盛り上げ、そこに思う存分カレーをかけ、食

べ終えた後で更にお代わりをします。「同じ釜の飯」から大量に取るので、最後の寮生の分が残らない、或るは大

層少なくなるのは当然です。これに、心を痛めた富田さんが、翌週は「これでもか」とばかりに大量にカレーを作り

ます。寮生も「ありがとう」と大量に盛り付けて、やはり最後の分が少なくなります。 

 「心は燃えても、肉体は弱い。」（マタイ２６－４１）というような訳で、野獣のような胃袋を持った寮生への対応で大

変にお世話になりました。「お代わりは、最後の人が終わってから」「取り置きをする人は自分の一食分だけ。無闇

に取りすぎない」等と、小学生にも対するかのような申し合わせをしました。 

 

６． 時間の感覚 

 

当時を思い出すときに、一瞬の記憶なのですが、間違いなくその時にはそう思った、という記憶があります。或

る晩、夜中の１２時を回って、家庭教師や様々なアルバイトやゼミ活動、サークル活動を終えて寮生が寮に戻って

きました。「１２時を回って、（皆帰って来た）さあこれからだ」と思った記憶があります。現在の私は、遅くも１１時に

は寝て６時～７時に起床としていますので、１２時を回ることは、滅多にありません。ましてや１２時を回ったので活

動が開始する、などというドラキュラのような感性は持ち合わせておりません。 

 これも一瞬の記憶ですが、ホールから声がするので２階の吹き抜けから眺め下したら、ホールで会話する寮生が

あり、また食堂で談笑（議論？）する別の寮生があり、一方チャペルではギターを奏でている人がいて（金子さんか

安井さんだったでしょうか）、それぞれがしたいことをしているだけなのですが、「何かいいな」と思った記憶がありま

す。今にして思えば、その一瞬だけでは無く、前後も併せて、寮生同士が気遣い合える雰囲気に信頼感を覚え、

安心していたのだと思います。 

 

 

 

住まいとしてのＹＭＣＡ一橋寮 

 

櫻井進（1990：平２商卒） 

 

２０代のときは、いろいろな場所で生活した。１か月以上過ごしたところは、ＹＭＣＡ一橋寮を除いて８か所ある。

まず、在学中に、米国のフィラデルフィア市のペンシルヴァニア大学（ペン大）に１年間留学し、学生寮で生活した。

卒業後、新入社員工場実習の間に福岡県黒崎市、本社勤務になった後は東京都狛江市の独身寮で過ごした。

その後、米国のノースカロライナ大学ロースクール（ＵＮＣ）に留学し、１年間チャペルヒル市の学生寮に入り、２年
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間ダーラム市のアパートを共同で借りた。ロースクールの夏休みには、中国の上海市の大学の留学生寮や米国ワ

シントンＤＣのアパートで過ごした。ロースクールを卒業した後は、米国の現地法人に赴任し、マンハッタンのアパ

ートで独り暮らしをした。 

ところで、ＹＭＣＡ一橋寮は、一橋ＹＭＣＡの活動の基盤となる施設である。老朽化が進んでおり、いずれ建て

替えが必要になる。様々な場所で暮らした経験から、住まいとしての一橋寮について書いてみることにした。 

一般的に、よい住まいというのは、快適な生活を営める住居ということである。それには、住まいを取り巻く自然

的・社会的環境と、住居そのものの住みやすさが必要である。まず、住宅地としての住みよいのは、環境が良く、

交通や通勤通学に便利で、安全かつ静かな場所であろう。次に、住居そのものの住みやすさであるが、一定のス

ペースがある個室等があり、機能別に部屋が分かれていて、それぞれの連絡がいいことなどがその要素として挙

げられるのではないか。 

一橋寮は住みよい住宅地にある。そこで、住居としての住みやすさについてみてみると、寮には個室という自分

だけの空間がある。けっして広くはないが、食堂で過ごすことも多く、物をあまり持っていなかったので、特に不自

由は感じなかった。黒崎市の独身寮は３畳に２人だったので、狭かった。同室になった博士は、コーヒーを飲んで

くつろぐ習慣があったが、どこで飲んでいてもぶつかりそうで、こちらはあまりくつろげなかった。他に、一橋寮の部

屋で思い出すのは、片方の壁が薄かったことである。隣室の先輩に何度か寝言を指摘されたから覚えている。先

輩は、音を出さないように気遣ってくれていたようであったが、寝言の対策は難しかった。 

一橋寮には皆が過ごす食堂があって、寮母さんが使っていないときは、台所も自由に使えた。ほとんど自炊は

しなかったが、いつでも使えるのは良かった。会社の独身寮には食堂があったが、団らんする雰囲気はあまりなか

ったし、台所は寮の管理人兼調理人専用だったので使うことができなかった。ペン大の学生寮では、ダイニングと

キッチンのある４人用のスイートで生活した。キッチンがあっても、買い物が不便だったので、別棟のカフェテリア

で食べることが多かった。ルームメートは３人とも韓国系米国人だったのだが、誰かが自炊したときに一緒に食べ

ることはあった。実家で漬けたというキムチをごちそうになることもあった。ＵＮＣの学生寮は、キッチンとダイニング

スペースが各階に一か所あったが、各階百人位の学生が生活していたので、キッチンに行っても、使っている人、

待っている人がいることがほとんどだった。しかも、部屋から外廊下を通って行く構造になっていたので、結局、消

極的選択の結果、別棟のカフェテリアに行くことが多くなった。 

さすがに、トイレやシャワーが別の棟にあるところはなかったが、共有する人数によって使い勝手が違う。ペン大

では４人での利用だったが、さほど気にならなかった。ＵＮＣの寮は、２人部屋２つと個室２つでトイレとシャワーを

共同利用する造りになっていた。ペン大の時とは２人の差に過ぎないが、勉強の面で余裕がなかったせいもある

のだろうが、時間が重なることが多いように感じ、早起きして朝一番にシャワーを浴びるようになった。一橋寮では

１６人での共同利用だったが、不思議と待った記憶がない。でもこれは単に忘れているだけだという気がしている。

というのも、先日、当時の在寮生と話をしていたところ、ある寮生のシャワー時間が長いことが話題になったからで

ある。シャワー待ちが生じていたに違いない。 

その他の住まいの機能というと洗濯だろうか。米国の寮やアパートにはコインランドリーのような施設があって便

利だった。会社の独身寮にはクリーニングの業者が出入りしていた。一橋寮では、二層式の洗濯機を使っていた

記憶である。住宅の機能に含まれるのかよく分からないが、夏涼しく、冬暖かいということも住みやすさの重要な要

素であろう。セントラル方式の空調のある米国のアパートは、この点では快適だった。 

では、どんな寮がいいか。住まいの機能面を重視すると、施設の充実したアパートが良いということになる。だが、

ＹＭＣＡ一橋寮の良さは、そこが共同生活の場であるという点にある。もちろん、共同生活者同士の相性にもよる
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のだが、住まいのデザイン次第で、一緒に生活をする人が仲良くなったり、不仲になったりする面もあるように感じ

ている。３畳部屋に２人で生活するのは無理がある（実習が２か月で終わったので不仲にならずにすんだ。）。ダ

ーラム市での共同生活は、寝室、トイレとシャワー以外は基本的に共有だったから、相性のあまり良くなかった米

国人ルームメートとの関係はぎくしゃくしてしまった。トイレとシャワーのみを共有したＵＮＣの学生達とは、挨拶だ

けの関係に終わった。ペン大の寮では、ルームメートと共有する空間があることで自然と親しくなり、キムチが好物

になった。 

現在の鉄筋コンクリートの建物は、建て替え前の木造の寮のような趣はないのかもしれない。それでも、礼拝堂

があり、単なる学生アパートではない、家庭的な雰囲気があった。聖研があって、寮母の富田さんがいらっしゃっ

て、寮生がお互いに何に関心があるか、何に悩んでいるかが、直接的間接的に伝わってくる、自分の居場所があ

ると思える寮だった。建て替えをする場合に、どのようなデザインが良いのかについては様々な考えがあると思う。

そこで生活する将来の寮生にとって、いい空間にできるといい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 7 - 

 

 

「よき便り」から 

 

山本 通（1970 年：昭 45 経卒） 

 

 

 私は数年前から、カトリック藤が丘教会のホームページの巻頭言を、「よき便り」と題して神父に代わって書いて

います。ここに最近のものを纏めて掲載します。 

 

よき便り（2015 年７月号） 

 

「我思う、ゆえに我在り」。近代哲学の始まりを画すデカルトの言葉だと言われています。認識が自分の存在の

根拠だというわけです。しかし彼は「私は誰なのか」とは問いませんでした。 

 アメリカのビル・クリントンが来日した時、当時の日本の首相が How Are You？と挨拶するべきところを誤って

Who Are You？と言ってしまったという逸話があります。ビルはちょっと考えてから「私はヒラリーの夫です」と答えま

した。そうです。「私」は他者との関係の中でしか「私」ではありえないのです。「私は大統領です」といっても同じこ

とです。大統領は国家ないし内閣という組織の中の役職なのですから、やはり「私」は他者との関係の中で位置づ

けられるわけです。人は他者との関係の中で初めて「私」になるのです。仏教では、このことを「縁」という言葉で表

しています。 

 その場合、「他者」は必ずしも生存している人だけを指しているわけではありません。『日本経済新聞』に連載さ

れた久間十義の「禁断のスカルペル」という小説に、自分の娘から生体腎を移植してもらって元気になった父親が

登場します。その娘は、不幸にも、震災の犠牲になって亡くなりました。この父は次のように言います。・・・「私は一

人で生きているつもりになっていたし、何事にもまず自分というものがある、と思い込んでいた。でもね、そうじゃな

かった。今度の震災でよくわかったんです。私はね、私一人じゃなく、例えば死んだ娘や、家族や、知り合いや、

仲間や、その他の者たちとの記憶を共有していて、その記憶がなかったら、私は私じゃないんだ。（中略）私が生

きるというのは、そういう他の者との繋がりで生きているのであって、一人で生きているんじゃない」・・・ 

 ところで私たちは、もう一つ踏み込んで、「私」を他者との関係の中に置き、生かしてくださる絶対的な存在との係

わりにおいて捉えることは出来ないでしょうか。私を生んでくれた両親の、そのまた両親。・・・いのちの連鎖の根源

である大いなる神です。私たちキリスト信者はそのような神を信じ、その神の思いを、イエス・キリストを通して知るこ

とができる、と信じているのです。 

 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。興味を持たれら方は、ぜひ日曜日のミサを覗きにいらして下さい。 

 

 

 

よき便り（2015 年８月） 

 



 

 

- 8 - 

 

時々「敬虔なキリスト信者」という言葉を耳にします。「敬虔な仏教徒」という言葉は普通使われないのに、キリス

ト信者だけが「敬虔な」と形容されるのは不思議なことです。「あの人は敬虔なキリスト信者だから酒は飲まない」と

か「怪しげな歓楽街には近づかない」という風に言われるわけです。「敬虔な」という形容には、敬意だけではなく、

偽善者的という軽蔑の意味が含まれている場合もあります。しかし、キリスト信者は自分たちを立派な人たちと自覚

しているわけではありません。むしろ、自分たちが罪びとであることを自覚しています。これに関して思い出される

のは、「マルコによる福音書」10 章 17～22 節などで語られた「金持ちの男」の話です。 

この男はイエスに駆け寄って跪き、「永遠の生命を受け継ぐために、私は何をすればよいでしょうか」と問いかけ

ます。イエスは彼に問いただします。「『殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え』とい

う掟をあなたは知っているはずだ」。すると彼は答えます。「先生、そういうことはみな、子供の時から守ってきまし

た」。彼は、旧約聖書の「十戒」を真面目に守ってきた、ということを主張しているわけです。イエスは彼を見つめ、

慈しんで言われました。「あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施

しなさい。・・・それから私に従いなさい」と。彼は律法を守るという点では欠点のない人でした。彼に欠けていたの

は、彼の貧しい隣人たちに対する思いやり・愛なのでした。イエスが指摘したのは、隣人愛のない律法主義が偽

善と独善に堕すということです。 

 しかし、「隣人を愛する」というのは、実際には大変難しいことです。私たちは、自分が安楽に生存していくために、

意識的・無意識的に隣人愛に反することをどれほど多くしていることでしょうか。キリスト信者は自分が罪びとである

ことを自覚し、また、そういった弱さを克服して、イエスが説く愛と赦しを実践しようとします。しかし、それは神の助

けがなければ、とうてい不可能なことです。だからキリスト信者は、神が私たちを憐れみ、共に歩んで支えて下さる

ことを、いつも祈るのです。 

 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

を叩かれることを期待しております。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。お待ちして

います。 

 

 

よき便り（2015 年 9 月） 

 

 『日本経済新聞』８月４日の「私の履歴書」の中で脚本家の倉本聡は自分の父が戦時中に特高に連行された話

を書いています。彼の父はキリスト信者であり、教会の週報に「戦争は罪悪だ」と書いたために逮捕されたのです。

戦争は国家レベルでの暴力の行使であり、いろいろな国の国民が兵士としてお互いに殺しあうことを意味します。

それだけではありません。戦争は数多くの非戦闘員を巻き込み、彼らを飢餓と病気と絶望に陥れ、命を奪います。

キリスト信者ならずとも、だれが考えても「戦争は罪悪」なのです。 

しかし 1930 年代はじめから日本では「聖戦」という言葉が広く使われるようになります。日中戦争が泥沼化して

きた 1940 年 3 月には 100 名以上の衆議院議員によって「聖戦貫徹議員連盟」が結成されました。その「聖戦」と

は一体何だったのでしょうか。それは結果的に日本と近隣のアジアの人びとにどれほど多くの苦しみ与えたことで

しょうか。 

辞書を引いてみれば解ることですが、英語には holy war という言葉はありません。戦争は「聖なるもの」ではない

ので、それは表現矛盾なのです。「聖戦」とはこの時期の「国家神道」を背景として創られた造語です。当時、天皇

は「国民の神」だとされていました。神が行う戦争だから「聖戦」だというわけです。しかし戦後、天皇の戦争責任が
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問われることはありませんでした。また戦後の政治家たちも、この倒錯した「聖戦」論の根源を徹底的に追究しませ

んでした。先の戦争に対する反省のこの中途半端さの悪影響は、現在にまで及んでいます。 

現在、「戦争の放棄」をうたった憲法 9 条を骨抜きにするための「安保関連法案」が国会で審議されています。

これに反対する国民の世論が湧き上がり、内閣支持率は下落しました。しかし、ある小説家はマスコミの反対報道

を抑圧するべきだと発言し、ある国会議員は「安保関連法案に反対するのは『戦争に行きたくない』という自己中

心的で利己的な姿勢だ」として反対派を批判しました。しかし、これらの人びとは「戦争は罪悪だ」というごく当たり

前のことを忘れているようです。また、一部の政治家は、国際紛争を話し合いによって解決するという、自分たちの

基本的な任務を忘れているようです。 

キリスト信者はイエス・キリストの教えに導かれて、戦争そのものを認めず、戦争に導く法案に反対します。神を愛

し、自分を大事にするように隣人を愛し慈しみ、敵となる人にも人間として関わるよう努力します。自分の罪を反省

し、他人の罪を赦そうとするからです。しかし、これらは言うに易く、行うに難いことです。神の前での自分のあり方

と隣人愛のあり方が問われる重い課題であるため、神様の力強い支えがなければできないことなのです。 

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（2015 年 10 月） 

 

今年は日本のカトリック教会において「信徒発見 150 周年」にあたります。「信徒発見」とは明治時代の初めに長

崎で「隠れキリシタン」が宣教師の前に姿を現したことを言います。彼らは 200 年以上に亘る潜伏のあいだ正統信

仰を保ってきたのでした。良く知られているように、日本のいわゆる戦国時代にキリスト教は大変な勢いで広がりま

した。関ヶ原の戦いの 1600 年頃にキリシタンは約 70 万人いたと言われます。これは現在の日本人のカトリック信

者数を上回っています。歴史人口学者の速水融によるとこの頃の日本の総人口は約 1,200 万人だったので、総

人口に対するカトリック信者の割合は６％位でした。フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸してからわずか 50年。

キリスト教は、どうしてこれほどまでに急速に日本に浸透したのでしょうか。その理由は、3 つあると思います。 

第１に、日本布教の先頭に立ったイエズス会が非常に効果的な宣教戦略をとったことが挙げられるでしょう。宣

教師たちは各地の戦国大名たちに面会してキリスト教の教えを説くだけではなく、最新の科学の成果や世界情勢

について語り、貿易の利益を説いて、領内での布教の許可を得ました。宣教師たちは布教のために熱心に日本

語を習得しただけではなく、グーテンベルクによって発明されたばかりの活版印刷機を日本に持ち込んで、ロー

マ字やひらがなの多種類の教理書や祈祷書を大量に印刷しました。当時の日本人の識字率は他の国々に比べ

て非常に高かったのです。また、セミナリヨ（神学校）などの教育機関を設立しました。（以上については、例えば、

尾原悟『ザビエル』清水書院をご覧ください） 

第２に、宣教師たちの献身的努力です。彼らは遠く危険な船旅をもろともせずにヨーロッパから渡来し、福音伝道

のために身を捧げました。彼らの篤い信仰と広く深い学識、その清廉な生き方は、上層下層を問わず日本の人々

の心を捉えたのでした。 

しかし、日本社会へのキリスト教の急速な浸透の第３の、最大の理由は、イエス・キリストのメッセージそのものに

あると思われます。イエスはいつも社会的弱者に寄り添い、慰めを与えてきました。例えば「ルカによる福音書」６

章 20～21 はイエスの次のような言葉を記しています。「貧しい人々は幸いである、神の国はあなたがたのものであ
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る。今飢えている人びとは幸いである、あなたがたは満たされる。今泣いている人びとは幸いである。あなたがた

は笑うようになる」。戦乱のうち続く当時の不安定な日本の社会で、農民や女性など、悩み苦しみに耐えていた多

くの人々がキリストの福音に救いを見出したのは、ごく自然なことだったのではないでしょうか。 

そして今も、キリストの教会は、悩み苦しみを抱える人々を待っているのです。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（2015 年１１月） 

 

 先日、梶田隆章氏のノーベル物理学賞受賞が決まりました。氏らの研究は、素粒子物理学の標準的な理論と矛

盾する素粒子ニュートリノの性質を初めて明らかにした、と評価されています。村山斉氏によると「19 世紀の終わり

頃まで、宇宙はすべて『原子』で説明できると考えられていました。原子には原子核と電子があり、原子核は陽子

と中性子で成り立っており、陽子と中性子はクオークという素粒子で出来ている・・・原子の発見からおよそ 100 年

をかけて、物理学は宇宙の成り立ちをそこまで突き止めました」（『宇宙は何でできているのか』幻冬社新書）。とこ

ろで、原子が発見されるまでは、宇宙の物質はすべて分子からなると考えられていたのですが、このような考え方

が支配的になるのは、17 世紀ヨーロッパの「科学革命」以後のことなのです。それでは、それ以前の人々はどう考

えていたかというと、例えばヨーロッパ中世後期の「有機体的科学」では、物質はすべて、水、空気、土、火という４

つの元素から成ると考えられていました。また、地球は平らで、天体は地球の周りを回り、月から上の世界はそれ

より下の物質界とは別の法則で動くと考えられていました。21 世紀に生きる我々から見ると、呆れるような話です。 

 聖書は、それよりさらにずっと昔の人々が、同時代人を対象にして書いた信仰告白の書です。ですから私たち

は、聖書を一字一句文字通りに捉える必要はありません。逆に、聖書の記述の中に科学的に説明できないことや、

常識に合わない部分があるからといって、聖書自体をおとぎ話のように見做すのも間違いです。大事なことは、聖

書が「全体として」何を語ろうとしているのか、聖書に含まれたそのメッセージを読み取ることです。 

 例えば、イエスの生涯を描いた４つの福音書の中には、イエスが超自然的な業（奇跡）を行なったという記述が

たくさん出てきます。福音書はどれも、イエスの愛弟子たちのイエスについての証言が口伝えで継承されて、イエ

スの死の数十年後に文章化されたものです。イエスの奇跡物語の背後には、その基になる事実があるはずです

が、それが伝承されていく中で、大げさにされ、変形されたとしても不思議ではありません。例えば、イエスが身体

の不自由な人や難病の人を治したとか、死んだ人を生き返らせた、という物語は、イエスが治癒可能な病を治し、

仮死状態の人を蘇生させた、ということなのでしょう。しかし重要なことは、イエスがそのような奇跡を起こした目的

に目を向けることです。 

 体の不自由な人や病人は長いあいだ、そのために苦しんできました。死んだ子どもの親は悲嘆に暮れていまし

た。イエスはそのような人々の苦しみや悲しみを取り去るために奇跡を行なったのであって、自分の力をひけらか

すために奇跡を行なったのではありません。事実、救われた人々に対してイエスは、自分のことを言いふらさない

ように注意を与え、救い主である神を信じ愛すべきことを教えています。イエスが奇跡を通して伝えたかったのは、

「神の愛の支配」がイエスによってこの世にもたらされたことなのです。奇跡の真偽についてではなく、私たちは

「神の愛の支配」のメッセージの重さを知るべきなのです。 

 キリストの教会は、社会に対して開かれた共同体です。より多くの方々が、私たちのカトリック藤が丘教会の門を
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叩かれることを、期待しております。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。お待ちし

ています。 

 

よき便り（2015 年 12 月）・・・省略 

 

よき便り（2016 年１月） 

 

世界では毎日のように悲惨な戦争や災害が起っています。天地の創造主であり、全知全能の神様は、なぜそ

のような悲惨な出来事が起るのを許されるのでしょうか。戦争やその他の人間が引き起こす悪については、人間

の罪の現れだ、と説明できるかもしれません。しかし例えば、この前の東日本大震災で数多くの罪もない人々が命

を奪われた事実の不条理は、どのように説明できるのでしょうか。それは誰かが言ったように、爛熟した社会で神

仏を忘れて享楽的に生きる日本人に対する「天罰」なのでしょうか。 

この問題に関して思い出されるのは、旧約聖書の中の「ヨブ記」という長大な詩歌です。ウツの地に住むヨブは

無垢な正しい人で、神を畏れ、悪を避けて生きていました。たくさんの子供と使用人、そして莫大な財産を持ち、

貧しい人々や抑圧された人びとを助け、悪を裁き人々の指導者として尊敬されていました。ところがある日、突然

に彼の子供たちがすべて殺され、すべての財産が奪われました。さらに彼は象皮病という恐ろしい病に罹り、眠る

ことさえできない痛みと苦しみにさいなまれます。彼の身体は衰弱して骨と皮となり、吐く息は悪臭を発し、誰も彼

に近づかなくなり、彼は早く死にたいと、切実に願います。 

ヨブを慰めようと遠方からやってきた旧友たちは、ヨブの変わり果てた姿を見て声もかけられず、何日もヨブとと

もに悶え続けます。長い沈黙ののち、ヨブはこのような不条理を与えた神を訴え始めます。神への篤い信仰を持

って正しく生きてきた自分がどうしてこんな目に遭わなければならないのか、と。これを聞いて友人たちは怒りはじ

めます。三人の友人たちとヨブは果てしなく論争を繰り広げ、それにもう一人の論客も参加します。ヨブに対する友

人たちの批判点は二つです。一つは、完全に正しい人間などと言うものはないのだから、よく内省して罪を悔いあ

らためよ、ということ。「天罰」論です。第二は、神がなさることを人間が判断するのは不遜であり、間違っているとい

うことです。だが、ヨブは批判されると余計頑なになって、自分の正しさと神の不条理を批判します。しかし最後に

は、嵐の中から神様が直接にヨブに語りかけます。ヨブはまさにこの時を待っていたのです。彼は神の声を聴くと

すっかりおとなしくなって、素直に自己批判をするのです。なお、神様はこの時、友人たちの「天罰」論を否定して

います。 

聖書学者の浅野順一は「ヨブ記」の解説書（岩波新書）の中で、神の摂理を刺繍の裏表になぞらえる聖アウグス

ティヌスの説明を紹介しています。人間は刺繍を裏からしか見ることができないので、何が何だか訳が分からない。

しかし、神様の表の側から見ると刺繍はすばらしく美しい世界を表わしているのだ、というわけです。つまり、人間

にとって神さまの摂理を完全に理解することは不可能なのです。だから、人間がするべきことは、神さまを信頼して

神さまの導きを願いながら、神の子キリストの教えを学びながら出来る限りの努力を続けることしかない、のではな

いでしょうか。 

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。 
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退職を迎えて学生時代を思い起こす 

 

                          岩谷滋雄（1973：昭 48 法卒） 

 

この 9 月初め、最後の仕事であったソウルでの 2 年間の任期を終え、晴れて自由の身となった。実は、ソウルの

前もずっと海外勤務で、通算すれば 11 年間連続の海外勤務であった。その間何度かの引っ越しがあり、その度

に身の回りのものを少しずつ整理して、荷物の量を減らしてきたのであるが、今回東京での生活を始めるに当たり、

海外に比べ格段に狭くなる居住スペースを考慮して、いよいよ本気になって持ち物を減らす努力を始めている。 

これまでの整理で学生時代以前のものはほとんどなくなっているのであるが、毎回捨てようとして捨てられなか

ったものの中に、大学合格発表の日から書き始め、それから 1 カ月は毎日、その後は飛び飛びにしか書いていな

い日記帳がある。初めて親元を離れ、淋しくなると同時に念願の大学入学がかなって張り切りもしていた頃の思い

を綴ったものである。全く覚えていないことも沢山書いてあり、記憶だけに頼っても正確な自分史など書けはしな

い、と改めて認識した。YM で一緒に過ごした A 君や I 君が当時まじめに日記をつけていてそれに刺激されて自

分も少しく努力した、という経緯があったようだが、彼らはその後も日記をつけ続けているのか、今度会った時に聞

いてみたい。 

この日記、青春時代の思いをつづったものという意味で面白くもあるのだが、かなり印象深いのは当時の物価

水準の低さである。日記帳の末尾に「金銭出納簿」という欄があって、毎日の支出を（1 カ月だけだが）逐一書いて

ある。例えば、YM の入寮費＋4 月の寮費が合わせて 8,300 円、大学の入学金と授業料（半年分？）が合わせて

10,000 円、その他に生協への支払い、一橋論叢の代金、自治会費、合わせて 12,300 円、となっている。銭湯代

が 35 円、国立から小平往復の電車賃が 80 円、オムライスの昼食が 180 円、とある。岩波基本六法が 590 円であ

るのに対し、スタンダード仏和辞典が 1,620 円で、これは高いなあ、と思った記憶がある。たまたま、昭和４４年の

お年玉郵便切手も出てきたのだが、７円の切手である。多分当時葉書が７円であったのだろう。私の大学入学は

正に昭和４４年、1969 年で、第 1 次石油ショックよりも前、もちろんバブル経済も始まっていない。その後のインフ

レがいかに激しいものであったかよく分かる。ただ、当時、国立大学の授業料はいくらなんでも安過ぎるという批判

があり、我々在学中に月 1,000 円の授業料が 3 倍の 3,000 円に引き上げられたという記憶がある。 

これを要するに、我々の学生時代というのは今とは全く別世界であったということである。皆が貧乏であったが、

一方将来への希望もあった。毎日の変化は微々たるもので、それだけ見ていると世の中の変化を実感するのは

難しいが、45 年前の生活をミクロレベルで見てみると、その変化の大きさに驚かされる。今でも思い出すのだが、

小平分校の落書きだらけのトイレの汚さは今でも時々夢に出てくる。 

夢と言えば、何度も繰り返して見る悪夢の一つに、大学で幾つかの授業をとったが授業に出るのをサボっていて、

学年末試験の時期になってあわてて授業に出ようとするが、どうしても教室にたどり着けない、というのがある。自

分は大変まじめに授業に出ていたつもりなので、何でこんな夢を見るのだろうと不思議に思っていたが、今回この

日記帳を読んでいたら、何かの都合でフランス語の授業に数回欠席し、久し振りに出たら 2 回も当てられて質問

に全く答えられず、恥をかいた、というくだりを発見した。今から考えれば大したことではないのだが、余程恥ずか
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しかったように書いてある。これがトラウマになって今も深層心理に残っているのかも知れない。それで思い出した

のだが、当時語学の授業は大変な重荷であった。必死に勉強した大学受験を終えて、解放感一杯で、もうあんな

思いはしたくない、と思っているときに、ちまちまと予習・復習をして語学の勉強をしようという気にはなかなかなれ

なかった。幸い、と言っては何だが、大学紛争華やかなりし頃で、5 月頃から校舎が左翼学生によって占拠され、

その後半年以上も授業がなかったので、堂々と羽を伸ばすことができた。そんなことがなかったとしても 1 年ぐらい

は羽を伸ばしてもよい、という雰囲気があったことは確かである。 

当時の大学入試の厳しさが大学での勉強をゆがめていたことは間違いない。最近、受験戦争とか受験地獄と

いった言葉を絶えて耳にしない。人口減少もあるが、若者の考え方も多様化し、東大一辺倒ではなくなったので

あろう。日本人の中に脈々として生きる職人魂がよみがえってきて、日本の伝統的なもの作りを受け継ごうとする

若者や、料理人やパティシエとして名を成そうと考える若者も増えていて、大変結構なことである。 

私が自分の人生を振り返って今の若者に忠告したいことは、組織に身をささげる、という発想はやめた方がよい、

ということである。まずは自分が何をやりたいか、どういう分野に才能があるか、一生関わっていきたいことは何か、

ということをよく考えること。そのためには学生時代から社会を覗き見る体験をすることが肝要である。ドイツでは一

部の幹部候補生を除き、在学中に職場体験をしながら自分の職業を選びとる制度が以前から確立されているが、

日本でも最近はインターンの形で学生時代に職場体験をすることが可能になってきているようである。昔は努力し

て困難を克服するのは良いこと、という発想があったが、自分の適性に合っていない分野を選んで努力しても限

界があるし、楽しくない。自分の適性に合った仕事に一生従事できればこんな幸せなことはないであろう。無論、

何かを選びとったら後は努力を積み重ねて行かなければならないが、その努力が花開くためにはまず自分に合っ

た職業を選択することが大前提だ、ということである。 

最近、安倍総理が「一億総活躍社会」ということを言い始め、ちょうど退職の時期となった私にとってはそれが実

現して、引き続いて何か世の中に貢献できることがあるならばうれしい限りであるが、退職後も「活躍」するのはそう

簡単ではない。組織というバックがなくなった時、自分に何が残るのか、社会にどんな貢献ができるのか、それが

問題である。一つ考えられるのは自分が培った知識や経験を生かして新たなアイデアや智恵を出すこと。その為

には自分の専門分野を持ち、それについては誰にも引けを取らない知識や経験を持っていることが大前提となる。

もう一つは手に職を付けること。そう簡単には習得できないような技術を身につけ、それを生かして世の中に貢献

する、ということであろう。いずれにせよ、自分の専門分野を持つことが望ましいのである。 

前途洋洋たる学生諸君には 30 歳くらいまでは幅広く色々な世界を見てみることも悪いことではないが、その後

は特定の分野で知識と経験を積み重ね、技術を磨くことをお勧めしたい。そうして、組織に属することになる場合

も組織の中で自分の得意な分野を持てるように人事上の希望なども積極的に出して、キャリア形成を行っていく

べきである。かつての部下で人事上の希望を書く欄に一言「上司一任」と書く人がいて、当時はこれが日本人の

美学か、と感心したものであるが、現代社会には最早通用しないのではないかと思う。人生は短い。ぶれない人

生を目指さなければ何も達成できないことになりかねない、ということを肝に銘じるべきである。 
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矛に旗を結び付ける 

 

長瀬 潔（1975:昭 50 社卒） 

 

11 月第 1 日曜日は聖徒の日、父を記念する為かつての母教会に、妻と、子供のうち娘 2 人と共に出席した。ク

リスチャン呉服屋として、戦前･従軍･戦後のこの世的に激動期を、祖父母や母と共に、正に信仰を旗印に精一杯

に生き抜いたその真摯な様を深く思わされた。現ベトナムでの敗戦直前、内地の両親に求めて奇跡的に届いた

小さな新約聖書を 絶えずポケットに入れ、野に一人静まる時を求め聖書をむさぼり読んだという。そのことが、日

常片時も離さず詩篇付きの文語の聖書をズボンのポケットに入れ 暇さえあれば取り出すという、残る生涯に亘る

習慣を生んだ。晩年は家族と食事に出た時さえ、注文品が出てくるまでは、一人聖書を読みふけっていたことが

忘れられない。 

 思えばわたしの知る父は、教会生活に留まらず日常の仕事の上でも、クリスチャンとして断然旗色鮮明だった。

仕事のため問屋さんたちが来ても、社長室に招じ入れにこやかにしかし力強く福音そのものを正に熱心に説いて

いた。そのようにして父の生涯は、子供４人全員に、信仰を遺産として残してくれた。母の晩年もまた、孫たちのう

ちまだ信仰を持っていない者たちにもその強烈な愛を通して神様を見上げさせる契機となった。そのことにより、

実に奇しい救いの み業が今正に起きている。 

 

では翻ってわたしの人生は、霊的遺産というものをどのように位置付けて来たのか。申命記６章では、イスラエ

ルの神を唯一の神として全心全霊をもって愛し仕え、その恵みを忘れることなく、また神を恐れるべきことが命じら

れている。人生の また祝福の歴史の継承のための土台は、神様との個人的関係であることが提示される。その

あとすぐに、そのことを我が子に対し全生活の中で語り、示すようにと命じられている。生涯をかけて神を愛するこ

とを、自らの全生活をもってまず我が子に伝えることが、（父）親の使命であるとの厳粛な命令。私は４人のこどもた

ちに対して、この父親としての第一の使命を果たそうとする ことに真剣であったろうか。そうであってこそ霊的遺

産を残すことができる。また妻を、キリストが教会を愛するように愛そうと願い祈り献身して来ただろうか。 

 ３人の娘たちは、仕事で苦闘しつつも教会生活を喜び守り、あまつさえ聖書から父母との関わりをより正しいもの

に整え直されるべきことを示され、今家に戻って来て共に生活している。親に対する自分の責任を問い直しつつ、

親からの自分に対する聖書に基づく関わり方を期待し祈り待ってくれている。 息子は KIU という京都の全教職員

がキリスト教信仰に立つ小さな大学に籍を起きつつ、学費や将来の仕事の備えのために、日本各地で働く経験を

積み重ねて来て、現在ホテルのフロントの仕事のかたわら就職に繋がる実戦力をつけるような卒論を年内にまと

めたいと、苦闘している。妻はわたしと共に三代目となる衣料品の店で働き地域の方々と顔の見える関わりを持て

ることを喜びとし神様からの使命と受け止め、夫婦関係も子供たちのことも、まだ終わってはいないこれからですよ

神様に期待して感謝しつつ共に進んで行きましょうと言いながら、わたしに寄り添ってくれている。 

 このような家族に囲まれ、男性としての聖書に根差したリーダーシップを負うべきことが責任でありながら、まこと

に聖書に対し不従順また無自覚な者であった。しかし、神様のあわれみの故に家族からの愛と忍耐をも与えられ

ており、向かうべき最後の花道は未だ閉ざされてはいない。現在困難が続いている店の経営が、わたしの残され

たまた人生全体の最重要事項なのではない。また同時に、わたしのこれまでの生き方の中での己の自覚の不十
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分さとその歩み路の欠けにより、神様の恵みと祝福するとのお約束が否定し去られるということは決してないとも信

ずる。ではいかに生きていこうとするのか。 

 

我が父は、わたしが子供の頃からずっと聖書を読むこと、イエス様の十字架の死が罪の赦しと永遠の命を約束

してくださっていることとを、繰り返し言い聞かせてくれた。キリストの忠実な兵卒として正に死の床にあっても明確

に永遠の命の 希望と確信と感謝とを証ししてくれた。今この時も息子に対して、お父様の全人生が指し示す霊

的遺産はこれなんだよと明快に示し続けてくれている。この父の生涯に励まされ、その信仰の継承の連鎖の中に

入れられているわたし自身もまた、今からここから、改めて使命を受け止め直すならば、約束された祝福の歴史を

次の世代に継承していくということが許されるのだと信ずる。 

 自らの立つべき地に矛を杭として打ちこむ時が来ている。杭は天を指す。 

 かつての如く矛を振るい思う様、外へ外へと力の発揮に流されていくのとは違う。今やそのような二次元の限界

に止められているままであってはならない。そんな自己成長戦略を引きずっていては、踏ん張って杭を打つことは

できない。与えられた立ち位置を見定め、その場で信仰の杭にしっかりと取り付き、旗色を鮮明にする。おまえが

遺産を遺すべき場はここだ、と示されて導きのうちにそこに杭を打ち立てさせていただく。 そして霊的遺産、信仰

の継承の祝福への促しの旗を杭にしっかりと結び付ける。 わたしの生涯が残すべき霊的遺産はこれなのだと、

ひたすらに旗をはためかす。ここにこその思いで踏んばり、御旗を掲げて周囲がそれに励まされそれに引き寄せ

られて来るよう、祈りつつ待ちまた証ししていく。 

 そう、その杭を打つべき自らの足元の地とは、これまで矛を掲げて突き進んだ、社会という人間力の枠の中の平

面的相対的な場ではない。自らが選んだのではなく、神様によって恵みとして与えられた場、神様からの祝福の

継承という責任を果たすため私に固有のものとして割り当てられたかけがえのない場、正に自分の肌に接するよう

な言い訳のきかない持ち場。それは、神様のみ心の中で家族そして親族たちとどのように関わるのかという場。妻

とみ心の通りに一体とされていきたい。子供たちが、これからの人生航路の 諸段階において励ましを得られるよう

なわたしなりの霊的な旗を、神様の命じられる通り鮮烈にはためかせていきたい。父母がそうあろうとし、今も霊的

遺産を通しそうであってくれているように。 

 

現在上諏訪駅前で廃業したデパートと再開発ビルとが、民間に買収されマンションといくつかの付帯施設に変

わる計画が動き出そうとしている。市は民間の事業で あるから可能な範囲の協力のみ提供し、駅前を民間開発

に丸投げしようとしている。しかし、観光客と駅を利用する３高校の学生に対しては、そのような開発は全く 何の

効用も持たない。また諏訪湖周辺の六市町村の中で、長期的に見て独自優位性を備えて集客できる施設ともなり

えないだろう。 

 １０年後も集客力を維持できるような開発とするためのコンセプトは、充実時間であり、ギフトタイムの提案だとの

私見を持っている。スタッフが情報の媒介者 として活躍する図書館と、出会いと発信と連携と挑戦のために自由

に使えるスペースとを備え、観光客に対しても諏訪や長野県のあらゆる情報や物産を臨場感豊かに提供していけ

る、公民協働発信連携スペース。それは老若男女が、発見し発信し連携して挑戦していける仕組みを備えている。

情報や触れ合う他者からのプレゼントとしての気づきと意欲をもらい、自らに与えられた賜物（ギフト）に気づいて

それを発信し、他者と手を組んで新たな挑戦をしていく、そんな充実タイムを皆が得ていく可能性のある広場。そ

のモデルは、塩尻市の“えんぱーく“であり、八戸市の”ポータルミュージアムはっち“。 

 我が店の敷地２６０坪が、現状の開発計画の中ではキーとなる位置を占めており、開発会社に協力しようと市が
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その土地の提供を打診してきている。市が、わたしの提案する施設を検討の俎上に上げてくれるのならば、市に

対して土地を提供して移動するとお願いしている。しかし市が腰を上げぬまま残された時間は限られてきており、

めげそうな状況ではある。 地域のこと今後の自分の仕事や生活のこと、これまで通りそれに取り組んでいかねば

ならぬが、地上でわたしに残された時間は縮まっている。 

 

イエス様は、ルカ１０章９節で、弟子たちを派遣し、行ったところで病人を癒し、神の国はあなた方に近づいたと

宣べ伝えよと命じられた。癒しは賜物によるが、一般的に言えば自分の回りにある社会の必要に仕えることではな

いか。それと同時に直接的に福音そのものを伝える、この両者を使命としてイエス様は各自に命じられた。そして

弟子たちはイエス様の許に戻って報告をし、主と共に静かな所に退き霊的休息の時を与えられている。これはクリ

スチャンとしての奉仕の中で気づかぬうちに霊的に枯渇してしまうことのないよう、イエス様との霊的な深い交わり

のうちに憩う時を持つべきこと、そして協働している兄弟姉妹方との交わりの中で 共にイエス様を見上げようと励

まし合うべきことを言っていると受け止めている。 

 わたしにあてはめて言えば、一方には地域における我が店を通しての妻と協働のご奉仕という使命とこの世から

の挑戦に対処すべき責任がある。そして他方には ギデオンとして、教会生活を土台に聖書を直接的に用いての

神様ご自身の世界伝道のみ業に仕えていくというご奉仕がある。しかし両親からの霊的遺産に感謝する中で、静

まって聖書のみ言葉に照らしてこれまでの生きざまを振り返り、イエス様のわたしに対する細いみ声を受け止め 

させていただき従いたい。示されることは、今正に究極の使命、わたしに割り当てられた固有の持ち場にこそ杭を

立て、旗をはためかせるべきこと、その時が来たのだということ。この厳粛な事実に直面している。 

 

（最後にこの場をお借りし、一橋 YMCA に関わるお一人お一人の皆様の上に、神様の豊かな御導きと御祝福とを

お祈りいたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「卒業後の私の生活」 

安井 禎（1984：昭 59 社卒） 

 

 

私は 1980 年（S55）年に入学・入寮し 1984 年に卒業しましたので、卒業後 30 年も経ってしまいました。取り立

ててお読みいただくような内容ではありませんが、卒業後の約 30 年を書かせていただきます。 

私の大学卒業後の３０年間は、だいたいおよそ１０年ずつの期間に分かれます。最初の約 10 年は会社員として過

ごした 10 年、次の 10 年は、浪人生・大学生として過ごした 10 年。直近の 10 年は精神科医としての 10 年です。 



 

 

- 17 - 

 

卒後就職したのは、自動車メーカーです。一番長く行なっていたのは、国内営業部門での仕事です。主な業

務は、需要予測などを元に工場が生産準備を行うための予測情報を車種ごとに作成すること、販売会社からの車

の発注を生産計画に反映したりすることなどです。 

大学卒業時点の私には、法律に詳しいなど「売り」があったわけではありません。就職先に自動車メーカーを選

んだのも、「自動車が好きだから」と言う単純な理由からでした。採用されたのも、私個人の能力を買われたわけで

はなく、大学名に期待して採用されたのだ思います。 

入社後の私の働きぶりは、自分ではよく分かりませんが、とりたてて目立つ存在であったわけではありません。 

私が担当していた業務は、車の生産や出荷を円滑に行うために必要な業務で、もちろん車を生産するうえで欠

くことのできない重要な仕事でした。しかし当時の私は、その部署で長く仕事をすることが少し不満でした。その部

署の仕事で身につくことは、その会社以外では役に立たないものに思え、そういった仕事にずっと携わっていくこ

とに対して不満や焦りを感じていたのだと思います。海外赴任や留学をしたり、転職してキャリアアップする人を目

にしていたからかもしれません。 

かと言って、自分で何かスキルアップするようなことをしていたわけでもなく、ただうつうつとした気持ちで過ごし

ていただけでした。徐々に仕事を続けることに行き詰まりを感じるようになっていたのですが、それを打開するため

にどうすれば良いのかわからなくなっていたように思います。地元である名古屋を離れて東京で働き続けることに

も疑問を感じるようになっていました。次第に仕事を続けるここがつらくなり、結局私は、１１年で会社を辞めました。

辞める時には次の仕事を決めていませんでした。名古屋に帰れば、実家もあり、とりあえず住むところには困りま

せん。仕事に関しても、それほど選り好みしなければ何かしらの仕事には就けるだろうと甘く考えていました。 

会社を辞め名古屋に戻ると、まずは海外旅行に行きました。どんな仕事に就くか考えがまとまっておらず、すぐ

に就職活動をする気にならなかったこともありますし、少し気分転換がしたかったということもあります。私は特別旅

行が好きというわけではありませんが、会社を辞めた時くらいしか、まとまった時間が取れることはないだろうと思い、

2 ヶ月ほど海外旅行に行くことにしました。特に行きたい所があった訳ではありませんが、行き先はヨーロッパにし

ました。当時高校教師をしていた YMCA 同期の伊藤君が、夏休みを利用してアイルランドを一周するという計画

を立てていましたので、私もそれに乗ることにしました。私は一足先に日本を発ち、1 ヶ月弱ヨーロッパを一人で周

り、その後伊藤君とアイルランドで合流し、アイルランドを一周しました。 

日本に帰ると、私は名古屋に戻りましたが、それからしばらく日本国内を旅行したりして過ごしていました。会社

を辞めてから半年くらいふらふらと過ごしているうちに、徐々に次の仕事を見つけようという気持ちになり、会社の

採用面接を受けてみることにしました。しかし、以前のように事務職や営業職として働くことには、何となく抵抗感

がありました。何か専門職として働く道はないかなという気持ちがあったのでしょう。そんな時、同い年の友人が医

学部に合格したという話を聞きました。30 過ぎてから医者になるなんて考えたこともなかった ので、とても驚きまし

た。 

私は社会学部の卒業ですが、元々人間の心理について興味があり、大学ではそんなことを勉強したいなと漠

然と考えていました。医学部に入って、精神科医になろうかという考えもあったのですが、数学が苦手だったからと

いう理由で、文系学部を受験することにしました。心理学を勉強できる文学部に入ろうと思ったのです。最終的に

は、「社会心理学」が勉強できるという考えで、文学部ではなく一橋大学の社会学部に入学したのですが。 

友人が医学部に入学した話を聞いた時、精神医学や心理学に興味を持っていた高校時代のことを思い出しま

した。でも、その時点では自分が医者になれるとはとても思えませんでした。医学部に入るには、苦手だった数学

をなんとかしなくてはなりません。高校時代にできなかった数学が、今更勉強してできるようになるとはとても思えま
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せんでした。もし医学部に受かり医者になったとしても、本当に医者として働いていけるという自信もありませんで

した。 

しかし、その友人の話を聞いてから、再び会社に入って働くことがますます嫌になってしまい、面接を受けに行

っても、段々身が入らなくなってしまいました。その後、何度かその友人の話を聞くうちに、医者になりたいという気

持ちが次第に強くなり、最終的に私も医者になろうと心が決まりました。 

十数年ぶりに受験参考書を開き、予備校にも通い、2 回受験に失敗した後、私は運良く医学部に合格すること

が出来ました。会社を辞めてから医学部に入るまでに、ふらふらしていた期間も含め 4 年間弱掛かりましたので、

退職後の約 10 年間を浪人生、大学生として過ごすことになってしまいました。 

一橋大学にいた頃は、ほとんど講義には出席せず、だらだらとした日々を過ごしていましが、医学部ではほとん

ど休まず講義に出席しました。国家試験という目標があり、身につけないといけないことがはっきりしていたこともあ

りますが、久しぶりに受ける講義は新鮮でした。 

大学では卓球部に入り、運動もしました。もちろん、40 歳近くで始めた卓球なので、それほど上達はしませんで

したが、楽しい時間を過ごすことが出来ました。20 歳近く若い同級生たちに完全に溶け込むことは出来ませんで

したが、それなりに仲良くしてもらい、楽しい時間を過ごすことができました。 

医学部を卒業し、何とか国家試験にも合格し、2 年間の臨床研修の後、精神科医になりました。精神科医として

大学病院で 1 年、総合病院の精神科で 2 年、単科の精神病院で 5 年間臨床医として働きました。そして、今年

（平成 27 年）の 4 月からは、医局の人事で名古屋市精神保健福祉センターというところに勤務することになりまし

た。医師であることには変わりありませんが、臨床医とは全く異なる立場になり、戸惑いながら日々過ごしています。

うつ病などで休職中の方を対象にした復職のためのプログラムを提供したり、引きこもりの方やそのご家族の相談

に応じる相談員にアドバイスをするなどの仕事をしています。 

人間の心理に興味があり精神科医になった私ですが、人間の心理や気持ちなど、とても分かりません。自分の

気持ちすら未だによく分からずに日々過ごしています。自分が何になりたいのか、どう生きていきたいのか未だに

はっきりしません。高校時代に考えていたことに近い仕事をするようにはなりましたが、この先どう生きていくのか自

分でもまだわかりません。 

大学卒業後およそ 10 年ごとに節目を迎えてきた私です。今年はまた新しい 10 年の始まりなのかもしれません。

段々、新しいことを覚えたり、新しい環境に慣れるのに時間がかかるようになってきており、それなりに苦労してい

ますが、新しい環境を楽しんでもいます。 

まとまりのない文章になってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。 
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徒然なるままに 

 山﨑 学（1985：昭 60 社卒） 

 

 一橋基督教青年会の諸兄におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。前回の寄稿が第 50 号記

念号の会報発行時でしたから、それから 7 年の月日が経過したことになります。 

 その間に小生にも大きな変化がありましたので、近況報告とともに自身の思うところを披露させて戴きたく思いま

す。冒頭の「徒然」は、「つくづくと物思いに耽ること」の意で使っておりますが、愚稿(愚考？)に しばしの間 お付

き合い戴けましたら幸いです。 

 

１． 第二の故郷：韓国からの帰還 

 

 前職の長銀(日本長期信用銀行)時代に、ソウル支店開設を目的に初めて韓国の地を訪れたのが 1989 年 

12 月 5 日で、長銀時代には通算 5 年半の韓国駐在生活を経験。その後、1999 年 10 月に現職の日本電産へと

身を転じ、これまた韓国現地法人開設のためにソウル入りしたのが 1999 年 12 月 8 日、以来 2013 

年 2 月 1 日付人事異動が発令 されるまでの 13 年 2 ケ月間の駐在生活を送り、都合 18 年 8 ケ月もの長期に亘

り韓国生活を経験したことになる。丁度、韓国法務部から「永住権取得手続きを取ったらどうか？」とのお話を戴き、

鋭意検討している矢先での帰任辞令であったことから、まさに後ろ髪を引かれる思いで彼の地を後にしたことを今

でも鮮明に覚えている。 

 もっとも、引き続き同現地法人の代表職(非常勤)を兼務していることから、今でも毎月のように(案件次第では毎

週の場合も･･･)韓国との往来を行っているわけであるが。1999 年 12 月に赴任後の韓国では、IT 技術関連産業

が爆発的に伸びた時期でもあり、また、自動車産業も堅調に推移、さらには生活家電産業も価値観の多様化を伴

って成長したことから、当社モータ事業の韓国市場での展開上も追い風となり、在任期間中に大きな経営成果を

収めることが出来た。金融業界から製造業への転職、しかも「メカと 

電気電子」は全くの門外漢ゆえ悪戦苦闘したことから、最初の 4～5 年間は昼夜・曜日を全く問わない業務対応が

続いたこともあったが、年商(取扱額)にして約 0.1 億米ドルからピーク時には約 3.3 億米ドルへと伸長させることが

出来、大きなやり甲斐を感じたものである。 

というわけで、隣国韓国に対する思いは人一倍であり、現役引退後は韓国に関わる仕事に様々な形で携わりた

いと願う今日この頃である。蛇足であるが、愚妻が仕事を持っていたこともあり、日本電産における韓国駐在は一

貫して単身赴任であった。職を持ちながらの家事・育児に東奔西走しながら、小生が異国の地で思う存分業務に

邁進出来る環境を作ってくれたことに心から感謝している。 

 

２． 仕事とは 

 

 1999年10月に身を転じた日本電産での国内勤務期間が、同社入社後韓国赴任までのわずか2ケ月間であり、

その 2 ケ月も殆どを国内外における各種研修並びに韓国現地法人開設関連業務に費やしたことから、実質的に

は 2013 年 2 月の帰任後に初の国内勤務 開始となったと言っても過言ではない。相応の立場で本社がある国内

での勤務となると、やはり関連部署を動かしながら、即ち、お客さま目線というよりも対社内を意識した言動を求め



 

 

- 20 - 

 

られることが少なくなく、その対応に当惑、誤解を恐れずに申し上げれば嫌悪感を覚えることさえ多い。 

 さて、弊社入社時に創業メンバーの一人から教わったことの一つに、「仕事とは？」に対する考え方がある。「仕

事」に対する捉え方は千差万別であると思うが、言い得て妙といった部分もあるので、釈迦に説法であることを自

認しつつも諸兄のご参考用に敢えて共有させて戴きたい。 

 「仕事とは、毎日のように発生する“人・モノ・金・情報”にまつわる問題を行動しながら解決することである。」問

題とは・・・我々はメーカーゆえ、Q(Quality&Spec)・C(Cost&Price)・(Delivery &Quantity)・S(Service&Information)

上の様々な問題に日々直面するが、それら問題を具体的に噛み砕いた上で解決を図る。その解決に当たっては、

5W1H(when, who, why, where, what, how) をしっかりと定めスピード感をもって対応する。中でも、when(実際には

until when)いつまでに＝期限の設定と how～ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(報連相)の二つが極めて重要であることを幾度もの経

験を通じて実感している。この教えをなかなか実践し切れてはいないが、今後も心に留めながら前進していきたい。 

 

３． 三大経営手法 

 

 そのカリスマ性と積極果敢な M&A 等から日本でも有数の経営者と評されるようになった弊社社長の永守である

が、彼から教えられたことも多々ある。否、今なお教えを受け続けていると言った方が正しい。 

 経営は結果が全てであり、言葉ではなく数値結果、数値を示現するための究極のリスク管理である、と。経営に

は基本があるので、その基本となる三大経営手法の実践実行を通じてしか結果は出て来ない。 

 ＊井戸掘り経営：水が出るような井戸掘りこそ意味があるもの。スリー新(新製品･新市場新顧客)開拓 

を中心とした業績改善アイテム掘り起こしの徹底。 

 ＊家計簿経営：収入(身の丈)に見合った経費支出(＝損益分岐点)管理の徹底。 

 ＊千切り経営：日足管理等の業績改善進捗管理の徹底。大きな塊では切り崩すことが困難なものも、 

問題･課題の細分化後にそれらを一つ一つ潰し込むことにより問題解決に到る。 

     

最後になりますが、今後もいろいろな局面で諸兄の皆様と交流し、お互いに刺激を感じ・啓蒙し合うことで人間

力向上に努めていきたいと考えております。諸兄の皆様の益々のご健康とご活躍を祈念し、本愚稿のペンを置く

こととします。長々とお付き合い下さり誠に有難うございました。カムサハムニダ！ 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

マラソン完走記 
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                           縄田 克之（1986：昭 61 法卒） 

 

ご指名ですので、観念いたしまして、4 年ほど前から続けておりますマラソンについて拙文を掲載させて頂きま

す。 

走るのは大の苦手、汗をかくのも嫌いだった自分がまさかマラソンを始めるとは自分でも驚きです。それはいく

つかの偶然が重なった結果でした。 

初めからマラソンに挑戦しようと考えたわけではありません。好きな時に一人でできる運動として、少し家の周り

をジョギングし始めたのがきっかけでした。初めのうちはほんの１５分くらいから、徐々に距離を延ばし、３０分の周

遊コースを毎週末走るようになりました。そうしたあるとき、同じ職場の若い女性がマラソン（１０キロ）に挑戦すると

いう話を聞きました。失礼ながらマラソンのイメージにそぐわないその女性は、実家近くでマラソン大会があるので、

折角だから参加してみるということでした。そのとき、私の住む町田市でも市民マラソン大会があって、ちょうどその

申込み受付期間でした。しかも、私が利用する駅から会場まで無料送迎バスが出ていることもわかりました。折しも

テレビでは東京マラソンの中継があり、アスリートとは無縁のご体型の４０代５０代の市民ランナーの方々が、悲壮

とは無縁の表情で走る様子が映っていて、しかも完走率は 97％！とのこと。フルでなくても１０キロくらいなら自分

でも走れるんじゃないかと、町田の大会に１０キロの部でエントリーしました。結果は、54 分で完走。前述の女性の

タイムをわずかに上回り、久しく忘れていた、出来た！！！感が得られたのでした。 

間もなく在籍する会社を退職して別の会社に移らねばならないタイミングが迫るなか、その前に何かに挑戦した

い気持ちでした。そこで節目の 50 歳にフルマラソンを完走する！という目標を立て、東京マラソンに申し込みまし

た。しかし、東京マラソンは当選倍率 10 倍（3 万人の枠に 30 万人！が申し込むのです。）、あえなく落選でした。

（以来 5 回連続落選中）そこで、抽選ではなくて先着順、日帰り圏内、制限時間が長い大会を探して、半年後の河

口湖マラソンに申し込みました。 

まず初心者向け教本・ウエア・シューズを買い、トレーニング開始です。驚いたことに、50 歳手前でも体力は（あ

る一定レベルまでは）上達するのです。嬉しくて走る距離を少しずつ延ばし、ほどなく 20 キロを走れるようになりま

した。理論上は制限時間内に完走できるはずというレベルです。そして不安と期待の入り混じるなか、初めてのフ

ルマラソンに参加しました。会場には自分より年下のランナーから 70 代のベテランランナー、着ぐるみまがいの衣

装を身にまとったランナーまで、様々なランナーで埋め尽くされていました。スタートの合図で、にこやかに歩き始

めます。（初めから走るのは持ちタイムが優秀で列の先頭にいるエリートランナーだけです。初心者ランナーはス

タートラインより遥か後方からスタートします。つまりその分余計に走らないといけません。） 

しばらくの間、ランナーの集団は、和やかに、素晴らしい風景の中を進みます。沿道の応援に手を振るランナー

や、携帯で富士山を撮っているランナーもいます。コースにはキロ表示があるので、5 キロ、10 キロと進むにつれ、

ゴールが近づいていることを実感できるのですが 20 キロを超えるあたりから、様子が変わってきます。徐々に体が

重くなり、足のいろいろな部分が痛くなってきます。膝、踵、ふくらはぎ、太腿、時々で痛みの場所は異なるのです

が、とにかく痛みとの闘いです。そんな時、楽しい事を考えるようにしました。家族で行った旅行の思い出や、退職

してから行きたい旅行の行先など等。楽しい事を考えている間は痛みや疲れを忘れられます。そうして、しばらく

は距離を稼げるのですが、30 キロを超えてくるとこの方法も通用しなくなります。楽しいことを考える元気もなくなっ

てくるのです。最後は歌です。口に出して歌う元気はなく、頭の中で歌います。もう美しい景色も視野に入ってきま

せん。意識レベルが低下するなか、ひたすらに、歌のリズムに合わせて、足を動かすのみです。 

やがて、35 キロのサインが見えてきます。やった！あと 5 キロだ！（本当は７.195 キロ。）ここからはカウントダウ
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ンモードです。腕時計と 1 キロ毎のキロ表示を見比べながら、ゴールが近づいてくる喜びをエネルギーに変えま

す。40 キロサインを超えれば、あとは自分の勝利（？）を確信し、あたかも自分がオリンピックのマラソンランナーと

して満員の競技場にゴールする姿をイメージしながら、最後の十数分を走ります。そして応援の人とカメラマン（あ

とで有料の高い写真を販売するためです）が待ち構えるゴールゲートに両手を高々と上げてゴールです。 

「（4 時間超に及ぶ闘いが）終わった。」達成感と苦痛から解放された喜び！と思ったとたん、動きを止めた足の

筋肉が主人の酷使に対し突然反乱を起こし、あわてて激痛のはしる筋肉をストレッチします。最後に記録票（ゴー

ル直後に自分の完走タイムと途中ラップを表示した完走証を受け取れます）と完走シャツ（完走しないともらえませ

ん）を受け取って終了です。 

マラソンを始めて、それまで理解できなかった山登りをする人の気持ちがわかった気がしました。達成感という、

麻薬のようなものの、中毒症状とでも言いましょうか。一度味わうとさらに強い達成感が欲しくなる。マラソンだと自

己ベスト更新、その先のサブ４（4 時間以内の完走で、市民ランナーレベルの共通目標です。）を達成したいという

欲望です。そのためには、継続的な練習、膝の関節痛や足の爪のはがれすら我慢できてしまいます。（健康診断

結果の改善という副次的効果も期待できます。） 

 いまだサブ４未達成で、年齢を重ねるにつれ目標から遠ざかりつつある気もしますが、６０才までに完走回数３０

回、できれば海外マラソンへの参加も新たな目標としてこれからも続けていきたいと思っています。 

 

ＰＳ：これから始められる方、特に頑張りすぎる方は、マラソンは心臓への負担が大きいので少しでも体調が悪いと

きには無理をしないようご注意ください。大会では毎回救急車で搬送される方がおられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Faith in God as the Law of Fairness 

 

張中飛（2007 平 19 商卒） 

 

I was admitted to Hitotsubashi University in the spring of 2003 as a full time (not exchange) international 

student. I joined Hitotsubashi YMCA as a freshman and stayed in the YMCA Dormitory until I graduate in 2007. 

After 12 years of God’s guidance through the Holy Spirit and the warm support from Mrs. Hasue Nozawa, Mr. 

Kaneyoshi Saito as well as other alumni and students at Hitotsubashi YMCA, I was baptized on Easter Day of 
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2015 at Dublin Baptist Church in Ohio, United States. Two weeks after my baptism, I met my wife Iris Yu and we 

married in October 2015. 

Born and grown in a communism country where Christianity was far away from daily life, I was much more stubborn 

than my Dormitory alumni to accept God. 12 years after joining YMCA, I finally realized that God means the 

permanent existence of Law of Fairness and Rightness that rules every mind and every being of this world. 

Everyone who walks in the path to honor this Fairness and Rightness will eventually be rewarded. In this article 

I’d like to share two discoveries that enlightened me to see God’s glory is shining upon every corner of this world.  

The first discovery is that the most powerful and effective way to change others’ minds is to change my own 

mind. The Law connects all our bodies and souls together, and no one is really “cut off” or “isolated” from this 

world both physically or spiritually. When two minds are contacting each other, change of one’s mind will, through 

the Law of Fairness (or God), create a force that influence the other mind. Depends on the action taken, the force 

created could dramatically change the other mind in a better or worse way.  

  When my wife Iris and I decided to start our relationship, I was informed that the US government cannot issue 

me a working visa because of the working visa issue quota is full. Iris offered me support to continue living in the 

US. I felt really grateful for her love and belief in me and our relationship. The force this action created through 

God impacted me so much that it eventually drove me to propose her for marriage. Now I’m staying in the US as 

a student and she is the only person who works to support us. Through discussions, we quickly noticed that the 

last thing we want to do is to releasing negative emotion on each other because it wastes the most energy and 

resource. The better we change ourselves, the better we change each other. As a result, we were able to focus 

on better using our resource and found several promising opportunities that could change the current difficult 

situation. Most importantly, our hearts are bound closely together and filled with love and trust, we feel happy to 

have this opportunity to struggle together and we firmly believe that our future will be better.   

 The Law of Fairness (or God) does not only rule the mental and spiritual world, but also the material 

communications among people, namely, the business/economic activities: The best way to achieve economic 

prosperity is through sustaining contribution to other people. Put in another way: it is a person’s job to focus on 

sustaining contribution and God will take care of the part that decides how she should be rewarded. Many people 

think that economic theories are based on selfish nature of humans and submission-oriented spirit of Christianity 

is the opposite of the former. To my personal opinion, these two concepts are explaining the Law of Fairness in 

two different aspects: the economic theories focus on fairness in transactions: In general, a person will not receive 

less, neither more, than the value she contributes (said in another way: “There’s no such thing as a free lunch.”). 

On the other hand the Bible tells people to focus on loving others and contributing to the greater good, then trust 

the Law of Fairness (or God) before seeing any reward. I was greatly inspired by the way of considering money as 

“thank-you letters” when I participated the discussions about how to Christian should look at money in the YMCA 

Dormitory Tuesday Bible Study Session. It demonstrates the importance of creating objective value (not 

subjective/imaginary value) and how the Law of Fairness plays in the part of dictating the reward. 

 Just as activity of one person could impact that of another, an organization with culture of contributing value 

could keep human resource organize and operate in a very healthy way, achieving both employee satisfaction and 

economic efficiency at the same time. My former employer Plante Moran is a good example. With 90 years of 
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history in growing an enterprise system that emphasizes voluntary contribution to client and colleagues as well as 

positive encouragement, Plante Moran terminated no employee and ranked 17 consecutive years as “100 Best 

Companies to Work For” in Fortune Magazine, constantly outperforming other bigger competitors such as big-

four accounting firms. The firm’s amazing way of organizing people also built the biggest Japanese accounting and 

consulting service headquartered in the US.  

To me, God means the Law of Fairness and Rightness. This Law feels as real as the laws of physics but rules 

over not only physical time and space, but also over life and death. God is the Path to follow, the Truth to rely 

on and the Life nutrition to feed on. Only through Faith and Trust in God could our lives be realized and valued.  

 

 

 

初心貫徹と聖書のことば 

―箴言とヘブル３章４章― 

 

       東哲郎（2009：平 21 経卒） 

 

 ご無沙汰しております。在寮中に信仰を持った自分としては、聖書のはなしをせねばと思い、普段、助けを受け

ている聖句と近況を絡めてご報告します。 

 

  人は自分の心に計画を持つ。しかし、主(神)の計画だけが成る。あなたの想いを主に委ねよ。そうすれば、あな

たの想いは揺るがない。 

 

 ソロモン王の「箴言(しんげん)」１６章、１９章のことばです。この世界では、神の謀り事（はかりごと）だけが成るの

だから、自分の思い通りになどなるはずがない。主の願いがあなたの願いと重なった時だけ、あなたの計画は成る

のだし、主の願いとあなたの願いがひとつになった時に、本当の自由があるのだということ…… 

 

 自分は今、ゼンショーホールディングスという「外食」を主たる事業内容とする会社で働いています。職場の人た

ちは尊敬できる方々ですし、仕事も楽しいです。 

ですが、サラリーマンを４年半以上やった今でも時々、思うのです。「自分、ほんとは元々、何がやりたかったの

かな？」、「思い描いていた３０才に私はなれているのかな？」 

一橋大学を受験したのは、元々、学者になりたいという志があったからでした。それが入学して半年くらいした

頃、思うところがあり、大学院を出てから、企業で働きたいと思うようになりました。 

 大学１年頃、思い描いた計画の上を今も歩いているわけですが、強い思いがないと忙しさの中で、流されて、元

々、目指していた道から遠く離れてしまいそうに思えて、怖くなることがあります。 

 そんな時に、先のような御言葉を思い出すのです。「忙しい」とは「心」を「亡くす」と書きます。働き出して、自分

が何かを得たかのように勘違いし出すと、酒だ、女だ、金だ、権力だ…身を持ち崩すような誘惑はこの世に溢れて
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います。そうやって、与えられたものをムダにしてきた人々が聖書には、文字通り、腐るほど出てきます（ソロモン自

身もそうでした）。 

 もう一人で生きているわけじゃないんだから、道ゆく人々と徒党を組んで、世話を焼かれたり、焼いたりしてみる

のもまた一興。だけど、目指すべき場所、志は忘れないでいたい。もし主が願われた道ならば、それはいつか開

かれます。将来ばかりを夢見て、今をなおざりにすることが無きよう…「後、少しできっと道が開けるから」と焦りと思

い込みで、決め込んで、今を無為に消費し続けることが無きよう、明日のための準備ができるよう…初心を忘れず

にいたいです。 

 独白のような文章になりましたが、そんなこんなです。 

 最後に、聖書のことばをもう一箇所… 

 

「ヘブル人への手紙 ３章６節―４章１１節（長っ！）」 

 

キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが、確信と、希望による誇りとを、終わりまで

しっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。  

ですから、聖霊が言われるとおりです。 

「きょう、もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こしたときのように、心をかたくなにしてはな

らない。あなたがたの父祖たちは、そこでわたしを試みて証拠を求め、四十年の間、わたしのわざを見た。だから、

わたしはその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、わたしの道を悟らなかった。わたしは、怒りをもって誓っ

たように、決して彼らをわたしの安息に入らせない。」（←モーセたちの『出エジプト』の話） 

兄弟たち。あなたがたの中では、だれも悪い不信仰の心になって生ける神から離れる者がないように気をつけ

なさい。 

「きょう」と言われている間に、日々互いに励まし合って、だれも罪に惑わされてかたくなにならないようにしなさ

い。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちは、キリストにあずかる者となるのです。 

「きょう、もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こしたときのように、心をかたくなにしてはならない」と言われてい

るからです。 

聞いていながら、御怒りを引き起こしたのはだれでしたか？モーセに率いられてエジプトを出た人々の【全部】

ではありませんか！ 

神は四十年の間だれを怒っておられたのですか？罪を犯した人々、しかばねを荒野にさらした、あの人たちを

ではありませんか！ 

また、わたしの安息に入らせないと神が誓われたのは、ほかでもない、従おうとしなかった人たちのことではあり

ませんか。それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。 

 

こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなたがたのうちのひとりでも、万が

一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。 

福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いたみことばも、彼らには益

になりませんでした。みことばが、それを聞いた人たちに、信仰によって、結びつけられなかったからです。 

信じた私たちは安息に入るのです。「わたしは、怒りをもって誓ったように、決して彼らをわたしの安息に入らせ

ない。」と神が言われたとおりです。みわざは創世の初めから、もう終わっているのです。 
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（中略）ですから、私たちは、この安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の例にならって落後する者が、

ひとりもいないようにしようではありませんか。 

 

 末筆ですが、野澤さん、氏家さん、同期３人、先輩・後輩諸氏、落ち着いたら、また会いましょう！たのしみにして

います！ 

 ありがとうございます＆これからもよろしくです！ 
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ハムレットと『ヨハネ黙示録』 

―ヨモギ文化をめぐって―  

                                鈴木一策（1970：昭 45 経） 

 

 はじめに 

 

 父が建設会社の「高給」サラリーマンだったため、私は中和寮に入ることができず、滅入っていた。一九六六（昭

和四一）年春、家出するために一橋大学を選んだのに、入寮できなければ大船の実家から大学に通わなければ

ならなかった。国立をうろついていた時、YMCA 一橋寮の入寮選考のビラが目に入り、ぶらりと立ち寄ったのだっ

た。高校時代、東大文学部倫理科出身の旧左翼の教師に刺激され、私は内村鑑三や木下尚江といったキリスト

教関連の文章（トルストイの『戦争と平和』や『アンナ・カレーニナ』や『復活』もキリスト教のあり方を考えさせてくれ

たのだが）とともに、「転向文学」とされてきた島木健作の『生活の探求』を読んでいた。左翼陣営では、中ソ論争の

渦中で、例の教師も日本共産党を除名されていた。要するに、動揺しつつあったとはいえマルクス主義なるものと、

無教会派やキリスト教社会主義との軋轢を孕んでいたとはいえキリスト教なるものとの、圧倒的な影響下に私は立

たされていた。青春の真只中、私はほぼ制度化した二つの新興宗教に触れて悶えに悶えていたのである。マルク

ス主義もキリスト教も新興宗教として、日本の母なる大地と文化とにどう向き合おうとしているのか、若き魂は大いな

る疑問を抱いていたのである。 

 正直に言えば、YMCA 一橋寮の木立に囲まれた閑静な趣と、畳敷の個室の日本的なたたずまいに魅了され、

寮生の自治的活動の徹底ぶりに敬意を表して私は入寮した。大学紛争に巻き込まれて中途で退寮し、二年間し

か過ごしていないのであるが、主として音楽と文学の両面で、先輩後輩同輩から大いに学ぶことができた。マルク

スの『資本論』を「批判的に」熟読し始めていた私にとって、聖書購読会はことに有意義であった。三十代に、フラ

ンスのピエール・マシュレの『ヘーゲルかスピノザか』（新評論）を翻訳した時、聖書を読んでいたことにどれだけ感

謝したことか。 

 しかし、ここまでは私の聖書研究の前史でしかない。スピノザの『神学政治論』とフロイトの『モーセと一神教』を読

んでから、私の聖書観は一変する。ラテン語で書かれ、『旧約聖書』の引用がすべてヘブライ語という『神学政治

論』によって、私はヘブライ語習得の必要を痛感し、たまたま國學院大学に出講されていた立教大学の故・秋吉

輝男教授のゼミに参加し、悪戦苦闘してヘブライ語の辞書を引くことになったのだ。ちょっとしたエピソードである

が、秋吉教授は共同訳聖書の行事役を引き受けて苦労され、『マカバイ記』をまさに平家物語の文体で翻訳して

却下され、『創世記』のイサクを「イチャツック」と翻訳して顰蹙を買ったという。ヘブライ語のイツァークのイツァーは

「遊ぶ」という動詞に由来しているので、日本語の語呂合わせを駆使して「イチャツック」と訳したそうで、一策
いっさく

という

私の名前は「矢内原伊作」のようにイサクに由来するのかと教授に問われて、私は深く感動したのだった。そうか、

聖書の日本語訳とは平家物語のようであるべきだったのだ。因みに、共同訳には妥協の産物としてイツァークをイ

サクとして「彼は笑う」（『創世記』共同訳、一七章一九節）が括弧つきで付されているのであるが、これは日本語と

して意味不明である。 

 さて、私は、以上のような経過を経て、シェイクスピアの傑作『ハムレット』を十年以上かけて熟読することになった。

フランスにフロイトを本格的に導入しようとしたジャック・ラカンの『ハムレット講義』（邦訳はない）を徹底的に批判す
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るためであった。その成果は拙著『マルクスとハムレット』（藤原書店、二〇一四年四月）となったのだ。ジュリアス・

シーザーの『ガリア戦記』が象徴しているように、ローマ文明はケルト(＝ガリア)を制圧したのだが、そのケルト文化

圏に生息するハムレットを私は見出し、『ハムレット』をとことん日本語に引きつけて翻訳し理解しようと志したので

ある。この拙い一文は、新約聖書の末尾に配された『ヨハネ黙示録』という原理主義を彷彿とさせる驚くべき復讐

の書（巻頭の『マタイによる福音書』と実は反響しあっているのだが）にハムレット王子がどう向き合ったか、その一

端を扱う。日本では「蓬＝ヨモギ」と呼ばれる植物を、ハムレットは「蛆虫草・蛇草 wormwood」と呼ぶのだが、『ヨハ

ネ黙示録』は致死性の毒草「苦ヨモギ」と呼んでいる。ヨモギを毒草とする文化は世界ではキリスト教にしかない。

そのことを充分に意識してシェイクスピアは『ハムレット』を演出した。この大胆な作家の試みから、私は日本の風

土からヨーロッパ文明を読み直す課題を一生の課題として背負い込んでしまったのである。 

 

 アイヌに見るヨモギ文化の古層 

 

先ず、ヨモギは世界でどう遇されてきたのか、アイヌ文化から始めたい。その前に、九州では今日でもヨモギを

「フツ」と呼ぶところがあり、沖縄では「フーチバ」と呼び、竹富島では「プツ」と呼ぶのであるが、これがアイヌ文化と

関連があることを湯浅浩史氏の『植物ごよみ』（朝日新聞社）から示唆されたことを、断っておかなければならない

だろう。湯浅氏は、アイヌ人初の東大出身者・知里真志保
ち り ま し ほ

の『分類アイヌ語辞典・植物篇』を参照していた。そこで、

私は『知里真志保著作集』（平凡社）の別巻Ⅰ『分類アイヌ語辞典』（一九八一年）に分け入り、その洞察の深さに

驚嘆する。植物をこよなく愛し、アイヌ人としてアイヌ文化再興のために、各地の古老等々からの聞き取りに全力を

挙げ、痛苦に満ちた人生の最晩年を捧げた作品であった。 

この貴重この上なき植物分類辞典は、従来の研究がアイヌの暮らし方と密着したものではなく、近代的な思考

法が災いしていること（ユーカラ研究の第一人者金田一京助を暗示）を指摘し、「木や草は植物なのか」という根源

的な問いから出発する。 

 

茎とか葉と茎葉とか葉柄とかの訳語は、対象を示すだけで、その対象をアイヌがどのように把握しているかとい

う、語の意味の在り方については、なんら触れるところがない。そのような訳語は、木や草を植物として考えるところ

から生まれてくるのである。ところが、アイヌにおいては、木や草は植物ではない。少なくとも、われわれの用語の

意味における植物ではないのである。アイヌの考え方に従えば、獣や鳥や魚や虫が神であるように、木や草も神

なのである。彼らは、神の国では、人間と全く同じで、人間の姿をして人間と同様の生活を営んでいる。 

家族もあり、部落もある。アイヌの植物名に、「アハチャ」（<aha-acha ヤブマメ・伯父）とか、「コムニフチ」

（komni-huchi カシワ・婆）とか、家族関係を表す語のついている例を見出すのは、彼らにも家族があるというアイ

ヌの考え方を示すものである。また「カシワ婆」というのは、年老いたカシワの大木をいうのであるが、そういう大木

の大きいものを、「シ・コタン・コン・ニ」（si-kotan-kon-ni 大きな・部落を・領する・木）という。つまり酋長みたいに

考えているのである。 

彼らは、人間と同様の身体を持つ。…根を「足」（kema, chinkew）と呼び、枝を「手」（tek, mon）と呼ぶ…。彼らは、

人間同様に、髭を生やしたり、なめし皮の衣を着たり、弁当を持ったりする。…サルオカゼを「木の髭」と呼び、カ

ブトゴケを「木の革衣」と呼び、ヤドリギを「木の弁当」と呼ぶ…人間的な行動もする。…立木を「アシニ」（as-ni 立

っている木）、青草を「アワキナ」（awa-kina 座っている草）、まがり木を「ホックニ」（hotku-ni 腰をかがめている木）、

倒木を「サマゥニ」（samaw-ni 寝そべっている木）というのである。アイヌの植物名に、「放屁する木」（キタコブシ）
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だとか、「放尿する草」（ツリフネソォ）とか、「お尻に糞をつけている木」（エゾニワトコ）だとか、生理的な行為にもと

づく名称の見いだされるのも、植物に対するアイヌのアニミスティックな考え方の現れなのである。…アイヌの考え

方を無視し、木や草を単なる植物として取扱ったところに、従来の文献における最大の欠陥が見られるのである

(知里真志保著『分類アイヌ語辞典・植物篇・動物篇』、平凡社、「序言」十四－十五頁)。 

 

アイヌのモノの考え方を「アニミズム」の水準で表現することは、当時の学界を考慮しての苦渋の選択ではなか

ったか。キリスト教文化圏で、一段水準の低い「野蛮な」原始的宗教に位置づけられたアニミズムという括りには、

近代化がほぼ完璧に近いくらい忘却のかなたに押しやった、生類の神的なものへの鋭敏でしなやかな感応への

敬意がまるで見られないからである。ところで、知里氏は、アイヌを通じて、ヨモギの神気をどう感じ取り、どう表現し

ていたのだろうか。エゾヨモギの学名は、月の女神アルテミスに因む(後述)Arutemisia vulgaris「普通の・よくあるア

ルテミシア」 として表記され、アイヌ語のヤやン・ノヤ』(yayan［普通の］noya[もみ草])に該当するようである。なお、

片カナ表記中に混入している平ガナは、アクセントの頂点を示す。 

 

ヨモギの茎葉の青いのは蚊やりに焚
た

いたし、枯れたのは焚きつけにもした。これを焚きつけにすれば、火の神

が喜ぶ、という信仰があった（幌別）。この点に関して、アイヌの神話の中でヨモギがアカダモの木と共に火の創造

に関連しているのは、著しく私どもの注意を引く。 

「コタンカルカムイ」（コタン部落を・カル造った・カムイ神、別名「アイヌラックル＝人間くさい神」でシャーマン）が

人間の国土を創造した際、草木の中で最初に生じたのは、国土の西方においてはドロノキとワラビであり、東方で

はハルニレとヨモギであった。「コタンカルカムイ」は人間に火を授けようとして、先ずドロノキで火きり棒と火きり台と

を作り、もみにもんだが火は出なかった。そこで次にハルニレで試みたら、初めて火が生じた（沙流
さ る

・日高國沙流

郡）。 

この神話によって、私どもは、第一に、ドロノキがなぜ「やイニ」yay-ni“ただの・木”と呼ばれるのか、第二に、ハ

ルニレがなぜ「チきサニ」chi-kisa-ni“我らが・もむ・木”と呼ばれるのかの理由を知ることができるばかりでなく、第

三に、ヨモギもまた、揉んで火口などに用いられたらしいこと、およびヨモギを意味するノヤ noya という名称が、「も

む」という原義において、ハルニレの chi-kisa-ni“我らが・もむ・木”と連想されているらしいこと、等を知り得るので

ある。 

ヨモギの葉を揉むと、一種特有の臭気を発する。この臭気の故に、アイヌはヨモギに徐魔力を認め、広く呪術や

治療に用いる。これがヨモギに「カむイノヤ」kamuy-noya“神なる・ヨモギ”、あるいは「ヌぷンノヤ」nupun-noya“霊

力ある・ヨモギ”の名の生じている所以
ゆ え ん

である(同前、二－三頁)。 

 

この貴重な記録から、ヨモギがその「特有な臭気」から神気を帯びた聖なる神草であると捉えられ、「燃えやすい

草」「揉み草」という暮らしに根づいた名づけ方をされていたことが、よく分かる。ノヤの語源が「ノやノヤ noya-

noya=こすりにこする、揉みに揉む」だろうとの推理からは、現代日本語の「モグサ＝百草＝艾」は元来「揉み草」で

はなかったかとか、「ヨモギ＝蓬＝蒿」が「良く燃える草」ではなかったかと連想させられてしまう。 

私の主要な関心は、なぜ九州ではヨモギを「フツ」と呼び、沖縄では「フーチバ」と呼ぶか、なぜ竹富島では「プ

ツ｣と呼ぶかであった。フツもフーチもプツも同根だという説があるそうだが、アイヌでは「打つ kik」とヨモギは結び

ついていたのである。 
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ヨモギの茎葉を束ねて、悪夢を見た時など、それで身体を祓い浄めるための「タくサ」takusa“手草”にする。そう

ゆう手草で体を払い浄めることを ka(-si,-si-ke)-kik という。カキク（ka 上 kik 打つ）、カシキク（kasi その上 kik 打

つ）、カシケキク（kasike その上の所 kik 打つ）。例えば自分で自分の体を祓い浄めることを yay-ka-kik(自分・の上

を・打つ)と言い、誰かの体を祓い浄めることを kasi-kik（彼の上を・打つ）kasike-kik（彼の上の所を・打つ）などと言

うのである。e –piru（それ＝手草で・拭
ぬぐ

う）とも言う。 

マラリヤのあった時も、近所の者が集まってきて、この手草で病人の背中を叩き、病魔を追い出そうと努力する

（幌別、沙流、屈斜路）。…重病人のある時、ヨモギで人形の形を作って着物を着せ、病人の病気を全部それに移

したことにして戸外に捨てる所もある（屈斜路）。…疱瘡その他の伝染病が村へ入らないように、村境や川口に、ヨ

モギで草人形を作って立てることもある。…この信仰が説話の中にも反映して、勇者が悪神を退治するのにわざ

わざヨモギの矢を以ってする話が多い。 

このように、この植物は、アイヌの信仰上特別の意義を有し、アイヌはそれに特別の霊能（徐魔力）を認めている

ので、それを食用にするのは、単に口腹の欲を満足させるものではなく、それを体内に摂取することによって病魔

を遠ざけ、心身を健康に幸福に保ち得るという信仰に基づくものであることが分かる。だから、ヨモギの若葉を摘み

に春の野に出ることは、アイヌ婦人の重要な年中行事の一つになっている。各地にヨモギに関する地名があり、例

えば、「ノや・ウ・シ（ヨモギ・群生している・所）」（十勝）、「ノや・サルシ noya-sar-us-i（ヨモギ・原・ある・所）」（石狩）

…などが見出されるのも、一つにそういう理由によるのである(同前、三－五頁)。 

 

ヨモギの霊能・除魔力、私のいわゆる神気への感応、それが生活の深部にまでヨモギが浸透している根であっ

たのだ。この根源から、ヨモギの様々な活用法を見直す必要を痛感する。さらに、ヨモギの茎葉を束ねた「手草」で

「打つ」「叩く」「拭う」祓い浄めの「打つ」がどうも九州の｢フツ｣や沖縄の「フーチ」と関連しているらしいことが肝要

に思われる。確信まではできないが、「打ち払う」「打ち水」などの表現と「フツ」「フーチ」は何らかの縁があるので

はなかろうか。いずれにしろ、アイヌ語の「キク＝打つ」の呪術性・身体性は、「フツ」にも「フーチ」にも脈打ってい

るように思われるのだ。 

 

葉をゆがいて干しておき、粟などに搗きまぜて、「ノや・シト noya-sito」“ヨモギ・だんご”を作った。また取たての

若葉を刻んでおき、粥が煮えたらその上にふりかけてしばらくしてから鍋をあげると、粥にヨモギの香が移って、た

いへん香ばしい粥ができあがる。それを「ノや・サヨ noya-sayo」“ヨモギ・かゆ”といい、嗜好の上からばかりでなく、

それを食べると回虫が湧かぬといって、ヨモギの萌え出る頃になると、どこの家でも必ず造って食べたものである。 

葉は、また煎じて咳どめ・蟲くだし等にも飲用した。青葉を揉んで怪我した際の傷口に当てて出血を止め、虫歯

の痛む際には、それを塩揉みして絞り汁を痛む穴にたらしこんだ。ワキガの臭みを取るのにも、この葉をもんで拭

い、油手を清めるのにも、この葉を両手でもんで、それから洗い落とした。枯葉をもんでモグサにもした(同前、二

頁)。 

 

以上で、かつての「日本人」のヨモギの活用法が網羅されていることが分かる。アイヌ文化を知ることは、実は

「日本」の文化を知ることにつながることを、私は知里氏から教わったのである。 

改めて湯浅氏の『植物ごよみ』を参照し、東洋のヨモギの文化に触れておきたい。沖縄の市場では、「フーチバ」

が野菜として売られ、郷土料理の「フーチバジューシー」はヨモギ葉の雑 炊
ジューシー

である。中国では、五月五日に、ヨモ

ギの草を束ねた「艾人
がいじん

」を門戸の「上に」かけ、毒気を払う風習が、六世紀の『荊楚
け い そ

歳時記』に記録されている。さら
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に、ヨモギでトラを作ったり、小さいトラにヨモギの葉をはりつけた。これは「艾虎
が い こ

」と呼ばれ、日本にも伝わった。端

午の節句のトラの飾りは「艾虎」の影響とみられるという。五月五日の早朝、ニワトリが鳴く前に、キク科のヨモギとサ

トイモ科のショウブを採り、門に飾ったり、煎じて飲んだというのだ（湯浅浩史著『植物ごよみ』、朝日新聞社、「ヨモ

ギの風俗」、一〇〇－一〇三頁）。要するに、かつての日本でもアイヌでもヨモギに「神気」を感ずる文化が濃厚に

あったのである。 

 

熊沢蕃山の万物一体論 

 

江戸初期の思想家・熊沢蕃山
ばんざん

（一六一九－一六九一年）は、「神気」について、こう語っている。 

 

日本上代の人、道徳の学は知らざれども、今の知りたらん人の及ばざる所あり。世中ゆるやかにして神気あ

つき故なり。今の道学ある人、道理を知ることは古人よりも詳しと言えども、世中のせわしきに習いて神気うすし(熊

沢蕃山『集義和書』、巻十五、日本思想大系 30、岩波書店、三一一頁)。 

 

蕃山にとって、奢
おご

りとは、神気を感受しなくなったことを意味した。 

 

山川は国の本なり(同前、日本思想大系 30、『大学或問』、四三二頁)。 

国の本は民なり。民の本は食なり。民・食の事詳しく知らでは、国・郡を治むる事あたわず(同前、『集義和書』、

巻十六、三四四頁)。 

 

「山川は天下[国とは言わず天下と言っている場合もあって、私は天下のほうが適切だと考える]の本」「食は天

下の本」「天下の本は民」という蕃山の思想は、単なる環境保全や「仁政」の心構えなどの枠を突破した「万物一

体｣論に基づいていたことに注意しなければならない。天理によって人欲をねじ伏せようとする儒学の傾向に違和

感を覚え、朱子学の「理気」説にも、陽明学の「良知」説にも学びつつも馴染まなかった蕃山。そういう蕃山であれ

ばこそ、欲望を天の道理を曇らせる悪しき「人欲」と一括せずに、むしろ｢奢る欲｣と「神気を感ずる欲（万物一体に

通じる）」との微妙な違いを嗅ぎ分けた。 

だから、現世を越えでる仏や神を楯にとって「人欲」を克服せよと説教を垂れる既成の奢れる宗教、儒教をはじ

め、国家神道に通じるような日本の神道にも、仏教にも、キリスト教にも、その「超越的な構え」に警戒を怠らなかっ

た。庶民（そのほとんどは百姓）の人情の機微に触れようとする蕃山の極めて土俗的な「万物一体｣論は、江戸時

代では珍しく、アイヌの文化にまで通じる射程を持っていたと思われる。徳川幕藩体制を支えるイデオロギーとし

ての朱子学（林羅山）から逸脱していった山鹿素行にも、伊藤仁斎にも、荻生徂徠にも本居宣長にも平田篤胤に

も佐久間象山にも、そして福沢諭吉（日本政治思想研究の大御所・丸山眞男が祭り上げた）にも、こうした射程は

まったくなかったのに、である。 

例えば、節分に大豆を炒って室内に撒き、鰯の頭を焼いて戸口に刺す民衆の習俗について、陰気が内にあっ

た秋冬から陽気が内に入ってくる立春には、余寒が依然として強いので、大豆を炒って「陽気を助け」、陽気を帯

びた大豆を室内の隅々に撒いて陰陽の変化を確かなものにするのだとの卓見を述べた後に、鰯を天・地・人を一

貫する神気を帯びたものとして、こう述べた。「オニは外、福は内」という民衆の理解を、陰陽五行論でそっと「訂正」

していることに留意されたい。引用は、私の現代語訳である。 
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鬼[オニではなくキと読み、キは帰に通じ陰の気]は陰の気で、今夜からは外に出るのです。神[カミではなくシン

と読み、伸に通じ陽の気]は陽の気で、神は福[幸い]をもたらすもので、今夜からは内に入って万物を生ずる働き

をなすのです。鰯は大衆を養う物なので、仁魚なのです。焼かれた鰯の頭から発する香りを邪気が恐れるので、

その香りによって邪気を祓おうとするものなのです(同前、『集義和書』、巻二、三十三頁)。 

 

鰯を「仁魚」と呼ぶことは、蓬を「神草」としてきたアイヌに通じ、蛆虫を「女神」と呼ぶハムレット（後述）に通じて

いるのだ。鰯の頭を焼き、その香りによって邪気を祓うとなれば、アイヌ文化ときわめて親密だと言わざるをえない。

病気を治してやろう、害虫を退治してやろうという奢
おご

る近代こそ、仁魚の神気、ヨモギの「奇しき」神気、人体の神気

を、恐ろしいほどに圧殺してきたのだ。 

 

お灸と蚊やりの文化 

 

害虫といえば、私はどうしてもあの「憎らしい蚊」を挙げたくなる。現代では、蚊取り線香や化学薬品で一網打尽

にできるような害虫であるが、手に負えない恐ろしい伝染病を撒き散らす肉眼では見えないバクテリアやウイルス

という｢害虫｣にも通じるものとして、蚊を取り上げよう。 

石牟礼道子さんの珠玉のエッセイ集『食べごしらえおままごと』には、父上がヨモギの生葉を燃やして小屋に差

し入れ、牛のために「蚊遣り
か や り

」として使う場面が出てくる（『石牟礼道子全集』、藤原書店、第一〇巻、八八頁）。蚊

にあっちへ行ってもらう慎ましい仕草が「蚊遣り」であろう。「除虫」菊や、「蚊取り」線香や、「蚊いぶし」などの奢りと

は違った何かが、「蚊遣り」にはそっと示されている。 

私は、鍼灸の稽古をしていて、驚くべき体験をしたことがある。蚊に刺され思わず叩きつぶしたところ、黒ずんだ

悪血＝瘀血
お け つ

が手につき、痒さのあまり刺された部位を掻きまくった。これは何の変哲もない出来事と思われるかも

しれないが、実はそうではなかったのだ。というのも、蚊に刺された部位が、鍼灸の「経絡」に沿ったツボだったか

らなのだ。蚊に刺されやすい人とそうでない人があることから分かるように、鬱血
うっけつ

の多少が決定的要因だった。鬱

血した部位は刺しやすく、蚊は鬱血した部位を命がけで狙う。その結果、蚊は図らずも、人体の鬱血を瀉血
しゃけつ

し、気

血のめぐりをよくしていたのである。さらに、その部位を掻くことは、マッサージならぬ「手当て」になっているのだっ

た。 

この出来事を経て、私は、想像のかぎりを尽くして、こう考えるに至った。いわゆる東洋医学の「経絡」の発見に、

蚊も一役買っていたのではないか。そして、わが身を焼くお灸と蚊に刺されることとには密接な関係があるのでは

ないか。さらには、蚊に刺されることも蛭
ひる

を使った瀉血も同じ類のものではないか、と。赤子の足の三里に蚊がとま

っているのを見たとき、私の直感は正しいと思った。なぜお灸が効くのか。『広辞苑』には足の三里という胃系のツ

ボは「万病にきくという」とあり、芭蕉は『奥の細道』で足の疲れを三里に灸を据えて癒したと言っている。お灸のメ

カニズムの科学的分析もいいだろうが、その前に、蚊が「神虫」のような神気を発していることに触れなければなら

ないのではなかろうか。 

私たち人類の消化の半ば以上は「腸内細菌」という蛆虫たちが担っていることに注目したのは、異端の生物学

者・千島喜久男である(『千島喜久男選集』、地湧社、第五巻、第三部門の第七編「健康・長寿・若返りと腸内共生

菌」)。この学説からすれば、善玉菌・悪玉菌などと細菌を分類する以前に、腸内の細菌類を「神虫」とみなすべき

ことになる。 
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それはともかく、蓬
ふつ

はなぜヨモギと呼ばれるようになったのだろうか。辞書類を調べると、「善茂木」「善燃木」を当

てている場合が多い。確かに、ヨモギは、繁殖力の強烈な野草であって「よく茂る」。さらに、アフガニスタンなどで

は、ヨモギは燃料として使われ、「よく燃える」。ここで、「よく燃える」ことが肝要な灸について、思い当たる節がある。 

 温灸に使われる晒
さら

していない粗 艾
あらもぐさ

は、もうもうと煙を出し、蚊遣りにさえなるのだが、長時間くすぶり続けるので、

皮膚に直接置くことは熱くて耐えられない。しかし、晒し艾は「よく燃え」、瞬時に消えるので、それほど熱さを感じ

ない。こう考えてくると、善く燃えるヨモギがお灸にふさわしいことが見えてくる。「指燃草
さしもぐさ

」という呼び名は、お灸とも

関連しているかもしれない。 

太平洋戦争の真っ只中、昭和一七年に出版された『時局本草』という書物がある。物資欠乏、医者も薬（漢方

薬も含む）もなく追い詰められた「時局」に発揮される本草学の知恵こそ、近代化が忘却したものであることを、著

者・梅村甚太郎は教えてくれる。梅村氏の経歴について、私はなにも知らない。「跋文に代えて」を書かれた岡田

稔氏によれば、「我が国における漢土本草学の伝統」が顧みなかった「大衆の利用厚生に留意した研究」に励み、

「時局に便乗したものではなく」「健康で長生きをしたければ、野草木を召し上がれ」と奨めるような実学の実践者

であったようである。そこには、モグサを「熟艾
も ぐ さ

」と表記し、お灸が鬱血を去ることへの言及がある。 

 

灸は古来、ただ病虫を焼き殺すとか、あるいは病気の陰を破らんがために陽の火を加えたりという位の理由とな

したが、今日の学理より推す時は、あるいは鬱血の場合に、皮膚を焼きて血管に刺激をあたえ、もって血液の循

環を催進せしむとも言うべきか。予は医師にあらざれば、想像の説はここに多くを言わざるべし(梅村甚太郎著『時

局本草』、復刻版、一九八九年、科学書院、一七八頁)。 

 

氏の説明の当否はともかく、灸が蚊による瀉血と同水準の「鬱血を去ること」に関連づけられていることは注目に

値する。さらに、足の三里への灸が長寿をもたらすものとして、民間で広く行われていたことを明らかにしている。 

 

『雲錦随筆』に、三河の国、寶飯郡水原村の農民、満平一家の者、毎月朔日[一日]より八日まで三里に灸し、

満平は百九十四歳、妻は百七十三歳、子は百五十三歳、孫は百五歳の長寿を保てることを述べたり(同前、一七

八―一七九頁)。 

 

江戸時代は、医学が発達せず、伝染病への対処も分からず、栄養の知識が無かったから、長生きする者は少

なかったなどという常識は覆される。さらに驚くべきことに、「蓬」の項は時局にもかかわらず、ラテン語で Artemisia 

vulgaris と表記され、ヨモギがヨーロッパではアルテミシアと呼ばれていることが自覚されている(同前、一七六頁)。

薬用や食用にヨモギがいかに活用できるか、艾のお灸はどれほど効くかについて色々書かれているが、『時局本

草』は、アルテミシアについて何も語っていない。そこで、西洋ではヨモギが月の女神アルテミスと深い因縁があっ

たことを問題にしなければならない。 

 

ヨモギ＝アルテミシアとするヨーロッパ文化の古層 

  

 アルテミスは、言うまでもなく、太陽神アポロンの妹で、陽と対の陰の世界、月の世界の女神である。『ギリシア本

草』に依拠して、大塚泰男氏は、「女神がこの植物を婦人病に賞用したことからその名を得たというものである」（大

塚恭男著『東西生薬考』、創元社、二八〇頁）と語っている。しかし、この婦人病だけを問題にした説明は腑に落
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ちない。理性の光を象徴する父権的な太陽神アポロンに対する、母性的な感応をこそ月の女神アルテミスは象徴

しているのではなかろうか。アルテミスを冷酷な女神とするのは後の歪曲であろう。 

 先に、アイヌがヨモギのことを「ヤやン(よくある)ノヤ(揉み草)」と呼んでいたことに注意しよう。ラテン語の Artemisia 

vulgaris は、｢よくあるアルテミシア｣を意味し、英語では wormwood common「普通の・よくある蛆虫草・蛇草」である。

この｢普通の・よくある｣が、なんと、アイヌ語とラテン語と英語に共通であるのだ。ハムレット王子がヨモギを「蛆虫

草・蛇草」と呼んだことについては、後述する。ドイツ語ではどうか、ここではそれだけを問題にしよう。 

 ドイツ語のヨモギは「Beifuß 足に添える」である。大塚氏は、ヨモギを「足に巻いたり、靴の中に入れたりしておく

と、疲れをおぼえないところからきたという」（同前、二八〇頁）と述べ、ヨモギの古名 Sonnenwendgürtel について

は、「夏至の帯」という意味で、「夏至の日に摘んだヨモギで腰を巻いておくと、不妊症や婦人病が治るという伝承

に基づく。ドイツのある地方では、最近でも夏至の日にヨモギで環を編んで牛舎に掛け、…牧場にでかける時に

その環を牛にかけてやる習慣があるという。家畜を悪疫から守るためであろう」（同前、二八〇頁）と述べている。要

するに、ヨーロッパでも、ヨモギはその香り故の「清め」の聖なる草であったのだ。 

  

 ヨモギを毒草に歪曲した『ヨハネ黙示録』 

 

 こうした古代的な知恵の伝統に触れ、その知恵の深さを知れば知るほど、キリスト教の「ニガヨモギ」という捕らえ

方の異様さが、くっきりと浮かび上がってくる。旧約聖書『箴言
しんげん

』の「娼婦の唇は…苦
にが

ヨモギのように苦く、両刃の剣

のように鋭い」（五章四節）よりもどぎつい用例が、新約聖書を締めくくる『ヨハネ黙示録』に見られる。 

第三の天使がラッパを吹くと、松明のように燃え盛るニガヨモギという名の大きな星が川に落ち、川の水が「ニガ

ヨモギのように苦くなって、多くの人が死んだ」（八章十一節）というのだから。 

ギリシア語原文の対訳者・岩隈直氏は、ヨモギの苦さを致死性の毒とするヨハネ（パトモス島に流されローマ帝

国への復讐心に毒されたヨハネで、洗礼者ヨハネではない）の強引な歪曲に動揺し、「アフィントス＝にがよもぎは

有毒性のものではないが、エレミア書の九章十五節、二十三章十五節では有毒のものとされている。だからこれ

は有毒と一般に信じられていたのであろうという」（山本書店、七七頁）とお茶を濁している。岩隈氏は、このように

ヨモギに毒性があるかどうか動揺しながらも、あくまでヨモギを「苦い」ものとするキリスト教の伝統に従っているのだ。

ヨモギの香りを生かしたアブサンという強い酒の名の元にあるラテン語のアブシンチウム（ギリシア語のアフィントス

に通じる）は「甘味がまったくない」という意味であって、これも毒とは関係がなかったのだ。 

聖なるヨモギの香りを無視し、さわやかな味わいを「苦さ」に封じ込め、その苦味を致死性の毒にまで歪曲する

ユダヤ・キリスト教は、アルテミス信仰の聖地を折伏しようとしたパウロの「普遍的
カトリック

な」精神に裏打ちされているので

はなかろうか。「ヨモギ＝蛆虫草＝蛇草」に月の女神アルテミスの神気を感受し、ヨモギを通じて宇宙と一体化して

きた古代の人々を「偶像崇拝者」としてねじ伏せようとする文化こそ、父権的な太陽神アポロの理性の高みを夢想

し、母なる大地から離陸し、異教徒を殺害する毒草にまでヨモギを歪曲するに至ったと思われる。坊主（アルテミ

ス)憎けりゃ、袈裟（ヨモギ）まで憎い、といったところだったのだ（なお、『ヨハネ黙示録』の私の読みについては、中

沢新一氏との対談「ヨーロッパの思想家のヨーロッパ」、別冊『環』第五号、二〇〇二年一二月、「ヨーロッパとは何

か」の三一〇－三二二頁を参照していただければ幸いである）。 

ジュリエットの乳母が乳離れのために「蛆虫草・蛇草 wormwood」を乳首に塗った（『ロミオとジュリエット』一幕三

場）ように、赤子にさえ触れさせる聖なる草アルテミシアの「ほろ苦さ」も、キリスト教の復讐心の毒によって、毒草の

「苦さ」に捻じ曲げられたのだった。聖書のニガヨモギに由来する地名チェルノブイリが、放射能の毒を象徴するに
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至ったことは、なんという皮肉であろう。 

 

 わけが分からず悶えるハムレット 

 

 最後に、シェイクスピアの傑作『ハムレット』に、少しだけ触れておこう。父王を「毒殺」したのは叔父クローディア

スであり、殺された父王のために復讐せよと「父の亡霊」から命じられ、その重圧に悩み「生きるべきか、死ぬべき

か」「このままでいいのか、いけないのか、それが問 題
プロブレム

だ」と独白したと解釈され、復讐を延期してばかりいる「愚

図の典型」にまでされてきたデンマーク王子ハムレットは、復讐劇の枠に収まらない存在だ。それどころか、ヨーロ

ッパ・ローマ文明の基底に埋没してしまった古層・ケルト文化的色彩の濃厚な、キリスト教とは異質な存在であった。 

 だから、学友のホレイシオに対し、デンマークともイングランドとも関係のないアイルランドのケルト的な守護聖人

「聖パトリックにかけて誓う」（一幕五場）のだ。王子は、実は、父王の死因も、母ガートルードが叔父王と再婚した

経緯も、恋人オフィーリアが会ってくれなくなった理由も、最後の最後までまったく分からなかった。だからこそ、

「あるのか
ト ゥ ー ビ ー

、ないのか
ノット トゥービー

」「何がなんだか」「分からない
ク エ ス チ ョ ン

」（三幕一場の有名な独白の拙訳）と、悶えに悶えていたので

ある。『ハムレット』の核心は、この分からなさ故の悶えにあった。「悶え」は英語の distract（「気を奪う attract」の対

語で、「気が気でない」ことを意味する）に当たり、「生前に犯罪を数々犯した」とか「梅毒にかかった」などと自白す

る奇妙な父の亡霊*に出会った直後にハムレットが自らの身体を表現した「この悶えに悶えた球体 this distracted 

globe」（一幕五場）というセリフに典型的に使われている。 

 *原文を読めば、亡霊は、「お前の叔父が耳栓だらけのわしの両耳」に「ヘベノンのジュース」を注いだと息子ハ

ムレットに言っているだけで、このジュースを毒液とは言っていない（一幕五場）ことが分かる。それにもかかわらず、

父は「正義」の善玉で叔父は悪玉と思い込んだ（三幕三場で、クローディアスは兄を「毒殺」したとは言わないが、

確かに殺害したと自白している―― この自白を聞いたのは観客だけなのだが――のだから、彼を悪玉とすること

はやむをえないとしても）邦訳者たちは、例外なく「ヘベノン[版によってはヘボナ]のジュース」を毒液としている。

「ヘベノン」は、同時代のライヴァル・クリストファー・マーロウの『マルタ島のユダヤ人』が「口」に入ると死に至る毒

液とした「ヘボンのジュース」を観客にチラつかせ、「両耳」に注がれる「噂＝父王についての悪い噂」を示唆する

ために、シェイクスピアが皮肉をこめておこなった造語（「ヘボン」を「ノン」で否定する）なのだ。この例からも分かる

ように、ハムレット王子は、亡霊から「父の死の真相」など告げられてはおらず、父の亡霊との一対一の「対話」は、

ハムレット王子の「悶え」が紡ぎだした捩れに捩れた幻想だったのである。 

 

その悶えゆえに、ハムレットは、キリスト教徒が毛嫌いする「蛆虫 worm」を「蛆虫女神 Lady Worm」(五幕一場)と

呼んで、人間の死体を大地に返し、「宇宙のみごとな循環」を担う蛆虫に神気を感じていたのである。「うじ虫夫人」

（小田島訳）と翻訳している人もあるが、「運命の女神」が Lady Fortune である以上、Lady Worm は「蛆虫女神」で

なければならない。 

ハムレットは、人を食いものにする政治家も、夏にイングランド各地を巡幸して貴族にたかり散財させたエリザベ

ス女王も、周辺諸国を武力で食いものにしてきた父王も、その跡をついだ叔父クローディアスも、「抜け目のない

政治屋の蛆虫ども politick worms」（四幕三場）と形容する。のみならず、「乞食の腸の中をご巡幸なさる」国王が

蛆虫だとも言っているから、蛆虫は「腸内共生菌」にまで拡張され、「蛆虫」の比喩の複雑さが見えてくる。 

 問題は、例の「ニガヨモギ」をつぶやくハムレットの「傍白」なのだ。三幕二場、ハムレットは、イングランドからやっ

てきた昔の仲間の旅芸人に劇を演じてもらい、父王を暗殺したかもしれない叔父クローディアスや、叔父と再婚し
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たばかりの母に、そしてオフィーリアを含む宮廷人や「クローディアス王の腹の内を探ろう」と身構えている学友ホ

レイシオにも、観劇してもらう。 

ハムレットが旅芸人に依頼し、その一部を自ら演出した劇の冒頭では、王が死期を察し、王妃に死後再婚する

ことを奨める。王妃は「二人の夫にまみえるはわが身に呪いを招くこと。先の夫を殺した者でもなければ誰が二度

目の夫を迎えましょう」とキリスト教的父権主義に忠実な貞淑さを示す（そのセリフについて母ガートルードは「くど

すぎる」との感想を「後で」息子に洩らし、｢苦さ｣を感じていないのだが）。その時、ハムレットは、再婚し二人の夫

にまみえた母ガートルードに、この王妃のセリフは「苦いぞ、苦いぞ、ニガヨモギ」とあてつけを言った。これが、本

場イングランドの解釈者も日本の翻訳者も例外なくしたがっている解釈なのだ。 

 だが、このハムレットのセリフは、母には聞こえず、観客にしか聞こえない「傍白」だった。シェイクスピアが、ヨモ

ギの「苦さ」を強調するキリスト教の伝統を踏襲し、「苦さ」をちらつかせていることは疑いない。しかし、劇中の王の

セリフは、「太陽と月」の運行、要するに陰陽に支配された縁のおかげで結婚がなされ、死によって縁が切れること

もありうることを強調していた以上、王妃の表現は太陽中心の父権的道徳臭が強すぎていることに注意しなけれ

ばならない。恐らくハムレットの手の入ったセリフであろうが、三幕二場の重大な劇中の王のセリフを、王妃の応答

を交えつつ、是非とも参照してみたい。 

だが、その前に確認しておきたいことがある。五幕一場で、オフィーリアの墓穴を掘っていた墓掘り人が、先王

ハムレットが隣国ノルウェーのフォーティンブラス王を決闘で殺害した日に王子ハムレットが生まれ、それは三十

年前だったと王子（墓掘り人は王子だと思っていないのだが）に告げていたことだ。その三十年を暗示するかのよ

うに、劇中の王は三度も「三十」を繰り返していることに留意されたい。 

 

 劇中の王：愛がわたしたち二人の心を結びつけ、婚姻の神ヒュメナイオス[ハイメン]が二人の手を聖なる契りの絆

で結びつけられて以来、輝ける太陽神ポイボスが乗られた車が、海洋神ネプチューンの支配する潮の海を巡り、

大地の女神テラスの支配する球形の大地を巡ること、早や三十度
たび

 full thirty times 、十二の三十倍[三百六十]の

数の月が thirty dozen moons 、太陽より借用した光沢を放ってこの世を照らすこと、三十の一二倍 times twelve 

thirties 。…わしはそなたを残してゆかざるをえない、しかもごく近々。身も心も衰え、そうならざるをえない運命。

そなたはこのうるわしき世界に永らえ、敬われ慕われ、恐らくはわしに劣らぬ頼もしき男を夫に迎える…。 

 

 劇中の王妃：それ以上はおっしゃいますな。そのような愛はどうしたってわが胸を裏切るもの。二夫にまみえるは

わが身に呪いを招くこと。初めの夫を殺さずしてどうして二番目の夫を迎えられましょうぞ。 

 

 ハムレット：（傍白）蛇草[アルテミシア]、蛇草[アルテミシア]。 

 

 劇中の王妃[続き]：再婚を促す動機という動機は、卑しい損得勘定、愛など微塵もない。二度目の夫がベッドで

われにキスするとき、われは亡き夫を二度殺すことになりまする。 

 

 劇中の王：その言葉本心からのものと信ずる。だが、決心したことをよく破るのが世の常というもの。…この世は常

ならず。とすれば、われら二人の愛も運命の移り変わりとともに変化したとて何の不思議もない。愛が運命をリード

するか、運命が愛をリードするか、そんなことはわれらには分からぬ It is a question。…われらの意志と運命とは、

そのおもむく方角は真逆であるが故に、われらの意図は覆されてしまうもの。考え自体はわれらのもの、しかし結
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果はわれらがものではない。今の今、二夫にまみえずと誓おうとも、夫が死ねば、その考えもまた死ぬのだ（三幕

二場）。 

  

 劇中の王のセリフは、婚姻を含む人事は、太陽（陽）と月（陰）の変化を免れることはできないことを明白に語って

いる。「三十年」という歳月も、ハムレット王子の年齢を暗示し、隣国ノルウェーのフォーティンブラスを先王が一騎

打ちで殺害した三十年前の甲冑姿の「先王の亡霊」を目撃したと王子に報告した学友ホレイシオの証言が嘘であ

ること（三十年前にはホレイシオは生まれてさえいなかっただろうから）を観劇中のホレイシオに示唆するハムレット

王子の「皮肉な挿入句」、ということだけではなかった。 

シェイクスピア研究者の誰一人として気づいていないが、一〇〇年を単位として「世紀」を計算するローマ・キリ

スト教文明（ユリウス暦という陽暦を典型とする）との決定的な相違を「三十」は仄めかしていたのである。陰暦を陽

暦とともに重視したケルト文化と同じように、我が国では江戸時代までは十干・十二支の陰陽から暦は作られてい

た。分かりやすい例で暗示すると、還暦は六十歳であるが、前半の「三十｣年は陽であり、後半の「三十｣年は陰で

あって、六十年で一周することから来ているのである。ケルトの暦と和暦とが同じ原理に立っているかどうかはとも

かく、「三十年」を単位とすることは、絶対にローマのキリスト教文明とは異質なのである。 

さらに、「三十」は、四代しか続いていないデンマーク帝国（クローディアスは、デンマーク帝国が「四代」続いて

いると五幕二場で明言している）のうかがい知れない栄枯盛衰の運命を示唆しているのかもしれない。キリスト教

の愛の誓いは、この運命をねじ伏せることができると考えるところから成立している。劇中の王の言い分は、運命を

宿命と諦め忍従することではない。決定的なことは、劇中の王妃の殊勝な物言い、父権的なキリスト教の愛を生き

抜こうとする物言いには、愛が運命をリードするという奢りがあるということだ。「愛が運命をリードするか、運命が愛

をリードするか、そんなことはわれらには分からぬ It is a question」はずなのに、分かった気になる奢りがあるという

ことである。ここで是非想起すべきは、ハムレットのあの有名な独白「あるのか、ないのか、分からん＝疑問だ」（三

幕一場）であろう。坪内逍遥と福田恆存だけが「疑問」と翻訳した question は、キリスト教を前提として「難問

problem」を掲げる「生きるべきか、死ぬべきか」「愛するべきか、死ぬべきか」といった二者択一を突き崩していた。 

ハムレットの独白は、正義とは何か、愛とは何か、運命とは何か、分かった気になっている奢りを振り切ってしま

うほどの悶えから発せられたのだ。だとすれば、ハムレットは「アルテミシア」という月の女神を仄めかしつつ、母で

はなくまさに劇中の王妃の奢り＝驕りを、運命を父権に頼ってねじ伏せようと考える王妃の奢りを、ヨモギの「ほろ

苦い」薬味を利かせて、からかって見せたと解すべきなのである。 

英語の「ヨモギ worm-wood」の worm が「蛆虫」でもあり、キリスト教がサタンとした「蛇」でもあり、古くは「竜」（トグ

ロを巻いて水中に潜む陰性の竜が天にまで昇る陽性の昇り竜になることから、竜は極陰転じて極陽になることの

象徴）でもあったことに思いをいたそう。そうすれば、ハムレットが、「ニガヨモギ」をちらつかせつつ、「蛆虫草」「蛇

草」「竜の草」「アルテミス」を仄めかしていたことに、気づくのだ。 

 一幕二場、蛆虫草のヨモギに月の女神の神気を感じ取るハムレットは、夫の喪を短縮し再婚した母の「冷酷さを

嘆いて」独白する。しかし、この最初の独白は、夫思いの母の典型の代わりに子思いの大地の母を挙げてしまう奇

妙なものだった。 

夫プライアム王を殺され泣いて犬になった夫思いのヘキュバ（二幕二場）のようになぜ泣かないのかと言おうと

して、思わず知らず、多くの子を殺され泣いて石になり、石になっても泣いた子思いの大地の母ニオベのようにな

ぜ泣かないのか、と独白したのだ（一幕二場）。この父権的ヘキュバの代わりに母系的ニオベをつかまされるキド

プロコ（「思わぬものを掴まされること」を意味するラテン語で、シェイクスピアが重視した演劇用語）に巻き込まれた
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ハムレットの悶えは、「物言わぬ石」にさえ神気を感じ取っていたのである。 

 ハムレットは、意外なことに、父の亡霊との「対話」の中に、月と太陽とに通じるケルト的な巡礼の神マーキュリー

（ヘルメス）の神気も感じ取っていた。大地をねじ伏せるローマの神ヘーラクレース的な父の亡霊をさしおいて、太

陽の天上界にサンダルの翼で飛翔し、月の地下世界に杖に巻きついた蛇のように下るマーキュリーに思わず変

身してしまったのだ（詳しいことは拙著『マルクスとハムレット』、藤原書店、第七章を参照されたい）。 

 石牟礼道子さんは、高群逸
たかむれいつ

枝
え

（一八九四－一九六四年。母系制の先駆的な研究をなした偉大な詩人）の「 汝
なんじ

洪水の上に座す神エホバ」「吾日月
じつげつ

の上に座す」という表現が気に入り、「個人は個人ではない。一切である。」

「個人の哲学が偉大であるという理由はない。」「それと同様な哲学をあらゆるものも持っている。」「ただ、表現する

機縁に打たれていないというのみである。」を引用している(『最後の人』、石牟礼道子全集、第十七巻、二九－三

〇頁)。これは、蕃山の万物一体論に通じる哲学の表明ではないか。 

 逸枝は、あの「竜」を怪物ドラゴンとしてねじ伏せようとした『ヨハネ黙示録』の神をエホバとし、自分はマーキュリ

ーとして、「日月の上に座す」と語っているように思えてならない。「九竜権現さま」という竜神に神気を感ずる杢太

郎（胎児性水俣病患者）の爺さまの悶えに触れる「機縁に打たれた」石牟礼さんの悶え（『苦海浄土』、第一部、第

四章「天の魚」、石牟礼道子全集、第二巻）は、「毒死列島身悶えしつつ野辺の花」という表現を生み出し、苦海

の悶えにこそ「浄土」を察知する哲学を生み出したのであろう。 

 水俣病は、今や、世界病である。チッソ会社は、電気・農薬・塩化ビニールを世界に蔓延させ、原発事故の放射

能の毒は世界を巡る。ガンの多発は複合汚染の「成果」で、野生のタヌキをアトピーにしている複雑な農薬・添加

物は若者に四人のアトピー患者を量産し続ける。これを無視し、性懲りもなくエコノミック・アニマルが暴走を加速さ

せているときこそ、生類の悶えに感応し、「神気」に触れるような地下水脈をまさぐる文運が求められる。格差是正

を訴えるピケティの『二一世紀の資本』（みすず書房）も、里山の復権を提言した『里山資本主義』(藻谷浩介、

NHK 広島取材班、角川 one テーマ 21)も、学ぶべき点はあるものの、やはり金銭まみれの資本主義に呪縛され、

「神気」など眼中にないようにしか思われず、「毒死列島」の闇に食い入ることはできないであろう。 

 

 

 

近頃、教会について思うこと 

 

儀賀裕理（1971：昭 46 年商卒） 

 

１． 所属する教会が再開発事業に直面して 

 

突然ですが、貴方が所属するか、或いは関与する教会が、市街地再開発事業に組み込まれることになったら、

貴方ならどう考え、どう行動するでしょうか。或いは、教会はどのように対応すると思いますか。 

因みに、市街地再開発事業とは、当該地区に土地や建物を所有している権利者達が事業推進企業体の再開

発計画に賛同して地区再開発組合員として参画することにより、自らの財産権を新たに開発されるビル建物等の

一部と交換して、賃貸用建物床を取得するか、自分で活用出来るようにする事業です。この際、従前の容積権の

全部又は一部を権利交換すれば、金銭支出無しで新しい建物床を取得することが出来ますし、或いは、これを機
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に財産を売却して移転することも可能です。 

話しを戻すと、教会が立地する地区でこのような再開発事業計画が生じた場合、教会はどのように反応するだ

ろうか、という問いです。私が 2005 年頃から礼拝に出席するようになった日本基督教団芝教会が港区虎ノ門地区

再開発事業に組み込まれることになったという話しを耳にしたのは２年前、2013 年秋のこと。親しい教会員に話し

を聞くと、再開発の話が持ち込まれたのは随分前の事で、状況は既に相当進んでいる由。かくなる上は、教会員

になって詳しく情報を教えてもらい、（私の不動産会社勤務経験も生かして）再開発事業参画のお手伝いをすべ

きだろうと考え、（ハワイの教会から）芝教会に籍を移すことにしました。教会間の手続きに時間が掛かり、実際に

転会出来たのは翌年 4 月になりましたが、初参加した教会の懇談会で、私は早速、再開発問題を取り上げ、教会

全体で情報共有するとともに、芝教会の現状や従来活動を総括し、新しいビジョンを議論することが必要だ、と訴

えました。この時、長老の一部から、既に方針は決まっており（但し、総会議案として決議されてはいない）、しかも、

教会員に資金負担を掛けず、教会堂もビルから独立した建物とし、更には、教会の収支赤字を補填するために新

ビルの床を取得して将来の収入源も確保しようと考えているのに、この方針の何が問題なのかと、かなり強く批判

されました。 

このような反発の背景には、教会員が高齢化して減少する、だから財政も先細る、という諦観と焦りがあります。

都心に立地する教会なのに礼拝出席者数は 30 人に満たない、収支は恒常的に赤字という現状は、この教会に

深刻な欠陥があることを示しています。私は、その後も、教会内での地区再開発事業進捗説明会を設けてもらい、

教会の問題点を確認しようと訴え、また、長老会や牧師宛に文書で具体的課題や活動策を提案するなどしたので

すが、ついに長老会に呼び出され、教会内の秩序を乱すような発言や行為を控えるように警告を受けることになり

ました。更に、教会としては議論する余地は無いので、むしろ、自分の考えに合う教会に転会してはどうか、と意見

されたことも心に引っ掛かり、現在は、芝教会には限られた集会だけ参加し、礼拝は他の諸教会に出席していま

す。 

 

２． 今、日本のプロテスタント教会が抱える諸問題 

 

さて、このような経緯があって、私は教会の在り方を批判的に検証してみよういう気になりました。教会の統治は

どうなっているのか。とりわけ、教会財産の処分を各個教会の長老会や牧師に任せておいて良いのか。カトリック

教会と違い、日本基督教団の各教会には本部統制も外部牽制も無いに等しい。教団の事務局に出向いて教会

財産の処分手続きについてヒアリングした際には、教団教規に則った統制が機能不全に陥っているのではないか

と思わされました。もし、誰かが、恣意的に教会財産を処分しようとしても、教団はその過程や行為を監督すること

が出来ないでしょう。解散する教会が既に出始めていること、今後、更に多くの教会が解散の危機に瀕するだろう

ことを考えると、事態は相当に深刻だと言わざるを得ません。 

或いは、経営管理という視点からは、こうした財産問題に限らず、人事、財務、マーケティング、企画、営業等々、

多岐に亘るリスクの存在を指摘出来ます。例えば、個別教会の多くが、既に、牧師を支え切れなくなっている。収

支赤字が恒常化している原因を外部環境の変化のせいにして、教会は礼拝に専念すべきとか、人手不足だから

とか弁解理由を並べるばかり。自己変革を怠り、ビジョンも実行態勢も具体化しないままの状態が続いているので

す。 

今日、日本基督教団所属教会の統治機能に期待することは出来ないし、個別教会の力もほぼ一様に衰退して

いますから、各地域の教会は自主的に ad hoc 機能を活性化し、戦略的な議論を深め、合従連衡を目指さなくて
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はならないと考えます。 

 

３． 教会の在り方について 

 

そもそも、教会とは何なのでしょうか。新約聖書の個所、例えば、葡萄の木、花婿花嫁、肢体等々を引用して教

会の根拠を説明することが一般的です。しかしながら、イエス自身はそのような組織体とは無縁であった、というの

が私の基本的な認識です。イエスが初期の活動を共にした洗礼者ヨハネのエッセネ派は既成ユダヤ教に対する

抵抗運動であったし、イエスもまた、ユダヤ教神殿体制から疎外された異邦の民に向かって神の国運動を展開し

ました。しかし、教会の組織化を目指したわけではありません。では、パウロはどうか。彼が異邦の地での宣教活

動を展開した時代に、各地に原初的集団が生まれ始めていたことは間違いないところでしょう。しかし、それらは

組織化されたものではなく、むしろパウロ等の宣教活動を支えるための自主的運動体としての性格が色濃かった

のです。一方、ペテロやヤコブ達が率いる集団が中心となって、長い年月を掛けて教会が組織化されます。そし

てついにローマ国家権力と結び付くことによって、教会にはユダヤ神殿体制と同じ自己防衛本能や教会至上主

義が芽生え、やがて、教条や権力で教会組織を守ろうとするようになります。その後、幾世紀にも亘って、教会が

巨大組織を維持・発展させてきた経営管理力は誰しもが驚嘆するところでしょう。が、だからと言って、その正当性

が担保されるわけではありません。組織の維持が目的化して、本来の運動とかけ離れた教会になっていないか、

教会は自らに問い続けなくてはなりません。 

さて、今日、クリスチャンといえば洗礼を受けた人を指すことが一般的です。しかし、洗礼を受けても、信仰心を

失っている人たちは沢山いますし、逆に、洗礼は受けていないが、聖書や神に関心を持ち、学び続けている人々

も大勢います。つまり、受洗しているかどうか、教会員かどうかを基準にして、クリスチャンとノンクリスチャンを区別

するのは適切ではないのです。私は教会を否定しようとするものではなく、教会が自己改革しつつ、自由に大胆

に、今日の使命を推進する運動体となることを願っています。敢えて言えば、教会員が所属する個別教会に拘束

されることなく、所属教会を超えて広く活動し、貢献するような柔軟な運動体が今日的教会の在り方だろうと思いま

す。 

多くの教会は、礼拝中心を標榜し、教勢が衰える中でも、伝統的礼拝形式を守り続けようとしています。一方、

外部に向けたプログラム作りや実践は極めて苦手なようです。虎ノ門地区という都心に立地する芝教会には、より

大胆な発想と取組が必要になります。例えば、自教会以外の様々な運動のために施設を提供するという役割があ

るはずです。教会を自分達だけのものとして抱え込むことなく、外部の力とも協力し合って活動を展開する道があ

るはずです。ＹＭＣＡとも組んではどうか、と芝教会の長老に提案したことがありますが、言下に反対されました。

長老派教会の考え方や活動と相容れないと決めてかかっているのです。新たな挑戦には、当然、失敗やリスクが

伴います。教会内外に様々な軋轢や痛み、混乱が引き起こされることになるかもしれません。だからと言って、波

風を立てるなでは、運動は衰退します。パウロ書簡は、宣教活動に関わった各所の教会運動体に様々な問題が

起きたことを、隠すことなく伝えています。今日の各個教会もまた、それぞれの地域特性や変化をよく検証して対

応する必要があります。伝統や教条を重んじつつも、固陋に陥ることがないように不断の努力が欠かせません。 

 

４． 終わりに 

 

では何故、私は芝教会を離れないでいるのか。自分でも往生際が悪いと思うのですが、再開発の進捗中に、或
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いは、完成後に、教会内に何らかの変化が起こる可能性があるのではないかと未だ期待しているのです。それを

見極める必要があると思っているのです。教会内の一部の方たちも、それまで待機するようにと言ってくれていま

す。再開発が終わり、幾ばくかの時間が経過した時点で、私が提案して来たことに耳を傾けてもらえるようになるか

もしれない。そのことに希望を繋いで、それまでは施策実現のための準備をして行こうと思っています。 

以上 

 

 

 

 

 

      大分県（豊後国）におけるキリシタン遺構について（１） 

 

                     佐藤周一（1979：昭５４法卒） 

 

１．はじめに 

 

 私は平成 26 年 12 月に発行された会報第 62 号にて、学生時代以来の我が半生を、一橋寮の再築構想への思

いを込めて紹介させていただいた者です。 

 その後、編集担当の山本通先輩より、大分での近況を寄稿して欲しいとのご依頼があり、２年半余りに及ぶ大分

在勤中に県内外を旅行して実際に見聞した体験等を踏まえ、表題に関する最近の県内動向を報告させていただ

きます。 

 九州のキリシタン遺構は、島原や天草、平戸など現在の長崎県・熊本県を中心に分布しており、本年 1 月に「長

崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を目指し、政府が正式に推薦決定したのは記憶に新しいとこ

ろです。 

 しかし、実は大分県内にも固有のキリシタン遺構が数多く点在し、最近になって新たな発見や掘り起しが相次い

だこともあり、これまで見捨てられていたキリシタン遺構を観光資源の一つとして見直す自治体も出てきました。 

 本稿では、そうした近年の動向を踏まえながら、「豊の国」に根付いたキリシタン文化を紹介する一助としたく、拙

文を綴ることにいたしました。専門家による記述ではありませんので、学術上で不正確な点があることは容赦願い

ます。 

第 1 回目の本稿では豊後国にキリシタン文化が定着する過程を概観し、第 2 回では禁教令下で生き延びた

「隠れキリシタン」の豊後独特の様相を明らかにしたいと思います。そして第 3 回ではバチカン図書館における「新

発見」など最新の話題を交えつつ、大分県内でのキリシタン遺構を巡る動向や将来構想について触れてみたいと

考えています。 

 

２．豊後国におけるキリシタン史概要 

 

（１）大友宗麟とキリシタン文化 
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 日本へキリスト教が伝えられたのは、皆さんよく御存じの通り、西暦 1549 年（天文 18 年）イエズス会の宣教師フ

ランシスコ・ザビエルが薩摩に上陸し、領主の島津貴久の許可を得て布教を開始したのが嚆矢とされています。 

 イエズス会は、北部欧州で始まったルターらの宗教改革運動に対抗し、南部欧州で勃興したカソリック保護運動

の中で、イスパニアの貴族イグナチウス・デ・ロヨラらにより結成され、1540 年にローマ法王の許可を得ました。そ

の宗教信条は「貞潔・清貧・エルサレム巡礼」で、法王の命に従いキリスト教の敵と戦うこととされ、イエズス会の宣

教師らは、失われた北部欧州に代わるべき旧教流布の世界を、全世界の未開地に求めようとしたわけです。 

 1506 年、イスパニアのバスク地方ハビエル城の歴代城主を務める父方と、教皇庁に出仕する高位聖職者を排

出した母方との「由緒正しき貴族家」の三男坊として生まれたザビエルは、世俗の世界よりも聖職者への道を求め、

当時、カトリック世界の最高学府であるパリ大学に学び、哲学教授の資格を得ます。 

 パリのカルチェラタン区で青春を過ごしたザビエルは、イエズス会の前身組織である男子修道会の一員として活

躍。ロヨラらとの交流の中で、マルコ・ポーロの『東方見聞録』（1502 年ころの出版）を契機として蓄積されつつあっ

た極東世界の情報に着目、とりわけ「日本」への関心を高めていき、旧教流布の先兵として 1541 年 4 月 7 日、リス

ボンを出港します。 

 経由地のゴアで詳細な「日本情報」を入手したザビエルは、1547 年暮れにマラッカで日本人ヤジロウ（アンジロ

ウの説もあり）と出会い、これまで出会った非西欧社会の人間の中で最も聡明な彼を案内人として薩摩へ上陸。前

出のように布教活動を開始します。 

 その後、長崎・平戸を経て山口の大内氏の保護を受け中国地方で布教に従事したザビエルですが、日本全国

への布教活動に関する朝廷の勅許を求めて京都に赴きます。しかし長く続いた戦乱により荒れた都での活動は

不調に終わり、失意のうちに再び山口に戻っていたザビエルの元へ豊後府内の国主・大友義鎮（よししげ、のち

の宗麟）から書状が届きます。 

 豊後大友氏は、源頼朝の落胤説もある初代大友能直（よしなお）が 13 世紀初頭に豊後・筑後・肥後三国守護職

を譲り受けたのを始祖として、以来、鎌倉期・南北朝期・室町期・戦国期の通算約 400 年余り 22 代にわたり豊後

国主として君臨した名門大名家です。 

 義鎮は 20 代義鑑（よしあき）の長男として 1530 年に生まれています。彼は戦国期の有力大名である武田信玄・

上杉謙信・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康らとほぼ同時代を生きた戦国武将です。10 歳の時に実母を亡くした彼

は、その後に入った継母と父との間に出来た子が長じるに及んで生じた家督争いに巻き込まれ、家臣団が父・継

母・義弟を皆殺しにする凄惨な内紛を経て 20 歳の時、21 代当主に推されます。この幼少期から青年期にかけて

の体験は、義鎮の生き方や人生観に大きな影響を与えたものと考えられます。 

 他方、義鎮は 10 代のころから豊後地方の近海に現れ始めたポルトガル船に興味を抱き、17 歳で出会った商人

アラゴンが朝夕、熱心にデウスやキリストに祈りを捧げている姿に感銘を受け、キリスト教とはどんなものか知りたい

と思い続けていました。 

 

 義鎮が家督を継いだ翌年の 1551 年 9 月、別府湾沖に初めてポルトガル船が停泊したのを知った彼は直ちに船

長ドアルテ・ダ・ガマ（バスコ・ダ・ガマの息子）に会いに行きます。ガマ船長が山口で布教中のザビエルとは旧知

の間柄であったこともあり、その話を義鎮にすると大いに興味を示したので、船長からザビエルに義鎮の紹介状を

出すとともに、前出のように義鎮自身もザビエルに「豊後府内に来て欲しい」と招待状を出したわけです。 

 主に陸路経由で豊後府内に入ったザビエル一行は、領主の館で大変な歓待を受けることになります。ザビエル
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を迎えた義鎮は、すぐに駆け寄り、互いにひざまずき労わるように抱き合ったと伝えられています。それまで多くの

大名に会ってきたザビエルですが、大抵の大名はふんぞり返って謁見していたので、これは初めての体験であり、

大いにザビエルを感動させることになります。 

 その後、義鎮がむさぼるようにキリスト教のことをザビエルらに聞いたことは言うまでもありません。このため、ザビ

エルも日本の大名で真っ先にキリシタンになるのは義鎮だと思っていました。 

 しかしながら、義鎮が受洗するのはそれから 27 年後のことになります。義鎮がすぐにキリシタンにならなかった理

由は諸説ありますが、有力説としては、若い当主が家臣団をまとめて率いていくための配慮であったとする説です。

当時の家臣団は全て神仏信者であり、キリスト教への理解は必ずしも十分ではなかったのです。義鎮は家臣たち

がキリスト教を理解するまで、自身がキリシタンになることは危険なことだと考え、時間をかけることを選択したので

す。 

 結局、ザビエルは豊後府内での滞在は 2 か月足らずで、終生の友となる義鎮との出会いはあったものの、本来

の目的である布教には至らず 1551 年 11 月 15 日には豊後をあとにしてインドへ旅立ちます。ザビエルは日本滞

在中に、日本の文化と宗教が中国から強い影響を受けていることを知り、中国でのキリスト教の発展が日本での布

教に役立つと考えたようです。1552 年 4 月、ゴアを出港し中国沖の上川（サンチャン）島で中国入国の機会を待

ちますが、当時の中国皇帝は厳重な海禁政策を取っていたため難渋を極める中、ザビエルは高熱に冒され、12

月 3 日の早朝、無念の死を迎えます。享年 46 歳 8 か月でした。 

 しかしザビエルは、義鎮から宣教師派遣依頼を受けていたこともあり、亡くなる 4 か月前にバルタザール・ガゴ神

父をゴアから豊後に派遣していました。これに山口から日本語のできるフェルナンデス修道士が加わり、翌 1553

年、ガゴ神父らは義鎮からキリスト教布教の裁許状を得て本格的な布教活動が豊後府内で始まります。教会やコ

レジオ（神学校）の設立が相次ぎ、ザビエルの播いた種は義鎮の庇護のもと確実に根付いていったのです。 

 通算して 2 年 2 か月しか日本に滞在しなかったザビエルですが、日本国民への布教可能性について信念は固

く、イエズス会の後継者たちにその思いが伝えられていくことになります。ザビエルの日本人への思いを『聖フラン

シスコ・ザビエル書簡抄』（井上郁二訳）から引用してみます。 

 

 「・・此の国民は、私が遭遇した国民の中では一番傑出している。私には、どの不信者国民も、日 

本人より優れている者は無いと考えられる。日本人は総体的に良い素質を有し、悪意が無く、交わ 

って頗る感じが良い。彼らの名誉心は特別に強烈で、彼らにとって名誉が凡てである。 

   日本人は大抵貧乏である。しかし武士たると平民たるとを問わず、貧乏を恥辱だと思っている者 

は一人もいない。彼らにはキリスト教国民の持っていないと思われる一つの特質がある。それは武 

士が如何に貧困であろうと、平民が如何に富裕であろうとも、その貧乏な武士が、富裕な平民から 

富豪と同じように尊敬されていることである。 

 平民が武士に対して最高の敬意を捧げるのと同様に、武士はまた領主に奉仕することを非常に 

自慢し、領主に平身低頭している。これは主君に逆らうことが自分の名誉の否定だと考えている 

からであるらしい。 

 日本人の生活には節度がある。・・博打は大いなる不名誉と考えているから一切しない。何か 

と言えば、博打は自分の物でない物を望み、次には盗人になる危険があるからである。・・日人 

は妻を一人しか持っていない。窃盗は極めて稀である。死刑をもって処罰されるからである。 

彼らは盗みの罪を非常に憎んでいる。大変心の善い国民で、交わり且つ学ぶことを好む。・・・ 
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（以下、略）」 

 

 義鎮はザビエルの離日に際し、当時のポルトガル王やインド総督に今後の交流を望むとした親書や献上品を託

します。ガゴ神父ら宣教師が次々と豊後府内を訪れるようになったのはこのためでもあります。 

 こうして、別府湾には頻繁に南蛮船が訪れ、豊後府内の地で南蛮貿易が本格的にスタートしました。当時、初め

て日本に入った南蛮文化としては次のようなものが挙げられます。 

  ① 西洋音楽（1557 年：日本人による聖歌隊が府内教会で発足） 

  ② 西洋演劇（1560 年：府内教会で『アダムとイブ』上演） 

  ③ 西洋式病院・医学教育施設の建設と西洋式外科手術（1557 年～） 

   （ルイス・デ・アルメイダによる、現在の大分市アルメイダ病院へ継承） 

  ④ アルメイダが孤児院（赤ちゃんポストも含む）を建設（1555 年） 

  ⑤ 組織化された医療福祉ボランティア（ミゼリコルデイア） 

 義鎮が力を注いだ南蛮貿易・対明貿易は、輸入品として生糸・絹織物・鉄砲・硝石・砂糖・医薬品・ガラス製品・

時計・望遠鏡・メガネ・ワインなどであり、 

輸出品としては銀・硫黄・刀剣・海産物・漆器等であったとされています。 

 東シナ海・南シナ海を舞台に義鎮が行った積極的な貿易は、一説ではポルトガル船一隻の入港で数十億円の

経済効果があったと言われるほどの莫大な富をもたらすと共に、シナ海沿岸国に義鎮の名を広めたばかりか、欧

州にも伝わり、当時の世界地図には九州全体が「BUNGO」と記載されています。豊後府内は京都・堺と並ぶ国際

的な商業・文化都市であったのです。 

 当時、南蛮貿易とキリスト教は相互補完関係にあり、義鎮とイエズス会の利害は凸凹がはまるように一致したわ

けですが、その蜜月は残念ながら長くは続きません。世は戦国時代であり、義鎮もまた諸大名による「国盗り合戦」

とは無縁でいられなかったのが、その背景となっていきます。 

 義鎮 30 歳の時に、経済力を背景に足利幕府から豊前・肥前・筑前の守護職を補任され、従前からの豊後・筑

後・肥後と合わせて北部九州一円を治める「大」大名となった翌年、中国地方を平定した毛利元就が豊前と筑前

に進出。以後 10 年近くに及ぶ戦乱が始まります。 

 初戦の門司城での戦に大敗した義鎮は、当時の豊後府内城（大友館）が防備の面で弱点があったことから、臼

杵の丹生（にゅう）島へ居城を移し、剃髪して「宗麟」と号し毛利戦に備えました。1562 年 5 月のことです。 

 宣教師の活動に理解を示していた義鎮がなぜ入道したのでしょうか。それはやはり、神仏信者の多い家臣団と

心を一つにして毛利戦に臨もうとする決意の表れと考えられます。逆に、この時期から宗麟は、それまで保護・奨

励していたキリスト教を遠ざける行動に出ます。 

 当時、豊後府内で布教活動に従事していた宣教師長コメス・ド・トルレスらは失意の中、肥前の横瀬浦への移住

を余儀なくされ、キリシタン大名大村純忠の保護を受けることになります。横瀬浦の港は純忠によりポルトガル船の

入港に限り 10 年間入港税が免除されるなど積極的な受け入れ策が取られ、1570 年には長崎が開港され、1580

年～87 年にわたって、横瀬浦ほかの土地をイエズス会に教会領として贈与されることになります。こうして長崎が

新たな宣教活動の拠点となっていくわけです。 

 一方、宗麟は周辺大名との熾烈な戦いの日々にあって魂の救済を求め、禅宗とキリスト教との間で心が揺れて

いたと思われます。キリスト教に理解を示さない夫人と離婚し、再婚した新夫人とともに宣教師カブラルから洗礼を

受け、ドン・フランシスコと命名、夫人はジュリアとしました。1578 年のことです。 
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 「戦いのない理想国家」建設を夢見ていたと伝えられる宗麟ですが、なぜか家臣団の反対を押し切って島津攻

略を目論み、受洗から 2 か月後に日向に進撃します。ところが、島津軍の策略にはまって大敗北を喫し、以後、大

友王国は斜陽の道を辿ることになります。 

 国内では家臣団の離脱・謀反が多発する一方、島津軍は豊臣秀吉の停戦命令をはねつけ、九州一円を手中

にすべく大友領国の筑前・豊後に侵攻してきます。しかしながら、すでに家督を継いでいた宗麟の長子・義統（よ

しむね）は力量不足が明らかで、かつての首府・豊後府内は一面の焦土と化します。 

 宗麟は臼杵・丹生島城に立て籠もり、ポルトガル由来の大砲（『国崩し砲』：靖国神社遊就館に展示されていま

す）で必死に応戦し、何とか落城だけは免れます。こののち秀吉が九州平定に乗り出し、島津氏は降伏します。 

 しかし、すでに病魔に侵されていた宗麟は、豊後国の将来を案じつつ、58 歳の生涯を静かに閉じます。1587 年

（天正 15 年）5 月のことでした。宗麟が没して 6 年後、大友家は義統の朝鮮戦役での敵前逃亡という咎（昨年の大

河ドラマで黒田官兵衛が巻き込まれた『陰謀』と同じもの）で豊後国を没収され、ここに豊後大友氏の 400 年に及

ぶ歴史は幕を下ろします。（この後、関ケ原の戦いと同時期に、義統は失地回復・大友家再興を狙い、別府石垣

原で黒田軍と激突、智将の前にあえなく完敗したのも『軍師官兵衛』で描かれていました） 

 ここで、イエズス会宣教師らの布教活動に目を転じると、トルレスに代わって宣教師長に任ぜられたフランシス

コ・カブラルは、当時、京都で実権を握った織田信長に評価され、宣教師の上洛が許されます。1577 年（天正 5

年）にはグネッキ・ソルディ・オルガンティノが、京都と安土に教会を建立します。 

 しかし、その 2 年後に宣教状況の視察に訪れたヴァリヤーノ管区長は、カブラルが日本文化の独自性を尊重せ

ず、宣教方針に柔軟性を欠くと判断して、1582 年（天正 10 年）には天正遣欧使節団とともに長崎を去ります。そし

て宗麟が没した年の 6 月、秀吉は最初のキリシタン禁教令を下します。 

 その後も宣教師らは、イエズス会内部の派閥抗争やフランシスコ会との争いなど、経済や政治など俗世の欲に

まみれることも多く、江戸初期の禁教令に至ります。ザビエルの願いも空しく、イエズス会の日本への再上陸は

300 年あとの 1908 年まで待たねばならなくなります。 

 

 以上が、大友宗麟によって豊後国にキリシタン文化が根付く経緯を概観したものです。キリシタン大名としての

統治は、受洗から病没まで晩年の 9 年間だけなのですが、周辺国との合戦の合間にも領国内各地で洗礼を受け

るよう説いて歩いたとする記録が残されており、実際に家臣団や住民の多くが入信し、島津との戦に敗れてからも

キリスト教信者の数は増え続けたそうです。 

 

 宣教師の書簡やフロイスの著書『日本史』の記述等によれば、宗麟が没した 1587 年には豊後のキリシタンは 5

万人を超えていたとされており、当時の日本国内の信者数が約 30 万人であったことから、豊後一国だけでその 6

分の 1 を占めていたことになります。 

 

 ここまで豊後の国にキリスト教が浸透した理由は、宗麟の熱烈な信仰心の深さにあるとも、彼個人の不思議な人

間的魅力によるものとも言われていますが、実はそれだけではなく、豊後国という「土地」の持つ力が作用している

と筆者は考えます。この続きは次回といたします。 

                            （第 1 回 了） 

 

 次回以降の寄稿予定 
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 『第 2 回』 

「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？」 

  （１） 竹田市の「隠しキリシタン」文化 

  （２） 国東市の「神仏習合」文化とペトロ・カスイ・岐部レジェンド 

 『第 3 回』 

「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」 

 

 【主な参考文献】 

   ① 『大友氏の風景』（平成 25 年 12 月） ＮＰＯ法人大友氏顕彰会 

   ② 『戦国日本と聖フランシスコ・ザビエル』（平成 27 年 1 月） 

                        ＮＰＯ法人大友氏顕彰会 

   ③ 『大分学Ⅱ』（平成 21 年 1 月）    別府大学教授 辻野 功 

 

    その他、大分合同新聞の特集記事『大友宗麟と瓜生島』『大友時代を 

    生きた人々』などを参照した。 

 

                       平成 27 年 10 月 29 日 

 

           （日本司法支援センター大分地方事務所 事務局長） 

 

 

 

 

人口減少社会と地方行政 ～横浜市において～ 

 

加納正啓（1997：平９法卒） 

 

１ はじめに 

 

卒寮後、横浜市に入庁して早 20 年近くが過ぎようとしています。この度、会報への寄稿の機会をいただきまし

たので、近年の地方行政の課題とその対応について私の所感を綴らせていただきます。数少ない地方公務員の

ＯＢから見た地域社会の現状として、参考になれば幸いです。 

 

２ 人口減少社会の到来 
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 皆様もご存知のとおり、日本の人口は 2008 年（平成 20 年）をピークに緩やかな減少傾向となっており、今後は、

2048 年（平成 60 年）に１億人を割り込む将来推計が示されるなど、急速に人口減少が進むと想定されています。 

 この傾向は、本市においても例外ではありません。都市圏に所在するため現在でも市全体としては人口増加が

続いており、2013 年（平成 25 年）に 370 万人を突破したものの、将来推計では 2019 年（平成 31 年）にピークを

迎え、その後は減少傾向を辿る見通しです。そして、人口動態は市の中でも一様ではなく、既に市内 18 区のうち

半分の９区では人口減少が始まっている状況です。また、人口構造に目を向けても、子ども・現役世代の減少と

高齢者の増加により既に高齢化率 21％超の超高齢社会に突入しています。今から 10 年後の 2025 年（平成 37

年）には、人口構成に大きな影響を与える「団塊の世代」が 75 歳超となるなど、高齢化は今後、加速度的に進行

していくことが確実です。 

 

３ 人口減少がもたらす課題 

 

人口減少社会、超高齢化社会を迎え、地方行政レベルでも様々な問題が表面化してきています。一方で、人

口減少の進行は、施策の財源となる税収の伸びは期待できないということも意味しており、自治体の財政難の状

況を踏まえると、近年の行政課題に対して従来の施策の延長線上で対応していくことは限界を迎えていると言え

ます。例えば、医療、年金、生活保護といった社会保障制度について見ても、ニーズの増大に対して単に量的な

供給拡大を図ることはもはや不可能であり、制度全体を持続可能なものとして再構築することが必要となっており

ます。 

加えて、必ずしも人口減少に起因するものではありませんが、昨今の社会情勢の中で、新たに行政の対応が

求められるテーマも少なくありません。共働き世帯の増加による保育環境の整備、子育て親や介護者の孤立に伴

う虐待問題、防災意識の高まりによる住民の自主防災活動の支援などは、都市部の自治体が共通して抱える課

題となっています。いずれも専門的な知識・経験が求められるテーマであり、本稿で詳細を取り上げることは困難

ですが、現在の地方行政が直面している状況の一端を垣間見ていただけるのではないかと思います。 

このように、人口減少時代における地方行政は難しい舵取りを求められていますが、以下では、近年の大きな

課題の一つである空き家問題についてご紹介していきます。 

 

４ 空き家の増加 

 

近年、空き家問題がにわかにクローズアップされています。総務省によると、平成 25 年の全国の空き家数は約

820 万戸、総住宅数に占める割合（空き家率）は約 13.5％と、いずれも過去最高となり、空き家数、空き家率は一

貫して上昇傾向が続いています。本市の近年の傾向も同様であり、同じ平成 25 年時点で、市内の空き家数は約

18 万戸、空き家率は約 10％と過去最高となっています。ここで挙げた空き家には共同住宅も含まれますが、共同

住宅は賃貸用として流通しているものが多くを占めていますので、自治体の空き家対策の主なターゲットとしては

「（共同住宅ではなく）一戸建て住宅のうち賃貸等に利用されていない住宅」となり、本市においては約２万戸が存

在しています。 

空き家は、そのまま放置されると防災・防犯、衛生、景観等の面で周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ

すことは、容易に想像していただけると思います。本市の空き家対策のターゲットとなる約２万戸のうち約７千戸は、
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既に「腐朽・破損ありの住宅」と分類されており、周辺住民にとっては深刻な地域課題となっています。 

また、世帯主の年齢から住宅事情を見ると、超高齢化社会となっている本市において、65 歳以上の世帯主は

「持ち家」に居住していることが多く、特に「一戸建ての持ち家」が多いことが明らかになっております。加えて、市

内では「持ち家」に住む「単身の高齢者世帯」が増加する傾向にあります。空き家が発生する典型的なパターンは、

相続が契機となっていることを考慮すると、これらの「『持ち家』に住む『単身の高齢者世帯』」は、「空き家予備軍」

とも言える存在であり、今後も「一戸建て住宅の空き家」が増加することを示しています。 

そして、いったん空き家になってしまうと、相続人による管理不全、複雑な権利関係、改修・解体費用の捻出の

難しさなどが相まって対応が遅れがちになり、老朽化が急速に進行してしまうことから、空き家対策には機動性が

求められることになり、この問題を一層難しいものにしています。 

 

 

５ 空き家対策特別措置法の成立と本市の対応 

 

このような空き家問題の全国的な広がりを受け、平成 26 年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成

立・公布され、本年５月から全面施行されました。 

この法律では、空き家の実態を円滑に把握するために、空き家所有者に関する情報（具体的には固定資産税情

報）を行政が内部利用できるようにされたほか、今にも倒壊しそうな保安上著しく危険な空き家を「特定空家」とし

て位置付け、場合によっては建物の除却を自治体が所有者に代わって行う（費用は後から所有者等から回収す

る。）ことができる制度など、空き家対策を円滑に推進するための内容が盛り込まれました。 

まだ法律が施行されて間もないため、実際に外部から見える形で除却などの運用が始まるのはもう少し先にな

りますが、現時点でも本市として空き家対策につながる取組を進めていますので、その一部をご紹介します。 

 一つは、専門家団体と連携した相談窓口の開設です。空き家が発生する契機である相続や成年後見などの権

利関係や不動産登記について、弁護士会、司法書士会、建築士事務所協会といった団体がきめ細かく対応する

ことで空き家発生を未然に予防することが目的です。もう一つは、建築物を時代に対応した形に改修する場合の

支援です。仮に空き家になったとしても、中古住宅市場で流通できる価値を備えていれば借り手（買い手）による

適正な管理が期待できるため、改修等に係る費用を市が助成する制度を用意しています。 

 今後は、空き家の発生を予防すること、空き家の流通や施設としての活用を図ること、管理不全を解消すること、

空き家を除却した跡地を有効に活用すること、など多様な段階での対策を総合的に進めていくことが計画されて

います。 

 

６ 最後に～複合的な課題対応の必要性～ 

 

これまでご紹介したように、今の地域社会は様々な課題を抱えています。その全てが人口減少社会に起因する

とは言えませんが、背景として常に認識しておく必要があると考えています。また、私の実感として、これらの課題

の遠因としては、地域における人と人のつながりが希薄化していることも挙げられると思います。都市圏の自治体

に顕著な傾向なのかもしれませんが、「なるべく他人との関わりを避けたい。」「近所付き合いなど面倒なことに巻

き込まれたくない。」といった風潮が見受けられることは否定できません。 

しかし、東日本大震災以降、そのような人と人のつながりや助け合いの良さが見直され、特に防災・防犯の面か
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ら地域での取組が進んできています。自治体としては、この機運の高まりを逃さずに「地域での住民同士の“ゆる

やかな”つながり作り」を支えていくことが重要ではないかと考えています。ここで“ゆるやかな”と表現したのは、特

定の強固な組織に所属して活動するのではなく、個々人が負担感を感じない程度に自立的に他人と関わりなが

ら活動していくほうが、持続可能性が高まり、個人のやりがいにつながりやすいからです。 

そして、高齢者が“ゆるやかな”つながりの中で地域において活動の場を持ち、かつ、それが他人の役に立つ

のであれば、その瞬間にその活動は公益的なものになり、地域社会の課題解決につながる可能性が出てくるの

です。すなわち、例えば、高齢者同士が集まって演奏や読書のサークルを作ったとして、次の段階で、空き家を

活用して地域の高齢者や子どもたちを相手に演奏会や読み聞かせ会を開いたとします。そうすると、そのサーク

ルの活動は単なる趣味的な活動という範疇を超えて、空き家の有効活用でもあり、高齢者の見守り体制でもあり、

子どもたちの居場所作り（子育て親の支援）でもあり、結果的にサークル構成員の健康増進にもつながる福祉活

動でもあるのです。 

現段階では、そのような複合的な課題解決につながる事例が多いとは言えませんが、現在の地域課題への対

応にあたっては、一つの取組を複合的な視点で捉えていくことが不可欠であり、そのために地方公務員にはこれ

まで以上に広い視野を持つことが求められていると感じている次第です。 
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ロスアンゼルスからの手紙 

 

                      小池善太（1996：平８社卒） 

 

 ロサンゼルスのホテルで寝ています。（本当に横になってベットで書いています） 

 一週間の予定で出張だったのですが、蜂窩織炎というものになってしまい、帰国予定を遅らせて養生していま

す。 

 蜂窩織炎とは、細菌による皮下脂肪組織における化膿性炎症です。つまり、細菌の侵入を許す（不潔な）、皮下

脂肪組織がたっぷりある人（デブ）が罹りやすいものです。全く胸を張れません。高熱が出て非常に辛いです。ま

た罹りやすい人は何度も罹るという代物で、小錦は何度も横綱挑戦を阻まれました。最近引退した豊真将も一時

これで相撲をやめていました。 

 私も過去に数度（おそらく 3 回）患ったことがあり、今回、高熱とリンパの強い痛みが出た際にまずこれを疑いまし

た。ただ、米国の医療費はとても高いという話が頭にあったので、ひとまず解熱剤でやり過ごして帰国しようと持参

していたパブロンを飲み続けました。ところが全く熱が下がりません。そこで以前かかった日本の医者に電話をし

たところ、「蜂窩織炎は抗生物質での対応が必須、点滴治療したのを覚えてないの？解熱剤しか飲まなかったら

敗血症になるよ」と言われ、あわてて医者に行きました。 

 診断は想定通り蜂窩織炎で、抗生物質を注射してもらい（腕ではなくお尻に）、処方された抗生物質を飲んで熱

が下がり始めて今日に至っています。心配した医療費は、あまり高くありませんでした。オバマケアが盛んにニュ

ースで取り上げられていた頃、医療費と医療保険についてその高額ぶりをよく耳にしましたが、拍子抜けでした。

治ったらちょっと調べてみようと思います。（航空券の変更申請用にもらった診断書の作成に至っては無料でした） 

○今回の医療費 

 ・初回 ：（診察、診断、注射）：125 ドル、薬（抗生物質 1 週間分）：37 ドル 

 ・二回目：（診察、注射）： 75 ドル、薬（鎮痛剤 1 週間分）：17 ドル 

 ・三回目：（診察、診断書作成、渡航許可証作成）：無料 

終わり。 

と思いましたが、（字数自由とはいえ）あまりにも短いかなと思い、もう少し書きます。 

 米国には、2000 年以降、年 1 回くらいのペースで来ています。（ベットの上で暇なので数えてみましたが、16 年

で 17 回目でした） 私、米国資本の IT 会社の日本法人に勤めていますが、日本のユーザー企業をアテンドし海

外のユーザー企業と面談してもらうというケースが主です。「こんな取組をしている企業がありますよ。日本の皆さ

んもやってみましょうよ」といった活動です。 

 そこで毎度うらやましく思うのは、ユーザー企業における人材の流動性の高さです。日本でも IT 業界そのものは

流動性が高いですが、ユーザー企業はそんなではないですね。流動性が高いが故、仮に何か失敗しても別の企

業にチャンスを求めることができ、個人単位で会社のビジネスモデルを変えるような取組や投資を積極的に推進

しようとします。売り込む側としては非常にうらやましい環境です。 
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 また、今回ということで言えば、特に感じたのはオープンソースを活用した IT 開発にユーザー企業が乗り出して

いる点です。競争優位を生み出すための取組として、これまでは IT ベンダーが提供する様々な新製品を見極め

てそれがスタンダードになる前に早熟の果実を奪うということが行われてきましたが、そこから一歩進んで、誰もが

使えるオープンソースという材料を使って IT ベンダーすら提供していないものを自社向けに作ってしまう、という

動きを感じました。ネット・オークション大手の eBay という会社の話を聞いたのですが、そういった新技術を使いこ

なせる学生を西海岸・東海岸・イリノイ湖畔から集めまくっていると言っていました。 

 まあ、こんな話は色々と言われたり書かれたりしているので新発見でもなんでもないのですが、肌身で感じると自

分の中に入ってくる濃さが違う気がします。この「実体験」はどんなことにおいても重要かなと思いますので、今回

の米国滞在中、陪審裁判でも覗いてみようかなと思っています。日本から持ってきた本も読んでしまい、動けなく

て暇なのでずっとパソコンを見ているのですが、外国人でも誰でも見学できそうな感じです。 

終わり。 

と思いましたが、まだ短い気がします。寝ながら思い出した「アメリカあるある」を書きたいと思います。 

・移籍したスポーツ選手のグッズがお買い得 

 大リーグの選手の名前入りの T シャツはだいたい 25 ドルくらいが相場だが、移籍していなくなった選手の T シャ

ツは地元のスーパーなどで 3 ドルとか 4 ドルとかで売られている。日本より移籍が多いのもあるのかもしれません

が、日本でここまでの破格販売は見たことがないです。 

・電話でタクシーを呼ぶと必ず「15 分でいく」と言われる。 

 5 分で来ることも 30 分で来ることも 1 時間待っても来ないこともあるけれど、一発目の電話では必ず 15 分と言わ

れる。そんな気がします。 

・本当に袖の下が通用する。 

 お酒を出す店の入り口でパスポートの提示を求められ、持ってなくて入れてもらえないときに 10 ドルか 20 ドルを

ボーイに渡すと必ず入れてもらえる。 

・カートが 120 キロ出る 

 体感速度は実速度の倍以上と言われるカートですが、日本だと最高速度は 60 キロくらいだと思います。120 キ

ロ、やばいです。 

・スポーツ番組のキャスターが必ず興奮する 

 実際の試合を見せようという煽りでしかないと思いますが、「絶対こっちが勝つんだ」とむきになる人が必ず一人

いる。だいたいの場合、白人のおじさんと若い女性が突っ込みを入れて黒人のキャスターがむきになって青筋を

立てる。 

・テールゲート・パーティは試合中もやっている 

 プロスポーツの試合の駐車場は万台規模で車が止められるので出口渋滞が半端ない。そのため、出口待ちの

BBQ パーティをやっている人が多いが、どう見ても試合中からやっている。 
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「あるある」というか、単なる思い出ですね。とりとめのない文章ですみません。 

平成 6 年？入学の佐藤君を生んだ水戸市と姉妹都市のロサンゼルス近郊のアナハイムで、平成元年？入学の宮

崎さんにアメリカの医療保険事情を聞かなかったばかりに病院に行くのが遅れ、昭和 63 年？入学の菅野さんが

泣いて喜ぶスピードのカートのことを思い出しながら、病気が治ったら昭和 60 年？入学の桜井さんの向こうをはっ

て当世裁判事情をレポートしようと考えている小池の駄文でした。表面的な感想・思い出に終始し、常に複眼的批

判精神を持って生きて行けと小池を指導してくれた平成元年？入学の淵辺さんに申し訳ないです。でも、何年か

前に原稿をドタキャンしたという昭和 62 年？入学の豊さんよりはましだと思います。 

 そんなわけで、10 月 12 日に、佐藤君・宮崎さん・菅野さん・桜井さん・淵辺さん・豊さんとあともう一人（思い出せ

ません）と行った初心者だらけの YM ゴルフ大会は楽しかったです。 

 次回、来年 3 月にまた企画されているようなので、近い年代の方、遠い年代の方、是非行きましょう。 

 

 

ブラジル（マナウス）紀行 

 岡 秀樹（2002：平 14 社卒） 

 この 2 年程、仕事の関係で日本の裏側、ブラジルのマナウスに 4 回訪問することがあり、現地で面白い体験を味

わうことができたので寄稿しようと思います。 

 マナウスは白（アマゾン川）と黒（ネグロ川）の合流地点にあり観光地としても有名な都市で 300 万人程度が生活

しています。ブラジルは非常に税金が高いことでも有名なのですが、マナウスは経済特区と位置付けられており、

税制恩典のある工業区が存在しています。日本からの直行便はなく、経由便で 1 日以上の移動となるため、少々

骨が折れますが真夜中に到着する際は真っ暗なジャングルの中に突如現れる都市の光に感動しました。 

 マナウスを訪れるまではブラジルのイメージとしてはサッカー、サンバ、ブラジリアン BBQ 程度の認識でしたが 

予想通り（だが、行き過ぎか？） 

・サッカーは皆熱中するため、ワールドカップでは 2 か月近くお休み。仕事終わりにサッカーをして翌日寝坊という

人も。 

予想外 

・南部が中心。踊るところもあるそうだが治安が悪く見学禁止。 

・マナウスの主食は魚で肉はあまり食べない。 

という結果に。 
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また、ブラジル国内の中では経済的に貧しい地域に属し、ジャングルなので農作物等の収穫もあるのかと思いま

したが 

・自給できる野菜は豆類、イモ系中心。葉物や肉は南部から空輸 

・物流が悪い為、電子機器関係もほぼすべて空輸 

と南部と比べて物価が 1.5～2 倍。アマゾン原産のプロポリス等もマナウスでは精製しておらず、一旦南部へ運ば

れた後再度入手するしかない、とのこと。収入が少ない中生活はどうしているのかと思えば 

・会社に勤めていれば朝昼無料 

・失業していれば失業補償が大卒の初任給程度出る 

という状態で生活はできるようです。ただ治安は悪く、私の滞在中ホテルの傍のガソリンスタンドで強盗事件が発

生。更に最近の景気悪化に伴い危険度が増しているとのことで同僚の車が防弾車に変更されていました。現地に

滞在している日本人駐在員の生活も大変ではあるのでしょうが、日系移民社会とのつながりも強く、定期的にサッ

カーではなくソフトボール大会やゲートボール大会を実施するなど独自文化を出しているのが面白くもあり、若干

の排他的な一面を感じました。 

 最後に、前述のように治安は悪いのですが、旧市街にある大聖堂近辺では夜遅くなっても散歩したり、楽器を演

奏している人がおり、ごみもほとんど見当たりませんでした。カトリック大国らしく教会を大切にする姿勢が印象に

残りました。 

 

 

シンガポールでのアサインメントを通して 

野吾 雅史（2004：平 16 商卒） 

2004 年卒業の野吾（やご）と申します。今回、YMCA 一橋寮の会報に、寄稿する機会を頂けました事を、嬉しく

思います。先日如水会で、2000 年入学 15 周年記念の同窓会が行われ、旧交を温める機会がありました。多くの

友人・知人が、社会に出て約 10 年の節目を迎えていたように、私も社会人となって約 10 年が経ちました。今回

は、これまでの学びの中でも、特に印象が強かったシンガポール勤務の学びを、これから社会に出る現役の寮生

向けて書かせていただきます。YMCA 一橋寮生達が、さらなる飛躍をしていけるよう、少しでも貢献できればと考

えています。 

私は、2009 年よりカミソリのシックで働いています。昔は“キレテなーい！”の CM が有名で、今はキャラクターコ

ンテンツとのタイアッププロモーション（進撃の巨人やエヴァンゲリオン）で名前を知っている方が多いかもしれま

せん。2013 年 10 月より 18 ヶ月のシンガポールでアジアエリア担当として勤務しました。ご存知の通り、シンガポー
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ルは小さな国で、車で 1 時間半程の時間で、端から端まで行けてしまうほどの大きさです。当時のオフィスは、シ

ンガポールでも西の端、約 10 分でマレーシアに出てしまう距離にありました。場所的な事もあり、シンガポールと

いうアジア圏にも関わらず、日本人は私一人でした。そのため、ローカルの人達、そして、西欧圏から来た駐在の

人達に囲まれて、18 ヶ月日本のコミュニティーと全く離れて生活する機会に恵まれました。日本を離れて住んだ事

がなかったので、とても良い経験でした。 

まずは、生活面です。シンガポールはご存知の通り、多民族国家です。ローカルの人は、中華系、マレー系、イ

ンド系。そして、世界中の国々から多様な人たちが住んでいます。当然日本人もいますが、少数です。日本人が

少数なので、シンガポールに住む際に、“違和感”を覚えるかと当初は思ったのですが、実はあまり覚えませんで

した。というのも、住んでいる人が多様なので、その“多様な人達の一部”として受け入れてもらっていたからだと思

います。色々な施設も、外から来た人に向けても設計されており、基本的にはどこに行っても、必要なサービスを

受けたりする事が出来ます。しかし、異なる所もたくさんありました。一番違いを感じた事は、“適当さ”です。配送

時間、業者の到着時間など、日本ほど正確ではなく、何度かリクエストしないと到着しない事も多々あります。とは

いえ、この“適当さ”は良い所もあり、全体的に空気感が“ゆるく、ゆったりとした”ものでした。ともすると、日本は細

かい点を求め、世間と同じものを求めていくような無言の重圧を感じる機会も多いと思いますが、東南アジアらし

い“適当さ”とあいまって、そういった重圧があまりなかったので、とても生活しやすい環境でした。また他の良い点

としては、子供やお年寄りに対して、温かく接する人が多く、子連れでも生活しやすかったです。電車の中で泣く

赤子や子供に対して、周りの人達が積極的に関わってあやしている風景を何度も見ましたし、実際に私も何度か

助けられました。日本でも、昔は多くあった光景かもしれませんが、今はあまりみかけない光景にように思いました。 

次に、仕事面では、様々なタイプの議論を、参加する側、リードする側で色々経験しました。日本で働いていた

際は、“自分で提案を持っていき、説得する”事が大半だったのですが、シンガポールでは（西洋のカルチャーな

のか）、なんでも議論をしました。議論をする回数、頻度も圧倒的に増えました。なぜこんなに議論をするかと考え

ると、やはり多様性からだったと思います。多様な人達がいるので、背景、考え方、意見も当然違います。そして、

その多様な人達から議論中、そしてその後もリーダーとして認めてもらうためには、相手の意見を受け止めた上で、

結論を出さないといけない。そのために必要なプロセスが議論だと言う事を、再認識しました。日本でこれまでや

ってきた“説得”といったスタイルでは通用する場合としない場合が出てきたため、これまでよりも積極的に議論に

貢献、そして議論をリードしないとチームに認めてもらえないようになりました。これは自分に取って、良い挑戦でし

た。当時のチームで非常に良かった点は、国籍も多様で（オーストラリア、アメリカ、ドバイ、シンガポール、韓国、

ニュージーランド）、様々なスタイルを持った人達がチームにいました（押す人、引く人、耳障りのいい話がうまい人、

チームである事を強調する人…）。そのため、彼らのやり方を見る事を通して、自分に合うスタイルが分かった事、

そして課題に対する解決策の引き出しが増えた事が収穫でした。シンガポールに来る前は、議論中、自分の意見

に対して“チャレンジ”される事に対して、少し（もしかすると過剰に）ネガティブに反応してしまっていた節がありま

した。“しっかりと準備してチャンレンジされない意見”が“良い意見”と思っていたからだ、と考えていたからだと思

います。その背景には、日本の職場で働いていた際の“カルチャー／空気感”というものが、“１つの良い答え”を

求めていたからだったように思います。一歩外に出てみて、“議論を通して、チャレンジされる事は当たり前、その

過程を通してより良いものを作り上げていきつつ、チームからも認めてもらう”というプロセス／スキルを身につけた

と思います。  
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日本を離れて、異なる文化圏で、一定期間生活／仕事をする事を、30 歳を過ぎてからする機会に恵まれました。

そして、自分の足しになるものをたくさん見つけました。ただ、学生時代の時から積極的に活動する事で、事前に

身に付けられたものたくさんあると思います。YMCA 一橋寮には、聖書研究会での議論の機会、海外 YMCA との

交流を通して多様性と接する機会、など非常に素晴らしい機会があります。寮生活は楽しいものと思いますが、是

非掴める機会を最大限活用し、有意義な時間を過ごされる事を期待しています。 
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読書感想 「哲学者キリスト」 

 

齋藤金義（1971：昭 46 経、1973：48 年法） 

 

カトリック教徒であるフランスの哲学者、フレデリック・ルノワールの渾身の作である。結論から先に言えば、全て

のクリスチャン必読の書であり、かつまた、クリスチャンでなくとも、所謂「無宗教」と言われる現代人で、かつ、「自

由」、「平等」、「博愛」に象徴される人権精神を大切な価値として信ずる全てのヒューマニストにとっても必見の書

である。 

本書は 9 つの章で構成されている。 

 

序章「大審問官と対面するイエス」 

第 1 章「イエスの物語と歴史上のイエス」 

第 2 章「キリストの哲学」 

第 3 章「キリスト教は如何に誕生したか」  

第 4 章「キリスト教社会」 

第 5 章「キリスト教ユマニスムから無神論ユマニスムへ」 

第 6 章「近代世界の母胎」 

第 7 章「キリスト教の何が残されたのか」 

むすび「サマリアの女と対面するイエス」 

 

どの章を読んでも知的な好奇心を掻き立てる素晴らしい内容で、この手の本にありがちな独りよがりな退屈な論

法ではなく、引用もそしてその表現力も歴史的かつ社会学的な視点からの整理が行き届いており、新鮮で、明快

で、説得性があり、読み手を一気に引き込む魅力に溢れている。 

この本は様々な角度から議論ができる豊富な内容をもっているが、私としては、3 つの視点から論評したい。一

つは、キリストは世界最大の宗教家の一人であるにも拘わらず、何故敢えてキリストを宗教家ではなく、「哲学者」と

呼んだかである。つまり、哲学者キリストとはどういう意味かである。第 2 の視点は、ローマの国教となった後、ヨー

ロッパ中世において絶大なる権力と組織力を誇ったカトリック教会が、如何にキリストの教えという名目のもと、イエ

スの教えに反する行為を行ったかと、という視点である。3 つ目は、キリスト教が現代社会において、米国を除い

て、特にヨーロッパにおいてメジャーではなくなりつつある中で、また、日本ではキリスト教の伝道が捗々しくないこ

ととの関連から、何故そうなのかという答えがこの本の中にあると思う視点である。 

 

１．「哲学者キリスト」の意味するもの 

 

ルノワールが何故、題名に「哲学者」というタイトルをキリストにつけたか、それがこの著書の結論の一つとも言え

る。つまり、イエスの教えとイエスの生き方は、その後、弟子たちによって、具体的にはペトロとパウロによって、キリ

スト教として確立され、カトリックという世界宗教に発展して行くことは、誰でもが知っている事実であるのだが、イエ
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ス自身は、そのような組織や制度を望んだかと言えば、真逆であって、宗教組織や制度は、信仰を持つために必

ずしも必要としない立場にあった。イエス自身は当時の既成宗教であるユダヤ教の典礼や律法を必ずしも否定し

た訳ではないが、そのことばかりにかまけて、事の本質を見失った形式的な律法主義者に対して、真に必要なも

のなは何か、形式や形にとらわれた所謂自称「宗教家」の立派な「信仰」に対して、本当の信仰の姿を、人間個人

を尊重したうえで、神と自らの直接の結びつきと隣人との愛の関係の中にこそ「真の信仰」が存在することを述べ

伝えた「革命児」である。「哲学者キリスト」とは、事の本質を主張したイエスの原点にこそ、キリスト教の教義や典礼

を受け入れる、受け入れないと関係なく、普遍的な宗教的かつ倫理的価値として、全ての人が受け入れことが可

能な本質である、と主張している。 

 

2 教会組織とイエスの教え 

 

第 2 の視点は、何と言っても、迫害されていた原始キリスト教時代と比較し、ローマ国教として既成の政治権力

と結びついた以降の教会組織が、具体的にはカトリック教会が、過去、様々な形で歪めてきたキリストの教えを、

今一度、人々に、何が大事なキリストのメッセージなのかを、改めて認識し直すことの重要性である。キリストが、一

番恐れていたことは、「サタンよ、引き下がれ」とペテロに対して叫んだ事実からも明らかなとおり、弟子のペテロが

神のことを思わず、人のことをまず優先し思うことに対して、キリストはそれを強く戒めたのである。イエスが恐れた

ように、その後、教会制度・組織は多くの隠れた善行と敬虔な人材を輩出する一方で、人間の持つ権力欲、名誉

欲、金銭欲などによって、組織は腐敗した。その最も行き過ぎた誤りの一つが異端裁判である。間違った信仰とい

う名の元に、自らの組織防衛のため、人々を火あぶりにした行為は、どう考えたらイエスの教えからそれが導きださ

れるか、理解することが今日では難しいとはいえ、現実に異端裁判・審判によって、火あぶりの刑が行われたので

ある。人々はそれを思い起し、だから「宗教」は怖い、「問題」であると言い放つのである。しかし、こうした教会組織

の持つ問題点なり、誤りはキリストの教えとは全く無関係であり、聖書が語る真理は、これら教会制度・組織の腐敗

や堕落とは無関係に、燦然と輝いていることを忘れてはならない。歴史的な教会制度・組織の誤りをもって、キリス

ト教そのもの、キリストの教えそのものが歪んで語られてはならないであろう。 

 

3．現代におけるキリストの意味について 

 

ニーチェの「神は死んだ」はあまりに有名であるが、では、一体、誰が神を殺したのか。神は、無神論者やキリス

ト教に敵対する人々によって殺されたのではなく、実はキリスト教そのものの内在的な合理性に基づく進展により、

神は死んだと、ルノワールは主張する。言い換えると、非暴力、博愛、平等といった人権思想、ヒューマニズムはキ

リストの教えから出発し、それを母胎として成長しながら、最終的にはキリストも神も不要とし、今日、確立されてい

る事実である。イエスは終始、神を知ることは、何らかの制度、組織、あるいは仲介者である祭司などを必要とはせ

ず、自らが直接神と出会うことができるという、革命的な主張を行った。そのことは、近世になり、人々が、教会組織

なり司祭から独立して、聖書にのみ基づき、神を求め、最終的に、自らの理性の中に神を見出すことにより、所

謂、教会や聖堂で語られる「神」は、何らの権威を持たなくなり、そのことが「神は死んだ」という言葉になった、とも

言えよう。 

では、キリスト教は、何故に、日本では伝道が進まないのか、この問はいつも僕の頭の中にあるのだが、よくよく

考えてみれば、イエスの教えそのものは、極めて水準の高いものであり、この教えを忠実に行い、守ることは普通
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の人にとっては相当厳しいものがあり、一般大衆が容易に受け入れるようなものではない、ということをまず認識し

なければならない。キリストの教えは普通の人にとっては、敷居の高い教えである。もし、キリストの教えを守ること

が難しいものではない、という人がいたらそれは偽善に繋がるであろう。キリスト教を教えよう、伝道することは、人

類が直立二足歩行しているのを、四足に戻すような絶望的なものでもある、とルノワールは言う。そういう意味で

は、キリスト教が母胎となって、人権が確立された現代の西欧社会では、宗教としてのキリスト教信仰の発展とか拡

大は、あまり問題にはならない、という冷めた視線がそこにある。つまり、現代社会において当然、確立されている

倫理基準は、キリストの教えから来ていること、「非暴力」「人間の尊厳：非差別」「選択の自由の重要性」「隣人愛：

博愛」「政治的なものと宗教的なもの区別：政教分離」「集団に対する個人の優位」など、これらの教えは福音書の

イエスの言動から形成されており、西欧社会がこれをエッセンスとして自らのものとしたのである。キリスト教、イエス

の教えを知らなくても、これらの価値は共有されているにしても、その源流がイエスの教えにあることは忘れてはな

らない。近代社会になり、当初、キリスト教の教えの中で育った人権思想は、その後、近代国家の成立過程の中

で、キリスト教を必要とすることなく、これらがヒューマニズの思想として確立された。キリスト教、イエスの教えのもつ

合理性、特に、プロテスタントに始まる予定説では、人間の救いは神のご計画の中にあり、人間の側の努力でどう

にかなるものではない、と考えている。従って、人間のできることは現世において、勤勉に働いて神のご計画の中

に生きるしかないという考え方が普及するにつれて、もはや人々はカトリック教会が「献金なり善行をしないと地獄

に落ちるぞ」という脅しに屈しなくなり、こうした人々の合理的な考え方が、キリスト教会を不要として、個々人が独り

立ちするようになった。まさに、ニーチェの言葉どおり、キリスト教の合理的な思想、考え方が、最終的には「神」を

喧伝する宗教組織あるいは祭司を不要とするヒューマニズム世界をもたらしたのだ、とルノワールは述べる。 

 

最後に、エピローグ 

 

最初にある大審問官の有名な話は、人間にとっては、「自由」は扱い難く、人間はこの自由を持て余して、結

局、羊のように、誰かに、何らかの組織や権威に従って生きる方が、楽であり、多くの人間はそうせざるを得ないの

だと、大審問官が主張する。これは、既成の組織や権威に従って、日常を生きることが、人間にとっては楽であり、

孤高の自由は人々にとっては、難題であり、担うことができないのだともいう。 

キリストはこの孤高の教えを我々に教えたのだが、歴史はこのキリストの教えが忠実に展開されることなく、組

織、制度が打ち立てた方式、カトリックで言えば典礼というものに吸収されていく。それでも、キリストの本質的な教

えは、形式を超えて、連綿と継承され続けていることも、また揺らぐことのない事実である。批判はある、非難すべ

きことは十分にある。だからと言って、キリストの教えは、これらの組織、特にカトリックで言えば修道院において、

絶えることなく、継承されている。確かに、我々が救われるには、神と直接結びつき、祈りと隣人との愛の関係の中

で救われるのであり、それが真実であることは明白である。しかし、振り返って、生身の肉体を持ち、精神と肉体を

分離しては生きることができない人間にとって、イエスが本質的なものではないとして排除した一切の偶像、制度、

典礼、組織、集会など、目に見える形なしに、それで我々は満ち足りて生きて行けるのだろうか？この著書の訳者

は、後書きで、「神と直接繋がるならば、もはや宗教は不要である」とルノワールは言っていると記しているが、ルノ

ワールは、既存の宗教組織がもはや無用の長物とは決して言ってはいない。既存の宗教組織が介在することで

曖昧になるキリストの教えを、宗教組織、つまり教会組織を一旦ゼロにして、見直そうという視点である。僕自身

は、既存の何らかの教会は必要だと思う。具体的には、葬儀や結婚式、子供の成長を祝う七五三、全て人間の日

常の営みの中で、これらは人々の出会いの中で行われるし、行わざるを得ないものである。また、毎週の聖日のミ
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サや礼拝が、十字架の一つも飾ることなく、讃美歌もグレゴリオ聖歌も歌われることがない世界が、私達を満ち足り

た、潤いの中に、生かしてくれるのだろうか？そうではないであろう。我々は日常、文化様式として、一定の形式の

偶像を形として、また、形式上それを恭しく敬い、扱うのであるが、大事なことはこれらの形式は全て形式であっ

て、必要なものではあるが、絶対のものではないということだけである。絶対のものは直接の神との結びつきと隣人

との愛の関係にあるのだから、相対的な偶像礼拝の最中に、もうひとつの醒めた目で、この典礼・様式は仮のもの

であり、相対的なものに過ぎないという認識こそが、重要なのである。キリスト教は、キリストの哲学としての本質的

教えに、ギリシャ哲学、ローマ法、ゲルマン民族の習俗等の文化要素が加わって出来上がったものである。特に、

ヨーロッパにおいて文化として熟成したものであるから、これがアジアや日本の文化様式と簡単に折り合いはつけ

られないことは当然であろう。しかし、キリストの哲学の部分は十分、日本でも受け入れはできるであろうし、すべき

であろう。その場合は、文化形式としては、御神輿や山車に十字架やマリア像を頂くことだって一向に構わない。

むしろ、その方が日本文化との折り合いに繋がるのなら、それもやってみるべきかもしれない。 

僕が、プロテスタントからカトリックに転会した理由も、この哲学者キリストから考えれば、至極、当然であって、何

ら問題とはならない。他者の信ずる信仰や宗教形式への配慮や畏敬もこうした相対的な視点から生まれ、自らの

持つ礼拝形式や典礼も一つの趣味レベル程度のものではある、と突き放して見ることのできる「遊び心」が大切で

あろう。がしかし、哲学の世界にのみ留まって、制度・組織は何も選択しない生き方は、それが良いとは思えない。

イエスの教え、哲学者キリストの本質的な教えに少しでも同感するなら、同時に、生身の人間として、相対的なもの

であっても、何らかの形は選ぶべきであるし、それが生活の様式、つまり文化の豊かさに繋がるものであると信ず

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          「ふしぎなキリスト教」を読んで 

 

 青木甲太郎（2001 年：平 13 経卒） 

 

編集の責を負っている山本通兄からもし良ければ一筆をお願いしたいとの依頼を受けた時、今現在勤務して

いる会社の所長がカトリックのクリスチャンであり、他の社員方はクリスチャンではありませんが、私もプロテスタント

のクリスチャンということで所長とよく話が通じるという恩恵を受けているため、何か書こうと思いました。しかしなが

ら、その所長とはカトリックとプロテスタントという違いがあるためやはり齟齬が出てしまい、ついには昔の中世ヨー

ロッパの宗教戦争めいたことを惹起させてはならないので、読後感想文を書くことに決めました。その際、「エヴァ

ンジェリカルズ」という書籍を当初読もうかと思いましたが、この書籍のタイトルからわかるようにアメリカのディープ・
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サウス（深南部）に根を下ろす宗教原理主義というアメリカの暗闇に切り込むのは精神的にきついと考え、数年前

に４０万部ほどのベストセラーになった「ふしぎなキリスト教」を読後感想書に選びました。 

しかしながら、「ふしぎな」とタイトル付けしてあるところからどれほどのキリスト教批判がなされているのだろうと怖気

づいてしまい、ページをめくるのにためらいがありました。それを解消したのは、ひょんなことからこの書籍の筆者

である橋爪大三郎氏が敬虔な福音ルーテル派のクリスチャンであることを知ったからでした。読んでみると実に面

白いもので、敬虔なクリスチャンでかつ日本を代表する社会学者からの視点でキリスト教の明察分析がなされてい

ることには感嘆しきりでした。確かに４０万部も売れたのは納得したところです。 

読後感想をつらつらと書いていこうと考えましたが、百聞は一見に如かず、読んでみて初めてこの書籍の訴える

ところが如何なるものかがわかると思いますので、簡潔にこの書籍の３部構成の概略を述べるにとどめたいと思い

ます。また、実のところＹＭ寮の先輩方・在寮生方に読了された方も多いのではないでしょうか。クリスチャン・ノン

クリスチャン問わず訴えるものがある書籍ですので、ぜひご一読していただきたいと思います。 

まず第一部は「一神教を理解する」という内容から始まりますが、橋爪氏はずばり断言しています、『キリスト教は

ユダヤ教とほぼ同じ』『違いはイエス・キリストを認めるか認めないか』。よくキリスト教会で洗礼を受けると「本当に救

われましたね」などと声をかけられ、洗礼を受けた・受けてないで救われた・救われていない、を区別するクリスチ

ャンがいますが、これはユダヤ教の選民思想にかなり通じるところであるのではないかと思います。カトリック・プロ

テスタント・オーソドックス、違いこそあれ日本には１パーセントのクリスチャンがいると云われていますが、聖書に

は神は１００匹の羊の中で１匹の羊が迷子になったら探し廻って見つかったら９９匹の羊の存在を忘れて喜ぶと書

かれています。日本のクリスチャンの立場はこの迷子の１匹の羊にちょうど該当するのかもしれません。必ずと言っ

てよいほど目につくユダヤ批判は全く述べられていませんでした。 

次に第二部は「イエス・キリストとは何か」というタイトルですが、橋爪氏はかなり敬虔なクリスチャンの立場を抑制

してキリストとはどういった存在だったか、今どういった存在であるかを述べています。使徒信条に出てくる「我は聖

霊を信ず」という言葉がありますが、三位一体の理論においてノンクリスチャン、いやクリスチャンであってもいかよ

うなものかはっきりと述べることのできない聖霊というものを婉曲的に説明しています。敬虔なクリスチャンの立場で

あっても、聖書は断固一文字一句神の霊感によって書かれた、などとは主張せず、インタビュアーの大澤氏のうま

い具合に良いとこ取りしたのが聖書ではという投げかけに、それも一理と同調しているところは、日本を代表する

社会学者として異端的な考えに固執していない幅広い考えを持つ一流の知識人であるなと感銘を受けました。 

最後の第三部は「いかに『西洋』をつくったか」では、イスラム文明についても述べています。イスラム教・イスラ

ム文明がキリスト教社会に劣ると、現今では云われる場合がありますが、決してそうではないと述べています。内容

を明かしてしまうと、たまたまユダヤ教・キリスト教・イスラム教の啓示一神教の中で、キリスト教だけが「キリスト法」な

どと呼ばれたりするかもしれない法体系が全くなかった理由は、カトリックに基盤があったと主張しています。若干

ながら述べられているプロテスタントの面白い側面としては、神と人との２つの存在のみを認める観点から自然科

学を唯物的にとらえる概念が生じ、巨大な山・広大な海・不可思議な現象に神や妖精といったものの内在を全く

感じないプロテスタントの信仰の側に数多くの大科学者が生まれたという分析がなされています。 

あまり内容に深入りして述べてもこの「ふしぎなキリスト教」を読み通す意思を挫くと思いますのでこれぐらいにし

ておきますが、この書籍を読むことで、クリスチャンが如何にしてキリスト信仰を穏健的に保つことができるかがわ

かると思います。ノンクリスチャンであれば、聖書とイエス・キリストとはこの世界の中でどのような歴史をたどって今

どのような立場にあるのかがわかると思いますので、一読の価値があると思います。最後に、拙文ながらこの読後

感想文をお読み下さりありがとうございました。 
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尾原悟『ザビエル』清水書院、1998 年 

 

山本 通（1970：昭 45 経卒） 

 

 清水書院のセンチュリー・ブックスという新書本のシリーズは玉石混交である。宮谷宣史『アウグスティヌス』はア

ウグスティヌスの経歴に詳しいが、その思想への踏み込みがないので、薦められない。しかし、渡辺信夫『カルヴァ

ン』や野呂芳夫『ウェスレー』は、さすがその道の第一人者の作品だけに、読み応えがある。そして、この尾原悟さ

んの本書も相当なものだ。ただし、本書は、題名と中身が齟齬をきたしている。内容から言えば、本書は「イエズス

会日本宣教史」といったところだろう。こんな題名では、本屋で読者が手に取らないだろうから「ザビエル」になった

のだろう。ザビエルはわずか 46 歳で亡くなった。しかも日本における最初の宣教師ではあるが、そのお伝道期間

はわずか 2 年だった。だから、ザビエルだけを取り上げて一冊の本を書くよりは、日本へのキリスト教伝道史をまと

めたほうが面白いに決まっている。 

 本書はザビエルのイグナティウス・ロヨラとの出会いから説き起こす。ロヨラがカルヴァンと同じ時期にパリのソル

ボンヌ大学で学び、お互いにまったく面識がなかった、というのは面白い。ロヨラを語る上で欠かせないのが「霊操」

という霊性を高めるための訓練方法と 1534 年における「イエズス会」の設立である。フランシスコ・ザビエルは、ロヨ

ラより 15 歳年下であったが、聖バルバラ学院で皆から尊敬されていた老学生のロヨラに心酔して、「イエズス会」の

設立事業に参画した。イエズス会の目指したものは、「霊操」に基づく教育と布教の活動であったが、ザビエルは

インドへの伝道に派遣され、マラッカで日本人に会ったことによって、日本へのキリスト教の伝道を志したのであっ

た。 

 ザビエルの日本伝道に関して面白いのは、彼の純粋な布教の熱意に、ポルトガル王室の植民地政策が絡み合

う様相である。また、ザビエルの布教活動を受け止めた日本人たち、宮廷や各地の有力者（大名）の態度や思惑

もよく描かれていて、興味深い。ザビエルは当初天皇から日本全体への布教の許可をもらおうと考えていた。とこ

ろが、実際に京の都に登って、その荒廃ぶりに衝撃を受けて、この計画を変更する。そこで彼は、山口の大内義

隆にポルトガル副王の使節という立場で面会し、たくさんの贈り物を渡して領内でのキリスト教布教の許可を得る。

ところが大内氏は、間もなく、その家臣である陶隆房によって滅ぼされてしまうのである。 

 日本人たちが、宣教師たちから世界各地の情報や天体の動きなどの科学的知識をしきりに求めた、というのも面

白い。著者はそのことの意義について説明していないので、ここで若干の私見を披歴する。現代においては、科

学は宗教と対立するものと見做されがちだ。地動説を固守してガリレオがローマ教皇庁から破門されたことは有名

だ。これは、天動説を支持する教皇庁の権威主義を象徴する事件だが、キリスト教の聖職者たちが一般的に自然

科学の進歩に対して反感を持ち、抑圧的だったわけではない。むしろ事実は逆であった。近世においては、カトリ
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ックとプロテスタントの有意な神学者たちは、自然科学が神の英知の成果を解き明かすものと見做してこれを推進

したのである。高い見識を持つイエズス会の宣教師たちも、天体の動きや人体の構造などが全能の神の英知を示

すものだと信じてそれらを熱心に教え、日本人たちもその説明を聞いて神の偉大さを認識して、キリスト教に入信

したのだろう。 

 言わずもがなのことであるが、アジアへの宣教に献身したザビエルの信仰の強さと勇気は驚嘆に値する。現代

においてそれに匹敵するのは、内戦が続くアジア・アフリカに出かけて、難民救済に従事する聖職者たち（シスタ

ーたちを含む）の活動であろう。こうした地域で無鉄砲な行動を起こして惨禍にあうフリーの報道写真家やジャー

ナリストについてジャーナリズムは詳しく紹介するが、Oxfam などのボランティア活動や、宗教団体の聖職者たちの

地味な献身的な努力については、あまり報道しない。強力な国際的な支援組織によってバックアプされながらで

あるが、彼らが命を懸けて難民救済に身を捧げるのは、神への堅固な信仰と、人々への愛に突き動かされている

からである。 

 ザビエルの日本へのキリスト教宣教の努力はその後、多くの宣教師たちに引き継がれた。 

彼らのうちで特筆すべきは 1579 年に島原に上陸した「偉大な巡察師ヴァリリャーノ（1538～1605 年）」である。彼

が渡来した時には、日本のキリシタンの数はすでに 10 万人を数えていた。キリシタン史上のヴァリリャーノの貢献

は２つに纏められる。第１が、教育機関の設立である。彼は日本人学生に、時代の要請に応じて自然科学・哲学・

神学の全過程を学ばせるべく教育課程を整備した。つまり、日本の宣教区を都（京阪地方）、豊後、下（大友領を

除く九州）の三区に分けたうえで、それぞれに（中級から上級への順で）セミナリヨ（神学校）、ノヴィシアード（修練

院）、コレジヨ（学院）の三種の教育機関を設立した。 

 ヴァリリャーノの貢献の第２は、活版印刷機による 100 種類もの書籍の印刷出版である。すなわち彼は、天正遣

欧使節の一行にヨーロッパから印刷機を持ち帰らせるとともに、その内に一人には西欧の印刷術を学ばせ、また、

亜鉛活字の字母でカタカナ、ひらかな、漢字の国字本印刷ができるように準備を整えた。こうして 1590 年代以後、

『おらしょ断管』、『どちりなきりしたん（キリスト教の教義）』、『平家物語』、『伊曾保物語（イソップ物語）』、『心霊修

行』、『日葡辞書』、『講義要綱』などが次々に印刷出版されていった。これらは直接的には、日本人のキリスト教聖

職者を教育するために行われた事業なのであるが、その印刷出版事業は、日本人儒家の眼にもとまり、日本の文

化に大きな影響を与えることにもなったのである。 

 本書については、まだまだ語るべきことが多いが、あまり詳しく紹介すると、読者の皆さんの読書意欲を削ぐこと

になるので、このあたりでおしまいにする。定価 850 円＋税、と廉価なので、是非一読されたい。 

 

 

 

梅津順一『ピューリタン牧師バクスター』教文館、2005 年 

 

山本 通（1970：昭 45 経卒） 
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 日本ではリチャード・バクスターの名前はあまり知られていません。それは恐らく、彼の著作の宗教色が強すぎる

ので敬遠されて、一つも邦訳されたことがないからでしょう。しかし、彼の『聖者の永遠の憩い』（1650 年）は英米で

はミルトンの『失楽園』やバニヤンの『天路歴程』と同じほど広く、永く読まれてきました。また、彼の『自伝』や決議

論『キリスト教徒の指針』や、ユートピア的政治・国家論である『聖なるコモンウェルス』も 17・18 世紀のベストセラー

だったのです。 

 バクスターは 1615 年にイングランド中西部のシュロップシャーの寒村に生まれ、1691 年にロンドンで死去しまし

た。彼はほとんど丸々17 世紀を生きたわけです。17 世紀はイングランドの激動の時代でした。バクスターの時代

背景について、簡単に述べましょう。 

イングランドでは、1534 年に国王ヘンリ８世の主導の下で宗教改革が行われ、その娘エリザベス１世（在位 1558

～1603 年）のときに「信仰告白国家」つまり政教一致のプロテスタント国家が確立しました。近世ヨーロッパでは政

治と宗教が分かち難く結びついており、イングランドはネーデルラント（オランダ）共和国と連係して、フランスやス

ペインといったカトリック教国と鋭く対峙していました。ところがエリザベスの死後、イングランドの王位を継いだステ

ュアート家の２代目のチャールズ 1 世（在位 1625～1649 年）は、妻をフランス王室から迎え、教会体制をカトリック

寄りに改編しようとしたのです。その政治・教会体制は、政策の実行者である大主教の名にちなんでロード体制と

呼ばれます。国民会議の議員と聖職者の多くはこれに反撥しました。悪いことに経済政策の失敗が財政破綻を招

き、またチャールズの政治的無能さがあだとなって、イングランドでは 1642 年から国王軍と国民議会軍の内戦が

始まります。 

内乱は議会軍の勝利に終わり、議会軍の指導者オリヴァ―・クロムウェルが権力を握り 1649 年に国王を断頭台

に送って共和政体を成立させます。しかしそうなると、革命陣営の中に権力闘争が生まれ、また旧来の支配層で

ある地主や大商人たちが共和政権から離反したので、共和制は長続きしませんでした。クロムウェルが 1658 年に

死去するとクーデタが起り、亡命していたチャールズの長子が復活した国民議会によって呼び戻されて、1660 年

に王政が復古します。チャールズ２世（在位 1660～1685 年）は当初「信仰の自由」を宣言しました。しかし、復古

王政を支えた国会議員たちは国政の安定のために、イングランド教会の聖職者全員にイングランド教会の「39 箇

条」を支持し、国王を教会の首長として戴くことを宣誓させました。これを拒否した聖職者たちは、イングランド教会

から追放されて、国定教会の外側で「非国教徒」の会衆を組織することになります。非国教徒に対する弾圧は

1688 年名誉革命の翌年に「信教自由法」が成立して終わることになりますが、彼らに対する法制上の差別は 19

世紀の 30 年代まで続くのです。 

バクスターは 1638 年にイングランド教会で助祭（執事）としての按手の礼を受け、ウースターシャー州のダッドリ

ーの学校教師となります。1641 年には説教師としてキダーミンスターに招かれます。しかしこの頃、政局は風雲急

を告げます。バクスターは議会軍兵士の中で異端的な信仰（律法無用主義）が広がったことを憂慮して、志願して

従軍牧師となり活躍します。しかし彼は、間もなく病を得てキダーミンスターに戻り、今度は司祭（牧師）として司牧

に従事します。彼の在任期間は 1662 年までの 14 年間ですが、彼の精力的な司牧活動は顕著な成功を収めま

した。彼はまた、その地域の司祭（牧師）たちの勉強会（ウースター連合）を立ち上げて名声を博し、クロムウェル

から顧問として招聘されたりもしています。こうしてバクスターの名は、全国に知られるようになります。 

王政復古直後には主教 bishop 職就任を打診されますが、バクスターはこれを辞退しました。1662 年に礼拝統

一法違反の件で聖職から追放された後は、彼は非国教徒の牧師として、いわば地下生活を余儀なくされ、その間

に膨大な著作をものにしたわけです。改革派の線でイングランド教会を改革しようとしたという意味でバクスターは

「ピューリタン」だったといえますが、「ピューリタン」の中身は多様ですから、彼の考え方が「ピューリタン」の典型
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だ、というわけではありません。彼の基本的な立場は、カルヴァン主義的な長老派と独立派、更にはルター派的な

プロテスタントやカトリック教徒までを含む、現代流にいえば「エキュメニカル」な教会一致の宗教運動を展開する

ことでした。実際私が見るところ、教会論を除いては、彼の考え方は現代のカトリックの教えとほとんど矛盾しませ

ん。しかし教会一致のための彼の努力は、その当時は実を結ぶことは無かったのです。 

本書は、このようなリチャード・バクスターの人と思想を解り易く紹介したものです。全体が 2 つの部に分けられ

ています。第１部が「牧会者リチャード・バクスター」。それがまた２つの章に分けられます。第１章は同名の「牧会

者リチャード・バクスター」で、日本基督教団滝野川教会の『形成』という雑誌に 40 回にわたって著者が連載した

文章に加筆したもので、本書の主要部分です。第１部第２章は、「リチャード・バクスターの牧会と説教」と題されま

す。これは、「説教塾」での 2003 年の著者の講演を文章化したものです。第２部は「バクスターの著作（抄）」で

す。ここには『自叙伝』『改革された牧師』『キリスト教徒の指針』のそれぞれの短いさわりの部分と、「告別説教」の

全文が訳出されています。 

それらの中で、やはり一番よく書けているのは、第１部第１章の「牧会者リチャード・バクスター」です。その 14 節ま

ではバクスターについての紹介であり、15 節から 18 節までが『改革された牧師』の要点紹介であり、19 節から 37

節までが『キリスト教徒の指針』の内容紹介です。『キリスト教徒の指針』はクリスチャンが日常生活上で遭遇するあ

らゆる問題への解決の指針を示すものであり、その要点紹介は大変教育的で興味深く、非常に啓発されます。ま

た、敢えて言えば、「聖性」に満ちています。本誌の読者の皆さんにも是非読んでいただきたいものです。 

著者の梅津順一さんは 1947 年山形県生まれ、国際基督教大学で大塚久雄のゼミナールで薫陶を受け、東京

大学大学院経済学研究科で関口尚志教授の下でイギリス経済思想史を研究した人です。青山学院女子短大、

放送大学、聖学院大学で教鞭を執り、現在青山学院大学教授の職にあります。昨年春には青山学院の院長に選

ばれましたが、本書を読めば、梅津さんが青山学院の院長に就任するにふさわしい人物だということがわかるでし

ょう。奥さんとの間で３人のお子さんに恵まれましたが、奥さんは子育てが一段落してから猛然と勉強を始めて、今

は日本基督教団のある教会の牧師を務めておられます。 

私は梅津順一さんとはちょうど 40 年前に知り合いました。日本におけるバクスター研究は梅津さんと慶応義塾

出身で、同志社大学で長く共演をとられた今関恒夫さんが切磋琢磨する中で、英米のそれに近づくほどの高い

水準に上り詰めました。本書は、その副産物です。ただし本書には一つ大きな欠点があります。それは価格が

2600 円と高いことです。この程度の本が新書本として出版されるような知的・精神的風土が日本で育まれて来な

かったことが、残念です。 
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中国経済金融研修交流会 報告 

理事長 齋藤金義  

 

2015 年 9 月、一橋大学学生基督教青年会（以下「一橋 Y」という）の学生有志５名と私は、私が別途幹事役を

勤めるアジア金融経済問題研究会の有志 4 名と、合同企画により、下記の日程のとおり北京と上海を訪問し、日

系企業、日系金融機関、および中国金融関係者らと中国経済および金融問題について幅広く交流、意見交換を

行うと同時に、一橋 Y の学生５名が中心となり、北京では中国人民大学、上海では上海財経大学の学生との交

流会を開催し、両国経済問題をについて報告会および意見交換を行いました。また、一橋 Y の独自企画として、

上海 YMCA を訪問し、上海 YMCA の地域ボランティアセンターや老人介護施設、自閉症の子供のトレーニング

センターなど都市における YMCA 活動を視察し、上海 YMCA との皆さんとの交流を図りました。交流に際しては

日本 YMCA 同盟島田総主事にご紹介を頂きました。その他、北京如水会支部および上海如水会支部の皆様と

の会食および交流会があり、一橋のネットワークを学生諸兄は十分認識できたものと思います。 

時あたかも安倍政権による集団的自衛権の法整備が進められ、他国の侵略や日本の安全を懸念する声が高

まる中で、アジアなかんずく隣国中国の現状を肌で知ること、また、日中の若い世代が草の根交流を行うことの意

義は大きなものがあると思います。当会はこの交流会参加学生に対して旅費の一部を支援し、また如水会国際交

流基金から学生の旅費の３分１のご支援を頂きました。文化サークルクラブとしては初めての如水会国際交流基

金からの支援であり、今後共継続的に中国の両大学との交流を継続して行きたいと考えております。なお、中国

人民大学および上海財経大学との交流に関しては、一橋大学中国交流センター所長志波幹雄氏のご尽力によ

るものであり、この場を借りて御礼を申し上げたい。また、如水会国際交流基金のご支援を得るにあたり、如水会

の匹田氏にアドバイスを頂きましたことを感謝申し上げます。 
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１．日程および訪問先 

 

２．参加者メンバー 名簿 

  

 

３．報告書の内容 

（１）中国人民大学訪問について  1 年法学部 祖根昂大 

一橋Y学生

PVG 9:00
ANANH905 ターミナル 1
成田10時35分発 東京NRT 13:00
北京首都空港　13   JL872

午前9時
成田空港第１T　集

合

一橋Yメンバーおよびアジア経済金融問題研究会メンバー

9月22日（火）

夕食会
ゲスト　国泰君安
財務顧問有限公

あおぞら銀行上海
事務所

北京発　上海行
新幹線

紫禁城　その他市
内観光ガイド付き

夕食会 JAIC
China　張氏及び
CICC Investment

9月20日（日） 9月21日（月）

中国人民大学訪
問

夕食会　日立キャ
ピタル総経理　懇

親会

日立キャピタル訪
問

一橋大学YMCA学生のみ

9月25日

斉藤信一郎、齋藤
金義上海(浦東) -

東京(成田)
　17:05発　21:00

着如水会上海支部と
の懇親会

9月24日（木）9月23日（水）

上海財経大学　訪
問

自由時間

午後2時　上海
YMCA訪問

氏名 職業

1 窪野 鎮治 生命保険協会副会長 元大蔵省銀行局審議官、元印刷局長（昭和46年東大法学部卒）

2 伊藤　武 あおぞら証券　顧問

3 齋藤 金義
CEO, QiLong Investment Consulting Inc. LTD　元日債銀　ソフトバンクメディア＆マーケティン
グ取締役　一橋大学基督教青年会理事長、（一橋昭和46年経済学部、48年法学部卒）

4 齋藤 祐一
Partner, QiLong Investment Consulting Inc. LTD　元日債銀、HSBC証券MD（昭和50年東大
法学部卒、ハーバードMBA）

5 岡本　政之 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　前会長（前YMCA一橋寮寮長）　

6 二瓶　琢也 一橋大学　経済学部　3年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

7 川村勇太 一橋大学　法学部　１年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

8 祖根昂大 一橋大学　　法学部１年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

9 建内瑛貴 一橋大学　　社会学部１年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員
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（２）上海財経大学訪問について 1 年社会学部 建内瑛貴 

（３）上海 YMCA 訪問について 3 年経済学部 二瓶琢也（齋藤金義追記） 

（４）日立キャピタル訪問について 1 年法学部 川村勇太 

（５）あおぞら銀行訪問について 4 年経済学部 岡本政之  

（６）参加者の感想文 

 ①川村勇太 国際交流の意義について 

②建内瑛貴 中国の現状と課題について 

 ③祖根昴大 中国人のモラルについて 

④二瓶琢也 中国訪問の感想について 

 ⑤岡本政之 

 

 

中国人民大学訪問について 

法学部 1 年 祖根昂大 

 

 始めに、人民大学と一橋大学両校の学生が自己紹介をした。そしてその後、一橋大学から「日本経済の現

状と課題について」と「日本の財政について」のプレゼンをし、さらに人民大学から「中国の不動産価格につ

いて」「中国経済の後退について」「人民元の価値について」および「日中間の旅行人数について」のプレゼ

ンをしていただいた。今回は、自己紹介は省略し、以下、一橋大学・人民大学両校のプレゼンの内容をまと

める。 

 まずは、一橋大学のプレゼンをまとめる。一つ目は、「日本経済の現状と課題について」である。まず、2012

年から日本経済は「アベノミクス」を軸に動いていた。「アベノミクス」は、「大胆な金融政策」・「機動的な財政

政策」・「民間投資を喚起する成長戦略」という“三本の矢”で構成されている。そしてその成果は、様々な経

済指標の改善であった。しかし、政権発足後、数年経過した現在では、個人消費の低迷及び世界経済の先

行き不安、特に、中国経済の減速懸念から、株安、円高への揺り戻しなど、変調が懸念されている。そこで、

日本政府は、アベノミクスの本来の目的を達成するために、その経済体制の見直しを視野に入れるべきであ

るとして、一つ目のプレゼンは締めくくられた。二つ目は、「日本の財政について」である。まず、日本の国債

は年々増加中である。それは何故か。その答えとして、「少子高齢化社会の弊害」や「複雑な政治問題」など

が挙げられる。税の納入者が減少する一方で、受け取り手が増加し、また、政治家は自身が当選するため

に、税率の上昇や社会保障費の削減ができないのだ。そこで、日本政府は税制度や社会保障制度を立て

直し、「アベノミクス」を見直し、少子化対策のために夫婦へのサポート体制を改善すべきとしながらも、それ

らは“痛み”無しには達成されないとして、二つ目のプレゼンは締めくくられた。 

 次は、人民大学のプレゼンをまとめる。一つ目は、「中国の不動産価格について」である。近年、中国の不

動産価格は上昇を続けている。その要因には、需要と供給の問題や、銀行等の信用貸しの問題などが挙げ

られる。信用貸しの個人消費に対する政策が粗いのだ。次は、「中国経済の後退について」である。GDP や

失業率・投資・輸出・消費が悪化している。それは何故か、また、それを改善するにはどうすべきか。悪化の

原因には、経済構造の不備・低賃金・汚職などが挙げられる。それに対して政府は、経済システムの建て替

えをし、自身の役割を市場に分散するべきなのだ。新しい時代は到来し、最後には良い労働環境を得ること
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が出来ると信じることが大切なのである。最後は、「人民元の価値について」である。人民元の価値は、中国

政府が調整を加えている。そのため、30 年ほど前から人民元はその価値を下げ続けていた。しかし近年、そ

の傾向は弱まり、反対にその価値は上昇している。その原因には、国内的・国外的なものがそれぞれある。

国内的なものとしては、外国との貿易が活発になったことにより、短期資金が流入し、人民元の需要が増加し

たことなどが挙げられる。一方、国外的なものとしては、国際的な社会として人民元を公正に評価してほしい

という、国際的に強力なプレッシャーが挙げられる。そして、中国経済の成長の可能性が、中国を人民元へ

の需要が増した国際組織へ繋げると、一つ目のプレゼンは締めくくられた。二つ目は、「日中間の旅行者数

について」である。まずは、中国から日本への旅行者数だが、これは増加している。その理由としては、政治

問題は影響を与えていないから、新たな航路が開かれたから、などが挙げられる。では、反対に、日本から

中国への旅行者数はどうだろうか。これは、減少している。その理由は、空気の汚染や食事の安全性の問題

が挙げられる。そして最後に、日本の対中投資の過去と現在を見ると、これには三回ブームがあったと、二つ

目のプレゼンは締めくくられた。 

 以上で、一橋大学・人民大学両校のプレゼンは終了した。そして、共に食事をした後、両校の交流は全行

程を終了した。 

 

 

 

 

 

上海財経大学訪問について 
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社会学部 1 年 建内瑛貴 

  

私たちは中国経済について学ぶために上海財経大学（Shanghai University of Finance and Economics）国

定路キャンパス（本部）を平成２７年９月２３日に訪問しました。上海財経大学は中国の公立大学であり、中国

の一橋大学と呼んでも過言ではないぐらい金融関係に非常に強い大学であり、共通している部分も多々あり

ました。特に会計学では全国トップを誇る実績を持っているそうです。 

 私たちが財政大学を訪問した本来の目的は、財政大学の女子大学生５人と 5 対 5 の英語討論を行うため

でした。討論の内容はもちろん日本と中国の経済についてでした。討論の相手は全員経済学を学んでいる

ものの、私たちの方からは経済学を学問的に専攻しているのはリーダーである岡本さんだけであったため、

岡本さんを中心に討論を進めていきました。 

 私たちが中国人の大学生と討論したテーマは全部で４つでした。 

まずは祖根くんの英語での心打たれる挨拶から始まり、我々の側から最初に川村くんからアベノミクスや

日本の経済状況や課題についてのプレゼンテーションを発表してもらいました。我々が中国経済に大きな関

心を持っているのと同様に、中国の学生も日本経済に深い関心を寄せていました。隣国とも言える関係です

から、中国経済の失速が日本経済に与える影響や、中国経済がなぜ低迷しているのかは大きな論点となり

ました。金融構造の問題や政治的な要素が経済に深く絡み合っているようで、難解な経済学の議論をしかも

英語で理解するのは非常に苦労しました。しかし両国が地理的にも経済的にも密接な関係にあることは共通

の認識でした。今後はより透明性の高い情報の開示、金融システム改革、反汚職と投資萎縮問題の解決が

必須となると理解しました。 

 そのあとは我々より 4 年生の岡本政之さんが日本の財政についてのプレゼンテーションを行いました。残り

の 4 人をうまくまとめて引っ張ったくれた岡本さんはいい手本になったと思います。日本の財政は中国の財

政学徒はもちろん、世界全体でも大きな関心事になっているようです。日本は、世界の国々の中でもいち早

く少子高齢化社会に突入しましたが、中国も「一人っ子政策」（今は緩和）をとっていることもあり、今後の日

本の政策やその行方は学生の中でも大きな関心事になっていました。特に興味深かったのは消費税に関す

る議論であり、日本においては外税方式が取られていて、人々が消費税の重さを視覚的に理解できる一方

で、中国では内税方式であり、レシートにさえ消費税がいくらなのか表されません。消費税は人々から最も嫌

われる税であるゆえに、このような方式をとることの良さを認識できたと思います。もちろん、経済学的というよ

りは、政治的に、中央政府への批判を躱すために行っている側面も否定はできないと考えられます。加えて

日本に無い物で、非常に興味深かったのは、レシートに宝くじ番号が印刷されていることです。なぜこのよう

なことを行うのか、我々にはさっぱりわかりませんでしたが、彼女たちは脱税対策になると教えてくれました。

日本にも脱税や益税の問題がありますから、そうした問題に対処する一つの政策として大きな示唆を得たと

振り返ります。 

我々の方から２つのテーマについてプレゼンテーションを発表したあと、財経大学の学生たちの方から中

国経済の現状と課題や中国と日本の旅行状況についてのプレゼンテーションを聞くことができました。やはり

最も大きな関心は中国の GDP 構成要素と格差の問題です。格差が大きく、個人消費が低迷しているのは異

常なことで、どうすれば格差を解消することができるか、また GDP 構成に占める個人消費を拡大するにはど

のような方策が考えられるかなど、どのテーマも非常に興味深く、また討論において適切なテーマであり、両

者互いに譲らない熱い討論が行われていたため、我々にとってもこの上海財経大学との勉強交流会は非常
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に良い経験になったと思っております。 

 討論のあとはランチに中華料理をいただきながらそれぞれの文化やその違いについて語り合い交流をさら

に深めることができました。特に映画や漫画の話題で意気投合することができました。さらに、ランチのあとに

は討論した財経大学の女子大学生に財経大学内を案内してもらって、キャンパス内の雰囲気をゆっくり楽し

むことができました。 

 我々にとって、この上海財経大学との交流会は非常に貴重な経験となり、良い思い出になりました。財経大

学との交流に関わった全ての人たちに心から感謝の言葉を申し上げたいと思っております。私たちはこの中

国での経験を生かし、これからも上海財政大学との交流がより一層深まるよう邁進していきたいと思っており

ます。 

 

 

右後ろから祖根昴太、川村勇太、建内瑛貴、岡本財之と二瓶琢也 

Thank you for hosting us!!! 

 

 

 

 

 

上海ＹＭＣＡ訪問について 

経済学部 3 年 二瓶琢也 

齋藤金義追記（理事長） 
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 私たちは中国訪問の実質最終日に上海の YMCA を訪れた。中国では YMCA と YWCA の関係が密接

で、YMCA と YWCA は同じオフィスで共同して事業を展開している。女性の社会進出が当たり前の中国なら

ではの形態である。また、学生 YMCA がないことから、都市 Y が活動の中心であるから、大学の寮の運営

や、サークル活動に協力するということがない。上海 YMCA は都市 Y であり、特に、日本の横浜 Y の活動を

調査研究し、そこから多くのことを学んだと、担当者から説明を受けたが、我々学生 Y は逆に、日本の都市

Y の活動をよく知らないので、どちらが先進的であるかは、判断はできなかったものの、上海 Y の活動が極

めて先進的に思えた。 

老人の介護施設、所謂老人ホームと託児所、幼稚園に行く前の保育所が同じ場所で併設されている。日

本で保育所や老人介護施設は同じ施設にないのは、役所の縦割り行政のためとも言われているが、中国の

方が、住民ニーズに柔軟に対応しているようである。また、行政との協力体制が進んでいて、行政から委嘱

を受けた地域のボランティアセンターでは、少数民族の衣装の展示、書道や絵画の教室、PC 教室、アスレ

チッククラブなどの複合施設が地域住民のために開放されていて、これが極めて安い費用で利用できる。仕

組みは、行政、この場合は上海市が土地や建物を無償で提供し、その運営を上海 Y が請け負う形式であ

る。しかし、中国では YMCA の名前で中国の地方政府の施設運営を行うことができないので、上海 YMCA

はさらに子会社をつくり、上海 Y の名前ではない会社で運営をしている。建前としては、こうした地域のボラ

ンティアセンターは、運営の委託獲得が入札競争で行われるが、殆ど、YMCA が獲得しているとのことであ

った。 

まず、YMCA の施設を訪れて最初に目に入った光景というのは高齢のおじいちゃんおばあちゃんが椅子

に座ってくつろいでいるというものだった。上海の YMCA ではデイサービスのようなことを行っており、夫また

は奥さんが亡くなられて身寄りのない高齢者の方々を受け入れる施設という側面があった。中では、高齢者

の方々の痴呆防止対策として、日付や天気のカードを当番制で張り替えるシステムなど色々な工夫が凝らさ

れていた。通常の老人ホームやデイケアサービスよりも格安でサービスを受けられるという点で非常に人気

があり、高齢人口が加速的に増えつつある中国では需要が非常に高く、入居するには倍率が高く難しいよう

であった。 

 また、福祉という点では発達障害やダウン症の子どものリハビリルームや学習支援室のようなものも設置さ

れており、お邪魔したときにその一部始終を見ることが出来た。５、６歳ぐらいの子どもがバスケットボールを

床に置いてあるフラフープめがけ正確に投げるというものであった。私が当初描いていた中国のイメージで

はこのような養護施設は発達していないと思っていたが、YMCA がその役割を果たしていることには非常に

感動した。というのも少し話は脱線するが、現在中国では一人っ子政策（正確にはふたりっ子）の弊害として

障害を持つ子どもが生まれてすぐ捨てられてしまうという問題があるらしい。これは自分たちの唯一の子ども

が障害児で、それを生涯にわたって育てていくという夫婦間の心境を察すると現実的にやむを得ないことだ

とは思うが、非常に凄惨な現状である。実際、訪問した YMCA の施設では障害児を持つ親、またはそれによ

って関係が悪化し、離婚に至ってしまった片親に対する心のケアなどのサービスも行っており、現在の中国

特有の子どもに関する社会問題をうまくカバーしているなという感想を持った。このように一般企業や政府が

なかなか目を付けるのが難しい問題に関して YMCA は独自の視点をもって対応しており、非常に優れてい

ると思った。 

 また、上海 YMCA において非常に独特でおもしろいと思ったのが、大学生のボランティアを夏休みなどの
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長期休暇に積極的に受け入れている点である。学生が体験する内容としては、上記であげた施設の高齢者

の方々を介護することなどである。当初、私は学生ボランティア活動が他先進国に比べて圧倒的に遅れてい

る日本のことを考え、なぜ中国の大学生はわざわざ長期休暇を利用してこのようなインターンのようなプログ

ラムに参加するのだろうと思っていたが、話をきいてなるほどとうなずける理由があった。それは、中国におい

ての就職活動においてこのようなボランティア活動が企業に評価されるということである。日本ではこのような

活動をしたからといって必ずしも企業には評価されない。私はこの施設を訪問するまでそのようなボランティ

ア活動を冷ややかな目線で捉えていた一大学生であるが、よくよく考えれば少子高齢化が加速的に進む日

本において、自分の親の介護の問題というのは皆平等についてくる。中国の将来について考えればそれは

なおさらのことである。その避けては通れない道について学生のうちに意識させてくれることについては非常

に有意義なことである。日本においても介護施設が十分に解放されている状況とは言いにくいし、受け入れ

られるキャパシティにも限界があり、年金による収入が十分ではない高齢者の方々は子どもの介護に依存せ

ざるを得ない。また、自分を育てくれた親とコミュニケーションをとるという点においても、いたずらに介護施設

に預ける選択肢を推すのには個人的に抵抗がある。そういった点でこのようなインターンプログラムを設けて

いる上海の YMCA は、学生の将来のことも視野に入れており、非常に感心した。日本でもこのようなボランテ

ィアやインターンプログラムを設ける介護施設や福祉に関する企業が増えてもよいと思った。また、このような

活動を評価、推奨する企業の流れが生まれてもよいのかなとも思った。 

 以上のことから私にとってこの上海 YMCA 訪問は色んなことを考えさせてくれる非常に有意義なものであ

った。この体験を活かし、これからもっと福祉の分野に関心を持ち、様々な問題意識をもって社会を捉えてい

きたいと思った。 

 

 

 

日立キャピタル訪問について 

法学部 1 年 川村勇太 
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9 月 21 日、私たち YMCA 一橋寮の寮生 5 名、アジア経済金融問題研究会のみなさん 4 名を含めた計 9

名のメンバーは、北京の日立キャピタルを訪問し、同社の佐藤董事長のお話を伺った。佐藤董事長は、日

立キャピタルが中国で行っている事業や、それに関連して中国の政治、経済などの、日本から見ると不思議

にも思えてくるような特徴について私たちに教えてくださった。 

 まず佐藤董事長が語られたのは、中国の中央政府による独断的な総量規制と、それにより日系である日立

がダメージを受けた、という話だった。共産党一党独裁の中国は日本と異なり、制度的に三権分立が成り立

っていない。総官庁のトップに当たる国務院は、日本でいう国会に当たる全人代をも内包しており、絶大な権

限を持っている。国務院は中国国内での金融取引の規制権も持っており、中国では金融取引を自由に行う

ことは出来ない。従来も国務院から総量規制の枠組みは与えられてきてはいたが、それは同一グループで

あってもそれぞれの子会社ごとに割り振られており、規制の下とはいえある程度自由な取引を行うことが出来

ていた。しかし、日系企業がもうけすぎることを嫌った中国共産党は、国務院の権限を使って従来の会社ごと

の枠組みから、日立グループ、トヨタグループといった、グループごとの枠組みで総量規制を行うというシス

テムへと変更した。その結果、日系企業に対する融資はストップされてしまった。2012 年のことである。この制

度変更によって、中国共産党は「制度に則っている」という筋は通しながら、中国国内で利益を上げる日系

企業に直接に攻撃を加えることに成功した。2012 年は尖閣諸島の国有化などをめぐる問題などで日中間の

関係がかなり冷え込んだ時期でもあり、この日系いじめともとれる制度変更は、ある意味反日行動の前哨戦

だったと言えるのかもしれない。 

 次に佐藤董事長が語ってくださったのは、中国の保険システムと、それに関連する日立キャピタルの医療

分野での実績についてだった。中国の、国家による保険制度にはいくつかの種類があり、就いている、ある

いは退職する前に就いていた職業によって受けられる保険のタイプが異なる。まず最も好待遇なのは公務

員と国有企業の社員の保険である。彼らの保険の内容は、「生涯賃金保障」「本人・家族の医療費生涯無料」

である。次に待遇が良いのは私有企業の社員である。しかし、彼ら、特に外資系企業の従業員は（在職中に

限る場合が多いが）会社からの支援を受けることもできるし、民間の保険に加入することもできるため、上記

の公務員や国有企業ほどでないにしても、安心できる保険システムの中にいると言える。最も待遇が悪いの

は農民である。毛沢東時代、人民公社が存在していた時代は、農民は無償で医療を受けることが出来た。し

かし、現代の保険システムでは十分な国家の支援を受けることが出来ず、その点では農民にとって、昔に比

べて後退したということができるだろう。 

さらに、人口が密集する地域に医療ソースも集中しており、地方の医療リソースの不足も深刻である。医療

リソースの実に 80％が都市部に集中しているといわれている。また、医療リソースだけでなく、医師不足も心

配されている。日本では、医学部卒業者はその多くが臨床医や研究医といった形態の差こそあれ、医師に

なるものが多い。しかし中国では、医学部卒業者の半分しか医師にはならない。その理由は、上記の職業に

よって形態の異なる保険制度である。医師は国有企業の社員でもなければ公務員でもないため、国からの

厚い社会保障を受けることは出来ない。しかし、外資系の製薬会社などに務めれば、医師になるよりもずっと

いい給料がもらえるだけでなく、ある程度充実した国からの保障に加え、会社独自の医療費援助などの保障

を受けることができる。ゆえに、中国では優秀な医学生が外資系企業に多く就職し、医師とならない。そのた

め医師不足という状態に陥ってしまっているのだ。こうした中国の医療に日立キャピタルは参入しようとしたが、

中国の医療市場はシーメンスなど、数社の有力企業がシェアの 90％を占める極端な寡占市場であり、それ
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に対抗して食い込むことはできなかった。 

 そこで日立キャピタルが次に目をつけたのは中小企業であったが、これも最初はうまくいかなかった。という

のも中国は一党独裁体制であり、国有企業経済であることが前提であるため、中小民間の事業は政府の視

野に入っていなかったためである。しかし、国有企業は雇用力が小さい。従来は、国家の危機を演出するな

どして、国防にかかわる、独立した経済組織としての軍や公安があふれた労働力を吸収していたが、それも

立ち行かなくなって、雇用力の確保の為に、最近中国政府は中小企業への保護を始めたという。 

 また、中国の企業、特に現在もしくは過去国有企業で民営化された企業は、お金に対するとらえ方が、お

金は「予算」、すなわち国から与えられるものであり、使い切らないといけないし、もし支出が収入を上回って

も、ない袖は振れないのだから支払いできない、という感覚である。このように数字の上では非常に急激に成

長している中国経済だが、その成長に人的な成長が追いついていないという状況にある。そのため、日系銀

行などは中国の企業を信用せず、融資を控えるという傾向がある。 

 また、佐藤董事長は中国の中央と地方の財政についても語ってくださった。日本でも中国の地方政府の財

政赤字の問題は取り上げられているところである。中国において、地方政府と中央政府の支出額の比率は、

建前上は 50:50 とされている。しかし、実際には 85:15 と、地方政府の支出が圧倒的に多くなっているとのこ

とだった。中央政府は地方政府に対して、任命権や指揮権など、ヒト・カネの両方の面で上からの命令を下

せる立場にあるのだが、それでも、改革・開放路線開始以降、地方政府も経済的基盤が強くなっており、完

全に統制下におかれることなく、ある程度自由をもって、勝手に地方の政治が行われている。 

 最後に佐藤董事長が話してくださったのは、共産党が近い将来倒れる可能性は極めて薄い、ということで

あった。というのも、もし共産党が倒れた時、中国国民に訪れるのは、完全な民主主義や自由主義ではなく、

まず混乱や内戦だということが明白だからである。中国国民は安定を望んでおり、また、民度が上がらないと

民主主義的な政治体制ではうまくいかないということを知っているから、多少自分たちの自由を侵害していて

も、安定的で、強力に政治を進めていくことが出来る共産党の支配をわざわざ壊そうとはしないと考えられる。 

 佐藤董事長のお話を聞き、まず私が思ったのは日本にいて見聞きすることが出来る中国の情報というのは、

かなり一面的なものが多く、そのすべてが正しいとは言えない、ということだった。最近のニュースでは必要以

上に中国の経済的、軍事的台頭を大げさに書いて日本人の不安をいたずらにあおったり、それとは逆に根

拠もなく中国の失速を予言したりする、日本人の視点から見て、多分に楽観・悲観といった主観的な気持ち

が多分に入った記事を目にするような気がする。しかし、今回のお話を聞き、中国の現在の経済成長は、次

の数年で急激に落ち込むような一時的なものではなく、確かに根拠のある成長であるということ、一方で、人

的資本の成長が追いついていないこと、海外からの信頼をまだ完全に得たわけではないこと、中央政府が

地方政府の手綱を完全に握り切れていないということなどのマイナスポイントも存在しているということが分か

った。我々日本人は、敵としても味方としても非常に強力な中国について、主観や感情に左右されて短期的

な浮き沈みに一喜一憂するのではなく、そうした客観的なデータや情報をもとに、長期的な予想を立て、付

かず離れずの距離を保ちながら、互いに利益のある付き合い方を模索していくべきなのではないだろうか。

現在は領土問題、歴史認識問題、両国の軍備拡張問題など、対立することが多い日中関係だが、経済の面

では互いを利することができるはずなので、これから両国、また世界の経済の動向に目を向け、我々がすべ

き選択を考えていきたいと思う。 
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あおぞら銀行上海事務所訪問について 

経済学部 4 年 岡本政之 

 

 我々一行は滞在中に、多くの日系企業のオフィスがある上海恒生（ハンセン）ビルにあるあおぞら銀行上海

事務所の須永代表を訪問した。須永代表は、日本銀行から中国人民銀行に出向中の後藤好美氏をお招き

下さり、我々は後藤氏から中国経済、および金融問題など諸事情についてお話を伺う機会を得た。上海株

価の大幅下落や汚職、格差、並びに統計情報の信憑性など、中国に関する人々の関心が増大する中で、

第一線で活躍するプロフェッショナルの見解を伺えたことは僥倖であった。 

日本を含めた先進国株価に大きな影響を与えた上海株価の大幅下落であるが、あれは一体どういうこと

であったか、バブルが弾けただとか、隠していたことが表にでたのだろうとか、私はそのような予想をしていた

が、実際にはそのようなことを聞くことはなかった。中国政府が今後様々な形で国有企業の株式を放出した

いと思う中で、当然売却するならば高い方がよい。より高い価格で政府保有資産を売却することによって財

政の健全化の一助となるのである。政府としては、バブルの形成をする意図など無かったという。しかしその

流れを受けて、従来証券取引に参加していなかった主体、特に一般の市民が次々と取引に参加するように

なった。NISA などで日本においても、新たな証券市場参加者が増えてきているとはいえ、中国のそれは我

が国とは一線を画している。プロフェッショナルでもない人間がお金を借りて、言わば身の丈以上の資金でも

って取引を行ったという。信用取引も解禁されたゆえである。中国においては８割が個人投資家であり、続々

とお金を借りて取引を行っていた、ある意味「不健全な」傾向を是正すべく、当局は規制を開始したのであ

る。実際、規制強化自体は日本でも行われており、特に FX 取引のレバレッジの縮小に見て取れる。リスク回

避型の国民性ゆえか、プロでもない個人が高レバレッジで取引することは稀であり、日本における規制強化

の影響は比較的小さなものであった印象である。一方で中国、今まで放出していた身の丈に合わない莫大

な資金について規制が強化されたゆえに、うなぎ登りであった株価が下落し始めた。これを受けて多くの人

間が利益確定「売り」を行った。莫大な量の証券が売りに出されるのである。それに見合った買い手がいなけ

れば、証券価格が崩れるのは火をみるより明らかと言える。その結果はパニックであり、チャートで見れば不

気味な下落であり、ニュース報道では放心状態の個人投資家の写真が印象的であった。 

インフラ投資の問題に目を向けよう。この問題は様々な事象が複雑に絡みあっている。出発前の如水会

事務局長への渡航説明の際には、この問題に関して地方インフラ投資と汚職の関係性に関するご指摘をい

ただいた。習近平政権における反腐敗運動のせいで、投資が抑制されているものではないかというご指摘で

あった。この視点はまこと正しく、中国故事を引用すれば「李下に冠を正さず」という言葉の示す通り、怪しい

ことをしたくない風潮が広がっているのは確かだそうだ。火のない所に煙は立たぬ、たとえ健全な投資をしよ

うとしても、保身のために疑われるような行為は排斥しようというインセンティブが働いたのである。実際、腐敗

人の捕り物帳が続々と続いたのは記憶に新しく、他国たる日本でさえもニュースになるほどのことだから、当

事者からしてみればたとえ健全な投資人であっても震え上がりそうなのは予想に難くない。思わぬところで反

腐敗キャンペーンの副作用が出てしまったのである。これを克服するべく国務院総理李克強氏が地方の役

人に指示を出している現状だという。また地方インフラ投資に関しては反腐敗キャンペーン以外にも大きな

問題があり、それが中国の資金調達構造であるという。中国においては、かつて我が国がそうであったように

間接金融一辺倒の資金調達構造が非常に強固にできている。一般には、融資による資金貸付においては
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金利が高く設定できるために、証券に比べて高い利ザヤを確保できる利点がある。当局はこういった傾向を

是正するために、地方インフラ投資における新規案件を債権方式で行うこととした。債権を発行し資金を調

達するためには、やはりその債権の買い手がつかなければならない。大きな引き受け手になるのは銀行であ

るが、上述の通り、債権では融資に比べて利ザヤが小さくなってしまうのである。実際に江蘇省が債権を発

行したが、誰も買い手が付かなかったという。やむをえず当局は銀行に通達を出し、債権を割当制で引き受

けさせたという。とはいえ、これによりやっと地方にお金が回りだしたのも事実である。 

また、中国経済全体の問題として、GDP の構成がほとんど投資によるもので、個人消費が 2 割に届いて

いないということがある（参考：アメリカは 8 割）。日本でも昨今、個人消費の伸びが課題とされているが、私は

これについては楽観的な立場にある。個人消費の伸びのためには可処分所得の増大が必要であり、これは

往々にして賃金の上昇によってなされると考えている。中国における賃金の上昇は、中国から製造拠点を移

す要因にもなっているが、経済成長率に鑑みれば自然な行為であるし、13 億人国家の莫大な内需を考え

れば、政策により雇用を維持することも容易である。何より、賃金上昇は株価の上昇、投資の拡大というプロ

セスを踏んでなされるものと観察されるから、投資の先行はある種自然なものなのである。中国の場合はそ

れがあまりに過剰のように思われるが、なされた投資は時間差こそあれ、賃金の上昇に結び付くものだろうと

考えている。 

 

 

（参加学生感想文） 

 

国際交流の意義について 

法学部 1 年 川村勇太 

 

 今回、一橋 YMCA の活動の一環として、自分にとって初めての海外への旅をさせていただいたが、現地の

大学生との議論や交流、如水会やアジア金融研究会の諸先輩方との交流、また第二外国語の中国語を生

かす機会にも出会うなど、二度とできないような経験をすることが出来た。そうした経験を通し、様々な点で、

新たな発見をすることが出来た。 

 まず、第一に感じたのは、自分の英語力の未熟さだった。大学受験の為に一生懸命に勉強して、それなり

に英語は理解できるつもりでいたが、入試問題という枠の中で英語を身に着けていた自分にとって、実際に

海外の人たちと英語でコミュニケーションをとるというのは、非常に難しく、議論ではほとんど発言することが

できず、とても悔しい思いをした。中国の最近の目覚ましい発展は、私たちが議論した彼女たちのような優秀

な人材が世界中で活躍しているのが要因の一つなのではないだろうか。今回感じた悔しさをバネに、語学の

学習に励み、同じような機会があったときに、しっかり自分の考えを相手に伝えることが出来るようにしていき

たい。 

 次に感じたのは、知識、特に今回議論の対象であった両国の経済についての知識の浅さだった。当初、

私は中国経済の現状と課題について相手にプレゼンする予定であった。予定が変わり、こちら側からは日本

の、相手方からは中国の経済についてのみプレゼンするという形に変わったため、自分が当初の計画通りの

プレゼンをすることはなかったが、事前に中国経済の歴史や現在の動向をある程度調査して議論に臨んで

いた。しかし、中国側のプレゼンはかなりレベルが高く、ニュースやデータサイトなどから収集した知識しかな
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かった自分にとって、ほとんどすべてが新しい情報であった。また、相手側から、アベノミクスの長期的な視

点での効果について質問され、それについて答える機会があったのだが、英語力の不足もさることながら、こ

れからの日本経済の長期的な展開について考えたことがなかった自分にはその質問に答えることができず、

4 年生の岡本さんに助け舟を出してもらった。自分を含め多くの日本人にとって、経済といえば肌で感じられ

る景気のよさや物価の上下くらいであり、その現象を生み出す原因にまで考えをめぐらすことはほとんどない

ように思う。実際、今回調べてみるまで、あれだけメディアに騒がれていたアベノミクスが具体的にはどんな政

策で、何のために行われ、どんな結果を生んでいるのかについて、漠然と聞いてはいたが、具体的データに

基づく把握はしてこなかった。しかし、これからの時代最大のライバルにも、最大の協力者にもなるであろう中

国の学生たちは、日本の経済状態について強い関心を抱いているようだった。私たち日本の学生も、まず自

国の経済について現状と課題を把握し、それを踏まえて他国との付き合い方を考えていく必要があると思う。 

 中国では、討論会以外にも、議論した学生たちとの交流会、現地の YMCA の見学、また市街地の観光と

いった、よりカジュアルな形で中国の現状を感じる経験をした。その中で私が感じ取ったのは、マスコミやイン

ターネットといったメディアを通して私たちが作り上げてきた中国像は、正しい一面もあるかもしれないが、あ

くまで一面にすぎないということだった。 

 

 

中国の現状と課題について 

社会学部 1 年 建内瑛貴 

 

 今回、私は初めて中国の大都市である北京と上海を訪問した。最近の中国は経済的成長を遂げ、人々の

生活水準も高まりつつありながら、今では先進国に最も近い一つの国として大きな発展と成長を遂げている

ため、私は大きな期待を持って中国を訪れた。特に大都市である北京や上海は日本人にとっても非常に住

みやすい環境になりつつあることを耳にしたため、二つの都市に対する期待感はより大きいものだったのか

もしれない。しかし、突きつけられた中国の現状は期待していたものとは全く違っていた。私はこの二つの都

市をそれぞれ訪問し、短い期間でありながら様々な点において中国は未だ先進国になれない理由を感じさ

せられた。 今の中国は中国国民にとって何十年前と比べたらかなり改善され、発展しているように映ってい

て、素晴らしいものもたくさんあるのかもしれないが、先進国しか訪れたことのない自分にとって、中国で目に

したものの中には結構ショッキングなものもたくさん見たような気もする。世間では、中国は「先進国」として呼

ばれることはあまりないが、「先進国並み」とはよく言われる。しかし、私にとって中国という国はまだまだ発展

段階であり、まだ先進国と肩を並べられる位置まで到達していないように思う。特に、中国ではまだ改善され

なければいけない点が非常に多く、たくさんの社会的問題を抱えているようにも感じる。短い期間ではあった

が、中国で私が自分の目で見て、現在進行形で問題として感じたものを幾つか挙げてみたいと思う。 

 まず、一番に指摘しなくてはならない問題は格差問題である。以前から、北中国と南中国の貧困の格差は

問題視されつつも、格差状況は悪化している一方である。さらに、格差問題は北中国と南中国の間だけでは

なく、都市と地方の間にまで広がっている。もはや、格差問題に対して目を背けることは不可能である。中国

の現状として、すべてが中央である大都市に集結する仕組みとなっており、都市は地方に対して圧倒的な権

力と権限を持っていて、地方は中央の命令に従わざるをえない。また、都市に住んでいる国民は地方で暮ら

している国民より優遇されることは絶対的であり、地方にお住いの人々は国や都市からの協力を得られず、
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ギリギリのところで生活を送っている人が非常に多い。つまり、都市と地方のパワーバランスが明らかに不合

理であるのだ。確かに、都市集中問題は日本でも問題視されている一つの社会的問題ではあるが、都市と

地方の間では大きな権力的違いはない。日本の都市集中問題は単に地方より都市の方が仕事を見つけら

れる可能背が高い雇用的問題であることが多く、中国のように都市と地方の間に格差が生じていることや都

市が地方を抑制しているからではない。すなわち、中国の格差問題を改善するには、まずは最初の一歩とし

て都市と地方のパワーバランスを改善させなければいけない。しかし、貧困の差は都市と地方の間だけに広

がっているのではなく、都市の中心でも貧困問題を感じた。例えば、上海の都市内では家柄や部族、出身な

どによって住んでいる区域が分けられているように思えた。上流階級としてみなされる日本人やフランス人が

固まっている区域も存在していた。つまり、都市内でも日本人が住む地域やフランス人が住む地区、上流階

級の人間が住む地区、上流や下層には分類されない中間的位置に置かれているミドルクラスの人間が住む

地区、そして貧しい人やスラム街の人々が住む下層階級の地区に区別されている都市は少なからず存在す

るのではないのだろうか。少なからず上海はその一例だ。だが、階層によって住むところが限られてくるだけ

ではなく、生活する上で違う下層の人々が入り交じらないように都市自体が違う下層の人間と接触がないよう

に構成されているのではないのだろうか。これは、あくまでも私の推測に過ぎないのであるが、知人から裕福

な人々は大丸百貨店などの高級な商品がそろっているお店に出入りし、貧しい人々は安い市場や商店街な

どに出入りするため、都市自体もこうして裕福な人々と貧しい人々が混ざりあうことのないようにそれぞれの下

層の人々が行くお店がそれぞれの住んでいる地区の近くに構築されているようなことを聞いた。これは、両者

にとって害のない望ましい生き方なのかもしれないが、国や人々の統一性を感じられない一場面であり、同

じ国民であり同じ国に住みながらも、こんなに人々の間に社会的格差が生じることが起こり得ることに対して、

正直驚きを隠せない部分もあった。 

 また、中国では社会保障制度の改善もまだまだ大きな課題である。実際に多くの中国人は献身的な医療

を受けられない現状である。それは、医療そのものを受けられないことも意味するが、それだけではなく、もし

医療を受けられたとしても患者は社会保障制度によって守られることはなく医療の負担はすべて自己負担に

なってしまうため、金銭的原因によって医療を受けられない人々が非常に多いことが中国の現状である。実

際に中国では医療保険が家族全員にまで保障されているのは一部の公務員に限られており、働いている個

人そのものは社会保養制度に守られつつも、その家族には社会保障制度が適合されていないケースが非

常に多い。それはあくまでも医療制度に関する一つの例であり、実際に医療制度だけではなく、多くの社会

保障制度を中国国民が受けられないことが問題視されていて、それがまた間接的に貧困問題につながって

いる現象である。中国は日本の社会保障制度を手本に社会保障制度を作り上げる見込みではあるが、失敗

を恐れるあまり、現段階では制度の改善がなかなか進まない。 

 次に、決して目では見ることはできないが、中国ならではの問題として感じたことについて述べていきたいと

思う。それは、短い期間に様々な中国人と接触し、観察した上で感じた中国人の人間性についての指摘で

ある。決してすべての中国人に値するものではないが、私は中国人には国全体に貢献する意思や国民愛、

国が抱えている問題を改善させたいという思いが欠けている人が多いように思える。このことは、特に、地位

や権力を持っている上流階級の人々に、あてはまるように思えた。なぜなら、そういった人々たちから率先し

た行動や対策が目に見えてこないからである。裕福な人や、社会的権力がある人間は貧しい人や困ってい

る人を助けるのは当然ではないのだろうか。少し宗教的考えかもしれないが、社会的強者が社会的弱者を

利用するのではなく、強者が弱者的立場におかされている人々を救うのが社会全体を改善されるためにも
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当たり前な考え方ではないのだろうか。しかし、こう言った思考が生まれないのは、実際に中国人は権力や

地位ばかりに目が行き、自分さえ良ければいいという考えの人が多く、倫理や理性が欠けていることが一番

の原因だと思う。例えば、多くの先進国では個々が家柄の状況によって異なる額の税金を支払う。個人当た

りの収入が多ければ多いほど支払う税金の額は大きくなり、個人当たりの収入が少なければ少ないほど支払

う税金は少なくなる。それは先進国では当たり前な考え方であり、当然採るべき対策ではあるが、中国に限ら

ず多くの先進国と呼ばれない国ではこのような考え方はまだ行き渡っていない。確かに、自分より収入が低

い人は自分より低い税金しか払わなくていいことは、個人として不平等に感じるものであるかもしれないが、

社会全体から見てみれば、それは決して不平等ではなく当然平等なことである。より裕福な人々がより貧しい

人々を助けることはあたりまえであって、社会は一人では成り立たないし、ましては一人で生きていくことは不

可能である。だからこそ社会で生きていく上で、国民同士で助け合い、協力し合わなければいけないように

思う。今の中国では、税金対策は導入されているものの、多くの中国人のお金持ちは今の税金対策に対し

て大きな不満を持っているため、とことん母国を離れる傾向が強まっている。それは、愛国心が欠けていて、

社会のために貢献しようという意識がないのが原因でもあるが、そのまま中国に居続ける利点も感じないし、

母国を見捨ててもいいと思っているからではなのだろうか。そういう意味では、先進国は経済や政治的象徴

だけではなく人間の心の豊かさも先進国の一つの象徴なのかもしれない。実際に国の発展というのは経済

的主観だけでは判断しきれないものであるように思う。経済的成長に社会的成長や人間的成長がついてこ

なかったら、全く意味がないのかもしれない。 

 私は中国を訪れた際に、中国に対するネガティブな面を多々感じた、中国のポジティブな一面を見落とし

たわけではない。中国の何もかもが悪いわけではない。例えば、上海などの中国の一部の大都市は、非常

に都市が発展しているのは事実であり、実際に上海ではたくさんの魅力的な建築物を拝見できたし、夜の町

並みも非常に美しく、正直言って日本の一部の都市よりもはるかに輝いて見えた。そういった大都市の発展

や輝きに多くの資金を注ぎ込むことは観光客としてはうれしいことではあるが、その光景を見た多くの中国人

はあまり誇らしく思わないのではないのだろうか。国としてより多くの観光客を呼び込むために、大都市や観

光スポットをより魅力的に輝かせることも大事ではあるが、それ以前に国としてもっと改善が必要なところに多

くの予算をつぎ込むべきであるのではないのだろうか。国にとって最も重視するべき人々は自分たちの国民

であり、もっと国として自分たちの国民を大事にし、国民の声により多くの耳を傾けなければならない。しかし、

一般の国民に選挙権が与えられていない事柄から、国自体が国民一人一人の声を聞き入れるつもりはあま

りなく、権力者に都合の良いように社会が作られていることが推測できる。確かに、上海などの大都市は近代

的に非常に優れている都市ではあるが、人々の暮らしやすさなどを全く重視していなく、自分たちの国民を

主体としておくよりかは、外からの視線を主体としている大都市であるようにも感じてしまった。そういう意味で

も、中国は第三者や外からの印象をあまり強く気にしすぎているのかもしれない。 

 以上を踏まえ、これからの中国はもっと国民を主体に発展を進めていかなければいけないように感じる。要

するに格差問題や貧困問題、社会保障制度の改革により積極的に取り組んでいかなければならない。中国

は１３億人という莫大な国民を抱えているため、いろいろ改善することも非常に難しいことではあるが、他国か

らのものばかりを取り入れてマネするだけではなくて、失敗を恐れずに自ら自分たちの手で何かを１から作り

上げていけば、自分たちの国民性に調和するものが生まれてくるのではないのだろうか。他国から様々なこ

とを取り入れて吸収することは大事なことではあるが、他国に合わせているものが自分たちの国に適するとは

限らない、なぜなら文化、環境や人間性が全く異なるからである。今の中国は自分たちの国民に何が求めら
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れているのかを、あまり把握しきれていないような気がする。だからこそ、まずは自分たちの国民の理解から

始めるべきではないのだろうか。 

 自分が目にした中国の現状に対する絶望感は確かに計り知れないものがあったが、私は中国を訪れたこと

を決して後悔していない。中国を生で見たことで、中国でしか見られないものをたくさん見られた気もしたし、

文化的ショッキングな場面にも出会えたので、この中国での勉強会を通して非常に貴重な経験ができたと思

っている。 

 

 

中国人のモラルについて 

法学部 1 年 祖根昂大 

 

 私が中国を訪問し一番感じたことは、中国人のモラルの低さである。順番は守らない、道路にはそれ自体

がゴミ箱かと思わせる程ゴミがポイ捨てされ、交通ルールに至ってはその存在すら疑問に思われた。これが

田舎ならまだわかる。しかし、私が訪問したのは、上海・北京という中国における大都市なのだ。大都市に暮

らす人々のモラルがここまで低いことには、驚きと共に悲しみと怒りを覚えた。 

 私は、個人のモラルの形成には三つの要素が必要だと考える。一つ目は、「個人の持つ良心」、二つ目

は、「両親からの教育」、三つめは、「社会の、モラルを重んじようという雰囲気」、である。これらの要素が同

時に存在したとき、初めて個人のモラルは生まれると考える。私は中国に訪問中、これらの要素を一つも、一

度も感じなかった。この国では、少なくとも私が訪問した土地、見た人の中では、モラルなど蚊程の価値の無

いものなのかと思わせるほどであった。以下では、私が個人のモラルの形成に必要だと考える三つの要素に

ついてまとめた後、中国に今後歩んでほしい国家像を提示する。 

 では、さっそく三つの要素の考察を始めたいと思う、が、その前に「モラル」の意味を辞書で確認しておこう

と思う。goo 辞書によると、モラルとは、「倫理。道徳。」とある。さらに倫理・道徳を調べると、倫理とは、「人とし

て守り行うべき道。善悪・正邪の判断において普遍的な規準となるもの」、道徳とは、「人々が、善悪をわきま

えて正しい行為をなすために、守り従わねばならない規範の総体。外面的・物理的強制を伴う法律と異なり、

自発的に正しい行為へと促す内面的原理として働く」ものとある。これらを踏まえ、次の三つの要素を考察す

る。 

まず、一つ目の要素である「個人の持つ良心」から考察を始める。とは言っても、この「個人の持つ良心」

は説明の必要が無いのではないかと思う。上で確認した通り、モラルとは倫理・道徳である。そして、これらの

定義をみたとき、良心を持たぬ者が、個人のモラルを形成するなど不可能であろうことは、実に明白であるか

らだ。よって、一つ目の要素の考察はここまでとし、二つ目の要素の考察へと移る。 

二つ目の要素は「両親からの教育」である。これは古くから使われている言い回しであり、二番煎じ・三番

煎じも甚だしいが、「子は親を見て育つ」のである。中国では、大人たちが率先してモラルに則らない行為を

していたように思える。道路では、クラクションが鳴り響き、歩行者は信号を無視し、明け方には出店の残飯

が異臭を漂わす。こんなところで育てば、モラルの形成もなにもないだろう。そして、一番皮肉であったのは、

地下鉄である。人々が我先にと他の人を押しのけながら、エスカレーターや電車に乗り込む一方で、ホーム

の順番待ちをする場所に、「智者守序」とあったのだ。「智者」、すなわち「道理をわきまえた人」は、「順序」を

「守る」というのだ。彼らは自身のことを、「愚者」だと周りに主張しながら歩いているのだ。大人がこれでは、子
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供に大きくなったときにモラルある行動を期待するのは難しいだろう。つまり、大人が子供にモラルを示し、教

えない限り、子供たちの中の「良心」は育たないのだ。 

 次は、三つめの要素である「社会の、モラルを重んじようという雰囲気」を考察する。これは、モラルの形成

における土台のようなものだと考える。「個人のモラル」を一本の木に例えるならば、要素の一つ目の「個人の

良心」を種、二つ目の「両親からの教育」を水とし、そして三つ目の「社会の、モラルを重んじようという雰囲

気」を大地とすることができる。種は大地に落ち、水を吸収し成長し、実をつけ種を落とし、その種はまた大き

くなり木となり種をつくる。そうして、モラルの木は成長し広がっていくのだ。ここで、種のみが水と大地に依っ

ているように思えるだろうが、そうではない。水もまた大地に依っているのだ。大地があるから「川」があり、そこ

を流れた水は「海」に至り、そして「雲」になり、種の下へ行けるのだ。「社会の、モラルを重んじようという雰囲

気」は、「両親からの教育」を生み出し、永久に枯れない循環を創り、さらにその教育により「個人の良心」は

「個人のモラル」へと成長するのだ。そして、育った「個人のモラル」はその社会に広がり、大地が失われない

限り、次の世代へ、さらに次の世代へと受け継がれるのだ。 

 さて、三つの要素の考察はここまでとし、次は私の望む中国に今後歩んでほしい国家像を提示し、何故そ

れを望むのかの説明をしていく。まず、私の望む国家像だが、それはずばり「モラルを重んじる国家」である。

ここまでモラルについてつらつらと述べてきたことを考えると、この国家像を望むことは想像に容易いだろう。

そこで、私がこの国家像を望む理由をさらに付け加えたいと思う。中国は近年、急速に成長を遂げ、GDP か

ら見ると日本を抜き世界第二位の経済大国となった。街には高層ビルが次々と出現し、街の様相を年々変

化させ、高速鉄道も次々と建設・整備され、立派な人々の「足」として活躍している。中国は経済の面では本

物の大国であろう。しかし、そこに暮らす人々はどうだろうか。これは繰り返しになるが、とてもモラルがあると

は言えない。国の経済力は向上しているが、国民のモラルは一切向上していないのだ。私は国家の経済の

成長は、国民の生活のためにとても重要のことだと思う。そういう面で、中国はこれまで素晴らしい成長を見

せてきた。そこで私は、次は国民が自身の、国家全体のモラルを成長させてほしいと望む。経済は十分成長

した。中国は今こそ次のステップを踏むべきなのだ。国が中心となり、国民がモラルを向上させていってほし

い。それは、私は、人は他人のことを思いやることで成長でき、同時に良好な人間関係を築き、大切な友人

や仲間を得られると考えるからだ。その国の国民が皆モラルを重んじている国家こそが、最も美しい国だと思

う。 

 最後に、中国への訪問という経験を素に、日本人のモラルと私自身のモラルについて考えたいと思う。まず

は、日本人のモラルから考察する。中国人と比べると、日本人のモラルはしっかりしているように思われる。ポ

イ捨てはあまり見ないし、順番や交通ルールは大抵守る。しかし、今使った表現が現状なのだ。つまり、ポイ

捨ては「あまり」見ないし、順番や交通ルールは「大抵」守るのだ。決して「一切」や「完全」とは言えないので

ある。先の例を再度用いると、モラルの木は成長し、一億二千万本の木を有する森ができているが、中には

病気になっている木や、朽ちている木が存在しているのだ。遠くから眺めると、そこには美しい森があるように

見えるだろう。しかし、近づきよく観察してみると、周りの木を道連れにする可能性のある、病気に感染した木

や朽ちた木が存在しているのだ。日本のモラルの森がこれからも美しいものであり続けるために、より一層輝

きを強めるために、感染症を引き起こしかねない病気を根絶やしにする努力を、日本人はこれからしていか

なければならないだろう。そして、最後に私自身のモラルについてだが、これもまた努力し良くしていかなけ

ればならないだろう。ポイ捨てはしない、順番や交通ルールは守る、人の気持ちを考える。これらを、いつで

も・どんなときでも確実に実行できるように、胸を張ってしていると言えるようにならなければならない。今回の
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中国への訪問は、モラルについてより深く考える良い機会となった。 

 

 

中国訪問の感想について 

経済学部 3 年 二瓶琢也 

 

 実は、私にとっての初めて海外旅行が今回のイベントであった。だからこそ、そこで起こったすべてのことが

自分にとっては新鮮にうつり、絶え間ない興奮と驚きで満たされる、アッという間の一週間であった。 

 まず、ある程度は予想していたが、思ったよりも中国は不便であった。ホテルの停電や、上海タワーでトイレ

に閉じ込められそうになったり、あげればきりがないのだが、日本ではありえないようなことが次々と起こった

ので、非常におもしろかった。上海は東京より都会だよという風の噂を真に受けていた自分が今では恥ずか

しく思える。齋藤金義さんの用意してくださった勉強会や学生同士での討論会で学んだことは非常に多く、

帰ってからの勉強意欲は非常に高まり、自分の中での中国と日本との関わり合いが具体的な経験を通して

はっきりとイメージできるようになったことは、非常に自分の糧になった。しかし、今回私が最も印象的に感じ

た事、中国に行く前と帰ってきた後の自分の何が決定的に変わったか、という問いに対してあえて深く掘り下

げるならば、「精神的」な面での豊かさについて大きく実感したことである。上述した通り物質的な豊かさでは

日本が中国よりも圧倒的に優れている。しかし、精神的な豊かさは果たしてどうなのだろうということである。

答えを先にいうならば、それは中国の方が豊かなのかもしれないということだ。それを具体的に感じたのは、

中国の人の暮らしぶりを見て、学生やバーで働くアルバイトの女性を通してである。 

中国にまつわるニュースを見て私たちが一般的に抱く感情として、中国人のモラルがないということがある

と思う。それは、現に続いている抗日運動や食品偽造問題やその他様々なネガティブな情報を通してである。

確かに日本人の道徳や生活慣習などは非常にしっかりしたものだと思う。エスカレーターでは一列に並んで

片側を空けたり、車が当たり前のように歩行者を優先したり、飲食店の接客を見てもそれは明らかに日本の

方が優れている。 

しかし、このように規範が強固に整えられている日本に対して私は息苦しさ、閉塞感のようなものを感じて

しまう。高度にシステム化された社会がそれに伴って、私たち日本に住む人が生の実感を得るのは難しくな

っていると思うのだ。もちろん、中国のようにボケーッとしていたら車にひかれそうになったり、エスカレーター

で我先にと競争になるのは行き過ぎたものを感じてしまうが、そのような生活上の障害があることは、人間の

本能的な生を刺激してくれる。粗く言うならば、生きるのに必死になれるということだ。 

中国の学生との交流をとおして垣間見た、彼らの学業に対する積極的な姿勢が非常に印象的であった。

それはその成果が自分の就職、将来に直結するからである。外国人がたくさん集うバーでアルバイトをして

いたお嬢さんは、英語を強みにするために自分の素肌を露出して、ダンスを披露していた。とにかくみんな

が生きることに貪欲で、イキイキしていた。街中を歩くカップルは必要以上のスキンシップをとって、その幸せ

の極致を地で体現していた。 

 このような人々の暮らしぶりを見て思ったのは、やはり人間の幸福度でいえば中国のほうが高いのではない

だろうかということである。これは凄く自分にとって意外であり、色んな示唆を与えてくれた。今回の中国訪問

を通して、自分の生活を見つめなおすきっかけになった。 
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中国訪問の感想について 

経済学部 4 年 岡本政之 

 

 海外渡航それ自体について言えば、私は中学生のころのオーストラリア渡航をはじめ、様々な国へ渡って

きた。しかし灯台下暗し、中国には今まで行ったことがなかった。現在父が広州へ出張中であり、父の帰国

の際は私も帰省してよく話を聞くのだが、あまりよい話を聞かないのである。中国の現状は後輩たちが感想

文に書いた通りであり、マナーや他者への配慮が感じられないというものだ。あまりよいことを聞かなければ、

少なくとも旅行者としては行きたいと思わない。だが今回は、もちろん旅行者たる側面を否定しないが、自分

の目で見て、耳で聞いて、肌で触って、鼻で嗅いで舌で味わう経験を以て、感じたことを旅行者として批判

一辺倒に論述するのではなく、「学習者」として感じたことも書いていきたい。  

 父親から中国人はメンツを非常に大事にすることを聞いていたが、それは何も人間に限った話ではない。

建物や景観もそうなのである。上海と言えば外灘から見えるテレビ塔や金融センターの立つ中心地の美しく

発展した夜景が頭に浮かぶ。その様は高度に発展した都市そのものであり、尊敬の念を覚える。しかし実際

に行ってみると、そのエリアに限っては清潔であるのだが、一本路地に入ればそこは不潔で、ホームレスが

多く、屋台が乱立し朝になれば残飯がまき散らされている・・・。上海虹橋駅なども、外観は日本のどの駅より

も大きく圧倒される。しかし中に入ればスカスカで柱が見えない。もしこれがメンツを表しているならば、興味

深いが危ういとも思った。 

 中国に行ったら中華料理を抜きに語らずにはいられない。父からは油ばかりで嫌になると聞かされていた

が、実際そうであり、油でコーティングされた料理ばかりが円卓に並ぶ。しかし意外にヘルシーだなと思った

のは、野菜が非常に多く使われている点である。加えて、ビールも基本的に冷えてはいない。しかしこれは

中華民族の知恵であるのだそうだ。渡航前に一橋の中国交流センター所長である志波さんより、中国の現

代事情に関する講義を受けたが、その中で語られた中華料理と中華民族の歴史にぴったり合っている。政

権がめまぐるしく変わり、翻弄された中華民族は定住ができずに流浪を余儀なくされる。その際に食べる料

理も、火を加え、また熱を通りやすくするために油を使うのである。体を冷やさないのは東洋医学において非

常に重要視され、冷えは万病の元さえ言われるのだから納得できる。野菜が多いのも、流浪ゆえの食料入

手事情に根差したものなのであろう。中華料理は東洋医学と中華民族の知恵の結晶なのだと認識できた。

世界三大料理に名を連ねるにふさわしい伝統と、種類の豊富さと、その美味しさには感服するのみである。 

 街中を歩けば、公共の場におけるマナーの悪さや身勝手さが目立っていたが、大学では違った。清潔で

あり、秩序があり、アカデミックな雰囲気が日本とも寸分違わず醸成されている。中国における大学進学率は

大きく上昇しつつあり、また現地学生も中国のマナーの現状を憂いていた。国民性やマナーはすぐに変わる

ものではないが、長期的には、高い教育を受けた人が人口の趨勢を握り、マナーの向上や秩序を重んじる

風潮の醸成がなされ、お互いに気持ちよく付き合える良き友人・隣人となるだろうし、なって欲しいと願うばか

りである。今回議論の場を共にした友人とはずっと付き合い、綿密な情報の交換をしていきたいと考えてい

る。好き嫌い以前に、まずは自分の五感で知って、そしてただ批判するのではなくどうすればよいかを共に

考えていきたい。 
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編集後記 

 

 今年の５月末に齋藤金義理事長の奥様、すみ江さんが亡くなりました。すみ江さんは YMCA の 125 周年祝賀

会やクリスマス会にも来られたので、会員の皆様の中にはご存知の方も多いでしょう。大変チャーミングで聡明で、

福祉活動にも力を注がれた立派な方でした。「YMCA 会報」に関して、私には一つ忘れられない思い出がありま

す。数年前の 5 月ごろでしょうか、「会報」編集の打ち合わせのために滝浦満さんと共に用賀の齋藤理事長のお

宅に招かれた時のことです。打ち合わせは簡単に終わり、すき焼きの豪華な食事となりました。齋藤さんが滝浦さ

んに御馳走するところに私が便乗させていただいた、という具合です。美味しい食事をいただき、寮の昔話に花

が咲いたころ、すみ江さんが話の輪に加わって、次のようなことを話されました。 

私はこの人（金義さん）と知り合って、どうしてもこの人と結婚したいと思いました。しかし、この人はクリスチャン

で私の家族は曹洞宗の熱心な仏教徒でした。そこで、牧師さん（おそらく浅野順一先生）に無理をお願いして、キ

リスト教入門講座を開いてもらい、しばらくじっくりと勉強しました。そして、なんとか合格させていただいて、納得し

た上で洗礼を受けました。それから、息子が大学卒業後に中国で働くことに決めてからは、将来のために私もしっ

かりと中国語を学びました（上海万博見学でご一緒したときに気がついたのですが、すみ江さんは現地の人たち

と自由に中国語で会話しておられました）。 

この話をうかがって、私は感動して「そういう話はぜひ『YMCA 会報』に書いていただきたいですね」と言ったとこ

ろ、それを聞いた滝浦さんが腹を抱えてワッハッハと大笑いしたのです。・・・この話は立ち消えになりましたが、私

としては、すみ江さんにもぜひ書いていただきたかった。 

昨年天国に召された滝浦さんと、今年天国に召されたすみ江さん。お二人が天国でたまたま会われたら、

「YMCA 会報」を話題にしておしゃべりされることでしょう。「今年の会報も内容豊かで面白いですね」「英語の文ま

で登場しましたね」とか何とか。お二人とも、どうぞ神様のお膝元で「永遠のいのち」を享受してください。                               

（山本 通） 

 

「ごんぎつね」で有名な児童文学作家の新美南吉の作品に、「でんでんむしのかなしみ」というものがあります。

我が家にその絵本があり、たまに息子と一緒に読んでいます。あるカタツムリが、自分の殻の中に悲しみがたくさ

ん詰まっていることに気付き絶望するものの、他のカタツムリも同じく悲しみを抱えており、悲しみは自身で乗り越

えていくしかないことに気付き、嘆くのをやめた、という内容です。半分は共感できるものの、人間はたった独りで

悲しみを乗り越えたり、喪失感を埋めていけるものではないとも思います。自身では負いきれない分は、何かに助

けられて乗り越えていくものだと思います。神様は、時として人間に大きな悲しみを与えもしますが、同時に何らか

の形で支えてもくださると信じています。 

巻頭言の齋藤理事長の文章を拝読し、以上のように感じました。 

最後に、今回も多くの方々の執筆に感謝申し上げます。校正に不備がありましたら、申し訳ありません。                                      

（杉山 晶彦） 
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