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巻 頭 言 

先人の足跡を尋ねて 

理事長 齋 藤 金 義 (昭 46 経・48 法) 

芭蕉の言葉に「個人の跡を求めず、個人の求めたところを求めよ」という有名な言葉がある。この言葉は、

つい 近、当会の大先輩で今年９２歳になられた阿部志郎先輩のご著書「愛し愛されて」のプロローグに引

用されており、丁度、当会の大先輩の伝記シリーズを企画していた私の思いを表現するに的確な言葉であ

るので、冒頭、これを引用させて頂いた。この芭蕉の言葉は、敢えて解説するのもおこがましいのだが、言わ

んとすることは、先人の業績や作品を、つまり結果や実績を真似するのではなく、そこに至るプロセス、先人

の探求しようとした心が肝要であるという趣旨である。我々は先人であれ誰であれ、他の人と同じ道を歩くこと

はできない。しかし、先人が探求しようとした、心掛けようとしたその心を感じ取ることはできるであろう。正に、

それが残された我々の学びの姿勢であると思う。 

当会の設立は１８８７年と言われている。数えて１３１年、その間、何名の諸先輩が、どのような思いをもって、

学び、思索し、行動したのであろうか。各卒業年、数名として少なく見積もっても延べ７00～800 名、否千人

にはなるであろう。そうした過去からの諸先輩の中から、傑出したと思われる諸先輩の足跡を尋ねることは大

きな意義があると思う。何故なら、我々は過去、現在、未来という時間の中で、生まれ落ちた環境に適応し、

成長、発展、自己実現を達成、或いは達成しつつある。ジャングルで育った者はターザンにしかなれないが、

我々は東アジアの、日本の、東京の、国立の、一橋大学、そして YMCA 一橋寮の中で、社会人としての自

覚を獲得し、それを育て、また、熟成してきたのである。それは諸先輩も我々も、今後に続く後輩もまたそうで

あろう。時代と世界はめまぐるしく変化する。しかし、変化の中で変わらざるものと変わりゆくものを見極め、永

遠に大切にされるべきものを探し求める求道の道は変わることも終わることもない。 

当会の存立の意義は、傑出した、所謂立身出世なり著名人となるような人材を育成することでは決してな

い。キリストの教えに忠実であるなら、むしろ目立たず、人知れず、隠れて努力する、所謂「一隅を照らす人」

の育成を理想としている。阿部志郎先輩の言葉を引用すれば、「いと小さき者を大切にする人格」である。蓋

し、著名人であるから、社会的に出世した人物が、隠れた努力を厭わなかったわけでもなく、いと小さき者に

冷淡であったわけでもない。また、 初から偉くなろう、人より抜きん出ようと考えていたわけでもない。そのよ

うに考えたところで、そのようになれるほど、人の世は甘いものでもない。従って、先人の足跡を尋ねる際の

基準は何かと問われれば、偏にその人物についての資料なり足跡を尋ねるだけの縁（よすが）が存在してい

る、というだけに過ぎない。このことを、まず我々は明確にしておきたい。先人の足跡を尋ねるだけの資料な

り縁があるという意味から、ここで当会の諸先輩の名前を具体的に挙げてみたい。やはり 初に上げられる

名前はクリスチャン宰相として余りにも有名な大平正芳であろう。そして、大学関係者で言えば、一橋経済学

の祖ともいうべき福田徳三、ローマ史研究の弓削達、ビジネスや実業界で名を馳せた人物としては、初代如

水会理事長の江口定條、海軍主計中将から戦後芙蓉グループ総裁となり、戦後当会の初代理事長となっ

た武井大助、戦前の三井物産社長から戦後国鉄総裁となったヤングソルジャー、石田礼助、YMCA 関係で

は戦前の東京 YMCA 総主事の山本邦之助、戦後の東京 YMCA 総主事となった木本茂三郎（当会第
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二代理事長）、キリスト教関係の牧師、神学者としては浅野順一、作家では城山三郎がいる。これらの人々

以外にも 100 年史の年譜にある諸先輩の名前で著名な方々は数多くおられる。我々がここで も注意すべ

きことは、これらの諸先輩に共通していることがあると思う。それは間違いなく、キリスト教であり、信仰を抱い

て求道の道を探し求めたその姿を我々はこれらの諸先輩の足跡から見出すであろう。また、進んだ道、業界、

職業は異なっても、そこに一本の相通ずる琴線を見出すに違いない。本シリーズにおいてのテーマは正に、

著名であるとか有名であるとかではなく、神と真実を探し求め人間として苦闘した求道者としてのその姿を、

我々の糧とすべく、尋ねることに他ならない。 

 今回、シリーズのトップに大平正芳を取り上げてみた。読書諸賢のお眼鏡に叶うかどうか、ご一読賜れば幸

いである。 

 

 

『聖書 新改訳 2017』の特徴 

津村俊夫（昭 41 商） 

 『新改訳 2017』は、「特定の神学的立場を反映することを避け、言語的な妥当性を尊重する委員会訳」で

ある。立場が異なる諸教派・諸教団が一致して行うわざであるから、一方に偏った翻訳はできるだけ避けるよ

うに注意した。その上、ヘブル語・アラム語・ギリシア語本文への安易な修正を避け、原典に忠実な翻訳を行

うことを 重要の課題とした。『新改訳』聖書が目指してきたトランスパレントな（原文が透けて見えるような）訳

の特徴は、行き過ぎた意訳を避けることのほか、それぞれの文学類型にふさわしく、歴史は歴史、法律は法

律、預言は預言、詩歌は詩歌、ことわざはことわざ、書簡は書簡として、それぞれの文体を用いて翻訳するこ

とにある。 

 これらを具体化するために、次の事柄に注意した。 

・（1）原文の意味を日本語に置き換えるにおいて、平易な意味を尊重し、特異な表現は極力避けることにし

た。 

・（2）原文の意味が難解な場合には、安易に古代訳に頼らずに文脈を重視して訳した。 

・（3）語のレベルだけでなく、文を越えた談話（文章）のレベルを大切にした。『新改訳』は節ごとに改行して

いるので、特に、節と節のつながりを意識的に考慮した。 

・（4）安易な本文修正は行わないで、できるだけ原文の文法的理解を大事にした。 

・（5）解釈において複数の可能性があるときには、訳注でそれを示した。「あるいは」は、そのように訳す可能

性もあり、その可能性を受け入れるということである。「別訳」は、本文では採用しなかったが、他にそのような

訳もあることを示している。『新改訳』の特徴の一つは、第一版の時から、注が豊富であることである。2017 年

版では、訳注だけでなく、引照注も全て見直した。 

 次に、いくつか代表的な箇所を取り上げて、今回の訳の特徴を説明したい。 

I.「地は茫漠として」(創世記 1:2) 

 地は茫漠として何もなかった。(第三版) 

 地は茫漠として何もなく、(2017 年版) 

 以前から、1 節は表題のようなもので、創造の物語は 2 節から始まるという主張がなされている。しかし、もし

1 節を除外して、2 節から語りが始まったと考えることは、ヘブル語の「語りの文法」からは不自然である。「接

続詞＋名詞(主語)＋動詞(完了形)」という 2 節の始まり方は、直前の「天と地」（ヘブル語では 1 節の 後に
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来る）の「天」のことはさておいて「地」にフォーカス（焦点）を当てるならば、「地は」以下のようであった、と説

明していると考えるべきである。したがって、2 節の「地」は、1 節の「神が・・・創造された」「地」のことを意味し

ている。 

 トーフー・ヮ・ボフーの訳「茫漠として何もな(い)」は、第三版の訳をそのまま維持した。 

① 第一に、ヘブル語のトーフーは「荒れ地」(waste)という意味で、通常、ウガリト語 thw と共に「砂漠」

(desert)などと訳される。例えば、申命記 32:10 では、「荒野」(wilderness)と対にして用いられている。しか

し、「荒野」と訳されるヘブル語(midbār)は、通常は、羊を放牧することができるステップのようなところを指

す。一方、トーフーは、植物も動物も人もいない荒涼とした場所「荒れ地」を指す。創世記 1:2 では、そこ

に水があると言われていることから、通常の砂漠とは異なる。トーフーには、茫洋たる大水が覆っている

「地」の状態を意味する「茫漠」という訳語（例えば「茫洋たる大海」「茫漠たる原野」参照）がふさわしいと

言えるのではないか。アラム語タルグム、ルター訳 (“wüst”)、REB (1989 “a vast waste”)などはこの理解

に立った訳出である。 

② 第二に、文語訳以来の「形がなく」(formless)という訳には、ヘブル語からの語源的な根拠はない。これは

紀元前 2 世紀にプラトンの創造神話『ティマエウス』の影響を受けた、ギリシア語聖書(七十人訳)「見える

ものでも形あるものでもなく」に負うところが大きい。アウグスチヌス、『欽定訳』(KJV), RSV, NEB(1970), 

NRSV(1989 “a formless void”)などはこの立場に立っている。 

③ 第三に、「空しく」という訳は、ラテン語訳（inanis）からのもので、ヘブル語を含むセム語からの支持もない。 

④ 第四に、「混沌としていた」（新共同訳は「混沌である」）を「地」の描写と考える立場（関根訳）は、神話に

おける「混沌」の概念を誤用したものである。「混沌」は本来、天地が未開闢の状態を指す神話的表現で

ある。従って、「地」だけが「混沌としていた」とは言えないのではないか。現代語として用いているのなら

「混沌」(chaos)は「無秩序」(disorder)を意味し、「大混乱」とほぼ同義である。しかし、神が創造された地

の始まりが「大混乱」であると言ってしまうことは、神に「負」の要因の創始者としての役割を与えることに

なってしまう。だからと言って、1 節と 2 節の間に「天使の堕落」を「読み込む」ことは、ヘブル語の文法や

文章の流れから受け入れ難い。七十人訳が創世記 1:2 で、それを用いることが出来たにもかかわらず、

あえてカオス(混沌)という訳語を採用しなかったことには大きな理由があったのではないか。--- ギリシ

ア語 chaos が採用されているのはミカ 1:6 とゼカリヤ 14:4 の二箇所だけで、「深淵、裂け目」という意味

で用いられている。---創世記 1 章 2 節の「闇と大水」に、K・バルトやその弟子 B・S・チャイルズのように

「非創造」(uncreated) の「混沌」(chaos)の概念を、J・H・ウォルトンのように「非秩序」(non-order)という抽

象概念を持ち込むことは避けるべきではないかと思う。 

 

「茫漠として何もなく」は、神が創造された「地」が、その始まりにおいては「まだ正常でない」ことを、既に「正

常な」、すなわち「植物も生え、動物がおり、人が住んでいる」（第三日と第六日に成就）地に居る人間に対し

て，人間のことばで説明するものである。創造の記述は、通常は「まだ・・・でない」(not yet)という否定表現

（例えば、創 2：5 やバビロニアの所謂「創造神話」エヌマ・エリシュ）で言い表される。創世記 1 章 1 節でも、

文法的に肯定文であるが、内容的に否定的なものになっている。トーフーは、「何もない、空(から)である」

(“empty”)という語ボーフーとセットになって（二詞一意的に）、地が「まだ」植物も動物も人もいない「茫漠とし

て何もない」空(から)の状態であること、すなわち「光がなく、大水に覆われていて地とはまだ言えないところ」

「まだ正常でない地」であることを、既に「乾いた所（＝地）」（10 節）に住んでいる読者に対して、今にも始ま
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ろうとしている神の創造行為（3 節から）に対する「予備的情報」を、普通のことば（通常は「荒れ地」の意）で

比喩的に表現し「消極的に」与えているのではないかと考えられる。したがって、「創造前」に、永遠に存在さ

れる神以外に、「何か、無というもの」が存在していたということを「積極的に」主張しようとしているのではない。

いわば、何も絵が描かれていない「白いキャンバス」とか、ドラマの幕が開いたときの「背景」でまだ何も起こっ

ていないような状況と言える。すなわち時間軸が始まるのは 3 節における神の発話行為「光、あれ」において

であり、2 節はその出来事(EVENT)が起こるための状況設定(SETTING)でしかない。このことは 3 節で初め

て、何かが起こったことを表現するヘブル語動詞の語りのテンス”narrative tense”（wa+yqtl 未完了形）が用

いられていることによっても支持されている。1 

 

II. 「かたち」と「似姿」(創世記 1:26) 

『新改訳』は、トランスパレントな訳、即ち原文が透けて見えるような訳出を目指しているが、これは、必ずし

も直訳をすることではない。しかし、原文と訳文では対応する語はできるだけ同じ品詞のものにした方がよい

と思われる。例えば、創世記 1 章 26 節 

 我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。(新共同訳) 

 さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて。（第三版）  

 さあ、人をわれわれのかたちとして、われわれの似姿に造ろう。（2017 年版） 

の「かたち」と「似姿」の背後にあるヘブル語は、アラム語にも共通している対表現のツェレムとデムートで、両

者共に名詞で互換的に用いられている。2017 年版では、1:26 の「神のかたちとして」は、5:1 で「神の似姿と

して」と対応している。 

 神は人を創造された日、神に似せてこれを造られ、(新共同訳) 

 神は人を創造されたとき、神に似せて彼を造られ、（第三版） 

 神は、人を創造したとき、神の似姿として人を造り、（2017 年版） 

 ヘブル語ツェレムの訳語として、敢えて平仮名「かたち」が用いられているのには特別な意味がある。この

「かたち」と訳されている語は英語の image (像)に対応する語であって、「形」(form)のことではない。今回の

訳注で、現代語の用字用語の原則からすれば外れることを承知しながら、敢えて「あるいは『像(かたち)』」と

したのは、第二版まで(口語訳を踏襲)のように「かたちに(造る)」であると、どうしても漢字の「形」を意識させら

れ、「形に」と読まれてしまう。そしてあたかも人が神とその「形」において類似性があるかのような理解に進ま

せる。神との類似性は「似姿」の方で十分表現されているわけで、「像」(image)としての「かたち」であることを

読者に理解してもらう必要がある。 

 「かたち」で意味されていることは、人間が神に似るように「形に則って」「鋳型にはめて」造られたことではな

い。人が神の「像」であるということは、人が神に代わって被造物を「治める」役割を与えられていることと密接

な関係がある。人は、神の「副指揮官」として、神のご性質を現す仕方で被造世界を治めるという大きな使命

を与えられているということである。従って、ヘブル語の前置詞 b (英語では通常 in) は「結果」として「神の

かたち（像）となるように」造られたことを意味している。邦訳としては、「神のかたちに」ではなく「神のかたちと

して」または「神のかたちとなるように」が適切である。なお、「として」は、ヘブル語の前置詞を英語の”as”と

                                                      
1 詳細は、拙著 D. T. Tsumura, Creation and Destruction: A Reappraisal of the Chaoskampf Theory in the Old 

Testament.  Winona Lake: Eisenbrauns, 2005を参照。 
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訳し、それを日本語に訳した結果ではない。 

 新約聖書では、神の「かたち」は、「御子のかたち(eikon)」(ローマ 8:29), 「男は神のかたち」(1 コリ 11:7)、

「神のかたちであるキリスト」(2 コリ 4:4, Cf. コロ 1:15, 3:10)等に、神の「似姿」はヤコブ 3:9 の「似姿」

(homoiosis)につながる。 

 

III. 「敵をよそに」(詩篇 23:5) 

私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え 

頭に香油を注いでくださいます。 

私の杯はあふれています。(2017 年版) 

従来の新改訳は 

私の敵の前で、あなたは私のために食事をととのえ、 

私の頭に油をそそいでくださいます。 

私の杯は、あふれています。 

 

であり、「私の敵の前で・・・私のために・・・」という文語訳以来の邦訳聖書の伝統にしたがっていた。しかし、

この訳にはいくつかの問題点がある。まず、「レファナイ」というヘブル語前置詞句の通常の意味が「私の前

で」であって、「私のために」と訳されるのは非常にまれ（創 24:12, 27:20 の慣用表現にのみ）であること。しか

し「私の敵の前で」の前置詞ネゲドとの調整のために、「私のために」と訳されたのではないかと思われる。し

かし、ここで大切なのは、羊飼いと羊と敵、これら三者の位置関係である。従来訳の様に、「敵の前」であると、

敵が羊である「私」との至近距離にいるような感じがする。しかし、羊飼いがそばにいれば敵は羊に近づけな

い。ここは、むしろ敵が羊飼いと羊のいるところからは少し距離を置いて羊を狙っている状況ではないかと思

う。確かに前置詞ネゲドは「そば」とか「直ぐ近く」という意味があるが、レファナイ（直訳「私の顔に」）と比べる

と、もう少し距離があるのではないか。敵がいることは意識しつつも、敵がいるところで「敵をよそに」、羊飼い

が羊をねんごろに世話している状況を思い浮かべるのが自然な解釈であろう。したがって、レファナイは、通

常の意味で「私の前に」と訳すのがよいと思われる。 

 また、ヘブル語シュルハンは、文字通り訳すと「食卓」である。第三版のように、「食事をととのえ」だと、これ

から料理をするような印象を与える。むしろ「食卓を整えて食べさせる」というイメージではないかと思われる。

二行目の冒頭の「私の頭に」は、2017 年版では「私の」を省いて「頭に」とだけ訳している。トランスパレントな

訳を心がける『新改訳』としては、その原則に反するが、話者自身の身体用語に付いている人称代名詞は省

くことが出来るというもう一つの翻訳原則に従って、簡潔な訳出とした。 

 詩篇２３篇のような、誰もが暗唱しているような聖書箇所は原則としては変更しない方がよいと言われる中、

変更しないでこのままにしておくと、これから３０年間後悔するのではないか。そうならば、今変えるべきもの

は変えようということになった。変えたいから変えるのではなく、責任をもって変えておきたい。そういう思いで

改訂した箇所の一つである。 

 

IV. 詩篇７４篇１３節 

  あなたは 御力をもって海を打ち破り  

 その水の上の 竜の頭を砕かれました。（2017 年版） 
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 新の研究2によると、第三版までの「御力をもって海を分け」に見られる「分ける」という意味は、ヘブル語

の語根 PRR にはもはや存在しない。これはヘブル語だけではなく、アラム語、アッカド語、ウガリット語などか

らも支持される。ヘブル語の動詞パラルには「分ける」という意味はなく、「打ち破る」という意味が普通の意味

だということである。 

 これによって何が言えるかと言うと、「海を分ける」と訳せた時には、本節が直接「出エジプト」に言及してい

ると解釈することが出来たし、この詩篇の文脈においてはそれでもよいと考えられた。しかし、同時に、海が

二つに分けられることは、バビロニアの創造神話である『エヌマ・エリシュ』において、海の女神が二つに分け

られて天地開闢がなされたという「創造」のモチーフに関係があると考える立場も有力で、これらの解釈を巡

って様々な議論が重ねられてきた。しかし、「分ける」という意味そのものがその語になければ、そのような議

論は根拠を失う。12 節の「救いのわざ」という表現からすれば、「海を打ち破り・・・竜の頭を砕(く)」という比喩

的表現は、出エジプトの出来事における、神によるイスラエルの敵、すなわち神の敵に対する勝利を意味し

ていると考えられるのではないか。ここには「創造」のモチーフではなく「破壊」のモチーフを見るべきであると

筆者は考えている。 

 

V. 「遂行的発言」について 

 言葉を発することによって、その言葉が指示している事実が起こるような場合を「遂行的発言」という。私た

ちが「約束します」と言うと同時に、その約束の事実が起こる。そういう遂行的発言は、ほかにも「宣言する」と

か「告白する」とかの行為に見られる。 

 このことを踏まえて、ヘブル語の「ハッターティ」という表現について考えて見たい。これは動詞の完了形な

ので、普通「私は罪を犯しました」と訳されることが多い。しかし、サムエル記 第二１２章１３節は、2017 年版

では、「私は主の前に罪ある者です」と訳している。ダビデによるこの発言は、あのバテシェバとの悪しき行為

があって、ナタンがやって来て、ナタンによって自分の罪を示されて初めて、自分が罪人だということが分か

った時の告白である。第三版は 

 「ダビデはナタンに言った。『私は主に対して罪を犯した。』」（第三版） 

と訳したが、ここで、ダビデはナタンに，自分が犯した罪の行為について、何かを告げる必要はなかった。む

しろ、 

 「私は主の前に罪ある者です。」（2017 年版） 

という、自らの神の前における罪の状態を神に申し上げている。これはダビデが自らの神の前、主の前にお

いて行った告白である。 

 ところが、サウルの場合はどうだったか。サムエル記 第一１５章 24 節で、サウルは 

 「私は罪を犯しました。兵たちを恐れて、彼らの声に聞き従い、主の命令と、 

 あなたのことばに背いたからです。」 

と告げている。このサウルの告白は、主に対して罪ある者です、という主との関係を述べているのではなく、

その後の行動を見ても分かるように、人との関係で、どこまでも自分の面子を保とうとしている。その言葉はダ

                                                      
2 D. T. Tsumura, “The Creation Motif in Psalm 74:12–14? A Reappraisal of the Theory of the Dragon Myth, ” 

Journal of Biblical Literature 134 (2015), 547-55参照。 
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ビデの発した「ハッターティ」という言葉とおなじであるが、サウルの罪の告白はダビデのそれとは大きな違い

がある。ダビデは「主に対してハッターティ」であると言っているが、サウルの方は、ただ「ハッターティ」と言っ

ているだけである。 

 実は、出エジプト記で、エジプトのファラオが「私が間違っていた」(9:27)や「私は・・・過ちを犯した」(10:16) 

と言っている言葉も、同じ「ハッターティ」で、いずれも第三版では「私は罪を犯した」と訳していた。ファラオ

が自分の「過ち」を認めたこの同じ発言「ハッターティ」は、ダビデの場合とは異なる。どちらかと言えば、サウ

ルの場合に近いと言える。 

 同じことが、放蕩息子の告白にも当てはまる。ルカ 15:18 参照。 

 立って、父のところに行って、こう言おう。「お父さん。私は天に対して罪を犯 し、またあなた

の前に罪を犯しまし た。（第三版） 

 立って、父のところに行こう。そしてこう言おう。「お父さん。私は天に対して 罪を犯し、あな

たの前に罪ある者 です。（2017 年版） 

 

VI.  談話文法と動詞のテンス3 

サムエル記 第二 7:1, 8-11 

7:1 王が自分の家に住み、主が周囲のすべての敵から守って、 

彼に安息を与えられたとき、（第三版） 

 王が自分の家に住んでいたときのことである。主は、周囲のすべての 

敵から彼を守り、安息を与えておられた。（2017 年版） 

7:8-11  8)今、わたしのしもべダビデにこう言え。  

万軍の主はこう仰せられる。わたしはあなたを、羊の群れを追う牧場からとり、わたしの民イスラエ

ルの君主とした。9)そして、あなたがどこに行っても、あなたとともにおり、あなたの前であなたのす

べての敵を断ち滅ぼした。わたしは地上の大いなる者の名に等しい大いなる名をあなたに与える。

10)わたしが、わたしの民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住みつかせ、民がその所に

住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。 不正な者たちも、初めのころのように重ねて民を

苦しめることはない。11)それは、わたしが、わたしの民イスラエルの上にさばきつかさを任命したこ

ろのことである。わたしはあなたをすべての敵から守って、安息を与える。さらに主はあなたに告げ

る。『主はあなたのために一つの家を造る。』（第三版） 

 

  8)今、わたしのしもべダビデにこう言え。『万軍の主はこう言われる。 

わたしはあなたを、羊の番をしていた牧場から取り、わが民イスラエルの君主とした。9)そして、あ

なたがどこに行っても、あなたとともにいて、あなたの前であなたのすべての敵を絶ち滅ぼした。

わたしは地の大いなる者たちの名に等しい、大いなる名をあなたに与えてきた。10)わが民イスラ

                                                      
3 詳しくは拙論 D.T. Tsumura, "Tense and Aspect of Hebrew Verbs in II Samuel vii 8-16 --- from 

the Point of View of Discourse Grammar* ---" Vetus Testamentum 60 (2010), 641-54; "Temporal 
Consistency and Narrative Cohesion in 2 Sam. 7:8-11" in W. Dietrich, C. Edenburg & Ph. Hugo 
(eds.), The Books of Samuel: Stories - History - Reception History (Bibliotheca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium 284; Leuven: Peeters, 2016), 385-92を参照。 
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エルのために、わたしは一つの場所を定め、民 を住まわせてきた。それは、民がそこに住み、も

はや恐れおののくことのないように、不正な者たちも、初めのころのように、重ねて民を苦しめるこ

とのないようにするためであった。11)それは、わたしが、わが民イスラエルの上にさばきつかさを

任命して以来のことである。こうして、わたしはあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。 

  主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を造る、と。 

（2017 年版） 

 これから扱う問題は、日本語訳としては、2017 年版の翻訳で初めて解決ができたのではないかと思われる。

７章１節は、第三版も 2017 年版も共に、主が「周囲のすべての敵から」ダビデを守って、彼に「安息を与えら

れた／与えておられた」過去のあるときのことを述べている。そのような状況の中で、預言者ナタンはダビデ

に主のメッセージを伝える。 

「万軍の主はこう仰せられる。わたしはあなたを、羊の群れを追う牧場からとり、わたしの民イスラエ

ルの君主とした。そして、あなたがどこに行っても、あなたとともにおり、あなたの前であなたのすべ

ての敵を立ち滅ぼした。」（第三版） 

ここまでは神のダビデに対するこれまで（過去）の取り扱いについて述べている。 

 しかし、この後、9 節後半から突然、未来における約束に変わっている。 

「わたしは・・・大いなる名をあなたに与える。・・・一つの場所を定め、民を住みつかせ、民がその所

に住むなら、・・・恐れおののくことはない。・・・・・苦しめることはない。」 

そして、11 節後半になって、 

 「わたしはあなたをすべての敵から守って、安息を与える。」 

と約束している。しかし、1 節で既に「主が・・・彼に安息を与えられたとき」と言っているので、矛盾することに

なる。 

 「矛盾」を解決する方法として、並行記事の歴代誌 第一 17 章に基づいて、サムエル記 第二 7 章 1 節の

テキストを削除する立場もあるが、これにも別の問題が生じる。そのような本文の改変をしないで、あるがまま

のテキストの言語的解決が出来るならベストである。 

 これは、途中でテンスが過去から未来に変わったように見える、ヘブル語の動詞のテンス（時制）の解釈の

問題である。第三版では次のように訳していた。 

 

過去 わたしはあなたを・・・牧場からとり、・・・君主とした。9」そして、・・・あなたとともにおり、・・・すべての

敵を断ち滅ぼした。 

未来 わたしは・・・大いなる名をあなたに与える。10)わたしが、・・・一つの場所を定め、民を住みつかせ、

民がその所に住むなら、・・・恐れおののくことはない。不正な者たちも、・・・重ねて民を苦しめること

はない。11)・・・わたしはあなたをすべての敵から守って、安息を与える。 

 

この訳は、伝統的なヘブル語文法による動詞のテンスの理解にしたがえば自然の訳出であるが、このような

文を単位とした文法理解には限界がある。 

 ロングエーカー等による 近のヘブル語「談話文法」（文を越えた文章の文法）の理論によれば、(A)「接続

詞＋未完了動詞」（過去）が「何」(WHAT) が起こったかという出来事(EVENT)そのものについて述べるのに

対して、(B)「接続詞＋完了動詞」は、従来のように①「現在・未来」（非過去）のテンスを意味するだけではな
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く、文脈によっては、②「出来事の手順ないし手続き」、すなわち「どのようにして」(HOW) それが起こったの

かを述べる。 

 それゆえ、9 節後半で(B)「接続詞＋完了動詞」が用いられているのは、①テンスが過去から現在・未来に

変化したのではなく、②直前までの出来事が「どのようにして」起こったのかを説明しているだけである。この

立場に立って改訳された 2017 年版は次のように訳している。 

 

WHAT わたしはあなたを・・・牧場から取り、・・・君主とした。9)  

そして、・・・あなたとともにいて、・・・すべての敵を絶ち滅ぼした。 

HOW わたしは・・・大いなる名をあなたに与えてきた。10)・・・わたしは一つの場所を定め、民を住まわせ

てきた。・・・・・。11)・・・こうして、わたしはあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。 

 

 こう訳すことで、結果的に 1 節との矛盾もなく読めることになる。ヘブル語の動詞は、英語のようなインド・ヨ

ーロッパ語とは違って、「テンス」(時制)というよりは、どちらかというと、「アスペクト」(相)で考えた方が良いとい

うことになる。以上のような訳出は、ドイツ語のエーベルフェルダー訳が挙げている二つの可能性のひとつで

あるが、KJV は、不充分ながらも、そのような可能性を示唆する訳出を行ってきたが、十分には説明されない

ままで来た。 

 

8)  I took thee from the sheepcote, . . . to be ruler over my people, . . .: 9 And I was with 

thee . . . , and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great 

name . . . . .  

10 Moreover I will appoint a place . . . , and will plant them, . . . . .; . . . . ., 11 . . . . . and have 

caused thee to rest from all thine enemies.  

 

VII.  詩の掛詞（かけことば） 

 

 異なる言語の詩を翻訳するのはほぼ不可能に近い。詩篇の翻訳の場合、いくぶん形式的な側面を犠牲に

してでも、その内容の素晴らしさが伝わることの方が大切である。にもかかわらず、詩が詩であるためには、

詩的表現や並行法の特色に注目しないわけには行かないであろう。例えば、掛詞のような場合、完全な翻

訳はあり得ないが、二つの意味の可能性を訳注で知ることによって、読者が少しでも詩本来の味わいを経験

できるのではないかと思う。 

 

1）雅歌 2 章 12 節 

  例えば、雅歌 2:12 の場合、訳文は第三版と 2017 年版の間で大きく異なるところがある。 

 地には花が咲き乱れ、 

 歌の季節がやって来た。 

 山鳩の声が、私たちの国に聞こえる。(第三版) 

 地には花が咲き乱れ、 

 *刈り入れの季節がやって来て、 
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 山鳩の声が、私たちの国中に聞こえる。(2017 年版) 

ヘブル語ザミールが二つの意味、即ち「歌」と「刈り入れ」、を取り得るために、従来の「歌」が今回は「刈り入

れ」となっている。訳注として、「*あるいは「歌」。［ヘ］ザミール。「歌」と「刈り入れ」の意味を兼ね備えた語。

掛詞」と記している。このような、三行詩の真ん中の行のある語が二つの意味を兼ね備えていて、一方の意

味「刈り入れ」で一行目の「花」に対応し、もう一方の意味「歌」で三行目の「声」に対応しているというような並

行法を、サイラス・ゴードンは「ヤヌス・パラレリズム」と命名している。(ヤヌスとは、ローマ神話の神の一人で、

首から上、前にも後ろにも顔がある神のこと。) 

 

2）ハバクク書 1 章 9 節 

 彼らは来て、みな暴虐をふるう。 

 彼らの顔を東風のように向け、 

 彼らは砂のようにとりこを集める。（第三版） 

 彼らはみな暴虐を行うためにやって来る。 

 そろって顔を前方に向け、 

 砂のように捕らわれ人を集める。（2017 年版） 

この三行詩の二行目の 後の語カディマは、「東風のように」という意味と「前方に」という意味との両方を兼

ね備えている。第三版は前者に、2017 年版の本文は後者に理解している。ただし、2017 年版では、訳注に

二つの意味が掛詞になっていることに読者の注意を喚起している。すなわち、カディマは、「（顔を）前方に

（向け）」という意味で一行目の「やって来る」に対応し、「東風のように」という意味で「砂のように」と対応して

いるのである。 

3）ハバクク書 3 章 4 節4 

 輝きは光のよう。 

 ひらめきはその手から放たれ、 

 そこに力が隠されている。(第三版) 

 その輝きは光のよう。 

 ひらめきが御手から上り、 

 そこに御力が隠されている。(2017 年版) 

二行目のヘブル語カルナイムは、第三版と 2017 年版の両方とも、本文では「ひらめき」と訳されているが、訳

注にあるように、その語は「二本の角」とも訳すことが可能で、掛詞になっている。即ち、その語は「ひらめき」

という意味で一行目の「光」に対応し、「二本の角」という意味で三行目の「力」に対応しているのである。 

 これらのほかに、創世記 49:26、ナホム書 1:8 などにヤヌス・パラレリズムが見られ、イザヤ書 7:11、エレミヤ

書 1:12、アモス書 1:13 に「掛詞」の例がある。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                                                      
4 詳しくは、D. T. Tsumura, "Janus Parallelism in Hab. III 4," VT 54 (2004), 124-28 [Reprinted in Vetus 

Testamentum IOSOT (2013), 113-116]を参照。 
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 終わるに際して、少々自己紹介をさせていただきたいと思います。商学部の三年間（1962-65）、「一橋寮」

で過す中、故滝浦先輩たちとの交流が与えられ、少なからずの学問的刺激を受けました。所属していたゼミ

は長沢惟恭先生の銀行論のゼミで、もっぱらマクロ経済学を学びました。私の信仰者としての関心を受けと

めて、長沢先生は経済倫理（「組織の倫理」）の卒論を書くことを認めて下さいました。卒業後、３か月、杉並

区にあった聖書神学舎で聴講し、９月に渡米。ケンタッキーのアズベリー神学大学で学んだ後、ボストン郊

外にあるユダヤ人系のブランダイス大学でセム語学（特にウガリト語）の学位を得、ハーバード大学神学部で

ポスト・ドクトラルの研究を一年行いました。帰国後、聖書神学舎で教えはじめましたが、1975 年から関根正

雄先生の後任として筑波大学で言語学を 15 年間教えました。神の導きのもと､1990 年から神学舎の専任教

師となって神学教育に関わっています。この１５年間、聖書翻訳の働きに従事し、昨年出版の運びとなった

『聖書 新改訳 2017』の翻訳編集委員長という大役を与えられ、神の恵みによってその責任を果たすことが

できてホッとしています。その間、二期６年、米国聖書学会(SBL)の研究誌 Journal of Biblical Literature の

編集委員を務め、来年 1 月から国際旧約学会(IOSOT)の研究誌 Vetus Testamentum の編集顧問(Advisory 

Board)に招かれています。詳しくは、私のホームページをご覧下されば幸いです。 

https://bibleseminary.academia.edu/DavidToshioTsumura 
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先人の足跡を尋ねて シリーズ第 1 回 

大平正芳 

１． プロローグ 

 

政治家で尊敬できる人は数少ない。何故なら、政治家になるには、選挙という途方もない洗礼を受けてなるし

か方法がない。日本における選挙は、地盤、看板、鞄なくして勝ち上がれない。逆に言えば、この 3 つがあると、

どういう人物だろうと、政治家になることができる。しかい、普通の人がここを通過するには、世襲とか、特殊な条件

がないと道は閉ざされたままである。だから、普通は政治家で尊敬できるような人物がいないのも至極当然ではあ

る。勿論、例外はある。その一人が大平正芳である。 

大平は、周知のとおり、香川県の農家の三男に生まれ、凡そ政治家になるに相応しくない出自である。そういう

大平が政治家になれたのは、幾つかの出会い、境遇に恵まれたからである。一つには、東大出身ではないにも

拘わらず大蔵省に入り、傍流を歩みながらも同じように出世コースから外れていた京大出の大蔵省の先輩、池田

勇人に見出されたからである。大平が大蔵省に入省する契機は、大蔵次官となった津島寿一が郷里の後輩とい

うことで採用してくれたからである。人が所を得るには、大概、そうした誰かが引き立ててくれことが必ずある。それ

は一言でコネとか閥とかでは切り捨てることのできない人間社会の縁であろう。こうした大平の縁は、大蔵省に入

ったあとも、政治家になった後も、いつもそこには人間としての魅力、引き合う何かによって縁は形成されている。

大平は大蔵省から興亜院に出向する。興亜院は満州を所管する官庁であるが、そこで大平はアジア、中国に対

する思いを新たにする。そして興亜院時代、伊東正義はじめ多くのその後大平派を形成し、大平を盛り立てる仲

間に出会っている。政治家大平が首相の座を占めるまでに至った 大の理由は、盟友田中角栄の存在抜きには

考えられない。二人とも生い立ち、経歴いずれを見てもエリートとは言えない。性格も大きく異なる。田中はせっか

ちで行動的、大平は慎重かつ思索的、この対照的な二人が政界でタッグを組んで、日中国交回復を実現させる。

こうした政治家の世界を見るにつけ、そこで営まれる出来事は優れて人間的、あまりに人間的であると思う。大平

は政治家である前に、常に一個の人間として、事に邁進している。それ故に、彼の評価は彼が亡くなった後にお

いて、時間の経過の中で、その評価は高まりこそすれ、色褪せることがない。それは大平が政治の世界において

も、常にそれを人間の課題として、人間性に基づいた視点を忘れずに、対処して来たからに他ならない。こういう

人間味のある大平であるからこそ、首相の任期は短かったにも拘わらず、今なお彼を慕う政治家が多い。 

 

２． 大平正芳、外交政策の基本姿勢 

 

大平の政治実績として、まず外交に関して言えば、「日本国と大韓民国との間における基本条約」（通称「日韓

基本条約」）、「日本国と中華人民共和国における平和友好条約（通称日中平和友好条約）」及び環太平洋構想

の３つが特筆される。戦後、外務大臣として４年にわたりその職につき、戦後を代表する外交家であると言えよう。

日韓基本条約は、１９６５年、昭和４０年に締結されるが、そこで大きな障害となったことは、敗戦後における日本

及び日本人の財産の没収と、日本国の一部として太平洋戦争を日本と共同して英米と戦った大韓民国に対して、

他のアジア諸国とは異なり、賠償金という考え方ではなく、援助の概念でこれを解決しなければならなったことで

ある。佐藤栄作首相と朴正熙大統領との合意ではあるが、無償３億ドル、有償５億ドルの具体的な金額交渉を妥

結させたのは、有名な大平と KCI 部長の金鍾泌との合意メモである。この日韓基本条約はその後、今日に至るま

で日韓関係の基本条約となっているが、韓国側の執拗な合意に対する蒸し返しから、今日に至るまで慰安婦や
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徴用工問題などに影響を齎している。 

日中平和友好条約の 大の課題は、２つの中国問題をどう解決するかにあった。自民党内の親台湾派からの

強い反発を抑えて、建前上の一つの中国、実質的には２つの中国を認める苦肉の策であるが、大平は終始、実

体としての中華人民共和国との将来にわたる深い絆を作り上げるために、親中国の姿勢で臨んだ。勿論、その背

景には田中角栄という稀代の現実主義者、実行力のあるパートナーがいたから可能であったのだが、田中は外

交に関して大平を全面的に信頼し、これを任せた。３つ目の環太平洋構想の提唱は、アジア、オーストラリア、ニ

ュージーランド、カナダそして米国と正に環太平洋諸国連合構想を打ち出し、今日の APEC の基礎を築いたその

功績は大きいものがある。大平外交の優れている点は、まずアジア諸国、近隣東アジアの中国、韓国それぞれの

国の歴史、文化、社会、政治体制の相違を尊重しながら、経済的なつながり、協力関係の構築の視点から、イデ

オロギーの相違を超えた友好関係を打ち立てる現実的な姿勢である。敢えて、日本は自由主義体制であり、中

国は一党独裁国家であるから、と言った体制の相違を云々する議論を避けて、お互いに協力できる妥協点を見

出す、しかも経済協力、貿易、資本といった観点からのアプローチである。それは、大平が日本国の経済発展の

方向性を十分理解し、その展開を容易にするという内政上の課題を十分認識して外交に処していたからに他なら

ない。ここに Captain of Industry という一橋アカデミズム、実学の基礎を見出すことができる。領土問題や軍事問

題に悪戯に関心を持ち、その視点から外交関係の基本姿勢を打ち出す安倍首相とは、相容れない姿勢である。

今日、外交問題がことさら先鋭化する傾向にある中、大平外交の基本理念はもっと尊重される必要がある。 

 

３． 内政問題に対する基本姿勢 

 

大平は、大蔵省出身であるだけに、財政に関しては財政節度を重んじ、財政健全化に も正攻法で取り組ん

だ政治家である。昭和５４年１０月の総選挙において、大平は惨敗する。その原因はもとより一般消費税（付加価

値税）の導入である。今日、消費税が当たり前になっているが、消費税はそもそも脱税を前提とした仕組みであり、

終消費者のみが負担し、企業はその税を負担することがない。ある意味、不公平税制を野放しにした徴税シス

テムである。その解決策の一つが付加価値税である。この正論を掲げて愚直に大平は国民に呼びかけた。しかし、

国民はこれを断固拒否したのである。国民は大きく２つの階層、階級に分かれる。企業、なかんずく中堅中小企

業と消費者である。日本で税金をキチンと支払っているのは、勤労者及び公務員などの給与所得者と大企業の

法人税の２つしかない。あと、数百万社とも言われている中小企業はじめ、商店主、農林水産事業者、医者、弁

護士、俳優などの自由業、これら全ては脱税天国で、まともに税金を支払うことはない。しかし、これらの人々の政

治力は極めて強力であり、給与所得者の政治力及び政治意識は極めて低く、大平の提言した付加価値税のメリ

ットをまるで評価しないし、評価も出来ないままこれを葬り去った。今日、日本で財政再建を論じる際、専ら消費税

率の引き上げの視点でしか議論されていないが、本質的に必要な措置は、消費税の引き上げだけではなく、付

加価値税の導入であろう。中小企業や自由業、農林水産事業者の脱税が可能である 大の理由は、所得金額

の捕捉が出来ないことにある。付加価値税は、仕入れ及び人件費などの原価と売上金額の差額に課税する方式

であるが、仕入れ原価はインボイスとして、仕入れ業者から原価表示が行われることにより、その仕入れ業者の売

上金が税務署に必ず捕捉されるので、中小企業、自由業者といえども、売上金額を誤魔化すことが出来ない。し

かし、消費税の場合、 終消費者が幾ら消費税を支払ったかのインボイスは税務署に提出されることがないので、

売上金額を過少申告しても税務署はこれを捕捉することが出来ない。当然、消費者から徴収した消費税も一緒に

所得金額を過少申告すれば、そのままネコババできる。正に脱税する人間にとって有難い仕組みなのである。勿
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論、売上金額、所得金額が捕捉されるのは、誰でも嫌である。しかし、重要なことは勤労者、給与所得は正確に

所得金額が捕捉され、課税されているにも拘わらず、中小企業や自営業者は、捕捉されていないという課税上の

不公平こそが問題なのである。大平の以前も以降も付加価値税の導入を提唱した政治家は誰もいない。民主党

政権時代でもこれが議論され検討されたこともない。民主党政権は、勤労者の側に立つべき政治勢力ではなか

ったのだろうか。 

大平の内政において、都市政策に関しては田園都市構想があり、その他では日本の長期的な国家目標の在り

方について、９つの委員会を発足させたことであろう。大平は、これらの委員会を民間主導で設置し、自らはオー

ケストラの指揮者のように、振り付けるだけに留め、それぞれ民間の識者がこの委員会をリードする運営方式を採

用した。ある種の哲人政治を目指したのだが、その基本認識は戦後の経済的な復活、発展の後に、日本が目指

すべき課題は経済や物質的豊かさだけではない文化価値、ゆとり、精神的な豊かさを国全体がめざすべきという

大きな歴史認識、問題意識を強く抱いていたからに他ならない。大平の急逝によって、これらの政策提言は日の

目をみることがなかったものの、これらの政策提言は今日の目から見ても新鮮な視点に満ちており、大平の後世

への遺産の一つとなっている。 

 

４． 悲劇の宰相、権力闘争の阿修羅を生きて 

 

大平が宰相に上り詰めるまでの政治家としてどのように頭角を現し、どのように政治権力闘争を生きてきたを振

り返ってみたい。 

大平が政治家になる契機は、彼が財務省の役人のとき、池田蔵相の秘書官に抜擢され、池田の後押しで１９５

２年１０月の総選挙において、地元香川２区から自由党公認として衆議院議員に当選したことから始まる。１９６０

年の池田内閣官房長官に就任した時から、政治家として世間の注目を浴びるようになるが、その前の１９５５年の

自由党と民主党の保守合同における大平の役割にも注目すべきである。辻井喬の小説「茜色の空」は大平の生

涯を小説にしたものであるが、それによれば四国徳島出身の三木武吉が保守合同の仕掛け人であったが、その

三木が自由党の吉田に話を持ち込むために、大平と神楽坂の料亭でさしで会談し、大平はまず池田に話し、池

田と大平が吉田につなぎ保守合同に至ったとある。つまり、民主党の三木は大平と四国という同郷のよしみもさる

ことながら、池田の大平に対する信頼の厚さ、そして吉田の池田に対する信頼の厚さを読み切って、自由党にこ

の話を持ち込んだとある。大平がいきなり池田内閣の官房長官に就任する背景にそれだけ池田の信任が厚かっ

たものがあることを物語るエピソードと言えよう。 

大平が宰相として政治の実権を握った期間はわずか２年弱でしかなかった。しかし、その政権時代、党内抗争

は激しく、実際に政治的な成果を上げる時間なり余裕は全くない状況が続いた。何故、そうした政治権力闘争が

激しかったかを振り返ってみると、保守合同した自由民主党の流れには、吉田自由党の流れと鳩山、岸の流れを

くむ民主党とが党内を二分する勢力として存在していた。自由党の流れをくむ佐藤政権の末期、佐藤後継を巡っ

て角福戦争が勃発、田中角栄がその角福戦争に勝利したものの、福田の怨念は続く。田中角栄が金権政治批

判から退陣を余儀なくされたとき、誰が後継総裁総理になるかで、三角大福の４つ巴の権力闘争が繰り広げられ

る。数で言えば田中の後は大平になる。しかし、それでは田中金権政治の批判が残るので、椎名裁定により三木

武夫が漁夫の利を得て首相になる。しかし、あくまで三木は暫定政権ということで、三木おろしが始まり、大平と福

田が三木の後継として争う。ここでも党内公選で争えば田中派の全面支援のある大平の勝利は揺るがないもので

あったが、それではしこりが残るということで話し合いとなり、福田大平の会談により、福田が２年、その後大平とい
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う話し合いが成立する。大平は勝てる戦を敢えて選ばず、政治の安定のため自ら一歩退いて福田を立てたので

ある。２年後、しかし福田はその密約を反故にし、総裁選挙に立候補する。話が違うという大平派と田中派は一致

団結し、これを受けて立ち、党内予備選挙で福田に勝利し、結果、福田が総裁選挙を辞退、大平政権がここに誕

生する。しかし、政権スタートの翌年１０月、昭和５４年の総選挙に大平は一般消費税（付加価値税）を掲げて臨

み、過半数を割る敗北を喫する。当然、福田をはじめ反主流派は大平に辞任を迫り、有名な４０日抗争が始まる。

そして内閣総理大臣の国会での指名選挙に際し、前代未聞ともいうべき自民党から大平と福田の２名が立候補

する異例の首班指名選挙となるが、結果、 終的な決選投票では、野党が白票を投じる中、大平がかろうじて過

半数を得て首相に再任される。何とも凄まじい自民党内抗争である。しかも、その闘争は翌年の昭和５５年になっ

ても収まらず、くすぶり続け、野党の提案した内閣不信任案の審議で、自民党の福田派とそれに同調する約過半

数の自民党員が審議に欠席するという事態が生じ、野党の不信任案が成立する。大平の選択肢は、内閣総辞職

か解散のいずれかであるが、大平は解散に打って出る。史上始めての衆参同時選挙である。 それにしても、こ

の大平政権時代における自民党の抗争は、数ある党内抗争の中で、これほどまでまとまりを欠き、政党組織として

の常道に反した滅茶苦茶な争いは例を見ないものであった。そして、選挙戦の 中、大平は心臓発作により急死、

しかし自民党は大平の死をもって弔い合戦に臨み、大勝利する。辻井はその小説の中で、ヨハネ伝の有名な一

粒の麦の譬えにより大平の死を悼む。何とも言うべき言葉を失う結末となる。当然、大平を死に追いやった福田は、

この時点において政治生命が尽きることになる。 

こうした党内闘争が何故ここまで激しく、また、抜き差しならない怨念に満ちたものになったのか、幾つかの理由

がある。一つには、大平の政治家としての資質が凡そ、「含羞」の政治家と言われるように、権力闘争に向かない、

ある意味では凄みを欠いた存在に見えること、しかし、他方では理不尽に足しては断固妥協しない強靭な闘争心

を持っていること、加えて田中軍団という強力な政治屋集団が常に後ろに控えていたという二面性にある。二つ目

には、自民党内に根強く存在する親台湾派、言い換えると民主党の流れを汲むタカ派の大平批判の根深さであ

る。三つ目には、保守派にける一方の正統派のエリートの福田の田中・大平連合に対する積年の怨念の激しさが

ある。数の公選では福田が常に一敗地にまみえるのは、田中金権によるもので、その流れを汲む大平は許せな

いという論理である。しかし、党内手続き上、総裁・総理候補にした大平を引きずり降ろし、野党不信任案を通さ

せるような事態を招くとは尋常ではない。こうしたプロセスでは、長年、福田に寄り添っていた福田派古参議員の

一部は大平に心服し、福田を離れて行く。保利茂しかり、園田直しかりである。新聞マスコミの大平に対する目は、

大平は居直りで潔よしとしないという批判は強かったものの、自らの命を差し出し、自民党を勝利に導いたのは、

強ち弔い合戦だけではなく、この過程で大平の人柄と政策が、マスコミの報道によって国民に浸透したからである

と思う。 

 

５． クリスチャンとして聖書の言葉に生きた生活信条 

 

大平は良く色紙に揮毫を記すことが多い。YMCA 一橋寮にも大平直筆の色紙があり、そこには「在素知贅」とあ

る。読んで字のごとし、生活は質素であったとしても、知的なことには贅沢、貪欲でありたいという意味であろう。大

平は無教会派のクリスチャンとして（但し、葬儀は聖公会）、若い頃から聖書に親しみ、一時はキリスト教の伝道師

になろうと思ったとも言われている。YMCA 一橋寮で寮生活を過ごすことはなかったが、寮外生として YMCA 活動

に従事し、昭和１０年に建設された国立の YMCA 一橋寮建設のため、当時まだ学部の学生であった大平は募金

のために大いに奔走したと言われている。このほか、大平の座右の言葉として、政治とは何かと問われたとき、「明
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日枯れる花に水をやることだ」とも答えている。有為転々、目まぐるしく変化する世の中にあって、今やるべきことを

丁寧に行う姿勢が大事である。それはともすれば、今のことを何もしないで、明日の未来の綺麗ごとばかりを並べ

立てる姿勢の対極とも言える。明日はどうなるかわからない、明日に対する大いなる希望なるものは抱けない、そ

んな世間、そんな人間社会であるけれども、今日、水を丹念にやることが大事であり、地に足をしっかり根差して、

将来に対する無責任な楽観をむしろ戒めている。こうした大平の政治思想、哲学は次の言葉にもよく表れている。

「 一利を興すは一害を除くにしかず、一事を生かすは一事を減らすにしかず」。これはモンゴル帝国の基礎を築

いた耶律楚材の言葉であるが、大平はこの言葉好んで記した。色々なことを新しく手掛けるよりは、今あることで

害のある無駄なことを取り除くことの方が余程良い結果をもたらす、何とも皮肉めいた言葉でもある。何かやりたが

ってやったものの、結果は迷惑になることがどんなに多いことであろうか。当会もしかり、公益財団法人になった、

税制上のメリットは確かにあるものの、東京都には色々書類は出さなければならいし、監査はやって来るはで、余

計なことが沢山増えた。寮生の様々な行事についてもしかり、理事長やら理事が色々企画し、あれしろ、これしろ、

という指示は出すものの、それで本当に寮生活なり Y 活動は充実するのだろうか、そんな疑問も出てくる。この言

葉の持つ意味は深いものがある。政治や人間世界に大きな期待が持てない現実をしかと見極めている者の言葉

である。 

大平の好きな言葉のもう一つに、「永遠の今」という言葉がある。今というその時を大切に生きるという意味であ

ろう。今が未来永劫に続くという意味では決してない。今、このひと時、ひと時は限りなく大切な、愛おしい瞬間で

ある、という自覚である。そこから、目の前にある課題、全ての事柄に対する真摯な態度が生まれてくるのだと思う。

信仰に生きるという意味は、正に、この「永遠の今」を神の前で常に意識して生きることではないのだろうか。 

 

次に引用するのは、大平の女婿で衆議院議員であった森田一氏が、昭和５５年９月２２日、如水会主催で行わ

れた「故大平正芳総理を偲ぶ会で配布された追悼アルバムに寄稿した一文である。 

 

充実した人生 （森田一氏の寄稿文） 

「その死は自民党に大勝をもたらし、カーター大統領と華国鋒首相の訪日を実現させた。老醜をさらすことを何

よりも嫌った総理は、 後まで充実した生命力を示しつつ、瞬時にしてこの世を去った。この世の無常を感じさせ

るに十分な死であった。総理は常々、言っていた。この世では本来、死が常態であり、人間はそのうちのほんの短

時間、生を享けているに過ぎないと。臆病者は何度も死の恐怖を味わう。勇者は一度しか味あわないと言われて

いる。総理は全く死の恐怖を知らないまま他界した。決して長いとは言えない一生であったが、充実した美しい生

涯であった。「死ぬまでにあと何冊、本が読めるか」を気にしていた総理であった。「あまり残された時間は長くな

いと思われるので、本を厳選しなければならない」と、自戒していた総理であった。「自分は政治家である前に人

間らしい人間でありたい」と、念願していた総理であった。その総理は予告もなく他界した。一人の人間として珠玉

のような光を放つ生涯であった。」 

 

後になるが、大平がキリスト教に関して語っている文章はそれほど多くはないが、１９７２年、カトリックの田中

英吉司教と対談している貴重な文章が残されているので、これを掲載し、大平の信仰、聖書についての考え方を

味わってみたい。 
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「政治家が聖書を読むとき」 

大平正芳と高松教区司教・田中英吉との対談 

 

聖書の人間関係に興味 

田中「もう十年ほど前になりますか。ローマで当時の教皇・ヨハネス二十三世にお会いになられたのは。 

大平「ええ、そのころです。」 

田中「私、その様子をテレビで拝見しました、とても好感をもったのを覚えています。」 

大平「そりゃあ、どうも（と苦笑しながら田中司教に会釈）。」 

田中「いや、お礼をいわなきゃいけないのは私どもの方で、実際、政治家の中にこれで味方が一人増えたと思い

ましたもの（笑い）。残念なことに、これまでバチカンに好意的な政治家は日本に少なかったと思います。その

意味で、大平さんのような協力者を得たことは、こころ強い限りです。ことに、日本の精神界は混乱しているで

しょう。ですから、大平さんこそキリスト教を通じて国民に精神的な示唆を与える人物だと、心ある人は期待し

ていると思いますね。」 

大平「そうまでおっしゃられると、こりゃ大変な重荷ですわ（とテレる）。」 

田中「そのヨハネス二十三世がお書きになった「地上の平和」という本があります。（紙袋から取り出して）これです

がね。中を読みますと、「宝のあるところに心がある」と書いてある。つまり、経済に宝の基準をおけば日本人

のようにエコノミック・アニマル呼ばわりされても仕方がない心の持ち主ということになる、というわけですよ。で、

結論として人間に大切なものは、お互いの人間関係、人格を重んじ、尊敬し合うこころ。」 

大平「（深くうなずきながら聞いている）」 

田中「その件に関連していいますと、南米なんかを回ると、とくによくわかるんです。日本へ帰って来ると、たいて

いの人は、「むこうは遅れているでしょう」というんです。なるほど、南米には日本のような経済成長もないし、

立派な新幹線や文化施設はどこにもない。ですがね、南米の人たちが伝統的に持っている暢気さというか人

柄のよさ、そういうものを逆に日本人が忘れているじゃないかと思うんですがねえ。」 

大平「そんな面があるかもしれません。」 

田中「（話題をサラリと変えて）聞くところによりますと、大平さんは聖書の研究に大変ご熱心だとか。」 

大平「（笑って）そういわれるほどのことじゃないんで、ね。私は若い時聖書の勉強をさせていただいた。聖書の立

派な味、ほんとうのこころを汲みとることがまだ出来ないでいるんです。 

（少し間をおいて）つまり、こういう感じですね。あのキリストを中心にした人間関係・・・・多くは弟子、政治家、

王様、王女、それに漁夫や百姓もおれば、盗賊や遊女もいる・・・・・そういう絢爛たる人間の横のつながりか

ら、私は非常に教えられるんです。それで私、現代もそのままだと思うんですね。とくに、あの弟子たちがそれ

ぞれの立場でキリストに対してとった姿勢に興味があるんです。 

田中「やはり、われわれと聖書の見方が違う。政治家的な発想ですな（笑い）。」 

 

歴史二千年、短いです 

大平「キリストの周辺に多くの人が集まったとき、彼らはキリストを中心にした神の国で自分たちがどういう役割をも

つか考えてるんですね。ところが、キリストが孤独な立場になり、世間から捨てられて 後に十字架にかけら

れる過程では、キリストを裏切ったりして去って行く人が出てくる。無知と言えば無知ですが、この世界が神の

国に変わるんだと俗っぽい夢を抱いていた人が失望したわけですね。 
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（しばし絶句のあと確認に満ちた表情で）だけど、あのキリストの中に神を見ていた人はおったんです。神の

国はそんな甘いもんじゃなく、キリストの形相の中に、キリストの死のもとにあるんだと見てた人は、みなまっと

うな道を歩いているでしょう。一大小説ですね、聖書というのは。しかも、飾らない事実だけが書いてある。い

いことも悪いことも、真実も嘘も、虚栄も実行、ね。そういうこと、現代も変わりませんね。だから聖書を読むた

びに、人間っていつも同じなんだなあ、と思ってね（笑い）。」 

田中「ええ、同じことです、いつの世も。」 

大平「そういえば、宇宙の起源からいうと、二千年という歴史、ある意味では短い歴史ですな。」 

田中「（大平氏の気宇壮広大な発言に去勢された格好で含み笑い）」 

大平「短い歴史だから、人間がそんなに進歩するはずがないですよ。」 

田中「そりゃそうです。われわれ進歩したかと思うと死ななきゃならん（笑い）。繰り返しですね。 

（感心の面持ちで）しかし、そういう風に聖書をご覧になることに頭が下がります。私どもにはオーソドクスな学

問として、きれいごとで済まそうというところがある、小説家の稲垣足穂という人がある雑誌で「いとわしい死刑

台である十字架をもって。人類救済のしるしに変えたのは、ただ一人キリストがいるだけ」と言っていますが、

飾らないありのままの姿を聖書から読み取る知恵というか勇気、それを忘れちゃいけませんね。」 

大平「キリストの言行をまねる、キリストの模倣・・・・そういう野望を私はもてませんね。人間がつまらんから（笑い）。

だけども、神を中心に「集まっている人間の中で、どの人の生き方が正しかったか、間違っていたか・・・・（思

い出すように）遊女（マグダラ）のマリアですか。あの人は貧しい人ですね。ああいう人のまねだったら、できる

んじゃないかと思います。」 

田中「親しみがもてるんですな。」 

大平「ええ、キリストは高すぎて。とっても近くづけませんけど、ね。」 

田中「聖書の中で、どれがお好きですか。」 

大平「旧約だったらエレミヤが好きですね。エレミヤという人が伝えたあのペーソス・・・・なんとも言えない味があり

ます。」 

田中「（笑い顔で）こいつはかなわんわ。」 

大平「新約はどなたも個性的にとらえていますな・・・・マタイにはマタイの味があるし、ヨハネにはヨハネのよさがあ

る。中で格調が高くて一番アピールするのはローマ書じゃないでしょうか。」 

田中「私どもが聖書の素晴らしさを百回説教するより、あなたの鶴の一声の方が日本人に説得力がありますよ（笑

い）。」 

大平「あのエレミヤは・・・・なんですね・・・・・彼が考えている国家に対する愛情、忠誠心・・・・それが現代人の参

考になるもの、多いです。」 

田中「（手に負えない、とでもいいたげな表情で）ますます、かなわん。結局、わたしらあまりにもきれいに料理しす

ぎたキリスト教を学んで説教したり、聖書の研究会をしてますけど、自分の体験や意識を織り込まなかったら、

力が弱いということですね。つくづくそう感じます。」 

（真剣な顔で）それで、聖書の力が大平さんの政治の上に活かされれば、“鬼に金棒”でしょう。話は 初に

逆戻りしますが、現代の日本人は働くことを 高の美徳のように考えている。何のためにこの世に来たとか、

人生の目的は何かとか、あまり考えませんね。大平さんも明治生まれだと思いますが、是非はともかくとして、

昔は教育勅語のような精神的基準があった。現代は時代も違いますし世界的な視野も必要ですが、ただこ

れからの日本に教育勅語に代わる精神的な柱が、もっと具体的に欲しいなあ、と思います。」 
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丘の頂上に幸せなし 

大平「私はね、今の日本の時点に立って考えると、いままでの日本は全体として欠乏の日本だったと思うんです。

つまり、人間は多いのに、国の形を作って西洋諸国に早く追いつかなきゃならんし、外敵も防がなきゃならん。

そういうことをやっていくには、あらゆるものが足りない。資源も知識も足りないし、技術も組織も不足している。

全体の欠乏ですね。欠乏の状態だったから、いま司教様がおっしゃったように、みんなで働いて充足を求め

たんですね。そうこうするうちに、富める人と貧しい人の経済的な不平等が生まれてきた・・・・。 

田中「社会主義思想が起こってきたゆえんですね。」 

大平「はい。それは悪いことじゃないんです。けれども、その根本で物に対する獲得欲というか、物質に対する過

剰な期待が支配したと思うんです。ところが、戦後日本の生産力が伸び、技術が活用され、組織が整備され

て、日本経済が非常な躍進を遂げましてね。その結果、食べ物が充足されてきた。その次に着るものもどうに

か間に合うようになってきた。今、不足気味なのは住宅ですな。住宅を標準化しようと、いまやっているわけで

す。だけども、われわれが欧米諸国に追いつこうと息せききって丘の頂上に上ってみたら、どっこい、その周

辺に幸せはなかったというわけですね。豊かになればなるほど、不安な材料がふえて、世の中が落ち着かな

い。 

田中「なるほど、ようわかります。」 

大平「だからといって、日本が歩んできた道はムダだったとは思いません。だが、結果として、進路を見失うことに

なった。 近になって、ようやく、人間の魂は富や物質的な豊かさだけでは満足しない、ということがわかりか

けてきたと思うんです。」 

田中「そうですね。確かです（と三度相槌）。」 

大平「従って、もう物質的な成長を追い求めるのは利口なやり方じゃない。GNP 万能主義はもうやめにしようじゃ

ないか、われわれは静かな環境と清い水、それにうまい空気と豊かな緑が欲しい、というような、ね。これは、

ええ風潮だと思うんです。」 

田中「教育者に聞いても、何か物足りなさを感じ、もがき求めているのがいまの日本人だ、というんですねえ。」 

大平「その通りですよ。資本主義や共産主義について議論する時代は終わったんです。そういう哲学から解放さ

れて、新しい哲学は何か、新しい生き甲斐や価値とは何か、を深く考える時代に入ったんです。」 

田中「長い苦労の結果、日本人がようやく目覚めたんですな。それじゃ、これからの日本もよくなる・・・。」 

大平「（田中司教の語尾をはしょって）日本をよくする・・・・なんて簡単にいいますが、人間社会は聖人の集団じゃ

ないですからね。ま、いろんな人間がおって、勝手に気ままな劇をやっているから、一口でよくしようとはいえ

ませんよ。また、決してよくはならない。だからといって、神さまがわれわれに対して無慈悲で愛情が足りない

かというと、僕はそうじゃないと思うんです。愛情がおありだから、物事を手軽にできないように配慮されている、

と思いますよ。」 

田中「実によくわかります。」 

 

聖書は真理ですなあ 

大平「人生には、いろんな困難がありますね。その困難の道行きの中に、神や天国との接点があると思うんです。

あの弟子たちは神の国でキリストの一番近くに座ることばかり考えていた。そうなれば、憎しみも嫉妬もない神

の国が完成するんだ、とね。ところが、その考えは甘かったわけですね。そこでいまの世の中を、闘争のない

理解と愛情にあふれた国にするにはどうしたらいいかと考えてみますと、とても一筋縄じゃいかんですな。こ



先人の足跡を尋ねて 

- 20 - 
 

の問題は。 

日本は立派なものにはなりません。なったら大変ですよ（笑い）。そこで私たちは何をなすべきであるか、です

がね。地域社会とか職場とか小さな家庭とか、交遊の人間関係の中で、回りの人を利用して財産を持とうか

権力の座につこうという営みじゃなくて、友だちを慰めたり、わずかな持ち合わせのもの分け合って食べると

かの営みを懸命にやっていくその姿、その中に神の国があるんじゃないですか。 

田中「はあ、大平さんの意図がよくわかります。」 

大平「だから、綱引きのようなものだと思うんです。このままだと闘争や対立ばかりが強くなって、人間的な信頼や

理解の価値が失われてしまう。とめどもなく国内が乱れてしまうんです。だから、なんとかして失われた人間性

を引き戻さなきゃならない・・・・聖書に「汝らは地の塩たれ」とありますが・・・・私は少なくとも地の塩的な役割

を果たしたいと思うんです。だから僕はキリスト教の哲学は、「永遠の今」だと思いますよ。 

田中「そう今が永遠、ですね。」 

大平「神の国が山のかなたにあるんじゃなくて、いま、ここにあるわけだから、きょう一日精いっぱいやってみようと

いう精神的なゆとりが大切です。だって、いまや日本とかアジアとか世界を考えて、いったい何がありますか。」 

田中「きょうが神の国につながっていると思うと、一刻もおろそかにできません。（真顔で）それにしても、大政治家

の考えておられることはすばらしい。司教が集まったとき、一つ説教を頼もうかしらん。」 

大平「（大いにテレて）とんでもない。聖書は偉大な文学ということですよ。文学というより真理です。」 

田中「講演の時、聖書の言葉を必ず入れられるそうですね。」 

大平（一段とテレて）いやいや、そんなことはないんですけど、ね。ただ若いころキリスト教と仏教の勉強をしたのを、

ときどき思い出して楽しんでるだけなんです。」 

田中「大平さんは自分に厳しいですか。」 

大平「そうありたいと思っていますが、難しいですなあ。」 

田中「（笑って）私なんかときどき人に厳しくなってね。ところで、私は大平さんと同郷なんですが、高松の街は変

わりましたね。」 

大平「そうですね。昔の姿をとどめているのは西町通りくらい、ですか。」 

田中「ええ、でも日本人が忘れた風俗や人情が四国には残ってますね。防衛庁長官になった増原恵吉は私の同

級生なんです。宇和島中学の・・・・。」 

大平「ああ、そうですか。ありゃりゃ・・・・。」 

田中「彼は偉くなりました。昨年、仙台の航空機事故で責任をとって辞めましたが、いい男です。 

それにしても、今日は大平さんの内面の豊かさを知って意を強くしました。知らない人が多いんじゃないです

か、お顔を見て、親しみ持てるぐらいに思うだけでね。それだけでは・・・・（笑い）。」 

大平「（満面に笑みを浮かべて）いや、それでいいんですよ。香川県の企業にも学校にも、すぐれた人がおると思

うんですよ。それこそ、総理大臣にもってきても立派につとまる人が浜の真砂ほどおると思うんです。それな

のに歴史のいたずらとでもいうんですか・・・・私なんかが香川県を代表する人物だ、なんてね、中身はお粗

末なんです（ハッハッハッと豪快な笑い）。」 

田中「そういうお気持ちがありがたいですね。いや本当です。たいていの政治家はそれが出来ない。お互いの立

場で、“地の塩”になるよう頑張りましょう。これからのご活躍をお祈りします。」 

 

（昭和４７年４月号「カトリックグラフ」誌上での田中英吉司教との対談。大平思想の信仰上の裏付けを知るための
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数少ない貴重な資料。「在素知贅」に収録後「大平正芳全著作集」第６巻に収録） 

 

参考文献 

大平正芳―戦後保守とは何かー 福永文夫著書 （中公新書） 

茜色の空 辻井喬著書（文芸春秋） 

現滴考（１） 公益財団法人大平正芳記念財団 

現滴考（２） 同上 

以上 
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随想 ----私と音楽②------ 

 

        宮岡五百里(昭 43 社卒) 

                              

昨年 68 号に寄稿した随想の続編です。この１年もほぼ

順調に過ごすことができました。あえてトピックスといえば、

寮再建委員会の活動から派生した？現役寮生との交

流会の参加です。佐藤周一氏(56 年卒)と現役建内瑛

貴君、前田雄飛君等の尽力もあって月例風に開催され、

私も常連として参加し学生諸君と諸課題や幅広い話題

を語り合うことのできる楽しい会です。 

閑話休題。前回は会社生活終了頃までの「社会人後

期」 

について回想しました。 

<直近の１０年 > 

妻を亡くし独身になるのと家庭裁判所での家事調停委

員の仕事が始まるのはほぼ同時期となりましたが、生活、

仕事、付合う人々も大きく変わり、結果的には音楽との関

わりも変化してゆくことになります。「直近の１０年」として区

分します。 

 亡妻が闘病末期にはグランドピアノへの買替に拘って

いたのですが、その後市内で親しくなったピアノ調律師 A

氏に従前のピアノを診察して頂いた結果、買替は時期尚

早として見事に復活させてくれました(54 号にも記載)。それ

を期に長らく疎遠であったピアノをいじりだしました。一方フ

ルートは、心機一転練習と思い久々にオーバーホールし

たものの修理効果思わしくなく楽器のせいにして次第に手

にする機会が減ってゆきました。聴く方は独り身の気楽さで

誰に気兼ねすることもなく、音量を上げて愉しむことができ

るようになりました。 

 今までは居住生活圏での他者との交流は実質的にゼ

ロでした。A 氏には併営されている軽食喫茶店でもお世

話になり異分野？の人形浄瑠璃観賞でも私の師ですが、

今年になって寮の故障オルガンの診断もお願いしました

(補修は辞退)。このように市内在住の方々とのつながりが

少しずつ広がってゆきます。その喫茶店は２階ですが目の

前に我が東久留米市の誇りといえるようなレストランがあり、

亡妻の 後の外食の場となった店です。偶々調律師 A

氏夫妻もレストラン夫妻もクリスチャンです。 

2 階喫茶店の下１階に、店舗の構えは大きくは無いが

自然食品店があり、お向かいのレストランも野菜はじめ食

材ワイン等をここで仕入れています。 

 自然食品の店に初めて足を踏み入れた時、何と店内

に素晴らしい音質で、ドヴォルザークのチェロ協奏曲が流

れています(ｼﾞｬｯｸﾘｰﾇ･ﾃﾞｭ･ﾌﾟﾚ演奏版)。一体この店は

何？とびっくりしました。すぐ社長店主と会話して以後親

友としての付合いが始まります。M 社長は、自称「八百屋

として食品素材への拘り、造詣は半端ではありませんが、

毎週音楽はじめ食や健康、文化等を題材にした随想を

発信し商品名一覧表に併記して顧客にも精算時に配布

するエッセイストでもあり、イリイチを語る論客でもあり、オーデ

ィオ評論家でもあります。我が家の音響機器もその後彼に

全面的に機種選定から設置までをお願いすることになりま

す。 

 その頃、Ｍ氏が BGM と食事と酒を愉しむ月例会を立ち

上げていて私も仲間に入れて頂きました。参加人数は 10

～２０人ほど。場所は当然お向かいのレストランです。H シ

ェフは後に私の山仲間にもなりますが、謙虚だが商売を

度外視して素材、調理工程に拘り料理では妥協を許さな

い正統派。彼がその日の音楽、テーマも意識して腕を振

るい 後の「本日の料理の解説」は又会の愉しみのひと

つになっています。 

 音楽は希にリュートやライアーのような静かな楽器でのミ

ニコンサートもありますが、普段は CD、LP、パソコン音源

等が中心です。取り上げるのはクラシックからジャズ、ポッ

プス、ロックまで幅広く、スピーカー含め再生装置は 高

レベルでありジャンルに関係なく音だけでも別世界に浸るこ

とができます。 

 この音楽の選択と解説は、初期には M 氏が一人で担

当していたのですが、主宰、裏方との兼務は大変負担と

なり、会の趣旨に反して？ゆっくり食事も酒も愉しめないと

いうことから常連メンバーで分担することになりました。 

私も厚かましくもその一員になりましたが、他の顔触れは

異次元の錚々たる面々です。ライア－演奏家で、幅広い

ジャンルに精通しドイツ語が堪能なミッション系幼稚園の

園長Ｋ氏、ブルースに詳しくギター、料理も得意な早大
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のラテン語フランス語講師のＯ氏、ロックからクラシック

まで幅広く乗りの良い脱サラ精神科医 U 氏。 

Ｍ氏、私と合わせて計５人で年間での分担を決め、担

当回は全く当人の自由なテーマで、選曲、話をし当然レ

ジュメも作成します。 年長は私ですが、５人に共通する

のは音楽好き酒好き。定例会終了後その会場での二次

会は、この５人の他に女性常連メンバーとシェフも加えて

BGM を選びながら音楽談義以外でも話が弾みます。 

クラシックしか語れないのは私だけですし、集まって来ら

れる方もクラシック派は少数です。相対的に出番は 

限られますがそれでも今秋迄に９回担当する機会に恵ま

れました。年次、各回のテーマとその概要、取り上げた主

要作品について以下に記します(作品名は簡略表記、

演奏者も省略)。少し関心のある方には「御託はいいから、

選んだ曲は？」と言われそうなので、やや退屈なご紹介に

なりますが悪しからず。 

 2011 変奏曲  

 主題のメロディ、リズム、ハーモニーが変化してゆく変奏

曲という音楽の原型の形式技法に注目 

 ・ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による狂詩曲 

 ・ﾓｰﾂｱﾙﾄ きらきら星変奏曲・ﾌﾗﾝｸ 交響的変奏曲 

 ・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ 序奏と「萎める花」の主題による変奏  

  曲 

  ・ﾛｯｼｰﾆ ｳｲﾘｱﾑ･ﾃﾙ序曲 

 2012 変奏曲その２  

 ・ｳﾞｨﾀｰﾘ ｼｬｺﾝﾇ  ・ ｼｭｰﾏﾝ ｱﾍﾞｯｸﾞ変奏曲 

・ﾊﾞｯﾊ ﾌｰｶﾞの技法・ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ﾃﾞｨｱﾍﾞﾘ変奏曲   

 ・ﾓｰﾂｱﾙﾄ ﾋﾟｱﾉ協奏曲 24 番３楽章 

 2013 クラシック音楽の小品名曲を !   

文学作品でのトルストイはじめ、森鴎外、芥川、太宰､ｻ

ﾝﾃｨｸﾞｼﾞｭﾍﾞﾘ等珠玉の短編を想い描きつつ、交響曲、

組曲等大曲の対極としての小品をクラシックに限らず渉

猟してみる。 

 ・ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ ｽﾗﾌﾞ舞曲 op.72-2 

  ・ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ即興曲 op.90-3 ・ﾘｽﾄ ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈﾗ 

・ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ ﾊﾝｶﾞﾘｰ田園幻想曲・ｼｮﾊﾟﾝ幻想変奏曲 

 ・ｳﾞｫﾙﾌ･ﾌｪﾗｰﾘ ﾏﾄﾞﾝﾅの宝石 ・ﾎﾟﾝ･ｷｴﾙﾘ 時の 

踊り 

・滝廉太郎「荒城の月」・菅野よう子「花は咲く」 

 2014 スローテンポのクラシック  

 山好きの詩人、哲学者串田孫一の「音楽の絵本」とい

う FM 番組のテーマ曲(ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ室内協奏曲 rv.94)

に託けてスローテンポの名曲を選ぶ。 

 ・ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ新世界交響曲 2 楽章 

・ﾌｫｰﾚ 夢のあとに  ・ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ ｲﾀﾘｱのﾊﾛﾙﾄﾞ 

 ・ﾏｰﾗｰ 交響曲５番 4 楽章「ｱﾀﾞｰｼﾞｪｯﾄ」  

・ﾏｰﾗｰ 交響曲１番巨人２楽章「花の章」 

 2016 ６月に因んで女流音楽家  

 女性作曲家はﾌｧﾆｰ･ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ(ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝの

姉)、ｸﾗﾗ･ｳﾞｨｰｸ(ｼｭｰﾏﾝの妻)、ｱﾙﾏ･ﾏｰﾗｰ(ﾏｰﾗｰ

の妻)等少なくないが、活躍の場を与えられなかった文

化的社会的背景にも関心。現代の内外女性演奏家

にも注目。ｱﾙｹﾞﾘｯﾁ、ﾍﾌﾞﾗｰ､  ﾃﾞｭﾌﾟﾚ、ﾏｲﾔｰ、前

橋汀子、中村紘子、吉野直子、 

五嶋みどり 

 ・ﾊﾞﾀﾞﾁｪﾌｽｶ 乙女の祈り ・ｼｭｰﾏﾝ ﾋﾟｱﾉ協奏曲 

 ・ｼｬﾐﾅｰﾄﾞ 小協奏曲 ・ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ ﾁｪﾛ協奏曲 

 ・ｼｮﾊﾟﾝ 夜想曲 20 番 ・ﾓｰﾂｱﾙﾄ ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲

 ・宮城道雄 春の海 ・ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲

 2017 パガニーニの主題による名曲を  

 ﾊﾟｶﾟﾆｰﾆ作曲の「24 の奇想曲」、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲 2 番

3 楽章の 2 曲を原曲にした作品を集めてみる 

 ・ﾘｽﾄ ﾗ･ｶﾝﾊﾞﾈﾗ ・一柳慧 ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ･ﾊﾟｰｿﾅﾙ 

・ｼｭｰﾏﾝ  ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による変奏曲 

・ﾌﾞﾗｰﾑｽ ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による変奏曲 

・ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による狂詩曲 

・ﾌｧｼﾞﾙ･ｻｲ ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による変奏曲 

 2017 グスタフ・マーラーの交響曲  

  Ｍ氏を差し置いてマーラーを取り上げるのは 

僭越であることは承知の上。映画「ベニスに死す(ﾄｰﾏ

ｽ･ﾏﾝ原作)」「君に捧げるアダージョ」「マーラー」にも

触れつつ、市民文化の隆盛、ゲルマン主義台頭と反

ユダヤの当時の時代背景も眺めながら聴く。 

・交響曲 1 番「巨人」・2 番「復活」・5 番･８番「千人の

交響曲」・9 番 ・大地の歌・さすらう若人の歌 

 2018 赤毛の司祭ヴィヴァルディ  
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 現代では同時代のバッハやヘンデルに比べ影が薄い

がバツハとの関係？バロック音楽とは？協奏曲とは？の

視点からｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨの存在感をあらためて認識 

 ・ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲 四季/ﾗ･ｽﾄﾗﾊﾞｶﾞﾝﾂｧ

/ ﾗ･ﾁｪﾄﾗ ･ﾋﾟｯｺﾛ協奏曲 ・ﾌﾙｰﾄ協奏曲「五色

鶸 」 

・バッハ 4 台のﾁｪﾝﾊﾞﾛ協奏曲(ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ原曲) 

 2018 趣の異なる協奏曲 その 1  

 数ある協奏曲の中でも複数楽器を主役にしたもので比

較的演奏回数の少ないものに焦点 

 ・ﾍﾞﾄｰｳﾞｪﾝ 三重協奏曲(ﾋﾟｱﾉ、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ、ﾁｪﾛ) 

・ﾌﾞﾗｰﾑｽ  二重協奏曲 (ｳﾞｧｲｵﾘﾝ、ﾁｪﾛ) 

 ・ﾌﾞﾙｯﾌ  ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ幻想曲 (ｳﾞｧｲｵﾘﾝ、ﾊｰﾌﾟ) 

 ・ﾓｰﾂｱﾙﾄ協奏交響曲 k.297b 

(ﾌﾙｰﾄ、ｵｰﾎﾞｴ、ﾎﾙﾝ、ﾌｧｺﾞｯﾄ) 

 ・ﾊﾞｯﾊ ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸ協奏曲 4 番(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ､ﾌﾞﾛｯｸﾌ

レｰﾃ) 

 ・ﾓｰﾂｱﾙﾄ ﾌﾙｰﾄとﾊｰﾌﾟの為の協奏曲 

 自身の担当分を振り返ってみると当初は毎回テーマ選

択に悩んでいたのが、やってゆくに連れて次第にアイディ

アが浮かんでくるようになってゆきます。これは場慣れや厚

かましさがなせる部分もありますが、他の人のテーマ選択

や選曲や解説が、ジャンルを越えて様々な刺激を与えてく

れるのです。人前で喋る以上は或いは自分の選曲を聴

いて頂く以上は、当然充分知識を持っている積りの事柄

でも作品でも事前に確認する手順が必要です。結果とし

て関連事項や他の作品への関心の広がりが更に新しい

発見や取り組みに繋がってゆくようです。 

 M 氏他の方々のように演奏そのものを、演奏者ないし指

揮者の演奏から音楽性や情感を感じ取り、時には涙する

ようなレベルとはほど遠いのですが、ジャンルを超えて「音

楽」を感じことができるようになってきたと思います。これが

将に私の音楽史の中で、「マーラーとの出会い」に次い

で、第 3 の節目と自覚しています。 

今後私がジャズやポップスに傾倒してゆく予感まではし

ていませんが、クラシックでの聴き方、聴こえ方が変わって

きたと実感しています。 

 以前は無視していた或いは知らなかった作曲家、作品

にも関心を持つようになりました。マーラーを聴くようになった

のは３０年前からですが、バッハやヴィヴァルディは勿論の

こと、バルトークや現代作曲家例えばアルヴォ・ペルト、シ

ュトニケ、ファジル・サイ等も違和感なく聴けるようになって

ゆきます。モーツアルトのオペラも観てそして聴くようになりま

したが、べ－ト－ヴェンの弦楽四重奏はいつでも CD で聴

ける状況にはあるものの、未だに敬して聴かず---です。 

一方で楽典、楽理、音楽史を学ぶことにより少し見え

てくる、聴こえてくるものがあります。中でも倍音に関する知

識を得たことは、音楽史と併せてジャンルを越えた音楽の

世界の根源を考えさせてくれました。 

長らく聴いて来た筈なのに従前が如何に勉強していな

かったのか、漫然と聴き流していたのかを自覚せざるを得

ません。今更自己嫌悪に陥る年齢でもないので、「自分

は晩稲なのだ」と思うことにしています。 近ではコンサート

に出かけても「気になる箇所」「気になる事」が多くて以前

のように居眠りの余裕が無くなってきました。 

 こどもの頃の思い出は前編に書いておりますが、その頃

ラジオの名曲番組を聴きながら、「そのうち取り上げる作品

作曲家、演奏家がなくなるのでは？」などと可愛らしい心

配もしていました。あれから 6～７０年が経ちました。今回ご

紹介した我々の「音楽と食事と酒を愉しむ会」でも、今後

テーマ涸渇になる不安はありません。讃美歌やキリスト教

関連だけでも私の意欲をかき立てるテーマの宝庫だと認

識しています。 

 又今回の拙文で登場されるのが、自分の人生の中で

時間的に大きな部分を占めてきた会社生活とは無縁の

異なる社会の方々であり、このような交わりは若い頃から

望む処でもあったと今更再認識しています。 

こじつけがましいかも知れませんが、人とのつながりがあ

っての音楽、音楽あっての人との交わりということを感じる

日々を過ごしております。音楽を解さない人とは付合わな

いというようなことを申し上げているのでは決してありません。

今回は「音楽」関連のテーマであるが故に限定された交

流範囲でしか取り上げていないということです。 

 後にここ 10 年来に接した、音楽及び関連の本の一

部をご紹介しておきます。碩学の諸兄には、一読に値しな

いような物も含まれるかも知れません。以前にも触れました
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が音楽は本来聴くものであり、語るものでも無ければ読むも

のでも無いことを承知の上で敢えて列挙(順不同)致しま

す。 

・マーラーとヒトラー   桜井健二    二見書房 1988 

・文化史の中のマーラー 渡辺裕     筑摩書房 

1990 

・皇女エリザベート    塚本哲也    文藝春秋社

1992 

・讃美歌と大作曲家たち  大塚野百合    創元社

1998 

・音楽の進化史 Howard Goodall 夏目大訳 河出書房新

社 2014 

・バロック音楽を考える 佐藤望   音楽之友社   

2017 

・調性で読み解くクラシック 吉松隆 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨ

ｱ 2014 

・クラシック音楽と女性たち 玉川裕子編   青弓社

2015 

・ホロコーストの音楽 Shirli Gilbert 二階宗人訳みすず書

房 2012 

・キリスト教と音楽 金沢正剛  音楽之友社 2007 

・倍音  中村明一       春秋社  2010 

・女性作曲家列伝  小林綠編著     平凡社 1999         

2018 年 10 月 30 日 擱筆                      
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私の隠居生活 

 

辻本泰久 （昭 43 法卒） 

 はじめに 

 幼少期のあとの青年期に世話になった寮の「会報」編集人から、何か書け、といわれた自分は既に人生の 終

コーナーである老年期に属する。青年期に社会に出て企業戦士の仲間入りをして壮年期、熟年期を経て、経済

人としての生活を 67 歳でリタイアしてから、既に後期高齢者の保険証を貰える年齢に達しようとしている。 

 まだ冒険心が迸っていた YMCA 寮の青年期は遠い昔の話となり、自分なりの人生の進路が確定したと思って社

会的な生活を送ってきたが、人生の英知らしきものが見定められ、悟りの境地めいたものが開かれる筈と聞いて

いた老境になっても、自分の人生とは何だったのか、何が見えたのか、どんな価値を作り出したのかといった自問

に対して手触りのある感触は、未だにつかめない。 

 だからなのだろうか、青年期の学生生活に戻ったような日々を、相も変わらずに過ごしているので、その一端を

ご報告して、迷える老いた羊としての責をふさぐことと致したい。 

 

Ⅰ 古事記とのつき合い 

（１）「古事記」を読む 

 船会社に就職したせいで、英語を使って外国人と遣り取りするのがビジネス生活の中心であった為か、「神道と

は何か」のように、外国人から度々日本文化のこと、日本の政治のことを聞かれることがあった。しかし乍ら、こちら

は何も答えられない。要は、日本人だとの自覚が無かったからか、日本のことを何も知らないことが、思い知らされ

た。 

 人間の組織とか社会は、上部構造としての政治・経済と下部構造としての世間・文化という二層から成り立って

いるのだとすると、どうも自分の経験とか知識は、効用や利益計算を中心とした、上部構造において重用されるよ

うな合理主義に貫かれた技術的知識ばかりで埋まっており、地域共同体の習俗や慣習をめぐる世間的情報、あ

るいは歴史的感覚に基づく価値・規範に係わる文化的情報などの下部構造における実践的知識、即ち合理的に

は割り切れない経験に満ちた、職人の技能のような身体性への修行を含む知識が欠落しているのではないか。

自分が確かと立っている足裏の大地を把めていない。自分はいったい何処に居るのだろうか、と考えるようになっ

た。 

 そこでビジネスから離れるのを機に、日本の文化とか、歴史とか伝統のことをもっと勉強したいと思っていた所に、

家内が「鎌倉の学習センターで、『古事記』を読む会、というのがあるわよ」と見つけてきてくれたのである。国学院

大学で神道学博士をとった都立高校の教師について、2010～2012 年に亘り 2 年がかりで倉野憲司校注の古事

記（岩波文庫）を読み通した。 

 この頃、前立腺癌を発症し腹腔鏡下全的手術を受けた。幸い、何処にも転移していない初期のうちに対応でき

た。生命に係わる病気は初めてであったが、この経験から「余命何年」という覚悟が明確となり、残り時間の有効

活用に一層の目を開かれてことは、病気は満更でもない、と知った。「いかに死ぬかを考えつつ、いかに生きるの

か」が老年の学生生活の課題となったわけである。 

（２）「古事記」を旅する 

 古事記は、712 年（和銅５年）に成立したので、2012 年は 1300 年紀に当たる記念の年であった。橿原考古学研

究の記念講演会（「古事記の新たな世界」）を聞き、附属博物館の特別展示（「日本国」の誕生～古事記ができた
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ころ）を見るために奈良に出掛けた。多（おほ）神社で太安萬侶坐像を拝観し、1979 年に安萬侶の墓誌が発見さ

れた茶畑の中の墓に参った。神武天皇陵、橿原神宮から始まり、天武・持統天皇陵、高松塚古墳、石舞台古墳な

ど飛鳥コースを散策して、甘樫丘から大和国を展望するとともに、正倉院展も覗いた。 

 更に、朝日旅行ツアー「出雲神話と古代史の舞台」（講師付き）に参加して、「出雲国風土記」や門脇禎二「古代

出雲」を片手に、古事記の旅を実施した。 

 2013 年は、伊勢神宮の式年遷宮の年。そこで翌年の正月に内宮の新殿のお垣内参拝と外宮の古殿拝観の手

続きをして、125 社から成る伊勢神宮を、内宮／外宮のみならず 14 の別宮を全て参拝した。帰りには、斎官歴史

博物館に寄り、松坂の本居宣長記念館を訪れた。松坂では宣長さんの墓を、菩提寺の樹敬寺だけではなく、山

室山の奥墓まで登ってきた。 

 2013 年は、34 歳の宣長と 67 歳の賀茂真淵がただ一度対面した「松坂の一夜」から 250 年、更には、長男の本

居春庭生誕 250 年の年でもあった。 

（３）江戸板本で「古事記傳」を読む 

 本居宣長記念館を訪れたとき、吉田悦之館長と親しく色々なことを話すことができた。この方は、1980 年に国学

院大学文学部を出るとすぐに郷里へ戻って記念館の研究員となり、2009 年に館長に就任した。学生時代から 40

年に及び宣長研究一筋で来られた方である。帰りしなに、宣長の「古事記傳」板本の一丁をお土産に戴いてしま

った。その折に、「筑摩版の全集では、字も小さいし正字体や通用の仮名に改められていて、とても宣長さんの息

遣いとか声は聞こえません。宣長や春庭さんが浄書した肉筆を刻した江戸の板本で是非読んで下さい。10 万円

ぐらいで手に入るのだから」と勧められた。そこで、2013 年も暮れになって、神田神保町にある老舗の誠心堂書店

で、春庭の目録３巻を含む「古事記傳」48 巻セットを手に入れた。宣長の生前には上巻の 17 巻までしか刊行され

なかった。全巻が刊行されたのは、宣長の養子で跡継となった本居大平らの努力によって、1822 年（文政５年）に

なってからのことであった。 

 入手した板本の奥付は、「文政五年壬午春刻全備 版元片野東四郎（永楽堂印）」となっている。初刷りではな

いと思われるが鮮明であり、虫喰いも軽度の良本である。 

 叙上の、古事記の手解きをして頂いた高校教師のところに押しかけて、一昨年から２～３人が集まり「板本古事

記傳音読会」をやって貰っている。宣長の一字一句を疎かにしない、ねちっこく長たらしい説明に疲れを覚え乍ら

も、一行一行を大きな声を出して読んでいると、宣長さんの語り口やリズムが感じられて来るから不思議なもので

ある。 

（４）北鎌倉輪読会 

 鎌倉五山のひとつで円覚寺という禅寺がある。ここの前管長老師の肝煎りで始まったという北鎌倉輪読会という

のがあり、小林秀雄の 後の著作「本居宣長」を読んでいると聞き及んだ。そこで、二年位前から途中参加するこ

とにして、月一回円覚寺の如意庵に通っている。出席者が順番に段落毎に音読後、駒場東邦高校の教頭だった

国学院大学神道科の博士課程を出た方がチューターとして解説を行い、出席者が意見交換をしながら、毎回３

時間半位掛けてじっくりと読み込むので、小林秀雄の文章が難しいこともあって、１章を読むのに中々一回では

終わらない。第 28 章から参加して漸く第 45 章まで来た。 

 古の古事記写本である国宝眞福寺本（影印本）と宣長さんの古事記傳江戸板本との私のお付き合いは、もう

8 年にもなってしまった。 

 次の古事記の旅は、天孫降臨神話の舞台、ニニギからあとの三代の神々が暮したという「竺紫の日向」 

を訪ねようと思っているのだが、家には 91 歳になる家内の母が居り、なかなか家を空ける訳にもいかず延びのび
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となっている。 

  

Ⅱ 日本語における文字表現の歴史 

（１） 漢字のふるさと 

太安萬侶の古事記序文に、「上古の時、言意並びに朴として、文を敷き句を構ふること字におきてすなわち難

し。已に訓によりて述べたるは、詞心に逮ばず、全く音をもちて連ねたるは、事の趣更に長し。ここをもちて今、或

は一句の中に、音訓を交へ用ゐ、或は一事の内に、全く訓をもちて録しぬ」とあった。 

中国から伝来した漢字を用いて、日本の言葉をどのように書記して古事記を表したらよいかという悩みと方針を

述べたこの部分に引っ掛かってしまい、漢字や仮名の文字学や日本語自体の歴史に関心が向いた。 

丁度その頃、家内が属している鎌倉の日本綜合書芸院という書の団体が中国の書のふるさとを尋ねる旅行を

行うというので申し込んだ。その団体の会長の卒寿パーティを西安の書道協会が開いてくれるのに伴うものであっ

た。2012 年３月のことだから、鎌倉学習センターで古事記を読み終える頃であった。甲骨文字の見つかった安陽

の殷墟遺跡、春秋末期から戦国初期に作られたとされる石鼓文を見に故宮博物院の石鼓館に行き、洛陽では龍

門石窟で北魏芸術の代表とされる造像記の龍門二十品を、古都西安では北宋に建設された碑林博物館で曹全

碑、顔真卿の碑誌、懐素や智永の千字文、あるいは経典定本を定めた開成石経などを目の当たりに見ることがで

きた。中国文明が発祥した地域を巡る中国文字文化の旅となった。 

（２） 国学院大学オープン・カレッジ講座 

この旅を終えると、国学院大学オープン・カレッジにおける書道科佐野光一教授の講義に 2013 年から通うこと

となった。 

佐野先生は惜しくも昨年の暮に 66 歳で急逝されてしまったので、春と秋のコースを通算５年ほど連続して受講

したことになる。講義は、書道科のものというよりは中国古代文字学ともいうべき内容であった。甲骨文字の拓本

や商代／周代の青銅器銘文（金文）の拓本の読解と書法研究、始皇帝刻石の拓本や郭店楚墓竹簡「語叢」、漢

代竹書「老子経」あるいは里耶秦簡などの簡牘文の写真、さらに秦漢から唐宋に至る鏡鑑銘文の拓本を読解しそ

の書法の研究を行うものであった。 

この分野は、字統／字通／字訓の辞書三部作をまとめて文化勲章を受章した白川静博士が日本の第一人者

であったから、彼の著作就中、「金文通釈」とか「説文新義」など大部なものは図書館から借りて来て、よく参照し

たものである。 

また、放送大学に大西克也他の「アジアと漢字文化」という講座があることを知り、2014 年に家で受講し、佐野

講義の理解に大変に役立った。しかし、こんな特殊な分野の講座を放送大学がよくも取り上げるものかと全く驚い

たものである。 

この秋から、同じオープン・カレッジの「関戸本古今和歌集」と同筆同系統古筆の研究という講座を取った。いよ

いよ仮名の文字学、仮名の歴史についても勉強を始めることとした。 

（３）中国語の学習 

中国旅行の折に北京の琉璃廠で仕入れて来た謝啓昆撰「小學考」、唐蘭「古文字学導論」、陳夢家「中国文

字学」、裘錫圭「文字学概要」、干省吾「甲骨文字釈林」あるいは段玉栽「説文解字注」などの書籍を読みたいと

思い、無謀にも中国語の学習をはじめてしまった。漢文訓読は古典中国語が対象であったので、やはり現代中

国文を辞書を引きながらでも読んでみたいとの目的からであった。 

鎌倉の日中友好協会が主催する学習センターのクラスに入ったが、先述の日本綜合書芸院が事務局をやって
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いるので知らない仲ではなかった。大連生まれの中国人女性の先生に就いて４年目となるが、このクラスは中級コ

ースであったので、初級については放送大学の中国語ⅠとⅡを 2015 年春に受講して自習した。 

中国語の発音は難しく、拼音（ピンイン）による発音や拼音の読み方、書き方を練習する内に、服部四郎「音声

学」とカセットテープにより国際音声学会（IPA）が定めた国際音声字母の存在を知ることになった。また、放送大

学の講座の中に「発音をめぐる冒険」という英語音声学を扱うものがあり、英語の発音を勉強し直し乍ら、拼音の

練習に明け暮れる羽目となった。 

中国語の音声を構成する 21 の声母と 36 の韻母の組み合わせは、計算上は 756 個の音節ができるが、音節

表には 400 余の音節しか示されていない。実際に使われているのはこれだけということである。漢字音は一字一

音一音節に原則として限られており、同音節の漢字は沢山あるが、四声と呼ばれる高低アクセントで更に区別さ

れている。漢字は一字毎に形音義を持つ表意文字であるが、現代中国語において漢字一字分の意味単位でも

って単独で自立的に単語として働く場合は、全体からみれば相当限られている。即ち、単語としては二字二音節

のものが多い。 

また中国語文は格変化もないし時制（テンス）もない。語順が文理解の鍵をにぎる。中国語は初心者に優しい

外国語である、といわれるそうだが、いまだに発音だけでも四苦八苦である。外国語学習者にとっては、母語の発

音体系や、文法体系あるいは言語習慣などからくる母語干渉が起きて、母語の音韻体系や語彙、語順等が似て

いない言語の学習は難しく感じられる、ということなのであろう。他方、言語学上孤立語に属する中国語や、屈折

語に属する英語の勉学から、日本語の膠着語としての構造上の違いが目に止まって来るのが大変に面白い。 

偶偶、４歳になる孫娘がスイス人とのハーフでベルンに住んでおり、ママとは日本語、パパとは英語（たまにはド

イツ語）、幼稚園の先生やお友達とはドイツ語で喋っている。ヒトの子供は、文化や言語の違いに関係なく、誰で

も２歳から６～７歳ごろまでに母語の基本的な文法を習得し話すことができるようになるというが、彼女が三つの言

葉をどのようにして話せるようになるか観察出来るというのも妙な縁である。 

音声学により調音器官の働きや発音の仕組みを知り、母音や子音の発音練習をしていると、昔苦労したフルー

ト演奏での唇や舌や横隔膜の使い方、あるいは息の吸い方や出し方を思い出す。J・P・ランパルの公開レッスン

で、どうやって音の色を変えるのかを解説して実演してくれたのが目に浮かんでくる。 

（４）古事記はよめるか 

 古事記は、日本人が文字とどのように出会ったのかということを考える上で、極めて大きな意味をもつ文献であ

るといわれる。 

 前に引用した古事記序文の中の「已に訓に因りて述べたるは、詞心に逮ばず」とは、どういう意味なのだろうか。

ある漢字から、間違いなく一定の訓が取り出せるほど、当時はまだ訓の固定化が進んでいなかったか、進んでい

たとしても、日本語全体から見れば、漢字との結合を果たした日本語は一部に過ぎず、全てを訓によって表記し

ようとすると、使用できない日本語が出てきて自由に表現できなかったということか。 

 亀井孝は、1957 年の論文「古事記はよめるか―散文における字訓およびいわゆる訓読の問題―」で、古事記

は、理解すること（「よむ」）は出来るが、一定の日本語の表現に還元すること（「ヨム」）は完全には出来ない形で書

かれたものである、とした。「訓ヲ以テ禄」した散文の部分を、韻文のように表現の細部にいたるまで、一定の、この

ヨミかた以外ではいけないというかたちでヨムことを安萬侶は要求していない。だから、後世の学者が、すべてに

わたってかなづけをほどこすことは安萬侶の思いも及ばないことだった、とする。 

 他方、宣長の古事記傳では、古事記は、「もはら古語を伝ふるを旨とせられたる書」であるから、「中昔の物語文

などの如く、皇国の語のままに、一もじもたがへず、仮名書こそせらるべき」であるのに、その頃は、「いまだ仮名
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文という書法は無かりしかば、なべての世間のならひのままに」漢文にした。「ひたぶるに古語を伝ふることを旨と

せる故」に歌謡のような特殊なものは、字音による表記を採り、また古くから試みられた変則の漢文を、一層国語

的表現に適するように安萬侶は苦心し、漢文の語序を破ったり、助詞や助動詞や敬譲語を表わす文字を補った

りして、新しい変則の漢文を作り出したのである。 

 だから、古事記を訓む時には、「漢のふりの厠（まじ）らぬ、清らかなる古語を求めて訓べし」と言い、「全く一句な

ど、ひたぶるの漢文にして、古語にはいと遠き書ざまなる処も、往々あるなど、殊に字には拘はるまじく、ただ其意

を得て、其事のさまに随いて、かなふべき古語を思い求めて訓むべし」と宣長は主張した。しかし乍ら、宣長の「其

文字は、後に当たる仮の物にしあれば、深くさだして何にかはせむ」という宣長の態度を批判して、古事記は、そ

の文字の使い方に相当のきまりや使い分けがあり、もっと文字に即して訓むべきである、とするものが現れた。宣

長の訓み方は、一般に文字から離れ過ぎているというのである。 

 古事記を初めて通読した時に手許に置いていた、広島大学の小林芳規が訓読文の作成、訓読補注（類義字一

覧・同訓異字一覧を含む）を担当した日本思想体系「古事記」（1982 年刊行）の訓読は、そうしたものの代表であ

った。 

 このような日本語書記史の分野に入り込んでしまい、近くの市立図書館に並んでいた、大野晋／丸谷才一編著

になる「日本語の世界」（中央公論社）という全集に目を通したり、平凡社ライブラリーとして復刊された、亀井孝他

の編集になる「日本語の歴史」全八巻を座右に置くこととなった。 

 亀井孝は、我われの入試のときに、文部省からの通達文を出題して、その文法的誤りを正せ、というような問題

を出した一橋の言語学担当の社会学部教授であった。筑摩版本居宣長全集のでもあった大野晋も亀井孝も共

に東大で橋本進吉の助手を務めた国語学者であるが、仲は大変に悪い。小島幸枝著の「圏外の精神」という亀

井の評伝は大層面白いが、先生は変わり者であったらしく、「日本語の歴史」の原稿で、橋本進吉博士の悪口で

も書こうものなら全部消されてしまったという。大学時代に亀井先生の授業を履修することは無かったが、今頃お

目に掛ったという次第である。亀井孝論文集全六巻も、神保町の古本屋で長らく探していたが、 近やっとのこと

で１～４巻を手に入れることができた。 

 

Ⅲ 日本人のための世界史 

（１）鎌倉学習センター連続講座 

 2015 年４月から、「日本人のための世界史」という講座に出席している。「鎌倉の教育を考える会」が主催する月

１回の連続講義であるが、既に４年目に入った。酒井信彦という先生は、東京大学史料編纂所の元教授で、「大

日本史料」の第 10／11 編の編纂に従事した方で、小生と同年配である。 

 吉川弘文館の亀井高孝・三上次男・林健太郎・堀米庸三編となる「世界史年表・地図」を教科書にして、毎回作

成されるレジメと共に、こんなに世界地図をよく見たことはないと思うほど、地図と首っ引きの講義は面白い。尚、こ

の地図の編者のひとりである亀井高孝は、上に出て来た亀井孝の父上である。親子二代に世話になっていること

になる。 

 ところで、日本史の先生が何で世界史なのか。日本の歴史を真に理解するためには、日本のことを考えている

だけでは不十分であり、世界の歴史の中で考える必要がある。戦国時代までの日本の前近代史は基本的に東ア

ジアの中で展開したが、それ以後は全世界の中で日本人の視点に立ちながら歴史を見る必要があると先生は訴

える。 

 先生は曾てチベットの独立運動に積極的に係わっていたらしい。また、安倍首相の 70 年談話や日韓慰安婦合
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意でも終わらない「歴史問題」が日本人を苦しめていることに重大な関心を持って雑誌やコラムで、評論活動を続

けている人である。歴史問題の淵源は、敗戦、占領、東京裁判まで遡り、日本を精神的に立ち直らせないとの力

が未だに働いている。中共・韓国の目的は、日本に対する精神侵略にあり、朝日新聞に代表されるジャーナリズ

ムや学者の中に、自らを貶めて知的進歩人気取りをするドメスティック・バイオレンスが横行しているのだと強く糾

弾して止まない。 

 日本が不当に差別されて貶められているのに、日本人の側は歴史を客観的に振り返らないから駄目だ。だから、

正しい歴史の見方を習得し、現在流布する歴史観のどこがおかしいのか、世界史という広い視野の中で日本を

考え直してみたい、というのである。 

 こう言うと、この講義は、政治色の強い、党派的なものかと思いきや、日本の中・近世における朝廷儀礼を専門と

し、年中行事に係わる文献学、文書学をこなして来た学者らしい、誠に落ち着いた冷静にして客観的な講義であ

る。年表や歴史地図を駆使し、歴史の発展段階、四大文明圏、人種、民族、国民の概念、植民地・独立の類型、

あるいは近代帝国主義の二段階などの基礎概念を使って歴史を区分しながらも、年表や歴史地図を細かく見て

いくので、もう４年目になってしまった。 

（２）「GHQ に没収された本」 

 酒井講義に参加している人の中に、昔テレビの茶の間を笑いで繋いだ「てんぷくトリオ」の芸能プロダクション社

長をやっていた澤龍という御仁がいる。GHQ が没収・廃棄した既刊図書 7119 種について、プロダクションのビジ

ネスで日本各地に出向く際に、自ら古書店巡りを繰り返して、6000 冊以上を蒐集し由比が浜の自宅に整理蔵書

しているというのだ。お宅に伺ってそれを見せて貰った。蒐集した図書の目録は、「占領史研究会」主宰澤龍編著

の「総目録・GHQ に没収された本」（サワズ＆出版、2005 年発行）として刊行されている。 

 GHQ の言論統制は、この「焚書」事件に止まらずに、プレスコード、ラジオコードから戦争罪責周知計画（War 

Guilt Information Program）や「東京裁判史観」の公布・宣伝も行われたことを知った。それで、東条英機の主任弁

護士であった、戦後衆議院議長となった清瀬一郎の「秘録東京裁判」を読んでみた。自分の属する戦後という時

代が、どのようにして始まったのか、初めて直に触れることとなった。 

 我家では、母方は横浜空襲で全滅し、父方も八人兄弟の末子で商家の分家でもあり、戦地に出ることもなかっ

た為、戦前のことを知る機会は皆無であった。我々の年代は、戦前の日本からは分断されて、戦後の自由・平等・

民主主義の合唱ばかりが鳴り響く、アメリカ色の強い戦後空間の檻の中で育ったことを遅蒔ながら知ることとなっ

た。GHQの洗脳に従い、あの戦争を侵略戦争と断じて、その「反省」の上に戦後の価値を組みたてることで、戦前

の日本的なもの（価値体系、文化、社会構造など）を否定したのだ、ということを。 

（３）「アメリカの鏡・日本」 

 酒井講義で知り合った元小学校の先生から、この夏にヘレン・ミアーズ著「アメリカの鏡・日本」という本を教えて

貰い読んだ。著者は、GHQ の労働諮問委員会のメンバーとして三度目の来日を果たして、日本の労働法の策定

に参加した。GHQ 内部の情報を直接知ることになった著者が、アメリカに帰国後、東京裁判の判決が下された

1948 年にこの本を出版した。 

ミアーズは、1900 年（明治 33 年）の生まれだが、25 歳の時に北京に一年間滞在し、その間日本を訪れている。

また 35 歳のときには二・二六事件がおきる前年の約１年間、日本における庶民の生活習慣や神道に至るまでフィ

ールドワークし、戦前の危機的事態が迫る騒然とした日本を体験した。彼女が三度目の来日を果す迄に、既にミ

シガン大学やノースウエスタン大学で講義を行なう日本及びアジア研究の専門家であった。 

 しかし乍ら、三度目の来日は、それまでの単なる旅行者、あるいは一介の外国人研究者として日本の社会につ
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いてどう思おうが、日本人に限らず誰にも迷惑をかけない立場とは異なり、自分の属する委員会の意見は法律と

なって、何千万の日本人の生活を左右する改革者の立場となった。戦後の日本の発展を左右するような決定を

日々下して、日本人の生殺与奪の権を握る改革者となってしまったという。彼女にとって、アメリカ人がよその国の

社会・経済基盤の変革を本気で計画し、しかもそれを「民主主義の実践」と呼ぶなどということは、1946 年のいま

でも思いもよらないことであったという。 

 第一次大戦で同盟国であった「友人」がどうして「敵」となってしまったのか。日本が、日清・日露戦で勝利をして

一人前の近代国家として西欧列強の仲間入りを認められ、西欧を教科書にして優等生として歩み過ぎたからこそ

あんなことになってしまった。近代に入ってわずかな間に、平和な鎖国主義から軍事大国主義へ急転換した日本

の歴史は、四世紀にわたる西洋世界の歴史の縮図であるとした。アメリカの外交政策を批判的に再検討するため

の鏡として、1853 年にペリーが四隻の軍艦を率いて日本の門戸をこじ開け、1945 年マッカーサーが未曾有の軍

艦を率いて日本の門戸を閉じた 92 年間の詳細な歴史的分析を行うのである。 

 1500年のポルトガル・スペインの世界侵略から始まり、世界の陸地の四分の一を支配したパクス・ブリタニカの時

代から、大戦を経てパクス・アメリカーナに移り、アメリカニズムが世界を支配して、日本はこれにどっぷりと漬かっ

てしまった。西側陣営が東西冷戦に勝利するとフランシス・フクヤマは「歴史の終わり」を宣言したにも不拘、冷戦

が終わって 30 年たった現在、中華人民共和国の習近平は建国 100 年の 2049 年までに、中国共産党が指導す

る世界人類運命共同体を完成させるとの新たなプロパガンダを豪語するに至り、一帯一路の国家戦略を強引に

押し進めて物議を醸している。 

「白人のアジア支配」に対する挑戦と受け止められた戦前の日本という存在に代り、中国の新たな動向に、白

人社会はどう反応するのだろうか。米中間の貿易戦争は既に始まった。Ｇゼロと謂われる国際政治の舞台で、第

三次世界大戦を防ぐ手立てがあるとも思われない。ミアーズは、70 年も前に、その為には第二次大戦の事実を整

理する必要があると言ってこの本を書いた。 

 「日本人のための世界史」ではないが、いわば「アメリカ人のための日本史」であるミアーズの本との出会いは、

私にとっての大きな事件であった。実は、8 月にもうひとつの事件が起きたので、 後にそのことに触れて終わるこ

とに致したい。 

（４）「世界史の誕生」 

 藤沢にあるジュンク堂書店をぶらぶらしていた所、ちくま文庫の棚の中に、岡田英弘という人が書いた「世界史

の誕生」と「日本史の誕生」という本が並んでいた。立ち読みをしていたら面白いので買って帰った。つい１ヶ月ほ

ど前の 8 月 29 日のことであった。 

著者のことは何も知らなかったが、こんなに大きな視野をもった歴史家が日本にも居たことにひどく驚かされて

しまった。 

 中央ユーラシアの草原から東と西へ押し出して来る力が、中国世界と地中海世界を共に創り出し、変形して現

在の世界ができて来た。そして、1206 年春のモンゴル帝国の建国から、本当の世界史が始まったのだと言う。 

 しかし乍ら、モンゴル帝国の弱点は大陸帝国であったことから、陸路より海路の方が輸入コストが小さく、貿易を

行なって大きな利益を上げるようなことが不可能であったことに求められる。こうしてモンゴル帝国の外側に残った

海洋国家の国々によって大航海時代が開かれた、と言うのである。即ち、16 世紀から始まるヨーロッパの大航海

時代は、モンゴル帝国時代の大々的な人と物の交流に刺激されて始まったものだと聞いて礑と繋がったのである。 

 何がかというと、何年か前にイギリスの地理学者で下院に議席も有していた H・J・マッキンダーが第一次大戦後

に刊行した「デモクラシーの理想と現実」（1919 年）という本を読んでよくわからないことがあった。 
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 彼は第一次世界大戦を、ユーラシア大陸を制覇しようとするランドパワーとこれを制止しようとするインシュラー・

パワーズ（英国、カナダ、アメリカ、ブラジル、豪州、ニュージーランド、日本）の連合及びフランスやイタリアなどの

半島国家、言い換えるとシーパワーとの間の死活を賭けた闘争であるとみた。 

 だから、アメリカが 1917 年に対独宣戦を布告して参戦した際に掲げたスローガン：「デモクラシーにとって安泰な

世界を築く」自体は結構だが、これを実現するためには、原料や貿易、あるいは重要な産業等の独占を謀ろうと

する大陸国家の出現を将来絶対に許してはならぬとする外交方針を力説したのである。この考えは、アメリカの

N・J・スパイクマンのリムランド理論に発展して、東西冷戦時のアメリカの封じ込め戦略として実行された。 

 第二次大戦後の日本の経済的成功は、資源の輸入と輸出に海運を有効に利用したこと、即ちシーレーンの確

保・維持が可能な国際環境が与えられていたからであった。小生はこの海運業の中で仕事をして来た。西ヨーロ

ッパでも、大西洋への出口が広い順に、英国、次にフランス、次にドイツという順番で工業化に成功し、小生の仕

事は、これらの国の海運業との競争に勝つことであった。 

 マッキンダーを読んで分からなかったのは、彼が何故そんなにユーラシアを危険視し、ハートランドを恐れたかと

いうことであった。彼の詳細な地理的、歴史的な解説にも不拘、ユーラシア大陸の中心地帯は不毛の砂漠地帯と

険しい山岳地帯に覆われており人もあまり住んでいないし文明も栄えていない地域のイメージが強過ぎたからな

のか。東西交流の絹の道が古くからあったと聞いても、王翰の詩「涼州詞」にあるように、一度出征した兵士は決し

てかえってこられない荒涼とした辺境の地ぐらいにしか考えていなかった。 

 現在の文明圏の単一化、即ちヨーロッパ文明圏の世界支配は、500 年前の大航海時代をもって始まったという

解説は耳慣れているが、岡田英弘の「世界史の誕生」では、13 世紀のユーラシア大陸の陸路において既に世界

史は始まっていたという。そして、ユーラシア大陸のハートランド、即ち中央ユーラシア世界で起きた草原の民の

活動を詳しく説く。海洋国家の世界史が始まる前に、その契機として大陸国家の世界史が存在したのだと、「モン

ゴル史から世界史を問い直す」のである。 

 「日本史の誕生」でも、付き合いの長くなった「古事記」について、日本書紀よりずっと後にこれを利用してできた

本であって、712 年に撰録されたものではない。太安萬侶の後裔の多人長という子孫が、一族の血統を正当化す

るために 100 年後の平安朝初期に作った偽書である。807 年の斎部広成が、自分の氏族の伝承を記して古来の

権利を平城天皇に陳情するために作った「古語拾遺」と同じようなものであるというのである。仮に、古事記がそう

いうものであるとしても、「古語拾遺」や、あるいは 789 年に朝廷に奉った氏族の家伝である「高橋氏文」などと並

んで、貴重にして価値のある国語文献資料であることに変わりがないのだと自分を慰めてみるのだが、こうズバリと

言われてしまうと何となく落ち着かない。古事記序文、あるいは本文も含めて和銅成立に疑いを抱き、これを後の

偽作とする説は、宣長宛の書翰にこのことを記した賀茂真淵をはじめとして、沼田順義や中沢見明、筏勲などの

論があったが、今日これらの偽書説を是認する人は殆どない、と聞いていたからである。 

 殊に上代特殊仮名遣いからすれば、古事記が奈良時代の初期に成立したことは疑いないところとされて来たの

である。宣長は国語研究史の上でも係結の研究など数々の研究を残したが、宣長の弟子である石塚龍麿の「假

名遣奥山路」を見出した橋本進吉博士が、語によって用いる仮名を異にするという現象、例えば「子」の意味のコ

には古の字のみを用いて許の字を用いないというような上代における特殊仮名遣いの法則の定立にいたったも

のである。 

 他方、日本の 古の歴史書が、古事記（712 年成立）と日本書紀（720 年成立）と二つもあり、共に天武天皇が

着手したという。どうして二つもなのだろうかということが、古事記とのお付き合いの初めから常に疑問として引っ掛

かって来たが、岡田説に従えば、すっきりと片付いてしまう。 
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 ともかくも、藤原書店の社長がこの孤高の老大家を発掘して来て、著作集（全８巻）を 2013 年から刊行を始めた

ことを知ったので、図書館からごっそり借りてきて、ワクワクと読み始めたところである。 

 

おわりに 

 小生の隠居生活は、本を読んでいるとき、鎌倉の集会へ出掛けるときに七里ヶ浜から鎌倉までできるだけ歩くこ

とにする他は、E メールに追いかけられることを嫌ってパソコンやスマホはやらず、日経新聞しか目を通さずに、テ

レビの討論番組プライム・ニュースをテーマ／出席者を選んで見る位の日課の中で、鎌倉市内の図書館あるいは

精々横浜の桜木町にある県立や私立中央図書館まで足を運んで読みたい本を借り、まるで図書館の書架が本

屋になったようなジュンク堂書店（藤沢）や、たまの序に神保町の古書店街をうろつく位が終日の過ごし方である。 

 集会の後の直会には、必らず参加してビールを飲み、おしゃべりを楽しむことを怠ることは無いが、兼好法師が

徒然草第 13 段で述べた、「ひとり灯のもとに文をひろげて見ぬ世の人を友とするぞ、こよなうなぐさむわざなる」と

思う者である。生きることに濃密に取り組んだ名人たちに会い、その声を聞くことは、この上もない悦びであり、リヒ

ターが指揮するバッハのマタイ受難曲やヴァルヒヤのフーガの技法を聞いていると湧き上がって来る生きる力や

安らぎと同じものを感じるのだ。 

 社会哲学の太田可夫教授（“べくさん”）は、大学では本を読むことを覚えて、よき友を見つければ、それで十分

である、とよく仰っていた。寮でお世話になった先輩、後輩の方々の中にも、もう一度お目に掛って夫々の人生の

総決算に就いて伺ってみたいものである。習ったことをしょっちゅうおさらいするのは身に浸みてなかなか嬉しいし、

誰か同じ志をもった友だちが遠いところから来てくれるのはなかなか楽しいことではないか、と沁沁と思うこの頃で

ある。 

以上 

 

 

 

チョコレート産業史研究の魅力 

 

山本 通（昭 45 経卒） 

はじめに 

 チョコレート産業史は幾つかの点で大変興味深い。本号では、皆さんにその魅力の一端を紹介したい。まず、

チョコレートの主原料であるカカオ豆について説明しよう。カカオの木は熱帯雨林の中で育つ低木である。高さは

せいぜい２メートルぐらいにしか成長しない。カカオの木は基本的に２種類である。中米原産のクリオロ種には優

れた味と香りがあるが、生産性が低くて病気にかかりやすい。他方、中米原産でアマゾン河流域にまで広がった

ファラオロ種は実りが多く、現代世界のカカオ生産量の８割を占める。これら２つは交配が可能で、交配によってト

リニタリオ種などの雑種が生まれている。カカオの花は枝と幹に咲く。これが受粉してラグビー・ボールを少し小さ

くしたような実ないし莢ができる。実ないし莢が完熟して紫色になるためには５，６カ月かかるが、１年中収穫可能

である。 

 実ないし莢の中には甘くてジューシーな果肉があり、サルなどの動物はこれを好んで食べる。果肉の中には 30

から40個のアーモンドの形の種、つまりカカオ豆がある。人はこの豆を発酵させ、次に乾燥させ、さらに火で焙り、

篩い分けしてカカオ・ニブを作る。ここまではすべて、原産地の住民の手作業で行われる。このカカオ・ニブをすり
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潰したものがカカオ原液である。カカオ・ニブの重量の半分以上が脂肪であり、これはカカオ・バターと呼ばれる。

カカオ・バターは高級チョコレートの製造に使われ、ホワイト・チョコレートはカカオ・バターだけを使ったものである。

しかし、カカオ・バターは化粧品や医薬品にも使われて用途が広く、高価である。カカオ・ニブからカカオ・バター

を搾り取った後に残る固形部分がココアだ。現代人になじみ深い固形チョコレートは 19 世紀後半にヨーロッパで

生まれたのであり、それまではチョコレートは専ら飲料として摂取されてきた。 

 

近代以前のココアとチョコレート 

 チョコレートは紀元前１千年頃から飲まれていたようだ。メソアメリカについての考古学者であるソフィー・コウとマ

イケル・コウ夫妻の『チョコレートの歴史』（樋口幸子訳、河出文庫、2017 年）は古代中央アメリカの文明から現代

に至るチョコレート文化を丁寧に描き出した好著である。コウ夫妻によれば、カカオの木を 初に栽培したのは、

紀元前 1,500 年ごろから紀元前 400 年ごろまでメキシコ湾の高温多湿の低地（現在のメキシコのベラクルス州とタ

バスコ州）でオルメカ文明を花開かせたオルメカ人である。その後カカオを飲む習慣は、イサバ文化を花開かせ

たミヘ＝ソケ人によって、古典期マヤ族に伝えられた。コウ夫妻によれば、スペイン人による新大陸征服以前に新

大陸で文字を持っていたのはメソアメリカだけであり、その文字を も手の込んだものに発展させたのは、西暦

250 年頃から 900 年頃まで古典期マヤ文明を花開かせたマヤ族であった。マヤ族の貴人の墓所の副葬品である

容器は、宮廷でチョコレートを作ったり飲んだりするためのものあった。10 世紀にはユカタン半島に侵入したトルテ

カ族がマヤ族を支配したが、12 世紀中葉にはその勢力は衰え、ユカタン半島はマヤ族の小王国が割拠する状態

になった。 

 チョコレート飲料はマヤ族の王侯貴族の飲み物であり、マヤの儀式や宴会で必須の役割を果たしていた。しか

し、それだけではなく、カカオ豆は征服以前のメソアメリカ全体で通貨として使われていた。カカオとチョコレートの

このような使われ方は、14 世紀初めにメキシコ盆地に来て、そこに存在していた全ての都市国家を征服して帝国

を築いたアステカ族の場合にも、同様であった。アステカ帝国においてもカカオの豆は通貨として流通し、チョコ

レートは王族、貴族、遠隔地交易商人、戦士といった特権階級のみによって飲まれた。チョコレート飲料には、チ

リ、各種の花びら、ヴァニラそしてトウモロコシなどが加えられた。チョコレート飲料には、したがって、さまざまな種

類があったが、現代人にお馴染みの甘いココアとは全く違って、冷たくて、どろりとして、さっぱりした味のものだっ

た。サトウキビはインドネシア原産のものであり、中米のメソアメリカ文明には無縁だったのだ（なお、砂糖大根は

地中海原産の野菜であるが、長らく家畜の飼料用として栽培されていた。それから砂糖を絞り出す技術は、ようや

く 19 世紀初めに開発された）。 

 スペイン人によるユカタン半島の征服は 1517 年に、メキシコの征服は 1519 年に始まり、16 世紀半ばには「新ス

ペイン」の植民地化が始まった。征服者たちや移住者たちはチョコレートが健康に良い滋養に富んだ食品である

ことを理解したが、現地人の飲み方を嫌った。コウ夫妻によれば、彼らは、自分たちの好みに合う飲み方を考案し、

そのことによってチョコレート自体を変容させた。つまりスペイン人たちは、まずチョコレートを熱くすることにこだわ

った。第２に、チョコレートに蔗糖で甘みをつけて飲んだ。第３に、シナモンや黒胡椒などの旧世界の香辛料を用

いた。第４に、チョコレートを泡立てるためにはモリーニョと呼ばれる撹拌棒を用いるようになった。こうして植民地

のスペイン人たちは、熱くて、どろりとして、甘いチョコレートを飲んだのである。ベラクルスの港を出たカカオの豆

が公式に初めてスペインのセビーリア港に着いたのは 1585 年だと言われる。そして、メキシコに住むスペイン人

風の飲み方で飲まれるチョコレートは、17 世紀の間に西ヨーロッパ全体に広まった。 
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近現代におけるチョコレート産業 

 19 世紀中に、ココア・チョコレート産業は大革命を経験した。一言でいえば、この間にチョコレートは「高価な飲

み物」から「安価な食べ物」に変容した。それは、ヨーロッパで起こった幾つかの技術革新によるものである。まず

1828 年にオランダのファン・ハウテン（英語読みではヴァン・ホーテン）が粉末チョコレート製法の特許を取得した。

コウ夫妻の叙述によれば、こうである。彼は油圧を利用した非常に効率の良い圧搾機によって、チョコレート原液

の中のカカオ・バターを 27％程度に減らして、残った固形分を非常に細かい粉末にした。また、この粉末（つまり

ココア）を水と混ざりやすくするために、ファン・ハウテンはそれをアルカリ塩で処理した。この脱脂とアルカリ処理

の方法の発明は、大衆のための安価なチョコレートを、粉末状と固形の両方で大量生産することを可能にした。 

第２の重要な発明は、英国ブリストルのジョウゼフ・フライによって 1847 年になされた。彼は砂糖入りのココアの粉

末を、湯ではなく、溶かしたカカオ・バターと混ぜる方法を開発した。この方法によって、従来よりも薄くて粘り気の

ある、型に流し込んで成型するのにちょうどよいペーストを作ることが可能になった。彼は世界で 初の本格的な

「食べる」チョコレートを作ったのだ。 

第３の重要な発明はスイス人たちによるものだ。1867 年にアンリ・ネスレが蒸発脱水によって粉ミルクを作る方法を

発明したが、その後 1879 年にダニエル・ペーターは、ネスレの粉ミルクを使って 初のミルク入り板チョコを作っ

た。第 4 の重要な発明は、スイス人ルドルフ・リントによる 1879 年のコンキング法の発明である。これは御影石の

上のチョコレート原液を、御影石のローラーによって自動的に丁寧にすり潰す仕組である。この仕組みはチョコレ

ートに、とろけるような口当たりの良さを与えた。これをフォンダン・チョコレートと呼ぶ。これら一連の技術革新を経

て、19 世紀末のヨーロッパ各国では大衆のための「安価な食べもの」としてのチョコレートを大量生産する多くの

大企業が成長した。 

 アメリカ合衆国において 初にチョコレートの大量生産を始めたのはミルトン・ハーシー（1857～1945）である。

彼は、金持ちの乗り物である自動車をフォード式大量生産システムによって安価に大量生産することに成功した

ヘンリー・フォード（1863~1945）としばしば比較され、「チョコレート業界のヘンリー・フォード」と呼ばれる。両者は

同時代人なのだ。ハーシーはミルク・キャラメル製造で巨万の富を蓄えたが、1893 年のシカゴ万博でドイツのドレ

スデンのレーマン社が展示したチョコレート製造器一式を見てこれを買い取り、チョコレート製造に進出した。その

際ハーシーはキャラメル工場を売却して、ペンシルヴァニア州デリー郡の広大な農地を購入して、ここにチョコレ

ートを大量生産する巨大な工場とハーシーという名の工場町を建設した。従業員はこの町であらゆる社会的便宜

と企業福祉得を享受することになった。ミルク・チョコレートを製造するための牛乳は、工場周辺の広大な牧草地

の乳牛たちからとられた。工場は 1905 年に落成したが、ハーシーは 1909 年にはハーシー工業学校を創立した。

これは、工場近辺の孤児を無料で寄宿させて働き学ばせる中等学校であった。ハーシーのこのような福祉事業

への関心は、彼のメノナイトとしての信仰から出ているのであろう。彼はこの学校を運営するためにハーシー財団

を設立していたが、愛妻キティーが 1915 年に死去すると、その３年後に全財産を財団に寄付して、自らはキュー

バに移り住んだ。２人のあいだには子宝が恵まれなかったのだ。彼はここでも広大な農地を購入してサトウキビを

栽培してチョコレート用の砂糖を生産した。彼はここでも、福祉施設の充実した工場町ハーシー・セントラルを建

設した。 

 

現代におけるチョコレート戦争 

 菓子は甘いが、菓子産業は甘くない。現代の世界の製菓業界はすさまじい弱肉強食の世界である。業界紙

Candy Industry によると 2017 年度の世界一の菓子企業は、売上高 180 億ドルのアメリカのマーズ社である。２位
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が 130 億ドルのモンデリーズ・インターナショナル、３位が 106 億ドルのイタリアのフェレロ社、４位が 98 億５千万ド

ルの日本の明治グループ、５位が 91 億ドルのスイスのネスレ社、６位が 75 億ドルのアメリカのハーシー社、７位が

52 億ドルのトルコに本拠を置くプラディス・グループ、８位が 40 億ドルのスイスのリント社、９位が 34 億ドルの日本

の江崎グリコ、10位が 32 億ドルのドイツのハリボウ社である。日本のブルボンは年間売上高約10 億ドルで 20位、

森永は約９億ドルで 22 位につけている。製菓企業の売上高はそれほど大きいわけではない。例えば自動車業界

では 2015 年のナンバー・ワンのトヨタは 2370 億ドルを売り上げ、２位のフォルクス・ワーゲンもそれに迫っていた。

商品単体の価格が菓子は自動車の何十万分の一なのだから、これは当たり前である。しかし世界の自動車企業

の場合と同じように、菓子業界でも異なった国籍の大企業同士が合併し、あるいは分裂するというように、すさまじ

い変態を続けている。具体例を挙げよう。 

 今から７年前の 2011 年の売上高世界 大の菓子メーカーは、前年に英国キャドベリー社を吸収合併したクラフ

ト・フーズで、年間売上高は約 200 億ドルであった。ところが、クラフト・フーズは 2012 年に北米食品事業会社の

クラフト・ハインツ社と、グローバル・スナック事業のモンデリーズ・インターナショナル社に分社化したので、首位

の座をマーズ社に明け渡したのだ。モンデリーズの主力製品はクラッカーのリッツ、ナビスコ、ハッカ菓子メントス、

ホールズそしてデアリー・ミルクチョコレートなどである。 後のデアリ―・ミルクはかつて英国キャドベリー社の主

力製品であった。このキャドベリー社は長らく英国 大のココア・チョコレート製造企業であったが、ミネラル・ウォ

ーターやジンジャー・エールを製造していたシュウェップス社と 1969 年に合併していたのだ。 

 2017 年度売上高１位のマーズ社の主力製品は、スニッカーズ、ミルキー・ウェイ、M&M といったチョコレート菓子

であるが、同社も第二次大戦以前からすでに製品多角化して米 rice を主原料とするシリアルや、ペディグリーや

カルカンのブランド名のペットフードを製造していた。また、2008年には世界 大のチューインガム会社リグレイ社

を吸収合併していた。第 3 位のフェレロ社はゴルフ・ボールの形をしたフェレロ・ロッシェ、ファットスプレッドのステ

ッラ、ハッカ菓子のチックタックそして清涼飲料水などを製造するが、ルクセンブルグに本社を置くフェレロ・インタ

ーナショナルの子会社である。４位の明治グループは台湾が日本の植民地になった後に設立された明治製糖が、

砂糖需要を喚起するために作った菓子メーカーから発展した。明治製菓は 2011 年においては年間売上高 17 億

ドルで世界９位だった。９位から４位への躍進は会社組織変更によるものだ。つまり 2009 年に明治ホールディング

（株）が設立されて明治製菓と明治乳業が経営統合され、さらに 2011 年にはグループ内事業再編により食品事

業会社である株式会社明治と薬品事業会社である Meiji Seika ファルマ（株）が発足した。明治グループの上記の

売上高には菓子だけではなく、乳製品や薬も入っているのだ。 

 2017 年度売上高第５位はスイスのネスレである。ネスレはインスタント・コーヒーで有名だが、主力製品はむしろ

粉ミルクや練乳であった。また、19 世紀末からミルク・チョコレートを作り、それを欧米で販売していた。1988 年に

は当時英国第２の菓子企業であったラウントリー・マッキントシュ社を買収して、その主力製品であるキットカットや

アエロなどを入手している。第６位のハーシーは、ハーシー・ミルクチョコレートや小さい釣鐘状のキス・チョコや、

ピーナツバターをチョコでくるんだリーセス・ピーセスでお馴染みだが、アイスクリーム、シリアル、パスタなども生産

し、製品多角化を果たしている。第７位のプラディスは 2016 年に成立した。トルコ人実業家イルディスがユナイテ

ッド・ビスケッツ、ウルカー（ビスケット）、ゴディヴァ・チョコレート、デメッツ社などを経営統合した多国籍企業で、本

社はロンドンにある。以上のように、世界の巨大菓子企業はほとんどが、国内外の企業の M&A を推進して成長し

たのである。 

西洋菓子の中心にはココアとチョコレートがあるのだが、なぜココア・チョコレート企業や菓子企業は製品多角化し、

拡大戦略を採るのだろうか。その根本原因は製品そのものが持つ商品としての脆弱性にあると私は思う。チョコレ
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ートを含む菓子類は必需品ではない。したがって不況期には販売量が落ち込む。ただし戦争が始まるとチョコレ

ートやキャラメルの需要が増える。これらの菓子は栄養価が高いので、軍部が大量に購入して兵士に持たせるか

らだ。ココアとチョコレートは、原料自体にも脆弱性がある。砂糖やココアの価格は毎年大きく変動する。特にカカ

オの木は害虫や病気に対して非常に弱くて、あっという間に一国のカカオ農園が全滅するという事態がこれまで

に何度も起こっている。そうした事態は原料価格を暴騰させる。このリスクを軽減させるためには、菓子メーカーは

製品多角化を行ない、菓子以外の製品にも触手を伸ばさざるを得ないのだ。また、市場がいつも不安定なので

菓子メーカーは、一国内で、さらには国際市場で互いに熾烈な競争をしてきた。 

 

ハーシーとマーズ 

アメリカの菓子メーカー間の競争については、ジョエル・ブレナー著『チョコレートの帝国』（みすず書房）が大変面

白い。世界 大の売上高を誇るマーズ社は同族経営の非上場企業であり、企業情報を秘密にしている。それが

1991 年に若い女性ジャーナリストであったブレナーの取材を受け入れた。ブレナーは世界中に広がるマーズの

ネットワークの好きなところを訪問し、誰にでもインタビューすることを認められた。マーズ社に関するブレナーの

記事は『ワシントン・ポスト』誌に掲載されたが、当時のマーズ社社長のジョン・マーズと CEO のフォレスト・マーズ・

ジュニアはその内容について激怒し、それ以後２度とジャーナリストの取材を受け入れていないという。他方ブレ

ナーは、それ以後９年間に亘ってマーズ社とハーシー社の関係者数百人への取材を続けた。その結果が『チョコ

レート帝国』に纏められたのだ。この本に描かれたマーズ社の所有経営者たちとその経営理念は非常に興味深

いが、著者はそれをハーシー社の所有経営者たちとその経営理念と対比させることによって、本書を第１級の読

み物に作り上げた。 

ジョンとジュニアの祖父であるフランク・マーズは 1927 年にシカゴの郊外に瀟洒な外観の巨大なチョコレート製造

工場を建設し、ここでミルキー・ウェイ、スニッカーズなどの製造を始めた。原料のチョコレートはハーシー社から購

入し、企業は順調に発展した。しかし、息子のフォレスト・マーズ（1904～1999）はその成功に飽き足らず、世界一

のチョコレート企業の完成を目指して 33 歳でスイスに旅立った。ネスレ社などで研鑽を積んでフォレストは英国に

渡り、ロンドンの北方のスラウに工場を作り、キャドベリー社のチョコレートでコーティングした棒チョコを作った。ペ

ットフードの製造販売も成功して 1939 年には英国・マーズ社は英国で第３位の菓子メーカーになったが、この年

にフォレストはアメリカに戻った。1940 年の春にフォレストはニュージャージー州に M&M 社を創設した。上掛けの

チョコはハーシー社から調達した。M&M と米のシリアルは大変よく売れたが、フォレストはそれだけでは飽き足ら

ず、1964 年には父が創業して異母妹が所有していたシカゴのマーズ社を 1964 年までに買収して、その社長兼

CEO に就任した。 

フォレスト・マーズは大変な俊才であり、妥協を知らない努力家であった。日曜休日も返上して、毎日５時に出社し

て夜遅くまで働いた。フォレストは仕事以外に楽しみを見出さず、生活は極めて質素であった。彼は勤勉と質素の

生活を子供たちに叩き込んだ。自分に厳しいだけではなく、部下が仕事上で自分の要求を満たせないと、激昂し

て腕を振り回しながら、周囲の人が辟易するほど延々と怒鳴り続けるのだった。優秀な人材を得るために幹部に

は他社の３倍の給料で報いた。しかし、幹部にはそれ以外の特別待遇は無かった。社長室も役員室もなく、社員

たちは広いオフィスの中でマネジャのデスクを同サイズのデスクでぐるりと囲む形で、仕事を進めた。こうして社員

同士のコミュニケーションが図られ、社員は手を抜くことができなくなった。フォレストは、自分を含めて従業員の給

料を業績の変化に連動させた。非上場企業なので、株式配当はない。だから、利潤の多くが設備投資に回され、

工場施設は常に 新に保たれた。フォレストは大衆の需要を把握するために、詳細な市場調査を行ない、営業
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活動に力を入れた。こうしてマーズ社は成長を続けた。ブレナーはマーズ社の社風を「スパルタン」と表現するが、

これは日本でいう「体育会系」ということであろう。 

ジョエル・ブレナーの表現によれば「ミルトン・ハーシーは産業ユトウピアを夢見、フォレスト・マーズは産業帝国を

夢に見た」のである。この表現は気が利いているが、文字通り受け取らない方がよい。両者は別の時代の人なの

だ。ヘンリー・フォードや英国のウィリアム・リーヴァ、ジョージ・キャドベリーやジョウゼフ・ラウントリー、あるいは日

本の大原孫三郎は産業ユトウピアを夢見て、その実現に向けて努力した。しかし、フォレストが活躍した時代、つ

まり 1940 年代から第二次世界大戦以後の時代には、産業ユトウピアを夢見ることは不可能になったのだ。ミルト

ン・ハーシーは 1945 年に亡くなり、２代目社長のウィリアム・ミュアリーはその２年後に引退した。その時ハーシー

社に遺されたのは、旧態依然たる工場施設と旧態依然たる営業方法であった。ハーシー社の幹部たちは、ミルト

ンとウィリアム・ミュアリーの遺産に胡坐をかいて、技術と経営の革新を怠っていた。このことに幹部たちが気づくの

は、菓子業界でのマーズ社の追い上げが激しくなる 1960 年代であった。1965 年にハーシー社の CEO に就任し

たモーラーは、長期的ビジョンで抜本的な改革を進めるために、多くの有能な人材を登用した。しかし時すでに

遅し。1973 年秋には、マーズ社のアメリカでのチョコレート市場のシェアが初めてハーシー社を抜き去った。この

時、フォレスト・マーズは二人の息子、ジョンとフォレスト・ジュニアに会社の所有権を譲渡して引退した。業界ナン

バー・ワンというフォレストの夢は、ついに実現したのだった。しかし、それからが大変。両社はその後、国内外で

激しいシュア争いを繰り広げ、商権を巡る大きな訴訟事件を２度も起こしている。 

 

カカオ産地の変遷と農園奴隷制 

 国際連合食糧農業機関（FAO）が提供する統計資料によれば、2016 年度におけるカカオ豆の 大の生産国は、

約 147 万トンのコートジボワール、第２位が 86 万トンのガーナ、第３位が 66 万トンのインドネシア、第４位が 29 万

トンのカメルーン、第５位が 24 万トンのナイジェリア、第６位が 21 万トンのブラジル、第７位が 18 万トンのエクアド

ルで、以下ペルー、ドミニカ共和国、コロンビアと続く。前述のように、15 世紀末までカカオが栽培されていた地域

は中米と南米北部の熱帯雨林地域に限られていた。しかし、19 世紀末以後チョコレートはヨーロッパと北アメリカ

で大量生産されるようになった。19 世紀中ごろに中南米のカカオ農園が病害によって大打撃を受けたこともあり、

19 世紀末には赤道直下のアフリカ西海岸地域のヨーロッパ諸国の植民地でカカオ農園が広がっていった。 

赤道直下の高温多湿地域でのカカオ豆の栽培と収穫、そして基礎処理の作業は重労働である。カナダのジャー

ナリスト、キャロル・オフの『チョコレートの真実』（英治出版）は、現代の西アフリカの国々のカカオ農園における、

児童の人身売買とその強制労働（実質的な奴隷制）をめぐる衝撃的なルポルタージュである。ただし、その論述

は学問的とは言えない。聞き取り情報の信憑性を丁寧に検証した後も見られないし、文書資料については一面

的な見方をしている。 

その一つの例が西アフリカのポルトガル領サントメ島とプリンシペ島で 19 世紀末から 20 世紀初めにかけて行わ

れた「農園奴隷制」を巡る物語である。ここではポルトガル人の地主の土地で、同じポルトガル領のアンゴラ植民

地から連れてこられた黒人労働者によってカカオが栽培・収穫され、当時世界 大のカカオ豆の生産地となって

いた。アンゴラ人たちは、アンゴラからの渡航費や現地での衣食住の費用を自分たちの給料から差し引かれるが、

いずれその借金を返済して、金をためて故郷に錦を飾るつもりで、両島に渡ってきたのだ。ところが彼らの多くは

現地で奴隷のように虐待され、あるいは病死し、アンゴラに帰還できるものはいなかった。こういう事態はイギリス

のジャーナリスト H・W・ネビルソンの『現代の奴隷制』（1906）などによって知られるようになった。キャロル・オフに

よれば、英国のキャドベリー社はこの問題に対して優柔不断の態度をとった。本来ならば両島産のカカオ豆をボ
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イコットするべきだったのに、現状を調査するという名目で両島産のカカオ豆の購入を続け、新しいカカオ供給地

としてガーナ（当時の英国領の黄金海岸）を確保してから、ようやくボイコットを始めた、という。 

ところが、この議論はキャドベリー社を非難した英国保守党系の新聞『スタンダード』紙と同じ議論である。キャドベ

リー社は『スタンダード』紙を名誉棄損で訴え、法廷で事実経過を詳細に説明して勝訴した。キャドベリー一族は

クエイカー派（フレンド派）の一員として、奴隷制廃止運動に積極的に係わっていた。サントメ島とプリンシペ島の

カカオ豆をボイコットするのは容易だが、それでは奴隷制は無くならない。キャドベリー社は現地での奴隷制の実

態を徹底的に究明して、英国政府の協力も得て現地の地主とポルトガル政府に圧力をかけて奴隷制の廃止にこ

ぎつけたのである。この詳細は I. Williams, The Firm of Cadbury, 1931 の第８章において詳しく説明されている。

またキャドベリー社の調査報告 W. Cadbury et. al., Labour in Portuguese West Africa, 1910 は復刻されており、

私はコピーを先日アマゾンを通して入手した。この裁判に敗訴したことによって『スタンダード』紙は廃刊に追い込

まれた。敗訴した側の議論を、新しい証拠もなしに蒸し返すキャロル・オフというジャーナリストを私は信用できな

い。 

キャロル・オフは、また別のところで、1970 年代にガーナで形成されたカカオ生産者たちのカルテルを潰すため

に、ハーシー社がカカオ豆を買占めて価格が上がるのを悠然と待ち、価格が暴騰すると売り浴びせて価格破壊

を起させて、見事に成功した、という。このような物語も俄かには信じ難い。はっきりしているのは、彼女がチョコレ

ートの大企業を憎んでいることである。『チョコレートの帝国』の著者ジョエル・ブレナーが描く企業者・経営者たち

には人間味が感じられる。ところが、キャロル・オフはチョコレート企業家・経営者たちを皆、貪欲で非道で醜く哀

れな存在として描いている。 

しかし、キャロル・オフが強調する次の３つの点は重要だと思う。第１に、今日の世界のカカオ豆市場がわずか４つ

の巨大企業によって支配されていることだ。それらは、スイス・チューリヒに本拠を置く多国籍企業バーリー・カレボ

ー社、スイスのネスレ社、アメリカの巨大食品企業カーギル社、そして同じくアメリカのアーチャー・ダニエル・ミドラ

ンド社だ。第２に、現在でもコートジボワールなどのカカオ農園で数十万人の児童が危険にさらされながら働いて

いること。しかもその多くが人身売買組織によって売られていることだ。ただし、児童奴隷労働の排除のための努

力は続けられている。キャロル・オフによれば、2002 年７月に ILO をはじめとする国際労働運動、多くの NPO、ア

メリカ以外のチョコレート企業、カカオ生産諸国政府がスイスのジュネーヴで会合し、「ハーキン・エンゲル議定書」

（ハーキンとエンゲルはアメリカの国会議員の名前）を世界に適用することに合意したのだ。第３に「フェア・トレイド

（公正取引）」の運動が力を増して、世界のチョコレート大企業もこれに協力せざるを得ない状況が生まれているこ

とだ。チョコレート大企業は、カカオ豆生産農家に利益を還元し、その児童たちのために教育施設や学用品を支

給するというような福祉的な事業を行なっていることを、盛んに宣伝するようになった。こうしたことを通して、状況

が多少は改善するのかもしれない。 

 

おわりに 

 後に武田尚子『チョコレートの世界史』（中公新書）に触れないわけにいかない。2014 年５月に第５版を出す

ほどよく読まれているからだ。しかし、この本にはほとんど内容が無いので、残念ながら全く批評に値しない。それ

だけではなく、この本にはとんでもないことが書かれている。それは以下の叙述だ。「イギリスのココア・ビジネスは、

クエーカー集団がリードした。『震える者（クエーカー）』という肉体の振動を、神の世界との交錯の徴として重視す

る集団である。肉体に内在する『力』を良質のものに高めておかなければならない。身体にパワーやエネルギーを

ためておく方法が追求された。身体の『再生産』のありかたを問う姿勢が、ココア・ビジネスの根底にあり、チョコレ
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ートの誕生につながった」（同 205 頁）。何というすさまじい物語であろうか。しかしこれは、でたらめである。クエー

カーとは、開祖ジョージ・フォックスを異端として取り調べていた治安判事が、フォックスの「私は神の聖霊に震える」

といった言葉尻を捉えて、つけた侮蔑的な綽名であり、彼らは自分たちを「フレンズ」と呼んだ。日本での正式名

称は基督友会だ。武田の叙述はクエーカーを淫祇邪教に貶めるものだが、それは彼女の妄想の産物に過ぎない。

ちなみに、英国のチョコレート企業にクエーカーが創業したものが目立つのは、単なる偶然に過ぎない。なお、ク

エーカー史については、ごく 近、手軽な良い入門書が出版された。ピンク・ダンデライオン著『クエーカー入門』

中野泰治訳、新教出版社、2018 年である。興味のある方は一読されたい。 

 

                  

「これからの世界と日本を考える」 

                  中村 正俊（昭 46 年社卒） 

キリスト教との「出会い」 

学生時代に読んだ本の一冊に、マルチン・ブーバーの 後の著作、 「出会い」（原題：「Begegnung」（encounter

の意））があります。 彼の 87 年間にわたる長い生涯、そして、偉大な生涯を通じて体験した、 も印象深い、幾

人かの人々との「出会い」について語っています。 

この偉大なユダヤ系宗教哲学者、社会学者であるブーバーと私との「出会い」は、一橋大学 YMCA 寮での定

例読書会で、ブーバーの「我と汝」を読んだ時です。難解なブーバーをよく理解し、咀嚼して議論をリードしてくれ

たのは、哲学に造詣が深く、また、敬虔なキリスト者である寮生諸兄、諸先輩で、皆さんの啓発に敬服し、感謝し

たものです。 

キリスト教や宗教と無縁だった私には、ブーバーを始めとし、イマニュエル・カント、セーレン・キルケゴール、フ

リードリヒ・ニーチェ、等々の西欧の宗教や哲学を代表する巨人達の魂や思想の一端に、寮生活を通して触れ得

たことも、私の人生の新たな地平線を拡げる掛け替えのない「出会い」であったのです。と同時に、当時の寮の

OB であられた偉大な諸先輩との交流も、私にとって貴重な「出会い」でありました。 

静寂の中にたたずむ西洋館風の当時の YMCA 寮は、寮生だった城山三郎氏の表現を借りれば、「東京の軽

井沢」の趣がありました。そこに頻繁に集い、現役学生と交流していただいた諸先輩は、武井大介、中島省吾、山

田欽一、飯島権蔵、君塚茂太郎、滝浦満、新里清一郎、安倍志郎氏、等々であったと記憶しています。これらの

偉大な諸先輩や、更に歴史的に遡れば、大平正芳、矢内原忠雄、内村鑑三、等々の YMCA のレガシーとの「出

会い」は、私の世界観、思考空間を異次元へと飛躍的に拡大してくれました。 

そして、何よりも重要な点は、一橋ＹＭＣＡとの「出会い」により、時空を超えて、地球的規模の事象を「俯瞰」し、

「現実に対峙」し、「理想を構想」するマインドセットを養うことができた点であります。 

 

世界の激変 

今日の我々のおかれているグローバルな状況を、「俯瞰」して観ると、今までの歴史に無かった「創造的破壊」

（disruption）が引き起こされているように思えます。この大きな五つの力（forces）は、今後  数十年から百年に及

ぶ大きな構造変化の始まりとも観られています。それらは、賢明な皆様は、既に御存知でしょうが： 

① デジタル・ディスラプション（disruption） 

（例：AI, Singularity、等々により、2030年頃までに、世界で、３億人の雇用が失われる。日本は、約2千万人。

新たな形態のジョブの創造が必用だが、変化対応力の乏しい日本にとっては危機） 
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② 急激な需要拡大地域の勃興 

中国、インド、インドネシア、等の新興国の成長が今後、全世界の成長の７０％を占める。 

③ 先進国の高齢化進行 

④ グローバリゼーションの進化と秩序破壊 

グローバリゼーション、民主主義、国民主権の 3 つは、同時に共存できない。（Dani Rodrik, The Globalization 

Paradox） 

⑤ 覇権国家不在、米中の覇権戦争、経済の長期停滞 

覇権国家のリーダーシップにより世界の秩序は保たれ、経済も成長してきたが、今後は、無秩序の世界が続

く。米中、百年戦争か。 

（The Hegemonic Stability Theory ） 

 

日本、今そこにある危機 

このような新たな構造変化に、日本が如何に対応し、経済、安全を維持して行くのか、が大きな課題です。 

既に、過去 20 年間に亘り、日本の成長力、労働生産性、所得水準、産業の競争力、技術力、高齢化（生産年

齢人口の激減、社会保障費に急拡大）、財政問題、貧困化と格差の拡大、等々日本国家の基盤が相対的に凋

落しつつあり、大きな社会不安の招来が予想されます。 

 

キリスト者のミッション 

戦後、日本人のマインドセットは、①ナイーブ、②従属的、③閉鎖的、④自虐的、等々にモールドされてしまった、

と言われています。 

しかし、本来、日本人の DNA には、創造性、勤勉、チーム力、完璧への追求、等々の積極的な能力と文化が

あります。 

それらに加え、キリスト者の持つ、信仰による使命感、主体性、既存の価値をブレークする基軸的価値観、創造

性、勇気、行動力、等々は、現在並びに将来に於いて、日本の直面する閉塞状況を打破する力となることと信じ

ます。 

 

信念と行動力の大平正芳 

１９７２年９月、日中国交回復交渉に、田中角栄に同行した、我らが先輩、大平正芳氏は、交渉３日目にして暗

礁に乗り上げた、９月２７日、万里の長城を見学した帰りの車中会談で、姫外交部長に「目に涙を浮かべながら」

訴えたそうです。「日本には、未だ、親台湾派もいる。今回の我々の案を受け入れてもらえず、中国案で声明文を

出せば、日本に帰っても、内閣総辞職だろう。何とか日本の事情を理解して欲しい。」と、「真面目な厳粛さと誠実

さを持って」（中国側の通訳の証言）中国側の理解と譲歩を迫ったそうです。姫外交部長は、周恩来に、その話を

したそうですが、周総理は、「大平は、真面目で誠実で、信頼できる人物だ。これ以降、彼と話すときは、彼の立

場に配慮しなくてはならない。」（中国側の通訳の証言）と言い、大平の意見に同意し、日中国交回復の声明が、

９月２８日、交渉４日目にして、ようやく、妥結し、纏まったそうです。信念と熱意に満ちた大平正芳に対する中国

側の信頼が、国交回復の成功のカギとなったのです。 

 

Be Just and Fear Not 
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２００１年に資生堂の社長として改革を断行した池田守男。 

１９４４年、キリスト教の洗礼を受け、東京神学大学神学部を卒業後、初は牧師を目指したが、社会人として誠実

に生きようと資生堂に入社しました。秘書室長の時、２００１年、社長を打診されたが自信のなさに迷ったそうで

す。銀座の街を彷徨い歩いた時、偶然、毎日曜日に通っている銀座教会の前に立っていました。新渡戸稲造の

座右の銘、「Be Just  and Fear Not」の言葉が浮かんだ途端、社長職を「天命」と受け止め、「一粒の麦に徹しよ

う」と決意し、信仰に忠実に、改革を断行したのでした。 

「資生堂を生まれ変わらせる」「モノと人の仕組みを変える。」「流通を変える。」「店頭」を基点とした。「サーバン

ト・リーダーシップ」の精神で、諸改革を断行した。 

 

以上、二人のキリスト者のブレークスルーの実例を観ましたが、 

これからの日本を生き抜く、若い現在の寮生諸兄や若手の OB 諸兄は、一橋 YMCA にて出会い、学んだ、諸

先輩、哲学、思想、等々を梃として、日本を少しでも良い国にしようと行動していただき、充実した人生を歩んで行

かれることと確信しています。私も、７０歳を超えましたが、微力ながらも、社会貢献をすべく、生涯現役で歩んで

参りたいと念じております。 

 

元 JFE スチール常務執行役員 

元帝京大学経済学部教授 

GSS Corporation 代表 

 

 

 

コミュニティリビングの条件 

 

加藤順（昭 47 年社卒） 

 

コミュニティリビングに関して考えてみる。 2001 年に放送された朝ドラの「ちゅらさん」は沖縄の小浜島から

上京して、病院看護婦となった国仲涼子扮する古波蔵恵理が東京のコミュニティホーム風の下宿生活を送

り、余貴美子やメルヘン作家役、菅野美穂演じる個性豊かな住民が描かれていた。そのドタバタ劇が何とも

人気で高視聴率だった。下宿一風館の管理人丹阿弥谷津子は９３歳で存命、母親役の田中好子、おばあ

役の平良とみは他界した。不思議なことに、ここでの生活や人間関係にはひと昔前のノスタルジーがあっ

た。懐かしいドラマだったが、この NHK 好みの疑似家族は虚構である。というのは、居住においてプライバ

シーや生活への不干渉というのは必須事項であるのに、一風荘の人間関係では全く守られていない。住ま

いの基本要素であるプライバシーの無い生活は現代においては成立しないからだ。一風荘の個性豊かな住

人との交流の舞台設定であり、あくまでも、ドラマを盛り上げる道具としてのリビングなのである。 

 

トキワ荘(1956～1958 年頃)の住人まとめより引用 http//www.matome.naver.jp 
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 有名な漫画家が育ったという「トキワ荘」というのがあった。手塚治、石ノ森章太郎、藤子不二雄、赤塚不二

夫といった漫画家が豊島区の木造賃貸アパートに暮らし、今日の漫画文化の礎を築いた。インキュベータと

してのコミュニティリビングである。居住が成功への足がかりになった例として話題になる。今日トキワ荘プロ

ジェクトというのがある。奇跡のような成功漫画家を生んだトキワ荘にヒントを得て、プロを目指す若手漫画家

低家賃住宅～シェアハウスを提供し、彼らがプロとして自活できるように、アルバイトの時間を減らし、自己投

資や勉強に専念できるようにすることを目的にしている。そこでは講習会や仕事の斡旋仲介を通じ、切磋琢

磨できるコミュニティを形成しようとするのである。トキワ荘のようにうまくいっているかどうかは不明である。柳

の下にドジョウはいない。トキワ荘に入るには、寺田ヒロオを総裁とする新漫画党に入ること。共同のトイレ、

炊事場があり、４畳半一間のユニットで相互扶助が可能であったが、プロとしての技量、情熱、協調性などを

基準とする入居条件があり、多くの人気作家を生むことは必然であったという説がある。建物というハードと

生活条件というソフトは両輪である。 

 

 阪大の学長であった鷲田清一が身体論で述べている。「木造家屋を再利用したグループホームという空間

では、ひとのふるまいが制約されているということとひきかえに、伝統的な暮らしを取り戻す可能性がある」と

いう。「木造家屋を再利用したグループホームという空間では、そこで暮らす者にとって、身に付いたふるま

いを残しつつ、他者との出会いに触発されて新たな暮らしを築くことができるという。このトキワ荘では各住戸

は個室、プライバシーは守られている。共通の食堂などはない。 

 16 人の小さな学生寮というのは、コミュニティリビングという居住スタイルを取ることができる。４年間の大学

生活で何を得るか、多感な若者の成長に寮というハードがどう関わるかを考えたい。同じ志を持つ若者たち

が、集い、磨き合う機会を得ることが出来るなら幸せである。寮に入って様々な人格に触れて、時には傷つ

き、又共感され、理解し合う。寮が虐めや暴力の場になるリスクもある。実際、過去に多くの大学学生寮でも

事件は起きている。大学生であれば問題解決は学生同士で行わねばならない。予測可能なトラブルを未然

に防ぐ仕組みが必要である。 

 ４年の学生生活という人生における貴重なひと時をこれまでの家族から離れて共同生活をする。その象徴

が、イエスを中心としたガリラヤ伝道集団であり、使徒達である。信仰共同体として生活を供にした集団とし

て、ユダヤ教のエッセネ派があり、死海文書の発見とともに明らかになった。福音書の中にはイエスを中心に

様々な時や場所で食事を囲む集いがあり、御ことばが語られていた。カナの婚礼から 後の晩餐に至るま

で食事を囲んでのエピソードが多い。イギリスのパブリックスクールでは定例の食事が儀式化されたものもあ

る。コミュニティにとり、全員が揃って食事をすることが大切な生活の要素であることは世界共通である。新た

に改装された寮においてはそうした空間が豊かに準備されなければならない。（参考資料１、３） 

 近年、家庭において孤食化が増えたことは家庭のコミュニティが崩壊していることの象徴である。女性の就

労や子供の塾や部活などの事情もあるが、家族の団欒は大切だと思う。ファミリーレストランや回転すし屋ビ

ジネスは家族関係を取戻し、家族を認識する場、喪失しつつある団欒の外食による代償行為でもある。コミ

ュニティリビングでもこれを再構築する試みがなされている。学生寮も近年、共同キッチンを設けて自炊を軸

にコミュニティを形成する施設が増えた。家庭の団欒や食事を共にするという今は失われた家族コミュニティ

の要素が寮という共同生活の中で復活し、若者の成長に寄与するのである。孤食という現実に妥協するの

か、共同体の原点に回帰し、食育といった教育効果を狙うかは寮運営のポイントとなる。 



随想 

- 45 - 
 

 共同生活をより快適にするには何が大切か。イエスは伝道旅行の中から使徒達の行動などからもヒントを

得ていたと思う。弱きものに従う、小さなものを大切にすることは福音書のメッセージだがこれはコミュニテイ

を良くする原則である。その逆であったらその集団を支配するのは何であろう。強いもの、優秀なもの、豊か

な人が中心になる。そうした力が支配する学生寮は世の中には存在する。社会人になれば常識かもしれな

いがそれでは幸せな社会にはなれない。寮の中心に聖書があり、イエスキリストが見守るならば、それによっ

て学生の生活は守られる。クリスチャンが全くいない時代においても、国立の寮では聖書研究会が守られて

きた。キリスト教主義の学生寮は今も守られている。 

 秩序を守るためには寮母の役割は大切である。もちろん男性でも良いが、食事の提供とか清掃、清潔の維

持を守るには女性の方が好ましいと思う。寮母の役割は何も食事を作ることに特化する必要はなく、アメリカ

の大学の学生寮のような自立した生活を支援するコーディネータの役割を期待したい。（参考資料２） 

 メンバーの一人として、全員が揃って食事をするマネージメントは是非行って頂きたい。21 世紀の学生寮

のあり方を今後も追い求めていくのが一橋キリスト教青年会の役割である。学生の生活スタイルは変化し、伝

統突変化をマネージする必要がある。経営上も継続性が求められる。公益財団法人として責任ある経営主

体と寮教育の仕組み、健全性、OB の関わりに関しても一層の進化が期待されている。 

 

（参考資料） 

１．英国独立学校（プブリックスクール）の監督生制度に関する一考察 

―変容するプリフェクトに焦点を当てて― 

古阪 肇 著 早稲田大学 教育・総合科学学術院 学術研究（人文科学・社会科学編） 

http://hdl.handle.net/2065/41352                       GakujutsuKenkyu_Jinbun_62_Furusaka.pdf 

 

 寮運営の長い歴史を持つイギリスのパブリックスクールと現代に至るプリフェクト prefect 制度の変遷につい

て述べている。学生寮を統治するため、自治の仕組みとして優秀な生徒を選定し、特権を与え、生活面の監

督を行うもの。過去においてはファッギングという付き人制もあり、リーダーシップを磨く仕組みがあった。日

本では体育会の上級生の新入生支配に類するもので、生活上の雑務をこなすと共に徒弟的人間関係が形

成された。パブリックスクールは厳しい規律で統制され、勉強とスポーツに集中した生活を強いるもので、食

事も貧弱で、苛めや男色の巣窟にもなった。豊かな生活に慣れた貴族階級の師弟を鍛え上げる仕組みとな

っていた。プリフェクトは食事中は食卓の端にいて世話や監督をする。校内室内の指導監督と火気の取り締

まり、集会の指揮指揮と点呼、生徒間の紛争の仲裁解決仕事内容とする。プリフェクト制度の良さは評価さ

れているが、ファギングは苛めや奴隷的使役の温床と批判され、今日は消えている。20 世紀以降も英国独

立学校の生活条件は，現在に比して劣悪であった。この報告では現代に至るプリフェクト、ファギング制度の

変遷が焦点であり、パブリックスクールの前向きな記録は池田潔の「自由と規律 イギリスの学校生活」に詳

しい。 

 

２．お茶の水女子大学 高等教育と学生支援 2010 年 第 1 号 

 アメリカの大学の学生寮視察調査―本学の学生寮への提案― 

  赤坂瑠以 (Rui AKASAKA) お茶の水女子大学 学生支援センター 

  https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/.../1/R.H.E_019_087.p... 
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 アメリカの学生寮では、寮生と教職員が連携してイベント等を企画・運営していることが 1 挙げられる。ま

た、イベントは娯楽的なものばかりではなく、弁論大会、異文化交流等の教育的なイベントや、スポーツ大会

等、多様なものが実施されている。このように、多様なイベントを実施し、間口を広くすることで、寮生が自分

の興味の持てるイベントに参加できるようにし、様々な活動を通して、生活を充実させると同時に、新たなチ

ャレンジを通して、将来の選択肢を増やすことが可能となるものと考えられる。一橋大学では、これまでは、

教職員と学生とが連携してイベントを企画することはなく、寮生が主体的に実施しているウェルカムパーティ

などのイベントや聖書研究会、クリスマス等が伝統として受け継がれてきた。ハーバード大学では、学内で

様々なイベントが催されており、多くの寮は学内にあるため、取り立てて寮に限定したイベント等は行われて

いない。ただし、学内の寮では、寮生が個人個人で主体的にイベントを企画したり、参加したりすることがあ

り、寮にもよるが、寮内での交流は概ね行われている。また、上級生と下級生の交流も特別に企画されては

いないものの、寮生が集まる食堂で、授業の課題について教え合ったり、就職や進学の相談をしたり等、日

常的に関わりをもち、助け合っている。 大学からの特別な働きかけがなくても、このような交流が自発的に

行われる理由として、一つには、学生が自立を目指し、寮でも主体的に生活する姿勢をもっていることが挙

げられる。自宅からの通学距離の関係もあるが、アメリカでは、大学生になると親元から離れて寮で生活する

ことが一般的である。そのため、学生も寮生活を通じて、自立していく意欲をもっており、寮内で、何か問題

が起こった場合には、自分たちの責任として捉え、できるだけ当事者同士が話し合って、問題解決するとい

う意識を持っている。 

 

３．イギリスの学校生活 自由と規律 岩波新書 池田 潔著 

 著者の池田潔は、三井財閥と日銀トップを務めた池田成彬の二男で、第 1 次世界大戦直後 1920 年から

満州事変直前の時期に、17 歳で渡欧し、英国のパブリック・スクールのリース校、ケンブリッジ大学、独ハイ

デルベルク大学に、通算 11 年間学んだ。本書は、英国の伝統的精神がいかにして育まれるのかを記した

名著 。 20 世紀になっても依然状況の悪さが垣間見える描写が記録されている。池田潔は，自著の中で，

生徒が生活するハウスの様子を「教師の室と病室を除いては学校中に暖房設備というものがない。室内を吹

き荒ぶ木枯に一夜が明けて，朝，目が覚めると毛布の裾に薄く雪が積っていること」もあったと懐述してい

る。また，池田が独立学校に在籍した時代には学校で夕食がなく、パブリック・スクールの食事は「質からい

えば，この食事はイギリス人のもっとも貧しい家庭の一歩手前のそれであり，量の点では，夜食が全然ないこ

とからいっても，その標準にすら及んでいないといえるであろう」 と記している。無論 21 世紀現在は食事事

情についても改善され，寄宿生は毎日 3 食の食事がハウスや食堂で提供されている。食事事情の悪さに

ついては，小遣いで食べ物を購入することや，親から届けられる差し入れの食料，さらにそれらを友人と分

け合うという経験を通し，友人の選び方を学び，親への感謝の心を育ませるという狙いも見られるため，予め

教義に基づいて意図された訓育であると捉えることも可能であろう。 
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「いつも喜んでいなさい」 

 

高橋知史（昭 57 年社卒）  

 

 「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい。」 

(テサロニケ人への第一の手紙第 5 章）。私が在寮していた時、寮の食堂に掲示されていた御言葉である。 

本会報への寄稿は実は２回目である。以前の私の拙文を読んで下さっていた先輩からの身に余るご依頼

があり、何が書けるかなと思いつつ喜んでお引き受けしたのだが、一橋大学ＹＭＣＡ寮で私が頂いた恵みに

ついては前回書き尽くしており、さてどんな原稿が書けるのか、いざ書こうとしたときに思い出したのが上記

の御言葉である。 

私が入寮したのは現在の寮が完成した１９７９年３月であるから、４０年近い月日が流れたことになる。現在

の寮は老朽化してＯＢ諸氏のご尽力で増改築が始まっているが、当時のＹＭＣＡ寮はできたばかりの白亜の

建物で、私にとってそれはとてもきれいな寮であった。私が一橋ＹＭＣＡに入ったのは、キリスト教に関心が

あったからというよりも、このきれいな寮に入寮したかったという「不純な動機」からであったということは前回の

拙文でも記載させて頂いた。そんな私が副寮長になり、そして国立教会の礼拝に集うようになり、卒業間際

の１９８２年２月に受先して信仰を持って社会に出ることになった。その間いつも食堂で私の心に呼びかけて

いたメッセージが上記の御言葉である。 

キリスト者になり、社会に出ることになってからこの言葉が本当に好きになった。実行することはとてもとても

難しいが「どんなに苦しいときでもいつも希望を持って喜んでいられる生き方をしたい。喜びにも悲しみにも

寄り添って周囲の人々と一緒に光を見出していきたい」と思ったからである。 

私は一橋大学卒業後１９８２年４月に日立製作所に入社した。後述するが大学時代は日本的労使関係論

や日本的経営、人事労務管理論を津田眞澂先生のゼミナールで学んでいた関係もあり、人事勤労関係の

仕事に就くことを入社以来強く希望し続けた。幸いなことに入社後の研修を経て栃木工場の総務部勤労課

に配属され、それ以来現在に至るまで人事勤労関係の仕事を中心にキャリアを積み重ねてきた。 

私は社会生活の中で自分自身がキリスト者であることを自然体でオープンにしてきた。したがって周囲の

人は私がキリスト者であることを認識しており、私の行動は良くも悪くも証になってしまう。仕事を通してプラス

の証ができればよいが、それは私のような半端な者には容易なことではない。しかし少なくともマイナスの証

はしたくないと思っていた。そんな時にこの言葉を礎にして「人と仕事にはいつも誠実に向き合う」という姿勢

を持ち続けたいと思ってきた。特に私自身が選んだ職業である人事勤労は人間を対象にした仕事であり、

「人に誠実であり、人の気持ちに寄り添い、人に希望と喜びをもたらす」ことが社員に信頼されることであり、

それが会社も社員も共に成長する組織風土に繋がると確信しているからである。 

私が仕事に対してこのような使命感を持てるようになったのは私の恩師である津田眞澂先生の影響がとて

も大きい。津田先生はキリスト者ではなかったが、私がキリスト者になることをとても喜んで下さり「自分の学問

の根源は全て聖書から出ているんだよ」とおっしゃっていた。津田先生は、私たちの卒業後も絶えず様々な

相談に乗って下さった。学会をリードするような優れた学者は研究を通した理論の構築と社会活動を通した

理論の検証に相当な時間をかけており、津田先生のすさまじい勉強量や行動力、発信力はしばしば私たち

を圧倒していた。その先生がどんなに夜遅くなってもこちらから相談したいことがあるとご連絡をすると必ず

時間を作って下さって自宅に伺うことができた。先生が学生やＯＢ、ＯＧにかけている並々ならぬ愛情は私た
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ちのエネルギーになり、希望を見出すことができ、そして喜びに繋がっていったと思う。私は津田眞澂先生に

より、企業は合理性を追求して利益の向上を図ることが目的の組織ではあるが、それを推進するのは「人間」

であり、人間は合理的な存在ではないこと、したがって企業で働く人も企業組織自体も合理性を追求すると

共に一方で人を生かす、更に言えば「人間」に喜びをもたらす使命を持たなければ、存在意義がなくなって

しまうということを教えられたと今更ながら感じている。「いつも喜んでいなさい」は、私が社会に出てから、困

難なときも希望を見出して生きることができた指針である。それは学生時代にＹＭＣＡ一橋寮で毎日私の心

に響き、ゼミナールの恩師の指導から、どんな時にも光を見出していくことの大切さを学ぶことができた。この

ような貴重な糧を頂いたことに心から感謝したい。 

後に家族のことに触れさせて頂きたい。私は入社４年目に現在の妻と知り合い、その後１９８７年５月に

結婚した。彼女は学生時代から教会に通い出し社会人になってから信仰をもつようになった。もともとクリス

チャン人口の少ない日本で、たまたま社内でめぐり合ったということ自体が奇跡であり、結婚して３１年、信仰

を持っていることが夫婦の絆の何よりの拠り所となっている。特に私の仕事が厳しいとき、家族にとって試練

のときにいつも共に祈ってくれる妻がいることは本当にありがたく「いつも喜んでくれる」妻を与えられた恵み

に心から感謝したい。 

拙文の 後の 後になるが、縁あってＹＭＣＡ一橋寮に入寮したＯＢの皆さんも現役の学生の皆さんも一

人でも多くの方々が主の光の道を歩むこと、そして「いつも喜んでいなさい」という人生を歩まれることを心か

らお祈りしている。 

以上 
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「山高人為峯」・・・これから社会人になる皆さんへのはなむけの言葉 

 

峯村 政孝（昭 61 年社卒） 

 

１）「日本のファシズム」から伊藤忠商事へ 

私が YMCA 一橋寮で過ごしたのは、1982 年から 1986 年の 4 年間です。 

もう卒業してからの人生の方がずうっと長くなりました。今年は、息子が就職活動をしていたので、自分のあ

の当時を思い出していました。意外と覚えているものでした。 

私は、社会学部で、ゼミは、藤原彰先生。政治学というか、日本の明治以降の政治史が専攻。おまけで、今

はもうなくなってしまった、歴史科学研究会という死語のような左翼民青系のサークルでも、「日本のファシズ

ム」とか、そういうことを学び、卒論のテーマは、「現代日本における精神統制」でした。 

そういう４年間を過ごした私が就職した先は、伊藤忠商事です。一橋では珍しくないこととお許しいただける

と思いますが、学生時代に勉強したことと、何ら関係ありません。・・・と思うでしょ？それが大間違い。実はと

っても関係があるのです。今回は、これから仕事を選んで進んでいく皆さんの少しでも参考になれば、と、な

ぜ、「日本のファシズム」が、なぜ、「現代日本における精神統制」が、伊藤忠商事になったのか、を、お話さ

せていただきます。 

私は、1962 年生まれです。戦争が終わってわずか 17 年後に生まれました。ですが、私にとって戦争はもう

遠い昔の物語でした。中学・高校と段々世の中と自分との関係がわかってくるにつけ、いろんなことを感じる

ようになりました。自分が生まれる少し前まで、日本はとてつもない軍国主義、皇国史観、偏った精神主義に

覆われていた。もし自分がまかりまちがってほんの 40 年前に生まれていたら、自分は志願して「天皇陛下万

歳！」と叫びながらアメリカの船に突っ込んでいっていたかもしれない。あるいは、まかりまちがってほんの数

千 km となりの中国に生まれていたら、高校生の歳ごろには、文化大革命で紅衛兵として他人の家を荒らし

回っていたかもしれない。そう思うと、たまたまこの平和な「時代」、平和な「場所」に生まれてきた自分はラッ

キーだったが、この、「時代」と「場所」という環境によって、人の人生はもちろん、人の考え方、人格も変わっ

てしまうものだ。一体自分は何なのだろう？本当の自分はどんな人なのだろう、と思うようになりました。 

1937 年 12 月 13 日、中華民国の首都南京を占領した日本の皇軍は、そこで虐殺と強姦の限りを尽くしまし

た。私が初めて南京に行ったのは 28 歳の時でしたが、自分が当時の皇軍の一員だったら、自分も恐らく虐

殺と強姦をしていたのだろう、そう思って南京の人たちを見ていました。 

今の時代、今の日本ではあり得ないことが、ほんの数十年前には大規模に行われていた。 

日本がなぜ戦争をしたのか、などという話は、並み居る諸先輩がいらっしゃる中で、またこの限定された紙面

では、とても述べられる話題ではないのですが、極めて簡単に言えば、日本経済の行き詰まり→国民の不満

→政治家の保身→外（満州）に活路、という図式かと思います。 

満州は、経済行き詰まりの解決の場所であると同時に、対ロシアの防波堤としても重要な土地でした。当時

日本の人口の大きな部分を占めていた農家が貧困で飯が食えない。男の子は軍隊へ、女の子は身売りか

女工哀史。こんな農家出身の軍人は、経済政策を解決できない政府と財界の癒着・不正が許せなくて暴動

を起こす。政治家・政党が国をダメにしている、天皇の親政だ、と主張して次々と暗殺事件を起こす。国民が

それを支持する傾向が見られる。当時のアホで身勝手な政治家は、その勢力を抑えられなくなって、また同

時期、世界では共産革命も起こり、国体と自分の身の安全が危なくなった政治家は、全体像が見えない右
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翼分子に迎合する一方、「満州に行けば楽土がある」と目を満州に向けさせた。夢を見させて、同時にロシ

アの防波堤にさせれば一石二鳥。 

気がつけば満州では、既に日本から移り住んで、本気で、五族協和・王道楽土という理想をかかげた楽園

づくりをしている人たちがいた。これらの人々やこれらの動きが取り込まれていったのです。 

その結末は・・・。終戦１週間前の 8 月 8 日、ロシアが満州に攻めてきて、多くの満蒙開拓団は逃げまとった。

知らない間に関東軍は既に逃げていて、鉄道はロシアの追撃を防ぐために爆破されていた。満州に渡った

農民は 22 万人。1/3 が死に、1/3 が残留し、帰国した 1/3 も、日本の植民政策に協力した上に子供を見捨

てた、と白い目で見られて居場所がなかった。 

満鉄で新幹線レベルのアジア号を開発した人たちや、パリを模してアジア 高の街(新京＝長春)を作ろうと

した人たちや、マイナス 30℃の満蒙を開拓した人たちは、日本の侵略戦争の主役のような、象徴のような存

在となりましたが、実はたいへんな被害者。私の親類縁者に満州関係者は 1 人もいないのですが、従事され

た諸先輩の無念を思うと、憤りを感じました。 

1960 年代の中国、文化大革命で資本主義的なものが全て否定され、破壊された時、ハルビン近郊の方正と

いうところにある満蒙開拓団の墓が、「日本資本主義（帝国主義）の象徴だ。」といって破壊されそうになった。

ところが、地元民と地元政府が、「いやちがう。ここに眠る 5 千人の日本人は日本資本主義の犠牲者だ。彼ら

は我々と同じ、抑圧された一般市民なのだ。」と言って地元の人が墓を守った。 

満州に、五族協和の王道楽土を築く。これそのものは、美しい理想です。だいたい満州は、そこが出身地の

清王朝の版図ではありましたが、南部を除くと、漢族王朝が支配したという歴史はありません。中国固有の領

土ではありません。当時の満州も、清に代わった中華民国の統治が及んでおらず、蒋介石も統治の意志は

希薄で、とても中国の一部といえる状況にはない。無法地帯で治安も 悪、勝手に貨幣が流通したり、一体

どこの国、どこの政府が統治しているのかわからない地域だった。それを、日本人が中心になって、秩序を

作り、朝鮮・蒙古・満州・漢を加えた 5 民族による王道楽土を作る。このこと自体は、何ら悪いことではない。

それを本気で進めようとした人も大勢いたし、農民は、その協力をするのだと信じて満州に来た。 

以上は約 80-100 年前の話ですが、そもそも、日本のような、資源と食糧が足らない国は、満州をはじめ、外

国の力を借りることが必須。隣の大国である中国は、いくら喧嘩しても引越しすることができない永遠の隣人

であって、好むと好まざるとに関わらず、何らかの面、何らかの形で依存せざるを得ない。その状況は今もこ

れからも、ひと昔前と全く変わりません。この依存関係を、戦争という手段ではなく、相互依存の形で、平和

的に、安定的に築く必要がある。アホで身勝手な政治家によって間違った目的に利用されるのではなく、歪

められず、騙されず、きちっとした理想のまま進める必要がある。 

というわけで、気合いと根性さえあれば中国の仕事がさせてもらえそうな伊藤忠商事に入り、入社前に人事

部に通い詰めて食料の食糧部門に入れていただきました。 

 

２）「日中友好で世界食糧危機を救え！」・・・中国東北(満州)振興 

今でも、中国東北地方は、日本の２倍の面積を有し、肥沃な黒土と朝晩寒暖差の大きな気候をもち、たいへ

ん貴重な農業資源、潜在力をもっていながら、全然それが生かされていない状況にあります。日本の農業技

術、物流・流通技術、高効率の経営技術が、とても必要とされています。だいたい中国が地球全体の 1/3 に

あたる 1 億㌧の大豆を輸入したりしていては地球が困るのです。前世紀からの 100 年で地球の人口は 3 倍

になって、100 億人になろうとしています。上海にいる中国人が、アメリカから運ばれて来る大豆の方が黒龍
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江省から来る大豆より安いからそっちを買う、などという状況では地球が困るのです。中国東北地方は、地球

の食糧問題解決のためにも、少なくとも 1 億 3 千万人の中国人を食べさせるという責務があります。私は、マ

イナス 30℃の農場を回りながら、黒龍江省の大豆を、日本の各方面の技術を結集させて、安く大量に生産

し、効率よく流通させ、質と量を保持して日本のみならず中国全土に行き渡らせる、という仕事に従事しまし

た。黒龍江省の国営農業集団と合弁会社を作り、提携し、約 10 年間、「日中友好で世界食糧危機を救え！」

「日中友好で東北(満州)振興だ！」と、漢族や朝鮮族や蒙古族の部下たちと一緒に(残念ながら結果的に満

州族を部下にすることはありませんでしたが)、2 世代前の先輩たちの理想を、政治家に利用され歪められ騙

されて頓挫した仕事を、遅ればせながら引き継ぐつもりで、仕事をしました。 

残念ながら、自分の力不足に加え、折しも、2012 年の尖閣諸島の問題で日中関係が悪くなり、私の仕事が

中国側の政府関連組織との事業だったこともあり、私の平成満蒙開拓事業は、全て道半ば、いえ、序の口で

終わってしまいました。多少不運な面があったにせよ、せめて関取(十両)くらいにはなりたかったですね。 

 

３）「社会の歯車」・・・心置きなく立派に歯車になるために 

以上が、私の卒業前の経緯と、卒業後の状況です。「日本のファシズム」から伊藤忠商事の食糧部門の中国

東北駐在員、という一見関係がなさそうに見える関係を、わかっていただけたでしょうか。 

どんな「時代」どんな「場所」でも、戦争という大量殺人だけは絶対にしてはいけません。1 人を殺せば殺人罪

なのに、1 万人殺せば英雄なのでしょうか。忘れてはならないのは、1 人 1 人が、気づかないうちにそれを許

してきた結果、そんなことをやらせてしまうことがある。そして、知らないうちに自分自身がその道を進み、そし

て、自分自身が被害者になることがある、ということです。その監視の目を怠ってはいけない。戦争というのが

その も恐ろしくかつわかりやすい帰結であるわけですが、帰結は決して戦争だけではない。大事なのは、

戦争すら容認してしまうくらい、人の精神は統制される危険がある、ということです。社会はいろんな場面・手

段で、人の精神を意識的・無意識的に統制します。一度しかない人生、自分だけの人生、そんなものに侵さ

れてはいけない。大学の 4 年間は、「半分社会人」をやりながら、その目を養う期間ではないかと思います。

人は、その精神、考え方や思考方法が、生活する環境によってある程度の影響を受けるのは避けられない。

じゃあ、自分に影響を与えようとしている環境がどういうものなのか？多くの経験を積み、議論を重ねて、目

に見えない精神統制で操作されないしっかりした自分を作ってください。私は、寮の食堂で、よく、先輩後輩

同輩と朝まで話し込みました。これは社会に出てからの私にとって、とっても貴重な財産となりました。 

中学か高校の頃でしょうか、私はよく「社会の歯車になりたくない」と言っていたのですが、母から、「社会の

歯車になれることは立派なことなんよ」と言われたものでした。社会の歯車になって、社会を動かす、これは

立派なことです。問題は、その歯車が何を軸に回っているのか？どういう傾きをもった軸なのか？それをよく

知ること。それがぶれていると感じた時には、少しでも修正しようとしながら歯車を動かすべきですし、少なく

とも、その軸とその傾きを知ることが大事です。どうしようもない時は、その歯車から離れることも選択肢の 1 つ

としてもっておくべきでしょう。 

私は、YMCA 一橋寮で、それを見る目を養わせていただいたおかげで、心置きなく？歯車になって働くこと

ができました。 

 

４）「山高人為峯」・・・皆様への「はなむけ」の言葉として 

国は国民の生命を守ることが も大事な仕事であって、国民が国のために命を投げ出す、というのは、本末



随想 

- 52 - 
 

転倒です。アホで身勝手な政治家のせいで日本が戦争をすることになったら、日本のために戦争に行くの

ではなく、自分のために、戦争をしていない国に国籍を変えてください。誰かに利用されて、歪められて、騙

されてポロッと死ぬために生まれてきた人は 1 人もいません。親になれば、わかります。 

会社も同じです。会社のために働くのではなく、自分のやりたいことを実現するために会社の名前とお金を

利用してください。会社と社会のルールを厳守して、会社の経営に必要な利益を上げるは、自分のやりたい

ことをやるための責務です。会社を選ぶ時に、どの会社の利益を上げさせたいか、を考えて会社を選ぶ人は

ほぼいないはずです。自分のために選ぶはずです。その初心を忘れてはいけません。 

それから、今後皆さんは、いろんな人から評価されるようになります。でも、自分が人の評価をするようになれ

ばわかります。誰も自分のことを正しく評価できる人はいません。この世の中では、自分を比較的正しく評価

できるのは、自分だけです。 

自分の芯をしっかりともつこと。 

一度しかない人生、1 つしかない命を、大事にしましょう。 

後に、中国で好きになった言葉を紹介します。 

「山高人為峯」。 

私の名前の 1 文字が入っています。解釈には諸説あるのですが、私が好きな解釈は、「山は高い。が、人（と

いう存在・価値）は、どんな山よりも高い。」です。 

 

 

イギリス・ブリストル滞在記 

 

鈴木 宗徳（平３年社卒） 

 前回この会報に寄稿させていただいたのは、2010 年であった。いまも勤務している法政大学社会学部へ

異動して 2 年後のことである。この年、私は世界的に著名な社会学者であるウルリッヒ・ベック教授を日本に

招聘するという企画を主導し、その顛末について書いた拙文を掲載していただいたのである（来日講演の内

容は、岩波書店より『リスク化する日本社会――ウルリッヒ・ベックとの対話』として発売）。それから 8 年が経

ち、仕事の上で大きな変化はないが、そのなかで私の人生にとってもっともかけがえのない体験となったの

は 2014 年から翌年にかけてのイギリスでの研究滞在であった。すでに少しずつ記憶が薄れつつあるが、こ

れまで他に随想として書く機会がなかったため、印象深かった点だけここに記録しておきたい。 

 

ブリストルに住む 

 2014 年 4 月から 1 年間、イングランド西部のブリストルという街に滞在した。海外に長期滞在するのは、17

年ぶりである。ブリストル大学の「貧困・社会正義研究センター」に所属したが、貧困問題の調査で有名なピ

ーター・タウンゼント（1928-2009）にゆかりのある研究所である。ここでイギリスにおける貧困をめぐる世論に

ついて、研究をおこなった。 

 この時は単身赴任で、大学から徒歩 10 分のところに部屋を借りることにした。出発前、ブリストル大学の教

員がスタッフのメーリングリストで部屋を貸したい知人がいないか尋ねてくれたところ、一人の職員が、子ども

同士がかつて同級生だったという大家さんを紹介してくれることになった。その大家さん夫妻は若い頃に東

京で英語講師をしていたという親日家で、自宅の半地下にある空き部屋に外国人客が滞在してくれるのを



随想 

- 53 - 
 

歓迎しているようであった。大学の周りは文教地区というか高級住宅街で、部屋を借りた大家さんの家も、そ

れから毎日通っていた大学の建物も、19 世紀に建てられた立派なものであった。自分の部屋には使われて

いない暖炉があり、大家さんいわく、 近は暖炉に蓋をせずにインテリアとして見せるのが流行るようになっ

たとのこと。大学も、元はお金持ちの私邸だったであろう同じような古い建物を何軒分か、一つの学部が使っ

ていて、研究室の天井は高くてシャンデリアがぶら下がり、天井の隅には漆喰の飾りがついていた。 

 ブリストルは人口 45 万の商業都市で、かつては造船業、そして奴隷貿易でも栄えた港がある。大学が位置

する北西部が環境のよい住宅地で、そこから東へ 20 分も歩くと下町風の街並みが始まる。その間を徒歩で

行ったり来たりできる生活は大変に便利で、山の手側ではオーガニックフードなど高級食材を買い、下町側

ではアジア食材店で美味しい米や冷凍された納豆を買うことができた。ブリストルは数年前に中心部の再開

発を行ったそうで、公園などくつろげるスペースもたくさんあり、危険で近寄れないような地区はなかった。グ

ラフィティアートで有名なバンクシーはブリストル出身で、街中で彼の作品をいくつも楽しむことができた。 

 

緊縮政策と貧困 

 

 すでに日本でも知られるようになったが、当時、キャメロン政権は緊縮政策、とくに福祉削減を強行し、同

僚である貧困問題の研究者たちは皆それを大いに危惧していた。たとえば、2013 年にいわゆる寝室税

（Bedroom Tax）が導入され、住居に余分な寝室があると見なされると住宅手当が減額されるようになった。ま

た同じ年、就労していない家族への福祉給付について、全体で年間 26,000 ポンドを上限とする福祉キャッ

プ制が導入される。ロンドンなど大都市への過剰投資や住宅ローンの証券化によって家賃が高騰していた

ため、こうした福祉削減によって大都市に住む子どものいる貧困家庭は大きな打撃を受けると批判されてい

た。住宅バブルによる地価高騰のため多くの中産層が持ち家取得を諦めているという報道も多く、彼らは「ジ

ェネレーション・レント」と呼ばれていた。雇用情勢も悪化し、その典型として「ゼロ時間契約」の急増が話題と

なっていた。これは、契約上の勤務時間がゼロで、雇用主に呼び出されたときだけ就労するという究極のフ

レキシブルな労働形態である。当時、約 70 万人がこうした契約を主職としており、若者や女性の貧困問題を

深刻化させていた。 

 福祉削減と雇用不安の結果、慈善団体フードバンクによる食糧配給を受ける人びとが急増したことも大きく

報道されていた。3 日分の緊急用食糧の配給を受けたのべ人数は、2011～12 年の 1 年間には約 13 万人

だったのが、2012～13 年には 35 万人、2013～14 年には 91 万人、そして 2014～15 年には 108 万人にま

で達していた。2013 年頃を境に貧困問題が深刻化したことが見てとれる。 

 また、この頃すでにイギリスでも右翼ポピュリズムの台頭が話題になっていた。テレビ報道では、東欧出身

の移民が福祉受給目的でやってきているとバッシングされ、その結果、2014 年 5 月の欧州議会選挙では、

移民排斥と EU 離脱を掲げるイギリス独立党（UKIP）が躍進した。労働党支持層の票も UKIP に流れたとさ

れ、労働者階級の排外主義化が指摘されていた。これが 2 年後の国民投票における EU 離脱決定に繋がる

のである。私には東欧出身者は見分けがつかないが、たしかに街中でアラブ系の顔立ちの人は多く見られ

た。同僚の一人は、労働者が多く住む街でイギリスの伝統的なパブが減り、代わってアラブ料理店が増えて

いると話していた。また、ある高齢の知人は、「自分たちが若い頃は、カトリックとプロテスタントのカップルが

結婚すると家族に反対されたものだが、今はまったくそんなことはない。だって、イスラム教徒が増えたせい

でキリスト教の違いはどうでもよくなったからね」と言っていた。 
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大学における雇用 

 雇用不安は、大学のなかでも大きな懸念を感じさせる問題であった。私の研究室は 3 人がデスクを並べる

相部屋だったが、その一つを使う、ブリストル大学で博士号を取得した研究助手の女性に、何かとお世話に

なることが多かった。彼女は研究所のなかではそれなりに古株だが、しかし 3 ヵ月とか、ひどいときには 3 週

間といった短期契約で助手の仕事をつづけていた。授業も担当していたが、すべて集中講義のため、完全

に短期雇用をくり返しながら生計を立てていた。彼女によれば、大学の研究スタッフの22％がこうした短期契

約の裁量労働制の下で働いているという。一方、彼女の元指導教授であり現雇い主である教授は、彼女が

早く正規のポストを獲得し、もっと若手に席を譲ってほしいと考えているようであった。正規職の絶対数が不

足しているのである。 

 一方、そうした正規の教授たちも忙しそうであった。この教授の場合、勤めてから 20 年間、研究休暇が取

れなかったと言っていた。聞いてみると、学生一人ひとりとの相談の仕事が増えているそうで、たしかに外国

人留学生が増え、多くの学生がメンタルな問題を抱えていることを考えると（その背景には、急激な授業料高

騰と若者の雇用不安がある）、さもありなんと感じてしまう。とは言え、平日の残業は少なく、私が所属してい

た研究所は研究スタッフの 3 分の 2 が女性であるせいか、大半は定時で帰宅していた。 

 

反緊縮の論者たち 

 貧困・福祉・労働について研究していたため、こうした問題に詳しい研究者やジャーナリストの講演会が開

かれると、できるだけ足を運ぶよう心がけていた。ブリストルは市民向けの講演会が比較的多く開かれる。す

でに邦訳のある講演者だけ挙げても、『新自由主義』や『反乱する都市』のデヴィッド・ハーヴェイ、『チャヴ―

―弱者を敵視する社会』のオーウェン・ジョーンズ、『プレカリアート』や『ベーシック・インカムへの道』のガイ・

スタンディング、そして『ザ・ピープル――イギリス労働者階級の盛衰』のセリーナ・トッドの講演を聞くことがで

きた。トッドが喋る回は、カンヌでパルムドールを二回受賞したケン・ローチ監督との対談であった。いずれも、

保守党による緊縮政策を手厳しく批判する論者たちである。この 3 年後の総選挙で、反緊縮を掲げるコービ

ン党首率いる労働党が躍進をするが、滞在中に話を聞いた誰もが期待していた結果であった。 

 こうした講演会には、およそ 100～300 人くらいの聴衆が聞きに来ていただろうか。この規模の都市でこれ

だけの人が集まるのはなかなかのものだと思うが、しかしどの会場も高齢の白人夫婦が多く、若者や移民労

働者の姿はあまり見られなかった。多くの講演者が貧困によって社会が分断されるという問題を扱っていた

が、その言葉を当事者に届けるのはなかなか難しそうだと感じた。 

 

NHS を体験する 

 一年間の一人暮らしを満喫していたが、夏休みだけは家族がイギリスに来て長期滞在してくれた。しかし来

て早々にトラブルに見舞われ、トランポリンで遊んでいた小学生の次女が足首を捻挫したのである。私はそ

れまでイギリスで病院にかかったことがなく、アパートに同居していたイギリス人に頼んで夜に車で小児科だ

けの大病院に連れて行ってもらった。 

 まず看護師と、「アレルギーはない？」「はいはい」「じゃあ、薬を飲んで大丈夫ね」というやり取りをした。捻

挫なのに「薬を飲む？」と聞き返したところ、触診で強く押すと痛いかもしれないから、痛み止めのシロップを

飲ませるとのこと。触診のあとレントゲンを撮り、骨に異常がないか確かめてもらう。捻挫で済んだようだが、大
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きく腫れた足首に湿布も貼らず、固定もせず、ただ同じ痛み止めのシロップを三日分と松葉杖を渡してくれ

ただけで終わった。その後は順調に回復したからよかったものの、日本の診察とまったく勝手が違うことに戸

惑うばかりであった。貸してもらった松葉杖は、日本式の脇に挟むタイプではなく肘から下の長さの短いもの

だったため、使いづらく、次女はその後、ほとんど片足跳びで生活していた。 

 ご存知のとおり、イギリスの国民保健サービス（NHS）は日本のような医療保険とは異なり、その大半を政府

の一般財源でまかなっているため、患者の自己負担額がほぼゼロである。この時も診察後に窓口で代金を

支払うことはなかった（……次女はたんなる旅行者なのに！）。医師から飲み薬と松葉杖を直接渡され、「じ

ゃあ」ということになったので、待合室で念のため看護師に「もう帰っていいんですか？」と尋ねてみた。帰っ

てよいのである。その後、自分自身もひどい風邪をひいて大学の診療所に行くことになったが、そのときもや

はり無料であった。 

 

ベック教授の急逝 

 私がブリストルに滞在している 2015 年 1 月 1 日、冒頭で触れた、かつて自分で日本に招聘したウルリッヒ・

ベック教授が心筋梗塞のため急逝したというニュースが入ってきた。70 歳であった。本人から 後にメール

をもらったのがわずか 11 日前だったため、驚かされた。私は、その年の 4 月からベック教授が住むドイツ・ミ

ュンヘンに滞在する予定で、3 ヵ月後の再会を楽しみにするメールをやり取りしていたのである。急逝の知ら

せを聞いたとき、ちょうど東京の出版社宛てに『個人化するリスクと社会――ベック理論と現代日本』（勁草書

房）という本の校正刷りを返送した直後だったため、すぐに「『あとがき』に加筆させてくれ」、「帯に『ベック追

悼』と入れてくれ」と頼むことになった。 

 久しぶりに再会するはずだった大物の急逝はショックで、ちょうど冬休みで一人ぼっちの生活している身に

かなりこたえたのを覚えている。1 月 7 日付の朝日新聞に「リスク論じた懐深い知の巨人 ウルリッヒ・ベックを

悼む」という追悼記事を書かせてもらい、自分もただぼんやりと、ネット上に次々とあふれてゆく追悼記事を読

んでいた。 

 

 その後、4 月から半年のあいだミュンヘン大学で研究滞在をしてから帰国した。ドイツはかつて留学して経

験があるため、イギリスほどの新鮮さはなかった。ミュンヘンはシリア難民を大勢受け入れていたため、大学

では難民受け入れをめぐって活発な議論がなされていた。しかし、総じてイギリスで経験したことの方が、そ

の後の研究にとって大きな刺激を与えてくれたのは間違いない。 
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私のグループ体験 

 

                         林尚宏（平 14 年法卒） 

 

私は広島市にある子ども専門の病院で、臨床心理士として働いています。その中で一対一の関係とは違

う、グループの魅力に気がついてきたので 3 つの例を挙げてご報告します。 

1 つ目は小学校高学年のグループです。コミュニケーションに不器用さのある子どもたちに、会話のしか

た、その際に必要な表情の読み取り方の基礎などを学んでもらう場です。 初に「ここを押さえるとうまくなる」

というミニレクチャーを聞いてもらいます。ある回ではイラストを使って、表情理解・表情作りのポイントを教え

ます。一応聞いてくれますがあくびが出ることも。親御さんから“表情が乏しいから何を考えているのかわから

ない”“相手の迷惑顔が読みとれない”と言われ、まさに表情の問題でつまずいているお子さんもこの時点で

は他人事として聞き流しています。次に、レクチャーを踏まえて職員と鏡を見ながら練習してもらうのですが、

照れもあってか、おちゃらけてしまうことが多いです。ただ、 後に子ども同士で練習をするとき“相手の表情

が読みとれない”“自分の表情がわかってもらえない”という事態に直面すると態度が一変します。さっき聞き

流したレクチャーについて「何がポイントだったっけ？」と聞き直してきたり、再度鏡を求めて練習し直したりし

ます。大人相手の失敗はなかったことになってしまうのに、同年代相手の失敗はリアルな失敗で、どうにかし

たいという思いを生むようです。この真剣さは大人からの一方的な指導だけでは起こりにくいと思いますが、

反対に子どもたちだけに任せていても改善の糸口のないただの失敗に終わってしまうのだと思います。体験

にリアリティを与えてくれる同年代の仲間、導き手の大人、それらを結び付けるグループの場があってこそ子

どもたちに意味のある学びが生じるのでしょう。 

2 つめは親御さんたちのグループです。お子さんのことで何か困っているという点は共有していますが、そ

の内容、お子さんの性格、親御さん自身の性格や受け止めなどはさまざまです。引っ込み思案なお子さん

を持つ親御さんは「もっと自己主張してほしい」と言い、抑制が利きにくいお子さんを持つ親御さんは「少しは

引っ込んでほしい」と言います。期待の方向が逆なのです。 初は互いに「うらやましい」と言ったりしていま

すが、相手の事情を知ると子どものタイプごとにそれぞれ深刻な悩みがあることがわかり、誰からともなく子ど

もへのないものねだりに気づいていきます。他には、次のような展開が起こることがあります――迷惑をかけ

ることの多い子のお母さんと、迷惑をかけられることの多い子のお母さんが互いの心情を正直に話し合った

結果、前者は「何か謝りたい気持ちになった」と言い、後者は「それを聞いてすごく癒される」と目を潤ませる

――やる側とやられる側の間接的・象徴的な和解と言えますが、これもセラピストとの一対一との関係にはな

い、グループならではの展開だと思います。 

グループのダイナミズムは支援する側の職員間にも働いています。これが 3 つ目の例です。1 つ目の例の

グループの内容を考えるときに、この仕事に直接関係のない職員からもアイデアを募りました。その中には

荒唐無稽、筋違いと思えるようなものも多く含まれており、何とか業務化しよう、実行可能な枠内に収めようと

必死になっている私たちとの間で、ある種の緊張が生じました。しかし、彼らのアイデアを私たちが取捨選択

し、実際の仕事とつながるように手を加えることで、当初考えていたものよりユーモアにあふれた楽しいプロ

グラムができました。肩に力の入った私たちだけのアイデアだとしたらおもしろみに欠けたものに、反対に業

務化する責任のない人たちのアイデアだけをそのまま実行していたとしたら、まとまりのないアンバランスなも

のになっていたかもしれません。両者の緊張感のある出会いによって新しいものが生み出されたのだと思い
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ます。 

現在私が関わっている仕事について述べてきましたが、私にとって も濃密なグループ体験はＹＭＣＡ寮

の生活です。いろんなタイプの、でもどこか似通った面々と互いに影響を与えながら日々を過ごしていたの

だと思います。その中では上に挙げたリアルな失敗、間接的・象徴的な和解、緊張感のある出会いなどがあ

り、成長の機会になっていたのでしょう。しかし、振り返ってみると私自身はそのダイナミズムに十分に身を委

ねることができていたとは思えず、ただの失敗やないものねだりの方が多かったかもしれません。本当にもっ

たいないことをしました。ただ、グループの大切さに気づき始めた今、この心残りも含めて大切な財産だと思

っています。 

 

 

 

 

ブラジル事情：ブラジル駐在体験から 

 

                                          藤田洋平（平 17 年社卒） 

 

YMCA の会員の皆様、ご無沙汰しております。ﾌﾞﾗｼﾞﾙに合計 5 年駐在したことで YMCA 一橋寮に関わるこ

とが出来ずに残念ですが、2018 年 4 月末に帰国しておりますので、今後は関わりを深めたいと考えておりま

す。 

会報への寄稿の機会を頂きましたが、弊員はﾌﾞﾗｼﾞﾙの関わり・ﾌﾞﾗｼﾞﾙの事情についてお伝えする事しか出

来ません。会員の皆様にﾌﾞﾗｼﾞﾙを理解頂く端緒となることを祈念しております。 

 

1． ﾌﾞﾗｼﾞﾙでの生活 

 

a. ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの雰囲気 

① 今年 4 月まで居りました駐在地ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの紹介をします。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ中央部に位置し、嘗ては

1809 年から 1822 年迄ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙの首都(本土のﾅﾎﾟﾚｵﾝ軍による侵略を受けて)、1822 年から

1960 年にﾌﾞﾗｼﾞﾘｱに遷都される迄ﾌﾞﾗｼﾞﾙの首都だったことから、今でも過去の建物の遺構が

発見されます。変梃りんな岩山である Pao de Acucar(砂糖ﾊﾟﾝという意味)、ｺﾙｺﾊﾞｰﾄﾞの岡にあ

る Christ 像が地球の歩き方の目玉観光地として紹介されていることから、御存じの方が多いか

もしれません。浜辺は歩いて 5 分-10 分の処にありましたので、毎日潮風に当たりながら、車通

勤をしていました。 高でした。 

② 非常にﾏｯﾁｮが多く(尋常ではないﾚﾍﾞﾙで太っていらっしゃる方も居ます)、浜辺を歩いている

人は上半身裸の男の人が多いです。女性もﾀﾝｸﾄｯﾌﾟが普通であり、かなり鍛え込んでいる人

がいます。何故ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人にﾏｯﾁｮが多いのか？と聞いた処、ﾘｵは暑いので服でｵｼｬﾚをするの

ではなく、生身の体でｵｼｬﾚをするしかないと考えているようです。また刺青をｱｸｾｻﾘｰ感覚で

入れている人も多くいます。 

③ 海が近いということもあり、自然を相手に遊ぶことをﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの人達は考えます。弊家から



随想 

- 58 - 
 

車で 20 分も走ればﾊﾝｸﾞｸﾞﾗｲﾀﾞｰやﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰが手軽にできますし、ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝもできます。

釣もできますし、近くの魚市場に行くと、鮟鱇(ｱﾝ肝込で一匹 600 円位、但しｱﾝ肝にｺｸなし)、ｸ

ｴ(九州地方では幻の魚で高い魚だが、5000-6000 円位で売っていたそうです)があり、魚介類

には事欠きません。生で食べる習慣があまりないので、良い鮮度の魚を扱う店をしっかり知る

必要はあるので、当地の日本人の料理人から情報を仕入れておりました。 

b. ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 

① 幸運にも在任期間中の 2016 年にﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸが開催されましたので、ﾊﾞﾚｰ、ﾊﾞｽｹ、

卓球等見られる分だけｹﾞｰﾑを観戦しました。一番印象に残っているのは体操団体の優勝を間

近で見ることが出来、また会場にいる日本人全員で、声が枯れそうになる位の大声で国歌斉

唱しました。日本から遠い処に偶々居りましたが、日本人でよかったと感じました。 

② 現在柔道のﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表ｺｰﾁ(男女)は藤井さんという女性です。2016 年のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ時は女子の

ｺｰﾁでしたが、教え子の１人が金ﾒﾀﾞﾙを取ったこともあり、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向けて男女のｺｰﾁと

なりました。ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛは社会が狭いので、藤井さんとも何度かお会いする機会があったこと

から、是非ﾌﾞﾗｼﾞﾙ柔道ﾁｰﾑも注目していきたいと思います。 

c. ｻｯｶｰ 

① 2016 年のｵﾘﾝﾋﾟｯｸではﾌﾞﾗｼﾞﾙの優勝で終わり、ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟの悲劇後でもあり、狂喜乱舞あっ

たように、(例外も一部ありますが)ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人はｻｯｶｰをすることも、見ることも大好きです。全財

産を投げ打ってでも応援する人が出てきます。2012 年にｻﾝﾊﾟｳﾛのｺﾘﾝﾁｬｽ(在ｻﾝﾊﾟｳﾛで、低

所得者層のｻﾎﾟｰﾀｰを中心とするﾌﾞﾗｼﾞﾙの強豪ﾁｰﾑ)というﾁｰﾑがﾄﾖﾀｶｯﾌﾟで優勝しましたが、

ﾁﾁ監督が決勝前の記者会見で「我々は勝たなければならない。ｻﾎﾟ-ﾀ-の中には家を売り、全

てを投げ打って日本に応援しに来ている者もいる。だから勝たなければならない」と発言して

おりましたが、本当に全財産を投げ打ってきている人が居たそうです。また、ｺﾘﾝﾁｬｽの試合時

間は犯罪率が如実に減るそうです。 

② ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛで一番有名なｻｯｶｰ選手はｼﾞｰｺです。よく日本企業の集まりにｼﾞｰｺがよく参加し

ていたので、ﾐｰﾊｰ乍ら 2 回ほどｼﾞｰｺと写真を撮りました( 後にｼﾞｰｺと会ったのが、西野監督

発表された直後だったので、知り合いが「日本代表監督に復帰した方がいいのでは？」と聞い

た処、「西野がやれば問題ない」と回答あり)。彼とはﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語でしか話しておりませんが、非

常に分かりやすい言葉を使い、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ能力が高いなと思いました(監督としては非常に

重要な能力です)。 

③ ﾌﾞﾗｼﾞﾙｻｯｶｰ連盟の博物館に行き、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表“ｾﾚｿﾝ”の歴史に触れてみました。そこで 2 点

知りました。青ﾕﾆﾌｫｰﾑの由来とﾍﾟﾚの偉大さです。元々ﾌﾞﾗｼﾞﾙのﾕﾆﾌｫｰﾑは黄/白しかなかっ

たが、1958年のｽｳｪｰﾃﾞﾝ大会時、決勝でｽｳｪｰﾃﾞﾝと対戦した際、当時のﾙｰﾙでは濃い色を地

元開催が着用するというﾙｰﾙあり、ﾌﾞﾗｼﾞﾙは黄色以外のﾕﾆﾌｫｰﾑを使用しなければならなくな

ったが、なぜかﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表は黄色のﾕﾆﾌｫｰﾑしか準備しておらず、慌ててｽｳｪｰﾃﾞﾝの服屋に

駆け込み、選手全員分着用できる色が青のﾕﾆﾌｫｰﾑを超特急で作成し決勝に臨んだ処、5-2

で勝利。ﾌﾞﾗｼﾞﾙの色にあまり関係なさそうな青色が縁起のよい色としてその後青が使用された

とのこと。ﾍﾟﾚは参加した 4 回のﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ中 3 回も優勝しているが、それぞれの優勝ﾒﾝﾊﾞｰ表

の中にﾍﾟﾚ以外は複数回選手として優勝を経験しているﾌﾟﾚｰﾔｰはいないそうです。 
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d. 基督教 

① ﾌﾞﾗｼﾞﾙはﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ圏ということでｶﾄﾘｯｸ教徒が主流で人口の 70%程度居ると言われ、2013 年に

ﾛｰﾏ法王が世界青年の日に出席するためにﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛに訪問しました。しかし近年は急激

に伸びてきたｴﾊﾞﾝｼﾞｪﾘｺという、ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ・福音派教会の社会への影響が見逃せない状況に

あります。ｶﾄﾘｯｸの価値観・理念が、現代の人々の生活とかけ離れてきている、神父さんの言う

ことが定型的すぎて現実の出来事に具体的に対応してくれない等の声が聞こえる一方、ｴﾊﾞﾝ

ｼﾞｪﾘｺは説教が分かりやすく、ﾐｻも情熱的に実施し、壇上で神父(牧師?) が歌を歌い、ｴﾊﾞﾝｼﾞ

ｪﾘｺに参加・入信したことで、薬物中毒に陥っていた人がまともな生活にも戻れ救われたこと、

神様の声を聴いて病気が治ったことを聴衆の前で発表し、それを TV 中継することで、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

人のﾊｰﾄを掴んでます。また、次のﾌﾞﾗｼﾞﾙの大統領に選ばれていることが確実視される Jair 

Bolsonaro はｴﾊﾞﾝｼﾞｪﾘｺ派の支持を受けており、ｴﾊﾞﾝｼﾞｪﾘｺは政治面でもﾌﾞﾗｼﾞﾙに入ってきて

おります。 

② 今月ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの国立図書館で 17 世紀初めに長崎で印刷されたﾎﾟ日辞書が発見されたと

いう news がありました。今年は長崎・天草地方の潜伏ｷﾘｼﾀﾝ関連遺産が世界遺産に登録され

たことで、熊本出身の弊員は誇りに感じておりましたが、ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛでの同辞書発見の知ら

せを受け、縁を感じました。余談ですが、業務上頻繁に訪問していたﾌﾞﾗｼﾞﾙ開発銀行の担当

者の女性の苗字に“Noda”という文字を見たので、家族の出身を聞いた処、熊本県とのことで

した。更に不思議な因縁を感じました。 

e. ﾌﾞﾗｼﾞﾙにおけるﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙの見方 

① ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人はﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ人を見下しています。ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ王国の弱体化はﾌﾞﾗｼﾞﾙ植民地の独立が

決定的になったという歴史的背景が強いと思いますが、ｽﾍﾟｲﾝ人と比べて成功していない人

種という扱いをしております。例えば会話の中で、あいつは“Padaria Portuguesa(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ人が

経営しているﾊﾟﾝ屋)”だな、というｺﾒﾝﾄがあった場合、言いたいことは何も考えずに将来の戦

略もなく目の前のことを右から左に流す事しか出来ない、と意味です。あいつはﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ人だ

な、という発言は強い侮辱言葉です。 

② そんなことをいうﾌﾞﾗｼﾞﾙ人は、同じ言語であるためかﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙにはよく旅行し、労働先としても

渡航者が多いのでﾋﾞｻﾞ発給が遅れるというﾆｭｰｽは良く耳にします。 

③ 在任中、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ﾍﾟﾙｰ、ｺﾛﾝﾋﾞｱといったｽﾍﾟｲﾝ語圏の国に行ってみましたが、町並みは非

常に美しく、規律ある雰囲気を感じます。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人に町並みの差の原因を聞いた処、ｽﾍﾟｲﾝ

人は侵略後どのような街づくりをするか考えながら侵略したが、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ人は定住することを考

えずに、只管略奪してその後何を残すかを考えない、と回答しておりました。 

f. ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語の諺 

① 業務等で例え話がﾎﾞﾝﾎﾞﾝ出てきた際に全く分からなかった言葉が多数ありますが、その中で

も印象に残った言葉を２つ紹介します。 

1. “Gato subiu na telhado (猫が屋根に上った)”降りられないということで、もう元に戻れない

という意味。 

2. “Macaco com metralhadora(ﾏｼﾝｶﾞﾝを持ったｻﾙ)”誰にも止められないという意味。 
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2． 日本との違い・治安・価値観 

a. 日本と事情が異なるのは治安と価値観です。ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ特に経済格差を発端とする盗難、Mafia

間の抗争があり、殺人事件も日常茶飯事です。東洋系の人間が少ないﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛでは特に日本

人が歩けばとても目立ち狙われやすいと言われます。幸い弊員は被害に遭っていませんが、偶然

であり、いつ自分が被害者になってもおかしくないと感じております。 

b. またﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ州・市政府は財政難に陥っており、警察官が給料未払いに業を煮やし、ｽﾄﾗｲｷを

しておりました。警察が警察として取り締まり活動を行わない事態が発生した場合、日本では問題

が起こるとは想像できませんが、ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛにいると、恐ろしいことだと感じます。盗難・窃盗・殺

人が発生した場合、現場急行する人員手配ができない、被害届を提出したとしても、電子登録は

出来たとしても、不明な点があった場合にすぐに応対してくれなければ非常に困難な状況に陥ると

想像されます。 

c. その治安の悪化によりｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ費用若しくは防弾車改造費用等、日本の感覚ではお金を掛ける必

要のないことにお金をかけていることに気が付きます。日本の治安は本当に重要な価値があり、貨

幣価値にすると相当な値段が付くことが想像できます。 

d. 汚職の news も日本に比べれば桁違いに頻繁に出ている通り (政治家は全員叩けば誇りが必ず出

ると言われております)、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人は隠れた処でﾊﾞﾚなければ何をやってもよいという感覚が強いと

思いますし、自分の非を中々認めない(問質すと言い訳をする)と思います。日本の感覚からすると、

だらしのない人間、自己中心的な人間だと感じてしまいますが(全てのﾌﾞﾗｼﾞﾙ人の方がそうというこ

とではありません。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人の中にも日本人よりも公共性に溢れ、腰の低い人もいらっしゃいます)、

どのような環境でも明るく、楽観的に生きるために必要な要素でもあるでしょうし、会った人は誰でも

Amigo という感覚で接してくれる根源だと思います。 初はﾌﾞﾗｼﾞﾙ人の感覚に憎悪・怒りを覚えて

おりましたが、長くﾌﾞﾗｼﾞﾙにいると感覚が麻痺してしまい、そのようなﾌﾞﾗｼﾞﾙ人を可愛い、付き合い

やすいと思えてしまします。 

e. また、日本よりも面子を重んじていると思います。相手に対して非難・Claim をすることは余り良しと

せず、話したがりません。そのような状況では仕事が進まないと考える方もいらっしゃると思います

が、その通りです。上辺の会話及び相手をヨイショする会話が多いのは確かです。但し、日本よりも

個人主義の考え方が強く、即断即決が求められる若しくは即決したがります。その為、日本よりも決

断されるべき会議の準備はかなりされていますし、普段の少人数でのｺｿｺｿ話の積み上げが非常に

重要と思います(物事は 1m 内で決まると言われております)。 

f. ﾌﾞﾗｼﾞﾙは歴史的に一度も敗戦を経験していませんし、豊富な資源・農作物があり、国際関係に一

喜一憂する状況は中々出てきません。ﾌﾞﾗｼﾞﾙは海外の出来事にあまり注目していないと感じること

があります。ﾌﾞﾗｼﾞﾙと日本を比べると、中学生の社会の授業でも習った記憶がありますが、日本は

資源もない国であり、米・露・英等強国内で生きていくためには、国際関係を重視し、様々な駆引き

をせざるを得ない環境だったと理解しております。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人はのんびりしている、常に前向きな理

由は、沖縄に米軍基地があるような複雑な状況に陥ったことがなく、日本のような環境がなかった

からではないか、つまり歴史的に置かれている環境が国民性を形作るという感覚を強く持っており

ます。 
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3． 考えたこと・感じたこと 

a. ﾌﾞﾗｼﾞﾙにいることで、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人の価値観が受け入れられましたが、日本人の良さ・理不尽さも見え

てきました。もしﾌﾞﾗｼﾞﾙ人の過去を余り振り返らず前を前向きにみること、そしてみんな Amigo の感

覚を少しでも日本人が学ぶことできれば、日本の自殺者数は減るかもしれません。 

b. ﾌﾞﾗｼﾞﾙにいることで日本の良さも発見でき日本を更に好きになってしまったのですが、ﾌﾞﾗｼﾞﾙも自

分にとっての都になってしまいました。 

c. 日本では刺青が忌避すべきものとされておりますが、周囲に刺青を入れている人が多すぎて、弊

員は全く抵抗が無くなりました。日本では駄目であることを説明しても、このかっこ良さ、可愛さはな

ぜ分からないのか？とされました。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人に日本の詫び寂び、秘するが花といった感覚は説明

し難いし、感覚として伝えにくいと思います(言葉はあったとしても伝わらない)。 

d. ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの国立図書館で見つかった辞書は、相手はﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ人ですが、伝わらない感覚を何

とかして伝えよう、少しでもその感覚を共有しようとする強い思いにて作られたと思います。そのよう

な思いを胸に感じながら、日伯の交流を続けていきたいと思っております。 
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国体論（― 菊と星条旗― 白井聡著）について 

齋藤金義（昭 46 経・48 年法卒） 

１．はじめに 
 気鋭の政治学者・社会学者である白井聡の「永続敗戦論」に続く渾身の力作である。論理展開は比較的
分かり易いが、根底にある、言わんとする内容は難解でもあり、正直、何度も読み返さないと頭に入らな
い。結論から先に言えば、著書の論点は、戦前の国体が明治維新から始まり、昭和初期、戦争終結までに
形成され、結果、それ故に、日本が破滅したように、戦後においても、この国体は、内容は全く変容した
ものの、相変わらず我々の上に鎮座ましましており、その呪縛から逃れられていないのだと言う。具体的
には戦前の天皇制の代わりに、星条旗、米国が取り替わり、対米従属という形で我々を縛り付け、その行
きつく先は、戦前の破滅の道と同様ではないかという警鐘である。この論理構成は、最初は⼤いに⼾惑
い、どうして戦前と戦後が結びつくのか、疑問に思いつつ読み進んだ。今もある意味、このパラレルな類
推を全面的に賛同することは合点できないも部分は残るものの、読み進むうちに、次第に合点は行く。敗
戦という事実だけでは説明のつかない、対米従属の構造が、戦前、日本をどうにもできない道に追いやっ
た国体の呪縛と共通するという視点である。否、単なる視点とかの次元ではなく、戦前の国体が明治憲法
及びそのワンセットとも言うべき教育勅語等によって形成されたように、戦後の対米従属という日本の
国の形、国体は、敗戦とその後の日米安保条約、その施行規則である日米地位協定によって形作られ、ど
うにもならない対米従属構造を齎している、という指摘である。つまり、著者の見る日本の対米従属構造
がそれほどまで、司法上、政治上、世論形成、マスメディア等において貫徹し、それは戦前の国体論を批
判し、乗り越えることがタブーとされたことと同様の状況にあるのではないか、という視点である。戦後
の国体の起源ともいうべきものが、昭和天皇とマッカサーの会見という神話によって生み出され、戦前
の日本の⺠主主義が、国体によって制限された様に、今、我々は戦後⺠主主義の中に生きていて、「⾃由」
であると思っているようだが、実は、戦後も国体の制約は現に存在している。言い換えると、敗戦を終戦
と言い換えて、敗戦を未だに認めず、アメリカによる支配を支配と捉えず、知性の発揮と政治的⾃由への
欲求を閉ざし、その事実を見ようとしない、認めようとしない、気が付いてもいないというのが、今の
「⺠主主義国家」「⾃由主義国家」の日本であり、それに対する断罪のメッセージが本書である。 
この著書は一度ならず何度も読み返す必要のあるものだと思う。それほど、深い内容がここには込めら
れている。４１歳という気鋭の若手が、ここまで、良く調べ上げ、考え抜いたものだと思う。⾃らお読み
になることが、何よりも必要ではあるが、本書の概要を私なりにまとめてみた。 
 
２．今上天皇のお言葉を巡って 

本書の構成は、少し不思議なところがある。ある意味、天皇制に批判的かと思われる著者のプロローグ
とエピローグは今上天皇のお言葉に対する著者の思い入れから始まり、そして終わっている。著者は平
成天皇のその人格、人間としての気概、真摯な態度に、人間的に共感し、そのお言葉に応える義務を感じ
た、と最初に記している。それは、安倍と日本会議のお追従達が、平成天皇が退位されたいというお言葉
に対して、天皇の退位は認めない発言を行い、天皇はただ祈っていれば良いのだから、退位の必要はない
のだ、と主張したことに対して、平成天皇は⾃ら戦後、昭和天皇のあとを継いで、国⺠に向かい合い、寄
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り添って、平和への祈り、巡礼を行ってきたことに対する否定をそこに感じ取り、それへの公然たる拒絶
を示されたことに対して、著者が平成天皇に対する人間としての共感から、この著書を世に送り出さね
ばと決意したと、と記している。安倍と日本会議は、対米従属とその傘下、セットとも言うべき象徴天皇
制を断固擁護し、寸分も変えたくない。つまり、天皇は何もせず、祈っているだけの無力な象徴であれば
良いとすることは、そのまま対米従属構造を寸分も違えたくない姿勢そのものでもある。象徴天皇制は
そもそもアメリカの作品なのである。しかし、それでは国⺠統合という意味の天皇制ではなくなり、象徴
そのものが目的化され、内容のない、案山子にすぎなくなる。そうであってはならないし、そういう象徴
天皇を実践してきた訳ではないというメッセージこそ、平成天皇のお気持ちであると、著者は受け止め
ている。それはとどのつまり、我々の日本が対米従属を打破し、⾃由な、真の独立国を目指すというベク
トルに繋がるものでもある。 
 
２．戦前の国体論 

戦前の国体について、３つの段階を指摘する。最初は明治維新と明治憲法制定、教育勅語などによって
徐々に形成された「天皇の国⺠」、次に⼤正デモクラシー時代の「天皇なき国⺠」そして昭和から敗戦ま
での「国⺠の天皇」である。明治維新によって、明治政府が発足、近代化が始まるが、天皇制をもって幕
藩体制を崩壊させ、日本国⺠は天皇の国⺠となりスタートする。また、明治憲法とセットで開始された重
要なものに教育勅語がある。学校において御真影が奉納され、この御真影が火事で焼けようものなら、校
⻑は死をもって償わなければならない時代が形成された。正に、「天皇の国⺠」としか言いようのない時
代である。 

その後、⾃由⺠権運動が始まる。日清、日露に勝利し、不平等条約を改正し、日本も⼤正デモクラシー
時代が来て、軍人が揶揄され、カフェやダンスなどモダンな時代の息吹が吹き始める。その時代、つかの
間である「天皇なき国⺠」の時代は⼤正天皇のイメージとも重なって、天皇の存在が弱まった時代にな
る。しかし、日本の⾃由⺠権運動はそもそも憲法制定権力を欠いたものであり、憲法そのものは欽定であ
って、全て天皇によって与えられたものであるから、思想、信条、宗教の⾃由も憲法で認められたものの、
その全てにおいて「国体に抵触しない限りにおいて」という条件付きであった。この国体に抵触しない限
りという制約条件が、その後、強化され、共産主義、社会主義はおろか⾃由主義も弾圧の憂き目にあう。 

昭和期に入ると、不況など経済の行き詰まりから、天皇による政治改革が叫ばれるようになる。代表的
な人物が北一輝である。この思想は２.２６事件を起こした⻘年将校にも受け継がれる。一言で言えば、
天皇を中⼼とした政治体制により、国⺠の幸福の実現、経済の立て直しを行う考え⽅であり、国⺠のため
の天皇、という意味から「国⺠の天皇」の時代となる。天皇機関説も天皇を議会制⺠主義の中に取り込む
考え⽅であり、国⺠の天皇の範疇に含まれる。しかし、これが機能しない最⼤の理由は、所詮、天皇は天
皇との距離が近いものによって利⽤され、国⺠の声によって、天皇中⼼の政治改革が行われることは全
くなく、２．２６事件を起こした首謀者は、我が忠臣を殺めた不逞の輩として昭和天皇⾃らの怒りによっ
て処断される。 

戦前の国体を考える上で、次に重要な論点は、明治憲法における「神権政治」の側面と「立憲君主制」
の側面の二面性がある。明治憲法第１条「⼤日本帝国は万世一系の天皇之を統治する」は神権政治の側面
であり、第４条「天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規に依り之を行う」は立憲君主制の
側面である。憲法はそもそも権力に制約を付すものであり、専制政治と対極をなすものであり、憲法制定
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を行った伊藤博文らの考え⽅は、明治憲法は立憲君主制を確立し、天皇の権力を制約するものとして位
置づけられている。明治憲法は、庶⺠に対しては、御真影など神権政治の要素が強くだされ、エリートに
おいては立憲君主制の部分が強調されているものの、最終的には神権政治の要素が勝り、統帥権の独立
をはじめ神権政治理念と結びつき、暴走を誰も止められなくなる。もともとの土台が天皇により与えら
れた欽定憲法である以上、神権政治の理念を払拭することはそもそも無理な話であったろう。 

 
３．戦後の国体論 

次に戦後の国体の形成を見てみよう。戦後の国体の形成も３つの段階、ステージに分けられる。即ち、
第１段階は、日本の敗戦とアメリカによる占領、サンフランシスコ平和条約締結、平和条約とワンセット
で締結された日米安保条約、６０年の安保改定、７０年安保⾃動延⻑、そして１９７１年のニクソンショ
ックの時代までを対米従属の形成期、「アメリカの日本」の時代として区分される。１９７１年以降、対
米従属の安定期ともいうべき時代が来る。それは、日本の経済力の向上とアメリカ経済の衰退が引き起
こし、日本が曲がりなりにもジャパン・アズ・ナンバーワンと持てはやされ、アメリカとの貿易摩擦問題
を引き起こしながらも、日本はアメリカと、経済の視点からは対等な関係を形成し、安定期を迎える。正
に、「アメリカなき日本」の時代となる。第３段階は冷戦構造の崩壊の時期から始まる。占領から対米従
属構造の形成期、安定期において、東⻄冷戦構造からアメリカは日本を支援強化する必要に迫られてい
たものの、冷戦構造が崩壊した以降、その必要性はなくなり、むしろ日本に負担を求める時代に突入す
る。「日本のアメリカ」の時代となる。この時代の特色は、既に対米従属構造が不要になっているにも拘
わらず、対米従属が目的化した時代とも言える。言い換えると、日米安保条約が日本から見れば、存在の
目的を失い、アメリカが日本をアジアにおける第一の同盟国として遇する必然性が薄れたことを意味す
る。尤も日米安保条約は、アメリカのアジア戦略のための条約であって、アメリカは軍事活動の制約を全
く受けることなく、⾃由、かつ無制限に日本の基地を利⽤できる不平等条約であり、日本を守る条約の意
味合いは第２義的である。つまり、米国議会が米国の安全と国益に叶うという判断があったとき初めて
日本の防衛のためにアメリカは⾃らの軍事力を行使するという内容であるから、冷戦構造の崩壊は、直
接的には米国が安保条約を放棄する理由にはならないが、日本の立場からすれば、近隣、特に東アジアで
の緊張が緩和されるのであれば、安保条約の意味合いは低下するしかない。 

 
４．天皇とマッカサー会見の美談 

戦後の国体の形成において、最も重要な神話が、天皇とマッカサーの１９４５年９月２７日の会見であ
るとする。マッカサーは天皇の高潔な人格に打たれて、天皇制の存続を決意したとあるが、著者の研究に
よれば、米国は１９４２年の段階で、天皇制の存続を検討しておりマッカサーの思いつきで天皇制の存
続が決まったのではないとしている。しかし、重要なことは、日本人がこのマッカサー会見を非常に気に
入っており、この話は戦後の日本人にとって⼼地よいものとなっているという事実である。著者はその
要因が、戦前の⻤畜米英精神でしゃにむに米英と戦争遂行に⾎道をあげ、多くの犠牲者を出しながら、そ
の後を追随すると誓った人が、天皇の玉音放送の一言で見事に変節し、米国占領政策に積極的に協力し
たという負い目を、このマッカサー会見が、癒してくれたのだとする。我々の頂く君主が、敵国の最高司
令官から褒め称えられ、戦争責任を追及されるどころか、その存続に骨折ってくれた美談は、正に⼼地よ
い物の何物でもない。もう一つ、映画「ゴジラ」の解説である。僕は怪獣映画のゴジラがこうした深い意



私の本棚 

- 65 - 
 

味のある映画であることを初めて知ったのだが、ゴジラは恐ろしいだけではなく物悲しい存在であって、
それは南の島で生まれたが、そこは多くの日本軍兵士が眠る地であって、ゴジラは南の島で無念に死ん
だ兵士が復讐のために日本を襲い、変節した日本人を責めている存在として描かれている。最後は、主人
公である芹沢が⾃分の命と引き換えにゴジラを倒すのだか、その時の芹沢の最後のセリフ、「幸福に暮ら
せよ、さようなら」は死んだ兵隊たちの言葉であり、生き残り、変節した残された日本人に対する許しの
言葉であった、としている。そういう映画であったとは、全く知らなったのであるが、著者はこの重要な
原点を次の言葉で締めくくる。「何故変節が正当化されうるのか、何故それが裏切りにならないのか。そ
の答えを、日本人はあの美しい物語において見出すことができる。マッカサーが、あるいはマッカサーに
よって代表されるアメリカが、天皇に対して理解を持ち、敬愛の念を持つならば、かつての敵が「⻤畜」
呼ばわりされたことは、不幸な誤解として処理することが可能となり、死んでいった同朋たちの遺志を
継いで抵抗しなければならない義務から戦後の日本人は解放される。アメリカの庇護の下、「幸福に暮ら
す」ことが許される」 

しかしながら、アメリカが天皇制を維持存続させた本当の理由は、天皇制を評価したからでも尊敬した
からでもなく、あくまでアメリカの占領統治に役立つ、有益であるからに他ならない。対日⼼理作戦の責
任者であったボナー・フェラーズの言葉として以下が引⽤される。「私は、天皇制があろうがなかろうが、
また天皇個人がどうなっていようが関⼼はない。〜中略〜今の占領が継続する間は、天皇制も存続すべ
きであると思う。」問題は、今の占領はいつまでを指すかである。多分、今も続いているのである。著者
がここで言わんとしたことは、戦後のアメリカによる⺠主主義改革の理想主義よりも、従来の天皇制、す
なわち国体を否定しながら、他⽅で極めて⾃覚的かつ積極的に国体を維持・救済しようとしたことの意
味が、圧倒的に重要な意味を帯びており、アメリカの軽蔑と偏見故に国体を救済したにも拘わらず、それ
を敬意と愛情による行為として装ったことに問題の根があることを指摘している。 
 
５．天皇制存続と憲法平和主義 

そして、天皇制の存続は、次に戦争の放棄と一体として扱われる。何故なら、天皇制を維持する条件は、
戦争放棄という平和主義とワンセットでなければ、アメリカ以外の連合国の同意を得られないという厳
しい現実が存在したからだ。戦争放棄を突き付けられた日本政府は驚愕するが、昭和天皇はこれに対し
て、「これでいいじゃないか」と発言し、政府もこれを受け入れたとある。言い換えると、天皇制維持の
強固な意志は、GHQ に対する占領政策への積極的な協力となり、また、共産主義への脅威、冷戦の高ま
りから、日米安保条約体制構築に繋がっていく。そして、アメリカの軍事的なプレゼンスを維持するため
に犠牲となったのが沖縄である。天皇制維持、戦争放棄、日米安保と沖縄の基地化の三位一体がここに完
成する。征夷⼤将軍として、天皇に寄り添い、軍部を打ち砕き共産主義の脅威から天皇を守る⻘い目の⼤
君、それがマッカサーであった。 
坂口安吾は言う。「藤原氏の昔から、最も天皇を冒涜するものが最も天皇を崇拝していた。彼らは骨の髄
から盲目的に崇拝し、同時に天皇を弄び、我が身の便利の道具とし、冒涜の限りを尽くしていた。現代に
至るまで、そして現在もなお、代議士諸公は天皇の尊厳を云々し、国⺠は⼜、概ねそれを支持している。」 
戦後の所謂親米保守支配層は、ここに言われる「藤原氏」の末裔である。彼らは対米従属レジーム＝安保
国体を天衣無縫のもとして護持することを欲するが、これはアメリカンデモクラシーの理念への⼼服故
ではなく、そこに彼らの現実的な利益が懸かっているからである。 
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しかし、冷戦構造が崩壊して以降の日米安保、対米従属構造は、当然、見直されるべきものである。何故
なら、共産主義の脅威なきあと、アメリカが天皇ないし日本のために「征夷」する動機はなく、慈恵的君
主として君臨する動機もないからである。安保国体は現実的な基盤を失ったとする。そこで、権威と権力
の両⽅を備えたアメリカに対して、権威と権力の両⽅を受け入れるしかないと考える親米保守勢力を選
ぶか、或いは権威としてのアメリカは拒否しながら権力としてのアメリカと現実的に向き合う道を選ぶ
か、それが今、喫緊の問題であるとする。その最も先鋭的な問題は、憲法 9 条と日米安保条約の矛盾であ
る。⾃衛隊の存在と憲法 9 条の平和主義、戦争放棄とが矛盾するとされているが、そもそも憲法の上位
に日米安保条約が存在し、世界中と戦争をしているアメリカに基地提供をし、戦争協力しているにも拘
わらず、ベトナム戦争に日米安保で戦争加担したにも拘わらず、憲法の平和主義との間で、矛盾を感じて
こなかったことこそ、問題であるとする。勿論、9 条があったからこそ、⾃衛隊が直接派遣されなかった
のであるが、基地提供などによる戦争協力と平和主義とが矛盾として受け止められてこなかったこと、
それこそ不思議としか言いようがない。 

結論として言えることは、戦前の国体論でがんじがらめになり破滅した戦前の日本が、戦後、対米従属
＝安保国体という権威と権力を備えたアメリカに、がんじがらめになって従属している状況に対して、
アメリカという権威に盲従せず、権力として日本の基地を縦横無尽に利⽤しているアメリカに対して、
具体的に、安保条約と日米地位協定の内容を、改めて対等の条約として、独立国に相応しい内容に改定し
ていくことこそ、憲法改正よりもまず先に解決すべき課題ではないか、というのが著者の論旨であると
思う。 
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香港・ジャカルタ研修旅行報告 

 

2018 年 9 月 27 日 

一橋大学基督教青年会  

大城幹雄（４年）、建内瑛貴（４年）、三品直樹（４年） 

今川明人（１年）、小林莉季（１年）、鳥居大朗（１年）、松原悠紀（１年） 

 

１． はじめに 

2018 年 9 月 6 日～12 日の日程で香港、マカオ及びインドネシアジャカルタを訪問した。参加メンバーは

一橋 YMCA から７名の寮生と理事長の８名、ジャカルタはアジア経済金融問題研究会から２名が途中から

加わり、ジャカルタでは合計 10 名であった。 

今回の研修視察旅行の目的は以下５点である。 

① 我々一橋 YMCA クラブとして、アジアでの YMCA 活動及びキリスト教の状況について知見を深める。 

② 米国を中心とする覇権主義、グローバリズムが変質しつつある今日、日本として益々アジアへのコミット

が必要とされる中で、アジア、なかんずく今回はアセアンの中心であるインドネシアの経済社会につい

て、生きた見聞を深める。 

③ 香港、マカオはアジアにおけるハブであり、香港の果たす位置づけ、中国返還後のマカオについて、認

識を深める。また、香港 YMCA 総主事ピーター・ホ氏から聖書講読の訓話を受けることも大きな目的で

あった。 

④ アジアにおける日本企業の躍進や一橋 OB の現地企業での働きぶりや体験談を伺うことで、自分自身

の将来の職業選択やこれからの学生生活において、どのようなことが求められるかについて考えを深め

る。 

⑤ 同じ若い世代同士である香港、マカオ、インドネシアとの大学生との交流をもち、彼らが日本について或

いは自国の将来や自分の人生をどう見ているかなどの意見交換をする。 

 

今回の研修視察では、上記の研修目的を実現するため、我々参加学生として自主的に、香港 YMCA、

香港中文大学、マカオ YMCA、マカオシティ大学及びマカオのセント・ジョセフ大学との事前のコンタクトを

行い、事前に話し合うテーマを決めて、準備して面談に臨むことができた。香港 YMCA や中文大学は既に

顔なじみではあるが、元々日本 YMCA 同盟からのご紹介がきっかけとなっており、そのご紹介に感謝した

い。また、インドネシアの日系企業のご紹介については、ジャカルタ如水会支部長の宇野様はじめ幹事大和

様、トヨタの稲田様、鹿島建設の曽根様、三井物産からご出向の NPCT1（コンテナターミナル会社）の斉藤

様に大変お世話になり、記して御礼申し上げたい。また、アジア経済金融問題研究会会長の窪野様には、

インドネシアのアセアン日本政府代表部、須永大使及び小野公使をご紹介頂き、また、明治安田生命様が

出資している AVRIST 生命保険会社のご紹介を頂いた。また、齋藤理事長には、香港のインベストメント・バ

ンカーであるセシル ウォン氏をご紹介頂き、同氏の華麗な職業人生から得られた訓話を伺うことができこ

と、また、ジャカルタでは外国人のための教会をご紹介頂き、日曜日の礼拝に出席し、元 SBI グループで活

躍された松久健一郎氏やジャカルタの不動産開発会社社長のマイケル・ブルーンメル氏と面談会食できた

ことも貴重な得難い経験であった。 
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２． 主な訪問先及び日程 

主な訪問先と日程は以下の表のとおりである。６泊７日であるが、訪問先は香港が香港 YMCA と香港中文

大学の２つ、マカオがマカオ YMCA とマカオシティ大学、セント・ジョセフ大学の３先、ジャカルタはジャカル

タ・インターナショナル・クリスチャン・フェローシップ（外国人のための教会）、アセアン日本政府代表部、

AVRIST 生命保険会社、トヨタ現地エンジン工場、コンテナ港湾会社（NCPT1）、セナヤン・スクエア（オフィ

ス、ショッピングモール、レジデンスの不動産開発、鹿島建設の出資）、ジャカルタにあるメルク・ブアナ大学

とジャカルタは計７先、合計すると１２先を訪問した。日程的には、インドネシアが遠距離でもあり、タイトなス

ケジュールであったが、大変刺激的であり、かつそれぞれの訪問先から分不相応ともいうべき歓待を受け、

大変有難い貴重な経験であった。ここに全ての面談した方々に改めてお礼を申し上げたい。
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マカオ市立大学 

 

City University of Macau 

Program Coordinator Global Exchange Office: Wei Hang 

Wei Hang 氏同席のもと、マカオ市立大学の生徒 7 名と交流を行った。 

9 月 6 日、研修旅行初日の午後マカオ市立大学の国際交流課を訪問した。香港からのフェリーでの移動

に想定以上の時間がかかり先方を少々待たせてしまったが、幸い暖かく私たちを迎えてくれた。 

まずは私たちが用意してきたマカオ経済についての質問をぶつけた。事前に調べた限りでは、マカオ経

済はカジノをはじめとする観光産業が占める割合が非常に大きいのだが、習近平政権における反腐敗運動

により主な顧客であった中国人高官らのマカオ訪問数が減少し、結果その経済規模は若干の縮小傾向に

あるということだ。これを踏まえ、政府はどのような対策を講じているのかを尋ねたところ、他文化、他国のビ

ジネスモデルの吸収に力を入れているとの回答をもらった。我々の想像を超えて、今マカオは窮地に立たさ

れている。先述の衰退理由もそうであるが、カジノはマネーロンダリングの温床としてだけでなく、ローカルな

社会にとって負の影響も及ぼしている。カジノ依存症になっているマカオの若者も少なくない。確かに、これ

までマカオの経済を基礎付けてきたカジノとは簡単に分かつことはできないであろうが、中国の反腐敗運動

という外的要因を契機に自国のビジネスモデルを改変することは健全な社会になるためには必要な取り組

みであろう。 

具体例として、カジノ特化型観光地から、ラスベガスに倣った、より幅広いアトラクションを備えたリゾート地

への転換を挙げてくれた。これは日本政府も画策している IR（カジノを含む統合型リゾート）のことである。マ

1 窪野 鎮治
カーディフ生命保険会社 高顧問、前生命保険協会顧副会長 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 齋藤 金義
CEO, QiLong Investment Consulting Inc. LTD　元日債銀、元　ソフトバンクメディア＆マーケ
ティング取締役、元アイティメディア常勤監査役、現　公益財団法人一橋大学基督教青年会
理事長、（昭和46年一橋大学経済学部、同48年法学部卒）

3 齋藤 祐一
アジア経済金融問題研究会共同代表、Partner　QiLong Investment Consulting Inc. LTD
元日債銀、元HSBC証券MD、元アンストヤングM&Aヘッド、（昭和50年東大法学部卒、ハー
バードMBA）

4 建内　瑛貴 一橋大学　　社会学部4年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

5 大城　幹雄 一橋大学　　社会学部4年生  一橋大学学生キリスト教青年会　会員

6 三品　直樹 一橋大学　　商学部4年生    一橋大学学生キリスト教青年会　会員

7 鳥居大朗 一橋大学　　商学部1年生    一橋大学学生キリスト教青年会　会員

8 松原　悠紀 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

9 小林　莉季 一橋大学　　経済学部1年生  一橋大学学生キリスト教青年会　会員

10 今川　明人 一橋大学　　商学部1年生  一橋大学学生キリスト教青年会　会員
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ネーロンダリング目的の中国政府高官ではなく、家族連れでも楽しめるようなリゾート地を開設し、魅力の多

様化を通じた経済成長を目指している。 

次に学生の意識の違いについて意見交換をした。マカオの学生は留学生が多く、その出身国は中国や

韓国が主らしい。交流した学生もほとんどが留学生であり、彼らにとって長期留学にやや消極的な日本の学

生の態度は疑問だったようだ。この質問には日本の大学生の痛いところを突かれた気がした。なぜ海外に行

きたがらないのか、私なりの解釈を彼らに話した。 

まず、英会話ができないからだろう。日本における英語教育の欠陥と言われるのが、リーディングを主体と

した学習形態である。私のように、中学校から英語学習に多くの時間を費やしても結局、日常会話もままなら

ない大学生が量産されている。そもそもなぜそのような学習形態なのかと言えば、日本が内需主導型の社会

経済であったからであろう。しかし、今やグローバルな時代の波が押し寄せているのは誰の目から見ても明ら

かであろう。しかし、こうして現在の英語教育を槍玉にあげるのではなく、それよりも自分から外の世界に飛

び込むことのほうが肝要だと話した。「お前が言うな」状態であった。 

また、マカオ政府はその潤沢な税収を留学生の生活費にあてることによって留学生の受け入れを促進

し、支援しているらしく、電気代を自分で払ったことが無いという生徒もいた。また、その他の補助金も充実し

ておりアルバイトをする必要は無いようで(むしろ禁止している)、勉学のみに集中できる環境を整えているよう

だ。国は人だと、古今東西問わず偉人たちが残してきた格言がある。現代日本は、果たして教育に力を入れ

ていると言えるのであろうか。日本の社会は未だに男系家族依存の構造をしているが、家計に依存されず

に、大学に進学し、勉学に励む環境を構築すべきであろうと感じた。 

ディスカッション後には、日本で買ってきたお菓子を渡すと非常に喜んでくれた。コンビニには日本製の

菓子が多く陳列されていたことからも、日本製の菓子の人気の高さがうかがえる。会を締めた後、一部の学

生がキャンパス内を案内してくれた。山の上に位置するマカオ市立大学は高低差があったがエスカレーター

やエレベーターが設置されており、特に不便はなかった。展望台からはマカオのカジノ街が一望でき、マー

キュリータワーから一望する国立と比較するとまさに別世界である。多様化の進む現代を象徴していると言っ

てもいい。 

（文責：松原悠紀） 

 

神学校 

齋藤理事長、建内、三品、今川の４名は、香港 YMCA のスタッフ２名の案内により、九龍半島の高台にある

神学校を訪問、アジア各国、日本からも神学を勉強し、牧師になる学生あるいは牧師になった人が学ぶ場、

主に授業は英語、生徒数も数百名おり、寄宿舎も完備。ルーテル派ではあるが、香港はアジアにおけるキリ

スト教伝道の基点でもあることが認識できた。 

 

 

香港 YMCA 

YMCA of Hong Kong  

General Secretary: Peter Ho 

Director of community center, service center & programs: Eric Yeung 

Principal program officer: Law Lap Man  
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9 月 7 日（金曜日）午前 8 時 30 分に香港 YMCA を訪問。YMCA は 1844 年に、ジョージ・ウィリアムズら教派を

異にする 12 名のキリスト教青年によって、イギリス・ロンドンで、キリスト者に限らず青年層に対する啓蒙および生

活改善事業のための奉仕組織として創立された。香港はイギリス領であったため、アジアの YMCA 活動の拠点と

なり、もっとも歴史ある YMCA 本部のひとつである。 

 今回は香港 YMCA 総主事の Peter Ho 氏に聖書の説教をして頂いた。はじめに讃美歌を歌った後、ルカの福

音書 8 章 4 節-18 節を英語で輪読し、Ho 氏のメッセージを受けとった。 

 該当箇所は神の御言葉を種に、それを聞く者の心のありかたを土壌にたとえ、どういう者が実を結ぶのかという

ことを説いていると考えられる。一つは言葉を全く聞こうとしない態度、一つは聞いてはいるが本当の意味で理解

していない態度、一つは聞いて信じても人生の重荷や快楽によって流される態度、もう一つは素直に言葉を受け

取る態度。 

 Ho 氏曰く、二つ目と三つ目、聞いているが信仰に結びつかない態度に一番気を付けなければいけないという。

実は私たちは毎週チューターを交えたバイブルスタディをしており、特にこの箇所は以前私が担当したところであ

った。その時も似たような結論には至ったのだが、頭ではなんとなく分かっていても難しい。Ho 氏はさらにたとえ

話を用いて私たちにとって目から鱗の解説をしてくださった。 

 私たちの心にはそれぞれ扉がついている。神は決して自分から開けることはなく、しかしいつもノックして呼びか

けているという。つまり、信仰するきっかけはいつでもどこにでもあるのだが、自分から開けないことには始まらない

のである。つまり、蒔かれた種が実を結ぶ態度というのは、言葉を素直に聞く態度であり、呼びかけに自ら応える

積極的な態度であるともいえる。 

 説教の後は Ho 氏や Yeung 氏らと会食をした。Ho 氏はかつてシカゴ大学で MBA を取得し、JP モルガン証券で

インベストバンカーを務めた経歴もあり、そこから今に至るまでのキャリアをそこに感じた神の存在に絡めて話して

頂き非常に興味深かった。 

（文責：三品直輝） 

 

 

Cecil Wang 氏の講話 

China Bravery Capital in Hong Kong, CFO(Chief Financial Officer) 

香港島セントラルにある齋藤理事長が顧問をしている Victoria Capital のオフィスにおいて、理事長とか

つて日本債券信用銀行において同僚であった Cecil Wang さんにキャリア人生のお話をしていただいた。

Cecil 氏は親が銀行員であり、英国の大学で学んだあと、中国本土の銀行に勤務、その後、三井住友銀行

を経て、日本債券信用銀行の香港現地法人に転職、オフショア・シンジケートローンのオフィサーを経験、そ

の後、NY でのトレーニーとして半年間研修、そこで M&A の実務を経験した。そこでは、公認会計士や弁護

士などの専門家が活躍しており、生半可な知識では到底出来ないことを自覚、帰国後、会計士の勉強を行

い、公認会計士の資格をもって香港企業の CFO の仕事をしてきた。自分の人生のステップアップを日債銀

と当時の日債銀の香港支店長が提供してくれたことに、今でも感謝している。学びは自らの人生の時間をさ

さげ続ける価値あるものだと話された。大学の講義やテストという外的要因による受動的な学びではなく、勤

勉に主体的に学び続けることが肝要であると説かれた。単なる Study では駄目で、自分は常に Study Hard

を心がけて勉強したという言葉は強烈であった。一言で言えば、Cecil 氏は香港金融マンの成功者であり、

香港ジョッキークラブのメンバーであり、仕事以外にも公認会計士協会はじめ多くの団体の役員を務めてお
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り、香港の名士でもある。そういう方の人生や職業、勉学に対する心構えを伺えたことは、大変貴重な生きた

体験であった。自分自身の英語力が不足していたので、どこまで真意を理解できたかは心もとないが、伝わ

ってくるオーラが感じられた。 

 一橋大学に合格した後、学びをやめてしまった私にとって耳の痛い話であった。大学入試に向けた勉強な

ど、既存のテクストを学び、決められた勉強法に則った「勉強のままごと」に過ぎなかったのだろう。大学そし

て社会に出てからは主体的に学び続けなければ人格の発達はないということを肝に銘じた。 

Cecil 氏は、経済問題について語り始めた。だれもが口を揃えて「経済への理解は重要である」と言うもの

の、あまりにも自然に眼前を取り囲む巨大な実態経済を理解している人間は僅かであるという。これを理解

するには、常に変動し続けている経済に関心を向け続け、自らが経済を担っているという感覚を養う必要が

あると話していた。 

 その第一歩として、新聞やニュースといったマスメディアからの情報収集を挙げた。しかし、その際重要な

のは、情報を鵜呑みにするのではなく、メディアリテラシーを持って主体的に理解することに努めることである

という。 

香港という多国籍企業が多く活躍するこの地で多くの外国人と仕事をし、国際的な知見を養ってきた Cecil

氏の話を聞き、社会人となっても海外企業や異国の地域へ行くことで多くの異なる文化に触れ、異文化理解

に努めることが必要であると再認識した。いや、余暇の多い大学生活の今こそ、より積極的に動くべきであろ

う。一橋大学にも多くの外国人留学生がいる。自らが積極的になれば大学内にも可能性は広がっている。グ

ローバルに活躍するには狭い世界から離れて外の世界にも目を向ける広い視野が必要不可欠だ。             

（文責：小林莉季） 

 

香港中文大学 

CUHK Business School   

The Chinese University of Hong Kong 

Kaman CHUM :Project Executive Undergraduate Programs  

 

我々は香港中文大学を訪問した。東大の駒場キャンパスがごとく、駅の目の前にあるは香港中文大学、

駅名は「大学前」であった。香港における存在感がうかがえる。待ち合わせた教室に向かうと同数程度の学

生が待ち構えていた。和やかなムードで天気の挨拶などしつつ、予定通りお互いプレゼンテーションを行っ

た。 

まず、香港に関する基本情報や経済の成立、以前直面しまた今後起こりうる問題についてのプレゼンテ

ーションを聞いた。特に力点を置いて説明していたのが Linked exchange rate system(リンク為替相場制)と

いう為替制度である。これは一般的にはドルペッグ制とも呼ばれている。自国の貨幣-この場合は香港ドルで

あるが-の価値を安定したものとするために、米ドルと連結させることである。なるほど、それで香港「ドル」な

のかと合点がいった。 

言わずもがな、この制度のメリットは、米ドルに基づく貨幣価値の安定によって外資投下を呼び込みやす

くなることにある。一方で、米ドルと連動するということは、香港は自由に金融政策を取ることができず、たとえ

香港経済が不景気だったとしても、アメリカが利上げをすれば、そうせざるを得ないという大きなデメリットがあ

る。香港は景気循環がドル経済圏とかつて似通っていたことに、この制度の由来があるものの、現在は中国
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本土との関連が強まっているはずだ。先述のデメリットと合わせても、人民元ペッグ制の方が良いのではない

かという疑問が湧いた。この質問に対して彼らは、現状不可能と答えた。なぜなら、人民元が海外でも自由

に取引ができる国際決済通貨ではないからだそうだ。 

この回答だけではよく理解できなかったので、帰国後調べてみることにした。このまま人民元にペッグしてし

まえば、自由に決済できる香港ドルがホットマネーによる投機に晒されてしまうかららしい。なるほど、よく分か

らない。私は大学に入学して浅く、いまだマクロ経済について勉強中なのだから当然だとリトル小林が言って

いる。これからの大学生活の課題にしたい。 

その後、私たちは日本経済のホットトピックとして東京オリンピックが日本経済にもたらす効果を 1964 年と

2020 年を比較したプレゼンテーションを行った。 

双方のプレゼンテーションの後、中文大学の学生たちに図書館などキャンパス内の紹介を受けた。アジア

が誇る大学にふさわしく、広大な土地に多数の先進的な施設があった。また道中互いに経済や現地の生活

などについて質問しあった。異文化に属する同世代の人たちと交流し、どのような考えを持っているか共有

するというなかなか得られない経験をすることができた。 

海外の学生たちとの交流を通して、自らの英語力を試すことで大きな刺激を受け、英語学習の良いモチ

ベーションとなり、経済についてより認識を深めたいと思える、貴重な経験となった。 

（文責：小林莉季） 

 

USJ（University of Saint Joseph） 

９月８日にマカオの私立大学である University of Saint Joseph(USJ)を訪問。1996 年に設立された非常に

新しい大学であり、カトリックである。学生数は全学年（留学生も含め）合計で 1100 人。日本の大学と比較し

た場合、規模的には非常に小さい大学であるように感じるが、マカオの人口から考えると極めて標準の数値

である。USJ での学費は年間およそ 70 万円であり、マカオで も学費の高い大学とされている。毎年、マカ

オではおよそ 3000 人もの学生が高校を卒業する中、そのうちの三分の一は中国本島や台湾の大学に進学

する傾向が強く、またその他の三分の一は中国や台湾以外の海外の大学に進学するため、実際に毎年

1000 人ぐらいの学生しかマカオ内の大学に進学しないとされている。国内進学の学生が少ないなか、マカ

オには 10 校もの大学があるため、毎年大学では、バトルが繰り広げられている。私立大学であり、マカオ国

内で も学費の高い大学とされているため、USJ は学生数をあまり確保できないのではないかと想定される

が、USJ は他の大学には持っていない看板学部があることが大きな強みとなっている。USJ では全部で 14

個の学部が設置されていて、教育学や哲学、心理学、神学、デザイン学科などの学部学科があるなか、マカ

オ国内で建築学科を設置している唯一の大学である。そのため、建築学科は大変人気な学部とされている

が、実は も多くの卒業生を輩出しているのは教育学部である。マカオ経済は、観光業とカジノによって支

えられているため、USJ の学生も観光業やカジノに関連する職業に就くと思いきや、一部少数の卒業生はカ

ジノの運営などに携わる職業に就く人もいるようだが、就職事情としては学校の先生などの公務員の仕事に

就く人が非常に多い。また、非常に興味深かったは、大学卒業後、起業する学生もいて、自らビジネスを立

ち上げる創造豊かな学生も少ないわけではないとのことであった。マカオには、まだ広がっていないビジネス

などが数多く存在することもあって、起業してビジネスを立ち上げる需要がそれだけ大きいと考えられる。ま

た、大学院に進む学生も一部いるとのことである。また、就職事情として海外に出て仕事を探しに行かないこ

とは大きな驚きであった。観光業とカジノでしか経済が回っていない国家であるため、当然企業の数は非常
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に少なく学生が付きたい業種の企業が国内には存在しないにもかかわらず、国を出て働くという選択肢を取

るのではなく、国に残り、国の単に新しいビジネスを立ち上げ、広めていくという考え方や姿勢に対して学ぶ

ものが非常に多かった。マカオの大学に進学する学生は、卒業後もマカオに残るという前提で進学している

ということを知り、USJ の学生と交流した際には母国愛を非常に強く感じた。 

(文責：建内瑛貴) 

YMCA マカオ 

Assistant of General Secretary Cecil, Lou Si Weng 

１． YMCA マカオの起源 

 1990 年初頭、マカオは、ポルトガルの支配による南ヨーロッパ文化と中国古来の文化が融合しており、そ

の独特な文化は多くの観光客を引き寄せた。その結果、マカオは急激な人口増加と都市化が起き、マカオ

社会全体として様々な要求が求められた。その時、ＹＭＣＡ香港の代表が YMCA マカオの設立を強く提案

した。そして、1994 年 2 月 9 日に正式に発足した。 

 

２． YMCA マカオの発展 

 YMCA マカオは 1995 年に初めて会員増加の運動をおこし、新たに 257 名のメンバーが加わりそのメンバ

ー全員マカオ YMCA の設立メンバーとなった。マカオ YMCA のメンバーは、順調に増え続け 1996 年の

YMCA のプログラムには 3000 人以上の人が参加した。メンバーが増加する代償として、オフィスの増加が

急速に求められた。YMCA 香港の代表は、マカオで起きたこの動きを絶やさぬようにサポートを断続的に行

い、マカオの上の人が参加した。メンバーが増加する代償として、オフィスの増加が急速に求められた。ＹＭ

ＣＡ香港の代表は、マカオで起きたこの動きを絶やさぬようにサポートを断続的に行い、マカオのＶolong 地

区の Rua NO,3 という場所に 6 階建ての新しいビルを 1996 年 12 月末に買収した。そして、YMCA マカオ

は 1998 年に世界 YMCA 同盟の一員として認められた。 

 

３．YMCA マカオのメインプログラム 

現在、メインのプログラムンの対象となっているのは、子供や若者である。 

主な活動 

① 聖書研究、音楽、連帯感などを通じての精神面でのリフレッシュ 

② 中国や他地域へ訪れての交流 

③ 中学校や小学校へ社会人を送るサービス 

④ キャンプ活動 

⑤ ボランティア活動の訓練や波及活動 

 

４．まとめ 

 1994 年に発足され、まだ 20 余年しか経っていないが活発に活動を行いマカオ内でも存在感を示すように

努力している姿が見られた。この姿から我々日本の YMCA 組織も学ぶべきことは多いと感じた。日本におけ

る YMCA 活動がいかに社会貢献しているのかということが社会で十分に認知されていないからだ。 

 また現地の YMCA の方から聞いたところでは、マカオ特有のギャンブル依存症の若者を更生させる施設

があり、子供の社会復帰に貢献しているのは大変好印象を覚えた。日本でも 近、個人的に子供を支援す
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る『子供食堂』という取り組みがあるが、団体で活動するところは少ないように思える。私のような若輩が申し

上げると角が立つかもしれないが、もともと YMCA 活動に従事していない私だからこそ申し上げたい。日本

の YMCA もマカオに倣って、その活動が社会的に認知されるような努力をして欲しいと思うし、私もそれに

協力したい。 

（文責：今川明人） 

 

Jakarta International Christian Fellowship Church 

 

9 月９日の朝、ジャカルタ市内にある Jakarta International Christian Fellowship (JICF)を訪問し、礼拝と現

地の教会員との交流を行った。JICF は 1995 年、ジャカルタ市内の教会である Jakarta International Baptist 

Church のボランティアによって、外国人滞在者のための非宗派組合として創立された。この組合は、キリスト

教精神に基づいて様々な活動を行っている。以下その活動のうち幾つかを紹介する。 

活動の一つに、毎週日曜日の午前中におこなわれる、説教者を招いた礼拝がある。我々は今回の訪問

でこのイベントに参加したので、詳細については後述する。他にも、キリスト教の教義についてのビデオの放

映会や、紛争地域への献血の仲介、子供への教育など、キリスト教精神に基づいた社会貢献活動を行って

いる。 

今回我々は、毎週日曜日に行われる礼拝に参加した。この団体はインドネシアに滞在する外国人を対象

としており、周囲にはヨーロッパ系や中東、東アジア系のインドネシア住人と思しき人が多数いた。礼拝は椅

子が並べられた大きなホールで行われた。日本の教会で見られる厳かな雰囲気とは異なり、賛美歌斉唱は

シンセサイザやエレキなどの楽器を用いてカジュアルな雰囲気に包まれていた。その後、牧師による説教

が、パワーポイントを用いて行われ、礼拝の 後には JICF の活動紹介、また募金が行われた。 

礼拝後に、今回の初参加者の自己紹介が行われた。我々と同じように、ジャカルタでの短期滞在の間に

訪れる人もいるようである。礼拝終了後には、参加者同士での交流がされていた。JICF の活動理念の一つ

である、「外国人に向けたコミュニティを確保する」働きもあるようであった。 

今回の礼拝を通して、教会は信仰の場のみならず、交流の場、すなわちコミュニティの場としても機能して

いることが分かった。特にこの教会はインドネシア駐在員が多かったことから、ビジネストークがそこかしこで

なされる、一種ビジネスサロンのような役割も担っている。下戸の私にとっては、飲みニケーションと言われる

日本の「悪しき」慣習よりは、このような神のお膝元で穏やかなコミュニケーションをしたいと思ったのである。 

（文責：鳥居大朗） 

 

ASEAN 日本政府代表部、インドネシア日本大使館  

ASEAN 日本政府代表部 公使 小野日子 

特命全権大使 須永和男 

Second Secretary 掘直貴 

在インドネシア日本国大使館 Financial Attache 渡辺元気 

 

 インドネシアに来て三日目の午前中、我々は ASEAN 日本政府代表部公使の小野日子氏と全権大使の

須永和男氏、他３名の外務官僚とお会いすべく、滞在するホテルのすぐ隣にある日本大使館へと足を運ん
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だ。もともとこのホテルを選んだのも、前年度のフィリピン大使館への訪問の際、交通渋滞に捕まってしまっ

たことの反省に起因している。前日にインドネシアで合流した窪野さんと齋藤祐一さんも共に、徒歩で大使

館まで移動した。 

 入り口で名刺の提出を求められたが、もちろん学生の我々に名刺の持ち合わせはなかった。パスポートで

も良いとのことで、私はパスポートを警備員に手渡した。私は初の海外ながら、香港も合わせて既に海外生

活５日目に突入しており、豊富な海外経験を活かしたパスポート持参であった。しかし、一年生を中心に海

外に疎い諸兄はパスポートを持参していなかったため、受付で一悶着発生した。英語に堪能な私がここで

警備員を論破してもよかったのだが、ここは齋藤理事長らの説得によって、無事通過することができたのであ

った。私の英語は警備員らに対して披露させることはなかった。能ある鷹は爪を隠すというが、私の堪能な英

語はここで発揮されることはなかったのである。 

 正門をはじめ、多くの検問所を突破し、その先にあるは、国際会議でも使用されていると確信を得るに至る

ような会議室。まず、はじめにお互いの自己紹介をおこなった。一人の外務官僚を除いて、小野公使、須永

大使含め４名中３名が一橋大の卒業生であり、本学の先輩が国際的な場でその手腕を発揮していることに

後輩として嬉しく思った。 

 まず、「45 周年を迎える日 ASEAN 関係」と題した資料をもとに、インドネシア経済の概要や日 ASEAN との

関係について金融庁から出向している渡辺元気書記官からご説明頂いた。 

 インドネシアは、これから２０年は続くとされる人口増加を背景に、内需が拡大しており、経済成長も他の新

興国に比して堅調となっている。この旺盛な内需を取り込むため近年日本企業の進出や投資が活発化して

いる。ここ 10 年の日本からの直接投資実現額累計は世界２位となっている。 

 また、日本と ASEAN は現在、日 ASEAN 技術協力協定の合意を目指している。合意が実現すれば、国際

協力機構による ASEAN への技術協力が可能になり、かつ ASEAN の一体性の強化に貢献することができ、

連結性の強化を通じた自由で開かれたインド太平洋の実現に資することが期待されている。 

 国際社会の安定と繁栄のカギを握るのは、成長著しいアジアと潜在力溢れるアフリカという「２つの大陸」、

自由で開かれた太平洋とインド洋という「２つの大洋」の交わりにより生まれるダイナミズムであり、その中心に

あるのが ASEAN である。こうした ASEAN への取り組みを強化させる試みを「自由で開かれたインド太平洋

戦略」と呼び、先の協定もその具体化の一つとなっている。 

 軽い説明の後は、質問コーナーへと移った。このような国際政治の 前線で活躍される先輩に直接話を

聞くことができる機会はそうそうあるものではないが、寮生はその機会を逃すことなく、事前に考えてきた質問

も含め、多くの疑問をぶつけた。文量に限りがあるので、その中から興味深い回答を２つ取り上げ、紹介した

い。 

質問１「昨年、EU ではブレクジッドが起きた。国家を超えた共同体運営の難しさを感じたが、このような現実

を受けて、ASEAN はどうするのか。」 

  EU と ASEAN には意思決定の仕方に大きな違いがあるようだ。ともにキリスト教圏であり、文化的な背景

でも共有し合っている EU とは異なり、ASEAN は宗教、民族など社会、文化の面において多様な社会を包

摂する共同体である。そのため、意思決定はコンセンサス重視となっており、遅いながらも着実な合意形成

が進められているという。須永大使は、この点からブレクジッドのような離脱は ASEAN において発生する可

能性は低いとおっしゃっていた。一方で、親米日国と親中国同士の意見の衝突が発生した際などは、長い

話し合いになるという。 



海外研修報告 

- 77 - 
 

 また、意思決定の方策に限らず、共同体内の経済水準と法律の標準化を目指した話し合いも活発に行わ

れているとのことである。 

 政治とは、社会の構成員の意見を集約する営みのことである。その集約方法は大きく「コンセンサス型」と

「多数決型」に大別される。多数決型は、早い意思決定と強いリーダッシップを可能にするが、政治学者のレ

イプハルトの膨大な研究によって、「コンセンサス型」の政治の方が多くの面において優れていることが証明

された。 

 ASEAN も例に漏れず、地域統合に多くの困難が付きまとうことになるであろうが、大国主義とそれに基づく

多数決型の意思決定を行う国連とは異なり、政治的に良い共同体へと向かう潜在能力は高いはずだ。悪性

のリージョナリズムに陥ることなく、共同体の発展と平和を目指して欲しい。 

質問 2「インドネシアの経済成長目標は 7 %と設定されているが、達成できていない。政策効果で何が足りて

いないのか。」 

 喫緊の課題は、インフラ整備とのこと。インドネシア単独でインフラ整備することはもちろん困難なので、外

資が必要である。しかしながら、経常収支の赤字を回避するために、外資の呼び込みが落ちているそうであ

る。こうしたインドネシア政府に対して日本も働きかけているそうである。 

 我々が滞在して、インドネシアのインフラは日本と比較すれば月とスッポンの差があると感じた。首都ジャカ

ルタでさえ全く不十分な鉄道網であり、街は毎日交通渋滞である。これでは工業化は困難に違いない。経

済成長が頭打ちになるのも理解するに難しくない。 

 インドネシアは島嶼国であり、ジャカルタだけがインドネシアではない。スマトラやカリマンタなど他の地域も

多くの人口を抱え、固有で多くの資源を多く有している。インフラの整備によって、ジャカルタだけではなく、

それぞれの地方都市が生産拠点として十分な発展を遂げればインドネシアは、豊富な資源のみならず労働

力の豊富さや、地理的優位性を活かした、大きな成長を期待することができる。しかし、そのためには赤字を

恐れない、大胆な外資の呼び込みが必要であろう。 

 約 1 時間という短い時間であったが、非常に有意義な訪問となった。お忙しい中、我々のために時間を割

いてくれた先方の方々には感謝の念が止まらない。 

 この日の夜、大使は来られなかったが、小野公使と他 3 名の方々と会食を行った。 

 私は小野代表の近くに座らせていただいて、小野公使の外務官僚としてのこれまでの仕事の話を伺った。

小野代表が非常な美しい女性だからという邪な理由で近くに座った訳ではないということを、ここに強く表明

したい。 

 小野公使は在米日本大使館などの勤務を経て、ASEAN 代表部に移る以前は、東京オリンピック招聘のた

めのスポークスマンとして 2 年間官邸にいたそうだ。特に、東京オリンピックに決まった時の嬉しさは筆舌し

がたいものであったそうだ。テレビに疎い私は全く知らなかったが、オリンピック招聘時期にはマスメディアに

盛んに登場しており、かなりの有名人とのことだ。 

 残念ながらそれ以降の会食は、アルコールの匂いしか覚えていないが、きっと有意義な会食で終わったの

であろう。 

（文責：大城幹雄） 
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PT. AVRIST ASSUARANCE 

Director of Agency and Employee Benefit Division: Yasuo Sato 

Vice President Employee Benefits Division: Hidenori Ishii  

Corporate Strategy & Planning Manager: Takuya Hase 

 

 インドネシア、ジャカルタにて保険会社 AVRIST を訪問した。AVRIST はインドネシアで生命保険をはじめ

とした保険事業を主に扱う企業で、その前身は 1975 年 100%インドネシア資本で設立された。84 年から AIA

グループの出資を受けていたが同グループはリーマンショックを機に撤退。2010 年以降明治安田生命が株

を所有し始め、2018 年現在 28,8%を保持している。今回、明治安田生命から現地に出向している三名の駐

在員の方と昼食をご一緒させていただき、その後企業の概要についてお話を伺った。 

 AVRIST が扱う事業は大きく五つだ。Asset Management, Pension(日本でいう年金機構のような業務), 

General Insurance(損保), Sharia Insurance(利子が禁じられたイスラム向けの保険),そしてメインの Life 

Insurance だ。この生命保険部門が利益に占める割合は非常に大きく、その運用益が総利益の約 90％を占

めている。 

 生命保険部門に主眼をおいてより詳しく説明しよう。現在、インドネシア国内での保険の普及率は依然とし

て低水準である。保険の普及率を比較する基準は国民が保険に使った金額／GDP であるが、日本は 7%前

後であるのに対し、インドネシアは 1%台にとどまっている。また、顧客の大部分は中華系の比較的裕福な層

に集中しており、企業として今後の課題は、保険サービスのすそ野をインドネシア経済の中間層まで広げる

ことだと話していた。 

 一方でそのような認識を企業として共有しているものの、インドネシアでは競合他社が 60 社近くあり、大口

の顧客の確保にリソースを割かねばならないため中間層への保険事業の浸透までは十分には手が回って

いないのが現状だ。 

 また、インドネシア市場で日系であることのメリット、デメリットについて尋ねてみた。佐藤さんによると、トータ

ルで日系であることは現状ニュートラルであるらしい。プラスの面としては、インドネシアはかなりの親日国で

あり、いわゆる高品質な日本イメージ(トヨタ車がかなり流通していることが大きいのだろうか)のマーケット効果

が肌で感じられる程度にはあるのだそうだ。マイナスの面としては、日本で培った保険ノウハウが全く通用し

ないことが挙げられる。先に述べたようにイスラムでは利子を取ることが禁じられており、そのためにインドネ

シア国民には保険の概念は理解されにくい。加えて、インドネシア通貨のルピアに対する不信感が根強い

ためか長期的商品の売り上げが伸び悩んでいるようだ。 

 ただ、経営はどちらかといえば順調で焦る必要はあまり無いという。というのも、利益の 9 割を占める生命

保険の運用は現在活発な不動産分野をあえて避け、国債メインの運用をしているため、非常に盤石で健全

な経営状況を作り上げているらしい。 

 しかし、先述したように、長期的商品の売り上げが伸びていないことや、これからインドネシアの中間層が

増えていくことを考えると、他国の保険会社に遅れをとらぬよう、人的資源を集中させて策を打ち出すべきで

あると私は思う。それは先方も強く思っていることであろうが、それが困難なのだから興味深い。グローバルな

経済圏が確立し、私たちは今回の研修でグローバルという全体像ばかり追っていたが、ここを訪問して、依

然として立ちはだかる文化の壁のようなものを感じた。哲学者の東哲郎の思想を援用するならば、世界は経

済という下半身を共有しつつも、やはり文化という上半身は独立したままなのであろう。文化なのだから世界
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で共有する必要はないが、文化が多様ということを忘却したままのグローバリズムな活動など砂上の楼閣に

等しいではないか。グローバルな世界において、敵は他国の企業であろうが、ローカルな文化を理解-味方

にする-しなければ生き残れないというのが今回の訪問から得た教訓だ。       

（文責： 松原悠紀） 

 

トヨタ スンタ―第 1 工場  

9 月 10 日にトヨタ、正式名称：PT Toyota Manufacturing Motor Indonesia（TMMIN）のジャカルタ西部に位

置するスンター第 1 工場を訪問。如水会 OB で経理担当取締役の稲田恵一郎氏から、会社の概要はじめ

インドネシアにおける自動車工業の概略の説明を PJ の画面に従って伺った。 

当社は、車を生産するだけではなく、エンジンや部品の梱包なども行っていて、部品などの輸出を含める

と世界８０カ国以上になる。輸出は ASEAN 諸国にとどまらず、中東やアフリカ、オセアニアなどの諸国にも輸

出し、インドネシアからの全自動車輸出の約 9 割弱を占めているため、インドネシアの工場は海外への輸出

拠点として非常に重要である。2017 年には 107 万台もの車を生産し、そのうちの約 20 万台を輸出してい

る。 

確かに、インドネシアに工場が集中しているのは、海外への大量生産を引き受けていることも大きな要因

ではあるが、実はインドネシア国内でも車の需要がより高まっている。経済成長の中、インドネシア国内では

2045 年までの人口増加が予想されていると同時に中間層も拡大しつつあることが分析されているため、必

然的に車を購入できる層が増えることが期待されている。また、インドネシア国内の人件費が非常に安いた

め、現地のほとんどの社員に対しては非正規雇用の雇用形態をとり、低コストで車を生産できることもインド

ネシアの工場拡大につながっている。 

工場の出資比率についてであるが、トヨタが 95％、Astra Motor が残り５％を出資していて、工場では完

全にトヨタの生産方式が使用されている。つまり、モノづくりの精神を非常に大切にし、無駄な作業を徹底的

に排除する生産方式である。毎月、工場内でのノルマなどが変動することもあるため、生産状況に応じて生

産スピードを調整する。 

つづいて、トヨタのインドネシア進出についてであるが、トヨタ・グループの連携会社である Astra と 1971 年

に も早くインドネシアでの車産業に乗り出したため、その後のインドネシア国内の自動車産業の発展に大

きく貢献した。トヨタは、70 年代からインドネシアでの自動車ビジネスを広げているが、悪路対応（耐久性・安

定走行）、高い車高（洪水対策）、家族移動、コンパクト（街乗り・若者向け）、先進的なデザインなどのインド

ネシアのお客様のニーズに対応するため、ワンボックス車のような多目的車の大型モデルを開発することが

多く、今でもインドネシアでの主な販売モデルは多目的車などの大型自動車の生産が中心であるが、

LCGC(Low Cost Green Car)の政策により、小型エントリー車のシェアが拡大傾向にある。 

 後に、TMMIN の今後についてであるが、2020 頃までにはトヨタだけではなく、全メーカーの合計生産能

力が 200 万台以上に達成することが見込まれている。2017 年には、三菱自動車や Wulling という中国系自

動車メーカーなどが生産キャパシティを拡大し、非日系メーカー（欧米や韓国などの自動車会社）もインドネ

シアに進出してきていることもあるため、今後国内でのシェアの争いがより一層高まり、TMMIN はその車競

争社会に打ち勝っていく必要性がある。 

（文責：建内瑛貴） 
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メルク・ブアナ大学 

9 月 10 日の夕方、ジャカルタ市内にある University of Mercu Buana(メルク・ブアナ大学)を訪問した。トヨタ

の現地法人の訪問の後、距離的には市内中心部を抜けて反対側にある大学の訪問は、途中、イスラム暦の

大晦日にあたる祝日前日ということで、市内を抜けるのに交通は大渋滞、トヨタを４時半に出発、現地は５時

半の予定が何と２時間以上も遅れ、到着したら午後７時近くになっていた。途中、何度も電話を入れて遅れ

る旨を伝えていたものの、さすがに２時間の遅刻で恐縮して教室に入ったところ、学生は３０名以上、事務局

及び教授とアシスタントのハンガリー出身の先生らに温かく迎えられ、一同、ほっと一安心、次の小野公使と

の会食時間があることも忘れて、学生と教授との交流時間を持った。先方は、この交流に際して、出席の証

書を一人一人に手渡しており、その証書には先方の主任教授と当方理事長は教授、教授と連呼されて証書

３０枚以上にサインをさせられた。それほど、インドネシアの大学、と言っても、名門のインドネシア大学は大

晦日ということで、アポイントは断られたから、このメルク・ブアナ大学はある意味、坂の上の雲、という意識

で、前向きに考えてくれたのだろうと思う。 

メルク・ブアナ大学は 1985 年創立、６つの学部を持つ私立大学であり、大学ランキングは国内 39 位、ジ

ャカルタ近郊では３位となっている。(https://www.4icu.org/id/を参照)。 

今回我々は経済学部の学生との交流を行った。 

当初はお互いに経済についてのプレゼンテーション、ディスカッションを行った後、学生同士の交流を行

う予定であったが、スケジュールの都合上、こちらからのプレゼンテーションと学生交流のみを行うこととなっ

た。 

まず初めに我々YMCA 一橋の紹介と日本経済についてのプレゼンを行った後、質疑応答の時間を設け

た。我々の発表にたいする学生の真剣な態度や、発表の後多くの質問が寄せられたことからも、インドネシ

ア人の日本に対する興味や親密度が感じられた。 

その後、学生同士の交流の時間を設けた。インドネシアの学生の中には海外経験（留学や短期在住）の

ある学生が多く、インドネシアの大学の国際的な面が見られた。メルク・ブアナ大学の経済学部では 2019 年

の５月から日本でのフィールドスタディーを予定しているとのことで、その際に我々一橋基督教青年会と再び

交流することとなった。 

この交流を通して、インドネシアが自国の発展に向けて、大学教育を含めて国際的な取り組みを行ってい

ることを改めて感じた。確かに、今のインドネシアの GDP は日本に劣るかもしれないが、2050 年には日本を

上回るという試算も出ている。日本は戦後、米ドル為替レートの庇護のもと、内需主導の経済活動で今の経

済規模を築いた。一方、インドネシアはグローバル経済の 中、国際的な知見を持った国民を育てるべく、

大学でもこうした国際的な取り組みが盛んに行われているのであろう。インドネシアに負けるなというナショナ

リズム的経済観からではないが、我々もインドネシアの学生を見習うべきだと強く感じた。大学や社会による

制度改築を待つのではなく、自ら海外に出て、国際的な視野を広げていきたいと思う。 

なお、 後に一橋大学学長あてに、メルク・ブアナ大学とで協力関係を締結する旨の MOU を手渡された

が、この対応は大学当局に送るものの、既にインドネシア大学と協定を締結しているだけに、この処理は難し

いものと思われる。 

（文責：鳥居大朗） 
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New Priok Container Terminal One （NPCT１）訪問 

 

President Director: Makoto Saito 

9 月 11 日（火曜日）午後２時に New Priok Container Terminal One (NPCT1)を訪問。同社はインドネシア

港湾公社ぺラブハム・インドネシア II(ペルセロ)、三井物産、シンガポールに本社のある世界的な港湾運営

会社 PSA インターナショナル社および日本郵船が共同で設立したコンテナ港湾運営会社である。ここでは

如水会インドネシア支部の会員であり、三井物産から出向なさっている斉藤真氏にお話を伺った後、実際に

港湾内を見学した。 

NPCT1 は、長年にわたって過負荷状態であったタンジュン・プリオク港の問題解決のため、またインドネ

シアの物流チェーンの競争力を大幅に強化し、より良い貿易環境をもたらすためのプリオク地区の開発の一

環として設立された。持分比率は 51％がインドネシア政府、他が外資となっており、官民連携の会社であ

る。具体的にはインフラ整備はインドネシア政府が担当し、設備、オペレーションに関しては契約期間を設け

て民間が担当する。また、他の港湾に比べて労働者が多いが、これは政府から雇用の確保を要請されてい

るからである。 

同社の収益モデルは単純で顧客は船会社である。①一つのコンテナ作業（荷役、運搬、保管等）につき

決められている金額。②三日以上停泊する船の保管料③規格外の貨物にかかる金額の３つが主な収益源

である。また装置作業はほとんどが機械であり、コンテナ運搬やセキュリティはアウトソーシングである。 

現在の港の問題点として港から需要地までのアクセスがあげられる。メーカーの工場はジャカルタ東部に

集積しており、渋滞が酷く、港が立派でも効率的でないという現実がある。改善策として、①高速道路の拡幅

②新しい高速道路、外環道路の建設③洪水対策用の川を利用した運河案がある。しかし、インドネシアでは

地権の管理がいい加減であり、用地の買収が難しい。 

同社の貨物船の発着スケジュールは、主に定期船だけを扱っており、週末に停泊が集中している。この

港では工場への輸入と工場からの輸出が占める割合が多く、メーカーの金曜日まで工場を稼働したい、休

みの間に一気に輸出したい、という思惑が反映されている。 

下調べはしたが合弁会社ということもあり、財務諸表等は公開されていなかった。そのため、収益モデル

等不明な部分も多かったが、斉藤さんの丁寧な説明で理解することができた。また実際に機械を動かしてい

る現場を見て非常に豪快で迫力ある仕事だと思った。今まで全く知らなかった港湾の管理運営について理

解し、仕事についての見聞を広めたことは、私たちのキャリアを考える一助となった。        

(文責：三品直輝) 

 

PT. SENAYAN TRIKARYA SEMPANA 

 

President Director 曽我隆一郎（鹿島建設から出向） 

曽我氏は、一橋大学在学時代は専攻ではない英文学に没頭し、ワーキングホリデーをしたという。その

際、採掘場で働いた経験から、それまで興味がなかった建設に関心を持ったという。その後、鹿島建設に入

社し、現在 PT. SENAYAN TRIKARYA SEMPANA（以下、STS）に出向中である。 

今回の海外研修、 後の訪問先である STS へ我々はバスで移動した。曽我氏の粋な計らいにより、STS

の建設した SENAYAN SQUARE という巨大複合施設の目玉でもある 高級ホテルのフェアモントホテルジ
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ャカルタ（２０１５年開業）の会場で説明を受けることができた。デザートやコーヒーなどが用意されていたが、

私は皿いっぱいのデザートを食するにとどめた。いくらお腹が空いているからとはいえ、二枚目の皿に盛りつ

け始めるなどという醜態をさらすことは、紳士として避けなければならないという英断が下されたためだ。 

さて、今回我々が訪問したのは先述した SENAYAN SQUARE という、ホテル、ショッピングモール、映画

館、マンション、オフィスビルなどを併設した巨大複合施設。このプロジェクトに携わる曽我氏から本プロジェ

クトの説明を受けた。 

ここスナヤン地区は、ジャカルタの黄金三角地帯と呼ばれる中心街の一角に位置し、スナヤン国立競技場を

中心とする緑豊かな環境と高級住宅街に隣接し、近くには高速道路も走っている。こうした地理的優位性を

活かすべく、インドネシア政府はこの地区（もともと選手村であった）の再開発を決定、鹿島開発案が選ば

れ、1989 年 7 月インドネシア政府と鹿島建設の間で基本契約が締結された。プロジェクト会社として STS

が、鹿島 70%、AWB20%、インドネシア政府 10%の出資のもと設立された。 

1996 年にショッピングモール・デパートが開業し、40 年間の BOT 事業がスタートした。BOT 事業とは、民

間事業者が、庁舎や公営住宅などの公共施設の建設を行い、維持管理・運営し事業終了後に施設所有権

を当該自治体へと譲渡する事業方式である。途上国にとっては、公的借り入れを増やさずプロジェクトを進

め、先進国企業による運営を通じて技術移転を期待できるというメリットがある。一方、途上国政府による保

障があるわけではなく、投資企業は運営に関わるリスクを負いながら、投下資本の回収が必要なため、収益

性の高いプロジェクトとするには限界があると一般的に言われている。 

当プロジェクトは、大規模複合施設の建設であるため、物理的完成を見るまで 20 年、すなわち 2015 年ま

で続いた。それまで、アジア通貨危機やインドネシア民主化に伴う国内政治の動乱の中で、何度かプロジェ

クト断念を考えたが、インドネシア政府との契約ということもあって、我慢強く進められたという。 

現在物理的な完成を見たものの、未だ課題は多いという。曽我氏が挙げた本年度の目標を以下に列挙

する。 

・既存案件 

1. 積極的運営によるイールドの改善及びコスト削減 

2. 施設の快適性維持 

3. 市場での地位の確保 

4. 人的物的資源の 大活用 

・将来開発案件 

1. 新しいアイディアで更に魅力的な施設へ 

・ローカルパートナーとの関係 

1. 関係改善及び維持 

 ハード面の開発が完了したら終了ではなく、BOT 事業ゆえに 2036 年度まで運営が義務付けられているた

め、日々ソフト面の改革に勤しまれている。余談になるが、不肖ながら申し上げれば、これは我々一橋寮でも

言えることであろう。来年度に控える寮の再建だけではなく、自治寮という生活スタイルが現代の若者に受け

なくなっている現状に埋もれることなく、こうした海外研修はじめリベラルアーツの充実といったソフト改革を

不断に続け、より魅力のある寮へと進化し続ける必要がある。 
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曽我氏によるプロジェクトの説明の後は、ホテルの 上階にある部屋を見せてもらった。この部屋は国賓待

遇者用の一室であり、安倍総理も泊まったことがあるとのことである。私もいつか泊まることになるであろう、こ

の部屋の下調べをすることができたので、個人的な収穫も大きかった。 

 その後案内されたのは併設されたショッピングモール。私はここに来る以前、インドネシアのローカルのモ

ールに行ったが、そこは言葉では説明できないほど我々の持つショッピングモール像とかけ離れたものであ

った。しかし、当モールは日本のそれと見分けがつかない、いやそれ以上という印象を受けた。曽我氏は説

明の中で、課題の一つとして需要の限界を語っておられたが、確かに、地元の富裕層用ないし海外からきた

観光客用のモールであった。 

 年間 5%以上の経済成長を続け、人口ボーナスも 30 年近く続くと目されるインドネシアは中間層の数はここ

数年で増大しており、富裕層の増加も著しい。こうした経済成長に基づく、国民の生活水準が上昇すれば、 

SENAYAN SQUARE の需要も増すにちがいない。日本の郊外にあるような複合施設ではなく、国の中心に

あって繁栄の象徴となるような巨大で絢爛な施設の存在はインドネシアの未来を美しく映えらせるだろう。 

この後、アジア大会が開催された競技場の近くのセナヤン地区のホテル、ショッピングモール、オフィス、

レジデンシャルアパートなど鹿島建設が開発所有する SENAYAN SQUARE を訪問、まずフェアモントホテ

ルにて、鹿島から出向の現地法人社長曽我氏から、概要開発の歴史、現状の説明を伺う。如水会ジャカル

タ支部のご紹介で曽我社長も如水会メンバーで、ジャカルタ滞在１８年とのこと、さすが一橋の先輩である。 

（文責：大城幹雄） 

 

如水会ジャカルタ支部の歓迎会 

この後、レジデンシャルアパートの一角にあるレストランバリにて如水会ジャカルタ支部の皆様１４名、当会１

０名との会食、歓迎会が行われた。 

如水会ジャカルタ支部、宇野元明会長（三井物産インドネシア総代表）はじめ、如水会の会員からのこれま

での人生職業の経歴の披露があり、学生にとって有益な機会であった。 

１２日、朝早く、キャッセイ航空にて香港経由で東京に無事帰国。 
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 一橋⼤学基督教⻘年会『会報』70 号をお送りします。昨年度までに、連絡の取れる卒業生の⽅々には
全員にご寄稿のお願いをしましたので、今年からは２巡目のお願いとなります、今年は 25 名の卒業生の
⽅々にお願いをし、10 名の⽅々が力作を寄稿してくださいました。 
 理事⻑の巻頭言に続く「聖書の世界」のコーナーは、宗教改革 500 周年を記念して刊行された『聖書 
新改訳 2017』の翻訳編集委員⻑を務められた津村俊夫さんに、その特徴についてご執筆いただきました。
数年前に編集人は津村さんがこの⼤事業に携わっておられることを、故滝浦満さんから極秘情報として
得ていましたので、このたび「是非に」とお願いしました。皆さん、どうぞ『聖書 新改訳 2017』を手
に入れて、聖書の気になる個所を他の聖書の翻訳と比較するなどして、この素晴らしさを味わってくだ
さい。 
 「先輩の足跡を尋ねて」は、齋藤金義さんの提言を受けて新たに設置されたコーナーです。第１回目に
取り上げられたのは、⼤平正芳です。齋藤さんは短い文章の中で、この偉⼤な政治家の政治理念や人柄を
見事に捉えて見せています。 
 「随想」のコーナーには 10 本の力作がそろいました。宮岡五百里さんの随想は、先の 68 号の文の続
きで、近況の御報告です。音楽に包まれた生活と、音楽を通してのお仲間とのふれあいは、こころ豊かな
贅沢なもので、とても素敵です。辻本さんの随想は、退職後の『古事記』の研究から始まった知的探求の
旅路をたどっておられます。しかし、少し⼼配な文脈があります。神道と国学の勉強を色々なグループの
お仲間と続けていく中で、国粋主義者たちの影が近づいている様子が窺えます。とても知的でまじめな
人ほど、思わぬところで危険な罠に落ちるものです。⺠族主義や国粋主義は、博愛を説くイエスの教えと
は真逆です。イエスは「私と繋がっていなさい」と言われました。YMCA の仲間を通して、イエス・キ
リストとの繋がりを保って頂きたいものです。山本の一文は、いわば「研究序説」です。 
 中村正俊さんの「これからの世界と日本を考える」評論には、⻑く実業界で活躍されてきた見識が窺わ
れます。中村さんは、そのような見識の基礎が一橋 YMCA でのさまざまな出会いに基礎づけられている、
とおっしゃいます。加藤順さんの随想は、YMCA 一橋寮のこのたびの増改築問題に深く係わってこられ
た経験から、その「コミュニティーリビングの条件」を考察されたものです。末尾に幾つかの貴重な参考
資料が添付されています。会社で⻑く人事勤労の仕事に従事された高橋知史さんは、在寮時代から「いつ
も喜んでいなさい」というイエスの言葉に導かれてきた、と言われます。一橋⼤学のゼミ指導教授や奥様
への高橋さんの感謝の気持ちも、主のみ恵みへの感謝に連なっており、とても感動的です。 
 峯村さんは、⼤学のゼミナールの勉強が、卒業後の商社マンとしての活躍と、どのように繋がっている
のかを説明していて、⼤変興味深いものです。末尾に記された在校生への教示・激励の言葉は、見逃すこ
とができません。 
 鈴木宗徳さんは、2014 年度に英国ブリストル⼤学で在外研究された時の見聞を纏めておられます。日
本にいてはとても知りえない英国の社会問題を、社会学者としての鋭い視点で観察されており、考えさ
せられることの多い貴重な一文です。林尚宏さんは、子供専門病院で臨床⼼理士として働いておられ、 
そこでのグループ・コミュニケーションの実践から得られた貴重な体験を理論的に整理されています。
これらは、会社の中や（⼤学を含む）学校の中での実践にとっても、⼤いに示唆に富むものでしょう。藤
田洋平さんは、５年間に亘るブラジル駐在体験を踏まえて、ブラジルの諸事情を紹介されます。手際よく
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リズムのある分取なので、読者は⾃分がブラジルに行った気になるから、不思議です。 
 「私の本棚」のコーナーでは齋藤金義さんが、今年のベストセラーの１つ、白井聡『国体論：菊と星条
旗』を上手に紹介されました。同著者の『永続敗戦論』講談社＋α文庫も併せてご一読ください。 
 最後は、毎年行なわれている海外研修旅行の報告です。今年は９月初めに６泊７日の強行軍で実施さ
れ、理事⻑以下７名の学生が参加しました。前文は理事⻑が、各訪問先での見聞の報告は学生諸君が担当
しました。参加した学生諸君が⼤変有意義な経験をしたことが、報告文から読み取れます。特に⼤城幹雄
君の文はユーモラスで、⼤変よろしい。 
                                 （編集人代表 山本通記） 
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