
絶対文感【特別篇】 

 

 第五章 内村鑑三                陽羅 義光 

 

 

 文芸評論家の福田和也の書くものは、師匠格の江藤淳に似て、胡散くさいところ

がある。 

 胡散くさくても読ませるのは師匠譲りだが、それは胡散くさいとおもいつつも魅

了させられるなにかがあるからであろう。 

 その魅力のひとつは、学者には滅多にない歯切れの良い「絶対文感」であるが、

（小説なら是とするものの）評論で歯切れを良くするということは、どこかに嘘が

混じるということに等しい。 

 なぜなら、嘘を極力省くためには、学者風のしちめんどうくさい退屈な文章にな

らざるを得ないからで、読ませる文章にはなり得ない。 

 だから、歯切れの良い文章を好しとするわたしは、「文芸評論も創作である」と

の見解を持つに至っている。 

 

 小説家で胡散臭い極北といえば、「私小説の極北」といわれた車谷長吉だが、そ

の車谷の有名な言葉に、「小説の醍醐味は嘘にある」というものがある。 

 そんなあたりまえのことを、私小説作家がわざわざいうところにも、やはり胡散

臭さがある。  

 

 ところで最近、福田和也のこんな言葉を見つけた。 

 

【偉大な作家とは何だろう。 

 有名だから、偉大という訳ではない。賞をたくさんもらったりしたから偉大な訳

ではない。 

 作家が偉大だというのは、発明家や政治家が偉大なのと同じような意味で、ある

いは探検家やスポーツ選手が偉大なのと同じ意味で偉大なのだ。 

 はじめて電燈が点いた時にいかに世人が驚いたか。それと同じ感動を、人に与え

ることが出来るのが、偉大な作家だ】 

 

 相変わらず胡散くさいが、百歩譲って、それならそれで、自分にとって（福田和

也がいうところの）「偉大な作家」とはだれか、とかんがえた。 

 外国の作家なら、ダンテ、ゲーテ、トルストイ、ドストエフスキー、カフカと、

すぐに名前がでてくるのだが、翻訳でしか読んでいないから自信をもって「偉大な

作家」とはいえそうにない。 

 やはり日本の作家に絞るべきであろう。 



 

 小説家なら、個人的な文学思想と相反して、私小説が相変わらず好きだから、ど

うしても、 

 葛西善蔵や、 

 嘉村礒多や、 

 牧野信一や、 

 木山捷平を、 

 思い浮かべてしまうのだが、（福田和也がいうところの）「偉大な作家」にはほ

ど遠い。 

 最近でも、 

 川崎長太郎や、 

 小山清や、 

 西村賢太や、 

 佐伯一麦を、 

 再読したりして、やにさがっているのだが、けっきょく毎度のごとく裏切られる。 

 そうしてやっぱり私小説はダメだなあと、百回目の溜息をつくのである。 

「驚き」や「感動」は得るには得るのだが、それがあまりにもささやかすぎて物足

りない。 

 電燈どころか線香花火が点いたくらいのものかな。 

 それはいったいどうしてなのか。 

 たとえば佐伯一麦の『日和山』であるが、これは東日本大震災を扱っている。 

 だからもちろん津波も登場人物の話としてでてはくるのだが、わたしたちはテレ

ビや映画でその凄まじい有様を目にしている。 

 その印象に較べると、どうしても『日和山』の描写も会話も「呑気」にしかおも

われない。 

 大江健三郎の『私は生き直すことができない。しかし私らは生き直すことができ

る』も含めて、いったいに東日本大震災を扱った私小説は、せっかく作者はその気

になってはいても、文芸評論家もよくやったと感激してはいても、わたしにはみん

なチャチなものと映る。 

 これが私小説の限界だとおもわれる。 

 こうしたものをありがたがる者は、日本文学中毒に罹っているだけであって、ど

こかトチ狂っているのである。 

（わたしも含めて）はやく目を覚まさなければいけないとおもわれる。 

 小説はテレビや映画に勝ってこそ小説といえる。 

 

 ようしそれなら、日本の文豪に登場してもらわなくてはならぬ。 

 森鴎外、 

 泉鏡花、 

 夏目漱石、 



 島崎藤村、 

 徳田秋声、 

 志賀直哉、 

 谷崎潤一郎、 

 川端康成、 

 ううむ、たしかに電燈は点いたが、豆電球くらいかな。 

 ようしそれなら、日本の文豪予備軍に登場してもらおう。 

 太宰治、 

 大岡昇平、 

 埴谷雄高、 

 深沢七郎、 

『人間失格』と『野火』と『死霊』と『楢山節考』は、心に電燈を点けてくれた小

説で、たしかに電燈は点いたが、いつのまにか消えかかっている。 

 

 夏目漱石はおそらく（おそらくというのは、私小説が好きだというくらいだから、

わたし自身わたしの好みがよく解っていないらしいのだ）個人的に最も好きな作家

であって、折に触れて何度も何度も読み返しているのだが、つい最近も『草枕』を

何度目かの再読をした。 

 というのは、天才（というほかはない）ピアニスト、グレン・グールドの座右の

書（亡くなったときもそれだけが身近にあったとのこと）が、『聖書』と『草枕』

だったということを知ったからである。 

『聖書』はわかるけれども、どうして『草枕』がグレン・グールドの座右の書なの

か、わからなかった。 

 おそらく芸術に関する夏目漱石の蘊蓄が、グレングールドを共感させたのであろ

うが、本人が何もいっていないらしいので、はっきりしたことは解らない。 

 よく聴いているグレン・グールドのＣＤを、あらためて聴いたけれどもわからな

い、どころか、ますますわからなくなる。 

 それで時間をかけて蔵書をひっくりかえしたが、どういうわけか『草枕』が紛失

している。 

 しかたなく図書館に行ったが、卒論シーズンのためか『日本文学全集』の『夏目

漱石集』ばかりが全部借りられていて、こんどは書店に行ったら、さすがに夏目漱

石の文庫本は揃っていたが『草枕』だけがないので注文して、ようやく手にした『草

枕』を再読したわけなのである。 

 

【越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容て、束の

間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職が出来て、こ

こに画家という使命が降る。あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊か

にするが故に尊とい】  

 



【唯、物は見様でどうでもなる。レオナルド、ダ、ヴィンチが弟子に告げた言に、

あの鐘の音を聞け、鐘は一つだが、音はどうとも聞かれるとある。一人の男、一人

の女も見様次第で如何様とも見立てがつく。どうせ非人情をしに出掛けた旅だから、

その積りで人間を見たら、浮世小路の何軒目に狭苦しく暮した時とは違うだろう。

よし全く人情を離れる事が出来んでも、せめて御能拝見の時位は淡い心持ちにはな

れそうなものだ。能にも人情はある。七騎落でも、隅田川でも泣かぬとは保証が出

来ん。然しあれは情三分芸七分で見せるわざだ。我等が能から享ける難有味は下界

の人情をよくそのままに写す手際から出てくるのではない。そのままの上へ芸術と

いう着物を何枚も着せて、世の中にあるまじき悠長な振舞をするからである】 

 

 いつ読んでも見事な「絶対文感」に圧倒されるが、たしかにグレン・グールドの

音楽の琴線に触れるかんじはする。 

 それでも、夏目漱石の文学の真骨頂は別の所にありそうで、電燈が点くためには

もっと夏目漱石を読みこなす必要を感じたものである。 

 

 てなわけで、いまのところ小説家がみつからない。 

 それならと発想をかえてかんがえてみた。 

 それでひとりの「偉大な作家」をおもいだした。 

 作家というよりも宗教家とか思想家というほうが近いが、「本」を書いたひとな

ら、一応は「作家」の範疇ということで文句はあるまい。 

 それに有島武郎、志賀直哉、正宗白鳥などの小説家をいっときでも感化させたの

だから、よけいに文句はあるまい。 

 

 内村鑑三（うちむらかんぞう・１８６１～１９３０）である。 

 

 教会的キリスト教に対して「無教会主義」を唱え、雑誌『聖書之研究』を創刊し

て活動をした。 

 これは全三百五十七号におよぶ聖書講義であり、内村鑑三はこれを「紙上の教会」

とみなして、全国三千人の読者に三十年間送りつづけたのである。 

 また教育勅語の敬礼を拒み不敬事件を起こし、また非戦論を提唱、 

「日本のあるべき姿は東西の架け橋となることであり、軍事力や経済力とは別の

“信仰の国”として平和国家を建設することである」 

 との言葉は、内村鑑三の思想を端的にいったものであろう。 

 著作は『基督信徒の慰め』『余は如何にして基督教信徒となりし乎』など多数。 

 

 この「不敬事件」に就いては、アメリカ人の親友ベルに宛てた、内村鑑三自身の

言葉が残っているので、ここに引用したい。（原文は英語） 

 

【お辞儀をすることは求められたが、僕は、このような見知らぬ儀式に応じる用意



は全くなかった。僕が壇にのぼってお辞儀をする順番は三番目だったので、その事

ついて考える時間はほとんどなかった。だから、疑いつつ躊躇しながら僕は基督信

徒の良心にとって安全な方をとった。そして六〇人の教員（みな非基督教徒、僕以

外の二人の他の基督信徒の教員は欠席した）と一千人以上の生徒が威儀を正してい

る前で、僕は僕の立場を取り、お辞儀をしなかった！ それは僕にとって恐ろしい

瞬間だった。なぜなら即座にこの僕の行為のもたらす結果がわかったからだ。（中

略）拒絶ではなくて、躊躇だった。それが僕をしてあの瞬間にお辞儀を否ませたの

だ。（中略）僕個人の事件が、だんだんと国家および皇室に対する基督教の関係と

いう一般的な問題に移っていった】 

 

 これほどではないが、わたし自身も、これに似た小さな事件（周りにとっては大

きな事件）を起していて、思い起こせば、考えてやった行動ではなくて、その現場

その瞬間に、（これは変だこれはやるべきではない）と思わせる、なにかが発生し

たのだった。 

 

 というわけで、電燈が点いた、とかんじた書物は、 

内村鑑三の『代表的日本人』と、（おそらくその著作に感化されて書いたと個人的

に推測している）内村の一歳年下の新渡戸稲造（にとべいなぞう・１８６２～１９

３３）の『武士道』である。 

  

 新渡戸稲造に就いても、簡単に紹介する。 

 農学、法学、哲学の博士である。 

 旧五千円札の肖像画の人物としてまだ記憶に新しい。 

『武士道』を書いたからといって右翼というわけではなく、キリスト教徒で平和運

動に従事した。 

 著作は『信仰と慰安』『修養』など多数。 

 

 日本が戦争に踏み出す時代には、 

「日本を滅ぼすものは共産党と軍閥である。そのいずれが怖いかと問われたら、今

では軍閥と答えねばならない」と発言し、新聞や軍人より批判される。 

 日本が国際連名を脱退したさいには、 

「なんといっても日本を国際社会の孤児にさせてはならない」と訴える。 

 

 さて１９００年発刊の『武士道』は、英文で発刊されたものである。 

 原題は『BUSHIDO THESOULofJAPAN』。 

 出版と同時に、新興国家日本の真の姿を紹介する本として世界中で大きな反響を

おこす。 

 アメリカ大統領、セオドア・ルーズベルトを感激させ、日露戦争講和にアメリカ

が協力する一因となった話は有名である。 



 

『武士道』の日本語訳は、最初のものは桜井鴎村によって成されたが、わたしは１

９３８年に矢内原忠雄（やないはらただお・１８９３～１９６１）が訳した本で読

んだのである。 

 

 ここで簡単に矢内原忠雄のことも紹介しておく。 

 新渡戸稲造の教え子で経済学者。 

 １９３７年に反戦思想のかどで言論弾圧を受け東大教授の辞職を余儀なくされ

る。 

 無教会派伝道者としても有名で、戦後日本社会の民主化に多大の影響を与えた。 

 著作は『帝国主義下の台湾』『イエス伝』など多数。 

 

 オールマイティの評論家、松岡正剛はＨＰでこういっている。 

 

【１９００年すなわち明治三十三年を挟んで、約五年ごとに、明治文化を代表する

三冊の英文の書物が日本人によって書かれ、いずれも大きなセンセーションをもた

らした。こんな時期は、その後の日本近現代史にまったくない。その三冊とは、（日

本題で）内村鑑三の『代表的日本人』と新渡戸稲造の『武士道』と岡倉天心の『茶

の本』である】 

 

 話が前後してしまったが、『代表的日本人』に戻る。 

 これは、 

 西郷隆盛、 

 上杉鷹山、 

 二宮尊徳、 

 中江藤樹、 

 日蓮上人、 

 という「代表的日本人」五人を取り上げたもので、日清戦争（一八九四）のさな

かに書かれたものである。 

 原題を『Japan and Japanese』（のちに改題されて『Representative Men of Japan』）

といい、それは英文で書かれている。 

 

 なぜ英文で書かれたのか、なぜ『代表的日本人』は書かれたのか。 

 

 内村鑑三は、その執筆動機をこう語っている。 

 

「日本を世界に向かって紹介し、日本人を西洋人に対して弁護するには、いかにし

ても欧文をもってしなければなりません。私は一生の事業の一つとしてこの事を成

し得たことを感謝します。私の貴ぶ者は二つのJであります。その一つはJesus（イ



エス）であり、いま一つはJapan(日本)であります。本書は第二のJに対して私の義

務の幾分かを書いたものであります」 

 

 以下はネットから、無名氏がまとめた文を要約する。 

 

【いわば内村は、当時「好戦的な野蛮国」と日本を批判していた欧米列国の人々に

対して、「日本にはこんなにすばらしい偉大な人物がいるんだぞ、なにが野蛮国な

ものか」とキリスト教徒の殉教者にも劣らぬ彼らを、日本人の“誇り”として書い

たのである】 

 

【たとえば、その一人、二宮尊徳に対しては、「彼がいかに“土地の衰廃と人気（じ

んき）の汚悪”と戦ったか。彼には術策と攻略は皆無であった。「至誠の感ずると

ころ、天地もこれがために動く」として、この人には清教徒の血が通っているとこ

ろがあった」と、尊徳の中に「慈悲」「勤勉」「正直」「忍耐」といった美徳を見

つけ出し、敬虔なるプロテスタントの清教徒と対比して見せている】 

 

【むろん、この本は単なる「偉人伝」ではない。西郷に対して「余輩は彼ほど人生

の欲望の少なき人を知らない」と、無視無欲を称えているように、身を挺して仁を

貫く「武士道的精神」をプロテスタントにも劣らぬ伝統的精神として活写し、不屈

の意思力で人生を誠実に生きた彼ら五人の精神の美徳を、自らの生き方の指針とし、

世に棲む人々にも「かくあるべし」と願って書いたのである。それはまさしく内村

の生き方そのものであったといえる】 

 

【なぜなら、内村は一般的には「日本的キリスト教」の創始者として知られている

が、じつは彼こそサムライ的な矜持を保ち、生涯その生き方を貫き通し人はいなか

ったといってよいからだ。その証拠に、『代表的日本人』が出た翌年、内村は『余

は如何にして基督教信徒となりし乎』（これも英文）を書くが、彼はこの中で自分

のキリスト教への回心が「武士道の台木に接ぎ木するものだった」と述べ、その根

底の精神に一貫して武士道的精神が流れていることを告白している】 

 

『代表的日本人』をわたしは、鈴木範久（宗教学者で内村鑑三研究の第一人者）の

訳で読んだ。 

 よってこの「絶対文感」は、内村鑑三プラス鈴木範久といっていいのかもしれな

いが、鈴木範久は内村鑑三を知り尽くしているから、その文体も内村鑑三のものに

限り無く近づけているにちがいない。 

 

【「敬天愛人」の言葉が西郷の人生観をよく要約しています。それはまさに知の最

高極致であり、反対の無知は自己愛であります。西郷が「天」をどのようなものと

して把握していたか、それを「力」とみたか「人格」とみたか、日ごろの実践は別



として「天」をどういうふうに崇拝したか、いずれも確認するすべはありません。

しかし西郷が、「天」は全能であり、不変であり、きわめて慈悲深い存在であり、

「天」の法は、だれもの守るべき、堅固にしてきわめて恵みゆたかなものとして理

解していたことは、その言動により十分知ることができます】 

 

【もしわが国の歴史から、もっとも偉大な人物を二人あげるとするならば、私は、

ためらわずに太閤と西郷の名をあげます。二人とも大陸方面に野望をもち、世界を

活動の舞台としました。ともに同国人とはくらべものにならないほど偉大でしたが、

二人の偉大さはまったく相反していました。太閤の偉大さは、思うにナポレオンに

似ていました。太閤には、ヨーロッパの太閤に顕著なほら吹きの面が、その小型な

がら、かなりあったのです。太閤の偉大さは、天才的な、生まれつきの精神による

もので、偉大をのぞまなくても偉大でありました。しかし、西郷は、そうではあり

ません。西郷の偉大さはクロムウェルに似ていて、ただピューリタニズムがないた

めにピューリタンといえないにすぎないと思われます。西郷には、純粋の意志力と

の関係が深く、道徳的な偉大さがあります。それは最高の偉大さであります。西郷

は、自国を健全な道徳的基盤のうえに築こうとし、その試みは一部成功をみたので

あります】 

 

 太閤（豊臣秀吉）に就いても西郷（西郷隆盛／南洲）に就いても、わたしのかん

がえは若干異なるのであるが、それもこれも『代表的日本人』を読んで、もともと

好きだった歴史を、あらためて勉強しようと思い立ったからいえることなのである。 

 

 とりわけ、「絶対文感」の観点から見るならば、内村鑑三の「絶対文感」の顕著

な例は以下のごとき文章であって、それは夏目漱石の初期の（『吾輩は猫である』

『草枕』などの）文章によく似ている。 

 

【余はクリスチャンなりと云ふは余は罪人の首であり、而して余が今日あるは神の

恩恵に依ると云ふ其意味に於てのみ然るのである。其他の意味に於て余はクリスチ

ャンではない。余は何れの教会の会員でもない。余は天主教信者でもない、亦プロ

テスタント教信者でもない。余は教会の神学者等に由て規定せられし何れの信仰箇

条にも署名した事はない。余は又限りなき基督教教派の何れよりも補給を受けない。

余が若しクリスチャンであるならば、余は余の衷心に於てのみ然るのである。外形

的には余は不信者同様、教会とは何の関係もなく、亦何の特権をも有たない。教会

の信者の間に余は「異邦人又は税吏」として通うる者である】 

           （「余は果してクリスチャンなる乎？」より） 

 

 そういえば『武士道』でも、西郷等に触れているところがあるので、引用してみ

る。 

 



【典型的なる一人の武士［西郷南州］は、文学の物識をば書物の蟲と呼んだ。また

或る人［三浦梅園］は学問を臭き菜に喩え、「学問は臭き菜のようなり、能く能く

臭みを去らざれば用いがたし。少し書を読めば少し学者臭し、余計書を読めば余計

学者臭し、こまりものなり」と言った。その意味するところは、知識はこれを学ぶ

者の心に同化せられ、その品性に現れる時においてのみ、真に知識となる、と言う

にある】 

 

【今一つの例を、彼の高き額の上には「恥も坐するを恥ずる」西郷［南州］から引

用しよう、曰く、「道は天地自然のものにして、人はこれを行なうものなれば、天

を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛したもう故、我を愛する心をもって人

を愛する愛するなり。人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして己れを尽

し人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし」と。これらの言は吾人をしてキリス

ト教の教訓を想起せしめ、しかして実践道徳においては自然宗教もいかに深く啓示

宗教に接近しうるかを吾人に示すものである。以上の言はただに言葉に述べられた

るに止まらず、現実の行為に具現化せられた】 

 

 グレン・グールドほどに徹底はできないだろうが、（『聖書』と『草枕』以上の）

わたしの座右の書は、『代表的日本人』と『武士道』である。 

  

 それでもこの二冊を読んだのは、中年になってからである。 

 もちろん内村鑑三にも新渡戸稲造にも、若い頃から小さくはない興味をもっては

いたが、わたし自身クリスチャンでないこと、キリスト教に不信感不満感を抱いて

いたこと、それから若き日の志賀直哉が内村鑑三からはなれたということなどから

（当時のわたしにとって志賀直哉の動向は重かったのである）どうしても食わず嫌

いのところがあった。 

 

 日本人であることをやめないかぎりは、代表的日本人でありたいし、でなくとも

代表的日本人を敬愛したいものである。 

 日本人であることを誇りにおもうなら、武士道精神を常に忘れずに生きていきた

いものである。 

 

 内村鑑三に関する研究書、評論書、評伝などは、当然数多くあるが、わたしはそ

の全部に目を通してはいないかもしれない。 

 仮に目を通していたとしても、クリスチャンでない者には、どうしても読みこな

せないところがすくなからずある。 

 それでもそのなかで、一冊だけ推奨したい。 

 富岡幸一郎の『内村鑑三／偉大なる罪人の生涯』である。 

 

【ここで、ぼくは内村鑑三について語りたいと思う。なぜなら内村鑑三こそ、今ぼ



くらが近代日本のなかに（むろん、それは現在でもある）見出すことのできる、ほ

とんど唯一の新しいものであると思えてならないからだ】 

 

【アブラハムとともにあるラスコーリニコフは、疑いもなく「然れども今」の《場

所》に立っているのである。それは、自分は真理よりもキリストとともにあること

を望むと語ったドストエフスキーの、その文学の頂点であるといってもよい。 

 内村鑑三の『羅馬書の研究』の頂点は、このドストエフスキーの頂点と一致する】 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


