
愛知江南短期大学
紀要，39（2010）
145 ― 171
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1．序

　この小論は、カトリック思想家であり、晩年の 10 年間にカトリック救
きゅうらい

癩施設「神
こうやま

山復
ふくせい

生病院」

の第 6代院長としてその事業に携わった岩下壮一の評伝である。岩下の評伝としては、岩下の

没後まもなく井伊義男によって『復生の花園――救癩の慈父・前復生病院々長岩下壮一神父の

生涯』（一路書苑、1941）が上梓されている。しかし、これは一般啓蒙書と呼べる類のもので、

主観的・賞賛的な記述に傾いている。また、岩下の業績等については、彼の最晩年に秘書的な

役割を果たした小林珍雄によって『岩下壮一全集』第 1巻～第 9巻（中央出版社）が編まれて

おり、そのうちの一巻として小林により伝記『岩下神父の生涯』（別冊、1961）が上梓されて

いる。

　小林の岩下伝は、岩下が生涯をかけてカトリックと対峙していったその足跡を、かなり入念

な資料調査に基づいてまとめられたものである。現在、小林がこの岩下伝をまとめるに際して

利用した資料が日記以外ほぼそのままの状態で保管されており、今回、本書とその資料に加え

て筆者が新たに収集した資料等も入れて、岩下の思想形成とりわけ救癩思想としての人間観・

社会観の形成の視点から評伝の形でまとめなおした。

　岩下の思想形成は、大きくは 3つの時期に分けてとらえられる。それは、①出生から欧州留

学によりカトリック神学・哲学の研鑽を積むとともに司祭に叙階されるまでの時期②帰朝後、

カトリック神学・哲学の普及活動に当たりながら、また救癩施設の院長としてその事業に当た

りながらも人間生活
4 4

に普遍的な哲学を探求しようとして模索していた時期③救癩事業を進める

中で、人間生活
4 4

にとっての普遍的な哲学とはどのようなものかを見出し、その後晩年までの時

期、である。本稿では、①すなわち第 1期に当たる時期について以下にまとめている。

2．出生から青年期前期

　岩下壮一は、1889（明治 22）年 9月 18 日、父で実業家の岩下清周と貴族出身の母「由加゛」

調査・資料



146 岩下壮一の生涯と思想形成（その1）

（ゆが
4

）の長男として東京市京橋区采女町に生まれた（1）。父清周は聖公会の信者であり、若い

頃は伝道に情熱を燃やしたこともあった。また、母は熱心なカトリック信者であった。壮一は

幼いときの小児麻痺がもとで片足が不自由となった。1897（明治 30）年飯倉小学校（東京）

の 2年に入学することになるが、これは小児麻痺の関係と思われる。

　1899（明治 32）年、私立暁星小学校に転入する。これが岩下のカトリック信仰の出発点となっ

た。この暁星小学校は、カトリックの男子修道会のひとつであるマリア会が運営する私立学校

であった（2）。この年、私立学校令、文部省令第 38 号、文部省訓令第 12 号が公布され、教育勅

語体制確立のため国民教育には原則的に宗教教育を認めない方針とし、それに矛盾しない範囲

で地方の府県庁が柔軟にキリスト教学校に対処することになった。こうした動きは暁星学校へ

も直接影響を与えた。そこで、今までの学校即教会とした学校経営のあり方をいち早く改め、

宗教儀式等を無くし、また、熱心な外国語教育等良い面を残し宗教的に中立の立場をとる（許

可校）ことにした。ところが、これが逆に功を奏して暁星学校は上層階級からの支持を得て、

明治末には政治家・大資本家・高級官僚などの子弟が多く入学することになった（3）。

　岩下は、1900（明治 33）年に約 1年早く同中学校に入学を認められた。このことから、彼

の類稀な秀才ぶりが窺われる。中学 2年生のときに、暁星中学校において後に同校の校長とな

るエック（Heck, Emile:1868-1943）より受洗、霊名はフランシスコ・ザベリオである（4）。中学

時代は寄宿舎生活であったため、自然にフランス人教師やアメリカ人教師たちに接し、フラン

ス語や英語は自然に習得していった。それのみならず、外人教師たちのカトリック信仰に目の

当たりに触れ、宗教への関心を深めていった。その一つがフランス語でなされていた公教要理

講話への出席である。

　さて、暁星時代の岩下はすでに非凡な人格を備えていたようである。多少の誇張を覚悟で友

人評をとりあげれば、暁星の寄宿舎で岩下とともに生活した栗野斎次郎の次の追想が手がかり

となる。

　口も可なり達者で大人も辟易するほどの堂々たる議論も出たし、その当時から諧謔皮肉も可なり云はれた。無邪

気で腕白で寄宿舎で色々の悪戯を互いにした事を覚えて居る。而しなかなか勤勉家で秩序正しい頭脳から毎日何頁

毎週何頁と予定を立て読書された。当時私共は将来師は学界なり実社会なり何れの方面に行かれても必ず傑出さる

るに相違ないと考へて居た。師は斯様に理知のすぐれた人であったにも拘はらず、何んとも云えぬ温い心を持って

居られた。（栗野 1941:88）

　中学の卒業間近にその後の進路についてエックに相談しているが、結局、壮一はエックの助

言どおり父を説得し、承諾を得ることになった。それは一高に進み、後に東大へという進路で

あったが、父清周の望んでいた実業家ではなく哲学教授への道であった。エックの言葉を引用

してみよう。
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　さうだね。実業家は君の召命ではなささうだ。君はもっと高く尊いものに召されているやうに思ふ。Ad majora 

natus es．一高を受験して見給へ。そして帝大に進んだら哲学をやり給へ。君はさういった方面に向いていると思ふ。

ゆくゆくは帝大の哲学教授にならないとも限らないからね。･‥･ていねいに正直にオトッサンに話してごらん。きっ

と許してもらへると思ふから。（エック 1941:25）

　1950（明治 38）年、予定通り一高文科甲類に合格、しかしながら所要年齢に達しないため 1

年間の入学延期を余技なくされることになる。翌年無事入学した岩下は、カトリックの教義を

もっと深く学びたい一心で暁星出身の仲間を集め、エックにカトリック研究会の設立を願い出

た。岩下は、「一高の先生方の講義を伺っていますと、いろんな疑惑
マ マ

いが生じますので、その

解決を求めたいと思ふんです」と申し出た（5）。それに対するエックの返答部分を引用しよう。

　私は岩下師の考といい、提案といい、いちいちもっとも至極なことだと思った。実際、ヨーロッパに於てさへも

多くのカトリック学生は、カトリシズムとは正反対のことを教えられる官公立の上級学校に入学すると、信仰を失

ふやうになるものである。彼等が信仰を守るためには、どうしても彼等の新しい境遇に即応した高等な宗教研究を、

しかも有能な師について行わなければならない。（エック 1941:26）

　後に岩下は著作の中でとくに学問的に影響を受けたと思える恩師 5人を挙げている。その中

には含まれないが、岩下を最後まで支えた良き理解者として一番にこのエックを挙げねばなら

ないであろう。

　さて、こうした岩下らカトリック青年たちの信仰基盤の確立の必要性は、当時の日本思想界

の状況とも大きくかかわっている。明治後期の日本思想界は日清・日露両戦争によって帝国主

義の度を一層加えていった一方で、国家主義の思想を批判し、これに対立するような思想が様々

な形で現れてきた時代であった。その中で活発な活動を展開したのが新興労働者階級の増大を

背景にした社会主義思想であった（6）。また、これと並んで、新中間層に属する知識人が中心と

なって広まったものに個人主義思想があり、この思想は一高生などの青年知識層にも大きな影

響を与えた（7）。その後、この個人主義も青年知識層の理想を要求する過程を背景として多様に

発展していった。つまり、岩下たちのような青年知識層にとっては多様な価値観とその独自な

主張に翻弄されていた時代といってよいであろう。

　こうした時期、岩下の一高入学と年を同じくして新渡戸稲造校長が着任した。新渡戸の教育

理念は知識や教養それ自体が目的ではなく、これを実現の世界に応用できる人を育てることに

あった。すなわち、当時一高生をとらえていた二つの思想傾向である篭城主義と個人主義をと

もに断ち切って「ソシアリティー」に富んだ帝国主義者を育てることであった（8）。つまり、新

渡戸の教育思想は排他性に傾斜しやすい一高独自の篭城主義や、社会を意義の薄い擬制とみる

個人主義を全体主義に調和･融合させようとする性格を持っており、ともすると自己に埋没し

ようとする一高生のアイデンティティを外へ押し広げようと意図したものといえよう。
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　岩下の後進である田中耕太郎は、新渡戸以外に一高生に大きな感化を与えた人物としてかつ

て一高に奉職したことのある内村鑑三を挙げている（9）。内村は聖書のみに基づくキリスト教の

精神主義（無教会主義）を唱え、知識青年たちを革新的な信仰運動へと導いた人物であった。

この両者の影響力の大きさを同氏は「所謂精神的な学生たちの多くは――勿論其の数は大した

ことはないが――高等学校と大学の過程中に於て一度は新渡戸、内村両先生の何れか又は両者

の門をくぐったのであった」と説明している（10）。しかし、一高生の思潮としては、これらの

他にも夏目漱石（当時、一高教授）に接近していた文学的哲学的グループを中心としたものな

ど多岐にわたっていたようである（11）。それは、菅井凰展の言う「日露戦後の一高生の精神的

活動は、むしろ、多岐な傾向に分化しはじめたところにその特徴が認められると思う」との記

述からも判断できる（12）。

　ところで、岩下に「とくにわたしを今日あらしめてくださった」と言わしめた教師の一人に

一高時代の岩元禎教授がいた（13）。ただ、田中の「極めて少数であるが一高教授の岩元禎先生

を敬慕するものもあった」という指摘からも分かるように、岩元は学生からそれほど師事され

ていたわけではなかったものといえよう（14）。それは、学生に容赦のないドイツ語の厳しい講

義が災いしたせいかも知れない。ともあれ、岩下はこの岩元から後の哲学研究への重要な指針

を与えられたと言ってよいであろう。そのあたりを岩下自身の言葉からみてみよう。

　学問に対する真剣な態度――これは先生から賜った偉大な教訓である。「大学へ行ったらケーベルさんにつけ」

と岩元先生から教えられたことを、わたしは忠実に服膺したつもりである。先生を通じて西欧の文化の最もよきも

のと相接する道が示されたことを、わたしは常に感謝している。（岩下 a 1962:246-247）

　このように、岩下の哲学思想は良き師に出会い、それに師事して学ぶことを通してその後も

鍛錬されていくことになるのである。

　ところで、岩下が深くかかわったカトリック研究会の仲間に、同じ暁星出身の戸塚文卿、山

本信二郎がいた。戸塚は後にカトリック病院を建て医療社会事業に尽力し、また、カトリック

関係書の執筆活動にも大きな功績を残すことになる。一方、山本は海軍少将となりその傍ら日

本公教青年会の会長をも務めることになる。この日本公教青年会は、公私にわたって熱心にか

つ一貫した態度をとる山本のような指導者を得て、大正から昭和にかけて日本カトリシズム発

展の推進力となって信徒活動（カトリック・アクション）を展開していったのである（15）。なお、

カトリックの信徒活動は、1960 年代に行われた第 2バチカン公会議の主要な教えのひとつと

して現代では既成事実となっているが、そこにいたるまではさまざまな発展段階があったとい

われている（16）。こうした点から、田代菊雄はこの 3人を「大正期後半から昭和初期のカトリッ

クにおける指導的人物であった」と評している（17）。明治期にみられた閉鎖的・消極的なカトリッ

クから積極的な信徒活動への転換の端緒となったこのカトリック研究会は、やがて慈善団体で

ある聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会と前述の公教青年会とに分かれて発展することになる。
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そこでも岩下は中心的な活躍をするのである（18）。

　岩下は、こうした日本カトリックのとりわけ理論的な発展に寄与していったのである。彼の

進取の気性は素より父親ゆずりと評されることが多い。父清周は実業界の大物としてその豪放

な経営手腕からイノベーターとしての資質を存分に発揮した（19）。大阪で北浜銀行を生み育て、

大阪の繁栄に貢献したのが彼である。後に政界をも巻き込んだ北浜銀行事件によって第一線か

ら退くことになるが、終生「将来に重きを置くという経営理念」を貫いた（20）。

　
3．カトリック・アクション

　1909（明治 42）年、岩下は東大文学部哲学科に入学する。一高時代身近に教えを受けた恩

師岩元の助言によりケーベル（Koeber, Raphael von:1848-1923）に付いて学ぶことになる。また、

大学での勉強のほかにカトリック研究会へも続けて活発に参加している。この頃の岩下につい

て、当時一高と東大で教鞭を執っていたハンベルクロード（Humbertclaude, Henri:1878-1955）

は岩下への追悼文の中で次のように述べている。

　岩下さんは此のカトリック研究会の中心となって他の会員を鼓舞奨励したと云っても過言ではありません。毎週

集会を開きましたが、岩下さんは何時も一番先にきて、開会前に茶菓を準備しました。是は午後 4時に集まる学生

会員は銘々自分の学校で長時間勉強して疲労していますから、元気を回復し、研究会で論ずる問題に能く注意させ

るためでありました。会の指導司祭は先づ聖福音書或いは聖パウロ書簡の一節を朗読し、簡単なる注釈を加えまし

た。それから各学生は順番に預め準備した聖会史或いは護教学上の一問題に就いて述べ、最後の其の問題に関する

意見を交換して散会しました。（ハンベルクロード 1941:32-33）

　このように岩下は、単なる参加者の域を超えて熱心に活動に参加したのである。特に大学・

大学院時代に無二の親友であった九鬼周造は、この頃の彼を「ちょっと蕾の時代であり、外部

の事情に於ても何の心配もない或る意味に於てもっとも幸福な時期であったらう」と追想して

いる（21）。事実、その後の外部事情の大きな変化として、1915（大正 4）年 2月（同じ年の夏、

岩下は大学院を辞め七高の教師になっている）には父清周が北浜銀行事件で起訴され、実業界

を退くことになるのである。

　ともあれ、この時点ではまだ恵まれた家庭環境のもと、勉学や社会活動に熱心な優等生とし

て屈託のない大学生生活を送っていたように見えるが、岩下の性格そして心の内奥にもう少し

接近してみよう。まず、当時東大カトリック研究会の代表を務めていた田中耕太郎の次の回想

を紹介したい。

　友人相互に自己の体験を語って夜を徹するやうな要求で以て同師にぶつかるならば、恐らくは失望せしめられる

であろう。師の心境は個人個人に十分同情はしつつも、常に客観的態度を失はなかったのである。而してそれは多

分何人に対しても同様であっただらう。（田中耕太郎 1941:47）
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　岩下は大実業家の家の御曹司として育ちながらも、かなり冷徹な性向をもった人であったの

か、それを補足するために暁星の後輩であった伊澤千三郎の見立ても紹介しておこう。

　私の感じた岩下さんは、人を自分の方へ引き寄せようとする、で近付いて行くと或る距離に達すると鋭く反発す

る、で遠くへ引き退っていると何かの機会に又引き寄せようとする、かう云ふ人のやうであった。さうかと云って

岩下さんは冷たい人かと云ふとさうでもなかった。お茶を送って呉れたり、　著書を呉れたり、實にまめだった。（伊

澤 1941:53）

　2 人の見方を考え合わせると、どうも岩下には人格形成の上で心理的な葛藤があったのでは

ないかと推察される。

　ここで思い出されるのが、岩下が洗礼を受けて以来常に『キリストに倣いて』（トマス・ア・

ケンピス著）を愛読し、積極的にキリストを模範として生活しようとしていたことである（22）。

つまり、岩下の中ではキリストの模範に従って隣人に愛を示そうと努力する自己と、そうした

犠牲を払うことを留めようとする本性的な自己とのせめぎ合いが生じ、両者のギャップを他者

に知られたくないという思いが常に存在していたのではないか。それゆえ、他人とは常にある

一定の距離を開けておく必要を感じていたのではないだろうか。さらに、こうした岩下の内面

を生まれや育ち、その恵まれた資質などからくる当然の属性としてある程度補足できるものと

して小坂井の次の記述が参考になる。

　復生病院の関係者ではないが、若いころ、岩下から「公教要理」を学び、後に彼の雑誌編集を手伝ったある老人

から、筆者は岩下について多くの追憶談を聞いた。岩下神父にたいする敬慕と傾倒はいまもなみなみならぬ老人が、

その中でもらしたつぎのような言葉が、印象深かった。「よく、“分際” ということをおっしゃる方でした。分際を

わきまえよ、とね。だから、下の者から、たとえばわたしなどから忠告めいたことを言われると、感情を害された。

平生は与太話なんかもされて、人を笑わすのが好きな気楽さを示されたけれと゛、いったんことがあると、鋭い抜

き身を突き出すという感じでした。そういうときは、びくりとさせられたものです。」抜き身のような鋭さを、神

父として、とりわけ、ライ患者たちのおやじとして、忍耐と謙虚さで幾重にも包むようにしていた、彼にすればそ

れこそ血のにじむようなことであったかもしれない戦いが、ふとしのばれる。（小阪井 1989:125）。

　キリスト者がもつこうした感情の 2面性は、必ずといってよいほど存在するものである。こ

のことは、岩下の人生観や慈善観をとらえる上で重要な視点となるが、ひとまず彼のその後を

続けてみよう。

　さて、岩下の慈善活動に目を転じてみよう。前掲のハンベルクロードの説明からも分かるよ

うに彼は東大 2年生のとき日本で最初の聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会を創立した。岩下が

雑誌への投稿を始めた 1913（大正 2）年（大学院へ入って間もなく）、『聲』誌に「オザナムの

百年祭」と題した文を寄せている。そこで、その年（1913 年）ちょうど会の創設者であるオ
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ザナム（Ozanam, Antoine Frédéric:1813-1853）の生誕百年を迎えるに当たって、これまで世界

2,500 余りの聖ヴィンセンシオ・ア･パウロ会支部を拠点にして行われたカトリック社会事業の

貢献度の大きさを日本のカトリック青年たちが知り、それにならって日本でも正式に活動を展

開しなければならないと次のように呼びかけている。

　救世軍の社会事情をさして、わがカトリックの無為を嘆ずる者よ。なんじの頭を高くもたげ、刮目して、今も、

何時も、どこにても世々にいたるまで、キリストの奇しき妻なる広大無辺のカトリック教会の荘厳麗美の姿を相見

せよ… （中略）…聖ヴ・ド・ポール会を組織するものは聖職者にあらず、修道者にあらず、妻あるもの、夫あるもの、

子女あるものあり、商人あり、軍人あり、職工あり。しかしてこれら千差万別の会員を統一指揮して活動の骨子と

なるのは、青年なることを記憶せよ。われらに欠くるものは真の愛なり。しかして真の愛のみ。（岩下 b 1962:175）。

　岩下は、カトリック信仰には慈善活動への積極的な参加が重要であり、その方法がすでに教

会の補助組織の中にあることを、将来のカトリック教会を支える青年信徒達に理解させようと

したのである。そして、日本のカトリックが社会的な認知を獲得するためには、信徒活動（＝

カトリック・アクション）がとりわけ重要であることを痛感していたのである。

　この頃すなわち大正初期前後の社会状況を概観してみると、日露戦争以降の帝国主義が強化

される中で、明治 40 年代初頭の恐慌は本格的な失業問題を生み、また、大正初頭よりの米価

を中心としたインフレは国民生活を圧迫していた。とりわけ、小作農民や障害者、底辺労働者

などの下層社会層の拡大により貧困が大きな社会問題になった。そこで、治安的な啓蒙対策を

中心にすえた感化救済事業が展開されたのである。これはまた、社会主義運動の高まりのもと、

資本家と労働者の衝突・ストライキが起こり、社会階級間の闘争が顕になってきた時期でもあ

る（23）。こうした社会化の萌芽期にあって、岩下はカトリック慈善活動の要諦を次のように述

べて、そのとるべき役割と態度を明らかにしている。

　聖ヴ・ド・ポール会員は、社会政策、経済理念を攻究する余暇を有せざれども、社会問題は「胃の問題にあらず

して心の問題」であり、社会階級間の闘争を除くものは、富と権利との平等な分配にあらずして、キリストの教え

たまえる愛であることを知る。かれらは赤貧に苦しむ兄弟を見て、その救助に赴くのである。飢えた者にまずパン

を与え、傷ついた心をいたわるのに愛をもってし、しかる後におもむろに道を説いて貧民の境遇改善をはかるので

ある。（岩下 b 1962:176）。

　このようにカトリック信徒の社会問題に対する対処姿勢は集合的な施策としてではなく、精

神のあり様の問題として個々人の「愛（＝普遍的な善）」の実践を介して展開されるところに

その特徴があると明示している（24）。この考え方は、当時の資本家や内務官僚が恐れた社会主

義思想の広がりを予防するという意図をもつ感化救済事業期にあって、結果的にはこうした体

制に呼応するものと見られるのである（25）。こうしてカトリックの慈善思想は日本社会の近代
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化の中で内面的な矛盾をはらみつつも、外面的には同時代日本の専制主義や帝国主義を是認す

るものとして主張されていくのである。また、こうした国家と個人の関係についての考え方は、

その後の岩下の思想や社会実践にも直接・間接に深くかかわりをもっていくのである。

　さて、当時の私設社会事業をみると、キリスト教系ではプロテスタントの活躍が目ざましかっ

た。なかでも伝道と社会事業を組み合わせて信徒達が積極的に事業を展開していった救世軍の

活動は注目される（26）。他方、日本のカトリックの慈善事業は依然として修道会中心の展開で

あり、一般信徒が中心となって係わる余地はなかった。それゆえ、聖ヴィンセンシオ･ア・パ

ウロ会は日本においては数少ない信徒が中心となって始めた慈善組織といえる。田代菊雄はこ

の辺の状況を次のように指摘している。

　（筆者注：カトリック慈善事業は）司祭の指導のもとに、あまり、組織的でもなく、継続的でもなく実施される

ことが多かった。これに対し、ヴィンセンシオ･ア・パウロ会の意義は信徒が中心となって組織し、世界的に拡がっ

たことであろう。そして扶助方法を制度化・組織化していることである。（田代 1989:10）

　岩下が中心人物のひとりとなって発足した公教青年会も、1918（大正 7）年には慈善部を含

めた 5部体制による組織的な活動を展開し始めている。

　ところで、岩下はあることに関心をもつとその探求のために目標や計画を立て、それを達成

しようと着実に努力するタイプの人間であった。先に引用した栗野斎次郎の岩下評がそれを示

している。また、鹿児島七高時代のノートの片隅には「海外遊学中の計画（1）ギリシャ語の

完成、ホメロス、プラトーン、（2）近世哲学の研究」と書かれており、学問探求への堅実に努

力する姿勢がここからも読み取れる（27）。さらに、大学時代の恩師ケーベルを介した友人であ

る久保勉も、「何事も綿密周到で現実的な計畫に基いて遂行する君は大いなる実行力の持ち主

であった。」と評している（28）。岩下から繰り出される緻密で一貫性のある論理は、こうした着

実な学問の積み上げを背景にして作られていたものといえよう。

4．恩師ケーベルとの交わり

　ここで、岩下の大学時代の恩師ケーベルについて触れておこう。ケーベルは東大の哲学史の

教授で、かつてロシア正教会の信者であったが、親友である暁星のエックによってカトリック

に改宗した。岩下にとっては大学、大学院で個人的に親しく教えを受けたこともあって、ケー

ベルが任期を終えて大学を退き、欧州へ向け旅立つときにはケーベルに伴って留学する久保ら

とともに同行する手筈を整えたほどの師事ぶりであった（29）。また、卒業論文として書いた「ア

ウグスチヌスの神の国」（原文はフランス語）は、審査に当たったケーベルから高い評価を受

けたのである。岩下がアウグスチヌス研究を通して得た学問的関心は、以後のスコラ哲学へ向

かう探求の出発点ともなった（30）。岩下自身、恩師ケーベルについて次のように述べている。
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　ケーベル先生はよき哲学史の教授であったが、哲学者というよりはむしろ芸術家肌の方ではなかったかと思う。

その両方に鈍感なわたしは、先生の宝を十分奪いとれなかったような残念さを感ずる。しかしこの両方面の渾然と

融和していたところに、先生のかけがえのない高潔な風格があった。より偉い哲学者も哲学史家も、より傑出した

芸術家も、いくらも世にあろう。しかし先生のような方は、求めてもえられるようなものではない。先生の晩年に

大学へ入ったことは、何といってもわたしには幸なことであった。（岩下 a 1962:247）

　ケーベルは、主に 1920 年代に活躍する日本の文化人を多く育てたという意味でその影響力

の大きさを知ることができる。彼は、モスクワの高等音楽学院を優秀な成績で卒業した、芸術

家の感性をも兼ね備えた聖哲学者であった。ケーベルの日本思想界への影響力の大きさについ

ては、それは間接的でありながらも、たとえば次の指摘で十分であろう。

　1920 年代は、こうして「教養主義」の時代となるのである。そのなかで、阿部次郎や和辻哲郎をはじめ、ケー

ベルに深く影響され、また、夏目漱石の門をくぐった人びとが、「教養」と「文化」の担い手として活躍する（荒

川 1976:742）

　ケーベルや漱石に見られたような自由主義も、反エゴイズムの視点で重ねてみればカトリッ

クの考え方と立場を同じくしている。たとえば、漱石は学習院輔仁会における講演「私の個人

主義」（1914 年）の中で、「個人主義、私のこゝに述べる個人主義といふものは、けっして俗

人の考へてゐるやうに国家に危険を及ぼすものでも何でもないので、他の存在を尊敬すると同

時に自分の存在を尊敬するといふのが私の解釈なのです」と述べている（31）。それは、国家主

義批判としての個人主義ではなく、むしろ個人の権利と義務の調和を志向する社会連帯の思想

に近いものと理解できる。一方、カトリックではローマ法王からの回勅で、その点についてはっ

きりと説明されている。

　社会は人間のためにあって、人間が社会のためにあるのではない。しかし、個人主義的な自由主義が主張するよ

うに、社会を個人の利己的な目的のために利用してよいという意味ではない。むしろ、個人と社会が有機的に一致

し、相互に協力することによって、この地上に真の幸福を築くことができる。（「個人と国家の権利の関係について」

1988）

　なお、カトリック文学について、笠原芳光は遠藤周作に代表される現代カトリック文学の源

流として岩下と吉満義彦の二人のカトリック思想家を挙げている（32）。遠藤は世代の違いから

岩下との接点はなかったようだが、吉満とは戦時中に岩下が創設した聖フィリポ寮の寮生と寮

監の関係にあった。その意味では、哲学と文学というカトリシズム探求の方法の違いはあって

も、岩下から続く〈戦前〉と遠藤に代表される〈戦後〉との連続性を議論することは可能であ

ろう。
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　1912（明治 45）年、岩下は東大哲学科を恩賜銀時計組のひとりとして卒業し、同年大学院

へ進学する。この時、欧州留学ののちスコラ哲学講座を担当してもらいたい旨、上田文学部長

からエックを通して打診があった。しかし、岩下にその気はなかった。この時点で将来を縛ら

れることを嫌ったからである。生来自由独立の精神に富んだ彼ならではの答えといえよう。こ

のような態度は、神山復生病院を任されてからのちシャンボン東京大司教の後任として打診が

あったときの応答と不思議なほどよく似ている。小林は、岩下から友人の井上紫電へ宛てられ

た手紙の一部「東京大司教なぞ素より真平御免蒙り度候、何故にカトリック教会は小生に知識

的に働く余裕を与えぬものにやと」（抄）を取り上げ、このあたりの事実を証拠づけるものと

述べている（33）。ここからは、目先の地位や名誉にこだわらない確固とした岩下の信念の強さ

が窺われる。

　さて、当時岩下の親友であった九鬼によると、岩下の大学院での研究テーマはギリシャ哲学

であったという。本人は後年ギリシャ語を自分のものにできなかったと半ば後悔しているが、

九鬼の評では「発音が玲瑯として玉のやうに美しかったのが、未だに耳に残っている」ほどだっ

たという（34）。他の言語もそうであるが、岩下の外国語能力には定評があったようである。こ

の才能は、晩年の北支宗教事情視察の際に現地の司祭たちとの意思疎通において寄与したこと

は言うまでもない。

　さて、岩下は大学院時代もカトリック研究会や聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会へ熱心に参

加するとともにその発展に大きく貢献した。年とともに各会も発展し、活動も活発化していた。

そもそも、戦前の日本においては各種カトリック研究会の中でも学生研究会がもっとも盛んに

行われていたので、実質的には日本のカトリック研究会を岩下が作り育てたといってもよいで

あろう（35）。

　その設立経緯は、まず 1906（明治 39）年に岩下が発起人となって、暁星学校にハンベルクロー

ドによりカトリック研究会が設立された。岩下は会員として、そこで中心的な働きをした。ま

た、一高、東大と彼の進学先には研究会がつくられていった。その後、欧州留学から帰ってか

ら同研究会に加わって学生の指導にあたった。このカトリック研究会は、既に述べたようにカ

トリシズムを研究し、信仰の鍛錬に努めると共に未信者、求道者を天主に導こうとする目的を

もっていた。

5．進路選択への導き

　その頃の岩下の信仰生活を知る手がかりとして、ハンベルクロードによる次の追悼文が参考

になる。岩下が司祭への道を選ぶ上で本格的な準備段階の初発とみられ重要なので引用してお

こう。

　毎週の聖ヴィンセンシヨ・ア・パウロ会の集会があるばかりでなく、其の外に会員は時々教会の主任司祭或は警

察署に告げ知らせられた貧民の家庭を訪問して、之に衣類を始め米、木炭などの購買券を施し、之と同時に同情と
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奨励との親切な言葉をかけて貧しい者を慰めました。この宗教的活動と社会的、慈善的活動との動機は単に自然的

のものでなかったことは誰でもお分りでせう。この活動はもっとも深い個人の宗教生活の結果でありました。その

頃から岩下さんは自ら定めた内的生活の規則を忠実に守りました。即ち毎日霊的読書をして念祷し、毎週告解し、

度々聖体を拝領し、毎月数時間の黙想をなし、毎年 3日間の静修を実行しました。其の時代には日本語の信心書が

未だ稀でしたから彼は外国語の良書を沢山取り寄せて勤読しました。つまり彼の信心は決して感情的なものではな

く、牢乎たる確信に基づくものでありました。（ハンベルクロード 1941:33）

　このように岩下は、自らの外面に対しても、また内面に対しても精力的に「人性と神性との

本質的一致結合」を図っていったのである（36）。では、その後の彼の進路についての目標はど

のように変容・形成していったのか。先に引用したハンベルクロードの岩下追悼文の続きを見

てみよう。

　ですから岩下さんが大学院の第 2学年の終りに一身を全く天主に奉献して司祭とならうとする志望を起したのは

豪も怪しむに及ばないのであります。実際彼は其の時から此の問題に就いて相談するためレイ大司教と会見を重ね

ました。岩下さんは普通の司祭として教会を牧すべきか、或は学者的司祭として文書伝道に従事すべきかに迷って

いたので、東京の神学校に入学しようか、或はまず欧州に至り哲学の蘊奥を究めた後、帰朝して神学の研究を修了

した方がよいではなからうかと相談したのであります。（ハンベルクロード 1941:33）

　ここからは、大学院時代の岩下に明確な司祭への志望があったことが理解できる。ともあれ、

大学院を修了するに当り、いかなる進路を選べばカトリック者としてキリストに仕えることが

できるかという純粋な問いの中で展開されたとみられる。つまり、東京の神学校に入学して普

通の司祭になるか、それとも大学院を一時離れ、ケーベルに伴って欧州へ渡り哲学の勉強をし

た後、大学の哲学教授の職に就くかの選択であった。岩下自身の進路選択上の迷いと欲求は、

1919（大正 8）年 8月 14 日夜、渡欧する岩下と小倉信太郎のために開かれた送別会の様子を

懐古した五代伝造の次の文章から浮かび上がってくる。岩下は次のように語ったという。

　われわれカトリック青年のなすべきことは、今各自のもっている自分の務めを完全に全うしさえすれば、それで

いい…（中略）…僕はあるとき神父さんより修道士になろうかと思っていたこともあったのだけれども、だんだん

知識欲がすすんできたら、神父さんや修道士の生活が煩わしく思われるようになった。（小林 1961:93-94）

　この信仰姿勢は、進路選択に迷った先に得た岩下の到達点と言ってもよいであろう。彼の考

える進路の決定過程は自身の資質を最大限に活かし、「今」を完遂することから自ずと導かれ

るというものである。では、岩下にとって聖職者から一般の哲学教授へと志望が変わっていっ

た時期はいつ頃だったのか。高須鶴三郎の次の文章によれば、それは渡欧前の七高教授時代で

あったことがわかる。
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　斯くも師と親しかった私が、私の知って居るかぎりで師の身上を考へて見ると、師が外遊までは、叙品の志は…

（中略）…師が大学の 2年以来、時々は動いたようであったが、大体は矢張り〇〇〇女史と結婚して、偉大なる学

者として大成せられる事に傾いて居られた跡は歴然としている。（高須 1941:132-133）

　つまり、岩下の志望はカトリック司祭（大学・大学院時代）から哲学者（七高教授時代）へ

と変化していったのである。

　しかし、こうした岩下の思いの変化や、変化の過程における様々な自己へのチャレンジは、

一方では岩下自身の信仰の未熟さを反映するものであった。それゆえ、ここで強調しておきた

いことは、彼自身常に問題意識として自身の未熟さを感じていたし、またその未熟さを克服し

ようと考えていたということである。こうした見方で岩下の思想形成をとらえるならば、大庭

征露の分析は非常に興味深いものである。彼は岩下への追悼文の中で岩下の信仰姿勢を分析し

て次のように述べている。

　岩下師が学生時代に創められたヴィンセンシオ・ア・パウロ会の目的は青年の信仰を保つことであって、貧者訪

問は実はその手段であった。師はこの会によって一般カトリック学生の信仰の保持と向上を計ることをも勿論念と

せられたに相違ないが、師御自身の衷にもかゝる社会奉仕、愛の業によって充たさざるを得なかった欠隙――理性

と信仰との相克による統一的人生観の欠除――が存したことも一の大きな動機ではなかったらうか。普通の司祭た

るべきか学者的司祭たるべきかに迷はれた事にも、献身の機熟さざりし事にも、自ら鹿児島へ赴任された事にもこ

の知信の内面的矛盾が関係してゐると私は考へる。（大庭 a1941:156）

　大庭の指摘する理性と信仰との関係の問題は、岩下が後に明確に意識し、自己の哲学課題と

しても位置づけることになる中世スコラ哲学における中心的なテーマでもあった（37）。岩下が

青年期に対峙しようとした真理探求の過程においては、この問題に否応なく行き当たらざるを

得なかったのである。

6．家庭環境そして家庭観・女性観

　ところで、岩下の家庭環境をみてみよう。彼は経済的に恵まれた家に育ったが、酒好きで野

心家の父とそうした家庭を顧みない夫に無言で従う母との関係は、岩下によしとは映らなかっ

たようである。それはまた、父清周が頭取をしていた北浜銀行の不正融資事件（＝北浜銀行事

件）で起訴された父への怒りも手伝っていた。岩下は父の豪放ぶりに反感を覚え、母へのいた

わりの気持ちからことさら反発していた面さえ見られる。留学を終え帰国後間もなくの頃、事

件後両親が移り住んでいた裾野の農場を訪れた寒川鼠骨は、岩下父子の会話を次の様に憶想し

ている。

　間もなく食後の果物が運ばれて卓の上に置かれた。見ると瑞瑞しいメロンであった。勧められるまま私は其一き
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れを手皿に取った。父君も取られた。私が伴った二人の子供も取った。母君も取られた。壮一さんは手を出されな

い。父君が「うちの温室で出来たのだよ。新しいから食べて御覧」とすすめられると壮一さんは静かに「メロンは

駄目ですね。西瓜の方が遥かにうまいです。」「メロンの本場の真味を知らないからだ。」「本場では人間は食べませ

んよ、豚や牛に食はせていますよ、西洋でも物の味の分からない金持の馬鹿が珍重するだけですよ。」父君は寂し

さうであった。其の気分に同情すると共に、壮一さんの、無遠慮な率直さと、万事敢行の勇気に敬服した。淋し気

でいられる父君を余所に、壮一さんは子供等を相手に賑かに話して、明日長尾峠行を約定されているのであった。

美田を買ふのが子孫を愛する唯一の道だと信じて疑はない人の子として生まれ来られた壮一さんの悩みを思う毎

に、私は人生不如意の格言が余り当り過ぎているのに何時も同情せないで居られなかった。（寒川 1941:19）

　ここからは、父親が自身の非によって母親を悲しませてきたことを責める息子の姿と、そう

した息子に負い目を感じていた父の姿が浮かび上がっている。また、寒川は次の様にも述べて

いる。

　父君に対して、あれ程峻厳勇敢の猛者であり乍ら、世間の人々に対しては寛宏大度で、あはれさをのみ先ず感ぜ

られる壮一さんの心のうちを忖度すると何時も一掬の涙を禁じ得ないのであった。（寒川 1941:20）

　司祭に召された聖職者であっても、肉親への赦しは容易ではなかったと言えようか。留学先

から帰国した翌年、成城高校での講演で破戒の問題について話していることは自戒の意味をも

含んでいるように思える。

　人間は誰だってさういう罪を犯す可能生はあると、人間の弱さの故の過失に対してはいつも暖かい同情を示され、

問題はその過失を如何に処理するかの態度に在ると言って居られた。（大庭 b 1941:32）

　後年、父の葬儀の折に語った壮一の会葬御礼の挨拶でも、亡き父の非を償うために社会に奉

仕をしたいと強い決意で語っている。その一部を引用しよう。

　万一父が生前の所業から世間に御迷惑をかけたものがありと致しまするならば、私は私の一身を擲て進んでその

罪を贖ひたいと存じます。私は終生娶らず終生家を成さず、心身を神に捧げ、頂天立地、我が道とする所に依りて、

国家民人の福利の為に最善の力を效したいと思ふて居ります。（故岩下清周君伝記編纂会 1931:55）

　父の非とは先述の北浜銀行事件に絡むものであるが、ここからわかるように、後に救癩施設

である神山復生病院の院長職を引き受けた一番の動機は亡き父の代わりに自らを犠牲にし、社

会に奉仕するという決意からのことと言えよう。

　一方、こうした父との関係とは裏腹に岩下の母へのいたわりは、端で見る人からもうらやま

れるほどであったという。母へのそうしたいたわりを示す資料には事欠かないが、ここでは一
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つだけその例を紹介しておこう。

　まことに神父様と御母上の御間柄を私は心に御子と聖母もかくやと比べたことが度々あった。――お母様こちら

へいらっしゃいませんか。復生病院後援会の会合で茶菓の用意に下座に立働いていらっしゃる御母上を床の間の正

面に招じられる神父様の御声音は厳然と騎士的でさへあった。（田中峰子 1941:63）

　こうした家庭環境にあって、岩下が自らの内にカトリック信仰を育てる過程で形成した家庭

観とはいかなるものであったか。大学院時代と晩年について取り上げてみよう。

　まず、大学院時代に近親の女性から求婚に応じるべきか、それとも修道女として召命に応じ

るべきかという相談を受け助言した岩下の書簡の一部を紹介する。

　（筆者補足：与える愛に価値を置く人にとっては）俗世は同時に修院であり得ると思う。この世にスウィート･ホー

ムを歌うことができぬが故に家庭を呪うのは、現世は幸福であらねばならぬという誤った見解から出発している…

（中略）…むくいれられることは愛の望ましい結果である。しかし、愛の第一義は自らを与えるにあると思う。い

わんや我々は常にゆたかに神よりむくいられているのではないか。たとえ人を相手の、二つの心（筆者注：愛を与

えたい心と報いられたい心）を一となす誠の愛、がなくとも！二つの心を一にする愛は、貴重なものである。それ

が石塊のようにこの世にころがっている筈のものではない、それを得るには苦しまねばならぬ、すべて貴重なもの

は苦痛を要求する、いわゆるスウィート・ホームほど浅薄なものはない、それほど深さのない愛はない。真のスウィー

ト・ホームは涙の後にくる、苦の後にある、青年の愛ではない、晩年の親しみである、人生の苦闘を共にせるもの

が落日の如く神を望んでこの世を去りゆくときにある。永遠の汀にたたずんで神の国の光栄に浴する時にある。ス

ウィート・ホームなきが故に修院とは、けだし修院を侮蔑したものではないか。（小林 1961:49-50）

　岩下は、どこにいても犠牲を払って与える愛の行為こそ価値のある愛であると考えた。だか

ら、現実の家庭生活では「スウィート･ホーム」を夢想して現実との落差に悲嘆するよりも、

むしろ「苦」を伴う犠牲を甘受し、来世での栄光に希望を託すことこそカトリック女性の真骨

頂であると述べた。それは、家父長制や戸主制に代表される「男権社会」を批判するフェミニ

ズム運動が始まって間もない頃であった。

　次に、岩下の晩年のものとして、1935（昭和 10）年に後輩の杉田英一郎に宛てられた手紙（一

部）と 1938（昭和 13）年から指導司祭となっていたカトリック婦人東亜親善会で行った講演

記録、さらに 1934（昭和 9）年に NHKのラジオ放送「婦人と宗教」での語り、の 3つを紹介

してみたい。

　幸福なる母と子との支柱として重責を果たさるるよう祈りおり候、杉八の若旦那の責任は決して一時の感情や理

論によりて解消するものにはあらざるべく、家を継がれて物質的にも精神的にも余裕あらば、それをご活用しかる

べく候、家をおさめて天下を治するは今も昔も変わらぬ正道と存候（小林 1961:242）
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　御母堂にあれ程孝行息子の師は、アンティ・フェミニストを以って自ら任じて居られたやうです…（中略）…岩

下師は何時ぞや或席上で「婦人のカトリック運動は台所からです、外へ出ていろんな事をするより、家に引込んで

台所に〇〇しなさい」と言はれ、居並ぶご婦人聴衆を唖然たらしめたことがあります。（深堀 1941:61）

　また母性の尊敬の認識のみが、婦人の職業問題の正しき理解に導く。婦人の職業は母性の社会的延長でなければ

ならぬ。（小林 1961:240）

　一つ目の引用は家庭における男性役割についてのものであり、また二つ目と三つ目の引用は

女性役割についてのものである。先の引用とも併せて、前者からは岩下が既存社会の家父長制

度に違わず家長の管理役割を重視していたことがわかる。また後二者についてみれば、国家総

動員体制が敷かれ、カトリックも含め女性たちに戦争への後方支援が期待されている当時の状

況下での岩下のこの発言は、聴衆に意外性をもって受け取られたのは当然であろう。恐らく岩

下の家庭観は、戦時体制において銃後を守る女性たちに期待されていたこの会の目的とこれま

での女子教育の理念であったといえる良妻賢母の考え方との間に矛盾を孕んでいることを百も

承知の上で、アンチ・フェミニストとしての彼の女性観とも同期させながら語られていたので

あろう。さらに、三つ目の引用からは、二つ目の引用とくらべると女性の社会進出について随

分と語気が弱まっているようにみえる。しかし、いずれにしても岩下が家庭内でも、また社会

の中でも男女それぞれの性が生得的にもっている社会的役割を明確に分離してとらえようとし

ていたことが理解できる。

7．鹿児島七校教授時代

　1915（大正 4）年夏、岩下は鹿児島の第七高等学校造士館の教授（英語科目担当）として赴

任した。折しも、明治末以来懸案の学制改革がなかなか進まない状況にあって、大学予科から

完成教育としての高等学校への刷新を見越し、いち早く鹿児島へ良い教師を集めようという吉

田賢龍校長の意図が込められていたのであろう（38）。岩下にとっては、一高の岩元禎の助言を

実行する形で、4年ほど地方で勉強する機会となった。しかし、七高への就職を思い立った動

機については、同年 2月に父が北浜銀行事件で起訴されたことにより、父への赦しがたい思い

から経済的な自立を図りたいと考えたためであろう。就職活動としては前年七高へドイツ語教

師として赴任した旧友の天野貞祐に推薦の依頼をしている。この辺の事情を天野の岩下追悼文

から見てみよう。

　大正 3年夏私はドイツ語教師として七高へ赴任したが、間もなく彼から自分も就職したい故校長へ推薦して欲し

いといふ手紙を受け取った。私は彼に返書を送って君の如き学才を有ち、且つ生活のために教師をする必要もない

人が鹿児島までくる事に賛成できない、むしろ東京の大学に止まって学問研究に専念して貰いたい旨を述べたとこ

ろ、自分は余りに境遇に恵まれすぎている故社会に奉仕したいのだ、是非推薦を頼むとのことであった。（天野
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1941:31）

　この「社会に奉仕したい」という言葉からは、学者への志よりもむしろ家督を継ぐ者として

父の罪の償いをしなければならないと考えていた岩下の心持が窺い知れる。当時親交のあった

高須鶴三郎は、その頃の岩下の家庭環境を「世間周知の境遇」にあったと述べている（39）。そ

れは、重ねて説明するまでもなく岩下の父が北浜銀行事件の容疑者として起訴されていた状況

を指していたのである。

　さて、岩下にとって七高教授時代は比較的に安定した時期であった。岩下が敬慕した師の一

人として、「とにかく先生との交際に刺激されて、わたしはこの時分ヴィルギリウスやホラチ

ウスなぞを片付けることが出来たし、聖書を原語で読むこともおぼえた」と、かつて七高教授

であったマードック（Murdoch, James:1856-1921）との学問的な交際を記している（40）。

　このマードックは明治初年にスコットランドの大学を辞し、ジャーナリストとなって日本へ

渡来した。その後、一高や七高等で教鞭をとった経歴をもっている。岩下と交際していた頃は、

鹿児島県立志布志中学校の英語教師であった。岩下の七高教授時代は主としてこのマードック

が彼の学問上の師となったのである。そのうち、第一次大戦がその度を増す中、マードックは

メルボルン大学へ日本学教授として赴任することになった。その時岩下も同行しようとしたが、

同僚の天野貞祐に説得されシドニー行きを断念したのである。天野の説得はこうであった。

　きみの取ろうとするのは奇道である。奇道は正道へすすめぬ時にとるものだ。君は正道をすすむ資格において欠

くるところがないのだから、そんなことはよせ（岩下 a 1962:249）

　前述の七高の教師に推薦して欲しいと頼まれた時の対応ともダブって、天野は岩下にとって

親身になって助言してくれるよき理解者であった。

　さて、岩下はこの七高教授時代に、母親が紹介した家政婦の女性と婚約している。この辺の

事情を、高須は岩下自身の話として次のように述べている。

　僕は君だけに打ち明けるが、鹿児島の僕の宅に母が其の心でよこした、あの君の知っている飯炊きの女の○○○

と婚約だけしたよ。彼女は君の知ってる通り美しくもなく健康も恵まれず、家も振はず可愛相な奴だが心は確乎と

してるし、信仰が固い奴だからフランスから帰ったら結婚することにして、僕の鹿児島生活四年間に郵便貯金が

六百円残ったから、全部彼
ママ

の退職賜金にくれてやったよ。（高須 1941:39）

　岩下は、母親が持ってきた縁談に内心不承不承ではあったようだが応じた。この時には、既

に欧州への 2年間の留学が決まり、出発直前であった。しかし、それまでにも岩下の恋愛話は

あったようである。大学･大学院時代について親友の九鬼周造は次のように追想している。
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　岩下君の家と私の家とは元来多少知合ってゐたので、私共二人の交際は次第に家庭的にも延長して行った。…（中

略）…私の父も岩下君のことはよく私にたづねた。岩下君とは控え目ではあったが女性に関する話もし合った。結

婚問題に関しても前後 3回ほど話合ふやうな事情になった。初めの 2回は岩下君の方から話を出し後のは私から出

したのであった。岩下君と私とは、ひょっとするともっと外面的にも近づきになる可能性が多分にあった。岩下君

に気に入りの美しい侍女がゐて、母君の心配で遠ざけられた話を私にしたことがあった。（九鬼 1941:38）

　この追想からも窺われるが、岩下の 5つ違いの妹である三女亀代と九鬼との交際は公然の事

実であったようである（41）。とはいえ、七高在職時代における母親の心配事は壮一の結婚につ

いてであった。この間母親は、鹿児島の壮一の許に毎年 2 ･ 3 ヶ月滞在するのが常であった。

　さて、教師としての岩下はといえば、自分より年上の学生もかなりいる中、バンカラ気質の

七高生さえもおとなしくさせる魅力をもっていたようである（42）。教え子の一人金倉円照は、

岩下の優れた学職と人格について次のように追憶している。

　どこまでも私共に穏かな良い先生であった。生徒は自らずぼらでも先生の学識に対しては不思議に鑑識の能力を

働かせて過たないものだ。これは昔も今も変りなき事実であらう。さういう意味に於て、岩下先生の学識、特にそ

の語学に対する秀でた才能は、薫陶をうけた学生の皆敬服した所であり、ひいては全学生徒の尊敬を集めた所以で

ある。（金倉 1941:135）

　なお、この頃の岩下のカトリック信仰生活の面では記述するだけの資料をもたないが、七校

内のキリスト教サークルで講話や論争をしていたようである（43）。

8．哲学探求への道程（1）―欧州へ留学

　1917（大正 8）年 8月、岩下はカトリックの哲学・神学を研究するため文部省在外研究生と

して欧州へ出発する。なお、当初は 2年間の公費留学の予定であったが、ローマで勉学中の

1923（大正 12）年まで七高教授の身分は続いていた（44）。

　同年 8月 14 日、麻布教会にて渡欧する岩下壮一、小倉信太郎の送別会が行われた。出席者

は山本三郎、伊東亮一、本尾小二郎、荻島緑郎等、カトリック研究会などで親交を暖めた人々

であった。その席上で岩下は次の様に語っている。

　神父さんになるか、あるいは一般信者として普通の職業につくかという岐路に立たされた場合、真剣に祈るけれ

ども、まだどっちがよいかわからないで迷うとすれば、迷いながらもその人はどっちかへだんだん進むようになる

から、そのだんだん進んでいった方向が聖旨なのであって、真実、心から熱心に祈りつつ与えられたことに全力を

つくせばそれでいいのだろう。（小林 1961:93-94）

　岩下は、過去の経験則として自身の進路上の迷いについてこう述べたのである。ここでの岩



162 岩下壮一の生涯と思想形成（その1）

下の物言いは一般化されて述べているように見受けられるが、こうした迷いはまた欧州留学と

いう進路を選択した岩下自身の心境を代弁したものであったと思われる。岩下が欧州留学を選

択した理由については彼の思想形成を知る上でも重要なので、少し長いが岩下自身の言葉を引

用しよう。

　有体に云えば、私は日本出発以来自己の全心をもって意志したのではない行為に纏いつく一種の不安を感じてゐ

た。素より私の旅行は、名目において欠くる点はない。旅券には御丁寧にも公用という印が捺してある。また実際

「公用」を果して帰る積りなのは勿論であるが、併しキリスト様の御血で高価を以て買われた私の一生を、公用で終っ

ては一大事だ。此の旅行は最高の意味に於ても有意義でなければならぬと旅の路すがら自問自答し来った私は、パ

リ到着の朝に於て更にこの不安を感ぜぬわけにはゆかなかった。

　忘れもせぬ九月二十八日、…（中略）…私は既にこの問題に遭着せざるを得なかった。

　私の脳裡には、日本の隅の平和な天地が浮んだ、私はそこで麗しい自然の懐に抱かれ、愛読の書と愛する青年等

に囲まれて、過去五年に近き閑静な生活を営んだのであった。私はそこで、平穏な生活を包み隠す人生の苦しい戦

を、 心の中でひとり戦った。私は確に幾度も躓いたに相違ない。併し蹉跌は私をして神に近づかしめた。私はとに

かく苦しい幸福を味ってゐた。さうして鏡のやうな青い海の上に櫻島が朝な夕な紫に匂ひ紅に燃ゆる土地に、私の

骸骨を埋めても決して不服はなかった。その潤ひのある月日は、正に終ったのである。そこも遂に安住の地ではな

かった。私の前途には一万浬の航程が横たはってゐた。その万里の波濤の彼方に展開すべき将来は、全く想像がつ

かなかった。私は八千噸の巨船が煙突から吐き出す団々たる黒煙の流れが銀河を斜に横切るのを仰ぎながら、よき

処に漂泊の児を給はんことを神に祈った。（岩下 1948:143-145）

　ここには、岩下の思想遍歴が告白されている。「全力で自分の務めを果たす」という、先に

引用した渡欧直前の所信表明と重なって、外見では平静な信仰生活を送っているかにみえた七

高在職中の岩下であったが、その内面にあっては大庭が指摘したように「理性と信仰との相克

による統一的人生観の欠除」という問題が彼を煩悶させていたのであった。それゆえ、渡欧以

降の将来のことについてはまさに「導かるるまま」に聖旨に委ねる覚悟をしたのである。

　ともあれ、渡欧した岩下は到着早々まずパリのモンマルトル大聖堂の奉献式に日本代表とし

て参列することになった（45）。岩下にとって、この式への参加は彼のこれまでの宗教観を覆す

ものとなった。それは、主義・主張に固執しない第三者的な中立者である学者職の立場の是非

を問い直す契機となった。と同時に、自己の宗教的・社会的立場を明確に表明することの重要

性を強烈に意識する機会にもなった。岩下は、カトリック信徒達の熱気に包まれた会場でのこ

の経験を、翌年留学先から『聲』誌に寄稿して次の様に述べている。

　愛国心と信仰との貴き結晶を感慨に打たれて眺め入った時ほど、私は批判的態度の価値を疑ったことはない。私

の理性は、ドイツにあらゆる罪悪を嫁さうとする議論や見解に敬服し得なかった。この日といへども私は、その態

度を決して捨てたとは云へない。併しこの世の中に事を処するに当っては、かゝる抽象的の態度がもはや決して嘗
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て自ら誇れる如く、最高のものでも又最上のものでもないことを感ずる。私を囲繞した人々の純粋な熱烈な至情の

前に、私の冷淡な客観的態度は如何に不徹底に、みじめに、力無く見えたであらうか。こゝでも亦私は、新なる形

で哲学が真か、詩がより高いか、理に従ふべきか情に任すべきか、正義勝つべきか愛支配すべきかと言う矛盾に逢

着したのだ。自己の全身をあげて執着し固守する立場を持たぬ者は実に不幸である。（岩下 1948:154）

　その後間もなくして、山本信二郎に伴ってベルギーのルーヴァン近くに滞在中の名高いマテ

オ神父（Father Mateo Crawley-Boevey:1875-1960）に面会した（46）。この経験は、岩下に非常な

感銘を与えたようである。そして、この経験によって、岩下は司祭への召命を感じたのであ

る（47）。このあたりの岩下の心の動きを、他称的な表現ながら彼自身のことを示す次の記述か

らとらえてみよう。

　霊的生活の知識に幼稚な彼は、真の聖徳が如何に心の底に秘められ得るかを悟ってゐなかった。…（中略）…果

然二十世紀の洗者ヨハネ（筆者注、マテオ神父のこと）の説くところは、神の怒ではなくてその愛であったのだ！

彼は嬉しかった。この数語は一々、特に彼の心の底の奥にあるものを特に目差して云はれたかのやうに、しみじみ

と感ぜられた。彼は遠き以前から、神の正義を思ふと、とても苦しくて堪らなかった。たとえそこにどれだけの自

分の意志がまざってゐようとも、過去とその過去の産み出した現在は、到底金輪際動かすことのできぬものである。

正義の立場からは、もう立ちすくむ他に一歩も動き得ないのである。神様の方から一切を赦して、愛して頂くより

他に活きる道はないのである。彼には天に在す父は一種の荘厳と畏敬の感を与ふる、遠い実在のやうに思はれてな

らなかった。それはよし永却不変の正義と法則の権化であらうとも、決して愛の姿ではあり得なかった。彼はその

至上の荘厳の前に跪いて、ひたすら罪を犯すまいとあせった。さうして躓き続けてゐた。…（中略）…彼は己の一

切の罪悪と汚れと、虚無とみじめさとをそのまま受容れて下さるキリストの愛を、権威ある言葉によって保証して

もらひたかった。今や天来の声は、甘露の如く飢え渇ける心に囁いた。（岩下 1948:159-163）

　この経験は、岩下にとって信仰側からの「理性と信仰との統一的人生観」への接近であった

とみられる。他方、理性側からの歩み寄りは二人の恩師ヒューゲル（Hügel, Friedrich Freiherr 

von:1852-1925）とガリグ・ラグランジュ（Garrigou-Lagrange,Reginald:1855-1919）との出会い

を待たなければならなかった（48）。なお、マテオ神父との交際は留学中継続されている。

9．哲学探求への道程（2）―司祭に叙階

　さて、日本を発って間もない 1919（大正 8）年 11 月、岩下はパリのアンスティテュー・カ

トリックに聴講生として入学することになった（49）。ここでマリタン（Maritain, Jacques:1882-1973）

などの講義にも出席したようであるが、この大学での講義は岩下を満足させるものではなかっ

た。その後、岩下はベルギーのルーヴェン大学、ロンドンのセント・エドモンド大神学校を経

て 1923（大正 12）年に、ローマのプロパガンダ・フィデに入り、直ちにドミニコ会経営のコ

レジヨ・アンジェリコに転じカトリック神学・哲学の研鑽を重ねていったのである（50）。こう
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した中、1920（大正 9）年夏頃から数ヶ月間、岩下は当時宗教哲学の泰斗でロンドンにいたフォ

ン・ヒューゲルから定期的に学問上の指導を受けることができた。このことは、岩下にとって

「理性と信仰との統一的人生観」への理性側からの接近を図る機会となったのである。かつて

ヒューゲルに師事したことのあるデュモリン（Dumoulin, Heinrich:1905-1995）はヒューゲルと

岩下との交際を語る中で、ヒューゲルの岩下への指導（書簡による）の一部を引用している。

　われわれ全人類は、常に一つのものではなく二つのもののために働かなければならない。知性的哲学的霊的生活

の繁栄（単なる esseと区別された bene esse
マ

の
マ

ために多かれ少なかれ必要な土台として、一般社会的経済的政治的

などの状態を改善するに務めなければならない。また、一般社会的経済的政治的などの状態、およびそれがわれわ

れの周囲に生み出した精神のわくを利用（或いは中立させ、或いは促進し或はそらせて）せねばならない（デュモ

リン 1950:19）

　ヒューゲルは、現世的なものと霊的なものとを分離した考え方に陥った当時の近代主義者と

は反対の立場を取っていたのである。そして、プロテスタント神学者であるトレルチ（Troeltsch, 

Ernst:1865-1923）の『キリスト教社会論』を引用し、スコラ哲学の本質について指導したのであっ

た。実際、このことが岩下の「スコラ哲学との和解」に寄与したのである（51）。ヒューゲルの

意図は、岩下の提示した問い「東洋人にキリスト教をすすめる最善策いかに」より、むしろ岩

下自身に「いま以上に活々と正確にキリスト教の神髄とその原動力とを感じとらせ、それを追

求」させることに重点がおかれたのである（52）。そして、カトリシズムを広める方法の鍵は「読

者や聞き手は、真理を自力でつかむように導かれねばならない」ことである、と誘発的に働き

かける布教の必要を説いた（53）。こうしたヒューゲルからの指導は、岩下の帰国直後からの出版・

神学生指導等に具現化されていった。

　さて、1921（大正 10）年、岩下はロンドンのセント・エドモンド大神学校に入学した。し

かし、ここでの岩下の勉学状況は手持ちの資料からは推察できない。それよりもむしろ、司祭

修行中の戸塚文卿、小倉信太郎らとボン・サマリタンという修道会のようなグループを作って、

カリエスを病んだユダヤ系イギリス人の修道女を囲んで祈祷と修道の生活を送っていたことが

特筆される（54）。これは、前述のマテオ神父が日本での布教を盛んにするには祈ってもらうこ

とが一番だと助言したためであった（55）。このロンドンでの修道的な生活は、岩下にとっては

神秘経験の連続であったようである。それを示唆するものとして山本信太郎は、「私共の欧州

に向かっての航海中、君は度々書信を私に寄せられた。そして当時一度ならず、シッスタ・ヴァ

イオレットの身辺に起こった不思議の出来事に就て観察され、私になるべく速やかに君を訪問

せよとのことであった」と述べている（56）。

　このときの岩下は司祭への強固な志をもっており、「ここでの生活をやがて日本での布教の

根拠地にする」つもりであったという（57）。またこの頃、小林は清周の話として息子との往復

書簡で次の様な内容のやり取りがなされたと述べている。
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　ある日故人を農園に尋ねると、今日は非常に愉快だ。といっていた。どうしたのですかと承ると、実は過月末在

英中のせがれ（壮一師）から、今後精神界に身をゆだねて思想の善導に微力をさゝげたい、と申してきたから、そ

れはよろしい、日本には癩病者が多い、お前はこれに力をつくせ、といってやった。その返事が今日到来して、つ

くせるだけつくす、とあった（小林 1961:173）

　「思想の善導」が癩病者の救済へと言い換えられるこの記述の論理は理解に苦しむところで

あるが、清周が癩病院に関心があったことは確かである。ただ、当時岩下がどれだけ日本のハ

ンセン病事情に対する関心があったかは疑わしい。清周は裾野へ隠棲してからレゼー（Lézey, 

Lucien Droüart:1840-1930）が院長を務める神山復生病院を援助していたが、父が刑事訴追され

て以降何かと反発していた岩下にとっては癩病院への関心はそれほどなかったと思われる（58）。

それを裏付けるものとして、岩下自身の言葉の中に次のような一節がある。1935（昭和 10）

年の大阪朝日新聞社主催の『御恵みの日』記念講演のものである。

　私と癩との関係は極めて最近から始まった事で、約 5年前偶然な機会から只今の復生病院を引き受けるやうに

なったのに始まります。それ迄は癩病の事を考へた事がなかったと申してよい位です。（岩下 1941:4）

　ただ、前述の高須によれば、「父君の功徳のために病院でもやり度いとは鹿児島でも 1、2度

洩らして居られました」と語っていたという（59）。このことからすれば、当時の岩下には癩患

者や癩病院の社会的・経済的状況についてある程度の認識があり、また私立の癩病院として清

周が支援していた神山復生病院の経済的窮状をも知っていたことは恐らく間違いないであろ

う（60）。

　さて、岩下は他の仲間より先にロンドンから離れ、ローマのプロパガンダ大学へ入学する。

このプロパガンダ大学は 1週間ほど通学しただけで教授たちに失望し、同じローマのコレジヨ・

アンジェリコへ転校する。ここで、留学中の学問におけるもう一人の恩師であるガリグ・ラグ

ランジュに出会うことになる。ラグランジュは教理神学の教授で、トマス哲学者でもあった。

後年、岩下はラグランジュについて次のように述べている。

　わたしはローマにゆく前に一学年をルーヴァン大学ですごしたが、そこの近世思想と妥協したような新スコラ主

義は余り感銘を与えなかった。ローマへ行ってドミニコ会の設立したアンジェリコ大学の講義をきいた時始めてこ

こに本物があるような気がした。人は今時トマスの神学大全を金科玉条として一点一画をもゆるがせにしない態度

を守旧とも固陋とも笑うであろうが、それでなくては聖トマスの精神はよみがえってこないのである。わたしは生

まれて始めて教室における講義によって文字通り感激した。ガリグ・ラグランジュ先生の水も洩らさぬ堂々たる三

段論法の連続から成る講義で、どうして満堂の学徒を祈りの境地にまで引きずりこむ力があったのか。先生の語る

言葉は母国語ならぬラテン語で、聴衆は世界中の二十何か国から集まった異人種の集合であり、テキストは神学大

全中最も無味乾燥に近い第二部（倫理神学）である。しかるにわれわれは講義終了後相顧みて「今日もかれはわれ
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われを祈らした」と感慨を洩らし合った。わたしはとぎすました利剣のような鋭い論理的思惟と、深遠な神秘的真

理洞察とが一致する境地のあることを示唆されて驚喜した。ガリグ・ラグランジュ先生において、アキノの聖トマ

スの精神は生きていたのである。（岩下 a 1962:225）

　つまり、このラグランジュの講義によって、岩下は「理性と信仰との統一的人生観」の獲得

という自らの哲学課題に対する解決策を理性の側から示唆されたといえよう。しかし、これは

まだ彼の中で明確に確立し得たというほどのものではなかった。

　さて、1925（大正 14）年 6 月、岩下はヴェネチア大司教で枢機卿のラ・フォンテーヌによ

り聖母マリア被昇天聖堂において司教に叙階されることになる。この経緯について、当時ロー

マで岩下と共に神学生であった渋谷治は、コレジヨ・アンジェリコでの学生生活から話を説き

起こし、「夏季にはローマ郊外フラスカティのホテルにとまり、そこでヴェネチアの大司教ラ

フォンテーヌ樞機卿と知り合い、その教区の神学校に入り」叙階に至ったと述べている（61）。

ただ、一方で同氏は「ヴェネチアの某樞機卿を味方にして受品まで漕ぎつけた外交手腕は大し

たものである」という辛口の評も述べている（62）。しかし、共に司祭への修養をしていた小倉

信太郎が召命なしとみて帰国したことを考えると、この指摘が案外に妥当ではないかと思える

のである。

　ところで、司祭になることを決心してから叙階に至るまでの岩下自身の心境は、母由加゛に

当てた書簡から窺える。

　種々ご心配ありがとうございました、ほんとうに神様に近づくには独りで苦しんでこの世の執着をすてるよりほ

かに道はありませんから、万事神様にお任せするのが一番です。（小林 1961:156）

　この書簡は、司祭となる約 1年前のものであるが、岩下の信仰告白ともいえる内容である。

この世の執着から逃れるために、ヴァチカン布教博覧会の日本準備委員をはじめとする教会活

動へ熱心に参加していたのである。それはまた、司祭になる前後の「暁の星」祈り会の創設活

動にも見て取れる。この会は、日本布教のための祈祷会をスペインを中心としたヨーロッパに

広めるというもので、そこから察すれば岩下が「日本のカトリックに市民権を得させる」ため

に並み並みならぬ使命感をもっていたことが窺われる（63）。

　外国へいってゐると自分らがその運動や事業のヒーローである、立役者であるという錯覚を起こす。それで神父

になれるものが先ずなるやうにといふ運動を起こしたが、誰が神父になるかといふと、神父になるものが入用だと

考えたその人から、ならなければならないのではあるまいか。かういふ考へを起すのが神の召命といふのではなか

らうかと考へられて、たうとう自分が司祭になった。（鈴木 1941:60-61）

　こうした取り組みにより、岩下は神に導かれている自分をより強く感じていたに違いない。
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ともあれ、司祭に召された岩下は 1925（大正 14）年 12 月にヴェネチア教区からの派遣宣教師

として日本へ帰国することになったのである。

注

（ 1） 「由加゛」の表記は静岡県裾野市役所発行の岩下清周（戸主）の除籍謄本による。ただし岩下伝（小林

珍雄『岩下神父の生涯』中央出版社、1961）の中での表記がそうであるように、通称として「幽香子」

を用いていたと思われる。

（ 2） 日本におけるカトリックの宣教活動はプロテスタントに比べて地味ながらも、宣教方法は主として幼児

教育と女子教育とを密接に関連させながら発展させていった。そのような中で、マリア会は日本におけ
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