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前書き

　日本の教会は、キリシタン時代その生涯によって、イエス・キリストへの信仰を証ししたユスト高山
右近の列福を願い、その早期実現を求める祈りを続けて参りました｡ 神は､ その祈りを聞き入れてくだ
さり､ 2016年1月22日に､ 教皇フランシスコが､ 右近の列福を正式に承認してくださったとの発表を聞
くことができました。これは大きな喜びです｡ わたしたちは右近の生き方の神髄を理解するよう招かれ
ています。右近は、その祈りによって、清められ、深められ、研ぎ澄まされ､ そして殉教による愛のあ
かしを実現しました｡ 信仰のわざは、祈りのみのりです。祈りが深まれば、信仰もおのずと深まります。
祈りは信仰、信仰は祈り、だとすれば、わたしたちは、右近の祈りに必ず目を向けなければ、右近の生
き方の神髄を理解することはできません。

　右近の祈りの特徴は、｢霊操｣ にあると言われます。霊操とは、キリシタン時代、イグナチオの霊操
を基本とした、指導的な信徒の養成に盛んに活用された祈りの手引きです。右近の霊性を理解するため
に、右近にとって、イグナチオの霊性はどのような価値があったか、そして、その中で右近が、どのよ
うに霊的に成長していったかを知ることは、たいへん有意義なことです。

　そこで、日本カトリック列聖推進委員会は、2015年6月に、ローマから右近の列聖申請の代理人であ
るアントン ヴィトヴェル（Anton Witwer､ イエズス会司祭）教授らをお招きして、右近の信仰と右近
を育んだ霊操をテーマに、東京と大阪でシンポジウムを開催いたしました。今回、ここにお届けする小
冊子は、東京のシンポジウムを紹介するものです。

　ヴィトヴェル教授は、霊操に育まれた右近の生涯とその殉教の独自性を明らかにしてくださいました。
上智大学の川中仁教授は、霊操の概要を適切かつ分かりやすく概説しています。当委員会の前委員長で
ある溝部脩司教は、キリシタンが霊操を精神的な支柱にしていた様子を解明してくださっています。

　どうぞ、この小冊子をお読みになり、右近の生涯が祈りによってどのように深められ、殉教への道を
歩んでいったかを黙想してください。

2016年2月3日 ユスト高山右近の帰天の記念日に

日本カトリック司教協議会
列聖推進委員会

委員長 大塚喜直 京都司教
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現代の教会と社会に対する
右近の殉教の使信の重要性

Dr. Prof. Anton Witwer SJ
教皇庁立グレゴリアーナ大学教授
ユスト高山右近列聖申請代理人

序
　殉教は、十字架につけられ復活した主への信仰を最高にあかします。それは救いの神への生きた希望
の表れ、神と隣人のために生きる愛の表れです。また殉教は、雄々しくいきいきとした神聖な徳のあか
しでもあります。第二バチカン公会議は、各自の立場で聖性と完徳を目指すすべてのキリスト信者の召
命という文脈の中で殉教を語っています。教会憲章は、それを「卓越した賜物であり、愛の最上のあか
し」と明言しています。「したがって、弟子が、世の救いのために進んで死を受けた師に似た者となり、
血を流して師の姿にあやかる者となる殉教を、教会は優れた賜物、愛の最大の証明と考えている。この
賜物は、わずかな者にしか与えられないが、すべての人は、キリストを人びとの前で証言し、教会にけっ
して欠けることのない迫害の中にあって十字架の道を辿るキリストに従う覚悟がなければならない」。（1）

さらに進んで「自分の血を流して信仰と愛の最高のあかしを立てた使徒とキリストの殉教者たちが、キ
リストにおいてわれわれに固く結ばれていることをつねに信じ、聖なる処女マリアおよび諸天使と同じ
ように、彼らを特別な愛情をもって敬い、彼らの執り成しを信心深く祈り求めてきた」。（2）

　では、ユスト高山右近の殉教の「卓越した賜物、最高の愛のあかし」とは、何に依拠しているのでしょ
うか。今日、「人びとに向かってキリストをあかしさせ、十字架の道において主に従わせる」模範が、
どのように私たちを刺激するか、なぜ右近の「信仰と愛のあかし」が、「右近の執り成しの助けを嘆願
するよう招くのか。これらの問いは、教会と現代社会への右近の使信の重要性を省察するよう私たちを
動かすはずです。
　右近が残した殉教の使信について論じることは、ことのほか大切です。なぜなら右近の生涯を知り、
右近が示した信仰と殉教を理解することなしに、現代に生きる人びとに大きな影響を与えること、すな
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わち、日本の教会と社会に際立った意義をもたらすことは不可能です。聖人たちは、ただ人びとの記憶
に留められている範囲で「人びとの信仰の中に生き、存在」します。―その「模範」が尊敬され、必要
に応じて「執り成す人びと」として呼び求められます。
　右近の帰天から400年が経過しました。その間、右近が記憶され敬われたのは、たんに殉教者として
だけではありません。キリストへの信仰の偉大なあかし人として記憶され敬われてきました。それは、
イエズス会の宣教をとおして右近にもたらされました。右近の生涯と死は、日本の教会にとって、とく
に重要であったし、今も重要なのです。また右近の生涯と死は、遠い過去において教会の成長のために
必須であったし、さらにその信仰のあかしは、今の時代にとって重要です。キリストの信仰を生きるす
べ、堅固な信仰、死に至るまでの忠実さは、際立った意味をもっています。ユスト高山右近は、16世紀
最高の日本人宣教師でした。右近は、外国人宣教師のようにではなく、日本人独特の方法でキリストへ
の信仰を生き抜きました。―そして自らの生涯と流罪による死をもって、キリストの教えの文化受容を
助けました。
　私たちが記憶に留めておくべきことがあります。右近の生涯と死は、400年前、マニラで右近の帰天
の知らせが引き起こしたときと同じ感慨を日本の人びとの間に引き起こすことができるということで
す。キリスト者は、「この聖人」が死に、その模範が取り去られることを信じることができませんでした。
右近の深い信仰は、人びとの中に生き続けました。人びとは「この聖人」と生きた信仰体験を互いに分
かち合いました。（3）

基礎―日本に告げ知らされた信仰
　右近の信仰の成長と、それを特徴づける背景をよりよく理解するには、キリストへの信仰がどのよう
に日本に伝来し、人びとに受け入れられたかを思い起こすことが有益です。 16世紀におけるキリスト
への信仰の成長、そしてまた信仰の拒絶と迫害は、信仰の受取られかたに帰すはずだからです。
　1549年4月、フランシスコ・ザビエルは日本に向けてインドを離れました。2人の同僚会員と、ゴアの
イエズス会の大学で勉強していた3人の日本人キリスト信者が同行しました。この信者たちは、要理を
学んだ後、受洗し、霊操を体験してから、主の手の中にある道具となることを望み、公言したのです。（4）

フランシスコ・ザビエルはこれらの人びとと日本への福音宣教の仕事を始めました。ザビエルは、1551
年11月16日まで日本に滞在しました。（5）

　ザビエルは、この使命が神の導きであると感じました。そこでザビエルは、キリストへの信仰が日本
人に受け入れられるとの大きな希望に満たされました。（6）ザビエルは、1549年8月15日に日本に到着し
た後、人びとが福音を知る望みを抱いているとの確信をいっそう強め、神への希望にすがりました。（7）

キリストへの信仰を説明できる司祭を送るようにとの願いと、3人の日本人キリスト信者との体験は、
いまだにイエス・キリストを知らず闇の中にいる人びとへの思いと愛を抱くフランシスコ・ザビエルの
こころを表しています。（8）ザビエルは、問題を生み出すもの、日本人を躓かせるすべてから、愛によっ
て遠ざかりました。（9）

　日本に到着して、ザビエルは、日本人の特質をいっそう明確に理解しました。まったくどうでもよい
特徴や、さして重要でないことがらにかまけてはいません。それらの特質の大部分は、道徳的・霊的な
価値に関わっています。それらは、キリストへの信仰の生き方を強く左右するだけではありません。キ
リスト者でない人びとによる信仰の受容という結果にも強く作用するものです。（10）
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　自分の名誉を他の人びとの前で守る熱意は、彼らに他の価値を放棄し相対化することを可能にさせ、
こうして、苦行と厳格な生活をいっそう望ませます。その上、これは良い社会秩序と相互の尊敬を保証
します。すなわち日本人同士の関係は安定し、畏敬の念に根ざした大変深い信頼に特徴づけられます。
貴族や地の支配者への深い尊敬により、人びとは、仕える相手への献身的な奉仕と無条件の忠誠を喜ん
で実行します。名誉のために、人びとは自身を捧げ、いわゆる自殺さえいといません。（11）

　「善意そのものの民」であり、すべてにおいて妥協なしに仕えようとする日本人が、福音にこころを
開き、イエス・キリストを自分たちの主であると認めるなら、次のことをたやすく理解するでしょう。
この決意は、日常生活で頼りにし、緊密に結ばれた主君と家臣との関係に深刻な緊張と誤解、大きな困
難を生みます。それに続き、キリスト者は、尋問と裁判に直面しました。同時にキリスト者ではない人
びとは、すぐに不快に感じ、自分たちが十分に尊敬されていないとの印象をもち、失望さえしました。
これは強い暴力的な反応を引き起こしました。たとえばそれは、キリストを最高の主と仰ごうと決意し
た人びとへの迫害につながりました。

　この文脈の中で、迫害に対する姿勢に関係する他の要因に言及する必要があります。日本では、多く
のキリスト者の殉教の具体的な形を決定づけました。それは十字架刑です。受難と十字架、それはイグ
ナチオの指導のもとで、フランシスコ・ザビエルがパリで霊操した時からの中心的な関心事でした。し
かしザビエルが宣教の生活を経験した後、イエスの受難と死は、より重要で特別な意味をもつようにな
りました。
　フランシスコ・ザビエルは、暴力による死を遂げませんでしたが、内的な「殉教」の苦しみを味わい
ました。酷い待遇を受ける人びと、不正義の餌食になり、それらの振る舞いに対してなすすべもない状
態に置かれた人びとを見た時です。そこでザビエルは、自分の深い傷として殉教を引き受けることを肯
定しました。（12）他者に対するザビエルの共感と十字架上の主への愛は、彼を殉教者にしました。ザビエ
ルは、「殉教の望み」を抱いてインドから日本に発ちました。主における同士たちに、はっきり書き送っ
ているとおりです。（13）その同じ望みは、右近の中に息づいています。
　ザビエルは、福音を述べ伝えるために殉教者がきわめて重要であると強く確信し、十字架上のイエス
に従う道である殉教への熱意をこめて、種子島について語っています。それは、モルッカ諸島からシモ
ン・ロドリゲスに宛てた1549年2月12日付けの書簡で強調しています。（14）

　ザビエルの説教の核心は、日本人の精神的な情感と調和しています。ザビエルを日本に連れてきた3
人の日本人は、とくに十字架の観想において、霊的な慰めを得ようとしました。（15）端的に言えば、次の
ことは確かであります。霊操と十字架上のキリストに従う霊性によって育成された最初のイエズス会員
の説教であれ、日本人に福音を受け入させた霊であれ、双方とも、主の受難の中にキリストへの信仰の
本質を認識させることに寄与しました。それは、十字架における神の憐れみに満ちた愛と購いの認識で
す。「わたしたちは、十字架につけられたキリストを宣べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつま
ずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者
には、神の力、神の知恵であるキリストを宣べ伝えているのです」（一コリント1.23-24）。
　キリストの十字架をまさにキリストの教えの本質とすることは、フランシスコ・ザビエルによる福音
宣教開始直後に、日本のキリスト者の数が急速に増した主な原因になりましたが、それだけではありま
せん。このような特質は、キリスト者でない者の目には「つまずき」である十字架を中心に据える理由
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でもあります。信者は十字架により、その十字架をキリスト者への迫害の愛すべきしるしに変えました。（16）

右近の信仰の卓越しためぐみ
　右近が自分の生涯を導いた信仰と価値に、どのように気づいたかを知ることなしに、迫害に直面した
ユスト高山右近の姿勢を深い水準で理解することはできません。人生のさまざまな状況で意思を決定し
具体的な行動を決める動機は、その人の養成と人生経験、信仰の光のもとで自分の生涯を理解し解釈す
る仕方に左右されます。そこで次のことを簡潔に思い起こすことが役立ちます。右近の生涯を条件付け
たことがら、幼少期からの姿勢、キリスト者として成熟させたかずかずの体験です。

　右近は、1563年に受洗してキリスト者になりました。しかし青年期に、右近は真のキリスト者とは程
遠い人間でした。右近は、キリストへの信仰特有の養成を受けませんでした。右近の信仰は親に倣うも
のでした。彼の日常は、その時代の精神に支配されていました。すなわち戦いを中心とし、権力と力を
基礎とした精神性です。このような精神に満ちて、1573年の戦いで右近は和田惟長を打ち負かしました。
惟長は、一週間ほどで負傷のために逝去します。
　右近も、その戦いで負傷し病床にありました。回復を待つ時間は、右近にとって人生の深い意味を省
察し、人生の転機をもたらす時期になりました。この強烈な体験の時期は、イエズス会の宣教方法の戦
略的な転換の時期と重なります。それまで仏教の教えへの対抗と護教的な色合いが強かった要理教授は、
イエス・キリストを宣べ伝えるものへと変わったのです。
　1574年、右近は高槻で、フランシスコ・カブラル師の要理教育に魅了され、福音の使信に包まれまし
た。救い主が人間に自分を与え尽くしたことを悟ったとき、右近の信仰と姿勢は変えられました。これ
は右近の最初の回心であり、右近を「宣教者」、イエス・キリストの宣布者、日本のもっとも偉大な福
音の推進者にしました。

　荒木村重が織田信長に謀反を起こした時、右近の信仰は試練を受けます。右近は、二人のどちらに忠
誠を尽くすか、葛藤に陥ります。村重につかなければ、人質に取られている妹と長男の命はない。信長
について高槻の城を明け渡さなければ、信長は教会を破壊し司祭を迫害すると脅す。右近は、決定を下
す前に祈り、ある行動を決めます。それは、武人としては想像を超えるものでした。戦いに手を染めず、
流血の事態を最小限に留める最良の手立てを講じたのです。右近は平和交渉を始めました。右近は武器
を捨て、信長の前に出ました。そのとき、右近は、自分自身を神に完全に委ねきりました。神は、村重
や信長よりも上のかたです。（17）

　直面した葛藤を自覚し、自身を助けることさえできない体験をとおして、右近は神への信頼の力を増
す機会を得ました。この気づきによって、右近は、自分の地位と名誉、いのちさえ捨てることが可能に
なりました。右近は、死を厭わない英雄として戦うことをつねとする人間から、自己を他者に捧げ、イ
エス・キリストの模範に倣うことができる愛の人に変貌しました。
　この二度目の回心のおかげで、ユスト高山右近は「宣教者」になりました。右近は、たんに外面的な
ことばと行為だけでなく、その霊名「ユスト」（正しい）に誉れを帰すような生活の振る舞いによって
証明するすべを知っていました。右近の「あかし」の動機に対して、善意の人びとは、キリストの教え
を「右近の法」と呼びました。
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　右近の信仰を特徴づけるものは、イエス・キリストの受難と十字架を自分のものとすることです。右
近にとって、十字架は、キリスト者を他の人びとと区別するしるしにすぎないものではありません。十
字架は彼の慰めであり、祈りへの励ましでした。十字架は、彼の信仰を本物にする道です。十字架は、
信仰への忠実さにおいてイエスに従うすべです。
　信仰の歩みと何年かの経験は、一歩一歩、主の望みなら自分の生涯を捧げるキリスト者の望みへと右
近を引き込みました。こうした自己奉献への力は、右近が希望を置いた神からのものです。

　こうして右近は、愛とゆるしのこころをもって、困難と度重なる迫害の苦しみに直面する「準備がで
きていた」だけではありません。神が導いたであろう状況をとおして「キリスト者」になるように神の
養成に身を任せました。右近は、自分を神の手に委ねることにより、神への信仰を深めました。右近は、
このように成長しながら、「殉教者」ということばの元の意味どおり「あかし人」になりました。それは、
十字架上の主への信仰のために自己のいのちを捧げることを望むあかしです。その主は、自分を十字架
に釘付けにした、まさにその人びとのために血を流したかたです。「主よ、この罪を彼らに負わせない
でください」（使徒7.60）と祈った聖ステファノと同じように祈るあかしです。

右近の最後のあかしである迫害
　秀吉による迫害は、1587年7月に始まりました。右近は、何の警告もなしに、夜、突然、追放された
のです。この機会にユスト高山右近は、揺るがない信仰のあかしを立てました。最初の大きな迫害の間、
非常に堅固な信仰は、右近の基本的な姿勢を際立たせました。
　右近のキリスト信仰は、きわめて成熟したものでした。というのは、右近は、救い主を信頼しきるこ
とができるほど主の愛を体験したからです。しかし右近はまた、自分の意思、自分の決意をも確信して
いました。すなわち、人間的な能力と力です。右近は、自己の状況の中で、あらゆる手段を尽くしてイ
エス・キリストを守る戦いの方法を知っており、その準備ができ、またそう望む「キリストの武人」で
した。にも関わらず、右近は内的には、まだ武人でした。自分の生涯と宗教を長く考察し振り返った後、
右近は、イエス・キリストとへの信仰とその本質的な真理に関する深い気づきに至りました。キリスト
信仰が真の宗教であると認めたのです。右近は、自分なりの仕方で、それがキリストの教えの真理であ
ると確信して、友人に紹介しました。この説得の力により、多くの人びとが受洗しました。
　右近の深い宗教性と神に対する基本的な信頼には疑問の余地がありません。しかし右近の生涯におけ
るこの段階で、その信仰は、多くはまだ自己の力の範囲内での知識、判断、決定、自信に限られていた
ことを認めざるを得ません。彼は、自身の信仰が強いと感じていました。それはルカ福音書に記された
ペトロのようです。「主よ、御一緒になら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しております」（ルカ
22.33）。これは、迫害全体における右近の行動を見れば明らかです。
　右近は、追放されることを知りました。右近がその知らせを受けた後、権力者たちの前に示した態度
は、あるがままの自分がどのようであるか、でした。右近は、敵対する人びとから逃げませんでした。
その逆です。敵対者に勝つために対峙しようとしました。福音に信頼しようとしたのです。どのような
妥協もせず、迫害する者たちの前で、自分のキリストへの信仰をあかししたいと熱望しました。こうす
ることで右近は「イエス・キリストの騎士」である名誉を守りとおしました。
　右近の決意は、キリスト信者でない多くの友人たちの心配の元になりました。友人らは、秀吉をなだ
めるために、あまりにも堅い答えの語気を改めるよう右近を落ち着かせ説き伏せようと試みました。し
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かし右近は彼らに言います。神に関することは、一点たりとも曲げるべきでないと。自分は、決してキ
リスト者であることを捨てないと秀吉に繰り返し述べ、信仰に対する自分の忠実さをあかししました。
このとき右近は、キリストへの愛のために殉教を受け入れる準備ができたという霊的な力と慰めを体験
しました。
　しかしながら、自己の信仰に忠実に生きた右近は、たんに自分自身のことや自己のあかしの信頼性に
ついて考えただけではありません。他の人びとが信仰に堅く立ち、よいキリスト者であり続けるよう願
いました。右近が望んでいたことは、神の名誉と栄光のために自分の信仰を明らかにすることでした。
イエス・キリストへの信仰のために自分のいのちを捧げる準備ができていることを示すしるしは、髪を
下ろすことでした。これは、死や追放などの憂き目にあった時、日本人の間でしきたりになっていまし
た。右近の家臣らは、追放を受け入れる主君の決心に従う意思を表示し、右近に従うことを望んでいま
した。家臣らは、主君と運命をともにすることを望みました。
　右近一人が迫害の中で自分の信仰をあかししたわけではありません。右近は、自分の家臣との連帯を
体験しました。このことは堅固な信仰に生きる右近の慰めでした。右近は、自分がイエス・キリストの
ために苦しむに値すると感じました。同じように右近の追放は、父ダリオにとっても喜びと感謝の理由
になりました。これはダリオ自身がイエズス会員に告白したことです。家臣の連帯と父の誇りは、守る
べき名誉に関係します。右近はまた、彼の名誉を守った他のキリスト者からも慰められました。このこ
とは、右近が真に信仰深い「義の人」と評価されていたことを示しています。そこでこの慰めは、大い
なる堅固さと強さをもって迫害者、とくに秀吉に対峙して進んでいく右近にとっては、激励でした。
　自己の名誉の保全に根ざす右近の無条件の信頼をとおして、神は右近の殉教への望みを増したり、追
放され地位と財産の没収を受け入れるよう助けたりしながら、右近を殉教へと整えました。
　1587年の迫害に対する右近の姿勢をよりよく理解するために、ひとつの側面をさらに考察することは
有益です。右近が体験した愛と連帯に対する感謝です。その感謝のこころは誠実で明白です。事実、少
なくとも無意識のうちに、右近は、すでにキリスト者の共同体とその慰め、信仰における励ましが必要
であることを感じていました。右近は、自分の必要とすることを深い仕方で認識し告白する段階からは、
いまだに遠かったのです。右近は、むしろ他者に十分頼らない立場を貫き、独立の姿勢を保ち、信仰を
自分の能力に基礎を置く姿勢を取り続けていました。
　ですから右近は、隣人を助ける能力はありましたが、どのように助けられるかを学ぶ必要がありまし
た。右近は、自分自身の無力さと人間的な欠如を体験しないかぎり、真の信頼心を醸成することは困難
でした。なぜなら自分に中心を据え続けていたからです。言い換えれば、右近はその時、ペトロと同じ
困難を抱えていました。主のために「牢に入っても死んでもよい」と言って主への無条件の信頼を声高
に言い表した時の困難さです。右近は、「わたしはあなたのために、信仰が無くならないように祈った。
だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい」（ルカ22.31-34参照）と主が祈ったよ
うな自己の弱さと深い欠如に気づく段階にいませんでした。右近は、主が自分の足を洗うがままにする
心構えがない使徒でした （ヨハネ13.6-8参照）。
　迫害時の固い決意と堅固な信仰にも関わらず、右近の霊的な旅には、足りないものが、まだたくさん
ありました。ペトロがそうであったように、右近もまた、主が導くべき人生の中でイエス・キリストに
よって作り変えられ、生まれ変わる必要がありました。神は、右近が次のことにゆっくりと少しずつ気
づき認識するよう計らいました。人間の決意は、誠実で崇高で寛大であるとしても、殉教は人間の決意
ではなく、めぐみであるということを。
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　秀吉の命令と右近の追放のすぐ後、右近は、地位と財産の没収を寛大なこころで喜んで受け入れる素
晴らしさを見せました。右近は、貧しく質素な生活に追いやられ、小豆島に隠棲せねばなりませんでし
た。右近は、それでも幸福であり、こうした境遇に満足でした。右近は、他の人びとに近づくことがで
き、イエス・キリストへの愛のために死ぬ決意にある人びとを励ましました。（18）

　流罪への断罪と世から退く右近の決断は、右近を変え、人びととの関係を変えたようです。右近は「巡
礼者」になりました。すなわち、神に信頼を置き、その助けを求める人です。右近は、かつての家臣の
友になったのです。貧しさの体験から、いかに多くを神やたくさんの人びとからいただいてきたかを学
ぶようになりました。こうして、こころの中に感謝の念が増しました。最初の大きな迫害の間に学んだ
ことは、そこから回復した後も右近の中に残りました。（19）すなわち、右近は、他の助けに自分を委ねる
ことができ、施しを受ける姿勢を見せました。そして受けたものを他者への奉仕―教会への奉仕に供し
ました。（20）

　右近は、イエズス会員と親密で深い関係にあり、多くの人びとをキリストへの信仰に導く仕事でイエ
ズス会員と協力しました。これによって右近は、信仰に関する自身の知識と経験をいっそう深めました。
（21）こうして右近の神への信頼は増しました。秀吉が司祭たちを殺すよう命じたと知った時、右近はそ
れを歓迎するほどでした。自分の行動が、自身の殉教を引き起こすことに思いをいたしていたことを明
らかにしたすぐ後でさえ、右近は、神がそれを許したのであり、それを神のめぐみと見たのです。（22）

　右近は、自分の信仰のあかしを深めることができればと思った「行動的な殉教」をまだ夢見ていたこ
とに気づかされました。右近は、それが十字架上の死であっても「英雄的な死」を切望しました。イエ
ス・キリストの死に倣うことだからです。右近は確かに「自分のいのちを捧げること」を望んでいまし
た。しかし、そのときはまだ、より深い方法での「自己否定」、すなわち「自分の行動に死ぬこと」を
問われ得ることを想像できませんでした。

服従への旅―殉教をめぐみと受け止める―
　1614年、故郷を追われ、マニラへの追放の苦しい旅は、右近にとってめぐみでした。なぜなら、右近
は、それによって信仰を深め、霊的な人に向かって成熟し、十字架についた主をあかしする思いに駆ら
れたからです。すべての苦しみと困難にも関わらず、右近の最後の年は、右近を決定的に「真の殉教者」
に変え、こうして日本の殉教者として尊敬を集めています。ヨハネス・ラウレス師は「右近は真の殉教
者であった」（Iustus Takayama Ukon erat verus Martyr）と述べています。（23）

　神は右近に殉教者になること、イエス・キリストの真のあかしびとになる深い望みを起こさせ、右近
を成長させました。右近は旅の始めに、ペトロの理解同様、殉教を理解しました（ルカ22.33）。それは
自分のいのちを英雄的に主に捧げることであり、瞬時または短時間にいのちを終わらせることでした。
右近は、まだ殉教の意味を学ばねばなりませんでした。すなわち殉教は、たとえば切腹のような、暴力
的な死を招くものを意味しないということです。右近は、殉教がたんに人間の決意のみのりであるとい
う考えさえもっていました。
　右近の姿勢を分析するには、以下のことを区別する必要があります。できるかぎり真実な意味でキリ
ストをあかしする「殉教への望み」と、可能なすべての手段を用いて殉教に至らせる行為です。なぜな
ら人間の行為ではなく、神の行いだけが、死を真の「神のあかし」に変えることができるからです。そ
れでも次のことを念頭に置かねばなりません。殉教は、犠牲者のような暴力的な死の苦しみである純粋
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な受動性を意味するものではないということです。反対に、殉教において、神の意思に対する人間の応
答は、最期の瞬間まで現れます。人間のこの応答だけによって、その死は真の「信仰のあかし」、すな
わち「殉教」であり得るのです。
　このようなわけで、右近の「殉教への望み」の意思表示を考察するだけでは不十分です。むしろ神に
対する応答、とくに最後の数か月の生き方を省察すべきでしょう。そこに右近の信仰がはっきり現れま
す。それにも増して、右近のその「応答」は、その信仰の歩みに反映され、神が右近をどのように段階
的に「より優れた殉教」へと準備したかを明らかにします。自分の能力や行為に根ざす誤った自信から
右近を解放し、神への愛を実感させる方法です。右近は、より大いなる神の栄光以外の「なにもの」を
も望むまいと決心しました。右近は、自分の信仰生活全体、とくに迫害という状況を、「選び」すなわ
ち「識別」と「決定」として生きました。迫害の間、右近は、イグナチオの霊操が何であるかを実感さ
せる旅路を歩みました。霊操が次のように教えるとおりです。「人は誰しも自愛心、我意、利己心から
離れれば離れるほど、霊的なことがらにおいて進歩すると考えるべきである」（24）

　ペドロ・モレホン師は、右近の三重の試練に言及しながら、その成長の過程を記しています。自分の
いのちを他者のために捧げる堅い決心は、荒木村重が信長に反旗を翻した、いわゆる「信仰の最初の試
練」（Prima Provatio Fidei）において，すでに存在していました。モレホン師は、この文脈の中で右近
は「潔白な状態で死に赴いた」と断言しています。モレホン師によれば、右近は、信長に呼ばれたとき、
つぎのように言いました。自分は、信長殿に仕えるために行くのではない、死ぬか、神父たちとともに
追放されるか、です。その時、神は、すでに右近を試練に入れることを望んでおられました。それは、
右近が自分のいのちを他者に捧げる道に導くためだったのです。
　秀吉が追放を命じた第3の試練の時、右近は、それを喜んで受け入れました。右近は、霊操と総告白
をして殉教に備えようと司祭を探しました。右近が北国で追放の身にあった26年の間、右近のあかしを
「福音の種」とすることを決めたのは、主ご自身でした。イエス・キリストのためにいのちを捨てる覚
悟は、キリスト者である友人の中にも息づいていました。その中には、内藤ジョアンとその息子トメが
います。この人びとは、自分の信仰、熱意、そして模範を共有することをつねとし、追放そのもの自体、
継続する殉教でした。

　追放すなわち流罪は、より優れた殉教です。それは、追放が、モレホン師の言う「継続する殉教」だ
からというだけではありません。主は、自分を拷問して迫害する者に無抵抗で身を任せました。追放が
右近を、十字架上の助けなき主にいっそう深く与らせたからでもあります。追放と流罪において、神は
右近の望み、自身のいのちを後のペトロのように捧げたいとの望みを聞きました。だがそれは右近がい
だいた殉教像とは非常に異なるものだったのです。
　1614年の迫害と流罪（第3の試練）によって、神は右近を養成し続け、完成に導きました。生きるも
死ぬも右近自身の手の中にはなく、ご自分の手にあることを、神は教えました。右近は、神だけに自身
を完全に委ねるよう招かれ続けました。右近は養成の課程で神とともに働き、その霊的成長の核心とし
ての「応答」をし続けました。右近は再び、内藤ジョアンの息子と一緒に霊操をしました。二人は、信
徒というより修道者のように見えるほど一心でした。右近が人間として望んだのは、流罪―自己の殉教
―に備えることでした。（25）

　マニラへの流罪に発つ前の9か月間、右近は、暴力による死をも視野に入れるであろう殉教への望み
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を温めました。日本を離れる前に殺されるであろうと確信し、澄み切ったこころで、そうした死を待ち
ました。右近は祈りながら、このような死を準備したのです。にも関わらず、右近は、行動的な殉教を
求めることを放棄できませんでした。右近は、天皇にすべてにおいて従う用意がありました。しかしキ
リストへの自己の信仰に関わることについては、天皇に従う意思はありません。右近は、自分の応えを、
個人的に天皇に伝えることを望みました。それは、天皇自身によって殺されたいとの望みです。右近は、
暴力による死、殉教への強い望みを養いつつ、すべてを放棄する用意ができていました。
　神は、ヨブと同じ仕方で右近に試練を与えようとしたように見えます。右近が信仰のあかしを立て、
死を前にして自分の信仰と堅忍を示すためです。流罪の地マニラへの船旅は、試練の時でした。この時
神は「殉教への積極的な望み」と「ただゆっくりと死へ追いやる状態に受身でさらされること」の違い
を教えました。右近は知ったのです。神は、右近がいのちを捧げることを求め続ける。でもそれは即死
の形ではない。流罪における「継続する殉教」なのです。これが殉教の神学でいう「追放の苦難による
殉教」（martyrium ex aerumnis exilii） です。これは、「より優れた殉教の形」といわれます。他者のた
めにいのちを捧げるあかしであるだけでなく、十字架に釘付けにされた無力な主に与るからです。（26）

　マカオに向けて出帆するかわりに、マニラに行く司祭に同行する決定により、右近は、司祭たちへの
大きな評価を示しただけでなく、自身の霊的指導と霊的な慰めの必要を表明しました。右近は、「イエ
ズス会が日ごろ提唱していた霊操」と黙想が可能かどうか問うことで、その意をすでに示唆していまし
た。他者の助けに身を任せることで、自身の人生の決定的な時期が、右近に始まりました。それは、神
の手の中の道具になるために自己に死ぬ旅です。このように、右近が神をあかしするよりも、右近をと
おして―右近の生涯と同様、死をとおして―神自身があかしすることでした。
　「自己否定」の霊的な歩みのおかげで、右近は、いっそう謙遜で、神の手からすべてを受ける受容の
人になりました。右近は、以前のように自分のために戦い守ることはせず、担うべきすべてを忍耐と謙
遜をもって引き受けました。祈りによって、右近は自身を神に委ね続け、内的に成長する平和を見出し
ました。また右近は、船上の人びとの間に起こった葛藤に応える平和の道具になりました。右近の謙遜
さは、マニラ到着後に与えられた名声によって明らかになりました。それは15年後にマニラで、モレホ
ン師が、殉教の調査の過程で証言したとおりです。右近は、キリスト者として、尊敬してくれる人びと
すべてに感謝しました。しかし同時に右近は、自分はそれに値しないと感じており、これに重荷と不安
を感じました。

　すべての出来事を神からのめぐみと賜物として受け、認識し、自分の力や努力の結果としないよう導
いたのは、その謙遜さです。右近は、人生のいろいろな状況を神の意思として歓迎し、内的に受け止め
ました。主のために苦しみ、キリストへの愛のために自分のいのちを差し出す望みは、愛する者たちを
神の摂理に任せ、主から与えられる死でさえも受け入れる準備をさせました。

　右近は、息を引き取るまで、神への愛のために自分のいのちを捧げたいとの望みに忠実でした。右近
はキリストのあかし人（殉教者）になりたかったし、事実、そうなりました。ユスト高山右近は、その
生と死により、その苦しみと困難を捧げて神に栄光を帰したのです。右近は死に至るまで、十字架につ
けられたイエス・キリストの愛と赦しに生きました。それは、右近において成し遂げられた神のわざで
した。フィリピン管区の管区長であったヴァレリオ・デ・レデスマ師は、右近のことばを思い出しなが
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ら、次のように書き残しています。「見たでしょうね。私たちが町に入ったとき、総督と他の人びとが皆、
私たちが何者かであるかのように礼遇してくれました。それらは、主のわざです。そのみ名に栄光を帰
すために主が行ったわざです。私の死後、見てください。それらは、いっそう大きくなるでしょう。主
のすべてのわざは、神への愛に向けられているからです。そしてそれは成し遂げられました」。（27）

　右近の生涯―その殉教―は、殉教の原型である聖ステファノのように主に自分の霊を委ね、主の名を
呼んで閉じられました。ヴァレリーノ・レデスマ師は、これを次のようなことばで確証します。「右近は、
その口とこころでイエスとマリアの聖なるみ名を何度も呼びながら、その霊を主に渡しました。享年63
歳。キリスト者になって50年でした。彼は、自分が選び取った道に進むことに、決してためらいを感じ
ませんでした。もしも何かを変えたとすれば、それは、善からいっそうよい善へ進むため、信心と、神
への愛のために自分のいのちを捧げたいと日々望むため、聖なる掟をあかしするためです。

現代の教会と社会の模範と取次ぎ者としての右近
　右近は、若いころ、キリストへの信仰を「掟」として、すなわち、信仰は日本の文化と、その時代の
伝統にとって異質であり得る何かのように理解して生きていました。―彼は、すぐにキリスト者は愛を
生きることであることを悟りました。神の愛によって自己が変えられるままに任せることは、キリスト
者の召命です。「神の手の中でその道具」になるには、自分を救い憐れみに満ちた愛をあかしすること、
自己を神に捧げることです。（28）右近は、愛であるキリストへの信仰が、どんな文化にも対立しないこと
をいっそう明確に示しました。むしろキリストの教えは、文化を豊かにし、それを充実させます。キリ
ストの教えは、その文化が絶対性を主張したり、権力が神の座を自分のものとしたりする場合にだけ、
疑問を投げかけます。人は最高の権威である神に従うべきことを、右近はきわめて明確に示しました。
ですから右近が、その主君に全幅の恭順を示したとしても、その内面はつねに自由でした。キリスト者
の家臣は忠実でしたが、「依存した」のではありません。―そこで、この「自由」は、すべて自分に依
存させようとするすべての権威にとって脅威でした。右近はその行動において、キリスト者の自由と愛
の模範でした。上述の忠実さに生きることができ、同時に自分が生きる文化と伝統の中で、十分に統合
していくことを可能にするものです。
　右近の模範は、特別な様式で、迫害とキリストの教えへの敵対という文脈での右近の行動に関係しま
す。すなわち、信仰における右近の堅忍に関係します。1614年の迫害の特徴は、全面的で、全キリスト
者を巻き込むものでした。これを逃れるすべは、ただひとつ。キリストへの信仰を棄てることでした。
迫害の理由は、キリストへの信仰に対する憎しみであることは明白でした。そしてそれは、キリスト者
が、十字架につけられたイエス・キリストに対するあかしができるように導くことになりました。ユス
ト高山右近の場合、信仰への憎しみは、互いに影響しあい、増大しあっただけではありません。両者と
も同じように自己を正当化しあいました。信仰が大きく受け入れられ堅固になる程度に応じて、信仰へ
の憎しみは、それだけ火がつき、増大しました。

　黎明期の日本のキリスト教会にとって重要であり、教会を育てるための素晴らしい貢献のために、右
近は、1587年の最初の迫害の時から、迫害者の特別の標的でした。その信仰の堅固さは、迫害者を挑発
しました。その信仰を捨てさせようとする数知れない試みが実行されました。その努力が功を奏さなかっ
た時、信仰への憎しみは、右近への敵対心を大きくしました。そこで1614年の迫害は、「全体的で」全
キリスト者に向けられただけではありません。特別な仕方で右近に向けられました。流罪に断じられた
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右近は、信仰への憎悪から起こった迫害の真の「犠牲者」でした。

　この文脈において、主のためにいのちを捧げるほどのキリストへの愛をあかしすることに対する右近
の信仰とその確かな応需性は、はっきり表れました。迫害は、右近の信仰と、十字架上の主と結ばれた
いとの深い望みとをさらに強めたのです。こうして、右近は、キリスト者の生活の模範を他者の前で、
期せずして輝かせました。すなわち、迫害は、死に至るまで信じるその信仰により、いっそう適切に右
近のあかしを生むことになりました。言い換えれば、神のしもべの「かたちとしての殉教」 （martyrium 
formale ex parte Servi Dei） は、迫害の背景において明確に示されています。すなわち右近が、イエス・
キリストへの信仰のために死ぬ準備ができていると示しながら、右近があらゆる瞬間に示した信仰への
答えにおいてです。息を引き取るまで、右近は「信仰と愛の最高のあかし」（29）をしました。こうして右
近は、従うべき模範になったのです。「人びとの前でキリストについて公言し、迫害の間、十字架の道
に従うこと。教会は決してこれを欠かしたことがありません」（30）

　マニラへの流罪による右近の死を外面的に一見すれば、それは自然死のように思えるかもしれません。
右近が暴力によって死んだかどうか、その事実について疑問が起こります。すなわち、実際的な殉教 
（martyrium materiale） についてです。しかし流罪のあらゆる側面を評価すれば、神のしもべが引き受
けた苦難、右近をますます弱らせた罠と暴力、それらすべては、右近の死が、確かに苦しみと困難によっ
て引き起こされたことを、確かな道理によって示しています。使用し得る資料は、すべて、右近の死が、
迫害の間に行われた暴力によることを認めています。

　右近の流罪と死について記述する古い資料の他にも、右近は最初から、「聖なる人」としてだけでは
なく「殉教者」としても敬われていた事実があります。それらの資料は、キリストのためにいのちを捧
げた「聖人」「殉教者」として右近を崇敬することに異論の余地がないと確証しています。右近が、キ
リストへの信仰を棄てたいと望んだという指摘は、まったくありません。その信仰のあかしは、確信に
満ち、決然としていました。その人生は、多くの人を福音に導いたように、「その殉教の血」は、「キリ
スト信者の種」（semen Christianorum） になりました。―そして右近の殉教は、日本の教会のために果
実を生む種になり続けることが期待されています。
　しかしながら、右近を「真の殉教者」とみなして、その生涯を、たんに倣うべき人間的模範として観
想するに留めるべきではありません。右近の生涯を日本の教会に対する神の愛の表れとして認識するこ
とが大切です。神は、右近を道具として使って行動し、右近をとおして私たちにそのめぐみに与るよう
働き続けます。右近は、神の手の中で日本人のための最良の道具とみなされ、信徒がその必要に応じて
呼び求められるほどの、真の「キリスト信者の種」（semen Christianorum）になることができます。
言い換えれば、右近の殉教は、キリスト者が、今日の日本の教会と社会のために「右近の取次ぎの助け」（31）

を根気強く願い求める程度に応じて、いっそう重要さを増すでしょう。
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高山右近と霊操
―高山右近とイグナチオ・デ・ロヨラの霊操の精神―

川中　仁
上智大学神学部教授・副学長
Dr. Prof. Hitoshi Kawanaka SJ

はじめに
　右近と霊操というテーマは、今まであまり取り上げられたことはなく、これに注目したのは、恐らく
溝部司教様が初めてではないかと思います。今回こうした機会をいただいて、いろいろ勉強させていた
だくことになり大変感謝しています。今日のお話は、前半15分をイグナチオの霊操とは何かということ
について、後半15分で右近と霊操というテーマについてお話させていただきたいと思います。
　今回のシンポジウムのポスターやちらしに使われている、西森方昭作の右近像は、大阪のカテドラル
にあるもので、世界に四つあります。日本に三つ、あと一つはマニラにあります。今日のもう一人の主
役のイグナチオ・デ・ロヨラですが、今日の話のイグナチオ像は、マンレサにあるイグナチオの肖像に
よく表われているのではないかと思います。

１　イグナチオの霊操とは？
　では、まずイグナチオの霊操についてお話ししてみたいと思います。霊操について15分程度でお話す
るというのは実は不可能なんですが、ごく簡単に右近と霊操ということについて考えるうえで大事なポ
イントだけをおさえてみたいと思います。
　まず、霊操の目的ということですが、霊操21番に表題があり、霊操の目的が述べられています。霊操
の解釈史には四百年以上の歴史があり、霊操の目的に関しても、霊操の目的は「神との一致」なのか「選
定」なのかという議論がされてきました。ですが、実際のところ、「一致」ということには、神との霊
的な一致ということだけではなく、具体的生き方の選択ということも含まれていますし、「選定」とい
うことにも、具体的生き方の選択ということだけではなく、神との霊的な一致ということも含まれてい
ます。霊操の目的は、「一致」か「選定」のいずれかということではなく、これからみるように、イエス・
キリストの姿を味わうことをとおして、生きた人格的他者としてのキリストと出会い、キリストによっ
て自分が変えられていくということだろうと思います。
　次に、霊操の基本的構造です。霊操というのは祈りのハンドブックで、一か月間の祈りのコースとなっ
ています。霊操には、一時間の祈り、一日の祈り、一週間の祈りという霊操の構造があって、それが積
み重ねられて、一か月間の祈りとなっていて、霊操全体は四週間で、四部から成っています。このうち、
第二週から第四週まで、イエス・キリストの生涯がテーマとなっていて、霊操のほとんどがイエス・キ
リストの姿を味わうことに向けられています。一日の祈りについて、朝から晩まで非常に細かいところ
まで指示されていますけれども、一時間の祈りを一日4回ないし5回することになっています。また、一
時間の祈りは、基本的に「準備」、「本体」、「締めくくり」という構造になっています。後ほどみる、『ス
ピリツアル修行』というキリシタン時代の文献には、これと全く同じ構造がみられます。これは明らか
に霊操からとられたものです。
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　さらに、霊操には、基本的に四つの類型があります。イグナチオや初期イエズス会の時代の霊操の指
導書でも、霊操には四つの類型があるとされています。まず、四週間の完全霊操（霊操20番）です。次
に、日常霊操（霊操18番）で、社会的な立場などいろいろな事情で、一か月間集中的に祈りの時間をと
れない場合、一か月間の祈りを一年くらいのスパンで行うものです。簡易霊操や第一週霊操（霊操18番）
というのは、霊操本体に入らせない場合の霊操です。ですから、霊操は実は誰でも安易にやっていいも
のではありません。ザビエルもイグナチオになかなか霊操をやらせてもらえませんでした。ザビエルは
モンマルトルの誓願後にようやく一か月間の霊操が許されています。現在、普通に一か月間の霊操が行
われていますけれども、本来は第一週から第二週に入るところで厳しいチェックがあって、第二週に入
らせていいのかどうかをきちんと見極めたうえで、第二週に入らせなければなりません。
　次に、霊操テキストについてです。霊操テキストは霊操者に渡されることはなく、霊操を与える人が
手元に持っていて、霊操者に合わせてふさわしい霊操を与えていました。また、霊操テキストには、「ア
ルケティポス（Arquetipos）」と「アダプタドス（Adaptados）」があります。「アダプタドス」という
のは、適用版の霊操テキストです。「アルケティポス」には、「アウトグラフォ（Autógrafo）」という
スペイン語の原文テキストと、いくつかのラテン語の翻訳があります。「アウトグラフォ」は自筆稿と
いうことですが、イグナチオ自身が手書きしたものではなく、清書されたものにイグナチオが書き込み
をしたために、そう呼ばれています。ただ、スペイン語の原文テキストは、一般に広く出回ることはあ
りませんでした。1548年に教皇に正式に認可されたのは、「ヴルガタ（Vulgata）」というラテン語テキ
ストです。霊操は、イグナチオの時代から二〇世紀に至るまで基本的にラテン語テキストが使われてい
ました。
　さて、霊操の基本的方法に入りたいと思いますが、まず霊操の起源についてです。先ほどのヴィトヴェ
ル神父のお話で、右近が大怪我をしてその生涯が大きく変わったとありましたけれども、イグナチオも
大怪我をします。それは彼の思い描いていたキャリアデザインがすべて台無しになるほどの大怪我でし
た。その後の療養中にイグナチオは、『キリスト伝』と『聖人伝』の二冊の本と出会います（自叙伝５番）。
『聖人伝』では、聖人たちがキリストの騎士として描かれていますが、イグナチオはそれを読んで、自
分もキリストの騎士になろうと思いたちます。彼は地上の王に仕える騎士になるという道で挫折しまし
たが、新たにキリストに仕える騎士になろうと思ったわけです。この点、イグナチオは右近と似ている
ところがあります。イグナチオは、負傷をきっかけにして自分自身と向かい合うようになりますが、キ
リストの姿や聖人たちの姿が描かれている本を味わっているうちに、自分の中に変化が生じ、それで自
分が変えられていくということを体験します。彼はその体験を書きとめ、四半世紀間それをあたためて
出来あがったものが霊操です。最終的に教皇認可される1548年まで、イグナチオは最後の最後まで手を
入れて修正しています。このように、霊操の起源は、非常に具体的なキリストの姿や聖人伝に描かれた
聖人たちの姿を味わう、そしてそのことをとおしてキリストと出会い、自分が変えられていくという、
イグナチオ自身の体験にあります。ですから、霊操の方法というのは、イグナチオ自身の体験の記録と
なっています。
　次に霊操の方法についてです。霊操2番に「霊操を与える者は、歴史を物語る」とあります。それは、
要するに、霊操を提示する人は、霊操する人に具体的な情景、具体的な姿を味わわせるということです。
「キリストの姿（Gestalt Christi）」（Ｈ・Ｕ・フォンバルタザール）ということは、常に神学的インスピ
レーションの源泉となってきましたが、霊操では、聖書に描かれたキリストの姿を味わい、そのキリス
トの姿をとおしてキリストと出会います。このようにキリストの姿を味わうときに神との出会いがある
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のは、ヨハネ福音書14章9節に「わたしを見た者は、父を見たのだ」とあるように、父なる神が独り子
であるキリストにおいてすべてを表されたからです。神との出会いの場となるということが、聖書とい
う書物の非常に大事な特徴です。まさにそこが聖書と普通の書物と決定的に違うところです。神との出
会いの場としての聖書ということは、キリスト教の伝統の中でずっと大事にされてきた聖書についての
基本的なとらえ方です。
　キリストの具体的な姿を味わうとき、神との出会いがあると申し上げましたけれども、これに関連し
て、霊操15番に重要な表現があります。「神が自らを伝え、霊魂を動かす。」つまり、聖書に描かれたキ
リストの姿を味わっていくとき、そこに神ご自身がかかわってくるということです。それは、聖書に描
かれた具体的なキリストの姿をとおして、神とのコミュニケーションに入っていくということです。コ
ミュニケーションというのは一般的な表現ですが、神ご自身によって自分が変えられていくということ
が一番大事なポイントだろうと思います。

２　右近の霊操体験
　さて、後半の右近と霊操というテーマに入ります。右近の霊操体験に関しては、右近の列福調査書が
とても助けになりました。また、『スピリツアル修行』というキリシタン時代の書物があります。『スピ
リツアル修行』は霊操とあまり関係ないとされてきましたけれども、実際のところ内容は霊操そのもの
です。『スピリツアル修行』では、霊操の方法を非常に丁寧に解き明かしています。これはまさに霊操
の「アダプタドス」です。適用テキストですが、この適用レベルは非常に高く、当時のキリシタンの信
仰教育のレベルがいかに高かったのかということがよくわかります。ですから、当時のキリシタンたち
はただ勢いで殉教していたのではなく、ベースに深い信仰教育があったということは間違いないだろう
と思います。それはわたしにとってとても大きな発見でした。いつか霊操と『スピリツアル修行』との
比較ができたらと思いますが、両者の祈りの構造は本当にそっくりです。
　まず右近の一つ目の霊操体験ですけれども、1587年の秀吉の禁令後、1588年に有家というイエズス会
の修練院で右近が霊操を行ったという記録が残っています。「心霊修養」とあるのが霊操ですが、これ
は実際のところ数日間で、一か月でも八日間でもないので、いわゆる完全霊操ではないのは明らかです。
次に、右近のもう一つの霊操体験です。1613年の家康の禁令後、トードス・オス・サントスという修道
院（神学院）があったところに、日本各地からキリシタンたちが集められていました。1614年、マニラ
にいよいよ追放される直前に、右近がそこで「心霊修業」を行ったという記録があります。この記録は
最後まで右近と共にいたモレホン神父というイエズス会宣教師によるものです。これも恐らく一か月の
完全霊操ではないだろうと思います。完全霊操ではないですけれども、右近は数日間で足りたというこ
とかもしれません。つまり、通常は一か月間必要なところを、右近は数日間で済んだということかもし
れません。ですから、右近が完全霊操を行ったかどうかというと、恐らくやっていないだろうと思いま
す。あるいは、金沢滞在中に完全霊操を行ったかもしれませんが、これもはっきりわかりません。かと
いって、第一週霊操という霊操本体に入らせない霊操だったかったというと、そうでもないとだろうと
思います。結局のところ、右近のおかれていた状況から、非常に限られた日数の中で霊操を行わざるを
えなかったということではないかと思います。

３　右近の生涯と霊操の精神
　最後に、右近の生涯と霊操の精神ということに入りたいと思います。先ほどのヴィトヴェル神父のお
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話にもありましたが、イグナチオと右近はとても似ているところがあります。右近は、当時のイエズス
会の宣教師たちから「キリストの騎士」と呼ばれていました。フロイスとかコエリヨ以外の宣教師たち
からも、右近はしばしば「キリストの騎士」と呼ばれています。当時のイエズス会の宣教師たちは、右
近をそのようにイメージしたのだろうと思います。イグナチオは本物の騎士で、スペインとフランスと
の戦いで、スペイン側のパンプローナ城塞の前線指揮官だったときに重傷を負い、騎士としての生涯を
諦めます。というか、諦めざるを得ませんでした。そこで彼が活路を見いだしたのがキリストの騎士と
なることでした。ただ、先ほどのヴィトヴェル神父のお話にもあったように、彼はその時点ですぐに完
璧な人間になったわけではありません。まだまだ未成熟でしたけれども、少しずつ少しずつ真の意味で
のキリストの騎士へと成長していきます。
　イグナチオは、どちらかというと人生享受型だったわけですが（自叙伝1番）、自叙伝に記されている
ように、イグナチオは負傷して結局騎士としてはやっていけない体になってしまいます。ですが、右近
が少しずつ少しずつ真の意味での殉教者になっていったように、イグナチオも少しずつ少しずつ真の意
味でのキリストの騎士になっていきました。療養生活の後、彼はたった独りでキリストの騎士となる儀
式を行います（自叙伝17番）。その際にイグナチオが祈った聖母マリア像は、当時は近くの小さな聖堂
にあったようですが、現在はモンセラートの教会の主祭壇の奥にあります。
　右近の生涯にみられる霊操の精神については、ヴィトヴェル神父から非常に詳しいお話があったので、
ここでは右近の非常に特徴的な二つの姿だけをみてみたいと思います。まず、棄教を迫る秀吉に対して、
右近はこう応えます。「たとえ全世界を与えられても、自分の霊魂の救いと引き換えにすることはしな
い。」右近は秀吉から棄教か否かという厳しい選択を迫られますが、霊操には、キリストの旗とルシフェ
ルの旗のいずれを選ぶのかという「二つの旗」（霊操136 ～ 148番）という霊操があります。右近は、そ
んな選択が迫られたとき、迷わずキリストの旗を選び取ります。キリシタンの文献では、秀吉というの
は、信じられないくらいの悪党として描かれています。恐らく右近も怖かっただろうと思います。でも、
右近は敢然とキリストの旗を選び取ります。
　また、コエリョの報告には、秀吉の禁令後、右近が非常に快活だったということが記されています。
右近は非常に困難な状況に追い込まれても、決して卑屈になりません。その姿は、「謙遜の三段階」（霊
操165 ～ 168番）という霊操を思い起こさせます。「謙遜の第三段階」で、霊操者は、徹底的な貧しさを
あえて望み、選び取ります（霊操167番）。ただ、その際に非常に大事なことは、霊操167番の「キリス
トと共に」という短い言葉にしめされているように、自分だけが頑張ってキリストに従おうとするので
はなくて、キリストと共に、キリストの力によって選ばせていただくということです。
　イグナチオの霊操で「貧しいキリストに従う」というときにとても大事なのは、精神的な貧しさとい
うことから実際の具体的な貧しさに追い込まれるとき、まさにそのときに貧しいキリストに従うことを
選ばせてくださいと祈ることです。それは、自分が頑張って、「よし選ぶぞ」というのではなくて、も
し神が選んでくださるならば、わたしを選んでくださいという謙遜な祈りです。貧しいキリストに従う
ということは、わたしは人間わざではないと思っています。それは人間の力で頑張ってできるものでは
ありません。それは、キリストの力によって、キリストに選ばせていただくものです。このようにみて
みると、右近の生涯と霊操の精神との親和性は明らかです。ただ、右近の生涯のすべてを霊操だけで説
明できるかというと、それは恐らく違うだろうと思います。
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結び
　二コリント12章10節に「わたしは弱いときにこそ強い」とあります。これは、自らのうちにキリスト
がすべてにおいてすべてとなり、キリストによって自分が全面的に生かされている体験からでてきた、
パウロ自身の偽りない言葉です。このように、キリストによって変えられ、キリストによって生かされ
るとき、外側の何かに頼り、寄りかかる自分ではなく、ありのままの本当の自分が真の意味で生かされ
ることになるのではないかと思います。そのとき、貧しいキリストに従うために貧しいキリストに従う
のではなく、自分が本当に自分らしくあること、たとえ貧しい状況にあってもそうでなくても、いかな
る状況にあっても揺るがない自己を確立するということではないかと思います。右近を含め、キリシタ
ンたちは別に殉教したくて殉教したということはなかっただろうと思います。彼らもできれば殉教は避
けたかったのではないかと思います。しかし、いかなる困難な状況にあっても、右近は、真実の自分を
まっすぐ貫き通しました。このような右近の姿に霊操の精神との親和性をみることができるのではない
かと思います。
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講 演
キリシタン時代の霊性

溝　部　　脩
カトリック高松教区名誉司教
前列聖列福特別委員会委員長

序
　高山右近の霊性を分かるために、当時の宣教師がどのような養成を受けていたのか、何を基にしてキ
リスト教を伝えようとしたのかを、まず考えてみたい。次いで、右近にとってイグナチオの霊性はいか
なる価値があったかを確かめる。その中で右近が、どのように霊的に成長したかを探る。
　キリシタン時代の霊性を理解するためには、15－16世紀のヨーロッパの霊的動向を知る必要がある。
当時の宣教師たちは、いずれもその時代の影響を受けているからである。
　
1. 近代の信心運動について
　「Devotio moderna」という運動が、14世紀後半から15世紀にかけて、主に北ヨーロッパから起こった。
中世が勝利のキリストを主点におくのに対して、人間キリストに焦点を絞った運動であった。玉座に座っ
たキリストではなく、自分を無にした謙虚なキリストを理想としていた。Ｇ.グローテはオランダのデ
ヴェンテルで活躍していたが、彼の弟子ラデヴァイアンは「共住生活兄弟会」（Fratres vitae 
communis）を創立した。彼らは世間で活動しながらも、一定の規則の下に共同生活を送っていた。こ
の運動の有名な人物が、トーマス・ア・ケンピスであり、彼はデヴェンテルでこの運動に出会った。彼
の作と言われるのが「De imitation Christi」である。
　時代は人文主義、ルネサンスの時代であり、中世の宗教が形式的、知的傾向にあったのに対して、実
践的、体験的、修徳的傾向がその特徴であった。自らの霊魂の中に神を見出すために自己を集中し、黙
想する方法を編み出した。神との深い交わりをその軸に据え、その最も勝れた方法は、キリストの生涯
を黙想することであった。彼の生涯を黙想し、彼に倣って生きることが強調された。この世の知恵を戒
め、この世の栄華の空しさを悟らせた。聖書が読まれ、写本を作成し、霊性を深める運動となった。

　観想を深くすることで、自分の信仰を確立することができた。キリシタン時代の宣教は、黙想、観想
を大事にすることから宣教という課題に取り組んだ。外面的活動より内的信心を求め、孤独と沈黙の中
に、何を自分がしなければならないかを考えた。これは日本人が好んだ霊性でもあった。

　北ヨーロッパに始まった運動は、プロテスタントに吸収されていき、聖書を中心にすえた信仰へと発
展していった。カトリック側では、むしろイベリア半島で発展することとなった。ﾓﾝｾﾗｯﾄ修道院院長、
ベネディクト会員シスネロスが、その代表的人物であり、彼の「霊的生活の修行指南」（Ejerucitorio 
de la vida spiritual）は、後にイグナチオの「霊操」に受け継がれた。イグナチオの「霊操」は、新し
い信心運動の要素を多く受け取った。即ちキリスト中心、聖書の黙想、特に受難の黙想、組織だった連
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続の黙想などである。日本に来た宣教師は、いずれもこの新しい信心の影響を濃く受けていた。
　日本のキリシタン時代は、黙想を奨励した時代であり、深くキリストと一致する道を探究することを
目的とした。教会創設、その発展、ひいては教会の改革の基盤は、信仰者個々人が深くキリストの生き
方を追求することに重点を置いたのであった。　

2.「キリストに倣いて」
Ａ. 「キリストに倣いて」は、四巻に分かれている。
第一巻「霊的な生活に有益な忠告」：神を認識することが真の知恵の始まりであり、そのためには謙

虚さが大切。真の知恵はキリストであり、内的生活を深めるために聖書にふれることが大切。
第二巻「内的生活についての忠告」：この世は過ぎ去ること。それに執着してはならないこと。十字

架のキリストを見つめる。キリストと一つになること。
第三巻「内的慰めについて」：キリストと対話することで得られる慰めである。「わたしの言葉を聞け」

で始まり、「わたしの神よ、わたしの愛よ」で終わる対話である。
第四巻「聖体について」：聖体の前にしっかりと自分を見つめることを大切にする。

　教会再生、刷新の時代を生きた16世紀の改革者たちが、自らに科したのは、神の愛に生きること、即
ち神の愛を能動的に観想することにあった。

Ｂ. 日本語の翻訳
　本書は早くから日本の教会で翻訳され、人々に読まれた、当時のベストセラーであった。日本語の翻
訳のことでひとつ留意したいことがある。ローマ字本と国字本の二種類があるが、ローマ字本は原本に
忠実な翻訳となっている。これに比べて、後から出版された国字本は、自由に表現したのびのびした文
体に変わっていることである。しかも、聖職者向きに書かれた本書を、国字本は一般信徒向けに書き直
していることである。ということは、1590年代になると、一般信徒が本書を、自分たちの黙想用の本と
して用いていたということを意味している。日本教会は、早くから自らを律する修徳に励むことを勧め
ていたことと連結する。キリシタン時代は、現代のわれわれよりもずっと黙想を大事にした時代といっ
てもよい。高山右近は80年代には、はやこの本を読み、黙想していることは確かである。

3. 高山右近と「霊操」
　高山右近は、少なくとも二度「霊操」に与っていることは分かっている。一度目は、1587年7月の秀
吉の宣教師追放令が出て、小豆島に隠れて後、小西行長が九州に行くに及んで、右近も九州へ行き、「霊
操」を受けている。もう一つは、徳川禁教令で金沢を去り、大坂を経て長崎に到り、そこで霊操に与っ
ている。一回目は秀吉により追放されて、金沢に行く前のことであり、二回目は、日本を追放されて、
マニラに旅立つ前のことである。二度とも、彼の人生の決定的瞬間にあると言ってもよい。
　オルガンティノは小豆島より書簡を送っているが、島にいる間に度々右近と話しあったと述べている。
「従って、デウスは、その至聖なる御摂理により、我が自己に沈潜し、心を更新し、デウスがその御慈
悲から我らに授け給うた数々の恩恵や賜物に想いを寄せ、はたまた主への奉仕において今まで犯した我
らの過ちを反省し、それらを改めて、この聖なる修行に専念することを命じ給うのであります」。これ
から分かることは、彼らの会話の内容は、今こそしっかりと黙想し、自分をしっかりと見つめ直す必要
があるということである。これが右近とオルガンティノの会話の概要である。
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　「かの寧猛な獅子が、もっぱら狙っているのは、信望愛というわが陣営の神経を冒すことで、その部
分を冒すことによって、我らが弱体化し、得たものを奪還することを厭い、その希望をなくし、かくて
重要な修行に冷淡になるようにしていることにあります」。これを読む時、イグナチオの「霊操」の二
つの陣営の旗という箇所を思い起こす。ルシフェルの陣営とその旗、キリストの陣営とその旗、この後
者に属するためには、キリストに従っていく道への識別が必要となる。殉教をさえ覚悟しなければなら
ない状況にあって、今なすべきことは黙想をしっかりとして、事態に立ち迎う心を準備することが求め
られている。同じことは、長崎にあっての彼についても言えることである。人生の大事に当たって、霊
操を行ったのはこの意味であった。霊的修行を通して殉教を準備するのである。

4.「スピリツアル修行」
　イグナチオの「霊操」、ラテン語版 ‘Exercitia spiritualia’ は、1596年、天草で出版された。これはイ
エズス会員養成に不可欠な本であり、早くから翻訳の作業にとりかかったのは当然であった。しかし、
日本ではその忠実な翻訳というより、イグナチオの考えを基本において、日本に適応した形でかなり自
由に翻訳したことに留意する。これは「スピリツアル修行」として出版された。
　「スピリツアル修行」は三部に分かれていて、それらは黙想の手引きとなっている。
第一部「ロザリオの十五のミステリオ」：ロザリオの15玄義の黙想書である。ロザリオの祈りという

より、キリストの生涯を黙想する方法を教えている本である。
第二部「御パッションのメディタサン」：四福音書からとった受難の物語である。ここでも「レリジョ

ゾ」（聖職者）とあるところを、全て「キリシタン」として、一般信徒向けに書き直している。
キリシタン時代、黙想を宣教の在り方として一般信徒にも浸透させていたことを伺わせる。受
難物語が、当時の日本人の心をいかに打ったかは、その例に」いとまがない（大友宗麟、曲直
瀬道三）。

第三部「ポントスの事」：種々の黙想が編されてある。

　これらをイグナチオの「霊操」と比較して読むと面白い。最初は「考察」（Consideracao）であり、
禅の無念無想と異なり、聖書の朗読、知的考察を黙想の基本にすえている。次は、「想像」（Imafinacao, 
Meditacao）であり、聖書の世界に生きる人々を生き生きと再現する。物語を語ることで、そこに登場
する人々との対話に到る。最後は「観想」（Contemplacao）であり、神との無言の対話である。神への
呼びかけ、人の応答、又その反対である。
　こうして最後に識別、決断に到る。イグナチオの「霊操」の基本は、単に神との恍惚とした一致では
なく、そこから立ち上がって実践に到るところにある。「Grande animo y liberaridad」と呼ばれている
ものを指す。「大いなる心意気と自由なる裁量」がその基本となる。

　右近にとって「霊操」は、これから起こる出来事に対しての大いなる決断の時機となった。自分に降
りかかってくる十字架をいかに受け止めるか、どのような人生をこれから選択していくのか、ここにあっ
たと言える。実際、このようにして金沢での祈りの生活が始まり、このようにしてマニラでの最期の日々
があったということが理解できる。
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