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ユダヤ系アメリカ作家ソール・ベローのホロコースト体験者を主人公とした2つの小説『サムラー氏の惑星』及び『ベラローザ・コネク
ション』と、日本の作家遠藤周作の『沈黙』とその周辺のエッセイを中心に、比較文学文化研究をおこなった。1章の序論では共通するア
イデンティティの葛藤について、2章では両作家の宗教的背景・大病との闘い・シュタイナーの影響について、3章ではホロコーストとキ
リシタン弾圧、及びその作風について、4章では同化か隠れかについて、アルメイダとフェレイラのマラーノ出自説からの読み直し、そし
て最後に、両作家のオウム／九官鳥という動物表象を論じて結びとした。

In this paper, Canadian-（Jewish）-American writer Saul Bellow’s two novels, Mr. Sammler’s Planet and The Bellarosa Connection , whose
protagonists are Holocaust survivors, and Japanese Catholic writer Shusaku Endo’s masterpiece, Silence , along with some related essays
are examined by the analytical methods of comparative literature and culture. In Chapter 1, their common identity-troubles are described;
Chapter 2, both writers’ religious backgrounds, the wars against serious diseases in their entire life, and the influence of Steiner are
discussed; Chapter 3, regarding Holocaust and the fearful persecution of the small Christian community in Japan; Chapter 4, the assimilation
vs. crypto way of life, or a double life are analyzed in detail; and finally, through the animal symbols of Bellow’s parrots and Endo’s myna
bird, the discussions are led to the conclusion.

１．はじめに

ユダヤ系アメリカ人のソール・ベロー（Saul Bellow）
は1915年にカナダのケベック州ラシーヌ（現モントリ
オール）に生まれ、2005年にボストンで逝去した（満
89歳）。日本人の遠藤周作（Shusaku Endo）は1923
年に東京に生まれ、1996年9月29日に東京で亡くなっ
た（満73歳）。
ソール・ベローの第1作『宙ぶらりんの男』（Dangling
Man ）が出版されたのは1944年、遠藤周作の最初の小
説は三田文学に発表された『アデンまで』と言われている
が、それは1954年のことだった。ふたり共、人生最後ま
で書き続けていたので、ほぼ10年間の開きはあるものの、
おおよそ同世代の作家と言うことができそうだ。
ベローは好きな日本人作家と尋ねられて、谷崎潤一郎と
答えているので、一見したところ、ふたりは全く違うタイ
プの作家にみえる。ところが、ふたりには大きな共通点が
あった。それを、アイデンティティにおける葛藤とでも
言っておこうか。ベローはユダヤ人でありながら、アメリ
カ市民であるという現状に悩み、また遠藤は「日本人であ
りながらキリスト教徒である矛盾」を抱え込んでいた。こ
のようなふたりの文学について比較考察するのは、これか
ら冒険に出かけるようなものだ。
本稿の着想は、日本にも「ホロコースト」のようなもの
はあったのだろうか？ もし、あったとしたら、それは何
だろうかと自問したことに始まる。ホロコーストの犠牲者
は、約600万人にのぼると言われている。ホロコースト
に関するアメリカ文学側からの反応は、まず1953年のラ
イオネル・トリリング（Lionel Trilling, 1905-1975）
の言葉「ホロコーストは沈黙しか喚起できない」――つま
り「精神活動は伝達不可能な苦悩の前では機能しえない」

に見出すことができる（マタソン、125）。けれども、
『ア
ンネの日記』（1952）や、アイヒマン裁判のテレビ放映
がきっかけとなって、ホロコーストについての沈黙は終焉
を迎えることになる（Kaplan, 38-39）。また、1960年
代以降になると、ホロコーストがもたらした心理的・歴史
的影響を検証する小説、詩、戯曲、証言が現れてきた。「ナ
チ体制によるヨーロッパ・ユダヤ人絶滅計画は、1930年
代のドイツでのユダヤ人襲撃に始まり、1945年までに
強制収容所内の組織的な大量殺人でピークを迎えた」（マ
タソン、125）の定義からは、ユダヤ人迫害は何世紀に
もわたって存在してきたが、ホロコーストとなると、この
1930年から45年の約15年間を指していることがわか
る。
ロシア出身のユダヤ人移民の三男として、シカゴに育っ
たソール・ベローは、アメリカという大国のなかで、それ
も中央の作家になるためにかなりのエネルギーを投入しな
ければならなかった。それで、ホロコーストをモチーフと
した作品に着手できるようになるのは、だいぶ後になって
からである。ホロコースト体験者の主人公が現れるのは、
1970年出版の『サムラー氏の惑星』（Mr. Sammler’s
Planet ）と、その約20年後の『ベラローザ・コネクショ
ン 』（The Bellarosa Connection , 1989） の2作 品 で
ある。ベローの小説に登場するホロコーストを奇跡的に逃
れてアメリカに亡命したユダヤ人たちは、一般市民になっ
ても、ある意味、本人が意識するしないにかかわらず、表
面上は同化の波にのまれつつも、実質的には隠れユダヤ教
徒のような面を併せ持つことになるのではないだろうか。
もし、ホロコースト（大量虐殺）に類似した事件が日本
に存したとすると、それに近しいのは隠れキリシタンの弾
圧と迫害、拷問、刑の執行ではなかろうか。かくして本論
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においては、ソール・ベローのこれら2作品と遠藤周作の
小説『沈黙』（1966）を中心に比較考察して、ホロコー
スト、隠れユダヤ教徒、隠れキリシタンについて論考して
いくことにしたい。
やまい

２．作家について――宗教・病・シュタイナー

（1）宗教的背景
ソール・ベローは正統的なユダヤ教徒の両親のもとに生
まれた。父のアブラム・ベロ（Abram Belo）は1912年
にロシアのサンクト・ペテルブルクから脱出し、翌年妻と
3人の子どもたちと合流すると、一緒に姉の住むカナダに
移住した。苗字をベロー（Bellow）に変える。姉とふた
りの兄がいる中、1915年に末っ子としてカナダで生ま
れたのが、三男のソールである。父アブラムは青年時代に
ラビ養成校で勉強していたこともあった。また、ソールの
母（Lescha Gordin）の父はラビ（ユダヤ教の聖職者）
であった。つまり、祖父はラビだったのである（Atlas 7）。
子どもの頃は病気がちで、ほかの兄弟たちよりも母にかわ
いがられた。ラビの服装をした祖父の写真が、幼かった
ソールの心に不思議な影響を与えたのは事実である。近所
のシュタイン先生（Shikka Stein）のもとにヘブライ語
とモーセ五書を勉強に行かされたので、ソール・ベローは
4歳で『創世記』をイッディシュ語とヘブライ語の両方で
暗唱することができたという。こうして、家は貧しかった
が、それでも重厚な文化の中で育ったことになる。両親は
家の中ではロシア語やイディッシュ語で会話をし、子ども
たちは家で英語やイディッシュ語で話したが、一旦外に出
ると、モントリオールの街ではフランス語、学校では英語
であった。すなわち、イディッシュ語とヘブライ語と英語
とフランス語の使い分けをしていたことになる。ベローは
「これらが、異なる言語とは知らなかった」とさえ書いて
いる（Atlas 14）。母はユダヤ教の儀式をつつがなく遵守
する人だったので、家庭内ではしっかりと安息日が守られ
ていた。ベローは高校生の頃、共産主義にかぶれたことが
あったが、じきに離党。グッゲンハイム奨学金で、1948
年からの2年間、パリで暮らした。作家業を第一としたた
めに毎週シナゴーグに通うことはしなかったが、ユダヤ人
としてのアイデンティティを高く保持し、最後は葬儀をユ
ダヤ教式で執り行うようにと、ずいぶん前から周りの者に

依頼していた。
一方、遠藤周作は幼少時代を満州で過ごしたが、両親が
離婚したので、母に連れられて帰国した。兵庫県神戸市の
伯母の家に同居した。その伯母の影響で、西宮市にあるカ
トリック教会聖テレジア大聖堂に一家で通い始めるが、や
がて教会の近くに転居する。12歳の時に、カトリックの
洗礼を受けた。進学した大学もカトリック系の上智大学予
科であった。在学中に、同人雑誌『上智』第1号に「形而
上的神、宗教的神」という評論を発表したが、1942年
に退学。この頃、肺を病み、喀血している。第二次世界大
戦中は、川崎の勤労動員の工場などで働いたこともある。
1945年4月に慶應義塾大学文学部仏文科に入学し、徴兵
入隊直前に終戦を迎えた。大学に戻ると、フランスのカト
リック文学にのめり込んでいったという。評論を多数執筆
していたが、卒業後は1950年にフランスに留学して、リ
ヨン大学に入学した。肺結核により、博士論文の作成は断
念しなければならず、1953年に帰国。翌年から作家とし
ての活動を始めた。
（2）病気との闘い、生死を彷徨う体験
ベローは子どもの頃から呼吸器系が弱かった。
『ソール・
ベロー書簡集』（未邦訳）の年譜によると、1923年、ベ
ローが8歳の時に腹膜炎と肺炎を併発して、モントリオー
ルのロイヤル・ヴィクトリア病院に半年入院したことがあ
る。小児病棟に入院していた時に、読書のくせがついたそ
うである。対談で、次のように答えている。
No; it never occurred to me that reality
could be anything but what I was being
offered. Not then.

When did that notion strike you?

Well, I had a great shock at about eight.
I was hospitalized for a half year or so.
A missionary lady came and gave me a
New Testament for children. I read that. I
was very moved by the life of Jesus, and
I recognized him as a fellow Jew. I think
the hospital drove a lot of that home to
me. Because I’d never been away from my

（写真1ab：ブラトルバロ地区のシナゴーグ、Congregation Shir Heharim）
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parents before.

But had you felt the fragility of life? Did
you then?

Oh, yes. Death was something very
familiar from an early age. During the
great flu epidemic, my brother Sam and I
used to sit in the front window, watching
the procession of funerals.
（…） I had to struggle with the charge
against the Jews that they had been
responsible for the crucifixion. （It All Adds
Up , 288）
プロテスタント系の病院で、はじめて新約聖書を読まされ、
ユダヤ人である自分のアイデンティティについて、8歳の
子どもながらに葛藤したことが、この引用に見出せる。
加えて、ほかの子どもたちが他界していく中、自分が命
を取り留めたことについて、特別の意味を感じないわけに
はいかなかったのである。
Anyone who’s faced death at that age
is likely to remember something of what
I felt—that it was a triumph, that I had
gotten away with it. Not only was I ahead
of the game. I was privileged. And there
was some kind of bookkeeping going on. I
did my own mental bookkeeping. I thought
I owed something to some entity for the
privilege of surviving.

So there was a debt as well? A debt
that had to be paid off?

A duty that came with survival. Those
are the primitive facts.

（It All Adds Up , 289）

死に打ち勝ったという勝利感だけに終わらず、わが心の簿
記（“mental bookkeeping”）をつけるという習慣が身
についた。そして、彼は生き延びたという特権を “some
entity” に何か負っていると、何らかの義務を負っている
というふうに感じとったのである。幼少時代のそんな希有
な経験とあいまって、成人して作家になってからは書くこ
とを天命と信じ、一生涯精進した。病気回復後は自分の健
康維持法を見つけ、特に体調管理には気をつけた。
ところが、80歳を過ぎてから、休暇で行ったカリブ海
の島で魚の毒にあたり、数週間も意識不明に陥る。この事
件は最後の長篇小説『ラヴェルスタイン』（Ravelstein ,
2000）に、語り手チックのエピソードとして挿入され、
しかもこの生死を彷徨う経験は臨死体験に近しいものとし
て描かれている。小説では、この事件には伏線が用意され
ていて、ふたりで死後の世界について知りたいなあと対話
しているうちに、先に親友のラヴェルスタイン（モデルは
Allan Bloom［1930-1992］）が没してしまうものだか
ら、彼の回想記を書くためには、生と死の国境を越えて行
かなければならないという状況に至るわけである。
ソール・ベローは、2005年4月5日にボストンのブルッ

クラインで亡くなった。伝統的なユダヤ教式で葬儀は行わ
れ、バーモント州の「ブラトルバロ・セメトリー（墓地）」
に埋葬された。

（写真2：ソール・ベローの墓石）

他方、遠藤周作は37歳の頃、1960年（昭和35）4月
のことだが、肺結核を再発して、東京大学伝染病研究所病
院を経て、年末には慶應義塾大学病院に転院し、翌年に
は3度にわたる肺の手術をした。その3度目の手術の前日
に、ある見舞客が持ってきた紙製の「踏み絵」を眼にした
と言われている。いっときは危篤状態に陥ったそうである
が、奇跡的に回復することができて、1962年5月に退院
した。「そして、三度の手術を乗り越えた昭和39年の春、
長崎を訪れた遠藤は、大浦で一枚の踏絵と出会う。その木
枠には、黒い足指の痕が残っていた」
（「第8回企画展図録」、
11）。この後1966年に『沈黙』が出版されることを考
えると、何やら不可思議なことが起きたわけだ。
1993年5月に腹膜透析の手術を受けた時も、いっとき
は危篤状態にまで至ったそうであるが、「ヨブ記の評論を
書く」と決心してからは泣き言もいわなくなって、奇跡
的に回復したという。1996年9月に亡くなり、葬儀は麹
町の聖イグナチオ教会で行われたが、生前の本人の遺志で、
『沈黙』と『深い河』だけが棺の中に入れられたという。

（写真3：遠藤周作文学館）
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「沈黙の碑」のある遠藤周作文学館は長崎市の外海地区
に建てられたが、それは遠藤周作が長崎を第二のふるさと
として愛おしんでいたからである。先に（1987年）建
てられていたその碑には、「人間がこんなに哀しいのに
主よ 海があまりに碧いのです」（Humanity is so sad,
Lord, and the ocean so blue）と刻まれている。
（3）シュタイナーの影響
ソール・ベローが、神秘思想家で人智学を創唱したルド
ルフ・シュタイナー（Rudolf Steiner, 1861-1925）の
本を何冊も読んでいたことは、アトラスの伝記に記されて
いる通りである。さらにベローの長男グレグ・ベロー（Greg
Bellow）も最近出版した著書 Saul Bellow’s Heart : A
Son’s Memoir の中で、ベローがシュタイナーの本を何
年間も勉強していたと証言している――“In private, Saul
put Steiner’s meditative techniques into regular
practice for years. Steiner’s books were all over
his apartment, left open and upside down, as if he
had just paused after reading a passage. ”（145）。
1975年 の 長 篇 小 説『 フ ン ボ ル ト の 贈 り 物 』
（Humboldt’s Gift ）の結末近くで、シュタイナーのこ
とが次のように言及されている。
I devoted long hours to Steiner meditation
and did my best to draw close to the dead.
I had very strong feelings about this and
could no longer neglect the possibility
of communication with them. Ordinary
spiritualism I dismissed. My postulate
was that there was a core of the eternal
in every human being. （…） For there were
passages in Steiner that set my teeth
on edge. I said to myself, this is lunacy.
Then I said, this is poetry, a great vision.
But I went on with it, laying out all that he
told us of the life of the soul after death.
（438-39）

ほかにも、ベローはこの小説のユダヤ系主人公に、スイ
スのシュタイナー・センターに行きたいと言わせている―
―「キャスリンは、サクスターの無事がわかり、いまより
もおだやかで、落ち着いた生活ができるようになったら、
どうするつもりなのかなどと、根ほり葉ほりわたしにきい
た。わたしはバーゼル近郊のドルナッハにあるスイス・
シュタイナー・センター、ゲーテアーヌムで一ヵ月ばかり
すごすことになるかもしれない、と答えておいた」（大井
浩二訳、下277）。
一方の遠藤周作も、驚いたことに、シュタイナーを読ん
でいた。その情報を筆者に提供してくれたのが、長崎の遠
藤周作文学館の展示であった。
『朝日新聞』の日曜家庭欄に、遠藤は1991年11月3日
から翌年10月25日まで連載をしていた。その随筆を1冊
の本にまとめたのが、『万華鏡』である。そこに収録され
ている「命のぬくもり」という随筆の最後を、遠藤はシュ
タイナーの言葉で結んでいる――「シュタイナーという思
想家がこう言っていた。人間は青年時代は肉体で世界を捉
え、壮年の時は心と知で世界を捉えるが――老年になると
魂で世界をつかまえようとすると。そして私もその三番目
の魂の年齢になったからだ」（『万華鏡』、97；写真4）。

３．ホロコーストとキリシタン弾圧

（1）ホロコースト体験とアウシュヴィッツの話
ベローの『サムラー氏の惑星』の主人公サムラーはポー
ランド（クラカウ）生まれのユダヤ人である。子どもの頃
からイギリスにあこがれ、イギリス暮らしが長かったが、
義父の遺産の用件でポーランドに行った時に戦争にまきこ
まれ、ホロコーストの犠牲者となってしまう。今では映画
『ザ・サウンド・オブ・ミュージック』の舞台として知ら
れるザルツブルクの難民収容所に埋もれていた彼を、イ
ディッシュ語新聞の避難民リストで、米国の遠縁がみつけ
てくれた。現在はその医者の助けで、ニューヨークに移住
し、ドイツからの補償金や彼からの援助で慎ましく暮らし
ている。その姿はイスラエル人の義理の息子（画家）には
「地下墓地から掘り出されたキューピー人形」と象徴的に
描かれる。それは、こんな経験をサムラーが経ていたから
である。
When Antonina was murdered. When he
himself underwent murder beside her.
When he and sixty or seventy others, all
stripped naked and having dug their own
grave, were fired upon and fell in. Bodies
upon his own body. Crushing. His dead
wife nearby somewhere. Struggling out
much later from the weight of corpses,
crawling out of the loose soil. Scraping on
his belly. Hiding in a shed. Finding a rag
to wear. Lying in the woods many days.
（Mr. Sammler’s Planet , 92）

（写真4：遠藤周作文学館内の展示）
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そうになった時に。彼とほかの六、七〇人の者た
ちがすっぱだかにされて、自分たちの墓穴を掘ら
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されたあとで、銃火を浴びせられて倒れこんだ時
に。あの時には押しひしがれそうだった。彼の細
君の屍体もどこか近くにあるはずだった。ずっと
あとになって、幾つもの屍体の重圧の下からもが
き出て、しまりのない土から這い出した。腹ばい
になって逃げた。小舎に身をひそめた。ぼろぎれ
を見つけて身につけた。何日も森の中に横たわっ
ていた。（橋本福夫訳、76）
凄惨な光景だが、このベローのフィクションの描写が日
本に、類似した事件としてないわけではないということが
最近わかった。この夏、筆者が訪れた長崎県五島市で聞い
た話である。明治元年（1868）に、浦上でキリシタン迫
害が始まると、五島各地でも激しい弾圧と迫害が起こった。
久賀島では、6坪ほどの牢屋（民家）に、信者200名を8ヵ
月のあいだ押し込み、連日悲惨な拷問を行ったという。そ
の結果、死者39名、出牢後に死んだ者3名という凄惨な
弾圧であった。立て看によると、「その状況は外国使節団
の知るところとなり、明治新政府の外交問題に発展し、つ
いに太政官布告によって明治6年キリシタン禁制の高札が
下ろされ、信者達は信仰の自由を勝ち取った」（「牢屋の窄
殉教記念聖堂」）というのだが。

では次に、極東の日本人作家、遠藤周作はホロコース
トについては知っていたのだろうか。実は、彼は1976
年12月にポーランドに行っていた。そのときワルシャワ
で、フランスのアラン・ビルウという経済学者と遠藤周作
は、国際賞を受賞したのである。賞金は国外に持ち出せぬ
と聞いて、賞金と印税のすべてをワルシャワ大学の日本科
に寄附したという。1976年といえば、12月にストック
ホルムでソール・ベローがノーベル文学賞を受賞した年月
であり、まさに奇遇と言わざるを得ない。
しかも、遠藤周作はフランクルの『夜と霧』、ロベール・
メルルの『死はわが職業』、ペータ・ヴァイスの『追究』
を読んでいた。随筆の「アウシュヴィッツ収容所を見て」
が発表されたのは、翌春の『新潮』（1977年3月号）に
おいてであった。ほかにもその時の印象を記した随筆を書
いており、『万華鏡』に収録された「人形の話（二）」がそ
れである。遠藤はこのとき、収容所の建物の地下にある窒
息室と飢餓室に案内されていた。
「壁にはあまたの疵があったが、これは囚人が苦
しさのあまり、かきむしった疵と私には思われた。
二つの部屋の扉には、小さな硝子をはめこんだ穴
があった。その穴から囚人の苦しみ、弱る様子を
看守が覗いたのである。今でもあの壁のあまたの
疵と共に、その小さな覗き穴を鮮明に憶えてい
る。その穴に眼をあてて弱っていく囚人を見てい
た男が当時、いたことを考えると、私は人間の心
のぶきみさを思わずにはいられない。」（『万華鏡』、
110）
なぜ、遠藤がアウシュヴィッツに行ったのか、日本人の
作家がなぜホロコーストに関心を持ったのかについては、
次の引用から概要がわかる。彼は一カトリック教徒として、
1930年にポーランドから来日して宣教活動をしていた
コルベ神父のことを知り、その神父がアウシュヴィッツで
1941年に殉教したことを突き止め、そこを訪れたのであ
る。

（写真5：「牢屋の窄殉教記念聖堂」立て看）

五島のことは、遠藤周作の『沈黙』でも触れられている。
「私［ロドリゴ］たちはまた彼等から驚くような報告を受
けました。彼等の部落オオドマリでは村民全部が役人たち
の眼をのがれて今も基督教を信じているのです。そしてオ
オドマリだけではなく、その附近のミヤハラやドウザキや
エガミとよぶ部落や村々にも表面、仏教徒を装いながら、
しかし信徒である者があまたかくれているとのことでした。
（中略）私は五日ほどの間、五島の信徒たちと接触するこ
とに決めました」（60-61）。
五島については、1566年にアルメイダとロレンソに
よってキリスト教の布教が始まったとされている。第19
代宇久純堯の洗礼で五島キリシタンの全盛期を迎えた。徳
川幕府の約250年にわたる弾圧の中で、信仰を守った潜
伏キリシタンの実物資料は、五島観光歴史資料館の3階展
示室に保存されている。

私は天主堂前の坂路の、多くの観光客の気づか
ない一角を凝視していた。小さなその場所はかつ
て第二次大戦中、コルベという神父が貧しい生活
をして布教用の印刷物を作るため仲間と働いてい
た所である。
その後、彼は日本の孤児たちを養うため資金集
めに故国のポーランドに戻ったところを、独逸の
ナチに捕らえられた。そしてあのアウシュヴィッ
ツ収容所に送られた。
老人や女、子供が毎日、収容所のガス室で殺さ
れ、残った囚人は苛酷な強制労働で次々と死んで
いった。当然、脱走者も出た。
一人でも脱走者が出ると、見せしめのため何人
かの囚人が処刑される。ある日、朝早い点呼の時、
整列した囚人たちに看守はまた脱走者の出たこと
を告げ、罰として何人かが死なねばならぬと宣言
した。そしてその何人かを任意に指名した。
指名された一人の男が泣き始めた。無実の罪を
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背負った彼は今から死んでいかねばならぬから
だった。
その時、丸い眼鏡をかけた痩せた男が列の前に
一人背を曲げて進み出て看守に言った。
「私は神父です。だから妻も子もいません。あ
の人のかわりに私を処刑してくれませんか」
看守はなぜか、この痩せこけた神父の申し出を
許した。神父は他の指名された数名の者たちと共
に足をひきずりながら拷問や処刑の行われる赤煉
瓦の建物に向かった。
彼等が入れられたのは飢餓室という十畳ほどの
地下の部屋である。飢餓室は文字通り死ぬまで食
べるものは勿論水一杯も与えられぬ部屋である。
扉にだけ小さい穴があって、看守はその穴から囚
人の衰弱していく姿を観察する。
コルベ神父たちはこの部屋で飢えと苦しみの一
日、一日を送った。苦しみはやがて苦悶となり、
一人、一人、餓死した。神父だけなぜか生き続け、
看守は医師をよんで石炭酸を神父の腕に注射して
殺した。
（中略）
私は「奇蹟」とは不治の悩みを治したり、石を
金に変えることとは思っていない。「奇蹟」とは
我々が出来えぬことを行うことである。コルベ
神父は凄惨きわまる地獄のようなナチ収容所で、
我々のできえぬ愛の行為を実行した。これこそ私
は奇蹟とよぶ。

（『万華鏡』、105-107）
片や、ソール・ベローがアウシュヴィッツを訪れたの
は、遠藤周作より17年も前のことであった。講演ツアー
でポーランドとユーゴスラビアに行ったときのことであ
る。人間の毛髪でできたソファーや、人間の皮膚ででき
たランプシェードを見て、“a feeling of terror”（Atlas,
289）におそわれた。その後、コヴィチ（Covici）に宛
てた手紙の中で、“It’s too deep. As deep as death,
and more familiar than I can admit at the top of
my mind. It’s family history.”（Atlas, 289）と書い
て い る。 さ ら に、1960年3月17日 に、 マ ー シ ャ ル・
ベスト（Marshall Best）に宛てた手紙では、たった一
行 で あ る が、“All jokes aside, what I saw between
Auschwitz and Jerusalem made a change in me.”
（Letters , 193）とだけ記している。
（2）隠れキリシタンに対する弾圧、迫害、拷問、処刑
ホロコーストの犠牲者数が約600万人であることは第
1章で触れたが、日本におけるキリシタンの犠牲者数は結
局どのくらいになるのだろうか。「……しかし私の滞在し
ました澳門は勿 論、エウロパにも、この国にまいりまし
た宣教師たちの働きは手に取るごとく、わかっていまし
た。多くの領主たちが布教をお許しになった時には日本
国の信徒は三十万を数えたと聞きましたが……」（『沈黙』、
171-72）。遠藤は30万と書いているが、これはどの書
物においても見かける数字である。この30万人を、国の
政策によって、0人に（いないことに）、表面上はしたの
もち ろん
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である。
また、ホロコーストのように、1930年から45年の
15年間という短いものではなかった。秀吉は天正15年
（1587）に「切支丹禁令」を出して宣教師の追放を命じた。
けれども、ポルトガル人を主体とするイエズス会では秀吉
を刺激しない形で布教を続けており、日本全土に約30万
人の信徒がいたと伝えられている。ところがその約10年
後、1596年、秀吉は京都と大阪にいる宣教師と信者との
処刑命令を出した。そして、1597年西坂の刑場で、26
人は十字架に縛られ、脇腹をやりで突かれ、やがて火をつ
けられて殉教した。

（写真6：日本二十六聖人殉教地）

慶長19年（1614）、徳川家康は秀吉と同様、
「禁教令」
を布告すると同時に、元大名をも含む「追放令」を宣した。
10にのぼる長崎の教会も次々と破壊されていった。長崎
キリシタンは5万人。これが迫害の始まりだった。長崎西
坂公園付近だけでも、600人以上の信徒が殺されていった。
徳川幕府が開かれ、キリシタン大名の有馬晴信が失
脚すると、島原半島の華やかなキリシタン史は暗転し
て、人々は棄教を迫られ、拷問や弾圧に苦しむようになっ
た。1622年に長崎の西坂で56人が殉教（元和の大殉教）。
1627年には、雲仙地獄での拷問が始まる。1637年に
起きた島原・天草の乱では、約3万7千人のキリシタンを
中心にした人々が原城に立てこもり、3ヵ月にわたる戦い
が続いたが、結局参加した領民の多くは殺害されて終わっ
た。1639年に、ポルトガル船の来航は禁止された。
そして「潜伏」の時代が始まるが、遠藤周作によると、
「慶
長二年の二十六聖人以後、寛文十一年の七十五年に渡っ
て、ほとんど毎年、ここでは火刑や斬首が行われた。その
最も多かったのは明暦四年（1658）の日本人一〇九名だ
……」（「一枚の踏絵から」『全集13』、115）。
潜伏時代のキリシタン崩れについては、宮崎賢太郎の文
献（『カクレキリシタン』、31-33）を参考に、時系列に
並べてみると次のようになる。
こおりくず

・1657年「郡崩れ」――大村藩郡村の潜伏キリ
シタン608名の検挙（斬罪411名、牢内病死
78名、永牢20名、赦免90名）。
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・1660年～1682年「豊後崩れ」――豊後国大
分郡、玖珠郡で220名の逮捕（死罪57名、牢
死者59名、在牢36名、赦免65名、江戸送り
3名）。
・1661年「尾濃崩れ」――美濃国加 児 郡で24
名 の 検 挙、1665年 に は207名、1667年 に
は756名、1669年には33名が斬首。
・1790年 に「 浦 上 一 番 崩 れ 」、1842（39）
年に「浦上二番崩れ」、1856年に「浦上三番
崩れ」が発生。（※1853年にペリーが浦賀に
来航。1858年に「絵踏み」の廃止。）
・1805年に肥後国天草に「天草崩れ」が発生し、
潜伏キリシタン5202名の摘発。（※1865年
大浦天主堂で、隠れキリシタンの一女性がプチ
ジャン神父と再会。）
・1867年に最後の大弾圧
「浦上四番崩れ」
が勃発。
1868年に浦上の114名が流罪、1869年に
残り3300名流罪。
・1868年に「五島崩れ」が起き、久賀島や奥
浦等でキリシタンが迫害され、190名が入牢。
（※1873年に明治政府はキリシタン禁制の高
札を撤去したが、その間の殉教者は664名。）
く

す

か

に

これで全部であるはずがない。ただ言えることは、この
日本で、このように数多くの信者たちが断罪されていった
ということである。それも日本人が日本人に対して、これ
ほどまでに残虐行為を重ねたという事実に首を傾げざるを
得ない。
（3）作風――相違点と共通点
遠藤周作の『沈黙』にはユーモアは皆無で、色調は白と
黒にグレーが少し、プロットはひたすら「死」に向かって
いる。そこには、孤独と絶望しかない。何種類かの「笑い」
という言葉はあるものの、それらは「卑屈」、「狡い」、「狡
猾」などと結びついている。作中人物たちの階層や階級は
明確に区分されている。神の沈黙を主題にしつつ、ロドリ
ゴが慕い、毎日想いを寄せ、その姿をイメージして慰めら
れるのは、父なる神ではなく、御子キリストである。歴史
的な人物をモデルにした登場人物に比べ、作家が想像力を
いっぱいに広げて描いたのは、名も無きキチジローである
――「人間には生れながらに二種類ある。強い者と弱い者
と。聖者と平凡な人間と。英雄とそれに畏怖する者と。そ
して強者はこのような迫害の時代にも信仰のために炎に焼
かれ、海に沈められることに耐えるだろう。だが弱者は
このキチジローのように山の中を放浪している」（『沈黙』、
121）。
ソール・ベローの『ベラローザ・コネクション』の主人公も、
名も無きひとりの青年である。このノベラ（中篇小説）は、
近所に住む友人の家にディナーに招かれたとき、食事の後
にその主が語ってくれた同僚の話に着想を得たものである。
遠藤周作の『沈黙』の着想は、
「偶然みた踏絵だった」
（『全
集13』、106）。1971年1月、人文書院刊の『切支丹の里』
に書き下ろされた「一枚の踏絵から」（『全集13』、10526）に、その辺りの事情は詳述されている。偶然、踏絵
に出くわした遠藤は、素朴な疑問をもつ――「第一に、あ

の黒い足指の痕を踏絵を囲む板に残した人たちはどういう
人たちなのかと言うこと。第二にこれらの人はその足で自
分の信ずるものの顔を踏んだ時、どういう心情だったのか
と言うことだった。この二つの疑問はそれをその後、噛み
しめているうちに次第に私には切実なものになりはじめた。
なぜならば、それは強者と弱者、――つまりいかなる拷問
や死の恐怖をもはねかえして踏絵を決して踏まなかった強
い人と、肉体の弱さに負けてそれを踏んでしまった弱虫と
を対比することだったからである」（前掲書、108）。「い
ずれにしろはじめて西坂の公園にのぼったあの雨の日、私
はその丘にたって強い者と弱い者とのそれぞれを思った。
そしてそれは私にとって、やがて書くであろう小説の視点
――カメラアイズをきめる問題に発展していった」（前掲
書、111）。
ほかの人物については大方、史実に基づいていて、ロド
リゴ改め岡田三右衛門はジュゼッペ・キャラ改め岡本三右
衛門である。ただ、少し操作したのは年代に関してである。
それにしても、「ふと外からまぎれこんできた異邦人の眼
と意識を中心として長篇小説を書き上げるというのは、か
なり危険な文学的冒険であり、賭けに違いなかった」
（佐伯、
309）とは、まさしくアメリカ文学者、かつ文芸評論家
の佐伯彰一（1922-2016）の言葉である。
遠藤が『沈黙』の構想を持ち始めたとき、長崎を訪れて
は雲仙の地獄谷に足を向けた。そして、「もし切支丹時代
に自分が生れていたなら……どうしたろうか」と自問自答
したという。拷問を受けて殉教した、たとえばポルトガル
のアルブフェーラ出身のカルヴァリオ・ヴィンセント神父
のようには、到底なれそうにない。「私はそして『転び者』
といわれる者――つまり肉体や精神の弱さに負けた転び者
のなかに自分の主人公を選ぼうと考えた」（「ぽるとがる紀
行」『全集12』、402）。
キリシタン時代の殉教した知識人については文献が豊富
でも、棄教した人物については教会側の黙殺、および幕府
側の闇に葬るといった姿勢から、生涯は明らかにされて
いない。遠藤の言を借りれば、「要するに転び者、弱者た
ちは今日の切支丹文献では沈黙の灰のなかに埋められて
いたのである」（「『沈黙』踏絵が育てた想像」『全集12』、
389）ということになる。迫害者側の文献でも、弱者は
無視されていたのだから。
相違点として、遠藤周作は日本国（おかみ）の立場から
の発言を、何箇所かにおいて書き残している――「いった
いにパードレたちの中にはこの盲目の勇気にとりつかれて、
日本国に迷惑かけることを忘れる者が多い」（138）、「今
更、われらに入用なるものとは一向に思いませなんだ」
（139）、「我々が切支丹を禁制にしたのは重々、勘考の
結果、その教えが今の日本国には無益と思うたからであ
る」（170）、「切支丹とよぶ樹は異国においては、葉も茂
り花も咲こうが、我が日本国では葉は萎え、つぼみ一つつ
けまい。土の違い、水の違いをパードレは考えたことは
あるまい」（171）、「エスパニヤ、ホルトガル、オランダ、
エゲレスとそれぞれ名のる女たちが、日本と申す男の耳に、
夜伽のたび、たがいの悪口を吹きこみ申してな」（190）。
ここには、遠藤が「小説家は、自分のなかのいろいろな
人格をそれぞれ独立させて、それを作中人物として描いて
いく。『沈黙』について言えば、フェレイラもキチジロー
よ とぎ
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ちくごのかみ

もロドリゴも私であり、井上筑後守も私なのである」（「沈
黙の声」、『第8回企画展図録』、12）と書いている通りに、
加害者の言い分がわずかながらも示されているのが見て取
れる。それに対して、ソール・ベローのホロコーストを
扱った小説では、ホロコーストの首謀者の声はいっさい入
れられていない。これが大きな相違である。
「主はなんのために、これらみじめな百姓たちに、この
日本人たちに迫害や拷問という試練をお与えになるのか。
いいえ、キチジローが言いたいのはもっと別の怖ろしいこ
とだったのです。それは神の沈黙ということ」
（83）に類
似した表現は、ほかにも93頁、104頁、152頁に寄せて
は返す波のように繰り返されている。『沈黙』の主題であ
る「神の沈黙」は、遠藤自身が第二次世界大戦中に宗教的
差別を、またフランス留学中には人種差別を、そして、青
年期・壮年期と肺結核という病からの身体的苦しみを、ヨ
ブの心境になぞらえて経験したところに起因する、と一般
的には言われている。傷口から真珠が生まれるように、小
説においては、ロドリゴが踏絵を見たとき、イエスが沈黙
を破るシーンとしてカタストロフィを迎える。
もうひとつ指摘すべきは、この『沈黙』で炙り出される
のが、日本という土壌の特質である。神の栄光に満ちた殉
教を期待して牢につながれたロドリゴに夜半、フェレイラ
が語りかける。その説得を拒絶するロドリゴは、彼を悩ま
せていた遠くから響く鼾（いびき）のような音を止めてく
れと叫ぶ。その言葉に驚いたフェレイラは、その声が鼾な
ぞではなく、拷問されている信者の声であること、その信
者たちはすでに棄教を誓っているのに、ロドリゴが棄教し
ない限り許されないことを告げる。自分の信仰を守るべき
なのか、それとも自らの棄教という犠牲によって、イエス
の教えに従い苦しむ人々を救うべきなのか。究極のジレン
マを突きつけられたロドリゴは、フェレイラが棄教したの
も同じ理由であったことを知り、とうとう踏絵を踏むこと
を受け入れる。ここに日本における、個人より集団を重ん
じてきた思考および社会システムを見逃すわけにはいかな
い。さて、英文版 Silence を読む（映画を見る）欧米人
読者（観客）にはどう映るのだろうか。

４．同化か隠れか

（1）文化相対主義
「文化相対主義」（cultural relativism）の概念は、ヘ
ロドトスの『歴史（The Histories ）』の第三巻に最初に
記されているが、彼は「われわれはみな自分が生まれた社
会の習慣に従っているのでそのような習慣は全て尊重さ
れるべきである」と述べている（シム、261）。けれども、
その後の二千年間というもの、その原則は無視され、西洋
文化が優位とされてきたことは周知の事実である。この文
化相対主義は20世紀初頭の近代的な文化人類学の勃興を
もって、理論として発展していく。大学および大学院で文
化人類学を専攻したソール・ベローは、この「何が正しく
て何が間違っているのかは各々の文化の中で決定され、二
つの異なる文化／道徳の体系が評価される客観的立場など
ない」という文化相対主義を若い頃から受容していた。『ラ
ヴェルスタイン』にも、「初期の時代のピューリタニズム
はもう消失していた。文化相対主義によって、サン・ドミ
ンゴで正しいことが、パゴ・パゴではあやまりで、ゆえに
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道徳の規準として絶対的なものはないと考えられるよう
になった」（“The Puritanism of an earlier time was
gone. Relativism held that what was right in San
Domingo was wrong in Pago Pago and that moral
standards were therefore anything but absolute.”
15）とある通りである。ソール・ベローは自身のそのよ
うな立場から、道徳や神学に関して絶対的なものを押しつ
けるような書き方はせず、ゆるやかな筆致で時代風潮を描
出していった作家であった。
（2）同化か隠れか
ユダヤ系移民第二世代のアメリカ人として、半自伝的な
小説が多いことを鑑みると、ベローの文学作品の舞台は彼
の生きた当時のアメリカ社会ということになる。彼が若い
頃は周りの大人たちは移民一世であっただろうが、彼が壮
年・老年期になれば、周囲の者はみな第二世代ということ
になる。彼等は大学を出、それなりの社会的地位に就き、
アメリカ人として暮らしていた。『ベラローザ・コネクショ
ン』においても、主人公の周囲の人間として、ハイマン・
スウェルドローについてわずかながら言及されている。職
業は投資顧問で、ウォ－ル・ストリートで経験を積んで
から、スタイリッシュなニュージャージー州に移ってき
た。物静かで、品が良く、一流の背広を着ていたから、ユ
ダヤ教からキリスト教に改宗せずとも社会に同化できたの
だ（“One could assimilate now without converting.
You didn’t have to choose between Jehovah and
Jesus.” 81） 移 民 一 世 の 彼 の 父 と は 大 し た 違 い だ っ
た。その老人から、彼はユダヤ人特有の色浅黒く、彫り
が深い顔立ちを受け継いでいた。ところが、ユダヤ人ら
しさを排除するテクニックをみつけて、完璧に信頼でき
うる男性という印象を醸し出せるようになった（“Hyman
had discovered a way to drain the Jewish charge
from it. What replaced it was a look of perfect
dependability” 81）。子どもたちはそれぞれ生化学者と
分子生物学者になり、妻は今や水彩画に熱中することがで
きたのだ。
かくして、作品中の小さな描写からも、同世代のユダヤ
系アメリカ人たちが、普通のアメリカ人風を装って暮らし
ていることが察せられる。しかし、それは “replace” の語
からわかるように、長年のユダヤらしさ（“Jewishness”）
を失って、その代わりに得たものだったことを忘れてはな
らない。疎遠になっていた親戚に電話をかけ、「わたしが
認識したのは、フォンスタイン家同様、スウェルドロー夫
妻もずっと孤立してきたということだった」のだ。現在の
ユダヤ系アメリカ人にとって、ユダヤの歴史を抱えていく
か否かは、その人次第の事柄になっていた。アメリカの社
会からある程度の益を得るためには、元来の「群れ」で暮
らす生き方を薄めて、つまり「群れ」から遠ざかって大衆
にまぎれ、目立たないように暮らす必要があった。これこ
そ表現の仕方を変えれば、「隠れ」（クリプト）ということ
にならないか。フォンスタインの居場所を探してかけた電
話であったのに、ついスウェルドローに対して、義や誉れ、
プラトン哲学や、ユダヤ民族の遺産といった話をしてしま
う語り手「わたし」であった。が、相手は一向にのってこ
ず、そそくさと電話を切りたげだった。同世代のユダヤ系

ソール・ベローと遠藤周作の文学

アメリカ人でありながら、心底話し合いたいと思う事柄に
関してはまったく対話にならない、いや対話が拒絶されて
いることこそ、
「隠れ」に陥ってしまっていることの証左
ではなかろうか。
映 画 監 督 の マ ー テ ィ ン・ ス コ セ ッ シ（Martin
Scorsese, 1942-）は、『沈黙』の英語版ペーパーバッ
ク Silence にまえがきを寄せている。その中で、“Endo
himself had great difficulty reconciling his Catholic
faith with Japanese culture.”（vii）と理解を示してい
る。これは、ベローの小説にもしばしば見受けられるアイ
デンティティの葛藤である。ユダヤ教徒がアメリカ文化と
折り合いをつけながら生きていかなければならないから
である。これは、彼の短編小説 “Him with His Foot in
His Mouth”においては、“full American” に対する “half
American” という言葉で表現されている。
スコセッシはこの小文で、ほかの文化に適応するには、
キリストを裏切った弟子のユダにならなければならないと
きもあるのだと主張する。ユダになるとは、ユダの役割を
担うという意味である。『沈黙』の英訳は、1969年のウィ
リアム・ジョンストン（William Johnston）の訳に、ス
コセッシがまえがきを付けて、2015年にイギリスのピカ
ドールから出版された。
For me, it is the story of one who begins
on the path of Christ and who ends
replaying the role of Christianity’s greatest
villain, Judas. He almost literally follows
in his footsteps. In so doing, he comes
to understand the role of Judas. This is
one of the most painful dilemmas in all of
Christianity. What was Judas’ role? What
was expected of him by Christ? What
is expected of him by us today? With
the discovery of the Gospel of Judas
these questions have become even more
pressing. Endo looks at the problem of
Judas more directly than any other artist
I know. He understood that, in order for
Christianity to live, to adapt itself to other
cultures and historical moments, it needs
not just the figure of Christ but the figure
of Judas as well. （Silence , ix）

ビエルは鹿児島に上陸してキリスト教を伝えた。それか
ら約300年間、隠れキリシタン迫害と弾圧の時を経て、
1865年3月17日に世界宗教上の奇蹟と言われている「信
徒発見」の出来事が起きた。2月19日の大浦天主堂の献
堂式には誰ひとり日本人は来ていなかったが、3月17日
の午後12時半頃、ある日本人の女性がプティジャン神父
のすぐそばに来て、「私共は、全部あなた様と同じ心でご
ざいます」と言った。そして「サンタ・マリアの御像はど
こ？」と。こうして、日本にキリシタンの子孫が残ってい
たことが発見されたのである。
これに類似したユダヤ教徒発見の出来事が、実はヨー
ロッパで起きた。キリスト教に改宗を強制されたユダヤ人
の子孫が、1917年にポルトガル北部の小さな山間の町で
見つかったのである。
「リスボンのユダヤ人共同体の一員で、
ポーランド出身の鉱山技師サムエル・シュヴァルツは、当
時、驚くべきことにベルモンテ近郊で、ユダヤ人とのつな
がりをすべて失いながらも、ユダヤ教のしきたりを今なお
しっかり守り続けている農民や日雇い労働者たちを発見し
たのだった」（『死か洗礼か』、5）。
「マラーノ」とは、スペインにおける集団洗礼の1391
年から、スペインからのユダヤ人追放の1497年に至るま
での歳月に、キリスト教への改宗を強制されたスペインや
ポルトガルにいたユダヤ人の子孫のことである。数百年間
もキリスト教徒として生きてきた「隠れユダヤ教徒」の人々
のことである。
さらに、フリッツ・ハイマン（Fritz Heymann、〈44
歳の若さでアウシュヴィッツで殺害される〉）が『死か洗
礼か』で述べているのは、マラーノの歴史において、宗教
的要因は実は副次的なもので、真の要因となったのは政治
的・経済的・社会学的な要因だというのである。つまり、
宗教問題は隠れ蓑であると。異端審問所で、金と財産と社
会的地位のある中産上層階級のマラーノが有罪にされたの
は、没収した財産を異端審問所と王室とで分け合う仕組み
になっていたからだという。
説明はこのくらいにして、ザビエルの鹿児島上陸ののち、
五島にはロレンソとアルメイダが時の領主宇久純定の招き
により、城中でキリストの教えを説き、多数の者を洗礼に
導いたと歴史書にはある。その五島の人々とキリスト教と
の出会いを記念するために、現在では、アルメイダの宣教

この引用にある『ユダの福音書』（2006）の復元作業
に日本企業は資金協力しているが、ローマ・カトリック教
会がボイコット運動を展開した映画『ダ・ヴィンチ・コー
ド』
（2006）を配給したのはソニー・ピクチャーズである。
マーティン・スコセッシは、転ぶこと、棄教することをユ
ダと表象して、日本の隠れキリシタンの問題を普遍化させ
ようとしているのである。

（3）隠れユダヤ教徒（マラーノ）と隠れキリシタン

日本では戦国時代であった1543年、ポルトガルは種
子島に鉄砲を伝えた。その6年後の1549年に、カトリッ
クの「イエズス会」創設者のひとり、フランシスコ・ザ

（写真7：アルメイダの宣教碑）
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碑「出会いの日」がたてられている。
遠藤周作も「長崎で伝道をはじめたのはルイス・アルメ
イダ修士であり」（「一枚の踏絵から」、111）と随筆に書
いている。その彼の出自に関してであるが、小岸昭によれ
ば、
「日本二十六聖人記念館」の館長パチェコ・ディエゴ（日
本名、結城了吾）が1989年にマカオ文化学会から刊行し
た『ルイス・デ・アルメイダ（1525-1583）――光を
燈す医師』の冒頭において、「最も正確だと認められる説
によれば、ルイス・デ・アルメイダは1525年にリスボン
で生まれた新教徒（cristãos novos ）であったというこ
とです。即ち、リスボンのユダヤ系の家族に生まれたので
した」と書き記している（『隠れユダヤ教徒と隠れキリシ
タン』、46-47）。すなわち、小岸は、アルメイダの人生
の生き方のうちに新教徒であるマラーノ的な二重性を見よ
うとしている。そして、この論を推し進めていくと、おの
ずと、棄教者沢野忠庵ことフェレイラにもマラーノ性が見
えてしまうことになる。
今一度、遠藤に戻るが、遠藤は小説家としてこの頃の代
表的な弱者として、ファビアン不干斎、荒木トマス、フェ
レイラ（沢野忠庵）、ジョゼフ・キャラ（岡本三右衛門）
の4人を選んだ。そして、ほかの３人は資料が乏しく、深
掘りすることができなかったところ、クリストヴァン・
フェレイラ（Christovâo Ferreira, 1580-1650）のみ
が浮びあがってきたというのである。本稿で問題にしたい
のは、小岸昭の説である。小岸は、フェレイラはいわゆ
る「マラーノ」（隠れユダヤ教徒）ではなかったかと問う。
ポルトガルに生まれ、16歳でコインブラのイエズス会に
入会、翌年からカンボリーの修練院で修練を受ける。23
歳のとき、東洋のマカオの神学生だった証明書だけは残っ
ている。1603年にゴアからマカオに着いたフェレイラ
はここで5年間、倫理学の神学生として過ごした。1609
年（慶長14）日本に向かう。1614年の追放令にもかか
わらず、37名の宣教師が日本を出発せずに「潜伏」した。
その中のひとりに、フェレイラがいる。日本滞在が23年
に及んでいたフェレイラも長崎に潜伏していた折、1633
年についに逮捕されてしまう。拷問５時間後、フェレイラ
神父は棄教する。このときの拷問は、宗門奉行の井上筑後
守が最後的手段としてとった穴吊りであった。「汚物を入
れた穴の中に、体を縛って逆さに入れる。血が頭に逆流し
て、その苦痛は始めはゆるやかに、徐々に度をまし最後
は言語に絶するものとなる」（「一枚の踏絵から」、121）。
その後フェレイラは、日本人死刑囚、沢野某の名とその妻
子を押しつけられ、長崎と江戸を往復しながら、幕府の通
詞として囚人たちに棄教をすすめた。それと同時に、彼は
天文学と医学とを教えて、日本に貢献した。それゆえか
フェレイラの子孫は代々、医師であった。
汚物による拷問には、栄光に満ちた殉教をさせないよう、
人間の尊厳を徹底的に破壊して喪失させる辱めの最たるも
のという意味合いがあるだろう。ベローの『サムラー氏の
惑星』にも、サムラーの親戚のひとり、ウォルター・ブルッ
フが同様のシーンを見ていた。強制収容所で体験した次の
出来事は彼のトラウマと化したので、その後の人生におい
て人に繰り返し話さずにはおれなかった。
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It led, soon, to Bruch’s Buchenwald
reminiscences. All that dreadful, comical,
inconsequent senseless stuff. How,
suddenly, in 1937, saucepans were
offered to the prisoners for sale. Hundreds
of thousands, new, from the factory.
Why? Bruch bought as many pans as he
could. What for? Prisoners tried to sell
saucepans to one another. And then a
man fell into the latrine trench. No one
was allowed to help him, and he was
drowned there while the other prisoners
were squatting helpless on the planks.
Yes, suffocated in the feces! （58）
すぐにブルッフのブッヘンヴォルトの想い出話に
つながってゆきもした。（中略）そのうちに一人
が便所用の塹壕の中に落込んだ。救い出してやろ
うにもそれは許されなかったので、ほかの者たち
がどうしようもなく板の上にしゃがんで用便して
いるあいだに、その男は溺れ死んだ。そうなのだ、
排泄物の中で窒息したのだ！（橋本福夫訳、47）
さて、
『沈黙』に戻るが、布教の長い年月に比べればあっ
けなく転んでしまったフェレイラであるが、小岸昭は次の
ようにフェレイラのマラーノ出自説を展開するのである。
……あるいは大嶋仁氏が言うように、「フェレイ
ラという苗字がマラーノに多い」としても、クリ
ストヴァン・フェレイラのマラーノ出自説はあく
までも推測の域を出ない。だが、たとえ推測に過
ぎないとしても、我々はそのような観点に立つこ
とによって、クリストヴァン・フェレイラの屈折
した人生と思想の謎を読み解く手掛かりが得られ
そうに思うのである。というのも、一四九七年の
ポルトガルにおいて大量のマラーノが発生してい
たので、クリストヴァン・フェレイラは故郷の村
でもコインブラでもマラーノを数多く知っていた
はずだからである。実際、フェレイラが生まれた
異端審問時代のポルトガルにおいて、宗教的意識
の二重性の中に生きるマラーノ現象はごく一般的
なことだった。つまり、棄教の後ユダヤ教を信じ
ていることが密告などによって告発されたならば、
火炙りの刑に処せられるというカトリック恐怖政
治のもとでは、棄教は「人間的弱さ」の現れでは
なく、生き続ける行為そのものであり、近代的世
俗主義の積極的な肯定であった。フェレイラがコ
インブラで、しかもマラーノの子弟が大勢いたこ
の由緒ある大学町で宗教的な自由の空気を呼吸し
ていたであろうことは、十分考えられる。神の栄
光よりも現世肯定を選ぶ一七世紀のマラーノの一
般的傾向を考えれば、フェレイラの転びも一種の
「マラーノの棄教」だったのではないかと言えそ
うである。（『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』、
161-62）

ソール・ベローと遠藤周作の文学

遠藤周作は、ある日、自分がどこかで教えていた大学生
の中に「先生。私はフェレイラの子孫なのです」という女
子学生がいたことを、驚きとともに、随筆に書き残して
いる（『全集12』、390）。あの時、転んでいたからこそ、
この現代日本に存在する子孫ではないか。
一転、ベローの『フンボルトの贈り物』には、ユダヤ系
主人公の口を通して、ユダヤ人同胞がかつて住んでいたス
ペインについて触れている箇所がある。
I didn’t feel foreign among Spaniards.
They resembled my parents and my
immigrant aunts and cousins. We were
parted when the Jews were expelled in
1492. Unless you were very stingy with
time, that wasn’t really so long ago. （421）
スペイン人といるとき、わたしは自分が外国人
のような気がしない。連中がわたしの両親や移
民としてやってきた叔母やいとこたちに似てい
るからだ。わたしたちが四散してしまったのは、
一四九二年にユダヤ人が追放されたときのことだ。
時間に対してあまりしみったれた態度をとらない
なら、それほどに遠い昔のことではないのだ。
（大
井浩二訳、下210-11）
1492年スペインで、カトリック教会にユダヤ人は迫害
されて追放された。追放されたくなかった者は隠れユダヤ
教徒（マラーノ）になった。その国のカトリック教会のイ
エズス会士たちは、1549年に日本に布教に来た。そし
て、日本で、日本人に迫害を受けて追放された。殉教の途
を選ばなかった日本人農民信者は隠れキリシタンとなって、
生き延びた。ヨーロッパにディアスポラ（離散）していて、
ホロコーストにあったユダヤ人たちは、アメリカとイスラ
エルに逃げた。アメリカでは同化して、アメリカ人のよう
にならなければならなかったが、これも「隠れ」の一種と
言えるかもしれない。このようにまとめることができよう。
（4）オウムと九官鳥の話
最後に、ふたりの文学作品内の動物描写から、ユダヤ系
アメリカ人作家と日本人作家を少々比較してみたい。ベ
ローは最後の長篇小説『ラヴェルスタイン』に、ユダヤ系
アメリカ人の主人公と語り手が偶然オウムの群れに出くわ
すというエピソードを挿入している。政治哲学が専門のラ
ヴェルスタイン教授は、いまエイズという死の病に冒され
ていた。大食漢のオウムは、元気な頃のラヴェルスタイン
を彷彿とさせ、普段なら自然界に無頓着なはずの彼をして、
オウムがユダヤ人の容貌に似ていると言わせる。群れで、
ピーチクパーチクと喋っているのがやかましいと強調され
ている。ペットとして飼われていた一対のオウムがカゴか
ら逃げ出し、巣を作り、それがいつのまにか、ものすごい
数に増えた。何やら、アダムとイヴの話のようではないか。
この動物シンボルは、「群れ」で行動し、鳴き声が大きい
ことから、ラヴェルスタインばかりか、ユダヤ民族の表象
と捉えることが可能なのである。
そんなベローのオウムの描写に対して、図らずも、発表

の時期からするとこちらの方が古いのだが、遠藤周作にも
「九官鳥の話」（『新潮』1962年1月号）という随筆があ
る。近く大手術を控えた遠藤は、病室のベランダで九官鳥
を飼い始める。最初は「おはよう」や「こんにちは」を教
えたつもりなのに、その九官鳥の口からもれるのは、
「ああ、
ああ……」という声のみである。思い当たるのは、もう4
年も隣の病室でベッドから動けないでいる老人の溜息であ
る。少し抜粋してみよう。
この病棟には重症が多いので、私は昼はともか
く日がくれるとほとんど誰とも話をしたことがな
い。しかし無言の毎夜があまり長く続くと、部屋
のなかにいる九官鳥に話しかけてみる。灯を消し
た真暗な病室で、私は彼の眼だけが光ってみえる
ことさえある。
「おい、おい」
しかし彼はじっと黙っているわけだ。
「おい、おい、本当に神さまはいるのですかね」
九官鳥はつめたく凍った夜のように沈黙を守り
つづける。それから私がなにも問いもしないのに
突然、
「ああ、ああ……」
あの溜息のような声をだすのだ。

（『遠藤周作文学全集12』、277）
この引用箇所からは、病人の孤独、言葉を教えたのに溜
息しかつかない九官鳥、神がいるのかいないのか、自分は
助かるのかどうかの不安、怖れ……と、ベローのオウム描
写のような明るさ、アクション、貪欲、繁殖といったポジ
ティブさは見えない。とは言いながらも、このときのラ
ヴェルスタインの病は末期症状で、亡くなるのは彼の方で
ある。同胞（ユダヤ人）がアメリカで本当にこれから先も
うまくやっていけるのかどうか、心配でたまらない。両者
とも神の沈黙に対峙していたのは同じである。

５．おわりに

ホロコーストという世界的な大事件から、日本という一
国の、ローカルな「隠れキリシタン」へと思考が跳んだこ
とから、本論文の着想が生まれた。結びの言葉としては、
小岸昭がうまくまとめてくれている――「両者［隠れユダ
ヤ教徒と隠れキリシタン］とも、国民全体を恐怖政治に
よって一つの宗教に一体化しようとした権力者の絶対主義
的な社会構造の『内』に生きながら、『外の思考』を生き
て来たということ、そしてカタストロフィーの状況を、
『隠
れ』のテクニックを駆使しながら人間としてまだ生き続け
てゆくことができるような状況に変えていったということ
である」（『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』、280）。
ユダヤ系アメリカ人作家と、日本人のカトリック作家で
あるから、大きな差異があるのは当然のことである。にも
かかわらず、共通点や、思いもかけない接点をいくつか指
摘することができたのは収穫であった。ソール・ベローの
半自伝的小説を書くという手法と、遠藤周作の歴史を追体
験しながら書くという手法には相通ずるところがある。換
言すると、創作（フィクション）と現実（リアル）が交差
する場が、両作家の文学世界なのである。そして、ふたり
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とも精神世界を大切にする作家であったことが諒解できた。
2015年はソール・ベローの生誕100年の記念すべき
年であった。そして、2016年は『沈黙』の出版50年記
念、および遠藤周作没後20年の年である。シチリア系ア
メリカ人で『タクシードライバー』の監督として有名なマー
ティン・スコセッシ監督の最新映画 Silence （『沈黙――
サイレンス』）が、2016年12月にはアメリカで公開を
待つばかりである（日本では2017年1月公開）。奇しくも、
そのようなときに、この小論をまとめることができて光栄
である。但し、本稿は比較文学的な研究である。佐藤優が
「グローバリゼーションに対する目に見えない抵抗力が日
本でなぜ強いかを知るためにも、本書は必読だ」と書いて
いるように、「グローバル、グローバル」との叫びがあち
こちで上がっている昨今だからこそ、日本にとって現代的
なテーマなのである。
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