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  広隆寺の弥勒菩薩は私のもっとも好きな像のひと

つである。どの方角からみても美しい流れるような

面と線。やさしく浄らかなほほえみ。観るものを包

みこむ大らかさ。底知れぬ静けさ。天的な安らぎ。

永遠の時。かつて弥勒を前にして、至福の観想に私

たちは時を忘れたものだった。あの深い感動に似た

ものといえば、かたちはかなり異るものの、ミケラ

ンジェロの最後の作品「ロンダニーニのピエタ」が

想い出される。 
  数年前、京都に旅した折りに久しぶりに広隆寺を

訪れて、驚き入った。弥勒が見世物になっているの

だ！ 仄暗い御堂で独り静かに対面する、というわけ

にはいかない、チラと見て足早に通り過ぎる観光客

の便を考えてのことだろうか、展示場ともいうべき

殺風景な広い空間に、他の像と並んで立っているの

だ。たしかに弥勒菩薩はおわします。昔と同じあの

弥勒である。繊細なあの手。あの笑顔。しかし、な

んだか面白くないのだ。少しも心が安らがないのだ。 
  弥勒像は本来は信仰の対象であり、礼拝の対象で

あろう。しかし菩薩信仰は持ち合わせない私は、広

隆寺を訪れても一観光客にすぎず、像を拝むのでな

く見物し鑑賞するのだけれど、その鑑賞者である私

にかつて深い感動を与えたと同じ像が、いまは一向

に心に語りかけてこないのだ。なぜか。おそらく、

弥勒を見世物として展示するというその再表現の仕

方に問題があるのだろう。 
  人生はできるだけ軽やかに明るく楽しく生きたい

と思う。しかし、人間は不幸を通してのみ真理に近

づきうる、とまでシモーヌ･ヴェイユはいう。そして、

誰も生老病死の四苦は免れえない。生はつねに死を

孕んでいるのであり、健康は病いを、若さは老いを

宿している。自らの力を恃む強者の隣りには弱者が

在る。そして自らに隣るその弱者は他人事でなく自

分自身の問題なのである。強さは弱さを抱えており、

輝かしい光をのみこむ底なき闇が、ままならぬ悲運

が、煩悩が、別離が、孤独が、絶望が、人生にはあ

る。すべてが虚無なのだ。そのような面に目をつぶ

っていれば現実の半分しか見ていないことになる。 
 
 

 
  ただのきれいごとなら見世物でいい。しかし広隆

寺の弥勒は上っ面だけのきれいごとの美ではない。

それは虚無にのみこまれようとする人間実存の深み

を極め、あらゆる情念から浄化された美であり、だ

からこそ観る者の魂を揺さぶるのだ。それゆえ弥勒

像は魂と魂が応えあうようなかたちで提示され鑑賞

されねばならない。ロンダニーニのピエタも見世物

にされてはいない。スフォルツァ城の奥深い一室に

ひとつだけ静かに立っている。 
 
 「ミサ曲ロ短調」は、人間を凝視し宇宙を見詰めて

おのが人生を深く生きてきたバッハが、「ミサ」とい

う教会の典礼の形を使って築き上げた世界である。

心して聴く魂と響き合う魂のうたであり、ただのき

れいごとではない。それは広隆寺の弥勒同様、見世

物として扱うのでなく、最も深い魂のうたとして歌

われ聴かれるべきものなのではなかろうか。 

弥勒像と｢ロ短調｣ 
                                                                森 井   眞（団友） 
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日本を愛し、バッハを愛し……  
                         大村 恵美子 

   
  ある後援会員の方から、お電話をいただきました。

長年熱心にご支援くださり、バッハを深く愛し、合

唱団主宰者である私を信じ、合唱団の演奏を喜んで

おられる、とても積極的な会員でいらっしゃいます

が、やむにやまれず、私に電話をかけていらしたご

様子です。 
このところ、月報の私(大村）の文章をあれこれ読

むと、何か残念な感じをおぼえる。私たちにとって

根本的に大事な、日本および日本人に対する敬愛が

なく、日本は何でも悪い、という非難に貫かれてい

る。たしかに、ある時期、日本は存亡の危機に立た

されて、無理な戦争を闘い、負けてしまったが、そ

れ以前の長い長い伝統や、教育勅語で奨励され、天

皇も共に歩もうとされた精神性は、高いものだった

のに、戦後、すべては民主主義になって、共産主義

からも影響を受け、日教組による教育で、日本人は

従来の良さをがらりと失ってしまった。これは嘆か

わしい事態ではないのだろうか ―― ということで

す。 
 
 
近代化の代償 

この論議は、いちいち検証すればとても片付かな

い大きな論争となりますが、なるべく簡単に述べま

すと、私は日本を何でも悪いと思っていません。歴

史的にみれば、海に囲まれた美しい土地に、知恵を

生かしてなるべく穏便な生活感覚で存続させてきた、

まれにみる幸せな人々と言えましょう。海外からこ

こを訪れた外国人たちの記録によると、日本人は、

一方では進取の気性に富み、いったん争うときには

激しい攻撃性を発揮するが、外から来た客人をこま

やかに手厚くもてなし、淳朴でやさしい連帯感をも

って穏やかに暮らしている、というふうに印象づけ

られています。 
私も、日清・日露の戦争に至るまでは、日本はそ

のようなあり方で、高い精神性をもち、賢明に近代

化を成し遂げ、アジアでさきがけ的な発展をしてき

たのだと思います。それだけに、ある程度近代化を

成功させたあと、領土拡張的な帝国主義にはしり、

軍部の向こう見ずな勇み足に国を走らせてしまった、

ここに失敗があったのです。 
後援会員の方もおっしゃるように、指導層や軍部

だけが誤って暴走したわけではない、私たち国民も

また、諸国の包囲網に対して、なんとか国を存立さ

せるために、やむをえないという気持ちで、戦争を

主体的に支持したのだ、ということですが、それな

ら尚更のこと、残念ながら日本は官民こぞって滅び

の道を選んだのでした。 
 
 
「八紘一宇」の実態 

ほかに道はなかったのか。これは、歴史を検証す

る場合に、結果をくつがえすことはできないという

意味で、無理な後追いとなるでしょう。しかし、わ

かりやすい話に限っても、先発の帝国主義的な諸国

に追いつこうとして、同じアジアの国々に対し、彼

らと軌を一にした、アジアを踏み台にして自国を発

展させようとする意図には、決定的な無理があった

のです。 
太平洋戦争が始まったとき、私は小学生でした。

心から敬愛する担任の先生も、大東亜共栄圏でみん

な独立し、助け合おうと言われる方が、同時に、「ジ

ャワにはお砂糖もゴムもある、どこどこには何が豊

富にとれる」と、まるで日本がそれらを何でも支配

できるかのように語られました。そんな態度は、そ

のころでは当たり前のようになっていたことを思い

出します。 
そして、私がいちばん残念に思うのは、高い精神

性から発したにせよ、現実は、日本を頼ってきた、

独立をめざすアジア人留学生たち、市民たちを、軽

蔑で遇したことでしょう。解放するといって乗りこ

んでいった国々の住民を、無軌道にこき使い、傷つ

け、殺したことでしょう。これは、一部そういうこ

とがあったかもしれない、というような規模ではな

いのです。また、いろいろ立派な近代的施設をほど

こし、教育をゆきわたらせて民度を上げたなどの恩

義をなんら感謝せず、と考える人も多いが、私たち

の身にひきかえて想像すればすぐわかることです。

支配者が、ありがたく思えといって身分不相応なま

での恩恵を施しても、信じていない神社を拝め、天

皇を拝め、自国語を禁じて、たとえば朝鮮語だけを

話せ、大村恵美子を廃して、金なにがしと名のれ、

などと命じられれば、便利な生活など、むしろ恨み

の対象でしかなくなることは明らかではありません

か。 
 
 
負の過去をただす 

そういう、相手に対する想像力が、決定的に足り

ないのです。戦後のＯＤＡにしても、これだけ他国

の追随を許さない額を提供したのは、そこに償いの

気持ちをこめているのは当然ではないか、と、日本
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側が考えても、その通りには受け取られません。そ

れはある場合には、腐敗した独裁者の政権をうるお

し、民衆の生活を奪うほうに作用することも多かっ

たのです。でなければ、民間の、「日本はＯＤＡを止

めてくれ」という訴えにしばしば打ちあたるのは、

なぜでしょうか。 
それよりも、戦争末期まで、日本人として、戦闘

や生産の苛酷な義務を負わせたアジア人たちを、負

けた途端から外国人扱いとして、いっさいの手当て

を打ちきり、また外国に出向いて、置き去りにされ

た日本人を引き取らずに捨て去ったような、本来の

〈日本人らしからぬ〉非人道を、それは仕方なかっ

た、と経済のせいにして言い逃れたりせず、今から

でもしっかりと決着させ、国の誤った方針を改めさ

せなければならないのです。 
とにかく、日本人はすぐれている、国難にあって

も必ず天佑があり、団結してりっぱなに切り抜けて

きた、という誇りを、他国人の前でもはばからず主

張して、世界の中での高い地位を求めるようなこと

をすれば、これからますます反発を受けるのは必至

でしょう。 
 
 
バッハの音楽を道しるべに 

 「あなたがバッハをそんなにお好きなのは、どうし

てでしょう」と私は、問いかけました。「バッハが、

ドイツ人たる誇りを真っ向から打ち出していたら、

これほど私たちが愛したでしょうか。これからは、

自分の国を愛すれば愛するほど、他国の人々の良さ

もとり入れ、どこのものでも、人間を生かすものな

ら、称讃を惜しまない、ひろい心で生きてゆけば、

戦いを構える動機もなくなって、世界中平和に暮ら

してゆけるのではないでしょうか。」 
 
私の考えを、いくぶんなりともご了解いただけた

でしょうか。私にとっては貴重なお問いかけを、心

から感謝し、これからもご一緒に、地球を美しいも

の、虚偽でない真正なもので充たす仕事を、担って

ゆきたいものとねがっております。 
   
  いまちょうど、福田和也著の『地ひらく 石原莞爾

と昭和の夢』（2001 年 9 月、文藝春秋）という 773

ページもある本を読んでいるところですが、必ずし

も著者の考えが正しいかどうかは、いろいろ考えら

れるにしても、昭和の激動期を生きてきた日本人が、

詳しい場面ごとに生き生きと語られていて、現在に

多くの示唆を与えてくれます。ぜひお読みいただけ

ればと、おすすめいたします。 
 

 
諦念を越えて 

  このあと、後援会員のこの方からは 2 回お手紙を

いただき、私があまり真意を汲んでいないと、お感

じになっているようでした。私たちの合唱団も創立

40 周年、意見の合わない私に対しても、やむにやま

れぬお気持ちからお電話をくださり、お手紙で心情

を吐露してくださる、そのようなやり取りのできる、

開かれた人々の集まりが出来ることを、私はずっと

念願しておりましたので、たいへんありがたく感じ

ました。 
  この方は、「決して外に現わすことなく抑えてい

た……最も触れたくない事柄」を、私にうち明けて

くださったのです。それは、自分も同罪である、敗

戦にまつわる事柄を、こと新しくとりあげて批判し

たり、誇示したりするよりも、なるべくそっとして

おいて、自責の念、申しわけないという思いを宿し

てゆきたいというお考えのようです。この世に、か

つて正義が行なわれた等ということは一度もない、

なにごとも、みな時の流れ………。 
それに反して、私は、ちがった立場をとっていま

す。自分の理想とはちがう方向に社会が動き出すと

き、「それはちがう」と言わないで、自分を時の流れ

にゆだねてきたことが、日本をしばしば危うくした

のだと考えているのです。たいていは、結果として、

自身の主体的な判断など何の役にも立たない、大勢

を変えたり、回避したり、救われたりできないこと

のほうが多いかもしれない、だからといって何も言

動に表わさずに、目前の困難をやりぬけ、失敗した

場合には、犠牲者を心のうちで静かに悼む―、これ

は諦念に徹した大人の態度のようですが、私にはで

きないのです。 
 
 
信じあう心を基底に 

  こういう方々は、ものごとの表面ばかりを追う浮

薄な層に比べて、はるかに心の篤く、繊細な方々で、

私も尊敬したい気持ちもあるのですが、やはりもう

一歩踏み出さないと、「主権在民」の実はいつまでも

あがりません。社会を動かす誰がわるいというので

はない、大きな時の流れというものがあって、それ

には逆らえないのだ、ということになると、自分の

倫理のよって立つところもなく、ただ世を嘆き、世

をはかなみ、それでもこうして生きてこられた自分

を、自責の念とともに、祖先への感謝とともに、謙

虚に処してゆく、という、閉ざされた人生になるの

ではないでしょうか。 
  積極的に、自分を重んじ、同様に他人を重んじ、

道を踏み外しても、踏み外しても、あきらめずにま
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た原点に立ち返ってやり始める、という、お互いの

絆を一途に信じてゆく、そういうあり方を、私はと

りつづけようとしています。きっと、人生そんなも

のじゃない、と危ぶまれる向きも多いでしょう。こ

のたびのお電話、お手紙がその表われと思われて、

私は、その方の善意を、深く感謝しています。そし

て、立場のかみ合わない同士がやりとりを交わした

あとに、やっぱりダメだ、と投げ捨てるのではなく、

やっぱり人間っておもしろいな、と思っていただけ

たらと願うのです。「なんの関わりもない事柄で月

報の読者の皆様のお心をわずらわす」と、私は思い

ません。これは根本的に、文化に、音楽に、バッハ

に、深い関連をもっていることだと信じているので

す。月報は一枚岩であれこれ讃美をくりかえすだけ

のものではないはずなのです。 
                                        〈了〉 
 
 
 
 
 
 
  先日の集会で、思いがけず大村先生にお会いでき、

たいへん光栄に、うれしく思います。 

  昨年12月16日のクリスマス･オラトリオのコンサ

ートのプログラムを、知人より以前いただき、「この

人々の行方は？」と題され、語られていることを読

み、プログラムの 1 ページ目に堂々と平和への焦り

が載せられ熱く伝わってきまして、いつか大村先生

のコンサートに伺いたいと思っておりました。 

  大学生のころ、やはり宗教曲を歌う合唱団に通い、

たいへん充実した時を過ごしました。今は子育て他

で、夜を留守にすることが難しいのですが、いつか

必ず…と思っています。 

  音楽の世界に限らずではありますが、日本の中で

先生のように正面から語る人の少ないなか、私は先

生の「わるがきの弁」のなかの、「私たちはこう言う

べきだろう。「土足で乗りこんで…」」（「月報」3 月

号に挟み込みの「ちぐさ会文集」抜粋）という文に、

たいへん感じるものがありました。憲法の戦争放棄

の条文に、そっくりそのまま先生の文をそえてほし

いと思うほどです。 

  私は、以前より被害国の子としてではない、常に

加害者になりうる者として自分を考えたいという思

いであります。なんだかまた、固い文になってきま

した。 

  どうぞくれぐれもご自愛ください。またお会いで

きればと願っています。 

 

  〈Chamber Music, Anyone？ Ｖｏｌ.5〉  左から、Ｆ･アゴスティーニ（ｖｎ）、 
    野田枝里（ｖｎ）、崔 善愛（ｐｆ）、安藤裕子（va）、三宅 進（ｖｃ）の各氏 

 

 

ご紹介： 

崔 善愛(チェ･ソンエ)さんは、愛知県立芸術大学と

同大学院で学ばれ、金城学院大学講師を勤められた

後、米国インディアナ大学大学院に留学して故ジョ

ルジュ･シュベック氏のもとで研鑚を積まれました。

1998 年より、ご夫君のチェリスト三宅 進氏とともに

室内楽の企画〈Chamber Music, Anyone？〉を主宰

し、毎回好評を博しています。ピアニスト活動の傍

ら、岩波ブックレット『自分の国を問いつづけて』

の出版を機に、人権・平和問題の講演会にも多く招

かれて、積極的に発言をしていらっしゃいます。 
このたび、上掲のお便りに添えて、元イ･ムジチ合

奏団コンサートマスター、Ｆ･アゴスティーニ氏を迎

えての同企画第 5 回目（2001 年 5 月 29 日、王子ホー

ル）のＣＤをお送りくださいました。  
  なお、三宅氏のお母様・三宅文子さんは、元東京

バッハ合唱団の団員として、私たちと一緒に歌って

いらっしゃいました。 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

おたより 

                   崔 善愛（ピアニスト） 

「ミサ曲ロ短調」に総力を 

  来たる 5月 12 日の第 91 回定期演奏会は、東京

バッハ合唱団にとって、創立 25 周年、30 周年以

来、3回目の「ミサ曲ロ短調」公演です。現在、

合唱団の総結集として、例年を上まわる、密度の

濃い練習を重ねています。 

  聴衆の皆様も、お一人でも多くの御友人をおさ

そいくださり、ステージの両側から呼応しあって

すばらしい演奏会を築きあげていただけますよ

う、御来場を心よりお待ち申しあげます。 

 


