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講演タイトル：『三浦綾子の文学』 
主　催：北見文化連盟 　　　講演日　2002年5月28日 
講　演：三浦　光世様（財団法人　三浦綾子記念文学館　理事長） 
三浦綾子記念文学館は 
三浦綾子の文学の仕事をたたえて国の内外に知らせる事を願い、多くの人々の
心と力を合わせてつくられました。 
場所　北海道旭川市神楽見本林　　電話　0166-69-2626 
http://www.eolas.co.jp/hokkaido/hyouten/

　ご当地には北海道新聞社の北見支局のお招きを頂きまして一昨年の４月に、
それから昨年の10月の母親大会にも参りました。本日は市民大学ということで
すが、既に私の講演をお聞き下さった方がおられましたら、同じようなお話に
なるかもしれませんので、予めお断り申し上げます。 

　先ずお礼を申し上げたいと思います。1998年に｢三浦綾子記念文学館｣を旭川
市神楽の外国樹種見本林（1898年、旭川営林局によって造成された）の一角に
建てて頂きました。全国から会員を募集いたしましところ、3,000人もの方が
登録して下さいました。ご当地の皆様にも色々とご協力下さった方がおられる
と思いますが、この機会をかりてお礼を申し上げます。有り難う御座いまし
た。 

　綾子のデビュー作はご存知のように『氷点』です。原作をお読みになった
り、ＴＶドラマ、映画をご覧になった方もおられると思います。1963年の１月
元旦の夕食後、綾子と私は二人で綾子の両親の家に年始の挨拶に参りました。
その時、彼女の母親が朝日新聞を見せ、「秀夫がね、ここを綾ちゃんに見せる
ようにと言って、出かけて行ったわよ」と言うのです。秀夫は綾子の10人兄弟
の末弟です。 

　彼のその一言が綾子の創作活動に入る契機となり、彼女の運命を大きく変え
ることになりました。その記事は、朝日新聞大阪本社85周年（東京本社75周
年）記念一千万円懸賞新聞小説募集の社告です。同紙に１年間連載、400字詰
800枚から1,000枚の原稿を書いて出すようにということでした。応募資格はプ
ロ、アマを問わず、締め切りは同年の12月31日です。当時の一千万円は今なら
一億円にはなりますね。それを言いますと、当時より物価が20倍になっていま
すから二億円くらいでしょうと言われます。大変評判になった懸賞小説の募集
でした。 

　綾子は言われるままに、その記事を読みましたが、「あら、私には無縁のこ
とね。｣と言って笑ったのです。その日は家に帰っていつものように床につきま
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した。翌日、正月２日の朝になり、彼女は私に「光世さん。私夕べ、ひとつの
小説の荒筋が出来たの。書いてもいい？」と言うのです。綾子は街でキャラメ
ルひとつ食べたくなっても、伺いをたてるようないじらしいところがありまし
た。小説を書くというめったにない機会ですから、私に相談したのだと思いま
す。私はその時｢多くの人の、幸せにつながることを書いたらいい。｣と、普段
は中々物事を決められない私が、何故かしら偉そうに、その時は即答しまし
た。しかし、綾子が｢私には無縁のことね。｣と前の晩は笑っていたのに、一千
万円の賞金と聞いて、頭にきたわけでは無いだろうが、不思議だなとは思いま
した。 

　綾子は直ちにどんな人物を出すか、職業はどうするかなど考え、｢辻口啓造｣
という医師、彼の美しい妻｢夏枝｣、彼等の養女｢陽子｣、その他の登場人物を設
定し始めました。舞台となる地は、旭川市神楽町の外国樹種見本林を想定し、
全体の構想を考え始め、文体は小学校５年生なら読める程度の平易なものとし
ました。 

　執筆を開始したのは１月９日です。当時は雑貨屋を開業して１、２年経って
おりました。綾子が書くのは夜です。床の中で腹這いになって、万年筆にイン
クをつけながら書いていたのを覚えております。午後10時、11時くらいから書
き始めて12時、時には午前１時にもなっていたようです。私はその横でぐっす
り眠っておりました。 

　タイトルの『氷点』は私の提案です。当時私は農林事務官として旭川営林局
総務部経理課に勤務しておりました。綾子は先ずラストシーンを考え、ヒロイ
ン｢陽子｣の遺書を書きました。その中に｢私の心は凍えてしまった。｣とのくだ
りがあった。それが頭にあって、１月12日の朝、通勤時のバスを待っている
時、｢氷点下｣という言葉がある、心理描写にも使えるな、『氷点』という題は
どうだろうかと、思い付きました。これを綾子は「あら素敵ね、それにする
わ。」と喜んでくれました。綾子の古い随筆を見てみましたら「さすがは光世
さんね。」と書いてくれています。そんなことで『氷点』という題に決った次
第です。 

　その『氷点』を書いた家はとても寒かった。階下には貯炭式ストーブが部屋
を暖めていたが、二階の寝室には火の気がありません。冬は軒下から冷たい隙
間風が忍び込み、たちまち零下５度にもなり、インクが凍るような家なので
す。凍ったインクをガチガチと万年筆のペン先で突き崩しながら綾子は書いて
いました。寒いのも当たり前かもしれません、私が職場から住宅資金として借
りた、僅か50万円で建てた安普請の家なのです。まさに『氷点』を書くのに相
応しく、すぐに氷点下になる、すこぶる寒い家で作品は生まれたのです。 

　８月頃でしたか、私は「綾子、この小説は入選するぞ」と言いました。実
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は、｢神の御心に叶うものであれば、あの小説が用いられますように。｣と祈っ
ていたのです。その時、「求めたことは、もう叶えられたと思え。」というキ
リストの言葉が脳裡に閃き、｢入選するのではないか。｣と何か確信めいた予感
がありました。こんなことを私が言うものですから、賞金一千万円がちらつ
き、私の方こそ頭にきたのではないかと綾子は心配したようです。 

　『氷点』の原稿は1963年12月30日には脱稿していたでしょうか。それを50
枚宛にとじ、ダンボール箱に丁寧に重ね、ビニール袋に包み小包にしたのが大
晦の午前２時です。少し休んで午前11時頃郵便局の本局に持って行きました。
12月31日のスタンプがあれば有効ということでしたので、窓口の局員に「すみ
ません、スタンプをはっきり押して下さい」とお願いをしました。するとその
局員は「はい、分かりました。２回押しておきましよう」と言ってくれまし
た。遂に矢は放たれたのです。 

　翌年1964年６月19日、朝日新聞紙上に第一次の発表がありました。731編の
応募作から、佳作として選ばれた25編の中に『氷点』と三浦綾子の名前があり
ました。続いて６月30日、第二次の発表12篇があり、『氷点』と綾子の写真が
新聞紙上に載りました。この時点で、彼女を含め何人かの有力入選候補者が絞
られていたとのことです。 

　朝日新聞社は、第二次発表でリストアップされた入選候補者に対し、調べに
歩いていたようです。綾子のところにも来ました。何を調べるかと言います
と、盗作ではないか、適当に他人のものを利用したでっちあげではないか、今
までの文学歴はどうか、どんな文学修行をしたのか、同人誌に入っているかな
どを調べるのです。雑談の中で、綾子はそれとなく尋ねられたようです。その
時、私は職場に行っていておりませんでした。 

　この時の担当者は、朝日新聞東京本社学芸部の｢門馬義久｣というデスクでし
た。綾子は女学校時代から沢山の本を読んだ文学少女でしたが、申し上げるほ
どの文学歴は無いのです。小学校５年生の時、大学ノート１冊に『ほととぎす
鳴く頃』という時代物の恋愛小説を書いたというし、女学校時代は作文好き
だったそうですが、それは文学歴には入りません。『氷点』を書く２年前に｢主
婦の友｣誌が公募した｢婦人の書いた実話｣で『太陽は再び没せず』と題する50
枚の手記（のちに、自伝『道ありき』の土台になった）に応募し、入選いたし
ておりました。これは評価のポイントになったようです。門馬デスクは、間違
いなく本人が書いたものだ、今後も期待出来るだろう、作品も良いと見てくれ
ました。 

　しかしここで『氷点』のテーマに問題がありました。旧約聖書の創世期によ
ると、神は最初の人間アダムと彼の妻イブに、｢園にあるすべての木の実を取っ
て食べても構わないが、善意を知る木からは、取って食べてはいけない。｣と厳
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しく命じます。アダムが居ない時に、邪悪な蛇がイブに近寄り、「あの木の実
は美味しそうだね。」と唆します。蛇は｢私は食べなさいとは言っておりませ
ん。｣と、後で言い訳が出来るよう、巧妙な言い方をします。イブは「これを食
べたらきっと死ぬ。」とこたえます。蛇は「そんなことはない、この木の実を
食べたら目が開けて、神のように善悪を知る者となることを、神はご承知なの
です。」と言います。蛇の言葉に、イブは乗せられ、禁断の木の実をひとつ食
べてしまうのです。そしてアダムにも食べさせました。これは許すことの出来
ない、神への背信行為です。人間の祖先アダムとイブが神の命に背いて禁断の
木の実を食べた結果、我々がみな生まれながら罪を負うことになりました。す
なわち罪の元である｢原罪｣です。これが『氷点』のテーマであり、旧約聖書の
思想なのです。 

　｢主人持ちの文学｣とか｢護教文学｣とかいう言葉があります。文学作品の中
に、自分の思想とか信条を入れる文学ですが、それは文学として正道ではない
と嫌う人がおります。そういう考え方を、もし門馬デスクが、持っていて、｢ま
ずいですな。｣と言えば『氷点』は駄目だったのです。意外なことに、門馬氏は
神学校出身者でした。当時、彼は朝日新聞社に勤めるかたわら、日曜日には鎌
倉山教会というところで、牧師として奉仕もされておりました。門馬氏が牧師
であったせいか、｢アダムとイブの楽園追放｣の話は誰でも知っているので、
『氷点』は問題無いと判断して下さいました。もし担当者が別の人であった
ら、否定的な判断が下されたかもしれません。 

　1964年７月10日『氷点』が最終的に一位入選ということになり、賞金一千
万円を頂きました。しかし国税地方税込みです。皆さん、税金はいくらだと思
いますか。最近小学校５、６年生向けの講演の中でこのことを申しましたら、
ある小学生は50万円と言いました。50万円なら良いのですが、税金は450万円
でした。 

　ある講演に招かれまして、某教会の牧師さんと昼食を共にした時に、「先
生、あの一千万円には実は国税に地方税も加算され450万円の税金がかかりま
した」と申し上げました。するとその牧師さんは｢うーん｣と唸り、「450万円
ですか。それは酷税ですなあ。」と申されるのです。とてもジョークのお上手
な先生でした。本当に酷税、重い税だったと思います。しかし差し引き550万
円でもかなり大きい。危ないなと思いました。これを利殖にまわし、どんどん
増やし、金の延べ棒でも買って、密かに悦に入ることも可能だったかもしれま
せん。しかしこの賞金を元に金儲けの道に走っていたら、その後の綾子と私の
人生は別のものになっていたと思います。 

　聖書には、｢金銭を愛することは、すべての悪の根である。｣と書いてありま
す。私と綾子は、「金銭欲は諸悪の根源」であると、戒めあいました。差し引
き550万円、これでも大きな金です。下手をすれば人生を誤ると思いました。
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私は綾子に｢お前の13年間に及ぶ結核療養生活の間にお父さんは多額の借金を
背負ったと聞いている。先ずその返済を考えたらどうか。｣そして｢お前を暖か
く見守ってくれた、教会や信仰の友の援助も忘れてはいけない。｣と言いまし
た。特に札幌北一条教会長老の｢西村久蔵氏｣（札幌西村洋菓子店創業者）は、
「私を親戚だと思い、甘えなさい。」とまで言って下さって、生への希望を失
いかけていた綾子を励まし、立ち直らせてくれたのです。｢神から与えられたと
しか言いようのないお金なのだから、この550万円は自分たちにではなく、今
まで支えてくれた皆様のご厚意へのお返しに、幾分でも充て、人のために有効
に使ったらどうか。｣と私の考えを伝えました。 

　綾子は承知しましたが、ひとつだけ注文をつけました。「はい、分かりまし
た。でも私、せめてテレビ１台は欲しいの。」と言うのです。テレビも無かっ
たのです。それに対して私はいきなり「そんなものは買わなくていい。」と許
さなかった。何故そんなことを言ったのか、横暴な亭主であったと思います。
彼女はここで文句をつけても良かったのですね。「冗談ではないわよ、テレビ
１台くらいどうだというの。私が苦心したのだから、各部屋に買うわ。」と
言っても当然です。しかし綾子はそんなせりふを吐かなかった。それほど私に
従順につき従っていました。 

　その後もテレビを買いませんでした。10年経った時に私たちが所属している
旭川六条教会の会堂が新しくなりましたので、それを記念して、やっとテレビ
を買いました。皆さん恩赦という制度をご存知ですね。国家的に何か慶びごと
があれば、刑務所に10年入っている受刑者が７年とか８年ぐらいで出られると
いうものです。綾子は旭川六条教会が建ったお陰だと喜び「わあ、嬉しいわ。
恩赦ね。」と言いました。一言多いといえばそんなところでした。 

　懸賞小説は新聞連載向けとして、一日分３枚半ということになっていました
が、『氷点』入選後、３枚半を３枚強にして、一年分全部を書き直してくれな
いかと言われ、綾子は快く引き受けました。これも一位入選に繋がったかと思
います。｢1,000枚もの小説を、全篇書き直すことは出来ません。｣と断った入
選候補者もおられたと聞いております。実のところ、字数は増やすよりも、減
らすほうが難しいのです。ともあれ1964年12月９日から（翌年の11月14日ま
で）『氷点』の連載が始まったのです。 

　私は綾子の小説の場面について２回ほど注文をつけています。ひとつは『氷
点』に、懸賞小説の時には無かった、1954年９月26日に北海道を襲った台風
15号（通称洞爺丸台風）により、七重浜で座礁転覆した青函連絡船の｢洞爺丸
遭難事件｣を組み込むことです。それは客船洞爺丸および貨物船４隻の遭難で、
死者1,129名だったと異論もありますが、合計1,420人もの犠牲者を出した悲劇
です。この事件は1912年北大西洋で氷山と激突沈没し、1,490人の犠牲者を出

http://www.chinoichiba.com/datas2/eturan.cg...0&img4=0&img5=0&img6=0&img7=0&img8=0&img9=0 (5/15)2006/01/14 1:21:03



"Select Menu"

したタイタニック号に次ぐ海難事故でした。 

　書き直しながら、３ヶ月ほど経った頃でしょうか、私はふと、洞爺丸の遭難
事件をこの小説の中に入れたらどうかなと思い綾子に話しました。この船には
アメリカから来ていた二人の宣教師が乗っており、二人とも自分の救命胴衣を
日本人に譲って亡くなっていったのです。小説の本筋では無いが、その場面を
登場人物に垣間見させたらどうかと思ったのです。綾子はそれを受け入れまし
た。二人の宣教師はディーン・リーパーとアルフレッド・ストーンというお名
前でしたが、『氷点』では名前を出さず一人のアメリカ人宣教師として登場し
ます。 

　ディーン・リーパー宣教師のお嬢さんがアメリカから私たちの家に訪ねてこ
られたことがあります。「父は洞爺丸遭難の時、救命胴衣を人にあげて自分は
死んでしまいました。私は幼い時に父がいないことで本当に苦労しました。神
を恨み、父を恨みましたが、今は違います。父は神に用いられ、素晴らしい死
に方をしたのです。今は神にも感謝しております。」と彼女は言いました。彼
女の言葉を聞いて、洞爺丸遭難を作品に入れて本当に良かったと思いました。 

　私たちは｢松本清張先生｣に15年くらい前にお会いしたことがあります。その
時に「貴方たちは、小説の筋について相談されることがありますか。」と聞か
れました。私は｢いいえ、洞爺丸の遭難事件を『氷点』に入れる相談をした以外
はありません。｣と答えました。私にはとてもそんな能力はありません。綾子が
一人で考え、私はせいぜいそれを口述筆記で助けただけでした。 

　『氷点』を書いてから２年ほど経って、『塩狩峠』を｢信徒の友｣誌に連載し
ている時、取材旅行で小樽に行きました。綾子は体調がすぐれず「今日は肩が
凝っていて辛いから、私の言う通りに文章を書いて、ちょっと原稿用紙を埋め
てみてくれないかしら。」と頼むのです。私は小樽のホテルで一字一句違えな
いように原稿用紙に書きました。はじめは点、丸も言っており、私は言われた
通りに書いていました。それが綾子には大変楽だったようで、それからほとん
ど口述で小説を書き続けていきました。 

　口述者というのは英語ではデイクテイターと言います。これには独裁者とい
う意味合いもあるようです。この言葉通り、こと口述につきましては、私は一
切綾子に文句を言わず、ひたすら従っていました。だんだん上手になり慣れて
きて、早く書いたほうが良いということが分かりました。聞き返しては彼女の
リズムを崩します。それで私は、早く書くように努力しました。綾子が２行の
センテンスを言うとしますと、筆記が１行くらいのところで「はい」と言い、
次のセンテンスを言わせるようにしました。２行目のセンテンスを書きなが
ら、新しいセンテンスを耳に入れる方法です。それをどんどん繰り返し、間断
なく彼女の言葉を引き出すよう努力しました。一種の合いの手です。気脈が通
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じ合わなくては出来ません。松本清張先生から「そうですか。それは簡単に出
来ることではありません。ひとつの特技ですよ。」とおっしゃって頂いて嬉し
く思いました。 

　もうひとつの注文は、綾子の最後の小説になった『銃口』です。小学館の｢本
の窓｣誌編集部眞杉章氏から｢昭和を背景に神と人間を書いて欲しい｣とのテーマ
を示され、戦時に重点を置き、昭和の終わりまでを描いた作品にしました。 
連載を続け、あと150枚か200枚ほどで書き上げようと綾子は考えておりまし
た。登場人物達は未だ満州（中国の東北地方）におります。彼等をいかにして
満州から脱出させるかが難問でした。私は綾子の体調が良くないことも考え、
彼女に主役を満州から早く引き上げさせてくれないかと頼みました。私も疲れ
ていたのでしょうね。それで構想を若干変えて、鮮満国境から、５日で主役が
汽車で旭川に帰ることにしました。終戦当時でも、一週間もかければ何とか帰
れるのではないかと、私が言ったのです。この部分を30枚くらいに纏めて小学
館に送り、やれやれと思いました。それ迄、小学館側では、｢すばらしい発想、
すばらしい展開、すばらしい文章だ。｣と毎回誉めてくれています。私は、「あ
あ、文芸出版社の編集担当者というのは、こうやって作家をおだてあげて、書
かせるものなのか。」と失礼ながら思っておりました。この『銃口』の終りに
近い場面も、きっと喜んで貰えるだろうと思いました。 

　２、３日後、眞杉章氏から電話がかかってきました。彼は「1945年８月15
日、日本敗戦の日、鮮満国境には汽車が走っておりませんでした。」と言うの
です。それがいけなかったかなと思いました。「いや、実際に走っていなくて
も、フィクションですから、構いません。しかし、まだまだ、この小説には、
書いて貰わなければならないことが、沢山あると思います。こちらから送った
資料からも、あなたのほうの資料から言っても、このまま終わらせるのはいか
にも惜しい、考え直してくれないか。」と言うのです。うーん、と考え込みま
した。致し方ないので、綾子に自分の責任は全く無いかのような顔をして眞杉
氏の言を伝えました。彼女は「だから横からそんなこと、いらないことを言わ
なくていいのに。」というような愚痴は言いませんでした。彼女はよなべして
資料を当たり、三日目には書き直し原稿を送りました。 

　敗戦当日の大混乱の中、汽車は走れる状況ではなかったのです。フィクショ
ンでも事実を極端に曲げて、その汽車を走らせるわけにはいきません。あらた
めて満州からの脱出方法を綾子は何とか考え出しました。そうやって出来たの
が『銃口』です。その場面では、ああそんな苦心をしたのかということで、お
読み頂けたら幸いです。 

　私が綾子に勧めて書かせた小説が２編あります。ひとつは『泥流地帯』とい
う小説です。人生には、突然降りかかって来る不可解な苦難があります。旧約
聖書詩編第34に「正しい者には災いが多い。」とあります。これをどう見るべ
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きか、「人生の試練と生き方を問い掛ける、永遠のテーマ」だと私は思いまし
た。時々、新聞などには霊感商法の記事が出ています。先祖が苦しんでいるか
ら、供養のためと言って、１万円かそこらの壷を20万円で売りつけている。そ
れを買っても暫くすると先祖が未だ苦しんでいるからと、また10万円出しなさ
いという商法があると聞いております。「因果応報」という言葉は、悪いこと
をしたら悪い結果が出るという意味です。暴飲暴食や不節制で健康を損ね、自
ら苦しみを招くことはある。しかし、聖書は人間の苦難を即、罪の結果とはし
ていません。現実を見ても、そう簡単に割り切れるものではないでしよう。 

　1926年５月24日、十勝岳が大爆発しました。大量の泥流（山津波）が発生
し、それが急斜面を落下し積雪、表土、樹木、岩石などを飲み込み勢力を増し
ます。加速度をつけた泥流は、15メーターを越える泥壁となり、一気に山麓の
農村、上富良野を襲い、一瞬にして家、田畑、橋梁、鉄道と何もかも押し流
し、144人もの尊い命が失われた事件がありました。最も被害がひどかったの
が泥流の直撃を受けた｢三重団体｣といわれていた村落の人達です。三重県から
入植して、生活態度は村人の中で最も真面目そのもので、営々と30年もの年月
をかけ開拓に励んできました。その勤勉な方たちが一番悲惨な目にあったと記
録にあります。 

　旧約聖書の『ヨブ記』は、神の目から見ても完璧に正しく、賞賛に値するヨ
ブという男が悲惨な体験をする物語です。サタンの企みにより、ヨブは突然侵
入した来た他民族に財産である家畜を略奪されるばかりでなく、彼の子供たち
も天災で非業な死をとげます。一瞬にして、持てるもの、愛するものすべてを
失うのです。そればかりではなく、彼は悪性の病気に冒され塗炭の苦しみを味
わいます。災難が連続して降りかかりますが、彼は神への敬愛は捨てませんで
した。神は最後に彼を救済し、｢すべてが神の試みの中にあった｣ことをヨブは
知るに至ります。しかし、ヨブ記を読んでも、「神が苦難を恵みとして与え
る。」という論理は、それは何故かの問いが先に立ち、中々理解出来ないでし
よう。 

　「因果応報」の思想は古今東西にあります。しかし世の中、それだけで律し
きれるほど単純では無いようです。キリストの弟子たちも、その考え方を持っ
ていたことが新約聖書のヨハネによる福音書第９章にあります。ある時、キリ
ストの後ろに弟子たちがついていきました。道端に盲人がおります。当時のイ
スラエルでは、盲人は道端で物乞いをさせられておりました。その盲人を見た
弟子たちが、「ラビ（先生）、この人は親の罪で盲人になったのですか、それ
とも本人の罪なのですか。」と尋ねたことが書いてある。キリストの答えはこ
うでした。「親の罪でもない、本人の罪でもない。ただ神の御業が、彼の上に
現れるためである。」と言われ、キリストはその盲人の目を癒したとありま
す。 
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　この話は、綾子にとって13年間の療養中に希望になり、慰めになりました。
彼女は肺結核と脊椎カリエスを患い、７年間はギブスベッドに釘づけでした。
そのうちの４年間は寝返りひとつ出来る状態ではありませんでした。自分から
は何も出来ず、じっと耐えていなければならないのです。「綾子さんは随分長
いわね。何か悪いことの結果ではないか、何かの祟りね。」などと、心無い世
間の風評も恐らく耳に入っていたでしよう。それだけに、キリストのこの言葉
は、大きな救いであり希望になったのです。 

　ともあれ、人生の苦難を、どう受け止めていけばよいか、それを彼女に書い
て欲しいと言ったのが『泥流地帯』なのです。綾子は「いや、私にはとても書
けない。テーマが難し過ぎる。農業の経験も無いから。」とこの時は躊躇しま
した。でも、『氷点』で作家のスタートを切ってから、体験の無いことばかり
書いてきたのです。様々な職種、境遇の人々、犯罪者も描いてきたので、これ
は答えにならないなと思いました。私はひたすら書いてくれないかと、繰り返
し勧めておりました。その内に、北海道新聞の日曜版の小説を求められること
になったのです。綾子は「ああ、あの山津波を書くわ。」と言い、そして題名
を『泥流地帯』としました。前編が非常に好評で、後に、その続編も書きまし
た。この作品で登場する家族をどうするかということになって、彼女は私の生
い立ちを参考にしました。 

　私の父は、20歳の時に福島県から来道し、網走管内の滝上村（たきのうえむ
ら、現在は町）に開拓農民として入植しました。原始林の大木を、鋸と斧で伐
倒すると、空が広がる。その度に歓声をあげながら、次の大木に立ち向かって
土地を開拓したそうです。父はそうやって三戸分（約15ヘクタールの面積。一
戸分は約５ヘクタール）の農地を拓き、自分の両親一家、妻の両親一家を呼び
寄せて入植させました。何年か農業をしておりましたが、割り当てられた土地
が石地であったり、傾斜が多かったり、奥地であったりと恵まれず、農業だけ
では生活出来ません。そこで、その土地を親たちにまかせ、東京へ出たので
す。最初は専売公社に勤めたが月給が安いので、市電の運転手になったと聞き
ました。 

　私は1924年４月４日、東京目黒不動界隈に生まれました。すぐ１、２軒隣に
｢赤い靴｣、｢七つの子｣などの童謡を作った著名な作曲家、本居長世が住んでい
たそうです。父は慣れぬ東京暮らしと無理な仕事が祟ったのか体調を崩し、
1927年に肺結核と診断されました。私も父から結核菌をうつされました。幼児
感染です。これが原因で、後年私は腎臓結核を発症し右腎臓を摘出することに
なります。 

　当時の肺結核は特効薬も無く、死刑の宣告をうけたようなものです。未だ32
歳の父には、やりばの無い苦悩があったと思います。人生とはいったい何なの
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かと悩み、キリスト教に救いを求めたようです。考えた末、父は自分の両親、
妻の両親のいる滝上に帰る決心をして、その年の８月に東京を引き払いまし
た。 

　滝上には、キリスト教信者で開拓地に派遣された開拓医がいて、その方にも
色々なことを教えられたようです。父は体調の良い時は絵を描いて静かに過ご
しておりましたが、病気の進行が意外に早く何回も喀血したらしく、1927年
11月28日、両親の住む滝上に戻って三月も経たずして、未だ30歳にもならな
い母と３人の幼児を残し、32歳の若さで帰らぬ人になりました。私が３歳の時
です。 

　近所の人たちが集まって来て棺桶を作ってくれました。座棺（遺体を坐らせ
て入れるる棺）です。とても大きく感じました。母にねだって見せてもらおう
としました。母は悲しかったと思いますが、私を抱き上げ棺桶の蓋を取り、父
の死顔を見せてくれました。子供心にも安らかな父の表情を、今でもありあり
と思い出すのです。 

　母はその後１年ほど幼い子供３人を抱え、畑仕事をしておりましたが、女手
一つで農業を営み、幼い子供を育てるのは無理でした。そんなことで、髪結い
になろうと、私を母方の祖父母｢宍戸｣の家へ、兄と妹を父方の祖父母｢三浦｣へ
預け、札幌へ出ました。その後、母は小樽、帯広、それからさらには大阪まで
行きましたが、髪結いのほうはものになりませんでした。母によると、努力は
したが、その道はいつも閉ざされていたと言うのです。各地を転々としました
が、この間、母は牧師の家族の介護とか、外国から来た女性宣教師のお手伝い
をしたりで、行く先々のキリスト教会に導かれ、信仰を深めたわけですが、経
済的には得るところはありませんでした。 

　結局私は、10年ほど母方の祖父母の世話になりました。小学校６年生の時
に、担任の先生が、｢光世君を中学にやってくれませんか。｣と祖父のところへ
相談に来ました。私が少しばかり成績が良かったからです。祖父は｢とても出来
ないことだ。｣と言いました。畳１枚無い貧しい家です。寝室にゴザを敷いて、
冬は切炬燵に家族一同足を伸ばして寝ている状態です。米のご飯は正月か盆、
お祭りなど特別の日だけで、普段は申し訳程度にぱらぱらと麦の上に米が乗っ
ているだけです。当時の開拓農民の暮らしはそんなものでした。私は今でも米
のご飯を残して捨てるなんて、とても耐えられません。必ず大事に食べ、捨て
ないようにします。 

　そのような境遇でしたので、中学（旧制）への進学は無理でした。中学に行
くとなれば、滝上から名寄とか北見に行って、寄宿舎にも入らなければならな
いし、５年間の授業料、寄宿舎経費も必要です。そんな余裕はとてもありませ
ん。それでも、祖父は高等科に進ませてくれたので、私は小学校の尋常科と高
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等科とあわせて８年間の教育を受けられたわけです。 

　滝上からは、作家の小桧山博氏、児童文学者の加藤多一氏、そして吉井洋子
氏などが文学関係で出ておられます。私は滝上育ちですが、残念ながら東京生
まれです。それでもいつの間にか、本を７、８冊ほど出してもらいました。 

　祖父は私が高等科１年生の二学期に亡くなり、私は小頓別（しょうとんべ
つ）という町にいた母に引き取られました。その頃、母は兄と住むようになっ
ておりました。妹も少し後で加わりました。兄は小学校を出たのち、家族のた
めに、造材作業、運送作業、流送作業など、少しでも稼ぎの良い仕事を求め、
出稼ぎであちこち転々としていました。兄は私を教師にしたいと思い、何とか
して師範学校（もと、小学校教員を養成した学校）に行かせようとしました。
しかし彼は徴兵されて、それは叶いませんでした。ともあれ小学校高等科を卒
業した私は、兄の世話で1940年、中頓別営林区署の伐木事務所に勤めはじめま
した。 

　兄は絵も書道も文章も、すべてにおいて私より優れておりました。器用な人
で古鑢の先を斜めに切り落とし、火に入れて鍛え、研ぎあげ小刀を作ったり、
印鑑を堅い木の枝を伐ってきて彫ったりしました。音感も実に良かった。私は
リズムが下手でして、小学校の高等科、今でいうと中学校１、２年生当時「麦
と兵隊」という軍歌を適当に唄っていると、「その歌は兵隊の歩調に合わせ、
行軍の時に唄う歌なのだ。お前の唄い方は駄目だぞ。」と言って｢徐州、徐州と
人馬は進む・・・｣と唄ってくれました。綾子は私の生い立ちや、エピソードも
取り入れて、｢拓一、耕作｣という主人公の兄弟に、祖父がいること、父親が森
林伐採作業中に事故死したことなどを設定して『泥流地帯』を書いたのです。 

　1992年に出版した『母』も私の大好きな作品です。『母』は、プロレタリア
文学作家、小林多喜二の母、せきさんの話です。多喜二は1933年２月20日、
特高警察に逮捕され、その日のうちに拷問で亡くなりました、29才でした。丸
太ん棒のように足が腫れ上がっていたそうです。千枚通しで、めったやたらに
刺されたのではないかと言われています。せきさんは、我が子が特高に逮捕さ
れ、その日の内に、裁判にもかけられないで、惨たらしく殺されてしまった、
辛い思いを生涯消すことが出来なかったと私は思いました。その思いを綾子に
小説に書いてくれと頼んだのです。ところがこの時も『泥流地帯』以上に躊
躇っていました。彼女は「私は小林多喜二をよく知らないし、共産主義にもう
とい。勉強したくても、時間も体力も無いわ。」と言いました。 

　私も綾子同様、共産主義は分かりません。せいぜい共産党宣言の中にある、
｢働かざるもの食うべからず｣という言葉、これは聖書の中にあることを知って
いる程度でした。東京大学の学長であった矢内原忠雄氏の著作｢共産主義とキリ
スト教｣という本を読んだことがあります。その中に、｢共産主義で『唯物論』
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という言葉があるけれど、ただ物をさしているのではなく、哲学的に深い意味
合いをこめており、事物の本質を言っているのだ。｣ということが書いてあり、
なるほどと思ったことがありました。 

　旭川に五十嵐久弥という人がいました。この人は農民運動の指導者で共産主
義者でした。戦前、危険人物と見做され、天皇陛下の行幸があるから、乱暴を
しないようにとか、大した理由もなく何度も拘束され、留置所に入れられたそ
うです。戦時中には、治安維持法（共産主義活動の抑圧を目的とした法律）に
違反したと、４年間も投獄もされました。投獄された中には、1952年に綾子に
洗礼を授けた札幌北一条教会の小野村林蔵という牧師もいました。小野村牧師
は平和を唱えただけで、反戦的言辞ありとして投獄されたのです。共産主義者
とか平和主義者は、国家体制に逆らう危険思想の持ち主と見做され、弾圧され
た暗い時代でした。五十嵐久弥氏は、私たちの家に来て下さった時｢共産主義は
キリスト教を母体に育ってきた思想なのだ。｣とお話されるので、関心を持ちま
したが、私はむしろ彼が拷問を受けても、信念を曲げなかったことに感服しま
した。 

　でもその程度の資料で、綾子に｢大丈夫だ、書けるよ。｣と請け合うわけには
いきません。私はせきさんが、｢この世を白か黒かはっきりつけて下さる、全能
の神がおられるのかどうか。｣ということを、知りたかったのではないかと思
い、そのことを綾子に言いました。彼女は最初、｢共産主義者の母親ということ
だけで、書くのは難しい。｣と、乗り気ではありませんでしたが、私が｢多喜二
の母は受洗した人だそうだね。｣と言うと、実は洗礼は受けていなかったが｢同
じ信仰を持つ者として、生きる視点が同じである筈だから、何とか書けるかも
しれない。｣と言って、遂に承知しました。 

　私は綾子と大きな机に向かいながら口述筆記をしていました。彼女のいる側
に多喜二の写真を置きイメージを膨らませ、書かせようとしました。でもなか
なか筆を取りません。結局、綾子は、『母』の文体を語り口にすることを思い
付きました。87歳のせきさんが、自分の思いを人に語り掛けるようにしたので
す。言葉は秋田出身で小樽に住んでいた綾子の祖母を参考にしました。この発
想は良かったと思います。 

　東京に取材に出かけた時に、多喜二の弟の三吾さんから、小林家の雰囲気が
非常に明るかったことを伺い、救われた思いがしました。多喜二のお姉さん
は、既に亡くなられていましたが、キリスト信者でした。このことも私が何と
か綾子に書かせたいと思った原因のひとつです。 

　『母』は私が綾子に書いてくれと言い出してから、書き終るまでに１0年も
かかりました。彼女の作品の中では一番短く、３時間あれば読めます。私は殊
更に共産主義を広めようという意図で書かせたのではありませんが、貧しい人
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を助けようとする聖書の思想はいつも頭から離れませんでした。 

　完成して３ヶ月後、これだけは贈呈しないでおこうとを思っていた『母』を
私は四国の伊藤栄一牧師に送りました。私の知る伊藤先生の思想信条から考え
て｢こういうものを書いてはいけない、小林多喜二は共産主義者、即ち無神論者
ではないか。｣と言われると思っていましたが、先生は、すべてのことを読み
とって下さいました。｢本来すべての人間は、全能の神を仰ぐべきものであ
る。｣という考えで書いたのだなということをすぐに分かって頂き、何十冊も
買って下さいました。 

　せきさんは漢字が読めなかったそうですが、好きな賛美歌である｢山路越え
て｣を平仮名で書いた紙を壁に貼り、喜んで歌っておられたと聞き、そういう場
面も書き入れました。口述筆記したものを修正し、推敲するときは、私が毎回
朗読し、修正して欲しい箇所があれば綾子がその都度言います。朗読はせきさ
んになった積もりで秋田弁の語調でやっていました。 

　多喜二の死後、多喜二に理解のある、小樽シオン教会の牧師近藤治義先生が
せきさんを時折訪ねて来ていました。せきさんが、近藤牧師の暖かい人柄に触
れ、心の平安を取り戻し、キリスト教で自分の葬儀をしてもらうまでの軌跡を
綾子なりに描き、『母』という作品が出来ました。ある読者からは「嗚咽して
読みました。」と言う手紙がきました。｢感動した、励まされた。｣と書かれた
読者のお手紙もたくさん頂戴しました。 

　『塩狩峠』についてお話します。これだけは特にお話したいのです。 
『塩狩峠』は『氷点』以上に読まれています。文庫本と単行本を合わせて今ま
でに320万部です。『氷点』は300万部ちょっとです。主人公は国鉄職員、長
野政雄氏（小説の中では永野信夫）です。長野さんは旭川六条教会の大先輩
で、まだ30歳そこそこの青年でした。1909年の２月28日、名寄から旭川へ行
く列車が塩狩峠の上り勾配を進行中、最後尾の客車が、連結器の故障で突然離
脱して逆走する事件がありました。たまたまその客車に乗り合わせていた長野
さんは、だんだん加速度がつく客車のデッキで、一生懸命ハンドブレーキで止
めようとするけれども、止まるまでには至りません。行く手には急勾配のカー
ブが迫っており、脱線転覆は免れない状況でした。もう自分が犠牲になって止
めるしか方法がないと、この青年はレール上に身を投げ出して客車を止め、乗
客の命を救ったのです。長野さんは本当に立派な人物で、「どうか私の死に
よって、全能者を、愛なる神をどうか称えてほしい。」という意味のことを毎
年元旦ごとに遺言として書きかえていたというのです。事故か、天災かで自分
に突然の死が訪れることへの予感があったのでしようか。 

　これを書こうとした切っ掛けをお話しましよう。それは1964年、『氷点』が
入選する年の６月の初め旭川六条教会での自由懇談の会がありました。日曜日
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の礼拝に行き、その午後、常盤公園で何分団かに分かれて話し合いをしまし
た。私と綾子は違う分団でしたので、終わりましてから私は綾子に「お前の分
団は良い話し合いが出来たか。」と聞きました。すると綾子は「一人、お年の
方が自分だけ長々と話されるので、他の皆さんにも発言の機会をあげようと、
割り振るのに苦労した。」と言いました。そういうこともあるだろうなと思い
ました。 

　その日から、２週間たった頃、牧師が彼女に「三浦さん、藤原栄吉さんから
手紙が来ています。読んでみて下さい。」と言いました。手紙には「この間の
研修会は誠に不愉快でした。あの三浦綾子というのは何者ですか。ああいう婦
人との同席は今後ご免蒙りたい。」という激しい言葉がありました。藤原栄吉
さんというのはその時の年配の方でした。綾子はそこで反論は出来たかもしれ
ないのですが「まあ大変。どんなに不愉快な思いをさせたのか分かりません。
先生、お詫びに行くのに一緒にいらして下さい。」と牧師と共にお詫びに参り
ました。藤原さんは中々家へ上げてくれません。どうにか上げて頂き、畳のう
えでも綾子は何回もお詫びをしました。 

　その内に、ふと藤原さんの机の上に原稿用紙があるのに気づき、綾子は「藤
原さん、何かお書きになっているのですか。」と聞いたそうです。その一言が
藤原さんの顔を輝かせました。それは藤原さんの信仰の手記でした。その中
に、塩狩峠で殉職した、藤原さんの上司であった、長野政雄さんの生涯につい
て書かれたものがあったのです。それを聞いた綾子は深く感動し、数ヶ月後に
自分も書いてみたいと申し出て、お許しを得ました。藤原さんは綾子を理解
し、心を開いて下さったのです。彼女が藤原さんの心を和めなかったら『塩狩
峠』は出来なかったでしよう。 

　そんなことで３編の作品の土台は、すべて聖書からきております。聖書は永
遠のベストセラーです。誰でも、どの様に読んでも構いません。ある仏教大学
の学長さんは禅の僧侶です。その方の講演会を聞いて、綾子と私は感動しまし
た。大変意外だったのですが、その先生は家で聖書を愛読されているらしく、
講演会の中で随所に聖書の言葉が登場するのです。 

　文学は人を生かすためのものであると言われています。人を生かすというこ
とであれば、聖書は世界最大の文学だといわれるのはもっともと思います。考
えて下さい、皆さんは貴重な命を授けられ、それぞれ貴重な人生を歩んでいる
のです。それは驚くべきものではありませんか。何もなかった存在から、私た
ちは命を与えて頂き、この世に生をうけたのです。 

　綾子は人間に与えられた、この人生というものを、人々が本当に大事に、幸
せに生きて頂きたいと、自分の作品に祈りを込めました。このことを申し上
げ、皆さまの今後の日々が幸せでありますようお祈りしまして、私の講演を終
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わります。ご清聴有り難う御座いました。 
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