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初めに

渋沢栄一（1840～1931）は，日本資本主義の

父とも呼ばれるように，実業家として知られて

いるが，社会事業家として数多くの社会福祉事

業にも携わっていた。渋沢は，1873（明治６）

年に，明治政府の官職を辞してからは，実業家

としての活動と併せて常に何かしらの社会福祉

事業に関わっていた（1）。渋沢は近代日本におけ

る社会福祉事業の萌芽の時期に立ちあい，公益

の観点から社会事業への援助を継続して行って

いた。彼が亡くなる１年前の1930（昭和５）年

11月には，生活困窮者や障害者への支援を目的

とした救護法の成立の為に，政府への陳情を救

護法実施促進期成同盟会委員から依頼され，病

身を顧みずに当時の内務大臣である安達謙蔵

（1864～1948）を訪ね陳情を行うなど，最晩年

に至っても社会事業に対する強い意欲を持ち続

けていた。

渋沢が関係した社会福祉事業，社会福祉事業

団体は，東京市養育院（現東京都健康長寿医療

センター），中央慈善協会（現全国社会福祉協

議会）が挙げられ，他にもハンセン病対策事業，

関東大震災などの震災における被災者救済事業

や義援金の募集に関わっていた。

渋沢は自身が先頭に立って社会福祉事業を行

うこともあったが，他の団体から要請を受けて

の協力，特に財界からの寄付金募集の取りまと

めを行うことも多かった。このような協力を渋

沢から得た団体の一つが救世軍である。そして

渋沢が救世軍に対して特に手厚く協力した理由

について，杉山博昭は，『「地方」の実践からみ

た日本キリスト教社会福祉―近代から戦後ま

で―』において，渋沢と救世軍軍人（2）山室軍平

（1872～1940）との親交の深さであると指摘し

ている（3）。

渋沢・山室両者の親交の深さを示す出来事と

して，亡くなる直前の渋沢に対して山室が聖書

の講義を行い，回心させようと試みたことが挙

げられる。この出来事について従来は，救世軍

の広報誌『ときのこえ』の857号と858号の２号

に渡って掲載された山室による渋沢の追悼記事

「澁澤子爵を偲ぶ」（4）によって知られていた。本

論ではさらに，同志社大学人文科学研究所所蔵

の「山室軍平文庫」に含まれている山室の日記

に記されていた，この出来事についての具体的

な内容を紹介したい（5）。拙稿はこの日記の一部

を翻刻することで，渋沢・山室両者の具体的な
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交流を明らかにする試みである。

１．日本における救世軍の初期の活動と
渋沢栄一との関わり

救世軍は，1865（慶応元）年にウィリアム・

ブース（William Booth, 1829～1912）がロンド

ンの貧民窟で活動を始めた事が初発であり，漸

次活動の規模を拡大し，1878（明治11）年には

自分たちの組織を The Salvation Army （救世軍）

と名付け今日に至るまで世界中で活動を行って

いる。

日本における救世軍の活動は1895（明治28）

年に14人の救世軍軍人が来日したことから始

まった。来日当初の救世軍は，会報の発行，山

室をはじめとする日本人の士官（信徒）の養成

を行っていたが，1896（明治29）年に出獄人保

護のための免囚保護所の運営を開始し社会福祉

事業も展開した。1907（明治40）年に創立者の

ブースが来日した後はさらに活動が活発化した

という（6）。

渋沢が救世軍との関わりを持つきっかけと

なったのは，この1907（明治40）年のブース

来日時に，歓迎会の発起人として彼を歓待し

たことからであるとされる。渋沢が救世軍への

援助を始めたのもこの時からである（7）。この来

日に際してブースは渋沢から日本の救世軍へ

の援助の約束を要請した（8）。またブースは渋沢

の案内により東京市養育院の見学も来日時に

行っている。これ以後渋沢は救世軍に協力を

惜しまず，救世軍の社会福祉事業のための資

金援助，救世軍の２代目最高指導者で，創立

者ウィリアム・ブースの息子のブラムウェル・

ブ ー ス（Bramwell Booth, 1856～1929） や， 娘

の全米救世軍司令官エヴァンジェリン・ブー

ス（Evangeline Booth, 1865～1950）が来日した

際にも歓待している。渋沢が亡くなった際に

は，エヴァンジェリン・ブースと米国西部救世

軍書記長のアンドルー・クロフォード（生没年

不詳）から弔辞が届いた。この弔辞においてエ

ヴァンジェリン・ブースは渋沢を「救世軍の畏

友」（9）と表現するなど，渋沢の救世軍に対する

協力は世界中の救世軍でも広く知られていたよ

うである。

２．日本の救世軍における山室軍平の活動

山室は岡山県の出身で14歳の時に上京し，東

京で働いている際にキリスト教に入信した。

1889（明治22）年に同志社大学に入学するも卒

業せずに大学を去り，伝道活動を行っていた。

1895（明治28）年に石井十次から紹介されて救

世軍の活動に参加し，日本人初の救世軍士官と

なり，最終的に日本人として初の，日本におけ

る救世軍の司令官に就任した。特に会報である

『ときのこえ』の編集を長く務めた。

山室の救世軍内における働きぶりは高く評価

され，1904（明治37）年のロンドンでの救世軍

万国大会へ，当時の日本支部司令官ブラードと

共に派遣された。この渡英で山室は救世軍創立

者のウィリアム・ブースと初対面し，信頼を獲

得した。これによりブース来日時にはブースの

通訳も山室に任されている。

３．山室軍平と渋沢栄一

渋沢の救世軍の日本支部に対する援助は，日

本救世軍で初の日本人司令官である山室との親

交による要素が大きかったと言える。山室と渋

沢の出会いも，渋沢が救世軍と関わりを持つ契

機となった1907（明治40）年の救世軍創立者
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ウィリアム・ブース来日に際して，ブースの通

訳として山室が帯同したことが契機である。山

室によれば渋沢との出会いは，「明治四十年に

ブース大将が来朝した時に，島田三郎さんの紹

介で渋沢さんのお邸に御伺」（10）いしたことにあ

るという。

1925（大正15）年の10月15日に行われた雨夜

譚会談話筆記によれば，渋沢は「私が救世軍を

援助する様になったのは，救世軍そのものより

も山室軍平氏との知合ひからである。山室は

二十年も前から知って居り（中略），ブース大

将との交際は皆山室からの関係であります」（11）

と山室との関係がほぼ救世軍との関係であった

とし，救世軍創立者ブースとの交流も山室のお

かげであるとしている。そして救世軍の方針に

ついて，渋沢は「大体に霊と肉とを働かせるの

がよいと思つた。即ち信仰心を起させて霊を救

ふ。然しパンがなくては何事も出来ぬので働か

せると云ふ。根本の主旨はどうか知らぬが，其

方法が經濟道徳の合一と似通つて」（12）いると認

識していた。渋沢の思想である道徳経済合一説

と共通する点が救世軍の方針にあることから，

救世軍の創立者であるブース大将に興味を持

ち，歓迎会を開き，養育院を案内し，飛鳥山の

自宅にも招いたとされる。

渋沢が亡くなった直後，1931（昭和６）年12

月１日発行の救世軍の公報誌『ときのこえ』第

856号の誌上では，山室が「澁澤子爵を惜む」（13）

という記事を執筆した。山室は，渋沢が亡くな

る直前に王子飛鳥山の渋沢邸を訪問し，渋沢の

健康状態を尋ねていたことなどの当時の行動を

記事に記している。記事中では山室は次のよう

に述べている。

「此度九州から沖縄へ出征するに付，其の

間に或は澁澤子爵の逝去を聞くやうなことに

なりはしないかと，所謂虫が知らするのを覺

え，出發の當日，卽ち去十一月五日の朝，今

一度飛鳥山に子爵を訪ひ，敬三氏其の他に面

會」（14）

山室は，渋沢邸へ訪問した後，その日の午後

に九州へ向かい，熊本から鹿児島に向かう途中

に渋沢の危篤の知らせ，容体が持ち直した知ら

せ等３通の電報を受け，沖縄へ向かう船上で渋

沢の訃報を聞いた。

「澁澤子爵を惜む」の記事において，山室は

渋沢について「今は唯此の偉大なる軍友，理解

ある同情者，稀有の人格者を喪ひたることを惜

しんで止まず，其の事のみ申述べて，衷心から

吊意を表するのである。」（15）と渋沢について述

べている。また，沖縄へ行く途上で大島に船が

停泊したわずかな合間を縫って，弔電を渋沢の

夫人の渋沢兼子宛に送った。

４．山室軍平の渋沢栄一に対する聖書講義

上述の「澁澤子爵を惜む」に続き，『ときの

こえ』の857号と858号の２号にわたって山室執

筆の追悼記事「澁澤子爵を偲ぶ」が掲載された。

この記事中に渋沢と両者の親交を示す事実とし

て，最晩年の渋沢に対して山室が聖書の講義を

行ったということが記されている。

このことについて，同志社大学人文科学研究

所が所蔵する，山室の死後に同志社大学に寄贈

された日記や著作原稿などの史料群である「山

室軍平文庫」に含まれている日記に記述があ

る。この日記より以下，山室の渋沢に対する聖

書講義に関係する日の記述と，渋沢が亡くなっ

た日の前後の記述のうち，渋沢についての記述

がある部分だけを抜き出して翻刻したものを紹
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介する。

翻刻にあたっては，旧漢字や合字はそのまま

にして翻刻し，見せ消ちの箇所には括弧を付け

てママとした。また，文意が損なわれない程度

に適宜句読点を付した。判読が不可能だった箇

所についてはその部分に「□」と表記した。改

行は原文のままにした。

４．１　1931（昭和６）年７月７日

昭和六年七月七日（火）

一，本営事務。

一，渡辺得男（16）氏来訪　渋沢子爵ニ信仰ヲ説

イテクレナイカトノ話ナリ。

同夫人ノ意ヲウケテノ話ナリ，喜ンデ試ミタシ

ト答フ。

「澁澤子爵を偲ぶ」においては，山室自らが

「聖書を携へ子爵を訪問して，「少し御一緒に聖

書を読みたうございますが」と申し出た」（17）と，

自分から聖書の講義を行いたいと渋沢に提案し

たように記事に記しているが，この日の日記の

記述から，実際は渋沢の妻，兼子夫人からの申

し出であったことがわかる（18）。

実際の聖書の講義は７月９日から，23日，30

日の３回に渡って行われた。

４．２　1931（昭和６）年７月９日

昭和六年七月九日（木）

一，午後渋沢子爵ヲ訪フ渡辺ヲ通ジテ子爵夫人

ヨリノ希望モアリ，

其晩年ニ祝福アラシメン為ニ，少シク宗教ヲ語

ラン為ナリ，詩ノ第二十三篇

ヲ読ミテ色々話ス大ニ喜バル，又々出カケルツ

モリナリ。

「孔子教ハ人道ヲ示スモノニテ宗教トシテハ矢

張キリスト教ヲ尊敬シテ居マス」

ト云フヨウナ話モアリキ，余ヘ問ヒテ「幾ツニ

ナルカ」ト問ハル「六十デス」ト答フルト，

「未ダ三十年アル」ト言ハル。

４．３　1931（昭和６）年７月23日

昭和六年七月二十三日（木）

一，本営，渋沢子ヲ飛鳥山ニ訪フ「放蕩息子ノ

譬」ヲ講ズ。

頽然トシテ老イラレタリト感ズ斯ク迄世ニ與ヘ

ント力メタル人ニ今ハ何トカ

シテキリストヲ與ヘタキモノナリ。

４．５　1931（昭和６）年７月30日

昭和六年七月三十日（金
木

）〔ママ〕

一，本営渋沢子爵ニ飛鳥山ニテ（コリ後四）ヲ

講ズ。

何トカキリストト永遠ノ生命トヲオ知セシタキ

モノナリ。

このあとの日記において，渋沢邸を訪ねた記

述はなく「澁澤子爵を偲ぶ」の記事で書かれて

いるように，九州へ向かう当日の朝に渋沢邸宅

を訪ねた記述が現れる。

４．６　1931（昭和６）年11月15日

昭和六年十一月五日（木）

一，出立ノ前，今一度渋沢子ノ病ヲ見舞フ，小

康ヲ得ケタリ□□。

切ニ其ノ回復ヲ祈ルナリ。

この日以降，11月12日の渋沢の訃報に接した

日の日記まで，渋沢に関する記述はない。
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４．７　1931（昭和６）年11月12日

昭和六年十一月十二日（木）

一，渋沢子爵終ニ起タズトノ吊電ニ接シ長文ノ

電報ヲウツ。

子爵ガ去ル二十余年頃救世軍ニ援助ヲ與ヘラレ

タルヿ幾許ナルヲ知ラズ

眞ニ我ガ軍ノ恩人ナリ私箇人トシテモ子爵ノ知

遇ニ對シ感佩惜ク

能ハズ，今其ノ永眠ヲ聞キ哀悼ニ堪ヘズ不幸ニ

シテ旅行シテ遠地ニアリ。

葬儀ニ列ル能ハサルヲ憾ム，謹ンテ電文ヲ以テ

吊意ヲ表ス，神ノ恵ヲ祈ル。

渋沢子爵夫人　　沖縄行ノ途上　　山室軍平

以上が，渋沢が亡くなる前に行われた山室に

よる聖書講義の様子と，渋沢が亡くなる前後に

おける山室の行動の様子である。1931（昭和

６）年の渋沢が亡くなる直前に，山室が渋沢に

対して行った３回の聖書講義は，山室の意思で

はなく兼子からの依頼によるものであったこと

が明らかになった。７月９日の山室の日記によ

れば，渋沢は大いに喜んだとあり，山室による

聖書の講義は渋沢に好意的に受け止められてい

たといえる。

山室は「澁澤子爵を偲ぶ」の中で語っている

ところによると，これ以前から機会のあるたび

に，渋沢に対してキリスト教の教えを説いてい

たようであり，聖書の寄贈も行っていた。渋沢

が亡くなる前年の1930（昭和５）年にも，山室

は病後の渋沢を見舞って，聖書について語って

いたが，このときに渋沢は山室が語った聖書

の内容も儒教的に解釈しようとしていたとい

う（19）。

1931（昭和６）年に行われた３回の聖書の

講義では，「分らぬ所は色々質問せられて余

程要領を得られたやうではあつたが，終に所

謂コンバージョン（回心）の確実なる体験に

御導きし得なかつたのは，全く私が至らぬ為

であつた」（20）とのことであり，渋沢が亡くな

る直前まで，山室は渋沢をキリスト教へ「回

心」をさせようとしていたのである（21）。

 〔投稿受理日2016. 12. 10／掲載決定日2016. 12. 22〕

注
⑴　1872（明治５）年に設立された東京市養育院と

渋沢がかかわりを持ったのは，彼が明治政府を退
官した翌年の1874（明治７）年からである。

⑵　救世軍の信徒は，組織内では軍隊式の階級で呼
ばれ，救世軍人と呼称される。イギリスの本部に
おける救世軍全体の指導者のみが大将と呼称され
る。

⑶　杉山博昭　2015『「地方」の実践からみた日本キ
リスト教社会福祉―近代から戦後まで―』ミネル
ヴァ書房，65頁

⑷　救世軍日本本營　1931. 12. 15『ときのこえ』第
857号２頁及び，救世軍日本本營　1932. 1. 1『とき
のこえ』第858号６頁。

⑸　翻刻には，山室軍平記念救世軍資料館が所蔵し
ている複写を利用させていただいた。

⑹　山室軍平　1926『救世軍略史』救世軍出版及供
給部，3-7頁

⑺　渋沢青淵記念財団竜門社編　1968『渋沢栄一伝
記資料』別巻第５講演談話１，渋沢青淵記念財団
竜門社，524-525頁

⑻　渋沢栄一ほか　1928. 3「子爵澁澤栄一氏を中心
とする座談会」『社会事業』第11巻第12号，財団法
人中央社會事業協會，102頁

⑼　竜門社編　1932. 1『竜門雑誌』第520号，竜門社，
８頁

⑽　渋沢青淵記念財団竜門社編　1959『渋沢栄一伝
記資料』第26巻，渋沢青淵記念財団竜門社，79頁

⑾　渋沢青淵記念財団竜門社編　1968『渋沢栄一伝
記資料別巻第五講演談話一』別巻第５講演談話
１，渋沢青淵記念財団竜門社，525頁。救世軍創立
者ブースが来日したのは1907（明治40）年である
のでほぼ20年前と言って差し支えないと考えられ
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る。渋沢の日記によれば，同年の３月22日に山室
がブース来日に際しての打ち合わせのために渋沢
邸を訪問したとされている。山室の日記のうち明
治44年以前のものは，火災にあったことにより消
失したとされ，山室軍平記念救世軍資料館にも所
蔵されていない。このため1907（明治40）年のブー
ス来日前後の時期の，山室の日記は確認すること
ができなかった。なお室田窪夫　2013「同志社時
代の山室軍平史料―雑記第二号―」『キリスト教社
会問題研究』第61号，127-152頁によれば，同志社
大学人文科学研究所が所蔵している山室の日記の
うち「雑記　第二号明治二十三年ヨリ明治三十二
年マデ」と題されてまとめて綴じられている，
1890（明治23）年から1899（明治32）年の日記が，
確認されている最も古い日記ということである。

⑿　渋沢青淵記念財団竜門社編　1968『渋沢栄一伝
記資料』別巻第５講演談話１，渋沢青淵記念財団
竜門社，525頁

⒀　山室軍平「澁澤子爵を惜む」1931. 21. 1『ときの
こえ』第856号，救世軍日本本營，５頁

⒁　同上
⒂　同上
⒃　渡辺得男（1884～1954）は当時渋沢事務所に務

めており，渋沢の秘書役的な立場の人間である。
渋沢青淵記念財団竜門社編　1967『渋沢栄一伝記
資料』別巻第４書簡第２，渋沢青淵記念財団竜門
社，612頁。

⒄　救世軍日本本營　1931. 12. 15『ときのこえ』第
857号，救世軍日本本營，２頁

⒅　1932年の７月に出版された救世軍の昭和７年度
の年報である『愛の奉仕』においても，巻頭から
渋沢の追悼文が掲載されている。「澁澤子爵を偲
ぶ」の細部を書き換えた文章であるが，こちらの
記述においても，山室が自ら渋沢に聖書講義を行
うことを提案したように読める記述のままである。
山室軍平　1932「澁澤子爵と救世軍」山室軍平編

『愛の奉仕附救世軍事業報告』救世軍出版及供給
部，1-9頁

⒆　同上
⒇　山室軍平　1932. 1. 1「澁澤子爵を偲ぶ下」『とき

のこえ』第858号，救世軍日本本營，６頁
�　本稿は2014年12月20日の渋沢研究会第201回例会

で行った報告を基に，加筆修正を加えたものであ
る。研究会参加者から多くの有益な示唆をいただ

いたことを感謝いたします。また拙稿の執筆に際
しご協力いただきました，山室軍平記念救世軍資
料館，早稲田大学近代史料研究会の雲藤等先生，
関口直佑先生，片岡浩毅様に感謝いたします。
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