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木書の63号には大島正i両氏が伊藤一隆のこ

とを書いてその青山会館て、の葬儀の際，内村

縦三ののベた言葉をひかれている(同書36頁)

今凶半田芳男氏から「聖書の研究」に掲載さ

れたその全交をお見せ願い，よく士を知るも
のの言葉として本書に掲げることとしまし

たの 「江戸つ子をキリストが補って大人物を
完成した」とのべられている内村錐三の言葉
は前の大島氏の諮るのと併せてよくそのI雨11
を伝えていると思われますぺ (編者)

詩篇第 22篇
かずたか

Oわれ等の愛する伊藤一隆は永き眠に就

きました門彼は何れの方面より見るも若ー

るしい人4勿でありました〔もちろんイ可人

にもあるように彼にも短所がありまし

たハ彼はいわゆる学究の人ではありませ

んでしたハ神学や哲乍の廻り遠い道は彼

の堪え得ざる所でありました内彼はまた

繁交が1-鵡の役人風に堪えませんでした門

しかしながら jtl:にもし'ij';識の人がありま

すならば，彼はその典型でありました〔

彼は一見して事物の理非，善悪を識別す

るの驚くべき能力を有しました内私供彼

の友人は多くの六カ敷き場合を彼の判断

l乙委ねました内そして彼の判断は大抵誤

まりませんでしたうそして判断の事項は

人生日常の実際問題に限りませんでし

た内ある場合においては教理の六ヶ敷い

問題において伊藤の判断を求ひるが僻決

やはみち

のほ径でありましたの彼は真理を直観す 4
るの非凡の才能を有しました内彼の賛成

を博するは白己の信念を確保するの有力

なる途でありました弓

0この能力を以ってして彼はことに当り

て成功は確実でありました内北海道にお

ける水産事業，越後における石油事業，

凡てが成功でありましたの伊藤一隆を知

る者の7削乙不思議に思うことは，彼が何

故に ζのitI:のいわゆる「成功者」として

その一生を終らなかった乎，そのことで

ありますの彼は能く成功の秘訣を知りま

した内そして彼はその驚くべき才能を以

って多くの人を官ましました内しかるに

彼れ自身は貸しき入として終りましたハ

明治大王の世に在りて，その点において

械はーの大なるエユク"(謎〕でありま

す内彼は官を作るの途l乙精通して自身は

宮を作り得ず，また作らんとも欲しなか

ったのでありますn 彼l乙若し常者たらん

との慾がありましたならば，彼は広大な

る漁場の持主でありましたろうハあるい

は臼木石油会社その他の有利会社の大株

主の一人でありましたろう。しかるに彼

には宮を作るの技術があって，その慾が

なかったのでありますの

0彼の従事せし社会事業に就いて私はこ

こにこれを立ぶるの必要はありません内



伝道の乙と，禁酒運動の乙とにおいて，

彼は権威ある指導者有力なる戦士であり

ました内彼はこれを50年前i乙始めて死l乙

至るまで少しも変りませんでした内私自

身がこのことにおいて早きころの彼の仲

間でありました内私どもは開拓使官克の

地{立を利用して盛んに基督教の伝播に従

事し，禁酒の宣伝を行いました。そのころ

の私どもに善事を為すに方って公私の別

はありまんでした内伊藤も私も開拓使ま

たは札幌県より目当旅費を受けながら水

産調査を為す聞に盛んに基督教の伝道に

従事しました行そしてその精神を私に吹

込んだ者が彼れ伊藤一隆でありました内

曾つである日曜日の晩でありました内伊

藤がわれらの小会堂の高壇に~:ち，私ど

も数人は彼の説教の聴き役 l乙成りまし

た。その時，計らずも会堂の窓口i乙立たれ

し一人の紳士がありました角私どもは一

見してその何人なる乎を知りました内彼

は当時の札幌県知事，今!オでいう北海道

長官調所-広丈氏でありましたn 彼は散歩

がてらにわれ等の説教会を税かれたので

あります門その時壇上の伊藤は声を張揚

げていいました内
ちんころ

狗l尼をi酎J、へ
と。幸市七は昨易して去りましたわ伊藤は何

知らず簡に彼の説教を続けました内それ

が50年前の伊藤でありました内そして犬

休に最後までの彼でありました内。入は

伊藤一隆といえば活動の人であるといい

ます内まことに彼は活動の人でありまし

た内彼lと在りては実際l乙活動せざる真理

は真理でなかったのであります内彼は純

真理または純信仰と称して実際に人と社

会とを益せざる理想定論の価値を認めま

せんでした内しかしながら若し人が伊藤
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一隆を単なる実際家と思いまするならば

その人は大いに間違います行彼はいわゆ

る社会運動家ではありませんでしたの禁

酒事業は彼の生涯の事業でありましたが

彼には禁酒事業よりも大切なるご誌があり

ました内彼に宗教がありました，そして

彼の宗教は，今回の多くの宗教家のそれ

の如くに社会事業ではありませんでし

たn 伊藤一隆は社会事:業家である以上に
つつ上λ

敬虚ある基督信者でありました内人あり

若し彼l乙社会事業とキリストの福音と，

二者白何れを択ぶべき乎を問いましたなら

ば，いうまでもなく彼は答えました「キ

リストをお信じなさいJ2::0伊藤一隆の

熱心は禁酒を説く時に燃えましたが，し

かし彼の全身全霊の精力は彼がキリスト

の十字架の福音を説く時に注がれまし

た内彼は度々今の時代に社会事業の挙ら

ざる理由を宣べました内それは真の某'誉

教すなわち十字架の福音が信ぜられない

からだといいました内彼れ自身が能く彼

の社会事業の熱心の源の那辺に在る乎を

弁えました内彼は聖書と祈躍となくして

人は活動的に蝉の脆殺であることを知り

ました〔故l乙彼l乙会うて別るるに臨んで

彼がいうことは定っていました丹日く

対，祈って呉れ給へ

と内そして彼れ自身の祈i躍に異常の能力

がありました内それは実に天地を動かす

の力でありました内私どもの集会におい

て，私どもは彼の説教を聞くよりも彼の

祈時を要求しました汽彼の祈ij奮は実l乙祈

躍らしき祈稽でありました内彼の生涯の

終りにおいて彼は祈躍を以って大なる伝

道を遂げました内

0そして彼の信仰というが決して新らし

いいわゆる合理的の信仰ではありません



38 

でした丹常に新らしい，故に旧い古い信

仰でありましたn 使徒バウロより今日に

至るまで変りしことなき茶督教会通有の

イ言仰でありました内

Jesus lover of my soul 

Let me to thy bosom fty 

とか，または

Just as 1 am without one plea 

But that Thy blood was shed for 

ロle

とかいう古い讃美歌に表われた信仰であ

りました内伊藤と信仰談を交えたことが

と乙に至りますれば，彼の態度は急l乙厳

粛になり，何か大問題の彼の中心に触れ

しを覚えました内忘れもしません川昨年

10月初旬，私が北海道旅行より帰りて後

間もない時でありました内彼の病のやや

重き由を聞きました故に，私は彼を彼の

病床l乙訪れました内土産話は沢山にあり

ましたが，彼の最も喜ぶものは聖書であ

りました勺その日私はその朝私が読んで

大いに感じた所の詩篇第22篇を粛らして

彼を訪れました内そして私どもの青年時

代よりの習慣として神聖なる場合には英

語を用いるを常としました故に，私は英

語を以って金篇を読みました内そしてそ

れに私の簡短なる註解を加えました内そ

してその要点は弐ぎの如くであったので

あります内第一節の「我神，我神，何ぞ

我を棄給ふ乎」以下第二十一節までがキ

リスト受難の苦しみを預言したる言葉で

ある n 突に悲事;極まりなしであって読む「

に堪えざる者が多いよしかれども第二十

一節後半部に至って調子は一変する。「汝

我に応へ給へり」を前置として後は終末

まで感謝，歓喜，希望の連続である内絶

望の戸を以って始まりしこの歌は希望.満

々の言葉を以って終る内

民のこ術の内にヱホパl乙事ふる者あらん

主の事は代々に語り伝へらるべし

彼等来りて此はヱホバの御行為なりと

て

その義を後l亡生まるる民l乙宣伝へん内

L 真暗黒より真光明へ，最大のコント

ラストにともなう長大の歓喜であるのそ

してこのことは何を示すか，キリストの

苦難が信者の歓喜の基いであることを示

す《彼が「我神我神何故に我を棄給ふ乎」

の声を発し給いしその苦しみが，われら

の平安獲得のfAIを成ーしたのであると思う

と私の感想有の億を述べましたのその時

の伊藤の喜ぴは誓うるに物なく，彼はそ

の病体を床の止に起し，私の手を取り感

謝を繰返し，如Mにも私が彼の|町、信仰

を新fこに喚起した乎の如くに見えまし

た内すなわち伊藤一隆の信仰はバウロ・

アウガスチン・ Jレ{テル・カ lレi'ン等の

信仰でありまして，人の救はるるは彼が

為す事業に由るにあらず，神の子が彼の

為t乙流せし血，人の罪の故に甘んじて受

け給いし死の苦しみに由るとの深い，旧

い，強い信仰でありました内伊藤一隆は

彼が従事せし水産事業や禁酒事業に尚っ

て救われんとは毛賄思いませんでしたn

彼が救はるるの希平‘の粋は彼の救主が彼

の罪の為に流せしRJ~いの血においてあり

ましたm 若し彼のこの信仰の故に迷信ま

たは独断を以って彼を日朝ける者がありま

すれば，彼は彼れ独特の常識主覚を以っ

て明ける者の無知浅持を明けりました局

キリストの十字架抜きの;早i督教はわが伊

藤一隆i乙取りでは一顧の価値なきキメ{

ラ(妄想、〕でありました。

0前にも述べたとおり見ようによっては

伊藤一隆は人生のーのエニク"(謎〕で

ありますの東京は芝神明前の土木受負業

者の家lと生れ，純江戸ヅ児の性を受け，し

かも野卑ならず軽薄ならず悪しきことに



は悉く賛成せず，官を作る技術を有しな

がらこれを己が為に使わざりしというの

でありますっ彼は如何なる地位に置いて

も有用の人物でありました。死I乙至るま

で人の為に尽しました。彼は日本人とし

て最も有利にその一生を使うた者の一人

でありましたゥ何が彼をして斯かる人た

らしめたのでありましょう乎，彼の遺伝

性でありませう乎，彼の受けた教育であ

りませう乎，彼が交わりし友人でありま

せう乎，否な否なと彼れ自身が答えます。

否な否なと私ども彼の旧い友人が答えま

すη 神の恩恵が彼をして斯くあらしめた

のであります勺彼は事業家活動家であり

し以上に基各信者でありました勺基各信

者Tこる以上l乙キリストの囚徒でありまし

たのキリストは明治の 9年北海道札幌に

おいて，英人デエンクA米人クラークを以

って青年の彼を捕え給いましたη そして

終生彼を手放し給はず彼を以ってそのと

栄を顕わし給いましたの私は伊藤自身が

度々いうを聞きましたの僕は何故神が僕

如き者をこんなに恵み給うかそのことが

解らないとっそしてこれ彼がすでに病に

繰り，万事が凡て不如意の時でありまし

た。生気低涼I1たる江戸 γ児がキリストの

捕うる所となる時に伊藤一隆の虫11き人物

がj起るので私はここに私の旧友を葬るの

|ゴに当りまして実に感慨無量でありま

す勺彼とともに共同の友人広井勇の葬儀

39 

を行いでより未だ半歳になりません。今

またここに大山13新渡戸の旧友とともに彼

伊藤を葬らねばならぬ場合 i乙立至りま

した(何れも50年来の信仰の友でありま

す勺歩みし途は異なりましたが，目指す

目的は違いませんでしたろそして私ども

人生の終りにおいて人生最大の獲物は官

でもなく名誉でもなく，事業でもなく成

功でもなく，神を知るの知識であること

を知ります内そして若し私どもの生躍に

少しなりとこの世の進歩幸福に貢献する

所があったとすれば，それはこの責き知

識の結果でありしことを認めます。広井

勇の工学の独特なりしも，伊藤一隆の社

会事業の一頭地を抜出しもこの知識の賜

物であります勺私どもは信じて疑いませ

ん勺伊藤一隆をその青年時代l乙捕えし者

すなわち昇天せるナサ、レのイエスが， 日

本人多数の霊を捕え給うまでは， 日本l乙

目覚ましき根本的の改革の起らざる ζ と

をの日本の基督教会その物が伊藤一隆の

信仰に立帰るの必要があります。彼は死

して私どもとして彼に代りてこのことを

叫ぱしめます。諸君彼の声を聴いてやっ

てドさいη そして彼の生涯をさらに一層

意味ある者と成してやって下さい。彼は

死ぬるまで日本国のためを思いました。

彼を弔うの唯一の途は彼のこの無私無慾

の志を立てて行ることであります。私は

彼i乙代りて偏えに諸君l乙願います。
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