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履歴と業績 

 

 

荒 井 邦 壽 

 

 

略歴 

1964年    東京大学教養学部教養学科人文地理分科卒業 

1964年    株式会社第一銀行（現みずほ銀行）入行 

1981年    米国マサチュセッツ工科大学（MIT）経営大学院卒業 修士号取得 

1983年    本店営業課長 

1984年    駒込支店長 

1986年    北沢支店長 

1989年    大阪支店筆頭副支店長 

1990年    南船場支店長 

1992年    福岡支店長 

1995年    東京ミサワホーム株式会社（現ミサワホーム東京株式会社）入社 

        取締役、常務、専務、常勤監査役、顧問を歴任 

2004年    同社を退職 

2004年    三澤株式会社特別顧問 

2005年    同社を退職 

2006年    帝京大学経済学部教授 

2011年 3 月  退職 

 

所属学会等 

日本地理学会 

 

主要著書・論文等 

2010年「熊本県阿蘇郡高森町の挑戦」（日本産業リサーチセンター受託研究） 

2009年「日本における観光地の実態調査と分析」（日本産業リサーチセンター受託研究） 
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I love Nippon. 
―惻隠の情の復権 ドナルド・キーン先生と東日本大震災― 

 

 

荒 井 邦 壽 

 

 

ドナルド・キーンさん日本に帰化決意 

 

 日本の観測史上最大のマグニチュード9.0を記録した東日本大震災から一カ月余経過した 4 月17日、

「『日本人と共に行動したい。』、『日本に帰化決意ドナルド・キーンさん』」というニュースが報道され、

被災した東北の人々だけではなく、復興に立ち上がった日本人全員に大きな勇気と希望を与えた。 

 

 筆者にとっては、ドナルド・キーン氏は師と仰ぐ先生であり、友人である。今回の先生のご決意に

ついて心から歓迎するとともに、日本を愛し、日本に恋をし、終
つい

の棲家
すみか

に日本を選んだ先生の御決

心に敬意を表し、本稿を借りてドナルド・キーンさんの人となりを論ずる。 

 

新聞報道（読売新聞） 

 日本文学研究で知られる米コロンビア大学名誉教授のドナルド・キーンさん（88）が日本に永住す

る意思を固め、日本に帰化する手続きを始めたことが分かったと平成23年 4 月17日一斉に報じられた。

関係者によると「東日本大震災で大変心を痛め、被災者との連帯を示すために永住のおもいが固く

なったようだ。」とコメントしている。 

 震災、原発事故から日本を去る外国人が少なくない中、ドナルド・キーン氏はNHKのインタ

ビューには次のように答えている。 

 「日本は危ないからと、（外資系の）会社が日本にいる社員を呼び戻したり、野球の外国選手が辞め

たりしているが、そういうときに私の日本に対する信念を見せるのは意味がある。」 

 なんと・・・・。独身のドナルド・キーン氏は「『日本という女性と結婚した。日本人は大変優秀

な国民だ。現在は一瞬打撃を受けたが、未来は以前よりも立派になると、私は信ずる。』 

 さらに、同氏はニューヨークの自宅で同紙のインタビューに応じている。 

 「『日本人と共に行動したい。』」 インタビュー要旨 

【国籍取得の決意】 

 震災で決意した。日本国民とともになにかをしようと思った。言葉も大事だが、行動はもっと大切。

国籍取得は、日本への期待と確信の表現だ。終戦直後に私が見た東京を 8 年後に再び訪れると、よみ

がえっていた。日本が震災後、さらに立派な国になることを信じているから、私は明るい気持ちで日

本へ行く。 

【東北への思い】 

 「奥の細道」をたどる旅をした1955年、松島の二階から見た島々の美しさを忘れない。中尊寺ほど
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素晴らしいものはなく、ユネスコの世界遺産にならないのが不思議だ。そんな東北が震災で打撃を受

けた。本当にひどいことだ。 

【米国内の反応】 

 今ほど親日的になったことはない。日本に関心のない人も「日本は頑張っている」と感心している。

募金活動も広がり、一般市民が支援している。日本人の落ち着きが共感を得ている。 

【今後の活動】 

 ・・・中略。日本文学上の人物の伝記に取り組みたい。正岡子規の評伝を仕上げ、その後は平賀源

内や石川啄木を書く可能性がある。 

【日本への感謝】 

 今年初め、日本で高熱をだして入院した。病院では医師、看護師、そして全く関係のない人たちも

私の回復を喜んでくれた。本当に感謝している。 

  

ドナルド・キーン氏略歴 

本名：Donald Lawrence Keene（ドナルド・ローレンス・キーン） 

 

ペン・ネーム：ドナルド・キーン 

国籍：アメリカ合衆国 現在日本国籍取得を予定 

職業：文学者、評論家 

ジャンヌ：歴史小説 

主題：論説、評論、随筆 

代表作：『日本の文学の歴史』 

 

1922年 6 月18日 ニューヨーク市ブッルクリンに生まれる。 

1938年     16歳でコロンビア大学文学部に入学。 

1940年     アーサー・ウェイリー訳『源氏物語』に感動。漢字への興味の延長線上で日本語を

学び始める。同時に日本思想史を学び、日本研究の道に入る。 

1942年     コロンビア大学を卒業。日米開戦に伴い米海軍日本語学校に入学。 

1943年 2 月   海軍語学学校を首席で卒業。海軍通訳士官として入隊。 

1945年12月   除隊（ハワイにある原隊復帰）手続きの途中東京に立ち寄る。 

1946年     コロンビア大学に復学。 

1947年     ハーバード大学に移籍。 

1948年     英国ケンブリッジ大学留学。 

1949年     コロンビア大学大学院東洋研究科博士課程を修了。 

1951年     近松門左衛門『国姓爺合戦』の研究論文でコロンビア大学文学博士号取得。 

1953年 8 月   来日して京都大学大学院の留学生となる。京都市東山区の下宿で生涯の友となる永

井道雄氏と知り合う。 

1955年     コロンビア大学の助教授。 

1956年 9 月13日 「狂言師」として喜多能楽堂で『千鳥』の太郎冠者を演じる。 

1960年     コロンビア大学東洋学部日本語・日本文学教授。 
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1979年     研究論文『日本文学史』でケンブリッジ大学文学博士号授与。 

1986年     アメリカ・アカデミー会員。コロンビア大学構内に「ドナルド・キーン日本文化セ

ンター」設立。 

1990年     日本学士院客員。 

2011年 3 月11日 東北地方太平洋沖大地震発生 

2011年 4 月17日 コロンビア大学を退職した後、日本国籍を取得し日本に永住する意思を表明した。 

 

ドナルド・キーン先生との出会い 

 

 27年前の1984年の夏、場所は銀行の支店長室である。筆者は、第一勧業銀行（現みずほ銀行）に入

行してから20年目、初めての支店長で東京都北区霜降り橋交差点に位置する駒込支店に赴任した。

キーン先生は、古河庭園の近くのマンションにお住まいで、週に一回は銀行の窓口にお見えになるお

客様で、私の方から声をかけ支店長室にお通しした。 

私「It is nice to meet you. My name is ・・・」と言いかけた時、キーン先生が遮り、 

キーン先生「私はアメリカ人ですが、日本語を喋ります。支店長さん日本語でお願いします。」と言

われて、名刺（日本語のカタカナ）を差し出された。 

 

 初対面は15分程度の会話しか出来ずじまいであったが、次の週は1時間ほど時間を共有した。海外

送金、国内為替振込、銀行取引店の集約とか銀行業務の質問に私が答えることになったからである。

先生のご自宅と最寄り駅である山手線駒込駅の中間地点に、当店が位置していることもあり、先生に

時間的に余裕のある時、朝な夕な通勤途上にお立ち寄りいただきお話を承ることになった。先生は、

そのころ東京大学本郷キャンパスによく出入りされ、25年かけて心血を注いだ大作『日本文学の歴

史』の創作活動中だったと思われる。 

 

 二度アメリカで生活をしたことがある筆者は、アメリカ人の友人も多い。私たちがイメ－ジをする

アメリカの男性は、健康で大柄、陽気で明るく、フランクで気さく、誰とでもすぐ友達になれる雰囲

気を持っている。キーン先生は、日本人男性の平均身長と同じぐらいの背の高さ、痩せ型、眼鏡、控

えめ、女性的な優しい仕草をもった紳士である。競争の激しい超大国アメリカで生きてこられたとは

とても思えないまじめな学究肌の真の学者先生である。 

 

 その後しばらくたった夏の夕暮れ、銀行の営業時間外に支店に見えた。お急ぎの用件を終えて、支

店長室にお見えになった。前々からお時間のある時にお食事をしながら、ゆっくりお話をさせて下さ

い、と申し出をしていたのだった。その時の支店長室での会話 

 

私 「先生お忙しい中、本日は有難うございました。今日は駒込一の小料理屋さんをご紹介しますか

ら、ご一緒したいと思います。よろしいでしょうか。6 時スタートでお願いします。」 

キーン先生 「有難うございます。その時間まで駅前の本屋におります。」 

  

 本屋で落合い近くの『小料理岩むら』に入って行った。早速女将さんを紹介した。テーブル式の小
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部屋の席に着いた。 

 

私 「先生の日本に関する文学、文化、歴史、日本の心、日本人、日本の自然等々何でそんなによく

ご存じなのですか。お聞きしたいのです。」 

キーン先生 「そんなことはありません。いま悩んでいることがあります。支店長さん聴いてくれま

すか。」 

私 「銀行の外では支店長さんと呼ばないで欲しいのです。邦壽
くにひさ

といいます。これからはクニと呼ん

で下さい。先生のことはドナルドと呼ばせて下さい。」 

キーン先生 「クニとドナルドですね。了解しました。」 

私 「有難うございます。お悩みとのこと、どんなことでしょう」 

キーン先生 「早速ですが、近松門左衛門の『曽根崎心中』の道行
みちゆき

の場面がよく理解できないのです。

クニわかりますか。」 

キョトンとして、私 「江戸時代の人形浄瑠璃のことですか。」 

キーン先生 「そうです。遊女お初と町人徳兵衛の道行の場面の二人の舞台での位置関係についてで

す。」 

 

 筆者は大学時代、選択科目『近松門左衛門』論を選択し 2 単位取得したことがあるが、先生の質問

には全く答えることが出来ず大恥をかいたのである。私は普通の平均的日本人と思っている。こんな

難しい問題を真面目に、真剣に聞いてくるドナルド・キーンとは一体何者なのか。浅学非才の私如き

が、今後先生とお付き合い続けて行けるかどうか不安になった。日本についての博学ぶりは、筆者の

能力を遥かに超えていることは明白である。筆者は益々、先生の人となり、幼いころのこと、学生時

代、兵役、日本文学を中心の日本学の研究方法、優しい人柄、ユーモアセンス等々、大変興味を注が

れお友達になろうと決心したのである。 

 

私 「先生には参りました。私を先生の弟子にしてください。」 

キーン先生 「弟子をとったことはありませんが、またお会いしましょう。」 

私 「ドナルド、失礼なことをお聴きしたいのですが、お孫さんは何人いらっしゃるのですか。」 

キーン先生 「クニ、それは大変失礼な質問です。アメリカではそういう話題はご法度です。」 

私 「知っています。でもここは日本です。」 

キーン先生 「私は独身です。孫はいません。」 

私 「ドナルド、夜のお食事はどうされていますか。」 

キーン先生 「それが悩みのたねです。」 

 

 そこで、女将さんを呼んで、日本食が大好きな先生です。これからこのお店を利用したいとのこと

です、と先生を正式にご紹介した。お悩みの一つは解決し、女将さんによると、その後もよくお店を

利用された由である。 

 

ご参考  後日判明したことであるが、質問箇所は下記のくだりと思われる。 
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日本文学史上もっとも美しい文章の一つ、お初徳兵衛の道行 

 

 『曽根崎心中』のもっとも劇的な瞬間は、縁の下に隠れた徳兵衛に、お初が「此の上は徳様も死な

ねばならぬ品なるが、死ぬる覚悟が聞きたい」と、ひとり言になぞられて聞く場である。徳兵衛は、

お初の足首を抱いてわがのど笛を撫でる。女のほうから決心を迫られたのではあっても、この決心、

この一瞬のしぐさによって、徳兵衛はりっぱな男になる。彼は、もはや押しも押されもせぬ悲劇的な

人物として、やがてお初と手を携え、死に場所にきめた曽根崎の森へと急ぐのである。 

 このときの道行は、日本文学史上もっとも美しい文章の一つと言えるであろう。それはつぎのよう

に始まる。 

 

   此の世のなごり、夜もなごり、死にゆく身をたとふれば、あだしが原の道の霜 

   一足づつに消えて行く、夢の夢こそあはれなれ。 

 

 このような言葉でうたわれる愛は、われわれの心の奥底からの共感のみならずにはおかないのであ

る。道行の徳兵衛は、われわれの目の前で歩きながら、一足ごとに背が高くなる。 

 彼の性格が変化するのではない。それまで彼の中にあって見えなかった純粋さ、強さが、道行のあ

いだに外に現れるのである。それまでは、われわれの憫笑にも値しなかった、なさけない男が、いま

や愛する女を刺し殺し、続いてわがいのちを絶つことのできる男になる。近松は、『曽根崎心中』の

最後に、「未来成仏疑いなき恋の手本となりにけり」と書いている。心中は二人にとっての救いであ

り、心中によってのみ二人の生命は意義を与えられるからである。 

 

二人の死に救いと正当性を認め、来世での幸福を約束 

 

 心中した者が来世には極楽浄土で結ばれるというのは、最終的には阿弥陀による衆生済度
しゅじょうさいど

への信

仰だったが、『曽根崎心中』が書かれたころには、心中の流行を支える確固たる信念にまでなってい

た。 

 

  出典：日本文学の歴史第 8 巻近世篇 2  ドナルド・キーン著 徳岡孝夫訳 1995年初版 

     中央公論社 P171-173  

 

本学学生とドナルド・キーン先生 

 

 筆者は、平成23年 3 月経済学部教授を定年退職。冲永学長はじめ大学関係者の皆々様のご指導、ご

鞭撻まことに有り難く、心から御礼申し上げます。四十数年サラリーマン生活を終えたあと、初めて

最高学府で教鞭をとらせていただき、有意義な毎日を送らせていただきました。有難うございました。 

 

  5 年間で担当した科目は、産業・企業研究、渋沢栄一論、プロジェクト研究、現代英語、インター

ンシップ、プレ・インターンシップ、文章表現、ライフ・デザイン演習、ゼミ演習と多岐にわたりま

すが、中でもドナルド・キーン先生と関わり合いがあるのは、プレ・インターンシップの授業である。 
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 本学八王子キャンパスには、法学部、経済学部、文学部、外国学部の四学部の学生で、 3 年生で受

講できるインターンシップ（夏休み中に行われる企業・役所における実習体験授業）制度がある。こ

の制度の恩恵に浴するには、前年（ 2 年生の秋学期）にプレ・インターンシップを履修し、上位成績

優秀者約100名が選抜され、 3 年生になってインターンシップ授業の受講が可能となる。 

 

 筆者は、プレ・インターンシップの授業で教科書として、毎年、司馬遼太郎・ドナルド・キーン共

著『日本人と日本文化』（中公新書1972初版）を採用し、国際性豊かな人間になるために、自国の歴

史や文化を学生と共に学ぶことにしたものである。 

 

  5 年間で私の授業を受講した学生は千名（含卒業生）を越えている。ほぼ全学生が「ドナルド・

キーンさんは外国人なのに何故こんなに詳しく日本に関する歴史、文化、宗教、をご存じなのか。」

「とくに日本文学については、風土記、古事記、日本書紀、源氏物語から現代文学まで博学なの。」

「私たち日本人がアメリカ人から日本についてのことを学ぶなんて恥ずかしい。」、と異口同音に愕き

の声を発したのである。 

 

 この本は雄大な構想で歴史と人物を描きつづけてきた司馬氏とキーン氏が平城宮址、銀閣寺、洪庵

塾でともに時を過ごし、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談形式による著作である。日本

文化の誕生、金の世界・銀の世界（乱世の美学）、日本人のモラル、江戸の文化、ほか格調の高いお

話が続く。 

 

 これからご紹介するのはこの本の相方である、司馬遼太郎氏が見たドナルド・キーンさんの印象 

 

 ドナルド・キーン氏と私との間を強いて関係づけるとすれば、太平洋という水溜りをへだて、あの

戦争を共同体験したという意味において互いに戦友であったという以外にない。残念ながら私にとっ

てあの戦争がどういう意味をもっていたかは自分ではよくわからないが、すくなくとも日本文化とい

う一個の世界からみればあの戦争がなければこの文化はドナルド・キーン氏という天才を所有するこ

とができなかったであろうということだけはいえる。 

 私はキーン氏に会って、いろいろふしぎな印象をもった。びん（鬢）のあたりに白いものがまじる

年齢になりながら、このひとほど少年のころの彼を容易に復元できる人に接したことがない。小鳥の

柔毛のように美しいまつ毛の下の瞳には、いつも少年のような愕きやすさが用意されていて、しかも

その知的好奇心や感受性でとらえたものごとを、とらえるとすぐ蒸溜しきって真実を 滴
したた

らせる焔が

燃え続けているという感じである。この焔は、ニューヨークの薄暗い地下鉄の座席にすわりながら、

自分が採集してきて書きとどめた漢字を見つめ、そのふしぎな魅力とそのむこうにある未知の文明を

想ったという少年のころから不断の燈明のようにもえつづけてきたものであろう。戦争はこの少年を

日本語を学ばせるという運命に引きずりこんだ。やがて日本文学という人類がもった特異な世界に力

強い普遍性のつばさを付けるという仕事をこのひとはになった。・・・（後略） 

 

  出典：司馬遼太郎・ドナルド・キーン共著 
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     「日本人と日本文化」中公新書 1972年 5 月25日初版 

     巻頭のはしがき 

 

ドナルド・キーン先生の足跡 

 

 この偉大なキーン先生のこれまでの人生を、筆者の心に深く染み込ませ、記憶を確かなものにする

ため、先生との面談、先生の著作『日本文学の歴史』、2006年 1 月から12月まで48回にわたり読売新

聞で発表された『私と20世紀のクロニクル』等々を参考に、日本との関わりのあることを中心にして

まとめてみたい。 

 

１．ニューヨーク郊外 少年時代【両親の離婚】 

 キーン先生は1922年ニューヨーク郊外ブルックリンで、中流家庭の長男として生まれた。 

 小さな町に住む父親はつねにやさしく、母親は絶えずパイを焼いているアメリカの典型的な家族が

登場する映画好きの少年だった。アメリカの男の子は、野球好きでキーン少年を仲間に誘ってくれる。

運動神経のないことを自覚しているキーン少年は走ることも、打つことも、まもることも下手で、い

やいやながら草野球に加わっても楽しくなくむしろ苦痛だった告白している。 

 私がキーン先生と話をしていて、「私の一番の趣味は野球です。草野球のエースでキャプテンを

やっていました。」と言った時、キーン先生は悲しい顔をして頭を垂れ、うな垂れた様に見えた。

キーン少年の母親は周りの少年たちに賄賂を使ってまでして自分をチームに参加させようとしたよう

であるが、長続きしなかったとのことである。 

 こんな立派な先生に昔のことはいえ、悲しいいやなことを思い出させた責任は私にある。申し訳な

いことしたと反省している。 

 

  7 歳の時に大恐慌が始まった。 

 ヨーロッパとアメリカを行き来して商売をしていた父親の金銭的な問題にまつわる話が、食卓の話

題になり家の中が暗くなり始める。12歳に妹が亡くなり一人っ子になってしまう。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 12歳の時に妹が死んで私は一人っ子になってしまった。その時以来、両親の関係は子供にもわかる

具合に壊れていった。ある日父は二度と帰ってこないと言って家を飛び出した。母は私に父に戻って

くれるように頼んでほしいと言った。私は父をひきとめることに成功したが両親の口喧嘩は毎晩のよ

うに続いた。 

 ある夜、父が次のように言っているのを耳にした。父と母と一緒に住んでいた唯一の理由は、父が

私の妹を愛していたからだった。しかし妹が死んでしまった今となっては、その必要もなくなった。

と。 

 たぶん父は、本気でそう言ったわけではなかった。父は一瞬の怒りに駆られて、こうした言葉を口

走ったのであったかもしれない。しかし、私はこの言葉を忘れなかった。ついに両親が離婚し、住ん

でいた家から母と私が侘びしいアパートに引っ越したのは、私が15歳の時だった。 
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日本と関わり合いのある事項 

 本人も認めているが、身のまわりに日本を想起させるものはほとんどないが、 

   着物（本人はどう発音したか記憶がないそうだが）が唯一の日本語 

   日本と中国の文字が似ていること（切手収集が趣味）に気付く 

   日本人が俳句と呼ばれるたいへん短い詩を書くということを知る。（10歳のころクリスマスに、

こども向けの百科辞典をもらい、その中の日本の説明に俳句のことがあった。）これが日本文

学との初対面という認識をもっている。 

 

２．【まれにみる秀才、16歳、コロンビア大学入学】 

 小学校、中学校、高校を通じて、キーン少年は常にクラス一番だった。あまりに成績が良かったの

で、何度か難なく学年を飛び越して進級した。こうした飛び級の生徒に選ばれて、普通の学生から見

れば憧れのまた尊敬に値する学生のはずであるが、本人はそれほど嬉しいことではない感じなのであ

る。凡人からすれば想像もつかない、秀才の悩みかもしれない。 

 本人曰く「そのことを特に感じたのは16歳で大学に入った時で、私は同じクラスの学生より 2 歳若

く、若い大人の中に一人だけ少年が交ったようなものだった。」と。 

 

 キーン少年は、クラスの誰よりも若いだけでなく一番背が低かった。小さい時からスポーツが苦手

で自分の力不足を埋め合わせるため、雑誌の編集長や、短編小説を発表したり、芝居の作者等で、成

功体験は感じているが、教室外では孤独な高校生活を送っている。 

 

 1938年奨学金を得て、コロンビア大学に入学。もう両親からの金の援助を一切受けまいと心に決め

る。 

 授業は厳しかったが、終生の師と仰ぐマーク・ヴァン・ドーレン教授に教わる。教授の教え方は、

肝心なことは作品を読み、それについて考え、なぜそれらの作品が古典とされているのかを自分で発

見するというものであった。 

 

日本と関わり合いのある事項 

 大学時代の友人中国人学生李（Lee）君との親交により漢字の勉強をする。クラス仲間はほとんど

寄宿舎に入っていたが、キーン青年は母親にせがまれて自宅に住み、ブルックリンからコロンビアま

で、地下鉄で通学している。たったの 5 セントだったが、往復 3 時間の地下鉄の中での時間は貴重で、

読書と漢字の勉強に集中した。暗い車内で猛勉強をしたため、視力が低下しそれ以来眼鏡をかけるよ

うになった。 

  

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 これまで私は、日本が脅威的な軍事国家だとばかり思っていた。広重に魅せられたことはあっても、

日本は私にとって美の国ではなくて中国の侵略者だった。友人の李は、手厳しい反日派だった。1939

年ニューヨーク世界博覧会に行った時、私たちは様々な外国パビリオンを訪れたが、李は日本のパビ

リオンに入ることだけは断固拒否した。 
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３．【ナチ侵攻のさなか『源氏』に没頭】 

 子供のころから、戦争の予感があり高校の時に、こんなことを夢想している。 

 ヨーロッパ諸国が戦争をするのを防ぐ素晴らしい着想が浮かぶ。それはメキシコ湾流（暖流）を遮

断することでヨーロッパ全土を寒冷化し、人々に戦争を出来なくさせるという雄大な構想を思いつい

たのである。 

 

 しかし、1940年ドイツ陸軍が突如進撃を開始する。まず、デンマークとノルウエー、続いてオラン

ダとベルギー、間もなくフランスの半分が占領され、 9 月には英国空襲が始まった。英国がドイツに

抵抗することは、ほとんど不可能のように見え、キーン青年はナチの征服に関する最新のニュースが

怖くて、新聞が読めなくなる。そして、このころ全く予期せぬことが起きる。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 1940年秋、まったく予期せぬことが起こった。私の中で戦争に対する憎しみと、ナチに対する憎し

みが衝突していた最悪の時点で、ある種のすくいの手が差し伸べられたのだった。 

 当時、ニューヨークの中心にあるタイムズ・スクエアに、売れ残った本を専門に扱う本屋があった。

ある日、“The Tale of Genji”（『源氏物語』の英訳）という題の本が山積みされているのを見た。こう

いう作品があるということを私は全く知らなくて、好奇心から一冊を手にとって読み始めた。挿絵か

ら、この作品は日本に関するものであるに違いないと思った。やがて私は、「源氏物語」に心を奪わ

れてしまった。アーサー・ウエイリーの翻訳は夢のように魅惑的で、どこか遠くの美しい世界を、鮮

やかに描きだしていた。私は読むのをやめることは出来なかった。 

 私は、「源氏物語」の世界と自分のいる世界とを比べていた。物語の中では対立は暴力に及ぶこと

はなかったし、そこには戦争がなかった。主人公の光源氏は、ヨーロッパの叙事詩の主人公たちと

違って、男なのに深い悲しみというものを知っていて、それは彼が政権を握ることに失敗したからで

はなくて、彼が人間であってこの世に生きることは避けようもなく悲しいことだからだった。 

 

 「源氏物語」に愛着を感じていたにもかかわらず、私が日本語を勉強しようと思わなかったのは、

それは友人の李君の感情を傷つけることになるかもしれないと恐れたからだった。 

 

 1941年夏、日本に住んだことがあり、台湾で英語の先生をしていた友人に、ノース・カロライナの

別荘で、夏休みを利用して日本語の勉強合宿の誘いを受ける。暑いニューヨークから逃げ出し、山中

で夏を過ごせる機会は魅力的で、誘いに応じた。 

 生徒は三人で、もう一人の参加者はフランス国籍で45歳。父親は貿易商で日本に暮らしたことがあ

るが、日本語は読めない。キーン青年は19歳、先生は日系アメリカ人である。 

 使用した教科書は「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」で始まる『小學國語讀本』である。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 ほかの二人の生徒と違って、私はごく簡単なことでも日本語で言えなかった。新しい外国語をまた

一つ勉強するのだと思うと、私は興奮した。しかし、あとの二人は漢字を覚えることに次第に興味を

失っていった。 
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 私にとって日本語の複雑な書き方は、その魅力の一つだった。もしこれがローマ字で書かれていた

ら、日本語の難しさを克服しようという欲求は起こさなかったかもしれない。 

 

４．【太平洋戦争】 

 1941年12月真珠湾攻撃を機に日米開戦し、キーン青年は＜たぶん軍隊に入らなければならない＞こ

とを実感する。 

 が、可能性が一つ残されていた。カルフォルニアの海軍日本語学校で、翻訳と通訳の候補生をめざ

せば、自分の平和主義とも矛盾しないのではないか。＜自分は、日本語を勉強しに行くのだけだ。い

ままでの主義主張を否定するものではない。＞という思いだったのだろう。 

 

 ニューオーリンズ、テキサス、アリゾナ・・・・。第二次世界大戦下の1942年 2 月、キーン青年は

志願したカルフォルニアの海軍日本語学校へ入学するため、初めてニューヨークから大陸を横断する

列車の旅にでる。 

 語学校では＜授業は週 6 日、一日四時間で、毎週土曜日に試験があった＞。その十一カ月後、キー

ン青年は卒業式で卒業生総代として、日本語で約三十分にわたって、「告別の辞」を述べている。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 私たちは語学校で一所懸命勉強したが、上達したからといってとくに報償があるわけではなかった。

語学校を卒業した者たちは、毎週のテストの点数に関係なく全員が語学将校に任官した。他の若者た

ちが国のために命を捧げようとしている時、たぶん私たちにも戦時には最善を尽くさなければという

愛国的な気持ちがあったに違いない。しかし、私たちが勤勉だったもっと重要な理由は、むしろ自分

の大学が最高であるということを証明したいという学生一人一人の競争心にあったのではないかと思

う。 

 

 キーン先生はこの日本語学校での十一カ月の勉強で、日本語を完全にマスターした。 

 印刷された日本語だけでなく、簡単な草書を読んだり、手紙や報告書を書いたり、一年前は一言半

句喋れることが出来なかった日本語を自分のものにした先生の喜びは、非常に大きかったと推察され

る。 

 

 1943年 2 月に海軍語学校を首席で卒業した二十歳のキーン士官は、ハワイの真珠湾に派遣された。

そこでガダルカナルの戦闘時、日本軍から押収した文書の翻訳に当たったが、血痕のついた兵士の日

記は＜時に耐えられないほど感動的＞で、＜私が本当に知り合った最初の日本人は、これら日記の筆

者たちだった＞。 

 

 海軍語学学校を出て通訳となったキーン士官は1943年 4 月、極寒のアラスカからアリューシャン列

島を転戦、8 月にはキスカ島に上陸。一度ハワイに戻り＜間違いなく危ない場所に行こうとしている

＞のを実感する。世界の海軍史上最大の艦隊が終結したレイテ島を経由して、1945年 4 月沖縄に上陸

した。キーン士官は沢山の捕虜を取り調べた。多くの捕虜は、日本に帰って恥をさらすのは忍びない

と思っている。そんな中印象に残る一人の日本人将校がいた。「自分は違う。日本の再建を助け、日
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本をもっとよい国にしたいとつよく願っている、と。」そこで、キーン士官は言った。「生きて、新し

い日本のために働くように、と」 

 

 1945年夏。沖縄、グアムと従軍を重ねる最中、日本語通訳キーン士官は、広島、長崎の原爆投下を

知り、雑音のひどいラジオで玉音放送を聞いた。＜三人の捕虜の眼に涙が浮かんだのを見た時、キー

ン士官は天皇の言葉の意味を知った。＞ 

 

 戦争が終わり、いよいよ日本に派遣される日を心待ちにするキーン士官だったが、新たに配属され

たのは＜第六海兵師団＞。行く先は中国だった。 

 

５．【戦後の五年間 初めての日本】 

 戦争はようやく終わった。1945年 9 月末、海軍の日本語通訳キーン士官は中国・青島に到着。戦後

処理の任務に就いたが、やがて蔓延している腐敗に気づき始めた。 

 帰国の許可を申請すると、東京へ向かう飛行機に乗ることができた。夢に見続けた日本。しかし＜

その荒廃ぶりは、キーン士官が想像していたより遥かにひどかった。＞。 

 

 中国での任務を終えた海軍通訳キーン士官は1945年12月、東京に立ち寄ることに成功した。捕虜の

家族へ無事を伝えに出かけ、日光へも詣でた。日本人が親切なのは不思議だったが、＜友情が人間同

士の抱く普通の感情で、戦争はただの逸脱に過ぎないのだろう＞と思う。 

 

 一週間の滞在を終えた朝、キーン士官は原隊復帰の命令を受け、東京湾の木更津から軍艦に乗りハ

ワイに帰ることになる。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 翌朝、私は夜明け前に起こされ、東京湾の反対側にある木更津へ向かうように言われた。私は急い

で、埠頭へ行った。しかし軍隊では、いつもそうなのだが、これは「急げ、そして待て」だった。船

は一向に出航する気配を見せなかったが、ついに、真っ暗な湾へと動き出した。 

 デッキに立って、湾内を見渡していた時だった。目の前に突然、朝日を浴びてピンク色染まった雪

の富士山が姿を現した。それは日本と別れを告げるにあたって、あまりに完璧すぎる光景だった。目

を凝らして見ているうちに、富士は、徐々に色を変えて行った。感動のあまり、私は涙が出そうに

なった。 

 かつて誰かが、私に言ったことがあった。日本を去る間際に富士を見た者は、必ずまた戻ってくる、

と。それが本当であってほしいと私は思った。しかし再び日本を見たのは、それから約 8 年後のこと

だった。 

 

６．【コロンビア大学に復学】 

 キーン青年は除隊する。退役後なにをするか、全く考えていないことに気がつく。他の語学将校の

多くが海軍に入隊する前の職場に復帰していく。しかし自分には職がない。日本語（敗戦国の言葉 

筆者挿入）を知っていることは、利点ではなかった。しかしキーン青年は自分の運を信じて、「日
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本」の研究を続けることを決意する。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 日本が戦前の地位を取り戻すには、少なくとも五十年はかかると一般に思われていた。 

 大学生として私は、自分が何になりたいか、わからないでいた。あらゆる職業が、どれも等しく魅

力がなさそうに見えた。中国語の研究や、少しおくれて日本語の研究が、初めて仕事としての可能性

を開き始めていた。しかし、具体的に日本語でなにをしたらいいのだろうか。アメリカのどこの大学

も、日本の文学や歴史の教師は求めていなかった。 

 見通しは暗かったが、私はこのまま日本語の勉強を続け、自分の運を信じることにした。私のこと

を祝福して、よくまあ1946年の時点で、25年後の日本に経済的奇跡がおこることに気づきましたね、

と言う人がいる。しかし私は、全く予期していなかった。私が日本語を選択したのは、ただなんとな

く自分が気質的に日本研究に合っていると感じたからだった。 

 

 1946年、コロンビア大学に復学した。そこで角田先生の下で再び、日本文学の勉強をがむしゃらに

始める。「好色五人女」「奥の細道」「国姓爺合戦」・・・・。大学院の授業は＜楽しいばかりでなく、

キーン青年に将来の仕事のテーマを与えたのであった＞。 

 

 コロンビア大学で文学修士号を取得したキーン青年は、1947年ハーバード大学に移る。 

 有名な日本学者エリセーエフ教授の講義をとるが、ヨーロッパ以外の学問のやり方を認めぬやり方

にキーン青年は納得いかず、＜無味乾燥な内容＞であった由である。一方日本史のライシャワー助教

授の姿勢には感銘を受けている。＜一般大衆のために書くというキーン青年の目標は、おそらくライ

シャワーの影響によるものである。 

  

 1948年英国ケンブリッジ大学へ奨学金を手に入れ留学をする。一年間＜なんでも自分のすきな研究

ができる＞ものの、宿舎は寒く＜食べ物はひどかった＞思い出がある。論文作成には苦労したが、五

年間で文学博士号を取得する。 

 そのころ日本語の会話の授業を担当し、キーン博士は初めて学生を教えることになる。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 私の会話の授業は、全く珍妙なものだった。学生たちは現代のことを話す時でも、十世紀の日本語

を使った。ある学生が、「まじめな男」という意味のことを言いたい時に、「ひたすらなをのこ」と

言っていたのを思い出す。しかし、私の日本語も怪しいものだった。私は三年間というもの、日本語

を話していなかった。私が会話を担当することになったのは、ケンブリッジに日本人が一人もいな

かったからだ。 

 

 バートランド・ラッセル卿の哲学講義に出てビールを酌み交わす幸運に預かったり、小説家E・

M・フオースターの知遇も得た。次なる興味は「源氏物語」の偉大な翻訳者で＜私の源泉＞、アー

サー・ウエイリー氏である。同氏の薫陶を受けながら、暇があると音楽を聴きにロンドンへでかけた。 

 マリア・カラスのオペラ「ノルマ」や R・シュトラウスの「四つの最後の歌」の初演など、歴史的
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な名演にも遭遇した。時には孤独だったが、＜英国に住んだ五年間、キーン博士は概して幸福だった

ようだ。 

 

７．【日本での生活が始まる】 

 1952年、ケンブリッジの夏季休暇にいったんコロンビア大学に戻った。キーン博士は何とかして日

本へ行く気持ちを抑えられない。日本での研究奨学金がもらえそうなアメリカにある財団を片っ端自

ら訪問する。でも財団の役員たちは色よい返事をしてくれない。キーン博士は本当のところは「芭蕉

の生涯と詩歌」を研究したいのだが、財団の役員たちは現代的な学問分野―たとえば経済学、社会学、

またはそれと同等に現代世界で重要な分野―を専攻する学者であって、古典などの文学の専門家には

あまり興味を持たないのであった。 

 

 聡明なキーン博士は日本へ行くためなら、と妥協を図り、財団役員の判断をしやすいテーマに「現

代の日本文学の研究」ということにして、研究奨学金を獲得したのであった。今までにない高額の奨

学金を有意義につかうため、沢山の国々を立ち寄ることにした。ロンドン発－エジプト－インド－セ

イロン（スリランカ）－シンガポール－インドネシア－タイ－カンボジア－ホンコンを経由して日本

到着という計画を立て、実行したのである。しかし行く先々で、事件や事故もとなりあわせ

で・・・・。 

 

 少壮の日本文学研究者、三十一歳のキーン博士は1953年 8 月の雨の夜、羽田に到着した。東京に一

泊することなく、すぐ最終列車に乗って京都にむかうが、途中、「関ヶ原」の文字を見て＜身体に戦

慄が走しる＞。それは間違いなく日本にいる証拠、初めて触れた日本の歴史だった。京都では古い友

人の案内で、さっそく市中を見物する。当時の先斗町
ぽんとちょう

は＜あまりに美しくて、自分の眼が信じられ

なかった＞。と語っている。 

 

 ここからキーン博士の、待望の京都での日々が始まった。古い木造街並み、陶器や美術、古本

屋・・・・。どの通りにもキーン博士の眼を惹きつけるものがあった。当時の京都には十人余りの留

学生しかおらず、月に一度は中華料理店に集まって語り合った。＜まちがいなく全員が、この素晴ら

しい都市にすむことになった幸運を全身で感じ取っていた＞ 

 

『私と20世紀のクロニクル』から引用 

 京都大学の留学生となったキーン私は、研究室で教授から直接教えを受けるようになり、名所旧跡

を探索する時間ができた。＜下駄は、京都を見て歩くには最高の「乗り物」だった。日本の報道機関

から注目を浴び、新聞や雑誌に寄稿し、ラジオにも出演した。戦後の日本人は旧仮名づかいや本字を

もう使わないのをしりつつ、＜あえて私は海軍語学学校で学んだ書き方で＞原稿を書いた。 

 

８．【「太郎冠者」で生涯に一度の晴れ舞台】 

 現在、一般の日本人のどの位の数の人たちが、いわゆる日本の伝統芸術を理解し、劇場に足を運ん

で学問としてまたは趣味として関わりを持っているのか、筆者にはわからない。筆者は、外国の友人

を伴い歌舞伎座で何度かお芝居を楽しんだことはある。まさか自分が稽古を積んで、舞台に立つなど
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考えも及ばないことである。しかしキーン博士は素晴らしい行動をとる。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 京都大学留学時代の最大の楽しみは、狂言の稽古だった。私の頭にひらめいたのは、伝統芸術を学

べば日本の文化がよくわかるのではないかということだった。いろいろな可能性について考えた中か

ら、私は狂言を選んだ。私は能に深い感銘を受けていたが、一方で狂言の言葉にも惹かれていて、

「候ふ」よりも「御座る」と言った方がおもしろいのではないかと思った。私が借りていた家の大家

さんに、どうしたら狂言の先生がみつかるだろうかと尋ねてみた。この質問が回りまわって大蔵流の

京都宗家の耳に届いた。宗家は、私が狂言を学ぶ初めての外国人ということもあって、子息の茂山千

之丞を先生に選んでくれた。 

 

 毎週の狂言は、じつに楽しかった。稽古は私の家で行われた。そこは隣家と随分離れていたので、

狂言のセリフを朗々と述べる際の大きな声のために誰かが迷惑するということもなかった。狂言を覚

えることは、全く新しい経験だった。これまで私が受けた教育は、主として目を通して行われた。し

かし今は、全て耳に頼っているのだった。高校時代に芝居をやった時に、演出家はひたすら自分が召

し使い役なら召し使に、とにかく与えられた役になり切るように想像力を働かせなさいと言った。し

かし、狂言では想像力は必要ないのだった。私に課されているのは、千之丞の声や仕草を出来るだけ

そのまま真似することだった。この世界では一人前の狂言師になって初めて、「型を破る」ことが許

された。自分の先生をひたすら真似することは、私をがんじがらめにするどころか、むしろ私に喜び

を与えてくれた。まるで私は、前任者たちが代々受け継いできた狂言の長い歴史の一番お尻のところ

に自分が連なっているような感じがした。 

 

 時には、稽古が別の場所で行われることもあった。羽織袴で家を出る時に私は照れ臭かったが、人

にじろじろ見られても気にしてはいけないと思った。ある時など、道路を走っていた若者の一団がそ

の場に立ち止まり、びっくりしたように私を眺めていた。しかし私は、やがて気づいたのだった。も

し、人からじろじろ見られるのが嫌なら、狂言の舞台に立つなどもってのほかのことではないか、と。 

 

 「狂言師」としての私の短い経歴の頂点は、1956年 9 月13日に喜多能楽堂で「千鳥」の太郎冠者を

演じた時だった。酒屋の主人の役は、「武智歌舞伎」で有名な武智鉄二が務めてくれた。五分ばかり

のビデオで、その時の上演の一部を見るこが出来る。今それを見ると、そこで朗々とセリフを述べ、

仕草をし、飛び上がり、はては「おまんがまゐる」という言葉で退場する人物が自分だとはとても信

じられない。もっと信じ難いのは、ビデオに観客の顔ぶれである。谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀

夫、松本幸四郎（先代）を始めとする著名な人々が居並んでいる。それは、私の生涯に一度の晴れ舞

台だった。 

 

 日本を代表する作家や歌舞伎の大御所が、ドナルド・キーンの一生に一度の晴れ舞台に駆けつけ激

励を受けている。日本に来て未だ 3 年、ひとりの外国人留学生のために、これだけの応援団がすでに

出来上がっていることに、筆者は驚愕している。それはキーン先生のお人柄につきると思われる 
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 女性なら、母性本能をくすぐられる男性に女性が好意を持つことはよく耳にするが、沢山の男性に

好かれるわけを考えてみたい。 

 

人奈津っこいアメリカの若者、日本文化、地理、歴史、文学、伝統芸能、宗教心、日本人自身等々を

真摯な態度で、真面目に取り組む姿勢、分からないことを何でも質問する積極的な探究心、こちらか

らの問いかけには、心優しく、親切に説明いただける広いお心等、キーン先生とお話をした者はみん

な先生のフアンになること請け合いである。 

 

 これは日本人男性が持っている武士道精神のなかの「惻隠の情」ではないかと、筆者は考えている。

「怵 惕
じゅってき

惻隠の情は仁の端なり」（出典：『武士道』新渡戸稲造著三笠書房2004、P53）の惻隠の情を共

有しているのだろう。しかし、本来の惻隠の情とは、弱者、敗者、虐げられた者に対する、「憐れみ

の情」である。ドナルド・キーン博士は学問の世界では超一流の強者である。でも、日本と言う国に

たいしては、博士が外国人という理由で、弱者と受け止められているのだろう。 

 

 キーン博士は京都大学留学生時代に、終生の友になる永井道雄氏を得る。キーン博士より一歳若く、

永井氏は当時、同じ下宿に住んでいた京都大学助教授であった。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 永井さんは私より一歳若かった。しかし私は彼のことを最初で最高の案内役として尊敬した。一カ

月前、大家の奥さんから新聞は何を取りますかと聞かれた時私は新聞を読む暇はないと応えた。これ

は浅はかな考えであったが、京都滞在中の一年間、私は日本文学について出来るだけ多くを知るよう

に心掛けていたのだった。同じ一時間なら、芭蕉の俳句について考える方が、新聞を読むより有効な

時間の使い方だと私は考えていたのだった。永井さんとの毎晩の会話の結果、私は現に生きている日

本文化を無視することは出来ないと気づいた。アーサー・ウェイリーが日本訪問の招待を断ったのは、

ウェイリーの関心が平安時代にあって日本になかったからである。私もウェイリーに倣って、過去に

没頭するつもりでいた。しかし永井さんの影響で、私は新聞を読みはじめただけでなく、日本人の生

活に参加したいと思うようになった。 

 

９．【母校コロンビア大学で教鞭を取り始める】 

 ＜敗戦の結果、多くの日本人は戦前からの伝統文化に疑いを抱くか、完全に拒絶反応を示すように

なっていた＞。しかしキーン博士は能、文学、俳句、演劇・・・・と関心を広げる。京都で同じ下宿

の親友、永井道雄氏から中央公論社社長、鳩中鵬二氏を紹介され、月刊誌「中央公論」の寄稿者とも

なる。この時期、ケンブリッジ大からコロンビア大への移籍を決意した。 

 

 二年間の京都大学での生活を終え、1955年、キーン博士はニューヨークへ戻った。コロンビア大で

の初講義を前に、＜太宰治の「斜陽」の翻訳もしていた＞。名士パワーズ夫妻を通じて社交の輪も広

がり、往年の大女優グレタ・ガルボた観劇する機会まで得た。キーン氏が名士らの関心を集めたのは、

日本の国宝や映画を通じて＜日本が俄然人気の的となっていたから＞だった。 
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 アメリカで日本文学ブームが起こった直後の1957年夏、キーン博士の英訳した「近代能楽集」の作

者・三島由紀夫がニューヨークを訪れた。＜演劇は、常に三島と私の友情を深める役割を果たした＞。 

三島の芝居を英語で上演したいという申し出もあったものの、実現するとなると＜どれ一つとしてう

まく行かなかった＞。それでも三島はあきらめず、幾度も脚本を書き直したが・・・・＞ 

 

 ニューヨークのコロンビア大学で日本文学を教え、6 ～ 8 月だけ京都で古典の翻訳に集中する、そ

れが1950年代後半のキーン博士の暮らし方だった。三ヶ月間、近松門左衛門の浄瑠璃に取り組むのは

＜自分の日本語の力をためす大きな試練＞で、＜数行読むのに午後の時間すべてを費やしたことも

あった＞。掛 詞
かけことば

の説明はやむなく省略しても、縁語
えんご

に相当する英語を懸命に探したのだった。 

 

 コロンビア大学で教え始めて七年目の1961年、コロンビア大学から一年間の有給休暇をもらった

キーン博士は、＜次第に姿を消しつつあった「文人」＞吉田健一、篠田一士らと東京で愉快な時を過

ごしている。文楽と能の研究を深める傍ら、謡の稽古も始め、いきなり難曲の「熊野」にも挑んだ。

すると熊野の筋書きと重なるように、ニューヨークにのこる博士の母親から、＜なるべく早く戻って

きてほしい＞と手紙が何度も舞い込む。 

 

 1962年 2 月、東京からニューヨークへもどったその日に、キーン博士の母は亡くなった。さらにそ

の夜、菊池寛賞受賞の報が届き、＜悲嘆と喜びに身を引き裂かれる思いだった＞。東京に戻ると、ラ

イシャワー大使が祝いの会を催した。授賞式ではＡ・ウェイリーへの思いを述べた。氏がいなかった

ら＜日本文学の美しさを世界に伝えるという試みに自分の生涯をささげていたかどうかわからない＞。

と、キーン博士は述懐している。 

 

 ニューヨークで直面した母親の死は、四十歳を目前にしたキーン博士を打ちのめした。菊池寛賞を

東京で受賞した後、京都大学に留学中住んでいた＜懐かしい「わが家」で一泊し、梅の花の香りを味

わってようやく回復に向かうことが出来たのだった＞。1964年にはさまざまな作家との交際も始まっ

た。中でも大江健三郎氏のユーモア感覚は、自分と相通じるものがあった。 

 

10．【『日本文学の歴史』の執筆】 

 一年の前半はニューヨークのコロンビア大学で教え、後半は日本に滞在する生活を始めたキーン博

士は1964年『日本文学の歴史』を書こうと決心する。 

 

『私と20世紀のクロニクル』からの引用 

 「古事記」から現代作家の作品まで日本文学全体について講義するようになったのは、コロンビア

に戻ってからだった。私は講義を、出来るだけ個人的かつ興味深いものにしようと心掛けた。他の教

授たちが何年も前に準備した原稿を読み上げていた時に覚えた退屈のことが頭にあって、私は一切

ノートを使わず講義することにした。詩や小説の「流派」に属する人々のリストや生没年はさておき、

自分が取り上げた作品に対する私個人の反応にもっぱら頼って講義をした。（中略） 

 日本文学を読み続けていくに従って、わたくしは自分の知識の抜け落ちている部分を少しずつ埋め

ていった。ある時点で私の頭にひらめいたことがあって、それは自分の授業のためだけでなしに、私
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の学生以外の人々にとっても有益な知識になればいいと思った。私は自分の講義に基づいて、大ざっ

ぱに草稿をタイプし始めた。いちいち人物の生没年や自分が知らなかったことを調べたりせずに、そ

ういうことは後回しにして後で書き直す時にした。あっという間に約二百五十ページを書き上げ、す

でに鎌倉時代に入っていた。文学史を書き上げるのに、あと二年あれば十分だろうと私は思った。 

 

 キーン博士はそれぞれの作品の著書についての生没年やその作者の伝記てきな事実関係等を書くつ

もりはなく、日本文学の美を純粋な気持ちを発露したかったと思われる。外国人が手に触れたことが

全くないであろう数多くある日本の文学作品を、日本文学の伝統とか知識よりも、キーン博士が日本

文学にたいする並々ならぬ情熱を伝えようとしたのである。レニングラード大学日本語教授であるエ

フゲーニア・ピアス女史の忠告を聞き入れ、キーン博士にとって基本的な退屈な事実も文学史には必

要であると、自分を納得させたのである。この決断の結果、二年どころか文学史を完成させるのに二

十五年もかかってしまったのである。 

 

 キーン博士はその時の苦悩を『日本文学の歴史』全18巻の第一巻の「まえがき」に次のように記し

ている。 

 外国人が日本の読者に日本文学史を発表しようとすることは相当の勇気を要する。いくら日本語が

できるとしても、幼児からなじんでいる日本人ほど言葉の音楽的な魅力を感じとれないだろうし、そ

のために日本の詩歌を評価する場合、「調べ」というものを無視して意味しか考えない恐れがある。

或いは、逆に、日本の知識人ほど日本の詩歌を広く読んでいないため、多くの詩人に使い古された陳

腐な文句を、それと知らずに新鮮だと感心することもあり得る。 

 しかし、外国人による日本文学史にも長所はあるのではないかと思う。外国人が日本文学を自由に

読めるようになるまでには大変な時間がかかるので、日本人以上に日本文学に対して情熱がなければ

ならない。また、日本人は皆、好き嫌いにかかわらず、小学校時代から国文学を勉強しなければなら

ないので、国文学を嫌う人は大学の入学試験に合格してしまうと、二度と古典文学の本を開くことが

ないそうであるが、日本文学を勉強する外国人は、何も義務感を負っているわけではないので、好き

で堪らないのでなければ、すぐに日本文学を捨ててもっと楽な勉強に切り替えるはずである。私は日

本文学が好きで堪らない一人である。 （中略） 

 1952年に三十歳になったばかりの私は、生涯の仕事として選んだ日本文学の研究に十分価値のある

ことを英国人の聴衆に請名証明しようと必死になっていたので語り口には熱が入っていたようである。

日本の国文学者は日本の聴衆に『源氏物語』や『新古今集』、西鶴や谷崎潤一郎の良さを説得する必

要はないだろうが、私は白紙状態の聴衆を前にして最も基本的な事実－日本文学のすばらしい伝統－

から始めなければならなかった。したがって、日本文学についての知識よりも私個人情熱を伝えるよ

うに努力した。日本文学にかなり詳しい日本人もそれを感じて下さるようである。 （後略） 

 

11．【東北地方の思い入れ】 

 キーン博士が最初に平泉を訪れたのは昭和30年（1955年）である。フォード財団の奨学金を得て京

都大学に留学して 2 年目のことである。「奥の細道」を何度も読み、博士は矢も立てもたまらずに平

泉にやってきた。そして平泉を訪れた時の印象を記している。 

 「私は日本にきてからすばらしい仏像に夢中になった。震えるほど美に打たれ，自我を忘れて、こ
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の世でない世界に入ったと感じたのは、中尊寺の内陣見た時だけである。」と記している。 

 昭和59年（1984年）9 月に「東北文化シンポジウム 平泉」（主催岩手日報社）シンポジウムでも

芭蕉がたどった跡をたどってみて、一番強い印象を持ったのは、やはり平泉だと語っている。 

 「芭蕉の俳句の中で、一番感激するのはどれかと言われたら、“夏草や兵どもが夢の跡”です。」と

答えている。 

 

 「奥の細道」は、芭蕉美学の集大成であるが、有名な次のような書き出しで始まる。 

 

    月日は百代
はくたい

の過客にして、行きかう年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ。馬の

口とらえて老をむかふる物は、日々旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せる

あり。 

 

 「奥の細道」で、四十五歳になった芭蕉は、まず北行して平泉に至った。五百年前に、藤原三代が

一睡の栄耀を謳った地である。それから西に折れて日本海に出、海岸沿いに敦賀までたどって、最後

は大垣から伊勢を望んでいる。ときどきは舟行したり馬で行ったりしたが、ほとんどは徒歩旅行だっ

た。 

 

 キーン博士は、「奥の細道」で芭蕉が取った行動と同様、東北への最初の訪問地は平泉であった。

そして金色堂に入った時、衝撃的な体験をする。そのときの感動をつぎのように語っている。 

 

 「それ以前から私は写真などで平泉の仏像を知っていましたけれども、実物を見ると、そのすべて

が一体の仏像ではなく、全体が私の目に入った。そうするとまったくその中に溺れるような気持ちで、

出られないような気持ちになりました。そうすると私はその世界に入った時、震えたのです。それは

直感的な話になりますが、私の場合、直感を大事にしています。つまり美術に限らず、音楽でも、な

にか私の背骨に冷たいものを感じた時に、本物にぶつかったのだと直感するのです。この直感は極め

て非科学的ですが、金色堂の内陣を見たときに、私はきっとその全体的な美しさに驚いたのだと思い

ます。金色堂の場合は、一つの世界が私の目の前に広がっているというような感じでものが言えな

かったのです。」 

 

 多くの滅び去って忘れられた文明と比べて、平泉は違うところがある。それは一度も日本人から忘

れられなかったという一点である。キーン博士が「平泉は一度も死ななかった」という表現で主張し

ている。 

 東北で生を受けた者としては、どうしても、文治五年（1189年）の 9 月の奥州合戦の敗北によって、

奥州は滅びてしまった、と考えがちだ。しかしキーン博士は、それでも平泉はいきていたと考えてい

る。その第一の理由は、博士が金色堂に入った時の直感によるものだ。 

 

 キーン博士は、直感をもって、平泉こそ≪常世≫だと感じたのではないだろうか。仏教の言葉でい

えば、黄泉の国は、「地獄」あるいは「奈落」となり、常世は「極楽浄土」となる。三十三歳のキリ

スト教のアメリカの純粋な青年は、平泉に、富や知識を超越した、海の彼方・または海中にあるとさ
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れる理想郷でもある、不老不死がもたらされる桃源郷を見出したのだろう。 

 

 キーン博士は「金色堂にあった三代藤原将軍たちは、みんな浄土に行かなくても、浄土に入ったの

です。この土地が浄土であるとの印象が非常に強いのです。きわめて現世的なのです。これほど現世

的なところを私は知りません。あの世がいらないのです。この場所より美しいところは他にはあり得

ないと考えられます。あるいは初めから永久に生きることを望んでいたのではないかと思われま

す。」と語っている。 

 

 キーン博士にとっては、心底『東北は心のふるさと』なのだ。そんな東北に対し、日本の観測史上

最大のマグニチュード9.0を記録する大地震が襲う。 

 

平成23年 3 月11日 東北地方太平洋沖大地震発生 

 

そしてドナルド・キーン氏の決意表明 

 「日本人と共に行動したい。『終の棲家』に日本を選び、日本に帰化します。」 

 

 筆者は、また友人として、ドナルド・キーン先生のご決意を歓迎し、心から敬意を表する者である。 

 

（完） 

  

古都 平泉について 

 

 平安時代末期の11～12世紀にかけて、東北地方の平泉を中心に、浄土の世界を具現化する独特の文

化が育まれた。これこそ奥州藤原氏 4 代（藤原清衡、基衡、秀衡、泰衡）が約100年にわたって築き

あげた、「浄土思想を基調とする」平泉の「文化的景観」である。 

 浄土思想とは、仏の住む清浄な国に往生し成仏することを説く思想である。当時の日本では末法思

想が流行し、人々は現世における安穏と同時に、死後に西方極楽浄土に転生することを強く願うよう

になった。奥州藤原氏初代の清衡もまた、前九年・後三年の役などで亡くなった全ての霊を敵味方の

区別なく浄土に導き、自らも浄土へ往生したいという願いをこめて中尊寺を建立したといわれる。 

 こうした平泉の精神的基調をなした寺院建築や浄土庭園では、その背景にある山並みや河川などの

自然環境も浄土の世界を構成する重要な要素とみなされた。さらには中世の農村景観や、地下に埋も

れた考古学的遺跡も含めて、世界でも類例のない文化的景観として評価されている。 

 

中尊寺 

 藤原清衡が北方統治の拠点として、また浄土思想の中核として最初に造営した寺院。国宝の中尊寺

金色堂は藤原氏四代の霊廟であり、蒔絵や螺鈿の漆芸、皆金装飾の金工技法を駆使した国内最古の阿

弥陀堂建築である。奥州は12世紀の主要な金の産出地であり、平泉の絢爛たる黄金文化は広く国内外

に知れ渡り、マルコ・ポーロの『東方見聞録』に記された黄金の国ジパングは、中尊寺金色堂に端を

発したものと考えられる。 
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毛越寺 

 藤原基衡が造営した寺院で、秀衡の時代にすべての堂塔が完成した。毛越寺庭園は大泉が池を中心

に、浄土の世界を現世し再現した日本有数の浄土庭園である。伽藍は焼失したが、浄土庭園と伽藍遺

構はほぼ完全な状態で保存されている。 

 

無量光院跡 

 藤原秀衡が、平等院鳳凰堂を模して建立した寺院、無量光院の跡。現在はほとんどが水田となって

おり、池跡、中島、礎石などが残るのみだが、自然環境と一体となって具現化された浄土庭園の最高

の発展形態跡として貴重な価値をもつ。 

 

 出典：『21世紀世界遺産の旅』2007年 ㈱小学館 発行 P41 

 

平泉 世界遺産に決定 

 

 パリで開かれている国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は 6 月25日、日本が

推薦した「平泉の文化遺産」（岩手県平泉町）について、中尊寺など 6 か所のうち、柳之御所を除く   

 5 か所を世界遺産に登録することを決めた。 

 阿弥陀如来の極楽浄土信仰を中心とする浄土思想に基ずき、現世に浄土空間を具現されたものとさ

れる次の 5 か所である。 

  中尊寺（特別史跡） 

  毛越寺（特別史跡・特別名勝） 

  観自在王院跡（特別史跡・名勝） 

  無量光院跡（特別史跡） 

  金鶏山（史跡） 

 

ドナルド・キーン先生 受賞歴 

 

1962年 菊池寛賞 

1969年 国際出版文化賞 

1983年 山片幡桃賞 

1983年 国際交流基金賞 

1985年 読売文学賞 

1985年 日本文学賞 

1991年 第 2 回福岡アジア文化賞芸術・文化賞 

1990年 全米文芸評論家賞 

1997年 朝日賞 

2002年 毎日出版文化賞 

2006年 東京都北区名誉区民 

2010年 第 5 回安吾賞 
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他多数 

 

栄典 

1993年 勲二等旭日重光章 

2002年 文化功労章 

2008年 文化勲章 

 

名誉博士 

1978年 ケンブリッジ大学 

1990年 セント・アンドルーズ大学 

1995年 ミドルベリー大学 

1997年 東北大学 

1998年 早稲田大学（名誉文学博士） 

1999年 東京外国語大学 

2000年 慶応義塾大学 

2000年 敬和学園大学（名誉文化博士） 

2007年 杏林大学 

 

  出典：フリー百科事典『ウィキペデイア（Wikipedia）』 

  

ドナルド・キーン先生の主要な著作 

 

単著 

 『日本人の西洋発見』藤田豊、大沼雅彦訳 錦正社1957 

 『碧い目の太郎冠者』谷崎潤一郎序文、中央公論社、1957のち中公文庫 

 『日本の文学』吉田健一訳 解説三島由紀夫、筑摩書房、1963、のち中公文庫 

 『文楽』吉田健一訳 金子弘 谷崎潤一郎序文 講談社1966 

 『日本の作家』中央公論社1972のち中公新書 

 『生きている日本』江藤淳・足立康訳 朝日出版社1973 

 『日本文学史 近世篇』全 2 巻 徳岡孝夫訳 1976-77 函入り 

 『日本文学を読む』新潮選書1977 

 『日本を理解するまで』新潮社1979 

 『音楽の出会いとよろこび』中公文庫1980 

 『日本文学史 近代・現代篇』全 8 巻 徳岡・角地幸男・新井潤美共訳 中央公論社 1984-92 

 『百代の過客 日記にみる日本人』金関寿夫訳朝日選書上下1984 

 『日本語の美』中央公論社1993 

 『日本文学の歴史』全18巻中央公論社 1994-97 

 『明治天皇』角地幸男訳 新潮社 

 『私と20世紀のクロニクル』角地幸男訳 中央公論新社2007のち中央公論文庫で『ドナルド・キー
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ン自伝』に改題2011 

 

共著 

 『日本人と日本文化』司馬遼太郎との対談 中公新書 1972 

 『世界のなかの日本 十六席世紀まで遡って見る』司馬遼太郎対談 中央公論社1992 

                                中公新書1996 

  

主要参考文献 

 1 . ドナルド・キーン著「日本文学の歴史」全18巻 1994年初版 中央公論社 

土屋政雄、徳岡孝夫、新井潤美、角地幸男訳 

 2 . ドナルド・キーン著「私と20世紀のクロニクル」2006年 1 月～12月まで48回連載 読売新聞社、

角地幸男訳 

 3 . 司馬遼太郎・ドナルド・キーン共著「日本人と日本文化」1972年 中公新書  

 4 . 新渡戸稲造著「武士道」1993年 ㈱三笠書房 奈良本辰也訳 

 5 .「世界遺産の旅」2007年 ㈱小学館 


