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ユダヤ教からみた平和の根源

はじめに

　近年，「トルコ・中国・フランスが世界の三

大料理」との記事を散見するが，トルコのどの

料理が，それにふさわしいものであるか，不勉

強にして知らない。

　1966 年に10月から一年間のアンカラ大学農

学部留学をきっかけとして，その後も機会があ

れば海外旅行を試行した。農業分野の国際協

力の実態を垣間見ながら，勤務先の試験場や

大学での講義と，我流の熱帯農業における果

樹の面からの展望を期待しながらの勤務であっ

たと言えるかもしれない。

　定年後は本でしか読めなかった農業の風景

を眺望すべく，毎年の行事の如くに団体旅行

に紛れ込んで洋の東西を問わず流浪している。

その流れの中で47年ぶりのトルコ旅行が実現

して，カッパドキアで有名な地下都市の近くの

石窟のホテルで，宿泊者に無料で提供される「蛇

口からのワイン」を試飲するとともに，当時紹

介されたワイナリーのオーナーの夢の一端を体

験して，半世紀を隔てての現実に，センチメン

タル・ジャーニイの香りをかいだ。

外国語の不思議さ――文の構造の発見

　人前での歌唱能力が零に等しい筆者にとっ

て，「音楽的センスの低い人は遺伝的にも外国

語習得が弱い」との記事を読んで将来を悲観

した時もあった。長じて大学に勤務している頃，

静岡に住んでいた中学高校の同級生のK 氏か

ら夜間に電話があり，「進学指導をしていた子

が同じ大学の工学部に入ったのでよろしく」と

の挨拶とともに，英語を学生に指導できるのか

との批判的言辞を少し酒の匂いに込めて伝え

てきた。

　留学先の言葉の習熟は重要であり，（ト

ルコ留学当時）留学生用に平日夕刻に開催

された大学主催の語学教室への参加に努めた。
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トルコの旅，留学のもたらす記憶
A Journey into Turkey: Recollections from Studies Abroad

【梗概】 30歳を過ぎての最初の留学先がトルコだったが，その経験を出発点として今でも世界を

回る旅を続けている。留学は個人的な比較文化的な体験を豊かにしてくれるだけではなく，生

涯にわたる貴重な価値基準の形成に大きな役割を果たすものと信じる。近年，日本から海外へ

の留学生が減っているが，一人でも多くの青年たちが異国の教育文化に挑戦することを願うもの

である。
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その数カ月間の印象的な出来事といえば，毎

夕の歴史学部の教室が変更になった際に，ぞ

ろぞろと部屋替えで行った先が，またまた，再

度の行き先変更となった時，そこで指導教員か

ら数十人の学生に対して，トルコ滞在中の一年

間で１回のみの「クスラ，バクマナ（私をツミ人

に見るな）」という貴重で明瞭な最上級のあや

まりの言葉を聞いたことだった。日常の会話で

は「エフェデルスヌス（ごめんなさい）」が使わ

れる。

　土曜日の午前中は研究室を訪れ，昼過ぎに

は，行き先のみが表示され，どこでも乗降可

能な乗合タクシー（ドルムシュ）に手をあげて，

「銀座4丁目」のような中心街のクズライまで

乗車した。近隣のレストランで食事をとり，近

所の映画館に行き，席を予約（全席指定）し

て映画を見た。

　留学生活も少し慣れた11月頃，習慣化して

いる土曜の午後に，トルコ語教室で知り合った

パキスタン人が同行したいとの希望もあり，食

後に映画館に行ったが，その窓口で席の予約

の段階で彼はもたもたしていた。日頃は流暢

な英語で筆者の下手な英語について，「植民地

の歴史のないことの証明でもありうらやましい」

との理解を示してくれた彼のあわてぶりには少

なからず驚いた。理由は簡単なことであった。

日本語は文の構造が，トルコ語・モンゴル語・

朝鮮語・韓国語などで構成されるウラル・アル

タイ語系に属していることから，主語，目的語，

動詞の順に言葉を並べれば，発音の良否はも

ちろん問題であるが，相手に理解されやすい

ためだったと思われる。

　例を言えば，＜私は一個のリンゴと一房のブ

ドウがほしい＞といった文を英語風に表現して，

「私」（主語）の次に，「ほしい」の語（動詞）

が登場すると，新米の受付係は理解が錯綜す

る場合が生じ，意思疎通の欠落に陥る例も少

なくないらしい。

　小さな言葉の問題かもしれないが，パキスタ

ン人の彼を通じて，20 年以上も学んできた外

国語の基盤となる文の構造問題の大発見をし

たような感銘を受けた。30歳を過ぎて，異国

の地で初めて外国人よりも早くトルコ語を話せ

たとの事実は大いなる励みにもなったようであ

る。

　ところで，トルコ人はモンゴル方面からの移

動による民族であるとの説もあるが，当地に留

学する日本人学生の多くが，ヒッタイトなどの

考古学と言語の研究をテーマとして，1965 年

前後は毎年2～3名が交換留学生として滞在し

ていた。タイ，日本とともにトルコはアジアで

は数少ない植民地の歴史を有しない地域であ

り，未発掘の宝庫でもあると当時は言われてい

た。

　留学生として果樹研究は初めての分野であ

アナトリア高原のブドウの株づくり

春先には株は掘り出されて剪定される
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り，歓迎会の度に，「トルコは日本の約 2倍の

広さだが，ブドウ，リンゴ，ナシ，オリーブ，

モモなど多くの温帯果樹群の原生地であり，そ

の生態的特性などを学びたい」と話した。

　留学期間は当初，10月から翌年5月までの8

カ月であり，主要な果樹の収穫期がほとんどな

いことに気が付いた。大使館員などの指導もい

ただきながら，9月までの4カ月間の留学期間

延長の申請を，日本の園芸試験場など各方面へ

の手紙によるお願いを書き続けた約5カ月間の

努力が実って，トルコ側からの1年間の滞在が

認められたときはこの上ない喜びであった。

　　　　

植物名と言語

　2014 年の旅行中に立ち寄った数軒のホテ

ルの朝食のバイキングで多く見かけられたの

は，淡紅色のビシネのジュースであった。春か

ら初夏に熟すサクランボは大別すると酸果桜

桃（vişne）と甘果桜桃（kiraz）があり，それ

ぞれをトルコ語で表示するとカッコ内のようで

ある。「形容詞を用いないで分別されている点

が，原産地を証明するものである」と留学生の

先輩 M 氏が教えてくれた。日本語に限らず英，

仏語もいずれも形容詞をつけて類別している。

その際に，彼は世界中の多くの民族に異なる

言語があるが，「目や鼻などは独特の表現を有

し，形容詞を用いての差別はしないらしい」と

教えてくれた。

　留学時の学生寮ではビシネに少し甘味を加

えたシジミ汁のようにして提供され，食堂の棚

に並んでいれば毎回賞味した。

　日本を含め多くの国で親しまれているヒマワ

リはsunflowerとして知られているが，トルコ

語での名称は直訳すれば，「月の花（ayçiçeği）」

である。なぜ，かような特有の表現があるのか

を知人に聞いたが明確な回答はなかった。個

人的な感想としては，半砂漠を放牧しながらの

生活習慣の中で，あらゆるものを焼き尽くすよ

うな太陽の光に比して，少しばかりの湿気と低

温の中にほのかな光を恵む月光の中に植物名の

由来が秘められているのかもしれない。また砂

漠地域の宗教行事の中に夜を徹しての祈りの

時間も無関係とはいえないだろう。

　帰国後，日本のオリーブの研究者の来訪を

受けた時，オリーブがトルコ語では（zeytin）

と呼ばれていることの理由を聞かれて，返答に

窮した。ゼイテンには野生種がありドジュ（Düc）

の名称があり，果実は食用になるが搾油はで

きず，台木専用との記録があった。

　原産地らしい表現として，ブドウに関しては，

全般的な名に＜üzüm＞，ぶどう園＜bağ＞，

木には＜Asma＞があるなど多彩であった。

　これら以外に，統計書などで果樹生産の品

種別の動向を調べるとよく出てきた項目に，野

生種（yaban tip）というのがあり，ブドウや

オリーブなどにも登場して，集計の中ではその

他として一括せざるをえなかった。

用語としての野蛮と植民地主義

　外国人を（yabancı）と呼ぶことの中に，野

蛮人的なおもむきを感じるのもやむを得ない。

そこには一種の中華思想が反映しているようで

もあろう。

　2014 年の夏のバス旅行では，現地ガイドの

話によると，次年には EU加盟が予定されてい

るらしく，トルコも西欧の一画にやっと組み込

まれるとの気風を何回も聞かされた。そしてオ

スマン帝国時代の版図が西欧の半分とアフリカ

北部に及んだことも誇らしげに伝えられた。

　宗主国と植民地の関係を論ずる立場にはな

いが，数回のアフリカ調査の中での感じとして

は，アフリカ大陸の東西の旅行は飛行便が少

ないが，それとは対照的に西欧の旧宗主国と旧

植民地間の南北の移動は容易であった。ブラ
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ジルのコーヒーとアフリカのガーナのカカオ（チ

ョコレート）の生産状況調査のため文科省の派

遣機会を得て，訪問した際にそれを痛感した。

一例をあげると，ブラジルから大西洋を越えて

アフリカのコートジボワールのアビジャンに早

朝に到着したが，隣国のガーナのアクラへの数

百キロのフライトを夕刻まで待つために，空港

内のホテルを取らざるをえなかった。

　植民地における宗主国の住人の状況として，

解放前の南アフリカには，多く存在したオラン

ダ系の末裔たちの広大な農場群があり，彼らは

社会の上層部を形成していた。これらと対比し

て，オスマン帝国時代が数世紀にわたって存在

したにもかかわらず，今世紀において顕著な空

路も判然としない。第二次世界大戦以降のドイ

ツへのトルコ人移住は集中的であり，そこには

多くの課題があるが，マスコミなどの報道によ

れば，（移住トルコ人は）社会の中下層にとど

まっている状況である。

　日本は西欧列強に遅れて，帝国主義的な拡

張主義に走り，北朝鮮，韓国，台湾，中国東

北部の一部を30～ 40 年にわたり植民地支配

の歴史を刻んだ。トルコは EU加盟に関して長

年にわたり西欧主要国からの反発を受けながら

も，2015年には参画が予定されているらしい。

　しかるに日本の2014 年の現状は，中国，韓

国など近隣周辺諸国との関連で，数十年ぶり

の緊張と険悪な状況が継続している。日本国

民の献身的な経済成長の成果の一つとして，

戦後の長きにわたり資金と技術援助という国際

協力を行い，各国の自立的発展の契機とすべ

く多方面にわたり各界各層から派遣された人々

により親善と友好の構築に汗を流してきた。こ

れらの60 年以上にわたる貢献は，アジアの庶

民の生活向上の礎石を築いたと後世の歴史家

は評価するであろう。これこそが平和憲法の成

果ともいえよう。

留学生試験と「地下都市」への誘いと再発見

　最近の論調では，21世紀以降の日本の若者

の留学生数が漸減しているとの悲観的展望が

登場する機会が多い。筆者にとって，品種改

良を課題とする育種を専攻する立場から，大

学の付属果樹園勤務が社会人生活の最初とな

った。大きな転換を余儀なくされて，数年後に

当時の平塚の園芸試験場に転勤したが，当時

は同じ敷地内に農業技術研究所の生理遺伝科

と農業土木試験場の3 研究機関が，戦時中の

日本軍の火薬生産工場の広大な跡地に並立し

ていた。戦後の困難な労働環境改善のために

3試験場に雇用されていた事務官や技官たち

は，全農林労組として，職域を超えて結集し

諸活動をしていた。

　そのなかへの転勤であり，学生時代からの

知己も多く，昼食には，唯一の食堂での会話

が盛んであった。小さな職場の果樹園からの

転勤者にとっての最大の驚きは，何人かの先

輩や同年代の知人たちの留学機運の高まりで

あり，鈍感な筆者も留学したい渇望がとめどな

く襲ってきた。

　当時の若者の公的留学の年齢の上限は 35

歳であり，慣行的には大卒などが入省と同時

に留学希望を提出し，その届け出順に試験を

受けるようであった。30歳の途中転勤者の筆

者にとって，順番待ちの海外渡航は実現不可

能であり，留学生試験の記事がよく掲載される

Japan Times も購読していたが，大部分が「所

属長の推薦文を要す」との記事であった。推

薦者を必要としない著名なフルブライト留学生

試験も横浜の領事館にて施行があったが，数

百人の参加もあり見事に失敗した。

　ある日の記事に，トルコ国への2～3 名の

公募があり，所定の日時に渋谷近くの大使館を

訪れると数倍の人数が集まっていた。トルコが

世界有数の温帯果樹の原産地を占めているこ
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と，品種改良を研究する一人として現地滞在の

必要性などを，口頭試問の際につたない英語で

話した。試験内定後に，面接官の一人の外交

官から，5月以降の留学までの期間にトルコ語

を指導してもよいとの提言があり，中野近くの

彼の下宿先へ，日曜ごとに当時住んでいた横浜

から通った。彼も当時，トルコ語教本を日本語

で出版準備中でもあり，日本語学習の一部分に

ついて協力もした。

　先輩に教えられたように，内定翌日，早朝に

上司の研究室長宅を訪問し一次試験の合格を

伝え，試験場長への要請を協議した。

　1967年当時のUSドルのレートは固定相場制

で360円，しかも外貨交換が制限されていて，

留学時には家族あての手紙持参で１回200ドル

までであった。当時の給料は数十ドルに相当す

る低賃金であり，正規の航空旅費は年収を超え

る傾向であった。

　これらの経済的な状況を踏まえて，公的な奨

学金を現地政府から授与される条件をもとに，

転勤間もない若輩の自分に対しての農林省園芸

試験場の協力を期待しながらの日々を送った。

結果的には留学は許可され，交通旅費に関し

ても科学技術庁からの支援を得たことを記して，

深謝する。

　これらの運動の中で，年俸を超える冒険的

行動に応援してくれるかのごとき好機に恵まれ，

8月20日からの１カ月間，国連の食糧農業機関

（FAO）が主催する「果樹の栽培と繁殖に関する

会議」参加への試験を受けるように指示され外

務省指定の会場で口頭試問を体験し，なんとか

通過した。開催地はソ連であり，モスクワに集

合した後，タシケント，キエフ，ヤルタ，グラス

ノダールなど南部の農業地帯を訪ねた。後日，

ローマのFAO本部に当時の15カ国 25人の世話

役でもあったスローワー氏にあいさつに訪れた

際には，あの会議のあとは黒海を泳げば，トル

コにも渡れたとの笑い話もあった。

　ソ連から帰国後，10日足らずで羽田から南周

りで 2～3時間ごとに着陸しながら半日をかけ

てベイルートに到着し，数時間の乗換えを要し

て後に期待のアンカラ空港に到着した。空港で

は，アンカラ大学と日本大使館員の2名の出迎

えを受け，両者の配慮により，アンカラ中心部

のマルテぺに所在するヴェヘビコチューという名

称の学生寮の個室へ到着，当日から入居できた。

　日本留学の経験者でもあるイルマズ・フィダ

ン先生はブドウの研究者であり，試験圃場でも

あるカッパドキアの地下都市近郷のブドウ栽培

地に，アンカラから片道数時間を費やしながら

調査にいそしんでいた。筆者も招待されて同行

した際に，ワイナリーのオーナーの半地下の休

憩所で，「深く掘ってあるので四季を通じて，室

温が13度内外に維持されていて貯蔵に好都合

である。近くにも，ホテルが半地下式に建設中

であり，客室の蛇口をひねると，貯蔵庫からの

ワインが直接グラスを満たすようになる予定」

とトルコ流の夢を私に語ってくれた（文献１の記

事を転用）。偶然かもしれないが，人脈をたど

る努力もしなかったが，47年をはさんで，夢の

一端を今回の旅で発見できたことを多くの人に

感謝したい（写真参照）。2014 年のホテル名は

Anatolian Houseである。
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　留学当時にアンカラからの夜行バスに揺られ

て東南部のアダナの町の友人宅に招かれた際

に，友人の元校長の高齢な父に案内されて散

歩した先の，とある石造の小屋の前で突然，老

人の口から「私の伯父が，ここで第一次世界大

戦のとき殺害された」と聞かされた。「もし加害

者が傍にいれば，旧敵を倒したい」と，物静か

に，しかも力強く決意を語った。その時に，「戦

争の被害は3代の時間がなければ癒されない」

と諭された。

　好戦的気運の醸成に狂奔するかのような最

近の日本政府の政策運営に将来の暗雲の立ち

込めるかのような予感を恐ろしく感じる。人間

の1世代を30 年とすれば，第二次世界大戦後

70 年を翌年に控える日本は，周辺諸国からの

怨念の雰囲気は継続中であるともいえよう。

　2014 年の観光ガイドの説明の端々にオスマン

帝国時代の影響の広さと強がりが多く含まれて

いたが，その時代に培われた恐怖の目で見つめ

る欧州諸国の怨念が，トルコのEU加盟にブレ

ーキをかけた面は否定できない。しかし20世

紀初頭までの版図があったといわれたオスマン

帝国も第一次世界大戦から100 年を経てやっと

EU加盟の可能性を喜んでいるようであった。

　歴史的時間の重要性が日本の国家の進路を

考える上でも十分な検討と考察をなすべきでは

なかろうか。

わずかな留学経験から考えさせられた印象

　留学生活は異国の地での生活習慣から無数

のストレスの襲撃を日々受けながら，それなりの

意味を求められるものであるが，その後の国際

協力としての活動とはかなりの面で異なってい

た。10 年ぶりの大学生らしい生活の中で滞在

期間の半ばを学生寮での日常の中に，多くの生

活実態を学んだ。　

　1956 年当時の日本の学生寮では食事以外は

すべてが寮生の自主的な管理で運営されてい

て，当時の食糧難もあり，夕食時間に遅れた人

のための食事は棚に貯留されていた。東京大学

田無寮の食堂の黒板には時折，「盗食はするな」

との時代を反映した事項もあった。

　アンカラ大学では同大学生と留学生が混住し

ていた寮は個室で，毎日の床掃除があり，洗濯

物をベッドの上にまとめて洗濯依頼の紙片を載

せておくと日時を置かずして料金請求書ととも

に返還された。ときには箱買いをしたビールの

半ばを飲まれた失策もあったが，快適な寮生活

であった。寮の食事の食パンは大きく各自で切

り分けたが，食いしん坊の筆者でも四分の一か

六分の一で充分であったが，寮には半分を食べ

る巨漢も多かった。

　昼食は教官が職員食堂を紹介して下さり，数

人の円卓上に数種類の果物があり，自由にデザ

ートとして複数の種類を楽しみ，果樹王国の一

端を実感した。

　この複数の果実を楽しむトルコの習慣は，留

学時代も，約 20 年以前の（参考文献にも載せ

た）山口洋一駐トルコ大使時代に国際協力機構

（JICA）の調査団員としての訪問時も，今年の

旅の機会にも，これらは順守されていたことを

懐かしく思う。

　留学のもたらす，その後の人生への影響を小

論の結論としてまとめると次のようになるだろう。

個人的には些細なセンチメンタル・ジャーニイ

として，＜ワインの出る蛇口＞かもしれないが，

かつて巨大な版図を有していたトルコも，近年

その周辺諸国から理解と和解を獲得するための

努力の成果として，EU加盟の可能性を見えてき

たことをガイドから聞けるようになったことは，

実に喜ばしいことと祝福したい。

　外見的には，往復のトルコ航空の客室乗務員

の過半数は女性であったが，旅の途中で立ち

トルコの旅，留学のもたらす記憶
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寄るレストランの給仕人の大部分は男性に占有

されていた点が不思議な感じを受けた。

　日本の若者の留学生数の減少が報じられて久

しいが，基本的な対応策は講じられていないと

ころに，将来の国際的視野の狭窄状況が憂慮

される。戦後70 年を迎えて，政治家の戦争体

験者数の減少により，戦前への回帰との警鐘が

日々のマスコミで報じられている。

　戦禍が実態を通しての伝言でなく，感情的な

面からの戦意高揚が意図的に隠されるような傾

向に流れやすい日本の現状を理解するために

は，異文化体験が重要ではなかろうか。

　原発避難者が 4年目になろうという今でも十

数万人が苦しんでいるにもかかわらず，根源的

な原因究明が未解明であり，再稼働を模索する

日本の政治体制に世界はいかなる歴史的評価

を与えるのだろうか。　　　

　留学は個人の比較文化的な活動として，終生

にわたり，自国と当該国との影響の交易であり，

誰にも奪われることのない貴重な価値基準の基

点かもしれない。日本人の流行に流されやすい

気質のさらなる発展のためにこそ，一人でも多く

の青年たちが異国の教育文化に挑戦することが

期待される。

（2014 年10月8日）
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