
いよいよ今回で連載5回目、ひと区切りとなる。今
まで辛抱強く読んで頂いた皆様に厚く御礼申し上げ
る。前号では、パラオ語と日本語は出てきたがエイゴ
はちっとも出てこないではないか、という（事前に恐
れていた）ご指摘は1つも来ず、読者の皆様の心と受
けの広さに改めて深く感謝する次第。

前号までも、国により人により考えは様々という趣
旨のことを書いてきたつもりであるが、今回は、いろ
いろな事情で世界の人が声に出さないところに本音が
あり真実がある、それを探ることが難しいが大事、と
いう話をしたい。

1俺の酒が飲めないのか
今回も重くない話から始める。私がADB（アジア

開発銀行）勤務時代に職員への離職通告などで苦楽を
共にした、法務局のオーストラリア人幹部がいた。
オーストラリアワインの造詣が深く、この点でも世話
になったのだが、私の帰国前に開かれた送別レセプ
ションで、この男がウーロン茶を飲んでいた。

理由を尋ねると、「体重が増えてきたので、夜8時

より前は酒を飲まないことにした」と言う。
は？？？　いつも論理的なこの男にしては非論理

的、夜遅く酒を飲む方が体重は増える筈。6時から8
時まで飲んで終わりにすれば良いではないか。そう指
摘し、更に「俺のための送別会なのに俺の酒が飲めな
いのか」的な、救いがたい非論理的なエイゴを話し
た。彼は苦笑しながら、「いや、悪く思わないでくれ。
今飲んでしまうと、結局夜10時まで飲んでしまう。
自分の自己管理能力に自信が無いんだ」と、あくまで
謙虚に、しかし自分のポリシーを貫く。

業務上あんなに自分に厳しい奴なのに、酒だと違う
のかなと、何となくその時は納得した。

しかし、それから2年以上経って、先月、はたと気
が付いた。

違う。奴は、帰宅後に奥さんと飲みたかったんだ。今、
俺とじゃなくて。2時間限定なら、そっちの方が良いと。

こんな簡単なことに気付くのに2年もかかるなんて。
さすが法律家。本音を隠すのが上手い。それとも、

俺が鈍すぎるのか。。。

新・エイゴは、辛いよ。
大矢  俊雄

― 第五回（最終回）　沈黙の中の真実編 ―

俺の酒を断る30分前の写真（どこかに本人がいます）
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2エイゴの本家
今度は英国人。もう20年近くの付き合いの男で、

今やSirの称号を得ている。この英国人と、ある日本
人について話をしていた時、「アイツは英国風アクセン
トで話をする」という意味で当方が「He speaks British 
English, rather than American English」と言った。
すると、極めて珍しく、彼はやや厳しい顔をして、こう
言った。「You　mean, he speaks ENGLISH.」こ
れは「彼は英語を話す」という意味では無い。「英国の
英語が英語なのだ」という意味である。

これは本当の本音である。彼のプライドを傷つけて
し ま っ た こ と を お 詫 び す る し か な い。「British 

English」というのは、彼らには受け入れられない
表現なのだ。

それからというもの、例えば私が「downtown」と
いう単語を使うと、「You mean, city center?」と柔
らかに「ENGLISH」に訂正してくれるようになった。
顔は（多分）笑っているので、8割冗談であろう。こ
ういうところが彼の良いところである。

少し脱線するが、オーストラリア人英国人米国人で
は用語法や単語の使い方が違うのは、既に以前にス
ペードの文脈で詳しく書いた通りであるが、ADBで
私の上司だったオーストラリア人は、特に短くシャー
プな用語法を使う。例えば「あなたの文章は字が多す
ぎる！」というのはWordyという一語で済ます。

「じゃあ文章を修正しておいて。細かいところもちゃ
んとね」というのは、Tidy it up !で済ます。お部屋
の片づけ以外の意味を知らない私は、面食らう。更
に、「あいつ、裏技ばっかり使って、仕事のやり方が
変なんじゃないの？」という突拍子もなく難しい人格
批判の表現は、He is naughty!! と言う。こんな単
語、6歳の女の子が悪戯した時だけの表現だと思って
いたが、違うようである。

これを上記英国人に言ったら何と言うかは、想像す
ると怖い。「Those words are naughty」と言って
笑ってくれるだろうか。（いずれも本当に「ENGLISH」
だったら、すみません。少なくともwordyは大丈夫
かな。）

エイゴは、むずかしいね。

3苗字か名前か、それが問題だ
これまで米国に留学し、IMF、世銀、ADBという国

際機関で仕事をしていて、ある程度仲良くなったら
ファーストネームで呼び合うのが普通だと思っていた。

しかし、世の中、さまざまである。
ADB勤務時代、スコットランド出身の部下に、「君

は故郷では何と呼ばれているの？」と聞いたら、答え
は意外だった。「スコットランドでは、相当仲良くな
らない限り、お互いを苗字で呼ぶ。相当仲良くなって
も、お互いを苗字呼び捨てで呼んでも全然おかしくな
い。米国人のように1回会っただけですぐにファース
トネームで呼ぶのは、自分のセンスでは少し失礼な感
じがする。」

その感覚は、日本人のそれに近いではないか。それ
ではと、ドイツ生まれのオーストリア人に同じ質問を
した。「そこまでではないが、自分も似た感じを持っ
ている。」「え？？」「心を許せる友人以外の人をファー
ストネームで呼ぶのは、どうも失礼な気がして、躊躇
われる。ビジネス上の関係では猶更だ。国際的な場面
ではお互いをファーストネームで呼ぶことも多いが、
心の中では少し申し訳ない、という感じがしている。」

他方で、フィリピン人はやや方向が違う。常にフレ
ンドリーなフィリピン人はファーストネーム中心主義
なのだが、敬意表現が必要な場合は、ファーストネー
ムに敬称をつける。しかも、男女で違いがあり、女性
にはMs.を付け、男性にはSirを付けることが多い。
例えば、Vicky Diezという女性のことを、フィリピ
ン人はMs. Vickyと呼ぶ。Pierre Zhukovだったら、
Sir Pierreになる。そんな用語法は学校で習ったこと
は無いのだが、これがフィリピンの人の親愛の情と敬
意の間のバランスなのだろう。

少なくとも、「日本人は特殊」だとか「世界は日本
以外はみな同じ」的なことを聞いたら、疑ってかかっ
た方が良い。膝を詰めて腹を割って話すと、日本人の
発想や感性を分かち合える人を、意外な国で見つけら
れるかもしれない。
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番外編　スポーツを本音で語ろう
スポーツ系は得意である。もちろん観る方専門

だが。
スポーツの話題は、国境を越えて、人と人を

connectし、本音で話が出来る関係を構築するの
に、実に有用である。

これまでの連載で書いてきたように、超国内的
な箱根駅伝からラグビーワールドカップまで、加
えてゴルフ、野球、サッカー、アメフト、マラソ
ン、そしてF1とインディ500について、実に多
くの国籍の人と話をしてきた。ADBの某ベルギー
人幹部と、マニラでゴルフをした後にランチを取
りながら、F1ベルギーGPが開催されるスパ・フ
ランコルシャンサーキットのオー・ルージュとい
う上り高速コーナーをいかに攻めるか、という話
を延々として、それから本当に腹を割った話が出
来るようになった。

昨年9月に開催されたF1シンガポールGPに
行ったら、特定の時間、ピットレーンに加え（F1
の車が時速300kmで走る）メインストレートも
歩くことが出来た。ここではアジアのいくつかの
国の大臣・副大臣と偶然出会い、挨拶をする機会
を得た。そうした時に互いの贔屓のチームのこと
を延々とエイゴで語り合うのは、実に楽しい。

シンガポールGPのメインストリートで

大勢の人がピットレーンを歩く

ところが、私が最も真剣に観るスポーツである
フィギュアスケートについては、人生で一度も他
の国の人とコネクトしたことが無い。韓国人、カ
ナダ人、米国人、そしてロシア人。詳しい人に出
会ったことが無い。こちらは、3回転アクセル、
ルッツ、ループ、フリップ、サルコウ、トゥルー
プを見て区別できる眼力を備えているのに。特に
ルッツとフリップは踏み切るエッジが左足の外側
か内側かの違いだから、重要な試合は録画して上
位選手のジャンプを2回ずつ巻き戻してエッジエ
ラーをチェックしなくてはならない。最近は4回
転ルッツ（平昌オリンピック前に羽生選手が練習
で怪我をしたジャンプ）という途方もないことを
女子でも平気でやる選手が増えているから、私の
作業も増えるばかりである。

これまで、国際機関に何年も勤務し、国際会議
に何十回も出席したが、こうした作業を行いジャ
ンプの構成やプログラムの難易度を語れる人に出
会ったことが無い。あれだけ世界的に人気のある
スポーツなのに。何かの理由で、他の人に語るの
を控えているのかもしれない。もう少し本音で話
をして、殻を破って欲しいと、いつも思ってい
る。
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4フィリピン人と日本人
「新・エイゴは、辛いよ。」は、フィリピンでの暮ら

しから始まった。そして最後も、フィリピン人のこと
で締め括りたい。

余り知られていないことだが、太平洋戦争末期、
1945年2月、日本海軍はマニラを死守せんと徹底抗
戦の道を選び、米国軍との市街戦においてフィリピン
人に10万人もの犠牲者が出た。多くの抗日ゲリラに
加え、夥しい数の一般市民も犠牲になった。死者数
は、市街戦での日本軍の死者1万数千人を大きく上回
るのである。
フィリピンの人たちは、本当に日本を許してくれて

いるのだろうか？
前号で書いたパラオと、フィリピンは、隣国でありな

がら、太平洋戦争時の状況は以下の点で大きく異なる。
1） パラオは第一次大戦後に日本の委任統治領にな

り日本が25年間行政に当たっていたが、フィリ
ピンは米国の治政下にあり日本は外部からの侵
入者であった。

2） パラオの激戦地ペリリュー島では日本軍は住民
を疎開させたが、フィリピンではあえて住民を
巻き添えにする市街戦を選んだ。

3） パラオでの戦闘では日本軍は極めて統率が取れ
ていたが、フィリピンでは陸軍・海軍が袂を分
かち通信網も分断され組織的な戦闘は不可能で
あった。

「マニラ市街戦」に至った経緯と日本軍の取った行
動について仔細に記すと以下のとおりである。

1944年12月までにレイテ沖海戦・レイテ島の戦い
で日本軍が決定的な敗北を喫した後、米軍がルソン島
に上陸しマニラを目指すことが必至の情勢の中、「マ
レーの虎」と言われた山下奉文陸軍大将はマニラを放
棄し戦闘の場を山中に移す方針を決定。しかし海軍は
これに同意せず、岩淵三次海軍少将を中心に「マニラ
海軍防衛隊」を編成し、市街戦の態勢を作った。（戦
闘員の中には、レイテ沖海戦等での沈没艦（戦艦武蔵
を含む）の乗員生存者も含まれていた。）陸軍と袂を
分かった上で、70万人のマニラ市民を巻き添えにす
る慣れない市街戦を海軍が選んだこと、これが1つ目
の問題である。

2つ目の問題は、日本軍による夥しい数のフィリピ

ン人への殺害行為である。2月3日、米国陸軍の大部
隊がマニラに突入し、市街地に立てこもった日本軍に
対し戦闘を開始。日本軍は、官庁・病院などの建物に
入り徹底抗戦を図った。この過程で抗日ゲリラまたは
その支援者と疑われる住民を日本軍は大量に殺害。（更
に規律と統率を失った日本軍は中立国スペイン人、同
盟国ドイツ人も多数殺害。）市街戦を展開する日本軍に
対し米国軍が重砲火による砲撃を開始した後は、日本
軍は一般市民を人間の盾として要塞に立てこもる等の
行動を取り、結果、更に一般市民の犠牲者は増加した。

完全に包囲された日本軍は万策尽き、2月26日に
岩淵少将は司令部で自決。3月3日、米国軍はマニラ
での戦闘終結を宣言した。
（注） 上記解説は、中野聡「マニラ市街戦―その真実と記憶―（WEB

版）」及びNHKエンタープライズDVD「証言記録　マニラ市街
戦～死者12万　焦土への一ヶ月～」等を参考にさせて頂いた。

岩淵少将が自決した司令部のあった建物（現在は自然史博物館）

フィリピン人死者は10万人、そのうち6割は日本
軍による殺戮、4割は米国軍の重砲火による死亡と推
定されている。

もちろん、一般市民が巻き添えになることを承知の
上で砲撃を開始した米国軍の行動についても、その是
非は厳しく検証されるべきである。しかしそれはその
前に市街戦開始を決めた日本軍の責任を減じるもので
は無い。

自分も某日系ツアー会社が催すマニラ戦跡ツアーに
参加し、市街戦の跡を歩いた。この中で、日本軍が最
後に追い詰められ立てこもったサンチャゴ要塞の戦跡
は、日本人であれば見なければならないものである。
日本軍は、既に銃弾火薬が殆ど底をついており、ゲリ
ラの疑いがかけられた者は、この要塞の中の水牢に入
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れられ、最期を迎えた。この水牢は扉1枚でパシグ川
と接しており、干潮で水位が下がると亡骸は川に流れ
出るようになっていた。下の写真の「Dungeon」が
今に残る水牢である。この水牢で600人以上が殺害さ
れたという。この場所に来ると、全ての言葉を失うし
かない。彼方に見える川面を見つめ、幾分間も手を合
わせた。

サンチャゴ要塞の水牢

日本海軍は、陸軍と別行動を取ってまで市街戦の方
針を決め、そして勝機が完全に無くなった後もフィリ
ピン人への残虐な行為を続けた。何が彼らを駆り立
て、そして彼らは滅びに至るまで何を守り何を得よう
としていたのか。

そして、フィリピンに住んでいる日本人として、何よ
り重要な疑問は、フィリピンの人たちは、本当に日本
のことを許してくれているのか、ということであった。

フィリピンの人に聞くと、「We can forgive, it 

is history now」と言ってくれる。もうそれは過去
のこと、私たちは許します、と言う。戦後75年、
フィリピンと日本の間には戦後賠償交渉を始めいろい
ろなことがあり、また日本の先人たちの様々な行いも
あり、そして何よりもフィリピンの人の優しさや宗教
的な寛容さがあり、そう言ってくれるのだ。しかし、
多 く の 人 は、 本 音 で は、「We cannot forget, 

though」と思っていることを、我々は忘れてはなら
ない。彼ら彼女らにとっては、許せるが、忘れられな
いことなのだ。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊
日本への帰国が迫る2018年の夏、同じアパートに

住んでいたADBの日本人仲間が、近所の旧日本軍の

拠点のあった地下壕を探し出し、連れて行ってくれ
た。この地域は、今はFort Bonifacioと呼ばれ、多く
の高層アパートやショッピングモールが立ち並ぶ高級
住宅街であるが、マニラ市街戦当時はフォート・マッ
キンリーと呼ばれ、桜兵営と呼ばれる日本軍の拠点の
1つがあり、この地下壕に司令部を移した時期もあっ
た。その入口が、我々の前で、今、口を開けている。

桜兵営の入口

数段の階段を降りると、入り口は閉ざされておりそ
れ以上入れない。周りには何の立て札も説明も無い。
草が繁っているだけである。そして草の向こうには、

「マーケット・マーケット」という我々が時折買い物
に行くモールが見える。こんな近所に桜兵営があると
は。ここから千人もの日本兵がマニラ市街に向けて出
撃して行ったのだ。この場所は、今この町に住む日本
人には全く知られていない。探し出してくれた我が同
僚の努力を多とするしかない。

ここに佇みながら、考えた。これは何を意味するの
だろう。もしフィリピンの人たちが未だに日本を憎悪
していたら、この兵営跡を徹底的に破壊するか、逆に
徹底的に保存して残虐さを指弾する立て札を立てるの
ではないか。放置されているこの様は、フィリピンの
人たちの割り切れない気持ちを表しているのだろう
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か？それともそういう解釈は、日本人にとって都合の
良い、勝手な思い込みなのか。

思いは、尽きない。しかし、誰と語れば良いのだろう。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

人の心を測るのは難しい。とことん付き合って、自分
をさらけ出して、話をすれば、向こうも本当のところを
語ってくれるかもしれない。それは、フィリピンでも、欧
州でも、米国でも、オーストラリアでも、世界のどこでも、
同じだろう。恐らくそれは、言葉の問題では無い。

まずは、周りの人ひとりひとりと、いっぱい話をす
ることだと思う。下の写真は、OdonというADBの8
階担当のフィリピン人ウェイターであり、私がADB
人事局長時代に総裁室や副総裁室で会議をしていると
私の好みのコーヒーをそっと持ってきてくれた男であ
る。私がADBを去った今でも、ADBに出張に行くと、
2年前と同じ笑顔で私を迎えてくれる。僅か30秒の

エイゴの会話でも、お互い分かり合えるのが、嬉し
い。彼は、100％業務上の付き合いであるが、彼から
フィリピンを学ぶことは、沢山あったのだ。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
エイゴは、辛いよ、と言ってきたが、本当はエイゴ
自体が辛いのではない。エイゴを使って、他の国のこ
と、他の国の人のことを知ろうとし、又はこちらの言
いたいことを伝えようとし、壁にぶつかり、自分の至
らなさを責める。それが繰り返されると、辛いと思う
のである。

でも、多分、それは乗り越えられる。心をこめてエ
イゴを話せば、突然、お互いに分かり合える瞬間が来
る。それは至福の時である。自分にとっても、恐らく
相手にとっても。

たとえ我慢の日々が続いても、自分には、辛いこと
をいつも忘れさせてくれるものがあった。マニラ湾に
沈む夕陽である。下の写真に加えて、今号の目次に小
さなカラー写真も載せたので見て欲しい。この写真は
当時私が住んでいたアパートから撮ったものである。
この綺麗な夕陽は、明日もまた見れる。そう思えば、
元気が出るよね。

明日も、頑張ろう。

また、お会いしましょう。

 （おわり）
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新・エイゴは、辛いよ。
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