“Boys, be ambitious”考究
東京工業大学名誉教授
安部明廣
（平成 26 年 7 月 24 日記）
言葉は概念を伝えるのに用いられる。時代とともに変化してきた言葉の場合
には多様な概念を包括的に内包していることがある。このような言葉を異国の
言葉に置き換えようとするとき、訳としては間違っていなくても、必ずしも本来
その言葉が代表する幅広い概念（ニュアンス）を伝えることにはなっていないこ
とがある。単語の置き換えでは概念の伝達が十分でない場合には、その単語の語
源まで戻って、内包する概念を明確にする作業が求められる。
AMBITIOUS
英語の辞書で AMBITIOUS と引くと、その直ぐ近くにある AMBIENT とか
AMBIGUOUS が目に止まる。いずれもよく使う言葉であるが、日本語訳のもつ
意味は様々である。語源はすべて AMBI である。ローマ時代に選挙の候補者が
どこに票があるか分らず、町をぐるぐる歩き回ったのが語源であるといわれる
と、なるほどと思う。このようなわけで、辞書を引く度に、明治 10 年に札幌農
学校を離れるに当って Clark 先生が残したとされる有名な言葉、“Boys, be
ambitious”が、巷間“少年よ、大志を抱け“と訳されていることに多少違和感
をもっていた。訳語として決して間違いではないが、大志を「心に決めた大きな
目標・目的」と訳すと、同じ語源由来の”ambiguous“が漠然とした多義性を指
すのとは反対になる。
一方で、
“Boys, be ambitious”には、
“Boys, be ambitious like this old man”
と か 、“ Boys, be ambitious, be ambitious not for money or for selfish
aggrandizement, not for that evanescent thing which men call fame, be
ambitious for that attainment of all that man ought to be.”という長文の版が
あることも知られている。Clark 先生が“like this old man (myself)”と付言し
たとすれば、それは目標ではなく、彼の思想（人生観）を伝えようとしたと解す
べきであろう。長い文章のほうは、後の人がより正しい解釈として、丁寧に分り
易く自説を綴ったものであろう。札幌のどこかに、Clark 先生旅立ちの日の見送
りの情景を描いた絵があり、その絵の下部にこの言葉が挿入されていると聞い
ていた。
平成 26 年 7 月 4 日（土）、かねて予定の家族旅行で札幌を訪ねた。年来の疑
問に答えを見出すべく、30 度近い熱暑の札幌を Clark 先生関連の情報を求めて
歩いた。答えは意外に簡単に見付かった。先ず「時計台」で、事務室に駐在しで
時計の保守を担当している管理会社の方（西内吾朗氏他）から、家内が一枚のプ
リントを入手した。ここには、George Miller Roland（予科英語教師で宣教師）
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が「北大略史」
（大正 3 年 12 月 1 日）に寄せたとされる the message of William
Smith Clark：“Boys, be ambitious!” Be ambitious not for money or for selfish
aggrandizement, nor for that evanescent thing which men call fame. Be
ambitious for knowledge, for righteousness, and for the uplift of your people.
Be ambitious for the attainment of all that a man ought to be.と、後年、矢内
原忠雄先生（昭和 26－32 年東京大学総長）が日本語で“Boys, be ambitious”
の正しい解釈として「青年よ、大志をいだけ。大志を抱くのはお金のためや、自
分のみの立身出世、または世に言うはかない名声のためではなく、人間として当
然そなえなければならないことをすべて成しとげるために、大志を抱きなさい」
と述べたとあった。かつては、Clark 先生旅立ちの絵は時計台に掲げられていた
とのことである。後刻、西内吾朗氏から携帯に連絡が入り、目的の絵画は現在旧
北海道庁本庁舎（通称赤レンガ）2 階に架かっていることが分り、早速訪れた。
正面階段を上り、明かりを落とした廊下の壁にそれらしきものを見付けた時は
うれしかった。やっと出会えた絵とあって、さまざまな角度から眺めたり、確認
のため何枚も写真を撮ったりした。洋画には緑色の台に銀色の文字で下記の如
き説明文が付されていた。
画題 島松での別離 規格 227.3 X 181.8cm
田中 忠雄（洋画）
札幌農学校の開校とともに教頭として招かれたウイリアムス・スミス・クラ
ークは、8 カ月余の札幌での任務を終え、帰国の途についた。その朝、教え子
や教師たちは、別れを惜しんで、駅逓のある島松までつき従った。明治 10 年
（1877）4 月 16 日のことである。
別離のことば、
「ボーイズ・ビー・アンビシャス」
（青年よ大志をいだけ）は、
彼が植えた新しい教育の象徴として、また多くの人びとへのはげましとなっ
て、今日も語りつがれている。
田中忠雄画伯（武蔵野美大名誉教授）の作（1971 年）とされる“島松での別離”
の絵の左下隅には前掲の英文が読み取れた。少しでも実感を共有して頂くため、
絵画のスナップ写真と左下に書き込まれた文章を次頁に掲載する。ここで面白
いのは、この絵に挿入されているのは Roland 牧師が残した言葉通りではなく、
矢内原語録の英語版とも云うべきもので、“Be ambitious for knowledge, for
righteousness, and for the uplift of your people.”というフレーズが省かれてい
た。確かにこれを省いた方が文章表現としてはすっきりし、原文の趣旨に影響す
ることもない。札幌商工会議所の観光ボランティアとして、赤レンガ事務所に駐
在している国吉守氏から懇切な絵の説明を受けた。同氏からは、後日 Clark 先
生に関する資料が届いた。厚く御礼申し上げる次第である。以上が今回の札幌散
策で得た成果である。
2

島松での別離（制作者：田中忠雄

制作年：1971 年

所有者：北海道）

Boys, be ambitious, be ambitious not for money or for selfish
aggrandizement, not for that evanescent thing which men call
fame, be ambitious for that attainment of all that man ought to
be.
本頁への田中忠雄画伯の絵画の写真の掲載は、絵画の著作権者である田中知雄氏
（田中忠雄氏のご遺族代表）の承諾を得たものである。
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ここで話を冒頭の“ambitious”が含む概念の考察に戻そう。ここまでの流れ
で、先人達が「少年よ、大志を抱け」という訳は歯切れはよいが、それだけでは
誤解を招きかねないと心配したことが明らかである。一言でいえば、
“ambitious”
は、先の尖った鉛筆型ではなく、広大な裾野をもつ富士山型の大志を意味してい
るという指摘であろう。このことは、“ambitious”の由来が“ambi”であり、
派生語の多くが“あいまい”というニュアンスを保持していることとも矛盾しな
い。科学の比喩で表現すれば、“ambitious”はエネルギーの単位（Nm）、すな
わち力量を表す言葉であり、単純な仕事に使われる“力”の単位（N）ではない
ということである（力は、エネルギーの微分量）
。すなわち“何かになる”では
なく、
“何にでもなれる力量を蓄える”と解すると辻褄が合う。先の読めない未
来に必要な人材とは、まさに“裾野の広い”人なのである。（註）
我が国では“Boys, be ambitious”は学校教育でも取り上げられ、その背景と
ともに広く知られているが、その解釈はさまざまである。少し勘ぐり過ぎで、
Clark 先生は、実は“少年達よ、元気で頑張れ！”という程度のつもりで叫んだ
のではないかという説もある。そうかも知れない。見方を変えれば、Clark 先生
が用いた“ambitious”という語がもつ奥の深さが、いろいろな解釈に繋がって
いることは間違いないのである。別れの言葉を残した Clark 先生(1826-1886)、
誤解のないようにと真意を説いた Roland 牧師（1859-1941）
、矢内原先生（18931961）、北海道庁からの依頼で絵画を作成した田中画伯(1903-1995)、いずれも
敬虔なキリスト教徒であった。これもまた偶然ではなかったのかも知れない。
Roland 牧師の文にはあって、矢内原先生の文と田中画伯の絵では省かれている
一節（知識、正義、社会奉仕への大志）は、キリストの教え（マタイ伝）の“地
の塩”を連想させる。
付記
行き詰まった時代を切り開くために求められる人物像はどのようなものかと問
われれば、多くの人が広い裾野の富士山型と答えるであろう。初めは鉛筆型で
あったのが、次第に裾野を広げて富士山型になる場合もある。端的に
ambitious論争は人格論争でもある。
我が国の教育基本法（2006年12月22日法律第120号）の第一条には、「教育
は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な
資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならな
い。」とある。ここで冒頭に「人格の完成」とあることに注目しよう。人格と
いう語は明治時代の訳語であるが、その後国内で独自の進化が進み、「人格の
完成、人格が高い、低い」という用いられ方がされるようになった。人格が代
表する概念はどの国の文化にも共通するものであるが、欧米語に適切な対訳は
見当たらない（ちなみに教育基本法の英訳はthe full development of
personalityとされており、「人格の完成」とはかけ離れた印象を与える。）。
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我が国の教育基本法の理念には、（1）理を究める学問の成果を伝授する行為
と、（2）教養や修養（修己）という「人格」に欠かせない学問が含まれてい
る。明治初頭、福澤諭吉（「学問のすすめ」1872-78年）の時代には、両者は
一体として「学問」の中に収められている。学術の専門化が進むとともに、学
校教育の実態は大きく前者に偏るようになる。教養とは、人を人足らしめ、国
を国足らしめるための要件であり、教室での授業よりは、立派な先輩の後姿か
ら学び、修得することが多い。本来教育とは、教える者よりも大きな者が育っ
て初めて完結する。端的に、わが国や世界が、昨今直面しつつある混迷
（ambiguousな環境）から抜けて、次世代の（持続性のある）文明に到達する
ためには、より大きな（ambitiousな）人達の貢献が必要なのである。
西洋の文化で育った友人達にとっては、ambitiousとambiguousは同一の源
から派生した類語であり、当然かも知れないが、彼らは上述のambitiousに関
する議論にはほとんど反応を示さない。この考究は日本国内でのみ意味をもつ
話である。東西文化に精通したRoland牧師が言葉を残してくれたことに、深く
謝意を表したい。
異文化を繋ぐ言葉の役割りは大変重要であり、かつ面白い。
謝辞
田中画伯の“島松での別離”の絵を撮った自作のスナップ写真をここに掲載す
るに当っては、大阪大学名誉教授畑田耕一先生ならびに北海道大学名誉教授杉
野目浩先生のお骨折りがあった。幸いにも、田中画伯のご遺族の方との連絡がつ
き、快く掲載をお認め頂くことができた。関係の皆様に心から厚く感謝申し上げ
る次第である。
（註）Clark先生は札幌農学校の開校式の挨拶(1876)の中で、居並ぶ学生たち
に”young gentlemen”と呼びかけ、「健康に留意し、あらゆる機会を捉えて知識
を身につけ、科学を学び、勤勉な生活を送るように」と説いた後、「Thus you
will prepare yourselves for important positions, which are always in waiting
for honest, intelligent, and energetic men, of whom the supply is uniformly
less than the demand in this as in every other country.（誠実で、知性的で、
エネルギーに富む人材は、何時の時代、何処の国でも供給が需要に追い付くこ
とはない）」と結んでいる。その前の節で”lofty ambition”（高邁なる志）とい
う語が使われているが、このフレーズはその内容を具体的に述べたものであ
る。（J. M. Maki, W. S. Clark: A Yankee in Hokkaido；高久真一訳 「W. S. ク
ラーク―その栄光と挫折」、北大図書刊行会、1986）
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