第 5 回すずかけセミナー

２０１９.１１．２８
松 平 信 久

ウィリアムズ主教の生涯と同師をめぐる人々

←
長崎の港

長崎 崇福寺
←
左手一番上の建物が
広徳院
松平信久筆
↑ 京都聖ヨハネ教会 （重要文化財）
（現在 犬山市 明治村に移築）
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Ⅰ．チャニング・ムーア・ウィリアムズ（Channing Moore Williams）主教 略年譜
黒字 本人の履歴
1607

青字 社会背景
緑字 他教会の動き
赤字 本論で取り上げるウ主教と関連の深い人物
ヴァージニアのジェームズタウンにイギリス最初の植民地が開かれる。タバコで繁栄

1620

清教徒（ピルグリムファーザーズ）プリマスに移住

1776

アメリカ独立戦争（～1783）

1814

リチャード・チャニング・ムーアがヴァージニア教区主教に就任

1829 年

7 月 18 日 ヴァージニア州リッチモンドに生まれる。 両親・きょうだい

1833

１２月、父逝去（チャニング 4 歳）

1839

アヘン戦争（～1842）

1842

ウィリアム・ブーンが厦門（アモイ）にて中国伝道を開始

1847

ケンタッキー州ヘンダーソンの、従兄弟が経営する雑貨店で働く。

1852

ウィリアム・アンド・メアリー大学卒業。ただ一人修士号を取得

1853（嘉永 6）年

ペリー提督、浦賀に来航

1854（安政元）年

ペリー提督、横浜沖に来航。日米和親条約締結

1855（安政 2）年 ヴァージニア神学校卒業（→執事按手、ニューヨーク出帆） メイ教授、ブーン主教
1856（安政 3）年 6 月、宣教師として中国・上海に到着（リギンスと共に）
。中国語学習
タウンゼント・ハリス、米初代総領事として下田に着任
1858（安政 5）年 常熟に礼拝堂開設・当地に常住
日米修好通商条約調印
安政の大獄（開国反対派に対する弾圧。吉田松陰、橋本左内ら処刑）
1859（安政 6）年 2 月、米国聖公会内外伝道協会外国委員会、日本ミッション開設を決議。
6 月、日本ミッション宣教師として長崎に到着。
（30 歳）
（5 月、J・リギンス来日）
日本聖公会はこの年を「宣教元年」としている。
秋、ヘボン（長老派）
、フルベッキ、シモンズ、ブラウン（以上オランダ改革派）が来日。
崇福寺に止宿し、日本語の勉強、キリスト教関係文書の翻訳、英語教育の実施。
訪問者； 破邪僧（原口針水）
、密偵、学者、大隈重信、高杉晋作、前島密ら。
1860（万延元）年 ジョン・リギンス帰国。宣教医シュミッド来日
1861

シュミッド帰国

桜田門外の変 → 井伊大老暗殺
アメリカ南北戦争（～1865）

1862（文久元）年 スミス香港主教の寄金などにより、長崎・東山手に欧米人のための教会堂完成、
ウィリアムズはこの教会の牧師として司牧。

生麦事件

1863（文久 2）年

薩英戦争

1864（元治元）年

四国（英米仏蘭）艦隊下関砲撃事件

1865（慶応元）年 長崎大浦天主堂建立。同天主堂のプティジャン神父のもとに大浦のキリシタンが信仰告白
ウィリアムズ、禁教撤廃に向けての活動（禁教の高札撤去後も続く）
1866（慶応 2）年 10 月、米国に帰国。中国・日本伝道主教として按手される。 荘村助右衛門に授洗
1867（慶応 3）年 3 月、合衆国大統領 A・ジョンソン、国務長官スアードと会見
４月 7 日、母の逝去を看取る。
浦上 4 番崩れ（～70）
（キリシタン大弾圧）
1868（明治 元）年 日本を経て上海に着任。
1869（明治 2）年

１０月、大政奉還
明治維新・明治改元

５月、中国・日本伝道主教としての活動拠点を大阪に移す。
（日中間を往来）

1871（明治 4）年 11 月 6 日、伊万里事件

1２月２１日、岩倉使節団一行 米欧に向け出発 フィッシュ
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1872（明治 5）年 大阪・与力町に英語塾を開く（後の大阪英和学舎）
新政府や東西本願寺派などによる宣教師の動向監視続く。伊沢道一、渡辺昇、
1873（明治 6）年 2 月、キリシタン禁教の高札撤去（キリスト教解禁）
11 月、東京に移住。以降順次に、品川、駿河台、神田、湯島、浅草などに伝道所開設。
1874（明治 7）年 2 月、築地居留地に立教学校開設

和田秀豊、岩下清周、

「江戸監督」
（日本専従主教）に任命される。
1876（明治 9）年 11 月、立教学校、火災で全焼。
1877（明治 10）年 湯島に立教女学校設立。深川大橋聖三一教会、神田基督教会設立

西南戦争

1880（明治 13）年 ジョン・マキム来日。
信徒宣教師、建築家 J・M・ガーデイナー来日（→1891 年まで立教学校校長）
1883（明治 16）年 立教学校、
「立教大学」と改称。
（1890 に「立教学校」に戻す。
）
1886（明治 19）年 英国聖公会・第 2 代・エドワード・ビカステス主教来日（→1888 年香蘭女学校設立）
1887（明治 20）年 2 月 11 日、
「日本聖公会」第一回総会。組織成立（大阪・川口の三一神学校講堂）
1889（明治 22）年 4～５月、日本聖公会第 2 回総会（立教大学）

大日本帝国憲法公布

上記総会後、米本国に日本伝道主教の辞任を申し出（60 歳）
。10 月、米国聖公会総会で承認
1890（明治 23）年

小橋兄弟・林歌子

1891（明治 24）年 内村鑑三不敬事件

第一回帝国議会開会、教育勅語下賜

石井亮一

濃尾大地震

1893（明治 26）年 後任主教にジョン・マキム就任。ようやく米国に一時帰国。
1895（明治 28）年 再来日、京都地方部での宣教に従事。
1899（明治 32）年 舞鶴へ向かう途中、人力車が横転、頭を強打する。

「文部省訓令第一二号」事件

1900（明治 33）年 R・B・トイスラー博士来日(→1901 年 聖路加病院開設)
1903（明治 36）年 一時米国帰国休養、立教総理にタッカー氏就任
1904（明治 37）年 再々来日。
1907（明治 40）年 京都の聖ヨハネ教会献堂
1908（明治 41）年 3 月 岸和田へ巡回に行く途中、梅田駅で人事不省に陥る。
4 月 30 日 横浜から母国アメリカへ帰国 J・M・ガーデイナーが同伴
1910（明治 43）年 12 月 2 日 故郷のリッチモンドで永眠。享年 81 歳。
元田作之進、名出保太郎
1913（大正 2）年 日本聖公会有志により、ホーリーウッド墓地に追慕碑建立。
その追慕碑には「日本在任五十年道ヲ傳ヘテ己ヲ傳ヘズ」と刻まれている。

Ⅱ．ウィリアムズ主教の足跡と同師をめぐる人々
１．ヴァージニア州、ヴァージニア教区という
ところ
１６０７ ヴァージニアのジェームズタウンにイギリス
最初の植民地が開かれる。タバコで繁栄
１６２０ 清教徒（ピルグリムファーザーズ）がメイフラ
ワー号でプリマスに到着。
１７７６ 独立戦争（～８３） 聖公会は独立戦争以前、英国国教会の一部。イギリス提督のもと、植民地当局の
支援・保護（税金による公給支給）。同州では２５０の教会、本国からの司祭 100 名が活動。
戦後、礼拝途絶、主教不在、聖職の俸給も払えず。タバコ産業も打撃を受け不況衰退
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１８０５ 教区会 参加は、聖職１５名、信徒１６名のみ。 １８１３ 正常な活動展開は２０教会程度。
リチャード・チャニング・ムア主教（Richard Channing Moor 1762～1841）
１８１４にニューヨークの聖ステファノ教会牧師から、主教としてヴァージニアに
赴任（在位１８１４～１８４１）。熱心な福音主義者（儀式や伝統よりも、キリス
トの福音を広めることを重視する立場＝ローチャーチ）。
１８４１年頃には、１７０の教会を活性化させ、100 名の聖職が活躍。
ムア主教の時代に、ヴァージニア神学校設立 海外伝道に熱心

２．チャニング・ムア・ウィリアムズの誕生（1829.7.17）と、幼、小、青年時代
＊祖先 ロンドンで英国最高位法廷弁護士（現在の王室弁護士）
5 代前に北米に移住。以降、多くの弁護士を輩出。代々聖公会員
父 ジョン・グリーン・ウィリアムズ（1795～1832）
弁護士。モニュメンタル・チャーチの教会役員、
日曜学校校長、教区の役員、総会代議員。
チャニングが４歳の時に 38 歳で」逝去。
母 メアリー・アニー・ウィリアムズ（1797～1867）
医師の娘。子どもたちに毎日詩編を一節づつ暗誦させ
た。毎日曜日モニュメンタル・チャーチのＳＳおよび礼
拝に子どもをつれて出席。
↑ モニュメンタルチャーチ
州知事を含む 70 人以上の死者を出した

きょうだい 男 4 人（1 人弁護士、1 人商人、2 人聖職）
女２人

１８１１年の大火で焼け落ちた劇場あとに
建てられた。

長兄 ウィリアム・クレイトン（１８２１～８８）ウィリアム＆メアリー大学、ヴァ―ジニア神学校
黒人への宣教を志しジョージア州に赴きそこで活動
次兄 ジョン・グリーン（１８２３～７０）ウィリアム＆メアリー大学大学卒 弁護士 独身
長姉 メアリー・オジルビー（１８２５～６３）夫は女学校の校長・学長
次姉 アリス（１８２７～９６？）夫は軍人 カーター・H・ハリスン 南北戦争で１８６１戦死
本人 チャニング・ムア（１８２９～１９１０） チャニング・ムア主教の名前をもらう。
弟
ロバート・F （１８３１～９３）実業家 ウィリアムズの２度目の帰郷寸前に死去。
＊地元の公立高校を卒業後、１８４７～５０（１８～２１歳）
、ケンタッキー州ヘンダーソンの、いとこが経
営する雑貨店で働き、大学進学のための学資づくりに励む。この間に聖職志願を固める

３．大学と神学校時代
（１）ウィリアム・アンド・メアリー大学 （１８５０~５２）
この大学は、ハーバード大学（１６３６創立）に次ぐ、アメリカで２番目に古い大学（１６９３創立）
。
ウィリアムズの同期生 ３１～３６名。卒業時、ウィリアムズはただ一人修士号を受けた。
修士課程 （１）道徳、政治学（２）歴史学（３）数学（４）物理学（５）法律
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（２）ヴァージニア神学校 全課程 3 年 （１８５２秋～５５．６月）
当初から福音主義的で、外国伝道熱はウィリアムズ在学
の頃、伝統となっていた。多くの海外宣教師を輩出。
Ｗ・Ｊ・ブーン 初代海外伝道（中国）主教
ジョン・ベイン 初代アフリカ伝道主教
エドワード・W・サイル 中国宣教師
同校では、伝道部（伝道問題研究会）の活動も盛ん。海外
伝道の情報紹介、支援。獄中者、奴隷、貧困者への伝道

強く影響を受けた教授と聖職
（１）ジェームズ・メイ
ヴァージニア神学校卒。ワイオミング渓谷で開拓伝道に 10 年
間取り組む。穏健なカルヴィニストで福音主義者。
「愛する父母兄弟をみな人生の初期に失い、その悲嘆を克服する内なる力を伝道精
神へと転化させるような霊性の源を感じさせる慰めの人」
（大江満氏による）
海外伝道志望者に大きな影響 温厚柔和で情熱的な伝道意欲はウィリアムズに浸透

（２）ブーン主教
ウィリアム・ジョーンズ・ブーン（Ｗilliam Jones Boone 1811～64）
ヴァージニア神学校卒業。 司祭、医師、弁護士の資格をもつ
途中で子ども二人を残し妻が他界したが、継続して中国伝道に献身。
1844.10 中国諸地域管轄の主教として選出される（初代海外伝道主教）
1853 秋 ヴァージニア神学校を訪問。話を聞いてウィリアムズとリギンスは
赴任の希望を告げる。ブーンは即時の同行を誘ったが、二人は神学校卒業を希望。

４．中国へ
１８５５．１０. Ｊ・リギンスと共に、中国への宣教師を志願し任命される（２６歳）
１８５５．１１．３０ オナイダ号でニューヨーク発
リオデジャネイロ（帆船修理 9 日間）
、シドニー（20 日間滞在）経由
１８５６． ６．２８ 8 カ月かけて上海着
語学の猛修業
11 か月目に中国語で説教
１８５７．１．１１ 内陸への伝道旅行
↓常熟
１８５８．４ 常熟（チャンシュウ）
（上海の北西１５０㎞ 緑豊かな裕福な町）に転住
巡回伝道 リギンス同伴または単身
説教、文書配布、説教には１５０人程集まることも。
１８５９．４ 常熟ミッション中止
民衆の、外国から武力的制圧（アヘン戦争など）への反
発や怨嗟にもとづく、妨害（罵声、汚物を投げつける、
投石など。

５．長崎へ
（１）日本伝道の端緒
１８５８．６ 日米修好通商条約締結
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↓上海

江戸、大坂を開市とし、下田、箱館、兵庫、新潟、長崎を開港する。互いの信教の自由を尊
重する（外国人の礼拝堂建設、礼拝を認める）。居留地内の居住と移動の自由。自由貿易。
＜領事裁判権の承認、関税自主権なし＞
１８５８．９ 在清米国ミッション宣教師 E・W・サイル（1817～90）が療養のため長崎に来航
日本人の礼儀作法、学習意欲、こぎれいさ、清潔、静寂、耕地の美しさなど絶賛
S・W・ウィリアムズ（長老派）
、H・ウッド（オランダ改革派）と共に、長崎奉行・岡部長常
からの、通詞のための英語教師派遣の要望を各母教会に伝えた。ハリスも母国に働きかけ。
１８５９・２ アメリカ聖公会内外伝道協会外国委員会で、日本ミッションの開始を決定。中国伝道主教の管
理下におく。長崎を伝道好適地とし、ウィリアムズとリギンス及び医療宣教師の派遣を決議

（２）聖公会宣教師の来日
（ⅰ）１８５９．２

リギンス来長（黄檗宗＜おうばくしゅう＞崇福寺広徳院に居住）
ジョン・リギンス
John Liggins（1829～1912）
イギリスに生まれ、アメリカに移住。神学校以来、ウィリアムと同行、協働。
常熟時代、下層階級の行事の際に暴徒から襲撃され殴る蹴るの暴行を受けて健康を損ね、
１８５９．５．２ 病気療養のため来日。正式には長崎通詞の英語教師として赴任。
月、水、金 8 名の通詞に英語教授。
学術書の販売頒布に積極的。2 ケ月に 150 冊、半年あまりで数千冊、
聖書もまじる。
１８６０．２離日 リギンスは再来日を希望したが赤痢にもかかり 69 年に宣教師辞
退。その後も日本伝道の後方支援

（ⅱ）１８５９．６下旬 ウィリアムズ来日 日本での伝道の使命を帯びて
日本本土に渡来したプロテスタント最初の宣教師
（ⅲ）１８６０．８ 宣教医 Ｈ・Ｅ・シュミット来日 医療活動、医学教育
（ｃｆポンぺ） 高度な医療が評判となり、１千～
１万人を診察、治療。疲労で体調を崩し６１．１１離日。
ウィリアムズはそれを非常に残念がる。
（ⅳ）１８６０．４ 英国聖公会の香港ヴァージニア教区・スミス主教訪長
4 月 15 日 大徳寺で主日礼拝開始（最初の公式礼拝）
↑ 崇福寺 一峰門（国宝）

（３）長崎での日常生活
ウィリアムズは公式には、英語教師、英米蘭人教会のチャプレン
１８６２.10.26 スミス主教の寄金をもとに、山手居留地内に居留
民団のための英国聖公会教会堂が
献堂される。
（日本で最初のプロテスタントの教会）
。
ウィリアムズはその教会のチャプレン。
１８６３．
２月ころまでに東山手居留地に宣教師館が建
ち、間もなくそこに転居。
← 左側「C.M.ウィリアムズ宣教師館跡」
右側「英国聖公会会堂跡」
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６３．３～５ 生麦事件、東禅寺事件に対する賠償問題で横浜は大混乱。外国軍隊が保土ヶ谷を襲えばその報復
として長崎が標的になる可能性大。奉行は、出島、艦船、海外への避難要求。
６３．８
薩英戦争 外国人武装。ウィリアムズは非武装。
後日、皆川晃雄に当時のことを聞かれ、
「私は神を畏れるが人を恐れません」と答えた。
６４
四国（英米仏蘭）艦隊下関砲撃事件についても詳しい状況把握の上、冷静な判断。

６５． 日常 日本語学習、聖書・祈禱書の翻訳、出来る限り多くの人との接触
中国語書籍の頒布（漢訳聖書を含む）→キリスト教に関する質疑のやり取りも行われる。
ウィリアムズは子どもから好かれ手を握ろうとする。近所の大人も親し気に挨拶する。
（４）フルベッキとの親交
１８５９年の秋に来日した他教派の宣教師たち

J・Ｃ・ヘボン
（長老派）

左から、Ｇ・Ｈ・Ｆ・フルベッキ、
Ｓ・Ｒ・ブラウン、 D・Ｂ・シモンズ
（オランダ改革派）

フルベッキ（グイド・ヘルマン・フリドリン・フェアベック＜Guido Herman Fridolin Verbeck＞
1830~98） オランダ生まれのオランダ人。移民としてアメリカにわたり、1859
年米国オランダ改革派から宣教師として派遣されて来日。
宣教師・法学者・神学者・聖書翻訳者・教育者
当初、崇福寺広徳院で、ウィリアムズと一緒に暮らし、その後も親交を結ぶ。
子ども 3 人ともウィリアムズより洗礼・堅信を受け、聖公会員となる。
男児 チャニング・ウィリアムズと命名（ウィリアムズは遺産の一部と金時計を与えると遺言状で指示）
二女 エマ（Emma T.） 聖公会の婦人伝道師となり、立教女学院、立教学校で教える。
フルベッキは、長崎洋学所（後済美館・開成所にも劣らない洋学所として注目された）に招かれ英語を教え
る。明治維新後、大学南校（東大の前身）の教頭を務め、また政府の翻訳顧問となり、岩倉使節団の派遣、
ドイツ医学の採用などを進言。明治初期の明治政府の施策に大きな影響を与えた。
１８７３のウィリアムズの上京以来再び交流を保ち、ウィリアムズの司式、説教する礼拝によく出席した
という。後、明治学院教師となり、１８９８に心臓麻痺で逝去するまで交友続く。青山墓地に埋葬。
フルベッキ訳とされる「詩編」は、実はウィリアムズとの共訳。特に７８編～１２０編はウィ
リアムズの単独訳で、へブル語からの訳出である。
（５）来訪者たち
長州藩士、幕吏、密偵、破邪僧、秘法伝授を当て込む山師、泥棒、侍、幕臣、日本語教師、医師（漢方
医）
、多くの学者知識人、仏僧
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＊大隈重信
佐賀藩の上士の家に生まれる。
ウ師に数学他を教わり、最初の弟子の一人であったことを自讃
明治政府の最高首脳の一人にのぼり、明治初期の外交・財政・経済に大きな影響
を及ぼした。明治期、大正期に 2 度内閣総理大臣となり、第一次世界大戦への参戦
などに関与した。また早稲田大学の創設者であり、初代総長を勤めた。

＊高杉晋作

幕末の長州藩士。松下村塾の 4 天王と呼ばれ、尊王攘夷の志士として活躍。武士以外の
階層出身者も含む「奇兵隊」を組織し、倒幕運動を進めた。
１８６２．５にウィリアムズを訪ね、話を聞いている。その話は、アメリカでは、階級
間に差別がなく、一般人から大統領が生まれ、また大統領も、辞めれば
一般人となることなど。
（奇兵隊の発想の元にもなったと言われる。
）
ウィリアムズがキリスト教のことをしきりに話すのを聞いて、「用心すべし。日本語を
学ばんと欲すること何とも怪し。推し諜るに耶蘇教を日本に推し進めることを欲するな
らん。要路の人実に務防有り度きことなり」と書き残している。
１８６７（慶応３）年 5 月、肺結核で死去（27 歳）。
＊前島 密

現在の新潟県上越市の豪農の二男として生まれる。江戸で医学を修め蘭学、英語を学ぶ。
航海術を学ぶため函館へ赴く。
ウィリアムズに会って、話を聞き、郵便制度についても学ぶ。ウィリアムズは、通信の役
割を、人体、血管、血液の関係として説明し、切手も見せた。これにより、郵便制度のア
イデアが一段と沸いたという。漢字廃止論もウィリアムズからの示唆を受けた。
１８７０ 太政官に郵便制度創設を建議。郵便制度視察などのため渡英。
１８７１ 帰国後、駅逓頭に任じられ、日本の近代的郵便制度の基礎を確立。
（６）聖公会最初の受洗者
荘村助右衛門（１８２１～１９０３）
（肥後藩士）
１８６６（慶応２）年２月 ウィリアムズより受洗 洗礼名コルネリウス （４５歳）
改革派 J・H・バラによる矢野隆山の受洗に続く 2 番目の受洗者。
藩では兵学者で西洋流砲術、洋式操練の研究担当。佐久間象山の塾や、長崎海軍伝習所で学び、留学も
希望する進取の気性の持ち主。江戸、大阪にも足を運び、各藩の政治動向を探る役割も負う。吉田松陰、
坂本龍馬とも面談し、肥後藩の立ち位置を模索。8 千人の上司。長崎で肥後藩の遊学者の監督（藩子弟の
教育総監）を務めていた。
１８６５年ころからウィリアムズのもとを訪ね、長州と列強４国の対立の状況などについて聞きただし、
ウィリアムズは細かい状況判断を話している。また西洋の兵書を提供している。荘村は聖書を読んでウィ
リアムズの元に通い、疑問を質問する。2 週間毎晩のことも。ウィリアムズは、荘村について「真理には
無知だが、素直な精神と探求心」の持ち主と評価。禁教下での受洗は、並々ならぬ覚悟を窺わせる。
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明治期となり、政府の太政官少史（各地の政治・社会状況の探索を行う役）となったが、キリスト教の知
識を拡げようとする姿勢を持ち続けた。荘村にとってキリスト教は西洋文明の基幹をなすものであり、西
洋について学ぶ上でその理解は不可欠であるという知的接近の側面が強かったと思われる。

６.禁教撤廃への働きかけ
１８６５．１． ウィリアムズは、米国聖公会外国委に禁令撤廃の働きかけを提起。
１８６６．１０ 米国に帰国中のウィリアムズが、伝道局年会で報告。撤廃に向けての行動を提起
１８６６．１１ 外国委作成の覚え書きを提出のため、ウィリア
ムズは、アンドリュー・ジョンソン大統領と国
務長官・スワード（W.H. Seward, Sr.）と面会。
米政府に働きかけを要請。
スワードの回答は、
「政府の政策変更は時期尚早ながら、駐日米国
大使に、英国代表と協力して調査することを指示する」というもの
だった。
Ａ・ジョンソン

Ｗ・Ｈ・スワード

１８６７（慶応 3）年 浦上村の多くの信徒が捕縛され激しい拷問を受け獄死者も多数出た。１８６８～７
０年にかけて、３，４００人が各地に流刑となった。
（浦上四番崩れ）
１８６９．７． ウィリアムズは伝道局に U・Ｓ・グラント大統領への嘆願書送付を求める。
それに引き続き、外国委員会や新公使デロングへの働きかけを行った。
１８７０
英国公使Ｈ・Ｓ・パークスと会見。キリスト教解禁について意見交換。
１８７１．１２．２１ 岩倉一行 出発
７２．１．１５ サンフランシスコ着
１２．２７ 伊万里県事件 明治 4 年 11 月、伊万里県（後、佐賀県）管下の村々のキリシタン
67 名が捕らえられ佐賀市外の評定所牢に投獄された。
この事件はアメリカに伝えられていた。 外国委主事総代Ｗ・ヘアは、国務長官ハミルトン・フィ
ッシュと面会。岩倉らは、グラントやフィッシュから信教の自由を厳しく要求された。
フィッシュは、思慮深さに加えて、改革と外交的な節度に対する
努力で知られる。グラント政権では政権の「柱」として高く評価さ
れ、学者らの間では最も優れた国務長官の一人であると考えられて
いる。聖公会員。

グラント大統領

フィッシュ国務長官

Ｗ・ヘアとフィッシュのお蔭で米政府が使節団に働きかける一因と
なった。それを動かしたウィリアムズの働きは小さくない。

７.中国日本伝道主教
１８６５．１０．２３ 米聖公会はフィラデルフィア総会でウィリアムズを中国・日本伝道主教に選出。
６６．２～３ ウィリアムズは休暇のため帰米
６６．１０．３ ニューヨークの聖ヨハネ教会で主教按手
年末～６７春 母の看病 ６７．４．５ 母の逝去
その後、国内を回り協力要請、志願者募集。ランベス会議出席
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６８．５ 中国では４～５千キロの伝道地調査旅行の末、湖北省武昌（現：武漢市の一部）に新ミッシ
ョンを拓くことを決定。ウィリアムズの主教就任により中国ミッションは活性化。
一方、日本での活動に責任を負いながら日本に一人も宣教師がいないことを嘆く。

８.大阪時代
（１）大阪での活動の展開
１８６９．５ ウィリアムズは活動の拠点を大阪に移転。日本と中国間を往復。
１８７２．２．与力町で男子塾開始 （後の大阪英和学舎=テモテ学校）ウィリアムズは数学、理化学を教え
る。ウィリアムズ担当の聖書は選択だが、初級クラスは全員、上級生は多数が履修。
１８７３．７．４ 宣教医師ヘンリー・ラニング来阪 １８８３．９ 聖バルナバ病院開設
１９１３（大正２）年、高齢を理由に帰国するまで４０年間にわたり活動を続けた。
１８７３ ウィリアムズの管轄：上海、北京、武昌（以上の言語は全く異なる）
、漢口、大坂、東京
１８９５ 大阪の照暗女学校、平安女学院として京都で開校
大阪居留地は、教会、住宅、照暗女学校、テモテ教会、大坂英和学舎など一大拠点となった。
１８８７．２ 英和学舎閉校。14 名の生徒は立教に移る。
出身者 元田作之進、名出保太郎など１０人近くの聖職や、聖職から転じて南海電鉄社長にな
った大塚惟明など。
（２）大阪での活動妨害者
(ⅰ) 渡辺昇 幕末の志士。薩長同盟成立の周旋者の一人。大村藩士で、浦上４番崩れの際の信徒の逮捕、
流罪の実務指揮官であった。明治政府のもとで大阪府権知事（知事に次ぐ役職）となり、ウィ
リアムズが進めようとした飢餓者への救済活動や、教会・学校用地買収、学校運営などを大阪
府当局のトップとしてことごとく妨害。渡辺は、後出の石井筆子の叔父にあたる。
(ⅱ) 伊沢道一 明治政府による行政監察を任務とした「弾正台」に設けられた諜者組織に属する下級の
「異宗探索諜者」の一人。大阪、横浜などで諜報活動に従事。大阪での活動は、
「浪華日記」
として報告された。ウィリアムズへの訪問者の名前、住所、出身地などを詳しく調査。

ウィリアムズの発言：
「昔カラ此道ヲ弘メテ死ヌル人ハ甚多ヒ、道ノ為に死ヌ人ガ多ケレバ道
ガ早ク開ケマス、私共コノ日本ニ渡リテ居マシテハ本國ニ還テ死ヌルト
ハ思マセヌ（中略）殺サレマセウトモ更ニ恐レヌ」
を聞いて「其念金石ノ如シ余竊ニ寒心シテ別ル」と書き、ウィリアムズの並々ならぬ覚悟を感
じ取り畏怖している。伊沢はその堅固な伝道精神をみて、日本の国体が廃棄されキリスト教が
許容されるのではと危機感を募らせている。また
「ウリヤムスハ和漢ノ語ニ通シ。其智力。根機力。抜群ノ教師也。且温潤大
度。生徒ヲ撫養スル懇々 切々。豈母ノ子ニ於ゴトキノミナラス。然ニ生徒
ノ永久セザル。朝ニ来リ夕ニ去。
（中略）実ニ蓼々タリ。謂ル人和ナキモノ寡
歟。將時不到歟。可怪コト也。豈生徒ノミナラス。奴僕亦三月ヲ全スルモノナ
シ。
（中略）亦坂地ノ鴻福ナリ。
」
と述べて、ウィリアムズの傑出した能力、教育力に舌を巻き、にもかかわらず成果があがらない
ことを訝しみ、かつ「都合がよい」と報告している。
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９.江戸監督
（１）東京への移転と立教学校、立教女学校、診療所の開設
１８７３．２ 高札撤去 （キリスト教の正式公認は１８９９年）
７３．１１ 東京に移転
７４．２．３ アメリカ人の詩人、ロングフェローの子息の家で私塾（後の「立教学校」開始。
生徒数について、ウィリアムズは 5 名、ブランシェーは 8 名と報告。
一日 1 時間 ウィリアムズは日本語でキリスト教教理、ブランシェー 英語
７４．４
生徒数 30 名 在学生、新入生そろって聖書の学習を希望。
ウィリアムズが訪清すると学生は同師を恋しがり、帰任すると日本語礼拝の再開に学生は歓喜
１８７４．１０．２２ 米総会で、中国、日本ミッションの分割決定。ウィリアムズの日本専任決まる。
７６．１１．２９ 大火 学校、ウィリアムズ、ブランシェーの私財焼失。学校休止
立教はその後何度も存亡の瀬戸際に立たされたが、ウィリアムズは、学校は長い試練が必要だか
らと、閉鎖には慎重。
（官立校、最大の私学が反宗教的性格に変貌していることを憂慮して）寄
宿校での共同生活を通した宗教的影響を重視。
１８７７．９．１８ 立教女学校開校
１８８４. ３ 宣教医 フランク・Ｗ・ハレル 来日 築地、深川三一教会近隣に「大橋診療所」開設。
１７９０
ハレル辞任の後、長田重雄が「愛恵病院」開設。１９０２ トイスラー、
「聖路加病院」開設
（２）立教学校卒業生の活躍
（ⅰ）和田 秀豊（わだ しゅうほう）
１８５４（嘉永 7）年、鹿児島の垂水郷に生まれる。父は垂水藩家老。都城県で英
語、数学の教師を３年間務める。７１年、英学修業のため留学を命ぜられ上京。直接
外国人に学ぶことを勧められ、開設した立教に入る（５人の内の一人）
。
１８７４．６．２８、ウィリアムズから受洗。
（東京で最初の受洗者）
１８７６春、帰郷の際に同師から、
「和田さん貴方は決して戦争に出てはなりま
せん。腕力の戦をしてはいけません。二十人や三十人の敵を倒したとて決して讃むべきこと
ではありませぬ。貴方は寧ろ貴き戦をなさるべき筈です。貴方はエイソ（注：イエスのこと）
の十字架の戦を戦って人を救うことを務むべきであります」と言われた。
帰郷後間もなく西南戦争が起き、和田も参戦を誘われたが、ウィリアムズの最後の言葉
と自分のために熱心に祈ってくれた姿を思い出し、
「腕力の戦」以外の方法で郷土に尽く
せる道をさぐり、その結果、鹿児島県女子師範学校の教師となった。
後に和田は「全くウィリアムス監督の予言は不思議でした。御蔭で私は今日をありえたのです。真に神の御恩寵
と信ぜざるを得ません」と述べている。
海軍兵学校で英学、数学を教えた後、１８８２年以降、長老教会やメソジスト教会の牧師として活動。
１８９３好善社社長。好善社は、アメリカ長老派宣教師ミス・ヤングマンなどにより、
「キリストの精神を
いかに社会的に実践するか」を課題として発足した団体であった。１８９４年ハンセン病患者の施設・目黒
慰廃園の設立に参画。日本聖書の友総務委員。雑誌「聖書の友」の編刊に尽力。さらに同愛訓盲院（現・ヘレ
ン・ケラー学院）院長を務めた。また、結核療養所「憩ひ園」理事長など社会事業に貢献した。１９４６（昭和
21）年 92 歳で逝去。
（ⅱ）岩下清周（いわした きよちか）
１８５５（安政 4）年、松代藩士の家に生まれる。17 歳の時に志を立てて上京。立教学校に入学し、1875 年から
76 年にかけてウィリアムズ主教から英語と聖書を学ぶ。
在学中に同主教から洗礼を受けた。
清周が受洗したのは、
キリスト教の教理に動かされたためではなく、主教の「真実の力と敬虔なる祈り」に動かされたからだという。そ
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して師の伝道の助手として辻説法をしたり日曜学校の手伝いなどを行った。
後、実業界に転じ、三井物産に入社。パリ支店本店副支配人、同大阪支店長などを歴任。１
８９７（明治 30 年）北浜銀行設立。同行常務、頭取を務める。ほかに、衆議院議員や、箕
面有馬電気軌道（現：阪急阪神ホールディングス）初代社長、大阪電気軌道（現：近畿日
本鉄道）第 2 代社長等も務めた。
北浜銀行が破綻した後は富士で農園経営。１９２０（大正 9 年）温情舎小学校（現不二聖
心女子学院中・高校）を設立した。清周は教育のあり方について、
「真に天才とも称すべき
優れた才能を有する青少年に宗教的な生活を体験させ、敬虔な精神を以って信仰的の境地
に於て、各々其の専門とするものを学ばせ」ることが大切だと述べている。ハンセン病患者
のための御殿場・神山（こうやま）復生病院の支援にも尽力。１９２８（昭和３）年逝去。
（３）１８８０年当時のウィリアムズの活動
＜主教任務＞ 東京での洗礼、堅信、大阪巡回、英国系教会の堅信
＜司牧＞深川三一教会 週 3 度 浅草講義所 週 2 相川講義所 週 1 その他の教会の管理・運営
＜教育＞聖三一神学校 週５日 共観福音書 その一つの釈義
立教 倫理学、聖書
＜翻訳＞ 詩編の翻訳への任命 フルベッキと共同 祈祷書邦訳 聖書翻訳委員
＜本国との交信＞日本ミッションの運営、財務に関する報告と交渉
＜訪清＞
＜地方伝道の促進・調整＞ 川越、古河、舘林、行徳、松山、府中、小川、立川、本宿、熊谷、寄居、田中
幸手、飯能、青梅、沼津、府中、
＜合同にむけての諸準備＞ 祈祷書、主教管理権問題など

（４）社会福祉事業家の支援
（ⅰ）石井亮一・筆子夫妻
石井亮一は、１８６７（慶応 3 年）
、現在の佐賀市で佐賀藩士の六男として誕生。幼少時より秀才と評判
の少年で、科学者への夢を抱き米国留学を志望して、英語習得のために立教学校に入学した。立教学校在学
中に、ウィリアムズ主教から受洗。その後も同師を慕い続けた。立教女学校の教頭を務めている時に濃尾大
地震が発生した。被災地で親を失った多数の孤児が発生し、その中でも少女たちが人身売買の被害を受けて
いることに衝撃を受けその救済にあたった。
１８９１年、被災地で保護した 20 名余の孤女を引き取り、私財を拠出して聖三一孤女学院を開設し、彼女
たちへの教育を開始した。その中に知的な発達の遅れが認められる女児が 2 名いた。亮一は、この問題に取り
組むことを決意し、2 度にわたり渡米し、米国各地の大学・図書館で研究に勤み、知的障害や特殊な障害につ
いての見識を深める。帰国後、聖三一孤女学院を所在地に因んで「滝乃川学園」と改称・改組して、知的障害
者教育の専門機関とする。36 歳の時、学園の支援者でありかつ園児の母親でもあった渡辺筆子と結婚する。

石井亮一

静修女学校校長時代の筆子

滝乃川学園本館
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筆子は、東京女学校を卒業した才色兼備の女性であった。欧州への留学経験があり、華族女学校（後の女
子学習）の教諭をつとめ、静修女学校（後の津田塾大学の前身となった一つ）の校長も務めた。最初の夫と
の間に生まれた３人の子どもに知的障害があり夭折のほかいずれも母に先立って亡くなった。１８８６年、
長女幸子と共に築地三一教会で受洗。石井と再婚後の筆子は夫の右腕となってその事業を助け、１９３７年
に亮一が亡くなった後は第 2 代学園長に就任した。戦争による福祉への無理解、更なる財政悪化、学園関係
者の戦死などの多難な時代を園長として学園運営に尽力し、1944 年逝去。
（ⅱ）小橋勝之助・実之助兄弟と林歌子

小橋勝之助 兵庫県矢野村(現・相生市)生まれ。東京で医学の勉学中、
神田基督教会でウィリアムズ主教に接し明治２０年、同師より洗礼を受
ける。１８９０（明治 23）年に同師の励ましを受け帰郷して,弟実之助
らと博愛社をつくり,孤児の養育にあたる。翌年の濃尾地震の際,震災孤
児収容所を開くが、結核が再発。弟と林歌子に博愛社を託して、１８９
３年に死去。31 歳。
小橋実之助 １３歳の時に兄と上京し苦学をしていたが、兄とともに
↑ 小橋勝之助
↑ 林歌子
入信受洗。兄亡き後の博愛社の運営を担った。1899 年大阪府西成郡神
津村（現在地）にある約 4,000 ㎡（1200 坪）の土地に新社屋完成。そ
の間、財政的条件は困窮を極めたが、ウィリアムズ主教は創設に関する
資金援助、土地購入資金、孤児救済金、運営面での支援、社宅の贈与など、再三にわたって経済的支援を行って
いる。１９３３年に実之助が逝去の後は、夫人カツヱが後継。
林歌子 （1865＜元治元＞～1946＜昭和 21＞年) 福井県で小学校教師を務めた後上京。神田の会堂でウィリア
ムズ主教に接し、その縁でエマ・フルベッキの日本語教師となり続いて立教女学校の教師となる。１８８７年にウ
ィリアムズ主教から受洗。神田教会で知り合った小勝勝之助の依頼を受けて、立教女学校を辞して兵庫に赴き、実
之助を助けて博愛社の運営にあたった。後、基督教婦人矯風会の会頭に推され、婦人の地位向上、廃娼、職業上の
条件整備、参政権獲得などに取り組んだ。

１０．日本聖公会の組織
主な課題
①
同一祈祷書の制定 ② 合同神学校 ③ 主教管轄権問題 ④ 法憲法規 ⑤ 名称問題
これらの課題において、ウィリアムズは先導的役割を果たす。
ビカステス主教
１８５０―９７ 英国聖公会主教。ロンドン近郊に生まれ，ケンブリッジ大学卒業
後，同大学講師となる。１８７７年より同大学ミッション首長としてインドに伝
道。８６年、主教按手をうけて来日。
ウィリアムズ主教の主導のもと、１８８７年の日本聖公会の設立に尽力。１８８
７年、香蘭女学校を設立。９６年、病を得て帰国し，翌年死去。

１１．主教退任後と京都時代
（１）一時帰国
ウィリアムズの主教退任後、米聖公会では、長いこと後任が決まらず待望の帰郷もなかなか実現しなかった。
９３． ３．１～２ ニューヨークでの総会 ジョン・マキムをウィリアムズの後任主教に選出
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ジョン・マキム

（John Mckim 1852～1936） マサチューセッツ州の生まれ。アイオワのグリスウォード大学を
卒業した後、ウィスコンシン州のナショタ神学校で学ぶ。1880（明治 13）年に来日し、京都の
平安女学院のチャプレンとなった。日本語に馴れるとともに大和地方の伝道に取り組み、官憲
や住民の抵抗に会いながらも各地で成果をあげた。1881 年のウイリアムズ主教の退任を受け
て、1883 年 6 月 14 日にニューヨークのセント・トーマス教会で江戸主教に按手された。同主教
の管轄範囲は大阪から青森に及び彼の 42 年間の主教在職期間中に、僻村や山岳地帯を含む日本中を巡回した。
また立教大学の設置責任者となり同校の運営にあたった。
1923 年 9 月 1 日の関東大震災の後、本国への電報で、「神への信仰以外はすべて失われた」と報じ、被災地復興
の先頭に立った。1935 年 11 月に病気療養のために引退し、1936 年ホノルルで死去した。

９３．１１．２４ ウィリアムズは 横浜から離日。12.21 リッチモンド着
弟は帰郷間近 12.18 に逝去。19 日葬儀
ガーディナーの監督局幹事補キンバー宛手紙
ウイリアムズ主教が長期間の米国不在後に、彼の弟の死を知ることは、かわいそうなウイリアムズ
主教にとって、なんと悲しい、悲しい帰国でしょう。私はこの衝撃が彼におよぼすかもしれない影
響に大きな不安を感じており、彼がリッチモンドに到著する前に、この報せがなんとか柔らかく伝
えられることを心から望みます。親愛なるかわいそうな人、彼は生き残っていた最後の兄弟と会う
時を本当に長く楽しみにしてきたので、この打撃は彼を茫然とさせる以外のなにものでもなく、彼
はみなの同情に値し、私も本当に同情しています。
ガーディナー
（James McⅮonald Gardiner）
ミズーリ州セントルイス生まれ。ハーバード大学中退。信徒宣教師として日本に派遣さ
れ、1880.10、横浜に到着。立教学校第 3 代校長に就任する。
同時に、建築家として、立教学校、立教女学校、聖三一神学校などの建物の設計を行
い、築地居留地に壮麗な建物群を出現させた。
１８９１年、立教大学校校長を退任し、本格的に建築家としての活動を行う。全国に多
くの教会や学校を建てる。１８９４年、ハーバード大学で学位を取得。日本に帰国後、再び立教大学校で英語、
英文学の教授となる。
ウィリアムズ主教の親友で、１９０８年の同師の帰国に際しては海路、陸路を同伴し、リッチモンドまで送っ
た。１９２５年、聖路加病院にて死去。遺骨は自身が設計した日光真光教会の堂内に納められている。
（２）京都での宣教活動
９４．１２．２４ 日本帰着
任地はマキムに一任 「ここに老いたる牛一匹あり、何処へでも遣わしたまえ」
マキムは、五条講義所、大津講義所の管理委嘱。丹波、丹後への新拠点開設の望みを暗示
体調崩し近江舞子で療養することも。
地方の開拓伝道
１９００ 京都ヨハネ、堺聖テモテ、大津基督教会（私財で聖堂竣工、宮津講義所、加悦、舞鶴
１９０１ 岸和田、余部、京都、和泉、近江、丹後、若狭、但馬
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舞鶴への途次で人力車から落下、失神。体力衰弱
１９０３ 秋、3 度目の帰国 この間、米総会は感謝を決議
１９０４．１０．３０ 横浜着
教会管理 京都聖ヨハネ、大津基督、岸和田講義所
体力衰弱、視力低下 年報執筆も不可能に。
１９０６ 京都聖ヨハネ教会定礎式 宣教師館を聖堂の南側に移しそこに居住。

１２．母国への帰国、逝去
（１）帰国
１９０８．３ 梅田で転倒。行き先の岸和田が分からず。以後、旅行断念。
気難しくなり日本人牧師とけんか。信徒をつれて離反。ウは家中に鍵をかけて閉じこもり、使用
人を解雇し、錯乱状態。家を締め切って閉じこもりなど。
１９０８．４．１５ 横浜から出港。母国に帰還。ガーディナーがリッチモンまで同伴。
船上の様子（矢崎健一『チャニング・ムーア・ウイリアムズ』より）
午後三時、船は汽笛を鳴らして出帆した。
多川肇が横浜埠頭にて別れを惜しんだ時、ウィリアムズは多川を諭して「私の体は弱って最早この
国に働くことはできない、今からただ祈祷で助けるより仕方がない。そして祈祷するには土地にょっ
て遠近の差はない。このたび米国に帰るならさらに新手の代わりの者が来るだろう。私はことにこの
ために願い、なお日本の兄弟姉妹の為に祈る」と言われた。
船が見送りのボートを離れると、ウィリアムズは船橋の手摺にもたれ、その手を手摺の上に拡げ、
一同のために神の恵みを祈った。

（２）最晩年の日々と逝去
＊リッチモンドでは、姉・アリスの子息、ジョン・Ｗ・ハリスンの邸宅で生活。
＊ハリスンと見舞いに来た名出保太郎（ヴァージニア神学校に留学中）に抱えられ、モニュメンタル・チ
ャーチの礼拝に出席。
＊ジョンストン・ウィリス療養院の病床には元田作之進（フィラデルフィア神学校に留学）が訪ねた。
＊１９１０．１２．２死去。翌日葬儀埋葬。
名出保太郎
１８６５（慶応元）年、和歌山県名出村の庄屋の家に生まれる。宣教師ティングが元田作
之進を伴って地方伝道に赴いた際に感銘を受ける。やがて大阪三一神学校、続いて築地三
一神学校で学び聖職となる。
築地での寮生活中に居室について不満を訴え、ウィリアムズと部屋を交換することにな
ったのは名出である。築地三一教会、神田基督教会、大阪川口基督教会で司牧。東京と並
んで大阪教区が創設されるにあたり初代主教に就任した。後、総会議長をつとめた。
元田作之進
１８６２（文久２）年久留米藩士の長男として生まれる。久留米師範学校を卒業後教師とな
り、１６歳で小学校長を務めた。その後大阪に出て川口英和学舎に学び宣教師ティングに導か
れて受洗。渡米してフィラデルフィア神学校その他で１０年間学び哲学博士号を取得する。
帰国後立教中学の校長になり、１９０７ (明治 40 年)立教大学の初代学長に就任。総理に就
任したタッカーとコンビを組み大学の運営にあたる。タッカーの元田への評価は非常に高かっ
た。１９２２ (大正 11 年)日本聖公会東京区が創設されると、日本人初の主教に選任された。
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留学中、病床にあるウィリアムズを見舞い、葬儀にも参列して 使徒信教を読んだ。
１９２８ (昭和 3 年)、死去。

１９１３．１１．７ 日本人有志による墓碑、追慕碑がホーリ
ーウッド墓地に建てられ、献碑式が行わ
れた。
後日同じものが京都若王子墓地に建立された。

Ⅲ．ウィリアムズ主教の人物像
＊元田作之進『老監督ウイリアムス』ほか
① 八方ふさがりの中での忍耐力
＊禁教の継続、破邪僧、密偵の探索
＊攘夷派の暗躍
＊南北戦争
② 祈祷の人 溢れ漲って外面に発酵。説教に動じない人でも、厳粛で荘重、敬虔な祈りには動かされた。
奥野昌綱 祈祷書は形式的で誠実さに欠けると批判。しかしウ師の祈祷書の祈りを聞き、これまでこんなに
霊的な祈りを聞いたことが無いと言って祈祷書を愛するようになり、座右の書となった。
③質素・清廉
ⅰ）東京伝道開始のころ。ニューマン、クーパー、ブランシェーはライト、ショーと陽泉寺に同居。
狭いのでウィリアムズは 3 人をホテルに移す。そこは、洋食が食べられ靴も履いたままが可能なホテル。
ニューマンたちがウィリアムズを訪ねると、彼は日本の宿で、靴を脱ぎ、コートを着たまま椅子も机もな
く火鉢の横に独り座っていた。外国委はこの話に感銘を受け、機関紙「スピリット・オブ・ミッション
ズ」に掲載。ウィリアムズは理想化されることを嫌って、記事訂正を求める。
ⅱ）吝嗇とも見える清貧生活。粗衣、粗食。
ⅲ）衣服 一年中同じラシャの服
ⅳ）食事 菜食中心 ジャガイモ、人参のスープ
日曜の昼だけ肉
ⅴ）倹約 収入月数百円 １か月生活費 ５円。旅行では、１，２等には乗らず、３等を使う（
「４等がないから
です」
）
ⅵ）コックに倹約をさせてその差額をコックのために貯金 200 円
④ 献身、奉献
大江満；
「日本に与えるものはもう何もないと確信するほど自らの心身を使い尽くしわが身を顧みることのない
壮絶な人生」
。
中国ミッションの負債増大による危機の際の、債務の自己負担による弁済
帰国、休暇 （ⅰ）中国日本主教按手の時 ３７歳 （ⅱ）主教辞任後 ６５歳＜後任決まらず、弟の最期に間
に合わず。＞（ⅲ）衰えが目立ちパートリッジ主教らの強い勧めによる。７５歳 （ⅳ）離任 ７９歳
救恤 会堂建設、学生扶助、病人・寡婦・孤児援助
直接、間接に奉献した教会 築地三一大会堂、神田基督教会、浅草聖ヨハネ教会、深川真光教会、麹町聖愛
教会、大津基督教会、岸和田聖パウロ教会、小浜聖ルカ教会、京都聖ヨハネ教会
慈善には率先
孤児救援のために家屋新築。その後博愛社に寄付。博愛社にはしばしば援助
東京火災の時には、６００円を被災者に提供。
⑤勤勉精励 朝５、６時～夜 12 時
日曜日 早朝、立教学校講堂（後、築地三一大会堂）で、礼拝、説教
徒歩 10 時 深川真光教会 礼拝、説教 ２時 聖書を講じる。
夜 神田基督教会か、浅草講義所で礼拝、説教。築地に
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帰るのは１２時過ぎ
京都時代 五條講義所（後、聖ヨハネ教会）
、大津基督教会、岸和
田聖パウロ教会、舞鶴宮津伝道区を担当 伝道女館の校長、教授
⑥
豪胆・遵法
＊中国での内陸伝道
＊攘夷熱盛んな時期、泰然として動かず、翻訳などして時を待つ。外国人はピストルを携行する者が多かったが、
「私は神を畏れますが人を懼れません」との態度（皆川晃雄への発言）
。
＊諜者・伊沢道一も感服しながら畏れを抱く
＊条約で決められた行動範囲を忠実に守る
⑦ 優れた組織者・周到な準備

＊語学学習への集中、翻訳への取り組み
＊アメリカ聖公会の宣教協会への綿密な報告と了承
＊日本聖公会の組織成立はウイリアムズの力があってこそ。
⑧
時を見る能力・決断と実行
＊活動拠点の選択 武昌、長崎、大阪、東京、京都
＊禁教撤回への働きかけ
＊出処進退 主教辞任、帰国
⑨ 威風温容 畏敬され敬慕される両面。容貌に威厳があるが、親しみ難くはない
子どもも親しみ 子どもを膝に乗せ、金平糖を与えて愛撫
⑩実は理系で数学が得意 大隈重信に教えたり、大阪英和学舎で数学や理化学の担当。
「老監督は又数学に堪能で、高等数学の複雑な式などの開発を小紙片の上にして楽しんでおられたこと
などは多くの人は知るまい。老監督は実に脳随鮮明に科学的の人であつた。
」
（岩佐啄蔵の回想）
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