
本稿は「アメイジング・グレイス」の魅力を追いかけた、
私的なレポートです。200年以上前に生まれたこの歌は今
も歌われています。歴史的な事実を踏まえながら、その魅
力はどこにあるのか。私なりに解釈した内容が多く含まれ
ています。大きく分けて、４部で構成しています。1部は
詞（詩）を生み出した作詞者、その動機と時代背景。2部
は生まれた英国ではなく新大陸アメリカで大きく育って歌
われている謎。３部は日本での受容のされ方を二人の歌手
を例として見てみます。４部は本格的な混声四部合唱とし
て生まれた日本語詞、作詞者の思いを中心に紹介していま
す。引用は重要な証言のみに出所を付記しています。なお、
敬称はすべて略させていただいています。
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◆作詞者は英国のジョン・ニュートン

１．奴隷貿易に従事したことを悔いて牧師となる

作詞者ジョン・ニュートン（1725～1807）はイギリス人。母親は敬虔なクリスチャンで、幼いニュートンに
聖書を読んで聞かせていた。しかし、彼が６歳のとき亡くなる。長じてニュートンは商船の指揮官だった父に
ついて船乗りとなり、20歳のとき奴隷貿易船の船員へ交換される。西アフリカからアメリカ（西インド諸島）に
黒人奴隷を輸送する奴隷貿易に従事したわけである。拉致された黒人たちは家畜以下の扱いを受けた。船底に
押し込められ、不衛生な環境のなかで感染症、脱水症状、栄養失調で多くが死んでいった。死亡率は１～３割
に達したという。奴隷貿易の実態は、アレックス・ヘイリーの『ルーツ』にも描かれている。自身のルーツを
3代さかのぼって描いた、一部にフィクションが含まれているといわれるが、1976年に米国で発表された大ベ
ストセラーである。日本語訳は1978年に３巻の現代教養文庫（社会思想社）で出版されている。
1748年5月、彼が22歳のとき船は嵐に遭い転覆の危機に陥った。船は奇跡的に難破をのがれる。この遭難

を機に生活態度を改め、ラテン語を独学で学んで古代ローマの史書など古典を読んだり、聖書などの宗教書を
読むようになった。
30歳で奴隷貿易をやめ、リヴァプールの税関職員となる。時間的余裕が生まれ、古典と決別して「霊的知

識の獲得」には役立たないものはいっさい追求しないと決意し、聖職者への道を志す。38歳になって、オウ
ルニィ教区の牧師となる。英国国教会であるが、聖書の言葉のみを信じる福音主義の教会であった。1764年、
39歳のとき、ニュートンのアフリカ航海の話を人づてに聞いたホーイスという牧師が自分史を手紙で送るよ
う要請。14通にのぼった手紙は筆者匿名で出版され、大きな反響を呼んだ。かつて奴隷商人だった者が牧師
へと180度の転身を遂げたことが話題になったようだ。1779年、54歳のとき、英国のロマン主義の先駆的な
詩人とされるウィリアム・クーパー（1731～1800）と出会う。意気投合した二人は共同で『オウルニィの讃美
歌集』を出版する。この讃美歌集に「信仰の反省と期待」という原題の曲が含まれていた。これが「アメイジ
ング・グレイス」（以下、「アメイジング」と略記）である。
ロマン主義とは、個人の独自性を追求する運動でもあった。ニュートンの「アメイジング」はニュートン自
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身の独自性から出発する。その独自性とは、奴隷貿易で富を得ながら、すさんだ生活を送っていた自分で
ある。ニュートンは奴隷貿易時代を「卑しい存在」「神への冒涜と不敬の連続」だったと回顧しているが、
具体的には記されてない。「アメイジング」では「悲惨な者」「盲目」と表現される。そのような者だっ
た自分が神の恩寵により救われ、「今は見える」、神の恵みが「ここまで私を導いてくれた」とうたう。
ロマン主義とは古典主義に対抗する概念である。ルネサンス期以来、古代ギリシア・ローマに帰れという
美術を中心とした運動が起こり、それは古典主義とも呼ばれた。18世紀後半から思想家ジャン・ジャック・
ルソー（1712～1778）をはじめとしてロマン主義が興る。市民革命につながる運動でもあり、近代的な自我
（個性）の芽生えと言える。音楽上の「古典派」「ロマン派」とは異なる概念である。
原詩をみてみる。１番だけ掲げます。

「私のような悲惨な者」と、私＝個（個人）としての独自性にこだわっている。

Amazing grace!（How sweet the sound） 驚くべき恵み なんという甘美な響きよ
That saved a wretch like me! 私のような悲惨な者を救ってくださった
I come was lost but now am found かつては迷ったが、今は見つけられる
Was blind, but now I see かつては盲目だったが、今は見える
詩（詞）そのものは、韻を踏んだオーソドックスな形式を守っている。
1行目のsoundと3行目のfound、２行目のmeと４行目のsee。見事に脚韻を踏んでいることがわかる。2番

以下も同様である。
この詩（詞）を書いた頃から奴隷貿易反対運動にかかわり、反対運動を進める議員たちとも親しくなる。

ニュートン自身も「アフリカ奴隷貿易についての考察」を発表し、枢密院でも証言した。英国議会で奴隷
貿易廃止が決議されたのは、ニュートンが82歳で亡くなる直前であった（奴隷制度そのものの廃止は1833
年）。
奴隷制度廃止について多く触れる余裕はないが、米国で南北戦争が始まったのは1861年からである（18

65年に北軍の勝利で終わる）。フランスは大革命で一時廃止、そのご曲折をたどり1848年に廃止、オラン
ダは1863年廃止。英国ほ廃止は早いほうであるが、その１世紀以上前から奴隷制度廃止の運動は続いてい
たのである。なお、2015年に米国サウスカロライナ州の黒人教会で９人が死亡した乱射事件で、オバマ大
統領が追悼演説し「アメイジング」を歌ったことは記憶に新しい。祈りの歌であり、また愚行を続ける人
類への抗議の歌でもあることを示している。

◆作曲者は不詳、アメリカ民謡または黒人霊歌とさまざま

２．故国の英国ではなく、何故、米国で根付いたのか？

「アメイジング」の作詞はジョン・ニュートンであることは間違いない。しかし、作曲者は誰か？ こ
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歌は国境を超えていく 米国、アイルランド、日本をつなぐ「Tramp! Tramp! Tramp!」

ここで、少しばかり脇道にそれる。日本で西洋音楽が取り入れられたのは、いうまでもなく明治以降である。伊

沢修二の努力により音楽取調掛が設けられて以来、洋楽教育は急速に進んだ。欧米音楽のメロディを借りた作曲も

多く行われた。思いがけない曲が、実は欧米に起源をもつという結果を生んだ。「蛍の光」「庭の千草」などはす

ぐ思い浮かべられる。ここで紹介するのは、北海道大学の校歌「永遠の幸」と同志社大学の応援歌「若草萌えて」

である。この二つの曲は、米国の「Tramp! Tramp! Tramp!」（以下、「Tramp!」と略）を原曲としている。「Tramp

!」のさらなるルーツは帆船時代（大航海時代）にさかのぼり、帆を張ったりたたんだりする操船の作業歌と言われ

ている。一般に「シー シャンティ（sea shanty）」と呼ばれる。前へ前へと進むリズミカルなメロディで、米国

の南北戦争時、北軍の軍歌として歌われた。

北大校歌、制定当時（1900年、明治33年）は札幌農学校校歌であり、当時は学生だった作家の有島武郎の作詞、そ

れを校閲したのは大和田健樹、選曲したのは納所（のうしょ）弁次郎。という豪華なメンバーである。「Tramp!」を

選曲した納所は音楽取調掛を卒業しており、米国に３年間留学した伊沢修二からその存在を教えられたのだろう。

同志社の応援歌はラグビー部が創設された1911年につくられた。作詞は同志社中学校の英語教師清水英明。清水

が「Tramp!」をモデルとした経緯ははっきりとしないが、もっと早く同志社英学校時代にアメリカ人教師により ↗



の問題は今もって不明であり、作曲者不詳とされている。楽譜によっては、アメリカ民謡あるいは黒人霊
歌（ゴスペル）、なかには「アイルランドかスコットランドの民謡が起源とも言われています」と述べる
ものもある。これだけ出所不明の曲は珍しい。

作曲者探しは脇に置いて、「アメイジング」と米国との関係から考えるほうが得ることが多いと思わ
れる。まず、「アメイジング」は米国で最も歌われている。多くの米国歌手が「アメイジング」を歌って
いる。ベトナム反戦運動で名高いジョーン・バエズ、黒人の公民権獲得に努めたジュディ・コリンズ。二
人は親しい仲で、ともに「アメイジング」をカバーしている。オバマ大統領が追悼で歌ったことは既に触
れた。米国での歌われ方を、この歌が生まれた英国と比較するとはるかに米国が盛んである。何故なのか？
その課題に入る前に、ジュディ・コリンズの証言を紹介しておきたい。やや長くなるが、大切な証言で

ある。
「アメイジング・グレイスを初めて聞いたのはいつだったのかとても見出せません。この曲を入れたレコー

ドを出したのは1970年。まさか注目を集めるとは思ってもいなかったのに、ヒットチャートを駆け上がっていっ
たんです。耳にした人はみんな、この曲、どこかで聞いたことがあるって思ったんではないでしょうか？ 心
の底に眠っていた記憶を呼び覚まされるような気がしたはずです。つらい時期にも「アメイジング」が私を励
ましてくれました。
インタービュアー「つらい時期というと何が原因だったんですか」
たとえばアルコール。やめたくてもやめられない状態でした。立ち直れたのはこの歌があったからだと思いま
す。（註：コリンズには離婚した夫とのあいだに生まれた子どもがあり、その養育権をめぐって争いがあった
という。そのことをぼかしてアルコールと言っているようにみえる）
1964年の夏、私はミシシッピ州で公民権運動に参加していました。黒人の選挙権登録を行政に認めさせる運

動です。警察の目が光っていましたから集会に参加するには危険を覚悟しなければなりませんでした。それで
も人々は集まってきました。会場で人々の心を一つに結びつけたのは歌でした。「アメイジング」です。集会
をやめさせるためにその場所に来た人も歌をやめさせることはしませんでした。……できなかったんです」

（出所：http://blog.yahoo.co.jp/daniel1996ny/24805070.html）

コリンズの「アメイジング」は英国でも67週にわたってチャートインするヒットになったという。また、
このレポートの報告者は、「それまでゴスペルとして黒人の間でよく歌われていた「アメイジング」を多
くの人々に広める役割を担いました」と付け加える。コリンズの証言からいくつかが明らかになる。一つ
は米国に於いては、「アメイジング」は「眠っていた記憶を呼び覚ます」ほど人々の間で、また家庭のな
かで歌われていたこと。二つは、黒人の間で、とりわけ黒人教会では普通に「ゴスペル」（原義としては
“福音”）として歌われていたということ（黒人とキリスト教との結びつきについてはさまざまな論考がある
はずなので、ここでは略しておく）。
何故、新大陸の米国でこれほどまでに「アメイジング」が引き継がれたのか？ 考えられるのは、イン
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↘伝えられていたという。また、同志社の創設者新島襄は、米国滞在当時、のちに札幌農学校に赴任することになる

クラーク博士と親しくしていたという因縁もある。札幌と京都は離れているが、二つの学校で「Tramp!」を原曲と

する歌が生まれたわけである。歌の誕生には直接的な関係はない。

さらに「Tramp!」は南北戦争で北軍に参加したアイルランド人が帰国し、イギリスからの独立戦争（1919～1921）

で「神よアイルランドを守り給え」という題名で歌われ、アイルランド兵士を鼓舞した。その結果、この歌は現在

もアイルランドの準国歌として歌われている。こうして、一つの歌が米国、アイルランド、日本（限定的だが）と

広がることになった。

まだ、ある。1919年に結成されたドイツ共産党が、このメロディを用いて党歌をつくり、ナチスに対抗して盛ん

に歌われたという。歴史のいたずらかどうか。いずれにしろ、音楽の持つ力としか言いようのない話である。本稿

でわずかに触れたルソーであるが、ルソー作曲とは知られないで歌われている曲がある。明治14年「小学唱歌集

（初）」に「見わたせば」という名で掲載され、戦後もあまりに広く歌われたので「むすんで ひらいて」と名と

歌詞を変え、最後の文部省編「一ねんせいのおんがく」（1947年）に収録された。身振り手振りの動作を伴う歌で

あり、今でも幼児教育に欠かせない歌である。すでにある曲をつかって別の歌をつくるのは一種の「仮借」であろ

う。著作権に触れず、かつ原曲の目指すところを表現するのであれば、音楽をさらに豊かにするのではなかろうか。

作曲者不詳ということも、「アメイジング」には幸いしている。



グランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランド（以下、イギリス系と呼ぶ）からの移民の多さで
ある。1790年の第１回国勢調査では、東部18州の人口は393万人。その７割がイギリス系だった。1820年
からは移民数の統計が始まり、1899年までの間に1868万人が移り住んだ。内訳はドイツ499万人、アイル
ランド384万人、イギリス302万人、イタリア94万人が大きい。アイルランドをイギリス系とすれば686万
人となる。文化的な影響力からいえば、最大の勢力といえる。イギリス系移民が、ジョン・ニュートンの
「アメイジング」を新大陸にもたらしたことは、ほぼ間違いないだろう。
一方、新大陸につれてこられたアフリカ人は独自の言語や宗教を、故地から引き離されたが故にすべて

失った。過酷な生活が続き、1790年代から1830年代にかけて米国北部でキリスト教への回心が大規模に起
こった。主導したのはプロテスタント系のメソジスト派の巡回牧師（白人）という。しかし、白人と黒人
の同席を快く思わない白人が反対し、以降、黒人教会の建設が始まった。「アメイジング」の楽譜によっ
ては、その出自を「ゴスペル」（黒人霊歌）としていることから推察すると、黒人教会で「アメイジング」
が歌われ、しかもさまざまに進化していたことになる。曲の美しさと詞の内容からすると、虐げられた者
の祈りが共有されたのは当然といっていい。
まとめてみると、「アメイジング」が生まれたイギリスではなく新大陸の米国で歌われ続けられた理由

は、①イギリス系移民が非常に多かったこと、②黒人奴隷とその子孫が「アメイジング」を受け継いだこ
と。この二点に求められるのではないかと思う。

◆本田美奈子と夏川りみ

３．2000年以降、日本人歌手が独自の歌詞で歌い始める

日本で「アメイジング」が歌われたのは、第二次世界大戦後のことではなかろうか。戦前の記録は確認
できない。戦後でも、ずいぶんと遅い。ジュディ・コリンズやジョーン・バエズの歌を聴いたことはあっ
ても、日本人が歌った記録では、1987年に白鳥英美子、1999年綾戸智恵、2001年中島美嘉に、それぞれア
ルバムがある（「Wikipedia」による）。2000年以降では増えてくる。ここでは本田美奈子と夏川りみの二人を
取り上げてみる。そのうえで、最後に「コールピース」が歌う日本語詞：山ノ木竹志・編曲：池辺晋一郎
の混声四部合唱版「アメイジング・グレイス」について触れる。
まず本田美奈子（1967～2005）の「アメイジング」の１番は、原詩（英語）で歌われる。２番、3番は一転

して日本語詞である。２番は「やさしい愛のてのひらで 今日もわたしはうたおう 何も知らずに生きて
きた わたしはもう迷わない」 日本語詞は、岩谷時子（1916～2013）。岩谷は越路吹雪の付き人として、
また詞（詩）を提供し続け、越路が亡くなったあと本田を「第二の越路」と目をかけていた。
夏川りみは沖縄出身。夏川の「アメイジング」は、1番を本田と同じく原詩（英語）で歌い、2番、３番

は琉球語（ウチナーグチ）で歌う。2番歌詞は「太陽（てぃだ） 月（ちち）ぬ光 首里（しゅり）天加那
志（てぃんじゃなし） 見守（みまむ）やい給（たぼ）り 我御（わら）主加那志（しゅかなし）」。日
本語詞は佐原一哉。佐原自身が作曲家でもあり、妻は沖縄出身の歌手・古謝美佐子である。琉球神話を思
わせる壮大な詩であり、古謝との共訳かもしれない。

◆ソロではなく混声合唱として

４．人類の歴史を俯瞰する山ノ木竹志の日本語詞

ここで混声合唱としての「アメイジング」に、ようやく触れていくことができる。混声四部合唱曲「ア
メイジング」は、日本語詞：山ノ木竹志、編曲：池辺晋一郎による。1995年に発表された。山ノ木竹志は
ペンネーム、本名は新江義雄（1947～2009）。広島合唱団団員で、多くの合唱曲を生み出した。池辺晋一郎
（1943～）は東京藝大卒業。NHK教育テレビの「N響アワー」の司会者を2009年まで13年間つとめた。アマ
チュア音楽界、とくに合唱にも深くかかわっている。社会的メッセージの強い作品にも積極的な一面をも
ち、旧日本軍の731部隊の戦争犯罪を描いた「悪魔の飽食」（森村誠一原作・詞）、終曲に日本国憲法前文
と九条を朗読と合唱を組み合わせた組曲「レクイエムいのちこそ」などもある。駄洒落、つまり言葉遊び
が好きで、イベントでのトークで聴衆を笑わせることで有名である。
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山ノ木による「アメイジング」は「海に生まれ 旅をつづけた みどり深き森をぬけ 幾千万の月日重
ねて われら人類（ひと）と成りぬ」から始まる。地球上に生命が誕生して以来――という壮大なフレー
ズはいかにして生まれたか。原詩のもつ個としての「私のような悲惨な者」ではなく、人類としての「愚
かな者」が主題となる。山ノ木は、次のように記している。
「ジェシー・ノーマンの『アメイジング・グレイス』を聴くうちに、太古の呼び声が聞こえてきた。生きと

し生けるもの皆すべて、海から発し（進化し）、人はみな羊水の海から産声をあげてきたのだ…・原詩に人類
＝人間の歩みを重ねながら、思い切って意訳した。
３番「我ら共に立つ」の背景には、1947年、日本国憲法第９条「戦争放棄」、及び1949年10月２日、平和擁
護広島大会における「原子爆弾の廃棄」宣言（峠三吉起草―人類史上の最初に原子爆弾の廃棄）を要求します、
1985年「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」（人類と核兵器は絶対に共存できません）の思想と実践がある」

（出所：ピースウェーブコンサート95プログラム http://utagoenet.com/modules/pukiwiki/）。

ジェシー・ノーマン（1945～）は世界的なオペラ歌手である。1992年バルセロナオリンピック開会式で
「アメイジング」を歌っている。ソプラノ歌手ならぬ太い声で、晴れがましい場であるにもかかわらず、
どちらかと言えば沈痛な声で歌っているのが印象的だ。
山ノ木の日本語詞も工夫をこらしている。原詩にある「blind」（盲目）は「おそれ知らぬ 愚かな旅人」

に相当して、戦争・環境破壊を繰り返す人類が自身の愚かさ・過ちを直視するべきだと言っている。「試
練超えて 共に立つ」は、核兵器廃絶などへ向けての努力を指すのだと思われる。広島に住み続け、闘い
ぬいた一生だけに重みがある。
山ノ木の日本語詞は、こうして人類の歩みを俯瞰した大きなものになっている。これは合唱、それも四

部混声にふさわしい作品だ。合唱には、より強い理念が必要とされるからだ。
もともとジョン・ニュートンの「アメイジング」は、自身の愚かさ・盲目さに気付かされ、回心した歓

びを歌っている。きわめて人間くさい、また個人的な動機から出発している。しかし、神が「私」を救っ
てくれた。この「神」は普遍的な価値観と言い換えることもできる。だから、「アメイジング」には、個
人的な救いと、普遍的な価値とが結びついて含まれている、といってよい。本田美奈子の「わたしはもう
迷わない」も「続く世界の平和」も、どちらも含んでいるし、夏川りみの「日月が私を見守る」ことも
「満天の星々が皆を照らしてくれる」ことも、原詩が放つ光でありうる。さまざまに解釈できることが、
「アメイジング」の持つ力なのであろう。一つの歌には歴史がある。歌い継がれる歌ほど、そうである。
これからも、新しい「アメイジング」が生まれてくる可能性があるのではなかろうか。

追記：「アメージング・グレース」物語』の構成と解説

「アメイジング」について解説の原資料としてよく引用されている「『アメージング・グレース』物語」
を入手できた。それまで埼玉県立図書館や県内の公立図書館の蔵書を検索しても出てこなかった。国会図
書館にはさすがにあったが、一般人への貸し出しはない。都立中央図書館は改装中で検索できなかった。
故本田美奈子の像が朝霞駅前にあるので、あるいは朝霞市立図書館にはあるかと調べたが、ここもなかっ
た。最後に発行元の彩流社に連絡をとった、すると在庫があった。何のことはない、最初から発行元に尋
ねればよかったのだ。こうして、2012年発行の増補版を入手できた。以下、本書の構成にそって最小限の
解説を加えます。本書を入手して本稿を若干修整することができた。なお、曲名を本書では「アメージン
グ・グレース」として「ｲ」を「―」と音引きを使っているので、ここではそれに従います。

第1部 名曲「アメージング・グレース」秘話（15～46ｐ）

ここでは「アメージング」の誕生について概説的に語られている。とくに注目したいのは、原詩の1番の
１行にあるhow sweet the soundが（ ）で括られていることについての訳者の解説である。この（ ）は
原詩どおりという。（ ）を無視すると、２行目にあるThatを関係代名詞とすることになり、“「アメージ
ング・グレース」という音を唱えると素晴らしいことが身の上に起こる、と誤解することになる”と訳者は
いう。Thatは冒頭のAmazing graceを受ける語であり、２行目は「それが私ごとき者を救ってくれた」と解
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釈しなければならない、とする。（ ）は、思わず出た「合いの手」のような嘆声と解釈していいのかも
しれない。
第2部 「物語」（47～184ｐ）

ジョン・ニュートンの14通にのぼる手紙からなる。ロンドンのホーイスという牧師がニュートンのアフ
リカ航海の話を人づてに聞いて、自分史を手紙で書き送るように要請した。ホーイス牧師は、これらを筆
者匿名で出版した（1764年）。まもなく筆者がだれであるかがわかり、ニュートンは一躍有名になった。ニュー
トン39歳のことである。まだ「アメージング」は生まれておらず、奴隷商人だった者が180度の転身を遂げ
て牧師になったことが話題になったからとされる。この「物語」で、ニュートンの前半生（生まれてから
牧師になるまで）が語られる。もちろん、奴隷貿易にかかわったことが山場であるが、ニュートンの誠実
さが一貫して流れている。あやうく遭難しかかったことで回心したことも触れられているが、そこには劇
的な表現はない。ニュートンは、道を踏み外しても絶えず自己省察をつづけていたことがわかる。140頁近
くを占め、第3部とともに本書の中核をなしている。
第３部 「その後のジョン・ニュートン」（185～226ｐ）

ニュートンが死の床にあったとき、彼の信頼のおける記録を残したい思いから、リチャード・セシル牧
師がニュートンの同意を得て、この自伝を書き上げた。原題は「ジョン・ニュートンの思い出」。亡くなっ
た翌年1808年に出版された。本書では、「物語」に続く後半生部分の抄訳である。
第４部 「アフリカ奴隷貿易についての考察」（227～261ｐ）

1788年、ニュートン63歳のときに市民に向けて発表した論文である。前年、クェーカー教徒を中心に奴
隷貿易廃止協会が設立されていた。この運動に国教教会の改革派も加わり、ニュートンも協力を惜しまな
かった。下院議員のウィルバーフォースの相談役にもなった。論文の表題には「HOMO SUM」（私は人
間だ）という古代ローマ時代の言葉を掲げていた。自らの体験と見聞をもとに奴隷貿易の実態を述べてお
り、自分史の「物語」での物静かな口調とは打って変わった強さで非難している。「これほどまでに道徳
心を鈍磨させ、人の心から優しい人間的特質の一切合切を消し去り、こまやかな人情の機微にことごとく
逆らって、心をまるで鋼鉄のように硬化させてしまう」と。奴隷廃止運動初期の輝かしいアピールである。
1807年、ニュートンはこの貿易廃止法が議会を通過したことを見届けるように82年の生涯を閉じた。
補 章 クラパム派とウィリアム・ウィルバーフォース（263～290ｐ）

ここからは増補版で加えられた章である。英国における奴隷貿易廃止に大きく貢献したウィルバーフォー
スとクラパム派についての解説。ウィルバーフォース（1759～1833）は政治家で、1807年の奴隷貿易廃止法
成立のあと、本丸の奴隷制度そのものの廃止を目指す運動のリーダーとなった。
本章は、そのウィルバーフォースを中心としたクラパム派と呼ばれるグループの運動を取り上げる。奴

隷廃止運動はクエーカー教徒が民間で進めていたが、国教教会の改革派が議会での運動で中心になってい
た。彼らはロンドン郊外のクラパムコモンという地域に多くが住んだことから、そう名付けられた。当時
は都会の喧噪から逃れられる静かな村だった。ジョン・ニュートンに牧師職を紹介し、年200ポンドの寄付
を続けたジョン・ソーントンは1720年から住んでいた。ウィルバーフォースも、ニュートンからソーント
ンを紹介されて知り合った。このクラパム派は、奴隷貿易や奴隷廃止だけでなく、自由奴隷たちが住むた
めの新天地をシエラレオネに建設する運動、海外へ宣教師を送る運動、貧しい子どもたちの学校建設、風
俗改善運動に取り組んでいた。風俗改善運動はわいせつ出版物、神を冒涜するもの、泥水、賭け事、売春、
残酷な見世物などの禁止を訴えていた。話をウィルバーフォースに戻すと、1824年に重い病にかかって議
員を辞職したが、奴隷制反対の情熱は衰えなかった。1833年７月、奴隷制廃止法案が庶民院を通過したこ
とを聞いて大変喜んだ。しかし、奴隷制廃止法が成立する約1ヶ月前にこの世を去った。
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