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はじめに
本オープン・リサーチ・センタープロジェクトは、愛知大学が愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー（以下記念センター）に所蔵する東亜同文書院（のち大学）をめぐる歴史的文化的な豊富な資源を広
くさまざまな方法を工夫して広く公開すること、またそれに関連する研究をすすめ、若手研究者も育成
することに目的がある。
愛知大学の前身校的存在である東亜同文書院（以下書院）は 1890 年に上海に開設されたビジネスス
クールである日清貿易研究所を後継発展させる形で 1901 年上海に開設された。その目的は日中間の貿
易実務担当者の育成を図りつつ、両国の貿易を推進し、教育文化事業を展開して日中間の提携を強化し、
アジアの発展をめざすところにあった。そして、そのための方法として、徹底した中国語教育と中国お
よび東南アジアに及ぶ大調査旅行を行ない、その成果として中国を主対象地域として世界初の総合的地
域研究を具体化した点が特筆された。それは同時に近代日中関係史を内包し、同時に愛知大学の枠を越
えた日中近代史の側面を有しており、それらをこのプロジェクトを通して広く認知してもらうことは、
今日の日中関係のあり方への多くの示唆にもなると考えられた。
それらの目的を達成するために、いくつかのサブプロジェクトを以下のように設定し、実施した。な
お、各事業に関する広報、メディア関係の情報については、各事業ごとに末尾に収録した。
１．展示施設の改修整備をすすめた。〔施設・設備の整備事業〕
当記念センターには東亜同文書院史関係と書院卒業生で実質的に孫文の秘書役を果した山田純三郎に
よる孫文関係資料の展示室が存在したが、それらを全面的にリニューアルし、さらに、愛知大学史の展
示室も付加する一方、書庫や研究室、講義・視聴覚室の増設を行ない、展示方法は新たな情報機器を導
入するなど工夫し、展示および研究の環境は格段にレベルアップした。
２．全国各地で展示・講演会を開催した。〔史資料公開事業〕
本プロジェクトの最も重要なサブプロジェクトの一つにあたる。当センターが所蔵する史資料のいわ
ば出前展示とその出前内容に応じた講演会をセットにし、全国各地で開催した。具体的には 1 年目は横
浜（パシフィコ横浜）、２年目は東京（霞が関コモンゲート）、３年目は弘前（市民ホール）と福岡（ア
クロス福岡）そして初の海外展示・講演会を行なったシカゴ（シェラトンホテルとシカゴ大学）、４年
目は神戸（神戸国際会議場）、５年目は京都（コープイン京都）、米沢（東部コミュニティセンター）、
名古屋（松坂屋本店ホール）、以上９都市で開催し、それぞれについて多くの人々の関心を集めた。
３．書院関係雑誌などのデータベース化をすすめた。〔収蔵史資料（データベース）公開事業〕
書院卒業生による寄贈図書、資料をデータベース化する一方、東亜同文会および東亜同文書院が刊行
した雑誌類のテーマのデータベース化を順調にすすめた。
４．若手研究者の育成もめざし、研究をすすめた。
〔研究推進・研究交流事業〕
本サブ・プロジェクトでは史資料公開の多様な事業とともに東亜同文書院、東亜同文会、愛知大学創
設などの基礎的研究を若手研究者の育成を含めすすめてきた。それらは口頭発表のほか年報や学会誌で
発表されている。また中国の上海交通大学校史研究室の若手研究者を招き、書院研究に取り組んでもら
い、中国との研究交流もすすめた。
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５．シンポジウム、公開講演会、研究会を毎年開催した。〔シンポジウム・公開講演会・研究会事業〕
本サブプロジェクトではシンポジウムと講演、研究会を毎年実施した。とくにシンポジウムは国内的
テーマを主としたシンポジウムと国際的テーマを主としたシンポジウムを交互に計５回行ない、テーマ
の拡大発展を図りつつ展開した。うち国際的テーマのシンポジウムは２年目に「日中研究者による東亜
同文書院研究」、４年目に「欧米研究者からみた東亜同文書院」の各テーマで開催し、東亜同文書院研
究のグローバル化への展開の可能性を展望できるほどであった。
講演会も毎年行ない、前述した各地での展示会開催時に行なった講演会の本数も加えると 50 本を上
回るほどに達し、広く啓蒙的活動ができた。そのほか、研究会も毎年行ない、若手研究者の育成にもつ
ながった。
６．成果を多様な形で刊行した。〔成果出版事業〕
本サブプロジェクトの成果は多様な出版物として刊行した。その基本的出版物は『オープン・リサー
チ・センター年報』で、毎年度末に刊行し５号に達し、総ページ数は 2,000 ページを越えた（A4 版）。
また、東亜同文書院の影響を受けた創設期の愛知大学史については『愛知大学史研究』として３号刊行
し、総ページ数は600 ページを上回った（A4 版）。そのほか、講演のうち興味深い内容についてはブッ
クレットとして11 冊刊行、ニュースレターは８号刊行するなど、多くの成果をまとめることができた。
７．地域への広報と「友の会」の組織化もすすめた。〔地域広報活動事業〕
本プロジェクト「オープン・リサーチ・センター」の目的の中に広報活動の推進がある。そのために
多くのリーフレット（日本語・英語・中国語対応）やマップ、メディアによる広報を積極的に行なう一
方、地元豊橋地域を中心に「友の会」を組織し、市民ボランティアによる会員制度を設けた。その一環
として、豊橋を中心とした東三河地方にある博物館、美術館、図書館などを当記念センターと情報提携
することをすすめ、相互訪問も行なった。そのため基礎作業として『東三河のミュージアム』というタ
イトルでブックレットを刊行し、相互の機関の連携を具体化した。また、これらのサブプロジェクトの
実施により、それ自体が広報活動にもつながった。
８．その他の事項をまとめた。〔諸事項〕
ここでは本プロジェクトの諸事業、諸活動について各年次ごとにまとめるとともに、当センターの来
訪者・利用状況、事業内容の紹介などについてまとめた。
９．評価を実施した。〔評価〕
当プロジェクトの実施運営については、まず学内での自己点検による評価が毎年行なわれており、
2007 年度には大学基準協会による認証評価を受けた。また、外部評価については 2008 年度にマスコミ、
経済界、博物館や美術館、友の会など各界のメンバーによる外部評価も受け、費用対効果で高い評価を
受けた。そのほか学内の学生や学外者からの展示を中心とした評価も随時受けた。
なお、「中間評価」ではＡに評価され、また、「最終評価」ではＡとＢの評価を受けた。全体としては
活動が適正活発に行なわれたと高く評価される一方、海外とのネットワーク化が課題として付された。
本プロジェクトのネットワークについては、国内ネットワークを中心にして展開してきており、国際
的なネットワーク化については試行的段階のレベルを目的としてきた。そのため指摘された国際的ネッ
トワークとそれをふまえた拠点形成は次のステップでより具体的に展開していくことを計画している。
今後の課題としたい。
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平成１８年度〜平成２２年度「私立大学学術研究高度化推進事業」
（オープン・リサーチ・センター整備事業）研究成果報告書概要
２ 大学名

愛 知 大 学

１ 学校法人名

愛 知 大 学

３ 研究組織名

愛知大学東亜同文書院大学記念センター

４ プロジェクト所在地

愛知県豊橋市町畑町 1-1

５ 研究プロジェクト名

「愛知大学東亜同文書院大学記念センター」の情報公開と東亜同文
書院をめぐる総合的研究の推進プロジェクト

６ 研究代表者
研究代表者名

所属部局名

職名

藤田 佳久

愛知大学文学部

教授

７ プロジェクト参加研究者数
８ 該当審査区分

24 名

理工・情報

生物・医歯

○人文・社会

９ 研究プロジェクトに参加する主な研究者
研究者名

所属・職名

プロジェクトでの研究課題

プロジェクトでの役割

藤田 佳久

愛知大学文学
部・教授

・当プロジェクト公開に関する
企画運営関係の研究
・書院生の「大旅行」に関する
研究とその公開に関する研究
・書院卒業生への聞きとりによ
る書院生の社会活動に関す
る研究

三好

章

愛知大学現代中
国学部・教授

近代教育史の中における東亜
同文書院の研究

馬場

毅

愛知大学現代中
国学部・教授

書院時代における中国近代史
の研究

加納

寛

・当プロジェクトの代表として
企画から実施、まとめまでを
統括する
・記念センター資源の公開と
その実施
・書院生「大旅行」研究を通じ
て成果を公開
運営委員
書院の教育機関としての性
格の解明
運営委員
書院の卒業生山田兄弟と時
代背景を解明
運営委員
書院生の「大旅行」の内容を
現代視点から再評価
運営委員
運営と評価方法の検討
運営委員
運営と評価方法の検討
運営委員
運営と評価方法の検討
運営委員
運営と評価方法の検討
外国における書院の評価の
検討

宮入 興一
阿部

聖

長井 千秋
ローラ・リー・クサカ
John Hamilton
松岡 正子
劉

柏林

愛知大 学国 際コ
ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン
学部・准教授
愛知大学経済学
部・教授
愛知大学経済学
部・教授
愛知大学文学
部・教授
愛知大学短期大
学部・教授
愛知大学法学
部・教授
愛知大学現代中
国学部・教授
愛知大学現代中
国学部・教授

書院生の「大旅行」の中に描か
れた東南アジア研究
当プロジェクトの進行管理とそ
の評価研究
当プロジェクトの進行管理とそ
の評価研究
当プロジェクトの進行管理とそ
の評価研究
当プロジェクトの進行管理とそ
の評価研究
ヨーロッパにおける書院文献
の所在に関する研究
「大旅行」に描かれた中国の少
数民族研究
書院の中国研究に対する評価
研究
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「大旅行」の内容の検討
書院の中国研究の検討
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プロジェクト番号
研究者名

060006

所属・職名

プロジェクトでの研究課題

プロジェクトでの役割

春利

愛知大学経済学
部・教授

外国における書院の評価の
検討

成瀬さよ子

愛知大学中部地
方産業研究所

アメリカにおける書院文献の所
在とその利用に関する研究
・東亜同文書院および東亜同
文会関係のデータベース作
成の研究
・収蔵資史料公開展示

李

三浦 文博
神谷

智

佃 隆一郎

愛知大学情報シ
ステム課・課長
愛知大学文学
部・准教授
愛知大学大学史
事務室員

小崎 昌業

霞山会元理事

栗田 尚弥

國學院大学・講
師

陳

台湾・東海大学

計堯

武井 義和

高木 秀和

広中 一成

石田 卓生
暁

敏

愛知大学東亜同
文書院大学記念
ｾﾝﾀｰﾎﾟｽﾄ･ﾄﾞｸﾀｰ
愛知大学東亜同
文書院大学記念
ｾﾝﾀｰﾘｻｰﾁ・ｱｼｽ
ﾀﾝﾄ
愛知大学東亜同
文書院大学記念
ｾﾝﾀｰﾘｻｰﾁ・ｱｼｽ
ﾀﾝﾄ
愛知大学東亜同
文書院大学記念
ｾﾝﾀｰ研究員
愛知大学東亜同
文書院大学記念
ｾﾝﾀｰ研究員

愛知大学創立期と展開期の研
究
東亜同文会の経営事業と日中
関係に関する研究
東亜同文会と書院の再評価に
関する研究
日清貿易研究所と東亜同文会
の研究

データベースの技術的方法
の検討
書院を継承する愛知大学史
のデータベース化
東亜同文書院の愛知大学へ
の継承内容の検討
経営母体の東亜同文会と書
院との関係の検討
東亜同文会と書院の歴史的
評価の再検討
書院のビジネススクールとし
ての検討

東亜同文書院をめぐる国内外
研究

書院展示施設の整備と書院
研究史の推進

20 世紀前半期における蒙古地
域の変容に関する研究

書院生の「大旅行」調査研究
の補助

東亜同文書院の果たした日中
関係史研究

書院を継承する愛知大学の
データベースの作成の補助

東亜同文書院の中国語教育

書院のデータベースの整理と
作成の補助

20 世紀前半期の内蒙古地域
の経済分析

書院の「大旅行」調査研究の
補助

データベース化の技術研究
大学史の中の愛知大学

＜研究者の変更状況（研究代表者を含む）＞
新
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
所属・職名
東亜同文書院をめぐる国内
外研究

・データベースの整理と作成
・収蔵資史料の展示公開方
法の検討

愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾎﾟｽﾄ･ﾄﾞｸﾀｰ

研究者氏名

プロジェクトでの役割

武井 義和

書院展示施設の整備と書院
研究史の推進

研究者氏名

プロジェクトでの役割

石田 卓生

東亜同文書院の中国語教育
研究の補助

中西 千香

東亜同文書院の中国語教育
の研究の補助

暁

大旅行調査研究の補助

（変更の時期：平成 18 年 9 月 1 日）
新
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
東亜同文書 院の中国語 教
育
東亜同文書 院の中国語 教
育
20 世紀前半期の内蒙古地
域の経済分析

所属・職名
愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ
愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ
愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ

（変更の時期：平成 18 年 10 月 1 日）
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旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

東亜同文書 院の中国語 教
育

愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ

中西 千香

東亜同文書院の中国語教育
の研究の補助

（変更の時期：平成 20 年 4 月 1 日）
新
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

20 世紀前半期における蒙古
地域の変容に関する研究

愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ

高木 秀和

書院生の「大旅行」調査研究
の補助

研究者氏名

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 20 年 4 月 8 日）
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

書院によるアヘン調査の研
究

愛知大学・名誉教授

谷

光隆

中国近代史の研究を高める

（変更の時期：平成 20 年 7 月 2 日）
新
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

東亜同文書院の果たした日
中関係史研究

愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ

広中 一成

愛知大学史データベース化
の補助

研究者氏名

プロジェクトでの役割

石田 卓生

東亜同文書院の中国語教育
研究の補助

暁

大旅行調査研究の補助

（変更の時期：平成 20 年 10 月 1 日）
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
東亜同文書 院の中国語 教
育
20 世紀前半期の内蒙古地
域の経済分析

所属・職名
愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ
愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
ﾘｻｰﾁ・ｱｼｽﾀﾝﾄ

敏

（変更の時期：平成 21 年 4 月 1 日）
新
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
東亜同文書 院の中国語 教
育
20 世紀前半期の内蒙古地
域の経済分析

所属・職名
愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
研究員
愛知大学東亜同文
書院大学記念ｾﾝﾀｰ
研究員

研究者氏名

プロジェクトでの役割

石田 卓生

東亜同文書院の中国語教育
研究の補助

暁

大旅行調査研究の補助

敏

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
愛知大学設立時の研究

所属・職名
愛知大学名誉教授
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大島 隆雄

運営委員
書院を継承する愛知大学史
のデータ整理と研究
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大学展示用の展示内容と展
示方法の研究

写真家・愛知大学卒
業生

書院における中国教育の研
究

愛知大学名誉教授

越知

專

今泉潤太郎

060006

運営委員
大学の写真資料の収集と展
示方法の検討
運営委員
書院の語学教育システムの
研究

（変更の時期：平成２１年４月１日）
新
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

当プロジェクトの進行管理と
その評価研究
当プロジェクトの進行管理と
その評価研究
当プロジェクトの進行管理と
その評価研究

愛知大学経済学部・
教授
愛知大学文学部・教
授
愛知大学短期大学
部・教授

研究者氏名
阿部

聖

長井 千秋
ローラ・リー・クサカ
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１０ 研究の概要（※ 項目全体を１０枚以内で作成）
（１）研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要
１．目的と意義
本研究のプロジェクトは、日中近代史において重要な役割を果した東亜同文書院（のち東
亜同文書院大学、以下書院と称す）とその関係諸資史料を、その後継大学である愛知大学
のうち、愛知大学東亜同文書院大学記念センター（以下記念センターと称す）が中心となっ
て、展示施設の改良と新設、シンポジウムや講演会、全国各地での公開展示会などの開催、
年報やブックレットなどの出版、データベースの作成とその公開、地域サポーターとの連携を
目指す「友の会」の結成などによって、広く公開し、その価値を広く理解してもらう点に目的が
ある。それは愛知大学のみならず、愛知大学の枠を越えた日中近代史の中での書院の存在
を広く理解してもらう点にも大きな意義がある。なお、東亜同文書院は 1901 年、日中間の貿
易実務担当者の養成を通して中国など大陸への教育文化事業を展開して日中の提携を図る
ためにビジネススクールとして上海に設立され、さらに東亜同文書院生により膨大なスケー
ルで行なわれ中国および東南アジアに及ぶ「大旅行」調査をベースに世界初ともいえる総合
的地域研究をすすめ、よりアカデミックなレベルへと発展し、1939 年に大学へ昇格した。
以上のような諸活動を通じて、書院とそれを継承した愛知大学の創立期、そのほか多くの
関連諸事象の新たな研究も必要になるため、P.D.や R.A.など若手研究家を養成しつつ書院
および書院関係の研究をすすめることも次の目的とした。それにより、書院をめぐる日中関係
の近代を含む総合的研究が始動する機会になる点にもその意義がある。
２．計画の概要
以上の目的と意義をふまえ、以下のような計画をめざした。
（１）展示施設の改修整備をすすめる。すでに旧木造本館の施設内に東亜同文書院史と書院
卒で孫文の実質的秘書となった山田純三郎の遺品と孫文関係資料の展示室を有してい
たが、このプロジェクトにより、これらの展示室を全面的に改装し、新たに書庫や閲覧室、
研究室を増設し、書院を継承し、その影響を直接的に受けた愛知大学史にかかわる展示
施設も新設する。あわせて、展示構成とその資料内容についての吟味のための研究およ
び展示方法についても修得する。
（２）それらの展示資料および収蔵された非展示関連資料について書院関係資料のデータベ
ース化をすすめ、後半２年間で愛知大学の大学史関係資料のデータベース化もすすめ
る。
（３）それらの状況をベースに、書院の中国語教育、大調査旅行による中国および東南アジア
の地域研究、卒業生の諸活動、書院経営、日中関係などの諸活動とその歴史的役割に
関する研究をすすめる。
（４）それらの研究成果は当プロジェクトの研究誌や学会誌に掲載する一方、ブックレットの刊
行により広く啓蒙する。
（５）さらにまた、それらの研究成果を展示へと生かすとともに、シンポジウムや講演会、研究
会を開催し、研究と啓蒙活動を行なう。また、あわせて関東、中部、関西、九州、東北の
各地方で展示と講演会を開催し、広く書院とその歴史的役割を啓蒙する。
（６）また、展示施設を理解し、サポートしてもらうため、地域の人々の間に「友の会」をつくる。
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（２）研究組織
本研究プロジェクトでは、愛知大学東亜同文書院大学記念センター長（藤田佳久）が研究代
表者になり、そのもとに事務連絡会（2009 年度まで）及び学内者 9 名で構成する運営委員会
にて、事業の基本的方向を協議し、その結果を学外者を含む 11 名で構成するセンター会議
にて決定する体制をとっている。本研究プロジェクトでは事務局側の支援が不可欠であり、そ
の部分は豊橋研究支援課のメンバーが担当している。また、全体として各事業を設け、それ
ぞれ実施責任者を置き、それを支える支援・協力メンバーを配置し、さらにそれに PD、RA を
配置し、それぞれに事務局メンバーが担当者として加わる形をとっている。
各事業は具体的には①資史料公開事業（学内センター展示のほか、学外での公開展示な
ど）、②収蔵資史料公開事業（所蔵文書や文献、書院卒業生の寄贈文献などのデータベース
化）、③研究推進・研究交流事業（東亜同文書院をめぐる日中関係、「大旅行」、教育、中国
研究、東亜同文会、愛知大学への継承史などの研究と上海交通大学との研究者交流）、④
公開・講演・シンポジウム事業（国内シンポジウムも含む）、⑤成果出版事業（『活動成果年
報』、ブックレット、ニュースレター、『大学史研究』、『同文書院記念報』など）、⑥地域広報事
業（リーフレット作成、事業の広報、友の会の設置）からなっている。
（３）研究施設・設備等
プロジェクトは、2006 年に補助金を得て大学記念館の改造改修工事および東亜同文書
院・大学史研究室の新設、蔵書１万５千冊余りの書院図書資料室、閲覧室の新設、ゼミの授
業にも対応できる講義室の新設、書院関係資料保管室、大学史展示３室、記念センターおよ
び大学史事務室のリュニーアルを含め、大学記念館１階の 330 ㎡を整備し、実施してきた。２
研究室にはＰＤ１名，ＲＡ２名および研究員用の机、椅子と書架、応接セット、プリンター、スキ
ャナー、パソコン５台が配置されている。新入生のガイダンス、センター会議、運営委員会や
各プロジェクト事業で記念館内の講義室を利用することも多い。
記念センター展示室の開館は、午前１０時から午後４時、休館日は月・日曜日と大学の休
暇期間としているが、必要に応じて開館している。２研究室の利用は、概ね大学の勤務時間
になるが、研究者により１９時頃まで行なわれている。
展示室は、寮生活のジオラマや展示品をわかりやすく解説した音声ガイド機４０台、タッチ
パネル機４台、ＤＶＤのナレーションシステムの導入により、親しみやすくなり、本学生はもとよ
り、地域の方から近隣の小・中学生の授業でも利用されている。学内での講演会、シンポジ
ウム、研究会開催時は、展示物の説明会も企画し、広く公開している。
（４）研究成果の概要 ※下記、１２及び１３に対応する成果には下線及び*を付すこと。
研究プロジェクトの計画や目的・意義と関連づけて、当初の目標をどれだけ達成したか記述
するとともに、新たに得られた知見などについても具体的に記述してください。
（１）達成概要
①ハード面での施設の改修工事では、既存の展示室の改修や改装をすすめ、講義室や書庫
の床下補強など、基盤整備を中心に１年目は半年間という短期間ではあったが、予定通り進
捗した。その上で２年目には孫文や孫文の秘書であった書院卒業生の山田兄弟を含む書院
史関係３室と創設期の愛知大学史、書院最後の学長で愛知大学を創設した本間喜一学長の
記念室など３室、計６室の展示施設と、書庫（44 ㎡）、閲覧室（24 ㎡）、資料室（29 ㎡）、講義
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室（48 ㎡）、研究室２室（28 ㎡と 22 ㎡）、書院と大学史の各事務室（19 ㎡と 33 ㎡）を整備した。
展示室ではそれぞれ展示を新たにし、見学者の便を図り、日本語、英語、中国語の音声ガイ
ドシステムとタッチパネルを新規に設置し、講義室にもパワーポイントが使えるシステムを導
入した。ハード面では当初の目的と計画をほぼ達成したといえる。以上の完成を祝い３年目
の最初に当記念センターの「お披露目の会」を行ない、関連講演も実施した。このハード面の
整備充実により、これら諸施設を利用した当プロジェクトの事業の多面的で充実した活動が
可能になった。
②一方、ソフト面での事業は活発に展開され、これも以下の〔ア〕～〔カ〕のように当初の目
的、意義と計画をほぼ達成できた。
〔ア〕史資料公開事業
１年目からこの事業を積極的に展開した。すなわち、まず横浜のパシフィコ横浜展示ホール
で開催された第８回図書館総合展に初めての大学出展企画として「のこされた東亜同文書院
大学の資料を追う」というテーマで参加し、図書館関係者だけでなく、多くの一般の方々も展
示参観に訪れ、盛況であった。また、学内では「近代豊橋の歴史を彩る人たち―本間喜一と
愛知大学創成期―」というテーマで書院最後の学長で、引揚後愛知大学を創立した本間喜
一の展示会、さらに「愛知大学創成期の群像―地域と共に 60 年―」で書院関係の教授陣を
中心にした展示会も行ない、記憶が遠のいた時代の書院を学内によみ返らせた。
２年目は東京・霞が関コモンゲート 37 階で霞山会館新ビルと愛知大学東京事務所の移転
オープンニング記念に共催して、東亜同文書院史と愛知大学創立にかかわる資史料展示会
を行ない多くの来場者を得た。また、本学創立期を中心とした愛知大学史展示室の２室が改
修整備されたため、その展示をオープンした。
３年目はまず青森県弘前市で、弘前出身で孫文をサポートし、秘書にもなった山田良政・純
三郎兄弟関係資史料の展示会と講演を２日間、次いで福岡市で書院から愛知大学への展開
諸資史料と講演会を３日間実施し、多くの来訪者を得た。また、アメリカに本部のあるアジア
学会に「東亜同文書院から愛知大学へ」のテーマで展示会に参加し、シカゴ大学では東亜同
文書院大学学生による大旅行とそれによる中国の総合的地域研究の発展と、＊14、書院と
東亜同文会による雑誌論文目録などデータベースの紹介に関する講演を行ない、世界から
の参加者にアピールを行なった。
４年目は神戸にある孫文記念館の協力も得て、本学の孫文資料を中心とした展示と孫文を
めぐる講演会を行なった。書院の卒業生山田純三郎が孫文の秘書役をつとめた時の孫文コ
レクションが華僑を含む神戸の人々に注目された。
５年目はまず７月に京都で書院関係の展示会と講演会を行なったあと、８月に書院最後の
学長で愛知大学を創設した本間喜一学長が育った山形県置賜地方の中心地である米沢で
本間喜一学長の展示会と講演会を行なった。そして 11 月下旬には名古屋で最後の資史料
公開事業を３日間行ない、展示と講演、この５年間の当プロジェクトの総括を紹介した。
〔イ〕収蔵史資料（データベース）公開事業
まず、これまで寄贈された書院卒業生の図書資料をデータベース化する一方、東亜同文
書院や東亜同文会が刊行した「支那」、「支那研究」、「東亜研究」などの雑誌目録のデータベ
ース化を行ない、さらに創設期の愛知大学に関するデータベース化をすすめた。いずれも順
調に進行したが、＊14、愛知大学のデータベース化はさらに続行中である。このようにデータ
ベース化がすすむにつれて、研究の進展にも寄与することが可能になった。
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〔ウ〕研究推進・研究交流事業
東亜同文書院や東亜同文会の研究、それを継承した愛知大学史の研究に若手の各メンバ
ーも着手した。それら各種事業を通して研究上の刺激も多く、その若手のメンバーが次第に
研究の成果をあげるようになり、＊1、オープン・リサーチ・センターの年報にそれらが収録さ
れるに至り、若手研究者が研究成果をあげられるように育ってきた。また、３年目には東亜同
文書院と関係の深い上海交通大学の校史編纂室から当センターに若手研究者を招き、書院
研究に取り組んでもらい、研究交流を図った。
〔エ〕シンポジウム・公開講演会・研究会事業
この事業では多くのシンポジウムと講演、研究会を積み重ね、新たなテーマに取り組んで
きた。まず１年目には〔ア〕で示した横浜での書院関係諸資料の展示会期間中に、「海を渡っ
た若者たち」のテーマでアメリカ人研究者を含む３名の講演会・フォーラムを開催し、書院とそ
の関連事象について多くの参加者に啓蒙活動ができた。そのほか、100 歳を迎えられた書院
卒業生による「東亜同文書院とわが生涯の 100 年」、アメリカ人研究者による「満州の青少年
像」、本学客員研究員による「日本における中国語教育の潮流『華語翠編』からみた東亜同
文書院の中国語教育」、などの講演会のほか、「小岩井淨と人民戦争」、「我が父本間喜一と
愛知大学・東亜同文書院大学を語る」、「世界大学史と愛知大学」の各テーマで公開研究会
も行なった。また、７名の大学史研究者によるシンポジウム「世界と日本の大学史の流れの
中での東亜同文書院と愛知大学」も実施された。本研究プロジェクトの１年目は実質的には
半年間の実施期間しかなかったことを考慮すれば、かなりの講演を実施することが出来、高
い達成率であったといえる。
次いで２年目には、まずシンポジウムでは中国研究者６名を迎え、計９名の日中研究者に
よる国際シンポジウム「日中研究者による東亜同文書院研究」を実施した。お互いに資料を
ベースにした実証研究を行なったため、とくに中国側の研究方法と成果は画期的であった。
講演会では豊橋市と連携した市民トラム方式で「近代史の中の東亜同文書院と愛知大学」を
６名の委員でリレー講演したほか、「本間喜一」、「愛知大学と東亜同文書院大学と私」、「学
問のすすめ、脱亜論と荒尾精先生の思想」、「東亜同文書院大学呉羽分校顚末」、「近代中
国の租界地における日本人社会」などのテーマの講演と、「近衞文麿と東亜同文書院」ほか
３回の研究会が行なわれ、当事業分野は多大な成果をあげた。
３年目には、まずシンポジウムは「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開」
のテーマで東亜同文会の中国や朝鮮での学校展開、また書院の中華学生部や農工科設置
とその役割などのシンポジウムを展開し、４名の学内研究者による講演と質疑を行なった。次
に福岡では研究者による「東亜同文書院大学の資料展示会」を行ない、いずれも好評であっ
た。また〔ア〕で示した弘前展示会では研究者による「津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟を
めぐって―津軽、東亜同文書院、孫文―」のテーマで地元研究者を含む４名の研究者による
講演を行なった。福岡では関連講演を２名が行ない、ともに多くの参加者を得、当研究プロジ
ェクトを各地域の参加者に広く理解してもらうことができた。そのほか「私の東亜同文書院大
学時代」など３回、研究会４回を実施し、それぞれ成果をあげた。
４年目には、シンポジウムでは「欧米研究者からみた東亜同文書院」のテーマでアメリカか
ら２名、フランスから１名の研究者を招き、それに日本人２名の研究者を交えて国際シンポジ
ウムを開催した。欧米研究者は日中関係者とは異なり、グローバルな視点での研究をふまえ
ており、新鮮で新たな課題が提起された。講演会では〔ア〕で示した神戸で「孫文―神戸、長

-8◦ 12 ◦

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号

060006

崎、そして東亜同文書院・愛知大学―」のテーマで４名の研究者が講演、そのほか書院卒の
宮田一郎氏による「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育について」、また霞山会の
理事長であった北川文章氏の「東亜同文書院大学の上海交通大学への移転―海格路キャ
ンパスは借用か占拠か―」、上海交通大学の葉敦平氏による「上海交通大学史の編纂をめ
ぐって」、ほかに「学外者からみた愛知大学」など計８本の講演が行なわれた。また研究会で
は、２本の発表があり、活発な年であり、それだけ新たな成果が加わった。
最後５年目では、まずシンポジウムでは東亜同文書院大学を核とし、外地の各大学、各高
等専門学校からの引揚げ学生が愛知大学をつくったことから「戦前海外にあった愛大ルーツ
校５校の出身者が語るアジアと愛大―その体験と今日の高等教育への提言―」を 10 月 31
日に開催した。７月には京都で「大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院」のテー
マで実施し、東亜同文書院大学、建国大学、ハルピン学院の出身者で愛知大学に入学した３
名がその経験を語った。東亜同文書院大学以外の大学も愛知大学のルーツとして位置づけ
ていこうとする新たな試みである。講演会では８月に米沢で「置賜が生んだ本間喜一をめぐっ
て」のテーマで「米沢地方の歴史風土と本間喜一」、「私の父、本間喜一を語る」、「本間喜一
がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学」の講演を行ない、書院から愛知大学への継承ル
ートを示した。11 月には名古屋で「近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって」、「東亜
同文書院から愛知大学へ―ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業にも関連して―」の２本の講演
を行なった。
〔オ〕成果出版事業
当プロジェクトの成果と情報発信のために、いくつかの成果出版物と＊13、ニュースレター
を刊行した。まず＊1、『オープン・リサーチ・センター年報』は文字通り当センターの成果を示
す刊行物であり、論文も含んでいる。年度ごとに５号まで刊行した。また、あわせて書院の影
響を受けた創設期の愛知大学をめぐる＊2、『愛知大学史研究』は３号まで刊行した。
啓蒙的役割を果たすブックレットは＊3、『東亜同文書院とわが生涯の 100 年』、＊4、『漫画
で描こうとした大陸と日本青年』、＊5、『東亜同文書院生が記録した近代中国』、＊6、『満州
の青少年像』、＊7『「満州国演義」に見る中国大陸』、＊8、『調査大旅行の追憶―第四十回
調査大旅行―』、＊9、『愛知大学創成期の群像』、＊16、『孫文と日本―神戸・長崎と東亜同
文書院・愛知大学』、＊17『孫文を支えた日本人 山田良政・純三郎兄弟』、＊18『Toa Dobun
Shoin College its Development,Great Journeys and to Aichi University』。ほか、＊10、『本間
イズムと愛知大学』（資料編、実例編）。＊13、ニュースレターは合計 8 号刊行した。なお、従
前から年報的な刊行をしていた＊12、『同文書院記念報』は 5 号分を刊行した。
そのほか、地域活動事業に関連して当記念センターを基軸とし、東三河の各博物館を紹介
した＊11、『東三河のミュージアム』を刊行し、改訂版も刊行した。
〔カ〕地域広報活動事業
３年目に当センターのある豊橋市に「友の会」を発足させた。具体的には、豊橋地域にある
博物館・美術館などの展示施設との提携を行ない、相互交流を図るほか、大学のある地区
一帯の中から地域指導者を選び出し、また、その会員に加え、センター事業をボランティア活
動によって支えるシステムが動き出すことになった。
展示施設紹介のリーフレットを日本語、英語、中国語で発行し、また、＊15、東亜同文書院
から愛知大学へと展開するDVDも作成し、啓蒙活動をさらにすすめた。
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＜優れた成果があがった点＞
東亜同文書院の存在は、ベルリンの壁崩壊以前はイデオロギー的視点の多い日本の中
国研究者からは無視されがちであったが、ベルリンの壁崩壊後は、その実体を知る動きが加
速度的に強まり、愛知大学の校史の一部に留まらず、近代日中関係史を解明する鍵にもな
ってきた。卒業生の多くが戦後日本経済の成長を大きく支えた点は、さらに戦後史への視点
も必要になっている。当研究プロジェクトはそのような研究の動きを国内外に促すプロモーシ
ョンの役割を果たしつつある。新たな資史料の発掘に加え、書院をめぐる多面的な視点と研
究が、従来、「大旅行」研究がリードしていた書院研究をさらに広げる研究が出つつある点に
研究成果への優れた期待がある。また、各地で展示会を行なう過程で、展示内容の検討とと
もに展示をする各地における啓蒙的成果とともに書院とのかかわりを新たに発掘できた点
は、オープン・リサーチ・センタープロジェクトとしての大きな成果であった。
＜問題点＞
書院が中国に存在し、第２次上海事変でキャンパスが焼失（1937 年）後、上海交通大学の
校舎を借りて授業が行なわれたが、この時以降の図書、書院記録、「大旅行」原稿とその関
連資史料などは中国政府に接収され、いまだにそれらの正式公開は行なわれていない。書
院研究が活発になるにつれて、この 1937 年以降の書院資料の公開が必要になる。しかし、
なおそれが現時点で困難であり、その時期の生資料に当れない状況に問題点がある。
この点は、これまで経済団体役員トップ級になった書院卒業生が中国政府との交渉をすす
めたが、折からの反日の状況が強まる中で困難であった。東亜同文会の残存資料で解明出
来る点もあるが、より詳細にはその公開が必要であり、両国間の政治的交渉に期待せざるを
えない状況にある。
＜評価体制＞
（研究プロジェクトの目標等に照らした自己評価の実施や、その結果を研究費等の資源の配
分へ反映させるためのルールの適切な設定、また、本プロジェクトに係る費用対効果（かけた
費用に見合う効果が見られるか）について、どのように分析しているか。また、それらについ
て、外部（第三者）による評価を受ける体制ができているか等について記述してください。）
当研究プロジェクトの運営は①学内の自己点検・評価活動の対象の一部として毎年行な
われているほか、2007 年度は大学基準協会の認証評価を受けるために、かなり綿密な自己
点検・評価を行なった。②外部評価については学外委員（マスコミ、経済界、美術館博物館関
係、友の会メンバーほか）によって平成 20 年に実施し、投入資金に対する諸活動が高い評価
を得た。
＜研究期間終了後の展望＞
（本プロジェクト終了後における研究の継続の有無、有の場合は今後の研究方針、無の場合
は当該研究施設・装置・設備の活用方針を記述してください。）
①当研究プロジェクトにより、当初２年間で旧展示施設などの改修を終え、その十分な利用
が可能になった。実際、学内者はもとより学外者、さらにはアジア、欧米からの研究者の訪問
もかなり増加した。そのため、この施設をどう利用するか、また利用上の問題点を見出し、ど
う対応するかの方法を検討できるようになり、よりすぐれた利用への提案を行なうことと、この
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施設を中心にした研究センターへの展開が可能になった。
②また、データベースの作成とすでにその一部の公開も行なってきた。それは、20 世紀前半
期の東アジアにおける近代化と書院の役割に収れんするデータベースである。そこでこのデ
ータベースを利用し当センターを今後の研究拠点として発展させることにより新たな研究成果
が期待できる。
③国際的位置づけの中に書院を置くと書院の中国研究成果を積極的に利用してきた欧米研
究者との研究視点の比較研究による書院研究のグローバル化が期待される。とくに 20 世紀
前半期における中国は混乱期にあり、東南アジアはタイ以外すべて欧米の植民地下にあっ
た。その時期中国全域と東南アジアを客観的に脚で歩き記録した書院生達の「大旅行」によ
る地域事情とそれをベースにした研究は中国および東南アジアの今日的近代化の基盤的状
況を解明する有力な資料であり、その価値はきわめて大きい。その点でこれまでの日中研究
者間の研究だけでなく、欧米研究者も加えた国際的な研究拠点への構想も可能になる。
＜研究成果の副次的効果＞
（研究成果の活用状況又は今後の活用計画（実用化・企業化の見通しや、特許の申請があ
ればその申請状況・取得状況等）について、記述してください。）
当研究プロジェクトの成果を公開し、また展示会を各地で開催する中で、それを知った各地
域の関係者が関係資史料や図書・文献を提供してくれるケース、さらに新たな人的ネットワー
クが形成され、書院研究環境が豊かになりつつある点は大きな副次的効果である。また当研
究プロジェクトの活動を知ったアメリカにあるアジア学会が大会への出展を呼びかけてくれ、
展示と講演を行った。これはアメリカで広く世界のアジア研究者に書院の存在と書院研究の
重要性を情報提供する機会になり、今後それをめぐっての副次的効果も生まれそうである。
１１ キーワード（当該研究内容をよく表していると思われるものを８項目以内で記載してくださ
い。）
（１）東亜同文書院
（２） 東亜同文書院大学
（３） 東亜同文会
（４）愛知大学
（５） 近代中国
（６） 近代日中関係史
（７）中国研究
（８） 愛知大学東亜同文書院大学記念センター
１２ 研究発表の状況（研究論文等公表状況。印刷中も含む。）
（以下の各項目が網羅されていれば、枠にはこだわらなくてもよい。）
※上記、１０（４）に記載された研究成果に対応するものには*を付すこと。
＜雑誌論文＞
著者名
雑誌名
藤田 佳久
『われ一粒の麦となりて』所収 桐原書
店
藤田 佳久

論文標題
レフェリー有無

巻

発行年

ページ

尾崎庄太郎の母校「東亜同文書院」時代の「大旅行」について
無

平成 19 年 4 月

246-257

＊1、東亜同文書院生の記録からみた 20 世紀初期の満州における
農業開発に関する研究
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雑誌名
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
「地理」
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤田 佳久
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ

060006

論文標題
レフェリー有無

巻

発行年

ページ

無

第2号

平成 20 年 3 月

225-248

平成 20 年 3 月

17-21

＊1、東亜同文書院と中国研究
無

第2号

＊1、東亜同文書院の歩みと愛知大学
無

第2号

平成 20 年 3 月

65-80

中国の経済発展とそれにともなう地域問題
無

平成 19 年 4 月

21-31

＊1、東亜同文書院生が記録した 90 年前の中国・青海の地域像
無

第3号

平成 21 年 3 月

339-354

＊1、東亜同文書院生による満州大調査旅行記録のうち「松花江沿
岸都市調査」について
無

第4号

平成 22 年 6 月

261-270

＊1、第 23 巻、第 84 巻・調査報告書
無

第4号

平成 22 年 6 月

271-293

＊ 1 、 The Development of Toa Dobun Shoin College in
Shanghai from 1901 to 1945 and Their Great Journeys for
Regional Research on China
無

第4号

平成 22 年 6 月

123-148

＊1、東亜同文書院大学のあゆみと中国大調査旅行
無

第5号

平成 23 年 3 月

75-86

＊1、本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学
無

第5号

平成 23 年 3 月

123-134

＊1、東亜同文書院から愛知大学へ―オープン・リサーチ・センター
事業にも関連して―
無

第5号

平成 23 年 3 月

151-164

＊1、第二七期生による「東蒙古都邑調査報告」
無
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三好

章

「国際問題研究所紀要」 愛知大学国際
問題研究所
馬場

毅

＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
馬場

毅

＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
馬場

毅

「軍事史学」
馬場

毅

『現代中国における思想、社会と文化』
愛知大学国際中国学研究ｾﾝﾀｰ
加納

寛

「総合郷土研究所紀要」 愛知大学綜合
郷土研究所
John Hamilton
「一般教育論集」 愛知大学
松岡 正子
『現代中国における思想、社会と文化』
愛知大学国際中国学研究ｾﾝﾀｰ
松岡 正子
「国際問題研究所紀要」 愛知大学国際
問題研究所
松岡 正子
「国際問題研究所紀要」 愛知大学国際
問題研究所
松岡 正子

060006

論文標題
レフェリー有無

巻

発行年

ページ

平成 19 年 3 月

163-185

平成 20 年 3 月

81-93

祁建華「速成識字法」始末
有

129 号

＊1、孫文を支援した山田兄弟
無

第2号

＊1、東亜同文書院関係者の中国革命支援―孫中山と山田兄弟の
関係を中心に―
無

第2号

平成 20 年 3 月

24-28

平成 20 年 3 月

259-274

山東抗日根拠地における民兵
有

43-3・4
合併号

第５次囲剿戦と国民党の行政・治安組織
無

平成 19 年 3 月

191-200

マンダレーにおける雲南系華人墓
無

53 輯

平成 20 年 3 月

107-112

Notes on Traditional Beekeeping on Korea
無

32 号

平成 19 年 3 月

45-51

平成 19 年 3 月

253-264

羌暦年と国民文化
無

四川ルズ・チベット族の婚姻慣習―「西播」社会の紐帯―
有

129 号

平成 19 年 3 月

361-386

四川ナシ族における祭天と祭山（１）
無

130 号

平成 19 年 9 月

183-202

5.12 汶川地震後羌族民俗文化資源的重建與創構―“羌文化”是怎
様被創構的

「2009 文化資源經典講座曁研究生學術
研討會論文集」 国立臺北藝術大學文

無

平成 22 年 5 月

化資源學院
劉

柏林

荒尾精与漢口楽善堂及日清貿易研究所

- 13 ◦ 17 ◦

33－48

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号
著者名
雑誌名
『中日学者中国学論文集 中島教授漢
学研究五十年志念論文集』所収 復旦
大学
大島 隆雄
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
大島 隆雄
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
大島 隆雄
＊2、「愛知大学史研究」愛知大学東亜
同文書院大学記念センター
大島 隆雄
＊2、「愛知大学史研究」愛知大学東亜
同文書院大学記念センター
大島 隆雄
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
大島 隆雄
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
藤城 和美
＊2、「愛知大学史研究」愛知大学東亜
同文書院大学記念センター
佃 隆一郎
＊2、「愛知大学史研究」愛知大学東亜
同文書院大学記念センター
佃 隆一郎
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
佃 隆一郎
＊2、「愛知大学史研究」愛知大学東亜
同文書院大学記念センター
佃 隆一郎
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
今泉 潤太郎
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ

060006

論文標題
レフェリー有無

巻

無

発行年

ページ

平成 18 年 10 月

207-232

＊1、近衞文麿と東亜同文会・東亜同文書院―その関係を中心に―
無

第2号

平成 20 年 3 月

193-223

＊1、人物でたどる東亜同文書院から愛知大学
無

第2号

平成 20 年 3 月

143-154

平成 19 年 10 月

51-63

＊2、旧制大学の歩み
無

創刊号

＊2、アジア・太平洋戦争下における東亜同文書院の変遷―いわゆ
る「評価問題」と「止揚の諸契機」に着目して―
無

第2号

平成 20 年 10 月

1-44

＊1、東亜同文書院大学から愛知大学への発展―たんなる継承か、
それとも質的発展か―
無

第3号

平成 21 年 3 月

299-338

平成 22 年 6 月

241-260

＊1、根津一の対中国観
無

第4号

＊2、小岩井淨と人民戦線―愛知大学創立の思想的断面―
無

第3号

平成 21 年 10 月

1-115

＊2、「大学史」講義 まとめとして
無

創刊号

平成 19 年 10 月

103-109

＊1、山田純三郎と「中国新軍閥混戦」―孫文死後数年間の山田の
軌跡―
無

第3号

平成 21 年 3 月

367-377

＊2、豊橋にあった、陸軍教導学校と予備士官学校―愛知大学の
「施設面での“前身”」―として
無

第3号

平成 21 年 10 月

127-135

＊1、愛知大学記念館について―歴史・資料・これまでの研究―
無

第5号

平成 23 年 3 月

193-200

＊1、「華語翠編」から見た同文書院の中国語教学
無

- 14 ◦ 18 ◦

創刊号

平成 19 年 3 月

7-23

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号
著者名
雑誌名
今泉 潤太郎
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
高瀬恒一
＊12、「同文書院記念報」愛知大学東亜
同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
栗田 尚弥
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
「国際問題研究所紀要」 愛知大学国際
問題研究所
武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ

060006

論文標題
レフェリー有無

巻

発行年

ページ

平成 20 年 3 月

33-35

＊1、華語翠編と中日大事典
無

第2号

＊12、交通大学・霞山会史実共同研究事業の成果『資料選集』を読
んで
無

第 15 号

平成 19 年 3 月

70-75

平成 20 年 3 月

52-56

＊1、日中関係と東亜同文書院
無

第2号

＊1、東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望
無

創刊号

平成 19 年 3 月

77-92

＊1、東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望（補論）
無

第2号

平成 20 年 3 月

249-262

＊1、東亜同文書院に関する発表論文の動向
無

第2号

平成 20 年 3 月

48-52

＊1、東亜同文書院からみた近代の日本と中国
無

第2号

平成 20 年 3 月

97-111

平成 20 年 9 月

205-226

中国における東亜同文書院研究
無

132 号

＊1、東亜同文書院に派遣された準公費生について―愛知県を事
例として―
無

第3号

平成 21 年 3 月

355-361

＊1、東亜同文書院に入学した京都府出身者～明治・大正期の京都
府費生を中心に―
無

第5号

平成 23 年 3 月

87-95

＊1、東亜同文会京都支部の創立過程と会員構成について～創立
期の 1901 年を中心として―
無

第5号

平成 23 年 3 月

181-192
イムスンオプ

武井 義和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和

＊1、東亜同文書院大学の記録に現れる朝鮮人実業家・林承業 に
ついての簡述―『東亜同文書院大学調査報告書（昭和十四年度）』
を手掛かりに―
無

第5号

平成 23 年 3 月

261-266

＊12、記念センター所蔵根津家資料目録（付、寄贈資料目録①）

- 15 ◦ 19 ◦

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号
著者名
雑誌名
＊12、「同文書院記念報」愛知大学東亜
同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊12、「同文書院記念報」愛知大学東亜
同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊12、「同文書院記念報」愛知大学東亜
同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊12、「同文書院記念報」愛知大学東亜
同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
武井 義和
＊12、「同文書院記念報」愛知大学東亜
同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
石田 卓生
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
石田 卓生
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
石田 卓生
中国研究月報
石田 卓生
植民地文化研究
石田 卓生
中国東北文化研究の広場
石田 卓生
「中国 21」愛知大学現代中国学会
石田 卓生
中国研究月報
石田 卓生
博士学位論文
石田 卓生
中国東北文化研究の広場

060006

論文標題
レフェリー有無

巻

発行年

ページ

無

第 15 号

平成 19 年 3 月

76-89

＊12、記念センター所蔵寄贈資料目録②
無

第 16 号

平成 20 年 3 月

74-103

＊12、記念センター所蔵寄贈資料目録③
無

第 17 号

平成 21 年 3 月

86-93

＊12、記念センター所蔵寄贈資料目録④
無

第 18 号

平成 22 年 6 月

74-81

＊12、記念センター所蔵寄贈資料目録⑤
無

第 19 号

平成 23 年 3 月

60-65

＊1、東亜同文書院高昌廟桂墅里校舎について
無

創刊号

平成 19 年 3 月

93-108

平成 20 年 3 月

263-278

＊1、山田良政伝の系譜
無

第2号

外務省文書があきらかにする大内隆雄伝の一節
有

6 月号

平成 19 年 6 月

26-34

6号

平成 20 年 6 月

63-70

No.1

平成 19 年 9 月

15-21

「満州国」官僚としての古丁
有
「芸文志」と満日協会
無

東亜同文書院とキリスト教―キリスト教信者坂本義存の書院精神―
無

28 号

平成 19 年 12 月

193-213

東亜同文書院の北京移転構想について
有

第 63 巻
第2号

平成 21 年 2 月

17-33

東亜同文書院の研究
有

平成 21 年 3 月

大内隆雄と東亜同文書院
有

- 16 ◦ 20 ◦

No.2

平成 21 年 3 月

83-101

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号
著者名
雑誌名
石田 卓生
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
石田 卓生
「野草」中国文芸研究会
石田 卓生
「中国 21」愛知大学現代中国学会
石田 卓生
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
石田 卓生
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
石田 卓生
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
高木 秀和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
高木 秀和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
高木 秀和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
高木 秀和
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
暁

敏

＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
暁

敏

＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
暁

敏

060006

論文標題
レフェリー有無

巻

発行年

ページ

＊1、戦後分滬友会々報記事索引（１）
無

第3号

平成 21 年 3 月

417-493

書評・天下之記者―「奇人」山田一郎とその時代
有

第 84 号

平成 21 年 8 月

96-105

東亜同文書院の中国語教材―『華語萃編』以前について
有

32 号

平成 21 年 12 月

157-174

＊1、東亜同文書院の中国語研究について
無

第4号

平成 22 年 6 月

215-239

＊1、戦後分滬友会々報記事索引（２）
無

第4号

平成 22 年 6 月

295-399

＊1、高橋正二『在清見聞録』第一、第二 ―日清貿易研究所の学
生による記録―
無

第5号

平成 23 年 3 月

267-328

＊1、内蒙古で日本人学生は何を見たか―東亜同文書院第６期生
が記録した内蒙古と現代の一日本人学生が見聞した内モンゴル自
治区について―
無

創刊号

平成 19 年 3 月

109-124

＊1、東亜同文書院生による「大旅行誌」を用いた 20 世紀初頭の寧
夏・内蒙古の地誌的研究―第８期生「甘粛額爾多斯班記」をもとに
―
無

第2号

平成 20 年 3 月

285-294

＊1、東亜同文書院生が記録した 1910 年代の内蒙古東部の地域像
無

第3号

平成 21 年 3 月

379-405

＊1、「大旅行」からみた 20 世紀前半期の内蒙古の地域像
無

第5号

平成 23 年 3 月

201-210

＊1、書院生のフルンボイルにおける調査旅行
無

第2号

平成 20 年 3 月

279-284

＊1、書院生によるフルンボイルに関する調査報告書について
無

第3号

平成 21 年 3 月

＊1、書院生のフルンボイル調査を中心に

- 17 ◦ 21 ◦
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◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号
著者名

060006

論文標題

雑誌名
＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ

レフェリー有無

巻

発行年

ページ

無

第5号

平成 23 年 3 月

223-230

＊2、第二回汎太平洋仏教青年会大会における中国代表団招致問
題―藤井草宣研究の一環として―

広中 一成
＊2、「愛知大学史研究」愛知大学東亜
同文書院大学記念センター
広中 一成

無

第3号

平成 21 年 10 月

117-126

＊1、内田茂二（東亜同文書院第４期生）の華北硝石資源調査

＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ
豊田 信介

無

第5号

平成 23 年 3 月

211-222

＊1、記念センター所蔵の東亜同文書院出身者著作物一覧

＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ

無

第3号

平成 21 年 3 月

407-415

＜図書＞
著者名

出版者
書名

藤田 佳久

総ページ数

平成 19 年 3 月

60

平成 19 年 3 月

270

平成 23 年 2 月

607

平成 23 年 3 月

330

平成 23 年 3 月

45

平成 20 年 5 月

322

平成 19 年 4 月

32+584

平成 18 年 11 月

66

平成 19 年 3 月

39

あるむ

＊5、東亜同文書院生が記録した近代中国
藤田 佳久

朝倉書店

（編著）アジア歴史地図―林野、草原、水域―
藤田 佳久

不二出版

東亜同文書院中国調査旅行記録 第５巻 満州を駆ける
藤田 佳久

ナカニシヤ出版

東亜同文書院生が記録した近代中国の地域像
藤田 佳久

あるむ

＊18、Toa Dobun Shoin College its Development, Great Journeys and to
Aichi University
馬場 毅

発行年

張 琢

日本評論社

（共編著）改革・変革と中国文化、社会、民族
谷 光隆

あるむ

東亜同文書院阿片調査報告書
安澤 隆雄

あるむ

＊3、東亜同文書院とわが生涯の 100 年
安彦 良和

あるむ

＊4、漫画で描こうとした大陸と日本青年

- 18 ◦ 22 ◦
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（様式１）
プロジェクト番号
著者名

出版者
書名

ロナルド・スレスキー

船戸 与一

総ページ数

平成 20 年 3 月

65

平成 20 年 3 月

43

平成 22 年 3 月

415

平成 19 年 3 月

53

平成 21 年 6 月

93

平成 21 年 3 月

28

平成 22 年 3 月

30

平成 21 年 7 月

60

平成 21 年 7 月

39

平成 23 年 3 月

86

平成 23 年 3 月

68

あるむ

＊7、『満州国演義』に見る中国大陸
松岡 正子・李紹明 共著

風響社

四川のチャン族 汶川大地震をのりこえて〔1950－2009〕
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ

あるむ

＊9、愛知大学創成期の群像
愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ

あるむ

＊8、調査大旅行の追憶―第四十回調査大旅行―
高木 秀和

あるむ

＊11、東三河のミュージアム
藤田 佳久

発行年
あるむ

＊6、満州の青少年像

藤田 佳久

060006

高木 秀和

あるむ

＊11、東三河のミュージアム 改訂版
越知 專

これから出版

＊10、本間イズムと愛知大学 その真髄を実話から学ぶ
越知 專

奉仕堂印刷

＊10、本間イズムと愛知大学 資料編―その真髄を国会証言から学ぶ
―
武井 義和 ・ 豊田 信介 ・安井 三吉・
あるむ
横山 宏章
＊16、孫文と日本―神戸・長崎と東亜同文書院・愛知大学
武井 義和

あるむ

＊17、孫文を支えた日本人 山田良政・純三郎兄弟

＜学会発表＞
発表者名

発表標題
学会名

藤田 佳久

開催地

発表年月

The Development of Toa Dobun Shoin College at Shanghai
from 1901 to 1945 and Their Great Trips for Regional
Research on China

International Conference of Historical Geographers 14th

- 19 ◦ 23 ◦

京都市

平成 21 年 8 月

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号
発表者名

060006

発表標題
学会名

藤田 佳久

開催地

20 世紀前半期における漢人の満州への移民について

人文地理学会
藤田 佳久

名古屋市

名古屋市

名古屋市

名古屋市

東京都

東京都

平成 20 年 6 月

名古屋市

平成 19 年 7 月

中国・汶川大地震後の羌族と羌族民族文化資源の生成と変貌

「民族文化資源の生成と変貌」国立民族学博物館共同研究会
松岡 正子

名古屋市
蔵彝走廊のチベット族と漢族

愛知大学 21 世紀 COE 国際シンポジウム
松岡 正子

平成 20 年 10 月

東亜同文書院の北京移転構想について

中国現代史研究会
松岡 正子

平成 19 年 9 月

東亜同文書院とキリスト教；ふたつの書院精神

日本現代中国学会
石田 卓生

平成 21 年 2 月

「満州国」官僚「徐長吉」とアマチュア文学者「古丁」

「満州国」文学研究会
石田 卓生

平成 19 年 6 月

東亜同文書院に設置された農工科をめぐって

中国現代史研究会
石田 卓生

平成 23 年 2 月

戦前上海における朝鮮人の国籍問題―1920 年代から 1930 年代初
期を中心として―

中国現代史研究会
武井 義和

平成 21 年 11 月

西部大開発にともなう中国・青海省の環境変化と環境政策

経済地理学会中部支部例会
武井 義和

発表年月

大阪府

平成 21 年 1 月

汶川地震後の羌族の暮らしと民族文化資源の再建

第２回日中科学フォーラム「汶川地震と防災科学技術」（日本学
中国・北京
平成 21 年 3 月
術振興会・中国地震局）
羌族、川西南蔵族、嘉絨蔵族、普米族、納西族的“祭山”―祭山的
松岡 正子
系譜
国際人類学与民族学聨合会第十六届大会
松岡 正子

中国・昆明

中国汶川地震後の民族地区の復興状況

災害対応研究会
松岡 正子

大阪府

智

平成 21 年 10 月

5. 12 汶川地震後羌族民族文化資源的重建與創構―“羌文化”是怎
様被創構的

国立臺北藝術大學文化資源研討會
神谷

平成 21 年 7 月

台湾・台北

平成 21 年 12 月

Web 上の大学史資料目録および検索方法の現状と課題

大学所蔵の歴史的公文書の評価・選別についての基礎的研究
会

- 20 ◦ 24 ◦

東京都

平成 19 年 7 月

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号
発表者名

060006

発表標題
学会名

成瀬さよ子

開催地

司書として、Open Research Center の職員研究員として

西日本図書館学会
成瀬さよ子

発表年月

久留米市

平成 19 年 6 月

愛知大学東亜同文書院大学のデータベース化について

アジア経済研究所国際ワークショップ

千葉市

- 21 ◦ 25 ◦

平成 20 年 8 月

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦

（様式１）
プロジェクト番号

060006

＜研究成果の公開状況＞（上記以外）
シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等
＜既に実施しているもの＞
平成 18 年度
○展示会
・11 月 20 日～22 日「愛知大学東亜同文書院大学記念センター展示会」横浜市
内容は＊13、「ニュースレター」創刊号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」創刊号に紹介。
・10 月～11 月「愛知大学創成期の群像―地域と共に 60 年―」豊橋市、名古屋市、三好町
内容は＊13、「ニュースレター」創刊号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」創刊号に紹介。
○フォーラム
・11 月 21 日＊4、5、6、「海を渡った若者たち」のテーマで＊4、安彦良和、＊5、藤田佳久、＊6、
Ronald Suleskiの 3 名が講演。横浜市
内容は＊13、「ニュースレター」創刊号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」創刊号に紹介。
○シンポジウム
・3 月 10 日「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大学」豊橋市
内容は＊2、「愛知大学史研究」創刊号に紹介。
○講演会
・7 月 22 日＊3、「東亜同文書院とわが生涯の 100 年」安澤隆雄氏 豊橋市
内容はブックレットとして刊行。
・11 月 25 日＊6、「満州の青少年像」Ronald Suleski氏 豊橋市
内容はブックレットとして刊行。
・3 月 17 日「世界大学史と愛知大学」酒井吉栄氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 2 号に紹介。
○公開研究会
・12 月 2 日「小岩井淨と人民戦線」藤城和美氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」創刊号に紹介。
・12 月 7 日「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る」殿岡晟子氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」創刊号と＊12、「同文書院記念報」第 15 号に紹介。
・1 月 26 日「日本における中国語教育の源流「華語翠編」からみた東亜同文書院の中国語教学」今
泉潤太郎氏 豊橋市 内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」創刊号に紹介。
○出版物
・11 月ブックレット＊3、「東亜同文書院とわが生涯の 100 年」
・3 月＊13、「ニュースレター」創刊号、＊1、「オープン・リサーチ・センター年報」創刊号、ブックレット
＊4、「漫画で描こうとした大陸と日本青年」、ブックレット＊5、「東亜同文書院生が記録した近代中
国」、ブックレット＊9、「愛知大学創成期の群像」、＊12、「同文書院記念報」15 号
平成 19 年度
○展示会
・4 月 19 日 愛知大学史展示室リニューアル・オープンセレモニー 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 2 号に紹介。
・10 月 27 日～29 日「東亜同文書院大学の資料展示会―日中友好の原点を視る―」東京都
内容は＊13、「ニュースレター」第 2 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第２号に紹介。
・12 月 8 日「戦前期天津の展示会」名古屋市
○シンポジウム
・7 月 28 日 国際シンポジウム「日中研究者による東亜同文書院研究」 中国側 6 名と日本側 3 名
が発表 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 3 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 2 号に紹介。
○講演会

- 22 ◦ 26 ◦
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（様式１）
プロジェクト番号

060006

・10 月 10 日～11 月 10 日 市民トラム「近代史の中の東亜同文書院と愛知大学」当プロジェクトメン
バー6 名によるリレー形式。豊橋市と共催。
内容は＊13、「ニュースレター」第２号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 2 号に紹介。
・4 月 28 日「本間喜一 ―法学者としての軌跡―」石井吉也氏 豊橋市
内容は＊2、「愛知大学史研究」創刊号に紹介。
・6 月 9 日「愛知大学と東亜同文書院大学と私」牧野由朗氏 豊橋市
・6 月 30 日「『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想」村上武氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第２号に紹介。
・9 月 29 日「東亜同文書院大学呉羽分校顚末―海を渡れなかった書院生たち」池上貞一氏
豊橋市 内容は＊12、「同文書院記念報」第 16 号に紹介。
・10 月 27 日＊7、「小説『満州国演義』にみる中国大陸」船戸与一氏 東京都
・10 月 28 日「近衞篤麿と清末中国」李廷江氏 東京都
内容は＊13、「ニュースレター」第２号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第２号に紹介。
・12 月 8 日「近代中国の租界地における日本人社会、上海と天津の比較」武井義和氏 名古屋市
○研究会
・9 月 20 日「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望」武井義和氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第２号に紹介。
・11 月 10 日「東亜同文書院とキリスト教」石田卓生氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第２号に紹介。
・12 月 6 日「近衞文麿と東亜同文書院―両者の関係に関する一試論―」大島隆雄氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第２号に紹介。
・12 月 14 日「中国における東亜同文書院研究の現状」周徳喜氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第２号に紹介。
○出版物
・10 月＊2、「愛知大学史研究」創刊号
・11 月＊13、「ニュースレター」第 2 号
・3 月 ＊13、「ニュースレター」第 3 号、＊1、「オープン・リサーチ・センター年報」第 2 号、ブックレット
＊7、「『満州国演義』に見る中国大陸」、ブックレット＊6、「満州の青少年像」
・3 月＊15、DVD「東亜同文書院から愛知大学の歩み―21 世紀にはばたく真の国際人の育成―」、
＊13、「ニュースレター」第３号、＊12、「同文書院記念報」16 号
○インターネット公開
・3 月＊14、「東亜同文書院・東亜同文会刊行雑誌記事データベース収録文献解題」
石田卓生氏 http://toadb.aichi-u.ac.jp/DB_Kaidai.pdf
平成 20 年度
○展示会
・7 月 26 日～27 日「津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって―津軽、東亜同文書院、孫文
―」弘前市
内容は＊13、「ニュースレター」第４号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第３号に紹介。
・9 月 27 日 東亜同文書院大学記念センター展示施設完成「お披露目の会」と「世話人設立準備会」
豊橋市 内容は＊13、「ニュースレター」第 4 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・11 月 23 日～25 日「東亜同文書院大学の資料展示会―日中友好の原点を探る―」福岡市
内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・3 月 26 日～29 日アジア学会「東亜同文書院資料展示会」アメリカ・シカゴ
内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
○シンポジウム
・11 月 2 日 国内シンポジウム「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開」 阿部洋氏、
松田修一氏、水谷尚子氏、武井義和氏、栗田尚弥氏 豊橋市
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プロジェクト番号
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内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第３号に紹介。
○講演会
・6 月 14 日「私の東亜同文書院大学時代」倉田俊介氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第４号と＊12、「同文書院記念報」第 17 号に紹介。
・7 月 26 日「東亜同文書院とその歩み」藤田佳久氏、「孫文を支援した山田兄弟」馬場毅氏、「私が
描く山田兄弟と津軽」いずみ涼氏、「愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史資料について」武
井義和氏 弘前市
内容は＊13、「ニュースレター」第 4 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・9 月 27 日「娘から見た学長本間喜一と愛知大学」殿岡晟子氏、「100 年前に大学記念館をつくった
祖父たち」木全敬蔵氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 4 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・10 月 18 日「目白にあった東京同文書院」保坂治朗氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊12、「同文書院記念報」第 17 号に紹介。
・11 月 23 日「アンパンマンの正義」やなせたかし氏、「東亜同文書院の歩みと中国大旅行」
藤田佳久氏 福岡市
内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・11 月 29 日「1880 年代～1920 年代の『亜細亜主義』の形成―小寺健吉を中心に―」サーラ・スヴェ
ン氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・3 月 14 日「東亜同文書院大学から愛知大学への発展―たんなる継承か、それとも質的発展か―」
大島隆雄氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 6 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・3 月 30 日「The Development of Toa Dobun Shoin College in Shanghai from 1901 to 1945 and Their
Great Journeys for Regional Research on China」藤田佳久氏、「シカゴ大学における『東亜同文書
院・東亜同文会雑誌記事データベース』の発表について」 アメリカ・シカゴ
内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
○研究会
・5 月 15 日「愛知大学創成期からもう一つの原点を考察する」越知專氏 豊橋市
内容は＊2、「愛知大学史研究」第 2 号に紹介。
・6 月 17 日「東亜同文書院『興学要旨』、『立教綱領』を読む」今泉潤太郎氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第ⅲ号に紹介。
・10 月 2 日「上海 3 日間の旅―東亜同文書院・愛知大学の原点を訪ねて―」越知專氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・10 月 17 日「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者清水安三を語る」黒田芳嗣氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 5 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・2 月 21 日「書院生によるフルンボイルに関する調査報告について」暁敏氏 豊橋市
内容は＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 3 号に紹介。
・３月１日「現地研修会」バスで近隣の美術館等 3 館を巡り話を聞く 豊橋市、豊川市、田原市
○出版物
・10 月＊2、「愛知大学史研究」第２号
・12 月＊13、「ニュースレター」第４号
・3 月＊1、「オープン・リサーチ・センター年報」第 3 号、ブックレット別冊＊11、「東三河のミュージア
ム」、＊13、「ニュースレター」5 号、＊12、「同文書院記念報」17 号
平成 21 年度
○展示会
・11 月 2 日～4 日「孫文―神戸、長崎そして東亜同文書院・愛知大学―」神戸市
内容は＊13、「ニュースレター」第 7 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
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・6 月 20 日～21 日「東亜同文書院のあゆみ―上海から豊橋へ―」愛知県小坂井町
内容は＊13、「ニュースレター」第 6 号に紹介。
・1 月 29 日～30 日 日中大学フェア「変貌する日中の大学」出展 東京都
内容は＊13、「ニュースレター」第 7 号に紹介。
○シンポジウム
・10 月 10 日国際シンポジウム「欧米研究者から見た東亜同文書院」ダグラス・R・レイノルズ氏、マリ
アンヌ・バステド･ブルギール氏、ニキ・ケンジ氏、武井義和氏、栗田尚弥氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 7 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
○講演会
・4 月 25 日「学外者から見た愛知大学」平田超人氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 6 号に紹介。
・7 月 25 日「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育について」宮田一郎氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 6 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」4 号に紹介。
・11 月 3 日「東亜同文書院とそのあゆみ・大旅行」藤田佳久氏、「孫文と神戸」安井三吉氏、「孫文と
長崎」横山宏章氏、「孫文と東亜同文書院・愛知大学」武井義和氏 神戸市
内容は＊13、「ニュースレター」第 7 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
・11 月 28 日「東亜同文書院大学の上海交通大学への移転―海格路キャンパスは借用か占拠か
―」北川文章氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 7 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
・１月 30 日「上海交通大学史の編纂をめぐって」葉敦平氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 7 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
○研究会
・5 月 21 日「藤井草宣と中国」広中一成氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 6 号に紹介。
･6 月 24 日｢根津一の政治観｣大島隆雄氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 6 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
・10 月 5 日「上海交通大学の校史研究について」欧七斤氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 7 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」第 4 号に紹介。
○出版物
・6 月ブックレット別冊＊8、「調査大旅行の追憶―第 40 回調査大旅行―」
・7 月＊10、「本間イズムと愛知大学」資料編、実例編
・10 月＊2、「愛知大学史研究」第 3 号
・12 月＊13、「ニュースレター」第 6 号
・3 月＊13、「ニュースレター」7 号、＊11、「東三河のミュージアム」改訂版
平成 22 年度
○展示会
・5 月 20 日～７月 21 日「愛知大学史企画展示」豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
・7 月 17 日～18 日「大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院」京都市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
・8 月 28 日～29 日「置賜が生んだ本間喜一をめぐって―東亜同文書院大学から愛知大学そして最
高裁判所―」米沢市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
・11 月 27 日～29 日「東亜同文書院から愛知大学へ―近衞家、荒尾精、孫文、中国アジア大旅行日
中交流―」名古屋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
○シンポジウム
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・10 月 31 日 国内シンポジウム「戦前海外にあった愛大ルーツ校５校の出身者が語るアジアと愛大
―その体験と今日の高等教育への提言―」谷藤助氏、小崎昌業氏、奥田廣實氏、佐藤達也氏、園
部逸夫氏、髙井和伸氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
○講演会
・7 月 17 日「建国大学と私」佐藤達也氏、「ハルピン学院と私」谷藤助氏、「東亜同文書院（のち大
学）と私」小崎昌業氏、「東亜同文書院のあゆみと中国大調査旅行」藤田佳久氏、「東亜同文書院
に入学した京都府出身者」武井義和氏 京都市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
・8 月 28 日「米沢地方の歴史風土と本間喜一」山田邦明氏、「私の父本間喜一を語る」殿岡晟子氏、
「本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学」藤田佳久氏 米沢市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
・11 月 28 日「近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって」工藤美代子氏、「東亜同文書院から
愛知大学へ―ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業にも関連して―」藤田佳久氏 名古屋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
○研究会
・1 月 20 日 若手研究者研究発表会 「愛知大学記念館について―歴史、史料、これまでの研究
―」佃隆一郎氏、「創立前後の東亜同文会京都支部について」武井義和氏、「「大旅行」からみた
20 世紀前半期の内蒙古の地域像」高木秀和氏、「書院生のフルンボイル調査を中心に」暁敏氏、
「内田茂二（書院４期）の華北硝石資源調査」広中一成氏 豊橋市
内容は＊13、「ニュースレター」第 8 号と＊1、「ｵｰﾌﾟﾝ･ﾘｻｰﾁ･ｾﾝﾀｰ年報」5 号に紹介。
○出版物
・6 月＊1、「オープン・リサーチ・センター年報」第 4 号、＊12、「同文書院記念報」18 号
・2 月＊13、「ニュースレター」8 号
・3 月＊1、「オープン・リサーチ・センター年報」第 5 号、＊12、「同文書院記念報」19 号、ブックレット
＊16、「孫文と日本―神戸・長崎と東亜同文書院・愛知大学」、ブックレット＊17、「孫文を支えた日
本人 山田良政・純三郎兄弟」、ブックレット＊18、「Toa Dobun Shoin College its Development,
Great Journeys and to Aichi University」

１３ その他の研究成果等
・武井義和「津軽が生んだ国際人、山田良政・純三郎兄弟 No.1 から No.4」 東奥日報
平成 20 年 9 月
・ナレーションシステム 東亜同文書院大学記念センターナレーションシステムは、＊15、東亜同文書
院から愛知大学の歴史をDVDにまとめ、大学記念館の主な展示品を音声ガイドで解説し、さらにタッ
チパネルを使用してより解りやすく紹介したもの。これらの３種類のシステムは、在学生はもとより卒
業生・一般市民にも広く大学をPRし、同時に大学記念館映像資料として活用するために作成。導入
にあたっては、ナレーションシステムプロジェクトを立ち上げ、メンバーはグループに分かれて他大学
や美術館・博物館を調査し、情報収集をした。学内では約７ヶ月にわたり 50 回余りの打合せを開催し
て検討を重ね、必要に応じて担当業者も会議に加わり議論を積み重ねながら作成した。
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１４ 「選定時」及び「中間評価時」に付された留意事項とそれへの対応
＜「選定時」に付された留意事項＞
「該当なし」

＜「選定時」に付された留意事項への対応＞
「該当なし」

＜「中間評価時」に付された留意事項＞
留意事項は付されていないが、「研究拠点としての位置づけの明確化と学外研究者との継続的な
連携ネットワーク構築」が課題として挙げられた。

＜「中間評価時」に付された留意事項への対応＞
中間評価では、当プロジェクト研究の独自性の高さ、資料整理とデータベース化、展示施設の改
変、公表手段の改変、関連研究の活性化、さらには学生や生徒の学習の場の可能性あり、などの諸
点で具体的な成果が認められると評価された上で、「研究拠点としての位置づけの明確化と学外研
究者との継続的な連携ネットワーク構築が課題といえる」という課題が指摘された。
この課題については、毎年の国内、国際シンポジウムや書院と関係のある全国各地やシカゴでの
書院を中心とした展示と講演会を行ない、多くの参加者を得るとともに、多くの学外研究者の方々の
協力を得た。とくにシンポジウム「欧米研究者からみた東亜同文書院」ではアメリカ２名、フランス１名
の研究者を得て、それまでの中国研究者だけでなく、よりグローバルな視点での書院研究の成果を
発表し議論できた。国内外の当事業の参加者とは、その後も情報提供も含め、ネットワーク化がすす
んでいる。それだけ今回のプロジェクトに関連して書院への関心が高まり再評価されたものと思われ
る。それだけに今後、このプロジェクトで得た成果をもとに、当センターを研究拠点としてオープン化
し、国内のみならずグローバルな視点からの研究発表をすすめるとともに東亜同文書院研究のため
のグローバルな研究拠点をめざしたいと考えている。
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１５ 施設・装置・設備・研究費の支出状況（実績概要）

（千円）

内
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度
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）
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0

0
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0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

設 備

0

0

0

0

0

0

0

研究費

76,566

47,266

29,300

0

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0
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0

0

0
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（様式１）
プロジェクト番号

060006

１６ 施設・装置・設備の整備状況
《施 設》
施 設 の 名 称
記念センター講義室

整備年度

（千円）
研究施設面積

18

事業経費

研 究 室 等 数 使用者数

48 ㎡

1

書院研究室

18

29 ㎡

1

大学史展示室A

18

34 ㎡

1

大学史展示室B

18

25 ㎡

1

記念センター事務室

19

20 ㎡

1

資料室

19

30 ㎡

1

書院資料室（書庫）

19

44 ㎡

1

図書室・情報室（閲覧室）

19

25 ㎡

1

大学史研究室

19

22 ㎡

1

大学史展示室C

19

24 ㎡

1

大学史事務室

19

34 ㎡

1

補助金額

補助主体

4
13,439

6,719 私学助成

10,710

4,551 私学助成

1

2
2

※ 私学助成による補助事業として行った新増築により、整備前と比較して増加した面積
《装置・設備》
装置・設備の名称

（千円）
整備年度

型

番

台

数

稼働時間数

事業経費

（研究装置）

（研究設備）
大学史展示室Ａ展示ケース

18

5

2,622

大学史展示室Ｂ展示ケース

18

5

2,534

展示ステージ、展示台

18

1

504

大学史展示室ＡＢパネル

18

19

1,732

展示品「至誠如神」複製

18

1

1,019

ガラス大型展示ケース

19

1

676

のぞき型展示ケース

19

6

2,264

設立趣意書ボード

19

1

2,150

複柱書架

19

1

1,155

スリックラック棚

19

1

294

資料複製・修復

19

3

1,667

レプリカ

19

9

2,726

タッチパネル機
ナレーション・タッチパ
ネルパソコン

19

1

525

19

4

832

液晶プロジェクター

18

1

230

ノートパソコン

19

4

903

ＯＨＣ

19

1

315

ＯＨＰ

19

1

231

カラー複合機

19

1

1,019

（情報処理関係設備）

◦ 33 ◦
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補助金額

補助主体

◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦
（様式１）
プロジェクト番号
１７ 研究費の支出状況
年

度

小 科 目

（千円）
18

平成

年度

積 算 内 訳
金 額
主 な 内 容
主 な 使 途
教
育
研
究
経
費
支
出
4,948 家具、パネル
3,026 視聴覚室家具一式、展示パネル制作、写真プリント
0
0
592 展示品運搬、郵送料
407 送料、郵便料
4,320 ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ印刷、展示目録印刷
1,906 刊行物印刷、ポスター・チラシ印刷
1,177 展示・講演会出張旅費、国外調査旅費
2,005 総合展出張・交通費、台湾資料調査旅費
14,925 展示会装飾、パネル展業務委託
4,567 展示会業務委託費、派遣業務委託費、講演会講演料
5,031 レプリカ、パネル、ノートＰＣ
4,574 展示品複製、パネル作成、ノートＰＣ
2,622 展示品修復、新聞広告
2,622 修繕費、賃借料、広報費
34,443
ア
ル
バ
イ
ト
関
係
支
出
2,038 蔵書目録作成・ﾃﾞｰﾀ入力
2,038 実人数2人
370 展示会受付
370 実人数8人
0
0
2,408
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
5,155 展示ケース、展示品複製
6,907 展示ケース、展示品複製
0
0
6,907
研
究
ス
タ
ッ
フ
関
係
支
出
116 学内2人
116 書院大学に係る資料収集・研究
326 資料収集・展示及びﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
326 学内1人
1,400 東亜同文書院大学の総合的研究
1,400 学内1人
0
0
1,842

支 出 額

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
用品費
（ その他 ）

計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出

計
教育研究用機器備品
図
書

計
リサーチ・アシスタント
リサーチ・アシスタント

ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
研究費の支出状況
年

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
用品費
（ その他 ）

計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出

計
教育研究用機器備品
図
書

計
リサーチ・アシスタント
リサーチ・アシスタント

ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

060006

（千円）
平成

19

年度

積 算 内 訳
主 な 使 途
金 額
主 な 内 容
教
育
研
究
経
費
支
出
4,631 家具、レプリカ
3,398 家具、レプリカ制作、資料コピー
0
0
595 展示品運搬、郵送料
458 展示資料運搬、郵便料
10,794 ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ印刷、大学史研究印刷
3,927 刊行物印刷、ポスター・チラシ印刷
3,332 国際シンポ航空賃、国際シンポバス代
851 国際シンポジウム出張旅費、展示会旅費
25,534 ﾅﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、雑誌検索ｼｽﾃﾑ
9,461 システム業務委託費、派遣業務委託費、講演会講演料
8,172 ﾅﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、案内パネル
5,924 ﾅﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、案内パネル作成、家具
1,162 賃借料、広報費
1,997 新聞広告、会場費
55,055
ア
ル
バ
イ
ト
関
係
支
出
1,367 蔵書目録作成・ﾃﾞｰﾀ入力
1,367 実人数 2人
224 展示会受付
224 実人数 8人
0
0
1,591
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
14,757 複合機、ﾅﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
10,364 複合機、ﾅﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、展示品複製
0
0
14,757
研
究
ス
タ
ッ
フ
関
係
支
出
1,866 学内2人
1,866 書院大学に係る資料収集・研究
897 資料収集・展示及びﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
897 学内1人
2,400 東亜同文書院大学の総合的研究
2,400 学内1人
0
0
5,163

支 出 額

◦ 34 ◦
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◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦
（様式１）
プロジェクト番号

060006

研究費の支出状況
年

度

小 科 目

（千円）
積 算 内 訳
主 な 使 途
金 額
主 な 内 容
教
育
研
究
経
費
支
出
1,324 展示パネル、複写料金
734 パネル・キャプション制作代、資料コピー
0
0
891 展示物運搬代
693 展示資料運搬、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等案内発送
3,513 年報・大学史研究等研究成果印刷代
8,278 年報・大学史研究印刷
4,462 講演会・資料展示会交通費
3,278 講演会・展示会出張旅費、交通費
17,264 派遣業務委託、研究員報酬
13,790 派遣業務委託費、研究員報酬、講演会講演料
2,756 展示会場賃借料、新聞広告
2,558 建物・備品賃借料、展示会広報費
34,975
ア
ル
バ
イ
ト
関
係
支
出

計
人件費支出
（兼務職員）

513 蔵書目録作成・ﾃﾞｰﾀ入力

計
教育研究用機器備品
図
書

計
リサーチ・アシスタント
リサーチ・アシスタント

ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他 ）

計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出

計
教育研究用機器備品

図

書
計

リサーチ・アシスタント

ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

513 実人数 2人

0
0
513
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
0
0
0
0
0
研
究
ス
タ
ッ
フ
関
係
支
出
769 書院大学に係る資料収集・研究
769 学内3人
908 学内1人
908 資料収集・展示及びﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
2,400 東亜同文書院大学の総合的研究
2,400 学内1人
0
0
4,077

教育研究経費支出

度

年度

支 出 額

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他 ）

年

20

平成

21

平成

年度

積 算 内 訳
主 な 使 途
金 額
主 な 内 容
教
育
研
究
経
費
支
出
844 展示パネル、複写料金
464 パネル・キャプション制作代、資料コピー
0
0
337 運搬費、郵便費
337 展示資料運搬、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等案内発送
9,307 年報・大学史研究印刷
3,850 年報・大学史研究等研究成果印刷代
1,830 展示会、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等旅費
1,830 展示会、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ講師
13,869 業務委託、謝金
6,324 資料整理・DB業務委託、講師謝金
2,405 賃借料、広報費
2,305 神戸展示会賃借料、新聞広告代
28,592
ア
ル
バ
イ
ト
関
係
支
出

支 出 額

999 書院に係る資料収集・研究

999 時給 1,200円、年間時間数 830時間、実人数 2人

0
0
999
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
0
0
0
0
0
研
究
ス
タ
ッ
フ
関
係
支
出
264 書院・大学史に係る資料収集・研究
264 学内2人
2,400 東亜同文書院大学の総合的研究
2,400 学内1人
0
0
2,664

◦ 35 ◦
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◦オープン・リサーチ・センター整備事業の概要◦
（様式１）
プロジェクト番号
年

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他 ）

計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出

計
教育研究用機器備品
図
書

計
リサーチ・アシスタント

ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

22

平成

060006

年度

積 算 内 訳
主 な 使 途
金 額
主 な 内 容
教
育
研
究
経
費
支
出
487 展示パネル、複写料金
403 パネル制作代、資料コピー代
0
0
473 運搬費、郵便費
471 展示資料運搬・案内発送
4,872 年報・大学史研究印刷
4,136 年報・研究報等研究成果印刷代
1,314 講演会・展示会・調査旅費
1,136 京都・米沢・名古屋展示会・講演会、調査旅費
9,400 業務委託、謝金
8,520 資料整理・展示業務委託、講師謝金
1,472 賃借料、広報費
660 京都・米沢展示会賃借料、新聞広告代
18,018
ア
ル
バ
イ
ト
関
係
支
出

支 出 額

751 書院に係る資料収集・研究

751 時給 1,200円、年間時間数 626時間、実人数 3人

40
40 交通費
791
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
0
0
0
0
0
研
究
ス
タ
ッ
フ
関
係
支
出
402 書院・大学史に係る資料収集・研究
402 学内2人
2,400 東亜同文書院大学の総合的研究
2,400 学内1人
交通費
学内3人

2,802

◦ 36 ◦
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◦第１章

第１章

施設・設備の整備事業◦

施設・設備の整備事業

本プロジェクトをすすめる上で基礎となる施設の改修事業は愛知大学東亜同文書院大学記念センター
が入っている大学記念館（木造２階建、旧本館）の１階部分を中心に改修、整備し、そこに当オープン・
リサーチ・センターが設置されることになった。
建物は旧陸軍15 師団設置時の歴史的建造物で、すでに 100 年を経過しており、登録有形文化財となっ
ている。この建物の１階内部を改修、整備することにより、東亜同文書院大学関係の展示室１室と書院
卒業生で孫文の秘書役をつとめた山田兄弟と孫文関係の展示室２室、書院を継承した愛知大学創設期の
展示室2 室、最後の書院院長で愛知大学創設者で学長となった本間名誉学長の展示室１室、計６室に及
ぶ展示室の改修、増設、整備を行なった。
そのほか、書院卒業生からの寄贈分を収蔵した書庫（現在15,000 冊収蔵）とその閲覧室１室、35人
収容の講義兼視聴覚室、研究室２室も整備し、展示とそれをサポートする機能を充実することができた。
また、展示室にはタッチパネルを各所に配置、音声ガイダンス機器の設置など閲覧者に展示を多面的
に示す工夫を行なった。音声ガイダンスでは、日本語、英語、中国語への対応を可能にするように整備
し、増加しつつある外国からの来訪者へも対応できるようにした。
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施設・設備の整備事業
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◦第１章

施設・設備の整備事業◦
施設整備の現状

施設整備の現状

文科省のオープン・リサーチ・センター整備事業に「愛知大学東亜同文書院大学記念センター」の情
報公開と東亜同文書院をめぐる総合的研究の推進プロジェクトが採択されたことに伴い、この研究プロ
ジェクトを実施するために大学記念館１階の施設整備を次のとおり行った。
１．視聴覚室への改造
愛知大学東亜同文書院記念センターに付随す
る建物のうち、公開にともなう外部からの来
訪者や学生達への解説・説明、講演などの場
として利用するように改造するとともに、視
聴覚用の整備（机、椅子など）と装置（パソ
コン、ビデオ、パワーポイント提示装置など）
もあわせて整備した。
２．大学史展示室の整備
従来の大学史展示室をリニューアルするため、元大学史資料室を改装し、新たに展示ケースを整備
した。従来の大学史の展示物を移設するとともに、新たに愛知大学の創成、愛知大学を揺るがした
事件・事故・紛争、国際交流の発展と大学の社会的拡がり、近年の愛知大学の４つのコーナーに分
類し、豊橋校舎にあった学生寮の様子を再現するなど大学展示室のリニューアルを図った。

145

◦ 40 ◦
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施設・設備の整備事業◦

３．研究室
研究者やＰ・Ｄ、Ｒ・Ａなどが研究し、作業できる工房と
しての場の整備とともにパソコン、作業机や椅子、書棚
などを整備した。

146
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大学記念館の改修工事（概要）

大学記念館の改修工事（概要）
大学記念館の改修工事は、昨年に続き、今年度は主に図書室資料、保管室等資料の保存、建物の外壁等、
建物を中心に行なった。具体的には、次の通りである。
５．大学史事務室・資料室改修工事

１．図書室・情報室改修工事

塗壁の下地を調整した後にＥＰ塗り、それに伴

ブラインド、展示物の撤去を行い、床の既設ビ
ニール床シートを撤去しタイルカーペットに張替

い巾木と窓の額縁のＳＯＰ塗り替え

床の既設ビ

え、窓のブラインド取替え、既存の照明に加え４

ニール床シートを撤去しビニール床シート張、窓

台の照明器具の増設工事を行った。

のブラインド取替え、既設の照明器具４台を撤去
しより照度のある器具を４台新設した。

２．書院図書資料室改修工事
既設天井板の下地を調整した後にせっこうボー

６．大学史展示室Ｃ改修工事

ドを張りＥＰ塗り、床の既設ビニール床シートを

ブラインド、木製棚の撤去を行い、既設天井

撤去しビニール床シート張り、窓を外側はポリ合

板の下地を調整した後にＥＰ塗り替え、壁上部は

板、内側はせっこうボードにＥＰ塗りで塞ぎ、既

既設塗壁を下地調整しＥＰ塗りその他の壁はせっ

存の照明に加え６台の照明器具の増設と床置型の

こうボード張りの上化粧シートに張、床の既設ビ

エアコン取替え、
除湿機（３台）の新設工事を行っ

ニール床シートを撤去しタイルカーペットに張替

た。

え、窓を外側はポリ合板、内側はせっこうボード
にＥＰ塗りで塞ぎ、ピクチャーレールの新設、既

３．資料保管室改修工事

設の照明器具を撤去し展示室用の照明器具に取替

既設天井板の下地を調整した後にＥＰ塗り替

え、壁掛け式のエアコン取替え工事を行った。

え、床の既設ビニール床シートを撤去しビニール
床シート張り、窓を外側はポリ合板、内側はせっ
こうボードにＥＰ塗りで塞ぎ、既存の照明に加え
２台の照明器具の増設と壁掛け式のエアコン取替
え・除湿機の新設工事を行った。
４．大学史研究室改修工事
既設天井板の下地を調整した後にＥＰ塗り替
え、床の既設タイルカーペットを撤去しタイル
カーペットを張替え、扉をせっこうボードにＥＰ
塗りで塞ぎ、床置型のエアコン取替え工事を行っ
た。

改修後の展示室 C
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７．東亜同文書院大学記念センター事務室改修工事

９．スロープ設置工事
建物西側の出入口前に、鉄筋コンクリートでス

床の既設ビニール床シートを撤去しタイルカー
ペットに張替え、窓のブラインド取替え工事を

ロープを設置した。

行った。
10．東亜同文書院大学記念センター第１．２．３．
展示室改修工事

８．廊下改修工事

既設天井板の下地を調整した後にＥＰ塗り替え

資料室、展示室入口のドアのランマ部分のガラ
スを強化ガラスに取替え、資料室、展示室の窓を

を行った。

利用して掲示板の新設を行った。
11．東面外壁塗替え工事
既設杉板張りの破損部分を取り替えて

下地調

整しＳＯＰ塗り（2 回塗）を行った。
12．南面外壁塗替え工事
既設杉板張りの破損部分を取り替えて

下地調

整しＳＯＰ塗り（2 回塗）を行った。
（以上豊橋総務課）

改修後の廊下

外壁改装後の大学記念館
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大学記念館にＤＶＤ・音声ガイダンス・タッチパネルの
ナレーションシステムを導入
豊橋研究支援課職員
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／
オープン・リサーチ・センター

東亜同文書院大学記念センターナレーションシ
ステムは、東亜同文書院（後に大学）から愛知大

山口恵里子

結果、特に３つの柱を中心に作成することにしま
した。

学の歴史を、ＤＶＤにまとめ、大学記念館の主な

■愛知大学の前身である東亜同文書院は、戦前

展示品を音声ガイドで解説し、さらにタッチパネ

海外に創設された日本の高等教育機関として

ルを使用してより解りやすく紹介したものです。

は最も古い大学であり、ここでの学生生活は、

これらの 3 種類のシステムは、在学生はもとより

自主性を尊重した自由闊達なもので、自ら学

卒業生・一般市民にも広く大学をＰＲし、同時に

ぶ姿勢をもっており、
「念書」とよばれる上

大学記念館映像資料として活用するために作成・

級生が下級生に中国語の発音指導をしたり、

導入しました。

また卒業調査の「大旅行」などのすばらしい
教育をしていたこと。

ＤＶＤで東亜同文書院から愛知大学の

■東亜同文書院の設立目的も含めて、愛知大学

歩みを紹介

の建学の精神である「世界文化と平和への貢

ＤＶＤは、受験生に対しては伝統ある愛知大学

献」、「国際的教養と視野をもった人材の育

を紹介し、愛大生特に新入生に対しては、本学の

成」
、
「地域社会への貢献」をめざしてきたこ

ルーツを知り、愛大生としてのアイデンティティ

とに力点を置き、さらに愛大のシンボルであ

をもつことを目的として、東亜同文書院が創立さ

るといえる自由受難の鐘の意図である ｢ 自由

れた 1901 年からの本学の歴史を 25 分余りで紹介
しています。
タイトルは東亜同文書院から愛知大学の歩み
「21 世紀にはばたく真の国際人の育成」
としました。
作成のポイントとしては、ＤＶＤを見終わって
何を残すことができるかです。内容は興味を持っ
て考えさせられるものであり、東亜同文書院とは
何かを知らせ、校風や学生気質の流れを継承して
いること。また、戦後の廃校時に学生を学長たち
がどう考えて愛大を創設し、そしてその後の決し
て順調ではなかった愛大の歴史をどう表現するか
などです。非常に厳しい問いかけですが、検討の

DVD
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を求めれば必然的に苦難は避けることができ

めていきました。
各部屋の特徴的なものを選択し、全体のバラン

ない。その壁をのりこえて、自己実現のため

スや流れを見ながら書院展示室の 14 点、大学史

の前進を願うこと ｣ を汲みとること。
■これからの自分の生き方や人生をイメージし

展示室の 13 点をガイダンスしています。

て、学生生活でなにを身につける必要がある

特に力を入れたことは、戦前外地にあった日本

かを考え、そして、困難なことがあっても頑

の学校で学籍簿・成績簿を完全に持ち帰ったのは

張れば明るい将来があると思える内容である

東亜同文書院だけであった事、とその意味、そし

こと。

て愛大誕生の経緯についてです。

このＤＶＤは、現学生には大学史講義・学習法・

愛大校歌をもっと知って欲しいとのメンバーの

入門ゼミ等の授業でも活用し、より一層の愛校心を

意向から、学生歌、梢の歌、愛知大学予科逍遥歌

育てることができ、また、卒業生・一般市民に対し

も入力し、より愛校心を高めるように工夫もしま

ては、外部での講演会等においても使用し、本学に

した。

対する認知度を高める意図も取り入れました。
具体的には、東亜同文書院からの歴史の流れを

音声ガイダンス機

大きく分類し、
（誕生〜内容〜変化〜戦争〜終焉
〜再起〜苦難〜発展〜充実〜明るい将来）と結び、
その時代の映像資料、物的資料、関連書籍など計
1,000 点余りを学内外から探し、必要に応じて 3
キャンパスをビデオ撮影し、学生の新鮮な印象も
表現しながら盛り込みたい内容をまとめました。
録画時間は、対象・用途を考えた場合、できる
だけ短い時間を目標にし、東亜同文書院と愛知大
学の映像比率にも考慮しました。同時に必要な画
像、キャプション、ナレーションを分担して映像
担当者と何回もやりとりしながら作成しました。

（音声がイド番号を 10 キーで入力して使用。）

最終的にはプロジェクトメンバーがスタジオ入
りし、ＤＶＤの音声入力に立会い、画像やテロッ
プのチェックをして完成に至りました。

音声ガイド機 40 台は、ゼミ、学習法などのク
ラス単位でも対応できるように配慮し、設置して
あります。

音声ガイダンスで東亜同文書院展示室と

音声ガイドのナレーションは、日本語はもとよ

愛知大学史展示室を紹介

り留学生や外国からの見学者にも対応できるよう

音声ガイダンスは、来館者に展示資料の重要性
と価値を知っていただくために、東亜同文書院・

に英語、中国語を加えて３カ国語のガイダンスを
可能にしました。
外国語の翻訳については、できる限り学内の

愛知大学史展示室にある主な展示品を紹介してい

人材を活用して作成したいとの本会議の方針によ

ます。
初めての来館者にも理解してもらえることを目

り、オープン・リサーチ・センターのメンバーで

標にして、各展示室のバランスや特に強調したい

翻訳を行うとともに、外国語でのナレーションの

内容、ガイドのコマ数、ナレーションの時間を決

吹き込みまでも学内で実施しました。
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音声ガイド
使用方法：展示品にある音声ガイド番号を押してから、スタートボタンを押してください。
展示室の「センター内」は、自由にお聞きください。
展示室

音声ガイド番号
1

東亜同文書院展示１･２･３室の説明

2

近衛篤麿の書と写真

3

近衛文麿の書

4

虹 橋路校舎

5

根津一院長

6
書

院

大 学 史

ホンチャオロ

『大旅行調査報告書』

7

ネンショ

8

学籍簿・成績簿

9

山田良政

10

山田純三郎と孫文の写真

11

「天下為公」「至誠如神」

念書風景

12

東亜同文会における孫文の講演写真

13

暗号電報

14

通行許可証

15

愛知大学史展示Ａ・Ｂ・Ｃ室の説明

16

愛知大学設立趣意書、愛知大学設立の認可通知書 （２点１組）

17

ＣＩＥ（民間情報教育局）が作成した報告書（２点１組）

18

愛知大学が発行した、東亜同文書院大学の修了証明書

19

マッカーサー元帥夫人代理人より：小岩井学長夫人への書簡
（英文および和訳文）

20

愛大事件

21

旧制予科と学部の学生帽、学生寮の看板（２点１組）

22

山岳部薬師岳遭難事故

23

センター内

展示資料タイトル

『中日大辞典』原稿カード・初版・増訂版 （３点１組）

24

各国の諸大学との協定書

25

行事「ユネスコの夕」ポスター

26

本間学長名で出された「愛知大学建設資金募集趣意書」

27

本間喜一遺品

30

学生歌

31

梢の歌（短期大学部学生歌）

32

月影砕くる（愛知大学予科逍遥歌）
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音声ガイドのナレーション例
展 示 室
大学史

音声ガイド番号
18

タ イ ト ル
愛知大学が発行した、東亜同文書院大学の修了証明書

日本語ガイド

敗戦の翌年に東亜同文書院大学から教職員や学生が必死で持ち帰った学籍簿や成績簿が本学に保
管されたことで、のちに書院大学の卒業生や在学生の証明書が愛知大学で発行できるようになりま
した。当時も書院大学の評価は高く、この修了証明書を見せるだけで、当時、国内の帝国大学に入
学できたといわれています。
英語ガイド

中国語ガイド

キャンパス模型の横に１台、資料閲覧室にも１台

タッチパネルで展示室と初期の

を設置し、それぞれの特徴を打ち出すよう努めて

愛知大学キャンパスを紹介

います。

タッチパネルは、先に作成したＤＶＤや各展示

タッチパネルは、先に作成したＤＶＤや音声ガ

室で紹介できなかった史資料、ならびに大学記念

イダンスとの内容の重複を避け、新たに映像化す

館など戦前からの古い建物の歴史をＣＧに取り込

る史資料を捜し、シナリオを作成しました。そし

み、再現した情報を、ワンタッチで検索するシス

てタッチパネルごとにタッチ項目、写真枚数、取

テムです。目的は、書院・大学史に対する興味の

り込みたいトピックスを加えて画面化しました。

範囲を広げ、より解りやすく、楽しめる部分も取

全体的にタッチ回数は最小限におさえ、写真を

り込み、学生はもとより、近隣の小・中学生の社会

中心に史資料を取り込んで、シンプルなものとし

見学時にも興味をもつことができるような内容とし

ました。
各展示室に設置したタッチパネルを具体的に紹

ました。
設置場所は、書院展示室に２台、大学史展示

介すると

室に１台、大学記念館２階にある初期の愛知大学
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育、学生生活の様子などを、大旅行の写真集

学史資料室に保管されている写真資料から、

や、東亜同文書院の卒業アルバムを中心に映

主に学生活動について構成したが、継続的に

像化しました。

史資料は保管されておらず、各サークルを平
等に表現するのに苦労しました。今後も引き

2

続き資料提供を呼びかけて充実していきたい

孫文・中国革命に関わった山田良政・純三

です。

郎兄弟の展示室では、初めて学生が見学した
場合を考慮して、
「革命」をいかに表現すれ

部活動については、新聞記事の昭和 20 年

ば一般的に理解してもらうことが可能なのか

代から 50 年代に活躍する内容を写真映像で

について議論を交わしました。

紹介したが、特に昭和 50 年代は資料が不足

ここでは、中国革命の協力者、山田良政・

しており、大学要覧で補足しました。学生歌

純三郎兄弟を中心として描くことに決めて、

誕生のウラ話や、既に寮のジオラマがあるこ

孫文の活動、中国革命を彩った革命者・山

とから、昭和 20 年代から 50 年代の愛大学生

田兄弟の生涯などについて、山田純三郎に贈

寮の様子や寮祭を取り上げてみました。

られた写真を用いて人物を中心に構成しまし
た。しかし、中国に渡る山田の背景が不明な

4

大学記念館２階に設置したタッチパネル

ことや資料不足により、どこまで掘り下げる

は、多くの来館者が興味をもつ昭和 30 年代

か？専門性をどこまで持たせるか？愛大史だ

のキャンパス模型もあることから、写真や

けでなく中国・日本近代史の紹介も必要か？

地図はもとより、ＣＧも取り入れて、より時

など悩んだ内容です。

代の変遷が分かるように注意して作成しまし
た。

3

昨年、大学史展示室をリニューアルする

建物は、明治 41 年に建設されてからの大

際、学生面の活動を取り上げたコーナーを設

学記念館のあゆみ、豊橋校舎に残る旧軍施設

置したかったが、関係する資料収集がままな

をキャンパスマップにより紹介し、より大学

らず課題となっていた。今回思い切って、大

や歴史にも興味を抱くように構成しました。

タッチパネル
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同時に豊橋校舎周辺の旧軍施設も入れ、近隣

ジェクトを立ち上げ、メンバーは、グループに分

住民が親しみを抱き、気軽に来学できるよう、

かれて他大学や美術館・博物館を調査し、情報収

紹介すると同時に、全国各地の関連旧軍施設

集しました。学内では約７ヵ月にわたり 50 回余

を映像で紹介しました。

りの打合せを開催して検討を重ね、必要に応じて
担当業者も会議に加わり、議論を積み重ねながら

5

作成しました。

資料閲覧室

東亜同文書院大学記念センターの所属が豊橋総

一人で来館された方が、総合的に閲覧でき

務課の頃、キャンパスガイドの仕事が入った時は

るシステムとしました。
ゆっくりと DVD を見たり、記念センター

「入門ゼミ生に対しては 20 分余りで展示をガイ

蔵書を検索したり、専門的に書院のことを調

ド」
・
「地域の方には大学記念館の説明と学内の古

べたい方のためのタッチパネルをめざして作

い建物見学で 60 分余り」案内を希望する、といっ

成中です。

たさまざまなスケジュールにどんな内容で提供で
きるか悩んだり、また、思わぬ質問に冷や汗をか
いたものでした。

おわりに

思えば、こんな苦労を解消して適切な案内をし

愛知大学東亜同文書院大学記念センターにおけ

たい気持ちが、今回の大学記念館ナレーションシ

るナレーションシステムの導入は、オープン・リ

ステムの導入の大きなきっかけとなった気がしま

サーチ・センター整備事業の中の「公開・情報・デー

す。
皆さま、是非、大学記念館にお越しいただき、

タベースにもとづく展示施設の整備充実」のプロ

気軽にナレーションシステムに触れてみてくださ

ジェクトのひとつとして実施しました。
導入にあたっては、ナレーションシステムプロ

い。きっと、新しい発見があると思います。

372

◦ 49 ◦

◦第１章

施設・設備の整備事業◦
大学史展示室Ａ・Ｂの設営と概要

大学史展示室Ａ・Ｂの設営と概要

愛知大学史事務室

オープン・リサーチ・センター整備事業の一環

佃 隆一郎

を揺るがした事件・事故・紛争」、「③国際交流の

としての、東亜同文書院大学記念センター「大学

発展と大学の社会的拡がり」、
「④近年の愛知大学」

史部門」の展示室リニューアルは、まず 2006 年

が確定されました。展示室の数は移転前と同じ、

度に「大学史展示室Ａ・Ｂ」
（常設展示）の移転

大と小の２部屋（行き来可能）になりまして、大

新装が、第一期事業として行われました。

きいほう（Ａ）に

これは 1998 年より開設されていた旧展示室（大

過去にあったテーマ

として

コーナー①②およびジオラマを、小さいほう（Ｂ）

学記念館の現記念センター図書室の場）が仮設的

に

現在まで続いているテーマ

として③④をそ

なもので、陳腐化が目立ってきたことから、場所

れぞれ配置しました。そして年度末の 07 年３月

を記念館内東側の旧大学史資料室に移し、併せて

には、展示ケースとパネルを設置することができ、

展示物や展示の構成・説明を全面的に見直したも

展示資料を精選して、４月 19 日に記念セレモニー

のです。

を迎えることになりました。

新展示室のプランニングについては、設営の担

ただ目玉の学生寮ジオラマについては、結局決

当業者になったナカシャ・クリエイテブ㈱（名古

定的な資料が見つからなかったことから、当時の

屋市）のチームと本学豊橋総務課の関係者によっ

写真をもとにイメージ的に再現することになり、

て、打ち合わせが 2006 年夏より進められました。

細部において不充分な箇所がまだ少なからずある

その初期の段階から「本格的な展示ケースの使用」

かもしれません。学生寮に限らず、新展示室で展

と「 目玉商品

示・説明している各方面に関する資料や情報をお

としてのジオラマの設置」が展

示の基本方針として定められ、とくに後者では、

持ちの方がおられましたら、今後とも大学史事務

（これまで各地の各種博物館・記念館の展示を手

室までご教示を下さりたいところです。また、新

がけてきた）ナカシャ側の発案により、
学生寮（豊

展示室のテーマや資料の幅や数は、旧展示室よ

橋校舎北側に 1988 年まで存在）の創成期におけ

りも若干絞りこむ形をとったため、旧室をご覧

る一室を再現することになり、資料調査が始まり

になったことのある方の中には、物足りなく感じ

ました。

る方もおられるかもしれませんが、今回割愛した

年が明けた 2007 年１月からは、東亜同文書院

それらについては、これから企画・特設展示の形

大学記念センター客員研究員も打ち合わせに加

で活かしていきたい方針ですので、ご理解のほど

わって、活発な意見交換が行われたことにより、

をお願いします（旧展示室に設置していた「1960

展示構成の具体化が進むことになり、基幹として

年ごろの本学豊橋キャンパスの模型」は、記念館

の４コーナー「①愛知大学の創成」
、
「②愛知大学

２階の旧学長室前に移設しました）。
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〈諸事項の報告・紹介〉

愛知大学東亜同文書院大学記念センターの展示室について
東亜同文書院大学記念センター

ポストドクター

武井義和

れたが、保存が決定し、また1998（平成10）年に

はじめに

文化庁により有形文化財に登録されたこともあ

愛知大学には学内展示施設として「愛知大学
記念館」がある。この建物はもともと1908（明治

り、
「愛知大学記念館」として生まれ変わったの
である（1）。

41）年に陸軍第15師団司令部として建造され、第

現在、ここには主として愛知大学の前身で中

二次大戦中は陸軍予備士官学校本部、そして戦後

国・上海に存在した東亜同文書院（1901〜1945年。

の1946年に愛知大学が誕生して以降、1995年まで

1939年大学に昇格）と、その同文書院で教員を勤

大学本館として使用されてきたものである。1990

めた後に中国の革命家・孫文の協力者となった山

年代前半に学内で保存か取り壊しかで議論がなさ

田良政・純三郎兄弟（良政：1868〜1900年、純三郎：
1876〜1960年）に関する資料を展示した「東亜同
文書院大学記念センター展示室」
、山田純三郎遺
族をはじめ同文書院卒業生やそのご遺族から寄贈
された図書雑誌類を配架する「書院図書資料室」
とともに、1946年に愛知大学が誕生してから現在
までの大学の歴史をパネルや資料で紹介する「愛
知大学史展示室」や、東亜同文書院大学最後の学
長で愛知大学創設に尽力し、後に第２代・第４代

愛知大学記念館

学長を務めた本間喜一を記念する「本間喜一展示
室」などがある。
これらは「愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター」
（以下、
「記念センター」と略す場合あり）
の管轄であり、もともとは「東亜同文書院大学記
念センター展示室」
（図書室も含む）と「大学史
展示室」の構成で1998年５月９日に開設されたが、
文部科学省より 2006年度から５年間のオープン・
リサーチ・センター事業に選定されたのを契機と
して、事業の一環として記念センター管轄下の各
展示室の整備などが2006年度から2007年度にかけ

愛知大学記念館内部

て行われ、またナレーションシステムも導入して
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まで受け継がれた。この学校に入学した学生の

展示室の充実が図られた。
2010年５月、全国大学史資料協議会東日本部会

中心は、各府県が選抜し学費を負担する府県費生

が愛知大学で開催されることになったため、本稿

だった。彼らは書院で中国語を徹底して学び、ま

はそれを記念して記念センターが所蔵する資料の

た商習慣をはじめとする中国のさまざまな事情も

簡単な紹介と2006年度以降の展示室整備、そして

学んだが、そうした学業の集大成として「調査大

現状について記すことにする。なお、それに際し

旅行」を行った。これは1907年から1943年までの

て以下に注意点を挙げる。本稿は博物館学などの

長期にわたり継続したもので、卒業年次生が小グ

ような専門的な研究を踏まえて理論的に論じるも

ループに分かれて毎年夏を中心とする数ヵ月の時

のではないため、事務組織の体制や研究体制、具

間をかけて、事前に設定したテーマに沿って中国

体的な資料保管状況などについては扱わない。ま

各地を調査して歩いたものである。そのコースは

た、愛知大学記念館にはガラ紡機械や博物館実習

総計700ほどに及び、これほど大規模かつ長期的

を履修する学生たちの展示室「愛大ミュージアム」

に中国を調査した組織は他にないといわれる。学

もあるが、それらは記念センターとは別組織が担

生たちの調査の成果は『調査報告書』としてまと

当しているので、本論では言及しない。

められ、卒業論文に認定された。また大旅行中の
日記は『大旅行誌』と称され、ほぼ毎年刊行され

１．東亜同文書院、山田兄弟とその関係資料

ていた。これらは戦前の中国を知る貴重な資料で
ある。

最初に、記念センターの展示のみならず、所蔵
する資料の中心を占める東亜同文書院と山田兄弟
について概略を記すとともに、それぞれに関する
資料を大まかに紹介しておきたい。
①東亜同文書院と関係資料
愛知大学の前身的存在である東亜同文書院は東
亜同文会が運営していた学校である。当初は1900
年に南京で開設され、名称も「南京同文書院」で
東亜同文書院本館

あった。南京同文書院は日清提携を教育の側面か
ら実現していくことを目的とする近衞篤麿東亜同

敗戦で閉校になるまでに5,000名ほどの卒業生

文会会長（文麿の父、貴族院議長）の構想をもと

を輩出したが、以上のような教育を受けた彼ら

に、清朝高官であった劉坤一両江総督の理解と協

は、その多くが中国で職に就き、または中国と関

（2）

。

わりのある仕事に就いていった。特に目立ったの

しかし、程なく発生した義和団事件の影響で南

が商社に入り貿易などの形で中国との経済活動に

京が政情不安定になったため上海へ移転し、翌年

携わったビジネスマンや、外交官、新聞記者など

東亜同文書院として再出発することとなった。そ

であった（3）。

力なども得て誕生した

の後、1921年には外務省管轄の専門学校、さらに

現在、記念センターでは南京同文書院および東

1939年には大学に昇格し1945年の日本敗戦による

亜同文書院初代・第３代院長を務めた根津一（在

閉学まで存続したが、日中友好を目指す精神や、

任1901〜1902年、1903年〜1923年）に関する資料、

中国を研究し理解する姿勢は東亜同文書院で後々

いわゆる「根津家資料」をはじめ、卒業アルバム
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や写真を中心とする各種資料、同窓会組織として

刑されてしまう。享年33歳であった。

こ ゆう

存在していた滬友会が所有していた資料や、図書

一方、純三郎も南京同文書院に学生として入

類（書院に関するものや書院卒業生が記した回想

学していたが、学校が上海に移転し東亜同文書院

記の類が多い）を所有しているが、これらは東亜

として再出発すると、事務員兼助教授として勤務

同文書院卒業生やそのご遺族、滬友会などから寄

した。日露戦争に出征後、1907年復職し教授とな

贈されたものであり、展示室で公開しているもの

るが、間もなく辞職し誕生したばかりの南満州鉄

以外は大体資料庫で管理している。また図書類は

道株式会社に就職、1909年上海に派遣され三井物

（4）

書院図書資料室で配架している

産上海支店に満鉄駐在事務所を設置した。この時

。

期以降、兄良政の遺志を受け継ぐかのように、純
三郎は孫文の側近となり、秘書役を務めるように

②山田良政・純三郎兄弟と関係資料
山田良政・純三郎兄弟はともに①で述べた南京

なっていく。その過程で多くの中国の革命家と交

同文書院、東亜同文書院の教員を経て、孫文の革

友を持ち、また信頼されていった。1925 年に孫

命を支援した人々である。彼らは弘前藩士であっ

文が亡くなった時には、死に水を取った唯一の日

た山田浩蔵を父として、幕末維新期に現在の青森

本人といわれている（5）。

県弘前市に誕生した。

山田良政

良政は1890年に北海道昆布会社に就職し同年に
は上海支店に勤務、そのかたわら尾張出身の荒尾
孫文（右）と山田純三郎

精が上海に設立した日清貿易研究所（1890〜1893
年）に通い、中国語などを学んだ。日清戦争では

その後、日中戦争中は上海で日本語専門学校を

通訳官として出征、1898年の「戊戌政変」では改

経営するなどしていたが、日本敗戦直後も中国国

革派の王照という人物の救出に関与している。そ

民政府は彼を孫文の協力者として厚遇し、従来通

の彼が孫文と出会ったのは1899年、東京の良政の

りの生活を保障した。1948年に帰国し、1960年に

仮寓においてであった。これ以降、良政は孫文の

東京で亡くなった（6）。

協力者となっていく。1900年に南京同文書院が誕

純三郎の死後、厖大な資料を管理していた四男

生すると教授として赴任したが、同年孫文が広東

の順造氏は兄弟を顕彰すべく、個人で資料館を建

省恵州で清朝打倒のための戦い、いわゆる ｢ 恵州

てる計画を有していた。しかし個人での建設は資

起義 ｣ を起こすとそれに参戦する。しかしこの戦

金面など多くの困難があり、最終的に断念された。

いは成功せず、結局良政は清朝軍に捕らえられ処

やがて病気になり、亡くなる直前の1991年に愛知
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大学へ資料を寄贈する意思を表明され、逝去後の
（7）

同年10月寄贈されたのである

100点近くの資料があったため、開設準備段階で
はそれらをもとに展示する資料が決定された。ま

。

記念センターでは山田兄弟に関する資料を「山

た、山田兄弟の生涯を軸とする関係上、見学者が

田家資料」と称しており、大別すると①書画類、

理解しやすいように展示全体を時期区分して「山

②書簡類、③写真類、④図書類、⑤資料ファイル類、

田浩蔵と良政・純三郎兄弟」、「孫文（中山）と宋

⑥カセットテープ類、の６種類からなる。このう

慶齢」、「辛亥革命前後」、「広東政府期」、「孫文逝

ち山田兄弟が生きていた時代の、または直接彼ら

去前後」、「国民政府期」、「純三郎と新中国・愛知

に関わる資料は①〜③が該当するが、良政は若く

大学」、「山田純三郎一家」、「山田純三郎関係の刊

して亡くなったため、純三郎に関するものが殆ど

行物」といったコーナーに分け、あわせてコーナー

である。この中で②に含まれる、純三郎に関する

を示すボードを作製し、展示室の上部に吊るして

資料約600点はすでに整理が終了しており、作製

示すこととした。一方、書簡類などはガラスケー

されたマイクロフィルムは愛知大学図書館で管理

スに入れ、掛け軸状の書幅は壁面で吊るし、写真

されている。また、③写真類は厖大な量に及ぶが、

は殆どの場合パネル化し壁面を利用して展示する

順造氏に関する戦後の写真も非常に多い。一方、

方法を採った。

④〜⑥は順造氏が兄弟について研究･調査した資

一方、第４展示室設置に当たっては東亜同文書

料であり、歴史に関する書籍、研究のために用い

院の特徴を示す事項を挙げて、年表、
「近衛家４

られた図書・論文・資料のコピー、それらをルー

代の書」、
「書院の指導者たち」、
「東亜同文書院（大

ズリーフに筆写したもの、聞き取りをしたカセッ

学）の仮校舎」、「書院生活」、「大旅行と『調査報

（8）

トテープなどである

告書』
」
、
「東亜同文書院（大学）学籍簿・成績簿

。

など」、
「東亜同文書院（大学）関係の刊行物」といっ
たコーナーに分けて展示を構成した。しかし、開

２．記念センター展示室の整備

設当初は東亜同文書院に関する資料が不足してい
たため、
「根津家資料」やすでに記念センターに

①施設改修以前の状況
1998年５月９日の展示室開設から2006年度と

あった関係資料のほか、愛知大学図書館に所蔵さ

2007年度に施設改修が行われるまでの間、当時の

れている大旅行の『調査報告書』を５冊ほど借り

展示室を見学順に述べると東亜同文書院大学記念

出してガラスケースに展示し、また記念センター

センター第１展示室（図書室）
、第２・第３展示

が発行したブックレット『東亜同文書院大学と愛

室（孫文、山田兄弟関係）
、第４展示室（東亜同

知大学』１〜４（六甲出版、1993〜1996年）など

文書院関係）
、そして大学史展示室２部屋（旧軍

に収録されている写真を取り込んで大きなパネル

時代から1950年代までと、1960年代以降の展示）

を作製し、壁面を利用して展示するという方法を

の構成であった。

採った。その後、書院卒業生やそのご遺族から資

第１展示室は寄贈された図書のうち、東亜同
文書院、山田兄弟、近代日中関係史、日本や中国

料が寄贈されるようになり、展示資料も次第に充
実するようになった。

の近現代史に関する図書雑誌を配架した図書室で

これらの展示室は玄関から入って左手に固まっ

あり、第２・第３展示室は山田良政・純三郎兄弟

ており、また第１展示室は一番奥に位置し、そこ

の生涯を軸として、孫文との関わりや中国近現代

から手前に戻ってくる見学順路だったため、見学

史を紹介する構成となっていた。展示室開設以前

者にとっては少し不便であったと思われる。

にしばしば行われていた展示会で使用されていた
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２つ目は、同じく2007年度に記念センター展示

② 2006年度〜2007年度の改修
しかし、2006 年度から 2007 年度にかけて行わ

室の見学順路を逆にし、それまでの第４展示室を

れた施設改修により、以下のように変わった。１

第１展示室として見学しやすいようにしたことで

つ目は、大学史展示室が記念センター展示室から

ある。それに伴い、展示物やパネルの展示室内移

見て玄関をはさんだ反対側の部屋に移転し、２部

転を行った。

屋から３部屋に増加したことである。あわせて、

３つ目は、それまで展示室として組み入れられ

名称も「愛知大学史展示室」と改められた。これ

ていた図書室を分離し、
「書院図書資料室」およ

により、新たに展示ケースが整備され、従来の展

び「資料閲覧室」を誕生させたことである。また、

示物を移設したほか、
「愛知大学の創成」、
「愛知

書院研究室や講義室も設けられ、研究や講演会が

大学を揺るがした事件・事故・紛争」
、
「国際交流

行えるような環境も備わるようになった（10）。

の発展と大学の社会的拡がり」
、
「近年の愛知大学」

以上のような整備の結果、展示室のみを見学順

という４つのコーナーに分けて展示室のリニュー

に記すと記念センター第 1 展示室（東亜同文書院

アルが図られた。特に、豊橋校舎にあった学生

関係）、第２・第３展示室（孫文、山田兄弟関係）、

寮の一室を再現したジオラマが新たに造られたこ

愛知大学史展示室 A（創成期から1960年代）、愛

とは特筆すべきことである。こうして2007年４月

知大学史展示室 B（1960年代から現在）
、本間喜

19日に「愛知大学史展示室」がリニューアルオー

一展示室の６室構成に生まれ変わった。東亜同文

プンしたのである。また、
「本間喜一展示室」は

書院関係展示室と孫文、山田兄弟関係展示室にお

（9）

2007年10月に完成した

。

ける展示構成、つまり展示室をコーナー区分して
展示を見せる方法については変更なく、従来通り
であるが、愛知大学史展示室においてはそれまで
紹介していた、現在の大学キャンパス前史として
の旧軍に関する展示が外された（11）。

愛知大学史展示室 A

第１展示室

本間喜一展示室

第３展示室
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③ナレーションシステムの導入
また見学者の目線に立って、展示をより理解し

３．記念センター展示室の現状と今後の課題

て頂くために2007年度末から2008年度初めにかけ

統計によると、1998年の展示室開設から現在ま

てナレーションシステムを整備し、東亜同文書院

でに約１万4,000名の来館者があり、1,000名を越

から現在の愛知大学までの100余年の歴史をまと

えたのが2005年、オープン・リサーチ・センター

めた DVD「東亜同文書院から愛知大学の歩みー21

事業が開始された2006年には1,698名、2007年には

世紀にはばたく真の国際人の育成」
、音声ガイダ

1,732名、2008年には2,625名を数えている。東亜

ンス、タッチパネルの３種類を導入した。

同文書院について関心を持った研究者や愛大の学

DVD は授業の一環で記念センターに見学に来

生と卒業生、書院や孫文に関心を持つ日本人研究

る新入生に対し、愛知大学の歴史を知ってもらう

者はもちろん、中国や台湾、さらに欧米からの研

ために講義室で上映して使用するほか、外部での

究者、建物や旧軍施設に関心がある方、近隣の中

講演会などにも使用することを目的として作製さ

学生などさまざまであるが、国内外の研究者をは

れたものであり、現在新入生の入学式やオリエン

じめ一般の方々まで幅広い来訪者となっている。

テーションなどで配布もされている。

これはすでに述べた展示室のリニューアルをは

音声ガイダンスは40台常備し、使用料は無料で

じめ、さまざまな PR 活動の成果、そして2008年

ある。32項目の展示に関するの解説が入録されて

度より開始した土曜日の開館などが影響したもの

おり、それぞれの解説の長さは１分程度である。

と思われる（13）。いずれにせよ、東亜同文書院大

日本語はもちろん、英語や中国語も入力されて

学記念センターの存在が周知されてきたことの現

おり、中国や台湾などの中国語圏、加えて近年目

われといえよう。

立ってきている欧米からの見学者にも利用されて
いる。

では、見学者はどういうところに興味・関心を
持ち、どのような感想を抱いているのであろうか。

タッチパネルは、展示室や DVD で公開・紹介

この点について、一例として2008年６月21日（土）

できなかった貴重な資料をデータに取り込み、指

に愛知大学豊橋校舎で日本展示学会と愛大講演会

で画面を押していくだけで資料とその簡単な解説

が開催された際に、見学に訪れた方に依頼したア

を目にすることができるシステムである。記念セ

ンケートを挙げてみたい。当日は30〜40名が愛知

ンター展示室に２台、愛知大学史展示室に１台、

大学記念館を見学に訪れ、アンケートを依頼した

愛知大学記念館２階の旧学長室前に１台、資料閲

結果16名の協力を得た。問いと回答は以下の通り

覧室に１台の合計５台が設置され、さまざまな資

である。

（12）

料を画面上で観ることができる

。
１．最も印象に残った展示コーナーはどこです
か？（複数回答可）
回答が多い順に、

タッチパネル

①旧学長室

５

②第１展示室

３

第２・第３展示室

３

ガラ紡

３

③愛知大学史展示室Ａ
本間喜一展示室

音声ガイド
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愛大ミュージアム

以上がアンケートの結果である。もちろんこれ

５

は見学者全体の意見の反映ではないため、飽くま

④無回答

１

２．最も印象に残った展示物は何ですか？（複
数回答可）

で参考として捉えるべきであるが、幾つかの特徴
が浮かび上がっている。１．の質問については、

①孫文の筆跡とその呼び方、旅行地域。

記念センター展示室である第１〜第３展示室が印

②東亜同文書院の学籍簿。

象に残った旨の回答が比較的多く寄せられている

③愛大前の風景を描いた油絵（注：在愛知

が、一方でガラ紡展示室、愛大ミュージアムも回

大学史展示室Ａ）
。

答があり、興味・関心が愛知大学記念館の展示全

④山岳部の遺品。

般にわたっている様子がうかがえる。また、旧学

⑤写真資料。

長室も多く挙げられているが、愛知大学記念館と

⑥実物資料があるのがすばらしい。

いう建物の歴史への関心に繋がる回答ではないか

⑦昔の書画がたくさん残されていること。

と思われる。

⑧ミュージアムボックス。

２．では、①と②が記念センター第１〜第３展

⑨ガラ紡（２名が回答）

示室、③と④が愛知大学史展示室Ａに関する回答

⑩特にない。

だが、⑤〜⑦は記念センター展示室全体の資料展

⑪よくわからない。

示の印象について回答したものである。特に⑤「写

⑫無回答（６名が無回答）
。

真資料」は、記念センター第２・第３展示室で

３．展示資料は見やすかったですか？（○を付

展示しているパネル化された写真のことと思われ

けて下さい）

る。一方、無回答は時間がなくて記さなかったか、

見やすい

８

初めて知ることばかりで回答に戸惑ったものかと

普通

７

思われる。

見にくい

０

無回答

１

３．は展示方法について寄せられた回答であり、
資料の展示と資料を紹介するキャプションなどに

４．その他、展示方法や設備など、何でも結構

ついて評価を得たものと解釈している。

ですのでご意見・ご感想などがございました
らお書き下さい（複数回答可）
。

４．の②「映像関係」という回答は、ある見学
者のご要望に応じて講義室で上映した DVD「東

①学生の大旅行についてキーワードの抽出

亜同文書院から愛知大学の歩み」
、もしくはタッ

展示と現代を比較したコメント、孫文の

チパネルを指していると思われるが、ナレーショ

日本評。

ンシステムが見学者の注目を引いたことがうかが

②映像関係。

える。

③建物自体の歴史・由来などの紹介。

以上のように、記念センター展示室やそこで展

④古い施設を活かしていて、良い印象を持
ちました。

示されている資料が印象に残ると同時に、それに
とどまらず、他の展示空間やさらに建物全体への

⑤このまま残していって頂きたい。

興味・関心を持たれた様子が浮かび上がる。

⑥愛大の長い歴史を感じました。現役の学
＜ママ＞

しかし、一方で課題も浮き彫りとなった。例え

生たちが興味を持って訪ずれてくれると

ば２．④「山岳部の遺品」という回答であるが、

良いと思うのですが
（学生の保護者の方）
。

それは1963年１月に山岳部員13名が富山県薬師岳
で遭難した「薬師岳遭難事故」に関する展示品を
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指す。しかし、実際には山岳部の装備をイメージ

ればならないとも考えている。
今後、展示の方法や構成などについて他大学の

再現したものであるため、今後の展示方法の在り
（14）

方として注意する必要性を感じた

博物館学芸員の方々と交流を行い、さらなる展示

。

以上のアンケートは見学者の反応を知る上で、

室の運営と活用に活かしていくことが必要と思っ
ている次第である。

有効な資料になり得ると考えている。

今回は見学に訪れる愛知大学学生の反応などに
ついては取り上げなかったが、
「展示と教育」と

おわりに

いう観点から、稿を改めて論じていくことを予定

以上、粗雑ながら記念センターの現状について、

している。

1998年の常設展示室設置から近年の施設改修の状
注：愛知大学史展示室Ａ・Ｂと本間喜一展示室は、

況も踏まえつつ記してきた。
個人的なことで恐縮であるが、筆者は1995年夏、

記念センター内の愛知大学史事務室（佃隆一郎氏）

愛知大学大学院修士課程１年生の時に縁あって

が主に管理しているが、今回の拙稿執筆に際して

山田家資料の整理に加わるようになった。そして

筆者がこれらの展示室に関する記述も担当したこ

1997年秋に展示室設置のプロジェクトが始動した

とを、ここに記しておく。

際には、メンバーの１人として末席に加わった。
1998年５月以降、資料整理を担当するかたわら見
学者の応対、特に説明を希望する方には展示説明
を行うという業務を行ってきた。したがって、記
念センターがオープン・リサーチ・センター事業
に選定されて以降、東亜同文書院に関する研究を
本格的に行うようになったが、従来の業務の在り
方についても常に意識してきた。
すでに触れたように、近年見学者は増加してお
り、また2003年頃から毎年４月〜７月の間、入学
生を対象とした入門ゼミ、学習法、短大部の基礎
演習という時間を活用して、教員が学生20名ほど
（多いときには30名近く）を引率するという形で
見学に訪れる学生も増えてきた。こうした学内外
の見学者に展示室を通じて愛知大学の歴史を知っ
てもらうとともに、現在の愛知大学についても理
解してもらう場として、益々重要な役割を担って
きていると考えている。また、東亜同文書院と山
田良政･純三郎兄弟は同校の教員という形で互い
に関係があるとともに、ともに中国に在ったこと
を鑑みれば、見学者が日中関係史について学び、
そして今後の日中関係について考える切っ掛けを
提供する場として、その役割を果たしていかなけ
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注：
（1）拙稿「資料紹介

有形文化財登録証」（『研究報』４、2008年12月）。

（2）『東亜同文書院大学史』76〜78頁（滬友会、1982年）。
（3）東亜同文書院については前掲『東亜同文書院大学史』、藤田佳久『東亜同文書院生が記録した近代中国』（愛知大学東亜同
文書院大学記念センター編、あるむ発行、2007年）などを参照。
（4）
「根津家資料」をはじめ、東亜同文書院卒業生やご遺族などから寄贈された資料については（それ以外の方からの寄贈も含む）、
拙稿「愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵資料目録」（『同文書院記念報』VOL.14、愛知大学東亜同文書院大学記念セ
ンター編集発行、2006年）、同「記念センター所蔵根津家資料目録（付、寄贈資料目録①）」（『同文書院記念報』VOL.15、2007
年）、同「記念センター所蔵寄贈資料目録②」
（『同文書院記念報』VOL.16、2008年）、同「記念センター所蔵寄贈資料目録③」
（『同
文書院記念報』VOL.17、2009年）などを参照。ただし、寄贈図書類は別に登録されるため、以上の目録には含まれていない。
（5）結束博治『醇なる日本人

孫文革命と山田良政・純三郎』213〜214、221頁（プレジデント社、1992年）。

（6）山田良政・純三郎兄弟の生涯については前掲『醇なる日本人

孫文革命と山田良政・純三郎』、保阪正康『孫文の辛亥革命

を助けた日本人』（筑摩書房、2009年）に依拠した。
（7）今泉潤太郎・藤田佳久「孫文、山田良政・純三郎関係資料について」413、416頁（『愛知大学国際問題研究所紀要』97、1992年）、
阿部弘・大野一石・村上武「座談会

孫文・辛亥革命と山田兄弟関係資料受け入れ経緯」（『同文書院記念報』VOL. ３、1996年）。

（8）前掲「孫文、山田良政・純三郎関係資料について」417〜420頁、拙稿「愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史資料について」
147〜148頁（『オープン・リサーチ・センター年報』３、愛知大学東亜同文書院大学記念センター発行、2009年）。
（9）『オープン・リサーチ・センター年報』創刊号、145頁（2007年）、越知專「愛知大学東亜同文書院大学記念センター大学史
展示室リフレッシュオープン」（『研究報』２、2007年11月）、拙稿「リニューアルした記念センター」（『研究報』３、2008年３
月）、佃隆一郎「大学史展示室 A・B の設営と概要」375頁（『オープン・リサーチ・センター年報』２）。
（10）前掲「リニューアルした記念センター」。
（11）愛知大学の施設の前身という観点から旧軍時代の施設について取り上げているものとして、『愛知大学小史

六十年の歩

み』30〜31、49〜50頁（愛知大学小史編集会議編、梓出版社、2006年）、佃隆一郎「豊橋にあった、陸軍教導学校と予備士官学
校̶愛知大学の「施設面での

前身 」として̶」（『愛知大学史研究』３、愛知大学東亜同文書院大学記念センター発行、2009年）

などが挙げられる。
（12）山口恵里子「大学記念館に DVD・音声ガイダンス・タッチパネルのナレーションシステムを導入」（前掲『研究報』３）、
同「DVD を愛知大学関係者へ配布」（『研究報』４、2008年12月）、同「大学記念館に DVD・音声ガイダンス・タッチパネルの
ナレーションシステムを導入」367〜372頁（前掲『オープン・リサーチ・センター年報』２） などを参照。
（13）記念センター事務室「大学記念館の来館者について」（『研究報』６、2009年12月）。
（14）アンケートの集計結果と分析については、拙稿「記念センター見学者の感想は」（前掲『研究報』４）による。
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本プロジェクトにおける史資料公開事業は、オープン・リサーチ・センターの主旨に沿う最も力を入
れたソフト事業の一つとして行なった。その中心は当センターが所蔵する史資料を全国的に展示する展
開とそれに関する講演会の実施をめざしたもので、横浜、東京、弘前、福岡、シカゴ、神戸、京都、米
沢、名古屋の９都市で実施した。とくにシカゴでは広くアジア研究者へのアピールができた。それぞれ
のテーマは次の通り。
─残された東亜同文書院大学の資料を追う─」

１．横浜「知を愛する者が集う愛知大学展示会

２．東京「愛知大学東亜同文書院大学が所蔵する東亜同文書院関係資料展示会」
─津軽、東亜同文書院、孫文─」

３．弘前「津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって
４．福岡「愛知大学東亜同文書院大学の資料展示会

─日中友好の原点を探る─」

５．シカゴ「Exhibision of the Materials Connected with Toa Dobun Shoin and Aichi Univrsity」
─神戸、長崎、そして東亜同文書院・愛知大学─」

６．神戸「孫文

７．京都「大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院」
８．米沢「置賜が生んだ本間喜一をめぐって
─東亜同文書院大学から愛知大学そして最高裁判所─」
９．名古屋「東亜同文書院から愛知大学へ
─近衞家、荒尾精、孫文、中国アジア大旅行、日中交流─」
また、各会場での講演の共通テーマと講演者とテーマは次の通り。
１．横浜「海を渡った若者たち」
・安彦良和「漫画で描こうとした大陸と日本青年」
・藤田佳久「東亜同文書院生が記録した近代中国」
・ロナルド・シュレスキー「満州の青少年像」
２．東京
・船戸与一「小説『満州国演義』に見る中国大陸」
・李

廷江「近衞篤麿と清末中国」
─津軽、東亜同文書院、孫文─」

３．弘前「津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって
・藤田佳久「東亜同文書院とその歩み」
・馬場

毅「孫文を支援した山田兄弟」

・いずみ涼「私が描く山田兄弟と津軽」
・武井義和「愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史資料について」
４．福岡
・やなせたかし「アンパンマンの正義」
・藤田佳久「東亜同文書院のあゆみと中国大旅行」
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５．シカゴ
・藤田佳久 “The Development of Toa Dobun Shoin College in Shanghai from 1901 to 1945, and Their
Great Journeys for Regional Researches on China”
・成瀬さよ子「愛知大学がつくった東亜同文書院のデータベースについて」
─神戸、長崎、そして東亜同文書院・愛知大学─」

６．神戸「孫文

・藤田佳久「東亜同文書院とそのあゆみ、大旅行」
・安井三吉「孫文と神戸」
・横山宏章「孫文と長崎」
・武井義和「孫文と東亜同文書院、愛知大学」
７．京都「大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院」
・佐藤達也「建国大学と私」
・谷

藤助「ハルピン学院と私」

・小崎昌業「東亜同文書院大学と私」
・藤田佳久「東亜同文書院のあゆみと中国大調査旅行」
・武井義和「東亜同文書院に入学した京都府出身者
─明治、大正期の府費生を中心に─」
８．米沢「米沢が生んだ本間喜一をめぐって
─東亜同文書院大学から愛知大学そして最高裁判所─」
・山田邦明「米沢地方の歴史風土と本間喜一」
・殿岡晟子「私の父

本間喜一を語る」

・藤田佳久「本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学」
９．名古屋「東亜同文書院から愛知大学へ
─近衞家、荒尾精、孫文、中国アジア大旅行、日中交流─」
・工藤美代子「近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって」
・藤田佳久「東亜同文書院大学から愛知大学へ
─オープン・リサーチ・センタープログラム事業にも関連して─」
いずれの展示会、講演会も多くの方々の出席があり、多くの関心をもたれたことから、この事業はほ
ぼ成功したといえそうである。
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〈霞山会館新ビル移転記念講演会・紹介〉

東京の新しい霞山会館で展示会と講演会

東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

2007 年 11 月 27 日（土）から 29 日（月）まで

引きつづき、記念センター主催の講演会を行っ

の３日間、当記念センターは東京霞ヶ関に完成し

た。演者は折から『満州国演義』の長編を執筆し

た国の官庁との合同ビルであるコモン・ゲート西

つつある作家の船戸与一氏が「小説『満州国演義』

館 37 階の新しい霞山会館のフロアーで、東亜同

に見る中国大陸」のテーマで話された。満州国を

文書院の展示と講演会を開催した。それは同時に

めぐる舞台とそこで実際に動いた人物達を氏の視

愛知大学東京事務所が同じく 37 階に移転開設し

点から整理し、位置づけようとした内容で、終了

た記念行事への参加事業でもあった。

後、満室の会場からは石原莞爾の思想や行動をめ

霞山会館は戦前から霞ヶ関に隣接する虎ノ門に

ぐっての議論などが活発に行われた。その報告は

あり、5000 人近くの東亜同文書院入学生をここ

ブックレットとして当センターから出版されてお

から上海へ送り出してきた。戦後は９階建のビル

り、関心のある方はご参照いただきたい。

へ変身、その中に滬友会（東亜同文書院卒業生の

その後、懇談会が同フロアーで愛大および東亜

同窓会）があり、のちに愛知大学東京事務所もこ

同文書院を中心としたメンバーで行われ、盛況で

の 3 階に開設された。

あった。

それがこの地区一帯の再開発により、高層のツ

翌 28 日（日）は、午後、李廷江中央大学教授

インタワーへ生まれ変わり、景観が一新し、地上

が「近衛篤麿と清末中国」のテーマでの講演会を

37 階の東京事務所からの視界は富士山から国会

行った。李廷江教授は近衛篤麿の清朝の中央及び

図書館、新宿方面、銀座方面へと広がり、愛知大

地方政府関係者との間で交された書簡などを中心

学と東亜同文書院卒業生の方々の溜り場にもなっ

に研究し、当時の日中関係史を中国側の視点から

ている。

研究をすすめてきた。今回の講演会もそれをふま

初日の 11 月 27 日（土）は早朝から業者とわれ

えた内容で、その講演内容は当センター年報に収

われ関係者が展示施設の設列や東京事務所へ保

録されているので、ご参照いただければ幸いであ

管していただいた展示物の配列を行い、開場の朝

る。

10 時のオープンに何とか間に合った。10 時には

最終３日目、29 日（月）も朝から来訪者が多

早くも展示会場へ入場者があらわれ、東京での反

く、夕方には東大の大学院ゼミ生も集団で訪れる

響の大きさを予感させた。

など、盛況であった。

午後には武田学長や同窓会関係者の東京事務所

昨年、横浜では全国図書館展のメーンに当セン

の移転開設の式典が行われ、愛大や書院の同窓生

ターによる東亜同文書院の展示を行い、総入場者

が数多く出席され、式典が盛り上がった。

数 2.5 万人のかなりの人が展示を閲覧した。今回
327
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は単独事業で、しかも 37 階という高層の場所で

と弘前（7 月 26 〜 27 日）での展示と講演会を計

はあったが、３日間とも多くの入場者が来訪し、

画している。
以下、船戸与一氏の講演の概要と李廷江教授の

東亜同文書院の関係者も数多く来訪された。明ら
かに全体として、実感としての東亜同文書院への

講演内容を紹介する。

関心の高まりを肌で感じるほどの反響があったと

（文責

いえる。なお、次年度は福岡（11 月 23 〜 25 日）

展示した中国大調査旅行の調査報告書

掛軸などをみる見学者達

船戸氏の講演会。会場一杯の盛況

講演する船戸与一氏

328
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小説『満州国演義』に見る中国大陸（船戸与一）

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

船戸与一氏は、現在出版中のシリーズ小説『満

つて孫文が唱えた「五族共和」からとったもので

州国演義』を執筆する際に、満州国が成立する基

あることを指摘した。つまり、日本が満州国の建

軸として考えたという「大アジア主義」について

国を理論付けるのに用いたのが、対立状況に陥っ

講演を行った。

たはずの中国の孫文の発想という、東アジアにお

大アジア主義とは基本的には白色人種に対する

ける大アジア主義をめぐる複雑な関係を浮き彫り

抵抗の概念であるものの、どのように抵抗するか、

にした。また、孫文の意識には「漢民族中心主義」

どのようにして大アジア主義を具現化するかにつ

があり、満州国を建国した日本の大アジア主義は、

いての方法論がなく、また実体がないため、中国

同じように日本が盟主になりアジアを引っぱって

の孫文や、インド独立運動に携わったビハリ・ボー

いくというものであったという、大アジア主義の

スなども大アジア主義を標榜することが可能な思

共通する特徴についても触れた。
最後に、満州国建国後、関東軍は増強されてい

想であることを述べた。
特に、大アジア主義は日本だけでなく中国の孫

くが、戦火の拡大とともに軍隊が南方へ転出した

文にもみられたものであるが、それは複雑に交錯

結果、1945 年のソ連参戦時には関東軍は戦えな

していたという点は、講演の中心的な部分である。

い状態に陥っていたことに触れ、曖昧な思想であ

例えば、日本の中で大アジア主義の国民的共鳴と

る大アジア主義は具体性を帯びてくるとほころび

して満州国は建国されるが、建国にあたって満州

が目立つと述べ、大アジア主義の虚構性について

青年連盟が唱えたスローガン「五族協和」は、か

も指摘した。

講演を聴く参加者たち

講演する船戸与一氏
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〈講演会〉

近衛篤麿と清末中国

中央大学法学部教授

李

廷江

【司会】 皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃ

子さん（順造さん）が、ご自分でお父さんの遺志

いました。只今より李廷江先生の講演会を始めさ

を次いで孫文の記念館を作ろうというご意思をお

せていただきます。まず愛知大学東亜同文書院大

持ちだったんですが、お体を悪くされて遺品を愛

学記念センター長の藤田佳久先生のご挨拶がござ

知大学のほうへ寄託していただいたわけです。最

います。よろしくお願いいたします。

初はそれを中心に、書院の歴史も含めて展示をい

【藤田】 あらためまして皆さんこんにちは。ただ

たしました。

いまご紹介いただきました愛知大学東亜同文書院

こういう展示中心の施設としてやってきました

大学記念センター長をやっています藤田と申しま

が、昨年文科省からオープン・リサーチ・センター

す。どうぞよろしくお願いいたします。実は今回

という新しいプロジェクトに選定され、かなり

昨日に次いで２日目なものですから、昨日もご挨

大きな財政的援助をいただきました。昨年から５

拶をいたしました。もうお聞きになった方は同じ

か年の計画で、我々の東亜同文書院大学記念セン

話だなと思われるかも知れませんが、今日初めて

ターの内容を広く多くの人に知ってもらおうとい

の方もおられると思いますので、我々の記念セン

う事業展開を始めました。今年で２年目です。昨

ターのことに関して少しだけご紹介させていただ

年はこういう展示関係ですと学内あるいは地元の

きます。

地域ではいろいろやっていますが、学外では横浜

愛知大学が東亜同文書院を継承する形でスター

で日本全体の図書館展というのがあり、その中に

トしましてもう 60 数年、書院の歴史から言いま

初めて大学として参加するプランがあって、それ

すと 100 余年を経過しております。愛知大学とし

を実施いたしました。２万人を超える多くの方々

ましては東亜同文書院の歴史をうまく踏まえて発

に東亜同文書院を知っていただいたという経過が

展させたいということで、今から 15 〜 16 年前に

ございます。

東亜同文書院大学記念センターというのを愛知大

今年は霞山会のご好意によりまして、こちらで

学の中に設けました。現在は展示等も揃っており

こういう展示と講演会を開くことができました。

ます。今日はこちらのほうに展示もございますの

きっかけはそれより前霞山ビルの中にございまし

で、もうご覧になっていただけた方もおられると

た愛知大学の東京事務所と併せて今度移ってまい

思いますけれども、それ以外の諸資料も大学のほ

りました。そのオープニング・セレモニーが昨日

うで展示をしております。いろいろな経過がござ

ございましたけれども、それと併せてこちらで広

いまして、こちらの展示は、書院の卒業生で孫文

く皆さん方にも知っていただきたいという我々セ

の秘書をやっておられた山田純三郎という方のお

ンターの計画が、こういう形で実現いたしました。
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学外でのプランは、このあと来年福岡で実施いた

ございません。その中で今日は中央大学の李廷江

します。九州の方々が書院の卒業生にたくさんお

先生にお願いして、近衛篤麿公を中心として当時

られ、要望が非常に強いものですから。再来年は、

の清朝の政治状勢との絡み、アジアの中での近衛

我々のキャンパスは３つございますが、そのうち

篤麿公、霞山会、東亜同文書院、その辺のお話を

名古屋の都心にある車道校舎で。そして最後の年

総合的にお聞きしたいと思い、こういう催しを計

はまだ具体的ではありませんが、京都か神戸で実

画いたしました。李先生につきましてはお手元に

施したいと思っております。

少しご紹介がございますが、馬場先生のほうから

こういう展示施設、啓蒙的な施設あるいは活動

またご紹介をしていただく予定です。１時間半ほ

の他に、さらに東亜同文書院の多面的な性格を総

どの予定をしております。そして時間的に余裕が

合的に研究していこうというプロジェクト、それ

ありましたら皆さん方からのご質問等も受けてい

から東亜同文書院の歴史を継承した形で愛知大学

ただけるということですので、お尋ねになりたい

が終戦直後に豊橋でオープンしましたので、愛知

方はよろしくお願いいたします。そういうことで

大学史のほうもそういう観点から研究をしていこ

簡単ですけれども、私のご挨拶とさせていただき

うということで、研究部門も併せてスタートしま

ます。

した。もちろんその前から実際は進んでおります
けれども、本格的にその２つの研究も進展させよ

【司会】 ありがとうございました。では続きまし

うということで現在ここに来ております。先ほど

て愛知大学現代中国学部長であり愛知大学東亜同

申しましたように今年が２年目で、夏休み前の７

文書院大学記念センター運営委員でもいらっしゃ

月には中国の研究者の方々と我々との合同で、東

います馬場毅先生より、李廷江先生のご紹介がご

亜同文書院を日中の研究者がどういうふうに見て

ざいます。馬場先生よろしくお願いいたします。

いるのかという、総勢 10 人ほどのシンポジウム

【馬場】 馬場でございます。よろしくお願いい

を、朝から丸１日かけて実施いたしました。再来

たします。李廷江先生と私は 20 年来の知り合い

年には今度は欧米の研究者が東亜同文書院をどう

でありまして、お互いに若いうちからいろいろ勉

いうふうに見ているのかという形でシンポジウム

強し合った仲間です。それで今日はご紹介をさせ

をしていきたい、あるいは国内でのシンポジウム

ていただきます。李先生は現在、中央大学法学部

もまた来年やりたいということで、かなりいろい

教授を務められています。元々は中国の名門校清

ろ盛り沢山の事業計画を持っております。そうい

華大学をご卒業後、中国社会科学院にお進みにな

う点では、内輪の話をしますと大変忙しい毎日を

りました。中国社会科学院は皆さんご存じのよう

過ごしております。我々の活動をぜひご理解いた

に、中国政府のシンクタンクの役割を果たしてい

だき、この機会に東亜同文書院そして我々愛知大

るわけですが、そちらのほうにお進みになったあ

学の存在も認めていただけるようにお願いできた

と、先ほどお聞きしましたら 1982 年に日本にい

らということでございます。

らっしゃいまして、その頃私は初めて李先生にお

今回は昨日に引き続きまして、ちょうどこの

会いしましたが、その時から大変流暢な日本語を

霞山会の実質的なスタートである明治 30 年代に、

話されておりました。日本の習慣なども非常によ

近衛篤麿公（東亜同文会の会長になられ、東亜同

くご存じでした。私がお会いした時は東大の大学

文書院の発足に非常に強く影響のあった方です）

院で博士論文の準備をされていたと思います。東

が果たしたいろいろな歴史的役割がございます

京に辛亥革命研究会（つい最近まで活動していま

が、研究をされている方はそんなに多いわけでは

したが今は活動を停止しています）というのがあ
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り、これには辛亥革命史研究で有名な久保田文次

非常に微妙だと思うんですけれども中国側の一部

先生、藤井省三先生、中村義先生、野沢豊先生（中

利権を提供するようなことも言っている。そうい

国では俗に「辛亥研の四人組」と言っております）

う先端的なところを資料の裏付けを具えて研究さ

等、辛亥革命の指導的な役割を果たされた有名な

れています。

先生方の下に組織されたものです。元々は東京教

最近のご著書に『日本財界と近代中国̶̶辛亥

育大学を土台にしていましたが、東京都内の各大

革命を中心に̶̶』というものがあります。日本

学の研究者および中国・台湾・欧米の研究者も参

外交史料館の外交文書等を豊富に駆使された、大

加された国際的な規模の研究会でありました。そ

変実証的かつ立派な本だと私は思います。愛知大

こに李先生も参加され、その時に私が初めてお会

学に『中国 21』という雑誌がございますけれども、

いしました。

そこにも李先生のこの本の書評のバックナンバー

東京大学での卒業論文は「辛亥革命における日
本財界と大陸浪人」です。特に李先生は特色とし

が載っておりますので、もし『中国 21』をご講
読でしたら見ていただければと思います。

て孫文を支援した財界人、あるいはいわゆる大陸

最近は近衛篤麿に研究の中心を移されている

浪人と言われる人達（この中には山田兄弟も入る

ようでありまして、例えば衛藤瀋吉先生監修によ

かと思います）を研究されており、そちらのほう

る『近衛篤麿と清末要人̶̶近衛篤麿宛来簡集成』

については中国の方の研究は非常に少ないと思い

という資料集とか、また論文では「日本軍事顧問

ます。例外的に南開大学の兪辛淳先生が、
そういっ

と張之洞」
。清末の有名な洋務派官僚である張之

た支援をした日本人のことを中国で研究なさって

洞、これに対してはかなり日本の顧問が招請され

います。それと同じように辛亥革命を支援した日

て行っております。それについての研究。あるい

本財界人と日本浪人について、これは日本側の研

は孫文が臨時大総統になった時の日本人顧問等を

究はかなりあるわけですが、中国の先生でやって

お書きになっています。その他に桜田会金賞等を

いる方は非常に少ない。そこに李先生の研究の大

受賞なさって、その研究の価値については日本内

変ユニークな点があるかと思います。

外で大変定評のある先生です。私としては李先生

そこに書いてありますように、学習院大学東洋

をここにお迎えすることは大変喜びでもあり、光

文化研究所客員研究員を経て、亜細亜大学専任講

栄でもあります。ということで私のご紹介を終わ

師におなりになりました。その間アメリカ合衆国

らせていただきます。

ハワイ東西センターの客員研究員とかハーバード

【司会】 ありがとうございました。ではさっそく

大学ライシャワー日本研究所客員研究員、中国社

李廷江先生のご講演に移らせていただきます。李

会科学院近代史研究所客員研究員などをお務めに

先生よろしくお願いいたします。

なって、中央大学に行っておられます。最初から
法学部にお勤めでした。専門は近現代日中関係史
となっておりますが、今申し上げましたように、

【李】 ただいまご紹介いただきました李廷江と申

特に孫文なんかを支援した財界人、あるいは大陸

します。馬場先生から過分なご紹介をいただき恐

浪人、それから財界人も必ずしも純粋な革命支援

縮です。講演会にお招きいただき大変光栄に存じ

というわけではなく、そこにおける財界の利害、

ます。実は、昔からいろんな意味で私は霞山会、

あるいは日本政府の利害を背景にして支援するわ

愛知大学と縁を持っているのではないかと思いま

けですけれども、それに対して孫文は、昨日若干

す。博士論文を書くとき、愛知大学に何回も足を

出ていましたが日本から借款を引き出すために、

運び、孫文と日本関係の資料を調べました。それ
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から、つい最近出された『近衛篤麿と清末要人』

どのように中国を認識していたのか、そして日本

という本を編集する際に、霞山会に多大なご協力

の対中国政策にどのような影響を与えたのかを理

とご便宜をして頂いたのであります。今日は皆さ

解するには、まず近衛篤麿をめぐる日本人のこと

んに「近衛篤麿と清末中国」に関するお話ができ

に触れる必要があります。
繰り返すことになりますが、私はこういうよう

ることも、ある意味では霞山会、愛知大学、また
近衛篤麿のおかげだと思っています。これから、

な話をするのは近衛篤麿と清国との関係を明らか

私はこれまで勉強してきたことをまとまった形

にし、近代日中関係史において忘れられた一面を

で、皆さんにご報告したいと思います。

解明しようとするためだからです。そして近衛篤

先ほどのご紹介にもありましたように、私は近

麿を検討する事は現代に生きる我々にとっていっ

衛篤麿研究の専門家ではありません。従って、近

たいどういう意味があるかを考えてみたいと思

衛篤麿の生涯とその功績を語る資格もありませ

います。日本に来てもう 25 年になりますが、こ

ん。今日は、近衛篤麿と清末中国を中心に、私な

の新しい霞山会館はもちろん初めてです。隣の霞

りの史料解釈と感想をお話しいたします。近衛篤

山会館を最後に伺ったのは 1989 年６月の天安門

麿について、自伝はじめいくつかの研究がありま

事件後、ある座談会に呼ばれて以来 18 年ぶりで、

すが、近衛篤麿と清末中国について纏まったもの

感無量です。

は案外に少なかったのです。私は近衛篤麿から清

では本題にはいります。近衛篤麿といえば清末

末中国の要人たちに宛てられた書簡を中心にまと

中国では官民を問わず非常に著名な日本人で、清

めた本、『近衛篤麿と清末要人』を出版しました。

朝王族を始め、有名な張之洞、劉坤一、康有為、

私の関心は、清末中国との関係で近衛篤麿がいっ

梁啓超、孫文からも大変尊敬されていた日本を代

たいどのように考え、具体的になにをしたのか、

表する人物だったといえます。例えばこういう資

あるいはしようとしたのかということでありま

料があります。1901 年２月、南京総督の劉坤一

す。つまり、清国との関係を通して人間近衛の思

は近衛と会ったあと、深い感銘を受けて、駐日大

想と行動を考え、それを通して近代日中関係の知

使李盛鐸宛に送った手紙の中で「近衛の風貌と巨

られざるもうひとつの側面を明らかにしたいと思

論を伺い、実にアジアの巨人である。今は同盟会

いました。

長として、中国と連絡し、遼を保全しようとする

近衛篤麿と清末中国を検討するに当たって、ま

から、その後についていかなければならない」と

ず 20 世紀初頭、中国、朝鮮、東アジアで広く知

高く評価しました。当時は、
「偉人」や「偉大な

られ、巨人と言われる近衛篤麿のことについて、

人物」という言い方は決してよく使われる言葉で

なぜか長いあいだ忘れられていたという事実を検

はありませんでした。しかし、近衛については、
「偉

証しなければなりません。また同時代を生きる彼

人」だけではなく、
「東亜の巨人」であると劉は

等にとって、日本、中国および東アジアのイメー

見ていたわけで、近衛篤麿が近代日中関係におい

ジとその内実を説明しなければならないと思いま

ての重要性を物語った証言でありましたが、これ

す。さらに近衛篤麿と親交のあった中国人の政治

ほど重要な人物は、戦後の日本では忘れられまし

的立場、思想的傾向および対日認識・対日政策を

た。日本人研究者の江原さんは、その理由を戦後

解明する必要もあります。近衛篤麿といえば日本

日本学界の傾向に関連していると指摘されました

の貴族であり、若い頃から日本政界の重鎮となり、

が、その通りだと思います。その 1 つは、東亜同

日本社会の中心人物でありました。その彼はどう

文書院に対する評価と関連していると思います。

いう経路を通して中国情報を収集していたのか、

確かに歴史は多面性を持つもので、光と影の両方
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があるのは歴史です。人間に限界があり、時代に

することになるといえます。

も限界があります。時代の変化は、まさに天気の

ご周知のように近衛が成し遂げた事業の１つ

変化のように、昨日は大雨だったが、今日は快晴

は、東亜同文書院を作ったことです。先ほど藤田

というようなものであります。そういう視点から

先生は、100 年の歴史を持つ東亜同文書院の卒業

歴史を考えると、時代に左右されずに、歴史の事

生たちがいつも時代の最先端を走っていたからこ

実を一つ一つ解明する作業には大いなる意味があ

そ、近衛篤麿が現在の我々に知られるようになっ

ります。そういう意味で、近代日中関係において

たのではないかと指摘なさいました。しかし、先

近衛篤麿の位置づけと彼の果たした役割を解明す

ほど申し上げましたように近衛篤麿に関する研

ることは大変必要であるといわなければならない

究はあまり多くはありません。私の知っている資

と思います。

料は『近衛篤麿日記』全６巻と、工藤武重先生が

それからもう１つ、歴史を勉強する意味と目

書かれた『近衛篤麿公』です。そこから私は年表

的は、歴史そのものを知ることにより歴史の発展

を作りました。僅か 41 年の生涯のなかで近衛は

に積極的な役割を果たした側面をいかに継承する

精力的に日記を書きました。陽明文庫に保管され

かということにあると、私は思います。そういう

ている実物を閲覧するときに、これほど細かく日

意味で、歴史を再構築する仕事は、我々歴史研究

記を書いた近衛の心情を想像してみましたが、や

者に与えられた責任ではないかと痛感しておりま

はり歴史を作る人間としての責任に駆り立てら

す。私自身は近衛篤麿と清末中国との関係を明ら

れたこと、および歴史を残すべきだという使命感

かにし、語る責任を痛感して、この演壇に上がっ

があったからではないかと思いました。近衛篤麿

てきたわけです。

と中国との関係およびアジアと関係を持つように

では、３つ目の問題になりますが、なぜ今近衛

なったのは、亡くなる前の６年から８年ぐらいで

篤麿なのかということです。こういう局面を切り

したが、２千数百頁を越えた日記の中で、中国に

開いたのは、先人達の耐えない努力、あるいは近

関する記述が９割以上を占めています。中国との

衛篤麿の研究者達の研究功績のおかげだと私は理

関係は、彼の人生の中で如何に大きかったかを物

解しております。お名前を一つ一つあげることが

語っています。
近衛が一挙に有名になったのは、1898 年 1 月

できませんが、工藤武重さん、栗田尚弥さん、愛
知大学の藤田先生など。これらの先人たちの努力

の雑誌『太陽』に「同人種同盟

附支那問題研究

により、今まで見過されてきた歴史を再現できた

の必要」と題する論文を発表したことによったも

わけです。さらに深く考えれば、究極のところ今

のでした。それは 8 年間にわたる近衛篤麿の東ア

日の近衛ブームも、今日のような講演会も、近衛

ジア問題に関与した歴史の始まりでもありまし

篤麿が残してくださった遺産によるものでありま

た。

す。やっぱり彼は歴史上の偉大な人物であり、近

近衛篤麿と清末中国を理解するために、まず

代の東アジア歴史の中で大きな仕事を成し遂げ

19 世紀末の日本と中国について、4 点挙げてお話

た人物であるに違いありません。彼の思想と行動

いたします。１、列強の中国における争奪戦とい

には 21 世紀を生きる我々に示唆する部分が多く、

う状況であります。ご承知のようにアメリカの門

彼の残された遺産を我々は継承すべきものが少な

戸開放・機会均等主義により、中国が次第に西欧

くなかったからであります。そういう意味で、今

諸列強の争奪の対象になりつつありましたが、日

我々が近衛篤麿とその時代を研究し、理解するこ

本を初め、各国の思惑は決して一様ではありませ

とは、近代日中関係史における歴史遺産を再検証

んでした。中国争奪の主要な場所が２つあります。
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１つは東北地域であり、もう１つは揚子江流域で

かった。しかし、これを私有せず、同志に大声で

あります。この２つの地域に対しては、イギリス

告げたいと思う。即ち、我国の人で進学に志すも

は揚子江流域を何とか自分の勢力範囲におさめた

のは日本文を学べ」と、日本語を学ぶ必要性を説

かったのですが、しかし日本が入ってきたため、

明しながら、
「日本と我々は唇歯兄弟のような国

日英の競争が始まったのであります。他方、東北

であって、境をなくしともに手をとりあってこそ、

（満州地域）ではロシアの進出に強い危機感を覚

黄種の独立を保全し、ヨーロッパ勢力の東漸を防

える日本は、ロシアとその後日露戦争にまで発展

ぐことができるのである。他日、中日両国合併と

してきたわけですが、このような列強の中国争奪

いう局面を迎えるようなときには、言葉の疎通と

図式の中では、主役である中国そのものが全く無

いうことが、実に連合にあたっての最重要課題と

視された存在になったわけです。

なるだろう。
」と、言葉の勉強を通して日中連合

では、その頃の中国人の日本認識を見ましょう。

の将来を予想していました。また革命家の孫文は、

日清戦争後の中国では、敗戦の記憶を拭い去り、

違う意味で日本を好意的に見ていました。ご承知

何とか国を再建したいとする様々な政治勢力の登

のように、辛亥革命が勃発するまで孫文を指導者

場によって国内政治が混乱きわまる状況下にあっ

とする革命派は、清朝を打ち倒すべく、多くの日

たため、諸列強の攻勢に対応し切れる危機状況を

本人の協力を得て日本を海外での根拠地として中

打開できるような力がありませんでした。1898 年、

国国内で実行する革命を準備していました。孫文

上からの改革として戊戌維新が勃発しました。上

は、14 回ほど日本を訪れ、長期的な亡命と短期

からの改革だったわけですけれども、その時の日

的な訪問を合わせて、通算 10 年近く日本に滞在

本に対する見方・認識は様々あったわけです。1

していました。孫文は「日本維新の政治はまだ日

つは改良派の日本モデル論。改良派とは、光緒帝

が浅いのに、今日の成功はすでに多いに見るべき

に協力する康有為と梁啓超たちのことです。彼等

ものがある」と指摘し、「30 年前に日本がその国

は黄遵憲の『日本国志』を光緒帝に紹介し、戊戌

を変革したのと同様な仕方において、中国を変革

維新の時に光緒帝に提出した 100 も超えた改革案

しよう」と呼びかけていました。このことを我々

に、日本のことをたくさん盛り込んだのです。要

は孫文自身の回想から確認できます。
実は以上の改革派や革命派と異なり、清政府の

するに日本をモデルとして我々は改革すると。日
本が中国と戦って勝った理由が明治維新にあり、

指導者たちは政権を維持させるために、戊戌維新

改革にあったから、我々も強くなるためには日本

に提起された日本経験を生かして国内改革を真剣

のような改革を決行しなければならないと主張し

に考えていたことが、最近の研究で分かったので

ました。この改革は、結果的には失敗しました。

あります。それにはいくつかの理由があります。

その後、二人は日本に亡命してからも、東京で改

１つは日本側からの働きかけがあったこと。もう

革を呼びかけ、光緒帝を支持する新聞雑誌を発行

1 つは内政の面でこれまでの反省も含めて、明治

して、日本に学ぶ運動を起こした。1899 年、康

維新以来の日本を評価すべく、学ぶべきであると

有為の学生である梁啓超は「日本文を学ぶ利益を

いう認識があったこと。3 つ目は対外的に列強に

論じる」を発表し、
「来日して数か月、日本文を

対抗するには日本と連繋する必要があると考えて

習い、日本の書物を読んだが、以前見られなかっ

いたことであります。要するに、19 世紀末の中

た書籍を目にすることができ、以前極められな

国において日本のイメージは、明治維新の影響、

かった理論も展開することができた。幽室に日を

日清戦争敗戦の衝撃、日本側からの働きおよび

見、乾いたのどに酒を得た如く、私には大変嬉し

中国国内の様々な動きが複雑に絡みあっていたた
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め、多元的なものでした。多くの研究で立証され

した、そういうような一面がはっきりと出てきま

たように、西太后によって推進されていた清末新

した。中国を分割しようという考えは宗方小太郎

政は、本質的は日本をモデルとする改革でありま

によって生み出されわけで、即ち、中国南方、揚

した。

子江流域の地域に実権を持っている張之洞・劉坤

大日本帝国のアジア政策について、ここで日本
のアジア政策は一体どのようなものであったかを

一等と協力して新しい政権を作ろうという動きで
ありました。

見てみましょう。レジメでは、アジア政策を極力

第 3 のグループは外務省でありました。日清戦

に推進していった 3 つの主要な勢力を挙げていま

争後、日本政府内に日英同盟か日露同盟かをめ

す。もちろん、実際には 3 つだけではなく、もっ

ぐって意見の対立がありました。その中で英国と

とたくさんあったかと思いますけれども。第 1 の

の同盟を主張し、堅持したのは、中英国公使の加

グループは大陸浪人である。大陸浪人といっても

藤高明でした。1898 年 6 月 30 日、第一次大隈内

様々なタイプの人がおります。中国革命を無条件

閣が誕生したことにより、日英同盟はいっそう現

に援助する梅屋庄吉、宮崎滔天のようなタイプも

実的になってきました。8 月 17 日、外務大臣兼

ありましたし、軍部に依頼され、中国の南方を拠

任の大隈重信は、ロンドンの駐英国公使の加藤高

点として積極的に情報活動を展開していた宗方小

明宛に日英同盟を進めていく指示を出しました。

太郎もいました。宗方の持論は中国を分割すべく、

この文書の中で「清国の独立を維持するため最も

少なくとも北京以外に南方と北方において１つか

重要な方策の一つとして同国陸海軍を当世式にて

２つの独立国を作るべきだと考えていました。第

改善するの必要なる論を俟たずして明らかなり、

2 のグループは軍部であります。軍部といえば参

而して日本帝国が陸軍の改善に英国が海軍の改善

謀本部を中心としていました。当時の作戦課長は

に助力するを以て適当なりと信ず故に ( 中略 ) 即

宇都宮太郎で、故日中友好協会会長であった元参

ち張之洞は己に日本人陸軍顧問および教師を招聘

議院議員宇都宮徳馬先生のお父さんに当たりま

し又多数の清国陸軍生徒を日本国へ留学せられた

す。陸軍を知らないと明治日本の動きが分からな

き旨を申し出て帝国政府の承諾を得たり総理衙門

いといわれておりますが、宇都宮太郎の関係資料

も又陸軍生徒派遣の計画中なり」と書いてありま

を調べてみたらその通りだと確認しました。彼は

した。
「大隈重信書簡」は、清国の軍事改革に協

典型的な明治軍人で、典型的な日本主義者であり

力することによって、日本とイギリスは同等の立

ました。彼は明治 29 年 8 月 12 日から 12 月 7 日

場を得ることができるとともに、中国の軍人・学

アモイ

にかけて上海、福州、厦門などを視察しましたが、

生・有力者の中で親日勢力を扶植しようとする一

その目的は「他日東方経綸の目的を以て清韓両国

石二鳥の思惑を込めたものでありました。

に於いて帝国のまず第一に占領し置かる可地点の

当時の日中関係は非常に流動的であり、その特

研究」にあると明記されていました。その後、宇

徴をいくつか挙げてみることができます。１つは

都宮は「清国に対する回解」
（対清策）の中で「清

日増しに拡大しつつある交流。政治・経済・文化・

国における現在の統治機関は今や殆ど全然無能力

教育などいろんな分野で、官から民までの交流が

にしてそれが使用に供すべき諸資料亦殆ど空乏な

非常に早いスピードで進んでいました。現在の言

り」としながら、
清朝の地方政治を領域分けで『満

葉でいうと、人・物・情報・金がものすごいスピー

州、本部支那、蒙古等の地』の三大地域と類別し

ドで流通していた実態です。これは良い面といえ

ていた。陸軍は日本のアジア進出を計画するとき

ばそうですけれども、しかし日本では日清戦争の

に、早くから中国を分割に統治する構想を打ち出

勝利により、日本はアジアの盟主としての役割を
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果たすべきである、というような気持ちが非常に

たようです。この種の苦悩は多くの留学生の回想

強くなったわけです。例えば、明治 28 年に発刊

録に残されています。
明治 31 年 1 月に発表された「同人種同盟

した雑誌『太陽』の発刊趣旨は、次のように書か

支

れていました。
「日清戦争の勝利により、これま

那問題研究の必要」の冒頭に、日本社会に氾濫し

で欧米列強に無視されていた日本は、世界の日本

ている中国蔑視の風潮に痛烈な批判を加えた内容

として見られるようになった。しかし、我国の進

が書かれています。
「近時日本人は戦勝の余威に

歩は単に陸海軍に限らない。技芸や生活は、欧米

よりて漸く驕慢の心を長じ、支那人を軽侮するこ

諸国を凌駕するほどのものがある。しかるに国民

と益々太甚しく、特に支那の各地に居る日本人は

であっても自己の文明進歩の真相を知るものは少

恰も欧州人の支那人に対する如き態度を以て支那

なくないゆえに、自己を知ると同時に、世界に知

人を遇し、以為らく、日本は東洋における唯一の

識を求めることも為さねばならない。
」
。従って、

文明国なり、支那の先進国なりと。夫れ文明の制

『帝国の栄誉を発揚するの雑誌なきを慨し、特に

度を布き、文明の教育を施したるに於いては、日

深く今日の盛挙に関するあり、によって全力を太

本実に支那の先進たり。故に支那を開導して之れ

陽に注ぎ、帝国未曾有の大雑誌とし、以って帝国

を扶植するに文明を以てするは大に善し。独り其

の名誉を中外に宣揚せんと欲するのである。
』と

先進国たるを以て 々自ら喜び自ら負ひ、支那人

いうようなことを考えていたことが分かります。

を軽侮し戮辱して反って其悪感を買ふは、啻に先

明治 31 年 6 月に日本人の主導により上海で亜細

進国の襟度に戻るのみならず、対清政略の運為を

亜協会設立大会が開催されました。当時、日中交

妨ぐこと極めて大、其禍を後来に遺こす、豈勘少

流史上まれに見るたくさんの中国人が日本の学校

ならむや。」。ですから、ここまで説明した 19 世

に入り、日本の士官学校でも大勢の中国人軍事留

紀末の日本と中国の状況は、まさに近衛篤麿の思

学生が勉強していました。このような状況の下、

想背景でもあるといえます。このような中国蔑視

日本はアジア盟主としての自負と使命を持つよう

という問題に対して、日本政府も軍部も憂慮して

になりつつあると共に、社会的にはかえって中国

何度も注意しました。しかし、事態は一向に改善

や朝鮮に対し、傲慢と軽蔑の風潮が生じつつあり

されていなかったのです。近衛の文章を読めば分

ました。例えば陸軍士官学校で勉強している若い

かるように、日本で蔓延している中国蔑視の風潮

学生が、ある偉い人の息子に捕まれてしまった。

は、結局日本の対中国政略に悪い影響を与えるし

「お前達がここに来たのは何の意味もない。単な

かないという指摘が、極めて大切なポイントでは

る我々の遊ばせる対象だ」と言って、夜中にこの

ないかと思います。あるいは、それこそが彼のア

中国人留学生を連れ出していたずらをしようとし

ジア問題に対する関心の原点ではないかと私は考

ました。事件を知った中国人学生が全員怒って学

えています。

校当局に訴えたけれども、結局この日本人は全く

もちろん、生い立ちや青年期の外国留学も、近

処分を受けませんでした。このような差別や侮辱

衛篤麿の思想形成に無視できない影響を与えまし

を受けたのは、当時では少数ではなかったようで

た。近衛篤麿は日本一の貴族の家庭に生まれ、小

す。ですから、当時一部の学生が「中国人留学生

さい時から漢学の教養を身に付けました。しか

が日本でこんな差別を受けながら勉強するのは意

し、体があまり丈夫ではなかったのでずっと独学

味がない。アメリカに行くべきだ」と提案しまし

をし、後に留学しました。外国留学は、彼の人生

た。それに対し、
「やはり我慢して日本で勉強し

に貴重な経験を与えたばかりではなく、その後の

て中国をよくすべきだ」と大勢の学生は考えてい

人生を決めた意味さえ持っていました。欧米でよ
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く中国人が欧米人から虐められる場面に遭遇した

思われます。留学や独学をしたりして、早くお父

からこそ、彼は中国人を侮辱する日本人の横暴を

さんを亡くして祖父と一緒に暮らした経験があっ

許さない気持ちを持つようになったでしょう。い

た中で、普通の貴族階級と違う一面を持っていた

くら日本の貴族とはいえ、いくら日本が強いとは

のではないかと私は思います。それから資料を見

いえ、欧米に行けばいろんなことを勉強できる、

る限り、彼のアジア問題へ関わりを持ったきっか

いろんなことを考えたと思います。彼のその後の

けは朝鮮問題ではないかと思います。日記には朝

仕事を見ても分かるように、非常に平民的な一面

鮮留学生との付き合いに関する記述がかなり残さ

があるのではないかと思います。彼は官僚が嫌い。

れている。それから荒尾精の影響もあったでしょ

学者が嫌い。政治家も嫌いといって率直にいろん

う。荒尾精に関しては、あらためて説明するまで

なことを見ていました。私は決して近衛篤麿のプ

もありませんが、軍人であり実業界に入ってから

ラスの一面ばかり言うつもりはありません。ただ、

日清貿易研究所を作り、日中経済関係で先駆けの

彼の対アジア問題の認識について、彼の内面世界

人物として近衛からの信頼も非常に厚かったわけ

に説明を求めるべきだと私は思います。人間近衛

です。さらに彼は天皇から非常に可愛がられて、

の成長過程の様々な経験と変化を知る必要がある

まず欧州駐在の大使になると期待され、それから

と思うわけです。

総理大臣になるともいわれたらしいです。
上述の背景こそが、近衛篤麿のアジア問題への

近衛篤麿の主張するアジア主義には、人種的に
日本、中国、朝鮮は同じ祖先を共有することと、

関心、もしくは彼が「同人種同盟」および中国問

および列強に蚕食されつつあった中国に対する憐

題研究の必要性を提起した原点となったのであり

憫の情と列強のパワー・ポリディクスの論理に対

ます。近衛がアジア問題を考える際に、一番重視

する義憤という、2 つの重要な内容があると山本

しているのはアジア諸民族の対等関係であり、対

茂樹先生は指摘なさっています。確かにそう見て

等意識と関係を持つことこそ、同人種同盟の基本

もよろしいかと思います。明治 18 年 4 月 19 日、

であり、前提であると私は理解しております。日

横浜で仏船「ボリガ」号に乗船し、オーストリア

本はいくら戦勝したとはいえ、中国人、朝鮮人を

へ出発した近衛は、4 月 24 日の渡航日誌に以下

蔑視してはいけない、日中関係も決して短い尺度

のようなことを書きました。
「暁前『ピスカドー

で計るものではないということを彼は言いたかっ

ル』（澎湖島）に着きぬ。同島は支那内地と台湾

たのではないかと思います。そういう意味で、近

との間にある一島にして平常は碇泊せぬところな

衛篤麿と中国との関係の原点はまさにここにある

れとも清仏戦争の後なれば負傷人抔を本国に送ら

といわなければなりません。要するに近衛篤麿の

んために仏船は必ず之を寄泊するなりと云ふ。
（中

登場により、日本の対中国関係には第 4 のグルー

略）而して巳に仏国旗の所々に翻るを見る。巳に

プが出現し、またその第 4 グループの形成と活動

碧眼の占むるところなりしや知る可し。愍れむべ

が、近代日中関係の重要な一側面を為していたこ

き哉。然れとも我国も隣国の地漸次に西人の蚕食

とはまぎれもない事実であります。

するところとなる。何ぞ此れ之を対岸の火視して

では、次に近衛篤麿宛に出された清末の中国人

可ならんや。唇亡歯寒の喩鑑みるへきなり」
。恐

書簡を手がかりに、近衛と清末中国との関係を考

らく、貴族の一員である近衛にはそういう留学期

えて見たいと思います。京都の陽明文庫に保管さ

間中の体験などがあったからこそ、日本に戻って

れている近衛篤麿関係資料の中に、60 名ぐらい

きて足尾銅山の被害者に同情したり、困難に直面

の中国人の約 100 通の書簡があります。書簡は近

している朝鮮留学生にも援助の手を差し伸べたと

衛と中国との関係を知る第一級の史料でしたが、
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これまでの研究はその内容についての分析を行っ

為から「西太后をやっつけるには光緒帝を助ける

ておりませんでした。十数年前に私は書簡の整理

必要があるのだ。光緒帝さえ助ければ中国は大丈

から始まり、その後、原書房から『近衛篤麿と清

夫だ」といってきたことについて、近衛篤麿は「ほ

末要人̶̶近衛篤麿宛来簡集』と対する本が出版

んとかな、と思った」というようなことを日記に

されました。これらの書簡を分類すれば、①清末

残しております。つまり「皇帝を一人助ければ万

改良派、②南方有力者、③清政府要人と外交官、

事うまくいくのか、そんなはずはない」というこ

および④留学生その他の、4 つのグループに分け

とをいいたかったのでしょう。
康有為、梁啓超、王照の書簡と筆談の内容は、

ることができます。書簡は近衛篤麿とこれらの人
達との関係を反映し、彼らの間にどのような交流

主に戊戌変法を説明しながら光緒皇帝の救援と中

があったかを知るよい材料であります。書簡を通

国改革の支援を日本に求めたものです。これらの

して、今まで知られていない事実を発見すること

史料は、変法失敗後の康・梁らの心情を表すばか

ができましたし、非常に興味深いものであります。

りではなく、日本亡命を援助した近衛に感謝の意

清末改良派とは、康有為・梁啓超・汪康年・王

を示すと同時に中国の改革を推進し、西太后らの

照らのことです。書簡を見ますと、近衛は中国の

保守勢力を打ち倒すために日本からの協力を強く

状況をどう見ているのか、また日本と中国との関

期待するところにあります。康有為らの要望に対

係をどう思い、何を求めているかが分かるような

し、近衛は「余は今春来貴皇帝の大いに俊才を

気がいたします。中国は改革しなくてはいけませ

召して、各般の改革を断行せらるるの報に接する

ん。中国が立ち遅れたのは旧習に甘んじて全く新

や、余は一喜一憂したり。何の為に喜びしやぞ、

しいものに興味がなかったせいだと近衛は批判し

いうまでもなく貴国の開明進歩に向ひしをもって

ていました。彼は日本においても同じことを主張

なり。何の為に憂ひしぞ、其の改革の余りに急激

し、いくつかの領域で大改革を行いました。例え

に失して蹉跌するなきかをおそれたればなり」と

ば明治 28 年 3 月、学習院院長に就任した後、彼

表明し、急激な改革は望ましくないと指摘しまし

は華族子弟の堕落に心を痛め、慣例であった卒業

た。そして近衛は「我国の維新は決して明治の前

生の陸海軍将校になる伝統を改め、
「学習院制度

両、三年間の間になされしにはあらず、其来るや

改革意見」を作成し、貴族外交官を養成しようと

久し。其の間幾多の人命を犠牲し、各種の変遷を

しました。天皇から「早く欧米に行きなさい」と

経過したるの結果なり」と、日本の明治維新が幕

いう言葉が高田早稲田大学総長を通して彼に伝え

末以来、長期にわたる社会的な準備があったこと

られたとき、「いや、今すぐは行けない。私は学

を康有為らに説明しました。19 世紀末にアジア

習院の改革の途中だから、もう少し時間が欲しい」

の将来を考える際、近衛は日中同盟を主張しなが

と断ったほどの情熱がありました。彼は小さい時

らも、中国での性急な改革に反対したわけです。

から改革に熱心だった。11 歳でお父さんが亡く

日中関係について康有為、梁啓超らはまず地勢

なったとき、家長になった途端、彼は家政を改革

学と文化の視点に基づいて両国は地理的に近く、

したわけです。そのため、彼は中国の改革派に非

風俗も教化も近いものがあり、そして兄弟唇歯、

常に関心があり、同情もしていました。康有為と

同文同種であることを確認し、国際関係の視点か

は何回も会って中国問題について意見交換し、理

ら共通の敵であるロシアを拒否し、両国が輔車の

解を示していました。日中同盟を主張した近衛に

勢いをつくるべきだと繰り返し強調しました。当

対して康有為らは非常に感心し、
「ぜひ助けてく

時は多くの中国有識者が地理や文化や人種の面か

ださい」と頻りに頼んでいました。梁啓超・康有

ら両国関係を考えていましたが、日中が連合して
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ロシアに対抗するという国際的見地による発想は

いをしていました。ここでいう南方有力者とは、

少なかったのです。無論このことは、義和団事件

中国南方地域で実力をもつ人たちのことです。近

によって中国をめぐる国際情勢が大きく変動した

衛はかなり早い時期から、清国の中央政府と区別

ことと無縁ではなかったのです。しかし後述する

して「南方有力者」
「北方有力者」という概念を

ように、日清戦争の戦勝国の日本と連合すること

使って、中国問題を分析しました。ここで南方有

に対して大勢の中国有識者がかなり抵抗したのも

力者とはなにかについて、もう少し説明しておき

事実です。そのほかに、近衛は康有為の中国脱出

ましょう。近衛は、1899 年 10 月 1 日、世界旅行

への手助け、
および日本の資金援助や梁啓超が『清

の途にシンガポールに到着しました。横浜にある

議報』との関係を断つべきだという問題に関わり

華僑学校の大同学校資金募集のため当地に滞在し

をもっていたことも、これらの史料から伺うこと

ている徐勤が、当地の華僑と協議して近衛の歓迎

ができます。

会を開きたいという要望に対し、近衛は「……是

これらの書簡は康有為、梁啓超の日本亡命中の

より北京に赴かんとするに、盛んに広東人の歓迎

活動に対し、近衛が果たした役割を裏付ける史料

を受けることは、今日の状況に於いてかえって迷

として注目すべきです。康有為の領収書から分か

惑」という理由で断りました。ここで近衛は、広

るように、日本サイドは近衛を通じて亡命者の康・

東人を北京に反対する勢力だと考えていたので

梁らに経済的な援助を提供していました。そして

しょう。しかし史料に示されたように、南方には

近衛と康・梁との数回の会談に示されたように、

湖北の張之洞のような有力者もいたし、劉坤一の

近衛は康有為、梁啓超の政治活動について助言し

ような有力者もいました。やや単純に解釈にして

ただけでなく、かなり具体的に中国改革の漸進論

しまえば近衛の中国認識には、北方対南方、中央

を勧告しました。更に『日記』の記述と合わせて

対地方というような構図があったに違いありませ

検討すれば、近衛こそ康有為に米国行きの決断を

ん。有名な「同人種同盟−附支那問題研究の必要」

促した人物ではないかと考えられます。康有為は

という論文の中で、中国から帰国したばかりの某

長い間、自分を日本から強制的に追放した日本政

氏の話を引用した形で、近衛は初めて「北京政府」

府の政策を恨みましたが、近衛に対して終始尊敬

や「北京以外の有力者」という言葉を使用しまし

し、感謝し、シンガポールに渡ってからも長女の

た。近衛は「北京政府は依然頑冥不霊にして尊大

書いた絵を近衛に送ったりしました。後年、彼は

倨傲も往日と異ならず、啻に敗戦に懲りて、文武

来日の際、以前の恩誼を感謝し、近衛の墓前に碑

の制度を改革するの意なきのみならず、中国主義

を建てて追憶の意を表しました。梁啓超も汪康年

の旧夢尚ほ醒めずして、復た社稷の安危を顧みざ

もずっと最後まで近衛篤麿を尊敬し、信頼してい

るに似たり」と語っていました。それに対し「北

ました。要するに改良派から見れば、近衛篤麿は

京以外の有力者は窃かに三国同盟の陰謀を悟り

中国事情をよく知り、彼らの改革理念をよく理解

て、…北京政府が一も二もなく露国の要求に応ぜ

し、時には金銭面の支援をしてくれた、信頼でき

むとするの傾向を憂ふるもの少なからず。彼の張

る日本の政治家だということです。

之洞の如きは最も之れを憂ふるものの一人」であ

近衛篤麿の優れたところは非常に柔軟性がある

ると、張之洞の名前を挙げて評価しました。ここ

ことです。それは彼がいろんな中国人グループと

で注目したいのは、近衛が 1898 年の時点ですで

友好的に付き合っていたことを見ればよく分かり

に「北京政府」を保守、旧勢力と判断し、新生の

ます。康有為、梁啓超、汪康年らと交流を持ちな

改革中堅を「北京以外の有力者」に求めたことで

がら、清朝の地方実力者とも非常に親しい付き合

ある。換言すれば、即ち近衛にとって「北京政府」
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と「地方有力者」とは、単なる地域の概念という

彼は、南方有力者との交流のなかで、劉坤一とは

より、寧ろ一定の政治的な価値判断によるものだ

かなり意気投合していたようで、劉坤一の書簡が

と理解すべきでしょう。極端な言い方かもしれま

一番多いのも納得できます。つまり、1899 年近

せんが、要するに近衛にとって、中央対地方とは

衛の訪中から劉坤一が逝去した 1902 年までのわ

結局、保守対改革の代名詞に過ぎなかったのです。

ずか 4 年間の間に、劉坤一から 12 通も書簡が寄

その後、近衛の公的な発言や文章には、北京政府

せられ、その数が近衛に宛てた中国人書簡の１割

と区別して、時に「中央アジアにおける有力者」

以上を占めていることからも、両者の関係が極め

といい、時に「南方諸豪」
「南方有力者」といい、

て緊密だったことを物語っています。

時に「支那有力者」というような用語が枚挙にい

いうまでもなく、近衛が劉坤一とこれほど親

とないくらい頻繁に登場していました。同様の意

しくなったのは、次のような事情と全く無縁では

味で『日記』には「北清」に対し、
「長江一帯」

ありませんでした。まず、近衛は初対面ですでに

あるいは「南清」という言い方や、そして張之洞、

劉坤一に好感をもっていたと伝えられています。

劉坤一などについて「南方有力者」と呼んでいた

1899 年 10 月 29 日、劉坤一は南京に来訪した近

ことで、西太后を始めとする清政府と区別しよう

衛を迎え、白岩竜平の通訳で東アジア情勢や、特

としたのだろうと思われます。

に日中関係について様々な意見を交わしました。

その近衛は終始「南方有力者」との関係を重視

近衛の東アジア問題に関する意見を聞いた劉坤一

していました。それには以下のような理由があっ

は、
「中国の盛衰は即ち我が邦に密接の関係をもっ

たと考えられます。第 1 に東亜同文会は主として

ている」という近衛の持論に「大いに喜び、正

中国南方を拠点に活動し、近衛個人のネットワー

に貴説の如し、到底日清は協同して事を為さざる

クの主要メンバーも常に長江を中心に日本の対中

べからず」といいました。二人はまるで旧知のよ

経済活動を推進したり、中国関係の情報収集に努

うに琉球問題から現在の情勢まで率直な意見を交

めたりしていました。第 2 に近衛をめぐる中国人

換し、両国関係をめぐる国際情勢とその対応策に

の中で南方出身者が極めて多かったこと。という

多くの共通点を見出し、今後の協力を改めて確認

のは 1899 年、近衛が世界旅行の最終地である中

したと伝えられています。数日後、武昌で近衛は

国を訪れ、中国南方都市の広東、武漢、南京、杭

張之洞と会談しましたが、それを日記に「とにか

州、上海、蘇州を回って、相当の数の南方有力者

く劉坤一と比して其の見識の下ること数なる明ら

と知り合ったからです。第 3 に経済的な利害関係

かなり」と言う感想を記していました。即ち、63

です。1900 年近衛は「対清談」の中で次のよう

歳の張之洞に較べて 69 歳の劉坤一の人柄が優れ

に指摘しました。即ち「南清の揚子江一帯の清国

ている上、卓越の見識をもっている、尊敬できる

官民と我官民との関係は、和気靄然として握手輯

政治家であると近衛は判断したのであります。

睦して通商貿易を営むでいるのである。然るに一

そのためか次に、近衛が会長を務めていた東亜

朝宣戦を布告すれば、支那全部の通商を杜絶して

同文会は劉坤一を対中国工作のもっとも重要な対

我官民は悉く引き上げねばならぬことになる。今

象と考え、終始劉坤一との関係を大切にしていま

北清一部の騒擾ですら紡績其他の事業に大打撃を

した。1900 年 6 月 30 日、東亜同文会では、劉坤

蒙けて居るのであるから、此上南清まで禍乱中に

一を対中工作の一番重要な対象者と考えるべきだ

包まれたならば、実に我国家経済の上に由々敷き

という議論が交わされましたが、その席上で近衛

影響を来すのである」と。書簡は、近衛と主要な

が「又我参謀本部は、中央支那において張之洞と

「南方有力者」
との関係を反映したものであります。

の関係は甚親密にして、張の昨今の動作はいちい
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ち我参謀本部の方針に遵ふものの如し。然るに劉

時の中国社会でどのくらいの衝撃を与えたかは調

坤一には左迄の関係なく、手の付け難き有り様に

べようがありませんが、しかし後述する清朝の貴

て、寧ろ余の交際最も深き位なれば同人に対して

族子弟の日本留学に、張之洞のこのような行動は

は同文会の手によるの外なしとの考えもある模様

少なからぬ影響を与えたのは事実です。さらに書

なり」と発言したことも、日記に残してあります。

簡を通して、張之洞は日本を孫の留学地と指定し

このような経緯で、近衛は積極的に劉坤一との

たばかりでなく、孫が日本で勉強すべき科目まで

友情を深め、二人の文通もますます頻繁になって

自ら選んだ事実も知ることができます。残念なが

いったのではないかと推測できます。

ら、張厚焜の日本留学は最終的に悲劇で終わりま

張之洞は、近代中国人の日本留学を推進したう

した。だが彼は学習院大学に入った中国人留学生

えで、最も重要な役割を果たした人物の一人だっ

の第一号として、中国人の日本留学史に歴史的遺

たといわれています。1899 年、矢野文雄駐中国

産を残してくれたといえるでしょう。

日本公使は 200 名の中国学生を日本に留学させ、

このような日本留学のブームと共に、清末中国

その経費の援助をすると言明しました。それを受

人の日本視察は強い勢いで展開されていました。

けて、湖広総督の張之洞は湖北から 100 名、湖南

これはほかでもなく自強を求め、中国を改革し再

から 50 名の学生を選抜し、農業、工業、工学な

建しようとする時代の産物でありました。張之洞

どを勉強させるために日本に派遣しました。これ

は第一回の日本視察団を送り出しました。最近の

は、湖北省、湖南省における大量の日本留学のは

研究によれば、1898 年から 1904 年までの清末中

じまりであった。張之洞は『勧学篇』の中で新式

国の対日視察は 43 回にものぼり、そのなかで張

学校を普及するために、新しい教育を受けた新式

之洞に派遣された代表団と個人だけでも 13 件あ

教員が必要であるという視点から、さらなる大量

り、人数も全体の約半分を占めていました。要す

の遊（留）学生を日本に派遣すべきだと主張しま

るに、張之洞は地方の一有力者として、19 世紀

した。彼は「今日の人材育成と強国の道を論ずる

の終わりから 20 世紀の始めにかけて日本へ留学

には、遊学と出国に多くの人を派遣することは第

生や視察団を派遣したりするような形で、常に積

一重要である」と認識し、全国に呼びかけました。

極的に日本に学ぼうとしたわけです。

統計によれば、19 世紀 90 年代から 20 世紀の初

いうまでもなく、こうして日本を中国近代化の

めにかけて、湖北省から数千人以上の留学生が日

モデルとした背景には、多くの中国人の有識者が

本に派遣されました。もちろん、数のうえで日本

日清戦争の教訓および明治維新に対する高い評価

への留学生を一番多く派遣した省であります。

に由来するものであったのでしょう。ところが、

張之洞の孫張厚 の日本留学に関するものが 2

中国においてこのように日本が評価されるように

通あります。この 2 通の書簡を検討する際、我々

至ったのは、決して中国人の有力者に対する日本

は、まず最愛の孫張厚焜を日本に留学させたこと

側の意図的な親日工作とは無関係ではありません

を通じて、張之洞が日本の教育を極めて高く評価

でした。実際張之洞はその典型的な例です。通説

していた事実を改めて確認できたのです。そして、

では、1898 年 1 月に武昌に赴いた日本参謀本部

張之洞が中国青年に日本留学を奨励した『学問の

の神尾光臣らの工作によって張之洞は対日強硬

勧め』を発表したとともに、自分の孫まで日本に

論者から親日へと変身したといわれます。近衛宛

留学させたことは、中国人の日本留学を促進する

の張之洞書簡は、寧ろ張之洞の対日認識が次第に

役割を果たしたと評価できます。確かに張之洞の

変化する過程に近衛サイドが存在することを提示

日本留学奨励と孫を日本に留学させたことが、当

し、具体的な交流の事実を明らかにするところに
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大きな意味をもっています。言い替えれば、なぜ

の対「南方有力者」政策は、この地域において日

張之洞の対日認識が大きく変化したのか、その謎

本の影響力を増大し、いわゆる「南方有力者」の

を解くカギは、張之洞書簡、特に書簡の背後に隠

中で多くの知日派と親日派を養成するに至った

れている近衛と張之洞との関係にあると思われま

のです。例えば、張之洞も劉坤一もその代表でし

す。その意味で書簡を手がかりに、張之洞の対日

た。全体的に見れば日本側のこのような影響のも

観の変化過程を考察し、さらに彼を代表とする清

とで、清末の日本留学や日本視察は殆ど湖北、湖

末「南方有力者」の親日化の要因を検討すること

南、四川、広東、福建、上海、南京などの「南方」

も可能でしょう。これらの課題は別の機会に検討

地域を中心に行われていたことは、動かざる歴史

しますが、近衛と張之洞との関係に限っていえば、

的な事実だったといえましょう。

1898 年 12 月に近衛は張之洞に派遣された湖北武

清朝の要人と外交官は第 3 グループに属してお

備学堂の日本視察団一行を接待し、自ら国会と学

ります。その中に西太后の側近は日本に関心を

習院の見学を案内し、その制度および運営につい

持って、何らかの関係に頼って来日し東京で近衛

て詳細に説明しました。それ以来、近衛は中国か

篤麿と会ったり、近衛から書簡をもらったりした

ら来た日本視察団、特に湖北からの視察団に対し

例もありました。そして袁世凱という人物、後に

て常に便宜をはかり、時間の許す限り必ず会って

中華民国の大総統になりましたが、当時において

話をしたり、関係者を紹介したりご馳走したりし

もなかなかの実力者でしたけれども、彼は近衛篤

ました。近衛は清末中国の日本視察を促進するた

麿と実際に会ったことはありませんでした。しか

めに、日本側の受け入れ体制を整備した功労者で

し近衛から書簡をもらったのです。近衛書簡の内

あったことに間違いありません。

容は、中国の改革に関する助言です。近衛篤麿か

「南方有力者」は実に錚々たる顔ぶれでした。

ら手紙をもらった袁世凱は非常に感激していまし

ここに登場した湖広総督の張之洞から両江総督の

た。袁世凱でさえも近衛篤麿との関係を重視して

劉坤一、上海道台の余聯、湖南巡撫の趙爾巽、両

いたことを彼の書簡は語っていました。その他に

広総督の岑春 、 浙総督の李興鋭、四川総督の

恭親王とか粛親王とか多くの清朝政府の満州族実

奎俊の七人は、いずれも「南方有力者」の代表で

力者も自分の子供を東京に送り、日本と特殊な関

あり、「南方有力者」の全員が集合したといって

係を結びたいために近衛に接近しました。あるい

もいいほどです。これは近衛がいかに幅広く「南

は近衛のほうで自らこれらの清朝政府要人のため

方有力者」と付き合っていたか物語っています。

に便宜を図ったりしました。そんなことで清朝の

そして、近衛が積極的に「南方有力者」との接触

要人はそれぞれの思惑で近衛篤麿と交流し、文通

を計り、日本との関係を良くしようという意図が

を続けていました。書簡から見れば彼等は中国を

趙爾巽、李興鋭、奎俊書簡から窺えます。また近

どうすべきかと近衛からアドバイスを頂き、そし

衛が最初に康有為、梁啓超らの亡命者と交際し、

て近衛の助言に返答もしました。このことは、当

次に「南方有力者」を中心に、対中関係を展開し

時の中国ではブームとなっていた日本視察よりも

ていったことは、頗る特殊なケースといわなけれ

遥かに深いところでの日中連繋でありました。特

ばなりません。こうして彼は最初から地方に注目

に第 3 グループの人達の中国政治における立場を

し、中国南方という具体的な地域に深く入り込ん

考えれば、彼らの対日認識は直接清国と日本との

だことになります。要するに地方を重視する、或

関係に影響を与えたはずです。これらの清末要人

いは南方を重視する近衛流の中国政策は、当時は

が近衛篤麿とこれほど密接な関係を有すること自

客観的かつ現実的でありました。結果的には近衛

体は、当時の清国上層部が如何に日本との関係を
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重視していたのかを如実に物語っているといえま

する近衛の影響は、当時より寧ろその後に現れた

しょう。言い換えれば、中国側にとって近衛篤麿

親日の動きに与えたのではないかと思います。つ

から発信した彼の東アジア理念と中国に対する好

まり民国期において袁世凱の親日政策、および第

意は、日本政治社会における日中友好の象徴とし

一次・第二次満蒙独立運動の思想背景に近衛の「日

て映ったものでした。そういう意味で、近衛篤麿

清同盟」という主張の影響はないとはいえないで

は清末の日中理解と日中協力の流れを作っていた

しょう。
第 4 番目のグループは留学生とその他ですが、

存在だったといえましょう。清国要人の書簡は近
衛の中国人脈の一側面を反映していました。また

近衛が日本社会に高い地位にいる人物なので、留

近衛は「南方有力者」との関係を維持しながら、

学生との付き合いも主に張之洞とかそういう人達

しきりに清国政府に友好親善の意向を伝えよとし

の子供としかできなかったわけです。その人達か

ました。つまり近衛は、直接清国要人に手紙を出

らの礼状とか、ちょっと休暇をもらいたいという

すこと、自ら訪日中の清国要人を接待すること、

程度の手紙です。それから近衛を尊敬する、全く

さらに清国要人の子弟の留学を受け入れるなどが

知らない人からの手紙もあります。東京にいる近

すべて対中工作の一環だと考えたでしょう。書簡

衛のやり方、中国政策に反対する学生からの手紙

が出された時期から見れば、ちょうど近衛の対中

も頗る面白かったです。つまり近衛が主張してい

認識の変化する時期です。つまり、従来「南方有

るのは中国の要人たちとの連携ばかりです。これ

力者」を重要視する近衛がこれほど多数の清国要

らの子弟をいくら助けてもどうしようもない、そ

人に書簡を送ったり、様々な形で付き合ったりし

んなことをやめたほうがいいとかという意見であ

たことは、彼の対中活動の重点がすでに地方政府

りました。それに対し、近衛が大変けしからんと

から中央政府へと移行し始めたことを反映してい

いうコメントを付けました。まあ要は当時の日中

ると指摘できると思います。

関係には様々な事件、様々なグループがあったこ

内容ですが「南方有力者」の書簡に比べると、

との証であります。それは、当時の中国における

清国要人の書簡は、少なくとも 3 つの特徴があり

近衛篤麿の知名度の高さを現したものといっても

ます。①近衛書簡に対する返書が多いこと。②近

過言ではないでしょう。

衛への礼状も少なくないこと。③日本留学に関す

以上は清末要人書簡の概要です。近衛日記の第

る清国要人の子弟学校の受け入れや宿泊先の斡旋

6 巻ですが資料関係に収集されている 8 編か 9 編

などに関する依頼状も結構あったことです。これ

の中国資料の内容は、殆ど経済関係です。近衛が

は何を意味していたのでしょうか。確かに 12 名

これほど経済問題に関心を持っていたことに驚き

の清国要人から寄せられた書簡は、清国の中央政

ました。日本は島国であり、日本が発展するには

府においても近衛の知名度と影響力が甚だ大きい

農業より工業だと、そして工業の発展には市場が

ことを物語っています。しかし、これはあくまで

必要です。原料も必要です。製品を遠く欧米に持っ

も近衛が計画的に清国要人と接触しようと努力し

ていくわけにはいかないから、中国との関係を大

た結果だったといってもいいでしょう。書簡の特

事にしなくてはいけません。そういうことを近衛

徴に示されたように、近衛は、那桐、喀喇沁王、

篤麿は見ていたわけです。次に彼の周辺にいた中

毓朗、粛親王とは個人的なつきあいがありました

国問題に携わっている日本人に簡単に触れたいと

が、恭親王、王文韶、袁世凱とはごく普通の関係

思います。

に留まっていました。従って 1904 年に近衛が逝

最初は荒尾精です。釈迦に説法になるかも知れ

去したことを考えれば、これら「清国要人」に対

ませんが、荒尾精に関していえることが３つほど
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あります。まず彼は経済利権を重視し早い時点で

べきであります。湖南は近衛と親交があり、近衛

日清提携を主張したこと。そして中国との商売の

日記に湖南が数回ほど登場しました。1 回目は湖

中で中国研究と人材育成の必要性を認識していた

南が東京で近衛を訪問し、中国問題について議論

こと、さらに日清貿易研究所を作ったり、日清商

したことが記されています。近衛が京都に出かけ

品陳列所を作ったりしたことであります。近衛篤

た時に湖南と会った記録が 2 回目であり、京都か

麿は荒尾と深い関係があり、ある意味では荒尾の

ら帰京の際わざわざ大阪から見送りに来た湖南の

対中認識を受けていたのです。

事が記されていますが、これが 3 回目です。二人

２人目は白岩龍平です。東京学芸大学名誉教授

の間にどのような会話や意見交換をしていったの

の中村義先生は白岩龍平に関して『経済アジア主

か分かりませんが、現存資料では、少なくとも経

義者』という立派な本を出されました。龍平は日

済に精通する新しい交渉者と中国内陸で活動でき

清貿易研究所の１期生で、卒業後、実業社会に入

る「商売人」を養成すべきだという点で意見が一

りました。彼は、経済アジア主義者の中で代表的

致していたことが分かります。湖南にある強い現

な人物の１人ではなかったかと思います。また近

場主義と政策志向は、直接近衛と関連があると指

代日中関係の中で、経済人としては非常に珍しい

摘できます。湖南は白岩龍平との付き合いがあり

存在だったのです。龍平は、近衛に信頼されてい

ました。湖南の中国に対する見識は近衛に多くの

る中国専門家であり、中国情報の最大な提供者で

影響を与えたと考えられます。

もあったのです。龍平も上海・蘇州・杭州、長沙

最後に奥村五百について若干触れるべきだと思

などでの仕事を通して得た情報を随時に近衛に報

います。奥村は朝鮮問題を通して近衛と関係を持

告し、仕事に困ったときにいつも近衛の助けをも

つようになりました。つまり近衛は奥村を通じて

らったりしていました。近衛の対中関係の様々な

朝鮮問題に直接、間接に関わっていたのでありま

場面に龍平は登場していましたし、近衛の中国と

す。朝鮮情報の持つ価値を近衛は非常に重視した

の関係を考える上で抜きにして語ることのできな

のではないでしょうか。日本にとって朝鮮問題は、

い人物だったといっても過言ではありません。ど

留学生の受け入れや留学生教育、留学生奨学金な

ちらかというと、龍平は日本の対中国関係の中で

どがあり、困ったときに奥村が近衛のところに相

穏健派に属しており、近衛の逝去後、彼は東亜同

談に来て、協力と救援を求めていました。日清同

文会の理事長になり、日華実業協会の実質的な先

盟における朝鮮の位置づけ、さらに外交問題と国

任者でもありました。

内問題との連繋において近衛は朝鮮問題を大切な

３人目は内藤湖南です。内藤湖南は旧京都帝国

ファクタとして見ていたわけです。

大学の若い中国研究者で、のちに日本における中

そろそろ話を終えたいと思いますが、近衛篤

国研究の権威となった学者です。湖南は従来のい

麿と清末中国を考える時、いくつか忘れてはいけ

わゆる支那通に不満を持っていたことから近衛と

ないことがあります。１つは近衛篤麿が残してく

意気投合しました。彼は九州の人が最初に中国問

れた歴史遺産をどう考えるかという問題がありま

題に関わったのは不幸であったといいました。と

す。次に近代日中関係における近衛の役割と影響

いうのは九州男児は理想が高く元気がありまし

をどう評価すべきかという宿題があります。さら

た。しかし理想ばかり燃えて多くの報酬を望まな

に 21 世紀日中関係へのメッセージとして、我々

い、実務に向かないので、対中関係を推進するこ

は近衛篤麿をどう捉えるべきかという課題があり

とに不向きからであります。むしろ収入のある常

ます。時間がないので私の考え方を簡単に説明し

識人で、中国文化に教養をもつ人に期待をよせる

ます。歴史遺産にいろいろな側面があるわけで、
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第 1 に近衛篤麿が残した遺産に「地域主義」とい

中国の名門校で、歴史上大勢の優れた人材を養成

う大きなキーワードが一番大切ではないかと思

して来ました。私にとっての母校は、誇りであり、

います。また東亜同文書院という「非政府組織」

努力の原動力でもあります。初心を忘れずといい

（NGO）の雛型を 100 年前に提起したことも重要
であると強調したいのです。第 3 点は、平等とい

ますが、そういう気持ちで、時々母校と学生時代
のことを思い出しています。

うことです。地域主義にしても「非政府組織」に

【司会】 はい、では次の方どうぞ。

しても参加者の全員がすべて対等であり、平等で

【質問者】 東亜同文書院大学 44 期生の幅舘卓哉

ある事はなによりも大切なことであります。つま

と申します。昭和 17 年に中国に渡り、中国を勉

り我々は東アジア共同体構想を考える際、平等で

強させてもらった者でございます。先生の今まで

ないと何も始まりません。もう 1 つは理念の問題

のお話の中で、特に語気を強めておっしゃらな

があります。つまりアジア主義です。アジア主義

かったんですが、長い時間のご講演の中で先生は

の歴史に大きな問題があることは事実ですが、過

「平等」ということを触れられた。私は実例を申

去の間違いを直して連合、連帯、共生というア

し上げます。入管局にまいりました時に、入管局

ジア主義の理念を生かすべきであります。最後に

の担当者が私の知人の外国人にどう言ったかとい

21 世紀へのメッセージとして私は、相互理解の

うと、
「メイ・アイ・ハブ・ユア・ネイム？」と

諸問題、友好と交流が重要であり、それから地球

いう言い方をした。これは中国語で言えば「 貴

視野の連帯と経済提携を、今こそ我々が真剣に考

姓？」。ところが中国、台湾、フィリピンなどの

えなければならないと思います。ご清聴ありがと

アジアや東南アジアの人を呼ぶ時には「あんた名

うございました。

前何ていうの？」、「 叫什 名字？」。こういう

【司会】 李廷江先生ありがとうございました。で

ようなわずかなところで差別をしている。我々中

は今から質疑応答に移らせていただきます。ご

国に関心を持ち、かつ中国と仲良くしていかなけ

質問の際には必ず、ご所属およびお名前をおっ

ればならないという思いを持っている人間にとっ

しゃっていただくようお願いいたします。なお、

ては非常に不愉快だった。それで敢えて先生にお

ご質問は恐縮ですが簡潔にお願いしたいと思いま

尋ねしたいんですが、20 数年前に日本に初めて

す。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。

お越しになった時、日本人の、先生方に対する対

【質問者】 こんにちは。私は主婦なので所属はな

応の仕方で不愉快にお感じになったことがござい

いんですけれども。東京都からまいりました。よ

ましょうか。あるとすれば、それに対して先生は

ろしくお願いいたします。先生のご経歴に清華大

今どのようにお感じになっていらっしゃるでしょ

学ご出身となっておりますが、先生との関係につ

うか。
【李】 大変大きな問題です。私は非常に幸運で、

いて聞きしたいと思います。
【李】 日本ではよく両親が私を生んで大学が私を

日本に来て 25 年になりましたが、いつもいい方

育てたといいます。中国でも同じこともいいます。

に恵まれて、そういうような不愉快な経験が殆ど

その意味で大学は人間形成の重要な場所だと思い

なかったので本当に感謝しています。しかし、日

ます。大学時代で学んだこと、および受けた影響

本社会の差別、特にアジア人に対する根強い差別

は、その後の人生に計り知れないものがあるので

に対して、いつも悲しく思います。これこそ、現

はないかと、今になってからつくづく感じており

代日本社会にある根本的な問題の 1 つといえま

ますが、具体的に何かといわれると一語で言い表

す。もちろん中国にも差別問題はあります。黒人

せません。清華大学は、100 年ほどの歴史を持つ

に対して、農村の人に対して、地位のある人がそ
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うでない人を差別します。そういう差別の社会を

誤解だと私は思います。近衛篤麿の考え方は張之

見ると非常に悲しくなります。中国から来た留学

洞に大きな影響を与えたのも事実であります。張

生としては差別には一番敏感であるわけです。人

之洞は近衛を信頼していたことも事実でありま

間の心の貧しさはまさにそこにあるのではないか

す。私が調べた資料では、実は義和団事件のあと

と。100 年前に福沢諭吉先生は「天は人の上に人

に張之洞が１日 50 通もの書簡を出していました。

を作らず、人の下に人を作らず」といいましたが、

近衛をはじめ日本の総理大臣、陸軍大臣に協力と

21 世紀にはいってからも依然として良くはなっ

支援を要請しました。日本の協力で難局を乗り越

ておりません。差別問題は、別に日本や中国だけ

えて改革を進めたいという内容であります。

の問題ではありません。結局そこに人間の本質が

【司会】 では時間の関係であとお一人だけ。はい、
お願いいたします。

現れているわけです。
【司会】 ありがとうございました。他にご質問は。

【質問者】 素晴らしいお話をどうもありがとうご
ざいました。私は山田と申しまして、私の祖父が

はいどうぞ。
【質問者】 愛知県の田原市役所で事務職員をやっ

東亜同文書院の 15 期生でございます。東亜同文

ております。本日はありがとうございました。学

書院の同好会である滬友会の会員でほぼ 100 年前

生の頃、満州地域の成り立ちを勉強していて、劉

に卒業したことになります。ちょうど先生が 21

坤一と張之洞は近衛篤麿から中国内地に関する改

世紀に向けてと言われたので、100 年先を考える

革の意見を受け入れて、省改革のことを清朝に提

理念というお話がございましたが、その理念をど

議している。そのあたりも含めて当時東亜同文会

ういうところに求めるべきだとお考えになります

が清朝に刺激を与えたことをお聞きしたいと思い

か。
【李】 私はそれに答える力を持っておりません。

ます。
【李】 お答えになるかどうか知りませんが、近

しかし私が考えているのは、100 年前に近衛が中

衛は張之洞や劉坤一と親交がありました。近衛は

国を軽蔑する戦勝の日本社会を批判し、日清同盟

物事をはっきり言うタイプで、人と会う時に相手

を提唱していました。日清同盟を実現するために、

が本当のことを言わないといつも怒ったりしまし

互いに理解しなければなりません。お互いに知り

た。研究者の間では、近衛は劉坤一を高く評価

合うこと、互いに理解する仕組みを作らなければ

し、張之洞をたいした人物ではないと見ている考

ならないことであります。同じアジア人といって

える向きがあります。しかし、それが事実と違う

も生活環境が違い、考え方が違います。だから理

と私は思います。というのは、中国にも建前と本

解するにはどうしたらいいかを考えるのが重要で

音があります。張之洞としては、はじめて会った

す。例えば私は北朝鮮に２回ほど行ったことがあ

外国人の近衛に本心をそのまま言えなかったわけ

るんですが、日本では北朝鮮についてはどちらか

です。清朝政府の重要な一員として張之洞は外国

と言うと暗いイメージでマイナスのような存在で

人である近衛と会ったとき、康有為を批判したり、

すが、中国においても北朝鮮のイメージは決して

孫文を批判したりしました。そういう張之洞を見

よくありません。しかし、私は社会制度だけに着

て近衛は非常にがっかりしたわけです。ところが、

目せずそこで生活している人をどう理解するかと

近衛と会見後、張之洞は劉坤一宛の書簡で近衛公

いう気持ちを持つべきではないかと思います。同

爵と会ったが、初対面で普通の挨拶程度のことし

じ意味で中国社会は今少し豊かになりましたけれ

か言わなかったと説明しました。ですから、張之

ども、いろんなレベルで貧富の差があります。同

洞は劉坤一よりレベルが低いということは全くの

じ中国人でも金持ちと貧乏な人のあいだに理解が
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あったかどうかは問題です。こういう平等と理解

思っています。

は、人間社会の永久の課題ではないかと思います。

【司会】 ありがとうございました。まだご質問の

理解し、対話をすれば少しずついい社会になっ

ある方もいらっしゃるかとは思いますが、時間に

ていくのではないでしょうか。そういう意味では

なりましたので、これをもちまして李廷江先生講

21 世紀の課題は、まさに人間尊重と理解交流を

演会「近衛篤麿と清末中国」を終わらせていただ

考えるべきです。学生時代に中国革命および世界

きます。今一度李廷江先生に盛大な拍手をお送り

革命という理想に燃えました。今は、日中理解の

ください。ありがとうございました。皆様お気を

ため、アジア平和と繁栄のために微力ながら尽く

つけてお帰りください。

したいと思い、そういう生き方を貫いていこうと
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東亜同文書院大学記念センター・弘前講演会

テーマ : 津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって
−津軽、東亜同文書院、孫文−
【司会】 お待たせいたしました。ただいまより愛

でにご案内のことかと思いますが、前身の一つは

知大学東亜同文書院大学記念センターオープンリ

1901 年に上海に設立された東亜同文書院、ある

サーチセンター主催によります「弘前資料展示会・

いは後の東亜同文書院大学でございまして、戦争

講演会」を開催いたします。テーマは「津軽が生

が終わってそこの教員や学生、さらには東亜同文

んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって̶津軽、東

書院以外の、朝鮮半島あるいは台湾からの学生や

亜同文書院、孫文̶」です。開催に当たりまして

教員が日本に帰ってきまして、協力して豊橋の地

学長代行の佐藤元彦先生よりご挨拶をお願いいた

に愛知大学として新しい大学を創設したのでござ

します。先生は弘前生まれで高校卒業まで弘前に

います。
その関係もありまして、中国との関係、これ

お住まいだったと聞いております。では佐藤先生

は切っても切れないものがございます。その点は

お願いいたします。

現在の愛知大学における研究あるいは教育という
【佐藤】 皆さんこんにちは。本日は愛知大学東亜

点でも引き継がれておりまして、たとえば中国語

同文書院大学記念センターが弘前の地で、弘前と

を勉強なさったことがある皆さんは必ず『中日大

ゆかりのある山田兄弟ならびに東亜同文書院に関

辞典』というのをお使いになるのではないかと思

しての展示会および講演会を開催いたしましたと

いますけれども、これは日本における初の本格的

ころ、このように大勢お集まりいただきまして本

な中国語の辞典として、実は愛知大学が編纂した

当にありがとうございます。まず冒頭にお礼を申

辞典でございます。それから中国についての学部

し上げさせていただきます。

が、言ってみれば日本の中で唯一学部として愛知

さて山田兄弟、東亜同文書院、東亜同文書院

大学にございまして、中国での語学研修あるいは

大学あるいは孫文につきましては、後ほどの専門

中国での調査発表会、さらには中国でのインター

的な立場からのご講演に譲りまして、私のほうか

ンシップというようなことも含めまして、文部省

らせっかくですのでこの機会に、愛知大学のこと

からこれはグッド・プラクティス、非常に良い教

につきまして少し宣伝を兼ねてお話をさせていた

育であるというふうなお墨付きを得て展開されて

だければと思います。愛知県にあるから愛知大学

いるところでございます。

だろうというふうに思われる方が多いかと思いま

さらには研究という点でいきますと、文部科学

すけれども、愛知大学という名前は実は「知を愛

省の 21 世紀 COE としても採択をされました国際

する」というところから来ております。地名の愛

中国語研究センターというのがやはり本学にござ

知と言うよりはむしろ知を愛するというところか

いまして、言ってみれば伝統をベースにしながら

ら来ている大学でございまして、今から 62 年前、

の中国の研究、さらには教育という点で、おそら

1946 年の 11 月に豊橋の地に創設されました。す

く日本の中で随一という実績を誇っていると自負
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んを集めたいと考えるところでございまして、今

しているところでございます。
本日は、その愛知大学の前身である東亜同文書

日はあとで現代中国学部学部長の馬場先生も講演

院と切っても切れない山田兄弟の足跡を偲ぶこの

なさいますけれども、現代中国研究あるいは現代

企画を、山田兄弟生誕のゆかりの地である弘前で

中国教育という点で、弘前からも今後注目をいた

開催させていただきます。実は東亜同文書院につ

だきながらさらに発展していきたいと思っている

いての研究をするということで本日の主催の機関

ところでございます。ぜひ皆様のご関心あるいは

でございます東亜同文書院大学記念センター、こ

ご協力をこの機会にお願いして、私の挨拶にさせ

れは確か 15 年ほど前に本学に設立されましたけ

ていただきたいと思います。

れども、2006 年にやはり文部科学省のほうから

なお津軽弁のイントネーションでしゃべろうか

オープンリサーチセンターの整備事業として認定

どうかだいぶ迷ったんですけれども、先ほどの司

され、補助金をいただいて、この間全国でこのよ

会の方が標準語と言うか普通のイントネーション

うな形で展示会、あるいは講演会を開催するとい

でお話しになりましたので、何かつられてしまい

うことを続けている次第でございます。ここのと

ました。あとでもし時間があれば当然津軽のイン

ころ横浜であるとか東京であるとか、関東が主で

トネーションでしゃべりたいなと思っております

ありましたけれども、今回初めて弘前での開催で

ので、よろしくお願いいたします。改めましてこ

あります。またこのあと九州でも開催が予定され

の機会にぜひ山田兄弟にご関心を持っていただく

ていると聞いております。弘前生まれの私としま

と同時に、そのことを通して津軽と愛知大学の関

してはぜひこの機会に津軽、あるいは弘前の方々

係が深まっていくことを願って、私の挨拶にさせ

に山田兄弟のことをもっとよく知っていただくと

ていただきます。本日は講演、そして明日は展示

いうことと併せて、そのことを通して愛知大学に

会がございますけれども、どうかお付き合いをい

関心を持っていただきたいなというふうに思って

ただければと考えております。どうもありがとう

いる次第でございます。中国についての研究や教

ございました。

育という点で言いますと、全国から優秀な学生さ
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〈講演〉

１．東亜同文書院とその歩み

愛知大学文学部教授

藤田佳久

【司会】 先生ありがとうございました。続きまし

いていまして、急遽そちらに乗り換えて、こちら

て講演に移ります。最初は東亜同文書院大学記念

で昨日丸１日準備を進めることができました。幸

センター長の藤田佳久教授より、テーマは「東亜

いご当地の被害もあまり大きくなかったというこ

同文書院とその歩み」についてご講演をお願いい

とでわれわれも大変安心し、この会をうまく進め

たします。

ることになりました。そういう点で大変ありがた
く思っております。

【藤田】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

先ほど学長代行の佐藤先生のほうからもお話が

だきましたように、愛知大学東亜同文書院大学記

ございましたけれども、このご当地で山田兄弟お

念センター長、ずいぶん長い名前でございますが、

よび東亜同文書院、そしてその後の今日の愛知大

２つの大学名がこの中に入っているということで

学、そのあたりのご関係を併せてご理解いただけ

ございます。テーマは「東亜同文書院とその歩み」

たら幸いだと思っております。われわれのスタッ

ということで始めさせていただきます。

フの発表もありますが、特に今日３番目にお願い

今日は弘前の地で、山田兄弟を中心に東亜同文

しております地元のいずみさんには、ご多忙のと

書院を含めた講演会を開くことになりましたが、

ころ今回の講演会でお話しいただけるということ

その準備は１年ほど前にスタートしました。度々

で、ご協力を大変ありがたく思っております。そ

こちらにお邪魔し、今日一番最後にご挨拶をいた

ういうわけで本日は最後までご清聴いただけたら

だく貞昌寺の赤平和尚さんにお会いしてご協力を

ありがたいと思います。明日はこの会場は一変し

いただき、それぞれの組織の方々、地元の市役所、

まして、全面的にこの場所を展示施設に模様替え

市当局、コンベンション協会や各新聞社など、い

いたします。本日後ろの壁の展示はまださわりだ

ろいろなところから、ぜひそれはやっていただき

けですので、ぜひ明日も足を運んでいただいて、

たいという非常にありがたいお言葉をいただきま

資料の展示をご覧になっていただければわれわれ

して、今回のこの催しにこぎつけることができま

としても大変ありがたいと思っております。

した。私共はおととい弘前入りをしましたが、お

前置きが長くなりました。私はトップバッター

とといは地震があり新幹線が動かないということ

として、東亜同文書院というのはどんな学校だっ

で、仙台駅で「全部下車しなさい」
、
「ここから先

たのかと。山田兄弟を生み出した学校ですが、そ

は旅行を中止してください」というふうに言われ

の全体像を私のほうでお話させていただいて、あ

まして、これはえらいことだということでしたけ

とは個別専門的なお話が次々と続くという形にさ

れども、幸いにも高速バスが仙台から弘前まで動

せていただきます。スライドをけっこうたくさん
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用意いたしましたので、時間の関係もございまし

年の歴史がありますけれども、そのうちの 20 年

て少し早めにご説明をさせていただきます。

あまりがこのキャンパスで、一番いい時でした。

これが上海にございました東亜同文書院のメイ

しかし第２次上海事変で焼けてしまい、そのあと

ンキャンパスの正面像であります（図 1）
。約 50↑

また校舎を隣の、当時戦争が激しくなってすでに

図 1.

疎開し、避難民が占拠していた上海交通大学のほ

ります。下にありますように上海のトンウェンカ

うへ移したりしまして、昭和 12 年（1937 年）以

レッジと呼ばれておりまして、日本人の秀才が集

降は日中間の戦争が始まり、とくに昭和 18 年以

まる学校として中国側でも非常に広く知られた学

降は少し翻弄されたという歴史がございます。開

校でありました。

学以来、いろいろ苦労しながら学校をせりあげ

東亜同文書院が発足するにあたってはこの３人の

てきて、これが一番いい時の学校の正面の姿であ

方が非常に大きな役割を果たしております。
（図 2）

図 2. 東亜同文書院の創設者たち
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まずは真中に写っている荒尾精という方。この方

の３人が力を合わせて東亜同文書院が成立してい

は愛知県（幕末の尾張藩）の出身の方であります。

きます。そのバックは近衞篤麿が中心になりまし

明治になって世の中の欧米志向がますます強まる

た民間団体の東亜同文会という組織であり、ここ

中で、
隣の中国に関心を持った人です。明治になっ

が東亜同文書院の経営母体になりました。

て軍隊に入り、熊本の鎮台に行った時、九州と中

先ほどヘボンにお世話になったと言いました

国は近いですから先人達から中国の情報を聞きま

が、それ以前にもう１人岸田吟香（麗子像で有名

して、江戸時代まで漢詩漢文だけで中国を知って

な画家岸田劉生の父親）がやはりヘボンを頼って

いた日本人にとっては現実の中国を知ったという

上海で、日本人としては初めての国際商人でしょ

ことで大変大きなあるいは新鮮な衝撃を受けなが

うか、目薬を作ったりして非常に利益を上げてお

ら、自分も見てみたいというわけで中国へ渡った

られた。そこへ行って一緒に英語の辞書を作った

わけです。この時ローマ字で有名なヘボンという

りいろいろやった方で、横浜へ帰って日本で最初

方が彼を受け入れてくれた。彼は上海で活動しさ

に新聞を発行したりした、その世界では有名な人

らに漢口（揚子江の中流で当時の中国の本当のセ

です。また劉生のお弟子さんに、豊橋に住んでい

ンター）で本屋さんもやりながらたくさんの情報

る高須という方がおられて、愛知大学のロゴを、

を集めて中国を知ろうとしたわけです。その後、

終戦の翌年開学の時に作られたというようなこと

1,000 頁を超えるほどの大作の『清国通商綜覧』と

で、そういう意味でも愛大へもつながっていると

いう、今流に言いますと中国商業地理というか、

ころがあります。

初めて中国の実態を書いた本を 1892 年に出しま

荒尾精がまず最初に中国に渡って中国情報を

す。それが当時ベストセラーになって、日本人に

集めていくわけですけれども、その時に日本から

初めて中国の実態を知らせた本として有名になっ

数人の若者達がやってきて、彼等はまだトレー

たんですね。

ニングなしであっちこっちの情報を少し見てき

この方が帰ってから日清貿易研究所というのを

なさいというふうにして収集させました。蘭州と

1890 年に作って、中国との取引のできる人材を

いうところでいろんな記録をとったのが一部残っ

養成する必要があると。欧米とは違ってすぐ隣に

ています。内容はここでは省きますが、こういう

中国があるではないかということで、そういう学

ような形であっちこっちの地域的な情報が荒尾精

校を作って約 150 人の学生を集めるんですが、日

のもとに集まったわけです。その蘭州の記録の中

清戦争が始まって中断してしまった。それが終

に周辺地域の地名が載っていて、この辺のところ

わってから友人であった根津一という方に院長を

はその時期に地域の情報収集ができていたという

譲って東亜同文書院の立ち上げをやるわけです。

ことを表しています。西のほうはシルクロード沿

そのベースの企画を行なったのが近衛篤麿という

いの近くまで地名が出てきます。そこまで行った

方で、近衛家の当時貴族院議長です。欧米に留学

方は帰ってこなかったので、どこまで調査したか

した非常に開明的な、近衛家でも非常に頭の切れ

分かっていないです。ウルムチですね、今は。新

る優れた人でありました。日清戦争に勝ってから、

疆ウイグル自治区のセンターですけれども。そ

日本の中には中国をいろんな意味で解釈する人、

こまで記録はありますが細かな情報までは分かっ

あるいは団体ができますが、冷静に文化・教育の

ていません。もしその人が行ってきちんと調査し

交流事業をきちんとやって、お互いにレベルアッ

て帰ってこられたら、日本人として最初のシルク

プすべきであるということを中心にしまして、１

ロード沿いの調査をやったということになると思

つは学校教育というものに力点を置いていた。こ

います。明治のまだ 10 年代ですね。荒尾精はそ
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の後勉強してこれだけの地名を中国の中で記載す

製品で日本にないようなものもたくさんあって優

るぐらい多くの情報を集め、前述した『清国通商

れている（図 3）
。だから清国貿易をもっと活発

綜覧』という 1,000 頁を超えるような本の中に集

にやるべきだというような形で紹介しています。

約されたわけです。もうほとんどの省にわたって

そしてもう１回復習ですが、荒尾精、根津一が

おります。これは銅の製品地図です。いろんな商

日清貿易研究所という学校を最初に開設したわけ

品見本を紹介するんですけれども、こういう銅の

ですが、そのあと日清戦争後、東亜会とか同文会、

図 3 『清国通商総覧』に紹介された清国の銅製品
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その他いろんな団体ができるんですが、この２つ

う程度でしたが、注目されるのはやっぱり中国語

のうち弘前出身の陸羯南は東亜会に入っていきま

の徹底的な教育が行なわれていることです。商業

した。多分に政治色の強いグループでした。一方

実務関係の学校ですのでビジネススクールと言っ

の同文会はややクールな人達が入っていて、これ

たほうがいいと思います。戦後になってイデオロ

が合同して 1898 年に東亜同文会を作り、近衞篤

ギー対立の中で、上海にあったんだからスパイ学

麿が会長になった。したがって非常にクールな形

校ではなかったかとよく言われたりしますが、そ

で清国をどういうふうに保全したらいいのか、列

ういうカリキュラムは見られないですね。きちん

強にどんどん食い荒らされていく清国をきちんと

としたビジネススクールとしてスタートしたとい

レベルアップしなくちゃいけないだろう、それに

うことが分かります。

は教育が要る、というわけで教育文化事業を展開

ところで、今から 15 年ほど前、書院の卒業生

していく。そして初めて 1900 年に南京に同文書

の人達にその出身地についてアンケートをした時

院を作ったわけです。ちょうどその頃弘前から

に出てきたのを、時期別に分けたものです。これ

横浜へ出てきて水産会社等に勤めていた山田良政

が 16 期から 39 期、これがそのあとなんですけれ

が、当時は小さな学校でしたからそこの教授兼事

ども。当時の出身者は全国から、最初は県費生と

務職みたいな形で入っておられたわけです。その

言って県が授業料からお小遣いまで全部お金を出

弟さんが純三郎という方でありました。ところが

してもらい、２人ずつ受け入れましょうというこ

が義和団の変で、南京はちょっと危ないというわ

とで全県に広がって、競争率は非常に激しかった。

けで上海へ移って、折しもちょうど上海へ東亜同

当時日本の経済はそんなにいいわけではありませ

文書院を作るというので合体をしまして上海東亜

んから、お金がなくて勉強ができないという方々、

同文書院ができたわけです。そしてそれが戦後愛

特にビジネス界に行こうという人はタダで上海で

知大学へ移っていったわけです。

教育が受けられるとういう好条件でした。上海は

まず最初にできたのが東京同文書院です。清国

当時アジアでは最大の国際都市で、東京や大阪以

からの留学生をみんなここへ受け入れて、彼等を

上でしたから各県からたくさんの希望者が出て競

教育した。それ以外に朝鮮にもこういう学校を作

争が非常に激しかったわけです。後に今度は私費

りました。普通の学校、あるいは語学学校等で、

生、授業料が非常に高かったんですけれども、自

校長さんにはやはり弘前出身の笹森儀助という方

分で負担してでも行きたいという人が都市を中心

がなっています。後に琉球の調査あるいは南のほ

に出てまいりまして、そういう人達も入れて定員

うの調査に出かけたほどの探険家としてもしられ

を増やしていくわけです。最初は県費生のみ 70

ています。そして先ほどの東亜同文書院が上海に

人ぐらいですが、私費生を受け入れるようになる

出来まして、後に中国の学生諸君も受け入れて勉

と 100 人を超えていく時代に変わっていきます。

強させようということになったのです。

入学当時の夢はアンケートによりますと中国で働

その他に日本で言うと今の中学校かな、中日学

くとか、骨を埋めるとか、日本と中国、アジアの

院あるいは江漢中学というような学校を各地に作

ためにとか、中国人のためにとか、中国を見て学

りましたが、戦時中には東亜工専とか北京工専、

びたいとか、中国語を勉強したいとか、こういう

北京経専というような学校も次々に統合し、教育

志望動機が多くを占めております。

の中で大きなウェイトを占める学校に発展してい

こうして学生を集めたけれども、最初は東亜同

きます。その中でももちろん書院が中心です。最

文会も東亜同文書院もあまりお金がなかったので

初のカリキュラムをみますと、最初はまだこうい

修学旅行しかできませんでした。1901 年の入学
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ですから２年生の時、誰が書いたか分かりません

国の西、シルクロードのほうにロシアの勢力がど

が山東半島へ行った時の旅行記が残っています。

れぐらい入ってくるか調査してほしいとイギリス

また、これは２期の、1902 年に入って卒業して

政府から申込みがあったけれども、外務省はそん

いく学生達の集合写真をみますと、当時の清国で

な手蔓を持っていませんでした。そこで最終的に

すからみんな弁髪です。頭を後ろのほうに長く垂

東亜同文書院に依頼し、根津院長はそれを受けて、

らしています。そのうちの１人、北九州市出身の

ちょうど卒業する５人を呼んで「行ってくれない

波多野養作という人がここに写っています。この

か」と要請したことがありました。当時の根津院

人は単独で、５人の中の１人として選ばれてシル

長は書院の神様みたいな人でしたから、５人は

クロードへ旅行した人です。

OK ということで２年かけてシルクロード沿いに

日英同盟が日露戦争の直前に結ばれ、イギリス

西域へ行って帰ってきました。こんな道の悪いと

はロシアを封じ込めるために日本と協力して、清↑

ころで馬車に乗ったり歩いたりして、痔になって

図 4. 波多野養作の踏査コースと地域情報の分布図（蘭州から哈蜜、1905 年）
（波多野養作の日記より作成）

しまったり、あるいは熱病のマラリアになったり、

これは黄河の流域を北京へ帰ってくる時のコース

大変な旅をしたわけです。その道中の記録をいろ

とその周辺の様子です。また、ルート別に毎日の

いろ私のほうで整理しますと、何国人がどのぐら

天気や気温が書かれていて、これも非常に貴重な

いいたのかも記録され、たくさんの外国人が入っ

資料になっています。
当時の中央アジアは列強にとって最後に残され

ていたことが分かるんですね（図 4）
。ドイツ人、
イギリス人、ロシア人と。これは河西回廊、ハミ

た秘境というわけで、次々に各国は使節団を送っ

瓜で有名な哈密。シルクロードがずっと続きます。

て調査をしたわけです。当時大谷光瑞が学生とし

その旅行がどんな様子だったかというのを示して

てロンドンにいた時にそういうのを聞いて、仏教

みたものです。熱病のマラリアが出ますと１週間

遺跡が多いならわれわれ日本人がやるべきだとい

記録が無くなりますけれども、かなり冷静にいろ

うので、全くのど素人の在英中の学生達を集めて

んなものを記録して、非常に優れた旅行記録です。

ロシア経由で入ったのが、書院の学生が調査に行
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く前の年でした。大谷光瑞は電報が来てこのまま

まった時にこの方はピストルで自殺をしてしまい

ここからインド経由で帰ってしまうわけですが、

ます。
「せっかく俺達が一所懸命やってきたのに

残った２人、堀賢雄ともう１人がこの西域ルート

日本の軍部が完全に中国との関係を破壊してしま

を歩いて北京まで帰っています。しかしそれはも

う」と嘆いたということです。

う調査ではなくて、遺跡を少し見て帰っただけ

しかし５人が無事帰還成功したというので「わ

で、調査は書院の人達が初めて本格的にやったの

れわれも行きたい」と書院生の夢が大きく膨ら

です。

みます。折しも外務省から５人の偉業に対し書院

そのうちの林出賢次郎という方は現地の指導

へ３万円が寄贈され、とりあえず３年間中国大陸

教官にもう１回来てくれと言われて、また現地へ

あるいは東南アジアに延びる大旅行が可能になり

出かけていって、現地で地元民の教育に当たって

ました。中国語も徹底的な教育をやりまして、こ

ふ

ぎ

います。満洲国が成立した時には皇帝溥儀の事実

の大旅行もこなせる体制をつくっていきます。わ

上の秘書役をやられて、溥儀の味方ばかりすると

れわれの学校にも膨大な旅行記録、手書き資料が

いうので関東軍から首になった人です。そういう

残っております。私も早くからこれに注目して研

ような傑物も出ております。この写真は先ほどの

究をしてきました。
これらの写真は出発風景です（図 5）
。だいた

波多野養作という方です。40 代の頃は中国の鉱
山会社で働いていましたけれども、日中戦争が始↑

いこんなアフリカ探検隊みたいな感じで、各班に

図 5.『大旅行』への出発

はライカのカメラが１台ずつ与えられ、この中で

中にいろんなものを入れて出発していく時の様子

保健係とか会計係とか役が決まっています。当

です。最初の頃はだいたい５か月、後半になりま

時中国は統一貨幣ではありませんでしたから小

すと３か月ぐらいです。ほとんど都市ではなく農

銀を用いました。体にそれを縛りつけて、会計の

村部をかなり歩きましたので、中国の実態を知っ

人は重たくてしようがない。この写真は頭陀袋の

たのはおそらくこの書院の学生グループが世界で
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最初ではないでしょうか。日本のインテリの人達

加しましたが、実際にこの旅行中の戦争や土匪に

は上海とか北京とか天津とかの都市には行きまし

よって亡くなった人はいませんでした。ただ強盗

たけれども、農村に行っている人はほとんどいま

団に遭って身ぐるみはがされてもう命を取られる

せん。出発前の写真はオートバイ、車を用意して

という時に、最後の置き土産というわけで強盗団

いますが駅まで行っただけで、車であっちこっち

の親分の目が悪いので目薬をさしてあげたら親分

行ったわけではありません。

が、
「それでは命だけは助けてやる」と言って助

全部で 700 コース行っています。その時にパス
ポート、執照ですが、風呂敷包みを広げたぐらい

けられたという、本当に死の瀬戸際まで行ったグ
ループもおります。

大きなパスポートです。ここにコースを書いてい

この写真は背広姿の学生達です。上海はけっこ

くとコース沿いの各知事がそれを受け入れるわけ

う国際的な大都会でしたから、日本の内地と違っ

です。危険区域は兵隊を出してくれるという形で

てこういうリラックスした自由な、リベラルな雰

旅行が進められました。辛亥革命以降は軍閥間の

囲気で学生生活が送られたのです。軍事訓練等も

争いがありましたし、大強盗団、土匪と呼ばれる

昭和 18 年の学徒動員が行なわれるあたりまでな

グループが出没していて、ずいぶん危険な中での

かったわけですね。
大旅行のコースはこんな形です（図 6）
。上海

大旅行でした。今だったら父兄が猛反対して絶対
できない旅行だと思います。約 5,000 人の人が参↑

からスタートしていろんなところへ行く。なるべ

図 6.『大旅行』コースの一例

く遠くの目的地へ行って調査をしてくる。その調

この地図を作った。これは欧米の人達が夏を過ご

査報告が卒論になりました。当時は実測図があり

す避暑地の図ですが、学生達が歩数で計測してつ

ませんでしたから実際に足で歩いて、自分の足の

くった地図です。ほとんどの町は歩いて計測して

歩幅が何 cm あるかをもとに距離を計測しました。

地図を作ったんですね。当時は中国側にもきちん

日本地図を作った伊能忠敬と同じですね、それで

とした地図がありませんでしたから。これは潼関。
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「箱根の山は〜函谷関〜」という歌がありますが、

の近代化は日本へ来たこういう人達が実際にこう

あの近くの険しいところです。非常に荒れ果てて

いう軍閥のトップになって都市計画や公共施設、

いて、現在、中国へ行く時の旅行コースにもほと

中国では一番不得意な分野の整備をしたことが分

んど入っていません。

かります。大きな道路を作って。戦後の中共政府

軍閥には必ず会っているんですね。軍閥と言

の前に近代化を一所懸命やったのはこういう人達

うと軍人の親分みたいな感じですが、実はインテ

です。中には戦争ばかりやってそういうことをし

リで、ほとんど日本に留学した人達ですから日本

なかった軍閥もいます。

語も片言で通じたりします。だから彼等は理想を

これは西安の大雁塔の写真です。前のほうに少

持っていました。あとでもお話ししますが、中国

し傾いています。これは黄河沿いの道、強盗団の

図 7.『大旅行』黄河下りのスナップ
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土匪に必ず遭うという道です。これは日本でも

民地の実態にも触れて、けっこう列強資本が道路

黄砂が問題になっていますが現場はもっとすさま

を整備しているのでスッスッと動けてしまう。そ

じいんですね。今の北京のオリンピックも工場の

れにびっくりしています。それとやっぱり日本人

活動を全部停止してスモッグを無くそうなんて

が隅々にまで入っていて、むしろ現地の人達から

ことをやっていますけれども、これは埃で有名な

は非常に尊敬される指導者となっている。そうい

町、張家口。この写真は筏で黄河を下ったりした

う点で言いますと、戦争で逆になってしまったと

シーンです。これも今の日本人はほとんど行かな

いうのは非常に残念なことでありますが、この記

いユートピア三角洲というのが途中にあります。

録を読めば日本人が戦前現地の人達と非常にうま

いろんな写真が残っていて、今日と比較すると非

くやっていた様子がよく分かります。

常に貴重です。この写真では彼等は日本の国旗を

これもそうですね、フィリピンへ行ったり、あ

持っていますがナショナリズムと言うよりは、こ

るいはずっと南のほうへ行ったりしたコースで

れを持たないと現地人と思われいろいろ危ない

す。この辺はフランスの植民地。フランス人が過

目に遭うということで掲げて歩いたわけです。こ

酷に住民を使っているとか、いろいろそういうこ

ういうふうに馬に乗って草原や砂漠を行ったケー

とが書いてあって、そのためには東南アジアの調

ス。これは船の中で泊まった時の写真です。こん

査時にはフランス語が絶対要るから、後輩達はフ

な形のものもありますし、街路の真中に残ってい

ランス語をもっと勉強せよというような言葉も残

た土盛りのところで休憩をとっているような写真

されております。
これなんかも大調査ですね、セレベスからスマ

です。
一方東南アジア調査旅行も活発に行なわれ、

トラ、シンガポール。東南アジアは積極的に調査

ずっと南のほうの各地を回っています（図 8）
。

している。現在 100 歳を超えていられる安澤隆雄

当時はタイを除いて植民地ばかりでした。その植

さんという卒業生の方がおられますが、この方

図 8.『大旅行』東南アジアコースの一例
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はずっと安南北部の沿岸部へ昆明経由でさらに北

ね。書院生は旅行先で必ずこういう揮毫をもらっ

方へ行こうと思ったら「強盗団がいるからやめと

てきて、自分達の卒業の記録集に収録しておりま

け」と強く言われてコースを変え、チベットへ行

す。著名な方、孫文もそうですがいろんな方の揮

く予定にしたんだけれども、キャラバン隊が約束

毫が集められております。また犬養毅といった著

した日時に来なかったというので自分達で、縦に

名な日本人の揮亳も入っています。

長い谷が刻まれている雲南省の奥地を、針金１本

調査対象は最初はビジネス関係だったんです

にぶら下がりながら谷を越えてビルマ（今のミャ

が、それ以外の教育とか移民とか飢饉とか、幅が

ンマー）に行って帰ってきた。大冒険旅行ですね。

次第に広がって、地域もずいぶん拡大していきま

その途中でこういう少数民族の絵が描かれたりし

す。東南アジアでも、こんな感じで調査が行なわ

てます。これは彼等の住居です。阿片地帯なので

れていったということが分かります。ところが戦

阿片の道具も書いてます。

局が厳しくなるともうコースが限られてしまう。

これはユエというベトナムの古い都です。日本

奥地のほうへ行ったのもいるんですけれども、こ

人が室町時代に進出していて、当時の日本橋が今

んなふうにコースが縮小傾向になります。最後に

でも残っています。フランス植民地の時代には国

はもっと沿岸部のコースしか調査ができなくなっ

王はこのユエの王城に幽閉されていました。ベト

てしまいます（図 9）。

ナム戦争の時にはずいぶん破壊しましたが、今は

全体としては５期から始まって 43 期ぐらいま

復元されています。一方戦局が厳しくなって、日

で調査旅行が行なわれます。合計約 700 コースも

中戦争が始まりますと、さすがの中国側も２年間

行なわれ、東南アジアも入っています。膨大な

書院生にビザを発行しなくなったため、満洲だけ

地域情報が集まっています。指導者は経済地理の

の調査をやらざるを得なくなりました。満洲のい

馬場鍬太郎先生でした。私も実は地理学をやって

ろんなところへ入り込んでいます。ズンガリや大

いまして、そういう点で非常に関心を持ったんで

きな河川の流域、あるいは小安嶺とか大興安嶺と

す。当時混乱期にあった中国でこれだけ系統的に

いう虎の出るようなところを、日の丸を掲げて歩
いて横断したりするコースの写真もあります。こ
んな感じでいろいろ写真があります。
これは先ほどの軍閥の人達。呉佩孚とか曹 。
当時としては超有名な軍閥のトップの揮毫です。
こんなに字が上手です。だからインテリなんです

図 9. 第 21 期生旅行誌『彩雲光霞』へ寄せられた曹 （左）
と呉佩孚（右）の書

図 10. 第 5 期〜第 23 期の中国調査旅行コース
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大規模な調査をやった例はありません。東亜同文

オロギーの世界に巻き込まれて、安藤彦太郎とい

書院の人達の半世紀にわたる記録は今も中国の人

う有名な早稲田の先生が、
「書院というのは植民

達の間でも注目を集めています。この図は調査旅

地の尖兵である」というようなことを書いたりし

行コースのうち中国だけ、それも５期から 23 期

ています。後半の戦況が激しくなった時には少し

までのコースを示したものです（図 10）
。これ以

そういうものに入れてしまいますが、最初はかな

上すべてのコースを示すとクシャクシャになって

り日中関係の提携というものを目指した、そうい

しまうためです。こんなにたくさん、ありとあら

う学校であったということは今までのことでお分

ゆるところへ、多くは歩いて旅行をしたことがわ

かりいただけると思います。

かります。これはメッシュ毎に中国のどういうと

「書院から得たものは」という問いに対しては、

ころに集中しているかを示したものです。この

大いにあった、中国人への理解と親しみ、国際感

コースを「どんなふうに選んだか」と言うと、ア

覚と世界的な視野が得られた、中国語が勉強でき

ンケートによれば自分達のテーマによって選んだ

た、戦後に生きる力と自信を与えられたなどで、

とか、行きたい地域を選んだとか、学校の先生の

そういうものがけっこう多い。
「スパイ学校では

指導によるとか、まあ非常に自由に選んだという

なかったか」という見方が戦後あったのに対して

ことが分かります。決して戦略的に選んだわけで

は、そんな見方はあり得ないというのが非常に多

はないですね。
「大旅行への期待」についてもア

いですね。とんでもない、ばかげている、心外だ、

ンケートしますと、現地の人々と直接交渉・交流、

くやしい、そんな事実はない、など書院の学生の

中国の実際を深く知る、夢と冒険旅行、大陸を

立場からはそういう反論が非常に強い。
「就職先」

より知りたいとか、憧れとか、勉強した北京語が

は上海あるいは大きな都市が多い。ほとんどはビ

どこまで通用するかとか、まあいろいろな期待を

ジネスマン、あるいは領事館とか大きな商社等に

もって旅行をしたことが分かります。

勤めた人が多かった。

「調査旅行によってどんな影響を受けたか」を

他でもよくお話しするんですけれども、僕がイ

尋ねてみますと、自信がついたとかいろいろあり

ギリスで講演をしている時に、タイトルとして「グ

ますね。チャレンジ精神を身に付けたとか、中国

レイト・エクスカーション」
（大旅行）と紹介し

への理解とか、
「人生を振り返ると」大いに満足

ようと思ったら、主催者が「日本人にグレイトな

している、満足しているというのがほとんどです。

んてあり得ない」というので切られちゃったんで

「東亜同文書院生であったことに満足か」と言う

すね。だけど発表が終わったら「やっぱりグレイ

と、これも非常に満足度が高い。おそらく大旅

トだった」と言って、削った先生が僕に握手して

行あたりが非常に大きく影響していると思われま

くれました。そのぐらい東亜同文書院の調査旅行

す。「「書院の精神」とよく言われるけれどもそれ

というのは「グレイト」だとイギリス人も評価し

は何か」という問いには、これは一言で言うと日

てくれました。

中の友好関係みたいなことを考えている人達が圧

中国調査旅行途中の研究ということで先ほど

倒的に多いですね。それから「書院の教育の特徴

の『清国通商綜覧』というのがございましたけ

はどこにあるか」との問いに対しては、語学とか

れども、新疆のほうへ行った５人の旅行がきっ

自由であるとか全寮制である、人格形成とか実用

かけになって調査旅行が制度化されました。ビ

教育であるとか、教師と学生の交流であるとかい

ジネススクールから次第にアカデミーの方向

うような形のものが非常に多く書かれています。

へ行き、
『支那経済全書』をはじめ、たくさん

しかしながら、戦後東西分裂の中で日本もイデ

の出版物が出た。語学では初めて日本人による
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中国の教科書とか中国語の雑誌が出されたりし

史、風俗等の諸般の実情を明らかにするとい書い

た。そういうのがいろいろな学生の人達の作品

ています。

をベースにしながら出されていき、全体として

これも大変な枚数を書いております。新しい版

はアカデミーのほうへ発展し、やがてそれが大

では最初四川省からスタートします。これは新疆

学へ昇格させるわけです。そういう成果物を見

省の省都の地図ですが、20 年後の新版ではこん

ますと、たとえば明治 39 年の段階でもう２万頁

なふうになっている。レベルがずいぶん違います

以上の報告がありますよということで、非常に

ね。より正確になっていっていることが分かりま

調査が進んだことが分かります。項目別にそれ

す。そしてやがて研究雑誌『支那』が出されるよ

ぞれ書いているのはみんな学生です。学生がそ

うになります。こういう形の毎月の雑誌で、膨大

のまま書いていた。大したことですね。第一線

な情報が入っております。この雑誌の特徴は外交・

で、最初に調査した人達ですからね。そしてさら

国際関係とか政治とか法制とか社会とか、いろい

に『支那省別全誌』全 18 巻がまとめられる。こ

ろ幅広く掲載されております。ずっとあとになり

れは甘粛の例です
（図 11）
。ここには新疆がちょっ

ますと満洲関係の記事が多くなったりしますけれ
ども、東アジアのありとあらゆる分野にわたって
記述がされています。それがやがて『支那研究』
という一層アカデミーな雑誌になり、最後は『東
亜研究』
、つまり東アジア研究という形でさらに
名前を変えていきます。その他にこういうような
いろんな出版物がされます。
これは私がやった手書きの調査旅行記録の翻刻
なんですが、手書きの原文はなかなか読み難いん
です。それを私のほうで、何とかみんなに読んで
もらいたいというので活字化しようと思い立って
進めてまいりました。今まで４冊出版しています。
これは第２巻目です。それぞれのコース別に収録
しております。原文の中にはこんな草書もあり、
皆さん達筆すぎる例もあります。私がやっている
仕事を中日新聞で紹介していただいて「大変なん

図 11.『支那省別全誌』の第 6 巻例

だ」と書かれたら、読者の人達 30 数人から手紙

と入っています。ここでもいかに苦労して調査を

がまいりまして「お手伝いします」と。そこでこ

やったかというようなことが綿々と綴られていま

れをお送りしたら誰も「やります」という返事が

す。これは根津一院長が書いています。20 年後

来ませんでした。それぐらい読み難いんですね、
私はこの翻刻・出版の仕事をやるにあたって、

に再び『新修支那省別全誌』が出版されますが、
戦争のため残念ながら９巻で終わってしまったん

書院生は本当にきちんと調査をやったのかどうか

です。これも新疆省の例です。これは近衛文麿で

というのをチェックするために、コレラが広が

す。ご存じだと思いますがこの方は東京裁判の前

り予定地の調査ができない班が最終的に台湾の

に自殺してしまいました。この方が院長だった時

向かい側の福建省ルートを調査したのがあったの

代にその序文に地理だとか交通、産業、経済、歴

で、そこを 10 日間ぐらい記録を読みながら歩い
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てチェックしたことがあります。ほとんど事実そ

というような記録が出てまいります。これは交通

のままでした。そういう点でこの調査報告書と日

路。これは人口の町村別分布等を表したものです。

誌記録は非常に高く評価できると確信しました。

これは天候です。秦嶺山脈というのがありまして、

しかも予定変更という一番悪いコースだったのに

ここの南はモンスーンの影響が見られます。ここ

きちんとできていたので、他のコースを記録は十

から北は乾燥地帯に変わります。それがはっきり

分に信頼度があると考えたのです。そこで記録の

出てきています。これは社会不安がどのぐらいあ

中から各コース毎にどんな事物が描かれているか

るのか。飢饉や強盗団も含めて不安度がどのぐら

を地図化したものです。例えば山西省。軍閥の閻

いあるのかというレベルの分布図です。

将軍が日本の真似をして非常に治安のいい政策を

当時は統一貨幣がありませんでしたから、どん

やった時の図です。女の人も夜間１人で歩けるよ

なところでどんな種類の貨幣があったのかを調べ

図 12. 第 12 期生各コースの記録から示される通貨の分布と同一通貨圏
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て分布図化したものです。こんなにたくさん種類

持っているということで、今日でも中国を分析す

があるんです。なかなか大変ですね。それを換金

る上で基本的な鍵になっていると見ていいと思い

するのに山西省の商人達が特別の換金率を使って

ます。これは阿片がどこに栽培されているか。だ

儲けたわけです。同じ紙幣を使っている地域を円

いたい北西部のこういうところ、省の境目ぐら

で囲みますと経済圏が出てくる。当時の中国の基

いが多いですね。そんなことも分かります。それ

本的な経済圏がこういうふうに描かれます（図

から土匪（強盗団）、これも省の境目です。元々

12）
。今度は言葉です。北京語をはじめ、いろん

は揚子江が氾濫する下流で農民達が行き場が無く

な言葉があります。それもこんなふうに地域的

なって強盗団に転換して、戦争があって兵士達が

なまとまりを示せます（図 13）
。その言葉と先ほ

強盗団に変わったとかいうのが多いです。省の境

どの経済圏とをダブらせますとこういうふうに

目に多いので省を越える時に書院生は非常に気を

なり、これは文化および経済がまとまった空間を

付けて旅行をしています。

図 13. 旅行コースに記された土匪の出没地
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反日運動が数年前にもありましたけれども、

やがて定着化していきます。今度はその 10 年後

やっぱり戦前にもあったんですね。この写真は日

に日本の満蒙開拓団が一斉に送り込まれます。ど

清汽船が焼かれてしまった時のものです。これは

の港から送り込まれていったか、そういうのが全

中国に対する 21 ヶ条要求とかが次々にありまし

部分かるんです。なぜかと言うと書院の人達はお

て、中国の人達が反発した時のものです。こんな

金がありませんから船で行く時みんなデッキパッ

奥地の砂漠に行っても反日運動が盛んでした。だ

センジャーで、雨が降ると濡れてしまう。そこに

から旅行が途中で続けられなくなったりしてい

中国人の人達もたくさんいるから、中国人の動き

ます。当時の反日運動が各地で書院生の旅行日誌

もよく観察できて、こういう記録ができるわけで

の中に記録されて、それを分布図にしますとこん

す。これは漢民族の人達がどんなふうに動いてい

なふうになります。反日、反英運動です。これは

るか、何月に満州へ入ったり満州から出たりして

1925 年５月 30 日、上海で紡績工場の労働者達が

いるのかを年次別に示したものです。大連から上

日本の経営者に対して街頭デモをやった時、イギ

陸した人はどの辺まで行くんだろう。どの辺まで

リスの軍隊が無差別にデモ隊に発砲して、たくさ

入植しているだろう、という点を見ますと、ほと

んの中国人が死んだんですね。それに対する反発

んど南のほうが多いんですね。やがて日本の入植

が全国に広がる。これがナショナリズムのきっか

団が北のほうへ入っていき、少し対抗関係ができ

けだと思います。その後蒋介石さらには毛沢東が

たりしていく。ある意味住み分けはしていたんで

政権を握っていく上でも、中国の人達がそういう

すけれども、土地の買収の仕方とかそういうとこ

ナショナリズムを感じたのでしょう。今度のオリ

ろに幾つか問題があったようです。

ンピックをめぐる、あるいはチベットをめぐる中

以上を通しますと、中国が 1930 年までずっと

でも、中国の人達が中国、中国と呼んでいますけ

来て、そのうち一部にところは資本主義的なもの

れども、その一番のナショナリズムのベースはこ

が入ってきたことを示しますけれども、戦争で

の時のものだろうというふうに思われます。軍閥

消えて共産中国が成立していきますとスポンと切

の人達が戦争をやって領域をいろいろ拡大してい

れてしまった。文化大革命もあって 1980 年から

く、その中を旅行しましたから、そういう記録が

改革開放が進んで、やがて資本主義がガーッとは

いっぱい出てくる。整理すると当時のある時点で

いってきた。その元はと言うとここの 1930 年へ

の軍閥がどのぐらいの範囲を持っていたかがよく

接続しなくちゃいけないのですね。そういう意味

分かります。これはそういうような軍閥がどんな

でも現在の中国を理解する上で、当時書院の人達

近代化を遂げたかという状況を示したものです。

が記載した中国の状況をきちんと本質的な問題と

ちょっと時間がないので省きます。近代銀行が古

して把握しておくことが基本で、その点で書院の

い銀行からどういうふうに改変していったかとい

記録はもっと評価されていいだろうというふうに

うようなのも作ることができます。

思っています。

今度はいよいよ満洲です。清朝政府は長いこと

そういうのを受けまして現在愛知大学は先ほ

漢民族を満洲へ入れなかったんですけれども、ロ

ど学長が言ったように、文学部を始め各学部にわ

シアが 19 世紀の半ば頃から南下してくるので、

たって中国研究が行なわれて、現代中国学部と

清朝政府が部分的に漢民族の入植を認めていく

か、大学院の中国研究科ができていますし、文学

わけです。1920 年代に入りますと猛烈な勢いで

部の中でも東洋史やら中国文学やら東洋哲学やら

漢民族が入ってくる。最初は出稼ぎなんです。春

があったりします。中国が全てというわけではあ

に入って冬に帰ってくるんですけれども、それが

りませんが、そういうものを継承して東亜同文書
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院のシステムが愛知大学の中にかなり入っていま

ということで、少し急ぎましたが私の発表を終

す。ちょっとそこまでは今日はお話しできません

わらせていただきます。あとでまた質問などして

が、こんな形で今日の愛知大学に引き継がれてい

いただければありがたいと思います。どうもあり

るというわけです。

がとうございました。
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〈講演〉

２．孫文を支援した山田兄弟

愛知大学現代中国学部教授

【司会】 ここからは司会変わりまして藤田が進行

馬場

毅

済面での実務家養成をすると。しかしながらこの
段階ですでに、日本は 1895 年日清戦争のあとに

させていただきます。
次は先ほどご紹介がありましたが、現代中国学

台湾を植民地化しております。そういう形で言え

部の学部長をやっておられます馬場先生のお話で

ば中国分割に参加して、中国保全に敵対する行動

す。「孫文を支援した山田兄弟」
。ここからいよい

を行なっていました。一方で中国保全と日中の共

よ山田兄弟のお話が始まります。中国近代史をご

存共栄を図ることを目的としているわけですが、

専門とされていまして、中国の中でも近代史のい

日本国家あるいは日本政府の行動としては中国

ろいろな動きを多方面にわたって調査・研究され、

保全に敵対する行動を行なっている。当時の東亜

その中でも山田兄弟の動きを中国近代史、あるい

同文書院の関係者が日本政府のそのような行動に

は日中関係史の中で追い続けておられます。今日

対して批判的な言動を行なった事例はほとんど見

は特にご当地に関係があると思いますので、ぜひ

られない。最初から自国政府の政策と大学設立の

ご清聴いただければありがたいと思います。では

目的との矛盾というのは充分突き詰められていな

早速お願いいたします。

い。その後 1905 年に日露戦争があって 1910 年に
は朝鮮を植民地化していく。そういう意味では帝

【馬場】 ただいまご紹介にあずかりました愛知大

国主義化していく日本政府の政策は、東亜同文書

学の馬場でございます。よろしくお願いいたしま

院の掲げた中国保全と日中の共存共栄ということ

す。

と矛盾対立が拡大していきます。1931 年の満洲
事変以後そのことは大変顕著であると考えていま

はじめに

す。
先ほど藤田先生がおっしゃったように東亜同文

私の本日のテーマは「孫文を支援した山田兄弟」
ということですけれども、最初にちょっとこの

書院に中華学生部という、中国人留学生を収容し

テーマに関連しまして、東亜同文書院の位置付け

て育成する特別なところがありました。そこにい

について若干私見を述べさせていただきたいと思

た中国人の学生も、満洲事変以後は次々とやめて

います。

いって、結局中華学生部は廃止に追い込まれる。

東亜同文書院というのは 1901 年設立されます。

そういう意味で満洲事変以後は１つの画期である

設立趣意書によれば日清戦争後の列強からの分割

と考えております。ただこういうような考え方、

の危機に際して中国を保全すること、それから日

つまり中国を保全して日中の共存共栄を掲げて欧

中の共存共栄を掲げています。そのための政治経

米の侵略に対抗しようという、これは一言で言う
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とアジア主義ということになると思いますけれど

こで東亜同文書院との関係がすぐ出てくるんです

も、1901 年段階のアジア主義というのは、今申

が、ご当地に来て東亜同文書院との関係と言う前

し上げたような矛盾を含んでおり、ある意味では

に、やはり弘前との関係を簡単に述べさせていた

許容力があって、ある意味では漠然としたところ

だきます。詳しくはこのあといずみ先生のほうか

があったと思います。ところが 31 年以後はその

らお話があるかと思います。

矛盾がどうしようもなくなってきたんだというふ

山田良政

うに私は考えております。それはある意味で日本
の近代史を総括することと関連していると思いま

山田良政は 1868 年（慶応４年、のちに改元し

す。しかしながら、中には正に命がけで中国革命

て明治元年となります）１月１日、大変めでたい

を支援した者が東亜同文書院関係者の中にも出て

日に、津軽藩士の山田浩蔵と母親きせの長男とし

まいります。他方で日本の国策に尖兵的な役割を

て弘前城下の在府町に生まれております。その後

した人達も出てくるわけで、右から左まで多様な

朝陽小学校を出て東奥義塾（叔父の菊池九郎が明

人材を輩出しているというのが東亜同文書院の特

治５年に設立）を経て青森師範に入っています。

色というふうに考えております。

その青森師範を退学になるんですが、それは寮の

その中で今回私のお話します山田良政・純三郎

賄い騒動というのがありまして、寮の食事の問

が主として活躍したのは 1920 年代、すなわち孫

題について学生達が不満を述べ、友達の身代わり

文が 1925 年に死にますけれども、そこまでが私

になってその責を負って退学したというふうに言

としては彼等の非常に光り輝いている時期だと考

われております。そのあとたまたま家の近くに陸

えております。20 年代まで正に命がけで、兄良政

羯南という、日本主義者でありかつ言論界で大変

は自ら中国革命に殉じました。弟も大変危険な

有名な方がいて、この陸羯南の紹介によって水産

目に遭いながら孫文の革命運動に協力しておりま

伝習所（現在の東京水産大学）に入学しました。

す。これが山田良政です。先ほど藤田先生が学生

1889 年に入学し、1890 年１月に卒業しておりま

達は弁髪を結っていると言われました。これも同

す。水産関係の勉強をしたということで卒業後北

じように帽子を被って弁髪を結っております。こ

海道昆布会社というところに就職し、上海支社に
派遣されます。それが 90 年の１月で、北海道昆
布会社に勤めながら、先ほどの藤田先生のお話と
ここで関連してくるわけですが、荒尾精らの設立
した中国語や中国の商事慣行を学ぶ日清貿易研究
所にも通いまして、中国語や中国のビジネス関係
等について学び始めます。
94 年から 95 年に日清戦争が起きますが、その
時に北海道昆布会社を辞め、陸軍の通訳官として
中国の東北地方に派遣されています。戦争が終わ
ると台湾に派遣されます。そして 98 年に先ほど
の東亜同文会ができます。これは日清戦争後中国
と関係しながら日本の国際的地位を強化しようと
いうことで、会長が貴族院議長であった近衞篤麿

山田良政

（霞山公）です。良政は 1900 年５月に開校した南
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京の同文書院の教授兼舎監となっています。その

なんかの間で知られるきっかけになったと思いま

後 1900 年８月、孫文の率いる革命への参加のた

す。
99 年７月、これが孫文との出会いなんですが、

め南京同文書院を辞しています。このあと恵州蜂
起に参加して戦死するということになるんですけ

平山周の斡旋によって日本の神田三崎町の家で孫

れども。

文と会います。ここで従来の変法派と言われる、

以上は東亜同文会との関係ですが、ちょっと時

清朝の存続を前提にして改良しようというグルー

代を戻しまして、良政が中国革命との関わりを能

プから孫文の率いる、清朝を打倒して革命をしな

動的にやり始めたのはいつか。1898 年日清戦争

ければ中国は救われないというグループに転換し

の敗北以後、清朝内部の改革派が光緒帝のもと

ます。どうして転換したか。良政の書いたものが

で改革を始めていく。普通「戊戌変法」と言って

ほとんどないものですから非常に分かりづらいん

いますが、政変というのはそれに対する保守派の

ですけれども。宮崎滔天という大変有名な孫文の

クーデターになります。西太后を中心として袁世

支援者がいて、彼はこの前に孫文に会っているん

凱が武力を発動して改革派の連中を次々と捕まえ

ですけれども、滔天の書いた『三十三年の夢』と

ていく。日本大使館付き海軍武官であった滝川具

いう自伝があります。そこでどういうふうに言っ

和。良政は彼とは日清戦争のあと台湾に行った時

ているか。「朝孫文のいる日本の家に行った」。孫

以来の知り合いです。それから平山周。この人も

文というのはだいたい身なりを構わない人です、

日清戦争のあと孫文との接触があって、
『支那革

顔も洗わないで寝間着姿で出てくる。それから

命党及秘密結社』という本を書いています。支那

「わざわざ訪ねてくれたか」というので、今度は

革命党というのは孫文の率いたものです。この本

身繕いを整えて出てくる。どんな格好をしている

は 1911 年に出ていますが、彼が接触し始めたの

かと言うと、あとで写真が出てきますけれども洋

は 1890 年代ですので、この支那革命党というの

装をして頭をポマードかなんかでちゃんと固めて

は当時の孫文の率いた興中会、それから秘密結社

いる。宮崎滔天は大変がっかりする。清朝に対し

というのは孫文の革命に協力した天地会、別名三

て革命を起こそうという人物は東洋の大豪傑風の

合会とか哥老会という組織がありますけれども、

人物でなくちゃいけない。ところが何だか西洋の

これらについて書いていて、この本はのちに中国

紳士みたいなのが出てきたのでがっかりした。そ

語に翻訳されます。それで秘密結社という言葉は

れで終わったら宮崎滔天が一生涯孫文を支援する

元々日本語から中国語に入ったんだというふうに

ことはなかったわけです。ところが孫文が一言口

言われています。清朝の兵隊が変法派とみなされ

を開くと、とりわけ革命構想を語ると、その熱弁

る人物を次々と捕まえているわけですけれども、

に魅入られたという。「初めは処女の如し」と言っ

良政は平山周、滝川具和とともに、王照という人

ていますね。それからそのあとは「虎や狼がうそ

物を、真夜中に北京から天津まで命がけで護送し

ぶくが如し」
。その熱弁に魅入られる。おそらく

て、当時の日本の軍艦大島に収容しています。日

良政が革命側支援に回ったのも同じような状況が

本公使館に保護されていたこれも変法派の大物梁

あったのではないかというふうに私は考えており

啓超も大島に収容されて日本に亡命していく。そ

ます。

れから変法派の指導者として有名な康有為もイギ

恵州蜂起

リス大使館に亡命し、それから日本に亡命するこ
とになります。この時命がけで王照を逃がしたこ

これが 1900 年６月で、革命蜂起という構想を

とが、良政の名が孫文の革命を指導する平山周や

打ち明けられ、参加を表明します。この時正式に
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弟の純三郎を孫文に紹介しています。東亜同文書

して、後継首相の伊藤博文は、反清の武装勢力が

院を設立した母体である東亜同文会は、山田良政

福建まで出てきてそこに日本軍が参加してくると

や南京同文書院の学生の革命運動への参加を禁止

いうことになると、当時の列強の軍事あるいは政

しますが、山田良政は従いませんでした。そして

治バランスの中で日本の勢力が拡大し列強から干

いよいよ恵州蜂起になるんですが、この 1900 年

渉が起きるのではないかということで、この計画

という年は北方で清朝が義和団と共に八ヵ国連合

を結局途中で中止させてしまう。孫文への武器供

に宣戦布告をしていて、華北は戦争状態になっ

与と日本軍人の起義軍への参加を禁止します。起

ています。ところが当時の清朝で、たとえば南

義軍は蜂起して清軍と戦いながら北上しているわ

には李鴻章がいるわけですが、李鴻章は東南互保

けですけれども、山田良政は孫文の命を受けて児

と言ってそれに従わなかった。つまり清朝は全国

玉総督の方針変更と、そのあとの処置は臨機応変

挙げて八ヵ国連合と戦わなければいけないんです

にやりなさいということを伝えるために派遣さ

が、当時両広総督であった李鴻章はそれに従わな

れ、リーダーであった鄭士良のもとに到着する。

い。南方の有力な総督達、総督巡撫達もそれに従

これが 1900 年 10 月 20 日です。鄭士良はもう日

わないということがあります。ともあれ北方では

本軍の援軍がないということを知ったあと、軍を

戦争が起きている。そういう状況の中で山田良政

解散したのち恵州の東方の三多祝というところま

が仲介し、それからもともと知り合いの後藤新平

で戻ってくるんですけれども、清軍に攻撃され山

（当時台湾総督府の民政長官）を仲介にして、台

田良政ら６人が捕虜になり、結局良政は清軍に殺

湾総督児玉源太郎に話をつけ、孫文に対して恵州

されて密かに葬られます。山田良政の最期はしば

起義軍（恵州蜂起軍）が、恵州は広州のすぐ近く

らく分かりません。ただ日本人で中国革命に殉じ

ですけれども、それを海岸沿いに北上して海豊や

て死んだ最初の１人です。山田良政に限らず辛亥

陸豊というところまで来たならば、児玉総督が台

革命の時にも日本人で清軍と戦って戦死した人が

湾から２個師団分の武器供与と日本軍人の起義軍

何人もいますけれども、最初の１人。
その最期はよく分からないということになるん

への参加を約束する。言わばその援助を期待して

ですが、それでいろいろな伝説が生まれます。た

起義軍は蜂起し、沿海地帯を北上していく。
そういう計画ができた上で、孫文の指示を受け

とえば山田良政は東亜同文書院に通っていて中国

鄭士良という人物が秘密結社である三合会、彼等

語がかなりできた。だけど一言もしゃべらない。

は清に反して明を復興するという「反清復明」を

どうしてしゃべらないか。彼がしゃべる中国語は

スローガンにしていますので、孫文は今時（つま

所詮日本人がしゃべる中国語で、外国人と分かる。

り 19 世紀から 20 世紀の初めにかけて）皇帝制の

「日本人だ」と言ったら釈放されたかも知れない

明朝を復興するというのは時代錯誤だから、反清・

けれども何もしゃべらないでそのまま死んだ、殺

共和制の中華民国を作ろうということで彼等に働

されたというふうに言われています。確かなとこ

きかけて彼等と一緒にやる。1900 年 10 月６日、

ろはよく分からないけれども、ともあれ行方不

三合会を率いて恵州で蜂起します。約束通り日本

明となった。後に辛亥革命が 1911 年に起き、孫

側の武器供与と日本軍人の参加、さらには指導者

文が翌 12 年に臨時大総統になって、そのあと辞

の孫文が台湾にいましたので海を渡って彼等のも

職後日本に来た時にこの墓碑を書いたのだと思い

とに参加することを期待して、最終的には福建省

ます。同じような文章が貞昌寺にもあります。た

の廈門を目指すのが当初の計画でした。

だし貞昌寺のほうは民国８年、1919 年ですから、

ところがこの時に日本の山縣内閣が総辞職しま

この段階ではすでに山田良政が戦死しているとい
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５月、南京同文書院に入学した第１期生です。兄
は 10 月に亡くなっているわけですが、1901 年兄
良政の影響もあって中国革命に興味を持ち、その
ため学業に身が入らず結局退学になります。当時
の同文書院はおおらかだったと思うんですけれど
も、院長根津一のはからいで退学した学生が事務
員兼助教授となるという、今ではちょっと考えら
れないことですけれども教える立場になります。
その後 1904 年５月には日露戦争従軍のため東亜
同文書院を辞職して、兄と同じように通訳官と
なっています。福島少将の通訳官です。
戦争が終わったあとふたたび東亜同文書院に
戻ってきて、1907 年１月に東亜同文書院の教授
となります。その後東亜同文書院を辞めて満鉄に
山田良政墓碑

入社するんですが、当時の総裁が兄良政と大変関

うことがはっきりしています。ちょっと読みます

係の深かった後藤新平で、その引きもあって満鉄

と、
「山田良政先生、
弘前の人なり。庚子（1900 年）

に入社し、ずっと満鉄の社員の身でありながら孫

また八月」、この年は８月が旧暦で２度あるんで

文の革命運動を支援するという形をとっていきま

す。だから「また８月」と言う。西暦に直すとほ

す。孫文と最初に非公式に会ったのが、兄良政が

ぼ 10 月になります。
「革命軍恵州に起こりて先生

東京神田三崎町の家で孫文と会った時、障子に穴

身を挺して義に赴き遂に戦死す。ああ、それは人

を開けて盗み見たと言われています。その時の印

道の犠牲、興亜の先覚なり。身隠滅すと雖もその

象が、孫文というのは大変頭のでかい男だという。

志朽ちず。民国二年（1913 年）孫文敬書」と書

小さな穴からこうやって見たんだと思いますけれ

いてあります。この文書が貞昌寺にもほぼ同じよ

ども、直接に話し合った経験はありません。その

うな内容であるようです。と言うのは実は私、昨

後 1900 年６月、上海の旭館という旅館で、兄良

日来たばかりで、ぜひ貞昌寺に行ってこの墓碑を

政により孫文に紹介されています。
1911 年 10 月 10 日に辛亥革命が起きた時には

見たいんですがまだ行っておりません。私の同僚
が見たところによるとほぼ同じだということです。

孫文はアメリカにいて、革命勃発時にはいなかっ
たんですね。それから戻ってきます。これはデン

山田純三郎

バー号の船上で会った時の写真らしいです。こう

続きまして山田純三郎です。純三郎も山田浩蔵

やって見ると確かに孫文は頭がでかいと言えばで

の三男として在府町で生まれ、1896 年に兄と同

かい。純三郎は面長な顔立ちをしていますのでね。

じように東奥義塾を卒業しております。札幌農学

孫文は宮崎滔天ががっかりしたような洋装をして

校進学を志したんですが失敗して北海道に渡り、

います。もともと彼はハワイのキリスト教経営の

進学後の学費稼ぎも兼ねて室蘭炭鉱汽船の荷役夫

高等学校で勉強していますし、香港で医学校なん

や掃除夫をやって大変苦労しております。その後

かにも行っていますので、そういう意味では欧米

上京します。1899 年に東亜同文会の清国留学生

的な服装が似合うかも知れません。純三郎も私が

入試に合格して上海に渡ります。そして 1900 年

見るとなかなか洋装が似合うなという感じがして
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統に就任しますけれども金が足りなくて、軍並び
に 1912 年１月にできる中華民国政府の官僚達の
給料が払えない。そこで日本から、ひいては三井
から金を借りたいという話が持ち上がります。そ
の時に「漢冶萍公司を日中合弁とする」と。清末
の近代化運動の中で清朝は洋務運動をやりますけ
れども、この中心であった武漢を中心に展開され
ているのが漢冶萍公司で、鉄鋼業のコンビナート
です。これを日中合弁とする条件で、これはある
意味で日本側に利権を提供しますけれども、その
見返りに 500 万円貸してくれという話になります。
1912 年２月、すでに中華民国ができています。
臨時大総統孫文と黄興が借款条約に署名して印を
山田純三郎と孫文

押し、山田純三郎と当時の三井物産上海支店長藤

います。これが 1911 年 12 月の段階の写真です。

瀬正次郎に渡して、藤瀬は 300 万円の小切手を孫

その直前に彼が直接革命運動に参加して、革命

文に渡します。ところがこれは借款契約の中に、

派の陳其美、これは蒋介石の親分筋に当たる人で

「中国における鉱山、鉄道、電気などの事業を外

あって、後に純三郎の満鉄の社宅で袁世凱の派遣

国に許可するに当たり三井物産に優先権を与え

した刺客によって暗殺される人物ですけれども、

る」という条項があった。これは中国の利権を日

彼が上海にあった清朝の江南機器局（武器を作っ

本に渡すことだというので反対運動が起き、結局

ているところ）を襲撃した時、日本の有吉明総領

漢治萍公司の株主総会でこの契約が否決されたた

事から拳銃３丁を借りて陳其美に渡している。ま

めに、300 万円の借款は立ち消えになる。１度は

あ昔の外交官は豪胆と言えば豪胆ですね。どっち

渡されるんですが、北の袁世凱と南の孫文達の妥

に転ぶか分からないのに革命派の連中に拳銃を渡

協が成立したあと、革命軍から横浜正金銀行を通

しちゃったという。

じて返還されたと言われています。
もう１つ満洲租借を条件とする 1,000 万円の借

日本からの借款交渉を仲介

款というのがあるんですが、当時満洲はまだソ連

その後 11 年 12 月に孫文が米国から欧州を経由

ができる前で、北のほうはロシアが、南のほうは

して帰国した時、純三郎は宮崎滔天と共に香港ま

日本が利権を持っているわけですけれども、その

で迎えに行った、先ほどの写真はその時、デンバー

他にアメリカもそこに入ろうとしている。この満

号という船の上で撮ったものだと思います。そし

洲租借論というのは実は清末の段階から時々出て

て上海まで同行した時に、孫文は純三郎が満鉄に

くる。日本に単独で租借させる代わりに金を貸せ

勤めており、撫順炭鉱の炭田で産出された石炭を

というのが要点です。これは臨時大総統の孫文と

三井物産に売っていることを聞いた。三井と関係

三井物産の森恪が話し合いをして、その席に孫文

があるということを聞き及んだ孫文は三井物産か

側から孫文の腹心でもある胡漢民、それから大陸

ら金を借りたいと言う。当時まだ南北の妥協交渉

浪人で孫文の支援者としても有名な宮崎滔天や山

が進んでおり、孫文としてはできたら袁世凱の政

田純三郎も立ち会う。元老であった桂太郎の内意

権を阻止したい。孫文は 1912 年１月に臨時大総

を受けた益田孝が森恪の上にいまして、この内命
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を受けて森恪は満洲保全をするために日本に満洲

孫文は何とかして袁世凱を打倒したいわけで、袁

を一任するなら日本側は援助を与えようという、

の部下の張作霖が満洲を支配しているので、黒龍

満洲租借論を提案します。

江方面の軍閥が張作霖討伐のため日本にいる孫文

孫文は袁世凱との南北和議が目前に迫っている

に連絡を取りたいということで、山田純三郎と当

わけで、臨時大総統職を辞職して袁世凱に臨時大

時まだ若い蒋介石と丁仁傑という人物の３人が満

総統職を渡さなくちゃいけない。そういう中で何

洲に出かけて、反張作霖派の軍閥と手を結ぼうと

とかして借款で自分の率いる革命派の基盤強化を

しましたけれども、これは結局成果をあげられな

図ろうということで、この提案を受諾します。２

かった。それから 1915 年にも同じように、今度

月８日までに 1,000 万円の借款を日本から供与す

は山田純三郎と蒋介石の親分筋の陳其美と戴天仇

る約束を条件に、満洲租借を日本に認めることを

（日本にも留学し日本語が非常に堪能。のちに大

応諾します。しかしながら２月８日になっても日

変厳しい日本論を書いた）と共に大連に行き、犬

本側からの応諾の返事は来ません。結局この話は

塚信太郎の斡旋によって満鉄病院を本拠にして活

実現せずに終わります。中国国内でも２月 12 日

動しましたけれども、これも反張作霖の成果をあ

に南北和議が成立して２月 14 日の臨時参議院で

げられなかった。ただどちらにしてもこういった、

孫文の臨時大総統辞任が認められ、このような交

袁世凱打倒のためにまず張作霖をやっつけよう、

渉が実現する状況ではなくなります。ただこの２

張作霖打倒の軍閥と手を結ぼうという工作に派遣

つの事例は、山田純三郎が孫文支援のために日本

されています。

側からの借款供与の仲介役を果たしているという

日中盟約について

事例であります。
その後袁世凱が独裁化していき、議院内閣制を

これは孫文の日本亡命の時の話なんですが、日

始めようとした同盟会派の宋教仁が暗殺された。

中盟約という密約が、山田純三郎と犬塚信太郎（前

議会の許可を得ずして袁世凱が借款を結んだこと

の満鉄理事）
、それから孫文と陳其美が署名して

と、とりわけ宋教仁が殺されたことを契機にして、

結ばれています。これが本物かどうか、台湾側は

孫文達が袁世凱打倒の第２革命を行ないますが、

これは偽物だと言っています。日本側でも本物説

これが完全に失敗して孫文は日本に亡命します。

と、これは本物とは認められないという説とに分
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日中盟約（本資料は藤井昇三先生の御援助により手に入れた）

かれております。私はこれは本物の可能性が非常

第３条には「前項に同一の目的をもって中華陸海

に強いと思っています。これについて後に山田純

軍に外国軍人を聘用する件に主として日本軍人を

三郎はこういうふうに書いています。
「支那側は

採用すること」というように、先ほどまとめたよ

孫さんと陳さん、日本側は犬塚さんと私の間で、

うな内容になっております。

ある密約が結ばれた。今でも某所の金庫の中に○

こういうふうに 10 条になっておりまして、最

○の○○は深く蔵されているはずだ。秋山将軍（秋

後のところに孫文と陳其美と犬塚信太郎と山田純

山真之。日露戦争の東郷平八郎のもとにいた）が

三郎が署名して、それぞれが印鑑を押しておりま

筆を執り、私が持っていって孫さんに手交した」
。

す。台湾の先生は盛んに「これは偽書だ」と言っ

ここに書いてある「中国陸海軍の使用する兵器、

ている。たとえば「孫文というこの書き方がおか

弾薬、兵具は日本と同式である」さらに「日本軍

しい」というようなことを盛んに強調している。

人の中国政府の採用、政府への日本人の採用」
。

でも私は本物である可能性が強いと思っておりま

これは 1915 年、先ほど藤田先生がおっしゃって

す。ただ中国側にとって不利な条項だけではなく

いた「対華 21 ケ条条約」の第５号の内容と同一

て、第９条「日本は中華の条約改正、関税独立、

です。第５号については袁世凱政権も大変強硬な

及び領事裁判権撤回撤廃等を賛助すること」
。つ

反対を唱えまして、最終的に日本が取り下げた内

まり関税自主権、それから領事裁判権（つまり治

容です。台湾が反対する理由は、袁世凱ですら反

外法権）の撤廃等、中国の有利となる条項も含ん

対したものを、国の父である孫文が認めるはずが

でおります。７条では「日本は中華の弊政改良の

ないという立場に立っている。それで偽物説を唱

ため必要なる援助を与え、これが成功を速やかな

えた。中文と日文があるんですが、日文だけ出し

らしむること」というような日本側の援助のこと

ておきました。こういうふうに手書きで書いてあ

も書いてある。これは最終的に 10 年間有効であ

ります。たとえば第２条「日中協同作戦に便なら

ると。署名が大正４年（1915 年）２月５日。こ

しむるため、中華陸海軍に使用する兵器弾薬兵具

れはちょうど 21 ヶ条条約の交渉が始まった時で

等は凡て日本に同式のものを採用すること」
。武

す。最終的に５月に袁世凱政権はこれを受諾しま

器・弾薬等は日本と同じものをという。それから

す。ただしここに含まれているような第５号は落
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とした形、日本側が引き下げて認めています。し

してほしいけれども孫文は頑固で出てこない。真

かしながら当時の中国では大変大規模な反日運動

夏だったと言われていますけれども。その時に山

が起き、袁世凱政権が最終的に認めた５月７日と

田純三郎が当時の広東総領事であった藤田栄助と

５月９日はこれから長く「国恥記念日」と呼ばれ

連絡をとりながら孫文を支援した。

ます。この時には大規模なデモがあり、最近の反

1923 年 11 月、第２次山本権兵衛内閣の時に孫

日デモと同じように日本商品ボイコットが高々と

文の支援者の１人である犬養毅が逓信大臣として

掲げられました。にもかかわらずどうして孫文が

入閣すると、孫文はもともと犬養と面識がありま

日中盟約を認めたのか。やはり日本からの援助を

したので、犬養宛書簡を山田純三郎に託している。

求めたためだろうと思います。

これは後に孫文が最後に日本に来て神戸でやった

第２革命が失敗したあと、15 年の 12 月から第

大アジア主義の有名な演説と大変似たトーンで書

３革命が起きます。孫文が日本で作った中華革命

かれているんです。そこでは「日本は苦しめられ

党の機関誌に上海の『民国日報』というのがあり

ている人々の友となるために、第一、中国の革命

ますが、その社長に山田純三郎がなって、ここで

を援助して成功させ、内には統一を、外には独立

盛んに 21 ヶ条条約の日本の強要と、袁世凱が皇

を可能ならしめ、列強による束縛を打破するこ

帝になろうとしたのを批判しましたが、21 ヶ条

と、第二、
（ソヴィエト）ロシア政府を列強に率

の中で中国側が一番反対した第５号のところとほ

先して承認すること」という、日本政府の対中・

ぼ同じ内容を、密かに 1915 年の２月に孫文が密

対ソ政策の転換を求めてきます。1919 年に中国

約として結んでいるということになるわけで、だ

で有名な五・四運動、学生達がドイツの山東利権

から台湾が非常に反発しています。ただ山田純三

を中国に返せと日本に対して反対する運動を起こ

郎が『民国日報』の社長になったのは、日本人で

す。そこで孫文は革命をやるにはやはり労働者、

すから袁世凱政権の弾圧を招かないためだったの

農民達一般民衆に頼らなくちゃいけないというこ

だろうと思います。上海のフランス租界にあった

とと、それから 17 年にロシア革命が起きている、

山田純三郎の満鉄の社宅は、当時革命党の実質的

そういう中でよく言われることですが、日本に対

な本部の役割をしていました。先ほど何度か出て

しても日本政府等の援助を期待して革命をやると

きた日中盟約の署名をした陳其美が、彼の社宅で

いう政策を転換してくる。中国の民衆を立ち上が

袁世凱の派遣した暗殺者によってピストルで殺さ

らすという形で革命をやらざるを得ない。そうい

れています。その場にいた女中が耳を撃たれ、純

う思想がはっきり出てくると思います。なお、こ

三郎の長女民子を下に落としてしまった。そのた

の文章の最初に山田純三郎から犬養毅の入閣の話

め民子は一生涯不具となったというのは有名な話で

を聞いたというのが出てきます。
国共合作以後。1924 年１月以後ですが、第２

す。

次奉直戦争で直隷派が負けて、奉天派の張作霖と、

広東軍政府時代以後

段祺瑞という軍閥と、孫文の３者が手を組むわけ

広東軍政府時代。1917 年以後孫文が広東に戻

です。その時孫文は段祺瑞（1910 年代日本が援

り、軍政府を南方の軍閥と一緒に作ります。22

助していた軍閥）と張作霖（最近は民族主義者と

年６月孫文に協力し、広東の軍事力を握っていた

いう側面が評価されていますけれども、まあ日本

陳烱明がクーデターを起こし、孫文は広州に流れ

が大変援助している）と会見するために北上して

る珠江に浮かんでいた軍艦永豊に逃げ込んだ。陳

12 月４日天津に着く。張作霖と孫文というのは

烱明もここまでは乗り込めない。何とかして退去

ずっと敵対していたわけです。張作霖はもともと
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馬賊出身で謀略に長けていますから、張作霖が孫

場を利用して、先ほど言いましたように『民国日

文を捕まえるかも知れないというので、山田純三

報』の社長になったり、あるいは日本との借款の

郎は張作霖に付いていた町野武馬という日本人と

仲介役になったりして孫文の革命を支援した。こ

事前に話を付けて、彼の身の安全を保証すること

れらも敢えて言えばアジア主義ということになる

を求めています。孫文は 1925 年３月 12 日、北京

んだろうと思います。

の鉄獅子胡同の病院で亡くなるんですが、純三郎

それともう１つ、これは議論になるところかも

は従弟の菊池良一、宮崎滔天の兄民蔵、萱野長知

知れませんけれども、山田兄弟が革命運動に入る

らと共に孫文の臨終に立ち会っております。その

バックボーンに儒学的、士族的モラルと言うか、

点からも孫文の信頼が厚かったことが見て取れる

幕末の志士達が国事周旋ということで大変一所懸

と思います。これは孫文が生前「建国方略」とい

命やりました。あれと共通の精神構造がやはりあ

う自伝に書いているところですが、そこで以下の

るのではないかと思います。今の日本人、特に若

ようなことを言っています。
「それ革命のために

者には全くないものですけれども。これを証拠ず

奔走して終始怠らない者は、山田兄弟（良政と純

けるものとして以下の話を紹介して私のお話を終

三郎）、宮崎兄弟（民蔵と滔天）
、菊池、萱野（長

えますが、山田純三郎が満鉄に勤めて撫順炭鉱の

知）等あり」
。

石炭を三井物産に売る時に、三井の商売のやり方
を見て商売が嫌になったと言っています。たとえ

まとめ

ば三井は石炭を売る時に、秤の上に足を置いて重

最後のまとめですけれども、孫文に信頼を得た

くして売るというようなことをやっている。それ

理由として、良政は大変短い間ですけれども孫文

を見て自分はもう満鉄の社員としてそういうこと

の指導する中国革命に参加して恵州起義で一命を

をやりたくない。三井は非常に商いの道に長けて

捧げた。純三郎は革命に参加することによって私

いたわけだけれども、その三井も中国人に石炭を

利私益を図ることがない。辛亥革命のあとですけ

売ると、今度は中国人の工場長なんかに「これは

れども彼自ら満鉄を辞めようとしている。なぜか。

粗悪品だ」とか「手抜きがある」とか突き上げら

自分が満鉄の社員だと自分の行為の背後に満鉄が

れている。それが当時の状況だと言われています。

あって、その意思のもとに動いていると思われる。

そういうことから見てやっぱり儒学的、士族的モ

それは自分の本意ではない。しかし満鉄も懐が深

ラルと言うか国事周旋と言うか、そういうことに

いんですが、
「孫文の革命を支援するのは大変重

１つの生きがいを考えている。それが各種の日本

要な仕事だ」と言って、結局純三郎は最後まで満

の政策がアジアをそれほど侵略しない段階にうま

鉄の禄を食んで革命を支援した。孫文を支援した

くマッチしていたのかなというふうに私は考えた

多くの日本人がいますが、三井物産や一部の軍人

んです。

や政治家は、革命参加の見返りに会社や国家とし

以上ちょっと長くなりましたけれども私のお話

ての利権拡大、とりわけ日本国家としての利権拡

とさせていただきます。どうもご清聴ありがとう

大を求めた。純三郎が結果的に日本国家の利権拡

ございました。

大に関連している部分はあると私は思っており

【司会】 ありがとうございました。ただいまから

ます。しかしながらそこはやはり孫文の革命支援

15 分間の休憩に入ります。休憩時間を利用しま

とのバランスを考えてやった。利権だけを求めな

して山田兄弟と孫文の関係のスライドショーを行

かったということで彼が最後まで信頼を得たのだ

ないます。

と思います。特に山田純三郎は日本人としての立
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〈講演〉

３．私が描く山田兄弟と津軽

作家

いずみ涼

【司会】 それでは第２部のほうに移りたいと思い

を取らなくてもよいような気楽な話で進めて参り

ますので、よろしくお願いいたします。第２部は

たいと思います。兄の良政（
「さん」と敬称すべ

２つ講演を予定させていただいております。まず

きですが、歴史的偉人は呼び捨てが普通なので、

最初は地元の作家でありますいずみ涼さんに「私

それに従います）は、もともと良吉（りょうきち）

が描く山田兄弟と津軽」というタイトルで発表し

と言う名前でした。ですから「りょうせい」と名

ていただきます。今回私共が津軽、特に弘前でこ

乗ったようですが、ここでは「よしまさ」と呼ば

の企画を持ちました時にぜひ地元の方にお１人参

せていただくことにしたいと存じます。

加していただきたい、どなたがいいだろうといろ

さて山田兄弟は明治の区切りのよい年代に生ま

いろ検討をしておりました。ちょうど陸奥新報社

れておりますので、まずそれを念頭に置いていた

にお邪魔した時に「皇帝の森」という一大巨編の

だきたい。良政は明治元年の元旦生まれ、それが

作品をいずみ涼さんが書かれており、少し前に山

キーポイントです。そして弟の純三郎は９つ下で

田兄弟のお話もその中で展開されてきた。ではぜ

明治９年生まれです。明治 10 年の西南戦争の前

ひお願いしましょうということでいずみ涼さんに

の年に生まれたと覚えていただければよろしいか

お願いすることになりました。特に地元津軽を中

と思います。この激動の明治初年のこの時期に、

心に、さまざまな人達のネットワークを含めなが

幼少、少年だった兄弟が憧れ、感化され、そして

ら山田兄弟を描いていただいているというふうに

中国へ雄飛して行く原動力となった人物が故郷に

解釈しておりますので、併せて楽しみにしながら

２人居りました。同じ士族屋敷で向かい同士だっ

お聞きしたいと思っております。ではいずみさん

た陸羯南と母方の叔父菊池九郎の存在です。明治

よろしくお願いいたします。

元年生まれの良政を「零歳」にすれば、菊池九
郎は 20 歳を少し過ぎた青年士族であり、陸羯南

【いずみ】 どうも、いずみでございます。よろし

は 11 歳くらい。３人は等間隔の年齢になります。

くお願いいたします。私に与えられたテーマは「私

それに明治９年に生まれて来る純三郎を加えても

が描く山田兄弟と津軽」です。先程来から藤田先

４人はほぼ 10 歳間隔の世代になるわけてす。

生は東亜同文書院の調査旅行やその旅行で知り得

良政が生まれた頃の叔父菊池九郎は、幕末から

た、当時の中国の地域の実情が詳しく報告されて

明治維新の動乱期の真っ只中を青年士族として津

おりました。また馬場先生からは孫文に対する兄

軽藩の命運を賭して「勤皇」か「佐幕」かで奔走

弟の活動が非常に詳しく報告されておりましたの

していた時でした。津軽藩は、結果として佐幕派

で、私はその事柄には触れないで、皆さんがメモ

で結ばれた奥羽列藩同盟を裏切った形で勤皇派に
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加担することになりましたが、その結果、明治に

軽藩は、東北各藩の義理と天皇に仕える公家の

入ってからも津軽の青年士族たちは「裏切り者」

筆頭近衞家との狭間で態度を決めかねていたので

の贖罪に悩み続けたのです。その一方では、
「勤皇」

す。庄内に援軍を送る一方で、京都へ西館平馬と

と言われながらも政府は薩長閥で牛耳られ、東北

言う藩士を派遣して藩の態度を決めることにした

は

のです。

切り捨て政策

の憂き目にあうのです。これ

その間に、詳しくは５月３日（旧暦では４月で

が反骨精神を生み、海外雄飛を目指す土壌をつく

しょうか）に仙台に奥羽各藩の家老クラスの士族

る要素となっていったと思われます。
ちょうど今、
ＮＨＫ総合テレビで大河ドラマ「篤

が集まって対策を協議しているのです。津軽藩か

姫」が放映され、徳川将軍家に嫁いだ島津家の篤

らは山中兵部と言う家老が出席、ここで正式に「奥

姫の苦悩と活躍が話題になっております。篤姫が

羽列藩同盟」が発足するわけですが、会津と庄内

将軍家定亡き後、天璋院として動乱の幕末をどう

が錦の御旗を押し立てた薩長軍に攻め立てられて

乗り切るのか、生家の島津家を向こうに回して徳

いる。つまり朝敵になっていることに衝撃を受け

川幕府を守ろうとする姿に迫力を感じさせます。

ての会合だったのです。
「一所懸命、徳川のため

蛇足ですが、あの「篤姫」の題字を書いているの

に働いた結果が、何時の間にやら朝敵にされると

が弘前在住の女流書家・菊池錦子さん、そしてナ

は、こんな理不尽な話があるか。これでは会津や

レーターを務めているのが奈良岡朋子さんと言う

庄内藩が気の毒過ぎる」と結束を申し合わせたの

ことからも弘前市民に親しまれているようです。

です。津軽藩の場合は家老の山中兵部が勝手に署

さて当時、奥羽列藩同盟を軸に、津軽藩が揺れ

名してしまったんですね。

動いた情況を菊池九郎の動向をまじえて少し説明

それはそれで黙認の形になっていましたが、７

して置きましょう。佐幕派の奥羽列藩の中でも一

月になって京都から西館平馬が帰って来て「近衞

番矢面に立たされたのが会津と庄内藩でした。特

さまは、勤皇方官軍に付いて欲しいと熱望されて

に会津は藩主の松平容保が京都守護職として新撰

いる」と言うことから藩の姿勢は一気に「勤皇派」

組など使い、薩摩や長州を脱藩した浪士狩りに力

に傾き、奥羽列藩同盟を脱退となったのです。納

を入れていたことはご承知かと思います。やがて

得しないのが菊池九郎と後に日本基督教団のリー

薩摩と長州の「薩長連合」は天皇を擁して錦の御

ダーになる本多庸一の２人。帰藩命令に背いてそ

旗を押し立てて会津と庄内征伐に入るのです。明

のまま庄内藩に潜り込んでしまうんです。津軽藩

治元年３月のこと。総司令官は九条道孝と言うお

としても列藩を裏切ったと言う後ろめたさがある

公家さんです。これに対抗して庄内と会津を軸に

ものですから、あまり強いことは言えない。脱藩

奥羽列藩は合戦に備えることになります。

は死罪に相当する重罪なのですがそれを免じて２

当時、津軽藩は奥羽列藩同盟の一員でしたから、

人に改名を申し付けたのです。それで菊池は喜代

出陣要請に従って庄内藩に 200 人程の援軍を送り

太郎から「九郎」に、本多は徳蔵から「庸一」に

込んだのです。その中に菊池九郎も居りました。

それぞれ改名したのです。別人に仕立てようとし

しかし津軽藩内は「佐幕」か「勤皇」かで揉め続

た藩の苦肉の策だったのですね。
菊池九郎は藩主の信頼が相当厚かったようで

けておったのです。それは、津軽の殿さまは京都
の公家近衞家と姻戚関係にあったことからです。

す。明治２年、藩知事となった津軽承昭公に伴わ

夏の風物詩弘前ねぷたの台座には必ず牡丹の紋様

れて上京、慶応義塾で福沢諭吉に学んでおります。

が描かれておりますが、牡丹は津軽家の紋所と同

弘前に帰ると藩校「稽古館」の充実に努めますが、

時に近衞家から拝領した紋所でもあるのです。津

藩校が廃止になると引き続き「東奥義塾」を興し
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て 28 歳で塾長に就任します。後に親友の本多庸

従って奥羽諸藩を裏切ってまでも「勤皇」になっ

一も塾長を引き継いでおります。因みに「東奥義

たわけですが、明治新政府から優遇されたわけで

塾」の名称は福沢諭吉が付けたのたとも言われて

もなく「東北以北一山百文」の切り捨て政策に甘

おります。

んじなければならなかったわけです。羯南には、

この幕末から明治に掛けての津軽藩内の混乱ぶ

明治政府を牛耳っている薩摩と長州が憎かったの

りを少年時代に見て育ったのが、陸羯南（中田實）

です。中でも長州出身の伊藤博文のロシアとの協

です。山田兄弟の叔父菊池九郎の男気と津軽藩の

調外交が歯痒い思いだったのです。新聞『日本』

裏切りをバネに成長した羯南は、今度は羯南の標

で

榜する「大アジア主義」によって山田兄弟を中国

止処分を食らっております。

厳しい論評を展開し、230 日にも及ぶ発行停

革命の道へ導いて行くという、不思議な縁に繋が

当時中国は清朝の時代で、イギリスをはじめ

るのです。陸羯南と山田兄弟の生家は弘前・在府

ドイツやフランスなど欧州列強に侵食されていた

町の士族屋敷の道路を挟んで向かい同士だったの

他、ロシアも中国や朝鮮を狙って南下政策をとっ

です。今も茂森町通りの成豊酒店の向かいから在

ておりました。ロシアが中国を侵し朝鮮に進出す

府町に入って、右側の三軒目辺りが陸羯南の生家

ることは、日本にとって喉元に刃物を突きつけら

中田家跡でして案内板で表示されております。そ

れたと同じ状態になるわけです。そこで陸羯南ら

して道幅の狭い歩道を挟んだ向かい側に山田兄弟

は「中国の保全無くして日本の安全は無い」とし

の生家跡があります。

てアジアの結束を目指す「大アジア主義」を提唱

先程も申しましたように、羯南と山田兄弟は年

して活動を開始するのです。その中で「中国を助

齢が離れて居りますので、一緒に遊んだと言う間

けるための優秀な人材を育てようじゃないか」と

柄ではありませんでした。良政の少年時代には羯

言うのが東亜同文書院の設立に繋がっているわけ

南は上京して政論家、ジャーナリストとして活躍

です。

していたわけです。恐らく「向かいの兄さまが格

羯南と同じく主唱者だったのが公爵近衞篤麿

好のよい論説を書いている」と憧れていたことで

（近衞霞山）です。弟の英麿は津軽家 13 代の当主

しょう。その頃、陸羯南は新聞『日本』を創刊し

になった人で、津軽とは関係の深い間柄です。篤

てジャーナリストとしての基盤を築きつつありま

麿公は新聞『日本』のスポンサーでもあったので

したが、津軽藩が抱えたトラウマに悩まされてい

す。貴族院議長の要職をこなすなど伊藤博文と

た頃でもあったのです。

対立軸にあった人物で、新聞『日本』が発行禁止

陸羯南は家の貧しかった事情もあって、法律学

処分の影響などで経営が立ち行かなくなった時に

校など官費支給の学校を渡り歩いて居りますが、

は、
「分かった新聞社を買ってやる」と約束した

寮生活で

や教育方針で校長に楯突

程です。ところが、篤麿公は間もなく 42 歳の若

くなどして、ことごとく退校処分になっておりま

さで他界してしまうんです。羯南はがっかりして

す。その中で原敬（後の総理大臣）と親友になっ

しまいます。しかし論陣は褪せることなく、強硬

ておりますが、原敬にも羯南は引け目を感ずるの

外交を主張して日露開戦を支持する論評を展開し

です。原敬の出身地盛岡は、徹頭徹尾

て行くのです。

賄い征伐

賊軍

と

して行動した藩です。津軽藩のようにふらふらし

この「大アジア主義」と「東亜同文書院」は山

て居なかった。それだけに肩身の狭い思いをした

田良政・純三郎兄弟に大きく関係して行きますが、

のでしょう。それが反骨精神を産む原動力になっ

此処では陸羯南に影響を与えた菊池九郎と山田兄

たのかも知れません。津軽藩は、近衞家の方針に

弟の血縁に触れて置きたいと思います。まず九郎
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の姉きせが山田兄弟の母親です。つまり父浩蔵の

来たんです。そこで次に国外に眼が向き出した。

嫁さんです。それだったらいくらでもあり得るこ

「大アジア主義」はそんな雰囲気の中で注目され

とですが、九郎の嫁さんのくま子は浩蔵の妹に当

だしたのです。陸羯南は「大アジア主義」を「国

たる。つまり山田と菊池の両家は二重にも三重に

民主義」とも言っている。つまり西洋に学んでも

も血縁関係にあるのです。孫文の臨終に純三郎と

良いが、西洋かぶれになってはいけないと戒めて

一緒に立ち会った菊池良一（後に代議士）は菊池

いる。国民主義の基本は「日本人の魂を忘れては

九郎の子息ですから、山田兄弟には従兄弟になる

ならない」
、それを踏まえて「中国の力になる」

わけです。

ことなのです。
羯南に憧れていた山田兄弟の兄良政は、父浩蔵

こうした血縁、ふるさと津軽の東北での立場。
そして明治維新に際しての「津軽のトラウマ」に

に「中国に行きたい」と相談する。浩蔵も出来た

悩む菊池九郎や陸羯南の姿を見ながら山田兄弟

人で、浩蔵と羯南は友だちだったので出掛けて相

は成長して行ったのです。そして時代に押され

談する。すると羯南は「これから中国とは海産物

るように中国に渡り、孫文の革命支援に打ち込ん

貿易が大切なポイントとなる」とアドバイスを受

で行ったのは自然だったのではないでしょうか。

けて、良政は中国へ渡る手段として水産学校へ進

もっとも山田良政・純三郎兄弟の生まれた明治初

学するのです。卒業後は北海道の昆布会社に入社

年、当時の日本は維新の波の中で模索を続けてい

して念願通り中国駐在になり、日清戦争が始まる

た時代でした。

と通訳として台湾に渡り総督の児玉源太郎や民政

明治維新は、誇りの高かった武士から刀を取り
上げました。
「廃刀令」の実施です。しかし貫録

局長官後藤新平と知り合い、孫文との出会いに繋
がって行くことになります。
良政が戊戌の変で粱啓超を匿い、軍艦「大島」

の名目で明治５〜６年頃までは扶持米代金を支給
していたのです。ところが明治６年の大凶作で、

で日本に亡命させたのは明治 32 年のことで、恵

この代金では米が買えなくなったのです。士族の

州で行方不明になる前年のことです。これは公

憤懣は爆発して行きました。明治 10 年の西南戦

使館から頼まれて神田三崎町に住まわせたので

争にしても西郷隆盛を頂点にした憤懣士族と政府

すが、そこに９歳下の純三郎が兄貴の後を追って

の戦いと言ってよいものです。神風連の乱、秋月

津軽出て来るのです。純三郎はそこで兄を訪ねて

の乱など続きます。士族の憤懣は全国規模で膨ら

来た孫文を初めて見かけるのです。こんな風に回

んで来る。その中で一番批判されたのは薩長閥を

顧しております。
「兄のところには、壮士風の者

背景に、政府の要職にある人達です。新しい貴族

が大勢出入りし、議論をする、座敷で相撲をとる

の誕生です。これに反発して燃え上がったのが自

と言う有り様。それでいて兄は話らしい話をして

由民権運動なのです。自由民権運動は不平不満の

呉れないので、何をして暮らしているのか、さっ

一つのはけ口から出発したのだと言ってもよいで

ぱり分からない。ある日のこと、兄は壮士たちに

しょう。もちろん菊池九郎も陸羯南も大賛成で、

『きょうは清国からエラモノ（偉い人）が見える

いろいろ奔走しております。明治憲法が発布され

から、相撲などやらずおとなしくして居れ』と言

た明治 22 年２月 11 日と日を同じくして陸羯南は

うのを聞いた。これまで清国人の写真を見ると、

新聞『日本』を発刊して居りますが、意気込みの

のっぺりした顔や少々口を開けているようなもの

現れと言ったところでしょう。

が多かったので、エラモノは一体どんな顔をして

自由民権運動はうまく行き過ぎたきらいがあり

いるのか好奇心に駆られた。障子に唾で穴をあけ

ます。そうなると不平士族のはけ口が無くなって

て盗み見したところ、容姿端麗、それまで考えて
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いた人物とは違っていた。口許が締まっている。

も離れた福建省とか広東省など太平洋沿岸に住ん

ただおでこと同じ程度に後頭部が出ている。大き

でいました。孫文もその一人です。そんなことも

な頭だと言う印象だった」
。それが孫文だったの

あってか戦略の違いがあり、宋教仁らと意見の衝

です。

突があったようです。広東など遠隔地から攻めて

一方清国政府は、日清戦争で日本に負けたけれ

北京制覇を目指そうとする孫文に対して、宋教仁

ど日本の明治維新の素晴らしさを学ぶ必要がある

は長江中流から一気に北京を攻め落とそうと進言

と考えていたのです。そこで国費で日本留学生を

するのです。事実、孫文程戦下手な人は居なかっ

送り込み始めました。日本に追いつき追い越せと

たと言われるように、10 回蜂起して 10 回とも失

士官学校にも人材になるべき若者を送り込みまし

敗しているのです。その中には山田良政が犠牲に

た。明治の終わり頃には、留学生は３万人に達し

なった恵州蜂起も含まれているのです。

ていました。ところが皮肉なことに、留学生の中

当初、良政は梁啓超の変法派に関心を寄せてい

でも優秀な学生や士官学校生ほど革命思想に目覚

た節がありますが、孫文の私利私欲の無い純粋さ

めて、孫文を支援するようになるのです。清国政

に惹かれるようになったようです。孫文の熱烈な

府にしてみると、国費を使って革命分子を育てて

支持者の宮崎滔天も手記『三十三年の夢』で、孫

いるようなことになるのです。もっとも西欧列強

文の魅力に触れて居りますが革命資金を集める手

の侵略から脱出しようと清国には３つの近代化の

腕も、孫文の山師でない純粋さに出資者が打たれ

流れがありました。１つ目は先程、
馬場先生がおっ

たからのことでしょう。

しゃって居られた「変法派」
。康有為と梁啓超が

恵州蜂起を前にして孫文と山田良政が台湾に渡

若康き光緒帝と諮って専制国家から日本に見習っ

り、総督の児玉源太郎と民政局長官の後藤新平に

て立憲君主国にしようと言うもの。ところがいざ

武器援助を申し入れております。当初は師団派遣

実行の段になって袁世凱の裏切りと、西太后の

を含めて非常に可能性が高かったのですが、明治

クーデターによって光緒帝は幽閉され、康有為と

33 年に孫文を支持していた山県有朋から政権が

梁啓超には刺客が放されるのです。梁啓超が山田

伊藤博文内閣に代わるんです。伊藤は清朝支持を

良政に匿われて日本に亡命したのは、そのような

打ち出して方針ががらりと変わってしまい、台湾

ことからで、戊戌の変と呼ばれております。２つ

での約束は反古になってしまいます。仲介の労を

目は
「洋務派」
です。李鴻章と直隷総督の曾国藩は、

とった山田良政は責任を感じて恵州に赴き、そし

西洋からの技術文化を採り入れて、軍需工場を作

て遭難するわけです。

るなど国力増強に努めようとしたことです。洋務

これには後日談があるのです。後藤新平が少年

派の基本は政治制度と精神文明は中国のものとし

時代に山田兄弟の叔父菊池九郎に助けられた話で

ていたのです。そして３つ目が孫文の「改革派」。

す。後藤は山田兄弟がその恩人の甥と知って、良

改革派の主張は「滅清興漢」です。清を滅ぼして

政に武器支援出来なかったことを悔やむのです。

漢を興すと言うことを旗印にしているのです。清

そして後藤は満鉄初代総裁になってから、良政の

は満州族が漢民族の明を滅ぼして造った国で、あ

遺志を継いだ弟純三郎に孫文支援のある秘策を与

の弁髪は満州族の表徴なんです。300 万足らずの

えるのです。

満州族に４億の漢民族が征服されていることと、

話は明治７年、後藤新平がまだ 16 歳の少年の

腐敗政治に孫文は共和制を唱えて、
「もとの漢民

頃に遡ります。山田兄弟の叔父菊池九郎は 28 歳、

族の国に戻そう」と立ち上がったのでした。

東奥義塾塾長でした。ウォルフと言う英語の外人

ところで、漢民族の多くは北京から 2000 キロ

教師がアメリカへ帰国することになり、奥州街道
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を東京まで見送りの旅を続けていたのです。水沢

【北嶋】 ちょっと横から入りまして。陸羯南と良

辺りで薄汚れた服装で無銭に等しい旅の少年と

政との関係について、いかに羯南が良政を心配し

遇ったのです。聞けば父親と喧嘩して家出同然の

ていたかということを一言だけお話させていただ

道中らしい。福島に前に水沢で参事を務めた安場

きます。陸羯南（中田實）と山田家との関係、つ

保和と言う人物が今は福島県令（県知事）になっ

まり山田家と中田家は向かい合わせだったという

て居る。少年は水沢時代に安場の書生だったので、

ことは先ほどお話がありましたけれども、山田良

その縁で須賀川の医学校入学を目指しているとの

政が恵州の蜂起で行方不明になります。みんな彼

こと。菊池九郎は、須賀川まで同道するように説

が死んだものと思い、確かにその時戦死している

得して同宿させ、夜はウォルフに英会話を習わせ

わけです。良政は明治 33 年に戦死しております

たのでした。その少年が後藤新平だったのです。

が、羯南が 34 年に弘前市の友人笹森儀助宛に「良

後藤はその後、須賀川医学校を無事卒業して安

政（浩蔵伜）はまずはこの世の人と存じ候由、報

場の愛知県令転出に従って愛知県医学校（現在の

知これあり。四川か西安に参り候かと申し候。お

名古屋大学医学部）の医師になり、24 歳で同校

序に浩蔵氏へ御伝声願い度く候」というふうに手

長兼病院長を務めるようになったのです。自由民

紙を書いています。つまり良政は、神田三崎町に

権運動で板垣退助が岐阜で遊説中に暴漢に襲われ

いた時から羯南のところへ行っていろいろ教えら

た時、「板垣死すとも自由は死せず」と言ったの

れ、あるいは影響を受けているわけで、先ほどお

は有名な話ですが、現場で傷の手当てをしたのが

話のあった戊戌の政変で日本に亡命した梁啓超ら

後藤新平だったのです。後藤は医者としても優秀

と一緒に王照を亡命させますが、この王照の保護

でしたが、公衆衛生の知識と手腕は見事だったよ

を良政達は羯南に要請しています。羯南がこの人

うです。特に疫痢とコレラが大変流行った時代で

を根岸の一屋に保護しています。このように羯南

した。その手腕を台湾総督の児玉源太郎に買われ

は良政と非常に親しい関係を持ちながら彼に影響

て民政局長官として招聘され、それから政治家の

を与えていました。つまり良政のアジア主義とい

道へ入って行くわけです。後藤は台湾の民政局長

うのは、陸羯南のアジア主義の影響があるのでは

官の後、児玉の推薦で満鉄の初代総裁に就任しま

ないかというふうに考えることができるというこ

すが、この時山田純三郎を嘱託として満鉄の石炭

とです。まあ羯南については先ほどおっしゃった

部門の担当者にするのです。これは孫文支援のた

ように昨年当地でシンポジウムが開かれておりま

めの手段だったのです。台湾時代、恵州蜂起に支

すけれども、近衞篤麿が東亜同文会を設立した時

援出来ずに、あたら山田良政を死地に追い立てる

に幹事になっております。つまり東亜同文会と羯

結果になった、その贖罪を弟の純三郎を通じて償

南もまた深い関わりがあるということです。そし

おうとしたのではないかと思われます。人と人の

て良政が東亜同文会の南京同文書院の教授として

結びつきの強さ、そして不思議さが世の中にはま

1900 年に行きます。弟の純三郎も学生として行く。

だまだありそうです。

しかし義和団で同文書院は上海に移ります。良政

ちょっと時間オーバーになりましたが、これで

は恵州蜂起のことを聞いてそれに参加して戦死し
てしまう。そういう状況がありました。

終わらせていただきます。

もう１人南京同文書院の教え子で櫛引武四郎と
【司会】 どうもありがとうございました。では少

いう人がいます。この人も羯南、良政と同じ東奥

しだけ間を入れまして、本学の前教授でありまし

義塾の出身で恵州の戦いに参加しておりますが、

た北嶋先生、ご当地出身です。一言。

その危険な重囲の中を無事逃れて上海に帰りま
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す。しかし辛亥革命のあとの第二革命で再び戦争

【司会】 ありがとうございました。北島先生は本

に参加して戦死しております。こういったように

学で西洋史のご担当でありましたが、弘前ご出身

弘前出身の人が中国革命に影響を与えていた、協

で弘前をこよなく愛されていて、今度の会でもず

力していたということが分かるということを一言

いぶんいろいろ教えをいただきました。どうもあ

付け加えさせていただきます。

りがとうございました。
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〈講演〉

４．愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史資料について

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

【司会】 引き続きまして本学の東亜同文書院大学

料、たとえば兄弟直筆の書簡とか兄弟が写ってい

記念センターポストドクターという形で研究を進

る写真、または山田良政の追悼文が掛け軸となっ

めています武井義和さんに、
「愛知大学が所蔵す

たもの（孫文が書いた山田良政の追悼文で、馬場

る山田兄弟と孫文関係史資料について」というこ

先生のご講演の中で写真が出てきましたし、また

とでお話しいただきます。ご本人は現在このセン

今日一番後ろの壁面の中央にも掛け軸が展示して

ターで多面的にいろいろな活動・研究をされてお

ございますが）
、そうした山田兄弟に関わる、ま

ります。今回のこの会も非常に一所懸命運営をし

たは山田兄弟が生きていた時代の資料が①、②、

ていただいております。お名前と顔を覚えていた

③に該当します。これらは言わば歴史資料と位置

だいて、今後本学を支えていただく方になると思

付けられるものでございます。この中に山田兄弟、

いますので、ひとつよろしくお願いいたします。

特に弟の山田純三郎と孫文との関わりを示す資料

ではお願いします。

が多く含まれているわけです。
またそれだけではなく、孫文と他の中国の革命

【武井】 皆様こんにちは。ただいまご紹介にあず

家との間で交わされた書簡、そういったものも多

かりました武井義和でございます。よろしくお願

数山田家資料にはございます。これは純三郎が孫

いいたします。本日は山田兄弟と孫文の関係を示

文の秘書役として長年孫文の傍らにいたために手

す資料についてお話をするわけですが、発表時間

元に残っていったのではないかと考えられます。

内に詳細な部分まで取り上げるのは困難でござい

この①書画類とか②書簡類、また③写真類を全体

ますので、主に資料整理などの観点からお話して

的に見ると、山田良政は 30 代で早世してしまい

まいりたいと思います。

ますから、純三郎に関する資料が圧倒的に多いで

現在われわれが所属しております東亜同文書院

す。しかも彼は 1960（昭和 35）年まで存命でし

大学記念センターには、山田良政・純三郎兄弟に

たので、この中には戦後の書簡も多く含まれてい

関する多くの資料が保管されております。われわ

ます。戦後の山田純三郎に関する書簡には日本人

れはこうした山田兄弟に関する資料を、一般的に

だけではなく、戦後中国大陸から台湾に移住した

山田家資料と称しております。この山田家資料は

かつての革命家やその家族、または遺族などから

大別しますと①書画類、②書簡類、③写真類、④

純三郎に宛てられた書簡、また台湾の国民政府の

図書類、⑤資料ファイル類、⑥テープ類といった

要人などからの書簡といったものもございます。

6 種類に分かれております。このうち山田兄弟が

これらは戦後の山田純三郎の動静を考える上で非

生きていた時代の、あるいは兄弟に直接関わる資

常に重要なものであると私は考えております。
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さて、私は縁あって 1995 年、愛知大学大学院

聞き取りをした録音テープなどが該当します。特

修士課程１年生の夏休みに東亜同文書院大学記

に⑤資料ファイル類は図書、論文、資料のコピー

念センターで資料整理に携わるようになりまし

などを順造さんが生前にファイルしてまとめられ

た。そして今日に到っているわけですが、この山

たもので、非常に膨大な量でございます。

田家資料の整理状況についてここで少しご紹介を

こうしたさまざまな形状の資料をわれわれは所

させていただきますと、私が資料整理に携わる前

有しております。現在記念センターでは山田兄弟

にすでに大学院生達によって、山田兄弟に関する

に関わる歴史資料、すなわち①書画類、②書簡類、

①書画類は整理が終わっておりました。また②書

③写真類のうち、ごく一部分を常設展示室で一般

簡類も山田純三郎に関するものはほとんど整理が

公開しています。今からその様子を画面でご覧い

終わっているという段階でした。しかし現在でも

ただきたいと思います。

まだ未整理の資料が若干残っておりまして、特に

こちらは記念センターが入っている建物で、愛

③写真類は、一般公開されている分については整

知大学記念館と申します。お分かりのように木造

理済みなのですが、未公開のものは整理中でござ
います。と言いますのも、写真資料というのは手
紙とか文書類に比べて非常に難しいんです。どう
いうことかと言いますと、たとえば写真の裏側に
撮影日時とか写っている人物、撮影された場所、
そういったものが書いてある場合は整理し易いん
ですが、そうでないものが非常に多いんです。で
すから、いつどこで誰とどういう状況で撮影され
たかというのを併せて調査していかないといけな
いんですね。したがってなかなか整理が難しいわ

愛知大学記念館

けです。そのような詳細が不明な写真資料につい

の建物なんですが、この建物は古くて、今から

て、今述べたような調査とあわせて作業を進めて

ちょうど 100 年前の 1908（明治 41）年に日本陸

いる、そういう状況でございます。

軍第 15 師団司令部として建てられました。その

先ほど申しました山田純三郎に関する書簡類

後、第 2 次世界大戦末期には陸軍予備士官学校の

なんですけれども、こちらはもうすでに資料がマ

本部として使用されていました。第 2 次大戦の敗

イクロフィルム化されております。その点数が約

北によって軍隊は解散になりましたが、敗戦後旧

600 点です。マイクロフィルム化された資料は愛

陸軍の駐屯地だったこの場所に、藤田先生のお話

知大学図書館が所蔵しております。なお、山田純

にもございましたが、中国の上海にあった東亜同

三郎の四男ですでに亡くなられた山田順造さんと

文書院大学の学長をはじめ教職員十数名が日本に

いう方が、山田兄弟について研究・調査した膨大

引き揚げてきて大学再建を目指しました。その結

な資料もございます。それは④図書類、
⑤資料ファ

果、この場所に愛知大学を 1946 年 11 月に作るこ

イル類、⑥テープ類に該当します。これらは山田

とになります。したがって、こちらの建物は敗戦

順造さんが勉強のために読まれたと思われる歴史

直後から愛知大学本館として活用され、半世紀も

に関する書籍、そして研究のために用いられた図

の間、多くの事務職員が事務をとる場所になり、

書や論文、資料のコピー、そしてそれらをルーズ

学生課や就職課などの組織が入っていました。

リーフやノートに書き写したもの、兄弟について
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て生まれ変わり、同年 5 月には常設展示室が設置
され、以後東亜同文書院大学や山田兄弟に関す
る資料を、学内外の方々にも広く紹介している
場所になっております。なお、愛知大学記念館は
1998 年に文化庁によって有形文化財に登録され
ております。

第 3 展示室

らにごく一部を今回われわれはこちらへ持参しま
して、今日と明日の 2 日間、多くの方々にご覧い
ただくべく展示を行なっている次第です。
ところで、皆様の中にはこの弘前出身の山田
兄弟に関係する資料がなぜ愛知県にあるのか、な
第 1 展示室

ぜ愛知大学にあるのかという疑問を抱かれた方が

こちらは第 1 展示室と言いまして、東亜同文書

いらっしゃるかも知れません。これらの資料が愛

院の歴史を紹介するコーナーになっております。

知大学にある理由は、先ほども少し触れた山田純

こちらは第 2 展示室と言いまして隣の第 3 展示室

三郎の四男の山田順造氏が愛知大学へ寄贈してく

とともに、山田兄弟の生涯、特に山田純三郎の生

ださったからです。順造氏は東京に長年お住まい
だったんですが、そのお宅の様子はある方の表現
を借りますと、
「資料があるどころではない、資
料の中に埋まっている」という状態だったそう
です。順造氏はご自分の父、そして伯父に当た
る山田良政・純三郎兄弟を顕彰したいということ
で、個人で資料館を建てる計画を持っておられま
した。その資料館建設の候補となる敷地を選定し
たり、またその敷地獲得のためにかなり努力をさ
れたそうです。さらに単なる資料館とするのでは
なく、日中友好という観点から１階部分は資料展

第 2 展示室

示の場としつつも、２階部分（２階建の資料館構

涯を軸としまして、写真とか書簡類、文書類を展

想を持っておられた）は日本人学生と中国人学生

示しています。そのようなさまざまな資料を用い

を住まわせる場とし、そして自分はその中で寮監

て中国の近現代史、そして近代日中関係史をご紹

という形で学生を指揮監督して共同生活をすると

介しています。繰り返しになりますけれども、こ

いう構想を持っておられたようです。ですが、個

ういう形で展示室で常設展示している資料は山田

人で資料館を建てるのは資金などの面で非常に難

家資料全体からすればごく一部なんです。そのさ

しいということで、最終的には断念されました。
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その後順造氏がご病気になられまして、1991 年、

を追悼する文でございます。後ろの壁面に同じ

亡くなる直前に愛知大学への寄贈を表明されたわ

ものが展示されていますので、お帰りの際にご

けです。

覧いただきたいと思います。この山田良政につ

そのために現在愛知大学はこうした資料を持っ

い て は す で に お 話 が あ っ た 通 り、1900 年 の 恵

ているわけですが、順造氏が寄贈を表明された背

州起義に参戦して戦死しております。その後辛

景には、かつてご自身が学ばれた東亜同文書院大

亥 革 命 が 成 功 し た 翌 年 の 1913 年、 孫 文 は 日 本

学の同期生の阿部弘さんという方を始めとする、

を公式訪問するのですが、その時に書かれた文章

多くの方々のご尽力があったと聞いております。

です。この時は生死が定かではありませんでした。

このあたりの詳しいことにつきましては、私より

また仮に死んだとしてもどこで死んだのかなど、

も実際にお宅を訪問された藤田教授のほうがお詳

手がかりが何ひとつない状況だったんですね。し

しいと思います。また毎年記念センターが発行し

かし 1918（大正７）年に良政が戦死した場所が

ている『同文書院記念報』という雑誌がございま

だいたい特定されました。弟の純三郎はその場所

すが、その第３号にそのいきさつが詳細に記され

へ行って、骨の代わりに土を持ち帰ったと言われ

ておりますので、関心のある方はご覧いただけれ

ています。その後上海の在留邦人の間で追悼会が

ばと思います。いずれにしましても、この山田家

行なわれ、また弘前では葬儀が営まれるとともに

資料は現在記念センターが所蔵する資料の中心的

良政の記念碑が立てられました。
これは新寺町の貞昌寺で行なわれた山田良政記

存在であり、今後大いに歴史研究で活用される必

念碑除幕式の写真です。われわれも昨日お邪魔し

要があるのではないかと私は考えております。
次に、記念センターが所蔵する資料を通して

て記念碑を見てまいりました。これを建てるに際

山田兄弟と孫文との関係を見ていきたいと思い

しても孫文は良政を悼む文をしたためまして、そ

ます。スクリーンに 8 点の資料を映してまいり

れがこちらの碑に篆刻されております。孫文の

ま す。 こ れ ら は 全 て 愛 知 大 学 記 念 館 で 常 設 展

良政に対する追慕の念が強かったことが分かりま

示されているものです。明日はこのフロアでそ

す。

のほとんどがこちらに展示されることになりま
す。まずこちらは馬場先生のスライドにも出て
きましたけれども、孫文がしたためた山田良政

山田良政記念碑除幕式

一方、弟の純三郎は東亜同文書院創立当時から
で事務員兼助教授として勤務しておりましたが、
日露戦争後に退職して満鉄に入社します。やがて
孫文の秘書的な役割を務めると同時に、中国の革
命にも深く関わっていくようになりました。こち
らは 1913 年、孫文が日本を公式訪問した時の写
「山田良政先生墓碑」

真ですが、前列中央が孫文です。そして真中の列
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の一番右端が山田純三郎です。これは奈良で撮影

もう１つ資料をご紹介します。こちらは孫文と

された写真ですが、この時孫文一行は東京、横須

山田純三郎との間で電報をやりとりする際に用い

賀、大阪などを訪問しております。そうした写真

られた暗号表です。赤い字でアルファベットが、

を見てみますと、孫文と共に山田純三郎が写って

黒い字で片仮名が書いてあります。こうした暗号

います。両者の密接な間柄がうかがい知れます。

表を用いて両者は電報のやりとりをしていたわけ
です。こうしたものは機密文書の類なのでだいた
いは焼却処分されると言われています。ですから
こうしたほぼ完璧な形で後世に残るのは大変珍し
く、両者の間柄が密接であったことを示している
とともに、当時の中国の緊迫した状況をも知るこ
とができる貴重な資料ではないかと思います。

公式訪日中の孫文一行

これは革命資金に関する書類ですが、2 種類ご
ざいます。左側は孫文が純三郎に与えた領収書で
す。「金貳万円」と書いてありますが、２万円を
受け取りましたという領収書です。日付は民国４
暗号表

年２月 2 日。民国４年といいますと 1915 年、大
正 4 年に当たります。一方右側は孫文の支払い命

孫文は 1925 年に 59 歳で亡くなります。その

令書です。山田達が旧満洲の奉天に行くので、そ

後 1930 年代に入りますと日中関係は戦争の時代

のための費用 4,300 元を支払いますということが

へと突入します。戦争中の山田純三郎に関する資

書いてあります。これは６月 14 日としか書いて

料は少ないため、断片的な様子しか分かりません

ありませんが、だいたい 1915 年頃、この領収書

が、戦争中は上海で日本語専門学校の校長を務め、

が書かれたのとほぼ同じ頃ではないかと思われます。

中国人に日本語を教えるという仕事をしていまし
た。やがて昭和 20（1945）年に日本は戦争に敗
れましたが、こうした敗戦の混乱の中でどうなっ
たのか。それを示す資料を２点ご紹介します。
戦争中、蒋介石率いる国民政府は中国奥地の
重慶に首都を移して日中戦争を戦い抜いたわけ
ですが、戦後その重慶から上海に国民政府軍が
進駐してきます。こちらはその国民政府軍が純
三郎に対して発給した通行証です。「中華民国
三十五年三月十六日」という日付があります。昭
和 21 年に当たります。日本敗戦当時、上海には

革命資金に関する書類

約 10 万人の日本人が住んでいたと言われていま
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すが、敗戦と同時に日本人は中国側が設定した集

こちらは同じ年の 5 月にやはり中国国民政府軍

中営（収容所地区と言ったほうがいいかも知れま

が上海で発行した雑誌です。
『導報画刊』という

せん）への移住を余儀なくされます。そしてそこ

ものですが、表紙が非常に鮮やかな赤色です。60

から引き揚げ船に乗せられて日本に送還されるん

年以上経っているとは思えないぐらいきれいな

ですが、その間の行動は中国軍の管理下に置かれ

色です。この中で山田を紹介する記事が 2 頁にわ

ていました。けれどもこの資料には、
「かつて孫

たって掲載されています。メインタイトルに「山

文の革命に協力したことによって、通行の自由を

田純三郎先生訪問記」とあり、その前の部分に「中

認める。日本人管理の適用外とする」というよう

国革命之友」と書いてあります。中国の反日感情

なことが書いてあります。つまり他の日本人と同

がここ数年高まっていることがニュース等で報道

じような管理下には置かず、優遇措置を認めると

されておりますが、それよりも遥かに反日感情が

いうことを示しています。居住、そして行動の自

強かった日本敗戦直後の時代でさえも、山田純三

由を示す証明書です。

郎は孫文の協力者として中国側から高く評価され
ていたということが、こちらの雑誌、そして通行
証から読み取れるかと思います。
ごく僅かの資料しかご提示しませんでしたけれ
ども、孫文と山田兄弟は強い絆で結ばれていたと
いうことが改めて分かるかと思います。なお、山
田純三郎は他の日本人と少し遅れて 1948 年 12 月
に上海から引き揚げました。そして戦後は、1960
年に亡くなるまで東京に居住します。しかしなが
ら、彼と中国革命との縁は亡くなってもなお途
切れることがございませんでした。こちらは死後
16 年目の 1976 年、貞昌寺に建てられた山田純三
郎記念碑の拓本です。これが後ろの壁の一番右側

通行証（証明書）

に展示してございます。この碑の上部には「永懐

『導報画刊』
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風義」という題字が篆刻されていまして、これは

力していったわけです。兄良政のほうは不幸にも

「永く立派な行ないを思う」という意味です。題

30 代前半で亡くなりますが、孫文は良政に対し

字の左側に、少し字が小さいですけれども「蒋中

て後々まで深い追慕の念を抱き続けました。一方、

正題」と篆刻されております。つまり「蒋中正」

弟の純三郎はそうした兄の遺志を受け継ぐように

という人物がこの「永懐風儀」の題字を贈ったん

孫文の側近として活動し、革命に深く関わってい

ですが、この人物は蒋介石のことです。純三郎と

きました。この行動が、日本が戦争に敗れた直後

孫文、そして中国が深い縁で結ばれていたことを

においても中国側から高い評価を受けたというこ

示す資料と言えるのではないかと思います。

とは、すでに申し上げた通りであります。これら
の点は馬場先生が孫文の言葉を引用されていたよ
うに、正に山田兄弟が真摯な気持ちで孫文に協力
すると同時に、中国と向きあっていたことを示し
ていると思います。その背景には兄弟共に革命に
関わる前から中国に在り、そして中国の現実に接
していたことがあったと考えられます。いずれに
しましても山田兄弟のこうした姿勢は、今後の日
中関係のあり方を考える上での１つのよき材料と
なるのではないかと私は考えております。
もう１つ、この山田家資料を活用した今後の研
究のあり方について、資料整理の立場から述べさ
せていただきたいと思います。これは山田純三郎
について言えるわけなんですが、彼は 1960 年に
83 歳で亡くなりましたので、戦後の部分の書簡
もかなり残っています。その中には冒頭でもお話
ししましたが、戦後大陸から台湾に移住したかつ
ての同志や革命家たち、またその家族や遺族から
送られた書簡などがけっこう残っております。現

山田純三郎記念碑拓本

在のところ孫文の秘書役を務めた時代の、戦前

以上、山田家資料の概略と共に、資料を見な

の山田純三郎に関する資料に主に注目が集まって

がら山田兄弟と孫文との関係を簡単にお話しして

いるわけですけれども、こうした戦後の部分も今

きました。最後に 2 点ほど述べてみたいと思いま

後は対象としていく必要があるのではないか。そ

す。まず試論という形で述べさせていただきます

うすることで純三郎の一生涯がよりいっそうはっ

が、この山田良政・純三郎兄弟を同時代に生きた

きりと浮かび上がってくるのではないかと思いま

日本人の協力者、たとえば宮崎滔天などが孫文の

す。日本敗戦後、中国国民党と共産党は国共内戦

協力者として挙げられますが、そうした人達と比

という形で戦争を繰り広げ、1949 年蒋介石率い

較しますとあまり有名ではありません。しかしご

る国民党は台湾に逃れ、大陸では中華人民共和国

覧いただいた資料からお分かりいただけますよう

が成立します。その後 1950 〜 60 年代、またそれ

に、中国やアジアへの蔑視が強かった当時にあっ

以後も台湾海峡は長らく緊張状態にありました。

て、兄弟は中国に目を向け、孫文の革命活動に協

そうした状況下で台湾に移住した革命家たちや台
153

◦ 139 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦

湾の要人と、山田純三郎との間で手紙の往来があ

【赤平】 新寺町の貞昌寺でございます。先ほどか

りました。また純三郎は 1954 年に台湾を訪問し

らいろんな山田家のお話が出ております。私の小

て蒋介石らとも再会しております。したがって純

さい頃は山田「りょうせい」というふうに聞き覚

三郎の戦後史の部分にも焦点を当て、戦後の東ア

えがあるんですけれども。純三郎さんのご兄弟の

ジア史の一側面としてとらえる、そして分析して

ことを一番知ってなかったのはわれわれ弘前市民

いくということも、今後の重要な課題かと思いま

だろうと。地元の人が本当は一番知っていなけれ

す。たとえばその中で戦後の中国に対する純三郎

ばならないのが、一番知らなかった。おかげさま

の認識、そして戦後の人間関係、やや専門的な言

で愛知大学のご協力があり、また東京あたりにも

葉では人的ネットワークと言いますが、そうした

研究しているグループがございます。本当に弘前

結びつきが戦前と戦後でどのように変化したか、

が一番だめかなという気がいたします。

どの部分がつながっておりどの部分が断絶したか

ひとつ山田家がどういう家柄かというのがずっ

といったようなことも、これからの研究の課題に

と外れていますので、私は菩提寺として山田家

なるのではないか。純三郎の生涯を戦前から戦後

の家柄をご紹介いたします。貞昌寺の成り立ち

までつなげて、さらに浮き彫りにしていくといっ

から考えると、貞昌寺というのはそもそも津軽為

たことが課題として挙げられるのではないかと思

信公が自分の母親のために建てたお寺でございま

います。いろいろとお話をしてまいりましたが、

す。ですから明治以前までは檀家はほとんどござ

いずれにしても山田家資料は中国近現代史や近代

いません。殿様の許可をもらった人でなければ入

日中関係史を考える上で大変貴重な存在であり、

れなかったお寺です。その頃から山田家はお墓が

宝の山であると言えます。今後われわれは資料整

ございまして檀家さんでございます。ですから家

理をさらに進めてまいりますが、その成果を何ら

老にはなっていないようですが家老に準ずる家柄

かの形で多くの方々に還元していく必要があると

であったことは間違いないようです。戒名も代々
「院号」
、
「院殿号」が付いてございますので、立

考えております。
拙い話でございましたが、以上で私の講演を終

派なお家柄であったということだけは確かだろう

わらせていただきます。皆様ご清聴ありがとうご

なと思っております。あと山田良政さんは生きて

ざいました。

いるうちにお墓を立てておられます。貞昌寺の１
つのお墓にお父さんの戒名とお母さんの戒名と自

【司会】 どうもありがとうございました。引き続

分の戒名が彫られてございます。今は消えて無く

き最後のほう、繰り返し出てまいりました貞昌寺

なりましたけれども私の小さい頃は、良政さんの

住職の赤平様から、せっかくの機会ですので最後

戒名の「居士」という部分に朱が入っていました。

にお言葉を賜りたいと思っております。なお、た

朱を入れるというのは生きているうちにお墓を立

だいまの武井さんの発表の中にもございましたよ

てたということです。両親と一緒に自分の戒名を

うに、われわれは多くの資料を持っておりますの

彫ったということだろうと思います。

で、どうぞご関心のある方々はコンタクトをとっ

今、日本と中国との関わり合いは中国本土です

ていただいて、いろいろご研究、ご調査等お役に

けれども、その前、台湾と国交があった時には、

立たせていただければと思っております。今日は

台湾の大使が日本に赴任する時必ずお参りをされ

いろいろと新発見等もあったかと思います。今後

ました。警察が私服やら何やらできっちりとガー

ともよろしくお願いいたします。

ドして。孫文の書いた良政さんの碑しかなかった
時代です。その後純三郎さんの碑が立ちましたけ
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れども、良政さんの碑やお墓のところに、わざわ

ほうへ伺っていただければと思っております。

ざ東京からお参りに来ました。退任する時にまた

以上をもちましてわれわれの第 1 日目の講演会

お参りに来て大きな花輪を捧げました。ですから

を終わらせていただきます。本当に長い時間で

向こうの人達はそういう「恩」というものに対し

ありましたけれどもご清聴ありがとうございまし

てすごいのだなということを感じました。中国の

た。今後も今日のようなテーマでさらにまた研究

ことわざに「水を飲む時、井戸を掘った人を忘れ

を進めていくつもりでございます。ぜひ弘前の

るな」というのがあるそうでございます。われわ

方々もご関心をもってご研究を進めていただけれ

れもやはりそういう先人の思い・遺徳を忘れるこ

ば幸いでございます。なお明日はこの会場でパー

となく顕彰していければなと思いますし、これか

ティションを組みまして、われわれが持ってきて

らも皆様のご協力をお願いしたいと思いまして一

まだ奥のほうにしまってあるものを全部お見せし

言ご挨拶に代えさせていただきます。ありがとう

たいと思っておりますので、ご足労をかけますが

ございました。

お時間がございましたら、明日もう 1 度お出かけ
いただいて閲覧していただけたら大変ありがたい

【司会】 どうもありがとうございました。特に

と思っております。何かご質問等ありましたら、

赤平様には今回のわれわれの企画の一番の原点で

今日ここは６時までやっておりましてわれわれも

いろいろご協力やら企画のご提案をいただきまし

おりますので、適当につかまえていろいろご質問

て、大変ありがたく思っております。貞昌寺のほ

いただければありがたいと思います。それではど

うにただいまご紹介いただいたような、あるいは

うも長時間にわたりまして、いろいろありがとう

武井さんが先ほどご紹介いただいたような現物が

ございました。

残っておりますので、ぜひ弘前の方々も貞昌寺の
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弘前資料展示会・講演会を企画して

東亜同文書院大学記念センター
豊橋研究支援課

山口恵里子

愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オー

ゼルパネルで本学の創成期を紹介したり、記念セ

プン・リサーチ・センターでは、文部科学省の補

ンター刊行物販売コーナーも設けました。２日目

助金を得て 2006 年度より５カ年間、全国を回っ

は、パーテーション 24 枚を使用してホールを大

て展示会・講演会を開催していますが、横浜・東

きく 3 コーナーに分割し、多くのパネルを展示し、

京に引き続き、今年は青森県弘前市で７月 26・

ゆったりとした見ばえのする展示室に生まれ変り

27 日にわたり開催しました。

ました。

山田良政・純三郎兄弟の菩提寺（貞昌寺）があ

最初のコーナーは、
「孫文を支えた書院の山田

る弘前において、山田兄弟関係の史資料を展示公

良政・純三郎兄弟」をテーマとし、特に中心とな

開すると共にフォーラムを開催し、町の活性化に

る山田兄弟や孫文の写真をＡ１パネルに拡大して

協力することを目的にプロジェクト化しました。

印象深くしました。掛軸は孫文書の「山田良政先

３月末、藤田センター長が自ら現地入りし、地

生墓碑」
を中心に計 16 点を準備しました。
次のコー

元作家に講演の依頼をすると同時に、会場探しを

ナーは、
「東亜同文書院から愛知大学へ」をテー

行ない、また青森県教育委員会や新聞社他５団体

マに、特に「書院時代の指導者たち」や学生の「大

へ後援のお願いに出向きました。

旅行」をポイントに資料パネル等計 31 点を選び

メンバーは本州北の果ての開催地で、テーマに

出し、重厚な東亜同文書院校舎のタペストリーも

沿ってどのような企画をすればどれだけの集客が

加えました。最後のコーナーは、愛知大学創成期

可能か？大学が所蔵する史資料の中で何に興味を

をパネルで紹介しながら、当記念センター製作の

抱いてもらえるか？などについて検討を重ねなが

ＤＶＤ（東亜同文書院から愛知大学の歩みー 21

らポスター・チラシを作成して、情宣活動をしま

世紀はばたく真の国際人の育成）を常時放映して

した。

大学広報活動も果たしました。

展示物は、パーテーションの寸法や会場レイア

こうした展示物は、参加者メンバーで一つひと

ウトを勘案したり、個々の展示品を活かせる方法

つを梱包し、Ｂｏｘチャーター便に乗せ、現場で

を試行錯誤しながら選択しました。そして、写真

は搬入搬出から飾り付けまで、作業は大変でした。

を撮りキャプションを加えて展示図録を作成しま

岩手県北部地震の２日後の開催でしたが、不安
をよそに延べ 300 名の来場者があり、多くの方に

した。
会場は、弘前駅前市民ホールを両日とも使用

励まされ温かい交流が生まれました。
「山田兄弟

し、初日の講演会は会場後方壁面を使用して関連

や孫文の書物を刊行してほしい。
」との大きな研

する主な資料を展示し、入り口・ロビーにはイー

究課題もいただきましたが、また機会があれば人
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情豊かな街・津軽で開催したい気持ちで終了後に

る事は全て手づくりで行なうこと目標に展示会・

は協力団体へ感謝のあいさつ周りをしました。

講演会を実行しましたが、プロジェクトメンバー

今回は厳しい予算の折、企画から実施まで出き

全員が汗を流しただけの成果を実感しました。

企画中のプロジェクトメンバー
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弘前市民に広く展示資料をご覧いただいて
−弘前資料展示会二日目の様子−
東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

アンケートでは展示全体の感想について「展示

７月 27 日（日曜日）は、ご当地弘前が生んだ、
近代中国の革命家・孫文の協力者であった山田良

武井義和

物の説明がよかった」のほか、
「大変資料が豊富」、

政・純三郎兄弟の生涯を紹介する写真や書、パネ

「知らない事ばかりだったので勉強になった」、
「も

ル資料、および東亜同文書院（大学）の歴史を紹

う少し山田兄弟のことを知りたいと思った」など

介するパネル資料など 60 点余りを、前日の講演

の言葉を頂いた。ある女性が「弘前でこんな人た

会会場と同じ場所で展示した。前日は会場スペー

ちが誕生したなんて知らなかった」とおっしゃっ

スの都合上、山田兄弟に関する資料 15 点だけの

ていたように、彼らを知っている弘前市民は意外

展示であったが、講演会後の午後６時から２時間

に少ない。その理由として、彼らが早くから中国

ほどかけて、記念センターのスタッフたちで慌し

に渡ったことが関係しているようであるが、見学

く全面改装のセッティングをしたのである。

された方々は一様に資料に見入り、山田兄弟への
関心を強く持たれた様子であった。

今回の企画が地元の新聞で取り上げられたこ
ともあり、当日は 10 時のオープンとともに見学

現在、記念センターには山田兄弟に関する厖大

者が来場され、関心の高さが窺われた。私は展

な量の資料が保管されているが（一部は常設展示

示説明会を午前 11 時、午後２時、午後４時の３

室で公開）
、弘前市民に山田兄弟、さらには愛知

回にわたって担当したが、毎回 15 名から 20 名ほ

大学のことを知って頂く良い機会になったと思

どが参加され、熱心に話を聞いておられた。マイ

う。是非ともまた弘前市で資料展示を行いたいと

クを片手に、山田兄弟の生い立ちに始まり良政が

思った次第である。

1900 年に孫文による恵州起義に参戦し戦死した
こと、弟の純三郎はその遺志を受け継いで孫文の
側近として活躍し、その行いが日本敗戦直後にお
いても中国国民政府から高く評価されていたこと
などを話すと、参加者の多くは大きくうなずいて
いた。また、東亜同文書院のあらましや、卒業年
次生が毎年行った大旅行、中国語教育などについ
ても説明し、この東亜同文書院、さらには愛知大
学についても関心を持って頂いたように感じた。
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〔東亜同文書院大学記念センター・福岡講演会〕

東亜同文書院大学の資料展示会・講演会
−日中友好の原点を探る−
【司会】 ただいまから東亜同文書院大学記念セン

ころで中国あるいは中国語について教育研究が深

ター講演会を開催いたします。私は本日司会進行

められてきたわけでありますけれども、約 10 年

役を務めさせていただきます、愛知大学東亜同文

前に現代中国学部という日本で唯一の現代中国に

書院大学記念センターポストドクターの武井義和

ついての学部が設立されまして、併せてその少し

と申します。よろしくお願いいたします。まず初

前に大学院レベルでも、中国研究科というものが

めに佐藤元彦学長よりご挨拶がございます。先生

設置されました。それまで各学部あるいは各大学

よろしくお願いいたします。

院の研究科にまたがってなされてきた中国に関わ
る研究あるいは教育というものが学内的に集約さ

【佐藤】 皆さんこんにちは。愛知大学学長の佐藤
と申します。本日は本学の東亜同文書院大学記念

れ、それが愛知大学の１つのセールスポイントと
して現在に到っています。

センターが主催します講演会を開催いたしました

現代中国学部でございますけれども、これも東

ところ、このように多数お集まりいただきまして

亜同文書院時代の精神を受け継ぐ形で、たとえば

本当にありがとうございます。まずお礼を申し上

１年生は大学の中で勉強いたしますけれども、２

げます。

年生の最初は南海大学という天津にある大学に全

さて、愛知大学はすでにご案内の通り戦前上海

員が行きまして中国語の勉強をしております。そ

に設立されました東亜同文書院、あるいはその後

の勉強をするための施設あるいは滞在中の宿舎に

の東亜同文書院大学を継承して、1946 年豊橋の

つきましても、愛知大学と南海大学の提携のもと

地に設立された大学でございます。東亜同文書院

で設立されたという経緯がございます。

につきましては後ほど本学の藤田教授から詳しい

それから現代中国学部の学生は３年生になり

説明があると思いますけれども、愛知大学がいか

ましてからは学んで身に付けた中国語を使いまし

に東亜同文書院時代の精神を受け継いだ教育を現

て、中国のさまざまな場所（受け入れの大学によっ

在行なっているか、その一端につきまして、せっ

て毎年場所が違います）でそれぞれのテーマに

かくの機会でございますので、この場をお借りし

従って、短期間ではありますけれどもヒアリング

て少しご紹介をさせていただければと思っており

等々の現地調査を行ない、その成果を参加した学

ます。

生全員が中国語で発表します。それを聞いた中国

今申し上げましたように 1946 年に豊橋におい

側の学生さんあるいは中国側の大学の先生方が、

て設立されましたけれども、一貫して中国の教育

その発表に対して質問し、その質問に対して再び

研究という点では非常にユニークな事業を展開し

学生が中国語で答えるというプログラムを行なっ

てまいりました。各学部、文学部でありますとか、

ております。

当時は法経学部でありますとか、そういったと

その授業か始まって今年でちょうど 10 年目と
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いうことで、今年は浙江大学でその授業がござい

れも自負しているところでございます。

まして、私は成果発表会にだけ顔を出させていた

そのような形で東亜同文書院時代の教育の精神

だきました。全員が１人５分でありましたけれど

というものが本学に現在引き継がれているという

も研究の成果を中国語で発表し、質問に対してま

ことを、この機会に皆さんにお知らせしたいと思

た中国語で答える。このプロセスは実にいいもの

います。ですから今日お見えの方々、東亜同文書

であるというふうに自負しているところでござい

院の関係の方々もいらっしゃるかも知れませんけ

ます。さらに現代中国学部においてはインター

れども、それとは無関係に関心を持たれて展示会

シップ、いわゆる就業体験も中国で展開しており

をご覧になり、さらには講演会ということでご出

ます。

席された方も少なくないと思います。お子さんあ

いずれにしましてもそうした特色がありかつ非

るいはお孫さんあるいはお知り合いの方に、愛知

常に中身が濃い教育、これは文科省からも非常に

大学のそういう教育というものをお伝えいただい

高く評価されておりまして、ご存じの方が多いか

て、ぜひこの九州の地からも送り込んでいただけ

と思いますけれども特色 GP（グッド・プラクティ

ればと願ってやまないところでございます。

ス）と評価される教育の内容であるということで

東亜同文書院につきましては、私が俄勉強を

補助金が作られました。あるいはもう１つ、現代

したところによりますと、1901 年に設立されて、

的なニーズに合った教育をしているということで

戦争が終わりを迎えるまで約 5,000 人の卒業生を

現代 GP というのがあるんですが、これもダブル

輩出したそうでありますけれども、そのうちの４

で採択されました。おそらく全国を見渡しても、

人に１人は実は九州出身であるというふうに聞い

１つの学部教育でこれがダブルで採択されている

ております。さらには中国地方、四国地方も合わ

というケースは、私が知る限り他にないという状

せますと、5,000 人のうちの約半数が実は西日本

況でございます。

の地域のご出身であるということでございますの

それから大学院でございますけれども、中国研

で、そういうようなことも考えました時に、この

究科というのが現代中国学部より少し前に設置さ

西日本さらには九州から、ぜひ愛知大学に中国に

れておりまして、こちらにおいても若手の研究者

ついての勉強をする若い人を送り出していただい

の育成を含めて非常に熱心な教育が行なわれてい

て、日本あるいは世界で活躍するというふうなこ

るところでございます。特徴的なのは博士課程に

とをご期待いただければと思っているところでご

おいて、これは南海大学と北京にあります中国人

ざいます。

民大学と連携をしまして、一種のテレビ会議シス

愛知大学という名前をお聞きになって、愛知県

テムを使って授業を行なっております。授業は中

にあるからというふうに思われる方のほうが多い

国語もしくは英語で行なうという形であります。

かも知れませんけれども、愛知大学の元々の語源

併せて博士論文につきましては中国側の大学と

は「知を愛する」という意味でございまして、愛

日本の愛知大学のそれぞれに提出されまして、合

知県の愛知ということではございませんので、そ

格ということになれば博士号が２つ出るという仕

ういうことも含めてぜひご理解をいただいて注目

組みを取り入れております。この博士号が二重に

をしていただければというふうに希望していると

出るという制度につきましては、最近はそれほど

ころでございます。かなり大学の宣伝をしてしま

珍しくなくなってきておりますけれども、愛知大

いましたけれども、せっかくの機会ですので、東

学がおそらく全国で最初に取り組んだ、もしかす

亜同文書院と非常に関わりのある愛知大学のこと

ると世界的にも非常に先駆的な例であったと、こ

を、この機会に皆さんにぜひ知っていただきたい
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と思います。長くなりましたけれども私の挨拶に

今回福岡でこういう展示会をさせていただきま

代えさせていただきたいと思います。これから講

すけれども、これまでは横浜で、これは他の会と

演会が開催されます。どうかよろしくお願いいた

一緒にやりましたけれども 25,000 人ほど来てい

します。ありがとうございました。

ただきました。関東で初めて東亜同文書院のこと
を PR して、大変我々としてもありがたいことで

【司会】 ありがとうございました。続きまして東

した。そのあと昨年は東京で文科省が官民一体化

亜同文書院大学記念センター長藤田佳久教授より

ということで高層ビルを作りまして、その上階に

ご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。

我々の大学の東京事務所が移りました。東亜同文
書院の経営母体である霞山会（当時の東亜同文会）

【藤田】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

の理事長が近衞篤麿で、この方の雅号が霞山と言

だきました東亜同文書院大学記念センターのセン

いますが、その名前をとった霞山ビルが文部省の

ター長をやっております藤田と申します。どうぞ

隣にありました。愛知大学もその一角に事務所が

よろしくお願いいたします。このあとの講演会の

ございましたが、それを霞山会と一緒に新しいビ

後半のほうでも私がお話をさせていただきますの

ルの 37 階へ移ったという記念も含めて、東京で

で、その辺と重ならないように少しお話をさせて

開催いたしました。
それから今日の展示にもございますが、山田兄

いただきます。
東亜同文書院大学記念センターというのは、た

弟という書院の卒業生が孫文の秘書をやっていた

だいま学長のほうからお話がありましたけれども

んですね。従って多くの資料コレクションが特に

本学の出自と関係していまして、我々も東亜同文

弟の山田純三郎さんの手元に集まりまして、その

書院大学の研究を進めてまいりました。このアク

息子の順造さん（この方も東亜同文書院の卒業生

ロス福岡の１階で今日から３日間展示会をやって

です）が、お父さんの意を汲んで孫文の博物館を

おりますが、そちらに当時の東亜同文書院と、一

作りたいということで資料をさらに収集して努力

部愛知大学の歩みも展示してございます。ああい

されたんですが、お体を悪くされて、それではと

う歴史を今日の愛知大学の中でも引き継いでいき

いうことで一括して本学のほうへご提供いただき

たい、検証していきたいということがございまし

ました。従って本学には孫文関係の資料も、それ

て、今から 15 年あまり前に本学の中に東亜同文

までほとんど日の目を浴びてなかった貴重なもの

書院大学記念センターというのを設けました。併

がたくさんございます。その一部も今日は１階の

せて展示施設も作りました。

ほうに展示してありますので、今日、あるいは明

それに関しまして文科省がオープン・リサーチ・
センター・プロジェクトというのを立ち上げまし

日、明後日、ぜひそれをご覧いただけたらと思い
ます。

た。オープン・リサーチ・センターというのはそ

山田兄弟の出身地は津軽の弘前でございますの

れぞれの大学が持っている文化的なあるいは歴史

で、ぜひ弘前でやってみたらというのを他の方々

的な財産を多くの人に知ってもらいなさいという

からお勧めいただいて、今年の７月の終わりに弘

プロジェクトでして、我々もそれに手を挙げて応

前で山田兄弟を中心にした展示会を行ない、地元

募させていただきましたら、ありがたいことに選

の人達もお年寄りの方は知っておられましたが、

定していただきました。それが一昨年でしたので、

中堅の方々は初めてその実態に触れたというので

５か年計画の中、今年で２年半を迎えている最中

ずいぶん感激していただきました。来年もう１回

であります。

やってほしいという申し出までありまして、我々
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のほうもどういうふうにしようかと考えていると

名人の方がおられるんです。浅丘ルリ子さんのお

ころでございます。その延長で今年はこの福岡の

父さんとか。根津甚八さんは根津院長の遠縁に当

地でさせていただきました。

たるらしいですし、そういう方がけっこうおられ

先ほど学長からお話がありましたように、こ

ます。
今 日 は や な せ さ ん を お 招 き い た し ま し た。

の福岡県は書院に進学された方が非常に多いんで
す。あとでまた私の講演でもお話ししますけれど

ちょっとお体の調子が良くないと伺っておりま

も、東亜同文書院が上海に設立された当初、経営

すが、今日はご出席いただき、お話をしていた

母体の東亜同文会はあまりお金がありませんでし

だけるということで、我々としても大変ありがた

た。学校の経営というのはそう簡単ではないとい

く思っております。お父様が書かれた原稿等も下

うことで、初代の根津院長が開学にあたって各県

の展示室でその頁を開いてお見せしておりますの

を回り、県知事を説得して各県２人、県のお金で

で、ご関心のある方は１階のほうでぜひご覧くだ

学生を学ばせる。つまり県費生ですね。従って授

さい。

業料は只で、週に１度はお小遣いをやるという仕

本日多くの方に東亜同文書院のことをご理解い

組みが原則でした。そうしましたら全国的に非常

ただければ我々としても本望でございます。今回

に希望者が殺到しまして、特にこの福岡県は希望

の開催に当たりましては、とりわけ地元の西日本

者が非常に多かったんです。毎年２名のところへ

新聞社に大変お世話になりました。西日本新聞社

希望者が 80 人から 100 人ほど来られました。そ

の論説委員の５〜６人の方々が東亜同文書院のご

れで福岡県は時には３人、４人と合格させて書院

出身で、著名な論説委員の方もおられます。そう

に送り込んだということがございます。従って福

いう先輩のためにもこの催しをぜひ拝見したいと

岡県の方が書院の中でかなり高い比率を占めたわ

いうお話をいただきまして、先日新聞紙上で大き

けです。そういう意味で福岡の地でやってほしい

な特集版を組んでいただき、大変我々としてはあ

というご要望がございまして、我々といたしまし

りがたく思っております。県の教育委員会にもご

てはこれを機会に書院のことを改めて、一番大陸

後援をいただきました。この福岡でいろんな方々

に近い福岡で今回開催させていただきました。孫

にお世話になってこの会を催すことができ、大変

文関係もございますので来年は神戸を予定してお

嬉しく思っております。本日から３日間、あと２

ります。さらにその次は名古屋でやる予定もして

日間ございます。書院は特に福岡県とは大変つな

おります。

がりが深いので、皆さん方お友達等お誘いの上ご

細かいお話はまた後半にすることにいたしまし

来場いただければ大変ありがたく思います。

て、本日は「アンパンマン」のやなせたかし先生

今日はまずやなせ先生のお話から始まります

に来ていただきました。お父様の柳瀬清さんとい

が、ゆっくりご清聴いただいて、最後までお楽し

う方が書院の第 13 期の卒業生です。1901 年に開

みいただきたいと思います。私のご挨拶をこれで

学いたしましたから 13 期生と言うと 1913 年入学

終わらせていただきます。どうもありがとうござ

です。非常に分かり易いですね。あといろんな有

いました。
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〈講演〉

テーマ :

アンパンマンの正義

作家

【司会】 ありがとうございました。では講演会第

て

やなせたかし

そんなのはいやだ！

１部といたしまして、やなせたかし先生に「アン

ら君はいくんだ

パンマンの正義」という題でお話しいただきます。

んだ

やなせ先生のプロフィールにつきましては、皆様

も

のお手元にございます資料の中に「講師略歴」と

んなの夢まもるため

忘れないで夢を

どこまでも

生きるよろこび
ああアンパンマン

だか

そうだらうれしい

たとえ胸の傷がいたんで
やさしい君は

いけ！み

いう印刷物がございますので、詳しくはそちら

私はやなせたかしです。アンパンマンの作者で

をご覧いただきたいと思いますが、先生は世代を

す。福岡の皆さんこんにちは。これから始まるお

超えて多くの方に広く知られる「アンパンマン」

話はどんな話になるのかは、私にもさっぱり分か

の作者でいらっしゃいます。私事で恐縮ですが

りませんが、とにかくボツボツ始めましょうか。

2001 年に韓国のソウルに行きました時、この「ア

それじゃ今から行きますけれども」

ンパンマン」が地元のテレビで韓国語の吹き替え

今日は東亜同文書院卒業の方がたくさんいらっ

で放送されていたことが印象に残りました。先生

しゃいますね。私の父親は東亜同文書院第 13 期

のお父様は先ほど藤田記念センター長のご紹介が

卒業です。そして日本郵船にほんの少し勤めて、

ございましたように、東亜同文書院の 13 期生と

あと講談社で『雄弁』という雑誌の編集長をやっ

して、大正時代の初期に入学されております。そ

て、そこから朝日新聞に入って、特派員として上

の辺りも含めましてさまざまなお話を伺うことが

海へ。そのあとアモイで 32 歳で亡くなりました。

できるかと思います。では早速やなせ先生にご講

私がちょうど５歳の時。さて皆さんは今日ここへ

演いただきます。やなせ先生よろしくお願いいた

いらした。何かの縁でいらした。私と皆さんに何

します。

かの縁があったということは、実はこの講演会も
何度も頼まれたんですが、いつもだめなんです。

【やなせ】「なんのために生まれて

なにをして

私病気ばっかりしている。今もだから病気して

そんなの

いますけれども、いつもお話があった時入院中で

熱いこころ燃え

あったりして来られなかった。この福岡だけが何

生きるのか

こたえられないなんて

はいやだ！

今を生きることで

る

だから君はとぶんだ

れしいんだ
たんでも

ほほえんで

生きるよろこび
ああアンパンマン

そうだう

たとえ胸の傷がい

もしまた体調を崩したらいけませんからと言った

やさしい君は

んですけども、何とかギリギリで来られた。これ

い

け！みんなの夢まもるため

なんのために生まれ

て

こたえられないなん

なにをして生きるのか

とか間に合ったんだけど、福岡のお話が来た時も、

はだから１つの縁ですね。
実は昨日、父親が残した文章を私もらったん
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です。読んでみるとその最初に書いてあるのは、

海に１か月以上いて、僕はその時父親が「たかし、

「我々は死ぬことは割合と分かる。今死にそうに

これがお父さんの通った道だ。お前もそれを見て

なってるとか病気してるとか、あるいは自分で自

くれ」と言われたような気がちょっとしたんです。

殺しようとか、そういうことは分かるんだけど、

なぜ俺は浙江省を通って行ったのか。どうも父親

生まれるなんてことは分からない。つまり自分は

に呼ばれたという気がするんだよね。上海にしば

この国に生まれ、あるいはこの町に生まれ、ある

らくいて、そのあと戦後にもまた上海に行くこと

いは黄色人種として生まれるというのは自分では

になったんです。なんか父親の意思と言うか、人

考えられない。つまり何らかの宿命によって自分

間の中には不思議な部分があるというのを考えた

は日本に生まれ、ある町で生まれ、ある家庭に生

ことがあるんです。私の名前は嵩（たかし）と言

まれる。だから非常に金持ちの家に生まれること

います。中国にいらした方は分かりますが洛陽の

もあれば、貧しい家に生まれることもある。しか

近くに嵩山という山がある。少林寺拳法の発祥地

しそれは本人が望んだことじゃない。何も知らず

です。そして北京に行けば嵩山書房という本屋が

にとにかくその運命のもとに生まれる」と書いて

ある。支那五大名山の１つである有名な山の名前

あった。

を私に付けた。
ですから北京に行ったのも、上海にいたのも、

実にその通りだと思うんですが、だから皆さん
とお会いしたことも決して偶然ではない。ある種

偶然浙江省を通ったのも、何となく父親に呼ばれ

の宿命の糸に操られてると僕は思う。東亜同文書

たという感じがする。そしてなぜ私が絵を描いた

院というのは上海にあって、卒業する時は必ず卒

り詩を書いたりするようになったかと言うと、父

業旅行というのをやるんです。支那全土をあっち

親の残した中に「自分はこれからいろんな仕事を

こっち分かれて回るわけ。私は父親（柳瀬清と言

していくだろう」と。最後は朝日新聞の記者をやっ

います）が残した本を持っておりますけれども、

ていましたが、やりたいことというのは、自分の

父は浙江江西班。中国大陸の東海岸を、上海を出

本を出したい。それから絵を描いていきたい。詩

発して寧波からずっと温州ほうへ向かって旅行

も書いていきたい。これは自分の一生の仕事とし

しているんです。ところがここからがちょっと不

て、どんなことがあっても続けていきたいと書い

思議なんです。私は今 90 歳目前ですから兵隊に

てあった。私はこのあいだ国会図書館で自分の本

行っております。九州小倉部隊に入りまして福州

はどのくらいあるかと調べてみたんです。約 2,000

に行ったんです。なぜ福州へ行ったかと言うと、

冊あった。そうすると父親が本を絶対書きたいと

大本営は台湾にアメリカ軍が来ると思ったんです

いったのはいくらかできたかなと思う。でも父

ね。そのためにはまず対岸の福州を攻めるだろう

親の書きたかった本は私のような子供相手のもの

と。ですから福州の沿岸も守らなくちゃいけない

じゃなかった。詩の雑誌を編集してるということ

というので我々は福州へやられた。そこにいたん

も、あるいは父親がこれをやりたかったんじゃな

だけど沖縄へ行ってしまったので、我々は飛ばさ

いかなと。それから絵を描くのも、父親の描いた

れてしまって戦争はせず、そこから上海へ帰って

ような絵じゃなくて実は漫画だったけれども、そ

いくんですけれども、これが不思議なんです。な

れでもやっぱりその仕事に入ったというのは何

ぜかと言うと中国大陸の東海岸をちょうど父親が

か父親の意思が働いてるような気がする。だから

卒業旅行で旅行した道とほとんど同じなんです。

時々「お父さん、これで良かったかなあ」と思う

浙江省を通って行ってるんですね。

時がある。

そうして僕は上海で終戦になるんですけど、上
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けたので、「千尋の海」ということで千尋にした

天安門事件？そんなのありましたか」
。要するに

んでしょうけど、海軍特攻隊に入って、22 歳で

国の広さと言うか、我々と違うんですね。福州へ

フィリピンのバーシ沖で戦死したんです。千尋の

行っても全然戦争なんか関係ないっていう顔なん

海の底へ沈んでしまった。弟の中学生時代の写真

だね。

を見ると父親にそっくりなの。どっちが弟なのか

そうして僕等はずいぶん農民と仲良くしてたん

分からないぐらい似ている。もしかすると父親は

だけども、戦争が終わってみると日本軍は悪魔の

ちょっと寂しくて弟を呼んだのかなあという気も

軍隊で悪いことばっかりしてたと言う。そんなこ

するんです。人間というのはある部分ちょっと不

とはない。我々は何も悪いことはしませんでした。

思議と言うか、何かの宿命の糸に操られていると

うちの師団長からはたとえば「畑の中へ陣地を

いう気がします。

作ったら、必ずその畑は元の通りにちゃんと直し
なさい。そして絶対民衆のものを盗んではいけな
い」というふうに言われた。
「我々は中国の民衆
を助けるために来てるんだから、そういうことは
絶対しちゃいけない」と。僕等はだから紙芝居を
作って回ったり、いろんなことをやっていた。で
も終わってみれば「悪魔」。そうすると「正義と
はいったい何か」ということになる。現在でもア
メリカとアラブのフセインが戦うとする。アメリ
カは「正義の戦いでフセインをやっつける」と言
うんだけど、フセインの側から言わせれば「アメ
リカが悪い」
。ブッシュのやったことは間違いだ
と現在では言われてますよね。そうすると正義と

今日の題は「アンパンマンの正義」になってま
すけれども、アンパンマンを描き始めたのは「正

いうのは非常にあやふやで、どっちが正義かよく
分からない。

義とはいったい何か」ということなんです。僕

兵隊に行った時に一番辛かったことは、泥の中

は兵隊に行きました。中国へ行きました。今言っ

をはいずり回ったり、撃たれたこともあるし、い

たように福州で敵前上陸したら何の抵抗もなかっ

ろいろありますけど、迫撃砲というのは恐くてね、

た。向こうの人に会って「日本と中国は戦争し

いきなり側にドカンと落ちるので本当に恐かっ

てる。でも本当は仲良くしなくちゃいけないん

た。それでも一番辛かったのは、食べられないと

だよ」。連中は全然知らない。中国というのはそ

いうことなんだね。飢えが一番辛いです。ですか

ういうところなんだね。あれは上海でやってるん

らその時、正義というのはまず最初に飢えた人を

で、我々は無関係だと。このあいだ天安門事件が

助けなくちゃいけないと思ったんだよね。正義の

ありましたね。天安門事件の時僕は北京にいたん

味方はまず飢えた人を助ける。食べられない人に

です。撃ちながら進んでくるんです。ちょっと離

もっと行儀よくしろとかいろんなことを言っても

れて郊外へ行くと天安門事件を誰も知らない。日

聞きません。まず何とか食べられるということが

本人はみんな知ってるのに知らないんだね。その

一番肝心なんだね。ですからお腹を空かした子供

頃書の勉強をするために留学していたやつに聞い

を助けるスーパーマンを作ろうと思って作ったの

てみたら、やっぱり全然知らないわけです。「え、

がアンパンマンです。
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ところがアンパンマンを作ったら評判が悪くて

先生ぜひうちのトイレを見てください」
。トイレ

ね。「やなせさん何ですか。あなたは相当良いお

なんか見たくない。そのトイレが園のちょっと離

話を描いてるのに、今度のはアンパンの顔をした

れたところにある。だから子供はトイレに行くの

やつが飛んでって助けるとか、そんなくだらない

が恐い。そのトイレの壁にアンパンマンを描いた

話はやめてください。今回限り描かないでくださ

ら、子供が割と喜んでトイレに行くようになった。

い」と言われたんです。すごい悪口を言われて

そこで突然出版社も態度が変わるんです。今ま

散々でした。ですからその間にいろんな本を描い

では「やなせさん、あんなくだらない本は描かな

たんですけれども。ところがアンパンマンを最初

いでください」と言うんで止めてたのが、「先生、

に描いてから５年ぐらいしたら、ちょっと不思議

あれ描いてください」
。急に態度が変わっちゃっ

な現象が起きてきた。僕がうちの側のカメラ屋に

て、１年に 25 冊とか描くようになる。なぜなのか。

DPE を出しに行ったら、カメラ屋の親父が「先

本はマージンが僅かで、１冊売ったってたかが知

生はアンパンマンという絵本を描いてる？」「描

れてますが、本を買うことによってあとの遊具も

いてますよ」
「あれにうちの坊主が夢中でね、何

買うようになるんです。つまり本そのものではさ

回も読んでくれと言うので、もっと次のやつを描

して儲からないんだけれども、アンパンマンが非

いてください」と言うんです。へえそうなんだ、

常に売れるようになったんですね。そういうこと

あの本を読んでる人もいるんだなと思った。

でだんだん人気が出てきてアンパンマンが自分の

僕はその頃よく幼稚園なんかに行って話をして

代表作になったんですけれども、認めたのは子供

たんですけれども、幼稚園というのは僕が行って

ですよ。２歳か３歳の子供なんです。まあそうい

もすごく冷淡なんですよね。何でかと言うと、フ

うことなんですね。面白くないですか。あとほん

レーベル館という出版社で本を出してるんですけ

のちょっと話をします。

ど、本というのは安いんです。そこがやってるの

アンパンマンは始まってから 40 年、映像化さ

はだいたい 300 円ぐらいで、マージンがだいたい

れてから 20 年になります。そのうちにテレビ会

80％。つまり 20％の利益しかない。300 円の中の

社がやってきた。アンパンマンをテレビアニメに

20％だからごく僅かなんです。あんまり売ろうと

したいと。各社全部来ましたけれども、上層部が

してないから。ところが片一方の遊具とかそうい

「こんなお話は現代の子供には受けない」という

うのは１個 10 万円とか 50 万円とか。滑り台なん

ので全部バツになった。日本テレビは武井さんと

か入れると 100 万円ぐらいかかる。そしてマージ

いう人がやってきて「アンパンマンをやりたい」。

ンは 50％。だからそういうのを売りたがるんで

一方でアニメの会社 GMS というのがやってきて

すよね。本なんか売っても儲からないというので

「アンパンマンをアニメーションにしたい」
。です
から僕は「これはだめです、各社で断られてる」
「で

すごい冷淡なんです。
ところが５年ぐらいすると、僕が幼稚園へ行く

もキャラクターが面白いから」というので企画に

と先生が「あ、やなせ先生が来た！」と飛び出し

出したんです。またバツ。その翌年もバツ。３年

てくる。急に変わった。
「園長室へどうぞ」。コー

やったんですけど全部バツです。NHK も来たけ

ヒーが出たりお菓子が出たり。
「どうぞどうぞ」と。

どバツでした。全部だめだったんだけど日本テレ

何でこんなに変わったんだ、昨日まで冷淡だった

ビの武井さんは非常に熱心で、４年目に遂に会社

のに。そのうちに園長先生が「いや、うちの園は

が折れて、
「武井君、そんなに君が熱心に言うな

みんな子供がアンパンマンに夢中で、あの本をみ

らやってもいい。しかしだめだった場合は責任を

んな読む。うちの園はアンパンマンだらけです。

取らせる。会社は１銭も出さない。君が資金を都
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合してきなさい。うちの会社で一番視聴率が悪く

そして何と賞金が 500 万円。ちょうど借金した額

て、何をやっても２％しかいかないという魔の時

と同じなんです。最初から７％。５時という悪い

間があるから、その時間ならやっていい。スポン

時間帯なので、７％ならいいほうなんです。現在

サーは付かない。サスプロだから」ということで

もアンパンマンは決していい時間帯ではありませ

やっと許可が出た。そうしたら武井君はビデオの

ん。九州も悪いでしょう。朝やってるんじゃない？

会社へ行きまして、
「このビデオの権利は全部貴

今関東地区が金曜日の４時半です。それから東北

社にあげるから 500 万円貸してください」と言っ

がだいたい朝の５時です。新潟とかあの辺りは朝

て 500 万借りてきました。日本テレビの午後５時

の５時です。大阪が６時でしたか。九州は朝でしょ

という、何をやっても２％しかいかないこの時間

う、やっぱり。確か朝の６時か６時半ぐらいの変

帯には NHK の「おかあさんといっしょ」の再放

な時間です。他の「ドラえもん」
「サザエさん」
「ち

送がありまして、これが一番強い。何をやっても

びまる子ちゃん」なんかはみんな日曜日とか土曜

かなわない。その時間帯でした。

日の６時とか７時の一番いい時間帯です。朝の５

そして始まることになったんですが、これが昭

時にやって人気番組になったものはないです。世

和の終わり。
「やなせさん、せっかく始めますか

界中探してもありません。それなのに今グッズと

ら後楽園でショーをやって盛り上げましょう」と

ビデオの売上はトップなんです。この市場を超え

言ったら、昭和天皇が亡くなられた。それで一切

るものはないんです。私の生まれたところは高知

の音曲禁止、宣伝その他一切禁止ということで、

県。高知県ではアンパンマンやってなかった。そ

宣伝も何もできない。調布のスタジオへ集まると

して始まったらまた朝の５時なんです。何で朝の

スタッフ一同みんなうつむいてるんです。
「やな

５時になるか。これはちゃんと理由がある。今言っ

せさん、宣伝は一切できないし時間帯は一番悪い

たのはサスプロ、局の持ってる時間で始まったん

時間で、いくらうまくいっても半年以上は続かな

です。だいたいゴールデンアワーの良い時間帯は

い。これから始めますけれども期待はしないでく

中央局から送られてくるんですね。ところが地方

ださい。このアニメーションは半年で終わります」

局の持ってる時間は朝の５時とか夕方の４時から

「そうですか、せめて１年はやりたいですね」と

６時ぐらいで、そこの時間しかできないんです。

言って、宣伝も何もしないで、国民がみんな暗い

現在の地方局はその時間帯にだいたいワイド

気分になってるところでアンパンマンは始まった

ショーをやっています。だから朝しか空いてない。

んです。

そのためにアンパンマンは朝の５時に追いやられ

ところがこのあとがすごい。明けて平成元年に

てしまった。ところがいくら朝の５時に追いやら

なりました。うちに電話がかかってきたんです。

れても、番組の内容が良ければちゃんと人気者に

「もしもしやなせさんですか。こちらは文化庁で

なる。現在のテレビの質が悪いとかいろいろ言わ

す」文化庁？ 何なんだこれは。
「えーっと、やな

れてるんだけど、質が良ければどんな悪い時間帯

せさんのアンパンマンが優秀番組賞に選ばれまし

にあってもちゃんとヒットする。今まで朝の５時

た。表彰式に出席していただきます」えーっ、ほ

にやって人気者になった番組ってあるか？ あり

んとかなと思ったんですけど、ほんとだったんで

ません。では高知はどうなったか。高知に行って、

すよね。虎ノ門ホールというところで表彰式があ

「俺の故郷なのに何でやらないんだ」
「スポンサー

りまして、もちろん日本テレビの幹部も来てまし

が付きませんので」「スポンサーが付かない？ そ

た。幹部がみんな「やなせさん、まさかこんなこ

れなら俺がスポンサーをやってやる」
。僕が１年

とになるとは思いませんでした」と言ってるわけ。

間スポンサーに付いてやったんです。１年経った
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ら別のスポンサーが付いて、現在は夕方の４時か

俺は米寿プラスワン。明日のことなど分からない。

５時ぐらいにやってます。でも作者がスポンサー

時の列車に乗せられて、夢幻の歳月は、今では淡

に付いたのは世界中で俺が初めてじゃないかな。

いベージュ色。ああ束の間に時は過ぎる。89 年

ですからこれはすごい珍しいニュースだと思った

夢みたい。俺は米寿プラスワン」

けど、新聞社は全然取り上げないんだよね。別に

去年 88 歳の米寿のお祝いの時に作った歌なの

何とも思わないらしくてニュースには取り上げら

で今年は米寿プラスワンです。それでは今度はア

れませんでしたけれども、１年間自分でやってた。

ンパンマンとはいくらか無関係なんだけれども、

それはちょっと悪いので、アンパンマンミュージ

ちょっと１つ歌ってみます。
「アカシヤの木の下

アムというのがあるのでアンパンマンミュージア

の犬」というタイトルです。泣けますねえ。

ムの CM を、ほんとはお金を出してやってたんで

「青いアカシヤの木の下で犬が１匹しゃがんで

す。それでやっと高知でもできるようになったん

いる。悲しそうに顔をしかめて何かをじっと我慢

ですけど、冷淡と言うか何と言うか。でもこれは

している。青いアカシヤの木の下で犬は何をして

しょうがない。なぜかと言うとアンパンマンとい

いるのか。青いアカシヤの木の下で犬はウンコを

うのは苦難に耐えてやっていく運命だから。でも

しているんだ。ああ、僕はなぜこんなところでウ

皆さんも分かるように、質が良ければどんな劣悪

ンコなんかするんだ。しかし仕方がないんだ。僕

な条件でも大衆は認めるんです。

には専用のトイレなんかないんだ。まつげの先に

さて今日は大人ばかりだからこれを消しても別

何かある。そいつは僕の涙か。落っこちそうに震

に怒られない。子供はこの辺を消すと怒られちゃ

えてる、小さな小さなひとしずく。どうして出た

う。アンパンマンを消したと言って。消してる間

のか知らないが、誰にも見えない涙なら流れるま

にちょっと今の心境を歌っときましょうかね。

まにしておこう。小さな小さなひとしずく。青い

「人生いつしかたそがれて、夕陽はすでに落ち

アカシヤの木の下で犬はやっとそれが終わって、

たけど、僅かに残る薄明かり、はかなく淡いベー

後足で懸命に砂をかけるが、砂は全く見当違いの

ジュ色。ああ束の間に時は過ぎる。89 年夢みたい。

方向に…。青いアカシヤの木の下から犬は急いで
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逃げだした。自分の罪から逃れるように。犯した

あ、ああ〜」。人生は短い。昨日の少年少女も明

罪から逃れるように。そして生まれた時からただ

日はじいさんばあさんだ。それならば楽しく生き

の１度もウンコなんかしたことはないような顔を

よう。全ての人に優しくして、終わりは煙になっ

して、すまして群集の中へ紛れ込んでいった。お

て消えていくんだ。みんな同じなんだねえ。さみ

しまい」

しいなあ。
「過ぎてしまえばみんな夢。手ひどく

これはだから犬の話なんだけれども犬じゃな

愛に傷ついて。ノスタルじいさん、ノスタルジイ。

い。我々なんです。我々はみんな欠点がある。み

涙こぼした若い日よ。ああ、少年は老い易く、緑

んなすました顔をしてやってるんだけど、ちょっ

の若葉色あせて。たそがれ迫る人生に、赤い夕陽

と人には言えないこともある。必ずある。ない

が染みてくるんだ！」薄くなった頭め、情けねえ。

とすればそれは非常に気持ち悪い人です。必ず

「ああ、しょうがない。時の流れは帰らない。あ

欠点がある。デコボコになる。その欠点をお互い

あ、ああ〜」。ノスタルじいさん、ノスタルジイ。

に許し合いながら、お互いに補いながら生きてい

情けねえ。

くというのが我々の社会です。そうなんです。一

昔の歌手が年を取ってくる。僕の知ってるボ

方中には真面目な人がいるんです。欠点は許さな

ニー・ジャックスはみんな 60 を過ぎちゃってじ

いという人が。自分は正しいと。ところがあなた

いさんになった。だから「年取ったら年取った歌

の欠点はここだと正確に指摘した場合、言われた

を歌ったらどうだ、作ってやるから」と、ノスタ

やつは「ありがとうございました」と言うかと言

ルじいさんというのを作ったけど、誰も歌わない。

うと「何だこの野郎、てめえだってあるじゃない

やっぱり何とか若い歌を歌ってるわけ。なぜで

か」と喧嘩になる。そういうことなんだよね。私

しょうね。しょうがないから自分で歌ってる。年

達はだからみんなデコボコ。いろいろある。こう

取った女性の歌手にも、年取ったような歌を作っ

いう詩を書いてるから詩人からばかにされてるん

て「これを歌ったらどうだ」。誰も歌わないですね。

です。「やなせさんのは詩じゃない」
。詩じゃなく

やっぱり若い歌を歌いたがる。その気持ちも分か

てけっこう。何かしら人の心を打てばそれでいい。

るんだけどね、年取ったら年取った歌を歌ったら

詩じゃなくたってかまわない。次へ行く前にもう

どうなんだと私は思いますね。誰も歌わないから

１つだけ。やたらに歌うので嫌がられてるんです

自分で歌ってるんだけど、割と面白かったでしょ

けど。

う。図に乗ってもう１曲。今日は女性の方も少し

「人生なんて夢だけど、夢の中にも夢がある。

いるので、女性のために。

ノスタルじいさん、ノスタルジイ。ハンテンボク

「おぼろげな記憶の中で薄れていく少女の時

の木の下で、肩震わせて泣いていた、いじらしかっ

代。ありふれた幸せ夢見ていた、ありふれた私。

たあの人の、面影残る片えくぼ」
。けれども今で

ありふれたありふれたありふれた恋して、ありふ

はまあおばあちゃんになっちゃって、情けねえ。

れたおばさんになるのはまっぴらごめんなさいだ

「ああ、
しょうがない。時の流れは帰らない。ああ、

わ。ありふれないでずば抜けた小粋な女、謎めい

ああ〜。血潮が熱いあの頃は若さの他は何も無い。

た微笑みホホホホホ、リラの並木道歩いていけば

ノスタルじいさん、ノスタルジイ。桜並木の夕ま

男がバタバタ倒れる、そんな女になりたいの私。

ぐれ、愛する人と巡り合い、肩寄せ合ってときめ

無理かしら無理かしら無理だよね無理だよね。そ

いて、年上だったあの人に手ほどきされたキスの

れでもやっぱりありふれた私は夢見る。ありふれ

味」。ああ、腰が抜けてしまったんだ、情けねえ。

たありふれたありふれた人生。ありふれた慎まし

「ああ、しょうがない。時の流れは帰らない。あ

い生活。まっぴらごめんなさいだわ。ありふれな
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いで白い肌、バラの入れ墨、謎めいた微笑みホホ

いくら頑張っても私は父親ほどうまく描けない。

ホホホ、すれ違いざまに流し目すれば男がバタバ

どうしても父親に及ばないですね。文章も確かに

タ倒れる、そんな女になりたいの私。無理かしら

古風なんだけど父親のほうがうまいんですね。ど

無理かしら無理だよね無理だよね。それでもやっ

うしてもかなわない。でもまあ凡才は凡才なりに

ぱりありふれた私は夢見る。ありふれたありふれ

90 過ぎても一生懸命やって、少しでも進歩して

たありふれた思い出。ありふれた慎ましい生活。

いけばいいかなと思っています。でももう体がだ

まっぴらごめんなさいだわ。ありふれないで飛切

めになっちゃって、あっちこっち悪いんだよね。

りの素敵なドレス、謎めいた微笑みホホホホホ、

病院にしょっちゅう行ってますが医者に「まだ生

一目見た人は私に夢中、男がバタバタ倒れる、そ

きてるのか。なんで死なないんだ」と不思議がら

んな女になりたいの私。無理かしら無理かしら無

れてます。この間は白血球が 19,000 で、
「あれ？

理だよね無理だよね。それでもやっぱりありふれ

やなせさん、よく立ってますね。もうこれぐらい

た私は夢見る。それでもやっぱりありふれた私は

だと立ってられないはずだけど」
。何か割と平気

夢見る」

なんだよね。私は体の中の臓器がほとんど半分し

こんな詩を書いてていいのかな。うちの父親

かない。膵臓も切ってますし、腎臓は左半分あ

は詩を一生書いてくと言ったんだけど、その息子

りません。脾臓、胆嚢がありません。目が見えに

がこういうくだらない詩を書いてる。どうなんで

くくなって、耳も非常に悪くなって、しょっちゅ

すかねえ、お父さん、これで良かったのかなあ。

う病気をする。それでも生きてる限りは一生懸命

ちょっと情けないような気もするんだけど。僕は

やって、そして何をするか。人を楽しませること。

最近テレビの歌謡番組なんか見てても、１つも良

今日来た人も、なるべく楽しんで笑っていただき

い歌がないんだね。胸にジンとこないんです。な

たい。そういうふうに思う。人を喜ばせることが

んでああいうくだらない歌がはやるのか。中には

自分の喜び。この人生の中で何が一番面白いかと

歌詞が全然分からないのがある。聞くんだけど何

言うと、人が喜ぶことなんです。だから絵を描い

を言ってるのかさっぱり分からない。私が年取っ

たってただ絵を描いてるんじゃ面白くない。その

てしまったのかなあ。全然意味不明というのが

絵を見た人が「きれい」とか「かわいい」とかい

あって、自分の歌ってる歌のほうがはるかに面白

ろいろ言ってくれることが嬉しい。歌を歌えば、

い。しょうがないので自分で歌って自分でなぐさ

聞いた人が「面白い」と笑ってくださればそれで

めているということなんですけれども。

いい。歌がうまいなあなんて感心してもらう必要

さっき言いましたように東亜同文書院を出たう

はない。面白いけど何となく胸に響く部分があれ

ちの父親というのは、詩を書くこと、絵を描くこ

ば、それが私の喜びなんですね。ですからこれか

と、それから本を出すこと、この３つは生涯やっ

らあとの人生、もう少ししか生きてないと思いま

ていきたいと言いながら、できなかった。32 歳

すけれども、その全部を費やして、人を喜ばせる

で亡くなってしまった。だからうちの柳瀬家とい

ことをやりたいと思ってるわけ。ですから病院に

うのは男子短命の家系なんです。だいたい 50 代

慰問に行ったり、地震のあった地方へ行って子供

でみんな死んでます。私だけが 90 まで生きてる

達を慰問したりしてますけど、大げさにはやらな

というのは何となく父親に守られてるという気が

い。自分が喜ぶためにやってるんで、人が喜ぶと

するんです。だから父親がやり残したことを「お

僕も喜ぶわけです。つまり喜ばせごっこで生きて

前やってくれ」と言われてるような気がするわけ。

いる。ところが中には喜ばせごっこじゃなくて、

残された絵とかそういうのは少ないんですけど、

人を嫌がらせて喜ぶ人もいる。この頃じゃ、
「誰
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でもいいから殺したかった」とか、とんでもない

は少し進んでるんだね。中国へ行った人はみんな

やつがいるんだね。なんでこうなっちゃったのか。

びっくりしてる。このあいだ石原慎太郎がオリン

世の中どうもおかしいと思う。僕はしょうがない、

ピックに行って、何にも驚かなかったんだけど、

もうあと僅かしか生きられませんけど、生きてる

案内してくれた大学生が非常に明晰な言葉できっ

限りはやっぱり人を喜ばせたいと思ってやってる

ちりと話してくれるのには非常に感心したと。日

わけ。

本の今の若い学生は言葉が乱れてしまってる。ほ

このあと小倉市で僕の展覧会をやります。同

とんど言ってることが分かりません。しかも大き

時に３か所ぐらいでやってますけど、これもだか

な声ではっきり言わない。これがだから俺は非常

ら「すごい良い絵だなあ」なんて思わなくていい。

に困ったことだと思う。俺みたいな死にかけてる

子供と大人が一緒になって面白がると言うか、楽

人間だって声ははっきり、そして自分の言ってる

しんでくれればいいんでね、何も大芸術をやろ

ことが相手に分かるようにと一生懸命やってるの

うとか、そういう気持ちは全くない。なるべく

に、なんで今の若いやつらはそれができないのか、

人を喜ばせたい。楽しませたい。それも人に分か

と僕は思うわけです。なんか変な話になりました

り易くやりたいと思ってる。これは僕は政治だっ

けど、ちょうど３時になりましたので、あと２〜

てそうだと思う。今の政治家は言ってることがよ

３曲歌いたいという気持ちがあるけれども、あん

く分からないんだよね。これが一番困る。皆さん

まり歌っちゃ悪いんで、この辺で終わりにいたし

は NHK で選挙演説をよく聞くでしょうけど、ほ

ます。またお会いしましょう。

とんどが何を言ってるのかよく分からないんだよ
ね。そして信用できない。あれは困ったもんです

【司会】 やなせ先生、ありがとうございました。

ね。まず表現力がない。自分の思ってることを相

このあと先生は退席されます。今一度盛大な拍手

手に伝えることができない。それが非常に困った

をお贈りください。では今から 10 分間休憩しま

ことだと思う。だから子供の時代から英語を教え

す。休憩中はこちらのスクリーンで東亜同文書院

るとか言ってるけど、その前に自分の思ってるこ

の写真がたくさん映し出されます。関心のある方

とを相手にちゃんと伝えることができるようにな

はぜひご覧ください。３時 10 分から講演会第２

らなくちゃだめだと思う。中国は今現在その教育

部を開催いたします。
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〈講演〉

テーマ :

東亜同文書院の歩みと中国大旅行

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長
愛知大学文学部教授

藤田佳久

【司会】 それでは講演会第２部といたしまして、

したいくつかの図なども併せまして、ちょっと多

東亜同文書院大学記念センター長の藤田佳久教

めですので散漫的になってしまうところもござい

授に「東亜同文書院の歩みと中国大旅行」という

ますけれども、ご説明をさせていただきます。

テーマでお話しいただきます。藤田教授はご専門

早速始めさせていただきます。これが東亜同文

が地理学で、理学博士でいらっしゃいます。そう

書院の一番活況を呈した時の本部棟の建物でござ

した地理学の観点から、東亜同文書院で卒業年次

います。戦火などにより書院は全部で４か所、上

生により毎年行なわれていた大旅行について、そ

海の周辺部を動きました。本来の狙いはなるべ

の実態の解明を始め、大旅行の学問的成果、そし

く中国人の中で学ぶということで、当時の上海は

て学生達が残した大旅行の記録から、当時の中国

フランス租界と共同租界、のちに日本とイギリス

の実像を明らかにするといった研究を進められま

の共同租界が中核となりますけれども、その租界

した。そして複数の著作も含め数多く研究を発表

の中ではなくてその外側にキャンパスを作りまし

してこられました。藤田教授のプロフィールも講

た。１回目は南のほう。２回目は北のほう。３度

師略歴でご紹介しておりますので、詳細はそちら

目がこの本部棟がありました一番西側です。現在

をご覧ください。では早速藤田先生にご講演をい

ここは公園やアパートに変わっていまして、その

ただきたいと思います。先生よろしくお願いいた

周辺はもう都心です。当時は田んぼの真中だった

します。

んですね。それだけ上海の発展ぶりが見られるわ
けです。この３度目の本格的なキャンパスの建物

【藤田】 先ほどご挨拶させていただきましたけれ

は残念ながら第２次上海事変の時に中国兵によっ

ども、改めてここにございますテーマで発表させ

て焼かれてしまいました。３日３晩焼け続けた

ていただきます。今日は本当に多くの方にお集ま

と聞いております。これからお話しします東亜同

りいただきましてありがとうございます。それだ

文書院の書院生の人達が大調査旅行で書き綴った

け書院はいったいどんなところだったんだろうと

20 万枚あまりの原稿。それから全国各地から集め

いうご関心をお持ちの方が多いのではないかなと

た商品見本。だいたい 10 万点あります。これが

思っております。書院そのものはもう半世紀以上

もし現存してたら、最大級の博物館ができたん

前に閉学いたしました。したがいまして歴史的な

じゃないかなと思いますけれども。その他、膨大

存在になってるんですけれども、それだけにその

な図書館の本ですね。諸資料か焼失してしまいま

実態というのを皆さんにお示ししたいということ

した。非常に残念なことです。一部カーボン紙に

で、なるべく多くの資料とか写真とか、私が分析

刻んで書いたコピーの記録等が愛知大学のほうに
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分も行ってみたいと思ったわけです。江戸時代、

現在ございます。
東亜同文書院の経営母体である東亜同文会が東

それまでの日本人の中国像というのは漢詩漢文の

京の文部省の隣にございましたが、戦後日本生命

世界でした。中国のインテリの人達が書いた漢詩

ビルと共にここも GHQ の建物として接収される

漢文でありまして、まさに理想郷が描かれていた

ことになりました。そうしますと上海から送って

というわけで中国の実態とはずいぶんずれてい

きていた中国関係の、書院生の旅行記（副本）を

た。そのずれに気が付いたのが荒尾精だったので

含めて約 35,000 冊の膨大な資料および本が米軍に

す。単身上海に行きまして中国の実態に触れる。

接収されてしまいます。最後の学年は、残念では

しかしそこは租界でしたから、本物の中国をとい

ありましたけれども東シナ海を船でもう渡れませ

うので漢口まで遡って、さらにいろいろ情報を集

んでした。上海に行けませんでした。富山県に呉

めて勉強したわけでございます。そして帰国後、

羽紡績というのがございまして、これも戦時中は

当時の欧米指向型の日本に対して、隣の中国には

軍需工場だったんですけれども、そこの社長さん

こういう世界があると。また非常に多くの資源に

の肝入りで、最後の学年はそこに校舎の一部を借

も富んで多くの製品もある。むしろそちらと日本

りて勉強したわけです。そして敗戦になって米軍

は貿易したほうが、距離も短いし、良いではない

が東亜同文会の建物を接収するという時に、ラッ

かということを荒尾精は主張します。

キーなことにそこの書院の学生達の有志が、超満

日本から来る若者達が当時もやはりいたんです

員の屋根にも乗るような列車に乗って東京まで来

ね。そういう若者を使って「お前はあっちへ行っ

られて、接収の前の日に１晩でそれをかきだして、

て勉強してこい」とか「こっちへ行って見てこい」

トラックで運んで隠したわけであります。もしそ

とか、派遣したんですけど、ほとんどの人は帰っ

の 35,000 冊の本がありませんでしたら、愛知大

てこなかった。逃げてしまったか、亡くなってし

学は終戦直後すぐには開学できなかったし、今日

まったか。改めてそういう点ではきちんとした教

お話する「大調査旅行」の全貌もわからないまま

育機関が要るというわけで、書院ができる 10 年

になってしまったわけです。そういう点でも奇跡

前、1890 年に日清貿易研究所という名前の学校

に近いようなドラマチックな歴史の中で愛知大学

を上海に作ったわけです。約 150 人ぐらいの学生

が誕生したということになります。

を日本から集めて勉強に行ったんですけど、残念

膨大な資料は焼けてしまいましたが、一番書院

ながら５年後に日清戦争が始まって、引き揚げざ

生が光り輝き書院も発展した時期でしたから、そ

るを得なかった。夢は中断してしまうわけです。

の直後に大学になります。焼けた建物はその時

そして日清戦争が終わったあと、東亜同文会とい

代のシンボルとしての建物でございます。今回の

う組織が設立されて文化交流事業を進めることに

１階で開催しています展示にもございますけれど

なったわけです。一番左側の近衛篤麿公が理事長

も、こういう５万坪ほどの広い敷地に校舎ができ

をやっておられた方ですけれども、理事長になっ

た。これが戦前絵葉書にもなってあっちこっちで

て中国との間の文化交流事業で、列強に侵食され

印刷されたわけですね。

ている中国を救う、あるいは朝鮮を救うというの

これが立役者の方々です。真中が荒尾精という

は、中国や朝鮮での教育活動を行なうことで底上

方で、この人は愛知県尾張の出身です。明治政府

げをしなくちゃいけないという考え方を持ち、日

が創設した軍の学校に入って、九州熊本鎮台に来

本と中国の交流事業をもっと活発にやるべきだ

た時に、中国を覗いてきた仲間から中国の実態に

と考え、その人材を養成するビジネススクール的

ついての話を聞いた。そこで中国語を勉強して自

な教育機関として東亜同文書院という新しい学校
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を作ったのです。その時に荒尾精の親しい友人で

左上から根津院長。杉浦重剛。この人は任期が

あった根津一を院長に据えて開学したわけです

短かった。大津麟平。そして近衛文麿。この時期

しかし先ほども申しましたようにお金がありま

東亜同文書院の院長でありました。東京裁判の直

せんでしたから、各県の県費生という形で入学さ

前に自殺をしてしまいます。そしてこの右上が大

せる仕組みをつくりました。非常に優秀な学生諸

内暢三という方。福岡県出身です。特にこの頃大

君が当時集まったのです。

学に昇格しまして、最初の学長になったんですけ

これは歴代の院長でございまして（図表 1）
、

図表 1

れども、日中戦争の間の緊張感が高まる中で、軍

東亜同文書院歴代の院長
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部のほうから「書院の学生達を通訳としてもっと

かったんですが、当時の GHQ は中国に関するこ

使いたい」とか、あるいは居留民団のほうからの

とは一切だめということで、東亜同文書院大学と

圧力がある中で、書院の学生に「君らはあくまで

いう名前は使えませんでした。それで愛知大学と

勉強に来たのであって、戦争をするために来たん

いう名前になりました。当時書院には中国研究所

じゃないから」と言って軍部に対して拒絶をした

というのがございましたが、この名称もだめとい

という形で、書院のリベラリズムを貫徹した方で

うことで、愛知大学としては国際問題研究所とい

あります。有名なお話、
分かり易いお話として「風

う名前にして、中身は中国研究が多かったんです

呂桶の理論」というのがありまして、相手にい

けど、そういうことで対応したりしたのでありま

ろんなサービスをすれば相手から戻ってくる。お

す。先ほどの 35,000 冊の中国関係の本と、全国の

風呂の水を自分のほうから向こうへ押しやれば、

大きな都市が空襲で焼失した中で新たに古本屋さ

戻って帰ってくる。そういう波及効果があるから、

ん等から集めた 10,000 冊の本、合計 45,000 冊ぐ

一生懸命やりなさいというわけです（図表 2）。

らいで愛知大学が終戦の翌年 1946 年に豊橋の地
にオープンしたのであります。右手が先ほど申し
ました大内暢三さん、左手が東亜同文会理事長の
近衛篤麿であります。大内さんは今回の講演会と
展示会を紹介していただいた西日本新聞にも載っ
ております。
細かく話をすると長くなってしまいますけれど
も、出発点は荒尾精が上海に行った時に世話をし
てくれた岸田吟香です。岸田劉生という絵描きさ
んのお父さんですね。岡山県の山の中の方ですが、
幕末に江戸へ勉強をしに出てきました。彼が目を
悪くしてしまって、当時横浜にいたヘボン（ロー
マ字のヘボン式でよく知られている）のところへ
行ったらその才能を認められ、英語の辞書を作る
のに協力し、活字がないから上海へ行って作るこ

図表 2

とになり、その時にヘボンは目薬も作ってました

第 6 代院長の大内暢三（右）と近衛篤麿

から、そこで技術を身に付けて、上海でも目薬を

そういうことを学生に伝えたりしたと聞いており

売ったのです。当時の中国はあまり医療のレベル

ます。そして矢田七太郎。一番最後が本間喜一と

が高くありませんでしたのでそれで財をなして、

いう院長です。本間は第１次世界大戦後のドイツ

その後帰ってきて、日本で最初の横浜日日新聞と

に留学されていて、ものすごいインフレの中で生

いう日刊紙を発刊します。これは晩年の岸田吟香

活されたので、混乱期にお金はインフレで紙屑同

です。劉生さんの教え子の１人に高須という、豊

然になってしまうことを知っていましたから、撤

橋の方がおられ、愛知大学のロゴを作ってもらっ

収の時みんな金の延べ棒に換えて財産を保持する

た。そういう色々な人脈のつながった関係のある

というような才覚を発揮されました。

経過です。岸田吟香は日本での国際商人第１号で

この本間院長が戦後愛知大学を作られました。
その時も東亜同文書院大学という名前を使いた

しょうね。当時は「吟公、吟公」と呼ばれていた
そうです。
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私が今から 20 年ほど前この研究に入った時に、

されていまして、地理情報がその中に盛り込まれ

「蘭州紀要」という文書に出くわしました。筋も

ております。そういうのを含めて荒尾精が『清国

よく分かりませんでしたけれども、読み込んで

通商綜覧』
、今流に言うと中国商業地理でしょう

いくうちに、最初申しました荒尾精が漢口でい

か、中国の実態を描いた記録を 1,000 頁ぐらいの

ろんな若者を集めた時に、中国をもっと知りた

本で出したわけです。これが明治の最初にベスト

いとあっちこっちで調査をさせた。その中でこの

セラーになりました。これによって日本人が初め

文書は蘭州へ行った人の記録であるということが

て中国の実態を知った。その本の中の地名を私の

分かりました。蘭州というのは黄河の中流にあっ

ところでザーッと地図上に落としますと、実に中

て周辺は砂漠の乾燥地帯で、戦後、工業都市とし

国全域をカバーするこれだけの地名が入っている

て発展しました。その近くにこういう地名も記録

（図表 3）。つまりその地域の情報が、人物から物

図表 3 『清国通商綜覧』中に紹介された府名などの分布（『清国通商綜覧』より作成）（藤田原図）
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産まで、歴史的なあるいは文化的な事項までみ

国の人達がたくさん日本に来たわけです。そうい

んな書き込まれている。いかに荒尾精という人が

う方々が帰国されて軍閥のトップになったり、各

勉強したかということがよく分かります。つまり

県の知事になったり、インテリの人達がたくさん

日本人に中国全体の情報を与えた。それで多くの

生まれたわけです。周恩来とか、少し前までは中

人がそれに非常に関心を持ったわけです。そして

央政権におられた方々の中にも、日本で学んだ親

こういうような銅で作った製品などのカタログも

日家の人達が非常に多かったですね。今後日本が

あっちこっちのページに入っている。商品見本み

そういう方々を作れるかどうか。この辺が日本と

たいなもので、中国ではこういうものができるん

中国との関係において非常に重要だと思います。

だから、やっぱり中国と取引したほうがいいと、

そういう流れで朝鮮にもこういう学校を作りまし

中国との貿易を提案したわけです。

た。笹森儀助というのは琉球や南洋の探検をやっ

これが荒尾精です。根津一と一緒に日清貿易研

た方ですが、この方も校長さんになっています。

究所を作りますが、ちょうど日清戦争に勝ったあ

そして東亜同文書院が上海にできて、中国人の学

とのその頃、日本の中には初めて、多くのアジア

生もそこで学ばせる。あといろいろな一般の学校

を向いたいろんな活動団体が出てくるわけです。

も作ったりしていますね。教育文化活動をやろう

東亜会が 1897 年、同文会が 1898 年にできまして、

として具体化してきたことがよくわかるわけです。

これが合同して東亜同文会というのを作りまし

その中のメインとして東亜同文書院が上海に設

た。東亜同文書院の名前はここから来ているわけ

立されます。設立時のスタッフと授業科目が残さ

です。その時の会長が同文会、むしろこちらは教

れています（図表 4）
。当時はこの程度の専門学

育研究重視型の団体です。一方、東亜会は運動論

校的な学校です。その内容を見ますと、まず中国

的な人達が多かったですね、陸羯南とか。いろん

語を現地できちんとマスターしなくてはいけない

な当時の有名な人達がいまして、合同して近衛篤

という方針がわかります。なぜかと言うと清国と

麿が会長になりました。近衛家の中でも非常にリ

の貿易をやろうとする場合、清国の複雑な商慣習・

ベラルな方です。ヨーロッパに留学もしておられ、

取引慣習があります。それをマスターするには日

貴族院議長でもありました。清国の保全と、清国

本での勉強は無理だと。中国に入って中国の現場

が自ら強くなるにはどうしたらいいか、そのため

で取引の慣行を学ばなくては。当時は日本より清

に日中間でどのように提携したらいいかというこ

国のほうがレベルが上だと皆さん考えていたわけ

とから教育文化事業をやる必要があると。最初南

です。それが逆転してしまうのは日清戦争で日本

京同文書院を作りますが、義和団の乱があって上

が勝って以降のことです。そういう意味で言うと

海へ移すわけです。その時に新しい同文書院の構

中国を一生懸命勉強しなくちゃいけないというこ

想ができまして、合同させてこういう形になりま

とがよく分かりますね。商慣習・商取引などなど。

す。それが 1908 年です。愛知大学の理事には近

後に中国現地での地域調査が本格化します。
戦後になって書院がスパイ学校ではないかみた

衛家の方がずっと入っておられます。
その一番最初は東京同文書院というのを東京

いなことをよく言われますけど、そういう科目は

の目白に作りまして、ここに中国の人達を留学さ

全くないわけです。そういう点で言いますとビジ

せたわけです。日清戦争後中国の人達は、なぜ日

ネススクールとしてスタートしたということがお

本に負けたのか、日本の近代化に学ぶべきだと。

分かりいただけると思います（図表 4）
。戦後は

ちょうど日本がアメリカに負けて戦後アメリカへ

中国に関してはイデオロギー的な学問研究が目

たくさんの人が留学したのと同じ現象ですね。中

立った中で、
「書院は上海にあった。日本の植民
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図表 4

初期の東亜同文書院のスタッフと担当科目（1908 年）

地の尖兵ではないか」というような観念論的な論

いだと思います。その時アンケートを取って、
「ど

法で学校が位置づけられて、そういう目で見られ

この県から来られたか」を尋ねて地図化してみま

てしまって卒業生の人達は自ら口を割らなくなっ

した。こちらは 40 期（1940 年）以降に入学され

てしまった時期がございます。1989 年にベルリ

た方の分布です。こちらは県費生の分布です。ア

ンの壁が崩壊して、日本でもそれまでのイデオ

ンケートですからなかなか各県にまたがってない

ロギー的な学問とか発想が相対化されて、書院を

ところもございますが、まあだいたい順当にいっ

もう少しきちんと実証的に見直していこうという

ています。こちらは私費生（自分でお金を出すか

動きが出てきました。これは愛知大学の中でもそ

ら勉強させてほしいという方々）で、都市部から

れに似た空気がございます。最近では中国の人も

応募し入学してきたということが分かります。こ

欧米の人も東亜同文書院に非常に関心を持ってい

れは非常に激戦でして、30 〜 40 人採るところに

る。戦後の東西冷戦の狭間に日本があったという

受験生が 3,000 人ぐらい応募してきた。高い授業

点で言いますと、ちょっと残念な時代がございま

料でしたけれども激戦の中で選ばれてきた人達で

したけれども、実証研究からきちんと見ていきま

す。「入学の時の夢はどんな夢か」。中国で働きた

すと、東亜同文書院の性格がよく分かってくると

いとか、骨を埋めたいとか、日本と中国とアジア

思います。

のためにとか、中国人のためにとか、中国を見た

これは今から 15 年ほど前に行なったアンケー

り学びたいとか、中国語を学びたいとか、有能な

ト結果です。当時はまだ書院の卒業生が 1,500 人

事業者・社員になりたいとか、アジアで働きたい

ほどご存命でおられました。今はもう 500 人ぐら

とか、外交官になりたいとか。本日御出席の卒業
181

◦ 164 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦

生の中に小崎先生がおられますが、外交官として活

の方と一緒に書院卒業のあと西域へ大冒険旅行を

躍された方です。33 期以前は亡くなられた方が圧

しました。日露戦争の直前に日英同盟が結ばれ

倒的に多いものですから書きませんけど、そのあた

ました。日本側はこれでイギリスに認められたん

りからでもそういう方々が多いことがわかります。

だというので非常に喜んだわけですが、まあイギ

しかし、開学しても書院はお金があまりありま

リスのほうは対ロシアとの戦略的な問題だったん

せんでしたから、学生を中国各地に連れていけな

でしょう。今で言いますと西域方面にロシアの勢

い。そこでこういうふうに修学旅行で、山東半島

力が入り込んできているから日本の外務省で調べ

へ行くとか北京に行くとか漢口に行くとかいうこ

てほしいとイギリスから要請があったということ

としかできませんでした。学生達はもっとあっち

です。日本政府としては当時そんな情報網を持っ

こっち行きたいと希望していまして、中には夏休

ていませんでしたから、困り果てた上で、そう言

みに親から送ってもらったお金で各自で調査旅行

えば書院が上海にあるからあの院長に１回聞いて

に行ってる人達もいたんですけれども、修学旅行

みようというようなことで話を持ってきた。当時

しかできないことに対して、学生の不満がちょっ

根津院長は時々京都へ帰られていて、そこへ２期

と高まったわけです。これはあとの伏線になるん

の卒業生が卒業直後にご挨拶に行った時に、院長

ですけれども、ここに写っているのが波多野養作

からそういう話があるけど君ら行ってくれんかと

という福岡県小倉中学を卒業した方です。２期生

いう話になり、じゃあ行きましょうということに

ですけど頭がみんな丸坊主で、正面から見ると後

なったわけです。そして波多野養作さんという方

ろに毛があるというのは分かりませんが、弁髪で

は柔道部で体が丈夫だからというので参加したわ

後ろは長く、当時の清国の風習をみんな真似して

けです。これは遺族の方から写真をお借りしたん

おります。前のほうはツルツルですが後ろには毛

ですが、こういう格好で旅行に行きました。

があるんです。この方は残念ながら帽子を被って

時にはこんな砂利道を馬車で旅をしています

いてちょっと分かりませんが。この方があと４人

（図表 5）が、ほとんどは歩きですね。馬車に乗

図表 5

馬車の旅風景『シルクロード明治の一人旅』より転写
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ると痔になってしまう。皆さん痔に悩むんです。

ど、効いたり効かなかったりでした。

その時に中国の奥地にいた欧米から来ていた宣教

これは帰りのルートです。途中、揚子江を通っ

師に救われます。書院の人達は、こんな奥地にま

て、駱駝の革袋をいくつか束ねてそれに乗って下

で欧米の宣教師が来ていろんな活動をやってると

る。そういう道中の記録です。細かいことは省き

いうことにびっくりするわけです。欧米ってどう

ますけど、こういう細かな記録をベースにしてこ

いう国だろうと、欧米の国にも関心を持ちます。

ちらで当時の地図を作ることができるぐらい情報

砂漠ですから夏は夜に歩きます。冬は川の流れが

をきちんと把握しています。これは天気です。毎

凍って、氷を渡れば旅行ができます。非常に条件

日温度が何度あったか。重要なことですね。気温

の悪いところへ、往路に１年、帰路に１年の計 2

が書いてありまして旅の仕方がよく分かる。先ほ

年。今北京からウルムチまで飛行機で３時間です。

ど申しましたように冬も夏も非常に厳しい。砂

それを１年かけて行ったんですから、すごいこと

漠の冬は一番気温の低い時はマイナス 40 度です。

をやられたんですね。みんな体調を崩して死にそ

たとえば皆さん方がよくご存じのトルファンのブ

うになったりして現地の宣教師に助けられていま

ドウの木なんかは、全体を横に倒して土を被せて

す。この波多野さんが記録を残しているので実態

保護するんです。大変ですね。でないと木が死ん

がよく分かるわけです。

でしまう。そういう厳寒の地です。

それをベースにして私が図を作るとこんなふう

当時この中央アジア、今この辺りを示したもの

になります。これは先ほど言った蘭州というとこ

ですけれども、20 世紀の最後の秘境と言われた

ろです。河西回廊の入口で有名なところです。い

中央アジアに列強の人達がどんどん増えて、今は

わゆる西域の入口です。そこに何人がどのぐらい

中国の地元の博物館を見ると、列強の探検隊が来

いたか。当時データがありません。どのくらいの

てみんな泥棒して持っていっちゃった、日本の大

人口だったかが記録してありますので見ていきま

谷光瑞も泥棒だと書いてあります。大谷はイギリ

すと、当時の河西回廊の様子が分かります。それ

スに若くして滞在中に、列強が次々に仏教遺跡を

からタクマクランの砂漠があります。一定の距離

発見したり持ってきたという情報を聞いて、俺達

毎に町ができている。水田もあるんですね。これ

も行かなくちゃと日本から来ていた若者を集めて

は私もタクマクラン砂漠の砂漠化調査というのを

何も知らないのにシベリア鉄道に乗って行ったん

1993 年から 10 年ぐらいやりましたけど、堂々と

ですね。大谷光瑞は途中で本寺からの電報で呼び

水田が砂漠のど真ん中にあったりします。しかし

帰され、インドを経由して帰ってしまいます。残

非常に塩分が高いんですね。そういう様子も復元

された２人が河西回廊を歩いて帰る。これが日本

できます。だから非常に細かな観察をこの方は記

人の最初の西域の旅ですね。しかしこれはただ歩

録された。ただ北京を出てからすぐマラリアにか

いただけでしたけれども、明くる年にさっきの５

かってしまいました。時々１週間高熱が出ますと

人がここへ入ってくる。本格的な調査をしたのは

記録がなくなってしまうんですね。当時中国には

書院の卒業したてのこの５人です。そのうちの１

マラリア蚊がいた。お尻を上げて血を吸うやつで

人に前述の小倉中学出の波多野養作という人がい

す。だからこれから日本も少し気温が上がると、

るわけです。まだ八幡製鉄所ができる直前の八幡

真っ先にマラリアが来るかも知れません。お尻を

村で育った方です。だから地元では波多野養作さ

上げて刺すような蚊にはちょっと注意したほうが

んはもっと評価されてもいいんじゃないかと思う

いいと思います。この方も道中ずっとマラリアに

んですね。日本人として最初の西域調査をした人

悩むんですね。キニーネというのがあるんですけ

ですから。
183

◦ 166 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦

その中に林出賢次郎という方もおられたんで

です。これで旅行をしたわけではありません。ほ

すね。この方は行って帰ってきてもう１度行っ

とんど歩きです。３か月、４か月、５か月、長い

たんです。なぜかと言うと、現地の蒙古の酋長と

人は６か月、中国大陸を旅してきたわけです。い

言うか王様が「日本の教育は素晴らしい。我々に

ろいろな写真があります。○○旅行線、○○旅行

も教えてほしい」というわけで招かれて、現地へ

線、今で言うとコースですね。昔の省の名前で書

行って教育指導をされた。この方は後に満州帝国

いてあります。これは上海港からですね。だいた

の溥儀のお世話をする人物になりました。ところ

い先ほどの本館の前で写真を撮影しています（図

が溥儀の味方ばかりするので関東軍から首を切ら

表 6）
。そしてこんな大きなパスポートですが、

れた。殺されたわけではありませんが職を解かれ

ここに行き先をずっと書いて申請するわけです。

てしまうわけです。戦後少し平和をめざした宗教
活動なんかもされますけれども、非常によくでき
た方であります。これは先ほどの、皆さんにぜひ
知っていただきたい地元北九州出身の波多野養作
さんの姿です。卒業後は中国の地下資源開発を中
心とする会社に勤められました。ただし日中戦争
が始まった時にご本人は自殺してしまいます。遺
族の方のお話を聞きますと「日本の軍部の馬鹿野
郎！」というふうに言って自殺したということで
す。自分達が一生懸命日中関係を図ってきたのに、
軍部が勝手なことをやるから全部だめになってし
まう。そういう嘆きで自殺されてしまった。
これはそういう５人の方々が息も絶え絶えに、
と言うと大げさかも知れませんがみんな無事に
帰ってきたので、書院の学生諸君は大歓迎したわ
けです。「俺達も行きたい」
。しかしお金がない。
図表 6

ちょうどその時、外務省がお礼に３万円書院にく

さまざまな旅立ち姿（各旅行誌より）

れたわけです。そうすると３年分は学生達の思い

当時の中国は清朝の終わりから民国時代の混乱

を遂げさせてあげられるだろうというわけで、３

期ですけれども、旅行記を読みますと、行く先の

年間大旅行を、書院生は行きたいところへチーム

知事のところには情報が全部入ってます。夜宿泊

を組んで行きなさいという形で旅行が始まったん

をすると必ず警察が来てパスポートチェックをや

です。決してスパイのために行ったわけではあり

ります。従って特に外国人に対してそうだったと

ません。行きたくてしょうがない。こうして「大

思うんですけど、どんな末端に行ってもきちんと

旅行」が始まり、これが出発時の光景です。かっ

管理がなされていたのは驚くべきことです。今の

こいいですね、頭陀袋でここに「○○班」と行き

パスポートはポケットに入りますけど、当時はこ

先が書かれています。まるでアフリカ探検隊です

んなに大きい。ちょっと無くさないですね、これ

ね。こんな白衣を着てゲートルを巻いて。各班に

は。忘れたということもないと思います。

カメラ（ドイツのライカ製）が与えられます。自

書院は国際都市にありましたからリベラルな雰

動車がありますがこれは上海駅へ行くだけのため

囲気があって、日本での学生は学生服だったんで
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すけど書院ではこういうふうな背広姿もかなり

でしたから３年生）は、20 〜 21 歳ぐらいですか

あったということです。これは最盛期の頃です。

ら、今の日本だと学部の学生ですね、今の学生に

書院は 1901 年から 45 年ですけれども、特に 20

こんな根性があるかなあとちょっと思うんですけ

期代、先ほどの校舎ができた時はやっぱり書院の

ど。だいたい２人から５〜６人が多いですね。目

人達も自信に満ちたんではないでしょうか。非常

的地へ行くまでにいろいろあっちこっち寄ってい

にリベラルで、最盛期を迎えた頃の一コマです。

く。途中の時期から日記を書くようになります。

ではどういうコースを行ったのかということで

最初は日本人の行かない初めてのコースをみんな

すが、いくつかのコースをお見せします。１つは

行くわけですけど、そのうちそういうコースも少

特定の地域の調査。これが卒業論文になるので、

なくなってくると、後輩の人達に「このコースを

それぞれの人がみんなテーマを持って行くんで

行く時にはこういうことに注意したほうがいい」

すね。そのさいいろんなところを見てやろうとい

とか、いわゆるコース案内みたいな日記を書いて

うわけで、そう簡単には現地に行かないんです。

います。これが実に面白いんです。朝誰に会った

あっちこっち見て、帰りにもいろんなところを

とか、何を食べたとか、途中でどんな出来事に会っ

見て帰ってきた。目的地が最終的にここだとして

たとか、誰とどんなことをしゃべったとか、夜は

も、北京へ戻って来て、そこで解散後各班員はま

どういうところに泊まったとか。今の旅行のよう

た向こうへ行ったりこっちへ行ったりするわけで

にホテルや旅館はありませんから、自分達で料理

す（図表 7）。最終学年の４年生（最初は３年制

をして、自分達で農家の軒先を借りて、とか、厩

図表 7 「大調査旅行」コースの事例
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のようなところに板を敷いた上に寝るとか、夜は

けで、彼らも配置を考えて旅行しています。強盗

南京虫に体中刺されるとか、アンペラを敷いて寝

団は前２人、後２人が監視役で、真中で襲うわけ

るけれども効果が無いとか、当時の中国の実態が

です。そういうのがすれ違う。だから普通よりも

分かります。

身構えながら、危険な旅行もしています。これは

当時日本人のインテリの人達は上海とか北京と

大雁塔、西安ですね。私はここに愛知大学の学生

か天津とかしか行きませんね。作家の人達がいろ

を連れていって大量のスリ団に会いました。日本

んな紀行文を書いてますけどみんな都市型です。

の学生は不用心ですからカメラを取り出してもカ

書院生は都市へも行きますがほとんどは農村で

バンを閉めずに開けたまま撮るとそこへすぐ手が

す。そういう点で言いますと当時の中国はほとん

入って、全部取られてしまったのが５〜６人出て

ど農民でしたからその実態が分かるし、地方の部

大騒ぎでした。あとを追っかけたんですけど、
「先

分が分かるわけですね。これもそうですね。こっ

生追っかけたら危ない」と言うんです。彼らは

ちは今度南のほうから海岸伝いにアモイとか香港

青竜刀を持ってる可能性があるから。青竜刀と言

とかに寄りながら、当時フランス領の安南（今の

うと漫画で見ると首を切るシーンが多いんですけ

ベトナム）から雲南のほうに入って、揚子江の上

ど、実はそうではなくてズバッとお腹の真中に突

流へ行って戻ってくる。ここは旅行線がここでな

き刺してグルッとかき回すから内臓をやられて死

くなっていますからほんとは漢口で解散なんです

んでしまう。危険だというわけです。

が、みんなまたここからあっちこっちに寄ってい

これは張家口。フフホトというところです。埃

く。満州の北部から東南アジアまでいろんなコー

が非常に多い。今も昔も変わらないんですけど。

スを巡りました。これは自分達の歩幅で計った

これは黄河を下る時の写真です。今日本人はほと

地図です。当時の中国には実測図がなかった。今

んど行きませんが、途中に大きな沖積地ユートピ

でもそうですね。地形図はありますけど一般には

ア三角州というのがあります。こういうふうに日

売ってません。皆さんが中国に行って買う地図は

章旗を抱えたりしています。これもナショナリズ

みんな位置図です。正確だと思われるかも知れま

ムと言うよりは、中国の人達と区別するためなん

せんが実測図ではありません。これは外国人用の

です。安全を図る。書院の人達は辛亥革命の最中

別荘地ですけど、歩幅で作った地図。だから非常

にも漢口（発祥地）に２チームが入り込んでしまっ

に貴重です。当時そういう地図はありませんでし

た。突然戦争の中に入っちゃったんですけど、東

たから。

亜同文書院の学生であると言うと丁寧に扱ってく

これは旅行中の潼関というところです。西安

れて解放してくれた。あっちこっちの軍閥間戦争

のほうへ入っていく途中の谷間の関所です。荒れ

にも、カメラを持ってるからスパイだと思われて

ていたことがわかります。辛亥革命後民国政府に

捕まっちゃうんですね。領事館へ行って書院だと

なった当時は、各省を中心に軍閥が、その地域を

証明するとすぐ解放されるというような経験をし

占めて自分の王国を作ろうとしたわけです。軍閥

ています。時にはこんな驢馬に乗り換える時もあ

のトップと言うと大親分みたいな、泥棒みたいな

る。これは船の中で休息をしていますね。これは

印象がありますが、実はインテリの人達です。唐

歩み疲れてという感じです。ご本人達が写真の説

継堯という人も日本に留学していた方です。軍

明に書いてるのをそのまま使っています。当時の

閥のトップの人はほとんど日本への留学経験者

町の中です。両側が深く掘れてて、舗装がありま

です。だから片言の日本語が通じたりします。こ

せんでしたから大変だったようですね。

ういう谷の通路は強盗団の出易い場所だというわ
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アジアにもどんどん行ってます。当時東南アジア

来た隊商の親分と会って、連れてってくれと言っ

はタイを除くと全部植民地でした。植民地とい

たら OK と言うから、近くでみんな待っていた。

うのは基本的には道路が整備されていて、中国を

中国国内はは１日歩くとだいたい宿のある集落が

旅行する時に比べてあっという間に目的地へ行っ

ありますが、チベットではありませんので、そう

てしまうというので、後輩の人達に旅行コース

いうキャラバンに参加しないと旅行ができない。

をいろいろ考えろということと、もう１つフラン

ところが待ち合わせ時間に来なかったので困った

スの植民地が多くてフランス人が非常に威張って

というわけで、じゃあ俺達でビルマへ出よう。こ

いる。それをやり返すには英語ではだめだと。だ

こに南北に刻む深い谷がたくさんあるんですが、

から書院生はもっとフランス語を勉強して、フラ

それを乗り越えて、鉄線にぶら下がりながら大き

ンス人の言い分をきちんと分かるようにせよとい

な川を渡ったりしてビルマに出るコースをとった

うようなことを書いています。もう１つ書院の人

のです。その方は少数民族地帯を通りましたから

達がびっくりしたのは、どの地域へ行っても日本

こんな絵を書いたりしています。

人が入っていた。どんな農村へ行っても日本人が

これもそうですね。最近学生諸君の間に大麻が

けっこういて、みんな指導者として慕われていた

はやっているようですが、これはアヘンの吸煙器

からです。これはおそらく日清戦争とか日露戦争

です。また、香港ではイギリスが作った町の正確

に勝ったという意味で、日本人に対する評価が高

さと言いますか、美しさに非常にびっくりした。

かったことも影響していたでしょう。もう１つ農

しかし当時これは広東ですけど、雲南省との軍閥

業技術とか商業のやり方をマスターしてましたか

が争っていました。その軍隊です。これはベトナ

ら、そういうところが非常に尊敬されたんだろう

ムのユエという古い都で、フランスが政権を握り

と思うんですね。戦争が始まると日本の軍隊が踏

ますと王様はここへ幽閉されてしまう。もともと

みにじるように東南アジアに入り込んできて、逆

ここが根拠地だったんですね。日本橋として室町

転してしまう。従って東亜同文書院の報告書は、

時代の日本の遺産が残っている。これがユエの王

軍部が読んでたはずだ、情報を取ってたはずだと

城です。ベトナム戦争の時に破壊されますけれど

一部の人が言いますけれども、読んでなかったと

も、この時はまだ完璧に残っています。

いうふうに思わざるを得ないですね。そういう親

一方満州ですが、満州事変が起こりますとさ

日的な東南アジア世界を逆にしてしまったという

すがの民国政府も２年間ビザを発給しませんでし

のは非常に残念なことですね。

た。従って満州しか学生は行けなかったのです。

これもそうですね。こういう形でシンガポー

みんな中国の奥地を予定していたので「不満たら

ルから。これはフィリピンですね。まあ東南アジ

たら」と書いてあります。けれどもおかげで満州

アもこういうふうに一周してきたりと、いろいろ

各地の調査をやれたんです。今私はこの旅行記録

なコースがあります。これもスマトラからシンガ

の満州編を編集していますけど、これは大変貴重

ポールへのコース。現在 102 歳でご健在の安澤さ

な資料です。その時の写真ですね。こんな興安嶺、

んという方がおられます。その方のグループは最

小安嶺の横断。虎がたくさんいるのに大変だった

初はこういうコースで上海からハノイ、昆明、そ

ろうなと思うんですけど。１階の展示会場に手書

して成都へ向かうコースだったんですけど、昆

きで書いた記録が展示されていますが、そのうち

明へ来たら領事館で強盗団がものすごくいるから

の主なところだけダイジェストして編集して出版

「危ないから行くな」と言われた。そこで困って

したシリーズもあります。これは書院の地理学の

しまってどうしようかと言う時に、チベットから

馬場鍬太郎先生で「大旅行」を指導しました。私
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は地理学をやってますから非常にこの旅行には親

外的です。日中戦争が厳しくなって最後のコース

しみを覚えるわけです。毎年編集委員会を作って

はこの沿岸部だけしか行けない。しかし全体には

大旅行の前述したダイジェスト版を出版したわけ

ずっと最後のほうまでありまして、合計してみま

です。これは軍閥の人達の揮毫です。呉佩孚など。

すと 700 コース。ですから半世紀に渡って 700 コー

当時のことを知っておられる方は有名な名前で

スも設定して大調査旅行をやったというのは世界

ご存じだと思います。非常にインテリですね。き

最大の規模だと思います。こんなのはさすがにイ

れいな字を書いてます。このようにいろいろ記録

ギリスにもないと思います。これはそのうちの５

の中に中国の要人や日本の要人が揮毫を寄せてま

期から 23 期。つまり 1905 年の入学生から 1923

す。

年の入学生の中国のメインランドだけのコースで

どんな調査をやったかを見ますと、これは 17

す。このコースは自分達で設定したテーマと行き

〜 21 期でまだビジネススクールの色が濃い時代

たい地域を選ぶ。教授が助言はします。だから自

ですね。やっぱりこういう産業関係が非常に多い

分達で自主的にやったわけです。アンケートによ

（図表 8）
。どの地域でどのような産業が活発であっ

ると、
「旅行にどんな期待を持っているか」につ

たか、そういう様子が分かる。これもそうですね。

いては、直接現地の人とコミュニケーションがで

商品別になっています。交通関係とか。ところが

きるとか、中国の実態がよく分かるとか、大陸雄

先ほどのように日中戦争が始まりますと旅行コー

飛への夢と冒険とか、大陸をより広く知りたいと

スは非常に難しくなります。この範囲です。漢口

か、未知への憧れとか、北京語で習ってる授業が

とか。中には四川まで行った人もおりますが、例

どこまで通用するかとか、いろいろありました。

図表 8

第 17 〜 21 期の調査旅行コースのうち、調査対象別調査地域数の一覧表
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「人生への影響は」
、非常にいろいろな意味で影

レイト」なんていうことはできないということか

響を受けている。
「人生を振り返った満足度は」
、

なと思いながら発表しましたら、削った教授が握

大いに満足とかまずまず満足というのが非常に多

手を求めて「やっぱりグレイトだった」と。だか

い。「書院を卒業したことの、人生に対する満足

らイギリス人も認めたほどの書院の大旅行だった

度は」、大いに満足とかやや満足。書院に入った

んですね。中国研究というのは『清国通商綜覧』

人達は非常に満足している。
「書院の精神という

という最初にお話しした本が非常にヒットして、

のはいったい何だったのか」
、日中の友好のため

先ほどの５名の方の西域調査の成功ですね、それ

であるとか、アジアを上へ上げていくとか、中国

からあと調査旅行が制度化されていって、３年で

とアジアとの理解とか、こういうようなところが

終わらなくなったんですね。お金のほうも工面し

非常に多いですね。
「その特色」というのは、語

てやるようになって、そのことがアカデミーへの

学教育とか、学校の自由さとか、全寮制で上級生

志向を強めた。単なる商業の勉強ではなくて、もっ

と下級生が同じ部屋で生活していたとか、人格形

と広く中国を知っていくということに結び付くよ

成とか、いろんなことが挙がっております。

うになったのですね。語学の実用教育というのも

しかし書院に関していろいろ書かれた戦後のイ

こういう初めての教科書を作ったり、報告を作っ

デオロギー時代の本を見ますと、これは早稲田の

たり。ですから学生の調査報告がそのままこう

先生ですけど、あまりいいことを書いてないです

いうような大作に変化していくわけです。
『支那

ね。たとえば書院は大陸で植民地の尖兵だったみ

経済全書』は全部学生のレポートです。全 12 巻。

たいな形のものが書いてありますが、中身をあま

日本人の手になる支那（中国）の最初のエンサイ

り勉強されずに書かれていますね。

クロペディアだったと思います。その規模とか報

「書院から得たものは」
、多いにあったとし、中

告書の性格というのはどんどんアカデミーの世界

国への理解と親しみができたとか、世界的な感覚

にいく。指導者は馬場先生で、こんな厚い本を書

を身に付けて世界的視野で中国語教育を受けたと

いている。この人は書院の卒業生から聞くと、
「寝

か、生きる力を与えてもらったとか、そういうの

る時に枕にちょうどいいというような 100 ページ

が非常に多い。
「スパイという見方をされたこと

を越える厚い本をたくさん書いた」。実際手に取っ

についてはどうか」については、そんな見方はあ

てみると枕にちょうどいいかなと思うぐらいの厚

り得ないとか、とんでもないとか、馬鹿げてると

さですけれども。この先生もものすごい勢いで調

か、悲痛、心外、悔しい、そんな事実はないとい

査研究をされた。そういう環境もとで多くの調査

うのが多いですね。これは卒業生が就職した中国

旅行が行なわれたわけです。

の場所です。大きな町が多いですね。やっぱりビ

ここから先は時間の関係もありますので省きま

ジネスマンで最初の頃育ちましたから、そういう

す。これは『支那経済全書』の目次ですね。東亜

いろんな実業会社に勤めてる人が非常に多い。あ

同文会の一番最初に卒業生の人達が書いた２万頁

とはジャーナリズムであるとか多様です。バラエ

以上の作品。これはその項目です。中国のいろん

ティーに富んでいます。

な項目。学生の名前と何県出身かが全部書いてあ

これは私がイギリスに 1998 年から 2000 年まで

ります。学生の作品です。そしてそういうレポー

いた時、向こうでもこういう報告をたびたびやっ

トを編集して、たとえば『支那省別全誌』全 18

たんですね。その時にこういうものすごい旅行だ

巻が早くも 1910 年代の終わりから出るんですね。

と強調して「グレイト」を付けたんですけど、当

その巻頭言のところに根津院長が、苦労しながら

日の報告にはカットされていまして、
日本人が「グ

中国の東西南北を歩きながらまとめたんだよと書
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いています。これが 40 年代になりますと、もう

庶民の作り上げた生活もたくさん入ってます。

１回新しい情報を元にして『支那省別全誌』の新

後半になるときれいに書かれますが、最初の頃

しい版が出ますが、９巻まで出て、戦争で中断さ

は草書で書かれていますね。こんな形です。これ

れました。当時満鉄調査部というのがあって、満

を読むのは大変です。地元の中日新聞、こちらで

鉄の人達が華北を中心にしてボーリング的に満州

言うと西日本新聞のような新聞にあたると思いま

の調査をしたのですが、書院のこういう成果に対

すけれども、私のこういう作業を知って新聞に紹

しては、「あれは無思想で調査だけやってるんだ」

介してくれて、
「先生が解読に苦労しているから

みたいな批判が一時あったりしましたけれども、

お手伝いしたい方はどうぞ藤田先生のところへ」

今となってみますと非常に貴重な資料がたくさん

と書いたもんですから、35 人の方からお手紙が

記録されていて、むしろ満鉄の調査のほうがやや

来ました。「手伝います」。そこでこれをコピーし

観念的な調査が多いということを考えますと、
「議

てお返ししたら１人も OK がなかった。そのぐら

論が無い」と言われましたけれども、変な議論を

い難しい。だからちょっとミスがあるんですよ。

書かなくて実態をきちんとつかまえたほうが、長

書院の卒業生に時々叱られたりするんですけど。

い時間生きた資料として存続することが分かりま

ではそれを活字にするにあたって、ほんとに現
地調査がきちんとできているのかどうかというの

すし、実態に語らせることができます。
これは本物のスパイが書いた地図ですね。一方、

を調べるために最悪のコースをたどったグループ

これは書院生が作った同じ町の地図です。えらい

を選んでみました。このチームはここに海南島と

違います。だからやっぱり書院の人達が作ったも

いうのがあるんですけど、この調査の時に広東ま

のは正確なんですね。

で来たら領事館から「今あそこはコレラがはやっ

そしてこういう機関誌を出した。この中にはい

てるから行くな。社会的にも非常に不安が高まっ

ろんな研究成果があります。この「支那」の雑誌

ているから止めろ」と言われていたのです。普通

の中身も、時代の流れと共に、たとえば後半にな

はそういう時みんな平気で行っちゃうんですけ

りますと満蒙の記事が多くなるとか、少しずつ変

ど、この班だけは行かなかったんですね。じゃ

化していくことが分かります。これは私のほうで

あというのでこの辺をウロチョロした結果、最

いろいろ項目をピックアップしてみたものです。

終的にはさきほどやなせ先生が福建省にお父様が

そしてやがて機関誌名は「支那研究」というタイ

おられたという話がありましたけど、あそこへ上

トルに変わり、大学になりますと「東亜研究」と

陸してここの調査をずっとやるんです。私はこの

さらに広領域のタイトルへ変わって論説が並んで

記録を持ってあとを追っかけて 10 日間ぐらい現

います。その間にいろんな本が出されています。

場をずっと見てきたわけです。記録と現在とを対

これは『支那年鑑』
。それから『満州要覧』。これ

照して、当時の報告書の中の、石を割った棒を利

も枕になるような厚い本です。そしてこれは私の

用して牡蠣の養殖をするというのは日本では無い

著書の宣伝みたいなものなんですけれども、そう

ですね。こんな様子とか、全部書いてあることが

いうのをここ 20 年ぐらいずっとこまめにやって

そのままの事実なんです。だからマルコポーロみ

まいりまして、こんな形で今本を出しつつありま

たいに噂を書いたとかそんなことはない。この日

す。これは特に先ほどの日記記録のほうですね。

誌記録は絶対に風聞は書くな、自分で確認したも

生々しくて面白い。これは第４巻まで出してます。

のしか書くなというのが至上原理でしたから、こ

今第５巻目を「満州」ということでまとめてます。

れは使い物になるということで、じゃあこれを読

卒業論文の報告書じゃなくて、コースの面白さ、

んでみようということになったんです。そのきっ
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かけのコースです。最悪のコースを選んでそれ

していて岸へ近づいた時に、強盗団が飛び移って

だけだったら、若干予備調査をしたコースの内容

きて身ぐるみ剥がされてしまう。その時船縁にそ

はもっと信用していいだろうということになりま

れを吊るしておけば、中国の川は汚れてますから

す。

水中が見えない。そういうような知恵を先輩から

たとえばほぼ同じ地域へ異なったコースで３班
ぐらい入ったケースを選んでみました。その記録

教わってやってた。だから会計係の人はタフなん
ですね。

を用いて作ったのがこの土地利用図です。3 コー

それを同じ通貨が使用されている範囲をまと

ス分広い範囲の様子を示せます。細かいから説明

めて示しますとこうなります。当時の経済圏が分

しませんけど、先ほどの波多野さんと同じように

かる。これは現在の中国を理解する上でも非常に

当時の様子が全部分かります。四川省から陜西省

重要だと思います。今度は言葉。方言も含めてこ

西安。四川省の軍閥は一生懸命地域作りをやって

んなにたくさんありました。これもまとめて示す

るけど、陜西省の軍閥は戦争ばかりやってて、ど

とこんなふうになる。これは文化圏と生活圏を示

この村へ行っても藁人形を作って、
「早くあの軍

します。合わせますとこんな形で、これが中国の

閥のトップは死ね、死ね、死ね」とやってるとい

当時の基本的な経済的あるいは生活圏的・文化圏

うようなことが書いてあります。ところが山西省

的な地域構造になります。これはそんなに今も変

へ行くと今度は一変して、閻将軍という人が省内

わってないと思います。そういうことがこういう

を非常にうまく管理して、夜道でも女の人が歩け

データから分かります。今の中国は統一通貨の元

るという、対照的な地域を記述しています。

の世界ですからこのように仕分けしたりすること

これは社会的な状況です。どこで強盗団が出る
とか、道路事情はどうだとか、そういうような情

はできません。当時だからこそこういうことが分
かり、今日の中国のベースが分かります。

報も地図化して示すことができます。当時はデー

これは阿片がどこで栽培されていたかが旅行記

タがありませんから、人口等もこんな形で地元で

のあっちこっちに書かれているのを地図化したも

調べて示すことができます。これは天気ですね。

のです。さっきの山西省は将軍がケシを禁止しま

ここに秦嶺山脈というのがありまして、ここから

した。そのため、山西省の隣の省からは山西省と

南はモンスーンで時々雨があるんですが、ここか

の境界線ギリギリ、黄河の向こう側はケシばっか

ら北へ行くともう乾燥地域に変わる。そういう様

りですね。そういうようなことが分かります。全

子も非常によく分かります。毎日の記録からです

体としては北西部の畑作地帯が多いです。

ね。これもやっぱりさっきの強盗団がどこに出る

今度は強盗団、土匪ですね。これも省の境目に

かも含めて、いろんな状況を浮かびあがらせるこ

集中的に分布しています。元々は黄河が氾濫した

とができます。

時に溢れた農民達が泥棒に転換して、それが玉突

当時中国は統一通貨じゃありませんでしたか

き現象で広がっていったのです。軍閥の争いの中

ら、いろんな通貨があります。それを 12 期だけ

で敗残兵の人達が泥棒になっていく。それで民国

のコースの各班の記録の中から拾いますと、これ

になってからそれが急に増えていくわけです。そ

だけの種類の通貨が使われていたことが分かりま

して数年前に反日の運動がありましたけれども、

す。ちなみに書院の人達はどこでも応用が利くよ

同じように 21 か条要求のあとの五四運動、1925

うに小銀（銀のかけら）を糸で吊るして体に巻き

年５月 30 日、日本人の経営する上海の紡績工場

付けて会計係は旅行したのです。重くてしょうが

でデモがあった時、イギリス兵が無差別に銃弾を

ない。なぜ紐で絡めたかと言うと、川中を船で旅

浴びせたんですね。それが中国全土にナショナリ
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ズムを引き起こして、排英・排日・排外と、急に

泊めてもらえないとか、物を売ってもらえないと

中国のナショナリズムが高まっていきました。こ

か、討論会に出ろと言われたりとか、いろいろあっ

れは日清汽船が焼かれた時の写真です。あの時は

て、この班の人達の班は南方へ行く予定が行けな

もう５月の中旬には書院学生達は旅行に出てまし

くて途中で太原へ出て、汽車で北京に戻っていま

た。それが５月の 30 日にそういうことがあって、

す。砂漠のほんとに奥のほうでも運動が広がった

あっという間にそれが各地へ広がったために、旅

ことがわかります。

先の書院生は突然石をぶつけられたりとか、宿に

図表 9

これは軍閥に会った時の写真です。その支配地

1923 〜 1924 年夏までの地方軍閥の領域と抗争図（旅行日記ほかより作成）
（注）当時の省界を示す。
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域も記録から分かります（図表 9）
。いろんな戦

その際、それぞれ港からどこへ入っていったか

争に遭遇したからです。それを分布図として示し

見ますと、ほとんど南満州行きですね。これも奉

ました。さっきの揮毫の呉佩孚はここの範囲。一

天の駅からどの駅で何人が下車したか。その人数

時ものすごい広い範囲を獲得しました。しかしこ

等を書院の人達が持ってた記録から地図化します

れが膨らんだのですがシャボン玉のように次の瞬

とこんなふうになります。ほとんど南満州鉄道、

間支配地域がパッと消えてしまったりする激動の

満鉄の沿線です。やっぱり漢民族にとっても満鉄

時代です。北のほうには張作霖がいて、関東軍が

の沿線は安全だったんですね。特に満鉄が付属地

列車で爆殺をしてしまう。それで満州事変、満州

を設定するようになりまして、そこに住んでおれ

国という形になっていくわけです。

ば満鉄が保護したというようなわけで、漢民族の

もう１つ面白いのは、軍閥には先ほど言いまし

人達もこの沿線に好んで入り込んでいった。奉天

たように地域づくりとか町作りに熱心な人達が多

から乗った人はどこから来たかと言うと、やっぱ

かったことです。これは四川省です。重慶を始め

りこの沿線が多かった。従ってそれより北のほう

こういう主な町には、日本から学んだ町づくりが

の北満は空白地帯だったわけです。例えば、北

みられます。特に当時の中国はパブリックの世界

満では 500 人レベル以下の程度の県が多かったで

が非常に弱かったんですね。公共性というのがあ

す。これはハルビンです。これがチチハルで少し

まり無い。そういうところへ運閥の指導者達は日

多いですが、その周辺はほんとに少なかったわけ

本流に公園を作ったり、図書館を作ったり、道路

ですね（図表 10）。これが 1920 年代の世界なん

を広げたり、バス道路を作ったり、そういうこと

ですけど、そのあと 30 年代に入りますと、日本

を一生懸命やったんです。従って中国の近代化の

人の 100 万人入植計画による入植地がまだ空白に

中の公共空間の創出というのは、戦後の人民政府

近かった北満を中心に展開していったわけです。

が初めてやったのではなく、軍閥の人達がきちん

この北満への入植はまさに対ソ連戦略だったとい

と最初にやっていた地域が多いということが非常

えるでしょう。
以 上 を ま と め 的 に 見 て い き ま す と、1900 〜

によく分かります。
今度は満州ですね。今ちょうど編集をやって

1910 年ぐらい、この赤く示した部分が中国での

るところですけれども。1920 年代に中国の人達

資本主義的なシステム化が入り込んだ時代です。

が満州へ年間 100 万人ほど押しかけている。４月

なかなか簡単にはいかなかったんですけど、次

ぐらいに入って 12 月に帰ってくる。出稼ぎが多

第に広がりつつありましたが、1930 年から内戦

いんですけど、この差は満州に定着した人達です

に入って、もう混乱がピークになり、ストップ

ね。その前は 19 世紀の終わりに清朝政府がロシ

します。日中戦争も加わりました。戦後は人民政

アの南下を食い止めるため、今まで他民族を入れ

府と文化大革命があって、ようやく改革・開放が

なかった聖域満州の地に、一部に限って漢民族を

1978 年の文革後からスタートしますが、その中

入れるんですね。最初は恐る恐る入っていました

で例の 小平の資本主義歓迎論に近い演説から、

から出稼ぎだったんですけど、20 世紀に入ると

急に経済のほうで資本主義化が始まりました。そ

次第に農民、それからそれを追っかけて商人達が

うするとこの時の資本主義のモデルはベースとし

入ってくるわけです。そのピークが 1920 年代な

て 1930 年代までないと接合しないですね。新し

んですね。いろんな職業の人達、雑多な人達が山

く確かに欧米や日本からいろいろ入ってきた部分

東省方面からいっぱい入っていたということがよ

もあるんですけど、その接合の基本枠はここ。だ

く分かります。

から銀行制度でも庶民金融等は当時の仕組みと
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満州中・北部における漢人移民の県別分布（1929 年）
（満鉄資料より作成 原資料は民国側資料）

か、そういうのが今の中国にやっぱりあるという

呼ばれた多くの労働者の人達がたくさんいたけれ

ことを見ますと、この接合という形で来ていると

ども、今は内陸の農村地帯からクーリーと同じよ

いうことが重要だと思います。

うな生活をする農民工の人達が都市へ来て、全く

現在、表面的には非常に大きな形で生産規模が

それと同じだ役割をしています。また、当時ほと

拡大してますけど、そこの仕組みはこの当時の世

んど列強の資本が入ってましたけど、今も合弁企

界の延長にあります。たとえば、当時クーリーと

業という形で日本を始め欧米の資本が入ってきて
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います。だからこれも全く同じ仕組みです。そう

よりごく短い時間ではございますが質疑応答の時

いう点で言いますと中国のベースを知るというこ

間を設けたいと思います。なお、やなせ先生はご

とは非常に重要です。いずれにせよ、この時の記

講演後空港に向かわれることになっておりました

録は中国にも欧米列強にもありません。まさに東

ので、途中で退席されました。従いましてただい

亜同文書院の学生諸君だけが築いた世界ですね。

まの藤田先生のご講演につきましてご質問等のあ

それがこの最大の財産です。これを研究すること

る方は挙手をお願いしたいと思います。なおご質

自体が今の中国の本質的な部分、基礎構造と言う

問の際にはご所属とお名前をおっしゃっていただ

んですか、そこを解明する上では非常に重要では

きますようにお願いいたします。はいどうぞ。

ないかということです。
あとはこれが戦後の愛知大学にどういうふうに

【神尾】 神尾と申します。今までの調査記録が、

つながったかというお話です。この辺は１階の展

日本の軍閥に悪い意味で利用されるということは

示会場に、そののち愛知大学にどういうふうにそ

多くはなかったんでしょうか。

れが伝わってきたかというシリーズがありますの
で、そちらでゆっくり見ていただきたいと思いま

【藤田】 はい。いつもこういう問題が出てくるわ

す。これは本間学長ですね。東亜同文書院の最後

けです。これは非常に我々も関心を持ってまして、

の学長で、愛知大学の創設者です。新しい校舎で、

いろんな卒業生の人達が報告書を書く時にその辺

食料難でしたからどういうふうにサツマイモを作

がどうだったかという話をいろいろ個別に聞いて

るか。これは今のグランドですが、そこをサツマ

まいりました。ある時期にはコピーを、今みたい

イモ畑にしていたんですね。これは東亜同文書院

に機械がありませんからカーボン紙を当てて２〜

の学籍簿。唯一大陸から学籍簿を持って帰ってき

３部作った時代もございます。しかしそういうの

た大学ですね。帰国時、ボストンバッグ１つしか

を作らなかった学年もあります。だから１部は確

許されなかった時代に、みんなで手分けして持っ

実に東亜同文書院そのものに置かれて、あとは東

てきた。周恩来首相の時に向こうで辞書を作るた

亜同文会とか、ひょっとしたらそういう軍部のほ

めに用意していた 14 万枚のカードを返してくれ

うにも行ったかも知れません。台湾にも実はあり

て、愛知大学が辞典編纂室をつくり、日本で最初

まして、あそこの総督府の図書館にも流れてたと

の『中日大辞典』というのを出した。これは簡字

いうのを我々が確認しております。従って全部が

体を含め、大きく再編成しましたが、まさに東

全部ではないでしょうけど、書院以外の軍部の人

亜同文書院の遺産でもあります。これを戦後の先

達が報告書を読んだということは、可能性として

生方が頑張ったわけです。あとは学生とのつなが

はあります。だけどそれをどういうふうに利用し

りは学長が言われた通りであります。これは横浜

たかということになると、ちょっと我々もなかな

での書院についての展示会の様子です。やっぱり

か裏付けができないですね。さっき東南アジアの

横浜でも非常に多くの見学者が集まって、関心を

ことも申しましたけれども、きちんとして読めば

持っていただきました。

ああいうような戦争のやり方をしなかったんじゃ

というようなことで、一通りさっとお話させて

ないかなという気もするんですけど、まあ書院の

いただきました。どうもご静聴ありがとうござい

資料は本命じゃありませんから、本筋はもっと政

ました。

治的な判断、あるいは戦略だったんでしょう。そ
ういう中のごく一部ぐらいは当時の軍部の人は地

【司会】 ありがとうございました。ではただいま

域の様子を把握するために見たという可能性はあ
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ると思います。だけどそれがうまく使われたかど

イジェストでエッセンスの部分だけは活字になっ

うかということになりますと、なかなか分かりま

て、これまた１階のところに展示してありますの

せん。

で、そういうものから読み取っていくことはでき
ます。

【司会】 ありがとうございました。では他に何か

中国側も最近は『支那省別全誌』などの一部を

ご質問等のある方いらっしゃいますでしょうか。

翻訳して現地で出しています。それから上海あた

はい、引続きどうぞ。

りの古い大学からは何人かの研究者の人達が我々
のところへも来て研究しておりますし、中国の

【神尾】 戦時中にそういったふうなことがあっ

人、あるいは中国人でアメリカにいる研究者とか、

たかなかったかということと、それの手のひらの

そういうような人達も関心を持って勉強しに来た

表と裏になるわけですけれども、今の中国で記録

がっています。中国側も文化大革命の少しあとぐ

が利用されているというふうなことはございます

らいまで書院のこういう研究に対して、
「あれは

か。

帝国主義の産物である」みたいな評価が多かった
んですが、最近出てるたとえば上海あたりの大き

【藤田】 中国の方と我々の大学との交渉はずい

な本の中で、東亜同文書院大学についての説明は

ぶん長いんですけれども、最近展示資料の見学

一変しています。「日本の優秀な学生が集まって、

も含めて記念センターを訪問する中国の人が非

中国で最高度の教育をやった学校だ」と、かなり

常に多いです。中国の科学院に地理研究所という

雰囲気が変わってます。そんなお話でいいでしょ

のがあって私共もいろいろ交流してますけど、中

うか。

国側には当時の全国については何の記録もありま
せん。地理研究所の人達からは、愛知大学の資料

【司会】 ありがとうございました。まだ他にご

を活用して 20 世紀前半期の中国というものを自

質問のある方もいらっしゃるかと思いますが、そ

分達も確認したいというような申し出もございま

ろそろ閉会の時刻となってまいりましたので、質

す。書院が焼けてしまって 1937 年からはまた自

疑応答はここまでとさせていただきます。あすあ

由に旅行ができない時代に入っていったわけです

さってとまだ１階の円形ホールで展示会がござい

けれども、その時期の部分はそのまま戦後の中国

ますので、ご質問のある方はそちらに足をお運

の中に取り残されています。しかしこれは政治的

びいただければと思います。続きまして記念セン

判断が要るということでなかなか公開はされてい

ター長より閉会のご挨拶がございます。よろしく

ません。公式見解はそういうことです。実際には

お願いいたします。

見られた方もおられるんですけれども。もう少し
でうまくいきそうな時に例の反日運動が高まって

【藤田】 というわけで長々と、今日はやなせ先

しまいました。過去、
周恩来首相の時代に単語カー

生のお話と私のお話をさせていただきました。や

ドを返してくれて「中日大辞典」を作ることがで

なせ先生のお話は大変面白くて、人生のキャリア

きましたが、ああいうような決断がないとちゃん

を長くやっておられるとああいうお話ができるの

と資料を公開してもらうのは難しいと思います。

かな、私なんかとても及ばないなと思いながらお

しかし我々は 1936 年までの資料は持っておりま

聞きしました。特にお体を大変悪くされて治療中

す。それ以降のものは残念ながらそういう状態で

のところを抜け出して来られて。食餌療法をされ

すけれども、先ほど編集委員会が映ったようにダ

ているということで、食べられないというお話で
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した。ああいう形で元の書院生をお父さんに持つ

たいと思っております。長時間にわたりましてあ

方々が多く、いろんな場所で活躍されておられま

りがとうございました。これからもよろしくお願

す。我々もそういう方々にまたご登場いただいて

いいたします。なお６時まで１階で展示会をやっ

お話を聞かせてもらいたいと思っております。今

ておりますので、もしよろしければご覧ください。

日私のほうでもお話をさせていただきましたけれ
ども、これを機会に東亜同文書院というのが大陸

【司会】 皆様、本日は日曜日にもかかわらず、東

にあって、ああいう学校だったんだと。国策の学

亜同文書院大学記念センター主催の講演会に長時

校ではなかったんですね。ハルビン大学とか大連

間にわたりご参加くださいまして、誠にありがと

や奉天の大学とかいうのとはちょっと違う。それ

うございました。なお展示会のほうは火曜日の６

を一緒くたに今までは捉えられてしまってちょっ

時まで行なっております。あしたとあさっては１

と不幸な時代がありましたけれども、中国側も今

日３回ずつ展示資料説明会を１階の円形ホールで

お話ししましたようにだいぶ評価が変わりつつあ

行ないます。ご関心のある方はぜひあすあさって

ります。その点我々としてもありがたく思ってお

と円形ホールのほうに足をお運びいただければ幸

ります。そんな状況もご理解いただいて、今日こ

いでございます。皆様どうぞお気をつけてお帰り

ういう時間を過ごしていただいたのは大変ありが

くださいませ。誠にありがとうございました。
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〈感想〉

福岡資料展示会・講演会を振り返って

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

東亜同文書院大学記念センターが 2006 年に文

回の展示資料説明会を担当しました。特に、本学

科省によりオープン・リサーチ・センター事業

図書館の成瀬さよ子氏の尽力により、大内院長の

に選定されて以降、毎年 1 回各地で記念センター

生家（白城の里）が所蔵する資料の中から記念セ

所蔵資料の展示会と講演会を開催していますが、

ンターが作製させて頂いた、院長ゆかりの写真や

2008 年は 11 月 23 日〜 25 日の日程で、福岡市の

書などのレプリカ 5 点も特別展として出展しまし

アクロス福岡を会場に行なわれました。

たが、そうした資料を指しつつ、貴族院議長で書

スタッフは前日の 22 日に福岡入りし、初日は

院の経営母体だった東亜同文会初代会長も務めた

会場オープンまでの 2 時間で展示会場の準備を終

近衞篤麿の秘書を若い頃に務めていたこと、後に

えるという慌しさでした。また、初日の午後には

東亜同文書院院長に就任したことを説明すると、

「アンパンマン」
の作者で有名なやなせたかし氏と、

大きくうなずいた人が多かったのが印象的でし

藤田佳久記念センター長を講師とする講演会も開

た。
会期中の 24 日午後、大内院長の遠縁に当たる

催され、多くの聴衆で会場はほぼ満場となりまし

手嶋明子氏により、大内院長が揮毫した書や掛け

た。
福岡県は東亜同文書院生を多く輩出した県の 1

軸、さらに雑誌『支那』20 冊が記念センター宛

つであり、また、書院第 5 代院長・大内暢三は福

に寄贈されました。その時の様子が西日本新聞社

岡県八女郡出身です。東亜同文書院と深い関わり

の記者に取材され、翌日の『西日本新聞』に掲載

があるこうした土地柄を反映してか、3 日間を通

されました。記念センターとしましては寄贈頂い

じて多くの方が来場し、展示資料はもちろん、会

た資料を大事に保管するとともに、これからの展

場で上映された DVD「東亜同文書院から愛知大

示や研究に役立てていきたいと思っております。

学の歩み」を熱心に見ていました。中には、戦時

総じて、福岡県の多くの方に東亜同文書院につ

中書院で学び大内院長に間近に接したという卒業

いて関心を持って頂くとともに、東亜同文書院か

生もおられ、書院に関するさまざまな展示物に感

ら愛知大学への繋がりについても知って頂いた資

慨深げでした。

料展示会・講演会であったと思います。

展示会場では２日目と 3 日目に、武井が 1 日 3
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DVD「東亜同文書院から愛知大学の歩み」を見る人々

展示資料説明会に参加した人々
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〈感想〉

やなせたかし氏の講演を聞いて

東亜同文書院大学記念センター
リサーチアシスタント

高木秀和

2008 年 11 月 23 日、福岡市天神の「アクロス

巡ったルートと、やなせたかし氏が戦時中に徴兵

福岡」大会議室において当センター主催による講

されて訪れた場所が中国東海岸（浙江省など）と

演会が開催された。うち第一部は、
「アンパンマン」

いうことでほぼ同じであり、やなせ氏は亡き父親

で知られるやなせたかし氏が「アンパンマンの正

に引き寄せられたと感じたという。そのようなこ

義」と題した講演を行った。当センターでは講演

とから「縁」や「運命」という言葉を強調され、

会の参加に際し、事前申し込み制を採らせて頂い

最近のやなせ氏は講演を頼まれるたびに病気療養

たが、広報がやや遅れてしまったために申込者が

中のために来られないことが多いが、この福岡で

少なく、当日どれほどの人数が集まるのかは未知

の講演会にはやって来ることができたという意味

数であった。ところが当日蓋を開けてみると、事

で、来場した聴講者との「縁」を感じられた。
さらに話は「アンパンマン」の誕生へと移った。

前に地元紙である西日本新聞に大きく今回の展示
会が紹介されたこともあって会場定員以上の 230

やなせ氏は大陸に出征されたが、暴行や略奪など

名前後の参加者があり、スタッフ一同がてんてこ

の「悪魔」の行為は決してしなかった。しかし、

舞になりながら対応した。このことから、福岡と

戦争が終わってみれば日本軍は「悪魔」であり、

その周辺にお住まいの方々の東亜同文書院への関

何が「正義」なのかが分からなくなった。また、

心の高さがうかがえるとともに、やなせたかし氏

徴兵中に一番辛かったことは飢えであり、
「正義」

の講演を聞きたいという方々も多かったといえる

とはまず餓えた人を助けることから始まると考え

だろう。そこでこの小文では、やなせたかし氏の

た。そこで、お腹のすいた子どもに自分の顔の一

講演内容を振り返ってみたい。

部を取って差出す「正義」のアンパンマンが生ま

やなせ氏はアニメ主題歌「アンパンマンのマー

れたのであった。

チ」を歌いながら登場し、さらにその勢いでメロ

しかし、アンパンマンを絵本作品にした当初は

ディーに乗って自己紹介を歌いながらアンパンマ

大人たちの評判が悪く、まわりの対応は冷淡その

ンのイラストをホワイトボードに描いてみせた。

ものであった。けれども、それを読む子どもたち

会場はやなせ氏のパフォーマンスを楽しみつつ、

は夢中であり、それを知った大人たちはガラリと

どんな話が始まるのだろうと子どものようにワク

その態度を変えたのだった。テレビアニメ化の際

ワクしながら本題に入るのを待った。

にも資金の制約や視聴率の取れない時間枠に押し

やなせ氏はまず、御尊父である柳瀬清氏（東亜

込められたが、子どもたちがいるお茶の間の人気

同文書院第 13 期生）の半生を話された。清氏は

者になった。やなせ氏は、
「質が良ければどんな

32 歳の若さで亡くなってしまうが、
「大旅行」で

劣悪な条件でも大衆は認める」と語った。
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講演の後半部分は、米寿祝いに作った歌や、
「ア

このようなやなせ氏の姿勢は、終始講演の間で

カシヤの木の下の犬」というタイトルの物語を歌

みられ、御高齢で病身でありながらも全身で聴講

とイラストで披露し、互いの欠点を認めながら生

者を楽しませようとしてくれた。講演の最後に、

きていく社会の大切さや、人生の短さやはかなさ

やなせ氏は分かりやすく明晰な言葉で伝える表現

を語った。そしてやなせ氏は、たくさんの病気を

力の大切さを語ったが、同氏の聴衆にストレート

しながらも、生がある限りは一生懸命何かに取り

に分かりやすく訴えかけるという長けた表現力が

組むことにし、それを人に喜んでもらうことに定

われわれを「やなせワールド」に引き込み、あっ

めた。人を喜ばせることが自分の喜びであり、自

という間に講演が終わったのだった。

らの歌や絵を見聞きした人が「面白い」や「楽しい」
という感想を持ってくれることでやなせ氏自身も

追記

本年報内にやなせ氏の講演のテープ起こし

喜ぶ。だから人は、
「喜ばせごっこで生きている」

が収録されている。あわせてご覧いただきたい。

という考えに達した。

やなせ氏の講演に聞き入る聴衆たち
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〈展示会〉

孫文̶̶神戸、長崎そして東亜同文書院・愛知大学̶̶
（2009年11月３日
【司会】 皆さんこんにちは。ただいまより講演会

神戸国際会議場）
るわけでございます。

「孫文̶̶神戸、長崎そして東亜同文書院・愛知大

先ほど４年前と申し上げましたけれども、最初

学 ̶̶」を始めさせていただきます。私は司会を

の２年は東京・横浜、３年目の昨年は私のふるさ

務めさせていただきます愛知大学東亜同文書院大

とでもある青森県弘前市、ここは東亜同文書院に

学記念センター運営委員兼愛知大学現代中国学部

ゆかりのあった山田兄弟の生誕の地でございます

の馬場と申します。よろしくお願いします。それ

が、こちらで本日と同様の展示会・講演会が開催

では最初に私共の佐藤元彦学長から挨拶をさせて

されました。それからさらに福岡でも開催されま

いただきます。

して、こちらのほうも非常に盛況でございました。

【佐藤】 皆様こんにちは。ただいま紹介いただ

東亜同文書院の卒業生が全体で5,000人ぐらいお

きました愛知大学の佐藤でございます。本日は東

りまして、その４人に１人が九州の出身というこ

亜同文書院大学記念センターが主催をいたしまし

とで、当日は多数の卒業生の方に駆けつけていた

た講演会を開催いたしましたところ、このように

だいたことを記憶しております。そして今年は孫

多数お集まりいただきましてありがとうございま

文と非常にゆかりのあるこの神戸の地で、展示会

す。まずは御礼申し上げます。

および講演会を開催させていただいたところでご

愛知大学東亜同文書院大学記念センターは設立

ざいます。来年は文部科学省の補助金の最後の年

されてから10年以上を経過しております。この機

度になりまして、名古屋での開催を予定しており

会にぜひ覚えていただきたいのですが、
「愛知大

ます。

学」の名前は、愛知県に所在をしているからでは

さてそのような源流をもって愛知大学が創設さ

なく、「知を愛する」者が集う場として創設され

れたのは1946年のことでございます。今から60数

たという経過から、その名前が付いているわけで

年前ということになりますけれども、以上申し上

ございます。この愛知大学の前身の１つが、戦前

げたような歴史的背景を大きなバネといたしまし

中国にございました東亜同文書院（その後大学に

て、その間愛知大学においても中国の教育・研究

昇格）であったということを踏まえまして記念セ

に熱心に取り組んでまいりました。この地域の皆

ンターが設立されました。設立されてから10年以

さんも、もしお子さんなりお孫さんなりが中国の

上経過していると申し上げましたが、この間４年

教育研究に関心がおありになるということであれ

前から、文部科学省のほうで特別の補助金をいた

ば、ぜひ志望校の１つに愛知大学を加えていただ

だきまして、その補助金を用いながらさらにセン

ければと希望しているところでございます。

ターとしての充実を図っております。本日の講演

具体的に申し上げますと、1997年に現代中国学

会、また昨日から開かれております展示会、いず

部という、おそらく日本では唯一の学部であろう

れもこの文科省による補助を受けて実施をしてい

と思われます学部が設置されました。それ以前も
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文学部なり法経学部あるいは法学部、経済学部、

に特徴的なのは、愛知大学と中国の北京にござい

経営学部なり、あるいは国際コミュニケーション

ます人民大学、それから天津にございます先ほど

学部なりでそれぞれに中国についての教育はな

触れました南開大学との間で、テレビ回線で日中

されてきたわけでありますけれども、言わばそう

同時の授業を展開しております。日本人の学生は

いった学内の資源を集約し、大学としての特徴を

愛知大学から、中国人の学生はそれぞれの中国の

出すために、12年前に現代中国学部をスタートさ

大学から画像を通して同じ授業に参加している。

せたものであります。名称だけではございません。

そういうプログラムでございます。当初は博士課

中身も非常に充実したものです。現代中国学部に

程だけでスタートいたしましたけれども、修士課

入学した学生さんは全員が、１年生の最後から２

程にも現在一部取り入れられていると聞いており

年生の前半にかけて、中国の天津にございます南

ます。博士課程については中国語と英語だけで授

開大学を拠点といたしまして中国語の研修を受け

業がなされております。博士の二重学位というこ

ることになっております。これは全員でございま

とで、３年間で論文を２本書かなくてはいけない

す。南開大学には南開大学愛知大学会館という会

わけですけれども、中国の大学の学位と日本の愛

館がございまして、これは愛知大学がお金を寄付

知大学の学位、この２つを授与するというプログ

いたしまして南開大学さんに建てていただいた建

ラムがございまして、これにつきましては現在す

物でございますけれども、そちらに宿泊施設もご

でに毎年数名ずつ実績が出ているところでござい

ざいますので、学生さんが滞在し、現場で中国を

ます。
余談になりますけれども、私自身は中国の専門

勉強する、そういう教育プログラムを確立してい

でも中国語が話せるわけでも何でもないわけです

ます。
さらに３年生、４年生になりますと、身に付

が、今のプログラムに英語で授業をするという形

いた中国語を使いまして中国の実際の社会を、短

で参画をさせていただいておりまして、南開大学

期間ではあるんですけれども調査をする、中国現

の経済学部の教員になっている、そういうケース

地研究実習という科目も設定されております。さ

も現在ございます。先般日中学長会議というのが

らには就業体験と日本語で言っているのが適当か

ございまして、初めて参加をさせていただいたわ

どうか分かりませんけれども、いわゆるインター

けですが、会場が南開大学だということもありま

ンシップ、こちらについても中国にございます企

して、会議のあと今の二重博士学位のプログラム

業と連携をして、上海および北京を中心にして展

を修了して南開大学で教鞭をとる、２人のいずれ

開しているということでございます。東亜同文書

も女性の教員の方々と懇談をするという非常に嬉

院時代の現場を重視するという観点が、以上申し

しい時間を私自身持つことができました。

上げたような中に活かされておりまして、これは

そのような学部・大学院という非常に特徴的な

我々が「三現主義」あるいは「三現地主義」と呼

形で、そして日本だけではなく世界的にも注目さ

んでいる教育のプログラムでございます。

れるプログラムを展開してきているところであり

現代中国学部に先立ちまして大学院につきまし

ますが、併せて主に社会人を念頭に置いて、日本

ても、中国研究科が 1991 年に設置されています。

で４番目の孔子学院というのを設置しています。

こちらについても中国についての専門家の養成、

これは日本では立命館大学が一番手でございまし

あるいは中国で活躍する人材の育成、こういった

て、アジアの中では韓国のソウルに設置されたの

ものに力を入れてこの間展開をしていっていると

が最初でございますけれども、愛知大学について

ころでございます。この大学院教育において非常

も中国のほうから要請がございまして、2006年に
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孔子学院を設置し、中国語あるいは中国に関する

の隊長をお務めいただいております。社会貢献で

教養的な講座を開設しております。こちらは毎年

あると同時に重要な教育の場として、この間続け

だいたい1,500名ぐらい受講生がいるということ

ているところでございます。
長くなってしまって申し訳ないんですけれど

で、非常に盛況でございます。
さらには社会貢献の一環になりますけれども、

も、せっかくの機会ですので以上愛知大学につい

毎年中国の恩格貝というところに植林事業を展開

て少しご紹介をさせていただいて、挨拶に代えさ

しております。ポプラが主でございまして、毎年

せていただきたいと思います。最後になりますけ

40〜45名ぐらいの植林隊を派遣し、既に13,000本

れども本日の講演会、あるいは明日まで続く展示

を超える植林をしております。現役の学生さん、

会が我々にとってだけではなく皆様にとっても実

卒業生、さらには一般社会人も参加する混成チー

り多き成果が得られるよう祈念申し上げます。本

ムを編成して送り込みます。ちなみに本日司会を

日はありがとうございました。

していただいている馬場先生には、今年も植林隊
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〈展示会〉

孫文と神戸
孫文記念館館長

【司会】 引き続きまして、安井先生にご講演をお

１

願いしたいと存じます。安井先生のご講演は「孫

安井三吉

孫文（孫中山）̶その時代、その業績

文と神戸」という題でございます。安井先生の簡

孫文とはどういう人物か、特に日本にとってど

単なご紹介をさせていただきます。現在孫文記念

ういう人物かということを考えてみますと、実は

館館長を務めていらっしゃいます。同時に神戸大

私のような人間が愛知大学のこのような講演・シ

学の名誉教授でいらっしゃいます。安井先生のご

ンポジウムに出させたいただくくということ自

専攻は中国近現代史で、特に日中戦争、それから

体が、実は孫文という存在なくしてはなかっただ

孫文および孫文と神戸との関係について、大変ご

ろうと思っている次第です。それはどういうこと

専門の研究をなさっていらっしゃいます。特に今

かということについて、今日のお話の中で触れさ

日のご講演のテーマと関係するご本として、
『孫

せていただきたいと思います。私どもの記念館は

文・講演「大アジア主義」資料集：1924年11月日

1984年にオープンいたしました。初めは孫中山記

本と中国の岐路』
、それから『孫文と神戸：辛亥

念館と申しておりましたが、４年ほど前に孫文記

革命から90年』等のご著作がございます。その他

念館と名前を改めました。中国や台湾、あるいは

多数ございますが時間の関係で講師略歴のほうを

シンガポールとかアメリカなどにも沢山の孫文の

見ていただきたいと思います。それでは先生よろ

記念館がありますけれども、そういうところは国

しくお願いいたします。

父紀念館とか、あるいは孫中山記念館というふう
に呼んでおりまして、孫文記念館という名称を用

【安井】 ただいまご紹介いただきました安井でご

いているのはたぶんここだけだろうと思います。

ざいます。舞子の明石海峡大橋のすぐたもとにあ

ご承知の通り孫文の「文」というのは名でありま

る孫文記念館の館長を務めております⑴。本日、

すし、
「中山」というのは号ですね。そして中山

お話しする機会を与えていただきまして、佐藤学

という号は実は日本人の中山という姓を借りて号

長を始め愛知大学東亜同文書院大学記念センター

にしたものです。ですから面白いことに、中国の

の皆さま、ありがとうございます。また私たちが

人たちは日本人の姓を使った「孫中山」というの

日頃使っておりますパネルが今回の展示を通じて

を用いていて、日本ではむしろ孫文自身が使って

少しはお役に立ったかなと喜んでおります。今日

いた文という名を用いて「孫文」と言っているの

はセンターのほうから「孫文と神戸」ということ

です。このことは、孫文と日本の関係というもの

で少し話をせよということでございましたので、

を象徴しているのではないかと私は思っておりま

簡単に紹介をさせていただきたいと思います。

す。英語ではSun Yat-senと書いています。
孫文はどういうことをした人物でしょうか。孫
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文が生まれたのは1866年11月12日、広東省の、今

かった人が『中華民国革命秘笈』というの本の中

は中山市、当時は香山県といっていたところで

で、「300人近く」という数を挙げていることに基

す⑵。孫文は大きく言えば二つのことを成し遂げ

づているのですが、これには萱野自身「予等の関

たと思います。一つは辛亥革命を成し遂げて中華

知せざる人も多数あるかも知れぬ」（59頁）とい

民国を創建したこと、もう一つは晩年ですけれど

う断わりをつけています。私たちは1,000人は超え

も第１次国共合作を推進したこと、これら二つの

るだろうと予測しています。しかし大半は名も無

ことが彼の生涯における大きな仕事ではなかった

き人たちですね。人名事典に出てこないような人

か、と私は考えています。中国の近代史の上で、

たちが半分以上を占めています。このような人々

ということですけれども。そして孫文は、1925

をどうやって調べたらよいかということで、ここ

年３月 12 日に北京で亡くなりました。それから

のセンターの皆さんにもいろいろお尋ねしたりし

４年して 29 年６月に、孫文の遺骸は南京に移さ

て、何とか孫文と交流のあった日本人の記録を残

れ、中山陵に改葬されました。その時行われた式

しておきたいと取り組んでいるところです。孫文

典を奉安大典と申しますけれども、今年はその時

にとって日本というのは、彼自身の言葉を借りま

から 80 年目ということになるのでしょう、南京

すと「第二の故郷」でした。彼はいつも中国の中

の中山陵で盛大な式典が行われ、台湾からも要

央政府と対立しておりましたから、亡命が日本に

人が訪れて、一緒に孫文を追悼するということを

来た大きな理由ですね。安全に日本で亡命生活を

やったようです。中国人の間では孫文はそういう

送れるということです。もちろんそれだけではな

位置であり続けているということです。

くて、彼の革命を進めていくための拠点、特に華

２

僑や留学生を対象にした活動をする拠点、それか

孫文と日本

らさまざまな面での財政的な支援を獲得する、日

日本と孫文との関係で申しますと、孫文は約

本はそういう場であったと思います。この点で孫

30 年間日本と関わったと言えます。日清戦争の

文にとって欧米というのが理論や思想を吸収する

後からですから、日本の歴史で言えば明治の末か

地域としてあったのとちょっと違った位置に日本

ら大正いっぱいかけて生き抜いた人物ということ

はあったのでないか。この辺はまだ議論があると

になります。この30年のうち出たり入ったりがあ

ころでありますが、私はそういうふうに見ており

りましたけれども、孫文は合わせますと約９年間、

ます。

つまり革命活動の約３分の１を日本で過ごしまし

1929年（昭和４年）に南京の中山陵で行われた

た。こういう中国の政治家は近代では他にないだ

奉安大典には多くに日本人が参列しました。頭山

ろうと思います。

満、犬養毅、萱野長知など錚々たる人たちが参列

華僑がいたこと、たくさんの留学生がいたこと、

をしています⑶。東亜同文書院とも関係のあった

こういうことが一つの条件であったろうと思いま

山田良政・純三郎の兄弟、こういう人たちも孫文

すが、孫文はその他、日本に滞在していた中国人

との関係では重要な役割を果たしました。もうす

以外の外国人とも、日本という場を一つの重要な

ぐ NHK で放映される「坂の上の雲」の主人公の

舞台として交わっていたのです。では孫文と付き

一人の秋山真之、彼もまた孫文と交流のあった人

合った日本人はどれくらいいたのでしょうか。今

物の一人です。多彩ですね。政治家、軍人、渋沢

私たちは孫文と関係した日本人の人名録を作る

栄一のような経済人、南方熊楠のような学者、そ

計画を進めています。一般には300人と言われて

れから民間の志士と呼ばれる人たちも少なくあり

います。これは萱野長知という孫文と非常に親し

ません。彼らだけではなくて、孫文が亡命をした
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時に洋服の仕立てをしたとか、そういう人たちも

ちを挙げておきたい⑸。もっとたくさんおります

実はたくさんいるわけですね。そのような人たち

けれども。華僑ということで申しますと今挙げた

も合わせて1,000人を越えるだろうというのが私

３人ですが、呉錦堂という人の別荘（移情閣）が

たちの推測です。

今孫文記念館となっています。なぜそうなったの

３

かということについては後にお話致します。呉錦

孫文と神戸̶戦前

堂は浙江省の人です。王敬祥は福建省金門島とい

「孫文と神戸」というのが本日の私の話の中心

うところ̶今は台湾の管轄下に入っておりますけ

ですので、そこに話を絞ってまいります。彼が神

れども̶から出てきました。楊寿彭は広東ですね。

戸に初めて来ましたのは1895（明治28）年、日清

ですから戦前における日本華僑、あるいは神戸華

戦争が終わって間もなくの11月のことです。最後

僑の三つの代表的な出身地、浙江を中心とした長

は1924（大正13）年で、この時も11月でした。孫

江（揚子江）中下流域の人、福建省、そして広東

文が生まれたのも11月ですから、私たち孫文記念

省というそれぞれから出てきた代表的な人々が神

館としては去年から毎年11月を「孫文月間」とい

戸では孫文をバックアップしていたのです。

うことで、孫文と特に日本との関わりを中心にし

日本人の中では三上豊夷という人物がまず挙げ

ながらいろいろ展示や講演などを始めました。お

られます。彼は海運業者です。孫文が活動するに

手元に今年のチラシをお配りしておりますのでご

は海というのが非常に重要ですから、海運業者と

覧いただきたいと思います。

いうのは大変重要な意味を持っていたのです。三

孫文は、神戸には前後18回来たと私は数えてい

上は孫文のために日本で武器・弾薬を自分の船に

ます。どれも短いものです。神戸というのは当時

積んで中国に運んだり、あるいは辛亥革命の時に

は海の出入りの場所ですから、孫文は日本に来る

は船を出して、広東から南京まで革命軍の兵士を

時はたいてい神戸で降りて、あるいは神戸から出

輸送する、そういうこともやった人物です。それ

ていきました。あるいは長崎から汽車で神戸に来

から松方幸次郎は川崎造船所の社長を務めていた

て、という経路をたどることもありました。そう

人で、現在の川崎重工業につながってまいります。

いう意味では孫文にとって神戸は通過点であった

どうしてつながってくるかということについては

と言えるかと思います。この点では横浜とか東京

また後でお話しします。瀧川儀作はマッチですね。

のように腰を据えて活動した場所とは違っており

明治・大正期の神戸を代表する産業の一つがマッ

ます。滞在したのは長くて１週間程度です。18回

チでした。神戸の商業会議所（現在の商工会議所）

の中で汽車で神戸駅に停まった時も含めて18回と

の会頭なども務めていた人物です。写真で見ると

数えていて、ややふくらましている面もなきにし

俳優の芦田伸介によく似た顔をしております。
孫文と神戸の最初の出会いは、先ほど申しまし

もあらずですから、合わせてもせいぜい50日余り
です。９年間のうちの50日余りということですが、

た1895年の11月でした。孫文は広州での最初の武

それにも関わらず「孫文と神戸」は非常に面白い

装蜂起に失敗し、香港から日本に亡命してまいり

というのが私の実感です。

ます。これが最初の日本亡命ということでもあり

神戸では、華僑と日本人、両方の人たちが孫文

ます。日本郵船の広島丸という船に乗ってやって

をいろいろな形でバックアップしました。華僑の

きました。11月10日頃、神戸に広島丸が到着して

代表的な人としては呉錦堂、王敬祥、それから楊

いたのですけれども、当時の神戸の新聞、たとえ

寿彭といった人たちが挙げられます⑷。日本人で

ば『神戸又新日報』
（今は『神戸新聞』に統合）

は三上豊夷、松方幸次郎、瀧川儀作といった人た

などには、11月10日、つまり孫文が上陸したその
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時点での紙面に「広東暴徒巨魁の履歴及計画」と

ましたが、華僑の人達が出した大きな新聞広告が

いう記事があります。その中で「巨魁」
、つまり

あります。真中に呉錦堂の名前があり、王敬祥の

指導者を「范某」と記しているのです。すなわち

名前も出ています。

孫文という人物が上陸しているにも関わらず、神

ところがこの13年という年は孫文にとっては天

戸の新聞は彼のことを全く知らなかったというこ

国と地獄をいっぺんに経験する、そういう年にな

とです。これが孫文と神戸との出会いでした。お

りました。前半は袁世凱との関係は良かったので

そらく日本人の中でこの最初の亡命以前に孫文を

すけれども、後半になりますと袁世凱と決定的に

知っていた人間はわずか数人程度だったと思いま

対立いたしまして、いわゆる第２革命でまた袁世

す。香港で写真屋をしていた梅屋庄吉がそうです

凱と武力で戦うことになりました。孫文はこれに

ね。香港領事の中川恒次郎も知っておりました。

敗北して日本に亡命をしてくるわけです。日本政

それからもう１人菅原伝という人物がおります。

府は袁世凱との関係を考慮して、孫文が日本に来

その３人ぐらいか、あるいはもう少しいたかも知

ることを歓迎しなかったのです。何とかアメリカ

れませんが日本に亡命した時には孫文の名はほと

にでも行ってくれと、牧野伸顕外務大臣は繰り返

んど知られていない、それが神戸との出会いのと

し出先の領事館などに指示しているのですけれど

きの状況でした。

も、孫文はやはり日本を基地にしながら巻き返し

1913年（大正２年）３月、孫文が神戸に来た時

を図りたいと頭山満や犬養毅などに船から電報を

の写真が何枚かあります。先ほどの藤田先生のお

打ち、何とか上陸できるように日本政府に働きか

話の中にも出てきたと思いますが、孫文が準国賓

けてほしいと要請します。

として日本を訪れることのできた唯一の機会です

当時の首相は山本権兵衛という人物ですが、結

ね。これは孫文と北京の袁世凱の関係がまあまあ

局しぶしぶ上陸を認めました。この時も孫文は神

良かった時期です。決裂していない。そういう時

戸から上陸します。そして東京で亡命の許可が出

期ですから、孫文は中国政府の代表として日本を

るまでの１週間、諏訪山の常盤花壇別荘というと

訪れることができました。孫文が中国の中央政府

ころに滞在します。諏訪山公園のすぐ近くですが、

と関係が良かった時期に日本に滞在できたのはた

今は全くその面影はありません。孫文の泊まった

ぶんこの一月半ぐらいだけではないでしょうか。

宿屋がどこにあったか何とか特定したいと思って

１枚目の写真は神戸の常盤花壇、湊川にあった当

いるのですが、ここだというようにはまだ確定で

時神戸随一の料亭です。そこで兵庫県や神戸市あ

きていません。写真は残っているのですけれども。

るいは神戸の商業会議所、そして華僑の人々が孫

孫文は大正２年（1913年）の前半は準国賓として

文を大歓迎をしたその時の写真です⑹。もう一枚

日本を訪れ、桂太郎や山本権兵衛、渋沢栄一といっ

の写真は呉錦堂の別荘、松海別荘という別荘の前

た、政、軍、経など各界の日本を代表する人たち

のものです（移情閣は1915年に松海別荘に隣接し

と交流をしたのですけれども、後半になりますと

て建てられました）
。真中に孫文がおります。そ

今度は亡命者として日本に潜伏せざるを得ないこ

の左側に座っているのが呉錦堂で、さらにその左

とになります。

側、前列右から４番目は宋慶齢のお父さんの宋嘉

1924（大正13）年11月、孫文は北京の段祺瑞や

樹という人です。前列の一番右側に座っているの

張作霖と会談するために広州から北上してきま

はたぶん山田純三郎でしょう⑺。こういう人たち

す。孫文は上海まで来て、本当は天津にまっすぐ

が呉錦堂の別荘でお昼ご飯をご馳走になりながら

行くのが一番近かったのですが、あえて日本に立

歓談をした。神戸の新聞も大々的に孫文を歓迎し

ち寄り、日本を経て天津に行く、そういう経路を
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このように1913（大正２）年、孫文が来た時大

たどりました。なぜそうしたのかということにつ
いては今でもいろいろ議論がありますけれども、

歓迎をした、あるいは孫文が亡命した時にいろい

やはり彼は天津や北京に行って張作霖や段祺瑞と

ろ手助けをしたということ、そして「大アジア主

会談する前に、日本の政治家や経済界の要人たち

義」という講演などの思い出が神戸の人々に今も

と話し合って自分の考えを伝え、できれば支持し

伝えられています。この講演は、今でもいろいろ

てもらう。そういうことをした上で北京に行きた

な方々が、日中関係とか日本とアジアの関係につ

かったのではないかと思います。

いて話す時によく引用されますが、日本と孫文と

しかし日本政府はこの時も「東京に来るな」と

の関係を象徴するような、そういう舞台を神戸が

いう態度を取ったのです。加藤高明内閣の時です。

提供してきたということです。わずか50日余りの

日本としては、この時期は段祺瑞や張作霖のほう

短い付き合いですが、神戸と孫文、あるいは日本

が重要だったのですね。当時の孫文は南の広州と

と孫文という点で、神戸というのは大変重要な、

いう一都市を押さえるぐらいの力しかなかったの

あるいは面白いと言いますか、そういう役割を演

です。有名であり、日本でも民間人との親交は非

じてきたと言えると思います。

常に厚かったのですけれども、日本政府にとって

孫文の日本観ということについてはいろいろな

重要なのは東北（満洲）
・華北というところです

理解、まとめ方があると思いますけれども、彼の

し、そこを実際に支配していたのは張作霖や段祺

言葉を借りて表現しますと、彼にとって日本は先

瑞であり、日本政府としてはそちらを重視すると

にも申しましたが「第二の故郷」であること、そ

いう姿勢だったのです。結局孫文は東京に行くこ

れから第１次大戦中の言葉でありますけれども、

とはできませんでした。１週間神戸のオリエンタ

「日本なくして中国なし。中国なくして日本もな

ルホテルに滞在していました。頭山満をはじめと

し」
。さらに1923年、犬養毅に対して宛てた手紙

して、たくさんの人たちがオリエンタルホテルを

の中で言った言葉ですけれども、
「日本の維新は

訪れて孫文と話し合いをしていきました。その間、

中国革命の先駆けであり、中国革命は日本の維新

神戸商業会議所会頭の瀧川儀作が、孫文に「大ア

の結果である」
。このように日中は相互関係にあ

ジア問題」というテーマで講演をしてほしいと依

るという捉え方をしていました。そして最後の「大

頼したわけです。孫文はそれを受けて、11月28日

アジア主義」講演については、彼が中国に戻った

兵庫県立神戸高等女学校̶今の兵庫県庁のあると

後これを論文として新聞に発表いたしますが、そ

ころですが̶そこで講演を行いました。
「大アジ

の際彼は講演の一番最後で、日本人はこれから

ア主義」講演です。会場は立錐の余地もない、大

いったいどういう道をたどるつもりなのかという

変な数の市民が押しかけました。2,000人とも3,000

問題を投げかけます。
「これからの世界の文化に

人とも言われております。孫文の通訳をしたのが

対して西洋覇道の鷹犬となるのか、それとも東洋

右側に立っている戴季陶（戴天仇）です⑻。彼は

王道の干城となるのか、このことについて日本国

後に「日本論」という有名な本を書く人物です。

民はよくよく考えていただきたい」と、講演を結

日本語が非常にうまい人でした。20年ほど前、私

んだのです。孫文は1925年に亡くなりましたが、

はこの講演を聞いた人の話を聞いたことがありま

結局日本は覇道の道を選択をしてしまい、彼の問

すが、孫文そのものの講演よりは戴季陶の通訳が

いかけに対して応えられなかったのではないかと

素晴らしかったという人が少なからずおられまし

思っております。

た。しかし、この講演を聞いた方々もたぶんもう
ご存命ではないでしょうね。
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だったというだけではなく、戦後においてもそう

孫文と神戸̶戦後

なのですね。少なくとも神戸においてはそうだと

私は、かねがね孫文が戦後どういうふうに日本

思います。横浜とか長崎については後に横山先生

の中で生き続けてきたのか、あるいはもう少し限

からお話があると思いますけれども。中国のこと

定して、神戸という街の中でどう生き続けている

について何かやろうかという話になりますと、華

かということにもっと関心を持ってよいのではな

僑の人たちと神戸の市民が、一緒にやろうではな

いかと思ってきました。最初に、私がこういう場

いかという話にすぐなっていく。これには近代に

でお話をさせていただくというのは、実は孫文と

おける神戸の華僑と神戸の市民、神戸の行政ある

いう存在があってのことだということを申し上げ

いは実業界との交流の長い伝統の上にあるという

ましたが、私は、孫文というのは日本にとって「二

こと感じています。特に孫文は、先ほど来お話し

つの絆」の役割を演じてきているのではないかと

てきましたように1913年と1924年の二つの良き思

考えております。一つは日本と中国との関係、こ

い出、素晴らしい思い出が神戸にはあるというこ

れをつなぐ役割ということです。孫文は、中国人

と、これが非常に大きく作用していると思います。

自身にとっても「絆」の役割を現在果たし続けて

孫文記念館をぜひご覧いただきたいと思います

いますね。台湾の人と大陸の人とが話をする場合

が、その入口に「天下為公（天下を公と為す）」

に、孫文ということであれば話ができるわけです。

という孫文の書から取った碑があります⑼。今回

毛沢東や蒋介石となるとお互い戦争（内戦）を

の展示にも出品されている桜木さんという方に贈

し合った仲なので、なかなか二人を話題に仲良く

られた書にも同じような言葉を孫文は書いていま

話をするというわけにはいかないところがありま

す。彼の好きな言葉の一つだったようです。この

す。しかし孫文であれば、先ほど申しましたよう

碑の裏に劉増華という人の書いた書が彫られてい

に清朝を倒して民国を創建したと、それから国共

ます。
「永奠親善之基（長く親善の基を定める）」

合作を推進したと。しかも孫文はその時点で生涯

と書かれております。戦後間もなくの時期であり

を閉じたのです。その後の国共対立などの場に孫

ますから、国民政府が華僑のことを管理する事務

文は居合わせなかったということも働いていると

所を大阪に置いていました。劉増華はそこの代表

思いますけれども。

でした。碑をご覧になったらぜひ裏側も見ていた

私たち日本人と中国人との間の関係においても

だきたいと思います。碑の元になった書は、先ほ

孫文の存在については同じようなことが言えるだ

ど申し上げました「大アジア主義」講演を行った

ろうと思います。もう一つは日本人と在日華僑の

時に孫文が、会場となった神戸高等女学校の求め

人たち、神戸がまさにそうですが、この両者をつ

に応じて書いたもので、今は神戸高等学校の校長

なぐ、そういう役割を孫文は果たしていると思い

室に「校宝」として大事に保管されております。

ます。先ほどお話しましたように、孫文が日本に

この碑を作る時に活躍した池田豊という人物がい

来るということになりますと華僑の人と日本人が

ました。彼は民論社という団体を作って神戸の湊

一緒になって歓迎する。兵庫県や神戸市、あるい

川で活動していました。この池田と神戸華僑の陳

は神戸の商業会議所とか、さらには神戸の経済界

徳仁の二人が協力して、各界に働きかけてあの記

の人たちを含めて孫文を歓迎するという点では非

念碑を建立したのです。池田がその時の「趣旨書」

常に盛り上がる、
「よし、やろう」ということに

を書いていますが、その中に「将来は孫文記念館

なった。近代の中国人の中でこういう人物はいな

としてこれを施設し、広く孫文先生の御遺蹟をの

いのではないかと私は思います。これは戦前そう

こし度」とあります。将来は是非この移情閣を孫
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文記念館にしたいものだということを彼は訴えて

の時、主催は神戸商業会議所ですが、大阪朝日、

いたのです。この池田豊という人物がどういう人

大阪毎日、神戸又新、神戸と四つの新聞社が後援

なのかということも、実は私たち記念館で調べて

し、４紙が共同で講演会の「会告」をそれぞれの

おりますが、まだよく分からない点があります。

新聞に掲載しました。その影響もあって、たくさ

当時世界連邦という運動を、尾崎行雄とか、賀川

んの人が会場に押しかけました。当時日本政府が

豊彦といった人たちが推進しておりました。池

あまり歓迎しなかった孫文を神戸の人は大歓迎を

田は尾崎や賀川と交流があったようで、世界連邦

する、こういう構図ですね。今ではどうでしょう、

を主張していました。池田がどこで孫文と接点を

中央政府があまり喜ばないことを地方の自治体が

持ったのか。実は生没年もまだ分からない、兵庫

このようにやれるかどうか。当時の神戸は日本経

県で出たいろいろな人名事典にも出てこないので

済のなかで大きな位置を占めていました。貿易の

すが、そのような活躍をした人物が実は孫文に惹

面でも横浜が関東大震災で大きな痛手を受けたと

かれて今に残る碑を建立したのです。戦争が終っ

いうこともありましたけれども、日本で最大の貿

て後３年の時期に孫文を記念する碑を建立する

易の扱い額を誇った、そういう時代ですね。神戸

ために、神戸の人たちが華僑と一緒に奔走してい

では一方では激しい労働争議が起こっていました

たというのは、やはり神戸にとって素晴らしいこ

が、ある意味では非常に活気のある時代でもあっ

とだったと私は思っております。そしてこのエピ

たわけです。４紙の「会告」は、意気盛んな宣伝

ソードは、繰り返しになりますけれども、孫文と

文句になっております。当時の、つまり1924年と

神戸との短いけれどもドラマチックな出会いの記

いう時期の日本人、あるいは神戸の市民が孫文を

憶が神戸では戦後ずっと生き続けていることの表

どういうイメージで描いていたかということを理

れの一つではないかと私は思っています。

解していただけるのではないかと思いますが、そ

移情閣は阪神淡路大震災の前にいったん解体さ

こには三つのフレーズが使われています。孫文は

れました。完全に復元するために解体作業をして

「支那革命の先覚者」
、つまり辛亥革命を成し遂げ

いる時に震災に遭ったので、幸い被害がほとんど

たということですね。それから「東亜聯盟の唱首」、

なかったのです。そのお陰で復元にとっての支障

これは日本側の期待を込めた言葉でもあります

は最小限で済んだのです。
「天下為公」碑の除幕

が。そして「日支親善の楔子」と。「楔」、この場

式には小寺謙吉神戸市長と岸田幸雄兵庫県知事か

合は繋ぎ目、今で言うと「絆」ということになる

らも花輪が贈られ、移情閣の正面には神戸中華青

でしょうか。そういうものとして孫文を迎えたと

年会という看板がかかっておりました⑽。これは

いうことを示しております。
話がまたずいぶん飛んでしまいますけれども、

戦争が終わった８月15日に神戸華僑の陳徳仁らが
作った団体です。呉錦堂の親族から戦後移情閣の

1980年代初、移情閣を孫中山記念館にするという

管理を委ねられていたのです。そういういきさ

いきさつについてですが、坂井時忠兵庫県知事、

つを背景に持つ建物であります。
「天下為公」碑

李万之神戸華僑総会会長そして須田勇神戸大学元

の製作に携わった人たちの写真が残っていますが

学長、この３者が合意の署名をするという形で孫

⑾、右から二人目が池田豊です。数年前、その一

中山記念館が創設されることになりました⑿。そ

人の元山清という方（左から二人目）のところを

してこれは昨年ですけれども、経済的にバック

お訪ねして、作られた時のお話を伺ったこともあ

アップするということで、地元の経済界などが中

ります。

心になって孫中山記念会賛助会というのが結成さ

また話は元に戻りますが「大アジア主義」講演

れました。この時会長になっていただいたのが田
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雅元川崎重工業会長（当時）です。ここで 1913

説明しております。なお「天下為公」という言葉

年の川崎造船所社長の松方幸次郎とつながります

の説明にはいろいろありますけれども、昔、
「大

ね。私は「神戸モデル」ということを言っており

道の行われしや、天下を公と為す」、しかし「今、

ますけれども、日本と中国を結ぶもの、それと神

大道既に隠れ、天下を家と為し」
、と対応関係と

戸の中の日本と中国との関係を結ぶものとして戦

なっていることに注意していただきたいと思い

前は華僑・行政・経済の三角形が形作られていま

ます。これら二つの言葉の間にはいろいろ説明が

した。現在はそれに学術界や市民なども加わる形

入っていますが、
「天下為公」の実現している社

で五角形の関係が神戸にはできていると思ってお

会を「大同」といい、
「天下為家」としている状

ります。そして孫文や孫文記念館というものはそ

況を「小康」と言っています。中国は今、全面的

のような五角形の関係の上にある、あるいはその

「小康」の社会の実現を国家目標としています。
「大

五角形を繋ぐ「絆」の役割を果たしているのでは

同」はまだ日程に上ってきていないのです。
「天

ないかと考えています。世界の華僑の孫文記念館

下を公と為す」
、そういう「大同」の社会を実現

の中でこのようなスタイルのものはたぶんここ神

したいというのが孫文の遠大な理想ではなかった

戸だけだと思いますね。

かと思います。
以上でお話を終わらせていただきます。ありが

おわりに̶「天下為公」

とうございました。

2011年は辛亥革命100周年の年です。中国では

（後記：当日はパワーポイントで 32 枚の写真を

大きな行事が計画されております。私たちもいろ

用いてお話しました。文章化するに当り、写真は

いろやろうと準備を始めています。それからこれ

12枚にしぼり、一括してまとめておきました。( )

はつい先日の11月１日に設置したものですが、
「天

内の数字は写真の順を示しています。なお、文章

下為公」碑の説明文がようやく出来上がりました。

化に際し、講演にいくらか手を加えました。ご了

ぜひご覧いただきたいと思います。どういういき

承下さい。）

さつでこのような碑が作られたのかということを
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【司会】 先ほどと同じように、事実確認のご質問

日本が孫文の革命について資金を援助してくれる

がございましたら。お１人に限らせていただきま

ならば、満洲は一時日本に譲渡してもいいと。租

すけれども、いかがでしょうか。

借ということだと思いますけれども、孫文がそう
言ったことは事実だと私は思っております。孫文

【質問者】 孫文と満州問題ということでは言及し

は、広東の出身で、万里の長城の外にある満洲は

ておられなかったと思うんですけど、その辺につ

遠い地域と感じていたのではないかと思います。

いてちょっとお伺いしたいと思います。満州につ

ある中国の研究者が言うように、孫文はさしあた

いて、清朝の聖地であって、サライであったと私

りは日本に渡してもいいが、将来は取り戻す、と

も理解しているんですけれども、その辺は孫文は

考えて日本人に対してそのように言ったのではな

納得しておられたのか、それとも頭山満先生あた

いか、と思っています。

りとどういう話をされていたのかということを私
【司会】 安井先生どうもありがとうございまし

はちょっと知りたいと思います。

た。それではここでちょっと休憩を入れさせてい
【安井】 これは1912年頃の話になるかと思いま
す。中国東北部、満洲を日本に譲渡する、つまり

ただきます。３時10分に再開させていただきます
のでよろしくお願いいたします。

≪講師略歴≫
安井三吉
1941年

東京都生まれ。
東京大学文学部東洋史学科卒業。
神戸大学国際文化学部教授。

現在：神戸大学名誉教授、孫文記念館館長。
専攻：中国近現代史
主な著作：
『孫文・講演「大アジア主義」資料集：1924年11月日本と中国の岐路』（陳徳仁氏と共編、法律文化社、1989年）、
『盧溝橋事件』（研文出版、1993年）、『中国近代化の歴史と展望』（池田誠氏、上原一慶氏と共編、法律文化社、
1996年）、『1930年代華北をめぐる日中関係資料：柳条湖事件から盧溝橋事件へ』（2000年）、『孫文と神戸：辛亥
革命から90年』（陳徳仁氏と共著、補訂版、神戸新聞総合出版センター、2002年）、
『帝国日本と華僑：日本、台湾、
朝鮮』（青木書店、2005年）、『図説中国近現代史』（共著、第 3 版、法律文化社、2009年）。
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〈展示会〉

孫文と長崎
北九州市立大学大学院教授

横山宏章

【司会】 それでは再開させていただきます。３番

こで抱いた最初の疑問は、
「孫文はこの長崎に何

目のご講演者は北九州市立大学大学院教授の横山

回来たのだろうか」ということでした。長崎の関

先生です。ご講演の題は「孫文と長崎」です。横

係者に聞いても「何回来たかよく分からない」と

山先生のご専門は中国近現代史ということでいい

いう返事でありまして、知り合った長崎の華僑、

と思いますけれども、特にご著書の中で本日の講

あるいは長崎の華僑・華人史を調べております陳

演と関係のありますところは、
『長崎が出会った

東華さんという方に聞いても、
「いやあ、確かな

近代中国』
、あるいは『孫中山の革命と政治指導』、

数は、分からないんだよなあ」という次第でござ

さらには『孫文と袁世凱』などです。特に横山先

いました。
そこで、私は自称孫文研究者でございますので、

生は孫文ならびに陳独秀研究の第一人者でありま

じゃあ孫文は長崎へ何回来たのか、ちゃんと確定

す。では横山先生、よろしくお願いします。

をしましょうということで、調べ始めたわけであ
【横山】 ただいまご紹介いただきました横山でご

ります。長崎の人が知らないということは、たぶ

ざいます。今日は神戸の皆様方に孫文のお話がで

ん長崎での文献を調べた限りでは何回か分からな

きるのを非常に嬉しく思っております。安井先生

いということだろうと思いまして、外交文書だと

の「孫文と神戸」に続きまして、今日は「孫文と

か、孫文と仲がよかった宮崎滔天の全集とか、あ

長崎」というお話をさせていただきたいと思いま

るいは孫文の著作などから調べていく以外にあり

す。

ません。その結果、私の勝手な「横山説」として

私は６年間、長崎の大学で教えていた時に、長

確定したのが、皆さんにお配りしたものの一番上

崎華僑の方々と知り合いました。長崎華僑の方々

にある「孫文来崎表（1897年〜1924年）」のよう

と一緒に、『孫文と長崎』という、今日のタイト

な「９回来崎」説です。これは決して定説ではな

ルと全く同じですが、写真を中心にした本を編纂

いので、誰かによって崩されるかも分かりません

しました。2003年に出版しましたから、もう６年

が、今のところ、長崎でも９回と言われるように

前になります。この本を中心に、長崎での孫文に

なりました。先ほど神戸には18回、合計50日余り

ついて、少し紹介をしていきたいと思います。

滞在されたという話がありましたが、長崎は神戸

私は1999年に、県立長崎シーボルト大学という

の半分ですね。

新しい大学の開校のために着任いたしました。そ

実は、長崎にはそんなに長くは滞在しておりま

れまでは東京の大学で長く孫文や陳独秀などの研

せん。あまり大声では言えないのですが、長崎華

究を進めていたわけでありますが、
初めて地方（と

僑は孫文には冷たかったようです居心地が悪かっ

言う言い方は失礼ですが）の長崎に来ました。そ

たのかもしれません。後からその辺の経緯は述べ
77
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ますが、まあそういうことでお手元の表にありま

「ちょっとだけ長崎滞在」というのも入れて、合
計が９回ということになったわけであります。先

すように９回と確定したわけでございます。
長崎に９回来たと言いながら、実はちょっと

ほど長崎遊郭の鹿島屋というところで食事をした

オーバーな表現でございます。もともと長崎には

と言いましたが、この写真が当時の丸山町の遊郭

上海と繋ぐ連絡船の定期航路があって、上海丸と

です。江戸時代から続いた日本三大遊郭の一つで、

長崎丸という二つの船が行ったり来たりしていた

写真の一番奥の左側が鹿島屋です。

わけであります。今はほとんど飛行機で中国に行

では本格的に長崎に滞在したのは何回かと言う

きますが、当時は中国に行こうとすれば、もちろ

と、たったの２回しかない。１回目が1897年の11

ん神戸から船で中国に行く、あるいは横浜から船

月です。神戸は1895年が第１回目というお話をさ

で中国に行くケースもありましたが、長崎からが

れていましたが、その２年後です。この１回目は、

中心です。仮に東京の人が中国に行く場合も、長

「無名の英雄」と言って、宮崎滔天が非常にお世

崎まで汽車で行って、長崎で連絡船に乗船して上

話になった渡邉元（はじめ）との出会いでありま

海に行くというのが一般的でありました。日本か

す。渡邉元の家に泊まっていましたが、何日いた

ら大陸に行く人、大陸から日本に来る人は、日本

かはよく分かりません。これはあくまでも宮崎滔

人も中国人も長崎は必ず通過しておりました。

天の書かれた文章の中から確認できるわけであり

そこでパワーポイントに「ちょっとだけ長崎滞
在」という項目を作ったのですが、孫文もちょっ

まして、それ以外に資料がないので正確なことは
よく分かりません。
ちゃんと滞在した２回目は、８回目に当たる

とだけ長崎にいたケースがたびたびありました。
これも 1 回に数えないと、回数が増えないという

1913年の３月です。先ほど神戸でもお話が出まし

ことで、堂々と回数に入れました。安井先生の話

たが、孫文が中華民国の建国の英雄として、辛亥

を聞くと「いや、神戸もそうでね」ということで、

革命後に日本に来た時のことです。まず一旦は長

「ちょっとだけ神戸滞在」も18回の中に入れられ

崎に上陸し、そこから汽車で東京に向かいました。

たということです。２回目と３回目は1900年に来

東京で政府関係者といろいろな交渉をし、帰りに

ておりますけれども、２回目は長崎から同行する

再び長崎に寄っています。その時、２泊３日も長

日本人の同志を船上で迎えたにすぎません。宮

崎に滞在しています。２泊３日の長崎滞在を、私

崎滔天や内田良平が長崎から船に乗って、孫文と

は長い滞在と計算させていただいております。そ

合流しております。３回目は昼に上陸いたしまし

の２回だけが、言わば本格的な長崎滞在でござい

て、長崎の遊郭に有名な丸山町というのがござい

ます。

ますが、そこの鹿島屋というお店に芸妓さん 2 人

最初の1897年は、日清戦争の後でございます。

を呼んで昼食を済ませ、そのまま船に戻ったとい

孫文は宮崎滔天に連れられて、初めて長崎を訪れ、

うケースも、長崎滞在に入れております。あるい

渡邉元と知り合いました。当時の孫文と渡邉元

は、６回目は1907年とありますが、孫文はドイツ

が一緒に写っている写真がないので、当時の長崎

のプリンス・アリス号という船上で長崎在住のロ

市街地の写真をご紹介しておきます。映像は、翌

シア亡命政治家でありますニコライ・ラッセルと

年の1898年という年号が確定している長崎居留地

会談をしております。これは船の中でずっと夜を

の写真でございます。ちょっと小山の高い森の辺

徹して会談をしたということです。だから上陸は

には西洋館が建っているのがお分かりかと思いま

しておりません。このような大きな船の場合は、

す。手前のほうは普通の日本家屋であります。神

船がホテル代わりになっていました。このような

浦川が流れ、その先は長崎の港であります。船が
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多く碇泊し、大型の船もあります。長崎へ行かれ

受けて渡邉元が「滔天ってなかなかいいじゃない

た方はお分かりだと思いますが、グラバー園へ行

か。宮崎、お前これから滔天と号しなさい」と言っ

く電車の駅付近の写真です。ここから橋を渡って

たので、それ以後宮崎滔天となったと言われてお

グラバー園の方に行きます。この辺にちゃんぽん

ります。それまでは宮崎寅蔵という名前でありま

料理の発祥地といわれる四海楼というレストラン

した。私は長崎にいる間、その寺はどこだろうか

があります。これは色が着いておりますが、たぶ

と、長崎の郷土史家の方と一緒になって一生懸命

ん後から色を着けた写真だと思います。孫文とは

探しました。菩提寺（固有名詞です）
、晧台寺、

関係ない写真ですが、だいたいこういうような感

福済寺、この３つの禅寺のどこかであることは間

じの長崎に孫文が来ました。

違いないんですが、福済寺は原爆で焼けて記録が

この１回目に会ったのが渡邉元という人です。
この人は長崎で炭鉱主をしていました。ほとんど

残ってないということもあって、確定はできませ
んでした。

世には知られていない人ですが、孫文と日本人

長崎で『東洋日の出新聞』を発行していた鈴

の名簿を作る時には、ぜひとり上げていただきた

木天眼宅前で孫文たちが写った横長の写真があり

いと思います。私は渡邉元の伝記である『草莽の

ます。孫文の縁に立つ鈴木天眼と宮崎滔天の２人

ヒーロー』という本を書きました。彼はもともと

は仲が良くて、一緒に革命派を援助しています。

孫文が来る前に韓国の改革派（開化派）の金玉均

1913年３月の写真です。これは孫文が熱狂的に迎

を、これも秘かに世話をしていました。金玉均が

えられた時のことであります。1912年の１月に中

上海で暗殺され、東京で行われたその葬儀で、宮

華民国が誕生して孫文は初代臨時大総統となり、

崎滔天が渡邉元の存在を知りました。宮崎滔天が

同年３月には袁世凱に臨時大総統の座を譲位い

渡邉元に、俺を支援してくれという形で、２人の

たします。その翌年の、まだ袁世凱と関係が良い

交流が始まります。そして宮崎滔天が孫文を連れ

時に、孫文は鉄道の建設資金を調達するために日

て、ふるさと熊本の荒尾に行った帰りに、長崎に

本政府との交渉に来日し、帰りに長崎を訪問した

わざわざ寄っています。渡邉元を紹介するためで

わけであります。この時は非常な熱狂ぶりで、真

す。彼の家で孫文と宮崎滔天が滞在をしています。

中のシルクハットをかぶった孫文の隣に鈴木天眼

宮崎滔天に言わせればこの渡邉元は「無名の英雄」

の夫婦がいます。手前から３人目の背の高い人が

で、表には出ないけれども非常に革命派を助けて

宮崎滔天であります。天眼の隣のちょっと背の小

くれたということであります。当時長崎で炭鉱開

さい方は西郷四郎と言いまして、空中投げの「姿

発に従事していて、成功した時は非常に羽振りが

三四郎」のモデルになった柔道家であります。西

いいのですが、失敗もたびたびしまして、孫文が

郷は長崎で『東洋日の出新聞』の新聞記者をして

袁世凱に敗れた時に、
「残念でしょうがない。俺

おりました。その隣が先ほど名通訳と言われまし

がもし炭鉱の開発に成功して大金持ちになってた

た戴季陶（戴天仇）であります。この写真に写っ

ら、孫文に絶大な資金の支援をして、袁世凱など

ている13人全員の名前が分かっていますが、この

に敗れないような政府を作ってあげられたのに」

全員の名前を確定したのは私が初めてじゃないか

と嘆き、「できなかった、残念だ」ということを

と思います。一生懸命に他の写真と照合しながら、

宮崎滔天に語ったということです。

一人ひとり確認して、全員の名前を確定いたしま

その時に孫文は宮崎滔天と、ある禅寺に行って

した。

おります。そこのお坊さんが仏教の法典から「白

それまではけっこう孫文は長崎に冷たかったの

浪滔天」という言葉を紹介したので、その言葉を

ですけれども、鈴木天眼を表敬訪問したというの
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は、宮崎滔天達を通して、革命派を援助してくれ

ぶん中国から来た随行員だと思います。

た言論界のスター（と言ってもまあ地方の新聞の

現在福建会館の前の広場、すなわち先ほどの

親玉でございますが）であったからです。その扱

写真が撮られた地点には、2001年に上海市から贈

いに感謝して表敬訪問をしております。その場所

られた孫中山像が建てられております。長崎に来

には、現在小さい碑が立っております。その時、

られた折はぜひこの唐人屋敷跡、福建会館に立ち

孫文は長崎の誇る三菱造船所を訪れています。

寄っていただきたいと思います。この写真は鳳鳴

もともと孫文は清朝打倒の言わばテロリストで、

館での集合写真。先ほど丸山町の遊郭に鹿島屋と

清朝から指名手配されて首に賞金がかかった人で

いうのがあるとお話しましたが、その隣には花月

すから、清末の革命家時代は、なかなか彼を歓

楼という有名な料亭がありまして、坂本龍馬など

迎するということはできなくて、華僑も歓迎しな

が酒を飲んで騒いだというところでございます。

かった。そうした厳しい状況の中で、唯一宮崎滔

その裏側、庭の上側にありましたのが鳳鳴館で、

天や鈴木天眼達は支援をしてくれた。今回の訪問

当時の県知事、あるいは市長や地元の名士達との

は中国政府の代表者で、もと国家元首であるわけ

記念写真でございます。

ですから、堂々と活動し、長崎の造船所にも行っ

孫文は神戸からの帰りに宮崎滔天のふるさと荒

ております。ここにある写真は、その埠頭で撮っ

尾に寄り、最後に船に乗るために長崎に向かいま

た写真だと中国の本には書いてあります。永豊艦

した。その時、長崎県知事が諫早というところで

という中国の砲艦が造られた直後に行ったわけで

孫文の列車に乗り込んで、長崎まで一緒に行った

す。永豊艦というのは、その後に政治的なドラマ

という大歓迎ぶりでありました。当時孫文がいか

の主役になり、最後は孫中山の名前を取って中山

に著名であり、熱狂的に迎えられたかということ

艦と呼ばれた砲艦です。それが三菱造船所で造ら

がお分かりになると思います。これは長崎県長崎

れたばかりの時に、彼は訪れています。その前に

市商工会の関係者の写真であります。このあと23

も神戸で川崎造船所を訪れています。彼は天下を

日に天洋丸という船に乗って長崎を離れました。

取って、これから国を強化するためには軍艦が必

最後の訪問は1924年の11月23日です。先ほど紹

要である、海軍を整備しなければいけないという

介されました神戸で「大アジア主義」演説がなさ

ことで、日本側の軍艦製造能力を確認するために

れた時の旅です。この時はすでに病魔に侵されて

も、各地を回っていたわけであります。

いましたが、上海から長崎に上陸し、神戸に行き

この時は先ほど言いましたように、長崎でも

ました。東京には行けずに、そのまま天津から北

大歓迎をされました。長崎の唐人屋敷というのは

京に向かうという形になるわけです。その最後の

皆さんもご承知かと思います。江戸時代の出島に

日本訪問の時には、長崎では船から下りることな

は、オランダ商館があってシーボルトなどが滞在

く長崎港の船上で記者会見をしています。ここで

していましたが、中国貿易で来られた唐人が住ん

は中華民国を左右するのは国民の力であるという

でいたのが唐人屋敷です。その跡地には福建会館

ことを演説し、神戸での有名な演説である大アジ

というのが今もございます。この写真は、そこに

ア主義の原型が、長崎でも語られたと言われてお

集まった長崎在住中国人の方々との記念写真であ

ります。
この機会でありますから、孫文の仲間達と長崎

ります。孫文と長崎華僑がにこやかに一緒に撮っ
ているのは、この時だけでございます。真中に孫

の関係を簡単に紹介しておきたいと思います。
まず孫文の片腕と言われた黄興でございます。

文がいまして、中国服を着ているのは地元華僑の
方々だと思います。ネクタイをしているのは、た

黄興は 1909 年の 1 月に、宮崎滔天と一緒に鹿児
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島の西郷隆盛のお墓を見た後、長崎に来ておりま

係は悪くなりまして、孫文が東京で中華革命党を

す。先ほど紹介しました『東洋日の出新聞』の西

結成した時、彼等は合流しておりません。そして

郷四郎（いわゆる姿三四郎）と酒を飲んでおりま

独自な対応をとるわけです。そのような複雑な時

す。宮崎滔天も酒が大好きで、この時の記録によ

期に、長崎にも亡命者コミュニティーが、だいた

りますと、連日酒びたりということで、黄興も一

い２年近く続いていたということは、あまり知ら

緒に飲んでおりました。この長崎訪問は外交文書

れていないようです。
それから「蒋介石と長崎」をご紹介いたします。

にも記録がありまして、外交文書と宮崎滔天の記
録はほぼ一致するから、間違いありません。その

1913年の９月に第二革命に失敗して次々と亡命を

後、ある人の回想によりますと、長崎の有名な芸

繰り広げるわけでありますが、外務省の記録によ

者である愛八が登場します。なかにし礼の小説「ぶ

りますと、1914年５月の段階で長崎を通過した亡

らぶら節」の主役で、映画では吉永小百合が演じ

命者、第二革命に敗れた亡命者は260名に上ると

た愛八が、黄興のお世話をしたということです。

いうことが明らかになっております。もちろん奥

これは本当か嘘かよく分からないのですけれど

さんや子供を連れて亡命している人も多いわけで

も。回想によれば、黄興は一生懸命いろいろな詩

すが、その家族は数に入れず、純粋に軍人が260

を書いて愛八にあげた。愛八はそれがかの有名な

名亡命したということであります。その 1 人が蒋

黄興であるというのは全然教えられていなかった

介石です。蒋介石がこの時、長崎の新聞に受け

ので、他の人に多くの書をあげてしまった。革命

たかなり長いインタビューが記事にされておりま

が成功して中華民国が誕生した時に、あの人が実

す。日本語でしゃべったのかどうかはよく分から

は黄興だったんだよと言われてびっくりして、あ

ないのですけれども。と言うのは、ご承知のよう

あ、あげなければ良かったなと思った、というよ

に蒋介石はもともと日本に留学しておりまして、

うな話があります。

新潟の高田の部隊に軍人として勤めていました。

それから第二革命。孫文が袁世凱に反乱をした

辛亥革命が起こったので秘かに休みを取って、勝

第二革命では、軍事蜂起した国民党系都督の柏文

手に中国に戻って、そのまま革命に従軍しました。

蔚と李烈鈞の２人が有名です。柏文蔚は1913年の

日本の軍律から言えば逃亡した人間なのです。そ

８月の末から1915年の５月まで、長崎で亡命生活

の後、一国の親分になりましたら日本の陸軍も文

をしておりました。第二革命の敗北で、いろんな

句を言わなくなりますが、長崎に舞い戻ったこの

人が日本へ亡命をいたします。ほとんどの人が先

時に、新聞社のインタビューを受けております。

ずは長崎に上陸するのですが、その後は各地に散

彼は自称准将と、かなり高い地位を言っています

らばっていきます。孫文はこの時は長崎に上陸し

が、その頃はまあたいしたポストではなかったの

ていませんが、長崎に上陸した柏文蔚はそのまま

ですが、大物ぶったのでしょうか。１週間ほど滞

長崎に居を構えて、亡命生活を開始しました。外

在して東京へ出ております。
もう一つ。1927年の９月に蒋介石は島原半島に

務省の記録によれば、長崎に21人の亡命者が存在
して、亡命者コミュニティーを形成していました。

ある雲仙温泉と、その下にあります小浜温泉へ３

家族を含めますと43人です。李烈鈞は京都に亡命

泊ほどしております。1927年とは、もう国民革命

したのですが、奥さんを長崎に呼んでおります。

が華やかな時で、国民革命軍総司令として蒋介石

そこで長崎に李烈鈞がやって来て、長崎の郊外の

が指揮した北伐戦争で、長江（揚子江）以南の中

温泉で柏文蔚と会合を重ねております。その頃、

国を支配した時の最高指導者ですから、蒋介石は

ちょっと黄興、李烈鈞、柏文蔚の３人と孫文の関

もう非常に有名な段階です。全ての新聞で、島原
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半島における蒋介石の毎日の記録が明らかになっ

ものを売ったりしながらの生活を余儀なくされた

ております。ここで３泊した後、神戸に向かって

ということです。

おります。この時は、宋美齢との結婚の許しをも

長崎華僑は袁世凱が臨時大総統から正式の大総

らうために、宋美齢の親に会うために来日したと

統になった時、提灯行列をして袁世凱就任を祝っ

言われています。ところが、この時の蒋介石は、

ています。それに歯向かって第二革命に失敗し

新婚旅行で宋美齢を連れて雲仙と小浜に来たと、

た革命派に対しては、関係を持ってないというこ

当地のホテルのパンフレットに、そう書いてある

とが明らかになっております。長崎の人々は権力

のです。

や体制に迎合する性格を持っていたのでしょう

その時、実は蒋介石の秘書が雲仙のホテルで結

か。神戸や横浜の華僑の方とはちょっと性格が違

婚式を挙げ、花嫁さんを連れて小浜温泉にも来ま

うようです。
「何でそうなのだろう」ということ

した。蒋介石も一緒にそこで泊まっていて、ホテ

を、現在の長崎の華僑の方といろいろ話してみま

ルの主人へ書を書いてあげたのが、今もその温泉

した。たぶん長崎には古く清国時代から中華民国

に残っております。それは秘書が花嫁さんを連れ

にかけて、領事館がございました。今も中国の総

てきたのであって、宋美齢を連れてきたわけでは

領事館があります。長崎県を除く九州の事務は全

ないのです。当時、宋美齢はまだ上海にいました。

部福岡の総領事館が行なっておりますが、長崎の

ところがやっぱり伝説というのは面白いもので、

総領事館は、わずか長崎県だけの仕事をしていま

そういう話が膨らんで、いかにも蒋介石が宋美齢

す。日本に総領事館は多いですが、１県だけを担

と新婚旅行に来たというような話が、まことしや

当すると言う、そのような特殊なのは長崎にしか

かに伝わるのです。前日に泊まった雲仙温泉のホ

ありません。総領事館というのは数が限られてい

テルにもお電話をしたら、
「私達もそういう話を

ますから、長崎の総領事館はやめて、その分のコ

聞いています」という返事でした。雲仙や小浜で

ストを他の大都市に動かしたいという要望はある

は、まるで蒋介石が宋美齢を連れて新婚旅行で来

のですが、日中関係の最初の窓口という歴史的な

たというような伝説になっております。

経緯がありまして、今も長崎に小さな総領事館が

長崎華僑と危険な革命派との関係であります

あります。そのように長崎の領事館が清朝時代か

が、お尋ね者のテロリスト時代の孫文と地元の長

ら長崎華僑を直接的に管理していました。神戸の

崎華僑とは関係を１度も持っておりません。孫

華僑世界や横浜の中華街の中国人に比べて、長崎

文が長崎に来た時に関係しているのは日本人ば

の中華街の中国人は数が少ないようです。オール

かりであります。国粋主義者として有名な内田良

ドカマー、昔の華僑は、今も 90 何世帯だそうです。

平とか、どちらかと言うと戦前の大陸浪人派の連

中華商工会に加盟しているのは 90 何軒と聞いて

中、あるいは頭山満のグループとかそういう人達

おります。数が少ないから、一人ひとりの華僑の

であって、華僑とは関係はありません。ところが

行動が領事館によって監視されている、把握され

1913年のように権力者となって公に存在が認めら

ているということが言えるんじゃないだろうかと

れた時の孫文は大歓迎されております。第二革命

思います。むしろそのような亡命コミュニティー

に失敗して先ほどの柏文蔚を中心にした亡命者の

の中国人革命派については、
『東洋日の出新聞』

コミュニティーが長崎にできますが、その亡命革

の鈴木天眼など日本人のほうが支援した形跡があ

命派に対しては、長崎華僑は一切支援をしており

るわけでありまして、残念ながら長崎華僑は、政

ません。危険な亡命革命派であるからです。支援

治的な亡命者や、袁世凱政権から逮捕状が出てる

がない亡命中国人は生活に困り果て、持っていた

ような危険な人物には関わりたくなかったのじゃ
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たら、孫文の銅像があります。なぜこのようなと

ないかと思います。
最後に、私が関係した本のことを紹介させてく

ころに孫文の銅像があるのかと言えば、先ほどの

ださい。渡邉元につきましては『草莽のヒーロー』

お話の由来で上海市から贈られたものでございま

として長崎新聞社新書で出しています。調査を開

す。間もなく長崎では旧正月、すなわち春節にラ

始した時、長崎の県立図書館の担当者に聞いても、

ンタンフェスティバルというのがあります。まあ

最初は「渡邉元に関する史料を出してください」

神戸の方は長崎に行かなくてもそういう雰囲気は

と尋ねたら、
「渡邉ゲンって誰だ」という返事で

味わえるかも知れませんが、長崎もよろしくお願

した。長崎の人が誰も知らなかったという人物で

いします。どうもご清聴ありがとうございました。

あります。その人の伝記を書いております。亡命
中の柏文蔚につきましては『長崎が出会った近代

【司会】 それではまた何か事実関係等についてご

中国』海鳥社に書いています。先ほど長崎の三菱

質問がございましたら、お１人様からお受けした

造船所の紹介でお話しました中山艦の歴史につき

いと思いますが、いかがでしょうか…。特にない

ましては『中国砲艦「中山艦」の生涯』汲古書院

ようですので、また改めて最後に４人の先生方に

という本を出しております。それから、長崎文献

前へ出ていただきまして、質問の時間を取ってい

社から『孫文と長崎』という本を出しております。

ただきます。どうも横山先生ありがとうございま

私は別に長崎の代表者じゃありませんが、もし長

した。

崎に旅行される機会があって唐人屋敷を訪れまし

≪講師略歴≫
横山宏章
1944年

山口県下関市生まれ。

学歴：一橋大学法学部卒業。
一橋大学大学院法学研究科博士課程中退。
法学博士（一橋大学）
職歴：朝日新聞記者。
明治学院大学法学部教授。
県立長崎シーボルト大学国際情報学部教授。
著書：『陳独秀の時代』慶応義塾大学出版会。
『中国の異民族支配』集英社。
『中華思想と現代中国』集英社。
『長崎が出会った近代中国』海鳥社
『孫文と袁世凱』岩波書店。
『中華民国』中央公論社。
『孫中山の革命と政治指導』研文出版。
その他多数
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〈講

演〉

東亜同文書院とそのあゆみ・大旅行
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

【司会】 引き続きまして私共東亜同文書院大学記

藤田佳久

す。また多くの方々にご参集いただきまして大変

念センターの藤田センター長が、ご挨拶並びに、

ありがたく思っております。併せて今回の講演会

引き続いて講演をいたします。皆さん方のお手元

に関しましてはご当地の兵庫県と神戸市の教育委

に「講師略歴」というプリントが配布されており

員会、あとで安井先生がご発表になりますが、安

ますが、私のほうから簡単にご紹介をさせていた

井先生が館長をやっておられます地元神戸の孫文

だきます。藤田センター長は文学部の教授であり

記念館、それから読売新聞社の後援をいただいて

ます。それから今ちょっと沙漠の植林というお話

おります。読売新聞社は我々の第１回目の横浜で

がありましたけれども、これは愛知大学が、鳥取

の展示・講演会以来たびたび後援をしていただい

大学の遠山先生の始められた日本沙漠緑化実践協

ています。今回の神戸は、全国での展示・講演の

会という組織に参加する形でやっております。藤

５回目です。本学当記念センターには孫文関係資

田センター長はその第２代の会長でもあります。

料が書院卒業生からの寄贈により、大きなコレク

東亜同文書院の学生達が卒業時に行なった中国

ションがあり、それを神戸の孫文記念館とのコラ

各地の調査、これは膨大な記録が残されておりま

ボレーションも計画し、その所蔵パネルをお借り

すけれども、私共の大学でも初めてそれについて

し、併せて展示することができました。私共の愛

本格的な研究を始められたのが藤田センター長で

知大学の孫文コレクションは後ほど武井ポストド

す。主な著作のところの「中国との出会い」第１

クターからの紹介があります。

巻から第４巻まで、それぞれ題が少しずつ変わっ

今日のテーマは「孫文̶神戸、長崎そして東亜

ておりますけれども、これらは全て東亜同文書院

同文書院・愛知大学̶」です。そのトップバッター

大学の学生達が中国各地を調査旅行した、その記

として「東亜同文書院とそのあゆみ・大旅行」と

録をまとめられたものです。それから「東亜同文

いうタイトルでお話をさせていただきます。私は

書院・中国大調査旅行の研究」という、これらを

専攻が地理学でありまして、あとでまたちょっと

基礎にした研究をなさっております。以上簡単に

お話しするチャンスがあろうかと思いますが、ベ

紹介をさせていただきました。

ルリンの壁の崩壊以前までは東西冷戦の最中であ
りまして、東亜同文書院というのは外地上海に

【藤田】 改めまして皆さんこんにちは。ただい

あった日本の学校なんだから、何らかの形で植民

まご紹介いただきました愛知大学東亜同文書院大

地への先兵とかスパイ活動をやったんじゃないか

学記念センター長の藤田と申します。今日はこう

と、とりわけ左翼系の方々からの批判がございま

いう立派な会場で我々の展示会ないし講演会を実

して、当時はなかなかそういう中で研究しまして

施することになりまして大変嬉しく思っておりま

も評価されなかったのです。私は地理学の立場か
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ら彼等が行なった膨大な調査旅行に出会いまし

の一番西の外側、当時周囲は田んぼの景観でした

て、現地でその記録内容の確認をしました。そし

けれど、今行きますと都心です。スカイスクレイ

てこれならいけるということで研究を始めました。

パーの建物が建ってるような一大中心地に変わっ

そして例のベルリンの壁が崩壊したあと、それ

ています。このキャンパスの建物は20年間ほど存

より前に私がすすめていた書院生による大旅行調

在し、書院の最盛期つくりましたが、また第２次

査研究に対して、1990年代の前半とくにマスコミ

上海事変の時に中国兵により放火され焼失しまし

の方々が東亜同文書院に非常に関心を持っていた

て、現在は残っていません。そのあとまだ歴史は

だいて、その内容に非常に注目をしていただきま

続きますが、それはまた後でお話します。

した。NHK の特集番組作成と放映を始め各大手

創始者はどなたであるかと言うと３人のキーパ

の新聞記者の方々から特集用記事の取材がありま

ーソンがございます（図１）
。一番目のキーパー

して、大変ありがたいと言いますか、忙しいけど

ソンはこの写真の真中の荒尾精という方です。こ

嬉しいということがございまして、改めて東亜同

の方は今で言う愛知県、尾張藩の出身です。若く

文書院がこの世の中で再評価されるというきっか

して創設間もない軍隊に入りまして、熊本鎮台に

けになりました。その後、今回のこのプロジェク

行った時に、あとで出てまいります岸田吟香が上

トも文科省のほうに認めていただきまして、多く

海でヘボンに教えてもらった目薬を作って販売し

の助成金をいただき、我々の施設もさらに整備す

ていた、ということがあり、中国に初めて入りま

ることができました。そしてこの機会を活かし、

した。それまでは日本人は漢詩漢文から描いた中

全国的のゆかりのある地へ出かけ、こういう形

国像、非常に美しいきれいな文化国というイメー

で講演会と展示会を開いてまいりまして、多くの

ジがあったのですが、現地へ入ったらずいぶん違

方々に知っていただくことができました。とりわ

う。その実像に触れて中国をもっと勉強しよう、

け第１回目に開催した横浜は、他の催しとも一緒

しっかり調査しようということで、その中で中国

でしたが３日間で25,000人の方に入場していただ

貿易というものの重要性を痛感するようになりま

き、こういう講演会も入場者があぶれてしまうぐ

す。

らいでした。東亜同文書院とはどんな学校だった
んだろうと多くの方に関心を抱いていただき、大
変ありがたく思っております。
ここでは最初に東亜同文書院の歩みを振り返り
ながら、そのあと私がこれまでやってきた大旅行
の研究を通じての東亜同文書院の成果を、改めて
図1

皆さんにお伝えしたいと思います。これが最盛期

東亜同文書院の創設者たち

の頃の、上海にありました書院の建物です。東亜

そして現地で集めた情報を、この右側の、仲間

同文書院は1901年に設立されます。最初は租界の

であり親友であった根津一、彼は書院の最初の院

中には建てないという原則がございまして、租界

長になりますが、この方に編集をさせまして、
『清

外に建てたんですが、ちょうど清国が滅びる少し

国通商綜覧』という当時の中国の実状を初めて約

前の混乱期でありまして、中国の清朝派と反清朝

2,000頁にわたって著した本を出します。日本人に

派の争いの中で戦火が校舎に及んで、２度までも

とっては初めての中国像が描かれており、ベスト

焼けてしまいました。これは３度目のキャンパス

セラーになって多くの人達に読まれたわけです。

で本格的なキャンパスです。今度はフランス租界

もうひと方、一番左が近衛篤麿で、貴族院議長を
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やられたり、若い時にヨーロッパへ留学したりさ

日本語と英語の辞書作りをするために上海へ行っ

れている見識の豊かな方であります。日清戦争の

て活字を利用。その途中で目薬を売ってお金をか

終了後日本の中では今までの欧米志向からアジア

なり儲けました。後に横浜へ戻って横浜日日新聞、

志向へ目を向けるグループがたくさん出てまいり

日本で最初の日刊紙を創刊します。その門下生の

ます。ずいぶん熱っぽいグループもありましたけ

中に「愛知大学」のロゴをデザインした高須とい

れども、その中で教育と文化の交流が一番重要で

う方がおられます。愛知大学のロゴマークとして

あるということで、東亜同文会という団体組織を

利用されています。

立ち上げてその理事長になった方であります。こ
の方が東亜同文会を通じて東亜同文書院を生み出
していく方針を出し、中国側と交渉します。その
時に右のお２人の持っていた構想、これも過去の
中国調査の中できちんとした貿易実務を担当でき
る人、当時の中国の貿易は清朝の時代でして、日
本人の手に負える単純なものではありませんでし
た。したがって現地でトレーニングをし、中国語
もマスターさせるという構想とドッキングしまし
て東亜同文書院が完成いたします。今風に言いま
すとビジネススクールの計画ということになるん
じゃないかと思います。
これが書院の歴代の院長です。映像が暗くて分
かりにくいかと思いますけれども、一番左上の根
津院長から、左下は近衛文麿、例の東京裁判の直
前に自殺をされた方ですね。近衛家の継承者です。
実際愛知大学の理事も長いこと、近衛家が理事と

図2

最後の東亜同文書院大学学長本間喜一

して入っています。今はお年を召したため名誉理
事になってますけれども、愛知大学にも継承され

私も最初の頃はこのあたりの事は訳が分かりま

ております。それから右側は、大学に昇格してか

せんでした。こんなに深みにはまっていくとは思

らの学長達です。一番右下、最後の本間院長（図

わなかったのです。最初のきっかけは書院の卒業

２）
、この方が引き継いで愛知大学を作られました。

生の会である滬友会に出入りしている最中に与え

ところで物語のスタートはこの岸田吟香。その

られたこの蘭州紀要です。情報がいろいろ書いて

息子さんが岸田劉生。
「麗子像」という女の子の

ある。これは誰がどうやっていつ作ったんだろう、

絵を描いた人ですが、そのお父さんですね。この

最初はさっぱり分かりませんでした。その中に記

方が美作の国、岡山県の山の中から幕末の江戸へ

録された中国の地名の分布を広げてみますとこん

出てこられて、ずっと勉強をして目を悪くされた

な形になります。蘭州というのはちょうど真中の

時に、明治維新直後で横浜に来ていたヘボンに出

ちょっと上のほうですね。西のほうの西域から華

会いました。ローマ字の表記で有名な方です。そ

北・華中へと地名がずっと出てくるわけでして、

の方は目医者で、目薬を作ったりもする方でした

これは明治の中期、10年代の作品ですけれども、

から、岸田吟香はそれをマスターしながら同時に

日本人がこういう広い範囲の地域情報を記載して
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やがて天津とか漢口にも中学校を作ります。そし

いたということです。
先ほどの荒尾精が岸田吟香を追って中国へ入っ

て戦争に入った頃いろんな工学系の学校を併合し

て、さらに漢口、揚子江の中流の中心地、そこ

て、言わばこういう形での総合的な教育システム

へ行きまして本屋さんをやりながら中国情報を集

を作ってていったわけです（図３）。

め、そこで先ほどの『清国通商綜覧』という本を
書いた。その時に地名を分布図で表わしますとこ
んなふうになります。中国中の地名を表している
ということが分かります。その中にこれは銅の製
品ですけど、中国ではこんな良い、日本にはあま
りない銅製品もきちんとできる。こういうものは
日中間の貿易で、お互いが利益を得ることができ
るんじゃないか。そのことが中国を経済的にベー
スアップすると言いますか、強めることができる。
それによって列強がその時代の中国にどんどん入
り込んでましたから、それに対する抵抗力を作る

図3

ことができるんじゃないかという構想がありまし

東亜同文会経営の学校の広がり

中国では最初に南京同文書院を作るんですが、

た。
そのあたりを一覧にまとめますとこんなふうに

義和団の乱が迫りまして上海へ移る。そしてきち

なります。一番左上、荒尾精と根津一、この方々

んとした形で1901年、東亜同文書院が誕生する。

が最初に東亜同文書院を作る前、日清貿易研究所

そして45年の敗戦と共に閉学しますが、翌年愛知

という学校をビジネススクールとして1890年に上

大学を誕生させた。こういう経緯がございます。

海で立ち上げます。しかし５年後に日清戦争が始

愛知大学を作るにあたって、当時はGHQのコ

まりまして、引き揚げざるを得なくなり、やがて

ントロール下に置かれており、最後の院長本間は

戦争後改めていろんな中国をめざした組織が日本

東亜同文書院大学という名前にしたかったんです

国内にできあがってきますが、そのうちの東亜会

けれども、GHQは中国に関係した名称に関して

と同文会が合体して東亜同文会に統合され、その

は一切認めないということで、愛知大学という名

会長に近衛篤麿がなる。そこでの主張は清国の保

前になりました。当時ありました中国研究所も国

全と清国の自強の支援。具体的には先ほど言いま

際問題研究所と名前を変えざるを得なかったわけ

したような経済的な強化、それから教育。アジア

です。

をそういう形で保守・自立させ、日中を提携させ

最初の東亜同文書院の科目はこういう科目でし

る。そのための手法として教育文化事業に主力を

て、ちなみに右側を見ていただきますと、ほとん

置いたのです。

ど商業簿記とかの商業関係ですね。それからもう

この東亜同文会が誕生して教育文化事業を始

１つは中国語が徹底的に多いことがお分かりにな

めるにあたりまして、まず東京同文書院というの

ると思います（表１）
。そういう点で戦後にスパ

を作って、日清戦争後中国から多くの留学生を迎

イ学校と言われましたけれども、そういうことを

え入れて教育をします。それから朝鮮、北および

思わせるようなものはありません。明らかにビジ

南に３つほど普通の学校あるいは大学校を作りま

ネススクールであります。

す。そしてそのあと東亜同文書院を上海に作り、
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たわけです。最初の年は合計70人ぐらいです。各
県２人枠の合格ですからなかなか狭くて激戦であ
ります。希望者が多いものですから後半になりま
すと、私費生も認めるということで、右側ですが
今度は東京とか大阪とか名古屋とか、大都市の人
達がたくさん入るようになりました。これも30人
ぐらいの定員に対して3,000人ぐらいの受験者が
ありましたので、なかなか合格するのも大変だっ
たと思います。それだけ優れた人を取ろうという
募集方式は成功したということになります。
入学した時の夢と言いますか、先ほどのアン
ケートをまとめますと、
「骨を埋めたい」とか、
「ア
表１

初期の東亜同文書院のスタッフと担当科目（1908年）

人達がまだ1,400人以上おられました。そこでアン

ジアのために努力したい」とか、
「中国人のために」
とか、中国との関わりを持ちたいという答えが非
常に多いことが分かります。
ではこういう学校からどんな方が育ったのか。

ケートをした結果でありますが、右のほうと左の
ほう、県費生だけの時代と後に私費生も加わった

今回山田良政という方を特に取り上げますけれど

時代とで卒業生の出身地の分布に違いがあります

も、この方と次の純三郎という方が、孫文と最も

（図４）。最初、根津院長は、より有能な学生を集

関係が深い。そこで今回安井先生にお願いしまし

めるということで、県費生としての推薦で２人ず

て、孫文の記念館とドッキングしまして、展示会

つ、授業料および生活費を県のお金で出してほし

のほうでは１つのコーナーに展示品を出させても

いという要請をし、これが各県で認められます。

らうことになりました。そのきっかけを作りまし
たのがこの山田良政、先ほど学長が言われました
ように学長と同じ津軽の出身の方です。この方が
南京同文書院、上海の東亜同文書院の先生兼、当
時は小さい学校でしたから事務職の仕事もやりな
がら、孫文に惹かれていって、孫文の命令で一斉
蜂起した時に恵州というところへ参加して戦死を
するわけです。このことで孫文に大変尊敬されま
した。山田良政とその弟の純三郎です（図５）。
この左側が弟さんの山田純三郎。これは有名な写

図4

書院入学生の出身府県別分布

真でいろんなところで使われますが、我々のセン

当時日清戦争の後でしたから、それぞれ各県も、

ターのほうにも純三郎のご子息の順造さんという

これを機会に中国と交渉できる人材を自分の県で

方が、純三郎さんが実際孫文の秘書役をやるよう

養成できたらいいなという思いもあったと思うん

になって膨大な資料が集まったのを、愛知大学へ

です。そこでお金の無い県は１人しか送れなかっ

寄贈していただいたということがございます。そ

たという事情もありますけれども、それに応じて

ういうようなことで純三郎という方が孫文とより

各県で試験により選抜された２人ずつが入ってき

密接な関係を持っていたことが分かります。
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訳もやりました。しかし軍部から見ると溥儀の味
方ばかりしているということで首を切られてしま
いました。戦後は宗教家になられた。これはその
時の写真です。この方は大倉邦彦という方です。
この方は佐賀県出身で大倉洋紙という、紙の販売
を手がけた方で、後に東洋大学の学長になられま
した。中山優という方はお名前を聞いたことがあ
ろうかと思いますが、東亜同文書院の卒業生で、
実際は寮で勉強ばかりしていて出席が足りなくて
修了生だったということです。しかしその後朝日
新聞とか外務省に入られて、一時満州建国大学の
教授になられた。そのお隣は清水董三さんという
方ですが、書院の中国語の先生でありまして、後
に外務省に入って、日中関係に活躍した方であり
ます。

図５

孫文と山田純三郎（左）

その他経済界のほうでは白岩龍平という方がい
ます。この方は少し前の日清貿易研究所の卒業生
です。いろんなことをされた方で、とりわけ中国
揚子江流域の航路を開発し、日清汽船を設立し、
主に運輸業を中心に成功されまして、東亜同文会
の役員として活躍されました。土井さんという方
も同じ頃の人ですけれども、上海で初めて大手の
企業とは別に個人で商社を開いて、いろいろな日

図６

林出賢次郎

26歳

明治40年（1907年）４月、第１回新疆旅行を終え北京滞在中

本企業が中国で活躍の場を求めるきっかけを作り
出した方です。こういう方はもっと広く知られて

今度は外交関係ですが、あまりにも有名な方は

いいと思いますが、中国で日本人が活躍した状況

書院で言いますと石射猪太郎という方であります

は戦後ほとんど無視されておりましたので、改め

（図７）。この方は吉林の総領事をされた後、上海

て現代の日中関係を考える上で再評価していくべ

の総領事、後に外務省東亜局長になった方であり

きだと思います。

ます。軍部が中国へどんどん侵出しようという時

これは林出賢次郎さんという方です（図６）
。

に、平和的な手段でもって、しかも中国を尊重す

後で申しますが西域の調査を３年越しに徒歩で行

る形で交渉すべきであるという正論でもって最後

ない、シルクロード沿いの調査をして帰ってこら

まで軍部と対立した方であります。
『外交官の一

れました。外務省に入りまして、例の満州帝国が

生』という回顧録を出版されておりますし、それ

できた時に皇帝溥儀の秘書役になった方です。通

を見ますと正義感というものが伝わってきて、一
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種の書院魂というものが見えます。この写真の文

れた方です。真中の梅電龍という方は本当によく

面を見ますと石射猪太郎の東亜局長就任を祝って

勉強された方です。しかし勉強する一方で地下工

同窓会の方々が集ってお祝いした時の写真だとわ

作もやっていました。それなりに戦後は評価され

かります。ちょうど前列から２段目の真中におら

たんですけれども、文革の時に殺されてしまいま

れる方です。

いました。一番右の沙文漢という人はそんなに書
院で勉強された方ではないようですけれど、党の
幹部になった方であります。これは水谷尚子さん
という方の当センターの年報収録分を引用させて
もらったんですけど、それ以外にも多くの方々が
書院の中華学生部の卒業後中国の時代の変化の中
で活躍されています。
文化面でも活躍された方が多いですが、この方
は大城立裕さん、沖縄の作家、沖縄県出身の書院

図７

卒業生です。沖縄県に行った時の写真です。一番

石射猪太郎を歓迎する東亜同文書院同窓会

２列目中央が石射猪太郎（1887〜1954年）。石射は同文書
院５期生。書院生は商業などビジネス界だけではなく、領事
館や新聞社、満鉄などへも広く活躍の場を求めた。写真は
上海総領事として赴任した石射を歓迎する東亜同文書院同窓
会。1932年。

右は琉球大学の先生です。芥川賞受賞の後、非常

次は宗方小太郎という方であります。いろいろ

一名前を挙げませんが、商社で活躍された人数で

活躍された方で、東亜同文書院およびその前の日

す。これは卒業生名簿から作らせていただきまし

清貿易研究所等の設立を陰で支えた方であります

た。三井とか三菱、住友、大倉で就業した書院卒

し、中国調査も単身で駆けずり回って調査された

業生の人数です。これは戦前の段階ですね。皆さ

方であります。いろいろな職務を持っておられる

んおなじみの名前だと思いますが、たくさんの卒

のでちょっとお話する時間がございませんが、そ

業生が活躍され、戦後もその世界で活躍され、日

の隣の田中徹雄という方、山梨県出身の方ですが、

本の高度経済成長を支えていたということがよく

軍に入って日中戦争下に平和交渉的な戦陣を成功

分かります。これは海運関係です。たくさんの方

させたということで、戦いを好まず平和的に問題

が活躍しておられます。これは報道、ジャーナリ

を解決した方です。戦後は山梨県の副知事になっ

ズムの分野ですが、大きく書いてあるのは中国本

ておられます。

土、あるいは満州関係でこういう新聞を経営され

いろいろな方がおられて、ここでは写真の部分

にたくさんの作品を書かれています。そういうわ
けでいろんな方面で活躍をされています。
実は実業界がやっぱり一番多いので、ここは逐

て編集長になった人達ですね。戦前から日本の中

からだけ抜き出したものですから、
「あいつがい

の新聞各社でも多くの方が活躍されておられます。

ないじゃないか」みたいなことがあるかと思いま

それから外交官の分野ですが、先ほどの林出さ

すが、その辺はお許しいただきたいと思います。

んを始め多くの方が活躍され、特に中国各地の領

ところで、途中で中華学生部というのができま

事館では多くの方が活躍されました。一番右の奥

して、外国語以外は日本人の学生と一緒に机を並

のほうに本日ここにご出席の小崎先生の名がござ

べて授業を受けます。その卒業生の中で一番向こ

います。小崎先生は書院の卒業生であり、また愛

うにおられる方はなかなかハンサムな方でありま

知大学の第１期の卒業生でもあります。現在 87

すけれども、この方は戦後復旦大学の教授になら

歳でなおご健在です。
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学界ですが、だいたい80人ぐらいの卒業生が大
学の教授になっておられます。その中で私が専攻
している地理学の先生も何人かございます。
こういった方々のベースを作ったのは実は大旅
行でございまして、最初の頃はお金が無くて修学
旅行でありました。それが日英同盟の結果、イギ
リス側から「ロシアの勢力が新疆へ入ってきてい
るようだ。調べてほしい」という要請を外務省が
受けました。しかし、当時日本政府はそんな情報

図９

波多野養作の踏査コースと宿泊地および農地利用（西
安〜蘭州、1905 年）（波多野養作の日記より作成）

網を持っていませんでしたから、上海の東亜同文
書院の根津院長に頼んだのです。根津院長はそこ

た時に、ピストルで自殺したんだけれど、その直

で第２期の５人の卒業生、1902年に入学した卒業

前に「軍部の馬鹿野郎」と大声で叫んで亡くなっ

生の中から５人を選んで２年間に及ぶ西域調査を

たというお話をお聞きしました。

頼んだのです。この写真の一番上に矢印がありま

これは５人の各コースです。５つのコースです

すが、この矢印の人物が細かな日記を記録した波

が、これは林出賢次郎さんのコースですね。一番

多野養作です。夏は日中は暑くて動けないので夜

左上の新疆ウイグルの天山山脈の遥か北、ソ連と

に旅をしたなどがそれです。その旅行の日誌のい

の国境まで歩いて行ってます。ところが帰国後、

ろんな情報を手がかりに私のほうで作図すること

当時のモンゴルの王様から招待状が来まして、ま

ができます。土地利用とかいろんな外国人の進出

た新疆奥地へ出かけていったのです。

情報です。これが外国人分布図です（図８）
。西

そしてそのことが機縁になって書院生がこうい

域の奥のほうへ行きますとやはりこんな形の土地

う「大旅行」を制度的に行なえるようになったの

利用図を作成できます（図９）
。こうして当時の聖

です。外務省から５人に対しての謝礼が書院に届

域、シルクロード沿いの状況が分かります。

き、それを基金にできたからです。これは出発風
景です。まるでアフリカ探検隊のような格好です
ね。５月の終わりに書院をスタートしまして約３
か月から５か月、ほとんど歩きです。中国中を歩
き回って、調査報告が卒論なんですね。日記は後
輩のためにということで書かれるようになりまし
た。
コースもいろいろありました。これはその一
例でコースを線で示してあります（図10）。こん

図８

波多野養作の踏査コースと地域情報の分布図（蘭州か
ら哈密、1905年）（波多野養作の日記より作成）

この方は卒業してからは中国でいろいろ仕事に

なふうに目的の調査地へ行くために遠回りをして
あっちこっち見て旅をしたのが分かります。これ
は避暑地の地図ですけど外国人が住んでいたとこ

就いておられたわけですが、ちょうど40歳になっ

ろです。歩幅で距離を計って地図を作ったのです。

た頃、軍部が日中戦争を始めた時に自殺してしま

当時の中国は地図がありませんでしたから自分達

います。自分達が一生懸命やってきた対中国関係

で計測し作図したのです。これは潼関での写真すね。

の発展を全部壊してしまうと。娘さんにお会いし

函谷関。ずいぶん荒れていたと書いてあります。
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先ほどご紹介いただきましたけれども、私は書院
生による調査旅行記録を出版していまして、今最
後の第５巻目「満州」の編集をすすめています。
では、旅行コースの中でどういう地域にどうい
う関心を持っていたかということです。最初の頃
はやっぱり商業あるいは経済活動が中心でした。
それが次第に文化、教育とか歴史とか他の分野に
も広がって、総合的に中国研究に進んでいきます。
それがやがて大学へ昇格するということになって
いくと思います。しかし日中戦争が始まり、戦局
が厳しくなると旅行コースが狭まって、これな
んかそんな中で唯一四川まで出かけていますけれ
ど、一般的にはなかなか難しかったと思います。
さらに戦局が厳しくなるとより限定された日本軍
の占領地域内に限定されていきます。しかし各地
図10

のコースは全部で700コース。これは世界でも類

山西陝西黄河流域調査班旅行コース

を見ない最大級の大調査旅行であります。記録の

ところで軍閥と言うと何となく大泥棒の親分み

中には風聞は一切書いてはいけない、観察したり

たいなイメージですが、実際はインテリで、ほと

確認できたことだけ書くとが原則いうことでした

んど日本へ留学していた人達です。そういう人達

ので、きちんとした記録になっています。

を書院の学生達は訪ね、会って揮毫をもらってい

コースをどういうふうに決定したか。これは

ます。揚子江を筏で下ったり。一番下の写真は日

学生諸君の自由意志で実施されたことが分かりま

本人は戦後ほとんど行ってませんけど、黄河中流

す。書院生のアンケートによりますと、書院生の

のデルタ地帯にあたるユートピア三角州でありま

大旅行に対する期待は非常に強かった。その後の

す。これもキリスト教徒の宣教師が開拓した土地

人生への影響が非常に大きかったということです

なんですね。

ね。人生を振り返った満足度。非常に満足してい

今度は東南アジアですね。ずいぶんあっちこっ

るという方が多い。書院精神というのはいったい

ち行っています。陸路、あるいは海路、植民地が

何であったかというキーワードを聞きました。書

ほとんどでした。その中で日本人がすでに各地に

院教育のあり方が非常に評価されております。

入り、さまざまな仕事をし、それぞれが地元民か

しかし、戦後先ほど申しましたように書院に対

ら信頼され、活躍していたことが浮かび上がって

していろいろな批判がありまして、数日前に安藤

きます。細かい説明をしたいんですけどちょっと

彦太郎先生が亡くなられたと聞きましたけれど

時間がございませんので次へ行きます。

も、この安藤先生は早稲田の先生で、その著書で

昭和６年（1931年）満州事変が起こりまして２

ある新書版の中で書院の存在そのものを植民地支

年間は中国政府もさすがに書院生にビザを出しま

配の先兵養成的学校だと批判的に示し、これが広

せんでした。そこで書院生達は予定を変更せざる

がってしまって書院に対する研究が空白になって

を得なくなって、２年間満州での調査旅行に入り

しまったことがあります。細かいことはちょっと

ます。その結果満州各地の情報が収集されました。

省かせていただきますが。これも書院卒業生は書
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院から大変多くのものを得ている。中国の理解が

ジャーナルですね。時局を反映した内容がけっこ

できた。書院がスパイ視されたことについてはと

う多いですが、当初は「支那」のタイトルですが、

んでもないことだ、とする反論がほとんどを占め

やがて名前が「支那研究」というアカデミックな

ております。卒業後は内地で就職した人もいるの

タイトルに変わり、最後は大学に昇格しますと「東

ですけど、外地で多くの書院卒業生が就職してお

亜研究」というような形になります。
それを私が研究した成果が先ほど紹介されまし

ります。先ほどのような職種で多くの方が中国で

た『東亜同文書院調査大旅行記録』シリーズです。

活躍されたことが分かります。
これはよく講演会でお話するんですけど、私イ

これらの原文は非常に読みにくい手書きです。な

ギリスにいる時に、このような講演をしまして予

かなか読みにくくて苦労しました。書院の卒業生

告で「グレート・エクスカーション」を発表しま

の方にも教えていただきました。私がこれらの手

すよと示した時に、当日会場に行ったらこの「グ

書き原稿に出会った時に、本当にきちんと書かれ

レート」がなかったんですね。よく聞くと日本人

てあるのかどうかと、私はこのコースで10日間、

にそんな「グレート」な「エクスカーション」が

日記を持ち歩いて確認しました。その結果きちん

できるわけない。イギリス人こそ本家の探検をし

とできていることが分かりました。

てきたのだというわけですね。しかし発表を聞い

そこでこういう成果をどういうふうに見ていく

た後やっぱり「グレート」だったと担当した教授

かということです。これは３つのコースを奥のほ

が私にお詫びに来たことがあります。イギリス人

うの山西省と四川省を中心にちょっと融合させて

にとっても書院の「大旅行」はきわめてスケール

みると次のようになります。いろんなことがそこ

の大きい大旅行であったということが分かります。

で分かってきます。情報を組み合わせますと当時

中国研究を書院がどんな形でしたのかというこ

の様子を復元できます。これは道路が安全である

とですが、一番上に先ほど申しました『日清貿易

かないかとか、土地利用がどうであるかとかいう

通商綜覧』それから西域旅行の成功、それにとも

ことです。こんな図がいっぱいできますよという

なう調査旅行が制度化されていって、ビジネスス

ことだけちょっとお見せします。

クールから語学の実用教育、フィールドワークに

これは通貨ですね。12期生の時、各地へ行った

よる中国、東南アジア調査記録、それをふまえた

時の通貨が全部書いてありました。当時、中国は

『支那経済全書』
、
『省別全誌』などいろんな作品

統一貨幣がありませんでしたから地方地方で通貨

が出され、こういう形で中国研究が総合化されて

が異なります。それらの間に見られる共通貨幣を

いったことが分かります。

取り出しますと、こういうふうに共通の通貨の経

そのうち『支那経済全書』
、これは書院の学生

済圏が描けます。中国の伝統的な経済圏がここに

の調査記録の文書をそのまま、全12巻にして出版

示されます。今度は言葉です。言語。これも非常

したものです。20,000頁に及びます。その後の調

に多様でした。これも同じように共通言語をえぐ

査旅行記録の集大成が全18巻出版された『支那省

り出します（図11）
。こんな形になります。これ

別全誌』
、支那省別の地誌ですね。これは20年後

が伝統的な文化圏と言えるでしょう。そして貨幣

にもう１回企画されましたが、戦争のために第９

圏と言語圏の２つを重ねますと文化と経済が統合

巻で終わってしまいます。内容的には大きな進歩

された１つの生活経済圏が浮かび上がります。こ

のあとが見られます。これは近衛文麿院長が巻頭

れは今の中国を見る上でも非常に重要だと思いま

言で書いている、総合的な調査をやったんだとい

す。ここから中国の基礎構造が分かるからです。

うことが書いてあります。その他雑誌、いわゆる

これは阿片がどこで栽培されていたかを示した
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これは金融機関です。時間がなくなりましたの
でこのあたりはちょっとカットしましょう。次は
満州移民のケースです。中国の人達が山東省を中
心に満州へ渡る。どういう職種の人達が渡ってい
たか。ほとんど無職の人達ですね。その港からど
こへ行ったのかというデータも作り出すことがで
きます。満州での彼らの広がりも分かってきます。
これはまとめの図です。右のほうは1930年代の
中国で資本主義経済が少し定着しています。最近
資本主義が復活した中で見ますと、やっぱりベー
スとしては1930年代、いろいろ伝統的な基盤につ
ながっていますので両者をドッキングさせるため
に1930年代以降の空白域を埋めると言いますと、
書院の人達が作り出した農村を含めた調査がその
図11

第12期生の各コースの記録から示される言語の分布

ベースになっているだろうと思います。それだけ
書院生の調査記録に価値があると言えます。
戦後それが愛知大学の設立に引き継がれまし

ものです。北西部の乾燥地帯に集中しています。
これは強盗団の分布を示したものです。省の境目

た。これが愛知大学を設立した最後の院長の本間

で彼らが出没しています。本当は黄河の氾濫で財

さんです。展示がありますのでご覧になってくだ

産を失った農民達が強盗団になったというのが最

さい。したがって、愛知大学には東亜同文書院大

初のきっかけです。いろいろ日本側が中国に無理

学の展開が表れています。中国から返還された書

難題を押しつけた時期がいくつかありまして、反

院時代の語彙カードをベースとして『中日大辞典』

日運動がありました。これは日清汽船の会社建物

が作成出版されたのもその例です。その後、愛知

が焼かれた時の写真です。これは黄河のもっと奥

大学が行なったいろんな事業について中日新聞な

のほうで、そこでも排日・排英・排外運動があり

ど地元の新聞や日経新聞が取り上げてくれるよう

ました。こういう図も各地の調査旅行の記録から

になりました。これは90年代に愛知大学を取り上

作成できる分布図です。初めてのナショナリズム

げました日本経済新聞の特集記事であります。左

が日本の手によって中国の中に芽生えたことが分

側は「中日大辞典」の記事、次いで「大旅行」と

かります。こういうのが背景で毛沢東が登場し

いうようにマスコミの取材により、特集記事に

たり、その前に蒋介石が登場できるようになった

なったのです。
というようなことで、時間が無くなってしまい、

きっかけになったんじゃないかなと思います。次
は軍閥の勢力圏ですね。これは四川省での近代化

ちょっと簡単になってしまいました。最近は欧米

された都市の分布図です。パブリックなスペース

研究者の人達も書院に関心を持っていただいてい

は中国の人は不得意ですけど、軍閥の人が日本へ

ます。東亜同文書院というのは歴史的にもグロー

留学してそういうものを公園とか図書館とかを作

バルな知名度を持った学校だったんだなというこ

り出していったことがわかります。つまり軍閥の

とを我々は改めて確認しています。最近は愛知大

段階で中国の近代化が最初にスタートしていたと

学だけの書院ではなくて、多くの研究者、世界の

いうことが分かります。

研究者の人達に充分研究をしていただきたいと思
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した。

います。多くの書院に関するストックを持ってい
ますが、本学だけのものでなく、もっと広く研究
対象にも、あるいは認識の対象にもしていただけ

【司会】 何か事実関係についてのご質問がありま

たらありがたいなということであります。ちょっ

したら、お１人だけお受けしたいと思います。い

と時間がオーバーしましたが、以上で終わらせて

かがでしょうか…。特にないようですので、どう

いただきます。どうもご清聴ありがとうございま

も藤田先生ありがとうございました。

≪講師略歴≫
藤田佳久
1940年

愛知県豊橋市生まれ。

1965年

名古屋大学大学院文学研究科地理学専攻博士課程。

1969年

奈良大学専任講師、助教授。

1979年

愛知大学助教授、教授、現在に至る。理学博士。

現職：愛知大学東亜同文書院大学記念センター長、日本沙漠緑化実践協会会長。
専攻：地理学。
主な研究分野：東亜同文書院と中国研究、ほか地域研究。
主な著作：
『日本の山村』
（地人書房）、
『中国との出会い−東亜同文書院調査旅行記録−、第 1 巻』、
『中国を歩く−同第 2 巻−』、
『中国を越えて−同第 3 巻−』、『中国を記録する−同第 4 巻』、『東亜同文書院・中国大調査旅行の研究』( 以上大明堂 )。
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〈講演会〉

愛知大学が所蔵する孫文関係史資料について
東亜同文書院大学記念センター

【司会】 それでは最後になりますけれども、武井
義和さんに「孫文と東亜同文書院・愛知大学」と

ポストドクター

武井義和

院と愛知大学」
、
「孫文と愛知大学」と設定しまし
た。順番に見ていきます。

題して講演をお願いいたします。武井さんの簡単

まず「東亜同文書院と愛知大学」ですが、これ

な紹介をさせていただきます。武井さんは愛知大

は同文書院の教員であった山田良政・純三郎兄弟

学の大学院中国研究科博士後期課程を修了されま

と孫文との関わりを示しています。山田兄弟は明

して、2006年に博士（中国研究）の学位を取得さ

治の初めに津軽藩藩士の子供として、現在の青森

れています。現在東亜同文書院大学記念センター

県弘前市に誕生しました。兄良政は1900年南京同

のポストドクターです。博士の学位を取ったあと

文書院教授に就任します。南京同文書院というの

の若手研究者として頑張っていただいています。

は、東亜同文書院の前身です。最初は1900年に南

また、愛知大学の非常勤講師なども務められてい

京に学校が創られるのですが、程なく発生した義

ます。主な研究分野は近代日中関係史と朝鮮近代

和団事件のため上海に移転、1901年に上海で東亜

史ですが、特に本日の講演の内容と関係する論文

同文書院として再出発したのです。良政は教授を

として「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と

辞職して孫文が起こした清朝打倒の戦いに身を投

今後の展望」および「中国における東亜同文書院

じ戦死します。一方、その弟の純三郎は、やはり

研究」というのがございます。それでは武井さん

1900年に南京同文書院に学生として入学するので

よろしくお願いします。

すが、兄の影響を受けて革命に現を抜かすように
なり、学業がおろそかになったため退学処分を命

【武井】 ただいまご紹介に預かりました武井でご

ぜられます。しかし院長であった根津一による「兄
が革命に命をささげたのに弟を退学にするのは可

ざいます。よろしくお願いいたします。
本日の私のテーマは、サブタイトルにあるよう

哀想だ」という計らいで、東亜同文書院で事務員

に愛知大学が所蔵する資料の紹介でして、未公開

兼助教授という身分を得ました。やがて日露戦争

のものも含めてパワーポイントでお見せしていき

に出征し、1907年復職して教授になりますが、同

ます。しかしその前にメインタイトルである「孫

年満鉄に就職します。程なく孫文の協力者として、

文と東亜同文書院、愛知大学」
、この３者の相互

秘書の役割を担うようになり、1925年に孫文が亡

関係について最初にお話せねばなりません。

くなるまで革命活動を支えました。
実は、サブタイトルに記した「孫文関係史資料」

一見すると時代を異にするこれらが互いにどの
ように結び付くのか、疑問を持たれた方も多いと

というのは、こうした山田兄弟にまつわる資料を

思います。これについて、プリントの１．に記し

指します。したがいまして、主として山田兄弟の

ましたが、「孫文と東亜同文書院」
、
「東亜同文書

生涯をパワーポイントで映し出す資料とともにご
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紹介し、その中で孫文との関わりについても取り

を、東亜同文書院大学記念センターでは「山田家

上げるという形になります。

資料」と呼んでおります。この「山田家資料」は

したがって、孫文と東亜同文書院自体は直接的

大別すると、A. 書画類、B. 書簡類、C. 写真類、D.

な関係はありませんでしたが、兄弟がともに同文

図書類、E. 資料ファイル類、F. テープ類、の 6

書院教員の職を辞して、孫文の革命活動を支援す

種類に分かれます。このうち山田兄弟が生きてい

べく関わっていったという点で、第一の関係性を

た時代の、あるいは兄弟に直接関わる資料、例え

設定しました。

ば兄弟直筆の書簡とか兄弟が写っている写真など

次の「東亜同文書院と愛知大学」ですが、愛知

といったものは A、B、C に該当します。これら

大学は東亜同文書院大学最後の学長・本間喜一が

は言わば歴史資料と位置付けられるものです。こ

中心となって、1946年11月愛知県豊橋市に設立さ

の中に山田兄弟、といっても良政は30代で早世し

れた大学です。豊橋市は静岡県との県境の町です。

てしまうので、純三郎に関する資料が圧倒的に多

現在は名古屋とその近郊にもキャンパスがありま

いわけですが、純三郎と孫文との関わりを示す資

すが、この豊橋キャンパスが愛大発祥の地であり、

料や、孫文と他の革命家との間で交わされた書簡

現在も本部校です。われわれが所属する東亜同文

なども多数、山田家資料には含まれています。こ

書院大学記念センターもこの豊橋キャンパスにあ

れは純三郎が孫文の秘書役を長年務めていたため

ります。そして愛知大学には40数年分・5,000名

に手元に残っていたもののようです。ほかに、戦

ほどの東亜同文書院時代の学籍簿・成績簿が保管

後台湾との間で交わされた書簡や、純三郎が台湾

されています。われわれは、それら学籍簿・成績

を訪問した時の写真なども多く含まれています。

簿を愛知大学が東亜同文書院の流れを汲むことを

一方、D. 図書類、E. 資料ファイル類、F. テー

示す物的証拠として認識していますが、かつて山

プ類は純三郎四男の順造氏が山田兄弟について研

田兄弟が属していた東亜同文書院は、今お話した

究・調査した厖大な資料です。D. 図書類は順造

形で愛知大学に結び付くわけです。

氏が歴史の勉強のために読まれたと思われる歴史

３番目の「孫文と愛知大学」
。孫文は1925年に

に関する書籍が多く、E. 資料ファイル類は図書や

亡くなりました。一方、愛知大学は1946年に誕生

論文、資料のコピーをファイルしたもの、または

しましたので、直接的には接点がありません。こ

それらをルーズリーフやノートに書き写したもの

こで言いたいことは、山田兄弟にまつわる資料の

です。非常に膨大な量に上っており、順造氏が熱

ことです。1991年秋、山田純三郎四男の山田順造

心に研究・調査されていた様子が伝わってきます。

氏が、それまで所蔵しておられた全ての資料を、

一方、F. テープ類は聞き取りをした録音テープが

愛知大学へ一括寄贈して下さいました。その中に

該当します。

は孫文に関わる資料も含まれていますので、その

こうしたさまざまな形状の資料を愛知大学は所

意味で「孫文と愛知大学」という関係性を設定し

蔵しておりますが、そのうち山田兄弟に関する歴

てみました。

史資料のごく一部を、愛知大学に設置されている

冒頭でお話した様に、一見するとこれらの語句

常設展示室で一般公開しています。今回はそのさ

の相互の関係は見えにくいのですが、実は以上お

らに一部分を神戸で展示させていただいていると

話したような形で結び付いてくる、ということを

いうことでございます。
さて、私が勤務する東亜同文書院大学記念セ

述べさせて頂きました。
続いてプリントの２番に進みます。先に述べた、
1991年に山田順造氏が愛知大学へ寄贈された資料

ンターが入っている建物は、愛知大学記念館と申
します。木造建築ですが、もともとは 1908 年に
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陸軍第十五師団司令部として建てられました。第

自身が病気になられたこともありまして、最終的

十五師団は大正時代に廃止されますが、この建物

には断念されました。そして亡くなる直前に愛知

を含む敷地はその後も陸軍の管理下にあり、第二

大学への寄贈を表明されたわけです。順造氏が寄

次大戦中は陸軍予備士官学校本部として使用され

贈を表明された背景には、かつてご自身が学ばれ

ていました。敗戦直後、それまで軍の施設であっ

ていた東亜同文書院大学同期生の阿部弘さんとい

たこの場所に、本間喜一が中心となって1946年愛

う方をはじめとする、多くの方々のご尽力があっ

知大学を設立したわけです。本日お見えになって

たと聞いております。このあたりについては、毎

いる同窓生の方々はすでにご存知のことですが、

年東亜同文書院大学記念センターが発行しており

この建物は愛知大学が誕生してから半世紀もの

ます『同文書院記念報』という雑誌の第 3 号に、

間、愛知大学本館として使用され、学長室をはじ

より詳しく記されていますので、関心のある方は

め学生課や就職課などが入っていました。今から

是非ご覧いただきたいと思います。

11年前の1998年５月、愛知大学記念館という名で

では、いよいよ「山田家資料」をご覧に入れな

学内展示施設として生まれ変わり、常設展示室が

がら、山田兄弟の生涯についてお話して参りたい

設置されました。以後、山田兄弟や東亜同文書院

と思います。略年表形式でプリントにまとめてお

に関する資料を学内外の方々に広く公開している

きました。ただ、時間の関係がありますので、細

場所になっております。なお、愛知大学記念館は

かな説明は省かせていただきます。
まずは山田良政からみていきます。良政は青森

1998年に文化庁によって有形文化財に登録されて

師範学校に進学しますが、
「賄い征伐」の首謀者

おります。
中には東亜同文書院を紹介する第一展示室と、

の身代わりになって退学となります。
「賄い征伐」

山田兄弟の生涯、特に純三郎の生涯について写真、

とは賄い費経費節約により寮の食事が粗末になっ

書簡類、文書類などを展示して紹介する第二展示

たことに対する、学生たちの実力行使の事を指し

室、第三展示室があります。

ます。進路に困った彼は、弘前の実家の向かいに

さて現在、愛知大学が孫文に関する資料を含む

住んでいた陸羯南を頼って上京します。陸は『日

「山田家資料」を所蔵している理由は、すでにお

本』という新聞を発行し、藩閥政治を攻撃した言

話したとおり、山田順造氏が寄贈して下さったか

論人として有名ですが、良政に「これからは清国

らなのですが、そのいきさつについても触れてお

の時代だ。清国の研究をせよ、ただ清国に渡って

きたいと思います。順造氏は東京に長年お住まい

も何もならないから、技術を身に付けていけ」と

でしたが、お宅を訪問された方の表現を借ります

諭し、それを聞いた良政は1889年水産伝習所に 1

と、「脚の踏み場もないほど資料がある。それは

期生として入学します。現在の東京海洋大学です

資料が多いというものではなく、資料に埋もれて

が、翌1890年卒業し北海道昆布会社に入社、程な

順造氏は生活をしている」という状態だったそう

く上海支店に転勤となります。日清戦争が勃発す

です。

ると会社を辞職、陸軍通訳官として出征します。

順造氏は自分の父や伯父にあたる良政・純三郎

戦争後台湾に派遣されるのですが、その後北京に

兄弟を顕彰すべく、それらの資料を展示するため

行きます。その頃、康有為、梁啓超らの清朝内部

の資料館を個人で設立する構想をお持ちでした。

の改革派が立憲君主制を目指して、光緒帝の下で

したがいまして、資料館建設の候補となる土地を

改革を推進しようとしていましたが、西太后ら保

選定し、購入すべく努力されたそうです。しかし、

守派のクーデターにより失敗に終わりました。そ

結局は資金面で困難であることが分かり、またご

れが「戊戌の政変」と呼ばれる出来事です。この
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とき、改革派の１人であった王照という人物の救
出に加担します。すなわち北京公使館付武官の滝
ともかず

川具和らとともに天津まで護送し、日本の軍艦に
収容します。
良政が孫文と出会うのはこの後です。1899年、
両者は東京の山田良政の仮寓で初めて会い、これ
を機に良政は孫文の支援者となっていきます。翌
1900年、南京同文書院の教授として南京に赴任し
ますが、短期間で辞職し、同年孫文が広東省の恵
州で起こした清朝打倒のための戦い、
いわゆる「恵
州起義」に参戦します。しかしこの戦いは失敗に
終わり、良政は捉えられ処刑されてしまいます。
享年33歳でした。
やがて1912年に辛亥革命という形で清朝打倒を

山田良政碑（青森県弘前市貞昌寺）

実現した孫文は、翌1913年２〜３月に日本を公式
訪問しました。記念センターには孫文が認めた良

の想いは革命家たちの間ではすぐに消え去ること

政追悼文がありますが、訪日中に孫文は東京谷中

はありませんでした。これは何応欽という人物で

の全生庵に山田良政碑を建立しました。記念セン

す。彼は中華民国の軍人で陸軍大将まで上り詰め

ターで展示している追悼文と建立された碑に篆刻

た人物で、1945年９月に南京で行なわれた日本軍

されている文面は殆ど同じですが、前者が「山田良政

の降伏文書調印式における中国側代表を務めたこ

先生墓碑」と記されているのに対し、後者は犬養

とでも知られています。その後、1949年に台湾に

毅揮毫による「山田良政君碑」と篆刻されている

渡り国民政府の要職につきますが、1955年弘前市

といった違いがあります。しかし、いずれにして

にやってきて、良政の墓参をしています。その時

も孫文が追慕の念を抱いていた様子が窺えます。

の写真です。

か おうきん

ただ、この段階では良政は行方不明として認識
されていました。戦死したかどこかで存命なのか
分からなかったからです。最終的に戦死が確認さ
れたのは1918年、死後18年経過してからでした。
純三郎は良政が死んだとされる場所の土を持ち帰
り、故郷の弘前市で葬儀が営まれました。翌1919
年には菩提寺の貞昌寺に記念碑が建てられまし
た。この時も孫文は碑文を認めています。
すでにお分かりのように、孫文と知り合った期
間は大変短いものでした。1899 年に出会い、翌
年には亡くなっています。しかし、短期間の接触
に拘わらず、孫文は追慕の念を忘れませんでした。
それはやはり文字通り、良政が命を犠牲にして孫
文に協力したことによるといえます。この良政へ
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次に純三郎についてみていきます。純三郎が孫

款交渉を行ないます。三井物産は中国最大の鉄鋼・

文と面識を得るのは1900年、上海で良政に紹介さ

石炭企業である漢冶萍公司を日中合弁とする条件

れた時です。その後は最初にお話した通り、南京

で、500万円貸すという話でまとまり、300万円が

同文書院を経て東亜同文書院に勤務し、日露戦争

孫文側に渡されます。しかし、漢冶萍公司の日中

で出征した後、短期間の復職を経て満鉄に入社し

合弁案は実現せず、借款交渉は挫折しました。こ

ます。これがある意味、大げさに言えば純三郎の

の300万円は後に革命軍から返金されたといわれ

運命を変えます。彼は満鉄が採掘する石炭の販路

ています。

かんやひょう

かんやひょう

拡大のために上海に派遣され、三井物産上海支店

1913年、孫文は日本を公式訪問します。その一

にデスクを置いて勤務します。そのときに目の当

行の中に山田純三郎、そして安井先生、横山先生

たりにした商売の実態に驚いたといいます。彼の

のお話にも出てきた、日本語の通訳を務めた戴季

甥で拓殖大学教授を務めた佐藤慎一郎氏が書き残

陶の姿があります。彼は日本留学経験があり日本

した本によれば、三井は石炭の売買の際に、秤の上

語が上手でした。1924年に孫文が神戸にやってき

に足を置いて重さをごまかすといったような不正

て大アジア主義演説を行った時にも通訳を務めて

を行なっていたそうで、また三井が石炭を売る際

います。1914年、旧満州に勢力を誇っていた張作

に、例えば上は工場長から下は雑用係のような人に

霖を打倒する動きが現れたため、純三郎は孫文の

まで賄賂を贈らないと、質の良い石炭でも粗悪品

命により革命連携のため戴季陶、陳其美とともに

だと騒ぎ出すという有様であったということです。

旧満州へ渡航します。こちらはその直前に、京都

「これは男のやることではない。少なくとも俺はやら

嵐山で息抜きをする山田たちです。目隠しをして

ないと心に決め、中国への革命に情熱を傾けるよう
になった」という純三郎の話が記載されています。
一方、アメリカにいた孫文は1911年、辛亥革命
の報を聞いてヨーロッパで外交活動を行った後、
帰国の途につき12月21日香港に到着します。純三
郎は上海から香港まで出迎えに行っています。こ
ちらは廖仲 という革命家や、日本人の宮崎滔天
なども孫文を出迎え、純三郎などとともに写って
いる集合写真です。その帰りの船の中で純三郎は
三井物産から資金を調達することを依頼され、借

デンバー号船上での集合写真

遊ぶ山田たち

大連満鉄病院にて
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いるのが戴季陶、通せんぼをしているのが山田、

暗号表も残っており、これは山田純三郎と孫文ら

その後ろが陳其美です。人間味あふれる珍しい写

革命家との密接な関わりを示す資料といえます。

真です。こちらは満州渡航後、大連の満鉄病院を

今回は持ってきていませんが、実物は記念セン

拠点として活動する３人を写したものです。しか

ター展示室のガラスケースの中に展示されていま

し結局、この活動は実を結ばず帰国します。

す。
ちんけいめい

1922年６月、広東軍閥の陳炯明がクーデターを

この陳其美という革命家は、孫文の片腕として
辛亥革命では上海で活躍したのですが、1916年５

起こして（第２次）広東軍政府を崩壊させた時、

月、上海にあった山田の家で政敵の袁世凱が放っ

純三郎は広東日本総領事の藤田栄助と連絡を取っ

た暗殺者により射殺されました。この事件は山田

て、孫文を上海まで避難させています。孫文は翌

家に影を落とすことになります。というのも、陳

1923年に陳炯明を追い払って再び広東入りし、第

の近くに純三郎の長女・民子を抱っこしていた女

３次広東軍政府を樹立しました。
だん き ずい

中がいたのですが、銃声に驚き長女を地面に落と

1924年、孫文は段祺瑞や張作霖らと北京で会見

してしまいました。そのため民子は脳に重い後遺

するために広東を出発します。安井先生のお話と

症を持つことになってしまいました。ですが、民

重なりますが、途中神戸に立ち寄って有名なアジ

子は 70 台半ばで亡くなるまで家族の方々に大事

ア主義演説を行なうわけです。これはその時滞在

にされたということです。

した神戸オリエンタルホテルで撮影された写真で

一方、孫文は軍閥による北京政府に対抗して中

す。前列中央が孫文、その隣が頭山満です。後列

国南部の広東に1917年、1920年、1923年の３度に

左端が純三郎、その隣は大アジア主義講演で通訳

わたり広東軍政府を樹立し、その間、1914年に自

を務めた戴季陶。さらにその隣には横山先生のお

ら結成した中華革命党を1919年に「中国国民党」

話にも出てきた李烈鈞がいます。

へ改組するというような政治的な動きをみせてい
ます。山田は今お話した広東軍政府に関わるよう
になります。これは山田純三郎に発給された（第
２次）広東軍政府̶厳密に言えば「広東護法政府」
といった方が正確かも知れません̶総統府出入証
です。また、広東軍政府時代に山田純三郎と孫文
らとの間で電報の発信・受信する際に用いられた

神戸オリエンタルホテルでの孫文ら

孫文は北嶺丸という船に乗り神戸を離れ、12月
１日天津港に上陸します。しかしこの頃、彼は末
期の肝臓がんに罹っており、1925年３月、北京で
亡くなりました。亡き骸は北京近郊の碧雲寺に埋
葬されました。
広東軍政府総統府出入証

さて、孫文が亡くなった後、新たに誕生した広
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東国民政府で純三郎は顧問に就任し、国民政府出
入証が発給されています。1925年９月29日と日付
が入っており、孫文の遺言が記されているもので
す。しかし、孫文の死後、中国国民党内部では右
派と左派の対立が激化し、そうした中で純三郎の
りょうちゅうがい

古い同志の１人で、この時左派であった 廖 仲

が暗殺されます。こうした国民党の分裂的状況を
目の当たりにして、純三郎は距離を置くかのよう
に、1926年には広東を離れ上海に戻っています。
1928年、 介石が各地の軍閥を倒して中国を統一

孫文逝去の家にて

し、南京国民政府を樹立しますが、その翌年、南
京に中山陵という孫文の墓が造られ、６月２日、

招聘されます。しかし同年勃発した満州事変のた

北京から孫文の棺が移され慰霊祭が執り行われま

め、1932年に広東国民政府は南京国民政府に合流

した。この写真は中山陵の石段を登る孫文の棺で

します。その後、純三郎は目立った動きをせず、

す。移霊祭に参列する純三郎の姿を捉えた写真も

上海に日本語専門学校（上海日語専修学校）を設

記念センターで所蔵しています。

立し、教育事業を行なっています。これは1944（昭
和19）年３月の卒業式の写真です。最前列のほぼ
中央、左から４人目に校長としての純三郎がいま
す。

孫文移霊祭

しかし1930年、独裁色を強める蒋介石に対して
汪兆銘̶汪精衛ということが多いですが̶らが北

上海日語専修学校卒業式写真

京で拡大会議を開催すると、純三郎もこれに参加
します。その際に孫文が亡くなった家を訪れてい

やがて日中戦争を経て、1945年に日本は敗戦を

ます。この中央の人物が汪兆銘（汪精衛）、日中

迎えます。敗戦当時上海には10万人ほどの日本人

戦争中に日本が樹立した傀儡政権「南京国民政府」

居留民がいましたが、中国奥地の重慶から進駐

の首席となる人物として有名ですが、その右隣り

してきた国民党軍によって設定された集中営̶収

が純三郎です。

容所と言った方が分かりやすいかも知れません

この流れを受けて翌1931年、汪兆銘や孫文長男

が̶、そこへ強制的に移住させられ、行動の自由

・孫科らが南京国民政府に対抗して広東に広東国

も制約されていました。そうした状況下にあって、

民政府を樹立すると、純三郎は外交部顧問として

純三郎に対する中国側の評価は高いものがありま
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した。次の写真は日本人管理所の所長である王光

た。その上部には「永懐風義」という題字が篆刻

漢という軍人が純三郎に贈ったものですが、この

されていますが、それは「立派な行いを永く思う」

写真を贈った４日後に純三郎に対して許可証を発

という意味で、 介石が贈ったものです。本文は
山田兄弟の、特に純三郎の中国革命における功績
が大きかったという内容となっています。現在、
この碑はまるで兄弟が寄り添うかのように、大正
時代に建てられた山田良政の碑と並んで立ってい
ます。
以上、山田純三郎の生涯を孫文との関わりを含
めつつご紹介しましたが、彼の生涯を通じてみた
場合、孫文と行動をともにした時代が大きく活躍
した頃であった様子が浮かび上がります。その意
味で、1925年という年は、厳密にいえば孫文の死
は、純三郎の中国革命における関わりの点でも、
また純三郎個人の人生においても節目の年であっ
たと位置付けることができます。

王光漢写真

給しています。そこには「山田純三郎はかつて孫

最後になりますが、本日は資料紹介という形で

文の革命活動に協力したことにより通行の自由を

山田良政、純三郎兄弟についてご紹介するととも

認め、日本人管理の適用外とする」というような

に、これらの資料が愛知大学に寄贈された経緯も

文言が記されています。また、同じく国民党軍が

含めてお話させていただきました。今回初めて彼

1946年５月に発行した雑誌『導報画刊』には純三

らの存在を知ったという方も多いかと思います。

郎を紹介する記事が掲載されており、
「中国革命

孫文の革命に協力した日本人として、宮崎滔天や

の友」というサブタイトルが付けられています。

萱野長知などを挙げることができますが、彼らに

反日感情が強かった当時にあって、これらの資料

比べ山田兄弟は研究の対象にはなってきませんで

は中国側の純三郎に対する評価が高かったことの

した。その理由として、日記や自伝を残さなかっ

証ではないかと思います。

たことが挙げられます。しかし我々としましては、

純三郎は1948年12月に日本に引き揚げました

山田兄弟について今後研究を深めていくことを考

が、孫文追慕の念は消えることはありませんで

えておりますので、またこのような場で発表させ

した。孫文の命日に当たる1955年３月12日、純三

ていただけたら幸いでございます。また、宣伝に

郎が主催者となって東京の湯島聖堂で「孫文先

なってしまうのですが、愛知大学の常設展示室に

生逝世三十周年記念祭」を開催しました。この時

はまだ多くの資料がございますし、展示室が入っ

は300人ほどの参列者がありまして、横浜華僑な

ている愛知大学記念館自体も歴史的に価値のある

ども参列しております。挨拶を交わす純三郎の姿

建物ですので、皆様機会がございましたら是非お

が撮影された写真もあります。それから５年後の

越しください。

1960年に純三郎は東京で亡くなりましたが、1976
以上で、私の発表を終了させていただきます。

年故郷の弘前市貞昌寺に、青森県日華親善協会
などが中心となって純三郎記念碑が建てられまし

長らくのご静聴ありがとうございました。
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2009年11月３日
神戸資料展示会・講演会

「孫文と東亜同文書院・愛知大学
̶愛知大学が所蔵する孫文関係史資料について」
愛知大学東亜同文書院大学記念センター P.D
武井義和
１．はじめに

̶孫文、東亜同文書院、愛知大学の相互関係̶

①孫文と東亜同文書院
⇒書院の関係者、後に孫文の支援者となる山田良政・純三郎兄弟。
・山田良政：1868〜1900年。南京同文書院教授（1900年）。
・山田純三郎：1876〜1960年。南京同文書院学生（1900年）、
東亜同文書院事務員・教員（1901〜1904年、1907年）。
②東亜同文書院と愛知大学
⇒東亜同文書院大学最後の学長・本間喜一が愛知県豊橋市に愛知大学設立（1946年）。
③孫文と愛知大学
⇒1991年秋、故山田順造氏（純三郎四男・1941年東亜同文書院大学卒業）より孫文関係史資料など
が愛知大学へ寄贈。
２．
「山田家資料」について
①種類
A）書画類、B）書簡類、C）写真類、D）図書類、E）資料ファイル類、F）テープ類。
②「山田家資料」が愛知大学に寄贈された経緯（１．③参照）
３．史資料から見る山田良政・純三郎兄弟と孫文との関係
①山田良政と孫文
くがかつなん

山田良政：陸羯南に諭され、清国へ目が向く。
1898年 「戊戌の政変」で王照の日本亡命に関与。
1899年

孫文と出会う。変法派から革命派への支援。

1900年

孫文による「恵州起義」に参戦し戦死。

1913年２月

東京谷中の全生庵に山田良政碑建立。

1913 年２〜３月 孫文、日本を公式訪問。
1917 年９月 第１次広東軍政府樹立、孫文大元帥（˜18年７月）。
1919 年 孫文、在上海。
1919年10月

青森県弘前市貞昌寺に山田良政碑建立。

②山田純三郎と孫文
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山田純三郎：1900年、上海で良政から孫文を紹介される。
1911年12月

辛亥革命の成功を聞いて欧米から帰国した孫文を香港まで出迎え。三井
物産との借款交渉に関与。

1914〜15年

張作霖打倒の動きに呼応するため、孫文の命により満洲に渡る。

1916年５月

陳其美暗殺。

1922年６月

陳炯明のクーデターで広東護法政府（第二次広東軍政府）崩壊。純三郎、
孫文を救出し上海まで同行。

1924年 孫文、広東から北京へ北上。途次神戸に立ち寄る。
1925年３月

孫文死去

1925年７月

国民政府顧問に就任。

1925年８月 廖仲 暗殺。
1926年

広東を離れ、上海に居を構える。

1928年 北伐完了。

介石率いる南京国民政府成立。

1930年

北京で開催された拡大会議に参加。

1931年

広東国民政府に参加、外交部顧問を委嘱される。

1931年 満州事変。翌年広東国民政府は南京国民政府に合流。
1936年

上海日語専修学校を設立。

1945年 日本敗戦。
1945年８月〜

日僑自治会委員、残留日僑互助会会長。

1948年12月

上海から引き揚げ。

1960年２月

東京都練馬区で死去。

４．おわりに
＜参考文献・資料＞
結束博治『醇なる日本人

孫文革命と山田良政・純三郎』（プレジデント社、1991年）

馬場毅「孫文と山田兄弟」
（
『紀要』126、2005年10月、愛知大学国際問題研究所）
保阪正康『孫文の辛亥革命を助けた日本人』（ちくま書房、2009年）

など

≪講師略歴≫
武井義和
1972年

埼玉県生まれ（6 歳より現在まで愛知県在住）。

1995年

愛知大学文学部史学科卒業。

1997年

愛知大学大学院中国研究科博士前期課程修了。

2006年

愛知大学大学院中国研究科博士後期課程修了。

現職：東亜同文書院大学記念センターポストドクター、愛知大学非常勤講師など。
主な研究分野：近代日中関係史、朝鮮近代史。
主な論文：
『上海における朝鮮人社会の歴史的考察（1910〜1945）』（博士学位論文）、「戦前上海における朝鮮人の国籍問題」
（『中国研究月報』60巻１号、2006年）、
「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望」（『オープン・リサー
チ・センター年報』2006年度版・創刊号）、「中国における東亜同文書院研究」（『愛知大学国際問題研究所紀要』
132、2008年）。
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【司会】 それでは何かご質問がございましたら。

ますが、その辺についてどうお考えかお伺いした
いと思います。

【吉村】 私は書院の43期生、愛知大学３回生の吉
村と言います。今山田純三郎先生のお話がありま

【司会】 ２点出ていますけれども、山田良政の死

したが、戦後昭和24年に先生にお会いした数少な

亡の問題と、日中関係の満州租借問題について。

い生存者だと思います。私が勤めておりました兼

お答えを。

松に純三郎先生のご子息で後に役員にもなりまし
た山田忠さんという方がおられます。この忠さん

【武井】 はい。ご質問ありがとうございます。確

の話は全然出てこなかったので。もちろんもう亡

かにおっしゃるように、もし彼が日本人である

くなっておられますけれども、良政さん以外に忠

ということが分かっていれば処刑されなかったと

さんという方がおられたということをちょっと申

思います。当時日本は清国にたいして治外法権を

し上げたいと思います。

持っていましたから、処刑すれば国際問題になり
ます。実はこの山田良政が亡くなる時の詳しい状

【司会】 貴重な情報をありがとうございます。で

況は分からない部分が多いんですね。ただ言われ

は武井さんどうもありがとうございました。だ

ているのは、当時処刑した清朝側の兵士が、例え

いぶお疲れかとは思いますが、４名の先生方に

ば山田は金縁の眼鏡をかけていたんですが、そう

ちょっと前に出ていただき、会場との質疑応答を

した格好とか服装から言ってもこれは中国人じゃ

させていただきたいと思います。先ほどは大変時

ない、日本人に違いないということで「お前は日

間がせっておりましてお１人しか質問をお受けで

本人か」と聞いたらしいんです。
「日本人なら助

きませんでしたので、それを埋め合わすという意

けてやる」と言ったそうなんですが、良政が一言

味合いで若干時間を取らせていただきたいと思い

も発しなかったために仕方なく処刑したという話

ます。どの先生に対するご質問かを最初に明らか

が伝わっています。ですので刑死の理由というの

にしていただいて、その上でご質問をお願いしま

は、今申したように良政は日本人と言えば助かっ

す。

たんですが、そうしなかった背景には孫文の革命
活動に命を捧げてもいいという思いがあったから

【質問者】 武井先生に。山田良政氏に関しまして、

かと思います。

戦死という言葉がお話の中で出たと思うんです。
完全に刑死です、この方は。なぜ刑死したのか。

【司会】 たぶん先ほど安井先生のお話に出てきた

私が聞き及んでいるところでは、日本人であると

満州租借に関連している。安井先生にお答えいた

いうことを名乗れば、国際問題があるからたぶん

だけますか。

助かったのではないか。しかしあくまでも中国人
として名乗られた。こういうことをやっぱり日中
関係の問題としてもっともっと大きな声で言うべ

【安井】 その点につきまして先ほどお答えしまし
たが。

きだと思うんです。さっきも私言いましたけれど
も満州問題についても、やはり西洋の問題とつな
がってくると思います。そこに歴史を見ていかな

【司会】 そうですね。安井先生のほうからは先ほ
どお答えしたので、よろしいでしょうか。

ければいけないと思うんです。日中問題も完全に
満州の問題というのが１つの大きな存在だと思い

【武井】 私も満州租借の問題というのはやはり日
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中関係を考える上で重要な点であると思います。

【横山】 これも私が長崎の華僑の方とお話しし

後に満州事変の時でしたか、そうした満州租借論

た中で華僑の方が言われたことなので、それが私

が利用されたというような話がちょっと記憶にあ

の意見かどうかというのはちょっと微妙なところ

るんですが、ただこの時孫文が満州租借について

なのですけれども、一つは中国あるいは清国時代

言った点については、やはり私も安井先生のおっ

の領事館の締めつけが厳しかったということと同

しゃる通りではないかと考えていまして、私独自

時に、次の点が考えられます。神戸の華僑や横浜

の見解をこの場でお出しするのはちょっと難しい

の華僑も、だいたい最初は長崎に上陸しているの

ので、こういった形でのお答えでお許し願えれば

ですね。それでそのまま長崎に残られる方と、さ

と思います。申し訳ございません。

らに神戸に行かれたり横浜に行かれたりする方に
分かれます。それはどう違うのかということを長

【司会】 他にいかがでしょうか。出ないようです

崎の華僑の方に聞くと、すごく志を強く持った人

ので、司会がしゃしゃり出て恐縮なんですけれど

間は、長崎の都市の規模では不満があって、さら

も、ちょっと安井先生にお聞きしたいと思います。

に神戸とか横浜というところに飛躍を求めて行か

あそこの展示に恵州起義の時の地図が出ておりま

れる。比較的こぢんまりと安定を求める人が長崎

すけれども、あれは何を基にしてお作りになった

に残ると。長崎の華僑の方が言っているのでよく

のかをお聞きしたいんです。それから横山先生に

分かりませんが、長崎華僑は保守的というか、今

は、最後のところで長崎の華僑は革命派に対して

置かれている生活を守るということが優先されて

非常に距離を置いていると。それについては領事

いるのですね。将来の革命の成功を夢見て、夢に

館の監視が非常に厳しいんじゃないかというお話

賭けてみようかなというような点が、ちょっと長

をされてるんですけれども、たとえば先ほど神戸

崎の華僑には欠けているのだというようなお話を

の例に比べても、ちょっと長崎は違うかなという

される。言い換えれば保守的、あるいは経済利益

感じがしますけれども、その辺は体制側の領事館

を追求することが優先されて、政治的な冒険とか

の締めつけだけでしょうか。その点を横山先生に

チャレンジというものには長崎華僑は弱いのです

お聞きしたいと思います。その２点をちょっと、

よと言われたので、ご紹介しておきます。

申し訳ありませんが。
【司会】 どうもありがとうございます。他にいか
【安井】 恵州起義の地図のことですが、今私はっ

がでしょうか、会場の方。

きりした記憶がありません。展示の地図に書いて
【横山】 先ほどの満州の問題ですけれども、私も

なかったですか。

孫文研究の中で少し言及しております。孫文とい
【司会】 私先ほど拝見したんですが。

うのは、外化の地として満州を認識していたと言
うよりは、基本的に当面の敵、たとえば清朝時代

【安井】 では、後程調べてお知らせいたします。

は清朝、袁世凱が支配している時は袁世凱を打倒

典拠は当然ありますから。今すぐには思い出せな

しなくちゃいけない、帝国主義を打倒しなくては

いので申し訳ございません。

いけない、というその時代時代の革命戦略を遂行
するためには、日本側の援助、あるいはソ連の援

【司会】 では横山先生。

助が必要であると認識していました。その援助を
求めるためには、一定の利権を放出しても構わな

112

◦ 234 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦
愛知大学が所蔵する孫文関係史資料について

いというクールな考えを持っていました。基本的

イグル自治区のそういう領土問題に対する会合は

に中国はまだ力が弱いから、中国単独の力で敵を

どうやったんですか。

倒すことはできない。しかし外国から支援を得て

【司会】 これは横山先生お願いします。

敵を倒し、その後に中国が立派な国になれば、支

【横山】 最近私、『中国の異民族支配』という本

援を得るために取引をして失った利権はいずれ

を集英社新書から出しましたので、その中に基本

戻ってくる、取り戻すことができる、このように

的な政策は書いております。もともと民族政策は

楽観視していたのです。中国が強くなるためには

時代によって違いますので一貫して同じ政策が展

一時的な対応として利権を失わざるを得ないけれ

開されているわけではないのです。間もなく1911

ども、それは利権を放出しているのではなくて、

年の辛亥革命から100周年を迎えます。辛亥革命

戦略としていったん外国に渡すけれども、中国が

を達成しようとした革命派と言われるグループ

強くなれば自然に取り返すことができるという、

は、基本的に漢民族18省の独立を目指す主張して

将来に対する強い自信を孫文は持っていたという

いました。18省以外は、今の言葉では少数民族、

のが私の理解の仕方です。

当時の言葉では異民族の土地だ、ということです。
辛亥革命というのは、清朝という異民族から18省

【安井】 華僑の話に関してですが、私は基本的に

に住む漢民族の独立国家を作ろうというのが基本

は長崎と神戸はそんなに変わりはないんじゃない

的な考え方です。そうすると清朝時代や昔の皇帝

かと思っております。孫文が日本で作った革命の

の時代には、漢民族の18省以外の異民族のところ

団体に、興中会というのと同盟会、それから日本

も支配して、中華帝国を樹立していましたから、

で作った国民党、中国国民党、それから中華革命

中華帝国は崩壊するわけですね。中華帝国の版図

党の５種類があります。国民党と中国国民党は違

を維持したいという連中も多いのは当然です。中

いますので。一番早くできた興中会の支部、それ

華民国を作った政府は革命派だけで政権を担当し

から同盟会のメンバーではっきりしているのは横

ていたわけではありませんから、革命派と伝統派

浜ぐらいじゃないでしょうか。神戸にも、辛亥革

は国家構想が異なります。清朝を打倒すると、
「五

命前にはっきりと孫文達の運動を支援した華僑の

族共和」という形で、そのような周辺の異民族も

人（日本人はさっき言った三上などがおりました

中華民国の版図に入れようとしました。革命派の

けれども）がいたんじゃないかと思って私は探し

排他的漢民族主義が実現しませんでした。

ているんですけれども、はっきりとは確定できな

外モンゴルは独立を宣言して独立に成功しま

い。むしろどちらかと言えば梁啓超とか康有為と

す。チベットもダライラマが辛亥革命の直後に独

いったいわゆる変法派とか、あるいは立憲派、清

立を宣言いたします。けれどもこれは成功しな

朝の体制を維持しながらその中で内部改革をしよ

い。外モンゴルを除いて、辺疆の異民族の独立は

うという、そういう立場の人が日本華僑の中に多

達成されませんが、1949年の中華人民共和国がで

かったんじゃないかという気がしています。長崎

きるまでに、辺疆のチベットや新疆ウイグルとい

だけがちょっと特殊というふうには私は思わない

うのは、中華民国の一部であるけれども実質的に

んですけれども。
（人数の違いが影響していたの

はイギリスが入っていたりして、実際の統治は中

かもしれません。
）

国政府の影響力から離れていたということは言え
ると思います。だから実態としてのある程度の独

【質問者】 ちょっと話がそれるかも知れないんで

立性と、国家としての統一性の間にずれがあった

すが、孫文らの中華民国は、チベット自治区、ウ

のです。そのずれに関しましては、共産党政権が
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人民解放軍を辺境地に派遣して、中華帝国の版図

の存在を再確認しながら再評価できたらと思って

を統一をすることに成功します。それが今の少数

おります。私はヨーロッパの代表団みたいな形で

民族を含めた中華人民共和国という形になってい

ヨーロッパの著名なそれぞれの大学に研究交流の

ます。

交渉をするために出かけたことがありました。ど
この大学でも「東亜同文書院」と言うと一発です

【司会】 そろそろ予定した時間がきましたので、

ぐ分かる。
「愛知大学は知らない」ということで

このあたりで質疑応答を終わらせていただきま

ありまして、ただ『中日大辞典』がありますと

す。４名の先生、どうもありがとうございました。

お話しすると「ああ、あの大学か」ということで

最後に藤田センター長から閉会の辞をお願いしま

分かっていただける。そういう点で東亜同文書院

す。

という名前はグローバルです。これはアメリカに
行った本学のグループも同じ見解でありました。

【藤田】 本日は最後まで長時間にわたってご清聴

そういう意味では海外で書院は高く評価され、日

いただきまして大変ありがとうございました。私

本の中では先ほど申しましたような戦後の冷戦時

は書院の解説的なお話をしましたが、今日の本

代の事情がありまして少し評価が遅れているとこ

題は孫文でして、孫文をめぐってそれぞれの第一

ろがございます。我々としてはあらためて今後も

線でご活躍の先生方にお話を伺うことができまし

東亜同文書院の存在およびその内容を研究し、広

た。とりわけご当地の一番孫文に関係の深い神戸

く知ってもらいたく思っています。卒業生でいろ

の地で孫文の講演会と展示会ができましたこと

んな活躍をしてもまだ研究対象になっておりませ

を、我々としては非常に嬉しく思っております。

ん。そういう意味でもまだまだ我々は研究に取り

本日は孫文記念館の安井先生と、北九州市立大学

組みますが、皆様の中でも書院に関心をお持ちの

の横山先生に特別のゲストとしてお願いし、快く

方々、併せて我々と一緒に共同の研究を進めてい

引き受けていただきまして、大変感謝申し上げま

ただければありがたいと思います。

す。ありがとうございました。また、最後に本学

今日は６時まで展示会があります。それから明

の武井さんのほうからいろいろお話しいただきま

日もう１日展示会を予定しておりますので、まだ

して、記念センターのいろいろな状況もご理解い

ご覧になっていないという方はぜひご覧いただけ

ただけたと思います。もし東京あたりへ行く機会

れば大変ありがたいと思っております。なお先ほ

がございましたら豊橋へお寄りいただいて記念セ

ども案内されましたように、一番後ろに我々の出

ンターのほうへもご訪問いただけたら大変ありが

版物の販売も行なっていますので併せてご覧くだ

たいと思っております。記念センター長といたし

さい。どうも本当に今日は長時間にわたりまして

ましても、先ほど申しましたように東亜同文書院

ありがとうございました。
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〈展示会〉

神戸資料展示会・講演会を企画して
東亜同文書院大学記念センター
豊橋研究支援課

山口恵里子

愛知大学東亜同文書院大学記念センター / オー

の中で何に興味を抱いてもらえるか、近隣の孫文

プン・リサーチ・センターでは、文部科学省の補

記念館から何をどのように借用するか、などにつ

助金を得て2006年度より５ヵ年間、全国を回って

いて検討を重ねました。
後援団体は、開催地である兵庫県教育委員会、

展示会・講演会を開催していますが、横浜・東京・
弘前・福岡に引き続き、今年は神戸で11月２日か

神戸市教育委員会、
（財）孫中山記念館、読売新

ら４日にわたり開催しました。

聞大阪本社、本学関係団体は（財）霞山会、愛知

テーマは、
「孫文̶神戸、長崎そして東亜同文

大学同窓会の合計６団体から協力を得て、特に本

書院、愛知大学̶」として、孫文にスポットをあ

学同窓会の兵庫支部総会、西日本地区支部長会議

てました。

も神戸国際会議場で３日の講演会に合わせて開催

当記念センターは、孫文関係史資料を所蔵し
ていることから、孫文と神戸、長崎における孫文

していただき、神戸近隣の支部長を通して一人で
も多くの来場のお願いをしました。

の果たした足跡と役割も浮かび上がらせ、今日の

夏休み前には、九州市立大学大学院教授横山宏

視点から再評価することを目的にプロジェクト化

章氏から「孫文と長崎」について講演の快諾をい

し、近くには孫文記念館もあることから、資料提

ただき、早速ポスター・チラシを作成して情宣活

供も視野に入れ、神戸を開催場所としました。

動を始めました。
９月に入ると、メンバーは具体的に展示をどの

会場はＪＲ三宮駅からポートライナーで10分、
「市民広場」駅下車すぐの神戸国際会議場を前年

ように公開するか、テーマや講演内容を視点に入
れ、過去の展示内容を分析しながら具体化してい

度に予約していました。
2009年５月孫文記念館を訪問し、館長の安井三

きました。展示レイアウトは、レセプションホー

吉氏に「孫文と神戸」について講演会講師の依頼

ル（20M×10M）のカマボコ型会場を大きく３つ

をすると同時に、孫文関係資料の借用をお願いし

に分割。展示史資料は、パーテーションの寸法や

ました。帰路、神戸国際会議場に初めて出向き、

会場個々の展示品を活かせる方法を試行錯誤しな

3 階の展示会場・レセプションホール、
講演会会場・

がら選択し、本学が所蔵する主な展示物は、写真

国際会議室を下見しながら、市街から離れたこの

を撮り解説を加えて展示図録を作成してより解り

広いイベント会場で一般の人を呼び込むことがで

やすくしました。
最初のコーナーは、
「愛知大学孫文史資料」を

きるのか、少し不安を感じながら担当者と打合せ

テーマとし、孫文を支えた書院の山田良政・純三

をおこないました。
どのような魅力ある企画をすればどれだけの集

郎兄弟を中心に写真パネルや書などを選択。新た

客が可能なのか、大学が所蔵する限られた史資料

に本学所蔵の貴重な資料の中から孫文に関係する
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写真を探し、
「蒋介石を囲んでの集合写真」・
「遊

事前に業者から平面図、パネルの大きさ、展示ケー

ぶ山田純三郎、戴季陶、陳其美」
・
「孫文先生逝世

スのサイズ、スポットライトの数など備品を確認

三十周年記念祭」
・
「孫文逝去の家にて」
・
「孫文と

した上、こちらで予め検討した内容を作成して打

梅屋庄吉写真、孫文胸像」の写真パネルを作成し

合せに臨んだことで、順調に看板の内容や会場レ

ました。特に孫文書の「山田良政先生墓碑」
（掛軸）

イアウト案ができました。この展示公開プロジェ

を中心に配置し、展示ケースには、
「孫文訃報電報」

クト事業も５回目となり、試行錯誤しながら実行

や「土屋文明の短歌」などを入れ、計31点を準備。

してきたことが生かされていることを実感しまし

また、入り口の広い壁面には、孫文の日本と世界

た。
こうした展示物は、参加者メンバーで一つひと

の移動地図のパネル２枚を当記念センター展示室

つ梱包し、３個の大型Boxに納めてチャーター便

から取り外して持参しました。
次の「孫文記念館史資料」コーナーでは、孫文

に乗せ、搬入から搬出までを皆で協力しておこな

記念館の紹介パネルを作成し、孫文記念館からパ

い、会場設営は、開催日の前日から出張者で実施

ネルのデータを予めお借りして、展示に必要なパ

しました。まず、レイアウト試案通りにパーテー

ネル計15点を選択。内２点の「朝野をあげた歓迎」

ションを入れ、ガラスケース５台も設置。展示数

と「孫文最後の来日経路」のパネルは、本学で

からワイヤーの本数・掛ける位置を割り出し、照

内容を一部修正して作成し、残り13点は開催日の

明（アームスポット）28台もセット。写真パネル

前日に借用に出向くことになりました。このコー

や掛軸を取り付けると、ゆったりとした見栄えの

ナーにはパーテーション17枚を入れ、コの字型の

する展示室に生まれ変わりました。
３日の講演会は、外部からの２名の講師に加え

３面を作り、記念センター長の挨拶パネルも含め

て藤田佳久記念センター長の「東亜同文書院とそ

て計16点を展示しました。
第３コーナーは、
「東亜同文書院から愛知大学

のあゆみ・大旅行」と武井義和ポストドクターの

へ」をテーマに、特に「書院時代の指導者たち」

「孫文と東亜同文書院・愛知大学」の講演もあり、

や学生の「大旅行」をポイントに資料パネルなど

展示内容をより理解することができたと思いま

計35点を選び出し、見ばえのする東亜同文書院校

す。
集客の不安をよそに３日間で述べ250名の来訪

舎のタペストリーも大学史展示室から取り外して

者があり、東亜同文書院や孫文に話が弾み、改め

加えました。
出口からロビーまでの長い通路には、創成期の

てこのプロジェクトのファン層の厚さと魅力を肌

群像を中心としたイーゼルパネル32脚を設置。展

で感じ、開催の目的を果たすことができました。

示室横のロビーでは、当記念センター制作のＤＶ

来場者のアンケート結果では、
「全体的に多く

Ｄ（東亜同文書院から愛知大学の歩み−21世紀に

の展示物が上手に配置されており、導線も良かっ

はばたく真の国際人の育成）を常時放映して、大

た。
」と展示についてお褒めのことばもありまし

学広報の役割も果たしました。

た。神戸在住の方からは、
「孫文と神戸の係わり

受け付けには、記念センター刊行物の展示図録、

について理解ができ、有意義な企画であった。」

記念報、ブックレットやオープン・リサーチ・セ

と開催趣旨が伝わりました。関西や神戸の大学院

ンター成果物の展示・販売コーナーも設け、当記

生や留学生からは、
「日中関係史など研究をして

念センターの活動の理解を高めました。

おり参加したが、辛亥革命を指導した孫文の直筆

10月、設営業者と具体的な展示方法について打

の書や山田兄弟資料が印象深かった。
」と記載さ

合せのため、神戸国際会議場に出向きましたが、

れていました。東亜同文書院卒業生からは、
「学
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籍簿や成績簿など貴重な資料を終戦時の困難を乗

る事は全て手づくりで行うことを目標に展示会・

り越えて日本に持ち帰ったのは感銘深い。
」と企

講演会を実施しましたが、読売新聞や地元新聞に

画の喜びの声が届きました。本学の卒業生は、
「書

記事として掲載されたことや孫文記念館の貴重な

院生の中国での活躍を知り、日中関係史や書院の

資料をお借りでき、展示内容が充実したことも集

戦前のことをもっと知りたくなった。
」など多く

客にプラスになりました。プロジェクトメンバー

の感想をいただきました。

全員が汗を流しただけの成果を実感した展示会で

今回も厳しい予算の折、企画から実行まで出き

した。

ポスター・チラシ
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神戸の展示会に係わって
豊田信介
当記念センターでは、オープン・リサーチ・セ

スタッフ

に丸投げという有様であった。無論、

ンターの発足以来、所蔵資料等の外部公開を目的

いいかげんな回答をするより素直にバトンタッチ

とした「出張展示」を全国各地で行ってきたが、

の方がミスもなく望ましいとも言えるだろうが、

昨年11月に神戸で開催された今回の展示会におい

特定のスタッフに負担が集中するのを避けるとい

ては、自ら現地での運営スタッフの一人として、

うことを考えれば、少し勉強すれば答えられるよ

微力ながら参加させて頂いた。自身としては2007

うな質問については、 素人スタッフ

年の東京展示会以来 2 年振りの

であった

可能にしておくべきなのは当然である。今回の件

が、経験豊富な他のスタッフに支えられつつ、何

で己の不勉強さを痛感しつつ、今後の課題とした

とか無事に３日間を乗り切ることができた。

い。

現場

でも対応

今回の展示会は３日間のうち２日が平日であ

また、来場者からの質問の中には「何故おたく

り、また会場が都心部から若干外れた所にあるな

が東亜同文書院の展示をやっているのか？」とい

ど、前回までの展示会に比べると不利な環境下で

う根本的なものもあった。この種の質問は東京展

の開催であったが、講演会開催日の11月３日を中

示会の時にも受けた経験があるのだが、これは愛

心に多くの来場者に恵まれ、全体としては概ね盛

知大学が中京圏以外では無名の存在であることの

況であった。展示物に対する眼差しは皆熱心であ

証である。今回の神戸を含めたこれまでの「出張

り、中には会場を一回りするのに１時間以上費や

展示」によって、両校の

す方もいるなど、神戸の人々の意識・関心の高さ

少は世間一般に浸透したと思いたいが、このよう

を実感した。

な認知を目的とする活動には何よりも継続性が大

知られざる

関係も多

そのような 熱心な 方々が多かったこともあっ

切である。大掛かりな展示活動をオープン・リサー

てか、この３日間においては、来場者から展示内

チ・センター事業終了後も行っていくことは予算

容等に関する質問を受ける機会が度々あった（特

の面でも難しいと予想されるが、今後は経常費の

に私は受付を担当していたため）
。しかし申し訳

範囲内で実行可能な PR 活動を考え、東亜同文書

なくもドの付く素人である私にはマニュアル以上

院と愛知大学のことを簡単に忘れ去られないよう

の回答はできず、結果的に多くの質問を

にすることが必要ではないかと思う。

専門家
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シカゴと神戸での展示会と講演会
東亜同文書院記念センター委員 東亜同文書院第42期卒業生

小崎昌業

東亜同文書院大学記念センターは、そのオープ

べてみても、高架鉄道が動いていたダウン・タ

ン・リサーチ・センター整備事業４年目に当る2009

ウン等の様子は、余り変わっていないように思っ

年については、３月26日（木）から29日（日）ま

た。但し、シカゴは著名な建築物が多い街である。

で、米国シカゴのシェラトン・ホテルでのアジア

1963年印度からカナダに転任した直後ケネディ米

学会において、また、11月２日（月）から４日

大統領が暗殺され、日本大使館のカナダ人女子職

（水）にかけて神戸国際会議場で、それぞれ同文

員が泣きながら私に告げに来たことを思い出して
いた。

書院の展示会と講演会を実施することにした。
上記のアジア学会は、1941年ミシガン大学で創

さて、この日夕刻、我々全員この高架鉄道でサ

立され、現在会員7,000名を擁する国際大組織であ

ウスループにあるチャイナ・タウンに行き、中国

る。しかも今年の研究会は、４日間でシェラトン

レストランで賑やかな学会の夕食会を楽しんだ。

２階にある多数の会議室で、朝から夜まで２時間

アジア学会員約200名（日本人、中国人、韓国人、

単位のセッションが249も開催されることになっ

米国人等）が一堂に会し、中国料理を味わった。

ていた。この学会への出展は、ミシガン大学のラ

27日（金）朝、徒歩でシェラトン・ホテルに

イブラリアン仁木氏に強く要請されて実現したの

行く。同ホテルの地下展示室に138ブース、２階

であるが、講演の申し込みは、2008年８月に終了

会議室に４日間で講義249セッションが開催され

していたので、これについてはシカゴ大学のライ

ていて、学会員は好きな時に何処にでも参加出来

ブラリアン奥泉氏の斡旋で、アジア学会終了の翌

た。例えば、世界の主要出版社、Harvard Univ.

日３月30日（月）に予定された「シカゴ大学ジャ

Press, Univ. of California Press, OCLC, Cornell

パンツアー」において実施されることになった。

Univ. Press, Columbia Univ. Press, Oxford Univ.

さて私は、３月25日（水）夕刻成田発、同日午

Press, Hong Kong Univ. 、Press, Chinese Univ.

後シカゴ着、先着の愛大関係者７名とヒルトン・

Press, The Korea Society 等々、日本からはクレ

ホテルで合流した。26日（木）朝、全員で会場の

ス出版、大空社、不二出版、ゆまに書房、雄松堂、

シェラトン・ホテルに向かい、展示場で出展の準

柏書房、紀伊国屋書店、八木書店、丸善インター

備をした。昼食後、全員が好天気の下、ミシガン

ナショナル、図書刊行会、日本図書センター、朝

湖畔にあるネイビイ・ピアまで歩行し、続いてダ

日新聞、毎日新聞、読売新聞データベース等が競っ

ウン・タウンを見学した。

て出ていたが、大学からは愛知大学１校のみの出

1964年の夏、オタワの在加日本大使館に勤務中

展であった。ただ各社の中には日本外務省執務報

だった私が休暇をとり、車を馳って北米縦断の途

告、戦前の上海における日本人の生活（執筆者が

次、訪れた時のシカゴの街の様子を思い出して較

同文書院教授）、アジア諸国写真集等、自分にとっ
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関係者全員と別れ、私は１人シアトルに向かった。

て懐かしい内容の出展書籍があった。
28日（土）朝、シェラトン・ホテルに行き、展

11月１日（日）午後、神戸三宮ポートピア・ホ

示会、講演会を見て廻る。わが愛大ブースにも関

テルに行く。戦前、東亜同文書院大学の学生だっ

心を持つ人達が来る。
29日（日）朝、昨夜からの雪が積もっている中、

た時、三宮沖からの船で上海に向かったことを懐

シカゴ市民のマラソン大会が開かれ、大勢の人が

かしく思い出す。２日（月）から４日（水）（10

走っている。漸く掴まえたタクシーでシェラトン・

時から18時）まで開催された東亜同文書院大学の

ホテルの会場に着き、12時までに会場を整理し、

展示会と講演会を手伝うためである。会場は、ホ

展示品を収納梱包する。会場に近いレストランで

テルに隣接する神戸国際会議場であった。

昼食後、皆と別れてヒルトン・ホテルに戻り、近

２日（月）、展示室の準備を急ぐ。展示室は表

くのシカゴ美術館に行く。17時閉館。19時ヒルト

側３ブース（内１ブースは孫文記念館から借用し

ン・ホテルの２階に全員集合し、今夜の夕食はイ

た展示品用、他のブースは東亜同文書院大学用）、

タリア料理と主張して探したところ、ホテル近く

裏側１ブースは愛知大学用とされ、入口受付の

で見つかり、狭い部屋だったが何とか旨い夕食に

テーブルには売却用の東亜同文書院大学関係書

ありつけた。

籍、来訪者用名簿等を置いた。
３日（火・文化の日）、朝から見学者多数集まる。

30日（月）朝、全員タクシーでハイドパークに
あるシカゴ大学に向かう。この大学は1890年ジョ

滬友会々員数名も含む。13時から15時まで展示室

ン・Ｄ・ロックフェラーの尽力によって創設され、

の前の国際会議室（定員240名）で次のような講

調査研究を目的とした大学院大学を主体としてお

演を行った。
①「東亜同文書院とその歩み・中国調査大旅行」

り、ノーベル賞受賞数は世界一を誇っている。広
いキャンパスの中を案内され、学生食堂で昼食を

藤田佳久愛大教授・愛大東亜同文書院大学記念セ

とる。

ンター長、②「孫文と神戸」安井三吉孫文記念館々

午後、有名なレイゲンスタイン・ライブラリｨ

長、③「孫文と長崎」横山宏章北九州市立大学大

Regenstain Libraryの523号室にアジア学会出席

学院教授、④「孫文と東亜同文書院・愛知大学」

者（日本人・米国人）が集まり、
「シカゴ大学ジャ

武井義和愛大東亜同文書院大学記念センターポス

パンンツアー」が始まった。15時から16時まで藤

トドクター。
孫文と東亜同文書院との関係について見ると、

田教授による「東亜同文書院大学の歩み（1901〜
1945年）と中国調査大旅行」について、16時から

東亜同文書院出身の山田良政・純三郎兄弟が、兄

16時30分まで成瀬ライブラリアンによる「東亜同

は広東省恵州の蜂起に参加して戦死し、弟は孫文

文書院大学出版物のデータベース」について、そ

の秘書として、孫文の死に至るまで中国革命のた

れぞれ公演があり、質疑応答が重ねられ、盛況に

めに尽瘁した、極めて強いものがあった。
孫文は、中国の民主革命、近代化の先駆者とし

終わった。
続いて学生クラブの２階別室に於いて、ノーベ

て著名であった。58年の生涯のうち革命運動に全

ル物理学賞を受賞した南部陽一郎先生を囲み、夕

力を投入したのは約30年。海外亡命が約15年、そ

食会が行われた。先生と私は年齢が一歳違うだけ

のうち日本での亡命が９年。日本を革命運動の避

で、話がよく合ったが、シカゴ大学の生活の懐の

難所、根拠地として来日15回、うち12回が亡命、

深さと広さを窺って羨ましくなった。

３回が公式（東亜同文会が招待）
、非公式訪問で

31日（火）朝、シカゴ空港で、日本へ直行する

あった。
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1894年に興中会なる最初の革命組織を作ってか

孫文は、次第に日本批判を強め、1924年神戸に

ら、1905年に東京で中国同盟会を結成し、６年後

おける「大アジア主義」なる講演に於いて「日本

の辛亥革命につながる。この頃、孫文は、全面的

が西洋の覇道の手先となるか、東洋の王道の守り

に日本側の、特に民間の財政援助に頼り、借款の

手となるのか」と結び、その覇道政策を批判し、

提供、鉄道、鉱山、航運業などを担保にしてかな

翌年北京で死ぬが、その臨終の席に山田純三郎が

りの額を入手している。1912年清朝を打倒し、中

いた。今回の展示品の中には、孫文と純三郎の親

華民国が成立するが、すぐに袁世凱の専制政治

密な関係を示すものが多くあった。

に取って代られ、1913年から軍閥支配との戦いが

同日夕刻からポートピア・ホテル内で神戸愛知

1925年の孫文の死まで続く。その間孫文は、1917

大学同窓会が開催され、滬友会からも何名かが参

年広東政府を改組し、1924年連ソ、容共、労農援

加していた。
４日（水）正午、私は神戸を離れて滋賀県に向

助の三政策を掲げ、黄捕軍官学校を設立し、反軍
閥、反帝国主義の目標を打ち出す。

かっていた。（完）
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〔講演会〕

東亜同文書院大学記念センター 京都講演会
大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院
2010 年７月 17 日 コープ・イン・京都
【司会】 それでは時間になりましたので、ただい

オープンできてありがたく思っております。とい

まから講演会をスタートさせていただきます。本

うことでただいまから始めさせていただきます。

日は京都の祇園祭の真っ最中。まあ最終日ではあ

まず最初に本学の学長佐藤元彦のほうからご挨拶

りますが、祇園のほうにも心を動かされることが

をさせていだきます。よろしくお願いいたします。

あるかと思いますけれども、こちらの講演会にた
くさんお集まりいただきまして、大変ありがとう

【佐藤】 こんにちは。愛知大学の佐藤でございま

ございます。私は愛知大学東亜同文書院大学記念

す。本日は京都におきまして東亜同文書院大学に

センター、センター長の藤田と申します。本日は

関わっての展示会ならびに、このあと講演会が開

私が進行役をさせていただきます。どうぞよろし

催されますけれども、このようにお集まりいただ

くお願いいたします。

きまして誠にありがとうございます。今回は東亜

なぜこんな祇園の時にやるかという話になるん

同文書院大学だけではなくハルピン学院、さらに

ですけれど、京都で会場をいろいろ探す苦労がご

建国大学の関係者の皆様にお集まりいただいてる

ざいまして、そういう苦労の中で、ちょうどこの

と聞いております。合わせてお礼を申し上げさせ

コープ・イン・京都が空いてるということになり

ていただきます。

まして、これも奇跡に近かったんですけれど、ま

東亜同文書院大学記念センターが愛知大学に設

あわれわれとしてはこの日にちを選ばせていただ

立されたのは 1993 年であります。以後東亜同文

いたということであります。今日と明日、２日間

書院、あるいは東亜同文書院大学に関する資料の

にわたって京都の皆さん方にも、いろいろわれわ

収集、ならびに展示の整備を進めてまいりました

れの展示を見ていただきたいと思っております。

が、2006 年からは文部科学省のほうから、オー

そしてもう１つ行事がございまして、明日の午前

プン・リサーチ・センター整備事業として改めて

中には、お配りしたチラシにもあると思いますが

補助金をいただく形になりました。以後今年に到

荒尾精という、東亜同文書院の立役者でもありま

るまで５年間をかけて整備を進め、合わせてこの

す方の記念碑が哲学の道の入口のところにござい

期間に、日本の各地で本日と同じような講演会な

ますけれども、そちらをお参りしながら追悼式を

らびに展示会の開催をしてきたところでございま

近くの場所で行ないます。その２つの行事をこの

す。
横浜に始まり、東京、福岡、神戸、そして今回

度は企画いたしました。
集中豪雨も上がって今日から快晴になり、われ

の京都ということでございますが、このあとさら

われとしても祇園と快晴という条件の中、何とか

に本間先生ゆかりの地である米沢、これが８月の
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終わりです。そして最後になりますけれども 11

た中国語を今度は実際の現地における調査という

月に入りますと、名古屋で同じような展示会ある

中で使っていく中国現地研究実習という科目が３

いは講演会を予定しているところでございます。

年生、４年生に配置をされているところでござい

名古屋につきましては、松坂屋さんをお借りして

ます。これにつきましては、約３週間の調査を中

行なうということがすでに決まっております。補

国で行ないまして、その調査の成果を履修者、参

助金は５年間ですので、実は今年度で終わりとい

加者１人１人が５分間で中国語で発表するという

うことになりますけれども、大学としてはまた別

機会が設けられております。これは毎年受け入れ

の形で東亜同文書院に関する資料の収集あるいは

先、提携先を変えて実施されてきておりまして、

整備、講演会の開催、さらにはそういったものに

昨年は東北師範大学にお願いして受け入れをして

基づいた大学教育の展開ということにさらに力を

いただきました。私自身はその前に浙江大学で実

入れていきたいと思っておりますので、引き続き

施された際、ちょうど 10 回目であるということ

ご理解、ご協力を賜ればと考えている次第でござ

で成果発表会に顔を出させていただいたんです

います。

が、全員が中国語で発表し、それに対して受け入

多くの方はもしかするとご存じかも知れません

れ先の大学の学生さんが中国語で質問する。さら

けれども、この機会に少し愛知大学における、中

にその質問に対して愛大生が中国語で答える。こ

国に関わっての教育研究ということにつきまし

のプロセスが実に見事であるというふうに、手前

て、改めてご紹介をさせていただければというふ

味噌でございますけれども受け止めております。

うに考えております。先ほど申し上げましたよう

そしてさらには３つめの現地主義になりますけれ

に、東亜同文書院大学記念センターは 1993 年に

ども、いわゆるインターンシップ、これにつきま

スタートをしております。それ以前に、たとえば

しても中国で展開しており、今年につきましては

国際問題研究所という場所において中国研究を進

上海でさらに３つほどインターンシップ先が増え

め、あるいは今年第３版が久方ぶりに刊行されま

たという報告も受けているところでございます。

した中日大辞典の編纂作業を進められるというこ

これが現代中国学部の教育の極めて特徴的な部

とがございました。教育という点でいきますと、

分でありますが、大学院につきましては先ほど申

そういった研究、辞書編纂をベースにしまして、

し上げましたように、現代中国学部の設置よりも

1997 年に現代中国学部というのが日本で初めて

６年早くスタートしております。この特色は何と

設置をされております。大学院の中国研究科とい

言ってもテレビ会議システムを使って、日本語を

うのはそれよりも少し前に遡りまして、1991 年

使わずに中国語と英語だけで授業を展開するとい

にスタートしております。

うところでございまして、さらに言えばそういう

さて現代中国学部におきましては、３つの現地

プログラムを通して博士の二重学位、修士の二重

主義というのが教育の１つの大きな特色になって

学位、そういったものをこの間展開してきている

います。「三現地主義」あるいは「三現主義」と

という点でございます。残念ながら中国人の方の

いう言い方をわれわれはしております。それは

ほうが二重学位を取得されてるケースは圧倒的に

言ってみれば東亜同文書院大学自体の教育を髣髴

多いんですけれども、今後日本人についても、学

とさせるというふうに私自身は考えているところ

位を２つ取得できるようなケースを何とか増やし

でございますけれども、まず１学年全員が、中国

ていきたいなというふうに思っているところであ

の南開大学で中国語のトレーニングを受ける。そ

ります。それから研究という点でいきますとこれ

ういうプログラムに始まります。そして身に付け

も多くの方がご案内かも知れませんけれども、先
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ほど申し上げました国際問題研究所であるとか、

その点で言えばそういうチャンスも捕まえなが

中日大辞典編纂所に加えまして、国際中国学研究

ら、中国だけではなく韓国との交流にも重点を置

センターというのがございまして、文部科学省の

き、愛知大学の特色をさらに伸ばしていきたいな

21 世紀 COE に採択され、今申し上げましたよう

と、そういうふうに考えているところでございま

な、博士の二重学位のあとの、若手研究者の養成

す。
だいぶ長くお話をいたしましたけれども、韓国

も含めて、この間担ってきてるところでございま

との交流もさらに強化をし、そして日中韓の学術

す。
そうしたことがベースになりまして、実は今年

交流、あるいはその人材養成という点で、知名度

外務省の日中研究交流支援事業に採択をされまし

をもっと高めていくような、そういう努力をして

た。この日中研究交流支援事業と言いますのは、

いきたいということをこの機会に申し上げまし

政治・外交、経済、それから 3 つ目が教育人材養

て、私からの挨拶に代えさせていただきたいと思

成というふうに、大きく 3 つから構成されており

います。改めまして本日お集まりいただきまして

まして、それぞれについて毎年 1 件ずつしか採択

誠にありがとうございました。

がされません。その中で教育人材養成という点で
愛知大学が採択をされたということでございまし

【司会】 続きまして霞山会理事の星さんにお願い

て、期間としては 1 年間という形で短いんですけ

いたします。戦前に東亜同文書院を含め幾つかの

れども、過去の例を見ますと継続されているケー

学校の経営母体である東亜同文会というのがござ

スもございますので、何とか 2 年目、3 年目が実

いました。その東亜同文会の理事長が近衞篤麿公

現するように、大学としても努力をしていきたい

でございまして、その方の雅号が霞の山と書いて

と思っております。これは内容的には主に日中の

霞山。それが戦後霞山会となりました。現在そち

交流の架け橋になるような人材、特に日本で学び

らの理事でいらっしゃる星さんからご挨拶を。よ

中国に帰った人達を対象に、その後どういうふう

ろしくお願いいたします。

にフォローアップをしていったらいいのかという
ことについて考え、外務省に政策提言をするとい

【星】 佐藤学長からの立派なスピーチのあと、私

うのが最終的な目標になっております。これから

からということなんですけれども、僣越でござい

９月、10 月、12 月と、日本、中国、日本という

ますがご指名でございますので簡単にご挨拶した

順番で国際シンポジウムを開催し、最終的には来

いと思います。どうも皆さん今日は暑いところを、

年の２月までに研究成果をとりまとめて、外務省

講演会に参加していただきましてありがとうござ

に政策提言を提出するという形になります。

いました。パンフレットの一番下のほうに「共

このプロジェクトは愛知大学が申請をしたとい

催／財団法人霞山会」となっておりますけれども、

うことではあるんですけれども、内容的には一橋

霞山会についてあまりご存じじゃない方もいらっ

大学と連携をするということが含まれておりまし

しゃるかも知れません。今ご紹介のありました東

て、一橋大学と連携をして最終的な成果を取りま

亜同文会が戦前にありまして、それが戦後解散さ

とめ、外務省に提出をするという形になっており

れ、有志の皆さん、もちろん東亜同文書院大学の

ます。民主党政権になりましてから特に東アジア

卒業生の皆さんも含めて戦後に作りましたのが霞

ということが強調されるようになってきているか

山会でございます。
現在私共の名誉会長が近衞通隆。篤麿さんのお

と思います。最近採択された新成長戦略の中で日
中韓ということがかなり強調されておりまして、

孫さんでございます。霞山会はどういうことを今
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してるかと言いますと、あくまでもやっぱり東亜

思います。

同文会の理念を継承して、人材育成ということも

もう１つ霞山会として今年から始めました新し

ありますけども教育関係のいろんな事業を展開し

い事業としては、東北地区、もと「満洲」でござ

ております。あまり時間がありませんので簡単に

いますけれども、まだまだ貧困な家庭が多く、大

言いますと、まず１つは中国からの留学生の受け

学の統一試験（全国で一斉に試験をして、何点以

入れです。奨学金を出すということですね。これ

上は北京大学に入れるとかいうのが決まってる）

はもう 35 年ぐらい続けて、一貫してやってます。

で点数が良くて受かったとしても、残念ながら授

中国全体から毎年５名。上海から毎年３名。その

業料が払えない。だいたい授業料は各大学みんな、

代わり日本からも派遣する。日本から派遣する学

向こうは国公立しかないですけど１年間に５千

生は、中国の大学院に入って勉強する院生です。

元。日本円に直せば７万円ぐらいですけども、こ

日本から行く普通の留学生との違いは、あくまで

の奨学金を出していこうということで、東北地区

も中国との教育部との協定に基づいて実施されて

の３大学と、日本語学校もありますので出してお

いるので、奨学金は中国から出してもらえます。

ります。

それと同時に霞山会の留学生であれば、一般の外

ちょっと話が長くなりましてすみませんが、人

国の留学生が入れないような資料館、図書館（中

材育成という面から言うと、こういう奨学金で相

国では档 案館という言い方をしていますけれど

互交流という以外に、日本語学校と中国語学校を

も）にも行ける、そういう身分証明書ももらって、

やってます。日本語学校は現在 170 名。全員中

１年間向こうで勉強するという制度、ということ

国大陸から来て日本語を学ぶ中国人を受け入れて

が１つです。

おります。学校の名前は東亜学院日本語学校。

とうあんかん

それから中国でも特に北京、上海の人達は、大

170 名のうち約 60%が中国の大学を卒業し、日

学の先生、日本語を教えている先生を含めて何回

本に来て日本の大学院で学びたいという人間で

も日本に来てるわけですけれども、新疆省とか四

す。こういう人達が日本語ができない。大学や大

川省とか陝西省とか寧夏自治区とか、そういう内

学院で先生の講義を日本語で受けても分からな

陸で日本語を教えてる先生方は、日本に来るチャ

い、理解できないという、そういう人達に日本語

ンスが無いんです。そういう人に対しては全額霞

を勉強してもらうということで、毎年 150 名ぐ

山会が費用を負担して、日本に来てもらって各学

らい卒業させてます。それから中国語学校。これ

校、大学を回ってもらったり、日本語研究所とか

は去年１年間で延べにして約 1,500 名ほど、日本

そういうところも回ってもらう。それと同時に新

人の企業の皆さん（政府、自治体の人達が多い）

潟市の協力も得まして農家でホームステイしてい

を受け入れて中国語を教えてます。教え方として

ただく。それで日本の農家の皆さんがどういう生

は、中国語学校というのはいっぱいありますけれ

活をしてるかということも含めて、一緒にホーム

ども、その中でやっぱり企業の人達が多いもので

ステイをしながら理解していただく。もちろん

すから、たとえば銀行の人達だったら銀行の人達

ディズニーランドとかの観光コースもそこへ

が使う専門用語、それから鉄鋼メーカーの企業の

ちょっとプラスしています。これはもうなかなか

人達でしたら鉄鋼関係で使う専門用語も含めて、

行けないところですから。いわゆる１回も日本に

いわゆるビジネス中国語と言ってますけれども、

来ていない、中国で日本語を教えている中国人の

そういうものも教えているということでございま

日本語教師を呼んであげる。こういうことでござ

す。

いますね。これは非常に大事なことじゃないかと
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は一応民間という形になっておりますので、日中

けれど、途中から、戦争直後、文部省のほうから

間が政治的、外交的に非常に悪化した時期でも、

の達しがございまして、それ以外の大陸から帰っ

一貫して中国を主としたアジア諸国との交流を深

てこられる方々も受け入れるということがござい

めていっています。引き続きそういう分野での交

ました。京城帝大とか台北帝大とか、今日のハル

流を深め、一番大事な相互の協力、理解というこ

ピン学院とか建国大学とか、その他諸々の旧制の

とに力を入れていきますので、皆さん方もしご関

高等学校の方々、こういう方々が予科へ入って、

心、興味がありましたら、東京の赤坂に事務所が

大学におられた方は学部に入るという形で愛知大

ありますので、どうか遠慮なく訪ねてきてくださ

学が設立された、そういう経緯がございます。そ

い。中国語を勉強したいということであればそれ

ういう意味で、愛知大学は文字通り東アジアの中

でも結構です。歓迎いたします。

に設立された学校という位置づけもできるわけで

ちょっと長くなりましたけれどもこの辺で失礼

ございます。
そこでそういうことも踏まえて、今日は東亜同

いたします。ありがとうございました。

文書院卒業生の小崎先生のお話も含めまして、あ
【司会】 どうも星さんありがとうございました。

と佐藤先生（建国大学）、谷先生（ハルピン学院）

星さんはハルピン生まれということで、しかも中

のお２人をお招きいたしまして、少しご経験を交

国の方よりも中国語がお上手だということです。

えて、このようなタイトルで本日の講演会を開か

またご興味がございましたら霞山会をご贔屓にお

せていただきたいということでございます。また、

願いしたいというふうに思います。

この後ろのほうに２部屋分、展示コーナー、ある

それでは早速ですけど、ただいまから講演会を

いはビデオの部屋を用意してございますので、お

開かせていただきます。メインテーマは「大陸に

帰りの時にでもお立ち寄りいただければ大変あり

あった日本の高等教育機関と東亜同文書院」とい

がたいと思っております。本学は展示施設を持っ

うことであります。この趣旨はどういうことかと

ておりまして、今回は会場の都合もありましてそ

申しますと、愛知大学は東亜同文書院の教職員お

の中から資料をピックアップしてまいりましたけ

よび学生諸君から引き揚げてできあがった学校で

れども、またお立ち寄りいただければありがたい

ございます。メインはそういうことでございます

というふうに思っております。
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〔講演会〕

建国大学と私

満州建国大学出身、愛大２５年卒

佐藤達也

【司会】 では早速ですけれど、最初に佐藤先生の

知大学のおかげで学業を継続することができ、感

ほうからお願いします。佐藤先生は建国大学の５

謝に堪えないことでございます。満州建国大学は

期生でございます。昭和 18 年のご入学とお聞き

敗戦と共に閉学いたしましたけれども、同大学は

しています。終戦のあとそちらのほうは中途退学

満州国立の最高学府として設立され、異色の大学

ということになってしまったわけでありますが、

として他に類を見ない特徴を持ち、その創立の経

愛知大学に入学されまして、その後三和銀行へ入

緯、組織、制度、目的、具体的内容等につきまし

られ、都内の各分野を回られまして、その後日中

てご紹介いたしたいと思います。

貿易関係に活躍の舞台を設けられまして、日中貿

１．建国大学の創建

易関係の会社をやっておられます。そうしました
ら早速ですけど佐藤先生のほうからお話を伺いま
す。お願いいたします。

建国大学の創建はご承知の東亜連盟を唱えた石
原莞爾氏のアジア大学構想から始まると言われて
おります。この構想による大学設立の具体化は、

【佐藤】 ただいまご紹介にあずかりました佐藤で

昭和 12 年２月、関東軍の当時の参謀辻政信に

ございます。よろしくお願いします。足腰がいさ

よって進められました。論議の末アジア大学案は

さか不自由でございますので、座らせていただき

建国大学案となりました。満州国はご承知のよう

ます。申し訳ございません。お手元にレジメが配

に昭和６年９月 18 日満州事変勃発の後、翌年３

布されておりますけれども、一応レジメに従いま

月１日に建国宣言し、首都を長春とします。３月

して話します。

14 日長春を新京と改名。年号を大同とし、溥儀
が満州国執政に就任、昭和９年３月１日帝政を実

私は 1946 年 12 月 29 日、シベリアより復員を

施、執政溥儀は皇帝となり、康徳と改元しました。

いたしまして、四日市に帰郷したんですが、翌

ここにおいて関東軍ならびに満州国政府は、国家

1947 年３月愛知大学の予科３年に転入学いたし

の統治に当たる人材の育成を担う大学を造成する

ました。わずか１か月でありました。その後学部

必要を感ずるに到りました。当初の構想はアジア

のほうに入ったんですが、建国大学の同窓生は他

大学として教師は世界各国の有名な学者、および

に 10 名、全員で 11 名だったと思いますけれど

若干の指導者を招聘し、学生も満州に居留する各

も、愛大にお世話になりました。うち３名は中途

民族の青年のみでなく、広く中国、インド、およ

で退学いたしましたが、東亜同文書院の本間学長

びアジア等の国から青年を受け入れて、マルクス

以下の方々の非常なご努力の結果、創立された愛

主義に反対するが帝国主義にも反対する、いわゆ
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る満州国学を特徴とする１つの新型の大学の建設

彼等を招聘することは困難となりました。そこで

を目指しました。しかるに昭和 12 年７月７日、

大多数の教師は日本の各大学から招聘されまし

支那事変の勃発により国際情勢は一転し、アジア

た。学生の募集については 1938 年、第１期生は

大学構想は受け入れられなかった。３月 26 日に

150 人、うち日本人 75 名、漢民族 50 人、その

関東軍、４月 16 日に国務院において建国大学創

他 25 人は朝鮮、蒙古、台湾の白系ロシア人とな

設を可決。５月上旬に準備委員会が設立され、５

りました。朝日新聞によると、当時日本の学生の

月２日には長春の歓喜嶺で地鎮祭を挙行して建大

建大受験者は約 1 万名であり、まことに狭き門で

設立準備を着々と行ない、学生の募集、教官の確

ありました。総務長官の星野直樹が長男の正一を

保を行ない、昭和 13 年５月２日、建国大学開学

受験せしめ、合格入学せしめたのも彼の建大に対

勅語の下賜の下に開学式、入学式を挙行しました。

する重視と期待を示しております。満系の 50 名
の学生も数千名の候補者の中から選抜された者で

２．建国大学創立の目的および内容

ありました。まず母校の選抜試験を経て、県の試

建国大学令の第１条には次のようにあります。

験を受け、合格者は合格後、省の試験を受け、合

「建国大学は建国精神の神髄を体得し学問の蘊奥

格後建国大学の国の試験の通知を受け、新京の法

を究め、身を以てこれを実践し、道義世界建設の

政大学に行き、筆記と面接試験を受けます。合格

先覚的指導者たる人材を養成することを目的とす

後さらに通知を受け、建大内に 3 泊し、日本語の

る」。学習年限は６年とし、前期３年、後期３年

面接試験と厳格な身体検査を受けます。例としま

とする。前期は高等普通教育を行ない、建国精神

してハルピン中、これは中国人の中学、２00 人

の理論的研究と軍事訓練、労働訓練に重点を置き、

の受験者中、合格者は４名だったということです。

第１、第２外国語の教育を行なう。後期はあとで

総理大臣の張景恵の息子も不合格となりました。
５月２日の開学式と入学式に際し、建国大学開

話します。大学は大学院および研究院を設立し、
前者は主として実務経験のある建大卒業生の中か

学勅書が皇帝臨席の上、下賜されました。その中

ら招致し、造詣をさらに深めさせる。後者は主と

で「建国大学は国のため骨幹棟梁たる人材を養成

していわゆる満州国学を研究し、政府当局が政策

する。本大学は我が国の最高学府であり、政治教

を定める場合に参考になる資料を提供し、また建

育の根源、文化の精粋、経天地緯の学、治国平天

大の教育内容を充実させるための教材の提供と建

下の道をここに教え、ここに学び、天下に及ぼし

議を行なうこととする。大学総長は総理大臣張景

て極みなし」と述べられております。建大精神と

恵がこれに当たる。副総長にはかつて武昌の湖北

して強調されたのは、まず満州国の政治、経済、

法制学院で教鞭をとったことがあり、中国人に対

文教各方面の経営管理の任に堪え得る人材を作る

する教育の経験者であり、また東京大学法学部の

ことであり、近代的な知識偏重教育を超えて、知

卒業でありながら却って経済学博士号を取り、京

行合一の精神と健全な身心を持った人材を養成す

都大学の経済学部長を担当したこともある作田荘

ることであります。したがって、前期では普通の

一氏を最適任として選定をしました。

文化知識を学習し、後期ではそれぞれ分かれて政

また教師についてはアジア大学構想によって、

治、経済、文教を専攻した外、前期後期共に各種

中国の胡適、周作人、ソ連のトロツキー、インド

の訓練と東洋、西洋の倫理、道徳を学ぶことを重

のガンジー、ボース、アメリカのオーエン・ラチ

視しました。さらに重要なことは、各民族の学生

モア、パール・バック等の人物が考えられていま

が同じものを食べ、同じところに住み、同じもの

したが、７・７事件後国際関係が著しく緊張し、

を着、同じことを学び、同じ労働をする塾生活を
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送ることである。この目的は民族のあいだにある

系、満系共に新満州国の最高学府で学ぶことの高

矛盾感を調和する理論と体験を会得することであ

揚感があり、いかに建国精神を体得するかについ

る。それで一番大事なことは塾生活ということに

て真剣に議論し合っていました。時を経るに従っ

なるわけでございますが、次に「塾生活」のこと

て戦局と国際情勢の悪化から、満系のあいだに微

について申し上げます。

妙な変化が見られました。建大には研究院と図書
館があって、大量のマルクス主義を始め各種の思

３．塾生活

想関係の書物や、一部中国文の出版物が蔵書され

住居は塾といい、その塾は１棟ずつの平屋であ

ており、全ての学生に自由に貸し出されておりま

ります。中間に出入口があり、片側に寝室があり、

した。当時の作田副総長は満州国学の完成を目指

寝室の真中に通路、両側に日系・満系が交互に枕

し、それを学ぶことによりマルクス主義の本を読

を通路に向けて寝ます。寝具は正確に４つに畳ん

んでも、咀嚼し批判評価できるなら構わないとい

で積み重ねる。折り目は常に正確。各自夫々歩兵

う姿勢でありました。学生達は自分の好みに合わ

銃が支給される。寝室の外側に銃架があります。

せて手当たり次第本をあさり読みました。孫文の

塾頭室もそこにある。寝室の反対側に自習室があ

『三民主義』、蒋介石の『中国の命運』、魯迅、巴

り、20 数名各自机を持っております。毎朝太鼓

金、茅盾、ニーチェ、ゲーテ、ゴーリキーの作品

の音と共に起き、塾毎に養正堂という大きな武道

等、ありとあらゆる系統のものがありました。こ

館がありますがその前の広場に整列し、点呼を受

の恵まれた環境を充分に利用しようと、暇さえあ

け、あとで皇居と満州国の皇宮に遥拝をし、週１

れば本を読みました。次第に嗜好の合った者同士

回駆け足で建国忠霊廟に参拝します。一般に午前

が集まり、組や班が出来上がりました。マルクス

は教室で授業、午後は武道、軍事訓練、農業訓練

主義的な思考への入門書を始め、徐々に左傾的な

を受けます。農業訓練は一般的に長時間に及び、

書物の確保に努め、読書後討論を重ね、反満抗日

特に夏場は暑く、汗まみれになり、大変な苦闘で

の思想に陥っていく者がありました。
1941 年 11 月９日、１名がチチハル憲兵隊に

ありました。
しかし一部には、空虚な精神論よりこの農業実

逮捕され、12 月に釈放されましたが、1942 年３

習に価値を見出す者もあり、有名な馬小屋事件も

月 2 日、15 名が反満抗日の政治犯容疑で憲兵隊

ありました。これは一部の日系学生が塾を飛び出

に検挙されます。彼等は憲兵隊に殴打、拷問を受

し、農場の農夫と共に馬小屋に寝起きし、授業に

けましたが、1943 年４月、満州国最高法院が裁

も出ず、農業担当教授に心酔し、農作業を続けて

判の結果、無期懲役２名、懲役 15 年１名、13 年

いた出来事でしたが、学校側の説得が功を奏し、

２名、10 年と８年が１名ずつ、５年４名、執行

１か月後に終わりました。同教授は反建国精神論

猶予付き５年４名の刑を言い渡しました。うち１

者であり深く農民を愛し、満州農業を憂慮し、身

名は入獄して間もなく精神錯乱の状態に到り、取

をもって実践しておりました。多くの満系同窓も

り押さえようとした日系看守長の刀傷が元で敗血

同教授を慕っておりました。塾生活は日系、満系

症にかかり死亡しました。他の１名は獄中で患い、

を始め各民族の学生が同じものを食べ、同じ衣服

医者の適当な手当てを受けられず犠牲となりまし

を着、同じものを学習し、共同で生活行動をする

た。それぞれ 24 歳と 26 歳でありました。他の

中でお互いに切磋琢磨し、お互いを理解し、次第

者達は終戦と共に出獄しました。一部国民党と行

に親近感を増して、遂には友情が芽生え、一体感

動を共にした者もありましたが、大部分は共産党

を得ることを目指しておりました。開学当初は日

と共に行動し、新中国の有用な人材として革命に
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貢献しています。獄死した２名は反満抗日の先駆

北堡塁、水師営等を見学した後、大陸を北上して

者として今なお建大同窓の心の中に生きておりま

遼陽の橘大隊奮戦の跡を偲び、さらに北上。真冬

す。

の新京に到着しました。２月 28 日です。

作田副総長はこの責任をとって辞任し、関東軍

厳寒の満州の生活条件はまことに厳しく、零下

退役中将の尾高亀蔵が後任となりました。これに

20℃の酷寒には何とか耐えるものの、飲料水（硬

伴い学内の統制は厳しさを増しましたが、満系の

水）が身体に合わず、また食事は高粱と玉蜀黍の

図書館活動は逆に深行し、１、２、３期から４、

お粥か饅頭で、消化不良になり、ずっと下痢気味

５、６、７、８期と次第に引き継がれ、終戦まで

でありました。武道は柔道を選びましたが、背の

続 き ま し た。1943 年 12 月 14 日 ６ 名、44 年 ３

高い白系露人の力強い長い腕には全くお手上げで

月 11 日３名が逮捕されましたがいずれも否認し、

ありました。学科は哲学、倫理学と精神論が多く、

10 月１日高等検察庁はいずれも不起訴処分とし、

語学に力を入れていました。中国語は必須科目で

全員を釈放しました。その他関内、重慶、延安等

あり、私は第２外国語に英語を選びました。ロシ

に走る同窓もありましたが、地下組織との連絡方

ア語を考えましたが１度に中国語とロシア語を覚

法がなかなかつかず、少数に留まりました。

えるのは大変だと思いまして、中学時代から慣れ
親しんだ英語を選んだのは良かったと思います。

４．学内行事

おかげで中国語は急速に進歩し、休日には新京旧

次が「学内行事」でありますが、皇帝の親臨及

城内に行って中国語の上海電影の映画をよく見ま

び秩父、高松、三笠各宮の学内視察等の行事が多

した。現在中国語に不自由しないのは当時発音を

く、また勤労奉仕というのが非常に盛んに行なわ

始め基礎を徹底したことがあると思います。また

れ、黒河で 3 週間や東寧道河で 1 か月やハイラル

満系の同窓と共同生活で中国語を聞き、使うチャ

忠霊塔建設などをやっておりました。また緑地計

ンスが多かったこともあります。向こう隣の楊君

画がありまして、学内の植樹にも相当力を入れま

とは特に親しくなり、中国語の歌をたくさん教え

した。現在長春の町は森林の都と言われるぐらい

てもらいました。今でも「何日君再来」とか「夜

木がたくさん茂っておりますが、われわれが当時

来香」なんかは歌えます。残念ながら楊君は戦後

植樹したのもその一部にあります。またその他グ

行方知れずとなりました。休日は先輩・同輩と共

ライダーや騎道、柔道、剣道、合気道とか、いろ

に親しい教授の自宅訪問をして交流を図りまし

いろな活動がありました。また現地実習、農村調

た。
建大から市内に出るのは徒歩で行きましたが、

査等は随時実施し、日系は華北、満系は日本各地

ここで新京の地理について若干触れますと、建大

という卒業旅行も当初は行なわれました。

は新京駅から大同大街（現在人民大街）を真南に

５．私の建国大学での体験

約 10㎞、南湖という人造湖を右に見て、南湖大

昭和 18（1943）年２月、建大第 5 期日系 75 名

路を過ぎたところの歓喜嶺という 214.5㎢、いわ

は、豊橋の旧陸軍予備士官学校、現在愛知大学豊

ゆる 65 万坪という、広大な敷地に建てられまし

橋校舎に集合。約２週間の訓練後皇居、靖国神社、

た。学生定員は最大 900 人で、校舎と９つの寮、

明治神宮、泉岳寺、伊勢神宮、橿原神宮、吉野の

養正堂など簡素なもので、樹木も少なく、敷地の

村上義光の墓、京都などを巡り神戸より乗船し、

大部分は原野と農地でありました。現在敷地の一

途中玄界灘で船酔いを経験した後、大連に上陸し

部には５期陳抗（後述）始め日中同窓の努力によ

ました。旅順の二百三高地、ロシア軍の東鶏冠山

り 1985 年に長春大学が創設され、15 学部、学
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けます。親しかった凌振礼の案内で農村に行き、

生数約 1 万人の総合大学に成長しています。
大同大街は当時としては画期的な広大な道路で

現地の幹部の案内で各地を視察しました。１度日

ありまして、現在人民大街と言って、他の大都会

本人宅に宿泊した時に、凌振礼が習慣の違いから

の大通りに何ら遜色の無い機能を果たしていま

風呂桶の底を抜いてしまったことがあり、懐かし

す。当時の建物としては、日本の国会議事堂を模

い思い出です。帰路吉林の凌家に１泊をして、翌

した旧国務院、旧満州国中央銀行、満鉄支社等数

日帰校しました。吉林は凌家の先祖代々の郷土で

多く、そのまま使われております。旧関東軍司令

あり、当時凌の父親は吉林省の警察署長でありま

部は現在中国共産党吉林省委員会が使用しており

した。戦後凌振礼は共産党の吉林省の先覚分子と

ます。また皇帝溥儀の住居（北京の故宮を模した

して活躍し、吉林市、長春市の開放に貢献しまし

本格的宮殿が完成するまでの仮住居）は、満州国

た。お陰で父上も特に大きなお咎めもなく、数年

皇宮博物館として観光スポットになっています。

前、100 歳近い天寿を全うされました。また在学

当時新京は都市計画による新市街（西側）と旧市

中私は凌振礼と親しかったに関わらず、彼が５期

街（東側）に分かれ、旧市街には現地中国人達が

満系の読書班の中心人物として秘かに行動してい

多く住み、飲食店、映画館等娯楽施設がありまし

たことには全く気づきませんでした。
戦後長春にて久闊を叙しましたが、彼等の右派

た。また新京駅付近の吉野町界隈には日系の本屋、
百貨店、飲食店などがあり、休日には建大生も大

闘争、文化大革命等の時代には、出自が不良とい

いに活用しました。1943 年６月には東寧方面の

う問題で大変苦労したようです。総じて建大同窓

道河というところに約１か月、道路建設の勤労奉

は共産党員であるにも関わらず不遇をかこつ人が

仕に行きました。暑い時期で重労働でありました。

多い。凌振礼は３年ほど前、夫人の故郷山東省で、

冬休みには長距離直通列車で安東（現在は丹東）、

趣味の農作業中突然他界しましたが、大変残念で

平壤、京城、釜山、下関経由で三重県四日市の家

あります。現在彼の長男凌剛とは大変親しく、後

に帰省しました。久しぶりに見る緑の山河に恵ま

述の愛大と東北師範大学との提携交渉に犬馬の労

れた日本の風景に大変親しさを覚えました。釜山

をとってもらい、大変感謝しています。彼の親友

では同期の鄭一煥の、石垣の多い家を訪問しまし

の周君を保証し、現在功成って中華料理店を東京

た。帰路は釜山から北京直通の列車に乗り、唐山

で経営しています。彼は特級のコックです。陳抗

（天津の少し北）で下車、父母のもとに帰りまし

は禁書をもって夏休みに盖平に帰省し、いとこに

た。当時父は長年の農林省勤務を辞め、華北交通

渡したのがばれ、盖平の警察に逮捕されました。

で農業指導を行なっていました。唐山はその後大

石田塾頭は大変心配し、瀋陽の李松林の自宅を訪

地震で町全体が崩壊しましたが、当時父は地下炭

問。実情を知り盖平に赴き、保証人となり、身柄

鉱の危険性を説いていました。天津、北京を父と

をもらい受けます。戦後陳抗は中国の廖承志事務

共に旅行したのを覚えています。また青島に旅行

所に着任。石田先生と会い、深い感謝の念を込め

し、青島ビール工場の横を通り、小高い丘に登り、

て往時を語られています。同期の杉本君も石田先

美しい海岸の風景に見とれたのを覚えています。

生と同行しております。李松林自身も塾頭の、鍵

1944 年、淋巴腺が腫れて５月頃医務室で手術を

のかかってない引出しから、禁書である毛沢東の

し、勤労奉仕に出かけた同窓と分かれ、療養のた

『新民主主義論』を黙って持ち出し、リレー式に

チョンイーハン

め天津の父母のもとに帰ります。天津北站の鉄道

皆で書き写し、回し読みをしたことがあります。

病院で治療を受け、秋には回復し、建大に帰りま

この本こそ毛沢東思想の啓発書であり、その後の

した。10、11 月頃、吉林省内の現地実習に出か

マルキシズムの基礎を成したものであり、どうし
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て石田先生がこのような本を引出しにしまい、鍵

検診の結果、皮膚をつねられ、栄養失調であり帰

もかけなかったのか、皆不思議がっております。

国と決定。８月頃汽車でナホトカまで送られまし

戦後李松林は大阪での同窓会終了後、石田先生と

た。帰国の船を待ちましたが、やがて乗船しまし

寝室を共にし、長い一夜を語り明かしたそうです

たら騙されて船は北朝鮮の咸興に到着。もと新日

が、まさに感無量であったということです。石田

本窒素工業の社宅に泊まることになりました。畑

先生は東亜同文書院の出身で、塾頭の中で唯一、

で野菜の収穫を手伝い、帰国を待ちましたら 12

満系学生の信頼の厚い人物でありました。現在

月 20 日頃、幸いにも乗船、佐世保港に上陸。帰

103 歳です。

国手続きを終わり 12 月 29 日、四日市の自宅に

昭和 19（1944）年秋、徴兵検査を受けて乙種

帰りました。父母、弟、妹もすでに天津より無事

合格。1945 年４月、北満の山神府に入隊しまし

帰国しており、お互いに無事を喜び合いました。

た。当時は日系同期生はほとんど出征し、淋しい

軍隊、シベリアでの捕虜生活の思い出は、全て

限りでありました。入隊後間もなく、６月には国

惨めなものでありました。何分日本軍最後の二等

境の山神府より嫩江に撤退し、約１か月かけて人

兵で、何事につけ上官から軽んぜられ、特にシベ

馬共に行軍。嫩江に到着後間もなくハルピンに撤

リアの捕虜生活でも、初めは軍隊の組織そのまま

退。市内の日本人街に塹壕を堀り、ソ連軍を迎え

でありましたので、日本軍の階級制度が残り、貴

撃つも、８月 15 日に終戦となり、抗戦すること

重な食糧の分配においても、班長の取り巻き連中

なく捕虜となりました。

が班長殿の分とか言って自分のものとし、平等に
分配しなかったため、ソ連側に発覚。その後ソ連

６．シベリア収容所の生活

側が直接分配することになり、改善しました。と

ハルピン競馬場で武装解除となり、牡丹江に送

にかく収容所のような限界状況においては、平素

られました。牡丹江で約１か月過ごし、９月末鉄

の人間性のかけらもない、動物にも劣るような行

道貨車に乗せられで帰国すると騙され、シベリア

動が多発し、全く地獄のような生活でありました。

に送られました。黒河の対岸のイズベストコーガ

このたび日本国家もようやくシベリア抑留者に対

ヤ市に着いたのは 10 月５日、すでに大雪であり

する補償を行なうことを決定したようであります

ました。そこから奥地にトラックで数日間送られ、

が、すでに大部分の人達は鬼籍に入り、当時最年

最終的にドイツ兵捕虜のいた収容所に着きまし

少だった私でさえ満 84 歳となり、まことに遅き

た。殺伐とした森の中の収容所であります。収容

に失した感があります。

所生活は１日１食の黒パンと、ほとんど具の無い

７．戦後の同窓会活動

薄いスープを食し、道路工事、木材伐採に従事し
ます。不衛生から虱が大量発生し、発疹チフスが

終戦により建国大学は消滅しましたが、日中韓

蔓延し、栄養失調のため毎日死者が数名から十数

台蒙露等の同窓生達は、それぞれ故国に帰りまし

名を数えました。私も１月中旬に発病し、高熱の

た。しかし塾生活を通じ寝食を共にし、共に学び、

中、幸いにも１月 25 日巡回してきたソ連軍女医

共に働く生活のあいだ、民族共存の道が探求され

の診察を受け、入院しました。２月 11 日紀元節

ましたが、政治的背景の異なる民族学生の身分で

に当たり病院で供応された赤飯の記憶があります

はこの矛盾は解決できなかった。しかしさらに反

が、その間は夢うつつでありました。幸いにも病

満学生の拉致、獄死事件も生じ、まことに苦渋の

気は回復したが、依然として健康状態は悪く、新

道をたどりましたが、学生達のあいだでは共同生

しい収容所で軽作業に従事しましたが、間もなく

活を通じ各自の立場を超えた友情が培われ、この
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友情の絆は戦後に到り、平等互恵の原則に基づき、

阪で貿易金融業の実務を取得した後、香港に共に

日中韓蒙露、各民族のあいだの積極的な交流活動

貿易会社を設立し、後に中国の銀行が直接海外貿

をもたらしました。

易金融ができるようになって、香港より上海に会

戦後同窓会の発足につきましては、地方ではい

社を移転しました。私は高齢のため引退しました

ろいろ動きがありましたが、全国組織の同窓会は

が、現在未だ銀行借り入れの無い優良会社として

昭和 28 年１月 16 日、虎ノ門共済会館に、教職

喬夫人が経営をしております。海光氏は急性喘息

員、学生 80 数名の出席を得た発起人総会を挙行

のため死去しました。大連の林承棟は私がニチイ

しました。正式な第１回総会は 29 年５月２日、

在職中、貿易のため大連を訪れた際、大連市秘書

昭和 13 年５月２日の開学記念日を卜して、虎ノ

長として魚介類の仕入れ先の斡旋に尽力したり、

門共済会館において開催されました。未だ海外同

また大連市にニチイの百貨店を出店するため市長

窓との連絡もほとんど取れず、日本のみの同窓会

との仲を取り持ったり、大変お世話になりました。

として発足しましたものの、その後同窓会総会、

一昨年大連において糖尿病のため入院中の彼を見

会報、名簿等徐々に充実しました。海外では韓国、

舞ったところ、ベッドに起き上がり同窓の消息を

台湾に同窓会が発足し、中国は地区毎にまとまり

尋ねるなど元気でありましたが、それが最後の別

互いに連携し合ってます。彼等は日本の同窓会名

れとなりました。娘の林青の話では私が最後の日

簿を活用してます。まず中国同窓との交流は国民

本の同窓生として懐かしく話をしていたとのこと

党政権の時代に若干の交流がありましたが、まだ

であります。また沈陽の華鋒（７期）、北京の高

同窓会発足以前ゆえ断片的で、個人の記憶に頼る

森（７期）とも貿易の関係で何度も交流をし、華

他はありません。1955 年、57 年と陳抗が来日し、

鋒とは大阪で、また高森とは香港でも交流を持ち

さらに 1964 年 LT 貿易連絡事務所秘書長として

ました。また台北では呉憲藏、劉英洲、ソウルで

孫平化所長が来日、その後廖承志事務所の代表と

は鄭聖朝と親しく交流を深めましたが、残念なが

して着任。また国交回復以降は大使館員として、

ら呉、鄭両氏は早く他界。
呉 憲 藏 氏 は 台 北 の 名 士 で あ り、 台 湾 プ ラ ス

また初代札幌総領事として長年にわたって留任
し、多くの同窓生と交流を深め、日中友好に大き

テ ィ ッ ク、 国 泰 百 貨 店、 ホ テ ル、 銀 行、 保 険、

な貢献をしました。また記述の通り日中同窓生を

リース等の経営をしておりました。満系４期の裴

募り、長春大学を創立したのは見事という外はあ

定遠氏が国府軍走った兄（黄埔軍官学校卒）の行

りません。題字は李鵬首相が書きました。

方が分からず、私に探してほしいと依頼があった

現在私は陳抗の子息陳燕生とコンピューターソ

時、呉憲藏氏が直ちに発見、双方に大いに感謝さ

フトの会社を、同窓３名と共に経営しております

れたことがあります。ちなみに兄上は台北市の司

が、同窓の縁は子々孫々まで続いていきたいもの

令官になりました。

であります。同窓会としては数多くの同窓生の子

私は中国が改革開放政策をとって以来 30 年以

女の留学の世話をし、ビザの取得、保証人、ある

上、毎年５、６回訪中していますが、中国は土地

いは１人毎 10 万円の補助、アルバイト、就職の

国有等社会主義経済の優位性を生かし、驚異的な

斡旋等、各方面で役立つよう頑張っております。

成長を遂げ、まさに GDP で日本を凌駕しようと

私個人としては、上海在住の同期生、喬世隆の息

しています。かつては識者達はいろいろと中国の

子、海光夫妻の留学の保証、大連の８期の林承棟

政治体制の批判をしていましたが、今や中国も資

の三女の林青の留学の保証、および同期の李孟競

本主義体制を取り入れ、共産党は無産階級の政党

の娘の保証等を行ないました。喬海光とは彼が大

ではなく、資本家を含めた全国民の代表であり、
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また中国の文化、中国の生産力の代表（これを彼

きは国民党の長春市政府公用局長でありました

等は三个代表と言いますが）として、人民の大き

が、周恩来の命を受け、長春の地下工作に来てい

な支持を得ております。中国同窓生と意見を交換

たものであり、孫氏の地下工作は 1948 年 10 月、

すると、皆現政権の和諧政策に満足しております。

長春解放まで続きました。したがって長春が解放

翻って日本の政治状況を見ますとまことに慨嘆に

されるまで国府軍は共産軍に包囲されたが、長春

堪えません。人材交流、日中友好活動につきまし

大学の学生達は大挙して吉林方面に逃れることが

ては、市川衛門（大蔵省）、林信太郎（通産省）

できました。長春解放後長春大学は東北人民大学、

両氏を始めとして多くの同窓が尽力しています。

やがて東北師範大学と改称され現在に到っていま
す。長春にはかつて政法、医、工、農、獣医等の

８．愛知大学と東北師範大学との提携

大学がありましたが、その後国策によりこれを合

一昨年、現代中国学部の杭州における現地実習

併して吉林大学としたもので、現在は吉林大学と

調査活動の報告会の際、髙井同窓会長より「佐藤

いう総合大学もあり、規模は大きいですが内容は

さん建国大学出身だなあ、明年は長春で現地実習

問題があるとのことです。

ができるようにご努力願えんか」というお話があ

東北師範大学は、したがって建大生の卒業生が

りました。私も第２回上海の時に出席して模様は

多く、谷学謙教授、宗紹英日本研究室教授はもち

承知しておりましたが、うっかりして申し訳ない

ろん、幹事役の可人、孫克敏、陳堅氏等全て建大、

と直ちに応諾し、交渉に取りかかりました。長春

師範大学の卒業生であります。膨大な図書館の日

に行き、同窓生に会っていろいろと相談しますと、

本関係の蔵書は建大を始め長春市の日本書籍を日

全員が東北師範大学の卒業生であり、強く東北師

系、満系の建大生が中心として収集し、長春大学

範大学を推薦してくれました。東北師範大学との

へ運び入れたものであり、文化大革命の時は谷学

交渉はとんとん拍子に進み、合作交流処と、現地

謙教授が銃を持って紅衛兵からこれを守ったと言

実習取り決めができました。

われてます。師範大学の現学長および合作交流処

実は 1945 年８月 15 日、終戦の時、建大同窓

の朝鮮族の安副処長、共に谷学謙教授の教え子で

は大半長春に集結し、ほとんどの者は学業半ばで

あり、話はとんとん拍子に進みました。なお東北

あるので、引き続き勉強を続けたいという者が多

師範大学には全中国公費対日留学生のオリエン

く、卒業後祖国のために働きたいという気持ちで

テーション施設があり、これは日本文部省が 16

ありました。1946 年、国民党指導の下に長春大

年前創立したものであります。以上今回の現地実

学が設立され、学生達はここに入学しました。当

習活動はきわめて順調に進み、大成功裡に発表会

時長春はソ連軍の統治下にあり、国民党、共産党

を終えました。まことに同窓生というのはありが

相方の主導権争いがありましたが、建大生のあい

たいものであります。今後愛知大学は建大の縁を

だでは国民党系の東北青年連盟、共産党系の新青

通じて東北の名門東北師範大学といっそう深い提

年同盟が分裂して共に勢力の拡大に努めました。

携関係を結ばれることを期待します。

46 年 12 月下旬、ソ連軍は長春を国民党軍に引き

９．結語

継ぎ、新青年同盟は共産党市工委の指示に基づき、
長春を撤収して吉林に行き、東北の革命の拠点作

現在、東亜同文書院大学記念センターでは東亜

りに努めました。長春大学も建大を始め多くの学

同文書院はじめ、大陸など外地にあった高等教育

生達が、吉林の彼等と連絡を取るようになりまし

機関が愛知大学創立時母体校として如何なる影響

た。長春大学教授兼事務総長の孫亜民氏は、表向

を及ぼしたか、明らかにしようとしていますが、
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その意味において私は建国大学および同窓会の戦

た。ただいまのご発表の内容に関してご質問等が

前戦後の実情について時間の許す限り詳細を率直

ございましたら少し…。いかがでしょうか。はい、

に述べさせてもらいました。

どうぞ。

現在、私の関心事は中国同窓の子女の会と同窓
会との関係です。いずれ建大同窓会は全員死去の

【参加者】 １つだけレジメに書いてあることで、

ため自然消滅は免れませんが、愛知大学同窓会に

中国の現状認識として「経済成長と相まって国民

おいて東亜同文書院の先例にならい何らかの形で

の共産党政権に対する支持は高い」となってるん

引継いでもらえないかという事です。先般、子女

ですが、この辺のところをもうちょっと詳しくお

の会の劉、陳両代表を同窓会の小崎、髙井両氏に

聞かせいただければと。

紹介しました。もう一つの願いは、この豊橋の地
に建国大学同窓会有志として日中友好記念碑を建

【佐藤】 ご承知のように中国は社会主義ですよ

立する事です。目下、学校当局においてご高慮を

ね。土地が国有なんです。だからここに飛行場を

いただいておりますが、早期に実現することを

作ろう、ここに道路を作ろうとすれば、そこに住

願っています。

んでる人に、まあ補償はしますが、そういう形で

建国大学の評価につきましてはいろいろです

非常に経済成長が早いんです。今年の春頃までは

が、日本側としては大学設立の目的は達成できな

国の投資額が 80%ぐらいで民間の投資が少ない。

かったが、他方満系の同窓生達は比較的自由な雰

しかしながら国としては非常に成長してる。そう

囲気の中でマルクス、毛沢東等左傾書物を読みあ

しますとやっぱり中国は昔の社会主義計画経済の

さり、精神面、肉体面で新中国建設のために準備

時代と違いまして、資本主義になってるんですね。

怠りなく、日本敗戦後は東北師範大学で新しい学

国家資本主義です。共産党は要するに資本家を含

問を学び、国民党を駆逐し、長年の帝国主義時代

む全国民の代表だというようなことで、共産党と

から脱した素晴らしい新中国を作ることができま

は言ってますけど中身はもう共産党じゃないんで

した。特に旧満州、現東北地区では、政、官、文

す。これはもう資本主義の政党です。日本よりも

教各分野において同窓生達の貢献度は際立ってお

はるかに資本主義的な運営をしてるわけです。日

ります。ちなみに８期生の全国人民代表大会中央

本の場合はむしろどちらかと言いますと、日教組

委員、吉林省書記、人民日報社長の高狄氏、ある

とか、あるいは国家公務員などがありますから、

いは先ほど申しました陳抗とか李孟競とか外交

非常に社会主義的な政策をやってます。向こうは

官、あるいは李松林など社会科学院とか、まさに

厳しいんです。私が上海でやってます会社でも、

建国大学はその創立目的である国家社会の棟梁た

とにかく何年間も給料を上げなくたってまあやっ

る人材の育成に成功したと言うべきではないで

ていける、あまり文句も言わないというような状

しょうか。

況で、非常に事業をやるには中国は今アメリカ以
上に資本主義的な状況になってます。

以上でございます。

そんなことで、非常に貧乏な人はまあおります
【司会】 どうも佐藤先生ありがとうございまし

けど、それは田舎のほうです。われわれがタッチ

た。非常に経験に裏打ちされた生々しい事例もご

してる都会の人なんかは生活レベルがどんどんど

ざいましたし、特に同窓会関係で戦後いろいろ活

んどん上がってまして、GDP も最近ではもう５

躍されて、中国側では佐藤先生の活躍が新中国に

千ドルとかいうような数字になってます。上海な

ずいぶん貢献している、そういうお話を伺いまし

んかは１万ドルを超えてます。そんなことですの
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で、皆さん私の同窓生にもしょっちゅう話をする

も言われております。だいたい大人の 20 名に１

んですけど、昔はいろいろ共産党の１党支配とい

人と言いますと、全国津々浦々のどんな村にもお

うようなことで、彼等も若干卑下していた。最近

るわけです。だからまあ一部よく蜂起したと言わ

は日本見ろと。総理大臣何代代わってる、この

れるんですけども、共産党の支配というのは隅々

20 年。アメリカ見てみろ、自分とこの政界のほ

まで行き渡っておりますので、なかなかそれを覆

うがいいじゃないかと、中国の人民もそういう自

すということは難しいというような状況のようで

由が無いとか民権というようなことはあまり気に

す。よろしゅうございますか。

せずに、けっこう経済が発展してきてますので非
常に支持率が高い。それとご承知のように共産党
員というのは全国で今 7,500 万とも 7,800 万と

【司会】 あとよろしいでしょうか。ではどうもあ
りがとうございました。
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〔講演会〕

ハルピン学院と私

ハルピン学院出身、愛大２５年卒

【司会】 引き続きまして、次はハルピン学院のご

谷

藤助

１．創立の経緯

出身であります谷藤助先生であります。ハルピン
学院を終戦の年に繰り上げ卒業となり、その後愛

どうして大正９年という年にこのハルピン学院

知大学に入学されました。そして昭和 25 年に司

が創立されたかと言いますと、皆様に配布されて

法試験に合格されまして、検事に任官され、最高

いる講演メモ、これを見ていただければその当時

検察庁検事、山形地方検察庁検事正などをご経験

のことの概要が分かるかと思います。まず年表を

されておられます。ということで、では谷先生の

見ていただきますと、1914（大正３）年に第１次

ほうからご講演をいただきます。よろしくお願い

世界大戦が勃発。それから 1917（大正 6）年にロ

いたします。

シア革命が起こってロシアが崩壊する。1918（大
正７）年に日本はシベリア出兵をする。こういう

【谷】 ご紹介にあずかりました谷でございます。

ようなロシアの事情がございました。当時満州に

ちょっと足が悪いので座らせていただきます。私

南満州鉄道（満鉄）という鉄道会社がございまし

に与えられた話は「ハルピン学院と私」という題

て、そこの職員で井田孝平という方が南満州鉄道

名でございます。私はハルピン学院という学校の

から派遣生としてロシアに派遣されておったので

最後の卒業生でして、そのためにこれからハルピ

ございます。そしてこの井田孝平という方と前後

ン学院という学校について何かお話をさせていた

して、もう１人満鉄の理事（重役のような役職で

だきたいと思います。ハルピン学院という学校に

す）を務めておった川上俊彦という、後に日本の

ついてはあまり日本で知られていないと思います

在ポーランド公使、日露漁業株式会社社長などを

けれども、この学校は今の中国のハルピン市とい

歴任された方、この２人の方がちょうど 1917 年

うところに創立され、そこで勉強をしたのであり

のロシア革命の頃に、視察中のロシアのボルガ河

ます。ハルピン学院というのは 1920（大正９）年、

の船中でいろいろと話をされた。井田孝平という

ハルピン市に初めて創立された満州国立の大学で

方がどうしてもこれからの日本は、ロシアとのあ

ございます。当時はまだ満州国ができておりませ

いだの交易と言いますかいろいろな関係で、おそ

んでしたから、このハルピン学院は日本の外務省

らく日本と深い関係を持つんじゃないかと。なら

が監督した、日本で言えば当時の旧制の高等専門

ばロシア語のできる有為な人材を養成する必要が

学校に相当する高等教育機関でございました。

あるのではないかと、そういう構想を立てて川上
さんに話をされ、了承を受けた。この井田さんが
実は最初のハルピン学院の校長になられるんです
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けども、この方が努力され、そして今お話しした

というんじゃなしに満州でも活躍できる人材を養

ように大正９年の９月 24 日（創立記念日として

成しようじゃないかというような話が起こって変

います）にハルピン学院が開校したわけです。初

わったようでございます。そしてその後、言わば

めこのハルピン学院をどこに建てるかということ

幻の満州国ではありましたけれども満州国が一応

がいろいろ問題になったようで、ロシアのウラジ

の発展を遂げたため、昭和 14 年に日本の外務省

オストックに開校しようじゃないかという説も

から分かれて独立した満州国の国立大学という形

あったらしいですけれども、最終的には中国領で

で、満州国文教部（文部省）の管轄下に置かれる

あり当時はロシアの勢力下にあったハルピンがい

ようになって、その後終戦の昭和 20 年まで、満

いんじゃないかということで、そこにできたわけ

州国立大学ハルピン学院という名前でわれわれの

でございます。

大学が存続しました。こういう経緯をたどってお

その当時の資料によりますと、設立の主体は日

りまして、私自身は昭和 18 年の４月に入学して

露協会という、日本にあります法人で、この協会

昭和 20 年８月に終戦を迎え、ハルピン学院が廃

の会頭の後藤新平という方は東京の市長その他、

校と言いますか終了する時に繰り上げ卒業という

満鉄の総裁などもやられた方ですが、この協会が

ことになりますけれども、最後の卒業生という形

言わば主体となってできあがったんです。そのた

で名簿の上に載っておるわけでございます。

めに学校の最初の名前は日露協会学校で、1920

今お話ししたように、初代の校長がこの学校を

年に創立されました。当時の記録によりますと、

設立した井田孝平という方でございますけども、

日本の政府から 25 万円（その当時では相当な大

ハルピン学院というのはわずか 25 年、四半世紀

金らしいです）、そして満鉄から５万円、合計 30

の命しか持つことができませんでした。この 25

万円の資金を受けてこの学校が建ったということ

年のあいだに校長は初代の井田孝平から第７代の

になっております。学校の敷地は、当時ロシアが

渋谷三郎まで。渋谷三郎という方は 2・26 事件

支配しておりました東清鉄道というシベリアに通

の時の麻布の連隊長をしておられた方で、まあ

ずる鉄道の用地を７千坪もらって第１期のハルピ

2・26 事件が起こった時には、まだ赴任をされて

ン学院の校舎ができ、いよいよ設立をしたという

間もなくで当日は公務出張中で在隊しておられな

歴史がございます。これがわれわれのハルピン学

かったとかいうような話もございますが、その責

院の歴史の一番初めということになっておりま

任を取って日本の陸軍を退官され、満州国に移ら

す。

れたというような経歴のある方です。非常に人格
のある謹厳な院長で、終戦の時、ハルピン学院が

２．校名の変遷

廃校になると同時に一家全員自決をされ責任を取

この学校の校名を、一応ハルピン学院とわれわ
れは通称で言っておりますけれども、今申しまし

られたということで、われわれ学院生のあいだで
は非常に慕われた方でございます。

たように最初は日露協会学校という名前で、その

３．学校の内容

当時のいろいろな事情から２回ほど名前が変わっ
ております。大正９年にできた当時は日露協会が

ちょっと余談になりましたけれども、日露協会

建てた学校ですから日露協会学校という名前で

学校というのはいったいどんな性格の学校であっ

す。昭和７年満州に満州国という国ができあがっ

たかと言いますと、第１期の生徒は 50 名を募集

て、その翌年にハルピン学院という名前にしたの

しており、非常に小さなこぢんまりとした、言わ

はつまり、満州国ができたために、日露（ロシア）

ば塾的な学校ではないかと思います。50 名のほ
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とんどが都道府県の県費生と言いまして、各県が

鹸なりを中国人街へ売りに行けば、けっこうな金

それぞれ学費を出してその県下の中学校の生徒を

になって、親からの仕送りが無くても何とか学業

募集し、採用試験をしてハルピン学院に派遣する

は続けられる。しかも府県費生とか会社からの委

という制度をとっていました。ほとんどの府県が

託生は、小学校の教員の初任給と同じぐらいの月

そういう制度をとっていたため、各県１名ずつ採

給が毎月支給されるもんですから、けっこうみん

用してもそれで 50 名が埋まるというような形で、

な優雅な学生生活を送ることができたわけです。

あとは満鉄その他の企業から試験に受かって合格

では何をいったいこのハルピン学院という学校

した公費生です。ですからいわゆる私費で行くと

は教えていたかと言いますと、これはもうロシア

いうのはほとんど無かったようで、県費生、公費

語専門でした。ロシア語はものすごく厳格で、し

生が全国からせいぜい１、２名ずつ集まってでき

かもたっぷりと充実した時間を当てられて、私達

た学校という歴史になっております。

の時代で言いますと、１週間のうちの午前中は全

理想としてはソ連（今のロシア）との貿易、そ

部ロシア語でした。しかも 100 名募集された生

の他国交のために役立つ人間を養おうということ

徒の中から 20 名単位でまたクラスを分けられ、

だったんですが、ロシアとの国交はいわゆるシベ

小さな教室に 20 名が入れられて、午前中は半分

リア出兵以降ほとんど途絶し、ソビエト連邦がで

の時間を専任のロシア人の講師が付いてロシア語

きてしまったもんですから、貿易をすると言って

の会話をわれわれに教える。このロシア人は皆日

も卒業生はどこにも就職することができなかっ

本語は知らないか、知らないふりをしている。出

た。非常に苦労をして、しかも学校としてもその

席をとって名前を言われても発言がロシア語で読

ためにストライキが頻発したり、学生もせっかく

むので果たして自分がその名前なのかどうかよく

全国から選ばれてきたのに、ろくに就職もできな

分からなくて、欠席にされたりしたこともありま

いようじゃどうしようもないという時代が続い

すし、授業中ペラペラペラペラとロシア語だけを

て、その後ハルピン学院の入学生は 50 名から 30

しゃべって、１人１人に当てるもんですから、否

名に減ったというような受難の時代がしばらく続

でも応でもロシア語を皆学ばざるを得ないような

いたようです。

授業を受けさせられました。あとのほうはロシア

ところが満州国ができたり、戦争が始まって景

人じゃなしに日本人の先生が、文法を１年間、こ

気がよくなったというような関係もあるんでしょ

れも徹底的に教えられる。文字を教えられるん

うか、やっと満州国の中での就職その他もできる

じゃなしに、文字は勝手に習ってこいという形で、

ようになって、学校の定員も 60 名になり、最後

最初から文法を徹底的に教えられる。午前中はそ

の頃、昭和 14 年からは 100 名というように、ま

れだけで終わってしまう。こういうような授業を

あ発展（と言っていいんでしょうか）をするよう

させられたわけです。
午後は言わば今の日本の大学で教えられる経済

になって、府県費生以外にも私費生という形で、
自分で学費を出すならば来いと。ところが実際に

だとか、法律だとか、そういうような関係の学科

は私費生と言っても、満州国の国立大学というの

が主で、その他と言えばソビエト憲法、東亜資源

はどこの大学もほとんど同じようだったんですけ

論だとか、いろいろな講義がありましたし、そし

ども、ハルピン学院で申しますと一切の費用、教

てまあ戦時中ですから、教練もけっこうあって、

科書それから学費、全て無料でした。ですから私

そういうようなものに午後の授業が費やされて

費生と言っても小遣いが要るだけです。小遣いと

おったというのが実情でございます。徹底的にロ

いうのはその当時戦時中に配給された靴下なり石

シア語は教えられるんですけども、教室で教えら
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れた語学というものは人によってはすごく上達す

日常生活に不自由するということはなかったよう

る連中と、全然勉強しない連中とおりますが、

に思っております。

いったん教室の外へ出ると、非常にロシア人の多

学校の生活ですが、全寮主義をとっておりまし

い町ですから、どこの飲食店に行ってもきれいな

た。１年生と２年生は北寮という１つの寮に入り、

ロシア娘がいるし、よく夏になると冬服を、冬に

１年間そこでびっしりと教育をされたわけです。

なると夏服を質入れしたりする、質屋もロシア人

３年生４年生は別の寮で暮らしておりました。上

の経営だし、ロシア人経営のレストランその他も

級生の３年生４年生になると、希望者だけですけ

多かったもんですから、そこら辺へ行くと学校で

れども町のロシア人の家に下宿をすることになっ

習うよりもけっこうロシア語が上達する。学校の

ておりました。これは私は経験がないんですが、

成績の悪い連中でも半年ぐらい、だいたいは１学

先輩達のお話ですと、ロシア人の家の１部屋を借

期を過ぎると何となく日常生活でのロシア語には

りて、お茶付きで月いくらと。食事は全部学校の

困らないという状態になるような町であり、教育

寮でするわけですけど。そこで言わば日常のロシ

であったように思います。

ア人との交流を深め、さらにロシア語を磨くと言

卒業生は非常に少ないんです。終戦の時私達は

いますか。学校の方針として最上級生はロシア人

３年生でしたけども、1 年生２年生もまあ卒業生

の家に下宿するという方針をとっておったようで

に加えて、25 年の歴史の中で、卒業生は 1,412

す。
公表された統計によりますと、1942（昭和 17）

名ということにわれわれのあいだではなっており
ます。今のマンモス大学に比べると１学年の定員

年当時のハルピンの人口は 73 万人です。現在の

よりもはるかに少ない人数の学生が、25 年間か

中国では周囲を含めると１千万人を超えると言わ

かって卒業しているというような、全く塾のよう

れているようですけども、当時は 73 万人。いわ

な小さな大学でした。教授その他教職員はそれで

ゆる本来の満州人というのはもうほとんどおりま

もだいたい 40 名から 50 名おりまして、日本人

せんでした。ですから中国人、いわゆる蒙古人も

の先生が約半数。一般教科とロシア語の教授、助

含む満州国人です。73 万人のうちの 62 万人が満

教授、講師です。それからロシア人の講師が 20

人で占められておりました。ほとんどがやはり中

名ぐらいおりました。第１外語はロシア語が必須

国人です。そして日本人。朝鮮もその当時日本の

科目でした。第２外語は中国語かモンゴル語（蒙

領土でしたから朝鮮の方を含んで日本人は７万

古語）を専修するように義務づけられていたので、

人。そしてロシア人は約４万人。1917 年の革命

中国人の先生と蒙古人の先生が数名いて、教員は

でソビエト軍に追われたいわゆる帝政ロシアの貴

50 名ぐらい。その他事務職員が 10 名ぐらいとい

族その他が亡命してきたということになってい

う、これもこぢんまりとした規模の学校でした。

て、そういう連中を白系とわれわれは呼んでいま

本来ハルピンは中国人の町ですから、中国語を第

したが、４万人のうち白系ロシア人が３万人、ソ

２外語にとれば、ロシア語の他に中国語も町で

連系（赤系）ロシア人が１万人、合計４万人のロ

しょっちゅう使いますから、中国語で日常生活に

シア人がハルピンに住んでおりました。満州国に

困るというようなことはなかったようです。私は

ロシア人がだいたい７万人ぐらいいたんじゃない

蒙古語を専修したんですが、中国語はハルピン学

かと言われますから、過半数のロシア人がハルピ

院に入学する前に、戦時中で第２外語として中学

ンに住んでいたのではないかと思います。

校で習っただけですけども、やはり中国のハルピ

講演メモの下のほうに地図と統計がございます

ンにいていろいろしゃべれば、それほど中国語で

が、プリントのミスがあるので訂正させていただ
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きます。「1970 年（昭和 14 年）」とございます

月に閉校になるわけですけども、満州国自体が昭

のは「1939 年」の誤りでございます。1939 年の

和 20 年５月、これは日本も全部同じなんですが

統計によりますと、日本の面積は 68 万㎢となっ

徴兵年齢が 20 歳から 19 歳と１年下げられてし

ております。これは朝鮮、台湾、そして北方領土

まいました。われわれ３年生は全員これに引っか

の樺太等を含めた当時の総面積で、今は 37 万㎢

かってしまって、昭和 20 年５月に根こそぎ動員

とこの半分になっております。これが日本だとい

を受け、ほぼ全員の学生が兵隊に取られることに

うように言われておりました。そして総人口は

なったわけです。そして２年生の一部年上の連中

9,800 万人ということになっておりました。われ

も取られてしまったもんですから、残るのは１年

われが小学校の頃に教科書で習った人口は 8,000

生。１年生は日本から満州まで渡るのがもうその

万人でしたが、昭和 14 年当時は朝鮮の方、台湾

当時、昭和 20 年終戦の年ですから四苦八苦の思

の方を一切含めて 9,800 万人と。現在の人口は日

いで、ほんとうに何か苦労を重ねて来た連中ばか

本人だけで１億２千万人とか言いますから、だい

りだったらしいです。その１年生、これが一番わ

ぶ変わっております。それに対して満州国は 130

れわれから考えると悲惨だと思います。昭和 20

万㎢。その当時の日本から比べても約２倍の面積

年４月の入学期に間に合わない連中が多かったよ

を持っておりました。そして人口がわずか 3,500

うですけども、４月５月６月頃までのあいだに苦

万人ということですから、当時の国策として満蒙

労してやっと何とかハルピンまでやって来たと

開拓という、皆満州へ行け、蒙古へ行けというよ

思ったらもう、いわゆる動員を受けて勤労奉仕、

うな国策が喧伝されたわけでございます。

そして８月終戦。いったい何のためにハルピンに

日本での学生生活は確かに昭和 18 年から 19
年にかけては非常に厳しいものになっておりまし

勉強に来たのかという悲惨な運命を、１年生の連
中は受けました。

た。配給制度も徹底されるようになり窮屈な感じ

どこの大学でも同じだと思いますが、昭和 20

を受けるようになってきましたけれども、それが

年５月をもって大学の機能というのはほとんど無

ハルピンへ行くと一転して、まだこんないい思い

くなってしまいました。学生もそうですし、教職

のできるところがあったのかと。私は甘党なんで

員も根こそぎ動員を受けた。大学の機能というの

すが、饅頭がそれこそ食い放題だったものですか

は有って無いような形になってしまったわけで

ら、学校が終わると饅頭屋へ行って、饅頭を一箱

す。そしてすぐ８月の終戦を迎えることになり、

（10 個入り）１円 10 銭で買っては頬ばり、ああ

学校では、私は兵隊に行っていてよく知りません

いいところへやってきた、こんないいところなら

けれども、８月 15 日の終戦と共に院長が全学生

もう日本へ帰りたくないと思ったものです。統制

を集めて訓示をされ、校旗を燃やし、中国人、蒙

は徐々に厳しくはなってきたんでしょうけれど

古人の学生にはそれぞれ旅費を院長手ずから渡し

も、私達学生にとっては、日本に比べるとはるか

て解散をされ、学校の整理をして、翌日家族で自

に天国だなあ、ハルピンの生活はこんなにいいの

刃をされたという話を聞いております。その時や

か、と当時は感じられました。

はり、副校長に当たる白井という学監、早稲田を
出られていて非常に国粋主義的な方でしたけれど

４．終戦の前後

も、学校の寮の３階で家族（子沢山な方でした）

ところが昭和 20 年８月という時が来ると、ま

を連れて全員が自害をして亡くなったという、ハ

さに天国が地獄に一変する思いにさせられたわけ

ルピン学院にとって悲惨な歴史のうちにこの学校

でございます。ハルピン学院もこの昭和 20 年８

は終わってしまったわけでございます。
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その後ハルピン学院がどうなったかということ

いつか近い将来無くなるんじゃないかと思いま

なんですけれども、実はこのハルピン学院という

す。こういう大学で学んだことは非常に珍しいか

学校は、日本からもソ連（ロシア）からも、各々

も分かりませんけども、われわれは今でも学院の

スパイ学校という非難を受け、評価をされており

連中と付き合いをし、昔の思い出をよすがに生き

ました。これはわれわれのハルピン学院の創立の

ております。こういう学校でございます。以上を

目的とは全く外れていたと思いますが、そういう

もって終わらせていただきます。

ような非難の中で、帰ってきた同窓生は非常に苦
労をされたようでございます。シベリアに抑留さ

【司会】 谷先生どうもありがとうございました。

れた連中は、おそらく日本の大学では第１位では

何か内容に関しましてご質問等ございましたら。

ないかと思います。卒業生 1,412 名（と言っても

はいどうそ。

実は中国その他で満州にいなかった人や既に死亡
した人もおりますからまあ 1,000 人ぐらいになり

【参加者】 私も交換教授としてしばらくやらして

ましょう）のうち、238 人がソ連に抑留されてお

いただきました。話を聞いたところでは、ハルピ

ります。卒業生の６人に１人がソ連の捕虜になっ

ン工科大学は非常に有名で、また優秀な学生がお

て長い抑留生活を続けました。そのうちでも抑留

られました。ハルピンからわざわざ瀋陽までよく

率 １ 位 は わ れ わ れ 24 期 生 で、120 名 中 31 名、

来ていただきました。非常に懐かしい思い出です。

言わば４人に１人がソ連に抑留されました。私も

私が想像していたのでは、ハルピン学院というの

同じように、５月に召集されて８月にソ連の捕虜

は「五族協和」を掲げてましたから、中国人も蒙

となり、ずっと通訳をさせられ、どうやらこうや

古人も朝鮮族も満族も日本人も、皆いたかと思い

ら日本にたどり着いたと、こういうような状態で

ましたけど、お話を聞くと学生は全部日本人だっ

ございます。

たと。それがもうびっくりなんですが。それで当

現在ハルピン学院の名を残していますのは、東

時このハルピン学院というのは、ハルピンでどの

京の上智大学にあるハルピン学院顕彰基金という

ような評価を。いい学校だと思われましたか、そ

もので、毎年上智大学ロシア語学科の学生に、ハ

れともあいつらスパイだというふうな目で見られ

ルピン学院からということで奨学金を渡している

てたのか。どんなふうに市民のあいだで見られて

こと。それからもう１つは、東京の高尾霊園に立

たのか、ちょっとそこを教えていただきたいと思

派な学院の記念碑を立てまして、記念碑祭を毎年

います。

４月に催し、その記念碑の中に学院の亡くなった
人の遺骨や遺品などを毎年収容しており、いつま

【谷】 満州国立になってから、学生の１割は満州

でも長く仲間で手をつないであの世まで行こうや

国人を入れるということになっておりますので、

というような形で残しております。

その後はわずか６年間ですけども、中国人、蒙古

現在その遺族を含めて、学院の記念碑祭には

人、朝鮮人、そういう方が１割入ってきておりま

150 名前後の方に来ていただき、遺品の収納、校

す。それから評価でございますけども、これはま

歌の斉唱とか、会食とかいうものをやって、せめ

あ私は内部の人間ですから、外部でどう評価され

てもハルピン学院というものを偲んでおるという

ておるかということについては正確なことが言え

ような状況でございます。現在ハルピン学院の卒

るかどうか分かりませんけども、言わば満州国の

業生で残っておるのは 197 名というように言わ

最高学府の１つ、しかもハルピンでは文科系とし

れております。いずれも 84 歳が最後で、これも

ては唯一の大学でしたから、そんなにスパイ養成
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所だというようなことはないんじゃないかとは思

【司会】 あとございますでしょうか。先ほど「五
族協和」と言われたのは建国大学のほうですね。

いますけども。
【参加者】 戦後の１つの風潮だとは思いますけれ

あとよろしいでしょうか。どうもありがとうござ
いました。それではここで 10 分ほど休憩をさせ

ども。

ていただきます。

【谷】 はい。
【参加者】 貴重なお話ありがとうございました。
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〔講演会〕

東亜同文書院（のち大学）と私

東亜同文書院出身、愛大２３年卒

小崎昌業

【司会】 それでは時間がまいりましたので後半へ

たのですが、昔のままですね。引率者は２期生の

入ります。よろしくお願いいたします。短い休憩

林出賢次郎さん。この人は日露戦争の時にイリ

時間で申し訳ありません。次は小崎昌業先生から

（伊犁）というところまで何百日も歩いて苦労し

お話を伺います。先生は東亜同文書院大学の 42

て行って、調査して帰ってきた。イギリス政府か

期生、昭和 16 年のご入学です。引き揚げたあと

ら要請があったから西域調査をやらされたんです

愛知大学にご入学され、外交官試験に通られまし

が、２期生のうち５名があの辺を回って調査した

て外務省でご活躍になり、モンゴルやルーマニア

ということです。その林出さんに連れられて、わ

の大使をされておられます。現在われわれ東亜同

れわれ 172 名は東京から伊勢、京都、大阪、長

文書院大学記念センターの運営委員もやっていた

崎に立ち寄り、われわれの学校の創立者である近

だいています。では先生よろしくお願いいたしま

衞篤麿公（当時の貴族院議長でした）、荒尾精（荒

す。

尾精は明日追悼式をやりますが、亡くなった時近
衞さんが非常に惜しんで、京都の若王子に大きな

【小崎】 小崎です。私に与えられた時間は 20 分

碑を立てております）、根津一（根津先生は院長

と非常に短いので要領よく話したいと思います。

を 20 年やっておりまして、その根津精神がわれ

私は 1922（大正 11）年に中国山東省の青島に

われに染み通っております）、そういう三先覚の

生まれました。小学校の時に日本へ帰りましたが、

墓参、東京では召見式、会長の茶話会、皇居その

青島の美しい風景は今でもよく覚えております。

他いろいろありました。関西では、大朝、大毎等、

子供心にも蒋介石が北伐をやった時の済南事変、

新聞社の見学をして、そして長崎から船で上海に

山東出兵、そういう一連の事件を覚えております。

行った。１日で行きますから、船は。東京から上

私は滋賀県の水口中学を卒業し、上級学校へ入る

海まで行くのに 10 日かかりました。この 10 日

時に、やっぱり中国大陸に関心があったものです

の間、われわれは寮歌とか院歌を学習して、上海

から、同文書院の他にいろんな学校を受けました。

の碼頭に着いた時には、校旗を振って出迎えてく

ハルピン学院も受けたんです。合格したんだけれ

れる上級生の代表が来ていました。われわれは船

どもやっぱり同文書院がいいと思って書院へ行き

の上からそれに応えて、院歌、寮歌の大合唱が天

ました。同文書院の 42 期生です。大学は３期生、

下にこだましたのを覚えております。

全員で 172 名です。東京の九段坂に軍人会館と

それからバスを連ねて国際都市上海の中心街を

いうのがありまして、新入生は全国からそこにま

通り、当時われわれの学校があった徐家匯に行き

ず集合しました。このあいだ軍人会館に行ってみ

ました。われわれの学校は最初は桂 墅里にあり、

ジカウェイ

クイシュリ
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それが第２革命で焼かれたものですから

生を呼んで、中国語の発音を教えてくれるんです。

赫司克而路に移りました。それから今度は本格的

これが「アー、アー、アー、アー」と聞こえるの

に大学校舎を作ろうということで徐家匯の虹橋路

で「書院カラス」と言いました。それから下級生

に理想的な校舎を作ったのです。これが書院の最

は食堂のテーブルの端に座って上級生の飯つぎを

盛期で、20 年間続きました。この虹橋路の校舎

する。長いテーブルに６人ぐらい座るわけですね。

は第２次上海事変（つまり盧溝橋事件）のあと、

端の下級生が上級生に飯をついだり、汁をよそう。

中国軍に三日三晩焼かれて無くなったのです。そ

そういう生活です。われわれは全員部活動に入り

れで近くにあった海格路の交通大学を租借してそ

ました。ですから教室の中では無い親近感が、そ

こに入りました。

ういう部活動で生まれたわけです。教授達の人間

ハ

ス

ケ

ル

ロ

ホンジャオロ

ハイコウロ

われわれが交通大学に着院して朱塗りの大きな

的な触れ合いというのも昼間の教室の中だけじゃ

大学の正門をくぐり抜けると、院子（イワンズ、

なしに、夜なんかは部屋に呼んでくれます。教授

庭）の目に染みるような青い芝生が見えました。

も同じ学内に住んでますから、誰でも出てこいと。

絵のように見えた文治堂の時計台。大きな校舎で

行くとちょっと酒を出してくれるわけですね。

した。それから上級生の長髪、髭面、そういうも

ウィスキーを紅茶の中へ入れたりして、濃いか薄

のがもうほんとに絵に出てくるような美しさであ

いかというような調子で飲ましてくれる。中国全

りました。そしてその晩は、各府県別の県人会の

土に跨がる先輩後輩の関係、大旅行、運動会、演

歓迎会がありました。そこで汚れたレンペン（洗

芸会、好的会、部会、県人会、先輩訪問、その他

面器）、普段はふんどしを洗って汚れているよう

夢多き青春生活が、忘れがたい貴重なものとして

なやつをちょっと洗って、老酒やらを入れて飲

育まれてました。

ハオダ

めって言うんで、回し飲みをやりました。喝酒

学友会は運動部と文化部が設けられて、書院生

（ホウチュウ）、乾杯、それから同時に先輩がクラ

は入学すると全て学友会に入りました。硬式野球、

ブ活動の猛烈な入部勧告をやるわけです。私もラ

硬式庭球、軟式庭球、それから柔道、剣道、ラグ

グビー部に入れてやると言って引っぱられ、ラグ

ビー、サッカー、バスケット、陸上競技、相撲、

ビー部の部屋に放りこまれてなかなか出られな

弓道、水泳、卓球、馬術、ボート等があり、毎日

い。そうしたらたまたま僕の県人の先輩がラグ

賑やかでした。私は庭球部に入りましたけれども、

ビー部の人だった。あいつどこにおるか、あああ

新米で入って草むしりやローラー引きばかりやら

そこだ。それで出しに来てくれました。頼んだら

されて、これじゃ面白くないからと言って、ボー

お前はそんな小さい身体じゃラグビーは無理だと

ト部があったのでボート部に入りました。それか

言うんで庭球部へ入りました。そのあと窓ガラス

ら馬術部ができて馬にも乗りました。

が全部吹き飛ぶような寮回りをやりまして、東、

また文化部には講演、学芸、音楽、YMCA そ

西、南と３つあった寮の夜が更けていったのでし

の他がありまして、たとえば学芸部では中国問題

た。

を研究し、会報の『滬友』という雑誌を出してお

翌日から書院独特の学生生活が始まりました。
一口に言いますと質実剛健の気風の中に根津一院

りました。また会誌で校内への文芸作品を発表し
ておりました。

長の教えが浸透し、礼儀正しさ、先輩後輩のあい

東亜同文書院というのはどういう学校かと申し

だの親密さ、恥を知る律儀さ、それから好んで苦

ますと、まず 1898（明治 31）年に近衞篤麿を盟

難を辞さない道義的勇気が校風だったのです。上

主として設立された東亜同文会によって 1901 年、

級生は朝晩庭で、われわれ中国語のできない新入

上海に開学した３年制のビジネススクールであり
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ます。その先駆は 1890 年に荒尾精が上海に設立

た。そうしたらこの方は、非常に情勢の変わった

した学校、日清貿易研究所であります。この荒尾

ところに行くのだから気を付けて行けといわれ

さんはその前に参謀本部の中国研究をやってた方

て、いろんな注意とお守り、観音様を信じておら

ですが、中国研究のために参謀本部を説得して中

れましたから観音様のお守りを頂いて、1942 年

国へ行くわけです。そこで３年間の研究を終わっ

６月 14 日朝、青島丸という船に乗って青島まで

て、どうしてもこれは人材養成のための学校を作

行きました。
翌日青島へ着きましたが、それから時間がない

る必要があるというので日清貿易研究所を作りま
した。150 名の学生を集めて上海へ送るんですが、

ので訪れた地名だけ申します。青島から済南、徳

それが日清戦争で廃校になります。

州、石家荘、楡次、平遙、太原、汾陽、離石。離

東亜同文書院は近衞さんによって支那を保全す

石で思い出に残ってるのは警察署長が夕食に呼ん

るという綱領をもって設立された学校です。徳育

でくれたんでずが、向こうの家は屋根が平たいん

と知育に重点を置き、日中友好の実務に役立つ人

ですね、そこにテーブルを置いて料理を並べ、そ

材育成を行なった。特に根津先生による人格教育

こで酒を飲む。皓々たる月光を浴びて、銃声が聞

によって書院精神という特徴を生んだのでありま

こえるんですよ。その中で飲んだ酒の味は忘れら

す。校舎は上海の租界外に開設され、３年制のビ

れません。離石から汾陽、平遙、また太原に戻り

ジネススクールでしたが途中 1920 年から４年に

まして、太原から大同。大同では石窟を見に行き

なります。1939（昭和 14）年には大学に昇格し

ました。ここでかわいい中国人の女の子が３人ば

ました。学生は全国の各都道府県から派遣生とし

かりいて、日本語がうまくて、非常に楽しい思い

て選抜されました。私費生もおりましたが、派遣

をしました。それから包頭に行きました。包頭か

生が大部分です。国庫の補助金は受けたんですが

ら厚和、厚和から張家口。張家口では大蒙公司の

返済の義務は無い。就職先もきわめて自由でした。

尾仲嘉助という先輩を訪ねていって、非常に世話

最高学年になりますと中国各地を調査旅行しま

になりました。そしてドロンメール行きの車の手

す。これを「大旅行」と言いましたが、その記録

配をしたんですが、行く朝になったら大雨が降っ

を卒業論文に書く。それを集めて東亜同文会から

てまして、荷物の上に乗っていくのは無理だとい
うので旅行を止めました。そこから北京に行きま

『支那省別全誌』を十何卷も出したんですね。
ところが私共が行きました時にはもう日中戦争

した。北京の中国人のところに泊まり、大使館の

が拡大しておりました。1941（昭和 16）年 12 月

棚平桂先輩を訪ね、あっちこっち見学しました。

８日、大東亜戦争が勃発します。翌年１月に予科

北京から釜山行きの列車に乗ったのですが、途中

の１年を終わりまして、２月には予科の２年にな

で可愛い女性と一緒になり、釜山で一泊すること

ります。学期末には江南の春を衝いて南京、蘇州

になりました。この女性は船に弱いので、下関ま

旅行をやりました。いろんな思い出が残っており

での船中で色々世話をしましたが、下関で別れま

ます。非常に楽しい旅行でしたが、これもあっと

した。この方は佐賀県武生の人でした。私は京都

言う間に終わりました。９月の末、内地の高等商

へ戻りました。

業学校から 12 名が編入学して 42 期生は総勢で

私が旅行したこの 1942 年当時、中国大陸にお

183 名になりました。戦争の進展と共に大旅行の

ける在外公館（大使館、公使館、総領事館、分館）

実施も制約されてきましたので、私は予科２年の

はたくさんありました。38 ヵ所あったのですが、

時に１人で華北、蒙古旅行をしようと思い、学生

たとえば新京、ハルピン、黒河、牡丹江、満洲里、

監をやっていた林出賢次郎さんに頼みに行きまし

北京、張家口、大同、厚和、包頭、天津、唐山、
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10 月 25 日から北四川路の武徳館で検査を受ける

の先輩がいました。この当時の外務省の先輩には

と。ほとんどの学生は合格ですね。ところが北野

錚々たる人がおりまして、アメリカ大使館には若

大吉という学長代理がちょっと日本へ帰ってこい

杉要という公使がおりました。対米交渉の時の実

と一時帰国を許してくれまして、10 月 30 日、上

質的な交渉はこの方がやっておられました。それ

海丸、熱河丸と２隻の船があったんですが、当時

から石射猪太郎さんは５期ですが、本省東亜局の

もう東シナ海に潜水艦が出没してまして、いつや

時に盧溝橋事件が起きて日本から軍隊を派遣する

られるか分からない。それで船足の早い上海丸に

という時に猛烈に反対したんですね。そのあとも、

みんな殺到したんだけど、私は熱河丸に乗った。

「今後の事変対策についての考案｣ なる大論作を

そうしたら翌朝ものすごい音がして船がひっくり

書いて、今でも外務省には、この人を尊敬してる

返るような大揺れになり、これはやられたと思っ

という人が多くおります。石射さんの『外交官の

て上甲板へ上がって行ったら、実はこっちの船

一生』という本が出てますが、非常に面白い本で

じゃなくて向こうの上海丸と御用船が衝突したん

す。もしご興味のある方は買って読まれるとよい

です。朝五島列島に着いたら上海丸に乗ってた学

と思います。それから堀内干城さん。この方は東

生は救命ボートに乗せられてあそこへ着いてまし

亜局長、それから中国公使、上海総領事をやって

たね。それから一部はぶつかった船に乗せられて

いました。有野学さん、この方は済南総領事。山

台湾まで持っていかれた。しかしまあ入隊までに

本熊一さんはアメリカ局長兼東亜局長。後に外務

は戻ってきました。
12 月１日に南京の 61 師団に入りました。盧州

省の次官に、更に大東亜省の次官にもなりました。
当時は戦時下でして、相当危険な地帯もありま

（または合肥）という所で初年兵訓練を受けて、

したけれども、私は生命の限界に挑戦するような

昭和 19 年の３月に経理部の試験、５月に南京教

気持ちで旅を続けました。一文無しで、行き当た

育隊、７月に経理部幹部候補生として南京経理学

りばったりの木賃宿で南京虫に食われました。ほ

校、通称成賢部隊ですが、ここに入隊しました。

んとに南京虫というのは困ったもんで、夜なんか

１期生は 12 月に卒業するんですが、私は 2 期生

電灯を付けるとパーッと逃げるんですけど、寝て

の教育をやれと言うんでまた１期残りました。２

るとまたベッドに這い上がってくる。ついには机

期生の卒業を見送って翌年の５月に原隊に復帰し

の上に寝るんですけど、これでも上がってきて参

ました。原隊は南京から上海に移動していて、司

りました。駅で寝たり、列車の硬席車で中国人の

令部は八字橋にありました。師団司令部付の主計

乗客と弁当を分け合って食べたり。そういう旅で

将校でしたが、沖縄から大陸沿岸沿いにアメリカ

したけれども、中国を旅行したことは非常に私に

軍が北上するんじゃないかというので呉淞の陣地

は勉強になりました。最後に頼りになるのは同窓

構築の主計もやりました。ところが８月８日ソ連

会の名簿１冊。それを懐に入れていきまして、金

が参戦し、日本は 14 日ポツダム宣言受諾、15 日

が無い時には何日でも泊まっていけと、一面識も

終戦ということで、そのあとのことはいろいろあ

無い先輩が言ってくれる。書院という学校の世に

りましたけど、とにかく各部隊は３か月の必要資

も稀なる同窓会の絆の強さに心打たれたもので

金を渡すから引き揚げ帰国まで自活せよとの命令

す。

下に、上海にあった横浜正金銀行、今の外灘にあ

学徒動員で兵隊に行きました。1943（昭和 18）

ウースン

りましたが、そこにトラックで行って車一杯の現

年 10 月 18 日の「教育に関する非常措置」が決

金を持って帰り、各部隊に、そっちもトラックで

まって、生徒の徴収延期が廃止になったんですね。

取りに来いと。それで全部配りました。とにかく
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あれだけのキャッシュを扱ったのは生まれて初め

以上で失礼したいと思います。

てでありました。
書院に帰ろうとして現地除隊したんですが、交

【司会】 どうもありがとうございました。短い時

通大学の校舎は中国政府に接収されておって、私

間でお願いしまして。何かご質問ございませんか。

は虹口の内山書店の裏側に千愛里というところが

はいどうぞ。

あるんですが、そこへ寄留しまして、小岩井先生

【参加者】 すみません、何かどうでもいいような

に来てもらって日本はどうなるだろうか、われわ

質問ですが、1992（平成４）年に東京の日比谷で

れは今後如何に生くべきか等についてゼミをやっ

旧制高等学校の寮歌祭がありましたね。今も続い

てもらいました。そのうち国民党政府に中央宣伝

てますか。

部対日工作委員会というのができました。辞令を

【小崎】 今もやってます。

もらい、私は同志と一緒にそこに入りました。と

【参加者】 えっ、まだ？

ころが結局中国側の態度がはっきりしないので喧

【小崎】 東京の霞が関にもとは文部省と会計検査

嘩して日本へ帰りました。帰って翌年豊橋に愛知

院と２つビルがあったんですが、それを潰して大

大学ができるというんで小岩井先生からお呼びが

きいビルが２つできた。その会計検査院ビルの

あって私は出かけていきました。学生委員長など

トップの 37 階に愛知大学の事務所があります。

をやらされて、あまり勉強できませんでしたが、

名古屋の笹島、駅のすぐそばですが、愛知大学は

１期生で卒業しました。あとは外務省へ入りまし

今そこに校舎を作ってます。再来年完成したらそ

てあっちこっち回りましたけども、ともかく東亜

れを新しい踏み台にして、アジアに羽ばたく愛知

同文書院大学に学んだ者は、45 年間で 5,000 名

大学ということでまた全国寮歌祭をやろうと計画

です。そしてその活動分野は、毎年外交界、言論

しています。

報道界、学界、実業界、金融界、南満州鉄道、満
州国、その他官民各分野にわたっております。特

そうですか。

【参加者】 とてもあの時は感激しました。ありが
とうございます。

に日中貿易の主役を務めた人が多いです。戦後東

【小崎】 はい。

南アジア各国に駐在する商社や在外公館に、驚く

【司会】 どうもありがとうございました。あとよ

ほど同文書院出身者が多かったのは、書院は滅ん

ろしいですか。では小崎先生どうもありがとうご

でもその書院精神は日本国民とアジア諸国民の関

ざいました。

わりの中で脈々と生きていたからだと思います。
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東亜同文書院大学のあゆみと中国大調査旅行

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

【藤田】 それでは今度は私の番であります。もっ

ました３番目の、本格的に書院が発展した時期の

と長く小崎先生にお話ししていただくのが正当か

大きなキャンパスであります。ちょうど今、豊橋

と思いました。ただいま小崎先生のお話にもあり

にあります愛大の５万坪ほどのキャンパスとよく

ました点がいくつかございましたので、そういう

似ていまして、そういう意味で言うと同じような

ところは少しカットして、始めさせていただきま

スケールで建てられたのかなという気がします。
先ほどもございました書院を作った３人のキー

す。
タイトルは「東亜同文書院大学の歩みと中国大

パーソンですね。近衞篤麿、荒尾精、それから根

調査旅行」ではありますけど、今回はハルピン学

津一。これらの方が日清貿易研究所から構想を得

院、それから建国大学の方々をお迎えいたしまし

られました。これは歴代の院長の方々です。近衞

た。次のいくつかのスライドはそちらのほうであ

文隆。それから大内学長。初めて大学に昇格した

りまして、会場の入口のほう、あるいは奥のほう

時の最初の学長さんです。そしてこれが最後の本

に展示してありますのでご覧ください。これは先

間院長で、愛知大学を作られた方です。そういう

ほどございました後藤新平さんの写真です。これ

わけで本学でも本間先生を顕彰しつつあります。

がハルピン学院の校舎で、今でも残っているとい

われわれの愛大は愛知県にありますけど、先ほど

うお話を先ほど谷先生のほうからお聞きしまし

の荒尾精という方が愛知県生まれの方なんです。

た。こういう形で全体の人達が一堂に会した写真

尾張藩生まれです。熊本の鎮台に行った時に中国

です。これは今でも続いてる慰霊祭と言いますか、

情報を聞きました。当時初めての日本人の国際商

先ほどお話がありましたところです。私も参加さ

人である岸田吟香の、これが若い時。これは大成

せていただいたことがあり、会長さんとお話をし

してからの顔ですね。江戸時代の終わりに目を悪

たことがあります。後ろのほうに掲示してありま

くして、横浜の目医者ヘボンにお会いし、そこで

す文書に来歴がいろいろ書いてございます。これ

目薬の作り方等を教えてもらい、『和英語林集成』

は建国大学のほうです。こういう校舎でありまし

作成のためその活字が上海にしか無いというので

て、日本が作った大きな都市計画の、一番広い道

上海へ行き、そこでそういう目薬を売ってお金を

路の南のほうに立地しました。今、町も非常にき

儲けたという方であります。その方のお子さんが

れいになっていて、きれいな森はこの方々が植え

岸田劉生という方で、そのお弟子さんが豊橋の豊

られたんだと先ほど初めてお聞きしました。農業

川堂という書店を経営し、愛大のロゴを作ったと

の実習をこういう形でやっておられたようです。

い う 点 で、 関 係 が あ り ま す よ と い う と こ ろ を

次は東亜同文書院。今、小崎先生のお話にあり

ちょっとお示ししようと思いました。
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私 が こ の 研 究 を 進 め た の は も う だ い ぶ 前、

いくというので、東亜同文書院が 1901 年にでき

1980 年代に入ってからなんですけど、最初に書

ます。最初は 1900 年の南京同文書院ですけれど

院の卒業生から教えていただいたのが「蘭州紀要」

も。義和団の乱で上海へ移って開学しました。そ

という生原稿のコピーでした。これはいったい何

の間にはいろいろ校舎の建設地をめぐって、現地

だろうとご相談を受けて私もさっぱり最初は分か

で交渉がありました。本日一番最後に少しご挨拶

らなくて、そこから大旅行の調査研究を始めたと

していただきますけど、金沢におられる三田さん

いう最初のものです。その話はまた別にあるんで

のお話によれば、近衞篤麿が南京に進出していた

すけど、先ほどの荒尾精は中国へ渡って、岸田吟

本願寺校舎を交渉したりしたというプロセスがあ

香のスポンサーとして漢口でも本屋さんを開いて

りました。これは日清貿易研究所の入学式。胸に

中国中のいろんな書籍を集め、当時日本人で大陸

大きな名前を書いて、まるで逮捕状みたいな感じ

へ渡ってきた青年達を集めて、お前さんは北、西、

がしますけど、今の時代には貴重な写真です。も

南とかいろんなところへ行って調査してこいとい

うこんなふうに退色してます。当時の写真という

う方法をとったのですけど、やっぱりトレーニン

のは非常に珍しいですね。これは日清貿易研究所

グ不充分で多くは失敗してしまいました。そこで

時代の先生方と事務職の方々の写真であります。

もう１回本国へ戻って、やっぱりきちんとした貿

これも顔がはっきり映らないぐらいに退色してお

易取引のできる人を養成する必要があると。それ

ります。

で構想を抱き、1890 年に日清貿易研究所を開設

東亜同文会は東京にまず、中国（清国）の留学

したわけです。その荒尾精の作品を根津院長がま

生を集めた東京同文書院というのを作ります。そ

とめて、『清国通商綜覧』という本を書きます。

のあと隣の朝鮮半島も教育レベルが非常に低いか

その中に出てくる地名を地図の上に落とすとこん

ら列強から狙われるというわけで、この３つの学

なふうになります。中国中、ここにはこんな商品

校を作るわけです。そしてそのあとに、東亜同文

がある、あちらにはこんな商品がある。今の政府

書院を先ほどのように上海に作ったのです。のち

は欧米志向だけど隣の中国にも目を向けるべきだ

にいろいろな中国人の人達相手の学校を作った

という主張をしたわけです。これは銅の製品をモ

り、ずっとあとには日本の経済専門、工業専門等

デルにした商品見本であります。

の学校を併せて経営したりしました。書院では、

1890 年、上海にそのような貿易担当のできる

途中で農工科という工学系の課程を一時作った時

人材養成の学校として、日清貿易研究所がつくら

期もありました。また、中華学生部も設け、中国

れますが、日清戦争が始まりますと引揚げざるを

人学生も受け入れました。これが最初の頃のカリ

えなくなります。そして、東亜会と同文会という

キュラムでありまして、このように内容が書いて

組織が日清戦争のあと作られます。この頃はいろ

あります。これからおわかりのように、日中貿易

んなイデオロギーを持った団体も生まれますけ

の取引ができるような中国語と商取引関係の科目

ど、この２つは比較的その中では開明的でありま

に特化したビジネススクールであったわけです。

した。とりわけ教育文化交流事業を通して日中間

書院の学生達は、県の給費生として各県から 2

を発展させるべきだという同文会を中心にして、

名ずつ試験で選抜されました。その後のハルピン

近衞篤麿公が理事長になりました。これが東亜同

学院とか建国大学でも同じようなシステムが導入

文会です。最初に霞山会の星さんが挨拶をいたし

されました。どの県も激戦でしたから、後にやっ

ましたけど、そこに今引き継がれてるわけです。

ぱり私費を出してでも進学したいという方々がお

このような目標のために教育文化事業を進めて

られて、その時代になりますと私費生は都市部に
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集中します。しかし、私費生の試験も 30 人ぐら

ます。この中山優という方は書院におられた方で

い募集するのに 3,000 人押しかけたというような

すけれど、授業に出ずほとんど図書館で自分で勉

形でやっぱり激戦でした。書院に入ってどんな夢

強したという方で、後に建国大学を作る時に貢献

を持ったかをアンケート調査でみますと、中国で

しています。この清水董三も中国北京で学校を作

働く、骨を埋めたいとか、日本と中国、アジアの

られた。外交界では石射猪太郎が外務省の東亜局

ためにとか、中国人のためにとか、中国を見てみ

長になっています。この方も、書院生の大旅行記

たいとか、中国語を勉強したいとか、有能なビジ

録の中に出てきます。その旅行記を見ると、大旅

ネスマンになりたいとかいうような大きな夢を皆

行中の学生が吉林省の領事館でお会いしたという

さん持っておられたということが分かります。

記録が複数みられます。そういう点を見ると、な

そして卒業生ですが、一番最初に名前を挙げた

かなか開明的な外交官の方であったようです。中

方が山田良政兄弟で、これはお兄さんのほうです

国との戦争中に相手方と平和交渉をし、戦後は山

けれど、孫文に非常に惚れまして、南京同文書院

梨県の副知事になった方もいます。これは中華学

の先生もやりながら、孫文がハワイにいる時に一

生部の中国人学生のうちの 3 人です。名を成した

斉蜂起を呼びかけてそれに参加するために広州近

方々であります。その頃中国で活躍された方、あ

くの恵州に行ったんですね。そこで戦死した。こ

るいは早めに亡くなってしまった方もおられま

れを知って感銘した孫文は大変に尊敬の意を込め

す。個別の話はちょっと省きます。愛知大学に中

ていくつかの墓碑を作って贈ったのです。出身地

国の代表団長で来られた方も、「私も書院出だ」

が青森県の弘前ですから、その一つはそこのお寺

という方がおられました。これは小説家の大城立

に祀ってあります。弟さんが純三郎と言って、兄

裕 先 生 で す ね。 沖 縄 の 方 で す。 こ れ は イ ン タ

の意志を継ぎ孫文の実質的な秘書になります。そ

ビューのためお会いした時の写真です。

の過程の中で、多くの資料が純三郎のもとに集ま

一方、本命のビジネスマンの卒業生の就職先を

りました。それをその息子さんで書院の卒業生の

見ますと、商社ではこんなに大手の会社にたくさ

順造さんから、本学に一括寄贈していただきまし

ん入っております。それから海運関係。今では無

た。したがって孫文関係の生資料は、本学が現在

くなってますけど、日本と結んだりして当時とし

の日本の中では一番たくさん持ってます。そうい

ては大きな中国の会社でした。それから紡績関係

う点から展示施設を持っておりますので、ご覧に

とか金融、先ほどの横浜正金銀行というのが出て

なりたい方は本学豊橋校舎の東亜同文書院大学記

きます。満州国関係も。これも挙げたらきりがな

念センターというのかございますので、そちらの

いほどたくさんあります。それから報道関係です

ほうへぜひ見にきていただけたらと思います。そ

ね、ジャーナリズムの世界。これは大陸のほうの

の一部を隣の展示室で現在展示しておりますの

報道関係です。あと日本ではこういうように各新

で、それもご覧下さい。

聞社が並びます。外交官では今日おみえの小崎先

卒業生の方々をさらにみてみましょう、白岩竜

生も外交官でありますが、先ほどの林出さんを始

平、この人は南京同文書院の卒業生で、揚子江

めずいぶんたくさんの方がおられます。これは学

（今の長江）の汽船航路を開拓した人。実業家の

界。研究者として、戦後 80 数人が大学の先生に

方です。これは先ほど小崎先生のお話でふれられ

なっておられます。本日おみえの宮田先生は、

た林出賢次郎。西域のシルクロードのほうに奥ま

NHK の中国語講座でも活躍されておられました。

で行って 2 年間調査してきた人です。この人は大

書院教育の中心はやっぱり中国語と、もう１つ

倉さんといって、大きく紙の会社を経営されてい

は中国を知るという 2 点でした。しかし、民間の
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学校ですからお金が無かったんですね。そこで最

わけです。自動車が写っていますがこれは駅に行

初の修学旅行形態の旅行に対する不満がたくさん

くまでで、そこから先は歩きです。３か月から６

出てきます。俺達はもっと奥地や、いろいろなと

か月歩いた。これもそうです。

ころへ行きたいのだと。そんな時に先ほどお話が

今日もお１人執照（ビザ）を持ってきていただ

ありました２期生の方々５人が根津院長に呼ばれ

いた方がおられますけど、こういう大きな執照を

て、日英同盟によるイギリスからの要請に応えて

持って中国各地を回ったわけです。風呂敷包みの

西域へ調査に行ってくれないかと。その２期生の

小さいやつぐらいある大きなビザですね。ところ

うちの波多野養作という方が、非常に細かな日記

で上海という国際的な町にありましたから、書院

を書いておられます。こういう服装をして、２年

生は時に学生服ではなくこういうような背広姿も

間かけて行って帰ってくる。途中で２度ほど死に

ありました。内地の学生に比べるとリベラルです

そうな病気になり、外国人の宣教師に助けられて

ね。内地とはずいぶん違った服装です。学校も非

います。こういう道ですから、ちょっとでも馬車

常に自由な雰囲気の学校でした。これは大旅行に

に乗るとすぐ痔になってしまう。それからマラリ

ついても、そのコース、テーマは自由でした。ど

アにかかって１週間熱が出て記録が無くなった

んなコースを通ったか。卒論でテーマを決めると、

り、なかなか大変だったみたいです。後に鉱山に

なるべくそこへ行くのにあっちこっち回って行っ

就職しました。他の卒業生の方々を訪問していろ

たということが分かります。いろんなコースを

いろ聞いてる時、この写真が出てきて、あ、林出

通って中国を見てきた。これは外国人中心の山上

さんだとすぐわかりました。この方は日本が中国

の避暑地の地図です。鶏公山です。この地図は自

と戦争を始めた時に、「軍部の馬鹿野郎」という

分達が足で歩いて、１歩が何 cm あるか、磁石で

ふうに言ってピストル自殺をしています。そのこ

もって地図を作ったものです。当時中国ではほん

とを娘さんが覚えていて、別の写真もいろいろ提

とに地図はありませんでした。だから自分達で

供していただいたりしたことがございます。その

作ったのです。これらの成果が各省を中心にした

5 人の西域調査の軌跡です。これが西域の新疆。

地誌、省別全誌の中にも取り入れられております。

別々のコースをとっています。これは林出さん。

これは途中の写真ですね。「箱根の山は～函谷関」

行って帰ってきたらまた向こうの蒙古の王様から

のモデル、潼関。非常に荒れていたという記録が

教育担当にぜひ来てくれというのでまた出かけて

あります。
これは軍閥に面会した時。みんな制服を着て、

いったんですね。すごい方です。帰ってからは新
生満州国の溥儀の面倒見をずっとやった。しかし、

やっぱり敬意を表してます。軍閥と言うと何とな

関東軍とは意向の違う面倒見をやったというので

く大泥棒の親分みたいな文字になりますけど、実

首を切られてしまいます。やっぱりそういう書院

際はインテリでして、混乱期の民国時代、各省を

魂があったようであります。

中心にしてこういう軍閥が治世をやった。戦争ば

外務省は調査旅行が成功したというので３万円

かりした人もおりますが、経済発展とか近代化を

を寄付してくれました。３万円だと全体の学生が

進めた人もたくさんいました。そういう人のとこ

３年間旅行に行けるというので、大旅行を始めた

ろを訪問して揮毫などももらっている。これは埃

わけですね。それがなかなか評判が良く、実績も

の町。今もそうですね。黄砂が非常に多いですけ

あがったというわけで、以降、書院の中でそちら

ど、張家口、フフホト、ここから砂漠を横断して

に予算をつけていったのです。こういう頭陀袋で

キャラバン隊が西域へ向かう出発点の町です。

こんな形、アフリカ探検隊まがいの服装で行った

ちょっとこの写真だけでは分かりにくいかも知れ
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ませんが、埃の町と書いてあります。こちらは黄

が悪くて恐縮ですけど日本橋です。橋の上に建物

河をこんな筏で、あるいは羊の皮を膨らませたの

が建ってる。これがベトナムに今でもありますけ

をつなげて、その上に乗って下っていく時の写真

ど、当時もありました。これは古い町ユエ。ベト

です。これは今、日本人にはほとんど知られてい

ナム安南王朝の時、フランスが植民地にした時に

ないですけど、途中にはユートピアというデルタ

はそこに王様を閉じ込めて、自分達が植民地の経

地帯が形成されていて、これも外人宣教師が開発

営をやった。それは安南城であります。ベトナム

したんですね、ちょうどその頃です。それが今、

戦争のあとに少し破壊されましたけど、今はもっ

大きな農地になっています。こんなところにも

と復元されています。
満州事変が起きますと、さすがの民国政府も書

行ったんですね。
日本の国旗を持ってるのはナショナリズムのた

院生に２年間ビザを発給しませんでした。そこで

めだと言う人がいますが、これを持たないと外国

書院生は中国調査を予定していたのに、みんな満

人として認めてもらえないんですね。うまく旅を

州しか行けなくなったのです。お陰で、結果的に

するための安全な方法であったということのよう

満州の非常に細かな情報が集まったわけです。２

です。時には馬に乗る。あるいは川船の中で過ご

年目は各県調査をやって、多くの満州各県の情報

しました。東南アジアもほんとにあっちこっち出

が成果として残されています。私はそれを編集し

かけております。当時の東南アジアには日本人も

て、来年の３月に印刷をして出そうと思ってます。

たくさんいました。そういう日本人は多く地元の

これが２年間続いた満州の調査コースですね。大

人達に尊敬されて、指導者として仰がれていた。

興安嶺の、虎の出る恐れのあるところを横切って

そういう点で言うと、戦争が始まる前の東南アジ

きたとか、そういうようなまあ大冒険と言います

アの研究ってほとんど無いです。当時、日本人が

か、そういう写真がこれです。
編集委員会が設けられ、毎年学生諸君がそうい

ずいぶん各地で活躍してたことはもっと知られて
よいでしょう。しかもほとんどは植民地の中で。

う記録をダイジェスト的に出版して出したりもし

日露戦争に勝ったということもあったかも知れま

ていました。この方が指導した経済地理学の馬場

せんが、日本人に対する評価が非常に高かったわ

先生です。私も地理学をやってるんですけど、非

けですね。そういう点で言うと、戦争が始まって

常に共感できるところが多いですね。これは呉佩

東南アジアとのいい関係が今無くなってしまっ

孚と曹鈍の揮毫です。軍閥の当時のトップスター

た。軍国主義のやり方が非常にまずかったという

なんですね。そういう人達に会って書いてもらっ

気がします。調査旅行中にはこんな描写も書かれ

た。だから泥棒の大将ではなくてインテリなんで

ています。中国奥地の少数民族ですね。これは香

すね。字が大変達筆で上手で。これは犬養毅の筆

港。広東では軍閥による戦争状態です。中国は先

ですね。この方も書院の非常にファンでありまし

ほど軍閥の話がありましたけど、軍閥同士で非常

た。旅行内容もこちらの項目にありますように、

にすさまじい権力闘争、それから中国人同士です

ビジネスだけではなくて、経済的な問題から移民

さまじい殺し合いをやったようです。書院の人達

であるとか教育であるとか飢饉であるとか、次第

の記録の中にも生々しく書いてありますけど、な

にテーマが広がっていきます。次第にアカデミッ

かなか活字にしにくいほどの凄さがあります。

クな方向に向いてる。これが後に大学へ昇格する

当時カメラは珍しかったんですけど、各班に１

中国の総合研究のセンター、そういう形で書院が

台ずつライカのカメラが渡されて、皆さんこうい

発展していったことの１つの証になります。これ

うふうに撮ってきたわけであります。これも写り

は地方別にテーマをまとめたものですね。
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ところが戦争が激しくなりますと、奥地のほう

す。そういうのが書院がスパイ学校だというふう

へ行けなくなって、このチームはもう香港から北

に言われる出発点になってしまったところもある

京、大連辺りぐらいですね。１チームだけ四川ま

んじゃないかなと、ちょっと残念な気がいたしま

で行って峨眉山まで登ってきてる。これはもう大

す。書院の人達のアンケートでスパイ学校視され

冒険ですね。さらに厳しくなると、沿岸部だけし

てた見方についてどうか。「そんな見方はあり得

か旅行ができなくなって、先ほどのお話のように

ない」、「とんでもない」、「馬鹿げてる」というの

小崎先生の時代になるともう１人で内蒙古のほう

が圧倒的に多いですね。一方、書院から得たもの

を回られたというお話がありましたね。５期生か

は大変あったと。書院を出た方は非常に大きな影

ら始まりまして 43 期あるいは 44 期の一部まで、

響を受けながら、前述したように辛抱強い大旅行

合計しますと約 700 コース。それを３か月から

の経験もしたりして、非常に良かったというよう

６か月やってたわけです。これが途中の十何年分

な答えがたくさんあります。
就職先は中国で商社、ビジネスマンが多かった。

を示したものです。中国大陸、上海ですね。東南
アジアとか東北から満州は省いてありますけど、

大きな町に多いというのはそういうことを表して

こんなにたくさん歩き回っております。そういう

ると思います。こんな形で大きな町に就職してい

点では、今では非常に貴重な記録がたくさんあり

る。仕事の内容はビジネスマンを中心にして、新

ます。当時の中国はほとんど農村でしたから、と

聞・ジャーナリズム、教員などが多いですね。

ころどころ町はありますけど、農村の人達と話し

これはいつもこういう時にお話しするんですけ

合いをしたりしてる。中国の農民はやっぱり心優

ど、私がイギリスにいった時にこの話を「ザ・グ

しい人達が多いです。しかし中国のインテリから

レイト・エスカーション・アンド・リポート・オ

は差別されてる。これは今もそうですね。農民の

ブ・チャイナ・リトゥン・バイ・ジャパニーズ・

人達との付き合いの中で、中国を非常に好きに

スチューデント・オブ・トウアドウブンショイ

なった人が書院生には多いです。この大旅行が影

ン・カレッジ・シャンハイ・オブ・トゥエンティ・

響してるというふうに見ています。これはその大

センチュリー」とやって、「グレイト」と付けて

旅行の影響ですね。良い影響がたくさんあったと

私が予告したら、当日これがカットされていまし

いうような言葉がアンケートの中に出てきます。

た。イギリス人に言わせると、日本人がそんなこ

その後の人生にも大いに影響した、良かった、満

とできるわけないというようなことで、「グレイ

足してる、というようなことがたくさん出ており

ト」がきっとカットされたんですね。ところが講

ます。人生の生き方にも大いに影響しているとい

演が終わったら「グレイトだよ、すごい」という

う方が多いのです。

ことで、申し訳ないというふうに向こうの教授か

ところが戦後になりますと、イデオロギーの世

ら釈明をされました。
書院の成果は、中国調査旅行をベースとする中

界に変わってしまった。米ソの対立の中で敗戦国
日本は、イデオロギーの時代に入ってしまいます。

国研究です。最初は『清国通商綜覧』。荒尾精が

東亜同文書院の扱いも急変します。これは早稲田

現地で資料を集め、根津院長がまとめたそうです。

の安藤彦太郎という著名な先生ですが、書院は植

これが初めての中国の実態に触れた本としてベス

民地の経営の先兵であるとか、スパイをしていた

トヒットをしたわけです。日英同盟下のイギリス

とかを書いています。しかし中身をしっかり踏ま

から外務省に調査依頼があったのを、書院院長が

えて書いたと言うよりは、イデオロギー的観念的

受け、２期生５名が西域調査をしてこれがその後

に書いてるんではないかなという気がいたしま

の大旅行の起爆剤と言いますか契機になります。

80

◦ 306 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦
東亜同文書院大学のあゆみと中国大調査旅行

前述のように、調査旅行の中でビジネススクール

これは甘粛省の表紙です。当時、新疆省まで調査

からアカデミーへ移行する。語学についても実用

で行けなかったんですけど、簡単に紹介してあり

教育のほうから『華語萃編』という、日本人に

ます。第２次の時にはこれが全面改訂になるんで

とって初めての中国のテキストができあがる。そ

すけど、残念ながら戦争でストップしてしまいま

してそういう調査旅行を踏まえて『支那経済全書』

す。これが新修版ですね。今度は全１巻で新疆省

全 12 巻、これは全て当時の学生諸君が書いたも

がまとまります。雑誌のほうも『支那』という雑

のです。当時はそれに勝るものは無かった。それ

誌が毎月出されて、研究成果が載っています。さ

から調査旅行をベースにして『支那省別全誌』全

らに『支那研究』という、よりアカデミーな形に

18 巻が書かれた。戦後のイデオロギー体質の時

なってますね。それから『東亜研究』。東アジア

代に東亜同文書院のこういう成果は、ほとんどア

全体をカバーするような研究に広がっていく。こ

カデミーの世界からはカットされてきました。と

れは大学に昇格してタイトルを変更しています

んでもないことだと思います。しかし、書院は非

ね。

常に優れたデータベースを持ってます。『支那研

その他、研究書もありますけど、人名辞典類や

究』とか『現代支那講座』とか。『新修支那省別

『支那年鑑』というような基本的なデータベース

全誌』。これは 20 年経ってもう１回、資料がたく

に非常に貢献したと思います。全体では 200 冊

さん蓄積されたため新版として出したものです

を超えるぐらいの刊行物が出ております。宣伝臭

が、９巻で中止です。全 18 巻ありましたけど、

いですけど、これは私が、書院生の中国旅行記録

半分が戦争が始まって駄目になってしまったため

をまとめたものです。学生諸君が書かれたものを

です。

活字に直している。大変読みにくいものですから

大旅行を指導した馬場先生も、卒業生がみんな

活字にして、まあなかなか苦労したんですけどね。

枕にしたという大作、1,000 頁を超えるような本

これは第２巻目です。今は第 5 巻目を編纂中です。

を５、６冊出版しております。これは先ほどお話

しかし、そうは言っても本当にどの程度調査を

がありました『中日大辞典』。本間学長が愛知大

やったのかというわけで、私はそのチェックのた

学の時に中国政府に対して、「われわれはカード

めに福建省の調査というものを選びました。なぜ

をたくさん作って発行しようとした。もしできる

かと言うと、この班は海南島へ行く予定だったん

ならば中日友好に役立つ」というんで日本への返

ですけど、香港まで来たら領事館からコレラが流

還をお願いした時に、当時の中国側のトップは周

行し治安も悪いから行くなと言われた。普通の書

恩来首相ですが、郭沫若に命令してと言いますか、

院生達はそれでもみんな行っちゃうんですけど、

返してくれた。それをベースにして愛知大学では

この班は従順に言うことを聞いて、じゃあと言っ

『中日大辞典』を作って、今年 20 年ぶりに第３版

てこの辺をうろちょろして、最終的に何の予備調

ができまして、かなり割安で出ておりますのでぜ

査もしてないこの福建省を調査した。したがって

ひ興味のある方はまたお買い求めいただくといい

全く準備していない最悪の状況がどんなふうに記

んじゃないかなというふうに思います。書院時代

録されてるかを見れば、他はそれ以上によくでき

に編纂が始まって 70 年になります。これも愛知

てるに違いないというわけでここに入った。その

大学の中国との関わりを示す、また書院との関わ

結果、当時の記録を見ながら観察していきますと、

りを示す大きな刊行物です。先ほど申しました学

ほんとにほとんどパーフェクトに近いくらいよく

生諸君のデータをベースにして編まれたのが『支

できている。というわけで、この旅行記録の中へ

那省別全誌』。言ってみれば省別の地誌ですね。

入っていったわけですね。とくに旅行日誌はコー
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ス沿いにいろいろ情報がありますので、細かいの

の黄河の向こう側まで阿片を集中的に栽培してい

で省きますけど、いろんな人とか町とか物とか人

たという面白い分布現象も出ている。これは土匪

口とか、どこに泥棒が出るとか、飢饉があるとか、

という強盗団の出没地。もともとは揚子江が氾濫

いろんな情報がたくさんあります。土地利用がど

して、農民が食い扶持を失って強盗団を組織した。

うのこうのというのも入っております。いろいろ

戦争が始まって軍閥間の争いで敗れた人達が、省

当時の中国の状況をこういうので復元することが

の境目ぐらいに出没して強盗団に変わる。した

できます。これもそうです。

がって、省を越えての書院生の旅行というのはな

細かいことは省きますけれども、こういう形で

かなか大変だったわけです。ある時は自分達を

中国の本質的な部分、農村部を中心にした底辺の

護ってくれた保衛兵の人達が突然強盗団に様変わ

部分は今でも充分そのまま活用できそうですね。

りして、ある場所で突然、裏側から片目を失った

これは、12 期生全員が通過した町の貨幣の種類

親分が出てきた。その目がおかしくなっている。

を記録しています。それをまとめるとこんなにた

「じゃあまあ冥土の土産だ」と言って最後に目薬

くさんありました。統一通貨は当時の中国にはあ

をさしてやったら大喜びをして、「お前達荷物は

りませんでした。したがって、書院の人達は小銀

全部置いていけ、その代わり命は助けてやる」と

を紐に括り付けて会計係の身体中に巻き付けて

いうようなのが旅行記の中にも出てきます。当時

行ったのです。だから、会計係は一番身体が大変

の中国の衛生状態がそのぐらい悪かったというこ

でした。それで両替をしながら各地で食料を買っ

とでもあります。
数 年 前 の 反 日 暴 動 が あ り ま し た け れ ど も、

たりいろいろしたわけです。その時の貨幣の種類
がここに書いてあります。そうすると同じ貨幣の

1915 年でしたか、21 か条条約とか。1925 年に

ところは同じ経済圏というふうに見ることができ

上海の日本の紡績工場でデモかありまして、それ

ます。こうやって地図化して工夫することができ

が町へ繰り出した時に、イギリス軍が無差別に発

ます。これは伝統的な経済圏と見ていいでしょう。

砲したというようなことがあって、排英排日排外

今度は言葉。どんな言葉を話しているか。いろん

という運動に広がっていきます。初の本格的なナ

な方言がたくさんあります。そうするとこれは同

ショナリズムの波及です。これは九江の日清紡績

じ言葉を使う言葉の文化圏と言っていいでしょ

支店が焼かれた時の写真です。それが旅行記の中

う。こういうようなまとまりを作ることができま

で、出発したあと５月 30 日に上海で起こったわ

す。それを合わせると、経済的、文化的な二重構

けです。大旅行は５月に出発して９月ぐらいまで

造なんですけど、それがうまくダブってくるとこ

に帰ってくる予定だったので、あっちこっちで出

れは強固な圏域、中国の中でも非常に基礎的な圏

会った反日暴動の記録を集めてみますと、こうい

域を設定することができる。現実に私も繰り返し

う分布図が出きます。
これは軍閥の勢力圏図としてあらわしたもので

中国に行きましたけど、やっぱりそういう感じが

す。瞬間的なものではありますけど、軍閥間の勢

いたします。
これは阿片の栽培。そういう記録もあります。

力がどのぐらい広がっていたかがわかります。こ

だいたい北西部ですね。戦時中には満州で関東軍

れは呉佩孚の勢力圏図。呉佩孚は途中で消えてし

が栽培させたというような話もありますけれど、

まうわけですが……。こちらは張作霖の勢力圏図。

伝統的にこういう乾燥畑作地帯。この山西省は、

こういうようなのを瞬間的に描くことができま

軍閥の袁将軍が一切阿片を栽培するなと言ったた

す。これは四川省ですけど重慶。四川省を回りま

めに、こちらの陝西省のほうが山西省のギリギリ

すと、知事は日本へ留学した人が多かった。中国
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ではパブリックスペース、たとえば公園とか公会

という日本の農民達が送られてきて、空白地域へ

堂とか、公共の場になるようなものは伝統的にあ

入り込んでいく。一部にはそこで摩擦が当然起こ

りませんでした。そういうのを都市計画のもとで

るわけですが、まあかなり空いてました。そうい

図書館を作ったり、道路を広げたり、公園を作っ

うところへ、日本人が入り込んでいったわけです。

たり。みんな日本へ留学した人達がこういうとこ

そうすると全体として中国の流れがこういうふ

ろの軍閥になって指導した。あるいは知事になっ

うにあって、1930 年ぐらいからあとは大混乱の

て指導した。これは、そういうのが見られる町を

時代です。文化大革命もあって 1980 年には改革

描いたものです。四川省は軍閥が３人おりました

開放が始まりますね。そうすると、資本主義が

から、３人が競争してそういうものを建設し、整

1930 年代までにここまでこう来たけれども不十

備した。つまり、近代化というのは軍閥の時代に

分であると。中国は 80 年代以降、もう１回先ほ

もうスタートしていたのです。人民中国よりもっ

どのお話のように資本主義体制でやっていくとい

と早い時期に。これがむしろ、人民中国のモデル

う時に、国家体制のレベルではともかく、小さな

になったと言えるんじゃないかと考えられます。

金融機関とか金貸しとかを含めて庶民体制では

山東省では軍閥が戦争ばかりやっているので、

1930 年 代 の も の が い く つ か 残 っ て る。 結 局、

人民が徴発や重税に悩まされ、飢饉もあった。そ

1930 年代へ接合しないとこれがうまくいかない。

の時に、満州のほうから穀物が援助物資として送

そういう作業と戦後の世界経済のグローバリゼー

られて、満州へ行けば食えるだろうというわけで、

ションの中での対応の仕方というのが、ここに新

山東省の人達が満州移民を始めた。まあ満州もロ

しく加わって近代化してくる。そういう点で言い

シアが南下してくるというんで防衛線として空白

ましてもここの部分、書院生が記録した 20 世紀

地域を埋めたかったんです。というのも、満州族

前半期の詳細な、歩いて書いた記録は、卒論も含

の多くは北京に移ってしまっていたからです。し

めて今日の中国を知る上で非常に重要だというこ

たがって漢民族を農民として、奥地へ入植させる

とがよく分かります。

というような政策が合致して、1920 年代には毎

最後の時代、戦争に負けて東亜同文書院が閉学

年 100 万人ぐらいが満州へ入った。４月の春先

をします。最後の院長が本間喜一という方で、日

に行って冬にまた少し帰ってくる。そういうのを

本へ帰ってから大学を作り、そこに書院生と教職

書院生の記録の中から読み取ることができます。

員を入れようという構想を持つわけです。この方

書院の人達もお金がなかったから、船に乗っても

は最高裁の事務局長までやった方で、まあそうい

雨が降ると濡れてしまうデッキパーソンです。こ

う点で言うと中央にも少しいろんな口があったの

ういう人達もお金が無いからみんなデッキパーソ

かも知れません。しかし、GHQ の管理下で東亜

ンなんですね。そういう人達と接点を持ちながら

同文書院という名前は使えませんでした。当時

の旅行記が多いので、その当時の様子がよく分か

あった中国研究所も、中国という名前があるから

ります。

駄目だと言われて、国際問題研究所という形で現

これがたとえば、大連に上陸した人達がどこま

在愛知大学に残ってます。この方は第１次大戦後

で行ったのかを示した図です。ちょっと省きます

のドイツの猛烈なインフレの時代に留学していた

が、そんなことも分かるんですね。これは北満で

人ですから、その時の対応策をちゃんと身に付け

すね。北満には当時中国の人達がどのぐらい移民

てまして、上海でお金は全て金の延べ棒に変える、

で入り込んでいったのか。この小さい丸が 500 人

あるいは車に変えるというような形で、教職員達

ぐらい。後に 1930 年代以降、今度は満蒙開拓団

の給料を工夫したり、愛知大学の設立の工夫をし
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たわけです。それで豊橋の町は焼けたけど、ちょ

ております。そういう学校が全体で 85 大学と高

うど郊外にあった予備士官学校が空いてるという

等学校があるんですね。
これが今は記念館（記念センター）になりまし

わけで、そこをタッチの差で愛知大学が確保する

たけれど、当時の愛知大学本館です。先ほどハル

ことができた。
３人の学長がおられますけど、本間先生が事実

ピン学院の写真がありましたけど、似たような写

上資金の問題とかいろんな問題を解決したわけで

真ですね。学生さんと教職員。最初の頃はこうい

す。しかしお金はともかくとして、施設もできた

う形でした。これがその後ですね。これは本間院

んですけど、本が無いと大学ができない。先ほど

長が軍隊組織のグランドを、食料難でしたから畑

の東亜同文会の建物、つい最近まで文科省の隣の

にしたらいいかなとか、こうしたらいいかなとい

霞山会ビルの建物です。今は近衞さんの雅号名の

うことを、詳しい方と相談している写真です。当

ビルのところに、中国から送られてきた副本、コ

時の学生さんを描いた絵が残っており、これはマ

ピーが 35,000 冊あった。米軍がそこを接収する

ントや帽子をかぶっていた当時の愛大生の様子で

というんで、取られたらみんなアメリカへ行って

すね。

しまう。最後の学年は、東シナ海が米軍に狙われ

東亜同文書院大学閉学時ですけど、学籍簿を

て渡れませんでしたから、富山県の呉羽紡の社長

持ってきたんです。ボストンバッグ１個しか持っ

さんのお陰で、そこでキャンパスを開くことがで

てこられない時に、本間先生が自分のご家族とか

きた。そこの有志が急を聞いて、満員の鉄道に揺

事務職の方とかいろんな方に手分けして、たくさ

られて東京へ来て、前の晩に 35,000 冊の本をか

んの量ですね、成績簿と合わせて全部を持ってき

きだして都内へトラックで運んで隠したわけで

ました。外地にあった学校でこういうものを持っ

す。

てきたのは書院だけです。したがって、書院が無

そういう点で言うと、非常にドラマチックな愛

くなってしまったんだからと、自称書院卒業生と

知大学開設の歴史があるんですね。その本と全国

いう人がけっこう、履歴書偽称でたくさん出まし

の古本屋（焼けてしまった店が多かったけど）か

て、私のところにもずいぶん問い合わせがありま

ら 10,000 冊を集めて、合計 45,000 冊で図書を

した。「へえ、こんな有名な人もそう？」なんて

整備して大学を申請した。終戦の明くる年の 11

言うぐらい、びっくりする人もおりましたけど、

月にはもう愛知大学が認可されたんですから、こ

まあみんな偽物でありました。しかし、同級生が

れ は も う 奇 跡 に 近 い ほ ど の ス ピ ー ド で す ね。

みんな名前と顔をよく知って仲間意識が強いです

GHQ の管理の下で。結局は大陸から引き揚げて

から、ごまかすのは難しいでしょう。これは『中

くる人達の受け入れ機関を作らなきゃいけないん

日大辞典』。カードが返されて編集をしている様

じゃないかなという政治的判断が、文部省の中に

子です。
その後の日中関係。両国に竹のカーテンがある

もあったんじゃないかと思うんですね。
最初は書院の人達中心でしたけど、後半はいろ

時代にも、愛知大学はそういう点で中国と交流が

んな大学からも入れなさいといった形で。先ほど

できたわけです。その後、ベルリンの壁が崩壊し

の高井さんが頑張って、当時の方々の資料を集め

た直後ぐらいにいろんな新聞が、書院に注目して

ていただいて、10 月の 31 日かな、愛知大学の豊

いただいて、NHK も 45 分の特集番組を組んでく

橋キャンパスですけど、いくつかの学校をピック

れました。これはある新聞社の特集ですね。こん

アップしていただいて、初期の愛知大学を作った

な形でいろいろ世の中に出していただいた。そう

引き揚げ学生のシンポジウムを企画していただい

いうのも大変われわれにとってありがたかったわ
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けです。今日こういう会合が開けるのも、こうい

これは民国政府ができた時のトップの人達で

うことが背景にあります。そして昨年は欧米研究

す。20 周年記念のお祝いに書いていただいたも

者から見た東亜同文書院。フランスの研究者、ア

のです。こちらは山田兄弟のコーナーであります。

メリカの研究者を呼びました。中国の研究者が見

スパイの暗号表が珍しいことに残ってました。そ

るのとまたガラッと変わるんですね。非常にグ

んなものも展示してあります。というわけでぜひ、

ローバルな視点で見ている。そういう点では、書

チャンスがありましたら豊橋へ。新幹線ひかりも

院というのは世界中がある意味で注目してるんで

時々は停まりますので、降りていただいて、記念

すね。国内ではイデオロギーで東亜同文書院の成

センターを覗いていただいたら大変ありがたいと

果は 1 つも戦後の中国研究用の参考文献書の中か

いうことであります。

ら見つかりませんでしたけど、海外の人はいっぱ

だいぶ走りましてまことに申し訳ありませんで

い引用しているわけです。日本と欧米とのギャッ

したけれども、以上で発表を終わらせていただき

プがずいぶんたくさんあったなという気がしま

ます。どうもありがとうございました。

す。しかし、これからはそういうのをわれわれの
手で、愛知大学の、というんじゃなくて、グロー

【司会】 ご質問があれば。はいどうぞ。

バルな、全体の中で書院というものを中国研究と

【参加者】 つまらん質問かも分かりませんが、今

併せて出していきたいなと思います。京都でこう

の人間は文字を書く場合、左から右に漢字を書き

いうふうにやるのも、全国各地を回ったのも、そ

ますね。昔の人は逆ですね。右から左に全部書い

ういう意味があります。愛知大学だけでなくて、

てますね。昔の人間はこうしか書けなかった。今

日本で 1 つの中国研究の共通財産として出してい

の人間が書く場合、こうしか書けないようになる

けないかということです。

ということは、やっぱりこれは癖なんですかね。

現在、われわれの愛知大学へ来ていただきます
と、このような展示施設を見学することができま

【司会】 そのお答えは、三田さんどうですかね。
おられませんか…。はい。じゃあ。

す。今日はほんのわずかしか持って来られません

【前田】 44 期の前田と申します。愛大の小田君

でしたけれども。興味のある方はぜひ本学のほう

と同期です。愛知大学でいろいろ中国の研究をな

へ。火曜日から土曜日、朝 10 時から夕方４時半

さっておられると思いますけれども、交通大学が

ぐらいまで、入場料はもちろんタダでやっており

日本の大学と友好関係を結んだり、大阪大学を始

ますので、ぜひご覧になっていただくといいです

めいろいろな大学と交流してますけれども、愛知

ね。中国、台湾の方々も来られますとみんなびっ

大学としてももうちょっと上海交通大学との交流

くり仰天されます。特に孫文関係はたくさん展示

を進めていただいたら如何かと思います。それに

していますので、実物をこんなふうにみんなにさ

ついて実は私、上海交通大学に５、６回留学しま

らしてはいけないとずいぶん忠告を受けました。

して、向こうの先生方と教室で仲良くなりました

なぜか。「取られたらどうするんですか」という

んですけども、東亜同文書院でのことについて、

ことですね。おかげでいくつかレプリカを作らせ

上海交通大学の校史研究室というのがありまし

ていただきました。われわれはある程度レプリカ

て、学校の歴史を研究している。それで６年間東

で展示を行なっていますけれど、荒尾先生の書か

亜同文書院を研究していて、そのことについて歴

れた揮毫を今朝三田さんが来られて寄贈していた

史を書いたわけですが、同文書院はスパイ学校

だきました。実物も展示してありますので、また

じゃないかという説がかねがねありまして、疑い

後でご覧になっていただくとありがたいですね。

がなかなか晴れない。それを晴らすためにはいっ
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たいどうしたらいいかと思って、私も呼ばれて校

られると。おられますか、今。何かお答えござい

史研究室の主任教授とかといろいろお話ししたん

ます？

ですけれども、現在北京におりますシン君（中国

【三田】 たぶん、タイプライターの影響があると

の人民日報の東京支局長をしてた）とか、上海外

思いますけども。そういう横書きの影響が日本に

大の名誉教授のオウ君とか呼ばれまして、同文書

も自然に移ったんじゃないでしょうか。中国では

院はスパイ学校ではないということを盛んに説明

昔からみんな右から左へ書きましたからね。それ

してるわけですけれども。「その資料は愛知大学

がアメリカはみんな左から右へ、英語の場合は書

の東亜同文書院研究センターに行ったらあると思

くようになってます。本も自然にそういうふうに

う。そこでよく調べてもらえば昔のことがよく分

なってるので、そういう影響を受けてだんだん左

かるから」ということは申し上げたんだけど、残

から右へ書くようになったんじゃないでしょう

念ながらその辺のところがもう１つ徹底してない

か。中国では現在出ております本はもうみんな、

ような気がいたしますので、ぜひ交流を進めてい

左から右へ書くようになってます。
【参加者】 アラビア文字はみんな逆に書いてるで

ただきたいと思います。以上です。
【司会】 はい。今の後半の件に関しましては、わ

しょう。私の父親なんか、こう（左から右へ）書

れわれは交通大学の校史研究室の方々と共同研究

くことはできませんでしたね。こう（右から左へ）

を３年か４年間ずっとやりました。それで上海と

書きましたね。

愛知大学でシンポジウムを開いたりして、かなり

【司会】 まあおそらく今もお話しになったよう

それは進んでおりまして、若い研究者もわれわれ

に、戦後英語がずいぶん入ってきたり、横書きを

のほうにお呼びして資料の研究等をしていただい

するようになった時に、やっぱり左から右という

たりしてます。

ような形になってったんじゃないでしょうかね、

【前田】 東亜同文書院記念基金記念賞をもらった

はい。だから、古い資料はみんな右書きになって
ますから、ややこしいですね、確かに。今、三田

教授がおられるそうですね。
【司会】 今年、校史研究室の教授が受賞されまし

先生のほうは日本の漢字を中心にした短歌の方で

た。そういうふうに進んでおりますので、今後の

すので、まあおそらくそういうことかなと思いま

発展は今日は学長もおられますので。

すけど。私もちょっとそれ以上は分かりませんの

それから先ほどの書き方の質問は三田さんがお

で。
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〔講演会〕

東亜同文書院に入学した京都府出身者
～明治・大正期の京都府費生を中心に～
愛知大学東亜同文書院大学記念センター

ポスト・ドクター

武井義和

【司会】 では時間の関係もありますので最後の発

学でした。最後の入学生が第 46 期、昭和 20 年

表にさせていただきます。次はうちの記念セン

の入学でした。卒業生は先ほどの小崎先生のお話

ターのポストドクターをやっておられる武井さん

に も あ り ま し た よ う に 5,000 名 に の ぼ り ま す。

のほうから、特に地元京都との関係で、府県費生

「東亜同文書院章程」に「第一府県費生を採り」

というのがございましたけれども、たとえば京都

とあるように、東亜同文書院は学生の入学に際し、

なら京都府が負担して書院に学生を送るというよ

各府県からその予算で派遣される府県生の採用を

うな、その動きを、京都ではどんな動きがあった

第１に考えていたことが分かります。そのあとを

のか、それから京都には東亜同文会の支所ができ

読んでいきますと「次に定員に照し余地あれは公

たりしたことがございます。その辺の話を中心に

費生を採り尚余地あれは私費生を加ふ」とありま

お話をしていただきます。

す。ここで公費生や私費生も出てきますが、公費
生というのは企業や団体などがその予算でもって

【武井】 ただいまご紹介にあずかりました武井で

東亜同文書院へ派遣する学生です。そして私費生

ございます。よろしくお願いいたします。今日の

とは今の大学生同様に、学費を自分で納めて入学

私のテーマなんですけれども、明治・大正期に限

する者でした。ここでは東亜同文書院が府県生を

定しまして、京都府から府の予算をもって東亜同

中心に学生の採用を考えていたことを指摘してお

文書院に派遣された派遣学生、いわゆる府費生を

きたいと思います。
さて、東亜同文書院に入学した京都府出身者は、

中心に扱っていきます。その中で派遣をめぐる京
都府会の議論、そして予算設定などを浮き彫りに

府県生、私費生などを全て含んで計算していきま

していきたいと思います。中には府費生以外の身

すと、明治・大正期に 30 名いました。昭和期に

分で入学した学生もいるので、そうした学生につ

なると 71 名の青年が京都府から東亜同文書院に

いてもところどころ取り上げてまいりたいと思い

入学していきます。ただ昭和期は、東亜同文書院

ます。なお時間が限られておりまして、お手元の

が大学に昇格したあと、予科と学部に同一人物が

私のレジメをご覧いただきますとちょっと枚数が

入学しているというケースもありまして、それも

多くなってございますので、ところどころ早口で

含めて数えているんですが、いずれにしましても

お話をさせていただくこともございます。その点

明治から昭和までだいたい 101 名の京都府出身

予めご了承ください。

者が同文書院で学んでいたということになりま

ではまず基本的なところからお話をしてまいり

す。

ます。最初の入学生が第１期生、明治 34 年の入

この図１は、明治 34 年から大正８年までに入
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学した府県費生の数を地域別に分けたものです。
図３までの地域別内訳は、愛知大学短期大学部の
教員でいらっしゃいました佐々木亨先生という方
がまとめたものでして、それをここでは借用して
いるのですが、本報告で主に当てはまるのが図１
の時期でございます。この図１の時期について言
いますと、近畿地方はかなり派遣数が少ない地域
となっています。近畿地方に所属する各府県をさ
らに細かく見ていきますと、京都府の派遣はかな
り少ないです。下から２番目に少ない地域でした。
一方、図２について言いますと、これは大正９年
から昭和 14 年までの府県費生の派遣数を示した

図1

ものです。図２の時期は、北海道や東北、関東、

東亜同文書院への府県派遣入学者の地域別内訳
（第 1 期～第 19 期）

北陸などの地域の派遣数が減少しましたので、相
対的に近畿地方の派遣数が多いという状況になっ
ております。しかしながら京都府は、図１の時期
と同じく下から２番目に府費生派遣が少ない地域
でございました。逆に図３は、図２と同じ頃に私
費生の数を示したものなんですが、近畿は九州・
沖縄地方に次いで２番目に多い数になってます。
この私費生数は大正・昭和期は大阪府、兵庫県と
並んで、私費生派遣の同列１位でした。したがい
まして、京都府は私費生の入学者が近畿地方でも
多い地域だったんですね。

図2

ここから、京都府の場合、大正半ば以降は府費

専門学校時代の東亜同文書院への府県派遣入学者の
地域別内訳（第 20 期～第 39 期）

生よりも私費生として同文書院に入学する学生が
顕著である、そういう傾向が浮かび上がっている
ことを指摘しておきたいと思います。これについ
て私も、愛知大学に所蔵されております学籍簿を
実際に調査して確認をしております。興味深い事
実としまして、この学籍簿を見ていくと、第 34
期、昭和９年の入学生以降、京都府からの府費生
は皆無と言っていいほどいなくなります。昭和
17 年から 19 年に若干確認できますが、圧倒的に
私費生としての入学者であります。ではなぜ昭和
期に入ると府県費生がほとんどいなくなるまで減
少したのか、また京都府会の議論はどのようなも
のであったのかということが問題関心として浮か
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び上がります。しかし今日のテーマから外れるの

の地図上で太く囲んである地域が、同文書院入学

で、これらの点については今後の課題としたいと

者の出身地です。北は宮津市、舞鶴市から、京都

思います。

市はもちろん、南は宇治市、そして井手町といっ

さて、明治・大正期に入学した 30 名の学生が、
どの入学期にどれだけ入ったか、そしてその学生

た、各市や町に及んでいることが分かります。

が入学する時の身分はどうであったかという点に

表 1 東亜同文書院に入学した京都府出身者数と費別区分

ついて、触れておきたいと思います。表１は、そ

入学期
第１期
第２期
(第３期)
第４期
第５期
第11期
第14期
第15期
第16期
第20期
第21期
第22期
第23期
第24期
第25期
第26期

れらの点について学籍簿をもとにグラフにしたも
のです。成績表にしか名前が載ってないような学
生も実は若干いたのですが、それは表の中でカッ
コ書きにしてあります。この表の中で「費別区分」
というところをご覧いただきますと、「京都府」
と書いてあるのがお分かりいただけると思います
が、この「京都府」と書いてあるのが府費生を意
味します。見ていきますと第１期から第５期まで
と、第 11 期、そして第 20 期以降に京都府費生
が目立っていることが分かるかと思います。また、
京都府の地図を付けておきました。こちらの地図
は、30 名の府内出身地域を示したものです。こ

図４

入学者数
６名
２名
（２名）
３名（うち1名)
２名（うち1名)
１名
１名
１名
１名
３名
１名
２名
１名
１名
２名
１名

費別区分
入学者全体数
京都府２、京都市３、私費１ 79名
不明２
99名
（不明２）
68名
京都府２、（不明１）
87名
京都府１、（不明１）
102名
京都府
81名
船井郡教育会
102名
私費
105名
宇治郡教育会
123名
京都府１、外務省１、私費１ 141名
京都府
118名
京都府１、私費１
113名
京都府
113名
京都府
119名
京都府１、私費１
118名
京都府
111名

出典：東亜同文書院学籍簿、成績簿（愛知大学教学課保管）。
注１：出典をもとに、報告者が表に編集し直した。
注２：カッコの人数は、成績簿でしか氏名記載が確認できな
い学生の数を表わす。
注 3：第 16 期の入学者全体数は、実習生８名を含んだ数で
ある。

京都府出身学生の出身地域と人数
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次に、京都府議会における明治・大正期の府費

うことであります。そのために府も、学生派遣の

生派遣をめぐる動向について、京都府議会の動向

ために京都教育会に予算を付けて、その予算で

などを中心に見ていきます。まず特徴として、こ

もって学生を派遣するというシステムをとってお

の時期の京都府費生の派遣は２つの特徴が挙げら

りました。他の府県ですと、直接その府県が県庁

れます。まず１つは時期区分ができるということ

などで選抜試験をやって、採用した学生に学費を

です。京都府費生は必ずしも毎年継続して派遣さ

付けて送り出すというのが一般的でしたので、こ

れていたわけではありません。この点について時

うした団体を通じて学生派遣を行なうのは極めて

期を追って見ていくと、「派遣、中断、再開」と

特殊なケースでした。
しかし明治 35 年度になりますと、原案 4,540

いう経過をたどっていることが浮かび上がりま
す。そうしたことから、「初期派遣期、中断期、

円に対して 3,980 円という形で減額されていきま

再開期」という時期区分になるかと思います。そ

す。その理由は東亜同文会への学生派遣をやめる

して２つ目の特徴としまして、府が制定した東亜

ために修正したということであります。そのあた

同文書院への派遣規則が、大正時代になって初め

りの京都府会における議論について、明治 34 年

て登場したということです。しかもそれは東亜同

12 月２日の「京都府通常府会議事速記録」第 9

文書院だけを扱ったものではなくて、日露協会学

号で確認しておきます。まず名誉職参事会員の堤

校、これは谷先生のお話にもございましたハルピ

弥兵衛が、明治 35 年度に４名を派遣する案を出

ン学院の前身ですが、その日露協会への派遣と一

します。それに対して片岡健之助が、２名でよか

体化した規則、それが大正時代になって初めて制

ろうと言うんですね。結局、この片岡の言うとお

定されたということが挙げられます。それに伴っ

り減額された予算が京都府会で議決されていくん

て、東亜同文書院と日露協会学校に派遣するため

ですけれども、その理由として片岡は、各実業団

の府の予算が初めて大正時代になって明確化され

体からも、またあるいは府の自治団体からもそれ

たということが、特徴として挙げられます。

ぞれ派遣することになっているため、これらの分

ではそれぞれの特徴について順番に、「初期派

は減じておきたいと述べています。つまり府以外

遣期」、「中断期」と、時期を追って見ていきたい

の派遣元が存在するために、その分の予算をカッ

と思います。初期派遣期に該当する明治 34 年の

トするというわけです。実際に第１期生の派遣で

予算は歳出臨時部の中の教育補助費というもので

は京都市が独自に３名を送り出しておりますが、

設定されておりました。これが同文書院への派遣

京都の実業団体が派遣したという事実は学籍簿等

に関わる費目でした。明治 34 年度には 3,060 円

からは確認できませんでした。しかしこの実業団

という金額が設定されていまして、京都教育会補

体が派遣することになっているという一文は、当

助と東亜同文会留学生派遣という形で費目が分か

時の京都の実業界も東亜同文書院に注目していた

れておりました。ですがこの当時、学生派遣の選

ことの表れと言えます。実はこの当時、京都府の

抜、そしてその学費支払いというのは、実は京都

弁護士、医師、そして京都帝大教授といった知識

教育会が全て負担していました。もともと京都教

人や、西陣織、友禅染などの織物を中心とする経

育会というのは、府内における教員の養成、そし

営者、実業家など、特に京都を代表するような実

て府内の教育の普及というのを目的として誕生し

業界の人々の多くが、東亜同文書院の経営母体で

た組織で、主にそういった活動を行なっていた団

あった東亜同文会の京都支部、京都に設置された

体だったんですが、この当時は、京都教育会が同

東亜同文会京都支部の会員として参加していたん

文書院に派遣する府費生の選抜試験をやったとい

です。この名誉職参事会員の堤弥兵衛は、本職は
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砂糖商でしたが、実はこの時期、今申した東亜同

す。

文会京都支部のメンバーでした。したがってこの

ところで、第６期から第 10 期まで、すなわち

実業団体云々という記述は、実際に学生を派遣し

明治 39 年から明治 43 年まで、東亜同文書院に

たかどうかは別として、この当時の京都実業界が

は京都府出身者が全く存在しない時期でした。実

同文書院に関心を示していたという動向の一端を

はそうした中にあって、京都府会では、学生を派

示している記述ではないかというふうに思われま

遣しようという議論が一時期出たことがありま

す。

す。明治 41 年 12 月 14 日の京都府通常府会で、

明治 44 年の第 11 期生までの府費生について

稲本源兵衛という人物が「なぜ京都府は学生を同

見ると、府の予算配分設定、そして派遣に関する

文書院に派遣しないのか」という質問を出してお

予算項目は非常に不明瞭です。当初の派遣項目は

ります。それに対して昌谷彰事務官が派遣の必要

先ほど述べたように歳出臨時部・教育補助費とい

は認めつつも、「該書院へ生徒を出す必要ありと

う形で設定されていたんですが、その後明治 44

せば尚ほ他に農事上にも水産上にも更に各国の言

年度までの予算設定がどうであったかというのは

葉をも研究せしむる必要あり」と述べています。

不明瞭で、分からない点が多いです。その点、愛

つまりいろんな学問を学ばせる必要があると言っ

知県を例に出しますと、愛知県は明治 35 年入学

ております。そして続けて「猶語学のみならず実

の第２期から毎年継続して愛知県費生を派遣して

際の学問をも各国にて研究せしむる必要を感ずる

おります。愛知県会では、歳出臨時部・教育補助

も是等留学生を出すとせば際限なし

費という、京都府と同じ形で予算を設定していま

当り東亜同文書院へ生徒を出す必要ありと認め

した。その中で、清国留学生派遣補助費という明

ず」と回答しております。これは裏を返せば留学

確な形で、愛知県の場合は予算設定をしておりま

生の期待、そして世界的な視野で学生派遣を捉え

す。それが明治・大正とずっと続いております。

ていたということなんでしょうけれども、こうし

その点を考えてみますと、この初期派遣期におけ

た理由で東亜同文書院への派遣を見送ったという

る京都府の予算設定というのは、さらに細かく調

ことはかなり特殊なケースではないかと思われま

査していくテーマであると私的には思っておりま

す。

表２

要するに差

京都府通常市部会における派遣に係る予算

大正9年度 歳出経常部、第５款教育費・第1目留学生費 ９４０円 前年度０円。
大正10年度 同上
2,095円 前年度1,155円増。

大正11年度 同上

4,155円

大正12年度 同上

4,135円

大正13年度 同上

4,845円

大正14年度 同上

4,895円

書院・日露協会学校１名ずつ、学資月額平均35円、旅費・支度金1人平均50円。
①書院学資1,100円；月55円・1人1年分、月55円・1人８ヵ月分。
②日露協会学校学資850円月35円・1人1年分、月35円・1人１１ヵ月分。
③旅支度代100円；１人平均５０円、２名分。
④試験委員手当４５円、⑤広告料４５円。
前年度2,060円増。
①書院学資1,980円；月55円・1年分で計3人。
②日露協会学校学資1,980円；月55円・1年分で計3人。
③旅支度代100円；１人平均５０円、２名分。
④試験委員手当４５円、⑤広告料５０円。
前年度20円減。
①書院学資1,980円；月55円・計3人。
（④⑤の額減少のため） ②日露協会学校学資1,980円；月55円・計3人。
③旅支度代100円；平均５０円、２名分。
④試験委員手当30円、⑤広告料４５円。
前年度710円増。
①書院学資2,640円；月55円・計４人。
②日露協会学校学資1,980円；月55円・計3人。
③旅支度代150円；平均５０円、3名分。
④試験委員手当30円、⑤広告料４５円。
前年度50円増。
①書院学資2,640円；月55円・計４人。
②日露協会学校学資1,980円；月55円・計3人。
③旅支度代200円；平均５０円、4名分。
④試験委員手当30円、⑤広告料４５円。

出典：
「京都府通常市部会議事速記録」大正 8 年第 3 号 37 頁、大正 9 年第 3 号 29 頁、大正 10 年第 2 号 16 ～
17 頁、「京都府通常市部決議録」大正 8 年 36 頁、大正 9 年 36 ～ 37 頁、大正 10 年 37 ～ 38 頁、大正
12 年 36 ～ 37 頁、大正 13 年 38 頁（以上、京都府議会図書館所蔵）。
注 1：出典をもとに、報告者が表に編集し直した。
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しかしこうしたやりとりの後、先ほどの質問者

に派遣されるようになったのか、合わせて日露協

の稲本源兵衛から建議書案が出されます。この建

会にも派遣されるようになったのか。それを示す

議書案は、京都府会において全会一致で可決され

資料が大正 8 年 12 月 11 日の「京都府通常市部

まして、翌日京都府会議長名で京都府知事宛に出

会議事速記録」に載っております。これは横山理

されます。そこには「支那に於ける政治経済其の

事官の発言ですが、「留学生費を初めて計上して

他諸般の事情を知悉するは我国将来の発展上最も

同文書院と日露協会学校へ学生を派遣したいとい

必要なるを認む

依て明治四十三年度に於て東亜

う考えを持っている」と述べております。続けて

同文書院へ府費を以て留学生を派遣せられんこと

「我が国の将来経済上の発展が西比利亜（シベリ

を希望す」と書かれております。おそらくその影

ア）並に支那地方に於て最も必要であると云ふこ

響でしょうか、明治 44 年に第 11 期生として１

とは申し上げるまでもないことであります、従つ

名留学していることが確認できます。しかしなが

て之に対して将来密接なる関係を造つて置くと云

らその後も学生派遣は途絶えてしまいまして、19

ふ必要があると考へまして、…成るべく此地方と

期生まで存在しません。それがなぜかということ

本府との間にも密接なる経済上の関係を造りた

は謎の１つなんですが、この第 12 期から第 19

い」と言っています。ここに当時の京都府側の、

期まで、明治 45 年から大正８年までは、府費生

同文書院そして日露協会学校に学生を派遣する思

派遣の中断期と捉えられます。

惑が示されております。この発言が見られた大正

やがて大正９年になりますと、再び東亜同文書

８年は第１次大戦が終わった年ですが、ちょうど

院への派遣が見られます。そしてそれと共に予算

第１次大戦期に日本の経済は急成長し、輸出額が

がしっかりと設定されていきます。また派遣規則

増大しました。中国への日本企業の進出が盛んに

も初めて制定されます。ただこれは最初にお話し

見られた時期でもあります。またこの年は、日本

した通り、大正９年に初めて行なわれた日露協会

軍のシベリア出兵が開始された時期でありますの

学校への派遣と合わせての規則制定、予算設定で

で、こうした近隣諸国地域と日本との関係を踏ま

あったということを申し上げておきます。ではそ

えて、これらの地域にビジネスチャンスがあると

の予算はどういう設定であったのかというところ

いう認識があったと思われます。ちなみにこうし

が表２に関わってきます。時間の関係もあります

た横山理事官のような認識は、愛知県や九州地方

ので、少しペースを上げてお話ししていきますが、

の県議会においてもあったようですので、学生を

大正９年に京都府会に設定されていた支部会とい

派遣した各府県に共通するものであったと思われ

う部会の予算として設定されていきました。そし

ます。

て歳出経常部の中の教育費、さらにその中の留学

一方、学生派遣の規定である「東亜同文書院日

生費という形で、しっかりと予算が明確にされて

露協会学校派遣生規定」は京都府立総合資料館に

いることが分かります。最初は 940 円だったの

所蔵されている『京都府公報』で確認できますが、

が、大正 10 年には 2,095 円、そして大正 11 年

時間の関係もあるので主なところだけ見ていきま

以降は 4,000 円台という推移をたどっています。

す。横線を引いておきました第７条には、学費支

大正９年から 11 年のあいだに予算が増加したの

給の方法について載っています。そして特に第

は、東亜同文書院そして日露協会学校の学費が上

13 条なんですけれども、知事が卒業生に対して

がったために、その分派遣にかかる予算も上がっ

一定期間、条文には５年間とありますが、その期

たためであります。

間は仕事を指定することがあると定めておりま

ではなぜ大正 9 年になって、再び東亜同文書院

す。卒業生に対する一定程度の拘束力を持つ性格
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だったことが分かりますが、知事がどのように卒

20 期生の福井保光という、この３名の人物を紹

業生の就職を定めたのか、実際に指定された学生

介しておきたいと思います。遠藤保雄は現在の舞

がどれほどいたのかというのは、ちょっと資料で

鶴市に生まれ、日露戦争に出征したのち、満州で

確認できないので分かりません。

ある地域の知事の顧問を務めました。またその知

では最後に、ご当地京都から明治・大正期に同

事の家庭に入って子供達の教育にも携わったと言

文書院に入学した 30 名の中で、主な卒業生とし

われています。そして明治 40 年から中国中部の

て第１期生の遠藤保雄、高島大次郎、そして第

武昌という町にあった陸軍学堂という、軍人を養

遠藤保雄

福井保光

高島大次郎と家族
（3 名の写真は愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵）
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成する西洋式の学校教育機関で教官を務めまし

件については森島の著書に譲るという形にせざる

た。法律、政治、経済、会計、簿記などの一般経

を得ません。

理に関する科目を担当しております。また将校集

以上、明治・大正期に入学した京都府費生を中

会所というところでも、ヨーロッパ戦史、中国外

心にお話ししてきました。この京都から輩出され

交史、そして戦時国際法などを教えております。

た彼等、そして彼等を教育した東亜同文書院とい

その後大正時代に京都で就職しまして、その会社

う学校に興味・関心を持っていただけたら幸いで

の上海支店開設に携わっているんですが、短期間

ございます。いろいろと私論という形で私個人と

で辞めまして母校同文書院の学生監として赴任し

しましても申し上げたいことが間々あるんです

ています。

が、時間が来ましたのでここまでといたします。

高島大次郎も同じように同文書院卒業後、中国

ただ最後に一言だけ申しますと、本報告の準備の

南部の雲南省で３年ほど、日本語学校の教師を務

ため６月に２日間にわたりまして京都府議会図書

めております。昭和 57 年に出版された『東亜同

館で京都府議会速記録、決議録を閲覧させていた

文書院大学史』には雲南総督の顧問として５年留

だきました。その際に資料を何度も出していただ

まったと書いてありますけれども、彼が母校同文

きまして、またお忙しい中を何度もコピーをお願

書院で明治 41 年に語った「雲南絶談」という談

いしてお手を煩わせたにも関わらず、大変親切に

話によると、今申したように雲南省で日本語教師

応対してくださいました京都府議会図書館の井本

を務めていました。帰国後その実績と経験を満鉄

敏子様に、厚くお礼申し上げたいと思います。井

に買われまして、旧満州南部の営口という町に開

本様後ろにいらっしゃいますね。大変お世話にな

設された営口商業学校の創立に参画します。そこ

りました。ありがとうございました。この場をお

で校長として十数年ほど中国人子弟教育に携わっ

借りして厚くお礼申し上げます。
時間の関係もありまして早口になってしまいま

たという人物であります。
20 期の福井保光は外務省から派遣された公費
生で、現在の綾部市の出身です。彼は外交官とし

したが、私の報告はここまでとさせていただきま
す。ご清聴ありがとうございました。

て中国各地を赴任するのですが、昭和 20 年２月、
マカオ領事に赴任していた時、中国人の一団に射

【司会】 はいどうもありがとうございました。実

殺されました。これについては森島守人という、

は時間が大変延びてしまいまして、このあとここ

敗戦時まで外交官だった人物が著した『真珠湾・

を会議に使いたいというのがありまして、すぐに

リスボン・東京―続一外交官の回想』（岩波書店、

終わってくれという連絡が入っています。した

昭和 25 年）に書かれておりますので、詳しくは

がって全体の発表時間が短くなってしまったんで

そちらを（関係する文章は５頁ほどですけれども）

すけど、書院 42 期生の三田良信さんにちょっと

ご覧いただきたいと思います。簡単に触れますと、

だけお話をしていただいて、それでこの会を終わ

福井は満州に赴任していた時、在留同胞にも親し

らせていただきたいと思います。大変申し訳ない

まれた温厚な人物であり、決して中国人から個人

んですけど、もしご質問される方は終わったあと、

的な恨みを受けるような人物ではなかった、射殺

発表者の方がまだ表のほうにおられますので、そ

の背後には政治的動機が含まれているような気が

こでお願いします。

してならなかったと記しております。この福井マ
カオ領事の暗殺というのは非常にミステリアスな

【三田】 三田と申します。金沢からまいりました。

事件ですが、時間の関係もありますので、この事

突然予定外のお話をさせていただくことになりま
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した。実は資料の展示室に荒尾精先生の書幅を展

ください。これは先ほどもお話がありましたよう

覧してございます。これは昨年の 11 月に金沢市

に近衞篤麿公が文をお書きになって、中国から当

の旧家野村さんのお宅で偶然に私が発見いたしま

時外務省で来ておられました陝西省の総督の升允

した。少し長くなるとあれですので、実は 6 月に

という外交官の方が素晴らしい楷書で書かれてい

出ました同文書院記念報 18 号に、私が依頼され

ます。ぜひご覧になってください。私が金沢で発

ましてその発見の経緯について詳細に書いており

見しましたのを、偶然この７月の初めに私に譲る

ますので、ぜひお求めいただいてお読みいただけ

からというお話がありまして、それを譲り受けま

たらありがたいなと思います。大変不思議な因縁

して、今回学校のほうへ寄贈いたしました。今朝

を感ずるんですけれども、2004 年に京都の若王

電車に乗って持ってまいりまして、早速そちらへ

子、明日追悼会の持たれる若王子に、このような

展示させていただきましたので、ぜひお帰りに見

荒尾先生の石碑がございます。これは下から上ま

てください。終わります。

しょういん

で５m ほどあります。2004 年に私はこれの拓本
を取りにいきました。機械を使って、３人がかり

【司会】 どうもありがとうございました。大変恐

で２日間かかって拓本を取りました。今これは霞

縮ですけれど、碑と書幅をぜひご覧になっていた

山会に収まっておると思いますけれども。大変に

だいて。だいぶ時間が押してしまいましたので、

長文で、これは私がその拓本をもとに写し取った

今日は質疑応答できなくて申し訳ありませんけれ

ものでありますが、１行に 70 字あり、本文は 22

ども、まだ発表者もおられますのでまた表のほう

行にわたって書かれております。これほどの大き

でお聞きいただければと思います。後半大変急ぎ

な石碑は日本でも非常に珍しいと思います。機会

まして。これで終わらせていただきます。どうも

があったらぜひこの荒尾先生の碑をご覧になって

ありがとうございました。
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東亜同文書院大学記念センター 米沢資料展示会・講演会 米沢地方の歴史風土と本間喜一

〔講演会〕

東亜同文書院大学記念センター 米沢資料展示会・講演会
置賜が生んだ本間喜一をめぐって

──東亜同文書院大学から愛知大学そして最高裁判所──

米沢地方の歴史風土と本間喜一
愛知大学文学部教授

【司会】 まず最初に、本学愛知大学文学部教授の

山田邦明

いている、というわけです。本間先生のご実家に

山田先生より、「米沢地方の歴史風土と本間喜一」

あたる玉庭の小池さんのお宅に、先生の幼少の頃

という題でご講演をいただきます。では山田先生、

の証書とか賞状とか、そういう文献がいっぱいあ

よろしくお願いいたします。

るのですが、ありがたいことに、大学のほうに寄
贈していただきました。こうした史料を拝見して、
興味がわいてしまったのです。それで月に一回く

はじめに

らいのペースで史料の検討をしていきました。成

ただいまご紹介にあずかりました山田と申しま

果といえるようなものではありませんが、こうし

す。私は日本の歴史を研究しながら、学生にも教

た作業の中でわかったことを、簡単なレポートの

えていて、一番の専門は室町・戦国時代です。上

ような感じでお話させていただきます。

杉謙信や直江兼続についてもいろいろ調べており

「米沢地方の歴史風土と本間喜一」というタイ

まして、米沢にもご縁があって、上杉家文書の調

トルですが、米沢で話すのだから、米沢のことも

査をさせていただいたり、謙信や兼続をテーマに

取り入れたほうがいいという要望にしたがって、

した講演をしたりというふうに、暖かく迎えてい

こうしたタイトルにしました。ただ、基本的には

ただいています。

本間先生の子供の時の話が中心になりますのでご

そういうわけで、自分の専門はかなり古い時代

了解ください。

なのですが、今日は本間先生の少年時代の話とい

１

う、専門とは違う近代の話をすることになりまし

本間喜一と玉庭小池家

た。米沢にご縁があってよく出かけているという

最初に本間先生のことと、ご実家の玉庭の小池

理由で、米沢出身の本間先生のことを勉強するこ

家のことをお話させていただきます。本間喜一先

とになり、今こうして壇上でお話をさせていただ

生といっても、よくわからない方も多いと思い、
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略歴をご紹介します。これはほんとうに簡単な略

して、そこにもこのことが書かれています。関ヶ

歴です。ご出身は山形県南置賜郡玉庭村、今は東

原の戦いがあったときに、上杉景勝は石田三成の

置賜郡川西町に属していますが、そこで生まれま

味方をして、徳川家康と争って、結局負けてしま

した。小池熊吉さんの次男です。小学校の 6 年間

います。あの時上杉家の石高は 120 万石から 30

玉庭村にいて、当時は小池喜一という名前だった

万石に減ってしまうんですね。最近の不景気でも

んですが、中学校入学のときに東京に行って、叔

給料が減っていますけれど、要するに給料が 4 分

父にあたる本間則忠の養子になりました。それか

の 1 になったわけです。そういうふうな変化があっ

らは本間喜一という名前になります。小池喜一か

て、家臣たちもたいへん苦労する。ほとんどの家

ら本間喜一へと名前が変わったわけです。とても

臣は上杉家に残ったのですが、ほかの主人をさが

多才な方で、東大を卒業したあと検事・判事に就

して再就職する人もいました。小池さんのお宅に

任され、弁護士にもなられました。また現在の一

ある履歴書には、鮎川は金沢の前田のところにお

橋大学の先生にもなりましたけれども、その後今

世話になったという説もあると書かれています。
とりあえず鮎川とその家臣たちは金沢にいった

日の全体のテーマになっている東亜同文書院大学
に転勤されて、上海で教鞭をとられ、昭和 19 年、

けれども、そのあと事情があって、前田家から離

終戦の一年前に学長に就任されました。そして、

れて戻ってきた。ところが米沢のほうでは上杉の

敗戦後上海から帰国しまして、豊橋に愛知大学を

家臣たちがぎっしり住んでいて、空き地がない。

創立します。初代の学長ではないけれども、創立

玉庭しか空いてなくて、玉庭に集められた、そう

の実質的な責任者でした。昭和 22 年に最高裁の

いう言い伝えがあるというのです。ただ、前から

初代事務総長に就任されて、そのあとまた愛知大

玉庭にいたという説もあるようで、ほんとうのと

学のほうに学長として戻りまして、2 代目と 4 代

ころはよくわかりません。

目の学長をつとめられています。このように、い

玉庭の武士たちの先祖のことが書かれている古

ろんなところで活躍されたたいへんな方だという

い時期の史料をひとつとりあげたいと思います。
「文禄三年定納員数目録」という帳簿です。文禄

ことを簡単に紹介しました。
本間喜一先生は玉庭の小池家の出身です。この

3 年というのは豊臣秀吉の時代、西暦 1594 年に

前玉庭の小池さんのお宅にお伺いしたのですが、

あたります。その時期に越後の上杉景勝が家臣団

玉庭というのはまったりした盆地で、おちついた

の名簿を作った。これが「定納員数目録」ですが、

いいところだと実感ました。ご存じの方も多いと

そこに鮎川の家臣の名前が全部載っているので

思いますけれども、米沢とその周辺一帯のなかで

す。まず「越後鮎川同心鮎川在番」とあって、最

も、玉庭は独特で、鮎川という武将に仕えた武士

初に「穂保城左衛門」が登場します。彼の持高は

たちが集まってきたところです。鮎川というのは、

42 石 5 斗で、特別に多いのです。おそらく家老

新潟県の北のほうの、岩船郡大場沢というところ

だと思いますけれど。そのあとに 21 石を持って

にいた豪族です。この鮎川の家臣がまとまって玉

いる武士の名前が続きます。「伊藤兵作、小田切

庭に集まってきたのです。こうしたことは『玉庭

武兵衛、寺島九右衛門、新保捴五郎、白根沢伝七、

村郷土史』という本に書いてありますが、鮎川の

大橋十右衛門、小池権右衛門、山家次左衛門、菅

家臣たちが玉庭にきた経緯については、いろいろ

原善兵衛、長谷川名左衛門」というふうに。そし

の説があるようです。

てつづいて 11 石 3 斗をもつ「大島仁兵衛、野原

小池さんのお宅に、本間先生の父にあたる小池
熊吉さんが書いた、小池家代々の履歴書がありま

三郎左衛門、小野小兵衛、穂保九兵衛、加茂与九
郎」、8 石 5 斗の「中山五右衛門、磯部利左衛門、
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高橋十助、長谷川喜右衛門、渋谷太左衛門、本間

ています。当時の尋常小学校は 4 年間ですね。そ

五助、川村平作、小池理右衛門、小野左内、松田

の間にもらった修業証書や賞状とかがありまし

才門、村岡外記」というように、武士の名前が書

て、全部残っています。なかなか貴重なものです

き連ねられています。

が、そうしたものをもとにして、こういう年表を

これがいわゆる鮎川の家臣たちの名前です。こ

作りました。

こに小池さんも本間さんもいるんです。ですから

明治 33 年 11 月、4 年生のときに、書道の作品

小池という苗字の人と本間という苗字の人は戦国

で賞状をもらっています。南置賜郡第四部教育会

時代からいたということなんですね。このころに

から賞状をもらっているのです。それから翌年の

は小池さんも本間さんも鮎川に従って越後にいた

3 月には、南置賜郡役所から硯箱をもらっている。

わけです。

この理由が「品行方正学業優等」です。成績優秀

史料 1 の最後のところに、普済寺というお寺が
みえます。持高は 11 石 8 斗です。玉庭に普済寺

で品行方正だと硯箱がもらえる時代があったんで
すね。

という寺がありますが、鮎川とその家臣がもとい

その後小池さん（小池君と言ったほうがいいか

た越後の大場沢にも普済寺があります。玉庭に来

もしれません）は、4 年で卒業しますが、そのあ

た鮎川の家臣たちは、ここに自分たちのお寺をつ

と補習科というのに入ります。今の 5 年生、6 年

くって、もともとのお寺と同じ名前をつけたので

生という感じでしょうか。それを 2 年間で終えて、

す。今でも玉庭の方々の多くは普済寺の檀家のよ

今の中学 1 年生の段階で中学校に入ります。中学

うですが、小池さんのお宅は普済寺ではなくて米

校は東京の大成中学校、東京市神田区三崎町 1 丁

沢のお寺の檀家だということで、どうしてそう

目 3 番地、今の水道橋駅の近くにありました。こ

なったかはよくわかりません。玉庭の歴史はまだ

のとき叔父にあたる本間則忠の養子になって、本

まだ謎が多くて、『玉庭村郷土史』を読んでもよ

間喜一という名前になるわけです。そしてその 2

くわからないことがたくさんあります。

年後には東京府立第四中学校（四谷区荒木町 27

本間先生のお父さんの小池熊吉さんはなかなか

番地）に転校します。

の人物だったようです。戊辰戦争の時には 14 歳で

このへんのところもかなり詳しいことがわかり

戦争に参加しています。最年少でした。それから

ます。なぜかと申しますと、本間君は東京に行っ

玉庭村の村長さんもつとめられています。また、

て、たとえばいろんな成績表とかもらいますが、

小池家に今も残っておりますけども、熊吉さんが

それを実家に届けているんですよ。つまり自分の

作ったとても詳しい書き物があります。自分の経

ところに置かないで、「こんなに勉強したんだよ」

歴も含めて代々の先祖のことをきちんと書いてい

ということを証明するために現物を送っていて、

るのですが、こうした書物を目にすると、やっぱ

それが結局小池さんのお宅に残ったということで

りお父さんも優秀な方だったんだなと実感します。

す。そしてその中にいろんな細かなことが書かれ

２

ているのです。

玉庭尋常小学校と小池喜一

中学 4 年生のときには器械体操部柔道部に加入

つづいて、これが今回のお話のメインなんです

しています。東京府立第四中学校の通信簿という

が、小学校の頃の本間先生はどんなふうだったの

のがありまして、帳面になっております。身長や

かというのを、ゆっくり話していきたいと思いま

体重が書いてあったりして、成績表も入っている

す。小池（本間）喜一は明治 24 年 7 月に玉庭で

のですが、そのなかに連絡簿みたいなものもあり

生まれて、30 年 4 月に玉庭尋常小学校に入学し

ます。今日はお腹が痛いので休みますとか、そう
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いう連絡事項が書かれている。その中に、器械体

う日付のうち、
「明治」「年」「月」「日」は印刷で、

操部柔道部に加入したいのでお願いしますという

「三十二」「三」「廿七」は手書きになっています。
この証明書は木版印刷ですが、年・月・日のとこ

記事があります。
このように、小池さんのお宅に残された文献か

ろは空けてあって、そこに手書きで記入している

ら、小池（本間）喜一の履歴がわかってくるので

わ け で す。 ま た「 第 一 〇 五 号 」 と い う 番 号 も、

すが、こうした作業をするなかで、とくに玉庭尋

「第」「号」は印刷で、「一〇五」は手書きです。

常小学校のことに関心を持ってしまいました。と
申しますのは、明治 30 年頃というのは、小学校
の制度がなんとか整えられて、義務教育というも
のが始まったばかりで、みんないろいろと苦労し
ている。生徒も集まらない。来てもすぐ休んでし
まう。そういう状況の中で、どんなふうに教育が
進んでいったのか、ということを考える時に、今
残されておりますこの尋常小学校関係の史料は非
常に面白い材料なんじゃないかと思ったわけで
す。それで、本題とは少し外れますけれども学校
（写真１）

の話をしていきます。
玉庭尋常小学校関係史料の内容を抜粋して示し
ておきました。写真もありますので、写真を見な
がらお話をしたいと思います。はじめに、修業証
書と補習証書を紹介します。最初の史料が明治
32 年 3 月の修業証書（写真 1）。これは 2 年次が
終わったことを証明するもので、進級祝いみたい
なものです。今はこんなのありませんよね。2 年
生が終わりましたよ、おめでとうというかんじの、
こういう証明書が当時はちゃんとあったんです。
それで面白いのは、この修業証書を見ますと、
印刷の部分と手書きの部分とがはっきりわかるん

（写真２）

です。「修業証書」というタイトルと、「山形県南
置賜郡玉庭尋常小学校」という学校名は印刷に
なっています。「尋常小学校第弐学年ノ課程ヲ修
業セシコトヲ証ス」という本文はほとんど印刷で
すが、「第弐学年」のうち「弐」の文字だけは手
書きです。どの学年にも対応できるように、この
部分は空きになるように彫ったのです。そして
「山形県士族熊吉次男

小池喜一」は手書きです。

本人の名前だから、手書きなのは当たり前ですけ
れど。それで、「明治三十二年三月廿七日」とい
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玉庭尋常小学校訓導浅間孝夫」と書いてある。当

こういう形で修業証書というのが作られます。
その翌年、彼は 4 年で卒業して、そのあと補習

時は校長のことを「訓導」と言ったんですね。
2 番目も同じようなもので、明治 33 年 1 月に

科に入ります。補習というと成績のよくない生徒
が余計に勉強することのように思えますけれど、

出された、尋常科 3 年生の時の甲種精勤証書です

今の補習と違いまして、これは卒業したあとも余

（写真 5）。つぎのものは 4 年生の時の甲種精勤証

分に勉強しますという意味ですね。二つめにあげ

書です（写真 6）。この三つの証書は、文章はそっ

たのは明治 35 年 3 月の補習証書で、
「右ハ尋常小
学校補習科第一学年ノ課程ヲ終了セシヲ以テ茲ニ
之ヲ証ス」と書いてあります（写真 2）
。要するに
プラス 1 年間勉強しましたという証明書です。
ここで面白いのは、最初にみた修業証書には
「第一〇五号」とあって、小池喜一は 105 人目で
すけども、補習証書の番号は「第一七号」です。
人数がかなり減っている感じがしますね。補習科
に進む生徒は限られていたのでしょう。
そして小池喜一は、翌年 2 年次の補習証書をも
らって転校します（写真 3）。この補習証書は文

（写真４）

章は全く同じですけれども、違うところがありま
す。写真を見ればわかりますね、これ、全部自筆
なんです。1 年次の補習証書は印刷物に名前を書
いただけなんですが、2 年次の補習証書は、オー
ダーメイドの、全部自筆の補習証書なんです。ど
うしてこうなのかわからないのですが、ここには
「第一号」とあります。ひょっとしたら 1 人しか
いなかったのかもしれません。詳しいことはわか
りませんが、こういうところから当時の小学校が
どのくらい学生を抱えて、どんなふうに教育をし
ていたのかということの一端が見えてくるのでは

（写真５）

ないかと思います。
つぎに「精勤証書」というものを見ていきます。
欠席しないともらえる「甲種精勤証書」というも
のがあります。最初のものは明治 31 年 1 月に出
された甲種精勤証書で、「尋常科第一学年小池喜
一」「明治二十四年七月生」「三十年一月ヨリ十二
月迄壱ケ年間無欠席ニ付、此証書ヲ授与ス」と書
かれています（写真 4）。皆勤賞ですね。今は皆
勤賞でも賞状もらえないと思うんですけど。そし
て「明治三十一年一月十四日」「山形県南置賜郡

（写真６）

101

◦ 326 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦

くりなんですが、よく見ると微妙に違います。写

「玉庭尋常」のところも、木版刷りになっている

真をよく見ると、墨の色が違うのがわかりますか。

のです。とうとう玉庭尋常小学校でも、自分で版

いちばんおわりの行を見ていただきたいんです

木を作ったわけです。写真を見ればわかりますが、

が、最初の証書では、「山形県南置賜郡玉庭尋常

一つ目と二つ目の証書の書体はほとんど同じで

小学校訓導浅間孝夫」のうち、「山形県南置賜郡」

す。書体もいままでのものとそっくり同じように

までは薄いけれども、「玉庭尋常」が黒くみえる

して、版木を作ったのです。
当時はワープロもありませんから版木を彫るん

でしょう。ここは手書きなんです。「山形県南置
賜郡」までは印刷です。「玉庭尋常」は手書きで、

ですよ。しかもきれいに彫る。同じような書体で

そのあとの「小学校」は印刷で、「訓導浅間孝夫」

彫るんです。そこまでしなくてもいいのにね。だ

は手書きです。

けどきれいに彫っていって、しかも追加して玉庭

つまり小学校の名前と訓導の名前は、印刷物に

尋常小学校のところまで彫る。そうすると自分の

は刷られていなくて、あとで書きこんだことにな

小学校のオリジナルな版木ができる。こんなふう

ります。これは何を意味するかといいますと、玉

にしていたことがわかります。そして三つ目の証

庭尋常小学校では、自分の学校の甲種精勤証書の

書になると、
「山形県南置賜郡玉庭尋常小学校長吉

版木をもっていないわけです。版木は南置賜郡の

池照一」というふうに、校長名が変わります。校長

ほうで持っていて、たくさん印刷して小学校に

が替わると、わざわざ新しい版木を彫ったのです。

配ったということになります。つまりこの版木を

ちょっと復習してみます。明治 31 年 1 月に作

作ったのは南置賜郡の役所なんです。そして版木

られた 30 年度の甲種精勤証書は、「山形県南置賜

には「山形県南置賜郡」と「小学校」しか彫られ

郡玉庭尋常小学校訓導浅間孝夫」のうち、「玉庭

ていなくて、学校名と訓導の名前のところは空欄

尋常」と、「訓導浅間孝夫」は手書きになってい

になるようになっていたのです。こうした版木で

る。ところが 2 年後の明治 33 年 1 月の証書にな

大量に刷って、南置賜郡の中にあるたくさんの学

ると、「山形県南置賜郡玉庭尋常小学校長浅間孝

校に同じものを配って、それをもらった学校のほ

夫」というふうに、全部印刷になります。そして

うで自分の学校の名前を書いて証明書を作ったと

翌 34 年 1 月の証書では「山形県南置賜郡玉庭小

いう、そういうことがわかるんですね。

学校長吉池照一」と、校長先生の名前が変わって

こういう細かいところに注目するんです、歴史
の研究というのは。一見些細なことのように思え

いる。こういう微妙な変化があるわけです。毎年
毎年新しい版木を作っていくわけですね。

ますが、こうした細かなことから大事なことが見

このように皆勤賞だと賞状をもらえたわけです

えてくるんです。これがすごく面白い。つまりそ

が、ちょっと休んでも「乙種精勤証書」という賞

の頃は、各学校ごとに印刷するための版木を作る

状をもらえました。明治 32 年 3 月にもらった

ような必要がなかったのです。学生が少ないから、

「乙種精勤証書」がありますが、「三十一年一月ヨ

「まあ 100 枚ぐらい印刷してもらえばいいよ」み

リ十二月迄壱ケ年間出席多数ニ付、此証書ヲ授与
ス」と書かれています。皆勤賞じゃなくても表彰

たいな感じで始まったんでしょう。
ところが面白いことに 2 年後になりますと、学

状がもらえるという、そういう話です。そして面

校名もちゃんと印刷になっています。二つめの

白いことにこの表彰状は全部手書きなんですね。

「甲種精勤証書」を見ますと、「山形県南置賜郡玉

どうして乙種は手書きなのかわかりませんが、出

庭尋常小学校長浅間孝夫」と、全部印刷になって

す枚数が少なかったのかもしれません。

います。つまり、それまで手書きで書いていた
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も出されていました。当時は皆勤賞だけではなく

きちんとした証書を作ってやったり、あるいは皆

て、「品行端正学業進歩」といった理由で賞品を

勤賞だったら表彰状を書いたり、品行方正だった

もらえたのです。最初のものは明治 31 年 5 月 30

りすれば賞品がもらえるっていう、そういう時代

日の証書で、「品行端正学業進歩ニ付、此ノ品ヲ

があったんだということがわかりますし、また明

賞与ス」とあります（写真 7）。何だかわからな

治 30 年代のはじめ、日本の経済が上向きになる

いですけどね、何かもらったんですよ。サービス
満点ですね、当時の小学校っていうのは。それで
「玉庭尋常小学校」と書かれています。次にあげ
た 32 年 3 月 27 日のものには「一等」とあって、
やはり「品行端正学業進歩ニ付、此ノ品ヲ賞与ス」
とあります（写真 8）
。さらに 33 年 3 月 28 日の
ものも「壱等」で、同じ文章があります（写真 9）
。
この三つの証書の写真を見ていただきたいので
すが、最初の明治 31 年の証書では「玉庭尋常小
学校」のうち「玉庭尋常」が明らかに手書きです。
ところが 2 年目からは「玉庭尋常」も印刷になっ

（写真７）

ています。二つめと三つめは版木は同じなのです
が、紙が違います。三つめの紙はとても上質に
なっているのです。明治 33 年のものは斐紙とい
う上質紙になります。鳥の子という、上質のつる
つるした紙です。楮で作る普通の紙ではなく、雁
皮を原料とするつるつるの紙に変わるんですね。
要するに紙の質が急に良くなる。
これは画期的なことですよ。つまり、景気が良
くなったのです。明治 30 年代のはじめというの
は、ちょうど日本が、日清戦争の勝利もあって調
子よく成長していた時期ですから、毎年毎年紙が

（写真８）

良くなるんです。明治 32 年の時は普通の楮紙
だったものが、明治 33 年になると斐紙になって、
しかも 34 年になると紙が白くなるんですよ。ど
んどん紙質が良くなっていることが分かります。
つまらない話かもしれませんが、こういうふう
に昔の手紙が残っていると、いろいろなことがわ
かるんですね。多くの人の記憶をもとに歴史を再
現することもできますが、やはり残った証拠とい
うのが大事なんです。ここでとりあげたような史
料を分析すると、昔の小学校がいかに学生確保に
悩んでいたかがわかります。毎年進級するごとに

（写真９）
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時期には、どんどん学生も増えていって、印刷す

た『雑記帳』のことです。現物が展示されていま

るいろんな書類を学校のほうで作るようになって

すけれども、これが非常に面白いのです。けっこ

くる。そして紙質も良くなっていくという、そう

う厚いノートなんですね。表表紙と裏表紙の写真

いう大きな変化があったということがわかってま

を載せておきましたが、両方表紙ということなん

いります。こういう中で本間先生は頑張って勉強

です（写真 10）。真ん中の写真は一番後ろのほう

するわけです。

の見開き部分ですけども、ここからいつこのノー

小学校時代の話はこれで終わるんですが、ひと

トを買ったかがわかる。明治 34 年の 4 月 28 日

つ大事なことを忘れていました。小池喜一が残し

に山形市で買ったんですね。ただここの書き方を

（写真 10）

（写真 11）
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みると、ちょっと笑っちゃいますね、明治 34 年

とを聞いたことがあります。本間先生もそういう

を「3」「10」「4 年」っていうふうに縦に書いて

タイプだったように思えます。

いる。この書き方、大物の素質ありますよ。でも

それからこのノートは、よく見るとわかります

ちょっと反省したんでしょうかね、その左に漢字

けども、何か消したあとがいっぱい見える。つま

で「明治三十四年四月二十八日」と書いています。

り当時は紙が貴重だから、書いては消し、書いて

中身をみても、非常に面白いノートなんですね。

は消していたのでしょう。黒い板にチョークで文

ノートの中のひとつのページの写真を出しておき

字を書いたり、砂のうえに棒で絵を描いたりした

ました（写真 11）。見開きの左頁のほうに学校の

経験のある方も多いと思います。昔は白い紙なん

図が書かれていて、「玉庭尋常小学校第一仮校舎

てもったいないから使えなくて、広告の裏か何か

全図」とタイトルがついています。当時玉庭尋常

で勉強した。私もその口ですけれども。小池君は

小学校は改築中で、仮校舎で勉強していたのです

ノートを買ったのが嬉しくてしょうがなかったん

が、10 歳の少年がこの仮校舎の見取図を書いた

ですね。紙のノートを買った。しかもこのノート

わけです。

は紙が厚いんですよ。何度消しゴムで消しても壊

こ れ は 非 常 に 面 白 く て、 真 ん 中 に「 タ マ リ

れない紙です。こういう丈夫な紙なので、書いて

場」って書いてありますよね。「井ロリ」もみえ

は消して、また書いて、また消して。そして最後

ます。その右のほうへ行きますと「両便所」、左

に書いたのがこういうふうに残っているという、

にいくと「女生入口」があって、「男生入口」は

そういうことです。
この『雑記帳』には玉庭の地図も描かれていま

別のところにあります。男子生徒と女子生徒の入
口は別だったんですね。そして「尋常一年教室」

す。この部分は展示室で展示していますが、道路

「事務所」「尋常二三四年教室」「補習一二三四年

や家をかなり正確に描いています。玉庭の方はご

教室」とか「水屋」とか、とにかくくわしく書き

覧いただいて、自分のお宅があるか確認していた

こんでいます。

だければいいんですが。こんな感じで、とにかく

こんなふうに、何か絵がいっぱい書いてある楽

自由な書き方をする生徒だったようです。

しい帳面なんです。見開きの右頁には人間の絵が

３

書いてあります。誰なのかよく分かりませんが。

中学校時代の本間喜一

それからアルファベットを勉強していて、ａｂｃ

つづいて中学校時代の本間先生についてお話し

ｄｅｆｇ……と書いてみたり、またグルッと回し

したいと思います。中学校時代は東京に行きます

て算数の計算があったり、もう縦横無尽なんです。

ので、玉庭を離れるんですけれども、前にお話し

とにかく書き方が自由なんですね。

ましたように、本間先生はご実家に自分の成績証

今のふつうのノートには罫線がありますよね。

明書を送り届けていて、それが残っているので、

あれうっとうしいと思った方いらっしゃいません

成績は全部バレバレなんですね。あんまり人の成

か。私もあまり好きじゃなくて、なにか考えると

績の話をするのは、プライバシーの侵害で、申し

きには罫線のない白紙に書きます。ふつうのノー

訳ないんですけども、まあ昔のことなので。

トだと字配りがまともになりすぎて、つまんない

大成中学校の成績表は葉書なんですよ。しかも

んですね。もっとアバウトにドローイングしたほ

保護者宛の葉書。今は子供に「お父さんお母さん

うが頭が整理される場合もあるのです。南方熊楠

に見せてね」って渡しますよね。当時はダイレク

という大天才のメモは、いろんな文字がいっぱい

トに親御さん宛の手紙が発送されるという形に

あちらこちらに向かって書かれてある、というこ

なっていました。一年生のとき（明治 36 年）の
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第一学期と第二学期、二年生のとき（明治 37 年）

学期は 25 番ですけど、二学期が 21 番、2 年生の

の第二学期の成績を書いた葉書が残っているの

二学期は 11 番というふうに。やっぱり勉強され

で、これをもとに成績の一覧を作りました。【表

たんだと思いますね。
1 年 生 の 二 学 期 の と こ ろ を 見 て い た だ く と、

3】です。懐かしいですね、修身というのがあり
ます。国語、漢文、作文、外国語、地理、歴史、

かっこの中に甲・乙・丙といった文字がみえます

算術、代数、幾何、三角、博物、物理、化学、習

が、これは手書きのメモの内容を示しています。

字、図画、体操と続いていて、平均の評価が書か

葉書の成績表に手書きのメモがあるんですね。本

れています。そのあとに操行（普段の行ない）の

人の字かもしれません。たとえば「修身乙」と書

評価があって、最後に総員が何人で席次が何番か

いてあるところに、「甲」という書き込みがある

が書かれています。

わけです。自分の判断を加えたのかもしれません。
自分はこう思うって。だったら面白いですね。修

【表３】大成中学校在学中の成績表
第一学年

甲だとか、国語は甲だけど、自分としては乙かな、

第二学年

明治 36 年度
第一学期

身は乙だけど、僕は頑張ったから、自分としては

明治 37 年度
第二学期

といったふうに書いている可能性もあるんです。

第二学期

3 年次で東京府立第四中学校に転校しますが、

修身

乙

乙（甲）

国語

乙

甲（乙）

甲

こちらの成績表は冊子になっていまして、10 段

漢文

甲

丙（甲）

乙

作文

乙

乙

甲

階評価です。学校によって違うんですね。ここで

乙

甲

甲

地理

甲

甲

甲

歴史

甲

甲（丙）

甲

算術

甲

乙（甲）

甲

第三学年

第四学年

第五学年

（甲）

甲

明治 38 年度

明治 39 年度

明治 40 年度

外国語

甲

外国語

乙

（甲）

代数

乙

の成績も【表 4】にまとめてみました。この成績

甲
【表４】東京府立第四中学校在学中の成績表

幾何

修身

７

７

７

三角

国語

６

８

８

漢文

６

７

６

作文

７

６

６

博物

乙

甲

甲

物理
化学

習字

６

習字

乙

乙

乙

英講読

７

６

７

図画

乙

乙

乙

英会話書取

７

５

８

体操

乙

甲（乙）

甲

英文法作文

６

５

６

平均

乙

乙

甲

地理

７

９

８

操行

乙

乙

甲

歴史

８

８

６

総員

92

94

95

代数

７

９

席次

25

21

11

幾何

９

９

７

６

※明治 36 年度第二学期の（

）内は、手書きのメモ。

三角法

この表からわかるように、大成中学校では甲・
乙・丙という評価方法をとっていました。総員を

博物

８
７

物理化学

９

８

図画

６

見てみると 92 ～ 95 名ぐらいですね。明治 36 年

体操

６

７

８

の一学期・二学期と、37 年の二学期の成績がわ

合計

102

108

93

平均

７

７

７

操行

乙

乙

乙

席次

17

９

７

かるのですが、これを比べてみると、だんだん成
績が上がっていることがわかります。1 年生の一
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表には各年度ごとに一学期、二学期、年度末の成

です。根津嘉一郎さんという東武鉄道の社長もつ

績と、その年度の平均の成績が書かれているので

とめた企業家の方が資金をなげうって武蔵高等学

すが、ここでは各年度の平均の成績を表にしてみ

校を作ったんですが、実は武蔵高校の設立に一番

ました。修身、国語、漢文、作文、習字、英講読、

尽力したのが本間則忠さんだったんです。武蔵学

英会話書取、英文法作文、地理、歴史、代数、幾

園では自分の学校の歴史を調べて、『武蔵学園年

何、三角法、博物、物理化学、図画、体操とあっ

報』創刊号という、すばらしい本を刊行したので

て、それぞれ十段階の評価が書かれ、そのあと数

すが、そこに本間さんの書かれた文章も収録され

字を合計して、平均の評価を出しています。最後

ています。

に操行の評価がありますが、これだけは甲・乙・

本間則忠は本間喜一の叔父さんで、やっぱり小

丙です。第 3 年次、第 4 年次、第 5 年次、全部

池さんのお宅の出身です。小池熊吉の弟に当たり

ありますけれども、こんなふうな成績でした。平

ます。本間丈助の養子になって本間姓になるんで

均はずっと「7」だったんですけれども、席次が

すが、東京で勉強して、文部省の普通学務局第一

17 → 9 → 7 というふうに上がっています。

課長になります。その後事務官として各地を転々

だから本間先生はどんどん成績が上がっていっ

とします。まず島根県に行って、松江に下女学校

た方なんだな、と思います。最初は普通だったの

を開校します。それから山梨県の事務官、鳥取県

が、だんだん上がっていったということが、こう

事務官と移って、さらに大分県に行くんですね。

した史料からリアルに実証できるわけで、やっぱ

要するに高級官僚としてあちらこちらへ転勤した

り勉強されたんだと思います。そのあと高校、大

わけです。
この大分県にいた大正 4 年に、別府温泉で本間

学に進みますが、このころのノート類がいっぱい
揃っていて、これがたいへんなノートなのです。

則忠は根津嘉一郎と会います。そこで根津さんに

一所懸命勉強されたことがわかります。ここまで

学校を作ったらいいですよと勧めたわけです。根

が中学時代までの本間先生のお話です。

津さんは企業家ですが、当時の企業家は今と違っ

４

て（と言うと怒られますけど）、お金を儲けた場

本間則忠の活動

合には社会に還元したいというふうに思っていた

これで本間先生のことは終わりますが、養父に

ようです。大変な収入があったと思うんですが、

当たる本間則忠さんのことも少しお話したいと思

それを自分の会社のためというよりも世の中のた

います。本間喜一先生もあまり有名ではありませ

めに使いたい、どうしようかと思っていたらしく

んが、本間則忠もそれほど知名度があるわけでは

て、その時に本間さんが「学校を創るのが一番い

ありませんので、一緒にご紹介したいと思ってお

いですよ、優秀な学生を育てる学校を創るべきで

ります。本間則忠の年譜は則忠の履歴書をもとに

すよ」というふうに勧めた。これが武蔵高校の出

しましたが、1995 年に武蔵学園記念室で編集発

発点なんですね。そしてやがてこれを実行に移す

行した『武蔵学園史年報』創刊号も参考にしまし

んです。大正 7 年に本間さんが大分県から栃木県

た。

に移った、関東に来たのが大きな転機で、それか

東京に武蔵大学という大学があります。私も実

ら根津と本間はひんぱんに会って相談をするよう

は武蔵大学で非常勤として授業をしたことがある

になります。そして大正 8 年に、高校設立の話が

んですが、武蔵大学よりむしろ武蔵高校のほうが

具体的に動き出します。

有名かもしれません。武蔵高校は有名な進学校で

あとでもお話ししますが、米沢出身の平田東助

す。はじめ高校があって、あとで大学を創ったの

という政治家がいまして、本間則忠はこの平田東
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助と親しいわけです。同郷のよしみでこの政治家

ていますが、書類によりますと校長は本間則忠で

に協力を依頼して、とんとん拍子に話が進んでま

すけれども、責任者は本間丈助となっています。

いります。そして評議委員会が組織されて、本間

これは本間則忠の養父に当たる方ですね。実際の

が幹事になります。2 年後の大正 10 年に財団法

設立者は本間丈助だというふうに記録されている

人根津育英会による武蔵高等学校の設立が認可さ

のです。
あとになって本間喜一先生が愛知大学を創られ

れて、本間は理事になります。
これが今の武蔵高校の出発点なんですが、面白

るわけですけども、やっぱり自分の養父のやった

いことに、この時本間則忠はいろんなことを書い

ことを真似しているんですね。自分の叔父さんで

ています。その文章が残っていますけれども、

あり養父だった則忠の行動を見ながら、自分も同

けっこういいことを言っているんですね。武蔵高

じような年頃、50 歳代になって、同じようなこ

校は私立ですが、「私立高校に行った人は東大に

とをしているという、そういう流れなんじゃない

は行けないというジンクスがあるが、あれは嘘だ」

かなと思います。

とか、いろいろと書いてある。それからあと「い

５

い先生を採るにはどうしたらいいのか」というの

米沢地方の歴史風土と本間喜一

があります。「いい先生が必要だ。そのためには

そろそろ時間になります。いままで本間喜一先

給料を上げなくちゃいけない」。こういういいこ

生の少年時代のことを、古文書や記録を見ながら

とが書いてあるんです。

再現してきましたが、やっぱり「米沢地方の歴史

それから面白いのは、鉄筋コンクリートにした

風土と本間喜一」というタイトルを付けてしまっ

いって言うんですよ。最初は木造校舎でいいと

たものですから、もうちょっと大きな話もしてみ

思ったらしくて、「木造で」っていうふうに申告

たいと思います。

したんですが、突然気が変わって「鉄筋コンク

玉庭というたいして広くもない地域の中から、

リートにしますから」と言って、あらためて書類

これだけのことをされる方が 2 人現れたというの

を書いて申請するんですね。理由がふるっていま

は驚くべきことです。どうしてあんなところから

して、
「最近コンクリートの値段が下がっている」。

偉い人が出てくるのかと考えますと、どうも玉庭

経済に敏感なんですね。「鉄も下がっている、コ

に限った話ではなくて、この置賜というところが

ンクリートも下がっている、自分がこの学校を創

とんでもないところだということにちょっと気づ

ろうと思った頃には夢のようだった鉄筋コンク

き始めています。近代のことはよく知らないので、

リートが目の前まで来た。だから、いちど書いた

こんなところでお話をする立場でもないんです

ものを直すのは格好が悪いけれども、やっぱりや

が、とりあえずにわか勉強をしました。米沢児童

りたくなっちゃった」と、延々と面白く書くんで

文化協会が編集した『郷土に光をかかげた人々』

す。「鉄の値段もコンクリートの値段も 2 分の 1

という本があります。これは小さいけれども、わ

になった。だから鉄筋コンクリートにしてもなん

かりやすいいい本です。こういった本をもとにし

とか予算内に収まる」とか、そういうことを具体

ながら、置賜出身の人物を年齢順に並べてみよう

的に書いていますが、非常に情熱的に文章を書く

と思いたって、一覧表を作りました。

方だと思います。

偉い人を年の順に並べて、本間則忠と本間喜一

こんな感じで武蔵高校創設の一番の功労者とし

をそのなかに入れてみたわけです。いちばんの先

て今でも称えられている方です。それから、本間

輩は宮島誠一郎。たいへん活躍した官僚、政治家

則忠は富士見高等女学校の初代校長にも就任され

で、最後は貴族院議員になった方です。この方が
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1838 年の生まれ。それから今お話をしました平

ろなんです、置賜というところはね。そしてその

田東助。これも政治家ですが、彼が 1849 年の生

中に本間則忠も本間喜一もいたわけです。
年代的に申しますと、本間則忠は 1865 年生ま

まれですね。それから海軍大将の山下源太郎が
1863 年。このあたりがまあ一番の年配クラスで、

れですから、宮島大八、池田成彬、伊東忠太の 2

明治維新の頃にはもう生まれていたわけです。山

歳年上になります。だから幕末から明治の初め頃

下源太郎は若いですけれども、宮島誠一郎は維新

に生まれて、大正初期頃にいちばん活躍した世代

のころは 30 歳、平田東助は 20 歳近くになって

の一人だったわけです。本間喜一先生は則忠の養

いる。

子ですから時代は下って 1891 年の生まれです。

そのあとに宮島大八がいます。これは誠一郎の
子供です。書家として有名な方で、中国の研究も

その頃に芸術分野や文学の世界とかで活躍してい
る方がたくさん出てきています。

されていますけれども。この方が 1867 年、ちょ

まああとは精神論に近いんですけど、どうして

うど大政奉還の年に生まれています。それから池

米沢とか置賜からこういうふうに学者とか政治家

田成彬。実業家、政治家で、近衛内閣の大蔵大臣

とかが出てくるのかなと思った時に、やはり上杉

になった方ですが、これも同じ年ですね。それか

軍団のことが思い浮かぶわけです。私も新潟県出

らおそらく一番有名かも知れませんが、建築家の

身なので上杉には思い入れがあるんですが、上杉

伊東忠太。伊東忠太は東大の正門も作っていまし

というのは残ったんですよね、大名として。戦国

て、いろんなところに作品があるんですが、彼が

時代というのはたいへんな時代でして、大名がほ

やっぱり同い年なんですね。宮島大八と池田成彬

とんど滅亡するんですよ、今川も武田も北条も滅

と伊東忠太の三人が同年生です。それから大橋乙

びます。長宗我部も滅びます。ところが残った大

羽。これは音羽屋さんの方ですけども、文豪の大

きな大名が 4 つあるんですね。伊達と上杉と毛利

橋乙羽が 1869 年生まれです。それから学校を創

と島津です。ただこうした大名もいったんは負け

られた九里とみ（1872 年生まれ）、電気通信事業

ているんです。負けるけれども家はなんとか残し

に関係した秋山武三郎（1873 年生まれ）、国文学

て、江戸時代にも大名として続いています。そし

者の五十嵐力（1874 年生まれ）。このあたりがズ

て中世の文化を伝えているわけです。こういう経

ラッと並んでいるわけですね。みんな 1870 年代

緯があって、米沢というところはいったん負けた

の生まれです。80 年代になると哲学者の高橋里

ことがあるけれども、中世の文化を伝えてるんだ

美（1886 年）、学校創設者の椎野詮（1887 年）、

という、そういう気概のようなものがあるんじゃ

作曲家の大沼哲（1889 年）がいます。童話作家

ないかと思います。関ケ原のときに負けてしまっ

の浜田廣介も米沢生まれなんですね。1893 年で

て、ギューッと狭いところに集まっていながら、

す。そのあと思想家の大熊信行（1893 年）や、

団結心とハングリー精神を持ちつづけてきた、と

画家の椿貞雄（1896 年）、民法学者の我妻栄がい

いうことだと思うんですね。
近いところで言いますと、戊辰戦争のときに、

ます。我妻栄は 1897 年の生まれです。
こういうふうに並べてみますと、宮島誠一郎か

奥羽越列藩同盟というのがあって、米沢の上杉家

ら我妻栄まで、だいたい 60 年ぐらいのあいだに、

もこれに加わりますが、ここでも負けています。

次々いろんな人が米沢やその周辺で生まれていた

明治の頃もそうですけども、あまり勝っていると

ことがわかります。これだけ有名な人がこの地方

ころからは偉人が出てこない。どっちかというと

から登場しているわけで、何か非常に濃密な世界

負けたところからファイトのある人が生まれると

だという感じがします。つまり偉い人が出るとこ

いうことがあるんじゃないかと思うんですね。つ
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まりいったん負けてしまったから、頑張らないと

私の話は前座でございまして、「小池喜一から

いけない。そして頑張るには勉強するしかないと

本間喜一へ」というかんじで、本間先生の若い頃

いうふうに思って、東京に行って勉強して成功す

のお話をしました。人物論的にいうと、きちんと

る人が増えてくるんじゃないかと思います。

勉強を続けられて、だんだん成績を上げていった

本間則忠も、本間喜一も玉庭出身です。玉庭は

ということがわかったんですが、やはりいちばん

田舎ですけども、やっぱり一種のハングリー精神

ありがたいのは、本間喜一（小池喜一）の少年時

みたいなものを感じます。そういうところで何と

代を語るための材料が残っているということなん

か偉くなるには、やっぱり東京に行って勉強する

ですね。ですからこうした文献を残していただい

しか方法はないということもあったんじゃないか

た小池さんにも感謝しますし、それを実家に送っ

なと思いますが、いずれにしてもこれだけの人物

た先生ご本人にも感謝しますけれども。皆さんの

が明治の頃に出てきているということを、もう

お宅にもあると思うんですが、昔の書き物という

ちょっと味わってみてもいいと思います。最近は

のは宝物なんで、大事に扱っていただければと

歴史ブームで、特に戦国時代は人気があります。

思っております。きれいなまとめができませんが、

ただ、謙信や兼続もいいですけれども、近代のこ

こんなところであとの 2 人にバトンタッチしたい

ういう人々の歩みというものを発掘しながら、い

と思います。ご清聴ありがとうございました。

ろいろと考えてみることも大事じゃないかと思っ
ています。

【司会】 山田先生、ありがとうございました。
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本間喜一を語る

〔講演会〕

私の父 本間喜一を語る

本間喜一長女

殿岡晟子

【司会】 続きまして殿岡晟子先生より「私の父本

好で、どのぐらいの背丈で…と皆様にご理解して

間喜一を語る」という題でお話しいただきたいと

いただくために、私は数字を持って父の姿をお教

思います。殿岡先生、よろしくお願いいたします。

え申し上げます。まず背丈ですが、1 m 82 cm く
らいはゆうにありました。石原裕次郎ではありま

【殿岡】 殿岡でございます。こんなに大勢の皆様

せんけれど、股下が長く、つまり足は長かったん

に父、本間喜一のことをお話できますのは、大変

です。非常に格好の良い恰幅のよい紳士でした。

に光栄に存じます。ご当地の言葉で申しますと

昔のパスポートは、目の色まで書く欄がありまし

「ババアのだんべい話」かも知れません。私が昔

たが、父の目の色は「ブラウンアイズ」と書かれ

のことをどうしてよく知っているかと申します

ております。茶目ですよ。髪の毛は、すこーしで

と、私は医療ボランティアをしておりまして、お

すがウェーブがあり、日本人特有の黒い剛毛では

年寄りをボケさせないようにしてゆくのは、その

なく、やわらかい毛髪でした。色白な肌理の細か

老人の過去を調べ、生きていらした、過ごしてい

い肌は、男にしては勿体ないようでした。威風

らした話を伺い、本人の人生の得意な時代の話は

堂々として外国人と並ばせても引け目を感じさせ

何回でも聞いてさしあげることでした。よく家人

ません。鎧を着せたらどんなに似合ったでしょう

は「その話、もう何度も聞いたわよ」と、老人の

か。子供の頃は大きい方ではありませんでしたが、

話題を切り上げることが多々ありますが、あれは

遺伝的なものもあって中学２年生くらいからどん

いけません。何回も何回でも聞いてあげて、その

どん伸び出し、中学を卒業いたします時は、一番

方の良い時代を彷彿とさせてあげるのが、年寄り

後の列に立つようになったと申しておりました。

をボケさせない一つのコツだと思います。

父の母の家系は、祖父をはじめ家人全員大柄な人

父は生きておりますと、119 歳になります。亡

間ばかりで、上杉様が米沢に入城なさる以前に当

くなりましたのは 95 歳と 10 ヶ月でした。長生

地に住んでおりました。豪族で家とは呼ばず館と

きでした。私は父を絶対ボケさせてはならないと

呼んでおりました。上杉様に杉 5,000 本や土地な

思いまして、父の生活に自分の人生を使っても、

どを差し出したものですから、苗字帯刀御免とな

それでよいと考えました。これは誰からの命令で

りました。

やかた

はなく、父のそばにいて一緒に行動をしているう

父は足が大変に大きく「11 文半甲高」。現在の

ちに自然と沸き上がって参りました私の気持ちで

大きさにいたしますと 28 cm くらいになりましょ

ございました。

うか。ここに父が 18 歳の時、第一高等学校１年

本間喜一、本間喜一と申しましても、どんな格

生時代の日記がありますが、「明日、行軍が有る
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ので友人と足袋を求めに行くが、上野から本郷、

本を声に出して読み上げるのです。それをいたし

谷中、足袋を求めて歩いたが本間の足に合う大き

ますと、おばあさんがご褒美に銀の小粒をくれた

さの足袋はなく仕方なく靴下を求めて寮に戻る」

そうです。また、おばあさんは「お前が中学生に

と、書いてあります。母は父の足袋を求めるのは、

なってよく勉強したら、今度は金の小粒をあげる」

あのお相撲取りのいる両国に参って買ったそうで

と申したそうです。

す。父の体重は 80kg はたっぷりあり、ブクブク

小池という名前が本間の養子になる前の実家の

太りではなく、必要な場所に筋肉のしっかりつい

名前ですが、米沢藩の士族でした。藩の命令通り

た大男でした。

非常に質素に暮らしておりましたが、当地上杉神

父はお寺の娘でした祖母に幼い時より育てられ

社のお祭に、母親が父を連れて峠を越え城下に参

ました。寺の娘ですからその当時としては学問が

りました。いつも質素にしている母親が「ほーら、

ありました。もちろん田畑の仕事はいたしません。

欲しいものがあったら買え。食べたいものがあっ

自分の趣味である染織に没頭研究しておりまし

たら食べろ」と申して、どんどんお金を使ってく

た。自室のある２階の室に父を遊ばせ、階段から

れるんですって。こんなにお金を使って、子供心

父が落ちないよう階段の戸を引き、パッタンパッ

に大丈夫かと心配したそうです。見世物の中には

タンと機を織っておりました。（私は彼女の作品

覗き眼鏡なぞありまして、『曽我兄弟』の物語の

である目くら縞に、父の名前や扇子、瓢箪などを

人形劇などは、「現代で言えばテレビの人形劇と

織りこんだ藍染の風呂敷を大切にいたしておりま

同じだよ」と父は申してました。手品、百面相な

す。）子守をしながら幼い父の生来の性質をみて

ど、もう楽しくて楽しくて我を忘れて米沢の城下

いたのでしょう。また、お風呂に入ります時は、

町を遊び回っておりました。が、そのとき、大通

まだ風呂の底に足の着かない父のため、自分の両

りを２頭立ての馬車がパーッと走って来るんで

手で父の首を支えながらお湯の中で論語の一部を

す。何だろうと思って見ましたら、馬車の中にナ

口伝えに教えてくれたそうです。毎日のことゆえ、

ポレオンがかぶっているみたいな帽子をスッとか

いつの間にか父の頭の中に入り、論語が染み付い

ぶった人が座っているではありませんか。「お母

ておりました。大きくなり東京の第一高等学校在

さん！ あれは何ですか？」と聞きました。母親

学中論語の時間があり、父は「ああ、ばあさんが

は「あれは天子様のお遣いで、勅使といい、神社

教えてくれたのは論語であったのか」と思ったそ

にお参りにみえた方だ」、「ふーん、格好良いじゃ

うです。湯につかりながら台所の方を眺めますと、

あないか！ 大きくなったら、僕は勅使になるぞ」

天井から塩鮭がぶら下がってまして「正月になっ

（つまり勅任官です。）それからの父は、目的を持

たら食べるんだなあ、早く正月が来るといいなあ」

ち勉強しだしました。勉強って理解できるように

と思っていたそうです。

なると、ますます面白くなるんですね。小池の家

夜分、回り持ちで近所の子供達は一箇所に集ま

はあるときは学校だったり、郵便局や役所など一

り勉強することがありました。囲炉裏で、杉の枝

軒の家で何でもあつかっていた時がありました。

葉をさっと一人が火にかざすと、ボボボッと周り

おばあさんは褒めてくれますし、成績が上がりま

が明るくなり、皆で本を見たそうです。もちろん

すし、楽しかったでしょう。どんどん勉強して、

ランプはありました。玄関の上の室が父の勉強部

小学校４年生の時は、当時の知事様から表彰状と

屋でしたが、ランプを使うときは母親から火事に

硯を頂戴いたしました。うれしかったのでしょう

ならぬよう厳重な注意を受けたそうです。朝読

ねえ、父は大切にしておりました。私も現物を見

みってありますね。学校へ行く前に早起きして読

たことがあります。
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学校の先生方も家族も、父を東京の学校で勉強

父が一番叔父の家で辛かったのは、食事の時に

させたほうが本人の将来のためになるのではない

茶碗を胸元に付けて食べるのが悪い癖だから直さ

か、と考えるようになりました。父親の弟で東京

なければいけないということになり、赤ちゃんの

にいる則忠叔父の所へ、父は 13 歳の時に勉学の

よだれ掛けと同じものをブリキ板で作り、紐で首

ため上京することになりました。この叔父さんも

に掛けられたそうで、茶碗がぶつかるとチーンと

東京で勉強した人で、玉庭の本間という家に養子

音がする、あわてて茶碗を胸元から離す。何回か

に行きましたが子供がいませんので、父が叔父さ

繰り返し、食事のたびに父は淋しくいやな想いを

んの養子にと考えられたのです。小学校６年が終

したそうで、夜、布団を頭から被ると、涙が止め

わってから上京しました。玉庭から米沢まで歩き、

どなく流れたそうです。その時、父は「自分の子

汽車に乗りました。車内は畳が敷いてあり、父は

供は、たとえ橋の下で雨風を凌ぐような貧しい生

東京までの停車する駅の名前をノートに書き付け

活であっても、自らの両腕から離しはすまい」と

たそうです。田舎なまりの言葉に苦労したそうで

誓ったそうです。夏休みになると父はパーッと山

すよ。

形へ帰りました。帰り道、遠くに母親が立ってい

東京に住むようになりましたら、叔父に「子供

る。峠の中途まで迎えに来ている。お母さん、ど

がお金を持つ必要はない」と言われ、玉庭で毎年、

うしたんだ？もしかしたらキツネが母親に化けて

桑の葉を集め農家に買ってもらって少しずつ貯め

出て来てるんではないか、と思ったそうです。「お

貯金した通帳を取り上げられてしまったそうで

母さん、なして来た？」と聞きますと、「いや、

す。ですから、中学ではテニス、野球、剣道など

ここに用事があってな」と答えたそうです。そん

用具にお金の掛かる遊びは、叔父さんに「お金く

な用事はありやしない。ただ息子喜一が帰ってく

ださい」と申し出るのが恥ずかしく、道具のいら

るのに一刻も早く会いたかっただけなのです。親

ない身ひとつでできる鉄棒をすることにしたと申

子２人並んでとぼとぼと峠を歩きながら「お前は

してました。鉄棒にぶら下がり、大回転とか空気

な、頼んで養子になったんじゃあないんだから、

飛び、懸垂など見事な技を披露したそうです。体

辛かったら、えらかったらいつでも戻ってきてい

格は筋肉隆々になりました。友人達からは文武両

いんだからな」と言われたが、しかし「辛いんだ、

道だと尊敬されるようになったと申しておりまし

夜、布団の中に入ると涙が止まらなく流れるんだ」

た。父はいつも「僕の身体を作り上げたのは、鉄

なぞ口に出せば、お父さんと叔父さんとの仲が悪

棒のおかげだよ」って申してました。

くなったら困ると考え、ぐっとこらえ、「ううん、

通学の道順に（現在でも東京で有名な場所です
が）神楽坂という所があり、粋筋の女性が店を構

楽しくてみんな親切だ」と母の顔を見ずに答える
のでした。

えたり、江戸時代からの生活用品を作り売る店も

成績がいいとお母さんが非常に喜んでくれるの

あります。父は決して叔父の家が肌に合わないわ

で懸命に勉強をする。良い点を取ったテストペー

けではないのですが、なにぶん子供のいない大人

パーは、全部山形に送りました。勉強するから成

だけの家庭は、父にとって淋しかったのでしょう。

績は上がる。ノートでも何でも玉庭の家に残って

帰宅時間をなるべく遅くするために、神楽坂の町

いました。これは家が大きいからできることで

をあちらの店先、こちらの店先と見物しながら家

あって、現在のモダンな家屋では到底できるもの

に帰ったそうです。その中でも父が一番気に入っ

ではありませんし、残そうとする親の気持ちが、

た店は、豆腐屋でした。湯葉の作り方など見てる

今こうやって皆様の目に現実にお見せできるので

だけですが、全部空で覚えたそうです。

す。
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敗戦後、父が玉庭の家に参りましたら、鎧がな

母が結婚相手に２名の男性を並べられました。一

いのです。おかしいと思い、聞き質しましたら、

人が本間喜一、一人が北沢敬二郎。この北沢敬二

英文で書いた紙を持った人物が来て、アメリカか

郎という方は米沢出身で、大丸デパートの社長に

らの命令だとか言って持ち去ってしまったとか。

まで出世なさった方です。父は法律、北沢さんは

そんなことありえないんですが、騙されたんです

文学部。母は北沢さんのほうがロマンチックじゃ

ね。また小池の家には、日本最初の新聞『萬朝報』

ないかと考えたのですが、父親に法律の本間と結

が第１号から取り置きしてありましたのを、紙屑

婚するように命じられました。私も次兄もこの話

の値で売り払ってしまいました。父は大変に残念

を聞きました時、「ワーッ、大丸の社長のほうが

がりました。その後は父は家人に「家の中のもの

良かったのに…」と申してしまいましたが、居合

は一切外部に出すな。もしも大学や研究者が来て

わせた父の苦笑いしていた顔が、忘れられません。

古いものが見たいと言っても、写真で撮っていけ

父、本間喜一が申しますに、結婚は自分ひとりが

ばいいんだから。外へ出したら２度と家には戻ら

良くてもダメなのだ。自分だけのものではない。

ないよ」と申しつけました。ですから今、皆様に

代々優秀な血が流れてほしい遺伝を考えると、変

いろいろお見せできるのも、その時の父の教えが

な病気が入り込んでも困るからと申して、母の家

守られていたからだと考えます。

は東京なのに、母の父の出身地の九州まで自分の

東京で一番好きな勉強は数学だったそうです。

足で行き、全部調べて「ああ、これなら結婚して

数学は問題を解けばいいでしょう。数学だけは中

も大丈夫」と安心したそうです。仲人口なぞ信用

学では先生よりできたそうです。父は本屋の丸善

しない父でした。
父は帝大を卒業の時、ちょっと油断をしたら、

へ行き、『スミスの代数』という赤い表紙の本を
求め、ひとり自分だけ机に向かって勉強していま

大の仲良しの田中耕太郎さんに１番を取られてし

すと、教室の黒板にはギッチリと数字が書かれて

まいました。悔しかったのでしょう、卒業と同時

クラスメイト達と先生が「おーい本間、すまない

に受けた高等文官試験（役人の試験。今の司法試

けど教えてくれ」と声がかかる。父は黒板の前に

験）を頑張りましたら全国１番になりました。今

行き、間違いを指摘し、正しい解決を書き込むそ

回は田中耕太郎さんが２番になりました。彼とは

うです。（嫌味な生徒じゃありませんか。）父はよ

一高からのクラスメイトですから、大の仲良しで

く私に申しました、「もしも理解できなくなった

ございましたし、また良き碁がたきでもありまし

ら最初へ戻れ。最初からやれば分かってくるんで、

た。だいたい司法試験の点数の順番で、昔は鹿児

途中で分かんないからって止めたり、先に進ん

島に赴任なさった方はビリのほうでしょうか。何

だってしょうがないんだよ。土台をやらなければ

ですか東京から離れるほど点数が悪いのです。田

しょうがない」と。で、第一高等学校に入学する

中さんも父も東京に残りました。一番と二番は東

ときは数学は一番でした。帝国大学に入学すると

京に残されるのです。

きは無試験でした。成績が良かったからですかね。

裁判官になりました。その時の上役の方が三淵

本当は父は理数系を勉強したかったのですが、山

忠彦とおっしゃって、あの有名な戊辰戦争の時、

形の父親に法律を勉強するように強く勧められま

会津藩の城代家老でいらして、殿様の代わりに切

した。当時は「華の獨法」と呼ばれてました。

腹なさった萱野権兵衛様の孫に当たる方でした。

はな

どっほう

東京に住んでおりましても、私は米沢に全然関

三淵様は父より 10 歳年長でしたが、父を大変に

係ないんじゃあないんです。私はどちらにしても

可愛がってくださり、また目を掛けていただきま

半分はこの土地の血の流れる人間なんです。私の

した。大学出の木訥バンカラの父を、公私共に武
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士道に繋がるしっかりとした日本男性に仕立てて

け持ったクラスの生徒さん方とは 3 歳しか違わな

くださったのです。仕事が終わると「ちょっと晩

かったらしく、昔の書生さんと申しますのは、髭

飯を食べていかないか」とお家に呼んでくださる。

をはやしていたりお年を召してたり、何か学生達

大したご馳走は無いんですって。お豆ご飯とお汁

が恐かったと申しておりました。一橋ではよく研

と煮物ぐらいだったが、その季節に合った暖かい

究をいたしておりました。六法全書という法律に

心のこもった食事が、お酒と共に三淵先生の会津

関する字引みたいな本がありますが、父はそんな

なまりのおもしろい話と共にいただけたと。その

大切な本の編集にも携わっております。一橋の学

笑いの食卓のうちに、裁判所の人間関係や、人へ

校は宮城のちょっと横、武道館の前に一橋と呼ぶ

の思いやりなどを教えいただいたと申しておりま

地下鉄の入口あります。今現在は如水会館が建っ

した。三淵先生のお名、忠彦を自分の長男につけ

ております。
父が奉職いたしました時は、専門学校でしたか

たことでも、父がどんなに三淵先生を大切に思っ
ているかわかります。ある時、散歩をしていたら、

ら、大学法令により、大学に昇格することになり

向こうから三淵さんが歩いていらした。「やあ、

ました。帝大（東大）と一緒にしてしまうという

先生」と言ったら、「家へ遊びに来い」っておっ

噂が出て、まあ火の無い所に煙は立たずという諺

しゃる。「じゃあお供します」と父はくっついて

もありますが、学生達の合併反対騒ぎが起こりま

先生の後を行った。三淵家のお玄関に着き、さて

して、ものすごい騒ぎ方をしたらしく、警視庁か

家の中に上がろうとした時、先生は振り向いて父

ら巡査達が来る。学生とお巡りさんとのぶつかり

に「君、着流しで人の家へ来るもんじゃない」と

合いですよ。ぶつかって学生 30 数人が警察に

おっしゃった。「おいでっておっしゃったのは先

引っぱられてしまいました。父はその時、学生部

生じゃあないですか」と父は言ったんですが…。

長です。心配しましてね。昔の警察でございます

そこで父はどんな時でも人の家を伺う時は袴を

から、今と違って連行されたら、ぶん殴られて

ちゃんと着けて参上するものであると覚えたので

蹴っ飛ばされてもしょうがない時代でした。たぶ

すよ。「羽織、袴」は一対のものなのですね。

んひどい目に合ってるんじゃないかと思って皆心

３年くらい裁判所で判事や検事をしながら法律

配したんです。父はその時考えまして、警視庁出

の勉強を続けておりましたが、原告を前にして、

入りのそば屋から天丼の特上、エビが２匹ピッと

こう言えばあいつは泥を吐くんじゃないかとか、

丼の縁から尾っぽの出ている立派なのにお吸物と

こう言ったらあいつは「恐れ入りました」と頭を

お香香が付いた品を 30 数個、差し入れしました。

下げるのではないかとか、何かそうした人を裁く

後で食べ終わった食器を調べましたが、全員きれ

ということが嫌になってしまったと父は申しま

いにエビの尾っぽまで食べておりました。父は

す。「法律」って何だろうと考えた。形が無い、

「ああ、これは大丈夫だよ、怪我もそんなにして

触ったって何も無い、味も無い、臭いもしない。

いないし、これだけ飯が食えてるんならぶっ叩か

なぜそれなのに皆が一生懸命守って律してるんだ

れてないよ」と。それはそうでしょう、昔は幼稚

ろうと。ああ、もっともっと勉強したいと思い、

園に入ったお子様が大学生になるんですから、い

上役の三淵先生に心の内を申し上げました。先生

いお家の方が多いんです。警察だってそんなにヘ

は「うん、それでは大学の先生になれよ」とおっ

マはできませんから、ぶっ叩いてもいなかったら

しゃって、帝大の先生でいらした三瀦教授と計ら

しい。それに卒業なされば、いずれは自分達より

い、父を一橋の先生にしてくださいました。父は

身分の良くなる方々ですものね。また一橋は土地

小学校を１歳早く終えてましたから一番最初に受

柄、宮城のそばであり、陛下のお膝元で騒いで何

みつま
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事だと、両方まあ引き分けになったんですが、父

毎日毎日値段が違ってくる。私は父に「父様、一

が学内に戻ってきましたら門にいた小使いさんが

番贅沢をなさったのは何でございますか」と聞き

飛びついてきました。「先生、どうしましょう。

ましたら、ベルリンフィルハーモニーの席を１年

乱闘の際、学生達はお巡りさんの帽子を 40 個ば

間通して買い切ったそうです、１年間ですよ。父

かり取っちまったんです。これはいかがいたしま

の好きなオペラはタンホイザーです。時々お酒が

しょうか」と。「今さら返しに行ってもまずいし、

入りますと歌い出すので、家中笑いに包まれます。

燃しちまえよ」と父が言いました。門番が燃した

父がドイツに滞在中、日本ではあの関東大震災

んですが、帽子に付いているマークは金属ででき

が起こりました。ベルリンの大使館に日本人達は

ていますから、ひと山ほど焼け残ってしまい「先

集まり、日本からの知らせを待っておりますと、

生、どうしましょう」、「そんなの穴掘って埋め

日本では富士山は真っ二つに折れたとか、海に国

ちゃえ」。で、埋めてしまいました。

が沈んでしまったとか、いわゆるデマが飛び交い、

この様に父は学生に愛され、学校から信用され

まるでお通夜のような顔を皆さんなさっていらし

ました。国立に大学をつくり、一橋が大学に昇格

たそうです。やっと通信を受け、大丈夫だという

した時は図書館長でございました。非常に勉強を

ニュースを聞き、安心したそうです。

くにたち

いたしておりました。文部省からドイツへ留学に

父が紹介状を持ってベルリン大学の教授に挨拶

行くように言われ、ドイツに参りました。ドイツ

に参りましたら、どこから来たと聞くので、日本

は当時第１次世界大戦後で、まだ敗戦のごちゃご

からだと答えましたら、独り言のように「今度は

ちゃの時でした。インフレも凄まじい時でした。

猿が来るな」とつぶやいたそうです。また歯医者

日本の文部省より送ってくださるお金は、当時の

に参りました時には、医者が父の歯をみて「きれ

エーベルトドイツ大統領の給料より高いお金を頂

いな歯だね、立派な歯並びだ」と褒めてくれまし

戴したそうです。お金持ちとはこんなにいいもん

た。父は嬉しくて喜んでましたら、帰る時に「野

だと初めてわかったと申しておりました。

蛮人は歯が丈夫なんだ」と申したそうです。ヨー

父は男爵夫人の家に下宿いたしました。日本の

ロッパの国々の方々は、東洋人を一段下に見てい

戦後を考えてもわかりますが、男爵夫人も生活に

たのです。ベルリン大学に参った日本人で留学生

大変でいらしたのでしょう。父は老貴婦人にとて

割引のテストに受かった留学生はおりませんでし

も可愛がられました。「本間は話す言語はつたな

たが、父はベルリッツと申す語学の学校に参りド

いが、読む本は大変に難しい本を読みこなす」と

イツ語を身につけ、ドイツ語の留学生学割のテス

尊敬されました。父は、老婦人の気持ちの暖かさ

トをトライしましたら見事に合格し、それからは

に山形の母の姿を重ねていたのではないでしょう

ドイツ人の学生と同じようにすべてが半額学割で

か。男爵夫人は日本人の父にただの下宿人として

済むようになりました。これは大学生活の父にと

ではなくナイトの、いわゆる西洋の紳士の教育を

り大変に助かりました。法律の勉強はすでに日本

なさってくださいました。ですから日本では三淵

で勉強研究済みの講義ばかりなので、父はラウド

先生に男としての振る舞い方、ドイツでは女の方

ブリヒの法哲学の本を求め、自分で研究したりベ

を扱う術を覚えて参りました。ナイトの教育でご

ルリン大学の先生と話し合ったりして、楽しく勉

ざいます。

強をいたしたそうです。もちろんお金持ちですか

物価インフレでひどかったそうです。だいたい
１兆マルクでジャガイモを求めることもありまし

ら、バーでも美人達にもてたそうです。これは本
人の口から聞いています。

た。１兆マルクとは０が 12 付くのです。それも
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本間喜一を語る

をするよう、次にはイギリスに行って勉強するよ

考えが父の気持ちでした。米沢ご出身の結城豊太

うにと申し渡され、父はそれぞれの国で法律の勉

郎さん、日銀総裁などなさいましたね。そこの令

強をして日本に帰って参りました。帰国の際、母

嬢を押しつけられそうになりましたが、それを

にダイヤのリングを求めてあげようと思い、オラ

断ったんですよ。結城家には５人娘さんがおあり

ンダのアムステルダムが世界で一番ダイヤの取引

だったとか、それで帝大出の優秀な卒業生からお

の店があるので、アムステルダムの店へ参り、ダ

婿さんを選んだそうです。父にとおっしゃった娘

イヤを欲しいから見せてくださいと申しました

さんは、後に商大出の方と結婚なさったそうです。

ら、奥の室に案内され、机の上にザラザラと袋か

男の方は結婚相手によって人間性が変化するなど

らダイヤを並べられました。父は「私は日本人で

と世間ではよく申され、奥方との日常の生活に

日本のワイフに土産に一つ指輪を求めたいのだ」

よって確かに良くも悪くも変化する男性は多いよ

と申しましたら、店のマスターは「あなたはバイ

うですが、ここで皆様に本間喜一が選んだ女性に

ヤーの方ではないのですか、大変にご立派なお姿

ついてお話いたします。大友宗麟の一統で大分の

なので…。私共は問屋ですからあなたがおっしゃ

鶴崎の海辺に逃げて隠れておりましたが、人品卑

る品はこの町の小売の店を紹介します」と。父は

しからざる武士の一族がいると細川藩に知ること

教えられた店で母にダイヤモンドの指輪を求めて

となり、客員待遇で、一族郎党お世話になること

帰国いたしました。「あんな大量のダイヤモンド

になりました。ですから、この間まで一族の長は

を見たのは、あの時だけだったよ」と年をとった

年の暮れになると、細川家へご挨拶に参っており

父は手振りをつけてたびたび話してくれました。

ました。母の父は有名な英文学者で明治時代に神

日本に帰国いたしました父は外国での勉強、研

田錦町に英語の専門学校を作りました。日本の英

究の成果を論文に書き発表いたしておりますが、

語教育に大変力をそそいだ男でございます。彼は

あの大正時代に、父の論文の一つに、女性を男性

日本文学や中国の古典などを英訳しております。

と同格、平等に扱うべきであるという記事がござ

明治の世代に世界一周の旅に自費で参っておりま

います。父は今の言葉で申せば「イクメン」でし

す。祖父は子供の時に福沢諭吉先生のお書きに

た。私の赤ん坊の時は、大学から帰りますと、女

なった『世界漫遊周』を見て、「世界にはこんな

中に私の離乳食のメニューを聞き、足りない食品

に多くの国がある。大きくなったら全部巡ってや

を調べ自分で台所に立って野菜スープなどを作

ろう」と思ったそうです。英国ケンブリッジ大の

り、私に食べさせてくれました。もちろん、お風

訪問帳には夏目漱石より先に祖父のサインが書い

呂は父の独壇場でした。なにしろ手のひらが大き

てあります。母はこのような有名な家に生まれ、

く赤ん坊の両耳を完全に押さえて、湯が耳に入る

父親の全盛の時に育っておりますから、贅沢とい

心配がないのですから。ちょっとした虫歯の手当

えば贅沢でございましたよ。家は千代田区麹町三

も上手にしてくれ、私達は夜中に歯痛で苦しむこ

番町、靖国神社の隣の広大な屋敷に生まれ育ちま

ともありませんでした。

した。昔は今の英国大使館の横に女子学習院があ

エリートコースを約束されている父は 27 歳の

りまして、母の姉は学習院を卒業したのですが、

時に結婚いたしました。米沢閥のかたがたから結

母はもっと勉強をしっかりとしたいと申して、お

婚話が種々ございましたが、父は岳父の、つまり

茶の水にある女子高等師範の女学校に参りまし

嫁さんの父親の縁で出世したと思われたら嫌だ

た。この付属の女学校は普通の女学校ではござい

と。全然畑違いの家の者と結婚するのだと。自分

ません。勉強ができなければ入学することはでき

の腕一本で世の中を堂々と進んで行くのだという

ないのです。いわゆる勉強をしたいお嬢様方の集
117

◦ 342 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦

まりなんですよ。ＰＴＡで内閣ができるようなお

有名な貴族院議員の一門の娘から見たらそんな思

家柄の令嬢ばかりでした。もちろん普通の家庭の

いがしたに違いありません。

娘さんもいらっしゃいましたが。横浜に三渓園と

父は九段の大神宮で式を挙げようと申し込みに

いう大きな庭園がありますね、私財をなげうって

参ったところ、父の結婚する日は吉日だったらし

大きな庭園を作り横浜市に寄付なさった実業家、

く全日ふさがっておりましたが、そこが父のうま

原三渓のお嬢さん。帝大の先生で『フランス大革

いところで、神主に袖の下を握らしたんですって。

命史』をお書きになった箕作元八のお嬢さん。宮

で、前後の式を各々 10 分間ずつ削って 20 分間

内庁御用戸役のお嬢さん。それからこの米沢藩の

の空きをつくり、うまく式を挙げました。披露宴

殿様でいらっしゃる上杉憲章伯爵のお妹君、「大」

は帝国ホテルでいたしました。母は美人でござい

という字を書いてヒロ様とお呼びする姫様も同級

ました。よく『婦人画報』の令嬢紹介に載ってお

生で非常に仲良しでございました。父との結婚が

りました。昔の女性にしては背丈のすらっとした、

決まりました時、母は「ああ嫌だわ、今度あなた

目の大きな女性で、父は「ママには着せがいが

に最敬礼しなくちゃあならないの？」と言って二

あったよ」と申してました。美しく装うのが好き

人で大笑いしたそうです。お茶の水では英語は１

な母と、美しく装わせるのが楽しみだった父との

番でございました。

組合せみたいです。

当時は帝大の独法（ドイツ法律）の卒業生とお

また、父は勉強したい者が勉強するべきだと申

茶の水女学校の才媛の結婚が最高のカップルだと

しておりましたから、勉強したかった母は父の後

言われておりましたから、父と母はたぶん最高の

押しで、勇気を出し、東京外国語専門学校に参り、

組合せだったと考えます。母の母親は、文明開化

ドイツ語を自分のものにいたしました。おかげで

のはしりに築地の外国人居留地にありました西洋

ボランティアとして上智大学の目の見えない学生

人の作った女子の学校に、７歳でキンダースクー

達に英語、フランス語、ドイツ語を使用して外書

ルの部に入学、寄宿舎で生活をしました。自宅に

の音読をいたしておりました。また、エスペラン

帰るのは日曜日だけ、毎日の生活はすべて英語で

ト語は会長に推されるくらい上手でした。

す。先生は外国人ですから、歴史、数学、地理、

父が上海にある日本の大学、東亜同文書院に参

生物、国語以外は全部英語とフランス語だったそ

る事が決まり、玉庭の母親に挨拶に参りました時、

うです。16 歳まで外国人と共に生活をしており

母親は 80 歳を超してましたかしら、当時は日本

ましたから、ハイカラな生活だったと考えられま

から小作農の人々が一家をあげて満州などに開拓

す。ご維新の後の大変な時によくよく先のことを

に出掛けていましたから、母親は勘違いをしまし

考えたのですね。そうそう、祖母の家の財産管理

て、「帰ってこい、玉庭に帰ってこい。お前一家

をしてくださっていたのは、あのひげの山本直純

が帰ってきても何の心配もない」と言いながら窓

さんのお祖父様で日銀総裁をなさった方だそうで

をパーッと開けて、「ほれ見ろ、あの田もあの畑

す。このような両親の元に育った母は、ハイカラ

もみんな全部家の土地だ」と指をさしたそうです。

な英国式の家庭生活を送っておりましたから、父

父は困ってしまい「この仕事は天子様のご命令な

との生活のギャップは大変なものでした。新婚そ

のだ」と申したところ、やっと母親は安心したそ

うそう仲の良い友人に宛てた手紙に「貧乏人の嫁

うです。ですから「僕は勲章や銀杯などちょっと

になりました」と書いてあり、生前の父に読んで

も欲しくないが、おっかさんが喜ぶから受け取る

あげましたら「ふーん、そんなこと書いてあるの

のさ」と申してました。母親を喜ばすことが父に

か」と苦笑していました。いたしかたありません。

とっての一つの人生の目的だったと思います。
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私は 77 歳になりますが、今から 65 年前、玉

本間喜一を語る

蓑傘をつけた姿をじっと見て「晟子、今までで一

庭で生活をいたしておりました。昭和 20 年の東

番似合うスタイルだわ、やはり血は争えないねえ」

京は毎日がアメリカ、イギリスの軍用機に爆弾を

と申しました。私は悔しくて悔しくて…。その日

落とされ、毎日、火災で逃げまどい、住んで生活

の夕方、いつもなら泥を落としてきれいな姿で家

を営むには無理な状態でした。20 年の５月３日、

に入りますのに、足にヒルを３匹も付けて帰りま

母と私は小松の駅頭にまるで外国人のような身な

した。玄関で母を呼び、母の目の前で私の足に食

りで降り立ちました。音和屋旅館に宿り、玉庭の

いついたヒルを引っ張ってみせたのです。ヒルっ

親類の家に疎開をするのですが、まず、小松で心

て伸びるんです。そして私の足の皮膚からおびた

と体を休ませておりました。玉庭では、父の里に

だしい血が流れる。凝視してました母は卒倒いた

は病人がおりましたので、井上という親類の家の

しました。ちょっといたずらが過ぎました。
また、大変だったのは言葉です。子供ってうま

２階に住みました。家人は学校の先生方が多く、
知的な家でした。大変にお世話になりました。私

いもんですよ。祖母と母の間で同時通訳をいたし

はすぐ勤労動員に借り出されました。大きな松が

ました。祖母の顔を見て「……だべさ」と言うし、

切り倒され、その後の根を掘り出すのです。これ

母の顔を見て「……あそばせ」などと喋る。父が

は飛行機を飛ばすためのガソリンが日本では足ら

上海から日本に帰るまでは、母の面倒を絶対に見

なく、松根油が必要だったんです。出征兵士の留

ねばならないと心に決めておりました。また、こ

守宅にも働きに行かされました。田作りから田植

のようなこともありました。小野川の温泉旅館に

え、草取り、稲刈りなど全部百姓仕事をいたしま

東京の下町の小学校が集団疎開をしておりまし

した。玉庭村の佐藤という家に茅を刈りに参った

た。その子供達の栄養補給のために私共は各自、

時のことです。仕事をしてましたら、窓が開いて

３升のイナゴを集め提出いたさねばならず、私は

品の良いお婆さんが私を手招きして「お前は喜一

大変苦労して集めたものですが、母がイナゴに大

兄やの娘か？」と尋ねますから「ほだこて（そう

変に興味を示し、私の集めておりました袋を開い

です）」と答えますと、「あがれ（召し上がれ）」

てしまったのです。部屋中イナゴだらけです。驚

と柔らかいお餅を和紙に包んでくださいました。

いた母は机の上に乗り、私が帰宅するのを待ち続

私は母がどんなに喜んでくれるかと、餅が固くな

けておりました。やっとイナゴを学校に提出して

らないように胸にしまって、母に食べさせてやっ

ほっといたしておりましたら、母に「あれ（イナ

たことを覚えております。ずっと後に父にこの話

ゴ）はどうするの？」と聞かれましたから食用だ

をいたしましたら、昔、小池の家から嫁に行った

と申しましたら、「お前が食べたら一緒に寝ない

女性がいたそうで、親類だと申しました。さらに

わよ」と言われてしまいました。しかし、私がイ

ずっと後ですが、この方のお孫さんが愛知大学を

ナゴの足と羽をもぎ取り、アメと醤油で甘辛く炒

卒業なさってます。

りあげたイナゴの佃煮は母の好物になりました。

あんに

おぼこ

私は東京で乗馬もいたしておりましたから、馬

母は「これは何？」と聞くので、「はい、エビで

に接することは慣れておりましたし、父の血が流

ございます」と答えました。我ながらうまい返事

れておりますから、器械体操も選手でしたので体

だったと思います。母は「この辺（玉庭のこと）

力・気力も普通のお百姓さんの子供と何の変わり

でエビが取れるの？」と申しておりましたが、知

もなく、楽しんで仕事をいたしておりました。あ

らないということは美しいことでございましょ。
敗戦のニュースは、村で一番大きな百姓で父の

る雨の日の朝、私が田んぼに行こうとしましたら、
かまち

ちょうど玄関の上がり框に母がおりまして、私の

姉が嫁に行きました、苗字帯刀御免の中川家でし
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た。大きなコロンビア製の蓄音機から流れ出る敗

ると断言いたしておりました。玉庭からも来て下

戦の御声に母の顔を見つめておりました。いつ東

さいましたし、小白川からも来て下さいました。

京に帰れるのかと。数日後、母に呼ばれて奥の間

父は自分の子供のように可愛がり、私は姉妹のよ

に参りますと、疎開の荷物の中から美しい絽の和

うに親しみました。もちろん、その娘さんに合っ

服姿で座っておりました。「もっと近くに座りな

た勉強をさせ、女性のたしなみも習いに行かせま

さい。いいこと、私はロシア革命も知ってるの。

した。本間喜一の家で過ごした彼女達の大切な若

第１次世界大戦の後も知ってるわ。だからこれか

い時代が、いつも良い笑いの思い出としてあるよ

ら日本に起こることもうすうすは分かるのよ。で

うにと。
上海での父は自分の力を思い切り使い、当時有

もお父様は上海でしょう。お兄様（長兄）は特攻
隊でしょう。いつお戻りになるかは分からないわ。

名な学者方を上海に呼び、集中講義をしていただ

晟子と２人で過ごしていかなければならないかも

きました。ですから、同文書院の学生さん方は、

知れないわ。でもね、卑しいことはやめましょう

いつもおっしゃいますが、本当の勉強とはこれの

ね。天下の大道を堂々と歩きましょう。分かっ

ことか、学問の真理とはこれか、など、先生が良

た？」と申しました。気強な母だと思いました。

ければ学生は食らいついて学びたくなるのです

敗戦後の日本でアメリカ、イギリスの人々に卑屈

ね。その教授のお一方に当地米沢出身の我妻栄先

にならず、堂々と接し父に勇気と安らぎを与えて

生もおいでです。
あの軍部全盛の時代、父は戦地に愛する学生達

よきパートナーをつとめておりました。頭の良い

を送らねばならなくなりました。壇上から出陣す

女性でした。
私共は 20 年の 12 月 29 日、大雪の中を東京に

る学生達に、「体を大切にして生きて戻って来て

戻りました。祖母の作ってくださった、味噌を挟

下さい」と申しました。しかし同じ頃、自分の息

んだお餅を胸に抱いて、母を汽車の窓から押し込

子がやはり出陣する時に上海から送って来た電報

み、混み合った満員の汽車で、焼け野原に化した

には、「先祖の加護を祈る」とだけ打って参りま

東京に帰宅したのです。考えていたより早く、怪

した。また、在学の学生さん達には「君達は負け

我をしてはおりましたが、空中戦で名誉の大怪我

る用意をしなければならない」とも申しました。

をした長兄も海軍病院より帰宅いたし、父も次兄

上海では海外のニュースも聞けましたから、日本

も翌年の３月、上海より引き揚げて参りました。

本国の方々より、世界の情勢がつかめたのでしょ

久しぶりに家族一同がそろいました。父は玉庭へ

う。
上海では、中国人を大切に接しておりました。

元気な姿を母親に見せに参り、戦時中、妻と娘が
世話になったお礼を申し、久しぶりに母親の膝元

大学の門前に集まる乞食達にはお金を与えており

で戦中及び引き揚げの苦労を癒しました。祖母は

ましたし、上海の家の女中さんでもある中国人女

「喜 一は甘酒が好きだったから」と申し、子供の

性は、日本が戦争に負けた時に父を隠すため中国

頃の好物を作り、「食べろ、もっと食べよ」と勧

服を作ると申して、父の体の寸法を取ったそうで

めたそうです。何歳になっても、腰が曲がっても、

す。父に対してありがたい優しい気持ちを持って

頭がハゲても、母と子の愛情の交わりは変わらな

いてくれました。敗戦になり、上海市中、中国人

いものなのですねえ。

が暴れ始め、日本人達が小さくなっている時、大

き

い

父も母も女中さんたちを大切にいたしました。

学の門前に中国人の乞食達が大勢群れをなして押

その家の女中さんの手足に、ひび、あかぎれ、し

しかけて来たそうです。乞食のボスが父の前に来

もやけなど作っていたら、その家の主人の恥であ

て、「先生には指１本誰にも触れさせないで先生
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本間喜一を語る

を日本のお国へお届けいたします。安心なさって

橋大学で教え、私のゼミの学生でした。彼が法律

下さい」と父に申したそうです。同文書院の先生

を犯したと言うのであれば、私の教え方が足らな

の中には、町で殴られたり、唾を吐きかけられた

かったのかもしれません。本人を引き取り、よく

人もあったそうです。

教えるつもりです。私はこの男の身元引き受けに

引き揚げと申しますと、惨めな話ばかりですが、

参りました」。こんな経緯で、この男は父を命の

同文書院大学だけは違います。敗戦の１年前から

恩人と心に定めたのです。中国人は恩義を大切に

大学への送金は、日本本国から止まってしまいま

し、一生忘れないものを持つのです。ですからあ

した。「勝手に食べて下さい」という話です。父

の敗戦の最中、先生にはサラリーを出し、学生達

はほら、若い時ドイツに留学をしてインフレの恐

にはお小遣いをあげられたのです。

さを存じておりますから、紙のお金でなく、ゴー

父は米沢藩に伝わる小冊「糧飯の事」という飢

ルドと物品で敗戦の用意と心構えをいたしており

饉に対する備えの心得を知っていたからでしょ

ました。なんせ、学生達が戦地より帰り、大学の

う。B1 の足りない食生活は脚気になり、心臓を

先生方とその家族の人数を考えますと、500 名位

悪くすることなどは、小豆を食べるようにすると

の人間の生活を賄って参らねばなりません。それ

避けられますもの。運が良かったとしか申せませ

も、敗戦後３年位は日本に帰れないかもしれませ

んが、父は敗戦の翌年の３月、全員を連れ、引き

ん。このような大きな計画を、志を共にした数名

揚げて日本に帰ることができたのです。無論、同

の方々と粛々と仕度をいたしました。お米は無論、

文書院以外の日本人達も引き連れて団長としての

味噌、塩、砂糖、小豆など、日本人ですから、畳、

帰国です。また、父は同文書院の成績簿、学籍簿

荷物を運ぶ代用燃料などでした。土地を売り、

をうまく皆様の荷物の中に手分けして持ち帰りま

ゴールドバーは１オンスを 93 本で代金としまし

した。中国の役人に見つかったらば大変なことに

たが、戦時中の事故で、手に届きましたのは、30

なります。父はその時は自分が責任を取るつもり

数本だったと父は申します。日本人が金の延べ棒

だったと、なぜなら大学にとって学籍簿という品

など所有してますと、危ないので、父の知人の中

は、私達の戸籍謄本と同様なのです。東亜同文書

国人に預け、毎日必要なだけお金に換えて来ても

院の学生さん方は、父のおかげで自分が会社に勤

らいました。父がゴールドバーを預けた中国人は

める場合も、役所に勤める時も、自分の身分を

台湾の方でした。（当時は日本籍ですが）父の一

はっきりと証明できました。多くの外地にあった

橋時代のゼミの学生でした。彼は当時敗戦の２年

学校で学籍簿を持ち帰ることのできた学校は一校

前でしたか、上海市で浙江銀行に勤めていました

もございません。これは、父の学生達への愛情と

が、副業で闇物資を動かし、釘を多量に貯めたの

思えます。父の意気込みで、学籍簿を持って来れ

はよいのですが、ある日火事で家が焼け、焼け跡

たのです。私はいつも思うんですけれど、父の心

には燃え残りの釘が山のように出てきた始末。す

の中には 13 歳まで生活をした玉庭での祖先代々

ぐ日本憲兵隊に摘発され、銃殺にすると言い渡さ

の上杉武士・米沢の侍の教えが染み込んでます。

れました。「ただし、日本人の身元引受人があれ

下の者を可愛がり、上の者を敬い、父親は厳しく、

ば命は助けてやる。」当時は日本軍が恐ろしく、

母親は優しく、兄弟仲良くする、藩の教えそのも

誰一人彼を引き受ける日本の知人はおりません。

のを大事に生きた人だったなと私は思うんです

その時、彼の頭の中にひらめいたのは本間喜一で

よ。約束を守るし、喧嘩したって相手に必ず逃げ

した。父は快く彼を助けました。日本憲兵隊長の

道を作ってあげてましたし、怒ったとしても、相

前に進み、父は申しました。「この男は、私が一

手がまた再び立ち上がれるような道は必ず開けて
121

◦ 346 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦

わか

おりました。武士の情の理る、温かい気持ちの男

ず、その時の一番良い方法で、一番確かな答を出

でございました。

せる実行力を持った、心の温かな男でございまし

母との結婚も父にとり大変に良かったと思いま

た。死の床にあってもユーモアを忘れずにおりま

す。山形だけの世界ではなくて、日本の隆々たる

した。家族が心配そうに父の顔を覗き込みました

時代の上流社会の生活も知り得ましたから。結婚

ら、「もう手遅れだよ」といたずらっぽい顔をし

しました時の父の持ち物は、柳行李と股火鉢（書

てくれました。明治、大正、昭和の日本を生き抜

生火鉢と申しますが）１個と机と本棚だけだった

き、森羅万象を眺めてきた父の最期の眼差しに浮

と母が申しておりました。母は女中を指図して、

かぶのは、幼き時の四季様々な古里の玉庭であっ

父の柳行李の中よりどんぷく（綿入れ羽織）やド

たと私は信じます。
今日はお暑い中、お出かけ下さりありがとうご

テラを引っ張り出し、ほどき、洗って片付けてし
まったそうで、父はそれ以後、玉庭から送ってく

ざいました。

るどんぷくなどは取り上げられないよう、注意し
たそうです。母が亡くなりました後、私は父に母

【司会】 殿岡先生、ありがとうございました。実

のお召の着物でどんぷくを作ってあげました。た

はここで、先ほど殿岡先生のお話にもございまし

て縞の紫の濃淡のお召で作りましたドテラを着た

た井上様がこちらにお越しになっています。井上

父の姿は、粋な新派の役者のようでした。92 歳

様から殿岡先生に花束の贈呈がございますので。

の頃の父に、私は尋ねました。「父様、どうやっ

よろしければ前のほうへお越しください。どうぞ

て長生きおできになるの？」父はふふふんとおど

中央へ、こちらへどうぞ。

けて、「馬鹿な子を残して死ねないよ」と答えま

【井上】 どうもお世話さまです。

した。で、私はまた父に尋ねました「父様 60 歳

【殿岡】 敗戦の時はもうお世話になりましたし、

からお独りになっておしまいでしょ。何故、再婚

あなたのおばあちゃまにもゲンノショウコをやか

をなさらなかったの？」と。父は真顔になり、私

んで煎じたのをすぐ飲ませていただきました。

に顔を近づけて声をおとし、「あのなあ、お前の

【井上】 ありがとうございます。

お袋にいじめられて、結婚は１度でこりごりだ

【殿岡】 そっくりよ、おばあちゃまと。こんなに

よ」って申しました。私の母の我がままさに大変
だったろうと思います。本当は大変にご自慢のワ

きれいなものを頂戴して。
【井上】 父から本間先生とか殿岡先生のお話をよ
く子供の時聞かせていただいたんですよ。そして

イフだったんですが。
父が日本に戻りまして、まず第一番になしたこ
とは、同文書院の学生達のための大学作りでした。

１度だけ本間先生が家に訪ねてきたことがあって、
未だに玄関に立ってる姿をすごく私覚えてます。

たった半年間で、無一文で、大学を作り上げてし

【殿岡】 すごかったでしょう。

まいました。文部省の役人は、お金がなくても大

【井上】 すごかったです。こんな感じで…どなた

学が出来ることを初めて知ったと申し、父を畏敬

が来たのかな、なんて思ったことがありました。

の念で見ておりましたよ。そうなんです。父の考

今回こうやってお会いできることになってとても

えに同協して下さった大勢の方々の協力により、

感激しています。どうもありがとうございます。

愛知大学は出来上がったのです。父の信用、信頼

【殿岡】 ありがとうございます。

は大きなものでした。

【司会】 井上様ありがとうございました。ではこ

本間喜一を表現するとすれば、父は時間をかけ

こで 10 分間休憩をとらせていただきます。
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〔講演会〕

本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

【司会】 それでは皆様大変お待たせいたしまし

ました。東京には東亜同文書院の経営母体の東亜

た。定刻となりましたので、講演会後半部、愛知

同文会があります。その会長であった近衛篤麿公

大学文学部教授でありそして東亜同文書院大学記

の雅号である「霞山」を生かして霞山会と申しま

念センター、センター長の藤田佳久教授より、
「本

す。それが文科省のすぐ隣にビルがあったんです

間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学」

けど、それを取り壊して、このたび国と民間が文

という題でご講演をいただきます。では藤田先生、

科省の隣に大きなツインタワー、37 階建てのビ

よろしくお願いいたします。

ルを２つ作りました。その上のほうの４階分を霞
山会が持ってるんですけど、その一角に愛知大学

【藤田】 皆さんこんにちは。だいぶお疲れだと思

の東京事務所が移りました。すぐ下に皇居が丸見

いますけどもう一頑張りお聞きください。ただい

え、国会議事堂も丸見えであります。ぜひ東京へ

まご紹介いただきました、私愛知大学の東亜同文

来られたら１度お寄りいただけたらと思います。

書院大学記念センターのセンター長をやってま

それからあと福岡。九州の方はずいぶん書院の

す。当センターはだいぶ前に発足してるんですけ

卒業生が多くて、そういう企画があるならやって

れども、今年で５年目です。文科省の特別の学術

ほしいという要望がございまして、九州のほうで

高度化資金をいただきまして、われわれの活動を

もいたしました。あと神戸でもやりました。それ

多くの人に知っていただき教育研究事業に生かす

から書院の卒業生で孫文の実質的な秘書をやった

という目的で最後の５年目を迎えました。その中

山田兄弟、特に弟さんの山田純三郎という方がお

の１つのプロジェクトとして、全国の方々にも東

られます。この方の出身地は青森県の津軽、弘前

亜同文書院の存在というものを、愛知大学だけで

でして、山田純三郎を中心にして展示を行ないま

はなく広く日本の１つの財産として知っていただ

した。若くして中国へ行かれた方なので、お年寄

きたいということで、これまで各地で講演会や展

りの方はご存じでしたけれども、中年以降の方は

示会をこういった形でやってまいりました。一番

初めて聞く名前でした。しかしどんな方だろうと

最初は横浜でやりました。全国図書館展と共催で

いうわけで多くの人達が集まっていただきまし

すけど、全国の中から大学としてその時初めての

た。興味のある方が来ていただいて大変ありがた

出展となりました。愛知大学を横浜の会場の真ん

かったです。それから海外でもやりました。昨年

中に据えていただきまして、入場者が 25,000 人

の３月、アジア学会という、アジアという名前が

ほどおられました。大変な数の方々に書院のこと

付いてるんだけれどもアメリカに本部があり、

を知っていただきました。それから東京で開催し

やっぱりアメリカというのは情報が全部集まるよ
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うになってるんですね。ほんとは日本あたりにセ

験がございました。今日最初のほうで学長が本間

ンターがあったらいいんじゃないかなと思うんで

先生の胸像を地元の方にお贈りするというような

すけど。そちらから声がかかりまして、アメリカ

ことになったのも１つの成果ですけれど、特に米

のシカゴで３月に展示会と、シカゴ大学での講演

沢日報の成沢さんのご努力が非常に大きかったと

会をやりました。今年は先日京都でやりました。

いうことをあらためて伝えておきます。今日は参

予約したい会場はどこもいっぱいだったんですけ

議院議員の渡辺さんもお見えになっております。

れども、あるホテルのホールが１か所あいていま

渡辺先生と申し上げたほうが……。大変これも光

した。気がついてみれば京都の祇園の真っ最中の

栄でございます。よろしくお願いいたします。

時期でした。これはえらい時にやるということに

というような経緯がございまして、実は今年は

なりましたけれど、でもいろいろ関心のある方が

５年目のプロジェクトが最後なので、今度は一番

お見えになっていただきました。また、併せて今

最後に名古屋で最後のまとめをやろうというふう

から出てまいりますけど荒尾精という、最初に東

に計画しております。名古屋にもわれわれの校舎

亜同文書院の構想を抱いた方、その方の慰霊碑も

がございまして、そこのホールでやる予定だった

行なうことができました。荒尾精という方は愛知

んですけど、名古屋には松坂屋の本店に卒業生が

県の尾張の出身なんですけれども、のちに京都に

たくさんおられて、やるならうちでやってくれと

お住まいになっておられた。そこに祀った碑がご

いうことで、名古屋の松坂屋で 11 月の下旬に３

ざいます。

日間やることになりました。東亜同文書院に関し

今年はぜひ本間先生の時代の愛知大学、本間先

ましては書院の卒業生、それから先ほどの霞山会、

生のご出身地であるこの置賜の地、米沢ですけれ

それから愛知大学ですね。特に書院の卒業生は個

ども、ここで展示と講演会の開催をしたいという

人の方が非常にたくさん寄付していただきまし

計画でプロジェクトを進めて参りました。しかし

て、基金会というのを作って、その会員の方がた

先ほどお話がございましたように比較的早く東京

くさんおられるわけですけれど、その基金会で毎

へ出られた方ですから、地元の方々で本間先生の

年われわれのほうが書院とか中国研究に功績の

お名前を知ってる方が少ないということを、ご当

あった方に授賞式で表彰させていただいてます。

地へ今から３週間ほど前、うちの有能なスタッフ

２年ほど前は工藤美代子さんという方で、近衛文

の山口さんと一緒に来た時に初めて知りまして、

麿の問題を扱われました。書院の院長もされまし

すぐ 2 人で市内と川西町など 10 数か所いろいろ

て、のちに総理大臣になられた近衛文麿さんが東

回りまして P.R. をさせていただきました。その

京裁判の前日になぜ自ら命を絶ったかというテー

中で今日お見えになってる米沢日報社長の成沢さ

マです。その他にもいろんなテーマがあったんで

んが非常にわれわれに協力していただきまして、

すけど。その方に名古屋へ基調講演に来ていただ

一生懸命ご努力をいただきました。あと山形新聞

き、というようなことを考えております。

社とか米沢新聞、商工会議所であるとか、伝国の

本日、私はこういうテーマでやりますが、せっ

森博物館であるとか、それから川西町の教育委員

かくの機会ですので、じゃあ本間先生が最後の院

会も出かけました。ついには本間先生のご実家の

長であった当時の旧制大学、学長であった東亜同

小池さんのお宅までお邪魔して、山田先生とも一

文書院というのはいったいどんな学校であったの

緒になり、いろいろ教えていただきました。そう

かということですね、このことを皆さん方にぜひ

いうわけでいつの間にか本間先生を訪ねながらわ

知っていただくと、ああ本間先生はこういう学校

れわれも米沢、置賜の中に入っていったという経

で最後うまくまとめられたんだなということもお

124

◦ 349 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦
本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学

分かりいただけると思います。その先の愛知大学

に書院があったんですね。膨大な中国各地の調査

は現在われわれのほうの学校でありますけど、そ

資料の生原稿、10 万点を超える各地から集めた

れも少し最後のほうでお話させていただいて、併

商品見本、もちろんそれだけじゃありません、図

せてご理解いただければと思います。今日的な愛

書その他いろいろありますけど、それがみんな焼

知大学についてのお話は最初に学長がご案内させ

かれてしまったんです。燃えてるという写真が

ていただきましたので、その辺は皆さんご理解い

残っています。それは大変残念なことでした。
これはじゃあどうなったのかと言うと、すぐ隣

ただけたと思います。今日は画像を中心にしてお

に上海交通大学というのがございました。その始

話をさせていただきます。
これが東亜同文書院の正門の像です。これは上

まりは南洋公学と言いました。北のほうは北洋公

海の絵葉書からです。下のほうは右側から上海東

学で中国では最初の学校です。これが中国の２大

亜同文書院。東亜同文書院は戦前日本の方はもち

大学の始まりです。その南洋公学が上海交通大学、

ろんですけど中国の方々にも注目される学校でし

交通というのは当時鉄道技術です。で広く言う工

た。戦後は米ソの冷戦時代になりまして、中国も

学部、こちらには山形大学の工学部がございます

共産主義の国になって、イデオロギー的にいろい

けど、そういういわゆる工学部の学校がございま

ろ厳しい発言がありまして、東亜同文書院という

した。そこが戦争が激化したために避難民の居住

のはまさに日本のスパイ学校、帝国主義の先兵で

地になったのです。大学の人達は租界の中とか内

あるというようなことで一蹴されてきました。し

陸奥地のほうに疎開してました。その避難民の跡

かし最近はガラッと変わりました。日本の最高の

を借用して、残り終戦までその校舎で東亜同文書

レベルの学生が集まって調査研究等をやった学校

院大学の存続をしたわけです。本間先生はその下

だというような本が堂々と出るようになりまし

でご苦労された。この時代は本間先生はおられま

た。そういう点でも中国の変わり方が少し分かり

せんでした。そのあと、最後のほうのところで本

ます。

間先生が、ある意味では一番の逆境の時に登場し

校舎が全部で４回移り変わりますけど一番最盛

力を発揮された。本間先生がおられなかったら書

期はこの３度目の時です。約６万坪ぐらいの敷地

院がそのあと愛知大学に引き継ぐ形でうまくいか

を得て東亜同文書院を作りました。その前は中国

なかっただろうと思います。そういう点でも愛知

が非常に不安定な時代でした。孫文が始めた反清

大学にとって本間先生の存在は非常に大きい。今

運動により辛亥革命が生じ清朝の時代から中華民

日われわれがこういうお話ができるのも、本間先

国へと変りましたが、軍閥がいっぱい出てきて戦

生のおかげであるということがはっきり言えま

争がずーっと続きました。したがって１回目の校

す。

舎、２回目の校舎はみんな向こうの戦争の弾が当

これはキーパーソンとして、東亜同文書院を

たって焼けてしまったんです。３回目は今度は思

作った３人の方々です。一番左側が近衛篤麿、明

い切り奥の西の外れ、当時はフランスの租界とか

治の時の貴族院の議長をやられた方です。若い時

イギリスや日本の共同租界がありましたけど、租

にオーストリア、ドイツで留学をされました。中

界の外に学校を作り、なるべく中国の社会に触れ

国は日清戦争に敗れ、その前から列強の支配を受

させようという１つの大きな考えがあったと思う

けて半植民地状態になっていました。このまま行

んです。ところが第２次上海事変、1937 年、日

くと日本も危ないのではないか。そこで中国と提

本軍が上海へ上陸してその時逃げる中国兵が租界

携することでアジアを強化したらいいんじゃない

の中には入れませんから、外側へ逃げるルート上

かというわけで、それには中国との貿易と教育・
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文化の交流だと。その２つの交流をやってお互い

根津一という方です。この方が書院の院長になり

の国を強化する。何となく今の時代とちょっと似

ました。荒尾精もほんとに若い元気な方だったん

てるところがあります。最近の中国はかつての日

ですけれど、台湾へ渡ったあとペストにかかって

本の高度経済成長時代を思わせるような勢いがご

２日で亡くなってしまいます。ペストってのは恐

ざいますけれども。そういうことを提案して東亜

いですね。皆さんも成田とか羽田とかに帰ってく

同文書院を具体化し、その場所を南京に求めたん

ると防疫のチェックをするところがあって、そこ

ですね。ところがいよいよオープンしようと思っ

にはペストというのが必ず出てますね。今もまだ

てスタートしましたら、義和団の乱が起こって上

ペストが残ってる。かつて中世ヨーロッパでは黒

海へ移動し、上海に東亜同文書院が開設されたわ

死病（真っ黒になって死んでしまう）と言って、

けです。この方は非常に優れた方だったんですけ

犯人は魔女だというわけで魔女狩りをしたという

れども、ヨーロッパから帰る時にアフリカとかイ

歴史があります。それにかかって亡くなってし

ンドとか中国とか各地を回って帰ってこられたの

まった。指導者を相次いで２人、若くして失って

で、日本へ帰ってしばらくしてから熱病と言いま

大変損失が多かったけれども、この根津院長がそ

すか、身体中から膿が出る病気にかかりました。

の分非常に頑張ったわけであります。これが根津

当時のトップクラスの医師団が治療に当たったん

院長です。それからあとの院長は杉浦重剛とか大

ですけどその病に対処できなかったというわけ

津麟平、ここで近衛文麿ですね。先ほど申しまし

で、40 歳になってですかね、亡くなってしまい

た。このあとから大学へ昇格します。中国にあっ

ました。それは非常に残念なことでした。

て日本の大学になったなんていうのはちょっと奇

それからその前、10 年歴史が遡りますが 1890

異な感じがしないでもないんですけど、まあ民間

年に荒尾精という方が、まだ日本人が知らない中

の学校として文部省が認めたんですね。矢田院長、

国へ行って、あとで出てくる岸田吟香という方に

そして最後が本間院長であります。
これは先ほど申しました岸田吟香の、若い時と

サポートしてもらいながら中国の漢口（揚子江の
中流。中国中の文物、情報が集まる）へ行って、

年をとった時の像です。この岸田吟香という人は

一生懸命中国の情報集めをしたわけです。当時日

岡山県の山の中の出身ですけど幕末に江戸へ出て

本から来る若者が時々いたのでそれを捕まえて、

きて猛烈に勉強して目を悪くした。ちょうど明治

即座に教育して、お前は北のほう、西のほう、南

維新直後で、横浜に外国人がやってきており、ヘ

のほうで中国の貿易可能品などの様子を集めてこ

ボン（ローマ字記述方式の）が目医者さんだとい

い、ということをやったんですけど、みんな行方

うことで彼に目を治してもらった。その時に吟香

不明になってしまったりして、そんな態勢では中

の多彩な経験と才能が見抜かれて、英語と日本語

国の実情がよく分からないということが分かった

の辞書を作ろうということになり、そういう勉強

のです。そこで、後に日清貿易研究所というのを、

をしたわけです。しかし日本に活字がないから、

書院ができる 10 年前に作るわけです。150 人の

上海へ行って活字を作った。その時技術を教えて

学生が上海へ行きました。ところが５年後に日清

もらった目薬を売って大儲けをします。日本の国

戦争が起こったので、ストップせざるを得なく

際商人第１号であります。この方が上海で活躍し

なった。しかしそれが終わった後、きちんとして

ていたので先ほどの荒尾精が彼を頼って行って、

学校を作らなくちゃいけないという形で東亜同文

スポンサーになってもらったわけです。そういう

書院の構想を提案した方であります。

点では非常に大きな意味を持っておられます。日

そしてこれはその友達、親友関係にありました

本へ帰ってから初めて横浜日日新聞という新聞を
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出します。日本の新聞史上でも欠かせない人物な

スがその背後で操ってた。坂本龍馬の存在が非常

んですね。この息子さんが岸田劉生という方で、

に評価されてますけど、むしろ植民地化を狙った

よくこういう絵をご覧になった方があると思うん

イギリスとフランスが幕府や薩長のあとにいてそ

ですけど。そのお弟子さんが本学のロゴを作った

れぞれ争っていた。そういう時に若い人達がヨー

高須さんという方で、豊橋で大きな本屋さんを

ロッパへ行った時の大歓迎というのは、お互いが

やってた方です。そういう点で愛知大学は吟香以

日本を自分のものにしようという考え方が背景に

来の歴史がある意味では続いてると言えます。

あったと思うんです。ところが自立が何でできた

昨日も上杉神社等へ行きましたら、まだ昨年の

かと言うと、その時ロシアの南部のクリミアで戦

雰囲気が残ってまして、どこへ行っても「愛」と

争が起こりました。ナイチンゲールが活躍した戦

いう字がたくさんございました。われわれ愛知大

争で、イギリスもフランスも兵力をそっちへ取ら

学におりますと、「愛」という字を見ると何とな

れて、日本と朝鮮が空白になった。それでかろう

く親しみを持つところがございます。さっきのロ

じて日本は独立を守れたわけです。だから坂本龍

ゴなんかも「愛」というのがありまして、ちょっ

馬が直接独立させたわけじゃない。そういう国際

と共通するところがございます。これは先ほどの

関係の中の一瞬の隙で日本は独立できた。やっぱ

荒尾精が中国で情報を集めた成果です。本屋さん

り国際関係の中でものを考えるという視点がわれ

をやって本から学んだんですね。その時の作品が

われにも今要るんじゃないかと思うんですね。
荒尾精は、これは銅で作った製品ですけど、こ

日清貿易を中心にした実務書を出すわけですけ
ど、その中に書かれた地名を地図上に示しますと、

ういう商品見本をいっぱい集めてきてその本の中

ほとんど中国全土の情報が集まってます。この本

に入れてる。なぜか。今の政府は欧米志向だけれ

は 2,000 頁もある大きい本ですけど、初めて日本

ど、隣の中国には日本と貿易できる多くの製品、

人が中国の実像に触れた本です。それまでの日本

あるいは原料がある。もっと貿易をすることで日

人は漢詩漢文でしか中国を知りませんでした。漢

本も中国も共に経済成長ができる、という図録で

詩漢文はインテリの人達が美しく上品に、やっぱ

す。それを作った。日本人もそれを見たわけです

りインテリ風に詩を作ったり文章を作ったりしま

ね。その荒尾精からスタートした系譜もプリント

すから、現実世界からは逃避してます。その美し

をお配りしてありますので、あとでまたゆっくり

い世界を日本人は読んでいたわけですから、中国

ご覧いただいたらと思います。日清貿易研究所を

は素晴らしい国だというふうにみんな思ってた。

作り、それを東亜同文会が日清戦争のあとまた新

しかし幕末に高杉晋作が、当時外国へ行っちゃい

しく作ります。東亜会と同文会。同文会のほうに

けないのに密航して上海に行きましたね。上海の

近衛篤麿公が来られたわけですね。そして教育文

実状を見てびっくりして帰ってくるわけです。こ

化事業を始めましょうというわけで、東亜同文書

のままでは日本も植民地になってしまうかも知れ

院ができあがってきたわけです。
これは日清貿易研究所時代の入学式です。学生

ない。というようなことがあって、薩長土肥の背

諸君の顔を見ると今の学生諸君とえらい違うんで

景の１つになっていくわけです。
当時日本政府は、若き指導者達を船でアメリカ

すね。だいぶ大人びております。これもそれぞれ

からヨーロッパに２年間かけて視察をさせます。

の時期の写真をいろいろ集めたものでありまし

各地で大歓迎を受けるわけです。アメリカでもイ

て、中国でそういう学校が開かれていたというこ

ギリスでもドイツでも。これはどういうことかと

とが裏付けられます。これは当時の日清貿易研究

言うと、明治維新の頃は日本はイギリスとフラン

所のスタッフですね。教員や事務職のスタッフの
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人達です。最初に日清戦争が終わった直後、東京

時はまだそんなに進学率が高くない時代で、勉強

同文書院というのを東京に作ります。これも近衛

したくても断念した人達も多かった。そういう人

篤麿公の敷地の近く、目白に作ったわけです。多

達にとっても救いの神様の存在だったように思い

くの中国人が日本へ来て勉強します。日本も今度

ます。全国各県で非常に激戦でした。たった２人

の戦争でアメリカに敗れたので、戦後日本人がア

の枠に、たとえば福岡県なんかやっぱり九州に近

メリカへ大挙して留学希望がありましたね。それ

いから、毎年 100 人ぐらいの志願者がいる。そ

と同じように当時日本に、多くの中国の人が留学

のうちの２人しか合格しないというんで、書院も

生として来日したわけです。そういう人達が、ま

途中から私費生、授業料を個人で納めるんなら

た後でちょっと出てくるかも知れませんけど、本

30 人ぐらい入れましょうというわけで、枠を 30

国へ帰ってのち県知事になったり、各省の省長に

人増やしたわけです。その時にやっぱり都会の人

なったりして、日本的な政治をやってる時期があ

達が多くなった。東京で試験をやる。30 人の合

るんです。そういう中国へ影響力がありました。

格者に志願者は 3,000 人いました。100 人に１

それから朝鮮も李王朝の時代、庶民は教育を受け

人。これもなかなかの激戦でした。学校の運営の

る権利がありませんでした。ここに３つ学校を作

仕方のベースに、選び抜かれた方々を各県から、

る。そして東亜同文書院を中国との貿易取引実務

という目標がありました。各県から選んだという

者を養成するために、いわゆるビジネススクール

ところが１つの大きな特徴です。そういう点では

としてオープンします。そして日中戦争時代に入

上海の学校なんですけれど、平等に各県から学生

りますと北京経専とか北京工専とか東亜工専とか

が集まった。しかも当時の上海は国際都市でした

いうような学校も東亜同文会が吸収合併して、大

から、東京や大阪の比ではありませんでした。そ

きな教育ネットワークを作っていったわけです。

こへ旧制中学ですから 17 ～ 18 歳の若者が国際

そのほか地元の中学生の人達に日本語を教えたり

都市上海へいきなり入るんですから、仰天したこ

するような学校も作りました。

とも多かったと思うんですね。そういう形で上海

これは最初の東亜同文書院の授業一覧です。教

へ行ったわけです。

授とか助教授とかありまして、どういう先生が担

何で入学したのか。夢は何か。これは卒業生が

当して、いつからで、どんな科目をとったか。ま

1,400 人ぐらい（全部で 5,000 人卒業したんです

あ最初ですからそんなにスケールは大きくないで

けど）になった時にアンケート調査をしたんです

すね。これを見ても分かりますように、中国語と

けど、「中国で働く」「骨を埋める」「日本と中国、

商業関係、貿易実務関係のビジネススクールだっ

アジアのために」、「中国人のために」、「中国を見

たということが分かります。スパイ養成学校とか

たり学びたい」、「中国語を学びたい」、「事業者に

そういうようなことは決してなかったわけです

なりたい」、「アジアで働きたい」、「外国で働きた

ね。これは東亜同文書院の出身者です。アンケー

い」というようなことが、大きな夢として語られ

トの時にやったんですね。名簿から作れば一番簡

ています。卒業生の中にはいろんな人がいます。

単だったんですけれど。最初は各県から２人ずつ、

これは先ほど言いました山田兄弟のお兄さん。津

県費生という形で入学します。だから各県が２人

軽藩弘前の方です。広東省恵州で「清国を倒せ、

ずつ給費生を送るんですね。給費生でやりますと

あれは漢民族ではない、満州族だ。中国の土地を

授業料は只です。で、お小遣いが週１ドルもらえ

漢民族の手に」というような運動が起こりまして、

る。当時授業料が只の学校は軍関係の学校と師範

音頭をとったのが孫文です。孫文も若くしてハワ

学校だけでした。経済界に出ていこうという。当

イで、お医者さんになる勉強をしたんです。ハワ
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イから中国を見たらこれは非常に異常だと感じた

して、それによって当時の西域の様子が非常によ

んでしょうね。もし孫文が中国で育ったら、独立

く分かります。２年間死ぬ思いの、マラリアや熱

運動はなかったと思うんですよ。外側から中国を

病にかかったりしましたけれども、この方は地元

見たっていうことで、そういう気になった。それ

のモンゴルの王様から招請を受けてまた出かけま

に賛同したわけですね。それで恵州に駆けつけて

し た。 足 で 歩 い て で す よ、 今 だ と 北 京 か ら は

戦死をしたわけです。だからあとで孫文が山田良

ジェット機で３時間で行っちゃうんですけど、行

政を悼んで碑を作ったり、葬式に出てきたり、い

きに１年、帰りに１年。大変でした。この大倉氏

ろいろしたんですね。その息子さんの純三郎がお

は大きな製紙会社をやった方です。今横浜にその

兄さんのそれを悼んで、孫文もそれを受け入れて

記念館があって研究事業をやってます。中山優と

秘書になる。このツーショットは中国のほうの孫

いう人はやっぱり東亜同文書院の卒業生ですが、

文の伝記なんかでも採用されてます。そしてその

授業にはほとんど出なかったという逸話が付いて

息子さんの順造さん。この方も書院の卒業生です

ます。図書館で全部自分で勉強したんですね。だ

が、お父さんのところに秘書でたくさん集まった

から正式には卒業できなかったんですけど、後に

資料をベースにして孫文博物館を作る夢を持った

満州に建国大学ができた時にその教授として招か

んですけど、身体を悪くされて、一切の資料を愛

れて、リーダー的存在になりました。この方（清

知大学に寄贈していただいたんです。それでわれ

水董三）も北京でいろんな学校教育を経営された

われもそれを受けて資料展示館を作っています。

方。石射猪太郎さんという方も東亜同文書院の卒

だからもし西のほうへ行くチャンスがあったら、

業生で、外務省の東亜局長をやられて、軍部の向

豊橋で１度降りていただいて、われわれの大学の

こうを張って平和主義で頑張ろうとした人です。

展示施設がございますので、今日よりはたくさん

『一外交官の日記』でしたか、そういう本が出て

の展示を見ていただけると思います。そういう経

いて、当時の様子が非常によく書いてあります。

過がありまして、われわれのほうも東亜同文書院

今日も外務省に入られた小崎先生がおられま

大学記念センターも含めた展示施設をオープンし

す。小崎先生どこですかね。ああ一番前におられ

たわけです。

ます。最後の頃の書院の卒業生で、愛知大学も卒

この方は日清貿易研究所の卒業生で白岩龍平と

業されて、外交官としてずっといろんなところで

いう有名な方です。主に揚子江のルートで船を航

大使として活躍された人です。それから宗方小太

海させるのに成功した人です。林出賢次郎という

郎、田中と、武勇伝で鳴らした方々であります。

方は２期生なんですね。1901 年がオープンです

この田中氏は戦後山梨県の副知事をやってたんで

から、２期生は 1902 年に入ったわけです。この

すけど。一方中華学生部に中国人の学生の人達も

方は日本人として最初のシルクロード西域のほう

入ってきて、いろいろ活躍したり、あるいは途中

の調査をやった人です。日英同盟が結ばれた直後、

で共産党とつながったり、戦後の中国で活躍した

ちょうど日露戦争が始まったその直後に、西のほ

り苦労したり、いろんな人がおられます。そうい

うにロシア勢力がどのぐらい入ってるかというよ

うようなところももう一方の面としてございまし

うなイギリス政府からの調査要請がありました。

た。ちょっとこの辺の細かい説明は省きますけど、

当時日本は一切中国に情報網を持っていませんで

この２人は猛烈に勉強した方として有名です。こ

したから、外務省から根津院長に要請があり、こ

れは大城さん。沖縄におられます。作家です。沖

のあと５人の卒業生が、２年間現地へ行って報告

縄の地理学の先生にお願いしてご紹介いただい

をしたわけです。５人の方の詳細な記録がありま

て、いろいろ書院時代の話を聞かしていただきま
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した。そういう作家方もおられます。どういう世

米沢は４人判明しました。ほかにおられるかも知

界で活躍されたかと言うと商社がやっぱり一番多

れません。それから高畠の出身者がえらく多いん

いですね、ビジネスマンが。当時の、今も大きい

ですね。ここはどうしてだろうなというようなこ

ですけど三井とか三菱とか大倉とか古河とかです

とはまだ私には分かっていませんけれど、けっこ

ね。運輸では先ほどの日清汽船。今では中国関係

う勉強する方が多かったのかなというふうに思い

の会社はありませんけど。それから大きな紡績会

ます。やっぱり一番多いのは山形市でしょうね。

社。金融機関。横浜正金銀行というのはけっこう

しかし全体としては県南のほうがけっこう多い。

中国に進出しておりました。まあ今はありません

あと旧制中学がそれぞれあったようなところから

が朝鮮とか台湾、満州中央部、これは満州国がで

何人か出ておられます。そんな形です。

きた時に貨幣を初めて統一した。中国は貨幣がバ

米沢出身の人達は個人情報の問題があるかも知

ラバラでした。満州で初めて統一しました。報道

れませんが、思い切って名前を出さしていただき

の世界も、これはほとんど向こうの新聞ですけど、

ました。甘糟四郎といった方、この人は満鉄資源

こういうような形でたくさん就業しておられま

調査会、それから東洋運輸の社長になってます。

す。日本でも皆さんご存じの新聞社が並んでいま

それから片倉次郎っていう同じ 20 期（が多い）

す。それから外交官。先ほどの林出さんもそうで

の方は上海にあった金沢洋行。「洋行」っていう

すが外務省に入られて、満州国皇帝溥儀の秘書を

のはまあ今の日本で言うと株式会社。近藤了次郎

やった方です。学界。研究者としても多くの人が

という方は日本足袋株式会社。これはブリヂスト

登場しました。戦後でも大学の先生になった方が

ンですね。それから佐伯幸夫っていう方は上海紡

84 ～ 85 人おられます。

績株式会社。これも大きな日本の資本の会社であ

今度は山形県出身の東亜同文書院への入学期別

りました。高畠出身の人はこういうお名前。五十

入学者数です。判明分だけです。なかなか細かい

嵐富三郎、石川宮次、後藤貞次、原忠男など。５

ところまで分かってないところがあります。２期

人なんですけどどういうふうになったか分からな

生から入ったんですね。１期生はどうもいなかっ

い人もおられて、４人しか出せませんが、上海の

たみたいです。３、５、６、９とところどころ空

倉庫を経営したり、三井洋行、大原社会問題研究

いてます。20 期は非常に多いんですけど、これ

所、これは大阪にありました。五十嵐商会とか大

は先ほどの私費生が解禁された時ではないかなと

與実業。

思います。３人はちょっと多い時なんですね。こ

山形出身者は６人いました。東京日日新聞とか

れは県が大盤ぶるまいをして、おそらく３人得点

山形商工会議所、トヨタ自動車販売とかですね。

が同じだったのか、落とせない、差が付かないと

戦後は山形市役所に入ったり。この方は地元で有

いうようなことがあったんでしょう。だいたい２

名な方じゃないかなと思います。上海銀行から満

人ないし１人ぐらいで入学しております。判明分

州中央銀行、山形相互銀行、それから今日カメラ

だけだと 36 人おられます。しかしそれ以外にも

を持ってこられた山形放送の方がおられますけ

明らかに山形だなと思う方でもちょっとおられま

ど、その取締役をやった佐藤彦次。村井芳衛さん

すが、きちんとしたものがないので計上していま

という方は満州国産業部。井上さんは先ほどの満

せん。だからおよそ 40 人を超える人達が山形県

州中央銀行。それから鶴岡出身の人は５人ですね。

から入っておられます。これはその出身地です。

長崎高等商業専門学校の教授だったと思います。

これが山形県ですね。これ米沢です。隣の高畠。

あと満鉄関係ですね。こういう方々がおられた。

山形市。鶴岡。酒田。この鶴岡と南のほうですね。

大陸でいろいろ活躍された方は戦後大陸だからと
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いうわけでネガティブに捉えられてしまって、そ

憶が無くなったりしております。馬車に乗ると地

の人達の人生、いろいろ活躍したのに浮上してこ

面が悪くてガタガタ道なのですぐ痔になってしま

ないというのがあります。まあ本間先生もある意

う。そういう苦しんでるのをヨーロッパ人の宣教

味でそういうところがちょっとあって十分評価さ

師に助けてもらって、ヨーロッパ文化のすごさと

れていないように思うんですけど、そういうとこ

いうのを実感するわけです。砂漠ですから夏は暑

ろへもう１回光を当てて、見直していくというの

くて旅ができません。夜歩きます。それから冬は

は重要なことだと思います。

山が凍ると川が溶けて流れてきませんから簡単に

それから今尾さんという 42 期の方は、インド

沢が渡れるんですね。そういう時に旅をする。非

ネシアの独立戦争に参加して、インドネシアで国

常に苦労をしてたんです。これが波多野養作とい

籍を取って、現地で事業を展開したという、そん

う人であります。まあこんな形で卒業後は炭鉱会

な方もおられたんですね。こういう方も世の中で

社を中心に勤めておられますけれど、日中戦争が

はほとんど知られてないと思います。まあいろん

始まった時に自殺をしてしまいます。せっかくわ

な方々が活躍されております。

れわれが一生懸命中国との関係をやってきたのに

ところで先ほどのシルクロードのほうで調査を

軍部が潰してしまった。「軍部の馬鹿野郎！」と

やったっていう方は、結果的に外務省から、イギ

言ってピストルで自殺したというのを娘さんから

リス政府に対する面子が立ったということもあっ

聞かせていただきました。
これが先ほどの西域への各コースで、これが成

たんでしょう、書院に３万円寄付をしたんです。
その３万円で各学生が各地に旅行できる費用３年

功したことが、東亜同文書院が中国各地へ調査旅

分に当たったんですね。じゃあ３年間、学生の要

行に行く原点であります。これが先ほどの林出賢

望も強いしやってみようというわけで、ここで初

次郎さんです。もう１回向こうへ行って先生に

めて東亜同文書院の人達は中国の実態を知らなく

なって、現地の学生諸君を教えた。こういう頭陀

ちゃいけないっていうので調査に入りました。そ

袋を持って。だいたい２人から５～６人、３か月

れまではお金が無くて修学旅行でした。みんな一

から６か月、中国各地を歩いて、後には東南アジ

斉に船に乗ったりしたわけです。これは先ほどの

アの旅行に入ります。１台だけカメラが与えられ

シルクロードへ行った人の１人ですね。波多野養

て、そのカメラで当時の貴重な写真が撮られまし

作という、八幡製鉄ができる直前の、九州の八幡

た。ほとんど足で、中国を肌で、身体で感じた調

中学の卒業生です。柔道部をやっててやっぱり選

査旅行。これが非常に重要です。戦前多くのイン

ばれたんでしょうかね。こういう方であります。

テリの人達も中国へ行きますけど、ほとんど都市

みんな弁髪ですね。頭を剃って後ろへ髪の毛を垂

で生活をしていて、農村にはほとんど行っていま

らしています。中国人になりきって写ってます。

せん。当時中国は農村の国でしたから、農村調査

この方がその波多野養作っていう人で、１人です。

をやったということは非常にそういう点では今の

５人行ったんですけどバラバラに行ったんです

中国のベースと言いますか基底部分が分かる。こ

ね。出発してまもなくロシア側には何か日本人の

れは出発風景です。これは上海の港から。これが

変なのが来るらしいという情報が伝わったよう

展示にもありますがビザであります。非常に大き

で、あっちこっちで追いかけられたりするんです

いですね。まあリベラルな学校でしたから日本の

ね。病気になったりマラリアにかかったり。戦前

学生はほとんど詰襟の学生服ですけど背広で洋風

の中国にはマラリア蚊がいました。日本が温暖化

スタイルですね。調査旅行では、卒論になる調査

しますとマラリアが気になりますけど。1 週間記

旅行報告書と併せて、途中の道中記、日記も書き
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ました。なるべくあっちこっち見て目的地へ行く

ら戦前は非常に親日的でしたけど、戦後は反日的

というのがよく分かります。これは満州地域の調

に変わってしまった。戦争は非常に人々の感情を

査ですけど、なるべくあっちこっち回って目的地

逆転させる悲劇であるということが言えます。ま

へ行く。

あこんな中国奥地の少数民族の絵を描いた人もい

当時は地図がありませんでしたから自分達で足

ます。これは東南アジア、広東の軍人。これはベ

の歩幅で地図を作った。歩幅の尺で地図を作った

トナムの日本橋。日本人が室町時代に行って作っ

のです。これは潼関の写真。「箱根の山は～函谷

た橋。ちょっと写りが悪いんですけど橋の上に建

関」という、そういう雰囲気の場所です。この写

物がある。それからアンナンのお城。ベトナム戦

真の真ん中は軍閥のトップです。これもやっぱり

争で少し壊れますけど、壊れる前の写真です。

日本へ留学した人なんですね。軍閥って言うと泥

満州に２年ほど行きました。満州事変を起こし

棒の大親分みたいなイメージですけど実はそう

た時に、さすがに民国政府も２年間ビザを発給し

じゃなくてインテリです。民国中国ができた時に

ませんでした。そこで学生諸君はやむなく満州へ

中央は袁世凱からもう１回独裁政治をやって、そ

行ったんですけど、おかげで満州を２年間、各県

れで地方軍閥が離反しました。各省を中心にこう

レベルで調査をすることができた。これは興安嶺

いうリーダーが自分の政治を執るわけです。バラ

の横断風景ですね。虎が出るところです。こうい

バラになって軍閥のあいだで戦争が起こったりし

うところも歩いて横断してます。そして最後に編

ます。その中の日本へ留学した人は非常に健全な

集委員会ができて大旅行を整理しています。これ

政治をやろうとする。山西省なんか特にそうなん

は収録された先ほどの軍閥の人達の揮毫です。達

ですけどね。そういうところへ学生諸君も、そう

筆ですよね。だからインテリなんです。多くは日

いう時は正装で会ってます。揮毫をもらってきた

本に留学した人。そういう点ではやっぱり今の日

りします。これは内モンゴルのフフホト、今はま

本も中国の留学生達を大切に扱う必要がある。こ

あ大都市ですけど、そこは砂埃の町。黄河を羊の

うして調査旅行も次第にビジネスライクなものか

毛皮袋で下ったり。これはその途中のルートピア。

ら、教育とか民俗とかいろいろなものに広がって、

まだ日本のほうには開放されてませんけど、黄河

少しずつ総合的な中国研究に拡大していきます。

の中流で、見事な開拓地が広がっています。これ

しかし戦争が始まるとコースが限定されてきま

も宣教師の人が指導して開墾したんですね。

す。もっと限定されていくんですね。全体として

国旗を持ってますけど、国旗を持ってないと安

は約 700 コース。各地別に見ていきますとこう

全でない。狙われるんじゃないかと。ナショナリ

なります。中国本土だけですけど、展示場でも示

ズムの反映じゃないかと言うとそうじゃなくて、

してありますが、こういうふうに多くのコースを

経験者の人達の話だと、これを持ってないと同じ

彼等は歩きました。この旅行の功績は「自信が付

中国人と思われて、何をされるか分からない。あ

いた」とか「中国語が理解できた」とか「中国を

とこんな形で旅行をした。これは東南アジアです

学んだことは大いに満足している」、そういう結

ね。東南アジアも隅々まで行って、当時の欧米の

果が得られてます。

植民地を実感しています。その中で列強の植民地

しかしながら戦後、著名な先生達が、中身をき

政策というものを肌で実感した。現地にたくさん

ちんと検討せずに書院のことに関してはスパイ学

日本人がおりました。そういう人達はみんな地元

校的な見方をした。したがって戦後の書院の人達

の人達の信頼を得てリーダーになっていた。それ

は口を全部つぐんでしまいます。そういう不幸な

を戦争によってみんなぶっ壊してしまった。だか

時代がありました。しかし戦後の高度経済成長期

132

◦ 357 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦
本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学

に最前線で活躍した人達が多いから、書院って

これもそうです。新しい省別全誌。こういう雑誌

いったい何だろうというわけで、「幻の名門東亜

も。学術誌に変身していきます。つまりアカデ

同文書院」の出身というのが長いこと定説で流れ

ミーの世界へ行ったんですね。それで大学に昇格

ました。スパイ学校という見方についてどう思う

できた。さらに多くの書物が刊行されます。私は

か。「とんでもないことだ」というのが圧倒的に

とくに書院生の大旅行研究をしてきた。こういう

多い。また、書院から得たものは。「大いにあっ

いろいろな手書きの原稿を活字化してきた。原文

た」とか「中国の理解が進んだ」、「国際化」、「中

はなかなか読むのが大変です。しかし、ほんとに

国語」、「戦後に生きる力を与えてくれた」。まあ

きちんと書かれてるかどうか。この研究をする上

いろいろございます。

で私は学生達が苦労した時のコースをたどって、

これはいつも出す例ですけど、私がイギリスに

現地で確認をしました。きちんとできてるという

いて向こうで講演した時に、書院生の大旅行を講

ことでこの研究を始めるようになりました。旅行

演前に「グレイト・エクスカーション」という形

記を見るといろんな復元作業ができるんですね。

で東亜同文書院の学生がやったんだと言ったら、

これは土地利用であるとか。これは気候の条件。

「グレイト」がカットされて予告された。「日本人
にそんなことができるわけがない。イギリスこそ

毎日晴れとかですね。それ以外の多くの情報を知
ることができます。

がグレイトだ」と。だけど講演を聞いたあと、

これは旅行中にいろんな貨幣が各地で記録さ

「やっぱりグレイトだ」と言って評価してくれた。

れ、それを分布図につくり、同じ貨幣をくくりま

中国旅行と中国研究というんで、いろんなこうい

すと経済圏が分かる例です。今の中国の基礎部分

う形で実績が残ります。これもちょっと目で見て

です。これは言葉。いろんな言葉があります。同

いただいて。戦後、愛知大学から「中日大辞典」

じ言葉をくくるとこれから文化圏が分かります。

というのも刊行されました。これは書院時代にす

合わせますと非常に強い地域的なまとまりが出て

すめていた作業で、14 万枚のカードを作成し、

きます。これが今の中国を支えています。あと阿

中断したまま引き揚げてきた。本間先生はすごい

片用のケシを作ってるところ。北西部です。強盗

ですね。日中関係がまだ何の交渉もない時に、あ

団の集団、土匪、強盗団が県境、省境にたくさん

れを返してくれと中国政府に言ったんです。それ

出てきます。それから反日運動。これも細かく説

に応えたのが周恩来。周恩来首相も日本に留学し

明すると時間がないんで省きます。こんなことが

てた。東亜同文書院というのを知ってた。それで

分かりました。排日・排英・排外。ナショナリズ

郭沫若を使ってこれを返してくれたんです。で、

ムが 1925 年に上海に起きた事件がきっかけで全

愛知大学が戦後時代が変わりましたから、その内

土に広がる。これによって中国の人達が初めて中

容を再編するとともに簡体字用に活字を組んで

国を意識したんじゃないでしょうかね。毛沢東が

作ったのが第１版です。今から 20 年前に初版が

出現してくるその背景を作った事件だったと思い

出ました。5,000 冊中国へプレゼントしたんです

ます。書院の人達はそういうのに各地で出会って、

が足らなかったんですね。中国では海賊版がいっ

石をぶつけられたり、議論をふっかけられたりで

ぱい出ました。悪い紙で３倍か４倍ぐらいの厚さ

大変でした。それでこういう彼らのデータはそう

の実はたくさんの本を各地で見たことがありま

いう意味で非常に重要です。これは軍閥の争いの

す。今度第３版が出ました。ぜひ興味のある方は

勢力図です。しかし軍閥の人達は同時に各都市の

ご覧ください。

都市計画や図書館など、都市を近代化させた。中

あと書院から調査研究作品がたくさん出ます。

国の人は公共文化というのはあまり作らなかった
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のを改革したりした。満州の話は時間の関係で省

ど山田兄弟の純三郎さん、兄良政の弟さんなんで

きましょう。

すけど、息子さんと言ったようで、ちょっとミス

以上から中国は 1930 年ぐらいまでの資本主義

をしました。すみません。

の波が、戦後空白になります。で、改革開放でも

【司会】 藤田先生ありがとうございました。時間

う１回これが復活してくる。モデルがこの 1930

が少し超過しまして申し訳ございません。ではま

年代しかありませんでしたので、ここの研究が非

た藤田センター長より閉会の挨拶がございますの

常に今の中国にとっても意味があるということが

で、よろしくお願いいたします。

分かります。本間先生が最後の学長として非常に
【藤田】 どうも今日は長時間にわたりご清聴いた

ご苦労をされたわけです。
本間先生以外にも少し連携プレーをした人達が

だきまして大変ありがとうございました。私の発

おられますが、本間先生が身を削り、土地も削り、

表がちょっと最後長くなってしまって、ご質問が

お金も工面したから、愛知大学を作ったわけです。

あったら承ろうと思ったんですが、その時間がと

地元の方々の豊橋の市長、経済界の人達からも受

れないということになりまして、もし何かご質問

け入れられて愛知大学を作った。海外引き揚げ大

等がございましたら、山田先生、殿岡先生もい

学として愛知大学は誕生しますが、途中から文部

らっしゃいますので、直接にお尋ねいただければ

省の命令もあって、東亜同文書院以外の人達も受

幸いです。われわれの展示会は明日もやっており

け入れます。大学の予科は高等専門学校、学部の

ますし、殿岡さんには手相鑑定もしていただくと

ほうは大学から来ますから、多くの大学、海外

いうことになっております。ご興味のある方は明

85 の高等学校や高等専門学校および大学から来

日もいらしていただければ。一番奥の和室でして

ています。これが新しいキャンパス。その様子を

いただきます。

見ながら愛知大学を作ろうという本間先生です

以上、東亜同文書院から愛知大学への流れを今

ね。サツマイモがたくさんつくれそうです。まあ

日はわれわれ３人でご説明をさせていただきまし

こんな感じで読みとれます。中国とのつながりも

た。特にそのキーパーソン、軸になったのが本間

特筆されます。これは孫平さん。今日も展示して

喜一先生であります。そういう点でわれわれも置

あります。地元の新聞にもこんな形で紹介されて

賜の、山田先生が先ほどおっしゃったこの風土に、

おります。海外からの研究者ともシンポジウムを

改めて感謝をさせていただきたいと思います。今

やったりしました。本学へ来ていただきますとこ

後ともひとつ、愛知大学と、この地方との交流が

んな形の展示室をみることができます。

うまくできますことを期待しております。本当に

というわけでちょっと時間オーバーで申し訳な
いことをしました。一応こんな形で私の今日のお

長時間にわたりましてどうもありがとうございま
した。これにて終わらせていただきます。

話、ちょっと最後走りましたけど、終わらせてい
【司会】 ありがとうございます。これをもちまし

ただきます。どうも。

て講演会「米沢が生んだ本間喜一をめぐって」を
終了させていただきます。皆様長時間にわたりご
【司会】 ありがとうございました。

参席くださいまして、誠にありがとうございまし

【参席者】 純三郎さんをね、息子さんって言って

た。明日も小ホールにて展示をやっておりますの
で、また明日もぜひとも会場に足をお運びいただ

たんですよ。弟さん。
【藤田】 ああそうでしたか。失礼しました。先ほ

けたら幸いでございます。
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〔講演会〕

愛知大学東亜同文書院大学記念センター資料の名古屋展示会・講演会
東亜同文書院から愛知大学へ
──近衞家、荒尾精、孫文、中国アジア大旅行、日中交流──
2010 年 11 月 28 日（日）
松坂屋名古屋店南館８階 マツザカヤホール
【司会】 お待たせしいたしました。時間となりま

私なりにご紹介させていただきたいと思います。

したので、ただいまから愛知大学東亜同文書院大

まず、研究についてですが、本学に最初に設置さ

学記念センター主催の名古屋展示会・講演会「東

れた研究所は国際問題研究所ですが、1948 年の

亜同文書院から愛知大学へ

設立時の国際情勢から研究所名に中国を入れるこ

―近衞家、荒尾精、

孫文、中国アジア大旅行、日中交流―」を開始い

とが難しく、国際問題を研究する機関としてス

たします。開催に当たりまして本学の佐藤元彦学

タートしたという経緯があります。しかし、その

長よりご挨拶がございます。よろしくお願いしま

実態は中国に関する研究が中心であったことは、

す。

学外を含めて多くの方々がご認識いただいている
通りです。1955 年には、現在の中日大辞典編纂

【佐藤】 皆さんこんにちは。本学東亜同文書院大

所 が 華 日 辞 典 編 纂 処 と し て ス タ ー ト し ま す。

学記念センターによる名古屋講演会・展示会を開

1968 年に最初の『中日大辞典』が刊行され、以

催しましたところ、このように大勢に方々にお集

後 1986 年に第二版、翌 87 年に増訂第二版、そ

まりいただき、まずは心から感謝申し上げます。

して今年 2 月に久しぶりの全面改訂を経て第三版

ご案内の通り、今回は、この間センターが文部科

が出版されたことは、皆さんもご存じのことかと

学省の私立大学学術研究高度化推進事業の補助金

思います。このような実績の上に、2002 年には

を得て進めてきたオープン・リサーチ・センター

国際中国学研究センターが創設され、その取り組

の事業としては最後の講演会・展示会となります。

みは、文部科学省の 21 世紀 COE に採択されま

一連の講演会・展示会の最後を、工藤美代子先生

した。既に 21 世紀 COE として事業は終了して

を講師としてお迎えしてこの名古屋において締め

いますが、その後大型の科研費を得て、西部大開

くくるということは誠に意義深く、ご多忙の中を

発や中国企業の海外進出についての共同研究を進

スケジュール調整いただきました工藤先生に、こ

め、国際的にも高い評価を得ているところです。
教育という点に目を転じますと、各学部の中で

の場をお借りして厚く御礼申し上げます。
さて、多くの方々に既にご認識いただいている

中国についての教育を行なってきたという状況が

と思いますが、この機会に、東亜同文書院を前身

長らく続きますけれども、1997 年に現代中国学

とする愛知大学が中国に関する研究教育という点

部という日本で唯一の現代中国についての学部が

でどのような取り組みをしてきたのかを、改めて

設置されています。その教育というのは極めて特
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徴的、また社会的評価が高いところでございまし

は中国の大学で教員になったり、あるいは中国の

て、１学年全員を、２年生の初めに中国に送り込

シンクタンクにおいて非常に優秀な研究者として

みまして、周恩来の出身校ということでよく知ら

現在勤めておられるという状況があります。
さらには、中国政府教育部が展開しております

れております天津の南開大学において４か月間、
中国語を中心としたトレーニングを積んでいただ

孔子学院、これも本学において大々的に展開をし

くことになっております。これは学部設立当初か

ているところでありまして、その院長は皆さんも

ら始まっておりますので、もう 10 年を超える実

よくご存じの、現在 NHK 中国語テレビ講座で講

績を生み出しているところでございますが、高校

師を担当しておられる本学の荒川清秀教授でござ

までに中国語を学んだ機会が無い若い人達に、中

います。孔子学院もおそらく受講生の数であると

国語を現場においてしっかりと叩き込む教育をす

か収支という点では、日本の中でも非常によい結

るという点では、文部科学省を始めとして非常に

果を出しているのではないかと思っております。

評価を得ているところでございます。さらにその

そういう形で、言ってみれば東亜同文書院時代

身に付いた中国語を使いまして今度は３年生、４

の研究や教育というものが愛知大学に DNA とし

年生のプログラムとして、現地での調査、あるい

て受け継がれ、おそらく個別にいろいろと配慮い

は現地でのインターンシップ、こういったものを

たしますと、もっといろんなことをお話ししなく

この間展開してきているところです。

てはいけないと思いますけれども、今申し上げま

現代中国学部の今申し上げました教育というの
は、「三現地主義」あるいは現地の「現」だけを

したような形で実は花開いていってるというのが
現状でございます。

取って「三現主義」という形で、この間高い評価

さて、これも多くの方がご存じではないかと思

を得ているところは皆さんよくご存じのことでは

いますけれども、2012 年の４月には名古屋駅の

ないかと思います。さらに大学院という点でいき

すぐ近くの笹島地区に新しい校舎を開校する予定

ますと、先ほどの 21 世紀 COE プログラムにも

で、現在建設をしております。新幹線からも非常

関わることでありますけれども、中国の南開大学

によく見える工事現場ではないかと思いますけれ

と中国人民大学の２大学と一種のテレビ会議シス

ども、そちらは名古屋市の再開発の一環としての

テムを構築いたしまして、それを使って中国語も

新しいキャンパスでございますので、当然名古屋

しくは英語で授業を行なう、日本語はいっさい使

市としての再開発のコンセプトがあるわけで、そ

わないというプログラムを展開しております。そ

れは国際歓迎・交流ということでございます。と

の結果として博士の二重学位という制度をスター

りわけ国際という点につきましては、今申し上げ

トさせたのも、おそらく本学が日本の中では最初

ましたような中国についての研究や教育の本学の

であったのではないかと思います。あるいは世界

実績が評価をされて、名古屋市として愛知大学が

的に見ても、博士課程の二重学位プログラムとい

あの場所に進出することを許可されたというふう

うのは極めて珍しい、未だに珍しいというふうに

に認識をしているところであります。笹島の新校

考えますので、そういった点でも注目されるプロ

舎では現代中国学部、またもう１つ、これは英語

グラムではないかと思います。そのプログラムを

の点でこの間実績を上げております国際コミュニ

通して、日本人のほうはまだ実績という点では充

ケーション学部、そういった学部が中核的な役割

分ではないんですけれども、中国人で愛知大学と

を果たすことになろうかと思いますけれども、ま

中国側の大学の２つの博士号を取得するという

さに名古屋市の国際化に向けての表玄関として本

ケースが毎年出てきております。そういった方々

学が大きな貢献をしていく、そういうことを目指
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のかということを簡単にご紹介申し上げまして、

しているところでございます。
だいぶ長く話をしてしまいましたけれども、冒

私の冒頭の挨拶にさせていただきたいと思いま

頭にもお断りしましたように、この機会に東亜同

す。改めまして本日は多くの方々にお集まりいた

文書院を中心とする愛知大学の前身、これは組織

だきまして、誠にありがとうございました。また、

として機関としての東亜同文書院大学に加えて、

共催をいただいた愛知大学同窓会、さらには後援

多くの他の旧制の高校なり大学から愛知大学に移

をいただいた新聞社、報道機関等々に対しまして

籍あるいは進学をされたということも含めて申し

も、重ねてお礼を申し上げます。

上げているわけでありますけれども、その精神あ
るいはその実績がいかに本学に受け継がれている

【司会】 佐藤先生ありがとうございました。
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〔講演会〕

近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって

作家

工藤美代子

【司会】 では講演のほうに移ります。まず工藤美

わりということで言いますと、文麿公の息子さん

代子先生より、「近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭

である文隆さんが東亜同文書院におられた時期が

せず』をめぐって」という題でご講演いただきま

あったと。それは存じておりましたんです。私が

す。工藤先生は東京のお生まれ。高校を卒業後

賞をいただくほどの仕事をしてるとはとても本人

ヨーロッパやカナダへ留学され、その後 1982 年

も思わなかったんですけれど、ただ東亜同文書院

に『晩香坡の愛』を執筆されました。以来ノン

というものに対して興味がありまして、その時に

フィクション作家として多くの著作を発表してこ

愛知大学の忘れもしない山口さんという女性の方

られました。1991 年には講談社ノンフィクショ

からご連絡をいただいて、ああ、愛知大学がそれ

ン賞を受賞されております。近衞家に関する著作

を引き継いで今やっておられるんだと、実はその

としましては、本日のご講演のテーマとなる『わ

ことも知らなかったんですね。ほんとに恥ずかし

れ巣鴨に出頭せず』の他に、『近衛家七つの謎

い話なんですが、何も知りませんで、東亜同文書

誰も語らなかった昭和史』がございます。また本

院に対する興味はあったもんですから、それとま

年 10 月には『悪名の棺

あもちろん賞がいただけるというのは大変嬉しい

笹川良一伝』を発表さ

れ、精力的に執筆活動に取り組んでおられます。

こと、ありがたいことなので、いただくというこ

それでは早速、工藤先生にご講演をお願いしたい

とで、東京でその授賞式がございました。
その時に何がびっくりしたかと言いますと、卒

と思います。工藤先生よろしくお願いいたします。

業生の皆様がたくさんお集まりになったんです
【工藤】 ご紹介いただきました工藤美代子です。

ね。皆さんすごくお元気で、まるで昨日のことの

初めまして。実は２年ほど前だったと思うんです

ように、戦前・戦中の東亜同文書院に関する思い

けれど、東亜同文書院記念基金会賞という賞をい

出をどんどんお話しなさるんです。私全然そんな

ただくというお話が突然来まして、非常に正直に

こと予期しなかったもんですから、テープレコー

申し上げますと私はその時まで東亜同文書院なる

ダーも筆記用具も何も持っていかなかったんで

ものに関する知識というのはほとんど無いに等し

す。そのうち１人の方が、ちょっとお名前を聞き

かったんです。ただこれからお話しする近衞文麿

忘れたんですけれども、そばにいらっしゃって、

公についての本を書きまして、文麿公のお父様に

「いやあ、私は文隆さんと上海の東亜同文書院で

当たられる篤麿公が力を入れて東亜同文書院とい

一緒だったんですよ」っておっしゃるんですね。

うのができたとか、もちろんその程度の知識はあ

も ち ろ ん 皆 様 す で に ご 承 知 と は 思 い ま す が、

りまして、それから近衞家と東亜同文書院との関

ちょっと簡単に申し上げますと、文隆さんという
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のは近衞文麿の長男で、上海の東亜同文書院に勤

分のほうが先につぶれちゃって、文隆さんはケ

務した時期があって、そこで美貌の女性スパイ、

ロッとしてた」というお話を、活字になったそう

テンピンルーという、これはもうほんとにきれい

いう話は私もちろん読んだことがあるんですけ

な人なんですけども、その人と事件に巻き込まれ

ど、実際に文隆さんを知ってる方から話を伺って

まして日本に帰ってきたといういきさつがあるん

ほんとに驚きました。ああ、こんな方がまだ日本

です。そっちの話をしちゃうと長くなりすぎちゃ

にはいらっしゃるんだと。
実はその時に、東亜同文書院についてもっと調

いますので、今日は割愛させていただきます。で

べたいな、調査をしたいなと思いまして、将来本

も、すごく面白い話です。
ちょっと参考のために申し上げますと「ラス

を書けたらなあということで、今でもその気持ち

ト・コーション」という映画があるんですけども、

は持っているんです。10 月でしたか上海に別の

ご覧になった方いらっしゃるかも知れません。非

取材でまいりまして、ちょうど尖閣諸島問題で反

常によくできた映画でして、これの女主人公が、

日デモが中国各地で起きてる頃だったもんですか

実は文隆さんが引っかかった、という言い方は大

ら、どうかなという時期ではあったんですが、ま

変失礼なんですけども、まさに引っかかってし

あ大丈夫だろうということで 10 月に上海に行き

まった女性スパイ、テンピンルーなんです。ただ

ましたら、無知で恥ずかしいんですけれども東亜

し「ラスト・コーション」という映画には文隆さ

同文書院の建物の場所が、今交通大学になってる

んは登場なさらないんですね。文隆さんが出てく

と。そこは江沢民が卒業したことで有名なんだと

るかなと思って私も見に行ったんですけれども、

いうことを読んだもんですから、ガイドと車を

残念ながら全く文隆さんは登場なさらなかった。

雇って交通大学に見に行ったんですね。見に行け

しかしこの文隆さんというのも大変数奇な運命

ば何か看板でも出てるかなと思ったんです、実は。

を辿った方で、戦後ご承知のようにソ連軍の捕虜

ところが全然考えが甘くて、今日ご案内いただい

となって、ソ連でずっと収容所に入れられ強制労

た愛知大学の先生にお聞きしましたら、いやもう

働をさせられて、しかし最後まで自分は共産主義

建物はすでに無いんだと。無くなっていて、東亜

者には転向しない、ならないということをきっち

同文書院の昔の敷地の一部に交通大学があるだけ

りとおっしゃって、いざ帰れるという間際に亡く

なんだということを今日初めて知りました。それ

なった方なんですね。この方のことに関して、ま

をもっと先に知ってればよかったんですけれど

た別に私は『近衞家七つの謎』という本を書いた

も。

んですけれど、文隆さんのことも分からないこと

上海にまいりました時に、ある新聞社の支局長

がいっぱいあるんです。いずれにせよ、文隆さん

の方とお食事する機会がありまして、「私は東亜

もある意味歴史上の人物でありまして、劇団四季

同文書院に非常に興味を持ってて、テーマとして

が「異国の丘」というミュージカル、これもやっ

本を書きたいと思ってる」という話をしましたら、

ぱり文隆さんがモデルになっていますし、知って

昔はニューヨークに在留邦人が一番多かったんで

る人は知ってる人なんですけれど、その文隆さん

すね。ところが今、ニューヨークを抜いて上海に

と東亜同文書院で一緒だったとおっしゃる方が突

一番在留邦人が多くて、６万人を超える日本人が

然現れて、私に「いやあ、新しい先生が来たから

住んでると。いろんな日本人の方がいらっしゃる

いっちょうへこましてやろうと思って酒瓶をもっ

わけなんですけど、その中に歴史研究サークルと

て文隆さんのところに行ったら……。ものすごく

いうのがありまして、戦前の日本の面影・足跡が

文隆さんがお酒が強くてバンバン飲んだので、自

残るところを歩こうじゃないかという、歴史散歩

140

◦ 364 ◦

◦第２章

史資料公開事業◦
近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって

みたいなのがはやりになってて、東亜同文書院の

ですね。ですからこの字は使ってないんです。す

ところを小さなグループで訪ねたりする会合が、

ごく使いたかったんですけども。それで本を出し

ついこのあいだもあったばっかりですよと言われ

ましたところ、読者の方から何通もお便りをいた

ました。ああ、今でも関心を持ってる方がいらっ

だきまして、「お前は何と教養がない女なんだ」

しゃるんだなと思いました。

と。近衛の「え」という字はこれが正しいんだぞ

これから調査をすることによって、東亜同文書

というお手紙をいただきまして、それは分かって

院がどんな存在だったのかということが少しずつ

るんだけれども統一ができなかったんだという事

分かってくるんじゃないかと思うんですね。まだ

情がございました。

まだほんとに正直申し上げて取材を始めたばかり

でもまあなぜ近衞文麿の伝記を書きたかったか

ですから、皆様の前でお話しするのはすごく恥ず

と言いますと、まず第１に、戦後ほとんど近衞に

かしいんですけども、東亜同文書院から愛知大学

関するきちんとした伝記というのは出てないんで

への流れの中で、どういうことがあったのかとい

すね。もちろん何冊か研究書の優れたものはあり

うことを、ご存命の方達にお聞きする。上海に行

ますけれども、いわゆる普通の方が読んで面白い

きましたら「上海にもかつて東亜同文書院に在籍

という本は残念ながら近衞文麿に関しては無いん

した中国人の方がまだご存命でいらっしゃいます

です。なぜかということを考えました時に、近衞

よ」と言うんですね。台北にもいらっしゃる。日

文麿に対する評価というのは戦後一偏に定まって

本にもいらっしゃる。そういう方達の戦後って何

しまったところがあるんですね。それは何かと言

だったんだろうということを、今からでも遅くな

いますと、「優柔不断」、「弱い」、「内閣を投げ出

いから、まだ皆さんがお元気で記憶がしっかりし

した、放り出した」総理であったと、近衞に対す

てるうちに、ほんとにお聞きしたいなと思ってお

る批判は非常に多いんです。それはどこから来て

ります。

るかと言うとやっぱり戦後の、「日本は大変悪い

『われ巣鴨に出頭せず』というのを今日大きく

ことをしたんだ」、「戦前の政治家も軍人もみんな

書いていただきました。これは近衞の「え」の字

間違ってたんだ」という考え方に基づいた近衞批

がちゃんと昔の漢字の「衞」なんですよね。私が

判というのがあったのだと思います。

本を出す時に旧漢字にするか新字にするか、死ぬ

それで、簡単に、非常に分かり易く言うと、先

ほど迷ったんです。それで出版社側に相談した時

の大戦というのは負けた戦争なんですね。何と

に、本の中で近衞の「衞」を旧漢字にしてしまう

言っても日本が非常に惨めな敗北を喫して、その

と、東條英機の「じょう」も人偏を付けた「條」

焼け野原から戦後立ち上がった。いずれにせよコ

にしなきゃならない。そうするといろんな方のお

テンパンに負けたんです、悔しいですけど。そう

名前を全部旧漢字にしなきゃいけない。「東條さ

すると、今になると誰が悪かったかということが、

んには旧漢字を使わなくてもいいだろう」と言う

しばらくのあいだ社会一般の関心事だったんです

編集者の人がいまして、ご承知のように東條と近

ね。そして東條はほんとに悪かった、こんな悪い

衞は非常に仲が悪くて、突然話が逸れて申し訳な

やつはいないとか、それから何人かほんとに駄目

いんですが２人はほんとにすごく仲が悪かったん

だって言って、その中に近衞も入ってたわけなん

ですね。片方だけ旧漢字を使って、東條は人偏な

です。近衞文麿が優柔不断だったとかいろいろ批

しでいいだろうというわけにもいかない。しょう

判があって、今日はちょっと私持ってきませんで

がないからというので、『われ巣鴨に出頭せず』

したけども、近衞が亡くなった時の朝日新聞の記

の本の中の近衞は新しい漢字の「衛」を使ったん

事なんか、それはもうひどいものでした。死んだ
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人にさらにここまで言うかというぐらいのもの

校でも教えないというのはどうなのか、という思

で、近衞の評価は実際地に落ちていたことがあっ

いがありまして、それで山本五十六の再評価をし

たんです。

たかったわけです。

それを、ちょっと待ってくださいよと、そんな

それからついでに、ちょっと横道に逸れて申し

に簡単に近衞文麿を非難できるんでしょうかとい

訳ないんですけど、どうしてもこれだけ言わせて

うことを考えて、実は本を書き始めたわけなんで

いただきたいのは、山本五十六の妻というのが悪

す。その背景には、日本が負けたということはま

妻だったということを、ある有名な作家が伝記で

ぎれもない事実ではありますけれども、それはさ

書いたんですね。それ以来、五十六の妻は悪妻だ

ておき、戦前あるいは戦中あるいは戦後、日本の

ということでもうすっかり通ってしまって、あら

国のことを本当に思って、日本人としての背骨が

ゆる五十六に関する本には必ず、悪妻で不美人の

しっかりと通った人達がいたのを全否定するとい

礼子と書かれるんですね。これはたまたまラッ

う歴史観はいかがなものかなと。もう１度それを

キーなことに、奥様の一番下の妹さんがまだあの

考え直してみませんかということで、私の一連の

時 94 歳ぐらいで生きていらっしゃったんですね。

仕事として、まず山本五十六という人を取り上げ

その方にお会いして昔の若い頃の写真とか、五十

ました。この人は比較的傷が少ない。なぜ少ない

六夫妻の話とか聞いたら、非常にきれいな方で夫

かと言うと、終戦になる前に死んじゃったんです

婦仲もすごくよかったんですね。ですから、いか

ね。ご承知のように、パプアニューギニアでアメ

に作られてしまったイメージというのが怖いかと

リカの戦闘機に撃たれて墜落して死んでしまうわ

いうことだと思うんです。今日はお聞きくださっ

けです。終戦まで生き延びなかったがために、山

てる方、割と男性の方が多いんですけど女性の方

本五十六というのは唯一、第２次世界大戦後も英

もいらっしゃるので申し上げたいんですけども、

雄でいられたんです。しかし私が山本五十六の伝

女性の身にしてみたら、妻の立場はどうしてくれ

記を書きたいと言って、山本五十六の出身地の辺

るんだと言いたいんですね。不美人で気が強くて

りで出ている地方紙５紙ほどに山本五十六の伝記

無神経でとさんざん悪口書かれたら、もうそれで

を連載した時も、初めは大変だったですね。軍人

ずっと後世までいっちゃうというんじゃ、いくら

の伝記なんてとんでもないという声もあったんで

なんでもそれはかわいそうだという思いが、私に

す。しかしもう戦後 60 年経ったんだからいい

はあったものですから。
ついでに申し上げておきますと、近衞文麿公は

じゃないか、やりましょうということで連載を始
めてみたら、私は今まで新聞連載、週刊誌連載、

非常に不思議な方で、女性関係に関して言います

月刊誌連載をいくつもやらせていただきましたけ

とやっぱり外に愛人の方がおられて、私なんかが

ど、あれほど熱心な読者がいたケースはないんで

見るとよせばいいのにと思うんですけども、大変

す。反響がすごかった。私なんかは本当に売れな

おきれいでしっかりした千代子夫人という方がい

いノンフィクションをこつこつ書いてるものです

るのに、外に愛人が２人ぐらいいて、文麿公が亡

から、そんな反響があるというのはまあ珍しいこ

くなったあと皆さんが手記を書いたんです。これ

となんですけども。山本五十六の時は、彼の出身

もどうしたのっていう気がするんですね。今はど

の新潟市で講演会をやると 2,000 人くらいの人達

んな会社の社長だろうと政治家だろうと、奥様に

が来てくださる。山本五十六のファンの方達が。

知られたら大変なことになりますから恐ろしくて

ああ、すごいなあと思いました。しかし山本五十

愛人なんか作れない時代ですけれども、当時のこ

六の名前は今、教科書にも載ってないんです。学

とですから。文麿公のお子さん達が、「お父様ど
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近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって

うして今日帰りが遅いの」と言うと、千代子夫人

で誰も書いた人がいないんですね。とにかく悪い

が「お父様は夜学よ」っておっしゃったっていう

人だというふうに言われておりまして、これはま

ぐらい、まあ夜遊びを男がするのは普通だという

だ出たばかりの本なんですけど、『悪名の棺』と

時代だったんですけども。ただ私がちょっと分か

いうタイトルで、笹川良一というのはこれだけみ

らなかったのは、新橋の芸者さんなんかは平気で

んなに悪口を山ほど書かれてるから、いったいど

新聞に、文麿公が亡くなってからですけどいかに

んな犯罪を犯したんだろうということを徹底的に

自分が文麿公に愛されて、子供ができて私達は新

調べたんですね。そうしたら１つも犯罪を犯して

居を構えましたとかって書くんですね。それは

ない。ただ、たまたまものすごく金儲けに天賦の

ちょっとどうかなっていう気がするんですけど

才能がある人で、株とか土地の売買とか、そうい

も。

うもので巨万の富を築くんです。それで、戦前に

どうも脇道に逸れすぎまして申し訳ありませ

飛行機でヨーロッパに行ってムッソリーニに会っ

ん。話を元に戻しますと、何で近衞を書きたかっ

たり、山本五十六に協力して飛行場を寄付したり、

たかと言うと簡単な理由でありまして、近衞文麿

そういうことをやった。戦後になってご承知のよ

は弱かった、優柔不断であったというのが本当に

うに競艇をやって、儲かったお金を使っていろい

そうだったのかということをきちんと検証した

ろ福祉事業をしたという人なんです。何でこれだ

かったという一語に尽きます。おかげさまでこの

け悪口を言われるのかというのは全くよく分から

『われ巣鴨に出頭せず』は、真面目な昭和史のノ

なくて、徹底的に調べてみたら、まず１つにはも

ンフィクションというのは売れないのが当たり前

のすごいとんでもない悪口を書かれて、いくらな

なのですけれども、それにしては珍しく大変よく

んでもそれはひどいからというので側近の人達が

売れました。しかも近衞の再評価という意味でた

名誉棄損で訴えましょうと笹川良一に言っても、

くさんの読者の方からお便りをいただきまして、

これを書いたライターの人にも奥さんや子供がい

ようやく近衞公をきちんと公平に評価してくれた

て、生活のために書いたんだからいいじゃないか、

というような声がありました。ですから基本とし

ほっておけと言って、絶対に訴えるとか訂正記事

て、日本人としての背骨をきっちり持ってる人の

を出させるということはしなかったんです。それ

ことは、戦争のあとに日本の社会に蔓延したいわ

でありとあらゆる流言蜚語と言いますか、すごい

ゆる自虐史観と言いますか、とにかくみんな悪

噂が流れて悪評が定着したというのが笹川良一さ

かった、戦争中から日本で活躍してた人はみんな

んなんです。息子さんがおっしゃってましたけれ

悪かったという考えからちょっと距離を置いて、

ど、それはやっぱり親父の間違いだったと。きち

歴史をもう１回新しく考え直したいということ

んと訂正するべきところは訂正するべきだったん

で、別に右でも左でもなく、中道として見直した

じゃないかということをおっしゃってます。
近衞文麿に関しても同じことが言えると思うん

いという気持ちが強かったために書いたのです

ですね。『われ巣鴨に出頭せず』は今文庫本でも

が、多くの方にご理解をいただけました。
それで近衞文麿公のあとに書いたのが吉田茂

中央公論新社から出ておりますので比較的手に入

……、吉田茂について今いろんな評価がありまし

りやすいと思うんですけども、何を書きたかった

て、これは本題と逸れるので割愛いたしますけど、

のかと言いますと、近衞文麿というのは日米開戦

もう１度考えようと。実は先月笹川良一という人

を阻止するために全力を挙げて尽くした人なんで

の本を出しまして、笹川良一という人はもうほん

す。そのことが全く評価されていないんですね。

とに日本の黒幕、ドンと言われた人ですが、今ま

それからよく、「近衞は内閣を投げ出した」と、
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近衞の説明の時にまるで枕詞みたいに必ず付くん

とを考えたんですね。何とか終焉させなければな

ですが、あれは東條英機が陸軍の大臣を出さな

らない。その時も近衞はものすごい勢いで動いて

かったから内閣解散をせざるを得なかったので

るわけなんです。そういうことが全く評価されな

あって、近衞が投げ出したわけでもなんでもない

かったのは、大変残念なことだと思います。それ

んですけど、そういう書き方をするわけです。私

で近衞文麿というのは、日本人としての強い誇り

は文隆さんの本の時に確か書いたと思うんですけ

を持っていた政治家であり、貴族であったという

れども。何しろ近衞家というのは、もちろん今も

ことを何とか１人でも多くの日本の方に知ってほ

そうですけども戦前から大変なお金持ちで、戦争

しいということでこの本を書いたわけなんです。

中にダイヤモンドを散りばめた柄の刀を２ふり

その過程で、東亜同文書院というものを知って、

作ったそうです。１ふりを長男の文隆さんが出征

ああこれはすごいと思いました。

する時に持たせた。もう１ふりは文麿公が東條英

すみません、今日この「近衞文麿公の『われ巣

機に、「戦争がもし負けた時にあなたが腹を切る

鴨に出頭せず』をめぐって」というので講演の内

ために使いなさい」と言ってその刀を渡したとい

容、概略をだいぶ前に用意して愛知大学のほうに

うんです。それぐらい東條と近衞のあいだという

メール添付でお送りしたんですけど、それから実

のは非常に険悪で、文麿公は東條のことを大嫌い

はいろんな事件がご承知のように起きまして、北

だったと思うんですね。長男の文隆さんを一兵卒

朝鮮が韓国に爆撃をしかけるとか、世界が今もの

として戦地にとばしたのは、はっきり言って東條

すごい勢いでグチャグチャに変わってるものです

英機ですから。それでも「僕は構いません。お国

から、私の頭の中もだいぶ攪拌されてグルグルに

のために使ってください。乃木大将の例もあるで

回ってしまいまして、ちょっとお話がこの目次通

はないですか。息子を差し出すのは望むところで

りにいかないことをお許しいただきたいと思いま

す」と言って微動だにしなかったのが近衞文麿で

す。
いずれにしましても、東亜同文書院というのは

す。
ですから近衞というのは今まで言われてきたよ

中国人の学生と日本人の学生が中国で共に学ぶ学

うな弱い人ではないし、優柔不断でもないと私は

校として設立されたということでしたね。今、日

思います。むしろ戦争が勃発する時に何とかそれ

本にとって一番頭が痛いのは、たぶん中国人とど

を止めたいと思って、本当にあらゆる努力をして、

うやって付き合っていくかということだと思うん

それでも戦争が始まってしまった。いよいよこの

です。マスコミ関係、また皆さんもおそらく同じ

ままでは日本が負けるという時に、何とか早く戦

だと思うんですけれども、私達も集まってパー

争を終わらせなかったらどんどん人が死んでいく

ティーとかお食事という時になると、必ず話題に

わけですから。皆さんご存じのように、終戦の少

なるのがあの厄介な隣人、あの厄介な隣の人々と

し前からものすごい勢いで死んでいったわけです

いうのが中国なわけです。経済界の方にとっては、

ね。ですから１日早く終わらせれば、それこそ大

もちろん中国というのはまたとないビジネスチャ

変な数の命が助かるわけです。そのためにまた近

ンスであるのは間違いないことですが、ビジネス

衞は奔走します。戦争を止めさせるためにいろい

はしたいけれどもその反面、共産党の独裁の国家

ろな案を出して。ご承知と思いますけれど、近衞

であることも間違いない。そういう意味での恐ろ

家ゆかりの京都のお寺に裕仁天皇（先の昭和天皇）

しさというのがあるわけです。法律なんて明日変

をお連れして、そこにご退位願って裕仁（ゆうじ

えようと思えばコロコロ変えられるわけですか

ん）法王として入っていただくとか、いろんなこ

ら。
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近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって

そういう怖さと一緒にこれから中国と付き合っ

めてみんな行けるようになって。ところが今の日

ていかなければならない。ですから中国との付き

本の若い人に聞くと、面倒くさい、言葉が通じな

合い方というのは、たぶん今の日本の一番大きな

い、食べ物がおいしくない、外国になんか行きた

テーマではないかと思うのです。アメリカとの付

くないという人が圧倒的に多いんですね。中国に

き合い方というのは、これは難しいんですけれど、

行って、中国の僻地まで歩いて、農村の津々浦々

だいたいある一定の基準があって、民主党になっ

まで歩いて、向こうの方達と交流しようなんてい

たり共和党になったりでもちろん変わりはあるん

うガッツ、気概のある若者というのは、いないと

ですけれど、第一に友好国ですから、とんでもな

は言いませんけれど非常に少なくなってるわけで

いことというのはそんなに心配しなくてもいい。

す。

突然、アメリカが核兵器を日本にぶっぱなすなん

ところが東亜同文書院の卒業生の方達、あるい

てことはあり得ないことですよね。中国が日本に

は在校した方々というのは、非常に壮大なスケー

核兵器なんてこともあり得ないですよね。なぜか

ルで中国全土を旅しています。私が今非常に興味

と言うと、中国はアメリカと戦争したくないわけ

津々なのは、じゃあ逆に中国人の方で東亜同文書

ですから。中国とアメリカの戦争、そんなことで

院に在籍した方々は、どんな思いで勉強してたの

血を流すのはどちらも嫌ですからそれは心配ない

か、どんな思いで日本人学生と交流をしていたの

んですけれど、北朝鮮という非常に厄介なものが

か、その辺はすごく興味があって、これから調べ

あります。北朝鮮の後ろには中国が控えてるわけ

に行きたいなというふうに思っています。いずれ

ですから、北朝鮮と日本の関係は非常に複雑です。

にせよ、今日本が抱えている中国とどう付き合っ

拉致被害者の問題もありますし、日本人妻の問題

ていくかという問題に対する解答というのはなか

もありますし、非常に多くの複雑な問題を抱えた

なか見つからないのです。その見つからない中で、

まま、その後ろに中国がいる。そうすると、中国

東亜同文書院の歴史というのが１つの手がかりに

とどう付き合うかによって北朝鮮の問題が全く変

なるのではないか。こういう歩みというものを研

わってきてしまうわけですね。こういう今の日本

究して、皆さんがもう１度それを知ることで、こ

の状況を考える時に、東亜同文書院のそもそもの

れから中国とどう付き合っていくかというような

設立の考えと言いますか、理念というのはすごい

指針ができるのではないか。あまり政治的な話は

ものだと思うんです。中国人も日本人も一緒に学

どうかと思うんですけれども、はっきり言って今

びましょうということですよね。まだ私よく研究

の日本の外交はメチャクチャだと思います。つい

はしてないので東亜同文書院のことに関してはそ

このあいだも、北朝鮮が突然韓国を爆撃した。こ

れほど詳しいお話はできないんですけれど、いず

の時、日本の政府がやらなければならないことは、

れにしてもその当時学生達が大旅行と言って、ほ

「それはとんでもないことだ」という認識を示す

んとに中国の各地を旅行して歩いて、現地の人達

ことです。当たり前ですよ。誰が考えたってそう

と交流していた。

ですよね。突然、民間人が住んでるところへ爆弾

話は全く飛びますが、今の日本の若い人達は、

を落として爆撃するというのはとんでもないこと

大変情けないんですけれども留学とか、海外に出

です。だからそれは駄目です、いけないことだか

るのを非常に嫌がるんですね。私は昭和 25 年生

ら今は韓国政府を支持しますという表明を菅政権

まれで今 60 なんですけど、私が若い頃というの

は即座に出すべきだったと私は思うのです。そう

は、外国に行けるチャンスは何でもかんでもとに

いうことを一切しないで、状況を調べて情報を聞

かく捕まえて行きたかった時代ですよね、戦後初

いてから考えますというのが総理大臣の返事なん
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ですね。何という情けないことかと思いました。

日本が本気で大国を相手に注文を付けたという。

それは結局こういうことだと思うんです。外交

注文を付けたのは、第１次世界大戦直後に行な

においては、言うべきことは言わなければならな

われたパリ講和条約の席上で、「人種差別の撤廃

い。もちろんいろんなことを考慮しなければなら

について」ということでした。これは昭和８年の

ないということはあります。中国からエアバスが

１月ですけれども、その時に若き文麿公は西園寺

来なくなったらどうしようとか、北朝鮮を怒らせ

公望に随行して国際会議に出席しております。そ

ると中国との関係が面倒くさくなるとか、もちろ

れで有名なベルサイユ条約が締結されたわけなん

んあるかも知れない。もっと身近な話で言えば、

ですけれども。この文麿公がパリの講和会議に出

在日の北朝鮮に親しい方達を怒らせたら困ると

かける直前、『日本及び日本人』というのに掲載

か、そういうこともあるのかも知れません。政治

された論文があるんですね。これは文麿公の基本

というのは常にそういうふうに複雑に絡んでいる

的なスタンスだと思います。「英米本位の平和主

ものですから。しかし、国として言わなければな

義を排す」ということで、今読んでも極めて画期

らないことは言うべきだと思うんです。特に先の

的な論文なんです。英米は当時から世界をほとん

大戦で日本は非常にたくさんの過ちを犯した。人

ど独り占めしていた感が強い国家だったわけで、

も傷つけ自分も傷ついた立場であるならば、そう

イギリスと日本はまだ日英同盟を結んでいた時分

いう非常識なことをする北朝鮮に対してやはりき

ですから「英米本位の平和主義を排す」というの

ちんと「あなたは間違っている」という声明をま

はかなり思い切った発言と言えるわけです。大国

ず出した上で、じゃあ何ができるのかということ

のエゴというものに対してクレームを付けたのは

を考えるべきだと思うんですね。そこが全く欠如

近衞が初めてなんです。ハルノートというのが来

しているのが、今の日本の外交だと思うんです。

てついに開戦が決まるという流れは皆さんよくご

尖閣諸島の場合も早々と中国人の船長を解放して

承知だと思うんですけれども。その近衞の著作に

しまう。あれに対して不満を持ってる日本人は大

載っている論文を、ちょっと分かりやすく引用し

変多いです。ああ、解放してよかった、よくやっ

ていきたいと思います。

てくれましたという日本人は正直言って少ないで

「第１次世界大戦後の世界に民主主義、人道主

す、私の周りには。向こうがぶつかってきたこと

義の思想が旺盛となるのはもはや否定できないと

ははっきり分かっているのですから、その映像を

ころである。我が国がこの影響から逃れられない

公開しないというのはおかしいのではないかと。

のも当然のことであろう。これらの思想は、要す

そのあとすぐにロシアのメドベージェフが国後に

るに人間の平等感から発するもので、自由民権や

行った。北方領土に足を踏み入れましたよね。こ

国民平等の生存権や政治上の特権と経済上の独占

のことも当然つながっていると思います。中国は

の排除や機会均等などの主張の基礎をなしてい

日本の足下を見て、「何をやっても文句を言わな

る。このような平等感は永遠不変のもので、これ

い国だ」と見た。ロシアも「じゃあ北方領土もう

が国体に反すると思うのは偏狭の徒である。ただ

ちがもらっておこう」ということになるわけで、

し我々が遺憾に思うのは、我が国民はとかく英米

そういう外交ではとてもとてもこのさき立ち行か

人の言舌にのまれる傾向が強く、彼らの言う民主

ないのではないかという危機感が私にありまし

主義、人道主義というのをそのまま割引もせずに

て、これに関しましては近衞文麿という人がいか

受け入れるのは困る。日本人だけ良ければ他国は

に先見の明があったかということを皆様に知って

構わぬというのではない。つまり日本人の正当な

いただきたくて、今日資料を持ってまいりました。

る生存権を確認し、この権利に対して不当不正な
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る圧迫をなすものがある場合には、あくまでこれ

面になってしまいますが、近衞文麿をそこまで走

を戦う覚悟がなければならない。彼らの言う平和

らせたものは何なのか。元々あの人は五摂家筆頭

主義とは、自己に都合のいい現状維持のことなの

の貴族（華族）で、政治なんかしなくても全く食

だ」というようなことを近衞文麿はすでにこの時

べるのには困らないし、生涯関わり合いを持たな

代に書いてるんですね。この最後に、「かかる場

くてもよかった人なわけです。近衞を叩く側の人

合には我が国もまた自己生存の必要上、戦前（第

達がよく、「所詮はお公家さんだから」とか、そ

１次世界大戦の前）のドイツのように現状打破の

ういうことで放り出すんだとか、駄目なんだとか

挙に出ざるを得ない。また白人種による黄色人種

いう言い方をするんですけれども。近衞が政治の

への排斥が甚だしいこと、人道上由々しき問題な

道に入ったのは、やはり西園寺公望公の強力な勧

り。正義人道の上からこれを主張せねばならない」

めといいますか依頼があったということが１つに

というふうに書いてあります。

は大きかったと思います。それからもう１つは、

近衞文麿については本当にいろんなことを言う

ここからは私の想像なんですけれども、吉田茂と

人がいまして、「近衞文麿はコミンテルンの手先

近衞文麿というのは肝胆相照らすと言いますか大

だ。実は共産主義者だった」と大真面目に書いて

変考え方がよく似ていたんですね。ですから吉田

る本まであるんです。確かに近衞の周りにはゾル

は近衞のことをよく理解していて、いわゆる近衞

ゲとか、いわゆるコミンテルンの手先だった人達

上奏文というのは吉田茂が書いたということはよ

がいたことはいたんです。それは間違いないんで

く知られていることです。吉田茂と近衞の共通点

すけれども、しかし今読み上げた論文をお聞きい

というのは、２人とも実の母親に育てられていな

ただいても分かるように、近衞という人は右とか

いんです。幼い時に実母が亡くなって、養母に育

左とかいうことで決まる人ではなかったんです

てられている。その寂しさというのは、近衞は終

ね。是々非々で、アメリカでも喧嘩する時は喧嘩

生、死ぬまで抱えていたわけなんですね。そうい

しますよ、イギリスとでもしますよ、という人

う心の空白のようなものがあって、その埋め合わ

だったわけです。それがやはり先見の明と言いま

せをするという意味で、あれだけ日本のために尽

すか非常に進んでいて、今でも通用する論理じゃ

くしたのかなと。これは私のあくまで想像なんで

ないかなというふうに私は思うんです。よく勘違

すけれども、近衞と吉田の２人が力を合わせて終

いされるんですけど、私は中国批判も恐れずに

戦のために戦ったというのは、そういうところが

はっきり申し上げます。中国というのはほんとに

あったのではないかという気がしております。

メチャクチャなことをする時がありますからはっ

講演内容の概略と全然違う話になって申し訳な

きり中国批判をしますけれど、その逆にアメリカ

いんですけども、このところずっと私の頭の中に

に問題がある場合にはアメリカ批判をします。そ

あるのが「国境」という言葉なんです。日本とい

れはもうどちらもするということで、やはり大切

う国があって、国境というものがありますね。第

なのはバランス感覚ではないかなと思います。近

２次世界大戦が終戦を迎えた時に、戦前の皇族で

衞文麿という人はそういう意味で懐が深いと言い

梨本宮という方の妃殿下に梨本宮伊都子という方

ますか、右も左も両方ともお付き合いするという

がいたんですけど、この方は大正天皇のお妃候補

部分があったんですね。近衞のそういう先見の明

の１人だった方で、当時の宮廷では一番の美女と

というのは、現代にも充分通じるのではないかと

言われた大変美しい方なんですね。伊都子妃のお

思います。

嬢様は朝鮮の李垠（りぎん）殿下と結婚して、向

それからこれは多少近衞文麿のプライベートな

こうで最後まで生涯を全うされた方なんですけれ
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ど、とにかくその梨本宮伊都子妃殿下という方が

るいは日本の軍隊が他国に侵略することはないと

非常に細かい日記を付けておられたんです。私は

しても、他国の軍隊が日本の国境を越えて入って

女性が書いた日記というのは大変興味があるもの

くるということはあるかも知れない。その時に

ですから、梨本宮伊都子妃の日記を見ていたら、

いったい私達はどういう備えがあるんだろうかと

終戦の日の彼女の日記に「ああ、これで全部終わ

いうことを全く考えてない。これはほんとにもう

りだ。日本はまた明治前の小さな日本に戻ってし

１回原点に帰って、それこそ東亜同文書院の歴史

まう」という一文があります。私は昭和 25 年の

を探って調べながら考えなければならないことだ

生まれですから、生まれて物心ついた時はもう日

と思うのです。その対応と言うか、これからどう

本は「小さな日本」でした。日本というのは４つ

するかということに関しましては。

の島からできてて、それ以上のことは全く分から

いわゆる尖閣諸島、これは中国が虎視眈々と

ないし、もちろん発想もない。だけど梨本宮伊都

狙っていることはもうはっきりしてるみたいで

子妃殿下の時代というのは、日本にはたとえば満

す。日本人で「そうじゃない、中国は尖閣諸島に

州があったりとか、サイパンがあったりとか、

無関心だ」と言う方はいないと思うんです。それ

グァムがあったりとか、もちろん北方領土もちゃ

はほとんどの日本人が知ってます。あそこに大変

んと持っていたし、いろんなところに日本の領土

な資源があるんだということも分かってます。対

があったわけですよね。日本がどんどん海外に侵

馬が危ないという報道がだいぶ前にされましたけ

出していった時代があった。それを戦争で全部

れども、外国人がどんどん日本の土地を買ってい

失った。それで日本の国境というのはこういうも

るという話も報道され始めてだいぶ経ちます。今、

んだということを、私は子供の時から教えられて

新潟市が大変な騒ぎになってます。領事館が広大

育ったわけです。

な土地を買って新潟に中華街を作ろうとしてい

日本は軍隊を持つのをやめた。これはマッカー

る。中国人がドッと入ってくる。新潟でしたら港

サーが占領時代に、マッカーサー１人ではないで

がありますから中国からは非常に近い。日本の国

すけれども幣原喜重郎とかいろんな人達が、とに

境が崩れるというのはあり得ないと思って、私な

かく日本はもう永遠に軍隊を持ちませんというこ

んかはずっと育ってきたわけです。「日本は過去

とにしてしまったわけですよね。それがなかった

に悪いことをして国境を広げて伸ばしてきたけれ

としても、たとえば軍隊があったとしても、日本

ど、それを縮めて世界にごめんなさいと謝って、

はかつて世界にどんどん出ていってえらい目に

たくさんの命を犠牲にして今の平和があるんです

あって、いっぱい人が死んで日本中が焼け野原に

よ」と言われて育ってきた私達が、じゃあ日本の

なったわけですから、もう１回軍隊を出すなんて

国境がもしかして他から侵略された場合にはどう

いう度胸は絶対ないと思うんですね。そういう発

したらいいのかということは、非常に大きな課題

想もないと思います。もしそういうことを日本が

として残ると思います。

すると言ったらもちろん私は先頭に立って、「絶

一番よい例が、実はヨーロッパの EU だと思う

対にそれはしてはいけない、他国と戦争をするの

んですね。EU というのは、まず経済的な国境を

はやめましょうよ」と言うと思います。それは間

取っぱらいましょうよということで、貨幣を同じ

違いないです。日本が国境を越えて他国に出てい

にしたわけです。ユーロという同じ貨幣を使えば

くということはあり得ない。それでいいんだとい

簡単に行き来ができると。その時私はカナダに住

う教育を長年受けて 60 歳になったんです。とこ

んでいたんですけれども、EU の構想を聞いた時、

ろが最近思うのは、「待てよ」と。日本人が、あ

これはおかしいなと思いました。なぜかと言えば、
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民族も違うし経済の度合いも違うのにそれを同じ

けなんですね。そこが東條英機とは違うところだ

貨幣を使ってですよ、じゃあ１つの国が破産した

と私は思います。まあそれは東條さんには東條さ

らどうするんですかと。昔でしたら１つの国が破

んの言い分があると思うので、一方的に東條が悪

産したらその国が破産したということで済んだけ

いとは言いませんけれども、近衞の最後の死に際

れど、EU になったら他の国が全部その赤字を補

の美しさ、これはやっぱり日本人としての誇りを

填しなければならない。そうしたら今、案の定ギ

持っていたからだと思うんです。そう考えた時に、

リシャ、アイルランドと、次々と起きてきてます

今の政治家、どなたでもいいですけれど、おそら

よね。しかも私は EU がユーロになって間もなく

く菅内閣もそんなに長く続くとは思いません。や

ヨーロッパに旅行してパリに行った時、物価が値

はりどう考えても菅さんでは難しいと思います。

上がりして仰天したんです。こんなに値上がりす

支持率もどんどん下がってますよね。じゃあ自民

るのかと。とにかく私はやっぱり EU というのは

党がいいかと言えば私はそうは思いません。民主

大変問題があると思うんですね。先の首相などは

党をやめてまた自民党に戻って、今の自民党でい

東アジア共同体などということを盛んに唱えてお

いかと言ったら私はそれも非常に多くの問題を抱

りますけれど、そのようなことをやった時に何が

えてると思います。じゃあ誰が日本の指揮をとっ

起きるか。日本の国境が崩れるということを考え

たらいいのかというのは大変難しい問題であっ

たことがないんじゃないか。それを私達はもう１

て、なかなか言い切れないところではあるんです

度、真剣に考える必要があるのではないかと思い

けれど、しかし少なくとも近衞文麿くらいの気概

ました。

とか責任感とかそういったものをきちんと持って

近衞公の話からすっかり飛んでしまったのです

日本の政治の頂点に立ってほしい。

が、私がこれから日本はどうなるのかということ

そういうことをこの頃ほんとに強く感じるんで

を考える時、近衞文麿という人に常に思いが帰っ

すね。ですから私も不勉強ですけど、これから東

ていくんですね。どうして帰っていくかと言うと、

亜同文書院の歴史を勉強させていただいて、いわ

近衞文麿というのは、世界を相手にして日本とい

ゆる近視眼的に、中国がこんなことをやったから

う小さい国を運営しなければならなかった。これ

けしからんとか、対日デモをしてるからいけない

は大変なことだったと思うんですね。だって皆さ

とか、そういうことではなくて、もっとその下に

ん、たとえば今見てもお分かりになると思うんで

あるもの、いったいどうやってこの人達と付き

すけれど、鳩山さんにしろ菅さんにしろ、「中国

合っていったらいいのかというのが、実は私達日

を相手に上手に日本を運営していますか」と聞か

本人に課せられた今一番大きな課題ではないかと

れたら、「そうです」とはなかなか言えないと思

いうふうに思ってるんです。そういう時期に、今

うんですね。100 点満点付けられないと思うんで

回東亜同文書院の展示会が開かれて、日本中のい

す。中国を相手に日本をマネージメントする、運

ろんなところで展示されて非常に成功をおさめて

営させていくということは非常に難しいことなん

きたということ、しかも愛知大学が今でもきちん

ですね。これが近衞文麿の例でもよく分かると思

とその文化を継承している。東亜同文書院のもの

います。はっきり言って近衞は中国のことに関し

というのは日本の財産だと思うんです。その財産

て失敗したと思います。それは本人も承知してま

をきちんと愛知大学が継承して、守って管理して

す。「僕は間違いを犯しました」と自分でも言っ

くださっている、これは非常に日本人としてあり

てます。だからその責任を取って自殺をしたわけ

がたいと思っております。戦前のものは全部悪

です。非常に潔く青酸カリを飲んで自殺してるわ

かったんだ、唾棄すべきものだということで大切
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にしない時代が長く続いたと思うんですけれど

すから、私達もそれをきちんと継承していく。し

も、それにもかかわらず愛知大学がその中で守っ

かし、国際社会の一員としての責任も果たす。年

てきたものは貴重なものだったなと今になって思

をとればとるほど、自分の生まれた日本という国

うのと、私達いわゆる文章でもって世の中に自分

がいかにすばらしい国であるか、いかに大切な国

の意見を発信することを仕事としている者として

なのかということがだんだん分かってきました。

は、そういうものをこれから調べさせていただい

若い頃は全然分からなかった。外国がよくてよく

て、日本の社会に発信することをしないと、意味

てしょうがなかったのですけれども、年をとるほ

がないのではないかなというふうに思っておりま

ど日本の良さが分かってきました。だからこそ守

す。

らなければならないものがあるのではないかなと

そういうわけで、もしも皆様お暇がありました

思っております。

ら、文庫版『われ巣鴨に出頭せず』という本がま

ほんとにとりとめのない話になってしまいまし

だ書店にあると思いますので、近衞文麿公にご興

たが、近衞公の偉大さ、すばらしさにちょっとで

味をお持ちでしたらぜひ読んでいただきたいの

も触れていただけたら大変嬉しく思います。今日

と、あととにかく戦前の日本人は全部悪人だった

は本当に皆さんありがとうございました。

とか、日本が悪いことをしたから諸外国に何も発
言してはいけないとか、アメリカには何も言って
はいけないとか、イギリスにも楯を突けないとか、

【司会】 工藤先生、大変貴重なお話をありがとう
ございました。

そういう考え方はこれからはやめていこうではな

それでは今から休憩に入ります。なおまだ展示

いかと。近衞文麿のようにきちんと言うべきこと

をゆっくりとご覧になっていない方は、向かいの

を言う。第１次世界大戦の直後にさえも、あれだ

展示室をこの休憩のあいだにご覧いただければ幸

けのことを英米に対して言った日本人がいたので

いでございます。ではしばし休憩に入ります。
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〔講演会〕

東亜同文書院大学から愛知大学へ

―オープン・リサーチ・センタープログラム事業にも関連して―
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

【司会】 それでは、ただいまより講演会を再開い
たします。工藤先生に続きまして藤田佳久東亜同

藤田佳久

くはそんなに研究が進んだわけではありませんで
した。

文書院大学記念センター長にご講演いただきま

私はここにありますように地理学をやってまし

す。藤田先生は名古屋大学大学院文学研究科地理

て、先ほど工藤さんのお話にありましたように、

学専攻博士課程で学ばれた後、奈良大学専任講師

旅行記のほうから非常に興味を持ちました。愛知

助教授を経て昭和 54 年以降愛知大学文学部助教

大学に移る前に中国に行くチャンスがあって、当

授、教授を務められ現在に到ります。現在は愛知

時は選ばれた人しか行けなかったんですね。私は

大学東亜同文書院大学記念センター長であり、そ

やはり比較のために行きたいと思って何度もビザ

して日本砂漠緑化実践協会会長を務めておられま

の申請をしました。ビザ用紙の下半分は「あなた

す。また理学博士でいらっしゃいます。主な著作

が中国友好に果たした役割をお書きください」と

といたしまして『日本の山村』を始め、地理学に

いう欄があって、そういうところに一言も書けま

関するご著書が多数。また、東亜同文書院に関し

せんでしたので、何回出しても駄目でした。ある

ましては『中国との出会い

東亜同文書院・中国

日私の知り合いが「うちの親父が友好商社の社長

調査旅行記録』第１巻を始めとする著作も多く著

をやってるから頼んでやる」と言われて、ビザ申

されています。それでは藤田先生にご講演をお願

請を出したら、何も書かなかったんですけど通り

いしたいと思います。藤田先生よろしくお願いい

ました。見事２週間。そして朝・昼・晩、見学と

たします。

学習会。夜は毛沢東の歌を一生懸命習わされてあ
とで披露するという、そういう非常に目まぐるし

【藤田】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

い旅でした。当時中国は文化大革命が終わったほ

だきましたように、愛知大学の東亜同文書院大学

んの直後で、今の中国に比べますとほとんど活気

記念センターのセンター長をやってます藤田と申

がなかったですね。

します。先ほどの工藤さんの話にございました東

そういう意味では中国は、制度は確かに新政権

亜同文書院は愛知大学にとって前身の学校として

の下で変わったかも知れないけど、実態はあまり

貴重な存在でありまして、戦後のある時期あたり

変わってないかも知れないと思いました。愛知大

まで中国にあった日本の学校、というようなこと

学へ移って確認しましたら図書館で大旅行の記録

で少し偏見的なところもございました。日本国内

の整理がちょうど終わったばかりで、それをみる

の中国研究者のあいだにも、多分にイデオロギー

と今の中国の基本的な部分を説き明かすのに充分

的な見方がございました。アジアの中でもしばら

可能性がありそうだということで、次々と読ませ
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ていただきました。しかしその奥が今日お話しす

ますと、書院のほうがもう半世紀早く総合的な地

るようにこんなに深いとは当時思わなくて、当初

域研究を中国と東南アジアでやっている。しかし

は何が何だかよく分かりませんでした。書いてあ

日本は先ほどの工藤さんのお話じゃないですけ

ることもほんとかどうか分からないというわけ

ど、戦争に負けました。したがって、そのせいか

で、旅行班が一番苦労した行き先が、思うように

戦後の東西冷戦の中で、書院のこのスケールの大

いかなくて変更し、予備調査ができてないグルー

きい地域研究は陽の目をみなかったわけです。そ

プのコースのあとを追っかけて歩いて報告書の確

ういう点で、今私が一生懸命やってる作業の一部

認をしました。それで非常によくできてるという

は、書院の人達、あるいは書院を中心にした中国

ことで、これだったら調査報告書に価値ありとい

および東南アジアの地域研究はアメリカよりもも

うことで、この研究にのめり込んでいくことにな

う半世紀前の非常に先駆的な試みであり、成果で

りました。旅行記も展示には非常にきれいな文字

あったのではないかということを世界の人々にも

で書いてあるページを紹介してるんですけど、達

アピールできたらいいんじゃないかなということ

筆な草書も多くて、なかなか読みにくいところも

でありました。

ありました。できればその記録をぜひ多くの人に

旅行記だけではないんですけど、いったいこの

知っていただきたいということで活字にしまし

書院とはどういう学校だったのかということで、

て、これまで４冊ほど出しました。今、最後の巻、

先ほどの工藤さんと同じ思いをしたわけです。工

第５巻目ですけど『満州を駆ける』というタイト

藤さんには先ほど控え室とか展示室等でいろいろ

ルで編集し、校正をしています。約 550 ～ 560

ご説明を申し上げましたが、あの方はやっぱり頭

頁ぐらいの本です。それ以外にも東亜同文書院関

のいい方ですね。ワーッと着想が湧いてきて、レ

係でいくつかまた論考がありますので、それも３

ジメとは全く違うお話をされて。書院の存在意義

月中に出す予定をしております。

に気付かれて説明していかれました。そういう点

ちょっと堅い話になりますけど、戦時中アメリ

ではやっぱりノンフィクションの作家の方で、大

カは日本と戦争をするに当たって、日本の情報を

変能力のおありになる方だと思いました。私のほ

片っ端から集め、日本に来たことのないベネディ

うは頭の回転がよくありませんので、スライドに

クトが『菊と刀』という本を出して日本の精神構

したがって少しお話させていただきたいと思いま

造を明らかにした、というようなことがありまし

す。

た。戦後翻訳されて日本人はびっくりしたんです

なお今回、松坂屋さんの８階の大きなホールを

ね。データベース、情報を収集してそれを分析し

貸していただくことになりました。松坂屋に愛知

まとめていくというような地域研究がアメリカで

大学の卒業生が８0 人ほどおられるということで、

発展しまして、戦後のいわゆる文化人類学の発端

我々は車道校舎のほうで経費をダウンしてやろう

になったわけです。それまではヨーロッパの社会

かと考えてたんですけれども、どうしても松坂屋

民俗学的な学問が主で、未開民族を中心にして、

のほうでやっていただきたいというご要望があり

未開民族の中に完全に入るんじゃなくて外側にテ

ました。要望は分かるんですがコストはずいぶん

ントを張って、いかに彼らが未開かというのを一

かかります。これが一番の難題でしたが、幸いに

生懸命解き明かす学問でした。

同窓会が基礎的部分に関しては面倒を見ましょう

そういう意味で、アメリカで誕生したこの方法

というふうに言っていただいて、それで松坂屋で

は少し斬新だということで、地域研究という分野

実現することになりました。とはいえ、我々のほ

が確立します。しかし私が書院のこれを読んでみ

うで展示のためのセットをしまして、初日の前の
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日は夕方６時半ぐらいまでかかりました。いつも

いきましょうというような話をいたしましたし、

展示をするというのはなかなか大変な作業なんで

孫文の辛亥革命が起こったのが 1911 年、中国の

す。またこのあと明日の夜、６時から８時まで２

漢口です。来年 100 周年ですね、辛亥革命 100

時間のあいだに展示物と設営物をわれわれの手で

年目なので、大きな展示計画を立てている、ぜひ

撤収をしなくちゃいけない。これがまた大変な作

愛知大学の展示品を出展してくれないかというよ

業なんですね。

うな申し込みもあったりしました。
九州福岡でもやらせていただきました。上海と

実はこういう作業は今度で９回目です。横浜か
らスタートしまして、この時は図書館展と一緒で、

は隣同士でありまして、九州の方々もずいぶんた

愛知大学を中心に据えていただいたので、25,000

くさん書院に進学されました。今回の名古屋では

人ほど来ていただきました。全部の人が見たわけ

全ての新聞社の方々にご後援をいただいたんです

ではないんですけど、相当数の人が東亜同文書院

けど、福岡の時は西日本新聞という、中日新聞み

を知っていただきました。だから講演会も入りき

たいな広域の地方紙ですが、論説委員に書院の

れないぐらいの人が集まって、大変盛況でした。

方々が５～６人おられたということで大満足して

2 年目は、東京の愛知大学東京事務所が 37 階の

いただきまして、新聞１頁大のコマーシャル記事

文科省のツインタワーに移転した記念に霞山会の

を作っていただいた。普通でやると 700 万円か

相当大きなスペースを借りてやりました。それか

かるのを 100 万円にしていただいたんですけど、

ら 3 年目は弘前。今日途中で出てきますが、孫文

我々にとって 100 万円でも非常に大金でした。だ

の秘書をやった山田純三郎という人物の出身地で

けどそれを見てずいぶん多くの方々、それから書

す。それから米沢。これはつい先日やったばかり

院の関係の方々が、資料を持ってきていただいた

です。東亜同文書院大学最後の学長で愛知大学を

り掛軸を寄贈していただいたりしてありがたかっ

作られた本間先生のご出身地。それから京都は書

たです。

院の荒尾、根津の居宅地でしたからぜひやりたい

そしてもう１つ、アメリカのシカゴでやりまし

と思っていましたが、なかなか場所が取れなかっ

た。３月の寒い「風の街」。雪が降ったり氷が張っ

たんです。やっと見つけて日程が決まったら、祇

たりする街で、延べにすると 1 週間近くやらせて

園の真っ最中だったということがございまして、

いただきました。これはアジア学会の中でやった

えらい時に当ててしまったということがあったん

んですけど、まあ書院のことをできれば日本だけ

です。けれどもそれなりに集まっていただき、あ

でなく世界に知ってもらいたいということでし

りがたかったわけです。

た。そして最後は名古屋の方々に見ていただきた

それから神戸。これは孫文記念館というのがご

いということで、ここ松坂屋のホールでやること

ざいまして、そこと我々の記念センターとがドッ

になったわけです。松坂屋という一番の都心でや

キングして展示をしました。その時に実感しまし

らせていただいて幸いだったと思っております。

た。愛知大学の孫文資料（生資料）は、実は先ほ

そういうような経緯がございまして、だいぶ多

ど触れた山田純三郎の息子さんの順造さんから寄

くの方々に書院の存在を知っていただくことにな

贈していただいたんですけど、日本にある生資料

りました。書院は愛知大学の財産ではありますけ

として最大級のコレクションだとわかりました。

ど、同時にその持ってる意味というのは愛知大学

先日も中国や台湾の孫文研究者が来訪され、これ

を超えた非常に広い意味での日中近代史にもなり

らの展示に感謝されました。台湾の国父記念館長

ます。私の関係から言うと地域研究ということに

にも来ていただいて、今後ネットワークを組んで

もなります。そういう非常に広い範囲で東亜同文
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書院に注目が集まればいいなと思っております。

書院でやる仮装行列を見に来たり、学生のクラブ

そういう反響もけっこうあります。実際いろんな

活動も協力的にやっていました。現在交通大学は

他の国からも「共同研究をやりたい」というよう

大学史（120 年史）を作ってます。東亜同文書院

な申し込みがございます。今後そういう発展が

とあまり歴史の長さが変わらないです。その中で

あったらいいかなと思っております。今日は 5 年

1937 年から終戦までどういうふうに描くかとい

間のプロジェクト最後の展示と講演会でございま

うことで我々と交通大学は交流し、書院というも

すが、東亜同文書院の歩みを中心にしてプログラ

のを知っていただきたいというので、戦前の東亜

ムに少し触れながらお話をさせていただきます。

同文会の戦後の母体が霞山会、近衞篤麿公が理事

お疲れになってると思いますが、最後まで少しご

長でした。雅号が霞山です。その霞山会の理事長

協力いただければ大変ありがたいと思います。以

に書院および愛知大学の卒業生で、山一証券の副

下、パワーポイントでスライドをお示しします。

社長北川文章氏という方が積極的に音頭を取っ

これが戦前、書院が一番輝いていた 1920 年代

て、交通大学と我々の、書院をめぐる共同研究を

から 30 年代の、東亜同文書院の本館ですね。正

すすめることになりました。

門です。赤煉瓦造りの建物です。書院は上海の租

一般的に言うと、中国の研究というのは非常に

界の外側をキャンパスの位置として選んだんです

イデオロギー的なところがあったり、演説調が多

けど、当時はやっぱり清朝政府の末期でして、反

くてあまり研究的なことがされてません。これは

対派が大砲を撃ち込んだりとか、火を付けたりと

中国の内部事情もあると思うんですけれども、そ

かするので、それの影響を受けてしまって、2 番

れはちょっと触れないことにしまして、しかし今

目の一番右側の校舎の場所もそういうのでやられ

度は向こうにもある資料をベースにして、きちん

てしまいました。３番目は思いきりフランス租界

とした歴史観、歴史的な事実をベースにして研究

の西側ですね、虹橋飛行場というのがありますが、

しましょうと。そういう点でも中国にとっても初

あちらに近いところですね。今は都心にあり、高

めての画期的な試みだったと思います。そういう

層ビルがいっぱい建ってますが、当時は田んぼの

点で交通大学と我々のセンターのほうはその後も

真ん中です。そこへ建てたのが東亜同文書院の３

交流を続けております。シンポジウムを書院のこ

番目の建物で、ちょうど愛大の今の豊橋校舎ぐら

とに関して上海でやったんですね。それから愛知

いのキャンパス、５～６万坪ぐらいの広さです。

大学でもやりました。それも画期的でした。

グランドから中華学生部、農工科。農業と工学系

ところで、書院創設には３人のキーパーソンが

ですね。それも付設したりして、総合的な大学を

います。真ん中が地元名古屋出身の荒尾精。この

めざしていました。

方が明治政府の軍職について、中国に出かけて

ただし 1937 年の第２次上海事変の時に、書院

いって、岸田吟香（岸田劉生という画家のお父さ

は租界の外にありましたから、日本軍に追われて

んです）にお世話になりました。岸田はその前、

きた中国兵が逃亡ルート上にあった書院に火を付

横浜にいたヘボンに目薬の作り方を教えてもらっ

けまして、3 日間で全焼いたしました。一方、そ

て、上海で商売をして大繁盛した。そのスポン

れまで仲の良かった隣の上海交通大学は避難民で

サーを得て荒尾は漢口（中国の真ん中の長江を

いっぱいでした。そこでそこを借りて新しいキャ

遡ったところ）で本屋をやったり目薬を売ったり

ンパスとして使用したわけです。しかし上海交通

して、中国の今まで知らなかった世界を初めて

大学のほうは書院に占拠されたということになり

知ったのです。『清国通商綜覧』という 1,000 頁

ます。その前の 37 年までは隣同士の友好関係で、

を超えるような大きな本を出して、これが日本人
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による中国の実態を著した最初の本でした。それ

も活躍していました。真ん中の下が晩年の岸田吟

までの中国は漢詩漢文しか日本人は知りませんで

香です。その息子さんが岸田劉生で「麗子像」を

した。それはインテリゲンチャの人達が美しさだ

描かれた。そのお弟子さんが高須さんと言って豊

けを描いた世界ですから、日本人は中国は美しい

橋で豊川堂という書店を経営された。その方がデ

もんだと思っていましたけど、現実は必ずしもそ

ザインされたのが愛知大学のロゴで、まあその辺

うじゃないというところを知ったのです。

でつながってますよということになります。

中国には当時貿易をするに値する資源、品物が

先ほどの荒尾精が中国各地で集めた情報を、地

たくさんありました。当時の明治政府は欧米志向

名を中心に分布図を作成しますとほとんど全域に

だけれど、中国に目を向けたら列強の支配に苦し

及んでいます。中国中の情報を網羅したというこ

む中国の人々に救いを与えることが出来るのだ

とが分かります。これは銅の製品ですね。非常に

と。ちょうど今の日中関係とよく似ています。と

すばらしい。日本でも評価が高い製品があって、

いうより、当時の方向が今になってようやく実現

これは貿易の対象になりますよというような見本

したのだと言えるでしょう。貿易を活発にするこ

ですね。こういう見本をたくさん収録しています。

とによって両方が発展する、そういう構想を抱い

ここに系統図をお示しします。一番上から荒尾精、

たのです。だからそのためのビジネススクールを

根津一と書いてあります。左のほうに日清貿易研

作ろうというので、日清貿易研究所というのを日

究所。そして左のほう、東亜会と同文会というの

清戦争の 4 年前、1890 年に上海に作って、150

は日清戦争後にできた団体です。同文会のトップ

人ほどの学生が中国に渡りました。しかし、戦争

が近衞篤麿でありまして、これが合体して東亜同

によって残念ながら引き揚げざるを得なかったの

文会となりました。篤麿が会長になりまして、清

です。日清戦争後、改めてきちんとした学校を作

国の保全と清国の強化をめざします。そのために、

りたいというので、一番左の近衞篤麿公、、この

教育文化事業で日中間をしっかり提携する必要が

方は貴族院の議長をやったり、ヨーロッパに留学

あるということで、教育の普及を進めるわけです。

して近衞家の中ではやっぱりずいぶん開明的で優

それと合わせてビジネススクールとしての貿易実

れた人ですね。その人が広い世界を、ヨーロッパ

務者養成ということも踏まえて東亜同文書院が上

からずっと船でアジア、そして日本に帰ってきた。

海につくった。これは日清貿易研究所です。写真

その途中で中国の土地を巡って書院の学校の場所

がハレーションで薄くなってしまってますが、み

を求めようとしたりしたのです。一番右の根津一、

んな胸のところに自分の名前を吊しています。こ

この方が院長ですけど、この院長役を中心にして

れはいいですね、名前を覚えるのに。こういう写

南京同文書院が 1900 年、南京に作ったんですね。

真がいくつか残ってますが、そのうちの１枚です。

しかし義和団の乱でずっと混乱が続いたので、

東亜同文会のそういう学校経営はいくつかござ

1901 年、上海へ移るわけです。そこで東亜同文

いましたが、その発端は 1898 年、東京同文書院

書院がオープンしました。

が作られました。日本がアメリカに負けて、しか

これは歴代の院長です。見にくいかも知れませ

し戦後アメリカへ留学した人がたくさんいるよう

んけど、一番左下が先ほど工藤さんが言われた近

に、清国も日本に負けて日本へたくさんの人が留

衞文麿院長ですね。このあと戦時中に総理大臣に

学しました。それの受け皿として東京同文書院を

なります。右下が最後に書院を閉校にして愛知大

東亜同文会が経営して作ったんですね。明治のこ

学を作った本間先生、学長であります。次に岸田

とです。これは近衞篤麿公の住いのある目白です。

吟香の若い時の写真ですね。ああいう形で上海で

そしてそのあと、朝鮮半島がまだ日本の植民地と
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なる以前ですね、学校教育がうまくいってない。

人とか４人に増やしたりしたことがございます。

まあ李朝は李朝なりに政治システムを持ってまし

それでもやっぱり志望者が多くて入りきれないの

たけど学校制度は不十分でした。そのあと東亜同

で、私費生として、授業料を払って入学する枠も

文書院が上海にオープンし、あとはいろいろな語

設けましょうというわけで、30 人ぐらい募集す

学学校、中学校等を設け、戦争に入った頃から経

るようになりました。それを毎年これは東京で一

済専門学校、北京にありますね。工業専門学校。

斉に試験をやりますけど、3,000 人ぐらい志望者

そういうようなところも併合しています。もちろ

が集まったので 100 人に１人という激戦でした。

んこの中で一番の主力は東亜同文書院でありま

入学の時の夢は中国で働きたいとか、骨を埋め

す。戦後になって、書院は世界の中でスパイ学校

たい、日本と中国の橋渡し役、アジアの発展役、

でなかったかというようなことがよく言われます

中国のために中国で骨を埋めたい、など、いろん

けれども、カリキュラムをみますと、授業科目が

な夢をたくさんもっておられました。この表の上

非常に真面目で語学中心、貿易実務担当者用の科

のほうは左から古いほうです。書院は 1901 年に

目を徹底的に実施しています。それから商業貿易

できましたので、1901 年に入った人が１期生。

関係ですね。まあビジネススクールですね。

だからたとえば 25 期生と言うと 1925 年に入っ

今から 15 ～ 16 年前、書院の卒業生が 1,400

た人で、分かりやすい。まあ古いほうの方は当時

人ほどおられました。今はもう残念ですが数百人

もうあまりご存命でなかったので、アンケートで

になってしまったんですけど、その 1,400 人の時

は 20 期代の数名と、30 期代ぐらいから後しか調

にアンケートをとって、どこの出身でどこから受

査できませんでしたが、そういう意気込みが分か

けたかということを尋ねました。左側は古い時代

ります。中には先ほど申しましたように、書院の

の人達ですね。全国に広く分布しています。これ

卒業生でありながら早くに中国でいろいろ活躍し

は根津一院長が、東亜同文会というのは民間です

始めた人がおられた。山田良政という人は青森の

のでお金がないということで、日清戦争直後、各

弘前市出身です。南京同文書院が開学した時に、

都道府県を回って県費生、県のお金で２人の枠を

教授兼事務職で入った。当時の学校ですから、小

推薦してくれと説いて回りました。我々が教育の

さいですからいろんなことをやったと思うんです

面倒を見るからということです。当時は日清戦争

けど、孫文の協力者になり、初めての一斉蜂起の

の直後でしたから、欧米志向から隣の中国に関心

さい、広東省の恵州へ駆けつけた。本部からは

を持つ県も多くなって、じゃあそういうことに乗

「動くな」という注告があったんですけど、動い

ろうという県が出てきました。あるいは近衞公に

てしまった。そして命を落とした。１人だけ中国

あまり賛同してない知事もいたんですね。しかし

人でない服装をしたのがいたという、その時の清

基本は２人ずつ。各県で試験をやって学生を採る。

国側の報告者が台湾の資料調査で出てきました。

したがって授業は只ですから。しかもお小遣いが

孫文は良政を非常にそういう点で言いますと敬

１週間に１ドル配られました。条件としては良

意をもって扱った。その弟の純三郎は兄の意志を

かった。まあ当時は師範学校とか軍関係の学校も

継いで孫文の秘書になりました。その息子の順造

授業料はタダでしたけど、こういう実業系の学校

氏は父の孫文コレクションをベースに孫文博物館

は書院だけでした。しかもアジアで最大の国際都

を建設する予定でしたが、体調をくずし本学へ寄

市上海で学ぶということで志願者がたくさんあ

贈していただいたのです。
どのような人達が卒業生にいるのかと言うと、

り、福岡県あたりは２人のところへ 100 人ぐら
い志望者がありました。だから福岡県は途中で３

たくさんおられるんですけど、この中で特に有名
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なのは白岩龍平さん。この人は日清貿易研究所の

ことは文化大革命の時あたりまでは少し問題に

卒業生です。いわゆる揚子江（長江）の航路をき

なったかも知れませんが、今の中国では大丈夫と

ちんと整備して汽船会社をつくります。中国に実

いうことのようです。

業界のベースを作っていった人です。東亜同文会

卒業生の中には大城さん、沖縄で文学のトップ

の理事もやった人ですね。次は林出賢次郎。大倉

の方もおられます。私が沖縄に行った時にインタ

邦 彦。 林 出 さ ん は 後 で お 話 に 出 て き ま す の で

ビューをさせていただいた時の写真です。このよ

ちょっと省いて、大倉さんは製紙会社を興されて、

うに作家になられた方もありますが、基本はやっ

今は亡くなった大倉さんの精神文化研究所が横浜

ぱり商社です。商社ですと当時としては大きな企

にできて、私も１度お邪魔したことがあります。

業ですね。そういうところにずいぶんたくさんの

中山優という方は書院の卒業生ですけど、在学中

方が就職されてます。それから海運会社、紡績。

は授業にほとんど出なかったそうです。先ほどの

当時日本ではシルクでしたね。それから金融。金

工藤さんのお話ですと、そういう逸話が一人歩き

融も横浜正金銀行、今はないですけど。外地に

するというので私も自信がありませんけど、図書

あった金融機関も多いですね。満州国に入った方

館ばかりで勉強しました。のちに建国大学設立の

もおられた。報道のほうでは大陸にあったメディ

時に教授として引っぱり出された人物です。これ

アですけど、あまりご覧になっておられる方は多

は外交官の石射猪太郎。真ん中のところの白い洋

くないと思います。それから国内の新聞社。主な

服を着た方です。この方は書院の精神で生きた方

新聞社にはほとんど皆さん入っておられますね。

で、太平洋戦争が次第に色濃くなってきた時に東

というわけでずいぶんメディアのほうでも活躍を

亜局長として軍と対立し反対したと言いますか、

されました。それから外交官は先ほどの林出賢次

そういう精神の持ち主で、そういう点では戦後に

郎さん。この方はあとでお話ししますが日本人と

なってから評価された。本日は同じ後輩の小崎先

しては最初の西域調査を、他の書院の卒業生４人

生がお見えになっていますけど、小崎先生の先輩

の方と一緒にやった方です。その後外務省に入ら

に当たります。宗方小太郎。この方は書院を後ろ

れて、満州国ができた時溥儀の事実上の秘書とな

でサポートした方です。なかなか元気者の方だっ

りました。しかし溥儀の肩を持ちすぎるというの

たわけですね。政治的な力量もありました。田中

で軍部から辞めさせられてしまったということが

徹雄という方は戦後山梨県の副知事までやった方

ございます。

ですけど、戦争中に相手の敵と交渉してなるべく

小 崎 先 生。 小 崎 先 生 は 我 々 の 頼 み と 言 う と

お互いに被害を少なくしようと、夜陰に紛れて交

ちょっとオーバーになるかも知れませんけど、現

渉に行ったという傑物です。

在 88 歳であります。非常にお元気で、書院を卒

次の３人の方は先ほど工藤さんのお話にありま

業され愛知大学に入られて卒業され、外務省に入

した中華学生部の方々であります。それぞれ異

られ、いくつかの国の大使をされた方であります。

なった人生を歩まれました。その話はここでは

それから学界関係ですね。戦後の分だけでも 80

カットいたしますけど、書院を中心にして共産党

数人が大学の教授になっておられます。上の右か

の細胞になったり、あるいは書院で一生懸命勉学

ら３番目、馬場鍬太郎という人が、あとでお話し

に頑張った。戦後中国の中でも三人三様の歩みで

します大旅行の指導者です。書院の卒業生でもあ

した。今から十数年ほど前、中国から社会科学の

ります。

使節団が来た時に団長で来られた方は中華学生部

今度はせっかくですので愛知県の出身者であり

の卒業生でした。まあ東亜同文書院を出たという

ます。名簿が完全にピシッと分かってない方もあ
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ります。そこでこれは今日先ほど司会をやってい

応えられなくて東亜同文書院に頼んできた。そこ

ただいた武井さんのほうで調べていただいたわけ

で 1902 年に入った生徒が卒業する時に５人選ば

ですけれど、明治から大正期に入学者が 103 人

れて西域調査へ入ったわけです。これは波多野養

いた。全体としては 150 人ぐらい愛知県から書

作という方です。先ほどの林出賢次郎という溥儀

院へ入りました。全国平均からすると多いほうで

の秘書をやった方も同じ仲間で西のほうへ行きま

す。当時は中学校からの進学ですね。まだ書院も

した。こんな感じで西域のほうへ行ったわけです。

大学に昇格していませんでした。高等専門学校で

そして５人が５人とも生死をさまよいつつ戻って

した。愛知一中とか、明倫中学とか、熱田中学と

きて報告書を書いたのです。これがそのルートで

か、津島、岡崎、豊橋、東海、半田、名古屋。名

す。日本人のシルクロードの調査の最初だと思い

古屋中学というのは私立の学校です。こういう形

ます。

で書院に入学されてます。1909 年に入学した人

これは先ほどの林出さんですけど、現地のモン

ですね。３人。現地で就職をしたり、あるいは名

ゴル族の王様にかわいがられて、もう１回現地へ

古屋に帰ってきた人もちらほらと見えます。これ

行って教育システムを教えた。それが縁で在校生

は 19 期で非常に数が多いですけど、この時は私

達が「俺達も行きたい」ということになった折に、

費生です。自分のお金で授業料を払ってまで。だ

外務省から 5 人のお礼に３万円寄付があって、学

から全国の統一試験の成績が非常に良かったので

生が３年分ぐらいグループで旅行ができるという

はないかなと思います。給費生は県から２人の枠

ので、要望に応えて学生達の自主編成、自主計画、

しかありませんので、私費生として書院に入った

自主コースで、こんな感じで、３か月から６か月

のですね。それから 20 期代ですね、24 期と 25

間、中国あるいは東南アジアへ散って行ったわけ

期と 26 期、それぞれ見させていただきました。

です。まあこんなふうな出発前の光景です。車が

名古屋の商工会議所で活躍された方もおられま

映っていても上海駅までぐらいしか行かない。そ

す。

こから先は地図だけです。出発時の写真がいろい

これは戦後滬友会、「滬」は上海の古い名前で

ろ残ってます。これがビザです。行先がみんな書

すが、卒業生の会が名古屋市で結成されました。

かれて、現地へ行きますと、まあ民国になってか

その時の会員がどこに住んでいたか。出身という

らですと民国政府が各県知事に伝えてあるんです

わけではないんですけど、三重県では津、四日市、

ね。知事が彼等を受け入れて情報を提供する。こ

名古屋市あたりに集まってきて、次は豊橋ですね。

んなコースですけど目的地へ行くのになるべく

こんな形で会員が集ってることが分かります。

あっちこっち遠回りをして、よく見て、現地へ行

入学生は中国へ渡りましたけれども、最初は書

く。帰りもまたいろんなところを回って帰ってく

院にお金がなかったので国内旅行は修学旅行でし

る。そういうコースです。しかし当時は地図があ

た。「こんなのつまんないな」とよく書いてあり

りませんでしたから、歩幅で１歩何 cm あるか調

ます。しかし日露戦争が始まった頃、日英同盟が

べて、方位を確認しながらこういう地図を作りま

その直前に結ばれて、イギリスからの要請で今の

した。この写真は「箱根の山は～函谷関～」の函

新疆のほうにロシアの勢力がどのぐらい進出して

谷関です。非常に荒れています。彼らが撮影した

るかの調査を日本に託した。イギリスはインドと

たくさんの写真が残ってます。真ん中は軍閥の

か南のほうは植民地として持ってましたけど、チ

トップですね。ほとんどの軍閥のトップは日本へ

ベット高原が越えられませんでした。チベットは

留学した人です。先ほどの東京同文書院もそうで

鎖国をしていましたから。しかし外務省はそれに

すけど。日本へ留学した人達が辛亥革命があった
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時、国内が混乱しますと各省を単位にして政権を

いてある。もう１つは卒業論文になったテーマで

支配するわけですね。それが多くの軍閥政権です。

すね。これらの記録は 20 世紀前半の中国および

常に軍閥同士の戦争がありまして、書院の人達も

東南アジアの情報として、他には例がないという

スパイじゃないかって捕まって、しかし書院生だ

ふうに思います。これまで、それに関する研究は

と分かると尊敬されてすぐ釈放してもらった。

私ぐらいしかしっかりやらなかったので、今後は

また東南アジアへも行ってます。東南アジアの
旅行記を見ますと、日本人は現地で非常に尊敬さ

多くの人達にやってもらったらいいんじゃないか
なというふうに思います。

れていたことがわかります。日露戦争に勝った日

それらの調査をベースに本が出版されておりま

本という評価もあったんでしょう。東南アジアは

す。これが現在の本。先ほどお話があった第３版

タイ以外は植民地でした。日本人は指導者として

ですね。『支那省別全誌』はその代表的な日本人

評判が非常に良かった。そういう意味でも第２次

の手による本格的な地誌として出版されました。

大戦の時の戦争のやり方というのはそのような日

最初は 18 巻。新修版は戦争が起こってしまった

本の立場を破壊したということが分かります。こ

ので、途中第９巻までしか出版されなかったです。

れはベトナムの風景で下が日本橋。日本人が住ん

これは８巻目の新疆省。ジャーナルも『支那研究』

でいたという。橋の上に建物があるんですね。

が大学へ昇格しますと『東亜研究』という名前に

ちょっと写りが悪くて恐縮です。上はユエ。古い

変わった。
そういうのをいろいろ整理しますと興味深い中

都で、日本で言うと京都みたいなところですね。

国像が描けます。これはお金ですね。当時中国は

賀茂川に当たる川です。
満州もコースが多い。満州事変が起きたあと、

統一貨幣はありませんでした。旅行記の中に描か

さすがに民国政府も２年間学生達にビザを発給し

れてる紙幣を種別に分布図化しますと、これだけ

ませんでした。したがって行くところはもう満州

多種類のあることがわかります。同じ貨幣が使わ

しかなかったんです。学生達はずいぶん中国奥地

れてるところをくくりますと経済圏が浮かび上が

のプランを立ててたんですけど、行けなくなって

ることになります。今度は言語。これもいろいろ

残念がっています。結局満州で非常に緻密な調査

出てきます。同じ言語をまとめますとこういうふ

ができた。満州情報がこの２年間で書院生の手に

うに文化圏、あるいは社会圏が示されます。両者

たくさん集められました。

を統一しますとこういうふうになって、経済と社

いろいろなテーマを左のほうに示しました。右

会文化が重なるところはやっぱり１つの地域とし

のほうに対象地域です。テーマの幅がどんどん広

て伝統的なまとまりを浮かび上らせることが出来

がって、商業、経済だけではなくて教育、文化等

ます。だからこういうのが中国の中にあるという

にも広がっていく様子が分かります。しかし、戦

ことを今日の我々が知っておくと、研究あるいは

争が厳しくなるとこういうコース、香港、広東か

中国に進出したりマーケティングにも有効ではな

ら北京、大連あたりまでとなっています。もっと

いかなと思います。これは阿片の栽培地の分布図

厳しくなるともう海岸線だけに縮小していきま

ですね。北西の乾燥地帯。これは暴動発生の分布

す。各期別に見ますと全部で 700 コースぐらい

です。書院生も暴動現場によく遭ってます。しか

行なわれたということが分かります。したがって

し、この大旅行で１人の事故死者もありませんで

これらの旅行の記録が非常に貴重なんですね。１

した。身ぐるみ剥がされたケースはありますが。

つは日記。これは後輩が同じコースに行った時の

省の境目に出没する上匪によるものです。その成

情報がわかります。朝から晩までのことが全て書

立過程はちょっとここでは省きますけど、そうい
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う状況が克明に描かれてます。これは、1925 年

願いして、自分の人生の中での書院のお話をして

の上海 5・30 事件。これは反英反日の運動で、大

いただきました。併せて、学長の本間先生が最後

旅行へ出発したあとの５月 30 日に上海で事件が

に非常にご苦労をされて東亜同文書院から愛大の

起こりましたので、そのあと書院生が各地で反日

創設を行った創設期の状況を紹介したブックレッ

デモに遭ったり、石をぶつけられたり、公開討論

トも作成しました。なお、今日はこの会場出口の

会に引っぱり出されたりしました。そういう記録

ところに本間先生の銅像が愛知大学の卒業生の越

を拾い出し、図化できます。これは軍閥の人達の

知さんの手によって展示されています。またお帰

勢力図ですね。あんまりこういう図は出てこない

りの時にちょっと見ていただければと思います。

ですね。これは軍閥の人達が競って近代化した都

これが第１回目の横浜の展示会です。大きな会場

市です。今中国へ行きますとパブリックな公園と

で、そこでやった時の盛況ぶりです。2 年目の展

か広い道路が各都市に見られますけど、その発端

示、講演会は霞山会館です。東京です。これが 3

は軍閥の人達が日本留学の経験を生かしてつくり

年目の弘前会場ですね。こんな形で行なってきた

出したものです。軍閥と言うと何となくあまりい

のですが、なかなか大変でした。イベント屋さん

いイメージないんですけど、実際は近代化を進め

みたいで。若い方々にいろいろお手伝いいただい

たインテリという側面もありました。ただ戦争ば

て、準備から展示、説明、講演、そして撤収、運

かりやってた軍閥もあります。そういうところは

搬まで行いました。弘前の時は行く前の日に大地

陝西省なんかもそうですけど疲弊していました。

震が東北でありまして、鉄道は仙台でストップ。

山東省も疲弊していました。

高速バスで何とか弘前まで何とか行けましたけ

こ れ は 近 代 化 の 波 が 清 末 か ら ス タ ー ト し、

ど、なかなか大変でした。これは次の福岡展示会。

1930 年代にストップしてしまって、そのあと人

漫画「アンパンマン」のやなせたかしさんをお招

民中国の誕生、文化大革命がつづき、1990 年ぐ

きしました。お父さんが書院の卒業生で、福建省

らいから本格的に改革開放がつづきます。そのさ

で亡くなられた。そういう話をご自身に重ねなが

い導入された資本主義は 1930 年代への接合であ

ら講演されました。これはシカゴでやった時のチ

り、しかもそのベースには伝統的な中国社会です

ラシ、パンフレットです。英語に全部直さなく

ね。その中の資本主義的な側面への接合です。

ちゃいけないのでその辺苦労しました。こんな感

これが戦後の愛知大学を作った本間先生です。

じで日本色を出しました。その時のわれわれ全員

ほかに林、小岩井両学長と３人、展示にありまし

の集合写真です。この方が先ほどの小崎先生です。

たね。真ん中が本間学長です。本間学長は書院最

これは講演をやった時のチラシ。今度は神戸です

後の学長で、豊橋にあった旧陸軍第 15 師団司令

ね。神戸で孫文記念館と提携して一部の展示をお

部、のちに陸軍予備士官学校になりましたけど、

借りしました。講演会の様子です。多くの人達に

その場所に 1946 年、愛知大学を創設しました。

集まっていただきました。これが 5 年目で、京都。

GHQ 支配下で書院の名前を使用出来ず、「知を愛

祇園の時と一緒になってしまいました。これが先

する」名前にしたのです。

ほどの本間先生の故郷米沢でやった時です。そし

最後に、われわれが行ってきた「オープン・リ

て今名古屋、松坂屋で、これで９回目です。全国

サーチ・センター」プロジェクトでこれまでの５

縦断行脚でしたけど、それぞれ縁をもった土地で

年間どんなことをやってきたのかということをご

やらせていただきました。そして多くの人々に入

紹介します。このプロジェクトの出発点は、100

場していただきました。

歳になった書院の卒業生の安澤さんという方にお
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す。これは中国の上海の研究者達も呼んで行った

いたことに非常に関心を持った人で、その話をし

10 人ぐらいの発表者による共同研究ですね。歴

ていただきました。それからあと、こういうよう

史的な資料に基づいて研究をする。その時の様子

な愛知大学史の展示会ですね。中国語を書院でど

です。これは日中合作で画期的だったと思います。

ういうふうに教育したか。これも写真にあります

中国の研究者にとっても画期的だったと思いま

ね。左のほうが共学で中国人と日本人の教師が２

す。講演会もたくさんやりました。そのうちの主

人で学生を教える。徹底した中国語教育をやった

なものだけ示しました。東亜同文会が東アジアで

という写真。それからこれは世界の中の愛知大学

どんな研究活動をしたか。こういうのを調べてみ

というような、スケールの大きい講演会をやりま

ますとけっこうそれに見合った研究者がおられる

した。これは荒尾精先生の思想というようなこと

んですね。そういう方々をお呼びして講演してい

で、今日ご出席の村上さんにお話を伺いました。

ただきました。これは昨年のシンポジウムですね。

村上さんのお父さんが書院の卒業生であります。

欧米の研究者は東亜同文書院をどういうふうに見

上海にあった靖亜神社を守っておられました。大

てるのか。中国と日本という微妙な関係とはまた

学昇格になったために、留年の人達を 1 つ作った

違って、欧米の人達はまたグローバルな見方なん

んですね。1945 年入学生が 46 期生になってし

ですね。書院が上海に進出してきて、調査研究を

まう。しかし東シナ海はアメリカ軍の攻撃で上海

やる。欧米の人達はびっくりした。そのうちアメ

へ渡れない。そのため富山県の呉羽紡績で半年間

リカの研究者の人は、欧米から中国へ進出した

を過ごしたわけです。その時の経験者からもお話

ミッションスクールは精神的なことを教えた。今

をいただきました。

中国ではキリスト教も復活してる。だから我々の

しかしこれは愛知大学の開学にとって非常に

ミッションスクールは今中国で生きているという

ラッキーでした。東亜同文会に中国から送られて

ような話をされました。それに対して日本の研究

きた旅行記と、あるいは中国関係の本 35,000 冊

者の人達からのコメントは、いやそうじゃない、

あまりありましたが、それが進駐軍が進駐してく

それだけじゃない、東亜同文書院の方は実学から

る時に、文部省の隣に頑丈に建てた東亜同文会の

スタートして、しかも世界的な影響力を持ったと

建物を米軍が撤収するということになったわけで

いう形で評価してもいいだろうという発表がござ

す。そういう図書と調査報告書等をみんなアメリ

いました。フランスとアメリカの研究者のあいだ

カに持っていかれてしまうというので、富山から

で、スパイ論争もありました。これは閉鎖された

呉羽校舎の有志達がギュウギュウ詰めの汽車で東

地域の中に入って情報を持ってくるというのがス

京へ出向き、１晩のうちに本をトラックに掻き出

パイであり、普通の我々が簡単な調査をするだけ

して都内の某所へ隠したわけです。それが元に

でスパイ視されるのはどうかということでした。

なって愛知大学はあと 10,000 冊を全国の古本屋

愛知大学は上海から引揚げてきた書院が中心で

から集めて 45,000 冊で戦後の愛知大学がスター

すけど、同時に多くの海外から引き揚げてきた学

トしました。もしその時に本がなければおそらく

生も愛知大学に入りました。そのうちの５つ、ハ

愛知大学はできなかったかも知れませんし、へた

ルピン学院、京城経専、建国大学等々の学校の

をすると我々の調査もできなかった。アメリカの

方々をお招きして、愛大とその教育を受けた出身

国会図書館あたりの隅っこのほうで埋もれてし

校とを含めての経験をお話しいただきました。満

まっていたかも知れない。愛知大学の非常にドラ

州の青少年義勇軍についてはアメリカの研究者で

マチックな歴史を持った誕生秘話といえます。

す。日本から満州に送られた一団の中に青少年が

次に東亜同文書院関係のこれは市民向けの講座
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ですね。我々のスタッフが分担して講座を開きま

来られる。アメリカから来たり、台湾から来たり。

した。個人的にこういうようなタイトルで卒業生

中国からもたくさん来られます。現物が置いてあ

にお話をしていただいたこともあります。展示施

ると「これはこのままではいけない。盗られたら

設もずいぶん整備しました。真ん中の一番下の写

どうするんですか」とみんなに心配していただい

真のように講義室を作ることもできました。ぜひ

て。我々はそこまで認識してなかったんですけど、

豊橋のほうへ来られる時は本学へ寄っていただき

来る度に同じことを皆さん言われるので、今少し

ますと、火曜日から土曜日まで、朝 10 時から４

ずつレプリカを作りつつあります。
どんな成果を出しているか。これは『オープ

時半まで、オープンしています。ここに持って来
られない資料もたくさん展示してありますので、

ン・リサーチ・センター年報』であります。第４

ぜひおいでいただければ大変ありがたいですね。

号までが出て、今年は５号目です。背表紙は毎年

これは先ほどお話しした東京同文書院です。清

厚くなって、500 頁、600 頁のボリュームがあり

国の留学生を受け入れました。東京の中央大学の

ます。ずいぶん厚くなってるなと思います。『愛

付属高校の先生が一生懸命研究されてきた。唯一

知大学史研究』も第３号まで出しました。それか

その方だけですね、この研究をやってるのは。そ

らこういうブックレットですね。いろんな方に来

の方に来ていただいて発表していただきました。

ていただいて講演していただいたものをブック

これはドイツの方のアジア主義の講演。そしてこ

レットにしています。ご覧になっていただいたら

れは今回のメインテーマと同じです。その講演を

おわかりになるでしょう。「ガンダム」の作者安

本学の先生からいただきました。中国語教育につ

彦先生の満州の作品ですね。これが京都の本屋さ

いては、これはテレビの NHK 宮田一郎先生のご

んから沢山注文が来ました。こういう大調査旅行

講演。先生は書院の卒業生です。一番最初に申し

の写真集。そのほか中国本土、満州関係など沢山

ました上海の交通大学を 1938 年から利用したと

刊行しました。東三河のミュージアムと連携を

いうことは、これは借用だったのか占拠だったの

図って、ネットワークも図り、地元のミュージア

か。北川さん、先ほど申しました山一証券の副社

ム紹介のブックレットもつくりました。あとこう

長をされた方、上海交通大学との関係を非常に大

いうニュースレターですね。なかなか大変ですが、

切に進めていただいた方です。その方に来ていた

楽しい仕事でもありました。

だいてそういうお話もしていただきました。下の

ところで、本間先生。特に今回の我々の事業の

写真は上海交通大学の正門です。そしてこういう

中では愛知大学を創設された本間学長の苦労とい

授業の成果として、葉先生という上海交通大学の

うものをもう１回きちんと評価していこうという

今大学史の編纂委員長をやっておられる方に来て

ことで、本間先生の記念室もきちんと作りました。

いただいて講演をしていただきました。我々の

こんな形で我々の歴史が作られたんですよ、また

持ってる基金の表彰式の授賞もしていただきまし

本間先生はこういう方でしたという記念室です。

た。我々のためにも一生懸命やっていただいた方

また、豊橋のいろんな歴史的な事物に関して、学

です。そういう点で交通大学とのあいだは良好な

生諸君のマンガ研究会の人達にマップを作っても

関係で結んでおります。あと左上は本間先生のご

らって、愛知大学に入ってきた学生の人達に渡し

令嬢の殿岡さん。東京の「渋谷の母」だったかな、

て、それを見て学内を歩いてもらったらどうか、

手相を拝見でテレビにも出演されたりしていま

もちろん記念センターが出発点でありますが、そ

す。

んな工夫もしてみました。そして DVD「東亜同

そしていろんな方々が我々のセンターに見学に

文書院から愛知大学の歩み」。これは受付のとこ
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ろで希望者の方にお渡ししていると思いますけ
ど、この DVD に書院時代からの歴史的な画像を
たくさん収録してあります。それから「愛知大学

いただければ。
【司会】 では今のご質問に関しまして藤田先生、
お願いできればと思います。

の歩み」の画像も作成しました。本日、展示会場

【藤田】 これで見ていただきますと、ちょうど真

の最後のコーナーの展示がそれで、愛知大学創設

ん中に、日清戦争の終わったあと国内にアジアへ

期のパネル展示として並べています。これに関し

の視点をもったいろんな団体ができるんですね。

ては愛知大学の卒業生の方に非常に尽力していた

それは清国に勝利したということで、かなりナ

だきました。

ショナリズム的な匂いのするのが多かったんです

そういうわけでちょっと慌ただしいご説明をし

けど、この中で当時、論陣を張った指導的立場の

て大変恐縮ですが、以上で私の説明を終わらせて

人達がそれぞれ組織を作った中に東亜会と同文会

いただきます。これで大きな流れが掴んでいただ

というのがございまして、その２つがやがて京都

けたらと思います。それでもう１度くりかえしに

で合体するわけですね。それで東亜同文会という

なりますが、これを機会に愛知大学豊橋校舎にあ

のが成立します。その時、近衞篤麿公がまとめ役

ります東亜同文書院大学記念センターにお越しい

をやっていた同文会がそのまま東亜同文会になり

ただいて、明治中期から始まる東亜同文書院史と

ました。東亜同文会という名称は東亜会と同文会

孫文関係コレクション、そして戦後の愛知大学史

が合体したので、まあ最近の市町村合併の名前み

の時代の中でのトピックスにもふれていただけた

たいなものです。そのまとめ役として近衞さんが

らと思います。

会長になったんですね。これが実は東亜同文書院

これで私のお話を終わらせていただきます。ど

の経営母体です。そういう点では大きく東亜同文
書院と関係するわけです。また、近衞篤麿さんの

うもご清聴ありがとうございました。

御子息文麿さんは東亜同文書院の院長にも就任さ
【司会】 藤田先生ありがとうございました。では

れ、そのあと戦時体制下で総理大臣になられます。

質問のある方は挙手をお願いいたします。恐れ入

したがって、現在の愛知大学の中でもずっと近衞

りますがご所属とお名前をおっしゃってくださ

家は愛知大学の理事でした。理事として入ってお

い。 マ イ ク 係 の 者 が す ぐ に ま い り ま す の で、

られます。そういう伝統が生きています。
【カモ】 ありがとうございます。

ちょっとお待ちください。
【カモ】 先生、今日はどうも分かり易く説明あり

【司会】 はい、ありがとうございます。因みに私

がとうございます。西尾からまいりましたカモと

のほうから補足しますと、こちらのスクリーンに

言います。西尾の観光の案内をしてる者です。西

映し出されてる表は、藤田先生のレジメの１頁に

尾で今京都から移築した近衞邸が西尾の城址に

も載ってございますので、またご覧いただければ

建っていて、市内外からの人気スポットになって

と思います。時間の関係もありますが、もしどう

います。今日は近衞家のテーマもあるということ

しても質問してみたいという方がいらっしゃいま

で参加しました。先生の説明にもあったんですが、

したら、あともう１人だけお受けいたします。い

もうちょっと詳しく説明していただきたいのは、

かがでしょうか。はい、どうぞ。

同文会というのはどういう意味でそういう名前が

【寺田】 港区から来ました寺田ヒロコと申しま

付いたか。それから近衞さんが東亜同文書院との

す。父親は東亜同文書院の卒業で、大旅行の話を

関わりがあったのかないのか、どの辺まで関わり

常にしていたのを思い出します。その時たぶん卒

があったのか、そういうところをちょっと教えて

論みたいな形で書いて残したと思うんですけど
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も、その資料というのはあるのでしょうか。そし

にも世界最大級だと言えると思います。そういう

てもしあるとしたら拝見できるのでしょうか。

点でこれをぜひ世界の方々にも知っていただいた

【藤田】 1936 年までだったら充分見られる可能

らいいんじゃないか。とりわけ今の中国の 20 世
紀前半の戦争ばかりやっていた時期に書院生が生

性があります。何年卒ですか？
【寺田】 12 期くらい……。

の中国や東南アジアを記録したわけでして、こう

【藤田】 ああ 12 期だったら充分可能性がありま

いう資料は他にはありません。だから今の中国政
府関係機関も我々の資料を欲しがっています。そ

す。
【寺田】 ありがとうございます。

ういうこともあって、東アジアの空白を埋め得る

【藤田】 手書きの部分と、それから活字にダイ

書院の方々の足で稼いで記録した事業とその内容

ジェストした部分と両方、うまくいくと見つける

は、十分再評価されるべきものと思っています。

ことができます。受付でお名前と、何期というの

そういう点で今後ともぜひ皆さん方にも温かく見

を書いていただけたら、あとでコピーしてお送り

守っていただけたらというふうに思ってます。
また今回松坂屋の皆さんとか、出入りの業者の

することができます。
【司会】 ありがとうございました。では閉会のほ

方にもお世話になりました。それからそれぞれの

うに移ってまいります。今し方ご講演された藤田

新聞社の方々にもご後援をいただいてきました。

センター長より閉会のご挨拶がございます。藤田

書院の卒業生の方々、先ほどの東亜同文会の後継

先生よろしくお願いいたします。

である霞山会の方々にもお世話になりました。そ

【藤田】 あらためてご挨拶ということで大変恐縮

ういう点では我々は、多くの方々のご協力を得な

です。今日は長時間にわたりまして、我々の講演

がらこのプロジェクトを進行させることができた

会をご清聴いただきまして大変ありがとうござい

と思っています。ということで今日は本当に長時

ました。我々の活動はこういう形でやってまいり

間ご清聴いただきまして大変ありがとうございま

まして、これも今後よりグローバルなレベルで展

した。厚くお礼を申し上げます。

開できていったらと思っております。そういう意
味で、これまで書院の方々にもずいぶんお世話に

【司会】 ありがとうございました。以上をもちま

なりました。もちろん愛知大学の我々の関係ス

して東亜同文書院大学記念センター主催の講演会

タッフにもお世話になりました。ありがとうござ

を終了いたします。皆さん長時間お付き合いくだ

いました。こういうことですので、ぜひ豊橋校舎

さいまして、誠にありがとうございました。厚く

のほうにも来ていただき、ご覧いただければさら

御礼申し上げます。なお展示会のほうですけれど

にありがたいと思っています。一番最初に私が申

も、本日６時まで行なっておりますので、またお

しましたように、地域研究という点では、まあ中

時間のある限り展示室・展示コーナーのほうもご

国語研究もそうですけど、やっぱり東亜同文書院

覧ください。ありがとうございました。お気を付

の中国および東南アジアの研究というのは組織的

けてお帰りくださいませ。
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催による資料展示会・講演会の企画運営に当たり

〈展示会・講演会の企画運営に当たり〉

今年は京都、米沢そして名古屋で展示会・講演会を開催

愛知大学東亜同文書院大学記念センター／豊橋研究支援課

愛知大学東亜同文書院大学記念センター / オー

山口恵里子

講演会の帰路、京都に立ち寄り探しを始めました。

プン・リサーチ・センターでは、文部科学省の補

当初、京都駅に近い京都キャンパスプラザを第一

助金を得て 2006 年度より 5 ヵ年間、全国で展示

候補に訪れたものの、貸し出しは地元の大学優先

会・講演会を開催するプロジェクトを実施してき

で、しかも予約抽選時には京都の大学関係者が同

ました。

行することが条件とのことで、やむを得ず断念し

収蔵資料の公開事業は、「東亜同文書院大学か

ました。他の施設も当たりましたが、条件に合う

ら愛知大学へ」をメインテーマとし、横浜・東

施設は改修中や遠方のため決められませでした。

京・弘前・福岡・シカゴ・神戸に引き続き、今年

その 1 ヵ月後には、開催予定日が祇園の日でした

は 7 月に京都で「大陸にあった日本の高等教育機

が、偶然にもコープイン・京都が予約できました。

関と東亜同文書院」のテーマで開催したあと、そ

「祇園の最中では人は集まらない」の声に、喜び

の１ヵ月後には東亜同文書院最後の学長であり本

もつかの間不安が倍増しましたが、他に適当な所

学の創設者・本間喜一学長の故郷、山形県米沢市

はありませんでした。その後は「雨が降れば人は

で「置賜（おきたま）が生んだ本間喜一をめぐっ

集まる」「祇園は京都人にとっては恒例の行事だ

て―東亜同文書院大学から愛知大学そして最高裁

から影響は少ない」と都合よく解釈しました。

判所―」のテーマで開催し、この事業のまとめは

講師は、「大陸にあった日本の高等教育機関と

11 月に地元名古屋で「東亜同文書院大学から愛

東亜同文書院」のテーマににあわせて 5 名の方を

知大学へ―近衞家、荒尾精、孫文、中国アジア大

選出し講演内容を決めました。旧満州の新京（現

旅行、日中交流―」のテーマで開催しました。

在の長春）にあった建国大学出身の佐藤達也氏は
「建国大学と私」、ハルピン学院最後の卒業生の谷

京都資料展示会・講演会
展示会
講演会

藤助氏は「ハルピン学院と私」、東亜同文書院大

7 月 17 日（土）～ 18 日（日）

学卒業生の小崎昌業氏は「東亜同文書院（のちの

10：00 ～ 18：00

大学）と私」としました。そして、当記念セン

7 月 17 日（土） 13：30 ～ 17：00

ター長の藤田佳久氏は、「東亜同文書院のあゆみ

7 月 17 日～ 18 日にわたり、コープイン・京都

と中国大調査旅行」、当記念センターのポストド

で、東亜同文書院設立に係わった荒尾精、根津一、

クター武井義和氏は「東亜同文書院に入学した京

近衞篤麿の 3 人や孫文関係資料の展示会と講演会

都府出身者～明治・大正期の府費生を中心に～」

を開催しました。

としました。

会場探しは、昨年 11 月に開催した神戸展示会・

暫くして、小崎当記念センター委員より京都で
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開催するなら、是非、荒尾精の顕彰碑がある熊野

3 点、根津一関係は、根津えい夫人などの写真を

若王子神社で追悼式を挙行したいとの熱い提案が

入れて 3 点を選び、近衞篤麿関係 2 点も加えまし

あり、碑を寄贈した（財）霞山会に式開催に当た

た。

り補助金のお願いをしました。当初は大学関係者

会場設営は、前日の午後から関係者で行いまし

のみの行事と考えていましたが、本学の広報も兼

た。講演会場は定員 150 名を収容できるように

ねてチラシ・ポスターに掲載することに決めまし

三人掛けの長机と椅子をセットし、併せてプロ

た。「東方斎・荒尾精先生追悼式ご案内」も作成

ジェクターの準備もしました。展示会場は、隣接

して、6 月はじめには記念センター賛助会員はも

する 2 つの会議室の間仕切りを外して 1 部屋に

とより書院関係者、京都を中心に滋賀や大阪まで

し、入り口横の壁を除いてコの字形にパーテー

広げて遅い広報活動を始めました。京都府教育委

ションを入れて、東亜同文書院大学から愛知大学

員会、京都市教育委員会、読売新聞大阪本社、愛

へのテーマに従って史資料を展示しました。入り

知大学同窓会に後援をお願いし、（財）霞山会に

口の壁には、東亜同文書院大学第 42 期生の三田

は共催のお願いをしました。

良信氏が、わざわざ金沢市から持参し、寄贈して

2 月 18 日、恒例の愛知大学同窓会主催の梅花

いただいた「東方齋・荒尾精」の見栄えのする書

忌（根津一墓参）に誘われたのを好機に、同窓会

幅を展示することができました（書の詳細につい

役員や京都支部のみなさんと会場の下見に出かけ

ては、当記念センター発行の「同文書院記念報

ました。最初に根津一初代書院院長の菩提寺があ

18 号」を参照してください）。
会場の中心には荒尾精の「人の本心は善にして」

る京都・月橋院に参拝しました。次に（財）霞山
会が寄贈した日清貿易研究所の創始者である荒尾

（書）と、大旅行の『調査報告書』及び『華語萃

精の石碑と住居跡がある京都・熊野若王子神社に

編』を並べると会場が引き締まりました。隣の小

行き、東方斎・荒尾精追悼式を 7 月 18 日に実施

会議室には、当記念センター作成の DVD「東亜

するにあたり、祭事の準備や祝詞のお願いをしま

同文書院から愛知大学の歩み―21 世紀にはばた

した。若王子神社の横には、「同志社大学創設者

く真の国際人の育成―」を上映できるようにレイ

新島襄墓所参道」の石碑が目立つが、荒尾精の石

アウトし、入り口付近の壁際には「創成期の群像」

碑やその解説碑には本学の事が記されず、愛知大

を中心としたイーゼルパネルを使用して展示する

学と書院とのかかわりについて PR してほしいと

ことにしました。
受付には京都資料展示図録を作成して展示物を

の同窓生の熱い声もありました。
講演会に合わせて、同窓会京滋地区の総会も

紹介すると共に、日に 3 回の展示説明会も開催し

コープイン・京都で開催するため、関係者の方々

ました。また、当記念センター発行の印刷物や成

と現地に行き、催事担当者と打合わせを行いなが

果物を置いて、より理解を深めるようにしました。

ら、会場作りのために講演会ホールや会議室等を

17 日の講演会当日は、梅雨明けの猛暑となり

カメラに収めました。開催場所は京都四条駅の近

祇園の最中にも係わらず、京都新聞や読売新聞に

くとはいえ、大通りから奥に入った町屋の中に位

掲載されたこともプラスし、150 名余りの方が講

置し通り客は望めず、同窓会を通じて参加の呼び

演会・展示会に来ていただきました。2 日目は、

かけのお願いをしました。

展示会に加えて熊野若王子神社で荒尾精の追悼式

展示品は、本学が所蔵する東亜同文書院関係資

を霞山会の協力を得て開催しました。霞山会の方

料と孫文を支えた山田良政・純三郎兄弟の資料 8

はもとより、学長・副学長をはじめ書院卒業生・

点を選び出し、京都に関係の深い荒尾精関係資料

同窓会役員の方や一般の方も加わり 30 名ほどが
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参拝しました。石碑の解釈は東亜同文書院大学第

展示会 2 日目に別会場で追悼式も開催したこと

42 期生の三田氏にお願いし、『同文書院記念報

もあり、あわただしい事業でした。今回も記念セ

19 号』の「荒尾精と若王子神社」の中で紹介し

ンター関係資料に加え大学案内も持参しました

ていただくことをお願いしました。

が、本学を PR するよい機会となりました。
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図録（２頁）

東亜同文書院大学の京都資料展示会
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図録（５頁）

東亜同文書院大学の京都資料展示会

図録（表紙）

東亜同文書院大学の京都資料展示会
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米沢資料展示会・講演会

の掲載をお願いしました。次に上杉神社に隣接した

展示会：8 月 28 日（土）～ 29 日（日）

伝国の杜・米沢市上杉博物館を訪問し、館長や学芸
員の方とお会いでき、
「地方はやはり人脈や口コミ

10：00 ～ 18：00
講演会：8 月 28 日（土） 13：30 ～ 17：00

の力が大きい。
」との貴重なアドバイスもいただき、

本学には、山形県出身の東亜同文書院大学最後

成功させたい気持ちが増しました。

の学長であり、本学第 2 代・4 代学長であった本

午後には、同窓会を代表して樋口校友課長のみ

間喜一に関する資料展示室も既に設置され、本間

ならず、上野同窓会東北支部長や武田同窓会山形

研究がすすめられているため、研究成果発表の場

支部長もわざわざ米沢市東部コミュニティセン

を山形県米沢市に選択しました。

ターまで来ていただき、いかに人を集めるか等具

毎回苦労するのが会場探しです。展示会・講演

体的な広報活動について検討をしました。

会を同時に開催でき、交通の便がよく、集客がで

この日の最後の訪問地である川西町役場の就業

き、なおかつ会場費が安いところをインターネッ

時間を気にしながら、米沢発 16 時 9 分の米坂線

トで探しましたが、地元優先の貸出しが多く、県

に乗り、羽前小松まで緑豊かな風景をながめ、本

外の人が利用する場合は思うようなところは見つ

間もどんな思いを胸に、この里をあとに上京した

けにくいものです。今回は JR・米沢駅近くで会

であろうと思いをめぐらせながら、のどかな役場

場が安いのが魅力の、米沢市東部コミュ二ティセ

まで足を延ばしました。米沢行きの帰りの時刻を

ンターを予約できました。

気にしながら、短時間でしたが地元への広報と協

6 月には開催のテーマ「米沢が生んだ本間喜一

力のお願いをしました。

をめぐって―東亜同文書院大学から愛知大学そし

19 時過ぎには、本間が帰郷の際に訪れていた

て最高裁判所―」と 3 名の講演者が決まり、山形

白布温泉・東屋まで行き、館主の宍戸氏から、本

県教育委員会、米沢市教育委員会、川西町教育委

間家や川西町玉庭の歴史について詳しくお話をし

員会、（財）霞山会、愛知大学同窓会に後援のお

ていただき、夜が更けるのを忘れるほどでした。

願いをしました。同時にポスター・チラシを作成

翌日は、館主から紹介された地元新聞の米沢日
報を訪れ、米沢での開催趣旨と本間研究について

して広報活動を展開しました。
開催 1 ヵ月前には、藤田当記念センター長に同行

紹介しました。ここに来て初めて、米沢ではなく

し、会場の下見を兼ねて後援団体を中心に協力のお

置賜（おきたま）の地名が本間のふるさとを差す

願いに山形県を訪れました。しかし、13 歳で故郷を

ことを教えられ、広報活動時の地名を米沢から置

離れた本間を知る人はなく、集客に不安だったため、

賜に変更しました。次にこの出張の目的のひとつ

その後は草の根広報を展開することになりました。

でもある本間喜一の生家・川西町玉庭の小池氏宅

まず最初に、米沢市教育委員会を訪れ、オープ

に、講演者の山田先生も途中で合流して訪問し、

ン・リサーチ・センタープロジェクトの展示公開事

関係資料を確認させていただきました。里山のの

業を米沢で開催する趣旨について、当記念センター

どかな田園地帯の集落の中に、築 180 年の木造

の出版物を持参して十分に説明しました。特に東亜

茅葺き屋根の曲がり屋がでんと構え、本間喜一の

同文書院から愛知大学を引き継いだ本間喜一の人物

雄姿とダブり歴史の重みさえ感じました。小池夫

像について力説しました。同ビル内の米沢市観光協

妻のお人柄にもふれ、今回の企画をどうしても成

会にもチラシ・ポスターを持参してお願いし、その

功させたいと思いを強くしました。

足で米沢市商工会議所に出向きました。お昼直前、

帰路、新幹線の時刻を気にしながら、一人でも

山形新聞に飛び込み支局長に開催の趣旨を伝え事前

多くの地元の人達に知ってほしい気持ちが増し、
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小池家頭首と息子さんにも支援していただき、初

会の会長を長く務めた孫平化が送った貴重な書

日に行けなかった河北新報社、米沢新聞そして文

「名高北斗寿比南山」（北斗星のように名高い本間

化に理解が深いと評判の遠藤書店にも立ち寄り、

先生は南山のように長生きしてください）を当大

時間の許す限り広報活動をしました。特に山形新

学史展示室から持参して、本間の人間関係の広さ

聞は支局長が対応していただき、会の予告記事も

と深さを表現しました。
講演会当日は、原田川西町長や佐藤学長もかけ

しっかり書いていただきました。
展 示 会 場 は、 小 ホ ー ル 59.5 m2（8.5 m×7 m）

つけていただき、本間を通して新たな交流が生ま

の空間をどのようにレイアウトするのか、数少な

れました。また、学長から本間先生の胸像目録が

い本間関係史資料を使い、本間を知らない地元の

川西町長に渡されました。
当日は集客の不安をよそに定員 150 名のとこ

人達に理解しやすい展示について思案しました。
パーテーション 17 枚をコの字形に設置し、展示

ろ、総勢 250 名の来場者で席が足りないほどの

ケース 1 台は山形市内から取り寄せ入り口の壁際

大盛況となりました。会場駐車場も満車となり、

に設置しました。

東部コミュニティセンター開設以来の人出とのこ

レイアウトは本学の本間展示室を基本にし、ふ

とでした。ふるさとの人々に広く置賜の偉人とし

るさとの玉庭での資料、本間が愛用していた帽子

て本間喜一を認知していただく大きな一歩となっ

や眼鏡等を入れ、一般の人達に関心をもってもら

たと思います。
地元の人々は、山田邦明本学文学部教授の「米

えることを第一に考え、構成することにしました。
まず、全体紹介のパネルで本間喜一像を描き、次

沢地方の歴史風土と本間喜一」、殿岡晟子氏（本

に 5 枚のパネルを使って川西町玉庭での生い立ち

間喜一氏長女）の「私の父本間喜一を語る」や藤

からはじめ、東京帝国大学卒業、東亜同文書院大

田佳久本学文学部教授・当記念センター長の「本

学最後の学長から愛知大学創立に深く係わったこ

間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学」

とや、初代最高裁判所の事務総長として活躍した

の講演を熱心に聴き入ったり、玉庭小学生時代の

ことを中心にしました。

展示資料を見入っていました。2 日目には、殿岡

パネルはⅠ．生い立ち・人間性（教育は愛であ
る）、Ⅱ．学究時代（法曹界から学問の世界へ）、

氏のご好意で手相診断も開催したため、より本間
が身近な存在になったと思います。

Ⅲ．東亜同文書院大学時代、Ⅳ．最高裁判所事務

山形新聞をはじめ米沢日報などの地元新聞やＴ

総長時代（初代三淵長官を支えた二代田中長官へ

Ｖ局にも取り上げられたり、マスコミや後援団体

引き継ぐ）、Ⅴ．愛知大学時代（厳父そして慈父）、

のご協力が大成功につながりました。

この 5 本の柱を目安に、壁面の幅を計算しながら

終了後は各団体に協力のお礼の挨拶まわりをし

必要な資料を選択しました。「玉庭歴代村長」、
「愛

ましたが、こうした無料の文化講演会に市民の期

情あふれる本間家の様子」、「最高裁判所事務総長

待が大きいこともわかり、歴史ある城下町である

としての本間」、「愛知大学創立時の書簡」の 4 点

ことを再認識しました。今回の開催場所は、会場

についてＡ 1 サイズのパネルを使ってわかりやす

費を安くおさえることで、住宅地の真ん中の東部

いようにまとめました。また本学創立一周年記念

コミュニティセンターを暑い夏に利用しました

式典の際、三淵最高裁判所長官が記念講演を行い、

が、場所や時期とは関係なく集客できたことは嬉

その時に書いてもらった掛軸「任重而道遠」（本

しい限りでした。

学が責任重大で前途多難であるという意味）や

アンケート結果よると、展示については、「簡

1987 年病床にあった本間を見舞い、中日友好協

潔明瞭な展示だった」「こじんまりとしていて見
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やすかった」との評価もいただきました。特に玉

開催してほしい」など多くの感想をいただきまし

庭の人達は「玉庭小学校卒業証書」から本間をよ

た。会場については、「講演場所はフレッシュな

り身近に感じたようです。講演会は、「小学校の

感じで大変よかった」と体育館も兼ねたホールに

皆勤賞をもらうなどの実話がとても面白く興味深

ついて、不安をよそに好評でした。「住宅地の中

かった」「本間の人生・生き方に感動させられた」

で分りにくい」「駐車場が満員だった」とのご意

と偉人としての本間を認識した内容でした。80

見もいただき、結果的には「米沢市上杉博物館」

代の方は「玉庭に嫁に来たころお年寄りから本間

で開催できたらよかったなどと大成功であったか

の話をよく聞いたが、人格者であると思っていた」

らこその発言もありました。

と講演に満足していました。本学の卒業生の身内

会場の関係で展示できなかった本間喜一に関係

の方は、「弟が卒業生だが、すばらしい方が身近

する質問や展示の要望もあり、本学に対する興味

にいたことに驚かされた」、「この企画を継続して

が深まったことを感じた企画でした。
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（出展なし）

（出展なし）

図録（１頁）

「東亜同文書院入学式写真」
華族会館で撮影された第2期生の入学式写真。最前列中
央に近衞篤麿東亜同文会会長、左隣に根津一東亜同文
（出展なし） 書院院長の姿がある。1902年4月。
（出展なし）

（出展なし）

洋画家で有名な岸田劉生の父。

図録（２頁）

（出展なし）

で職を得て、卒業後も中国との
関わりを持ち続けた書院生も多
かった。

愛知大学東亜同文書院大学の米沢資料展示会

（出展なし）

「林則徐の書による掛軸」
上海での東亜同文書院大
学時代に入手したもの。19
世紀前半イギリスは清国に
対し、
アヘンを輸出し巨利
を得ようとした。政治家・林
則徐は国家存亡の危機と
感じ、欽差大臣としてイギリ
ス商人の持ち込んだアヘン
を押収焼却、関係者を処刑
するなどして清国を守ろうと
した。本間はそのような愛
国精神を持つ林則徐の心
意気に惚れ、
これを飾って
いた。

「嘆願書」
1942年5月11日、東亜同文書院大学を辞して帰国した本
間への学生26名による復帰嘆願書。3メートル余りもの長さ
の嘆願書の最後部には学生一人一人の署名と血判があ
る。
（出展なし）

図録（３頁）

「本間喜一と学生の集合写真」
最前列中央が本間。写真に見える卓上の食べ物からは、上
海が戦争中でも物資が豊かだった様子がうかがえる。
1940年代。

「東亜同文書院大学引揚事情報告ノ件」
本間が東亜同文会（東亜同文書院大学
母体）
において口頭で行った引揚報告を
のちに文書にまとめて提出したもの。東亜
同文書院大学の学籍簿・成績簿を持っ
て帰ってきたことが記されている。1946
（昭和21）年４月20日。

「六法全書 平凡社（改訂第
14版）
」
この六法全書は本間を含め５
名の監修で肩書きは前東京商
大教授・東亜同文書院副院長
となっている。法学者としても
貴重な資料である。1943（昭
和18）年６月30日。

（出展なし）

「第一高等学校時代の集合写真」
前から２列目、向かって右から１番目が本間。中央上段に新
渡戸稲造校長の写真が挿入されている。1910（明治43）
年。

「巻き手紙」
昌二郎（次男）
が妹晟子に宛てたユーモアあふれる手紙。
1956（昭和31）年頃。

「山形県玉庭小学校卒業証書」
本間は旧姓小池。
同級生より１年早く入学し、卒業した。
1901（明治34）年３月28日。

置賜が生んだ本間喜一

◦第２章
史資料公開事業◦

◦ 399 ◦

「本間喜一愛用の品々」

「碁盤」
本間は昭和30年代に東京商科
大学（現一橋大学）
の教え子から
のお誘いを受けたこと、そして愛
知大学の財政を助けたかったこ
となどから建財株式会社（住宅・
不動産の会社で東京ディズニー
ランドの建設にも寄与した）
の社
長に就任した。 その後退職した
ときに退職金代りにいただいたの
がこの碁盤である。1965（昭和
40）年頃。
（出展なし）

「任重而道遠」
1947（昭和22）年11月愛知大学
創立１周年記念式典の際、三淵
最高裁判所長官が記念講演を
行った。その時に書いてもらった
のがこの書である。本学が責任重
大で前途に多難があるという意
味である。

「最高裁判所関係者との集合写真」
田中耕太郎が国際司法裁判所判事としてオランダ・ハー
グへ行く前に裁判所関係者との会合を行ったときの写真。
前列向かって左から 石田和外（第4代最高裁判所事務
総長、第5代最高裁判所長官）、本間喜一（初代最高裁判
所事務総長）、田中耕太郎(第2代最高裁判所長官、元文
部大臣）、五鬼上堅磐（第2代最高裁判所事務総長、最高
裁判所判事）。1961（昭和36）年頃。
（出展なし）

図録（４頁）

「名高北斗寿比南山」
1987（昭和62）年、病床にあった
本間を見舞い、孫平化氏が送っ
た書「北斗星のように名高い本
間先生は南山のように長生きし
て下さい」
の意。孫氏は戦後一貫
して日中友好に努めた人物で、
政府間の交流が存在しない期間
にも民間活動の立場から設立さ
れた中日友好協会の会長を長く
務めた。

「飾り用フェンシング」
本間は法政大学フェンシング部
創立（1935年）、大日本フェンシ
ング協会（現日本フェンシング協
会）創立に中心的役割を果たし
た。
これはその功績に対し、日本
フェンシング協会から1964（昭和
39）年の東京オリンピック開催の
際、感謝状、
メダルと共にいただ
いたものである。

「愛知大学設立認可書」
敗戦により、東亜同文書院大学が
閉校になったため、行き場を失った
学生のことを考え、本間が中心とな
って愛 知 大 学を創った。本 間が
1946（昭和21）年３月に帰国し、同
年8月1日申請、同年11月15日に
認可されるというスピードであった。
これには当時文部大臣であった田
中耕太郎（第一高等学校・東京帝
国大学時代の同級生で親友）
の存
在が欠かせない。

「最高裁判所事務総長辞令」
三淵忠彦が最高裁判所長官を引き受ける条件として、本
間が最高裁判所事務総長に就任することであった。愛知大
学は創立まもない大変な時期ではあったが、本間は三淵に
対する師弟関係から就任した。
1947（昭和22）年8月12日。

置賜が生んだ本間喜一
「山田良政先生墓碑」
1913年2月27日、日本を公式
訪問していた孫文が認めたもの。
東京谷中の全生庵に建立され
た碑の銘文となっている。
また、1919年には青森県弘前
市貞昌寺にも碑が建立された。

図録（５頁）

催 ： 愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター
援 ： 山形県教育委員会／米沢市教育委員会／川西町教育委員会／（財）霞山会／
愛知大学同窓会
お問合せ ： 愛知大学東亜同文書院大学記念センター
ＴＥＬ ： 0532-47-4139（直）

主
後

「孫文訃報電報」
1925年3月13日、国民政府委員・孫科（孫文長男）から
東京の山田家に宛てられた、孫文の死去を伝える電報。

「孫文と山田純三郎」
右側が孫文、左側が山田純三
郎（1876〜1960年）。純三郎は
山田良政の実弟。良政の死後、
その遺志を受け継ぎ、孫文の秘
書として革命活動を支え続けた。
1925年に孫文の臨終に立ち会
った唯一の日本人である。

「山田良政写真」
山田良政（1868〜1900年、青
森県弘前市出身）
は、1900年に
孫文が中国広東省恵州で起こ
した「恵州起義」
に参加して戦
死した。中国革命に参加して命
を落とした最初の外国人といわ
れている。

孫文を支えた書院の山田良政・純三郎兄弟（ただし出展なし）

愛知大学東亜同文書院大学の米沢資料展示会

場所：米沢市東部コミュニティセンター

2010年8月28日（土）13：30〜17：00

場所：米沢市東部コミュニティセンター

本間喜一を語る」殿岡

晟子氏（本間喜一氏 長女）

本間喜一
戦後の新憲法施行に伴い最高裁判所が
発足、そして三淵忠彦最高裁判所長官
の指名により初代最高裁判所事務総長
に就任した。

どなたでも
ご自由にご参加
ください。

入場無料

図録（表紙）

本間喜一が育った家（東置賜郡川西町玉庭）
本間喜一が13歳までを過ごした築180年の木造茅葺屋根の家。現在
も使われている。

藤田 佳久氏（愛知大学文学部教授・愛知大学東亜同文書院大学記念センター長）

3「本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学」

2「私の父

山田 邦明氏（愛知大学文学部教授）

定員150名

2010年8月28日（土）〜29日（日）10：00〜18：00

1「米沢地方の歴史風土と本間喜一」

講 演 会

展 示 会

間喜一に少しでもふれていただければ幸いです。

を広く知っていただくために、本間喜一をめぐる講演会と展示会を当地で開催いたします。
この機会に郷土置賜が生んだ本

川西町の出身で、
その新取な気性は置賜地方の伝統と文化に育まれたものです。
そこで今回、
この地方が生んだ本間喜一

その一方、最高裁判所の事務総長も務め、戦中戦後の日本の教育と裁判制度に大きく貢献しました。本間喜一は東置賜郡

るとすぐに書院を継承するべく、1946年豊橋の地に愛知大学を開設し、学長に就任して愛知大学の発展に尽力しました。

1901年上海に開学し、1945年敗戦によって閉学となった東亜同文書院最後の学長であった本間喜一は、日本に引き揚げ

−東亜同文書院大学から愛知大学そして最高裁判所−

置賜が生んだ本間喜一をめぐって

米沢資料展示会・講演会

愛知大学・東亜同文書院大学の
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催による資料展示会・講演会の企画運営に当たり
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名古屋資料展示会・講演会

だき、喜びながら早速ポスター・チラシを作成し

展示会：11 月 27 日（土）～ 29 日（月）

て情宣活動を始めました。
米沢展示会・講演会が終わると息つく暇もなく、

10：00 ～ 18：00
講演会：11 月 28 日（日） 13：30 ～ 16：30

具体的に展示をどのように公開するか、テーマや

展示公開プロジェクトの最後の開催場所は、当

講演内容を視点に入れ、過去の展示内容を分析し

初愛知大学車道校舎を予定していましたが、本学

ながら具体化していきました。

同窓生が松坂屋に多く就職しており、会場費を同

会場のレイアウトは、マツザカヤホールを大き

窓会から負担していただけることで、マツザカヤ

く 2 つに分けることにしました。展示史資料は、

ホールを開催場所に決めました。

パーテーションの寸法や会場個々の展示品を活か

このプロジェクトの最後の基調講演は、『われ

せる方法を試行錯誤しながら選択し、本学が所蔵

巣鴨に出頭せず』を著されたノンフィクション作

する主な展示物は、写真を撮り解説を加えて展示

家・工藤美代子氏の「近衞文麿公の『われ巣鴨に

図録を作成して理解を深めていただくようにしま

出頭せず』をめぐって」と藤田佳久本学文学部教

した。

授・当記念センター長による東亜同文書院大学の

最初のコーナーは、「近衞家、荒尾精と「東亜

歩みと、5 年間のプロジェクトの展開についても

同文書院」の誕生」とし、特に近衞家４代の貴重

紹介することにしました。

な書、近衞忠熙（掛軸）、近衞篤麿（掛軸）、近衞

工藤氏は近衞文麿公の行動を論理的に検証し、

文麿（掛軸）、近衞文隆（掛軸）を中心に配置し、

東京裁判を根底から覆すほどの功績があったとし

新たに文麿、文隆の説明パネルを作成しました。

て、東亜同文書院記念基金会から記念賞を受賞さ

荒尾精の紹介については、京都展示会場で寄贈い

れた方です。

ただいた見栄えのする「荒尾精書幅」（縦 215 cm

2010 年 6 月、名古屋市栄にある松坂屋名古屋

×横 95 cm）をコーナーの中心に設置し、新たに

店に会場下見を兼ねて、打ち合わせに出かけまし

「荒尾精家の紹介」、「荒尾の姪の紹介」を A1 サ

た。思っていた以上に会場使用の規制が多いデ

イズのパネルで作成し、計 17 点を展示しました。

パートでの講演会・展示会をどのように構成する

次のコーナーは「孫文を支えた書院の山田良

のか、不安を感じながら会場のイメージ作りをし

政・純三郎兄弟」とし、会場入り口正面には「山

ました。

田良政先生墓碑」
（掛軸）と東亜同文書会評議員で

テーマに合わせてどのような魅力ある企画をす

あった故櫻木俊一氏（名古屋出身）に贈られた孫

ればどれだけの集客が可能なのか、大学が所蔵す

文の書「天下為公」
（額縁）をメインに設置し、ま

る限られた史資料の中で何に興味を抱いてもらえ

た入り口付近のコーナーは、「履忠蹈信」（額縁）

るかなどについて、今回も検討を重ねました。

と「恕無怨」
（額縁）をポイントに孫文関係史資料

後援団体は、愛知県教育委員会、名古屋市教育

を展示しました。ガラスケース内には、「土屋文

委員会、朝日新聞社、中日新聞社、毎日新聞社、

明短歌」と「孫文訃報電報」を入れて計 21 点を

読売新聞社、日本経済新聞社名古屋支社、（財）

展示しました。

霞山会。共催は、展示公開プロジェクト事業を最

第 2 室は、「東亜同文書院から愛知大学へ」を

初から支えた本学同窓会の計 9 団体へお願いをし

テーマに、４つのコーナーを設けました。特に
「書院の指導者たち」や「大旅行」をポイントに

ました。
夏休み前には、薄謝でご無理に講演の依頼をし

4 点、日中関係は中華民国第 3 代・第 6 代大総統

ていました工藤美代子氏から快諾のメールをいた

の黎元供から東亜同文書院創立 20 周年を記念し
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催による資料展示会・講演会の企画運営に当たり

て贈られた書「一道同風」を入れ 6 点、最後の愛

た。展示会場にはパーテーション 65 枚、ガラス

知大学コーナーは 2 つのケースも設置し、計 28

ケース５台設置。写真パネルや掛軸を取り付ける

点の資料やパネルを選びました。

と、ゆったりとした見栄えのする展示室に生まれ

第 2 室から出口までの長い通路には、創成期の
群像を中心としたイーゼルパネル 34 脚を使用し

変わりました。なお、出口には本間先生の胸像の
素像が置かれました。
28 日の講演会は、工藤氏のわかりやすい近衞

て、展示することにしました。
11 月には、会場の最終確認のため再度訪問し

文麿公解釈に加えて当記念センター長の「東亜同

て松坂屋の実施担当者、パーテーション設置業者

文書院大学から愛知大学へ―オープン・リサー

の三者で予め作成した 100 分の 1 の図面を基に

チ・センタープログラム事業にも関連して―」の

講演会場のレイアウトや展示会場のパーテーショ

講演もあり、展示内容をより理解することができ

ンの位置などを具体的に決めました。現場に立ち、

たと思います。

この広いイベント会場で一般の人をどのくらい呼

中日新聞や読売新聞に掲載されたことも大きく

び込むことができるのか、集客に不安を感じなが

影響し、集客の不安をよそに３日間で述べ 500 名

らの打合せでした。

の来場者があり、東亜同文書院から愛知大学の流

事前に担当業者からマツザカヤホールの平面図

れが話題になりました。名古屋市在住の方から東

を受取り、パネルの寸法の大きさ、展示ケースの

海 4 県、石川、福井、大阪、神奈川、埼玉、東京、

サイズなどの備品を確認した上で、こちらで検討

千葉県と遠方からもお越しいただき、改めてこの

した内容を図面化して打合せに臨んだことで、会

プロジェクト事業の大きさや役割を肌で感じ、開

場レイアウト案が順調に決まりました。

催の目的を果たすことができました。

この展示公開プロジェクト事業も 9 回目とな

アンケート結果では、
「展示のコンテンツがしっ

り、毎回試行錯誤しながら実行してきたことが生

かりしていて見やすかった」、「展示会場に寮歌が

かされたことを実感しました。

流れていて静かにゆっくりと拝見できた」と展示

展示物は、参加者メンバーで一つひとつ梱包し、

についてお褒めのことばもありました。新聞を見

4 個の大型 Box に納めてチャーター便に乗せ、搬

て来場した方からは、「講演場所が大学では敷居

入から飾り付け、搬出までを皆で協力しておこな

が高いが、デパートが会場なら来やすい」、「講演

いました。

中には展示会場を閉めてほしかった」との会場の

受付けには、名古屋展示会図録をはじめ当記念

ご意見もいただきました。展示については、東亜

センター案内やオープン・リサーチ・センター成

同文書院卒業生のご家族からは、「父や叔父が過

果物の展示・販売コーナーも設けることにしまし

ごした書院を理解でき感激した」と企画の喜びの

た。

声が届きました。本学の卒業生は、「あらためて

展示会場の準備は、開催日の前日の午後に出張

母校を知る機会となった」、「この企画を継続して

者全員で行いました。会場レイアウト案通、会場

開催してほしい」など多くの感想をいただきまし

を大きく２つに分割。講演会場は椅子 200 席を

た。在学生からは、「大学の授業ではここまで詳

並べ、演台、司会台を設置しました。プロジェク

しい内容は見聞きできないのですごくよかった」

ターは同窓会副会長の加藤氏のご好意により借用

「書院から愛知大学の設立が理解できた」、「ここ
に来て偉大な歴史ある愛知大学生であることに誇

しました。
展示品等を乗せたボックスチャーター便が届く

りに思えた」などと記載され、印象に残った資料

と同時にレイアウトに従い、展示物を設置しまし

としては「大旅行」や敗戦後に中国政府から山田
177
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純三郎に送られた「国民政府軍発行通行許可書」

る事は全て手づくりで行うことを目標に展示会・

をあげて、孫文の秘書をつとめた山田純三郎がど

講演会を実施しましたが、共催・後援団体のご協

れほどの存在であったかの証だと評価していまし

力や中日新聞や読売新聞に記事として掲載された

た。会場の関係で展示できなかった本間に関係す

ことも、大きく集客にプラスになりました。
今回もプロジェクトメンバー全員が汗を流した

る質問や展示の要望もあり、本学に対する興味が

だけの成果を実感した展示会でした。

深まったことを肌で感じました。
今回も厳しい予算の折、企画から実行まで出き
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図録（１頁）

図録（２頁）

愛知大学東亜同文書院大学の名古屋展示会

図録（３頁）

愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催による資料展示会・講演会の企画運営に当たり
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図録（４頁）

図録（５頁）

愛知大学東亜同文書院大学の名古屋展示会

図録（表紙）
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東亜同文書院大学記念センター初の企画展（２本立て。２０１０年５～７月開催）に関わって

〈企画展に関わって〉

東亜同文書院大学記念センター
初の企画展（２本立て。2010 年５～７月開催）に関わって
大学史事務室

佃 隆一郎

愛知大学東亜同文書院大学記念センターにとっ

たが、これは参観者に “ 旧軍＝愛知大学 ” との誤

て初めてになる “ 学内での企画展示 ” が、2010

解を与えさせないためと、代表的卒業生の写真パ

（平成 22）年度に入ってすぐに（後述する大学史

ネルを外から見える場所に置いて関心をひく効果

資料協議会例会開催に合わせて）実現の運びとな

をねらったためである。
そして両方のコーナーが別々に完結する形にな

り、「愛知大学生・卒業生の活躍のあゆみ」およ
び「豊橋校舎の地が軍隊の敷地だった頃」として、

るよう資料を選定し、それぞれにキャプション

10 年５月 20 日より本学豊橋校舎大学記念館内に

ボードを作製して用意した（各展示資料とキャプ

て開催された。そして私はここで、展示品の選定

ションは A1 パネルともども、本文のあとに別

や、使用パネル・キャプションの製作について、

掲）。さらに展示期間に入ってまもなく、文学部

（個人研究との関連もあって）中心的役割を担う

すえなみ

の卒業生である末次秀行氏（当時中日新聞社運動

ことになったので、以下その内容を報告してみる。

部勤務）のご好意により、現在プロ野球で活躍し

この企画展の意義・目的は、2007 年の愛知大

ている岩瀬仁紀・中日ドラゴンズ投手（経済学部

学史展示室リニューアルの際割愛した、“ 施設と

卒）のパネルを飾ることができた（本文中写真参

してのいわば前史である旧陸軍時代 ” と “ 学生・

照）。ここに改めて感謝申し上げる。

卒業生の側から見た愛知大学史 ” という２つの視

限られたスペースと期間のなかでの展示であっ

点・分野について、以前の展示室でのものを活用

たが、各種協議会や学会での “ 愛知大学の紹介 ”

しつつ改めて本格的に展示することによって、教

の一端も兼ねて、会期中本学にて開かれた「東日

職員・在学生のみならず地域一般の方々や卒業生

本大学史資料協議会」例会への参加者をはじめと

の皆さまにも、興味深く本学の多面的な歴史を理

する、各方面の方々へのご案内に努めてみた。そ

解していただきたいことにあった。

しておかげをもって、当初６月 19 日までの予定

展示にあたっては「“ 軍都 ” 豊橋と（作家の）
井上靖」「38 年ぶりの卒業式」といったように、

であった期間を、７月 17 日まで約１ヵ月延長さ
せていただくことができた。

トピックを数点ずつ設定してそれぞれの説明をＡ

会期中どれほどの参観者が訪れ、どれほどの反

１サイズのパネルで（簡易な形ながら）新規に製

響があったかについては、（具体的なカウントや

作し、アクセントにした。

全体的なアンケートの実施を見合わせたことも

会場となった部屋（２つ分で出入口は１ヵ所）

あって）確定・把握にいたらなかった面があるが、

は手前を「…学生・卒業生の活躍…」、奥を「…

両分野とも今後さらに充実させた展示を、豊橋校

軍隊の敷地だった頃」と、あえて時系列を逆にし

舎記念館のみならず様々な場所で行なえるよう努
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めなければならないし、そのためのきっかけとし

書院大学記念センター資料の展示会」で、岩瀬投

て今回の展示を位置づけ、省みなければなるまい。

手パネルをはじめとする卒業生関連の説明・紹介

なお別項で報告されている、約半年後の同年 11

を一部再利用したことを、最後にここでも併せて

月末に松坂屋名古屋店南館で行なった「東亜同文

述べておきたい。

「学生・卒業生」をコンセプトにした企画展示室（岩瀬投手パネルを中心に撮影）

「軍隊の敷地だった頃」をコンセプトにした企画展示室（予備士官学校～愛大創設期の部分）
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東亜同文書院大学記念センター初の企画展（２本立て。２０１０年５～７月開催）に関わって

・企画展用に製作したＡ１パネル（主要部）
〔学生・卒業生用〕

第１回卒業生は
回卒業生は１３名
１３名

創設期の
創設期の運動部・
運動部・文化部の
文化部の活動

劣悪な
劣悪 な 環境下で
環境下 で 創設された
創設 された愛知大学
された 愛知大学であった
愛知大学 であった

愛知大学は
愛知大学は 1948（
1948（昭和 23）
23）年３月 27 日、その最初
その最初の
最初の卒業生を
卒業生を送り出す第１回
卒業式を
卒業式
を、豊橋校舎講堂（
豊橋校舎講堂（旧陸軍予備士官学校講堂。
旧陸軍予備士官学校講堂。現第二体育館
現第二体育館）
体育館）で挙行し
挙行し
た。
巣立っていった
っていった卒業生
卒業生は
ぎなかったが、
らは本学
本学の
巣立
っていった
卒業生
は、まだわずか 13 名に過ぎなかったが
、彼らは
本学
の新

が、次第に
次第に運動部や
運動部や文化部の
文化部の活動は
活動は活発になっ
活発になっ
てきた。
てきた。
運動部では
運動部では野球部
では野球部・
野球部・馬術部・
馬術部・柔道部（
柔道部（当初同好
会 ）・ 卓球部等の
卓球部等 の 成績がぬきんで
成績 がぬきんで経営学研究
がぬきんで 経営学研究

しい学風
しい学風を
学風を身につけ、
につけ、その優秀
その優秀さのゆえに
優秀さのゆえに、
さのゆえに、それぞれ外務省
それぞれ外務省や
外務省や新聞社などに
新聞社などに就
などに就
職し、また大学教師
また大学教師になった
大学教師になった者
になった者もあり、
もあり、そののち社会的
そののち社会的に
社会的に大いに活躍
いに活躍すること
活躍すること
になった。
になった
。

会・演劇研究会・
演劇研究会・児童文化部・
児童文化部・新聞部等を
新聞部等を中心
に、各方面において
各方面において積極的
において積極的な
積極的な活動を
活動を 展開した
展開 した。
した。
新聞部では
新聞部では （
（昭和 ）
）年いち早
いち早く新聞研
究室が
究室が設けられ、
けられ、教員と
教員と学生有志との
学生有志との共同
との共同によ
共同によ

旧制学部の
旧制学部の卒業者数一覧

る『愛知大学新聞』
愛知大学新聞』が創刊された
創刊された。
された。これには実
これには実
卒業

務面で
務面 で 懇切な
懇切 な 指導を
指導 を 惜 しまなかった各社新聞
しまなかった 各社新聞
人の尽力も
尽力も大きく、
きく、全国学生新聞連盟の
全国学生新聞連盟の委員校

年度

として
として発展していった
発展していった。
していった。

1947

中国研究会語学部機関誌

旧軍隊のいわば
旧軍隊のいわば遺産
のいわば遺産として
遺産として、
として、豊橋校舎内には
豊橋校舎内には当
には当
時から現在にいたるまで
現在にいたるまで馬場
にいたるまで馬場が
馬場が設けられているのであって、
けられているのであって、（
（昭和 ）
）年
の愛知国体での
愛知国体での馬術競技会場
での馬術競技会場となった
馬術競技会場となった。
となった。国体では
国体では馬術部
では馬術部のほか
馬術部のほか、
のほか、柔道部と
柔道部と卓球
部が  年に愛知県代表としてそろって
愛知県代表としてそろって出場
としてそろって出場した
出場した。
した。
現在中日
岩瀬仁紀投手らを輩出
らを輩出している
輩出している硬式野球部
している硬式野球部は
硬式野球部は、（
（昭
現在中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズの
ドラゴンズの岩瀬仁紀投手らを
和 ）
）年に初めてプロ
めてプロ野球
プロ野球チーム
野球チームへの
チームへの入団
への入団を
入団を果たし、
たし、その２
その２年後には
年後には、
には、３度目
の代表校となった
代表校となった全日本大学選手権大会
となった全日本大学選手権大会で
全日本大学選手権大会でベスト４
ベスト４まで進出
まで進出した
進出した。
した。

法経学部
法政科

経済科
13

計
13

1948

5

13

18

1949

31

93

124

1950

34

96

130

1951

60

125

185

1952

93

204

297

計

223

544

767

最後の
最後の 1952 年度は
年度は、新制学部１
新制学部１期
生 との合同卒業式
との合同卒業式となり
新制の
合同卒業式 となり、
となり 、 新制の
わせて計
473 名と合わせて
計 770 名が卒業



創設期の卒業式での記念撮影

大会での柔道部メンバー（岐阜大学にて）

中日文化賞受賞者

３８年待
３８年待った
年待った卒業式
った卒業式
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）年卒業生約 
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人が （
（平成 ）
）年  月  日、名古屋市昭和区の
名古屋市昭和区の市公会堂であった
市公会堂であった名古屋
であった名古屋
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校舎卒業式に
校舎卒業式に 38 年遅れで
年遅れで出席
れで出席し
出席し、卒業式への
卒業式への参加証明書
への参加証明書を
参加証明書を授与された
授与された。
された。
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学費値上げ
学費値上げ反対運動が
反対運動が激しかった  年には卒業式
には卒業式を
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けず、卒業生  人に
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証書を
証書を郵送しただけだった
郵送しただけだった。
しただけだった。 年２月の同窓会和歌山支部総会で
同窓会和歌山支部総会で、大阪支部
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長が学長に
学長に事情を
事情を伝え、多くの該当卒業生
くの該当卒業生が
該当卒業生が還暦前後になったのを
還暦前後になったのを機
になったのを機に式が企

ᵈ⋡ߒߚ
ᵈ⋡ߒߚޕ
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画された。
された。
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式ではその大阪支部長
ではその大阪支部長から
大阪支部長から「
から「このような機
このような機会を与えて下
えて下さり、
さり、感謝しています
感謝しています」
しています」
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との謝辞
との謝辞が
謝辞が述べられ、
べられ、代表で
代表で参加証明書を
参加証明書を受け取った卒業生
った卒業生も
卒業生も「人生の
人生の新しい
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スタートという
スタートという感
という感じがし、
じがし、エネルギーをもらった
エネルギーをもらった」
をもらった」と喜びを表
びを表した。
した。
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地元ラジオ
地元ラジオ局
ラジオ局人気番組
人気番組の
番組のパーソナリティー・
パーソナリティー・つボイノリオさんも
ボイノリオさんも  年の卒業生
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として参加
として参加し
参加し、式の様子を
様子をラジオ中継
ラジオ中継した
中継した。
した。つボイさんは
ボイさんは「
さんは「こういう歳
こういう歳になる
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と、人生の
人生の通過儀礼って
通過儀礼ってやっぱり
つの区切りをしみじ
ってやっぱり必要
やっぱり必要なんだとわかる
必要なんだとわかる。
なんだとわかる。一つの区切
区切りをしみじ
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第 58 回受賞 加々美光行教授

みと迎
みと迎えられ、
えられ、よかった」
よかった」と感激していた
感激していた。
していた。
（『中日新聞』 年  月  日付記事より。
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38 年後の卒業式に集まった 1972 年卒業生一同
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史資料公開事業◦

〔旧軍施設用〕

「軍都」
軍都」豊橋と
豊橋と井上靖

旧軍施設時代 ―「軍都」
軍都」だった豊橋地区
だった豊橋地区―
豊橋地区―


愛知大学豊橋校舎とその
愛知大学豊橋校舎 とその周辺
とその 周辺の
周辺 の 地 に は かつて、
かつて 、 第十五師団など
第十五師団 など旧陸軍
など 旧陸軍の
旧陸軍 の 各部
隊・学校が
学校が存在していた
存在していた。
していた。

戦前の豊橋の別称であった
日露戦争末期
日露戦争 末期に
末期 に 千葉県で
千葉県 で

「 軍都」
軍都 」 とは、
とは 、 どのようなも

編成され
編成 された
され た 第十五師団は
第十五師団 は 、

のであったろうか。
のであったろうか。

（
（明治 ）
）年に豊橋

本康宏史氏は
本康宏史氏 は 著書『
著書 『 軍都の
軍都 の 慰

地区に
地区 に 移駐し
移駐 し 、 南郊のこ
南郊 のこ

霊空間』
（吉川弘文館刊
霊空間』
（吉川弘文館刊）
吉川弘文館刊）で「軍

たかし

の 地 （ 当時の
当時 の 渥美郡高師
渥美郡 高師

都」を、
「当該都
「当該都市
当該都市の諸相に
諸相に師

村 ） にこの記念館
にこの 記念館（
記念館 （ 当時

団等の
団等 の 軍隊やその
軍隊 やその施設
やその 施設の
施設 の 存在

の 師団司令部）
師団司令部 ） をはじめ

が 構造的な
構造的 な 影響を
影響 を 与 えていた

えいじゅ

師団司令部時代の記念館


とする、
とする、一大 衛 戍 地（現

地方中核都市」
地方中核都市 」 と 定義してい
定義 してい

在 でいう駐屯地
でいう 駐屯地）
駐屯地 ） が 建設

る 。 その意味
その 意味で
意味 で 豊橋地区は
豊橋地区 は 、

された。
された 。 そして、
そして 、 約 １ 万

第十五師団本部やその
第十五師団本部 やその参加
やその 参加の
参加 の

井上靖の父が赴任していた歩兵第十八連隊営門跡
（現豊橋公園入口）

各連隊が
各連隊が複数駐留することになり
複数駐留することになり、
することになり、師団進出にあたって
師団進出にあたって南部郊外
にあたって南部郊外（
南部郊外（この一帯
この一帯）
一帯）

名の将兵が
将兵が常駐することになった
常駐することになった豊橋
することになった豊橋は
豊橋は、軍との物心両面
との物心両面の
物心両面の結びつきを強
びつきを強めた
「軍都」
軍都」として発展
として発展していった
発展していった。
していった。

に一大駐屯地が
一大駐屯地が造成、
造成、建設され
建設され、
され、都市拡大の
都市拡大の契機になったことから
契機になったことから、
になったことから、典型的な
典型的な

しかし （
（大正 ）
）年には、
には、第一次世界大戦後の
第一次世界大戦後の軍縮世論の
軍縮世論の高まりによっ

「軍都」
軍都」であったと言
であったと言える。
える。同様だった
同様だったケース
だったケースとしては
ケースとしては、
としては、宇都宮、
宇都宮、高田（
高田（新潟

て、第十五師団は
第十五師団は廃止され
廃止され、
され、この地
この地の大部分は
大部分は広大な
広大な遊休地と
遊休地と化した。
した。これに

県）、岡山
、岡山、
岡山、久留米などの
久留米などの各地方都市
などの各地方都市があげられる
各地方都市があげられる。
があげられる。

対し豊橋では
「独創的
独創的な
豊橋では、
では、「
独創的なグレート豊橋
グレート豊橋の
豊橋の建設」
建設」（当時
（当時の
当時の地元紙の
地元紙の表現）
表現）のため

『敦煌』
『風林火山』
敦煌』
風林火山』などの小説家
などの小説家として
小説家として知
として知られる井上靖
られる井上靖は
井上靖は、父親が
父親が軍医として
軍医として

に、それら遊休地
遊休地の買取り
買取り、転用などが
転用などが画策
などが画策された
画策された。
された。しかし、
しかし、結局師団跡は
結局師団跡は 
それら遊休地の

豊橋に
豊橋に赴任していたことから
赴任していたことから、
していたことから、幼少期には
幼少期には住
には住んでいた伊豆半島
んでいた伊豆半島からよく
伊豆半島からよく豊橋
からよく豊橋に
豊橋に

（昭和２
昭和２）年、軍改編の
軍改編の一環として
一環として新設
として新設された
新設された陸軍教導学校
された陸軍教導学校に
陸軍教導学校に転用され
転用された
された。続

来ていた。
ていた。その思
その思い出を井上は
井上は、自伝的小説『
自伝的小説『しろばんば』
しろばんば』のなかで、
のなかで、豊橋の
豊橋の
描写するとともに
するとともに、
主人公とともに
とともに豊橋
豊橋を
った「
おぬいばあさん」
活気を
を描写
するとともに
、主人公
とともに
豊橋
を見て帰った
「おぬいばあさん
」
活気
の自慢話として
自慢話として、
として、「三島
「三島に
三島に師団があるかや
師団があるかや。
があるかや。静岡だって
静岡だって連隊
だって連隊だけじゃ
連隊だけじゃ」
だけじゃ」「豊橋と
豊橋と

（
（昭和 ）
）年の敗戦

いうところは、
いうところは、あんた、
あんた、師団がある
師団がある。
がある。師団というも
師団というも

時、豊橋の
豊橋の市街地は
市街地は空襲で
空襲で

のは連隊
のは連隊の
連隊の寄り集まったところじゃ。
まったところじゃ。それ一事考
それ一事考え
一事考え

かいじん

灰 燼 に帰してしまった
してしまった。

ただけでも、
ただけでも、豊橋が
豊橋が三島と
三島と較べられたら、
べられたら、豊橋が
豊橋が泣

焼 失 を 免 れたこの 地 の 各

くわ」
くわ」と語らせている。
らせている。元来浜松をはじめ
元来浜松をはじめ、
をはじめ、静岡県



く同学校の
同学校の拡張、
拡張、さらには（
さらには（第一）
第一）予備士官学校への
予備士官学校への移行
への移行によって
移行によって、
によって、現記念館
は軍隊教育と
軍隊教育と「軍都」
軍都」豊橋の
豊橋のシンボルとして
シンボルとして存在
として存在しつづけることになった
存在しつづけることになった。
しつづけることになった。

施設は
施設は、新たな志
たな志を胸に中

下の各都市との
各都市との結
との結びつきが強
びつきが強かった豊橋
かった豊橋とは
豊橋とは、
とは、連隊

国ほか「
ほか「外地」
外地」より引
より引き揚

のみの静岡
のみの静岡・
静岡・浜松の
浜松の上をいく「
をいく「師団のある
師団のある街
のある街」とし

げ てきた 人 々 らに よっ て

て、少なくとも静岡県方面
なくとも静岡県方面からは
静岡県方面からは一目置
からは一目置かれる
一目置かれる存在
かれる存在

受 け 継 が れる 日 を 待 つ こ

であったことが、
であったことが、この一節
この一節からうかがえるのである
一節からうかがえるのである。
からうかがえるのである。

とになったのである。
とになったのである。
豊橋第一陸軍予備士官学校などの航空写真

宇垣軍縮の
宇垣軍縮の骨子と
骨子と特徴

第十五師団を
第十五師団を廃止させた
廃止させた宇垣陸軍大臣
させた宇垣陸軍大臣の
宇垣陸軍大臣の“賭け”

－1920 年代後半（
年代後半（大正～
大正～昭和期）
昭和期）にもあった「
にもあった「部隊移転問題」－
部隊移転問題」－


関東大震災後の
行財政整理の
一環として
として、
年前の
山梨軍縮に
関東大震災後
の行財政整理
の一環
として
、３年前
の山梨軍縮
に続いて （
（大
）
なわれた宇垣軍縮
宇垣軍縮は
陸軍再軍縮の
要求に
じながら軍備
軍備の
正 
）年に行なわれた
宇垣軍縮
は、陸軍再軍縮
の要求
に応じながら
軍備
の近代

豊橋の
豊橋の第十五師団が
第十五師団が廃止された
廃止された 1925（大正 14）
14）
年５月１日の陸軍軍縮は、実行責任者の

化を実現するために
実現するために構想
するために構想されたものであり
構想されたものであり、
されたものであり、思いきって４
いきって４個師団を
個師団を廃止するの
廃止するの
と引きかえに、
きかえに、それによって節約
それによって節約された
節約された費用
された費用を
費用を戦車隊・
戦車隊・飛行隊の
飛行隊の設置などの
設置などの財
などの財
源として転用
として転用させることが
転用させることが基本骨子
させることが基本骨子であった
基本骨子であった。
であった。さらに師団廃止
さらに師団廃止により
師団廃止により余剰
により余剰とな
余剰とな
った現役将校
現役将校を
中等・
高等教育の
各学校に
配属させて
させて軍事教練
軍事教練を
なわせる
った
現役将校
を、中等
・高等教育
の各学校
に配属
させて
軍事教練
を行なわせ
る
とともに、
までの勤労青年
勤労青年を
対象とする
とする青年訓練所
青年訓練所を
とともに
、 歳から  歳までの
勤労青年
を対象
とする
青年訓練所
を全国市町
設置し
在郷軍人会と
びつけて軍事教練
軍事教練を
実施することによって
することによって、
村に設置
し、在郷軍人会
と結びつけて
軍事教練
を実施
することによって
、近代

うがきかずしげ

宇垣一成陸軍大臣にちなんで
陸軍大臣にちなんで「
にちなんで「宇垣軍縮」
宇垣軍縮」 と

呼 ばれている。
ばれている。これは第一次世界大戦後
これは第一次世界大戦後の
第一次世界大戦後 のワ
シントン海軍軍縮条約
シントン海軍軍縮条約に
海軍軍縮条約に 対応する
対応する形
する 形でその３
その３
年前に
年前に行な われた、
われた 、前任者による
前任者による陸軍
による 陸軍軍縮
陸軍軍縮が
軍縮が
師団（
師団（海軍の
海軍 の主力艦に
主力艦に相当する
相当する戦力単位
する戦力単位）
戦力単位 ）の

戦に即応する
即応する総動員体制
する総動員体制をつくりあげる
総動員体制をつくりあげる計画
をつくりあげる計画を
計画を推進した
推進した。
した。
この軍縮
軍縮により
この
軍縮により豊橋
により豊橋の
豊橋の第十五師団のほか
第十五師団のほか、
のほか、第十三（
第十三（高田）
高田）・十七（
十七（岡山）
岡山）・十八
久留米）
各師団が
廃止されたほか
されたほか、
、その下
（久留米
）の各師団
が廃止
されたほか
その下の部隊単位である
部隊単位である連隊
である連隊・
連隊・大隊も
大隊も

削減をしなかったことで
削減をしなかったことで、
をしなかったことで 、政界や
政界や マスコミか
マスコミか
ら 不徹底と
不徹底と 批判されたのをうけての「
されたのをうけての「やり直
やり直
し 」としてのものであった
としてのものであった。
った。ここで宇垣
ここで宇垣は
宇垣 は一

多数削減された
多数削減された。
された。前回の
前回の軍縮では
軍縮では実施
では実施されなかった
実施されなかった、
されなかった、これら部隊
これら部隊の
部隊の削減は
削減は

挙 に、第十五師団など
第十五師団 など４
など４ 個の師団を
師団 を廃止した
廃止 した



旧来の
旧来の部隊（
部隊（若い番号）
番号）を存置・
存置・転属→
転属→近年設立された
近年設立された部隊
された部隊（
部隊（大きい番号
きい番号）
番号）を廃止
廃止

という要領
という要領で
要領で行なわれ、
なわれ、結果として駐留部隊
として駐留部隊が
駐留部隊が全廃された
全廃された都市
された都市はほとんどでき
都市はほとんどでき
なかった。
部隊への
への各都市
各都市の
各種依存面を
考慮した
した、
宇垣一成陸相の
なかった
。部隊
への
各都市
の各種依存面
を考慮
した
、宇垣一成陸相
の政治的手
われといえるが、
陸軍内部に
えた部隊削減
部隊削減の
衝撃は
なくなく、
腕の表われといえるが
、陸軍内部
に与えた
部隊削減
の衝撃
は少なくなく
、宇垣
への憎
しみは残
ることになった。
への
憎しみは
残ることになった
。

のであった。
のであった。
宇垣は
宇垣は軍縮実施日の
軍縮実施日の日記（
日記（正確には
正確には随想録
には随想録）
随想録）

宇垣一成陸軍大臣

に、師団削減断行について
師団削減断行について
「裏の理由は
理由は世論に
世論に先手を
先手を打ったのだ。
ったのだ。国民が
国民が叫んでいる師団削減
んでいる師団削減の
師団削減の声に先ん
じて英断
じて英断を
英断を下し、節減経費を
節減経費を軍備の
軍備の改善に
改善に転用することで
転用することで、
することで、世論を
世論を軍の革新に
革新に

その一方
その一方で
一方で政界や
政界や国民には
国民には、
には、宇垣のこの
宇垣のこの施策
のこの施策は
施策は好意的にとられたが
好意的にとられたが、
にとられたが、豊橋など
豊橋など
師団廃止対象の
師団廃止対象の各地区では
各地区では、
では、いずれも廃止
いずれも廃止が
廃止が発覚した
発覚した時期
した時期から
時期から反対運動
から反対運動が
反対運動が展開
された。
。まさしくそれは、
された
まさしくそれは、宇垣が
宇垣が日記で
日記で示した目論
した目論みに
目論みに応
みに応じたものであった。
じたものであった。
事実豊橋では
では師団廃止以後
師団廃止以後、
「国防
国防のための
のための軍隊
軍隊の
存在の
大切さ
強調され
され、
事実豊橋
では
師団廃止以後
、「
国防
のための
軍隊
の存在
の大切
さ」が強調
され
、
東出兵や
満州事変といった
といった、
中国大陸への
への軍事介入
軍事介入・
侵攻への
への支持
支持へとつな
山東出兵
や満州事変
といった
、中国大陸
への
軍事介入
・侵攻
への
支持
へとつな

導いたのだ。
部隊の
の廃止がその
いたのだ。さらにこれによって部隊
さらにこれによって部隊
廃止がその地元
がその地元に
地元に打撃を
打撃を与えるかを国
えるかを国
民に自覚させてやったのだ
自覚させてやったのだ。
させてやったのだ。これからは政治家
これからは政治家はともかく
政治家はともかく、
はともかく、国民は
国民は二度と
二度と師団
削減など
削減など口
など口にするまい」
にするまい」（部分要約
（部分要約、
部分要約、口語化）
口語化）
と、決意と
決意と自信のほどを
自信のほどを示
のほどを示している。
している。
実際、
実際、この軍縮
この軍縮での
軍縮での節減経費
での節減経費は
節減経費は軍備改良に
軍備改良に転用されたのであり
転用されたのであり、
されたのであり、その他
その他さまざ

がっていったのである。
がっていったのである。

まな政治的施策
まな政治的施策を
政治的施策を講じた宇垣
じた宇垣は
宇垣は、日本陸軍の
日本陸軍の近代化を
近代化を進めたとともに、
めたとともに、政界に
政界に



進出する
進出する態勢
する態勢を
態勢を整えることになった。
ることになった。しかし、
しかし、師団削減を
師団削減を軍内の一部から
一部から恨
から恨ま

廃 止

第十五師団司令部、
第十五師団司令部、第十七旅団司令部、
第十七旅団司令部、歩兵第六十連隊、
歩兵第六十連隊、
騎兵第十九連隊、
野砲兵第二十一連隊、
工兵第十五大隊、
騎兵第十九連隊
、野砲兵第二十一連隊
、工兵第十五大隊
、

新 設

高射第一連隊（
高射第一連隊（野砲兵第二十一連隊跡地に
野砲兵第二十一連隊跡地に）

転 入

工兵第三大隊（
工兵第三大隊（名古屋より
名古屋より工兵第十五大隊跡地
より工兵第十五大隊跡地に
工兵第十五大隊跡地に）

所属変更

歩兵第十八連隊、
歩兵第十八連隊、豊橋衛戍病院、
豊橋衛戍病院、豊橋憲兵分隊、
豊橋憲兵分隊、
豊橋陸軍兵器支廠（
（いずれも名古屋第三師団
豊橋陸軍兵器支廠
いずれも名古屋第三師団に
名古屋第三師団に）

れた宇垣
れた宇垣は
宇垣は、のちに首相
のちに首相の
首相の座に就くチャンスをえたものの
チャンスをえたものの、
をえたものの、陸軍の
陸軍の反対にあい
反対にあい
幻と終わることになる。
わることになる。その意味
その意味で
意味で宇垣が
宇垣が行なった軍縮
なった軍縮は
軍縮は、彼自身にとって
彼自身にとって危
にとって危

輜重兵第十五大隊、
輜重兵第十五大隊、豊橋衛戍監獄

険な“賭け”といえるものであったが、
といえるものであったが、宇垣の
宇垣の目論見は
目論見は日記の
日記の通り、豊橋など
豊橋など
廃止師団の
廃止師団の所在地に
所在地に突きつけられることにもなったのである。
きつけられることにもなったのである。

豊橋地区の
豊橋地区の陸軍部隊の
陸軍部隊の異動（
異動（宇垣軍縮実施時
宇垣軍縮実施時）
施時）
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東亜同文書院大学記念センター初の企画展（２本立て。２０１０年５～７月開催）に関わって

陸軍教導学校とは
陸軍教導学校とは

旧軍施設から
旧軍施設から文教施設
から文教施設へ
文教施設へ


宇垣軍縮による
宇垣軍縮による陸軍再編
による陸軍再編・
陸軍再編・近代化の
近代化の延長的施策として
延長的施策として、
として、豊橋などに
豊橋などに （
（昭和
２）年以降設置された
年以降設置された下士官
された下士官（
下士官（一般召集兵内のいわば
一般召集兵内のいわば管理職
のいわば管理職）
管理職）養成機関が
養成機関が陸軍

第十五師団の
第十五師団の消滅直後、
消滅直後、地元では
地元では廃止部隊跡地
では廃止部隊跡地の
廃止部隊跡地の払い下げを望
げを望む動きがあった

教導学校であった
教導学校であった。
であった。

がほとんどかなわなかった。
がほとんどかなわなかった。そして軍隊
そして軍隊の
軍隊の存在意義を
存在意義を「地元発展のため
地元発展のため」
のため」から

課程としては
課程としては、
としては、各部隊で
各部隊で志願した
志願した上等兵
した上等兵のなかから
上等兵のなかから連隊長
のなかから連隊長が
連隊長が選抜した
選抜した者
した者に、ま

「国家防衛のため
国家防衛のため」
のため」へと新聞
へと新聞、
新聞、さらには住民
さらには住民が
住民が視点を
視点を移したことで、
したことで、宇垣一成

ず１年間の
年間の隊内教育を
隊内教育を施したのち教導学校歩兵科
したのち教導学校歩兵科に
教導学校歩兵科に入学させ
入学させ、
させ、そこで改
そこで改めて１
めて１

の目論み
目論み通り、豊橋地区は
豊橋地区は陸軍教導・
陸軍教導・予備士官学校を
予備士官学校を中心とした
中心とした「
とした「軍都」
軍都」の色

年間の
年間の課程を
課程を修了させたあと
修了させたあと原隊
させたあと原隊に
原隊に戻らせて下士官
らせて下士官に
下士官に任命する
任命する方式
する方式がとられた
方式がとられた。
がとられた。 


彩を再度強
再度強めることになった。
めることになった。
（昭和 ）
）年の敗戦により
敗戦により授業
により授業・
授業・訓練を
訓練を停止した
停止した豊橋陸軍予
した豊橋陸軍予備士官学校
豊橋陸軍予備士官学校は
備士官学校は、
同月末までに
同月末までに復員等
までに復員等の
復員等の残務処理を
残務処理を無事終えて
無事終えて消滅
えて消滅し
消滅し、元第十五師団全体の
第十五師団全体の跡地

陸軍予備士官学校とは
陸軍予備士官学校とは

は国有地のまま
国有地のまま豊橋市
のまま豊橋市が
豊橋市が管理することになった
管理することになった。
することになった。同市はさっそく
同市はさっそく、
はさっそく、旧軍施設を
旧軍施設を



住宅や
住宅や官公庁、
官公庁、さらに学校
さらに学校へと
学校へと転用
へと転用する
転用する利用案
する利用案を
利用案を作成した
作成した。
した。

教導学校設置後に
教導学校設置後に中国との
中国との戦争
との戦争が
戦争が全面化して
全面化して、
して、陸軍幹部としての
陸軍幹部としての将校
としての将校（
将校（士官学

そしてまず、
そしてまず、街道を
街道を挟んで西側
んで西側の
西側の旧予備士官学校砲兵隊敷地に
旧予備士官学校砲兵隊敷地に、同年６
同年６月の豊

校を卒業して
卒業して任官
して任官した
任官した、
した、少尉以上の
少尉以上の職業軍人）
職業軍人）の数に不足を
不足を来たしはじめたこ

橋市街地への
橋市街地への空襲
への空襲で
空襲で校舎を
校舎を焼失していた
焼失していた豊橋中学
していた豊橋中学（
豊橋中学（現時習館高校）
現時習館高校）が入り、さ

とから、
とから、甲種幹部候補生（
甲種幹部候補生（現役で
現役で入隊した
入隊した高学歴者
した高学歴者を
高学歴者を選抜し
選抜し、非常時に
非常時に将校に
将校に

らに東側
らに東側の
東側の旧本部・
旧本部・歩兵隊敷地に
歩兵隊敷地に、敗戦により
敗戦により中国
により中国・
中国・上海で
上海で消滅した
消滅した日本人学
した日本人学

させる制度
させる制度）
制度）を専門に
専門に教育するために
教育するために新設
するために新設された
新設された学校
された学校。
学校。予算上教導学校に
予算上教導学校に併設

校である、
である、東亜同文書院大学から
東亜同文書院大学から引
から引き揚げてきた関係者
げてきた関係者による
関係者による新大学
による新大学が
新大学が、翌 

される形
される形で、豊橋などに
豊橋などに （昭和 ）
）年に新設された
新設された（正式な
正式な設置は
設置は翌年）
翌年）。

年  月  日に愛知大学として
愛知大学として当時
として当時の
当時の文部省より
文部省より認可
より認可され
認可され、
され、創設された
創設された。
された。周囲

修学期間は
生徒は卒業後すぐに
卒業後すぐに将校
すぐに将校の
将校の待遇を
待遇を受けることにな
修学期間は約８ヵ月であり、
であり、生徒は

のほかの軍用施設
のほかの軍用施設にも
軍用施設にも各学校
にも各学校が
各学校が入り、敗戦まで
敗戦まで「
まで「軍隊の
軍隊の街」と呼ばれていた近
ばれていた近

っていて、
っていて、施設は
施設は各教導学校のものが
各教導学校のものが転用
のものが転用された
転用された。
された。

隣の地区は
地区は、「学園
「学園の
学園の街」へと面目
へと面目を
面目を一新した
一新した。
した。





旧陸軍予備士官学校の
旧陸軍予備士官学校の敷地が
敷地が愛知大学に
愛知大学に生まれ変
まれ変わるまでは、
わるまでは、本間喜一元学
本間喜一元学長
＊予備士官学校の
予備士官学校の新設後、
設後、下士官の
下士官の養成や
養成や訓練は
訓練は、各地の
各地の部隊での
部隊での実地教育
での実地教育
へとしだいに
移行。
太平洋戦争突入後の
へとしだい
に移行
。太平洋戦争突入後
の  年８月には、
には、施設を
施設を全面的に
全面的に
予備士官学校に
転用するために
するために教導学校
教導学校は
全廃となり
となり、
一本化された
された予備
予備士官学校
に転用
するために
教導学校
は全廃
となり
、一本化
された
予備
士官学校は
敗戦時には
には「
満州国」
かれたものを含
した。
士官学校
は、敗戦時
には
「満州国
」に置かれたものを
含め８校に達した
。

をはじめとする旧同文
をはじめとする 旧同文
書院関係者有志の
書院関係者有志 の 一連
の 努力と
努力 と 情熱や
情熱 や 、 豊橋
市 の 多大な
多大 な 協力があっ
協力 があっ
た。



















現在の愛知大学周辺地図（学校が集中していることがわかる）

陸軍教導学校時代に建造された愛知大学施設
〔左〕講堂（現第二体育館）〔右〕コンクリートの壁

第十五師団司令部から
第十五師団司令部から愛知大学記念館
から愛知大学記念館へ
愛知大学記念館へ

愛知大学内の
愛知大学内の旧軍建物群旧軍建物群-1960 年頃の
年頃の配置図配置図

愛知大学は
愛知大学は前記のように
前記のように豊橋陸軍
のように豊橋陸軍
予備士官学校の
予備士官学校の跡地に
跡地に創設された
創設された。
された。

これら展示室
これら展示室がある
展示室がある愛知大学記念館
がある愛知大学記念館は
愛知大学記念館は、1908（
1908（明治 41）
41）年に旧陸軍第十五師団

当初の
当初の建物群の
建物群の多くは （明治

司令部として
司令部として建築
として建築されたのであり
建築されたのであり、
されたのであり、このほど 100 歳を過ぎたことになる。
ぎたことになる。この

）
）年の第十五師団設置の
第十五師団設置の折に建

建物は
建物は豊橋地区最初の
豊橋地区最初の、西洋風の
西洋風の意匠を
意匠を取り入れた大規模
れた大規模な
大規模な近代建築とされ
近代建築とされ、
とされ、

設されたものだった。
されたものだった。（
（大正

基礎部分の
基礎部分のレンガ積
レンガ積はイギリス風
イギリス風、外壁は
外壁はドイツ風
ドイツ風、玄関入口は
玄関入口はイタリア風
イタリア風と、

）
）年の陸軍軍縮で
陸軍軍縮で十五師団は
十五師団は廃

豊橋ｷｬﾝﾊﾟｽの模型
豊橋ｷｬﾝﾊﾟｽの模型
記念館
2 階に展示
記念館 2 階に展示

西洋各国の
西洋各国の意匠がふんだんに
意匠がふんだんに取
がふんだんに取り入れられているが、
れられているが、豪華さよりも
豪華さよりも効率
さよりも効率性
効率性を重

止されたが、
されたが、翌々年に豊橋陸軍教

視した設計
した設計・
設計・デザインとなっていて
デザインとなっていて、
となっていて、左右対称・
左右対称・Ｅ字形の
字形の配置ともども
配置ともども、
ともども、当時

導学校が
導学校が置かれた。
かれた。図の中の講堂

の陸軍師団司令部としての
陸軍師団司令部としての標準的
としての標準的な
標準的な造りであった
りであった。
った。

は教導学校時代の
教導学校時代の建物であり
建物であり、
であり、天

1925（
1925（大正 14）
14）年の第十五師団廃止のあとは
第十五師団廃止のあとは、
のあとは、騎兵旅団など
騎兵旅団など存置
など存置・
存置・新設部隊の
新設部隊の

井を支える鉄骨
える鉄骨は
鉄骨は当時としても
当時としても特
としても特

司令部に
司令部に使用されたが
使用されたが、
されたが、1933（
1933（昭和８
昭和８）年の教導学校拡張時に
教導学校拡張時に同学校の
同学校の本部に
本部に

色のあるものだった。
のあるものだった。（
（昭和

転用され
転用され、
され、続く予備士官学校への
予備士官学校への移行
への移行にともない
移行にともない、
にともない、豊橋陸軍予備士官学校の
豊橋陸軍予備士官学校の本

）
）年に予備士官学校に
予備士官学校に全面移行
全面移行

部として敗戦
として敗戦を
敗戦を迎えた。
えた。

して、
して、戦後の
戦後の愛知大学へと
愛知大学へと続
へと続く。
左 の 配置図 お よび 写真 の 模型 は
（昭和 ）
）年前後のものだが
年前後のものだが、
のものだが、
このころまで軍隊
このころまで軍隊の
軍隊の建物をほぼそ
建物をほぼそ
のまま活用
のまま活用して
活用して運営
して運営してきていた
運営してきていた。
してきていた。
しかし、
しかし、この後
この後からしだいに鉄筋
からしだいに鉄筋
コンクリートの
コンクリートの建物が
建物が造られてき
て、今日、
今日、木造建物は
木造建物は小さいもの
を入れても  ヵ所以下になって
所以下になって
しまっている。
しまっている。
戦後、
施設の跡地には
跡地には大学
には大学
戦後、旧軍の
旧軍の施設の

豊橋第一陸軍予備士官学校当時 1944 年頃

や自衛隊が
自衛隊が入ったところが多
ったところが多いが、
いが、

「本部」
本部」としての機能
としての機能を
機能を活用する
活用する形
する形で、1946（
1946（昭和 21）
21）年の愛知大学創設時か
愛知大学創設時か

それら大学
それら大学の
大学の多くが統合
くが統合などで
統合などで移
などで移

同大学本館となったこの
となったこの建物
ら同大学本館
となったこの建物は
建物は、旧軍隊時代とほとんど
旧軍隊時代とほとんど変
とほとんど変わらぬ姿
わらぬ姿を保った

転した現在
した現在、
現在、愛知大学に
愛知大学に残る木造

まま、
まま、愛知大学の
愛知大学の教職員や
教職員や学生に
学生に「愛大の
愛大のホワイトハウス」
ホワイトハウス」として親
として親しまれつ

建築群
建築群のうち、
のうち、本館（
本館（当記念館）
当記念館）

づけた。
づけた。1990 年代初めには
年代初めには本館建
えにともない取り壊す話が出たものの、
たものの、
めには本館建て
本館建て替えにともない取

は、（
（平成 ）
）年に文化庁か
文化庁か

歴史的建造物としての
歴史的建造物としての価値
としての価値が
価値が認められて残
められて残されることになった本館
されることになった本館は
本館は、1996（平

ら登録文化財に
登録文化財に指定された
指定された。
された。

成８）年に後部に
後部に新本館が
新本館が竣工してからは
竣工してからは大学記念館
してからは大学記念館となり
大学記念館となり、
となり、修復のうえ
修復のうえ 98 年
には文化庁
には文化庁より
文化庁より登録有形文化財
より登録有形文化財に
登録有形文化財に指定され
指定され、
され、21 世紀のこんにちへと
世紀のこんにちへと至
のこんにちへと至っている。
っている。
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愛知大学旧公館（
愛知大学旧公館（元第十五師団長官舎ほか
元第十五師団長官舎ほか）
ほか）

豊橋校地北部整備による
豊橋校地北部整備による学生寮
による学生寮などの
学生寮などの消滅
などの消滅



愛知大学豊橋校舎から
愛知大学豊橋校舎から北東
から 北東に
北東に ５ 分ほど歩
ほど歩い

この愛知大学豊橋校舎
この愛知大学豊橋校舎の
愛知大学豊橋校舎の、西側に
西側に沿って南北
って南北に
南北に走る国道 259 号線および
号線および、
および、北側

た 、 新幹線の
新幹線の車窓からも
車窓からも見
からも 見 える小高
える小高い
小高 い 丘の

に沿って東西
って東西に
東西に走る石巻赤根線
石巻赤根線の
赤根線の改良工事の
改良工事の進行と
進行と併行して
併行して、
して、豊橋校舎全校地

上 に、
「愛知大学
「愛知大学」
愛知大学」の立て看板のある
看板のある教職員
のある教職員

の３分の１に当たる北部一帯
たる北部一帯の
北部一帯の整備計画が
整備計画が、1982（
1982（昭和 57）
57）年 12 月から数年
から数年の
数年の

住宅とともにある
住宅とともにある古
とともにある 古い 洋館のような
洋館のような建物
のような 建物は
建物は 、

歳月をかけて
歳月をかけて進
をかけて進められた。
められた。

現在は
「公
現在は大学の
大学の案内図に
案内図に入っていないが、
っていないが、
「公

これにより、
これにより、初代大学院棟・
初代大学院棟・学生会館に
学生会館に寮食堂棟、
寮食堂棟、柔道場、
柔道場、重量挙げ
重量挙げ練習場、
練習場、

館」としてかつて使
としてかつて使われていた施設
われていた施設である
施設である。
である。

旧合宿所、
旧合宿所、科学館といった
科学館といった、
といった、旧軍時代からの
旧軍時代からの建造物
からの建造物（
建造物（おもに木造平屋
おもに木造平屋）
木造平屋）が相次

この建物
この建物は
建物は 1912（
1912（明治 45・
45・大正元）
大正元）年に旧

いで取
いで取り壊され、
され、立木の
立木の移植も
移植も行なわれた結果
なわれた結果、
結果、本学創立以来の
本学創立以来の豊橋校地北部
の様相は
様相は一変した。
した。また、
また、工事の
工事の一環として
一環として施工
として施工された
施工された、
された、豊橋鉄道渥美線の
豊橋鉄道渥美線の立

第十五師団長官舎として
第十五師団長官舎として建設
として 建設されたのであ
建設されたのであ
くにのみや くによし

体交差化にともない
体交差化にともない、
にともない、同線の
同線の仮線路が
仮線路が本学グラウンド
本学グラウンド北西部
グラウンド北西部を
北西部を斜めに横切
めに横切って
横切って

り、1917 年に同師団長となった
同師団長となった久邇宮
となった久邇宮 邦 彦

敷かれ、
かれ、学内で
学内で電車が
電車が走っているという珍風景
っているという珍風景がこの
珍風景がこの一時期見
がこの一時期見られた
一時期見られた。
られた。

王 の 娘 である、
である、 のちの昭和天皇皇后
のちの 昭和天皇皇后もここ
昭和天皇皇后もここ

し そう

洋館と
洋館と 日本館とを
日本館とを巧
とを巧みに折衷
みに折衷した
折衷した造
した造 りであり、
りであり、

すいらん

旧兵舎）
）も、老朽化
しばらく北部
しばらく北部に
北部に残っていた学生寮
っていた学生寮２
学生寮２棟（思 草 寮・ 翠 嵐 寮。旧兵舎

で少女時代の
少女時代の一時期生活されていた
一時期生活されていた。
されていた。
公館室内

が進んだことにより 1988（昭和 63）
63）年にその幕
にその幕を下ろし、
ろし、ほどなく撤去
ほどなく撤去された
撤去された。
された。
しかしその
しかしその後学生寮跡地
その後学生寮跡地には
後学生寮跡地には、
には、寮歌が
寮歌が刻まれた記念碑
まれた記念碑が
記念碑が建てられた。
てられた。

前面の
前面の公的部分に
公的部分に洋室を
洋室を、背後の
背後の私的部分に
私的部分に和室を
和室を配している。
している。洋室には
洋室にはシャ
にはシャ
ンデリアや
ンデリアや暖炉が
暖炉が残っていて、
っていて、外観では
外観では張出
では張出し
張出し窓や赤レンガの
レンガの煙突が
煙突がアクセン
トになっている。
になっている。



第十五師団廃止後は
第十五師団廃止後は教導・
教導・予備士官学校長の
予備士官学校長の官舎などに
官舎などに、
などに、愛知大学創立後
愛知大学創立後しば




らくは学長
までは外来教員の
外来教員の宿舎な
宿舎な
らくは学長はじめ
学長はじめ教職員
はじめ教職員の
教職員の住宅に
住宅に、そして二十数年前
そして二十数年前までは
二十数年前までは外来教員



どに使用
どに使用されていたが
使用されていたが、
されていたが、老朽化のため
老朽化のため現在
のため現在は
現在は使用されていない
使用されていない。
されていない。しかし、
しかし、現在
も戦前の
戦前の雰囲気を
雰囲気を醸し出し
ている旧公館
ている旧公館は
この大学
旧公館は、この大学
記念館ともども
記念館ともども映画
ともども映画や
映画やテレ
ビドラマの
ビドラマのロケに
ロケに使われて
いるのであり、
いるのであり、同じ「旧師
団長官舎」
団長官舎」としては、
としては、新潟
県上越市高田や
県上越市高田や福岡県久留
米市などのものが
米市などのものが整備復元
などのものが整備復元
され、
され、公開されている
公開されている（
されている（２
階のタッチパネルに
タッチパネルに、それ
ぞれの画像
ぞれの画像を
画像を収録）
収録）。

取壊し直前の学生寮と跡地に建てられた記念碑

（パネル中の「宇垣一成陸軍大臣」写真は、インターネットのものを使用いたしました）
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東亜同文書院大学記念センター初の企画展（２本立て。２０１０年５～７月開催）に関わって

・企画展の展示品キャプション・写真
（以下、展示品の各写真は企画展終了、会場撤収後に撮影したため、状況が展示の時点とは若干異なっ

ています。ご了承ください）
〔学生・卒業生用〕
①

②

本学創設期の各文化部の活躍

旧制・新制同時卒業式後のそれぞれの記念撮影

1950 年代
現在の児童文化研究会と演劇研究会について。
そのほかの各文化部も輝かしい実績をあげた

1953（昭和 28）年３月
上が旧制第６回（旧制最後）、下が新制第１回の
各卒業生。豊橋校舎講堂（現第二体育館）にて

（実際の企画展では上の写真を左、下のを右に配置して説明）
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③

④

『愛知大学新聞』創刊号

東松照明氏の写真集

1948（昭和 23）年９月 15 日付

1979（昭和 54）年刊

この第一面中央に林毅陸初代本学学長（もと慶應
義塾大学 総長・東亜同文会理事）の「発刊の辞」
がある（データを印刷）

東松氏の作品は沖縄のほか、被爆地・長崎のシ
リーズ写真も著名

⑥

⑤

平松礼二氏の絵画集

松浦元男氏へのインタビュー記事

1990（平成２）年刊

『東三河』2008 年 11 月号の複写
松浦氏が「愛知県ものづくりの匠（ たくみ）」と
して認証を受けたときのもの

タイトル『いつかきたみち―路』。
愛知県刈谷市の市制 40 周年記念「平松礼二展」
でのもの
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東亜同文書院大学記念センター初の企画展（２本立て。２０１０年５～７月開催）に関わって

⑦

⑧

本学文学部哲学科（当時）卒業の
酒見賢一氏が書いた小説本

本学創設期の各運動部の優勝・入賞記念品
1950 ～ 60 年代

1980 ～ 90 年代
酒見氏は左側の『後宮小説』で 1989（平成元）年
12 月、第１回ファンタジーノベル大賞を受けた

2000 年のシドニー五輪柔道金メダリストである
井上康生氏の両親は、ともに当時の愛知大学柔道
部の OB・OG

⑨

本学硬式野球部時代の岩瀬選手
（後列右から２人目。当時は野手）
1995 年ころ
前列右から３人目の野球部顧問・武田信照教授は、
のち第 14 代学長に就任

⑩

各卒業生が著した書籍
1980 ～ 2000 年代
早川勝代議士（1966 年法経卒）はのち豊橋市長
に当選
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⑪

⑫

同窓会が製作した記念誌

『愛知大学創設期からの想い出写真文集』

1990、2000 年代

1996 年刊

愛知大学同窓会は 1952（昭和 27）年２月に発足

本学創立50周年時に、
卒業生有志が編集した写真集

〔旧軍施設用〕
①

②

第十五師団施設落成記念絵葉書（複製・拡大）

第十五師団廃止を取り上げた地元新聞社説

1908（明治 41）年
額左上
額右下

師団司令部（現愛知大学記念館）
偕行社（のち愛知大学短期大学部本館）

1925（大正 14）年５月２日付
師団廃止への地元の積極的な対処を主張した『豊
橋日日新聞』
（のち解散）

のもの
（豊橋市中央図書館マイクロフィルムより）
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東亜同文書院大学記念センター初の企画展（２本立て。２０１０年５～７月開催）に関わって

③

④

豊橋陸軍教導学校歩兵科のアルバム

豊橋第一陸軍予備士官学校用の
しょうちょく

教科書『詔 勅 集謹解』

1936（昭和 11）年
陸軍教導学校歩兵科は豊橋のほか、仙台と熊本に
もあった（有森茂生氏寄贈）

1930（昭和５）年初版
旧軍のトップでもあった天皇陛下のお言葉を解説
した書

⑥

⑤

「豊橋砲十会」記念誌『轍 わだち』

豊橋第一予備士官学校砲兵生徒隊の
けんさん

1989（平成元）年刊

卒業アルバム『研鑽の頃』
1943（昭和 18）年
砲兵生徒隊は旧野砲兵連隊の地（現県立時習館高
校所在地）に設置されていた

「豊橋砲十会」は、豊橋第一陸軍予備士官学校砲
兵生徒隊の同窓会（愛知大学とは無関係）
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⑦

⑧

旧陸軍を示すマークが記された鬼瓦

旧陸軍を示すマークが削られた鬼瓦

現記念館後部（1995 年取壊し）か

現記念館後部（1995 年取壊し）か

この「星マーク」は鬼瓦のほか、現研究所棟（旧
将校集会所）の旧出入口上部にも見られる

この「星マーク」は愛知大学創設直後、査察に来
た占領軍に誤解されないよう、目立つ部分が一部
撤去された

⑩

⑨

旧軍施設を中心とした、かつての学内風景

旧陸軍を示すマークが記された灰皿

1950 ～ 60 年代

愛知大学所有
灰皿のみならず旧陸軍が遺した各種の備品・消耗品
は、物資不足のなか創設された愛知大学に役立った

教室のあった旧軍建物は、1970 年代前半までに
建て替えられた
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東亜同文書院大学記念センター初の企画展（２本立て。２０１０年５～７月開催）に関わって

⑪

⑫

本学豊橋校舎内に旧軍時代造られた各建物の変遷表

愛知大学豊橋校舎の航空写真

1908 年（第十五師団進駐）より

2005（平成 17）年ころ

本学北側の旧軍建物が 1980 年代に相次いで取り壊さ
れたのは、鉄道立体交差化にともなう再開発のため

⑬

旧軍以来の建物が数少なくなった、創立 60 周年
の時期のもの

⑭

豊橋空襲（1945 年６月 20 日）での被災区域図

旧陸軍と豊橋との関係について述べている各書

『豊橋市戦災復興誌』
（1958

年刊）
を複写・修正

豊橋市『とよはしの歴史』
1996 年刊
兵東政夫『軍都豊橋』
2007 年刊
兵東政夫『歩兵第十八聯隊史』 1994 年刊（改訂版）
浪崎敏武遺作『豊橋陸軍教導学校史（稿）』 1990 年刊

前夜からの焼夷弾爆撃が、南部の陸軍施設でなく
市街地に集中したことがわかる
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⑮

⑯

旧陸軍と豊橋との関係について述べている各書

旧陸軍と豊橋との関係について述べている各書

太田幸市『豊橋軍事史叢話（上巻）』 2007 年刊
伊藤崇郎編
『復刻版『殉皇』
』 1980 年刊
（増訂版）
あ あ
高士会『嗚呼、豊橋』
1995 年刊

水口源彦『南栄町物語』
1996 年刊
あいち・平和のための戦争展実行委員会
『愛知の戦争遺跡ガイド』
1997 年刊
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収蔵史資料（データベース）公開事業

この事業では、愛知大学東亜同文書院大学記念センターと愛知大学図書館も含めた所蔵史資料のデー
タベース化を図った。
その中心は東亜同文書院、東亜同文会刊行の雑誌記事データベースであり、この完成によって、研究
の便宜が一層すすむことになった。また、あわせて書院の卒業生の組織である滬友会が刊行した戦後の
雑誌記事データベースも作成することにより、戦前から戦後の一貫した研究対象のデータベースも完成
することになった。
そのほか毎年、書院卒業生による当記念センターへの寄贈図書が多くを数え、それらのデータベース
化もすすめた。とくに朝日新聞論説委員であった蔵居良造氏の寄贈図書は膨大な中国関係を中心に貴重
な資料が多く、すみやかなデータベース化をすすめ、「蔵居文庫」も誕生させるとともに同文庫目録の
冊子も作成した。
以上のデータベース化は今後の東亜同文書院研究に十分資するものになったと思われる。
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東亜同文書院大学記念センターにおける
所蔵図書・雑誌類の整理状況
愛知大学東亜同文書院大学記念センター/
オープン・リサーチ・センター

豊田信介
データベースとなる予定である。また、上記のシ

［Ⅰ］

ステムで管理されたデータを目録カードとして出

現在までの整理状況

力し、資料本体には整理用のバーコード（図書の

愛知大学東亜同文書院大学記念センター（以下、

み）と配架場所を示すための請求ラベルを貼付す

記念センター）では、設立前の1991 年 10 月に東

るなど、物理的な整理についても平行して進めら

亜同文書院（以下、同文書院または書院）卒業生

れている。これらの作業は現在も進行中であるが、

である山田順造氏の御遺族から多大な資史料類が

作業開始時（2005 年６月）以前に寄贈されたも

寄贈されて以来 、現在に至るまでそれらに関す

のについては、2007 年３月末までに完了する見

る多数の寄贈を受け入れてきた。そのうち書画・

込みである。

1

記念センター全体の蔵書数は、図書 10,249 冊、

書簡・写真類に関しては記念センター設立当初か
ら整理が進められ、目録の公表も行われてきた 。

雑誌 272 種類に上る3。これらのうち図書 2,412 冊、

しかし、図書・雑誌類に関してはごく基本的な書

雑誌 48 種類については、関連文献として愛知大

誌事項と寄贈者名の記録にとどまっており、資料

学記念館１階の第一展示室に配架されており閲覧

検索の面などからも整理状況の不十分さが指摘さ

が可能である4。室内の蔵書は内容や言語などに

れていた。そのような問題点に際して、記念セン

よって 10 のカテゴリーに分類されており、その

ターでは所蔵する図書・雑誌類の「データベース

分類タイトルの一覧を示したものが第１表であ

2

化」を目標に掲げ、それに向けての基礎的な作業
が 2005 年から行われている。
現在までのところは、データベース作成の第一
段階となる「所蔵情報の蓄積」に関する作業が、
パソコン等を用いて進められている。所蔵情報の
管理には愛知大学図書館と同様のシステム
「UNIPROVE/LS」が用いられ、そのデータは暫定
的に同図書館のサーバに保存されているが、将来
的には図書館システムから切り離され、独立した

第１表
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

第一展示室における蔵書の分類

東亜同文会関係
霞山会関係
東亜同文書院関係
山田良政・純三郎関係
中国近現代史（和書）
中国近現代史（洋・中国書）
日本近現代史・日中関係史（和書）
日本近現代史・日中関係史
（洋・中国書）
愛知大学関係
その他
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る。また、第一展示室に配架されていないものに

に関わった様々な人々について書かれた文献が収

ついては、記念館内の別室にて保管されている。

められている。その他には、書院の敷地内にあっ
た靖亜神社に関するものなどが見られる。
②に該当するものとしては、『大旅行誌』が代

［Ⅱ］

表として挙げられる。書院の伝統行事であった「中
国調査旅行」の体験が紀行文形式でまとめられた

同文書院関係蔵書の概要

ものであり、記念センターには『一日一信』（第
これまで述べたように、記念センターにおける

７期）から『大陸紀行』（第 40 期）まで、単行本

図書・雑誌類のデータベース化はまだ個々の所蔵

として刊行された全ての旅行誌が収蔵されてい

情報を入力している段階にあり、現時点において

る5。それ以外には、
『華語萃編』
『標準支那語教本』

詳細な目録等を公表することは残念ながら不可能

などの中国語テキストの類、前述の調査旅行の成

である。よって今回は、第一展示室配架蔵書の中

果に基づいて編纂された東亜同文会発行の『支那

で大きな比重を占めている「同文書院関係」の蔵

省別全誌』、書院内の研究所として設立された支

書について、その概要をごく大まかにではあるが

那研究部発行の『現代支那講座』などがある6。

述べていきたいと思う。

また、『支那研究』『華語月刊』『江南学誌』など

第２表は、記念センターにおける「同文書院関

の書院発行の雑誌も所蔵している。記念センター

係」蔵書の定義について、その最も基本的なもの

が所蔵するこれらの「書院刊行物」の多くは、書

３点を示したものである。ここではその定義別に

院の同窓会組織である滬友会からの寄贈によるも

蔵書の概要を述べていくが、もちろんその中には

のである。

複数の定義に該当する蔵書も多数存在する。まず

③に該当する蔵書については、既に上記の①お

①に該当する蔵書のうち、書院全体の通史に関す

よび②の部分で登場したものも多いが、ここでは

るものとしては『東亜同文書院大学史』や前身の

それ以外の蔵書に焦点を当てる。記念センターの

日清貿易研究所を含めた『沿革史』などがある。

所蔵する書院関係者の著作物は、大きく「教員の

また、書院の実像を克明に記録したものである書

著作物」と「書院出身者の著作物」の２つに大別

院生の卒業アルバムも、書院研究を進める上で貴

される。前者には、馬場鍬太郎『支那経済地理誌』

『近
重な存在となっている。一方の人物関連では、

や宮下忠雄『支那銀行制度論』などが具体的なも

衛篤麿日記』
『巨人荒尾精 ( 復刻増補版 )』『東亜

のとして挙げられる。後者については、著名人か

の先覚者 山洲根津先生並夫人』など設立関係者

ら世間にはあまり名を知られていないような方ま

に関するもの、『真島次郎先生顕彰記念誌』『怒ら

で、有名無名の分け隔てなく収蔵しているのが特

ぬ人―朱牟田夏雄先生を偲ぶ』などの教員関係、

徴的である。渡辺長雄『中国資本主義と戦後経済』

『東方君子 尋賢林出賢次郎翁を偲ぶ草々』『大倉

や松野谷夫『遥かなる周恩来』など中国関連の著

邦彦伝』などの書院出身者関係に至るまで、書院

書がやはり多くを占めているが、約 5,000 人にも
及ぶ書院卒業生の活躍の舞台は極めて多岐に渡る

第２表 「東亜同文書院関係」蔵書の定義
① 記述の内容が東亜同文書院および関連機関、または
それらの組織に関わりのある人物に関連するもの

ものであり、中には中国と直接関係ないようなも
のもある。また、記念センターには自費出版によ

② 出版者が東亜同文書院および関連機関であるもの

る書院卒業生の自伝や詩集、記念文集なども寄贈

③ 編著者が東亜同文書院および関連機関、またはそれ
らの組織に関わりのある人物であるもの

されており、もちろんそれらの中には書院生時代
に関する記述も多数見受けられる。
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とが当然必要になってくるだろう。また、所蔵検

［Ⅲ］

索の際に使用できる検索項目についても今一度検
討しておく必要がある。前述のように、所蔵情報

今後の課題

の管理には大学図書館と同様のシステムが用いら
最後に、図書・雑誌類のデータベース化を更に

れており、もちろんそこには件名などのキーワー

進めていく上で対処すべき今後の課題をいくつか

ドを入力する項目も設けられている。しかし、記

挙げておく。前出の第１表からも分かるように、

念センターが独自に作成した書誌についてはその

記念センターでは同文書院や中国および日本の近

ようなキーワードを設定していないため、今のま

代史に関するものを主要な「関連文献」として扱

までは検索項目として十分に機能できない状態に

っているが、10,000 冊を超える蔵書の中にはそれ

ある。書名や著者名などの基本的な書誌情報だけ

らの分類に当てはまらないものも大量に存在す

でも検索は可能だが、より迅速で確実な検索を求

る。現在は「全ての蔵書を遺漏なく把握する」と

めるにはやはりキーワードの設定は重要であると

いう段階にあるため、明らかに記念センターの趣

思われる。今後の課題については他にも多数挙げ

旨から外れるような蔵書についても同様の処理を

られるが、繰り返し述べるように作業はまだ初期

行っているが、Web を介した所蔵情報の一般公

の段階であるため、所蔵情報の入力を継続しデー

開などの将来的展望を見据えた場合には、公表す

タベースの土台を完成させることが当面の最重要

べき蔵書の範囲などについて明確に定めておくこ

課題であることは言うまでもない。

１

今泉潤太郎･藤田佳久「孫文、山田良政･純三郎関係資料について」
（
『愛知大学国際問題研究所紀要』第 97号、
1992 年、413‒513 頁）より。

２

例えば、武井義和「愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵資料目録」
（
『同文書院記念報』第14号、2006年、
34‒44 頁）など。

３

2006 年末までの処理分。また、図書の冊数には重複分や「図書扱いで処理した雑誌」も含む。

４

現在は記念館内改装のため、同２階の臨時書庫に仮置されているが、最終的には新たに設けられる資料室（仮称）
の方へ移管される予定。

５ 『旅行記念誌』（第８期）および『楽此行』（第 10期）については、オリジナルではなく複写製本版を収蔵。
６ 『支那省別全誌』（全 18 巻）は現在記念センターの第四展示室に展示中であり、第一展示室の方には後年に刊行さ
れた『新修支那省別全誌』（1‒8 巻）が配架されている。

参考文献
・『愛知大学東亜同文書院大学記念センター収蔵資料図録 ( 改訂版 )』愛知大学東亜同文書院大学記念センター、2005年、
59 頁
・大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』滬友会、1982年、775頁
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蔵居文庫の図書整理状況について

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

2007 年夏、東亜同文書院 28 期生で、卒業後は

記念センター開設時から滬友会や書院卒業生なら

朝日新聞社に勤められた故・蔵居良造氏が所蔵し

びにご遺族、山田家から贈られ、旧図書室に配架

ていた書籍が、ご子息の蔵居淳氏によって記念セ

されていた図書もありますが、それらも全て「書

ンターに寄贈されました。

院図書資料室」に移されました。その中で、蔵居

記念センターでは同年 8 月に藤田佳久記念セン
ター長、武井義和、図書整理担当の豊田信介氏の

家から寄贈された書籍は、別に「蔵居文庫」とい
う形で配架されることになっております。

3 人で、熊本県のご実家へお邪魔させて頂き、ダ

書籍の冊数は合計約 5,000 冊にのぼり、その内

ンボール箱に梱包する作業を行いました。約 100

訳は図書約 3,000 冊、雑誌約 2,000 冊となってい

箱という膨大な量の図書が 8 月中に記念センター

ます。図書の傾向としては中国関係の本が多数を

に到着し、豊田氏による図書整理が開始されました。

占めますが、そのジャンルも政治や経済といった

図書到着後にまず基本的な仕分けが行われ、11

時事問題に関するものから、古典文学に至るまで

月よりデータベースへの登録作業が開始されまし

広範に亘っております。中国関係以外のものとし

た。登録が済んだ書籍は、このたびの施設改修で

ては、蔵居氏が勤務していた朝日新聞関係、蔵居

新たに整備された「書院図書資料室」
（大学記念

氏の郷里である熊本県に関する図書などが挙げら

館１階の旧大学史展示室）に移されました。なお、

れます。

整備中の蔵居文庫
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東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データベースの作成について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／
オープンリサーチセンター 運営委員
（豊橋図書館職員）

一

はじめに

成瀬さよ子

プラス図書の論文集を含む）
、GeNii などのデー

2005 年 7 月頃、愛知大学国際中国学研究セン

タベースが公開されているので、著者・論題・キー

ター（以下 ICCS）データベース担当者の木島史

ワード等を入力すれば、たちまち検索が出来る。

雄准教授から、東亜同文書院に関するデータベー

一度データベースの利便さに慣れたら、もう古い

スを作成したいが何がよいかと尋ねられた。2004

冊子体の索引を引く気になれない。戦前の雑誌も

年度には ICCS 事業として、COE 予算で東亜同文

このようなデータベースが出来ればすごく便利に

書院生達が大旅行し卒業論文として提出した『中

なるのにと考えていたので、即刻「東亜同文書院・

国調査旅行報告書』を基に編纂し出版物された『支

東亜同文会雑誌記事データベース」を作りたいと

那経済全書』全 12 巻、
『支那省別全誌』全 18 巻、
『新

申し出た。
なお皓星社の『雑誌記事索引集成：明治・大

修支那省別全誌』9 巻の全文データベースの作成
に関与していた私は、とっさに思いついたのが、

正・昭和前期』人文科学編、社会科学編（全 120

東亜同文書院関係雑誌記事データベースの作成で

冊）は、その後著者索引データベースがインター

あった。

ネット上で公開され、一段と使い勝手が良くなっ

戦前の雑誌記事索引は、国立国会図書館では作

た。さらに現在では、『雑誌記事索引 DB』とし

成していない。皓星社から出版された『雑誌記事

てテスト環境が無料公開されている。古い資料を

索引集成：明治・大正・昭和前期』人文科学編、

扱うことの多い私にとっては、大変有難いデータ

社会科学編、専門書誌編、社会衛生・労働科学

ベースとなっている。いよいよ 2008 年 6 月頃よ

編とこれまで 200 冊近い冊子体で刊行された大部

り有料データベースとして公開が開始されるとの

な索引は、古い文献を調査する際には必ず利用し

事である。このデータベース中には、東亜同文書

ていたが、各編の内容は雑誌タイトルごとになっ

院関係雑誌が『支那』、
『支那研究』、
『東亜研究』

ていて、しかも索引としては、人文・社会科学編

の 3 誌が含まれている。しかしデータ入力は「目

の総目次と著者索引があるだけで、事項索引は無

録」や「総目次」から入力しており、実際に現物

かった。あまりにも大部な冊子目録は使い勝手が

から調査してデータベース化している訳ではない

悪かったが、他に替わる検索方法が無い以上こつ

為、本学が調査した項目とはかなりの差が生じて

こつと時間をかけて調査するしかなかった。

いる。従って本学が作成する東亜同文書院・東亜

これが戦後の雑誌になると、国会の雑誌記事索

同文会雑誌記事データベースが無駄ではないかと

引、日外 Magazine Plus（国会の雑誌記事索引に

いう心配は、考える必要がないと判断した。また
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皓星社の『雑誌記事索引 DB』には、国立国会図

場所なども熟知していて、その点全く面倒を見る

書館で作成した戦後の「雑誌記事索引」も完全搭

必要がなかった。私が役立ったのは、彼が利用中

載されて発売されるため、明治から現在までの雑

のため現物が探せなかった時、紛失及び欠号のた

誌記事が一元的に検索できて、大変便利になると

め古書を探索して補充する時、および他校舎から

のことである。しかも地方誌も含まれているとの

の取り寄せ依頼や他大学から目次をコピー依頼す

情報は、利用者には朗報である。

る時であった。

少々横道に逸れてしまったが、ICCS では「東

翌年 2006 年 4 月末に東亜同文書院大学記念セ

亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データベース」

ンターが O.R.C. として文部科学省に認可され、

の作成を許可していただくことが出来た。ただし

雑誌記事索引のデータベース作業は、ICCS から

既にその頃愛知大学東亜同文書院大学記念セン

O.R.C. 事業にバトンタッチされた。そして私は、

ター（以下記念センター）では、オープン・リサー

O.R.C. の正式なメンバーとして登録され、分担と

チ・センター（以下 O.R.C.）を申請するとのうわ

して、
「東亜同文書院の展示会・講演会の全国展開」

さがあったので、記念センター長の藤田佳久教授

と「データベース」担当となった。展示会は毎年

に相談した。藤田先生から「2006 年度に O.R.C.

開催される事業であるが、データベース作成は、

を申請して文部科学省の助成金を得ることが出来

5 カ年計画の 2 年目（2007 年度）に計画された。

たら、このデータベース化の事業は O.R.C. の事
業とさせてもらいたい」と条件をつけて ICCS の
許可を得た。さらに DB 作業のために 1 名大学院

三

入力作業の内容について

生をリサーチ・アシスタントとして雇用してよい

１．
「東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データ

と言われ、図書館員としての私にとって大変あり

ベース」は、愛知大学収蔵資料の東亜同文書院

がたいお言葉だった。早速心当たりのある中国研

および東亜同文会が発行した戦前の雑誌を対象

究科の博士課程の学生石田卓生さんにお願いした

とした。

ところ、快諾してもらえた。

２．タイトルごとに①旧字体の論題名、②常用漢
字に直した論題名、③著者、④刊行年月（西暦）、

二

⑤刊行年月（元号）
、⑥巻・号（通号）
、⑦頁、

データ入力作業開始

⑧請求記号、所蔵場所、⑨備考（種別）、⑩備考（そ
の他）、の項目を作成した。

そこで 2005 年 8 月より、直ちにデータベース
の入力準備を開始した。石田さんの作業場所は殆

３．内容的には、論文のみならず、第一号の表紙

どの雑誌を収蔵している豊橋図書館内とし、パソ

から写真、題字、目次、和歌、短歌、通信欄、

コンの準備・設定を図書館のシステム担当者であ

編集だより、奥付けに至るあらゆる項目を採録

る長坂功さんに依頼した。

した。
例えば古い資料には多く見られる事であるが、

最初に Opac で東亜同文書院・東亜同文会の雑
誌の抽出から開始した。石田卓生さんは、平均週

目次と内容が一致しない場合は、内容を重視し

2 日勤務であったが、一旦仕事にかかると黙々と

て論題名・著者を採録して、目次情報は備考欄

入力作業に明け暮れ、その入力の速さと正確さに

に記載した。

は舌を巻いた。さすが若手研究者であると感心し

４．豊橋図書館に収蔵していない資料については、

た。また大学院生を雇用できるのは、書庫の配架

同じキャンパスにある記念センター収蔵資料は
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出向いて調査した。名古屋キャンパスの資料は、

巻 号 の 表 記 の 仕 方、 検 索 方 法（AND・OR・

学内便で名古屋図書館、国際問題研究所から取

NOT）
、請求記号の表示方法、PDF ファイルの

り寄せ入力作業を行った。

持ち方などであった。

５．2007 年 3 月 24 日、データベース小委員会を

13．検索結果については、例えば「満州」で入力

設置。文学部の神谷智准教授を委員長とし、第

すれば、「満洲」及び「滿洲」もヒットしなけ

1 回の会議を開催した。メンバーは、他に李春

ればならない。またカタカナで書かれた固有名

利経済学部教授、情報メディアセンター事務室

詞など表記どおりではなく、統一して検索が可

の三浦文博さん、ポストドクターの武井義和さ

能となるようにしたいと考えている。

ん、リサーチ・アシスタントの石田卓生さん、

14．管理画面を作成し、データ納品後もいつでも

研究支援課より黒川智広さん（2007 年 4 月に

追加修正が可能とした。これは常に欠号補充に

異動で近藤課長に交替）
、そして成瀬が取りま

努めていること。また新タイトルを追加したい

とめ役で参加した。

場合には、現場で修正が出来る体制を考えた。

６．データベースの入力応援にアルバイトとして
文学研究科の高木秀和さんが、記念センター収
蔵雑誌『東亜時論』の入力作業を担当した。

四

７．2007 年 5 月に仕様書案の検討を始めた。

検索画面について
「東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データ

仕様書作成に当たって最も注意を要したの

ベース」は、下記のような検索画面である。

は、戦前の上海にあった東亜同文書院の雑誌

（例）雑誌を全雑誌選択後、論題名に「居留民」

には旧字体が多く、中国語も含まれている点で

と入力した。図 1 参照。

あった。これについては、
「今昔文字境」を使

図1

用して入力し、常用漢字で検索が出来ることを
基本とした。
８．当初の計画では全雑誌の PDF 化を年頭にお

全雑誌選択

いていたが、予算が取れず 2007 年度は『東亜
同文会支那調査報告書』
、
『華語月刊』
、
『支那研
究』
、
『東亜研究』の 4 誌のみ PDF 化をするこ
とに決定した。
９．2007 年 7 月要求仕様書が完成し、9 月に調達

入力

申請書を総務課に提出した。
10．2007 年 9 月に業者が決定し、日立−紀伊國
屋で検索ツールを作成することとなった。

結果は図 2 を参照。

11．雑誌種類数は、１８タイトル、項目は 30,000
件を超えた。

ヒット件数は 31 件、検索条件は、論題名に「居
留民」と入力したことが分かる。また下記のデー

12．2007 年 12 月末に仮ではあるが検索窓口が出

タでは一度に表示する件数が 60 件となってい

来、その後委員より不具合な点が出され 2008

るが、10 件でも 100 件でもたちどころに変更

年 1 月末に再度業者とミーティングを持った。

されて表示される。図 3 の詳細表示は、請求記

問題となったのは、雑誌のタイトルを全部ある

号、PDF の有無も表示される。

いは複数選択する方法、選択を解除する方法、
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図2

五

サーバについて

当初からどこの課のサーバにデータを載せて、
どこが管理するのか、O.R.C. の 5 ヵ年が終了した
図2

2011 年以降は予算が無くなるので、どうなって

結果一覧表示

しまうのか？が一番の課題であった。
これについてデータベース小委員会では、以下
の方針を確認している。
①サーバについては、外部に置き業務委託と
する。
②検索データは完成次第インターネット上で
図3

公開する。ただし本文の PDF については
インターネット上で公開するとかなりの費
用が発生するため、DVD にて作成し検索結
果から DVD に誘導して本文を利用させる。

図3

詳細表示

ただし学内利用に限定する。
③ 2011 年以降のランニングコストは、研究支
援課で経常化申請をする。

六

終りに

こうして企画から２年９ヶ月が過ぎ、自分が関
（例）雑誌を 1 誌のみ選択すると新たに巻号
の窓口が開いて指定した巻号の収録記事を通覧
することが可能となる。図 4 参照。

わった仕事が形になりインターネット上で公開さ
れ、有効なデータベースとして全国から利用され
ると予想しただけでワクワクする。
2004 年職員研修制度で渡米以降、ハーバード大学・

図4

ミシガン大学・プリンストン大学・カリフォルニ
ア大学・ハワイ大学などの研究者やライブラリア

図4

ン達と随時情報を流して、交流を続けてきた。彼
らもこのデータベースの公開を待ち望んでいる。

1誌を選択

私も一刻も早く皆さんにお知らせしたいと心が
逸っている。

ここに巻号欄が

国内では、昨年末にアジア経済研究所からこの

出現

「東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データベース」
に関心を寄せられて、国際ワークショップ「日中
米における満鉄関係資料等の利用と保存をめぐる
今後もさらに検討を加えて、より使い勝手の良
い画面に修正するよう努めたい。

諸問題」の講師として、私が 2008 年 3 月 8 日に
アジア経済研究所で発表することとなった。これ
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までにアメリカや台湾に調査に出かける度に、東

年有料のデータベースを多く購入している。ここ

亜同文書院への関心が非常に強い事を肌で感じて

に組み込んで本学独自のデータベースとして学生

きた。国内でも一層関心を呼び起こすためにも、

さんたちに利用してもらう事を考えても良いと思

世間からさらに愛知大学への期待を高めていただ

われる。
さらに世界レベルで大々的に利用してもらえる

くためにも、発表に全力を尽くしたいと心を引き

方法もある。現在皓星社の藤巻氏より本学がデー

締めている。

タベース化したら有料のオンラインデータベース
また図書館人の私としては、本文の PDF 化が

の『雑誌記事索引 DB』に取り込めないかとの申

4 誌のみで終わってしまうのではないかという心

し出が寄せられている。本学がインターネット上

配を抱いている。2008 年度以降 O.R.C. でデータ

で無料公開する事は、大学独自の業績として有意

ベースの予算確保が困難な状況がある。本学のみ

義で必要な事である。しかし利用者にとっては、

が所蔵している『東亜同文会報告』の最初の巻号

単独のデータベースであるよりも明治から現在に

は、すでに原本は破損のため複写不可となってい

至る壮大な雑誌記事検索ツールとなる『雑誌記事

る。インターネットで雑誌記事が検索できれば複

索引 DB』に組み込まれることによって、すべて

写依頼も当然増えるであろう。この対策を早急に

の雑誌を戦前戦後を問わず一元的に利用できれ

取らないと片手落ち状態となってしまう。何とか

ば、大変便利なものとなろう。またこのデータベー

全 18 雑誌すべてが PDF 化ができ、学内のどこか

スを検索する度に、
「このデータは愛知大学から

らでも PDF で利用ができコピーができる体制に

の提供である」ことが判明すれば、国内外に愛知

したいと考えている。

大学の存在を知ってもらえることになる。
より充実したデータベースの提供に愛知大学が

そしてさらに心配される事は、O.R.C. 事業は 5
カ年計画なので 2011 年以降データベースのメン

関与して、資源の共有化に貢献できる方法がある。

テナンスなどアフターケアが継承されていくのか

これも愛知大学をアピールする有効な手段ではな

である。研究支援課がその任を得て、引き継いで

いかと考えている。しかもメンテナンス費用は不

いただけるようお願いしたい。

要となる。
どの方法がもっとも大学にとって効果的である

もしも研究支援課としてデータベースの維持管

か今後模索していきたい。

理が出来にくいとのことであれば、図書館では毎
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〔研究ノート〕

記念センター所蔵の東亜同文書院出身者著作物一覧

豊田信介
上記のように収録対象をかなり絞ったこともあ

愛知大学東亜同文書院大学記念センター（以下、
記念センター）では、設立から今日に至るまで多

り、少なくともこの条件においては、未収録のも

くの方々から貴重な史資料類の寄贈があり、書籍

のはないと信じたい。しかし、約5,000人にも及ぶ

類についても、これまでに計120の個人および団

書院出身者の氏名を全て暗記しているわけではな

体（※2008年12月末現在）から15,000冊を超える

いため、それとは気付かず見過ごしている書籍が

数の図書・雑誌類が寄贈された。その120という

まだまだあるかもしれない。また本表はそのベー

寄贈者の中には、東亜同文書院（以下、同文書院

スが作業用のリストであるため、最小限の書誌情

または書院）の卒業生やその御遺族の方も少なく

報のみで分類も何ら行なわれていない。よって今

ないため、記念センターの蔵書には、当然ながら

後は収録対象を広げつつ、文献の記述内容にも踏

書院出身者の手による著作物が相当数含まれてい

み込んでいく必要があると考えている。

る。記念センターでは、これらの書籍類を単なる

同文書院に関する文献目録としては、成瀬さよ

研究資料としてのみならず、書院生の卒業後の業

子編『東亜同文書院関係目録̶愛知大学図書館収

績を顕彰するものとしても考えており、蔵書全体

蔵資料を中心に̶』
（愛知大学豊橋図書館、2004年）

における重要度は非常に高いものとなっている。

が既に刊行されている。この目録は、主として記

以下に掲載する「書院出身者著作物一覧」は、

述内容と出版者を軸に文献の採録が行なわれてお

蔵書整理の作業を進める過程において作成された

り、書院出身者の著作物については回顧録に類す

書籍リストの一部である。今回は対象を単行本に

るものなどに限られている。記念センターでの整

限定し、更に原則として「奥付や表題紙等から書

理業務から生まれた本表が、そのような目録をほ

院出身者の著作物であることが明確なもの」のみ

んの僅かでも補完できればよいが、実際この世に

を収録した結果、計159人の書院出身者による312

存在し得る書院出身者著作物の総数（その数は見

タイトルの著作物一覧表となった。また、書院出

当も付かないが）を考えれば、こんなものは塵に

身者であることの照合については、
『東亜同文書

も過ぎないかもしれない。しかしながら、本表の

院大学同窓会名簿（2006年版）
』
（滬友会、2006年）

存在が新たな目録作成の種火となるよう期待の意

及び大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』

味を込めて、この一覧表を公表することにしたい。

（滬友会、1982年）を用いて行なった。

407

◦ 486 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

（4）紙面スペースの都合上、書名は基本的にメイ

〔凡例〕

ンタイトルのみを記載した。

（1）記載順序は著者である書院出身者の期数（入
学時期）の古い順とし、同期数内の順列は著

（5）「備考」欄中の「共」は共同執筆、「訳」は訳
書であることを示す。

者名の 50 音順とした。
（2）本表の目的上、書院出身者以外の著者名は省

（6） [

]

で表記している箇所は、文献中に明確

な記述がなく推測であることを意味する。

略した。
（3）ペンネーム等は原則として本名に統一したが、

（7）旧字体は原則として常用漢字に改めた。

本名不明のものについてはそのままとした。
著者名（期数）

書名

出版者名

出版年

石崎広治郎（2） 思い出のままに

青光社

1971

永尾龍造（2）

支那民俗誌（第 1・2・6 巻）

支那民俗誌刊行会

19401942

永尾龍造（2）

支那民俗誌（複製本）（第 1・2・6 巻）

国書刊行会

1973

波多野養作（2） シルクロード明治の一人旅

創造出版

1985

林出賢次郎（2） 扈従訪日恭紀

満洲帝国国務院
総務庁情報処

1936

大倉邦彦（3）

感想

大倉山坐禅会

1967

佐藤善雄（3）

新浪人の人生記

編集センター（制作）

1972

上島清蔵（4）

上島清蔵遺稿 ヨーロッパ東南アジヤ紀行

石射猪太郎（5） 外交官の一生

上島芳枝

1969

大平出版社

1972

石射猪太郎（5） 外交官の一生（中公文庫）

中央公論社

1986

菊池貞二（5）

回顧四十年

東光明

1942

菊池貞二（5）

丁杏廬雑話

東光明

1942

菊池貞二（5）

秋風三千里

南北社

1966

馬場鍬太郎（5） 支那経済地理誌 交通全編（[ 全 ]）

禹域学会

1922

馬場鍬太郎（5） 支那経済地理誌 交通全編（下 )（訂正増補）

禹域学会

1928

馬場鍬太郎（5） 支那経済地理誌 制度全編

禹域学会

1928

馬場鍬太郎（5） 支那経済の地理的背景

東亜同文書院支那研究部

1936

馬場鍬太郎（5） 支那水運論

東亜同文書院支那研究部

1936

馬場鍬太郎（5） 北支八省の資源

実業之日本社

1937

馬場鍬太郎（5） 中支の資源と貿易

実業之日本社

1938

馬場鍬太郎（5） 支那の資源と日本

講談社

1943

神尾茂（6）

香港日記

神尾 貴子

1957

波多博（6）

中国と六十年

[ 波多博 ]

1965

日華文化協会

1972

波多博（6）
清水董三（12） 中国国民革命史
蔵居良造（28）
大西斉（8）

支那の現状

朝日新聞社

1928

賀来敏夫（8）

支那の思い出

南方書店

1957

改造社

1940

米内山庸夫（8） 雲南四川踏査記
波多野乾一（9） 現代支那

支那問題社

1921

波多野乾一（9） 現代支那の政治と人物

改造社

1937

波多野乾一（9） 支那劇大観（改幀版）

大東出版社

1943

波多野乾一（9） 中国国民党通史

大東出版社

1943

波多野乾一（9） 中国の命運

日本評論社

1946
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著者名（期数）

書名

出版者名

出版年

波多野乾一（9） 中国共産党史（全 7 巻）

時事通信社

1961

村田孜郎（9）

海棠香国

興亜書局

1940

村田孜郎（9）

抗戦の首都重慶

小口五郎（10） 支那民族史

備考
訳

大東出版社

1940

訳

大東出版社

1944

訳

片山徳行（11） 岳洲詩草

片山徳夫

1986

牛込佐源太（12）牛込佐源太遺稿集

[ 不明 ]

[ 不明 ]

清水董三（12） 中共覚え書

民族と政治社

1961

堀内干城（12） 講和問題の焦点を衝く

協友社

1950

堀内干城（12） 中国の嵐の中で

乾元社

1950

宮田武義（12） 思賢小詠

[ 不明 ]

[ 不明 ]

宮田武義（12） 比婆山遊記

宮田武義

1968

宮田武義（12） 峨山

[ 宮田武義 ]

1974

宮田武義（12） 林出賢次郎先生

慈航観音会

1981

宮田武義（12） 金烏玉兎

慈航観音会

1982

宮田武義（12） 白寿 遊記山人書展作品集

慈航観音会

1989

宮田武義（12） 白寿遊記山人之書

慈航観音会

1989

宇治田直義（13）支那問題ひとすじに放浪五十年

[ 宇治田直義 ]

1965

栗原猷彦（13） 暮雲暁色

[ 栗原猷彦 ]

1983

鈴木択郎（15） 標準支那語教本 初級編（第 6 版）

東亜同文書院支那研究部

1938

鈴木択郎（15） 標準支那語教本 高級編（改訂第 5 版）

東亜同文書院支那研究部

1938

鈴木択郎（15） 張謇自訂年譜

内山書店

1942

訳

鈴木択郎（15）
魚返善雄（27） 老舍篇 四世同堂（上・中）
桑島信一（29）

河出書房

1954

共/訳

高橋君平（16） 漢語形体文法論

大安

1963

高橋君平（16） 句をきめ手とする中国語文法

高橋君平

1967

中山優（16）

対支政策の本流

育生社

1937

中山優（16）

支那論と隨筆

刀江書院

1940

中山優（16）

中国の素描

明徳出版社

1957

中山優（16）

中山優選集

甲斐多聞太（17）阿蘇路 甲斐木公遺句集

中山優選集刊行委員会

1972

甲斐清乃

1982

熊野正平（17） 現代支那語法入門

三省堂

1942

熊野正平（17） 中国語捷径

滬友会

1962

熊野正平（17） 日中貿易会話と通信

明治書院

1974

熊野正平（17） 中国語大辞典

三省堂

1984

熊野正平（17） 現代中国語法論

三省堂

1989

熊野正平（17） 中国標準語教本
熊野正平（17）
現代中国の展望
深水高嶺（不明）
岩井英一（18） 回想の上海

[ 不明 ]

[ 不明 ]

カルチャー出版社

1975

「回想の上海」出版委員会

佐藤寛一（18） 謎の老大国

文雅堂銀行研究社

1983
1967

村上徳太郎（18）東西の対立を超えて（改訂版）

東光書院出版部

1985

石川順（19）

談龍室間話

図書研究社

1941

石川順（19）

中共

石川順

1956

石川順（19）

砂漠に咲く花

石川順

1960
19851992

遠藤秀造（19） 随筆 楠窓（第 3-6 集）

楠窓庵

共
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書名

出版者名

出版年

小竹文夫（19） 現代（東洋史講座第 10 巻第 5 期）

雄山閣

1941

小竹文夫（19） 近世支那経済史研究

弘文堂書房

1942

小竹文夫（19） 支那の自然と文化

弘文堂書房

1947

小竹文夫（19） 中国社会（再版）

三省堂出版

1950

備考

小竹文夫（19） 東亜の近代化

創元社

1952

共

小竹文夫（19） 社会の進歩（中学校社会科用教科書）

古今書院

[1954]

共

小竹文夫（19） 世界史 東洋

雄渾社

1956

共

小竹文夫（19） 現代中国革命史

1958

共

1980
1989

富田稔（19）

人生八十年

弘文堂
ジャパン・
パブリッシャーズ
[ 富田稔 ]

富田稔（19）

泥柳

[ 富田稔 ]

郷野不二男（19）桜と伝説

1978

本郷賀一（19） 中国革命史

朝日新聞社

1947

本郷賀一（19） 中共の内幕

時事通信社

1962

訳

本郷賀一（19） 中共の十大問題

時事通信社

1963

訳

本郷賀一（19） 工作通訊抄

時事通信社

1964

訳

本郷賀一（19） 中共の経済問題（上・下）

時事通信社

訳

本郷賀一（19） 文化大革命（[ 正 ]・続・3）

時事通信社

本郷賀一（19） 抗日戦勝利の前後

時事通信社

1965
19671969
1968

本郷賀一（19） 中共の外交問題
本郷賀一（19）
中国知識人の叫び
蔵居良造（28）
牟田哲二（19） 陶淵明伝

時事通信社

1971

訳

経済往来社

1966

共/訳

勁草出版サービスセンター

1977

坂本一郎（20） 私の遺言

[ 坂本一郎 ]

1989

坂本一郎（20） 年賀と私の遺言 続編

[ 坂本一郎 ]

1990

坂本一郎（20） 標準上海語読本

[ 不明 ]

[ 不明 ]

福田勝蔵（20） 普通尺牘文例集

東亜同文書院支那研究部

1937

坂口幸雄（21） 私の履歴書

日本経済新聞社

1987

和田斉（21）

アジア九カ国

朝日新聞社

1952

和田斉（21）

この途をゆく

訳
訳

中央公論事業出版（製作）

1982

小秋元隆一（22）米対華政策の動向

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1949

宮崎世龍（22） 五ヶ年計画下の新中国
過渡期における国家総路線と
宮崎世龍（22）
私営工商業の国家資本主義化
中華人民共和国中央人民政府
宮崎世龍（22）
第三年度の財政経済工作（上）
宮崎世龍（22） 北鮮の農業合作社と農村政策

日月社

1953

訳

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1954

訳

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1954

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1959

宮崎世龍（22） 宮崎世龍遺句集 どろ柳

中央公論事業出版（制作）

1998

宮崎世龍（22） 宮崎世龍遺稿集

宮崎光子

1998

山本紀綱（22） 徐福東来伝説考

謙光社

1975

山本紀綱（22） 日本に生きる徐福の伝承

謙光社

1979

山本紀綱（22） 長崎唐人屋敷

謙光社

1983

阿部信治（23） 東洋芸術としての書道

[ 阿部信治 ]

岩本松平（23） 随筆集 百日紅（[ 正 ]・続）

日本随筆家協会

植村静栄（23） 槿花一朝の夢

植村静栄刊行後援会

1981
19771980
1979

斉藤征生（23） 私の人生哲学

[ 斉藤征生 ]

[1977]

410

◦ 489 ◦

訳

共

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
記念センター所蔵の東亜同文書院出身者著作物一覧

著者名（期数）
彭盛木（23）

書名

出版者名

支那経済記事解説

松崎雄二郎（23）僕のぶらぶら人生

出版年

東亜同文書院支那研究部

1934

中央公論事業出版（製作）

1983

有吉正義（24） 自私集

有吉正義

1982

石田武男（24） 山田厚教授の諌死よく漢文教育を守る

[ 石田武男 ]

[ 不明 ]

中村加治馬（24）化石木

中村とき

1977

平野博（24）

平野博

1983

[ 不明 ]

[1995]

閑適のうた

宮崎武雄（24） 思い出
山田清一（24） 景徳鎮磁器の研究

日本学術出版社

1984

安沢隆雄（25） 巴蜀長江山峡の旅

多摩ネットワークセンター

1997

山口慎一（25） 中国札記

山口慎一

1958

石田武夫（26） 中国語学管見

東方書店

1987

尾崎庄太郎（26）支那の工業機構

白揚社

1939

尾崎庄太郎（26）支那工業の発達

中央公論社

1941

尾崎庄太郎（26）中国民主活動家の証言

日中出版

1980

尾崎庄太郎（26）徘徊

日中出版

1981

尾崎庄太郎（26）われ、一粒の麦となりて

結書房

2007

木嶋清道（26） 封神演義

謙光社

1977

中下魁平（26） 仁王拳

錬武館

1978

西里龍夫（26） 風雪のうた

熊本民報社

1972

西里龍夫（26） 革命の上海で

日中出版

1977

山名正孝（26） 支那農業建設論

教育図書

1942

牛島俊作（27） 米国の重慶援助の全貌

東亜研究会

1941

牛島俊作（27） 日本言論史

河出書房

1955

牛島俊作（27） 失言物語

河出書房

1956

備考
訳

訳

訳

訳

魚返善雄（27） 中国千一夜 風雅の巻

日本出版協同

1952

訳

魚返善雄（27） 広東語小説集

小峯書店

1964

[ 校訂 ]

魚返善雄（27） 物語西遊記

社会思想社

1967

訳

魚返善雄（27） 物語水滸伝

社会思想社

1968

訳

岩田由一（28） 中国古代造紙技術史

紙の博物館

1979

訳
[訳]

遠藤進

1977

蔵居良造（28） 戦後におけるインド諸政党の動向

遠藤進（28）

杏華集

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1951

蔵居良造（28） インド工業化問題

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1953

蔵居良造（28） 現段階における中共の国際的地位

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1961

蔵居良造（28） 中共の国力発展と中国共産党の指導

防衛研修所

1962
1971

共

蔵居良造（28） 台湾問題

大陸問題研究所

蔵居良造（28） 華僑（改訂版）

日本放送出版協会

1974

蔵居良造（28） 台湾のすべて
蔵居良造（28）
中国工業工場総覧（新版）
藤岡瑛（33）
蔵居良造（28）
台湾（上）
竹内義雄（42）
蔵居良造（28）
文化大革命の経過とその問題点について
杉直彦（43）
庄子勇之助（28）千山万里の旅

現代アジア出版会

1977

現代アジア出版会

1975

共

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1965

共

[ 朝日新聞調査研究室 ]

1967

共

丸誠

1986

庄子勇之助（28）戦争とわたくし

[ 庄子勇之助 ]

1987

庄子勇之助（28）戦争とわたくし（改訂版）

[ 庄子勇之助 ]

1988

高橋房男（28） 歌集 転生

高橋房男

1977

共
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出版年

高橋房男（28） 歌集 大陸十八年

[ 高橋房男 ]

1991

中西功（29）

岩波書店

1940

支那の経済機構

中西功（29）

中国革命と毛沢東思想

青木書店

1969

中西功（29）

死の壁の中から

岩波書店

1971

中西功（29）

中国革命の嵐の中で

青木書店

中山清一（29） 私の自序伝（[1]-[3]）

中山清一

1974
[ 不明 ]1973

講談社出版
サービスセンター（製作）
[ 志波正男 ]

伊藤紫郎（30） 山女魚と俳句
志波正男（30） 膠済百里の道

1985

若林輝夫（30） 南船北馬

河内野発行所

1983

[ 坂井義雄 ]

[1982]

森次勲（31）

森次勲

1988

森次勲（31）

魏志倭人伝と韓伝を解く

石田三郎（33） 無抵抗の抵抗

近代文芸社

1995

日刊労働通信社

1958

石田三郎（33） 無抵抗の抵抗（再刊）

石田三郎

1976

井上佶（34）

征風

[ 井上佶 ]

1977

井上佶（34）

洞山感恨嘆賦

[ 井上佶 ]

1979

井上佶（34）

回復不能戦争（戦い再び起こすまじ ) 慟哭

井ノ口まつ子

2001

[ 内川大海 ]

1993

内川大海（34） シルクロードの夢
島田孝夫（34） はらから

[ 島田孝夫 ]

2002

島田孝夫（34） 福島安正将軍書扁額『剛正』仕舞記

[ 島田孝夫 ]

[ 不明 ]

清水辰雄（34） 句集 風花

南風発行所

1976

清水辰雄（34） 土偶 清水辰雄詩句集

清水辰雄

1997

近光毅（35）

近光毅

2005

静岡教育出版社（制作）
岩波ブック
サービスセンター（製作）
岩波ブック
サービスセンター（製作）
[ 村上和夫 ]

2003

モンゴル人民共和国スフバートル収容所

妻木辰男（35） 我人生に悔なきや
村上和夫（35） 中国古代瓦当文様の研究
村上和夫（35） 瓦当文様の謎を追って
村上和夫（35） 私の郷土史研究

1990
1990
1990

村上和夫（35） 中国古代瓦当文様についての講演要旨

[ 不明 ]

[1991]

村上和夫（35） 中国古代瓦当 拓本集撰

村上通

1999

八木友愛（35） 故八木仁兄遺文冊

[ 不明 ]

[1994]

渡辺長雄（35） 新中国通貨論

世界経済調査会

1948

渡辺長雄（35） 中国資本主義と戦後経済

東洋経済新報社

1950

渡辺長雄（35)

カントリーリスク

日本経済新聞社

1980

渡辺長雄（35） 混迷する中国経済

有斐閣

1991

渡辺長雄（35） わが世界見聞記

近代文芸社

1998

渡辺長雄（35） 渡辺蝶遊集 桜の山

近代文芸社

1998

明野義夫（36） 中共における経済成長

[ 不明 ]

1961

明野義夫（36） ひらけゆく中国経済

通商産業調査会

1971

明野義夫（36） 中国の対外経済交流の展開
明野義夫（36）
中国経済図説
大久保泰（36）
大久保泰（36） 中国における天然資源とその開発の可能性

大東文化大学東洋研究所

1978

日本経営出版会

1972

防衛研修所
朝日新聞社
安全保障問題調査会

1962

大久保泰（36） 毛沢東政権下の整風・粛清と後継者問題
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著者名（期数）

書名

出版者名
朝日新聞社
安全保障問題調査会
朝日新聞社
安全保障問題調査会
原書房

大久保泰（36） 中国人民解放軍の実態（2）
大久保泰（36） 共産中国出現の推移（上・下）
大久保泰（36） 中国共産党史（上・下）

出版年
1967
1969
1971

岡田晃（36）

中国の現状

[ 中日新聞中国問題調査会 ]

1970

岡田晃（36）

水鳥外交秘話

中央公論社

1983

岡田晃（36）

香港

岩波書店

1985

田中多四郎（36）回顧

田中多四郎

1993

田中多四郎（36）人生無限

田中多四郎

1994

田中多四郎（36）生命は尽きず

田中多四郎

1995

田中多四郎（36）光芒一閃

田中多四郎

1996

田中多四郎（36）栄え行く

[ 田中多四郎 ]

[1996]

田中多四郎（36）栄えの道

田中多四郎

1997

田中多四郎（36）身辺雑記

[ 田中多四郎 ]

[1997]

田中多四郎（36）続く道

[ 田中多四郎 ]

[1997]

富岡健次（36） 中共軍と行く（復刻版）

富岡幸枝

1972

春名和雄（36） 思無邪

りえぞん企画（制作）

1995

藤田照男（36） 滴滴録

[ 藤田照男 ]

1995

南恭輔（36）

[ 南恭輔 ]

1992

茫々七十年

村岡正三（36） 風霜八十年

[ 村岡正三 ]

1994

村岡正三（36） 狛江講座 三日講メモ

[ 不明 ]

[1999]

村岡正三（36） 月山詩鈔

[ 村岡正三 ]

2004

山本隆（37）

東亜同文書院生

新井宝雄（38） 中国の素顔

河出書房新社

1977

毎日新聞社

1966

新井宝雄（38） 毛沢東と劉少奇

潮出版社

1967

新井宝雄（38） 批林批孔の内側

大和出版販売

1974

菊池四郎（38） 只見開発七年史

[ 菊池哲郎 ]

1997

田尻泰正（38） 中共の放送事業視察記

[ 朝日放送東京支社放送部 ]

[1957]

阿部弘（39）

[ 阿部弘 ]

[1994]

私のアイルランド自転車旅行

備考

伊藤喜久蔵（40）ドキュメント文革の三年

経済往来社

1968

伊藤喜久蔵（40）中国の党政再建の現状

[ 中日新聞中国問題調査会 ]

1970

伊藤喜久蔵（40）中国人の心

時事問題研究所

1972

伊藤喜久蔵（40）中国のパワー・エリート像

有斐閣

1983

伊藤喜久蔵（40）挑戦する香港

教育社

1985

加藤通夫（40） 禅海と「青の洞門」のすべて
中国の変革期における
金丸一夫（40）
通貨に関する研究（学位論文）
小林淑人（40） 中国大陸駆け歩る記

加藤通夫

1986

[ 金丸一夫 ]

[1977]

[ 小林淑人 ]

2000

野上正（40）

現代中国の探究

日本評論社

1981

野上正（40）

時事中国語ハンドブック

東方書店

1985

[ 野上正 ]

1996

野田経済社

1960

野上正（40）
椿庭麗日
野上正（40）
十二才の新中国
松野谷夫（40）
信元安貞（40） 曙と共に

曙ブレーキ工業

1979

信元安貞（40） 「車笛」くるま談義

日刊自動車新聞社

1988

松野谷夫（40） 忘れられた国

角川書店

1958

共

共

共
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著者名（期数）

書名

出版者名

出版年

松野谷夫（40） 中国の指導者

同友社

1961

松野谷夫（40） 遥かなる周恩来

朝日新聞社

1981

山田信男（40） 広東海軍武官府の終焉

交通新聞社

2003

大空不二男（41）中国の後宮

龍渓書舎

1977

大空不二男（41）中国の物産

龍渓書舎

1977

尾崎茂夫（41） 塞翁が馬

尾崎茂夫

1997

尾崎茂夫（41） ふたつの荒野

文芸社

2002

工藤俊一（41） 北京大学超エリートたちの日本論

講談社

2003

柴田敏之（41） 歳月のうた

南風発行所

1989

備考

清水徳蔵（41） 中国的思考と行動様式

春秋社

1984

高田富佐雄（41）太陽を射る中国

弘文堂

1965

高田富佐雄（41）七億の林彪
高田富佐雄（41）
アジアの十字路―香港
江頭数馬（44）
宮田一郎（41） 新華字典 日本語版（訂正版）

新人物往来社

1971

日本国際問題研究所

1965

共

光生館

1980

共/訳

宮田一郎（41） 現代日中辞典（改訂版）

光生館

1981

共

宮田一郎（41） 中国故事新篇

光生館

1982

共

宮田一郎（41） 普通話対照 上海語・蘇州語

上海語・蘇州語研究会

1984

共

宮田一郎（41） 上海語常用同音字典

光生館

1988

牟田義彦（41） 三十三年ぶりに見た上海

[ 牟田義彦 ]

1980

森原文雄（41） 壷中の天地

火の会

1981

山本宏（41）

山本宏

1987

図書館教育小論集

山本宏（41）

やまびこ

山陰むすび会

1999

大山茂（42）

大安社史

大安社史刊行会

1998

講談社

1984

日下部昇一（42）北京の名菜店名料理
河野靖（42）

文化遺産の保存と国際協力

竹内義雄（42） 中国経済への視座

風響社

1995

朝日新聞平和問題調査室

1973

中野政満（42） 滬城はるか 金城信隆さん

[ 中野政満 ]

1997

中俣富三郎（42）中国経済はどう変ったか

弘文堂

1963

西好隆（42）

日中憂国風雲録 中国編

あさひ高速印刷出版部

2002

樋口康（42）

独り語

姫宮栄一（42） 香港

[ 樋口康 ]

1988

中央公論社

1964

藤島健一（42） タイ国に於ける華僑

国際印刷有限公司

1975

藤島健一（42） 激動する戦争の裏ばなし

藤島健一

1977

三田良信（42） 一か八か

北国新聞社出版局

2006

三宅武雄（42） 人生六〇年の旅

三宅会

1982

森重隆正（42） 歌集 春敲

山口県短歌発行所

1968

榑沼圭一（43） 武者幟

牧羊社

1989

三木毅（43）

中国経済政策史

光明社

1996

明昌保（43）

編集者の目

科学企画出版社

1985

秋岡家栄（44） インド見たまま

朝日新聞社

1963

秋岡家栄（44） 北京特派員（中文版）

万源図書公司
宮崎大学教育学部
社会経済研究室
軍事研究社

1976

市川信愛（44） 長崎華商泰益号関係文書の研究（第 1 輯）
江頭数馬（44） 核時代の中国

訳

1985
1969

訳

江頭数馬（44） 中国政策

サイマル出版会

1969

共/訳

江頭数馬（44） 中国の世界

毎日新聞社

1973

共/訳
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著者名（期数）

書名

出版者名

出版年

江頭数馬（44） 現代中国の革命と建設

大東文化大学東洋研究所

1975

江頭数馬（44） 七〇年代政変期の中国

霞山会

1979

江頭数馬（44） 中国の経済革命と現実

学文社

1990

江頭数馬（44） 中国の移行経済とアジア

[ 不明 ]

[1998]

江頭数馬（44） 中国の市場経済とアジア

太陽プロジェクト

2001

大城立裕（44） 朝、上海に立ちつくす

講談社

1983

大城立裕（44） 朝、上海に立ちつくす（中公文庫）

中央公論社

1988

尾崎雄二郎（44）漢字の年輪

角川書店

1989

隈井要（44）

燎原

1987

中国の会計

備考

前田清蔵（44） 上海、同文書院、交通大学の思い出

[ 前田清蔵 ]

[2004]

本橋渥（44）

岩波書店

1958

訳

新評論

1993
19731974
1962

共

中国の経済

本橋渥（44）

現代中国経済論
現代社会主義経済制度の
五井一雄（45）
集権化と分権化（[ 正 ]・続）
富山栄吉（45） 日中問題入門

岩波書店

針生誠吉（45） 中国の国家と法

東京大学出版会

樋本浩二（45） 文集残された記録（[1]・2）

樋本浩二

松山昭治（45） パンダの遺言状

竹内書店新社

1970
19972001
1982

松山昭治（45） これが現代中国人

竹内書店新社

1989

アジア経済研究所

猪俣政之助（46）中国の飲食文化と滞中見聞録

猪俣政之助

1998

菊池一雅（46） ケシをつくる人々

三省堂

1979

江南香（不明） 中国共産党の十年

日本外政学会

1959

共

訳
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戦後分滬友会々報記事索引（1）
戦後分澹友会々報記事索引（1）
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422
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戦後分滬友会々報記事索引（1）
戦後分澹友会々報記事索引（1）
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戦後分滬友会々報記事索引（1）
戦後分澹友会々報記事索引（1）
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『滬友会報』
記事名
1

2

同窓諸兄に望む

6

財団法人東亜同文会の清算
財産は愛知大学と霞山倶楽部
へ
東亜同文会在外資産の処理
今後の処置は滬友会にて引受
け
卒業証明書発行
愛知大学鈴木択郎氏へ
書院大学維持会の清算
財産は東邦研究会へ譲渡

7

滬友会の現状

8

滬友会本支部所在地

9

滬友名簿の発行

3
4
5

著者名

見出し

終戦後における東亜同文会の
解散顛末、東亜同文書院およ
び同大学並びに附属専門部の
廃校事情、更に滬友会再建経
過、本部事業概要等について

石射猪太郎

10 東邦研究会との関係
11 国際中国文庫の開設
12 滬友会々計報告
13 滬友会収支決算（時昭和廿三
年七月至昭和廿四年六月）
14 連絡会費納入者芳名

号

西暦

元号

頁

請求番号

1

1949 年 3 月

昭和 24 年 3 月

pp.223-239

未見

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.1

Z3:Ko97:(2)

滬友会本部
記事

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.2-3

Z3:Ko97:(2)

滬友会本部
記事

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.3

Z3:Ko97:(2)

滬友会本部
記事
滬友会本部
記事
滬友会事業
報告
滬友会事業
報告
滬友会事業
報告
滬友会事業
報告
滬友会事業
報告
滬友会事業
報告
滬友会事業
報告
滬友会事業
報告

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.4

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.4-6

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.6-8

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.8-9

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.9-10

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.10-11

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.11

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.11-12

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.12-13

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.13-15

Z3:Ko97:(2)

15 石鹼

菊池貞二

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.16

Z3:Ko97:(2)

16 首相秘書官に

橋丸大吉

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.16-17

Z3:Ko97:(2)

17 根津精神躍動

栗山新三

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.17

Z3:Ko97:(2)
Z3:Ko97:(2)

18 僕は元気だ

高島大次郎

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.17

19 弁護士二十四年

衛藤隈三

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.17-18

Z3:Ko97:(2)

20 会報を待望

西木戸衛

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.18

Z3:Ko97:(2)
Z3:Ko97:(2)

21 親切運動

小谷節夫

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.18

22 石炭石油の新発見

新田一男

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.18-19

Z3:Ko97:(2)

23 上海より還りて

長田安次

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.19

Z3:Ko97:(2)

24 真にご苦労

松野稔

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.19

Z3:Ko97:(2)

25 私の念願

宇治田直義

滬友通信

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.19-21

Z3:Ko97:(2)

会告

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.21

Z3:Ko97:(2)
Z3:Ko97:(2)

26 第三回滬友会総会通知
27 大坂支部

中筋周蔵

滬友会支部
だより

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.22-25

28 神戸支部

岡武雄

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.25-27

Z3:Ko97:(2)

29 神奈川支部

川崎万博

滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより
滬友会支部
だより

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.27

Z3:Ko97:(2)

30 京都支部

遠藤進

31 奈良支部

東芳雄

32 滋賀支部

馬場鍬太郎

33 和歌山支部

潮崎満彦

34 福井支部

藤田稠夫

35 金沢支部

小竹文夫

36 長野支部

久保田正三

37 新潟支部

大谷弥十次

38 秋田支部

岡見保太郎

39 岡山支部

小林淑人

40 広島支部

井唯信彦

41 愛媛支部

栗山新三

42 香川支部

中西一雄

43 徳島支部

斉藤信幸

44 関門支部

鹿毛政人

45 久留米支部

永淵周蔵

46 長崎支部

浦恒平

47 佐世保支部

横尾徳一

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.27

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.27

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.27

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.28

Z3:Ko97:(2)
Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.28

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.28-29

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.29

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.30

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.30

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.30-31

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.31

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.31

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.31

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.31-32

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.32

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.33

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.33

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.33

Z3:Ko97:(2)
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備考

奥付

『滬友名簿（昭和 24 年版）』
滬友会所収（未見）
昭和二十四年十一月
二十六日印刷
同十二月一日
発行（非売品）
編集者 大野弘
発行所 東京丸ノ内二
ノ八内三菱仲十二号館
六号四一一号室 滬友
会本部

目次「卒業証明書など発行
の御しらせ」
目次「東亜同文書院大学維
持会の清算」

滬友会会長林出賢次郎によ
る宇治田直義への感謝状収録

支部結成準備、大阪支部結
成、大阪支部結成総会議事録、
役員会の開催
神戸滬友会規約

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

滬友会支部
だより

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.33-34

Z3:Ko97:(2)

坂下惣平

滬友会支部
だより

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.36

Z3:Ko97:(2)

原田留吉

滬友会支部
だより

Z3:Ko97:(2)

48 熊本支部

田上二雄

49 宮崎支部
50 鹿児島支部
51 滬友会員異動名簿並に会告
52 外務省調査局編纂『現代東亜
人名鑑』東邦研究会

〔広告〕

53 目次

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

p.34

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

pp.35-48

Z3:Ko97:(2)

2

1949 年 12 月

昭和 24 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(2)

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

1p.

備考

昭和二十五年八
月二十五日印刷
同九月一日発
行（非売品）
編集者 大野弘
東京都千代田区丸ノ内
二ノ八 三菱仲十二号
館六号四一一号室 滬
友会本部

Z3:Ko97:(3)

54 中日提携の理想亡びず

滬友会副会長大阪支
部長原吉平

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.1

Z3:Ko97:(3)

55 一つの課題

滬友会理事長石射猪
太郎

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.2

Z3:Ko97:(3)

学校史編纂の提言

56 滬友会総会（一ヶ年の事業報
告）

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.3-5

Z3:Ko97:(3)

57 （第三回滬友同窓会出席者芳
名）

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.5-6

Z3:Ko97:(3)

58 （第四回滬友同窓会出席者芳
名）

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.6-7

Z3:Ko97:(3)

昭和二十五年『滬
59 友名簿』予約発行
（前金申込者に限リ配布）

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.7

Z3:Ko97:(3)

目次「昭和二十五年改訂『滬
友名簿』の発行計画（至急予
約申込を乞ふ）」

60 滬友会振替口座開設

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.7

Z3:Ko97:(3)

「東京七一三八〇番、滬友
会々長林出賢次郎名義」

61 原副会長（相談役の委嘱）

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.7

Z3:Ko97:(3)

副会長原吉平、相談役・平
岡小太郎、山田純三郎

滬友会本支部所在地
62 （役員氏名一覧表）

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.7-10

Z3:Ko97:(3)

63 本部重要記録

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.10-12

Z3:Ko97:(3)

滬友会々計
64 （自昭和二十四年七月より同
二十五年六月）

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.12

Z3:Ko97:(3)

65 連絡会費納入人者芳名

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.13-16

Z3:Ko97:(3)

66 石射・堀内両氏の新著

滬友会本部
記事

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.16

Z3:Ko97:(3)
Z3:Ko97:(3)

67 懐旧の念に堪へず

越山友之

滬友通信

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.17

68 先師根津先生

山崎九市

滬友通信

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.17-18

Z3:Ko97:(3)

69 お詫びと注文

菊池貞二

滬友通信

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.18

Z3:Ko97:(3)

70 三十年前の想出

山崎一毅
大坪一郎、八波石
水、川村昇一、鈴木
一、渡辺義、畑生国
彦、田中靼次郎、高 滬友通信
広政事、瀨部伊三
郎、十七期松本元次、
十八期卒山本博康、
甲斐多聞太

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.18-19

Z3:Ko97:(3)

Z3:Ko97:(3)

71 在京十七、八期生会

池田清一郎

滬友通信

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.20

72 大坂滬友会館

高広政事

滬友通信

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.20

Z3:Ko97:(3)

73 高知の同窓
高知地方在住滬友同窓

門田耕成

滬友通信

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.20

Z3:Ko97:(3)

74 紅いランタンの街から

木村種三郎
二十期生今村森秀、
十九期下野生、二十 滬友通信
期岡部生、小柳武
彦、長崎大江東北人、
二十期木村生

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.20-21

Z3:Ko97:(3)

75 本部より

宇治田直義

滬友通信

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.21

Z3:Ko97:(3)

76 大阪支部

大西恭四郎

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.22-23

Z3:Ko97:(3)

77 神戸支部

後藤勝一

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.21

Z3:Ko97:(3)

78 京都支部

田中 次郎〔田中靼 滬友会支部
次郎〕
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.21-22

Z3:Ko97:(3)

79 福井支部

藤田稠夫
（11）片山徳行、
（12）
吉田久、（13）藤田
稠夫、
（17）中山一清、 滬友会支部
（22）堀亮三、（23）
だより
植村静栄、（27）前
田進、（42）手林彦
治

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.24-25

Z3:Ko97:(3)

浜本一人

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.25

Z3:Ko97:(3)

80 呉支部
81 徳島支部

齋藤信幸

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.25

Z3:Ko97:(3)

82 愛知大学支部

鈴木択郎

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.25

Z3:Ko97:(3)

83 滬友会北九州支部

藤田信弘

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.25-26

Z3:Ko97:(3)

84 福岡支部

益富毅

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.26

Z3:Ko97:(3)

85 別府支部

阿部信治

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.26

Z3:Ko97:(3)

奥付

目次「石射前大使・
堀内前公使の新著」
石射猪太郎、堀内干城

根津旧宅「京都市伏見区桃
山江戸町三」

「林出会長は、昭和 23 年
10 月一身上の都合によって
退京」
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記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

86 佐賀支部

平野栄

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.27

Z3:Ko97:(3)

87 長崎支部

木村種三郎

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.27-28

Z3:Ko97:(3)

原田留吉

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

p.28

Z3:Ko97:(3)

89 在華同窓の消息

王沿津

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.28-29

Z3:Ko97:(3)

愛知大学教授鈴木択郎経由
台北在住王沿津よりの連絡。
「洪水星（24）物故」

90 在台湾同学名単

林仲秋

滬友会支部
だより

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.29-30

Z3:Ko97:(3)

神戸外国語大学教授坂本一
郎経由在台湾同窓会幹事林仲
秋よりの連絡。

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

pp.30-31

Z3:Ko97:(3)

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

1p.

Z3:Ko97:(3)

〔広告〕

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

1/2p.

Z3:Ko97:(3)

〔広告〕

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

1/2p.

Z3:Ko97:(3)

〔広告〕

3

1950 年 9 月

昭和 25 年 9 月

1p.

Z3:Ko97:(3)

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

88 鹿児島支部

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

91 編集後記

92 〔暑中見舞い〕

山本貿易株式会社取
締役社長一宮晃、松
野稔、七星興業株式
会社取締役社長佐原
誠、大日本紡績株式
会社取締役社長原
吉平、株式会社熊谷
組常務取締役宮川順
三郎、東京プレス工
業株式会社社長大工
原友一、古河電気工
業株式会社常務取締
役立脇耕一、大沢生
じ株式会社常務取締
役中筋周蔵、大同コ
ンクリート工業株式
会社専務取締役木内
一、日下部産業株式
会社専務取締役藤田
正実、愛知県中島郡
福沢町高御堂中央毛
織株式会社取締役社
長多賀二夫、木徳証
券株式会社取締役社
長木村球四郎

93 山水楼
94 パイロット

和田長三

外務省調査局編纂『現代東亜
95 人名鑑』（昭和二十五年度版）
東邦研究会
96 目次

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.1

Z3:Ko97:(4)

同志中俣富三郎氏助命運動経
98 過報告（本部より比島大統領
へ歎願）

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.2-5

Z3:Ko97:(4)

99 滬友会第五回総会

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.5-6

Z3:Ko97:(4)

昭和二十六年版滬友名簿の発
100 行（未購入者は早く申込れた
い）

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.6-7

Z3:Ko97:(4)

101 滬友物故者追善法養（山洲先
生二十五周年忌）

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.7

Z3:Ko97:(4)

102 連絡会費徴集に不満（本部の
態度を闡明にす）

宇治田直義
大田外世雄〔5 期〕、 滬友会本部
記事
二十六期卒土田増夫

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.7-10

Z3:Ko97:(4)

103 台湾支部王沿津氏来朝歓迎会

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.10-11

Z3:Ko97:(4)

滬友会々計報告（連
絡会費納入者芳名）
104 昭和二十五年度連絡会費納
入者追加（自八月至十二月）
昭和二十五九年度分連絡会費
納入者芳名（自一月至三月末）

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.11-15

Z3:Ko97:(4)

97 本部の運営に就て

105 堀内干城氏へ慰問金贈呈

理事長石射猪太郎

堀内干城

106 本部重要記録

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.15-16

Z3:Ko97:(4)

滬友会本部
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.16

Z3:Ko97:(4)
Z3:Ko97:(4)

107 山洲忌栄頌八首

菊池貞二

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.17

108 真の同窓愛

石川順

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.17-18

Z3:Ko97:(4)

109 専門部出身者に告ぐ

高田三郎

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.18

Z3:Ko97:(4)

110 事変回顧録を作れ

江口良吉

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.18

Z3:Ko97:(4)

111 書院史編纂を熱望す

井唯信彦

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.18-19

Z3:Ko97:(4)

112 所懐

中崎一之

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.19

Z3:Ko97:(4)

113 熊本大学より

寺崎裕義

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.19

Z3:Ko97:(4)

114 古都奈良より

東芳雄

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.19-20

Z3:Ko97:(4)

115 僕の所感

福岡篤

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.20

Z3:Ko97:(4)

116 杉本重三郎君健在

岡崎弘文

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.20

Z3:Ko97:(4)

117 異なる世界観

大西秀治

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.20-21

Z3:Ko97:(4)

118 神戸市外国語大学より

坂本一郎

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.21

Z3:Ko97:(4)

119 生きてあり

石崎良二

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.22

Z3:Ko97:(4)
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備考

奥付

東京都千代田区丸ノ内
二ノ八 三菱仲十二号
館六号四一一 滬友会

目次「同志中俣富三郎氏助
命運動経過報告（本部より比
島大統領キリノ氏へ歎願）」

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

120 福岡より

記事名

金子昇作

著者名

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.22

Z3:Ko97:(4)

121 先輩に望む

唐川博

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.22-23

Z3:Ko97:(4)

122 大陸の夢

湯川之夫

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.23

Z3:Ko97:(4)

123 別府だより

升巴倉吉

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.23

Z3:Ko97:(4)

124 老婆心

鴉田慶太郎

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.23-24

Z3:Ko97:(4)

125 五期生の消息

小谷節夫

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.24

Z3:Ko97:(4)

126 中俣君を救え

今村茂八郎

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.24

Z3:Ko97:(4)

127 御挨拶

公門仲

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.24

Z3:Ko97:(4)

128 同文会の再建

丸芳葆

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.24

Z3:Ko97:(4)

滬友通信

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.24

Z3:Ko97:(4)

130 神戸支部

岡武雄

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.25

Z3:Ko97:(4)

131 岡山支部

小林淑人

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.25-26

Z3:Ko97:(4)

132 広島支部

土手年松

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.26

Z3:Ko97:(4)

133 山口支部

古谷寛二

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.26

Z3:Ko97:(4)

134 和歌山支部

岡崎弘文

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.26-27

Z3:Ko97:(4)

135 高知支部

門田耕成

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.27-28

Z3:Ko97:(4)

129 同志追放解除の喜び

136 北海道支部

梶山幹六

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.28

Z3:Ko97:(4)

137 新潟支部

松原秀三

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.28

Z3:Ko97:(4)

138 福井支部

片山徳行

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.28-29

Z3:Ko97:(4)

139 静岡支部

服部晋二

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.29

Z3:Ko97:(4)

140 福岡支部

益岡毅

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.29-30

Z3:Ko97:(4)

備考

141 久留米支部

松本才喜

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.30-31

Z3:Ko97:(4)

142 佐賀支部

平野栄

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.31

Z3:Ko97:(4)

143 佐世保支部

横尾徳市

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.31-33

Z3:Ko97:(4)

144 宮崎支部

甲斐真一

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.33

Z3:Ko97:(4)

145 熊本支部

原英一

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.33-34

Z3:Ko97:(4)

146 鹿児島支部

原田留吉

滬友会支部
だより

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.34

Z3:Ko97:(4)

147 第五期生

末綱胖

同期生会記
事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.34-35

Z3:Ko97:(4)

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.35-36

Z3:Ko97:(4)

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.36

Z3:Ko97:(4)

目次「東京二十一期生会

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.36-38

Z3:Ko97:(4)

目次「東京二十三期生会」

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.38

Z3:Ko97:(4)

同期生会記
事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.38-39

Z3:Ko97:(4)

同期生会
記事

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.39

Z3:Ko97:(4)

会員移動
報告

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

pp.40-48

Z3:Ko97:(4)

148 京阪神十七八九期生会

149 東京廿一期生会

150 東京廿三期生会

151 阪神二十五期生会

河野繁
馬場鍬太郎、柳田国
彦、甲斐多聞太、松
本元次、瀨部伊三
郎、鈴木一、田中タ
ンツー、山崎一毅、
原吉平、浅野十二生、 同期生会
恵美芳一、本田真
記事
一、石村祐二、久米
幸延、三沢瀨之、津
波古充重、薬屋の田
井中、田中信一、上
松薫、和田平一、和
田恂、大西恭四郎
同期生会
和田斉
記事
吉田得美
島義雄、齋藤征生、
内田武夫、柴田、川
崎万博、多門登、
（旧
姓青山）鈴木浩美、 同期生会
細川栄、松代、加藤
記事
靄人、豊田一郎、杉
本生、大槻、佐竹
一三、藤垣、野々村、
佐藤克己
土井三子雄
加藤次郎、長谷川静 同期生会
夫、中崎一之、新谷
記事
音二、吉田和助、田
中香苗、土井三子雄

152 東京廿八期生会

庄子勇之助

153 東京三十一期生会

富岡康
柴崎正昭、山田喜代
市、由井、宮内生、
塚田生、飯野雄吉、
柴崎勝太郎

滬友会異動報告（自昭和二十五
年八月至同二十六年三月末）
154 住所並に勤務先変更
物故者一覧表
転居先不明の方
155 滬友会第六回総会開催通知
156 滬友福岡支部総会

会員に通知
と希望

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

p.48

Z3:Ko97:(4)

〔写真〕

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

1/2p.

Z3:Ko97:(4)

奥付

目次「東京二十八期生会」
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◦第３章

記事名

著者名

157 京阪神十七・八・九期生会
158 日交デパート

（廿五期）伊藤善三

159 昭和廿六年度滬友会会員名簿

滬友会本部

160 パイロット

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

〔写真〕

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

1/2p.

Z3:Ko97:(4)

〔広告〕

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

1/4p.

Z3:Ko97:(4)

〔広告〕

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

1/4p.

Z3:Ko97:(4)

〔広告〕

4

1951 年 5 月

昭和 26 年 5 月

1/2p.

Z3:Ko97:(4)

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

1p.

Z3:Ko97:(5)

161 目次
162 巻頭寄言

滬友会々長石射猪太
郎

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.1

Z3:Ko97:(5)

滬友会本部
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.2-3

Z3:Ko97:(5)

164 同窓の追放例全部解除

山口啓三、大倉邦彦、
油谷恭一、山本熊一、 滬友会本部
中山優、大谷義忠、
記事
宇賀治孝臣、宇治田
直義

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.3-5

Z3:Ko97:(5)

165 中俣氏助命運動（其後の経過
報告）

中俣富三郎

滬友会本部
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.5-7

Z3:Ko97:(5)

畠佐十郎（14 期）

滬友会本部
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.7-8

Z3:Ko97:(5)

167 滬友会報の発送（滬友名簿の
処理報告）

滬友会本部
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.8

Z3:Ko97:(5)

滬友会会計報告（連
絡会費納入者芳名）
昭和二十六年分連
168 絡会費納入者芳名
昭和二十七年以降の会費納入
者芳名（昭和廿六年十一月末
現在）

滬友会本部
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.8-12

Z3:Ko97:(5)

169 会告

滬友会本部
記事

163 第六回滬友会総会（石射会長・
山本理事長の新任）

166 物故会員諸君（謹んでご冥福
を祈る）

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.12

Z3:Ko97:(5)

170 滬友氏神作れ

山崎九市

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.13

Z3:Ko97:(5)

171 大阪に旅して

石川順

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.13-14

Z3:Ko97:(5)

172 名古屋市より

日比野行成

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.14

Z3:Ko97:(5)

173 神戸日華実業協会と滬友同人
の活躍

岡武雄

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.14

Z3:Ko97:(5)

174 大官就職妄想記

後藤憲三

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.14-15

Z3:Ko97:(5)

175 草谷野荘

宮崎世龍

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.15

Z3:Ko97:(5)

176 帰朝の御挨拶

井上栄二郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.15

Z3:Ko97:(5)

177 旧友を懐ふて

岡崎弘文
杉本重三郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.15-16

Z3:Ko97:(5)

178 友よ来遊あれ

永淵良次

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.16

Z3:Ko97:(5)

179 御無沙汰御詫

楠目禎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.16

Z3:Ko97:(5)

180 富山から

島崎正二

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.17

Z3:Ko97:(5)

181 身辺雑話

渡辺勝美

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.17

Z3:Ko97:(5)

182 日本民族の歌

山崎百治

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.17-18

Z3:Ko97:(5)

183 今治市から

近藤敏三郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.18

Z3:Ko97:(5)
Z3:Ko97:(5)

184 先輩にお願ひ

柏木鶴夫

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.18

185 中国を眺めて

平原信六

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.18-19

Z3:Ko97:(5)

186 横浜より

小坂士

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.19

Z3:Ko97:(5)

187 先輩の想出

高田三郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.19

Z3:Ko97:(5)

188 滬友会の進路

土田増夫

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.20

Z3:Ko97:(5)

189 私の新生活

新保勤五郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.20

Z3:Ko97:(5)

190 御見舞申上候

鴉太藤太郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.20

Z3:Ko97:(5)

191 中国への思慕

東郷弥平

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.20-21

Z3:Ko97:(5)

192 同窓に祈る

末続懿人

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.21

Z3:Ko97:(5)

193 大磯同人会

池田清一郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.21

Z3:Ko97:(5)

194 我等の好機近し

中崎一之

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.21

Z3:Ko97:(5)

195 在満せられた同窓へ

菅沼国太郎

滬友通信

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.21-22

Z3:Ko97:(5)
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奥付

東京都千代田区丸ノ内
二ノ八 三菱仲十二号
館 六号四一一 滬友
会

滬友会々長石射猪太郎、理
事長山本熊一

野上正氏宛中俣富三郎書信
収録

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

196 神戸支部

197 徳島支部

号

西暦

元号

頁

請求番号

後藤勝一
（兵庫県選挙管理委
員長）大久保直次
郎、六期生中村忠
三郎、四十三期川
辺実、二十三期大
野治、二十期福沢重
三、十九期岡本克二、
二十期坂本、十四
期田中宗、十一期三
宮清十郎、廿五期鶴
谷忠治、廿五期上西
園操、三十八期加藤
幸男、四十一期小川
清、四十二期本橋忠 滬友支部
生、四十二期西好隆、 だより
人見憲太郎、四十三
期松浦高章、四十三
期紙谷勝治、四十三
期能見享、四十四
期（旧姓蓑田）鈴
木雍、二十五期松
田博、三十二期大串
俊雄、四十三期吉田
実、四十四期長居昭
国、三十七期橋本清、
二十二期面寛仁、増
田、三十六期岡生、
三十六期中山一三、
三十六期小畑英資

著者名

見出し

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.22-23

Z3:Ko97:(5)

砂川健治

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.23

Z3:Ko97:(5)

198 高知支部

内田耕成

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.23-24

Z3:Ko97:(5)

199 名古屋支部

磯部謙一

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.24-25

Z3:Ko97:(5)

200 岡山支部

小林淑人

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.25

Z3:Ko97:(5)

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.25-26

Z3:Ko97:(5)

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.26-27

Z3:Ko97:(5)
Z3:Ko97:(5)

201 静岡県支部

服部晋二

滬友支部
だより

202 福井支部

片山徳行

滬友支部
だより

203 長野支部

久保田正三

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.27

204 大分県支部

阿部信治

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.27-28

Z3:Ko97:(5)

205 佐世保支部

木村弥佐一

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.28

Z3:Ko97:(5)

206 久留米支部

松尾才喜

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.28

Z3:Ko97:(5)

207 熊本支部

田上二雄

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.28-30

Z3:Ko97:(5)

208 宮崎支部

甲斐真一

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.30

Z3:Ko97:(5)

209 北海道支部

三好崇一

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.30

Z3:Ko97:(5)

210 台北支部

簡崑田

滬友支部
だより

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.30

Z3:Ko97:(5)

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.31

Z3:Ko97:(5)

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.31

Z3:Ko97:(5)
Z3:Ko97:(5)

211 広島支部

山口勝之

滬友支部
だより

212 鹿児島支部

原田留吉

滬友支部
だより

在京二期生会
213 （井坂秀雄君を送る）

大野弘

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.32

在京五期生会
214 （員友会の近況）

石射猪太郎

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.32-33

Z3:Ko97:(5)

215 在京十九期生会

石川順

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.33

Z3:Ko97:(5)

216 宇治田先生を招いて

山根権二

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.33-34

Z3:Ko97:(5)

217 在京二十九期生会

田中邦芳
平林、尾野、柴田、
伊藤、大坪、稲葉、
国沢、磯西、飯谷、
神谷、松野、中山清
一、乾次郎、手塚、
田中邦芳

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.34

Z3:Ko97:(5)

218 在京三十六期生会

村岡正三

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.35

Z3:Ko97:(5)

宮沢龍彦

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.35

Z3:Ko97:(5)

220 山崎先生歓迎会

河野繁

同期生会
記事

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.35

Z3:Ko97:(5)

221 還り来し者

本山英一

短歌

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.36

Z3:Ko97:(5)

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

pp.37-46

Z3:Ko97:(5)

219 在京三十七期生会

滬友会員異動報告（自昭
和廿六年四月至同十一月
222 末）住所並に勤務先変更
転居不明者の方
物故者一覧表
223 昭和廿六年度滬友会会員名簿

滬友会本部

224 パイロット
225 滬友会第七回総会開催通知

滬友会本部

〔広告〕

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.47

Z3:Ko97:(5)

〔広告〕

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.47

Z3:Ko97:(5)

会告

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

p.48

Z3:Ko97:(5)

226 滬友会福井支部総会

〔写真〕

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

1/2p.

Z3:Ko97:(5)

227 滬友会大分県支部総会

〔写真〕

5

1952 年 1 月

昭和 27 年 1 月

1/2p.

Z3:Ko97:(5)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

〔広告〕

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

228 目次
229 日本冶金工業

備考

奥付

「彭盛木（廿三期）遺属」

目次「短歌三十首（還り来
し者）」

なし
森暁
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見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

〔広告〕

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.1

Z3:Ko97:(6)

滬友会第七・第八回総会記録
232 （連絡会費増額決定）

本部記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.2-4

Z3:Ko97:(6)

233 書院卒業生証明書発行状況

本部記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.4-5

Z3:Ko97:(6)

230 パイロット
231 巻頭言

会長石射猪太郎

234 中俣君の近況

本部記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.5

Z3:Ko97:(6)

235 根津先生及物故滬友慰霊祭

本部記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.5-6

Z3:Ko97:(6)

236 滬友会員新物故者

本部記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.6

Z3:Ko97:(6)

237 滬友会々計報告

本部記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.6-7

Z3:Ko97:(6)

昭和二十六年度分連絡会
238 費納入者（前号発表以後）
昭和廿七年度連絡会費納入者
芳名

本部記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.7-9

Z3:Ko97:(6)

239 暑中見舞い申上げます

全国新聞雑誌映画放
送広告代理業株式会
社日東通信社大坂支
社高倉授（40 期）

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.9

Z3:Ko97:(6)

240 暑中御伺申上げます

帝国人絹株式会社取
締役古川清行、松野
稔、日清製油株式会
社取締役坂口幸雄、
滬友会々長石射猪太
郎、滬友会副会長原
吉平、成田努、滬友
会理事山本熊一、木
徳証券・木徳興産
取締役社長木村球四
郎、東京プレス工業
株式会社取締役社長
大工原友一、川崎電
気株式会社取締役社
長佐藤広亀、井上志
邁、大同コンクリー
ト工業株式会社専務
取締役木内一

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.1

Z3:Ko97:(6)

241 根津精神

江口良吉

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.11

Z3:Ko97:(6)
Z3:Ko97:(6)

242 先ず魁より始む

日高長次郎

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.11

243 会の発展を期す

松野稔

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.11-12

Z3:Ko97:(6)

244 東亜同文会を復元せよ

丸保葆

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.12

Z3:Ko97:(6)

245 基金を募集せよ

植田賢次郎

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.12

Z3:Ko97:(6)

246 関西旅行の感想

山崎百治

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.13

Z3:Ko97:(6)
Z3:Ko97:(6)

247 親切のおすすめ

小谷節夫

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.13

248 神に感謝す

今村茂八郎

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.13-14

Z3:Ko97:(6)

249 テグスに就て

小坂五郎（旧姓森）

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.14

Z3:Ko97:(6)

250 東京に職を得て

野見山栄

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.14

Z3:Ko97:(6)

251 山奥から広島市へ

鴉田藤太郎

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.15

Z3:Ko97:(6)

252 同文商会

今村森秀

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.15

Z3:Ko97:(6)

253 米国へ文化土産

奥山乙治郎

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.15

Z3:Ko97:(6)

254 近況御報告

村田久一

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.15

Z3:Ko97:(6)

255 春の調

伊藤利雄

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.15-16

Z3:Ko97:(6)

256 卒業三十五周年

林英雄

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.16

Z3:Ko97:(6)

257 最後に上海を引揚ぐ

吉川清治

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.16-17

Z3:Ko97:(6)

258 閥には閥を！

魚返善雄

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.17

Z3:Ko97:(6)

259 人生の再出発に当りて

世良一二

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.17

Z3:Ko97:(6)

260 あゝ佐藤金蔵君

永沼誠幸

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.17-18

Z3:Ko97:(6)

261 思い付きの店

阿部弘

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.18

Z3:Ko97:(6)

262 広島商事創立

丹羽省吾

Z3:Ko97:(6)

263 同文書院寮歌

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.18

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.18-19

Z3:Ko97:(6)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.19

Z3:Ko97:(6)

264 商売替の御挨拶

橋丸大吉

滬友通信

265 二十二期生会

松代冏次

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.19

Z3:Ko97:(6)

266 味の素株式会社

取締役社長道面豊信

〔広告〕

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.19

Z3:Ko97:(6)

267 大阪支部

大西恭四郎

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.20-22

Z3:Ko97:(6)
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愛知大学教授鈴木択郎報告
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第四回支部総会、月例同窓

会
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記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

268 京都支部

田中靼治郎
菊池（貞二）五期、
富岡（末雄）一一〃、
大釈（春次郎）一七
〃、鈴木（一）一七〃、
梅津（力衛）二〇〃、
田中多四郎三七〃、
支部だより
高屋孝之三八〃、河
邨昇一一七〃、和田
慶典四三〃、奥村安
夫四三〃、秋岡家栄
四四〃、藤村寿四四
〃、井沢正四三〃、
田中靼治郎一七〃

著者名

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.22-23

Z3:Ko97:(6)

奈良支部
269 （中西君の巣鴨出所を祝する
会）

石田幸三郎

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.23

Z3:Ko97:(6)

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.23

Z3:Ko97:(6)

271 福井支部

片山徳行

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.24

Z3:Ko97:(6)

272 静岡県支部

服部晋二

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.24

Z3:Ko97:(6)

270 和歌山支部

見出し

273 愛知大学支部

鈴木択郎

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.24

Z3:Ko97:(6)

274 新潟支部

松原秀三

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.25

Z3:Ko97:(6)

275 神戸支部

小川清

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.25

Z3:Ko97:(6)

276 岡山支部

小谷節夫、久保茂

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.25-26

Z3:Ko97:(6)

277 北海道支部

梶山幹六

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.26-27

Z3:Ko97:(6)

278 福岡支部

益富毅

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.27

Z3:Ko97:(6)

279 久留米支部

松本才喜、今村一郎 支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.27

Z3:Ko97:(6)

280 大牟田支部

松井謙介
第三四期渡辺重保、
第四十期片岡勝（旧
姓中川）、第四十期
吉田卓三、第四十期
高原茂美、第四十一
支部だより
期松尾悦夫、第
四十三期山角勝義、
第四十二期今藤浩
利、第四十三期末続
懿人、第四十三期松
井謙介

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.27-28

Z3:Ko97:(6)

281 佐世保支部

横尾徳市

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.28-30

Z3:Ko97:(6)

282 長崎支部

大江広
第五期石黒昌明、第
十五期本田賢男、
十二期林重治、下野
重三郎、十九期大江
広、卅七期原賀亮平、
卅六期野田久太郎、
廿六期大久保英久、
廿四期深掘健一郎、 支部だより
卅二期林田徹、卅六
期佃正道、廿九期高
原茂、四十一期酒井
重雄、四十二期古川
惇、四十一期山浦克
己、廿九期鹿島満周、
二十期木村種三郎、
二十期今村森秀

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.30-32

Z3:Ko97:(6)

283 長崎県支部合同退会

橋本義雄

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.32

Z3:Ko97:(6)

284 鹿児島県支部

阿久津房治

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.32-33

Z3:Ko97:(6)

285 宮崎支部

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.33-34

Z3:Ko97:(6)

286 広島支部

山口勝之
三六期樹野阪治、四
〇期渡辺卓郎、三五
期内坂族旗、三七期
高田宣夫、三七期戸
田拓志、三六期山口
勝之、二二期湯浅
之夫、二一期岩田
支部だより
清、二九期田中聡介、
二九期長谷川光雄、
三六期松野稔、二八
期浜中隆昌、三五期
鴉田藤太郎、三四期
福地稔、三五期田村
忠、三八期山根良男、
三六期山口勝之

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.34-35

Z3:Ko97:(6)

287 徳島支部

砂川健次

支部だより

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.35-36

Z3:Ko97:(6)

288 東南アジア各地の同窓

和田斉

滬友通信

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.36

Z3:Ko97:(6)

289 久喜会のこと

波多野乾一

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.37

Z3:Ko97:(6)

290 第九期生会報告

松川昇造

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.37

Z3:Ko97:(6)

291 十三期生会記事

野田纓

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.37-38

Z3:Ko97:(6)

備考

奥付

支部総会（第三回）開催、
長崎、佐世保支部合同総会開
催、日華クラブの結成

目次著者名「山口勝文」
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記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

河野繁
中西義男、本田真一、
石村祐二、平松兆之
阪神十九期生期
助、大西恭四郎、専 同期生会
292
（中西同志の巣鴨出所を祝して） 頭遵正、田中信一、
記事
上松薫、和田恂、宿
本楢治郎、河野繁、
大東楼張豊

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.38-39

Z3:Ko97:(6)

大信実業黄万居、奥村次郎
（18 期）

秋山征士

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.39-41

Z3:Ko97:(6)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.41

Z3:Ko97:(6)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.41

Z3:Ko97:(6)

293 在阪四十期生会

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

294 三十四期生会を復活せよ

木村弥佐一

同期生会
記事

295 四十四期生よ団結せよ

今村幸雄

同期生会
記事

296 専門部同学各位に檄をす

高田三郎

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.41-42

Z3:Ko97:(6)

297 在京四十二期生会

鈴木彰

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.42

Z3:Ko97:(6)

同期生会
記事

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.42

Z3:Ko97:(6)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

pp.43-48

Z3:Ko97:(6)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

p.48

Z3:Ko97:(6)

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

298 十四期生会
滬友会員移動報告
299 （第三回会員名簿の予約申込を
望む）
300

会告
連絡会費増額通知

滬友会大阪支部第四回総会記
301
念撮影
302 山水楼
303 アサヒビール

〔写真〕
宮田武義

〔広告〕

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

〔広告〕

6

1952 年 7 月

昭和 27 年 7 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

438

◦ 516 ◦

卒業生詐称について

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

第 2 期『滬友』
（A5 判）
記事名
1

第九回滬友疎開開催後案内

2

滬友会名簿予約募集

3

4
5

〔年賀〕

著者名
滬友会本部

第一繊維株式会社取締
役社長成田圭吾、常務
取締役山本博康、神戸
商工会議所会頭宮崎彦
一郎、大阪ダイハツ株
式会社取締役社長三宮
清十郎、東神運輸倉庫
株式会社取締役会長岡
武雄、取締役社長大野
治

見出し

号

西暦

元号

滬友会会告

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月 1p.

Z3:Ko97:(7)

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月 2pp.

Z3:Ko97:(7)

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月 1p.

Z3:Ko97:(7)

年賀

目次
〔年賀〕

頁

請求番号

6

新年への随想

滬友会々長石射猪太郎

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

7

滬友会本部の現状

理事長山本熊一

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

8

書院創立後十四年

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

9

滬友会の現状

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

10

会の事業概況

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

11

霞山会館のことに就て

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

12

田坂三雄君救出運動（石射会長
等濠洲大使に請願す）

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

13

中俣君より滬友会本部へ謝状

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

14

滬友会々計報告（新連絡会費納
入者芳名一覧表）

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

15

京都支部

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

田中靼治郎

支部通信

16 （九烈士碑復建序幕式挙行）
17

若王子感嘆

山崎九市

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

18

大阪支部

大西恭四郎

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

19

神戸支部

小畑英資

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

20

岡山支部

久保茂

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

21

長野県支部

久保田正三

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

22

福井支部

片山徳行

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

23

富山支部

高瀬鉄雄

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

24

大分県支部

三浦義臣

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

25

秋田支部

川村宗嗣

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

26

福岡支部

益富毅

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

27

長崎支部

石黒昌明

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

28

盤谷支部

賀来揚子郎

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

29

台湾在住の同窓（中国人同窓名
林出賢次郎
簿）

支部通信

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

30

在京五期生会

石射猪太郎

同期生

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

31

在阪十三期生会

藤田稠夫

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

32

十三期生会の想出

富田寿男

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

33

十四期生会

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

34

卒業三十五周年記念会

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

35

十五期生会

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

36

吉田正代議士当選祝賀

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

37

在京十六期生会

呑太生

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

38

二十一期生会

当番幹事

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

39

在京四十四期生会

今村幸雄

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

40

家庭の根津先生

藤居すえの刀自（談）
高屋孝之（記）

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

41

根津先生の印象

佐々木微笑

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

42

桃山雑感

湯浅之夫

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

43

滬友会の新使命

波多野乾一

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

44

滬友会の在り方

柿原生

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

45

同窓に愬ふ―先づ基金を作れ

松野稔

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

46

大坂だより

荒井平造

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

林英雄

同期生

滬友会
だより

備考

奥付
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記事名

号

西暦

元号

47

天下の名医

宇治田直義

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

48

我等の運命

茂木一郎

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

49

中日合作

杉山茂夫

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

50

読後感あり

五十嵐富三郎

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

51

資料多謝

白井康

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

52

十九生諸君へ

河野繁

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

53

深慮を乞ふ

大田外世雄

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

54

感想数則

山口慎一

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

55

日華親善

永淵良次

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

56

無言の親善

江口良吉

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

57

上海近情

吉川清治

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

58

近時片々

坂本一郎

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

59

身辺雑記

岡崎弘文

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

60

蘇生の思

田代正文

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

61

移転御通知

佐野恭

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

62

近況御報

鴉田藤太郎

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

63

処生所感

村田久

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

64

平和な生活

田中重信

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

65

転任御挨拶

大西秀治

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

66

会計検査院より

井上光哉

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

67

札幌へ転住

牟田皐雄

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

7

1953 年 1 月

昭和 28 年 1 月

Z3:Ko97:(7)

68

旭川から

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

多門登

見出し

滬友会
だより
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備考
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

第 2 期『滬友』
（B5 判リーフレット）
記事名
1

前途に光明あり

著者名
滬友会長石射猪太郎

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

巻頭言

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.1

Z3:Ko:97

2

滬友会噴起す（第九回総会で 滬友会理事長山本熊
決意表明）
一

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.1-5

Z3:Ko:97

3

梅花忌

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.3

Z3:Ko:97

4

全国の第十三期生諸君にお
顔.

金子昇作

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.5

Z3:Ko:97

5

第十四期生諸君に告ぐ

幹事桜井皆義

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.5

Z3:Ko:97

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.5

Z3:Ko:97

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.5

Z3:Ko:97

滬友会の基金募集

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.6-8

Z3:Ko:97

6
7
8

滬友会第十回会員総会開催の
御通知（六月二十七日午後二
時）
新滬友名簿予約募集（昭和
二十八年版）

9

連絡会費請求

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.8

Z3:Ko:97

10

滬友会々計報告

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.8

Z3:Ko:97

11

連絡会費納入者芳名（自昭和
廿七年十二月一日至同廿八年
五月廿日）

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.8-9

Z3:Ko:97

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.8

Z3:Ko:97

12 〔広告〕

全国新聞雑誌映画放
送広告代理業株式会
社日東通信社大阪支
社高倉授

13

滬友新名簿の発行遅延

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.9

Z3:Ko:97

14

新名簿予約金納入者芳名（昭
和廿八年五月二十日現在）

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.9-10

Z3:Ko:97

15

予約申込者芳名（代金未納）

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.10

Z3:Ko:97

16

悲しき会員物故者

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.10

Z3:Ko:97

17

第十八期同学各位に寄す

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.10-11

Z3:Ko:97

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.11

Z3:Ko:97

19

院歌レコード
希望者に発売
京都支部だより

大釈生

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.11

Z3:Ko:97

20

九烈士碑再建募金報告

会計担当井沢生

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.11

Z3:Ko:97

21

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.11-12

Z3:Ko:97

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.12

Z3:Ko:97

23

大阪支部だより
大西恭四郎
神戸支部だより（故岡武雄氏
幹事長大野治
を追慕する）
長野支部だより
久保田正三

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.12

Z3:Ko:97

24

秋田支部だより

川村生

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.12

Z3:Ko:97

25

関門支部の新成

大明地通友

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.12-13

Z3:Ko:97

26

沖縄支部の結成

大城立裕

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.13

Z3:Ko:97

27

長崎支部だより

支部だより

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.13

Z3:Ko:97

28

名古屋から

大江生
日本電報通信社名古
屋支社ラジオ支配人
大西秀治
第一物産株式会社梶
山幹六

滬友通信

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.13

Z3:Ko:97

18

22

29

北海道から

滬友通信

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

pp.13-14

Z3:Ko:97

30

金沢から

伏木清吉

滬友通信

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.14

Z3:Ko:97

31

霞山倶楽部と滬友会

井上光哉

滬友通信

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.14

Z3:Ko:97

32

中共より帰還挨拶

中溝正雄

滬友通信

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.14

Z3:Ko:97

33

パイロット

〔広告〕

8?

1953 年 6 月 1 日

昭和 28 年 6 月 1 日

p.14

Z3:Ko:97

34

対華外交の基調

滬友通信

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.1

Z3:Ko:97

35

滬友会第十回総会（滬友会基
宇治田直義常務理事
金募集の根本理念宣明）

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

pp.1-3

Z3:Ko:97

36

各期寄付金概況

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.3

Z3:Ko:97

石川順

滬友通信
第十回総会
滬友通信
第十回総会
滬友通信
第十回総会

37

田坂三雄君釈放運動に就て全
三十六期生会代表南
同窓に愬える

38

滬友会期金募集

滬友通信

総会出席者芳名

滬友通信
第十回総会

39

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

pp.3-4

Z3:Ko:97

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.3

Z3:Ko:97

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.4

Z3:Ko:97

滬友通信

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.4

Z3:Ko:97

41

田坂君救出具体案進捗（マヌ
ス島より感謝状来る）
盤谷支部近況
新行内義兄

支部だより

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.5

Z3:Ko:97

42

静岡支部

服部晋二

支部だより

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.5

Z3:Ko:97

43

大阪支部より

荒い平造

支部だより

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

pp.5-6

Z3:Ko:97

44

奈良支部長東芳雄

東芳雄

支部だより

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.6

Z3:Ko:97

45

長野県支部長久保田正三

久保田正三

支部だより

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.6

Z3:Ko:97

46

第三十八期連絡理事

加治屋俶郎

支部だより

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.6

Z3:Ko:97

47

連絡会費請求

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.6

Z3:Ko:97

9?

1954 年 7 月 15 日

昭和 28 年 7 月 15 日

p.6

Z3:Ko:97

滬友通信

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 28 年 8 月 1 日

p.1

Z3:Ko:97

滬友通信

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.1

Z3:Ko:97

滬友通信

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.2

Z3:Ko:97

滬友通信

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.2

Z3:Ko:97

40

48 〔広告〕
49
50
51
52

日東通信社大阪支社
高倉授（四十期生）

滬友同窓に愬ふ（帰朝の御挨
理事長山本熊一
拶に代へて）
中俣・田坂の両君生還さる
滬友基金応募成績（新に会計
監督の制定）
滬友会基金募集

備考

奥付
発行所 滬友会
東京都千代田区丸ノ
内二ノ八

「滬友会の性格とその先
決問題」、「滬友会本部の
実状と存続性」、「滬友会
当面の仕事：根津先生慰
霊祭の件、在京会員の会
費徴収の件、会報『滬友』
の刷新、昭和廿八年版」、
「第九回総会出席者芳名」

「新役員会の結成」、「書
記長関西支部を歴訪す」、
「第二回役員会」

井上光哉（42 期、会計
検査院勤務）

「第十回滬友会総会に対
する報告」

「基金募集の本旨」、「基
金募集の方法」

「基金募集の趣旨」、「基
金募集の方法」、「基金払
込方法」
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記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

滬友通信

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

pp.2-4

Z3:Ko:97

この意気・この熱（広島支部
山口勝之
大会）

滬友だより

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.4

Z3:Ko:97

55

訪台余録（中国側に書院復活
桑原五郎
論）

滬友だより

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

pp.4-5

Z3:Ko:97

56

第十三期生会

富田寿男

滬友だより

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.5

Z3:Ko:97

第二十期生会

在大阪市村三郎
市村三郎、青木慎太、
田所恒定、小高浩、
滬友だより
村上等、近藤良、小
柳武彦、梅津力衛、
高谷大二郎

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

pp.5-6

Z3:Ko:97

58

三十二期生会

在大阪田代正文
久保田重男、（自営）
西山進、（本多鋼材社
長）本多実、（神戸稚
叙園ホテル社長）陳
叔康、（府庁商工課）
服部文彦、
（上野運輸）
田代正文、（浅野石川
滬友だより
商会）関戸高、（山王
興業）黒江道夫、（日
本碍子）福田克美、
（大
久志）
（神戸飯野海運）
大串俊雄、利休醱酵、
植原生、下雅夫、（旧
姓、松永）土谷勉、
芝寛、雨宮

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.6

Z3:Ko:97

59

御見舞を謝す

滬友だより

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.6

Z3:Ko:97

60

根津先生墓所修繕完成

本部関係
記事

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.6

Z3:Ko:97

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.6

Z3:Ko:97

10

1954 年 8 月 1 日

昭和 29 年 8 月 1 日

p.6

Z3:Ko:97

53

基金応募者芳名

54

57

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

61

山本理事長の講演午餐会

本部関係
記事

62

物故会員

本部関係
記事

63

滬友基金応募成績報告書

64
65

常任会計監督大野弘

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.1

Z3:Ko:97

基金応募者芳名（九月末日現
在敬称省略）

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

pp.1-3

Z3:Ko:97

滬友会基金募集

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.2

Z3:Ko:97

66

滬友会々計報告（自昭和廿八
年五月至同九月）

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

pp.3-4

Z3:Ko:97

67

連絡会費納入者芳名（昭和廿
八年十月六日現在）

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

pp.4-5

Z3:Ko:97

68

物故会員を悼む

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.5

Z3:Ko:97

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.5

Z3:Ko:97

安沢隆雄
大石義夫、佐藤敏夫、
新村寛、納富政彦、
門馬訂一郎、鹿野清、
中原武雄、永井憲兵

69

在京廿五期生会

70

昭和二十八年度『滬友名簿』
刊行

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

71

各支部幹部氏名

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

pp.6-7

Z3:Ko:97

72

全九州滬友会支部連合総会

幹事大森茂生

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.7

Z3:Ko:97

73

長崎支部通信

大江幹事

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.7

Z3:Ko:97

74

神奈川支部総会

池部雅文

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

pp.7-8

Z3:Ko:97

75

秋田支部通信

支部長川村宗嗣

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.8

Z3:Ko:97

河野繁

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.8

Z3:Ko:97
Z3:Ko:97

76

大阪支部通信
（山本理事長講習会）

Z3:Ko:97

77

和歌山支部通信

幹事志摩克己

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

pp.8-9

78

関西滬友ゴルフ会の誕生

山崎一毅

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.9

Z3:Ko:97

79

関西大六期生会

金井勝三郎

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.9

Z3:Ko:97

80

正に落掌した

在広島鴉田藤太郎

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.9

Z3:Ko:97

81

本年最良の日

佐賀にて永淵良次

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.9

Z3:Ko:97

82

滬友の寄付金

吉本仁

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.9

Z3:Ko:97

83

在京第二期生会

田中茂松

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.10

Z3:Ko:97

84

橋爪友五郎
二十一期橋爪、
二十一期篠原、廿一
期中込、野副重勝、
水谷、小島慶作、佐
伯武雄、森田三郎、
二十二期奥田信清、
二二期間宮生、二三
吉田島義雄、山口知
在京連合同期生会（第二十一 行、友永幾造、松本
良幸、小池静雄、杉
期より同二十四期）
本、宮崎俊重、鈴木
浩美、豊田易、藤垣
忠、加藤靄人、廿三
野見山栄、二十四期
門馬、新村寛、石田
武男、吉川義博、田
中香苗、二十四期松
田義雄、二十四期岡
田尚

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.10

Z3:Ko:97
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備考

奥付

発行所 滬友会
東京都千代田区丸ノ
内二ノ八

「基金募集の趣旨」、「基
金募集の方法」、「基金払
込方法」

「改訂『名簿』収支予算
表」

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名
85

連絡会費請求

著者名
滬友会本部

見出し

号

頁

請求番号

滬友だより

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

西暦

元号

p.10

Z3:Ko:97

86

滬友名簿訂正表（昭和廿八年
十月十五日現在）

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

pp.11-14

Z3:Ko:97

87

私は反対だ（第四十六期生削 愛知大学教授鈴木択
除に）
郎

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.14

Z3:Ko:97

88

本部書記長宇治田直
義

11

1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日

p.14

Z3:Ko:97

滬友第十一回総会記録
89 （東亜同文書院史編纂事業
愈々開始

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.1

Z3:Ko:97

「山本理事長の挨拶」

90

会務報告

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

pp.1-4

Z3:Ko:97

「会員数の現況」、「会務
実施の現況」、「滬友会基
金及事業資金募集成績」、
「御協議事項」

91

総会出席者芳名

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.4

Z3:Ko:97

92

昭和二十八年十二月末日現在
滬友会基金応募者芳名（申込
順敬称略）

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

pp.4-7

Z3:Ko:97

93

滬友会基金基準

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.5

Z3:Ko:97

94
95

実情を直視せよ

備考

滬友会々計報告
滬友会資産一覧表
（昭和廿八年十二月末日現在）

連絡会費納入者芳名
96 （自昭和廿八年十月九日至〃
廿九年一月十三日）
97

物故会員を悼む

98

賀正

99

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.7

Z3:Ko:97

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.7

Z3:Ko:97

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

pp.7-8

Z3:Ko:97

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.8

Z3:Ko:97

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.8

Z3:Ko:97

根津先生廿六回忌（来る二月
十八日厳修）

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.8

Z3:Ko:97

100

昭和二十九年度の連絡会費請
求（お忘れなく納めて下さい）

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.8

Z3:Ko:97

101

根津精神の本義

村上徳太郎

滬友通信

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.9

Z3:Ko:97

102

在京五期生会

三枝源八

滬友通信

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.9

Z3:Ko:97

103

神戸十六期生会

辻衛
久重副三郎、久慈寛
一、林武司、十四期
田中宗雄

滬友通信

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

pp.9-10

Z3:Ko:97

104

十六期生諸兄に

山田明

滬友通信

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.10

Z3:Ko:97

105

在京卅一期生会

富岡康
宮内生、中山昌生、
山田喜代市、柴崎、
滬友通信
塚出喜文、津田一男、
森岡、芝崎

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.10

Z3:Ko:97

106

島原の滬友会

本多彦次

滬友通信

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

pp.10-11

Z3:Ko:97

107

投資家を求む

安良城盛雄

滬友通信

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.11

Z3:Ko:97

108

滬友住所変更

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

pp.11-12

Z3:Ko:97

日東通信大阪支社高
倉授

〔広告〕

東亜同文書院史
109 編纂委員会の成立
（編集方針と委員の決定）
110

再度上京の挨拶

林出賢次郎

111

書院史編纂「原稿」募集

滬友会書院史編纂部

112

東亜同文書院史編纂事業経過
報告（一）

113

書院史編纂資料及原稿募集

114

滬友基金応募

115

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.12

Z3:Ko:97

滬友通信

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.12

Z3:Ko:97

会告

12

1955 年 1 月 28 日

昭和 29 年 1 月 28 日

p.12

Z3:Ko:97

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

pp.1-2

Z3:Ko:97

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.1

Z3:Ko:97

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.2

Z3:Ko:97

山洲梅花忌

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.2

Z3:Ko:97

116

石射会長逝去

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

pp.2-3

Z3:Ko:97

117

石射氏遺族の寄附

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.3

Z3:Ko:97

118

根岸博士栄誉

根岸佶

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.2

Z3:Ko:97

119

在鮮滬友同窓

王恒哲

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.3

Z3:Ko:97

120

台湾支部への連絡

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.3

Z3:Ko:97

121

秋田支部通信

川村宗嗣

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.3

Z3:Ko:97

122

愛知支部解散

鈴木択郎

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.3

Z3:Ko:97

123

十七・八期生連合同窓会

岩井英一
原吉平、岩井英一、
小森喜久寿、奥村治
郎、みき、中沢博則、
村上徳太郎、清水健
滬友通信
二、喜多栄一、佐藤
寛一、大島繁、横内
正司、川崎市田上二
雄、沢井慎思、黒田
五一、池田清二郎、
池田庸子

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

pp.3-4

Z3:Ko:97

124

私の信念

松野稔

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.4

Z3:Ko:97

125

釈放の御礼

中俣富三郎

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.4

Z3:Ko:97

126

巣鴨から

田坂三雄

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.4

Z3:Ko:97

127

羅府より一筆

小倉義信

滬友通信

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.4

Z3:Ko:97

128

昭和二十九年度の連絡会費請
滬友会本部
求（お忘れなく納めて下さい）

13

1955 年 3 月 20 日

昭和 29 年 3 月 20 日

p.4

Z3:Ko:97

滬友会書院史編纂部

会告

奥付

発行所 滬友会
東京都千代田区丸ノ
内二ノ八

「基金募集の趣旨」、「基
金募集の方法」、「基金払
込方法」

「編纂委員会の成立」、
「編纂部の構成」、「東亜同
文会小史、「東亜同文書院
史」、
「各期の回顧録」、
「山
洲根津精神の本質」、「東
亜外交と書院出身者」、
「操
觚界と書院出身者」、「中
華経済と書院出身者」

発行所 滬友会
東京都千代田
区丸ノ内二ノ八
三菱十二号館
六号四一一室
電話 28 局 4108 番
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記事名

129

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

秋田支部代表川村宗
嗣、京都支部長大釈
春次郎、長崎支部長
石黒昌明、愛媛支部
長関谷長宗、奈良支
部長東芳雄、山口支
部長古谷寛二、滬友
滬友「会長」推薦の就て（各
会大阪支部長原吉平、
地方支部の意見希求）
滬友会長野支部代表
柴崎章雄、神戸支部
大野幹事長、福岡支
部長代理益富毅、福
井支部長片山徳行、
岡山支部長森沢磊五
郎

元号

頁

請求番号

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.1-2

Z3:Ko:97

滬友会第十二回総会御案内

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.1

Z3:Ko:97

131

東亜同文書院誌編纂事業報告
（二）

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.2-3

Z3:Ko:97

132

資金応募報告（昭和廿九年五
月十五日現在）

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.3

Z3:Ko:97

133

各期別応募額（昭和廿九年五
月十五日現在）

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.3

Z3:Ko:97

134

其後の寄付者芳名

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.3-4

Z3:Ko:97

135

台湾支部の成立

本会常務理事波多博

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.4

Z3:Ko:97

幹事周文福

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.4

Z3:Ko:97

台湾支部報告
（同文同学会の成立）

会告

西暦

130

136

滬友会本部

号

137

中国人同窓会員
邦人同窓会員

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.4-5

Z3:Ko:97

138

物故会員を悼む

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.5

Z3:Ko:97

139

滬友会々計報告

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.5-6

Z3:Ko:97

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.6

Z3:Ko:97

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.6

Z3:Ko:97

140

滬友会資産一覧表
（昭和二十九年四月末日現在）

連絡会費納入者芳名
141 （自昭和二十九年一月廿一日
至同年五月十五日）

備考

「滬友会本部の通牒」、
「各支部回答要旨」

京都梅花忌

支部長大釈春次郎

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.7

Z3:Ko:97

143

募金清算報告書九烈士碑再
建・荒尾碑修理

京都支部会計井沢孝
治

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.7

Z3:Ko:97

「決算報告書」、「出捐者
芳名」

長崎支部報告

幹事大江広
廿四期田中香苗、二
期五十嵐富三郎、五
期石黒昌明、十七
期山田十寸穂、十九
期下野重三郎、廿
期木村種三郎、廿二
期安藤敏郎、廿六期
大久保英之、廿四期
深堀健一郎、廿九期
藤原孝夫、二十期今
村森秀、卅五期深堀
滬友通信
寛、廿八期白井金弥、
三十期浦恒平、三十
期長瀬義一、廿五期、
岡一弘、四十三期米
原貢、四十四期佐藤
広、四十一期山浦克
己、四十二期永福栄、
卅六期佃正道、卅七
期風間金丸、卅七期
原賀亮平、卅八期奥
野重雄、卅七期平田
文治、十九期大江広

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.7-8

Z3:Ko:97

「滬友野球大会」、「滬友
忘年会」、
「会員物故」、
「支
部滬友近況」、「山洲忌法
要並に春季支部会」、「安
藤敏郎氏ブラジル渡航決
定」

145

関門支部便り

中西享
19 期東生、22 期小佐
生、田中香苗、22 期
生熊谷、23 期平田春
彦、34 期田代範行、
34 期今里明、32 期中
西享、29 期李春来、
32 期小森朴郎、41 期 滬友通信
藤田信弘、44 期大森
義生、40 期内丸五典、
36 期江淵董、31 期為
藤陽次郎、44 期本並
鉄雄、38 期今田章、
43 期駒原寿老、43 期
江草祥夫

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.9-10

Z3:Ko:97

「関門支部総会」、「会員
異動」

146

大分支部通信

岩尾諄一

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.10

Z3:Ko:97

147

在京十三期生会

大工原友一

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.10

Z3:Ko:97

148

阪神卅六期生会

幹事土手年松
水野、池田、山本、
中山、原田、大峡、
小畑

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.10-11

Z3:Ko:97

149

同窓市長に当選

本部稿

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.11

Z3:Ko:97

「同文」バツヂのご希望あり
150
や

第四十五期生綾部宇
吉

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.11

Z3:Ko:97

151

阪神廿五期生会

鶴谷生記

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

p.11

Z3:Ko:97

152

神戸支部便り

大野幹事長

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

153

福井支部通信

支部長片山徳行

滬友通信

14

1955 年 5 月 20 日

昭和 29 年 5 月 20 日

154

昭和二十九年度の連絡会費請
滬友会本部
求（お忘れなくお納め下さい）

14

1955 年 5 月 20 日

155

滬友移動変更

14

1955 年 5 月 20 日

156

靖亜神社の奉遷

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

村上徳太郎
本部報告

Z3:Ko:97
p.11

Z3:Ko:97

昭和 29 年 5 月 20 日

p.11

Z3:Ko:97

昭和 29 年 5 月 20 日

pp.11-12

Z3:Ko:97

p.1

Z3:Ko97

444

◦ 522 ◦

発行所 滬友会東京
都千代田区丸ノ内二
ノ八三菱十二号館六
号四一一室電話 28
局 4108 番

「滬友会収支決算（自昭
和廿旧年一月至四月）

142

144

奥付

三浦義臣（3 期、臼杵市々
長）

新幹事長鶴谷忠治（25
期）

発行所 滬友会東京
都千代田区丸ノ内二
ノ八三菱十二号館六
号四一一室電話 28
局 4108 番

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

頁

請求番号

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

pp.1-2

Z3:Ko97

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.2

Z3:Ko97

東亜同文書院誌編纂事業（予
定通り大半の原稿成る）

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.2

Z3:Ko97

160

書院誌予約申込金納入者芳名

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

pp.2-3

Z3:Ko97

161

昭和二十九年十一月末日現在
滬友会寄附金応募者芳名（申
込順敬称略）滬友基金各期応
募一覧表其後の基金応募者芳
名

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.3

Z3:Ko97

162

石射前会長追悼会

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

pp.3-4

Z3:Ko97

石射猪太郎（5 期）

163

故阿部大将追悼会

小倉正恒

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.4

Z3:Ko97

阿部信行（元東亜同文
会副会長兼理事長、滬友
会特別会員）

164

福岡支部総会

幹事志波正男

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.4

Z3:Ko97

165

福井支部

支部長片山徳行

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

pp.4-5

Z3:Ko97

166

滬友会総会開催御通知

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.4

Z3:Ko97

167

長崎支部

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.5

Z3:Ko97

168

昭和二十九年度の連絡会費請
滬友会本部
求（お忘れなく納めて下さい）

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.5

Z3:Ko97

169

根岸先生を囲む第五期生会

三枝源

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.5

Z3:Ko97

170

第二期生会

江口良吉

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.5

Z3:Ko97

171

七期生会

島田菊太郎

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

pp.5-6

Z3:Ko97

172

久喜会拡大す

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.6

Z3:Ko97

173

第十三期生会

金子昇作

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.6

Z3:Ko97

174

京都で開いた第十四期生会

桜井皆義
立脇、南井、大山捷
男、伊沢、中村哲三
郎、ムラカミアイジ、
大杉義雄、元木文人、
牧野寿、中川喜久松、
連城、晋雪（吉固）、
一格、まつを、山本
空一郎

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.6

Z3:Ko97

175

第十五期生会

白須純臣

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.6

176

第十七期生会

喜多栄一

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

177

第二十二期生会

加藤俊治、福間徹

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.7

Z3:Ko97

178

第二十五期生会

安沢隆雄
根岸忠素

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.7

Z3:Ko97

179

第四十一期生会

下村行正、高田富佐
雄

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.8

Z3:Ko97

180

滬友の移動（下）

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

pp.8-9

Z3:Ko97

181

第二回関西滬友ゴルフ会

甲斐生

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.9

Z3:Ko97

182

三十年ぶりの快挙

二十三期内田武夫

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.10

Z3:Ko97

183

近況おしらせ

岡崎弘文

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.10

Z3:Ko97

杉本、羅振麟

184

河原止郎君の訃

野田纓

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.10

Z3:Ko97

河原止郎（13 期）

185

同文バツチ・バツクル（残部
少数になりました）

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.10

Z3:Ko97

186

ゴルフ事典

15

1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日

p.10

Z3:Ko97

157

根岸佶先生授賞祝賀会（「支
那ギルド」の学士院賞に対し）

15

158

欧陽先生歓迎会

159

会告
幹事大江

日本外交協会

滬友通信

滬友だより

〔広告〕

西暦

元号

備考

奥付

欧陽可亮（元東亜同文
書院大学教授）

Z3:Ko97
Z3:Ko97

東亜同文書院史第 17 期
生回想録熊野正平担当
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

第 3 期『滬友』(A5 判 )
記事名

著者名

見出し

滬友会会長清水董三
理事長小竹文夫

号

西暦

元号

頁

請求番号

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.2

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.2-4

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.4-6

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

本部記事

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.6

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

6

10 日会

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.7

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

7

熊本支部

支部通信

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.7

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

8

大阪支部

支部通信

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.7-8

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

9

佐賀支部

支部通信

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.8

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

10

福井支部

片山徳行（11）

支部通信

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.8

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

11

秋田支部

川村宗嗣（8）

支部通信

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.8-9

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

12

神戸支部

鈴木正義（41）

支部通信

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.9

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

田中玲瓏

同期生の会合
〔目次：同窓
生会〕

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.9-10

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

石田武夫

同期生の会合
〔目次：同窓
生会〕

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.9

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

1

御挨拶

2

滬友会新役員

3

東南アジアの華僑

清水董三

4

海南島の経済概況

本会調査部

5

13

吉野金良（24

在京 26 期生会

調査

14

在京 21 〜 24 期合同同窓会

15

在京 2 期生の故嵐富三郎君追悼
佐野恭
座談会

同期生の会合
〔目次：同窓
生会〕

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.9

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

16

在京 44 期生会

甲義之

同期生の会合
〔目次：同窓
生会〕

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.10

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

17

大阪 25 〜 27 期合同同窓会

中浜三郎

同期生の会合
〔目次：同窓
生会〕

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.10

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

18

在京 29 期生会

田中邦芳

同期生の会合
〔目次：同窓
生会〕

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.10

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

19

無題

藤野進

随感

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.10-11

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

20

諸感

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.11-12

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

21

中山優『中国の素描』（明徳
出版社）

小竹記

会員書評

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.12

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

22

魚返善雄『人間味の文学』（明
徳出版社）

小竹記

会員書評

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.13

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

23

石田武夫『中国現代詩』（弘文
堂書房）

小竹記

会員書評

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.13

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

24

内山正夫『中国語教室会話』
（江
小竹生
南書院出版）

会員書評

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.13

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

会員書評

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.13

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

荒井平造、山本純愚
会員だより
（30）、鈴木択郎（16）

25 〔山崎九市（9 期）訳東周列国志〕
26

会員移動

会員移動・
会員逝去

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.13-17

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

27

会員逝去

会員移動・
会員逝去

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.17

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

28

滬友会の財政実情

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

p.17

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

29

昭和 32 年自 4 月 1 日至 8 月 5
日連絡会費納入者芳名

1

1957 年 9 月

昭和 32 年 9 月

pp.18-20

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

30

巻頭の言葉

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.1

Z3:Ko97:(1)

31

社団法人滬友会定款案

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.1-7

Z3:Ko97:(1)

32

貸借対照表
昭和 32 年 12 月 31 日現在

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.7

Z3:Ko97:(1)

佐野記
会費納入者
芳名

社団法人滬友会理事
長小竹文夫

会計報告諸表

446

◦ 524 ◦

備考

奥付
東京都千代田区丸
ノ内二ノ八 三菱仲
十二号館六号 外交
協会内

五十嵐富三郎、大久保直次
郎、三宮清十郎、小林秀太郎、
森俊雄、伊福卓次、高井虎雄、
帥雲風

東京都千代田区丸
ノ内二ノ八 三菱仲
十二号館六号 外交
協会内

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名
昭和 32 年度収支決算書
自昭和 32 年 1 月 1 日
33
至同 32 年 12 月 31 日
（1）経常収入
昭和 32 年度収支決算書
自昭和 32 年 1 月 1 日
至同 32 年 12 月 31 日
（2）通常支出

34

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

社団法人滬友会理事
長小竹文夫

会計報告諸表

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.7-8

Z3:Ko97:(1)

社団法人滬友会理事
長小竹文夫

会計報告諸表

27

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.7-8

Z3:Ko97:(1)

社団法人滬友会理事
長小竹文夫

会計報告諸表

35

財産目録
昭和 32 年 12 月 31 日現在

36

事業計画

37

滬友会の事業の一つに『生保の
三井生命松代生
代理店』を引受けては

38

マラヤ独立後の問題点

39

本部記事

40

10 日会

41

長崎支部

寄稿

柳内滋

大江広（19）

支部通信

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.8

Z3:Ko97:(1)

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.9

Z3:Ko97:(1)

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.9-10

Z3:Ko97:(1)

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.10-12

Z3:Ko97:(1)

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.12

Z3:Ko97:(1)

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.12

Z3:Ko97:(1)

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.12-13

Z3:Ko97:(1)

42

広島支部

山根良男（38）

支部通信

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.13

Z3:Ko97:(1)

43

岡山支部

久保茂（42）

支部通信

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.13

Z3:Ko97:(1)

44

滋賀支部

田井中（20）

支部通信

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.13

Z3:Ko97:(1)

45

新潟支部

松原秀三（9）

支部通信

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.13-14

Z3:Ko97:(1)

46

山口支部

古谷寛治（19）

支部通信

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.14

Z3:Ko97:(1)

47

第 23 期生卒業 30 周年記念大

野見山記、小池記

各期の会合

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.14-15

Z3:Ko97:(1)

第九期生会

松川生
古塘、松川、三猿

各期の会合

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.15-17

Z3:Ko97:(1)

49

有野学君を悼みて

五期大内敬事

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.17

Z3:Ko97:(1)

50

神谷竜男『国際連合の安全保障
―その歴史と理論』（有斐閣）

51

賀来敏夫『支那の思い出』（南
方書店）

48

会

会員近著書評

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.17-18

Z3:Ko97:(1)

小竹記

会員近著書評

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.18

Z3:Ko97:(1)

会員近著書評

52

山田修作『孔子主義之話』

小竹記

53

名簿について

小竹記

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.18

Z3:Ko97:(1)

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.19-36

Z3:Ko97:(1)

54

寄付金収納

寄付金並に会
費収納

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

p.37

Z3:Ko97:(1)

55

昭和 32 年次 8 月 6 日至る 12 月
18 日滬友会連絡会費納入者芳
名

寄付金並に会
費収納

2

1958 年 1 月

昭和 33 年 1 月

pp.37-38

Z3:Ko97:(1)

56

本部記事

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.1-5

Z3:Ko97:(1)

57

中国旅行記

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.5-10

Z3:Ko97:(1)

松崎雄二郎（23）

58

長崎支部

長崎大江広

支部だより

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.10-11

Z3:Ko97:(1)

59

京都支部

大釈支部長

支部だより

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.11-12

Z3:Ko97:(1)

60

高島大次郎氏を悼む

支部だより

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.12-13

Z3:Ko97:(1)

61

和歌山支部

志磨克己

支部だより

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.13

Z3:Ko97:(1)

62

名古屋支部

磯部

支部だより

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.13

Z3:Ko97:(1)

63

根津先生旧邸について

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.13-16

Z3:Ko97:(1)

64

根津山洲先生誕生の地を訪ねて 宮田武義（12）

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.16-18

Z3:Ko97:(1)

65

鶴田竜（5）、近藤竜
雄（6 期）、富岡末雄
（11 期）、清水董三（12
根津山洲先生記念碑建設寄附金
期）、立脇耕一（14
募集について
期）、小竹文夫（19
期）、田中徹雄（35 期）、
宮田武雄（12 期）

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.18

Z3:Ko97:(1)

66

同期生会通信

中浜三郎、兼松小林、
辻橋、深本、古敷、
中浜、吉岡、浦敏郎

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.18-19

Z3:Ko97:(1)

67

井坂兄を悼む

江口良吉（2）

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.19

Z3:Ko97:(1)

68

会員通信・消息

小谷節夫（5）、大工
原友一（13）、故中内
二郎氏夫人〔豊子〕、
瀬部伊三郎（17）、岩
本光庸（23）、甲方義
之（44）

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.19-20

Z3:Ko97:(1)

69

浦敬一氏碑再建について

亀淵竜長（1）、森春
雄（23）

浦敬一氏碑再
建について

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.21

Z3:Ko97:(1)

70

先賢浦敬一先生碑再
先賢浦敬一先生の碑再建趣意書 建世話人代表岩井敬
太郎

浦敬一氏碑再
建について

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.21-23

Z3:Ko97:(1)

71

在京 22 期生会

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.23

Z3:Ko97:(1)

備考

奥付

柳内滋（37）亜細亜大学教

授

東京都千代田区丸
ノ内二ノ八 三菱仲
十二号館六号 外交
協会内

大阪 27 期生会

447

◦ 525 ◦

◦第３章

記事名
72

34 期在京同窓会開催

73

小竹文夫『百家争鳴―中共知識
人の声』（弘文堂書房出版）

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

会員著書評

号

西暦

元号

頁

請求番号

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.23

Z3:Ko97:(1)

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.24

Z3:Ko97:(1)

74

会員移動（名簿訂正）

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.24-37

Z3:Ko97:(1)

75

連絡会費納入者芳名
自昭和 32 年 12 月 19 日至昭和
33 年 6 月 1 日

社団法人滬友会理事
長小竹文夫

連絡会費収納
及年度末決算
報告

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.37-40

Z3:Ko97:(1)

76

貸借対照表
昭和 33 年 3 月 31 日現在

社団法人滬友会理事
長小竹文夫

連絡会費収納
及年度末決算
報告

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.40

Z3:Ko97:(1)

77

昭和 32 年度収支決算書
社団法人滬友会理事
自昭和 32 年 4 月 1 日至同 33 年
長小竹文夫
3 月 31 日

連絡会費収納
及年度末決算
報告

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

pp.40-42

Z3:Ko97:(1)

78

財産目録
昭和 33 年 3 月 31 日現在

連絡会費収納
及年度末決算
報告

3

1958 年 6 月

昭和 33 年 6 月

p.42

Z3:Ko97:(1)

79

霞山倶楽部と交渉の件

本部記事

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.1-2

Z3:Ko97:(1)

80

財務委員会の件

本部記事

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.2

Z3:Ko97:(1)

81

十日会の件

本部記事

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.2

Z3:Ko97:(1)

82

台北支部

植松清一

支部通信

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.2-3

Z3:Ko97:(1)

83

長野支部

中村加治馬

支部通信

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.3

Z3:Ko97:(1)

84

佐賀支部

永淵良次

支部通信

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.3

Z3:Ko97:(1)

市川三郎

同期生会

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.3-4

Z3:Ko97:(1)

坂本一郎、小柳武
彦、田所恒定、近藤
良、村上等、青山義
親、吉田敬愛、外島
大、清水暢、市村三
郎、青木槇太、大西
秀治、岡田行三、松
田亨、若林輝夫、上
田誠二、塚原房生、
近藤泉、乾祐二、山
本臣、志波正男、中
島浩、永友霊、増本晃、
近藤与志久

同期生会

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.4-5

Z3:Ko97:(1)

同期生会

85

在京阪神 20 期生会

社団法人滬友会理事
長小竹文夫

備考

東京都千代田区丸
ノ内二ノ八三菱仲
十二号館六号 外
交協会内

10 日開催日を第 2 土曜日
に変更

86

大阪 30 期生会

87

東京 38・39 期生会

加治屋

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.5

Z3:Ko97:(1)

根津先生記念碑建立

根津先生記念碑建立
発企人一同

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.5

Z3:Ko97:(1)

目次「根津先生の記念碑」

小谷節夫（5）、村上
徳太郎（18）、中原亨
（23）

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.6

Z3:Ko97:(1)

目次「会員個人消息」

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.7-8

4

1958 年 10 月息

昭和 33 年 10 月

88

89

個人通信

90

久保田正三先生の死

91

同窓埋骨塔について

中村治加馬

Z3:Ko97:(1)

目次「久保田正三氏の逝去」

Z3:Ko97:(1)

目次のみ本文なし。

92

浦敬一氏建碑の件

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

p.8

Z3:Ko97:(1)

93

会員移動

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.9-10

Z3:Ko97:(1)

94

会費納入者芳名
自昭和 33 年 6 月 6 日至昭和 33
年 8 月 25 日

会費受納報告

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.11-13

Z3:Ko97:(1)

95

会費徴状況

財務委員会製期

会費受納報告

4

1958 年 10 月

昭和 33 年 10 月

pp.13-14

Z3:Ko97:(1)

96

臨時総会御案内

滬友会長清水董三

本部よりの雄
知らせ

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

97

来年以後の滬友名簿は発行中止

本部よりの
御知らせ

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.1-2

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

98

同窓と中国語の学習

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.2-3

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

99

華語萃編（第二集、第三集、第
四集、旅行用語、尺牘）の申込
について

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.3-4

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

目次「華語華編の申込につ
いて」

100

山洲根津先生記念碑建立報告並
に除幕式の記

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.4-5

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

目次「根津先生記念碑建立
報告並に除幕式の記」

101

山洲先生記碑に寄せて

遊記山人

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.5-7

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

102

酒

菊池貞二

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.7-8

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

103

日中問題研究会の発足

日中問題研究
会発足

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.8

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

104

日中問題研究会趣意書

成田努、清水董三、
立脇耕一、小竹文夫、 日中問題研究
会発足
坂口幸雄、石川悌次
郎、福山寿

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.8-9

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

坂本一郎（20）
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奥付

東京都千代田区丸
ノ内二ノ八 三菱
仲十二号館六号
外交協会内

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

日中問題研究会世
話係、外務省アジア
日中問題研究
局岡田晃（36）、宮崎
会発足
世龍（22）、中山一三
（36）

105

日中問題研究会

106

第 5 期生大会の記

大内敬事

号

西暦

元号

頁

請求番号

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.9-10

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.10-11

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

備考

第 1 回〜 3 回記録。

107

長崎支部

大江幹事

支部通信

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.11-15

十日会、柳原敏一（13）、
五十嵐富三郎未亡人、石黒支
部長御令息、宮本栄太郎（16）、
370.5:107 今村森秀（20）、坂本一夫（34）、
Z3:Ko97:(1) 深堀健一郎（24）深堀寛（35
期）兄弟、白井金弥（28）、
下柳英造（32）、本村弥佐一
（34）

108

岡山支部

家野四郎

支部通信

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.13-14

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

109

滋賀支部

馬場隆幹事
馬場鍬太郎、久重福
三郎、木村左近、中
島吾朗、大谷孝太郎、
百百増太郎、石田武
夫、市村福三郎、柴
田浩嗣、馬場滋、河
野繁、有川嘉秀

支部通信

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.14-15

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

110

出鱈目の句

伊藤与次（20）

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.15

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

111

東京 28 期生会

菅野

同期生会合

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.15-16

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

112

東京 16 期生会

山田明

同期生会合

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

113

京浜 23 期生会

小池、吉田、岩本光庸、
風岡生、友永、今和泉、
島義雄、多門登々崗、
川戸愛雄、平田春彦、
川崎万博、斉藤征生、 同期生会合
佐竹一三、栗山、野
見山、今井、藤垣、
加藤、大槻、小池、
豊田

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.16-17

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

114

東京 20 期生会

高谷大二郎

同期生会合

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.17-18

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

115

大阪 27 期生会

中浜三郎、深本、古
敷、兼松、小林、数
同期生会合
村、中浜、岡村、辻橋、
浦

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.18

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

116

東京 21 期生会

水谷幹事

同期生会合

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.18

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

117

在京十三期生会

幹事金子

同期生会合

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.18-19

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

118

中下魁平君の

中下魁平（26）、清水
董三、立脇耕一、中
山優、藤田正実、奥
村治郎、松崎雄二郎、
川戸愛雄、石田武男、
志智新八郎、梶原英
三、米倉駿、熊野茂次、
森岡昌利、下雅夫

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.19-20

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

119

故水野梅暁師十周忌記念碑建立
式

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.20-21

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

120

大野弘氏の訃

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

121

御礼

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

122

会員移動

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.22-25

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

123

会費納入状況の報告；滬友会費 財務委員長大工原友
の納入状況
一

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.26-27

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

124

山洲先生記念碑建立会計報告

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.27-30

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

125

滬友会連絡会費納入者芳名（自
昭和 33 年 8 月 26 日至〃 34 年
1 月 21 日）

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.30-34

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

126

在京滬友ゴルフ会幹
在京滬友ゴルフ会報告（秋季大
事加藤大介、賀来揚
会 11 月 9 日於日光）
子郎

5

1959 年 2 月

昭和 34 年 2 月

pp.34-36

370.5:107
Z3:Ko97:(1)

練武館

財政委員会報
告

担当責任者宮田武義、
佐野恭

会費納入者芳
名

奥付

目次「中下魁平君の練武館」
中下魁平著練武館趣意書

滬友会本部宛年賀状への返

礼
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記事名

127

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

目次

号

6

西暦

1959 年 5 月

元号

昭和 34 年 5 月

頁

1/2p.

請求番号

備考

奥付
昭和三十四年
五月十八日印刷
昭和三十四年
五月廿日発行
編輯兼発行人
東京都杉並区井
萩町一ノ一四八
大工原友一
印刷人 東京
都文京区真砂町
三四 蘆澤駿之助
発行所 東京都
中央区霞ヶ関三
ノ四 霞山会館
内 社団法人滬
友会 電話（58）
〇四〇一 - 三番

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

印刷 有限会社
蘆澤印刷所
6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

社団法人滬友会会長
清水董三、副会長鈴
木格三郎、同立脇耕
一、同原吉平、評議
員会議長西田善蔵、
理事長大工原友一

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.1-2

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

社団法人滬友会

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.3-4

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.5-6

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

財務委員会

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.6

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

133

理事会

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.6

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

134

幹事会

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.6

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

135

常務理事会

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.6-7

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

136

相談役会

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.7

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

137

連絡協議会

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.7

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

138

常務理事会

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.7

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

第2回

139

喜寿宴

本部記事

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.7-8

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「喜寿会」

140

根津先生墓前祭

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.8

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

141

梅花忌だより

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.9-10

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

142

大阪支部総会

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.10-11

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

143

長崎支部
一、梅花節山洲根津先生忌法要

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.11

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

144

長崎支部
二、滬友支部春季総会

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.11

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

145

神奈川支部

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.11

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

146

古塘（佐原）、松川、
九期生松山会合の記（附愛媛県
草臥（村田）、松原、
人会）
安川、仙霞（小西）

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.11-13

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

147

老頭児懇親会

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.13-14

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

148

九期生新年会

吉川報

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.14

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

149

在京十三年期生会

金子記

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.14

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

150

在京新潟県人の集い

二十八期白川記

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.14-15

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

151

京濱十五期生会

白須記会

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.15

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

152

第三八・三九期生会

森

支部だより

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.15

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

153

根津先生と酒

十三期富田寿男

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.16-17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

154

飲酒自治

十三期松崎茂松

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.17-18

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

128

滬友会本部役員

129

会同窓各位へ

130

維持基金募集要領

131

三十四年度総会

132

京都支部

大釈春雄

池部記
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

155

中国旅行見聞

十五期鈴木択郎

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.18-19

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

156

裁判官

十一期渡辺勝美

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.19-20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

157

寄語清水会長及各位同学
順口溜

坂本一郎

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

158

大工原杯争奪戦（第一回）

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.20-21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

159

東亜時論の講読について

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

160

子供を海へよぶ会

東南西北

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

161

華語萃編講読御申込みお願い

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

162

霞山会々友へのお誘い

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

163 「院歌レコード」募集

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

164

和訳焦氏易林

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

165

書院史と名簿

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

166

会員異動

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.23-25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

167

会費収納者人名（昭和 34 年 4
月 1 日現在）

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

pp.25-28

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

168

編集後記

6

1959 年 5 月

昭和 34 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

169

委員・石川順、村岡
正三、清野幸雄、賀
来揚子郎、下村行正

目次

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

1p.

備考

奥付

目次「寄語各位同学」

六期生近藤龍雄『和訳焦氏
易林』

昭和三十四年
十月二十日印刷
昭和三十四年十
月二十二日発行
編輯兼発行人
東京都杉並区井
萩町一ノ一四八
大工原友一
印刷人 東京
都文京区真砂町
三四 蘆澤駿之助
発行所 東京都
中央区霞ヶ関三
ノ四 霞山会館
内 社団法人滬
友会 電話（58）
〇四〇一―三番

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

印刷 有限会社
蘆澤印刷所
170

滬友精神の高揚―維持基金募集
会長清水董三
の成果に寄せて

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

171

維持基金募集に就て

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.2

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

172

維持基金監査委員会の発足

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.3

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.4-5

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

173

維持基金申込状況報告書
（昭和 34.9.10 下日現在）

理事長大工原友一

174

維持基金収支計算書
自昭和 34 年 3 月 1 日至昭和 34
年 9 月 10 日

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.5

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

175

維持基金現在高内訳
昭和 34 年 9 月 10 日現在

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.5

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.6-15

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「卅四年度定時総会」
目次「副会長理事長関西出
張」

176

維持基金申込並に払込み報告
（昭和 34 年 9 月 10 日現在）

目次「維持基金申込並に払
込報告」

177

三十四年度定時総会

178

立脇副会長大工原理事長関西出
張

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

179

幹事財務委員連絡会

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

180

理事会

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

181

理事、幹事、財務委員連合会

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.17-18

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「理事幹事財務委員連
合会」

182

幹事、財務委員連合会

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.18-19

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「理事幹事財務委員連
合会」

183

常務理事会

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.19-20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

451

◦ 529 ◦

◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西

元号

頁

請求番号

備考
目次「理事幹事財務委員連
合会」

184

理事、幹事、財務委員連合会

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

185

滬友会費の件

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

186

常務理事会

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

187

母校再建研究委員会の設置につ
いて

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

188

前回（昭和二十八年―三十年）
金子記
の滬友会基金の結末について

本部記事

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

189

五氏合同祝賀会

五氏合同
祝賀会

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

190

藍綬褒章に輝く西田さん

立脇耕一

五氏合同
祝賀会

7

昭和 34 年 10 月

pp.22-23

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

西田善蔵（6）

191

黄綬褒章の下地玄信氏

金子昇作

五氏合同
祝賀会

7

昭和 34 年 10 月

pp.23-24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

下地玄信（13）

192

石川君の川崎市議当選

二十二期山本紀綱

五氏合同
祝賀会

7

昭和 34 年 10 月

p.24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

石川悌次郎（22）

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

神谷龍雄（29）

大森創造（37）

1959 年 10 月

1959 年 10 月

1959 年 10 月

193

神谷龍雄氏学位授与さる

金子昇作

五氏合同
祝賀会

194

大森創造君のこと

三十七期柳内滋

五氏合同
祝賀会

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.24-25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

195

沖縄支部

四四期大城立裕、
一三期下地玄信、
一六期富原守保、
十七期外間政恒、
二一期比嘉良行、三
〇期新崎盛良、三六
期津波古充誠、四五
期西清水、三七期松
坂賢、四三期端山敏
経

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.25-26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

196

第三回九州支部総会

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.26-28

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

197

筑後支部

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

198

福井支部

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.28-29

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

199

富山支部

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

桜田記

200

静岡県人会

藤野誌

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.29-30

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

201

住友滬友会

F生

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

202

京浜十五期生会

白須記

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

203

第二十一期生全国大会

水田記

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.30-32

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

204

二十二期生全国大会に参加して 廿二期湯浅芳泉

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

205

在京第四十一期生会

下村記

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.32-33

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

206

対抗囲碁大会
四十期対四十一期

大空記

支部だより

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.33-35

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

207

台風御見舞

社団法人滬友会会長
清水董三

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

六期生西田善蔵

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

208
209

中国研究家には中国のことはわ
清水董三
からない―一中国人の警告

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

210

根津先生と張作霖

十三期生富田寿男

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.36-38

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

211

碌々録

十八期藤野進

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.38-39

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

212

暑中宿大阪道頓堀牧
野寿久君宅三層楼上
盛夏偶作

十三期松崎茂松

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

213

同窓が殖えた話

二期山口啓三

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.39-40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

214

むだばなし

無平学人賀来敏夫

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.40-41

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

215

死刑と無罪

十一期渡辺勝美

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

452
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目次「前回滬友会基金の結
末について」

桜田治平（40）

目次「二十一期生全国大会」

藍綬褒章受賞祝賀会への礼

文

目次「盛夏偶作」

福山簡易裁判所判事

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名
216

著者名

見出し

請求番号

pp.42-44

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

備考

217

故山崎伊太郎先生

東南西北

7

1959 年 10 月榎

昭和 34 年 10 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

218

故中川喜久松君

立脇耕一

東南西北

7

1959 年 10 月榎

昭和 34 年 10 月

pp.45-46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

219

あゝ中川喜久松君

桜井皆義

東南西北

7

1959 年 10 月榎

昭和 34 年 10 月

pp.46-47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

220

中川喜久松君の長逝を悼む

十四期山本久一郎

東南西北

7

1959 年 10 月榎

昭和 34 年 10 月

pp.47-48

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

221

故小森領事遺児育英
故小森喜久寿君（18）遺児育英
資金募集発起人大田
資金御礼
一郎、清水董三

東南西北

7

1959 年 10 月榎

昭和 34 年 10 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

222

小森未亡人挨拶

小森はな子

東南西北

7

1959 年 10 月榎

昭和 34 年 10 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

223

滬友名簿について

三十五期斎藤洲臣

東南西北

7

1959 年 10 月榎

昭和 34 年 10 月

pp.48-49

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

224

茂木氏の厚意

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.49

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

225

良縁を求む

東南西北

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.49-50

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

226

霞山会館のご利用は

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.50

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

霞山会館広告

227

会員異動

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.51-58

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「会員移動」

228

会費収納者人名（昭和 34 年 8
月 15 日現在）

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

pp.58-63

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

229

滬友会会費追加分（34.9.10 現在）

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

230

編集後記

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

231

滬友本部役員

7

1959 年 10 月

昭和 34 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 10 月

頁

山崎百治

232

1959 年 10 月榎

元号

日高支部長日高清磨
嵯

委員石川順、村岡正
三、清野幸雄、賀来
揚子郎、下村行正

7

西暦

回顧・随想

石川順、植田賢次郎

東南西北

号

昭和 34 年 12 月

1/2p.

奥付

目次「回顧随想」

目次「故小森喜久寿君遺児
育英資金御礼」

茂木一郎（2）

昭和三十四年
十二月二十日印刷
昭和三十四年十二
月二十三日発行
編輯兼発行人
東京都杉並区井
萩町一ノ一四八
大工原友一
印刷人 東京
都文京区真砂町
三四 蘆澤駿之助
発行所 東京都
中央区霞ヶ関三
ノ四 霞山会館
内 社団法人滬
友会 電話（58）
〇四〇一―三番

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

印刷 有限会社
蘆澤印刷所
233

新年名刺交換会のお知らせ

234

旧年を送り新歳を迎う

235

維持基金募集に就て

236

理事、幹事、財務委員連合会

237

定款変更の登記おわる

238

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

会長清水董三

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

理事長兼財務委員長
大工原友一

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.2

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.3

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.3

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.4-5

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

滬友会維持基金申
込期別状況報告書
（昭和 34 年 11 月 30 日現在）

239

飯食基金収支計算書
自昭和 34 年 3 月 1 日至昭和 34
年 11 月 30 日

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.5

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

240

維持基金現在高内訳
昭和 34 年 11 月 30 日

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.5

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.6-16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

241

維持基金申込並に払込み報告
（昭和 34 年 11 月 30 日現在）

242

基金払込懇請状

243

監査委員会

社団法人滬友会会長
清水董三、理事長兼
財務委員長大工原友
一

目次「理事幹事財務委員連
合会」

目次「維持基金申込払込個
人別報告」

453
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記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

244

相談役会

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

p.17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

245

理事会

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

p.17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

246

母校再建研究委員会

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

pp.17-18

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

247

研究委員会第一回総会

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

p.18

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

248

母校再建研究委員会内規

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

pp.18-19

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

249

研究委員第一回常任委員会

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

p.19

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

250

再建研究委員アンケート

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

pp.19-20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

251

第二回常任委員会

本部記事

8

1959 年 12 月檣

昭和 34 年 12 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

252

原吉平氏藍綬褒賞を授与さる

本部記事

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

253

佐世保支部

支部だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

254

第二回老頭児会

支部だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.20-21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

255

根岸先生を囲む第五期生会

支部だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.21-22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

256

九期生のつどい

支部だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.22-23

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

257

在京十三期生会

幹事金子昇作

支部だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.23-24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

258

第十五期生会

白須純臣

支部だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

259

第二十五期生三十周年大会

中崎誌、山名正孝、
吉田和助、太宰守、
上西園操、中原武雄、
塩原長衛、土井三子
雄、和田喜一郎、中
崎一之、平山熊雄、
支部だより
永井憲平、岡田尚、
伊藤善三、加藤次郎、
新谷音二、松田博、
揖数一、森本辰治、
大石義夫、丹呉恒平、
新村寛、鹿野清

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.24-25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

260

虹橋倶楽部テニス大会

支部だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

261

書院初期の追憶

一期生山崎誠一郎

東南西北

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.27-33

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

262

中共の実相

小竹文夫

東南西北

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.33-36

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

263

根津先生と大総統

十三期富田寿男

東南西北

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.36-38

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

264

備忘録を読んで

久重福三郎

東南西北

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.38-40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

265

母校の再建

九期生荒井平造

東南西北

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

石田武夫

東南西北

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.40-41

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東南西北

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.41-42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

266 「読画四千年」

日高操

大内敬事
松島記、安川、松原
（菊）、松川、荒井、
佐原

三原定教（2 期）未
亡人マサ、松本嘉吉
（13 期）未亡人ち江
乃（ち江の）、木村球
四郎（14 期）未亡人
たね子

267

滬友ご遺族の芳志

268

御知らせ

東南西北；事
務室だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

269

お願い

東南西北；事
務室だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

270

お礼

東南西北；事
務室だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

271

華語萃編と院歌レコードの予約
について

東南西北；事
務室だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

272

第二土曜の午餐会について

東南西北；事
務室だより

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

454

◦ 532 ◦

備考

魚返善雄

「大東亜大学設立発議」収
録

菊池貞二『読画四千年』菊池
貞二（2 期生）

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

見出し

西暦

元号

頁

請求番号

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.42

会費収納者人名

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

pp.43-45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

滬友会本部役員

8

1959 年 12 月

昭和 34 年 12 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

会員異動表の作成について

274

275

東南西北；
事務室だより

号

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

273

276

著者名

目次

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

1p.

備考

奥付

昭和三十五年
四月十日印刷
昭和三十五年
四月十五日発行
編輯兼発行人
東京都杉並区井
萩町一ノ一四八
大工原友一
印刷人 東京
都文京区真砂町
三四 蘆澤駿之助
発行所 東京都
中央区霞ヶ関三
ノ四 霞山会館
内 社団法人滬
友会 電話（58）
〇四〇一―三番

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

印刷 有限会社
蘆澤印刷所
9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.2-3

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

十三期富田寿男

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.3-4

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

Comprador 劉鉄雲

五期菊池貞二

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.4-6

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

281

方孝儒先生墨蹟

宮田武義

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.6-7

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

282

木石を友とす

遊記山人

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.7-8

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

283

佐渡に横たう天の川

十七期安良城盛雄

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.8-10

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

284

満洲事変と本庄大将

八期川村宗嗣

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.10-11

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

285

偶感

松崎茂松

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.12

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

286

ヘビとタヌキとマージャンの新 香港支部
年宴会
高田南江雄（41 期）

東南西北

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.12-13

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

287

新年名刺交換会

本部記事

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.14

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

288

根津先生墓参会

本部記事

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.14-15

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

289

東方斎荒尾精先生展墓会

本部記事

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.15

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

290

再建研究委員会第三回常任委員
会

本部記事

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.15-16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

291

再建研究委員会全体会

本部記事

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

292

再建研究委員会常任委員、理事
連合会

本部記事

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

293

常務理事豊田易氏逝去

本部記事

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

294

第二回北九州支部総会

幹事諸永光雄

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.17-18

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

295

金子常務理事の報告

金子

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.18-19

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

296

梅花忌

（京都支部）大釈春雄

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.19-20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

297

母校再建座談会報告

（京都支部）大釈春雄

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.20

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

298

岡山支部

幹事家野四郎

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.20-21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

299

佐賀県支部

幹事前田五郎

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

300

久喜会初会合

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.21-22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

277

友を以て仁を輔く

会長清水董三

278

根津先生の追憶

二期佐野恭

279

根津先生と曹汝霖

280

本庄繁、石原完爾私信

高田南江雄（毎日新聞香港
特派員）

455

◦ 533 ◦

◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.22-25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

渡辺勝美（福山簡易裁判所
判事）

301

近畿第十一期生会

片山徳行記
渡辺勝美、青木錦、
有井勘一、片山徳行、
坂上武史、大和藤七、 支部だより
富岡末雄、星野龍男、
保木本利治、関口嘉
重

302

在京第十四期生会

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

303

二十期生の集い

高谷記

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.25-26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

304

四十、四十一、四十二期会

四十一期柴田敏之
山浦克己（41 期）、
島田澄夫（41 期）、
浜田俊（42 期）、加
藤文丈（42 期）、伊
藤哲郎（42 期）、藤
井芳彦（41 期）、伊
藤茂（41 期）、早瀬
次雄（41 期）、鈴木
登視（41 期）

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

305

基金募集に寄せて

四十四期専門部幹事
甲方義之

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.26-27

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

306

大阪よによに会

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

307

京浜二十九期生会

支部だより

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

308

二十二期生山下満男君の最後

山本紀綱

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.28-35

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

309

豊田易君を憶う

金子昇作

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.35-36

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

310

嗚呼豊田易君

二十三期野見山栄、
多門登

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.36-38

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

311

平見さんを悼む

宮崎世竜

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.38-39

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

312

菅沼国太郎君（二四期）

十一期福井支部片山
徳行

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

313

若林未亡人の寄進

二期山口啓三

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.39-40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

314

山田純三郎翁を憶う

波多博

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.40-44

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

315

東京ゴルフ会

原田記

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.44-45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

茨木懇親ゴルフ会

功力寅次記
大和藤七（11 期）、
古川清行（15 期）、
山本博泰（18 期）、
原吉平（18 期）、浅
野十二生（19 期）、
大西恭四郎（19 期）、
広岡謙一（17 期）、
中原亨（23 期）

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

316

317

滬友会維持基金申込状況報告書
（昭和 35 年 3 月 15 日現在）

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.46-47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

318

維持基金収支計算書
自昭和 34 年 3 月 1 日至昭和 35
年 3 月 15 日

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

319

維持基金現在高内訳
昭和 35 年 3 月 15 日現在

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

320

維持基金申込並に払込報告（昭
和 35 年 3 月 15 日現在）

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.48-59

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

「二十二期故山下
満男君十三年忌法要」
山下満男、平頂山事件で刑
死

目次著者名「宮崎世龍」

若林一郎（29 期）

321

34 年度各期会費払込状況
（昭和 35 年 3 月 15 日現在）

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.59-60

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「三十四年度各期会費
払込状況」

322

日光興業株式会社（広告）

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

代表取締役富田清蔵（19
期）

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

pp.61-65

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.65

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

会員異動
323 （昭和 34 年 11 月 21 日以後異動
の分）

324

祥和ニットウエアー株式会社

325

滬友会本部役員

326

大安

327

赤坂飯店

広告

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

広告

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

広告

9

1960 年 4 月

昭和 35 年 4 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

456

◦ 534 ◦

取締役社長針谷保世（19 期）

常任顧問野口三郎（15 期）

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

328

著者名

見出し

目次

号

10

西暦

1960 年 8 月

元号

昭和 35 年 8 月

頁

1p.

請求番号

備考

奥付
昭和三十五年
八月二十日印刷
昭和三十五年八
月二十五日発行
編輯兼発行人
東京都杉並区井
萩町一ノ一四八
大工原友一
印刷人 東京
都文京区真砂町
三四 芦澤駿之助
発行所 東京都
中央区霞ヶ関三
ノ四 霞山会館
内 社団法人滬
友会 電話（58）
〇四〇一―三番

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

印刷 有限会社
芦沢印刷所
10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.2

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

五期菊池貞二

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.2-9

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

329

書院の精神

会長清水董三

330

根津先生の追憶

二期佐野恭

331

不出家の禅
僧達 その一
（東方先覚列伝）

目次「不世出の
禅僧達 その一」
まえがき、（一）梅花忌の
思出、
（二）その頃の満鉄（山
田純三郎翁懐旧談）

332

繆斌先生

八期川村宗嗣

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.9-10

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

333

根津院長と森敎頭

十三期富田寿男

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.10-12

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

334

幽径山人

松崎茂松

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.12-13

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

「一別四十余年陽春再会同
窓学友」、
「初夏望山」二首、
「人
生有憂」

335

福井二郎先生のこ
とども

福井支部十七期
堀亮三

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

堀亮三（福井県武生高等学
校教諭）

336

滬友の書道家

清水董三

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

川谷賢（川井賢三郎、号尚
寧）『書道史大観』著者略歴

337

神経痛全快記―時
三十三年十月、至
三十四年四月

十一期片山徳行

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.16-18

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

338

私の改暦論
一

十四期松本一格

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.18-22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

339

滬友書道会（墨雅
会）の現况

幹事金子（13 期）、
村岡（36 期）

東南西北

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

340

昭和三十五年度社
団法人滬友会通常
総会議事録

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.23-27

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

社団法人滬友会

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

昭和 34 年度
貸借対照表
社団法人滬友会
（昭和 35 年 3 月 31
日現在）

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.27-28

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

その

昭和 34 年度
収支計算書
341 （自昭和 34 年 4 月
1 日至昭和 35 年 3
月 31 日）

342

pp.13-16

343

理事会

344

幹事、財務委員連
合会

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.27-28

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

345

理事会

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

346

理事、幹事、財務
委員連合会

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.28-30

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

347

維持基金と会費に
就て

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.30-31

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

348

母校再建研究委員
会の経過

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

349

第一回常任委員会

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.31-33

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

350

第二回常任委員会

本部記事；母
校再建研究委
員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.33-34

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

351

第三回常任委員会

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.34-35

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.35-36

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

352

財務委員長大工原友
一

波多野乾一氏（9）

1960 年 3 月 31 日

1960 年 4 月 7 日

目次「維持基金と会費につ
いて」

東亜同文書院再建について
の意見書

457

◦ 535 ◦

◦第３章

記事名

著者名

353

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

大工原友一（13）

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東亜同文書院再建について
の意見書

354

母校再建アンケート

国立滋賀大学短大部
教授同滋賀大学講師
石田武夫

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.36-37

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東亜同文書院再建について
の意見書

355

母校再建について

愛知大学（教養・中
国語）内山雅夫

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.37-39

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東亜同文書院再建について
の意見書

十期（広島県）元東
亜同文書院教授浜田
増人

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.40-41

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東亜同文書院再建について
の意見書

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.41-43

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

神戸外国語大学教授
二〇期生坂本一郎

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.43-44

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

母校再建研究委員会
委員長大倉邦彦

本部記事；
母校再建研究
委員会の経過

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.44-46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

本部記事

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

356

357

再建研委、常任委員、理事連合
会

358

359

母校再建研究委員会答申書

360

母校再建凖備委員会の発足

東亜同文書院再建について
の意見書

目次「滬友会御遺族の芳志」
若林兵吉（1）未亡人幾代子、
三原定教（2）未亡人マサ子、
松本嘉吉（13）未亡人ち江乃、
木村球四郎（14）未亡人たね
子、山田純三郎（特）子息山
田忠（34）、同山田順造（38）、
中世古悌次（6）未亡人いね子、
山下満男（22）未亡人キヌエ

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

久保田正三（16）

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「九州大会」

第四回滬友会九州支部総会につ
いて（報告）

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.48-49

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

附「議事録」

365

大工原理事長会務報告中の要旨

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.49

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

366

長崎支部

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

367

唐津在住同窓会
―昭和三五年五月八日
長あて寄せ書き―

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.51-52

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「唐津同窓会」

368

滬友会名古屋支部総会

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.52-53

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「名古屋支部総会」

369

福井支部
―福井二郎氏歓迎会―

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.53

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

370

静岡支部会

支部だより

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.53

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

371

同窓の特志寄贈

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.54

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

372

桂墅里初期の思い出
第二期生座談会速記

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.54-59

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

373

華語萃編の第二集、第三集、第
四集及び旅行用語と尺牘の合本
予約募集

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

374

華語萃編と院歌のレコード

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

375

第六期生京都にて入学五十五周
IS 生
年記念大会

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.60-61

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

376

京都柊家の同期生会に出席せざ
六期穴沢喜壮次
るの記

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

377

片山溶湖記、
九十一会懇親会記
……九、十、十一期の連合会誕 水内忠追記
生……
三猿、清治、古塘

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.61-64

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「九十一会」
片山溶湖（片山徳行〔11
期〕）

378

第一回ハスケルロ会の盛況

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「ハスケルロ会」

361

滬友御遺族の芳志

本部記事

362

久保田蔵書の整理完了のおしら
せ

363

九州大会の記

364

大分県支部幹事棟元
栄次

島田信吾（13 期）、
浅野隆（17 期）、内
清水会 田正喜（24 期）、門
田功（40 期）、大西
儀三郎（16 期）
柴田記

服部

佐野恭、山口啓三、
津田、森啓蔵談、金
子記

桜井皆義

458

◦ 536 ◦

一、梅花忌法要、二、滬友
会支部総会、三、清水会長歓
迎会

目次「静岡支部」
服部晋治（30 期）
久保田正三寄贈図書の霞山
会館談話室開架について

目次「第六期生会」

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

379

在京十三期生会

幹事金子昇作

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.65

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

380

在京十四期生会

桜井記、山本記

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

桜井皆義、山本久一郎

381

在京二十二期生会

山本記

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

山本紀綱
片岡正一（41 期）

382

在京茨城県人会

片岡記

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.67

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

383

在京滬友ゴルフ会報告

内田

各期の集まり

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.67-68

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「在京ゴルフ会報告」
内田栄一（41 期）

384

同期生飯塚重史君逝く

八期功力寅次

故人の面影

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.68

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「飯塚重史君逝く」

385

故森田龍太郎君の片影

十一期渡辺勝美

故人の面影

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.68-70

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「森田龍太郎君の片影」
渡辺勝美（福山簡易裁判所
判事）

386

石川順君を憶う

小竹文夫

故人の面影

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.70-71

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

387

弔辞

同級生に代つて岩田
冷鉄

故人の面影

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.71-72

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

石川順追悼

388

香典
―石川順君をいたむ―

中山優

故人の面影

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.72-74

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「香奠」
目次「室長石川順」

389

室長石川順さん

二十二期山本紀綱

390

故山下満男君十三回忌法要執行 山本記

391

石川順君遺著『砂漠に咲く花』
頒布について

392

砂漠に咲く花

小竹文夫

393

アジアに生きた人々

石田一郎

故人の面影

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.74-75

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

故人の面影

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.75

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「山下満男君十三回忌
法要」

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.75

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「石川順君遺著『砂漠
に咲く花』頒布に就て」

書評

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.76-77

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

評

書評

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.77

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

石川順『砂漠
に咲く花』書評
石田一郎（『東亜時論』編
集者）

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.78

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

石川順『砂漠に咲く花』頒
布についての告知
目次「前会長内藤熊喜氏逝
去」

故石川順遺著頒布会
清水董三

394
395

相談役前会長内藤熊喜氏逝去

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.78

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

396

会員異動

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.79-82

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

397

住所移動についての御願い

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.82

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

398

滬友会維持基金申込状況報告書
（昭和 35 年 6 月 30 日現在）

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.83-84

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

399

維持基金収支計算書
書輪 34 年 4 月 1 日〜昭和 35 年
6 月 30 日

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.84

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

400

維持基金現在高内訳
昭和 34 年 4 月 1 日〜昭和 35 年
6 月 30 日

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.84

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.85

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

401

34 年、35 年各期会費払込状況
（昭和 35 年 6 月 30 日現在）

402

維持基金申込並に払込報告（昭
和 35 年 6 月 30 日現在）

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

pp.86-97

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

403

滬友会本部役員

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.98

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

404

編集後記

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.98

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

405

蛇の目ミシン

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.99

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

406

滬友会蔵書閲覧規則

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.99

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

407

香港飯店

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.100

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

408

京蘇川菜天龍

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

p.100

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

409

日興鉱業株式会社

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

410

大安

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

411

パイロット

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

412

古河化学工業株式会社

〔広告〕

10

1960 年 8 月

昭和 35 年 8 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

奥付

石川順『砂漠に咲く花』書

目次「維持基金申込状況報
告書」

目次「会費払込状況」

顧問：野口三郎（15 期）

代表取締役富田清蔵（19 期）

459

◦ 537 ◦

◦第３章

記事名

413

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

目次

号

11

西暦

1961 年 4 月

元号

昭和 36 年 4 月

頁

1p.

請求番号

備考

奥付
昭和三十六年四
月二十五日印刷
昭和三十六年四
月二十九日発行
編輯兼発行人
東京都杉並区井
萩町一ノ一四八
大工原友一
印刷人 東京
都文京区真砂町
三四 芦澤駿之助
発行所 東京
都千代田区三
年町一番地尚友
会館内 社団法
人滬友会 電話
（581）三九一九番

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

印刷 有限会社
芦沢印刷所

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.1-2

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.3-7

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

五期菊池貞二

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.7-15

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

414

山洲会に出席して

会長清水董三

415

書院野球の思い出

十四期立脇耕一

416

不出家の禅僧達（その二）
（東方先覚列伝）

頭山立雲翁、変種実業界の
雄（内藤熊喜君思出）

417

根津先生と真島師

十三期富田寿男

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.15-17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

418

根津先生の思想への模索

一橋大学教授熊野正
平

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.18-23

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

419

先輩伊豆見元永氏戦死の状況

十七期安良城盛雄

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.23-24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

420

私の断食礼賛記

廿三期大野治

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.24-26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

421

近况

十九期和田恂

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

422

郷野兄へ

十九期専頭季治

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.26-27

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

423

秋夜吟

十三期松崎茂松

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.27-29

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

424

大旅行と石川君

十九期丹羽省吾

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.29-30

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

石川順（19 期）

425

石川君を憶う

二期林出賢次郎

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.30-31

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

石川順（19 期）

426

こんなこともあつた

二十三期阿部信治

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.31-33

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

427

私の改暦論（その二）

十四期松本一格

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.34-38

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

428

私の改暦論（その一）正誤表

東南西北

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.38

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

429

滬友先輩敬老会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

430

講演会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.39-40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

431

母校再建凖備委員会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

432

母校再建準備委員会第二部会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

433

再建凖備委員会第一部会、理事
会連絡会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.40-41

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「再建凖備委員会第一
部会理事会連絡会」

434

理事、幹事、財務委員連合会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.41

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「理事幹事財務委員連
合会」

435

工業クラブ午餐会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.41-42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

436

根津山洲会例祭

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.42-43

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

437

根津山洲会例祭御案内

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.43

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

438

幹事、財務委員あて出状

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.43-44

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

439

理事会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

440

石川順遺著頒布会経過報告

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

社団法人滬友会会長
清水董三、副会長鈴
木格三郎、〃立脇耕
一、〃原吉平、理事
長兼財務委員長大工
原友一

故石川順遺著頒布会

460

◦ 538 ◦

真島次郎（2 期）

伊豆見元永（10 期）

田中香苗（25 期）（毎日新
聞常務取締役）講演

目次「幹事財務委員あて出
状」

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

441

石川市遺著頒布会第二回報告会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

442

下村行正氏公認会計士試験に合
格

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

443

本部事務所の移転

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

444

理事会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.46-47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

445

幹事、財務委員連合会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

446

荒尾先生展墓会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

447

名簿専門委員、編集委員連合会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

448

理事会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

449

新年名刺交換会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.47-48

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

450

再建凖備委員会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

451

講演会

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.49

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

452

根津先生三十五回忌法要

本部記事

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.49

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

453

滬友会山梨支部結成の報告

幹事志村芳造

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.50

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「山梨支部結成」

454

京都支部だより

大釈春雄

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「京都支部」

455

佐賀支部秋季総会

島田信吾記

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.51-53

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「佐賀支部」

456

長崎支部近况

大江広

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.53-55

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

457

長崎支部

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.55-57

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「広島支部」

金子記

金子記

下村行正（41 期）（通商産
業省事務官、公益法人監査課
勤務）

目次「幹事財務委員連合会」

目次「名簿専門委員編集委
員連合会」

小竹文夫（19 期）（東京教
育大学教授）講演会『中共の
実情について』

458

広島支部便り

二二期湯浅之夫
中村正文（20 期）、
城繁雄（30 期）、寿
岡良（29 期）、松林
浩三（34 期）、井出
税（42 期）、木付鎮
雄（23 期）、土手年
松（36 期）、渡辺卓
支部だより
郎（40 期）、西本一
雄（34 期）、小竹昭
人（47 期）、井唯信
彦（36 期）、樹野阪
治（36 期）、奥田隆
春（40 期）、高田宣
夫（40 期）、林勲（41
期）、手林彦治（41 期）、
原田繁貴（42 期）

459

神奈川支部だより

池部雅文

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.57-58

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「神奈川支部」

460

岡山支部総会

家野四郎

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「岡山支部」

461

梅花忌だより

京都支部大釈春雄

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.58-59

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

462

長崎支部

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.59-60

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

463

佐賀支部

支部だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.60-61

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

464

華語詩編出版について

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.62-64

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

465 「品川あんか」

島田信吾

大工原友一記

466

第二期生会記

467

第五期生会記

大内敬事

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

468

九、十、十一期生の集い

村田四郎

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.65-66

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

奥付

第二集復刻印刷状況につい

て

目次「第二期生会」

461

◦ 539 ◦

◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考
渡辺勝美（福山簡易裁判所
判事）

469

九十一会（京都開催）

十一期渡辺勝美

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.66-68

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

470

第十三期生京阪クラス会の記

栗原猷彦

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.69-72

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

471

第十四期生の消息調

桜井皆義

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.72-75

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

472

京阪十五期生会

白須純臣

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.75-76

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

473

第三十一期生卒業二十五年記念
三浦計太郎
大会記

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.76-78

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

474

四十期生クラス会
◇東京の集い

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.78

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

475

四十期生クラス会
◇東大阪のつどい

幹事佐藤泰司
坂下正章、日野茂樹、
高倉授、柳田与平次、
各期の集まり
立見桃渓、岡部、滝
沢生、 氷純男、唐
川博

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.78-79

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

476

在京四四期生（予科）三土会

今村幸雄

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.79

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

477

在京四四期生（予科）三土会
◇秋季清遊会開催

各期の集まり

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.79-80

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

478

事務室だより

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.80

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

金子記

479

会員異動
（昭和 36 年 3 月 11 日現在）

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.81-85

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

480

滬友維持基金申込状況報告書
（昭和 36 年 2 月 28 日現在）

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.86-87

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

481

維持基金収支計算書
昭和 34 年 3 月 31 日〜昭和 36
年 2 月 28 日

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

482

現在高内訳
昭和 34 年 3 月 31 日〜昭和 36
年 2 月 28 日

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「現在高内訳」

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「会費払込状況」

483

35 年、36 年度各
期別会費払込状況
（昭和 36 年 2 月 28 日現在）

484

維持基金申込並に払込報告（昭
和 36 年 2 月 28 日現在）

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

pp.89-101

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

485

滬友会本部役員

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.102

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

486

編集後記

11

1961 年 4 月

昭和 36 年 4 月

p.102

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

487

委員山本、村岡、賀来、
下村、石丸

目次

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

1p.

奥付

昭和三十六年
八月卅日印刷
昭和三十六年
九月九日発行
編輯兼発行人
東京都千代田区三
年町一番地滬友
会内 山本紀綱
印刷人 東京都
千代田区麹町五ノ
二 杉田弥太郎
発行所 東京都千
代田区三年町一番
地尚友会館内 社
団法人滬友会 電
話（581）三九一九
番 振替口座
東京七一三八〇

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

印刷 杉田屋印刷
株式会社
488

書院精神の発展

489

不出家の禅僧達（その三）
（東方先覚列伝）

490

会長立脇耕一

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.1-2

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

五期菊池貞二

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.3-7

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東方斎荒尾精先生の思い出

牧野虎次

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.7-8

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

牧野虎次（前同志社大学総
長）

491

無辺風月

湯浅之夫

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.9-10

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

間宮英宗（元臨済宗管長）
について

492

根津先生の思い出

十期浜田人増

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.10-12

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

493

根津先生と三崎山

十三期富田寿男

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.12-13

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

日清戦争三青年烈士慰霊碑
について

494

山洲根津一先生の祭典に参列し
麦亭荒井金造
て追憶を談る

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.13-16

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

『霞関会々報』第 175 号・
1960 年 12 月号所載

495

第六期生の先輩、穴沢喜壮次氏
二十一期和田斉
を喜多方に訪ねる

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.16-17

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

462

◦ 540 ◦

荒尾東方斎

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考
速水一孔（元蘇州領事）の
書について

496

隠れたる大書家

菊池貞二

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.17-18

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

497

迎鍾と私

二期柿原峰吉

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.18-21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

二十二期湯浅之夫

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

十六期永淵良次

東南西北

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.22

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「供養」

3 月 17 日

498

499

旅の想い出
（自四月二九日至五月三日）
養供

500

理事会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.23

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

501

講演会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.23

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

502

理事会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.23-24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

503

基金監査委員会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.24

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

504

講演会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.24-25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

505

理事会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

506

舌代

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.25-26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

507

理事各期幹事連合会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

508

理事会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.26-27

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

509

支部長会議議事録

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

510

懇談協議事項

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.27-29

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

511

支部長会出席者芳名

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

512

昭和三十六年度社団法人滬友会
通常総会議事録

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.29-30

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

513

昭和三十五年度事業報告

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.30-31

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

514

昭和三十六年度事業計画

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

社団法人滬友会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

昭和 35 年度収支計算書
515 （自昭和 35 年 4 月 1 日至昭和
36 年 3 月 31 日）

清水董三

516

昭和 35 年度貸借対照表
（昭和 36 年 3 月 31 日現在）

社団法人滬友会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.33

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

517

昭和 35 年度一般会計
収支予算実態比較表
（自昭和 35 年 4 月 1 日至昭和
36 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.34

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

昭和 35 年維持基金勘定明細表
518 （自昭和 34 年 3 月 1 日至昭和
36 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

36 年度予算案
519 （自昭和 36 年 4 月 1 日至昭和
37 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

奥付

香川英史（24）（東洋綿花
株式会社専務）講演
4月5日

西田善蔵（6）日本電線工
業会々長、滬友会相談役講演
4 月 14 日
清水董三の滬友会々長辞任
について

4 月 24 日

520

編集委員名簿専門委員連合会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

521

霞山会館地鎭祭

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.36-37

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

522

理事会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

5 月 17 日

523

水谷川霞山会理事長逝去

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.38

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

5 月 17 日
5 月 29 日
6 月 19 日

5 月 12 日

524

常務理事会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.38-39

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

525

理事会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.39-40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

526

根津、山下両未亡人来会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

527

編集委員名簿専門委員連合会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

7月5日

528

母校再建凖備委員会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.40-42

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

6 月 14 日

529

母校再建凖備委員会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.42-43

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

6 月 28 日

463

◦ 541 ◦

◦第３章

記事名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

岡部長景、坪上貞二、
立脇耕一、林久治郎、
有田八郎、杉原荒太、
谷正之、清水董三、
天羽英二、川越茂、
守島伍郎、上村伸一

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.43-45

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

東亜同文書院再建について
の有識者意見聞き取り

530

外務省関係者招待会記事

531

再建凖備委員会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.45-46

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

532

東亜同文大学（仮称）設立主意
書（草案）

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.46-47

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

533

東亜同文大学仮称学則（草案）

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.47-48

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

534

新幹事連合会

本部記事

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

535

男子剛々・女子柔々
―新旧支部長送迎の集い―

滬友会香港支部
高田記

支部だより

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.49-50

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

536

滬友会九州支部連合会

長崎支部

支部だより

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.50-52

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「九州支部」

537

茨城県人会を潮来で開催

綾部記

支部だより

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.52-53

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「茨城県人会」
綾部宇吉（45）

538

京都支部春季の集い

大釈春雄

支部だより

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.53-54

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「京都支部」

539

沖縄同窓の集り

二十二期石川悌次
郎、十六期生富原守
保、十七期外間政
恒、廿一期比嘉良
行、二十二期広川
悦雄、伊志嶺朝良、
三十期新崎盛良、第
支部だより
三十四期生岡村俊一、
三十八期生藤原敏
夫、四十五期西清水、
四十三期端山敏経（旧
姓大東）、四十四期大
城立裕

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.54-56

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「沖縄同窓」

540

新潟支部だより

三十七期金井正次

支部だより

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

目次「新潟支部」

541

華語萃編第二集

告知

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

542

清水董三『中共覚え書』

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

543

第二期生会

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.58-60

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

544

在京十八期生クラス会

岩井記

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

545

在京二十期生の集まり

高谷

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.60-61

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

546

二十期生有志
―会津東山温泉に会合―

滝田重男
土橋芳三、黒岩喜代
各期の集まり
太、高谷、井上志邁、
梅津力衛

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.61-62

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

547

在京二十一期生

森田三郎

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.62

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

548

近畿三十期生会

幹事中島浩
坂本一郎、塚原、山
本臣、滝野貞明、志
各期の集まり
岐正男、竹内桂太郎、
岡田行三、若林輝夫、
乾裕二

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.62-63

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

549

在京三十四期生会

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.63-64

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

550

四十一期生会

同期会幹事田坂博能

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

551

第二回ハスケル路会

金子記

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

552

滬友同窓囲碁大会（九九会）例
会報告

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.65-66

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

553

滬友有段者老若対抗囲碁大会

各期の集まり

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.66-67

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

554

郷野不二男著『くす風土記（く
すのきにまつわる伝説）』

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.67

郷野不二男著『くす風土記
370.5:107
（くすのきにまつわる伝説）』
Z3:Ko97:(2)
紀伊國屋書店

555

滬友会維持基金申込・払込状況
（昭和 36 年 7 月 31 日現在）

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.68

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

落丁

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

556

現在高内訳

464
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7 月 17 日

目次「香港支部」
高田富佐雄（41）（毎日新
聞特派員）

目次「維持基金収支計算書」
36 期以降頁落丁

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

557

会費払込状況

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

落丁

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

558

維持基金申込並に払込報告（昭
和 36 年 7 月 31 日現在）

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

pp.71-83

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

559

滬友会本部役員

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.84

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

560

会員名簿出版について

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.84

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

561

財務委員に感謝す

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

p.84

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

562

事務室よりお願い

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

563

編集後記

12

1961 年 9 月

昭和 36 年 9 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(2)

564

会長立脇耕一

委員山本、村岡、賀来、
石丸、下村

目次

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

1p.

備考

奥付

昭和三十七年
八月一日 印刷
昭和三十七年
八月五日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
三年町一番滬友
会内 金子昇作
印刷人 東京都
千代田区麹町五ノ
二 杉田弥太郎
発行所 東京都千
代田区三年町一番
地尚友会館内 社
団法人滬友会 電
話（581）三九一九
番 振替口座
東京七一三八〇

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

印刷 杉田屋印刷
株式会社
565

巻頭言

会長立脇耕一

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

566 〔第 12 号 17 頁下段参考写真〕

写真

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.2

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

567

〔第 12 号 7 頁下段、第 13 号 3
頁下段参考写真〕

写真

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.2

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

568

〔第 12 号『東方斎荒尾精先生の
思い出』執筆者牧野虎次写真〕

写真

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.2

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

569

不出家の禅僧達（その三）
（東方先覚列伝）

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.3-7

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

五期菊池貞二

荒尾東方斎（続）

570

根津院長第三六回の御法要に際
山口啓三
し

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.7-9

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

571

戯作者大使
―石射猪太郎氏の思い出―

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.9-11

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

572

西夏文字とシナ銅鏡

（八期）川村宗嗣

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.11-12

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

573

雑題

十一期渡辺勝美

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.13-15

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

574

根津院長と琉球と私

十一期佐々木微笑

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.15-17

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

575

根津先生と塚崎大先輩

十三期富田寿男

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.17-19

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

塚崎敬吉（1 期）

菊池貞二

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.20-21

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

野満四郎

576

生放題死放題
（野満得翁居士思出）

浜口進平（オリエン
タルトレード副社長）

『文藝春秋』1962 年 3 月号
所載

577

貿易地理学のメモ

十七期安良城盛雄

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.22-23

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

578

一対の小桶（遺稿）

十三期故岡田久吉

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.23-24

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

579

根津先生と三崎山

富田寿男

東南西北

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.24

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

第 12 号 12 頁の後記

580

名簿専門委、編集連合会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1961 年 8 月 2 日

1961 年 8 月 11 日

1961 年 9 月 4 日

581

基金運用委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

582

基金運用委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

583

荒尾根津両先生に関するパンフ
レット完成

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

584

内藤熊喜氏寄贈土地の登記完了

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

585

母校再建凖備委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

清水董三、魚返善雄、金子
昇作『両先生の教育と理想』

1961 年 9 月 27 日

465
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

586

篠原久司氏講演会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

587

常務理事会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

588

中山優氏講演会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

589

名簿専門委、編集委員連合会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1961 年 10 月 11 日

1961 年 10 月 26 日

1961 年 11 月 8 日

1961 年 10 月 5 日

590

名簿専門委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

591

母校再建凖備委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

592

合同祝賀会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.27-28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

593

荒尾東方斎先生法要

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

594

常務理事会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1961 年 12 月 13 日

1961 年 12 月 26 日

595

名簿委員報告会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

596

新年名刺交換会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.28-29

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

597

経理関係役員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

598

富岡健次氏講演会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

599

根津院長卅六回忌法要

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.29-31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

600

常務理事会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

2 月 19 日

601

基金運用委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

3月2日

602

理事会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

3 月 12 日

603

常務理事、監事連合会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.31-32

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4月7日

604

決算審議委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

605

予算編成委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

606

理事会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4 月 17 日

607

母校再建凖備委員会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4 月 18 日

608

各期幹事連合会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4 月 23 日

609

昭和三十七年度滬友会総会議事
録

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.32-33

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「総会議事録」

610

昭和三十六年度事業報告

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.33-35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

611

昭和三十七年度事業計画

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

612

『石鹼』の額につ
いての来状の一節
―京都支部大釈春雄氏の―

大釈春雄

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

社団法人滬友会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「卅六年度収支計算書」

目次「卅六年度貸借対照表」

昭和 36 年度収支計算書
613 （自昭和 36 年 4 月 1 日至昭和
37 年 3 月 31 日）
614

昭和 36 年度貸借対照表
（昭和 37 年 3 月 31 日現在）

社団法人滬友会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

615

昭和 36 年度一般会計
収支予算決算比較表
（昭和 36 年 4 月 1 日至昭和 37
年 3 月 13 日）

社団法人滬友会

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.38

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

616

昭和 36 年度維持
基金勘定明細表
社団法人滬友会
（イ）収支計算書自昭和 34 年 3
月 1 日至昭和 37 年 3 月 31 日

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「維持基金勘定明細表」

617

昭和 36 年度維持
基金勘定明細表
社団法人滬友会
（ロ）現在高明細表（昭和 37 年
3 月 31 日現在）

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「維持基金勘定明細表」

618

昭和 37 年度一般
会計収支予算書
（自昭和 37 年 4 月 1 日至昭和
38 年 3 月 31 日）

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「一般会計収支予算書」

社団法人滬友会
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算比較表」
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
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東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

頁

請求番号

昭和 37 年 7 月

p.41

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.41-42

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.42-43

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東亜研修所講師氏名

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.43-44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

624

東亜貿易研修所規則

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

625

特別会員推戴

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

626

準会員制度について

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

627

社団法人滬友会準会員内規

本部記事

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.46-47

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「広島支部だより」

619

滬友会通常総会出席者（四月
二十五日）

本部記事

13

1962 年 7 月

620

支部長地方会員懇談会出席者

本部記事

13

621

東亜研修所についての報告

本部記事

622

東亜研修所設立主意書

623

元号

備考

628

広島支部便り

湯浅之夫
十期浜田増人、
三十六期井唯信彦、
四十一期伊藤正一、
三十八期山根良男、
四十二期原田繁貴、
渡辺卓郎、手林彦
治、小竹昭人、三十
期内田弘三（旧姓
千葉）、十九期和田
支部だより
平市、四十期秋山征
士、三十八期三上景
三郎、三十六期、土
手敏正、四十二期井
上税、二十期鈴木輝
之、二十九期寿岡良、
二十四期西本一雄、
三十期城繁雄、二十
期中村正文、二十二
期湯浅之夫

629

広島支部だより
尾道に春の大会開く

湯浅之夫

支部だより

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.47-50

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「尾道会合」

630

滬友会山口県支部の会合

吉本仁

支部だより

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.50

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「山口県支部会合」

631

山口県滬友会支部大会記報告

支部だより

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

632

桑原五郎氏来崎支部会

大江広

支部だより

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.51-52

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「桑原氏歓迎午餐会」

633

長崎支部
梅花節山洲忌

大江広

支部だより

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.52-53

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「長崎支部梅花忌会」

634

山陰支部だより

織田誠

支部だより

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.53

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

635

梅花忌だより

京都支部大釈春雄

支部だより

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.53-54

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

636

準会員制度

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.54

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

637

二期生会

山口記

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.55-56

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

638

滬友との一日

二期生柿原峰吉
蘿月

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.57-58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

639

第五期生会記

大内敬事

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.58-59

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

640

九十二会の誕生

佐原誠

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.59-60

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

641

十五期生協同乳業（株）東京工
白須純臣
場参観

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「十五期生協同乳業工
場参観」

642

一九会全国大会の記

郷野不二男

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.61-62

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「一九会全国大会」

643

在京二十一期生会

森田三郎

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.62

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

644

京浜二十三期生クラス会の記

幹事野見山生
佐藤、山口、岩本、
川戸、杉本、吉田得、
各期の集い
柴田、今和泉、友永、
大槻、島、松崎、平
田

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.62-64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

奥付

目次「京都支部梅花忌だよ
り」

目次「第五期生会」

目次「京浜二十三期生会」
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

各期の集い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.65

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

慶弔欄

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.66

目次「栄誉の七氏」
熊野正平（17）、久松金六
370.5:107
（22）、香川英史（24）、魚返
Z3:Ko97:(3)
善雄（27）、菅野俊作（41）、
三木毅（43）、高橋清孝（44）

慶弔欄

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.66-67

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

慶弔欄

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.67-68

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

645

阪神二十三期生会

幹事佐藤克己
黒田、中原、毛利、
多門、浜中、渋谷、
市村、樅木

646

四十四期専門部生の集い

幹事甲方義之

647

会費並びに維持基金払込のご依
頼

648

栄誉

649

立脇会長藍綬褒章に輝く

650

敬弔

651

岡田久吉君を憶ふ

十三期金子昇作

慶弔欄

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.68-69

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

652

五味君を憶ふ

十四期林英雄

慶弔欄

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.69-70

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

653

故村川善美氏七回忌法要

桑原梧楼

慶弔欄

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.70

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

654

岡田君を偲びて

渡辺幾三郎

慶弔欄

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.70-71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

655

名著委託頒布

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

清水董三『中共覚書』、魚
返善雄『文学と東洋』

656

宇治田直義氏の特志

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

宇治田直義（前滬友会理事
長）

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.72

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.73

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

pp.74-86

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

657

36 年度会費未納者人数
（37.3.30 現在）

658

滬友会維持基金申込払込状況
（昭和 37 年 6 月 30 日現在）

十四期山本久一郎

社団法人滬友会

659

維持基金申込並に払込報告（昭
和 37 年 6 月 30 日現在）

660

小幡酉吉氏伝序文の一節

661

滬友会本部役員氏名

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

662

会員名簿の整備について

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

663

各支部長、各期幹事へのお願い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

664

事務室よりお願い

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

665

編集後記

13

1962 年 7 月

昭和 37 年 7 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

666

「小幡酉吉」伝記刊行
会代表武者小路公共

目次

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

1p.

奥付

目次「敬弔十九氏」

目次「村川善美氏七回忌法
要」

目次「維持基金申込払込状
況」

昭和三十七年十二
月十五日 印刷
昭和三十七年十二
月二十日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
三年町一番滬友
会内 金子昇作
印刷人 東京都
千代田区麹町五ノ
二 杉田弥太郎
発行所 東京都千
代田区三年町一番
地尚友会館内 社
団法人滬友会 電
話（581）三九一九
番 振替口座
東京七一三八〇

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

印刷 杉田屋印刷
株式会社
667

人づくり

滬友会会長立脇耕一

668

殉難経とその行者九烈士面影

菊池貞二
山崎羔三郎、田鍋安
し助〔田鍋安之助〕

669

大日本寒山寺
（氷川線さわい駅多摩川対岸）

松本良男

670

名著頒布

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東南西北

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.2-7

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東南西北

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.7-12

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.12

370.5:107
Z3:Ko97:(3)
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頁

請求番号

備考

671

魏志倭人伝は偽史なり

村田四郎

東南西北

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.13-18

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

672

燗柯

十三期松崎幽径

東南西北

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.18-22

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

673

上海に於ける最後の同窓会

廿二期湯浅之夫

東南西北

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.22-25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

674

研究発表

（44）市川信愛君

東南西北

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

675

講習会協議会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

676

常務理事及基金運用委員連合会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

677

理事会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.26-27

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

5 月 11 日

678

東亜研修所打合せ会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

5 月 16 日

679

理事幹事連合会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.27-28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

5 月 22 日

680

入院中の立脇会長見舞

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.28-29

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

681

常務理事会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

682

東亜研修所打合せ会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

7月4日
7月9日

683

東亜研修所打合せ会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

684

理事監事幹事連合会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.29-30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

7 月 14 日
7 月 18 日

685

東亜研修所打合せ会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

686

講演会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

687

理事監事連合会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.30-31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

688

名簿委員会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

689

合同祝賀会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.31-34

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

690

祝滬友七子栄冠

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.34

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

691

研修所打合せ会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.34

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

9月7日

692

常務理事会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.34

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

9月7日

693

同窓外講師招待会

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.34-35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

694

東亜研修所開所式

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.35-36

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

695

祝詞

外務省中国課長遠藤
又男

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東亜研修所開所式席上

696

東亜研修所の状況

東京商工会議所国際
部副部長南井卓治

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.36-37

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東亜研修所開所式席上

697

お祝いの詞

財団法人霞山会理事、
事務局長井崎喜代太

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東亜研修所開所式席上

698

東亜研究所の状況

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

699

中国人に接する時の心得（東
亜研修所講義 昭和三七年九月 清水董三
二一日）

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.37-38

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

700

中国人に接する時の心得（東
亜研修所講義 昭和三七年九月 清水董三
二八日）

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.38-40

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

701

転換期における中共経済とその
渡辺長雄
将来

本部記事

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.40-45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

渡辺長雄（日本銀行調査局
アジア調査課長）

702

名著紹介

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

愛知大学中国語担当教授、
張禄沢愛知大学講師共著『中
文会話教科書』

703

第六回滬友会九州各支部連合会
総会についてのご報告

支部だより

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.46-48

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「九州各支部連合会総
会」

704

広島三水会の集まり

支部だより

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

山本久一郎

湯浅之夫

奥付

7 月 21 日
佐藤慎一郎拓殖大学講師講
演「最近の中国の実情につい
て」
7 月 28 日
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滬友会佐賀支部大会

佐賀支部長島田記

支部だより

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

708

大村観月会

長崎支部
石黒昌明、柳原敏一、
久松金六、山本紀綱、
大久保英久、橋本義
支部だより
雄、山崎大三郎、34
期本村弥佐一、34 期
坂本一夫、大江広

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.51-53

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

709

北九州支部秋季総会報告

監事諸永光雄

支部だより

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.54-55

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

710

関西滬友ゴルフ会

支部だより

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.55-56

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

711

在学卒業等の証明申請について

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

712

九期生卒業五十周年記念同期生
会―長崎、雲仙、熊本、阿蘇、 九期生水内忠
別府を周遊して―

各期の集い

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.57-59

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

713

十四期生卒業四十五周年全国大 幹事山本久一郎
会
山語、仰山

各期の集い

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.59-64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

714

高谷記
甘粕四郎、平田真一、
天野清生、小川理、
黒岩喜代太、伊藤与
次、平山一郎、松井
益太郎、伊藤正男、
中村正文、村上等、
青山義親、坂本一郎、
金声会（二十期生）卒業四拾周 土橋芳三、田所恒定、
各期の集い
年記念大会及合同慰霊祭挙行
大西秀治、虫明猛、
今村森秀、大阪市村
三郎、新井重己、高
谷大二郎、梅津力衛、
松尾狂山人、下農安
太郎、井上志邁、三
上修吾、田崎庫三、
青木慎太、安沢嘉蔵、
大内秀吉、近藤良

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.65-68

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「金声会（二十期生）
卒業四十周年記念大会及合同
慰霊祭挙行」

715

二十三期生第二回全国大会の記 野見山記

各期の集い

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.68-71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「二十三期生第二回全
国大会」

各期の集い

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.70-71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

707

幹事中崎・上西園記
揖数一（神戸入国管
理事務所）、根岸（三
菱商事神戸支店長）、
新谷音二（福徳相互
銀行尼崎支店長）、吉
田和助（吉田和助商
店社長）、上西園操
（銀治川紙業会社重
役）、森本辰治（森本
商店社長）、滝口義精
（五興電業商事会社重
役）、寺崎祐義（福岡
大学教授）、中崎一之
（神戸屋パン総本社常
務取締役）、土井三子
雄（瀛華洋行社長）、
大西槐三

716

京阪神第二十五期生会

717

第二回東西合同同期会湯の山温 四十四期専門部幹事
泉にて開く
甲方義之

各期の集い

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

718

在京十六期生会

各期の集い

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.72

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

719

長田安次氏未亡人の特志

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.72

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

720

栄譽

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.73

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

721

敬弔

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.73

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

722

故筒井茂君

渡辺勝美

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.73-76

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

723

故和田長三君の思い出

会長立脇耕一

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.76-80

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

724

和田長三君を哭す

十四期山本久一郎

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.80-81

370.5:107
Z3:Ko97:(3)
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記事名
725

弔辞（田中繁三追悼会にて）

726

小竹文夫氏の長逝

727

弔辞

著者名
外務省友人代表岩田
冷鉄

社団法人東亜研修所
所長清水董三

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.81-82

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.83

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.83

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

備考

小竹文夫

728

接小竹文夫氏之訃報

十三期松崎茂松

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.83

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

729

弔辞

金沢一中同窓生松田
政平

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.83-84

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

小竹文夫

730

弔辞

東京教育大学長三輪
知雄

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.84

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

小竹文夫

731

弔辞

東京教育大学文学部
東洋史学教室学生代
表大藪正哉

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.85

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

小竹文夫

732

弔辞

上海東亜同文書院第
十九期生代表富田清
蔵

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

pp.85-86

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

小竹文夫

733

滬友会御中

坂本一郎、欧陽可亮

慶弔欄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.86

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

小竹文夫

734

御挨拶

小竹静子、昭人、和人、
邦人

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

735

十六年前の米艦に感謝

防府市吉本仁 60

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

736

故小竹文夫氏の余栄

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

737

事務室よりお願い

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

738

編集後記

14

1962 年 11 月

昭和 37 年 11 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

739

目次

740

巻頭の御挨拶

741
742

会長坂口幸雄

殉難経とその行者九烈士の面影
五期菊池貞二
（其二）

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.1-2

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「会長就任挨拶」
目次「九烈士について」
石川伍一、藤島武彦

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.3-6

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.7-13

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

九烈士碑について

昭和三十八年十
月二十日 印刷
昭和三十八年十
月二十五日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
三年町一番滬友
会内 金子昇作
印刷人 東京都
港区芝田村五丁目
十六番地 田中忠
発行所 東京都千
代田区三年町一番
地尚友会館内 社
団法人滬友会 電
話（581）三九一九
番 振替口座東京
七一三八〇

15

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

743

叔父石川伍一について

二十二期石川悌次郎

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.13-15

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

744

根津先生と端方

九期村田四郎

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.15

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

745

根津先生と鶏冠山

十三期富田寿男

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.15-17

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

746

魏志倭人伝について

島田好

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.17-20

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

747

西九州に旅して

三十四期伊藤利雄

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.20-21

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

748

拾四期会誌『落花生』の抜萃

十四期幹事桜井皆義

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.21-22

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

749

ブラジルとアルゼンチン

立脇耕一

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.22-23

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

750

霞山ビルデイング

立脇耕一

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.23-26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

751

其の後の霞山ビルデング

立脇耕一

東南西北

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.26-27

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

752

滬友会事務所の移転

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

753

常務理事会

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1962 年 10 月 26 日

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1962 年 10 月 31 日

754

理事、監事、幹事連合会

本部記事
本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

奥付

目次「霞山ビルデング」
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁
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備考

755

十二月七日荒尾先生展墓

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

756

新年名刺交換会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.29-30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

757

常務理事会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1 月 28 日

758

理事、監事、幹事連合会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

2 月 25 日

目次「荒尾先生展墓」

759

根津院長墓前祭

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

760

講師、常務理事連合会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

761

常務理事、監事会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

762

基金運用委員会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

763

理事、監事会連合会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

764

会長就任懇請に関し大阪原吉平 清水董三、立脇耕一、
氏と交渉顛末
原吉平

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.31-33

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「会長就任懇請に関し
原氏と交渉顛末」

765

滬友会定時総会議事録

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.33-34

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「定時総会議事録」

766

維持基金と会費払込につきお願
い

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.34

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

767

滬友会々費の収納状況

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.34

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

768

昭和 37 年度決算報告書
（自昭和 37 年 4 月 1 日
至昭和 38 年 3 月 31 日）
（1）収支計算書
（自昭和 37 年 4 月 1 日至昭和
38 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

769

昭和 37 年度決算報告書
（自昭和 37 年 4 月 1 日
至昭和 38 年 3 月 31 日）
（2）貸借対照表
（昭和 38 年 3 月 31 日現在）

社団法人滬友会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

770

昭和 38 年度経常収支予算書

社団法人滬友会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

771

昭和 37 年度決算報告書
（自昭和 37 年 4 月 1 日
至昭和 38 年 3 月 31 日）
（4）維持基金勘定収支計算書
（自昭和 34 年 3 月 31 日至昭和
38 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.38

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

772

昭和 37 年度決算報告書
（自昭和 37 年 4 月 1 日
至昭和 38 年 3 月 31 日）
社団法人滬友会
（5）東亜研修所収支計算書（自
昭和 37 年 4 月 1 日至昭和 38 年
3 月 31 日）

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4 月 11 日

目次「理事監事会」
4 月 19 日

773

東亜研修所収支予算

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

774

昭和三十七年度事業報告

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.40-42

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

775

昭和三十八年度事業計画

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

776

東亜研修所日誌

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.42-43

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

777

新年度以後の日誌

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.43-44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東亜研修所日誌

778

常務理事会議事録

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「常務理事会」

779

昭和三十八年五月二十二日理
事、監事、幹事連合会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

780

理事懇親会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

6 月 15 日

781

理事懇親会

本部記事

14

1963 年 9 月

昭和 38 年 9 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

8 月 10 日

782

名簿委員理事連合会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

783

理事、監事、名簿委員連合会

本部記事

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

784

長野県支部総会

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.47-48

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

村上記
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奥付
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三井物産サンフラン
シスコ支店浅山益生
（三十六期）、笹川武
衛（四十三期）

著者名

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

備考

785

サンフランシスコ便り

786

バンコック便り

バンコツク支部支部
長東京銀行古賀優雄

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.48-49

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

787

静岡支部会報告

服部晋二

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.49-50

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「静岡支部」

788

梅花忌だより

京都支部大釈春雄

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「京都支部」

789

梅花忌

佐賀支部島田記

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.51-52

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「佐賀支部」

790

岡山県支部会

岡山支部幹事家野四
郎拝

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.52

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「岡山県支部」

791

会員名簿

滬友会岡山支部

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.53-54

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

滬友会岡山県支部会員名簿

792

熊本支部だより

幹事吉野記

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.54-56

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「熊本支部」
吉野金良

793

長野県人滬友同窓全国大会

東京世話人丸山英三

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.56-57

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「長野県人同窓大会」

794

広島支部滬友会

湯浅之夫

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.57-58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「広島支部」
広島バハイセンター

795

長崎支部

久重、
（一六期）栄、
（五
期）石黒、
（二十四期）
深堀健一郎、（二十三
期）黒川祐三郎、
（一九
期）大江広、
（二六期）
三宅勲、（三〇期）城
繁雄、（三十四期）坂
本一夫、（三十四期）
山内正明、
（三十七期）
原賀亮平、
（三十一期） 支部だより
山内英之、
（三十二期）
下柳田、（三十五期）
上野、（三十六期）松
尾勇夫、（三十六期）
松尾松一郎、（三十七
期）平田文治、
（二十八
期）白井金弥、
（二十九
期）藤原孝夫、
（三十四
期）本村弥佐一

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.58-61

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

796

滬友会愛媛支部総会報告

幹事代理大西槐三、
藤原昇記

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.61-62

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「愛媛支部」

797

徳島支部だより
―同窓会の開催など―

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.62-63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「徳島支部」

798

備後支部会

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.63-64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「備後支部」

799

長崎支部だより

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「長崎支部」

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

山本紀綱・大村入国
収容所長

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.65

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

支部だより

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.67

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

滬友会長崎支部大江
広

800 〔西木戸衛（30 期）について〕 長崎新聞

801

奥付

久重福三郎先生歓迎会、下
野重三郎君逝去、梅花忌法
要と春季支部総会、春季滬友
家族の観桜会開催、簡崑田君
（三五期）来遊

長崎新聞掲載西木戸君評収

録

802

心の養生

山本紀綱・大村入国
収容所長

803

七絶近作四首

十三期松崎茂松

804

二期生クラス会

805

在京四期生男女合同クラス会

阪義雄

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.67-68

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「在京四期生会」

806

五期生会の記

大内生記

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.68-69

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「五期生会」

807

九十二会の第四回会合記

十二期幹事大西基重

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.69-71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「九十二会」

808

十三期生会のクラス会

加藤隆範

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.72

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「十三期生会」

809

第十五期生会

白須純臣

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.72

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「十五期生会」

810

十七期生会全国大会の記

田中靼治郎

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.73-74

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「十七期生会全国大会」
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二十六期生関西大会

石田武夫記

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.75-77

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

812

40・41 期生会

幹事藤本、高遠、峰岸、
各期の集い
数野、久保田

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.77-78

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

813

京浜地区四〇・四一合同クラス
会

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.78

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

各期の集い

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.78

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「四十四期（予）会」

慶弔欄

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.79

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

永井精一郎（17 期）

811

814 「在京四十四期（予）会」集う
815

大坪記

栄譽

慶弔欄

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.79

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

十一期渡辺勝美

慶弔欄

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.79-81

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

十四期山本久一郎

慶弔欄

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.81-82

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

十七期浜田実秀氏未亡人より清
浜田喜代子
水幹事への来状

慶弔欄

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.82-84

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

820

第二十期後藤英雄君の葬儀に参
南郷竜音
列して

慶弔欄

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

pp.84-86

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

821

理事中原亨氏の長逝

慶弔欄

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

p.86

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

822

滬友会役員

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

823

編集後記

15

1963 年 10 月

昭和 38 年 10 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

816

哀悼

817

故三宮清十郎君

818

広川新蔵君を悼む

819

長男中原泰
未亡人中原今子

金子記

824

目次

825

主義の悲劇

副会長石川悌次郎

826

年賀状

津田静枝、植田捷雄、
守田藤之助、丸山英
三、村田四郎、松崎
茂松、加藤隆範、湯
浅之夫、橋本明兼

827

殉難経とその行者九烈士の面影 五期菊池貞二
（その三）
根津一

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.1-2

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.3-4

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.5-19

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

巻頭言

828

三十湖銅鏡展覧会開催

九期川村宗嗣

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.20-21

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

829

倭人伝について島田学兄に応え
九期村田四郎
る

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

830

東亜研修所に対する期待

清水董三

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.21-22

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

831

根津先生と鎮江山

十三期富田寿男

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.23-24

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

832

謝恩の波は米太平洋岸に達す

二十二期吉本仁

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.24-26

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

833

ブラジルより同窓会各位へ

二十一期西延太郎

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.26-35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

834

前車の轍
―呉顧問と副県庁―

二十六期石田武夫

東南西北

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.35-38

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

835

故上島清蔵氏の御篤志

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.38

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

836

講師協議会

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

本部記事

837

講演会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

838

理事監事名簿委員連合会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

474

◦ 552 ◦

奥付

目次「4041 期生会」
目次「京浜地区 4041 合同
クラス会」

目次「浜田実
秀氏未亡人より」
清水健二

昭和三十九年三
月二十日 印刷
昭和三十九年三
月二十五日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
三年町一番滬友
会内 金子昇作
印刷人 東京都
港区芝田村五丁目
十六番地 田中忠
発行所 東京都
千代田区霞ヶ関三
の四 霞山ビル
内 社団法人滬
友会 電話（581）
三九一九番 振替
口座東京七一三〇

目次「九烈士
の面影（その三）」
楠内友次郎、福原林平、鐘
崎三郎、藤崎秀、大熊鵬、猪
田正吉、高見武夫

1963 年 9 月 5 日
堀川静講演「インドネシヤ
の現况について」
1963 年 9 月 23 日

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

839

金子昇作、石川悌次
郎、清水董三、熊野
東亜研修所一週年記念式修業式
正平、原吉平、畢業
学員代表大山宏

著者名

備考

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.39-44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

840

講演会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

841

講師協議会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1963 年 10 月 15 日

1963 年 10 月 18 日

西田五郎講演「ペルーの近
况について」

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

伊藤利雄、熊野正平

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.44-50

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

九烈士七十年忌法要

財団法人霞山会副会
長近衛通隆

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

845

中山優氏講演
どうぞ飲みながら一つ…

中山優

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.51-56

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

846

名簿発送

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

847

講師協議会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1963 年 12 月 4 日

1963 年 12 月 7 日

842

理事監事会

843

講演会

844

伊藤利雄（外務省中国課）
講演「人民公社を中心として
みた中共の最近の事情」

848

常務理事会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

849

荒尾精先生墓参会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1963 年 12 月 7 日

850

講師、常務理事忘年会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「講師常務理事忘年会」
1963 年 12 月 21 日

851

東京商工会議所より講習会申し
入れ

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.57-58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

852

尚友会館増築竣工祝

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

853

講師協議会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1963 年 1 月 10 日

854

霞山会名刺交換会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1963 年 1 月 11 日

855

東亜研修所授業開始

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1 月 13 日

856

講演会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

857

滬友会名刺交換会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.58-59

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1 月 18 日

858

理事監事会

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

1 月 27 日

859

新刊紹介

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

860

中国語講習会のご案内

東京商工会議所、社
団法人滬友会（東亜
研修所）

本部記事

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

861

俳句

松本良男

詞藻

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

862

詩韻玉屑

荻花加藤隆範

詞藻

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.61-62

863

李翕・西狭頌碑

遊記山人

詞藻

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.62

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

864

去年今年

清水東翠

詞藻

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

865

歳晩歳首

石川魚紋

詞藻

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

866

句集「庶民」

野嶋島人

詞藻

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.65-66

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.67-80

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

pp.81-82

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

867

会費未納者人数
（39 年 1 月 31 日）

868

滬友会維持基金申込払込状況
（昭和 39 年 1 月 31 日現在）

869

維持基金申込並に払込報告
（昭和 39 年 1 月 31 日現在）

社団法人滬友会

870

五期生会の記

大内敬事

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

871

八期生会不参加の記

川村宗嗣

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.82-83

奥付

1 月 17 日
高田富佐雄（毎日新聞社外
信部）講演「周鴻慶氏問題と
日中関係」

高橋君平（16 期、神戸経
済大学）『漢語形体文法論』
大安

漢詩「西郊散策」、
「老少年」、
370.5:107
「初冬述懐」、
「甲辰歳旦」、
「新
Z3:Ko97:(3)
年言志」、「梅花一首」

370.5:107
Z3:Ko97:(3)
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◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.83-85

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

備考

872

九十二会の記

宮田武義
牛込流雲、植松真経、
関川三国、松川のぼ
る、高橋芳蔵、水内
三猿、浜田増人、松
原菊蔵、香原反古山
各期の集い
人、保木本利治、清
水東翠、大谷弥十郎、
関谷長宗、佐原友竹、
西岡林丘、川井万作、
佐々木拈華堂主人、
片山溶湖、遊記山人

873

十九期生全国大会の記

坂西太郎

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.85-86

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

874

阪神第廿五期生懇親会を開く

吉田和助

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.86-87

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

875

三〇期生全国大会に対する所感

三〇期生熊野茂次
追伸藤次博

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.87-88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

876

三八年九月二十三日
在京三三期生会寄書集

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

877

上海同窓会

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.89

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

878

在京四十四期（予科）生の集い 幹事大坪生

各期の集い

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.89

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

879

栄誉の永井氏

慶弔欄

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.89-90

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

880

哀悼十九氏

慶弔欄

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.90

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

881

おねがい

慶弔欄

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.90

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

882

菊池貞二著「東方先覚列伝」
（仮
副会長石川悌次郎
名）予約募集の弁

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.91-92

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

pp.92-95

「荒尾先生と根津一先生」、
370.5:107 「宗方北平先生」、
「中西正樹」、
Z3:Ko97:(3) 「森愴浪先生」、「田岡淮海先
生」、「九烈士への追慕」

おしらせ
884 「滬友会事務所を霞山ビル八階
に移転」

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

p.96

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

885

滬友会役員

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

886

編集後記

16

1964 年 3 月

昭和 39 年 3 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

883 「東方」読後感

孫宜生、佐藤義生、
島田純一、山崎武

永井精一郎（17 期）

富田寿男

金子記

滬友会維持基金について

目次「滬友会事務所移転に
ついておしらせ」

昭和三十九年九
月二十日 印刷
昭和三十九年九
月二十五日 発行
編輯兼発行人
東京都千代
田区霞ヶ関三の
四霞山ビル滬友
会内 金子昇作
印刷人 東京都
港区芝田村五丁目
十六番地 田中忠
発行所 東京都
千代田区霞ヶ関三
の四 霞山ビル
内 社団法人滬
友会 電話（581）
三九一九番 振替
口座東京七一三八
〇

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

巻頭辞

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.1-3

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

蒼茫七十年東方先覚列伝（その
五期菊池貞二
四）

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.4-30

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

「大禅堂の魅力」、「荒尾東
方斎」、
「虎渓三笑を嗤ふ」、
「宗
方北平先生」、「弁髪を組みて
別る」、
「小越平陸老」、
「明暗」

890

私の道服に就て故同窓戸倉勝人
林出賢次郎
君を偲ぶ

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.31-35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「私の道服に就て戸倉
勝人君を ぶ」

891

東亜同文書院第二十二期生戸倉
勝人氏略歴

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

892

上海の思出

四期松永千秋氏未亡
人松本志げる（六十七
才）

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.36-37

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

893

生死の瀬戸を彷徨ひて

五期丸山英三

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.37-40

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

894

身辺、渦中の老人病

八期、秋田市住川村
宗嗣

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.40-43

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

895

拝啓満鉄様

十一期渡辺勝美

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.43-46

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

887

目次

888

荒尾先生遺墨『石鹼』の寄贈を 社団法人滬友会々長
うけて
坂口幸雄

889
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◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名
根津先生と其秘書
896
（国士宇治田直義君）

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

第十三期富田寿男

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.46-49

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

897

津田静枝先生の七尾に隠棲せら
十四期山本久一郎
るるを送る会

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.49-50

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

898

中国時文学習ノート

藤野進

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

「石鹼」の額について
―荒尾東方斉と牧野虎次翁をめ 堀亮三
ぐつて―

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.51-54

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

899

備考

目次「津田先生を送る会」

900

前車の轍（二）

二十六期石田武夫

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.54-57

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

901

小竹先生との想い出

三十三期草平

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.57-60

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

902

わがはたちの日
大城立裕
◇中国で過ごした激動の時代◇

東南西北

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.60-61

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

903

講師協議会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.62

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

2 月 17 日

904

徳川家正氏一週忌法要

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.62

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

2 月 18 日

905

総持寺根津院長墓前祭

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.62

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

2 月 18 日

906

講演会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.62-63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

立見章三講演「世界の裏窓」

907

霞山ビル竣工式

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

908

東京商工会議所と共催講習会の
発会式

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

909

滬友会事務所移転

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

910

常務理事会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

3月9日

911

荒尾先生遺墨譲受け決定

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

3 月 16 日

912

外務省、滬友会、霞山会、華文
協会四者会談

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.63-64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

913

霞山会講習会小委員会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

914

名簿専門委員会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

915

霞山会教務委員会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

916

理事監事連合会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4 月 20 日

917

支部長会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4 月 25 日

918

定時総会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

4 月 25 日

919

定時総会記事

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.65-66

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

920

昭和三十八年度事業報告

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.66-67

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

921

事業関係

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.68-69

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

922

昭和三十九年度事業計画

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.69

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.70

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

社団法人滬友会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.71

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

923

昭和 38 年度決算報告書
（1）収支計算書
社団法人滬友会
自昭和 38 年 4 月 1 日至昭和 39
年 3 月 31 日

昭和 38 年度決算報告書
924 （2）貸借対照表
（昭和 39 年 3 月 31 日）

925

昭和 38 年度決算報告書
（3）昭和 38 年度一般会
計収支予算決算比較表
（自昭和 38 年 4 月 1 日至昭和
39 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.72

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

926

昭和 38 年度決算報告書
（4）維持基金勘定収支計算書
自昭和 34 年 3 月 31 日至昭和
39 年 3 月 31 日

社団法人滬友会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.73

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

927

昭和 38 年度決算報告書
（5）昭和 38 年度東
社団法人滬友会
亜研修所収支計算書
自昭和 38 年 4 月 1 日至昭和 39
年 3 月 31 日

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.74

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

奥付

『沖縄タイムス』1964 年 1
月 17 日

「定時総会出席者芳名」

477

◦ 555 ◦

◦第３章

記事名

著者名

昭和 38 年度決算報告書
928
（6）1964 年版名簿収支計算書

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.74

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

929

昭和 39 年度予算書案
自昭和 39 年 4 月 1 日至昭和 40 社団法人滬友会
年 3 月 31 日

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.75

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

930

社団法人滬友会昭和三十九年度
定時総会議事録

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.76-77

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

931

東商と共催の講習会終業式

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.77

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

932

津田先生を囲む会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.77-78

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

933

東商と共催講習会の慰労会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.78

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

934

霞山会講習会開講式

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.78

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

935

編集資料両委員連合会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.78

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

936

常務理事会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.78-79

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

937

講演会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.79

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

938

講習会小委員会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.79

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

6 月 24 日

939

理事、各期幹事連合会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.79

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

6 月 24 日

940

東亜研修所解散式

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.79-80

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

941

霞山会午餐会

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.80

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

942

根津院長筆書画寄贈せらる

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.80

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

943

維持基金払込未完了の方達へお
願い。

本部記事

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.80

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

944

佐賀支部だより

佐賀支部長島田信吾

支部だより

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.81

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「佐賀支部」

945

関西梅花忌だより

京都支部大釈春雄

支部だより

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.81-82

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「関西梅花忌」

946

名古屋支部総会の記

41 期柴田記

支部だより

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.83

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「名古屋支部」
柴田敏之

947

岡山支部

岡山支部幹事家野四
郎

支部だより

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.83-84

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

948

長崎支部

支部だより

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.84-86

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

949

坂口新会長を迎え
て有志懇談会開催
河野繁
―荒尾先生遺墨の巨額「石鹼」
の御寄贈を受けて―

支部だより

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.86-88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「有志懇談会」

950

感謝状

社団法人滬友同窓会
会長坂口幸雄

支部だより

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.87-88

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

荒尾精書寄贈への感謝状

951

滬友会和歌山支部総会

支部長山県彦
三郎、筆責原正
二期林出賢次郎、準
会員薗村喜代枝（二
期薗村楠太郎未亡
人）、九期荒井平
造、十三期塩崎満
彦、十四期千田吉
固、十八期青井乕
太郎、二十期平田
真一、二十一期山
支部だより
県彦三郎、二十二期
志磨克己、二十六期
岩橋竹二、二十八期
中島嘉一郎、三十一
期内田義雄、三十一
期岩橋誠、三十五期
橘良高、四十一期藤
谷三郎、四十二期原
正、四十二期井上和
一、四十三期大森力、
四十五期九鬼一

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.88-89

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「和歌山支部」

952

句集「霧笛」より

野鴫島人

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.90

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

953

俳句に残る旧江南の風物

清水董三

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.90

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

954

南支雑詠十句

金子伊昔紅

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.91

370.5:107
Z3:Ko97:(3)
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「定時総会懇親会出席者名」

津田静枝

6 月 18 日
加藤通夫（40 期、毎日新
聞政治部）講演「激動する朝
鮮の情勢」

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

955

胡蘭成先生に拙懐を寄す

遊記山人

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.91

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

956

俳句

山語、菅裸馬

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.91

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

957

旱天に祈る

山口啓三

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.91

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

958

示友

松崎茂松

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.92

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

959

続詩韻玉屑

萩花加藤隆範

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.92-93

960

近詠四首

栗原雨竹

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.93

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

961

ハスケル路会

山本久一郎

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.93

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

962

盛夏俳聊

二十二期石川魚紋

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.93-94

963

寮歌

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.94

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

第五期阿南鎮民作歌

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.94

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

965

天下の民の（端艇部のために） 第三期三浦義臣作歌

詞藻

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.94

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

966

二期生クラス会

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.95-96

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

967

七十四期会

七期島田好

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.96-97

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

968

七十四期会雑感

九期村田四郎

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.97-98

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

969

七十四会に参加して

十四期山本久一郎

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.98-101

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

970

ハスケル路会記

十一期植田賢一郎

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.101-102

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「ハスケル路会」

十三期加藤隆範

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.102

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「ハスケル路会」

964

嵐吹け吹け
（大旅行送迎の歌）

971

奥付

山語 2 首、菅裸馬 1 首

七言絶句

七言絶句「早春即興」、「水
仙花」、「春日遊井之頭公園」、
370.5:107
「冶春絶句」、「徂春」、「初夏
Z3:Ko97:(3)
遊善福寺公園」、「初夏小園」、
「初夏即事」

「雲の峰」、
「ダリヤ」、
「蜩」、
370.5:107
「青柿」、「雷」、「昼寝」、「蛇
Z3:Ko97:(3)
の衣」、「夏木立」、「競泳」

目次「二期生」

972

十三期生クラス会

幹事金子昇作

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.103-104

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「十三期会」

973

十四期生『めおと』会

山本久一郎

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.104

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「十四期生会」

974

第二十期生関西地区会員会合

二十期生大西秀治

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.104-105

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「二〇期会」

975

東京二十四期生たより

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.105-106

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「二四期」

976

安沢記
中崎一之、松田博、
塩原長衛、佐藤貞之、
広瀬清、金沢伍一、
新谷音二、伊藤蘇川、
土井三子雄、鶴谷忠
二十五期生卒業三十五週年全国
治、納富政彦、杉原 各期のつどい
大会
信一、安沢隆雄、鹿
野清。安達常興、加
藤次郎、吉田和助、
寺田孫次、永井憲平、
新村寛、稲川三郎、
根岸忠素、和田四郎

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.106-108

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「廿五期」

977

二十六期生全国大会のお知らせ 二十六期幹事

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.109

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「廿六期」

978

三十四期関西地区同期生会

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.109

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「卅四期」

979

第三十五期生全国大会

鈴木萬吉

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.109-110

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

目次「卅五期」

980

三〇期全国大会

中島浩

各期のつどい

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.110-111

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

981

哀悼

慶弔欄

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.112

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

982

松本一格君を哭す

十四期山本久一郎

慶弔欄

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.112-113

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

983

中山健太郎さんのご霊前に

中山優

慶弔欄

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.113-114

370.5:107
Z3:Ko97:(3)
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984

田中 治郎君の追憶

大釈春雄

慶弔欄

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.114-116

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

985

福崎峰太郎氏長逝

四十二期高橋喜種

慶弔欄

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.116

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

986

事務所移転祝品

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.116-117

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

987

災害見舞

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.117

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

988

会費払込についてのお願

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.117

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

989

東方先覚列伝（仮名）予約募集
滬友会本部
について

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.118

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

990

維持基金未納者表
S.39.8.26 現在

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

pp.119-121

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

991

一九六五年版会員名簿の発刊

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

‐

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

992

小峰書店

広告

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.122

（博陵紀棠氏）邵彬儒原編
370.5:107 魚返善雄校注『広東語小説集
Z3:Ko97:(3) （俗話傾談）』小峰書店、魚返
善雄『文学と東洋』

993

赤坂飯店

広告

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.123

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

994

予告

滬友同窓会門弟有志
（連絡先滬友会）

広告

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.123

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

995

中国語講習会

財団法人霞山会、後
援東京商工会議所

広告

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.124

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

996

霞山会館

財団法人霞山会

広告

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

p.124

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

997

滬友会役員

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

998

編集後記

17

1964 年 9 月

昭和 39 年 9 月

1/2p.

370.5:107
Z3:Ko97:(3)

999

立石善次郎、織田収

顧問野口三郎

金子記

目次

1000 副会長原吉平氏の訪中所感

社団法人滬友会副会
長石川悌次郎

蒼茫七十年東方先覚列伝（その
1001
五期菊池貞二
五）

巻頭辞

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.1-3

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

奥付

目次「東方先覚列伝予約募
集について」

目次のみ本文なし

山田謙吉第 27 回忌追悼会
告知

昭和四十年三月
二十五日 印刷
昭和四十年三
月三十日 発行
編輯兼発行人
東京都千代
田区霞ヶ関三の
四霞山ビル滬友
会内 金子昇作
印刷人 東
京都港区芝田
村五丁目十六
番地 田中忠
発行所 東京
都千代田区霞ヶ
関三の四 霞山
ビル内 社団法
人滬友会 電話
（581）三九一九
番 振替口座東
京七一三八〇

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.4-30

「山田良政と孫文」、「筆陣
の雄鳥居素川」、「苦労人佐藤
370.5:107 助骨」、「英姿颯爽たる桐野」、
Z3:Ko97:(4) 「袁世凱に止を刺した人」、
「辺
見勇彦」、
「安河内弘四段」、
「布
施知足先生」、
「田鍋安之助翁」

1002 老衰と僕の健康法

六期清水考悌（旧姓
吉見）

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.31-34

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1003 漢字漫談

第八期生木下秀教

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.34-38

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1004 三菱よ糞食うな

十一期渡辺勝美

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.38-41

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1005 名古屋学院大学について

久重福三郎

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1006 中国に関する限り同窓あり

17 期安良城盛雄

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.42-44

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1007 碌々録

鉄門関

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.44-45

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1008 原さん万歳

二〇期伊藤与次

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.45-46

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1009 中国開眼

廿二期山本紀綱

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.46-48

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1010 回鑾訓民頌のこと

廿三期阿部信治

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.48-49

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1011 前者の轍（三）

二十六期石田武夫

東南西北

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.49-54

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

480
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目次「前者の轍（その三）」

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.54

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1014 霞山会午餐会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1964 年 8 月 5 日

1015 講演会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

佐々木更三講演「訪中所感」

1964 年 8 月 13 日

1964 年 8 月 24 日

1012 年賀状

1013

炎彬先生見舞い

1016 文化委員会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1017 七十四会打合せ会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1018 石鹼額到着

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1019 霞山会午餐会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1020 津田静枝氏へ見舞電

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.55-56

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1021 津田静枝氏死去

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1022 津田静枝氏葬儀の打合せ

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1023 津田氏葬儀

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1024 滬友誌発送

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1025 根津院長真筆額掲揚

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1026 牧野操・塚本助太郎両氏来会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.56-57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1028 副島清高氏より寄附金受納

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1029 山田岳陽先生ご遺族来会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1030 山田岳陽・厚両先生法要

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1031 十一期生大会々員来会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1027

理事・監事・幹事・名簿委員連
合会

1032

炎彬先生死去

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1033

炎彬先生葬儀

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1034 講演会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1035 荒尾先生法要

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1036 滬友会年末御用納め

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1037 新年名刺交換会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1038 原吉平氏講演会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1039 根岸佶先生往訪

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.58-59

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1041 京都支部へ第一回送金

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1042 霞山会午餐会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1043 苗剣秋先生講演会

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1044 山洲忌・根津院長墓前祭

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1045

本部記事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1040

理事・監事・幹事・名簿委員連
合会

炎彬先生百日祭法要

奥付

滬友会宛年賀状返礼

1964 年 9 月 2 日

1964 年 10 月 17 日

池田正之輔講演「東欧共産
圏諸国の旅より帰りて」

根岸佶（特別会員、元東亜
同文書院教授、元東亜同文会
理事、一橋大学名誉教授）
1 月 30 日

2月6日
田尻愛義講演「ナショナリ
ズムと日中外交」

481

◦ 559 ◦

◦第３章

記事名

著者名

1046 成田努氏よりテレビを寄贈さる

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し
本部記事

号

西暦

元号

頁

請求番号

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1047 友人の話

山崎一毅

1048 新禧

守田藤之助

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1049 賀春

市川信也

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1050 私の和歌

丸山英三

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.61-62

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1051 新年言志

村田四郎

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.62

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1052 同学五十年記念大会二首

松崎幽経

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

山田一穂子
（故山田修
作氏の雅号）
小野湖山

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1054 春の句

清水董三
東翠、繁子

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.63-64

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1055 漢詩四首

加藤隆範

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1056 此頃の詩囊から

十四期山本久一郎

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.64-65

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1057 野火六句

二十二期石川魚紋

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1058 鬼怒川遊草

遊記山人

詞藻

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1053 授賞之慶

1059

山田明氏のご芳志と伊藤利雄氏
の篤志

1060 五期生会と根岸先生を囲む会

大内敬事

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.67

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1061 知り尽くした友

七期宮崎彦一郎

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.68

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1062

九州各支部連合会長島田氏より
島田信吾
の来信

支部だより

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.69

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1063

中国のわが子から佐賀市の真島
朝日新聞
さん再会を心待ちに

支部だより

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.69-70

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1064 〔松野谷夫宛書信〕

島田信吾

支部だより

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.70-71

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1065 岡山支部だより

幹事家野四郎

支部だより

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.71

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

二十二期湯浅之夫
（三六）松野稔、（〃）
土手年松、（三六）井
唯信彦、（三〇）林十
平、
（一九）和田平市、
（二九）寿岡良、
（三四）
支部だより
西本一雄、（〃）山本
桓、
（四〇）秋山征士、
（〃）渡辺卓夫、
（四二）
大坂雄治、（四二）井
出税、
（〃）原田繁貴、
（三八）山根良男

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.72-73

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

支部だより

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.73-74

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

湯浅之夫手記
（三四）山本桓、
（二九）
寿岡良、（三〇）林
十平、（三六）井唯
信彦、（四〇）秋山
征士、（三四）松林
清三、（三四）西本
支部だより
一男、（三二）雨宮
治良、（三八）山根良
男、
（二二）湯浅之夫、
（二九）山本清次郎、
（四二）原田繁貴、
（〃）
井出税、（〃）大坂雄
治

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.74-76

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.76-77

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.77

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1066 広島支部便り

1067 昭和三九年度便り前文

1068 広島支部動静便り

1069 北九州支部総会

諸永記

1070 はげに悪人なし

畑生国彦

支部だより

482
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備考

七言絶句「牽牛花」、「秋海
棠」、「対中秋無月言志」、「古
重陽賞菊」

『日本経済新聞』1965 年
1 月 26 日「交友抄」転載
宮崎彦一郎（丸紅飯田相談
役）

『朝日新聞』記事転載
真島次郎長男茂樹の実情調
査依頼

諸永光雄（37 期）

奥付
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

号

西暦

頁

請求番号

昭和 40 年 3 月

pp.78-80

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.80-81

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.81-82

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

各期つどい

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.82-84

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

「ハスケル」路会入会と
1071
母校再建

五期丸山英三

各期つどい

18

1965 年 3 月

1072 久喜会臨時有志会の記

九期幹事佐原誠

各期つどい

18

1073 在京十期の会

石川、石原、高橋、
中村、永井、植松、
関川

各期つどい

1074 第十一期生卒五十周年記念大会 文責片山、佐々木

元号

1075 第十三期生全国大会の記

幹事金子昇作
栗原雨竹、松崎幽径

各期つどい

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.84-88

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1076 十九期東京クラス会

幹事坂西記

各期つどい

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.88-89

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1077 廿二期生

幹事川勝栄

各期つどい

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.89-91

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1078 京浜二十三期生会

幹事野見山栄

各期つどい

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.91-92

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1079 二十年ぶりの顔・顔

在京四十四期生会
高橋重夫

各期のつどい

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.92-93

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

十八期藤野生誌

各期のつどい

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.93

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.94

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1080

竹之内安己氏著
『世界人名中国語辞典』

1081 栄誉

備考

竹之内安己（21 期、鹿児
島大学、鹿児島経済大学）

1082

三輪範義

慶弔欄

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.94

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

藍綬褒章授与祝賀への礼状
三輪範義（16 期）

1083

関口嘉重

慶弔欄

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.94

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

紺綬褒章授与祝賀への礼状
関口嘉重（11 期）

1084

香川英史

慶弔欄

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.94-95

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

藍綬褒章授与祝賀への礼状
香川英史（24 期）

慶弔欄

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.95

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.95-96

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.96-97

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1085 哀悼

1086

副島高市氏のご最後（令息副島
副島清高
清高氏（33）よりの来状）

1087 弔辞

書院同期生坂義雄

1088 特別会員津田静枝氏長逝

金子記

津田先生
を偲ぶ

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.98

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1089 津田静枝氏と私

四十二期大山茂

津田先生
を偲ぶ

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.99-105

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

津田先生
を偲ぶ

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.105-107

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1090

津田先生の和歌など
田島泰平
どぶの歌十首（昭和二十年旧作）

1091 和津田先生之濁酒歌

幽径山人

津田先生
を偲ぶ

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.107

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1092 挽津田静枝中将

山本久一郎

津田先生
を偲ぶ

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.107

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

高谷記

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.108-112

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1094 七律「登岱」

山田岳陽
原田稔記す

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.112-113

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1095

遠藤秀造

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.113-114

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.114

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

岩田冷鉄

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.114-117

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

後学十八期藤野進

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.117

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1099 山田岳陽先生法要に列し

二三期吉田得美

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.118

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1100 山田先生を偲ぶ

廿五期永井憲平

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.118-119

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1101 師の風を望む

卅三期玉置草平

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.119

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1102 祭文

清水董三

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.119-120

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1103 山田厚君弔辞

文学博士塩谷温

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.120-124

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

追憶山田謙吉
厚両先生

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.125

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1093

山田岳陽先生及令厚先生
追悼法要の記

1096 山田岳陽先生墓碑建立の件

1097 岳陽先生父子のこと

1098

雲行雨施
―明師山田先生を想う―

1104 岳陽先生令嬢原田尚子夫人挨拶 遺族代表原田尚子

奥付

「山田両先生法要出席者芳
名」

山田岳陽「登
岱」に関して
遠藤秀造（19 期）

483

◦ 561 ◦

◦第３章

記事名
1105 厚未亡人山田道子さん挨拶

1106

山田ご遺族より参会者に
寄せられた礼状

1107 弔 炎彬先生文

1108

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

頁

請求番号

昭和 40 年 3 月

pp.125-126

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.126

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

pp.126-127

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

p.128

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

1/3p.

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

1/3p.

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

昭和 40 年 3 月

1/3p.

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

18

1965 年 3 月

山田岳陽石城遺族
一同

追憶山田謙吉
厚両先生

18

欧陽可亮

追憶山田謙吉
厚両先生

社団法人滬友会会長
坂口幸雄

1110 お願い

1111 編集後記

西暦

道子

山田岳陽先生墓碑建立資金募集 山田岳陽先生建碑
の件
募金世話人一同

1109 定時総会のご案内

号

追憶山田謙吉
厚両先生

金子記

1112 目次

元号

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

巻頭言

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.1-3

Z3:Ko97:(4)

五期菊池貞二

東南西北

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.4-12

Z3:Ko97:(4)

二十一期村上弘之

東南西北

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.12

Z3:Ko97:(4)

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.13

Z3:Ko97:(4)

1117 坂口会長

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.13

Z3:Ko97:(4)

1118 卅九年度決算報告

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.13

Z3:Ko97:(4)

1119 監査報告

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.13

Z3:Ko97:(4)

1120 昭和四〇年度事業計画

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.13

Z3:Ko97:(4)

1121 昭和四〇年度予算

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.13

Z3:Ko97:(4)

1122 立脇理事発言

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.14

Z3:Ko97:(4)

1123 丸山会員（五期）発言

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.14

Z3:Ko97:(4)

1124 小山正延会員（廿四期）発言

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.14

Z3:Ko97:(4)

1125 役員の改選

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.14

Z3:Ko97:(4)

1126 事務所移転の件

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.14

Z3:Ko97:(4)

1127 新会長石川悌次郎氏挨拶

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.15

Z3:Ko97:(4)

1128 多門登新副会長挨拶

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.15

Z3:Ko97:(4)

1129 坂口幸雄前会長辞任の挨拶

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.15

Z3:Ko97:(4)

1113 水の低きに就くが如く

1114

蒼茫七十年東方先覚列伝
（その六）

1115 偶感

1116 金子常務理事

社団法人滬友会々長
石川悌次郎

484

◦ 562 ◦

備考

奥付

1965 年版会員名簿送付手
続きについて

昭和四十年十一
月二十日 印刷
昭和四十年
十一月二十五
日 発行
編輯兼発行人
東京都千代
田区霞ヶ関三の
四霞山ビル滬友
会内 金子昇作
印刷人 東京
都港区西新橋
二丁目一三の
四 （株）七洋
社 熊谷久夫
発行所 東京
都千代田区霞ヶ
関三の四 霞山
ビル内 社団法
人滬友会 電話
（581）三九一九
番 振替口座東
京七一三八〇

「山洲先生の魅力」、「吃茶
去」、「粛親王の都落ち」、「ペ
テグリーと毛並」、「西田鳴渓
先生」

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

華日辞典刊行について愛知大学
1130
鈴木択郎教授（十五期）説明

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

本部記事
昭和四〇年
定時総会記録

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.15

Z3:Ko97:(4)

昭和 39 年度決算報告書
（1）収支計算書
自昭和 39 年 4 月 1 日
至昭和 40 年 3 月 31 日

社団法人滬友会

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.16

Z3:Ko97:(4)

昭和 39 年度決算報告書
1132 （2）貸借対照表
（昭和 40 年 3 月 31 日現在）

社団法人滬友会

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.17

Z3:Ko97:(4)

昭和 39 年度決算報告書
（3）昭和 39 年度一般会
1133 計収支予算・決算比較表
（自昭和 39 年 4 月 1 日
至昭和 40 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.18

Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.19

Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.20

Z3:Ko97:(4)

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.20

Z3:Ko97:(4)

1131

1134

昭和 39 年度決算報告書
（4）維持基金勘定収支計算書
自昭和 34 年 3 月 31 日
至昭和 40 年 3 月 31 日

昭和 39 年度決算報告書
（5）昭和 39 年度東
1135 亜研修所収支計算書
自昭和 39 年 4 月 1 日
至昭和 40 年 3 月 31 日
昭和 39 年度決算報告書
1136 （6）1965 年版名簿収支計算書
（昭和 40 年 3 月 31 日）
昭和 39 年度決算報告書
（7）根津・荒尾両先生
1137
墓地永代供養収支計算書
（昭和 40 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.21

Z3:Ko97:(4)

昭和 40 年度予算書案
1138 自昭和 40 年 4 月 1 日
至昭和 41 年 3 月 31 日

社団法人滬友会

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.22

Z3:Ko97:(4)

本部記事

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.23-24

Z3:Ko97:(4)

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.24

Z3:Ko97:(4)

1139 新任理事・監事初顔合わせ会
1140 現地で感じた中ソ論争

新井宝雄氏の十一月
四日の講演から、文
責在記者

七月三十日与牧野学兄相倶能登
1141 半島一周遊覧之後登七尾城山作 幽径山人
之

詞藻

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.25

Z3:Ko97:(4)

1142 漢詩四首

加藤隆範

詞藻

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.25

Z3:Ko97:(4)

1143 新涼七句

二十二期石川魚紋

詞藻

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.25-26

Z3:Ko97:(4)

1144 虫の声

清水東翠

詞藻

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.26

Z3:Ko97:(4)

1145 偶成

十三期幽徑松崎茂松

詞藻

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.26

Z3:Ko97:(4)

1146 小竹先生の正月命日に

三十三期玉置夢竹

詞藻

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.26

Z3:Ko97:(4)

1147 福井支部だより

福井支部長片山徳行

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.27

Z3:Ko97:(4)

1148 九州各支部長への出状

九州各県支部連合会
長島田信吾

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.27-28

Z3:Ko97:(4)

1149 九州支部連合会大会

九州各県支部連合会
長島田信吾

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.28-29

Z3:Ko97:(4)

1150 長崎支部大江幹事より

幹事大江廣、幹事藤
原孝夫

1151 長崎支部だより
1152

長崎支部春季総会並びに
西木戸君送別会

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.30

Z3:Ko97:(4)

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.30

Z3:Ko97:(4)

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.30-31

Z3:Ko97:(4)

1153 九州支部大会の記

島田記

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.31-33

Z3:Ko97:(4)

1154 関西梅花忌だより

京都支部大釈春雄

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.33-34

Z3:Ko97:(4)

1155 長野支部だより

支部長上條立喜

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.35-36

Z3:Ko97:(4)

1156 故郷の道

山本紀綱

1157 滬友会大阪支部総会
1158 恩師根岸先生訪問期（二期生会）二期幹事山口啓三

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.36

Z3:Ko97:(4)

支部だより

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.37

Z3:Ko97:(4)

各期のつどい

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.38-39

Z3:Ko97:(4)

1159 誌上八期生会

八期川村宗嗣
芳賀金六、米内山庸
夫、有馬駟馬、木下
秀教、厚味繁次、小 各期のつどい
笠原俊三、岩井光次
郎、高井恒則、高森芳、
石川道弘、功力寅次

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.39-44

Z3:Ko97:(4)

1160 久寿会北陸大会の記

福井にて十一
期片山徳行
片山溶湖、立脇山語、
各期のつどい
山本無風、塚原晋峯、
村田草臥、清水東翠、
西岡清市

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.45-46

Z3:Ko97:(4)

1161 九十四回北陸大会

十四期山本久一郎
立脇山語

各期のつどい

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.46-48

Z3:Ko97:(4)

1162 十九期生第三回全国大会

坂西記

各期のつどい

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.48-49

Z3:Ko97:(4)

備考

奥付

七言絶句 1 首、七言律詩 1

首

七言絶句 4 首「看井頭桜
花」、
「緑陰談詩」、
「竹軒午睡」、
「初夏偶得」

七言絶句 2 首

485

◦ 563 ◦

◦第３章

記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

大西秀治、白土方津
子、青山義親、伊藤
与次、山田正孝、清
水暢、伊藤正男、虫
明猛、金山芳雄、井
上志邁、坂本一郎、
各期のつどい
熊谷嘉猷、石黒文彦、
平田真一、松尾狂山
人、高谷大二郎、黒
岩喜代太、下農裕策、
江野弘士、海津力衛、
小高浩、松尾隆一郎

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.49-53

Z3:Ko97:(4)

1164 欠席者のたより

村田伊三郎、鈴木輝
之、中村正文、後藤
芳子、吉田可知、竹
之内安己、田井中棄
三、毛呂正敦

各期のつどい

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.53-55

Z3:Ko97:(4)

1165 二十三期生佐渡大会の記

野見山記

各期のつどい

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.55-56

Z3:Ko97:(4)

1166 廿四期生全国大会たより

幹事松田
大谷先生、久留景三、
和多田介英、内田正
喜、山本治、福井直、
原口輝雄、佐久間軍
治郎、岡一弘、林清一、
矢野一郎、塩原長衛、
各期のつどい
下原盛義、斉藤久永、
田中香苗、小山正延、
芥川正夫、堅山利徳、
讃井俊雄、松代安隆、
柴田栄、岡部俊雄、
湯口重寿、尾野四郎、
藤田良次

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.56-57

Z3:Ko97:(4)

1167 二十六期全国大会記事

文責石田
簿記の先生穂積、梶
原、永島、勲（三宅）、
石田、大久保英久、
中島、宮野、米倉、 各期のつどい
幸人（松井）、呉、寺
崎、法林、伊藤、田中、
中尾、二川薫、大工
原

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.57-61

Z3:Ko97:(4)

1168 北斗会便り

廿九期生会幹事乾
中山高、田子義夫、
岡田卓穂、朝長桃水、
辻平八郎、最上二郎
寿岡良、森小八郎、
高根一顕、永井博未
亡人、枝村栄彦、高
須賀恒重、百々増次
郎、田実巖、藤原孝 各期のつどい
夫、山本清次郎、吉
岡常利、金子曜太郎、
村井芳衛、中西信市、
内海忠勝、桑島信一、
平松久敬、下林千幸、
滝野貞明、与田保二、
石川繁二、田口実、
高木恭助、田中政治

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.62-65

Z3:Ko97:(4)

1169 滬友三六期生全国大会

土井記

各期のつどい

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.65-66

Z3:Ko97:(4)

1170 哀悼

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.67

Z3:Ko97:(4)

故日高長治郎先輩の遺志による
1171
寄附金

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.67

Z3:Ko97:(4)

1172 御略歴

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.68

Z3:Ko97:(4)

1163

金声会（第二十期生）
第二回全国大会だより

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

備考

日高長治郎（4 期）
七言絶句 2 首、七言律詩 1

1173 追悼同学里見甫君急逝

幽径松崎茂松

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.68

Z3:Ko97:(4)

1174 悼里見甫君

加藤隆範

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.68

Z3:Ko97:(4)

七言絶句 1 首

1175 挽里見甫君

十四期山本久一郎

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.68

Z3:Ko97:(4)

七言絶句 1 首、和歌 1 首

1176 弔詞

上海東亜同文書院
第十八期卒業生代表
岩井英一

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

pp.68-70

Z3:Ko97:(4)

戸根木長之介

1177

細萱元四郎、斉藤洲
臣

慶弔欄

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.71

Z3:Ko97:(4)

先生のご遺骨大陸に還へる

1178 滬友囲碁会成田杯争奪戦の記

富岡記

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.72

Z3:Ko97:(4)

1179 新刊紹介

堀亮三（二十二期）

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.72

Z3:Ko97:(4)

『久重福三郎先生坂本一郎先生
1180 還暦記念中国研究―経済・文学・
語学―』

書評

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.73

Z3:Ko97:(4)

1181 『熱河宣教の記録』

書評

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.73

Z3:Ko97:(4)

486

◦ 564 ◦

首

目次「 先生のご遺骨大陸
に還る」

飯沼二郎編『熱河宣教の記
録』未来社

『朝日新聞』1965 年 7 月 13
日、『キリスト新聞』1965 年
6 月 19 日、『毎日新聞』1965
年 6 月 19 日、『週刊朝日』
1965 年 7 月 16 日掲載文転載

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名
1182 満州での恩義

著者名

見出し

鴛淵一

1183 編集後記

1184 目次

1185

柱に膠せず琴を弾ず―そんな心 滬友会会長石川悌次
持ちで中国視察団を―
郎

1186

蒼茫七十年東方先覚列伝（その
五期菊池貞二
七）

1187 前車の轍（四）
1188 華満蒙紀行の回想
1189

二十六期石田達系雄
〔石田武夫〕
二十九期樫山弘

東亜同文書院の長崎開校につい
二十期木村種三郎
て

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考
『日本経済新聞』1965 年 3
月 6 日掲載「交遊抄」転載

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

p.74

Z3:Ko97:(4)

19

1965 年 11 月

昭和 40 年 11 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

巻頭言

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.1-3

Z3:Ko97:(4)

東南西北

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.4-13

Z3:Ko97:(4)

東南西北

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.12-14

Z3:Ko97:(4)

東南西北

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.15

Z3:Ko97:(4)

東南西北

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.15-16

Z3:Ko97:(4)

1190 文字漫談（二）

八期木下秀雄

東南西北

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.16-17

Z3:Ko97:(4)

1191 私の思い出

十三期藤田稠夫

東南西北

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.17-18

Z3:Ko97:(4)

1192 文化整風の背後にあるもの

四十四期江頭数馬

東南西北

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.19-22

Z3:Ko97:(4)

1193 葉桜、蛇、草笛、短夜

清水東翠、石川魚紋、
山本比老、多門登登
崗

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.22

Z3:Ko97:(4)

昭和四十一年六月
二十三日 印刷
昭和四十一年六月
二十八日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
霞ヶ関三の四（霞
山ビル滬友会
内） 加藤倖四郎
印刷人 東京
都中央区日本
橋箱崎町四の
九 佐々木信親
発行所 東京都
千代田区霞ヶ関三
の四 霞山ビル内
社団法人滬友会
電話（五八一）
三九一九番
振替口座東京
七一三八〇

「森滄浪先生」、「佐原篤介
翁」、「田岡淮海先生」

目次「私の思出」
目次「中国『文化整風』の
背後にあるもの」
俳句 16 句

1194 滬友会定時総会議事録

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.23-25

Z3:Ko97:(4)

目次「昭和四一年定時総会
議事録」

1195 昭和四〇年度事業報告

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.25-26

Z3:Ko97:(4)

本文「昭和四十五年度事業
報告」

1196 昭和四十年度事業計画

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.26-27

Z3:Ko97:(4)

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.27

Z3:Ko97:(4)

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.28

Z3:Ko97:(4)

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.29

Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.30

Z3:Ko97:(4)

財団法人滬友会

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.31

Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.32

Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.32

Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.33

Z3:Ko97:(4)

1197 院歌

大村欣一教授作歌

昭和 40 年度決算報告
（1）収支計算書
社団法人滬友会
1198
自昭和 40 年 4 月 1 日至昭和 41
年 3 月 31 日
昭和 40 年度決算報告
1199 （2）貸借対照表
（昭和 41 年 3 月 31 日現在）
昭和 40 年度決算報告
（3）昭和 40 年度一般会
1200 計収支予算決算比較表
（自昭和 40 年 4 月 1 日至昭和
41 年 3 月 31 日）
昭和 40 年度決算報告
（4）維持基金勘定収支計算書
1201
自昭和 34 年 3 月 31 日至昭和
41 年 3 月 31 日
昭和 40 年度決算報告
（5）諸預り金収支内訳
1202
（昭和 41 年 3 月 31 日現在）
（A)1966 年度版名簿収支
昭和 40 年度決算報告
（5）諸預り金収支内訳
1203 （昭和 41 年 3 月 31 日現在）
（B) 根津・荒尾先生墓地永代供
養収支
昭和 40 年度決算報告
（6）諸預り金収支内訳
1204 昭和 41 年 3 月 31 日現在
（c）山田岳陽・石城先生墓碑建
立金収支
昭和 41 年度予算案
1205 自昭和 41 年 4 月 1 日至昭和 42
年 3 月 31 日

社団法人滬友会

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.34

Z3:Ko97:(4)

1206 母校再建の線に沿うて

滬友会本部事務局長
加藤倖四郎

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.35

Z3:Ko97:(4)

1207 通商産業大臣三木武夫殿

社団法人滬友同窓会
会長石川悌次郎

本部記事

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.35-37

Z3:Ko97:(4)

1208 葛桜

清水東翠、石川魚紋、
山本比老、多門登登
崗

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.37

Z3:Ko97:(4)

1209 桃李の吹雪（大正十一年）

第二十期生園田次郎

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.37

Z3:Ko97:(4)

1210 上海人材北京吃広東菜

高田記

支部だより
《滬友》
同窓会報告

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.38

Z3:Ko97:(4)

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.38-39

Z3:Ko97:(4)

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.39

Z3:Ko97:(4)

1211 在広州同窓会
1212 長崎支部だより

長崎支部幹事本村弥
佐一、〃上野善臣

奥付

目次「昭和四〇年度決算報
告」

通商産業省原案貿易大学設
立を東亜同文書院後継校とす
ることについての陳情文
俳句 4 句

高田富佐雄（41 期、毎日
新聞社）

487

◦ 565 ◦
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記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

幹事本村弥佐一

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.40

Z3:Ko97:(4)

1214 熊本支部だより

文責田辺

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.40-41

Z3:Ko97:(4)

1215 仙台支部

上条記
四十一期菅野俊作、
二十三期佐藤彦次、
十九期安藤正忠、
四十一期小松康宏、
四十四期中山作四郎、 支部だより
四十四期（専）高橋
清孝、四十四期添田
秀夫、野崎（野崎俊
平夫人）、三十五期吉
田哲郎

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.41-42

Z3:Ko97:(4)

1216 梅花忌だより

京都支部大釈春雄

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.42-43

Z3:Ko97:(4)

1217 名古屋支部総会

幹事柴田記

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.43-44

Z3:Ko97:(4)

1218 神戸支部だより

四十一期鈴木正義
二十期坂本一郎

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.44-46

Z3:Ko97:(4)

1219 滬友栃木県人会

幹事金子昇作

支部だより

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.46

Z3:Ko97:(4)

1220 二期生会

山口記

1213 長崎支部梅花忌の集い

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

1221 五期生全国会の記
1222 五期生新年会

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.47

Z3:Ko97:(4)

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.47-48

Z3:Ko97:(4)

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.48

Z3:Ko97:(4)

1223 七期生誌上級会（ABC 順）

冨士木鷹二、本城清
規、柿原愛二、升巴
倉吉、宮崎彦一郎、
丹生亮、佐藤良文、
佐山誠治、島田菊太
郎、島田好、上野倫

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.49-52

Z3:Ko97:(4)

1224 十二期生会の記

幹事宮田武義

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.52-53

Z3:Ko97:(4)

1225 十三期生クラス会

幹事金子昇作

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.53-54

Z3:Ko97:(4)

1226 久寿会

十四期山本久一郎

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.54-56

Z3:Ko97:(4)

1227 在京四十期生会

幹事深水、藤森

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.57

Z3:Ko97:(4)

1228 在京四十期生会の集い

守田

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.57-58

Z3:Ko97:(4)

各期のつどい

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.58

Z3:Ko97:(4)

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.58

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.59

Z3:Ko97:(4)

1229 四十三期東京忘年会
1230 嵐吹け吹け

大旅行の歌

第五期生阿南鎮氏

1231 祝清水董三先生受勲

十四期山本久一郎

1232 祝立脇耕一君受勲

十四期山本久一郎

1233 哀悼
1234

高橋芳蔵大人のみまかりぬるを
十四期山本久一郎
悼みて詠める

1235 悼石川宮次君急逝

十三期加藤隆範

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.59

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.59

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.59-60

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.60

Z3:Ko97:(4)

1236 挽石川宮次君

十四期山本久一郎

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.61

Z3:Ko97:(4)

1237 藤田稠夫を悼む（13）

福井支部長片山徳行

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.61-62

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.62

Z3:Ko97:(4)

第十六期生大矢信彦

慶弔欄

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.62

Z3:Ko97:(4)

雑報

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.63-64

Z3:Ko97:(4)

雑報

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.64-65

Z3:Ko97:(4)

雑報

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.65

Z3:Ko97:(4)

1238 富士山上空に空中分解
1239 長江の水（大正六年）
1240

山田岳陽先生父子墓碑開眼式典
高谷記
挙行

1241 山田先生墓碑開眼式参会者芳名
1242 〔高谷大二郎宛書信〕

山田道子

1243 〔金子昇作宛書信〕

原田尚子

雑報

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.65

Z3:Ko97:(4)

1244 恩師根岸佶先生を囲んで

大内記

雑報

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

pp.65-66

Z3:Ko97:(4)

1245 書院精神

二十期坂本一郎

雑報

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.66

Z3:Ko97:(4)

送春、閑居、金子前事務局長に
1246 ついての石川悌次郎氏の手紙に 十三期松崎茂松
対する書翰

雑報

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.66

Z3:Ko97:(4)

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.67

Z3:Ko97:(4)

1247

お知らせ
―証明書の発行について―

1248 滬友囲碁会春季大会報告

幹事富岡記

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.67

Z3:Ko97:(4)

新井宝雄『中国の素顔』毎日新
1249
江間数馬記
聞社

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

p.68

Z3:Ko97:(4)

1250 編集後記

20

1966 年 6 月

昭和 41 年 6 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

井沢
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備考

田辺寛三郎（42 期）

「昭和 40 年度清算報告（昭
41.3.31）昭 40.1- 昭 41.3」

守田忠夫

本文「祝立脇耕一若受勲」

本文「挽石川宮沢君」

増田末一旧姓小西（36 期）

高谷大二郎

七言絶句 3 首
学校法人愛知大学学長本間
喜一による東亜同文書院在学
卒業証明事務委託願いと、外
務省の許可文書

新井宝雄（37 期、枚に私信
分初代北京支局長）

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

著者名

見出し

1251 目次

号

西暦

元号

頁

請求番号

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

巻頭言

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.1-4

Z3:Ko97:(4)

1252 巨象の病い篤くして

滬友会会長石川悌次
郎

1253 満洲国揺籃当時の思い出

二期石崎広治郎

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.5-6

Z3:Ko97:(4)

1254 上西園の思出

十一期渡辺勝美

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.6-7

Z3:Ko97:(4)

1255 指田平陸君の歓送迎会に臨みて 十四期山本久一郎

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.8

Z3:Ko97:(4)

1256 一億総無学

二十一期水田二輔

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.8-9

Z3:Ko97:(4)

1257 中国人の知性

二十二期山本紀綱

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.10-11

Z3:Ko97:(4)

1258 広島と長崎と

二十二期湯浅之夫

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.11-12

Z3:Ko97:(4)

1259 ベトナム旅行と同感

二十三期松崎雄二郎

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.12-16

Z3:Ko97:(4)

1260 封神演義の翻訳を終えて

二十六期木嶋清道

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.16-21

Z3:Ko97:(4)

1261 湖南の甘薯と醤豆腐

三十三期玉置新

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.22-24

Z3:Ko97:(4)

1262 年頭偶感

十六期桑原五郎

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.24-25

Z3:Ko97:(4)

1263 毛沢東の思想と哲学

K.I

東南西北

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.25-28

Z3:Ko97:(4)

1264 滬友会定款について

本部記事

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.29

Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会定款
昭和四十一年十月

本部記事

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.29-31

Z3:Ko97:(4)

本部記事

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.31

Z3:Ko97:(4)

本部記事

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.32-33

Z3:Ko97:(4)

1265

1266 日本寮歌祭について
1267 日本寮歌祭の沿革

日本寮歌祭委員長
神津康雄

1268 在韓国同窓生からの便り

四十一期王恆拝

1269 事務局便り
1270 長崎支部便り

1271 広島支部便り

長崎支部幹事
木村弥佐一
浜田増人（10）、和田
平市（19）、湯浅之夫
（22）、三宅勲（26）、
横田芳郎（28）、林
十平（30）、西本一雄
（34）
、
鴉田藤太郎
（35）
、
橘良高（35）、山口勝
之（36）、松野稔（36）、
山根良男（38）

本部記事

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.34

Z3:Ko97:(4)

本部記事

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.34

Z3:Ko97:(4)

支部便り

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.35

Z3:Ko97:(4)

支部便り

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.35-36

Z3:Ko97:(4)

1272 政治と経済

編輯子

支部便り

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.36

Z3:Ko97:(4)

1273 呉支部の近况

滬友同窓会呉支部幹
事三十七期大森肆彦

支部便り

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.36-37

Z3:Ko97:(4)

1274 和歌山支部総会

支部長山県彦三
郎（文責原正）
二期林出賢次郎、九
期荒井平造、十三期
潮崎満彦、十八期青
井乕太郎、二十期平
田真一、二十一期山
県彦三郎、廿二期志
磨克己、二十六期岩
橋竹二、二十八期中
島嘉一郎、三十一期
岩橋誠、三十二期岡
田朝雄、三十八期岡
本繁男、四十二期原
正、四十二期井上和
一、四十五期九鬼一

支部便り

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.37-38

Z3:Ko97:(4)

1275 神戸支部便り

神戸滬友会幹事
鈴木正義

支部便り

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.38-39

Z3:Ko97:(4)

1276 大阪支部便り

山崎一毅

1277 二期生クラス会の記

山口記

支部便り

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.39

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.40-41

Z3:Ko97:(4)

備考

奥付
昭和四十一年
十二月一日 印刷
昭和四十一年
十二月五日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
霞ヶ関三の四（霞
山ビル滬友会
内） 加藤倖四郎
印刷人 東京
都中央区日本
橋箱崎町四の
九 佐々木信親
発行所 東京都
千代田区霞ヶ関三
の四 霞山ビル内
社団法人滬友会
電話（五八一）
三九一九番 振替
口座東京七一三八
〇

木村弥佐一（34 期）
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◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

有井勲七、石原栄次
郎、石田四郎、門多
義道、片山徳行、北
田宗治郎、湖南多美
也、牧野武樹、成田努、
大島勇、佐々木微笑、
十一期生の近况便り
志村悦郎、鈴木信雄、 各期の集い
1278
昭和四十一年七月「杜青」より
鈴木四郎、関口嘉重、
津秋寿吉、富岡末雄、
上野太忠、植田賢次
郎、内助七、渡辺勝美、
保木本利治、青木錦、
坂上武史
1279 十三期生クラス会の記

幹事金子昇作
加藤萩花、遊記山人

号

西暦

元号

頁

請求番号

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.41-45

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.45-46

Z3:Ko97:(4)

第十四期生卒業五十周年記念大
1280
山本久一郎
会

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.46-49

Z3:Ko97:(4)

1281 在京十九期生秩父一泊旅行会

坂西記

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.49-50

Z3:Ko97:(4)

1282 二十一期生の全国大会

二十一期生会幹事和
田記

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.50-51

Z3:Ko97:(4)

1283 22 期生第三回全国大会記

二十二期小佐厚之
二十二期湯浅芳仙（之
夫）

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.51-53

Z3:Ko97:(4)

1284 第二十二期生全国大会に参加

広島湯浅芳仙

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.53-55

Z3:Ko97:(4)

1285 二十四期生第三回全国大会

松田記
山田、篠地、平の、
湯口、佐久間、馬淵、
各期の集い
林、梶村、香川、原
口、斉藤、門馬、井上、
小山、有吉

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.55-56

Z3:Ko97:(4)

1286 二十六期生会の記

田中記

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.56-58

Z3:Ko97:(4)

1287 北斗会便り

二十九期幹事乾次郎

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.58-59

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.59-60

Z3:Ko97:(4)

22

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.60

Z3:Ko97:(4)

1288 在京四十期生会
1289 「幻の名門校」
1290

編輯子

祝成田努氏就任新東京国際空港
十四期山本久一郎
公団総裁（口号）

1291 十五期の川俣正直氏受勲

慶弔欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.61

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.61

Z3:Ko97:(4)

1292 悼大杉美雄君

十四期山本久一郎

慶弔欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.61

Z3:Ko97:(4)

1293 乾祐二君の昇天を悼む

三十期生山本臣

慶弔欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.61-62

Z3:Ko97:(4)

1294 哀悼

慶弔欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.62

Z3:Ko97:(4)

1295 本部への便り

四十二期久保茂
学芸部川島清（四十二
期）

雑報

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.63

Z3:Ko97:(4)

1296 中国旅行の手紙について

二十三期大槻五郎

雑報

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.63-65

Z3:Ko97:(4)

1297 近况と福田先輩夫人について

三十七期今村茂八郎

雑報

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.65-66

Z3:Ko97:(4)

1298 宝丹と上海

四十五期殿岡昭

雑報

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.66-67

Z3:Ko97:(4)

書評欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

pp.68-69

Z3:Ko97:(4)

1299

毛沢東の時代
雄著

三十八期新井宝 四十四期・釜井卓三・
読売外報部

中国と六十年（非売品） 波多
1300
博著
1301

菊池貞二著「秋風三千里」に就
滬友会本部
て

1302 編集後記

書評欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.69

Z3:Ko97:(4)

書評欄

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

p.69

Z3:Ko97:(4)

21

1966 年 12 月

昭和 41 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

井沢記

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

巻頭言

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.1-3

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.4-5

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

p.5

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1303 目次

1304 院歌雑考

滬友会々長石川悌次
郎

1305 追憶

二期山口啓三

1306 靖亜神社明徳祭

十四期山本久一郎

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月
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備考

奥付

目次「廿二期生第三回全国
大会記」

「幻の名門校東亜同文書院」
『全貌』〔東京〕全貌社

勲四等瑞宝章

目次「乾祝二君の昇天を悼
む」

寮歌祭について、宮川盛郎
君哀悼歌について、「宮川盛
郎君哀悼歌」

福田藤吉（1 期）
『宝丹経験録』所収岸田吟
香一文収録

昭和四十二年六
月二十六日 印刷
昭和四十二年六
月三十日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
霞ヶ関三の四（霞
山ビル滬友会
内） 加藤倖四郎
印刷人 東京
都中央区日本
橋箱崎町四の
九 佐々木信親
発行所 東京都
千代田区霞ヶ関三
の四 霞山ビル内
社団法人滬友会
電話（五八一）
三九一九番 振替
口座東京七一三八
〇

茂木一郎について

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

責任者鈴木択郎
本間喜一（学長、現
愛知大学名誉学長兼
教授）、久重福三郎
（教授、現名古屋学院
大学教授）、坂本一郎
（専門部教頭、現神
戸外大教授）、広江貞
助（専門部教授、現
神戸外大教授）、戸田
義郎（紙上参加、教
授、現神戸経済大学
教授）、桑島信一（書
院第二十八期、現愛
大教授）、若江得行（教
終戦前後の書院大学を語る座談
1307
授、現愛大教授）、内
会記録
山雅夫（助教授、現
愛大教授）、木田弥三
旺（助教授、現三共
理化学株式会社）、三
好四郎（研究員、現
愛大教授）、浅井巧美
（調査員、現愛大事務
局長）、杉本出雲（書
院第四十期、研究員、
現愛大教授）、池上
貞一（書院第四十期、
現愛大教授）、川崎
一郎（書院第四十四
期、愛大教授、八月
二十七日死亡）

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.5-12

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1308 雑感

二十期伊藤与次

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.12-13

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1309 中共空前の膨張政策

二十三期永野賀成

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.14-18

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1310 封神演義の翻訳を終えて

二十六期木嶋清道

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.18-24

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1311 前車の轍（五）

二十六期石田達系雄

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.24-28

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

玉置新

東南西北

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.28-30

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会々長
石川悌次郎、金子昇
作、村岡正三

本部記事

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.31-35

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1314 昭和四十一年度事業報告

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.35-36

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1315 事務局だより

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.38

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1312

文化大革命の一考察
―王道と毛沢東思想―

1313 滬友会定時総会議事録

1316

著者名

昭和 41 年度決算報告書
（1）収支計算書
社団法人滬友会
自昭和 41 年 4 月 1 日至昭和 42
年 3 月 31 日

昭和 41 年決算報告書
1317 （2）貸借対照表
（昭和 42 年 3 月 31 日現在）
昭和 41 年決算報告書
（2）昭和 41 年度一般会
1318 計収支予算・決算比較表
（自昭和 41 年 4 月 1 日至昭和
42 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

昭和 41 年決算報告書
（4）維持基金勘定収支計算書
（自昭和 41 年 4 月 1 日至昭和
42 年 3 月 31 日）

社団法人滬友会

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

社団法人滬友会

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

昭和 42 年後予算案
1321 自昭和 42 年 4 月 1 日至昭和 43 社団法人滬友会
年 3 月 31 日

本部報告

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.41

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1319

昭和 41 年決算報告書
1320 （5）諸預り金内訳
（昭和 42 年 3 月 31 日現在）

1322 五期生会の事

五期大内啓事

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1323 十期生会

大谷弥十郎

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1324 四十二年の久寿会

第十一期佐々木微笑
山本久一郎

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.43-47

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1325 十三期生会

幹事金子昇作

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.47-48

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

田上雄二記
福井二郎、根岸準三、
喜多栄一、熊野正平、
各期の集い
清水健二、沢井慎思、
外間政恒、紀野光彰、
石山清、藤森群市

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.49

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1326

第 32 期生卒業 30 周年記念大会
寄世書

1327 十七期東京クラス会寄せ書

備考

奥付

菊池貞二『秋風三千里』販
売告知

久寿会の記録、本年度久寿
会旅程と参加者氏名、追憶い
ろいろ

目次「三十二期会」
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記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考
目次「十九期会第四回全国
大会」

1328 一九期会第四回全国大会

坂西記

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.50-51

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1329 在京二十期生の集い

I.S. 生

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.51-52

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1330 在京二十一期生会

幹事和田斉

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.52

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1331 東京二十四期生会

松田記

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.52-53

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

中崎一之記
大西槐三、安沢隆雄、
第二十五期生全国大会の記
小浜繁、中崎一之、
1332 好天に恵まれ近江八景石山にて 根岸忠素、新谷音二、 各期の集い
第三回を決行す
松田博、岡田尚、上
西園操夫、森本辰治、
時友武雄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.55-58

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1333 在京四十一期生の集い

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.58-59

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

各期の集い

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.59-61

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

pp.62-63

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

井沢寛

1334 在京四十期生会
1335 九州連合総会だより

滬友会長崎支部幹事
木村弥佐一

支部便り

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

1336 梅花忌だより

京都支部石田武夫記、
石田追記

支部便り

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

1337 同学喝酒在広州

四十三期吉川績

支部便り

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

滬友会会長石川悌次
郎

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.65

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1339 最近秀男君を悼む

十四期山本久一郎

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.65

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1340 西延太郎、野副重勝君を悼む

二十一期和田斉

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.66-67

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1341 亡き豊島中君を想う

二十二期福間徹

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.68

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1342 黒岩との御別れ

二十期伊藤与次

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.69-70

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

二十三期野見山記（幹
事）

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.70-72

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

十四期山本久一郎

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.73

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.74

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.74

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

雑報

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.75

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

十四期山本久一郎

雑報

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.75

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

清水董三記

雑報

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.76

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1350 故真島次郎先生顕彰案の予告

雑報

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

p.76

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

「中国を動かす二〇〇人」最新
1351 中国人名辞典 霞ヶ関研究会編 38 期生新井宝雄
（国際図書発行 三八〇円）

雑報

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.76-77

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

大阪外国語大学教授中西龍雄著
1352 「インドネシア語」B6 判四〇〇 39 期清野幸雄
頁定価一、八〇〇円

雑報

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

pp.77-78

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

22

1967 年 6 月

昭和 42 年 6 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

1338

1343

多門副会長葬儀
弔詞

二人の同期生の死
多門君を憶う、細川君の死

1344 堀透さんの告別式に臨て
1345 哀悼
1346 畏友堀透兄に手向く

宮田武義

1347 東翠会書画展を開催
1348 観東翠会書画展有感
1349

曹汝霖回想録「一生之回憶」
日本文版刊行について

1353 編集後記

井沢記

1354 目次

1355 三個の不如意

滬友会会長石川悌次
郎

巻頭言

pp.63-64

370.5:107
Z3:Ko97:(4)

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(4)

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.1-4

Z3:Ko97:(4)
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奥付

京阪神三支部共催

野見山栄（23 期）による
多門登（23 期）、細川追悼文

清水董三（号東翠）

長野勲（9 期）、清水董三（12
期）

昭和四十二年十二
月十一日 印刷
昭和四十二年十二
月十五日 発行
編輯兼発行人
東京都千代田区
霞ヶ関三の四（霞
山ビル滬友会
内） 井上志邁
印刷人 東京
都中央区日本
橋箱崎町四の
九 佐々木信親
発行所 東京都
千代田区霞ヶ関三
の四 霞山ビル内
社団法人滬友会
電話（五八一）
三九一九番 振替
口座東京七一三八
〇
22 号巻頭言訂正
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（1）
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

1356 吉田茂さんの死を悼む

記事名

十二期清水董三

著者名

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.5

Z3:Ko97:(4)

1357 端正な真島先生

十一期片山徳行

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.5-6

Z3:Ko97:(4)

1358 故真嶋次郎先生の功績

十八期村上徳太郎

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.6-7

Z3:Ko97:(4)

故真嶋先生顕彰募金の経過に
1359
ついて

佐賀支部島田信吾

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.8

Z3:Ko97:(4)

1360 老残身辺札記

十七期熊野正平

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.8-9

Z3:Ko97:(4)

1361 小谷老の懐旧談

二十期伊藤与次

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.9-11

Z3:Ko97:(4)

1362 三十年一転、六十年二転

二十二期山本紀綱

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.11-12

Z3:Ko97:(4)

1363 封神演義の翻訳を終えて（三） 二十六期木嶋清道

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.12-18

Z3:Ko97:(4)

1364 沖縄へきた同学たち

四十四期大城立裕

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.18-21

Z3:Ko97:(4)

1365 根津少佐の頃

二十期滝田重男

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.21-22

Z3:Ko97:(4)

1366 山洲根津先生自伝

根津一

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.22-27

Z3:Ko97:(4)

1367 第七回日本寮歌祭に参加して

十四期山本久一郎

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.28

Z3:Ko97:(4)

1368 田中行蔵君を悼む

十四期山本久一郎

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.28-29

Z3:Ko97:(4)

1369 「文化大革命」覚え書

二十期園田次郎

東南西北

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.29-31

Z3:Ko97:(4)

本部記事

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.32-33

Z3:Ko97:(4)

本部記事

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.33-34

Z3:Ko97:(4)

本部記事

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.34

Z3:Ko97:(4)

1370 日本寮歌祭について
1371

寮歌祭参加の準備並びに
当日出演の順序手筈等

1372 事務局長の交代

井上志邁

1373 本部からの御依頼
1374 老友会記

拈華堂主人微笑

本部記事

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.34

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.37-38

Z3:Ko97:(4)

1375 五期生会記

幹事大内記

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.38

Z3:Ko97:(4)

1376 十八期生全国大会記

横内記

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.38-40

Z3:Ko97:(4)

1377 十九期生「甲斐路」一泊旅行

坂西記

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.40-42

Z3:Ko97:(4)

1378 東京周辺居住二十期生の集い

市川記

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.42

Z3:Ko97:(4)

二十二期生四十周年記念に箱根
小池記
集会を開く

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.42-44

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.44-45

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.47-51

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.51-52

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.52-54

Z3:Ko97:(4)

pp.54-55

1379

1380 大阪支部に出席して

廿七期岩尾記

ある・ぱ・ぽい全国大会始末記
蔵居記
（二十八期）
29 期幹事（乾）文責
1382 北斗会（29 期生）便り
記者
1381

1383 在京三十七期生会
1384

芦沢記

大城立裕君の芥川賞受領を祝っ
て四十四期予在京者の集い

1385 第十三期生クラス会

幹事金子昇作

pp.45-47

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

1387 在タイ二十余年

三六期大峡一男

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.58-59

Z3:Ko97:(4)

1388 アジア政策を思う

泰国日本人会会長
丸紅飯田支配人大峡
一男

各期の集い

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.59

Z3:Ko97:(4)

1389 卓球部長小崎先生卒寿お祝い

乾次郎記

支部便り

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.60-61

Z3:Ko97:(4)

1390 広島便り

二十二期湯浅之夫

支部便り

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.61-62

Z3:Ko97:(4)

1391 長野県人同窓会の記

幹事・上条他

支部便り

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.62-63

Z3:Ko97:(4)

沖縄支部便り
1392 一九六七、六、九
寄せ書き

十七期外間政恒、第
一六期富原守保、第
二十一期比嘉良行、
第三十期生新崎盛
良、四十四期大城立
裕、四十一期外間正
幸、四十五期西清水、
十七期紀野光彰

支部便り

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.63-65

Z3:Ko97:(4)

Z3:Ko97:(4)

四十一期柴田敏之

支部便り

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.65

京都支部大釈春雄

慶弔欄

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.66-68

Z3:Ko97:(4)

1395 宮崎神戸支部長を悼む

滬友会神戸支部

慶弔欄

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.68-69

Z3:Ko97:(4)

1396 故園田次郎君を偲ぶ

二〇期土橋芳三

慶弔欄

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.69-70

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.70-72

Z3:Ko97:(4)

1398 哀悼
十三期松崎茂松

佐藤寛一著（十八期生）茶の間
1400 の茶ばなし「謎の老大国」定価
七五〇円
1401 良書「老子講義」推薦

二十一期生大津泰

加藤倖四郎（23 期）から
井上志邁（20 期）へ滬友会
事務局長交代
大旅行誌収集告知

芦沢実
目次「四十四期予在京者の
集い」

Z3:Ko97:(4)

1393 シンガポール来信

1399 人生無情

『新政経研究』4 月 1 日号
掲載記事転載

Z3:Ko97:(4)

1394 菊池先輩の追憶

（二十一期生）和田生

目次「沖縄へ来た同学たち」
『兵営百話』所収根津一関
連部分紹介
滬友同窓会編『山洲根津先
生伝』所収自伝転載
目次「日本寮歌祭に参加し
て」

Z3:Ko97:(4)

各期の集い

1397 園田次郎氏を悼む

奥付

Z3:Ko97:(4)

1386 第四十一期生第一回全国大会記 井沢生

pp.55-58

備考

慶弔欄

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.72

Z3:Ko97:(4)

慶弔欄

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.72

Z3:Ko97:(4)

書評

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.73

Z3:Ko97:(4)

書評

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.73

Z3:Ko97:(4)

上条立喜（30 期）

宮崎彦一郎

七絶三首
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シカゴ大学における「東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データベース」の発表について

〈展示会〉

シカゴ大学における「東亜同文書院・東亜同文会
雑誌記事データベース」の発表について
成瀬さよ子
2009年３月30日、アメリカのシカゴ大学レーゲ

るが、全ての予約申込がインターネット上で行わ

ンシュタイン図書館の５階のセミナールームにお

れ、しかも支払いが電子マネー決済となっていた。

いて、私は、東亜同文書院大学記念センター・オー

会場予約は、８月末となっていたためにあせった

プン・リサーチ・センター（以後オープン・リサー

が、財務課長に伺ったところ電子マネーの処理が

チ・センターと略す）事業で、３年がかりで完成

出来ないとの回答だった。仕方なしに毎年日本か

した「東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データ

らアジア学会に出展している雄松堂書店、紀伊国

ベース」について、プレゼンテーションをする機

屋書店、丸善、八木書店などの出版社を探し出し、

会を得た。

やっと紀伊国屋書店東京の国際部（サンフラン
シスコ店の松岡氏）が本学の電子決済を代理で処
理してくれることになった。これで会場は大丈夫
である。初の海外での展示会は、日本からの荷物
の送付など想像以上に大変な手続きが必要であっ
た。送付先がホテルでは荷物を送っても受け取っ
てもらえないとの事。途方にくれていたが、幸い
アジア学会に出展する雄松堂書店が見かねて、愛
知大学の荷物の送付を一手に引き受けてくださっ
たのである。
次に私はアジア学会で藤田佳久教授の英語で

これより先2008年７月の時点でオープン・リ

の「東亜同文書院の大旅行」について発表の機会

サーチ・センターでは、2009年３月26日〜29日に

を得るべく、最初にミシガン大学の仁木さんに掛

シカゴにて開催されるアジア学会に「東亜同文

け合った。すんなりOKのお返事をいただいたが、

書院」の展示会に出展することを決めた。これま

その後仁木さんに次々にアクシデントが起こり、

で本学の霞山文庫の収蔵資料に魅せられて、度々

コンタクトが取れなくなってしまった。もし当方

訪問してくれたミシガン大学（アジア学会の本拠

の関係者にアジア学会の会員がいれば、発表者の

地）のライブラリアンである仁木賢司氏からアジ

募集案内がメールなどで知らされていたが、残念

ア学会に出展しないか？との打診があったからで

ながら会員がいなかったために申込の時期を逸し

ある。毎年各地を巡回するアジア学会は、2008年

てしまった。アジア学会の運営委員であるハワイ

度はシカゴのシェラトンホテルが会場となってい

大学のライブラリアンであるバセルトキコさんや

た。早速アジア学会のホームページにアクセスす

イエール大学の中村治子さんにメールで講演の申
149
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し込みをしたときには、全てスケジュールが決

さて当日は無事にデータベースの説明を終え

まっていて、もう変更が出来なかった。これでは

た。終了後質問や意見が相次いだ。アメリカでは、

断念するしかなかった。

こうした東亜同文書院の雑誌などの古い資料を

シカゴで開催されるアジア学会に出展が決まっ

入手することが非常に難しいので、まずインター

た時点から、私はシカゴ大学のレーゲンシュタイ

ネット上で無料検索できることはすばらしいこと

ン図書館司書である奥泉栄三郎氏にコンタクトを

だ。しかしながら、愛知大学ではこうした貴重な

取っていた。彼は歴史研究者でもあり、シカゴ大

資料をデジタル化していないのか？デジタル化し

学の出版物のパンフレットには、顔写真付で資料

ていれば、インターネット上で全文が入手できる

紹介が載っていたので、国内外のライブラリアン

ようにしてほしい等要望が出された。
これまでオープン・リサーチ・センターでは、

や日本の出版社間でも有名であった。その彼が、
愛知大学の積極的な活動を注目していたと言っ

東亜同文書院関係全所蔵雑誌の19種類の内、４種

て、早速日本に調査に来た折に来学してくれた。

類の雑誌のデジタル化をしてきたが、残りの15種

2008年11月14日の事で、和田明美図書館長や藤田

類は予算が無くデジタル化できなかった。愛知大

佳久東亜同文書院大学記念センター長、田本健一

学国際中国学研究センターは、COE予算を獲得し

国際コミュニケーション学部長、栗原裕経済学部

た際に『支那経済全書』、『支那省別全誌』、『新収

長など大勢の教職員が歓迎してくれた。

支那省別全誌』全39巻の全文データベースを作成

こうした経緯を経て、奥泉氏に講演をさせてほ

しているが、残念ながらまだ公開には至っていな

しいと申込むと、アジア学会が終了した翌日の３

い。今後の方向としては、東亜同文書院関係資料

月30日にアジア学会「シカゴ日本情報フォーラム」

は、愛知大学の宝なので、デジタル化の予算を獲

称して、シカゴ大学レーゲンシュタイン図書館

得して、インターネット上で全文が読めるよう大

で藤田講演を 1 時間、さらに私にも30分プレゼン

学に働きかけていきたいとして発表を終了した。

テーションの時間を提供してくれた。私は即座に

その後シカゴ大学で、日本から出かけた一行の

データベースのP.R.をしたいと申し出た。英語が

歓迎会が開催され、スペシャルゲストとして南部

不得意な私を慮って奥泉氏は「日本語のプレゼン

陽一郎（シカゴ大学学内に住宅があり、2008 年ノー

テーションでかまわない。困ったときには、優秀

ベル物理学賞を受賞）先生が参加してくださった

な日系の大学院生が複数サポーターとしているの

事は、一生の思い出となった。全て奥泉氏がお膳

で、安心して発表するように」と言ってくれた。

立てをしてくださったのである。

2009年２月、オープン・リサーチ・センターで
は、大学の許可を得てオンデマンド版「東亜同文

（成瀬は2009年４月に図書館から中部地方産業研
究所へ異動した）

書院大旅行誌」全33巻１セットをシカゴ大学に寄
贈することを決めた。これは私が職員提案制度を
利用して、愛知大学60周年記念事業として復刻出
版を提唱し認められたものである。業者選定から
表紙のデザインなど一貫して任せれた初の図書館
業務以外の仕事であった。2004年にオンデマンド
版として10セット復刻版を作成して、学内関係各
所に配布した残りは、海外の大学に寄贈してよい
と決定された内の１セットである。

中央
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戦後分滬友会々報記事索引（2）

〔資料目録〕

戦後分滬友会々報記事索引（2）

愛知大学非常勤講師

石田卓生

前稿「戦後分滬友会々報記事索引（1）
」
（『愛知大学東亜同文書院大学記念センター

オープン・リサ

ーチ・センター年報』第３号、2009年３月）では、次にあげる滬友会発行物を収録した。
・
『滬友会会報』
（A ５判）第１−６号（1949年３月− 1952年７月）
・第２期『滬友』
（A ５判、B5 判）第７号、第８号 ?、第９− 15号（1953年６月− 1945年12月）
・第３期『滬友』
（A ５判）第１− 23号73ページ（1957年９月− 1967年12月）
これに引き続き本稿では次の発行物を収録する。
・第３期『滬友』
（A ５判）第23号73ページ−第59号（1967年12月−1991年４月）
・第２期『滬友ニュース』
（B ５判）第22−第69号（1971年11月−1985年12月）
なお、前稿「戦後分滬友会々報記事索引（1）」について以下の部分の記述を訂正する。
429ページ、第２期『滬友ニュース』
（B ５判）の所蔵について、「第22号−102号（1971年11月−
2000年12月）愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵」とあるのを、「第22号−103号（1971年11月
− 2001年７月）愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵」とする。
429ページ、凡例、
「・第２期『滬友ニュース』（B ５判）第 22 − 66 号（1971年− 1984年）」を「・
第２期『滬友ニュース』
（B ５判）第22−103号（1971年11月−2001年７月）」とする。
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第 3 期『滬友』
（A5 判）第 23 号 73 ページ - 第 59 号
見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

新刊紹介「中日大辞典」（最
1402 新刊）愛知大学中日大辞典編
纂所編、大安出版、二 , 一〇 藤野生
〇頁

記事名

書評

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.73‐74

Z3:Ko97:(4)

良書推薦
1403 高橋君平氏著「漢語形体文法 藤野生
論」六三七頁（大安発行）

書評

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.74

Z3:Ko97:(4)

（44 期、読売外報部）
1404 書評「毛沢東と劉少奇」新井
釜井卓三（42 年 9
宝雄著 潮新書 二六〇円
月記）

書評

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

pp.74‐76

Z3:Ko97:(4)

23

1967 年 12 月

昭和 42 年 12 月

p.76

Z3:Ko97:(4)

1405 編集後記

著者名

井沢記

備考

昭和四十三年七月二十
日 印刷昭和四十三年
七月三十日 発行編輯
兼発行人 東京都千代
田区霞ヶ関三−二−四
（霞山ビル滬友会内）
井上志邁印刷人 東
京都中央区日本橋箱崎
町四の九 佐々木信親
発行所 東京都千代田
区霞ヶ関三−二−四霞
山ビル内 社団法人滬
友会 電話（五八一）
三九一九番 振替口座
東京七一三八〇 郵便
番号一〇〇

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

巻頭言

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.1‐5

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.6

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1409 真島先生と赫司克而路校舎の
十四期鎌田政国
思い出

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.6‐9

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1410 第二の故郷に憶う

十八期佐藤寛一

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.9‐10

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1411 真島先生と十九期生顕彰

十九期坂西多郎

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.11‐12

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1412 親父！全学連か！

二十二期伊藤与次

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.12‐13

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1413 封神演義の翻訳を終えて（四）二十六期木嶋清道

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.13‐21

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1414 岳陽先生を憶う

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.22‐23

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.23

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.24‐25

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

東南西北

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.25

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.26‐31

霞山会々長近衛通隆手案
370.5:107
Z3:Ko97:(5) 「霞山会並びに東亜学院と滬
友会との関係前進について」

1419 四十二年度事業報告

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.31‐32

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1420 昭和四十三年度事業計画

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1406 目次

1407 されば昔の人は

会長石川悌次郎

1408 根津院長の墓前祭

十四期山本久一郎

三十一期長博

1415 勤労動員中江南造船において
愛知大学鈴木択郎
爆死せる諸君の叙勲
1416 真島先生顕彰会について

真島次郎先生顕彰会
島田信吾

1417 立脇元会長へ記念品贈呈につ
金子昇作
いて
1418 滬友会通常総会議事録

社団法人滬友会々長
石川悌次郎、金子昇
作、村岡正三

昭和 42 年度決算報告書
1421 （1）収支計算書
自昭和 42 年 4 月 1 日至昭和
43 年 3 月 31 日

社団法人滬友会

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.33

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

昭和 42 年度決算報告書
1422 （2）貸借対照表
昭和 43 年 3 月 31 日現在

社団法人滬友会

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.34

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

昭和 42 年度決算報告書
（3）昭和 42 年度一般会
1423 計収支予算決算対比表
自昭和 42 年 4 月 1 日至昭和
43 年 3 月 31 日

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.35

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

昭和 42 年度決算報告書
1424 （4）維持基金勘定収支計算書
社団法人滬友会
自昭和 42 年 4 月 1 日
至昭和 43 年 3 月 31 日

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

昭和 42 年度決算報告書
1425 （5）諸預金 a/c 内訳表
（昭和 43 年 3 月 31 日現在）

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

昭和 43 年度予算案
1426 自昭和 43 年 4 月 1 日
至昭和 44 年 3 月 31 日

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.38

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.39‐46

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

根津院長時局意見書三編
1427 対時局策要領
青島処分案要領
卑見

根津一
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侵略的語学、君子自重の勧
め、嘘の品定め
川崎謙吉（41 期）、世利展
雄（33 期）の中国国内失踪
について

目次「真島先生とハスケル
ロ校舎の思い出」

宮崎勤、神戸瑞雄、清水久
雄、下原隆祁、天野恒良、橋
本堯之

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

寮歌祭運営の在り方に就いて 東亜同文書院大学同
1428 首題について日本寮歌振興会 窓会社団法人滬友会
石川悌次郎、神津康
と当会との往来文書
雄

著者名

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.46‐47

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1429 九州各支部連合大会に石川会
長出席

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1430 山洲根津先生自叙伝第二回分
転戴繰延の事

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1431 大旅行誌の寄贈御礼

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.48

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1432 会費納入について令夫人宛ず
ぼら退治訴えのこと

本部記事

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.48‐49

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

各期の集い

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.50

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

目次「久寿会」
目次「十六期生近況」

1433 久寿会の伊勢紀州旅行に参加
十四期山本久一郎
して

備考

幹事桑原五郎
佐々木龍勝

各期の集い

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.51‐52

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

三十三期生会
1435 卒業三十年目の第一回全国大
会開催す
中溝記

各期の集い

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.52‐54

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

目次「三十三期生全国大会」

1436 三十四期生第一回全国大会

白山記

各期の集い

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.54

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

目次「三十四期生全国大会

1437 広東便り

三十期若林輝夫
二六期大工原亮、
二九期大坪隆平、三
〇期森本清治、三〇
期若林輝夫、三三期
世利辰雄、三四期松 支部便り
丸正博、四〇期斉藤
増雄、四一期川崎謙
吉、四一期石川勝美、
四三期吉川績、四六
期島田純一、四一期
酒井重雄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1438 滬友会九州連合会

滬友会福岡支部

支部便り

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.55‐56

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1439 徳島支部便り

三十六期板東薫

支部便り

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.56‐57

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

湯浅之夫
浜田増人（10）、鈴
木輝之（20）、中村
正文（20）、湯浅之
夫（22）、三宅勲（26）、
横田芳郎（28）、山
本清次郎（29）、伊
達茂（29）、内田弘
支部便り
三（30）、林十平（30）、
西本一雄（34）、鴉
田藤太郎（35）、松
野稔（36）、山口勝
之（36）、山根良男
（38）、渡辺卓郎（40）、
奥田隆春（40）、伊
藤正一（41）

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.57‐58

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1434 十六期生を中心とした報告

1440 寮歌祭のフィルムを迎えて
広島支部大会

1441 神戸支部だより

鈴木正義

支部便り

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.59‐60

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

目次「神戸支部便り」

1442 和歌山支部総会

支部長山県彦三郎
二期林出賢次郎、九
期荒井平造、十三期
潮崎満彦、二十期平
田真一、二十一期山
県彦三郎、二十二期
志磨克己、二十六期
岩橋竹二、二十七期
徳岡照、二十八期中 支部便り
島嘉一郎、三十一期
岩橋誠、三十一期内
田義雄、三十二期岡
田朝雄、四十一期藤
谷三郎、四十二期原
正、四十二期井上和
一、四十五期九鬼一、
四十六期神戸博

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.60‐62

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

目次「和歌山支部便り」

1443 梅花忌便り

京都支部大釈春雄

支部便り

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.62‐63

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1444 長野県人会だより

長野県人会幹事上条
立喜

支部便り

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1445 哀悼

慶弔欄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1446 田上兄を憶う

十七期生畑生国彦

慶弔欄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.64‐65

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1447 田上二雄さんの御霊前にて

十七期沢井慎男

慶弔欄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.66‐67

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1448 二人の同期生の死

二十三期野見山記

慶弔欄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.67‐68

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

慶弔欄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.68

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1450 久重福三郎君を悼む

十六期生幹事桑原五
郎

慶弔欄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.68‐69

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1451 久重福三郎君を悼む

十六期佐々木龍勝

慶弔欄

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

pp.69‐70

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1452 編集後記

井沢生

24

1968 年 7 月

昭和 43 年 7 月

p.70

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1449 今村茂八郎君の逝去について 三十七期芦沢実

奥付

目次「長野県人会」

浜本一人、加藤倖四郎
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記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

西暦

元号

頁

請求番号

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

巻頭言

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.1‐3

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1453 目次

滬友会会長石川悌次
1454 母校再建のいとなみとして―
東亜学院の現状その他―
郎

号

1455 東方斎荒尾精先生

十四期山本久一郎

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.4

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1456 謹んで靖亜神社を解散する

十六期高橋君平

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.4‐5

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1457 「中日大辞典」について

十六期大矢信彦

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.5‐8

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1458 書院時代の思出

井上しげ子

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.8‐9

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1459 滬友のみな様へ

久重好賀

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.9

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1460 書院の思出

十九期十枝勝

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.9‐12

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1461 幸福は平凡にあり

二十期大西秀治

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.12

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1462 エリオット船長と通信文集訳
二十二期吉本仁
文について

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.12‐14

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1463 広島と長野と名古屋と

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.14‐16

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1464 明治百年の回顧と新時代への
二十五期小浜繁
展望

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.16‐19

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1465 寮歌祭に感激

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.19

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1466 封神演義の翻訳を終えて（五）二十六期木嶋清道

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.19‐27

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1467 古くて新しい疑問

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1468 故真島次郎先生顕彰碑除幕式 十四期島田信吾

東南西北

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.27‐28

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1469 常務理事の業務分担取決（於
八月二十六日常務理事会）

本部記事

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.29

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

滬友会会長石川悌次
1470 近衛霞山会長と石川当会会長
郎、財団法人霞山会
との書面往来
会長近衛通隆

本部記事

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.29‐31

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

43 年上半期収支実績・
1471 昭和
予算体表表

本部記事

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.31

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

文化放送明治百年シリーズ
1472 大陸に馳せた青春の夢
上海・東亜同文書院
語り手・吉田文化放送記者

本部記事

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.31‐33

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1473 日本寮歌祭（第八回）

本部記事

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.33‐35

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1474 山洲根津先生伝
自叙伝（二）

本部記事

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.36‐43

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.43

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

二十二期湯浅之夫

三七期村井光三

特別会員塚本助太郎

1475 漢詩五首、滬友各位の御笑覧
十三期加藤隆範
に供す
1476 五期生会記

大内敬事

各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1477 同期の各位へ

十六期幹事桑原五郎 各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1478 第十三期クラス会の記

金子昇作

各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

十九期河野繁
1479 故真島先生顕彰碑除幕式と大
坂の一九会
大西恭四郎、上松薫 各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.46

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

東京十九期生坂西多 各期の集い
郎

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.46‐47

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1480 秋の志賀高原一泊旅行

五期

十三期
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昭和四十三年十二月十
日 印刷
昭和四十三年十二月十
四日 発行
編輯兼発行人 東京都
千代田区霞ヶ関三−二
−四（霞山ビル滬友会
内）井上志邁印刷人
東京都中央区日本橋箱
崎町四の九 佐々木信
親発行所 東京都千代
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『東亜学会雑誌』第 1 巻第
1 号、1897 年 2 月 16 日

松永千秋（4 期）夫人

煮一煮、夕陽ヶ丘、県人会、
先輩宅訪問、黄浦江のボート
レース、海軍との対抗相撲、
庭球部、野球部、陸上競技部、
院長還暦書院創立二十年祝賀
大会、内地遊説行脚

小浜繁（国土政策研究会会
長、政策時報社会長）
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記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

1481 金声会第三回全国大会

二〇期幹事三上修吾
高谷大二郎、坂本一
郎、伊藤正男、甘粕
四郎、安沢嘉蔵、滝
田重男、井上志邁、
大西秀治、山田正孝、
平山一郎、三上修吾、
田所恒定、白土万津
子、松本利治、野間 各期の集い
正和、土橋芳三、今
村森秀、虫明猛、中
田豊千代、田井中棄
三、小川理、青山義
親、大内季吉、伊藤
与次、中村正文、花
城清珍、新井重己、
青木慎太、梅津力衛

著者名

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.47‐49

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1482 二十一期生全国大会

幹事

各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.49‐50

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1483 第四回、二四期生大会

松田義雄

各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.51‐52

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

金沢伍一 各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.53

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

乾次郎 二九期
平松久敬、井上正
彦、稲葉幸衛？、神
谷龍男、桑島信一？、
国沢徳満、百々増次
北斗会（二十九期生）全国大
1485 会
郎、中西信市、中山 各期の集い
高、高根一顕、田中
聴介、田子義夫、寿
岡良、内海仲子（内
海忠勝夫人）、平林
千幸、滝野貞明

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.53‐55

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1486 東京第三十期生の集会

各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

各期の集い

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.57‐58

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

和田斎
二四期

1484 第二五期生第四回全国大会の
二十五期
集い

秋山征士

見出し

1487 四十期の集い

四〇期

1488 四二期東京同窓会

石川勝美

1489 和歌

五期塙金吾

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1490 近況句便

三十期伊藤紫仙子

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.58

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1491 鳥取支部便り

四一期山本宏

支部便り

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

慶弔欄

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.60

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

四二期

1492 哀悼
1493 上田和勝君の死に思う

十四期山本久一郎

慶弔欄

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.60‐61

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1494 故久重氏夫人をなぐさむ会

十六期桑原五郎

慶弔欄

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.61‐62

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1495 故三宅君の社葬に参列して

三十一期三浦計太郎

慶弔欄

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

pp.62‐63

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1496 故玉置兄に捧ぐ

三十三期生代表日高
五郎

慶弔欄

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.63

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

25

1968 年 12 月

昭和 43 年 12 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(5)

1497 編集後記

1498 目次

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

1p.

Z3:Ko97:(5)

1499 果たして断絶の時代か？

滬友会会長石川悌次
郎

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.1‐3

Z3:Ko97:(5)

1500 院歌（明治四十年）

大村教授作歌
第六期生石川常彦君
等作曲、成田蔵己氏
考訂

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.4

Z3:Ko97:(5)

1501 日清貿易研究所校歌

鳥井素川氏作歌

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.5

Z3:Ko97:(5)

1502 長江の水（大正六年五月）

第十六期生大
矢信彦君作歌
成田蔵己氏作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.6

Z3:Ko97:(5)

1503 東雲匂ふ（大正七年六月）

第十六期生合作
成田蔵己氏作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.7

Z3:Ko97:(5)

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.8

Z3:Ko97:(5)

第十六期生久
1504 大戦ここに（大正七年六月） 保田正三君作歌
第廿一期生川井健一
郎君札客

巻頭言

備考

寮歌特輯号

奥付

昭和四十四年六月二十
五日 印刷
昭和四十四年六月三十
日 発行
編輯兼発行人 東京都
千代田区霞ヶ関三−二
−四（霞山ビル滬友会
内）井上志邁 印刷人
東京都中央区日本橋
箱崎町四の九 佐々木
信親 電話（六六七）
四五二一〜二番 発行
所 東京都千代田区霞
ヶ関三−二−四霞山ビ
ル内 社団法人滬友会
電話（五八一）三九一
九番 振替口座東京七
一三八〇 郵便番号一
〇〇
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1505 紫紅に驕る（大正八年）

第十六期生有
馬捨己君作歌
成田蔵己氏作曲

見出し

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.9

Z3:Ko97:(5)

1506 天下の民の
―端艇部のために―

第三期生三
浦義臣君作歌
成田蔵己氏作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.10

Z3:Ko97:(5)

1507 嗚呼西郊の（大正十一年）

第十九期生野
中重德君作歌
第十九期生関二郎君
作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.11

Z3:Ko97:(5)

1508 桃季の吹雪（大正十一年）

第二十期園
田次郎君作歌
第十九期生芦刈□治
君作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.12

Z3:Ko97:(5)

1509 昨は巫山の（大正十二年）

第二十二期生
下林厚之君作歌
大重信蔵氏作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.13

Z3:Ko97:(5)

第二十期生井
1510 ああ燦として（大正十二年） 出立身君作歌
蛯子正純氏作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.14

Z3:Ko97:(5)

1511 東海の（大正九年十月）
―根津院長還暦祝賀の歌―

大村教授作歌
成田蔵己氏作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.15

Z3:Ko97:(5)

幾世聖賢の（大
下林厚之君作歌
1512 正十二年十一月）
―学生会館開館式祝賀の歌― 蛯子正純氏作曲

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.16

Z3:Ko97:(5)

1513 嗚呼今故山の

第十期生合作

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.17

Z3:Ko97:(5)

1514 嵐吹け吹け
―大旅行送迎の歌―

大六期生失名氏作歌

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.17

Z3:Ko97:(5)

1515 恩師根岸先生拝訪記

二期山口啓三

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.18

Z3:Ko97:(5)

1516 日本種一本に釣られて
寮歌作詞の思出

三期三浦義臣

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.18‐19

Z3:Ko97:(5)

1517 心に残る人々

三期三浦義臣

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.19‐22

Z3:Ko97:(5)

中江兆民、有馬源内、根津
一
辛亥革命前の北京、中国政
界事情の手ほどきを受く（山
崎胆）、両官（光緒帝と西太后）
の崩御と袁世凱の放逐位、国
会速開請願と鉄道国有反対が
革命の前哨となる

1518 あの頃の思い出

六期波多博

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.22‐26

Z3:Ko97:(5)

1519 鄙稿七言絶句五首

十三期加藤隆範

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.26

Z3:Ko97:(5)

1520 昭和己酉新春雑詠
温故拾遺

二十期滝田重男

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.27‐28

Z3:Ko97:(5)

白馬駄径
ひとりよがり
ブラリひょうたん
1521 こだわり
マーガレット・ラップ賞
他人の屁・隣の女房
ろっぽう退場

十九期生十枝勝

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.28‐32

Z3:Ko97:(5)

1522 なつかしの盛京時報

十九期野中重徳

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.32‐34

Z3:Ko97:(5)

1523 南京回想記
―中山優さんと私

二十期竹之内安己

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.34‐37

Z3:Ko97:(5)

1524 烏鷺随想

二十一期水田二輔
斎藤恒

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.37‐40

Z3:Ko97:(5)

1525 文革の嵐にゆらぐ中国語学界 二十三期大槻五郎

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.40‐43

Z3:Ko97:(5)

1526 封神演義の翻訳を終へて（六）二十六期木嶋清道

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.43‐51

Z3:Ko97:(5)

1527 徐家匯の学舎にありし日のこ
二十八期伊藤太
と

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.51‐54

Z3:Ko97:(5)

編集者追記（伊藤
1528 氏の文章のあとに）
世にも珍しい卒業式二つ

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.54

Z3:Ko97:(5)

備考

1529 核時代の中国

四十四期江藤数馬

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.54‐55

「著者のことば」江頭数馬
Z3:Ko97:(5) 『核時代の中国』軍事研究社

1530 広島より総会出席の所感

二十二期湯浅之夫

東南西北

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.55‐57

Z3:Ko97:(5)

1531 滬友会通常総会議事録

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.58‐62

Z3:Ko97:(5)

1532 昭和四十三年度事業報告

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.62‐63

Z3:Ko97:(5)

1533 昭和四十四年度事業計画

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.63

Z3:Ko97:(5)

昭和 43 年度決算報告書
1534 （1）収支計算書
自昭和 43 年 4 月 1 日
至昭和 44 年 3 月 31 日

社団法人滬友会

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.64

Z3:Ko97:(5)

昭和 43 年度決算報告書
1535 （2）貸借対照表
（昭和 44 年 3 月 31 日現在）

社団法人滬友会

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.65

Z3:Ko97:(5)

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.66

Z3:Ko97:(5)

昭和 45 年度決算報告書
（3）昭和 43 年一般会
1536 計収支予算決算対比表
（自昭和 43 年 4 月 1 日）
（至昭和 44 年 3 月 31 日）
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昭和 43 年度決算報告書
1537 （4）維持基金勘定収支計算書
社団法人滬友会
自昭和 43 年 4 月 1 日
至昭和 44 年 3 月 31 日

記事名

著者名

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.67

Z3:Ko97:(5)

昭和 43 年度決算報告書
1538 （5）諸預り金内訳表
（昭和 44 年 3 月 31 日現在）

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.67

Z3:Ko97:(5)

昭和 44 年度予算案
1539 自昭和 44 年 4 月 1 日
至昭和 45 年 3 月 31 日

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.68

Z3:Ko97:(5)

1540 寮歌祭収支表
昭和 44 年 3 月 31 日現在

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.69

Z3:Ko97:(5)

年名簿収支表
1541 1969
昭和 44 年 3 月 31 日現在

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.69

Z3:Ko97:(5)

1542 故真島先生顕彰建立余聞

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.70

Z3:Ko97:(5)

1543 同学の栄誉

本部記事

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.70

Z3:Ko97:(5)

湖南多美也（11 期）、
宗方健二郎（40 期）、
津村勝之助（3 期）、
山田信男（40 期）、
藤谷釈男（22 期）、
今村隆（36 期）、寺
崎祐義（25 期）、熊
野茂次（30 期）、越
山友之（3 期）、北
浦三郎（44 期）、上
松薫（19 期）、福嶋
孝男（29 期）、久米
野政男（18 期）、松
尾利茂（29 期）、高
倉授（40 期）、佐
山誠治（7 期）、末
松米市（15 期）、松 本部記事
1544 会費払込に因む会員よりの通
信
原一夫（40 期）、鶴
哲夫（45 期）、島田
孝夫（34 期）、中内
豊子（準会員）、吉
田蔵人（21 期）、貞
松健二郎（33 期）、
西由五郎（29 期）、
五十川統（35 期）、
八木了彦（37 期）、
亀淵龍長（1 期）、
今井邦三（4 期）、
市川信也（3 期）、
都志弘（34 期）、城
野勝利（25 期）、富
士木鷹二（7 期）、
関谷賢三（44 期）、
日高操（42 期）

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.71‐73

Z3:Ko97:(5)

1545 香港支部の会合

十二期清水董三

各期の集い

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.74

Z3:Ko97:(5)

1546 梅花忌便り

京都支部十七期大釈 各期の集い
春雄

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.74‐76

Z3:Ko97:(5)

1547 一九会第五回全国大会記

坂西多郎

各期の集い

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.76‐78

Z3:Ko97:(5)

1548 滬友会大分県支部総会開催

幹事四十二期那須熊 各期の集い
蔵

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.78‐80

Z3:Ko97:(5)

1549 同窓埼玉県人の集い

小池静雄記

各期の集い

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.80

Z3:Ko97:(5)

1550 京浜二十三期生会の記

幹事野見山栄

各期の集い

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.81‐82

Z3:Ko97:(5)

1551 三十期全国大会の記

幹事三〇期伊藤紫郎
穂積文雄、坂本、沼
津広田正、竹内昭
夫、林俊政、武藤仰
一、中島浩、勝田一
夫、長崎松男芳二郎、
北海道角田正夫、大 各期の集い
阪甲斐重良、野口孝
行、松田、藤次、上
条、熊野、滝野貞明、
増本晃、金沢井ノ口、
志波、和田、山本臣、
岡田行三、伊藤紫仙
子

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.82‐84

Z3:Ko97:(5)

各期の集い

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.85

Z3:Ko97:(5)

1552 三十六期生（京浜地区）同期
幹事明野義夫
会

1553 光安彦臣君を迎へて

山根良男附記
（二十二期）湯浅之
夫、（四十一期）立
上良明、（四〇期）
高田宣夫、（四十四
期予科）若松茂夫、
（四十一期）光安彦
臣、（三十八期）山
根良男

支部便り

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.86

Z3:Ko97:(5)

1554 滬友会支部東北連合会結成

三十六期桜井善一
梅津理（六期宮城
県）、川村宗嗣（八
期秋田県）、鎌田政
国（十四期秋田県）、 支部便り
坂本七郎（十六期
秋田県）、滝田重男
（二十期福島県）、平
沢惣次郎（二十一期
秋田県）

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.86‐89

Z3:Ko97:(5)

慶弔欄

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.90

Z3:Ko97:(5)

慶弔欄

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.90‐91

Z3:Ko97:(5)

1555 勲三等瑞宝章叙勲の栄誉

十六期幹事桑原五郎

1556 哀悼
1557 寂滅為楽

十四期山本久一郎

慶弔欄

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.91

Z3:Ko97:(5)

1558 浅地英太郎君のこと

二十三期野見山栄

慶弔欄

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.91‐92

Z3:Ko97:(5)

1559 福田牛吉君の事故死を弔う

十九期坂西記
福田牛吉夫人ミサオ

慶弔欄

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

pp.92‐94

Z3:Ko97:(5)

26

1969 年 6 月

昭和 44 年 6 月

p.94

Z3:Ko97:(5)

1560 編集後記

備考

奥付

千田吉固追悼文
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見出し

1561 目次

老人を叱る
1562 ―所信表明に勇気を示された 滬友会会長石川悌次
郎
い―

号

西暦

元号

頁

請求番号

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(5)

巻頭言

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.1‐4

Z3:Ko97:(5)

備考

昭和四十四年十二月一
日 印刷
昭和四十四年十二月五
日 発行
編輯兼発行人 東京都
千代田区霞ヶ関三−二
−四（霞山ビル滬友会
内） 井上志邁 印刷
人 東京都中央区日本
橋箱崎町四の九 佐々
木信親 電話（六六七）
四五二一〜二番発行所
東京都千代田区霞ヶ関
三−二−四霞山ビル内
社団法人滬友会 電
話（五八一）三九一九
番 振替口座東京七一
三八〇 郵便番号一〇
〇

1563 恩師根岸佶先生に招かれて

五期丸山英三

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.5‐6

Z3:Ko97:(5)

1564 「国引き会」の思出

特別会員大谷孝太郎

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.7‐8

Z3:Ko97:(5)

鳥取県人会
笹鹿隆一（22 期、満洲国
軍々人）

1565 あの頃の思出
辛亥革命前後の北京

六期波多博

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.8‐12

Z3:Ko97:(5)

北京の在留邦人の意気、原
敬氏一行の来京の思出、辛亥
革命の勃発、清廷挙朝震〔馬
+ 玄〕す

1566 北国の旅

十期大谷弥十郎

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.12‐14

Z3:Ko97:(5)

1567 言はずもかなの記

十四期山本久一郎

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.15‐16

Z3:Ko97:(5)

1568 呑太らの霊に捧げる

銀閘子

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.16‐20

Z3:Ko97:(5)

1569 全寮生活の効果

十九期十枝勝

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.20

Z3:Ko97:(5)

1570 雑記帳

二十一期水田二輔

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.21‐23

Z3:Ko97:(5)

1571 将来戦の原理と、中ソ紛争

第二十三期大槻五郎

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.24‐26

Z3:Ko97:(5)

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.26‐28

Z3:Ko97:(5)

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.28‐33

Z3:Ko97:(5)

（幹事）四一
期片岡正一
吉木正光（19）、山
本紀綱（22）会長、
石田武男（24）、中
島健蔵（29）副会長、 東南西北
宮西喜作（32）幹事、
田原勢典（37）、高
田富佐雄（41）、王
恒哲（41）、湯浅鉉
二（41）、斎藤和夫
（42）幹事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.33‐34

Z3:Ko97:(5)

華南・滇越紀行、南国に幻想
を画く
1572 二十八期の大旅行誌、南支印
度支那遊歴班の記事一部を転
載する時節柄の後続物である

1573 新北京探訪記

1574 剣道部会報告

朝日新聞社四一期野
上正

1575 滬友剣道部会の想い出

二七期中浜三郎

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.34‐35

Z3:Ko97:(5)

1576 漢詩一首

二十六期石田武夫

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.35

Z3:Ko97:(5)

1577 「台湾に医学校を」

四十五期殿岡昭

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.36

Z3:Ko97:(5)

1578 『封神演義』の翻訳を終えて
（七）

二十六期木嶋清道

東南西北

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.36‐44

Z3:Ko97:(5)

1579 東亜学院の事など

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.45

Z3:Ko97:(5)

1580 日本寮歌祭のこと

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.45

Z3:Ko97:(5)

1581 文化委員会の諸提案

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.45

Z3:Ko97:(5)

1582 旅行誌の寄贈方御願

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.45‐46

Z3:Ko97:(5)

1583 準会員のこと

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.46

Z3:Ko97:(5)

1584 会費納入の御願い

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.46

Z3:Ko97:(5)

浜田増人（10 期）、
戸田拓志（37 期）、
浦恒平（30 期）、大
森輝雄（12 期）、菅
野俊作（41 期）、藤
岡瑛（33 期）、中原
1585 会費払込振替用紙利用の会員
短信
正典（46 期）、久保
田幸（16 期）、越山
友之（3 期）、坂本
一郎（20 期）、中尾
正（44 予）、山田信
男（40 期）

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.46‐47

Z3:Ko97:(5)

本部記事

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.48‐50

Z3:Ko97:(5)

各期の集い

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.51

Z3:Ko97:(5)

1586 山洲根津先生
自叙伝（三）

根津一

1587 東京一九会房総一泊旅行

十九期坂西多郎
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奥付

劉何鎮崑山、東京（日華学
会）
松浦嘉三郎（14 期、京大、
奉天図書館長）

日本国総理大臣のメッセー
ジ、再び抜本論、後書き、耳
ざわりな流行語、ややこしい
日本の敬語

二十八期大旅行誌「千山万
里」より

中原正典「裏の池に棄てた
三八銃」

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

1588 二十二期生第四次全国大会の
二十二期湯浅之夫
記

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

各期の集い

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.51‐54

Z3:Ko97:(5)

二十四期生長野全国大会記
1589 （第六回）

二十四期中村加治馬
梶村博也、岡田尚、
松田義雄、武味武雄、
山田清一、堀合直男、
深堀健一郎、原口輝
雄、奥出雲和泉、矢
野一郎、和田喜一郎、
塩原長衛、藤田良
次、松代安隆（旧名 各期の集い
周次）、山本治、林
清人、平野博、佐藤
治平、故久保田正三
内、新村寛、福田繁
一、石田武雄、伊藤
蘇川（善三）、内田
正喜、竪山利徳（旧
姓高田）

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.54‐56

Z3:Ko97:(5)

1590 滬友長野県人全国大会

二十四期中村加治馬 各期の集い

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.56‐57

Z3:Ko97:(5)

1591 北斗会便り

二十九期幹事乾次郎 各期の集い

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.58‐60

Z3:Ko97:(5)

1592 四十三期在京同窓会

池博之

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.60‐61

Z3:Ko97:(5)

各期の集い

1593 地方通信

銀閘子（高橋君平）

支部便り

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.62‐67

Z3:Ko97:(5)

1594 香港だより

三十六期岡田晃

支部便り

27

1969 年 12 月

1595 香港滬友会

三十六期岡田晃

支部便り

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.67

Z3:Ko97:(5)

昭和 44 年 12 月

pp.67‐68

1596 シンガポール通信

三十六期中山一三

支部便り

27

Z3:Ko97:(5)

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.68

1597 備後支部だより

四十一期林勲

支部便り

Z3:Ko97:(5)

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.68‐70

Z3:Ko97:(5)

1598 山陰支部の集い

幹事四十四期宇田川
謙三

1599 拙作詩鈔五首

十三期加藤隆範

支部便り

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.70‐71

Z3:Ko97:(5)

支部便り

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.71

Z3:Ko97:(5)

1600 原副会長ジェトロ理事長就任

慶弔欄

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.72

Z3:Ko97:(5)

1601 哀悼

慶弔欄

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.72

Z3:Ko97:(5)

1602 嗚呼瀧田は逝つた

二十期伊藤与次

慶弔欄

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.72‐73

Z3:Ko97:(5)

1603 成沢英夫君を悼む

十六期幹事桑原五郎

慶弔欄

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.73

Z3:Ko97:(5)

1604 阿南新市君の思い出

十九期十枝勝

慶弔欄

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.74‐75

Z3:Ko97:(5)

1605 中込健君を悼む

第二十一期生幹事和
田斉

慶弔欄

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.75‐76

Z3:Ko97:(5)

1606 浅地氏のこと

二十四期中村加次馬

慶弔欄

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

pp.76‐77

Z3:Ko97:(5)

27

1969 年 12 月

昭和 44 年 12 月

p.77

Z3:Ko97:(5)

1607 編集後記

1608 目次

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

1p.

Z3:Ko97:(5)

備考

重松善信（16 期）、鈴木
謙吉（14 期）、福島重信（14
期）、片山徳行、宮川順三郎
鷲崎研太（17 期、冀東防
共政府関連）、佐々木微笑（北
海道生まれ、沖縄派遣生）「戦
前に日誌辞典を作り、名古屋
で貿易学校を経営したことが
ある」

「根津院長の鉛筆直筆」「護
照」写真

昭和四十五年六月二十
五日 印刷
昭和四十五年六月二十
八日 発行
編輯兼発行人 東京都
千代田区霞ヶ関三−二
−四（霞山ビル滬友会
内） 井上志邁印刷人
東京都中央区日本橋箱
崎町四の九 佐々木信
親 電話（六六七）四
五二一〜二番発行所
東京都千代田区霞ヶ関
三−二−四霞山ビル内
社団法人滬友会 電話
（五八一）三九一九番
振替口座東京七一三八
〇 郵便番号一〇〇

1609 最近の日中関係に想う

副会長田中香苗

巻頭言

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.1‐2

Z3:Ko97:(5)

1610 年賀に添えて近況報告

三期市川信也

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.3

Z3:Ko97:(5)

1611 九十六才翁の慨世
私の墓標

八期川村宗嗣
根岸佶

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.3‐6

Z3:Ko97:(5)

1612 看雲閑吟

十三期加藤隆範

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.6‐7

Z3:Ko97:(5)

1613 九州旅行から帰つて

第十五期鈴木択郎

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.7‐9

目次「九洲旅行から帰って
Z3:Ko97:(5) （御礼挨拶）
」

1614 そこはかとなく書き記す

十四期山本久一郎

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.9‐10

Z3:Ko97:(5)

1615 藤森君の青島を顧う

一六期高橋君平（銀
閘子）

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.10‐13

Z3:Ko97:(5)

盤珪の不在禅と山洲の明徳禅
1616
盤珪の大石良雄、山洲と天 十六期佐々木龍勝
田愚庵

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.13‐15

Z3:Ko97:(5)

1617 本年度滬友通常総会に出席し
十九期磯部鎌一
て（総会席上談話）

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.16‐19

Z3:Ko97:(5)

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.19‐21

Z3:Ko97:(5)

1618 泌々と想う同窓の情愛

十九期十枝勝
蕪湖新報

奥付

藤島郡一（17 期）

目次「秘々と想う同窓の愛
情」
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記事名

著者名

中国に被抑留中の同窓世利展
1619 雄、川崎謙吉両君の釈放斡旋 滬友会々長石川悌次
郎
方歎願書

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.21‐22

Z3:Ko97:(5)

備考
松村謙三宛

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.22‐28

坂田長平（1 期）農務省実
業練習生、内藤熊喜（1 期）、
増永常雄（1 期）、己斐平二
（2 期）、長尾龍造〔永尾龍
造〕、芳賀金六（8 期）妻が
Z3:Ko97:(5) 山本五十六姪、原亮七郎（8
期）金港堂息子、清浦豊秋（8
期）清浦奎吾息子、堀内干城
（8 期）、林武（16 期）、清水
董三（12 期）、工藤敏次郎（16
期）、中山優（16 期）、岩井
英一（18 期）、岩田冷鉄（19 期）

1621 全国滬友柔道部の各位に御願
大空不二男
い

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.28‐30

Z3:Ko97:(5)

1622 日本軍国主義復活の誤解と周
二十三期大槻五郎
四原則

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.30‐31

Z3:Ko97:(5)

1620 老先輩を訪う

銀閘子

1623 剣道部会報

四十一期片岡正一

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.31‐32

Z3:Ko97:(5)

1624 香港「亜学院」の創設

三十七期柳内滋

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.32

Z3:Ko97:(5)

1625 鄂蜀紀行

十四期旅行誌風餐尼
宿より

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.33‐38

Z3:Ko97:(5)

東南西北

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.38‐46

Z3:Ko97:(5)

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.47‐51

Z3:Ko97:(5)

1628 昭和四十四年度事業報告

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.51‐52

Z3:Ko97:(5)

1629 昭和四十五年度事業計画

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.52

Z3:Ko97:(5)

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.53

Z3:Ko97:(5)

昭和 44 年度決算報告書
1631 （2）貸借対照表
（昭和 45 年 3 月 31 日）

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.54

Z3:Ko97:(5)

昭和 44 年度決算報告書
（3）昭和 44 年度一般
1632 会計収支予算対比表
（自昭和 44 年 4 月 1 日）
（至昭和 45 年 3 月 31 日）

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.55

Z3:Ko97:(5)

昭和 44 年度決算報告書
維持基金勘定収支計算書
1633 (4)
自昭和 44 年 4 月 1 日
至昭和 45 年 3 月 31 日

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.56

Z3:Ko97:(5)

昭和 44 年度決算報告書
1634 （5）諸預かり金内訳表
（昭和 45 年 3 月 31 日現在）

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.56

Z3:Ko97:(5)

昭和 44 年度予算案
1635 自昭和 45 年 4 月 1 日
至昭和 46 年 3 月 31 日

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.57

Z3:Ko97:(5)

（八） 二十六期木嶋清道
1626 封神演義の翻訳を終えて
武成王黄飛虎は父の黄滾に

1627 通常総会議事録

昭和 44 年度決算報告書
1630 （1）収支計算書
自昭和 44 年 4 月 1 日
至昭和 45 年 3 月 31 日

社団法人滬友会々長
石川悌次郎、議事録
書名人三沢

社団法人滬友会

1636 同学の栄誉

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.58

Z3:Ko97:(5)

山元静夫（37 期）、
西田十三汰（44 期）、
前川晃（37 期）、藤
井重雄（44 期）、四 本部記事
方浩二（41 期）、井
出税（42 期）、香川
英史（24 期）、山口
勝之（36 期）

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.58

Z3:Ko97:(5)

1638 クラス幹事交替

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.58

Z3:Ko97:(5)

1639 記事訂正の御申出

本部記事

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.58‐59

Z3:Ko97:(5)

京都支部十七期大釈
春雄

支部便り

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.60‐61

Z3:Ko97:(5)

1641 根津院長墓地九烈士碑敷地管
京都支部長大釈春雄
理昭和四十四年度報告

支部便り

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.61

Z3:Ko97:(5)

和歌山支部支部長
山県彦三郎（21）
二期米寿翁林出賢
次郎、二十期平田
真一、二十一期山
県彦三郎、二十二期
志磨克己、三十一期
岩橋誠、三十一期内
田義雄、三十三期楠
山清、三十三期望月
晁、三十六期藤田照
男、四十二期原正、
四十三期森本穂積、
四十五期九鬼一

支部便り

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.61‐62

Z3:Ko97:(5)

1637 会費納入にちなむ会員短信

1640 梅花忌だより

1642 和歌山支部総会
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いて訂正
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戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

二十二期湯浅之夫
20 鈴木輝之、19 和
田平市、22 湯浅之
夫、23 木付鎮雄、
26 三宅勲、3 三浦義
臣、29 山本清次郎、
広島支部便り
30 林十平、35 鴉田
藤太郎、36 山口勝
1643 一、支部総会寮歌祭を偲ぶ
支部便り
二、鈴木択郎先生夫妻を迎え 之、38 山根良男、
て
40 渡辺卓郎、42 原
田繁貴、42 倉井弘
道、44 若松茂夫、鈴
木択郎、34 西本一
雄、29 伊達茂、40
高田宣夫、40 奥田
隆春、41 伊藤正一

号

西暦

元号

頁

請求番号

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.62‐65

Z3:Ko97:(5)

1644 名古屋支部

四十一期柴田敏之

支部便り

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.65‐66

Z3:Ko97:(5)

1645 滬友会九州支部総会報告

四十二期田辺実三郎

支部便り

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.66‐67

Z3:Ko97:(5)

1646 福岡支部総会

四十三期中江浩

支部便り

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.67

Z3:Ko97:(5)

1647 在京十三期生小集会

十三期加藤隆範

各期の集い

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.68

Z3:Ko97:(5)

1648 二十六期生卒業四十年記念全
二十六期松井幸人
国大会

各期の集い

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.68‐69

Z3:Ko97:(5)

1649 三十六期生第二回全国大会

各期の集い

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.69‐70

Z3:Ko97:(5)

二十四期山本治
中村加治馬、伊藤善
三、佐藤敏夫、福田
繁一、宮崎武雄、深
堀健一郎、堀合直男、
徳山寿見美つ子、香
川幸子、竹味夫人、
二十四期生京都全国大会（第
1650 七回）
朱名氏、馬淵悦男、 各期の集い
尾野四郎、岡田尚、
梶村博也、松田義雄、
堅山利徳、岩田良一、
竹味武雄、木村仁郎、
塩原長衛、藤田良次、
松代、平野博、山元
治

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.71‐72

Z3:Ko97:(5)

1651 四十一期第二回全国大会記

三十六期明野義夫

四十一期久保田穣

1652 哀悼

各期の集い

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.73‐74

Z3:Ko97:(5)

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.75

Z3:Ko97:(5)

1653 富岡君の訃

十一期渡辺勝美

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.75‐76

Z3:Ko97:(5)

1654 富岡先生の訃悼む

京都支部大釈春雄

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.76‐78

Z3:Ko97:(5)

1655 故富島唯一君をしのびて

十六期桑原五郎

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.78‐79

Z3:Ko97:(5)

1656 藤森郡一君を偲ぶ

十七期畑生国彦

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.79‐82

Z3:Ko97:(5)

1657 南忠さんの思い出

一七期（ヒゲ）

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.82‐83

Z3:Ko97:(5)

1658 沢井慎思君を偲ぶ

十七期大坪市郎

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.83‐84

Z3:Ko97:(5)

1659 藤森郡一兄の逝去を悼む

十七期中山一清

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.84‐85

Z3:Ko97:(5)

1660 藤森郡一君の追憶

日高輝助

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.85‐89

Z3:Ko97:(5)

1661 松本利治君を偲ぶ

二十期高谷大二郎

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.89‐90

Z3:Ko97:(5)

1662 東海林伴治氏のこと

二十四期中村加治馬

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

pp.90‐91

Z3:Ko97:(5)

1663 戸津茂雄（二三期）の思い出 二十四期中村加治馬

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.91

Z3:Ko97:(5)

1664 米倉駿君を悼む

慶弔欄

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.92

Z3:Ko97:(5)

28

1970 年 6 月

昭和 45 年 6 月

p.93

Z3:Ko97:(5)

二十六期中下魁平

1665 編集後記

1666 目次

1667 大きな曲がり角が来た

滬友会々長石川悌次
郎

戦時中頃の回顧
1668 学徒動員、我が書院同窓の舞
台を無精に陣中見舞いの思い 二期山口啓三
出。

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(5)

巻頭言

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.1‐11

Z3:Ko97:(5)

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.12

Z3:Ko97:(5)

1669 感謝と忍耐

二期丸山英三

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.12‐13

Z3:Ko97:(5)

1670 時文は温泉行者である

五期吉武政夫

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.13‐14

Z3:Ko97:(5)

備考

奥付

目次「九洲支部」

昭和四十五年十二月一
日 印刷
昭和四十五年十二月十
日 発行
編輯兼発行人 東京都
千代田区霞ヶ関三−二
−四（霞山ビル滬友会
内） 井上志邁 印刷
人 東京都中央区日本
橋箱崎町四の九 佐々
木信親 電話（六六七）
四五二一〜二番 発行
所 東京都千代田区霞
ヶ関三−二−四霞山ビ
ル内 社団法人滬友会
電話（五八一）三九一
九番 振替口座東京七
一三八〇 郵便番号一
〇〇
大いなる票決に待つ、東亜
学院の発生、ここにも世紀の
悩み、貿易大学との提携をめ
ぐって、富士宮構想と募金計
画、大いに言わんがためには
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見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考
江南絶句、胡蝶、初夏即事、
七夕

1671 萩花詩鈔

十三期加藤隆範

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.14‐15

Z3:Ko97:(5)

1672 老兵は消えて行く

十六期桑原五郎

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.15‐16

Z3:Ko97:(5)

1673 先輩歴訪（長崎・佐賀）
坂田長平手記

銀閘子
坂田長平

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.16‐22

亀淵龍長（1 期、東洋日の
出新聞、満鉄調査課、東拓、
中東海海林公司）、阿部要（1
期）、福田藤吉（1 期）、内藤
熊喜（1 期）、浦敬一、浦六
郎（17 期、浦敬一息）、冲禎介、
石川伍一（石川悌次郎伯父）、
藤島健一（24 期）、湯川武雄
（24 期）、山口斌（43 期）、椎
木真一（16 期、東亜学校）、
期、東亜学校）、
Z3:Ko97:(5) 豊田逸郎（16
魚返善雄（27 期）、川崎覚次（5
期、旅順民政庁）、小川清（5
期、満鉄鄭家屯公所長）、内
田正喜（24 期）、伊藤久生（37
期）、牧山光明（44 専）、門
田功（40 期）、大西儀三郎（16
期）、富田寿男（13 期、東亜
同文書院中国語講師）、島田
信吾（14 期）、黒田三郎、馬
場義雄（16 期）、鷲崎研太（17
期）

1674 山洲の儒学と禅学

十六期佐々木龍勝

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.23‐29

Z3:Ko97:(5)

1675 二十五年前の思出

十九期遠藤秀造

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.29‐33

Z3:Ko97:(5)

1676 孫文の手紙

無名氏

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.33‐38

Z3:Ko97:(5)

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.38‐40

Z3:Ko97:(5)

1677 九期の大先輩村田四郎を偲び
二十二期湯浅之夫
て
1678 その日佳木斯では

二十四期中村加治馬

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.40‐41

Z3:Ko97:(5)

1679 私なりの「長寿の秘訣」

二十四期矢野一郎

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.41‐43

Z3:Ko97:(5)

書院史のひとこま
1680 「続・千山万里」

二十八期庄子勇之助

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.43‐46

Z3:Ko97:(5)

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.46

Z3:Ko97:(5)

1681 書院での変り種一人
1682 『山女魚音頭』の弁

三〇期伊藤紫郎

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.47‐48

Z3:Ko97:(5)

1683 学生従軍記

三十四期清水辰雄

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.49‐53

Z3:Ko97:(5)

1684 大先輩村田四郎翁の事

四十一期林勲

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.53‐54

Z3:Ko97:(5)

1685 封神演義の翻訳を終えて（九）二十六期木嶋清道

東南西北

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.54‐62

Z3:Ko97:(5)

1686 滬友東北支部連合大会に本部
より出席

本部記事

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.63

Z3:Ko97:(5)

1687 東亜学院の近況

本部記事

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.63

Z3:Ko97:(5)

1688 石川会長の病気入院

本部記事

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.63

Z3:Ko97:(5)

本部記事

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.63

Z3:Ko97:(5)

1690 日本寮歌祭に参加の件

本部記事

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.64

Z3:Ko97:(5)

1691 クラス幹事一部変替

本部記事

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.64

Z3:Ko97:(5)

平山熊雄（35 期）、
中込（21 期）、長
田（19 期）、久保田
（16 期）、今村隆（39
期）、某氏（26 期）、
福田（19 期）、中原 本部記事
正典（46 期）、坂本
一郎（20 期）、今村
（37 期）、山崎和伊（9
期）、小林紀彦（42
期）、山下（30 期）、
白土（20 期）

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.64‐65

Z3:Ko97:(5)

1689 市川信也氏の御高志

1692 会費納入振替用紙利用の会
員、準会員短信

三期市川信也

1693 書院での変り種五人男

本部記事

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.65

Z3:Ko97:(5)

1694 在京十六期生会

幹事桑原五郎

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.66

Z3:Ko97:(5)

1695 在京十九会の秋季旅行

十九期坂西多郎

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.66‐67

Z3:Ko97:(5)

1696 二十一期生第五回全国大会
出雲大社で縁結びのお礼

二十一期吉田蔵人
水田二輔、和田斉、
篠原栄、岡村小太郎、
橋爪友五郎、山県彦 各期の集い
三郎、八谷実、中島
吾朗、室田早苗、若
松茂、森田三郎、山
本春太郎

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.67‐70

Z3:Ko97:(5)

1697 二十九期生第六回全国大会

中山清一
寿岡良、村井芳衛、
井上正彦、中山高、
百々増次郎、平松久
敬、田中政治、田中
聡介、神谷龍男、中 各期の集い
西信一、稲葉幸衛、
手塚操、桑島信一、
国沢徳満、山本清次
郎、田実巌、河野二
夫

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.70‐75

Z3:Ko97:(5)

1698 三十五期生第三回全国大会

三十五期斎藤洲臣

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.75‐76

Z3:Ko97:(5)

1699 在京四十期生会だより

四十期柳田与平次

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.76‐77

Z3:Ko97:(5)
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1700 第四十一期在京同期生会

記事名

四十一期大屋秀夫

著者名

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.78

Z3:Ko97:(5)

1701 剣道部秩父大会記

湯浅・片岡

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.78‐80

Z3:Ko97:(5)

新刊紹介

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.80‐81

Z3:Ko97:(5)

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.81

Z3:Ko97:(5)

各期の集い

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.82

Z3:Ko97:(5)

支部便り

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.83‐85

Z3:Ko97:(5)

二十四期中村加治馬
滬友信州会宮坂正延
（16）、山崎一毅（17）、
細川正雄（18）、伊
藤留吉（20）、柴崎
冨美夫人、吉本久子
夫人、百瀬陸郎（19）、
丸山泰男（19）、山
支部便り
崎高三郎（25 客員）、
小林省吾（30）、吉
元晴雄（30）、飯谷肇
（29）、柴崎章雄（28）、
由井文人（31）、由
井梅子夫人、上条立
喜（30）

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.85‐86

Z3:Ko97:(5)

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

p.87

Z3:Ko97:(5)

四十四期（予）釜井
1702 三十八期新井宝雄氏著「林彪
時代」推奨す
卓三
1703 四十二期同窓会
1704 越前永平寺に物故同期生
三十二名の霊を弔う

二十三期野見山栄

1705 福井支部便り

二十二期堀亮三

1706 長野支部大会（松原湖）

1707 哀悼

八期川村宗嗣

慶弔欄

1708 高井恒則君の死

八期川村宗嗣

慶弔欄

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.87‐88

Z3:Ko97:(5)

1709 九期松原秀三氏の死を悼む

十二期立石善次郎

慶弔欄

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.88‐89

Z3:Ko97:(5)

1710 林秀雄君の死を思う

十四期山本久一郎

慶弔欄

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.89‐90

Z3:Ko97:(5)

1711 藤野・久米両兄を憶う

十九期郷野不二男

慶弔欄

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.90‐92

Z3:Ko97:(5)

1712 南郷龍音君の死を悼む

十九期坂西多郎
滬友会福岡支部長大
場致孝（東亜同文書
院第三十三期生）

慶弔欄

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.92‐94

Z3:Ko97:(5)

1713 藤森郡一氏の逝去を悼む

二十三期宮下三郎記

慶弔欄

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

pp.94‐96

Z3:Ko97:(5)

29

1970 年 12 月

昭和 45 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(5)

1714 編集後記

1715 目次

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

備考

藤野進（18 期、外務省、
日本国連協会事務局長、霞山
会）、紅林卓次（18 期）、久
米幸延

昭和四十五年六月二十
五日 印刷
昭和四十五年七月十日
発行
編輯兼発行人 東京都
千代田区霞ヶ関三−二
−四（霞山ビル滬友会
内） 井上志邁 印刷
人 東京都中央区日本
橋箱崎町四の九 佐々
木信親 電話（六六七）
四五二一〜二番 発行
所 東京都千代田区霞
ヶ関三−二−四霞山ビ
ル内 社団法人滬友会
電話（五八一）三九一
九番 振替口座東京七
一三八〇 郵便番号一
〇〇

1716 日中新関係樹立の前提

田中香苗

巻頭言

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.1‐3

Z3:Ko97:(6)

1717 好友村田四郎君の精神力

十期野嶋経太

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.4‐6

Z3:Ko97:(6)

1718 老友を訪ねて

十期大谷弥十郎

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.6‐8

Z3:Ko97:(6)

東亜学院の躍進と大陸への郷
1719 愁
附、満鉄興亡史と北満永久要 十四期鎌田政国
塞を読んで

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.8‐20

Z3:Ko97:(6)

pp.20‐23

山口啓三（2 期、日本郵船、
中華輪船股份有限公司）、岡
野増二郎（1 期、陸軍軍曹、
宗教団体会社天華洋行、呉佩
孚顧問）、神尾茂（6 期）、漢
口日語学校校長（4 期）、鈴
木格三郎（5 期、大旅行消
費組合会計予算 8,000・一人
100 ドル、東亜蚕糸業組合、
日華蚕糸 K.K、黄泰洋行、出
水製紙）、神津助太郎（1 期、
古川上海支店長）、草野松雄
Z3:Ko97:(6) （18 期）、藤森郡一（17 期、
出水製紙）、福井直（25 期、
出水製紙）松田正人（36 期、
出水製紙）、武田群治、山崎
賢三（旧姓中曽根）、丸山英二、
三枝理悦、阿部信一、油谷恭
一、横島健三、小谷節夫（天
佑公司、青島新報社長、衆議
院議員、妹近藤鶴代）、金井
勝三郎（3 期）、久慈寛一（16
期）、根岸佶、塙金吾（5 期）、
大内敬事、桑原五郎、豊田逸
郎

1720 老先輩のこと

銀閘子

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

奥付

村田四郎（9 期、旧姓長谷
川）

虎頭要塞
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記事名

1721 八州とびある記

著者名

銀閘子
高橋君平

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

東南西北

号

30

西暦

元号

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

頁

請求番号

備考

pp.23‐27

目次「九州とびある記」
得丸厳（22 期）、今村一郎
（36 期）、野崎駿平（18 期、
東亜同文書院教授）、鈴木択
郎、中内二郎（13 期、東亜
同文書院学生監）、村上和夫
（35 期、長野貿易専務）、佃
正道（36 期、公安調査庁）、
田尻親種、岡田晃（36 期、
香港総領事）、春名和夫（36
Z3:Ko97:(6) 期、丸紅飯田北米支配人兼米
国会社々長）、房野博（36 期、
延岡市長）、富永貞夫（41 期）、
平野栄（22 期）、福岡日出麿
（29 期、蘇州で酒造、福岡商
店社長、県会議員）、副島清
高（33 期、佐賀板紙役員）、
蓑津豊（35 期、佐賀板紙部
長工場長）、深川操一郎（34
期、佐賀県企画部参事）、島
田信吾、真島茂樹（真島次郎
息）

1722 復縁同窓小記

銀閘子

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.27‐28

副島高市（1 期）、金子昇
作（13 期）、金子憲良（43 期）、
永淵良次（43 期）、川俣正直
（15 期、外務省外交文書班）、
川俣方平（17 期）、藤田正実
（15 期）、三井雄三郎（17 期）、
畑生国彦
（17 期）
、
浜田日吉
（22
、大羽政章（22 期、晋北
Z3:Ko97:(6) 期）
自治政府顧問）、浜田守保（35
期）、浜田俊（42 期）、日高
長次郎（4 期、本渓湖煤鉄公
司、本渓湖 K.K 重役、福岡
製氷会社々長）、日高輝雄（32
期、日高長次郎次男、満洲房
産 K.K、K.K 日高石炭商会、
日高興産 K.K 社長）

1723 古稀の年の年賀状

二十期大西秀治

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.28‐29

Z3:Ko97:(6)

偶感
1724 ―北陸三県滬友同窓会に寄せ 二十二期堀亮三
て―

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.29‐32

Z3:Ko97:(6)

中西功著「死の壁の中か
1725 ら」（岩波新書）を読みて
―妻への手紙―

同期生（二九）神谷
龍男

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.32‐34

Z3:Ko97:(6)

1726 新潟本因坊風岡氏

二十四期中村加治馬

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.34

Z3:Ko97:(6)

1727 根岸佶前教授からの来信

根岸佶

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.34‐35

Z3:Ko97:(6)

新しい日中間のかけ橋に
1728 東亜学院第四期生入学式に於 近衛通隆
ける近衛霞山会長訓辞の一節

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.35

Z3:Ko97:(6)

1729 封神演義の翻訳を終えて（一
二十六期木嶋清道
〇）

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.35‐44

Z3:Ko97:(6)

1730 漢詩

東南西北

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.44‐45

Z3:Ko97:(6)

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.46‐52

Z3:Ko97:(6)

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.53

Z3:Ko97:(6)

昭和 45 年度決算報告書
1733 （2）貸借対照表
（昭和 46 年 3 月 31 日）

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.54

Z3:Ko97:(6)

昭和 45 年度決算報告書
（3）昭和 45 年度一般
1734 会計収支予算対比表
（自昭和 45 年 4 月 1 日至昭和
46 年 3 月 31 日）

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.55

Z3:Ko97:(6)

昭和 45 年度決算報告書
（4）維持基金勘定収支計算書
（自昭和 45 年 4 月 1 日
46 年 3 月 31 日）
1735 至昭和
參考附表 1971 年版名簿収支
46 年 3 月 31 日現在
參考附表第十回寮歌祭収支
46 年 3 月 31 日現在

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.56

Z3:Ko97:(6)

昭和 45 年度決算報告書
1736 （5）諸預かり金内訳表
（昭和 46 年 3 月 31 日現在）

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.57

Z3:Ko97:(6)

昭和 45 年度決算報告書
46 年度予算案
1737 （6）昭和
（自昭和 46 年 4 月 1 日至昭和
47 年 3 月 31 日）

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.58

Z3:Ko97:(6)

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.59‐60

Z3:Ko97:(6)

東亜学院問題
調査特別委員会
委員長（二十八期）
蔵居良造、副委員長 本部記事
（三十期）志波正男、
同（四十期）広長敬
太郎

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.60‐65

Z3:Ko97:(6)

十三期加藤隆範

1731 四十六年度通常総会議事録
昭和 45 年度決算報告書
45
1732 （1）収支計算書（自昭和
年 4 月 1 日至昭和 46 年 3 月
31 日）

1738 昭和四十五年度事業報告

1739 東亜学院問題に関する報告

社団法人滬友会
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小竹文夫、白立会、内山完
造、坂本義孝（東亜同文書院
教授）、藤原茂一（東亜同文
書院教授）、福井二郎（17 期）、
藤居太七（東亜同文書院職
員）、西川（24 期）、牧野虎
次（同志社総長）

風岡仁平（23 期）

討論の経過、東亜学院（霞
山会）と滬友会の関係、東
亜学院の富士宮市移転につい
て、母校再建問題

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

菅野俊作（41 期）、
小竹詳文（33 期）、
山本宏（41 期）、榑
1740 会費納入振替用紙利用の会員
短信
沼圭（43 期）、中尾
正（43 期）、近藤竜
雄（6 期）

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.65

Z3:Ko97:(6)

1741 金子昇作殿御子息金子憲良殿
より当会に御寄附金

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.65

Z3:Ko97:(6)

書院第一期―第三期生、並び
1742 に当時の教職員写真、十六期
高橋君平氏御寄到

本部記事

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.65

Z3:Ko97:(6)

1743 卒業五十周年記念十七期生全
甲斐多聞太
国大会記

各期の集い

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.67‐68

Z3:Ko97:(6)

1744 十七期有志六甲山上の集い

甲斐多聞太

各期の集い

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.68‐69

Z3:Ko97:(6)

1745 一九会第六回全国大会

十九期坂西多郎

各期の集い

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.69‐70

Z3:Ko97:(6)

1746 二十三期生岐阜大会の記

野見山栄

各期の集い

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.70‐71

Z3:Ko97:(6)

1747 名古屋滬友のつどい

四十一期柴田敏之

各期の集い

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.71‐72

Z3:Ko97:(6)

伊藤正己
槙原徳三郎、福満篤、
平野伊津美、岩橋竹
二、岩井茂、石田武
夫、井上宗親、川瀬
徳男、前田増三、松
井幸人、宮野茂邦、
二十六期生第四回全国大会報
1748 告
三宅勲、百枝辰男、 各期の集い
永島良一、中尾義男、
中下魁平、西村剛夫、
鹿野清、土田増夫、
田中玲瓏、若宮二郎、
矢尾勝治、寺崎修三、
本田彦次、上村清記、
梶原英三

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.72‐77

Z3:Ko97:(6)

（三十八期生）著「お 四十四期釜井卓三
1749 新井宝雄
隣り中国」

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.77

Z3:Ko97:(6)

1750 佐賀支部各位

島田信吾

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.78

Z3:Ko97:(6)

1751 佐賀支部だより

平野栄

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.78‐79

Z3:Ko97:(6)

1752 梅花忌だより

京都支部大釈春雄

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.79‐80

Z3:Ko97:(6)

1753 高知支部便り

十五期瀬戸元

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.80

Z3:Ko97:(6)

1754 福岡支部便り

幹事

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.81‐82

Z3:Ko97:(6)

1755 長崎支部

大江廣〔大江広〕

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.82

Z3:Ko97:(6)

1756 滬友会大阪支部の動向に就い
中崎一之
て

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.82‐83

Z3:Ko97:(6)

1757 滬友会九州支部総会始末記

支部便り

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.83‐84

Z3:Ko97:(6)

1758 哀悼

慶弔欄

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.85

Z3:Ko97:(6)

1759 清水董三、梶山幹六両氏を偲
十四期鎌田政国
ぶ

慶弔欄

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.85‐86

Z3:Ko97:(6)

1760 久米幸延君を偲ぶ

一九期大江広

慶弔欄

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.86‐88

Z3:Ko97:(6)

1761 矢野一郎君の追憶

二十四期中村加治馬

慶弔欄

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.88‐89

Z3:Ko97:(6)

1762 一、事務局長の交替

本部
記事追録

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.89

Z3:Ko97:(6)

1763 一、荒尾東方斎先生彰徳碑修
理費

本部
記事追録

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.89

Z3:Ko97:(6)

1764 六月十七日常務理事会議事録
写文

本部
記事追録

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.89‐90

Z3:Ko97:(6)

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

pp.90‐91

Z3:Ko97:(6)

30

1971 年 6 月

昭和 46 年 6 月

p.92

Z3:Ko97:(6)

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.1

Z3:Ko97:(6)

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.2

Z3:Ko97:(6)

熊野正平（元東亜同
文書院大学教授、前
1770 中国人のものの考え方につい
て
一橋大学教授。東亜
学院々長（17））

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.3‐9

Z3:Ko97:(6)

1771 「私の眼（アイ）」

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.9

Z3:Ko97:(6)

1765 編集後記

奈須熊蔵

井上志邁

1766 〔奥付〕
1767 アジアクォータリ

社団法人アジア調査
会

広告

1768 目次

大陸を考え中国を論じよう
1769 ―「滬友」の内容を改めるに 滬友会々長田中香苗
当つて―

巻頭言

備考

奥付

写真

昭和四十七年四月発行
東京都千代田区霞が
関三丁目（霞山ビル）
社団法人滬友会
滬友編集室

前田増三（26 期、蛇の目
ミシン工業社長）
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著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

岩井英一（18）、岩
田冷鉄（19）、和田
斉（21）、稲川三郎
（25）、蔵居良造（28）、
明野義夫（36）、笠
坊乙彦（38）、広長
敬太郎（40）、阿久
津房治（40）、柳田
与平治（40）、大空
不二男（41）、竹内義
雄（42）、江頭数馬
（44）

座談会

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.10‐21

Z3:Ko97:(6)

広告

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.21

Z3:Ko97:(6)

宮田武義、中山優
炉辺清談
・蔵居良造（28）、
1774 遊記山人、望郷盧主人を訪れ 文責
村岡正三（36）、竹
る
内義雄（42）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.22‐23

Z3:Ko97:(6)

蔵居良造（朝日新
聞中国アジア調査会
（28））、藤岡瑛（ア
ジア研究所長（33））

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.24‐29

Z3:Ko97:(6)

1772 中国の将来と日本

1773 アジア兄弟社
機関誌アジアの心

1775 林彪事件
中国政治の動向
1776 中国革命史成る

書評

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.29

Z3:Ko97:(6)

1777 中華文化協会（代表波多博）
編中国国民革命史

広告

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.29

Z3:Ko97:(6)

1778 葉剣英

毎日新聞外信部東亜
課長江頭数馬（44）

中国
WHO'S
WHO

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.30

Z3:Ko97:(6)

1779 許世友

朝日新聞中国アジア
調査会副主査竹内義
雄（42

中国
WHO'S
WHO

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.30‐31

Z3:Ko97:(6)

1780 鄧頴超

外務省中国課伊藤利
雄（34）

中国
WHO'S
WHO

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.32

Z3:Ko97:(6)

1781 廖承志

朝日新聞編集員松野
谷夫（40）

中国
WHO'S
WHO

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.32‐33

Z3:Ko97:(6)

広告

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.33

Z3:Ko97:(6)

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.34‐37

Z3:Ko97:(6)

広告

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.37

Z3:Ko97:(6)

中国的
新名詞

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.38

Z3:Ko97:(6)

1782 東亜学院
1783 日中貿易と国交正常化

富山栄吉（中国経済
研究家（45））

1784 季刊東亜

財団法人霞山会東亜
文化研究所

1785 老三篇

「日本画報」社常務
大空不二男（46）

1786 大慶に学ぶ

経済企画庁調査局海
外調査課主査明野義
夫（36）

中国的
新名詞

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.38‐39

Z3:Ko97:(6)

1787 五・一六兵団

朝日新聞中国アジア
調査会副主査竹内義
雄（42）

中国的
新名詞

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.39‐40

Z3:Ko97:(6)

1788 三八作風

愛知大学法学部長池
上貞一（40）

中国的
新名詞

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.40

Z3:Ko97:(6)

1789 五・七幹部学校

東京新聞外報部中俣
富三郎（42）

中国的
新名詞

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.41

Z3:Ko97:(6)

1790 はだしの医者（赤脚医生）

東北大教養学部長代
理菅野俊作（41）

中国的
新名詞

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.41‐42

Z3:Ko97:(6)

1791 霙

石川魚紋（22）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.42

Z3:Ko97:(6)

1792 菊荘厳

三句

木村左近（16）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.42

Z3:Ko97:(6)

1793 「簡体字」について

山口左熊（一橋大公
司（35））

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.43‐45

Z3:Ko97:(6)

1794 新聞と雑誌

毎日新聞論説副主幹
杉本要吉（37）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.46‐47

Z3:Ko97:(6)

1795 中国の石油資源

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.47

Z3:Ko97:(6)

人見憲太郎（時事通
1796 新しい華僑
―マレーとシンガポールで― 信社、時事研究中国
部長（45））

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.48‐51

Z3:Ko97:(6)

1797 遊記山人随草

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.51

Z3:Ko97:(6)

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.52

Z3:Ko97:(6)

中国・
昔と今

宮田武義

「滬友」編集員、大
1798 前田増三（26）蛇の目ミシン
空不二男（41）、竹
工業社長
内義雄（42）

インタ
ビュー
滬友人

1799 ソウル断章

伊藤喜久蔵（東京新
聞・中日新聞中国問
題調査会（40））

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.53‐56

Z3:Ko97:(6)

1800 中国の肥料・鉄鋼

明野義夫・小林進共
著「ひらけゆく中国
経済」から

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.56

Z3:Ko97:(6)

宮下忠雄（神戸大経済
1801 学部教授・特別会員）
文革と中国経済

朝日新聞中国アジア 滬友図書館
調査会副主査竹内義 〔書評〕
雄（42）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.57‐59

Z3:Ko97:(6)
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目次「望郷廬主人・遊記山
人清談」
望郷廬主人（中山優、16
期）、遊記山人（宮田武義、
12 期、山水楼社長）
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日付
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戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名
高橋君平（鹿児
1802 島短大教授（16））
漢語形体文法論

著者名
朝日新聞笠坊乙彦
（38）

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

滬友図書館
〔書評〕

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.59‐60

Z3:Ko97:(6)

1803 諷嘯閉吟三首

加藤隆範（13）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.60

Z3:Ko97:(6)

1804 封神演義（十一）

木嶋清道（26）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.61‐64

Z3:Ko97:(6)

1805 「緑よりスワジの都は……」

桜田治平（スワジ王
国政府顧問（40））

東南西北

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.65‐66

Z3:Ko97:(6)

1806 東南アジアを旅して

西願寺守（アジア兄
弟社理事（43））

東南西北

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

pp.66‐67

Z3:Ko97:(6)

1807 編集後記

編集員藤岡（35）、
大空（41）、竹内（42）

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.68

Z3:Ko97:(6)

1808 日新製鋼

広告

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

1809 東京都ユース・ホステル協会

広告

31

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

1810 トヨタカローラ神奈川

取締役社長伊藤哲三
（35 期）

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

1811 セイワ工業株式会社

代表取締役鈴木浩
美（23 期）、相談役
（三菱 KK 化学品第
二部）平本正治（44
期）、顧問（弁護士）
錦織懐徳（44 期）

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

1812 目次

1813 日中国交ついに樹立
1814 遠かった国交への道
―田中首相・北京へ飛ぶ―

和田斉（21）
『滬友』編集委員蔵
居良造（28）

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.1

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.2‐6

Z3:Ko97:(6)

1815 多極化世界と日中関係

江頭数馬（毎日新聞
44 期）

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.7‐12

Z3:Ko97:(6)

1816 対日急接近の背景
―拡大する日中経済協力―

竹内義雄（朝日新
聞・中国アジア調査
会 42 期）

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.13‐22

Z3:Ko97:(6)

1817 歎昭和元禄

加藤隆範十三期

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.22

Z3:Ko97:(6)

1818 グンゼ産業株式会社

取締役社長大工原亮
26 期

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.22

Z3:Ko97:(6)

1819 朋友公益株式会社

代表取締役斎藤増雄
40 期

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.22

Z3:Ko97:(6)

1820 新しい華僑
大峡・中山両滬友を囲んで

大峡一男 36 期丸紅
飯田・海外開発建設
本部長元バンコク日
本人会々長、中山
一三 36 期日商岩井・
企画開発本部長付前
シンガポール日本人
会々長、藤岡瑛 33
期アジア研究所長、
竹内義雄 42 期朝日
新聞・中国調査会、
殿岡昭 45 期編集委
員

座談会

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.23‐36

Z3:Ko97:(6)

1821 中日大辞典の思い出

鈴木択郎（愛知大学
教授 15 期）

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.37‐39

Z3:Ko97:(6)

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.40

Z3:Ko97:(6)

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.40

Z3:Ko97:(6)

1822 原書房

1823 東亜学院

学院長経済学博士熊
野正平（17 期）

1824 東南アジア諸国の合板工業

佐藤義正（43 期）

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.41‐45

Z3:Ko97:(6)

1825 中国語と中国の文明文化
―詩を媒介として―

石田武夫（元建国大
学教授、前滋賀大短
大部教授、主事 26
期）

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.46‐50

Z3:Ko97:(6)

1826 感想句

十六期木村左道

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.50

Z3:Ko97:(6)

1827 東洋空気調和株式会社

専務取締役古賀六郎
36 期、相談役樅木
辰人 23 期

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.50

Z3:Ko97:(6)

1828 福田克美 32 期日本碍子社長

編集委員・藤岡、殿 滬友人イン
岡
タビュー

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.51

Z3:Ko97:(6)

1829 ドラマチックな中国史
―林彪事件の内幕―

伊藤喜久蔵（東京新
聞 40 期）

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.52‐56

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.56

Z3:Ko97:(6)

1830 時事問題研究所

広告

広告

備考

奥付

昭和四十七年十一月
発行
東京都千代田区霞が関
三丁目（霞山ビル）
東亜同文同窓会社団法
人滬友会滬友編集室
電話（〇三）五八一
−三九一九
振替東京七一三八〇
取引銀行第一勧銀虎ノ
門支店

大久保泰『中国共産党史』
入江通雅編『ニクソン訪中後
の日中』

村松瑛、佐藤慎一郎、衛藤
瀋吉、ロベー・ルギラン、伊
藤喜久蔵『中国人の心』
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1831 李先念

・アジア
金沢工業大学松崎雄 中国
WHO'S
二郎（23）
WHO

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.57‐58

Z3:Ko97:(6)

1832 姚文元

・アジア
朝日新聞中国アジア 中国
調査会竹内義雄（42） WHO'S
WHO

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.58‐59

Z3:Ko97:(6)

1833 李光耀

・アジア
時事通信社、時事研 中国
究所人見憲太郎（45） WHO'S
WHO

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.59‐60

Z3:Ko97:(6)

1834 汪東興

・アジア
朝日新聞中国アジア 中国
調査会蔵居良造（28） WHO'S
WHO

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.60

Z3:Ko97:(6)

中国的
新名詞

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.61

Z3:Ko97:(6)

経済企画庁調査局
海外調査課明野義夫
（36）

1835 大寨に学ぶ

見出し

1836 精兵簡政

毎日新聞大阪本社連
絡部長河本忠司（38）

中国的
新名詞

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.62

Z3:Ko97:(6)

1837 三大規律
八項注意

愛知大学法学部長池
上貞一（40）

中国的
新名詞

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.63

Z3:Ko97:(6)

1838 日菓株式会社

代表取締役鈴木厲吉
35 期

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.64

Z3:Ko97:(6)

1839 株式会社シーヤリング工場

専務取締役西好隆
42 期

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.64

Z3:Ko97:(6)

1840 阪神精肉株式会社三野

代表取締役三野清雄
22 期、常務取締役
浮野霊雲 22 期

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.64

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.65‐69

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.69

Z3:Ko97:(6)

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.70

Z3:Ko97:(6)

1841 生物はすべて食となる
菜

中国 顧中正、櫛部正暉
（24）期

1842 茅台酒
1843 かつ吉
1844 日本フィーサイト株式会社

代表取締役篠原久司

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.70

Z3:Ko97:(6)

1845 電気絶縁工業株式会社

石田武男 24 期、竹
見武雄 24 期、新村
寛 25 期、友添健策
27 期

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.70

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.71‐72

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.72

Z3:Ko97:(6)

簡体字をどうするか
1846 炭鉱労働者からの質問に対す
る郭沫若の回答
1847 現代アジア出版会

広告

1848 人民日報の読み方

山口左熊

1849 中国人と道教

ちょんぴん

1850 中式酒家天龍

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.73‐74

Z3:Ko97:(6)

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.74

Z3:Ko97:(6)

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.74

Z3:Ko97:(6)

ここに人あり
1851 四十五期・加藤庄六君のアフ 在スワジランド桜田
治平 40 期
リカにおける活躍

東南西北

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.75‐77

Z3:Ko97:(6)

日立造船陸機事業本
1852 中国造船工業視察団に同行し
て
部松永浩一郎 45 期

東南西北

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.77‐79

Z3:Ko97:(6)

1853 日中留学生の交換を望む

東南西北

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.79‐80

Z3:Ko97:(6)

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.80

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.81

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.81

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.82

Z3:Ko97:(6)

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.82

Z3:Ko97:(6)

遠藤秀造 19 期
取締役社長岩屋三男
（22 期）

1854 八星商事株式会社
1855 山水有清音

遊記山人

1856 魯迅の言葉から
1857 むかし上海を

滬

というた

1858 日清製油株式会社

取締役社長坂口幸雄

備考

竹内義雄『東南アジアの価
値体系』『華僑』

1859 伊藤喜久蔵編著
中国人の心

滬友図書館

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.83

Z3:Ko97:(6)

竹内義雄著
1860 華僑
アジアの鍵・第三の民族

滬友図書館

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.83

Z3:Ko97:(6)

竹内義雄（42 期）

1861 石射猪太郎著
外交官の一生

滬友図書館

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.84‐85

Z3:Ko97:(6)

石射猪太郎（5 期）

1862 佐藤善雄著
新浪人の人生期

滬友図書館

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.85

Z3:Ko97:(6)

佐藤善雄（3 期）

1863 アジア研究所編
新中国商品調査報告

滬友図書館

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

pp.85‐86

ロス・テリル著
1864 中国の自由
人民八億の真実

滬友図書館

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.86

Z3:Ko97:(6)

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.86

Z3:Ko97:(6)

1865 株式会社日本学術出版社

取締役社長岡田尚
24 期、湯口重寿 24
期
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号

西暦

元号

頁

請求番号

1866 白茶談義

記事名

遊記山人（12 期）

著者名

見出し

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.87

Z3:Ko97:(6)

1867 編集後記

蔵居

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.88

Z3:Ko97:(6)

1868 簡体字について

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

p.89

Z3:Ko97:(6)

簡体字表
1869 トーマス・ウェード式漢語拼
音字母対照表、

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

8pp.

Z3:Ko97:(6)

代表者橋丸大吉（22
1870 パール・ヱムパイヤ・カンパ
ニー（帝国真珠）
期）

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

1871 株式会社後藤回漕店

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

1872 ジャノメミシン

広告

32

1972 年 11 月

昭和 47 年 11 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

1873 日本碍子碍子事業部

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

1874 目次

33

1875 広告・ご協力ありがとう

広告

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1p.

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.1‐3

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.4‐22

Z3:Ko97:(6)

熊野正平（17 期）

1877 ポスト・ベトナム

名越吉備雄 33 期本
東京銀行シンガポー
ル支店長、宗方健二
郎 40 期三井物産前
ベトナム代表・現開
発本部勤務、竹内義
雄 42 期朝日新聞・
平和問題調査室、池
子俊夫 45 期前三井
物産銀行バンコク支
店次長・現香港代表、
殿岡昭 45 期「滬友」
編集委員、菊池一雄
46 期埼玉大学教授、
人見憲太郎 45 期時
事通信社・時事研究
所主査

1878 周恩来と江青の間

伊藤喜久蔵（東京新
聞・40 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.23‐28

Z3:Ko97:(6)

1879 日中貿易の実際

大空不二男（41 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.29‐33

Z3:Ko97:(6)

1880 幸運な一打
一桿進洞

根岸忠素（25 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.33

Z3:Ko97:(6)

1881 平話を迎えたサイゴンの街

古谷英夫（41 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.34‐36

Z3:Ko97:(6)

1882 諷嘯閉吟

加藤隆範（13 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.36

Z3:Ko97:(6)

原吉平、渡辺長雄
編集員蔵居良造 28
期、同藤岡瑛 33 期

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.37‐57

Z3:Ko97:(6)

富山栄吉（45 期）
大東文化大学講師

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.58‐68

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.68

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.69‐71

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.72

Z3:Ko97:(6)

1883

経済大国

を語る

1884 視てきた北朝鮮
1885 中国の復姓
1886 チュメニ油田と北方領土

青木愼太〔青木慎太〕

1887 中国革命と山田兄弟
1888 廖仲愷と山田純三郎
廖未亡人何香凝女史語る

何香凝

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.72

Z3:Ko97:(6)

1889 て山田良政先生之碑

愛知大学教授鈴木択
郎（15 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.73‐75

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.75

Z3:Ko97:(6)

につい

インペリアル 取締役社長福山寿
1890 ブリジストン
イーストマン株式会社
（27 期）
1891 李徳生

朝日新聞社「アジア 中国・アジア
レビュー編集長」松
WHO'S
野谷夫 40 期
WHO

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.76‐77

Z3:Ko97:(6)

1892 陳錫聯

・アジア
朝日新聞平和問題調 中国
WHO'S
査室竹内義雄 42 期
WHO

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.77‐78

Z3:Ko97:(6)

・アジア
東京新聞外報部中俣 中国
1893 タノム・キッカチョン・タイ
WHO'S
首相
富三郎 42 期
WHO

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.78‐79

Z3:Ko97:(6)

奥付

昭和四十八年七月発行
東京都千代田区霞が
関三丁目（霞山ビル）
東亜同文書院同窓会
法〔ママ〕団法人
滬友会滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
振替東京七一三八〇
取引銀行第一勧銀虎ノ
門支店

Z3:Ko97:(6)

1876 中国思想史随想

座談会

備考

日本碍子株式会社、財団法
人教育設備助成会、株式会社
住宅新報社、大和証券、ブリ
ヂストン・インペリアル・イー
ストマン株式会社、アジア研
究所、日菓建設・日菓株式会
社、西部自動車

原吉平（18 期、ジェトロ
理事長）、渡辺長雄（35 期、
日興リサーチセンター取締
役）

『人民中国』（1972 年 12 月
号）掲載何香凝（廖承志母）
の一文
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記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

中国的
新名詞

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.79‐80

Z3:Ko97:(6)

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.80

Z3:Ko97:(6)

1896 大陸のなかで歌の流れをみる 菅野喜久哉（28 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.81‐89

Z3:Ko97:(6)

1897 根津さんと大旅行

桑原五郎（16 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.89

Z3:Ko97:(6)

1898 友情の交流をこそ

花井清二良（41 期）
（神奈川新聞論説委
員）

随想

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.90‐91

Z3:Ko97:(6)

1899 黄鼠狼対鶏拝年

山本紀綱（22 期）

随想

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.91

Z3:Ko97:(6)

1900 上海の兔・狐など

坂本一郎（20 期）

随想

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.91‐92

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.92

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.93

Z3:Ko97:(6)

1894 深挖洞・広積糧・不称覇

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

高田富佐雄 41 期

1895 アジア研究所

1901 日菓建設・日菓株式会社

代表取締役鈴木厲吉
（35 期）

1902 酒、排骨そして螃蟹の回想

柴田敏之（41 期）
（名
古屋市商工課長）

随想

1903 看上了你

チョンピン

随想

1904 編集後記

R・K

1905 副島民報

代表取締役副社長菊
池四郎（38 期）、専
務取締役相談役塩川
朝夫（44 期）、専務
取締役広告担当高橋
重夫（44 期）

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.93

Z3:Ko97:(6)

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.94

Z3:Ko97:(6)

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

1906 西武自動車販売株式会社

取締役社長宮家癒
（43 期）

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1/3p.

Z3:Ko97:(6)

1907 西武京急スバル株式会社

取締役社長宮家癒
（43 期）

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1/3p.

Z3:Ko97:(6)

専務取締役宮家癒
1908 靖武ハイウェイサービス株式
会社
（43 期）

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1/3p.

Z3:Ko97:(6)

1909 財団法人教育設備助成会

専務理事 21 期和田
斉

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

1910 株式会社住宅新報社

取締役副社長田中玲
瓏（26 期）、専務取
締役佐々部東吉（30
期）、取締役出版局
浜田正夫（44 期）

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

広告

33

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

1911 大和証券
号‐33 号）目次総
1912 滬友（31
括表

1913 目次

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

東亜保全の構想
東方斎・山洲両先覚の達見
1914 日清貿易研究所の開所式訓辞 荒尾精、根津一
と東亜同文書院の興学要旨を
読む

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.1‐10

Z3:Ko97:(6)

1915 枻

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.4

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.10

Z3:Ko97:(6)

人間賛歌

枻出版

1916 中国・メモ（1）

中共党十全大会の分析
1917 ―昭和 48 年 9 月霞山ビルに
おいて―

1918 資料（一）中共中央内部機密
第四号文件

1919 資料（二）中共中央内部機密
第十二号文件

松野谷夫 40 期アジ
アレビュー編集長、
中俣富三郎 42 期
東京新聞外報部次
長、本橋渥 44 期横
浜国大教授、殿岡昭
45 期編集員、藤岡
瑛 33 期アジア研究
所々長

座談会

座談会

座談会

34

34

34

1973 年 12 月

1973 年 12 月

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

昭和 48 年 12 月

昭和 48 年 12 月
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pp.11‐36

pp.36‐38

pp.38‐45

備考

奥付

『中華人民共和国行政区画
便覧』

昭和四十八年十二月
発行
東京都千代田区霞カ
関三丁目（霞山ビル）
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友会滬友
編集室
電話（〇三）五八一
−三九一九
振替東京七一三八〇
取引銀行：第一勧銀虎
ノ門支店
荒尾精「日清貿易研究所開
所期訓辞」、根津一「興学要
旨」、「立教綱領」

Z3:Ko97:(6)

1 はじめに、2 開会の経過
と内部文件、３十全大会の意
味と役割、５林彪事件、6 林
彪事件の責任、7 体制と民衆、
8 党中央の人事構成、9 ヤン
グの代表・王洪文、10 人事
の焦点、11 中央機構の派閥
構成、12 江・姚は後退か、
13 対外路線とその影響、14
中ソ対立とその見通し、15
日中貿易とその将来、16 毛
周路線の転移と経済建設

Z3:Ko97:(6)

革命の指導権は我が艦隊の
上に輝く、最後の決断・時機
到来、国内の政治的矛盾は激
化した、敵・われとも騎虎の
勢い、救いようのない対人不
信感、特に求められた江田島
精神

Z3:Ko97:(6)

序：林・陳反党集団の粉砕斗
争展開を指示、毛主席の会談
内容 : 三要・三不要、五十年
間に現われた十大斗争、林彪・
陳伯達との斗争、林彪の「天
才論」が批判される、林彪の
責任が追及された、林彪の「病
気」は治らない、毛沢東の「三
つのやり方」、陳伯達批判報
告九十九人会議、毛沢東・軍
隊の自重を呼びかける、イン
ターナショナルと三大規律・
八項注意の歌、
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戦後分滬友会々報記事索引（2）

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

1920 資料（三）中共中央内部機密
第二十四号文件

記事名

著者名

座談会

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.45‐46

Z3:Ko97:(6)

資料（四）中共党中
1921 央政治局構成メンバー
（一九七三年九月現在）

座談会

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.46

Z3:Ko97:(6)

（五）林彪グループのクー
1922 資料
デター決起に至る経緯表

座談会

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.46‐48

Z3:Ko97:(6)

1923 資料（六）林彪グループの解
体

座談会

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.48

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.49‐50

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.50‐51

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.51

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.52‐57

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.57

Z3:Ko97:(6)
Z3:Ko97:(6)

1924 王洪文

O

中国・アジア
WHO'S
WHO

1925 陳修信

人見憲太郎＝ 45 期

中国・アジア
WHO'S
WHO

1926 中国・メモ（2）
中国の総人口
1927 魯迅と仙台・許広平と北京

菅野俊作（41 期）

1928 笑いころげた両首脳
1929 中国の対外貿易動向

明野義夫（36 期）

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.58‐62

1930 山田翁と江南正報

田中玲瓏（26 期）

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.63‐64

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.64

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.65

Z3:Ko97:(6)

1933 動力・水資源そして科学と観
伊志嶺朝良（23 期）
光

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.66‐68

Z3:Ko97:(6)

初めて見せた中国のラジオ・
テレビ施設
山西由之
1934 ―四三期山西由之氏（TBS
大空不二男記＝（41）
常務・テレビ本部長）に聞く 期
―

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.68‐73

Z3:Ko97:(6)

1935 革命前夜の中国
―南京事件前後―

大矢信彦（16 期）

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.74‐82

Z3:Ko97:(6)

1936 平等互利・互通有無

H

中国・アジア
新名詞

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.82‐83

Z3:Ko97:(6)

F

中国・アジア
新名詞

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.83‐84

Z3:Ko97:(6)

1938 「速々騎」と「雅摂佳」

H

中国・アジア
新名詞

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.84‐85

Z3:Ko97:(6)

1939 批修整風

S

中国・アジア
新名詞

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.85

Z3:Ko97:(6)

1940 三結合

S

中国・アジア
新名詞

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.85‐86

Z3:Ko97:(6)

1941 中国の道統

曽木卓（33 期）

随筆

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

pp.86‐87

Z3:Ko97:(6)

1942 査兄弟

日高清磨嵯

随筆

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.87

Z3:Ko97:(6)

広告

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.88

Z3:Ko97:(6)

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

p.88

Z3:Ko97:(6)

広告

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

1946 霞山会

広告

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

代表取締役志波正男
1947 （株）都留カントリー倶楽部 （30
期）

広告

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

代表取締役信元安貞
（40 期）、羽生製造
所部長門脇誠一（43
期）、嘱託賀来揚子
郎（40 期）

広告

34

1973 年 12 月

昭和 48 年 12 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

1931 中国メモ（3）
1932 ぬかよろこび

1937 セマウル運動

穂積文雄（特別会員）

常務取締役新村寛
1943 神奈川ミサワホーム株式会社 （25
期）
1944 編集後記

蔵居

1945 東亜学院

学院長熊野正平（17
期）、副学院長蔵居
良造（28 期）

1948 曙ブレーキ工業株式会社

1949 目次

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

伊藤喜久蔵東京新
1950 批林批孔
―周恩来首相はどうなるか― 聞・（40 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.1‐6

Z3:Ko97:(6)

1951 中国の文芸革命
―批林批孔の文芸的側面

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.7‐12

Z3:Ko97:(6)

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.12‐13

Z3:Ko97:(6)

1952 批林批孔年表

杉本要吉毎日新聞・
（37 期）
編集室

備考

奥付

毛主席忙殺計画の失敗

目次「台風エネルギーの活
用」
『沖縄経済新聞』1973 年 6
月 1 日付

査士元（東亜同文書院卒業
後東北帝国大学中退、兄弟査
士冀（25 期））

昭和四十九年九月発行
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四（霞山ビル）
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
振替東京七一三八〇
取引銀行：第一勧銀虎
ノ門支店
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記事名

号

西暦

元号

江頭数馬毎日新聞・
（44 期）

頁

請求番号

35

1974 年 10 月

1954 篤麿公と大内先生の事

水田二輔（21 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.14‐20

Z3:Ko97:(6)

昭和 49 年 10 月

p.20、p.32

1955 北ベトナム紀行
―多彩な文化発展をみる―

Z3:Ko97:(6)

富山栄吉（45）期

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.21‐26

Z3:Ko97:(6)

1956 気になる周恩来首相の健康

編集室

1957 東欧の親日国
ブルガリアを語る

岡田晃ブルガリア国
駐劄大使

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.26

Z3:Ko97:(6)

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.27‐32

Z3:Ko97:(6)

1958 多角化する中国貿易

明野義夫経済企画庁
調査局（36 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.33‐36

Z3:Ko97:(6)

1959 まぼろしの朋友
―中国の旧知・旧友―

岩井英一（18 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.37‐42

Z3:Ko97:(6)

1960 ブラジルの宝庫
アマゾンの密林と日本

西由五郎マナオス領
事（29 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.43‐46

Z3:Ko97:(6)

櫛部正暉中国料理研
1961 中国料理の中で世界の食糧問
題を考える
究家（24 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.47‐48

Z3:Ko97:(6)

1962 日本と台湾
―日台空路断絶に思う―

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.49‐51

Z3:Ko97:(6)

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.51

Z3:Ko97:(6)

1953 中国の第三世界外交
―超大国との対決―

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

在台北長谷川稔（8
期）

1963 急テンポの台湾貿易

1964 魯迅さんと私

鎌田寿（18 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.52‐56

Z3:Ko97:(6)

1965 鄧小平

佃正道（36 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.57

Z3:Ko97:(6)

1966 洒落本の中の中国

緑ケ丘学園短大講師
山口慎一（25 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.58‐59

Z3:Ko97:(6)

1967 中国偶感

遠藤秀造（愛知大学
講師（19 期））

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.59‐60

Z3:Ko97:(6)

1968 中日俚言くらべ

81 翁・佐々木微笑
（11 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.60‐61

Z3:Ko97:(6)

スイス
1969 アフリカの
スワジーランド王国

スワジーランド王
国済公顧問桜田治平
（40 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.61‐62

Z3:Ko97:(6)

吉田長雄シドニー総
領事（41 期）

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.63‐64

Z3:Ko97:(6)

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.64

Z3:Ko97:(6)

1970 最大の資源供給国―豪州―
1971 編集後記
1972 株式会社第一製砥石
1973 日清製油株式会社
1974 日新製鋼

取締役社長関家三男
（28 期）

広告

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

取締役社長坂口幸雄

広告

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

1/2p.

Z3:Ko97:(6)

専務取締役森小八郎
（29 期）

広告

35

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

1p.

Z3:Ko97:(6)

1975 目次

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

伊藤喜久蔵 40 期（東
京新聞）、江頭数馬
中華人民共和国第四期全国人 44 期（毎日新聞・
1976 民代表大会―昭和 50 年一月 東亜課長）、本橋渥
霞山ビルにおいて―
44 期（矛浜国大・
経済学部）、蔵居良
造 28 期

座談会

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.1‐20

Z3:Ko97:(7)

中華人民共和国憲法
藤岡瑛 33 期（アジ
1977 （一九七五年一月十七中華人
民共和国第四期全国人民代表 ア研究所所長）
大会第一回会議で採択）

座談会
資料

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.20‐25

Z3:Ko97:(7)

憲法改正についての報告
（中華人民共和国第四期全国
1978 人民代表大会第一回会議で
一九七五年一月十三日に報
告、一月十七日に採択）

藤岡瑛 33 期（アジ
ア研究所所長）

座談会
資料

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.25‐29

Z3:Ko97:(7)

1979 全国人民代表大会経緯

藤岡瑛 33 期（アジ
ア研究所所長）

座談会
資料

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

p.29

Z3:Ko97:(7)

1980 中国国家機構構成図表

藤岡瑛 33 期（アジ
ア研究所所長）

座談会
資料

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

p.30

Z3:Ko97:(7)

1981 新旧憲法の主要相違点

藤岡瑛 33 期（アジ
ア研究所所長）

座談会
資料

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

p.31

Z3:Ko97:(7)

1982 君子豹変征凶居貞吉

殿岡昭（45 期）

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

p.31

Z3:Ko97:(7)

1983 中国の石油と貿易

経済企画庁海外調
査課明野義夫 36 期、
朝日新聞調査研究室
竹内義雄 42 期

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.32‐42

Z3:Ko97:(7)

対談
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備考

奥付

孫銘九（孫銘久）、蒙那昌（チ
ベット人）

『魯迅の友会報』第 55 号掲
載文
東亜同文書院での講演につ
いてなど
鎌田誠一（鎌田寿の弟）

昭和五十年三月発行
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四（霞山ビル）
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
振替東京七一三八〇
取引銀行：第一勧銀虎
ノ門支店

十年ぶりの開催、人事問題
と批林批孔、憲法問題、政府
活動報告、対外関係、毛・周
以後

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

中国道統ナショナリズムの躍 大谷孝太郎特別会
員、京都産業大教授、
1984 動
元東亜同文書院大学
批林批孔 批判
教授

著者名

見出し

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.42‐47

Z3:Ko97:(7)

1985 孔子批判運動について

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.48‐49

Z3:Ko97:(7)

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.50‐51

Z3:Ko97:(7)

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.52‐57

Z3:Ko97:(7)

1988 まぼろしの朋友
―中国の旧知・旧友（二）― 岩井英一 18 期

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.58‐66

Z3:Ko97:(7)

1989 張春橋

高田富佐雄 41 期

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.67‐68

Z3:Ko97:(7)

1990 喬冠華
―周恩来外交の旗手―

藤岡瑛 33 期

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.68‐70

Z3:Ko97:(7)

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.70‐72

Z3:Ko97:(7)

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.73‐74

Z3:Ko97:(7)

滬友会特別会員弁護
1993 書院の講師から上海工部局参
事会員へ
士岡本乙一

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.75‐80

Z3:Ko97:(7)

1994 熊野正平先生の中国語大辞典
完成

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

p.80

Z3:Ko97:(7)

曽木卓 33 期

福田克美 32 期
日本碍子社長
1986 新旧交代の中国近くなった中
国
文責在竹内『滬友』
編集員
1987 大旅行誌に憑かれて（上）

笠坊乙彦 38 期（朝
日新聞・出版局）

1991 中国の俚言と日本の諺（二） 佐々木微笑 11 期
1992 「東洋経済史」
穂積文雄他共著

福井工業大学教授、
石田武夫（26 期）
記

書評

1995 礼賛・好々酒

山水楼遊記山人

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

pp.81‐82

Z3:Ko97:(7)

1996 好々酒はこうして生まれた

菅原宏一

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

p.82

Z3:Ko97:(7)

1997 「中日大辞典」を推奨する

大瀬戸権次郎 17 期

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

p.82

Z3:Ko97:(7)

1998 長江の水

16 期・大矢信彦・
作詞

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

2/3p.

Z3:Ko97:(7)

1999 お詫びして訂正

滬友誌編集部

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

1/4p.

Z3:Ko97:(7)

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

1/4p.

Z3:Ko97:(7)

36

1975 年 3 月

昭和 50 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2000 編集後記
社長宮田武義拝
（十二期）

2001 山水楼

広告

2002 目次

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

1p.

備考

謝南光（謝春木）、唐菊生、
崔万秋、王子恵（王文成、王
晦知）、唐巽

岡田晃「東欧の親日国ブル
ガリアを語る」（35 号）訂正

昭和五十年十月発行
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四（霞山ビル）
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
振替東京七一三八〇
取引銀行：第一勧銀虎
ノ門支店

Z3:Ko97:(7)

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.1‐21

Z3:Ko97:(7)

ベトナム戦争とは、民族
運動か共産主義か、南北統一
の問題、統一の障害は生活水
準、南北の経済の行方、混乱
の原因は、むずかしい？イン
ドシナ連邦組織、周辺諸国へ
の影響― ASEAN ―、ビルマ、
タイ、台湾、中ソの影響力、
強くなる三国の連帯、米国と
アジア、朝鮮半島をめぐって、
終わったドミノ理論の時代、
日本の援助と対応策、求めら
れる経済技術援助、労力と人
口問題

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.21

Z3:Ko97:(7)

用

今後の台湾
（42 期）
（朝
2005 ―中国は台湾を「武力解放」 竹内義雄
日新聞調査研究室）
できるか―

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.22‐29

Z3:Ko97:(7)

2006 中米共同声明

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.29

Z3:Ko97:(7)

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.30‐44

Z3:Ko97:(7)

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.44

Z3:Ko97:(7)

笠坊乙彦 38 期（朝
日新聞出版局）

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.45‐51

Z3:Ko97:(7)

24 期（筆
2010 大陸生活十八年間の青春記録 櫛部正暉
名顧中正）

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.51‐64

Z3:Ko97:(7)

2011 秦の「徐福」渡来の伝説につ
山本紀綱（22 期）
いて

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.64‐68

Z3:Ko97:(7)

2012 三大差別

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.68

Z3:Ko97:(7)

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.69‐73

Z3:Ko97:(7)

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.73

Z3:Ko97:(7)

2015 中国の俚言と日本の諺（三） 佐々木微笑（11 期）

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.74‐75

Z3:Ko97:(7)

2016 「上海時代」の同窓

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

pp.75‐77

Z3:Ko97:(7)

石黒孝 43 期（兼松
江商（株）西貢事務
所長）、川原寅男 45
期（NHK 中央研究
サイゴン陷落とアジアの新情
2003 勢
所教授）、富山栄吉
45 期（中央大・大
東文化大講師）、佐
伯朝春 41 期（毎日
新聞アジア調査会）

2004 中国の屋根の反り

2007 上海時代（前期）の思い出

加藤周一

岩井英一（18 期）

2008 滬友正誤表
2009 大旅行誌に憑かれて（中）

2013 酒肴漫談
―美味求真―
2014 農業

伊藤紫郎（30 期）

学大寨

中村加治馬（24 期）

座談会

奥付

加藤周一『中国の往還』引

山本紀綱『徐福―東来伝説
考』（謙光社）要約
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

2017 編集後記

R・K

見出し

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.77

Z3:Ko97:(7)

2018 院歌

大村欣一作詞、石
川常彦等作曲（明治
四十年）

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2019 大和証券

広告

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2020 陳建民の四川料理をどうぞ

広告

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

1/3p.

Z3:Ko97:(7)

広告

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

1/3p.

Z3:Ko97:(7)

広告

37

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

1/3p.

Z3:Ko97:(7)

2021 恵比寿中国料理学院

学院長陳建民、教務
長顧中正（24 期櫛
部）

2022 顧中正『中国料理百科理論と
名菜抜萃 600 選』

2023 目次

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2024 〔根津一写真〕

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2025 一は万物の肇

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2026 祭文

記念事業委員長宮田
武義

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.1

Z3:Ko97:(7)

2027 根津先生特集号に寄せて

滬友会会長田中香苗

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.2

Z3:Ko97:(7)

2028 根津先生五十回忌広島法要

広島支部
十期浜田増人、
二十二期湯浅之夫

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.3‐4

Z3:Ko97:(7)

2029 根津先生遺稿将徳論と哲理論 根津一

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.5‐11

Z3:Ko97:(7)

2030 柔軟な判断力

石崎広治郎（2 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97:(7)

2031 東亜保全の雄大なる構想

川上市松（2 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.13

Z3:Ko97:(7)

2032 根津精神とは

市川信也（3 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.13‐14

Z3:Ko97:(7)

2033 己を空うした先生

今井邦三（4 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97:(7)

2034 自ら信じること厚く

波多博（6 期）談、 山洲根津一
文責笠坊
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.14‐16

Z3:Ko97:(7)

2035 禁酒解禁の弁

升巴倉吉（7 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.16

Z3:Ko97:(7)

2036 忘れられない五項目

奥田千之（8 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.16‐17

Z3:Ko97:(7)

2037 止至善に導かれた一生

松川昇造（9 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.17

Z3:Ko97:(7)

2038 根津院長と私

大谷弥十部（10 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.18

Z3:Ko97:(7)

2039 酒は呑まぬ方がよい

浜田増人（10 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.18‐20

Z3:Ko97:(7)

2040 「大学」は忠と孝につきる

佐々木微笑（11 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.20‐21

Z3:Ko97:(7)

2041 滅私奉公のこころ

有井勘七（11 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.21‐22

Z3:Ko97:(7)

2042 滾々と湧き出ずる雄弁

立石善次郎（12 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.22

Z3:Ko97:(7)

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

ｐ 23‐25

Z3:Ko97:(7)

2044 態度をくずさぬ堂々たる姿

大工原友一（13 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.25‐26

Z3:Ko97:(7)

2045 富士山を仰ぐような気持ち

山本久一郎（14 期） 山洲根津一
旧姓・成田
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.26

Z3:Ko97:(7)

2043 中国を離れて日本はなく日本
富田寿男（13 期）
を離れて中国の安全はない

2046 大津先生の大川周明招宴にお
鈴木択郎（15 期）
いて

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.26‐27

Z3:Ko97:(7)

2047 明治天皇要望と根津先生の要
鈴木択郎（15 期）
望

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.27

Z3:Ko97:(7)

2048 根津先生の大学講義の思い出 鈴木択郎（15 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.27‐29

Z3:Ko97:(7)

立派になったな 森沢磊五郎（15 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.29‐30

Z3:Ko97:(7)

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.30

Z3:Ko97:(7)

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.3‐31

Z3:Ko97:(7)

2049 おお

おう

2050 若し陸軍大将だったら

大橋福松（15 期）

山洲根津一
先生

2051 型破りの大教育家だった

高橋君平（16 期）

山洲根津一
先生
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備考

奥付

顧中正（櫛部正暉、24 期）
昭和五十一年三月発行
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四（霞山ビル）
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
振替東京七一三八〇
取引銀行：第一勧銀虎
ノ門支店

『滬友』掲載文から抜粋

原文「根津先生の大川周明
招宴において」とあるが、第
39 号 77 頁によって「大津」
と訂正
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元号

頁
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工藤敏次郎（16 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.31‐32

Z3:Ko97:(7)

2053 三つの印象

門田耕成（16 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.32‐33

Z3:Ko97:(7)

2054 書院の歴史は正しい

甲斐多聞太（17 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.33‐34

Z3:Ko97:(7)

2055 墓守二十年

大釈春雄（17 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.34‐35

Z3:Ko97:(7)

2056 最終講義の訓話

山崎一毅（17 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.35

Z3:Ko97:(7)

2057 アジア人のアジアを造る精神 大瀬戸権次郎（17
期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.36

Z3:Ko97:(7)

2058 根津先生禁酒始末記

熊野正平（17 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.37

Z3:Ko97:(7)

2059 根津先生とストライキ騒動

岩井英一（18 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.37‐38

Z3:Ko97:(7)

2060 根津先生の金言

原吉平（18 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.38

Z3:Ko97:(7)

2061 円安・弗高の波紋

三沢獺之（19 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.38‐39

Z3:Ko97:(7)

2062 先生の講義の中から

郷野不二男（19 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.39‐40

Z3:Ko97:(7)

2063 私の座右の銘

大西恭四郎（19 期） 山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.40

Z3:Ko97:(7)

2064 仁徳溢れる眼指

湯浅之夫（22 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.40

Z3:Ko97:(7)

石田武男（24 期）

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.41‐45

Z3:Ko97:(7)

2066 根津院長と親父のシルクハッ
石崎正（準会員）
ト

山洲根津一
先生

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.45

Z3:Ko97:(7)

2067 根津先生を中心とした東亜同
文書院年表

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.46‐50

Z3:Ko97:(7)

2068 荒尾所長の研究学生に寄せた
書翰（要旨）

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.50‐51

Z3:Ko97:(7)

2069 根津先生の片言隻語

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.51

Z3:Ko97:(7)

2070 上海時代（後期）の思い出（一）岩井英一（18 期）

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.52‐65

Z3:Ko97:(7)

28
2071 全身舎利を達成した清厳法師 台北・長谷川稔
期

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.65

Z3:Ko97:(7)

東北大学教授菅野俊
2072 命日の十月十九日
仙台で魯迅祭盛大に開催さる 作（41 期）

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.66‐68

Z3:Ko97:(7)

2073 大旅行に憑かれて（下）

笠坊乙彦 38 期

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.69‐73

Z3:Ko97:(7)

2074 大旅行誌と支那省別全誌

吉本仁（22 期）

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.73‐76

Z3:Ko97:(7)

2075 上海・南京・楊州・北京を訪
味沢公勝（34 期）
ねて

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.76‐80

Z3:Ko97:(7)

2076 編集後記

R・E

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.80

Z3:Ko97:(7)

2077 山水楼

社長宮田武義（12
期）

広告

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

広告

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

2079 電気絶縁工業株式会社

石田武男（24 期）、
竹見武雄（24 期）、
友添健策（27 期）

広告

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

2080 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院二十八期生

広告

38

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

2052 善意と温情に感銘

2065 根津院長の威風

著者名

2078 酒家杏花村

見出し

2081 目次

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

世紀の巨星遂に墜つ
2082 毛沢東中共主席の逝去
どうなるか？ポスト・マオ

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.1

Z3:Ko97:(7)

2083 華国鋒政権の課題

本橋渥（44 期）（横
浜国立大学教授）

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.2‐9

Z3:Ko97:(7)

2084 生協食品株式会社

広告

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.9

Z3:Ko97:(7)

2085 同和繊維株式会社

広告

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.9

Z3:Ko97:(7)

備考

奥付

石崎正（石崎良二 1 期の子
息、石崎断二 36 期、石崎三
郎 37 期の長兄。叔父に高橋
茂太郎 1 期、柿原愛二 7 期、
細川〔横田〕正雄 18 期）

三島恒彦（18 期、通州事
件被害者）、近衛文隆上海追
放関連

昭和五十一年九月発行
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四（霞山ビル）
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四
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39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.10‐15

Z3:Ko97:(7)

「米中準同盟」と「東亜保全策」
2087 ―東亜同文会の初期の活動に 江頭数馬（44 期予）
寄せて―

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.16‐23

Z3:Ko97:(7)

2088 新情勢下の中国の対外貿易と
明野義夫（36 期）
日中貿易の動向

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.24‐31

Z3:Ko97:(7)

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.32‐40

Z3:Ko97:(7)

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.40

Z3:Ko97:(7)

2086 鄧小平批判の本質

2089 「群衆生活」の光と影
―社会・文化―

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

蔵居良造（28 期）

高田富佐雄（41 期）
〈元毎日新聞北京支
局長〉

2090 好々酒

大田酒造（株）

広告

シンガポール経済
2091 十五年の回顧と展望
（一商社駐在員の感慨）

日商岩井株式会社東
南アジア地区支配人
中山一三（36 期）

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.41‐47

Z3:Ko97:(7)

2092 台湾経済の回顧と展望

在台北長谷川稔（28
期）

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.48‐51

Z3:Ko97:(7)

2093 ベトナム雑感

富山栄吉（45 期）

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.51‐56

Z3:Ko97:(7)

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.56

Z3:Ko97:(7)

『現代中国の革命と建設』毎
2094 日新聞論説委員江頭数馬（44
期）
2095 グンゼ産業株式会社

取締役社長大工原亮
26 期

広告

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.56

Z3:Ko97:(7)

2096 朋友交易株式会社

代表取締役斉藤増雄
40 期

広告

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.56

Z3:Ko97:(7)

上海時代（後期）の思い出（二） 岩井英一（18 期）
2097 （附）私と児玉誉士夫

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.57‐74

Z3:Ko97:(7)

2098 大幅な伸びを示す台湾貿易

長谷川稔 28 期

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.74

Z3:Ko97:(7)

2099 寮歌長江の水の作詞者十六期
高橋君平 16 期
大矢信彦君について

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.75‐76

Z3:Ko97:(7)

2100 竜華の花見を思う

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

pp.76‐77

Z3:Ko97:(7)

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.77

Z3:Ko97:(7)

山田喜代市（31 期）

2101 記事の訂正について
2102 老公母倆欧洲行所感

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

p.78

Z3:Ko97:(7)

2103 株式会社住宅新報社

広告

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

2104 日本碍子株式会社

広告

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

39

1976 年 9 月

昭和 51 年 9 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

2105 八星商事株式会社

熊野正平

取締役社長岩屋三男
（22 期）

取締役社長信元安貞
（40 期）、専務取締
曙ブレーキ工業株式会社、豊
役（豊生）賀来揚子
2106 生ブレーキ工業株式会社
郎（40 期）、大坂営
業所長（曙）門脇誠
一（43 期）

広告

2107 目次

2108 〔上海街頭の大字報〕

写真

2109 上海街頭の大字報

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

備考

岩井公館について

大矢信彦夫人桜美林大学沢
山晴三郎姉

第 38 号 26 頁修正

昭和五十二年三月発行
東京都千代田区霞
が関三 - 二 - 四（霞
山ビル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

座談会

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

pp.1‐25

Z3:Ko97:(7)

江青グループが犯した重大
な誤算、鄧小平に及んだ天安
門事件の影響、冷や飯組・二
野系に花が咲く、二野系の根
幹は麻黄暴動の残党、北京政
変の核心・毛主席の遺言、多
数派工作の中で物を言った軍
の動向、華国鋒体制下での困
難な人事問題、鄧小平は再度
復活するか、国内建設面での
変化

2111 日中英化学用語辞典

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

p.25

Z3:Ko97:(7)

山田昊（元東亜同文書院大
学教授）

2112 岩本氏の随筆集「百日紅」近
刊

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

p.25

Z3:Ko97:(7)

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

pp.26‐28

Z3:Ko97:(7)

2110 華国鋒体制を支えるもの

2113 手習いあれこ

野上正（40 期）朝
日新聞社論説委員、
高田富佐雄（41 期）
大森国際問題研究
所、中俣富三郎（42
期）東京新聞社外報
部、藤岡瑛（33 期）
アジア研究所

遊記山人（12 期・
宮田武義）

2114 上海時代（後期）の思い出（三）岩井英一（18 期）

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

pp.29‐45

Z3:Ko97:(7)

2115 月刊ずいひつ

日本随筆家協会

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

p.33

Z3:Ko97:(7)

2116 日本随筆家協会会員募集

日本随筆家協会

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

p.34

Z3:Ko97:(7)

2117 再会

岩本松平（23 期）

随筆

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

pp.46‐47

Z3:Ko97:(7)
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奥付

岩元松平（23 期）

田中信隆（36 期）

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

号

西暦

元号

頁

請求番号

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

p.47

Z3:Ko97:(7)

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

p.47

Z3:Ko97:(7)

長谷川稔（28 期）

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

pp.48‐55

Z3:Ko97:(7)

藤岡瑛（36 期）

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

pp.55‐56

Z3:Ko97:(7)

藤岡記

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

p.56

Z3:Ko97:(7)

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

2124 鳳住宅産業株式会社

代表取締役吉川信夫
45 期

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

2125 日清サラダ油

日清製油株式会社

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

広告

40

1977 年 3 月

昭和 52 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(7)

『儒将・ 東京布井出版
2118 大田孝太郎教授の新著
曽国藩』
2119 文芸通信講座会員募集

日本随筆家協会

2120 幽囚六年
2121

始めに俑を作った

老頭子

2122 編集後記
2123 横田歯科診療所

代表取締役会長福山
2126 ブリヂストンインペリアル株
式会社
寿（27 期）

見出し

2127 目次

41

穂積文雄（名古屋学
院大学）、大谷孝太
郎（京都産業大学）、
毛沢東思想と毛沢東の社会主
内田直作（アジア大
2128 義革命について
学）、熊野正平（二
松学舎）、蔵居良造
（28 期）、藤岡瑛（33
期）

2129 矛盾山積みする華国鋒体制

座談会

高田富佐雄（41 期）

2130 牟田君の「陶淵明伝」を読ん
岩田冷鉄（19 期）
で

2131 「書院廃校・愛大創立」当時
の回想

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

1p.

備考

昭和五十三年一月発行
東京都千代田区霞
が関三 - 二 - 四（霞
山ビル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

Z3:Ko97:(7)

中国の土壌が哺くんだ毛沢
東思想、中国史に現れる先覚
唯物論者、きびしくも誇りか
たきマルキシズム、儒・法の
混在が招く矛盾、毛沢東の二
段階革命思想、社会主義過渡
期論、中国革命とマルクス主
義、農民革命と人民公社、毛
沢東のナショナリズム、文化
大革命―魂の叩き直し、確固
たる自由への自信、秀才教育
と官僚主義地の報告、民族主
義か封建主義か、「四人組」
事件の本質なもの、質疑応答

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.1‐36

Z3:Ko97:(7)

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.37‐43

Z3:Ko97:(7)

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.43‐44

Z3:Ko97:(7)

牟田哲二（19 期、外務省、
華北万和公司総支配人）
書院復活説に異常な警戒、
愛大創立と書院の影響、生活
に追われた創立時代、建物確
保の苦心談、同文会の解散、
書院の摂取と廃校、終戦の頃
のやりくり算段、命ちぢめた
鉄砲処分問題、愛知大学創立
の苦心、中日大辞典の出版、
同文会・書院・愛大の関係、
卒業生の会

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.45‐58、 Z3:Ko97:(7)
p.92

道教思想と中国人
（26 期）
（遺
2132 ＝「封神演義」の刊行を終え 木嶋清道
稿）
て

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.59‐62

Z3:Ko97:(7)

2133 中村加治馬君のことども

石田武男（24 期）

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.63‐65

Z3:Ko97:(7)

2134 賀正

第 29 期北斗会
枝村栄、中西信一、
磯西栄次、乾次郎、
飯谷肇、西由五郎、
木村治義、柴田実、
河野一夫、山崎正夫、
藤原孝夫、吉岡常利、
中山清一、金子游亀

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

p.65

Z3:Ko97:(7)

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

p.65

Z3:Ko97:(7)

坂井義雄（31 期）

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

p.66

Z3:Ko97:(7)

2137 上海時代（後期）の思い出（四）岩井英一（18 期）

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.67‐89

Z3:Ko97:(7)

写真「私と児玉誉士夫の捧
皇隊一行との写真」（岩田幸
雄、児玉誉士夫、岩井英一、
山本義男、解良正煕、小黒将
水、伊藤厳、大田勇、武井龍
男、杉田匡、海老沢稔）

2138 「征風」を読んで

大城立裕（44 予）

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

p.90

Z3:Ko97:(7)

井上佶（34 期）
『征風』
（私
家版）

2139 「革命の上海で」―西里龍夫
（23 期）著

田中玲瓏（26 期）

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

p.91

Z3:Ko97:(7)

6 回旧制高校海外特選旅行 日本通運（株）新宿
2140 第
西口航空支店滬友会
へのご案内
係

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

p.91

Z3:Ko97:(7)

2141 国民総力結集
安定開発法案を提唱する

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

p.92

Z3:Ko97:(7)

中村加治馬（24 期）
2142 竹内実著「紀行日本のなかの
中国」にみる滬友
（遺稿）

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.93‐94

Z3:Ko97:(7)

2143 大谷孝太郎先生の新著『儒将
山本紀綱（22 期）
曽国藩』に寄せて

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

pp.94‐96

Z3:Ko97:(7)

本間喜一（口述）

・ラーゲルの中で」
2135 歌集「転生
高橋房男（28 期）著
2136 漢詩数題

書評

中崎一之（25 期）

書評

奥付

『朝日新聞』1977 年 9 月 12
日付記事転載
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見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

2144 財団法人教育設備助成会

広告

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

代表取締役社長信
アケボノブレーキ
元安貞（40 期）、専
2145 曙ブレーキ工業株式会社、曙
務取締役賀来揚子郎
興産株式会社、豊生ブレーキ （40
期）、取締役門
工業株式会社
脇誠一（43 期）

広告

41

1978 年 1 月

昭和 53 年 1 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2146 目次

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

期）
「現代化」 松野谷夫（40
2147 中国第五期全人代と
アジアレビュー編集
への布石
長

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

pp.1‐7

Z3:Ko97:(7)

2148 同窓著書通信

2149 中国の経済政策と日中関係
＝世界的視点からの展望＝

2150 俳句

弁士塚

42

日興リサーチセン
ター顧問渡辺長雄
（35 期）、毎日新聞
論説委員江頭数馬
（44 期）、藤岡瑛（33
期）

対談

榑沼けい一（43 期）

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.6

pp.8‐25

Z3:Ko97:(7)

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.25

Z3:Ko97:(7)

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

pp.26‐42

Z3:Ko97:(7)

「封神演義」出版に思う
期）
2152 ―中国人のいま一つの道徳的 木嶋清道（26
遺稿
な規範＝道教―

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

pp.43‐45

Z3:Ko97:(7)

2153 同文ネクタイ

滬友会本部

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.45

Z3:Ko97:(7)

2154 漢詩

坂井義雄（31 期）

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.46

Z3:Ko97:(7)

2155 中国の地縁・血縁
―業余作家の習作の紹介―

福井工業大学教授
石田達系雄（26 期）
郭澄清

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

pp.47‐66

Z3:Ko97:(7)

2156 中国に諷刺ありや

藤岡瑛（33 期）

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.66

Z3:Ko97:(7)

2157 中国の青瓷

専修大学専任講師伊
藤紫郎（30 期）

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

pp.67‐73

Z3:Ko97:(7)

2158 七十年・旧き記憶のあやどり 石崎広治郎（2 期）

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

pp.73‐77

Z3:Ko97:(7)

2159 漢詩

森田薫（28 期）

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.77

Z3:Ko97:(7)

幽囚六年
2160 ―上海の巻―
「SUGAMO の巻」

長谷川稔（28 期）

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

pp.78‐89

Z3:Ko97:(7)

2161 月刊「東亜」刊行「霞山」を
（財）霞山会
改題

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.90

Z3:Ko97:(7)

2162 編集後記

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

p.90

Z3:Ko97:(7)

藤岡

2163 財団法人教育設備助成会

広告

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

代表取締役社長信
アケボノブレーキ
元安貞（40 期）、専
2164 曙ブレーキ工業株式会社、曙
務取締役賀来揚子郎
興産株式会社、豊生ブレーキ （40
期）、取締役門
工業株式会社
脇誠一（43 期）

広告

42

1978 年 8 月

昭和 53 年 8 月

1p.

Z3:Ko97:(7)

2165 目次

2166 鄧小平は天下をとれるか？
―「三中全会」後の中国―

高田富佐雄（41 期）
（中国問題評論家、
元毎日新聞北京支局
長）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(8)

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.1‐7

Z3:Ko97:(8)
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奥付

昭和五十三年八月発行
東京都千代田区霞
が関三 - 二 - 四（霞
山ビル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

郷野不二男（19 期）『桜と
伝説』（ジャパン・パブリッ
シャーズ）、顧中正（24 期）
『中
国名菜』（東京中国菜譜研究
会）、中村加治馬（24 期）『化
石木』（私家版）、井上佶（34
期）『征風』（私家版）、牟田
哲二（19）『陶淵明伝』（勁草
出版サービスセンター）

中国近代化計画の骨格―第
二の長征、政治優先の代償、
「四つの近代化」実現は可能
か、農・工業と科学技術の振
興、教育と科学技術開発の展
Z3:Ko97:(7) 望、中国政治経済の特徴―単
なる途上国ではない、日中
長期貿易協定は中国の輸入先
行、日中平和友好条約の在り
方、米ソ再冷戦下の日・中・
米、中越紛争も冷戦の一環

2151 上海時代（後期）の思い出（五）岩井英一（18 期）

広告

備考

郭澄清「色黒の番頭」、「垣
根の両側」

昭和五十四年三月発行
東京都千代田区霞
が関三 - 二 - 四（霞
山ビル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

脇田五郎（34 期）
（東
邦物産（株）中国室
長）、中山一三（36
米中国交正常化後の東南アジ
2167 アの諸問題
期）（日商岩井（株）
東南アジア総局長）、
蔵居良造（28 期）
（滬
友会副会長）

見出し

座談会

号

西暦

元号

頁

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.8‐40

請求番号

湯浅之夫（22 期）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.41

Z3:Ko97:(8)

2169 漢詩

大坪市郎（17 期）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.41

Z3:Ko97:(8)

2170 最近の中国事情

明野義夫（36 期）
（経
済企画庁海外調査課
課長補佐）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.42‐46

Z3:Ko97:(8)

2171 短歌

遊記山人

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.46

大東亜戦争秘話
2172 田中隆吉少将と川島芳子のこ 栗原猷彦（13 期）
となど

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.47‐49

Z3:Ko97:(8)

2173 漢詩

森田薫（28 期）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.49

Z3:Ko97:(8)

2174 祖父大内暢三の想い出

大内順子（ファッ
ション・ジャーナリ
スト）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.50

Z3:Ko97:(8)

2175 愛大記念館完工式祝辞

霞山会近衛会長代理
岩田冷鉄（19 期）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.51‐53

Z3:Ko97:(8)

2176 津軽前史異聞

前田八束（32 期）
（青
森県住宅供給交社常
務理事）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.53‐56

Z3:Ko97:(8)

2177 上海時代（後期）の思い出（六）岩井英一（18 期）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.57‐73

Z3:Ko97:(8)

2178 俳句

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.73

Z3:Ko97:(8)

遊記山人（宮田武義 12 期）
Z3:Ko97:(8) 『八十八夜に歌ふ』より

小島王国国王の夢
2179 ―二百年前に台湾を狙った一
ポーランド貴族のこと―（遺 長谷川稔（28 期）
稿）

台湾
こぼれ話

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.74‐75

Z3:Ko97:(8)

2180 明石大将の墓
―スラム街のなかに眠る―

台湾
こぼれ話

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.75‐76

Z3:Ko97:(8)

2181 石田達系雄著『満洲建国物語』森田薫記

書評

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.77

石田達系雄『満洲建国物語』
Z3:Ko97:(8) （大湊書房）

2182 中邦仁著『ドキュメント天安
門事件』

書評

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.77

Z3:Ko97:(8)

中邦仁『ドキュメント天安
門事件』（文芸春秋社）

2183 山本紀綱著『日本に活きる徐
福の伝承』

書評

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.77

Z3:Ko97:(8)

山本紀綱『日本に活きる徐
福の伝承』（講光社）

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(8)

2184 院歌

大村欣一作詞、石
川恒彦等作曲（明治
四十年）

2185 財団法人教育設備助成会
2186 山水楼
2187 電気絶縁工業株式会社

広告

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

1p.

Z3:Ko97:(8)

取締役会長宮田武義
（12 期）

広告

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(8)

石田武男（24 期）、
竹見武雄（24 期）

広告

43

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

1/2p.

Z3:Ko97:(8)

2188 目次

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

「毛沢東神話」の否定―中共
（42 期）
（朝
2189 第十一期四中全会と葉剣英演 竹内義雄
日新聞調査研究室）
說―

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.1‐8

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.8

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.8

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

中国主要年表（天安門事件―
朝日新聞調査権吸湿
2192 中共第一一期四中全会・毛沢
東路線―華国鋒路線―鄧小平 竹内義雄（42 期）
路線）

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.9‐21

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2193 中国経済の三〇年間の歩み

明野義夫（36 期）
（経
済企画庁調査局課長
補佐）

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.22‐28

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2194 文革初期同学記者の活躍
―北京特派員の思い出―

野上正（40 期）（朝
日新聞社元北京事務
所長）

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.28‐34

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2190 同文ネクタイ

滬友会本部

2191 漢詩三題

森田薫

広告

奥付

カンボジア問題、ソ連の進
出、ASEAN への影響、中国
はどう出るか、ベトナムの経
済建設、ASEAN はどう出る
Z3:Ko97:(8) か、タイの動向、インドネシ
アの華僑、中国の華僑政策、
「四つの近代化」の問題点、
台湾問題、尊敬される日本人
たれ

2168 短歌

榑沼けい一（43 期）

備考

昭和五十四年十二月発
行
東京都千代田区霞が関
三−二−四（霞山ビ
ル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友会 滬友
編集室
電話（〇三）五八一−
三九一九
郵便振替口座・東京四
−七一三八〇
取引銀行・第一勧銀虎
ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

323

◦ 602 ◦

◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.34‐36

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

松野谷夫（40 期）
（元
「アジアレビュー」
編集長）

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.36‐37

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

雑感
伊藤喜久蔵（40 期）
2197 ―香港・ホノルルから帰って （東京新聞嘱託）
―

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.38‐44

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2198 俳句

榑沼けい一

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2199 漢詩―夏初閑居ほか―

坂井義雄（31）

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.45

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2200 中国漫画散題

藤岡瑛（33）

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.45‐46

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

（後期）の思い出（最 岩井英一（18 期）
2201 上海時代
終回）

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.47‐73

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2202 編集後記

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.74

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

植田節子（書院
二十一期故山中
2195 父はソ連兵に殺された
―終戦当時の興安の思い出― 惣市郎氏三女）
和田斉（21 期）
2196 『中国遊覧記』

追分け雑唱

藤岡瑛記

回旧制高校特選海外旅 日本通運（株）新宿
2203 行第 10
へのご案内
西口航空支店

広告

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

取締役営業本部長清
水一夫（40 期）

広告

44

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2204 埼玉養蜂株式会社

2205 目次

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

高田富佐雄（41 期）
2206 波荒き「鄧小平丸」の前途
―中共五中全会を分析する― （中国問題評論家）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.1‐8

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2207 大内暢三略伝

遠藤進（28）（前大
阪銀行協会専務理
事）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.9‐32

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2208 ―漢詩―

森田薫（28）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.32

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2209 魯迅の講演

蔵居良造（28 期）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.33‐36

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2210 京劇と書院

雪本新吉（31 期）
（中
国戯劇研究家）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.37‐39

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.39

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

随想

2211 鄧開拓「燕山夜話」について
ブラジルの大地に
2212 はばたくサムライ
―戦後移住の書院児―

上野宏（28 期）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.40‐42

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2213 ―漢詩―

坂井義男（31 期）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2214 周人脈 30 年の浮沈

松野谷夫（40）（元
アジアレビュー編集
長）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.43‐50

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.50

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2215 「ケシをつくる人々」三省堂
刊菊池一雅著

同窓新書

2216 亡父渡辺勝美を想う
―明治男の死にざま―

香西匪躬

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.51‐54

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2217 偶感三句

藤永卓一郎（21 期）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.54

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2218 『大陸点描二題』絵と文

出光昶（46）専（漫
画家）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

「倭寇」に寄せられ
2219 た根津先生の序文
―村田四郎（9）ご子息村田
弘之さんの書翰―

村田弘之
根津一

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

世利展雄（33 期）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.57‐63

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2221 中国主要年表

朝日新聞調査研究室
竹内義雄（42 期）

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

pp.64‐71

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2222 編集後記

編集委員・藤岡瑛

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

p.72

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2220

北京監獄で面壁五年
文革の嵐に巻き込まれて経
済スパイの烙印

2223 八星商事株式会社
2224 日清サラダ油

取締役会長岩屋三男
（二十二期）

広告

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

日清製油株式会社

広告

45

1980 年 5 月

昭和 55 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

324

◦ 603 ◦

備考

奥付

榑沼けい一（本名榑沼圭一、
43 期）

昭和五十五年五月発行
東京都千代田区霞
が関三 - 二 - 四（霞
山ビル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

はしがき、家系と家族、修
学の履歴、近衛公秘書時代、
国会議員時代、東亜同文書院
時代

香西匪躬（つとむ、渡辺勝
美（11 期）長女）

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

奥付
昭和五十五年十月発行
東京都千代田区霞
が関三 - 二 - 四（霞
山ビル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

2225 目次

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

実権を握った文革期受難組の
野上正（40 期）（前
2226 人たち
―第五期全人代以後の中国状 朝日新聞論説委員）
勢―

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.1‐8

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2227 社団法人滬友会について

滬友副会長志波正男
（30 期）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.9‐15

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

目次「滬友会について
上海地名雑考」

付：

2228 上海地名雑考

滬友副会長志波正男
（30 期）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.15‐17

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

目次「滬友会について
上海地名雑考」

付：

（35 期）
（生
2229 満洲奉天に於ける先輩の足跡 斉藤洲臣
協食品株式会社）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.17‐21

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2230 大内暢三先生略伝（2）

遠藤進（28）（前
大阪銀行協
会専務理事）
編集部、藤岡記

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.22‐34

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2231 魯迅の華語特別講義に想う

鈴木択郎（元東亜同
文書院教授）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.35‐36

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2232 書院生活雑感

宮下忠雄（経済学博
士、近畿大学商経学
部教授）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.37‐38

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2233 東亜同文書院と私

春宮千鉄（元東亜同
文書院教授）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.39‐40

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

p.40

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

中国
漫画散語

2234 武大郎開店
2235 南画の道に踏入って

安沢隆雄（25 期）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.41‐43

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2236 成都事件の回顧

岩井英一（18 期）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.44‐56

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

44 号上海時代（後記）
2237 滬友第
思い出（最終回）正誤表

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2238 荒れ狂った上海のインフレ世
岩田由一（28 期）
想

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.57‐63

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2239 吾が逃亡の記

村部和義（28 期）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.63‐66

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2240 回想断片

岩屋三男（22 期）

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.67‐72

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2241 一宮房次郎氏追憶雑記

古長八十松

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

pp.72‐74

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2242 埼玉養蜂株式会社

取締役営業本部長清
水一夫（40 期）

広告

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

広告

46

1980 年 10 月

昭和 55 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2243 日清製油株式会社

2244 表紙

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2245 中国の国際化と対外貿易政策
明野義夫（36 期）
の変動

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

pp.1‐7

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

pp.8‐21

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

前経企庁調査官中国
問題評論家明野義夫
（36）、東京新聞論説
委員愛知大学講師伊
2246 プラントキャンセルに揺れる
藤喜久蔵（40）、日
中国
本大学商学部教授江
頭数馬（44）、横浜
国大経済学部教授本
橋渥（44）

座談会

2247 一つの詩に寄せて

井上佶（36 期）

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

pp.22‐23

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2248 句集「風花」より

清水遊子（34）

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

p.23

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

2249 寮歌「長江の水」に想う

大矢信彦（16 期）

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

pp.24‐26

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

pp.27‐36

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

朝日新聞調査研究室
2250 中国主要年表（一九八〇年四
月―八一年三月）
竹内義雄（42）

昭和五年の同盟罷課につい
て、左派学生の活動について、
上海事変と先生、支那事変と
先生、書院の大学昇格につい
て、先生の遺族、あとがき

『人民日報』1980 年 8 月 21
日掲載

『新申報』社長久重福三郎、
編集長日高清磨嵯

東邦化学社長永田正樹『吾
が見聞録メモ』一部引用

昭和五十六年六月発行
東京都千代田区霞
が関三 - 二 - 四（霞
山ビル）〒一〇〇
東亜同文書院同窓会
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四
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記事名
2251 漢詩

餞春

ほか

2252 漢詩

佐渡吟詠

2253 向野堅一従軍日記

著者名

2256 中国経済年鑑

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

坂井義雄（31 期）

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

森田薫（28 期）

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

p.37

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

向野堅一
編集委員藤岡

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

pp.38‐60

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

広告

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

広告

47

1981 年 6 月

昭和 56 年 6 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(8)

広告

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

1p.

木村正三（38 期）、笠坊乙彦
370.5:107 （38 期）、野上正（40 期）、斉
Z3:Ko97:(9) 藤忠夫（40 期）、伏木清吉（38
期）

2254 日清製油株式会社
2255 埼玉養蜂株式会社

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

取締役営業本部長清
水一夫（40 期）
（株）中日貿易新聞
社

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

時のことば

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.2‐3

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

座談会

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.4‐16

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2257 目次

2258 明日の不安―何かを考えない
田中香苗
と

2259 82 年の中国はどうなる

東京新聞論説委員愛
知大学講師伊藤喜久
蔵（40 期）、元朝日
新聞社論説委員野上
正（40 期）、日中経
済協会専務理事大久
保任晴（42 期）、中
国問題研究家蔵居良
造（28 期）

2260 「苦恋」問題と中国文芸界

40 期松野谷夫

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.17‐19

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2261 「三互会」の活動

40 期柳田与平次

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.19

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2262 中国の地方新聞を読んで

38 期笠坊乙彦

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.20‐24

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.24

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2263 中国の主要新聞とその取扱店
2264 中国への旅
上海―広州―蘇州―北京

40 期阿久津房治

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.25‐32

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

中国新聞記者の見た日本
2265 《紹介劉徳有著「在日本十五
年」》

31 期大石明信

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.33‐38

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2266 魯迅を偲ぶ

44 期陳弘

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.39‐40

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2267 中国民族の自負について

30 期伊藤紫郎

霧笛

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.41

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2268 中国の行方に刮目する

44 期小林一夫

霧笛

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2269 中国漫画散語

33 期藤岡瑛

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.43‐46

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2270 漢詩

28 期森田薫

滬友文芸

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2271 漢詩

31 期坂井義雄

滬友文芸

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.47‐48

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2272 短歌

28 期高橋房男

滬友文芸

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.48‐49

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2273 短歌

40 期松野谷夫

滬友文芸

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.49‐50

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2274 俳句

25 期稲川三郎

滬友文芸

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.50

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

朝日新聞調査研究室
2275 中国主要年表（一九八一年三
月二七日―八二年一月）
竹内義雄（42 期）

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

pp.51‐55

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2276 御願い

事務局

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2277 編輯後記

41 期古屋

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2278 埼玉養蜂株式会社
2279 株式会社ディスコ

取締役社長関家三男
（28 期）

広告

48

1982 年 3 月

昭和 57 年 3 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2280 株式会社中日貿易新聞社

社長木村正三（38
期）、編集長野上正
（40 期）
、
斉藤忠夫
（40
期）、笠坊乙彦（38
期）
、
伏木清吉
（38 期）

広告

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)
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奥付

昭和五十七年三月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞ガ関三 - 二 - 四
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

元領事堀川静魯迅講述速記

録

『東亜同文書院大学史』発
行遅延について

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.2‐3

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.4‐6

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.7‐20

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2285 魯迅三代と仙台の生誕百年祭 菅野俊作（41 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.21‐28

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2286 短歌・同文書院誌

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

p.28

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.29‐34

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2281 目次

2282 教育とその土俵について

庄子勇之助（28 期） 時のことば

2283 党十二全体会の意味
七割がた固まった鄧・胡体制 伊藤喜久蔵（40 期）
中国問題評論家松野
谷夫（40 期）、東京
新聞論説委員伊藤喜
十二全体会を迎えて新段階に
2284 立つ中国
久蔵（40 期）、横浜
国大教授本橋渥（44
期）、滬友会副会長
蔵居良造（28 期）

座談会

田中玲瓏（26 期）

本多靖春（ルポライ
2287 抗日学生にも慕われた建国大
学教授
ター）
2288 大学史編纂を顧みて

大学史刊行副委員長
志波正男（30 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.34‐37

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2289 シルクロードを訪ねて

久保田重男（32 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.37‐41

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2290 戦争に消えた友の足跡

春名和雄（36 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.41‐44

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2291 三十六年ぶりの中国

有地一昭（45 期）
（外
務省旅券課長）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.44‐47

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2292 漢詩・留日中国学生送別会

奥田乙治郎（21 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

p.47

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2293 中国漫画散語

藤岡瑛（33 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.48‐51

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2294 漢詩・東亜先覚根津先生、客
坂井義雄（31 期）
滬城

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

p.51

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2295 山洲先生宅址の碑

加藤誠一（31 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

p.52

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

訪中俳句抄
2296 上海―蘇州―南京―鄭州―安 清水辰雄（34 期）
陽―邯鄲―石家荘―北京

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.53‐54

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2297 株式会社丸誠

社長庄子勇之助（28
期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

p.54

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2298 大村欣一教授のロマンス

三田良信（42 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

pp.55‐56

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2299 短歌・代々木にて

高橋房男（28 期）

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

p.56

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

49

1982 年 10 月

昭和 57 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2302 埼玉養蜂株式会社営業本部

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2303 目次

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.2‐12

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.12

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.13‐20

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2307 地方紙からみた中国社会の裏
野上正（40 期）
と表

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.21‐25

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2308 ある悲運の『中国語大辞典』
山本潔
――熊野正平編――

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.25‐31

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.31‐35

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

東北大学の故野崎駿平教授
2310 ――書院系教授の古武士的偉 菅野俊作（41 期）
材――

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.35‐38

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2311 シルクロード旅日記（上）

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.38‐57

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2300 埼玉養蜂株式会社滬友係
取締役社長関家三男
（28 期）

2301 株式会社ディスコ

2304 中ソ和解はどこまで進か

蔵居良造（28 期）

2305 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院二十八期生

逆文革
2306 強行する
代化と機構改革

広告

伊藤喜久蔵（40 期）
四つの現 （東京新聞・中日新
聞論説委員・愛知大
学講師）

2309 魯迅の講演

堀川静（28 期）
編集部、本田祥三

志波正男（30 期）

資料

備考

奥付
昭和五十七年十月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞ガ関三 - 二 - 四
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

石田達系雄

春名和雄（丸紅副社長）

山本潔（熊野正平甥）
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著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

懐想の中国旅行
2312 北京―ハルビン―奉天―大連 安藤種治郎（33 期）
―上海―蘇州

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.57‐63

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2313 今浦島の思い
＝ 36 年ぶり、上海で＝

池部雅文（41 期）

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.63‐64

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2314 吾が人生・浮き世を語る

中崎一之（25 期）

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.64‐66

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2315 芦台模範農村

井口保夫（28 期）

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.66

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2316 『長崎唐人屋敷』

蔵居良造（28 期）

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.66‐67

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2317 中国孤児探親

奥田乙治郎（21 期）

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.68‐69

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2318 滬友会会員の皆様へ

財団法人日本老人福
祉財団理事長郷司浩
平

広告

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

50

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2319 日本通運株式会社
2320 株式会社ディスコ
2321 寮歌（大正六年）長江の水

取締役社長関家三男
（28 期）

見出し

書評

大江信彦（十六期）
作詞

2322 目次

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2323 歴史の重い月

田中香苗（社団法人 巻頭のこと
滬友会会長）
ば

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.2‐4

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2324 六期全人代以降中国はどう
変っていくのか

前駐スイス大使岡田
晃、東京新聞論説委
員伊藤喜久蔵、愛知
大学教授池上貞一、
横浜国立大学教授本
橋渥、滬友会事務局
長大串俊雄、滬友編
集委員藤岡瑛

座談会

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.5‐26

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2325 出山洲翁碑銘八首

宮田武義（書院十二
期 （株）山水楼会
長）

和歌

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

p.26

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.27‐33

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

p.33

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.34‐37

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

中国を見る目
2329 ――図書編集者十年の思い出 笠坊乙彦（書院三八
期・朝日新聞出版局）
から――

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.37‐40

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

小崎昌業（書院四二
2330 モンゴル―蒼き狼の社会主義
国
期・駐モンゴル大使）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.41‐44

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

p.44

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

（書院三六期・
2326 欧州から日中関係をみつめる 岡田晃
前駐スイス大使）
2327 老人詩

ほか三首

2328 八つ当たり中国旅行・四話

森田薫（書院二八期
生・森田商店主）

漢詩

伊藤喜久蔵（書院四
〇期生・東京新聞・
中日新聞論説委員）

2331 那須山荘にて

稲川三郎（書院二五
期・日興鉱業（株）
会長）

2332 シルクロード旅日記（下）

志波（書院三〇期・
滬友会副会長・霞山
会常任理事）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.45‐62

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2333 三度上海に住んで

伊藤利雄（書院三四
期生・元上海領事）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.62‐65

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2334 中国青瓷出現の背景

伊藤紫郎（書院三〇
期生・三井物産、東
食、専修大学講師歴
任）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.65‐67

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2335 中国料理界展望

顧中正（書院二四期・
恵比寿料理学校校務
長 本名櫛部正暉）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.67‐70

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2336 別所温泉・塩田平の清遊

石田武男（書院二四
期・電気絶縁工業株
社長）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.70‐71

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2337 香港の将来
――中英交渉の焦点――

坂下正章（書院四〇
期・兼松江商（株）
香港支店長）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.71‐73

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2338 人を弔う

松野谷夫（書院四
〇期・元アジアレ
ビュー編集長）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

p.73

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2339 漢詩：戯詠畏日颱風襲瀛洲

奥田乙治郎（書院
二一期・元仙台調達
局局長）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.74‐75

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

俳句

和歌
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18 回独立記念日を迎えた
2340 第
シンガポール

西願寺守（書院四三
期・シンガポール日
本人会事務局長）

著者名

見出し

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.76‐78

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2341 「根津先生宅址」と「愚庵終
焉之地」碑

加藤誠一（書院三一
期・元明成商会香港
支店長）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.78‐81

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2342 岳陽先生の書

長博（書院三一期・
元大坂ハム（株）社
長）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.81‐82

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2343 『熊野中国語大辞典』座談会

熊野操（熊野正平未
亡人）、沢村駿朔（宮
崎丸紅飼料販売（株）
社長）、湊禮二（井
関農機（株）中国室
長）、石塚政子（（有）
アズサ社長）、鈴木
建之（学芸大学助教
授）、熊野斐子（熊
野正平二女）、小島
麗逸（アジア経済研
究所）

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.83‐89

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.90‐100

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

書評

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

p.101

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

書評

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

pp.101‐
102

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

座談会

2344 中国主要年表（一九八二年一
竹内義雄（42 期）
月―八三年八月）
和歌と漢詩
2345 栗原（13）、平野（24）両氏
の名著

蔵居良造（28）

2346 「回想の上海」岩井英一（18）
藤岡瑛 33
著
2347 編輯後記

編集委員一同

2348 霞山会の刊行物

財団法人霞山会

2349 株式会社ディスコ
2350 霞山会の刊行物

取締役社長関家三男
（28 期）
財団法人霞山会

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

p.102

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

51

1983 年 11 月

昭和 58 年 11 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2351 目次

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

桑原寿二（書院 26
2352 胡耀邦と趙紫陽を中心にして 期 綜合研究所中国
部長）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.2-10

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2353 言葉と手紙

松野谷夫（書院
40 期 元アジアレ
ビュー編集長）

歌壇

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.10

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2354 牛脾気

編集室

漫画

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.10

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2355 九七年問題と香港人

伊藤喜久蔵

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.11-18

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2356 九九年目の返還

出光永

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.18

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.19-35

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.36-46

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

漫画

河西回廊をめぐる少数民族の 志波正男（書院 30
2357 興亡について（上）
霞山会常任理
――シルクロードに興味をも 期
事）
つ人々のために――

2358 日本通訊

東亜同文書院

NHK ラジオ日本
井上佶（34 期）、小
林一夫（書院 44 期
NHK 解説委員）、
和賀正幸（NHK 国
際局アジア部）、編
集室・藤岡
岡崎朝彦
編集委員藤岡瑛記

資料

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.47-51

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

榑沼けい一（圭一）
（書院 43 期 萬緑同
人・俳人協会々会）

俳句

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.51

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

斉藤保夫（書院三七
2361 パゴダの国ビルマ駆けある記
―素足に下駄の旅―
期 滬友会理事）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.52-62

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

中俣富三郎（書院
2362 ある戦中派の死にぞこないの
42 期 （株）グラフ・
記録
ジャパン専務）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.63-69

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2363 旅行けば湧く詩情

湯浅之夫（22 期）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.67

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2364 ある壮烈な死

森原文雄（書院四一
期）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.69-72

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2365 江南観光ひとり旅

笠坊乙彦（書院 38
期）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.72-77

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2366 老上海と近代化

人見憲太郎（書院
45 期・在上海）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.77-79

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2359 荒尾・菅井・西南の役

2360 紺うごく

備考

奥付

水田二輔（21 期）

昭和五十九年四月発行
〒一〇〇東京都千代
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会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

荒尾精、菅井誠美

329

◦ 608 ◦

◦第３章

記事名

著者名
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請求番号

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.80-83

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.83

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2367 対中経済協力について

長博（書院 31 期・
元大坂ハム（株）社
長）

2368 残留孤児異聞

出光永画

2369 台湾土産話

中田豊千代（20）談
伊藤与次（20）記

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.84-86

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2370 「不死鳥よ翔べ」
上海新加坡西独留学記

貝島吉雄（書院 43
期）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.86-89

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2371 古園春雪

森田薫（書院 28 期）

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.89

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.90-95

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.96

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.96

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

漫画

漢詩

竹内義雄（書院 42
2372 中国主要年表（一九八三年九
月―八四年二月）
期）
2373 漢詩四題

坂井義雄（書院 31
期）

2374 編輯後記

編集室藤岡記

2375 中山清一税理士事務所

税理士中山清一（29
期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

代表社員公認会計士
2376 監査法人サンワ東京丸ノ内事
務所
勝田一夫（30 期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

漢詩

2377 橋本税務会計事務所

税理士橋本曻（35
期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2378 伏木税務会計事務所

税理士伏木清吉（38
期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2379 多賀重文税理士事務所

税理士重文（42 期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

代表社員公認会計士
2380 監査法人サンワ東京丸ノ内事
務所
隅井要（44 期予）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2381 たなか会計事務所

田中邦芳（籍名一男）
（29 期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2382 森税務会計事務所

税理士森蔵之助（30
期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2383 吉田忠税理士事務所

税理士吉田忠（36
期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2384 三浦税務会計事務所

税理士三浦久次（旧
姓星）（40 期）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2385 橋本昌税理士事務

橋本昌（44 期予）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2386 中子良子税理士事務所

中子良吉（44）

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1/12p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

広告

52

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2387 株式会社ディスコ

取締役社長関家三男
（28 期）

滬友会会長田中香苗
滬友同窓各位のご健勝を祝し （25）、副会長志波正
、〃大石明
2388 滬友誌・ニュースの発展を祈 男（30）
信（31）、〃岡田晃
ります
（36）、〃阿久津房治
（40）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.2-3

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.4-12

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.12

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.13-21

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.21

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

河西回廊をめぐる少数民族の
志波正男（霞山会常
2395 興亡について（中）
――シルクロードに興味を持 任理事・書院 30 期）
つ人々のために――

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.22-36

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2396 中国漫画散語（1）

藤岡記

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.36

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2397 近代化へ駆ける遊牧民
ふたたびモンゴルを訪ねて

伊藤喜久蔵（東京新
聞・中日新聞論説委
員・書院 40 期）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.37-54

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2389 目次

2390 如是我聞

大石明信（滬友会副
会長・書院 31 期）

2391 鄧小平路線の「一張一弛」

清水徳蔵（亜細亜
大学アジア研究所教
授・亜細亜学園学生
部長 書院 41 期）

2392 梅花忌に献ず

黒田三郎（書院 16
期）

2393 朝鮮半島問題への一視点

本橋渥（横浜国立大
学教授・書院 44 期）

2394 尋友仙居

森田薫（森田商店主・
書院 28 期）

巻頭の
ことば

俳句

漢詩
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記事名

著者名

2398 中国漫画散語（2）
西太后垂簾聴牢騒

藤岡記

2399 哭同学篠原栄君

奥田乙治郎（元仙
台調査局々長・書院
21 期）

2400 漢詩迷訳

遠藤杏花（（株）丸
誠エンヂニアリング
相談役・書院 28 期）

見出し

漢詩

2401 最近の中国関係論文を読んで 池上貞一（愛知大学
教授・書院 40 期）

号

西暦

元号

頁

請求番号

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.54

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.56-57

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.58-63

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2402 中国経済散見

富山栄吉（アサイン
ターナショナル代表
取締役・書院 45 期）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.63-66

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2403 日中青年友好の連携

編集部

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.67

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2404 マレー半島縦断の旅から

江頭数馬（日本大学
教授）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.68-71

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2405 孫の自動車事故に思う

野上正（書院 40 期）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.71-74

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.74-77

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.77-79

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

シルクロードがもつ一面
2408 杉田一次著『兵要地誌からみ 岩田冷鉄（霞山会顧
問・書院 19 期）
た中ソ戦』を読んで

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.79-81

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

細萱元四郎（新同和
貿易（株）社長・書
院 35 期）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.81-83

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2410 故廖承志氏筆の水墨画

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.83

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

長博（元大坂ハム
2411 資本主義とマルクス主義の結
株式会社々長・書院
合
31 期）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.84-89

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.90-92

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

竹内義雄（書院 42
2413 中国主要年表（一九八四年三
月―九月）
期）

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

pp.93-96

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2414 編輯後記

編集委員・藤岡記

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

p.96

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2415 霞山会の刊行物

財団法人霞山会

広告

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

菅野俊作（東北大学
魯迅の末弟
2406 ――魯迅の仙台留学八〇年を 教授・仙台市魯迅顕
彰会幹事・書院 41
記念して――
期）
2407 日中友好ムードのかげに

2409 海格路開校凖備の想い出
――交通大学校舎借用――

2412 日中文化交流の媒体として

笠坊乙彦（朝日新聞
出版局・書院 38 期）

山崎秀一（書院 37
期）

漢字の
歴史メモ

2416 株式会社ディスコ

取締役社長関家三男
（28 期）

広告

53

1984 年 11 月

昭和 59 年 11 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(9)

2417 埼玉養蜂株式会社

取締役営業本部長清
水一夫（40 期生）

広告

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2418 目次

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2419 中国の近代化政策

岡田晃（滬友会副会 時のことば
長・書院 36 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.2-3

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2420 中国の経済改革

野上正（東亜学院講
師 書院 40 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.4-8

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2421 中国漫画散語
＝公費請客＝

編集部

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

p.8

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2422 日中貿易放談

編集部集録
編集委員・藤岡瑛

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.9-23

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

河西回廊をめぐる少数民族の 志波正男（財・霞
2423 興亡について（下）
書院
――シルクロードに興味をも 山会常任理事
30 期）
つ人々のために――

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.24-36

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

田中祐三（本名勇）
（エッセイスト・書
院 44 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.37-39,
p.59

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2424 杭州の秋

2425 漢俳に就いて

若林輝夫（もと（株）
協光常務・俳人・書
院 30 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.39-41

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2426 若き日の情熱
―安斎庫治さん訪問記―

編集部
編集委員・藤岡瑛

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.42-45

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2427 中国古典にみる夢の話

橋本曻（税理士・書
院 35 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.45-46

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

備考

奥付

昭和六〇年五月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞が関三 - 二 - 四
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

『人民日報』1985 年 2 月 26
日掲載

『グリーン・パワー』1 月
号より転載
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記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

山田精一（もと名古
2428 全訳景徳鎮磁器の研究につい
屋国際研修会館事務
て
局長・書院 24 期）

号

西暦

元号

頁

請求番号

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.46-48

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2429 日中関係私論

伊藤喜久蔵（愛知大
学講師・書院 40 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.48-52

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2430 山洲根津先生の禅道

加藤誠一（もと明成
商会香港支店長・書
院 31 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.52-57

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2431 江南賛歌

湯浅之夫（大東京火
災海上広島支社・書
院 22 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

p.57

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2432 無我会再建に想う

石田武男（電気絶縁
工業（株）代表取締
役・書院 24 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.58-59

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

赤垣源蔵酒罍之訣
2433 （赤垣源蔵徳利の訣れ）

奥田乙治郎（元仙
台調達局々長・書院
21 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.60-63

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2434 漫画三題

出光永（漫画家、書
院 46 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

p.64

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2435 漢詩雑感

河野文雄（市町村
共済連合役員・書院
44 期）

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

p.65

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

pp.66-69

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

p.70

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

p.70

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

54

1985 年 5 月

昭和 60 年 5 月

広告

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

漢詩

2436 中国主要年表（一九五九年九
竹内義雄（42 期）
月一九六〇年二月）
閑日
2437 長夜
偶成

森田薫

2438 編輯後記

藤岡記

2439 霞山会の刊行物

財団法人霞山会
取締役社長関家三男
（28 期）

2440 株式会社ディスコ
2441 埼玉養蜂株式会社・健康友の
会

漢詩

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.2-4

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.5-11

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

最近のシンガポール
2445 ――日星の交流を中心として 西願寺守
――

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.12-23

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2446 満族の風俗習慣
―葉赫史話―

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.24-34

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.35-42

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2443 二十一世紀
――随筆 楠窓

遠藤秀造（書院 19
第三集―― 期）

2444 反日キャンペーンの矛盾

巻頭言

伊藤喜久蔵（東京新
聞・中日新聞論説委
員、愛知大学講師・
書院 40 期）

金基浩、李欣、前田
八束訳

2447 第一期生の芝罘・威海衞旅行
遠藤進（書院 28 期）
記
2448 米寿言志

岳洲片山徳行（公認
会計士・計理士 書
院 11 期）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.42

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2449 58 歳的留学生

松山昭治（中部日本
放送論説委員室・書
院 45 期専）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.42-44

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

貝島吉隆（貝島事務
2450 シンガポール大学の留学を終
えて
所・書院 43 期）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.44-48

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2451 我搞日語教師

家野四郎（書院 43
期）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.48-49

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2452 山洲先生の禅道（追記）

加藤誠一（もと明成
商会香港支店長・書
院 31 期）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.49-52

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2453 慈航観音菩薩と三烈士の碑

三浦計太郎（（株）
淀川製鋼所顧問・書
院 31 期）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.52-54

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2454 「桜樹を贈る会」訪中記

飯盛新一郎（元（株）
サン海苔専務・書院
29 期）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.54-61

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2455 梅二題

森田薫（森田商店
書院 28 期）

漢詩

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.61

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.62-67

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.67-69

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2456 一生貫く清らかなもの
田中君の手紙と俳句
2457 絶筆「観音経と白磁の像」

（24 期）有吉正義
久曽神昇（前愛知大
学長）

332

◦ 611 ◦

奥付

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

55

2442 目次

備考

昭和六十一年二月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞が関三 - 二 - 四
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

遠藤進（遠藤保雄〔1 期〕
子息）

真島次郎息茂樹（中国名李
光）帰省
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.69

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2458 勲一等受賞のとき

原吉平（18 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

2459 昭和 19 年広東にて

岩井英一（18 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.69-71

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2460 〈詩〉田中先生を偲んで

宮家愈（43 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.71

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2461 書院再建の夢を語る

坂口幸雄（21 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.71-72

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2462 執念燃やした「大学史」

小濱繁（25 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.72-73

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2463 龍の目

追悼
庄子勇之助（28 期） 田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.73-74

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2464 剛毅果断プラス人情

大石明信（31 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.74-75

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2465 和の人

渡辺長雄（35 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.75-76

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2466 田中さんの書

村岡正三（36 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.76-77

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2467 わが人生の師

追悼
阿久津房治（40 期） 田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.77-78

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2468 闘病 12 年

佐伯朝春（40 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.78-80

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2469 寮歌祭のこと

秋山征士（40 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.80-81

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2470 労組と委員長

日野晃（40 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.81-82

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2471 風樹の嘆

追悼
高田富佐雄（41 期） 田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.82-83

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2472 毅然たる中国観

追悼
江頭数馬（44 期予） 田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.83-84

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2473 忘れ得ぬ人間味

追悼
塩川朝夫（44 期予） 田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.84-85

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2474 田中香苗大人を悼みて

宮田武義（12 期）

追悼
田中香苗
名誉会長

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.85

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2475 中国主要年表（一九八五年三
竹内義雄（42 期）
月―八月）

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

pp.86-90

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2476 副会長
去

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.90

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

p.90

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

55

1986 年 2 月

昭和 61 年 2 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

志波正男（30）氏逝

2477 編輯後記
2478 霞山会の刊行物
2479 株式会社ディスコ

財団法人霞山会
取締役社長関家三男
（28 期）

2480 埼玉養蜂株式会社・健康友の
会

2481 目次

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

揺れ動く中国
（丸紅顧問・ 巻頭時論
2482 ―政変の背景とその後の政策 渡辺長雄
書院 35 期）
―

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.2-11

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

日中関係し研究の新しい波
2483 ＝荒尾精と東亜同文書院の再 衛藤瀋吉（亜細亜大
学学長）
評価＝

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.12-13

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

アメリカ人の目から見た東亜 ダグラス・R・
2484 同文書院大学史・創立八十周 レイノルズ
森谷利彦（43 期）
年記念誌
訳

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.14-15

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

備考

奥付

平岩竜太郎（日商岩井）、
岡田重和（伊藤忠）、柄多純
一（丸紅）

昭和六十二年十月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞が関三 - 二 - 四
社団法人滬友
会 滬友編集室
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎ノ門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

『東京新聞』1987 年 6 月 5
日掲載記事転載
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◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

Dogulas R. Reyn国際東方学者会議 olds、伊藤喜久蔵
要旨記録：浅川義基
（43）

2485 第 32 回

号

西暦

元号

頁

請求番号

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.16-17

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2486 〔八月十五日に想う〕
戦災孤児のことなど

遠藤秀造（元外務相
勤務・書院 19 期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.18-21

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2487 文革の犠牲者
王和成さんのこと

江頭数馬（日本大
学商学部教授・書院
44 期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.21-23

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2488 異色の教育家本間先生

岩田冷鉄（霞山会顧
問・元外務省・書院
19 期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.24-25

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.26-27

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.28-32

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

p.33

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

奥田乙治郎（書院
2489 東亜同文書院大学史成而憶根
津先師
21 期）

漢詩

2490 日中問題所感

伊藤喜久蔵（愛知大
学・帝京大学講師・
書院 40 期）

2491 那須山荘にて

稲川三郎（前滬友会
副会長・書院 25 期）

2492 漢詩迷訳

遠藤杏花（遠藤進・
書居んん 28 期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.34-35

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

菅野俊作（長野経済
魯迅評価の日本と中国
2493 ――逝世五十年祭に寄せて― 短期大学学長・仙台
魯迅顕彰会幹事・書
―
院 41 期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.36-38

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.38-39

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

谷光隆（愛知大学教
2495 東亜同文書院上海調査報告書
目次
授）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.39-43

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2496 上海交通大学
漢語短期留学回顧断片

加藤咨郎（書院 37
期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.43-45

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2497 礼賢中学校の思い出

池上貞一（書院 40
期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.46-49

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

池子俊夫（書院 45
2498 法国梧桐樹（プラタナス）の
街で
期予科）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.49-54

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

腐れ縁
2499 何とも不思議な
山西由之君と私のキズナ

谷川義行（書院 43
期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.55-57

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

江南春は深くして
2500 ――滬友四十期友好訪中団
（昭和六十一年）――

日野晃

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.58-66

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2501 東欧親善訪問の旅

尾崎茂夫（書院 41
期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.67-74

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2502 サラワク物語

吉川績（書院 43 期）

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.74-82

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

『中国語管見』石田武男（書
2503 院第 26 期）著（基滋賀大学
教授）

評者蔵居良造書院
28 期

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.82-83

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2504 『バイユ・モスク、カンパ大
成功裡に終了』

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

pp.84-86

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2505 『回顧

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2494 魯迅小品

俳句

本田祥三（書院 28
期）

書評

田中香苗』

2506 衛藤瀋吉氏

人物紹介

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

ダグラス・R・レイノルズ
2507 （Douglas
R. Reynolds）氏

人物紹介

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

p.87

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

p.88

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

56

1987 年 10 月

昭和 62 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

広告

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2508 本間喜一先生逝去
2509 編輯後記

編集室

2510 霞山会の刊行物

財団法人霞山会

2511 株式会社ディスコ

取締役社長関家三男
（28 期）

2512 埼玉養蜂株式会社・健康友の
会

2513 中国料理山水楼

代表取締役会長宮田
武義（十二期）、体
表取締役宮田樹三
（長男）

2514 目次

2515 東亜同文会史

財団法人霞山会

広告

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

2pp.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)
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備考

奥付

『日本記者クラブ報』より
転載

一九八八年一〇月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞が関三 - 二 - 四
社団法人滬友会
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎の門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.1

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

時論

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.2-3

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

時論

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.6-9

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

時論

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.10-11

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

坂口幸雄（日清製油
（株）取締役会長・ テーマ随筆
21 期）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.12-13

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2521 歩き、続ける

吉野金良（熊本市在 テーマ随筆
住・24 期）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.13-14

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2522 わがある記

高遠三郎（フジタ工 テーマ随筆
業（株）顧問・41 期）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.14

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

村上和夫（日建工業
（株）相談役 35 期） テーマ随筆

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.15-16

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2516 （内表紙）
菅野俊作（長野経済
2517 日中平和友好条約十周年と賠
償問題
大学学長・41 期）
伊藤喜久蔵（東京新
聞論説委員・帝京大
学講師・40 期）

2518 日本の「国徳」

2519 経済から見た日本とアジアの
編集室
関係
2520 青山不老
―米寿の健康談―

2523 古瓦の文様に惹かれて
2524 ゆっくりやれ

平井勉（38 期）

テーマ随筆

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.16-18

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2525 唐詩の鑑賞

山崎秀一（（株）I・
S オーバーシーズ・ テーマ随筆
37 期）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.18-20

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2526 私の端渓と紹興酒

渡辺長雄（丸紅（株） テーマ随筆
顧問・35 期）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.20-22

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

尾崎茂夫（港鉱油
（株）会長・41 期） テーマ随筆

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.22-26

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2527 我が闘病の記
2528 嵐渓回顧

森田薫（28 期）

漢詩

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2529 華南の旅

清水遊子（辰雄）
（34
期）

漢詩

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.27

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

江頭数馬（日本大学
2530 留学生支援に「東亜同文交流
商学部教授・44 期 提案と主張
基金」を
予科）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.28-30

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2531 愛知大学に書院記念館を

笹林達夫（第一勧銀 提案と主張
行豊橋支店長）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.30-32

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2532 靖亜論
―武藤義道兄を偲ぶ―

斉藤洲臣（元満鉄社 提案と主張
員・35 期）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.32-37

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2533 書院文化史の願い

大城立裕（芥川賞受 提案と主張
賞作家・44 期）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.37-41

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

備考

沢井鉄馬（20 期）

鈴木択郎、引揚げ時に中華
学生部教え子から残るよう要
請される

井柳学（愛知大学同
2534 モスクワは変わりつつあるか 窓会副会長・東京支
部長）

外国と
体験談

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.42-44

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2535 五番目の昇竜・タイ王国

大峡一男（オーバ・
バンコク・プロモー
ション代表・36 期）

外国と
体験談

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.44-51

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

コンサルタント
2536 と上海列車事故
―中国に旅して想う―

前田清蔵（東亜コン
サルタント事務所所
長・44 期）

外国と
体験談

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.52-55

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2537 農民の傷心
―農地契約の不履行―

華克官画

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.55

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

外国と
体験談

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.56-62

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

外国と
体験談

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.63-70

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.70

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

『人民日報』1988 年 7 月 14
日掲載漫画転載
石田三郎（33 期、陸軍中
野学校）

小崎昌業（前ルーマ
2538 ルーマニア自主外交と人権問
題
ニア大使・42 期）
2539 私は北京の文革を見た

吉川績（（株）丸誠
顧問 43 期）

2540 情不自禁

柯文楊画

2541 古往今来

大石明信（（社）滬
友会会長・31 期）

随筆

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.71-73

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2542 映画「敦厚」と商社

春名和雄（丸紅（株）
会長・36 期）

随筆

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.73-75

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2543 やはり江南の春

岩田冷鉄（（財）霞
山会顧問・19 期）

随筆

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.75-79

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

随筆

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.79-80

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

田中上、石川勝美、
多賀重文、斉藤和夫、
バイユ・モスク竣工式
2545 ―四二期生スマトラに集い、 植前良平、那須力、
深谷敬一、日高操、
歌う
西野雅俊、沼田仡、
倉田俊介（夏渓）

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.81-93

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2546 東瀛神箭

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.93

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

松山英敏（関東紙器
2544 生き甲斐は日中友好の絆作り （株）常務・46
期）

朱根華画

2547 昭和六十三年度通常総会

滬友ニュー
ス

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.94-95

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2548 理事会

滬友ニュー
ス

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.95, 99

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

収支計算書
2549 昭和 62 年 4 月 1 日から昭和
63 年 3 月 31 日まで

滬友ニュー
ス

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.96

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

奥付

『人民日報』1988 年 7 月 11
日掲載漫画転載

『人民日報』1988 年 7 月 22
日掲載漫画転載
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西暦
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昭和 63 年 10 月

p.97

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.98

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.99-100

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.100-101

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2554 長崎支部「青春建学祭」開催 山内正朋記

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.101-102

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2555 神奈川支部総会
―幹事欠員補選―

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.102-103

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2556 第十二回四国滬友会レポート 岡本記

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.103-104

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2557 坂本先生御夫妻を迎え滬友大
奈須記
分支部総会

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.104

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2558 佐賀支部だより
―葉隠荘で梅花忌―

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.104-105

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2559 靖亜神社明徳祭

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.105

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2560 第十八回四国寮歌祭に参加し
岡本記
て

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.105-106

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2561 第二十七期生熱海伊東に集う 市川記

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.107

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2562 二十九期生（北斗会）佐渡全
幹事・長谷川
国大会の報告

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.107-108

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2563 三十四期生卒業五十周年福岡
坂本記
大会

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.108-109

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

台北の春宵
2564 三十五期生
意気軒昂寮歌高らかに

小泉清一記

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.109-110

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

洛南の春
2565 第三十七期生京都大会に酔
う。

今村記

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.110-111

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2566 四十一期生全国大会阿蘇山麓
牟田
で開催

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.111-112

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2567 四十三期生伊勢志摩で全国大
今井記
会

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.112-113

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

岡田晃氏（36）
2568 春名和雄氏（36）
受勲の栄誉に輝く

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.113

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

四十四期（専） 記念アルバ 小川、土門記
2569 ム刊行について

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.113

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2570 滬友の皆さんへ

二十八会一同

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.113

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2571 渡辺三朗君の長逝を悼む

益富毅（22 期）

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.114

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2572 草野豊さんの死を悼む

近藤泉（30 期）

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.114-115

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2573 瀬戸謙君の急逝を悼む

齊藤洲臣（35 期）

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.115

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2574 小倉義信を悼む

尾崎茂雄（41 期）

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.115-116

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2575 昭和 62 年度会費納入者

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.117-122

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2576 終身会費
昭 62・4・1 〜 63・3・31

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.123

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2577 終身会費寄附金
昭 62・4・1 〜 63・3・31

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.123-124

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2578 準会員・終身会費・納入者

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.124

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2579 終身準会員寄附金

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.124

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2580 昭和 62 年度寄附金

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.125

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.125

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

pp.125-126

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

p.126

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

1p.

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2550 貸借対照表
昭和 63 年 3 月 31 日現在

滬友
ニュース

57

1988 年 10 月

収支予算書
2551 昭和 63 年 4 月 1 日から昭和
64 年 3 月 31 日まで

滬友
ニュース

57

2552 桜花忌
―鶴見総持寺―

滬友
ニュース

2553 梅花忌報告
―京阪神支部―

2581 哀悼（滬友ニュース第七四号
掲載以後判明のもの）
法務大臣官房司法法制調査部
職員監修中国綜合研究所・編
2582 集委員会編集『現行中華人民
共和国六法』推薦／日本弁護
士連合会

新刊書案内

2583 編輯後記

W
編集員渡辺長雄、大
串俊雄、藤岡瑛、伊
藤喜久蔵、江頭数馬

2584 霞山会の刊行物

財団法人霞山会

広告

336
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備考

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名
2585 株式会社ディスコ
2586 霞山会の刊行物

著者名
取締役社長関家三男
（28 期）
財団法人霞山会

見出し

元号

頁

請求番号

広告

57

1988 年 10 月

昭和 63 年 10 月

1p.

広告

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

1p.

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.1

Z3:Ko97:(10)

2588 目次

大石明信（滬友会会
長）

西暦

370.5:107
Z3:Ko97:(10)

2587 （内表紙）

2589 山は動く

号

巻頭言

渡辺長雄（丸紅顧問・
2590 混迷する中国の政治経済
―ソ連・東欧激変への対応― 35 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.2-3

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.4-6

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.7-17

Z3:Ko97:(10)

2591 混迷深まる中国

伊藤喜久蔵（東京新
聞論説委員・帝京大
学講師・40 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.18-25

Z3:Ko97:(10)

2592 自民党にもペレストロイカ

日野晃（40 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.26-29

Z3:Ko97:(10)

2593 ソ連と東欧の変革

小崎昌業（42 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.30-36

Z3:Ko97:(10)

2594 年賀と私の遺言（続編）

坂本一郎（20 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.37-43

Z3:Ko97:(10)

同文書院における中国語教育
2595 の独自性
石田武夫（26 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.43-46

Z3:Ko97:(10)

反映の哲学 敗亡の美学
2596 ―独断と偏見のモノローグ、 森原文雄（41 期）
あえて―

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.46-50

Z3:Ko97:(10)

2597 滬友ゴルフ大会開催のお知ら
せ

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.50

Z3:Ko97:(10)

2598 五十年

40 期松野谷夫

短歌

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.51

Z3:Ko97:(10)

2599 青匂ひ立つ長城
句歌集「歳月のうた」より

41 期柴田敏之（耿
秋）

俳句

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.51

Z3:Ko97:(10)

2600 いま解放軍の動向は！

清水徳蔵（亜細亜大
学教授・41 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.52-61

Z3:Ko97:(10)

大久保啓三（元読
2601 天安門事件後の中国を訪ねて 売新聞論説委員・40
期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.61-65

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.66-68

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.69-71

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.72

Z3:Ko97:(10)

2602 動く世界の中で感ずること

鈴木守（43 期）

2603 漢語借用

野上正（前朝日中
国文化学院院長・40
期）

2604 漢詩二題

遠藤進
編集部

2605 私の訪日感想

白川正雄（在インド
ネシア）（41 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.73-75

Z3:Ko97:(10)

2606 西願寺守君のこと

石野正仁（43 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.75-76

Z3:Ko97:(10)

2607 上海回顧
―思い出すままに

笠坊乙彦（38 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.76-84

Z3:Ko97:(10)

2608 大旅行誌雑感

藤岡瑛（33 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.84-86

Z3:Ko97:(10)

2609 香港基本法余話

小竹昭人（46 期予）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.87-88

Z3:Ko97:(10)

2610 新元号雑感

高遠三郎（41 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.88-89

Z3:Ko97:(10)

2611 北京の印象

甲方義之（44 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.89-91

Z3:Ko97:(10)

2612 日清貿易研究所大川愛次郎氏
と日清、日露、シベリヤ戦役 山本隆（37 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.92-95

Z3:Ko97:(10)

大東亜戦争は日本
2613 の負け戦か勝ち戦か
―昭和天皇と勝戦の功業―

岩田冷鉄（19 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.96-98

Z3:Ko97:(10)

2614 ソ連捕虜抑留記

尾崎茂夫（41 期）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.98-103

Z3:Ko97:(10)

滬友会新年賀詞交 森岡昌利（31 期・
副会長）

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.103-105

Z3:Ko97:(10)

書評

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.105-106

Z3:Ko97:(10)

書評

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.106-107

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.107

Z3:Ko97:(10)

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

2615 平成二年
換会

1930 年（岩波新書）
2616 上海
尾崎秀樹著

40 期・日野晃

呉学文編著高野啓輔訳『岐路
2617 に立つ日本 中国から見た期 43 期・真崎康隆
待と警戒』

随想

漢詩

東亜同文書院の群像
2618 ―月刊誌『歴史読本』に連載 編集室
始る―
2619 大学教授招聘

旭川大学

広告

p.107

Z3:Ko97:(10)

備考

奥付

一九九〇年五月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞が関三 - 二 - 四
社団法人滬友会
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎の門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四

1990 年 1 月 8 日新年賀詞
交換会時局講演

遠藤進編著『杏華集』から
摘録

栗田尚弥
三木毅（43 期、旭川大学
学長）
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記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

小崎昌業、大石会長、
滬友
近衛霞山会会長
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.108-110

Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.110-111

Z3:Ko97:(10)

2622 愛知大学同窓会
東京グループ新年賀詞交換会

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.111

Z3:Ko97:(10)

愛知大学牧野学長を囲んで懇
2623 親会
―愛大大学院に中国研究科を
新設―

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.111-112

Z3:Ko97:(10)

2620 新年賀詞交換会
2621 近衛文隆氏を偲ぶ夕べ

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

坂下雅章（40）

見出し

2624 日本寮歌祭のこと

45 松永浩一郎（日
本寮歌振興会・実行
委員）

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.112-113

Z3:Ko97:(10)

2625 沖縄寮歌祭

大城記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.113

Z3:Ko97:(10)

2626 荒尾東方斎先生法要

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.113-114

Z3:Ko97:(10)

2627 靖国神社秋季慰霊祭

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.114

Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.114-115

Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.115

Z3:Ko97:(10)

2628 平成元年
滬友卓球部全国大会

幹事中野政満（42
期）

2629 好的会
2630 北京だより

陳弘

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.116-117

Z3:Ko97:(10)

2631 広島支部便り

幹事山根記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.117-118

Z3:Ko97:(10)

岡本

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.118-119

Z3:Ko97:(10)

北九州支部

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.119-120

Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.120

Z3:Ko97:(10)

益富毅

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.120-121

Z3:Ko97:(10)

2632 土佐滬友会 '90 望年会
2633 同窓会
2634 佐賀支部だより
期生全国大会の記
2635 22
平成元年十月二十日

備考

中島

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.121-122

Z3:Ko97:(10)

2637 二十六期生
みちの奥大会

藤原記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.122-123

Z3:Ko97:(10)

2638 二十九期全国大会の報告

幹事長谷川記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.123-124

Z3:Ko97:(10)

三十二期生、吉備路、瀬戸大
橋の旅
2639 「スパイ学校の卒業生だ」と
大串俊雄記
言われる

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.124-125

Z3:Ko97:(10)

2640 同文三四会
全国大会岐阜・長良川で…

赤松良一記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.125-126

Z3:Ko97:(10)

卒業 50 周年
2641 35 期生会の集い東京と金沢
で

小泉

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.126-127

Z3:Ko97:(10)

2642 三十六期生京都大会

田中多四郎

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.128-129

Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.128-129

Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.129-131

Z3:Ko97:(10)

42 期生全国大会
2645 白川君歓迎・平成元年九月
二十三日、京都石山寺三日月 幹事中野政満
楼において

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.131-132

Z3:Ko97:(10)

2646 四十四期
滋賀・長浜に集う

幹事・北村記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.132-133

Z3:Ko97:(10)

2647 第四十五期（予科）
全国大会開催

文責岡見忠彦

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.133-134

Z3:Ko97:(10)

阿久津房治記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.134-135

Z3:Ko97:(10)

2649 武藤嘉文（45）通産大臣に就
任

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.136

Z3:Ko97:(10)

2650 米寿おめでとうございます

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.136

Z3:Ko97:(10)

甘粕四郎（20 期）

2651 藍綬褒章を受ける

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.136

Z3:Ko97:(10)

上西幹一（41 期）

2652 厚生大臣の表彰を受ける

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.136

Z3:Ko97:(10)

前田八束（32 期）

2653 副会長
逝

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.136

Z3:Ko97:(10)

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.137

Z3:Ko97:(10)

2636 江南春秋会唐津に遊歩す

2643 三十八期全国大会
2644 四十一期生全国大会
四国・丸亀で開催

2648 道上伯先生を囲む会

中西一雄記

片岡正一氏（41）急

（四十三期） 丸岡順一郎四十三期
2654 故肥後猛海軍少尉
の遺骨発見さる
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

22 期生益富毅

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.137-138

Z3:Ko97:(10)

庄子勇之助・記

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.138-139

Z3:Ko97:(10)

東亜同文書院第
2657 弔辞
古河君安らかにお眠り下さい 三十四期生代表脇田
五郎

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.139-140

Z3:Ko97:(10)

2658 第 35 期生鈴木厲吉君を悼む

八木友愛

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.140-141

Z3:Ko97:(10)

2659 哀悼杉本出雲君

40 期阿久津房治

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.141

Z3:Ko97:(10)

2660 故片岡正一君の霊に捧ぐ
―鎮魂の祈りを込めて―

41 期牟田義彦

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.141-143

Z3:Ko97:(10)

2661 哀悼

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.143

Z3:Ko97:(10)

2662 百寿翁宮田さん豪華本刊行

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.143

Z3:Ko97:(10)

2663 平成元年度会費納入者（敬称
略）普通会員

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.144-149

Z3:Ko97:(10)

平成元年度終身会員寄付金
2664 （平成
1・4・1 〜 2・3・31）

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.149

Z3:Ko97:(10)

（平 1・4・
2665 準会員年会費納入者
1 〜 2・3・31）

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

pp.150-151

Z3:Ko97:(10)

2666 準会員・終身会費・納入者

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.151

Z3:Ko97:(10)

2667 平成元年度寄付金

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.151

Z3:Ko97:(10)

滬友の皆さん！
2668 徐家匯の「国際文化会館」ご 44 予・江頭数馬
利用を

滬友
ニュース

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

p.152

Z3:Ko97:(10)

広告

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

1p.

Z3:Ko97:(10)

広告

58

1990 年 5 月

平成 2 年 5 月

1p.

Z3:Ko97:(10)

広告

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

1p.

Z3:Ko97:(10)

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

p.1

Z3:Ko97:(10)

2655 酒家彦太郎君の死を悼む
2656 心の広い人関家三男君

著者名

村岡正三・36 期

2669 埼玉養蜂株式会社営業本部
2670 株式会社ディスコ

取締役社長関家憲一

2671 埼玉養蜂株式会社
2672 （内表紙）

2673 目次

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.2-3

Z3:Ko97:(10)

日野晃（40 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.4-11

Z3:Ko97:(10)

渡辺長雄（35 期
2675 アジアの和平気運と浦東開発
―上海出張報告―
丸紅顧問）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.12-20

Z3:Ko97:(10)

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.21-28

Z3:Ko97:(10)

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.29-36

Z3:Ko97:(10)

2674 「政治の悪魔」を脹らませる
な

2676 改革は難く、革命は易し

伊藤喜久蔵（40 期
東京新聞論説委
員、帝京大学講師）

中国在住七年間の思い出
2677 中国人の民族性と日本とのか 工藤俊一（41 期）
かわりあい
2678 ネパールから帰国して

有地一昭（45 期
前駐ネパール大使）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.36-37

Z3:Ko97:(10)

2679 こんなゴルフも

小崎昌業（一九九一・
三・一七記 42 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.37-39

Z3:Ko97:(10)

2680 一人傑の軌跡

岩田冷鉄（19 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.39-42

Z3:Ko97:(10)

2681 「東亜同文書院の群像」雑感

埼玉大学講師栗田尚
弥

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.42-45

Z3:Ko97:(10)

2682 東亜同文書院大学に思う

江頭数馬（44 期ヨ）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.45-48

Z3:Ko97:(10)

2683 所感

金子憲良（43 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.48-52

Z3:Ko97:(10)

東亜同文書院と愛知大学の関
2684 係 愛知大学創設の背景と理 大野一石（46 期）
念

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.53-59

Z3:Ko97:(10)

2685 スペイン見聞記
平成三年一月

尾崎茂夫（41 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.59-61

Z3:Ko97:(10)

2686 河南の窰洞

家野四郎（43 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.61-64

Z3:Ko97:(10)

期）との再
2687 重松盛二君（40
会と離別

宇佐見和彦（40 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.64-66

Z3:Ko97:(10)

備考

奥付

一九九一年四月発行
〒一〇〇東京都千代
田区霞が関三 - 二 - 四
社団法人滬友会
電話（〇三）
五八一 - 三九一九
郵便振替口座・東
京四 - 七一三八〇
取引銀行・第一
勧銀虎の門支店
普通預金口座番号一〇
〇六一二四
神戸出身卒業後新四軍参加
した人物を紹介

農工科廃止時のストライキ
について
上杉益喜（19 期）

1945 年 11 月末呉羽分校の
様子
同文書院と愛大の関係につ
いて
「43 期生は入学直後に学生
監林出から興学之要旨など一
通り講義を受けた」（p.50）

敗戦後ベトナム軍に参加し
た重松盛二を紹介
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号

西暦
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頁
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2688 漢民族の特徴

山崎秀一（37 期）

見出し

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.66-73

Z3:Ko97:(10)

2689 厳しさを増す「六害追放」

堀内龍獅虎（44期ヨ）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.73-78

Z3:Ko97:(10)

2690 故桜田治平君を思う

中山節夫（40 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.78-79

Z3:Ko97:(10)

2691 「上海ガイドブック」

笠坊乙彦（28 期）

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.79-87

Z3:Ko97:(10)

高遠三郎（41）、
賀来揚子郎（40）、
2692 再び滬友教育交流基金の設定
について
倉田俊介（42）
事務局

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.87-89

Z3:Ko97:(10)

備考

2693 『混迷する中国経済』渡辺長
雄著

評者江頭数馬 44 期

書評

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.89-90

Z3:Ko97:(10)

2694 『中国の経済革命と現実』江
頭数馬著

評者渡辺長雄 35 期

書評

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.90-91

Z3:Ko97:(10)

2695 『現代中国政治と毛沢東』池
上貞一著

評者伊藤喜久蔵 40
期

書評

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

pp.91-92

Z3:Ko97:(10)

池上貞一（40 期）
伊藤喜久蔵（40 期）

伊藤喜久蔵他訳『中 編集室
2696 鄭竹園著、
国動乱のメカニズム』

新刊書紹介

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

p.92

Z3:Ko97:(10)

2697 霞山会の刊行物

財団法人霞山会

広告

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

1p.

Z3:Ko97:(10)

2698 株式会社ディスコ

取締役社長関家憲一

広告

59

1991 年 4 月

平成 3 年 4 月

1p.

Z3:Ko97:(10)
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

第 2 期『滬友ニュース』
（B5 判）第 22-69 号
記事名

1

滬友刊行物の面目一新につい
て
新しい皮袋に新しい酒を

2

同文書院同窓会名簿

3

会長のことば

著者名

見出し

号

22

西暦

元号

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

頁

p.1

請求番号

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.1

Z3:Ko97

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.1

Z3:Ko97

4 「滬友」誌

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.1

Z3:Ko97

5

滬友ニュース

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.1

Z3:Ko97

6

母校再建問題について

滬友本部
の動き

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

7

文化委員会

滬友本部
の動き

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

8 「同文書院大全集」の計画

滬友本部
の動き

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

9

本部主催の講演会のご通知先

滬友本部
の動き

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

10

寄贈・ありがとうございます

滬友本部
の動き

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

11

新しい本部組織

滬友本部
の動き

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

12

人民日報をよむ九十翁
第一期卒業生亀淵龍長翁

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

13

本部事務局だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

14

講演班を派遣します（講師・ 本部事務局
ご斡旋）

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

15

長野県人会新緑の蓼科に集い 上条立喜記（30）、 横のつながり
……つづいて囲碁合戦
中村加治馬（24）記 支部だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.4

Z3:Ko97

16

徳島支部三年半ぶりの会合

横のつながり
支部だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

pp.4-5

Z3:Ko97

17

第一期坂田先輩の死をいたむ 田辺記
熊本支部

横のつながり
支部だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

18

北陸三県の滬友会

横のつなが
り支部だよ
り

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

19

吉林ダム建設に貢献した内藤 中村加治馬（24）
大先輩

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.6

Z3:Ko97

20

母校の再建について

大槻五郎（23）

21

広島会

中崎一之

22

今もなお烈々たる闘志・三期 市川信也記

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.6

Z3:Ko97

横のつながり
支部だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.6

Z3:Ko97

滬友・各期
だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

大内敬事記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

24

日中関係がきにかかる ・八 川村宗嗣記
期

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

25

天地のこころにとけこむ・
十四期

山本久一郎記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

26

在京十六期生会

幹事桑原五郎記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

pp.7-8

Z3:Ko97

23

切々として……・五期

27

前途をうれう人・十八期

編集室記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

28

シンガポールへ留学生・十九 編集室記
期

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

29

進路のかじとり・二十一期

編集室記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

30

宮崎からの便り・二十五期

日高清磨嵯記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

31

前田増三さん……・二十六期 編集室記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

pp.8-9

Z3:Ko97

32

二十九期・北斗会開く

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

33

三十三期アルバム編集中

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

34

ひらけゆく中国經濟

財団法人通商産業調
査会

広告

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

三十六期・岡田総領事語る

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

36

愛された男富岡健治君（36） 三八期原田留吉記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

37

こんどは生きている限り…… （38）安藤健吉記
38 期／ 39 期

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

pp.10-11

Z3:Ko97

35

奥付
昭和四十六年十一月
発行
東京都千代田区霞が関
三丁目・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

Z3:Ko97

22

滬友会会長田中香苗

備考

長友利雄（26 期）死去につ
いて

岡田香港総領事
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見出し
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西暦
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38

四十四期・桜田君スワジラン 編集室記
ド王国へ

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.11

Z3:Ko97

39

四十一期のアルバム作りを
……

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.11

Z3:Ko97

40

シンガポール……・四十二期 竹内義雄記

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

pp.11-12

Z3:Ko97

41

書院のあととり……・四十四 編集室記
期

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

42

四十四期の変り種

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

43

二十五期と二十八期のみなさ 編集室若輩一同
んへ

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

44

各期のみなさんへ――

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

45

阪神・広呉支部との連絡に飛 事務局長蔵居良造
ぶ

滬友・
各期だより

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

46

ナショナル建設株
式会社、ナショナル
滬友ニュースの発展をお祝い 冷暖房株式会社、ナ
ショナルサービス株
申上げます。
式会社取締役社長鈴
木正義（41 期）、監
査役藤原忠（42 期）

広告

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

47

昔と今
―京劇

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.13

Z3:Ko97

48

中国経済地理誌

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.13

Z3:Ko97

49

ドラの音に食欲をわかす健児
の数は四百人勇ましや大和男 28 期生記
の子

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

pp.14-15

Z3:Ko97

50

株式会社丸誠

広告

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.15

Z3:Ko97

51

ひらけゆく中国経済、中国共 竹内義雄四二期
産党史

滬友人の
つくった
新刊書紹介

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.16

Z3:Ko97

52

日本寮歌祭
武道館にこだます 長江の水

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.16

Z3:Ko97

53

第一製砥所

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.16

Z3:Ko97

54

神尾大先輩の顕彰碑建設計画 34 期道下福四郎記
成る

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.17

Z3:Ko97

55

大峡一男君タイ国から勲章

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.17

Z3:Ko97

56

亡き友を偲びご冥福を祈る
――――――合掌

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.17

Z3:Ko97

57

口田康信先生の二七回忌法要
承教寺で営む

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.17

Z3:Ko97

58

慶弔ニュースについて

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.17

Z3:Ko97

59

滬友全国ゴルフ大会開催の予 編集室
定

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.17

Z3:Ko97

60

新春滬友の集い
にご案内します
一月八日・東京

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.17

Z3:Ko97

61

本部やりくり記

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.18

Z3:Ko97

62

滬友ニュースと滬友誌の広告 編集委員
を募集します

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.18

Z3:Ko97

63

霞山クラブへ入りましょう

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.18

Z3:Ko97

64

編集後記

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.18

Z3:Ko97

65

お知らせ

22

1971 年 11 月

昭和 46 年 11 月

p.18

Z3:Ko97

66

梅薫る京都で恩師根津先生の 京都支部・大釈春雄
第四十六回忌法要を営む
記

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

67

東京では鶴見総持寺で法要が
行われた

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

68

荒尾先生法要

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

69

山田岳陽先生法要

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

70

沖縄に活躍する同窓は忙しい

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

71

本土復帰間近の沖縄県

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

72

活躍する 七二年
新年賀詞交換会

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

73

お二人とも元気いっぱい
九十二翁の第五期生

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

大空不二男記

編集室記

新しくなった芝居

編集委員

三十七期杉本要吉
アジア研究所

庄子勇之助（28 期）

寮歌祭委員長（34）
・
白山正己
取締役社長関家三男
（28 期）、総務課長
井上宗親（26 期）

村岡記

滬友会経理担当白山
正己

庄子勇之助記

を迎える

広告

広告
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備考

奥付

小崎昌業（元外務省文化二課、
現通産省繊維雑貨輸出課長）

大城立裕、江頭数馬について

年四回発行を告知

再就職・縁談・書物や土地家
屋譲渡
四十三期徳井清太郎陸上自衛
隊幕僚監部三佐中国語英語
昭和四十七年四月発行
東京都千代田区霞が
関三丁目・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

三枝理悦、塙金吾
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23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

滬友会
本部の動き

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

滬友会
本部の動き

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

関西支部より月例懇談会と春 三浦（31）
秋ゴルフ高井のご案内

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

81

昨秋の支部総会につづき近く 柴田敏之（41）
講演懇談会開く名古屋支部

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

82

第二十一期生第六次全国大会 山県彦三郎
開く

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

83

第二十二期生第五次大会を広 湯浅之夫
島で開いた

74

六十年の夢

75

滬友会本部の動き

76

人事

77

中国経済資料の寄贈を受く

78

囲碁てんぐの集まる滬友会事
務局

79

おすすめした中国語の本

80

著者名

見出し

十二期宮田武義

山口左熊＝一橋大学
講師（35）

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

84

第 24・25 期生の合同全国大
会ことしの秋開く

世話人・深堀健一郎、
幹事松田義雄・岡田
尚

85

個性を生かした

二十五期生中崎一之

86

第二十七期生の最近の動静と 根岸孝彦
全国大会の案内

87

観光ホテル青雲閣

88

第三十期生全国大会開く

志波正男

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

89

在京四十三期生の忘年会とゴ 西願寺守
ルフコンペ

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

90

野原フーヅ株式会社

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

91

大陸先駆者石黒昌明先輩を偲 長崎支部
んで

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

92

亡き友を偲びご冥福を祈る
――――――合掌

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

93

長友利雄君よ安らかに眠れ

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

94

老いの身に降りかかった悲し 桑原五郎（16 期）
い出来事

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

95

編集基金（仮称）にご協力く
ださい

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

96

大陸に育った中国料理の全貌 竹内義雄（42）記
をご紹介します

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

97

名簿郵送料を急ぎお送りくだ
さい

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

98

編集後記

23

1972 年 4 月

昭和 47 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

99

東亜学院院長に熊野正平氏就
任

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

100 熊野院長学院の充実を語る

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

101 東亜学院について

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

102 盛会をきわめた通常総会
――――――最高の出席者

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

103 四十七年度庶務事項報告

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

104 四十七年度事業計画

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

105 総会における四十六年度決算
白山常務理事
報告

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

47 年 3 月
106 貸借対照表（昭和
31 日現在）

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

昭和 46 年度一般会計収支予
107 算対比表（自昭和 46 年 4 月
1 日至昭和 47 年 3 月 31 日）

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

線を描く

108 昭和 47 年度予算案

広告

（42 期）熊谷範一郎

広告

中下魁平

（自昭和 47 年 4 月 1
日至昭和 48 年 3 月
31 日）

109 滬友会本部便り

110 特別会員に次の両氏を

滬友会
本部便り

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

111 新人会員

ニュース

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

備考

奥付

『新しい中国語会話』、『現代
中国語会話』、『現代中国語読
本』

豊田紡績専務として中国進
出、トヨタ自動車石田退三と
親交

昭和四十七年八月発行
東京都千代田区霞が
関三丁目・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

向野元生（日本包装技術協会
会長・向野堅一子息）、島田
四郎（熊本日日新聞社長、東
亜同文書院教務課勤務対象
11-13 年）
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備考

112 大内さん、相談役に

ニュース

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

大内敬事（5 期）

113 九州連合支部後任決定

ニュース

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

長崎支部長深堀健一郎（24
期）、九州支部連合支部長熊
本支部長田代由紀男（35 期）

114 村上氏弁護士会副会長に

ニュース

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

村上直（45 期、第一東京弁
護士会）

115 大久保氏法博に

ニュース

大久保泰（36 期、慶応）

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

116 ピンチに立つ財政滞納会費納
入にご協力を

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

117 滞納会費の集まり良好

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

118 郵送料をお送り下さい―終身
会員にお願い―

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

123 大阪支部総会滬友の旗制定を
芝田真躬（44 期）
提案したい

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

124 熊本支部総会盛り沢山な議題
田代由紀男
にわく

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

119 卒業証明書等発行は愛知大で
120 北山愛郎君を迎えて

柴田敬十

121 訂正
122 『中国経済地理』

アジア研究所

清水一夫（40 期）、
槫沼圭一（43 期）

125 埼玉養蜂株式会社

広告

126 鈴木択郎さんを高知に迎えて 瀬戸元

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

127 九州連合支部総会ひらく

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

128 戸隠高原において滬友・長野
上条立喜
県人大会開く

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

129 健在なり久寿会の長老たち

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

131 二十九期・北斗会第八回全国
大会奈良で開く

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

pp.8-9

Z3:Ko97

132 在京四十二期生同期生会をひ
らく

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

133 三十六期生大久保泰君の法学
明野義夫
博士授与を祝う

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

134 四十一期と四十二期の諸友に
大空不二男
報告

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

130 二十七期生第一回大会開く

135

根岸孝彦

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

pp.9-10

Z3:Ko97

136 四十三期西願寺君シンガポー
佐藤義正
ルへ

京城で同期会開催提案の件

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

滬友ニュース製作費応援のた
137 め 特別編集ページ ご利用
下さい

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

広告

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

特別編集
ページ

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

広告

138 つまみ御料
二十八期生の厚意
139 による特集ページ
金蘭の集い
ある・ぱあ・ほい
140 らんどんな

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

141 世利、川崎両氏の救出活動に
ご協力を

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

142 四期・阪義雄氏のご逝去を悼
む

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

143 亡き友を偲びご冥福を祈る
――――――合掌

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

期〉著書刊行の
144 中山優〈16
ご案内

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

145 ぞくぞく集まる

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

146 手頃な四声辞典

24

1972 年 8 月

昭和 47 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

147 新天地に芽生える書院精神西
願寺氏新加坡で活躍

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

148 西願寺氏からの便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

149 日中友好につくした宗方小太
郎先生の五十年祭おこなわる

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

150 関西滬友ゴルフ秋季大会ひら
31 期三浦記
く原会長抜群の成績で優勝

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

151 関西滬友

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

編集基金

二金会

のご案内 三野記
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152 香港支部一同国際情勢の動き
松原記
に意欲を燃やす

記事名

著者名

見出し

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

153 黒川先輩歓迎会

宮崎支部

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

154 滬友シンガポールの集い

西願寺

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

155 白立会だより福井支部

片山徳行記

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

日月潭 のつどい沖縄同窓
156 ますます健在

大城立裕（44）

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

157 福岡日出麿氏全国商工会連合
富永記
会長に佐賀支部

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

158 愉快な一夜を過ごした在京
十六期盛会

幹事桑原五郎記

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

159 在京十八期生の愉しい集い

幹事・岩井英一

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

160 東京一九会伊豆山に遊ぶ

坂西記

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

161 明年の第七回大会にご期待を 大阪幹事河野記

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

162 二十期の金声会全国大会開く 幹事荒井重巳、三上
脩吾、小川理

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

163 二十一期生第七回全国大会開
室田記
く

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

四十五年目の集い 二十三
164 期生第七回全国大会

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

pp.6-7

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

野見山記

, 五期全 中崎一之記
165 長崎と雲仙で二十四
国合同大会
166 レスオラン花山

田上艶子

広告

167 山水楼五十周年祝賀会
168

有力出力

有銭出銭

169 台湾料理日月潭
170 日本寮歌祭に参加して

編集委員会
（41 期）外間政幸

広告

白山記

171 初参加の熊本寮歌祭
172 滬友剣道部第一回全国大会開
41 片岡記
く

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

173 本部よりお知らせ

滬友会
本部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

174

滬友会
本部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

175 会費の長期滞納の方に

滬友会
本部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

176 中国問題講演会岡田前香港総
領事熱弁

滬友会
本部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

177 岡田大使の招待パーティ＝帝
国ホテル桜の間で＝

滬友会本
部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

178 叙勲の栄

滬友会
本部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

179 田中会長航空界へ

滬友会
本部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

180 東北支部長辞任

滬友会
本部便り

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

広告

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

郵送料

を是非

181 東洋電化工業（株）

代表取締役木村正三
（38 期）

182 荒尾精先生のお墓詣り寂し
かった全生庵
183 立脇会長ついに立たず

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

184 立脇耕一君を弔う

十四期山本久一郎

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

185 上原重美君 13 期を悼む

栗原記

備考

岡田晃（36 期）

安藤正忠（19 期）本部副会長、
東北支部会長

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

（17） 第十七期生代表大坪
186 惜しまれる瀨部伊三郎氏
の死去
市郎

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

187 惜しい陳訓悆氏 25 期の死去

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

蒋介石側近陳布雷の弟、中央
日報社長、国営中央通信社編
集主幹、香港時報社長、滬友
会香港支部長

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

浜田清人（31 期）、坂井義雄
（31）

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.11

Z3:Ko97
Z3:Ko97

188 浜田清人君の長逝を悼む

坂井義雄

189 亡き友を偲びご冥福を祈る―
―――――合掌
190 エリオット未亡人を歓迎

吉本仁 22 期

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.11

191 子供たちに父の 卒業証明書

鈴木択郎 15 期

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.12

192 一筆啓上

市川信也 3 期

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

193

燎原書店

開店

194 編集室からお願い

奥付

Z3:Ko97
Z3:Ko97
小林実弥（42 期）、大安書店
関係者
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195 ホテル新潟ホテル大佐渡

常務取締役
風岡仁平次（23 期）

広告

25

1972 年 12 月

昭和 47 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

196 大阪支部総会盛大に行わる

25 期・中崎一之

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.1

Z3:Ko97

197 会旗図案きまる

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.1

Z3:Ko97

198 中京地区連合支部総会新支部
柴田敏之
長に福田氏

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.1

Z3:Ko97

199 根津院長をしのぶ京都支部

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

朝日新聞論説委員・
200 宮廷料理と美しい妓生をかこ
んでソウルで楽しい滬友会
野上正 40 期

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

201 この秋、南紀勝浦で二十四、
中崎一之
五期全国大会開く

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

202 一九会全国大会は秋に延長し
幹事・坂西
ます

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

203 天下の珍味・音戸の鯛
呉湾に集うある・ぱあ・ほい

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

204 奈良大会のお知らせ二八会の
皆さんへ

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.4

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.4

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.4

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.4

Z3:Ko97

205 わたしの七十歳還暦論

大釈春雄記

中村加治馬（24 期）

206 根津先生の墓前祭
鶴見総持寺で行わる
207 小崎乙彦先生逝去さる享年
九十五歳

魚山五郎

208 亡き友を偲びご冥福を祈る
――――――合掌
209 第一建設工業株式会社

取締役社長板東薫
（36 期）

広告

210 川上義君を悼む

佐々木竜勝 16 期

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

211 柳内滋君急逝す

宮沢竜彦 37 期

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

213 児島駒吉君をブラジルに送る
津崎末尚記
壮行会在阪 37 期生

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

臨池入木
214 阿部信次（23 期）より宮田
武義（12 期）への手紙

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

pp.6-7

Z3:Ko97

212 大宝産業株式会社
大宝タクシー株式会社

代表取締役菱田健市
（22 期）

阿部信次（23 期）
宮田

備考

昭和四十八年三月発行
東京都千代田区霞が
関三―二・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

阿部信次（鄭孝胥謹書「回鑾
訓民詔」原本保管者）

215 本部よりお知らせ

滬友会
本部便り

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

216 中京連合支部長に福田氏

滬友会
本部便り

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

福田克美（32 期）

217 東北連合支部長に桜井氏

滬友会
本部便り

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

桜井善一（31 期）

岩屋、田中氏から大口寄付
218 （三十万円）

滬友会
本部便り

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

日中時代 を迎え、盛大な
219 新年賀詞交歓会

滬友会
本部便り

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

220 刊行物発送打切り長期滞納者
に

滬友会
本部便り

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

広告

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

221 拉童娜
社会福祉法人進和学園に一生
222 を賭ける四十四期（予）出縄
明氏
223 東亜学院

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

26

1973 年 3 月

昭和 48 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

225 昭和四十八年度定例総会開く
盛会裡に終了

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

226 四十七年度事業報告

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

227 四十八年度事業計画

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

228 財政特別委員会を特設

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.2-3

Z3:Ko97

48 年 3 月
231 貸借対照表（昭和
31 日現在）

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

昭和 47 年度一般会計収支予
232 算対比表（自昭和 47 年 4 月
1 日至昭和 48 年 3 月 31 日）

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

224 編集室から

K

229 滬友誌・滬友ニュースの経理
について
230 昭和四十七年度決算報告

白山常務理事
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昭和 48 年度予算案（自昭和
233 48 年 4 月 1 日至昭和 49 年 3
月 31 日）

記事名

著者名

見出し

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

春秋
234 十七期生の
りの大旅行誌

五十年ぶ

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

235 下地翁（13）郷里の育英事業
に一千万円贈る

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

236 進和学園後援会に神奈川支部
あげて加入・応援の美挙

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

237 神奈川支部三年ぶりに開く

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

22 期・三野清雄、
31 期・三浦計太郎、
17 期・山崎一毅、
19 期・大西恭四郎、
去る五月の二金会で次のよう 40 期・高倉授、
238 な寄せ書をつくりました大阪 41 期・光安彦臣、
支部
41 期・島田澄夫、
20 期・大西秀治、
17 期・大瀬戸権次郎、
40 期・佐藤泰司、
43 期・安武学

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

期の渡辺長雄さん仮校舎
239 35
だった交通大学を訪ねた

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

240 中国の新聞にとりあげられた
柳内滋君（37 期）の死

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

佐賀支部長島田信吾
241 九州支部連合会差が出行わる （14）

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

242 岩屋杯ゴルフコンペ

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

244 二十九期・北斗会第九回全国
大会を宮島で開く

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.6

Z3:Ko97

245 不老閣に集う精鋭・四十八士
―四十一期生全国大会―

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

pp.6-7

Z3:Ko97

期）七十七の
246 中山優氏（16
天寿を全す

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.7

Z3:Ko97

247 思い出はつきはない彼の吟詠
16 期桑原五郎
が遠くから聞こえてくる

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.7

Z3:Ko97

243 らどんな

広告

248 大西儀三郎君の霊よ安らかに 16 期桑原五郎

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

249 安沢嘉蔵君（20）永い間の友
20 期高谷大二郎
情ありがとう

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

250 松代安隆君神の御手に抱かれ
22 期川勝栄
給え

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

251 福井直君の思い出はつきない 24 期中村加治馬

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

252 美代さんあなたは立派な社会
24 期堅山利徳
人だった

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

253 美代清一郎君の追憶

24 期下原盛義

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

254 故中山優君を憶ふ

15 期藤田正実

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

255 亡き友を偲びご冥福を祈る
――――――合掌
256 恵比寿中国料理学院

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

アジア・
257 松野谷夫君（40）
レビュー 誌の編集長に就任

広告

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

258

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

259 一目で分かる中国の「行政区
画便覧」出版

東翠書道選

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

編集基金
260 大台に

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

263 編集後記

27

1973 年 7 月

昭和 48 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

264 むかし懐かしい徐家匯かいわ
鈴木択郎 15 期
い

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.1

Z3:Ko97

265 たのしかった溜達溜達の道

を一〇〇万円の

261 訂正
262 二七期の全国大会延期

二七期幹事

上野宏 28 期

備考

奥付

下地玄信

林出賢次郎（2 期）

昭和四十八年九月発行
東京都千代田区霞が
関三―二・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.2

Z3:Ko97

266 中山優選集残部僅少

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.2

Z3:Ko97

43 期山日由之君（東
267 上海旧校舎のあと交通大学は
……
京放送常務）

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.3

Z3:Ko97

268 同文書院最後の学生の話

46 期公文正夫君談

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.3

Z3:Ko97

公文正夫（46 期、高知高、
東大法学部、弁護士）

269 同文書院最後の学生の話

46 期山崎宏彦君談

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.3

Z3:Ko97

山崎宏彦（46 期、愛大、高
島屋外国部副部長）

270 写真説明

鈴木

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.3

Z3:Ko97

徐家滙界隈、交通大学正門、
内山書店跡
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記事名
姉妹都市
271 大坂と上海
滬友同窓会企画

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

在阪 25 期中崎一之

号

西暦

元号

頁

請求番号

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

272 中国語の普及に乗出す青森支
前田記
部

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

273 よさこい祭を楽しみながら高
知支部会を開く

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

pp.4-5

Z3:Ko97

274 北陸三県連合第二回白立会を
金沢でひらく

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

275 二十一期生全国大会来る一月
和田・森田
十五日鬼怒川温泉で開く

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

276 十九期の皆さんに告ぐ

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

277 三十五、六期合同大会阿波の
徳島で

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

278 シンガポールで活躍する西願
寺氏（43）の実力

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

279 古都奈良に集う

幹事・坂西

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

280 予科四十四期の皆さんへお知
今村
らせ

二八会

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

281 蔵居本部事務局長東亜学院副
院長兼務

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.7

Z3:Ko97

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.7

Z3:Ko97

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.7

Z3:Ko97

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

pp.7-8

Z3:Ko97

287 亡き友を偲びご冥福を祈る―
―――――合掌

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

288 十月二十七日日本寮歌祭行わ
る

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

282 拉童哪
283 宮坂正延君を憶う

広告
16 期桑原五郎

284 中西功君逝く葬儀は鎌倉の本
覚寺で行わる
285 二十九期代表神谷龍男君の弔
辞
286 中山昌生君の死を悼む

289 静岡寮歌祭について

31 期三浦計大郎

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

290 東亜同文書院関係証明書発行
の件

服部晋二（35 期）

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

291 現代中国用語辞典発行・発売
中

28

1973 年 9 月

昭和 48 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

13 寮歌祭委員代表白山
292 燃ゆる血潮も勇ましく第
回日本寮歌祭盛大に挙行さる 記

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.1

Z3:Ko97

293 大成功だった静岡寮歌祭

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.1

Z3:Ko97

福間徹記
294 第二十二期生全国大会檄文発
檄文筆責者
して回春の奏功
石川悌次郎

服部生

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

295 立脇耕一君の一周忌に思う

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

298 滬友長野県人会

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

299 第二十一期生鬼怒川温泉で大
和田記
会開催

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.4

Z3:Ko97

35・36 期合同全国大会阿
300 第
波徳島に集まる

板東薫

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.4

Z3:Ko97

301 旅に想う

25 期丹呉恒平

14 期山本久一郎

24・25 両期全国大会大谷・ 25 期・中崎一之記
296 第
穂積両先生の授業を受く

297 広島支部便り

22 期湯浅之夫
中村正文（20 期）、
湯浅之夫（22 期）、
西本一雄（34 期）、
山本 恒（34 期）、
樹野阪治（36 期）
松野 稔（36 期）、
土手年松（36 期）、
山口勝之（36 期）、
山根良男（38 期）、
大下米造（40 期）、
原田繁貴（42 期）

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.5

Z3:Ko97

302 第四十四期生（予科）伊東で
田中勇
初の全国大会開く

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

郷里沖縄県宮古で育英事業に
303 つくした下地玄信氏（13 期）
の銅像除幕式を行う

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

304 関門橋下で九州三十三期生の
世話役副島清高
同志会合

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

305 広州交易会に集う滬友

42 期清水文博

306 大正七年入学の第十八期生お
横内記
宮の松で若返る

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.7

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.7

Z3:Ko97
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備考

奥付

中西功葬儀にて

昭和四十九年二月発行
東京都千代田区霞が
関三丁目・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号
29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.7

Z3:Ko97

広告

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.7

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.9

Z3:Ko97

314 書院柔道部全盛期の基を築い
27 期友添健策
た小西勇君を悼む

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.9

Z3:Ko97

315 滬友物故者

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.9

Z3:Ko97

316 岡山支部久し振りに総会開く

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.10

Z3:Ko97

317 二八会全国大会来る五月十一
日飛騨高山で開催

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.10

Z3:Ko97

318 滬友会本部新年会盛大に行わ
る

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.10

Z3:Ko97

319 事務局便り事務局長交替

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.10

Z3:Ko97

320 編集後記

29

1974 年 2 月

昭和 49 年 2 月

p.10

Z3:Ko97

滬友の誇り下地玄信さん 13
321 期郷土の青少年育成のため数
十年にわたる努力をいまなお
続けている

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.1

Z3:Ko97

322 福岡日出麿誌（二九期）

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.1

Z3:Ko97

323 昭和四十九年度通常総会開く
盛会裡に終了

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.2

Z3:Ko97

324 昭和四十八年度事業報告

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.2

Z3:Ko97

325 昭和四十九年度事業計画

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.2

Z3:Ko97

昭和 48 年度決算報告書（自
326 昭和 48 年 4 月 1 日至昭和 49 社団法人滬友会
年 3 月 31 日）

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.2

Z3:Ko97

昭和四十九年度予算（自昭和
327 49 年 4 月 1 日至昭和 50 年 3
月 31 日）

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.2

Z3:Ko97

328 貸借対照表

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

329 新役員次の通り決定

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

330 大阪支部総会八十余名出席盛
42 期・西好隆
大に行わる

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

331 本部事務局から

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

332 華語萃編初集再版

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

307 佐藤大先輩を囲み書院ゆかり
の清嘯で清談熊本支部
308 拉童哪
芦屋川畔にラケット振るう虹
309 橋会メンバー木村老上海の古
稀杯に湧く
310 「静岡寮歌祭」二題

鈴木厲吉 35 期、
村岡正山 36 期

漢詩

森田薫 28 期

漢詩

311 滬友ゴルフ会
312 仲秋懐憶
茶碗酒で人を飲んだ男
313 合直男を悼む

堀

24 期中村加治馬

西暦

元号

頁

請求番号

333 一九会乗鞍岳登山を楽しむ

19 期・坂西多郎

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

東京一九会伊豆山荘に集ふ
334 春障子老の雑魚寝の禿白
髪宿蒲団重き齢のクラス会
炬燵より島を遠見の語り種

坂西記

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

期第六次全国大会に参加
335 22
して思う

22 期・湯浅之夫

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

336 寄二八会高山大会

28 期・森田薫

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

337 二八会飛騨路を行く

28 期・木場順平

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.5

Z3:Ko97

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.5

Z3:Ko97

期生第一回全国大会を東
338 37
京・赤坂で開く
40 期第
339 恩師を箱根に迎えて
三回全国大会を開く

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

pp.5-6

Z3:Ko97

340 四十期・四十一期の在京合同
クラス会

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.6

Z3:Ko97

45 期予科生クラス
341 東京在住
会開く

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.7

Z3:Ko97

俺等の兄貴富田清蔵君は " 人
342 生得意須尽歓 そのままの人 愚弟大江広合掌
だった

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.7

Z3:Ko97

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.7

Z3:Ko97

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

343 「書道論」刊行遅延のお詫び

百瀬源記

刊行世話人・36 期・
村岡正三

344 根津先生の四十八回忌法要月
17 期・大釈春雄
橋院で行わる
345 東京においても根津先生の法
要おごそかに営む
346 熊本城観桜

31 期・坂井義雄

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

備考

奥付

蔵居良造副会長兼務本部事務
局長に白山正巳（34 期）就
任

昭和四十九年六月発行
下地玄信（13 期）、近衛文麿 東京都千代田区霞が
関三―二・霞山ビル
側近
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

会費増額について
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

広告

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

348 鈴木格三郎さんは私の親代わ
24 期・中村加治馬
りでした

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.9

Z3:Ko97

349 富田寿男君は中国語・英語の
13 期・栗原猷彦
轉載だった

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.9

Z3:Ko97

350 亡き友を偲びご冥福を祈る
――――――合掌

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.9

Z3:Ko97

351 本部事務局よりお願い

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.9

Z3:Ko97

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.9

Z3:Ko97

353 アジアに散在する滬友と一堂
23 期・大槻五郎
に会して話し合ってみたい

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.10

Z3:Ko97

中華学生部を出て重慶にいる
354 友から同学をなつかしむ手紙 何孟祁、原吉平（18
期）
、
松永浩一
（45 期）
がやって来た

30

1974 年 6 月

昭和 49 年 6 月

p.10

Z3:Ko97

清潔な若い
国シンガポ
ールで活躍
する滬友

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

清潔な若い
国シンガポ
ールで活躍
する滬友

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

347 拉童哪

352 結婚式場
ラザ

ドゥ・スポーツプ

355 行政力の妙国民の勤勉

広告

小崎昌業（42 期）

356 柔道と日本語熱ますます盛ん 西願寺守

357 九州支部連合総会開く

本村幹事記

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

358 長野県人全国大会

中村記

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

359 東京十九期今井浜旅泊

坂西記

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

360 金声会箱根に行く

土橋芳三 20 期

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.3-4

Z3:Ko97

361 第二回二十七期生会京都で開
深本記
催

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

pp.4-5

Z3:Ko97

期・北斗会日光中善寺で
362 29
全国大会開く

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

363 魯迅をしのんで感涙にむせぶ 鎌田氏夫妻（18 期）
364 拉童哪
365 石川悌次郎君を想う

広告
福間徹 22 期

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

366 江野村準一君は仕事一筋だっ
18 期・岩井英一
た

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

367 金声会の良き友梅津、野間両
君よ安らかに眠り給え

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

368 亡き友を偲びご冥福を祈る―
―――――合掌

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

369 からだを大切にしましょう白
柴田敬十 23 期
内障闘病記

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

370 東大病院大原国俊先生の白内
柴田敬十
障のお話

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

371 三十五年振り村部和義さん
26 期中国より帰国

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

372 荒尾先生の年忌供養

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

373 前号の訂正

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

村部和義（26 期）

374 鄙稿十首

江南・坂井義雄31期

375 たちばな調查事務所

所長橘川滉（34 期）

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

376 第十四回日本寮歌祭

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

377 岡本乙一先生の消息わかる

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

378 華語萃編初集再版について

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

379 …本部よりお願い…滬友会年
会費を早めに納めて下さい

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

31

1974 年 10 月

昭和 49 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

381 田中滬友会会長毎日新聞社社
長に就任―ご健勝を祈る―

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

382 パリで大活躍のユネスコ大使
四十三期宮塚愈
広長敬太郎氏 40 期

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

（西部自動車販売
383 アジアを背景に健闘する若き
（株）社長）四十三
滬友たち
期宮塚愈・記

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

pp.1-2

Z3:Ko97

384 坂本一郎先生の受章祝賀会開
大分支部奈須熊蔵
く

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

385 郷野不二男君の受章を喜ぶ坂
西多郎 19 期

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

386 全生庵において荒尾先生の年
忌法要行わる

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

380 編集後記

くらい

広告

350

◦ 629 ◦

備考

奥付

坂本義孝教え子
昭和四十九年十月発行
東京都千代田区霞が
関三―二・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

深本春夫

詳細は『滬友』第 35 号

昭和四十九
年十二月発行
東京都千代田区霞が関
三―二―四・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

号

西暦

元号

頁

請求番号

387 重慶在住の何孟祁氏より田中
会長宛便り

記事名

著者名

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

388 鈴木先生のお便り順調に回復
近く自宅療養

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

390 第十四回日本寮歌祭盛大に行
白山記
わる

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

391 第二回日本寮歌祭静岡大会

服部・記

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

pp.4-5

Z3:Ko97

392 寮歌祭に寄せて

31 期坂井義雄

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

393 第十八期生全国大会別府で開
横内記
催

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

pp.5-6

Z3:Ko97

第 34・25 期生全国大会高山
394 ひだホテルにて昭和 49 年 10 山田記
月 8・9 日

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

395 四四会第二回全国大会

堀内龍獅虎・記

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

396 第二十三期生全国大会の記

斉藤征生・記

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

397 第二十一期生高松全国大会

水田二輔

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

398 第二十二期生京都全国大会

川勝栄

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

pp.8-9

Z3:Ko97

399 東南アジア留學生との交流に
滬友会本部事務局
ご協力下さい

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

400 拉童娜ご存じですか

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

402 東亜学院一年制で再出発

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

403 新年会にどうぞ

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

代表取締役会長福山
389 ブリヂストンインペリアル株
式会社
寿

見出し

広告

S 生記

401 拉童娜

広告

404 敎職員であった方々の滬友名
簿収録について

本部事務局
から

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

405 住所又は勤務先の変更通知欄
の開設

本部事務局
から

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

406 亡き友を偲びご冥福を祈る―
―合掌

本部事務局
から

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

407 会費収納概况と会費納入のお
願い

本部事務局
から

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

408 名簿整備にご協力下さい

本部事務局
から

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

409 滬友及び滬友ニュースに振っ
て御投稿下さい

本部事務局
から

32

1974 年 12 月

昭和 49 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

pp.1-2

Z3:Ko97

410 未曽有の盛大な滬友同窓の新
年会山水楼に百三十名集う

411 虹橋会全国大会芦屋で開催

35 期佐原元一

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

412 七律一首

26 期石田武夫滋賀
大講師

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

413 （財）霞山会東亜学院

学院長熊野正平（17
期）

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

414 広州・大同酒家で滬友相集い
当番幹事清水・記
同窓会開く

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

415 名古屋地区滬友会開催

41 期柴田敏之

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

416 工藤敏次郎君の叙勲を喜ぶ

16 期桑原五郎

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

417 大旅行誌について各位のご協
滬友事務局
力をお願いします

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

2 回川
418 田中会長杯取切戦と第
崎杯争奪戦の成績次のとおり

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.4

Z3:Ko97

419 第四回三十期全国大会別府杉
志波記
乃井で開く

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.4

Z3:Ko97

420 四十三期生関東在住者忘年会
安藤直義
開催

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

pp.4-5

Z3:Ko97

421 四十四期（専門部）在京同期
生会

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.5

Z3:Ko97

三期生（明治 39 年卒）三浦
422 義臣さん天寿を全うす―合掌 大分支部・奈須熊蔵
―

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.5

Z3:Ko97

423 滬友会相談役常務理事大内先
輩を悼む

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.5

Z3:Ko97

424 成田務さん逝く
盛大な葬儀青山斎場で

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.5

Z3:Ko97

425 成田先輩と私

広告

27 期岩尾正利

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

426 加藤俊治君は柔道・相撲の達
22 期山本紀綱
人思い出はつきない

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

pp.6-7

Z3:Ko97

備考

奥付

昭和五十年二月発行
東京都千代田区霞が関
三―二―四・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

清水文博（42 期）

志波正男

351

◦ 630 ◦

◦第３章

記事名

著者名

代表取締役会長福山
427 ブリヂストンインペリアル株
式会社
寿
428 佐藤治平君を偲んで

24 期中村加治馬

429 漢詩に託して
輓栗田五郎君

31 期坂井義雄

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

広告

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.7

Z3:Ko97

備考

奥付

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

pp.7-8

Z3:Ko97

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.7

Z3:Ko97

431 下川三蔵氏

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

432 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

433 森・広長・両在京副会長辞任
さる

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

434 会費納入概况と会費納入のお
願い

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

435 名簿訂正にご協力感謝します

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

436 お知らせ

33

1975 年 2 月

昭和 50 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

上村高美（44 期）による滬
友会向けネクタイについて

437 原・田中両氏に勲一等瑞宝章

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.1

Z3:Ko97

昭和五十年六月発行
原吉平（18 期）、田中香苗（25 東京都千代田区霞が関
三―二―四・霞山ビル
期）
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

年ぶりの帰国村部一家を
438 42
囲む長崎支部の集い

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

pp.1-2

Z3:Ko97

卒業記念アルバム江南の春の
439 完成まで 41 期アルバム編集
委員一同

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.2

Z3:Ko97

440 昭和五十年度通常総会開く盛
会裡に終了

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

441 昭和四十九年度事業報告

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

442 昭和四十九年度決算説明要旨

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

443 昭和五十年度事業計画

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

444 昭和五十年度予算説明要旨

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

445 補選による新役員

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.3

Z3:Ko97

昭和 49 年度一般会計収支予
446 算対比表（自昭和 49 年 4 月
1 日至昭和 50 年 3 月 31 日）

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

50 年 3 月
447 貸借対照表（昭和
31 日現在）

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

昭和 50 年度予算案（昭和 50
448 年 4 月 1 日昭和 51 年 3 月 31
日）

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

449 大旅行誌受贈御礼あと不足分
は七期・八期・十二期です

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.4

Z3:Ko97

451 大阪滬友同窓会春季総会開催 25 期・中崎一之記

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.5

Z3:Ko97

452 神奈川支部総会五十一名が參
加

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

pp.5-6

Z3:Ko97

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.5

Z3:Ko97

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.6

Z3:Ko97

430 拉童娜

広告

代表取締役会長福山
450 ブリヂストンインペリアル株
式会社
寿

453 拉童娜

広告

広告

454 京浜地区四十一期生会その一
下村記
秋
455 京浜地区四十一期生会その二
小松記
春

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.6

Z3:Ko97

456 在広州滬友の集い

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.6

Z3:Ko97

457 「徐福」東来伝説考

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.6

Z3:Ko97

458 酒家・杏花村ご存じですか

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.6

Z3:Ko97

42 期・清水文博

459 酒家杏花村

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.6

Z3:Ko97

460 根津先生を偲ぶ梅花忌だより 京都支部・大釈春雄

広告

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

pp.6-7

Z3:Ko97

461 梅花忌

長崎支部本村幹事記

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

pp.7-8

Z3:Ko97

462 好々酒

太田酒造（株）

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.7

Z3:Ko97

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

465 受贈図書

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

466 編集基金への寄附

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

467 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

468 会費領収の送付省略について

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

469 会費は早目にご送付下さい

34

1975 年 6 月

昭和 50 年 6 月

p.8

Z3:Ko97

463 鶴見・総持寺で根津先生の法
要
464 実直な兄貴宮下三郎さん

24 期・中村加治馬

広告
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記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

山洲根津先生五十回忌来春二
470 月東京・京都で盛大に法要が 杉本記
行われる

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

471 委員長あいさつ

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

472 回顧談に花咲く福井支部総会 松崎記

宮田武義

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

473 福田支部長中心に中京地区滬
友会の構想まとまる

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

22 期湯浅之夫
10 期浜田増人、
20 期中村正文、
22 期湯浅之夫、
26 期三宅勲、
23 期木付鎮雄、
29 期伊達茂、
30 期内田弘三、
30 期城繁雄、
30 期林十平、
34 期西本一雄、
35 期山崎雅芳、
474 広島地区同窓会県下の各地よ
35 期鴉田富士多郎、
り参集盛大に行わる
36 期樹野阪治、
36 期松野稔、
36 期井唯信彦、
36 期土手年松、
36 期山口勝之、
39 期宇佐忠人、
40 期渡辺卓郎、
40 期奥田隆春、
41 期林 勲、
42 期倉井弘道、
42 期原田繁貴、
38 期山根良男

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

475 広島便り追記

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

477 一九七六年版名簿協賛広告目
標を突破

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

478 九十一翁今井大僧正を迎えて
24 期中村加治馬
長野県人全国大会を開く

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

479 原吉平・田中香苗両氏の叙勲
祝賀会東京にて盛大に行わる

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

476 広島同窓有志の提案

22 期湯浅之夫、
38 期山根良男

代表取締役会長
480 ブリヂストンインペリアル株
式会社
福山 寿

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

滬友会大分県支部
481 升巴倉吉氏（七期）米寿祝賀
会を開催
奈須熊蔵

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

482 二十七期生名古屋に集う

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

市川信治

483 拉童娜
484 二八会全国大会

広告

広告
上野

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

485 三十三期全国大会台風を衝い
藤岡
て岐阜長良川に集う

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

486 山中秀宣君（27期）は怒るこ
とを知らない寛容な人だった 根岸孝彦

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

487 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

488 滬友会費の葬期納入にご協力
願います

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

期）は正義・ 愛知大学名誉教授
489 内山雅夫君（34
責任感の強い人だった
15 期鈴木択郎

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

490 同文のマーク入りネクタイい
かが

35

1975 年 10 月

昭和 50 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

491 根津先生五十回忌法要次第き
まる

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

滬友会会長田中香苗、
492 根津先生五十回忌法要御案内 記念事業委員長宮田
武義

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

493 滬友会主催新年会にどうぞ

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

495 第十五回日本寮歌祭盛大に挙
行される

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

496 第三回日本寮歌祭静岡大会

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.2

Z3:Ko97
Z3:Ko97

494 滬友特集号について

編集委員一同

497 京浜地区第十六期生会

桑原記

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.3

498 一九会第八回大会

上松薫

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.3

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

500 金声会全国大会記二十期生

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

501 二十二期生物故者追悼法要

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

503 二四・二五期長楽の集い十月
幹事松田記
三日

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

504 第二十九期生全国大会

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

499 拉童娜

502 第 23 期高野山旅行記

広告

斉藤記

備考

奥付
昭和五十年十月発行
東京都千代田区霞が関
三―二―四・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

昭和五十年十二月発行
東京都千代田区霞が関
三―二―四・霞山ビル
社団法人 滬友会
滬友ニュース編集室

Z3:Ko97
Z3:Ko97
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記事名
505 第 34 期生第 2 回全国大会

著者名

見出し

白山・記

506 貸机・連絡電話御利用のお勧
39 期阿部弘
め（会員制度）
507 三十五期生古都奈良に集う

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

広告

長柄

号

西暦

元号

頁

請求番号

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

508 第四回三六期生全国大会福岡
で開催

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

pp.7-8

Z3:Ko97

在京 42 期生幹事
509 在京四十二期生健在なり来夏
全国大会開催
鈴木彰記

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

510 四十四期（予）第三会大会

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

511 鈴木先生を招き栃木県人会

大槻五郎 23 期

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

512 埼玉県人会浦和市で開く

幹事中山 37 期

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

513 岸先生の消息わかる寮歌祭が
岸萬里
機縁

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

514 台湾近况

長谷川稔 28 期

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

515 在京三十七期生会

上野記

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

3 回川崎杯争
516 滬友ゴルフ会第
奪戦

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

517 在京四十期生会

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

518 四十五期予科クラス会

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

79 回忌
519 全生庵にて荒尾先生
法要

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

520 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

521 追悼中馬靖友君 27 期

伊藤雅巳 26 期

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

522 杉本要吉君の急逝を悼む

上野有造 37 期

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

523 一九七六年版名簿訂正・追加
524 会費納入をお忘れなく

本部便り

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

525 寄附者芳名

本部便り

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

526 一九七六年版名簿について

本部便り

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

527 華語萃編初集の復刊について

本部便り

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

528 同文のマーク入りネクタイ

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

529 編集後記

36

1975 年 12 月

昭和 50 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

山洲根津先生五十回忌法要曹
530 洞宗本山・総持寺において厳
粛盛大に行われた

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.1-2

Z3:Ko97

大釈春雄
原吉平、鈴木厲吉、
531 西日本根津院長五十回忌法要
並に物故滬友同窓追悼会
石田武夫、
甲斐多聞太、
大釈春雄

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.2-3

Z3:Ko97

532 根津先生五十回忌広島法要

湯浅之夫

533 西武自動車販売株式会社

広告

広い天地に朝日が昇るこれが
534 日本の旗印進め男の子よ勇ま 中崎一之 25 期
しく
535 皆さんにお願い

三十一期生
山田喜代市

536 大旅行誌探しにご協力下さい

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.4-5

Z3:Ko97

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.4

Z3:Ko97

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

538 故山田純三郎氏の碑完成弘前
市貞昌寺五日盛大に序幕式

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

準会員・林田竹雄、
539 アフリカ南部スワジーランド
四期生林田勇さん長
王国を訪ねたときの話
男

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.6-7

Z3:Ko97

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

541 若い世代の皆さん方原稿をお
編集室一同
寄せ下さい

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

27・28・29・30 期合同
542 在京
懇親会開く

支部長未だ章、幹事
諸永光雄

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.7-8

Z3:Ko97

543 三十期生全国大会

志波

537 酒屋杏花村

広告

540 貸机・連絡電話御利用のお勧
39 期阿部弘
め（会員制度）

広告

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.8-9

Z3:Ko97

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

545 関東地区四十一期生会

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

546 予告四十一期生全国大会六月
五日箱根で開催

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

547 四十三期生関東・関西で忘年
会開く

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

pp.9-10

Z3:Ko97

544 拉童娜

広告
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備考

奥付

岸至（号東人、大正 10 年頃
まで東亜同文書院英語講師、
後台湾在台南台湾日報社学芸
部長）

昭和 17 年版復刻

昭和五十一年三月発行
東京都千代田区霞が
関三丁目・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
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号

西暦

元号

頁

請求番号

幹事
548 四十三期の皆さん近く全国大
会を開きます。
山西由之・宮家愈

記事名

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.10

Z3:Ko97

四十四期（専門部）ことしか
549 ら毎年全国大会を開く来る八
月西伊豆で

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

550 広州・大同酒家からお便りい
四二期清水文博記
たします

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

551 事務局から御知らせ

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

552 年会費未納の方、名簿送料未
送付の方急ぎお送り願います。

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

553 名簿送料をお忘れなく

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

554 寄付者芳名

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

555 受贈図書

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

五十一年度收支のバランス大
556 巾に狂いあたまが痛いご協力
を乞う

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

557 第一期卒業生亀渕龍長翁長寿
を全うす

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

558 第二期卒業生川上市松翁根津
白山記
先生思い出が絶筆となった

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

559 福岡大学教授寺崎祐義君の急
伊藤善三 25 期
逝を悼む

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

560 亡き友を偲びご冥福を祈る合
掌

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

561 華語萃編初集

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

562 皆さんにお願い

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

563 編集後記

37

1976 年 3 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

昭和五十一年度滬友会通常総
564 会開く活発な建設的意見が披
露され盛会裡に終了

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.1

Z3:Ko97

565 田中会長あいさつ残された尊
い素材のご活躍を心から祈る

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.1

Z3:Ko97

566 昭和五十年度事業報告

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

567 昭和五十年度決算説明要旨

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

568 昭和五十一年度事業計画

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

569 昭和五十一年度予算説明

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

昭和 50 年度一般会計収支予
570 算対比表（自昭和 50 年 4 月
1 日至昭和 51 年 3 月 31 日）

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

51 年 3 月
571 貸借対照表（昭和
31 日現在）

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

昭和 51 年予算案（自昭和 51
572 年 4 月 1 日至昭和 52 年 3 月
31 日）

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

573 衛藤隅三氏 19 期提案ふたつ

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

22 期書院正史の
574 山本紀綱氏
造本計画

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

24 期書院と学友
575 石田武夫氏
各位の足跡を残したい

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

576 郵便振替について

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

577 会費収納の現況

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

578 支部長所在地の変更

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.4

Z3:Ko97

580 二十七期生伊豆・天城に集う 根岸孝彦

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

pp.4-5

Z3:Ko97

581 首都圏在住四十期生会

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

582 華語萃編初集

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

583 記事の訂正とお詫び

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

21 期生会合全国大会は
579 在京
今秋勝浦で

著者名

見出し

幹事和田記す

幹事宗方・守田

584 拉童娜

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

585 四十一期生第四回全国大会箱
下村記
根湯本で開催

広告

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

586 四十五期生第一回全国大会開
幹事松永浩一郎
催のお知らせ

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

587 滬友四国大会五月一日徳島で
36 期板東薫記
開く

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

588 在京茨城県人会山水楼で開く 幹事大関

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

備考

奥付

昭和五十一年七月発行
東京都千代田区霞が関
三ー二ー四・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室

『滬友』第 38 号 26 ページ下段、
「根津先生の大川周明招宴に
おいて」作者は、山本久一郎
ではなく鈴木択郎。
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記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

589 春季広州交易会国民酒家で開
清水文博 42 期
僅

見出し

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

590 山田純三郎氏の記念碑除幕式
米内山治郎 34 期
盛大に挙行さる

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

25 期先生との文交に
591 何孟祁
ついて

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

pp.8-9

Z3:Ko97

松永浩一郎 45 期日
立造船勤務

592 第五期生九十六翁の大先輩を
片岡正一 41 期
訪う
593 酒家杏花村

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

594 熊野正平先生の叙勲を祝って
霞山会館に集う

広告

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

595 新任ポーランド公使小崎昌業
さんから便り

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

4 回川崎杯争
596 滬友ゴルフ会第
奪戦

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

597 第十六回日本寮歌祭十月三十
日（土）開催に決まる

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

p.9

Z3:Ko97

598 二十八期生全国大会

全国大会
予告

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

599 三十四期生第三回全国大会

全国大会
予告

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

600 四十四期（専門部）全国大会

全国大会
予告

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.10

Z3:Ko97

601 日菓株式会社

代表取締役鈴木厲吉
（35 期生）

602 中国通の大先輩波多博さん逝
二十一期和田斉
く
603 浅井源ちゃんを偲んで

十九期代表岩田冷鉄

備考

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

pp.10-11

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.10

Z3:Ko97

605 磯部鎌一さんのご冥福を祈る 滬友会名古屋支部長
福田克美

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

磯部鎌一（旧姓早川）

606 磯部君の想い出

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

磯部鎌一（旧姓早川）

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

pp.12-13

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

・千山万里」
609 二十八期の「続々
近く完成

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.13

Z3:Ko97

610 スイスチロル十日間の旅

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.13

Z3:Ko97

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.13

Z3:Ko97

大旅行誌さがし
3 冊です 7・8・9 の各期
612 あと
みなさん方のご協力たのみま
す

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

613 受贈図書

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

614 寄付者芳名

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

615 霞山会常任理事に二氏新任

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

蔵居良造（28 期）、志波正男
（30 期）

616 滬友ニュース投稿記事に感謝
します

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

林田竹雄（林田勇 4 期子息）、
大坪市郎（17 期）、加藤庄六
（45 期）

次号原稿締め切りは
617 「滬友」39 号七月二十
日滬友ニュース 39 号八月末

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

618 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

"行
619 同期会・弔文など原稿の
数制限 に是非ご協力下さい

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

620 会費を早目にお送り下さい

38

1976 年 7 月

昭和 51 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

笠坊乙彦 38 期

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

滬友九州総会山口・広島両県
622 からも特別参加北九州市小倉 36 期南恭輔記
で盛大に開かれた

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

中村加治馬、上条立
623 ゲストを迎え野沢温泉で滬友
長野県人全国大会開催
喜記

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

pp.2-3

Z3:Ko97

624 十七期生有志紫陽花の集い

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

pp.3

Z3:Ko97

604 西武自動車販売株式会社

広告

十九期・遠藤記

607 滬友誌の充実大学史の編纂に
蔵居良造（28 期）
取組もう
608 電気絶縁工業株式会社

石田武男（24 期）、
竹味武雄（24 期）、
友添健策（27 期）

日通航空、日本通運
（株）新宿西口航空
611 第 1 回「ヨーロッパ寮歌の旅」 支店滬友会係、主催
日本寮歌振興会国際
部、協賛滬友会

621 「大学史」の編纂を提唱する

甲斐多聞太

広告

広告
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奥付

熊野正平（17 期）、岩屋三男
（22 期）、宮地貞男（22 期）

昭和五十一年十月発行
東京都千代田区霞が関
三―二―四・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号
39

広告

39

627 三十八期生九州地区同窓会福
大森記
岡で開催

39

来る十月三十日、土
628 日本寮歌祭に集りみんなで元
気よく " 長江の水 " を歌おう

625 四十二期生学窓を離れて初の
幹事鈴木彰記
全国大会
626 福岡銀行

629 日本碍子株式会社

広告

630 四十三期生伊豆で最初の全国
紙谷記
大会開く
期同学の諸君よ私の夢に
631 43
力を貸し給え

阿部学

西暦

元号

頁

請求番号

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

pp.3-4

Z3:Ko97

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

633 四十四期専門部第八回・全国
土門記
大会西伊豆で開いた

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

634 大旅行誌さがし

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

636 滬友大先輩西田善蔵さんを偲
二十二期生山本紀綱
ぶ

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

pp.7-8

Z3:Ko97

637 中山一清さんを悼む

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

632 西武自動車販売株式会社

広告

635 拉童娜

広告

中村加治馬 24 期

638 福井において留学生との交歓
堀亮三 22 期
会を続けている

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

640 東方斎荒尾先生と東亜同文書
院

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

" 荒尾精伝
641 新しい
朝秀

著者岡崎

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

642 荒尾先生八十年忌・法要のお
知らせ

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.9

Z3:Ko97

639 嘉賓

広告

643 「友情与橋梁」を読んで

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

644 叙勲おめでとうございます―
春の叙勲―

大槻五郎 23 期

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

645 寄付者芳名ありがとうござい
ます

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

646 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

647 故中山優氏追慕展

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

648 会費をお忘れなく早目にお送
り下さい

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

649 準会員入会者（敬称略）

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

650 滬友会の現況

39

1976 年 10 月

昭和 51 年 10 月

p.10

Z3:Ko97

渋沢随筆賞第一回受章に輝く
651 随筆「百日紅」に凝る岩本松
平さん（23 期）の心あたた
まる想念

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.1

Z3:Ko97

書院開校して茲に七十五周年
652 燃ゆる血潮を回想して第十六
回日本寮歌祭盛大に開く

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

653 熊本寮歌祭開く中国語の挨拶
松岡記
交え元気いっぱい歌う

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

654 24・25 期合同全国大会開く

有吉正義

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

655 留々蘭

40 期宗方健二郎

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.4

Z3:Ko97

656 三十期生全国大会秋の信州路
志波記
へ
657 身延山

森田薫（28）期

658 毎月第二金曜日月例会を開
く。

滬友同窓会大阪支部
一同

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.4

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.4

Z3:Ko97

三十三期生道後の湯に相会す
659 「大旅行誌」続編の刊行の凖 藤岡記
備をはじめる

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

660 三十四期生木曽川河畔で全国
白山記
大会開く

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

661 三十八・三十九期生合同全国
幹事伏木
大会京都で開く

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

pp.5-6

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.6

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.6

Z3:Ko97

662 拉童娜

広告

広告

四十四期生（予科）長良川の
663 清流に舟を浮べ第四回全国大
会開催す
664 西武自動車販売株式会社

広告

備考

奥付

西田善蔵（6 期）

熊野正平、平野栄

昭和五十一年十一月発
行
東京都千代田区霞が関
三―二―四・霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
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記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

四十五期生（専門部）初の全
665 国大会ひらく第二回大会は新 幹事松永浩一郎
しい趣向で関東地区で

見出し

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

幹事松原一夫
（40期）
、
666 滬友会香港支部からこんにち
わ…
足立清（44 期）

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

667 中山一清君は何でもこなす人
犬瀬戸権次郎 17 期
だった

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

668 大西魁三君の死をいたむ

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

673 大谷孝太郎先生の名著儒将曽
国藩上梓

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

674 友ゴルフ会川崎杯取切戦

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

675 愛知大学創立三十周年おめで
とう

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

676 滬友会本部主催新年会にどう
ぞ

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

677 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

678 名簿整備にご協力下さい

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

679 準会員入会者（敬称略）

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

680 会費収納状況

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

40

1976 年 11 月

昭和 51 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

中崎一之 25 期

669 大旅行誌さがし

670 陽春ヨーロッパ特選旅行

日通航空、日本通運
（株）新宿西口支店
滬友会係、企画日通
航空、協賛滬友会

広告

671 全生庵で荒尾先生の八十忌法
要営む
672 金陵部隊出身の皆さんへ

41 期片岡正一記

"行
681 同期会・弔文など原稿の
数制限 に是非ご協力下さい
682 編集後記

蔵

683 「続々・千山萬里」上梓頑張
る二八会

集う百一人の " 老・中・青
684 滬友会新春交歓会田中会長力
強くあいさつ

685 " 花中十友

41

遊記山人

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

686 第二回の中国・四国大会を近
湯浅之夫記（22）期 支部だより、
広島支部特集
く開催

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

湯浅之夫記（22）期 支部だより、
広島支部特集

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

688 二、ああ悲しい哉原田君の訃
湯浅之夫記（22）期 支部だより、
広島支部特集
報

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

689 涙さそつた弔詞

湯浅之夫記（22）期 支部だより、
広島支部特集

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

pp.2-3

Z3:Ko97

690 三、広島支部忘年会の記

湯浅之夫記（22）期 支部だより、
広島支部特集

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

691 寄せ書き

湯浅之夫記（22）期 支部だより、
広島支部特集

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

692 附記

湯浅之夫記（22）期 支部だより、
広島支部特集

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

693 京都支部梅花忌だより

大釈記

687 一、異動報告

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

701 二十九期生北斗会全国大会高
知市桂浜で開催

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

702 四十一期関東地区集会院歌、
寮歌の大合唱

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

期）
694 封神演義木嶋清道（26
訳著

広告

人民日報が伝えた菅野教授
695 （41）と紅バラの佳話
696 佐賀支部近況梅花忌。般若心
経に根津先生の遺徳を偲ぶ

支部だより

米議会報告書に収録された
697 中国型社会主義の分析 江
頭氏（44）期の研究論文
698 拉童娜
二十一期生全国大会
699 て瞼に学友の集い哉
会す南紀勝浦

広告
菊に寝
老友相 和田斉記

星また一つ墜つ 晩年寒蘭
700 を愛した田中純愛君を悼む

森田薫 28 期
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備考

奥付

昭和五十二年四月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が関
三丁目霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
（電）五八一―三級
一九
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号

西暦
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703 四老師をかこむ座談懇親会

記事名

著者名

見出し

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

704 滬友ニュース原稿締きり

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

705 名簿さがし

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

706 村上徳太郎君の死と靖亜神社
岩井英一 18 期
の今後について

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

期）は信仰厚
707 堀亮三君（22
い人だった

福石部長
片山徳行 11 期

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

pp.7-8

Z3:Ko97

708 春を待たずに去った東光明君
岩田冷鉄 19 期
を想う

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

709 悼有田勘七大兄

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

710 寡言温厚の大士土田先輩逝く 吉田藤一 30 期

山本久一郎 14 期

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

711 昭和五十二年度滬友会通常総
会開催の予告

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

712 昭和五十二年度総会議案事業
計画・予算案などまとまる

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

大空不二男氏（41）期の遺稿
713 『中国の物産』として発刊

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

社長庄子勇之助東亜
同文書院だ 28 期生

714 株式会社丸誠

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

山洲根津先生五十一回忌法要
715 寒気を衝いて鶴見総持寺で厳
修

広告

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

716 「続々千山万里」に寄せられ
た激励

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

717 寄附者芳名（敬称略、三月末）

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

718 準会員入会者

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

719 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

720 会費納入の状況

41

1977 年 4 月

昭和 52 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

昭和五十二年度滬友会通常総
会開く
721 書院時代の若い魂が大陸で体
験した日中両国の正しい見方、
これが日中打開の鍵になろ
う、と田中会長は力強く語る。

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

722 事業報告要旨

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

723 決算説明要旨

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

724 昭和五十二年度事業計画

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

725 新役員選出

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

感謝不尽編集基金寄附者芳名
726 （四月以降）

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

昭和51年度
決算報告書
自昭和51年
４月１日至
昭和52年３
月31日

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

昭和51年度
決算報告書
自昭和51年
４月１日至
昭和52年３
月31日

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

729 昭和52年度予算自昭和52年４
月１日至昭和53年３月31日

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

730 書院大学史再刊編集大綱の答
申出る

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

ご苦労さまでした白山事務局
731 長辞任健康の早期快復を衷心
から祈ります

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

732 滬友誌・滬友ニュース発行ス
ケジュール

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

734 大谷孝太郎老師の大著「儒将
石田武夫（26）期
曽国藩」の刊行を祝う

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

735 村部和義君の在華抑留生活手
熊野正平（17）期
記に寄せて

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

736 投稿大歓迎どしどしご意見を
紙上へ秘めた歴史を後世へ

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

727 收支計算書

財団法人滬友会

52 年 3
728 対借欵対照表（昭和
月 31 日現在）

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

733 株式会社ディスコ

梅が匂に独り旅ゆく
737 勘七君のこと

有井

片山徳行（11）期

738 ラオカイの牢獄大久保泰君を
岡田晃 36 期
偲ぶ

広告

備考

奥付

昭和 24 年 3 月（1949 年版）
寄贈を求める告知

定款一部変更

昭和五二年八月
〒 100 東京都千代
田区霞カ関三―二
―四霞山ビル八階
社団法人滬友会
滬友編集委員会
電話（〇三）五八一―
三九一九

『日本経済新聞』5 月 9 日
付「交遊抄」転載
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記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

739 馬場鍬太郎先生のお墓参りと
石村祐二（19）期
観桜会

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

740 シンガポール在住の西願寺守
君を迎えて話しを聞く

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

二十七期小豆島会合世話役蜂
742 谷氏のプラン新緑の島でみご 根岸記
とに結実

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

十九期生全国大会新緑の伊豆
743 で 老いすでにあといくたび 坂西記
の更衣

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

744 春愁二題

741 株式会社丸誠

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

見出し

広告

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

745 回春の蛮声とどろく出雲詣で
上野記
の「二八会」

森田薫（28）期

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

京浜地区三十三期生会卒業
746 四十周年記念全国大会開催の 藤岡
プランまとまる

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

747 追憶―伊沢信君

山本久一郎（14）記

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

748 東海地区総会第一楼で開催

柴田敏之記

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

749 滬友会名簿委員

委員長根岸孝彦（27）

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

753 ヨーロッパ寮歌の旅ローレラ
久保田重男（32）期
イに流した 馬賊の歌

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

ポーランド公使小崎
754 ポーランド対日感情もよく共
感を呼ぶ国
昌業（42）

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

755 逝く友のご冥福を祈る

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

756

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

757 ローマで客死した牟田哲二君
高谷大二郎（20）期
を偲ぶ

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

（37）
758 新事務局長に上野有造氏
期就任

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

750 滬友会新任理事・監事
751 漢詩

坂井義雄（31）期

752 拉童娜

広告

東亜同文書院大学正史

759 「征風」井上佶（34）期著

書評

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

760 随筆集「百日紅」岩本松平・
幸子著

書評

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

42

1977 年 8 月

昭和 52 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

761 「投稿」の字数制限

編集部

762 滬友ゴルフ会々報
763 編集後記

藤岡

764 滬友会の画期的事業東亜同文
書院大学史編纂委員会始動す

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

765 東亜同文書院大学史編纂大綱

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

pp.1-2

Z3:Ko97

766 大学史編纂第二回委員会

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

767 荒尾東方斎先生八十一回忌法
要全生庵で厳修

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

768 田代参議院議員盛大な励ます
会―霞山会館で―

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

769 第十七回日本寮歌祭日本武道
館で盛大に開催

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

771 高橋教授を迎え在京十六期生
監事桑原五郎
会

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

772 廿二期全国大会江の島岩本楼
に集合・川勝君の快癒を祈る 湯浅・岩屋記

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

773 岩尾氏（39）県出納長就任―
大分支部で祝賀会―

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

二十一期生全国大会京都嵯峨
774 野で開催大覚寺精進料理に舌 和田記
鼓

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

在京四十期緊急同期生会開催
775 広長君激励・宗方君の怪我な 佐伯記
どについて報告

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

776 二十九期生北斗会全国大会北
陸金沢市で開催

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

777 三十期生全国大会好天にめぐ
志波
まれて長良の鵜飼いに清遊

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

770 南開の滬友たち

鈴木択郎（15 期）
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備考

奥付

昭和五二年十二月発行
〒 100 東京都千代
田区霞カ関三―二
―四霞山ビル八階
社団法人滬友会
滬友編集委員会
電話（〇三）五八一―
三九一九

「彭盛木未亡人」
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43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

二十四・二十五期全国大会金
780 沢・白雲楼で開催―深夜の霊 岡田記
場で亡き友を弔う―

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

万葉
781 33期生なら大会―古都
荘 で卒業四〇周年を祝う― 藤岡記

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

778 二十三期生伊香保で大会開く
斉藤記
―卒業五十周年を祝う―
779 「中国名菜」中国文版顧中正
（24 期）

広告

社長大場致孝（第
782 福岡リース・サービス株式会
社
33 期）

広告

鈴木択郎先生の栄誉叙勲祝
783 賀会開催本間名誉学長も激賞
不究の労作 中日大辞典の
編纂
784 昔懐し徐家匯天守堂

伊藤利雄（34）

785 三十六期生全国大会吉野芳雲
館で開催
786 同窓著書通信（一）
787 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

広告

四十四期（專）生第九回全国
788 大会仙台・秋保温泉で開催高 土門記
橋君の配慮で盛会
789 瀬尾春女史に感謝する動き
790 拉童娜

広告

791 五十二年度長野県人会民宿の
上条・村上記
夜は深く干戈す鳥鷺麻雀

792 卓球部懇親会三木氏を迎え
牡丹 で懇談

世話役関家三男（28期）、
長谷川光男（29 期）、
中溝正雄（33 期）、
魚山五市（35 期）、
明野義夫（36 期）

793 ―佐賀支部―中国事情勉強の
集い

794 広島支部便り

湯浅之夫記
中村正文（20 期）、
鈴木輝之（20 期）、
湯浅之夫（23 期）、
木村鎮雄（23 期）、
三宅 勲（26 期）、
内田弘三（30 期）、
藤岡 瑛（33 期）、
山本 桓（34 期）、
西本一雄（34 期）、
松林浩三（34 期）、
鴉田藤太郎（35 期）、
内坂旌旗（35 期）、
井唯信彦（36 期）、
山口勝之（36 期）、
土手年松（36 期）、
渡辺卓郎（40 期）、
伊藤正一（41 期）、
倉井弘みち（42 期）、
山根良男（38 期）

795 「大学史編纂基金」を設定
796 東亜学院
797 牟田哲二君を憶う

広告
遠藤秀造（19 期）

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

pp.10-11

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

798 亡き友を偲びご冥福を祈る合
掌―

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

799 「滬友」誌に文芸欄を新設

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

800 同窓著書通信（二）

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

801 会費の納入についてのお願い

事務局より
御知らせ

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

802 「寮歌集」

事務局より
御知らせ

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

803 新年賀詞交換会のお知らせ

事務局より
お知らせ

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

804 会費・寄付金の送金について

事務局より
お知らせ

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

805 財団法人霞山会会友のおすす
め

事務局より
お知らせ

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

806 豊田女史退任

事務局より
お知らせ

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

NHK でお馴染みの陳建民さ
807 んの料理学院で料理講習はい
かが。

事務局より
お知らせ

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

43

1977 年 12 月

昭和 52 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

808 編集後記

809 書院大学史編纂スタート各期
回想録執筆者きまる

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

pp.1-2

Z3:Ko97

備考

奥付

昭和五十三年五月発行
〒一〇〇東京地
千代田区霞が関
三丁目霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
（電）（〇三）五八一―
三九一九
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記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

810 思い出の交通大学を訪問して 松永浩一郎（45）

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.2

Z3:Ko97

27・28・29・30 四
811 在京滬友
期合同忘年会開く

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.2

Z3:Ko97

田中香苗、和田斉、
812 滬友新春交歓会東京・山水楼
稲川、鈴木択郎、
で開く
宮田武義

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.3

Z3:Ko97

813 青春あふれるハイデルベルグ
小崎昌業（42）
の酒場

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.4

Z3:Ko97

らどんな のママさんに感
814 謝状連続広告掲載に応えて

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.4

Z3:Ko97

815 東京の真ん中のある寺子屋の
庄子勇之助（28）
話

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.5

Z3:Ko97

816 孝養に税制優遇

石田武男（24）

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.6

Z3:Ko97

京都支部大釈春雄
（17）

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.6

Z3:Ko97

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

pp.6-7

Z3:Ko97

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.6

Z3:Ko97

820 根津先生五十二回忌鶴見総持
寺で法要

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

821 大阪支部総会百余人出席大盛
会

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

817 月橋院から梅花忌便り

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

818 佐賀支部便り

故牟田庸三（20）夫
人

819 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

822 在京滬友長崎県人会開催

見出し

広告

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

823 二十一期全国大会

幹事藤野記
各期短信

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

824 二十八期全国大会

各期短信

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

825 二十七期全国大会

各期短信

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

826 三十三期内田義徹君

各期短信

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

827 四十期金丸一夫君（千葉商科
大学教授、故久重教授の娘婿）

各期短信

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

広告

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

829 六期の田賀さんは典型的な経
甲斐多聞多（17）
済人であった

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.8

Z3:Ko97

期）を偲ぶ会
830 吉岡さん（19
春一番の中で盛大に開く

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

pp.8-9

Z3:Ko97

831 不思議な縁で結ばれた菱田健
湯浅之夫（22）
市兄との件

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.9

Z3:Ko97

六年間にわたるスワジランド
832 王国の開発に全力をあげた桜 賀来揚子郎（40）
田治平君の功績は大きい

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.10

Z3:Ko97

四川料理の名人陳建民先生を
833 迎えて滬友婦人連による中国 櫛部正暉（24）
菜講習会を開く

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

pp.10-11

Z3:Ko97

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.10

Z3:Ko97

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

pp.11-12

Z3:Ko97

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

837 同窓著書通信（三）

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

838 い年会費

828 拉童娜

834 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

広告

―明治 44 年 2 月―英国戴冠
835 式に向かう途上東郷、乃木両
大将は高昌廟桂墅里の書院学 大谷弥十郎（10）
舎に立寄る
期の上村さんが丹精こめ
836 44
て作った同文ネクタイ

広告

納入にご協力下さ

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

839 住所変更の場合忘れずにお知
らせ迄

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

840 滬友総会のお知らせ

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

841 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

44

1978 年 5 月

昭和 53 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

842 経常収支について

志波副会長

滬友連合監
事会開催―
八月八日―
大学史編纂
作業進む

843 「大学史」作業報告

蔵居編集委員

滬友連合監
事会開催―
八月八日―
大学史編纂
作業進む

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.1

Z3:Ko97

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

pp.1-2

Z3:Ko97

844 昭和五十三年度滬友通常総会
田中香苗
開く

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

pp.2-3

Z3:Ko97

845 事業報告要旨

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.3

Z3:Ko97

846 53 年度事業計画

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.3

Z3:Ko97
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備考

奥付

川内昇（44 期、満鉄派遣生
中退）

昭和五十三年九月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞
が関三丁目霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
（電）（〇三）五八一―
三九一九
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

号

西暦

元号

頁

請求番号

收支計算書
847 自昭和 52 年 4 月 1 日至昭和
53 年 3 月 31 日

記事名

著者名

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.3

Z3:Ko97

53 年 3 月 31
848 貸借対照表昭和
日現在

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

53 年度予算自昭和 53 年
849 昭和
4 月 1 日至昭和54年3 月 31 日

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

850 緊急常任理事会招集

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

851 滬友誌と滬友ニュースの発行
日決まる

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

大学史 の編纂会議招集―
852 九月十四日―大学史編纂の最
終案煮つめる編集準備作業着
終わる

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

855 お願い書院大学史のアンケー
トを是非早く

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

856 ラグビー同好会の諸兄にお願
30 期志波正男
い

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

857 九州地区大会開催

853 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

854 27 期生長崎大会報告

幹事根岸孝彦

見出し

広告

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

858 宮崎支部からの報告

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

859 書院大学史の組版見本（本紙
七頁に掲出）

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

861 二八会全国大会あやめ咲く水
郷潮來で開く

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.7

Z3:Ko97

862 『東亜同文書院大学史』組版
見本

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.7

Z3:Ko97

863 中国語の人名・地名と取組ん
竹ノ内安巳 20 期
で 20 年

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

864 佐藤貞司宇野正四の両君を憶
28 期・上野宏
う

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

865 荒尾先生年忌法要

事務局

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

866 久重元教授十年祭

事務局

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

期生第 12 回全国大会箱根
867 21
湯本ご開催

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.9

Z3:Ko97

イエチ
868 飛ぶ

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.9

Z3:Ko97

24・25 期生大いに語
860 京阪神
る

担当・宮崎支部

中崎一之

先生未亡人上海に

869 年会費寄付金続々集まる幹事
事務局
さまご苦労様です
870 拉童娜
871 卓球部懇談全国大会

広告
25 期丹呉恒平

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.9

Z3:Ko97

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.9

Z3:Ko97

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

872 上野事務局長退任のおしらせ

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

873 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

874 江南健児ふるって参集を第
18 回日本寮歌祭

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

875 秋の行楽期を迎え各期全国大
会開催の予報が続いている

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

期合同クラス会 10 月 14
876 3839
日開く

45

1978 年 9 月

昭和 53 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

877 さらに発展させよう先輩の築
滬友会々長田中香苗
いた平和不滅の足跡を

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.1

Z3:Ko97

第 18 回日本寮歌祭長江の水
878 天をうち万里の流れ海に入る 光安記
青春の意気満場にとどろく

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

879 随想漢民族の組織力

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

「同文書院」大城立裕（44）
880 小説
半生の労作実る

奥田信清（22）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

881 靖亜神社の新鳥居厳粛に奉納
祭行わる

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

882 荒尾精先生の八十二年忌法要
全生庵で行う

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

横田文眞さん（40）松永浩一
883 郎さん（45）同窓の応援で翻
訳業務をはじめました

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

備考

奥付

上野有造（37 期）

昭和五十四年一月発行
〒一００
東京都千代田区霞が
関三丁目 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一ー
三九三九
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記事名
884 伊藤忠ハウジング株式会社

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

社長車田修一東亜同
文書院 33 期生

広告

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

中華学生部の何孟祁さん（25）
885 と私との文通は今でも続いて 松永浩一郎（45）
いる

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

886 強烈な国造りのシンガポール
安藤種治郎（33）
での印象

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

887 第10回十九会全国大会ひらく 大久保義男（19）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

期合同第三回全国大
888 38・39
会盛大裡に終る

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

期生別府で北斗会全国大
893 29
会開催

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

894 ラグビー部員大学史資料作り
本橋記
に協力

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

O・B 資料作りの座談 風間記
895 野球部
会開く

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

896 柔道部活躍の戦跡をテープに
収録しました

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

897 久重未亡人を囲んでテニス部
の集い

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

幹事・伏木清吉記

17
889 東亜学院々長熊野正平氏
期経過良好
26 期全国大会―
890 琵琶湖畔で
滲みでる半生のドラマ―

田中記

滬友の皆さん！霞山会の会友
891 に參加のお奨め霞山会文化事
業部
892 東亜学院中国語講習会中国文
財団法人霞山会
化教室

広告

30 期生全国大
898 秋の能登路に
会ひらく

志波正男

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

899 34 期生関東同期生会

光安記

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

900 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

901 友好の水を絶えることなくそ
貝島義隆（43）
そぎこみたい

広告

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

俗塵を洗う木曽路で長野県人
902 会昭和 54 年度は松本周辺で 新村記
行う

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

903 （年賀挨拶）

宮田武義（12 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

904 （年賀挨拶）

下地玄信（13 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

905 （年賀挨拶）

桑原五郎（16 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

906 （年賀挨拶）

高橋君平（16 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

907 （年賀挨拶）

大釈春雄（17 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

908 （年賀挨拶）

甲斐多聞太（17 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

909 （年賀挨拶）

鈴木一（17 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

910 （年賀挨拶）

山崎一毅（17 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

911 （年賀挨拶）

大瀬戸権次郎（17期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

912 （年賀挨拶）

原吉平（18 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

913 （年賀挨拶）

岩井英一（18 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

914 （年賀挨拶）

山本博康（18 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

915 （年賀挨拶）

石村祐二（19 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

916 （年賀挨拶）

上松薫（19 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

917 （年賀挨拶）

大西恭四郎（19 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

918 （年賀挨拶）

岡本克二（19 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

919 （年賀挨拶）

勝部正三（19 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

920 （年賀挨拶）

和田斉（21 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

921 （年賀挨拶）

滬友会大阪支部支部
長原吉平

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

922 （年賀挨拶）

大阪四十四期（專）
生一同

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

923 （年賀挨拶）

京阪神四十期生一同

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

924 （年賀挨拶）

横田桂（22 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

925 （年賀挨拶）

篠原久司（22 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

926 （年賀挨拶）

加納吉松（23 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

927 （年賀挨拶）

伊志嶺朝良（23 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

928 （年賀挨拶）

馬場久刀（23 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

929 （年賀挨拶）

樅木辰人（23 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97
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号

西暦
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頁

請求番号

930 （年賀挨拶）

記事名

柴田敬十（23 期）

著者名

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

931 （年賀挨拶）

平野博（24 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

932 （年賀挨拶）

石田武男（24 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

933 （年賀挨拶）

竹味武雄（24 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

934 （年賀挨拶）

田中香苗（25 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

935 （年賀挨拶）

稲川三郎（25 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

936 （年賀挨拶）

新村寛（25 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

937 （年賀挨拶）

加藤次郎（25 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

938 （年賀挨拶）

上村清記（26 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

939 （年賀挨拶）

村部和義（26 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

九州東海大学

940 （年賀挨拶）

石田達系雄（武夫）
（26 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

石田武夫

金井学園福井工大

941 （年賀挨拶）

山名正孝（26 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

神戸商科

大学名誉教授

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

942 （年賀挨拶）

27 期生一同

943 （年賀挨拶）

33 期生一同

944 （年賀挨拶）

在京 37 期生一同

見出し

幹事全国
根岸孝
関西
深本春夫
中京
市川信治

幹事
斉藤保夫
風間金丸

945 （年賀挨拶）

44 期予科生一同

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

946 （年賀挨拶）

比嘉吉行（21 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

947 （年賀挨拶）

岩屋三男（22 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

948 （年賀挨拶）

宮本清司（22 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

949 （年賀挨拶）

福間徹（22 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

950 （年賀挨拶）

法林一麿（26 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

951 （年賀挨拶）

福山寿（27 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

952 （年賀挨拶）

三木善吉（28 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

953 （年賀挨拶）

大石明信（31 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

954 （年賀挨拶）

遠藤進（28 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

955 （年賀挨拶）

岩田由一（28 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

956 （年賀挨拶）

上野宏（28 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

957 （年賀挨拶）

白山正巳（34 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

958 （年賀挨拶）

関家三男（28 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

959 （年賀挨拶）

蔵居良造（28 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

960 （年賀挨拶）

庄子勇之助（28 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

961 （年賀挨拶）

乾次郎（29 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

962 （年賀挨拶）

中山清一（29 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

963 （年賀挨拶）

野口孝行（30 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

964 （年賀挨拶）

滬友会鹿児島支部
支部長原田
留吉（38期）
幹事菊野幸夫（41期）
山口斌（43期）
松元義盛（44期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

965 （年賀挨拶）

根岸忠素（25 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

966 （年賀挨拶）

根岸孝彦（27 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

967 （年賀挨拶）

長崎県在住
第 30 期生
福田百松
松尾芳二郎
近藤良
浦恒平
山下保雄
吉田藤一

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

968 （年賀挨拶）

志波正男（30 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

969 （年賀挨拶）

岡田行三（30 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

970 （年賀挨拶）

甲斐重良（30 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

971 （年賀挨拶）

三浦計太郎（31 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

972 （年賀挨拶）

森岡昌利（31 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

973 （年賀挨拶）

後藤勝一（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97
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974 （年賀挨拶）

小林保（36 期）

見出し

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

975 （年賀挨拶）

村岡正三（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

976 （年賀挨拶）

松野稔（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

977 （年賀挨拶）

房野博（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

978 （年賀挨拶）

田坂三雄（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

979 （年賀挨拶）

春名和雄（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

980 （年賀挨拶）

坂東薫（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

981 （年賀挨拶）

吉田忠（36 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

982 （年賀挨拶）

吉田善以（37 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

983 （年賀挨拶）

金井政次（37 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

984 （年賀挨拶）

木村正三（38 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

985 （年賀挨拶）

大森茂（38 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

986 （年賀挨拶）

30 期生
幹事山下保雄
福田百松
松尾芳二郎
近藤良
吉田藤一
浦恒平

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

期生の諸兄にお知らせし
987 40
ます

常任幹事片岡

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

988 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院第 27 期生

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

広告

989 （年賀挨拶）

大城立裕（44 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

990 （年賀挨拶）

高橋重夫（44 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

991 （年賀挨拶）

小泉勇（44 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

992 （年賀挨拶）

香川英史（24 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

993 （年賀挨拶）

岡田尚（24 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

994 （年賀挨拶）

小濱繁（25 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

995 （年賀挨拶）

染矢春雄（31 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

996 （年賀挨拶）

田代由起男（35 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

997 （年賀挨拶）

田中徹雄（35 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

998 （年賀挨拶）

松岡正助（43 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

999 （年賀挨拶）

横田東一（特）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1000 （年賀挨拶）

片岡正一（41 期）
久保田穣（41 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1001 （年賀挨拶）

北島治之（41 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1002 （年賀挨拶）

古谷英夫（41 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1003 （年賀挨拶）

滬友会沖縄支部
伊志嶺朝良（23 期）
新崎盛良（30 期）
外間政幸（41 期）
大城立裕（44 予）
西清水（45 専）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

恵比寿中華料理学院
1004 （有）中国菜譜研究会

陳建民
櫛部正暉（24 期）
（筆
名顧中正）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1005 （年賀挨拶）

滬友会福岡支部
支部長大場
致孝（33 期）
副支部長鹿毛
政人（36 期）
幹事中江浩（43 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1006 （年賀挨拶）

湯浅之夫（22 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1007 週刊アジア研究

藤岡瑛（33 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1008 （年賀挨拶）

西好隆（42 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1009 （年賀挨拶）

神谷信之助（42 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1010 （年賀挨拶）

山西由之（43 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1011 （年賀挨拶）

尾崎茂夫（42 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1012 （年賀挨拶）

賀来揚子郎（41 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1013 （年賀挨拶）

久保茂（42 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1014 （年賀挨拶）

田辺寛三郎（42 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1015 （年賀挨拶）

倉田俊介（42 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1016 （年賀挨拶）

宮家愈（43 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1017 （年賀挨拶）

佐野繁三郎（43 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1018 （年賀挨拶）

山口斌（43 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1019 （年賀挨拶）

網谷信（44 期）

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97
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1020 （年賀挨拶）

滬友会岡山支部
26期西村剛夫
27期蜂谷貞雄
28期横田芳郎
32期間野護麓
33期瀬浪正平
35期河田要一
35期吉田健一支部長
36期小林保
38期山谷儔
40期小林淑人幹事
42期久保茂
42期笹倉恒義
42期柚木鹿次郎
43期家野四郎
43期丸岡順一郎
43期山崎公民
44期三島伯之
45期松村正巳
46期苦木正隆

著者名

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1021 （年賀挨拶）

滬友会高知支部
13 期横谷重武
15 期瀬戸元
24 期長谷川芳夫
27 期中島弘
29 期山崎正夫
34 期内川大海
40 期小松秀吉
45 期専岡本泰
45 期徳田広吉
45 期専三嶽昭雄

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

1022 拉童娜

見出し

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

期生卒業 40 年を記念して 本村記
1023 34
長崎大会記

広告

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.16

Z3:Ko97

1024 月刊『東亜』の主要論評

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.16

Z3:Ko97

1025 福岡県人会盛大に開催

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.17

Z3:Ko97

22 期全国大会元気いっぱ
1026 第
い続々東京に集まる

篠原

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.17

Z3:Ko97

1027 24・25 期合同全国大会開催

山田清一記

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.17

Z3:Ko97

期予科生第六回全国大会
1028 44
伊豆長岡で開く

中尾正記

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.18

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.18

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.18

Z3:Ko97

1029 古谷寛二さん（19）紅花クラ
ブで活躍
1030 スイス航空株式会社

日本支社長補佐
貝島吉隆（43 期）

1031 45 期専門部生全国大会

幹事松永浩一郎記

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.19

Z3:Ko97

期生西伊豆で全国大会盛
1032 33
大にひらく

藤岡記

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.19

Z3:Ko97

1033 在京 37 期生同期生会ひらく

風間記

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.19

Z3:Ko97

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.19

Z3:Ko97

1035 大学史編纂委員会からのお願
い

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.20

Z3:Ko97

1036 年会費納入についてご協力下
滬友会々長田中香苗
さい

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.20

Z3:Ko97

1037 新禧新喜滬友新年会に夫人同
伴でおでかけ下さい

1034 興学社

広告

広告

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.20

Z3:Ko97

1038 大学史編纂基金について

事務局

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.20

Z3:Ko97

1039 剣道部全国大会開く

小松記

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.20

Z3:Ko97

1040 滬友茨城県人会奥久慈の秋色
片岡 44 記
を探る

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.20

Z3:Ko97

旅の友人との再会
1041 続・ハイデルベルクの学生酒 公使小崎昌業
場

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.21

Z3:Ko97

期）近く
1042 中山一三さん（36
帰国

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.21

Z3:Ko97

1043 レスラン花山

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.21

Z3:Ko97

1044 31 期生在京クラス会

田上艶子

広告

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.22

Z3:Ko97

1045 『満洲国建国物語」辺境から
みた協和党県参事官吏

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.23

Z3:Ko97

1046 滬友会副会長宗方健二郎氏逝
去

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.22

Z3:Ko97

1047 経済学博士広江貞助逝去

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.22

Z3:Ko97

1048 亡き友を偲びご冥福を祈る
―合掌―

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.22

Z3:Ko97

1049 滬友会事務局便り

46

1979 年 1 月

昭和 54 年 1 月

p.22

Z3:Ko97

盛り上った新年交歓会
1050 集う滬友百余人
近衛霞山会長久曽神愛大学長
を迎えて

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.1

Z3:Ko97

1051 田中会長あいさつ要旨

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.1

Z3:Ko97

備考

奥付

風間金丸

石田達系雄（福井工業大学教
授・26 期）

昭和五十四年三月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が
関三丁目 霞山ビル
社団法人 滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九
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47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.2

Z3:Ko97

1055 通産大臣賞に輝く中山一三君
光安記
を迎え京浜 36 期生会

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

1056 吉田長雄君駐イスラエル新任
大使として近く赴任

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

41 期生久しぶりに懇談
1057 在京
会開く

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

1058 山口県岩国市長選でがん張る
伊藤正一君（41）

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.3

Z3:Ko97

1059 着々と進む書院大学史編纂

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.4-5

Z3:Ko97

1060 大学史編纂委員追加委嘱の件

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

1061 靖亜神社問題常務理事会で審
議決定

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.5

Z3:Ko97

1052 賀詞交歓会出席者名
1053 横着体操のすすめ

遊記山人

1054 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

広告

1062 根津院長五十三回年忌法要
鶴見・総持寺京浜地区

事務局

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

1063 根津一墓碑銘

白岩龍平撰
宮島大八書

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

1064 伏見・月橋院

大釈春雄

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.6

Z3:Ko97

1065 梅花忌法要の同窓会開く

長崎支部原賀記

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.6-7

Z3:Ko97

1066 梅花忌に献ず

佐賀支部黒田三郎

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

根を張る 書院一家 ジョノ
1067 メミシン工業で書院二世会が
誕生
1068 人材銀行案を進めたい

宮田武義（12 期）

吉田長雄（41 期）

鈴木択郎（15 期）出席

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

1069 本年の寮歌祭十月二十日武道
館開催と決まる

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.7

Z3:Ko97

重慶在住の中華学生部何孟祁
1070 さんとの文通は教えられるこ 松永事務所責任者松
永浩一郎（45）
とが多かった

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.8

Z3:Ko97

坂本義孝について触れる。

大旅行誌 千山万里 に亡き
1071 父の面影をさぐり得た岡部氏 岡部善明
の遺児善明さんの感激

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

岡部善修（28 期）

四十四期予
1072 番町の会館で新年会をひらく 科東京支部
田中記

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

1073 38期生の

好的会

事務局

備考

スタート 太田松男

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.9

Z3:Ko97

安藤正忠（19）、
秋山征士（40）、
飯塚 啓（46）、
佐藤彦次（23）、
伊関友郎（40）、
熊谷 政（46）、
木村林之助（27）、
東北南部四県同窓会仙台・中
1074 国酒家で盛大にひらく
菅野俊作（41）、
野崎洋子（準）、
及川 誠（30）、
那須 力（42）、
櫻井善一（36）、
高橋淸孝（44）、
村井光三（37）、
沼田 寛（45）

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.10

Z3:Ko97

1075 本当かいな！！今東光の剣つ
藤岡瑛（33）
き鉄砲

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.10

Z3:Ko97

1076 42 期生全国大会に憶う

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.11

Z3:Ko97

幹事中野政満

1077 清水董三先生ゆかりの東翠会
東翠会
書画展ひらく
1078 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

謹んで 21 期生三
君の冥福を祈る
1079 若松茂君
村上弘之君
森田三郎君

篠原栄
和田斉

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.12

Z3:Ko97

1080 宗方健二郎君の想い出

守田忠夫（40）

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

pp.12-13

Z3:Ko97

1081 土手年松兄逝く
柔道五段の猛者だったのに

広告

井唯信彦（36）

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.13

Z3:Ko97

1082 黒木貞雄君は詩情豊かな俊才
斉藤洲臣（35）
だった

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.13

Z3:Ko97

広島支部より
1083 五月の花まつりにお出かけく 湯浅記
ださい

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.14

Z3:Ko97

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.15

Z3:Ko97

1084 東京で華中鉱業同志会の集い
1085 拉童娜
1086 台北の土となった長谷川稔君
石田幸三郎（28）
は波乱に満ちた生涯だった

広告
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備考
藤原忍、原田慶二、佐藤寛一、
伊藤覚平、吉田健次、野口孝
行、黒木貞雄、田井中棄三、
南井幾久司、森田三郎、長谷
川稔、福島茂、古屋鉄衛、大
谷弥十郎

1087 亡き友を偲びご冥福を祈る
―合掌―

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.15

Z3:Ko97

上海を第二の故郷と考える
1088 人々のための「黄浦朋友会」 黄浦朋友会事務局長
森崎民造（46）
訪中団の計画

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.15

Z3:Ko97

1089 常務理事会開催

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.16

Z3:Ko97

1090 五十三年度事務局主要事項

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.16

Z3:Ko97

1091 大学史編纂基金と一般寄付金
事務局
に就て

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.16

Z3:Ko97

1092 ラグビー部友会「橄欖会」と
命名

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.16

Z3:Ko97

1093 在京滬友四期合同忘年会開催 志波

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.16

Z3:Ko97

1094 運輸省ガイド試験に合格した
工藤俊一さん（41）

47

1979 年 3 月

昭和 54 年 3 月

p.16

Z3:Ko97

滬友会 54 年度通常総会開く
1095 懸案解決した年から更にする
年へ！

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1096 議長に会長を

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1097 決算、予算、事業報告

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1098 大学史のねらい

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1099 完備した名簿に

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1100 人材銀行について

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1101 院歌、寮歌のレコード化

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1102 副会長人事

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

pp.1-2

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

1104 院歌寮歌に酔う

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

1105 田中香苗会長あいさつ

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

pp.2-3

Z3:Ko97

1106 五十三年度事業報告

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1107 五十四年度事業計画

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

53 年 4 月
1108 収支計算書自昭和
1 日至昭和 54 年 3 月 31 日

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

54 年 3 月 31
1109 貸借対照表昭和
日現在

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

昭和 54年度収支予算自昭和
1110 54年 4 月 1 日至小阿 55 年 3
月 31 日

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

54 年度総会開く
1111 大阪支部
新支部長に遠藤氏を選出

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

1112 遠藤新支部長抱負を語る

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

1113 原支部長ご苦労さまでした

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

1103 初心に返ろう

稲川副会長

1114 23 期生修善寺のつどい

斉藤・記

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

1115 27 期生全国大会記

前田進記

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

pp.5-6

Z3:Ko97

1116 台北で「二八会」

岩田由一（28 期）

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

pp.6-8

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

pp.8-9

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

1121 院の大学史
院歌、寮歌のレコード化進む

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1122 靖亜神社春の大災厳修

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1123 ソウル支部会に出席の機会を
宮家愈（43）
得て

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

期生北斗会全国大会高野
1117 29
山で開催
期生つつじの雲仙で全国
1118 30
大会開く

志波記

1119 滬友六稜会旧制北野中卒業生
世話役面寛二（32）
で結成
9 回旧制高校海外特選旅行
1120 第
への御案内

1124 株式会社丸誠

広告

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

1125 急告！！滬友学徒出陣者にお
片岡正一
願い

広告

奥付

昭和五十四年七月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が
関三丁目 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

懸案解決、靖亜神社、根津先
生の墓地、大学史、名簿、人
材銀行、人づくりへの協力、
院歌・寮歌

バスガール唱う雨夜花、アミ
族娘さんの踊り、阿里山のご
来光、大陸と台湾の対照、長
谷川君・霊安らかに
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48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

相次ぐ
在京同期会

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

相次ぐ
在京同期会

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

相次ぐ
在京同期会

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

1130 伊藤利雄氏（34）を囲む動機
懇談会

相次ぐ
在京同期会

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

1131 伊藤喜久蔵氏（40）を囲む研
究懇談会

相次ぐ
在京同期会

1127 31 期在京クラス会

村田・吉田記

号

柴崎記

1128 33 期在京同期会
1129 在京 34 期生会

光安記

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

期生の皆さんへ
1132 30
新崎盛良君の急逝を悼む

志波記
新崎明子

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

1133 伊藤覚平君を偲びて

瀬戸元（15）

備考

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

1134 竹之内安巳氏（20）の地名人
名辞典改訂刊行なる

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

1135 中国からの帰国者援助安部、
柳田両氏の活躍

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

1136 事務局主要日誌

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

内田義徹。中野正剛東方会振
東塾、新民会運動、大和新報
特坪上貞二、33 期内田義徹、
9 期有働政喜、24 期袁文彰、
20 期宮本知行、18 期池田清
次郎、19 期山口勇男、26 期
岩橋竹二、37 期森茂樹、30
期新崎盛良、35 期魚山五郎、
17 期清水健二、42 期織田幾
郎、25 期寺田孫次、33 期小
山太朗

1137 内田義徹君の急逝を悼む

大場致孝（33）

1138 謹んで物故会員のご冥福を祈
ります

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

pp.14-16

Z3:Ko97

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.14

Z3:Ko97

1141 同窓の叙勲前田益三氏と大工
原亮氏の栄誉

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1142 熊野正平先生病院で加療中

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1143 大学史編纂基金と一般寄付金
について

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1144 名簿刊行委員会指導、早期発
行のため健闘中

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1145 年会費納入についてご協力下
事務局
さい

48

1979 年 7 月

昭和 54 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1139 終身会員寄付者ご芳名ありが
とう御座いました
1140 拉童娜

広告

寮歌の大学史
1146 寮歌をカセットに収録
来春早々にも披露

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

山内正朋氏（34）作詞まぼろ
1147 しの寮歌
新年早々にも作曲発表

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

かくれたる大詩人山口慎一氏
1148 （25）のこと「満鉄社歌」の 村岡正三記
作詞者

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

大学史編集いよいよ本番
1149 各期回想録のグループ別推敲
はじまる

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

19 回日本寮歌祭
1150 第
歌いあげた 長江の水 "

光安

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1151 江南雑記

松永浩一郎（45）

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

1152 徐家匯の赤門は健在だった
母校（現交通大学）訪問記

牟田義彦記

竹之内安己鹿児島短期大学教
授

前田益三ジャノ
メミシン工業会長
大工原亮グンゼ産業社長

昭和五十四
年十二月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が
関三丁目 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九
折本吉数
「山口さんは現在、郷里九州
で教育者として後輩の指導に
当たり」

何孟祁（何育京）（25 期）、
胡宣同（28 期）

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.3-4

Z3:Ko97

故中村加治馬（24）
1153 中国孤児藤原邦彦さん一家と
の交流記
夫人中村とき

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

pp.4-6

Z3:Ko97

1154 中国帰国者の団体「三互会」
阿部弘（39）
について

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

柳田興平（40）
紅卍字会日語学校

1155 武藤嘉文氏（45）農林水産大
臣就任

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

武藤嘉文 45 期専門部

1156 大工原氏（13）急逝遺徳を偲
びしめやかに告別式

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

大工原友一（13 期）
植村静栄（23 期）『一満鉄社
員の手記』

1157 福井支部鯖江神明苑で総会創
立以来三十星霜

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

1158 林伯奏を囲み花咲くつもる話
桑原五郎記
在京十六期生会

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

1159 滬友長野県人会―乗鞍で都塵
新村記
洗う―

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.7

Z3:Ko97
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49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

上松 薫（19）、
平田真一（20）、
辻橋佑吉（27）、
中島嘉一郎（28）、
与田誠二（30）、
和歌山支部総会内田支部長を
岩橋 誠（31）、
1164 選出
内田善夫（31）、
上西幹一（41）、
藤谷三郎（41）、
井上和一（42）、
原
正（42）、
大森 力（43）

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

期生全国大会出雲名物に
1165 26
舌つづみ

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

1160 中京地区の滬友のつどい

著者名

見出し

柴田

1161 仙台支部大会
中国酒家で盛会
1162 滬友会茨城県人会
内原ー笠間から筑波をめぐる 片岡記
1163 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

広告

当番幹事永島良一記

期生全国大会伊東宇佐見
1166 21
で
期（専）潮来大会蒙疆で
1167 44
散華した故小森谷君に献香

幹事

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

期生花巻で大会
1168 33
ワンコそばで奮戦

藤岡記

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

1169 年会費は是非早急に

事務局長

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

1170 小林治助君の逝去を悼む

和田延二（30）

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

1171 寺田孫次君の急逝を惜しむ

中崎一之（25）

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

村岡記

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

1174 在京三十一期生秋の集い―上
浅野記
海旅行を計画―

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

1175 新年祝賀会は一月十一日十二
事務局
時半から霞山会館で

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1178 46期有志三十四年ぶり初会合

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1179 植村氏（23）畢生の労作「槿
花一朝の夢」なる

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1180 四十期生待望の卒業アルバム
完成

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

1172 拉童娜
1173 26 期生東北大会開催

広告

1176 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院第 28 期生

瀬戸内の遺産
1177 高橋克夫氏の業績
NHK が全国放送

編集室

1181 同窓会新名簿刊行
期合同紀念誌「江南
1182 24・25
春秋」発刊

名簿委員長根岸孝彦
（27）
石田記

広告

1183 追悼・物故会員

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

1184 大学史基金寄付者ご芳名

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

1185 終身会員寄付者ご芳名

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

前号（48 号）でおしらせし
1186 ましたご芳名中ミスプリンが
ありました

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

1187 事務局主要日誌

49

1979 年 12 月

昭和 54 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

大学史刊行委員会
1188 刊行推進体制の確立
常務理事会で協議

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1189 名簿収支は一五〇万の黒字

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1190 大学史の体裁はどうするか

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1191 大学史発行部数は五〇〇〇部
を目標

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1192 刊行委員会組織増強について

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

備考

奥付

小森谷正
大関義継
新名言志

高橋克夫（37 期）
瀬戸内海歴史民俗資料館

植村静栄（23 期）『槿花一朝
の夢』（「一満鉄社員の手記」）

10 期浜田増人、14 期住田肇、
15 期小沢清次、20 期高谷大
二郎、22 期磯田留治、23 期
鈴木浩美、25 期寺田孫次、
26 期植村清記、27 期水沼博、
30 期小林治助、32 期棟元栄
次、33 期小山太朗、36 期横
川武、40 期秋元一郎、43 期
江草祥夫、30 期山崎芳数、
31 期徳野外志男、13 期大工
原友一、40 期永井康吉、26
期植田米雄

昭和五十五年四月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞ガ
関三丁目 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九
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1193 来年は創学八十周年紀念

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1194 大学史刊行に関する有志合同
協議会開催

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

新春賀詞交換会
1195 一四〇名をこえる盛会
岩屋氏に感謝状を贈呈

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

1196 滬友通常総会

見出し

告知

1197 石礆

藤岡

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

1198 陳さんようこそ

田中勇（44 予）

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

靖亜神社祭祀護持覚え書き交
1199 換を終えて奉賛会結成準備進 滬友会会長田中香苗
村上武
む

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1200 祭祀永続の為に

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1201 岩井氏の試案
―靖亜神社を平和護持神に― 岩井英一記

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

pp.4-5

Z3:Ko97

あわただしい世相のなかで別
1202 れわかれた四十六期生は三十
五年目で顔を合わせる機会を 館野記
持った

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

第二回ラグビー部橄欖会部史
1203 打合せ会
本橋記
11 月 24 日滬友会本部で

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

サッカー部在京の猛者連 43・
1204 44 期生会
釜井記
1 月 28 日

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1205 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

岩佐元明君 32 期インドネシ
1206 アに公權
通産大臣賞受く

太田良祐記

広告

1207 京浜地区梅花忌
1208 京都支部梅花忌便り

大釈春雄記

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1209 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院第 28 期生

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1210 長崎支部有志中国造船技術研
修生と交歓

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

陰火・寮歌を収録したカセッ
1211 ト 5 月 15 日の総会でご披露
します

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

54 回梅花忌に
1212 長崎支部総会
若い期も勇躍参加して盛会

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

40・41 期生有楽町の飯
1213 在京
店で盛大な同窓会

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

関家三男君28期は砥石と戦っ
て40年54年度全国有料中小企
業研究センター賞を受く日刊
1215 工業新聞社賞も受くミクロン 庄子勇之助 28 期
単位の半導体自動切断機を開
発、今や世界のトップメーー
へ

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

1216 44期全国大会昨秋奈良で開催 川畑記

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

1217 四十二期諸兄へ！！第三回全
鈴木彰
国大会へ欣然参加しよう

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

1218 寮歌レコード化
歌の大学史制作奮戦記

佐伯朝春 40

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

1219 滬友ニュース

編集室

1214 拉童娜

広告

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

1220 大学史基金寄付者ご芳名

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

1221 終身会員寄付者ご芳名

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

五十五年度の名簿作成に当た
1222 り各期幹事のご協力に対し深
く感謝します

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

渡辺勝美さん（11）の死
1224 明治男の死にざま―森沢磊五 香西（勝美長女）
郎さんあて遺族からの書翰―

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

無抵抗の抵抗 の著者石田
1225 三郎君33期に捧げる告別の辞

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

斉藤洲臣（35）
1226 新行内義兄君の温顔が目にう
かぶ
細萱元四郎（35）

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

pp.12-13

Z3:Ko97

1227 型破りの才腕を発揮した田中
原田豊作 35
徹雄君 35 期の急逝を悼む

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

pp.13-14

Z3:Ko97

1223 土井家具センター

44 期予秋山不二夫

告知

広告
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岩屋三男（22 期）

荒尾精「石鹸」
牧野虎次

関家三男（28 期）満洲国国
務員総務庁関係、建国大学創
立事務所

奥付
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備考
35 期栗田定吾、教穂積文雄、
44（予）木原富夫、24 期斉
藤久永、35 期田中徹雄、37
期津崎末尚、33 期石田三郎、
11 期渡辺勝美、32 期林田徹、
14 期山本久一郎、13 期相本
宗一、35 期新行内義兄、15
期末松米市、2 期石崎広二郎、
25 期山口慎一、11 期関口嘉
重、14 期山口栄盛、20 期和
田正勝、20 期伊藤正男、10
期石原清十

1228 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.14

Z3:Ko97

1229 年会費納入のお願いと領収証
事務局より
発行の省略ご了解乞う

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.14

Z3:Ko97

1230 事務局主要事項日誌

50

1980 年 4 月

昭和 55 年 4 月

p.14

Z3:Ko97

昭和五十五年度
1231 滬友定例総会開く
五十名の新理事選出さる

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

54 年 4 月
1232 収支計算書自昭和
1 日至昭和 55 年 3 月 31 日

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

55 年 3 月 31
1233 貸借対照表昭和
日現在

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

1234 昭和 54 年度事業報告

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1235 昭和 55 年度事業計画

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

昭和 55 年度収支予算自昭和
1236 55 年 4 月 2 日至昭和 56 年 3
月 31 日

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1237 同窓衆参両院議員当選者

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1238 年会費納入のお願いと領収証
事務局より
発行の省略ご了解乞う

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

滬友大阪支部定例総会
1239 前大阪支部長原吉平先輩に官
舎の記念品贈呈

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

神戸支部から三つのお知らせ
1240 ①博物館②雅叙園③日華実業 西好隆・記
協会

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

1241 事務局主要日誌

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

十二曲収録（ステレオ）
1242 院歌・寮歌カセットテープ頒
布中！歌詞カード付一本千円

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

40 期代を象徴する宮川盛郎
1243 君哀悼歌
作詩・川島清 42
作曲・服部良一

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

1244 院歌・寮歌録音テープ頒布に
ついて、各支部のご協力乞う

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

金丸一夫千葉大教授 40 期
1245 中国問題で経済学博士号の栄
誉を受ける

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.6

Z3:Ko97

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.6

Z3:Ko97

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.6

Z3:Ko97

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.7

Z3:Ko97

1249 滬友橄欖会第二回全国大会ひ
らく

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.7

Z3:Ko97

期の北斗会
1250 29
湯河原温泉で全国大会開く

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

30 期全国大会
1251 第一会場鶴見の総持寺におい
て 61 名の大法要
第二会場箱根の強羅ホテル

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

pp.8-9

Z3:Ko97

滬友満鉄東京で第一回全国大
1252 会
平野博記
来年は大阪で

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

期阪神同期会春期会合
1253 37
大阪で盛大に開催

永野記

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

1254 土井家具センター

44 期予秋山不二夫

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1257 福山と尾道の縁に結ばれて同
林勲・記
文備後の会が誕生しました

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

1258 靖亜神社春の大祭

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

1246 陳さん、田中会長を表敬訪問
1247 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

期生全国大会
1248 27
維新回天の地萩に集う

深本春夫・記

広告

広告

1255 東海地区滬友関係者物故者追
津島公男記
悼法要会
1256 株式会社丸誠

期生全国大会
1259 41
白浜で開く

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

石橋記

広告

奥付

昭和五十五年七月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞ガ
関三丁目 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

陳弘人民日報東京特派員
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広告

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

会員年会費納入社芳名（自昭
1261 和五五・四・一至昭和五五年
六・三〇）

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

pp.13-14

Z3:Ko97

準会員会費納入者芳名（自昭
1262 和五五・四・一至昭和五五年
六・三〇）

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

pp.14-15

Z3:Ko97

終身会員寄付者芳名（自昭和
1263 五五・四・一至昭和五五年六・
三〇）

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.15

Z3:Ko97

1260 拉童娜

備考

1264 百六から百六十まで

遊記山人（宮田武義
12 期）

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.15

Z3:Ko97

1265 日本文化とは

石田武男 24 期

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.15

Z3:Ko97

1266 専頭季君を想う
この春の桜見ずに逝きし君

上松薫 19 期

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1267 亡き友を偲びご冥福を祈る―
合掌―

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

敎職影山巍、4 期今井邦三、
19 期専頭季治、25 期安達常
興、25 期土屋弥之助、43 期
光永正文

1268 影山巍先生逝去

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

影山巍福岡女子大学

1269 同窓の著書について資料を集
めています

51

1980 年 7 月

昭和 55 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

胡適

昭和五十五年十一月
発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞ガ関
三ノ二ノ四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

―第 20 回日本寮歌祭―
1270 田中会長先頭に百余の同学声
たからかに長江の水しばし青
春の賛歌に酔う

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

pp.1-2

Z3:Ko97

本年度初の理事監事合同会議
1271 開く、書院創立八十周年記念
事業大学史編纂、滬友会現況
など活発な意見発表で盛会

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

1272 事務局主要日誌

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

1273 後藤教授大内賞を受賞

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.2

Z3:Ko97

後藤文治（35 期）立命館大
学経済学部教授
奥田治郎

三重県鳥羽市で 21 期全国大
1274 会
五人男大いに語る

奥田記

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

37 期生来年こそ全
1275 京浜地区
国大会

斉藤記

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.3

Z3:Ko97

和田記

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.4

Z3:Ko97

和田喜一郎（25 期）

期（予）全国大会 10 月熱 田中記
1278 44
海で開催

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.4

Z3:Ko97

田中勇

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.4

Z3:Ko97

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

ああ平泉に鐘がなる
1276 作詩は 46 期（予）飯塚啓氏（室
草人）
1277 三無に徹した議論に賑う
富山支部一同

1279 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

林大偉君（44）35 年降りの
1280 来日
東京、大阪で熱烈歓迎！！

44 専幹事、甲方記

広告

1281 弓道部部会東京で盛大に開く 川村実記
1282 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.5

Z3:Ko97

1283 瀬戸内海の景勝・鷲羽山で
36期生全国大会盛大にひらく 村岡記

広告

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.6

Z3:Ko97

岐阜城を遥かに一杯また一杯
1284 ついに痛飲
松永浩一郎記
45 期生ますます健在

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.6

Z3:Ko97

涼気合同全国大会を福
1285 3839
岡で開く

河本記

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

pp.6-7

Z3:Ko97

1286 志波副会長を囲んで参集佐世
日高記
保支部

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

憶い出の吟詠
1287 蘇州寒山寺に残る
月落ちて鳥啼いて霜天に満…

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.7

Z3:Ko97

味の素上海店の創設者伊藤正
1288 男君
青山義親（20）記
晩年は尺八を楽しんだ風流人

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

水田二輔君は元大蔵大臣の令
兄
二十一期生会幹事奥
1289 「長江の主」と言われた活躍
田治郎記
ぶり

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.8

Z3:Ko97

1290 嗚呼！今は亡き満鉄社歌の作
山口喜代市（31）記
者山口慎一先輩

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

1291 東方斎荒尾先生全生庵で年忌
法要

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.9

Z3:Ko97
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1292 ―哀悼―謹んでご冥福を祈る

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

17 期根岸準二、17 期岡部六
男、18 期山内孚元、20 期外
島大、20 期若林武雄、21 期
水田二輔、23 期前田東一郎、
24 期内田正喜、26 期松井幸
人、26 期瀧口義精、29 期中
島健蔵、31 期美和暎二郎、
38 期藤原敏夫、40 期高宮敬、
42 期久保茂、32 期豊原幸夫、
18 期宇賀治孝臣

1293 穂積先生の遺著いよいよ刊行

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.9

Z3:Ko97

穂積文雄元東亜同文書院大学
教授・京都大学名誉教授『ユー
トピア 西と東』法律文化社

1294 終身会費

会費受領報告

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.10

Z3:Ko97

1295 終身会費寄付金

会費受領報告

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

pp.10-11

Z3:Ko97

1296 準会員会費受領報告

会費受領報告

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.11

Z3:Ko97

大学史基金寄付者ご芳名（自
1297 昭和五五・三・一至昭和
五五・一〇・三〇）

会費受領報告

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.11

Z3:Ko97

心のこもった 年賀名刺の交
1298 換 を滬友相互の健在を慶び 事務局
合うために

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

1299 院歌・寮歌のカセット頒布に
ご協力ください

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

1300 茨城県人会五浦海岸から勿来
の関跡へ

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

1301 寄贈図書

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

1302 台湾へご用の方はぜひご連絡
を彭先生の遺族より

52

1980 年 11 月

昭和 55 年 11 月

p.12

Z3:Ko97

瑞気全洞に満つ
1303 新年賀詞交換会
―田中会長が力強く挨拶―

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.1

Z3:Ko97

1304 （年賀挨拶）

滬友会本部
会長田中香苗
副会長稲川三郎
副会長蔵居良造
副会長庄子勇之助
副会長志波正男
副会長阿久津房治

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

1305 （年賀挨拶）

大阪支部名誉
支部長原吉平
支部長遠藤進

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

1306 （年賀挨拶）

京濱 37 期会

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

1307 （年賀挨拶）

滬友会佐世保支部
支部長福田繁一（24）
幹事日高操（42）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

1308 （年賀挨拶）

東海地区滬友会一同

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

1309 （年賀挨拶）

滬友会富山支部
支部長和田
喜一郎（25）
副支部長坪
川栄吉（28）
幹事宮田勇（30）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.2

Z3:Ko97

1310 （年賀挨拶）

愛知大学
愛知大学短期大学部
学長久曽神昇

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1311 （年賀挨拶）

宮田武義（12）（山
水楼）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1312 （年賀挨拶）

下地玄信（13）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1313 （年賀挨拶）

鈴木択郎（15 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1314 （年賀挨拶）

桑原五郎（第 16 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1315 （年賀挨拶）

高橋君平（16 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1316 （年賀挨拶）

山崎一毅（17 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1317 （年賀挨拶）

鈴木一（17 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1318 （年賀挨拶）

原吉平（18 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1319 （年賀挨拶）

岩井英一（18 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1320 （年賀挨拶）

山本博康（18 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1321 （年賀挨拶）

大西京四郎（19 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1322 （年賀挨拶）

坂井一郎（20 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1323 （年賀挨拶）

中村正文（20 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1324 （年賀挨拶）

日清製油株式会社取
締役会長坂口幸夫

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1325 （年賀挨拶）

21 期生会幹事奥田
乙治郎

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1326 （年賀挨拶）

和田齋（21 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

奥付

彭盛木（23 期）東亜同文書
院助教授。遺児彭文菀、新幸
運旅行社常務理事
昭和五十六年一月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞ガ
関三ノ二ノ四霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九
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1327 （年賀挨拶）

比嘉良行（21 期）

見出し

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1328 （年賀挨拶）

滬友会熊本支部
支部長田代由起夫
外一同

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1329 （年賀挨拶）

滬友会佐賀支部
支部長平野栄（22期）
幹事富永貞夫（41期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1330 （年賀挨拶）

滬友会青森支部
辻平八郎 29 期
前田矢束 32 期
米内山治郎 34 期
石橋達郎 40 期
奈良雅廣 43 期
寺田栄治 43 期
平山栄蔵 44 期
金沢重夫 45 期
祝部啓一 45 期
杉沢 博 46 期

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1331 （年賀挨拶）

滬友会福井支部
名誉支部長
片山徳行（11）
支部長
前田 進（27）
幹 事
増田憲吉（41）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1332 （年賀挨拶）

横田桂（22 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1333 （年賀挨拶）

湯浅之夫（22 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1334 （年賀挨拶）

岩屋三男（22 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1335 （年賀挨拶）

宮本清司（22 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1336 （年賀挨拶）

樅木辰人（23 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1337 （年賀挨拶）

加納吉松（23 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1338 （年賀挨拶）

馬場久刀（23 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1339 （年賀挨拶）

伊志嶺朝良（23 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1340 （年賀挨拶）

柴田敬十（23 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1341 （年賀挨拶）

岩田良一（24 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1342 （年賀挨拶）

香川英文（24 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1343 （年賀挨拶）

平野博（24 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1344 （年賀挨拶）

竹味武雄（24 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1345 （年賀挨拶）

岡田尚（24 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1346 （年賀挨拶）

梶村博也（24 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1347 （年賀挨拶）

石田武男（24 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1348 （年賀挨拶）

根岸忠素（25 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1349 （年賀挨拶）

山田博（25 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1350 （年賀挨拶）

滬友会長崎支部
支部長
久松金六（22 期）
副支部長
藤原孝夫（29 期）
幹事
原賀亮平（37 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1351 （年賀挨拶）

滬友会福岡支部
支部長
大場致孝（33 期）
副支部長
鹿毛政人（36 期）
幹 事
中江 浩（43 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1352 （年賀挨拶）

滬友会鹿児島支部
支部長
原田留吉（38 期）
幹 事
菊野幸夫（41 期）
山口 斌（43 期）
松元義盛（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1353 （年賀挨拶）

滬友会京都支部
会員一同

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

1354 （年賀挨拶）

新村寛（25 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1355 （年賀挨拶）

小濱繁（25 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1356 （年賀挨拶）

加藤治郎（25 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1357 （年賀挨拶）

稲川三郎（25 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1358 （年賀挨拶）

滬友会会長田中香苗
（25 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1359 （年賀挨拶）

神戸商科大学名誉教授
山名正孝（25 期）
田中玲瓏（26 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1360 （年賀挨拶）

市川信治（27 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1361 （年賀挨拶）

福山寿（27 期）ブ
リジストンタイヤ・
顧問

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1362 （年賀挨拶）

27 期生代表幹事
根岸孝彦

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97
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1363 （年賀挨拶）

青山清（27 期）
東名輸送（株）社長

著者名

見出し

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1364 （年賀挨拶）

本田祥三（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1365 （年賀挨拶）

遠藤進（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1366 （年賀挨拶）

上野宏（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1367 （年賀挨拶）

庄子勇之助（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1368 （年賀挨拶）

蔵居良造（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1369 （年賀挨拶）

三木善吉（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1370 （年賀挨拶）

関家三男（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1371 （年賀挨拶）

岩田由一（28 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1372 （年賀挨拶）

乾次郎（29 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1373 （年賀挨拶）

田子義夫（29 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1374 （年賀挨拶）

中山清一（29 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1375 （年賀挨拶）

滬友会高知支部
支部長瀬戸元（15）
外一同

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1376 （年賀挨拶）

滬友会沖縄支部
沖縄第一倉庫（株）
社長伊志嶺朝良（23）
（株）琉信社長
外間政幸（41）
沖縄県沖縄史料編集
所長大城立裕（44）
ホテル西武オリオン
副社長西清水（45）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

1377 （年賀挨拶）

吉岡常利（29 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1378 （年賀挨拶）

高根一顕（29 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1379 （年賀挨拶）

寿岡良（29 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1380 （年賀挨拶）

長谷川光雄（29 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1381 （年賀挨拶）

志波正男（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1382 （年賀挨拶）

浦恒平（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1383 （年賀挨拶）

熊野重次（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1384 （年賀挨拶）

近藤与志久（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1385 （年賀挨拶）

岡田行三（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1386 （年賀挨拶）

勝田一夫（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1387 （年賀挨拶）

馬場滋（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1388 （年賀挨拶）

城繁雄（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1389 （年賀挨拶）

森蔵之助（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1390 （年賀挨拶）

和田一明（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1391 （年賀挨拶）

替地大三（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1392 （年賀挨拶）

染矢春雄（31 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1393 （年賀挨拶）

森岡昌利（31 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1394 （年賀挨拶）

大石明信（31 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1395 （年賀挨拶）

太田良祐（32 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1396 （年賀挨拶）

西山進（32 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1397 （年賀挨拶）

九州地区
33 期生一同
加藤勝、大場致孝、
大賀孝、貞松健二郎、
世利展雄、副島清高、
曽木卓、山本猛、
山崎大三郎

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1398 （年賀挨拶）

33 期生東
部地区一同
飛鳥井雅信、藤原徳、
藤岡瑛、日高五郎、
伊藤陸郎、古賀優雄、
小嶋定輔、黒田晋、
車田修一、道又弥平、
名越吉備雄、中溝正雄、
七沢正男、織田正一、
小川勇、高橋五三、
鳥羽田煕、筒井司、
吉村賢二、小沢守久

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1399 （年賀挨拶）

福田克美（32 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1400 （年賀挨拶）

雨宮治良（32 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1401 （年賀挨拶）

鳥羽田煕（33 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1402 （年賀挨拶）

岩本頼人（33 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1403 （年賀挨拶）

近藤敏三郎（33 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1404 （年賀挨拶）

世利展雄（33 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1405 （年賀挨拶）

松林浩三（34 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1406 （年賀挨拶）

白山正巳（34 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

備考

奥付

377

◦ 656 ◦

◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

1407 （年賀挨拶）

坪上正（34 期）

見出し

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1408 （年賀挨拶）

西本一雄（34 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1409 （年賀挨拶）

富田清之助（35 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1410 （年賀挨拶）

鈴木厲吉（35 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1411 （年賀挨拶）

今里明（35 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1412 （年賀挨拶）

坂田逸郎（35 期）
東京ダイキン（株）
社長

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1413 （年賀挨拶）

水元健治郎（35 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1414 （年賀挨拶）

田代由起男（35 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1415 （年賀挨拶）

田坂三雄（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1416 （年賀挨拶）

後藤勝一（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1417 （年賀挨拶）

小林保（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1418 （年賀挨拶）

房野博（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1419 （年賀挨拶）

春名和雄（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1420 （年賀挨拶）

吉田忠（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1421 （年賀挨拶）

松野稔（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1422 （年賀挨拶）

村岡祥三（36 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1423 （年賀挨拶）

児島駒吉（37 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1424 （年賀挨拶）

金井正次（37 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1425 （年賀挨拶）

柴田武夫（37 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1426 （年賀挨拶）

菊池四郎（38 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1427 （年賀挨拶）

山谷儔（38 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

1428 （年賀挨拶）

大森茂（38 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1429 （年賀挨拶）

河本忠司（38 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1430 （年賀挨拶）

代木清吉（38 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1431 （年賀挨拶）

千葉商科大学教授評
議員・学生部長
金丸一夫（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1432 （年賀挨拶）

吉田倬三（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1433 （年賀挨拶）

杉山出雲（40 期）
愛知大学教授

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1434 （年賀挨拶）

秋山征士（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1435 （年賀挨拶）

賀来揚子郎（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1436 （年賀挨拶）

阿久津房治（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1437 （年賀挨拶）

信本安貞（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1438 （年賀挨拶）

深水邦基（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1439 （年賀挨拶）

藤森正歳（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1440 （年賀挨拶）

佐伯朝春（40 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1441 （年賀挨拶）

片岡正一（41 期）
久保田穣（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1442 （年賀挨拶）

北島治之（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1443 （年賀挨拶）

伊藤茂（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1444 （年賀挨拶）

小山尭（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1445 （年賀挨拶）

牟田義彦（41 期）
宇部アンモニア工業
株式会社常務取締役

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1446 （年賀挨拶）

尾崎茂夫（41 期）
瀝青化学（株）常務
取締役

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1447 （年賀挨拶）

古谷英夫（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1448 （年賀挨拶）

小倉義信（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1449 （年賀挨拶）

下村行政（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1450 （年賀挨拶）

高遠三郎（41 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1451 （年賀挨拶）

竹内善雄（43 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1452 （年賀挨拶）

尹鐘弼（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1453 （年賀挨拶）

鈴木彰（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1454 （年賀挨拶）

田辺寛三郎（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1455 （年賀挨拶）

倉田俊介（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1456 （年賀挨拶）

藤岡瑛（33 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1457 （年賀挨拶）

神谷信之助（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1458 （年賀挨拶）

西好隆（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97
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1459 （年賀挨拶）

記事名

長谷川伸一（42 期）

著者名

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1460 （年賀挨拶）

佐野繁三郎（43 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1461 （年賀挨拶）

宮家愈（43 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1462 （年賀挨拶）

日暮誠鏡（43 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1463 （年賀挨拶）

西願寺守（43 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1464 （年賀挨拶）

秋山不二夫（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1465 （年賀挨拶）

立岡文雄（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1466 （年賀挨拶）

橋本昌（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1467 （年賀挨拶）

長谷川實（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1468 （年賀挨拶）

高橋重夫（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1469 （年賀挨拶）

小泉勇（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1470 （年賀挨拶）

安藤馨（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1471 （年賀挨拶）

中子良吉（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1472 （年賀挨拶）

田中勇（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1473 （年賀挨拶）

錦織懐徳（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1474 （年賀挨拶）

日向茂八郎（44 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1475 （年賀挨拶）

吉川信夫（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1476 （年賀挨拶）

村上直（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1477 （年賀挨拶）

長沼昭雄（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1478 （年賀挨拶）

福永博（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1479 （年賀挨拶）

瀬古由郎（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1480 （年賀挨拶）

松永浩一郎（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1481 （年賀挨拶）

小木曽治夫（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1482 （年賀挨拶）

殿岡昭（45 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1483 （年賀挨拶）

立野一郎（46 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1484 （年賀挨拶）

北川文章（46 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1485 （年賀挨拶）

森蔵之助（30 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1486 （年賀挨拶）

小崎昌業（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1487 （年賀挨拶）

中川四郎（42 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

1488 「大学史」予約募集開始！！

滬友会会長田中香苗
刊行委員長稲川三郎

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

滬友春秋会（24・25 合同同
1489 期生会）全国大会を古都奈良 24 期尾野四郎記
で開催

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

1490 在京四期合同忘年会「浜園」
志波記
で盛大に開く

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

pp.10-11

Z3:Ko97

1491 34期生安芸の宮島で広島大会 西本一雄

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

期生「花の生涯」の彦根
1492 35
城に集う

10 月 20 日水元記

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

pp.11-12

Z3:Ko97

37 期忘年会若き日に
1493 京浜
返って心は中国大陸へ

斎藤記

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

43 期全国大会
1494 名古屋、日本ラインで大いに 今井達夫記
歌う

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

26 期生全国大会
1495 道後温泉で子規・漱石等と遊 当番幹事藤原記
ぶ

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

33 期生全国大会
1496 福岡、山の上ホテル「倭寇の 副島記
間」で痛飲

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

1497 追悼録「田中徹雄を語る」出
版

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

1498 広島支部総会
鈴木先生ご夫妻を迎えて開く 22 期湯浅之夫記

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1499 在京長崎県人会秋季大会「浜
幹事
園」で開く

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

41 期生会
1500 京浜
花の銀座で老いを忘れて飲む 清水・山本記

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

pp.14-15

Z3:Ko97

1501 中国留学生も交えて日中友好
幹事増田義範記
の一夕

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

往年の名選手
1502 サッカー部 OB 会
田中会長も出席

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

富田清之助（35 期）

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

幹事宇田川謙三（44 期）

幹事

1503 新風あびた寮歌「友よ来たれ
よ」
1504 山陰支部便り

事務局

見出し

備考

奥付
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記事名
1505 会費・寄附金受領報告

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

事務局

1506 八〇周年の金字塔大学史刊行
大学史刊行委員会
五〇〇〇部

大学史刊行
委員会

号

西暦

元号

頁

請求番号

53

1981 年 1 月

昭和 56 年 1 月

p.16

Z3:Ko97

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1507 東亜同文書院大学史目次

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1508 大学史予約受付開始！！

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1509 大学史予約者芳名

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1510 大学史寄附者芳名

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

徐家匯交通大学を訪ねて
1511 朱牟田先生を団長に書院関係 浅川記
者十六名

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

pp.2-4

Z3:Ko97

1512 住友で活躍する書院生
―住友滬友会の発足―

中山記

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

（四三→スーザン→ 真崎記
1513 「崇山会」
崇山）かわら版

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1514 日本寮歌集をお頒けします

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1515 土手松枝氏よりご芳志

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1516 ソウル支部だより

備考

昭和五十六年四月
〒一〇〇
東京都千代田区霞ガ関
三ノ二ノ四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

吉川績（43 期）、王宏（44 期）

土手年松（36 期）

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1517 神戸で「寮歌祭」開催
挙って参加を！

43 期岡部寛治記

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

滬友神戸寮歌祭実行委員長
34 期萩原一郎

中国詩吟講習会
1518 格調高く朗唱
―長崎支部―

山内記

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

山内正朋（34 期）

1519 日本テニス界の先覚であった
事務局
第二期の鎌田芳雄氏

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

1520 寄贈図書

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

酒家彦太郎、中島一
1521 第二回滬友満鉄会ポートピア
見学もかね五月に開催！
之、平良哲也

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

1522 楽々園書院の間で第二回卓球
深本記
部全国大会

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1525 二十一期奥田乙治郎梅花忌有
奥田乙治郎
序

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1526 百歳の長寿大先輩五期三枝理
悦氏逝去

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1528 人生は友にあり！第二十二期
湯浅記
黒部大会の報告

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

1529 西田五郎氏（29）の栄誉

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

1533 父鈴木択郎の死去に当たって 四十六期専鈴木康夫

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

pp.9-10

Z3:Ko97

1534 満洲建国の大功労者高谷大二
二十期伊藤与次記
郎君の霊に捧ぐ

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

1535 前滬友会広島支部長浜田先輩
22 期湯浅之夫記
を偲ぶ

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

pp.10-11

Z3:Ko97

富永記
1536 根津先生の片腕といわれた真
島次郎先生の追悼法要
事務局

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

会費納入者芳名
1537 年会費
自昭和 55 年 12 月 21 日至昭
和 56 年 3 月 31 日

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

pp.11-12

Z3:Ko97

1538 会費納入者芳名
準会員会費

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

1539 会費納入者芳名
終身会員寄附金

54

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

1523 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

梅散る日
1524 師の墓前に酒くみぬ
植松真経（10）

56、2、18 志波記

1527 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

広告

広告

事務局

1530 みごと南画で特選
安沢隆雄氏（25）
1531 拉童娜
1532 故鈴木択郎教授を悼む
田中会長弔辞

広告
田中香苗
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奥付

清水辰雄『続戦塵記』、穂積
文雄『ユートピア西と東』

胡適特別講義について

浜田（10 期）

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

哀悼！物故会員名
1540 自昭和 55 年 7 月 5 日至昭和
56 年 3 月 31 日

号

54

西暦

元号

1981 年 4 月

昭和 56 年 4 月

頁

p.12

請求番号

備考

Z3:Ko97

38 期宮原一、19 期田中信一、
22 期清田忠夫、27 期宇敷正
章、22 期川勝栄、21 期藤永
卓一郎、27 期兼松優、5 期
三枝理悦、16 期宮本栄太郎、
30 期与田誠二、9 期長野勲、
15 期鈴木択郎、26 期前田増
三、17 期畑生国彦、24 期湯
口重寿、10 期植松真経、13
期竹田四郎、26 期福満篤、3
期（準）根津きくえ、24 期
福田繁一、23 期植村静栄、
25 期日高清磨嵯、11 期坂上
武史、19 期宜保之則、17 期
甲斐多聞多

田中議長挨拶、五五年度事業
決算報告、五六年度事業計画・
予算、大学史編纂、物故者大
法要、寮歌祭報告、閉会の辞

昭和 56 年度滬友会通常総会
1541 創立 80 周年記念事業満場一
致で可決！！

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

pp.1-2

Z3:Ko97

55 年 4 月
1542 収支計算書自昭和
1 日至昭和 56 年 3 月 31 日

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

56 年 3 月 31 日
1543 財産目録昭和
現在

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

昭和 56 年度収支予算自昭和
1544 56 年 4 月 1 日至昭和 57 年 3
月 31 日

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

1545 55 年度主要行事

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

1546 56 年度予定行事

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

創学八〇周年記念事業先覚・
1547 同窓個人の大法要実行委員会
結成

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1548 大学史予約申込み状況（昭和
56 年 6 月末現在）

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1549 大学史予約順調に伸びていま
刊行委員会
す

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1550 有馬温泉とポートピア
22 期生全国大会

湯浅記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

27 期生箱根
1551 森沢教授を囲み
に集まる

根岸記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

pp.4-5

Z3:Ko97

1552 30 期生安芸の宮島に清遊

志波記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

期全国大会福岡名物「躍
1553 32
食い」に舌鼓

太田記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.6

Z3:Ko97

1554 34 期全国大会江南旅遊記

山本桓、本村記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

pp.6-7

Z3:Ko97

37 期過去最大の
1555 京阪神地区
同期生会

永野記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.7

Z3:Ko97

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.7

Z3:Ko97

42 期同期生
1556 第五回中国地区
会湯田で開催
1557 勝田勺球同楽会

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.7

Z3:Ko97

46 期生大阪で初心の輪
1558 幻の
を拡げる

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

大阪支部総会
1559 本部、神戸、名古屋の同窓も 能見記
参加

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

1560 第三回滬友橄欖球会

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

1561 寄贈図書

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

1563 神戸支部総会陽春四月に開催 藤原記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

1564 梅花忌便り
京都支部

大釈春雄

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

1565 日本寮歌集お買上げ

担当委員秋山記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

1566 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

1562 株式会社ディスコ

加治屋記

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

広告

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.9

Z3:Ko97

岡山寮歌祭
1567 参加校 35 校に伍し同窓九名
大活躍

広告

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1568 第二回滬友満鉄会新緑の芦屋
で開催

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1569 剣道部全国大会
箱根湯本に集う

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1570 菅野俊作教授日本学士院賞授
与式で栄誉

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1571 魯迅生誕百年祭仙台で九月開
催

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

1572 宮崎大学高倉又二教授を偲ぶ 菅野俊作（43）記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

奥付

昭和五十六年七月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞ガ関
三ノ二ノ四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

渡辺長雄（34 期）
『カントリー
リスク』、清水辰雄（34 期）
『風
化』

高倉又二（43 期）九大卒業、
大分日田中学、宮崎大学教育
学部社会学。日田時代の教え
子に畑正憲。
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記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

1574 故原田繁貴君の歌碑建立除幕
森原記
式

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

1575 22 期名物男を弔う

湯浅之夫謹記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

1576 級友美和映二郎君を偲んで

三浦計太郎記

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

1577 建立待望書院仮校舎跡碑

松山昇（39）私信よ
り要約

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

1578 山西君藍綬褒章に輝く

事務局

1573 故大谷孝太郎先生を想う

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

本田祥三（28）記

見出し

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

1579 ミシン工業の雄前田増三君を
石田（26）記
悼む

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

1580 「田中徹雄を語る」購読のお
すすめ

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

1581 故大野熊雄教授京都大徳寺で
木下重信記
追悼式厳修

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.13

Z3:Ko97

1582 藤永卓一郎君を悼む

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.14

Z3:Ko97

1583 大学史寄付者ご芳名

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.14

Z3:Ko97

1584 大学史予約金納入済ご芳名

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

pp.14-17

Z3:Ko97

年会費納入者芳名
1585 自昭和 56 年 4 月 1 日至昭和
56 年 6 月 30 日

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.17

Z3:Ko97

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.17

Z3:Ko97

終身会員寄付者芳名
1587 自昭和 56 年 4 月 1 日至昭和
56 年 6 月 30 日

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.18

Z3:Ko97

準会員会費納入者芳名
1588 自昭和 56 年 4 月 1 日至昭和
56 年 6 月 30 日

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.18

Z3:Ko97

1589 （大学史予約金納入者芳名―
（続き）―

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.18

Z3:Ko97

1586 四川からの便り

斎藤洲臣（35）

奥田（21）記

真島茂樹

―哀悼―物故会員名
1590 自昭和 56 年 4 月 1 日至昭和
56 年 6 月 30 日

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.18

Z3:Ko97

1591 事務局日誌

55

1981 年 7 月

昭和 56 年 7 月

p.18

Z3:Ko97

各期幹事合同会議
1592 創学八〇周年記念事業完遂を
目前にして真剣な協議を展開

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

1593 好調な大学史予約

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

1594 さらに予約数字を高揚しよう

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

1595 類書をみない立派な大学史を
発行したい

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

1596 大法要の実施体制を確立

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.1

Z3:Ko97

社団法人滬友会会長
田中香苗
1597 大法要実行本部委員総持寺で
大法要実行委員会委
細目打合せ
員長
岩井英一

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

pp.1-2

Z3:Ko97

1598 ご遺族の方々へ書院関係物故
大法要実行委員会
者大法要にご参集下さい！

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

1599 東京地区同窓と遺族に大法要
についてご連絡

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

1600 関西地区大法要についてご連
絡

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

1601 事務局主要日誌

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.2

Z3:Ko97

1602 大学史予約申込み二千部を超
える

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

1603 大学史予約申込み状況（昭和
56 年 9 月 10 日現在）

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

1604 回想録記事改訂について

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

社団法人滬友会会長
「大学史」 田中香苗
1605 全国のご遺族にあて
購入のお願い
大学史刊行委員長
稲川三郎

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

21 回日本寮歌祭十月三日
1606 第
日比谷公会堂野外音楽堂で

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.3

Z3:Ko97

1607 貝島吉隆氏（43）上海外語学
院学習班で活躍

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.4

Z3:Ko97
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清田忠夫、川勝栄

真島茂樹（真島次郎子息）西
本克三（西本白川子息）宛書
信概要

15 期光石重爾、16 期久慈寛
一、23 期足立正一、18 期菅
波豊、15 期大橋福松、19 期
植松薫、21 期中島吾朗、20
期木村種三郎、
17 期吉村祐三、
37 期上野有造、6 期粟田実、
38 期原田留吉、教職大野熊
夫、31 期広田恒雄、22 期岩
栄重義、15 期瀬戸元

昭和五十六年十月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞ガ関
三ノ二ノ四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

田中記
1608 東京四四会（四四（予）期生
徐家匯ニュース九号
会）大学史予約に頑張る
より
社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

1609 株式会社ディスコ

広告

神戸ポートピア寮
1610 歌青春コンサート
関西地区で初参加声高らかに
「長江の水」を歌う
1611 故広瀬渉氏（13）のご遺族よ
二男広瀬健吉
りの来信
社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

1612 株式会社丸誠

西暦

元号

頁

請求番号

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.4

Z3:Ko97

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.5

Z3:Ko97

1613 元農工科助教授滝川廉助先生
森沢磊五郎（13）
のご老健を祝して

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

1614 一満鉄社員の手記
著者植村静栄（23）君を悼む 福井片山徳行（11）

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

ある滬友の手記
1615 「壷中の天地―杏花村始末期」
人生の哀歓を綴る

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.6

Z3:Ko97

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

1617 神奈川支部総会役員人事を刷
中山副支部長記
新

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

1618 藤岡事務局長他人

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.7

Z3:Ko97

大瀬戸権次郎（17）

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

1620 故岡千里氏（16）の消息ご存
村上玲子（旧姓岡）
知の方へ

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.8

Z3:Ko97

大学史予約金納入者芳名
1621 自昭和 56 年 7 月 1 日至昭和
56 年 8 月 31 日

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

pp.9-10

Z3:Ko97

年会費納入者芳名
1622 自昭和 56 年 7 月 1 日至昭和
56 年 8 月 31 日

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

pp.10-12

Z3:Ko97

1623 寄附者芳名

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.12

Z3:Ko97

1624 大学史寄附者芳名（前号記載
脱漏分）

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.12

Z3:Ko97

準会員会費納入者芳名は紙面
1625 の都合で次号ニュースに掲載 事務局
いたします。

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.12

Z3:Ko97

1616 二十九期生全国大会
飛騨高山で開催

1619 畑生、甲斐両君を悼む

柴田記

広告

号

備考

奥付

岡千里（16 期）

―哀悼―
1626 物故会員名
自昭和 56 年 7 月 1 日至昭和
56 年 9 月 30 日

56

1981 年 10 月

昭和 56 年 10 月

p.12

Z3:Ko97

教職大谷孝太郎、教職今中麿、
19 期安藤正忠、28 期加藤和
夫、9 期松原菊蔵、21 期岡村
小太郎、22 期門倉祐一、41
期井芹則人、13 期広瀬渉、
20 期青山義親、20 期青木愼
太、40 期中西芳一、38 期鶴
田正男

創学八〇周年記念大法要
1627 晩秋の空皷鈸の音響きわたる （33）藤岡記
鶴見・総持寺

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

昭和五十六年十二月
遺族、同窓三六〇名が集まる、 発行〒一〇〇東京都
読経の中、焼香の列つづく、 千代田区霞ガ関三ノ二
ノ四 霞山ビル 社団
大広間で大懇親会
法人滬友会電（〇三）
五八一 - 三九一九

1628 追悼のことば

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

pp.1-2

Z3:Ko97

1629 ご供養物料芳名

田中滬友会会長

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1630 各期寄託回向料

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1631 懇親会席上の稲川大学史刊行
委員長挨拶

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1632 関西地区大法要

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1633 各期寄託回向料

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1634 欠席会員からの回向料芳名

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1635 九州地区大法要

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

1636 （年賀挨拶）

滬友会本部
会 長田中香苗
副会長稲川三郎
副会長蔵居良造
副会長庄子勇之助
副会長志波正男
副会長大石明信
副会長阿久津房治

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

1637 （年賀挨拶）

大阪支部
名誉支部長
原 吉平（18 期）
支部長
遠藤 進（28 期）
支部事務所
森田種夫（44 期）専

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

1638 （年賀挨拶）

滬友会沖縄支部一同
沖縄第一倉庫（株）
社長伊志嶺朝良（23）
（株）琉信社長
外間政幸（41）
沖縄県沖縄史料編集
所長大城立裕（44）
ホテル西武オリオン
副社長西清水（45）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

稲川副会長の感懐
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1639 株式会社アオイ・サービス

代表取締役社長
宮家 愈（43 期）

見出し

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

1640 （年賀挨拶）

35 期生一同

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

1641 （年賀挨拶）

長崎支部
支部長
久松金六（22 期）
副支部長
藤原孝夫（29 期）
幹 事
原賀亮平（37 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

1642 （年賀挨拶）

京都支部会員一同

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

1643 （年賀挨拶）

滬友会佐賀支部
支部長
平野 栄（22 期）
幹 事
富永貞夫（41 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

1644 （年賀挨拶）

滬友会熊本支部
支部長田代由紀男外
一同

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

1645 山九株式会社

謹記中京北陸地区担
当代表取締役専務取
締役
児島駒吉（37 期）
中国プロジェクト本部
吉村賢二（33 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

1646 （年賀挨拶）

滬友会福岡支部
支部長
大場致孝（33 期）
副支部長
鹿毛政人（36 期）
幹 事
中江浩（43 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1647 （年賀挨拶）

森沢磊五郎（13 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1648 （年賀挨拶）

下地玄信（13 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1649 （年賀挨拶）

大釈春雄（17 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1650 （年賀挨拶）

高橋君平（16 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1651 （年賀挨拶）

山崎一毅（17 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1652 （年賀挨拶）

大瀬戸権次郎（17期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1653 （年賀挨拶）

和田齋（21 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1654 （年賀挨拶）

篠原久司（22 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1655 （年賀挨拶）

加納吉松（23 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1656 （年賀挨拶）

馬場久刀（23 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1657 （年賀挨拶）

樅木辰人（23 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1658 （年賀挨拶）

櫛部正暉（24 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1659 （年賀挨拶）

滬友会会長
田中香苗（25 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1660 （年賀挨拶）

稲川三郎（25 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1661 （年賀挨拶）

根岸忠素（25 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1662 （年賀挨拶）

新村寛（25 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1663 （年賀挨拶）

加藤治郎（25 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1664 （年賀挨拶）

法林一磨（26 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1665 （年賀挨拶）

石田達系雄（26 期）
（石田武夫）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1666 （年賀挨拶）

福山寿（27 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1667 （年賀挨拶）

遠藤進（28 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1668 （年賀挨拶）

宮田武義（12 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1669 （年賀挨拶）

岩井英一（18 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1670 （年賀挨拶）

岩田冷鉄（19 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1671 （年賀挨拶）

京阪神（44 期専）
一同

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1672 （年賀挨拶）

関家三男（28 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1673 （年賀挨拶）

香川英史（24 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

1674 （年賀挨拶）

高橋房雄（28 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1675 （年賀挨拶）

高橋重夫（44 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1676 （年賀挨拶）

高根一顕（29 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1677 （年賀挨拶）

志波正男（30 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1678 （年賀挨拶）

森岡昌利（31 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1679 （年賀挨拶）

日高輝雄（32 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1680 （年賀挨拶）

山本博康（18 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1681 （年賀挨拶）

西山進（32 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1682 （年賀挨拶）

下雅夫（32 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97
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1683 （年賀挨拶）

記事名

太田良祐（32 期）

著者名

見出し

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1684 （年賀挨拶）

雨宮治良（32 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1685 （年賀挨拶）

大串俊雄（32 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1686 （年賀挨拶）

古賀優雄（33 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1687 （年賀挨拶）

細萱元四郎（35 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1688 （年賀挨拶）

伊藤哲三（35 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1689 （年賀挨拶）

松野稔（36 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1690 （年賀挨拶）

山根良男（38 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1691 （年賀挨拶）

後藤勝一（36 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1692 （年賀挨拶）

佐伯朝春（40 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1693 （年賀挨拶）

庄子勇之助（28 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1694 （年賀挨拶）

岩田由一（28 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1695 （年賀挨拶）

平野博（24 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1696 （年賀挨拶）

中山清一（29 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1697 （年賀挨拶）

金井正次（37 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1698 （年賀挨拶）

蔵居良造（28 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1699 （年賀挨拶）

上野宏（28 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1700 （年賀挨拶）

石田武夫（24 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1701 （年賀挨拶）

鈴木厲吉（35 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1702 （年賀挨拶）

大森茂（38/39 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

1703 （年賀挨拶）

藤岡瑛（33 期）

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

21 回日本寮歌祭日比谷で
1704 第
開催

秋山、久保田、小川
記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

1705 寮歌祭有序

二十一期奥田乙治郎

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

1706 荒尾東方斎記参拝の記

志波記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

1707 在京 16 期生有楽町で会う

扶桑院吾朗記（桑原
五郎（16））

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

pp.7-8

Z3:Ko97

期全国大会阿蘇・熊本に
1708 28
遊ぶ

井口記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

33 期全国大会生
1709 存者の 70％が出席
伊勢神宮参拝

織田正一記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

pp.8-9

Z3:Ko97

期全国大会鈴鹿の温泉で
1710 35
青春をとり戻す

10 月 20 日水元記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

記（専）全国大会「日本平」 幹事記
1711 44
に集まる

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

1712 茨城県人会
関東嵐山（御前山）で開催

大関記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

1713 福井支部便り

増田記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

pp.10-11

Z3:Ko97

「マッコト・オト
1714 ドシカッタ」！！
高知支部総会

山崎記

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

魯迅誕生百年祭に 45 期生
1715 （予）が献花

事務局

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

1716 30 期生短信

東京幹事志波

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

pp.11-12

Z3:Ko97

1717 日本霊芝会

25 期新村寛

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

1718 故永井憲平君を悼む

丹呉恒平

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

1720 長野県人会
晩秋の信濃路にて開催

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1721 辛亥革命七十周年山田良政先
事務局
生の顕彰会開催

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1722 事務局日誌

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1724 準会員会費納入者芳名

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1725 終身会費納入者芳名

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1726 終身会員寄附者芳名

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

1719 株式会社ディスコ

1723 新事務局長就任ご挨拶

1727 株式会社丸誠

広告

広告

事務局長井口保夫
（28 期）

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

広告

1728 会費・寄附金受領報告

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

1729 年会費納入者芳名

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

pp.14-15

Z3:Ko97

1730 大学史予約金納入者芳名

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

pp.15-16

Z3:Ko97

備考

奥付

山崎正夫（29 期）
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記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

1731 寄附者芳名

見出し

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

1732 大学史予約金納入者

57

1981 年 12 月

昭和 56 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

1733 根津先生第五十六回法要営ま
る

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1734 （21）期奥田氏の感懐

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1735 関西地区大法要

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1736 各期寄託回向料

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

熊本県支部幹事
1737 九州地区大法要の御報告とお
礼
山下寅男

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.1-2

Z3:Ko97

1738 滬友同窓の新年会・盛大に挙
行さる

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

1739 会長挨拶

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

1740 中国留学生招待パーティ

事務局長

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.2-3

Z3:Ko97

1741 復旦大学訪問期

四五期松永浩一郎

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

二人の中国人同学
1742 東西で盛大な歓送迎会
44 期（予）

田中記

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1743 『釣り場にて』出版記念会

秋山記

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1744 靖国神社・春期大祭

井口記

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

上海、外国語学院王宏助教授 浅川記
1745 （44）滬友会本部を訪問

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.4-5

Z3:Ko97

1746 『大学史』いよいよ製本へ！！ 事務局

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

1747 中国上海大学教師日語交流団

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

1748 東海地区滬友のつどい

41 柴田敏之記

1749 第二十六期生全国大会

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

村岡記

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.5-6

Z3:Ko97

1751 遺族を加えての卄一期生全国
奥田記
大会

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

1752 長崎支部便り

原賀記

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

1753 四十六期会第三回大会開く

館野記

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.6-7

Z3:Ko97

1754 二八会卒業五十周年全国大会 幹事

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1755 同窓各位のご意見を伺う
日本寮歌祭に参加して想う

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.7-8

Z3:Ko97

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

1759 書院精神とケンタッキーじい
庄子勇之助（28）期
さん

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

1760 同窓近著紹介

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.8-9

Z3:Ko97

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

会費・寄附金受領報告
1762 （昭和 56 年 12 月 1 日から 57
年 3 月 31 日まで）

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

1763 年会費納入者芳名

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.9-10

Z3:Ko97

1764 終身会費寄附金納入者芳名

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

1765 準会員年会費納入者芳名

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

1766 寄附芳名者

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

1767 終身会費納入者芳名

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

1750 第三十六期生宮崎大会

浅川義基（43）記

旧制大阪高校創立六十周年記
1756 念祭に参列大高と書院との交 （34）萩原七郎記
流深まる
1757 畏友故堀川静君を偲んで

五七、二、三菅野喜
久哉

1758 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

1761 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

1768 大学史納入者芳名

広告

広告

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

pp.10-11

Z3:Ko97

1769 大学史発送先の件

事務局

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

1770 「大学史」いよいよ完成
永らくお待たせしました

大学史刊行委員会

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.11

Z3:Ko97
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備考

奥付

昭和五十七年四月発
行〒一〇〇東京都千
代田区霞ガ関三ノ二ノ
四 霞山ビル 社団法
人滬友会 電（〇三）
五八一 - 三九一九

殿岡昭（45 期）、吉川信夫（45
期）

田中裕三『釣り場にて』

津之地直一元東亜同文書院教
授、愛知大学教員

尾崎庄太郎（26）期『徘徊』、
尾崎庄太郎『劉少奇の悲劇』、
大城立裕『般若経入門』、『中
国近代化の展望』霞山会、平
山一郎（20 期）『神田村・兵
六亭』

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

1771 哀悼
謹んでご冥福をお祈りします

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考
中山一三 36、永井憲平 25、
八波石水 18、杉原信一 26、
田路章 26、内山宮三教、山
野政兵衛 21、日高輝助 17、
益子猶寿 41、深川操一郎 34、
富田清之助 35、藤島健一 24，
島田佐七 13、浮島霊雲 22、
本田賢男 15、堀川静 28、田
島清三郎 26、津秋寿吉 11、
潮崎満彦 13、本土敏夫 35、
築地多計士 24、今井直躬 14、
清水孝悌 6、隈田盛江 16、浦
河清志 20、水谷渙 17、石田
耕一 14、西村充之 13、浜田
唯喜 15、近藤良 20、兼森一
彦 44、神谷竜男 29、山崎武
46、藤原龍男 37、和久勇 13

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

1772 神谷龍男氏の死を悼む

吉本仁（22）期

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

1773 「滬友ニュース」原稿どしど
しお寄せ下さい。

滬友ニュース編集委
員

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

1774 事務局日誌

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

1775 「同窓会」名簿について

名簿委員会

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

1776 「通常総会」

事務局

58

1982 年 4 月

昭和 57 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

世紀の偉業！！
1777 大学史 " ついに完成
子々孫々に残そう

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1778 朝日新聞

有力紙書評

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

1779 毎日新聞

有力紙書評

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.1

Z3:Ko97

週刊朝日
東亜同文書院の栄光と悲哀
1780 「大学史」が語る日中関係裏
面史

有力紙書評

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

1781 日刊工業新聞

有力紙書評

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.2

Z3:Ko97

通常総会開く「大学
1783 史完成にわく会場」
功労者表彰も行う

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1784 懇親会

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.3

Z3:Ko97

1785 田中議長のあいさつ

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.3-4

Z3:Ko97

1786 昭和 56 年度事業報告

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.4

Z3:Ko97

1787 貸借対照表昭和57年3月31日

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

1788 特別会計（預かり金）内訳表

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

1789 57 年度事業計画（案）

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.5

Z3:Ko97

昭和 57 年度収支予算（案）
1790 自昭和 57 年 4 月 1 日至昭和
58 年 3 月 31 日

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.6

Z3:Ko97

大学史頒布実行委員
1791 大学史頒布実行委員会新発足
す
会

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.6

Z3:Ko97

1792 大学史頒布実行委員委嘱さる 大学史頒布実行委員
会

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.6-7

Z3:Ko97

1793 頒布実行委員会順調な滑り出
頒布実行委員会
し

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.7-8

Z3:Ko97

1794 滬友会大阪支部総会

（20）期中村正文
（25）期中崎一之

1782 同窓の賛辞

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

1795 梅花忌便り

京都支部大釈春雄

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

1796 27 期生全国大会の記

深本記

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.8

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.8-10

Z3:Ko97

1798 第四十一期生全国大会

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1799 愛知県人会・東京で開催

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1800 同窓近著紹介

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

p.10

Z3:Ko97

初めての四十期
1797 代合同同期生大会
百数十人が 青春

を謳歌！

1801 43 記全国大会ご案内

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

1802 第四回勺球同楽会
勝田 PGC で 22 人が参加

記事担当は当日猛打
賞の高田＝ 41 期

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.10

Z3:Ko97

1803 虹橋倶楽部のつどい

浅川記

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.10-11

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.11

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.11-12

Z3:Ko97

1804

熊野先生ご逝去

1805 長野県人会・郷里にて開催
1806

岩本松平君を偲びて

二十三期生を代表し
て柴田敬十

奥付

昭和五十七年七月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が関
三ノ二ノ四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

松山昭治（45 期）『パンダの
遺言状』
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記事名
1807

山崎武君を悼む

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

友人代表高田摂人
（46）予

号

西暦

元号

頁

請求番号

備考

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

会費・寄附金等受領報告
1808 （昭和 57 年 4 月 1 日から 57
年 6 月 30 日まで）

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.12

Z3:Ko97

1809 年会費納入者芳名

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.12-14

Z3:Ko97

1810 大学史予約金納入者芳名

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.14-15

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.14

Z3:Ko97

1812 終身会員寄附者芳名

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.15

Z3:Ko97

1813 終身会費納入者芳名

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

pp.15-16

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.15

Z3:Ko97

1815 準会員会費納入者芳名

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1816 寄附者ご芳名

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

中国残留孤児問題について
恒見清一郎 21、岩本松平 23、
松崎茂松 13、竹中康雄 19、
片山恒 18、堀内照る志 20、
熊野正平 17、今泉秀夫 23、
今鷹瓊太郎 20、内助七 11、
淵辺元広 27、菊勝 32

1811 株式会社ディスコ

1814 株式会社丸誠

1817 同窓の声

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

前田進（27）

1818 哀悼
謹んでご冥福を祈ります

広告

広告

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1819 第三回滬友満鉄会全国大会

中山記

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1820

同窓会名簿発行について

名簿委員会

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1821

日本寮歌祭

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1822

神戸寮歌祭本年も開催

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

1823 事務局日誌

59

1982 年 7 月

昭和 57 年 7 月

p.16

Z3:Ko97

長江の水高らかに山
1824 水樓で新年賀詞交換会
田中会長力強く道徳律の確立
を訴える

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.1

Z3:Ko97

1825 田中会長の年頭のあいさつ

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.1-2

Z3:Ko97

1826 出席者

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

第 22 回日本寮歌祭
滬友大挙、日比谷公会堂に参
1827 集
青春賛歌、一葉忌、保存会な
ど盛会

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

1828 青春賛歌コンサート

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.2

Z3:Ko97

1829 樋口一葉忌寮歌祭

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.2-3

Z3:Ko97

1830 良歌保存会の寮歌出演

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.3

Z3:Ko97

1834 在京十六期生関西から高橋氏
幹事桑原五郎記
を迎え久々に熟年の集い

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.3-4

Z3:Ko97

15 回皆
1835 二十二期生京都大会
勤者を床の間に据えて祝杯

第二回神戸寮歌祭
1831 青春コンサート開催さる
神戸港に「長江の水」轟く

田中香苗

神戸支部萩原記

福島市武装会
1832 新支部長に菊池市選出
道下氏の中国放談に傾聴
1833 東海地区滬友のつどい
津之知先生の歌集を頒布

柴田敏之（41）記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.4

Z3:Ko97

二十三期生全国大会
1836 霹靂！！柴田君の訃報とびこ 斎藤征生記
む

湯浅記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.4

Z3:Ko97

柴田敬十

弔辞
1837 滬友に余生を献身した柴田君 滬友二三会代表斎藤
征生
の急逝に哭く

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.4-5

Z3:Ko97

柴田敬十

1838 江南春秋会
国東半島仏の里巡り

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.5

Z3:Ko97

中日貿易新聞社社長
1839 交通大学宿泊の中国旅行募集
滬友同窓の参加を大歓迎！！ 木村正三（38 期）

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.5

Z3:Ko97

1840 二十六期生全国大会
松下村塾に根津院長を偲ぶ

岡記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

1841 二十八期生卒業五十周年記念
井口記
大会―硝煙の中で卒業式―

井上宗親記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

1842 日光行

森田薫

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.6

Z3:Ko97

1843 三十期生全国大会
四国は讃岐うどんに舌鼓

志波

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.7

Z3:Ko97

1844 三十三期生全国大会
秋日和の熱海で盛会

古賀記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.7

Z3:Ko97

1845 三十四期生全国大会
爽秋の琵琶湖外輪船で乾杯

萩原記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.7-8

Z3:Ko97
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

号

西暦

元号

頁

請求番号

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.8

Z3:Ko97

高橋記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.9

Z3:Ko97

四十一期生
1849 在京の集い
―六〇台の靑年群像出現―

幹事川村、田中

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.9

Z3:Ko97

1850 お婆ちゃんも参加
43 期・長崎で全国大会

文責・谷川

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.9-10

Z3:Ko97

1851 四十四期予科大会
雨の故都めぐり

田中記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.10

Z3:Ko97

期長谷川実先輩の死に絶
1852 44
句絶叫

樋本浩二（45）

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.10

Z3:Ko97

四十五期生京都に集う
1853 熟年の野武士
嵯峨野の秋を満喫

松永浩一郎記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.10-11

Z3:Ko97

1854 第三回卓球部全国大会
感銘深い部創設苦心・懐旧談 賀来記

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.11

Z3:Ko97

1855 徐家匯からの客を迎えて

1846 三十五期生秋田で全国大会
豊かな行程内容を堪能

水元記

1847 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

1848 三十六期生
長野大会善光寺で慰霊法要

見出し

広告

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.11

Z3:Ko97

1856 故荒尾東方斎先生法要
東京谷中の全生庵で厳修

松永浩一郎（45）

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.12

Z3:Ko97

故真島次郎先生（2）の遺子
1857 真島茂樹さんからの中国通信
＝今に活きる書院精神の道統 真島茂樹こと李光
＝

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.12-13

Z3:Ko97

1858 おめでとうございます
菅野・後藤両氏の栄誉

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.13

Z3:Ko97

1859 哀悼
謹んでご冥福を祈ります

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.13

Z3:Ko97

1860 第三十四期生諸位郵便振替口
同文三四会
座開設おしらせ

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.13

Z3:Ko97

1861 滬友関係者の新刊書がでまし
た

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.13

Z3:Ko97

1862 事務局日誌

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.13

Z3:Ko97

1863 会員各位へお願い

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.13-14

Z3:Ko97

1864 ご注意下さい
＝南葵画房の版画について＝

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.14

Z3:Ko97

会員年会費納入者芳名
1865 昭和五七・七・一より昭和
五七・十・三十まで

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.14-15

Z3:Ko97

寄附金
1866 昭和五七・七・一より昭和
五八・一・三一まで

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.15

Z3:Ko97

準会員会費納入者芳名
1867 昭和五七・七・一より昭和
五八・一・三一まで

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

pp.15-16

Z3:Ko97

1868 長崎唐人屋敷

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.16

Z3:Ko97

1869 ご挨拶

山本紀綱

謙光社
大串俊雄（32）

広告

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.16

Z3:Ko97

1870 あとがき

事務局

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.16

Z3:Ko97

1871 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

60

1983 年 2 月

昭和 58 年 2 月

p.16

Z3:Ko97

広告

備考

奥付

高橋克明

田中勇

賀来揚子郎

菅野俊作（43 期）、後藤勝一
（36 期）
勝守仙次 31、竹内桂太郎 30、
柳原便一 3、山田公太郎 38、
佐々木微笑 11、鈴木和一 12、
鈴木一 17、小川清 21、小久
保貞雄 25、蒋君輝教、平松
久敬 29、下柳田英造 32、柴
田敬十 23、橋丸大吉 22、保
木本利治 12、松尾政治郎 14、
法林一麿 26、横田桂 22、長
谷川実 44 ヨ、奥村数一 22、
梶原英三 26、服部文彦 32

山本紀綱（22 期）『長崎唐人
屋敷』、内田直作（元東亜同
文書院大学教授）『東南アジ
ア華僑の社会と経済』

事務局長就任あいさつ

昭和五十八年五月発行
〒 100 東京都千
宮田武義日記（昭和 9 年 6 月 代田区霞ガ関三
二 - 四 霞山ビル
29 日）紹介。
社団法人滬友会
電（03）五八一 三九一九

1872 東京の梅花忌『根津さんは人
徳の備わった人だった』

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.1

Z3:Ko97

京都音梅花忌
1873 来年からは中国・四国の同窓
会にも呼びかけて、大懇親会 大釈春雄記
に

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.1-2

Z3:Ko97

1874 （根津先生宅址碑について）

編集部

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.2

Z3:Ko97

加藤誠一（31 期）文章（『滬
友』第 49 号収録）紹介。

長崎の梅花忌
1875 梅花忌に柳原敏一氏、下柳田 原賀記
英造死を追悼

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.2

Z3:Ko97

原賀亮平（37 期）

1876 北九州支部新年会
北九州市長に谷伍平氏を推薦

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.2-3

Z3:Ko97
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在京三十二期盛会
1877 五十、六十花ならつぼみ
七十、八十働き盛り

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.3

Z3:Ko97

38・39 期第五回全国大会
1878 第
みやじまの宿「岩惣」で開催 伏木清吉記

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.3

Z3:Ko97

1879 お詫び

編集部

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.3

Z3:Ko97

第四二期生第四回全国大会
1880 九重高原荘に 嵐吹け吹け "
の大合唱

世話人坂田健太郎

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.3-4

Z3:Ko97

1881 四十六期第四回の集い
集るたびに増える嬉しい新顔 館野記

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.4

Z3:Ko97

橄欖球第四回全国大会
1882 来年こそは万難を排して出席
と明大ラグビー部北島忠治総 幹事功力記
監督

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.4

Z3:Ko97

1883 漢詩

二八会上海行

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.4

Z3:Ko97

昭和五十八年度通常総会開く
1884 新役員に若い力を選び新しい
滬友会を目指す

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.5

Z3:Ko97

1885 昭和五十四年度事業報告

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.5

Z3:Ko97

1886 昭和五十八年度事業計画（案）

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.5

Z3:Ko97

収支計算書
1887 自昭和 57 年 4 月 1 日至昭和
58 年 3 月 31 日

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.6

Z3:Ko97

1888 貸借対照表
昭和 58 年 3 月 31 日現在

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.6

Z3:Ko97

昭和 58 年度収支予算（案）
1889 自昭和 58 年 4 月 1 日至昭和
59 年 3 月 31 日

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

大学史刊行費明細表
1890 自昭和 52 年 4 月 1 日至昭和
58 年 3 月 31 日

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

58 年度版同窓会
1891 名簿収支計算書
自昭和 57 年 4 月 1 日至昭和
58 年 3 月 31 日

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.7

Z3:Ko97

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.8

Z3:Ko97

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.8-9

Z3:Ko97

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.8

Z3:Ko97

〜 46 期在京幹事会
1895 40
年会費滞納者対策について

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.9

Z3:Ko97

1896 常務理事会

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.9

Z3:Ko97

1897 理事会

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.9

Z3:Ko97

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.9

Z3:Ko97

1899 靖亜神社年次大祭に参列して 志波

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.9

Z3:Ko97

1900 シンガポール便り

貝島記

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.9-10

Z3:Ko97

貝島吉隆（43 期）

1901 柳原敏一先輩（13）を偲ぶ

東亜同文書院同窓会
長崎支部長久松金六

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.10-11

Z3:Ko97

柳原敏一（元長崎県大村市長）

1902 株式会社丸誠

社長庄子勇之助東亜
同文書院 28 期生

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.10

Z3:Ko97

阿部学兄（43）サンパウロで
1903 死去
ブラジルの大地に情熱を燃や 明晶保（43）
したロマンの同学

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.11

Z3:Ko97

高齢者コミュニティ
1904 浜松、伊豆高原（ゆうゆうの
里）一泊バス見学会の案内

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.11

Z3:Ko97

1892 小説東亜同文書院を書いて

森田薫（28）

備考

大城立裕（44 予）

愛知大学同窓会東京支部総会
1893 東亜同文書院―愛知大学のパ
イプを確立したい
1894 中国の旅

1898 同窓の声

1905 株式会社ディスコ

日本通運株式会社大
手町旅行支店担当小
笠原

広告

中原正典（45）セ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

広告

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.11

Z3:Ko97

1906 年会費のお願い

広告

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

1907 哀悼
謹んでご冥福を祈ります

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

1908 事務局日誌

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.12

Z3:Ko97

1909 同会名簿正誤表

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.12-13

Z3:Ko97

1910 住所の変わったもの（新住居
表示）

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.13

Z3:Ko97

1911 勤務先の変わったもの

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

pp.13-14

Z3:Ko97

1912 新しく消息の分かったもの

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.14

Z3:Ko97

1913 転居先不明

61

1983 年 5 月

昭和 58 年 5 月

p.14

Z3:Ko97
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阿部学 43、徳岡照 27、西条
政治 45 ヨ、福井二郎 17、石
川務 23、古谷英夫 41、新井
重己 20、滝川廉雄教

奥付

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

著者名

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

1914 懐かしい虹橋路母校の廃墟に
上野宏
立つ―書院の跡発見―

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

pp.1-2

Z3:Ko97

1915 上海交通大学上海外語学院に
図書寄贈

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.2

Z3:Ko97

1916 熊野「中国語大辞典」の刊行
44 期予湊禮二
について

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

pp.2-3

Z3:Ko97

1917 満洲村（仮称）建設案

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

1918 滬友四十期生、静岡南山荘で 日野晃記
卒業四十年全国大会を開催

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.4

Z3:Ko97

1919 神奈川支部総会新支部長に中
山清一氏（29）就任

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

20 期伊藤与次

1920 『老酒不見了！！』高知支部

岡本記

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.5

Z3:Ko97

1921 山梨県人会
久しぶりに故郷で開く

田中記

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

pp.5-6

Z3:Ko97

1922 滬友長野県人会開催さる

小松記

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

1923 第四回滬友満鉄会名勝宮島に
木付記
て開催

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.6

Z3:Ko97

1924 二十六期生下田大会記

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.7

Z3:Ko97

1925 伊勢神宮に参拝二十七期生全
市川記
国大会

田中玲瓏

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.7

Z3:Ko97

1926 北斗会（二十九期生）全国大
長谷川記
会（卒業五十周年記念）

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

pp.7-8

Z3:Ko97

1927 四十三期ゴルフ大会名古屋に
今井記
て開催

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

1928 「小説東亜同文書院」出版記
念会（四四会）

田中記

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

1929 台湾同学健在のこと

45 期松永浩一郎

備考

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.8

Z3:Ko97

倉田俊介（42）
1930 恩師、坂義雄先生ご遺族のこ
と
山田清一（24 期）

短信

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.9

Z3:Ko97

1931 新井重已君突如として

伊藤与次（20）

短信

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.9

Z3:Ko97

1932 土橋芳三君を送る辞

二十期幹事大内末吉

短信

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

pp.9-10

Z3:Ko97

1933 岩屋三男君よやすらかに

東亜同文書院二十二
期生一同に代わって
山本紀綱

短信

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

1934 法林一磨君の長逝を悼む

田中玲瓏（26）

短信

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.10

Z3:Ko97

1935 替地大三君を悼む

東亜同文書院三十期
生代表志波正男

短信

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.11

Z3:Ko97

1936 哀悼
謹んでご冥福を祈ります

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.11

Z3:Ko97

1937 事務局日誌

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.11

Z3:Ko97

1938 志波副会長愛大同窓会に出席

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.12

Z3:Ko97

1939 常務理事会

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.12

Z3:Ko97

1940 新常務理事の業務分担決まる

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.12

Z3:Ko97

1941 編集会議

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.12

Z3:Ko97

1942 編集委員会

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

pp.12-13

Z3:Ko97

1943 めでたい集い

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.13

Z3:Ko97

春名和雄（36 期）丸紅社長
就任、大城立裕（44 期予）
『朝、
上海に立ちつくす―小説、東
亜同文書院』上梓、有地一昭
（45 期予）上海総領事赴任。

1944 同窓の新刊書

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.13

Z3:Ko97

岡田晃（36 期）『ある外交官
の証言 水鳥外交秘話』中央
公論社。

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.13

Z3:Ko97

1946 第 23 回日本寮歌祭

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.13

Z3:Ko97

1947 年賀名刺広告にご協力下さい

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.13

Z3:Ko97

1948 ありがとうございました

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.13

Z3:Ko97

1945 根津院長宅址碑改建さる

1949 編集後記

京都支部

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.13

Z3:Ko97

1950 会員消息（住所移動）

大口記

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.14

Z3:Ko97

1951 会員消息（勤務先変更）

62

1983 年 9 月

昭和 58 年 9 月

p.14

Z3:Ko97

奥付
昭和五十八年九月発行
〒一〇〇
東京都千代田区
霞が関三ノ二ノ四
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

20 新井重巳、22 岩屋三男、
35 橋口正行、27 村田季雄、
30 滝野貞明、28 二村文彦、
36 原豊平、30 替地大三、30
宿本楢治郎、33 曽木卓、44
専能見亨

クラブ愛知主催講演「東亜同
文書院の旅行とシルクロード」

大城立裕（44 期予）より『朝、
上海に立ちつくす』40 冊寄
贈されたことへの謝意。
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年頭に思うこと

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

見出し

田中香苗

号

西暦

元号

頁

請求番号

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.1

Z3:Ko97

霞山会訪中団上
1953 海交通大学を訪問
―北京・上海で滬友同窓会を 志波記
開く―

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.2-3

Z3:Ko97

1954 盛会だった田代由紀男君を励
44 予、田中記
ます会

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.3

Z3:Ko97

1955 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

23 回日本寮歌祭日比谷原
1956 第
頭に「長江の水」

秋山記

広告

備考

田代由紀男（35 期、参議院
議員）

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.4

Z3:Ko97

仙台寮歌祭始末記
1957 七夕祭りの故都書院の名声高 菅野俊作記
し

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.4-5

Z3:Ko97

五八・一〇・一〇神
1958 第三回神戸寮歌青春コンサー
ト
戸支部今村記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.5

Z3:Ko97

大阪支部総会
1959 興味津々！
阿頼耶講師の中国講演

佐藤記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

第七回四国地区大会開く＝マ
1960 ドンナのお酌文化の余韻を満 藤原記
喫＝

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.6

Z3:Ko97

1961 福井支部総会＝新支部長に藤
増田記
岡貞夫氏（34）を選出＝

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.6-7

Z3:Ko97

22 期（第十六回）熱海大会
1962 ＝八〇翁・詩吟演歌に意気軒 湯浅之夫記
昂たり＝

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.7

Z3:Ko97

二十三期佐渡旅行記＝爺さ
1963 ん・婆さんマイク片手に大は 斎藤征生記
しゃぎ＝

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.7-8

Z3:Ko97

三十期生会伊豆半島に全国大
1964 会を開く＝林夫人の唐詩朗吟 志波記
にやんやの喝采＝

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.8

Z3:Ko97

1965 三十二期生全国大会＝晩秋の
大串記
天城路に踊り子をしのぶ＝

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.8-9

Z3:Ko97

1966 三十四期生豊橋大会
鳳来寺山麓山菜料理に舌鼓

清水記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.9

Z3:Ko97

三十五期生全国大会
1967 岡山・倉敷にて
倉敷・堀割りに一入の風情

水元記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.9-10

Z3:Ko97

在京 42 期クラス
1968 会盛況裡に開催
周君 生蕃の歌 " を披露

得田記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.10

Z3:Ko97

40 周年記念長崎大会
1969 渡航
四十四期予科

佐藤廣記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.10-11

Z3:Ko97

1970 陳、王両君の桓下界

田中記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

1971 四十四期専門部生第十三回全
国大会 日本ライン に集う 代表幹事甲方記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

東京近辺 31 期生の集い
1972 来年の全国大会は初夏の熱海 柴崎記
で

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.11

Z3:Ko97

1973 那谷敏郎君（42）送別会第二
得田孝男記
の人生を名古屋で

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

1974 る勺球会

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

1975 虹橋倶楽部会員百寿庭球大会
浅川記
で健闘

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.12

Z3:Ko97

1976 車窓富岳

森田薫（28）

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

五言絶句

荒尾東方斎先生法要
1977 靖亜神社と書院
滬友会将来についての討論

大串記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.13

Z3:Ko97

大串俊雄

1978 滬友剣道部第四回全国大会

島田記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.13-14

Z3:Ko97

1979 滬友茨城県人会
筑波山麓をめぐる

片岡記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

1980 三八・三九期生奈良総会
橿原神宮で同窓慰霊祭

上野慎一、田尻康正
記

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.14

Z3:Ko97

滬友會青森支部代表
1981 謹んで辻先輩（29）の御霊前
に弔辞を捧げます
前田八束

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.15

Z3:Ko97

秋季コンペ開かれ

高瀬恒一（41）
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奥付
昭和五十九年一月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一ー
三九一九

阿頼耶順宏（追手門学院大学
文学部教授、京都大学人文科
学研究所講師）

増田義範（41 期）

陳弘前（人民日報記者）、王
宏（上海外国語学院副教授）

那谷敏郎（朝日新聞、朝日
ジャーナル、アサヒグラフ記
者）

辻平八郎（29 期）青森県派
遣生、卒業後満洲中央銀行入
行、青森「青年中国語の会」
設立、実弟辻喜平県立青森商
業学校卒業、青森県派遣生。
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記事名

著者名

見出し

号

西暦
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頁

請求番号

1982 曽木卓君（33）を江南暮雲の
山内正朋
彼方に送る

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

pp.15-16

Z3:Ko97

1983 誠実の人、簡斎の名幹事役能
柳川和範（44 専）
美享君を悼む

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.16

Z3:Ko97

1984 あとがき

63

1984 年 1 月

昭和 59 年 1 月

p.16

Z3:Ko97

大串記

新年賀詞交換会―山水楼で―
1985 年ごとに増す参加者「長江の
水」湧きおこり四〇期代意気
旺んなり

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

1986 熊野中国語辞典

田中香苗）25 期）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.1-2

Z3:Ko97

1987 カムソロウォッチ

宮田武義（12 期）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

1988 靖亜神社例大祭には

村上武

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

東京の梅花忌
1989 白雪におおわれた墓前に山洲 大串記
先生を偲ぶ

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.2-3

Z3:Ko97

1990 根津山洲先声と根津甚八さん

備考

昭和五十九年四月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

1991 長崎支部梅花忌便り

原賀亮平記

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

佐賀支部便り
1992 中国成都から真島茂樹さん
四十年振りの里帰り

富永幹事記

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.3-4

Z3:Ko97

1993 広島支部大会

湯浅（22）記

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

1994 東海地区滬友会の記

柴田（41）記

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

柴田俊之（41 期）

58 年度伊豆
1995 江南春秋会昭和
大会の報告

世話人一同

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.4-5

Z3:Ko97

世話人：広瀬清、石田武男、
松田義雄、新村寛

1996 幻の四十六期会五回目の開催 館野記

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.5-6

Z3:Ko97

1997 第五回橄欖球会

幹事功力記

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

1998 中国からの便り

何孟祁

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

何孟祁（元中華学生部学生）
発田中香苗宛書信

1999 中国からの便り

馮亨

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.6

Z3:Ko97

馮亨（元中華学生部学生）発
蔵居良造宛書信。坂本義孝
YMCA にも言及。

2000 どなたか長野実義さんをご存
じありませんか？

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.6-7

Z3:Ko97

長野実義君の碑（在シンガ
ポール）日清貿易研究所出身。

2001 上海交通大学へ桜を寄贈―田
宮家愈（43）記
代由紀男団長と共に―

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.7-8

Z3:Ko97

2002 鈴木輝之（20）氏の逝去

湯浅（22）記

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.8

Z3:Ko97

2003 大内季吉君を追悼す

二十期甘粕四郎

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

殷汝耕政府関係、漢口駐在武
官柴山兼四郎側近、里見甫裕
華塩業公司

2004 室田早苗君の死を悼む

吉本仁

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

室田早苗、吉本仁、山口県派
遣生
42 柴田徹生、21 藤井員雄、
12 落久伴半一、46 予高橋重
夫、18 田村省七、45 専中村
伸一郎、19 小林二郎、29 辻
平八郎、7 島田菊太郎、29 松
尾利茂、教春宮千鉄、43 河
村滋、27 友添健策、44 予河
内久明、39 坂本浩、19 則俊
増治、29 高木荒助、20 鈴木
輝之、19 藤山貞四郎、28 濱
中隆昌、40 喜多見三郎（弟
家野四郎（43））、20 大内季
吉、35 村田久雄、18 草野松雄、
41 鈴木俍、21 篠原栄、20 田
崎庫三、19 新田高博、21 室
田早苗、34 宮川豊一、34 楠
城正巳、16 礒谷圭一、34 織
田正一

2005 哀悼
謹んでご冥福をお祈りします

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.9-10

Z3:Ko97

2006 三十一期生全国大会のお知ら
幹事柴崎
せ

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

2007 常務理事会

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

2008 常務理事会

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

2009 名簿委員会

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.10-11

Z3:Ko97

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.11，p.16

Z3:Ko97

58 年度会費納入者（昭
2011 昭和
59.3.15 現在）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.12-14

Z3:Ko97

59 年度会費納入者（昭
2012 昭和
59.3.15 現在）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.14

Z3:Ko97

59.3.15
2013 終身会費納入者（昭
現在）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.14-15

Z3:Ko97

58 年度準会員年会費納
2014 昭和
入者（昭 59.3.15 現在）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.15

Z3:Ko97

2010 滬友会の会員について

事務局長大串俊雄

奥付

曽木卓（33 期）宮崎県都
城出身、宮崎県派遣生、講
演部、陽明学に傾倒、卒
業後大同学院、満洲国外交
部勤務、通化省公署総務部
長、帰国後宮崎放送専務。
山内正朋（33 期）卒業後満
洲中央銀行通化支店勤務。

真島茂樹（中国名李光）、真
島次郎（2 期）息、妻羅偉励。
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59 年度準会員年会費納
2015 昭和
入者（昭 59.3.15 現在）

見出し

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.15

Z3:Ko97

2016 準会員終身会費納入者（昭
59.3.15 現在）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.15

Z3:Ko97

2017 寄付金

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

pp.15-16

Z3:Ko97

2018 通常総会のお知らせ

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.16

Z3:Ko97

根津山洲碑拓刊行者
代表宮田武義（12）
2019 根津山洲先生碑拓頒布のご案
内
事務担当村岡正三
（36）

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.16

Z3:Ko97

2020 あとがき

64

1984 年 4 月

昭和 59 年 4 月

p.16

Z3:Ko97

昭和五十九年度通常総会
2021 運営委員会の設置を可決、会
長代行に大石秋信（31）副会
長を選出

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

2022 昭和 58 年度事業報告

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

2023 昭和 59 年度事業計画

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

運営委員会中間報告
2024 社団法人滬友会か？
同窓会滬友会か？

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.1，p.3

Z3:Ko97

收支計算書
2025 自昭和 58 年 4 月 1 日至昭和
59 年 3 月 31 日

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

2026 貸借対照表
昭和 59 年 3 月 31 日現在

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

昭和 59 年度収支予算（案）
2027 自昭和 59 年 4 月 1 日至昭和
60 年 3 月 31 日

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

2029 中国派遣の交通大学生と盛ん
長崎支部
なる交流会開催

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

2030 梅花忌便り

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

pp.4-5

Z3:Ko97

幹事原正
平田真一（20）、
辻橋佑吉（27）、
内田善夫（31）、
、
2031 和歌山支部総会開催さる！！ 榎本省二（34）
橘良 高（35）、
井上和一（42）、
原
正（42）、
大森 力（43）、
九鬼 一（45）

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.5

Z3:Ko97

大阪支部総会
2032 大石会長代行（31）来阪盛会 柳川和範（44）記
裡に挙行

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

pp.5-6

Z3:Ko97

2033 佐世保支部便り
中西信一（29）氏新支部長に 幹事日高操（42）記

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

東海地区滬友会
2034 早々と次回会合は十一月三十 幹事松山（45）記
日と決める

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

2035 27 期生鎌倉大会

2028 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

京都支部大釈春雄

長田

広告

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

pp.6-7

Z3:Ko97

2036 三十一期生全国大会盛況裡に
幹事佐治・柴崎記
開く

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

2037 第三十七期全国大会熱海で開
岡崎記
催さる

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

2038 靖亜神社例大祭参列
上海にもディズニーランドが

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

pp.7-8

Z3:Ko97

2039 靖亜神社遷座式
遙か遠く上海を望む

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

愛知大学同窓会全
2040 国総会に出席する
壇上に『長江の水』を高唱

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

pp.8-9

Z3:Ko97

2041 日本寮歌祭

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

2042 神戸寮歌祭

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

備考

昭和五十九年八月發行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

2043 総持寺墓参

加藤誠一（31）

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

2044 田崎庫三君も癌に倒れる

金声会（二十期）幹
事伊藤与次

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

pp.9-10

Z3:Ko97

田崎庫三、長崎出、東京水産
大学中退後長崎県派遣生、卒
業後伊藤商行勤務、後黒竜江
省県参事官、公主嶺副県長、
通化市副市長、新京阿片組合
董事長。

2045 元気な松尾君も突然に

金声会（二十期）幹
事伊藤与次

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

松尾神一、昭和初年メキシコ
移住、後帰国。

2046 故原稔君を悼む

山根良男（38）
原和子

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

pp.10-11

Z3:Ko97
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備考
25 山本日出一郎、19 坂口武
夫、20 松尾神一、19 衛藤隈
三、17 渡辺義、32 小野崎通
健、19 平松兆之助、20 今村
森秀、24 馬淵悦男、13 下地
玄信、33 渡辺主基雄、30 宮
田勇、18 横内正司、42 本橋
忠生、20 宗片勝見、42 笹倉
恒儀、41 井沢寛、27 中島弘、
37 加藤大助、20 岡部敏夫、
46 専牧野武治、13 森沢磊五
郎、44 専武田敬

2047 哀悼
謹んでご冥福をお祈りします

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

2048 常務理事会

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

2049 編集委員会

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

2050 名簿関係幹事会

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

2051 準会員制度についてお詫び

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

2052 編集後記

65

1984 年 8 月

昭和 59 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

第 34 期生会有志共同提言
いま滬友二、〇〇〇の果たす
2053 役割は何か。われらが書院再 共同提言文責者山内
建（日中合弁大学）の願望に 正朋
点火しよう。

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

仙台寮歌祭始末
2054 = 目抜き通りを行く書院児に 菅野俊作（41）
市民も応援 =

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

神戸寮歌祭 人生意気に感
2055 じては、功名誰かあげつら
ふ！！

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.2-3

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.3

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

石丸俊雄（40）

2056 東京寮歌祭
2057 株式会社ディスコ

社長関家三男東亜同
文書院 28 期生

2058 佐賀支部便り

副島清高（33）
真島茂樹（李光）

2059 お詫びして訂正します

広告

2060 滬友茨城県人会
水郷潮来に泊し栗拾い

幹事、片岡・大関記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.4-5

Z3:Ko97

2061 漢詩

坂井義雄（31）

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

2062 滬友長野県人会開催

小松正弘（41）

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

2063 二十六期生北陸を行く

石田記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.5-6

Z3:Ko97

2064 三十期生会高野山で大法要

志波記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.6-7

Z3:Ko97

2065 三十一期生関東地区クラス会 柴崎勝太郎記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

2066 三十一期全国大会のお知らせ 幹事柴崎勝太郎

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

三十二期生中国旅游記
2067 ―北京・杭州・上海の郷愁旅 雨宮記
行―

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

2068 三十五期全国大会
恵那峡・日本ライン下り

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.8-9

Z3:Ko97

水元記

第三六期生全国大会
2069 ―新雪を冠る富士山も、遠来
の客を歓迎―
2070 靖亜神社の祭祀
今後の在り方と奉賛会

十八期岩井英一謹記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

2pp.

Z3:Ko97

2071 京阪神地区第三十七期生会
健康維持の常備薬は

今村記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

期生第八回全国大会
2072 41
松島で盛大に開催さる

牟田記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

2073 42 期在京クラス会開催

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

四十三期生全国大会
2074 ̶総勢七十七名健在と結束を 佐野記
誇示̶

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

期生）
2075 江南春秋会（24・25
伊勢、志摩に集う

石田記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.10-11

Z3:Ko97

2076 百寿庭球大会
＝滬友出身者九名大活躍＝

浅川記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

2077 41 期生会親睦ゴルフ会開催

牟田記

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.11-12

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.12

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.12-13

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

2078 荒尾東方斎先生の法要
2079 運営委員会への提案

浅川義基（43）

年会費納入のお願い
2080 ̶年会費は会の運営基金で
す̶

2081 馬淵悦男君に捧ぐ

東亜同文書院第
二十四、第二十五期
生合同江南春秋会世
話人石田武男

奥付

昭和五十九年十二月
発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

『滬友ニュース』第 65 号掲載
真島茂樹（李光）現住所訂正。

395

◦ 674 ◦

◦第３章

記事名

著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

2082 宮内信武君の急逝を悼む

柴崎勝太郎（31）

見出し

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

2083 渡辺主基雄君を偲ぶ

副島清高（33）

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.13-14

Z3:Ko97

2084 明昌保君を悼む

真崎康隆（43）

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

2085 哀悼

2086 謹んでご冥福をお祈りします

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

pp.14-15

Z3:Ko97

（第三十五期生）
2087 『続靖亜行』
発酵さる

図書刊行の
お知らせ

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

『熊野中国語大辞典』
2088 幻の辞典
刊行

図書刊行の
お知らせ

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

「東亜同文書院大学史」の西
2089 本省三先生の写真は間違って 西本克三
いました

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

2090 昭和六十年度同窓会名簿発行

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

2091 お詫び申し上げます

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

2092 ご寄贈有り難うございました

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

愛知大学同窓会全国大会
2093 ̶ 愛知大学のルーツ をた
どる̶

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

66

1984 年 12 月

昭和 59 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

2094 編集後記

大串記

2095 名簿訂正

2096 新年賀詞交換会

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.1

Z3:Ko97

2097 大石会長代行あいさつ

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.1-2

Z3:Ko97

2098 好天に恵まれた梅花忌

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.2

Z3:Ko97

59 年下期総会
2099 名古屋支部
̶大石会長代行出席̶

45 期松山記

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.2-3

Z3:Ko97

2100 広島支部大会
岩井常務理事を迎えて

幹事湯浅之夫 (22)

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.3

Z3:Ko97

長崎支部便り
2101 梅花忌に書院再建願望をこめ
百家争鳴！！

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

佐賀支部便り
2102 支部長に飯盛新一郎氏、副支 幹事富永貞夫
部長に副島清高氏を選出

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.4

Z3:Ko97

2103 二十一期生の全国大会東京で
幹事奥田乙治郎
開催

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.4-5

Z3:Ko97

( 北斗会）琵琶湖で 長谷川記
2104 二十九期
全国大会

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

2105 二十一期生全国大会のお知ら
幹事佐治・柴崎
せ

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.5

Z3:Ko97

2106 三十三期生全国大会

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.5-6

Z3:Ko97

2107 三十四期生高知に集合入学後
中上・内川記
十周年全国大会

高橋記

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.6-7

Z3:Ko97

( 愛人会 ) 誕
2108 三十四期夫人会
生

本村記

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

2109 四十一期生京浜地区忘年会盛
牟田記
大に開催

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.7

Z3:Ko97

2110 四十二期生第五回全国大会
鷲羽山山麓に於て開催

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.7-9

Z3:Ko97

滬友大阪四十二期生会
2111 高階昇君の着任を歓迎して集 幹事中野政満
う

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

2112 四十年目の中国
四四会有志友好訪中団

田中記

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.9

Z3:Ko97

2113 第六回橄欖球会

幹事功力健次記

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

愛知県人会、東京地区
2114 賑やかに開催 60 年 3 月 8
日

幹事倉田俊介（42期）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

臨時幹事倉田俊介
2115 『三金会』二月十五日に楽し
くスタート
（42 期）

396

◦ 675 ◦

備考

奥付

明昌保、久留米予備士官学
校、東京大学経済学部、読売
新聞、社会タイムス（鹿地亘
ハイジャック事件スクープ）、
日中友好協会、石油化学新聞、
科学企画出版社設立社長。

29 樫山弘、34 時乗一雄、43
明昌保、31 宮内信武、18 古
賀方一、44 蓬莱得八、21 坂
梨良三、27 長田陽一、33 吉
村賢二、23 菊池謙一、23 大
槻五郎、43 佐藤義正、32 杉
野梅次、24 和多田介英、22
篠原久司、22 前田瑞穂、24
松井賢太郎、26 本多彦次

昭和六十年四月発行
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社団法人滬友会
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◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名
2116 三金会（サンチンホイ）
初回、二回ともに順調

著者名
臨時幹事倉田俊介
（42 期）

見出し

号

西暦

元号

頁

請求番号

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.10

Z3:Ko97

2117 昭和 60 年度通常総会

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

収支計算書
2118 昭和 59 年 4 月 1 日から昭和
60 年 3 月 31 日まで

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

2119 貸借対照表
昭和 60 年 3 月 31 日現在

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

2120 昭和 60 年度収支予算（案）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.11

Z3:Ko97

2121 山田正孝君が突如！
大愚の批判を残して

二十期金声会幹事伊
藤与次

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

2122 中倉倫平君を悼む

平山熊雄（25）

備考

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.12

Z3:Ko97

2123 黒江道夫君安らかに眠り給え 大串俊雄記（32）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.12-13

Z3:Ko97

2124 本橋忠生君を偲ぶ

田中上（42）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.13-14

Z3:Ko97

2125 諏訪輝二君の逝去を悼む

得田孝男（42）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.14

Z3:Ko97

昭和 16 年春法政大学飯田橋
校舎で私費生試験受験
3 藤富敬二、18 鎌田次郎、33
時田正三、35 高瀬鉄雄、18
布田正 ､19 久住良太郎、17
松本元次、46 予河野一郎、
18 山崎康昭、41 加藤和、17
石下清、11 鈴木信雄、32 黒
江道夫、22 得丸巌、19 大久
保義男、40 尾山恒義、42 尹
鐘弼、36 阪東薫、45 予高瀬
茂、42 諏訪輝二、26 中島栄
夫、44 予今村幸雄、20 山田
正孝、25 中倉倫平、37 諸永
光雄、35 西本礼三、36 川口
守親、28 石田幸三郎、20 小
澤恒二、30 武藤仰一、21 八
谷実、43 大須賀正巳

2126 哀悼（敬称略）
謹んでご冥福をお祈りします

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.14

Z3:Ko97

2127 編集委員会

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.14

Z3:Ko97

昭和五十九年度年会費納入者
2128 （昭和
60・3・31 現在）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.15-17

Z3:Ko97

2129 昭和六十年度年会費納入者

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.17

Z3:Ko97

終身会費納入者
2130 （昭和 59・4・1 〜 60・3・
31）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.17

Z3:Ko97

昭和 59 年度準会費納入者
2131 （昭和
60・3・31 現在）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.17-18

Z3:Ko97

2132 準会員終身会費納入者（昭和
59・4・1 〜 60・3・31）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.18

Z3:Ko97

終身会員寄付金
2133 （昭和
59・4・1〜 60・3・31）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.18

Z3:Ko97

2134 常務理事会

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.18, p.20

Z3:Ko97

2135 会員動静（住所、勤務先異動）

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

pp.19-20

Z3:Ko97

2136 同窓会名簿正誤表

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.20

Z3:Ko97

2137 第三号議案

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.20

Z3:Ko97

2138 第四号議案

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.20

Z3:Ko97

2139 同窓の声

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.20

Z3:Ko97

2140 伊野商校おめでとう

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.20

Z3:Ko97

2141 編集後記

67

1985 年 4 月

昭和 60 年 4 月

p.20

Z3:Ko97

昭和六十年度通常総会
2142 新会長に大石明信氏（31）田
中前会長は名誉会長に

2143 御挨拶

大石明信

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

pp.1-2

Z3:Ko97

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.1

Z3:Ko97

2144 昭和 59 年度事業報告

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

2145 昭和 60 年度事業計画

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

1985（昭和 60 年）同窓会名
59 年 4 月
2146 簿収支計算書昭和
1 日から昭和 60 年 3 月 31 日
まで

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

2147 常務理事会田中会長辞意を表
明

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.2

Z3:Ko97

2148 大石会長、愛知大学を表敬訪
問

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

2149 愛知大学同窓会東京支部総会
に出席

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

2150 濱田稔愛知大学学長来会さる

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.3

Z3:Ko97

2151 書院を偲ぶ愛知大学見学会

浅川義基（43）

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

pp.3-4

Z3:Ko97

2152 京都支部桜花忌便り

幹事大釈春雄（17）

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

奥付

三嶽昭雄（45 専）が校長
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著者名

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

号

西暦

元号

頁

請求番号

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.4

Z3:Ko97

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

pp.4-5

Z3:Ko97

大分支部総会開催
2155 坂本一郎先生ご夫妻をお迎え 幹事奈須熊蔵記
して

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

pp.5-6

Z3:Ko97

2156 三十期生九州地区大会

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

2157 三十一期生全国大会彦根で開
幹事佐治、柴崎
催さる

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

2158 北斗会（二十九期）全国大会 幹事長谷川

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.6

Z3:Ko97

2159 四十六期会みちのくに集う

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.7

Z3:Ko97

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

pp.7-8

Z3:Ko97

2162 靖亜神社鎮座五十周年遷座
三十周年記念大祭

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

2163 靖亜神社滬友奉賛会

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

2164 熊野中国語大辞典（新装版）
三省堂より発行さる

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.8

Z3:Ko97

2153 北九州支部更り〔北九州支部
幹事今田章記
便り〕
飯盛新一郎
水利電力部西南管局
局長王尊相

2154 成都市に桜苗木を贈る

近藤記

館野記

2160 第六回滬友満鉄華交会全国大
会報告
2161 第二回橄欖球部大阪大会

幹事功力記

見出し

備考

2165 半生の闘病小沢君を悼む

二十期（金声会）幹
事伊藤与次

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

2166 八谷実氏（21）逝去さる

広島支部幹事山根良
男

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.9

Z3:Ko97

広島三次中学校、外務省留学
生、外務省本省勤務、漢口総
領事館勤務、NBC 造船所専
務

2167 香川英史君へ追想

特別会員塚本助太郎

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

pp.9-10

Z3:Ko97

塚本助太郎、1918 年 4 月三
井物産支那修学生、上海豊田
紡績廠

2168 藤安忠雄君を悼む

四十三期川部康隆

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.10

Z3:Ko97

2169 偉友洪景模君を偲ぶ

四十三期宮家記

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

pp.10-11

Z3:Ko97

洪景模（44 期）、朝鮮総督府
派遣生、KBS（大韓民国国営
放送）社長
24 柴田栄、23 張国周、36 大
沢康男、25 和田四郎、21 八
谷実、16 植田正秋、30 林俊
政、33 高橋五三、27 吉田九
郎、43 藤安忠雄、24 香川英
史、44 予洪景模、24 竪山利
徳、40 内田元三、30 甲斐重良、
42 増田幸雄

2170 哀悼
謹んでご冥福をお祈りします

2171 同窓の声

M生

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

2172 寮歌祭

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.11

Z3:Ko97

2173 会員動静（住所、勤務先異動）

68

1985 年 8 月

昭和 60 年 8 月

p.12

Z3:Ko97

名誉会長田中香苗氏逝去
2174 東亜同文書院出だけあって、
非常に視野の広いガッツのあ
る人だった。（中曽根首相談）

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.1

Z3:Ko97

社団法人滬友会会長
大石明信

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.1-2

Z3:Ko97

東亜国内航空社
田中名誉会長の逝去に次のよ 長窪田俊彦氏談
2176 うな追悼の談話が寄せられた 財団法人母子衛生助
（毎日新聞）
成会理事長江井晃理
さんの話し

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.2

Z3:Ko97

2177 観音経と白磁の像（遺稿）

2175 弔辞

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.3-4

Z3:Ko97

2178 常任理事会
終身会費制を見直す

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.4

Z3:Ko97

2179 第 25 回日本寮歌祭

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

2180 日本寮歌祭参加者

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.5

Z3:Ko97

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.5-6

Z3:Ko97

2182 最後の神戸寮歌祭に六五名が
藤原記
大挙して出演

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.6

Z3:Ko97

大阪支部総会盛会裡に挙行
2183 高階昇氏の「最近の中国事情」 柳川記
の講演に全員感銘を受く

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.6-7

Z3:Ko97

2184 荒尾東方斎先生法要

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

2181 仙台寮歌祭に参加

2185 滬友長野県人会開催

田中香苗

（46）熊谷政・記

小松記
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昭和六十年十二月発行
〒一〇〇
東京都千代田区霞が関
三 - 二 - 四 霞山ビル
社団法人滬友会
滬友ニュース編集室
電（〇三）五八一 三九一九

高階昇（42 期）熊本出身、
三菱大阪支社長、日本国際通
信社長。
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戦後分滬友会々報記事索引（2）

記事名

号

西暦

元号

頁

請求番号

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.7

Z3:Ko97

2187 第六回滬友卓球部全国大会岐
吉田記
阜長良川の鵜飼で

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.7-8

Z3:Ko97

2188 田園百寿庭球大会
雨宮（32）近藤（33）組優勝 浅川記

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

2189 滬友剣道部全国大会開催

（41）小松正弘記

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.8

Z3:Ko97

2190 在京十六期生の集い
̶十六期生の消息̶

幹事桑原五郎記

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

2191 二十六期生長崎大会

田中記

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.9

Z3:Ko97

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.9-10

Z3:Ko97

深本記

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.10

Z3:Ko97

三十二期生奈良大会
2194 来年の卒業後十周年大会は紅 大串記
葉の十和田湖で

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.10-11

Z3:Ko97

2195 三十四期生第十回全国大会箱
白山記
根にて開催

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.11

Z3:Ko97

期生全国大会信州の鎌倉、 水元記
2196 35
別所温泉で

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.11-12

Z3:Ko97

2197 三十六期生京都全国大会

田中多四郎記

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.12-13

Z3:Ko97

2198 岡山・倉敷に遊ぶ四四会第
十三回大会

田中記

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.13

Z3:Ko97

2199 林俊政君の死を悼む

近藤泉（30）

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.13-14

Z3:Ko97

林俊政（30 期）山口県派
遣、満洲国民政部土地局、牡
丹江・錦州省公署勤務、戦
後大蔵省入省関東財務局
勤務、横浜倉庫会社取締役
玉置（33 期）昭和 8 年検挙
西本礼三（35 期）熊本出
身、西本白川（日清貿易研
究所出、東亜同文書院教員）
次男（長男西本克三・中国
問題研究所主宰）、大日本
精糖本社営業部、陸軍省通
訳官、敗戦後東洋語学専門
学校中国語講師、清田忠夫
（22 期）世話にて熊本県庁。
高木道信（東亜同文書院商品
学講師）

2186 第七回橄欖球部全国大会

著者名

見出し

幹事功力健次

2192 成都旅行記
2193 二十七期生有馬大会

2200 西本礼三君の急逝を悼む

斎藤洲臣（33）

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.14

Z3:Ko97

2201 小谷稔君異国で逝く

三十五期神辺開治

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.14-15

Z3:Ko97

2202 哀悼（敬称略）
謹んでご冥福をお祈りします

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

2204 栄ある受勲おめでとうござい
ます

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

2205 滬友会新年賀詞交換会

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.15

Z3:Ko97

2206 （会員動静）

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

pp.15-16

Z3:Ko97

2207 あとがき

69

1985 年 12 月

昭和 60 年 12 月

p.16

Z3:Ko97

2203 伊藤喜久蔵君（40）の『挑戦
する香港』

同窓の
著書紹介

備考

奥付

25 長谷川幾吉、44 予伊東健
次郎、44 専増井堯、40 馬殿
幸次郎、18 大瀬戸権次郎、
22 古野千万虎、45 専今井邦
男、25 田中香苗、16 黒田三郎、
14 松田栄三郎、18 山本博康、
25 酒家重好、26 永島良一

後藤文治（35 期）中部大学
経営情報学部教授、元経済
企画庁経済研究所国民所得部
長、元立命館大学経済学部長。
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記念センターに蔵居文庫完成

〈諸事項の報告・紹介〉

記念センターに蔵居文庫完成
〜 寄贈者の蔵居淳氏、記念センターを訪問 〜
東亜同文書院大学記念センター

ポストドクター

武井義和

４月18日（土）
、東亜同文書院卒業生の故蔵居

イトルで、全体の９割以上を和書・和雑誌が占め

良造氏の血縁者に当たる蔵居淳氏（東京在住。以

ている。第二次大戦後の出版物（主に1950〜80年

下、「蔵居氏」と表記）が記念センターを訪問さ

代）が中心だが、２〜３割程度を占める戦前の出

れた。良造氏は東亜同文書院を 1932（昭和７）

版物の中には、現在では入手困難なものも少なか

年に卒業後、朝日新聞社に就職し、戦後は論説委

らず見受けられるそうである。また、特徴的な蔵

員などを務めた方であるが、生前に読まれた厖大

書として朝日新聞関係（社史や同社刊行物、所属

な量の書籍が蔵書として、出身地である熊本県の

記者の著作物など）やアジア政経学会の刊行物、

ご実家に保存されていた。2007（平成19）年８月、

ヘディンの西域探検関係などが挙げられるとのこ

これらの図書が蔵居氏により東亜同文書院大学

とである。

記念センターに寄贈され、藤田佳久記念センター

この蔵居文庫整備のために記念センターに高額

長、図書整理担当の豊田信介氏、武井の３名がご

の寄付金を贈呈下さった蔵居氏は、18日午前に愛

実家まで出向いて、書籍を100箱近くに及ぶ段ボー

知大学に到着、出迎えた藤田佳久記念センター長

ル箱に梱包し、記念センターに発送する作業を行

らとともに名和聖高副学長を訪れ、１時間近く懇

なった。以後約２年にわたり、スタッフの豊田氏

談した後に、記念センターヘ移動して豊田氏の説

によりデータベース構築のための図書登録作業を

明を聞きながら蔵居文庫をご覧になった。なお、

中心として、分類作業とともに配架作業が継続し

豊田氏作成の『蔵居良造氏寄贈図書（蔵居文庫）

て行なわれてきた。この度、それらの作業が完了

リスト』も豊田氏本人から蔵居氏に手渡された。

したことから、蔵居氏をお招きして図書整理の現

蔵居氏は整備状況に大変満足された様子であっ

状をご覧頂いたものである。

た。現在、蔵居文庫を含む記念センター所蔵図書

蔵居氏のご希望もあり、記念センターではこの

はまだ公開できる段階にないが、学内外への公開

蔵書を「蔵居文庫」と呼称しているが、豊田氏に

が可能になった時には、蔵居文庫が多くの人に読

よれば蔵居文庫の内訳は図書2,973冊、雑誌75タ

まれ、また研究に活用されることを望みたい。
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蔵居文庫の紹介

〈諸事項の報告・紹介〉

蔵居文庫の紹介
記念センター

豊田信介

【蔵居良造氏略歴】
1909 年熊本県に生まれる。1932 年東亜同文書院卒業（第 28 期）
。同年朝日新聞社入社。その後、中
国各地特派員、東亜部次長、論説委員、調査研究室研究員を歴任。退職後は霞山会東亜学院院長を務めた。
著書『現代中国論』
『近代中国史』
『台湾のすべて』ほか。

【蔵書数の内訳】
・図書：2,973冊（和書2,745、洋書52、中国書176）
・雑誌：75タイトル（和雑誌60、洋雑誌５、中国雑誌10）
・基本的に戦後の出版物が中心で、戦前のものは全体の２〜３割程度。

【内容的傾向】
・朝日新聞社関係：
『朝日新聞七十年小史』『上野理一伝』等の社史関連、『朝日時局読本』『朝日新聞
調査研究室報告』シリーズ等の同社刊行物、笠信太郎や森恭三等同社記者による著作物など。
・中国・アジア関係組織刊行物：中国研究所、日中経済協会、アジア政経学会、東南アジア調査会、
外務省アジア局、霞山会など。
・中国・アジア関係全般：
『支那省別全誌』全18巻、ヘディンの西域探検関係、『東洋史講座（雄山閣
刊）
』シリーズ、中国共産党及び毛沢東関係、『国訳漢文大成（復刻版）』『中国詩人選集』等中国古
典関係、雑誌では『台湾青年』
『The China Quarterly』『紅旗』『中共研究』など。
・その他：
『世界大百科事典』
『書道全集』等の平凡社の事典・全集類、マルクスやマックス・ウェー
バー等西欧社会思想に関するもの、
『日本資本主義発達史講座』『世界経済年報（叢文閣刊）』『鹿島
守之助外交論選集』など。
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故青木光利氏寄贈資料について

〈資料紹介〉

故青木光利氏寄贈資料について
東亜同文書院大学記念センター

ポストドクター

武井義和

すでに折に触れて述べているように、東亜同

わったのかを考える上でも大変興味深いものであ

文書院大学記念センターは東亜同文書院に関わる

る。とともに、研修生の視角から日中関係を考え

資料と、孫文の協力者であった山田良政・純三郎

るという点からしても、貴重な資料であるといえ

兄弟、純三郎の四男・故順造氏に関係する資料を

よう。また、前記のような形で愛知大学も関わっ

中心に所蔵している。そうした中で、故青木光利

ていた点についていえば、これらの資料は愛知大

氏が 2007年に寄贈された、ダンボール７箱分の

学と中国との関係を考える手立てとなり得るもの

日中人材交流協会に関する資料は異色の存在であ

ではないかとも思われる。今後、これらをどのよ

る。

うに管理し、そしてどのように活かしていくべき

故青木氏は1956（昭和31）年愛知大学を卒業後、

かが課題となる。

通産省に入省、退職後の1985年に技術習得の中国
研修生を受け入れる組織である日中人材交流協会
を立ち上げられた。10数年におよぶその活動にお

これらの貴重かつ厖大な量の資料を記念セン

いて、１年間の研修を各企業において終えた成果

ターに寄贈下さいました故青木光利様のご冥福を

を日本語で発表する弁論大会が、1990年から2000

お祈り致します。

年まで毎年愛知大学豊橋校舎で開催されてきた。
１位から３位までの入賞者には『中日大辞典』が
贈られ、当時辞典編纂処長の今泉潤太郎先生が審
査委員長を務められたという形で愛知大学と少な
からぬ関係もあった。
寄贈された資料のほとんどは日中人材交流協会
が受け入れた、何百人と言う研修生たちの履歴書
や写真類で占められている。現在の観点からする
とこれらは「個人情報」の扱いとなるであろうが、
一方で日中人材交流協会は、研修生たちが出身
地や中国での勤務先などについて日本語で書いた
文章を『私のふるさと』という冊子にして刊行し
てきた。これらすべては彼らの日本での活動ぶり

日中人材交流協会が発行した『私のふるさと』。
（右）1991 年発行、（左）1996 年発行。

をうかがわせるものであると同時に、彼らが帰国
後どのような職に就き、日本とどのような形で関
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〈諸事項の報告・紹介〉

大学史資料の紹介について
大学史事務室

小林倫幸

2009年度、新たに大学史の資料確認ができた主なものを次のとおり紹介いたします。
１．
『愛知大学設立認可書』
本間喜一名誉学長の親友・同級生である田中耕太郎文部大臣名（のちの第二代最高裁判所長官）によ
る設立認可書です。
（現時点では公開されておりません。）
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２．
『平凡社

六法全書
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昭和十八年度版』

本間喜一名誉学長を含む５名が監修した六法全書が発見されました。この資料は脇坂雄治元学長が本
学に寄贈していただいたもので、名古屋図書館で保管されていたものです。本間先生の肩書きが「前東
京商大教授

東亞同文書院副院長」となっており、資料としての価値も非常に高いものです。また六法

全書を監修したことで法曹界並びに学者としての第一人者であったことが判ります。（本間喜一展示室
にて公開中）
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３．
『昭和二十一年十月一日

引揚教職員名簿』

文部省学校教育局引揚教職員学徒相談室が作成したこの名簿は、外地の学校から引き揚げてきた先生
方の再就職のためのものであることが判ります。この中に東亜同文書院大学の「大木隆造教授」の名前
も掲載されています。
（現時点では公開されておりません。）
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〈諸事項の報告・紹介〉

歴代最高裁判所事務総長とその後の進路について
̶̶本間喜一名誉学長に関連して̶̶
大学史事務室

小林倫幸

本間喜一愛知大学名誉学長が初代最高裁判所事

を置く。
」と記載されている。また、同法第53条

務総長であったが、その後の歴代最高裁判所事務

によると、
「最高裁判所に最高裁判所事務総長一

総長がどのような進路を辿っていったか非常に興

人を置く。最高裁判所事務総長は、最高裁判所長

味を持っていたので、次の表にまとめてみた。い

官の監督を受けて、最高裁判所の事務を掌理し、

かにこのポストが重要なものであるか、改めて確

事務総局の職員を指揮監督する。
」と記載されて

認できる。

いる。

ちなみに裁判所法第13条によると、
「最高裁判
所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局
2009.5.1現在

表 歴代最高裁判所事務総長とその後の進路
最高裁判所事務総長名および任期

高等裁判所長官任期

最高裁判所判事任期

最高裁判所長官任期

２代 五鬼上堅磐：昭和25.6.23〜昭和33.3.24

名古屋高等裁判所長官
昭和33.3.25〜昭和35.11.6
大阪高等裁判所長官
昭和35.11.7〜昭和36.8.25

昭和36.8.26〜昭和41.12.31

３代 横田正俊：昭和33.3.25〜昭和35.5.16

東京高等裁判所長官
昭和35.5.17〜昭和37.2.27

昭和37.2.28〜昭和41.8.5

昭和41.8.6〜昭和44.1.10

４代 石田和外：昭和35.5.17〜昭和37.3.12

東京高等裁判所長官
昭和37.3.13〜昭和38.6.5

昭和38.6.6〜昭和44.1.10

昭和44.1.11〜昭和48.5.19

５代 下村三郎：昭和37.3.15〜昭和38.6.25

仙台高等裁判所長官
昭和38.6.26〜昭和39.10.15
東京高等裁判所長官
昭和39.10.16〜昭和40.9.13

昭和40.9.14〜昭和48.1.1

６代 関根小郷：昭和38.7.31〜昭和40.6.14

福岡高等裁判所長官
昭和40.6.15〜昭和42.3.31
大阪高等裁判所長官
昭和42.4.1〜昭和44.1.16

昭和44.1.17〜昭和50.12.2

７代 岸盛一：昭和40.6.18〜昭和45.7.17

東京高等裁判所長官
昭和45.7.18〜昭和46.4.1

昭和46.4.2〜昭和53.7.13

８代 吉田豊：昭和45.7.18〜昭和48.2.23

大阪高等裁判所長官
昭和48.2.24〜昭和48.5.20

昭和48.5.21〜昭和54.2.28

９代 安村和雄：昭和48.2.24〜昭和49.12.18

東京高等裁判所長官
昭和49.12.19〜昭和50.10.6

10代 寺田治郎：昭和49.12.19〜昭和52.11.6

名古屋高等裁判所長官
昭和52.11.7〜昭和53.7.13
東京高等裁判所長官
昭和53.7.14〜昭和55.3.21

初代 本間喜一：昭和22.8.12〜昭和25.6.22

昭和55.3.22〜昭和57.9.30

昭和57.10.1〜昭和60.11.3
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最高裁判所事務総長名および任期

高等裁判所長官任期

最高裁判所判事任期

最高裁判所長官任期

11代 牧圭次：昭和52.11.7〜昭和55.3.21

福岡高等裁判所長官
昭和55.3.22〜昭和56.2.6
名古屋高等裁判所長官
昭和56.2.7〜昭和57.5.27

昭和57.5.28〜平成1.11.24

12代 矢口洪一：昭和55.3.22〜昭和57.11.21

東京高等裁判所長官
昭和57.11.22〜昭和59.2.19

昭和59.2.20〜昭和60.11.4

昭和60.11.5〜平成2.2.19

13代 勝見嘉美：昭和57.11.22〜昭和61.1.16

名古屋高等裁判所長官
昭和61.1.17〜昭和62.5.27

14代 草場良八：昭和61.1.17〜昭和63.2.14

東京高等裁判所長官
昭和63.2.15〜平成1.11.26

平成1.11.27〜平成2.2.19

平成2.2.20〜平成7.11.6

15代 大西勝也：昭和63.2.15〜平成1.11.26

東京高等裁判所長官
平成1.11.27〜平成3.5.12

平成3.5.13〜平成10.9.9

16代 川嵜義 ：平成1.11.27〜平成4.2.12

大阪高等裁判所長官
平成4.2.13〜平成6.3.2
東京高等裁判所長官
平成6.3.3〜平成8.11.28
平成5.9.13〜平成14.2.20

17代 千種秀夫：平成4.2.13〜平成5.9.12
18代 金谷利廣：平成5.9.13〜平成8.11.28

東京高等裁判所長官
平成8.11.29〜平成9.10.30

平成9.10.31〜平成17.5.16

19代 泉

治：平成8.11.29〜平成12.3.21

東京高等裁判所長官
平成12.3.22〜平成14.11.5

平成14.11.6〜平成21.1.24

20代 堀籠幸男：平成12.3.22〜平成14.11.6

大阪高等裁判所長官
平成14.11.7〜平成17.5.16

平成17.5.17〜現在に至る

21代 竹崎博允：平成14.11.7〜平成18.6.25

名古屋高等裁判所長官
平成18.6.26〜平成19.2.8
東京高等裁判所長官
平成19.2.9〜平成20.11.24

22代 大谷剛彦：平成18.6.26〜平成21.1.25

大阪高等裁判所長官
平成21.1.26〜現在に至る

23代 山崎敏充：平成21.1.26〜現在に至る
『裁判所沿革誌 第一巻〜第六巻』最高裁判所事務総局 を中心にまとめた。
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〈諸事項の報告・紹介〉

本間先生遺族からぞくぞく「お宝物」届く
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
客員研究員

越知

專

平成22年２月５日、本間先生の長女殿岡晟子さ

事だけ考んるいやなく、困難な道を天命だと思っ

んが、本間先生の直筆の手紙や勲二等瑞宝章、長

て働いている。と書いてありますが、人間だれで

男忠彦氏の万里子夫人は勲二等旭日重光章を、愛

も楽な方へ楽な方へと選ぶのが普通ですが、そこ

知大学長佐藤元彦氏に手渡した。

が普通の人と違う偉大なところで、そんな所に皆

このように昭和62年６月７日の大学葬の時、遺
影の前で披露された品々が全部愛大学に収蔵され

さんが尊敬しているのではないでしょうか。」
「貴重な書簡が陽の目を見ることが出来て、本
当に良かったと思います。これも叔父上様の思い

たことになる。
遺影については旧学長室に、本間先生関係の資

がそうさせたのかも知れません。いづれにしても

料は、本間喜一展示室に飾られており今後、旧学

埋もれてしまえば、叔父上様の本心の一部が分か

長応接室は勲章や叙位記、学生時代のノートや本

らずじまいになってしまうと思います。」

間先生の出版図書などは本間喜一資料室、談話室
にと改修されることを多くの人々が望んでいる。
それをふまえ、本間喜一遺族や関係者から筆者
が頂いた手紙の主要部分を、了解を頂いて抜き出
して見た。
「勲章もあるべき処に置かれる様にして頂き安
心しました。
」
「胸像も名古屋に安置されるものと確く信じて
おります」
「上海から持ち帰った学籍を拝見した時、どん

旧学長応接室で

なに大変でありましたことヽその時代を知って

左、倉橋健二本間ゼミ生（まちはたクラブ幹事）
本間忠彦長男夫人万里子さん

おります者として涙なくして拝見出来ませんでし

本間喜一長女殿岡晟子さん

た」
「そうして更めて父の偉大さを感じております。

「昭和22年６月11日の手紙では、「愛知大学の封

さらに大学に対して、又、父に対しての卆業生の

筒（
「陸軍」文字消す）創立後の初めの手紙と思

方々の熱い想いに触れ感激しております。
」

はれますが、
「昭和22年だと叔父上様は 55 位だと
思いますが、
「子供の時の様に甘ったれて」とあ

また実家の方からは、
「設立直前の手紙（21年９月）を見れば、当時

りますが、年令には関係なく親の愛情を感じてい

の叔父上様の御苦労が分かると思います。自分の

る様子がうかがわれ、又、
「学生の事を思うと困
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難の道を進む外ありません、天命と思って働いて

母上の健在な所を見まして、子供の時と同じ様に

いる」と書いてありました。こんな所にも本間イ

甘ったれて、浮世の苦労を一時免れた様でした」

ズが感じられるのではないでしょうか。
」と結ん

「学生も食糧事情が悪いので勉強も続けられま
いと思って、六月二十八日から夏休にします。」

であった。
なるほど昭和22年の手紙太字の萬年筆で書かれ

「同僚、其の他学生の事を思うと、この困難の

たものか、「陸軍」の便箋４枚、豊橋市高師石塚

道を進む外ありません。これも前世の因縁と思い、

町38（旧師団長官舎）本間喜一とある。

宿世の約束事、天命と思って働いている。」
以上は、本間喜一先生の50才中頃の手紙の内容

内容も上記のような苦労「私も神経衰弱になっ
たのか、どうも書出しても書き続けられなかっ

である。

た。」から始まって、毎日の苦労話、
「玉庭の十日

当事者の切実な想いを記載させて頂いた。

間は私にとりほんとうに近頃にない保養でした。

「ぞくぞく」とする本間書簡

旧学長応接室にて
左、越知專（まちはたクラブ代表）さん、本間万里子さん、殿岡晟子さん、武井義和ポストドクター
佃隆一郎大学史事務室
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豊橋市高師石塚町三八（旧師団長官舎）
本間

喜一（昭和22年６月11日）

帰省の節ハ大変御世話になりました。すぐ手紙を出すつもりでしたが私も神経衰弱になつたか とて
も書出しても書き続けられなかつた。福島から立ちつゞけ東京へ来ると引越の世話其中に豊橋から電報
が来る 来て見ると京都大阪へ出張 昨日やつと帰つたが明後日ハ東京へ行かねばなりません。そして君
の方も東京の引越も 豊橋の学校経営も何れも思ふ様に進行しません私としてはほんとに 神経衰弱にな
るのも無理がないと思ふ様です。
玉庭の10日間は私にとり ほんとに近頃にない保養でした 母上の健在な所を見るし、子供の時と仝し
様に甘つたれて、浮世の苦労を一時免れた様でした。今度当地へ来てみれば判ると思ひますが 東京大
阪に失業者の群がうようよしています どうしても其日を、食ふて行くか 之れが日本国民の九割通りが
真剣になやんで居る所であります。働けば食ふに事欠かぬ先祖の財産を預つて居る君達には判らないか
も知れぬが腕一本で さあ何でもやつて食ふて行つて見ろと云ふに、世間に生まれたら このせちがらい
味を満喫させられます 我々の学校の様な不安定な経営の下にある事業でも、使つて貰ひ度い貰ひ度い
と云ふて参り集まる人はうようよしている。
今後、国家の財政ても 会社事業でも赤字克服の為め人員整理をやることになれば どんな失業群が出
来するか、恐ろしい世相を示して居る 而も赤字克服の為めには 整理の外手段かないと云ふ どん底に總
てが追い込まれて居る、日本経済の実相は 危機と云ふ様な言葉で云ふには余りに深酷である。私共も
殆ど賣食をやつて居る。
学生も食糧事情が悪いので 勉強も続けられまいと思つて６月21日から夏休にします 私は６月７日ハ
寄附金集めをしなくては学校をやつて行けません ８月は目鼻をつけて小野川へでも行つて見度いと思
つて居る。自分の事だけを考へると東京で弁護士をやるか才判所へでも入れば安易ですが 仝僚其他学
生の事を思ふと この困難の道を進む外ありません 之も前世の因縁と思ひ 宿世の約束事、天命と思つて
働いている。君もも少し世の中を達観され あきらめ 諦観と萬事に修養積まれんことを祈る。昨日京都
から復員列車に乗つたが21才から八年間軍務に服し千島からシベリヤにやられ炭鉱の中で働きやつと帰
還されたと云ふ兵士共と一緒に乗り合せました 此人達は岐阜で降りましたが 丸で浦島の様にして日本
の様子を私に聞きました。こんな人が3,000人舞鶴に上陸したが、シベリアには尚50万人居ります。この
不幸を考へたら どんな苦労でも忍べると思ひます。君もよく考へて呉れ６月21日頃から又豊橋へ帰る
から 少し世の中を見るたしになると思ふから一度出かけて来ませんか 玉庭の狭い所を許り見て居るか
ら不満も起き〔る〕ものだ 御出を待つ
〔昭和22年〕６月17日

本間

（文中〔 〕内は補足。本文一部省略）
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〈諸事項の報告・紹介〉

本間喜一先生資料、実家より譲り受け
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
客員研究員

平成21年７月、本間喜一名誉学長の実家、山形
県米澤の隣町、玉庭の小池昌信氏家族６人が、ワ

越知

專

をしているうちに、本間先生の実家の方々だとい
うことが分かった。
旧学長室つづきの部屋で対応し、愛知大学史展

ゴン車に乗って愛知大学東亜同文書院大学記念セ

示室や本間喜一コーナーを見学している時、
「本

ンターを訪問された。
小池昌信氏（昭和７年生れ）は子供の頃から、

間のおぢさんの資料がまだ実家にあるはずだ」と

喜一おぢさんは偉い人だと知っていた。
「羽根の

言うのです。「何故、玉庭の実家にあるのですか」

ついた帽子と大礼服姿」の写真が座敷に飾って

と尋ねると、
「お母さんに見せたくて実家へ送っ

あって、家族一同「本間のおぢさん」を尊敬して

て来たのでしょう」
「みんな、おぢさんのように

いた。

勉強しなさいよ」という暗示でもあったようだと

その本間喜一の一生涯をまとめた「本間喜一展

昌信氏は言う。
昌信氏も筆者も昭和の１桁生まれの間柄、お互

示室」完成をしった小池氏が、
是非愛知大学に行っ
て見たいということでの来館となったのである。

い話の理解が早い。

当日「大戸」さんから大学側に電話があったが、

そんなことから、養蚕室のダンボール箱に本間

大戸さんでは分りにくかった。しかし「山形の人」
といことで、
もしやと思ったが「小池」さんと言っ
ても実家の方だとは推測出来なかった。
「豊橋の市役所附近につきましたが」と言う電
話、愛知大学の位置をカーナビで見い出し、お話

小池家に保存されていた小池（本間）喜一名の資料と
左 小池昌信さん
右 殿岡晟子さん

本間先生の実家・小池昌信さん一家・旧学長室で
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本間先生は幼少期この額を見て育った

（小池）喜一の資料が多くさんあることを教えても

本間イズムの根源

らった。何か宝物でも探すような気持ちで玉庭の

「本間イズムとは何か」と尋ねられると、私は

実家を訪ねてこれを見せて頂くことを約束した。

「義・仁・愛だ」と答えることにしている。それは、

10月27日、本間喜一氏長女、殿岡晟子さんと私

本間喜一先生が、ドラマ「天地人」の米沢の直江
兼続公の流れをくむ士族の出であるからだ。それ

の妻の３人で山形の実家を訪ねた。
文政12（1829）年建立のかやぶきの旧家、２階

だけではない。

の養蚕室に上がらせてもらった。ダンボール２箱

文政12年建てられたという、かやぶきの曲がり

分に100年近く前の本間喜一のノートや小中学校

家、矢羽天井の旧家の主、初代玉庭村長小池熊吉

時代の賞状、東京商科大学教授時代の高等官一級

（本間喜一の実父）に、吉田晩稼（山縣有朋の秘書）
が揮毫した「欣然愛人」の扁額が掲げられていた。

証書など数多くの資料が発見された。
とくに、愛知大学にとって貴重な書簡、それは

本間先生は幼少期、この額を見ながら、祖母き

昭和21年９月20日付愛知大学設立認可直前に昌信

くの膝の上で儒教の精神や人間愛を学び、12歳で

氏の父信哉さんに宛てた手紙、毛筆で４枚に書か

米沢の玉庭を去って、本間則忠（文部省役人）の

れたもので愛知大学設立の動機や理念と苦労の様

養子となり、第一高等学校、東京帝国大学へ進み、

子をしたためたものであった。

上海の東亜同文書院大学長、戦後は初代最高裁判

また、大正時代ドイツ留学中に、中学生になり

所事務総長を歴任したあと、愛知大学長となった。

たての公平（本間喜一の兄）さんの子供公夫さん

筆者は、平成21年10月、その本間先生の生家を、

にあてた、
「中学生の勉強の仕方」漢文、
国語、英語、

殿岡晟子さん（本間喜一長女）と、妻の三人で訪

数学、地理、歴史などについて８項に亘って書か

ねた。そこで愛知大学にとって、大変貴重な資料

れた手紙もあった。

を発見した。

こうした貴重な資料を殿岡さんを通じて、愛知

それは愛知大学創立前の昭和21年９月20日付

大学に寄贈して頂くことを約して、玉庭の本間先

の、本間先生から甥の小池信哉氏（実母くにに宛

生の実家をあとにした。

てた手紙と言ってもよい）宛ての書簡で、愛知大
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学設立に向けた強い決意を表したもので、本間イ

いていたのであろう。
そのために、
「あき子（長女晟子）、と妻は豊橋、

ズムの本領を発揮したものと言っても過言ではな

忠彦（長男）と昌公（次男昌二郎）は東京と」
「半

い。
その書簡の内容を、順を追って解いてみよう。
「前略

この夏は近来なき多忙にて疲れ申候、

分は豊橋に居住、半分は東京に住み」との覚悟で
あり、一家の役割分担までを決め、起業家・創業

五月以来同文書院大学に代る大学を設立し、学生

者の熱意をもって大学設立に取りかかったことが

教授達を救済致し度く」とある。

うかがえる。
また、当時の経済・食糧事情を次のように記述

ところが、創立後しばらくして、 愛知大学は
東亜同文書院とは関係ない

という大学内外の声

している。「六月の食糧不足は一番こたえ」「米は

もあったりしたことがある。しかし本間先生は、

一升八十五円」
「じやが薯かえる様になり」
「只今

昭和27年６月10日の国会証言においても、 私は

は粉の配給、さつま薯の配給あり助かり」
「六月

東亜同文書院の身代わりになるような学校の愛知

はほんとに餓死に近きもの」
「小生は十四貫五百

大学の創立をやった

匁（約48㎏）と相成約四貫五首匁（約15㎏）も体

と明確に述べている。敗戦

後引き揚げてきた、東亜同文書院大、京城帝国大、

重減少」となったと言う。飽食時代のメタボとは

台北帝国大などの「学生教授達を救済致し度く」

隔世の感を覚えるのである。

とあるように、同僚愛や学生愛、ひいては国家愛

そうして、この時代のお百姓について、
「農家

の顕であり、のちに、中日大辞典を編集した鈴木

の慾の深くなった事驚き入り申候。こんな事は左

擇郎先生に宛てた電報

程永く続くべからずにあらず、二三年中に反動も

シタ

ホンマ

バンザイ、キガセイセイ

来べく農家軒りがうまい汁を吸ふ理由の参りかね

などは、その象徴でもある。

次の項では、豊橋市やその他地域の人達の寄附

る」
「世界の食糧事情改善されねば、昔の安い米

に感謝すると共に、
「何分封鎖預金（戦後のイン

も小麦も輸入し得べく、都市生活者は、本年の様

フレ収束措置策）財産税等にて募金に都合悪しく、

な愚な事許り繰り返す事有之（これある）まじく

容易なものに無之（これなく）候」とあり、親戚

と存じ申し候」と、農業や経済政策についての意

筋に当る林毅陸氏（元慶應義塾大学総長・初代愛

見を述べている。ところが、32年後本間先生は、

知大学長）と共に慶應の三田会を頼って募金集め

昭和53年の筆者宛ての年賀状に 「謹賀新年」む

に奔走し、「近来なき多忙にて疲れた」という。

つかしい世の中になりました。米国の百姓のため

設立認可後は「教育面に出ず専ら財団理事として

に日本の百姓の首を絞めるとは

活動」とあるのは、戦時中の東亜同文書院大時代

についての心配を書いて下さった。
最後に、
「いくら世は末世とは云え、結局道義

に、書院生を通訳として送り出したことより、 私
には教育者としての資格はない

と言って、初代

と、日本の農業

に依って立つ事が大切に候。最後に幸福を来すも
のは利己に非ず、道義と確信仕候。小生の此度の

学長を固辞しているからである。
続いて「十月開校」
「来年四月法経学部、そし

大学設立の如き若し成功するとすれば、決して金

て文学部、農学部、水産専門部を設置致し度く」

やなんかの御蔭に非ず、専ら小生五十年は清貧に

とあり、「将来大陸に志す者の中心人物を養成致

甘んじ正義の遭を進んで来た跡を認められた結果

し度く存じ候」とあるは、日中友好の根津一精神

と存じ申候。目先の小さな利益許り追かける者の

（東亜同文書院の初代院長）を継承しているもの

到底なし遂げ得る所に無之候。早々拝眉を期し申

であり、同時に地域の文化向上と、農産物の生産

心候」
「母上へよろしく御伝え被下度く」と結ん

や、水産物の加工に適する三河地方の特徴を見抜

でいる。
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筆者は本間イズムの真髄をここに見たとして、
愛知大学の学長応接室及び東亜同文書院大学記念

アーの３箇所に展示させてもらうことにしてい
る。

センター、名古屋車道キャンパス13階同窓会フロ

頼装された本間書簡を前にして、学長応接室にて

右から佐藤元彦学長・殿岡晟子さん・筆者

愛知大学車道キャンパス13階同窓会のフロアーに展示された額
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〈諸事項の報告・紹介〉

本間先生遺族からぞくぞく「お宝物」愛知大学届く

平成22年２月５日、本間喜一先生の長女殿岡晟
子さんは、本間先生の直筆の手紙や、勲二等瑞宝

これで昭和62年６月７日の大学葬の時、遺影の
前で披露された品々が全部愛大学に収蔵されたこ

章を、長男忠彦氏夫人の万里子さんは、勲二等旭
日重光章を、愛知大学長の佐藤元彦氏に手渡した。

みて、その本意をつたえたい。
「勲章もあるべき処に置かれる様にして頂き安
心しました」

とになる。
現在、遺影については旧学長室に、本間先生関
係の資料は、本間喜一展示室に飾られている。今

「胸像も名古屋に安置されるものと確く信じて
おります」

後、記念館２階旧学長室・応接室を本間喜一資料

「上海から持ち帰った学籍簿を拝見した時、ど

室・談話室にして、勲章や叙位記、学生時代のノー

んなに大変でありましたことと、その時代を知っ

トや本間先生の出版図書などが展示公開されるこ

ております者として涙なくして拝見出来ませんで

とを、多くの人々が望んでいる。

した」

そこで、本間喜一先生の遺族や関係者より、筆

「そうして、更めて、父の偉大さを感じており

者が頂いた手紙の中から、了解をえて抜き出して

ます。さらに大学に対して、又父に対しての卒業
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生の方々の熱い想いに触れ、感謝しております」

しょうか」と結んであった。
なるほど、昭和22年、太字の万年筆で実家の甥

また、実家の方からは、
「設立直前の手紙（昭和21年９月）を見れば、

に宛てた手紙「陸軍」の便箋４枚に、豊橋市、高

当時の叔父上様の御苦労が分かると思います。自

師石塚町38、
（旧師団長官舎）本間喜一と書いて

分の事だけ考えるんじゃなく、困難な道を天命だ

ある。

と思って働いていると書いてありますが、人間だ

「帰省の節は大変お世話になりました。すぐ手

れでも楽な方へと選ぶのが普通ですが、そこが普

紙を出すつもりでしたが、私も神経衰弱になった

通の人と違う偉大なところで、そんな所に皆さん

か、とても書き出しても書き続けられなかった。

が尊敬しているのではないでしょうか」

福島から立ち続け、東京へ来ると引越しの世話、

「貴重な書簡が日の目をみることが出来て、本

其中に豊橋から電報が来る、来て見ると京都大阪

当に良かったと思います。これも叔父上様の思い

へ出張、昨日やっと帰ったが明後日は東京へ行か

がそうさせたのかも知れません。いずれにしても

ねばなりません。そして君の方も、東京の引越し

埋もれてしまえば、叔父上様の本心の一部が分か

も、豊橋の学校経営も何れも思う様に進行しませ

らずじまいになってしまうと思います」

ん。私としてはほんとに神経衰弱になるのも無理

「昭和22年６月11日の手紙では、愛知大学の封

がないと思う様です。

筒（「陸軍」の文字を抹消）から創立後の初めの

玉庭の十日間は私にとり近頃にない保養でし

手紙と思われますが、昭和22年だと叔父上様は

た。母上の健在な所を見ると、子供の時と仝じ様

55 歳くらいだと思います。
『子供の時の様に甘っ

に甘ったれて、浮世の苦労を一時免れた様でした。

たれて』とありますが、年齢には関係なく親の

今度当地へ来て見れば判ると思ひますが、東京

愛情を感じている様子がうかがわれ、また、『学

大阪に失業者の群れがうようよしています。どう

生の事を思うと困難の道を進む外ありません。天

して其の日を食ふて行くか、之れが日本国民の九

命と思って働いている』と書いてありました。こ

割通りが真剣になやんで居る所であります。働け

んな所にも本間イズムが感じられるのではないで

ば食ふに事欠かぬ先祖の財産を預かって居る君達
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には判らないかも知れぬが、腕一本でさあ何でも

行って見たいと思って居る。自分の事だけを考へ

やって食ふて行って見ろと言ふて世間に出された

ると、東京で弁護士をやるか裁判所へでも入れば

ら、このせちがらい味を満喫させられます。我々

安易ですが、同僚其の他学生の事を思ふと、この

の学校の様な不安定は経営の下にある事業でも

困難の道を進む外ありません。之も前世の因縁と

使って貰いたい、使って貰いたいと言ふて寄り集

思ひ、宿世の約束事、天命と思って働いている。

まる人はうようよしている。今後、国家の財政で

昨日京都から復員列車に乗ったが、二十一歳か

も、会社事業でも赤字克服のため人員整理をやる

ら八年間軍務に服し千島からシベリヤにやられ炭

ことになれば、どんな失業群が出来するか恐ろし

鉱の中で働き、やっと帰還されたと言ふ兵士共と

い世相を示して居る。而も赤字克服のためには整

一緒に乗り合せました。氏人達は岐阜で降りまし

理の外、手段がないと云ふどん底に総てが追い込

たが、丸で浦島のようにして日本の様子を私に聞

まれて居る。日本経済の実相は危機と言ふ様な言

きました。こんな人が三千人舞鶴に上陸したがシ

葉で言ふには余りに深刻である。私共も殆ど賣食

ベリアは尚五十万人居ります。この不幸をへたら

をやって居る。

どんな苦労でも忍べると思ひます。」
以上は本間喜一先生の 50 歳半ばの手紙である。

学生も食糧事情が悪いので勉強も続けられま

社会情勢を踏まえての愛知大学設立にかける決

いと思って、六月二十八日から夏休にします。私
は六月七月は寄付金集めをしなくては学校をやっ

意を記載させて頂いた。（写真４）

て行けません。八月は目鼻をつけて小？川へでも
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〈諸事項の報告・紹介〉

近衞篤麿書の寄贈について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
客員研究員

越知

專

佐野えんねさんは、愛知大学と縁が深い。愛知

筆者の友人に名古屋市で著名な陶芸家がいる。
中区のノリタケギャラリーやノリタケの森で個展

大学創成期のドイツ語の講師として、岐阜・井深

を開く古橋尚氏である。

の里から自転車や電車を乗り継いで２時間半、羽

愛知大学名誉教授の憲法学者、酒井吉栄博士が

織袴姿で来校、愛知大学にドイツ語やドイツ文

８年間に亘って、豊橋から名古屋へ通いつづけ、

化、茶道花などの日本文化を教えていた。その御

二百余の茶わんを造るために指導を受けたという

主人佐野一彦さん（神戸商大教授、愛知県立芸大

外山窯の主人である。

教授）の実父佐野善作さん（東京商科大学初代学

彼は、銘石や古い掛軸、人物像などを研究し、

長）は、愛知大学名誉学長本間喜一氏と親友であ
ることを、古橋氏は知っている。

再評価や再発掘することが得意なようである。
平成16年に、ドイツと日本の文化のかけ橋とし

また古橋氏は、愛知大学の前身、東亜同文書

て、佐野えんねさんの再評価をし、名古屋の朝日

院の創設者近衞篤麿に関心を持ち、その書をイン

文化センターや、愛知大学豊橋のキャンパスでパ

ターネットで見つけだした。
そうして、愛知大学東亜同文書院大学記念セン

ネル展や講演会を開いている。

ターに勤務している筆者に、喜寿の祝として呉れ
るというのである。タテ235cm ヨコ70cm の立派
な掛軸である。
記念センターには、近衞篤麿の直筆の書はまだ
収蔵展示されていない。その漢詩の内容が、名古
屋ささしま新キャンパス開校に相応しいというこ
とから、古橋氏の諒解を得て、記念センターへ寄
贈することに決まった。
その書の内容は次のとおりである（解読・武井
義和ポストドクター）
「川や湖を渡れば、大波が湧きあがることを知
る。山に登れば、足元の道の危いことを知る」
と言うものであり、為山本達雄 と記したる如く、
近衞篤麿が、日本銀行総裁の山本達雄に贈った書

左

漢詩掛軸を中心に
藤田佳久センター長
右

で足もとをしっかりみつめ心を引きしめて国家の
古橋

尚氏

運営に当る気概を持つように願った漢詩である。
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〈資料紹介〉

2010 年度に寄贈された資料の紹介

愛知大学東亜同文書院大学記念センター

ポスト・ドクター

武井義和

記念センターには、毎年東亜同文書院卒業生や

に及ぶ地理書であり、『天下郡国利病書』も顧炎

そのご遺族、さらには東亜同文書院に関心を持っ

武（1613 ～ 1682 年）が清朝初期にまとめた地

ておられる方などから、東亜同文書院に関する

理書である。半一氏が東亜同文書院から贈られた

様々な資料が寄贈されている。それらは、毎年度

ものは共に光緒二十七年（1901（明治 34）年）に

末に記念センターが発行する『同文書院記念報』

図書集成局から刊行されたものである（写真３、

で継続して紹介しているが、今回は 2010 年度に

写真４）。ただし、『読史方輿紀要』は 32 冊に、

寄贈された資料の中から、
『読史方輿紀要』と『天

『天下郡国利病書』は 120 巻分が 28 冊にまとめ
られている。

下郡国利病書』をご紹介したい。

東亜同文書院は大旅行に象徴されるように中国

これは 2010 年 5 月に、広島県在住の落久保博
明氏が記念センターに直接持参下さったもので、

研究を行っており、その大旅行では学生たちが夏

立派な木箱に収められている（写真 1）。裏面に

休みを中心とする２～３ヵ月を費やして中国各地

は「大正四年六月二十七日

を調査して歩いた。したがって、『読史方輿紀要』

業生

＜ママ＞

上海東亜同文書 卒

落久保半一」と、一部消えかかっているが

かなり鮮明な墨書きがある（写真２）。落久保半

と『天下郡国利病書』が贈られたことは、こうし
た東亜同文書院の特色の反映といえよう。

一氏とは落久保博明氏の御祖父様で、書院 12 期

この『読史方輿紀要』、『天下郡国利病書』とあ

生、卒業後は横浜正金銀行勤務を経て、広島高等

わせて寄贈された落久保半一氏に関する資料は、

師範学校、広島文理大学の講師となり、最後は広

『同文書院記念報』VOL. 19 をご覧頂きたい。
このたび、貴重な資料を寄贈下さいました落久

島大学助教授で退官された方である。寄贈資料は
半一氏が 1915（大正４）年 6 月 27 日に卒業し

保博明氏に厚くお礼申し上げます。

た際、卒業成績が優秀であったため東亜同文書院
から贈られたものである。写真から分かるように、

※ 落久保半一氏の略歴については『東亜同文書院大学史』

保存状態は 100 年以上前のものとは思えないほ
ど非常に良い。
『読史方輿紀要』は顧祖禹（1631 ～ 1692 年）
によって清朝初期の 1678 年に完成された 130 巻

（滬友会、1982 年）、
『読史方輿紀要』については海野一
隆「読史方輿紀要とその地域論」（『史林』36–3、1953
年）、『天下郡国利病書』については井上進『顧炎武』
（白帝社、1994 年）を参照した。詳細はこれらの文献を
ご覧頂きたい。
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写真１ 『読史方輿紀要』と『天下郡国利病書』が収められた木箱

写真２

木箱の裏面
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写真３ 『天下郡国利病書』（左）と『読史方輿紀要』（右）の一部分

写真４ 『読史方輿紀要』第一巻の中表紙（左）とその裏側（右）
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〈史料紹介〉

愛知大学文学部史学科・哲学科増設認可申請書

大学史事務室

現在、「人文社会学科」一本のもとで 14 の専攻

佃 隆一郎

にともない翌年廃止）。
このうち社会学科と文学科の設置認可申請書に

が設けられている、本愛知大学の文学部では、
2011（平成 23）年度から入学時６コース、２年

ついて、前者（新制大学の一部として）を 1997

次以降 15（初年度は 14）専攻制への再編成がス

年刊行の『愛知大学五十年史 資料編』に、後者

タートし、文・史・哲・社会の各学科（およびそ

を 2008 年刊行の『愛知大学史研究』第２号にそ

れぞれの各専攻）に分かれていた 2004 年度まで

れぞれほぼ全文を収録し、参考に呈していること

とはいっそう様変わりすることになる。

から、今回はさらに 1955 年３月作製の「愛知大

それとともに、学科分立時代に入学した各文学

学文学部史学科増設認可申請書」および、1957

部生は、2012 年には原則在学しなくなることか

年９月作製の「…文学部哲学科増設認可申請書」

ら、同年に名古屋笹島地区への進出を控える愛知

のやはりそれぞれの主要部分を掲載する。両学科

大学は、豊橋に残ることになる文学部にとっても

の設置当時の科目や担当教員、それに東亜同文書

ひとつの転換期を迎えているといえよう。そこで、

院関連の教員の顔ぶれなどをうかがい知ることに

歴史的な存在となる文学部各学科は何年に設置さ

よって、既出分と併せて創設期の様相を示す資料

れたのかという点を見てみれば、新制大学移行時

となりうれば幸いである。

の 1949（昭和 24）年にまず社会学科が、次いで

なお、この原文は大部分が縦書きで記されてい

翌 50 年に文学科が設置され、少し間を置いた

るが、入力や閲覧の際の便宜上すべて横書きに改

1956（昭和 31）に史学科が、続いて 58 年に哲

め、それにともない漢数字も多くを算用数字に置

学科が増設されている（1956 年には文学専攻科

き換えたことを了承されたい。文中の注記は〔

も設置されたが、91 年の大学院文学研究科設置

内に表示した。

〕
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Ａ．愛知大学文学部史学科増設認可申請書
1955（昭和 30）年９月 30 日
〔表紙〕
昭和三十年九月三十日
愛知大学文学部史学科増設認可申請書
学校法人

愛知大学

〔認可書（原文も横書き）〕
校大第５７号
昭和 31 年 3 月 31 日
学校法人
愛知大学理事長 殿
文部事務次官
田

中

義

男

公印

大学学科増設及び定員変更について
昭和 30 年 9 月 30 日付で申請のあつた愛知大学学科増設及び定員変更のことは、
さしつかえないことになりました。よつて下記事項については、遺漏のないよう実
施願います。
記
入学定員

総定員

40 名

160 名

文学部中社会学科

40 名

160 名

文学部中文学科

70 名

280 名

１．増設する学科

文学部中史学科

定員変更する学科

２．位
〔この行
書込み〕

置

愛知県豊橋市町畑町

３．修業年限

４年

４．開設年次

第１年次、第２年次、第３年次

５．開設時期

昭和 31 年度

６．共通条件
（１）新たに学科（専攻を含む。）を増設し、又は既設の学部学科（専攻を含む。）、
学生定員を変更しようとする場合は、当分の間文部大臣に協議すること。
（２）教員組織については、これが充実にいたるまで、当分の間文部大臣に協議
すること。
以上大学の目的使命を達成するため、必要な整備拡充を行うこと。
なお、教員組織、学科履修方法、施設、設備その他について報告を求め、必要
がある場合には、文部大臣として審査し、変更を求めることがある。
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〔申請書〕
愛知大学文学部史学科増設認可申請書
このたび愛知大学文学部史学科を増設
〔この行
書込み〕

し既設の社会学科・文学科の学生定員を変更いた
したいと思いますから学校教育法第四条の規定によつて、ご認可下さるよう別紙
書類を添えて申請いたします。
昭和三十年九月三十日
設置者
学校法人
理事長
文部大臣

愛知大学
本間喜一

松村謙三 殿

〔目次〕
書類目次
一、愛知大学文学部史学科増設要項

1頁

二、学

則

10 頁

三、校

地（図面添付）

41 頁

四、校舎等建物（図面添付）

42 頁

五、図書標本機械器具等施設概要

47 頁

六、学部及び学科別学科目又は講座

51 頁

七、修業年限履修方法及び学士号

55 頁

八、学部及び学科別学生定員

58 頁

九、職員組織

61 頁

十、設置者に関する調

71 頁

十一、資

産

99 頁

十二、維持経営の方法

118 頁

十三、現在設置している学校の現況

158 頁

十四、将来の計画

218 頁

〔申請補足書（原文縦書き）〕
このたび愛知大学文学部史学科認可申請に関し別紙の様に第一設置要項を補足訂
正提出致します
設置者
学校法人
理事長

愛知大学
本間喜一
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昭和三十年十二月六日
文部大臣
清瀬一郎 殿
〔本文〕
第一

愛知大学文学部史学科増設要項

一、目的及び使命
本学の学則第一条の精神に則り、歴史学を研修し、歴史に対する深い認識
と教養とを以て社会に貢献せんとする人材を養成するため、文学部に史学
科を増設するものである。
二、名

称
愛知大学文学部史学科

三、位

置
豊橋市町畑町

四、校

地
総坪数
專

用

共

用

48,624 坪

五、校

48,624 坪

共用

舎
総坪数

〔この項、
数値を
一部訂正〕

既設法経学部、文学部

5,790 坪

專

用

161.5 坪

共

用

5,628.5 坪

史学科專用教室及び研究室
既設法経学部及び文学部他学科と共用

六、図書標本機械器具等施設概要
図

書

総数
專用

和書

88,540 冊

洋書

27,857 冊

和書

6,211 冊 （史学関係のみ）

洋書
学術雑誌

810 冊 （史学関係のみ）豊橋本校

和書

25 冊 （史学関係のみ）

洋書
共用
学術雑誌

標

本

機械器具

総数

５冊 （史学関係のみ）豊橋本校

和書

82,329 冊

洋書

27,047 冊

和書

227 冊

洋書

116 冊

法経学部、文学部他学科と共用
法経学部、文学部他学科と共用

6,449 点

專用

520 点

共用

5,929 点

総数

3,522 点

專用

3,011 点

共用

511 点

その他の施設

豊橋本校・名古屋〔車道〕校舎合計

史学科関係
一般教育用既設

一般教育用既設

電灯水道の設備は学部設置認可当時と同様、又はそれ
以上に充実す
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七、学部及び学科の組織並に附属施設
文 学 部、史 学 科
参考
現在設置せる学部及び学科組織
法経学部

法学科、経済学科

文学部

文学科、社会学科

大学院

法学、経済学研究科

八、学部及び学科別科目又は講座概要並に教職課程の有無
一般教育科目
人文科学関係

既設の他学科と同様

社会科学関係

に付き省略

自然科学関係

学科目等は学則参照

外 国 語
体

育
計

84

專門科目
必修科目Ａ系列
学

科

目

単位数

史学概論

4

日本史概説

4

東洋史概説

4

西洋史概説

4

世

史

4

考古学概説

4

卒業論文

8

計

32

界

備

考

備

考

必修科目Ｂ系列（日本史を主とするもの）
学

科

目

単位数
一部

4

仝

二部

4

仝

三部

4

日本史演習及講読一部

2

日本史特殊講義

仝

二部
計

2
16
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必修科目Ｃ系列（東洋史を主とするもの）
学

科

目

単位数

考

備

考

4

東洋史特殊講義一部
仝

二部

4

仝

三部

4
2

東洋史演習及講読一部
仝

備

2

二部

16

計
選択科目
学

科

目

単位数

人文地理学

4

日本考古学

4

東洋考古学

4

社

史

4

社会思想史

4

中国哲学史

4

日本思想史

4

日本文学史

4

中国語学概説

4

中国古文講読

4

会

40

計
備

考

○必修科目中、日本史を主とするものはＡ・Ｂ系列を、東洋史を主とす
るのはＡ・Ｃ系列を、夫々 12 科目 48 単位履修すべきものとする。
選択科目中５科目 20 単位以上を履修するものとする。
○一般教育科目、外国語、体育については、他学部学科と共通

計 56 単

位を履修する。
九、修業年限履修の方法及び学士号
凡てについて文学部既設の他学科と同一に付き省略
十、職 員 組 織〔原文を組み替え〕
学

專

第１年次

長 教
1

員

教

授 助教授 講
4

1

師

計
6

第２年次

助

手
2

技術員 事務員
50

1

第３年次
任

第４年次
計

1

4
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学

兼

長 教

員

教

授 助教授 講

師

計

第１年次

3

3

第２年次

3

3

助

手

技術員 事務員

第３年次
担

兼

第４年次
計

6

6

第１年次

3

3

第２年次

1

1

4

4

3

12

2

1

4

1

4

16

3

第３年次
任

第４年次
計
第１年次

1

7

第２年次
計

1

3

50

第３年次
第４年次
計

1

10

1

50

十一、学部及び学科別学生入学定員、総定員
文学部史学科

定員 40 名

備考 文学部社会学科

400 名

総定員 160 名

文学科

200 名

文学部社会学科

160 名

文学科

280 名

史学科

160 名

現行総定員
と変更する。

右〔上〕の様変更し文学部の総定員数増減なし。
十二、設 置 者
学校法人愛知大学

理事長

本

間

喜

一

十三、維持経営の方法概要
学生の入学金、授業料、受験料等により維持経營す。既に設置せる文学部他
学科に同じ
十四、開設の時期
昭和 31 年４月
十五、開 設 年 次
第一、第二、第三、年次
現在本学の教養課程の学生を進学させる。原則として他校よりの転入学は認
めない。
十六、併設学校及び附置研究所の概要
豊橋本校

法経学部

法学科、経済学科

文学部

文学科、社会学科

短期大学部

夜間法経学科、文学科

大学院

法学研究科、経済学研究科
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文学部は新たに史学科を設置せんとする
名古屋分校

短期大学部の設あるも、31 年度より募集を停止し、在校生の卒
業をまつて廃止する。又、30 年度より新たに法経学部第二部を
設置せんとする。

第二

学

則

愛知大学学則変更
新旧比較対照表〔○が変更箇所〕
改
第二條

正

條

文

旧
第二條

本大学に次の学部及び学科を置く。
法経学部

條

文

本大学に次の学部及び学科を置く。
法経学部

法 学 科

法 学 科
経済学科

経済学科
文 学 部

文 学 部

社会学科

社会学科
文 学 科

文 学 科
○史 学 科
第六條

学生所属の学科により夫々次の単位数の

第六條

科目を履修しなければならない。

科目を履修しなければならない〔。〕
○

学生所属の学科により夫々次の単位数の

講義科目又は演習は特別の定めある場合
の外は毎週１時間 15 週の授業を１単位
とする。

○

実験又は実習は毎週３時間 15 週の授業
を１単位とする。

○

数学の演習又はこれに類する演習は毎週
２時間 15 週の演習をもつて１単位とする。

○

外国語の単位の計算については前項の数
学の項を準用する。
三、專 門 科 目

三、專 門 科 目
法経学部
文学部

法 学 科

以下略

経済学科

〃

社会学科

〃

法経学部

省略

文学部

社会学科

省略

文学科

文 学 科

（日本史〔国文学の誤り〕専攻）

（日本史〔国文学の誤り〕専攻）
必修

10 科目 40 単位以上

必修

10 科目 40 単位以上

選択

５科目 20 単位以上

選択

５科目 20 単位以上

（中国文学専攻）

（中国文学専攻）
右〔上〕に仝じ

右〔上〕に仝じ

省略

右〔上〕に仝じ

右〔上〕に仝じ

省略

省略

（ドイツ文学専攻）

（ドイツ文学専攻）
右〔上〕に仝じ

省略

（英文学専攻）

（英文学専攻）

右〔上〕に仝じ

省略

省略

（フランス文学専攻）

（フランス文学専攻）

右〔上〕に仝じ

右〔上〕に仝じ

省略
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○史学科
（日本史専攻）
必修

10 科目 40 単位以上

選択

５科目 20 単位以上

（東洋史専攻）

第三十三條

必修

10 科目 40 単位以上

選択

５科目 20 単位以上
第三十三條

学部の学生定員は次の通りである。

学部の学生定員は次の通りである。

法経学部

法経学部
法学科

800 名

法学科

800 名

経済学科

400 名

経済学科

400 名

文学部

文学部
社会学科

400 名

社会学科

400 名

文学科

200 名

文学科

200 名

〔○〕史学科

200 名

学
学

則 〔略〕
科

目

表

一般教育科目
学

各学部各学科共通
科

目

単位数

備

考

人文科学関係
哲

学

4

倫

理

学

4

論

理

学

4

日本史三部

4

東洋史一部

4

西洋史二部

4

人文地理学

4

文学

一部

4

文学

二部

4

文学

三部

4

文学

四部

4

哲学史を含む

社会科学関係
社会科学概論

4

法

学

4

政

治

学

4

経

済

学

4

社

会

学

4

憲法２単位を含む
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科

目

単位数

備

考

自然科学関係
自然科学概論

4

数

学

4

学

4

学

4

外国語一部

8

〃 〃二部

8

生

物

化
外

備

国

考

物理学を含む

語

一般教育科目については外国語一部、二部は必修、その他人文科
学関係、社会科学関係、自然科学関係の三系列に亘つて夫々３科
目以上、外国語一部、二部と合せて合計 11 科目 52 単位以上を
履修する。

体

育

各学部各学科共通

学

備

科

目

単位数

講

義

2

実

技

2

考

備

考

体育については２科目４単位を必修する。

法経学部法学科
専門科目
学

科

目

単位数

必修（選択）科目
憲

法

4

行政法一部

4

〃

〃二部

4

国際法一部

4

〃

〃二部

4

刑

法

4

民法一部

4

〃〃二部

4

〃〃三部

4

〃〃四部

4

商法一部

4

〃〃二部

4

社 会 法

4

政治学原論

4

政 治 史

4

政治思想史

4
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学

科

目

単位数

国際政治史

4

社会思想史

4

演

4

習

外国書研究

2

卒業論文

2

備

考

選択科目
法 哲 学

4

法制史一部

4

法制史二部

4

比 較 法

4

民事訴訟法

4

刑事訴訟法

4

破 産 法

4

法思想史

4

無体財産権論

4

国際条約論

4

行 政 学

4

地方自治論

4

国際私法

4

東洋外交史

4

経済原論一部

4

〃

備

考

政治学特殊講義

4

〃 二部

財 政 学

4

経済政策

4

社会政策

4

労働問題

4

国際政経事情一部

4

〃

⎫
⎬法律学特殊講義
⎭

二部

4

三部

4

四部

4

新 聞 学

4

外国書研究

4

演

4

習

必修科目中、外国書研究、演習、卒業論文を含めて 13 科目合計
48 単位を履修する。
選択科目中、６科目 24 単位を選ぶ
なお必修科目中必修科目として選択するもの以外を選択科目とし
て選ぶことが出来る。
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法経学部経済学科
専門科目
学

科

目

単位数

備

考

必修科目
経済原論一部

4

経済原論二部

4

経 済 史

4

経済学史

4

財 政 学

4

統 計 学

4

経済学一部

4

貨幣金融論

4

経済政策

4

銀 行 論

4

現代経済理論

4

演

4

習

外国書研究

2

卒業論文

2

選択科目
各国経済史

4

経済地理

4

世界経済論

4

国際金融論

4

経営学二部

4

会計学一部

4

簿 記 学

4

商 業 学

4

社会政策

4

商工政策

4

農業政策

4

労働問題

4

協同組合論

4

産業開発論

4

工業経済論

4

金融資本論

4

景気変動論

4

公企業論

4

会計学二部

4

保 険 論

4
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愛知大学文学部史学科・哲学科増設認可申請書

学
〔改頁〕

備

考

科

目

単位数

国際政経事情一部

4

国際政経事情二部

4

〃

三部

4

〃

四部

4

行政法一部

4

民法一部

4

〃 二部

4

〃 三部

4

〃 四部

4

商法一部

4

〃 二部

4

社 会 法

4

政治学原論

4

社会思想史

4

外国書研究

4

新聞学

4

職業指導

2

演

4

習

備

考

選択科目については６科目 24 単位以上を選ぶ。

教職課程（二十単位以上を選ぶ）
必

註

修

科

目

単位数

選

科

目

史

単位数

教

育

心

理

学

3

教

青

年

心

理

学

3

教

育

社

会

学

4

教

育

原

理

3

児

童

心

理

学

4

教

科

教

育

3

図

書

館

学

教

育

実

習

3

社

会

教

育

法

育

択

4

4
論

4

法経学部の教職課程については爾後更めて申請する。

文学部社会学科
専門科目
学

科

目

単位数

備

考

必修科目
社会学概論

4

社会学史

4

社会学特殊講義

8

社会学演習

8
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

科

目

単位数

社会調査

4

教育社会学

4

社会心理学

4

社会人類学

4

卒業論文

8

備

考

選択科目
学

4

哲 学 史

4

中国哲学史

4

倫 理 学

4

宗 教 学

4

教 育 学

4

新 聞 学

4

統 計 学

4

社会事業論

4

社会教育論

4

社会政策

4

社会思想史

4

社 会 史

4

外 国 史

4

言 語 学

4

考 古 学

4

人文地理学

4

哲

備

考

選択科目については５科目 20 単位以上を履修する。

文学部文学科
専門科目
（Ａ）国文学専攻
学

科

目

単位数

必修科目
国文学概論

4

国文学史

4

国文学特殊講義

4

国文学講読

8

国語学概論

4

国文学演習

4

国語学史

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8
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愛知大学文学部史学科・哲学科増設認可申請書

（Ｂ）中国文学専攻
学

科

目

単位数

備

考

備

考

備

考

必修科目
中国文学概論

4

中国文学特殊講義

4

中国古文講読

4

中国文学演習

4

中国語学概論

4

中国語学講読

4

中国哲学史

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8

（Ｃ）英文学専攻
学

科

目

単位数

必修科目
英文学概論

4

英文学史

4

英文学特殊講義

4

英文学講読

4

英文学演習

4

英語学概論

4

英 語 史

4

英文法概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8

（Ｄ）ドイツ文学専攻
学

科

目

単位数

必修科目
ドイツ文学概論

4

ドイツ文学史

4

ドイツ文学講読

4

ドイツ文学演習

4

独文学特殊講義

4

ドイツ語学概論

4

ドイツ語史

4

ドイツ語学講読

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

（Ｅ）フランス文学専攻
学

科

目

単位数

備

考

備

考

必修科目
フランス文学概論

4

フランス文学史

4

仏文学特殊講義

4

フランス文学講読

4

フランス文学演習

4

フランス語学概論

4

フランス語史

4

フランス語学講読

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8

選択科目（文学科各専攻共通）
学

科

目
学

4

哲

学

史

4

宗

教

学

4

外

国

史

4

芸

術

史

4

考

古

学

4

現代文学論

4

現代詩論

4

映画演劇論

4

ロシア文学

4

新

学

4

図書館学

4

教育社会学

4

哲

備

考

単位数

聞

５科目 20 単位以上を履修する。
尚他専攻必修科目をも選択科目として履修することができる。

文学部史学科
必修科目Ａ系列
学

科

目

単位数

史学概論

4

日本史概説

4

東洋史概説

4

西洋史概説

4

世 界 史

4
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学

科

目

単位数

考古学概説

4

卒業論文

8

備

考

備

考

備

考

備

考

32

計

必修科目Ｂ系列（日本史を主とするもの）
学

科

目

単位数

日本史特殊講義一部

4

仝

二部

4

仝

三部

4

日本史演習及講読一部
仝

二部

2
2
16

計

必修科目Ｃ系列（東洋史を主とするもの）
学

科

目

単位数

東洋史特殊講義一部

4

仝

二部

4

仝

三部

4

東洋史演習及講読一部
仝

二部

2
2
16

計
撰択科目
学

科

〔ママ〕

名

人文地理学

4

日本考古学

4

東洋考古学

4

社

史

4

社界思想史

4

中国哲学史

4

日本思想史

4

日本文学史

4

中国語学概説

4

中国古文講読

4

会

〔ママ〕

計
備

単位数

40

考

○ 必修科目中、日本史を主とするものはＡ・Ｂ系列を、東洋史を主とす
るものはＡ・Ｃ系列を、夫々 12 科目 48 単位履修すべきものとする。
選択科目中５科目 20 単位以上を履修するものとする。
○ 一般教育科目、外国語、体育については、他学部学科と共通、計 56 単
位を履修する。
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

育

（各学部各学科共通）

学

備

考

科

目

単位数

講

義

2

実

技

2

備

考

体育については２科目４単位を必修とする。

教職課程
必

目

単位数

選

択

目

理

学

3

教

青

年

心

理

学

3

教

育

社

会

教

育

原

理

3

図

書

館

学

教

科

教

育

3

社会 教育論

教

育

実

習

3

児

専

史

心

理

4

学

4
4
4

学

文学部の教職課程については爾後更めて申請する。
校

地 〔添付図面略〕

用

共

校舎敷地
運 動 場
自然科学標本園
其 の 他
計

用

計

所

在

地

5,950 坪 5,950 坪 豊橋市町畑町
15,000 〃 15,000 〃
〃
1,500 〃 1,500 〃
〃
26,174 〃 26,174 〃
〃
48,624 〃 48,624 〃

第四

童

単位数
4

心

法

育

科

育

第三
別

科

教

註

種

修

備

考

既設の法経学部及文学部、文学科、社会学科と共用
〃
〃
〃

校舎等建物 〔添付図面略〕

第一表
種

別

本
館
一 号 館
二 号 館
三 号 館
四 号 館
五 号 館
六 号 館
七 号 館
八 号 館
九 号 館
十 号 館
講
堂
図 書 館
大 学 院
会 議 室
第一寄宿舎
第二寄宿舎
炊 事 場
体 育 館
学生集会場〔ママ〕
書
庫
倉
庫
其の他 31 棟
計

専

用
坪

共

用

769 坪．00
515・00
91・00
78・70
156・00
72・00
224・25
224・25
326・50
123・50
146・25
234・80
192・25
320・00
36・25
320・00
344・00
318・50
136・00
60・00
42・00
68・00
991・75
5,790 坪．00

計
769 坪．00
515・00
91・00
78・70
156・00
72・00
224・25
224・25
326・50
123・50
146・25
234・80
192・25
320・00
36・25
320・00
344・00
318・50
136・00
60・00
42・00
68・00
991・75
5,790・00
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建物様式
木造二階建
〃
〃
〔ママ〕
木造平家
〃
〃
〃
木造二階建
〃
〃
木造平屋
木造鉄骨家屋
木造平屋
〃
〃〔ママ〕
木造平家
〃
煉瓦建平屋
木造平屋
〃
〃
〃
木造其の他

室

数
55
25
3
2
3
5
9
6
26
3
9
4
25
21
2
30
30
32
6
2
2
4

備

考

４教室 70 坪を新に増設
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第二表
種
本

館

別

別添図面参照
専用共用の別
共

一 号 館

用
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

二 号 館

三 号 館

四 号 館
五 号 館
六 号 館

七 号 館

八 号 館
九 号 館

十 号 館

講
堂
図 書 館

大 学 院

会 議 室
第一寄宿舎
第二寄宿舎
炊 事 場
体 育 館
学生集会所
書
庫
倉
庫
其 の 他
計

共

用

室

名

学 長 室
学部長室
事 務 室
教授研究室
研 究 所
其 の 他
教
室
〃
〃
〃
教授研究室
其 の 他
教
室
〃
其 の 他
教
室
〃
其 の 他
教
室
其 の 他
教
室
研 究 室
教
室
〃
其 の 他
教
室
〃
其 の 他
巡 視 室
学生会館
教
室
〃
其 の 他
自然科学教室
〃
〃
講
堂
書
庫
閲 覧 室
其 の 他
研 究 室
〃
〃
事 務 室
控
室
そ の 他
集 会 室
学 生 寮
〃
学生食堂
体 育 館
学生集会所
書
庫
倉
庫
其 の 他

坪

数

16 坪．50
15.00/12.00
204.00
151.50
109.00
261.00
80.00
21.00
28.00
14.00
7.00
35.00
30.00
26.00
50.00
25.00
3.70
72.00
12.00
42.00
7.50
62.50
30.00
131.75
62.50
30.00
131.75
7.00
319.50
35.00
32.50
23.50
52.50
40.00
53.75
234.80
37.50
84.50
70.25
28.00
14.00
7.00
7.00
14.00
61.00
36.25
320.00
344.00
318.50
136.00
60.00
42.00
68.00
991.75
5,790.00

用

途

収容人員

室

数
2
2
23
18
7

480 名
100 名
130 名
60 名

1
2
4
6
11

160 名
120 名

1
1

240 名
100 名

1
1

320 名

2

150 名
360 名
120 名

1
4
1
1

360 名
120 名

1
1

130 名
120 名

2
24
1
2

実験室
生物学教室
準備室その他 準備室その他
1,200 名

事務室その他

1
1

2
10
5
2
1
1
30
30
6
1

総 坪 数

⎫
⎬508 坪 .00
⎭

261.00
80.00
42.00
112.00
84.00
77.00
120.00
35.00
30.00
26.00
50.00
25.00
3.70
144.00
12.00
42.00
30.00
62.50
30.00
131.75
62.50
30.00
131.75
7.00
319.50
35.00
65.00
23.50
52.50
40.00
53.75
234.80
37.50
84.50
70.25
56.00
140.00
35.00
14.00
14.00
61.00
36.25
320.00
344.00
318.50
136.00
60.00
42.00
68.00
991.75
5,790.00

備

考

史学科増設の為
今度増設せる教室
史学科増設の為内２室
は今度増設せるもの
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〔貼付
改訂〕

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

図

書

史学科（豊橋）

外国語

内訳
専用

共用

計

内国

外国

英

1,920

1,265

3,185

1,089

2,096

独

1,265

1,011

2,276

1,134

1,142

佛

1,033

1,101

2,134

425

1,709

露

1,126

1,038

2,164

582

1,582

華

1,277

1,212

2,489

538

1,951

6,621

5,627

12,248

3,768

8,480

計

内
種

別

内国書

訳

専用

共用

計

外国書

人文科学関係

2,775

2,004

4,779

3,396

1,383

社会科学関係

2,825

1,022

3,847

2,617

1,230

自然科学関係

1,290

1,165

2,455

1,748

707

外国語関係

6,621

5,627

12,248

3,768

8,480

346

350

696

595

101

計

13,857

10,168

24,025

12,124

11,901

法政学関係

12,840

10,235

23,025

20,112

2,963

経済学関係

13,635

12,361

25,996

21,175

4,821

社会学関係

18,623

960

15,583

18,015

1,568

文学関係

15,647

920

16,567

11,354

5,213

史学関係

7,021

30

7,151

5,760

1,391

67,766

24,606

92,372

76,416

15,956

81,623

34,774 116,397

88,540

27,857

一般教育科目

体育関係

専門図書

〔ママ〕

計
〔貼付終〕

合

計

352
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一ノ二

学術雑誌目録

一般教養関係は既設に付省略

１．内 国 雑 誌〔実際は外国雑誌を含む〕
名

称

日本史研究

発

行

年

次

第２号（昭 21）～第５号（昭 22）

歴史学研究

種

類

部

類

3

第７号（昭 10）～第 185 号（昭 30）

165

史学雑史

第 52 編（昭 16）～第 64 編（昭 30）

117

東北大学文学部研究事報

第３号（昭 27）～第５号（昭 29）

歴史評論

第 14 号（昭 23）～第 18 号（昭 30）

〔ママ〕

史

林

3

17

第１巻（昭 19）

古代学

10

第１巻～第３巻

自然と文化

9

第１巻～第５巻

東方学報

5

東京第１冊～第 14 冊
京都第４冊～第 15 冊

東洋学報

民族学研究

第 23 巻～ 38 巻

67

新第１巻～第 14 巻

20

第 11 巻（昭 21）～第 18 巻（昭 30）

東洋史研究
東方学

アジア研究

１号～５号

季刊中国研究

1948 ～ 1952

渕

10
2
5

28 輯～ 65 輯

29
16

〔ママ〕

宗教研究

日本宗教学校

歴史教育

22

２巻～３巻

印度学佛教学研究

3

１ノ１～３ノ２

6

〔ママ〕

オリヱンタリカ

東大東洋史研究会

1

〔ママ〕

人文科学

京大人文科学研究会

2

〔ママ〕

社会経済史学

社会経済史学会

〔ママ〕

東洋文科研究所紀要

Vol. 1 ～ 3

American anthropoligist.

Vol. 57（’55）

The eastern quarterly.
二ノ一
別

標

7
5

Vol. 9 ～ 14

22
1

本

専用

自然科学部門
計
二ノ二

2

１～７

The eastern Buddhist.

種

23

１号～ 10 号

東方学論叢
史

28

第１号（昭 25）～ 19 号

東洋史研究

考

75

第 28 巻～第 38 巻（昭 30）

東洋文化

備

共用

計

6449

6449

6449

6449

備

考

法経学部、文学部 共用

標本目録

既設教養部、一般教育用につき目録省略す
三ノ一
種

別

自然科学部門
計

機械器具
専用

共用

計

3,011 点

511 点 3,511 点

3,011 点

511 点 3,511 点

備

考

353
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第六
〔貼付改訂〕 学部

文学部

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

学部及学科別学科目又は講座

学科

学科目又は講座

史学科

一般教育科目
人文科学関係
社会科学関係
自然科学関係
外國語
体 育
計

年次及び單位数
第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次
既設の他学科と同様に付き
省略
84

專門科目
必修科目Ａ系列
史学概論
日本史概説
東洋史概説
西洋史概説
世界史
考古学概説
卒業論文
計

備

計

4
4
4
4
4
20

84

4

84
4
4
4

8

4
4
8

12

28

84

336

4

8
8
8
8
8
8
24

8
12

72
〔ママ〕

必修科目Ｂ系列

（日本史を主とするもの）

日本史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
日本史演習及講読一部
仝
二部
計

8

4
4

4

4
4

2
2

2
2

2
2

4
2
2

8
8
8
8
8

12

8

12

8

40

2
2

4
2
2

8
8
8
8
8

12

8

40

4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

必修科目Ｃ系列

（東洋史を主とするもの）

東洋史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
東洋史演習及講読一部
仝
二部

〔貼付終〕

計
選択科目（両専攻共通）
人文地理学
日本考古学
東洋考古学
社会史
社会思想史
中国哲学史
日本思想史
日本文学史
中国語学概説
中国古文講読
計
専門科目
総
〔貼付改訂〕

備

合

合

計
計

4
4
2
2

4
2
2

12

8

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4

24

16

24

16

80

80

56

96

56

288

164

140

180

140

624

考

○必修科目中、日本史を主とするものはＡ・Ｂ系列を、東洋史を主とするものは
Ａ・Ｃ系列を、夫々 12 科目 48 單位履修すべきものとする。
選択科目中５科目 20 單位以上を履修するものとする。
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○一般教育科目、外國語、体育については、他学部学科と共通

〔貼付終〕

計 56 單位を履修

する。
第七

修業年限履修方法及学士号

一、修業年限履修方法及学士号については、既設他学科（文学部社会学科、文学
科）と同一につき省略

〔ママ〕

四、内訳、一般教養部は既設の他学科と同様につき省略
学部

学科

文学部

史学科

〔貼付改訂〕

〔改頁〕

〔貼付終〕

第八

学科目又は講座
專門科目
必修科目Ａ系列
史学概論
日本史概説
東洋史概説
西洋史概説
世界史
考古学概説
卒業論文
必修科目Ｂ系列
（日本史を主とするもの）
日本史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
日本史演習及講読一部
日本史演習及講読二部
必修科目Ｃ系列
（東洋史を主とするもの）
東洋史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
東洋史演習及講読一部
仝
二部
〔選択科目（両専攻共通）〕
人文地理学
日本考古学
東洋考古学
社会史
社会思想史
中国哲学史
日本思想史
日本文学史
中国語学概説
中国古文講読
計

必修
單位数

選択
單位数

備

考

4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
8
8

日本史を主とするものは
Ａ・Ｂ系列を、東洋史を主
とするものはＡ・Ｃ系列を
夫 々 12 科 目 48 單 位 履 修
すべきものとする。

4
4
4
8
8

100

4 ５科目 20 単位を選択する
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

学部及学科別定員
一、学部及学科別学生入学定員
文学部

史学科

定員

40 名
355
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二、学部及学科別学生総定員
文学部
参

史学科

160 名

考
現在設置している学部学生の定員
法経学部

文

〔書込み〕

入学定員

総 定 員

法 学 科

200 名

800 名

経済学科

100 名

400 名

社会学科

100 名

400 名

文 学 科

50 名

200 名

学

部

左〔下〕の様変更する（総定員増減なし）

〔書込終〕

社会学科

160

文 学 科

280

史 学 科

160

計

600

三、専門科目又は講座別学生収容定員
〔貼付改訂〕

〔貼付終〕

学部
文学部

学科
史学科

專門科目又は講座
必修科目Ａ系列
史学概論
日本史概説
東洋史概説
世界史
考古学概説
必修科目Ｂ系列
日本史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
日本史演習及講読一部
〔仝〕
二部
必修科目Ｃ系列
東洋史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
東洋史演習及講読一部
仝
二部
〔選択科目（両専攻共通）〕
人文地理学
日本考古学
東洋考古学
社会史
社会思想史
中国哲学史
日本思想史
日本文学史
中国語学概説
中国古文講読

356
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収容人員
100 名
50 〃
50 〃
100 〃
〔ママ〕
100 名
100
50
50
100
100

〃
〃
〃
〃
〃

100
50
50
100
100

〃
〃
〃
〃
〃

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

備

考
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第九

職員組織
一、職員総括表
専任

兼担

第1 第2 第3 第4
年次 年次 年次 年次
学

長

教

員

計

兼任

第1 第2 第3 第4
年次 年次 年次 年次

計

第1 第2 第3 第4
年次 年次 年次 年次

計

計

第1 第2 第3 第4
年次 年次 年次 年次

1

1

授

4

4

助教授

1

1

6

6

3

3

事 務 員

50

50

50

そ の 他

10

10

10

合

計

69

69

〔注

各人数と計とで一部が一致しないのは、手書きにて人数を変更した箇所があるため〕

教
講

1
4

2

6

助

手

1

7

2

10

1

師
計

4

2

6

計

1

3

4

7

3

4

7

3

4

7

12

6

19

技 術 員

4

2

6

3

4

7

50
10

72

6

82

二、学部及学科別教員
〔貼付改訂〕 学部

学科

科目又は講座

文学部 史学科 專門科目
必修科目Ａ系列
史学概論
日本史概説
東洋史概説
西洋史概説
世界史
考古学概説
卒業論文
必修科目Ｂ系列
日本史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
日本史演習及講読一部
仝
二部
必修科目Ｃ系列
東洋史特殊講義一部
仝
二部
仝
三部
東洋史演習及講読一部
仝
二部
選択科目
人文地理学
日本考古学
東洋考古学
社会史
〔貼付終〕
社会思想史
中国哲学史
日本思想史
日本文学史
中国語学概説
中国古文講読
計
合計

教

授

助教授

助

手

講

師

計 備考
専 兼 兼
専 兼 兼
専 兼 兼
専 兼 兼
計
計
計
計
任 担 任
任 担 任
任 担 任
任 担 任

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
2

1
1
2

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
7

1
1
1
7

3 17

20

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1
1

（交渉中）

3
1

1

2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2

1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
3 10

12 12 34
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三、学長並に学科別教員予定表
一般教育 専任
番 一、〔ママ〕 外国語体 兼担
号
職名
育専門科 兼任
目の別
の別
学長
（教授）

本務の名称
並びに
担当学科目
又は講座

担当学科目
又は講座

最終卒業学校
学部学科名
及び卒業年月

学位
称号

著書及び
学術論文数

教歴

東京帝国大学
法科大学
大正４年５月

多数

46 年

史学概論

京都帝国大学
大学院
昭和 15 年３月

14
其の他
多数

18 年

専任

採用予定年月

氏名
生年月日

教員
個人
調書
頁数

月額
基本給

国籍本籍 性別

56,700

日本
山形縣

男

本間喜一
明治 24 年
７月 15 日

日本
京都府

男

中山治一
明治 44 年
４月６日

1

31,200

日本
静岡縣

男

鈴木泰山
明治 40 年
３月 19 日

2

16,300

日本
東京都

男

歌川 学
大正 14 年
９月６日

3

日本
静岡縣

男

鈴木鋭彦
大正 12 年
11 月 10 日

4

備考

講師

専門
科目
（史）

2

教授

専門
科目
（史）

専任

日本史概説
日本史特殊講義
一部
日本史演習二部
日本史料〔ママ〕
講読一部

東京帝国大学
文学部
大学院
昭和 11 年３月

15

11 年

3

助教授

専門
科目
（史）

専任

東京大学
日本史特殊講義 文学部
日本史演習
国史学科
昭和 24 年３月

5

６年

昭和 31 年４月

4

講師

専門
科目
（史）

兼任

愛知学院大学
歴史学

日本史特殊講義
九州大学
三部
大学院
日本史料〔ママ〕
昭和 29 年３月
講読二部

8

１年

昭和 31 年４月

5

教授

専門
科目
（史）

兼担

教養部
倫理学
考古学
教育心理

考古学概説
東洋考古学

東京帝国大学
文学部
倫理学科
大正 11 年３月

6

教授

専門
科目
（史）

専任

東洋史概説
東洋史料〔ママ〕
講読

東京帝国大学
文学部
東洋史学科
昭和 14 年３月

7

講師

専門
科目
（史）

兼任

愛知学芸大学
西洋史

西洋史概説

8

講師

専門
科目
（史）

兼任

愛知縣立
横須賀高等学校

東洋史特殊講義
一部
東洋史演習二部
東洋〔ママ〕

9

教授

専門
科目
（史）

専任

10 教授

専門
科目
（史）

兼担

教養部
人文地理

人文地理

京都帝国大学
文学部史学科
大正８年７月

11 講師

専門
科目
（史）

兼任

名古屋大学
史学地理学

日本考古学

京都帝国大学
大学院
考古学専攻

12 講師

専門
科目
（史）

兼任

東京大学
社会史

社会史

東京帝国大学
大学院
大正 12 年３月

９年

13 教授

専門
科目
（史）

兼担

法経学部
国法学
政治思想史
政治学

社会思想史

東京帝国大学
法学部
佛法科
大正 11 年３月

15 年

14 教授

専門
科目
（史）

愛知大学
短期大学部
兼担 中国哲学史
中国古文講読
文学二部

中国哲学史
中国古文講読

京城帝国大学
法文学部
哲学科
昭和５年３月

20 年

15 講師

兼任

日本思想史

交

16 教授

専門
科目
（史）

文学部
文学一部
国文学概論
兼担 国文学特殊講義
国文学講読
国文学史
国文学演習

日本文学史

東京帝国大学
大学院
昭和 13 年３月

32

16 年

35,300

日本
愛知縣

男

久曽神 昇
明治 42 年
５月 31 日

16

17 教授

専門
科目
（史）

兼担

中国語学講読

上海東亜同文
書院
大正７年６月

4

32 年

45,900

日本
栃木縣

男

鈴木擇郎
明治 31 年
６月 27 日

17

1

兼任

名古屋大学
西洋史

18 年

42,700

日本
三重縣

男

横山將三郎
明治 30 年
10 月 10 日

5

14
其の他
多数

１年

29,500

日本
愛知縣

男

鈴木中正
大正２年
２月 25 日

6

東京帝国大学
大学院
昭和 25 年３月

3

15 年

3,000

日本
愛知縣

男

小木曽 公
明治 35 年
10 月 11 日

7

東京帝国大学
文学部
東洋史学科
昭和 12 年３月

5

日本
愛知縣

男

深谷敏鉄
明治 43 年
５月 15 日

8

東洋史特殊講義 京都大学
二部
文学部史学科
東洋史演習一部 昭和６年３月

文学部
中国語
中国語学講読
中国文学演習

昭和 31 年
4月1日

昭和 31 年４月

６年

35,300

日本
京都府

男

内藤戊申
明治 41 年
４月 23 日

9

論１

14
〔年〕

33,900

日本
愛知縣

男

浅若 晁
明治 33 年
10 月 30 日

10

著3
論１
其の他
多数

14 年

日本
山口県

男

澄田正一
大正４年
２月 19 日

11

日本
長野縣

男

有賀喜左衛門
明治 30 年
１月 20 日

12

45,900

日本
長野縣

男

小岩井 淨
明治 30 年
６月９日

13

39,600

日本
大分縣

男

若山 尚
明治 39 年
３月 20 日

14

6

著４
論 22
渉

昭和 31 年４月

中
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第十

設置者に関する調
一、役

員

氏

名

理 事 長

本

理

小 岩 井

浄

仝

神

郎

仝

片

事

間
野

喜
太

一

山

監

事
仝

理

顧

問
〔ママ〕

神

藤

寅

吉

山

本

一

二

長谷川

萬次郎

安

倍

能

仝

河

合

源三郎

仝

大

林

正

志

田

中

耕太郎

仝

大

野

佐

長

横

田

忍

仝

山

崎

知

二

仝

小

幡

清

金

仝

玉

井

成

茂

二、連絡教授会決議録
一、日

時

昭和 30 年８月 30 日

午後１時

一、所

本学会議室

一、出 席 者

本間学長、小岩井法経学部長、山崎文学部長、大内教養部
長、小幡、胡麻本、板倉、桑島各教授、細迫助教授

一、議

事

１．本学文学部に史学科を増設する。
右〔上〕の通り決議した。
昭和 30 年 8 月 31 日
右〔上〕は、連絡教授会議事録記載の通り相違ありません
愛

知

大

学

長

本 間 喜 一

〔第十一～十四 欠〕
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Ｂ．愛知大学文学部哲学科増設認可申請書
1957（昭和 32）年９月 30 日
〔表紙（原文縦書き）〕
昭和三十二年九月三十日
愛知大学文学部哲学科増設認可申請書
学校法人

愛知大学

〔認可書〕
校大第 18 号
昭和 33 年 1 月 10 日
学校法人
愛知大学理事長 殿
文部事務次官
稻

田

淸

助

公印

大学学科増設について（通知）
昭和 32 年 9 月 30 日付で申請のあつた愛知大学学科増設のことは、さしつかえないこ
とになりました。
よつて下記事項については、遺漏のないよう実施願います。
記
入学定員

総定員

30 名

120 名

１．増設学科

文学部哲学科

２．位

愛知県豊橋市町畑町官有地

置

３．修業年限

４年

４．開設年次

第１年次

５．開設時期

昭和 33 年度

６．留意事項
（１）專門図書を年次計画どおり整備すること。
（２）專門科目担当の助教授または講師を増強すること。
７．共通条件
新たに学科（專攻を含む。）を増設し、又は既設の学部学科（專攻を含む。
学生定員を変更しようとする場合は、当分の間文部大臣に協議すること。
以上大学の目的使命を達成するため必要な整備拡充を行うこと。
なお、教員組織、学科履修方法、施設、設備その他について報告を求め、
必要がある場合には、文部大臣として審査し、変更を求めることがある。
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〔申請書（原文縦書き）〕
愛知大学文学部哲学科増設認可申請書
〔この行
一部削除〕

このたび愛知大学文学部哲学科を増設したいと思いますから学校教育法第
四条の規定によつて、御認可下さるよう別紙書類を添えて申請致します。
昭和三十二年九月三十日
設置者
学校法人
理事長
文部大臣

松永

愛知大学
小岩井

淨

東 殿

〔目次（原文縦書き）〕
書類目次
一、愛知大学文学部哲学科増設要項

1頁

二、学

則

12 頁

三、校

地（図面添付）

51 頁

四、校舎等建物（図面添付）

52 頁

五、図書標本機械器具等施設概要

58 頁

六、学部及び学科別学科目

113 頁

七、修業年限履修方法及び学士号

117 頁

八、学部及び学科別学生定員

122 頁

九、職員組織

123 頁

十、設置者に関する調

128 頁

十一、資

産

208 頁

十二、維持経営の方法

225 頁

十三、開設年次

256 頁

十四、現在設置している学校の現況

257 頁

十五、将来の計画

312 頁

〔本文（原文縦書き。一部漢数字を算用数字に改変）〕
第一

愛知大学文学部哲学科増設要項

一、名

称

愛知大学文学部史学科

二、位

置

愛知県豊橋市町畑町官有地

三、目的及び使命
本学の学則第一条の精神に則り、哲学を研修し、哲学の深遠な学識と高邁
なる人格をもって、社会に貢献せんとする人材を養成するため、文学部に哲
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学科を増設するものである。（従って文学部の定員を変更する）
四、校

地
総 坪 数

56,326 坪

專

用

56,326 坪

共

用

坪

五、校舎等建物
総 坪 数

7,480 坪

專

用

7,480 坪

共

用

坪

六、図書標本機械器具等施設概要
（其の他未整理 25,000 冊
図

書

総

数

129,991 冊

專

用

129,991 冊

共

用

研究所 10,000 冊）
（

〃

）

（雑誌 787 種あり）
図

書

機械器具

総

数

17,545 冊（種を含む）

專

用

17,545 冊（

共

用

総

数

專

用

8,582 点

共

用

8,582 点

〃

）

七、学部及び学科の組織並に附属施設
文 学 部

哲 学 科

参考（現在設置せる学部及び学科組織）
法経学部

第一部

法学科
経済学科

法経学部

第二部

法学科
経済学科

文学部

社会学科
文学科
史学科

附属施設
図書館
〔ママ〕

鉄筋書庫 200 坪、閲覧室 75 坪、其の他 150 坪、計 425 坪、蔵書 150,000 万

冊（内漢籍 20,000 冊）（閲覧室は開架式書架を設置す）又名古屋〔車道〕校舎
に鉄筋約 100 坪の図書館分館あり。
研究所

省略

第十六

華日辞典編纂処

省略

参照
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八、学部及び学科別科目又は講座概要並に教職課程の有無
一般教育科目（文学部各学科共通）
科

目

単位数

備

考

人文科学関係
哲

学

4

倫 理 学

4

論 理 学

4

歴史一部

4

〃 二部

4

〃 三部

4

人文地理学

4

文学一部

4

〃 二部

4

哲学史を含む

社会科学関係
社会科学概論

4

法

学

4

政 治 学

4

経 済 学

4

社 会 学

4

憲法２単位を含む

自然科学関係
自然科学概論

4

数

学

4

生 物 学

4

化

4

学

物理学を含む

外 国 語（文学部各学科共通）
外国語一部
〃
体

12

二部

12

育（文学部各学科共通）

備
○

体育講義

2

体育実技

2

考
一般教育科目については、人文科学関係、社会科学関係及び自然科学関係
の３系列に亘って、夫々３科目 12 単位以上合計９科目 36 単位以上を履
修する。

○

外国語については、文学部は一部、二部合わせて２ヶ国語 24 単位以上を
履修する。

○

体育は２科目４単位を履修する。
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專門科目
必修科目
学

科

目

単位数

哲学概論

4

論理学及認識論

4

西洋哲学史

4

東洋哲学史

4

哲学演習及講読一部

4

仝

二部

4

仝

三部

4

哲学特殊講義一部
仝

二部

仝

三部
三部

卒

業

論

文

計

備

考

備

考

4
4
4
8
48

選択科目
学

科

目

単位数

倫理学概論

4

心理学概論

4

社会学概論

4

宗教学概論

4

美学概論

4

法

学

4

法思想史

4

政治思想史

4

社会思想史

4

印度哲学

4

芸

術

史

4

民

族

学

4

古

典

学

4

文学概論

4

科学概論及科学史

4

社会心理学

4

産業心理学

2

精神医学

2

〔訂正〕

計

68

〔 同 〕

（専門科目合計）

〔２科目削除〕

哲

（116）
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備

考

○

必修科目は卒業論文を含め９科目 48 単位を履修するものとする。

○

選択科目は５科目 20 単位以上を履修するものとする。

教職課程

有り（爾後申請する）

九、修業年限、履修方法及学士号
修業年限は４ヶ年以上とする。
履修方法については、第１年次、第２年次に主として一般教育科目、外国語、
体育を課する外に第

２年次から専門科目の一部を課し逐次之を増加する

（但し一般教育科目、外国語、体育等の取得単

位数は一定数に達しない場合

は専門科目を履修させない事を内規としている。）
学士号については、４年以上在学し規定の単位数を取得したる者に学士の称
号を称することができることとする。
一〇、職 員 組 織〔原文を組み替え〕
専任教員（哲学科）
学

長

１名

教

授

４名（但し中１名は昭和 34 年度より就任）

授

１名

助

教

講

師

助

手

３名

計

９名

左〔下〕表参照〔原文を組み替え〕
学

長

教

員

教

授

助教授

第１年次 （１）1

（３）３ （１）1

専

第２年次 （１）1

（４）４ （１）1

任

第３年次 （１）1

（４）４ （１）1

第４年次 （１）1

（４）４ （１）1

計
兼
担

（１）
（１）

（４）

助

手
3

技術員
2

事務員

その他

95

合

計

30 （135）

他学部・学科と共通人〔数〕
未定（2）

（136）
（136）
（136）
（136）

第１年次

（５）９ （１）２
（５）15 （１）２

（６）

第３年次

（５）16 （１）２

（６）

第４年次

（５）16 （１）２

（６）

（5）

（６）

（１）

（６）
（６）６

（６）

第２年次

（12）12

（12）

第３年次

（12）12

（12）

第４年次

（12）12

（12）

計

（12）

第１年次

（１）

第２年次
計

計

（１）

第１年次

任

師

第２年次

計
兼

講

（８）

（２）

（６）

（９）

（２）

（12）

第３年次

（９）

（２）

（12）

第４年次

（９）

（２）

（12）

（９）

（２）

（12）

計
註 （

（１）

（12）
3

2

95

30 （147）

他学部・学科と共通人〔数〕

（153）
（153）
（153）

（３）

（２）

（95）

（30） （153）

）内は実数
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考）

既設の文学部他学科の教員組織については、添附書第九の三参照
既設の法経学部各学科の教員組織については、第十四の三参照
十一、学部及び学科別学生入学定員、総定員
文学部
（備

哲学科

定

30 名

総定員

120 名

考）現行定員

定員

総定員

法 学 科

200 名

800 名

経済学科

100 名

400 名

法 学 科

40 名

160 名

経済学科

40 名

160 名

社会学科

40 名

160 名

文 学 科

70 名

280 名

史 学 科

40 名

160 名

法経学部第一部
法経学部第二部
文

員

学

部

名古屋
校舎

十二、設 置 者
学校法人 愛知大学
理 事 長

小岩井

淨

十三、維持経営の方法概要
主として学生の入学金、授業料、受験料、寄附金等により維持経営する。其
の他詳細については、既設置の文学部他学科等及び既設学部に同じ
十四、文学部哲学科開設の時期
昭和 33 年４月
十五、開
〔訂正〕

設

年

次

第一、年次
現在本校の教養課程の学生を転科進学させる。
原則として他校よりの転入学は認めない。
十六、併設学校、附置研究所の概要
併設学校
豊橋本校
短期大学部（夜間）
定

員

法経科

120 名

文

科

40 名

施設図書館等については学部と共用
大

学
定

院
員

法学研究科
経済学研究科

公法学専攻

15 名

私法学専攻

15 名

経済学専攻

25 名
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附置研究所
国際問題研究所
アジアを中心とする国際社会における政治経済、社会文化の研究調査
を目的とする

〔ママ〕

中国印度、東南アジア諸国、ソ同盟及東欧諸国、西欧諸国及アメリカ
の四部門に分る
中部地方産業研究所
中部地方における産業について社会科学の立場より研究する
綜合郷土研究所
中部地方を中心とする綜合的郷土の研究
華日辞典編纂処
1954 年、中国保衛世界和平委員会劉貴一氏より、日本人民に寄贈さ
れた華日辞典原稿 14 万枚（旧東亜同文書院大学にて作成されたもの）
を基礎とした華日辞典の編纂発行は 1961 年の予定である（明年小辞
典を発行）
附属図書館については別項の様
其の他省略
（備

考）

名古屋校舎は法経学〔部〕第２部設置、省略
第二

学
第一章

則

第一条

総

則

本大学は学校教育法第五十二条の趣旨に依り高い教養と専門的職能教育

を施し、広く国際的視野をもつて人類社会の発展に貢献しうる人材を養成する
ことを目的とする。
第二章
第一節

学

第二条

部
学部学科の組織

本大学に次の学部及び学科を置く。
法経学部第１部

法 学 科
経済学科

法経学部第２部

法 学 科
経済学科

文 学 部

社会学科
文 学 科
史 学 科
哲 学 科

第三条

各学部の修業年限を４年以上とする。
第二節

学科課程
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各学部の学科目及び単位数は別紙の通りである。

なお別表以外に教授会の議を経て随意科目の講義を行うことができる。
第三節
第五条

履修方法及び課程修了の認定

第１年次・第２年次に主として一般教育科目・外国語・体育を課する外に

第１年次から専門科目の一部を課し逐次之を増加する。
第六条

学生所属の学科により夫々次の学科目を履修し、その単位を取得しなけれ

ばならない。
一、一般教育科目（各学部各学科共通）
人文科学関係・社会科学関係及び自然科学関係の３系列に亘って夫々３科
目 12 単位以上合計９科目 36 単位以上。
二、外 国 語
法経学部

第１部

１部 12 単位、２部６単位合計２ヶ国語 18 単位以上

法経学部

第２部

１部８単位、２部６単位合計２ヶ国語 14 単位以上

文 学 部

１部２部各 12 単位合計２ヶ国語 24 単位以上

〔ママ〕

三、専門科学

法経学部

第１部

法 学 科〔略〕
経済学科〔略〕

法経学部

第２部

法 学 科〔略〕
経済学科〔略〕

文 学 部

社会学科

必

修

８科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
文 学 科
国文学専攻
必

修

９科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
中国文学専攻
必

修

10 科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
英文学専攻
必

修

10 科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
ドイツ文学専攻
必

修

10 科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
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フランス文学専攻
必

修

10 科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
史 学 科
日本史を主とするもの
必

修

11 科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
東洋史を主とするもの
必

修

11 科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
哲 学 科
必

修

10 科目 40 単位以上

選

択

５科目 20 単位以上

卒業論文（必修） ８単位
四、体

育
合

（各学部各学科共通）
計

４単位

法経学部

第１部

134 単位以上

法経学部

第２部

126 単位以上

文 学 部

132 単位以上

なお教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法の規定によっ
て所定の学科目を履修し次の単位数を取得しなければならない。
教職に関する専門科目は

14 単位以上

教科に関する専門科目は

40 単位以上

第七条〔第十条まで略〕
第四節

卒業及び学士の称号

第五節

入学・転学・退学及び休学

第十一条〔略〕
第十二条〔第二十五条まで略〕
第六節

学

資

第二十六条〔第二十八条まで略〕
第三章
第一節

職員並びに学生
職

員

第二十九条〔第三十条まで略〕
第二節

教

授

等

第三十一条〔第三十三条まで略〕
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第三節
第三十四条

学 生 定 員

学部の学生定員は次の通りである。
法経学部

総定員

法 学 科

200 名

800 名

経済学科

100 名

400 名

法 学 科

40 名

160 名

経済学科

40 名

160 名

社会学科

40 名

160 名

文 学 科

70 名

280 名

史 学 科

40 名

160 名

哲 学 科

30 名

120 名

第１部

入学定員

法経学部

第２部

文 学 部

第四章

図書館及び研究所

第三十五条〔第三十六条まで略〕
第五章

専

攻

科

第三十七条〔第四十四条まで略〕
第六章

聴講生及び外国学生

第四十五条〔第五十条まで略〕
第七章

公開講座

第五十一条〔略〕
第八章

学 年、学 期 及 休 業 日

第五十二条〔第五十四条まで略〕
第九章

寄宿寮及び厚生保健施設

第五十五条〔第五十六条まで略〕
第十章

賞

罰

第五十八条〔中略〕
二、本学則は昭和 31 年４月１日より之を施行する。
法経学部第１部
文

学

部

学科別学科目表

一般教育科目（各学部各学科共通）
学

科

目

単位数

備

考

人文科学関係
哲

学

4

倫

理

学

4

論

理

学

4

史

4

人文地理学

4

文

4

歴

学
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学

科

目

単位数

備

考

社会科学関係
社会科学概論

4

法

学

4

政

治

学

4

経

済

学

4

社

会

学

4

憲法２単位を含む

自然科学関係
自然科学概論

4

数

学

4

学

4

学

4

生

物

化
外

国

語（法経学部第１部）
学

外

国

単位数
12

外国語二部

6

科

目

単位数

外国語一部

12

外国語二部

12

備

考

備

考

備

考

各学部各学科共通
学

○

目

語（文学部）

育

備

科

外国語一部

学

体

物理学を含む

科

目

単位数

体育講義

2

体育実技

2

考
一般教育科目については、人文科学関係、社会科学関係及び自然科学関
係の三系列に亘って、夫々３科目 12 単位以上合計 94〔科〕目 36 単位
以上を履修する。

○

外国語については法経学部第１部は１部２部合わせて２カ国語 18 単位
以上、文学部は１部２部合わせて２カ国語 24 単位以上を履修する。

○

体育は２科目４単位を履修する。

法経学部第１部法学科
専門科目〔略〕
選択科目〔略〕
備

考〔略〕
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法経学部経済学科
専門科目〔略〕
選択科目〔略〕
備

考〔略〕

文 学 部

社会学科

専門科目
学

科

目

単位数

備

考

必修科目
社会学概論

4

社会学史

4

社会学特殊講義

8

社会学演習

8

社会調査

4

教育社会学

4

社会心理学

4

社会人類学

4

卒業論文

8

選択科目
哲

備

学

4

哲 学 史

4

中国哲学史

4

倫 理 学

4

宗 教 学

4

教 育 学

4

新 聞 学

4

統 計 学

4

社会事業論

4

社会教育論

4

社会政策

4

社会思想史

4

社 会 史

4

外 国 史

4

言 語 学

4

考 古 学

4

人文地理学

4

考

○

必修科目は卒業論文を含め９科目 48 単位を履修する。

○

選択科目については５科目 20 単位以上を履修する。
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文 学 部

文 学 科

専門科目
国文学専攻
学

科

目

単位数

備

考

備

考

備

考

必修科目
国文学概論

4

国文学史

4

国文学特殊講義

4

国文学講読

8

国語学概論

4

国文学演習

4

国語学史

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8

中国文学専攻
学

科

目

単位数

必修科目
中国文学概論

4

中国文学特殊講義

4

中国古文講読

4

中国文学演習

4

中国語学概論

4

中国語学講読

4

中国哲学史

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8

英文学専攻
学

科

目

単位数

必修科目
英文学概論

4

英文学史

4

英文学特殊講義

4

英文学講読

4

英文学演習

4

英語学概論

4

英語史

4

英文法概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8
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ドイツ文学専攻
学

科

目

単位数

備

考

備

考

備

考

必修科目
ドイツ文学概論

4

ドイツ文学史

4

ドイツ文学講読

4

ドイツ文学演習

4

ドイツ文学特殊講義

4

ドイツ語学概論

4

ドイツ語史

4

ドイツ語学講読

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8

フランス文学専攻
学

科

目

単位数

必修科目
フランス文学概論

4

フランス文学史

4

フランス文学特殊講義

4

フランス文学講読

4

フランス文学演習

4

フランス語学概論

4

フランス語史

4

フランス語学講読

4

文学概論

4

言語学概論

4

卒業論文

8

選択科目（文学科各専攻共通）
学

科

哲

目

単位数

学

4

史

4

中国哲学史

4

宗

教

学

4

外

国

史

4

芸

術

史

4

考

古

学

4

現代文学論

4

哲

学
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学

備

科

目

単位数

現代詩論

4

映画演劇論

4

ロシア文学

4

新

学

4

図書館学

4

教育社会学

4

聞

備

考

○

考
必修科目は卒業論文を含め９科目又は 10 科目 48 単位を履修する。
選択科目は、５科目 20 単位以上を履修する。

○

なお他専攻必修科目をも選択科目として履修することができる。

文 学 部

史 学 科

専門科目
必修科目Ａ系列
学

科

目

単位数

史学概論

4

日本史概説

4

東洋史概説

4

西洋史概説

4

世界史

4

考古学概説

4

卒業論文

8

備

考

備

考

備

考

必修科目Ｂ系列（日本史を主とするもの）
学

科

目

単位数

日本史特殊講義一部

4

同

二部

4

同

三部

4

日本史演習及講読一部
同

二部

2
2

必修科目Ｃ系列（東洋史を主とするもの）
学

科

目

単位数

東洋史特殊講義一部

4

同

二部

4

同

三部

4

東洋史演習及講読一部

2

同

二部

2
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選択科目
学

科

目

単位数

人文地理学

4

日本考古学

4

東洋考古学

4

社

史

4

社会思想史

4

中国哲学史

4

日本思想史

4

日本文学史

4

中国語学概説

4

中国古文講読

4

会

備

考

備

考

○

必修科目中、日本史を主とするものはＡ・Ｂ系列を、東洋史を主とする
ものは、Ａ・Ｃ系列を夫々 12 科目 48 単位を履修すべきものとする。
選択科目中、５科目 20 単位以上を履修するものとする。

文 学 部

哲 学 科

専門科目
学

科

目

単位数

必修科目

4

哲学概論

4

論理学及認識論

4

西洋哲学史

4

東洋哲学史

4

哲学講習及講読一部

4

仝

二部

4

仝

三部

4

哲学特殊講義一部

4

仝

二部

4

仝

三部

4

卒業論文

8

選択科目
倫理学概論

4

心理学概論

4

社会学概論

4
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学

〔2 科目
分抹消〕

科

目

単位数

宗教学概論

4

美学概論

4

法 哲 学

4

法思想史

4

政治思想史

4

社会思想史

4

印度哲学

4

芸 術 史

4

民 族 学

4

古 典 学

4

文学概論

4

科学概論及科学史

4

社会心理学

4

産業心理学

2

精神医学

2

備

考

備

考

教職に関する専門科目
（法経学部第１部
必

修

文学部共通）
科

目

単位数

教育心理学

3

青年心理学

3

教育原理

3

教科教育法

3

教育実習

3

教 育 史

4

教育社会学

4

図書館学

4

社会教育論

4

児童心理学

4

備

考

○

教員免許状を取得しようとするものは、教職に関する専門科目については
14 単位以上、教科に関する専門科目について 40 単位以上履修するものと
する。但し教科に関する専門科目については既に履修せる各科の専門科目
の取得せる単位数を充てる

〔以下欠カ〕
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図書標本機械器具等施設概要
一ノ一
種

別

図書
専

用

共

用

内

計

内国書

訳

備

外国書

考

一般教育科目
人文科学関係

6,199

6,199

4,478

1,721

社会科学関係

4,028

4,028

2,788

1,240

自然科学関係

2,742

2,742

2,322

420

計

12,969

12,969

9,588

3,381

語

12,640

12,640

6,029

6,611

保健体育

852

852

707

145

13,492

13,492

6,736

6,756

科

26,520

26,520

23,510

3,010

経済学科

28,098

28,098

24,277

3,821

社会学科

16,605

16,605

15,037

1,568

文

学

科

18,616

18,616

16,597

2,019

史

学

科

8,973

8,973

7,571

1,402

哲

学

科

外

国
計

専門図書
法経学部
法
文

学
学

部

計
総
〔一部改訂〕

計

4,721

4,721

4,254

467

103,533

103,533

91,246

12,287

129,994

129,994

107,570

22,424

其の他に未整理分約 2,500 冊及研究所等の分約 10,000 冊在り

学術雑誌
法経学部

477 種

477 種

373 種

104 種

文

310 種

310 種

191 種

119 種

787 種

787 種

564 種

223 種

学

部

計

其の他に研究所等に雑誌 100 種程度あり

第六
〔貼付改訂〕 学部

学部及学科別学科目又は講座
学科

文学部 各学科
（共通）

学科目又は講座

年次及び単位数
第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次

備

計

一般教育科目
人文科学関係
哲

学

4

4

4

4

16

倫

理

学

4

4

4

4

16

論

理

学

4

4

4

4

16

歴史一部

4

4

4

4

16

〃

二部

4

4

4

4

16

〃

三部

4

4

4

4

16

人文地理学

4

4

4

4

16

文学一部

4

4

4

4

16

4

4

4

4

16

〃

二部
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〔貼付改訂〕 学部

学科

年次及び単位数

学科目又は講座

第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次

備

計

考

社会科学関係
社会科学概論

4

4

4

4

16

法

学

4

4

4

4

16

政

治

学

4

4

4

4

16

経

済

学

4

4

4

4

16

社

会

学

4

4

4

4

16

自然科学概論

4

4

4

4

16

数

学

4

4

4

4

16

学

4

4

4

4

16

自然科学関係

生

物

化

学

4

4

4

4

72

72

72

72

6

6

6

6

24

6

6

6

6

24

12

12

12

12

48

体育講義

2

2

2

2

8

体育実技

2

2

2

2

8

計

4

4

4

4

16

哲学概論

4

4

4

12

論理学及認識論

4

4

4

12

計

16

〔ママ〕

72

外国語（文学部）
外国語一部
〃

二部

（４ヶ国語）
計
体

文学部 哲学科

育

専門科目
必修科目

西洋哲学史

4

4

4

4

16

東洋哲学史

4

4

4

4

16

4

4

4

12

4

4

4

16

4

4

4

12

4

4

4

16

哲学演習及講読一部
〃

二部

〃

三部

哲学特殊講義一部

4
4

〃

二部

4

4

4

12

〃

三部

4

4

4

12

8

8

16

卒業論文
選択科目
倫理学概論

4

4

4

4

16

心理学概論

4

4

4

4

16

社会学概論

4

4

4

4

16

宗教学概論

4

4

4

4

16

4

8

美学概論
法

哲

4

学

4

4

4

4

16

法思想史

4

4

4

4

16
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

学科目又は講座

〔２行抹消〕

年次及び単位数
第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次

政治思想史

4

4

4

4

16

社会思想史

4

4

4

4

16

4

8

4

12

印度哲学

4

芸

術

史

4

民

族

学

4

4

8

古

典

学

4

4

4

12

4

4

4

4

16

4

4

8

4

4

4

4

16

2

2

2

6

文学概論
科学概論及科学史
社会心理学

〔以下数値
一部改訂〕

産業心理学

4

精神医学

2

計

58

102

104

114

378

146

190

192

202

730

合

備

備

計

計

2

4

考
文学部哲学科の教職課程については爾後申請する。
文学部既設の学科には既に教職課程あり。

第七

修業年限履修方法及学士号
一、修 業 年 限

四年以上

二、履 修 方 法（各学部共通）
一般教育科目の外に第二年次から専門科目を履修せしめ、逐次これを増
加する。
（但し一般教育、外国語、体育の取得単位数が一定数に達しない場合は
専門科目を履修させないことがある。）
三、学 士 号
学則第二章第四節第十一条に示す通り
四ヶ年以上在学し所定の学科目を履修して第六条所定の単位数を
取得した者は卒業とし、卒業証書を授与する。〔以下書込み〕本学を卒
業した者はその履修した課程に従い次の通り学士と称することができる
法経学部

第一部

法 学 科

法学士

経済学科

経済学士

第二部
法経学部

第一部
第二部

文 学 部

文学士

右〔上〕により文学部哲学科の場合も右〔上〕と同様とする。
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四、内
学部

訳

学科

必 修 選 択
単位数 単位数

学科目又は講座

文学部 各学科
（共通）

備

考

一般教育科目
人文科学関係
哲

学

4

倫 理 学

4

論 理 学

4

歴史一部

4

〃 二部

4

〃 三部

4

人文地理学

4

文学一部

4

二部

4

一般教育科目については、人
文科学〔、〕社会学、自然科学
の三系列（哲学史を含む）に
亘つて夫々３科目 12 単位以上
合計９科目 36 単位以上履修す
る。

社会科学関係
社会科学概論

4

法

学

4

政 治 学

4

経 済 学

4

社 会 学

4

自然科学概論

4

数

学

4

生 物 学

4

化

4

学
計

外国語一部

12

二部

12

計

外国語については文学部は一
部、二部合わせて二ヶ国語 24
単位以上を履修する。

24

育

体育は二科目４単位を履修する

体育講義

2

体育実技

2

計
文学部 哲学科

（物理学を含む）

72

外国語（文学部）

体

（憲法２単位を含む）

4

専門科目
〔必修〕 哲学概論

4

論理学及認識論

4

西洋哲学史

4

東洋哲学史

4

哲学演習及講読一部

4

〃

二部

4

〃

三部

4

専門科目については必修科目
は卒業論文を含め九科目 48 単
位、選択科目は五科目 20 単位
以上履修する。
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学科
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必 修 選 択
単位数 単位数

学科目又は講座
哲学特殊講義一部
〃

二部

4

〃

三部

4

卒業論文

8
4

心理学概論

4

社会学概論

4

宗教学概論

4

美学概論

4

法 哲 学

4

法思想史

4

政治思想史

4

社会思想史

4

印度哲学

4

芸 術 史

4

民 族 学

4

古 典 学

4

文学概論

4

科学概論及科学史

4

社会心理学

4

産業心理学

2

精神医学

2

〔以下数値
一部改訂〕

計
合
備

考

4

〔選択〕 倫理学概論

〔２行抹消〕

備

計

48

68

148

68

考
文学部哲学科の教職課程については爾後申請する。
文学部既設の学科には既に教職課程あり。

第八

学部及学科別定員
一、学部学科別学生定員及総定員
法経学部

〔文学部〕

第一部

入学定員

総定員

法 学 科

200 名

800 名

経済学部

100

400

法 学 科

40

160

経済学科

40

160

社会学科

40

160

文 学 科

70

280

史 学 科

40

160

哲 学 科

30

120 （豊橋校舎に

〔ママ〕

名古屋
校舎のみ

新設せんとする）
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第九

職員組織
（一）職員総括表（哲学科）
専

任

兼

第一年次 第二年次 第三年次 第四年次
学

長 （1）1

教

員

計

担

兼

第一年次 第二年次 第三年次 第四年次

（1）1

（1）1

（1）1

（1）

教 授 （3）3

（4）4

（4）4

（4）4

（4）

（5）9 （5）15 （5）16 （5）16

助教授 （1）1

（1）1

（1）1

（1）1

（1）

（1）2 （1）2

講 師

（1）2

（1）2

計

任

計

第一年次 第二年次 第三年次 第四年次

計

第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次

計

（1）

（1）

（1）

（1）

（1）

（5）

（8）

（9）

（9）

（9）

（9）

（1）

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）

（6）

（12）

（12）

（12）

（12）

未定（2）

（6）6 （12）12（12）12（12）12 （12）

計

合

助 手

（3）

（3）

（3）

（3）

技術員

（2）

（2）

（2）

（2）

事務員

（95）

その他

（30）

他学部学科〔と〕共通人

（95）

（95） 他学部学科と共通人

（95）

（30）

（30）

（30）

計 （135） （136） （136） （136） （136）

（註）（

（6）

（6）

（6）

（6）

（6）

（6）

（12）

（12）

（12） （12） （147） （153） （153） （153） （153）

）内は実数

二、学部及学科別教員
学部
文学部

学科

教

学科目

授

専任 兼担 兼任

助教授
計

専任 兼担 兼任

助
計

手

講

専任 兼担 兼任

計

師

専任 兼担 兼任

計

計

備考

各学科 一般教育科目
（共通）
人文科学関係
哲

学

倫理学

1
1

論理学

1

歴史一部

1

1

1

1

1

1
2

〃 三部

1
1

文学一部

1

二部

1

1

1

2

1

2

1

〃 二部

人文地理学

1

2

1

1

1

2

3
1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2
4
1

社会科学関係
社会科学概論
法

学

1〔ママ〕 〔1〕

政治学
経済学

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

2

1

1

3

1

1

3

社会学

1

1

1

1

自然科学関係
自然科学概論
数

1

1

学

生物学
化

学

1

6

1
1

1

1

計

1
1

1
8

〔2〕
1

1

2

1

1

2

1

14

5

5

4

2

6

3

5

3

8

4

10

1

2

14

39

外国語
外国語一部
〃

二部

計
体

2

2

2

3

7

7

2

3

5

3

1

7

11

7

9

5

3

8

8

1

10

19

36

育
体育講義

1

体育実技
計

1

1
1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

4

1

1

1

4

1

4

2

8
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教

学科目

授

専任 兼担 兼任

助教授
計

助

専任 兼担 兼任

計

手

講

専任 兼担 兼任

計

師

専任 兼担 兼任

計

計

備考

専門科目
必修科目
哲学概論

1

論理学及認識論

1

西洋哲学史

1

東洋哲学史

2

哲学演習及講読一部

1

〃

二部

〃

三部

二部

〃

三部

1
1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
1

哲学特殊講義一部
〃

1
1

1

2

1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

卒業論文
選択科目
倫理学概論

1

1

1

心理学概論

1

1

1

社会学概論

1

1

宗教学概論

1

1

1
1

美学概論
法哲学

1

1

1

1
1
1

政治思想史

1

1

1

社会思想史

1

1

1

印度哲学

1

1

1

芸術史

2

2

2

民族学

1

1

1

教育学

1

1

新聞学

1

1

1
1

古典学

1

1

1

文学概論
〔以下数値
一部改訂〕

1

1

法思想史

〔両科目前項
では抹消〕

1

1

1

1

科学概論及科学史

1〔ママ〕

社会心理学

1

1

1

産業心理学

1

1

1

精神医学

1

1

1

13

13

33

25

42

計

4

15

17

1

2

3

合計

13

31

44

6

10

16

備

14

3

考
文学部哲学科の教職課程については爾後申請する。
文学部既設の学科には既に教職課程あり。
科学概論及科学史の担当者はおって選考の上決定する

〔書込み〕

第十

（三）別

冊

（四）別

冊

設置者に関する調
一、役

員

氏

名

理

事

長

小 岩 井

淨

事

小

金

理

幡
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監

事

彦

坂

只

一

本

間

喜

一

本

間

喜

一

仝

神

野

太

郎

仝

長谷川 万次郎

仝

片

仝

安

仝

河 合

源三郎

仝

田 中

耕太郎

仝

大

野

佐

長

仝

大

林

正

志

仝

山

崎

知

二

仝

玉

仝
顧

問

山

理

〔ママ〕

部 能

成

井

茂

二、理事会決議録（写）
昭和 32 年８月 31 日午前 11 時本学会議室に於て理事会を召集し、小岩
井理事長、神野、片山、河合、大野、大林、山崎、小幡、松本、各理事出
席左〔下〕の通り決議した。
記
豊橋校舎に文学部哲学科を増設する
開設の時期は昭和 33 年４月とする
昭和 32 年 8 月 31 日
理

事

長

小

岩

井

淨

第十一、十二〔欠〕
第十三

開設年次
○

開設年度（昭和 33 年度）において、第一、二年次を開講する。
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〈資料紹介〉

大学史資料の紹介
―実業家の側面を持った本間喜一先生―
豊橋研究支援課

小林倫幸

どういう内容の会社か分からなかったので、東京

はじめに

の法務局で登記簿謄本を取り寄せたり、他大学・

本間喜一は、大正 4 年、東京帝国大学卒業後、

他機関で資料のコピーを取り寄せたりして調査を

検事、判事、弁護士そして初代最高裁判所事務総

行なった。残念ながら平成 11 年 3 月 25 日付で

長として司法界で大いに活躍された。また、一方、

破産宣告していた。概要は次のとおりである。

判事を辞めたあと東京商科大学教授（現一橋大

○会社設立：昭和 27 年 4 月 3 日

学）、中国・上海にあった東亜同文書院大学最後

○本店：東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号

の学長を務め、日本の敗戦とともに帰国、そして

（その後、本店は何度か移転登記され

愛知大学の設立に中心的役割を果たしたことは既

ている。）

に御存知であろう。そしてその後の大学運営にあ

ちなみに本間喜一社長の名刺（写真 1）

たって、資金不足に悩まされてきたが、本間が、

には、東京都千代田区丸ノ内二－一八

外部から資金を調達してきたことは殿岡晟子氏
（本間先生御令嬢）からお話しを伺っている。そ
の一例として、第 2 代学長から離れると、本学の

（岸本ビル）と記載されている。
○目的：１．不動産の売買管理、賃貸借、及び
その代理、仲介、鑑定

財政を助けるために東京商科大学の教え子である

２．土地の造成、建物並びに構築物の

桑原用二郎から建財株式会社社長を要請され、就

設計、監理施工、解体及び発生材料

任した。学長を離れたあとは外で給料を稼ぎ、大

の販売

学の財政を救ってきた。こうしたことは、あまり
紹介されてこなかったことである。オープン・リ
サーチ・センター事業も 5 年目の最終年度となり、
是非この機会に実業家としての側面を持った本間

３． サーキット場、ゴルフ場の開発、
建設、経営及び管理
４．林業、鉱業、果樹園芸業、牧畜業
の経営

について、皆様に少しでも知っていただきたく、

５．砕石砂利の採取並びに輸送販売

御紹介する次第である。

６．スポーツ施設、遊園地、遊技場等
の施設、劇場、催事会場等の施設を

１．建財株式会社について

有する開発及び経営

建財株式会社については、殿岡氏からお話しを

７．ホテル、旅館、別荘、喫茶店、飲

伺うことはできたが、大学史事務室の資料室には

食店、レストラン等の建設及び経営

社長の名刺、社名入り封筒などしか資料がなく、

並びに管理
387
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８．スーパーマーケット、駐車場の建
設、経営及び管理

殿岡氏によると、建財は日本全土の進駐軍のタ
イプライターの払い下げを全部引き受けて販売し

９．建物の保守保全管理及び附属設備
の清掃保守請負

た。それは飛ぶように売れたそうである。大学も
安く購入し、学生の授業や事務室などで利用した。

10．経営コンサルタント業務

またこの儲けは、大学の運転資金にもなったとの

11．有価証券の売買、保有及び運用

ことである。

12．損害保険及び自動車損害賠償保障
法に基づく損害保険代理業並びに生

２．本間喜一と高橋政知の関係について

命保険の募集に関する業務

歴代の建財社長の名前の中に高橋政知がいる。

13．融資及び融資の斡旋、保証並びに
代行業務

高橋は大正 2 年、福島市生まれ、山形高校、東京
帝国大学を卒業した。「酒の強さと身長百七十八

14．スポーツ用品、日用品雑貨、食料

センチ、体重八十キロの大きな体も、父親譲り」1）

品、衣料品、煙草、印紙、切手、テ

であった。父親政弘は山形県酒田市出身である。

レホンカード等の販売

福島県、石川県、熊本県、新潟県、愛知県の各知

15．自動車の車体、エンジン並びにそ

事、警視総監、その後、台湾総督となった。

の部品の開発、製造及び販売

高橋は、昭和 30 年建財の常務に就任した。こ

16．前各号に附帯する一切の業務

の会社は「義父の高橋貞三郎の知人が経営してい

平成 5 年 6 月 29 日変更

た」2） と書かれており、この知人とは桑原用二郎

○資本金：3 億 2 千万円（平成 2 年 9 月 20 日

であると思われる。殿岡氏によると、桑原は高橋

変更）設立当初は 1 千万円

の書生していたようだ。その後、当時三井不動産

○会社名の変遷：建 財株式会社（昭和27年4月

年

株式会社社長の江戸英雄に請われて、昭和 36 年

3日～平成2年10月1日）

株式会社オリエンタルランド（東京ディズニーラ

株 式 会 社 レ イ ト ン（平成2年

ンド）へ専務として入社し、千葉県浦安の漁業組

10月1日～平成10年8月7日）

合と漁業権の交渉をまとめ、土地の埋め立て・造

泰建産業株式会社（平成10年

成を行ない、昭和 53 年第 2 代社長に就任し、昭

8月7日～平成11年3月25日破

和 54 年米国法人ウォルト・ディズニー・プロダ

産宣告）

クションズ（現ディズニー・エンタプライゼズ・

帝国銀行会社要録 建財株式会社社長名

インク）との業務提携の取りまとめ、その後、昭

1952（昭和 27）年

33 版

記載なし

和 58 年「東京ディズニーランド」を開業した人

1953（昭和 28）年

34 版

奥村眞次

である。設立当初のオリエンタルランドは「オリ

1954（昭和 29）年

35 版

奥村眞次

1955（昭和 30）年

36 版

佐藤哲雄

エンタルランドという名前だけは立派な会社だ

1956（昭和 31）年

37 版

原玉重

1957（昭和 32）年

38 版

本間喜一

1958（昭和 33）年

39 版

本間喜一

1959（昭和 34）年

40 版

富永能雄

六十歳を超した総務部長という肩書のおじいさん

1960（昭和 35）年

41 版

高橋政知

と、高校を出たての事務の若い女の子、そして私

1961（昭和 36）年

42 版

高橋政知

1962（昭和 37）年

43 版

赤城康平

の三人だけ。専用の電話もなく、いちいち隣の株

帝国銀行会社要録よりまとめた

が、最初は部屋すらなかった。京成電鉄本社の三
階に各部署が雑居している隅っこで、株式課の隣
に机が三つほど置いてあるだけ。社員といっても、

式課の電話を拝借して、交換台にかけて使わねば
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ならないという情けない状況だった」3）とある。

をもつにいたつたのは、昭和 11 年（1936）鵜瀞

本間の社長時代には高橋も常務として一緒に仕

理事らによつて、竜烟鉄山その他を対象とする資

事をしていた間柄である。殿岡氏によると、本間

源調査が行われたのにはじまる。その後、日華事

は、東京ディズニーランドを創るため、千葉県浦

変の勃発にともない、昭和 12 年 12 月、政府か

安の漁民の立場を守りながら漁業権獲得のサポー

ら大陸における屑鉄処理の指令をうけたのを契機

トを行ない、開業に大きく寄与したようである。

として、13 年 3 月北京に北支事務所が設置され、

また、建財社長辞任後、退職金に碁盤をいただい

同年 5 月正式の機構として北支出張所の発足をみ

た。本間に現金でお渡しすると、本学の運転資金

6）
るにいたつた。」とある。
そして泰治洋行との関

になってしまうのを心配してのことであったよう

係は、「昭和 12 年 12 月、上海占領を機として華

だ。（写真 2）

中・華北戦域内における屑鉄の処理および買付け
が前記のごとく商工省より指令され、ついで 13

３．本間喜一と桑原用二郎の関係について

年 5 月、海軍より日鉄に対し、青島および揚子江

桑原は明治 36 年生まれ、長崎市出身、昭和 3

方面における沈没船の処理が命ぜられた。これに

年東京商科大学を卒業した。殿岡氏によると本間

もとづいて、日鉄では、陸上普通屑は北支事務所

のゼミ生で、学生時代は貧しいので長崎の炭鉱で

において三井・三菱・三和・泰治の各社を通じて

働いていて、試験だけ受けにきた。そして非常に

買付け、その他の鉄屑は泰治に下請のうえ処理さ

本間に陶酔していて、父親のように思っていた。

せた。」7）とある。

面白い男だからといって、本間家はフリーパス。

小さな名もない会社が、なぜ日本製鉄に食い込

家へ来ると、洗濯物の中から靴下を出して、自分

むことができたのか、これはとても不思議なこと

の破れた靴下を脱いで洗いたてをはいてしまった

である。殿岡氏によると、本間の第一高等学校・

り、食事も勝手にとらせたり、子供が病気になっ

東京帝国大学同級生に永野護おり、その弟重雄

てもお医者さんにかかる費用がないので本間から

（戦後、GHQ の指示により、日本製鉄が分割され

お金を借りたりなどのエピソードがある。

てできた富士製鉄社長、新日本製鉄会長、そして

本間が東京商科大学の白票事件を契機として辞

日本商工会議所会頭などを歴任）が日本製鉄にい

職し、桑原が創った泰治洋行株式会社の顧問と

たことなど人脈を生かしていたようだ。また、大

なっていた時期がある。白票事件とは、「1935

学史事務室の資料の中に桑原から本間に宛てた手

（昭和 10）年 7 月 9 日の東京商科大学教授会で、

紙（昭和 14 年 9 月 15 日付）があり、「出来得る

杉村廣藏助教授の学位請求論文への票決の際、白

ことなら顧問としてでなくやはり泰治洋行の者と

票が 7 票もあったために否決となったことに端を

して渡支されることを希望します

発する学内紛争」 である。そして、大学史事務

と丈でも男としてやり甲斐のある仕事です

室の資料には、本間が泰治洋行顧問として、昭和

洋行か、石炭の會社か、それとも製鉄所の代表者

14 年 10 月 10 日から１カ月間中国に渡っている

としてお出でになりませんか

ことを示すものがある。（写真 3）

と同一のものです

生活費は此方で持って月千円

位いなら出せます

それ以上利益の配当も出来ま

4）

泰治洋行は、「昭和 13 年 11 月、中国・北京に

石炭を掘るこ
泰治

三つとも泰治洋行

設立」5）、日本製鉄株式会社（現在の新日本製鉄

すので収入の点ハ現在の先生の収入と大差なきも

株式会社）の代理機関として鉄屑の買い入れを行

のでせう」と書かれている。この手紙がきたこと

なっていた。（写真 4）また、日本製鉄が中国・

が直接の契機となって、写真 3 のとおり、泰治洋

北京へ進出したのは、「日鉄が華北に直接の関係

行顧問として昭和 14 年 10 月 10 日から 1 ヶ月間、
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中国（北京・済南・青島・天津方面）に渡った。

け巡り、富を築いた。しかし、3 年前帰国したと

当時、弁護士をしていた給料と大差がないような

きは無一文であった。鉄屋がうまく当たって今日

給料を出すということはこの会社が大変儲かって

相当数の富を築くに至った。私の処世訓は早起き

いることもわかる。

とまじめに人の二倍働くことである。」8）桑原のひ

殿岡氏によると、本間と桑原は表と裏の関係に
ある。本間は学者だから直接手を下さず、口利き
でこの桑原に仕事を回していたようである。本間

ととなりがわかる言葉である。

さいごに

が「私の代理でやらせます」と言うと面白いよう

愛知大学は創立 65 年を迎える。創立以来、幾

に仕事をくれた。本当は本間が自分で会社経営を

度となく危機に直面し、乗り越えてきた。ここで

したかったのかもしれない。

紹介した資料をとおして、改めて本間先生のすば
らしさに感動する。そしてこの人脈が愛知大学を

４．実業家桑原用二郎について

救ってきたことにも心惹かれる。思えば、東亜同

大学史事務室の資料には、昭和 23 年 4 月に設

文書院大学最後の学長として、大学運営・閉校処

立された株式会社松庫商店（まつくらしょうてん）

理を行ない、大学の財産ともいえる学籍簿・成績

に関する資料がある。おそらく戦後日本に帰国し

簿を持ち帰り、そして帰国したその年に学生・教

た桑原が、泰治洋行に代わる会社として設立した

職員の受け皿となるべく愛知大学を創ったことは

のではないかと考える。ちなみに、桑原の出生地

本当に大変であった。本間先生の資料に触れ、当

長崎市に明治 19 年創業の有限会社松庫商店とい

時の様子や人間性を知ることは私にとってはとて

う「からすみ」を販売している会社がある。同じ

も幸せなことであり、宝物となっている。殿岡氏

会社名であることは何か関係がありそうだ。残念

には本間先生のことを機会のあるごとにお話しし

ながら現在はこれ以上分からない。帝国銀行会社

ていただき、随分多くのことを教えていただいた。

要録によると株式会社松庫商店は昭和 23 年 4 月

今後も「本間喜一」資料をとおして愛知大学のす

設立、鉄鋼鉄屑売及び非鉄金属売買並びに沈没船

ばらしさを伝えていきたい。

引揚解体をしていた。
本学には桑原に関する資料はないが、『激動を
伝えて一世紀

長崎新聞社史』に桑原についての

注
１）『私の履歴書

経済人 35』日本経済新聞社

90 頁。

記述がある。桑原は、昭和 26 年 5 月、長崎日日

２）同上

108 頁。

新聞社会長に就任、昭和 34 年 1 月、長崎日日新

３）同上

111 頁。

聞社と長崎民友新聞社との合併を実現、さらに昭

平成 16 年

４）一橋大学ホームページ「一橋大学附属図書館常設展示よ
り杉村廣藏と白票事件」

和 37 年 12 月、長崎新聞社社長に就任した。昭

５）『中国紳士録

和 26 年 6 月の桑原新会長披露宴でのあいさつで

６）『日本製鉄株式会社史』日本製鉄株式会社史編集委員会

次のように述べている。「私の人生―それは一口
に申して波乱万丈と申しましょうか。小学校はロ

昭和 34 年

180 頁。

834 ～ 835 頁。

８）『激動を伝えて一世紀
成 13 年

長崎新聞社史』長崎新聞社

228 頁。

参考資料

の採決で辛うじてはいれたのである。高商から東

『私の履歴書

京商大へ、その後、私は全国放浪の旅を続けたも

『日本人名辞典』講談社

のである。そして朝鮮、満州、中国など世界を駆

2007 年

７）同上

クに出席しておらず、長崎高商に入学するときは
恩師大塚運象先生の努力により、12 対 10 の教員

上』ゆまに書房

『日本紳士録

経済人 35』日本経済新聞社
第 72 版』ぎょうせい

1992 年

株式会社オリエンタルランドホームページ
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（写真１）

（写真２）
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（写真３）
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（写真４）
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本間喜一関係資料

東亜同文書院大学時代から愛知大学創成期にか

うち、本間関連のものをそれぞれ紹介する。なお、

けての中心人物であった、本間喜一および小岩井

整理を段階的に行なったことなどから、全体の分

淨に関して、これまで遺族や関係各方面から多種

類のし方について一部不統一な点があることを了

多様な資料が大学史事務室に寄贈されてきてい

承されたい。また、本間喜一関係資料については

る。今回はまず、前身の五十年史編纂事務室のこ

現在も整理が続けられていることから、一連の資

ろ
（1990年代）に贈られて整理した資料の一覧の

料目録の「１回目」として理解願いたい。

本間喜一関係資料目録

1

番号

2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

年月日
昭和44

本間喜一ノート（№ 1～31 風呂敷包みにあったもの）
文書名
形態
昭和 44 年度 私法原理
ノート
Hans Dieter Schelauske (Hans Reiner 評 )
Hans Werzel
L. T. Frolow. Kausalität
Hans Welzel (Prof. in Bonn)
ノート
Naturrecht und Materiale Gerechtigkeit
3. Aufl. 1960
(Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.)
Hans Welzel
ノート
Naturrecht u. Materiale Gerechtigkeit
1960 S. 178‒S. 198.
Helmut Coing 著
ノート
（8 枚）
Grundzüge d. Rechtsph. 2. Auflage
Walter de Gruytor & Co. 1969.
序言 Einleitung 1‒4.
Going, R. ph.
ノート
（16枚）
（最終章）
Kapitel VI: Das juristische Denken
Going 結語
ノート
（4 枚）
Helmut Coing
ノート
（9 枚）
S. 351. Schlussbemerkung 49.‒7‒1.
Hans Werzel Naturrecht u.
ノート
（4 枚）
第四部 Vierter Teil
S. 178‒S. 180.
現代（Die Gegenwart)
H. Werzel Naturrecht u.
H. Werzel Naturrecht u.
2. Abschnitt Kant.
Hans Werzel, Naturrecht und
Materiale Gerechtigkeit
Vierter Teil Die Gegenwart
H. Werzel, Naturrecht u.
K. Engisch
Einführung i. d. juristische Denken.
法学的思考入門
Ⅷ章 S. 178‒192.
Engisch, Einführung S. 134‒156, 157‒167.
Engisch, Einführung S. 167‒177.

ノート
（10 枚）S. 180‒S. 186.
ノート
（1 枚）S. 165.

備考

4〜7 封筒に一
括

8〜12ファイル
に一括
（S. 178以后と
いうメモ有）

ノート
（9 枚）S. 160‒S. 165.
ノート
（2 枚）S. 186. 三行
ノート
（22枚）

ノート
（24 枚）
ノート
（14枚）
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愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

番号

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

年月日

Engisch, Einführ. S. 106‒133.
Ⅵ 第六章（全部）
Hans Welzel Ko 10 155 A18985
An den Grenzen des Rechts
Die Frage nach der Rechtsgeltung
118. Sitzung
An 24. November 1965
in Düsseldorf
Hans Reiner (Grundlagen, Grundsätze
und Einzelnormen des Natrrechts)
Reiner を読んで
HANS WELZEL
NATURRECHT UND MATERIALE
GERECHTIGKEIT
Coing (Rechtsphilosophie)
Kap. VI Abschn. IV 完 S. 325‒S. 333.

ノート 104‒111、111‒118、118‒
133の 3 つに分割してある
ノート
（18枚内 4 枚白紙）

Kapitel VI-ʼVI 法学
Kap. 1の VII S. 54‒63.
V Kapitel の II
Problem der Rechtsgeltung
第五章 実定法及其効力
Einleintung S. 1‒5.
Kap. I S. 5‒14.
Coing Grundzüge d. Rechtsph.
Coing 第二章（1）S. 85‒110.

ノート
（4 枚）S. 342‒S. 344.
ノート封筒付
ノート
（18枚）
封筒付
Coing, S. 286‒293.
ノート
（12枚）
封筒付
ノート

ノート
書籍
（独文）
1ページめに K. Honma
1963‒6‒8の記あり
ノート
（14枚）

ノート

Coing 第二章（2）終 S. 111‒125.
ノート
Coing Kap. V 実定法ト其効力 S. 265.
ノート
（1 枚）
（法の極限概念 H. Welzel と書かれた空箱）
米沢市産業地図
裏に H. Welzel と赤ペンで記あり
K. Engisch, Einführung in das
juristische Denken (Uban Bücher) と記した空
封筒
本間喜一ノート（№ 32～54 日東あられの箱の中にあったもの）
文書名
形態
Zippelius (I) Das Wesen des Rechts
ノート
（10枚）S. 24‒32.
Kap. 5 Dialektischen Rechtstheorien
Zippelius (II) Geltung, 問題
ノート
（10枚）S. 33‒44.
(Recht u. Sittlichkeit)
Kap. 6‒10.
Zippelius, Wesen des Rechts
ノート
（5 枚）S. 133‒S. 136.
Ⅵ体系的思想ト問題ノ発展
Zippelius Ⅲ法、Materien（全 Kap. 11‒12)
ノート
（6 枚）S. 53‒62.
Zippelius 目次
ノート
（1 枚）
Ⅲ法の資材（Materien des Rechts)
ノート
（7 枚内 6枚白紙）
Zippelius 目次
ノート
（1 枚）
書き損じ
（カ）
R. Zippelius と表題のついた空封筒
Die Lehre Hegels （ヘーゲルの理論）
ノート S. 157‒S. 158.
（9 枚内 7 枚白紙）
Zippelius IV die Gerechtigkeit
ノート
（5 枚）S. 68‒71.
Kap. 3 Gerechtigkeit, 問題ヲ説明スル技術
Kunst.
R. Zippelius (Erlangen-Nürnberg 大学教授） ノート
（11 枚内 1枚表紙、1 枚白
Das Wesen des Rechts
（第二版）
紙）
VII
S. 151‒157.
（第七章）Die Freiheit
（自由）
（表題欠）解釈の意義
法学のノート
Reinhold Zippelius 著
ノート
（10 枚）
Das Wesen des Rechts 第二版
（増補）
Karl Engisch, (Urban Bücher 20)
ノート
（18枚内 17枚白紙）
Einf. ins. juristische Denken
S. 5. Vorwort 第二版
終章
（便箋 5 枚内1 枚白紙）
1.BGB 1589‒Abs.2. S. 11.
ノート
（1 枚）
(Was ist das Recht?)
メモ用紙 2 枚
（Lavine, A. Lincoln 以下 7 行）
ノート
（1 枚）
メモ書き
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26、27一括封筒
入

備考
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50
51
52

Einleitung S. 7‒S. 11, K. Engisch, Einführ.
（参考文献一覧表）
（ドイツ語メモ）

53
54

55

番号

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ノート
（1 枚）
便牋（3 枚）
小平伝道用地購入献金のお願い
のコピー裏使用

（便箋の表紙）Karl Engisch Einführung in das
juristische Denken の記あり
昭和52.9.12 （中日新聞切り抜き）
ニュースの視点（東三河の海面下土地訴訟
問題）
本間喜一ノート（№ 55～89 紙箱に入っていたもの）
年月日
文書名
形態
Reichenbach. Aufstieg der
ノート
（29枚）S. 309‒323.
wissenschaftlichen Philosophie
十七節 倫理の本質 Das Wesen der Ethik
（同上）
ノート
（38枚）S. 323‒338.
Richenbach ノ 独乙訳出版 出版者
ノート
（9 枚）
Prof. Dr. Simon Moser (Karlsruhe) の (Vorwort
の訳文）
（独乙語版第二版ニ付テノ序文）
Max Scheler
ノート
Die Stellung des Menschen in
Kosmos Bd 1. S. 5‒22.
(Max Scheler)
ノート
（ルーズリーフ）
（前半部分は授業ノート）
Radbruch の法哲学と国家哲学
ノート S. 1‒S. 25.
Von Paul Bonsmann 1966 I‒(A)
Radbruch の法哲学と国家哲学
ノート S. 25‒S. 33.
V. Paul Bonsmann 1966 I‒(B)
Gustav Radbruch
ノート S. 33‒S. 51.
Von Paul Bonsmann Band II A
Gustav Radbruch
ノート S. 51‒S. 55.
V. Paul Bonsmann Bd. II B
Die Rechts-und Staatsphilosophie
ノート
Gustav Radbruch
Paul Bonsmann Bd. III
Die Rechts-und Staatsphilosophie
ノート
Gustav Radbruch
Paul Bonsmann Bd. IV
（Josef Siegers Das Reeht bei Emil Lask のノ
ノート
ート）
I.（イ）（S. 1‒10.）
II.
（ロ）（S. 10‒22.）
ノート
C Das Geltende S. 10‒22.
I.（ハ）（S. 22‒35.）
ノート
D. 價値哲学の方法 Methode der
Wertphilosophie
II.
（ハ）（S. 125‒128.） 七册、③
ノート
Zweiter Abschnitt
II.
（ニ）（S. 128‒136.） 七册、④
ノート
Lask 評 自立法に対する Lask の立場
S. 128‒136.
II.
（ホ）（S. 136‒142.） 七册、⑤
ノート
B. Das Wesen des Rechtswerts
II.
（ヘ）（S. 142‒149.） 七册、⑥
ノート
II Die Eigenschaften des Rechtswerts
II.
（ト）（S. 150‒162.） 七册、⑦終
ノート
C Der Wissenschaftswert der Rechtswissenschaft
Reinhold Zippelius
ノート
I. Das Wesen des Rechts
C. H. Beck
Kap. 2, S. 8‒15/Kap. 3, 15‒18.
ノート
Reinhold Zippelius
ノート
Prof. Erlangen-Nürnberg
Kap. 20 Erkentniss & Entscheidung
S. 8‒9 2. Kap.
ノート
Kap. 4 18‒24.
ノート

備考
55〜57 封筒に
一括

58、
59 封筒に一
括

60〜65封筒に
一括

66〜67封筒に
一括

74‒84一括して
ファイルにはさ
んであった

155

◦ 765 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

番号

90
91
92
93
94
95
96
97

98

番号
99
100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113

Kap. 3 Rechtstheorien des philosophischen
ノート S. 15‒18.
Positivismus
Kap. 5 弁証法論的法律理論
ノート
I/II 終
ノート S. 28‒52.
R. Zippelius
ノート
Ⅶ Die Freiheit.
ノート S. 151‒168.
Kap. 26 Die rechtliche Freiheit
Reinhold Zippelius
ノート
I. Das Wesen des Rechts
封筒入
Kap. 1 ‒ Kap. 5 （封筒書き）
① III Die Materien des Rechts
ノート
② 176(Zippelius)‒177
ファイルにとじてある
(Zippelius と記した空封筒 )
Lask 説
ノート 1 枚と裏表紙のみ
Dr. Hermann Klenner
ノート
法の本質に関するマルクス＝レーニン主義
I.A 1954
Dr. Hermann Klenner 1954 1.B.
ノート
Dr. Hermann Klenner
ノート
Der Marxismus-Leninismus über
das Wesen des Rechts. III
本間喜一ノート（№ 90～98 バラバラに入っていたもの）
年月日
文書名
形態
Die ontologische Struktur des Rechts
ノート
Arthur Kaufmann （I
I ト II トアリ）
Arthur Kaufmann II
（I ト II トアリ）
ノート
A. Kaufmann
空封筒
「法ノ ontologisch 構造」S. 470‒508.
Emge
ノート S. 223‒227. と S. 7‒8, 13.
Rechtsphilosophie
Reinhold Zippelius
ノート
Das Wesen des Rechts
（本章ノ目的以下 5 項目）
便せん 2 枚
Erster Teil
ノート
Aufweis der Werte und Unwerte
F. v. Hippel
バラのノート 5 枚
Existenz u. Ordnung (für E. Wolf)
封筒入
Grundlagen Grundsätze und
ノート封筒入
Einzelnormen des Naturrecht u.
3冊一括
Hans Reiner Band II, III, IV.
本間喜一ノート（№ 99～136 別の箱にあったもの）
年月日
文書名
形態
（第一、序説 1．本講義ノ目的）
ノート
（（1）現行法上家トハ何か）
ノート
1．公開講開設の辞
ノート 1 枚
労働法七条（旧十一条）
ノート 1 枚
（主に近世の納税・金銭関係についてのノ
ノート
ート）
Erlich Fechner, Rphi.
ノート 昭和 43
Michaelis Wechselrecht Art 82
昭和 30
ノート
Wechseleinrede（三六一頁）
Anhänge（三八六頁）
ausländische Gesetzgebungen（三八九頁）
einheitliches Wechselrecht
昭和 44
昭和 44 年度 私法原理
ノート
L. T. Frolow. Kausalität
Wechselrecht 17条
ノート
Staub IIa Amn. 16a‒57c
相続法
ノート
（十七条の講義などのノート）
ノート
昭和 25.8.18 （高陵クラブ例会の通知）
はがき 1 枚 № 109 のノートに
はさんであった
昭和 25
親族法 相続法講義案
ノート
（夫婦関係についてのノート）
ノート №111にはさんであった
電話内容の伝達 № 111 にはさ
（東邦高校学校法人の伝についてのメモ）
んであった
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114

昭和26

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
番号
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

年月日
昭和32

一九五一年五月二十日より二十三日ニ至る
アイランドに於ける不正競争禁止
国際連盟会議の経過報告
第二条
（不正競争防止法についてのメモか）
昭和二十五年四月三日「財政経済弘報」
抜粋 改正不正競争防止法解説
─商標等の不正使用禁止の範囲拡大―
昭和九年六月法曹会雑誌
第十二巻第 6 号所載
不正競争防止法に就て
親族相続法
第一講
（第一講）法律生活
後期時間割お知らせ
親族相続法（六回）
2. 親子関係
④其他ノ親族ニ基因スル制度
（離婚と親子関係について）
②相続人ノ保護及被相続人ノ又ハ相続人□
□者保護
会社法
會社法（二） 株式會社法講義
（一）
會社法（三） 株式会社（二）
改正商法草案
（有価証券などについて）
商法総論（一）
（商法について）
新手形法新小切手法に就いて

ノート
原稿用紙 3 枚
永野量

116〜118一括

奥野健一
ノート
ノート
ノート
№ 121にはさんであった
ノート 1枚
ノート
ノート
ノート
ノート

ノート
ノート
ノート
ノート
ノート
ノート
ノート№ 133にはさんであった
本間喜一講述
早稲田大学出版部
獨逸航空法に於ける損害賠償責任
本間喜一著
本間喜一ノート（№ 137～167 黒いふろしき包みにあったもの）
文書名
形態
手形法講義（大学院昭 32 年度）
ノート
Einrede
ノート
Jacobi Wp.
ノート
Schwerin
Jacobi zum Wpbegriff
ノート
Zf HR. Bd. 85, S. 21‒47.
Das Wertpapier als Sache
ノート
Jacobi S. 21M
Wertpapiere v. O. v. Gierke
ノート
Deutsches Privatrecht
Bd. II S. 103 ff.
引換証券論
ノート
Einlösungspapier
Vorlesung über das
ノート
Handelsrecht Allgemeiner Teil
債権証書の引換證券性
原稿
（証券返還法などについての原稿）
原稿
（山形県、八生山のおふだ）
（債権論のノート）
ノート
（いくつかの法的問題についてのノート）
ノート
十六條
封筒付
Quassoroski ̶ Albrecht
ノート
一．形式的資格に関する総説
原稿用紙 8 枚
Art16 Staub ̶ Strang
原稿用紙 19枚
(P. Daude, E. Daude, 1908 Einleitung)
ノート
Karl Adelmann
ノート
Die Kraftloserklärung Ⅰ巻
Die Kraftloserklärung Ⅱ巻
ノート
（Die Kraftloserklärung の納品票）
№ 156にはさんであった
Dr. Karl Adelmann
ノート
Die Kraftloserklärung
Bd. III 第三巻
（ドイツ語のメモ）

備考
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除権判決論

160

P. Hausmeister 除権判決論
手形ト其民法的基礎
（法学のノート）

161
162
163
164
165
166
167

ノート
ヤコビグリユンフートストランフ
ノート
バラバラのノート
ノート

1955.8
（昭和30）
1954.1
（昭和29）

David. S. Nivison 著

The Philosophy of Chang

Hsüeh̶chʼeng
冊紙
（大衆の裁判に対する関心の高まったこと） ノート
抜萃のつつ里
熊平源蔵編書類
（法律講習會に敬意を表するなど）
講義録

番号
168

年月日
昭和 5.12

商行為法講義要領

169

昭和 6.2

商行為法講義案

170

昭和 9.11

手形法及び小切手法講義（第一分冊）

171

昭和 9.12

手形法及び小切手法講義（第二分冊）

172

昭和 10.1

手形法及び小切手法講義（第三分冊）

173

大正 15.6

商行為法

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

昭和 2
昭和 4
昭和 8
昭和 8
昭和8
昭和8
昭和8
昭和8
昭和9
昭和9
昭和9
昭和9

本間教授講述商法（後編）
手形法
（全）
本間氏述二年商法（總則會社）
第三巻
本間氏商法總則 第一巻
本間氏三年商法（手形）第一巻
本間氏三年商法（手形）第一巻
本間氏三年商法（手形）第二巻
本間氏三年商法（手形）第三巻
本間氏三年商法（手形）第四巻
本間氏述手形法第一巻
本間氏述手形法第二巻商行為第一巻
本間氏述手形法第三巻商行為第二巻
本間氏述手形法第四巻商行為第三巻
手形法

文書名

第一部

187

手形法

188

手形法講義案（下）

189
190
191

昭和25
昭和23.12

手形法・小切手法
日本国憲法講義要領（第二分冊・完）
商法（二）
（商行為法）

192
193

昭和9

海商法講義案
商法講義要目

194

昭和13.12

日本辯護士史講義案 代言人時代以前
書 籍
文書名
選挙法（1）

番号
195

年月日

163〜167 ひも
で一括

第一分冊（緒論編）

再軍備について
便箋6 枚
作成
東京帝国大学教授
田中耕太郎 講述
東北帝国大学教授
小町谷操三 著
東北帝国大学教授
小町谷操三 著
東北帝国大学教授
小町谷操三 著
東北帝国大学教授
小町谷操三 著
本間教授講述
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学
東京商科大学教授
本間喜一述
法政大学講師
本間喜一述
東亜同文書院大学教授・法政大
学教授
本間喜一講述
本間喜一講述
本間喜一講述
西本辰之助著
慶應義塾大学 通信教育教材
児玉正勝著
片山義勝著
專賣局講習會
角田幸吉著
著者・発行
河村又介著

196

選挙法（2）完

河村又介著

197

會計法

清宮四郎著

198

公用負擔法（1）

美濃部達吉著
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199

公用負擔法（2）完

美濃部達吉著

200

外地法

松岡修太郎著

201

昭和12.8

文化行政法（1）

中村彌三次著

202

昭和12.9

文化行政法（2）

中村彌三次著

203

昭和12.10

文化行政法（3）

中村彌三次著

204

昭和12.8

刑事補償法

瀧川幸辰著

205

昭和12.9

商工業組合法

後藤清著

206

昭和12

207

昭和12.12

獨逸商法［Ⅲ］株式法（1）

大隅健一郎・八木弘・大森忠夫著

208

昭和13.1

獨逸商法［Ⅲ］株式法（2）

209

昭和13.2

獨逸商法［Ⅲ］株式法（3）

210

昭和13.3

獨逸商法［Ⅲ］株式法（4）

211

昭和13.4

獨逸商法［Ⅲ］株式法（5）

212

昭和13.5

獨逸商法［Ⅲ］株式法（6）

213

昭和13.7

獨逸商法［Ⅲ］株式法（7）

214

昭和13.11

獨逸商法［Ⅲ］株式法（8）

大隅健一郎・八木弘・大森忠夫・
大橋光雄著
大隅健一郎・八木弘・大森忠夫・
大橋光雄著
大隅健一郎・八木弘・大森忠夫・
大橋光雄著
大隅健一郎・八木弘・大森忠夫・
大橋光雄著
大隅健一郎・八木弘・大森忠夫・
大橋光雄著
大隅健一郎・大橋光雄・八木弘・
大森忠夫著
大隅健一郎・八木弘・大森忠夫著

215

昭和16.6

英米法［Ⅲ］流通證券法（4）

中山正著

216

昭和16.8

英米法［Ⅲ］流通證券法（5）

中山正著

217

昭和16.12

英米法［Ⅲ］流通證券法（6）

中山正著

218

昭和29

商法

手形・小切手

─

石田照久著

219

昭和29

商法

手形・小切手

─Ⅱ・完─

石田照久著

220

昭和7.3

221

大正11.6

保険パンフレット商事Ⅱ法の現勢
附．獨逸株式会社會社法草案
手形法便覧
附録抜萃長及試験問題一斑

222
223
224

大正15.2
昭和4.12
大正4.9

商法 書入用
註解 民事訴訟書式集
保険法奥附

225

昭和9.10

保険法要論

226
227

昭和14.1
昭和14.9

228
229
230
231
232
233
234

昭和18.1
昭和21.3
昭和2.3
昭和2.4
昭和14.9
昭和15

有限會社法
岩波版六法全書増補
昭和十四年度 新法令
昭和十七年度 刑事破毀判決集
国際聯合憲章
Rechts und Wirtschafts Wissenschaften
社會經濟體系 5
社會經濟體系 6
政治學要綱
ドイツの政治と経濟

235

昭和19.6

地理哲學への構想

（「新法學全集」のファイルとカバー3点）

米谷隆三著
保険評論社版
改訂九版 大正 15 年
東京文信社
法律経済模範便覧叢書第 14 編
大同書院編輯部
金澤潔著 巖松堂書店
17版・大正 15年
松本烝治著 巖松堂
4 版・昭和 17
大濱信泉著 廣文堂書店
大橋光雄著 有斐閣
岩波版六法全書附録

日本評論社
新法学全集
日本評論社
新法学全集
日本評論社
新法学全集
日本評論社
新法学全集
日本評論社
新法学全集
日本評論社
新法学全集
日本評論社
新法学全集
日本評論社
新法学全集
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
有斐閣 現代外
国法典叢書
弘文堂 法律學
講座
弘文堂 法律學
講座

鍛谷利一著
朝日新聞欧米部訳
Julius Springer
日本評論社
日本評論社
水谷吉蔵著 叢文閣
シャハト著 阿部泰夫訳 慶応
書房
大木隆造著
（東亜同文書院大学
教授） 理想社
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236

昭和 21.9

辯證法入門

237

昭和 21.12

238

昭和 21.3

絶対矛盾的自己同一
西田哲学體系第四冊
再建日本の構想

239

昭和 25.4

240

昭和 27.8

241
242
243

大正 6.3
大正 13.11
昭和 2.3

暴力のペン
附．不正な言論から人権を守るには
巣鴨の十三階段
─戦犯処刑者の記録─
人間萬事嘘ばかり
死刑囚の人生観
隠れたる事実 日本裏面史

244

昭和3.8

隠れたる事実

245
246
247

昭和 6.5
昭和 15
昭和 20.2

神秘生れ月と運命
四億萬の御客様
外人の観た日本

248
249
250
251

昭和23.1
昭和26.3

252

昭和4.8

圍碁定石全集

253
254
255
256
257
258
259
260
261

昭和7.10
昭和23.12
大正10

圍碁初段になるまで
圍碁の寶典 必勝手筋の研究
開成館 模範日本地図
NEW MAP OF JAPAN
第五回国民体育大会豊橋会場
支那現代文選
兒童故事第四集
聖地延安 失われし祖国よ・靑春よ
アナトオル・フランス短篇小説全集
巻 聖女クララの泉
ホラーティウス書簡集
戦争と平和（一）

昭和 25
昭和 15.8
昭和 30.5
昭和 14

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

昭和 32

昭和 33.1
昭和 55.5
昭和 55.5
昭和 56.5
昭和 58.10
明治 41.7
明治 41.10
明治 42.5

革命裏面史

朝鮮はどうなる
解説 啄木歌集
武蔵野
（性典のカバー）

ベ・ゴーレフ著・蔵源惟人訳
社會書房
柳田謙十郎著
大東出版社
堀岡米良吉著
機械製作資料社刊
保科義英著『不正な言論から人
権を守る会』創立準備会発行
陸軍中将 岡田資遺稿 東亜書
房
浮寛叢書 應来社書房
中西伊之助著 越山堂
第 5 版・昭和 3
北村治三郎 内外出版協会
第 5 版・昭和 3.11 藤沢甚一著
内外出版協会
藤本哲人著 太陽社書店
後藤朝太郎著 明光堂書店
新日本建設叢書第 1輯 武野藤
介著 洋々社
山川直夫著 東京情報社
佐藤寛著 河野書店
国木田獨歩著 岩波文庫
大日本百科全集
赤津誠内著 誠文堂
雁金準・高部道平・藤原七司著
圓角社
久保松勝喜代著 誠文堂
前田陳爾著 壮光舎
東京開成館
NIHON-KENKYUSHA
国民体育大会パンフレット
實藤恵秀編註 文求堂書店
上海大東書局
司馬璐著 矢内茂訳 生活社
第三 白水社

REPORT ON ASIA STUDIES
奇跡のお茶事件
A BOOK OF FAMOUS POEMS
私の履歴書
石田和外遺文抄
石田和外遺文抄
石田和外追想集
評伝 栗本祐一先生
松屋筆記 第一
松屋筆記 第二
松屋筆記 第三
（支払金の覚）
邦文日本外史

277

昭和 2.5

変態仇討史

全

278
279
280
281
282
283
284

昭和 3.7
明治 43.3
明治 43.6
明治 44.6
明治 5
明治5.9
昭和17.1

加賀本多家義士録
赤穂義人纂書 第一
赤穂義人纂書 第二
赤穂義人纂書 補遺
赤穂義人録補正 乾
赤穂義人録補正 坤
赤穂義人研究

285
286

昭和 32.1

艶説赤穂浪士 外伝
（『赤穂義士』の外箱）

田中秀央 村上至孝訳 生活社
トルストイ作 米川正夫訳 岩
波文庫
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
チャータリス著 黒沼健訳 新
潮文庫
東京・千代田・女子学院の印あり
岩田寅造著 日本経済新聞社
発行者 石田恭子・量久
発行者 石田恭子・量久
№ 268と同一
石田和外追想集刊行会
学校法人栗本学園発行
編輯・発行
国書刊行会代表 市島健吉
「佐々木氏蔵書」の記あり
№ 274 にはさんであった
頼山陽著 池辺義象訳述 山陽
書院
北原北明著
文芸資料研究会 和装本
編纂・発行 渋谷元良 葵園会
編輯・発行
国書刊行会代表 早川純三郎
鳩巣室著 国枝惟凞補正 和装
本
笹川臨風著 大東書館
「K. Honma, 1954」の記あり
村松駿吉著 朋文社
三田村鳶魚著 青蛙房
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287

棠隂比事

上

288
289
290

昭和33.3

棠隂比事 中
棠隂比事 下
中華民国労働法令集［外国労働法令集Ⅺ］

番号
291
292

年月日
昭和4.10
昭和29.12

293

1925

熟語本位

294

昭和4.4

雙解獨和小辞典

295
296
297

昭和28.4
昭和43.2
昭和23.7

298
299

昭和24.9
昭和33.9

番号
300
301
302
303
304
305

年月日
昭和21.10
昭和22.3
昭和22.3
昭和22.5
昭和22.5
昭和22.3

306

昭和22.3

307

昭和22

308

昭和22.7

309

昭和22.7

310

昭和22.5

311
312

昭和 24.5

313
314

昭和 24.6
昭和 24.7

315
316
317
318
319
320
321
322

昭和 24.6
昭和 24.8
昭和 24.9
昭和 25.11
昭和 25.1
昭和 25.1
昭和 39.5
昭和 39.8

323
324
325
326
327
328
329
330

昭和 24.3
昭和 24.12
昭和 35.7
昭和 24.1
昭和 24.5
昭和 22.12
昭和 22.11
昭和 22.12

辞書・名簿

文書名
最新獨和法律經濟辞典 増訂六版
學生六法全書 昭和三十年版
英和中辞典 ［改訂版］

宋四明桂先生編著
日本東都 北山先生閲

和装本

国立国会図書館調査立法考査局
労働省大臣官房労働統計調査部
著者・発行等
井上忻治著 東海堂
未川博編著
岩波書店
齊藤秀三郎著
正則英語學校出版部
片山正雄著
南江堂書店

備考

岩波独和辞典 増補版
中日大辞典
愛知大学中日大辞典編纂処編
裁判所・法務廳・檢察廳・司法事務局職員 司法事務研究会発行
名簿
裁判所・法務府・検察廳職員録
法曹会編纂
裁判所・法務省・検察庁職員録
法曹会編纂
最高裁関係（雑誌は事務総長の印のあるもの）
文書名
著者・発行等
備考
日本国憲法
司法省
№ 300〜310合冊
第九十二回帝國議會通過司法関係法律集
司法省
裁判所法・裁判所法施行法・檢察廳法
司法省
民刑事月報號外 裁判所法施行令
司法省
民事月報 裁判所法施行令略解
司法省民事局
民事月報號外
司法省民事局
日本國憲法の施行に伴う民法の應急的措置
に関する法律理由書
民事月報號外
司法省民事局
日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急
的措置に関する法律理由
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急 司法省民事局
的措置に関する法律
民事月報
司法省民事局
日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急
的措置に関する法律解説
民事月報
司法省民事局
出生・死亡届の完全性調査について
司法省民事局
民事月報
登記・戸籍等の事務の新しい取扱いについて
裁判所法の一部を改正する等の法律案
昭和 24.1.1から施行
新刑事訴訟法及び刑事訴訟規則に関する問 最高裁事務総局刑事局 刑事裁
答並びに通達集
判資料第 25号
全国刑事裁判官会同議事要録
刑事裁判資料第 34 号
少年保護をめぐる靑年学徒の運動
最高裁事務総局家庭局
家庭裁判資料第 3 号
家庭裁判月報（第四号）
最高裁事務総局家庭局
司法統計月報
最高裁事務総局総務局統計課
司法統計月報
最高裁事務総局総務局統計課
家庭裁判月報（第七号）
最高裁事務総局家庭局
法曹時報 第二巻第一號
法曹会
法曹時報 第二巻第一號
法曹会
№ 319 と同一
法曹時報 第十六巻第五号
法曹会
臨時司法制度調査会意見書
臨時司法制度調査会
（法曹時報第十六巻第八号別冊付録）
法曹会
法律事報 第 21 巻第 3 号
日本評論社
法律事報 第 21 巻第 12 号
日本評論社
法律事報 第 32 巻第 9 号
日本評論社
判例研究 第一巻［昭和二十二年度］
東京大学判例研究会有斐閣
檢察月報 第二号
法務庁検務局 部外秘
司法省刑事局 極秘
№ 328〜331合冊
新經濟月報 第二巻第五・六号
新經濟月報 第二巻第七号
司法省刑事局 極秘
新經濟月報 第二巻第八号
司法省刑事局 極秘
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331
332
333
334

昭和 23.1
昭和 23.2
昭和 23.4
昭和 23.1

335

昭和 23.2

336

昭和 23.4

337

昭和 23.6

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

昭和 22.11
昭和 23.8
昭和 24.6
昭和 24.8
昭和 24.10
昭和 24.12
昭和 25.1
昭和 53
昭和 27
昭和 22.11
昭和 23.1

349
350
351

昭和 23.2
昭和 23.6
昭和 25.1

352
353
354
355

昭和23

356
357
358
359
360

昭和 23.3
昭和 22.12

昭和 22.8
昭和 22.3

361

昭和 23.10.1
〜24.1.18
昭和 23.6

362
363

昭和 22.10
昭和 22.1

番号
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

年月日
昭和 3.3
昭和 3.12
昭和 4.3.
昭和 7.12
昭和 8.6
昭和 9.7
昭和 10.2
昭和 10.12
昭和 17.8
昭和 18.9
昭和 10.1
昭和10
昭和10

新經濟月報 第二巻第九号
新經濟月報 第二巻第十号
新經濟月報 第二巻第十二号
新經濟資料 第五号
經濟犯罪に於ける求刑科刑の實證的研究
（第二編）
新經濟資料 第六号
石炭関係行政第一次監査報告
新經濟講座 第三号
昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備
ニ関スル法律の一部を改正する法律解説
新經濟講座 第四號
米國の独占禁止法の沿革について
（公正取引委員会委員芦野弘氏講演要旨）
法學協會雑誌 第六十五巻第四號
法學協會雑誌 第六十六巻第二號
法學協會雑誌 第六十七巻第一號
法學協會雑誌 第六十七巻第二號
法學協會雑誌 第六十七巻第五號
法學協會雑誌 第六十七巻第六號
法學協會雑誌 第六十八巻第一號
行政事件裁判例集 第二十九巻第十号
吉田書翰の解釈と英水兵事件
海外政治資料 6 ソ連の選挙法と運営
社會
人間
通貨安定期の財産対策
自由に死す
河合栄治郎法廷闘争記
裁判所法の一部を改正する等の法律
行政事件訴訟特例法案
少年審判規則説明書
法務廳設置法
法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律
国の利害に関係のある訴訟についての法務
総裁の根限等に関する法律
裁判所法の一部を改正する法律
調停法規統一改正に関する意見要綱
海外政治資料 4 ユネスコに就て
地代家賃統制令関係法令集
民事裁判資料第三號 家庭審判法規の概説
最高裁判所民事判例特報 第三號
調査報告書
裁判官の刑事事件不当処理等に関する件
刑法の一部を改正する法律
罹災都市借地借家臨時處理法質疑應答集

雑

誌

法文論叢
法文論叢
法文論叢
法文論叢
法文論叢
法文論叢
法文論叢
法文論叢
法文論叢
法文論叢
法學志林
法學志林
法學志林

文書名
第二巻第一號
第二巻第二號
第三巻第一號
第十二號
第十三號
第十六號
第十八號
第二十號
第三十二號
第三十三號
第三十七巻第一號
第三十七巻第三號
第三十七巻第四號

司法省刑事局
法務庁検務局
法務庁検務局
司法省刑事局

極秘
極秘
極秘
部外秘

法務庁検務局

部外秘

法務庁検務局
法務庁検務局

最高裁判所事務総局
山下康雄著 ㊙
憲法普及会発行
雑誌 鎌倉文庫 最高裁事務局
秘書課の印あり
雑誌 鎌倉文庫
実業之日本別冊一號
中央公論第六十五年一号別冊付
録 社会思想研究会編
№ 311を修正したもの
最高裁事務局行政部
最高裁事務局刑事部
司法省調査課

憲法普及会
物価庁第五部 不動産課
最高裁事務局民事部
最高裁事務総局民事局

司法省刑事局
質問者 東京区裁判所調停懇話
会々員
回答者 司法省民事局第二課原
課長
調停懇話会発行
発行
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
九大法文会学芸部
法政大学
法政大学
法政大学
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377
378
379
380

昭和10
昭和10
昭和10
昭和10

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

昭和10
昭和11.1
昭和11.2
昭和11.5
昭和23.1
昭和23.2
昭和23.3
昭和23.3
昭和23.4
昭和23.11
昭和24.1
昭和23.11
昭和2411
昭和34.2
昭和36.7

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

昭和38.3
昭和38.5
昭和39.9
昭和34.5
昭和15.3
昭和21.6
昭和26.3
昭和 26.2
昭和 26.5
昭和 39.3
昭和38.6

407

昭和38.12

408

昭和39.5

409

昭和39.12

番号
410
411
412
413
414
415
416
417
418

年月日
昭和2.10
昭和5.7
昭和7.1
昭和7.9
昭和7.11
昭和9.12
昭和10.2
昭和10.3
昭和10.7

419

昭和10.6

420
421
422
423
424

昭和10.7
昭和10.10
昭和11
昭和11.7
昭和11.8

425
426
427
428
429

昭和11.11
昭和13.7
昭和13.7
昭和13.10
昭和26.1

430
431

昭和27.7
昭和27.12

法學志林 第三十七巻第五號
法學志林 第三十七巻第六號
法學志林 第三十七巻第八號
法學志林 第三十七巻第十一號
富井政章先生追悼號
法學志林 第三十七巻第十二號
法學志林 第三十八巻第一號
法學志林 第三十八巻第二號
法學志林 第三十八巻第五號
月刊判例 第三巻第一號
月刊判例 第三巻第二號
月刊判例 第三巻第三號
月刊判例 第三巻第三號
月刊判例 第三巻第四號
月刊判例 第三巻第七・八合併號
月刊判例 第四巻第一號
法律新報 第七五〇號
法曹公論 第五十巻第二號
法曹 第百号
法曹 第百二十九号 特集 三淵前長官を
しのぶ
法曹 第百四十九号
法曹 第百五十一号
法曹 第百六十七号
法曹 総索引 第一号〜第百号
哲學年報 第一輯
日本週報 二十六十九合併號
日本週報 第 171 號
同行
同行
経済学研究 8
Bulletin der Internationalen
Juristen-Kommission Nr.16
Bulletin der Internationalen
Juristen-Kommission Nr.17
Bulletin der Internationalen
Juristen-Kommission Nr.19
Bulletin der Internationalen
Juristen-Kommission Nr.21
論文抜き刷り
文書名
「身分より契約へ」の公式に対する一管見
商法一般に於ける保險法の地位
商法改正要綱─その第一編に就いて─
保險の社會性と團體性
法定條件論
商法に於ける分業と責任
海商法の自主性と特殊性
華僑之研究（暹羅之部）
株式會社に於ける定款規定
自由の原則と其例外
船舶證券に基く證券責任に関する若干の考
察
船荷證券上の不知約款に就て
航空統計並に航空事故統計の研究
株式失権手続の一考察
海上先取特権抵當権統一條約案概説
獨逸に於ける小賣商統制政策の動向
─小賣商保護法を中心としたる一研究─
七を貫く
國際法學の移入と性法論
氏名權を論ず
支那事變と国際聯盟
輪中地域の村落共同體とその變動過程につ
いて─通婚關係からの考察─
在韓日本資産に対する請求権
実務としての法律学

法政大学
法政大学
法政大学
法政大学
法政大学
法政大学
法政大学
法政大学
法律新報社
法律新報社
法律新報社
法律新報社
法律新報社
法律新報社
法律新報社
法律新報社
日本弁護士協会
法曹会
法曹会
法曹会
法曹会
法曹会
法曹会
九大哲学研究会
日本週報社
日本週報社
同行社
同行社
一橋大学研究年報

発行
中川善之助
米谷隆三
野津努
田中耕太郎
三潴信三
田中耕太郎
田中誠二
上智大学経済研究所調査報告
松本烝治

備考

田中誠二
田中誠二
大林良一
松田二郎
大橋光雄
深見義一
乾政彦
大平善梧
村上秀三郎
大平善梧
川越淳二
山下康雄
松田二郎
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愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

昭和 33.7

432
433
434
435
436
437
438
439
440
441

番号
442
443

年月日
昭和 23.12
昭和 24.6
（昭和25）3

444

中国労働法
債権の所有権的関係
司法機関共助者としての法定外辯護士制度
人的會社の組合性─人的會社に對する社團
的理論構成の否認─
業務約款序説
商號權の讓渡を論ず
合併假契約の不履行（附合併の性質）
を論ず
（二・完）
準占有と取得時効の要件としての権利行使
建物の讓受擔保權者と被保險利益移轉登記
手續未了の建物に對する火災保險契約
商法改正法案批評・商法改正要綱槪評
（一）・商法改正法案を評す
（二）
〜
（一三）
その他各種
文書名
愛知縣学校関係法令集 全
私学事報 特報第三號
教育職員免許法
（後期試験をうけなかったことについて事
情説明のはがき）

昭和 36
昭和 40.1
昭和 41.3
昭和 37.12

私立大学関係国家予算対策運動の経過説明
會報 第一号 新春特輯
創立四十周年記念会誌
THE MONTHLY BULLETIN OF THE
HITOTSUBASHI UNIVERSITY LIBRARY
NO. 12
449
THE MONTHLY BULLETIN OF THE
昭和 38.12
HITOTSUBASHI UNIVERSITY LIBRARY
NO. 12
450
THE MONTHLY BULLETIN OF THE
昭和 39.1
HITOTSUBASHI UNIVERSITY LIBRARY
NO. 1
番号
年月日
文書名
451
本間先生関係クリアーブック
① 昭和20.12.18 （東亜同文書院関係書簡）
445
446
447
448

② 昭和 14.9.9
③ 昭和11.6.8

日本製鐵株式会社社葬
順序
辭令通知書

向山寛夫
勝本正晃
見玉正勝
松田二郎
米谷隆三
村上秀三郎
村上秀三郎
薬師寺志光
金平幹夫
島賀陽然良
夫 八木弘

大橋光雄

大森忠

14冊合冊

形態
愛知県教育委員会事務局編
日本私中高連事務局
№ 442にはさんであった
愛大教務課あて
予科3 年Ａ組 53都築凡夫
№ 442 にはさんであった
社団法人 日本私立大学連盟
第二東京弁護士会
第二東京弁護士会
表紙のみ

備考

差出・作成

宛先

東亜同文書院の内地
での存廃に関して

東亜同文書院大
学事務所
斎伯守

本間登亀

東京商科大學

教授 本
間喜一
嘱託員
本間喜一

湯川竹三葬儀執行

④ 昭和
13.12.20
⑤ 昭和 14.9.3
⑥ 昭和 14.9.3
⑦ 昭和 21.12.1
⑧ 昭和 11.8.25
⑨ 昭和 11.9.1
⑩ 昭和11.12.18
⑪ 昭和 12.6.1
⑫
⑬ 昭和 12.9.22

（賞與に関する証書）

遞信省

富士見町教會會報
週報
富士見町教會會員名簿
履歴書
履歴書
（賞與に関する証書）
（給與に関する証書）
報告
（法律事務の委託書）

富士見町教會
代々木福音教會
富士見町教會
本間喜一
本間喜一
遞信省
遞信省

⑭ 昭和 13.4.1

（高等商業部講師嘱託書）

⑮ 昭和 15.3.28
⑯ 昭和 15.3.28
⑰
⑱
⑲ 昭和15.10.31

（賞與証書）
遞信官吏練習所民法教授嘱託解任証書）
金銭消費貸借契約證書
契約書
身分證明書

⑳
㉑
㉒

下書き

写真
受取証
曽我子爵推薦の件重要書類

◦ 774 ◦

東京信用保證組
合
法政大学
遞信省
遞信省

第 1 案・第 2案
泰治洋行の社員であ
ることの證明
封筒付
封筒付
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備考

貴族院議員

在北京總領事
土田豊

本間喜一
本間喜一
本間喜一
法学部教
授
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
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本間喜一関係資料

㉓
㉔ 2.5

（書簡）
（書簡）

4通

㉕ 2.4

（書簡）

㉖ 昭和2.8.7

（書簡）

㉗ 4.23
㉘ 昭和21.2.5

（はがき）
精算人推薦ニ關スル件

㉙
㉚ 1936.8.20

委任状
（写真 4 点）

㉛
㉜ 昭和17.2
㉝ 昭和16.5.1

（封筒のみ）
東亞專門學校要覧
東亞專門學校開校式案内

㉞ 4.17
㉟ 6.21

（はがき）
（書簡）

㊱

身體檢査證
書
㊲ 昭和19.12.20 （書簡）

入學願書

泰治洋行関係 2通
封筒付 家族の写真
か
封筒付

學校成績及身上調

㊳ 3.20
㊴ 昭和 13.12

（書簡）
（東京オリンピック招致に関する書類のコ
ピー）

㊵

（漫画

兄妹に与ふ書とあり）

㊶ 昭和 17.3.28 （はがき）

東亜専門学校用未使
用

記念品の時計あり

昌二郎氏が描いたも
のか

㊷ 昭和 17.9.29 （書簡）
㊸ 8.2

（書簡）

㊹ 1931.6.13

（書簡）

㊺ 昭和 19.9.8
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿

家屋臺帳謄本
（家屋関係メモ）
（家屋関係メモ）
戸籍謄本
赤い布
（絵はがき）
（切紙）
（封筒のみ）

昭和 16.11
昭和 20.8.7
昭和 22.5.8
昭和 22.5.3
大正 6.11.23
大正 4.12.19
明治 44.8.22
昭和 18.12.2
1951.11.5

本間先生写真同封
磯辺家関係
磯辺家関係
磯邊馨次
包紙付
御殿場の富士

小為替爲證書
新聞切抜「社説」
新しい憲法 明るい生活
新聞切抜「學生兵の手記」
（はがき）
（はがき）
（はがき）
（書簡）
（はがき）
（書簡）

封筒付
宗教界の覚醒
名刺多数挟んであり

とき夫人、晟子氏、
昌二郎氏の三人の写
真 同封
WASEDA
UNIVERSITY NOTE
BOOK

（講義ノートか）
（封筒のみ）

三淵忠彦
東亜同文書院大
学事務所
斎伯守
東亜同文書院大
学事務所
斎伯守
三淵静
神山長輔
東亜同文會理事
長 一宮房治郎

東亞專門學校
東亞專門學校長
菊池武夫
本間喜一
東亜同文書院大
学 本間喜一
磯邊卓三
小村病院
第十二回オリン
ピック東京大會
組織委員會
會長 徳川家達
長崎歌子 寺嶋
時子
女子経済專門学
校 劉炳淳
植村環
垣本盛口
麴町税務署

本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間とき
子
本間喜一
本間喜一

本間喜一
本間登亀
本間昌二
郎
本間とき
子
本間喜一
本間喜一

本間登亀
子
本間登亀
子
本間登亀
子
本間登亀
子
磯邊馨次

東京都神田長

留學生友遍會擴
張後援會

本間登亀

憲法普及会
小池熊吉
小池熊吉
小池熊吉
小池熊吉
本間忠彦
ニルソン

本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間登亀

165

◦ 775 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

（本間先生の顔の絵）

昭和 27.7.9

（保険証券関係）
雑誌切抜「唸る！ 重工業地帯」
東京都電話番號簿 改番 追録

うらに「コレハ オ
トウサンノカホデス
メガネヲカケテイマ
ス」とあり
袋付

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

（本間晟子さん関係）
（本間先生関係書簡類①）
（本間先生関係書簡類②）
紅白布キレ
人形
（スクラップブック 讃美歌など）

465
466
467
468
469

本間昌二郎

通信符號盤

464

書簡・通知表他
書簡・通知表・ノー
ト・作文・絵
書簡・通知表
家族からの書簡他
多数

和田新三郎考案

1952
路の光
昭和 8〜13 （新聞記事 スクラップブック）
ごろ
昭和 12〜14 （新聞記事 スクラップブック）
ごろ
YWCA
昭和 27.5.1
〜27.7.1
昭和 26.1.25 YWCA パンフレット
中国絵葉書
絵葉書
郵便葉書

470
471
472
473
474
475

（富士見町教会婦人会関係書簡類）
（柏木教会関係）
昭和 23〜27 （新聞各種）

476
477
478
479
480

昭和23.11.13 （東京裁判関係新聞）
（泰治洋行関係ファイル）
判決文（裁判所関係）
昭和 11
（東京商科大学紛糾事件関係）
昭和 16
（金銭関係）

481

（帳面）

482
483
484

（華中鉄道股份有限公司の罫紙）
（三越製の罫紙）
（満州工作機械株式会社東京支店の打電報
告書）
（東亜同文会原稿用紙）
（MARUZEN の原稿用紙）
（ノートの切れ端）
（メモ用紙）
（献金協力願）

485
486
487
488
489

昭和 18.4

490

昭和 20.8.30

本間昌

東京都市電氣通
信部

昭和 13.3.31 （尋常小学校第二学年修業証書）
（寝殿造の絵）
（絵ハガキ 3 点）
（磯辺登亀関係①）
（磯辺登亀関係②）
（本間登亀夫人宛書簡）
（本間登亀夫人葬儀関係）
（本間忠彦氏関係）
（本間昌二郎氏関係）

一年生
二郎

朝日新聞「国體を護持の道は聯合國と前面
協力」
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未使用
未使用 19点
未使用、軍事郵便と
あり

三年 本間昌二
郎
東横百貨店文房
具部
富士見町教會

日本キリスト教
女子青年会

Nippon Times. 三
田、東京、アカハタ、
慶應義塾、スポーツ
ニッポン 他
9点
本間試補
本間先生・夫人の通
帳 紙幣・貨幣在中
反省記事を書くよう
になっている未記入
未記入
未記入
未記入

一括・袋付

日本基督教團
植村環

本間昌二
郎
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本間喜一関係資料

491

昭和30.11.1 （入塾申込書）

492
493
494

昭和37.9.13
10.25

495
496
497

昭和28.11.1
1962.10.10

法と力
國民情報
新日本婦人の会準備会連絡ニュース

498

昭和26.7.5

社會と教育

499
500
501

1962.12.15
1951.8.18
1953.10.1

松川通信
愛國新聞
才能教育

第 111 号

502

昭和26.8.28

講和新聞

43 号

503

1952.6.18

アジア太平洋地域平和会議ニュース

504
505
506
507
508

昭和29.8.21

日本教育新聞
読売新聞「年末攻勢の性格」
月刊前進座
現代中國学会月報 № 15
婦人公論三月號「前線唯一の婦人從軍記者
として決死の從軍六カ月
看護承認申請書・診療担当医の意見

509

1954.2.15
1953.1
昭和
33.11.30

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

528
529
530
531
532
533
534
535

豊橋市小池町
山口一典

毎日新聞「日本の農村」
（メモ、天野末治氏の事務所・自宅住所）
（書簡）

（小岩井学長の死後の夫人の追悼文）
（絵葉書 4点）

昭和43.1.1

中川昌雄
講義用か

年末労働攻勢
婦人公論特派記者
山岸多嘉子
療養者は小岩井淨

本間叔父
上

新日本婦人の会
準備会
愛知縣教育委員
會
松川通信発行所
愛國新聞社
才能教育研究会
本部
全面講和愛国運
動協議会
アジア太平洋平
和会議日本準備
会
日本教育新聞社
前進座
現代中国学会
（備考）
小岩井多
嘉子夫人
東京大学附属病
院

一括

国内のミッション系
大学の絵葉書

（年賀状）
東京 小出廉二 本間喜一
（新聞記事コピー「本はなぜ高い？」
）
（新聞切抜「夕閑語」自由に遊べ 今日出海）
1962〜1964 （豊橋ロータリークラブ関係ファイル）
昭和27.11 （同志社大学要覧送付挨拶状）
同志社大学
（メモ 式関係）
黙祷、故人を偲ぶ言
葉などとあり
（メモ 抗弁について）
（昭和 29.4.1 のカレンダー）
日めくりカレンダー
の1枚
昭和35
（不法行為損害賠償関係）
袋付
（法曹時報、最高裁判所判例集などの不足
号目録）
この 2 点関係あり
本間忠彦
本間喜一
① 昭和22.6.25 （書簡）
②
熊谷直人賃借家屋ニ関スル件
民法講話
講義用か
本間喜一
（地図）
（地図）
昭和 14.12
北京遊楽観光市街展図
かばん付
大學地理學教授
白眉初大日本帝
國人 松澤聖
日本学術会議第 2部
昭和 32.4.22 第 2 部会
合同会議
長
第 2 部関係研究連絡委員会
日本法律政治学会連
日本法律政治学会連合理事会 会議通知
合理事長 山之内一
郎
委任状用紙
未使用
（本間先生メモ）
（箱の切れ端）
昭和17.10.17 感謝状
逓信同窓會長
本間喜一
三好喜敬
一括
（山洲根津一先生肖像）
布製
すずり
昭和 13.12
時計
№ 451−㊴の記念品 徳川家達
本間喜一
愛知大學學則
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536

昭和 23.10

新制大學の普及と専門學校

537

1951.6.9

研究会

538

545

第 17 回愛知大学園祭中国研究会主催行事
案内
第 17 回愛知大学園祭参加 講演と語劇と
映画の集い
昭和 37.5.10 新聞切抜「今年度校舎とプールを愛大校舎
改築長期計画〜」
（紙切 愛大の所在地記したもの）
（愛大前の定食屋島田屋のメニューなど）
（受領証及び図書帯出カード）
昭和 38.2.9 （薬師岳遭難に際しての書簡をタイプした
もの）
1951.6.28
（書簡、英文タイプ）

546

1952.7

（書簡

下書き）

547

1953.4.25

（書簡

英文タイプ）

539
540
541
542
543
544

548
549
550
551

① 昭和 25
② 昭和 25
③ 昭和 25
昭和 25
昭和25.10.12
昭和25.11.20

552

昭和 25.11

553
554
555

昭和 25
昭和 25.12.6
昭和 25.12.6

556
557
558
559
560

新入会員歓迎会

プログラム

中国関係出版物につ
いて
愛大の中国研究に対
する援助について

JOHN H
SLAGLE
本間喜一

小岩井氏がアメリカ
へ中国研究のため出
かけることについて

愛知大学学長

（書簡

英文

日本語訳 3 点、英文
2 点同封

昭和二十五年度補導委員出席表
議案一號 昭和二十五年度更正豫算書
議案第二號 自昭和二十五年十二月 実行
豫算書
至昭和二十六年三月
昭和二十五年度就職斡旋常任委員名
昭和 25 ごろ （女子短期大学部 目的及び使命について）
昭和 26.1.17 学校法人 愛知大学寄附行爲
評議員名簿 挟んで
ある表紙に本間氏の
印あり
昭和 26.1.17 學校法人 愛知大學寄附行爲
昭和 26.2.5 （1951.1.27 付のロックフェラー氏への便り
に対する礼状）

564
565
566

昭和 26.7.11 （議案第 2 号

理事・監事の推選）

567
568
569
570
571

昭和26.12.15
昭和26.12.15
昭和26.12.15
昭和26.12.15
昭和 28.3.31

昭和 26 年度収支予追加更正）
昭和 26 年度第 3 期実行予算）
新八町住宅売却について）
給与規程第四条改正）
昭和 28 年度歳入出予算）

562
563

前田
愛知大学図書館
杉本光作

就職関係

（ロックフェラー氏寄附問題についての手
紙）
昭和 26.3.31 （議案第 1号 昭和 26 年度歳入出予算案）
愛知大学法経学會 昭和廿五年度總會
A 昭和廿五年度決算書
B 昭和廿六年度豫算要求書
昭和 26.7.11 （議案第 4号 昭和 26 年度第 2 期実行予算）
昭和 26.7.11 （議案第 3 号 評議員推選）

561

内容紹介

（林毅陸学長退職の挨拶状写し）
（本間喜一先生学長就任の挨拶状写し）
愛知大学の現況について
（昭和 25 年度卒業見込者の新規採用願い）
理事会議事録
（マッカーサー夫人から小岩井夫人への手
紙）
下書き）

昭和 26.2.9

（議案第 1号
（議案第 2号
（議案第 3号
（議案第 4号
（議案第 1号
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全國私立専門學
校協會
愛大国際問題研
究所

本間喜一
本間喜一
ロックフ
ェラー財
団 チャ
ーレス
Ｂ . ファ
ース部長
Mary. C.
Wright

林毅陸
本間喜一
本間喜一
本間喜一
愛知大學
マッカーサー夫 小岩井多
人代理
嘉子
シドニー・エル・
ハッフ大佐
the Chief
愛知大学
of C.I.E

米國政治顧問事
務局
サクソン・E・
ブラドフォード
トーマス・L・
ブレイクモア
愛知大学理事長

愛知大学理事長
理事長 本間喜
一
理事長 本間喜
一

愛知大学理事長

本間先生

本間先生
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572
573
574

575
576
577
578
579
580
581
582
583

①
②
③
①
②

①
②

584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

611

612
613
614
615
616
617
618

①
②

昭和 29 年度決算書
愛知大学
昭和27〜34 （豊橋市長 大野佐長ほかの住所氏名 覚）
ごろか
昭和 37 年度予算額及び昭和 38年度予算案
総括表
昭和 38 年度収入予算表
昭和 38 年度予算表
是正案
封筒付
本間先生
評議員案
評議員候補者案
愛知大學經費予算実施に関する規程
（※№ 560〜577はカステラの箱に入っていたもの）
昭和26.7.23 工事経歴書
藤城工務店
愛知大学名古屋分校新築計画書
愛知大学
昭和27.1.25 愛知大學学報 第 12 号
昭和 27.4.1
愛知大學授業料貸与規程
昭和 27.4.10 昭和 26 年度就職状況
昭和 27.4.10 昭和二十六年度卒業者就職状況一覧表
昭和 27.5.31 所報 № 3
愛知大学綜合郷
土研究所
昭和27.10.5 所報 № 4・5
愛知大学綜合郷
土研究所
Fareastern Survey 本間喜一
昭和 27.10.8 Far Eastern Survey No. 14
封筒付
昭和27.10.8 Book News from Oxford University Press
昭和27
愛知大学特待生規程（案）
昭和28.2.1
愛知大学中部地方産業研究所規程
（案）
12.11
12 月 11 日文学部教授会
（メモ）
（書籍メモ）
昭和 27.11.1 （はがき）
小笠原長晴
三浦良一
昭和27.11.29 （書簡）
封筒付
仲上忠一郎
三浦良一
昭和27.12.13 （書簡）
封筒付
仲上忠一郎
三浦良一
昭和27.12.29 （書簡）
封筒付
一條綾子
本間喜一
昭和 28.1.6 （書簡）
封筒付
一條綾子
本間喜一
昭和 28.1.10 （書簡）
封筒付
仲上沖一郎
本間喜一
昭和 28.1.18 （書簡）
封筒付
一條雄司
本間喜一
1.23
（書簡）
三浦良子
本間喜一
昭和 28.2.27 （書簡）
封筒付
三浦良子
本間喜一
昭和 28.3.3 （書簡）
封筒付
三浦良子
本間喜一
昭和 28.3.11 （書簡）
封筒付
三浦良子
本間喜一
昭和 28.3.13 （書簡）
封筒付
三浦良子
本間喜一
昭和 28.3.21 （書簡）
封筒付
一條雄司
本間喜一
昭和 28.3.23 （書簡）
封筒付
一條雄司
本間喜一
昭和 28.3.29 （書簡）
封筒付
三浦良子
本間喜一
昭和 28.4.30 （書簡）
封筒付
石田憲次
本間喜一
昭和 28.4
（封筒のみ）
仲上忠一郎
本間喜一
昭和 27.12 （封筒のみ）
近藤二三男
賀田秀一
（封筒のみ）
土地に関するメモ書
あり
（名刺 3 点）
日本中国友好協会事
務局 真崎康隆
東海銀行稲沢支店
石河勝
稲沢町 小野義直
（土地に関する覚）
「小野」
・
「大林」とあ
り
（※№ 591〜611 一括・袋付、さらに、№ 578〜611 一括 袋付）
1950.8.15
新華月報 八月號
新華月報社出版
新華書店発行
1950.10
新華月報 十月號
人民出版社
1951.11
新華月報 十一月號
人民出版社
1951.1.1〜
南方周報 第一巻・第一期〜第一巻・第十
南方日報社
1951.5.12
九期
全國郵政局発行
昭和 26.1.17 学校法人 愛知大学寄附行爲
昭和 26.4.24 （名古屋校舎の登記書か）
封筒付
長谷川雄一
本間喜一
昭和 27.2.22 （本の注文書か）

169

◦ 779 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

619
620

621
622
623
624

625

昭和 27 年度豫算案
① 昭和 27.3.31 （議案第 1 号 昭和 27 年度歳入出予算）
② 昭和 27
議案第二号 昭和二十七年度特別会計校地
校舎拂下基金収支予算
③ 昭和 27.3.31 議案第三号 給與規程一部改正に関する件
昭和 27 年度収入・支出（各課要求予算）
集
計表
昭和 27.7
教育の問題としての学生運動
昭和 27.12.6 （学友会費関係）
① 昭和 27.8.15 私學時報
〜30.5.11
② 昭和 29.2.11 愛知縣私學時報
〜30.1.11
昭和 28.2
神も悲泣し給う亡国的血盟と世界絶無の大
犯罪

① 昭和 28.4.17
② 昭和 28.4.17
③ 昭和 28.4.17

628

④ 昭和 28.4.17
⑤ 昭和 28.4.17
昭和 28.8

629

昭和 29.3

630

①
② 昭和 29

社会心理学における集團心意のさまざまと
その批判
昭和 28 年度決算書
議案第二号名古屋校舎増築に関する件

昭和 30.3.31

637
638
639

昭和 32
財政状況報告書
昭和 33
昭和三十二年度備品什器目録
昭和34.11.30 試算表
昭和34.11.30 収支予算差引表
昭和34.11
銀行勘定明細表
昭和34.11
振替貯金勘定明細表
昭和34.11
借入金勘定明細表
昭和34.11
仮出金勘定明細表
昭和34.11
仮受金勘定明細表
昭和35
昭和 35 年度決算書
昭和35.12.25 職務規定
昭和36.2.4 （給与委員会議事録）
〜2.23
昭和36.2.4 （給与委員会関係）
昭和36.2.18
昭和36.3.10 昭和三六・三・一〇 給与審議委員会
昭和36.3.17 給与審議委員会
昭和36.4.4
臨時給与委員会
昭和36.4.10 給与審議委員会
昭和36.5.1
昭和三十六年五月一日 給与審議委員会
昭和36
昭和三十六年度聴講者数調
昭和36
昭和 36 年度特待生候補者名簿
昭和36
昭和 36 年度特待生候補者名簿

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

643
644
645
646
647
648
649
650
651

日本水力工業株
式会社社長 加
藤金次郎
本間喜一

議案第二号寄附行為の一部改正の件
議案第三号事業理事選任に関する件
議案第四号学校法人愛知大学事業部設立要
項
学校法人愛知大学事業部設立要項
（案）
愛知大学事業部収支予算書
赤い教職員組合について

631
632
633
634
635
636

640
641
642

ひもで一括

昭和 28.3.23 （大学院設置認可申請書の訂正補足）

626
627

文部省
古井義照他

①
②
③

議案第 1 号昭和 30 年度歳入歳出予算案
30 年度決算書
昭和 31 年度前期綜合時間割表
愛知大学新聞 発刊 100 号記念特集号
愛知大学名古屋分校新築計画書
（評議会関係文書）

法経二部教授会
承合事項回答（昭和 36 年度私大図書館協会
春季関西部会

170

◦ 780 ◦

愛知大学文学会、文
学論叢第九輯抜刷

文部大臣
岡野清豪

政治綜合研究所
安倍源基
入谷智定

②は①に挟んであっ
たもの

（※№ 612〜636 一括 箱入り）
会計課長

豊橋・名古屋校舎
名古屋校舎 昼間 2
年
愛知大学図書館
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652
653
654
655
656
657
658

昭和36.6.5
昭和
35.2.9・10
昭和 34.7.10

659

660
661
662
663
664

①
②
③
④
⑤
⑥

665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694

①
②
③

別表（一）教育職員経歴年数算定基準
別表（二）事務職員経歴年数算定基準
学資金関係評議会決定事項抜萃
愛知大学規定集
法経二部専任者
愛知大学図書館規定
愛知大学新聞 第 128 号
新聞切抜「大学の自治に警告する
（一）
（二）
」

会計課

一橋新聞第 657 号「おびやかされる大学の
自治」

（※№ 637〜659 ひもで一括）
昭和33
昭和二十九年度以降財政状況調書
昭和33.3.31 （議案第 1 号 昭和 33 年度歳入歳出予算案）
別表第十四 昭和 30 年度〜33年度内の収
支状況
昭和 34
昭和 33 年度決算書
昭和 29〜33 学校収入に対する諸経費の比
昭和 34〜41 分校々舎建設した場合の予想
負債償還可能額
昭和 34.7.20 学生数異動状況 昭和 30 年度以降
昭和 33 年度学生数増減状況
参考
昭和 33 年教員、職
員平均給与、昭和
34年度人件費
実開講単位数につい
昭和32〜34 總括表
て他
昭和34.6
私立大学経営面から見た本学の地位
昭和34.7.20 愛知大学要覧
昭和34.9.6
拡大評議会
〜9.22
昭和34
昭和三十四年度学生募集要項
評議会内規要項案
昭和34
評議会規定（案）
案
（図書館費関係）
（昭和 29〜34 年度までの給与関係）
昭和34
客員専任教員及兼任教員手当 昭和 34 年
度予算計上分中推定執行額調査
昭和 34.9.20 県下大学生数の推移
昭和 34.9.20 愛知大学学生数の推移
昭和 25〜昭和 40、
但し昭和 35年から
は推定
1959.10
大學時報 Vol.8 No.29
日本私立大学連
盟
昭和 34〜41 （借入金について）
（借入金関係）
（※№ 660〜678 一括 袋付）
昭和 34.3.31 （議案第 1号 昭和 34 年度歳入歳出予算）
昭和 33 年度決算書
昭和 34 年度歳出予算要求書
（資料）
一括
給与規定
昭和 34 年度歳入予算案（資料）
昭和34.4.3
年度別人件費比較
昭和 34 年度歳出予算案（資料）
昭和 34 年度歳入予算案（資料）
昭和34.4.11 年度別・受験・合格・入学者・現在籍者数 昭和 32〜昭和 34
比較
昭和 34 年度歳出予算案（資料）
昭和34.4.13 年度別人件費比較
昭和 32〜昭和 34
昭和34.4.13 昭和 34 年度予算編成資料
一括
昭和34.6.1
中部日本新聞
昭和34.6.2
朝日新聞
大学の研究費に関す
る記事あり
（メモ）
昭和34.4.6
御通知
入学式開催通知
学長
教職員
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695

696
697
698

試算表
収支予算差引表
銀行勘定明細表 昭和 34 年 12月分
振替貯金勘定明細表 昭和 34年 12月分
仮出金勘定明細表 昭和 34年 12月分
仮受金勘定明細表 昭和 34年 12月分
借入金勘定明細表 昭和 34年 12月分
試算表
収支予算差引表
銀行勘定明細表 昭和 35 年 1月分
振替貯金勘定明細表 昭和 35年 1 月分
仮出金勘定明細表 昭和 35年 1 月分
仮受金勘定明細表 昭和 35年 1 月分
学友会費勘定明細表 昭和 35年 1 月分
借入金勘定明細表 昭和 35年 1 月分
第二十回（昭和三十四年度）
法経学部教授会
決議録
1.21
昭和三十五年度法経学部経済学科開講科目
案
① 昭和 35.3.11 評議会
② 昭和 35
（昭和35 年度入学志願者入学状況）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

昭和34.12.31
昭和34.12.31
昭和34.12
昭和 34.12
昭和 34.12
昭和 34.12
昭和 34.12
昭和 35.1.31
昭和 35.1.31
昭和 35.1
昭和 35.1
昭和 35.1
昭和 35.1
昭和 35.1
昭和 35.1
昭和 35.1.21

699
700

昭和 35
昭和 35.3.8

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

昭和 35

713
714
715
716
717
718
719

720
721

722
723
724
725

（昭和 35 年度入学志願者入学状況）
入学手続受付日報

体育研究室規定案
評議会規定
昭和 35.3.11 評議会
昭和 35.3.19 学費免除規定
昭和 35.4.6
評議会議題
（評議会委員名簿）
教員超過勤務手当
教員超過勤務手当に関する一部修正案
昭和 34.2.10 教室使用率比較一覧表
（愛知大学新聞会の原稿用紙）
昭和 35 年度歳入予算資料
昭和 35 年度歳入予算資料

①
② 昭和 33.1.30

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①
②
③

昭和 35 年度歳出予算案（資料）
昭和 35 年度豫算編成資料
35 年度予算資料
歳出内訳
給与規定改定案骨子
通し号俸金額改定案
別表第五 教育職俸給表
別表第 8 教育職俸給表（一）
等級別資格基
準表

諸大学給与比較表
勤続期間起算日別人員表
年度別勤続手数表
年度別必要経費表
勤続手当規定案
勤続手当制度に関する討議内容
給与体系
（収入・支出関係）
（勤続手当設定関係）
新給与制度案策定作業要綱
（給与関係メモ）
昭和 35〜41 年度別必要経費表
勤続手当規定案
懇談事項

2点あり

教授会決定
議題
昭和 35.3.11の評議
会で報告されたもの
2 月 14日実施入試

昭和 35

727

昭和 35

昭和三十五年度入学初年度所要経費と前年
との比較一覧
授業料収入算出資料
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学

№698−①と同じもの
法規委評議委

未使用
№ 711のものとは数
字が異なる
営繕課

（№ 695〜719 一括

昭和 34.6

726

名古屋校舎
生係

推算
新給与制度案につい
て

袋付）
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730
731
732
733

人件費内訳表（35 年度予算による）
昭和31〜41 （学生在籍数・入学者数・授業料収入に関
する表）
昭和34〜41 集計表
昭和33〜35 （授業料・入学金などの収入一覧）
昭和35〜41 人件費財源と基本給との対比
昭和35.4.1 （学生在籍数・入学者数・授業料収入表）

734

昭和34〜38 （メモ）

728
729

735
736

737

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

738
739
740
741
742

学校法人愛知大学給与規定
第一表 教育職員本俸表
学長本俸表
第二表 教育職員経歴年数計算表
第三表 事務職員本俸表
第四表 事務職員経歴年数計算表
第五表 労務職員本俸表
第六表 労務職員経歴年数計算表
給与規定案に関する要望書

昭和 35.11.7

① 昭和35.11.10 （要望書）
②
③
④
⑤

743
744
745
746
747

748

749

750
751
752
753
754
755

新給与体系案について
給与規定修正案（教職員に関する項）
新給与制度案の概要
新給与規定案に関する要望書

推算含む
昭和 31〜昭和 36
昭和 36 は推算
2 点あり

（※№ 720〜734 一括

諸大学給与種類表
新給与規定案に対する意見
参考意見

③
④
⑤
⑥ 昭和35.11.30

（議題メモ 5 点）
試算表
7 月分銀行勘定明細表
7 月分仮出金勘定明細表
7 月分仮受金勘定明細表
7 月分振替貯金勘定明細表
収支豫算差引表
試算表
8 月分借入金勘定明細表
8 月分仮受金勘定明細表
8 月分仮出金勘定明細表
収支豫算差引表
試算表
11 月分銀行勘定明細表、11月分振替貯金
勘定明細表
11 月分仮受金勘定明細表
11 月分仮出金勘定明細表
11 月分借入金勘定明細表
収支豫算差引表

昭和35.9.30
昭和35.10.31
昭和35.12.4
昭和35.12.10
昭和35.12.15

試算表
試算表
評議会
評議会
県・市及び国の助成金増額要求について

昭和 35.7.31

昭和 35.7.31
昭和 35.8.31

昭和 35.8.31
昭和35.11.30

① 昭和35.12
②

試算表
12 月分銀行勘定明細表、12月分振替貯金
勘定明細表

袋付）

2 点あり

名古屋校舎二七
名
文学部
文学部

3 点あり

教職員組合 黒 本間喜一
木三郎
新給与規定案・住宅 教職員組合 黒 本間喜一
問題の根本的対策に 木三郎
ついて

（名古屋校舎の教職員の給与に関するメモ）
（給与規定改正に関する資料）
（議題メモ）
（封筒）
「申し入れ書」
とあり
昭和 35

①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
①
②

推算含む

給与規定改正につい
て

愛知大学教職員
組合
委員長

（※№ 735〜749 一括

袋付）

愛知県私学教職
員組合協議会
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756

12 月分仮受金勘定明細表
③
12 月分仮出金勘定明細表
④
12 月分借入金勘定明細表
⑤
⑥ 昭和35.12.28 収支豫算差引表
昭和36.1.19 （学生自治委員会よりの申入れについて）

757
758

759
760
761

1.24
① 昭和36.1.31
②
③
④
⑤
⑥ 昭和36.1.31

762
763
764

第一愛知大学短期大学部生活科増設要項
第九職員組織
昭和35.12.26 司法試験管理委員会委員長談話
昭和37.4.11 評議会議事録
昭和37.8.26 愛知大学水泳プール管理暫定規定
（案）
水泳プール使用規定案
昭和37.12.20 12 月 20 日現在学生在籍者数
昭和37.9.12 二部学生との連絡懇談会
文学部社会学科専門教育科目

766
767
768
769
770
771
772

775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

試算表
1 月分仮受金勘定明細表
1 月分銀行勘定明細表、1 月分振替貯金勘
定明細表
1 月分借入金勘定明細表
1 月分仮出金勘定明細表
収支豫算差引表
私大授業料値上げ問題資料その一

昭和 35.9.30

765

773
774

自治会総連合の闘争宣言に対する意見

昭和 36 年豫算（歳入歳出）
要求集計表
36 年度女子短大収入予定と決算との比較
36 年度女子短大支出予定と決算額との比
較
昭和 36 年度学部別授業料収入と人件費と
の比較
36 年度及び 37 年度収支見積
愛知大学豊橋校舎総合建設試案

①
②

①
②
③
④

昭和37
昭和37

学長

法経学部長選出に関する規定
スクールバス運行時間帯
35 年度スクールバス輸送実績一覧
36 年度スクールバス輸送実績一覧
37 年度スクールバス輸送実績一覧
昭和 37 年度総合時間割表
昭和 37 年度講義時間割表
（校舎落成式 招待者名簿）
学校法人愛知大学給与規定
会計記帳
“愛知大学漢籍分類目録” 贈呈予定リスト
授業料値上についての自治会の申入に関す
る意見
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
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評議会
弘

赤松幹

評議会委
員

（※№ 752〜759 一括
會計課

袋付）

一括
女子短大計画予定と
朱書きあり

「編
（転）
入学試験に
関する試案」がはさ
んであり

豊橋本校
名古屋校舎法経学部
Ⅱ部

図書館
一条雄司
学生課
図書館
語学研究協議会
會計課
法経学会
教務課
司法講座委員会
司書課程
庶務課
国研
文學會
夜間短大
大学院
教養部
綜合郷土研究所
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797
798
799
800
801
802
803

（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）

804
805
806
807

（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）

808
809
810
811
812
813
814

818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839

昭和 37 年度歳入歳出予算案
昭和 37 年度予算編成資料
評議会議題

学生に対する図書特別貸出について
昭和36.11.30 学生に対する図書特別貸出に関する暫定措
置要項
昭和 33〜37 年度日曜日学生図書館利用状況
①
整理係員 1 人当りの整理能率度
②
図書処理能力調査表
昭和37.12.15 教員研究用図書費予算請求についての図書
館委員会の申合せ
図書館見取図
昭和 36 年度決算書
昭和37.3.31 （昭和 37 年度歳入歳出予算案）
（教員・事務職員給与表）
講義回数表
法学科
講義回数調
経済学科

昭和 37.3.30
昭和 37
昭和 37.12.1

昭和 23〜36
昭和 38〜45
昭和 38
① 昭和 38.12.9
② 昭和 38.12.5

842
843

846

昭和 37 年度開講科目
昭和 37 年度開講科目
愛知大学附近見取図
昭和 37 年度入学試験に関し
昭和 38 年度授業料値上げ問題に関する説
明の要旨
土地住宅分譲規定案
土地住宅分譲規定案
（八丁住宅払下年度・価格一覧）
昭和 38 年度〜昭和 45 年度収支予想表
愛知大学大学院学則
昭和 38 年度大学院開講科目単位及び講義
内容
華日辞典槪算見積
見積書
昭和 38 年度大学院開講科目単位及び講義
内容
第九章教員組織及び運営組織改正案
（メモ）

841

844
845

（メモ）

昭和 38.9.19
① 昭和 41

各大学の施設関係調査集計表
法経学部教授会（第十回）

（※№ 782〜814 一括

袋付）

（※№ 815〜817 一括

袋付）

経済学科
法学科

№ 824〜832
一括 袋付

短期大学部法経科

開成印刷株式会
社

基督教印
刷 K・K

東海財務局・名営財
部長とあり
豊橋校舎教室建設計
画 本学の長期綜合
計画に関する件

昭和 41 年度の使用教室基礎
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一括袋付

840

名古屋校舎分

（昭和 37 年度予算要求書）
（昭和 37 年度予算要求書）
昭和 37 年度各課予算要求一覧表
歳入内訳
昭和37.1.31 試算表
昭和 37 年豫算編成資料
昭和 37 年歳入予算基礎学生数

815
816
817

文学部
体育研究室
辞典室
法経學部
中産研
就職斡旋課
就職斡旋課
（名
古屋校舎分）
経営会計研究所
科学館
営繕課
短期大学部第一
部
名古屋校舎
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847
848
849

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

850
851
852

①

853

②
①

854
855
856

857

②
③
④
⑤
①
②
③
④

昭和 38
昭和 39
昭和 39
昭和 41
昭和 38、45

豊橋校舎教室使用表（昭和 38年度）
39 年度使用教室調査
昭和 39 年度使用教室調査
使用教室調査（昭和 41 年度）
学生数
使用教室基礎（1100 名入学した場合）
昭和 45
使用教室調査（45 年度）
昭和 38〜41 豊橋校舎学生数
12.25
（拡大評議会、評議会、教授会の議題）
（評議会規定関係）
（評議会規定関係）
提起された数学改革問題点の統計
昭和 37.2.15 愛知大学拡充計画表（その 1）
（昭和 37 カ） 払下内示価格
3.23
8 年分割拂の場合の各年度支出額
（昭和 37 カ） 払下内示価格
3.23
8 年分割拂の場合の各年度支出額
昭和 37.9.21 愛知大学附近地価調
建物別補修改造費（土地含）
一覧表
校地・校舎払下申請に関する資料
校地・校舎払下申請に関する資料
建物別補修改造費（土地含）
一覧表
払下価格
第 2 号資料
評価説明書
評価説明書
昭和 37.7.30 普通財産売払申請書

858

昭和 37.8.10

附近見取図及建物配置図

859

昭和 37.9.21

愛知大学附近地価調

860

昭和37.12.21 普通財産の継続貸付料について

863
864

東海財務局

大木

№ 853−③と同じも
の2点

昭和37.4.1
昭和 38
昭和 38

愛知大学女子短期大学部父兄会会則
愛知大学女子短期大学部父兄会名簿
昭和三十八年度役員

871

1963.1

大学管理問題資料集

872

1963.2.5

公開質問状

873

1963.3.4

公開質問状

874

昭和 38.3.7

875

1963.3.16

私達の見解

876

1963.3.16

訴え

改正

一括

袋付

三者協議会・授業料
値上げ他について
三者協議会・授業料
値上げ他について

「公開質問状」に対する回答

授業料値上げ、学長
辞任表明について
授業料値上げ、学長
辞任表明について
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大蔵大臣
田中角栄

東海財務局

理事長
本間喜一

愛知大学
課

愛知大學実測図
昭和 37 年度決算書
昭和 37 年度決算

868
869
870

理事長 本間喜
一
愛知大学 営繕
課
大木

（※№ 852〜861 一括・袋付）

昭和37.4.16 （「都市計画に渥美線複線計画を書入れた図
面」の湿式コピー）
昭和37.6
愛知大学校舎新築工事 平面図
昭和37.8.10 附近見取図及建物配置図

865
866
867

袋付）

営繕課
東海財務局

（メモ )

861
862

№ 848をタイプした
もの
（※№ 818〜849 一括

営繕

愛知大学女子短
期大学父兄会
女子短期大学父
兄会
日本学術会議中
部地方区有権者
会
各校舎夜間学生
自治会
各校舎夜間学生
自治会
各校舎夜間学生
自治会
各校舎夜間学生
自治会
各校舎夜間学生
自治会

教授会
評議会
法経学部
教授会
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質問事項

877
878

① 1963.3.16

私達の見解

② 1963.3.16

訴え

授業料値上げ、学長
辞任表明について

879
880
881

昭和 38.4.1
昭和 38.5.1
昭和 38.3

愛知大学給与規定
愛知大学同窓会会報 第 3 号
愛知大学豊橋校舎新館

882
883

昭和 38.6
1963.7

名古屋校舎学生に関する報告
大學時報 第五十四号

884

昭和 38

経営会計講座要項

885
886
887
888
889
890

891
892
893
894
895

896
897
898
899
900
901
902
903
904
905

豊橋校舎 4号館紹介
パンフ

昭和 38年度第 7 回

昭和 39 年度決算書
昭和40.3.31 （議案 第 1号 昭和 40 年度 歳入歳出予
算）
昭和 42 年度才入才出予算
昭和44.4.3
昭和 44 年度法経学部教授会議事録目次
〜45.3.12
昭和44.9.29 財政見通しと過去の分析に関する答申書
① 昭和44.10.15 契約書（案）
②

①
②
③
④
⑤

大安の刊行会に対する債務
昭和44
昭和45
昭和45
昭和45
昭和45.3.12
昭和45.3.20
昭和45.4.16
昭和 45.5.14
昭和 45.5.28
昭和 45
昭和 45.5.28
昭和 45.5.17
〜5.27
昭和 45.6.4
〜6.10
昭和 45.6.4
昭和 45.6.10
昭和 45.6.25

昭和 44 年度補正予算案
昭和 45 年度予算案
昭和 45 年度才入才出予算案
昭和 45 年度補正予算案
会務委員会議事録 昭和 44年度第 13 回
昭和 45 年度会務委員会議事録 第 1回
会務委員会議事録 第 2 回
会務委員会議事録 第 3 回
会務委員会議事録 第 4 回
昭和 45 年度法経個人明細
昭和 45 年度第 4 回法経学部教授会議事録
昭和 45 年度評議会議事録 第 6〜8 回
昭和 45 年度評議会議事録

昭和 45 年度評議会議事録 第 9回
愛知大学構内電話内線番号表
（その 2）
個人研究室関係
試験に代えるレポートの取扱いについて
昭和 46 年度資金収支予算案
46 年度資金収支予算案
評議会議事録 第 30〜33 回

907
908
909
910
911
912

昭和 46.5.20
昭和 46.5.22

昭和 46 年度第 1 回法経学部教授会議事録
昭和 46 年度第 2 回法経学部教授会議事録
昭和 46 年度第 3 回法経学部教授会議事録
昭和46年度法経学部講座用図書費の配分案
法経学部教授会資料
法経学部第 2 部運営委員会議事録
監査報告書

913
914

昭和 46.5.26

昭和 45 年度決算書
質問状

915

昭和 46.5.12
〜5.25

評議会議事録

旧会計士、税理士試
験準備講座
一括

愛知大学同窓会
学生部委員会
日本私立大学連
盟
愛知大学経営会
計研究所

袋付

袋付

中日大辞典第二版の
販売について
中日大辞典第二版の
販売について

財政委員会

評議会

第 9〜10回

昭和 46.3.5
〜3.26
昭和 46.4.5
〜5.6
昭和 46.4.15
昭和 46.4.22
昭和 46.5.13
昭和 46.5

906

各校舎夜間学生 本間喜一
自治会
各校舎夜間学生 本間喜一
自治会
（※№ 872〜878 一括 袋付）

封筒付
同封

一括

袋付

一括

袋付

教務課

第 1〜3 回、回外

「斗う執行部」
「バリ
スト」についての質
問

名古屋学生部報告

等松・青木監査
法人

愛知大学

各校舎昼間部自
治会執行委員会

教養・法
経・文学
部教授会
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919

昭和 46.5.26
〜6.8
昭和 46.7.1
〜7.22
① 昭和 46.7.8
② 昭和 46.7.15
昭和46.9.6

920

昭和46.9.20

916
917
918

921

922
923
924
925
926
927
928
929
930

名古屋学生部報告
大学院委員会

法・経研究科

合同委員会 （7・8・9 回）

昭和 46 年度第 8 回法経学部教授会議事録
昭和 46 年度第 9 回法経学部教授会議事録
大学院研究科 大学院委員会 合同委員会
第 10 回
組合ニュース

大学院委員会 第 13 回− 1
法学研究科委員会 13 − 2
経営学研究科委員会 13 − 3
大学院委員会 第 12 回
大学院委員会 法・経研究科委員会 第
11 回
⑥ 昭和 46.9.30 法・経研究科委員会と院生協議会
執行部とカリキュラム問題についての懇談
昭和46.11.20 学費改訂案の提示にあたって
昭和46.12.16 評議会議事録 第 39〜47 回
〜1.23
昭和47.2.9
評議会議事録 第 48〜56 回
〜3.14
昭和 47.4.22 評議会議事録 第 2〜5回
〜5.28
昭和 46 年度入学試験のまとめ
昭和36.6.7
法曹一元を実現する具体的要綱

①
②
③
④
⑤

①

昭和46.10.28
昭和46.10.28
昭和46.10.28
昭和46.10.21
昭和46.10.7

6.14

②

法曹一元を実現する具体的要綱について
研究会報告要旨
法曹一元要綱

9.21沖縄学習会に向
けて

2点在中
（同じもの）

日本法律家協会委員
会案

弁護士法等の一部を改正する法律案

931
932
933
934

昭和38.6.3
昭和27.7
昭和37.1.25
昭和37.8.10

935
936
937

昭和37

昭和三七年度西三河地区新入学生名簿
（名刺 6 点）
① 昭和37.1.17 村有地借用願いに対する許可について

938

② 昭和37.3.8
③
昭和37.1

939

1962.10.1

940
941

昭和37.11.19
昭和38.2.18

942
943

昭和38.2.25

944
945
946
947
948
949
950
951
952
953

昭和38.3.11
昭和38.3.15
昭和37.11.25
昭和38.3.25
昭和38.4.5
昭和38.5.5
昭和38.6.5
昭和38.7.5
昭和38.10.5
昭和38.11.5

（法曹一元制度についての研究会開催通知） 封筒付
（封筒のみ）
（転居はがき）
（はがき）
旅先の長野から

（借用願い地視察報告書）
リフト建設略図
南志賀温泉郷開発目論見書
民法教材（補その二）利息制限法所定の制限
をこえた利息又は損害金の任意支払と残存
元本への充当
人知革命第一次提唱
（朝日新聞前面広告）
「より明るく大愛知の
建設へ」
所得税の確定申告の手引
杉並区広報 所得税・個人事業税・特別区
民税申告についてのお知らせ
（評議員会・役員会開催通知）
山岳部遭難救援計算書
古人今人 第 120 号
古人今人 第 121 号
妙口通信 第 205 号
妙口通信 第 206 号
妙口通信 第 207 号
妙口通信 第 208 号
妙口通信 第 211 号
妙口通信 第 212 号
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愛知大学

愛知大学
小林俊二
松浦 馨
日本弁護士連合
会
日本弁護士連合
会
松坂佐一他
有賀写真館
二階堂憲之助
正久

長野縣高山村村
長 黒岩義

本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
晟子
殿岡正順

殿岡正順氏関係

笠ヶ岳観光開発
株式会社創立事
務所
前田ゼミ

封筒付

野口亮

本間喜一

封筒付

私立学校振興会

本間喜一

生方俊郎
生方俊郎
愛媛県 杉浦清
愛媛県 杉浦清
愛媛県 杉浦清
愛媛県 杉浦清
愛媛県 杉浦清
愛媛県 杉浦清
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本間喜一関係資料

954
955
956

昭和42.4.6

証人尋問調書
第三回公判調書（供述）
ロシヤ語四週間 発音レコード

公職選挙法違反
公職選挙法違反

957

昭和27.5.7
〜5.24

昭和二十七年五月七日夜惹起された所謂

昭和27

959
960

愛知大學校内における學生對市警巡査衝突
事件の槪要
被疑事實の要旨
建物配置圖

この記録は本間学長
らの口述の要点を記
載したもの

958

961

A 大チーム行動について

962

弁論要旨
昭和 36.1.10

963
963

①

弁論要旨
昭和 37.2.24

965
966
967
968

愛知大学寮歌
ビクターステレオ電蓄広告
朝日新聞（昭和 37.3.9）夕刊
昭和35.12.27 愛知大学事件弁論要旨（第一分冊）

969

昭和35.12.27 愛知大学事件弁論要旨（第二分冊）

970

昭和35.12.27 愛知大学事件弁論要旨（第三分冊）

971

昭和35.12.27 愛知大学事件弁論要旨（第四分冊）

972

昭和45.4.23 愛知大学事件控訴審最終弁論要旨
5.12
昭和45.9.12 （最終判決主文の謄本の複写）

愛大事件控訴趣意書

判例時報

974

609 号

975
976
977
978

9.13
昭和41.2.21
昭和41.6.23
昭和41.12.23

（覚）
（書簡）
はがくれ紀行
（封筒のみ）

979
980
981
982

昭和41.12.22
昭和41.12.28
昭和 42.1.4
昭和 42.1.8

（書簡）
（書簡）
（年始あいさつ状）
（書簡）

983

昭和41.10.27
〜11.24
昭和42.11
昭和43.3.18
昭和44.2.18
昭和44.4.1

抜刷

法経学部教授会議事録

愛知大学事件控訴審
判決
愛大事件関係

第 10回〜13 回

988

就職要覧
学生との団交議事要旨
報告書
「報告書」の配布中止、即時無条件廃棄及
び今後一切の「調査」の中止を要求し、か
さねて十項目に基く学校当局の自己批判を
要求する！
昭和44.3.23 抗議文

989

昭和44.4.1

984
985
986
987

990
991

報告書に関する問題点
特別調査委員会の「報告書」に対する質問
および意見等について
特別調査委員会報告書に関する一意見

愛知大學
愛知大学設計課

弁護人
一
弁護人
徳
弁護人
司
弁護人
治

弁論要旨

964

973

ガリ版刷り
愛大事件関係の記入
あり

株式会社 大学
書林
長谷川雄一

本間喜

一括
袋付

大矢和
脇坂雄
天野末

弁護人 天野末
治
弁護人 天野末
治
弁護人 天野末
治
弁護人 天野末
治
主任弁護人 天
野末治
名古屋高等裁判
所

浅井敦
宮地邦介
宮地邦介
「緑丘」編集部
蟇目英三
板垣與一
宮地邦介
蟇目英三
手塚寿郎氏・愛憲久 鈴木択郎
氏の件
中日新聞社の件

本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一

愛知大学就職課
昭和 43.12.18

特別調査委員会
自治会執行委員
会他
夜間学生自治会
執行委員会
短大一部学友会
執行委員会

合同報告
会
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「10 項目抗議」に対する回答

992

愛大前学長
城肇

993
994

昭和 44 年度予算書
議案

995
996
997
998
999
1000
1001

昭和 44 年度予算（案）
昭和 44 年度才入才出予算案
昭和 44 年度第 1 回法経学部教授会議事録
昭和 44 年度第 2 回法経学部教授会議事録
愛知大学教職員互助会規約
評議会議事録 第 16 回
評議会議事録 第 17 回・第 18回

昭和44.4.3
昭和 44.4.17
昭和45.4.1
昭和45.8.21
昭和45.8.28
昭和45.9.9
昭和 45.9.24 昭和 45 年度第 9 回法経学部教授会議事録
昭和45.10.15 法学科協議会記録

1002
1003
1004
1005
1006

1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

①
②
③
④
⑤
⑥

昭和44 年度収支予
算案、役員一部変更
の件

授業計画・カリキュ
ラム改訂の件

カリキュラム改革案〜教養・法経を例に〜
愛知大学の財政
別表 1 最近 5 年間の収入
別表 2 最近 5 年間の支出
別表 3 各大学の専任教員 1 人当り学生数
別表 4 最近 5 年間の図書費
別表 5 昭和 47 年度収支予算予想
昭和 46.3.31 別表 6 昭和 45 年度決算
昭和46.10.20 昭和 42〜50 年度収支計算
専任教員対職員比 他
昭和45.5.1
愛知大学と他大学の比較
昭和 46.10.6 名古屋学生部報告
昭和 46.4.30 評議会議事録（第 3 回・回外）
昭和 46.5.6
昭和46.6.4
評議会議事録（第 6 回・第 7 回）
昭和46.6.7
昭和 46.6.17 評議会議事録（第 8〜11 回）
〜6.24
昭和 46.7.1
評議会議事録（第 12〜14 回）
〜7.20
昭和46.8.3
評議会議事録（第 15・16 回）
〜8.10
昭和46.8.23 評議会議事録（第 17〜21 回）
〜9.3
昭和46.9.13 評議会議事録（第 22〜24 回）
〜9.21
昭和46.10.14 評議会議事録（第 29〜33 回）
〜10.28
昭和46.11.11 評議会議事録（第 34〜36 回）
〜11.29
昭和46.12.2 評議会議事録（第 37〜38 回・回外）
〜12.8
昭和 46.9.23 昭和 46 年度第 12 回法経学部教授会議事録
昭和46.10.14 昭和 46 年度第 13 回法経学部教授会議事録
昭和46.10.21 昭和 46 年度第 14 回法経学部教授会議事録
昭和46.10.20 昭和 47 年度学生募集 PR についてお願い

昭和46.11.2 名古屋学生部報告
〜30
11.11
「教学改革」問題についての第 3回申合せ
概要
昭和46.11.5 昭和 47 年度大学暦（案）
（45〜47 年度大学暦）
昭和 46 年度［下半期］業務暦
昭和46.11.25 大学院委員会 第 15 回
昭和46.12
要望書
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玉

入試管理委員会
久曽神昇

各学部教
授会構成
員事務関
係責任者

経済学科協議会
教務委員会原案
47年度は案

教務課
国庫助成に関す
る私立大学教授
会関西連絡協議
会
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1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

① 昭和 46.12.2
② 昭和 46.12.2
③ 昭和 46.12.2
昭和46.5.25
昭和46.7.15
昭和46.10.15

法経研究科合同委員会
法学科研究科委員会
経済学研究科委員会
愛知大学学報 第 73 号
愛知大学学報 第 75 号
愛知大学学報 第 77 号

昭和 46 年度の本俸
表付

昭和46.11.15
昭和46.12.15
昭和47
昭和47

愛知大学学報 第 78 号
愛知大学学報 第 79 号
（大学案内）
（ビラ）
（何かの訂正表）
（評議員住所録）
（図書整理済の通知）
昭和27.3.10 中國共產黨と婚姻関係
（袋のみ 7 点・下敷）

劇団仲間公演会

昭和43.12.20 資料㊅
その日12月18日暴力反対武装解除斗争の経過
1045
12.29〜2.17 （調査委員会日程）
1046
自治会再建実行委員会として大学当局へ自
己批判の要求
1047
（資料一覧表）
1048 ① 昭和43.11
学生部 事実経過
〜12.18
②
梶川メモ（経過）
1049
（12.18 事件当日の詳細な記録？）
1050
1969.2.3
名古屋校舎特別対策委員会報告
（メモ）
（「資料五‒二」への補足文か）

1057

昭和 44.2.3

1058

資料 14 愛知大学名古屋校舎昼間部学生
自治会規約
資料 15 愛知大学名古屋校舎昼間部学生
自治会・執行委員会・自治委員会規約
資料 16 愛知大学名古屋校舎昼間部学生
自治会役員選挙規約
昭和43.12.29 答申

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

昭和43.11
〜12.18
昭和43.12.30
昭和 44.1.7
昭和 44.1.10

名古屋校舎特別対策委員会報告

袋のみ
資料 1 事実経過

1067

資料 5 の 1

1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074

資料 5の 2
5の3
資料 5 の 4
資料 7
資料 8 12・18 事件関係メモ
資料 9
資料 10

昭和 44.1.9

（※№ 976〜1043 ひもで一括してあったもの）
夜間学生自治会
執行委員会
資料 4 と関連
一括
袋付
名古屋校舎特別
対策委員会
「資料五‒二 三頁
下ヨリ十三行目」と
あり
袋付 袋に
「日附表」
とあり
一括 袋付
袋に「信任投票」
とあり

名古屋校舎特別
対策委員会

一括
袋付
資料 17
ビラ原本とあり

資料 2 名古屋校舎 12・18事件
資料 3 第 2 回調査委員会
資料 4

本間先生

一括袋付

1054
1055
1056

12 月 16 日〜 （12・18 事件の日毎メモ）
12 月 23 日
（12・18 事件関係メモ）
信任投票をめぐる経過
昭和 44.2.6
選挙活動日程

1053

庶務課
庶務課
愛知大学

愛知大学図書館
東方文芸藝社

1044

1051
1052

庶務課
庶務課
庶務課

法経学部法律学
専攻者

学生部委員会聴取記
録、自治会再建実行
委聴取記録など

各校舎図面

愛知大学
学長

一括
袋付

服部公明
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資料 11 事件当夜名古屋校舎に来られた
教職員
1076
昭和 44.1.17 資料 12 5 回調査委員会
1077
昭和43.12.18 資料 13 教室使用届け
1078 ①
資料 14 愛知大学名古屋校舎昼間部学生
自治会規約
②
資料 15 愛知大学名古屋校舎昼間部学生
自治会・執行委員会・自治委員会規約
③
資料 16 愛知大学名古屋校舎昼間部学生
自治会役員選挙規約
1079
昭和43.12.29 資料 17 答申
1075

昭和 44.1.5

1080

昭和44.1.29

資料 21

1081
1082

昭和 44.1.24
昭和 44.1.25

資料 22 第 6回調査委員会
中日新聞朝刊切抜「張り合う二執行部愛大
名古屋信任投票で正当性主張」
全学友に訴える
信任投票では「信任票」を我々に！
（下略）
機動隊導入を挑発し、大学自治破壊に狭奔
した暴力集団の凶暴な襲撃を糾弾しよう！
我々はなにゆえ信任投票を行なうのか

1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

昭和 44.1.25

事情聴取

政府の公然たる東大自治破壊、それと結び
つき内部から自治破壊を策動しているトロ
ッキスト・盲従分子を糾弾する！
正義は暴力・デマには屈しない断固たる態
度で信任投票を！
第二「選管」デッチ上げの破産を暴力でのり
きろうとする反全学連諸派の策動を粉砕せよ！
「破壊的」学生運動めざし、分裂策動をつ
づけるデッチ上げ「選管」
を断乎糾弾する！
一つの選管一つの自治会！
トロッキト・盲従分子などの暴力・破壊を
糾弾し学園民主化を徹底的に斗いぬこう！
（ビラに関する書簡）
学館斗争の当面する問題点は何か
愛知大学学生新聞
（書簡）
（書簡）
（特別調査委員会記録）
第二部学生より事情聴取する理由

昭和 44.1.22
昭和43.12.31
昭和 44.1.10
昭和 44.1.10
昭和 43（44
1.17
カ）
昭和 44.1.5
事件について情況聴取されたら如何と思わ
れる教職員
（12.18 事件関係メモ）
ビラ
昭和 43.10.9 （学生ビラ
〜44.2.3

ファイル）

1952.9.20

1106
1107

昭和 31.11.1
1956.9.21

廣島女学院新聞 第 10 号
有権者会ニュース № 13

1108
1109
1110

1957.2.25
1957.8.23
昭和 31.5.25
〜32.8.16

有権者会ニュース № 17
国際法律家連絡協会 № 3
週刊法律新聞

選挙管理委員会につ
いて
出席者 小泉健治
（１年法）

法経学部法律学
専攻者

ビラ
ビラ
ビラ

全学連支持会議
全学連統一候補
全学連支持会議

ビラ

後期 自治会執
行委員会
全学連支持委員
会

ビラ
ビラ
ビラ

全学連支持委員
会
全学連支持会議

ビラ

全学連支持会議

ビラ

全学連支持会議
全学連支持会議

ビラ

一括・袋付

愛知大学
学長

本間喜一
山口先生
全学連連絡会議
名校舎 新聞会
玉城肇
本間喜一
玉城肇
本間喜一
特別調査委員会
梶川

（※№ 1044〜1102 一括
ファイル表に資 18
とあり
12.18事件関係か
袋付
日曜クラブ
（仮称）
創立準備会
創立七十周年特集号
日本学術会議中
部地方区

袋付）

21部

（諸事に対する感想文など 24点）

1112

（諸事に対する感想文など多数）

1113

（本間先生宛封筒）

182

◦ 792 ◦

封筒付 大嶋釜太郎
とあり
封筒付 大嶋釜太郎
とあり
封してある
大嶋釜太郎とあり

本間先生
本間先生
本間喜一

一括袋付

1111

綴

ひもで一括して
あったもの

（名刺多数、葉書 1 枚）
日曜クラブニュース

1104
1105

341教室
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料

1114
1115
1116
1117
番号
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152

昭和26〜
豊橋文化
35 年
1953
Notes On Japanese Universities
（昭和 28）.2
昭和29.5.15 （書簡）
近衛霞山公五十年祭追悼会出席者芳名
年月日
新聞名
昭和30.10.11 毎日新聞
〜10.14
昭和29.6.26 毎日新聞
〜30.10.10
昭和28.4.20 毎日新聞
〜38.5.11
昭和38.4.11 毎日新聞
〜4.21
昭和38.4.21 毎日新聞 夕刊
昭和38.4.22 毎日新聞 夕刊
昭和38
毎日新聞
昭和28.1.27 毎日新聞 東三河版
毎日新聞 断片
昭和26.8.21 朝日新聞
〜9.11
昭和30.10.12 朝日新聞 切抜
〜10.14
昭和26.9.6
朝日新聞
〜36.6.8
昭和37.1.18 朝日新聞
〜1.23
昭和26.8.8
朝日新聞
昭和34.5.8
朝日新聞
昭和29.7.14 朝日新聞
〜37.1.22
昭和26.1.28 しまだち
〜27.3.18
1962（昭和
民主青年新聞
37）
12.21
昭和34.3.7
だいち
昭和26.9.19 日本読書新聞
〜28.3.16
昭和36.8.6
読売新聞
昭和29.4.14
昭和25.6.26
〜26.7.19
昭和28.3.31
〜34.4.21
昭和29.8.14
〜9.8
昭和28.11.18
昭和25.11.26
〜28.7.12
昭和 28.3.15
1960（昭和
35）12.15
昭和 32.7.22
〜12.7
昭和 36.4.9
〜38.4.22
1961.7.27〜
8.25
昭和 24.8.15
〜27.4.7
昭和 23.10.1
〜25.8.1
昭和 23.9.23
〜26.5.29

中日スポーツ
豊橋日日新聞

現代中国研究につい
て、英文タイプ

一括
袋付

内容・形態
統一社会党結成に関する記事
国際関係
国内政治関係
株式記事
大学関係「ハデになったオリエンテーション」
労働関係「失対労務者」
癌十話
（二）
・
（三）
国内予算・財政関係
統一社会党の発足に関する記事
国際関係記事
株式記事
農村景気このごろ

島立公民館館報

日本民主青年同盟東三地区委員会機関紙
日本出版協会発行
「戦後教育の反省」
天野貞祐
松本政夫氏
（初代事務局長）
の記事有
→昭和 26.7.19

広報あいち
豊橋新聞
週刊よみもの豊橋
日曜新聞
東京新聞
子どもを守る

復刊大學新聞
日曜新聞社
衆議院解散 鳩山一郎新党結成決意
第 8回子どもを守る文化会議報告特集号

アカハタ

日本共産党中央機関紙

不二タイムス

切り抜かれた残り

人民日報
アサヒニュース

朝日新聞國際週報

女性新聞
読売新聞

183
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

番号
1158

昭和 17.2.16
〜25.5.19
昭和 26.4.25
昭和 26.9.16
〜38.5.11
昭和 26.9.6
〜27.12.26
昭和 36.4.6
〜38.8.21
年月日
昭和 26.9.22

1159

昭和26.9.25 （はがき）

1160

昭和 26.9.25 （要望書）

1161

昭和 26.9.27

学生大会決議

1162

昭和 26.9.28

七学生についての意見書

1163

昭和 26.9.28 （辞職願 2 通・辞任願 1 通）

1164

昭和 26.9.29

決議文

1165

1951.10.1

抗議文

1166

10.1

（はがき）

1167

1951.10.2

（はがき）

1168

1951.10

1169

1951（昭和
26）10.5

1153
1154
1155
1156
1157

1170

朝日新聞
日本キリスト教女子青年会 月刊機関紙
昭和27.5.24 愛大事件参考人取調べ

YWCA
中部日本新聞
中部日本新聞
中部日本新聞
文書名
九・二〇教授会決議に対する我々の態度

学生自治委員 7 名の
退学処分に伴う輔導
部長・部員の辞任
学生自治委員 7 名の
退学処分撤回の要求
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について

共同宣言（草案）
（「大学における教授の進退は最終的におい
て決定すべきもの」という原則を承認する
という文面の書類）
（ビラ）

1171

10.3

抗議文

1172

1951.10.3

抗議文

1173

10.3

申し入れ

1174

1951.10.4

申し入れ

1175

昭和 26.10.5 （要望書）

1176

昭和 26.10.9 （要望書）

1177

10.5

申し入れ

1178

昭和 26.10.6

学校當局に對して訴える

1179

10.9

要請

内容・形態
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について

184

◦ 794 ◦

学生自治委員 7 名の
退学処分決定に対す
るビラ
封筒付 学生自治委
員 7 名の退学処分に
ついて
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
（封筒付）
学生自治委員 7 名の
退学処分について
（封筒付）
学生自治委員 7 名の
退学処分について
学生自治委員 7 名の
退学処分について
（封筒付）
学生自治委員 7 名の
退学処分について

差出・作成

宛先

豊橋市小池婦人
会員 河合よし
H 学生

本間学長

愛知大学々生大
会
豊橋藝術劇團
園義雄

愛知大学
教授会
愛知大学
教授会
本間学
長・小岩
井学監
本間喜一

森谷克己
尚 他

若山

学長

愛知大学 山田
グループ
日本農民組合東
海地方協議会
米津源市
光岡良雄・ソヤ
子
名古屋大学理学
部 野田文
愛知大学学長
学生自治委員
光岡玄・半谷
静・天野拓夫
他4名
学生自治会

愛知大
学々長
本間喜一

愛知大学内
金融資本研究会

本間学長

愛知大学
経済学研究会
学生自治委員会

本間喜一

全寮委員会

本間学長

短大部学生自治
委員長
中島勅雄
愛知大学四中会

本間喜一

学生自治委員会

学長

半田地区卒業生
野沢四郎 他

愛知大學
學長

経済学研究会
農業問題研究会

教授會

本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一

本間学長
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料

1180

1951.10.10

声明書

1181

10.11

決議文

1182

昭和26.10.15 （学生自治委員 7 名の処分についての短大
部生の世論調査の結果報告

1183
1184

昭和26.10.16 （学生自治委員 7 名の処分についての意見） はがき
（学生自治委員 7 名の処分についての意見）

1185

昭和26.10.11

1186

昭和26.10.22 （学生自治委員 7 名の処分問題解決に対す
る感謝文）

1187
1188
1189
1190
1191

昭和26.10.24 （学生自治委員 7 名の処分問題解決に対す
る礼状）
昭和26.10.23 退学願提出申入の件
（メモ多数）
（封筒のみ 2 点）
（覚書）

1192

昭和 28.5.23 （書簡）

1193
1194
1195

昭和 28.5.29 （書簡）
昭和 28.9.13 （書簡）
昭和28.10.20 （はがき）

1196

昭和 29.5.30 （書簡）

1197

昭和 28.11.6 （はがき）

要望

学生自治委員 7 名の
退学処分について
（封筒付）
学生自治委員 7 名の
退学処分について
（封筒付）

学生自治委員 7名の
退学処分について
はがき

同封
封筒付
学生自治委員 7名の
退学処分について
東大留学についての
礼状
近況報告
挨拶状
華日辞典原稿カード
返却について
華日辞典原稿カード
返却について
第 7 回創立記念式典
について
いたずら、共産党が
どうのという内容
左手で書いたものか

1198

（書簡）

1199

昭和 26.11.6 （書簡）

挨拶状

1200

昭和 30.6.9

陳氏の日本留学につ
いて
日本留学手続につい
て
日本留学手続につい
て

（書簡）

1201

（書簡）

1202

（書簡）

1203
1204

昭和 48.6.4

（書簡）
（学長就任・辞任挨拶状 4 通）

1205

昭和 28.8.1

（書簡）

1206
1207

昭和 28.4.10 （はがき）
昭和 28.5.20 （はがき）

関西大・九大・富山
大・東京経済大

1210
1211
1212

（年賀状及び喪中ハガキ）
（本間先生宛書簡類多数）
昭和30.11.18 （寄せ書き）

1213

昭和 36.4.1

辞令

1214

昭和 37.2.1

お知らせ

本間学長
全学教授
会
学長先生

短大部学生自治
委員長
中島勅雄

本間喜一

光岡良雄

本間喜一

長谷川雄一

本間喜一

内藤戊申
植田捷雄
□之津□二

本間喜一
本間喜一
本間喜一

田玉如

本間喜一

横田□□

本間喜一

とよはし

とよはし
あちだが
く こお
ちよおせ
んせ
本間喜一

本間学長
郷土会連絡員
本間喜一
森博勇
尾北同窓生 倉 愛知大
形巌他 2 名
學々長
短大部学生自治 本間学長
委員長
中島勅雄
光岡良雄
本間喜一

九州大学法学部
黒木三郎
吉村弘治

本間喜一

陳啓安

本間喜一

陳啓安

本間喜一

平尾敏

助教授 荻野茂 本間喜一
彦
木田彌三旺
本間喜一
三田高三郎
本間喜一
（※№ 1192〜1207 一括 袋付）

（本間先生宛書簡類多数）
（本間先生宛書簡類 11 点）

1208
1209

豊橋自由労働組
合
鈴木一義
愛知大学 山田
グループ

就職関係
多数

昭和 28

一括
袋付

昭和 30.11.15本間先
生学長を辞任

愛知大学柔道部

本間喜一

学校法人愛知大
学
私立学校教職員
共済組合

学長 本
間喜一
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

1215

昭和37.11.30

1216
1217

昭和37
（給与関係）
昭和38.1.30 新聞切抜「朝の想い

1218
1219

昭和53
1976.8

1220
1221

昭和51.3.4
① 昭和51.3.29
②

1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239

昭和51.6.4
〜6.18
昭和51.4.19
昭和51.4.15

愛知大学大学院法学研究科私法学専攻博士
課程設置申請
十三人の叫び」

（中日大辞典関係）
中華人民共和国出土文物展

学生訪中団経費補助申請書
中日辞典刊行会評議員会議案
辞典売上明細
中日大辞典刊行会運営に関する細則
（細則第四条の取扱いについて）
（愛知大学学生訪中団日程表）
中日大辞典刊行会評議員会記録
（図書カード）
豊橋文化ニュース
（国道 259 号と石巻赤根線の道路拡張計画
と愛大の敷地についての書類）
（講義用ノート類か）
論文数種 法通、法記学用
（スケジュール帳）

1962.8 月
〜12月
昭和28.4.30 （封筒のみ）
（本のメモ 3 点）
大学院の槪要
昭和 28
愛知大學大學院入學案内
（封筒のみ）
昭和 24.1.23
昭和 25.6.1
〜25.12.1
昭和 26.1.1

衆議院議員總選挙結果
（炭鉱関係書類 数点）
法曹

昭和 62.5.24 本間喜一先生大学葬広告掲載新聞
昭和 62.5〜6 本間喜一先生追悼記事掲載新聞
昭和 62.5.26 愛知大学名誉学長故本間喜一大学葬

1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

昭和 62.6.7
昭和 62.6.7
昭和 62.6.7
昭和 62.6.7
昭和 62.6.7
昭和 62.6.7
昭和 62.6.7
① 1991.4.24

日中文化交流に対す
る助成の件 他

中国国際書店

川越淳二

愛知大学図書館
豊橋文化協会

本間先生

吉永榮助

本間喜一

袋に「法通用」と記
袋付

袋付

明治大学
財団法人
倶楽部

霞山

本間喜一

東京地方裁判所
青木正映

弁護人
本間喜一

法曹会

1246
1247
1248

昭和 62.5
〜6.7

1977.10.24に中華人
民共和国出土文物展
工作組の訪問を受け
た際寄贈されたもの

新聞綴

1243
1244
1245

1249
1250

文部大臣
荒木萬寿
夫

本間先生学長辞任の
記事

一括

法曹 第二十六号
本間前総長挨拶状発送先名簿
昭和 37.8.27 （公判期日通知書 2 点）
昭和 37.9.17
（本間先生関係名刺ホルダー）
ファイル
風呂敷

1240
1241
1242

愛知大学長
本間喜一

（本間先生大学葬関係書類）
故本間喜一名誉学長大学葬関係書類

法曹会
商法違反被告事件

（※№ 1246〜1278 車道図書館より）
クリアブック
見積書、進行表、
式場配置図
袋付
ファイル

株式会社大広

故本間喜一名誉学長大学葬案内状一覧
（案）
愛知大学名誉学長故本間喜一先生大学葬
式次第、本間先生経
歴
告別式芳名帳
名刺多数
本間先生大学葬関係
弔辞
弔電①
弔電②
（本間先生大学葬式文・開式の辞・閉式の辞）
故本間喜一大学葬弔電受付
豊橋市名誉市民故上村千一郎さんを偲ぶ会 プログラム
故上村千一郎さ
んを偲ぶ会実行
委員会
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本間喜一関係資料

1261
1262

②

昭和 27.10

（「真実一路」とかいた色紙の印刷物）
（法学試験答案）
（法学レポート）

1269
1270
1271

昭和 46.1〜 （昭和 45 年度法学研究科 修士論文関係）
46.2
1952
改造 増刊号 この原爆禍
昭和 31.4.5
特集文藝春秋 赤紙一枚で
昭和 31.4.10 特集人物往來 書かれざる日本史
昭和 32.5.1
現代読本 われら学徒かく戦えり
昭和 32.6.1
丸
〜33.7.15
昭和 43
文生書院古書目録
教科書目録
教科書目録

1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278

1968
1967
1968
昭和 42.4.1
昭和 43
昭和 43
昭和 43

1279

昭和42.11.14 （本間先生オープンリール 4 本 創立 20周
年講念講演及対談）
昭和 40 年代 （本間先生、玉城肇先生オープンテープ 4
本）
愛大事件関係書簡

1263
1264
1265
1266
1267
1268

1280
1281

昭和 39

修士論文レジメ等

3点
法政関係特集号

BACK NUMBER CATALOG
図書目録
図書目録
学生のための図書目録
有斐閣図書目録
有斐閣教科書目録
法律図書総目録

愛大事件関係ハガキ

1282

上村千一郎

改造社
文藝春秋新社
人物往來社
日本文芸社
潮書房
文生書院
弘文堂
酒井書店 育英
堂
国際書房
中央経済社
中央経済社
有斐閣
有斐閣
有斐閣
法律書・経済書
目録刊行会

田崎哲郎教授より預
り
（預り日ʼ 93.5）
署名簿 電報なども
あり
庶務課倉庫より

続群書類従完成
会

文書名
有價証券の流通性
（商法史・小切手法・法学通論等関係

備考
論文原稿
ノート・論文を書き
写したものなど

差出・作成
本間喜一

1286

（小切手・手形関係）

1287
1288
1289

（親族法関係他）
（商行為法関係）
（小切手・手形法関係）

ノート・原稿用紙綴
2点

1290
1291
1292

（小切手法関係）
（有価証券・株関係）
（手形法・商法関係）

1293
1294
1295
1296
1297
1298

（保険制度関係）
（有価証券関係）
（海商法関係）
（海商法・有価証券・問屋関係）
（法律関係）
Anweisung 論
塩見社団定款写
（紙一枚）
Bank = and Börsenrecht

1283

番号
1284
1285

年月日

①
② 大正8.5.11
③
④

新訂寛政重修諸家譜内容見本

法経学部経済科
神津公平

本間喜一論文関係

本間喜一
学長
本間喜一
学長
本間喜一
宛先
東京日日
新聞
昭和
12.1.21付
同文書院
広告
中山優

ノート・原稿用紙
等 8点
ノート・論文抜刷
論文・ノート・講義
東京商大 手形法講
義 昭和 2.2.20ガリ
板刷りあり

ノート
記入あり
（銀行と取引法）

K. Homma

一括

自筆ノート
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番号
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318

入学案内・要覧・便覧・収支関係・学報・規程集
年月日
文書名
1959
（愛知大学入学案内）
1959
短期大学部（女子）入学案内
昭和37.5.1
昭和三十七年度 教員調査表
昭和37.6.15 愛知大学要覧 昭和 37 年度
昭和
会員名簿 昭和 37 年度
37.11.10
昭和 38 年度 学生便覧
昭和 40 年度決算書
昭和 41 年度決算書
昭和43.3.31 昭和 43 年度予算書
昭和43.6.29 監査報告書
昭和42〜43 （42〜43 年度 予算関係）
年度
昭和 43 年度才入才出決算
1971
愛知大学入学案内
昭和 48.4.1
愛知大学学費納入規程
昭和 49.4.1
学則
昭和 52
学校法人愛知大学規程集
昭和52.11.10 昭和 52 年度第 12 回法経学部教授会議事録
昭和 53.3
昭和五十二年度法経学会賞授賞者名簿
昭和53.2.15
〜5.15

1319
番号
1320 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
1321

年月日
昭和32.9.12
昭和33
昭和32〜34
昭和34.10.31
昭和34
昭和34.10.31
昭和35.3.31
昭和34.12.3
昭和35
昭和34.5.16

1322
1323

昭和35.8.23
昭和35.6.4

1324
1325

昭和35.6.30
昭和36

1326
1327
1328
1329
1330

昭和36〜41
昭和37.3.28

①
②
③
1332 ①
②
③
1333 ①
②
③

昭和58.5.12
昭和58.3.31
昭和58
昭和58.5
昭和 58.5
昭和 58.5
昭和 58.11

1331

昭和54
昭和58.5

愛知大学学報

ほか
備考

学校法人愛知大学規程集
収支関係多数 三好大高土地 寮・寄宿舎
文書名
法経学部講義科目合理化の基本原則
法科講座表
（経済・商業専攻）講座表
総括表
試算表
昭和 34 年度開講科目単位数状況
歳入豫算の期別実績と現況
御回答用紙
昭和 35 年度歳入歳出予算案
（教員給与関係）
学部別人件費調査
試算表
（『大学時報』への執筆依頼）
寮生・運動部員用浴場新設
（改造）
工事
（案）
愛知大学名古屋校舎新築工事各教室平面図
及学生机配置図
昭和 34 年度決算書
（学校法人に対する寄付金の損金算入に関
する大蔵省案関係資料）
寄宿舎増築のための収支表
（昭和 37.4 よりの思草寮・翠嵐寮入寮図）
昭和 39 年度高校生急増施設費貸付審査表
（昭和 54 年度予算・決算・補正予算関係資料）
三好校地利用に関する法経学部教授会構成
員の投票結果と意見表明
昭和 57 年度決算書
昭和 57 年度財産目録
昭和 58 年度予算書
昭和 57年度決算書（案）
昭和 57 年度財産目録（案）
昭和 57 年度決算書（案）
（中日大辞典）
昭和 58 年度半期決算報告書
昭和 58 年度人件費補正予算
（案）
要旨
昭和 58 年度補正予算（案）
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宛先

愛知大学
愛知大学父兄会

湿式コピー

監査委員
萬寿男他

安藤

愛知大学
学会

法経

愛知大学
評議会

ファイル

第 153〜156号

未刊國文資料刊行会

差出・作成

中日文化賞関係資料
久曽神・藤井先生関
係
備考

差出・作成

宛先

日本私立大学連
盟

本間喜一

ひとまとまりで
おいてあったもの

営繕課

学生課
私立学校振興会
法経学部教授会

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料

④

1334

1333
1334
1335
1336
1337
1338

1339

1340

⑦ 昭和 53〜56
⑧ 昭和 56.11

1341
1342

三好・大高土地関係
名古屋校舎敷地造成工事第 2期工事契約見
積り
⑨ 昭和 56.11
法人評議員改選者一覧
⑩
高師石塚土地交換図
昭和 56.12
昭和 56 年度予算書（補正）
愛大事件
A 大チーム行動について
Ｖノート 5／12
昭和 27.6.20 （書簡）
昭和 27.5.24

自治擁護統一委員会の組織について

昭和 27.5.12 （申入書に対する回答）

1954.7.10
学生部長問題経過報告
昭和 27.5.21 （抗議文）

昭和 26

昭和二十六年度前期学生自治會會委員名簿

※番号重複
原リストのまま

1335
1332

昭和 58 年度補正予算（案）
資金収支補正予
算内訳書
⑤
昭和 58 年度学生生徒等納付金明細
⑥
昭和 58 年度資金収支補正費目増減計算書
⑦
昭和 58 年度北部整備計画に関する補正要
求資料
⑧
昭和 58 年度補正予算申請
（補正額）
内訳
① 昭和58.11.28 学校法人愛知大学評議委員会議事録
② 昭和58.11.28 学校法人愛知大学理事会議事録
昭和58.12
昭和 58 年度予算書（補正）
昭和 36 年度歳入歳出予算案
36 年度予算案
（ベースアップ関係資料）
昭和 36.2.4 （給与審議会議事録・資料）
〜4.10
① 昭和53
昭和 53 年度決算書
②
昭和 53 年度決算書添付資料
③
昭和 53 年度決算に伴う科目振替
① 昭和 54.1.25 （大高土地図面・大高土地売却金額試算）
② 昭和 54.1.25 （三好土地図面・三好土地買収金額試算）
昭和 54
愛知大学学長選挙規程（案）
昭和54.12.1 学校法人愛知大学理事会議事録
昭和55.11.17 学校法人愛知大学理事会議事録
① 昭和55.11
昭和 55 年度半期決算報告書
② 昭和55.11
昭和 55 年度補正予算書（案）
③ 昭和55.11
昭和 55 年度補正資金収支予算内訳書
④ 昭和55.11
昭和 55 年度資金収支補正費目増減計算書
⑤ 昭和55.11
昭和 55 年度補正予算申請
（補正額）
内訳
⑥ 昭和55.11
昭和 52〜55 年度収支計算
⑦ 昭和55.11
三好・大高土地関係事業資金収支計算
（53 年度〜55 年度）
① 昭和56.5
昭和 55 年度決算書
② 昭和56.5
昭和 55 年度決算書添付資料
③ 昭和56.5
昭和 55 年度財産目録
④ 昭和56.5.8
総合意見形成資料 55 年度
① 昭和 56.11
昭和 56 年度半期決算報告書
② 昭和 56.11
昭和 56 年度資金収支補正予算書
（案）
③ 昭和 56.11
昭和 56 年度資金収支補正予算書
（案）
内訳
書
④ 昭和 56.11
昭和56 年度資金収支補正費目増減計算書
昭和 56 年度補正予算申請
（補正額）
内訳
⑤ 昭和 56.11
⑥ 昭和 56.11
昭和 56 年度人件費補正予算
（案）

3点

昭和 54.1.25
評議会資料

昭和 56.11.21
理事会・評議員
会資料

愛知大学長 本
間喜一
愛知大学自治擁
護統一委員会
愛知大学長 本
間喜一

宮本時枝

愛知大学全学教
授会

名古屋地
方檢察庁
検事正
安井栄三

名古屋地
方檢察庁
豊橋支部
長 竹内
吉平
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1343
1344
1345
1346
1347

昭和 27.5〜
35.12.1
1956.3.31
昭和 34〜35
ごろか

愛大事件関係新聞記事
The Japan Annual of Law and Politics
愛知大学短期大学部生活科増設計画概要

法險法域に於ける若干の考察
昭和 36.1.27 （行政民主化懇談会関係資料）

番号
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376

（MICROFILMING カタログ）
華日大辞典印刷見積
（神谷・野間・山中・若江・久曽神・三好
先生給与関係）
昭和 32.8.11 ニュースレター 第 122 号
（漢詩）
裁判所関係
年月日
文書名
昭和 26
裁判所時報
昭和 27
裁判所時報
昭和 28
裁判所時報
昭和 29
裁判所時報
昭和 30
裁判所時報
昭和 31
裁判所時報
昭和 32
裁判所時報
昭和 33
裁判所時報
昭和 34
裁判所時報
昭和 35
裁判所時報
昭和 36
裁判所時報
昭和 37
裁判所時報
昭和 38
裁判所時報
昭和 39
裁判所時報
昭和 40
裁判所時報
昭和 24.6
違憲制定法の効力
職階制
昭和 24.8.13 最高裁判所刑事判決特報（第十五号）
行政槪論
昭和 24.10
英文民事訴訟法
家庭審判官同配付書類
職階制参考資料 官職の格付
昭和 25.4.20 東京高等裁判所訴訟手続準則案
第 8 回秋季総会資料

1377
1378

昭和 25.2
1949

1348
1349
1350
1351
1352

番号
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388

（人事行政研修）
私大協報調第一号
書簡類（1398～99

昭和 35.6.29 （書簡）
昭和 35.8.8 （はがき）
① 昭和 35.8.4 （書簡）

備考
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差出・作成

宛先

河原調査官稿

日本私立大学協
会
日本私立大学協
会調査課
備考
向山寛夫氏関係

高桑教授の件

津具山の家、大学村
関係
依田氏胸像の件
参考写真コピー2 点
同封
転居通知
就職の件

昭和 35.8.25 （はがき）
昭和 35.8.30 （書簡）

本間喜一

日本外政学会

法経 4 年の学生の件

（書簡）

日本学術会議
兒玉正勝
中部管区行政監
察局
高千穂交易株

私立大学總合調査№ 1

東亜同文書院関係）
文書名
（書簡）法律家連絡協会規程改正・理事改選
の件
昭和34.11.27 （書簡 4 通）
〜12.20
昭和
（書簡）
34.12.10
昭和 35.1.4 （書簡）
昭和 35.4
（はがき）
昭和 35.6.10 （書簡）
昭和 35.6.21 （書簡）
年月日
3.14

② 昭和 35.8.8
1389
1390

朝日・中日・愛被協
他

差出・作成
黒木

宛先
本間喜一

山中康雄 向山
寛夫
教務課長 近田
伝
細迫朝夫
大須賀欣一
菅 道□
憂国青年

本間喜一

小林良也
野村千代子
神藤寅吉

本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間学長
小幡教授
本間喜一
本間喜一
本間喜一

麻生泰範

本間喜一

小暮道也
田中達郎

本間喜一
本間喜一
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1391
1392
1393
1394
1395

昭和35.9.19 （書簡 2 通）
9.24
昭和36.6.26 東海学生柔道優勝大会記録・九州遠征名簿
（名簿）
（メモ）
昭和36.2.11 推薦書

1399

昭和34.6.4 （書簡）
昭和35.8.16 （書簡）
昭和20〜21 各校引揚前後の事情報告竝に被接収資産引
継目録中ヨリノ抄録
東亜同文書院引揚関係
昭和21.4.20 東亜同文書院大学引揚事情報告 1 件

番号
1400

年月日
昭和24

1401
1402
1403
1404
1405

昭和27.3.5
昭和27.11
昭和29.6.30
昭和22.8.6
明治24.7.15
〜25.6.23
昭和32.6
履歴書
6.29
（講義プリントの件書簡）
昭和30.4.23 辞職願
昭和26.9.29 辞職願
昭和25.3.22 理事會決議録

1396
1397
1398

1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
番号
1415

昭和30
年月日
昭和34.6
昭和 38.5
昭和 38.6
昭和 38.11
昭和 38.12
昭和 39.1
昭和 39.2
昭和 39.3
昭和 39.4
昭和 39.5
昭和 39.6
昭和 39.7
昭和 39.8
昭和39.9
昭和 39.10
昭和 39.11
昭和 39.12
昭和 40.1
昭和 40.3
昭和 40.4
昭和 40.5
昭和 40.6

番号
年月日
1416 ① 昭和 41.9
②
③ 昭和 47
④ 昭和 38.6.7

平田春二氏の件

（給与明細・俸給精算書など）
御見舞金内譯
30 年分の所得税の確定申告書
本間先生関係写真 6 点
『一橋論叢』
文書名
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
一橋論叢
裁判関係
文書名
手紙
本間メモ
補助参加申出書
念書

本間喜一
学長

詳細不明
推選入学の件

豊橋庭球協会々
長他
矢守貞吉
原 金松
財団法人東亞同
文會
東亜同文書院大
学長
本間喜一

履歴書関係

文書名
履歴書・審査結果報告（写）
・判定書・著書
及び学術論文目録
履歴書・卒業証明書・成績証明書
履歴書・業績一覧
履歴書
履歴書
履歴書

山中康雄

備考

差出・作成
コンスタンチ
ン・グドルフ
森田博雄
野崎駿平
木村徳之
本間喜一
本間喜一

手書き
タイプ打

議題 本間理事学長
就任に関する件

片岡勇雄
長谷川雄一
玉井茂
森谷克己

本間喜一
本間喜一
本間喜一

東亜同文
會理事長
宛先

本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一

本間喜一

第 41巻
第 49巻
第 49巻
第 50巻
第 50巻
第 51巻
第 51巻
第 51巻
第 51巻
第 51巻
第 51巻
第 52巻
第52 巻
第 52 巻
第 52 巻
第 52 巻
第 52 巻
第 53 巻
第 53 巻
第 53 巻
第 53 巻
第 53 巻

内容

第6号
第5号
第6号
第5号
第6号
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第1号
第 2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第1号
第3号
第4号
第5号
第6号

内容
運輸大臣荒船清十郎宛桑原用二郎
青木秀吉
桑原用二郎

メモアリ
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1417

① 昭和 44.2.15

訴状

7.16
②
③ 昭和 40.6.11
④ 昭和 40.6.28
⑤
7.10
⑥
⑦ 昭和 40

手紙
回答通知
返事
メモ
返還請求
調査報告書
回答書
抵当権設定契約書
手紙
手紙
新聞記事（毎日）
内容証明郵便

⑧

1418

昭和 40.7.12

⑨
⑩ 昭和44.8.8

①

昭和 45.7.16

武蔵野市グリーンパーク

昭和45.11.30

東京防衛施設局会

昭和 46.3.5

日本文化住宅協会

昭和 46.4

日本文化住宅協会

昭和 46.3

日本文化住宅協会

不動産所有権移転登記抹消及引渡並損害金請求事
件 桑原用二郎原告
稲山嘉寛宛 桑原用二郎より 同様の宛名で3部アリ
桑原用二郎
桑原用二郎
本間喜一直筆
桑原 千葉宛
人事興信所 名刺あり
（山根一郎）
本間宛封筒在中
千葉茂より桑原宛 内容証明郵便
本間先生宛 桑原より
融資横領事件
武蔵野八幡町関係 大蔵大臣・防衛庁長官あて文
書
（案）
武蔵野八幡町関係 対策案他
……に関する国と財団法人日本文化住宅協会との
裁判経過・その他
新聞記事 朝日 昭和 45.8.30 赤旗 昭和 45.9.1
同上 他
防衛庁 元山清人より日本文化協会益谷秀次宛
武蔵野市八幡町所在貴協会の所有にかかる土地・
建物のことについて
他に関連 内容証明郵便アリ
武蔵野市八幡町所在当協会所有に係る土地・建物
のことについて
他に関係史料アリ
財団法人日本文化住宅協会の沿革並びに国との折
衝経過について
他に内容証明郵便等あり
財団法人日本文化住宅協会の沿革並びに国との折
衝経過について
他にコピー文書あり
土地所有権移転登記抹消登記手続請求原本 原塩
伊東製塩研究所
所有権移転登記抹消登記手続請求控訴事件
黒表紙
本間喜一直筆
伊東製塩研究所 吉田英治
伊東製塩研究所 吉田英治 2 部
伊東製塩研究所 吉田英治
伊東製塩研究所 吉田英治
本間喜一氏直筆
本間喜一氏直筆 メモもあり
以上 小林四郎氏よりの封筒に在中
公職選挙法違反 三宅三郎 他
野崎花、常久関係の契約文 本間直筆
花岡隆治 宛先児玉正勝先生
礼状 本間喜一宛 三渕氏より
第 22回国民体育大会 本間喜一フェンシング競
技会顧問

②
③

④
⑤
⑥
1419
1420

1421
1422
1423
1424

昭和 37〜
40.11.27
① 昭和 45.9.30

判決

②
③
④ 昭和 46.2.19
⑤
昭和 46.3.22
⑥
⑦ 昭和 45

ノート
上申理由書
答弁書
上告理由
補充申立書
メモ
答弁書

昭和 42.6
12.18
①
② 昭和 42.9.1
③ 昭和 41.5.30
〜
④ 昭和 42.8.22
⑤ 昭和 41.1.22
⑥

1425
1426
1427
1428

①
②
③ 延享 4 年卯
二月

判決

上告趣意書
野崎駿平関係
伊東温泉と伊豆急行
葉書
委嘱状
判決特報
名島城山地先海面埋立について
法人税更正に対しての異議申立書
申込書
募集要項
漁業補償関係文書
証拠申立書
目次
準備書面（参考案）
明治 5 年に〜
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第一節 本件論地に付き東京府知事の明治 5 年折
橋等に与へた許可の性質
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④
⑤
⑥ 昭和39.1.19

論據要領
国の主張
第一本件許可は〜
各先生宛送付した文書
⑦
下級裁判所民事裁判
1429 ① 昭和39.12.17 第二準備書面
② 昭和43.5
準備書面
③
一．被控訴人の主張〜
④ 昭和43.10
請願書
⑤ 昭和41.11.10 意見書
⑥ 昭和38.2.20 三田用水堀敷の所有権についての鑑定書
1430 ①
準備書面（原稿）
②
訴状（原稿）
③
準備書面（原稿）
④
準備書面（案）
⑤ 昭和40.9
第 5 準備書面案
⑥ 昭和
第 5 準備書面
40.11.10
⑦
理由
⑧
メモ
⑨
準備書面（第三）
⑩
不明
⑪ 昭和
呼出状
41.12.14
⑫ 昭和37.4.21 不動産鑑定書
⑬
準備書面メモ
⑭
意見及びメモ
⑮
参考史料

1431

1432

1433

1434

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥

昭和40.10.11
昭和39.8
昭和39.11.2
昭和39.8.24
昭和40.1.13
昭和45.6.23
昭和44.7.23
昭和46.9.22
昭和43.6.13
昭和37.3.20
昭和45.9.12
昭和46.1.6
昭和47.2.19
昭和43.6.20

昭和25〜26
昭和29〜32
昭和33〜36

昭和35・36
年度
⑦ 昭和39.9
⑧

協定書
証人三戸一照に対する尋問事項
公訴事実に対する陳述書
漁業協同組合の業務状況検査請求書
漁業協同組合の総会決議取消請求書
福山漁業協同組合の請求検査について
（照
会）
上申書
手紙
東地方 40 年□□ 85 号漁業権補償
メモ
証拠申出書
上申書
証拠申出書
園瀬川の女竹ひび建養殖についての鑑定
補償額
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等
について
鑑定人調書
手紙
メモ
証人調書
証人調書
漁業補償関係綴
のり養殖の推移
徳島縣水産試験場事業報告
徳島縣水産試験場事業報告
徳島縣水産試験場事業報告
のり生産費について
広島市役所農水産課
広島県における最近 10 年間の気象海流と
ノリ生産の推移
山口県内海水試調査研究□□

本間
本間
本間
一．明治三年太政官布告〜
例集第 13〜第 14 巻 他メモアリ
弁護士 吉井規矩雄
野本治平 他
羽田土地に関する件
野本治平
石井良助 東大教授
本間喜一直筆のもの
原稿用紙に書いたもの
他に問題点等本間喜一直筆メモアリ
吉井規矩雄弁護士
岩田宙造弁護士
岩田宙造弁護士
本間喜一直筆
控訴人 野本治平 他
吉井弁護士
本間喜一宛 東京高等裁判所
住友信託銀行
（kk） 他に本間喜一直筆メモアリ
未定稿 本間喜一直筆
羽田 本間喜一直筆
総括的支配権の学設判例
拂下賣買説
C．土地開発の規定
大蔵省志勧農家 380 頁
隠地禁制について
（三）
メモ書アリ
略式命令 証拠申立書
本間喜一宛

証拠申請書

他

広島県農地経済部長

村田武
ファイル
本間喜一直筆
原告 大野逸平
（尋問事項 含）
原告 大野逸平
藤山虎也
（証人）
コピー及び鈴木順 2 種あり
千葉県
全国海苔貝類漁業協同組合連合会資料
鈴木順
村田武弁護士より本間喜一宛
本間喜一直筆
大野周次 速記録
庄司 嘉 速記録
徳島、渭東漁業協同組合
（地図、証明書、葉書
その他あり）
資料№ 1
資料№ 2
資料№ 3
資料№ 4
資料№ 5
資料№ 6
資料№ 7
資料№ 8
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⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗

昭和45.10.29 女竹ひびの調査について
昭和45.10.30 広島大学藤山虎也先生宛
昭和33.7
愛媛県下における海苔養殖の指針
和歌山市役所
昭和35
熊本県海苔養殖実態調査資料
昭和35
漁業養殖業漁獲統計表
昭和44
徳島氣象暦
1957.3
徳島県
昭和
広島大学藤山虎也先生宛
45.11.28
園瀬川漁場図
昭和35〜37 のり養殖鑑定書
昭和45.12.18 のり生産高？
昭和30〜38 漁業養殖業漁獲統計表
浅海増殖の理論と実際
昭和32.3
水産増殖
海苔養殖読本
昭和45.12.22 準備書面
メモ
封筒類
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資料№ 9
資料№ 10 満田春口より 手紙
資料№ 11
資料№ 12 海苔生産状況等
資料№ 13
資料№ 14
資料№ 15
資料№ 16
資料№ 17 過去における女竹港の使用状況につ
いて 岡山水産試験場
園瀬川筋水深図含
広島大学水畜産学部 藤山虎也
徳島県漁業協同組合連合会
農林省
漁村文化協会
水産増殖談話会
殖田三郎著
原告 大野逸平
本間喜一直筆
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本間喜一関係資料（続）

本間喜一関係資料（続）

本間喜一関係資料目録
番号
1435
1436

年月日
①

昭和36.8.20

②

昭和32.4.1

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
1437

①

文書名
’59 HAPPY PILOT
NOTE
荒尾根津両先生の教
育と理想他
辞令他

本間先生発送図書目
録
目次
（メモ）
（メモ）
（メモ）
（メモ）
ロータリーのおじさ
ん
6.26 （書簡）

②

昭和34.6.26

（書簡）

③
④
⑤

昭和34.6.26
昭和34.6.27
昭和34.7.2

（報告書）
（書簡）
（書簡）

⑥
⑦

昭和34.7.9
昭和34.10.1

差出・作成
社団法人滬友会
愛知大学長

小岩井淨

愛知大学学生部委員会委
員長 野間清
愛知大学学生部委員会委
員長 野間清
教務課 近田傳
百瀬文雄
長谷川雄一

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

10.17 （書簡）
1959.10.23
（調査書）
（メモ）
（メモ）
吉田の件
1962.1.31
婚約の比較法的研究

林要
朴庸坤

⑮

昭和37.2.9

⑯

昭和37.9.1

豊橋在住東大卒業者
名簿
評議会規定
MILLION NOTE

1438
1439
1440
1441

昭和 38.1.22

1442
1443
1444
1445

昭和 38.1.22
昭和 38.1.22
昭和 38.1.22
昭和 38.1.23

（授業時間割表）
朝日新聞夕刊
毎日新聞夕刊
中部日本新聞夕刊
名古屋タイムズ
朝日新聞

学生部委員長

伊藤敏雄

封筒付

百瀬文雄

㊙

野間清
法経学部長
小幡清金先生
小幡委員長
本間学長
本間学長、小
幡法経学部長
本間学長

愛知大学大学院法学研究
科私法学専攻 梁満潮
大学院委員長

黒木先生

中部瓦斯株式会社内神野
三郎伝記編集委員会委員
長 河合孜郎、神野太郎

本間喜一

㊙

㊙
封筒付 ㊙
封筒付 ㊙
㊙
㊙
㊙
封筒付
㊙
㊙
㊙
㊙

一括・袋付

⑧

⑰

本間喜

他 17点
封筒あり
大学院委員会委
員、メモあり

歌詞・楽譜

木田純一
学生部委員会

（書簡）

教授
一

備考
パイロット萬年筆株式会社

一括箱入り
箱は処分済

調査報告書
学生部委員会業務報
告の件
昭和34.10.12 （調査書）

通知

宛先

㊙

大学院委員会
修士論文特別面接試験日御
通知添付
2通 返信用封筒・原稿用
紙あり 封筒付
昭和 40 年 10月 1日現在
昭和 34 年より施行のもの
東海銀行 カレンダー
（1958.11〜1959.10）
付

朝日新聞名古屋本社
毎日新聞中部本社
中部日本新聞社
名古屋タイムズ社
朝日新聞名古屋本社

薬師岳事故関係 2 部ある
が内容に差異あり
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係 2 部
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
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番号
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456

文書名
中部日本新聞
朝日新聞夕刊
毎日新聞夕刊
中部日本新聞夕刊
朝日新聞
不二タイムス
中部日本新聞
中部日本新聞夕刊
中部日本新聞夕刊
愛知大學新聞
（はがき）

差出・作成
中部日本新聞社
朝日新聞名古屋本社
毎日新聞中部本社
中部日本新聞
朝日新聞名古屋本社
不二タイムス社
中部日本新聞社
中部日本新聞社
中部日本新聞社
愛知大学新聞会
吉村道久

1457

年月日
昭和38.1.23
昭和38.1.23
昭和38.1.23
昭和38.1.23
昭和38.2.11
昭和38.2.21
昭和38.3.1
昭和38.3.1
昭和38.3.2
昭和38.3.27
昭和38.1.14
消印
昭和38.1.21

（書簡）

1458

昭和38.1.21

（はがき）

名古屋トヨペット株式会
社愛大会
大橋喜平

1459
1460

1.23 （封筒のみ）
昭和38.1.23 （はがき）

1461
1462

昭和38.1.26
昭和38.1.29
消印
昭和38.1.30
消印
1.30・31
昭和 38.1.31
消印
昭和 38.1.31
消印
昭和 38.1.31
昭和 38.2.1
消印
昭和 38.2.1
消印
昭和 38.2.2
消印

（書簡）
（書簡）

木田弥三旺
室善助
伊藤かね
「女子高一生徒」

宛先

本間喜一先生

備考
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係

本間学長先生

薬師岳事故関係

愛知大学長
本間喜一先生
本間喜一先生
愛知大学長
本間喜一
本間喜一先生
本間喜一

薬師岳事故関係

薬師岳事故関係
薬師岳事故関係

封筒付
封筒付

封筒付

薬師岳事故関係

（書簡）

武原泰造

本間喜一

薬師岳事故関係

封筒付

（書簡）
（書簡）

山中康雄
道上伯内 小枝

本間喜一
本間喜一先生

薬師岳事故関係
薬師岳事故関係

封筒付

（はがき）

｢ 東京山を愛す男」

本間喜一先生

薬師岳事故関係

（書簡）
（書簡）

菅道雄
高橋千代

本間喜一
本間喜一

薬師岳事故関係 封筒付
薬師岳事故関係 封筒付

（はがき）

酒井勇也

本間學長

薬師岳事故関係

（はがき）

大橋喜平

薬師岳事故関係

（はがき）

吉村道久

薬師岳事故関係

1472

昭和 38.2.5
消印
1963.2.5

学長本間喜一
先生、大学理
事皆様一同
本間喜一

（書簡）

愛知大学長

薬師岳事故関係

封筒付

1473
1474

昭和 38.2.9
昭和 38.2.13

（書簡）
（書簡）

封筒付

（はがき）

薬師岳事故関係

（書簡）

井原木萬作

本間喜一

薬師岳事故関係

1477
1478

昭和 38.2.20
消印
昭和 38.2.25
消印
昭和 38.12.12
昭和 50.6.28

学長
愛知大學 學
長 本間喜一
本間喜一先生

薬師岳事故関係
薬師岳事故関係

1475

愛知大学名古屋校舎夜間
学生自治会執行委員長
大塚秋男
杉本光作
有樂商事株式會社 代表
取締役 平沼地利
工藤俊一

（書簡）
（書簡）

本間喜一
青木利光

杉本光作
本間先生

1479
1480
1481

昭和 38.1.31
昭和 38.2.1

（書簡）
要望書
（学長留任願）

高橋正二郎
大学院学生一同
職員一同

本間喜一
本間喜一
本間先生

1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471

1476

1482

（封筒のみ）

1483

（封筒のみ）

1484
1485
1486

昭和 37.11.13

第二期捜索に関する
資料
山岳部遭難者救援寄
付者名簿
愛知大學新聞

会計課
愛知大学新聞会
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◦ 806 ◦

封筒付

薬師岳事故関係 下書きか
薬師岳事故関係 写真 7
点、新聞記事のコピー1 点
あり
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係 87名の
署名あり
「1963年山岳部遭難見舞状
入」と記
「山岳遭難関係、寄附其他
関係」と記
薬師岳事故関係
薬師岳事故関係
証明書あり

学業成績

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料（続）

番号
1487

年月日
昭和37.12.24

1488

1959.3.1

1489

① 昭和37.5.20 （書簡）
② 昭和37.9.1
父のたより
③ 昭和 40.10.20 請求書 領収書
④

昭和41.1.24

⑤
⑥
⑦
⑧

昭和 41.3.23
昭和 42.9.14

⑤
⑥
①

③

1492

④

昭和61

①

昭和23.11.13

②

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
1493 ①
②

④
⑤

昭和 11.5

建財株式會社
本間喜一
弁護士名簿㈡

矢守貞吉
愛知大學長

本間喜一

封筒付

菅野

昭和 40年自動車税領収
証あり
校庭整地完工記念事業
会計決算報告、封筒付

本間喜一
本間先生

殿岡晟子
封筒付
本間喜一先生

浜田稔

同窓会東京支部 髙井和
伸
世田谷選挙管理委員会

愛知大學新聞部

封筒付

本間喜一

通貨、証券等の返還
について、封筒付

教授会構成員

封筒付

愛知大學就職斡旋委員會

学長

6点

昭和 25年 11月 3日現在

本間喜一

鹿兒島税関支署

封筒付

本間先生

中日大辞典に関する
記事のコピー3 点

愛知大學
愛知大學

2部

愛知大學

5部

全国被告団協議会

石井吉也著
本間喜一

社長

他 7 点 U.S. ARMY
のバインダー付

名城法学第 11巻 4号抜刷
東京商大退職時の挨拶状
4点
名刺 7 点
週刊朝日昭和 25年 7月 30
日号に名刺貼り付け
週刊朝日昭和 25年 7月 2日
号に名刺貼り付け
サンデー毎日昭和 25 年 7 月
2日号に名刺貼り付け
名刺 2 枚挟み込みあり

友人と愛知縣地方名
簿帳㈢
ゼミナール一□名簿
㈠

183

◦ 807 ◦

袋付・一括

③

昭和35.12.1

昭和二十三年度愛知
大學要覧
愛知大學の沿革と現
状
…一九五〇年八月…
昭和二十六年度入學
案内
昭和二十七年度入學
案内
昭和二十九年度以降
の財政状況調書他
騒擾罪と憲法
Ⅲ支拂指図人と指図
受取人
（メモ）
建設利息配当
（書簡）

本間先生

袋付・一括

③

東京都知事選挙投票
整理券
朝日新聞他

愛知大学学生自治会委員
長 藤村俊徳
最高裁判所 河村又介
廣濱嘉雄著
株式会社日産ディーゼル
豊橋サービスセンター
玉庭小学校 PTA 会長
須貝正憲
玉庭小学校長 井上弘
見城幸雄
帝都高速交通営団

備考
昭和 38 年度私学関係国家
予算要求額一覧表あり

袋付・一括

②

「愛知大學事件」に
就て
（メモ）
正誤表
昭和 61.12.26 臨時的定員増の認可
について
（書簡）

宛先

袋付・一括

（書簡）
地下鉄切符
写真
昭和 48.6.10
大正五年一高会会報
第 30 号
⑨ 昭和 49.1.17 （書簡）
⑩
（メモ）
①
本間会名簿
② 昭和27
（本学学生の採用依
頼）
③ 昭和 30.10.26 （書簡）
④

1491

（書簡）

差出・作成
全私学連合予算推進委員
会

袋付・一括

1490

文書名
昭和三十八年度私学
関係国家予算増額の
実現運動の現況報告
及び実現に御協力方
御願いについて
（書簡）
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愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
1494

年月日

1495
1496

昭和24.11.15

1497

昭和35.8.22
〜25
昭和62.6.3〜
5
1992.11.15

1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504

1951.3.1

1505
1506
1507

1952.6
1956.11.1

1508
1509
1510
1511
1982〜1983
1984
1985
1980〜1981

第 2 回愛知大学を語
る夕べ
（封筒のみ）
（ノート）
学校法人愛知大学規
程集
拂込票
在フィリピン戰犯者
中俣富三郎に對する
再審又は減刑嘆願書
愛と死の戯れ
隠居録
昭和二十五年新聞切
抜帳 事務総長
第二小法廷誤判事件
事務総長
創部年表
昭和 35 年度秋季リ
ーグ愛知大学野球
ウォーランド著 手
形と其私法上の基礎
（はがき）
（はがき）
（はがき）
（はがき）

6.10 （書簡）
⑤
⑥ 昭和 62.6.15
一高同窓會々報
①
天聲人語
②
③

昭和 11.5.7

1520
1521
1522

昭和 48.7.20

1523
1524

昭和42.9.30
1965.7.10

1515
1516
1517
1518
1519

愛知大學文學會
名古屋分校第一期生

平成 19.6.19

オスカー・ワイルド
の生涯
風土
論理学概論

備考

㊙
主催 豊橋市教育委員会、
愛知大学綜合郷土研究所
「本間喜一さんと愛大」各
2部 封筒付
ケースあり

朝日新聞名古屋本社
愛知大学同窓会

「雑」と記

愛知大学法経学部長
願人 小岩井淨

嘆

フィリッピン
大統領キリノ

愛知大学演劇研究会
本間喜一

パンフレット
新聞記事挟み込みあり

フェンシングに関するもの
パンフレット
原稿用紙バインダー綴じ
本間喜一
本間喜一
本間喜一
高橋方雄

高橋方雄
高橋方雄
高橋方雄
本間喜一

中生加康夫
一高同窓会
大阪朝日新聞

殿岡晟子

電報
（新聞切り抜き）

本間喜一先生に関す
る照会の件について
（回答）
（新聞切り抜き）
ライへンバッハ 科
学 哲学 17 章
Hans Reichenbach
17章 倫理学の本性
1982.1.18
人・佐藤一平 その
足跡
昭和 60.6.23
追想のひと 三淵嘉
子
昭和57.12.20 河合陸郎伝
昭和 55.12.1
法政大学百年史

1514

宛先

本間喜一
国立大学法人一橋大学
総務部人事労務課 課長
代理 雨宮毅

愛知大学 総
務課長 堀

89 点
78 点
45 点
25点
別途 1 点矢島理作成
封筒付

一括・袋付

1513

①
②
③
④

朝日新聞

差出・作成
愛知大学学生自治会

東京商大事件関係 3 点
封筒付
東京商大事件関係
東京商大事件関係
22 点、その他 2 点
名誉教授の称号授与に関す
る規程、履歴書、封筒付
東京商大事件関係コピー
便箋 封筒付
便箋、紐綴

人・佐藤一平編集委員会
東海日日新聞社
三淵嘉子さん追想文集刊
行会
河合陸郎伝編纂委員会
法政大学百年史編纂委員
会
平井博著 松柏社
和辻哲郎著 岩波書店
近藤洋逸、好並英司箸
岩波書店
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◦ 808 ◦

一括・箱付

1512

文書名
愛知大学
─研究会・運動部紹
介─ 1958
文学論叢 第一輯
昭和二十五年度自治
会員名簿
古文書講習会
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料（続）

番号
1525

1526

1527

1528
1529
1530

①
②
③
④

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

文書名
AN ENGLISH
GRAMMAR
VOLUME I FIRST
PART
AN ENGLISH
昭和39.4.20
GRAMMAR
VOLUME
I SECOND PART
AN ENGLISH
昭和 39.4.20
GRAMMAR FOR
DUTCH STUDENTS
VOLUME II
昭和 47.10
第五回 西武古書大
即売展
（眼鏡）
昭和 3.1.1
（はがき）
5.15 （はがき）
昭和 3.3.31
（封筒のみ）
昭和 9.6.1
（封筒のみ）
消印
昭和 9.7.3
（封筒のみ）
消印
6.20 （書簡）
4.17 （書簡）
御見舞
御礼
關東學生法學聯盟規
約
（株式配当金用紙）
敬老手帳

⑬
1531 ①
1532

②

Rechnung
昭和 30 年代 （書簡）
8.17
（メモ）
（封筒のみ）

差出・作成
KRUISINGA、ERADES 著
千城書房

宛先

KRUISINGA、
ERADES 著
千城書房
KRUISINGA 著
房
西武

千城書

池袋

カタログ

本間喜一
本間喜一
本間喜一
東京商科大學

佐野善作
本間喜一

東京商科大學

本間喜一

黒川美一
市岡郷三
東京商科大學職員有志
吉田

本間教授
本間

世田谷区
DR. WALTHER ROTHSCHILD Professor Dr
VERLAGSBUCHHANDLUNG Homma
由雄又次郎
本間先生
衆議院訴追委員會

昭和 58.5.27
昭和 61.8.21
4.5
昭和 61.10

（書簡）
（書簡）
（書簡）
（書簡）

1537

昭和 60

（はがき）

本間喜一

1538
1539
1540

昭和 62
昭和 62

（はがき）
（はがき）
（はがき他）

本間喜一
殿岡晟子

（はがき）

1542

（住所・氏名カード）

名刺人名簿

1543
1544

浜田稔
郡菊之助
私学新報編集部
齋伯哲

最高裁判所
事務総長 本
間喜一
本間喜一先生
本間先生

1533
1534
1535
1536

1541

1952

備考

（手帳）

本間喜一

ケース付
年賀状 表書きなし
転居通知 表書きなし
写真あり

一括・袋付

⑤

年月日
昭和39.4.20

東京商科大學の便箋
袋のみ

ケースのみ 診察券、
メモ、
バッチ挟み込みあり
一括・袋付

原稿用紙 8 枚あり
封筒にはがき等の住所・氏
名の切れ端、新聞切抜等
14点あり
163点 別途殿岡晟子宛 2
点、
殿岡昭宛 1 点、一括・袋
付でひもで縛ったまま
172点 ひもで縛ったまま
80点 ひもで縛ったまま
114点 ほとんどが住所・
氏名部分の切れ端、袋付
はがき 2点 はがきの住
所・氏名の切れ端 18点、
会葬礼状 1 点、袋付
201点 別途 ADDRESS
BOOK 1 冊、はがきの住所・
氏名部分の切れ端、日本対
ガン協会会員証 小バック
に一括
田島貞男他書簡等挟み込み
あり
愛大事件当時のもの
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番号
1545

年月日

文書名
（手帳）

1563

愛知大學建設資金募
集趣意書
愛知大学々長 本間
喜一 小岩井浄先生
歓送迎会芳名録
昭和 59 年度予算書
（案）、昭和 60 年度
予算書
（メモ）
（メモ）
被保険者必携
MEMO 東海銀行
昭和30.12.1
履歴書、卒業見込證
明書
昭和54.4.11 （高垣家香典返し挨
拶状）
昭和3.11.28 （「立見将軍」の伝記
本）
昭和23.12.25 司法部職員録
昭和26.9.1
新中國短篇小説選
1963年版 東三知名
昭和 38.2.20
録
1966 東三知名録
昭和41.3.25
昭和 44.11.1
自由と正義 昭和
44 年 11 月号
昭和 61.8.1
自由と正義 昭和
61 年 8 月号
昭和47.10.20 道徳とモラルは完全
に違ふ
昭和 56.10.9
文革後の中国事情

1564

1983.6.10

1565
1566
1567

1961.12.1
昭和36.3.1
昭和52.12.8

1568
1569

昭和30.6.10

1570

昭和 62.3.20

1571

昭和11.11.26

1572

昭和 18.1.25

1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562

昭和26.5

1573
1574

差出・作成

昭和19.5.20

1575
1576
1577

昭和 27.1

1578
1579
1580
1581

昭和 28.6.1
昭和 34.5.20
昭和 35.4.15

風蕭蕭として易水寒
し
愛大文学 第 10 号
総合時間表 3 月号
東亜同文書院引揚関
係記述
東邦学園四十年史
私大連盟會報 第
12 號
大学時報
米沢有為會雑誌 第
457 號
社團法人 米沢有為
會會員名簿
社團法人 米沢有為
會會員名簿
富士見會關係者名簿
富士見高等女學校
1951 滬友会名簿
名古屋支部
滬友會報 № 5
滬友 昭和廿八年一
月號
滬友
滬友 第 6 号
滬友 第 9号
昭和二十四年度新聞
切抜帳 事務總長

宛先

愛知大学長
本間喜一

学校法人愛知大学

備考
’71、
’72、
1965〜1968、
昭和
41・45年度訟廷日誌、バ
インダーノート、
名刺 33
点、新聞切り抜き 5点 一
括・箱付

15点
資料

昭和 60.5.31理事会

平石和子

万葉仮名
住友信託銀行のメモ帳
手帳
記入ナシ
㊙ 2 部ずつあり 封筒付

高垣寅次郎

コピー

土屋新之助著 中村豊次
郎発行
財團法人法曹會
日本中國友好協會
不二タイムス社

コピー

法政大学健康保険組合

袋付

メモの挟み込みあり

東海日日新聞社
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会
出光佐三著

出光松寿会

向山寛夫著 国民政治研
究会
三宅勇三著 三瀧社

月曜会レポート№ 1024

愛知大学文学研究会
弘済出版社
本間喜一

第 15周年記念学園祭協賛
ノート

日本私立大學連盟
日本私立大学連盟
米沢有為會事務所

その他文書 2 点、はがきの
住所・氏名の切れ端 2点
封筒付

社團法人

米沢有為會

昭和 17 年 12月現在

社團法人

米沢有為會

昭和 28 年 3 月現在

富士見會

滬友會
滬友会
滬友会
滬友会
滬友会
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料（続）

番号
1582

年月日

1583

昭和23.3

1584
1585
1586

昭和26.3.17
昭和 27.5.25

1587

1978.11.12

1588
1589
1590
1591

昭和 51.11.15

1592

昭和 55.8.15

1593

1594
1595

1973 年頃

1596
1597

昭和 27.5.20

1598

昭和 35.6.6

1599
1600
1601

昭和 61.6

文書名
本間前総長に対する
記念品代きよ出者名
簿
五十音順 当用漢字
音訓表
折りふしの歌
豊橋風景画集
昭和二十七年五月七
日夜惹起された所謂
愛大事件に関する経
過記録
愛知大学創立30周年
記念会館 竣工記念
創立 30 周年記念
愛知大学
教職員住所録
愛知大学給与規程
昭和 48 年 4 月 1 日
会員名簿追録 昭和
55 年 3 月卒業
PETITION FOR
RETRAIAL AND
REDUCTION OF
PENALTY OF
TOMISABURO
NAKAMATA; A
WAR CRIMINAL
NOW IN YOUR
COUNTRY
亀人墨跡帖
血書 2 万 3千字
─中国青年は、こう
訴えている─
うどし會記録

1602
1603
1604
1605
1606

豊橋の経済文化圏
浜名湖西地方
国会混乱についての
二つの見方
寮歌抄 豊橋一高會
地下鉄路線図
炭火焼きかつおのた
たき
大和髙田八景
（写真）
（写真）
（写真）
（写真）

1607

（写真）

1608
1609

（写真）
1976.6.4〜16 （写真）

1610

1612

昭和2.3〜昭
和3.4
昭和4.1.24
昭和4.6.5
昭和4.9.26

1613
1614

昭和6.12.23
昭和3〜8

1611

請求書

領収書

差出・作成
最高裁判所事務総局秘書
課

宛先

備考
祝儀袋、目録あり

文部省
一圓一億箸
豊橋文化協会
愛知大学

コクヨ便箋に挟まれていた
もの

学校法人愛知大学

パンフレット

愛知大学
愛知大学
愛知大学
愛知大学

パンフレット
入学案内 10点
59〜61 封筒付
㊙昭和 56、

愛知大学同窓会
JO KOIWAI

昭和 26.2.20 上野精養軒
にて

井上和雄著 豊橋文化協
会
瀬戸山三男著
帝都高速度交通営団

望月写真院
宮川写真場

本間喜一

宮川写真舘

学長先生

酒井商店

本間喜一

受入票

法政大學村

外國郵便為替金受領
證書
受領票
領収證書

日本國遞信省

平岡種三郎

本間喜一

國際書房、城北曾
東京市牛込區役所、東京 本間喜一
市麴町區役所
（昭和 8 年）

パンフレット 新聞の挟み
込みあり
絵はがき
卒業写真他、13点 袋付
3 点 袋付
安藤寫眞舘の封筒入
卒業記念 愛知大学女子短
期大学部第一回卒業生 封
筒付
卒業記念 愛知大学女子短
期大学部第二・三回卒業生
各 1点 その他 6 点 封筒付
NHK のアルバムに写真８点
愛知大学等 3 大学生訪中時
のアルバム 28 点
請求書 12点 領収証 8 点
「領収證」1 点付
請求書付
（1929.7.1 ドイツ
語で記）
各1点
昭和 3 年〜8年度所得税、
市税
一部欠けている 31点
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番号
1615
1616

1617
1618

年月日
文書名
昭和8.12.26
領収證
〜昭和 9.3.29
昭和4.5.27〜 （昭和 4〜10 年分）第
昭和10.6.10
三種所得金額及乙種
資本利子金額決定通
知書
昭和5.10.31
領収證書
昭和7.10.26
領収證書

1619
1620
1621
1622
1623

昭和2.3.2
1930.12.15
昭和31

寿
寸志

1624
1625
1626
1627
1628
1629

第三種所得金額申告
書
（絵はがき）
（はがき）
（はがき）
一日一筆

（封筒のみ）
（写真）
昭和7.5.21
富士見同窓会規則
① 昭和 27.10.14 （本間登亀死亡診断
書）
② 昭和13.11.9
受取證
③ 昭和 31.12.16 霊園管理料領収証
④

保険証書袋

⑤

必要書類

⑯ 昭和15.5.25
⑰
⑱ 昭和 40.6.12
⑲ 昭和 40.7.16

（祝儀袋）
（はがき）
（名刺）
領収証
領収書
領収書

入院証書
順天堂医院入院案内
（新聞切り抜き）
（封筒のみ）

㉒

岩田新六義長畧傳
（回答書下書き）
日通運賃料金請求書
昭和 39 年分所得税
の更正通知書
昭和 39 年度特別区
民税申告書
固定資産税 都市計
画税納税者住所変更
届
（返信用封筒）

㉓

（新聞切り抜き）

⑳
㉑

昭和 48.5.22

㉔
㉕

1964.5.1

野崎関係書類
（書簡）

㉖

昭和 40.11.22 （書簡）

宛先
本間喜一

昭和 8 年度

備考
4点

四谷税務署
（昭和 4〜7）
、 本間喜一
神田橋税務署
（昭和 8〜
10）

7点

東京市役所
東京市役所、東京中央電
話局

小島金太郎
磯辺馨次

水道使用料
水道使用料、電話料

本間喜一

用紙未使用

青山皐月
v. Hornstein
本間

本間喜一
K. Homma

児玉
大連汽船 熊谷林作、満
州化學 北野繁二、中央
銀行分行 寺村清信
燕省社 杉田有窓子

本間喜一

富士見同窓会
医師 林音彦
三井信託株式會社
東京都出納員 東京都主
事 伏見繁忠
簡易保険局

未使用

3点

クリスマス・年賀状
ノート 会葬状、新聞切り
抜き挟み込みあり
包紙
包紙

本間夫妻か
昭和 27.9.16死亡

本間喜一
本間昌二郎

封筒付
「事業創始三十五周年記念」
のもの
封筒のみ 「必要書類」5 点
列記
未使用 8点
未使用 2点
日産化学工業株式会社
封筒入
3点

島田稔・恵美子
日本基督教会柏木教会
松谷寝具株式會社

本間喜一
本間

順天堂医院

本間喜一

4点

本間喜一

順天堂医院長

昭和 41.1.17入院予定

読売新聞
岩田新著
学校法人愛知大学理事長
日本通運 新宿支店
本間喜一
杉並税務署長 井上紋太 本間喜一
郎
本間喜一
殿岡晟子

（報知新聞か）
Kiichi Homma
長谷川雄一
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3点

老人性白内障の記事
「順天堂
（白内障）
入院計算」
と記

控

東京都世田谷
都税事務所
愛知大学大学
院

Clyde A.
Milner
本間喜一先生

「遭難ブームは下火
夏山総決算」の記事
厚紙のみ
封筒付

箱付・一括

⑥
⑦
⑧
⑨ 昭和 44.9.14
⑩ 昭和 41.1.31
昭和 41.2.10
昭和 41.2.13
⑪ 昭和 41.1.22
昭和 41.2.1
昭和 412.12
昭和 41.2.13
⑫
⑬ 昭和 40
⑭ 昭和41.3.20
⑮

差出・作成
東京中央電話局

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料（続）

番号

年月日
昭和40.11.26
昭和41.6.11
昭和43.1.17
消印
㉚ 昭和49.9.30
㉛ 昭和53.12.24
㉗
㉘
㉙

㉜

文書名
（書簡）
（書簡）
（はがき）

差出・作成
一条綾子
磯辺隆子
島田美恵子

宛先
本間先生
殿岡晟子
本間喜一

（書簡）
（書簡）

本間昌二郎
石井吉也

本間喜一
本間喜一先生

3.22 （書簡）

桑原開二郎

本間先生

牧野喜一郎

本間先生

㉝

昭和41 ？
（書簡）
3.25
㉞ 昭和23.4.1
全国汽車時間表
㉟ 昭和 28.12.25 樫の實
㊱ 昭和36.5
加盟大学並びに役
員・委員会委員名簿
㊲
教育の機会均等と育
英制度
㊳ 昭和48.5.10
学校法人が指定寄付
金を受ける手続きに
ついて
㊴ 昭和45.11.1
ヒューマンタイムス
№ 75
㊵
こうすれば土地は安
くなる
1630 ① 昭和40.9.7
（書簡）
② 昭和 40.9.15 （はがき）
消印
③ 昭和 40.10.11 （書簡）
④ 昭和 40.10.12 （書簡）
⑤ 昭和 40.10.22 （書簡）
⑥ 昭和 40.10.25 （書簡）
⑦ 昭和 40.12.9 （書簡）
昭和 40.12.15 （書簡）
大連汽舩勤務
林作君報告
⑩
證明書
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
1631

私はこう思ふ

交通案内社
東季彦著 竹柏會
日本私立大学連盟
日本私立大学連盟
委員会
日本私学振興財団

広報

大学時報

第 42号抜刷

ヒューマンタイムス社
佐々木芳朗著
梅木基、よしの
梅木よしの

本間喜一
本間喜一先生

梅木よしの
功力健次
高橋賢太郎
鈴木択郎
鈴木択郎

本間先生
本間喜一
本間喜一先生
本間喜一先生
本間先生

梅木よしの

本間先生

功力健次、藤森昭一、實
本博次、吉野賢二
本間喜一

4.27 （原稿依頼）
⑰
① 昭和 35.3.5
修士試験面接審査通
知の件
② 昭和50.9.9
修士論文口述審査に
ついて
③ 昭和50.9.9
法学科研究科委員会
開催通知

私学新報編集部
愛知大学大学院委員長
小幡清金
愛知大学大学院法学研究
科委員長 見城幸雄
愛知大学大学院法学研究
科委員長 見城幸雄

④ 昭和52.10.13 （名古屋問題）
⑤ 昭和 37.4.10
大學時報 Vol. 10
No. 47
1969 愛知大学
⑥
昭和 62.4.24 （封筒のみ）
消印
①
昭和 58 年度予算書
（案）
②
昭和 59 年度入学生
学費改定（案）

法経学部教授会
日本私立大学連盟
愛知大学
三宅浩之
愛知大学

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
（梅木喜久雄遭難証
明書あり）
封筒付
「昭和 40.11.15熊太氏より
電話連絡」と記
昭和 19年 9 月の乗船沈没で
の罹災・死亡証明
（下書き
か）
下書き⑩に関連
下書き⑩に関連
下書き⑩に関連
下書き⑩に関連
各1点

私学新報編集
部

下書き、封筒付

本間喜一

文書 2 点クリップどめ

愛知大学大学 修士論文あり
院担当教授
法学科研究科 「昭和 51年度大学院入学試
委員
験について
（ご依頼）
」
、封
筒付
評議会議長

本間喜一

入学案内
袋付・一括

1633

（メモ）
（メモ）
（メモ）
（メモ）
（名刺）

新聞切抜きあり 封筒付
ドイツ語本のコピーおよび
翻訳あり 封筒付
封筒付「山口君に託す」と
封筒に記
封筒付

他 27点資料あり
昭和 58.3.30理事会
昭和 59.1.20理事会
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袋付・一括

1632

熊太

備考

袋付・一括

⑧
⑨

封筒付
封筒付
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番号

③

年月日
昭和61.9.19

④

昭和47.8.30

⑤

昭和 48.1.10

⑥

1974.1.10

⑦

昭和49.1.14

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

昭和40

⑬

昭和 44

⑭
1634

昭和 62.6.7

1635

文書名
理事会・評議員会の
配布資料および議事
録の送付について
都市計画街路石巻赤
根線に関する測量に
ついて（依頼）
石巻赤根線道路拡巾
計画に関する県（土
木）の申し入れにつ
いて
豊橋校舎土地委員会
第 1回会合記録
環状 1 号線 259 号線
拡巾問題
豊橋校舎配置図
（メモ）

1638
1639

1954

1640
1641

昭和 51.11.15

1642

昭和 13.1

愛知大学名誉学長
故本間喜一先生大学
葬
天脈拝診日記

1654
1655

昭和21.3

1656
1657

2点
岩井
（記録）
裏にメモあり
石巻赤根線道路拡幅計画に
関するもの
コピー
「公共用地の取得に関する
特別措置法
（…）
における現
物補償規定」と記
「
『公共補償』について」と
記
「公共用地の取得に伴う損
失補償基準要綱」
7部

愛知大学
伊良子光孝著
山下正雄
（封筒）

1969 愛知大学
感謝状

愛知大学
愛知大学

久曽神昇

（写真）

（写真）
（写真）
（写真）
（写真）
（写真）
（写真）
（写真）
身分證明書

昭和14.10.7

文書起案

Heinrich Lehmann 著

1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653

愛知大学学長

Recht der
Schuldverhältnisse

（写真）
（写真）

昭和14.10.6

愛知県豊橋土木事務所長

図書帯出

1643
1644

1951.6.23

備考
議事録 2 点、資料 4 点あり
昭和 61.8.26理事会

（書籍『補償の理論と 葉山謙著
現実』関連部コピー）
（書籍コピー）

教職員用
カード
受取

1637

宛先
本間喜一

替地について
国有財産有償貸付契
約書
（書籍『土地収用法』 高田賢造箸
関連部コピー）

（メモと封筒）

1636

差出・作成
学校法人愛知大学理事長
浜田稔

證明書

（封筒のみ）
上海より博多へ 本
間喜一代表 引揚者
名簿
昭和25.4.3
献立
昭和15.12.26 （書簡）

代々木警察署長 警視廰
警視 伊藤武太郎
林音彦

本間先生
（封
筒）

名誉学長
間喜一

本間喜一
本間喜一

日本旅行協會

本間

◦ 814 ◦

コピー、封筒付
雑誌『R1966.5日本国有鉄
道』に領収証貼り付け
翻訳のコピー、封筒付
石井吉也から本間喜一宛に
送られたもの
入学案内
筒は整理時に用意したもの
「第七回卒業生有志」と記
（法政大学ゼミ生）
東亜同文書院大学時代
「50歳同文書院学長時」と
記
GHQ にて
最高裁判所時代 4 点
寮祭前夜祭 2 点
本間喜一と男性
愛知大学時代の本間喜一
くつろいだ本間喜一
病気後の本間喜一
泰治洋行
（中国）
勤務のため
コレラ予防注射施行完了証
明書
封筒付

登亀
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本

コピー、
封筒付
（封筒に「移
転問題」と記）
学生の氏名記載
（メモ）

最高裁判所長官新任披露
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番号
1658

年月日
民国31 ？
1.14

文書名
（書簡）

林樹生

「石潭游魚自山没」

靳雁實

1660

明治43

（写真）

1661
1662

大正3.12.20

（写真）
（写真）

1663

1962.2.13

（写真）

1659

1664

（写真）

1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671

（写真）
（写真）
（写真）
大正7.10.21 （書簡）
昭和3.5.30
（書簡）
昭和 3.6.4
（書簡）
昭和 31.10.25 （書簡）

1672
1673

昭和 32.7.22
消印
昭和 37.3.24

1674

大正 3.3.23

1962.8.9

（書簡）
大分縣人士録

⑤

（書簡）

⑥ 昭和 7.5.20
⑦ 昭和 44.11.13
1683

昭和 34.10.18
昭和 34.10.25

③
④
⑤
⑥
⑦

昭和 34.10.31
昭和 34.11.2
昭和 34.11.13
昭和 34.12.2
昭和 34.12.2

（書簡）
（書簡）
（書簡）
（書簡）
（書簡）

小池公平
本間喜一
本間喜一
本間喜一

本間喜一結婚式招待状

菅野晟子
本間喜一

天皇皇后両陛下園遊会招待
状
建財株式会社の封筒

英語青年社

封筒付、田中耕太郎がハー
グへ行く前の集合写真入、
田中耕太郎のサイン付
コピー 表紙・奥付、横田
國臣
（本間喜一結婚式仲
人）
、磯邊彌一郎
（本間登亀
の父）
、磯邊包義
（彌一郎の
兄）
各 2部ずつ
コピー

一高同窓会編

コピー

法政大学体育会フェンシ
ング部、法友会フェンシ
ングクラブ

コピー2 部

佐藤巖著
發行所

矢﨑憲正

一高時代集合写真 名前を
記した紙あり 写真上部の
別枠が新渡戸稲造校長
一高時代集合写真
台紙付、集合写真、上野・
寛永寺内の青龍院にて
一高クラス会集合写真、
「田
中君送別会」と記
台紙付、田中耕太郎がハー
グへ行く前の集合写真、田
中耕太郎のサイン付
本間喜一と晟子
台紙付、本間喜一

大分縣人士録

布付

梅村みさを
清谷山日出子

本間喜一
殿岡晟子

岡本芳子

殿岡晟子

久曽神昇

本間喜一、殿
岡
殿岡

藤原耕治
宮本和吉著
読売新聞社

岩波書店

玉城肇
玉城肇
小幡清金
小幡清金
長谷川雄一

封筒付

封筒付
封筒付、
「独り暮しの老年
とそのゆくえ」入り
「学生は発言する 11月決戦
の戦術と戦略」
拡大評議会
昭和 34.10.18決議録を修正
したもの

本間喜一先生 封筒付
本間喜一先生 封筒付
本間喜一先生 封筒付
本間喜一先生 封筒付
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一括・袋付

①
②

目的論
週刊読売 臨時増刊
11 月 13 日号
決議録
決議録

掛軸

KEIO PHOTO STUDIO

最髙裁判所

備考

本間先生大雅
正

銀嶺写真館

本間則忠 磯邊彌一郎
三淵忠彦
三淵忠彦
宮内庁長官 宇佐美毅

封筒付

一括・袋付

英語青年 第 65 巻
第 7号
1676
第一高等学校同窓生
名簿（昭和 64 年度）
1677
平成 17
法政大学体育会フェ
ンシング部 The 70th
創部記念誌
1678
（飾り用フェンシン
グの剣）
1679
（ステッキ）
1680
（帽子）
1681
（洗面用ポーチ）
1682 ① 昭和60.9.20 （書簡）
② 昭和 60.12.16 （はがき）
消印
③ 昭和 62.4.11 （はがき）
消印
④
（書簡）

宛先
本間とき子

市川
（写真館）

（封筒のみ）

昭和 6.7.1

1675

差出・作成

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号

⑧

年月日
昭和34.12.10

⑨

昭和34.12

⑩
1684
1685

⑪

昭和 27.2.17

1686
1687
1688

昭和 27.6.28

1689
1690
1691

昭和 24.5
昭和 27.5.9
昭和 27.5.12

文書名
緊急臨時総会開催通
知
評議会規定に関する
質問の件
評議会規定に関する
意見
（メモ）
豊橋文化
昭和 26、27、28 年度
入寮者氏名控簿（許
可証発行控）
昭和 27 年度在寮者
名簿
昭和 27 年度寄宿寮
現況一覧表
起訴状

差出・作成
愛知大学教職員組合
合長 細迫朝夫
愛知大学教職員組合
行委員長 細迫朝夫
一条雄司

愛知大学

名古屋地方検察庁

昭和 27.5.21

③

昭和 27.6.25

起訴状

1694

昭和 27.5.25

1695

昭和 31.2.28

昭和二十七年五月七
日夜惹起された所謂
愛大事件に関する経
過記録
尋問事項書

名古屋地方裁
判所

②

③

昭和 34.3.30

証拠調請求書

④

昭和 35.9.26

公判期日変更申立に
対する検察官の意見

⑤ 昭和 35.12
⑥ 昭和 35

愛大事件救援会報
論告要旨

1698

昭和 37.5.26

（「A 大チーム行動に
ついて」）
（出頭要請）

1699

昭和 43.2.6

証人尋問の報告書

1700

昭和 43.2.6

1701

昭和 44.6.26

弁護人の証拠調請求
に対する意見
尋問事項書

1697

新旧各 1 枚
2部

4部

名古屋地方檢察庁 檢察
官 檢事 寺尾樸栄

名古屋地方檢
察庁 檢事正
安井栄三
名古屋地方裁
判所

一括・袋付

②

（「A 大チーム行動に
ついて」）
昭和 31.11.13 検察官の証拠調請求
に対する申立書

「浅野」のメモあり
（昭和
34.12.4付）

厚生課

昭和 27.5.16
昭和 27.5.21

①

愛知大学々長
本間喜一

備考

厚生課

①

1696

執

宛先

厚生課

建物配置図
愛知大学設計課
現場見取図
遠藤正吾
愛大事件関係文書ー
検察廳、警察署に対
する申入書、抗議書
等ー
愛知大學新聞
愛知大学構内におけ 愛知大学
る学生対市警巡査衝
突事件の概要
協力方申込書
愛知大学全学敎授会

1692
1693

組

3部

主任辯護人
白井俊介

天野末治、

名古屋地方裁
判所刑事第三
部

副本、封筒付

主任辯護人
白井俊介

天野末治、

名古屋地方裁
判所刑事第三
部
名古屋地方裁
判所刑事第三
部
名古屋地方裁
判所合議第三
部

副本

主任辯護人 天野末治、
脇坂雄治、白井俊介、桜
井紀、森健
名古屋地方検察庁 検察
官 検事 内田實
愛大事件救援会
名古屋地方検察庁
官 検事 内田實

検察

名古屋地方裁
判所刑事第三
部

名古屋地方検察廳 豐橋
支部
主任弁護人 脇坂雄治、
白井俊介、天野末治

愛知大學校
厚生課
名古屋高等裁
判所刑事第二
部
名古屋地方裁
判所刑事二部
名古屋高等裁
判所刑事第二
部

名古屋高等検察庁 検察
官 検事 菅原次麿
主任弁護人 白井俊介、
脇坂雄治
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副本

2 部あるが内容に差異あり
副本

副本
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
本間喜一関係資料（続）

番号
1702

年月日
昭和43.9.12

文書名
尋問事項書

差出・作成
主任弁護人 脇坂雄治、
白井俊介、天野末治

1703

昭和44.10.16

証拠調請求の補充書

主任弁護人 脇坂雄治、
白井俊介、天野末治

1704

昭和44.10.30

尋問事項書

主任弁護人 脇坂雄治、
白井俊介、天野末治

1705

昭和44.11.18

尋問事項書

主任弁護人 脇坂雄治、
白井俊介、天野末治

1706

昭和44.12.9

証拠調請求書

主任弁護人 脇坂雄治、
白井俊介、天野末治

1707

昭和45.8.25

朝日新聞夕刊

1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

昭和45.8.25
昭和48.6.2

中日新聞夕刊
（書簡）
供述調書
供述調書
弁論要旨
弁論要旨
（書簡）

1715

昭和27.5.19

朝日新聞名古屋本社、東
京本社
中部日本新聞社
脇坂雄治
名古屋地方検察庁
検事 寺尾樸栄
弁護人 本間喜一
弁護人 本間喜一
名古屋高等裁判所刑事訟
廷事務室
豊橋市警察署 警視正
大野佐長

1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

昭和48.6.8

通告

學部寮
思草寮
翠嵐寮
愛知大学構内におけ 愛知大学
る学生対市警巡査衝
突事件の概要
愛知大学構内におけ 愛知大学
る学生対市警巡査衝
突事件の概要
事件を通じての感想
（愛大事件に関する 「愛大事件」勝訴、大学
ニュース）
の自治と学問の自由を守
る会
愛大事件整理
本間喜一
（旧図面、新図面）
（地図）
昭和45.8.26
朝日新聞
朝日新聞東京本社
（封筒のみ）
（メモ）
会員証
社団法人 如水会
昭和 51.11.15 東愛知新聞
東愛知新聞社
昭和 60・62
朝日新聞他
昭和 61.6.1
中日新聞他
昭和 62.6.3〜 朝日新聞
朝日新聞名古屋本社
5
（新聞記事スクラッ
プノート）
（ノート切れ端、厚
紙）
（コクヨ原稿用紙包
紙）
理工系高等教育に関 日本鉄鋼連盟
する政府、大学への
要望（案）
（風呂敷）
昭和 12.2.4
履歴書
本間喜一

宛先
名古屋高等裁
判所刑事第二
部
名古屋高等裁
判所刑事第二
部
名古屋高等裁
判所刑事第二
部
名古屋高等裁
判所刑事第二
部
名古屋高等裁
判所刑事第二
部

備考

副本
副本

副本
愛大事件、各 1 部

本間喜一

愛大事件
封筒付

本間喜一

草稿
還付通知書、封筒付

愛知大學校
校長 本間喜
一

No.1714の封筒に入ってい
たと思われる
寮生名簿
寮生名簿
寮生名簿
3部 うち 1 部は電報挟み
込みあり 活版印刷
3部

タイプ印刷

会員
ノート
（愛大マーク入）
原稿用紙・愛知大学通信切
り抜きの挟み込みあり

ホンマキイチ

愛大事件
寄宿舎名簿
愛大事件
創立30周年記念式典の記事
本間喜一に関する記事 9点
大学に関する記事、コピー
殿岡晟子宛手紙、計算書、
名刺あり
各 1枚
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
1740
1741
1742
1743
1744

年月日
昭和21.4.1
昭和21.7.28
昭和 22.8.6
昭和 31.5.23

履歴書
履歴書
履歴書
履歴書
履歴書

文書名

1747
1748

昭和 26.4.16

Eerriculum vitae
身分証明願

1749

昭和 26.12.30

身分証明願

1750

昭和 25.7

1751
1752

昭和 29.12.21 （はがき）
昭和 30.11.11 （はがき）

1753

昭和 31.5.19

（書簡）

1754
1755
1756

昭和 37.2.10
昭和 38.2.11
昭和 62.4.24

（書簡）
（はがき）
（書簡）

1757
1758
1759

10.1 （書簡）
昭和36.5.23 （封筒のみ）
（封筒のみ）

1760
1761

昭和22.5
保管証
昭和 26.12.30 （戸籍）

1762

昭和 27.10.17 （戸籍）

1763

昭和 36.9.18

1764

昭和 23.11.13

1765
1766
1767
1768
1769
昭和 36.5.11

（書簡）

（戸籍）
昭和二十三年度 愛
知大學要覧
昭和二十六年度入學
案内
愛知大學の沿革と現
状
…一九五一年…
創立一周年記念講演
昭和廿五年度學部講
義ニツイテ
學部及び學科別學科
目表
回答書

1771

（メモ）

1772
1773

（メモ）
評議会有志から自治
会に説明した事項
（メモ）
質問事項
御知らせ

1777
1778
1779

昭和 11.5
昭和 21

最高裁判所名簿
卑見
川西町全圖

K. Homma
山形縣南置賜郡玉庭村長
職務代理助役 横野榮壽
山形縣南置賜郡玉庭村長
中川忠雄
本間喜一
裁判所職員有志一同
長崎税関警務課 返還証
券業務室
日本学術会議事務総長
本田弘人

備考
コピー
コピー
コピー
タイプ打ちのもの、本間喜
一
タイプ打ちのもの、東京商
科大學敎授 本間喜一
裁判所の用紙、タイプ打ち
のもの、本間喜一
英文履歴書、コピー
本間喜一

（履歴書）

1746

1774
1775
1776

宛先

履歴書

1745

1770

差出・作成
本間喜一
本間喜一
本間喜一
本間喜一

本間喜一

本間喜一
本間喜一
本間喜一

内藤賴博
八木□一
三宅弘之

本間喜一
本間喜一
本間喜一先
生、御令嬢
田中誠二
本間喜一
愛知大学
本間喜一
在外同胞援護會鹿兒島支 本間喜一
部蕐中歸國邦人連絡部
九州海運局鹿児島支局
本間喜一
山形縣南置賜郡玉庭村長
中川忠雄
山形縣南置賜郡玉庭村長
中川忠雄
山形縣南置賜郡玉庭村長
梅津虎助
愛知大學新聞部

最高裁判所事務総長退職時
の挨拶状 封筒付
返還請求関係書類の受領に
ついて、コピー
日本学術会議会員の補充当
選について、当選通知、封
筒付
コピー
随筆 老らくの恋同封、手
紙、本すべてコピー
コピー
コピー
コピー
コピー
本間喜一、コピー
本間喜一、コピー
本間喜一
創立二周年

愛知大學
愛知大學
三淵忠彦講演の速記録
ピー

敎務課
愛知大學
愛知大学文学部長
鞆音

板倉

高桑純夫

国土測量株式会社
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裏面に文学部文学科専攻別
科目表
授業料値上げに関するも
の、コピー
2 枚、愛知大学本俸表か

本間喜一
華中歸國邦人連絡部長
在外同胞援護會鹿兒島支
部長 土居重正

コ

華中引揚者

「読書養性」と記
内容証明書用紙、コピー
コピー
裁判官、調査官、コピー
裁判所の改革に関するもの
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番号
1780

年月日
昭和22.8.12

文書名
（辞令）

差出・作成
最髙裁判所

1781
1782

昭和22.8.12
昭和22.910

（委嘱状）
（委嘱状）

内閣
内閣総理大臣

1783

昭和22.9.30

（委嘱状）

最髙裁判所

1784

昭和22.12.23 （辞令）

1785

昭和23.8.24

（委嘱状）

最高裁判所事務局人事課
長 石田和外
最髙裁判所

1786

昭和23.8.31

（委嘱状）

最髙裁判所

1787

昭和23.10.2

（委嘱状）

國立國会図書館長
德次郎

1788

昭和23.10.14 （委嘱状）

最髙裁判所

1789

昭和24.1.31

（委嘱状）

最髙裁判所

1790

昭和24.8.9

（委嘱状）

最髙裁判所

1791

昭和24.9.20

（委嘱状）

最髙裁判所

1792

昭和24.10.25

大藏大臣

1793

昭和24.12.6

大藏省人事異動通知
書
（委嘱状）

1794

昭和 24.12.6

1795

昭和 25.1.10

1796

昭和 25.3.22

1797
1798

昭和 25.6.23
昭和 25.6.23

1799

昭和 25.7.6

1800

昭和 25.7.24

1801
1802
1803

昭和 27.1.1
昭和 28.1.1
昭和 29.1.1

1804
1805
1806

昭和 36.1.1

片山哲

池田勇人

金森

宛先
備考
最髙裁判所事 給与
務總長 本間
喜一
本間喜一
最髙裁判所事務総長
最高裁判所事 國有財産調整委員会委員
務総長 本間
喜一
最髙裁判所事 普通試験委員長
務総長 本間
喜一
事務總長 本 給与
間喜一
最髙裁判所事 最高裁判所一般規則制定諮
務總長 本間 問委員会委員
喜一
最髙裁判所事 裁判所職員普通懲戒委員会
務總長 本間 委員長
喜一
最髙裁判所事 裁判所図書館長
務總長 本間
喜一
最髙裁判所事 最高裁判所少年審判規則制
務總長 本間 定諮問委員会委員
喜一
最髙裁判所事 裁判所書記制度調査委員会
務總長 本間 委員
喜一
最髙裁判所事 最高裁判所統計委員会委員
務総長 本間
喜一
最髙裁判所事 外国弁護士資格者選考委員
務総長 本間 会委員
喜一
本間喜一
国有財産調整審議会委員

最髙裁判所

最髙裁判所事 裁判所書記官試験委員会委
務総長 本間 員
喜一
（委嘱状）
最髙裁判所
裁判所書記官 裁判所書記官試験委員会委
委員 本間喜 員長
一
（委嘱状）
最髙裁判所
最髙裁判所事 少年保護司試験委員会委員
務総長 本間 長
喜一
（委嘱状）
最髙裁判所
最髙裁判所事 司法修習生考試委員会委員
務総長 本間
喜一
辞令書
最高裁判所
本間喜一
最高裁判所事務総長辞職
（解嘱状）
國立國会図書館長 金森 最髙裁判所事 最高裁判所図書館長
德次郎
務總長 本間
喜一
国立国会図書館人事 国立国会図書館長 金森 本間喜一
昭和 25.6.23付最高裁判所
異動通知書
德次郎
図書館長解除
辭令
愛知大學
學長 本間喜 教授兼務
一
（委嘱状）
名古屋家庭裁判所
本間喜一
家事調停委員
（委嘱状）
名古屋家庭裁判所
本間喜一
家庭裁判所参与員
（委嘱状）
名古屋家庭裁判所
本間喜一
名古屋家庭裁判所委員会委
員
（封筒のみ）
名古屋家庭裁判所長
本間喜一
（封筒のみ）
大藏省
最髙裁判所事
務総長 本間
喜一
辞令
愛知大学長 本間喜一
教授 本間喜 役職手当
一
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番号
1807

年月日
昭和37.1.1

1808

昭和26.6.22

1809

昭和26.7.24

1810

昭和 26.7.28

1811

昭和 29.1

1812
1813
1814
1815
1816

昭和 27.3.1

1817

文書名

差出・作成
学校法人愛知大学

日本私立大学協会退
会声明
（日本私立大学連盟
創立総会案内状）
日本私立大学連盟
（仮称）創設の経過報
告
私立学校教職員共済
組合設立経過報告
宣言

早稲田大学他 7 校

辞令

廿七日正午マデノ入
會校
日本私立大學連盟規
則（案）
日本私立大學協會會
則
私大連盟會報 創刊
號
第一回学長会議

學長
一

宛先
本間喜

勤続手当

日本私立大学連盟
（仮称）
発起人会

日本私立大学連盟
日本私立大学連盟
（仮称）
発起人校

日本私立大学連盟加盟校か

日本私立大學協會事務局
日本私立大學連盟
社団法人 日本私立大学
連盟
私立学校振興会
永野護 時局月報社

1818
1819

昭和 30.1.15
昭和 21.1.1

1820
1821
1822

1963.2.8
1963.4.14

1823

1963.5.12

朝日ジャーナル
Vol. 5 No. 19

朝日新聞社

1824

昭和 37.10.20

感謝状

1825

昭和46.11.1

財団法人逓信同窓会会長
渡辺音二郎
愛知大学同窓会

1826

昭和 48.6.1

1827

コピー

東愛知新聞

東愛知新聞社

コピー

朝日新聞

朝日新聞名古屋本社

1830

昭和 52.7.6〜
7
昭和 52.10.5
〜6
昭和 62.6.3〜
5
昭和 21.4.20

愛知大学同窓会会報
第 34 号
愛知大学通信 創刊 愛知大学
号
毎日新聞
毎日新聞社

1831
1832
1833
1834

昭和 21.11.11
昭和 24
昭和 25.5.17
昭和 36.9

1835
1836
1837

平成 16.2

1828
1829

6.3

1841

お茶会
玉庭
（写真）

昭和 27.6.10
昭和 27.6.12

第十三回国会衆議院
行政監察特別委員会
議録第二十六号、第
二十七号
愛知大学学生自治會
規則草案

コピー
コピー
「薬師岳の遭難」
「突然そこに遭難者がい
た！」
「大学の庭─愛知大学」
「学費を上げる時の学生へ
の説明」原稿挟み込み
メモあり

「本間喜一さんと愛大」
コピー

教育職員適格審査委員長
三淵忠彦最高裁判所長官
杉並局集金員大谷
財団法人日本文化住宅協
会理事長 岩沢忠恭
茶道部
白山誼人

（メモ）
SCRAP BOOK

1838
1839
1840

私學振興 第一号
雜誌「自由國民」特
輯 敗戰眞相記
（晩年の堀光亀先生）
アサヒグラフ
朝日新聞社
毎日グラフ
毎日新聞社

東亜同文書院大学引
揚事情報告ノ件
判定書
要書（免官願）
仮受領書
預り証

備考

衆議院事務局

本間
本間喜一

コピー
コピー

玉庭学校より晟子宛のもの
コピー、家族写真 本間喜
一 13 歳
チフス予防注射済証明書、
電報他
ファイル付

袋付
あり
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本間喜一関係資料（続）

番号
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

年月日

文書名
愛大事件 雑㈠

愛大事件 原本関係
月刊中京 盛夏特大
号
學生用特殊定期乗車
券購入用通學證明書
（写真）
2006.11
愛知大学創立 60 周
年記念写真切手付き
切手シート
（本間喜一似顔絵）
1.13 （戦争中の上海のス
ケッチ）
（昭和 16）
（書簡）
2.28
昭和22.7.15 （書簡）
昭和25.2.20 （書簡）
大正10 年頃 （写真）
昭和27.7.1

1854

昭和26 年頃 （写真）

1855

（写真）

1856

昭和16 年

（写真）

1857
1858
1859

1940 年代

（写真）
（実印）
（タバコ入れ・パイ
プ）
（うさぎの置物）

1860
1861

昭和30.11.3

1862
1863

1987.4

文化賞

1864

（手提げカバン）
「名高北斗 寿比南
山」
（囲碁盤・碁石）

1865
1866

（手ぬぐい）
｢ 文章千古事」

1867

大正 14.6.20

1868
1869
1870

昭和 16.7.30
昭和 24.10.10
昭和 27.2.15

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

法家

刑獄

六法全書
六法全書
小六法 昭和 27 年
度版
昭和 28.4.20
小六法 昭和 28 年
度版
昭和 29.1.15
小六法 昭和 29 年
度版
昭和 31.1.10
小六法 昭和 31 年
度版
THE NEWEST
昭和 11.1.4
ATLAS OF THE
WORLD
昭和 33.8.1
社団法人 米沢有為
会々誌 復刊第 7 号
昭和 36.12.15 社団法人 米沢有為
会々員名簿
昭和 35.7.16 （書簡）

差出・作成

宛先

月刊中京社
女子学院長
矢島美□

事務取扱

備考
ホルダー 建物配置図 3 枚
挟み込みあり
ホルダー
「愛大事件を裁く」

本間晟子
ファイル一式
本間喜一の顔が入った切手
あり 企画・広報課より譲
り受ける

愛知大学
昌二郎
昌二郎
パパ
林毅陸
林毅陸

豊橋文化協会長
郎

神野太

孫平化

晟子

1940年代初頭

昌二郎、アキ
コ
本間喜一
本間喜一

各1通

本間喜一先生
愛知大学本間
喜一名誉学長

皆川淇園
澁川柳次郎著 玄耳叢書
刊行會
末川博編著 岩波書店
末川博編著 岩波書店
我妻栄他編著 有斐閣
我妻栄他編著

有斐閣

我妻栄他編著

有斐閣

我妻栄他編著

有斐閣

守屋荒美雄著
帝國書院

株式會社

社団法人

米沢有為会

社団法人

米沢有為会

電気安全中部委員会三河
支部支部長 松村勝

書簡同封、封筒付
家族写真 本間喜一、
登亀、
忠彦 ドイツへ行く前
家族写真 本間喜一、
登亀、
満里子、忠彦、昌二郎、看
護婦、晟子
本間喜一と竹下文隆
（青島
医科大学校教授）
本間喜一と高垣寅次郎 上
海にて
本間喜一と学生 上海にて
本間喜一 ケース付
本間喜一はうさぎ年生ま
れ、安田財閥安田善次郎宅
にあったもの

書

複製

建財株式会社退職時の退職
金としてのもの
本間喜一直筆入り 復刻
掛軸 本間喜一が卒業生に
贈ったものを同氏から寄贈
ケース付
最高裁判所の朱印あり

ケース付
表紙と一部のページのみ
「本間忠彦」と名前あり

昭和 36年 11月現在
愛知大学学長
本間喜一

電気安全中部委員会三河支
部顧問委嘱
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番号
1878

年月日
昭和35.11.30

1879
1880
1881

昭和 36.11.17
昭和 37.1.21
昭和 37.7.30

1882

昭和 39 年頃

1883
1884
1885

昭和 36.11.30
昭和 29.7.20

文書名
差出・作成
経営管理にしめる予 角谷登志雄著
算管理の意義につい
て
集殷虚文字楹帖彙編 羅振玉他著 春秋学院
廣濱嘉雄先生を憶う 本間喜一著
愛大中産研研究報告 愛知大学中部地方産業研
第 9号 蒲郡地区の 究所
用水とその問題点
ESCRIM
日本フェンシング協会
教職員用 図書帯出
カード
滬友名簿 1962年版 社団法人 滬友会
創立 60 周年記念誌
愛知縣立豊橋時習館高等
學校
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宛先

備考
中部経済学会第 11 号抜刷

29 部

法と法学教育抜刷

第 18回オリンピック東京
大会
46 枚 その他あり 封筒
付
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
小岩井淨・多嘉子関係資料

小岩井淨・多嘉子関係資料

１

書簡・原稿・講義ノートほか

１ 書簡類 小岩井淨宛（封付、封のみ）
番号
年月日
差出人
1
昭和 20.1.23
朝日新聞東京本社
国土總合開発調査会 事務局
2
昭和 26.12.15 愛知県庁広報課内
日本國際連合協會 中部本部
3
昭和 27.1.9
豊橋商工會議所

宛先
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

4
5
6
7

昭和 27.3.26
昭和 27.7.15
昭和 27.8.7
昭和 28.4.6

濱松短期大学
村上瑚磨雄
鈴木安蔵
全國大學教授連合

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

8
9
10

昭和 28.12.4
昭和29.5.4
昭和 29.7.7

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

11

昭和 29

株式会社雄松堂
山﨑勉・民緒
イチビキ大津屋株式會社
蔵
大島

12

昭和 30.4

13

昭和 30.5.26

馬來貿易株式會社
レインボー・ラジオ・プロダクション
アジア諸國会議 愛知縣準備会

14

昭和30.6.20

静岡大学教授有志

15

昭和30.9.30

16
17
18

昭和30.12.5
昭和30.12.7
昭和 30.10.21

愛知大學 東京事務所
郎
日朝協會愛知縣連合會
日朝協會
静岡大学理学部

19
20

昭和 30.12
昭和 31.2.15

永井孝忠・睦子
古人今人社

小岩井淨
小岩井淨

21

昭和 32.5.27

秋田俊英學館

小岩井淨

22

昭和 32.7.29

愛知平和委員会

小岩井淨

23

昭和 32.7.29

日本中國友好協會名古屋支部

小岩井淨

24

昭和 32.8.3

原水爆禁止愛知県協議會

小岩井淨

中村慶

小岩井淨

小岩井淨
小岩井淨

愛知大学
法経学部長
村上計二

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

備考

形態
封筒付

「国際連合大観上下巻」購入
勧誘について
「豊橋商工會議所豊友クラブ」
からのはがき在中
小岩井氏政治学講義割りあて
授業について

封筒付

御礼状

支部評議員改選に関する件、
支部評議員投票用紙在中
法政経済 関係洋書目録
結婚報告状
御見舞状（7 月 6 日付）
・ゼミナール原稿在中
・昭和 29.11.20付朝日新聞切
り抜き（吉田首相と記者団の
会見）
プロダクション創設のお知ら
せ
・
「愛知準備会の経過報告と
お願い」
・
「アジア諸国会議代表帰国
歓迎報告大会御案内」
・
「会計報告」在中
「地方財政再建促進特別措置
法に対する意見」について
プリント 3 枚

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒のみ
封筒付

封筒付
封筒付

封筒付
封付

「理事会のお知らせ」
について 封付
「会費納入のお願い」
について 封付
関係文献購入についてのお願 封付
い
結婚につき御礼状
封付
「古人今人社 生方敏郎への
封付
払込通知書」在中
御礼状（秋田短期大学理事長 封付
吉田重二良）
・昭和 32年 7 月 11 日付「愛
封付
知平和新聞第 9 号」在中
・
「第三回原水爆禁止世界大
会資料」在中
「中国紅十字会代表団歓迎に
封筒付
ついて 第一回歓迎委員会御
案内」について
・第二回原水爆禁止世界大会 封筒付
愛知県代表派遣大会開催案内
・原水爆禁止愛知県大会第二
部実行委員会案内

199

◦ 823 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

年月日
昭和 32.8.19

差出人
中国紅十字会代表団歓迎委員会

宛先
小岩井淨

26

昭和 32.9.23

アジア政經學會

小岩井淨

27

昭和 32.9.25

原水爆禁止愛知県協議會

小岩井淨

28

昭和 32.10.2

立命館大学法学部

小岩井淨

29

昭和 3210.3

豊橋放送局

小岩井淨

30

昭和 32.10.5

豊橋花田町石塚

31

昭和 32.10.12

日ソ協会愛知県連合会

小岩井淨

33
34
35

昭和 32.11.29
昭和 32.12.18
昭和 32.12.22

松川事件對策委員会 松川事件救
援會事務局
日本学術会議事務局
鈴木義雄
西願寺学

36

昭和 32.12.28

日本平和委員会

小岩井淨

37

昭和 33.5

中国研究所現代中国事典編集委員
会
東京大学法学部研究室内
日本公法學會事務所

小岩井淨

東京大学法學部研究室内
學舎

小岩井淨

25

番号

32

38
39

豊橋文化協会

41
42
43

①‒3
①‒4
①‒5
①‒6
①‒7
①‒8
①‒9
①‒10
①‒11
①‒12
①‒13

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

小岩井淨

小岩井淨

40

①
①‒1
①‒2

比較法

豊橋市高師石
塚町
小岩井淨
小岩井淨

昭和26.9.11
昭和 26.11.16

備考
「中国紅十字会歓迎通信」在
中
「第九回大会御案内」につい
て
「第九回委員会議事録」
「東海
地方ブロック会議開催案内」
在中
「民主主義科学者協会法律部
会通知」在中
豊橋第一放送ローカル番組予
定表（10月分）

形態
封筒付

日ソ協会愛知県連合会会長
徳川義親 連合会役員名簿
在中
昭和 32年 10月 10 日付松川通
信（復刊第 6号）在中

封筒付

クリスマスカード
小岩井多喜子宛のはがき（消
印昭和 33.5.13）
・中国婦人代表団愛知歓迎委
員会
・柔道の写真あり
「沖縄問題にかんする訴えと
おねがい」について
「現代中国事典」執筆願 3 点
組
・
「日本公法学会第 20回総会
御案内」について
・会費未納のお知らせ
・
「比較法学会第 16回総会」
について
・払込用紙在中
名刺（朝日新聞豊橋支局長
石坂昂）あり
新譜紹介
未開封／中に書籍あり

株式会社ヤマト楽器店
小岩井淨
株式会社大安
小岩井淨
ACADEMIA REPUBLICII
小岩井淨
POPULARE ROMÎNE
BIBLIOTECA
小岩井淨（図書館長 法経学部長）宛
計 16種 封のみ
東京都 塩川隆造
小岩井淨
（速達）
㈲巌南堂書店
愛知大学 図
書館長
玉城肇
小岩井淨

昭和 27.10.12
（消印）
昭和 28.9.4
中部日本新聞社
（？）（消印）
昭和 29.6.1
㈶東海学術奨励会
（消印）
㈶法曹界
昭和 29.7.29
（小石川局印）
中部日本新聞社

愛知大学国際問題研究所
愛知大学
愛知大学
愛知大学
愛知大学
無我苑後援会

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付

封筒付
封筒付

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付

封のみ
封のみ
封のみ

小岩井淨

封のみ

法経学部長

封のみ

小岩井淨

（封筒に「第三種郵便 寄贈」 封のみ
と記） 裏にメモ書き？アリ
小岩井淨
封のみ、
覚
小岩井
（先生）
封のみ
小岩井
（先生）
封のみ
小岩井
（先生）（2 点）
封のみ
小岩井淨
（殿）（2 点）
封のみ
小岩井淨
（殿）
封のみ
小岩井淨（先 雑誌を封筒にしたもの
封のみ
生）
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番号
①‒14

年月日

①‒15
①‒16
①‒17

愛知大学

差出人

日本学術会議事務局
全国大学教援連合
㈶日本外政学会

①‒18
２ 書簡類 小岩井淨宛（封なし、ハガキ）
番号
年月日
差出人
1
昭和 23.6.21
高須安男
2
昭和 24.8.3
名古屋ユネスコ協力會
（印）
3
昭和 25.5.22 （長野県）藤澤
4
昭和 26.1.1
山崎今朝彌
5
昭和 26.1
辯護士 萩元隼人
6
昭和 27.1.1
豊橋東高等学校長 小島競
7
昭和 27.1.1
濱州一
8
昭和 27.1.15
名古屋一高會
9
10
11
12

昭和 27.6.10
昭和 27.6.28
昭和 27.7.25
昭和 27.8.4

13
14

昭和27.8.10
昭和 27.9.3
（印）
昭和27.9.26
昭和27.10.5

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

昭和27.10.6
昭和27.12.26
昭和 28.1.1
昭和 28.1.24
（印）
昭和 28.2.2
昭和 28.3.24
昭和 28.4.10
（印）
昭和 28.4.25
昭和28.4.28
（印）
昭和 28.6.10
昭和 28.6.19
昭和 28.7.10
昭和28.7.29
（印）
昭和 28.8.1
（印）
昭和28.9.14
（印）
昭和28.12.20
昭和 28.12.28
（印）
昭和29.2.27
昭和29.7.6
昭和29.7.13
1954.7.15
昭和 29.8.2
（印）
昭和 29.9.10

宛先
備考
本間（先生）
、 （
「全学教援会通知」
）
小岩井
（先生）
、
秋葉（先生）
法経学部長
（
「掲示の事」と記）
小岩井淨
（殿）（2点 脇に「愛知」と添え書き）
小岩井淨
「第三種郵便物」と記 「ニュ
ースレター」が在中か
小岩井
（先生）

形態
封のみ

宛先
小岩井淨
小岩井淨

形態
はがき
はがき

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

備考
「鐘の鳴る丘」招待状
本会々長推挙の議につき決定
報告の旨
年頭報告状
年賀状
年賀状
年賀状
一高総会案内状

豊橋座談倶楽部
一高同窓会名簿刊行委員会
割烹旅館 白ふじ
中央相互銀行豊橋支店
住宅金融公庫業務取扱店
梅原豊
弁護士 三輪壽壯

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

第 13 回例会開催通知
名簿完成のお知らせ
暑中見舞
火災保険契約満期通知書

小岩井淨
小岩井淨

暑中見舞
残暑見舞

竹井基子
豊橋文化協會

小岩井淨
小岩井淨

文化賞受賞者推薦のお願い

東邦書房
日本文化人會議
㈱法律文化社 代表取締役
蔀
中部地区大学教授懇談会

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

注文書品切れの報告
会費受領の報告
年賀状

弁護士

亀井

小岩井淨

天野末治

小岩井淨
小岩井淨

封のみ
封のみ
封のみ
封のみ

はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
（往復）
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
（往復）
はがき
はがき
はがき

中部地区大学教授懇談会のお
知らせ
事務所移転の報告
「参議院全国區候補無所属平
野義太郎」の応援を乞う
会設立の報告

はがき
はがき
はがき

平野会

小岩井淨

前進座豊橋後援会事務局
社団法人才能教育研究會豊橋支部

小岩井淨
小岩井淨

前進座舞台公演のお知らせ

はがき
はがき

無我苑 伊藤証信
本間喜一
巖南堂書店 代表社員
弁護士 上村千一郎

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

名刺交換会のお知らせ
注文書籍売切れの旨
暑中見舞

はがき
はがき
はがき
はがき

小岩井淨

暑中見舞

はがき

清水光春

小岩井淨

転勤の報告

はがき

林要
浜松商科短期大学「商燈」編集部

小岩井淨
小岩井淨

南設楽郡新城小学校
オチ理容館
野澤□
堀豊彦
中川誠

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

学術会議出席の挨拶とお願い
浜松商科短期大学についての
意見拝聴を願う旨
御礼状
娘さんを気づかう旨
娘さんを気づかう旨
転居報告
娘さんを気づかう旨

㈱法律文化社

矢崎俊作

代表者

西塚定一
亀井蔀

近田哲夫

小岩井淨

はがき

はがき
はがき
（往復）
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
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40

番号

41
42
43
44

年月日
昭和 29.9.19
（印）
昭和 29.9.25
昭和 29.10.9
（印）
昭和 29.11.5
昭和 30.1.1

大川純

宛先
小岩井淨

備考

形態
はがき

學精社 奥山晋
日本法哲学会

小岩井淨
小岩井淨

鷲見東觀
金丸一夫、安加

小岩井淨
小岩井淨、奥
様
小岩井淨

書簡
年賀状

はがき
はがき

年賀状

はがき

昭和 30.1.7
（印）
昭和 30.1.8
（印）
昭和 30.4.1
昭和 30.3.2
1955.4.23
昭和 30.4.27
昭和 30.5.16
昭和 30.5.24
（印）
昭和 30.7.5
（印）
昭和 30.8.24

三宅俊夫

昭和 30.9.13
（印）
昭和 30.10.7
昭和 30.11.12
（印）
昭和 31.3.31
（印）
昭和 31.4.23
昭和 32.4.19
昭和 32.5.11
（印）
昭和 32.5.16

66

昭和 32.6.6
（印）
昭和 32.6.7
昭和 32.7.6
（印）
昭和 32.7.25

67

45

差出人

はがき
はがき

科研薬販売株式会社 取締役会長
阪谷希一
法政大学社会学部長 逸見重雄
愛知大学名古屋分校学生自治会
黒木三郎、みさを
内藤一生
西海太郎
アジア政経学會

小岩井淨

年賀状

はがき

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

移転通知
結婚通知
着任挨拶
転勤通知
「一水会」案内

はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき

愛知大学馬術部

小岩井淨

役員改選通知

はがき

穂積七郎

訪ソ・欧出発通知

はがき

門屋博

小岩井淨、多
嘉子
小岩井淨

移転通知

はがき

衆議院議員 菅野和太郎
日本学術会議中部地方区会議
世話人 有山兼孝
伊藤将吾

小岩井淨
帰国通知
はがき
愛知大学
中部地方区会議開催通知出欠 はがき
短期大学部長 表
（往復）
小岩井淨
はがき

名古屋一高会
静岡大學文理學部
農業法学會 橋川渡

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨

一高会例会案内
理事会案内

はがき
はがき
はがき

齋藤秋男

礼状

はがき

佐伯市重

小岩井淨
胡麻本蔦
小岩井淨

日本学術会議事務局
日ソ親善協会愛知縣連合会

小岩井淨
小岩井淨

会合案内
アンケート

名古屋大学教育学部

小岩井淨

昭和 32.8.28

財団法人霞山倶楽部

小岩井淨

68
69

昭和 32.10.5
昭和 32.10.14

農業法学会
財団法人霞山倶楽部

小岩井淨
小岩井淨

学術大会案内

70
71

昭和 32.10.19
昭和 33.3.13

小岩井淨
小岩井淨

理事会案内

72

昭和 33.3.13
（印）
昭和 33.3.20
昭和 33.4.26
（印）
昭和 33.5.29
（印）
昭和 33.10.5
（印）
昭和 33.10.23
昭和 34.1.7
（印）
23 日
（印）

原水爆禁止愛知県協議會
日本國民校援會京都府本部
田村敬男
愛知県社会運動物故者
合同慰霊祭実行委員會
新宿 中村屋 発送部
横田春治、田口次雄

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

73
74
75
76
77
78
79
80

はがき
はがき
はがき
（往復）
はがき
（往復）
はがき
（往復）
はがき
はがき
（往復）
はがき
はがき

小岩井淨

はがき

小岩井淨
小岩井淨

はがき
はがき

鈴木榮次

小岩井淨

はがき

日本法哲学会

小岩井淨

はがき

公会堂食堂
松井不朽

小岩井淨
小岩井淨

はがき
はがき

アジア政経学会

小岩井淨

山本円吉

小岩井淨

はがき
（往復）
はがき
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番号
81
①
①‒1
①‒2
①‒3
①‒4

年月日
昭和 29.7.6
昭和 29.7.6
昭和 29.7.8
昭和 32.6.2

①‒5

昭和 32.6.7

①‒6
①‒7
①‒8
①‒9
①‒10
①‒11
①‒12

昭和 37.11.17
2.6
4.13
4.14
4.18
5.31
8.7

①‒13
①‒14
①‒15

10.14

②
②‒1

昭和 22.12.3

②‒2

昭和 26.10

②‒3
②‒4

昭和 27.4.23
1.18
昭和 28.7.18
昭和 29.7.7

②‒5
②‒6
②‒7
②‒8
②‒9
②‒10
②‒11
②‒12
②‒13
②‒14

昭和 29.11
昭和29.12
昭和 30.1.18
昭和 31.8.30
昭和32.7.29
10.15
10.16
12.9

差出人
宛先
備考
形態
大川純
小岩井淨
はがき
書簡 小岩井夫妻宛（封なし、便箋）
西願寺
小岩井淨
電報
小岩井淨
電報
ホヅミ七ロウ
小岩井淨
電報
北設楽郡稲武町立稲武中学校長
小岩井淨
瀧澤義一
北設楽郡稲武町立稲武中学校長
小岩井淨
講演会の題目お尋ねについて
瀧澤義一
書記 水野善心
小岩井先生
電報
脇坂雄治
小岩井淨
東京事務所 村上計二郎
小岩井先生
隈崎渡
小岩井淨
入江啓四郎
小岩井先生
金丸一夫
小岩井先生
旧法三 中島義範
小岩井法経学
部長
玉城政事
小岩井淨先生
入江啓四郎
小岩井淨
講義担当について
兼松株式会社大阪支店
小岩井先生
羊毛年報の第二号を送った旨
絹人繊部合成繊維課 吉村基泰
小岩井宛（封なし、バラ）
ハヤシ
コイワイキヨ
電報
シ
全國大學教授連合會長 南原繁
「全國大學教授連合第 10回総
會」のお知らせ
三宅敏、磯村弥八、稲垣実
小岩井淨
「記念圍碁会」のお知らせ
2点
牧野実
小岩井淨
本間喜一
イトウテルシ
コイワイユカ
電報
リ
学士会
小岩井淨
郵便振込書
小岩井淨、多喜子
御礼状
中部経済新聞社 社長 与良ヱ
小岩井淨
宴招待状、裏面メモに利用
封なし
アジア文化財團
小岩井淨
荷物受領証
小岩井
暑中見舞、某大学用箋使用
封なし
鈴木中正
小岩井淨
計二枚
封なし
松葉秀文
小岩井淨
計四枚、切抜貼付
封なし
愛大国際問題研究所
小岩井殿
中國研究會御通知
法経学部経済科 竹田進
小岩井淨先生

３ 書簡類 小岩井（山岸）多嘉子関係（結婚前）
番号
年月日
差出人
宛先
①
昭和 11 年 山岸多嘉子関係（本人か小岩井淨氏が分類）
①‒1
昭和 11.2.15
関口ゆき江
山岸多嘉子
①‒2
昭和 11.3.23
山岸武
山岸多嘉子
①‒3
昭和11.3.27
山田正雄
山岸多嘉子
①‒4
昭和11.3.28
木村自起
山岸たか子
①‒5
昭和11.4.1
堀田義雄
山岸多嘉子
①‒6
昭和11.4.2
山岸きよ
山岸多嘉子
①‒7
昭和11.4.3
光子
山岸多嘉子
（印）
①‒8
昭和11.4.5
石田小松
山岸多嘉子
転居通知
①‒9
昭和11.4.5
金広顕枝
山岸多嘉子
（印）
①‒10
昭和11.4.6
星真□
山岸多嘉子
①‒11
昭和11.4.6
田澤文雄
山岸たか子
（印）
①‒12
昭和11.4.7
落合かつ
山岸たか子
①‒13
昭和11.4.16
野村
山岸多嘉子
（印）
①‒14
昭和 11.4.17
株式會社 時事新報社
山岸多嘉子
①‒15
昭和 11.4.17
大そね治一
山岸多嘉子
①‒16
昭和 11.4.17
大塚侑宏
山岸たか子
①‒17
昭和 11.4.17
藤井安三
山岸多嘉子

備考

形態
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
はがき
はがき
封筒付
はがき
はがき
はがき
封筒付
はがき
封筒付
封筒付
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愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
①‒18
①‒19
①‒20
①‒21
①‒22
①‒23
①‒24
①‒25
①‒26
②
②‒1
②‒2
②‒3
②‒4
②‒5
②‒6
②‒7
②‒8
②‒9
②‒10
②‒11
②‒12
②‒13
②‒14
②‒15
②‒16
②‒17
③
③‒1
③‒2
③‒3
③‒4
③‒5
③‒6
③‒7
③‒8
③‒9
③‒10

年月日
（康徳 3）
1936.4.19
昭和 11.4.23
昭和 11.4.25
（印）
昭和 11.4.30
昭和 11
3.29
4.10
昭和 11.3.5

山岸伍郎

差出人

宛先
山岸多嘉子

山岸商店
松岡洋右

山岸多嘉子
山岸多嘉子

下川王七
國民協會本部

山岸多嘉子
山岸多嘉子

佐々木淑子
東京女子大學同窓會共済部 大津
春枝
①國本社太田耕造 ②影佐禎昭

山岸多嘉子

母死去弔詞礼状
『國民運動』11年 5 月 1 日号送
付

①本多然太郎 （①に②を同封）
②太田耕造
鐘紡東京サービス・ステーション 山岸多嘉子
（分類用封筒）
昭和 11 年 多嘉子ほか、山岸家書簡（多嘉子？分類）
昭和 11.1.7
梶山貞吉
山岸多嘉子
昭和 11.2
時事新報社
近況報告
昭和11.3.7
村山真之
古賀とよ子
昭和11.3.16
倉垣敏匡
山岸伍郎
紙片付
昭和11.3.24
市村弥逸
山岸多嘉子
昭和11.3.25
明治大學
山岸伍郎
卒業證書授与式の通知
昭和 11.3.26
一高ラグビー部
山岸敏男
受験生へラグビー部入部勧誘
昭和 11.3.26
太陽生命保険株式会社 養成部
山岸五郎
就職について
昭和 11.3.26
山岸きよ
山岸多嘉子
昭和 11.3.27
風間辰也
山岸敏男
入試後の様子について
昭和 11.4.10
山岸きよ
山岸多嘉子
奉天に到着した事
昭和 11.4.11
山岸武
山岸多嘉子
一同
昭和 11.4.13
山岸きよ
山岸四郎
昭和 11.4.14
田添文雄
山岸多嘉子
昭和 11.4,14
落合かつ
山岸多嘉子
多嘉子を理事に推薦した旨
昭和 11.4,14
星真
山岸多嘉子
理事・理事会について
（分類用封筒 書込ナシ）
山岸多嘉子宛書簡（結婚前〜高田時代）
1933.2.6
松岡洋右
山岸多嘉子
ジュネーブから
昭和 10.5.20
山岸きよ
山岸多嘉子
昭和10.12.29 河野きく子
山岸多嘉子
60円送金した旨
昭和11.3.18
山岸きよ
山岸多嘉子
昭和22.6.30
中能生小学校
山岸多嘉子
昭和22.11.4
奥住登
山岸たか子
成牛や仔豚について
昭和 22.11.28 国立高田病院患者自治会
山岸多嘉子
1.4 大原権兵衛
山岸多嘉子
9.8 松岡
山岸多嘉子
絵はがき
松岡洋右
山岸多嘉子

４ 書簡類 小岩井多嘉子関係（結婚後）
番号
年月日
差出人
①
小岩井多嘉子宛封書（結婚後）
①‒1
昭和 28.4.21
名古屋中央放送局放送部長
①‒2
昭和 30.3.22
名古屋中央放送局放送部長
①‒3
昭和 30.9.12
間瀬重子
①‒4
昭和 30.9.29
間瀬重子
（印）
①‒5
昭和 30.9.30
愛知県平和委員会 笠原美智子
①‒6
昭和 30.9.30
世界母親大会報告準備会
①‒7
昭和 30.10.21 金武良三
1955.11.1
①‒8
愛知大学愛知大学児童文化研究會
①‒9
①‒10
①‒11
①‒12
①‒13
①‒14
①‒15

備考

昭和 30.11.16
昭和 30.11.16
昭和 30.11.17
昭和 30.12.4
昭和 30.12.16
昭和 33.5.3
昭和 33.5.15

朝日新聞名古屋本社
入江昭
山崎太郎
間瀬重子
間瀬重子
小島文子
中国婦人代表団愛知歓迎委員会

宛先

備考

形態
封筒付
封筒付
封筒付
はがき
封筒付
封筒付
封筒付
①封筒付
②はがき
封のみ
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
封筒付
封筒付
封筒付
はがき
封筒付
はがき
封筒付
はがき
はがき
封筒付
封のみ
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封のみ
封筒付
封のみ
封筒付
はがき
封筒付
形態

小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付

小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
婦人問題研究 案内状
会 小岩井多
嘉子
小岩井多嘉子 支払調書
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
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番号
①‒16
①‒17
①‒18
①‒19
①‒20
①‒21
①‒22
①‒23

年月日
昭和 33.5.22
（印）
昭和 33.6
1958.7.31
（消印）
昭和 33.7
1958.8.4
（消印）
1958.8.8
1958.8.11
1958.8.24

①‒24

1958.8.27

①‒25

1958.9.11

①‒26
①‒27

昭和 33.11.11
（印）
1959.11.3

差出人
日中友好協会豊橋支部

宛先
小岩井多嘉子

中國婦人代表団愛知歓迎委員会
WAR RESISTER’S
INTERNATIONAL
東京女子大學教育後援會
Mrs. EcleenC. Gibson

小岩井多嘉子
Mrs. Takako
Koiwai
小岩井多嘉子
Mrs. Takako
Koiwai
Mrs. T.Koiwai
Mrs. T.Koiwai
Mrs. Takako
Koiwai
Mrs. Takako
Koiwai
Mrs. Takako
Koiwai
小岩井多嘉子

Daily Express
NB Suelber
（アラブ首長国連邦大統領）
Gamal Abdel Nasser
（アメリカ大使館）Martin F. Herz
WAR RESISTER’S
INTERNATIONAL
東京女子大學同窓會
WAR RESISTER’S
INTERNATIONAL
WAR RESISTER’S
INTERNATIONAL
COMMITTEE OF
CORRESPONDENCE
東京大學社會科學研究所 高橋勇
治
訪日中国広東省代表団愛知県歓迎
委員会
小岩井多嘉子宛はがき（結婚後）
アジア・太平洋地域平和会議
愛知県準備委員会
斎藤十三子
核ぐるーぷ リカーキヨシ
政治学研究会

①‒28

1960.11.8

①‒29

1962.4

①‒30

昭和 37.6.15

①‒31

1966.4.22

②
②‒1

昭和 27.8.6

②‒2
②‒3
②‒4

昭和 30.6.6
1960.6.15
昭和 30.6.17

②‒5
②‒6
②‒7
②‒8
②‒9
②‒10
②‒11
②‒12
②‒13
②‒14

昭和 30.7.14
昭和 30.7.28
（印）
昭和 30.10.4
昭和 30.10.7
昭和 30.10.12
昭和 30.10.19
昭和 30.10.27
昭和 30.10.28
昭和 30.10.30
昭和 30.12.15

②‒15

昭和 30.12.9

堀内益代

②‒16

昭和 30.12.9

池田裕昭

②‒17

昭和 30.12.12

斎藤十三

②‒18

昭和 30.12.19

山村よし子

②‒19
②‒20
②‒21
②‒22
②‒23
②‒24
②‒25

1960.7
昭和 32.5.29
昭和 33.1.24
昭和 33.1.26
昭和 33.2.2
昭和 33.2.7
昭和 33.3.5

東京女子大学同窓会
東京女子大学同窓会
加藤誠子
加藤誠子
愛知日中婦人交流会
加藤誠子
愛知日中婦人交流会

天地冨士枝
角谷登志雄
中田昭子
北山郁子
森昭子
世界母親大会報告準備会
北山医院
升味ヱキノ
間瀬重子
山田まつ

Mrs. Takako
Koiwai
Mrs. Takako
Koiwai
小岩井多嘉子

備考

形態
封筒付
封筒付
封筒付

便箋・封兼用

封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付
封筒付

写真送付・小岩井淨へ転送と
の貼紙付き

封筒付
封筒付
封筒付

小岩井多嘉子

封筒付

小岩井多嘉子

封筒付

小岩井たか子

はがき

小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井淨 多
嘉子

はがき
はがき
はがき

愛大公舘気付
婦人問題研究
会
愛大公舘
婦人問題研究
会
愛大公舘
婦人問題研究
会
愛大公舘気付
婦人問題研究
会
婦人問題研究
会
小岩井多嘉子 “荻窪だより” 第 85 号
小岩井多嘉子 “荻窪だより” 第 66 号
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子 三月例会のおしらせ

はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
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番号
②‒26
②‒27
②‒28
②‒29
②‒30
②‒31
②‒32
②‒33
②‒34
②‒35
②‒36
②‒37
②‒38
②‒39
②‒40
②‒41

年月日
昭和 33.3.18
昭和 33.3.18
昭和 33.3.24
昭和 33.4.7
昭和 33.4.19
昭和 33.5.9
昭和33.5.14
昭和 33.5.19
昭和 33.5.23
昭和 33.5.26
昭和 33.6.2
昭和 33.6.13
昭和 33.6.16
昭和 33.7.5
昭和 33.7.16
昭和 33.12.9

②‒42
②‒43
②‒44
②‒45
②‒46
③
③‒1

昭和 37.8.20
昭和 37.8.27
昭和 37.10.2
昭和 37.10.30
8.18

③‒2

昭和 38.3.20
（印）

③‒3
③‒4

差出人
婦人代表団愛知歓迎委員会
日中友好協会豊橋支部
加藤誠子
愛知日中婦人交流会
東京女子大学同窓会
中國婦人代表団愛知歓迎委員会
東京女子大学同窓会
中国婦人代表団愛知歓迎委員会
中国婦人代表団愛知歓迎委員会
愛知日中婦人交流会
加藤誠子
在日本朝鮮人總合會東三支部
愛知日中婦人交流会
中國婦人代表団愛知歓迎委員会
中國婦人代表団愛知歓迎委員会
山田まつ

宛先
備考
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子 役員会開催のお知らせ
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
愛大公舘気付
婦人問題研究
会
畑田重夫
小岩井多嘉子
小島哲也・民子・岳
小岩井多嘉子 住所変更のお知らせ
畑田重夫
小岩井多嘉子
野崎幸雄・信子
小岩井多嘉子 結婚報告
村田顕枝
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子宛封筒（封のみ） 4点
鈴木良枝
小岩井多嘉子

形態
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき

静岡大学政治・公法研究室 鈴木
安蔵
豊川市教育委員会
THE JAPAN COUNCIL AGAINST
A&H BOMBS

小岩井令夫人 「
（寫眞在中）
」と記

封のみ

小岩井多嘉子
小岩井多嘉子

封のみ
封のみ

５ 小岩井（山岸）多嘉子宛 封なし手紙・電報
番号
年月日
差出人
1
昭和 11.3.15
ホンタ
2
3
4
5

昭和 22.4.1
昭和 22.5.16
昭和 31.11.12
昭和 32.12.10

6

昭和33.2.5

7
8

5月

2.9

高田勤労署長
憲法普及會 新潟縣支部
東早苗
豊橋市教育委員会教育長 縣巻太
郎
豊川市婦人連絡協議会長 鈴木照
子
母
東京女子大學同窓會

６ 未使用書簡（未整理）
７ 小岩井夫妻原稿（無記名・年代不明〔戦後〕
）
番号
年月日
文書名
1
「中国の婦人解放運動の概況」
2
1964
（無題）
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

（戦後）
（戦後）
1960.11.18
（戦後）
（戦後）
（戦後）
（戦後）
（戦後）
（戦後）
（戦後）

宛先
ヤマギシタカ
コ
山岸多嘉子
山岸多嘉子
山岸多嘉子
小岩井多嘉子

印刷物送付用封筒使用

備考

はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
封のみ

形態

電報

小岩井多嘉子
たかこ・亨
東海支部長
小岩井多嘉子

作成・所有

（無題）
「孔乙己（魯迅）」
「インターナショナル」
「応援演説」
「婦女子の参政権運動」ほか
「抗日戦争下の婦人」
「中国婦人運動」
「新中国の婦人生活」
「女子教育」ほか
「五年来中国婦女地位的改変」
（無題）〔題削除〕
（無題）
（無題）
（無題のバラ）

206

◦ 830 ◦

備考
全 2章計 14枚、戦後
ベトナム戦争反対声明、計
21 枚
勤労婦人・内職関係、計 4 枚
高府式発言記号を添記
計 36枚・
「⑪」と朱記で傍記
計6枚
下書き、計 22枚
計 10枚
計 19枚
計 13枚
計9枚
計 19枚
下書き、計 15枚
下書き、計3枚（裏表とも使用）
下書き、計 4枚
計 28枚（二つ折）

形態
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿綴
原稿
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８ ゆかりちゃんへの手紙
番号
年月日
文書名
1
ゆかりちゃんへの手紙

作成・所有
かわいよしえ、
いとうたいじ、
たかくらまさ
よ、ひこさかま
さお、しらいけ
んいち

９ 小岩井淨氏 署名記事
番号
年月日
文書名
1
昭和 22.10.20 「婦人と政治」
2
昭和 23.1.11 「協同組合の意義」
3
①昭和 2.7.15 「社会と真実」
②昭和24.1.1 「今日の社会を如何に考えるか」
③昭和24.2.1 「今日の社会を如何に考えるか─
前承」
4
昭和24.9.19 「中京」
10 講義ノートなど
番号
年月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1951、55
1958.5.17
昭和 27、29

文書名
絶対主義王政など
「主権機会の政治性」
「四、自然法思想は近代において
いかに展開したか？」
「イギリス政治機構」
議会主権について
イギリス憲法について
「イギリスにおける尊族会議」
「フランスとイギリスの政治体制」
「イギリスにおける憲法思想、憲
法問題」
「イギリス議会の謐觸」
「政治思想史（7）（10）
（11）
」
大学院講義
政治思想史
ジョン = ロック関係
下書き・断片
（ソ連大使館封筒）
白紙

備考

作成・所有
備考
小岩井淨
『社会教育時報』第 12号
小岩井淨
『三河社会新聞』第 43号
『豊橋社会教育ニュース』№4
小岩井淨
『豊橋社会教育ニュース』№9
小岩井淨
『豊橋社会教育ニュース』№10
小岩井淨

形態

形態
新聞
新聞
二ツ折
二ツ折
二ツ折

小岩井氏評論アリ
作成・所有

備考
②〜④ 3 枚
④〜⑥ 3 枚
①〜⑦＋補遺 8 枚

形態

4枚
3枚
3枚
1枚
1枚
4枚
10 枚
8枚
6枚
②〜⑤ 4 枚
5 綴 58＋ 4 ＋ 14 ＋ 12 ＋ 6 枚
11枚
1通
4枚

11 小岩井多嘉子関係Ⅰ－１（小岩井淨氏整理分）淨氏整理封筒付 計 22点
番号
年月日
文書名
作成・所有
備考
3枚
①‒1
「田舎の嫁」草稿
1枚
①‒2
「なつやすみのがくしゅう こた
えとてびき」
1枚
①‒3
「おしらせ 夏季休暇について」
①‒4
昭和 30.6.19
プログラム「第 6回中部五縣高校 愛大名古屋分 1 枚
辯論大会
校 講堂
1部
①‒5
「昭和 29 年 1 月社会婦人番組委員
会資料
①‒6
「昭和 29 年 1 月社会婦人番組委員
昭和 28年 6月分（1 部）
会資料
①‒7
「昭和 29 年 1 月社会婦人番組委員
昭和 28年 8月分（1 部）
会資料
1部
①‒8
「社会番組委員会資料（6 月分）
」
1部
①‒9
「婦人社会番組委員会」
1枚
①‒10
「昭和 29 年度予算」
1部
①‒11
「ローカル番組予定表 4月 11日
より」
①‒12
昭和29.4.14、 出席依頼文
名古屋中央放 2枚
昭和29.6.19
送局長より
3枚
①‒13
（手書下書き）
1部
①‒14
プログラム「東海の皆様へ」
1枚
①‒15
昭和29.6.15
通知
教務課より
1954.3.25
1枚
①‒16
「世界平和者 名古屋会議ニュー
ス№ 1」
1部
①‒17
『展望』7 月号

形態
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番号

②

③
④
⑤

年月日

文書名
「モニター報告」

作成・所有

備考
昭和 29.4…1 部× 2 昭和 29.8
…1部 ←№ 9
29 枚
32 枚
18 枚

形態

作成・所有

備考

形態

「モニター報告」下書き
下書き等 断片
（未使用用紙）

12 小岩井（山岸）多嘉子関係（バラ）Ⅰ－２
番号
年月日
文書名
1
昭和 11
白木屋トーキーカード
2
東宝日比谷映画劇場鑑覧券
3
絵葉書（富士山・伊香保温泉）
4
東京鉄道局パンフレット「奥日光
の山々」
5
1960.4.1 付
趣意書「小岩井多嘉子さんの見舞
金について」
6
（多嘉子関係 名刺）
7
ガリ刷り、パンフレット 映画
「太
平洋攻防戦」

未使用 2 点
募金帳付

のべ 35点、整理用封筒付

13 小岩井（山岸）多嘉子原稿Ⅱ－１ 大正 12 年～昭和 3年頃
番号
年月日
文書名
作成・所有
1
大正 12.11.5 「遭難余話」
高一
山岸多嘉子
2
大正 12.11.17 「公娼廃止について」
高一
山岸多嘉子
3
1924.11.27
口
高二
山岸多嘉子
4
（1925）
古事記 論文の代り
高三
2585.11.24
山岸多嘉子
5
大正 15.2.4
三つの心
山岸多嘉子
6
（改作）
須勢理姫（戯曲）一 一幕三場
山岸多嘉子作
昭和 2.11.28
7
昭和 3.7
卒中（上）
山岸多嘉子
8
（原稿用紙表紙 邦文外国雑誌）
9
漫談あちらの夫婦喧嘩
10

三学期作文

11

或女性

12
13
14
15

須勢理姫（戯曲）一 一幕二場
お人好し 第一代記（仮題か）
雪国の或市
八哩の高空へ

16

戦争は子供心を何んなにするか

17

コント

マダムと浮浪人

1 綴× 2

備考
全 5枚（裏も使用）
、添削ア
リ
全 4枚、添削アリ

全 18枚綴「多嘉子原稿」の
紙貼付
全 28枚綴
全 46枚綴

竪帳

全 68枚綴、添削アリ

横帳

全 15枚綴 銀座伊東屋製原
稿、漫画切抜在中
全 22枚短編集 添削アリ

竪帳

14 小岩井（山岸）多嘉子関係Ⅱ－２ 大正 14 年前後（小岩井淨氏整理用包装紙１点含む）
番号
年月日
文書名
作成・所有
備考
1
1925.4.28
宝玉
山岸多嘉子
全 44枚綴
2
（1925）
第二学期 古事記
高三
全 9枚綴、裏表紙？の断片ア
2585.12.4
山岸多嘉子
リ
3
昭和 7.6.7
茄子（秋山徳蔵作）
全 39枚綴
（？）
4
（包装紙 部分）
昭和 14.5.30付東京朝日「多
嘉子原稿」と記
5
1.25 或信州の少年への便り
高二
全 3枚「茂ちゃん」へ
山岸多嘉子
6
「軍縮問題を語る 末次信正談」
山岸多嘉子
全 45枚（以下欠）
7
鮎（秋山徳蔵作）
日本橋区本郷 全 38枚綴、秋山氏作品の写
町 2 ノ 12 山 し？
岸多嘉子
8
T子
古賀中尉の美しき心情
全 8 枚綴

◦ 832 ◦

形態

1 枚のみ添削アリ

高等学部一年
山岸多嘉子
高二
全 3枚 添削アリ
山岸多嘉子
山岸多嘉子作 全 45枚綴
山岸多嘉子
全 75枚
全 75枚、添削アリ
全 42枚綴、邦文外国雑誌原
稿用紙
エス・ラル
全 9 枚綴
フ・ハーロー
氏講演
ゼート・ブレ 全 15 枚綴
ムベルク作
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竪帳

竪帳
竪帳

竪帳

横帳
横帳
横帳

形態
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番号

年月日

文書名
梅田大将の贍略
『あらびあ夜話』の背後の人物
ジョージ・クリール
三上卓中尉
満州国の機構 陸軍省新聞班
外務省情報部その他による
無閑マダムの幸福

10
11
12
13

（無題）軍縮会議等についての講
演
（無題）〈表紙欠・小説〉
（無題）〈下書きを集めたもの！〉
各軍人への所感
（無題）〈小説？〉

14
15
16
17
18

作成・所有
海軍大将
山本英輔

備考
全 8枚、
「体験から生れた…」
傍記
全 10枚綴 「不合格」と記

形態

全 5枚、下書き
全 30枚綴
白木屋百貨店
専務取締役
山田忍三

全 22枚（本来は 68 枚以上
欠多し）
全 105枚綴
全 80枚綴、順不同
計 8 点、一部鉛筆書き
全 69枚

15 小岩井（山岸）多嘉子原稿Ⅱ－３（年代不明記分）
番号
年月日
文書名
1
「楊先生ものがたり」
2
（無題）

計 2枚
計 3枚

備考
後半欠
前半欠

形態
二ツ折
二ツ折

3
4

計 13枚
計 8枚（順不同）

メモ綴
原稿綴

計 15枚

二ツ折・
原稿
原稿

作成・所有
山岸多嘉子
（多嘉子筆と
思われる）
「従軍を終りて」
多嘉子？
「映画『世界は恐怖する』
に寄せて」 小岩井多嘉子
（下書き）
「仔犬」下書き
山岸多嘉子

5
6
7
8
9

10.29

検閲 「山西省攻略従軍日記」

山岸多嘉子

「山西省攻略従軍記」下書きの1部
「明るい義理人情」下書き
「嫁」

山岸多嘉子
山岸多嘉子
山岸多嘉子

計 72枚「検閲済天津軍宣伝
部山家大尉」と朱筆で記
計 6枚
計 8枚（二ツ折）
計 30枚

16 小岩井（山岸）多嘉子関係（その他・未整理）
番号
年月日
文書名
作成・所有
備考
①
小岩井（山岸）多嘉子関係（その
他・未整理）
①‒1
昭和 21.5.27
強力「外交の武器」
新聞の切り抜き
①‒2
昭和 21.12.27 〈差出人〉山岸帰農組合
〈宛先〉
請求書
嘉香園
山岸多嘉子
①‒3
昭和 22.11.14 〈差出人〉高田市長 関威雄
〈宛先〉
公民館設立準備委員曾開催に
山岸多嘉子
ついて
①‒4
昭和 29.12
〈差出人〉小岩井淨・多嘉子
ゆかり病気回復の報告、4部
1957.5.17
①‒5
〈差出人〉小岩井多嘉子
〈宛先〉
マクミラン
①‒6
昭和 32.5.22
〈宛先〉小岩
明細書・領収書
井
1957.6
A Measure of Future Sr-90 Level
Yoshio
①‒7
from Earth Surface to Human Bone
HIYAMA
STATEMENT OF INTERNATIONAL
1957.7
①‒8
MEETING OF SCIENTISTS AT
PUGWASH CANADA
①‒9
昭和 33.12.21 「村松愛蔵について」
新聞切り抜き
1959.4.11
①‒10
南ベトナム賠償反対趣意書
日本ベトナム
友好協会
1959.4.11
①‒11
南ベトナム賠償反対国民集会への 日本ベトナム
御案内
友好協会
1959.5.13
5 月 30 日県（全地域）の統一行動 安保条約改定
①‒12
日に対する諸活動について
阻止愛知県民
会議 事務局
団体
1959.5.13
①‒13
参院選斗争情報№ 2
1960.4.1
①‒14
全国平和活動者会議で報告中倒れ 愛知平和委員 3 部（見舞い募金帳付）
た小岩井多嘉子さんの見舞金につ 会
いて趣意書
4.13 （原稿下書き）
①‒15
小岩井多嘉子 夫小岩井淨の三回忌について

原稿
原稿

形態

封筒付

封筒付
書簡
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番号
①‒16
①‒17
①‒18
①‒19

年月日

文書名
8.9 〈差出人〉小岩井多嘉子

1948.11.14

①‒20
①‒21
①‒22
①‒23
①‒24
①‒25
①‒26
①‒27
①‒28
①‒29
①‒30
①‒31
①‒32
①‒33
①‒34
①‒35

①‒36
①‒37
①‒38
①‒39
①‒40
①‒41
①‒42
①‒43
②
17 小岩井夫妻以外宛
番号
年月日
1
昭和 10.12.12
2
昭和 25.10
3
昭和 27.9.16
4
昭和 27.10.6
5
昭和 27.10
6
昭和 28.3,24
7
昭和 28.8
8
1954.1
9
1954.1
10
昭和 29.3
11
1955.1
12
昭和 30.1.1
13
14

昭和 30.6.6
昭和 32.2.9

作成・所有
〈宛先〉
笠原美智子

備考

（家庭料理…カキのカレー煮込み）
（家庭料理…変り衣の天ぷら）
愛大記念祭運動会バザー おしる
こ券
（切符）
（しおり）
（法学士 福田錬太郎 名刺）
（紙片）
（紙片）
2部
村瀬理一・竹尾いつ子結婚祝賀会
プログラム
2年経済
履修届
若林心身
簿謝
中能生校
金 200円
母親学校
〈差出人〉愛知平和委員会
（東京中心 列車時刻表）
簿謝
全逓信従業員 金 50円
組合 高田郵
便局支部
簿謝
有澤労働組合 金 50円
（バス時刻表）
〈差出人〉高田市青年會
〈宛先〉
御礼
山岸先生
愛大封筒
〈差出人〉片岡勇
〈宛先〉
中村志郎
第 3 回原水爆禁止世界大会成功の 全日本学生自
ために─討議資料──
治会総連合
中央執行委員
会
協賛御芳名録
小岩井多嘉子さん 病気見舞募金
帳
〈差出人〉丸善
〈宛先〉
新着・近着洋書御案内・未開
小岩井淨
封
〈差出人〉高田市長 関威雄
〈宛先〉
憲法普及地区特別研修会開催
山岸多嘉子
について
第 5 回原水爆禁止世界大会成功に 原水爆禁止
ついての提唱
愛知県協議会
ビラ「安保条約改定を阻止しよう」 日本労働組合
評議会
名譽革命の人間像 正誤表
南ベトナム賠償反対について全国 南ベトナム賠 3 枚
民に訴える
償反対委員会
新聞切抜き（小岩井多嘉子が収集
したものらしい）《未整理》
差出人
高田保馬
中部日本新聞社 杉山虎之助
本間喜一
早稲田大学
早稲田大学 島田孝一

宛先
郡菊五郎
本間喜一
本間喜一

小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
鈴與株式会社
かわいさきこ
川崎一郎・前田耕造・朴庸坤
入江啓四郎

小岩井ひかる
ゆかり
川崎一郎
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お礼状
挨拶状
宛先なし

備考

70 年記念式典お知らせ
3 枚、選挙はがき
暑中見舞 3 枚
年賀状
年賀状
就任報告状
はがき断片（年賀状）
年賀状
結婚披露宴招待状

形態
書簡

封のみ

形態
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき
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番号

年月日
1958.8.12

差出人

升川寛生
小池實
伊地知輝子
伊地知輝子

16
17
18
19
20
21
22
23

中部日本新聞社

平和還暦祝
世話人会
日中友好協会
名古屋支部

24
25

愛知大学

26
27
28
29
30
31
32

愛知大学

２
1
2

宛先
Mrs.SheilaM
LellmanDeutsch
山岸宏伸先生
水野千恵子
山岸先生
山岸先生
新潟日報社
編輯局
改造社

吉田泰規
門脇書店
雄松堂
鈴木清

小岩井夫妻関係

番号

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
22‒①

22‒②

年月日

文書名

備考
エアメール送り返されている

はがき
はがき
便箋のみ
便箋のみ
はがき
書籍申込書
小岩井淨謝礼
平和還暦祝についての返事

はがき
封のみ
はがき

中俣君減刑嘆願運動會計明細
書（金丸取扱関係のみ）
購読申込書
絵はがき
書き損じはがき
書籍註文書
途中書きはがき

作成・所有

（第一回）
1955.5.14
（第二回）
1955.6.3

形態

備考
はがき裏使用、6 枚
8 枚綴

国法学講義「国家について─その本質
（概念）─国家理由について」
8 枚綴
国法学講義「国家について─その本質
（概念）─国家理由について」
5 枚綴
「プロレタリア独裁」
5 枚綴
大学院講義・政治権力関係
1951〜52
政治学講義関係
計5枚
「資本論」③Ⅱ〜⑥
計 14 枚
「婦人論」①、②
昭和 24.3.4
「中国問題」①〜③夜間学級用
計3枚
“Mochiavelli” について
計4枚
動物学関係試験問題付
計7枚
昭和 24.11.26 「中国最近の政治経済」
計 10 枚
1947.12.26
「社民主義の三大経済細胞」など
中共中央委員会での毛
開催
沢東のコトバ 計 5 枚
昭和 34.4.19 「小岩井学長（二ヶ月）御命日 出欠調」
計2枚
「歴史哲学」①〜④（メモ）
計4枚
「哲学」①〜⑦（メモ）
計8枚
（就職関係）
計3枚
「資本論」（メモ）
計 16 枚
3 点 鉛筆書き
（メモ）
（メモ）
一まとめ
（メモ、内容意味判明分）
・人名録（内1 点：50 年度大学設置審
議会委員）
・地図
・「教授会」
（草稿）「中国における戦後の法思想」 小岩井淨
全 82 枚
小岩井夫妻関係
書類綴、切抜
昭和 33.11.30 「小岩井淨氏病歴抄録」
（差出人）
東大沖
中内科 藤田拓
男 （宛先）豊
橋市民 病院長
森泰樹
「豊橋市立栄小学校からの小岩井多嘉
計3部
子に宛てた書簡」

封のみ
封のみ
はがき
はがき
はがき
はがき
はがき

形態
メモ
メモ綴
メモ綴
メモ綴
メモ綴
メモ組
メモ綴
メモ組
メモ綴
メモ綴
メモ綴
メモ綴
メモ綴
メモ綴
メモ綴
メモ組
メモ綴
メモ綴
メモ

書簡
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
22‒③

年月日
1954.9

（書籍綴）

文書名

作成・所有

22‒④

1962.8.15

「いままでの経過・行事予定と財政」

杜甫生誕 1250
年 日本記念

25‒②
25‒③
25‒④

（新聞、雑誌切抜）
・沖縄における諸問題
・北支事件のルポ
「ゼミナール（政治学）メモ」
「民主主義の問題」
（無題）
「ゼミナール申込書」（欠席届等含む）
（メモ・バラ）
大学院メモ
メモ類（ファイル入り）
「満州国の根本理念と協和会の本質に
関東軍司令部
就く」
「柳絮を追うて北満の空を飛ぶ」
山岸多嘉子
（無題）
（無題）

25‒⑤

（無題）

26
26‒①

雑品（主にメモ類）
メモ（不定期婦人会が取り上げるべき
問題について）
（生徒名前メモ）
（さかき荘の住所・電話番号のメモ）
（創元社 愛讀者カード）
（台湾大学博士名前メモ、薩孟武博士）
（封筒）
（メモ、22 日〜27 日までの日程）
受付表（豊労協、一般、PTA、三三会
「母親のつどい」（家庭経済（子どもの
教育費）を例に挙げ善処していく意向）
（雑品、パンフレットの破片か？）
絵画
メモ（内容意味不明）未整理
メモ綴（未整理）
小岩井夫妻原稿（草稿）メモ
〈差出人〉“月刊にいがた” 西村
〈宛先〉
山岸先生
御侍史
（大学開設についての体験文）
「□從軍記」
山岸多嘉子

22‒⑤
23
23‒①
23‒②
23‒③
23‒④
24
25
25‒①

1955.5.13

昭和 11.9.18

26‒②
26‒③
26‒④
26‒⑤
26‒⑥
26‒⑦
26‒⑧
26‒⑨
26‒⑩
26‒⑪
27
28
29
29‒①
29‒②
29‒③

30‒①

（無題）
「楊先生ものがたり」
（小岩井氏 原稿メモ）未整理
メモ類バラ（主に中国語関係、一部未
整理）
中国語講演会 講義ノート

30‒②
30‒③
30‒④

（論文綴）
（メモ）
（無題）

30‒⑤
30‒⑥
30‒⑦
30‒⑧
30‒⑨
30‒⑩

中国語プリント（その 1）
中国語プリント（その 2）
「社会婦人番組委員会資料」
（試験問題の裏に中国語文章有）
（中国の法律の条文か？）
メモ類バラ（未整理）

29‒④
29‒⑤
29‒⑥
30

昭和 28.5
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山岸多嘉子

備考
昭和 28年度文部省科
学研究費補助による愛
大国際研究所の中国研
究報告
プリント 2 枚、杜甫の
日本記念会を開くにあ
たり、経過等報告
2点
計8点
3 枚ー綴
2枚1綴
1 枚＋ 1 綴 計 6 枚
4 点計 10 枚
計11点（小岩井氏分類）

綴

形態

封筒付
綴
メモ綴
封筒付
原稿

戦争のルポ 2枚
ルポの一部（63火、
82山、83山、93 火）4 枚
「婦人公論」の判アリ
ルポの一部（31の 2、
35、77）
「35」2枚
計 4枚

原稿

メモ

プリント 6 枚

計 18点
“月刊にいがた”（12
月号）原稿依頼
№ 1・2欠
25④の本体か？ 「婦
人公論」の判アリ
小説か？ №1欠、計5枚

7 月 7 日より、プリン
トの裏使用
論文校正か？
プリントの裏使用
ルポ？ 小説？ 25 ⑤の
本体か？
裏にメモあり

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
小岩井淨・多嘉子関係資料

番号
31
32
32‒①
32‒②
32‒③
32‒④
32‒⑤

年月日
1960.6.23

9.2
9.1

32‒⑥

文書名
小岩井メモ（一部綴）
混在メモ（一部未整理）
「共済」メモ
メモ「分裂」

作成・所有

メモ「原水禁 49 分散会」
メモ「平和委員会」
メモ「愛知県平和委員会第 1 回平和学
校」
ビラ「おさそい」

32‒⑨

（メモ）
日本代表団の決議（6）
国連と各国政府に対する訴え 原水爆
禁止と軍縮のための共同行動に関する
勧告
（小岩井多嘉子からの書簡）

32‒⑩
32‒⑪
32‒⑫

（論文の推敲メモか？）
（論文の推敲メモか？）
（中野好夫氏論文まとめ）

32‒⑦
32‒⑧

32‒⑬
32‒⑭
33
33‒①
33‒②
②‒1
②‒2
②‒3
②‒4
②‒5
34

1964.8.5

35
35‒①
35‒②
②‒1
②‒2
②‒3
②‒4
②‒5
②‒6
②‒7
②‒8
②‒9
②‒10

1952.1.15

「原水禁 階層会議 人集会」メモ
（「混在メモ」）未整理
小岩井氏メモ綴
「法律と平和」ほか
小岩井氏メモ綴
メモ綴① 日程表
メモ綴②「法経学部教授会」
「願」
メモ綴③（内容意味不明）
メモ綴④（内容意味不明）
メモ綴⑤（内容意味不明）
昭和 32 小岩井氏大学関係メモ（未整
理）
秋葉講師 文化伝播論レポートほか
秋葉隆「東状礼」校正用ゲラ刷
文化伝播論レポート（文学部生）
秋葉講師 文化人類学レポート

計 23 点

備考

形態

（分裂策動の歴史的経
過とその本質）

主催；新日本婦
人の会中区準備
会

第八回日本母親大会報
告会へおいで下さい
（4
校）
2枚

佐藤内閣 桑原県政を
批判し、中村宏を応援
する。
2枚

書簡

「中国国旗下げ事件」
世界 7月号『日中関係
の悪化と新聞報道』中
野好夫

計 23 枚

メモ綴

3 枚綴
2 枚綴
6 枚綴
3 枚綴
2 枚綴

哲学科社会学
60 加藤昭二
社会学科（172）
小口信吉

小岩井氏分類封筒付
校正済 計 12 枚
計 11 点

秋葉先生 “文化人類学” レポート「文
化伝播論」─文化変容と民族の思惟に
就いて─
秋葉講師レポート 文化人類学 ─文 社会学科（175）
化伝播論─
加藤清春
（文化人類学レポート）“文化伝播論”
文学部哲学科 3
年 302番五十
嵐真吾
文化人類学（集中講義レポート）題目 文学部哲学科 2
「文化伝播論」
年 173 小木曽
通男
文化人類学（レポート）秋葉講師
文学部哲学科
49 安江廣治
文化伝播論（秋葉講師文化人類学レポ 文学科（新制）
ート）
石垣幸雄（330）
「傳播論」について
哲 3（45）
安藤慶一郎
秋葉講師 文化人類学レポート 文化 社会学新制 3年
307 福田昭
伝播論
文化人類学 秋葉講師「文化傳播論」 新制文学部哲学
科社会学専攻
312 那須洋一
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愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
②‒11
35‒③
③‒1
③‒2
③‒3
③‒4
③‒5
③‒6
③‒7
③‒8
③‒9
③‒10
③‒11
③‒12
36
①
②
②‒1
②‒2

年月日

昭和 27.3.31
実施
1955.12.19

②‒3

②‒6
②‒7
②‒8
37
37‒①

文化傳播論レポート（教育学部生）
文化傳播論
文化傳播論
文化傳播論
文化傳播論
文化傳播論
文化傳播論
秋葉講師 文化人類学レポート
文化の傳播に就いて私考
文化の伝播について
文化傳播論
文化傳播論
文化伝播論
レポート・答案・プリント
政治学（2・3 年、小岩井氏担当）
レポート・答案・プリント
「中国文学演習試験問題」
文化人類学レポート

小岩井ゼミ・レポート
「マルクス主義及びその批判」
昭和32.2.25 「昭和 31 年度学年末試験名短大（夜）
実施
政治学原論（小岩井教授）
1955.4.10実施 答案バラ
中国語講義 プリント・メモ
小岩井氏 メモ関係（内容確認分）
横切りメモ
バンザイ薬局 領収書
封筒（5通）
〔うち1通：東京・田村清三
郎より 1通：民主勞働者協會より〕
「来年度時間割御都合伺い」
1955.12.20
「亀田東伍君家族救援についてのお願
い」
寄附金申込書
パンフ「講演と映画の会」
昭和 31 年度 「愛知大学野球春季リーグ戦日程表」
往復はがき
昭和 32.3
往復はがき

昭和 30.11.1
付
昭和 31.2.7
昭和 31.2.20

37‒②

文書名
文化伝播論

政治学レポート「絶対主義と天皇制に
ついて」
短大政治学・学年末試験答案 3点

②‒4

②‒5

レポート

はがき下書
3 月分カレンダー
『人間医学』
（差出人）NHK 名古屋中央
連絡教授会開催通知
法経学部教授会開催通知
未使用用紙・便箋・エフ
（会議メモ？）
メモ断片①
メモ断片②
小岩井氏自筆メモ等
スケジュール
「中島、杦山…」
為替手形について

作成・所有
文学部哲学科社
会学専攻新制
303 加藤藤行
久世敏雄
久保田公裕
市川釼造
山田順一
加藤教夫
浅見恒行
秦貞男
橋本壽之
太田雅夫
柴田義松
鈴木幸雄
山田英雄

教育学部 3 年
本田元信
経済学科 宮川
友満
1 年 川瀬晶之
法学科 3 年 後
久昇 経済 1学
部 4 年 板倉正
太郎
小久保誠美

備考

計 11 点
答案綴 79人分
（阿Ｑ正伝ほか）
原稿用紙 5 枚綴

2〜4 年生・聴講生
12 人分
2点
一まとめ
23 枚
1枚

平和擁護日本
委員会

1通

（宛先）愛知大
学
教務課より
教務課より

1枚

◦ 838 ◦

封筒付

（未使用・1 枚）
1部
1枚
霞山倶楽部より 1 通
読売新聞 大木
正より
2通
1枚
1部

1枚
1枚
17枚
3枚
便箋・種類別、42枚
33枚
1枚
1枚
1枚
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小岩井淨・多嘉子関係資料

番号

38
38‒①
38‒②
②‒1
②‒2
②‒3
②‒4
②‒5
38‒③
③‒1
③‒2
③‒3
③‒4
③‒5

年月日

文書名
中国科学院訪日学術視察団名簿
（文章の構想？）
（人事メモ）
平和新聞紙代領収書
卒論構想

作成・所有

備考
形態
1部
1綴
5枚
昭和 31.3.24
愛知平和委員会 1 枚
1枚
法 4 飯塚
1通
昭和 31.4
法曹界より
封筒のみ
3枚
履修について
1枚
スローガン下書き
手紙下書き
（裏に別のメモを記）5
枚
5枚
『早稲田大学規約集』断片
3枚
本学蔵書のメモ
就任挨拶 ハガキ
（裏にメモ）1枚
1綴
故高野岩三郎先生追憶会のお知らせ
封筒付書
簡
1957.10.22
1綴
「借出図書返送分」
8通
（封筒）
5枚
「参考文献」
6枚
「資料」
1綴
署名目録
1通
昭和 31.4.30 「第 3回奨学論文コンテスト募集案内」 財団法人日本
締切
外政学会より
1通
昭和 31.2.21 （はがき）
岩波書店より
総会開催連絡
（余白にメモ）1 枚
1綴
図表・索引
1枚
『愛知大学創立十周年記念論文集』論
文募集
1綴
「凡例執筆規準改正審議おねがいの点」 鈴木擇郎より
1部
昭和 31.2
パンフ「農民組合史刊行會協力お願い」
1 枚× 3
ビラ「松川事件上告趣意書についての
御願い」
1部
パンフ東洋大学図書館学講座、司書補
講習案内
1枚
昭和31.11.2
請求書；新あけぼの書房
1956.2
「ラッセル声明支持についての呼びか
湯川秀樹、山田 1 綴
封筒付書
け」
三良、茅誠司
簡
昭和 31.5.9
原稿提出依頼
国研気付 川崎 1 枚
一郎
4枚
メモ断片
「落穂拾い」
（書込なし）1 枚
書名メモ断片
（便箋 8 種 計 54枚）
小岩井淨関係資料
12.5 「上海市大道政府宣言」
1枚物
新聞・機関紙・ポスター
3.8 愛知県社会運動 物故者合同慰霊祭
代表委員会
第二回実行委員会への議会
ポスター「憲法を守る政府を！」
昭和 13.7.2
「東京朝日新聞」號外
昭和 28.7.11 「抵抗」号外
愛知大学自治会総連合
生れる など
昭和 30.11.15 社會
機関紙
雑品（名刺・領収証等）
堀家製機工具株式会社 直需課 龍見
名刺
瑞夫氏
郵便切手帖
紙片
（ママ）

「 祖 品 北京放送局」
（10 円切手）
8.15 国際ロータリー第 350・355・360・
365・370 区曜日別例會一覧表

③‒6
③‒7
③‒8

昭和 30.11.2

③‒9

昭和 30.11.17

「ニコサン」説明書
紹介状

紙片
紙片
東三看護婦家政
婦職業斡旋所
東三看護婦家政
婦職業斡旋所

領収証

紙片
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愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
③‒10
③‒11
③‒12
③‒13
③‒14
38‒④
④‒1
④‒2
④‒3
④‒4
④‒5
④‒6
④‒7
④‒8
39
40

３

年月日
昭和 27.12.26
昭和 29.9.24

昭和 26.1.5
発行
昭和 33.9.1
昭和27.3
昭和29.4.25〜
昭和33.10.10
昭和 33.7.10
発行
昭和 13.1.1

領収証

文書名

作成・所有
金子書店

臨時法経学部教授会開催のお知らせ
（メモ）
雑誌類
「学燈」

備考

裏は小岩井淨→平野義
太郎への手紙 3 月 4日
わらばん紙 2 枚

形態
紙片
紙片

丸善株式会社

「四世同堂」老舎著
會員名簿
東洋文化研究所要覧
「中華人民共和国の國家體制」
雑誌『無我愛』

名古屋一高会
東京大学東洋文
化研究所
碧海郡明治村西
端 無我苑

「信濃往來」7 月号
包頭（ぱおとう）1 号
小岩井淨名刺入れ
小岩井淨メモ（バラ・未整理）

本の表紙のみ

論文、
（校正済み）
199、200、201、203、
209、210、242、243、
244、245、253号
雑誌 5 冊
小岩井淨メモアリ（4枚）

各学会・団体・組合・争議関係（日本学術会議除く）

１ 1960 年 各種運動
番号
年月日
文書名
1
1960 弥次衛セツルメント活動関係
1‒①
1960
（レジメ）弥次衛セツルメント活動関係
1‒②
昭和 35 年
弥次衛セツルメント みなと診療所関
係
2
1960 松川事件劇映画関係
2‒①
1960.7
「松川事件劇映画政策・上映委員会に
入会しましょう！」（ビラ）
2‒②
「私たちの手で劇映画『松川事件』を
作るために─入会のしおり─（案内）
3
浅沼社会党委員長刺殺事件関係
3‒①
1960.10.13
「浅沼委員長暗殺の責任全国民と共に
追及しよう」（ビラ）
3‒②
昭和35 年 10 「ファシズムに反対する県民の集い」
〜11 月
4
引揚者団体関係
4‒①
昭和33.6.27 「決議」
「昭和 32 年度外資同会費納入方お願い
する趣意書」

4‒②

5
5‒①

第 6 回原水禁世界大会関係ビラ類
第 6回原水禁世界大会関係ビラ①

5‒②

第 6回原水禁世界大会関係ビラ②

5‒③

昭和 35.8.4

第 6 回原水禁世界大会関係ビラ③
第 6 回原水禁世界大会関係ビラ④

5‒④
5‒⑤
6
6‒①
6‒②

1960.8.25 付
1960.7〜8
1960.7.26 付
1960.7.29 付

第 6回原水禁世界大会関係ビラ⑤
三池闘争関係ビラ類
三池闘争宣伝ビラ①
三池闘争宣伝ビラ②

6‒③

1960.8.12 付

三池闘争支援ビラ①
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作成・所有

同映画愛知製作・上
映委員会
上映委員会
日本労働組合総評議
会
同集い実行委員会
社団法人 引揚者団
体全国連合会総会
愛知県引揚者更生団
体連合会 在外資産
補償確得期成同盟
愛知県本部
全学連（中央執行委
員会）
全国学生自治会連絡
会議（全自連）
原水爆禁止愛知県協
議会事務局
原水爆禁止豊橋協議
会事務局
愛大昼間部
総評・炭労・三池労組
大牟田市三池労組中
央委員会 東京河田
町炭労本部
共産主義者同盟豊橋
市委員会

備考
計 12点（2組）
8点1綴
ビラ・名簿、4 点
1組
のべ 41部、計 2 点
全 32部（うち 1 部
白紙）
9部
計2点
2部

2部

計6点
2 点（うち 1点は 2
部）

計7点

3部

形態

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
小岩井淨・多嘉子関係資料

番号
6‒④

年月日
1960.8.12 付

文書名
三池闘争支援ビラ②

6‒⑤

1960.8.17 付

三池闘争支援ビラ③

6‒⑥

1960.8.31 付

三池闘争支援ビラ④
「
『6.15 三池斗争の真相をきく会』開催
について」

6‒⑦

7
8

昭和 35.9.15 『救援新聞』第 71、72 号
10.15 付
昭和 35 年 11 愛知県選挙管理委員会関係

「議題四

9
10
11
12
13
14

昭和 35.2.15
1960.10.22
1960.12.1
昭和 35.12.9
付

1959 年度運動方針〔案〕
」

「なぜ志免炭鉱を払下げるか」
『全岩労守る会』第 1 号
『加藤進後援会ニュース』第 1 号
『愛被協ニュース』第 31号
『自治労名水労』第 99 号 「三千円賃
上げ闘争特集号」

24
25

昭和 34.12.18 『愛知大学新聞』第 112号
付
1960.12.11
「警察の不当な政治弾圧に抗議して下
さい」
南医療生活協同組合関係
・定款（案）
・発起人総会案内
日本共産党東三地区委員会ビラ 2 点
（馘首反対関係）
1960.7.1
「愛国と正義の旗の下に団結し前進し
よう」
昭和 35（？） 「第 9回幹事会議事」
10.11
1960.7.23 付 「6.15 救援カンパ問題に関して学生運
動の分裂主義者への公開状」
1960.10.15
『せゝらぎ』第 42 号
1960.10.1
『政談ブック』創刊 50 号特集「横山利
秋の歩み」
「郵便はなぜ遅れるのでしょうか」
記録映画「1960 年 6 月安保への怒り」

26
27
28

昭和 34.4.18
12 月 2日
1960.10.4

『幸福への手引』
「万水千山」上映パンフレット
『愛災協ニュース』№ 59

29

昭和35.2.1

30

7月

「安保阻止地域結成のための世話人の
おねがいについて」
「お知らせ」

15
16
17
18
19
20
21
22
23

２ 愛知県平和委員会関係（原水協、依佐美通信所関連を含む）
番号
年月日
文書名
1
1957〜66 年愛知県平和委員会関係
1‒①
昭和 32、33、 愛知県平和委員会関係
35、37
『内外情勢のための参考資料』
『愛知平和新聞』第 50、90 号、号外
1‒②
愛知県平和委員会関係①（他含）

作成・所有
共産主義者同盟豊橋
市委員会
愛知大学々生自治委
員会
愛知県学生自治会連
合
豊橋地方労働組合青
年婦人部協議会 全
逓豊橋「三池を守る
会」
、愛知大学々生
自治会
日本国民救援会

2部

備考

形態

「審査公報」2 点、
投稿注意事項 パ
ンフ「まず『話し
あい』ましょう考
えましょう」
国鉄労働組合名古屋 小岩井氏印アリ
冊子
地方本部
日本国有鉄道
小岩井氏印アリ
冊子
守る会本部
2部
全愛知被告団協議会
自治労名古屋市水道 2 部
労働組合 教育宣伝
部
愛知大学新聞会
ガリ刷り版
日本民主青年同盟
東三地区委員会

日本共産党中央委員
会

ビラ

二ツ折

2 枚 1 組、
日付添記

全学連救対部
赤松勇事務所
横山利秋事務所内
政治談話会
全逓信労働組合
勤労者視聴覚事業連
合会
岩井猛（天理教）
愛知県被災者同盟連
絡協議会
日本社会党豊橋支部
日本共産党南栄細胞
平和を熱望する豊橋
市民の会
作成・所有

2 部、図録
案内
3 部、豊橋公会堂

備考
計 32点

形態
冊子
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番号

年月日

文書名
「“アジアの平和のための日本大会” を
成功させよう」
「“アジアの平和のための日本大会” を
成功させよう」（署名欄付）
「5.23 大統一行動にこぞって参加しま
しょう！（ベトナム侵略反対・ドミニ
カ武力干渉反対等）
「ドミニカ」

1 月 20 日

1‒③

1‒④
2
2‒①
2‒②

作成・所有

「愛知平和通信 ふろく」
「11.8 名港 30,000 人大集会に集ろう！」
「米原潜配備あくまで阻止」
1964.11.8
「大会宣言」（11.8 大集会）
「11.8 名港大集会議事次第」
1964.11.8
「米原子力潜水艦日本『寄港』を受諾
した日本政府に対する抗議文（案）
」
1964.11.8
「アメリカ政府に対する抗議文（案）
1964.11.8
「ベトナム人民の民族解放斗争を支持
する決議（案）」
「会場付近地図」（11.8 大集会）
「11・8 実行委員会全体会議議次次第」
1964.11.28
「愛知県平和委員会 第 3 回平和学校
の御案内」
「当面の活動方針」2 枚組
「当面の活動方針」
「『アジアの平和のための日本大会』へ
向けての具体的計画及び参加方法」
「愛知県平和委員会第二回拡大理事会
議案」
1965.6.6
「ヘルシンキ世界大会 愛知県準備会
結成のご案内」
昭和 41.6.15 「平和新聞」
愛知県平和委員会関係②
1965.1.20
「中間機関指導部全員会議の御案内」
1966.1.20
「第二回常任理事会のご案内」
2.6 「ベトナム侵略戦争反対、日本の核武
装・侵略加担阻止緊急行動月間を斗い
ぬく県平和委員会の方針」
「訪中愛知県平和代表団帰国歓迎報告
大会に集ろう」
「訪中愛知県平和代表団帰国歓迎報告
大会に集ろう予定表」
1957.2.7
「第二次訪中使節団打合せ会御案内」
1957.12.7
「第二回幹事会御案内」
1965.4.15
「第二回常任理事会議題」
〈豊橋平和委員会〉
昭和 40.3.26 「
『アジアの平和のための日本大会』豊
橋地方支持委員会結成をよびかけます」
〈中村区平和委員会〉
「米帝国主義は侵略戦争をやめよ！“日
本ベトナム人民連帯集会に集ろう！”
「アジアの平和のための日本大会を成
功させよう！」
1966.6.25、 「愛知県平和委員会第 15回定期総会議 於建中寺
26
案」
1957〜66
愛知県平和委員会関係（原水協関連分）
1.30 「県原水協総会議案」
於名古屋市中公設市
場
原水協関係（愛知県平和委員会と重複）
2.1 「第一回県原水協理事会御案内」
2.2 「県原水協総会経過報告」
「愛知県原水協収支報告書」
「東三地方原水協活動者会議御案内」
1965.1.13
「被爆二十周年を被爆国民の総決起
で！三・一ビキニデーにむけての活動
計画」
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備考

小岩井氏メモ・ノ
ート切端

2部

2部

3 枚組

第 504号付録

3 枚組（例会報告
書付）
4部

計 17点
レジメ

2枚組

形態
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番号

年月日
1966.3.15
1965.3.16

1964.11.21
1966.7.8

3

1957.3
1963

3‒①
3‒②
3‒③
3‒④
3‒⑤

1963
昭和 38.8.23
1963.8.1

文書名
作成・所有
備考
2部
「日本原水協第三次訪中代表団東海ブ
ロック代表森賢一氏訪中資金カンパの
よびかけ」
「森賢一氏訪中歓送会の御案内」
「十万ヶ所平和集会（県下五千ヶ所）
網の目平和行進を中心に第十二回世界
大会の準備を急速に進めよう」
3部
「核兵器禁止 被爆者救済 東海地方
大会基金カード」
「拡大常任理事会開催の御知らせ」
「活動の重点と当面の行動について」
「全県活動者会議におけるアンケート」
「10 万ヶ所集会（県下 54ヶ所）報告書」
「第 10 回原水禁世界大会記念平和歌曲
集」
「第 11 回原水禁大会に向けての活動要
綱」
「平和」
ポスター
「依佐美送信所資料」
日本愛知県 平和委 計 5 点 小岩井氏
員会
分類
アメリカ原子力潜水艦依佐美通信基地
撤去の斗いの前進のために（資料）
「日本平和委員会のしおり」
3枚1組
愛知県平和委員会理事会議案
愛知県平和委員会
無題・計 21 枚
「ヨサミ」

３ 勤務評定問題 昭和 33 年（小岩井氏整理）
番号
年月日
文書名
1
『国際新聞』切抜
2
『中部日本新聞』切抜
3
『朝日新聞』切抜
4
『毎日新聞』切抜
5
1958.7.5
『帰活情報』№ 1
6
『勤評粉砕斗争の現在迄の中間総括』
7
「勤務評定 10 の疑問」
8
「勤評問題」
9
昭和 33.7.31 『勤務評定特集』№ 1
10
「勤務評定に反対しましょう」
11
「勤評は子どもの不幸、みんなで反対
しましょう」
12
昭和 33.9.15 「父母に訴える」
13
1958.7.10
「勤評」
14
（下書き？）
15
封筒
16
三宅俊行著『勤評問題とその後に来る
もの』
４ 在日朝鮮人問題
番号
年月日
1
1960
2
1960.11.1

1960 年

文書名
在日朝鮮人帰国援助関係
「東北アジア軍事同盟めざす『韓日会
談』」

6

「祖国の平和的統一のための南北連邦
制を実現しよう！
！」
昭和35.6.1付 「愛知平和新聞」第 103号付録
1960.10.25
『日本と朝鮮 愛知版』第 3 号（通算
第 86 号）
「愛知県 帰国ニュース」

7

1960.10.18

3
4
5

1960.11

声明文・決議文

作成・所有

教育科学研究会

作成・所有
在日朝鮮人総聯合会
愛知県本部常任委員
会
在日本朝鮮青年同盟
愛知県本部

在日朝鮮人総聯合会
愛知県本部帰国対策
委員会
愛知県平和委員会

備考
12 枚
4枚
9枚
6枚
1 部× 2
1部
2枚
1 枚× 3
1部
1枚
1枚
1 枚× 2
2枚
3枚
1通

備考
レジメ、3 点 1 綴

形態

封筒付
一枚

原稿綴
綴状ノー
ト
形態

ビラ
ビラ
ビラ
メモ
書籍

形態
ビラ
ビラ

2 部、日付ナシ
30 部、表裏とも
印刷
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５ 母親大会（日本・愛知）愛知母親連絡会関係（昭和 31～37）
番号
年月日
文書名
作成・所有
1
日本母親大会関係
1‒①
1956.8.10
「母親しんぶん」第 2 号
第二回母親大会準備
「第 2 回日本母親大会」（ポスター）
会
1‒②

1956.8.23

「母親しんぶん」第 3 号

1‒③

8月

「第 2 回日本母親大会へ」

2
2‒①

昭和 33〜35
昭和 35.6.3・
4

2‒②
2‒③
2‒④
2‒⑤
2‒⑥
2‒⑦
2‒⑧
2‒⑨
2‒⑩
2‒⑪
2‒⑫
2‒⑬
2‒⑭
2‒⑮
2‒⑯
3
3‒①
3‒②
3‒③
3‒④
4
5‒①
5‒②
5‒③
5‒④
5‒⑤
5‒⑥
6

愛知母親大会・愛知母親連絡会関係
労働ストライキ（岸内閣総辞職・国会
解散要求）支持声明書・支援要求ビラ
「愛知母親大会の準備中間報告」
7.12 「第 3 回準備会議会」

第二回母親大会準備
会
第 2 回日本母親大会
準備会
愛知母親大会連絡会
ほか

備考

形態

2 部（ポスター）
以上 2 点小岩井多
嘉子宛封筒にあり
ビラ
計 22点
計 2点
計 2部（1 部に「決
定」と記）
7 月 17日現在
計4部

「愛知母親大会準備中間報告」ほか
レジメ
「母親大会のしをり」
愛知母親連絡会
冊子
10.3 第三回愛知母親大会
・プログラム（別紙付）
・みんなでうたいましょう
「第五回母親大会にむかっての運動方
（表裏双方に印刷）
針」
「第五回愛知母親大会の準備中間報告」
計4部
1960.7.10
「第 6 回日本母親大会参加について」
愛知母親大会準備会
レジメ
実行委員会
「第6回母親大会にむかっての運動方針」
7.31、8.1
「第 6 回愛知母親大会」
愛知大学名古屋分校 プログラム
にて
1960.8.1
「宣言（案）」
第 6回愛知母親大会
1960.8.11
愛知県母親大会連絡会主催・原水禁関
連集会「御案内」
1960.1
「愛知母と女教師の会」開催予告
母親連絡会
昭和33〜34 （差出人）愛知母親連絡会
（宛先）
小岩井多嘉子 計 5 点
はがき
8 月 1・2 日 「愛知母親大会」
ビラ
1959〜62
母親大会 メモ綴
計4点
8.4〜9.8
「愛知母親大会 軍縮と平和」
計 10枚
メモ綴
9.5
YMCA
「母親大会の反省」
メモ綴
9.9
「母親大会反省会」
愛大分校舎にて
メモ綴
1959〜62
「日本母親大会反省会津島新婦準備会」
計6枚
メモ綴
8 点綴
昭和 33
「第 4 回日本母親大会全国代表者会議
同大会準備会
綴
報告と決定事項」ほか
「母親大会のしをり」
愛知県母親連絡会
「第五回愛知母親
大会」のプログラ
ム挿入
7/31〜8/1
「第六回愛知母親大会」プログラム
愛知母親大会準備会
第五回愛知母親大会の準備中間報告
メモ書アリ
8.1・2
愛知母親大会（チラシ）
2点
（歌詞プリント）
（レジメ）
日本母親大会
計 15点（未整理）

６ 日本学士院 会員候補者推薦書 A（昭和 25.5.26～6.28）
番号
年月日
文書名
1
5.26 原田慶吉
2
6.1 尾高朝雄
3
6.5 春日政治
4
6.10 戸田貞三
5
6.12 真島正市
6
6.15 原龍三郎 高橋里美
7
6.16 井口常雄
8
6.17 野田清一郎
9
6.19 古賀逸策 吉町太郎一
10
6.20 沼知福三郎 青木正児
11
岡田宜法
12
6.22 原隋園 岡部金次郎 今中次麿
13
6.24 村松武雄 藤懸静也 高木市之助
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備考
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形態
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14
15

番号

16
17

年月日
6.25
6.26

文書名
村上武次郎 松本彦次郎
厚木勝基 渡辺恵弘 荒川文六 林桂
一 宮本和吉 長田新 田中寛一
6.27 村上武次郎 佐野利器 山内得位 石
田憲次 原田慶吉 尾高朝雄 末川博
滝川幸辰
6.28 小町谷操三 中沢良夫 武田祐吉 折
口信夫 木村亀二 中川善之助 松岡
熊三郎 鵜沢総明

７ 日本学士院 会員候補者推薦書 B（昭和 25.6.29～）
番号
年月日
文書名
1
6.29 推薦書 大山松次郎 佐野秀之助 桂
弁三 瀬藤象三 外山修之 金沢庄三
郎 田岡良一
2
6.30 推薦書 栖原豊太郎 青木保 丹羽保
次郎 牧彦七 吉町太郎一 吉田徳次
郎 厚木勝基 西原利夫 松村鶴蔵
真島正市 高橋里美 末川博 小池隆
一 潮田江次 天野貞祐 吉沢義則
福井利吉郎 和田清 渡辺世祐 幸田
成友 折口信夫 斉藤常三郎 平野義
太郎 仁井田陞 末広嚴太郎 田中誠
二
3
6月
推薦書 中沢良夫 沖巌 飯高一郎
小林久平 内藤多仲 青山秀三郎 本
野亨 西村秀雄 小宮豊隆 河竹繁俊
会津八一 成瀬清 折口信夫 大浜信
泉 中島弘道 野津努 小野谷操三
4
昭和 25.7.13 『日本学士院候補者選考委員会第 2 回
開催
記録概要』
5
昭和 25.7.13 「日本学士院会員候補者推薦書受理状況」
6
「日本学士院会員候補者選考委員会第
一分科会審査報告書」
7
7 月 13 日・9 「日本学士院会員候補者選考委員会第
1 部第 2 分科選考報告書」
月 4 日開催
8/3、23
8
9/1 開催
「日本学士院会員候補者選考委員会第
1 部第 3 分科会審査報告書」
9
7/13、8/9 開 「日本学士院会員候補者選考委員会第
2 部第 4 分科会審査報告書」
催
10
7/13、28、 「日本学士院会員候補者選考委員会第
8/26 開催
2 部第 5 分科会審査報告書」
11
昭和 25.8.16 （第 6 分科会の審査報告書…断片）
12
9/4、5 開催 「日本学士院会員候補者選考委員会第
2 部第 7 分科会審査報告書」
13
「投票の方法に関し総会の承認を受く
べき事項」
14
昭和 25.9.6
「日本学士院会員候補者選考委員会部
会予選結果一覧」
15
（メモ断片）
８ タクシー運転者
番号
年月日
1
1‒①

共済組合関係

文書名
愛知県タクシー運転者共済組合関係
愛知県タクシー運転者共済組合関係①
〈一般向けチラシ〉
「道路運送法改悪反対総蹶起大会」
「新しく組合に加盟下さる働く仲間の
皆さんへお願い」
「組合員の皆様是非御協力下さい」
「民主陣営の皆様に訴えます」
「弾圧の嵐来る！乗る人乗せる人肩く
み合って斗おう！
！」
「速報！
！」
「警察は暴力團か？」
「もうガマンができない！
！」

作成・所有

備考

形態

滝川のみ 3 点

作成・所有

備考

形態

日付なし

日本学術会議事務局
日本学術会議事務局
第一分科会 世話人
務台理作

手書き、タイプ
1部ずつ 計 2 部
2部
世話役

薮田貞治郎

8月 11日開催
（審査規定？断片）

小岩井氏の名アリ
作成・所有

備考

形態

6部

3部
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番号

1‒②

1‒③

2
2‒①

年月日

文書名
作成・所有
「一人残らず免許申請をすぐ出そう！」
「当局の不当弾圧に反対し共済組合へ
の御支援を乞う」
〈その他組合内資料〉
「役職員 特別統制 特別委員 給与
手当 明細票」
「情勢の展望と今后の運動方針（案）
」
「情勢の展望」
「御案内」
（表題ナシ）─旧役員第一回公判につ
いて
（表題ナシ）─不当介入反対署名者の
集会と記者会見について
（表題ナシ）─不当介入反対署名者の
集会と記者会見について一覧
（表題ナシ）─不当介入反対署名者の
集会と記者会見について
12.11 （表題ナシ）─専従員総決起大会につ
いて─
1959.12.1
「新しい情勢下に於ける当面の活動方針」
（表題ナシ）─第二回代議員会につい
て─
「名稱 愛知県タクシー運転者共済組
合代議員会」
愛知県タクシー運転者共済組合関係②
「代議員会総会開催通知」
昭和 35.2.5
「活動経過報告」
「お知らせ」
（表題ナシ）─代議員会開催について─
1960.6.10
「中間経過報告」
「代議員会開催御案内」
（表題ナシ）─昭和 36 年度の運動展開
の重点について─
「共済車とタクシー比較表」
「最高十万円として勤続 4 年のデータ
ー及び退職金制度」
「愛知縣タクシー運転者共済組合員總
起大会」（プログラム）
「定款抜萃」
「家族会規約」
「趣意書」
昭和 34.12
「要請書」
愛知県警本部長宛
昭和 34.11月 「陳情書」
「損害保険一部改正に付て」
〈その他組合外資料〉
三重県知事「命令書」
昭和34〜35

昭和35.9.1

2‒②
3

1960

「共済新報」

愛知県タクシー運転
者共済組合

2部

備考

12 枚組
3 枚組
2 枚組

2 枚組
ワラ半紙
白薄紙

5 枚組
（小岩井女史？メ
モ）
3 枚組 3部
2枚
（原稿）

2部

4部

表紙付 3枚組
車輌使用停止 “岩
崎幸政殿” 宛

創刊、1〜3、8〜12
（創刊─ 2 部、3 号─ 4 部、11 号─ 13部）
2点
タクシー運転者共済組合 定款等
定款等
神奈川県タクシー運
転者共済組合
「定款（附業務方法書）
」
愛知県タクシー運転
者共済組合
『結成 1周年記念写真特集 愛知共済 1 愛知県タクシー運転 4 部入（1部にビ
年の歩み』
者共済組合
ラ
『愛知共済新報』
在中

９ 「第四回原水爆禁止世界大会」関係資料
番号
年月日
文書名
1
原水爆禁止世界大会関係
1‒①
「第 4 回原水爆禁止世界大会
手引き」

作成・所有
大会の
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備考

冊子
冊子
冊子
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形態
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番号
1‒②

年月日
1958.8.15

1‒③

1964.7〜8

2

1964.11.1

3

1958.8.12〜
8.15

4

文書名
「第 4回原水爆禁止世界大会 国際会
議資料」
「第 10 回原水爆禁止世界大会 国際会
議記録」
『星々の火』
「第 4回原水爆禁止世界大会 議事速
報」
（第四回原水爆禁止世界大会 資料）

10 日中友好協会関係
番号
年月日
文書名
1
日中友好協会関係
1‒①
10 月
（講演会等）お知らせ
1‒②
1‒③
1‒④

昭和 38.4.9
開催
1957〜58

1966.10.12

いわゆる『紺野記者襲撃』事件の真相

1964.3.11
1‒⑥
2

「国立北京曲技団鑑賞会会員券」

1966
1966.9.1
1966.10.14

1958.6.5

1964.11

1964.4
1965.5.14
昭和 40

備考
新村猛宛

運

日中友好協会関係②
〈日中婦人交流会〉
「日中婦人交流準備会のお知らせ」
「日中婦人交流会役員会」
「愛知日中婦人交流会員名簿」
〈中国婦人代表団愛知歓迎委員会〉
「中国婦人代表団来日延期について」
「中国婦人代表団愛知歓迎委員会緊急
役員会」
「中国婦人代表団歓迎ニュース」
（愛知）
」
〈他〉
「中国農業技術代表団歓迎レセプショ
ン参加証」
「中国文化友好代表団歓迎レセプショ
ン会員券」
「愛知県民の皆さんへ 日中国交回復
運動のよびかけ」
「中国の核実験」
日中友好協会関係①（他含）
「日中国交回復愛国運動の今后のすす
め方について」
「訪中日本友好視察団参加申込要領」
「財政確立の具体化に関する報告書提
出依頼及び請求書の発送について」
「中国民族歌舞団歓迎実行委員会のご
案内」
「中国民族歌舞団の紹介」
「中国民族歌舞団」（チラシ）

「十万人の会員拡大と学習に友好通信
を武器にしよう」
「入会申込書」
196□.1.5
「『新春日中友好のつどい』ご参加のお
願い」
（表題ナシ─中国服製作講習の通知）
7.17 「臨時総会開催の件」

日中友好協会豊橋支
部
日中友好協会豊橋支
部取扱い

日本中国友好協会
組織部
中国人民大学 留学
生 聴講学他 3人→
日中友好協会豊橋支
部

形態
冊子
冊子
冊子
冊子
封筒入り

作成・所有

日中友好協会 名古屋支部青年部
動方針（案）」
日中友好協会関係①
日中友好月間の成功のために
映画フィルム取扱実務について

1‒⑤

作成・所有
原水爆禁止日本協議
会
原水爆禁止日本協議
会事務局
第 10回原水爆禁止
世界大会京都婦人支
持委員会
原水爆禁止日本協議
会

備考

形態

2枚

日中通達第 154号
封筒付

2部
2 枚組
6部
中国農業技術代表団
東海地区歓迎委員会
中国文化友好代表団
愛知県歓迎委員会

日中友好協会

2 部／発起人 河
合陸郎・脇坂雄治
他 26名

書籍

4 部（白 B4─ 2枚、
二ツ析り─ 2 枚）

223

◦ 847 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号

年月日

1966.4.5
昭和 40.4.11

1964.2.13
1965.1
1965.2.1

1965
昭和 40.5.15
昭和 40.5.20
昭和 40.6.29
3
4

1953

5

1965.6.3・4

6

11 現代中国学会関係
番号
年月日
1
1954.1
2
1958、59、61
3
1955.7
4

文書名
「名古屋中国経済貿易展覧会愛知県後
援会準備参加のお願いと第 1 回会合の
ご案内」
「伝統の国…そして新しい国のすべて
を建国 15 年・この社会主義の成果を
見て下さい！皆んなで中国経済貿易展
覧会を見に行きましょう」
「中国経済貿易展覧会（大阪）をバス
で参観しましょう」
「中国経済貿易展覧会（大阪）第 2 団
バス乗車表 6 月 21 日㈰」
「訪日中国各界地方代表団愛知県歓迎
委員会準備会のご案内と歓迎委員ご承
諾のお願いについて」
「河合豊橋市長訪中歓送会開催につい
てのご通知」
「豊橋市長河合陸郎先生訪中帰国歓迎
会開催ご通知」
「日中国交回復の『よびかけ』支持の
署名」
「日中国交回復 3000 万署名完遂のため
に活動者討論集会に参加しよう！」
「日本と中国（号外）」（演題 激動す
るアジアの焦点）
「中国展の名古屋開催を成功させ日中
国交回復を実現する集い」
「訪中東海地方各界友好代表団記録」
「請求書」
「納品書」
「請求書」
「中日友好しおり」
（「日中友好協会豊橋支部 1964年度総
会」次第）
（第 13 回常任理事会関係）
A．「映画 日本の子どもたち」
B．「みんなで中国婦人代表団を迎え
ましょう！」

作成・所有

◦ 848 ◦

備考

形態

（バス・電車乗車
申込書付）
（バス乗車申込書
付）

4部

2部

協会財政部から豊橋
支部宛
日中友好協会

豊橋支部宛
豊橋支部宛
表紙付 5 枚

封筒入
封筒入

貼紙
日中友好協会から
の通達 2 点

中国婦人代表団歓迎
愛知委員会（日中友
好協会名古屋支部
内）

文書名
作成・所有
「現代中国学会案内」
同学会
『現代中国』学術大会特集
現代中国学会編
『現代中国学会月報』
現代中国学会
『現代中国』第 24 号
（無題）
「現代中国学会第四回学術大会御案内」
「過渡期における人間改造 島本隆司」
「1950 年の中国 主として商工業の調
整について」
「總路你？の歴史的前提東大松本善海」
（無題）
「中国国家の戦力規定 名大石川氏」
「同志社大 吉田氏 進化論より階級
論へ」
「教育部訓令等への書き込み
「商人資本與民主々義之相背」
「魯迅年譜補遺（日本留学時代）─未
定稿ー
（中国語授業のプリント）
「司徒喬作『故郷』的挿図、王朝聞
「狂人日記 魯迅」
「孔乙己 魯迅」
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2部

ビラ
全 21組＋ 1 枚（A） ビラ

備考

形態

メモ、7 枚
（1 枚× 3、2枚× 3）
1枚
北山氏、2 枚
メモ
2枚
野間氏
1枚
1枚
4枚
1枚
4枚
1枚 書き込みアリ
6枚 書き込みアリ
3枚 書き込みアリ

メモ
メモ
メモ
メモ

1綴
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番号

5

年月日

文書名
（その他書きこみ）
31 年度会計報告
大会御出席の皆様へ
1956.10.27・ 現代中国学会第 7 回全国大会研究発表
28
要旨
請願書
昭和 29.12.31

6

昭和 33.1.20

アジア法律家東海地方代表派遣準備会
豊橋支部
中国法律家歓迎についてのお願い

1958.1.20

中国法律家代表団招待についての報告

昭和 33.3
1955.7
昭和 28.10

中国法律家代表団歓迎豊橋実行委員会
「現代中國 学会月報」
「現代中國学会大会案内」

1951.9
7

1953.1.12

昭和 28.10.8
8

9

10

作成・所有

立命館大学
国学会

現代中

国際法律家連絡協会
会長 長野国助
国際法律家連絡協会
会長 長野国助

現代中国学会
現代中国学会 幹事
長 平野義太郎
「現代中国学会案内」
社団法人 中国研究
所内
欧米にて発表せる中國関係圖書目録
国際問題研究所 愛
その一（主として Pacific Affair による） 知大學
小岩井先生
国研 共同綱領
現代中国学会第四回大会 準備委員会
討論資料
愛大国研 第 37 号
昭和 28 年度貴学会

INDEX to The REFERENCE OF BOOKS
on CHINA
̶Stock in The Aichi University 1952̶
昭和 28.9.14 『外交春秋』第 47 号
昭和 29.12.31 請願書

2枚
1枚
1枚
1部

備考

形態

すべてコピー、原
本アリ
1枚
1枚
1枚
1枚
原稿用紙の裏にメ
モあり
5部
1部
1部
1枚
総会における提案
について 1 枚

KOKUSAI MONDAI
KENKYU SHO Aichi
Univ.
日本外交協曾編集部
アジア法律会議東海 コピー有り
地方代表派遣準備会
豊橋支部
1953.10.13
現代中国研究の紹介（書籍購入申込書 愛知大学国際問題研 2 枚
領収証付）
究所
昭和 33.3
請願書
中国法律家代表団歓 コピー有り
迎豊橋実行委員会
9.30（現在） 自由課題発表希望者
コピー有り
昭和 29.11.1
趣意書
愛知大学児童文化研
究会・愛知大学 学
生祭実行委員会・愛
知大学
2 枚＋ 1（後）
現代中国学会第 4回大会 準備委員会
（コ
検討資料
ピー有り）
昭和 33.1.20
中国法律家歓迎についてのお願い
国際法律家連絡協会 コピー有り
会長 長野国助
1958.1.20
中国法律家代表団招待についての報告 国際法律家連絡協会 コピー有り
会長 長野国助
1950〜51
『中研所報』№ 44、46、51
社団法人 中国研究
所
1950.1.27
『中研所報号外』
社団法人 中国研究
所
1953〜54
『中国研究所報』№ 1〜3、№ 6、№ 11
社団法人 中国研究
所
1951〜52
『現代中国学会報』№ 1〜№ 5
現代中国学会
№ 2、4 は 2 部
1954.6.14
1部
「中華人民共和國憲法草案」
中央人民政府委員
会、第三十次曾議通
過
2枚
現代中国学会第四回大会学術大会御案
内
1枚
学内案内図
第一分科会（教育・文化）の部
（追加）1 枚
総路線の運命─過渡期の経済法則につ 大阪市立大学 内藤 1 枚
いて─
昭
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番号

年月日
1954.10.16

（傍聴招待状）

文書名

現代中国学会 1954 年度
役員
愛大出版物御紹介

11

1954.10.26〜
10.28

第四回現代中國学会

昭和 28.10.8

愛大国研第 37 号

1954.12.7
1954
1954.7.17

憲法草案修正各点
アジア政経學曾 曾員名簿
昭和廿九年度定期所員総会のお知らせ

1956

現代中国学会名簿
現代中国学会々員名簿

1954.7.17

自昭和廿九年十月廿六日 至昭和廿九
年十月廿八日 於愛知大学 内藤湖南
先生回顧展陳列目録
全国的学会への発展─現代中国学会第
三回大会、総会報告─
自由課題発表希望者

12
9.30 現在
1954.10.16

1

3

（傍聴招待状）

愛大国研第 37 号

1953.8.22

現代中国学会第四回大会 準備委員会
討論資料
現代中国学会 1954年度総会送出役員
学内案内図
規約改正要点草案
会計報告
現代中国学会第四回学術大会御案内
総路線の理論─過渡期の経済法則につ
いて─
愛大國研 第 37 号

現代中国研究の紹介
現代中国研究
国研曾合御案内

各学会・団体・組合・争議関係（日本学術会議）

番号

2

学会報告概要

昭和 28.10.8

1953.10.13
8.20

４

総会送出

年月日
昭和 32.10.1
付

昭和 28.8.20
1956.12.1
1958.4.2

文書名
「会議開催について」

作成・所有
愛知大学国際問題研
究所 現代中国大会
第四回大会 準備委
員会
愛知大学国際問題研
究所
於愛知大学 国研、
第四回現代中国学会
準備委員会
現代中国学会昭和
28 年度大会準備委
員会御中
アジア政経学曾
社団法人 中國研究
所 理事長 平野義
太郎
現代中国学会
現代中国学会

◦ 850 ◦

備考

形態

2枚
2枚
1部
28 年度貴学会総
会における提案に
ついて
1 部× 2
1部
1枚

1綴

1956年 10 月現在
1951年 10 月 1 日現
在
1部× 2
3枚（コピー）
1枚（コピー）原
本アリ
1枚（コピー）

愛知大学国際問題研
究所 現代中国大会
第四回大会 準備委
員会
28年度貴学会總
現代中国学会昭和
28年度大会準備委
会における提案に
員会御中
ついて（コピー）
1 枚× 3
2 枚× 2（コピー）
原本アリ
2 枚、
（コピー）
1 枚、
（コピー）
1 枚、
（コピー）
1 枚、
（コピー）
2 枚、
（コピー）
大阪市立大学 内藤 2 枚、
（コピー）
昭
歸国船乗船代表に
本學より一名採用
されたきこと 1
枚（コピー）
1 枚、
（コピー）
1 枚、
（コピー）
1 枚、
（コピー）

作成・所有
日本学術会議第 2 部
長・山之内一郎より

日本学術会議関係①
「日本学術会議第三期会員選挙について」 事務局長
「日本学術会議」プリント
「日本学術会議」プリント
日本学術会議関係②
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形態
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番号

年月日

1957
1957.1
昭和 31.8
昭和 32.8
4

1958.4.5
昭和 33.3.28

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
18‒①
18‒②

文書名
第 2 部会、第 2部関係研究連絡委員会、
日本法律政治学会連合理事会 合同会議
（第 4 期第 1回）議事録
第 2 部紀要委員会（第 4 期第 1 回）議事
録
第 2 部会（第 25 回総会期中開催）議事録
「1957 年度 毎日学術奨励金申請課題一
覧（追加）」
「昭和 31 年度 民間学術研究機関要覧」
「原子力問題委員会報告」
「日本学術会議内規・例規申合事項類」
「わが国の学協会と学術雑誌─その現状
について─」
日本学術会議関係③（小岩井氏分類）
「学術体制委員会報告」プリント
「提案」─日本学術会議会員選挙制度改
正について─
「学術体制委員会（4‒11）記録」

作成・所有

1部

備考

形態

1部
日本学術会議研究費
委員会
同連合会
日本学術会議事務局
総務部庶務課
文部省大学学術局、
学術情報主任官室

日本学術会議事務局
より 小岩井淨宛
日本学術会議事務局

昭和 31.10
「日本学術会議関係法規集」
1958.2.1 現在 「日本学術会議」プリント
メモ（大学制度のあり方など）
昭和 33.1.18 「大学制度のあり方に関する公聴会記録」 日本学術会議九州地
区
「学術体制委員会（4‒11）記録」
昭和33.5.31 「文部省研究成果刊行費補助金の運営に
資するための学術論文発表体制について
「学術体制委員会（4‒9）記録」
「学術体制委員会（4‒10）記録」
昭和 32.6.24 「大学における科学技術教育について
（第 中央教育審議会 第
10回特別委員会
一読会）」
1957.10.2
「大学制度のあり方に関する審議参考資
日本学術会議事務局
料」
複製
受領書
日本学術会議第二部
長 山之内一郎
昭和 32.4
『日本学術会議法』
「助手、教務職員の増員ならびに格付是
東京農工大学 農学
正に関する要望書」
部教授、繊維学部教
授会
「第一資料 静岡大学文理学部法経科の
現在までの問題点」
1957.3.27
Washigton, D.C
「Vol. 99 THE UNITED STATES SENATE
Report of Proceedings」
1957.3.26
「Vol. 100 THE UNITED STATES SENATE Washigton, D.C
Report of Proceedings」
1958.8
「1958 年度 偕成学術奨学金申請課題一 日本学術会議研究費
覧」
委員会
「日本学術研究所予算」
アンケート（日本学術会議）
1957.1.21
前回（第 22 回）総会以降の経過報告
日本学術会議
第 2 部会議事録
日本学術会議
1957.5 現在
日本学術会議委員会委員名簿
日本学術会議事務局
1957.9.18 現
日本学術会議研究連絡委員会委員名簿
日本学術会議事務局
在
（追加分）
第 3 期会員選挙 有権者名簿 第 2部
日本学術会議事務局
昭和 32 年度全国大学一覧
文部省大学学術局大
学課
1956.6.1、
勧告（申入れ）、諮問、答申一覧表
日本学術会議
1958.5.24
資源科学研究所関係
昭和 12〜24 「資源科学研究所経歴書」
昭和 32.3.25 「資源科学研究所彙報第 43‒44号『下北
半島の開発に関する綜合的研究Ⅱ』1956
年報告書」

1部
1部
一部
一部
一部

冊子

一部

冊子

冊子

すべて封筒入
一枚
1部
封筒入
一冊
1枚
1枚

冊子

プリント、1枚
プリント、1 枚
プリント、1 枚
プリント、1 枚
一部
1部
未使用
裏に 1957.5.24
と記

綴

（日付は英語）
（日付は英語）

2点

227

◦ 851 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

19

番号

年月日

19‒①
19‒②

昭和 25.5.25
1957.3

20
20‒①
20‒②

昭和 25.5.31
1951.1

20‒③
20‒④

1956.11.20

20‒⑤
20‒⑥

1957.5
昭和 32.10.3

21
21‒①
21‒②

昭和 24.7.1

文書名
昭和 25 年、32 年その他各委員会記録、
報告
「日本学術会議運営審議会第 21 回記録」
「第 3期 日本学術会議長期研究計画調
査委員会報告」
31、
33）
月報、ニュース（昭和 25、26、
「月報 5月号」
「日本学術会議月報〔第 2 期日本学術会
議第 1巻第 1号〕1951 年 1 月号」
『日本学術会議ニュース』Vol.1、№ 4〜
6.10 Vol.2、№ 3.5
『日本学術会議中部地方区有権者会ニュ
ース』
『JSC ニュース』
『JSC 事務局 職員組合ニュース』第三
号
大学・短大一覧
「大学一覧」
「昭和 31 年度 全国大学一覧」
「昭和 31 年度

21‒③

短期大学一覧」

民間学術研究機関助成関係

22
22‒①

昭和 26 以降 （民間学術研究機関の助成について）

22‒②

昭和 31.5.24

22‒③

昭和 31.5.31

22‒④

昭和 32.5.1

「昭和 32 年度民間学術研究機関補助金申
請機関」

22‒⑤

昭和 32.5.1

「昭和 32 年度民間学術研究機関補助金の
審査の方針および対象の範囲について」

22‒⑥
22‒⑦
22‒⑧

昭和 33.4.30

22‒⑨

昭和 33.5.1

23

「昭和 32 年度民間学術研究機関補助金交
付申請機関概要」
「昭和 31 年度民間学術研究機関補助金の
審査の方針および対象の範囲について」

作成・所有

備考
計7点

日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議

計12点

№ 15…2 部
不明…2 部

日本学術会議
文部省大学学術局大
学課
短期大学資料第15号
文部省大学学術局

計3点

計9点（№1〜6
の印付きもアリ）
（№ 1 の印アリ） 冊子綴
2部
（№ 3 の印アリ） 綴

日本学術会議会長
（№ 4 の印アリ） 綴
茅誠司より 文部大
臣 清瀬一郎へ
（№ 2 の印が一
綴
方にアリ）
（同
一物）2 部
日本学術会議会長
（№ 5 の印アリ） 綴
茅誠司より 文部大
臣 灘尾弘吉へ
（№ 6 の印アリ）

「最近 3年間の民間学術研究機関補助金
交付状況一覧」
「昭和 32 年度民間学術研究機関補助金配
分結果（確定済）」
「昭和 33 年度民間学術研究機関補助金申
請機関」
「昭和 33 年度民間学術研究機関補助金交
付申請機関概要」
小岩井淨宛書簡（全 12 通、うち 3 通が日
本学術会議関係）
〈差出人〉アメリカ文化センター
〈宛先〉愛知大学法
経学部々長

（№ 4 の印アリ）
（同一物）2 部
綴
（№ 2 の印アリ）
（№ 3 の印アリ）

23‒①

昭和 29.5.29
（消印）

23‒②

昭和 29.5.29

〈差出人〉日本学術会議会長

23‒③

1955.6.20

〈差出人〉名古屋大学庶務課内日本学術
会議中部地方区

23‒④

昭和 33.2.7

〈差出人〉外務省 林外務大臣 官房儀 〈宛先〉愛知大学
典長
小岩井淨
〈差出人〉（東京・麻布）財団法人 日本 〈宛先〉
（豊橋・高師
外政学会
石塚） 小岩井淨
〈差出人〉McGRAWHILL（ニューヨーク）〈宛先〉Kiyoshi
Koiwai、Dear F of
Low & Economics
Aichi College
〈差出人〉（東京・日本橋）丸善
〈宛先〉
（豊橋・愛大） 書籍目録？（未
小岩井淨
開封）

23‒⑤
23‒⑥

23‒⑦

茅誠司
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形態

〈宛先〉愛知大学法
経学部長
〈宛先〉愛知大学
小岩井淨

「女子大生の皆
様への御招待」
2部
対内外声明の通
知
「有権者会ニュ
ース」号外（日
本学術会議第十
九回総会報告）
勲記（シリアよ
り）転送通知

書簡（封
付）
書簡
書簡（封
筒付）
書簡（封
筒付）
封のみ
書簡（封
筒付）
書簡

◦第３章
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番号
23‒⑧
23‒⑨
23‒⑩
23‒⑪

23‒⑫
24
24‒①
24‒②
24‒③
24‒④
25
①‒1
①‒2
25‒②
25‒③
26
①
②
②‒1
②‒2
②‒3
②‒4
②‒5
②‒6
②‒7
②‒8
③
③‒1
③‒2
③‒3
③‒4
④
④‒1

年月日
文書名
作成・所有
備考
12.22 〈差出人〉（東京・文京区表町）株式会社 〈宛先〉
（豊橋・高師 「法政関係洋書
雄松堂
石塚） 小岩井淨
目録」
〈差出人〉（東京・日本橋）山一証券株式 〈宛先〉
（豊橋・高師 「投資のしおり」
会社 通信販売部
石塚） 小岩井淨
第八号（昭和
30.12.1）
〈差出人〉（東京・上野公園）日本学術会 〈宛先〉
（豊橋・高師 「履歴書用紙」
議事務局 人事掛より
石塚） 小岩井淨
（使用せず）
〈差出人〉（東京・文部省内）財団法人文 〈宛先〉
（豊橋・町畑 「日本出版貿易
教協会
官有地）愛知大学法 洋書便り」
（Vol.
III、No. 6 June
経学部々長
1953）
〈差出人〉（名古屋・中区）松坂屋
〈宛先〉
（豊橋・高師 売り出しの案内
石塚） 小岩井淨
雑多パンフレット（日本学術会議とは無
関係）
昭和 28
食堂車案内（急
行きりしま、つく
し号 日本食堂）
「ナショナル全製品」カタログ
1 月 1〜15日
「中国永楽宮壁画展」
愛知県美術館
1964.1
『北京放送案内』（1964 年 1 月 月刊 創
刊号）
日本学術会議・名簿関係
計5点
昭和 25.3.20 「日本学術会議委員会委員・名簿」
日本学術会議
現在
1957.4.1 現在 「日本学術会議会員名簿」
日本学術会議事務局 （同一物）2 部
『1953 日本学術会議 第 3 期会員選挙
有権者名簿』（第 3 部 経済学・商学）
1957.7.15 現 『日本学術会議研究連絡委員会委員名簿』 日本学術会議事務局
在
昭和 32 年日本学術会議第 2部会ほか（小
岩井淨整理、箱入り）
（小岩井淨宛封筒）
日本学術会議よ
り
第 2部関係
1956.10.30
「声明」
素粒子論グループ懇 国際原子力機関
談会
設立について
1956.10.31
「米原子力動力協定の草案」について
素粒子論グループ
〈差出人〉東京都台東区上野公園 日本 〈宛先〉豊橋市高師
学術会議事務局
石塚町三八 小岩井
淨
1957.2.23
「第 2 部会関係議事録」
日本学術会議 第 2
部会
1957.3.30
「第 2 部関係研究連絡委員会連絡会議議
事録」
1957.4.25
1957.4.25（第 1
「第 2 部会（第 24 回総会会期中開催）議
事録」
日）
（小岩井淨宛封筒）
日本学術会議事務局 「第 2 部関係」
より
と記、整理用？
「第四期日本学術会議会員名簿」
日本学術会議事務局
1957 年度学術奨励金（毎日、偕成）関
係
昭和 32.9.2
「毎日学術奨励金および偕成学術奨励金
日本学術会議 第二 （返信はがき付）
の審査について」
部長 山之内一郎
1957.8
「1957 年度 偕成学術奨励金申請課題一 日本学術会議研究費
覧」
委員会
1957.8
「1957 年度 偕成学術奨励金申請課題一 日本学術会議研究費
覧」
委員会
（小岩井淨宛封筒）
日本学術会議事務局
より
陳情書、経歴書（封筒付）
昭和 12〜24 「資源科学研究所 経歴書」

形態
書簡
書簡（封
筒付）
書簡（封
付）
書簡（封
付）
書簡（封
付）

冊子綴

綴じヒモ
入り

封のみ

封筒付
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番号
④‒2

年月日
昭和 32.7.25

「陳情書」

文書名

作成・所有
〈差出人〉長谷部言
人・朝比奈泰彦
〈宛先〉日本学術会
議会長 茅誠司
日本学術会議事務局
より

④‒3

（小岩井氏宛封筒）

27

学術体制委員会（文教政策審議委員会）
関係（昭和 32・33 年）
（小岩井氏整理用封筒）
（日本学術会議事務
局のもの）

昭和 33

1957.5.24

昭和 32.10

1958.2.26

1957.5.24
1957.7.27
1957.6.26
1957.9.26
1957.10.24
1958.1.24
28

1957.1.14

備考

形態

計 31点

〔学術体制委員
会（文教政策審
議委員会）
と記〕
〈差出人〉日本学術会議事務局
〈宛先〉小岩井淨
「旅費明細書」
封のみ
（2/26開催の学
術体制委員会の
ため）
〈差出人〉（東京・台東区）日本学術会議 〈宛先〉
（豊橋・高師
封のみ
事務局
石塚町）小岩井淨
「提案 基礎科学の研究体制確立につい
（第 22回総会の
て
第 94案、
「学術
体制委員会
1957.5.24（金）
」
と傍記）
「学術体制委員会（4‒2）記録」
「学術体制委員会（4‒3）記録」
「学術体制委員会（4‒4）記録」
「学術体制委員会（四−四）記録」
「学術体制委員会（四−八）記録」
（中間報告）
「日本における大学のあり方」
「別紙 新制大学における学芸学部・教
（下刷りか？）
育学部 文理学部の問題」
「第八回文教政策審議委員会資料」
日本私立大学連盟
1枚〈以下 会
「一般教育の統合」
議メモ〉
1枚
「3.26」
1枚
「教育学部」
1枚
「大学院」
1綴
「学術体制委員会」
1綴
「2.26」
1綴
「静大」
2枚＋静大封筒
「新制大学文理学部の意義について」
1綴
「学術体制委員会」
1綴
「第 5 回委員会」
1綴
「第 3 回学術体制委員会」
1綴
「学術体制委員会」
1綴
「学術体制委員会」
1綴
「学術体制委員会」
1綴
「5.24」
「日本学術会議第 23 回総会資料綴」
一部欠
№ 1、2、2‒1 表紙、会場略
№ 4、10 報告書
№ 13（「研究費委員会報告」
）
№ 16（「長期研究計画調査委員会報告」
）
№ 21〜24（「第 35 回委員会」
、
「原子力特
別委員会報告」など）
№ 26〜29（「自然史科学研究博物館特別
委員会」など）
№ 31〜33（「太平洋学術研究連絡委員会
報告」など
36（「心理学研究連絡委員会報告」
№ 35、
、
「社会学研究連絡委員会報告」
）
№ 46（「ドキュメンテイション研究連絡
委員会報告」）
№ 48〜53（「天文学研究連絡委員会報告」
など）
№ 55〜65（「動物学研究連絡委員会報告」
など）
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番号

年月日
1957.1.14
1957.1.16
1957.1.14
1957.1.14
1956.11.15

29
29‒①
29‒②
29‒③
29‒④
29‒⑤

1957.4.24〜
26
1957.4.24〜
26
1957.4.24
1957.4.17〜
24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.23
1957.4.24

29‒⑥
29‒⑦
29‒⑧
29‒⑨
29‒⑩
29‒⑪
29‒⑫
29‒⑬

1957.4.24
1957.4.24
1957.4.22

29‒⑭
29‒⑮
29‒⑯

1957.4.18
1957.4.24
1957.4.24

29‒⑰

1957.4.24

29‒⑱
29‒⑲
29‒⑳
29‒㉑
29‒㉒
29‒㉓
29‒㉔

1957.4.24
1957.4.24
1957.4.19
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24

30
30‒①
30‒②
30‒③
30‒④
30‒⑤
30‒⑥
30‒⑦
30‒⑧
30‒⑨
30‒⑩
30‒⑪

1957.4.24
1957.4.24
1957.4.19
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.3.24
1957.4.24

文書名
№ 68、69（「橋梁構造工学研究連絡委員
会報告」、「溶接研究連絡委員会報告」
）
№ 71（「材料試験研究連絡委員会報告」
）
№ 74（「植物保護研究連絡委員会報告」
）
№ 78（「生理科学研究連絡委員会報告」
）
№ 80〜83（「第 3 回科学技術審議会概要」
、
「国際地理学会議組織委員会報告」など）
№ 90（「案 科学技術審議会委員候補者
の選定方法について」）
№ 101〜104（「第 4 期学術会議への申送
事項」など）
№ 106〜108（「勧告申入れ、諮問答申一
覧表」、「学術関係国際会議代表者」
）な
ど
№ 110（「日本学術会議声明集（抄）
」
）
№ 113（「日本学術会議第 3 期の運営につ
いて」別添資料付）
（バラ 5 点）
「日本学術会議第 24 回総会資料綴」A
報告書№ 1〜25 1957（昭 32）4.24〜26
「日本学術会議第 24 回総会資料綴」
「日本学術会議第 24 回総会配布資料目
次」№ 1
「日本学術会議第 24 回総会日程」№ 2
報告№ 3「前回（第 23 回）総会以後の経
過報告」
報告書バラ（第 1〜7 部 № 4〜10）
№ 11「出版委員会報告」
№ 12「研究費委員会報告」
（№ 12 追加）「研究費委員会報告の追加」
№ 13「長期研究計画調査委員会報告」
№14「原子力問題委員会報告」
№15「科学者の待遇問題委員会報告」
№ 16「学問・思想の自由委員会報告」
（№ 16 追加）「学問思想の自由委員会報
告追加」
№ 17「第 35 委員会報告」
№ 18「委員会検討委員会報告」
№ 18‒1「（別添資料 1）委員会検討委員
会の審議結果」
№ 18‒2「（別添資料 2）委員会検討参考
資料」
№ 19「放射線影響調査特別委員会報告」
№ 20「原子核特別委員会報告」
№ 21「原子力特別委員会報告」
№ 22「南極特別委員会報告」
№ 23「ロケット観測特別委員会報告」
№ 24「計数装置特別委員会報告」
№ 25「自然史科学研究博物館特別委員
会報告」
「日本学術会議第 24 回総会資料綴」Ｂ
報告書№ 26〜102（26、35〜38、43、53
〜63、73〜75、91〜100 欠）
№ 27「太平洋学術研究連絡委員会報告」
№ 28「化学研究連絡委員会報告」
№ 29「生化学研究連絡委員会報告」
№ 30「東洋学研究連絡委員会報告」
№ 31「心理学研究連絡委員会報告」
№ 32「社会学研究連絡委員会報告」
№ 33「宗教史学研究連絡委員会報告」
№ 34「歴史学研究連絡委員会報告」
№ 39「経済学研究連絡委員会報告」
№ 40「計量経済学研究連絡委員会報告」
№ 41「経営学研究連絡委員会報告」

作成・所有

備考

形態

1956.11.15開催

（
「№ 101追加」
もアリ）

表紙（表・裏）

会長

茅誠司

委員長
委員長

（別添資料 2 部
付）

中山伊知郎
小池敬事

委員長 福島要一
委員長 坂田昌一
委員長 江木不二夫
委員長 青木得三
学問思想自由委員会
委員長 兼重寛九郎
日本学術会議
日本学術会議
委員長
委員長
委員長
委員長
委員長
委員長
委員長

茅誠司
坂田昌一
伏見康治
茅誠司
兼重寛九郎
大山松次郎
早坂一郎

委員長
委員長
委員長
委員長
林恵海
委員長
委員長
委員長
委員長
委員長

井上春成
赤堀四郎
和田清
高木貞二
石津照璽
坂本太郎
久保田明光
山田勇
平井泰太郎
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番号
30‒⑫
30‒⑬
30‒⑭
30‒⑮
30‒⑯
30‒⑰
30‒⑱
30‒⑲
30‒⑳
30‒㉑
30‒㉒
30‒㉓
30‒㉔
30‒㉕
30‒㉖

年月日
1957.4.13
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
昭和 32.4.24
1957.4.24
1957.4.24

30‒㉗
30‒㉘

1957.4.24
1957.4.24

30‒㉙
30‒㉚
30‒㉛

1957.4.24
1957.4.24
1957.4.19

30‒㉜

1957.4.19

30‒㉝
30‒㉞
30‒㉟
30‒㊱
30‒㊲
30‒㊳
30‒㊴
30‒㊵
30‒㊶

1957.4.19
1957.4.19
昭和32.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.24
1957.4.19

30‒㊷
30‒㊸
30‒㊹

昭和32.4.15
1957.4.24

30‒㊺

1957.4.24

30‒㊻
30‒㊼

30‒㊽
30‒㊾
30‒㊿
30‒
30‒
30‒
30‒
31

文書名
№ 42「統計学研究連絡委員会報告」
№ 44「数学研究連絡委員会報告」
№ 45「天文学研究連絡委員会報告」
№ 46「日食研究連絡委員会報告」
№ 47「無線報時研究連絡委員会報告」
№ 48「電波科学研究連絡委員会報告」
№ 49「電離層研究連絡委員会報告」
№ 50「物理学研究連絡委員会報告」
№ 51「結晶学研究連絡委員会報告」
№ 52「動物学研究連絡委員会報告」
№ 54「地質学研究連絡委員会報告」
№ 55「古生物学研究連絡委員会報告」
№ 56「地球物理学研究連絡委員会報告」
№ 57「地理学研究連絡委員会報告」
№ 58「人類学、民俗学研究連絡委員会
報告」
№ 59「科学史研究連絡委員会報告」
№ 60「国際地球観測年研究連絡委員会
報告」
№ 61「国際度量衡研究連絡委員会報告」
№ 62「力学研究連絡委員会報告」
№ 64「水力学・水理学研究連絡委員会
報告」
№ 65「橋梁・構造工学研究連絡委員会
報告」
№ 66「溶接研究連絡委員会報告」
№ 67「燃焼研究連絡委員会報告」
№ 68「材料試験研究連絡委員会報告」
№ 69「農学研究連絡委員会報告」
№ 70「遺伝学研究連絡委員会報告」
№ 71「植物保護研究連絡委員会報告」
№ 72「育種学研究連絡委員会報告」
№ 76「癌研究連絡委員会報告」
№ 77「第 5 回科学技術審議会議事概要」
№ 78「中央選挙管理会報告」
№ 79「国際地理学会議組織委員会報告」
№ 80「国際酵素化学会議組織委員会報
告」
№ 81「国際地球観測西太平洋地域連絡
会議組織委員会報告」
№ 82「提案」
№ 83「原水爆実験禁止についてアメリ
カ科学者に訴える」№ 84「原水爆実験
禁止についてソ連の科学者に訴える」
№ 85「原水爆実験禁止について世界の
科学者に訴える」№ 86「放射性塵の研
究に関する政府への申し入れについて」
№ 87「発電用原子炉の研究に関する政
府への申し入れについて」
「原子力問題
委員会提案参考資料」
「原子力問題委員会（原水爆実験禁止に
ついての諸提案）参考資料」
№ 88「提案」
（研究連絡委員会について）
№89 議案「ECAFE 研究連絡委員会につ
いて」
№ 90 提案（科学技術者優遇について）

作成・所有
委員長 北川敏男
委員長 弥永昌吉
委員長 萩原雄祐
委員長 萩原雄祐
委員長 古賀逸策
委員長 古賀逸策
委員長 萩原雄祐
委員長 小谷正雄
藤原武夫
委員長 宮地伝三郎
委員長 坪井誠太郎
委員長 矢部長克
委員長 坪井忠二
委員長 多田文男
委員長 長谷部言人
矢島祐利
委員長（以下同）長
谷川万吉
山内二郎
中西不二夫
鈴木茂哉
福田武雄
岡田実
矢木栄
西原利夫
浅見与七
木原均
田杉平司
盛永俊太郎
吉田富三
前委員長 団藤重光
多田文男
委員長 児玉桂三

◦ 856 ◦

（2/23開）
（2/14開）
（2/23開）
（4/3開）
（昭和 32.2.27開
催）

長谷川万吉

第四部
第五部

（№ 83〜85 の参
考）

科学者の待遇問題委
員会
第 7 部 小池敬事

№ 101「研究費の問題について」
№101 の 2「研究費関係委員会について」
1957.1.24
№ 102「第二部関係研究連絡委員会連絡 山之内一郎
会議」
1957.10.2〜4 「日本学術会議第 25 回総会資料綴」
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５－１
1

番号

2

機関紙・雑誌・新聞等
年月日
1965〜66

文書名
『北京放送案内』第 19、31、32、33号

1966.5・7月 『北京周報』
〜10 月

3‒A

1966.7

『日刊国際ニュース』

3‒B

1966.8

『日刊国際ニュース』

3‒C

1966.9

『日刊国際ニュース』

3‒D

1966.10

『日刊国際ニュース』

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

作成・所有
中華人民共和国 北京放送
局
北京周報社、国際書店（小
岩井多嘉子）
北京中日友好協会─
（郵送）
→日中友好協会 豊橋支部
東京中央区築地㈱亜細亜通
信社（郵送）→高師石塚
小岩井多嘉子
東京中央区築地㈱亜細亜通
信社（郵送）→高師石塚
小岩井多嘉子
東京中央区築地㈱亜細亜通
信社（郵送）→高師石塚
小岩井多嘉子
東京中央区築地㈱亜細亜通
信社（郵送）→高師石塚
小岩井多嘉子

1966.7
『朝鮮画報』ほか
1964（秋） （CBC 組合の団交関係）
昭和33 年ご 『週刊サンケイ』
ろ（1958）
昭和32〜33 『薬局新聞』
薬局新聞社
（1957〜1958）
昭和 32.8.12
第 3 回原水爆禁止世界大会関係「速報」 原水爆禁止日本協議会
〜16（1957） パンフレット（於東京）
1957〜1958
THE ROTARIAN
THE ROTARIAN 社
（？）
→
小岩井淨
昭和27.9
立命館学園新聞
立命館大学新聞社
（1952）
昭和26、28、 「日本読書新聞」
日本出版協会
30（1951、
53、55）
「図書新聞」
図書出版社
昭和 35.6
「サンデー毎日」抜取
（1960）
昭和32〜33 『NHK 新聞』
財団法人ラジオ（NHK）
（1957〜1958）
サービスセンター 豊橋事
務所→高師石塚町 小岩井
淨
昭和 32、33、 『総評』
東京都港区芝公園 日本労
41（1957、
働組合総評議会
58、1966）
昭和 34.2.25 『青少年あいち』第 50 号
愛知県総務部学事課内 愛
（1959）
知県青少年問題協議会
35年 『松川通信』第 17〜21、23、72号
昭和33、
東京都港区芝新橋 松川通
60）
（1958、
信発行所
（小岩井氏宛郵便）
全学連関係
A 昭和 35.8.4 A『全学連愛知県学生犠牲者救援ニュ A 愛知県学生犠牲救援会準
（1960）
ース』
備会
B 昭和
B『全学連救対活動の報告』
B 全日本学生自治会総連合
35.11.17
不当弾圧斗争委員会
昭和 33.11.11 『評論』第 160 号
名古屋市千種区丘上町 教
（1958）
育思潮研究会
1958、66 年
no more hiroshimas!
THE JAPAN COUNCIL
AGAINST A&H BOMBS
（日
本原水禁協会）
昭和 32、33 『東海』第 7、18 号
名古屋市中区栄町 東海学
年
士会
1958.8
第 4 回原水爆禁止世界大会宣言・決
議・勧告集
昭和 32、35 『（あいち）救援通信』『救援新聞』
東京都港区芝新橋 日本国
年
民救援会（愛知県本部）
1955、57、
月刊『前進座』再刊第 71、97号
東京都、武蔵野市吉祥寺
9 月 1日
前進座

備考
のべ 28部
全 14 点（のべ 29部）
② ‒0．1 を除いて封筒
付
全 8 点 いずれも未開
封
全 27 点（のべ 31点）
いずれも未開封
全 24点
開封

いずれも未

全 18点
開封

いずれも未

雑誌『画報』 全 2 点
全 31点
抜取 44点
全 12点 （一部）小岩
井氏宛郵送・未開封
全 9点
全5点
全2点

全6点
12月号「ワールド・
エコー」
「読書室」
全 15点 大部分未開
封
機関紙

計 30 点

2部
のべ 8 点 第 72 号を除
いて未開封
のべ 3 点

未開封（小岩井氏宛郵
送）
計 3点
いずれも未開封（小岩
井氏宛郵送）
東京にて開催
計 3点、一部未開封
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年月日
昭和 40〜41

文書名
『愛知民報』創刊、6、8、11号

25

1965.8.25

『あゆみ』第 65 号

26

昭和 22.11.22 『社会教育時報』第 13 号

27

昭和 32.11.15 『愛教』号外（2 点）、309号
昭和 34.6 月
20・25 日
1964.12.1
『たゝかい』復刊第 1 号

24

番号

28

31‒2

昭和 40.4、
11 月
昭和 35 年 9
月 12 日
昭和 35 年 11
月 11 日
昭和 32 年 11
月 3日
昭和28〜30

32

昭和 39、40

29
30

31‒1

『騒友』第 9、16 号
『新潟協力会ニュウス』第 20号
『新潟協力会ニュウス』第 25号
『毎日ドクター』第1号
『才能教育』
A『広報とよはし』（3 点）
B『とよはし市議会報』第 31 号
C『議会だより』第 2号

33

昭和40.3.1

『証券貯蓄』№ 159

34

1965.11.1

『あいち青年しんぶん』第 13号

35

昭和 22 年 12 『中央労働委員会速報』第 30〜33 号
月 8〜29 日
昭和24〜25 『豊橋社会教育ニュース』第 15〜18、
22 号
1951〜65
『日本と中国』

36
37

５－２
38

番号

39
40
41
42
43
44

45

機関紙・雑誌・新聞等
年月日
1961.6.7

文書名
『SOUTH CHINA MORNING POST,
HONGKONG』
『北京晩報』第 1206 号
『週刊朝日』6 月 8 日号
『週刊新潮』抜取

1961.8.8
昭和 33 年
昭和 33 年 5
〜8 月
昭和 30〜33 「ニュースレター」計 9 点
年
昭和 33 年 3・ 『教育学研究』第 25 巻 1、2 号
6月
『NHK 中国語入門講座』
A 昭和 30
A 10.11 月用
B. Ｃ昭和 33 Ｂ 6・7 月用 Ｃ 10・11月用
年
1952.5
『民科 研究学報』№ 5

47

昭和 33 年 12 『産経通信』第 92 号
月1 日
昭和22 年
『文芸冊子』3 月号（通巻第 13号）

48
49
50

1957.10
昭和33.9.1
昭和33.4.15

51
52

1958.3.20
1963

46

『調査月報』第 22 号
『経済往来』9 月号
『NHK ラジオテキスト LE
FRANOAIS』5 月
『中東研究』1巻 2号
『月刊 東海テレビ』5 月号

作成・所有
名古屋市中区南辰巳町 日
本共産党愛知県委員会
名古屋市中区南久屋町 全
日本損害保険労働組合東海
地方協議会 青年婦人部
名古屋市中区 愛知県社会
教育協会
名古屋市中区 愛知県教員
組合

◦ 858 ◦

二ツ折重ね

豊橋市中柴町 斉藤光雄の
政治活動を支援する会
東京都世田谷区北沢 騒友
社
新潟市東仲通

二ツ折重ね

新潟県在日朝鮮人帰国協力
会
名古屋市中村区堀内町 毎
日ドクター
社団法人 才能教育研究会
本部
豊橋市総務部広報課
豊橋市議会事務局
鈴木豊三郎、金田長市、吉
原仁
東京都中央区日本橋通り
野村証券株式会社
名古屋市東区葵町 日本民
主青年同盟愛知県委員会
東京都港区芝公園 中央労
働学園
豊橋市役所 社会教育課

第 25 号は未開封（小
岩井多嘉子宛）

日本中国友好協会

作成・所有
北京市東単 北京日報社
朝日新聞社
東京都港区麻布
政学会
金子書房

㈶日本外

竪帳

№ 39、55、64、66、
68、77、81 宣伝ビラ
計 5点

二ツ折

計4点

二ツ折 小岩井氏宛郵
送？（宛名貼付）
計 35点

備考
一枚分のみ（さらに一
部欠損）
計 47 点
2 点未開封（小岩井淨
宛郵送）
日本教育学会編集

ラジオサービスセンター
㈶ NHK サービスセンター
民主主義科学者協会研究委 「小岩井先生」の書込
員会
アリ
名古屋市中区大池町 東海
産業経済調査所
新潟県高田市寺町 上越文
化懇話会
内閣官房内閣調査室
「愛大国研」の印アリ
経済往来社
㈶ NHK サービスセンター
東京中東調査会
東海テレビ放送株式会社
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54

年月日
文書名
昭和 25、32、 日本学術会議関係
33
1928.3
『Die Kommunistische International』

55

1963〜64

56

1964〜65

『亜細亜通信』日刊 第 3928、3951、
3971、4010、4059、4060
『アジア‒アフリカニュース』

57
58
59

1956.2.5
1955
1960

『世界知識』第 3 期
『まつかわ』№ 21、22
『全国労音ニュース』№ 31、32

60

1958.11

『国際経済速報』Vol. 1‒IV

61

昭和32、40
年
1965.9・10
月号
1958、59
昭和31.3.25

53

番号

62
63
64

66
67
68
69
70
71

６

書籍・雑誌

年月日
1952〜1956

東京都千代田区神田錦町
社会主義政治経済研究所

原水爆禁止日本協議会関係
『probleme economice』2 冊

（ルーマニア国内）

『東海展望』
『資源科学研究所彙報』第 40 号「下北
半島の開発に関する綜合的研究」
『月刊総評』臨時増刊号（2 点）

文書名
『国際政経事情』

日本アジア‒アフリカ連体
委員会

自治タイムス社
資源科学研究所
東京都港区芝公園 総評教
育宣伝部
日本学術振興会
（北京市）法律出版社
我妻栄・宮沢俊義編集 ㈱
有斐閣発行
医歯薬出版株式会社
豊橋青年会議所
よいこのくに社

2
3

昭和 33
『研究資料』
昭和 32、33、 『子とともに』
36

作成・所有
愛知大学国際問題研
究所
中部電力株式会社
㈶愛知県教育振興会
ほか

4

昭和 32、33

『信濃往来』

信濃往来社

5

1957

『世界政治資料』

6

1958

「政治学習」

7

1956〜1957

「国際資料」

8

1953、1963

「人民中国」付録

日本共産党中央機関
紙編集委員会
通俗読物出版社（北
京）
マルクスレーニン主
義研究所編集（国民
文庫社内国際資料
係）

9
10
11

昭和 31
昭和 33
1959、1960

『東海自治資料』
『中国資料月報』
「週刊 労働運動」

1

番号

VERLAG CARL HOYM
NACHF, LOUIS CAHNBLEY
亜細亜通信社

（北京市）世界知識社
まつかわ発行所
全国労音事務局

昭和 33、34
年
1958.5.20
『学術月報』Vol.11 № 2
1957、58
『政法研究』
昭和 30、32、 『ジュリスト』
33 年
昭和 32.6.1
『臨床栄養』臨時増刊 Vol.10 № 7「肝
臓病の食餌療法」
昭和 30.6.1
『豊橋青年会議所会報』第 3 年度
昭和 29、31 『よいこのくに』付録
年

65

作成・所有

計5点

備考

ドイツ語版
計 6 点「乞御購読」等
の印アリ
№ 62〜65、70〜77（73
欠）
、80〜82、85〜87、
92、96、97
№ 31 に「副会長」と
添記
「
（所内資料）
」の記ア
リ
のべ 5点
小岩井氏宛郵送
計7点

特集 大学院の問題
計3点
計4点

計 2点 制服の件で話
合いを持った提案が書
かれたメモ用紙アリ
（山田町藤田→多嘉子
先生）

備考
1952、1954−Ⅱ、
1956.10−Ⅱ
№ 20、21
10月号（昭和 32）
、1・3
月号（昭和 33）
、1月号（昭
和 36）
昭和 32…12月・昭和 33
…1月号
№ 16〜20

形態

1958− 2、3、4、5、6、9、
11（6 号のみ 2部）
№ 29、31、35

第 4 号（’53）
・8〜11 号
（’63）
東海自治協会
№ 2〜4（2、3 は合併）
社団法人中国研究所 第 122〜124号
週刊労働運動編集局 1959− 234、236
1960− 8、9、11、12〜
15、17
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12

番号

年月日
1958.1

文書名
『THE BULLETIN』Vol.1 No.1

14
15
16
17
18
19
20
21
22

昭和 21、26、 その他雑誌
29、30
1966
『人民中国』
週刊誌抜取
書店発行雑誌
政治・経済・哲学系雑誌
学会発行雑誌
大学紀要、学校関係雑誌
外国関係雑誌
昭和 28.1.25 『日本週報』第 235 号
1956、57
“ロータリーの友”

23
24

昭和34.2.1
1958

『婦人と教育』2 月号
「今日のソ連邦」

25
26
27

1958
1966
1956〜58

「朝鮮」
「人民中国」
“The Rotarian AN
INTERNATIONAL MAGAZINE”
書籍類

13

28

７

機関紙・新聞

番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

８
1
2
3
4
5
6
7
8

1966

文書名
「週刊労働」
婦人会・婦人クラブ関係
豊橋機関誌
社会民主党本部機関誌
愛知大学関係機関誌
日中貿易関係
その他機関紙類
婦人新聞関係
大学新聞・機関紙
その他新聞①
その他新聞②
その他新聞③
「朝鮮時報」

レジメ・ビラ・小冊子

番号

9
10
11
12
13
14
15
16
17

年月日

年月日

作成・所有
THE INTERNATIONAL
HOUSE OF JAPAN,
INC

日本週報社
ロータリーの友編集
事務所（ロータリー
クラブ）
婦人教育研究所
ソビエト社会主義共
和国連邦大使館広報
課
外国分出版社
外国分出版社
ROTARY CLUB
U.S.A

作成・所有

朝鮮新報社

文書名
切抜・断片等
請求書・明細書・精算書等
領収書
映画関係
楽譜
ビラ類
各大学案内・図表
各団体・組合の趣意書・検討
等
案内・通知
招待券、会員券等
パンフレット類
その他雑品①
その他雑品②
その他雑品③
レジメ類
大学ノート類
絵画ポスター・書籍①

作成・所有

236

◦ 860 ◦

備考

形態

計4点
6、7、9、10月号
計3点
計4点
計6点
計2点
計4点
計3点

№ 3〜6、10、11、24
6、7、9、10号 各 2 部

封筒入り

計 13点

備考
計2点
計 5点
計 3点
計 2点
計 3点
計 2点
計 18点
計3点
計4点
計4点
計4点
計3点
430、431、433〜436、438〜
440、442、444〜446

形態

備考

形態

計4点
計 15点
計 12点
計 2点
計 2点
計 10点
計3点
計 15点
計8点
計6点
計 10点
計3点
計 18 点
計7点
計 24 点
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18
19
20

９
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

番号

年月日

冊子・書籍等

番号

年月日

年月日

1957〜58
昭和 33〜34
昭和 36〜37
1946〜50
昭和 28、31
1949.9.29

17
18
19
20
21
22
23
24

1955〜66
1960
1955〜66
1963〜65

25

1
2
3
4
5
6

作成・所有

文書名
冊子（国内関係）
冊子（国際関係）
冊子（名簿・目録）
各書店 図書目録
書籍目録①（その他洋書）
書籍目録②
抜き刷り①
抜き刷り② ‒1（1〜5）
抜き刷り② ‒2（6〜7）
抜き刷り② ‒3（8）〈前・後〉
その他

作成・所有

備考
未分類
未分類

備考

年月日

計6点

文書名
作成・所有
原水爆禁止関係
安保関係
対中国関係（バラ組）
各委員会・団体関係
政党関係
婦人運動関係
「朝鮮語・中国語」
小岩井多嘉子
各運動・争議関係
防犯協会関係
アジア・アフリカ諸国民会議関係
南朝、「熊沢天皇」関係
愛知学芸大学附属岡崎中学校関係
中国研究所関係
資源科学研究所関係
サンフランシスコ講和条約関係
中国人民政治協商会議第 1回全体
会議関係
CBC 関係
日朝協会関係
労音関係
その他①
その他②
その他③
地元関係
史友倶楽部 修士試験（面接）そ
の他
未使用原稿用紙・便箋

昭和 23〜34

文書名
機関紙・機関誌関係
月報・会報関係
その他会報関係
「日中友好通信」112〜115、117〜
119、123、129、136
「社会と教育」
その他（小岩井関係）

形態

目録あり（1〜8）

機関紙・機関誌・会報・月報等

番号

形態

計 23 点

各運動・争議・政党・研究所等関係

番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11

文書名
絵画ポスター・書籍②
書籍パンフレット類Ⅰ〜Ⅲ
書籍パンフレット類Ⅳ

作成・所有

計2点
計2点
計 22点

備考

形態

整理用封筒付
小岩井氏分類
計2点
計2点
小岩井氏分類
計3点

封筒付
原稿綴

計2点
計 30点
一括分類ズミ 計 20点
一括分類ズミ 計 17点
計 14 点

備考

形態

日本中国友好協
会
愛知県教育委員
会
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12
1
2
3
4

山岸多嘉子他

番号

昭和 11.4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1920.5
昭和 14.9.13
〜

15
16
17
18
19

13
1
2

年月日

冊子・雑誌等

番号

年月日
1961.7
昭和32〜33

3

1958

4

1958〜59

5
6
7

1958
1958

8
9

昭和33〜34
1966

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

14

1946

昭和32.4.25

ノート類

文書名
名刺帖
斎白石画集 白石題
原稿綴・原稿バラ
日記帳・休暇日誌

‒3

年月日

昭和 33.5.1

山岸多嘉子
山岸多嘉子

闘争経譯註
未使用ノート
書籍・雑誌・抜書
多嘉子 講義ノート①
多嘉子 講義ノート②
山岸武 講義ノート
その他 講義ノート
歴史中国（2）ノート
判批事時
全国聯合婦人会東京部会書記ノー
ト
単語ノート
手帳
メモ用ノート・雑記帳①
メモ用ノート・雑記帳②
間ニ子詩 前篇

T14.4.8〜：日記
第 3 学年：日誌

形態

西組

楊嘉香

2冊

山岸武

安保条約問題全国懇話会資料 2〜8
『中国の社会主義 文化大革命』
婦人運動関係
アメリカ労働関係
日本共産党関係
ドイツ語関係
原水爆禁・被爆関係資料
絵本・物語等関係
勤務評定関係
ソビエト関係
日本民主化関係
社会語辞典
法律関係
日華學藝懇話会関係
日本学術会議関係
その他冊子①
その他冊子②
その他冊子・プログラム等

庶務課倉庫より

文書名
建物施設配置講想図
高校建設企画資料№ 3 総括表
設時比較表
校地（大高）使用計画表

備考

4点

文書名
AIR-INDIA 冊子
信濃往來 第 7 巻第 2 号〜7号、9 号〜
11 号 / 第 8 巻第 3 号
STUDII −
SI CERCETĀRI DE ISTORIE
LITERARĀ −
SI FOLCLOR
COMUNICĂRILE ACADEMIEI
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
PROBLEME ECONOMICE
studii REVISTĀ DE ISTORIE
ソ連共産党 21 回臨時大会関係

企画委員・大高土地

番号
1‒1‒1
‒2

作成・所有

作成・所有
信濃往來社

計4点
計 10 点

備考

計4点

冊子

計 4点
計2点
「フルシチョフ報告・結語」
…2冊 「大会決議・目標
数字」…1冊 計3点
資料 3…2部 計 8点
外文出版社 第 2集、第 3集：各 7点
（冊） 計 14点
計 4点
計 4点
計 5点
辞書など 計 4点
計 10点
計 4点
計 3点
計 6点
雑誌：3点
朝日新聞社 1冊
計 9点
計 4点
計 1点
計 8点
計 27点
計 9点

開

差出・作成
名古屋校舎

大学教養部之部

◦ 862 ◦

雑誌
冊子

備考
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形態

冊子
冊子
冊子
冊子
封筒付
子
冊子
冊子
冊子
冊子

冊子
冊子

宛先

冊
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番号
1‒2‒1
‒2
‒3
‒4
‒5

年月日
昭和 32.2.1

文書名
（沿線土地問題に関するメモ）
要望書

2‒3‒①
2‒3‒②
2‒3‒③

売買予約契約証書（案）
（土地売買に関する願い状）
（小岩井先生名刺）
昭和 32.9.5
有松校舎構想
昭和 33.7.14 （有松校舎関係メモ）
（大高土地関係書類）
（附属高校設立計画関係）
名古屋校舎増築の件
償還基金計算表
愛知大学名古屋校舎配置図
愛知大学短期大学部第一部
（女子）
開設計画
昭和25〜44 （財政計画資料）
大学、短期大学設置審査内規
（大学院関係メモ）
（企画委員会関係諸資料）
科学研究費交付金（総合研究）研
究計画
（名刺 株式会社内藤鐡工所 内
藤半一郎）
規定集 庶務課倉庫より
昭和 30.9
大学・短期大学設置審査内規
昭和 28〜31 （学内内規集）
愛知大学教職員互助会改正規約関
係条文
愛知大学教授会規則
愛知大学短期大学部教授会規則
昭和 30.11.24 法経学部長選出に関する規定
昭和28.11.26 文学部長選出に関する規定
昭和30.5.9
教養部長選出に関する規定
昭和31.2
愛知大学法経学部第二部連絡運営
委員会規定
昭和30.5
愛知大学語学研究協議会規則
昭和29.7.21
愛知大学法経学部・文学部教員選
考基準
昭和28.4.13
愛知大学学生部委員会規定
文学部における副手の任用及び服
務に関する内規
昭和30.11.24 法経学部長選出に関する規定
法経学部教授会構成員
昭和33.1.22
法経学部長選挙についてのお願い

2‒4
2‒5
2‒6
2‒7
2‒8

昭和 31
昭和30.4.1
昭和32
昭和31.1
昭和28.4.2

1‒3
1‒4
1‒5
1‒6
1‒7‒①
1‒7‒②
1‒8
1‒9
1‒10
1‒11
1‒12
1‒13
1‒14
1‒15
2‒1
2‒2

‒1

‒2
‒3
‒4
‒5
‒6
‒7
‒8
‒9
‒10
‒11

昭和 32.3.14

学監に関する規定
愛知大学短期大学部教授会規則
愛知大学教授会規則
学則
愛知大学教授会規則

選考委員会内規（案）
図書館長選挙規程（案）
給与規定並びに関連諸規定
愛知大学職制（新制舊制共通）案
評議會に對する學長の諮問事項並
びに報告事項
機構・規定
財團法人愛知大學寄付行為

2‒9
2‒10
2‒11
2‒12‒①
2‒12‒②
2‒13
2‒14
2‒15
2‒16
2‒17

備考

昭和 32.5.1
昭和33.4.1
1957.9.19

交通費補助規定（案）
学費免除規定
愛知大学学生金庫規定

差出・作成

宛先

学校法人愛知大
学 理事長小岩
井淨

名古屋鉄道 社
長 千田憲三

小岩井淨

千田憲三

名古屋事務局
有松校舎建築案など

車道校舎

大学院改造とあり
高等学校設置資料含

袋に一括

大学設置審議会

大学設置審議会

暫定規定

法経学部長選挙
管理委員会

昭和33.6.18の印あり
19日の法経教授会で
審議されたもの メ
モ付

陸軍の罫紙にタイプ
打されたもの
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番号
2‒18
2‒19
2‒20
2‒21
2‒22
2‒23
2‒24

年月日
1957.4.1
昭和 32
昭和31
1956.4.1

文書名
大学設置基準
愛知大学経理規定
巡視の勤務に関する規程（豊橋）
津具山の家使用規定
役職手当規定（案）
出張旅費規程（案）
三二年度第十回給与委員会議事録
抜

2‒25
2‒26
2‒27
2‒28
2‒29

昭和 32.4.1
昭和32.1.13
昭和32.12.26
昭和 32.6.29
昭和 31.5.5

教員超過勤務手当規定
教員超過勤務手当規定案
扶養家族手当規定案
住宅手当規定
農業法学会会則

2‒30
2‒31
3‒1

1957.4.1
昭和 30.8.15

創立十周年誌編集要項
諸規定案一覧表
訴状

3‒3
3‒4
3‒5

昭和 30.12.27

三十一年度学年末事務予定表
日本政治学会理事会案内
（名刺）

6‒9

短大並補修科（三学年）学年末試
験問題提出について御依頼
昭和 31.6.14
採点御依頼
昭和 27.11
愛知大學教授会規則（試案）
昭和 26
昭和二十六年度愛知大學法経学会
役員名簿
10.22 （書簡）
愛知大学法経学部第二部連絡運営
委員会規程
（教授会・入試管理委員会等開催
通知）
学則一部変更届

6‒10
6‒11

昭和 30.2.27

6‒3
6‒4
6‒5
6‒6
6‒7
6‒8

6‒12
6‒13
6‒14

1.7〜4.20
昭和 30.9.15

6‒15

昭和 27.11

6‒16

昭和 30.816

小岩井淨
小岩井淨
本間喜一
小岩井淨

はがき
学長代理の時の名刺
15点

日本政治学会
小岩井淨

小岩井淨

学長

小岩井先生

昭和 31.2.2

4‒3

農業

天野末治

6‒2‒②

4‒2

給与委
評議会
日本大学
法学会

謝罪広告について
愛大事件関係
大学関係者からのも
の多数あり

5‒1‒①
②
5‒2
6‒1
6‒2‒①

4‒1

宛先

2点
裏に「浅井さん東大
助手採用〜」という
メモあり

（未使用の便箋・上質紙・ザラ紙等）
（日朝協会関係）
東京文教地区設定
昭和 32.2.15
御案内
豊橋市文教地区設定
に関する打合会
昭和 25.12.7
文教地区教築条例
東京都条例第八十八
号
豊橋市文教地区設定に関する私案
歯科大学関係
東京歯科大學教員類別表
昭和27.12.1
東京歯科大學教員名簿
昭和26.4.11
東京歯科大學學部學科課程
科目一覧表
昭和30.11.20 愛知大学同窓会本部役員
昭和31.2.2
試験監督御依頼について

3‒6
3‒7

差出・作成

小岩井淨

封筒付

（小岩井淨先生宛書簡）

3‒2

備考

（愛知大学学則第五章専攻科部分）
（総合雑誌「オールソ連」発刊に
はがき
ついて）
（柔道部関係メモ）
国学院との試合勝負
メモ
（予定表）
（私学の火災保険に関して）
（全國大學教授会連合第十一回総
会開催通知）
（アンケートのお願い）
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川越

短期大学部 豊
橋事務局
短期大学部 豊
橋事務局
教務課

小岩井先生

愛知大学 法経
学会
小此木久一郎

小岩井淨

学校法人
大学

愛知

文部大臣
一郎

株式会社産業経
済研究所

小岩井淨

日本大学理事長
古田重二良他
岐阜県立中津高
等学校加子母分
校

小岩井淨

清瀬
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小岩井淨・多嘉子関係資料

番号
6‒17

年月日

文書名
（書籍一覧表）

6‒18

珪肺協定集 1956

6‒19

謝金明細書

6‒20
6‒21

備考

（メモ）
（封筒のみ）
※カレンダーで挟んであったもの
財団法人 日本生産性本部関係
財団法人 日本生産性本部

7‒1

昭和 30.2.14

7‒2

1957

図書目録

7‒3

昭和 32.3

生産性向上運動のしおり

7‒4

昭和 32.9

事業のしるべ

改訂版

7‒7

8‒6
9‒1

1958.1.1〜
1958.8.11
昭和 30 ごろ （学生提出レポート 4 点）
㊙身上明細書
論文 著者名・題名・誌名等控
（カリキュラム）
昭和
（評議会記録）
34.1.18・19
（はがき・メモ）
昭和30.6.25
政治学答案（短大）

9‒2

昭和 31.1.23

学則一部変更届

9‒3

昭和31.10.11

滬友会役員会「決議事項」の三理
由に対する釈明と抗議

9‒4
9‒5

昭和33.331

9‒6

昭和33.11

9‒7
9‒8
9‒9
9‒10

昭和 33.12.6

8‒1
8‒2
8‒3
8‒4
8‒5

履歴書
辞職願

9‒11

（学園祭協賛 愛知大学水泳部写
真展の案内）
入学願書交付日報
（はがき 3点）
切手
（愛知県訪中平和親善使節団のバ
ッジ）
（封筒のみ）

9‒12
9‒13
10‒1‒1
‒2

（便箋・上質紙）
（MEMO、のし、ボタン）
大学協議会運営要項
労働協約改訂に関する資料

10‒2
10‒3
10‒4
10‒5
10‒6

‒3

1956.3.13

關西大學教員組合規約
（愛大教員関係メモ）
昭和 31 ごろ （岐阜県立医科大関係）
1958.4.19
（予算・補助金関係メモ）
昭和 32.11.9 （私学研修福祉会館関係）
〜昭和 33.6.3
昭和 33.3.8
政治学原論レポート

宛先

小岩井淨

一括
設立趣意書など
じもの 2 点
同じもの 2 点

同

同じもの 2 点
同じもの 2点

（生産性討論会開催要綱）
（日本生産性本部 コンサルタン
ト指導者養成講座開講要綱）
日本生産性新聞

7‒5
7‒6

差出・作成
欧米古書専問
（ママ） 昭和書
店
日本炭鉱労働組
合
番組名「北から南か 中部日本放送株
ら」題目「原爆十年 式会社
に思う」出演料

財団法人 日本
生産性本部
財団法人 日本
生産性本部
財団法人 日本
生産性本部
財団法人 日本
生産性本部

購読申し込みハガキ
同封

小岩井淨

名古屋校舎増築の件
はがきの未使用
名古屋校舎短大追試
政治学原論 小岩井
教授
愛大関係

文学部長就任に伴う
図書館長の辞職

学校法人
大学
鈴木択郎

愛知

板倉鞆音

文部大臣 清瀬
一郎
滬友会役員
（但、
封筒の宛先は小
岩井学長）
小岩井淨

小岩井淨

外国の切手多数
日本政治学会事務局
とあり

昭和 32.5.24に立命
館大学により送付さ
れたもの

一括・袋付

愛大が医科大の関係
資料を依頼したもの

封筒付

日本私立大学連
盟
柴田冨士夫

小岩井淨
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番号
10‒7

年月日
4.28

（書簡）

文書名

10‒8
10‒9

1958.3.18
1958.2

（夜間学生関係メモ）
中国法律家代表団歓迎御寄附帳

10‒10

1958.2

10‒11

昭和 30.7.21

（中国法律関係の小論文の一読願
いの下書き）
（中国視察の挨拶状）

10‒16
11‒1

中国法経両課程委員会記録（第一
回）
法経学部教授会記録
（名刺 2 点・メモ 1 点）
紀伊國屋書店 名古屋支店注文は
がき
（メモ）
（紙幣・貨幣）

11‒2

（新生堂ポスター）

11‒3

（カレンダー）

10‒12
10‒13
10‒14
10‒15

5.30
昭和 33.5.22

愛知大学原稿用紙
（包紙・封筒のみ一括）
3.15 委員会決議録

12
13
14

15
1

諸資料

番号

昭和 2.1.20

3
4

昭和 7.7.24
昭和 9.1.14

5

昭和 7.8.4

6
7

昭和 10.9.25
昭和 16.6

8
9
10
11

昭和 18.5
昭和 21.4.15
昭和 23.2
昭和 24.7.5

16
17
18
19
20

差出・作成
愛知大学国際問
題研究所所長
小岩井淨

宛先

国際法律家連絡
協会東海支部中
国法律家歓迎実
行委員会
小岩井淨
中部日本新聞社
鈴木充

小岩井淨

クリップで一括
未使用
壱円札─ 5枚、1 円
玉─ 4枚
お化粧品と文具の店
愛大前の新生堂
多数

袋付

北京外文出版社
国際書店

ペーパーホルダーに
挟んである修士試
験・入試・授業料な
どについて

車道校舎図書館より

年月日
大正 15.1.10

2

12
13
14
15

備考
文部省科学研究費交
付金によるインド地
域研究の実施計画に
ついて ガリ版刷り

文書名
備考
新國民理學叢書第一巻 植物 「小岩井之印」あり
界之智嚢
THE BASIC ENGLISH
COMPOSITION
簡明小胎生學
第六十二師管在郷軍人大會
松岡洋右氏講演 非常時を靜
視せよ
新日本のファッショ運動─明
倫會の眞相─
北鐡接収前後
會員名簿

名譽職竝關係職員名簿
畜産學總論
（愛知県地方労働委員会関係）
三河レポート 8 號
表紙 小岩井淨顔写真
記事「愛大雑記帳」
昭和 25.3
正求堂文庫洋書目録
昭和 27.5.1
比較法研究
昭和 27.8.5
労働法律旬報 百号記念号
昭和 27〜28 （小岩井淨、ロックフェラー
ごろ
財団よりアメリカ招待関係資
料）
昭和 28.12.10 御招待
法経学会忘年会案内
昭和29.9.1
會員名簿
（図書館書籍関係）
（メモ類）
12.8〜9
馮乃超先生日程
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酒井吉栄

差出・作成
中興館書店

宛先

三省堂
富倉書店
帝國在郷軍人會
岡市聯合分會

福

大阪時事新報社
満鐡社員會
滬友同窓會上海支部
東亞同文書院
上海居留民團
穴釜雄三
三河レポート社
最高裁判所図書館
比較法學會
労働法律徇報社

愛知大学 法経学会
名古屋一高會

有斐閣

小岩井淨
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21

番号

年月日
（昭和
30.11.15）
昭和 30.11.15

文書名
愛知大学々長の交替を祝す

備考

25

学長就任挨拶状
（書簡下書き）
真平和運動社団法人「聖中心
社」設立趣意書
昭和 30.12.22 （教授候補者推薦状）

26

昭和 30.1.20

領収証

27

1955.10.16

生存権の研究

28

昭和 30

29

昭和 30.12.15

愛知大学同窓会名簿（岐阜県
分）
社会

30
31
32
33

昭和 31.2
昭和 31.3.26
昭和31.4.9
昭和31.4.18

お願い
政治学試験問題
大学院入学式挙行の件
愛知大学入試受験者数調書

34
35

昭和 31.8.21
昭和 31.12

静に思う
岡山縣農業に関する資料

36

昭和 31

37
38

昭和32
昭和32.1.20

39
40
41

昭和 32

22
23
24

42
43
44
45
46
47
48
49
50

小岩井淨

封筒付

論文レジメか
研究科とあり
久曽神昇「言語は生きて
いる」 村上千一郎「文
化と創造」
公務員関係
三十一年度時間割表付

昭和 31 年度科学研究費交付
金（総合研究）交付申請書
科学研究費交付金（各個研究）
（書簡・写真）
「私の生き方暮し方研究
発表会」記念写真 前列
右から 4 人目小岩井淨
（入試結果）
卒業判定結果（豊橋）
（昭和三十二年度学部卒業保
政治思想史 小岩井教授
留者追試答案）
（卒論提出者名・題名一覧）
（推薦書下書き）
卒論テーマ申告書
（メモ類）

（昭和 32 ご
ろか）
（昭和 32 か） （書籍一覧）
1958
（外国雑誌一覧表）
昭和 33
日本福祉大学 昭和 33 年度
入学案内
昭和 33
（学生レポート 政治学原論）
昭和 33
滬友名簿

51
52
欠番
54
55

昭和33.3
1957〜1958

56

昭和28.7.27 （請求証 2 点）
昭和28.10.26
（俸給精算書・計算書他）
（教授会・国研会合開催通知）
昭和27
昭和30
昭和 29
（入試関係）
（ノート 英語で記されてい
るもの）
（ノート 「中國問題」）
中国問題市民講座
中国建国十周年記念
言語調査関係
1957〜1958
小岩井先生日誌・評議会記録 ノート多数

57
58
59
60
61
62
63
64

昭和33.11
1959.3

差出・作成
杉田有窓子

会員名簿
霞山倶楽部会誌
（はがき）
城北會誌 第 3 号

「聖中心社」設立発
起人一同
大阪府立商工経済研
究所 上田宗治郎
民主主義科学者協会
豊橋支部
今泉襄

宛先
道端留三郎

小岩井淨
小岩井淨

愛大岐阜県同窓会
豊橋社会館
教務課

小岩井先生

愛知大学短期大学部
事務局
亀山弘應
愛知大学法経学部経
済史研究室

松田君子

小岩井淨

愛知大学図書館

小岩井先生

上海東亜同文書院
上海東亜同文書院大
学
霞山倶楽部
松坂屋
東京都立戸山高校内
城北會

小岩井淨

小岩井淨
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65
66
67

16
1
2
3

番号

文書名
（封筒のみ）
（何かのケース 豊川堂製）
昭和 36.10.17 （書簡）

山岸多嘉子関係

番号

年月日
昭和 7

大正 9〜昭和
20
昭和13.7.19

4
5

大正 10.5.10
大正 11.4.10

6
7

昭和 15.7.23

8
9
10

1965.5.19〜
23
昭和39.10.28

11
12

昭和 40.1.7

13

17

年月日

5
6
7

昭和 34.2.20

18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

番号

就職の件

車道校舎図書館より

文書名
山岸親族関係書籍①〜㉟
山岸親族関係雑誌①〜③
山岸親族関係①〜④

封筒付

備考

著者より山岸多嘉子さん
へ贈られたもの

山岸多嘉子関係クリアーブッ
ク
山岸多嘉子女史ノ講演ト女史
ヲ中心トセル座談會

履歴書、通知表他

年月日
1937. ？ .30
昭和 4.11
昭和14.5.30
昭和20.10.15
11.20
昭和 21.1.15
昭和 22.3.28
5.10
5.18
8.4
8.17
8.25
9.15
11.1
11.25

小岩井衆

小幡清金

宛先

山岸多嘉子関係ノート 2点
大幸祭プログラム
椙山大學新聞
暑中見舞

本多熊太郎
木下正中

講演及び座談会記録
講演題「現地ニ於ける私
ノ報告」

小林速記事務所

小岩井多嘉子講演アリ

名古屋学院大学

小岩井多嘉子記事アリ
はがき

株式会社日中旅
行社

創刊号

日本福祉大学内
福祉大学評論編
集委員会

車道校舎図書館より

文書名
病気見舞礼状
小岩井学長葬儀弔辞
故小岩井学長大学葬次第
小岩井学長大学葬 一条雄司
教授学部葬関係ファイル
小岩井学長の御逝去を悼んで

備考
箱入、50枚

（故小岩井先生追悼文）
愛知大学新聞号外

文書名
ХАРБИНСКОЕ ВРЕМЯ
思想全集付録
東京朝日新聞
日本再建へ
支那の工業合作社について
朝日新聞
夕刊新東海
労働民報
朝日新聞
中京新聞
日本週報
青年タイムス
豊橋文化
豊橋文化
学校新聞「有始有終」

小岩井多嘉子様
方 日中友好協
会豊橋支部

差出・作成
小岩井淨

新聞・写真・香料芳名録
他

新聞・雑誌・所報など

番号

宛先
小岩井淨

差出・作成

魂の外交 日露戦争に於ける
小村候
産婆學講義 上巻・下巻

福祉大学評論

差出・作成
愛知大学

ビラ、支那事変写真、視
力表など

山岸親族地図①〜⑲

小岩井淨葬儀関係
年月日
1958.12
昭和 34.2
昭和34.2
昭和34.2
昭和 41.6
1959.2.26

1
2
3
4

備考

愛知大学学生自
治会総連合
小岩井多嘉子

備考

ビラか
雑誌

「七命十六年
雑誌

安城農林学校
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15
16
17

番号

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38‒2
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

年月日
12.9
昭和 22.12.25
昭和22.4.7〜
11.17
昭和23.1.20
昭和23.3.10
昭和23.7.28
昭和23.12.7
昭和 23.12.15
昭和24.4.10
昭和24.10.17
昭和24.10.21
昭和24.10.22
昭和24.10.28
昭和24.11.11
昭和24.11.20
昭和24.12.15
昭和25.1.1
昭和 25.4.25
昭和 25.5.14
昭和 25.7.5
昭和25.7.17
昭和 26.1.10
昭和 26.2.18
昭和 26.2.18
昭和 26.2.24
昭和26.2.28
昭和 26.3.10
昭和26.3.12
昭和26.4.3
昭和 26.4.18
昭和 26.5.27
昭和 26.5.30
昭和 26.6.26
〜28
昭和 26.7.1
昭和 26.7.3〜
7
昭和 26.7.9〜
16
昭和 26.7.21
昭和 26.7.25
昭和 26.7.31
昭和 26.7.20
昭和 26.7.31
昭和 26.8.17
昭和 26.8.3
昭和 26.8.15
昭和 26.8.1

東海毎日新聞
アサヒグラフ
中部日本新聞

昭和 26.9.1
昭和 26.9.10
昭和26.9.10
昭和26.11.10
昭和26.11.20
昭和27.1.17
昭和27.1.30
昭和27.2.14
昭和27.2.20
昭和27.5.21
昭和27.6.15
昭和27.6.17
昭和27.8.4
昭和27.8.5
昭和27.8.6
昭和27.9.1

現代中国学会報
新潟県開拓ニュース
獨立 № 44
獨立 № 44
獨立 № 51
中部日本新聞
獨立 № 57
豊橋日日新聞
獨立 № 59
アサヒグラフ
家庭朝日
ウィークリーにっぽん通信
中部日本新聞（夕）
中部日本新聞
アサヒグラフ
抵抗

夕刊新東海
自治運動
週刊労働

文書名

備考
「政局危機の意味」小岩井淨「名古屋總合大學」

新経済
農地新聞
アカハタ
朝日新聞
時習
サンデー毎日 春の映画
朝日新聞
中部日本新聞
中部日本新聞
朝日新聞
朝日新聞
朝日新聞
UNESCO MONTHLY
名古屋大学新聞
中部日本新聞
東海毎日新聞
中研所報
中部日本新聞
月報書圃
日本乳肉産業新聞
朝日新聞（夕）
朝日新聞（夕）
朝日新聞（夕）
朝日新聞（夕）
朝日新聞（夕）
中部日本新聞
朝日新聞
朝日新聞（夕）
獨立 № 34
東海毎日新聞

「一輪の花を飾る心」小岩井淨

「内実的民主化の急務」小岩井淨
「立遅れている政治」小岩井淨
（発行）社団法人中國研究所

「平和願う学徒死刑囚」中俣富三郎君関係
ロックフェラー財団関係 中俣富三郎君関係
中俣富三郎君関係
中俣富三郎君関係
中俣富三郎君関係
「國會解散論」小岩井淨
中俣富三郎君関係

東海毎日新聞
東海毎日新聞
東海毎日新聞
東海毎日新聞
東海毎日新聞
東海毎日新聞
トヨタ労働時報

87・88・89号

「昔の女王涼風ばなし」
小岩井多嘉子、兵藤秀子、磯部夏子
№3
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

番号

85
86
87
87‒2
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

年月日
昭和 27.9.25
昭和27.10.10
昭和28.1.20
昭和28.1.22
昭和28.10.10
昭和28.12.15
昭和29.1.10
昭和29.1.15
昭和29.3.25
昭和 29.6.19
昭和29.10.1
昭和29.10.5
昭和29.10.15
昭和 29.10.25
昭和29.12.29
〜31
昭和30.1.4
昭和30.1.15
昭和30.1.22
昭和 30.2.9
昭和30.2.9
昭和30.2.10
昭和30.5.14
昭和30.6.19
昭和30.6.20
昭和30.6.20
昭和30.7.1
昭和30.7.3
昭和30.7.8
昭和30.7.11
昭和30.7.30
昭和30.8.1
昭和 30.8.1
昭和 30.8.3〜
5
昭和 30.8.5
昭和 30.8.7
昭和 30.8.8
昭和 30.8.12
昭和 30.8.15
昭和 30.8.22
昭和 30.8.31
昭和 30.9.2
昭和 30.9.7
昭和 30.9.7
昭和 30.9.9
昭和 30.9.10
昭和 30.9.20
昭和 30.9.26
昭和 30.10.17
昭和 30.10.23
昭和 30.10.31
昭和 30.9.25
昭和 30.12.5
昭和 31.5.9
5.15
昭和 31.7.15
昭和 31.7.24
昭和31.10.15
昭和 32.4.5
昭和 32.5.25
昭和 32.7.15
昭和 32.6.23
昭和 32.7.22

世界連邦新聞
無我愛
無我愛
平和新聞
才能教育
アカハタ
才能教育
朝日新聞
學報
アカハタ
伸びゆく婦人
日本経済新聞
情報通信

文書名

備考

東京女子大学

アカハタ
朝日（夕）
朝日（夕）
産業経済新聞

「愛大女子学生の美挙
〜」

毎日新聞（夕）
読売新聞（夕）
東京新聞（夕）
日本社会新聞
朝日新聞
朝日新聞
無我愛
毎日新聞
平和新聞
朝日新聞
アカハタ
アカハタ
自由タイムズ
薬局新聞
アカハタ

九州の炭鉱の人へ衣類 87 点

京大事件

情報通信
平和新聞
アカハタ
中部日本新聞
中部日本新聞
日本社会新聞
中部日本新聞
朝日新聞

終戦十年記念特集号
「愛大へ早くも廿三社求人申込み」
「本間愛大学長辞
任」
「人寸描 小岩井淨」

中部日本新聞（夕）
アカハタ
中部日本新聞（夕）
母親大会ニュース
無我愛
日本社会新聞
日本社会新聞
毎日新聞（夕）
日本社会新聞
情報通信
日本と朝鮮
裁判時報
平和新聞
不二タイムス
広報とよはし
フレンドタイムス
アジア文化図書館紀要
アジア図書館報
原水爆禁止ニュース
読売新聞

豊橋市長選
一括・袋付

大野佐長
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番号
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

年月日
昭和 32.8.5
昭和32.8.5
昭和32.8.10
昭和32.8.11
昭和32.8.14
昭和32.9.9
昭和32.9.9
昭和32.9.10
昭和32.9.11
昭和32.11.15
昭和32.11.17
昭和32.11.17

文書名
平和
砂川
長崎県災害ニュース
愛知平和新聞
アカハタ
朝日新聞（夕）
中部日本新聞（夕）
アカハタ
アカハタ
子どもを守る
毎日新聞
朝日新聞

143

昭和 32.11.17

中部日本新聞

143‒2

昭和 32.11.17

不二タイムス

144
144‒2

昭和 32.11.23
昭和 32.11.24

中部日本新聞
不二タイムス

145

昭和32.12.3

中部日本新聞

145‒2
146

昭和 32.12.25
昭和32.12.16

豊橋新聞
中部日本新聞

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

昭和 32.12.22
昭和 32
昭和 33.2.1
昭和33.2.13
昭和 33.2.14
昭和 33.2.17
昭和 33.2.25
昭和 33.3.1
昭和33.3.10
昭和 33.3.11
昭和 33.3.11
昭和 33.3.15
昭和 33.5.7
昭和 33.5.7
昭和 33.5.8
昭和 33.5.10
昭和 33.5.13
昭和 33.5.23
昭和 33.5.24
昭和 33.5.26
昭和 33.5.26
昭和 33.5.31
昭和 33.5.31
昭和 33.6.14
昭和 33.6.15
昭和 33.6.17
昭和 33.6.21
昭和 33.6.25
昭和 33.6.25
昭和 33.6.25
昭和 33.6.28
昭和 33.6.30
昭和 33.7.1
昭和 33.7.1
昭和 33.7.1
昭和 33.7.3
昭和 33.7.8
昭和 33.7.9
昭和 33.7.10
昭和 33.7.10

豊橋文化
中東問題
ニュースレター
國際新聞
中部日本新聞
中部日本新聞
松川通信
愛知平和新聞
日中国交回復ニュース
私学時報
愛知平和新聞
愛知平和新聞号外
朝日新聞
東京大学新聞
読売新聞（夕）
大阪市大新聞
中部日本新聞
朝日新聞（第二夕刊）
中部日本新聞
朝日新聞（夕）
中部日本新聞（夕）
中部日本新聞（夕）
朝日新聞（夕）
日本平和大会の宣言と決議
南朝熊澤史料
読売新聞（夕）
愛知平和新聞
東京新聞（夕）
読売新聞（夕）
東京大学新聞
アカハタ
アカハタ
愛知平和新聞
原水爆禁止ニュース
読売新聞
アカハタ
アカハタ
アカハタ
大阪市大新聞
松ぼっくり

備考

「小岩井学長の初便り」
「愛大を市民の大学に」
「58年型もお目見え 愛大の自動車展示会」
「小岩井学長シリア第一信」
「きょう愛大主催 政党討論会」
「小岩井愛大学長か
らシリア第一信」
「気取った新車の群に〜」
（自動車
部主催内外新車ショウ）
「元氣です、皆さんによろしく 小岩井愛大學長か
ら來信」
「学園ニュース合唱を楽しむ大学生」小岩井氏の談
話あり
小岩井学長、AA 会議関係
「目覚めた民族の躍動」小岩井淨 バスケ・馬術・
ラグビー記事 AA 会議関係
雑誌抜き出し
（発行）日本外政学会
「記念写真にしのぶ陳新外相〜」小岩井淨関係
第 9号・号外
AA 会議関係

野球部

海の家の子供の新聞
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番号
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
216‒2
216‒3
217
218
219
220
221
222
223
223‒2
223‒3
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
237‒2
238
239
240
240‒2
241
242
243
243‒2

年月日
昭和 33.7.11
昭和33.7.12
昭和33.7.13
昭和33.7.13
昭和33.7.14
昭和33.7.14
昭和33.7.14
昭和 33.7.14
昭和33.7.16
昭和33.7.17
昭和33.7.17
昭和33.7.18
昭和33.7.18
昭和33.7.18
昭和33.7.18
昭和33.7.18
昭和33.7.18
昭和33.7.20
昭和33.7.22
昭和33.7.28
昭和33.7.30
昭和33.8.5
昭和33.8.12
昭和33.8.15
昭和33.8.17
昭和33.8.17
昭和33.9.25
昭和 33.10.1
昭和 34.2.20
昭和 34.2.20
昭和 34.2.20
昭和34.2.20
昭和 34.2.21
昭和 34.2.27
昭和34.2.27
昭和 34.2.27
昭和 34.2.27
昭和34.2.27
昭和34.2.27
昭和 34.2.27
昭和 34.2.27
昭和 34.4.3
昭和 34.4.25
昭和 34.5.1
昭和 34.5.26
昭和 34.6.17
昭和 34.8.30
昭和 34.9.1
昭和 34.9.24
昭和 34.11.4
昭和 34.11.11
昭和 34.11.11
昭和 34.11.11
昭和 34.11.11
昭和 34.12
昭和 35.2.22
昭和 35.7.20
昭和35.10.21
昭和35.12.1
昭和36.1.1
昭和 36.1.3
1.21
昭和 36.1.24
昭和 36.6
昭和 36.5.29

文書名
愛知平和新聞
暮しの新聞
中部日本新聞（夕）
朝日新聞（夕）
朝日新聞
中部日本新聞
不二タイムス
毎日新聞
アカハタ
毎日新聞
毎日新聞（夕）
朝日新聞
朝日新聞（夕）
中部日本新聞
中部日本新聞（夕）
不二タイムス
毎日新聞
平和と民主主義
読売新聞
ザ・タイムス
アカハタ
アカハタ
朝日新聞
總評
読売新聞
東京新聞
学報
今日のソ連邦
朝日新聞
毎日新聞
豊橋新聞
不二タイムス
アカハタ
朝日新聞
朝日新聞（夕）
産経新聞
毎日新聞
中部日本新聞
中部日本新聞（夕）
不二タイムス
豊橋新聞
總評
ふくし新聞
國鐡新聞
中外情報
第三次統一行動について
愛教
今日のソ連邦
朝日新聞
岡崎高校新聞
朝日新聞
中部日本新聞
不二タイムス
アカハタ
no more hirosimas!
豊橋新聞
栄校区防犯新聞
愛知平和新聞
中部日本新聞（夕）
豊橋新聞
朝日新聞

備考

不二タイムス十周年記念式

小岩井淨氏祝辞

東京女子大
小岩井学長逝去記事
小岩井学長逝去記事
小岩井学長逝去記事
小岩井学長逝去記事
「しめやかに故人しのぶ

小岩井愛大学長の大学葬」

「花とうた声に埋まって盛大だった小岩井学長葬儀」
「二千人が参列 小岩井学長の大学葬」
小岩井学長大学葬記事
小岩井学長大学葬記事

「時習」愛大関係コラム

神野三郎氏

中部日本新聞（夕）
さかえ
不二タイムス

栄小学校父母と教師の会
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
小岩井淨・多嘉子関係資料

番号
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

年月日
文書名
昭和 37.1.15
平和運動の指針
〜8.15
昭和37.4.11
愛知平和新聞
7.1
8.21
昭和37.5.1〜 松川通信
8.1
昭和 37.5.15
あいち救援通信
7.15
昭和 37.6.1
あいち松川通信
no more hirosimas!
昭和37.6・
7・8
昭和37.8.25
平和新聞
昭和37.9.10
母親しんぶん
昭和37.10.25 學報
昭和 37
（ソ連雑誌）
昭和 38.1.1〜 白鳥事件
10.1
昭和38.1.15
松川通信
〜3.1
昭和38.1.1
共産党の政策と態度
昭和 38.2〜3 くだものいろいろ
頃か
SAS news
昭和38.2
昭和38.3.1
証券貯蓄
A・A れんたい
昭和 38.3.1
昭和 38.4.1
中部日本新聞
昭和 38.4.2
毎日新聞
昭和 38.4.17
毎日新聞
昭和 38.5.1
貝
昭和 38.5.15
平和新聞
昭和 38.6
新とよはし
昭和 38.8.1〜 中部日本新聞
8.18
昭和 38.8.20
慰霊実委ニュース
昭和 38.9.15
松川通信
昭和38.10.25 国民審査特集
昭和 38.10.27 毎日新聞（夕）
昭和 38.11.21 総選挙公報
昭和 39.4.3
アカハタ
昭和 39.4.9
愛知憲法通信
昭和 39.6・11 社会と教育
昭和 39.7.1
松山事件ニュース
昭和 39.7.11
アカハタ
昭和 39.9.1
あいち救援通信
昭和 39.9.5
平和新聞
昭和 39.11.5
全日自労あいち
昭和 39.11.15 騒友
12.15
昭和 39.11.20 あいち松川通信
昭和 39.12.1
学習コンサルタント
昭和 39.12.6
婦人民主新聞
日本平和委員会のしおり
昭和 40.1.21
私学中商守る会ニュース
昭和 40.6.1
日本とベトナム
昭和 40.8.4
中日新聞
昭和 40.9.1
愛知在日朝鮮人の人権を守る会会報
昭和 40.10.1
平和運動資料
昭和 40.12.10 祖国と学問のために
昭和 40
平和委員会はなぜ必要か
昭和 41.2.1
平和と安全
昭和 41.2.8
荒野にうたうとき実行委員会ニュース
昭和 41.4.1
建築ニュース
昭和 41.5.19
愛知県平和通信
5.28

備考

101・102・105・106号

東京女子大
№ 11
112・113・114・115号
名鉄

パンフレット

スカンジナビア航空

中国人俘虜殉難者慰霊実行委員会
125号・号外の 2 点

国際連合ユネスコ協力世界平和会

249

◦ 873 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

年月日
昭和 41.5.25
6.20
7.5
昭和 41.7.15
昭和41.7.22
昭和 41.8
昭和41.10.27
昭和 41.11.3
昭和 41.3.13
昭和 46.2.6
昭和 54.9.29
昭和 55.2.16
昭和 55.2.16
昭和 55.3.20
昭和 55.3.23
昭和 55.7.31

世界大会速報

文書名

原水爆禁止

新婦人あいち
日刊 ANS 国際ニュース
中国画報
毎日新聞（夕）
毎日新聞
新婦人ニュース
中華民国国際新聞
読売新聞
朝日新聞
読売新聞（夕）
朝日新聞
読売新聞
統一ニュース
チョンリマ上映ニュース
その体は炎となって下落する
（前欠）
昭和30 年代 週刊朝日
前半
1958.2〜8 月 週刊朝日
週刊朝日
昭和32.7.5
平和日本
昭和 35.6
アサヒグラフ
NHK
1961.6.15〜
1963.4.1
1962.12〜
月刊東海テレビ
1963.3
昭和 20 年代 新聞切り抜き①
前半
昭和 20 年代 新聞切り抜き②
後半
昭和 27.8〜
新聞切り抜き③
昭和 33
昭和 27.6.11
新聞切り抜き④
昭和 28.5.13
昭和30〜33
新聞切り抜き⑤
ごろ 戦中の
ものもあり
昭和 28〜33
新聞切り抜き⑥
昭和 29〜33
新聞切り抜き⑦
昭和 30 頃
新聞切り抜き⑧
昭和 30 頃
新聞切り抜き⑨
昭和 33 頃
昭和33.1.6〜
昭和33.2.15
昭和 33
昭和 33 頃
昭和 33.1.7〜
昭和 33.2.15
昭和33 頃

新聞切り抜き⑩
新聞切り抜き⑪
新聞切り抜き⑫
新聞切り抜き⑬
新聞切り抜き⑭
新聞切り抜き⑮

新聞切り抜き⑲

昭和 34〜
昭和 34〜
昭和 34

新聞切り抜き⑳
新聞切り抜き㉑
新聞切り抜き㉒
新聞切り抜き㉓
新聞切り抜き㉔

極東書店

速報 2
（新日米安保条約について）
雑誌の抜き取りか
抜き取り
抜き取り
抜き取り
安保の嵐 1ヵ月
薬師の記事あり
野田宗太郎
メモ・コメントもあり
メモ・コメントもあり
原爆・中東・教育
「愛大事件の眞相を究明」
「愛大事件の裏に特審局員」 全面広告大学の紹介
「AA 会議への共同討議 坂本徳松」
「名物教授 熊
沢復六氏」
「うぐいす」板倉鞆音
大学等教育関係
政治・囲碁関係
原子力・政治関係
「伸びゆく三河」三好・松浦・松葉教授
「鶴」丸山薫
原子力・宇宙関係
「シリアから勲記小岩井愛大学長へ」
「郷土建設青年
運動のゆくえ」
政治・囲碁関係
昭和 33年を中心に国際政治
「共かせぎ」

新聞切り抜き⑯

昭和 33.1.1〜
昭和 33.1.15
昭和33.1.1〜
昭和33.2.15
昭和33 頃

備考

「アジアにひろがる婦人の交流」
（中国婦人代表団招
待）
掘り出した歴史
憲法の毛なみ
経済関係

新聞切り抜き⑰
新聞切り抜き⑱

私は思う 小岩井多嘉子先生登壇
宗臣
社説・論説
選挙・北鮮帰還・ドイツ・南北
砂川事件・安保論争・国際情勢
政治・国際情勢・松川事件
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
小岩井淨・多嘉子関係資料

番号
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

年月日
昭和 34・35
昭和 35
昭和30 年代
前半
昭和 20〜21
昭和 20〜21
昭和 20.10〜
昭和 21.2
昭和 20〜
昭和 21
昭和20〜
昭和21
昭和 23〜24
昭和23・24
ごろ
昭和 24・25
昭和33.1
昭和33.1
敗戦前後〜
昭和 34.2
昭和 26〜32
昭和 20〜33
昭和 24〜33
昭和 32〜34
昭和 33.12〜
昭和 34.4
昭和 33〜34
昭和 34.4.10
昭和 34.4.13
〜15
昭和 37.5
昭和 37.5
昭和 37.5
昭和 37.5
昭和 37.5
昭和 37.5.12
〜14
昭和 37.5
昭和 34.4.1〜
30
昭和 35.12.30
〜
昭和 36.10.10
昭和 36.1.1〜
11.1
昭和 35.12.19
〜
昭和 36.10.1
昭和 36.1.1〜
昭和 36.9.1
昭和 28・30

384
385
386

昭和 31.7
昭和 31.7
昭和 31.7

387
388

昭和 31.7 他
昭和 31.6

389

昭和 31.6

新聞切り抜き㉕
新聞切り抜き㉖
新聞切り抜き㉗

文書名

備考

選挙関係あり

新聞切り抜き㉘
新聞切り抜き㉙
新聞切り抜き㉚
新聞切り抜き㉛

囲碁
日本再建問題
経済 講義メモあり
民主主義

新聞切り抜き㉜

思想・文化

新聞切り抜き㉝

政党・政策

新聞切り抜き㉞
新聞切り抜き㉟
新聞切り抜き㊱
新聞切り抜き㊲

経済
憲法・天皇制
農村

新聞切り抜き㊳
新聞切り抜き㊴
新聞切り抜き㊵
新聞切り抜き㊶

アジア
農村
労働

新聞切り抜き㊷
新聞切り抜き㊸
新聞切り抜き㊹
新聞切り抜き㊺
新聞切り抜き㊻
新聞切り抜き㊼
新聞切り抜き㊽
新聞切り抜き㊾

統一地方選挙

新聞切り抜き㊿
新聞切り抜き
新聞切り抜き
新聞切り抜き
新聞切り抜き
新聞切り抜き
新聞切り抜き
新聞切り抜き
中外

本間学長「学長放談」
・
「愛大学長に本間氏決る」
秋葉隆「書斎の顔」
（年月日不明）
高桑純夫「哲学の衰退について」
新聞綴

日本と中国

新聞綴

雑

新聞綴

平和新聞

新聞綴

新聞記事スクラップ
新聞記事スクラップ
関係
新聞記事スクラップ
新聞記事スクラップ
新聞記事スクラップ
関係
新聞記事スクラップ
新聞記事スクラップ
地問題
新聞記事スクラップ
…その問題点」

中国
（国共内戦）

社会党関係 52点

青少年教育関係
服装関係
連載記事・汚職

23 点
7点
8点

建設関係
沖縄米軍基地土

4点
4点

連載「八海事件

4点

小岩井氏による分類？
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

昭和 33.1.20
昭和 33.1.11
昭和33.1.5
昭和 33.1.15
昭和 33.1.17

欠番
406

昭和 33.2.2

407
408

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

1
2
3
4

昭和 31.7

昭和 23〜
昭和 28
昭和 27.2.10
昭和 25.3.6
昭和 25.3.27
昭和 22.4.18
昭和 25.1.27
昭和 25.3.12
昭和 25.5.13
昭和 25.3.11
昭和 28.7.3
昭和 29.12.25
昭和 29.12.21
昭和 29.12.29
昭和 25.11.13
昭和 26.8.20
昭和 25.1.1
昭和 24.2.21
昭和 24.2.28
昭和 24.8 月
〜9 月
1957.1
昭和 28.7.5
1958.4
昭和26.5.23〜
昭和26.7.19
昭和 27.6.1〜
6.8
1952.3.25
1953.9.5
1953.9.26
1953.8.1
1953.8.15

409
410

19

年月日
昭和 31.7
昭和 31.7

昭和 20〜28
ごろ

文書名
新聞記事スクラップ
新聞記事スクラップ
新聞記事スクラップ
新聞記事スクラップ 国際社会
新聞記事スクラップ 人文・文芸
新聞記事スクラップ 自然科学
新聞記事スクラップ 国内社会
新聞記事スクラップ 政治・経済
新聞記事スクラップ 学校教育関係
スクラップ台紙
朝日新聞 パリの街を歩く
中部日本新聞 大きらいなお母さん
毎日新聞 新春に思う
中部日本新聞 新成人に寄せる
中部日本新聞 ナセル大統領から年賀
状小岩井学長夫人あてに
中部日本新聞 平和を熱望する豊橋市
民の会
新しい道徳教育
日本読書新聞

年月日

昭和 33
昭和33

27 点
小岩井淨
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子
小岩井多嘉子 丸山薫

小岩井多嘉子

無我愛
出版新聞
労働民報
朝日新聞
朝日新聞
朝日新聞
朝日新聞
朝日新聞
朝日新聞夕刊
朝日新聞
朝日新聞
豊橋日日新聞
豊橋日日新聞
愛知労働月報
愛知新報
愛知新報
愛知縣公報

第三巻・第一號

ひがし № 6
中部日本新聞
no more hirosimas!
藤の花 第 26・27・28 號
週刊家庭朝日

第 170・171号

朝日新聞社

科学文化ニュース
新日本通信 愛知版 第十九号
新日本通信 愛知版 第二十五号
月刊前進座 第 46 号
月刊前進座 第 47 号
新聞記事「一日一題」切抜
新聞記事切抜

小岩井多嘉子関係

番号

備考

32 点
8点

文書名
日中友好協会関係
家庭教育研究協議会資料
母性同盟ファイル
平和委員会・母親大会・原水
爆等資料

民主主義科学者協会

備考
中国婦人代表団関係
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
小岩井淨・多嘉子関係資料

5
6
7
8
9
10
11

番号

年月日
昭和 33
昭和 22〜34
昭和 32〜34
昭和 33.11.1
昭和33.8.15
〜
昭和 33.9.15
1959.5.5〜
1959.8.10
1959.8.22

12
13

昭和33.10.23
昭和33.11.20
1963.9.28〜
1964.4.23

14
15
16

文書名
平和・原水禁等資料
平和・原水禁・日中関係
英文手紙類
東京女子大学関係
母親大会関係
豊橋婦人
主婦連たより

備考

母親しんぶん
法政大学生協ニュース
大会特集号
婦人タイムズ
国際新聞
日中友好通信

母親

英文・日本文

18

昭和 20 年代資料

19

雑資料

農業実踐大学創立関係 新
潟県社会教育研究関係 ソ
連との交戦時状況報告他
紙芝居・文明堂のカステラ
栞他

3.31〜4.2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

20
1
2
3

小岩井多嘉子

ポスター「歓迎 中国婦人代
表団」
（中国語）
昭和 33〜35
義務教育で父兄が負担するお アンケート
年度
金
昭和25.10.19 （はがき）
昭和 26.5.5
児童憲章
手書き
映画 日本の子どもたち
昭和 35.11
みんなで中国婦人代表団を迎
えましょう！
昭和 34・35
（無記名アンケート「義務教 「小学校（高学年）
」と朱書
育で父兄が負担するお金）
きあり
日本婦人新聞
婦人と人権
原稿用紙裏に手書き
（男女平等に関する原稿部分）
昭和 26.4.12
地方選挙の話
豊橋市婦人連合会 メモ書
（小説の原稿）
文化生活研究會の原稿用紙
（小岩井多嘉子 原稿・メモ
名古屋中央放送局の原稿用
多数）
紙
（原稿部分）
昭和 28
（無記名アンケート「義務教
育で父兄が負担するお金）
昭和 26.12.13 婦人新聞 第 462 号
（家庭関係記事切抜）
（日中戦争時従軍記者をした
時の原稿か）

20

諸資料

番号

4
5‒①
‒②
6‒①
‒②

宛先
小岩井多嘉子

同窓会々報・学報他

核実験反対要請文等

17

差出・作成

年月日
文書名
備考
昭和 10.1
タイピストの栞
昭和 22.12.24 （全逓関係資料）
1955.1
「戦前の解放運動を語るつどい」
の御招請
昭和31.4.12 （結婚記念写真）
1958.3.20
国際法律家連絡協会 NEWS
中国法律家代表団訪日
№7
関係
1958.4.13
愛知大学新聞 93 号 コピー
中国法律家代表団訪日
関係
昭和 33.5.22
最高裁判所裁判官国民審査公報
昭和33.5.22
衆議院議員候補者選挙公報
愛知五区

アイゼンハワ
ー他

中国婦人代表団
愛知歓迎委員会
小岩井多嘉子
母親のつどい
池田□□

小岩井多嘉子

中国婦人代表団
歡 愛知委員会
母親のつどい

小岩井多嘉子

小岩井多嘉子か
母親のつどい

山岸多嘉子

差出・作成
總務部文書課浄書係

藤澤

宛先

小岩井淨
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

番号
‒③
7
8
9
10

年月日
昭和 33.5.22

文書名
（選挙関係ビラ）

昭和 33.4.5
昭和34.2.9

豊橋市立図書館館報
（色紙）
第三回東海地区大学体育大会
ユネスコのしおり

11

子どもの版画

12
13
14

月刊 前進座
求人のしおり
声明書

1954.3

18
19
20
21
22
23
昭和 29.1.12

25‒1
‒2
‒3
‒4
‒5
‒6
‒7

昭和 24・昭
和 25
1953.4.1〜
1954.3.31

27

昭和 25.4 月
〜10 月
昭和 25.9.29

28
29
30
31
32
33
34
35
36

昭和 25.9.30
昭和 25.10.2
昭和25.10.2
昭和 25.10.2
昭和 25.10.2
昭和 25.10.2
昭和 25.10.3
昭和 25.10.3
昭和 25.10.5

37

昭和 25.10.5

38

昭和 25.10.5

39

昭和 25.10.5

40
41

昭和 25.10.7

26

郷土博物館出陳等打合せについ
て
創立総会次第
東三河産業経済研究所昭和 31
年度予算（案）
三十一年度事業計画（案）
科学研究費等分科審議会委員名
簿
会計報告

1953 年度

昭和 32 年度予算内示額一覧
東三河産業経済研究所設立趣意
書
（日本学術会議 総会資料）

差出・作成
豊橋市・豊橋市選挙
管理委員会
中島権吾

愛大関係

豊橋風土記

平和のはがき
（「戦争と平和」の特報）
コロムビアサウンドレコーディ
ングテープ
（フランス語等練習プリント）
短冊
めんこ
（書籍内容見本・紹介など）
（さくらシネフィルムの使用説
明書）
吉林観光記念写真

15
16
17

24

備考

原水爆禁止関係のビラ
5 枚同封
32 枚

書き込み多数
2枚

小岩井淨は後部左から
5 人目

宛先

小岩井淨

豊橋ユネスコ協力會
（愛知大学内）
豊橋小中学校図工科
研究部
日ソ親善協会愛知県
連合会

小川
小西六写真工業株式
会社
豊橋産業文化大博覧
会 大野佐長

小岩井淨

法学一般、公法学、民
事法学、刑事法学、政
治学とあり

豊橋商工会議所
封筒付

日本学術会議事務局

第五部経過報告要旨

日本学術会議

第六部経過報告要旨
研究費予算委員会報告
第一部報告
第三部報告
第四部会報告
第六回総会以降の経過報告
研究業績調査連絡委員会報告
第七部報告
議案その九 学術関係の国際会
議への代表者派遣に関する内規
について
議案その四 学術資料の保存と
活用とに関する諮問に対する答
申案
議案その十二 委員会について
の次期総会に申し送るべき希望
事項
議案その十八 ECAFE 研究連
絡委員会について
第二部報告
会長報告参考資料

日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議

第五部副部長 青山
秀三郎
部長 平塚英吉
委員長 尾高朝雄
部長 高木貞二
部長 高橋誠一郎
第四部長 茅誠二
委員長 眞島正市
第七部長 塩田広重

日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
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42

番号

年月日

43
44
45
46

昭和 25.10.3

47
48
49

昭和 25.10.5
昭和25.10.5
昭和25.10.2

50

昭和 25.10.5

昭和 25.9.30
昭和 25.10.2

51
52
53
54
55
56①
②
③
57

昭和25.1.25

昭和25.10.5

58
59
60

昭和25.11.30

61

昭和25.11.25

62
63

昭和25.11.1
昭和25.10.31

64

昭和24.10.25

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76①
②
③
④

77
78

⑤

昭和25.10.25

文書名
議案その三 第十四委員会の解
消、常置の「研究成果実用化委
員会（假称）」の設置について
中央選挙管理会報告
第三十委員会
第二十九委員会について
第二十八委員会（私立大学法）
報告
科学知識普及促進委員会報告
学術資料委員会経過報告
学問・思想の自由保障委員会報
告
議案その一 日本学士院会員欠
員の補充について
議案その六 ユネスコ事業計画
について
STAC 経過報告参考資料
議案その十一 第十一委員会の
解消、輸出振興科学技術対策委
員会の設置について
議案その十三 学術情報委員会
の設置について
議案その十 STAC に関する事
項について
月報（一月号）
日本学術会議運営審議会第十六
回記録
科学技術行政協議會について
日本学術会議運営審議會（第二
十五回）記録
月報（十一月号）
月報（八月・九月号）
日本学術会議運営審議会（第二
十六回）記録
日本学術会議運営審議会（第二
十七回）記録
會員名簿
（日本学術会議関係書簡）

日本科学放送局經過報告 設立
趣意書
1946.9.1
調査時報 第二号
1947.4.1
調査時報 第六號
昭和22.7.17
協同組合研究会第一回研究事項
報告
昭和 25.6
日本学士院会員候補者推薦書
1958.4
日本学術会議ニュース Vol. 2 No. 1
昭和 22.7.15
東海北陸農業情報（資料）臨時
號
網領
農地改革資料
4.14 今後ノ合理的農業経営ノ在リ方
二関スル研究講話会
小牧町農業組合規約（案）
（小牧町農業関係メモ）
谷熊□□
日本農民組合愛知縣聯合會田原
支部谷熊班規約
昭和 21.10
當面ノ主張

備考

宛先

委員長 宮口俊義
委員長 荻原雄祐
会長 亀山直人
委員長 中村宗雄
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議

委員長 平野義太郎
委員長 藤田亮策
委員長 羽仁五郎

日本学術会議
日本学術会議

封筒付

日本学術会議
科学技術行政協議會
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
日本学術会議
財団法人 日本民族
学協會

日本共産黨調査部編輯
袋付

小岩井教授

日本共産黨出版部
眞理社

多数

農業関係

全國農業會東海北陸
支部 情報班

農業会

小岩井淨手書メモ

働く農民は日本農民組合へ
農村同志会
（農業関係メモ）
（農村に関するメモ）

差出・作成

メモ

日本農民組合愛知縣
聯合會田原支部
日本農民組合愛知縣
聯合會東春日井郡小
牧町小牧
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79
80
81

番号

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

年月日

昭和 22.5.2
11.29
昭和24.6.10
1950.9.25

昭和 22.1.6
昭和23.3.15

昭和 25.5.12
昭和 22.5.29
〜昭和 22.7.5
昭和 22.5.2
昭和27.10
9.24

昭和 21 年よ
り後
昭和 15 ごろ
か

文書名
農業協同組合研究会
農民組合下地支部定期總會議案
農業協同組合資料

備考

農地調整法施行細則
愛知縣知事 青柳秀夫
（自由主義について）
安城女専 講演メモか
政治の行為的構造
第六回研究会 憲法に於ける天 手書きメモ
皇の地位
講和後の日本経済
アメリカ学界視察報告
近代社會発展史─英国資本主義
経済の成立を中心として─
『学問の話』
中国新政権の政治学的研究
「資本主義カ社会主義カ」
（ユネスコ関係）
空想的社会主義ノ總□□
（マキアヴェルリ関係）
（唯物論関係）
生活協同組合法案の概要
（七・一〇中日記事）
とあり
（政治関係）
婦人政治□□会
農地改革資料 第 1〜10号
自作農創設特別措置法施行細則
第二十五回日本社会学会大会
第七回日本人類学会 日本民族
学協会連合大会 書類
社会婦人番組委員会資料
案内状
農林省内農林相談所

伊良湖の基地反対斗争
の映画化「基地六〇五
号」の案内
質疑応答

質疑應答集

農業・農地関係

腸チフス・パラチフス接種票
才能教育研究会ヴァイオリン教
室第二回卒業生演奏会
昭和29.4.4
才能教育研究會ヴァイオリン愛
知地區合同大演奏會
1953.3.20
Report
昭和 25.8.29
主要食糧一割増產について貴下
はどのようにお考えになります
か
民主主義
原稿用紙に手書き
1955.2.28
（「日中・日ソ国交回復促進の講
演と映画の会」の準備の件）
昭和 31.1
（フローミンとメルチオＢ 12 錠
の案内
討論振興協會
裏にゼミ・政治などの
メモあり
（原稿）
アリストテレス・ボー
ダンとあり
（メモ）
モスクワとレニングラ
ードなどとあり
6.14 第一章 ルネッサンスと近代思 手書き
想 第二講
7.1 マキャベリーとヒューマニズム 手書き
第四講
6.21 （マキャヴェリ） 第三講
手書き
昭和 23.7.3
民族論
愛大政治研究会 手書
き
昭和 22.2
文献（政治社会思想史）
手書き
社会主義
手書き

差出・作成

宛先

全國農業會東海北陸
支部
小岩井淨
高橋正雄
高木貞二
永田啓恭

豊橋映画サークル

小岩井

才能教育研究会
中部日本新聞社農業
日本編集部

小岩井淨

日中友好協会

小岩井先生

昭和 28.11.15
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番号
122
123

年月日
昭和 24.11.22

中日クラブ講演 手書
き
原稿部分・裏にメモあ
り
朝鮮事変・アメリカ・
ソ連とあり 中部日本
新聞社の原稿用紙

（原稿）

125
昭和 24.10

128
129
130

昭和 25

131
132
133
134

昭和 27.1.25

135

昭和 24.6

136
137
138
139

備考

ロ．三権分立論

124

126
127

文書名
日本民族について
民族の問題

1955

140
141

昭和 25.8.26

142

昭和 26.4.18

143
144

昭和 26.5.5

會員名簿
（原稿など多数）
（著書刊行の件）
「日本資本主義講座全八巻別巻
一」の広告
昭和二十五年 国勢調査につい
て
国際經濟會議に關する諸文書
婦人問題に付て
民主主義と日本
（原稿）
早稲田大学法学博士 中村宗雄
氏の推薦書、主要な学術上の業
績及び主要な著書、論文の目録
L’ESPRIT DES LOIS
国家と法
（原稿）
生産機構の変革を前提とした生
産学習の本的な考え方は如何に
在るべきか
理論社新刊書選
（昭和 25 年度第 1・4 半期分日本
学術会議会員手当送付状）
選挙案内
児童憲章
（名刺）

145

（小岩井氏 講義・講演・研究
などに関するメモ類 多数

146
147
148
149
150

功績調査用紙
（原稿用紙）
バテン送状
法理學的普遍主義
封筒のみ多数

151
152
153
154
155
156
157

昭和 11.1.1

箱に一括して入ってい
たもの 箱には何の記
入もなしただの白い箱
葉書

宛先

豊橋學士會
小岩井淨・多嘉子
學□社

奥山晋

小岩井淨

国際經濟懇談會
原稿用紙に手書き
原稿
小岩井淨
自由、民主主義、戦後、
新生日本などとあり
早稲田大學 法學會

手書き
小岩井先生

日本学術会議事務局

元外務政務次官 前参
議院議員（全國區）伊
東隆治
中国・民主主義・自由・
マキャベリ・羽仁五郎
などあり ※まとまっ
ておいてあったもの
未記入
未記入
未記入
中央公論

（未記入原稿用紙、罫紙など多数）
（ノート部分）
未記入
（書簡 書きかけ）
（書簡）
（原稿）
封筒・包紙など多数
農地調整法

差出・作成

手書き

小岩井淨

豊橋市選挙管理委員
会
豊橋市

陸軍
時習編集部
小野清一郎

荻久商會
小岩井淨
小岩井多嘉
子

小岩井先生
小岩井淨
小岩井多嘉
子
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21
1

小岩井家個人的なもの

番号

年月日

2

2.28

文書名
（数学計算練習）

備考

三年生父兄の皆様へ

昭和 27〜28
昭和 29.11

（小岩井家家計簿 2 冊）
上申書

6

昭和 29.1

（俸給計算書・謝金明細書・
領収書など多数）
就学告知書

7
8

昭和 34.8.1
昭和 29.12

3
4
5

9
10
11
12
13

22
1
2
3
4
5
6

愛大関係

番号

年月日
昭和 24.4.1
昭和 27.12.2
昭和 29.10.30
昭和 31.4.1
昭和 25

小学四年生のドリル
舌代

児童名

豊橋市教育委員
会
小学館
小岩井淨
多嘉子

小岩井淨

小岩井ヒカル

故秋葉隆教授葬儀

9

1952.11.6

10

昭和28

11

1953.8.22

12

昭和28

13
14

昭和28.8.25
昭和28.10

15
16
17

昭和29
昭和29.4.14

昭和二十九年度入学試験期日
面接御担当について
変更御通知

18
19

昭和29.4.15
昭和29.6.2

お知らせ
御通知

20

昭和29.10.26

父兄会役員会開催通知

21

昭和29.11.4

24
25
26
27

豊橋警察署

備考

昭和 27.4.7
昭和 27.7.2

辞職願
辞職願
（ロックフェラー財団より小岩
井淨教授米国留学の件書簡）
昭和二十八年度愛知大学入学
試験 國語問題
帰國船乗船代表に本学より一
名採用されたきこと

裏にも記入あり

（昭和 28 年度文学部助手採用 合田昭三郎氏
決定の件
通知
（中俣富三郎君助命運動の件）

（名古屋校舎増築の為の地鎮
祭挙行通知）
昭和29.12.22 御通知
（昭和 30 ご
現代中国研究
ろか）8.20
昭和30 ごろ （中日辞典関係）
昭和30.3
御通知
昭和31.5.2
連絡教授会記録
昭和31.4.9
御願い

三年父兄

小岩井淨

小学四年生 8 月号ふろく
女児ゆかりさんの事故の際の
お見舞に対するお礼文
おしらせ（お遊戯会について） 小岩井ゆかり
（船の絵、漢字練習）
カルタ
忍術つかっておどろかす
（靴の手入れに関するメモ）
小岩井多嘉子
（鳥の形の厚紙）

文書名
辞令
辞令
辞令
辞令
履歴書・成績証明書
（書簡）

宛先

娘さんの小岩井ゆかりさんに
馬車が接触した事件の事

学習⑸

7
8

22
23

差出・作成
2E12 小岩井
ヒカル
三年理事評議員
一同

差出・作成
宛先
林毅陸
小岩井淨
本間喜一
小岩井淨
愛知大学
小岩井淨
小岩井淨
小岩井淨
角谷登志雄
昭和 27旧制学部卒
愛知大学長
深見
一圓一億
本間喜一
愛知大学長 本間喜 愛知大学理
一
事会
チャールズ・ビー・ 本間喜一
ファーズ
愛知大学國際問題研
究所 委員長 小岩
井淨
中部地方産業研究所
小岩井淨東亜同文書
院大学関係者一同

小岩井淨

愛知大学短期大学部

小岩井先生

大学院事務局
国際問題研究所

小岩井
小岩井淨

愛知大学父兄会長
横田豊治
理事長 本間喜一

父兄会役員
小岩井淨

教職員互助会長
国際問題研究所

小岩井理事
小岩井先生

評議会開催通知

学長

法経学部長

政治学の採点未提出の件

教務課

小岩井

短期大学部第二次入学試
験判定会議開催通知
大学院入学式挙行通知
フーバーライトライブラ
リーのライト氏夫妻来学
懇談会の件
昭和 29.11.6挙行
裏に国研関係メモあり
（昭和 28.8.28）
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29
30
31
32
33

年月日
文書名
昭和 31.9.10 （評議会、給与委員会、国研
〜昭和 32.7.2 会合、中産研会合開催通知
昭和 31.11.8
連絡教授会記録
9.7 連絡教授会記録
3.26 学習対策委員会記録
昭和 31.12.3
大学院委員会決議録
昭和 32.2.4
（書簡）

34
35
36
37
38
39

昭和 32.4.1
昭和32.5.9
昭和32.3.28
昭和32.6.6
昭和32.6.14
1957.5.19

40
41

昭和32.5.20
昭和 32.6.5

42

昭和 32.6.5

43

昭和 32.6.29

44

昭和 32.7

45

昭和32.7.19

46

昭和32

47①
②
48

昭和33.3.8

28

番号

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

1957.4.12〜
1958.3.19
4.6

4点

備考

教員超過勤務手当規定
法経学会教授会記録
（評議会記録）
連絡教授会決定
教養部教授会記録
大林正平・鈴木玲子両君結婚
式御案内
御通知
（評議会開催の件）
履歴書
昭和 23.3法経学部経済学
科卒 大見純夫
私立学校教職員共済組合員証
更新についてお知らせ
6 月末現在学生在籍者数（豊
橋校舎）
昭和三十二年度教職員夏季リ
クリエーション開催について
第一回常任委員会開催通知
専任教員超過勤務手当計算書
（32 年度前期）
入学願書受付日報
名古屋校舎願書受付数
（諸会議記録）
組合情報
出張命令
（記念写真）

差出・作成

宛先

名古屋一市民

小岩井愛知
大学々長

庶務課

小岩井淨

愛知大学教務課
愛知大学教職員互助
会会長 小岩井淨
愛知大学父兄会長
吉冨太計士
小岩井淨

小岩井学長

部長会議・評議会他
私学理事会
胡麻本・板倉先生 柔道
部の岩竹監督や学生

教員超過勤務手当 5 月分
（スケジュール表）
（書簡）
（タクシーチケットか）
11.11 国研會合御通知
（メモ）
10.7 （書簡）
朝日訴訟を勝利させわたした
ちの生活を守りましょう！
寄附金申込書
修士論文提出予定表
昭和 25
マッカーサー夫人への多嘉子 途中まで
夫人よりの手紙下書
昭和二十三年度 予算案
表のみ後欠
昭和 24.10.28 （就職斡旋資料其五）推薦狀
況一覧表
愛知大学創立三周年紀念行事
旧制学部三年学年末（二月）
卒業試験時間割表
評議會
一、新制大学処置
二、学費ノ件
三、評議会
財団 手書きメモ
昭和24.11.10 愛知大學新聞 10 号
昭和25.11.1
愛知大學新聞 17・18 合併
号
昭和26.1.16
教授会開催のお知らせ
昭和27.5.20
第三回中部五縣高校選抜弁論
大会御案内

愛知大学教職員組合
小岩井淨
小岩井淨
本間喜一
東海交通株式会社
国際問題研究所

小岩井淨
愛知大学
小岩井

大島国雄
朝日訴訟中央対策委
員会
愛知大学

一条先生

小岩井多嘉子

マッカーサ
ー夫人

財団法人

愛知大学

輔導課
愛知大学
愛知大学弁論研究会

小岩井教授
高等学校長
各位
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72

番号

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

年月日
昭和 27.7.1

88
89
90
91
92
93
94
95
96

中京

文書名
第二巻第三号

政治社会思想史 小岩井教授
第一講
2.12 （社会思想史・社会運動史
試験解答用紙）
昭和 27.4.23
理事會開催通知
昭和 28
学生便覧
昭和 28
愛知大學同窓會名簿
昭和 29
愛知大学父兄会名簿
第一愛知大學設置要項
教授会についての調査票
社会思想史問題・政治学問題
（一般教育）
昭和 28.2.28
愛知大學綜合郷土研究所所報
№ 6.7
昭和 28.6.30
愛知大學綜合郷土研究所所報
№ 8.9
（法經論集とかいた紙）
（中俣富三郎君助命運動の件
書簡）
6.7

（暑中見舞はがき）

86
87

月刊

昭和 29.3.19

1955.1.26〜
27

差出・作成
月刊中京社

11番教室

科目担当 小岩井先
生
本間喜一
愛知大学学生部
愛大同窓會本部
愛知大学父兄会

御案内
（英語の試験問題か）
（入試関係メモ）
（愛知大学 原稿用紙）
（愛知大学 罫紙）
名古屋市父兄会発起人名簿
（輔導委員関係メモ）
国研 御通知

会合開催通知

試験監督者への御願
（書簡）

書類送付の件

（大学関係メモ多数）
愛知大学夜間部のしおり
豊橋市案内

昭和 41
1949 年頃か

100

昭和30.6.24

101

昭和30.11.30

102

昭和21〜23
ごろか

103

昭和26〜27
ごろ

104
105

昭和28 年度 入學案内
昭和 25.2.25 （愛知大学後援会会長変更の
件）
新入生 学生数
学内案内図
昭和 21〜30
の間

四方教授渡欧後援会第二回発
起人会定事項
第一 愛知大学法経学部第二
部増設要項
第九の㈡ 学部及学科別教員
㈢ 学長並に学部及学
科別教員予定表
支出 2
（支出表）

宛先

小岩井先生

愛知大學綜合郷土研
究所
愛知大學綜合郷土研
究所

米国留学中止の事にも触
れてある

97
98
99

106
107

備考
愛大事件を裁く 真実の
あかしのために
手書き

小岩井淨
東亜同文書院大学関
係者一同
小岩井淨
短大豊橋事務局

入學試験委員會
放送部雑□課 山田
尚

小岩井法経
学部長

池上先生

愛知大学の写真・地図あ （印刷）濱松新聞社
り 地図は愛知大学の歴 印刷局
史（写真集）に使用した
もの
後援会事務局長 塩
沢君夫
ミスプリント修正済
学校法人愛知大学
岩井専用とあり

建物賃借料 35000000
二十一、二十二年度分と
あり
№ 37とあり
特別講座費 創立記念式
典費などあり

西願寺の印あり
図書館は、現在の郷土研
の位置にあり現代中国学
会を開催したときのもの
湖南展会場 とあり
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番号
108

昭和 26.2.24

109

23

年月日

（メモ）

文書名

（書簡）

備考
法制化とあり
三好、小岩井、小幡、竹井、
一円、松葉、大石、黒木、
玉井と先生の名あり

愛知大学公館にあったもので小岩井所有のものと思われる

番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

年月日
昭和 25.8.1
昭和 26.5.1
昭和 27.7.1
昭和 27.9.1
昭和 27.10.15
昭和 28.3.25
昭和 26.10.1
昭和 26.11.1
昭和 28.4.1
昭和 27.7.1
昭和27.8.1
昭和 27.11.1
昭和 28.1.1
昭和 28.4.15
昭和28.5.15
昭和 28.3.1
昭和 28.4.1
昭和 28.5.1
昭和 28.6.1
昭和 30.2.1

文書名
改造 第 31 巻第 8 号
改造 第 32 巻第 6 號
改造 第 33 巻第 9 號
改造 第 33 巻第 12 號
改造 第 33 巻第 15 號
改造 第 34 巻第 5 號
文藝春秋 第 29 巻第 13 號
文藝春秋 第 29 巻第 15 號
文藝春秋 31 巻第 5號
学園評論 創刊号
学園評論 8 月号
中國事情 第 34 号
中國事情 第 35 号
中國事情 第 36 号
中國事情 第 38 号
文化と綠化 第 3 巻第 3 号
文化と綠化 第 3 巻第 4 号
文化と綠化 第 3 巻第 5 号
文化と綠化 第 3 巻第 6 号
文化と綠化 第 5 巻第 2 号

21
22
23
24
25
26

昭和 27.10.1
昭和 27.11.1
昭和 27.12.1
昭和 28.2.1
1954.3.15
昭和 27.11.1

中央公論
中央公論
中央公論
中央公論
現代中國
世界國家

第 766 號
第 767 號
第 769 號
第 771 號
第 26 号
第 6巻第 11 號

差出・作成
改造社
改造社
改造社
改造社
改造社
改造社
文藝春秋新社
文藝春秋新社
文藝春秋新社
学園評論社
学園評論社
日本中國友好協会
日本中國友好協会
日本中國友好協会
日本中国友好協会
国会災害対策議員連盟桃園会
国会災害対策議員連盟桃園会
国会災害対策議員連盟桃園会
国会災害対策議員連盟桃園会
国会政策研究議員クラブ桃園
会
中央公論社
中央公論社
中央公論社
中央公論社
現代中国学会
財團法人國際平和協會

27
28

昭和 28.1.1
昭和 28.3.1

世界國家
世界國家

第 7巻第 1 號
第 7巻第 3號

財團法人國際平和協會
財團法人國際平和協會

29
30
31

昭和28.4.1
昭和28.5.1
昭和29.3.1

世界國家
世界國家
世界國家

第 7 巻第 4 號
第 7 巻第 5 號
第 8 巻第 3 號

財團法人國際平和協會
財團法人國際平和協會
財團法人國際平和協會

32
33
34
35

昭和29.6.1
昭和29.7.1
昭和29.8.1
昭和29.9.1

世界國家
世界國家
世界国家
世界国家

第 9 巻第 6 號
第 9 巻第 7 號
第 8 巻第 8 號
第 8 巻第 9 號

財團法人國際平和協會
財團法人國際平和協會
財團法人國際平和協會
財團法人國際平和協會

36
37
38
39
40
41
42

昭和27.10.1
昭和 28.2.25
昭和 29.11.25
昭和 29.1.5
1956.2.25
昭和31.3.12
1959.6.1

講演速報 第 77 號
日本週報 第 238 号
日本週報 第 308 号
學鐙 Vol.51 No.1
東京華僑會報
朝日新聞 夕刊
理論戦線 第 3号

講演速報社
日本週報社
日本週報社
丸善株式會社
日本華僑総会
朝日新聞東京本社
社会主義学生同盟全国執行委
員会

差出・作成

宛先

小岩井淨

中俣富三郎

宛先

備考

2部

世界連邦新聞の
挟み込みあり
世界連邦新聞の
挟み込みあり
世界連邦新聞の
挟み込みあり

世界連邦新聞の
挟み込みあり
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愛知大学文学部文学科設置認可申請書

1949（昭和24）年８月 30 日付で、文部省（当時）

加えて、ほかの同一部分や法経学部（当時）関係

の高瀬荘太郎大臣に提出した「文學部文學科設置

の箇所を一部省略したことを了承されたい（文中

認可申請書」
（手書き。控を本学に保管）を、添

の注記については〔 〕内に表示）。

付の認可書（活字。1950 年８月１日付）も含め
て以下掲載する。

現在、各分野の各専攻を包含した人文社会学科
一本に再編されつつある本学文学部は、新制大学

この文書は前年の 1948 年７月に出された「大

発足時は社会学科のみであったが、ここで文学科

學設置認可申請書」（1997 年刊行の『愛知大学五

の設置が認可された（フランス文学専攻は３年後）

十年史

ことで、のちの史学科・哲学科などの設置につな

資料編』に掲載）の追加としての性格を

有していて、それと全く変動・変更のない箇所は

がる総合学部への道を歩み出すことになる。

原文でも省略してある。今回の掲載にあたっては

〔表紙

（文責

５、学科增設の條件

原文縦書き〕

佃隆一郎）

敎員組織を一層整備する
こと

なお、以上の事項については、大学設置審議会の答

愛知大學文學部文學科設置認可申請書
愛知大學
別紙〔添付〕文部省

申もあり、その実施につき報告を徵し、又必要のある
場合には実地視察をし、敎員組織については、その充

校管

第88 号の１

実するまでは同審議会に協議をしなければならない

昭和 25年８月１日
愛知大学学科增設申請者
財団法人愛知大学理事

〔以下、本文
林

毅陸殿

原文縦書き〕
文學部文學科設置認可申請書

文部事務次官

伊藤日出登

此の度學校教育法第四條によって愛知大學に文學部
文學科を設置したいと思いますから御認可下さるよう

大学学科增設について（通知）

别紙書類を添えて申請いたします

昭和 24年９月10日付で申請のありました愛知大学

昭和24 年８月 30 日

学科增設のことは、大学設置審議会に協議しましたと

設置者

ころ、次のように增設してさしつかえないことになり
ましたので、その運営ならびに增設條件の履行につい

財團法人愛知大學理事
文部大臣

林 毅陸

髙瀨莊太郎 殿

ては、遺漏のないようお取り計らい願います
記

書類目次

頁

１、增設学科

文学部文学科

一、愛知大學文學部文學科設置要項

２、增設学科の修業年限

４年

二、學

則

15

３、增設学科の開設学年

第１学年、第２学年

三、校

地

45

４、增設学科の開設時期

昭和25年度

四、校舍等建物

1

47
139
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五、図書標本機械器具等施設

49

六、學部及び學科別學科目

53

外に雜誌報告紀要

七、履修方法及び學位授與

65

冊（昭和二十三年七月申請済の分に比べて單

八、學部及び學科別學生收容定員

83

行書二、六六一冊

九、職員組織

89

を増加している）

外國書

一、九〇八冊
四七四種

一九、三七四

雜誌報告紀要一、八二四冊

十、設置者に関する調

109

２、標本（昭和二十三年七月申請済）〔略〕

十一、資

125

３、機械器具（昭和二十三年七月申請済）〔略〕

産

十二、維持経營の方法

131

十三、現在経營している學校の現况

148

十四、將來の計画

158

七、學部及び學科の組織並に附属施設
１、學部及び學科の組織
法経學部

法學科
経済學科

第一

愛知大學文學部文學科設置要項

文學部

社會學科

一、目的及び使命

（以上昭和二十三年七月申請済）

本大學は昭和二十四年四月一日を以て新學制によ

文學科

る法経學部並びに文學部社會學科を設置したのであ
るが、夙に社會科學のみならず、人文科学の振興に
も深甚なる関心を有する本大學は文學部本來の性格

（新たに設置しようとする學科）
２、附属施設（昭和二十三年七月申請済）〔略〕
八、學部及び學科別學科目概要

及び使命に鑑み、こゝに教授陣容を强化擴充して、
文學部文學科設置の認可を申請するものである

各學部學科別學科目の概要は次の通りである
１、一般教養科目（各學部各學科共通）

本大學文學部文學科の使命とするところは廣く人

人文科學関係

九科目

三十六單位

文科學、社會科學並に自然科學の教養を基礎とし

社會科學関係

五科目

二十單位

つゝ、一は本邦固有の文學及び文化を考究して眞に

自然科學関係

四科目

十六單位

我が國情並に國民性に味到せしめ、一は諸外國の文

右の中十科目四十單位以上を履修させる

學及び文化を考究して國際的文化を理解せしめ、併

２、專門科目

せて一層廣汎なる視野に立つ一般文學を研究して教

法経學部

養高き品格ある文化的指導者、ジャーナリスト、文

三十六科目

壇人等の育成を期するものである

三十四科目

學專攻、英文學專攻、ドイツ文學專攻、中國文學專

文學部

攻及び一般文學研究の五つの部門を設ける

三、位置

文學部文學科

文學科
四十八科目

（昭和二十三年七月申請済）
総坪数

三七、
九〇〇坪

外に卒業論文（各學部各學科共通）八單位
文學部文學科を除く各學部各學科（昭和二十三年

総坪数

七月申請済）にあっては、右〔上〕の中、卒業論

建坪五、
五六三坪、延坪六、
五四一坪

文の外に十八科目七十二單位以上を履修させ、合

（昭和二十三年七月申請済）

計八十單位以上とする

六、図書標本機械器具等施設概要

文學部文學科（新たに設置しようとする學科）に
あっては、右の中、卒業論文の外に十六科目七十

１、図書
総冊数
内訳

二百八單位

（新たに設置しようとする學科）

（昭和二十三年七月申請済）
五、校舎等建物

百十二單位

（以上昭和二十三年七月申請済）

愛知縣豊橋市町畑町

四、校地

百三十六單位

社會學科
二十八科目

愛知大學（昭和二十三年七月申請済）

新たに設置しようとする學科

百四十六單位

経済學科

以上の使命を達成するために、文學科の中に國文

二、名称

法學科

六〇、
四三一冊
内國書

五八、
五二三冊

二單位以上を履修させ、合計八十單位以上とする
３、体育（各學部各學科共通） 二科目四單位
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（昭和二十三年七月申請済）

（以上昭和二十三年七月申請済）

九、履修方法及び學士号授與槪要〔略〕

文學科

各年次一〇〇名

十、職員組織槪要
學

長

計 四〇〇名

（新たに設置しようとする學科）

一名

合

一般教養科目（各學部各學科共通）

計

各年次五〇〇名

計二〇〇〇名

十二、設置者

專任

教

授

七名

本学の設置者は財團法人愛知大學である

專任

助教授

六名

本法人の理事及び監事名は次の通りである

專任

助

手

二名

專任

講

師

兼任

教

兼任

講

毅陸

本間喜一

横田

六名

神野太郎

大竹藤知

小岩井 淨

授

一名

四方

梅村

小幡清金

師

四名

鹿島宗二郎

計

理事

二六名

監事

專門科目

林

博

片山

理

清

忍

鈴木擇郎

本法人の顧問名は次の通りである

（ママ）

法経學科

顧問

三淵忠彦

長谷川萬次郎

安部能成

田中耕太郎

（ママ）

專任

教

授

一五名

專任

助教授

四名

專任

講

師

三名

後述第十二「維持経營の方法」の項に詳述すると

兼任

教

授

九名

ころであるが、本学経營のために必要な経費並にこ

兼任

講

師

九名

れが支弁に當てられる收入の各年度の槪要は次の通

十三、維持経營の方法槪要

四〇名

りである
第一年度（昭和二十五年度）

計

年度

文學部
專任

教

授

二四名

專任

助教授

二名

專任

講

師

三名

兼任

教

授

三名

兼任

講

師

四名

計

收入金額

二六、七七五千円
一、二二五千円（不足）
第二年度（昭和二十六年度）
二八、六七一千円
二九、〇八一千円

体育（各學部各學科共通）
教

授

一名

專任

講

師

二名

計
計

一〇五名

研究員

四名

外に

四一〇千円（不足）
完成年度（昭和二十七年度）
三一、七四一千円

三名

合

二九、九五五千円
一、七八六千円（剩余）

三三名

右に見る様に初年度並に次年度に於ては、それぞ

一四三名

れ大約百二十万円及び四十万円の收支不足額を生ず

事務員その他
総

計

（昭和二十三年七月申請済の職員数に比べて教員

收入についてその槪要を示せば次の通りである

法経學部
各年次二〇〇名
〃

一〇〇名

計 八〇〇名

１、新制大學

計 四〇〇名

文學部
社會學科

併し完成年度においては大約百八十

万円の剩余額を生じ以後の経營は健全になる、なお

十一、學部及び學科別學生定員

経済學科

るが、これはともに地元各金融機関からの融資によ
って補塡する

四名の増加である）

法學科

差引金額

二五、五五〇千円

三六名

專任

経費額

〃

一〇〇名

初年度

一千五十万円

次年度

一千五百万円

完成年度

計 四〇〇名

一千九百万円
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２、旧制大學
初年度

四百四十万円

次年度

二百九十万円

完成年度

百五十万円

３、別科及び高等科
各年度

三百六十万円

４、附属事業（出版部、學内工場、學内農場）

第二節

教授等

第三節

學生定員

第四章

別

科

第五章

図書館及び研究所

第六章

聽講生及び外國學生

第七章

公開講座及び通信教育

第八章

學年、學期及び休業日

初年度

九十万円

第九章

寄宿寮及び厚生保健施設

次年度

百十万円

第十章

賞

完成年度

罰

百三十五万円
愛知大學學則

５、後援會
各年度

百万円
第一章

６、特別後援會（父兄會）
各年度

第一條

二百五十万円

總

則

本大學は學校教育法に依り、髙い教養と專門

的教育を施し廣く國際的視野をもつて人類社会の発

７、豊橋市
各年度

展に貢献しうる人材を養成することを目的とする

二百五十万円

右の外從來の実績からして臨時的寄附金收入が各
第二章

年度とも相當の金額に上る

第一節

（詳細は第十二「維持経營の方法」の項参照）

第二條

十四、大學開設の時期

學

部

學部學科の組織

本大學に次の學部及び學科を置く

法経學部

昭和二十四年四月一日

法學科
経済學科

（昭和二十三年七月申請済）
文學部

文學部文學科開設の時期

（補足）

昭和二十五年四月一日
（註） 文學部文學科は昭和二十五年度に一年次及び

第三條

二年次の學生を同時に收容するが、一年次の學
生は新たに募集し、二年次の學生は現在法経學
部及び文學部社会學科の一年次在籍者中の希望
者を轉科させて編成する

第二

學

置するために変更又は増補した部分である

第一章

總

則

第二章

學

部

各學部の修業年限を四年とする

第二節
第四條

學科課程

各學部の學科目及び單位数は别表の通りであ

る
第五條

註 （補足）とあるのは文學部文學科を新たに設

次

文學科

第三節

則

目

社会學科

履修方法及び課程修了の認定

一般教養科目の外に一年次から專門科目を履

修させ逐次之を増加する
第六條

學生は所属の學科により夫々次の單位数の科

目を履修しなければならない
一、一般教養科目（各學部各學科共通）
（補足） 外國語一科目（但し文學部文學科は二科目）

第一節

學部學科の組織

の外に人文科學関係、社会科學関係及び自然

第二節

學科課程

科學関係の三系列に亘つて夫々二科目以上

第三節

履修方法及び課程修了の認定

合計十科目四十單位以上

第四節

學士の祢号並びにその授與に関する事項

第五節

入學、轉入學、退學及び休學

第六節

學資

第三章

（ママ）

二、專門科目
法経學部
法學科

第一節

職員並びに學生
職員

経済學科
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選択

六科目

二十四單位以上

三、通常の課程以外の課程によりこれに相当する學

文學部

校教育を修了した者

社会學科

必修十三科目

五十二單位

選択

二十單位以上

五科目

四、外國に於て學校教育における十二年の課程を修
了した者

（補足） 文學科（国文學專攻）

五、文部大臣の指定した者

必修

九科目

四十四單位

選択

七科目

二十八單位以上

六、その他本大學において髙等學校を卒業した者と
同等以上の學力があると認めた者

（英文學專攻）

第十三條

必修

十科目

四十四單位

選択

七科目

二十八單位以上

高等學校卒業程度による選抜試験を行う
第十四條

（ドイツ文學專攻）
必修

十科目

四十四單位

選択

七科目

二十八單位以上

第十五條

九科目

四十四單位

選択

七科目

二十八單位以上

期日迄に提出しなければならない

第十七條

必修

八科目

三十六單位

選択

九科目

三十六單位以上

なお所定の書式によつて在學保証書、戸籍抄本を
指定期日迄に提出しなければならない

八單位

第十八條

内に居住し身元確実で一家計を立てる者とする

て履修しようとする科目を學年の始に届出なければ
ならない

事件について連帯の責任を負ねばならない

臨時試験を行うことがある

會の决議によつて再入學を許可することがある

學士の祢号並びにその授與に関する事

第二十一條

學生は八年を超えて在學することはでき

ない

四年以上在學し第六條所定の單位数を取得し

たものに學士の祢号を授與する

但し休學した期間は在學期間に算入しない
第二十二條

學士の祢号については别に定める

學生が病氣その他やむを得ない事由によ

つて一學期以上就學ができないときは休學すること

入學、転入學、退學及び休學

ができる

第十一條

入學期は學年の始とする

第十二條

學部に入學できる者は次の各号の一に該当

第二十三條

しなければならない

休學しようとする者は所定の書式によつ

て保証人連署の上休學願を提出しなければならない
第二十四條

一、髙等學校卒業者

休學中は授業料の半額を免除する

第六節

二、通常の課程による十二年の學校教育を修了した
者

但

し入學の時期は学期の始とする

（ママ）

項

第五節

前條の規定による退學者がその學籍を失つ

たときから二年以内に再入學を願出た場合には教授

試験の成績は百点をもつて滿点とし、六十点
第四節

を届出なければならない
第二十條

卒業論文試験は四年次の終までに行う
以上を合格とする

學生が病氣その他やむを得ない事由によつ

て退學をしようとするときは保証人連署の上その旨

學科試験は學期の終りに行う、但し必要があれば

第十條

保証人はその學生の在學中は本人に関する一切の
第十九條

試験は學科試験及び卒業論文試験とする

第九條

保証人は二名とし、その一名は父兄（父兄

のない者はこれに代る親戚等） 他の一名は豊槗市

百二十四單位以上
學生は選択科目については教授の指導を受け

第八條

入學を許可された者は宣誓をし學生名簿に

署名する

三、体育（各學部各學科共通） 四單位
第七條

検定料の額は別に定める、一旦納付した後

は返還しない

（一般文學研究）

合計

入學志願者は所定の書類及び檢定料を指定

第十六條

必修

卒業論文

缺員のある場合には志願者につき詮衡の上

相當年次に転入學を許可することがある

（中國文學專攻）

各學部各學科共通

入學志願者数が採用人員に超過したときは

第二十五條

學

費

授業料及び入學金は指定期日迄に納付し

なければならない、一旦納付した後は返還しない
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但し授業料については正當の事由をもつて願出た
ものには三回の分納を認めることがある、分納の時
期は四月、九月及び一月とする

あるときは、教授会に於て資格を詮衡し缺員のある
場合に限り聽講を許可する
第三十八條

第二十六條

授業料及び入學金の額は别に定める

第二十七條

授業料又は入學金の納入を怠り、督促を

聽講生が聽講科目の試驗に合格したとき

は該科目について修了証明書を授與する

受けても納入しない者は除籍する、除籍された者が
再入學を願出たときは教授會の决議によつて許可す
ることがある

第三十九條

聽講料の額は别に定める、一旦納付した

後は返還しない
第四十條

入學、退學、休學及び賞罰に関する規定は

聽講生に準用する
第四十一條

第三章

職員並びに學生

第一節
第二十八條

職

外国人の入學志願者は、その入學資格に

つき當該外国公舘の證明を必要とする

員

第四十二條

本大學に總長及び學部長を置く

外國人の入學志願者は定員外に入學を許

可することがある

外に副總長を置くことができる
總長は大學を統督し、學部長は學部を統督する
第二十九條

本大學に評議会を設ける

第三十一條

本大學は隨時公開講座を設け一般の人々

の研學に資する

本大學に一定数の事務職員を置く

第二節

公開講座及び通信教育

第四十三條

評議会は總長の諮問に應える
第三十條

第七章

第四十四條

教授等

本大學に通信教育の制度を設ける

通信教育に関する規定は别に定める

本大學に一定数の教授、助教授、講師及

び助手を置く

第八章

教授、助教授、講師及び助手は教授研究に從事す
る

學年、學期及び休業日

第四十五條

學年は毎年四月一日に始まり翌年三月三

十一日に終る

第三十二條

本大學各學部に教授会を設ける

第四十六條

教授会は重要事項を審議する
第三節
第三十三條

三十一日までを後期とする

學部の學生定員は次の通りである

第四十七條

休日は次の通りである

法學科

八〇〇名

一、日曜日、祝日

経済學科

四〇〇名

一、創立記念日

社会學科

四〇〇名

一、夏季休日

文學科

四〇〇名

一、冬季休日 十二月二十五日から翌年一月十日ま

文學部
（補足）

月十五日までを前期とし、十月十六日から翌年三月

學生定員

法経學部

學年を二學期に分ける、四月一日から十

十一月十五日
七月一日から八月三十一日まで

で
第四章
第三十四條

别

科

一、春季休日

本大學に経済别科を設ける

别科に関する規定は别に定める

第九章

寄宿寮及び厚生保健施設

第四十八條
第五章
第三十五條

図書舘及び研究所

本大學に寄宿寮を設け、入寮希望の學生

を收容する

本大學に図書舘を設け、職員及び學生の

自由な研究に資する
第三十六條

寄宿寮に関する細則は别に定める
第四十九條

本大學に研究所を設ける

本大學に医療室を設け、職員及び學生の

保健医療に努める

研究所に関する規定は别に定める

第五十條

職員及び學生の厚生のため次の施設を設け

る
第六章
第三十七條

三月二十一日から四月十日まで

聽講生及び外國學生

一、學内工場

學部の科目について聽講を志願する者が

一、農
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文學部社会學科

一、學生食堂
その他
第十章
第五十一條

賞罰
品行不良、學業怠慢、その他懲戒を要す

ると認められた學生は訓戒、謹愼、停學又は退學に
處せられる
懲戒は教授会の議を経て總長之を行う
科目表
一般教養科目

各學部各學科共通

科 目
人文科學関係
哲 學
倫理學
論理學
歴 史
人文地理學
文學一部
文學二部
外國語一部
外國語二部
社會科學関係
社會科學槪論
法 學
政治學
経済學
社會學
自然科學関係
自然科學槪論
数 學
生物學
化 學

單位数
4
2
2
4
4
4
4
8
4

備

考

哲學史を含む

講
実

育

社会心理學
社会政策
勞働問題
協同組合論
哲學史
東洋思想史
東洋史
文學槪論
言語學
教育學
宗教學
考古學
社会法
統計學
社会學特殊講義

國語
漢文
英華の中一を履修
英華独佛露

物理學を含む

（補足）文學部文學科

一般教養科目については、外國語一部必修、その外
人文科學関係、社會科學関係〔、〕自然科學関係の三
系列に亘つて夫々二科目以上、外國語一部と併せて合
計十科目四十單位以上を履修する
（補足） 但し文學部文學科においては外國語は英、
華、
独、佛、露の中二科目（各六單位 合計十二單位）
を必修とする

体

科 目
必修科目
社会學
社会史
社会思想史
社会事業論
社会教育論
社会調査
新聞學
哲 學
倫理學
民族〔俗カ〕學
文化史
外國書研究
演 習
卒業論文
選択科目

4
4
4
4
4
4
4
4
4

各學部各學科共通

義
技

法経學部法學科

2
2

何れも必修

科 目
（國文學專攻）
必修科目
國文學槪論
國文學史
國語學槪論
國語學史
國文學特殊講義
國文學講讀
文學槪論
言語學槪論
國文學演習
卒業論文
選択科目
英文學槪論
ドイツ文學槪論
フランス文學槪論
ロシヤ文學槪論
中国文學槪論
藝術史
文化史
現代文學論
現代詩論

專門科目〔略〕

法経學部経済學科

專門科目

專門科目〔略〕

單位数
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

備

考

五科目二十單位以上
を選ぶ

專門科目
單位数
4
4
4
4
4
12
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4

備

考

七科目二十八單
位以上を選ぶ
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新聞學
図書舘學
映画演劇論
哲 學
哲學史
中国哲學史
（英文學專攻）
必修科目
英文學槪論
英文學史
英文學特殊講義
英文學講讀
英語學槪論
英語史
英文法槪論
文學槪論
言語學槪論
英文學演習
卒業論文
選択科目

4
4
4
4
4
4

國文學槪論
ドイツ文學槪論
フランス文學槪論
ロシヤ文學槪論
中国文學槪論
藝術史
文化史
現代文學論
現代詩論
新聞學
図書舘學
映画演劇論
哲 學
哲學史
中国哲學史
（ドイツ文學專攻）
必修科目
ドイツ文學槪論
ドイツ文學史
ドイツ文學講讀
ドイツ文學特殊講義
ドイツ語學槪説〔論カ〕
ドイツ語史
ドイツ語學講讀
文學槪論
言語學槪論
ドイツ文學演習
卒業論文
選択科目

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

國文學槪論
英文學槪論
フランス文學槪論
ロシヤ文學槪論
中国文學槪論
藝術史
文化史
現代文學論
現代詩論
新聞學

4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
8

4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

七科目二十八單
位以上を選ぶ

図書舘學
映画演劇論
哲 學
哲學史
中国哲學史
（中国文學專攻）
必修科目
中国文學槪論
中国文學史
中国古文講讀
中国文學特殊講義
中国語學槪論
中国語學講讀
文學槪論
言語學槪論
中国文學演習
卒業論文
選択科目

4
4
4
4
4

國文學槪論
英文學槪論
ドイツ文學槪論
フランス文學槪論
ロシヤ文學槪論
藝術史
文化史
現代文學論
現代詩論
新聞學
図書舘學
映画演劇論
哲學史
中国哲學史
（一般文學研究）
必修科目
文學槪論
言語學槪論
国文學槪論
現代文學論
現代詩論
藝術史
文化史
一般文學演習
卒業論文
選択科目
○國文學史
○英文學槪論
○ドイツ文學槪論

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

七科目二十八單
位以上を選ぶ

○フランス文學槪論
○ロシヤ文學槪論
○中国文學槪論
哲 學
哲學史
中国哲學史
社会學
社会史
新聞學
考古學
映画演劇論
図書舘學
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4
4
8
4
4
8
4
4
4
8

七科目二十八單
位以上を選ぶ

4
4
4
8
4
4
4
（ママ）

8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

○印中から四科
目十六單位その
他から五科目二
十單位合計九科
目三十六單位以
上を選ぶ
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第三

校

地

（昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する）
第四

校舍等建物

（昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する）
第五
一、図

図書標本機械器具等施設
書

冊
数
備
考
内國書
外國書
計
一般教養図書
四、〇〇八
四六一
四、四六九
專門図書
五四、五一五
一、四四七
五五、
九六二 漢籍三一、
六二二冊を含む
計
五八、五二三
一、九〇八
六〇、
四三一
單行書
五八、五二三
一、九〇八
六〇、
四三一
雜誌報告紀要 四六八種
六種
四七四種
一八、五三五
八三九
一九、
三七四
計
七七、〇五八
二、七四七
七九、
八〇五
種

備

別

考

昭和二十三年七月申請済の分に比べて單行書二、
六六一冊、雜誌報告紀要一、
八二四冊
合計四、四八五冊増加している

二、標

本

（昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する）
三、機械器具
（昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する）
四、施

設

（昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する）
第六

學部及び學科別學科目

學部

學科

文學部

文學科

學

科

目

一般教養科目
人文科學関係
哲
學
倫 理 學
論 理 學
歴
史
人文地理學
文學一部（國語）
文學二部（漢文）
外 國 語
社會科學関係
社會科學槪論
法
學
政 治 學
経 済 學
社 會 學
自然科學関係
自然科學槪論
数
學
生 物 學
化
學

第一
年度

開設年度及び單位数
第二 第三 第四
年度 年度 年度

備

考

4 哲學史を含む
2
2
4
4
4
4
12 英、独、佛、露、華

4
2
2
4
4
4
4
12
4
4
2
4

計

2
2

2

4
4
2

2

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

物理學を含む

147

◦ 894 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

專門科目
文學
槪論部門
文學槪論
現代文學論
現代詩論
國文學
槪論部門
國文學槪論
歴史部 門
國文學史
批判部門
國文學特殊講義
作品部門
國文學講讀
語學部門
國語學槪説
國語學史
英文學
槪論部門
英文學槪論
歴史部門
英文學史
批判部門
英文學特殊講義
作品部門
英文學講讀
語學部門
英語學槪説
英 語 史
英文法槪論
ドイツ文學
槪論部門
ドイツ文學槪論
歴史部門
ドイツ文學史
批判部門
ドイツ文學特殊講義
作品部門
ドイツ文學講讀
語學部門
ドイツ語學槪説
ドイツ語史
ドイツ語學講讀
フランス文學
槪論部門
フランス文學槪論
ロシヤ文學
槪論部門
ロシヤ文學槪論
中國文學
槪論部門
中國文學槪論
歴史部門
中國文學史
批判部門
中國文學特殊講義
作品部門
中國古文講讀

2
2
2

2
6
2

4
8
4

4

4

2

4

4

4

4

8

12

2
2

2
2

4
4

2

2

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2
2

2
4
2

4
4
4

2

2

4

2

2

4

4

4

2

6

8

2

4
2
4

4
4
4

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

4

4

4

4

4

2

4
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語學部門
中國語學槪論〔説カ〕
中國語學講讀
言語學
槪論部門
言語學槪説
歴史學
一般史部門
文 化 史
藝 術 史
考 古 學
哲 學
槪論部門
哲
學
歴史部門
哲 學 史
中國哲學史
社會學
槪論部門
社 會 學
歴史部門
社 會 史
特殊研究部門
新 聞 學
その他
映画演劇論
圖書館學
演 習
國文學演習
英文學演習
ドイツ文學演習
中國文學演習
一般文學演習
体 育
講
義
実
技
合
計

第七

2
4

2

4
4

2

2

4

2

2
2
2

2

4
4
4

2

2

4

2

2
2

2
2

4
4

2

2

4

2

2

4

2

2
2
2
2
2
2
132

2

4

4
4

4
4

2
4
2
2
2

4
4
4
4
4

130

2
2
284

22

履修方法及學位授與

ロ、英文學專攻

一、履修方法

十七科目七十二單位以上

ハ、ドイツ文學專攻

一般教養科目の外に一年次から專門科目を履修さ

十七科目七十二單位以上

せ逐次之を増加する

ニ、中國文學專攻

二、學士號授與

十六科目七十二單位以上

四ヶ年以上在學し次の單位数を獲得したものに學

ホ、一般文學專攻

士號を授與する

十七科目七十二單位以上
及び卒業論文八單位

１、一般教養科目については外國語二科目の外に、
人文科學関係、社會科學関係、自然科學関係の三

３、体育四單位

系列に亘つて夫々二科目以上、合計十科目四十單

合

計

合計八十單位以上

百二十四單位以上

位以上
２、專門科目については
文學部文學科
イ、國文學專攻

十六科目七十二單位以上
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三、内
學

部

文學部

譯
學

科

專攻別

文學科

各專攻共通

国文學專攻

學

科

目

一般教養科目
人文科學関係
哲
學
倫 理 學
論 理 學
歴
史
人文地理學
文學一部（國語）
文學二部（漢文）
外 國 語
社會科學関係
社會科學槪論
法
學
政 治 學
経 済 學
社 會 學
自然科學関係
自然科學槪論
数
學
生 物 學
化
學
專門科目
文 學
槪論部門
文學槪論
現代文學論
現代詩論
國文學
槪論部門
國文學槪論
歴史部門
國文學史
批判部門
國文學特殊講義
作品部門
國文學講讀
語學部門
國語學槪説
國語學史
英文學
槪論部門
英文學槪論
ドイツ文學
槪論部門
ドイツ文學槪論
フランス文學
槪論部門
フランス文學槪論
ロシヤ文學
槪論部門
ロシヤ文學槪論
中國文學
槪論部門
中国文學槪論
言語學
槪論部門
言語學槪論

必 修
單位数
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12

選擇
單位数

4
2
2
4
4
4
4

備

哲學史を含む

英、独、佛、露、華の中二つ

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4

4
4
4
12
4
4

4

4

4

4

4

4

考

物理學を含む
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英文學專攻

歴史學
一般史部門
文 化 史
藝 術 史
哲 學
槪論部門
哲
學
歴史部門
哲 學 史
中國哲學史
社會學
特殊研究部門
新 聞 學
その他
映画演劇論
圖書舘學
文 學
槪論部門
文學槪論
現代文學論
現代詩論
國文學
槪論部門
國文學槪論
英文學
槪論部門
英文學槪論
歴史部門
英文學史
批判部門
英文學特殊講義
作品部門
英文學講讀
語學部門
英語學槪論〔説カ〕
英 語 史
英文法槪論
ドイツ文學
槪論部門
ドイツ文學槪論
フランス文學
槪論部門
フランス文學槪論
ロシヤ文學
槪論部門
ロシヤ文學槪論
中國文學
槪論部門
中国文學槪論
言語學
槪論部門
言語學槪論
歴史學
一般史部門
文 化 史
藝 術 史
哲 學
槪論部門
哲
學
歴史部門

4
4

4
4
4

4
4
4

4

4
4

4

4
4
4
8
4
4
4

4

4

4

4

4

4
4

4
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哲 學 史
中国哲學史
社会學
特殊研究部門
新 聞 學
その他
映画演劇論
図書舘學
ドイツ文學專攻 文 學
槪論部門
文學槪論
現代文學論
現代詩論
國文學
槪論部門
国文學槪論
英文學
槪論部門
英文學槪論
ドイツ文學
槪論部門
ドイツ文學槪論
歴史部門
ドイツ文學史
批判部門
ドイツ文學特殊講義
作品部門
ドイツ文學講讀
語學部門
ドイツ語學槪説
ドイツ語史
ドイツ語學講讀
フランス文學
槪論部門
フランス文學槪論
ロシヤ文學
槪論部門
ロシヤ文學槪論
中国文學
槪論部門
中国文學槪論
言語學
槪論部門
言語學槪論
歴史學
一般史部門
文 化 史
藝 術 史
哲 學
槪論部門
哲
學
歴史部門
哲 學 史
中國哲學史
社会學
特殊研究部門
新 聞 學
その他
映画演劇論
図書舘學
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4

4
4
4

4

4
4

4

4

4
4
4
8
4
4
4

4

4

4

4

4
4

4
4
4

4
4
4
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中國文學專攻

一般文學研究

文

學
槪論部門
文學槪論
現代文學論
現代詩論
国文學
槪論部門
国文學槪論
英文學
槪論部門
英文學槪論
ドイツ文學
槪論部門
ドイツ文學槪論
フランス文學
槪論部門
フランス文學槪論
ロシヤ文學
槪論部門
ロシヤ文學槪論
中国文學
槪論部門
中国文學槪論
歴史部門
中国文學史
批判部門
中国文學特殊講義
作品部門
中国古文講讀
語學部門
中国語學槪論
中国語學講讀
言語學
槪論部門
言語學槪論
歴史學
一般史部門
文 化 史
藝 術 史
哲 學
槪論部門
哲
學
歴史部門
哲 學 史
中國哲學史
社会學
特殊研究部門
新 聞 學
その他
映画演劇論
図書舘學
文

4

4

4

4

4

4

4
4
4
8
4
8

4

4
4

4
4
4

4
4
4

學

槪論部門
文學槪論
現代文學論
現代詩論
国文學
槪論部門
国文學槪論

4
4

選択科目中○印の中から
特に四科目を選ぶ

4
8
4

4
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各專攻共通
各專攻共通
各專攻共通

歴史部門
国文學史
英文學
槪論部門
英文學槪論
ドイツ文學
槪論部門
ドイツ文學槪論
フランス文學
槪論部門
フランス文學槪論
ロシヤ文學
槪論部門
ロシヤ文學槪論
中國文學
槪論部門
中國文學槪論
言語學
槪論部門
言語學槪論
歴史學
一般史部門
文 化 史
藝 術 史
考 古 學
哲 學
槪論部門
哲
學
歴史部門
哲 學 史
中国哲學史
社会學
槪論部門
社 会 學
歴史部門
社 会 史
特殊研究部門
新 聞 學
その他
映画演劇論
図書舘學
体 育
講
義
実
技
演 習
卒業論文
合
計
１、国文學專攻
２、英文學專攻
３、ドイツ文學專攻
４、中國文學專攻
５、一般文學研究
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○４
○４
○４
○４
○４
○４

4

4
4

4

4
4
4

4
4
4
4
4
2
2
4
8
68
68
68
68
68

120
120
120
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120
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第八

學部及び學科別學生收容定員

第九

一、學部及び學科別毎年入學收容定員
文學部文學科

字化〕

一〇〇名

一、職員總括

二、學部及び學科別総學生收容定員
文學部文學科
學 科
文學科

四〇〇名

專門科目
收容定員
文學槪論
一〇〇
現代文學論
五〇
現代詩論
五〇
國文學槪論
一〇〇
國文學史
五〇
國文學特殊講義
五〇
國文學講讀
五〇
國語學槪説
五〇
國語學史
五〇
英文學槪論
一〇〇
英文學史
五〇
英文學特殊講義
五〇
英文學講讀
五〇
英語學槪説
五〇
英語史
五〇
英文法槪論
五〇
ドイツ文學槪論
五〇
ドイツ文學史
五〇
ドイツ文學特殊講義
五〇
ドイツ文學講讀
五〇
ドイツ語學槪説
五〇
ドイツ語史
五〇
ドイツ語學講讀
五〇
フランス文學
五〇
槪説〔論カ〕
ロシヤ文學槪論
五〇
中国文學槪論
五〇
中国文學史
五〇
中国文學特殊講義
五〇
中國古文講讀
五〇
中國語學槪論
五〇
中國語學講讀
五〇
言語學槪論
一〇〇
文化史
五〇
藝術史
五〇
考古學
五〇
哲 學
五〇
哲學史
五〇
中国哲學史
五〇
社会學
五〇
社会史
五〇
新聞學
五〇
映画演劇論
五〇
図書舘學
五〇
國文學演習
五〇
英文學演習
五〇
ドイツ文學演習
五〇
中國文學演習
五〇
一般文學演習
五〇

人
任 兼
1

任

授

47

13

60

助教授
助 手
講 師
研究員
事務員
其の他
守 衛
使 丁
給 仕
合 計

12
2
14
4
26

17

12
2
31
4
26

職

三、專門科目別學生收容定員
學 部
文學部

職員組織 〔この項、表内の漢数字を算用数

備

考

學
教

名
長
員

教

專

3
2
2
113

部課長及び科目主任表
文學部長
文學科長
科目主任
一般教養科目
人文科學関係
外 國 語
社會科學関係
自然科學関係
專門科目
文
學
國 文 學
英 文 學
ドイツ文學
フランス文學
ロシヤ文學
中國文學
言 語 學
歴 史 學
哲
學
社 會 學

員

備

計

考

1

30

專任教授中１名
は學長兼担

3
2
2
143

秋葉 隆
田中梅吉
川出麻須美
中村和之雄
玉井 茂
箕作新六
田中梅吉
久曽神昇
若江得行
板倉鞆音
山崎知二
熊沢復六
鈴木択郎
服部正己
鈴木中正
高桑純夫
秋葉 隆
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二、學部及び學科教員
學部

學科

文學部

文學科

學

科

目

一般教養科目
人文科學関係
哲
學
倫 理 學
論 理 學
歴
史
人文地理學
文學一部（國語）
文學二部（漢文）
外 國 語
（英語）
（独語）
（佛語）
（露語）
（華語）
社會科學関係
社會科學槪論
法
學
政 治 學
経 済 學
社 會 學
自然科學関係
自然科學槪論
数
學
生 物 學
化
學
專門科目
文 學
槪論部門
文學槪論
現代文學論
現代詩論
國文學
槪論部門
國文學槪論
歴史部門
國文學史
批判部門
國文學特殊講義
作品部門
國文學講讀
語學部門
國語學槪説
國語學史
英文學
槪論部門
英文學槪論
歴史部門
英文學史
批判部門
英文學特殊講義
作品部門
英文學講讀
語學部門
英語學槪説
英 語 史
英文法槪論
ドイツ文學
槪論部門
ドイツ文學槪論

教
專 兼
任 任

1
1

1

1
1
1

配
當
定
員
授
助 教 授
講
師
兼
專 兼 兼
專 兼 兼
担 計 任 任 担 計 任 任 担 計

1
1

1

1
1
1
2
1
6
1
2
1
1
1

3
1
8
3
2
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1
1
4
2

2
1
1

2

1

1
1
1
6
3

備

計

2 哲學史を含む
2
1
2
1
4
2
16 英独佛露華
7
3

（ママ）

2

2
2
3

1
2
1
1
2

2
1

1

1
2

1
2

1
2

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
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1

1

1

1

1
2

專任助手２名
2 物理學を含む
2
1
2

1

1

1
1

考

1

1
2
1

2
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歴史部門
ドイツ文學史
批判部門
ドイツ文學特殊講義
作品部門
ドイツ文學講讀
語學部門
ドイツ語學槪説
ドイツ語史
ドイツ語學講讀
フランス文學
槪論部門
フランス文學槪論
ロシヤ文學
槪論部門
ロシヤ文學槪論
中國文學
槪論部門
中國文學槪論
歴史部門
中國文學史
批判部門
中國文學特殊講義
作品部門
中國古文講讀
語學部門
中國語學槪論〔説カ〕
中國語學講讀
言語學
槪論部門
言語學槪論
歴史學
一般史部門
文 化 史
藝 術 史
考 古 學
哲 學
槪論部門
哲
學
歴史部門
哲 學 史
中國哲學史
社會學
槪論部門
社 會 學
歴史部門
社 會 史
特殊研究部門
新 聞 學
その他
映画演劇論
図書舘學
演 習
國文學演習
英文學演習
ドイツ文學演習
中國文學演習
一般文學演習
体 育
講
義
実
技
合

計

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1

1

51

6

15

72

2
8

0

3

11

12

5

1

2

1
2

18

101

外に專任助手
２名
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仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

助
教授

仝

仝

仝

仝

仝

講師

仝

仝

仝

仝

仝

助手

物

學

會

語

語

語

學

學

語

仝

仝

露

文學二部（漢文）

仝

語

學

仝

治

政

學

學

仝

會

語

學

社會科學槪論

社

化

化

語

自然科學槪論
数
學

文學二部（漢文）

華

華

露

社

法

英

文學一部（國語）

哲學、論理學

生

學

1

4

10

10

6

8

8

10

8

6

7

4

6

10

10

6

10

12

10

10

化

10

8

學

済

語

6

10

毎週
授業
時数

自然科學槪論
化
學

経

英

仝

兼担

仝

仝

教授

仝

仝

專任

英

仝

仝

〔改頁〕 助手

英

仝

仝

文學一部（國語）

仝

仝

担當學科目

倫理學、論理學

專任

教授

職名

專任 本部の名
兼任
称並び
兼担
に担当
の別
學科目
一般教養科目

三、學部及學科別教員予定
學
称

位
号

東京外語露語科

東大文學部
倫理學科
東大文學部
國文學科
東大文科大學
哲學科
東大法學部
政治科
東大理科大學
化學科
京大理學部
理學博士
化學科
スタンフォード大學
大學院昆虫學科
東大文學部
倫理學科
京大文學部
文學科
東大文學部
英文學科
九大法文學部
早稲田大學文學部
哲學科
ハルピン日露協會學
校
上海東亜同文書院
愛知大學
経済科
東大文學部
支那文學科
京大理學部
理論物理學科
東京外語
英語部文科
東大文學部
言語學科
東京女子藥學校
浜松工專化學部
燃料化學科
東大文學部
文學博士
社會學科
東大法學部
政治科
東大法學部
政治學科
大東文化學院
髙等科

最終卒業學校
學
部
及
學
科
名

著６
論 12
著 18
論１
著３
論４以上
著４
論７
著２論３
訳 15

なし

なし

なし

論２

論１

論１
訳１
論１
著５
論３
なし
論１
訳１
仝
仝

〃 21 12 28
〃 23 ４ 23

〃 23 ２ 24

〃 22 ４ １

〃 21 11 26

〃 22 ４ 15

〃 21 11 ６

昭和 24 ４ 12

昭和24 ４ 12

昭和 21 11 21

〃 24 ２ ５

〃 24 ４ 12

仝

仝

仝

仝

採用済

昭和 25 ４

昭和 25 ４

仝

仝

仝

昭和 24 10

仝

仝

仝

〃 22 ４ １

仝

〃 23 ３ 28

仝

仝

採用済

仝

昭和 24 10

仝

採用済

昭和 24 10

採用済

採 用
予 定
年月日

〃 21 ９ 10

〃 22 ４ １

著１
論６
なし

〃 21 12 28

なし

論 49

昭和 22 ４ １

〃 22 ４ １

著３論５

〃 22 ７ 31

著３論３
訳２

〃 24 ４ 21

昭和 21 12 28

教職適格
審査判定
年 月 日

なし

論１

著３
論 16

著書及
學術論
文 数
國籍
本籍

11,000 愛知

11,000 廣島

12,000 東京

12,000 群馬

12,000 千葉

7,000 髙知

8,000 愛知

11,000 愛知

9,000 愛知

8,500 京都

10,000 京都

8,000 大分

9,000 埼玉

10,000 愛媛

8,000 東京

9,000 岐阜

8,000 山口

9,000 鹿児島

8,000 山口

11,000 福岡

11,000 東京

12,000 山口

12,000 東京

12,000 愛知

12,000 愛知

11,000 三重

月 額
基本給
氏

名

生年月日

大正７ 11 22

明治 44 10 27

〃 ９ ８ 13

〃 ４ ４ 20

大正 10 ９ 30

〃 32 ６ ７

〃 30 10 23

〃 26 ９ 26

〃 28 ２ ４

〃 ９ ４ 24

〃 17 ２ ７

仝 熊澤復六

仝 齊伯 守

仝 戸澤鐵彦

仝 住谷悦治

仝 秋葉 隆

男 佐竹彰三

女 中村たみ

〃 32 ４ ８

〃 30 11 10

〃 26 ８ 31

〃 28 12 18

明治 21 10 15

大正 15 ３ ７

〃 37 ８ ９

〃 19 １ ５

明治 42 ８ 10

仝 浅井定彦
仝 山本康三

大正５ 12 ５

明治 38 ７ ９

大正９ ７ 22

〃 43 ３ ７

仝 市村照夫

仝 市村春雄

仝 金丸一夫

仝 桑島信一

仝 胡麻本蔦一 明治 36 10 １

仝 川越淳二

仝 荻野茂彦

仝 石田 泰

仝 津之地直一

仝 細迫朝夫

仝 大内義郎

仝 志賀冨士男

仝 箕作新六

仝 玉井 茂

仝 中村和之雄

仝 川出麻須美

男 横山将三郎 明治 30 10 10

性
別
考

昭和23 ７專任で
申請済

仝

仝

仝

仝

昭和23 ７申請済

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

昭和23、7申請済

備
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仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

助
教授

仝

講師

華

語

語

語

語

語

歴

歴

法

史

史

學

文學一部（國語）

独

英

文學一部（國語）

独

佛

◦ 906 ◦

仝

仝

專任

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

教授

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

專門科目

仝

仝

第八高等
學校教授
独 語

會

學

語

語

8

2

2

2

2

學

史

史

學

聞

術

會

2

2

2

8

2

2

2

6

10

0

4

6

6

2

京大文學部
國文學科

東大経済學部

東大法學部
政治科
京大文學部
哲學科
上智大學學部（ママ）
哲學科

東大経済學部

東大法科大學
政治科

東大古典科

東大文學部
独文學科

東大文學部
社會學科

京大文學部
独文學科

東大文學部
東洋史學科
東京髙師本科
地理歴史部
東北大學法文學
部哲學科
東大文學部
言語學科
東大文學部
西洋史學科
東北大學理學部
東大文學部
英文學科

京大法學部

上海東亜同文書院
東大文學部
佛文學科
京大文學部
3
文學科
東大文學部
2
國文學科
東大文學部
2
英文學科
東大文學部
3
言語學科
京大文學部
2
國文學科
2

7

國語學槪説
國文學講義
図 書 舘 學

新

哲

藝

社

現代文學論

現代文學論

國文學槪論

文 學 槪 論
ドイツ文學槪論
ドイツ文學講読
ドイツ文學特殊講義

社

独

英

東北大學
〔改頁〕 教授 兼任
哲
學
講師哲學
駒沢大學
仝
仝
英
語
教 授
愛知二師
講師 仝
人 文 地 理
教授地歴
仝
仝
数
學

仝

仝

仝

仝

文學博士

文學博士

〃 21 12 28

〃 21 10 14
〃 23 ２ 18

なし
論１

論 14
編１

２

26

15

11

４

〃 22 ６ 28

昭和 21 11 ６

著６以上
〃 23 12
論多数
著２
〃 22 ２
訳１
著10以上
論１
著 18
昭和 22 ４
論１
著５
論３
著８
昭和 23 11
論３
著１訳１
〃 24 ５
論５以上

著４論11
訳３

著６
論 12

昭和 25 ９ 28

〃 21 ９ 23

著 10

論３

昭和 21 ８ 29

〃 23 10 13

〃 21 ９ 30

〃 22 ５ １

〃 21 10 18

〃 21 ９ 13

〃 21 12 28

〃 21 10 24

〃 22 ４ 24

著７
論40以上

著２

論８

なし

著４
論７
著15論47
編５
著１論１
訳１
著１論２
訳４
論 14
編１

論１以上

著２

仝

11,000 栃木

昭和 25 10

12,000 愛知

11,000 愛知

10,000 滋賀

〃 26 10
採用済

10,000 東京

12,000 群馬

11,000 靜岡

12,000 德島

12,000 東京

12,000 京都

12,000 千葉

2,000 愛知

2,000 愛知

2,000 愛知

2,000 愛知

3,000 東京

3,000 髙知

10,000 東京

8,500 愛知

9,000 髙知

12,000 愛知

9,000 德島

9,000 廣島

9,000 愛知

10,000 愛知

10,000 靜岡

昭和 26 ４

採用済

昭和 26 ４

仝

昭和 25 10

仝

採用済

〃 25 ４

〃 24 10

昭和 27 ４

採用済

仝

昭和 25 ４

昭和 25 ４

仝

採用済

昭和 25 10

仝

仝

仝

仝

仝

仝 鈴木擇郎

大正２ ２ 25

〃 44 ５ 23

〃 21 10 31

〃 44 ９ 12

〃 43 ３ 26

〃 42 ５ 31

〃 40 ４ 26

〃 36 １ ７

〃 31 ６ 27

仝 市川 寛

仝 清水武雄

仝 高桑純夫

仝 見田石介

仝 住谷悦治

仝 芹沢光治良

仝 新居 格

仝 佐々木信綱

仝 田中梅吉

男 秋葉 隆

仝 中條宗助

仝 太田耕治

仝 早川正美

仝 小木曽 公

仝 石黒魯平

男 武市健人

〃 21 10 31

〃 31 ６ １

〃 36 ６ ４

〃 39 ４ 23

〃 28 12 18

〃 30 ５ ４

〃 21 ３ ９

〃 ５ ６ ３

〃 16 ９ ６

明治 21 10 15

〃 43 10 １

〃 36 11 15

〃 40 ４ １

〃 35 10 11

〃 18 ６ 14

明治 34 ５

仝 北垣恭次郎 明治 10 12 25

仝 鈴木中正

仝 一圓一億

仝 市川 寬

仝 服部正巳

仝 若江得行

仝 久曽神 曻

仝 板倉鞆音

仝 山崎知二

仝

昭和23 ７社会學
科で申請済

昭和 23 ７社会學
科で申請済

昭和 23 ７社会學
科で申請済

仝

仝

仝

仝

昭和23 ７申請済

昭和23 ７申請済

昭和 23 ７專任で
申請済

昭和23 ７申請済

昭和 23 ７專任で
申請済

昭和23 ７申請済

仝

仝

仝

仝

仝
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160

◦ 907 ◦

仝

仝

仝

講師

專任

仝

仝

講師

仝

育

教授

体

專任

兼任

教授

〔別紙〕 教授

仝

兼担

助
教授

〔改頁〕 教授

仝

仝

助
教授

仝

仝

仝

兼担

仝

仝

教授

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

仝

文

仝

仝

講師

ドイツ文學講読
ドイツ語史
ドイツ語槪説
言語學槪論

仝

仝

化

學

史

史

古

學

実

実

講

技

技

義

英文學槪論
英 文 學 史

中國文學槪論

英文學槪論
英 文 學 史
英語學槪論
英
語
史

國文學講讀

考

英文學特殊講義

國 文 學 史

現 代 詩 論

中國文學史
中國文學特殊講義

哲

ドイツ文學史
ドイツ語學講読
ドイツ文學演習
英文學講讀
英文法槪論
英文學演習
國 語 學 史
國文學演習
國文學特殊講義

ロシヤ文學槪論

フランス文學槪論

仝

仝

中國語學槪論
中國語學講読
中國文學演習
中國古文講読
中國哲學史

仝

仝

文學博士

論２

東大文學部
哲學科

東大文學部
東洋史學科
東大文學部
支那文學科
第三髙等學校
文科丙類
東大文學部
國文學科
東大文科大學
哲學科
東大文學部
倫理學科
京大文學部
文學科

1

1

1

愛知縣立医學專門學
校
日本体育專門學校
高師部
日本女子体育專門學
校
医學博士

著13論42
編５

東大文學部
國文學科

なし

なし

著２
論 13

論１訳２
編２

訳１以上

著 10

著３
論 16
著１
論６

なし

論１

著 16

著１論５
訳５

論８

著１論２
訳４

著１論１
訳１

東大文學部
英文學科

東大文學部
言語學科

著５
論２

〃 24 ５ 17

昭和 23 ９ ２

審査中

〃 22 ４ 18

昭和 21 ９ 23

〃 22 ４ １

昭和 21 12 28

〃 22 ７ 31

〃 24 ４ 21

昭和 24 ５ 31

〃 21 ９ 30

〃 21 10 18

〃 21 10 ４

〃 21 12 28

〃 21 ９ 13

〃 21 10 24

〃 23 ２ 24

京大文學部
文學科

東大文學部
4
言語學科
北京大學文學院
2
國文系
早稲田大學文學部
4
文學科

4

2

2

2

2

2

4

2

8

2

6

8

6

〃 22 ４ 24

著２論３
訳 18

〃 22 ４ １

昭和 21 12 28

論１以上

著４
論７

大東文化學院
髙等科
東大文學部
2
佛文學科
東京外國語大學校
2
露語科
6

著２

上海東亜同文書院

8

採用済

仝

昭和 24 10

昭和 25 ４

〃 25 10

〃 25 ４

昭和 25 10

仝

採用済

採用済

〃 24 10

〃 25 10

昭和 26 ４

仝

採用済

昭和 25 10

仝

仝

仝

採用済

仝

仝

採用済

7,500 愛知

7,500 愛知

12,000 愛知

10,000 東京

2,000 東京

3,000 東京

3,000 山口

9,000 鹿児島

11,000 三重

12,000 愛知

12,000 愛知

10,000 愛知

10,000 東京

8,500 愛知

9,000 德島

11,000 京都

9,000 愛知

9,000 廣島

10,000 愛知

11,000 愛知

10,000 靜岡

11,000 廣島

11,000 栃木

〃 ９ ４ 24

〃 17 ２ ７

〃 32 ６ ８

明治〔破損〕

大正２ ２ 25

〃 44 ９ 12

〃 32 ７ 12

〃 42 ５ 31

〃 43 ３ 26

〃 40 ４ 20

〃 32 ４ ８

〃 36 １ ７

〃 30 11 10

〃 31 ６ 27

女 吉田玉子

仝 酒井 清

男 鈴木元晴

仝 荒川龍彦

仝 尾坂德司

仝 石黒魯平

仝 石田憲次

明治 35 ４ ４

大正 11 ９ 27

明治 24 ５ 25

明治 38 ４ 15

大正９ ２ ４

明治 18 ６ 14

仝 津之地直一 大正４ ４ 10

男 横山将三郎 明治 30 10 10

仝 中村和之雄

仝 川出麻須美

仝 丸山 薫

仝 小野 忍

仝 鈴木中正

仝 服部正巳

仝 富岡益五郎

仝 久曽神 昇

仝 若江得行

仝 板倉鞆音

仝 熊澤復六

仝 山崎知二

仝 齊伯 守

仝 鈴木擇郎

仝

仝

昭和23 ７申請済

交渉中

昭和23 ７社会學
科で申請済

昭和 23 ７社会學
科で申請済
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設置者に関する調

長谷川萬次郎

鈴木択郎

供

託

◦ 908 ◦

建物

資産種別

建

〃

〃

資産種別
建物修理
〃
〃
〔改頁〕 建物修理
〃
〃
〃
〃
〃

㈡

資産種別
供託金

㈠

一、資産合計

田中耕太郎

清

物

構造

住宅 學外

平屋
瓦葺
用途
位置
教 室
學内
〃
〃
〃
〃
住 宅
學内
寮
〃
〃
〃
學生ホール
〃
職員クラブ
〃
炊事場
〃
事務所
〃
研究室
炊事場
〃

用途 位置

四八ヶ所

一九三坪

一、五〇七平方呎
一〇八坪
一一七二坪
六九五平方呎

考

一八坪
二〇坪
二五坪

三五枚

昭和二三、
七、
三〇

建築又は
取得年月日

建物又は延坪
九六〇坪

一〇坪五

建坪及延坪

用 途
記帳価格
文部省供託金
五〇〇、
〇〇〇、円〇〇
計 金五〇〇、
〇〇〇、
円〇〇

金
備

昭和二十四年三月三十一日現在

（ママ）

梅村

神野太郎

安部能成

博

忍

金四百九拾八萬貮千五百拾六圓五拾六銭也

財産目録

二、財産目録及び貸借対照表

三淵忠彦

顧問

理

片山

鹿島宗二郎

小幡清金

四方

小岩井淨

大竹藤知

横田

本間喜一

毅陸

林

監事

理事

一、役員氏名

第十

二八、
八九六、
〇〇

三二、
二四四、
六二

記帳金額
一二一、
三九〇、
〇〇
一三、
二四〇、
〇〇
一八、
〇五〇、
〇〇
一三四、
八〇五、
〇〇
一八四、
七八八、
九〇
五、
五三一、
七五
六、
七五〇、
〇〇
三、
〇〇〇、
〇〇
一七、
九〇〇、
〇〇

一五二、
一五〇、
〇〇

記帳価格

考

天井窓補張書架据付

間仕切窓修理天井張

備 考
天井窓枠等修理
窓枠新設及修理
窓硝子嵌込
間仕切天井張風呂場改作
間仕切窓枠修理ベツド据付
窓硝子嵌込
炊事場改造
天井板張
間仕切調理場修理

本年に於て価格の 1/3 拂込

備
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図

162

◦ 909 ◦

現

資産種別
現金

㈥

〃

種 類
預 入
當座勘定 預金
〃
〃
〃
〃
計 金九八、
一〇〇、円八〇

種 類
金 額
現金
三八、
九四八、
五三
計 金三八、
九四八、円五三

備

考

利

率

記帳価格
八〇一、
二七〇、
五〇

備

各室配線

考

考

三、
四八八、
〇〇 電話架設置
二八、
三五八、
〇〇 外燈を含む
七〇〇、
〇〇 住宅炊事場及風呂場引込
八、
六〇〇、
〇〇 各寮引込
二五、
〇〇〇、
〇〇 水量計器施設費

一八、
〇九〇、
〇〇

二、
五〇〇、
〇〇

野球用金網一二尺×二〇
尺
三二、
七九四、
〇〇 住宅配線
五五、
六二〇、
〇〇 寮配線

備 考
東海銀行
帝國銀行
靜岡銀行

備
別添

八米
二七米
三ヶ所

二ヶ所

六六燈

七八燈

一ヶ所

記帳価格
七二三、
六〇九、
五〇
二二九、
一一八、
〇〇
一、五二一、
六二〇、
〇〇
七五、
〇五一、
九五

一二八燈

一〇七燈

券又は残高
一三、
五〇〇、四一
二〇、
八三一、
四〇
六三、
七六八、
九九

種 類
数 量
備品什器
四九件
計 金八〇一、
二七〇、円五〇

金

銀行預金

資産種別
銀行預金
〃
〃

㈤

庭

住 宅
〃
寮
〃
事務所
〃
研究室
事務所
〃
教 室
〃
住 宅
學内
寮
〃
一 般
〃
計 金八九三、
八九七、円二四

校

種 類
数 量
和
書
二五、
六四四冊
洋
書
一、
〇二五冊
漢
書
三一、
六二二冊
新聞雜誌
計 金二、
五四九、
三九九、円四九

書

備品什器

資産種別
備品什器

㈣

資産種別
図 書
〃
〃
〃

㈢

〃
〃
〔改頁〕 水道工事
〃
〃

〃

電燈工事
〃

〃
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一般経費

諸施設費

〃

〃

一般経費

借入の目的
及び使途

備 考
健康、
厚生保険料
學生分
二十四年度學資金余郷氏
國際問題研究所
學生自治会

小川氏

愛知縣庁

私學連合

靜岡銀行

東海銀行

債権者

附 記
借入財産は左記の通りなるも本期に於ては正式拂下に至らざるため計上せず
但し土地、建物、其他什器については昭和二十三年度貸下料（内後期分は貸
下料に異議あり未拂）五四二、五〇八円二二支拂済なり
土地
三七、
九〇〇坪
建物
五、
五〇〇坪
什器、椅子、戸棚等
約二〇〇種
尚别に財團法人霞山倶樂部より図書約五万冊を無料借用保管中なり
以 上

負債種別
假受金
〃
〃
〃
〃

借入年
月日
二四、
四、
一五
二四、
四、
一
二四、
一、
二〇
二四、
一二、
二一
二四、
二、
二八

種 類
金 額
保険料
一五六、三〇
育英會資金
三、
六〇〇、
〇〇
學資金
四八、
四〇〇、
〇〇
預り金
三〇、
一一七、
〇〇
校友會費
七、
六七〇、
〇〇
計 金八九、
九四三、円三〇

五〇〇、〇〇〇、〇〇

〃

金

一、
五〇〇、〇〇〇、
〇〇

〃

假

一二七、五八〇、〇〇

〃

㈡

五〇〇、〇〇〇、〇〇

借入金額

〃

受

金

五〇〇、〇〇〇、〇〇

負債種別

借

備 考
自治会
〃
市營住宅保證金

金參百貳拾壹萬七千五百貮拾參圓參拾銭也

借入金

㈠

二、負債合計

種 類
金 額
新聞部
四四、五〇〇、
〇〇
音樂部
五〇、〇〇〇、
〇〇
市役所
六、四〇〇、
〇〇
計 金一〇〇、九〇〇、円〇〇

其の他の資産

資産種別
假出金

㈦

率

〃

〃

無

〃

日歩
二銭八厘

利

償還
期限
二四、
五、
一三
二四、
四、
三〇
五ヶ年
据置
二四、
三、
三一
二四、
四、
一
在

髙

三、一二七、五八〇、〇〇

二、六二七、五八〇、〇〇

一、一二七、五八〇、〇〇

一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇

五〇〇、〇〇〇、〇〇

現

備

考
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四、九八二、
五一六、
五六
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二、九一八、
三〇〇、
〇〇

一一〇、
〇〇〇、
〇〇
一、
三五〇、
三八〇、
〇〇
一〇五、〇〇〇、
〇〇
三九二、〇〇〇、
〇〇
七八〇、〇〇〇、
〇〇
二〇四、〇〇〇、
〇〇

退職慰勞金
雜給費
研究費
學生費
図書費
事務費

歳 入 之 部
予 算 額
三、九八〇、
八〇〇、
〇〇
二五〇、
〇〇〇、
〇〇
四六〇、
〇〇〇、
〇〇
四、〇〇〇、
〇〇〇、
〇〇
二、四一二、
一八〇、
〇〇
一、二四一、
三三五、
九〇
五五、〇〇〇〇〇
一二、
三九九、三一五、
九〇
歳 出 之 部
㈠ 経 常 費
予 算 額
二、三六〇、
四〇〇、
〇〇
五三、
一四四、
〇〇
一、
〇三二、
六九五、
〇〇
二三、
二六一、
〇〇
三九九、
〇六五、
三六
七八三、
七八二、
二四
三一五、
七六八、
七〇

三、
五二一、
四七一、
八九

决 算 額
二、
二三八、
〇五六、
八四

决 算 額
四、
五六九、
三一四、
〇〇
四七六、
五〇〇、
〇〇
四四五、
〇五四、
〇〇
二、
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇
九六四、
五三〇、
四四
三、
一二七、
五八〇、
〇〇
二一一、
七七七、
二六
一二、二九四、
七五五、
七〇

昭和二十四年三月三十一日現在

諸給費

科 目
俸給費

科 目
授業料
入學金
受驗料
補助金
寄附金
借入金
雜收入
総 計

３、昭和二十三年度予算及び决算

２、昭和二十二年度予算及び决算（昭和二十三年七月申請済、省略）

五六、
八五六、
〇〇
三一七、
六八五、
〇〇
八一、
七三九、
〇〇
△七、
〇六五、
三六
△三、
七八二、
二四
△一一一、
七六八、
七〇

△六〇三、
一七一、
八九

△印は支出増加を示す
比 較 増 減
一二二、
三四三、
一六

附 記
諸給費之一二二、〇〇〇円流用減
俸給、退職、雜給、農場、東京事務
所より流用増
諸給費之五六、八〇〇円流用減
諸給費之三一七、六〇〇円流用減
財團費之八一、七〇〇円流用減
電燈薪水費より流用増
右〔上〕に仝じ
諸雜費予備費より流用増

比 較 増 減
附 記
五八八、
五一四、
〇〇 人員増加のため増
二二六、
五〇〇、
〇〇
〃
△一四、
〇五四、
〇〇 人員減少のため減
△一、
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇 予定に至らざるため減
△一、
四四七、
六四九、
五六
〃
一、
八八六、
二四四、
一〇
一五六、
七七七、
二六 予定外の收入のため増
△一〇四、
五六〇、
二〇

四、
九八二、
五一六、
五六

（ママ）

貸方（負債之部）
金 額
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇
一、
二六四、
九九三、
二六
八九、
九四三、
〇〇
三、
一二七、
五八〇、
〇〇

１、昭和二十一年度予算及び决算（昭和二十三年七月申請済、省略）

三、最近三ヶ年間の予算及び决算

合 計

科 目
財團基本金
正味財産
假受金
借入金

昭和二十四年三月三十一日現在

借方（資産之部）
科 目
金 額
供託金
五〇〇、
〇〇〇、〇〇
建物
八九三、
八九七、二四
図書
二、
五四九、
三九九、四九
備品什器
八〇一、
二七〇、五〇
假出金
一〇〇、
九〇〇、〇〇
銀行預金
九八、
一〇〇、
〇〇
現金
三八、
九四八、
五三

貸借對照表

◦第３章
収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

◦ 912 ◦

二〇六、
〇五五、
三二
一二、
四四四、
四〇
八〇、
〇〇〇、
〇〇
三二、
一九四、
一五
二七、
八〇五、
八五
六五九、
六三〇、
二九
△二六一、
六三〇、
二九
二四四、
三七四、
三〇
二〇、
六二五、
七〇
一〇〇、
〇〇〇、
〇〇
一〇、〇九三、
四四四、
〇五
三八、
一三五、
九五
△印支出増加を示す
决 算 額
比 較 増 減
一一七、
九四九、
〇〇
七七、
〇五一、
〇〇
三三、
四〇八、
五〇
五一、
五九一、
〇〇
二四、
一八六、
〇〇
△一二、
一八六、
〇〇
一五一、
九六六、
〇〇
一八、
四三四、
〇〇
五四二、
五〇八、
二二
五七、
四九一、
七八
二七七、九五二、
〇〇
二二、
〇四八、
〇〇
九〇五、
三三五、
九〇
二、〇五三、
三〇五、
六二
二一四、
四三〇、
二八
一二、
一四六、
七四九、
六七
二五二、
五六六、
二三
一四八、
〇〇六、
〇三

六四〇、
四四四、
六八
一四九、
五五五、
六〇

昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する

五、寄附行為

昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する

四、理事會决議録

八四六、
五〇〇、
〇〇
一六二、
〇〇〇、
〇〇
八〇、
〇〇〇、〇〇
六〇、
〇〇〇、〇〇
三九八、
〇〇〇、〇〇
二六五、
〇〇〇、〇〇
一〇〇、
〇〇〇、〇〇
一〇、
一三一、
五八〇、
〇〇
㈡ 臨 時 費
科 目
予 算 額
校舍改造作費
一九五、
〇〇〇、
〇〇
備品補充費
八五、
〇〇〇、〇〇
支拂利息
一二、
〇〇〇、〇〇
住宅買收費
一七〇、
四〇〇、
〇〇
建物賃借費
六〇〇、
〇〇〇、
〇〇
新制大學費
三〇〇、
〇〇〇、
〇〇
過年度支出費
九〇五、三三五、
九〇
合 計
二、
二六七、七三五、
九〇
総 計
一二、
三九九、三一五、
九〇
後年度繰越

營繕備品費
電燈薪水費
農場費
東京事務所
財團費
諸雜費
予備費
合 計
記

住宅買收費より流用増
支拂利息之一二、一八六円流用減

附

財團費之二〇六、〇〇〇円流用減
學生費図書費之流用減
諸給費之八〇、〇〇〇円流用減
諸給費之二七、八〇〇円流用減
研究費營繕費より流用増
事務費之二〇、六〇〇円流用減
事務費より一〇〇、〇〇〇円流用減
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資

一、資産総括

産
昭和二十四年三月三十一日現在

種 別
員 数
建 物
一七軒
建物設備
一六軒
設 備
三種
図 書
七九、八〇五冊
機 械
一四
器 具
有価証券
五枚
銀行預金
現 金
合 計
図書、標本、機械、器具等内訳
種 別
員 数
㈠ 図 書
和 書
二六、九〇一冊
漢 書
三一、六二二冊
洋 書
一、九〇八冊
雜誌類
一九、三七四冊
計
㈡ 機械器具
工場用機械
一四
机、椅子、教具類
二、九一八
戸 棚 類
四六四
事務用雜備品類
八一一
食堂用備品類
二九六
營繕用備品費
九一
農業関係用備品費
一七八
其

他

価

格（時価）

計
建 物
建物設備
教 室
寄宿寮
職員住宅
図書館
事務所
其 他
計
㈤ 設 備
電燈設備
水道設備
瓦斯設備
計
㈥ 有価証券
㈦ 銀行預金
㈧ 現 金
資産合計

債

種 別
東海銀行
靜岡銀行
私學連合
愛知縣庁
小 川 氏
負債合計

住宅一七軒
一、〇一〇坪
九九二ヶ所
八八ヶ所
四五ヶ所
一二九ヶ所
六三ヶ所
四二三ヶ所
三〇ヶ所
一七ヶ所
五枚

備 考
住宅（學外）
學内建物の修理並に設備
電燈、水道、瓦斯設備
工場用

備

考

四、九三五、
〇〇〇、
〇〇
三、一六二、
二〇〇、
〇〇
五八九、
二〇〇、
〇〇
九一八、
二五〇、
〇〇
九、六〇四、
六五〇、
〇〇
一、〇一九、
二九〇、
〇〇
九八〇、
八三〇、
〇〇
二〇八、
七五〇、
〇〇
三一九、
八二六、
〇〇
七三、
七〇九、
〇〇
二一、
一七六、
〇〇
三〇、
一七一、
〇〇
七一、
三一〇、
〇〇

㈢
㈣

二、負

価 格（時価）
一、〇二〇、
〇〇〇、
〇〇
一、八七八、
九三七、
〇〇
五八一、
一二九、
〇〇
九、六〇四、
六五〇、
〇〇
一、〇一九、
二九〇、
〇〇
一、七〇五、
七七二、
〇〇
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇
九八、
一〇〇、
八〇
三八、
九四八、
五三
一六、四四六、
八二七、
三三

二、七二五、
〇六二、
〇〇
一、〇二〇、
〇〇〇、
〇〇

主として食器類、
数量の捕捉し難きもの

五六三、
九四七、
〇〇
三五九、
五五七、
〇〇
六四二、
四六〇、
〇〇
六九、
七八〇、
〇〇
一〇四、
九四三、
〇〇
一三八、
二五〇、
〇〇
一、八七八、
九三七、
〇〇
四九八、
三二五、
〇〇
四一、
五〇〇、
〇〇
四一、
三〇四、
〇〇
五八一、
一二九、
〇〇
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇 國庫債券十万円券
九八、
一〇〇、
八〇
三八、
九四八、
五三
一六、四四六、
八二七、
三三

昭和二十四年三月三十一日現在
員

数

価 格（時価）
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇
一二七、
五八〇、
〇〇
一、五〇〇、
〇〇〇、
〇〇
五〇〇、
〇〇〇、
〇〇
三、一二七、
五八〇、
〇〇
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維持經營の方法

收

一、維持の方法
本大學は昭和二十一年十一月に開設され、未だ開
（ママ）

學三週 年を迎えるに至つていない。その上開設は
敗戰直後の世相混とんたる時期に怱々の中に企画さ
れ実現されたために他の古い大學に見られるように
多額の基金又は財産を特に持つていない。從つてイ
ンフレこう進途上の國民経済下にあつて、これまで
の経營に本学経營担当者が拂つてきた努力と苦心は

入

計

画
第一年度
第二年度
完成年度
項目
（二十五年度）（二十六年度）（二十七年度）
千円
千円
千円
學校收入 一八、
四五〇 二一、
二七一 二四、
〇九一
事業收入
一、
一〇〇
一、
四〇〇
一、
六五〇
維 持 費
二、
五〇〇
二、
五〇〇
二、
五〇〇
補 助 金
二、五〇〇
二、
五〇〇
二、
五〇〇
寄 附 金
一、
〇〇〇
一、
〇〇〇
一、
〇〇〇
借 入 金
（残額）
（不足額）
一、
二二五
四一〇
一、
七八六
計
二六、
七七五 二九、
〇八一 三一、
七四一

実に並々ならぬものがあつた。
併し一昨年夏には地元豊橋市を中心として愛知縣

即ち初年度（昭和二十五年度）においては必要経

下並びに近隣諸縣一帶の有志によつて愛知大學後援

費二六、七七五千円に対し收入合計は二五、五五〇

会が組織され本學に対し多額の財政的援助を與える

千円であり差引一、二二五千円の不足額を生ずる。

ようになつた。仝時に又學生生徒の父兄によつて各

これは初年度においては教員数の急激な増加による

地区毎に特別後援会が組織され、その組織は今や本

人件費の膨張に対して學生数の増加は比較的僅少で

學學生のあるところ殆ど全國各地に及んでいる。特

學校收入の増加がこれに伴わないための不可避の赤

別後援会の財政的支援は後援會のそれよりも更に直

字である。この不足額は借入金（主として地元豊槗

接的であつて本學はこれに多大の信賴をおいてい

市の各銀行より）によつて補うが、豊槗市所在各銀

る。

行は地元の大學である本學に対する絶大な好意と本

本年四月本學が新制大學として新しい発足をする
に至るや、その財政的基礎を更に確固不動のものと

學後援会の確実な裏付により本學の要望に応えて金
融することは確実である。

するために、後援會は恒常的な維持員を募集するこ

併し乍らこの收支不足額も第二年度においては學

とになつた。一方特別後援会も亦その支援方法とし

生数の増加によつて著しく減少し四一〇千円に過ぎ

て、本學に対する長期貸付金の形のもとに維持費醵

なく、更に完成年度には必要経費二九、九五五千円

出の制度を採ることとなり、その財政的寄與を一層

に対して、收入合計三一、七四一千円となり、却つ

確実なものとした。又本學では學園附属事業の企画

て一、七八六千円の剰余を生ずるのである。

を着々実行に移し、これ等諸事業からは年々一定の

なお本學は財政の基礎を確実にするために、恒久

收益をあげ、後援会及び特別後援会の醵金と相俟つ

的維持方法として學園を背景とする各種の事業経營

て経營面を著しく改善しつつある。

を拡充又は創設する計画である。そして将來はそれ

更に本年五月には大學別科並びに附属髙等科を開

ら各種事業から得られる收益をもつて本學維持の財

設したが、これによる收入は後揭收支予算書に見る

政的根幹とし、授業料その他學生の學資金負担を軽

通り相当多額であり、本學の多角経營法の成功を物

減すると共に、後援会及び特別後援会に対する財政

語つている。

的依存度を少くする予定である。
このためには次の諸計画が進められている。

このような財政的基盤の上に本學は明年度から更
に文學部文學科の増設を企図するものであるが、こ

１、出版部、學内工場、學校農場の拡充

れが実現による學生数の増加は本學の維持経營につ

２、商事會社経營

いて更に樂観的見透しを與えるものである。

地方物産の販賣を中心とする商事會社を経營し逐

㈠

次対華貿易を主軸とする貿易業兼營を計画してい

維持の方法及び計画
文學部文學科増設の結果、その第一年度（昭和二

十五年度）から完成年度（昭和二十七年度）に至る

る。
㈡

收入を得べき機関

各年度の予算は後揭收支予算書に見る通りである

１、新制大學

が、本學維持経營の方法及び計画の要点は次の通り

昭和二十四年四月開設し現在の學生定員数は四百

である。

名であるが、文學部文學科を増設する第一年度（昭
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和二十五年度）は九百名、次年度は千四百名、完成
年度は千九百名となる。これによる授業料その他の
收入は大約第一年度一千五十万円、次年度一千五百
万円、完成年度一千九百万円である。
２、旧制大學
現在は學部及び予科第三學年があるが、昭和二十
五年度以降は予科は廃止され學部だけとなる。その
學生数は第一年度六百名、次年度四百名、完成年度
二百名であり、これによる授業料その他の收入は大
約第一年度四百四十万円、第二年度二百九十万円、
完成年度百五十万円である。
３、別科及び附属髙等科
昭和二十四年五月大學別科（修業年限二ヶ年）及
び附属髙等科（修業年限一ヶ年）を開設し現在學生
数合計二百名であるが、第一年度以降は各三百名と
なる。これによる授業料その他の收入は大約各年度
三百六十万円である。
４、附属事業
Ａ、出版部
學内研究報告、通信教授その他に関する出版事業
を行い、第一年度三十万円、次年度四十万円、完成
年度五十万円の收入をあげる。
Ｂ、學内工場
澱粉製造、搾油、オブラート製造、紡織等の各工
場経營により、第一年度五十万円、次年度六十万円、
完成年度七十五万円の收入をあげる。
Ｃ、學校農場
學内の耕地一万坪を耕作し又家畜飼育を行い各年
度十万円の收入をあげる。
５、後援会
本學を後援する一般有志によつて組織され、会員
は本學維持費として各一千円（普通）又は各一万円
（特別）を寄附する。会員数は現在百二十名（普通）
及び六十名（特別）である。
６、特別後援会
本學學生生徒の父兄によつて組織され、会員は本
學維持費として長期貸付金の形においてその子弟入
學後各五千円を醵出する。
７、豊槗市
地元豊槗市は本學創設以來引続き多大な財政援助
を與えているが、本學に対する學術の研究、調査、
資料蒐集等の委託費として各年度二百五十万円を醵
出している。
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目

1,500,000

新制

◦ 916 ◦

髙等科

〃

費

2,500,000
1,000,000

22,050,000

経常部 計
〔臨時の部〕
第１、補助金
第２、寄附金

100,000
300,000

３、農場收入
４、出版部收入

200,000

500,000

２、工場收入

第６、雑收入

2,500,000

30,000

100,000

40,000

30,000

60,000

120,000

1,200,000

100,000

300,000

１、維持會費

第５、其の他の收入

２、雑收入

１、舍

第４、寄宿舍收入

５、雜收入

４、証明手数料

別科

〃

新制

髙等科

〃

３、入學檢査料

別科

〃

２、入學金

600,000

髙等科

〃

2,400,000

別科

〃

4,320,000

7,650,000

旧制

新制

円
0
0

予算額

〃

１、授業料

第１、基本財産收入
第２、普通財産收入
第３、學校收入

科

收入の部（経常の部）
要

500 円
200 名
150 円
200 名

豊槗市補助金
後援會其の他

500 名
5,000円
澱粉、搾油、紡織
各 工 場
學校農場
學校出版部
建物資料
其の他

年額
人員
〃

年額 8,500 円
人員 900 名
〃 7,200円
600 名
〃 6,000円
400 名
〃 6,000円
100 名
１名に付 3,000 円
500 名
人 員
1,500 円
〃
200 名
1,000 円
〃
100 名
800 円
〃
1,500 名
400 円
〃
300 名
400 円
〃
150 名
総人員 2,000 名
１名 15円平均
〃 2,000 名
20 円平均

第１年度（昭和 25 年度）
前年度
増減
摘
予算額
円
円
0
0
0
0

△印は減を示す

二、收支予算書〔この項、表内の漢数字を算用数字化〕

2,500,000
1,000,000

25,170,500

300,000

100,000
400,000

600,000

2,500,000

30,000

100,000

46,000

34,500

60,000

120,000

1,200,000

100,000

300,000

1,500,000

600,000

2,400,000

2,880,000

11,900,000

円
0
0

予算額

2,500,000
1,000,000

22,050,000

100,000

100,000
300,000

500,000

2,500,000

30,000

100,000

40,000

30,000

60,000

120,000

1,200,000

100,000

300,000

1,500,000

600,000

2,400,000

4,320,000

7,650,000

仝

（ママ）

0
0

100,000
3,120,500

仝
仝

上
上

上
上

上

上
仝
仝

上

上

仝
仝

上
〔左、以下同〕

仝

仝
100,000

要

年額 8,500 円
人員 1,400 名
〃 7,200 円
400 名
〃 6,000 円
400 名
〃 6,000 円
100 名
１名に付 3,000円
人
員 500名
1,500円
〃
200名
1,000円
〃
100名
800円
〃
1,500名
400円
〃
300名
400円
〃
150名
総人員 2,300 名
１名 15 円平均
〃 2,300 名
20 円平均

摘

0
100,000

0

0

0

6,000

4,500

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 1,440,000

4,250,000

第２年度（昭和 26 年度）
前年度
増 減
予算額
円
円
0
0
0
0

2,500,000
1,000,000

28,241,000

300,000

100,000
500,000

750,000

2,500,000

30,000

100,000

52,000

39,000

60,000

120,000

1,200,000

100,000

300,000

1,500,000

600,000

2,400,000

1,440,000

16,150,000

円
0
0

予算額

2,500,000
1,000,000

25,170,500

300,000

100,000
400,000

600,000

2,500,000

30,000

100,000

46,000

34,500

60,000

120,000

1,200,000

100,000

300,000

1,500,000

600,000

2,400,000

2,880,000

11,900,000

0
0

3,070,500

0

0
100,000

150,000

0

0

0

6,000

4,500

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,440,000

4,250,000

摘 要

仝
仝

仝

仝
仝

仝

仝

仝

仝

上
上

上

上
上

上

上

上

上

8,500円
1,900名
7,200円
200名人員減
〃 6,000円
400名
〃 6,000円
100名
〃 3,000円
500名
〃 1,500円
200名
〃 1,000円
100名
800円
〃
1,500名
400円
〃
300名
400円
〃
150名
総人員 2,600名
１名 15円平均
〃 2,600名
20円平均

年額
人員
〃

第３年度（昭和27年度）
前年度
増 減
予算額
円
円
0
0
0
0
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1,225,000
4,725,000
26,775,000

目

員

教

468,000

兼任教授
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諸傭給
品 費
器具機械費
標本模型費
什器雑品費
図書費
４、消耗品費
消耗品費
印刷費
通信運搬費
５、研 究 費
研究費
６、実験実習費
藥品費
材料及雑品費
７、學生諸費
体育費
保健衛生費
雑
費
８、募 集 費
學生募集費

３、備

720,000
42,000
60,000
150,000
115,000
80,000
200,000

600,000

24,000
24,000

100,000
100,000
50,000

200,000

150,000
50,000
300,000
1,440,000
104,000
84,000
108,000

自然科學教室用
〃

1,392,900

92,000
72,000
96,000

70,000
30,000
200,000
1,200,000

1,147,560

285,000
4,778,200

赴任出張等
家族、職務、住宅
年末等
傭人給料及諸手当

237,000

4,371,360

手

当

480,000
288,000
96,000

384,000
60,000

384,000

468,000

1,344,000

1,152,000
144,000

6,006,000

５名〃 8,000円
３名〃6,000 円
１名〃 4,000円

39 名
（４月）
４名〃 11,000 円（10 月）
11名〃 8,000 円
２名〃 6,000 円
11名
（４月）
１名〃 8,000 円 （10 月）
13名〃 3,000 円
14名
（４月）
２名〃 2,000 円 （10月）
４名〃 8,000 円
校医

240,000

予算額

480,000
216,000
48,000

嘱
事

384,000
60,000

要

１名
月額 20,000円

第１年度（昭和 25年度）
前年度
増減
摘
予算額

△印は減を示す

410,000
3,910,000
29,080,500

研究員
託
務 員
主 事
主事補
書 記
２、諸
給
旅 費

360,000

1,104,000

〃講師

講師

1,056,000
144,000

5,412,000

240,000

予算額

〃助教授
〃助手

專任教授

長

學

第１、學校経費
１、給
料

科

支出の部（経常の部）

第３、借入金
臨時部 計
收 入 合 計

△
△
815,000
815,000
2,305,500

200,000

100,000
100,000
50,000

24,000
24,000

600,000

92,000
72,000
96,000

70,000
30,000
200,000
1,200,000

1,147,560

4,371,260

237,000

480,000
216,000
48,000

384,000
60,000

360,000

468,000

1,104,000

1,056,000
144,000

5,412,000

240,000

仝

上

摘

要

上

仝
仝

上
上

16 名〃 2,000 円

仝

14 名〃 8,000円

0

50,000
15,000
30,000

18,000
36,000

120,000

12,000
12,000
12,000

80,000
20,000
100,000
240,000

245,340

406,940

48,000

學生増加の為
〃

上
上

上

仝
仝
仝

上

上

仝

仝

0
仝
上
72,000 ４名〃 6,000 円
48,000 ２名〃 4,000 円

0
0

24,000

0

240,000

45 名
（４月）
１名〃 11,000円（10月）
96,000 12 名〃 8,000円
0
仝
上

394,000

0

第２年度（昭和 26 年度）
前年度
増 減
予算額

1,225,000
4,725,000
26,775,000

200,000

200,000
130,000
100,000

48,000
72,000

960,000

120,000
108,000
120,000

200,000
80,000
400,000
1,800,000

1,620,900

4,855,700

287,000

540,000
336,000
120,000

432,000
60,000

396,000

468,000

1,512,000

1,296,000
168,000

7,176,000

240,000

予算額

0
3,500,000
31,741,000

△
△
410,000
410,000
2,660,500

200,000

150,000
115,000
80,000

42,000
60,000

720,000

104,000
84,000
108,000

150,000
50,000
300,000
1,440,000

1,392,900

4,778,200

285,000

480,000
288,000
96,000

384,000
60,000

384,000

468,000

1,344,000

1,152,000
144,000

6,006,000

240,000

上
46名月額 13,000円

仝

摘 要

14名〃9,000円
仝
上
16名
（４月）
１名〃2,000円 （10月）
48,000 ４名〃9,000円
0
仝
上

0

50,000
15,000
20,000

6,000
12,000

240,000

16,000
24,000
12,000

50,000
30,000
100,000
560,000

228,000

77,500

2,000

仝
仝

仝
仝

仝

仝

仝

上
上

上
上

上

上

上

60,000 ５名〃9,000円
48,000 ４名〃7,000円
24,000 ２名〃5,000円

12,000

0

168,000

144,000 12名〃9,000円
24,000 ２名〃7,000円

1,170,000

0

第３年度（昭和 27年度）
前年度
増 減
予算額

410,000
3,910,000
29,080,500
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800,000
500,000
0
0
3,910,000
29,080,500

0

0
0

200,000
4,725,000
26,775,000

〃

３、住宅

４、講堂修理費
５、建物
〃
第４、財産購入費
１、住宅購入費
臨時部 計
支 出 合 計

0

1,000,000

500,000

〃

普通教室及自然科學
教室

1,300,000
10,000

3,000,000
25,000

800,000

0
300,000

0
200,000

25,000
48,000
30,000
48,000
30,000

２、寄宿舍

１、教室改造作費

119,000
182,000

790,400
25,170,500

東京出張所経費

家族、職務、住宅
年末手当等

264,000

498,180
22,050,000

23,000
43,000
24,000
48,000
24,000

当

５、手

６、備 品 費
７、消耗品費
８、通信運搬費
９、東京事務所費
10、雑
費
第４、予 備 費
予 備 費
（ママ）
経常部 計
〔臨時の部〕
第１、積 立 金
１、校舎拂下積立金
２、退職手当積立金
第２、負債償還費
１、元
金
２、利
子
第３、營 繕 費

119,000

182,000

費

２名月額 8,000 円
１名 〃 6,000 円

270,000
50,000

270,000
50,000

264,000

300,000
24,000
100,000
60,000

600,000

電燈水道費を含む

480,000

300,000
24,000
80,000
50,000

625,000

250,000

國有財産貸下料

學校建物全般及図書

150,000
100,000

625,000

180,000

100,000
80,000

４、旅

３、事務員給

11、借

地 料
土地及建物借料
12、雑
費
雑
費
第２、寄宿舍費
１、備 品 費
２、消耗品費
３、修 繕 費
４、雑
費
第３、財 團 費
１、役員報酬
２、会 議 費

保險料

繕 費
建物修繕費
一般修繕費
10、保 險 料

９、修

200,000
4,725,000
26,775,000

0
0

0

500,000

800,000

3,000,000
25,000

0
200,000

498,180
22,050,000

23,000
43,000
24,000
48,000
24,000

182,000

119,000

264,000

270,000
50,000

300,000
24,000
80,000
50,000

480,000

625,000

180,000

100,000
80,000

△ 200,000
△ 815,000
2,305,500

500,000
0

800,000

△ 500,000

200,000

学内住宅改造作
３軒分
什器（椅子）を含む

0
3,500,000
31,741,000

500,000
500,000

0

0

0

410,000
4,000

796,400
28,241,000

25,000
60,000
36,000
48,000
30,000

182,000

119,000

300,000

270,000
50,000

100,000
24,000
100,000
60,000

720,000

625,000

△ 1,700,000
△ 15,000
上

上

上

上

上

上

300,000

1,786,000
300,000

仝

仝

仝

仝

仝

仝

図書及住宅等の
増加による

200,000
150,000

0
100,000

292,220
3,120,500

2,000
5,000
6,000
0
6,000

0

0

0

0
0

0
0
20,000
10,000

120,000

0

70,000

50,000
20,000

0
3,910,000
29,080,500

500,000
0

800,000

0

1,000,000

1,300,000
10,000

0
300,000

790,400
25,170,500

25,000
48,000
30,000
48,000
30,000

182,000

119,000

264,000

270,000
50,000

300,000
24,000
100,000
60,000

600,000

625,000

250,000

150,000
100,000

上

上

上

仝

仝

上

上

２名月額 9,000円
１名 〃 7,000円

仝

仝

仝

0
△410,000
2,660,500

0
500,000 研究室及事務室

△800,000

0

△1,000,000

△890,000
△6,000

1,786,000
0

6,000
3,070,500

0
12,000
6,000
0
0

0

0

36,000

0
0

△200,000
0
0
0

120,000

0

50,000

50,000
50,000
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第十三

現在経營している學校の現況

（法學科及び経済學科）並びに文學部（社會學科）

一、學校名及びその沿革

の二学部を以って四月一日開校したのである。

愛知大學

１、學校名

こうして現在は法経學部及び文學部の二學部か
ら成る新制の大學並びに法政科、経済科から成る

２、その沿革
昭和二十三年七月申請の愛知大學設置申請書に
詳述したところであるが、本學は昭和二十一年十

旧制の大學及びその予科（第三學年だけ）がある
二、現行學則

一月十五日設置認可を得て大學令による大學とし

１、旧制の大學の學則（昭和二十三年七月申請済の

て開校した。次いで昭和二十三年七月學校教育法

分と変りなく省畧する）

による新學制の大學設置認可を申請し、昭和二十

２、新制の大學の學則（仝

右〔上〕）

四年二月二十一日を以って認可となり法経學部
三、教

員
氏

名

林
毅
小岩井
園 部
秋 葉
竹 井
小 幡 清

職名
陸 學 長
淨 教 授
敏
仝
隆
仝
廉
仝
金
仝

森 谷 克 巳

仝

戸 澤 鐵 彦
仝
松 坂 佐 一
仝
四 方
博
仝
花 村 美 樹
仝
〔改頁〕 久留間鮫造 教 授
一 圓 一 億
仝
鈴木榮太郎
仝
横山将三郎
仝
中村和之雄
仝
玉 井
茂
仝
大 内 義 郎
仝
住 谷 悦 治
仝
齊 伯
守
仝
熊 澤 復 六
仝
鈴 木 択 郎
仝
山 崎 知 二
仝
板 倉 鞆 音
仝
〔改頁〕 久 曽 神 曻
若
服
清
山
三
荻

江
部
水
下
好
野

得
正
武
康
四
茂

行
巳
雄
雄
郎
彦

新

制

社會學

倫理學
英 語
経済學
生物學
文
語
語
語
語

授

國

語

仝
仝
仝
仝
助教授
仝

英
独

語
語

大 石 岩 雄

仝

鈴 木 中 正
細 迫 朝 夫

仝
仝

目

旧制予科

政治社會思想史
行政法
社會學
商 法
財政學特殊講義

社會科學
概論

漢
露
華
佛
独

教

担 當 科
旧制学部

歴

慶大文學科卒 法學博士
東大法學部卒
東大法學部卒
東大文學部卒 文學博士
東大法學部卒
東大経済學部卒
東大法學部卒

政治學
民 法
経済原論
刑 法
経済學史
憲 法
社會学

東大法學部卒
東大法學部卒 法學博士
東大経済學部卒
東大法學部卒
東大法學部卒
京大法學部卒
京大文學部卒
外書講讀（英） 東大文學部卒
東大文學部卒
英
語
東大法學部卒
技術発達史
米國スタンフォード大學卒
東大法學部卒
漢
文
大東文化學院高等科卒
露
語
東京外語露語科卒
華
語
上海東亜同文書院〔卒〕
佛
語
東大文學部卒
独
語
京大文學部卒

経済學史

國
語、
國文學史

新聞學
國際法
農業政策
外書講讀（英）

独

語

法学通論

経營學
経理學
歴 史
論理學

略

東大文學部卒
東大文學部卒
東大文學部卒
東大経済學部卒
台北大文政學部卒
九大法文學部卒
九大法文學部卒
東京商大卒

歴
哲
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津之地直一
仝
石 田
泰
仝
川 越 淳 二
仝
太 田 英 一 講 師
伊 藤 猷 典
仝
宇 野 弘 藏
仝
菊 地 勇 夫
仝
石 浜 知 行
仝
高 槗 正 雄
仝
嘉 治 隆 一
仝
山本二三丸
仝
藤江忠二郎
仝
胡麻本蔦一
仝
桑 島 信 一
仝
金 丸 一 夫
仝
浅 井 定 彦
仝
〔改頁〕 小 木 曽 公 講 師
池 上 貞 一
仝
長谷川正平
仝
丸 山
薫
仝
コンスタンチン
グッドルフ

四、生

仝

國 語
英 語

露 語
華 語
華 語

統計學
教育學
経済政策
社會法
國際講座
國際講座
國際講座
特殊講義
民事訴訟法
國際講座

人文地理

特殊講義

特殊講義

宗教學

宗教學

英

語

露
華

語
語

英

語

華
英

語
語

南山外語教授

徒

１、定
新制

予

計

一、
二〇〇名

學

部

三六〇名

予

科

四八〇名

一四八名

計

三三四名

二、
四四〇名

である

五六二名

當つては一年次及び二年次の學生を同時に收容する

七五名

について一年次の學生は新たに募集し、二年次の學

六三七名

生は現在法経學部及び文學部社會学科在學一年次學
生中の希望者を收容する

學

部

四九七名

予

科

二四四名

計

第十四

七四〇名
計

本學の開校は昭和二十一年度である

なお昭和二十五年度に文學部文學科を開設するに

文學部
計

三六五名

轉換方法に関しては昭和二十三年七月申請の通り

２、現在在學學生生徒数
法経學部

計

五、新学制轉換方針

八四〇名
計

合

九八名

〃 二十三年度
合
備考

八八名

〃 二十二年度

一、
六〇〇名

合

旧制

昭和二十一年度

四〇〇名

計

新制

科

員
法経學部
文學部

旧制

京大文學部卒
東大文學部卒
早大文學部卒
東京商大卒
京大文科卒 文學博士
東大経済學部卒
東大法學部卒 法學博士
東大法學部卒
東大経済學部卒
東大法學部卒
東大経済學部卒
東大法學部卒
ハルピン日露協会學校卒
上海東亜同文書院卒
愛知大學卒
東京外語英語部卒
東大文學部卒
上海東亜同文書院予科中退
東大文學部卒
東大文學部中退

一、
三七七名

將來の計画

（昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する）

３、累年卒業数
旧制

學

部

昭和二十二年度

一三名

〃 二十三年度

一八名

計

三一名
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愛知大学刊行の歴代「年史」
目次一覧
大学当局によって公刊された、通史的なもの（本『愛知大学史研究』は省略）。
〔 〕内は注記。漢数字は原則算用数字に改めた。

『愛知大学

大学院

十年の歩み』

学外に於ける活動

（1956年、愛知大学十年史編纂委員会）

研究所関係

歴代学長（写真）〔グラビア〕

図書館

序〔愛知大学長

国際問題研究所

鳥瞰図

豊橋本校

小岩井淨〕
名古屋校舎

綜合郷土研究所

建学の精神
創立十年の歩み

中部地方産業研究所
概要

華日辞典編纂処

創 始 期
胎

新聞研究室

動

法律相談所

学園設立の胎動

法経学会

本間喜一氏の腹案と大学設置仮事務所の設置

文学会

（東京）

学生関係

愛知大学設立事務所（豊橋）

自治会運動と学生

初代学長の決定

愛知大学事件

設立認可申請書

財団

設立認可
創

経営

厚生事業等

運営機関並びに事務機構

立

学校法人その他

時代の要請
開学準備
人事発令
入学試験
開講

『愛知大学

二十年の歩み』

（1972 年、愛知大学二十年史編集委員会）
〔グラビア…歴代学長、各施設、各出来事ほか〕

建設への道

まえがき〔編集委員長

学生の気風、同窓会等

設立趣意書

建 設 期

第１章

創 始 期

第１節

教育関係

鈴木択郎〕

胎

動

学部増設

１．大学設立の動き

名古屋分校

２．大学設立地の決定
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文化講座

３．大学設立仮事務所（東京）
４．愛知大学設立事務所（豊橋）

９．1950 年の本学の動向

５．初代学長の決定

10．霞山文庫買収

６．愛知大学設置認可申請

11．旧制大学・新制大学合同入学式

〔本文では「〜設立認可申請」〕

12．レッドパージ反対運動

７．設置認可

13．第２代学長本間喜一氏就任

８．設立要項・転学手続に関する事項・将来

14．イールズ声明反対

の計画・役員
第２節

創

15．学長公館接収・警察予備隊学内駐留拒否

立

16．初代学長林毅陸博士逝去

１．時代の要請

17．校歌の募集

２．開学準備

18．学校法人愛知大学へ

３．人事発令

19．新制大学・旧制大学同時卒業
第３章

４．設立当時の大学財政
第２章
第１節

建 設 期

発 展 期（昭 28．４〜）

１．学部構成・特別講座・研究機構概説

１〜24．
３）
旧制大学時代（昭22．

２．就職斡旋課新設

１．独特な本学の経営組織

３．愛大事件

２．入学試験

４．校旗の制定

３．旧制大学予科各学年同時開講

５．昭和 28 年度の本学財政

４．旧制大学学部各学年同時開講

６．13 号台風

５．草創期における学生の気風

７．学生後援会成立

６．農学部・水産学部設立および名古屋進出

８．愛知─知を愛する─フィロソフィア─の

構想

大学

７．校章の制定

９．愛大公開土曜講座

８．アメリカ軍政部の本学調査

10．学生歌の誕生

９．名古屋大学との合流問題

11．中日大辞典の編纂

10．創立１周年記念式典

12．名古屋校舎学監

11．創立当時の学則・学科編成・教授・学生

13．本間学長辞任・小岩井浄教授第３代学長

第２節

旧制大学・新制大学並行時期

に就任

４〜27．３）
（昭24．

14．中国学術視察団来学

１．学制改正による旧制大学から新制大学へ
の移行

15．文教政策の傾向に関する小岩井学長声明
16．創立 10 周年記念事業

２．新制大学の発足・旧制予科一学年修了者
の新制への移籍

17．中国法政・中国経済研究コース新設
18．小岩井学長逝去

３．新制愛知大学の完成

19．豊橋校舎における施設拡充

４．新制愛知大学学則・教授陣容

20．名古屋校舎における施設拡充

５．短期大学の新設・名古屋校舎の発足

21．伊勢湾台風被害状況

６．大学法案反対闘争

22．授業料等増額の問題

７．教職員組合結成

23．創立 20 周年記念行事

８．本学教授総出の夏期講座及び NHK 放送
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第４章

研究所関係

『写真集

１．図書館

＊同写真集の使用写真一覧を本号に後掲。

３．綜合郷土研究所

〈 〉内は該当の写真ナンバー

４．中部地方産業研究所
５．経営会計研究所

挨

６．法経学会

カラーグラビア

拶

愛知大学学長

石井吉也

〔豊橋・名古屋・車道の各校舎〕〈1〜6〉

７．文学会

第１章

８．中日大辞典刊行会
第５章

1946～1996』

（1996 年、愛知大学五十年史編纂委員会）

２．国際問題研究所

創

学生後援・同窓会関係

創 設 期

1946〜1952

設〈7〜23〉

１．就職斡旋

旧制大学の誕生〈24〜47〉

２．父兄会

創立１・２周年記念祭〈48〜61〉

３．同窓会

新制大学の発足──旧制・新制併存〈62〜87〉

第６章

別

短期大学部〔夜間〕の発足〈88〜91〉

録

１．
「愛知大学を語る」
〔名誉学長

研究所および図書館〈92〜104〉

本間喜一〕

社会活動〈105〜122〉

２．
「愛知大学の草創期」
〔文学部教授

名古屋への進出〈123〜137〉

津之地直一〕

愛知大学事件〈138〜148〉

３．
「“自由・受難の鐘” 設立経緯」
〔第４回卒業生

運動部・文化部の活動〈149〜181〉

藤田稔〕

第２章

４．愛大事件

整 備 期

1953〜1966

教学・研究機構の整備

５．山岳部薬師岳遭難
附

愛知大学の歴史

６．寮歌・学生歌

大学院〈182〜189〉

録

文学部〈190〜204〉

１．学校法人の愛知大学寄附行為

名古屋〔現車道〕校舎〈205〜216〉

２．大学の構成

短期大学部（昼間・女子）〈217〜239〉

３．大学運営事務機構

法経学部〈240〜246〉

４．愛知大学大学院学則

中日大辞典〈247〜267〉

５．愛知大学学則

愛知大学山岳部

６．愛知大学短期大学部学則

この時期の諸様相

薬師岳遭難〈268〜288〉

７．卒業生数一覧表

1960 年頃の建物群〈289〜314〉

８．就職状況一覧表（昭和46〔1971〕年度）

この頃の学長〈315〜320〉

９．学部学科別学生数一覧表

創立 10 周年記念、
創立 20 周年記念〈321〜331〉

（昭和46 年５月現在）

この期の学生活動〈332〜342〉

10．入学志願者数・合格者数地域別一覧表

第３章

（昭和46 年度）
11．愛知大学法人役員・教員名簿および物故

充実・拡充期

1967〜1996

高等教育政策の変化に対応して
大学院の拡充〈343〜357〉

者名簿（昭和46 年 10 月現在）

法経学部の改組〈358〜365〉

12．愛知大学年表

施設設備の充実〈366〜388〉
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進む情報化〈389〜395〉

『愛知大学五十年史

創立30周年記念〈396〜409〉

資料編』

（1997 年、愛知大学五十年史編纂委員会）

この頃の学長〈410〜413〉
本間喜一名誉学長大学葬〈414〜418〉

グラビア〔設立認可申請書・設立趣意書ほか〕

学園紛争

刊行のことば〔愛知大学学長

石井吉也〕

凡例

学費値上げ反対〈419〜426〉

１．愛知大学設立認可申請

名古屋校舎学生間衝突〈427〜431〉

〔旧制大学令による─原文─〕

大学立法反対〈432〜435〉
国際交流

1946（昭和 21）年８月１日

中国各大学との協定〈436〜449〉

１−１

進達願

中国との各種交流〈450〜465〉

１−２

申請書

各国各大学との協定〈466〜488〉

１−３

認可書

外国人留学生〈489〜494〉

２．財団法人愛知大学寄附行為許可申請

名古屋〔三好〕新校舎開設〈495〜520〉

1946（昭和 21）年８月１日

名古屋校舎新キャンパス開校式〈521〜524〉

２−１

進達願

この時期の学長〈525〜527〉

２−２

申請書

新校舎学内スナップ〈528〜538〉

２−３

陳情書

２−４

豊橋〔陸軍─原文─〕第一予備士官学

社会的拡がり

校土地建物転用願

短期大学部別科〈539〜551〉
公開講演会・研究会など〈552〜564〉

３．愛知大学設置認可申請
〔学校教育法による─原文─〕

諸課程の整備

1948（昭和 23）年７月25 日

教職課程〈565〜569〉
司書・司書教諭課程〈570〜574〉

３−１

申請書

博物館学芸員課程〈575〜582〉

３−２

認可書

社会教育主事課程・

４．愛知大学短期大学部〔夜間〕設置認可申請
1949（昭和 24）年 10 月 15 日

測量士補資格認定〈583、584〉
新たな大学像を求めて
一層充実する教育環境〈585〜600〉
未来を担う若者たち〈601〜631〉

４−１

申請書

４−２

申請書補足書類⑴

４−３

申請書補足書類⑵
（昭和 25 年３月 15日提出）

創立50周年記念行事〈632〜637〉
大学の構成
略年表
協力者一覧

４−４

認可書

４−５

認可指令書

５．財団法人愛知大学の学校法人愛知大学への組
織変更認可申請

あとがき〔田﨑哲郎〕

1951（昭和 26）年１月 20 日
５−１

申請書

５−２

認可書⑴

５−３

認可書⑵

６．愛知大学大学院設置認可申請
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1952（昭和 27）年１月 30 日

新大学設立への動き

２

６−１

申請書

第２節

６−２

認可書

１

設立認可

２

開学の準備

増設認可申請

３

愛知大学の開学

1958（昭和33）年９月 30 日

４

創立初年度の大学生活

７−１ 申請書

５

創立第２年度目の大学

７−２ 申請書（第９ 教員組織補足）

６

創立第３年度目の大学

７−３ 認可書

７

創立期の組織

７．愛知大学短期大学部〔昼間女子〕文科第一部

第３節

創設期の組織と内容─旧制大学時代─

８．愛知大学経済学部１部及び同２部、法学部１

新制大学の発足

部及び同２部、経営学部設置認可申請

１

教育基本法と新制大学

1988（昭和 63）年６月 30 日

２

新制大学への道

８−１

申請書

３

新制大学の申請

８−２

通知

４

文学部の設置

８−３

認可書

５

教養部の発足

第４節

９．愛知大学大学院中国研究科及び文学研究科修
士課程設置認可申請

社会の動きと社会運動
創設期の「ユニバーシティ・エクステン

１

ション」

1990（平成２）年 11 月30 日
９−１

申請書

９−２

通知

９−３

認可書

多彩な社会活動

２
第５節

10．愛知大学現代中国学部設置認可申請

名古屋への進出─車道校舎の歴史─

１

進出始まる

２

車道校舎の拡張と限界

第６節

1995（平成７）年９月 29 日

愛大事件

10−１

申請書

１ 「ダニエルの裁判の法則」

10−２

通知

２

事実の経過および罪となるべき事実

10−３

認可書

３

大学の自治と警察権の限界

４

誤想防衛の理論

５

マクロの視点、ミクロの視点

６

愛大事件、もう一つの見方

解説〔田﨑哲郎・林徳太郎〕

『愛知大学五十年史

通史編』

７ 「勇気をもって、真実と正義を語れ」

（2000年、愛知大学五十年史編纂委員会）

第Ⅱ章

グラビア〔各校舎、建物、歴代学長ほか〕
序文〔愛知大学学長

第１節

武田信照〕

凡例
前置き
第Ⅰ章

大学院の設置

１

日本の大学院制度の概要

２

愛知大学法経学部における大学院の整備

第２節
愛知大学の創設

第１節
１

整 備 期

創設以前
東亜同文書院大学の廃校と日本への引揚
げ

学部学科の増設

①

法経学部第２部

②

文学部

第３節
１

短期大学部（女子）設置
短期大学部第一部（女子）文科の申請
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２ 短期大学部第一部（女子）文科開設に向

⑵

けて

③

各大学との提携
外国人留学生の受入れ

３ 短期大学部（女子）開学

⑴

外国人留学生の受入れとその推移

４ 生活科の増設

⑵

留学生別科

５ その後の短期大学部（女子）

第６節

第４節 『中日大辞典』の編纂

名古屋（三好）校舎開設

１

名古屋校舎問題の歴史的背景

１ 『中日大辞典』の誕生まで

２

三好校地取得の直接的前提

２ 『中日大辞典』の出版・評価

３

三好町土地の購入から開発申請へ

４

名古屋（三好）校地造成と運動施設の建設

１ 「昭和37 年度冬山合宿計画」

５

法経分離計画の展望の確立

２ 遭難の顚末ならびに救援・捜索活動の概

６

名古屋（三好）校舎・法経分離計画の完成

第５節

山岳部

薬師岳遭難

要

第７節

３

事故その後

４

愛知大学五十年における薬師岳遭難事故

第６節

社会的拡がり─社会への大学の開放─
公開講座および公開講演会

１

定期的な公開講座

⑵

公開講演会

二十年目の問題と組織

⑴

１

創立二十年目の諸状況

２

愛短オープンカレッジ

２

学費値上げをめぐる紛争

３

一般市民への図書館の開放

第Ⅲ章

充実・拡充期

第８節

第１節 高等教育政策の展開と大学設置基準の
改正

諸課程の整備

①

教職課程

②

司書課程

１

大学教育の大衆化と大学問題

③

博物館学芸員課程

２

高等教育政策の展開と設置基準の改正

④

社会教育主事課程

３

大学設置基準の改正と大学教育の多様化

第２節

第Ⅳ章

愛知大学の財政

新たな大学像を求めて

第１節

苦難に耐えた財政（第１期）

大綱化の流れをうけて

１

大学設置基準の大綱化

２ 苦しい財政状況（第２期）

２

大学教育課程の再編

３ 安定した財政状況（第３期）

３

高等教育を取り巻く情勢と愛知大学

１

第３節

大学問題の社会化

第２節

新たな動向

１ 学園闘争は何を求めたか、なぜ起きたか

１

将来計画と教育組織改革の到達点

２ 日大闘争と東大闘争

２

大学設置基準の大綱化を受けての新教育

３ 学園闘争は何を残したか
第４節

課程導入

学園紛争

現代中国学部・国際コミュニケーション

３

１ 乱闘事件

学部の設置と将来への可能性

２ 学園紛争の諸相

４

大学院の現状と課題

３ 学園紛争の終結

５

新たに設置された施設・機関等

第５節

国際交流の発展

①

中国

②

欧米・韓国
⑴

─ 50 周年記念事業・行事とともに─
第Ⅴ章

部 局 史

⑴

各部局個別史

国際交流委員会の活動

第１節
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１ 経営学科の増設と経済学科の定員増

３

出版物とその他の活動

２ カリキュラム改革

４

今後の展望

⑴ 法経学部分離・改組時のカリキュラム改
⑵

第４節

革

１

経営総合科学研究所のあゆみ

経営学部の将来計画と新カリキュラム

２

経営総合科学研究所の事業

３ 名古屋問題
第２節

経営総合科学研究所

第５節

文学部

体育研究室

１

愛知大学体育研究室略史

１ 昭和 40 年代以降の文学部

２

歴代紀要と現状

２ 大学院文学・中国研究科

第６節

第３節

教養部─その廃止まで─

１ 研究室問題とノルマ問題
２ 関門制度

外国語研究室

１

開設当初の外国語研究室

２

外国語研究室の発展

第７節

情報処理センター

３ 教養部カリキュラム改革問題

１

第Ⅰ期…汎用電算機時代

４ 教養部将来計画問題

２

第Ⅱ期…汎用電算機、パソコン併用時代

５ 新学部問題と教養部廃止
第４節

⑴

三好移転と新システムの導入（電算設

短期大学部（女子）

備５カ年計画）

短期大学部（女子）前史
短期大学部（女子）の創設期（1959〜65

１

⑵

新情報処理センターの活動

⑶

時代の変化に伴う本学情報環境の問題

年）

点

２

短期大学部の成長期（1965〜75 年）

３

３

短期大学部の充実期（1975〜87 年）

第８節

４

新しい短期大学部（1988 年〜）

第５節

事務局─事務機構の変遷─

第Ⅲ期…ネットワーク時代
図書館の歩み

１

創設期（1947〜56 年）

２

模索期（1957〜66 年）

１

創設・整備・拡充期（昭和20〜30 年代）

３

充実期（1967〜87 年）

２

充実・発展期（昭和40〜60 年代）

４

展開期（1988〜96 年）

３

事務組織の再編（平成年代）

⑵

愛知大学史年表

研究所等

第１節

表一覧

国際問題研究所

図一覧

１

設立とその趣旨

執筆者

２

組織と人事

編集後記〔愛知大学五十年史編纂委員長

３

研究調査活動

４

近年における諸活動

第２節

中部地方産業研究所

１

中部地方産業研究所の動向

２

歴代所長とその時代

３

資料の収集と収蔵

第３節

大島隆雄〕

『愛知大学史紀要』
（1994〜2001 年、愛知大学五十年史編纂委員会）
第１号（1994．３刊行）
愛知大学史紀要創刊にあたって

綜合郷土研究所

１

綜合郷土研究所のあゆみ

２

地域へ開かれた研究所へ

講

石井吉也

演

大学史の意義を考える

寺﨑昌男
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兵藤雅子

戦後大学改革の過程─戦後大学政策・制度・
行政の展開─

史

羽田貴史

愛知大学財團について・財團日誌

回想・インタビュー
追

料

憶

愛知大学設置認可申請書

本間喜一

第４号（2001．３刊行）

松坂佐一氏に聞く

論

木田彌三旺氏に聞く㈠

文
愛知大学の構造、特質および歴史について

史料紹介

─マクロの世界とミクロの観点から─

大島隆雄

CIE・愛知大学関係文書の紹介

酒井吉栄

トレイナー文書にみるジュニア・カレッジ成
立の経緯
史

インタビュー

久野佐都美

牧野由朗氏に聞く㈡

料

湯本和男氏に聞く

愛知大学設立認可申請書

岩井

第２号（1995．３刊行）
講

史

演
戦後大学政策と私立大学

料
愛知大学設立認可申請書および内閣総理大臣

黒羽亮一

名設立指令書（写）

インタビュー

（別冊）

木田彌三旺氏に聞く㈡

インタビュー

久曽神昇氏に聞く

玉城

牧野由朗氏に聞く
寄

透氏に聞く

稿

肇氏を囲んで

＊各号冒頭には「グラビア」を、第１〜３号末尾には
「50年史編纂事務室日誌」をそれぞれ収録。

愛知在外同胞救出豊橋學生同盟について
伊藤照志
史

料

『愛知大学小史

愛知大学寄付行為許可申請書
CIE・愛知大学関係文書

〔大島隆雄〕

（2006 年、愛知大学小史編集会議）
〔グラビア…各校舎・建物・刊行物ほか〕

３刊行）
第３号（1996．
講

前史

演
昭和40年代の学生運動の流れ

高木正幸

東亜同文書院大学の終焉

第１章

愛知大学の誕生

第１節

新大学設立への動き

短期大学制度の恒久化─「大学であること」

第２節

創設期の組織と内容

をめぐる 10 年論争─

第３節

愛知大学の開学と発展

コラム

“旧軍施設”の変遷①─本学創設以前─

論

文
久野佐都美

研究ノート
愛知大学旧制予科・学部入学者の特徴と変遷
佃
追

第２章

隆一郎

憶（再録）
池上貞一・小幡清金・神谷龍男・川越淳二・
稿─思い出─

三島康正・鮎川幸子・稲葉治穂・四方

晨・
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新制愛知大学の発足

第１節

創立第３年度の大学

第２節

新制愛知大学の発足

コラム

“旧軍施設”の変遷②─本学創設以後─

第３章

鈴木択郎・津之地直一・諸星熊蔵
寄

六十年の歩み』

地方文化振興と名古屋進出

第１節

社会の動きと社会活動

第２節

名古屋への進出
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コラム
第４章

各校舎へのアクセス

あとがき〔愛知大学小史編集会議〕

愛大事件

第１節

愛大事件のあらまし

第２節

愛大事件の本質

コラム

本間喜一名誉学長

第５章

愛知大学小史年表

『愛知大学創成期の群像

（愛知大学東亜同文書院ブックレット別冊。

教学組織の発展と拡充

第１節

学部・学科の増設

第２節

大学院設置

コラム

姿を消した “創設後の施設”

写真集』

2007年、
愛知大学東亜同文書院大学記念センター）
刊行に寄せて

愛知大学学長

武田信照

〔のち佐藤元彦現学長のに差し替え〕

第６章 『中日大辞典』の編纂
第１節 『中日大辞典』誕生

高らかに愛大の名を讃えよう

第２節

増補改訂版の制作

現存する創立当初の建物

コラム 『中日大辞典』刊行の反響

愛知大学豊橋キャンパス

第７章

創成期の教授・学生たちの顔

山岳部の薬師岳遭難

第１節 「生命は地球より重い」

三人の学長

第２節

事故と愛知大学

林 毅陸

コラム

整備期の学生活動

本間喜一

第８章

慶應義塾大学から愛知大学へ
弁護士の弁護士

小岩井 淨

大学問題と学園紛争

ヒューマニズムに徹した生涯

第１節

大学紛争期前の状況

学長の友情 東亜同文書院大学時代からのコンビ

第２節

大学紛争期の愛知大学

創設から新制大学発足までの教員

コラム

節目の記念行事・出版物

校名と校章について

第９章

幻の名門校

名古屋（三好）校舎開設と教養部廃止

東亜同文書院大学

第１節

車道校舎問題

今も残る東亜同文書院大学の命脈

第２節

３学部分離と配置

愛知大学とサツマイモとの関係

第３節

教養部廃止と２学部新設

世界大学史から見た愛知大学

コラム 「三好校地」での古窯発掘・保存作業
第 10章

国際交流の発展と大学の社会的拡がり

愛知大学事件
薬師岳遭難事故

第１節

中国

画家・竹生節男が描いた学生たち

第２節

欧米・韓国

創成期の学生活動

第３節

拡がる国際交流

地域との交流

第４節

大学の社会的拡がり

夜間部・短期大学部の発足と変遷

コラム 名古屋（三好）校舎の呼び名を募った

なんじゃもんじゃと菩提樹

アンケート
第 11章

名古屋への進出
オンリーワンの愛大 OB

新たな動向と愛知大学の将来

第１節

50 周年記念事業前後

国際親善

第２節

将来計画と教育組織の改革

日中友好協会との関わり

第３節

新たな動向

創成期の教授陣

コラム

中日文化賞受賞者

本間喜一名誉学長
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『写真集 愛知大学の歴史 1946‒1996』
使用写真一覧
（全 637 点）
カラーグラビア、
第１章
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

創設期

1946‒1952

ページ
2〜3
3
4〜5
5
6〜7
7

キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
豊橋校舎
〔豊橋校舎本館（現記念館）〕
名古屋校舎
〔名古屋校舎研究棟〕
車道校舎
〔夜間講義中の車道校舎〕
10
愛知大学設立事務所のあった歩兵第 18 聯隊所在地（現豊橋公園）
10
愛知大学が置かれた豊橋第一陸軍予備士官学校などの航空写真（
〔注記…略〕
）
10
1949 年頃の豊橋市内および愛大付近地図
10〜11 豊橋第一陸軍予備士官学校当時の本館 1944年頃
11
東亜同文書院大学（上海虹橋路校舎 1915〜37年）
11
愛知大学保管の東亜同文書院学籍簿
11
愛知大学および豊橋中学校（現時習館高等学校）への道 1946年春頃 竹生節
男氏画
11
京城帝国大学（現韓国ソウル市）
12
財団法人愛知大学寄附行為許可申請書
12
愛知大学設立認可申請書 1946 年８月１日申請
12
申請書本文
12
財産目録（設立認可申請書から）
12
大学開設の記事（中部日本新聞 1946.5.22）
12
大学開設認可の記事（中部日本新聞 1946.11.20）
12〜13 キャンパス全景 1946 年
13
愛知大学設立趣意書（設立認可申請書から）
13
林毅陸初代学長（1946.11〜1950.6）
14
愛知大学昭和 22 年度学生・生徒募集要項
14
大学予科生徒 1949 年
14
大学学部学生 1949 年
14
1946 年度大学予科修了證書
14
1947 年度学部合格證書
15
翠嵐寮と看板
15
思草寮前にて 1952 年
15
翠嵐寮前にて 1952 年
15
思草寮と看板
15
寮・室内風景 １部屋２人制
15
体育館での寮祭 1951 年
15
寮食堂
15
愛知大学寮歌
16
1947 年当時の大学正門（豊橋）
16
大学予科生徒 1947 年頃
16
学部女子学生 1947 年頃
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備考
航空写真
航空写真
航空写真

コピー

絵画

表紙
〃

コピー
〃
合成
〃
一部加工
コピー

合成加工

コピー２枚１組

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
『写真集 愛知大学の歴史 1946‒1996』 使用写真一覧

No.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
16
校章（予科）
16
校章（学部）
16
学帽（右 学部 左 予科）〔説明文…略〕
17
昭和 23 年度愛知大学要覧（1948.11）
17
愛知大学新聞第１号 題字および学長発刊の辞（1948.9.15）
17
愛知大学学報第１号（1949.11.15） 題字および学長代理創刊の辞
17
自由受難の鐘〔説明文…略〕
17
校旗の制定〔説明文…略〕
18
１周年記念講演 三淵忠彦最高裁長官（1947.11.15）
18
１周年記念日寄せ書
18
１周年記念運動会ポスター
18
運動会風景（1947.11.16 ４枚共）
18
運動会風景（1947.11.16 ４枚共）
18
運動会風景（1947.11.16 ４枚共）
18
運動会風景（1947.11.16 ４枚共）
19
運動会風景（1948.11.14 上〔下〕共）
19
運動会風景（1948.11.14 上共）
19
２周年記念祭ポスター
19
運動会をみる長谷川如是閑氏と小岩井教授
19
模擬店（1948.11.14）
19
２周年記念講演 長谷川如是閑氏（1948.11.13）
19
新聞展（豊橋公会堂 1948.11.16〜20）
20
新制大学の構想を報ずる愛大新聞１号（1948.9.15）
20
新制大学認可書（1949.2.21）
20
本間喜一第２代学長（1950.6〜1955.11）
20
入学式に宣誓署名する学生代表
20
新制大学第２回入学生を迎えての学長告辞（愛大新聞 13号 1950.5.15 左〔上〕共）
21
法経学部 経済学科授業
21
法経学部 法学科授業
21
体育実技 グラウンド
21
体育実技「海の家」開催通知と参加者
21
学生食堂
21
寮食堂
21
学生食堂借用證〔説明文…略〕
21
輔導部輔導課など窓口
22
身分証明書（学生證） 1951 年 4 月 1 日発行 中折４頁（表裏）
22
身分証明書（学生證） 1951 年 4 月 1 日発行 中折４頁（表裏）
22
初期の教科書〔日本国憲法講義要領〕
22
初期の教科書〔認識論〕
22
初期の教科書〔ドイツ語で記〕
22
初期の教科書〔華語萃編〕
22
「景気変動論」ノート
22
卒論ノート
22
「ソ同盟農業発展の諸問題（中）」ノート
23
「昭和 26 年度新制・旧制綜合時間割」の一部
23
後期開講科目および集中講義科目の表
23
1953 年３月（旧制、新制同時卒業）卒業式後の記念撮影 大講堂（現豊橋第２
体育館）で 上：旧制第６回卒業生（旧制最後）
23
1953 年３月（旧制、新制同時卒業）卒業式後の記念撮影 大講堂（現豊橋第２
体育館）で 下：新制第１回卒業生
24
短期大学部の誕生を報ずる短期大学新聞１号（1950.10.25）
24
短期大学部法経科（豊橋）・文科第１回卒業生（1952.3）

コピー

備考

〃
２枚１組、一部加工
表紙
コピー２枚１組
〃

コピー
一部加工
コピー
〃

コピーとの合成

オモテ
ウラ
表紙
〃
〃
〃
〃
表紙
コピー
〃

コピー
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No.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
24
短期大学部法経科（豊橋）・文科第２回卒業生パーティー（1953.3）
24
短期大学部（昭和 25 年度）学生募集要項
25
中部地方産業研究所
25
国際問題研究所
25
綜合郷土研究所
25
図書館閲覧室
25
簡斎文庫（小倉正恒氏旧蔵）
26
〔国研所報〕1951 年６月創刊
26
〔国際政経事情〕1949 年３月８日創刊
26
〔郷土研所報〕1951 年６月創刊
26
〔国際問題研究所紀要〕1958 年 12 月から国際政経事情を改題
26
〔国際問題研究所学術叢書〕1952 年２月出版
26
〔中産研研究報告〕1955 年８月出版
26
法経論集第１号 1949 年 11 月創刊
26
文学論叢第１号 1949 年 11 月創刊
27
夏季外語講座（中部日本新聞 1947.6.29）
27
夏季教養講座（中部日本新聞 1947.7.8）
27
ユニヴァーシティ・エクステンション（愛大新聞１号 1948.9.15）
27
教育を守る夕（愛大新聞８号 1949.7.1）
27
郷土文化展覧会（愛大新聞 10 号 1949.11.10）
27
豊橋市立図書館の３階は、初期の頃正規の講義にもしばしば使われた。
28
ユネスコの夕 ポスター（1949.11.29）
28
ユネスコ協力会事務所は大学内にあった。
（1949.3）
28
放送文化講座（愛大新聞 12 号 1950.2.5）
28
愛大法律相談所案内 1950 年 10 月開設（愛大新聞 17・18号 1950.11.1）
28
第３回女性講座（愛大新聞 19 号 1950.12.10）
28
原爆展 岡崎会場
28
〔原爆展 感想文集〕
28
〔平和の鐘を今 岡崎原爆展を思い起こして〕
29
研究会活動（愛大新聞１号 1948.9.15）
29
経営学研究会の調査（愛大新聞 19号 1950.12.10）
29
農業問題研究会の農山村調査（愛大新聞 10号 1949.11.10）
29
中産研の研究発表（朝日新聞 1953.6.14）
30
1948 年名古屋での夏期講座（愛大新聞１号 1948.9.15）
30
1949 年夏期講座（愛大新聞８号 1949.7.1）
30
愛知大学名古屋分校学生募集要項 1949年
30
名古屋分校（〔所在地…略〕）
30
短期大学部の校札（愛大新聞 17・18号 1950.11.1 左〔上〕共）
31
名古屋分校 1950 年度自治会員名簿
31
名古屋分校特集（愛大新聞 17・18号 1950.11.1）
31
授業（商法）木造２階大教室（1952年３月卒業アルバムから）
31
図書閲覧室（1952 年３月卒業アルバムから）
31
名古屋学舎位置略図（1951 年度学生便覧から）
31
名古屋分校文化祭（愛大新聞 27 号 1951.12.20）
31
羽仁五郎氏の講演（1951.12.16 1952年３月卒業アルバムから）
32
名古屋校舎南側入口（1952 年３月卒業アルバムから）
32
1951 年 名古屋木造校舎の思い出 鬼頭輝三氏画（愛大同窓会報８号 1964.11.1）
32
校舎内 部屋割り Ⅰ校舎二階 Ⅱ校舎一階 1951年頃
33
不法侵入を訴える全学大会の看板（1952.5.8）
33
事件を報ずる中部日本新聞〈夕刊〉
（1952.5.8）
33
学生大会（1952.5.8）
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備考
コピー

コピー
表紙
コピー
表紙
〃
〃
〃
〃
コピー
〃
〃
〃
〃

コピー
〃
〃
〃
表紙
〃
コピー
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
表紙
コピー

コピー
〃

コピー
〃 ２枚１組カ
コピー
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収蔵史資料（データベース）公開事業◦
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No.
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
33
学生の抗議デモ行進（1952.5.8）
34
実地検証 北門前（1952.5.15）
34
1952 年５月 19 日の警官 600 名余を動員した愛大への手入れ（上〔下〕共）
34
1952 年５月 19 日の警官 600 名余を動員した愛大への手入れ（上共）
34
実地検証 寮食堂前（1952.8.12）
34
関西各大学からの支持署名簿（1952.5）
34
衆院行政監察委で学長証言（中部日本新聞 1952.6.11）
35
１審判決記事（中部日本新聞 1961.8.14）
〔説明文…略〕
36
第１回全日本野球選手権大会（1952.8.22〜24 明治神宮球場）プログラム
36
第１回全日本野球選手権大会（1952.8.22〜24 明治神宮球場）プログラム
36
1952 年７月 東海地区代表決定戦〔説明文…略〕
36
1952 年８月 第１回全日本野球選手権（
〔注記…略〕
）
36
第３回全日本野球選手権大会 1954年８月 26〜29日 明治神宮球場
36
１回戦 ８月 26 日 神宮
36
野球部練習風景（右〔下〕共）
36
野球部練習風景（右〔上〕共）
37
〔柔道同好会〕
37
〔柔道同好会〕岐阜大学にて（1951.6）
37
柔道優勝（愛大新聞 10 号 1949.11.10）
37
柔道部練習風景（1954）
37
豊橋校舎体育館にて
37
応援団による壮行会、豊橋駅（1953）
37
〔卓球部〕（愛大新聞 28・29 号 1952.2.4）
37
〔卓球部〕（愛大新聞 32 号 1952.2.4）
38
馬術競技障害物練習
38
〔馬術部〕（愛大新聞 17・18 号 1950.11.1）
38
〔国体出場〕（愛大新聞 46 号 1952.2.4）
38
馬術部練習風景 1954 年夏
38
山岳部合宿トレーニング
38
ブラスバンド合宿練習
39
学生演劇祭の記事（中部日本新聞 1947.5.21）
39
「胡蝶の恋」公演後の出演者たち（右）
39
「モルモット」舞台
39
愛大演劇部「モルモット」についての記事（愛大新聞４号 1948.12.1）
39
「愛慾」舞台
39
「愛慾」についての記事（愛大新聞 12号 1950.2.5）
39
「愛慾」舞台（左上共）
40
児童文化部についての記事（愛大新聞８号 1949.7.1）
40
児童文化部
40
児童文化部公演
40
愛大中国研究会語学部機関誌（1949年 6 月創刊）

第２章
No.
182
183
184
185
186
187

整備期

ページ
42
42
42
42
43
43

備考

コピー、合成
〃
〃 、２枚１組

コピー
〃
〃
〃

コピー

コピー
〃
コピー
〃

コピー

コピー
コピー

コピー
４枚合成
（表紙と本文）

1953‒1966

キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
大学院設置認可記事（愛大新聞 40・41号 1953.4.24）
大学院設置申請記事（愛大新聞 35 号 1952.11.10）新制大学院制度発足時に開設
大学院棟内教室
大学院入口（旧学部寮棟）
大学院入学案内（第１回） 1953 年度
大学院合格者（愛大新聞 42 号 1953.5.13）

コピー
〃

備考

コピー、表紙
〃
181

◦ 933 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦

愛知大学史研究（第３号、2009 年）

No.
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
43
大学院教員組織 1953 年度
43
大学院生
44
文学部研究室があった本館北側の一部
44
国文学（専攻科、学部）学生（1956年頃）
44
哲学科 鳳来寺山遠足（1966.5.8）
44
史学科 足山田古墳発掘（1964.8）
44
社会学科の旗を先頭に、学園祭での行進（1966年度法経学部第２部『愛友』から）
44
秋葉隆教授葬儀の折に愛大公館にて（1954.11.5）
45
〔文学論叢〕開学 10 周年記念号（1957.3刊）
45
〔文学論叢〕開学 15 周年記念号（1962.2刊）
45
文学部各専修関係雑誌（下３点共）
〔国文学〕
45
10
〔文学論叢〕開学 周年記念号目次
45
文学部各専修関係雑誌〔中国文学研究〕
45
研究館内の文学会図書室
45
文学部各専修関係雑誌〔pleu-pleu〕
45
研究館内の個人研究室
45
文学部各専修関係雑誌〔会誌（英文会）
〕
46
1955 年度学生募集要項
46
名古屋分校増築計画を報ずる記事（愛大新聞 54 号 1954.6.15）
46
名古屋校舎完成（愛大新聞 66 号 1955.6.15）
46
校舎建設資金貸付の学生提案（愛大新聞 57・58 号 1954.10.26）
46
竣工落成式および披露宴（1955.7.2）
47
〔名古屋〕新校舎（１号館）玄関（左）および建物
（右）
〔愛大新聞 66 号 1955.6.15〕
47
第１回名古屋校舎開学記念祭（愛大新聞 70号 1955.11.15）
47
竣工祝賀行事（右〔下〕共）
47
竣工祝賀行事（右〔上〕共）
47
学生ホール外部（1957.3 竣工）
47
科学実験室内授業
47
学生ホール内食堂
48
短期大学部本館（旧陸軍偕行社）
48
女子短大部設置を報ずる東三新聞（1958.10.2）
48
表札〔「愛知大学女子短期大学部」
〕
48
梢の歌（愛知大学短期大学部学生歌） 作詞 丸山薫（写真） 作曲 山田昌弘
48
丸山薫氏直筆原稿
48
1959 年度入学案内
48
1960 年度学生募集ポスター
49
板倉鞆音教授 文学概論
49
佐野えんね教授 ドイツ語
49
石村伎倶美教授 調理学及び調理実習
49
岩田宏子助手 被服実習
49
特別実習〔説明文…略〕（下共）〔茶道〕
49
特別実習〔タイプ〕
49
定期音楽会〔説明文…略〕（２枚共）
49
定期音楽会
50
ワンダーフォーゲル部
50
カーネーション・クラブ（童話と人形劇）
50
自動車部
50
邦楽研究会
50
キャンプスクーリング（１年）
50
グループリーダーシップトレーニング
50
北海道旅行（２年）８月（右〔下〕共）
〔函館〕
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〃

備考

表紙
〃
２枚１組
（表紙と本文）
表紙
表紙
表紙
コピー

〃
〃
〃
２枚１組
コピー
（もとは合成）
〃

コピー
一部加工
表紙

合成
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258
259
260
261

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
備考
50
北海道旅行（２年）８月〔大雪山〕
51
中国法政・中国経済コース開設記事（愛大新聞 91号 1957.12.23）
コピー
51
経営学科の開設記事（愛大新聞 147号 1963.3.11）
〃
51
豊橋校舎９号館鉄筋２階建（1963.3 竣工）
51
名古屋校舎３号館（1966.8 竣工）鉄筋４階建地下１階
51
豊橋９号館（現４号館）内大教室
51
名古屋校舎夜景 ２号館（左）鉄筋４階建（1961.4竣工）および３号館（右）
51
豊橋校舎 10 号館（現３号館）鉄筋２階建（1964.8竣工）
52
原稿資料カードを見る本間喜一学長（中）と鈴木擇郎教授（1954.9）
52
原稿返還の記事（朝日新聞 1953.10.13）
コピー２枚１組
52
華日辞典原稿資料カード（1954.12）
52
〔劉氏から内山氏への便り〕『日本と中国』紙（1954.6.11）から
コピー
52
華日辞典編纂処開設（旧陸軍養正舎、現教職員組合事務所）
（1955.4）
53
第３回学内編集会議（1955.5）
53
華日辞典刊行会発足（1955.7）
53
編集風景 1955 年当時
53
編纂処の一室に設けられたマイクロフィルム撮影機
53
関連原稿カード⑴ 東亜同文書院大学華語辞典編輯部作成のもの 1937〜39年
頃
53
関連原稿カード⑵ 同編輯部作成のものに華日辞典編纂処が訂正加筆したもの
1956〜57 年頃
53
関連原稿カード⑶ 華日辞典編纂処で作成したもの 1960〜61年頃
54
ロックフェラー財団理事、華日辞典編纂処を訪問（1957.4）
54
馮乃超氏の視察（朝日新聞 1955.12.9〔注記…略〕
）
コピー
（ママ）
54
原稿資料カードを手にしてみる馮乃超氏（中山大学副学長・ 右端）と説明す

262
263

54
55

264
265
266
267
268
269
270
271

55
55
55
55
56
56
56
57

272

57

273
274
275
276
277
278
279
280
281

57
57
57
57
57
58
58
58
58

282
283

58
58

No.
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

る鈴木擇郎華日辞典編纂処長
〔書「激濁揚清」。説明文…略〕
『中日大辞典』を披露する鈴木教授、玉城学長、本間名誉学長〈左から〉（中日 コピー
新聞 1968.2.9）
辞典清刷を製本したもの（上〔下〕共）
辞典清刷を製本したもの（上共）
辞典の出版を報ずる中日新聞（1968.2.9）
刊行された『中日大辞典』
薬師岳全景
吹雪の中を…捜索隊
愛大生遭難救助対策本部（富山県警本部内）
愛大生遭難救助対策本部（富山県警本部内）と現地（太郎小屋周辺）との交信〔現
地〕
愛大生遭難救助対策本部（富山県警本部内）と現地（太郎小屋周辺）との交信〔本
部〕
遺体の発見地点〔説明文…略〕
推定遭難地点
太郎小屋
太郎小屋内部（右〔下〕共）
太郎小屋内部（右〔上〕共）
第３キャンプ発見
変わり果てた姿…岳友の手で山を降りる
残る２遺体を求めて、各大学および社会人山岳会有志による友情大捜索
第３キャンプより発見されたリュックサック、テントを太郎小屋から空輸する
新聞社のヘリコプター
合同慰霊祭（豊橋校舎講堂 1963.11.10）
薬師岳遭難 33 回忌法要 遺族ら 120人が様々な思いをこめて十三重の塔前に集
う（1995.6.4）

表紙
本文
コピー

中日新聞社提供
毎日新聞社提供

コピー
〃
朝日新聞社提供
〃
中日新聞社提供
毎日新聞社提供
〃
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289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
59
遺品のフィルムから
第１キャンプ設営中のパーティー（右〔下〕共）
59
遺品のフィルムから
第１キャンプ設営中のパーティー（右〔上〕共）
59
遺品のフィルムから
第１キャンプの設営も終え、一息いれる各隊員
59
遺品のフィルムから
これまでの好天候とうって変わった寒い風と雪
第３キャンプ用のガソリン、行動食を背に設営予定地へ
59
遺品のフィルムから
山田リーダー（左端）を中心に第３キャンプ設営中のパーティー
60
〔初代学生会館〕
60
〔寮食堂〕
60
〔寮食堂炊事場〕
60
〔科学館〕
60
〔初代大学院棟〕
60
〔中部地方産業研究所〕
60
〔研究所棟〕
60
〔旧図書館〕
60
〔綜合郷土研究所〕
60
〔学内にあった旧軍司令部・本部の門〕
60
〔華日辞典編纂処（現教職員組合事務所）
〕
61
〔旧北門〕
61
〔翠嵐寮〕
61
〔思草寮〕
61
〔16〜18 番教室棟〕
61
〔講堂兼体育館（現第二体育館）〕
61
〔馬場〕
61
〔８〜15 番教室棟〕
61
〔初代学生ホール（現産業館）〕
61
〔木造教室でのゼミ〕
62
スクールバス 1955 年豊橋駅、愛大間に開設、1977年廃止〔78年の誤り〕
62
山の家（北設楽郡津具村）1956 年竣工、1973年まで開設
62
弓道場 1959 年竣工（〔注記…略〕
）
62
プール 1962 年竣工式（本間学長テープカット）
62
新図書館 1966.10 竣工（創立 20 周年記念事業）
62
研究館 1966.10 竣工（創立 20 周年記念事業）
63
小岩井淨第３代学長（1955.11〜1959.2）
63
本間喜一第４代学長（1959.4〜1963.4）

317

63

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

63
63
63
64
64
64
64
64
64
65
65
65

No.
284
285
286
287

288

脇坂雄治第５代学長（1963.4〜1967.3）
第３代学長就任日（1955.11.15）本間喜一氏（左側）と小岩井淨氏、校庭にて
上 小岩井学長の死を報ずる愛大新聞号外（1959.2.20）
左 学生自治会編の追悼文集（1959.2.26）
『愛知大学 10 年の歩み』（創立 10周年記念誌 1956.11）
〔創立 10 周年〕祝賀式典（下共）
祝賀式典（下〔上〕共）
祝賀式場より祝賀会場へ移動する来賓参加者など
〔創立 10 周年〕祝賀会（下共）
祝賀会（下〔上〕共）
〔創立 20 周年〕祝賀式典
〔「愛大 20 年の歩み」〕（愛大新聞 179号 1966.11.10）
〔創立 20 周年〕祝賀会（下共）
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備考

合成

コピー
No. 251と同一

一部加工
〃
No. 64 と同一時
一部加工
コピー
〃 、表紙
表紙

コピー
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No.
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
65
祝賀会（下〔上〕共）
65
『愛知大学 20 年の歩み』（創立 20周年記念誌 1972.3）
66
13 号台風時の学生救援記事（愛大新聞 46 号 1953.10.26）
66
学生歌決まる（愛大新聞 52 号 1954.4.15）
66
柔道部の活躍（愛大新聞 44 号 1953.6.29）
67
〔柔道部記念撮影〕
67
卓球部の成果（愛大新聞 50 号 1954.1.15）
68
〔野球・秋季リーグ戦〕全勝優勝の勝敗表（1956.9〜11）
68
小出連盟会長から愛大松井選手に授与された優勝旗（中部日本新聞 1956.6.15）
68
全勝優勝を飾った愛大ナイン（毎日新聞 1956.11.16）
68
〔野球・中部地区代表決定戦〕組合せ表および結果（1956.7.17〜18）
68
〔第６回全日本大学野球選手権大会〕組合せ表および結果（1957.8神宮球場）
68
〔同上・準決勝〕メンバー表および結果（1957.8.25）
（
〔注記…略〕
）

第３章
No.
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

充実・拡充期

備考
表紙
コピー
〃 、２枚１組
〃
コピー
〃
〃
〃
〃
〃
〃

1967‒1996

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
70
豊橋１号館（大学院棟）竣工（1973.12）
70
愛大大学院学生協議会編集 愛知論叢創刊号（1966）
70
大学院開設 30 周年記念・公開講演会日程
会場 東三河地区、名古屋市、津市、岐阜市（1983.10〜11）
70
1985 年度大学卒業式（中）および経営学博士第１号学位記山口史朗氏に授与
（1986.3）
70
1985 年度大学卒業式（中）および経営学博士第１号学位記山口史朗氏に授与
（1986.3）
70
経済学博士第１号学位記鳥居伸好氏に授与（1989.3）
71
大学院 1991（平成 3）年度学生募集要項
法学、経済学、経営学各研究科
71
演習（豊橋校舎）
71
大学院生 豊橋大学院入口前にて
71
名古屋校舎大学院棟（右側）竣工（1989.4）
71
中国研究科・文学研究科設置認可（1991.4）学生募集要項（左）
71
中国研究科・文学研究科設置認可（1991.4）募集定員（中）
71
中国研究科・文学研究科設置認可（1991.4）入学式（右）豊橋記念会館内（1991.4）
71
〔大学院〕講義（豊橋校舎）
71
〔大学院〕講義（名古屋校舎）
72
法経学部分離の申請内容
72
名古屋校舎入学試験場入口
72
入試状況総括表（1989.3）
72
５学部開設記念祝賀会会場（1989.5）
72
５学部発足記念行事プログラム
72
経済学部発足記念講演会（1989.7）
72
法学部発足記念講演会（1989.5）
72
経営学部発足記念シンポジウム（1989.5）
73
大高グラウンド（1975.4.6 開設）知多郡大高町（現名古屋市緑区）にあり名古屋
校舎体育施設として使用していた。
73
名古屋校舎学生会館竣工（1969.8） 鉄筋４階建
73
豊橋校舎学生会館および第１サークル棟竣工（1971.11） 鉄筋４階建 上〔これ〕
は会館入口側
73
豊橋校舎学生会館および第１サークル棟竣工（1971.11） 鉄筋４階建 上は会
館入口側

備考
絵葉書の写真
表紙
コピー
卒業式
学位記授与

表紙

表紙
コピー

コピー
コピー
コピー

合成
完成予想図
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No.
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
73
豊橋校舎１号館（左、大学院棟）および２号館（右）竣工（1973.12） 各鉄筋
４階建
73
図書館名古屋分館（車道）竣工（1975.5） 鉄筋３階建
74
豊橋図書館第１書庫竣工（1976.3） 鉄筋６階建
74
短大３号館竣工（1976.3） 鉄筋４階建
74
研究館増築部分竣工（1977.2） 鉄筋４階建
74
記念会館（創立 30 周年記念事業 1978.11）竣工 鉄筋３階建〔説明文…略〕
74
体育館竣工（1983.12） 鉄筋陸屋根２階建
74
新体育館落成記念式典（1983.12.10）
74
開設記念バスケットボール大会
74
第２サークル棟竣工（1983.8） 鉄筋５階建 右端
74
合宿所竣工（1983.8） 鉄骨２階建
75
豊橋鉄道渥美線「大学前駅」新設（1968.4）
75
その後ホーム全体に上屋根増築（1979）
75
鳳来セミナーハウス（南設楽郡鳳来町富栄 JR 飯田線三河大野下車）
〔説明文
…略〕
75
〔鳳来セミナーハウスへの交通図〕
75
豊橋校地北部整備計画概要〔説明文…略〕
75
学内に敷設された渥美線仮線（1985.1〜1986.11使用）その左側は従来線の撤去
した跡
75
愛大グラウンド西側を斜めに縦断する仮線を電車が走っている。
75
軌道の地下化が完成し電車が地下から姿を現す。その右には仮線を撤去した跡
がある。
76
電子計算センター（豊橋記念会館 1979.10）
76
はじめての人のコンピューター 入門編 愛大情報処理センター編（1990.5発行
1994.4 第４版）
76
豊橋校舎・第１実習室
76
名古屋図書館における図書検索
76
コム CENTER NEWS 第１号 愛大情報処理センター編（1989.5創刊）
76
情報処理センター・ネットワーク利用の手引き 愛大情報処理センター編
（1995.10 発行）
76
愛知大学通信 創刊
77
〔創立 30 周年〕記念式典（上〔下〕共）
77
記念式典（上共）
77
記念式典行事パンフ（1976.11.15）
77
物故者追悼会での故小岩井浄学長遺族の献花
77
記念植樹式 研究館南側にて（３枚共）
77
記念植樹式 研究館南側にて（３枚共）
77
記念植樹式 研究館南側にて（３枚共）
77
記念祝賀会（上〔下〕共）
77
記念祝賀会（上共）
78
演奏会（上〔下〕共）
78
演奏会（上共）
78
記念演奏会パンフ（1976.11）
78
創立 30 周年記念会館竣工パンフ（1978.11.12）
78
記念絵はがき８枚１揃（鐘絵入り封筒付き）
78
玉城肇第６代学長（1967.4〜1969.5）
78
山田文雄第７代学長（1969.6〜1970.5）
78
細迫朝夫第８代学長（1970.5〜1972.2）
78
久曽神昇第９代学長（1972.2〜1984.3）
79
〔本間喜一名誉学長大学葬〕学長弔辞
79
体育館にて大学葬行われる（1987.6.7）
79
大学葬パンフ
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備考

コピー
一部加工

表紙

表紙
〃
切抜き、２枚１組

表紙

表紙
〃
一部加工
〃
〃
〃

表紙
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No.
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
79
式場内（体育館）参列者
79
参列遺族（前列）および大学役職者（後列）
80
学費（授業料）値上げの第一報（愛大新聞 177号 1966.9.30）
80
初期の値上げ反対運動（東海日日新聞 1966.12.15上新聞見出し共）
80
初期の値上げ反対運動（東愛知新聞 1967.12.14上下共）
80
反対運動の一環としての豊橋校舎本館封鎖
81
大衆団交に突入した 1972 年度値上げ反対運動（中日新聞 1972.1.15右共）
81
大衆団交に突入した 1972 年度値上げ反対運動（朝日新聞 1972.1.17）
81
実行委員会が結成された 1981 年度値上げ反対運動（東海日日新聞 1980.12.19）
81
紛争による試験延期（のちレポートにて実施）を告知した新聞広告（毎日新聞
1972.2.21）
82
1968 年 12 月 18 日深夜の名古屋校舎での自治会内の衝突を報ずる翌日付各紙夕
刊。負傷者数に差異が見られる。
（左：中日新聞）
82
1968 年 12 月 18 日深夜の名古屋校舎での自治会内の衝突を報ずる翌日付各紙夕
刊。負傷者数に差異が見られる。
（右：毎日新聞）
82
衝突の光景（右〔下〕共）
82
衝突の光景（右〔上〕共）
82
配布された当時のビラ
大学立法（正式名称「大学の運営に関する臨時措置法」
、1969.8.7公布）への批
83
判文（右）と反対運動（愛大新聞 204・205合併号 1969.10.10）
83
大学立法反対の全学集会での山田文雄学長の演説（名古屋校舎にて）
83
学長を先頭に大学立法反対の街頭デモ行進へ
83
大学立法反対闘争への参加を呼びかける立看板（豊橋校舎にて）
84
『 中 日 大 辞 典 』 関 係 の 愛 大 学 術 代 表 団 派 遣 を 伝 え る 新 聞 記 事（ 朝 日 新 聞
1971.9.26）と、受け入れを返答した中国側書簡（1972.1.3）
84
愛大代表団と南開大教授陣との、辞典に関する座談会（愛大通信２号 1973.11.1）
84
南開大学学長ほか代表団の来学（1983.9）
84
南開大学（天津市）周恩来元総理の出身校
84
北京語言学院 世界各国からの留学生のメッカ
84
愛大代表団の北京語言学院訪問（1984.9）
85
北京第二外国語学院 旅游局所管で外国語通訳養成が重点
85
北京第二外国語学院代表団の来学（1992.6）
85
上海外国語学院院長ほか代表団の来学（1985.5）
85
上海外国語学院 世界各国の言語を幅広く研究
85
復旦大学（上海市） 中国屈指の主要重点大学
85
復旦大学代表団の来学（1992.5）
85
上海交通大学〔説明文…略〕
85
西安交通大学〔説明文…略〕
86
第１次学生訪中団 中国訪問（1976.6）
86
愛大代表団、中日友好協会（孫平化会長）訪問（1984.9）
86
南開大学と最初の学術・教育交流協定調印（1980.10）
86
南開大学にて協定 10 周年記念式典開催（1990.9）
86
日中国際シンポジウム 名古屋・電気文化会館にて開催（1986.11）
86
第９次中国研修生の修了式（1990.3）
86
硬式野球部訪中、南開大等にて親善試合開催（1982.6）
86
南開大女子バレーボール部来日、愛大体育館にて親善試合開催（1990.9）
87
江蘇省南通市人民代表大会常務委員会主任朱剣氏夫妻来学（1991.7）
87
滕維藻南開大学前学長への名誉教授号授与式（1991.9）
87
上海交通大学と６校目の学術、教育交流協定調印（1994.10）
87
復旦大学 90 周年記念式典に愛大学長出席（1995.5）
87
87

備考

コピー
〃 、２枚１組
〃 、 〃
コピー、２枚１組
〃
〃
〃
〃
〃

コピー、２枚１組

合成
コピー

刊行物切抜き

刊行物切抜き
〃

中国語講義（南開大学にて 1984.7）
交流会（北京第二外国語学院にて 1986.7）
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No.
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
備考
87
研修旅行（西安にて 1987.8）
87
早朝体操（北京第二外国語学院にて 1992.2）
88
レディング大学（イギリス、レディング市）国際交流の諸制度が充実、1987年 刊行物切抜き
春期より愛大セミナーを受け入れ。
88
イギリスセミナー（レディング大構内にて 1995.2）
88
CALS（応用言語学センター）教員スタッフ
88
〔イギリス〕セミナー ガイダンス（1992.8）
88
セミナーでのディスカッション（1995.2）
88
セミナー交流会 ホームステイ先の家族を招待（1990.3）
89
サウスイースト・ミズーリ州立大学（アメリカ・ケープジラード市）
少人数教育が特色、1992 年春期より愛大セミナーを受け入れ。
89
アメリカセミナー（ミシシッピー河畔にて 1996.3）
89
ミズーリ州立大学長ほか来学（1994.4）
89
〔アメリカ〕セミナー講義（1994.2）
89
セミナー交流会 仮装大会
89
セミナー交流会 仮装大会〔1994.2〕
90
ウィスコンシン大学ロースクール（アメリカ・メディスン市）法学の専門教育
を実施し、愛大大学院法学研究科と協定、1994年夏期より愛大短期留学生を受
け入れ。
90
現地学生との交歓（1995. 夏）
90
ブレーメン専門大学（ドイツ・ブレーメン市）実学的な教育を展開している技 刊行物切抜き
術系大学、1994 年夏期より愛大セミナーを受け入れ
90
ドイツセミナー（３枚共、1995. 夏）
90
ドイツセミナー（３枚共、1995. 夏）
90
ドイツセミナー（３枚共、1995. 夏）
91
チュンアン（中央）大学校（韓国・ソウル市） 韓国有数の私立総合大学
91
陶山教授のチュンアン大学校訪問（1995.11）
91
〔フランス〕交流協定調印後の歓談（1996.2）
91
オルレアン大学（フランス・オルレアン市） 700年近い歴史がある
91
ブレーメン大学（ドイツ・ブレーメン市）経済学部世界経済・国際経営研究所
が大学院と協定
92
弁論大会に愛大留学生３名参加（1987.3）
92
留学生研修旅行（奈良にて 1989.11）
92
留学生研修旅行（下：長野・北竜湖にて 1991.8）
92
地元中学生との交流会（愛大記念会館にて 1991.11）
92
フェスティバルに参加（愛大学園祭 1987.11）
92
フェスティバルに参加（右：豊橋まつり 1984.10）
93
名古屋校舎移転問題を報ずる記事（愛大学生新聞 221号 1978.4.6）
コピー
93
三好町候補地を下見する教職員たち（1978.1.29）
93
短大教授会メンバーによる校地見学会（1980.4.27）
93
三好町議会より陳情を受ける（1980.3）
93
運動場施設検討委員の見学（1981.3.2）
93
用地東側道路三好町改良工事（1980.10〜1981.3）
94
地鎮祭（1981.6.2 右〔下〕共）
94
地鎮祭（1981.6.2 右〔上〕共）
94
造成工事完了後の校地（1983.6 使用開始）
94
サッカーグラウンド
94
テニスコート
94
ゴルフ練習場
94
アーチェリー
94
野球場
95
校地内古窯発掘、出土品（1980.3.24）
95
起工式 式典（1987.2.20 下共）

188

◦ 940 ◦

◦第３章

収蔵史資料（データベース）公開事業◦
『写真集 愛知大学の歴史 1946‒1996』 使用写真一覧

No.
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
95
古窯跡地〔説明文…略〕
95
起工式 式典（1987.2.20 下〔上〕共）
95
三好校地古窯出土品鑑定 陶芸家加藤唐九郎氏との座談会（1981.6.18）
95
式場役割分担教職員
96
東 郷 美 化 セ ン タ ー か ら 望 む 管 理 棟、 研 究 棟、 教 室 棟 な ど の 建 設 進 捗 状 況
（1987.5.25）
96
（1987.9.23）
96
（1987.12.26）
96
（1988.2.27）
96
〔表彰状〕
96
〔モニュメント〕これらの建物により 1988年中部建築賞受賞
97
〔名古屋校舎新キャンパス開校式〕式典会場
97
〔祝賀会〕
97
祝賀会（右上下共）
97
〔祝賀会〕
97
濵田稔 第 10 代学長（1984.4〜1987.9）
97
石井吉也 第 11 代・現〔13 代〕学長（1987.9〜1988.3）
（1992.4〜〔1999.11〕）
97
牧野由朗 第 12 代学長（1988.4〜1992.3）
98
三好町マップ（1988）愛知大学名古屋校舎新キャンパスが図上左部にある。
98
〔名古屋（三好）校舎〕情報処理センター講義
98
外国語研究室
98
大学院棟・教室棟を望む
98
ピロティー
98
体育館内トレーニングジム
99
〔新名古屋校舎開学記念 学生主催開学祭〕愛大開学祭スナップ（
〔以下〕５枚共）
〔立て看板〕
99
愛大開学祭スナップ〔模擬店〕
99
愛大開学祭スナップ〔ラグビー〕
99
愛大開学祭スナップ〔ゲーム〕
99
愛大開学祭スナップ〔コンサート〕
100
別科開設の記事（中部読売新聞 1988.3.5）
100
別科開設の記事（左〔：〕愛大通信 68号 1988.6.15）
100
上〔：〕1988 年開設時の留学生別科学生募集ポスター
100
左〔：〕３か国語による留学生別科のカリキュラム（1988年度）
100
留学生別科研修（1992 年豊橋総合動植物公園にて）
101
別科（英語専修・生活環境専修）入学案内（1988年開設時）
101
別科（英語専修・生活環境専修）学生募集ポスター（1988年開設時）
101
授業風景（英語会話 上〔下〕共）
101
授業風景（英語会話 上共）
101
教室での授業のあとのフィールド・ワーク 「人物でつづる東三河の江戸・明治」
101
1993 年 12 月刊行の白書（右〔以下〕３点共）
〔説明文…略〕
101
1993 年 12 月刊行の白書〔第一部目次〕
101
1993 年 12 月刊行の白書〔第二部目次〕
102
大学公開講座
102
大学主催講演会 尾崎秀樹氏（1993.10.16）
102
郷土研 杉浦明平氏講演会（「三河の風土」1987.10.24）
102
郷土研シンポジウム（のち『近世の地方文化』、1991.2、名著出版刊にまとめら
れた）
102
郷土研 さるかに合戦絵本展（1994.12）
102
中産研 豊川の生態系についての研究発表会（1995.3.11）
103
短期大学部公開講座（1991.11.16）
103
豊橋校舎の木造建築見学会（1995.9.30）

合成

備考

No. 515〜518
４枚１組

No. 520とで２枚１組

一部加工
〃
〃

コピー
〃
コピー
表紙

表紙
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561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
103
民族差別問題シンポジウム（中日新聞 1991.7.15のち『豊橋の国際化を考える』、
愛大国研紀要 95 号、にまとめられた）
103
日本語研究会（中日新聞 1991.4.14）
103
ミャンマー語講座（東愛知新聞 1991.5.15）
103
言語学談話会 刊行書（１巻 1987.4 ２巻 1990.4 いずれも駿河台出版社刊）
103
三河民俗談話会
104
教職課程開設記事（愛大新聞 19 号 1950.12.10）
104
教育実習（下、右〔下２点〕共）
〔理科〕
104
教育実習〔国語モノクロ〕
104
教育実習〔国語カラー〕
104
教育実習記録（1989 年度、氏名は消去）
105
図書検索実習（左〔下〕共、愛大図書館にて）
105
図書検索実習（左〔上〕共、愛大図書館にて）
105
スライドを用いた課程科目講義（右〔下〕共）
105
スライドを用いた課程科目講義（右〔上〕共）
105
司書課程開設時の科目一覧（愛大要覧 1960年度）
106
〔博物館学芸員課程〕講義（実習室にて）
106
民具整理実習

577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
108
108
108
108
109
109
109
109
109
109
109
109

601
602
603
604
605
606
607
608
609

110
110
110
110
110
110
110
110
110

No.
560

コピー

備考

〃
〃

コピー

表紙

コピー

学外実習（安城市歴史博物館にて）
実習報告書（1995 年度）
表紙
大岩町民俗学調査書（1993 年度）
〃
実習で作成された拓本
展示会（右）と紹介記事（毎日新聞 1995.12.10）
〔紹介記事〕
コピー
展示会（右）と紹介記事〔展示会〕
〔社会教育主事課程〕講義（1996.7）
〔測量士補資格認定〕測量実習（愛大学内にて）
梢風館（豊橋校舎）中庭もあるモダンな女子学生の厚生会館（1995.2竣工）
〔梢風館〕談話室
レストラン
サークル室
朋友館（名古屋校舎）５階にプールもある（1995.3竣工）
〔朋友館〕屋上のソーラシステム
２階 レストラン
５階 温水プール
白樺高原ロッジ（長野県立科町）／（1996.2竣工）
〔白樺ロッジ〕交流サロン ペチカ
宿泊棟（左〔下〕共）〔室内〕
宿泊棟（左〔上〕共）〔外観〕
新本館（豊橋校舎）1996 年 11 月完成予定
工事中の新本館（上）と現代中国学部棟（下）のイメージパース〔新本館〕
完成予想図
現代中国学部棟（名古屋校舎）1997年３月完成予定
工事中の新本館（上）と現代中国学部棟（下）のイメージパース〔現中学部棟（東 完成予想図
教室棟）〕
〔50 周年期の学内風景…以下 No. 631まで。パソコン操作〕
〔学生の談笑①〕
〔アーチェリー〕
〔講義中の学生①〕
〔学生の談笑②〕
〔屋外での行事に歓声を送る学生たち〕
〔学生の談笑③〕
〔卒業式①〕
〔英会話講義〕
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No.
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637

ページ
キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記）
111
〔馬術部の練習〕
111
〔名古屋（三好）図書館内①〕
111
〔講義中の学生②〕
111
〔学生の談笑④〕
111
〔講義中の学生③〕
111
〔学生の談笑⑤〕
111
〔豊橋キャンパス内を歩く学生たち①〕
112
〔演劇〕
112
〔学生の談笑⑥〕
112
〔女子少林寺拳法〕
112
〔児童文化関係のサークル〕
112
〔学生の談笑⑦〕
112
〔講義中の学生④〕
112
〔豊橋生協食堂内〕
113
〔名古屋（三好）生協食堂内〕
113
〔名古屋（三好）学園祭〕
113
〔学生の談笑⑧〕
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この事業は、研究推進のためのさまざまな展開を行なったものであり、とりわけ若手研究（PD、RA
など）による研究推進も図った。また、国内や台湾での文献調査も基礎作業としてすすめ、とりわけ台
湾での文献資料調査ではこれまで幻であった書院生により行なわれた第１回から第６回までの大調査旅
行の報告書の原物が存在することを確認した上で、閲覧できたことは大きな成果であった。第 1〜10回
の生原稿は従来所在がわからなかったものであり、そのうち６回分の存在が確認された意義は大きい。
論文や研究ノートとしての作品は、１つは東亜同文書院史やその性格、大旅行に関する分野、もう１
つはそれらを継承した愛知大学史の分野であり、ベテランの教員から若手研究者までが、さまざまな視
点で論考を展開し、集中的に書院関係の作品を生み出した成果はこれまで例をみないことであった。そ
の過程で若手研究者も研究成果を蓄積できた。
また研究交流事業では、当記念センターの初の試みとして、中国の上海交通大学校史研究室研究員の
欧七斤氏を１ヶ月間招き、書院に関する共同研究をすすめることができたことで、これにより今後のと
くに海外研究者との共同研究実施の可能性が高まることになった点は意義があった。
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東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望
愛知大学東亜同文書院大学記念センター/
オープン･リサーチ･センター ポスト・ドクター

武井義和
先行研究については、第二次世界大戦以後に発

はじめに

表された論文、雑誌記事、書籍を対象とし、日本
愛知大学東亜同文書院大学記念センター（以下、

国内で発表されたものとした。その際、成瀬さよ

「記念センター」と略）は愛知大学内に設置され

子編『東亜同文書院関係目録──愛知大学図書館

ており、愛知大学の前身であり 1901 年上海に設

収蔵資料を中心に──』（愛知大学図書館発行、

立され1945年まで存在した東亜同文書院（1939

2005 年第２版、以下本論および注では『目録』

年に大学に昇格し、以降名称には「大学」が付く

と略）を活用した。東亜同文書院とその経営母体

ようになった。本稿では適宜「東亜同文書院」、
「東

であった東亜同文会についての図書、雑誌記事が

亜同文書院大学」と表記する。なお、単に「同文

明治期から現在までほぼ網羅されており、研究を

書院」などと略記する場合もある）と、孫文の協

行う上で非常に有益だからである。目録に記載さ

力者であった山田良政・純三郎兄弟に関する資料

れ て い な い 最 近 の 研 究 に つ い て は、NACSIS

展示を行っている。2006 年には新たに文部科学

Webcat (http://webcat.nii.ac.jp) で検索した。

省により「オープン・リサーチ・センター」とし

なお、『目録』は雑誌論文、図書中の論文、出

て認定され、2010 年度まで研究活動を中心とす

版物に分類されているが、その中で戦後に発表さ

るさまざまな業務も行うことになった。

れたものを数えてみると、雑誌論文 289 本、図書

したがって、東亜同文書院や、記念センターの

中の論文 121 本、出版物 200 冊となっている。ただ、

もう１つの中心である山田兄弟と孫文、辛亥・中

全てが研究の類や東亜同文書院そのものについて

国革命についての研究が今後本格的に行われるこ

書かれたものばかりではなく、同文書院卒業生の

とになるが、今回は東亜同文書院を取り上げ、先

回想録や、戦前に出版された書籍の復刻版なども

行研究を回顧すると同時に今後の研究の展望など

多く含まれている。

について論じることを試みる。具体的には、従来

その中で研究に該当するものを拾い上げ、先行

の研究動向はどのようなものであり、どこに視点

研究の回顧とそれを踏まえた上での今後の研究の

を置いていたかについて考察する。そしてその上

展望について検討していく。なお、本稿の考察範

で、今後の研究における枠組みや、東亜同文書院

囲は東亜同文書院を主たる対象とし、そのルーツ

を捉える視角としてどのようなものが挙げられる

である日清貿易研究所も若干含めたものとしてい

のかについて検討を進める。

る。［Ⅰ］で述べるように、東亜同文書院を歴史
77
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的に掘り下げていくと、日清貿易研究所以前にま

の英語辞書『和英辞林集成』を出版したが、ヘボ

で遡ることが可能である。しかし、あまりに遡る

ンから目薬の製造を学んだ彼は、東京・銀座で「精

と東亜同文書院からかけ離れてしまう恐れがあ

錡水」として販売し、成功を収めた。これにより、

る。また、東亜同文書院を考える場合、その経営

1878 年上海に楽善堂を出店し、目薬販売のほか

母体の東亜同文会を全く切り離して捉えることは

に図書の出版も手掛けた。岸田は日清提携の必要

できない 。しかし、東亜同文会を考察するには、

を痛感し、人材の養成が当面の急務と考え、志を

アジア主義の問題や近衞篤麿の思想なども扱う必

抱いて渡来する日本人の面倒をみた4。

1

要性が出てくる。また近年、東亜同文会に関する

その岸田吟香の支援を受けたのが、尾張藩出身

研究が相次いで発表されているため 、これら全

の荒尾精（1859‒1896 年）であった。彼は陸軍軍

てを含めて検討するとなると、却って纏まりがな

籍のまま 1886 年に渡清、楽善堂支店である漢口

くなる恐れがある。

楽善堂の経営を担当した。このとき荒尾の元に集

2

一方、後述するように、東亜同文書院に関する

まった同志たちは、清国各地に分け入り調査を行

研究は 1990年代以降増加し、様々な視角でのア

った。荒尾は 1889 年に帰国、見聞・調査と収集

プローチが見られるようになった。そのため現在

した資料・情報を基に、清国の現状などについて

求められることは、先行研究を整理し、そして今

認めた「帰朝復命書」を参謀本部に提出した5。
その後、軍籍を離脱して再度渡清、日清の貿易

後の研究課題について検討する作業である。だが、
最近発表された同文書院研究の回顧は、栗田尚弥

振興を図り清国の事情に通じる人材を育成する目

「東亜同文書院の復権──最近の研究動向に則し

的で、1890 年上海に「日清貿易研究所」を設立

て──」
（
『大倉山論集』51、2005 年３月）があ

した。研究所の開設や運営には荒尾の盟友、根津

る程度に過ぎない。そのため、本稿は既述のよう

一（1860‒1927 年）の協力があった。1892 年、根

に考察範囲を限定して論じることにし、東亜同文

津は漢口楽善堂時代の調査資料をもとに、５ヵ月

会については特に注意しない限り、同文書院に関

余りの月日をかけて全３巻からなる『清国通商綜

係する範囲内で扱うことにする。

覧』を編纂刊行した。だが、日清戦争により研究

なお、今回時間的制約により、戦後日本で発表
された研究の全てを網羅できなかったため、本稿

所は閉鎖を余儀なくされ、また荒尾も 1896 年に
台湾で客死するのである6。
その後、1898 年に成立した東亜同文会の初代

は基礎的報告の意味合いが強い。

会長・近衞篤麿によって、日清両国の学生を収容
し教育することを通じて、将来の両国提携の基礎

［Ⅰ］

を作ることを目的とした学校が設立されることに
なると、根津一はその準備段階から携わった。そ

東亜同文書院概説

して学校が 1900 年に「南京同文書院」として清国・
東亜同文書院は1901 年より1945 年まで中国・

南京に開学すると、根津は院長に就任する。しか

上海にあった、東亜同文会経営の学校である。東

し、程なくして発生した義和団事件による治安悪

亜同文書院は上海に設立された日清貿易研究所

化のため、「南京同文書院」は上海に移転、翌

（1890‒1894年）をその源流とするが 、深く掘り

1901 年に東亜同文書院として再出発することに

下げていくと、岸田吟香にまで遡ることができる

なったのである。根津は東亜同文書院でも初代・

のである。

第 ３ 代 院 長（1901‒1902 年、1903‒1923 年 ） を 務

3

岸田吟香は幕末にヘボンに従事し、日本で最初

めた7。
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この東亜同文書院を語る際に欠かすことができ

れば雑誌と書籍に分類することができる。これら

ず、また東亜同文書院を象徴しているのは、1907

各項目の、第二次世界大戦後の部分をテ−マごと

年より1943年まで毎年継続された「大旅行」で

に大まかに分けるならば、追回想類／研究類／伝

ある。これは卒業年次生が夏休みを利用して、そ

記類／復刻版／資料類／会史・校史／講演録／そ

れぞれのグループが事前に設定した調査目標に基

の他、と区分できる。それをまとめたのが、表１‒

づいて中国各地を調査して歩くものである。彼ら

表３である。

の中には中国領域外にまで足を伸ばす者もいた。

表では東亜同文書院を中心として日清貿易研究

彼らは帰校後、調査内容をまとめ『調査報告書』

所も含むが、岸田吟香、漢口楽善堂は対象外とし、

として学校に提出したが、これは卒業論文として

また東亜同文会については東亜同文書院に関わる

認められた8。学生たちの調査コースは700 近くに

研究・書籍のみ掲載している。

なると考えられ、戦前中国でこれほど組織的に特

まず、表１‒ 表３の各項目を年代ごとにみると、

定地域の調査を行った例は他にない 。彼らが遺

表１は 1970 年代まで、表２・表３は1980 年代ま

した『調査報告書』は現在、愛知大学に所蔵され、

でと 2000 年代において、追回想類が最多である

旅行中の日誌である『大旅行誌』とともに、当時

ことが分かる。表の中で全体的に目立つ項目であ

の中国の状況を知る貴重な資料となっている。

る。追回想類の執筆者は、殆どが元同文書院教員

9

東亜同文書院は 1921 年に外務省管轄の専門学

や卒業生などの関係者である。

校、1939年に大学へと昇格し、組織としての体

一方、その追回想類の件数を年代順に追ってみ

制も次第に確立されていったが、大学昇格から僅

ると、表１は 1960 年代をピ−クとするのに対し

か６年後、日本は敗戦を迎え東亜同文書院大学は

て、表２は 1990 年代を頂点として 1970 年代より

閉校のやむなきに至り、教職員・学生は日本に引

増加し、表３は 1970 年代がピ−クを迎えている

き揚げざるを得なくなった 。

ことが分かる。この点について検討を加えてみた

10

敗戦時学長だった本間喜一は、1946 年３月に

い。

帰国後、引き揚げ学生を収容する新大学の設立を

表１の追回想類は、東亜同文書院同窓会組織で

決意し、旧東亜同文書院大学教職員12 名の協力

ある「滬友会」が発行していた『滬友』の掲載が

を得て奔走する。その結果、同年 11 月に愛知大

最多であり、1959 年から 1991 年までの長期にわ

学が誕生したのである。本間は愛知大学でも第２

たり、多くの関係者が投稿していたことが確認で

代・ 第 ４ 代 学 長（1950‒1955 年、1959‒1963 年 ）

きる。各年代中、1960 年代が最多なのは、富田

に就任している11。

寿男氏（13 期生）が連載形式で数年にわたり投
稿を継続していたことによる。
その後 1990 年代に 13 件を数え、再び増加して

［Ⅱ］

いるが、それは『東亜同文書院大学と愛知大学』

『目録』にみる東亜同文書院関係記述の動向

1‒4（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ−編
集、六甲出版発行、1993‒1996 年）に同文書院出

「はじめに」で触れたように、『目録』は雑誌論

身者の回想が掲載されたためであり、『目録』で

文、図書中の論文、出版物に分類されている。雑

は７点確認できる。1990 年代の追回想の半分を

誌論文は雑誌に記された論文、図書中の論文は図

占める。『東亜同文書院大学と愛知大学』は市販

書として出版された中の論文、出版物は東亜同文

されたものであり、一般市民のあらゆる世代の読

書院関係出版物と分類されており 、形状からす

者から寄せられた感想が、『同文書院記念報』創

12
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表１ 「雑誌論文」の年代別、テーマ別件数の変化
追回想類

研究類

伝記類

資料類

講演録

その他

1950 年代

5

0

１

0

0

1

1960 年代

22

4

11

2

0

1

1970 年代

10

2

4

1

0

2

1980 年代

8

10

2

5

0

8

1990 年代

13

22

2

14

5

27

2000 年代

2

17

1

6

4

3

表２ 「図書中の論文」の年代別、テーマ別件数の変化
追回想類

研究類

伝記類

復刻版

資料類

その他

1950 年代

3

0

1

0

0

0

1960 年代

2

0

5

0

0

5

1970 年代

7

2

1

1

0

0

1980 年代

8

5

5

1

1

0

1990 年代

9

15

3

3

0

1

2000 年代

4

1

2

2

0

0

表３ 「出版物」の年代別、テーマ別件数の変化
追回想類

研究類

伝記類

復刻版

資料類

会史･ 校史

その他

1950 年代

1

0

0

0

0

1

0

1960 年代

0

0

1

2

1

0

0

1970 年代

9

1

0

0

0

0

1

1980 年代

5

2

0

3

1

2

5

1990 年代

3

5

1

10

4

0

1

2000 年代

3

2

1

0

1

1

2

１：『目録』をもとに、筆者が独自の分類に基づき表に編集し直したもの。
２：「研究類」には研究に対する書評、概説的内容、調査報告類も含む。
３：「資料類」は資料紹介、資料集、資料目録などが該当する。
４：「伝記類」は日清貿易研究所や東亜同文書院の関係者、出身者に関するものが該当する。また、作家などが取
材してまとめた伝記類も含む。ただし、人物研究や分析に該当するものは「研究類」に含めた。なお、
「伝記類」
には顕彰的記述も含む。
５：小説類、ライター・新聞記者による文章・記事・図書、随筆類、またいずれの項目にも該当しないものは「そ
の他」とした。
６：表１の「講演録」にはシンポジウム報告記も含む。
７：「復刻版」は戦前に発行された東亜同文書院の出版物や、東亜同文書院院長経験者の伝記が該当する。
８：『目録』では、論文が「雑誌論文」と「図書中の論文」、図書が「図書中の論文」と「出版物」に重複して記
載されている場合があるが、表ではそれぞれ両方ともカウントした。
９：『目録』に記載されている図書・論文で、所在が確認できなかったものは表に含めていない。

刊号、VOL. 2、VOL. 3（愛知大学東亜同文書院大

（『SIBA：上海』1994 年）、春名和雄（書院 36 期）
「上

学 記 念 セ ン タ − 編 集 発 行、1994 年、1995 年、

海の虹橋路にあった外務省管轄の高専：東亜同文

1996年）に掲載されている13。また、芹澤五郎（書

書院」
（『週刊文春』36（14）、1994 年４月７日号）、

院 40期 ）
「 上 海・ 東 亜 同 文 書 院 大 学 の 思 い 出 」

松山昭治（書院 45 期）「わが青春の東亜同文書院
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大学」
（
『駅前』166、1996 年３月）のように、雑

が最初である。この中に、同文書院時代の回想が

誌や週刊誌に同文書院出身者の回想記が掲載され

20 頁ほど記されている。以降、2000 年代に至る

たという現象は、『目録』を見る限り1990 年代に

まで多くの回想が活字化されているが、1970 年

入ってからの特徴である。

代から 1990 年代にかけて非常に多いのは、同文

2000 年代の２件はインタビュ−である。小泉
清一氏（書院35 期）と、東亜同文書院関係者で

書院出身者の高齢化が影響しているものと考えら
れる。

はないが、愛知大学で中日大辞典（東亜同文書院

表３の追回想類は、個人が執筆した回想録も含

時代に作成された中国語辞典編纂のための原稿カ

まれているが、殆どが東亜同文書院同期会が編集

−ドをもとに、戦後の 1954 年愛知大学で編纂が

した回想記、滬友会が発行した図書や戦後新たに

始まり、1968 年に完成した本格的な中国語辞典）

作製されたアルバムである。これらは 1970 年か

に長年携わってきた今泉潤太郎愛大名誉教授に対

ら2000 年までの間に世に出されていることが確

する、愛大教員によるインタビュ−記録が、それ

認できるが、特に 1970 年代に集中し、最多の件

ぞれ中国研究雑誌である『中国21』15、18（愛

数を数える。なお、1970 年代についで 1980 年代

知大学現代中国学会編、風媒社、2003 年３月、

も多いが、表３の中でもこの両年代は件数が突出

2004 年３月）に掲載されたものである 。

していることが分かる。

14

『滬友』への追回想の投稿を、旧同文書院同窓

さて、表２・表３に該当する、東亜同文書院関

生・教員を主な対象とするいわば「身内」向けの

係者個人による執筆や、追悼文集に掲載されてい

発表、あるいは同文書院時代の記憶の共有と捉え

る追回想、東亜同文書院同期会や滬友会発行の図

るならば、
『東亜同文書院大学と愛知大学』、『中

書などを合計すると、54 冊を数える。そのうち、

国 21』における追回想・インタビュ−の掲載、

自費出版・非売品・部数限定出版が明らかなも

そして同文書院出身者自身による回想記の雑誌や

の、追悼文集のように販売目的ではない図書、書

週刊誌への掲載は、一般読者や研究者を対象とし

院関係者を配布・読者の対象としたものは合計

た「対外」向けと捉えることができる。つまり、

39 冊で、全体の約 70％余りを占める。特に自費

1990 年代を境として「内」から「外」への発表

出版などの場合には、出版事情なども関係してい

へと変化した、ということができる。

るのだろうが、いずれにしても、これらの図書は

表２の追回想類は、東亜同文書院関係者が執筆

その多くが全国的に知られる機会が少なく、読者

した図書の中に、ごく一部またはかなりのペ−ジ

も著者の周辺−知人など−や同文書院関係者な

数を割いて、東亜同文書院時代の学生生活や出来

ど、特定の人々に限定される可能性が強かったこ

事、恩師について記述しているものが該当する。

とを示している。それは、戦後日本において、東

これらは殆どが回想録であるが、随想記の中に同

亜同文書院が「幻の名門校」などと通説立てられ

文書院時代の思い出が断片的に記されているよう

てきたことの一要因となっていたのではないだろ

なものもある。また、尾崎茂夫氏（書院41 期）

うか15。
なお、近年には永田マリ子『瀾濤

や樋本浩二氏（書院45 期）のように１人で複数

ある同文書

冊の回想録を執筆したケースや、さらに東亜同文

院生の生涯』（2004 年）のように、同文書院卒業

書院教師経験者の追悼文集などもある。

生を父に持つ人物が父親の軌跡を記すという、い

戦後、東亜同文書院出身者の執筆による図書の

わば書院２世による執筆が登場している。年々高

出版は意外に早く、確認できる限りでは堀内干城

齢化が進む東亜同文書院出身者の現状を考えるな

（書院７期）『中国の嵐の中で』（乾元社、1950 年）

らば、新しい特徴といえよう。
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次に研究類に目を転じることにする。この項目

氏（当時朝日新聞編集委員）により記された「上

は各表とも1990 年代が最多の件数を示しており、

海から豊橋へ「一世紀」の校歴をたどる」（『東亜

1980年代に比べて２〜３倍に増加していること

同文書院大学と愛知大学』２、1994 年）、「敗戦

で共通している。したがって、1990 年代は東亜

前後の学長本間喜一の人と足跡」（『東亜同文書院

同文書院研究の節目の年代と位置付けることがで

大学と愛知大学』４、1996 年）、中野圭介氏（当

きる。1990 年代に東亜同文書院研究が進展した

時日本経済新聞記者）による「幻の学舎

のは、1980年代末から 1990 年代初頭にかけて国

文書院」（『東亜同文書院大学と愛知大学』４）な

内外で生じた世界的な激動、つまり栗田尚弥氏が

どが挙げられる。また『同文書院記念報』創刊号

指摘するように、戦後 50 年という時間の経過、

には、毛井氏による東亜同文書院についての新聞

昭和天皇の死、ソ連・東ヨ−ロッパの社会主義体

連載記事の文章も掲載されている。

東亜同

制の崩壊、中国の開放政策という世界情勢の変化

もっとも、1977 年に雑誌『創』で、虹橋海亮

の中で、東亜同文書院（さらには東亜同文会）に

氏が「幻の名門校」特集としてハルビン学院とと

対する評価に変化が生じてきたことと無関係では

もに東亜同文書院を取り上げており、その後も『週

あるまい 。

間朝日』87（32）（1982 年７月 23 日号）に記事が

16

ただし、2000 年代の動向をみると、表１以外

確認できるので、東亜同文書院はライターによっ

は 1990年代に比べて件数が著しく減少している。

て雑誌や週刊誌に取り上げられたことがあったの

理由は定かでないが、雑誌に論文として発表され

であるが、しかし件数を 1990 年代と比較すると

る研究は 1990 年代以降蓄積が増している傾向に

その足下にも及ばない。これは東亜同文書院の存

あるものの、研究書として、また研究書に同文書

在が世間にも知られるようになり、また関心が研

院関係の論文が掲載されるというような、まとま

究者以外にも広がったことの現われといえよう。

った形での研究が全体的にみてまだ少ないという

これは延いては、『東亜同文書院大学と愛知大学』

状況を示しているといえよう。もっとも、2000

に対して、多くの読者が感想文を寄せたことと一

年代は正確には2004 年時点までの件数であるた

脈通ずるものがあるように思える。

め、
今後研究数が増加することは十分考えられる。

３つ目に、表１の「資料類」も 1990 年代には

さて、先に1990 年代は東亜同文書院研究の節

件数の多さが目を引く。これは東亜同文書院関係

目の年代と記したが、あわせてこの年代の主な特

資料の紹介や資料調査などであり、全て愛知大学

徴を簡単に挙げておきたい。１つ目は、「講演録」

が発行する雑誌に掲載されたものである。これは

という項目の登場である。表１にあるが、これは

2000 年代においても同様である。愛知大学関係

東亜同文書院に関わるテ−マのものであり、開催

者が中心となって発表していることが分かる。

された講演、シンポジウムが活字化されたもので

４つ目に、表３の「復刻版」も 1990 年代に突

ある。1990年代以前には「講演録」の件数が確

出していることが特徴的である。これは『華語萃

認 で き な い こ と を 考 え れ ば、 本 項 目 の 登 場 は

編』などの東亜同文書院で使用された中国語教科

1990年代以降の大きな変化である。

書が復刻されたこと（不二出版、1992 年、1993 年、

２つ目は、ライターや新聞記者の執筆による同

1995 年）や、『調査報告書』『大旅行誌』がマイ

文書院関係記事の増加である（表１の「その他」

（雄松堂書店、
クロフィルムとして復刻されたこと

の項目に含まれている）。1998 年に西所正道氏が

1996 年）が大きな要因である。これは３つ目と

同文書院卒業生を取材した10 本の連載記事（『月

同様、資料的観点から同文書院研究をより行いや

刊アジア』１(7)‒１(12)、２(1)‒２(4)）、毛井正勝

すい環境が整ってきたことを示している、という
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1963 年６月）で日清貿易研究所、東亜同文会を

ことができよう。
以上述べたように、1990 年代は戦後日本にお
ける東亜同文書院への認識を考える上で重要な年

取り上げているが、研究論文というよりは概説的
な内容である。

代であるわけだが、この点を踏まえた上で、次に

さて、1960 年代半ばより 1980 年代末までの研

東亜同文書院に関する先行研究の変遷をみていき

究は全般的に、日清貿易研究所も含めて東亜同文

たい。

書院を軍事的性格、対中侵略などの否定的認識で
語る傾向が強かった。例えば日清貿易研究所は、
漢口楽善堂と連続性を帯びるものとして捉えら

［Ⅲ］

れ、「荒尾を中心とする漢口楽善堂は中国をわが
国の政治的影響下に置くための軍事的、政治的謀

先行研究の回顧

略グル−プでもあ」り、日清貿易研究所は「漢口
東亜同文書院研究を考える場合、1990 年代を

楽善堂の分身であり、化身であった」17、また、

節目とみなすことができるわけだが、それは［Ⅱ］

日清貿易研究所教職員の殆どが漢口楽善堂のメン

で触れたような、単に研究蓄積が増加したという

バーであることを踏まえて、「経済的機関という

数量的側面だけではない。1990 年代を境として、

より、荒尾集団の再成・増産機関」18 という捉え

次のような変化がみられるのである。１つは同文

方がされていた。研究所の中国認識については、

書院の捉え方である。1990 年代にいたるまで、

「中国を生きた現実を通して捉えようとした最初

東亜同文書院は中国侵略という否定的認識で語ら

の集団であったことには間違いない」と評価しつ

れることが多かった。それが同年代以降、実態解

つも、「目的が極めて功利的かつ軍事的色彩が強

明が試みられるようになった点である。もう１つ

かったため、結局は中国を現象的にしか捉え得な

は、研究視点が多様性を帯びてきたことである。

かった」とし、中国把握の限界性が指摘されてい

それは、多くの研究者が各自の関心や問題意識を

る19。
日清貿易研究所は、漢口楽善堂とともに軍事的

もって、同文書院研究を行い始めたことを意味し

色彩が強い組織として理解されており、その認識

ている。
以下、主な研究を取り上げ、先行研究の変遷を

の下では、研究所の業績は評価されなかった。楽
善堂の実地調査と研究を踏まえ、1891年に出版

概観していく。

された『清国通商綜覧』は実証的であるとしつつ、
その資料は楽善堂時代のものであるため軍事的見

①1960 年代より1980 年代まで
戦後日本における書院研究は、野間清「日清貿
易研究所の性格とその業績−わが国の組織的な中

地の探査記録であり、中国社会の特性を正しく理
解していないなどと見なされていた20。

（『歴史評論』167、1964 年７月）、
国研究の第一歩」

こうした捉え方は、東亜同文書院にもそのまま

竹内好「東亜同文会と東亜同文書院」（『中国』

当てはまった。東亜同文書院を特徴付けるものや

21、1965年８月、後に竹内好『日本とアジア（竹

その象徴は何かといえば、中国語教育と大調査旅

内好評論集第３巻）』筑摩書房、1974 年に再録）

行、そして書院院長を長年務めた根津一の存在を

を嚆矢とする。すでに 1963 年に、当時の早稲田

挙げることができよう。しかし、中国語教育、大

大学教授・六角恒広氏が、霞山会発行の『東亜時

調査旅行は日本の大陸進出、戦争という国策と結

論』５
（5）
（
「東亜関係諸団体考古記」（3）、1963

び付けて論じられ21、特に大調査旅行については

年４月）
、５
（6）（「東亜関係諸団体考古記」（4）、

軍事的見地も秘められていた可能性が指摘されて
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いた22。したがって、東亜同文書院の大旅行調査

経済競争という認識とその変遷が、東亜同文書院

で得られた成果を基に、東亜同文会から出版され

に反映されていることを論じ、東亜同文書院を「帝

た『支那経済全書』『支那省別全誌』についても

国日本の産業資本による対中国「経済侵略」を結

評価は高くない。例えば、前者については、大都

果すべき尖兵を養成するための「文化機関」であ

市を中心とした当時の中国の実情がかなり正確に

26
ったといえるだろう」
と位置付けている。細野

記されていることを認めた上で、半封建半植民地

氏の論考は、東亜同文書院を帝国主義的観点から

という現実がもたらした中国経済の不健康で後進

捉えており、「侵略」「尖兵」と論じた点では、こ

的な側面への考察がなく、各事象の詳細な記述に

の時期の研究と認識上の大差はないように思われ

とどまると指摘される。後者に対しては、実証的

る。しかし、東亜同文会の対外認識をとその変遷

に記録しているが、各事項に関する具体的諸事情

という思想的側面を浮き彫りにし、その中に東亜

を克明に記すのみで、経済的・社会的・政治的背

同文書院を位置付けて考察した点では画期的な研

景を究明しようとする姿勢に欠けるとし 、皮相

究である。

23

的考察しかなされず、本質的部分にまで踏み込ん
でいないものとして捉えられている。

また、阿部洋「東亜同文会の中国人教育事業」
（阿
部洋編『日中関係と文化摩擦』巌南堂書店、1982

同文書院院長だった根津一については、森時彦

年）は東亜同文会が中国人教育を目指して、1920

「東亜同文書院の軌跡と役割──「根津精神」の

年代中国に設立した学部や学校、すなわち東亜同

究明──」
（
『歴史公論』５（4）、1979 年４月）が

文書院中華学生部、天津同文書院、漢口同文書院

1980 年代までの研究として挙げられる。これは

を取り上げ、高揚する中国ナショナリズムの中に

根津一の思想分析だが、結論からいえば、彼の思

おける学校運営のプロセスとナショナリズムへの

想を天皇至上主義、中国への侵略観として捉える

対応、中国ナショナリズムとの摩擦などを明らか

ものだった。根津精神の本質は天皇制に対する至

にしている。阿部氏の論考は、東亜同文書院のみ

上の賛美、そして神教を体とし儒仏を用とする三

を扱ったのではないが、東亜同文会の中国人教育

合一体論であったと分析し、また、根津の理想は

を取り上げた最初の研究であり、東亜同文会の動

「天皇の赤子」の使命感に燃えたエキスパートが

向も踏まえて実証的に明らかにしている。

開港場を拠点として中国を席巻していくことであ

1980 年代までの研究動向を概観すると、細野

り、その尖兵養成が、東亜同文書院にかけた期待

氏や阿部氏のような論考も見られたが、しかし全

であったと論じている 。

体的には、東亜同文書院を日清貿易研究所も含め

24

一方、細野浩二「東亜同文会の対外認識と文化
工作」
（阿部洋編『日中関係と文化摩擦』巌南堂

て中国侵略、国策協力という認識で捉えていたこ
とが分かる。

書店、1982年）、東亜同文会が有していた対欧米

そうした中で、竹内好氏は東亜同文書院を、中

認識という枠組みの中に、南京・東亜同文書院の

国侵略から一歩距離を置いて捉えている点で特異

設立・運営を位置付けて捉えたものである。つま

な存在である。ここでは彼の思想的背景について

り、南京・東亜同文書院は、東亜同文会指導者層

触れる余裕はないが、彼は漢口楽善堂による調査

が認識した、欧米列強の中国への政治的、軍事的、

について、「軍事情報が主だが、これを狭い意味

経済的な関与に対する、帝国日本の後進的劣弱条

に理解してはならない。当時はまだ中国に関する

件を補完するための政治的、軍事的、経済的な対

日本人の知識は驚くほど少なかった。軍事目的と

欧米対抗論理に基礎を求めて推進されたものであ

いっても、じつは一般的な基礎調査と変らなかっ

るとし 、そして、中国における欧米と日本との

た。……後年の頽廃した軍からの類推でこの時代

25

84

◦ 961 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望

のことを考えると当たらない」、そして東亜同文

連で」（『愛知大学国際問題研究所紀要』84、1987

書院について、「国家が侵略行為に出るとき出先

年７月、以下、本論および注では『紀要』と略）

き機関がそれから自由であることはできない。し

を発表し、革命以後の「中国の都市政策、農村政

かし、そのために出先き機関だけが侵略者呼ばわ

策は何れも中国がその風土の中で築いてきた伝統

りされるのは不当であろう」 と論じ、戦時下に

性を否定したものではな」く、したがって「革命

おける書院の位置付けを客観的に捉えようと試み

前の中国に関する記録の大部分が今日の中国を理

ている。また、東亜同文会・東亜同文書院の性格

解する上で有効であり、革命前のそれらの記録に

については、有能な情報将校だった荒尾や根津が

示される多くの事象について、それを組織的に整

到達した、岸田吟香と同じ貿易立国論に、近衞篤

理することで、今日の中国の持つ基本的枠組みを

麿の教育立国論が合体したものであると述べ、組

30
と、
理解することが容易になるのではないか」

27

織成立の背景となる理論について独自の解釈を行
っている 。

『大旅行誌』が今日の中国を理解する有効な手掛
かりとなることを論じた。

28

けれども、東亜同文書院を「不平等条約を基礎

以後、「波多野養作の中国・西域踏査旅行につ

に中国の国土にたてられた植民学校だった」 と

いて

捉える見方が研究書に記載されていた事実を考え

となった踏査旅行記録から」（『紀要』94、1991

るとき、竹内氏のような研究は当時としては稀有

年５月）、「波多野養作の「西域地方事情」ノート

な存在だったといわざるを得ない。

中国・西域踏査旅行報告の付論から」（『紀要』

29

東亜同文書院の中国調査旅行実施への契機

98、1993 年２月）、「東亜同文書院の中国研究
書院生の中国調査旅行を中心に」
（『中国研究月報』

② 1990 年代以降
以上のような状況が変化するのは、1990 年代

52（10）、1998 年 10 月）、「東亜同文書院の中国調

［Ⅱ］
に入ってからである。その背景としては、

査旅行と書院生の描いた中国像」（『季刊地理学』

で述べたような国内外に生じた激動の影響が挙げ

50（4）、1998 年 12月）、「1920 年代の中国におけ

られよう。宮嵜順子「東亜同文書院と 1930 年代

る近代化の諸事象にみられる地域像

日中関係の一側面として」（『史論』49、東京女子

院の調査旅行記録から」（『紀要』119、2002 年７

大学、1996年）のように、「書院が大陸進出の出

月）、「1920 年代の中国における金融システムの

先機関と見做されるに至ったこともまた否めない

近代化・再編とそこにみられる中国像

事実」
（47頁）という認識のもと、中国研究と人

書院生の中国調査旅行報告をべースにして」（『紀

材養成の両側面の分析を通じて、東亜同文書院が

要』120、2003 年３月）、「二〇世紀前半期におけ

有する帝国主義的性格を解明しようとする研究も

る旧「満州」地域の地域システムと地域像に関す

また、1990年代以降に発表されているが、全体

る研究（その一） 漢人の満州流入を中心に」
（『紀

的な特徴としては、東亜同文書院を軍事・侵略的

要』121、2003 年９月）、「二〇世紀前半期におけ

性格としてのみ捉えるのではなく、東亜同文書院

る旧「満州」地域の地域システムと地域像に関す

の実態を明らかにし解明しようとする動きが登場

る研究（その二） 漢人の満州流入を中心に」
（『紀

したことが挙げられる。

要』122、2004 年３月）、「東亜同文書院生の中国

その場合、大旅行の研究を真っ先に挙げなくて

東亜同文書

東亜同文

調査「大旅行」について」（『大倉山論集』52、

はならない。その第一人者である藤田佳久氏は地

2006年３月）などの論考を通じて、大旅行の全

理学の観点から、1987 年に「中国・福建省ノート

容を明らかにするとともに、『調査報告書』、『大

東亜同文書院学生「旅行日記」記録の分析との関

旅行誌』は戦前中国を知る貴重な資料類であるだ
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けでなく、現在の中国を把握する上でも有効であ

人物往来社、1993 年）は、荒尾精・根津一をは

ることを明らかにしてきている。

じめとする同文書院関係者の軌跡と思想を分析し

藤田氏は、従来の研究では等閑視されてきた部

再評価しており、松谷昭廣「東亜同文書院への府
県費生派遣

分に光を当てたのである。
このような研究成果は、『中国との出会い』（愛

1900‒1920 代を中心として」（『日本

の教育史学』45、2002 年 10 月）、同「東亜同文書

知 大 学、1994 年 ）、『 中 国 を 歩 く 』（ 愛 知 大 学、

院への佐賀県学生派遣

1995年）
、
『中国を越えて』（大明堂、1998 年）、
『中

時期を中心に」
（『大倉山論集』50、2004 年３月）は、

国を記録する』（大明堂、2002 年）という４冊シ

従来扱われることがなかった、各府県から東亜同

リーズの研究書と、『東亜同文書院中国大調査旅

文書院に派遣された「県費生」を取り上げ、佐賀

2000 年）としてまとめられた。
行の研究』
（大明堂、

県、熊本県、長崎県、神奈川県をケーススタディ

大旅行は東亜同文書院研究で最も研究が進展して

とし、県が学生の派遣を決定した（逆に神奈川県

いる分野といわれる所以である 。また、「清国

のように派遣を中止した）背景について、県の政

通商綜覧（1892 年刊）とそこに描かれた清国末

財界の東亜同文書院に対する思惑が作用したこと

期の地域像

を県議会での議論などから解明している。

31

東亜同文書院の中国研究（その１）」

1900 年代大倉邦彦入学

（
『紀要』103、1995 年９月）では、日清貿易研究

それに関連する論考として、佐々木亨「東亜同

所時代の『清国通商綜覧』の分析を通じての清朝

文書院への府県費による派遣生への選抜制度──

末期の実態解明も試みているが、それは従来のよ

愛知県の場合──」（『愛知大学論叢』126、2002

うな軍事的要素を追求する視点とは異なった視角

年７月）は愛知県をケーススタディとして、県費

からのアプローチであり、且つその価値を評価し

生派遣の選抜方法の変遷を時系列的に追い、また
「東亜同文書院入学者の群像──海を渡って学び

ている。
一方、日清貿易研究所についてみると、佐々博

に 行 っ た 若 者 た ち ── 」（『 同 文 書 院 記 念 報 』

（『アジアの
雄「日清貿易商会と日清貿易研究所」

VOL. 11、2003 年３月）で、府県別派遣の割合を

教育と文化

概観し、県費生と私費生の割合の変遷を分析して

多賀秋五郎博士喜寿祈念論文集』巌

南堂書店、1989 年）、村上勝彦「産業革命初期の

いる。

日中貿易：日清貿易に関連して」（『東京経大学会

水谷尚子「東亜同文書院に学んだ中国人──中

誌』174、1992 年１月）、汪輝「日清戦争前日本

華学生部の左翼学生──」（『近きに在りて』28、

の対清人材教育」（『広島東洋史学報』３、1998

1995 年 11 月、後に『東亜同文会史論考』霞山会、

年 12 月）などが登場している。これらは、従来

1998 年に再録）は、東亜同文書院に設置された、

のように日清貿易研究所を軍事的性格としてのみ

中国人子弟教育組織である「中華学生部」を題材

捉えるのではなく、研究所設立前後の動向や、近

に、中華学生部の左翼学生が 1920 年代− 1930年

代日本資本主義の発達における研究所の位置付け

代の上海の民族運動・ナショナリズム高揚の中

の解明、研究所としての教育カリキュラムの分析

で、どのように運動を行っていたかを明らかにす

などについて論じたものであり、近代日中関係史

ると同時に、彼らの書東亜同文院像や東亜同文書

や日本近代史に位置付けて日清貿易研究所の実態

院に対する評価にまで言及しようとした論考であ

を解明することを試みている。

る。

以上のような研究以外にも、様々な角度から同

また、東亜同文書院が行った教育や研究に関し

文書院を捉えようとする実証的研究が多く登場し

ては、中国語を扱った論考が挙げられる。今泉潤

た。例えば、栗田尚弥『上海東亜同文書院』（新

太郎「東亜同文書院における中国語教学──「華
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1995 年９月）
語萃編」を中心に──」
（『紀要』103、

る。東亜同文書院（大学）消滅後 1990 年代まで

は東亜同文書院で編纂された中国語教科書である

約半世紀の年月が経過してきたことを考えるなら

『華語萃編』などの分析を行い、松田かの子「『華

ば、東亜同文書院研究はつい最近になって本格的

語月刊』と東亜同文書院の中国語教育」（『芸文研

に始動した、古くて新しい研究分野ということが

究』88、2005 年）は東亜同文書院華語研究会が

できるのである。

刊行していた『華語月刊』の分析を通じて、書院
の中国語研究・教育の姿勢を明らかにしようとし

［Ⅳ］

ている。
一方、書院の「光」と「影」の双方を踏まえて

今後の研究の展望

論じる研究も登場したことも、近年の特徴として
挙げることができる。馮天瑜・劉柏林「東亜同文

［Ⅲ］で述べたように、東亜同文書院研究は

書院中国調査の評価と分析」（『中国21』13、2001

1990 年代以降進展してきているが、考察すべき

年４月、風媒社）は、
「東亜同文書院は日本の「大

点などもまだ残されている。本章では考えられる

陸政策」の形成、発展段階の産物であり、その責

今後の研究の視点、研究の方向性などについて試

任者の思想と実践もまた相当複雑である。したが

論を述べてみたい。

ってわれわれは東亜同文書院の歴史について段階
に分けて具体的な分析を行う必要がある。日本軍

①東亜同文書院指導者の思想
初代・第３代院長を務めた根津一は、東亜同文

国主義の中国侵略に奉仕した側面については、厳
正な批判を加えるべきである。……それと同時に、

書院創設と同時に、長年にわたる学校運営に深く

東亜同文書院の旅行調査に用いられた厳格な実証

関わった人物である。栗田尚弥氏は、根津の考え

科学の方法は参考に値するものであり……これら

方の基本には「王道論」があり、こうした思想は

を重視し、十分に利用すべきである。以上二つの

同文書院卒業生や関係者により「根津精神」とし

側面について、混淆してはならない。」 と述べ、

て語り継がれ、同文書院を語る時には彼の精神や

マイナスの側面には批判を加え、プラスの側面は

思想の分析が必要不可欠である、彼の思想は日本

評価することを論じているが、これはプラス・マ

思想史の研究対象にもなり得るという指摘をして

イナスの両側面を合わせて東亜同文書院を客観的

いる33。

32

また、「四十数年の書院の歴史の中で半分は根

に捉えようとする認識であり、新しい視点である。
以上のような研究は、中国侵略、国策協力など

津院長時代である。従って根津の思想的影響力は

の観点で捉える一面的な見方を相対化し、東亜同

書院の閉校まで残っていたと見て差し支えない」

文書院の実像に迫るものであるといえる。こうし

とも指摘するが34、実際に東亜同文書院卒業生は

た変化の下で、栗田氏や藤田氏のように、同文書

戦後になっても、「根津精神」を語っていること

院を捉え直し、その存在や業績を再評価する研究

が『滬友』で確認できるので35、根津一の思想を

が登場してきている。勿論、宮嵜氏のように東亜

さらに解明し「根津精神」とは一体何か、そして

同文書院の負の部分を明らかにしようとする研究

それは同文書院生や関係者にどのように内面化さ

もあるが、しかし、いずれにしても以上述べてき

れたか、という点も今後の課題であるように思え

たような1990 年代以降の状況は、東亜同文書院

る。

について議論し、学術的に扱うというような研究

なお、その他の院長の同文書院に対する認識の

的土壌が形成されてきたことを意味するといえ

考察、彼らと根津一との比較、あるいは他の院長
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同士の思想についての比較研究も、今後の研究課

接点、日本の各地域における中国認識の形成、と

題として挙げられる。

いう視点から論じることも可能なのではなかろう
か。一方、弁論部自体に焦点を当てるならば、中
国の何を日本国内の人々に伝達しようとしたかが

②学生
学校の主体はいうまでもなく学生と教職員であ

テーマとして挙げられる。それは、同文書院生の

るが、学校は子弟を教育する機関であるというこ

中国認識の一端を考察することに繋がるものであ

とを考えるならば、学生は当然研究対象となるべ

る。

きである。その視角として、１東亜同文書院、東

２については、東亜同文書院で学んだ日本人以

亜同文会と日本の各地域との関係、２近代東アジ

外の学生をテーマとして挙げることができる。い

アの中の東亜同文書院、が浮かび上がる。

うまでもなく、東亜同文書院で学んだ学生は「日

１については、同文書院生、特に県費生に関す

本人」が主体であるが、中華学生部に象徴される

る先行研究として、佐々木亨、松谷昭廣両氏の論

ように中国人も在学した時代があったことは『東

考があるが（
［Ⅲ］②を参照）、まだ検討する余地

亜同文書院大学史』で触れられているし37、水谷

はある。例えば、府県が独自に制定した派遣規定

尚子氏もかつて論じたことがある（［Ⅲ］②を参

の立案・制定・改正の過程における各府県政の論

照）。

議とその背景にある認識、そして学生の派遣をめ

だが実際には、「日本人」学生の中に、日本の

ぐる東亜同文会と各府県政、ならびに府県政財

植民地統治下に置かれていた台湾籍民・朝鮮人も

界・教育界などの有力者との関係なども取り上げ

含まれていた。しかし、この植民地出身者につい

るべき課題として浮かび上がる。いわば、日本の

ては、室井雅宏氏が愛知大学大学院修士論文で朝

地域史という視点から東亜同文書院、さらには東

鮮人学生を扱った程度で、現在のところ他に研究

亜同文会を捉えて論じることも可能なのではない

は存在しない38。その理由として、彼らは日本人

だろうか。

に比べて僅少だったこと、そして資料上の制約が

なお、この視点に関わる問題として、東亜同文

考えられる。植民地出身者のみについて記した資

書院が日本国内の各地域に与えた影響も今後の課

料がまずは存在しないからである。彼らが「日本

題である。東亜同文書院弁論部は 1919 年より中

人」として入学したことを考えれば当然のことで

国問題遊説班を組織し、複数の班に分かれ毎年３

はある。けれども、水谷氏が指摘した「東亜同文

週間かけて日本国内を回るという活動をしている

書院は、日本人サイドからしか語られてこなかっ

が36、彼らは日本国内のどのような場所を訪問し、

た」39 という言葉を想起する時、東亜同文書院を

どの地域が多かったか、地域により訪問回数の多

日本人以外の視点で捉え直すという意味では、植

寡が見られたのならその理由は何だったのか、訪

民地出身者は研究されるべき対象なのではないだ

問地の新聞は遊説をどのように報じたか、そして

ろうか。

人々の中国に対する関心は各地域でどのような形

台湾籍民・朝鮮人学生の研究は、中国と台湾・

で引き起こされたのか、が研究テーマとなるので

朝鮮半島という日本の植民地、さらに日本本土を

はないだろうか。

含めた広範囲な東アジア地域を設定し、東亜同文

情報が現在よりも少なかった当時にあって、弁

書院を中国だけでなく、その広範囲に設定された

論部の遊説活動は中国の情報を各地域にもたらし

地域の中に位置付けて捉え直す作業に繋がる。そ

たのであり、したがってそれは日本の地方史・地

の場合、植民地からの派遣と日本国内の県費によ

域史の視点、そして日本国内の地域とアジアとの

る派遣との相違、植民地から派遣された学生たち
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の出身階層と地域的特徴、台湾総督府・朝鮮総督

扱うことが可能である。しかし、彼ら各自が旅先

府といった植民地統治機関と東亜同文会との関係

で個人の価値観に基づいて様々な意識、考えを抱

などがテーマとして浮かび上がる。

いたはずであり、この５つの観点以外にも視角は
あり得るはずである。まずは記録を丹念に読み、
彼らの様々な意識を浮き彫りにしていくことから

③大旅行
すでにみたように、大旅行に関する研究は、地

作業を始めていく必要があると思われる。

理学による視点で分析されたものが多く蓄積され
ているが、大旅行関係の記録を利用した研究とし

おわりに

て、最近は移民史の観点による分析も新たに登場

以上、戦後日本における東亜同文書院関係記述

している。湯山英子「東亜同文書院生の仏領イン
ドシナ調査旅行」
（『植民地文化研究』５、2006 年）

の動向、そして東亜同文書院研究の回顧と今後の

は、1910年代から1920 年代の大旅行誌を使って、

展望について、同文書院の源流である日清貿易研

仏領インドシナの日本人社会の解明を試みてい

究所も含めて述べてきた。東亜同文書院研究は古

る。

くて新しいテーマであり、1990 年代以降になっ

藤田氏が明らかにしているように、『調査報告

て学術的に議論できる余地が形成された分野であ

書』
、
『大旅行誌』には様々な情報が詰まっている

る。したがって、今後も多くの研究者が独自の理

が、この中に、日本人に関する記述も多く含まれ

論と視角で研究に取り組むと思われるが、研究を

ている。戦前、多くの日本人が中国に移民、居留

進める上での課題点について最後に触れておきた

民として進出したが、彼らに関する研究は満洲、

い。

天津や上海など、１つの地域や居留地などに限定

先行研究を概観すると、1990 年代以前の研究

され、奥地については空白域である 。これは資

は実証的研究に基づいて同文書院の姿を明らかに

料上の制約が大きな理由であると考えられるが、

する作業よりも、評価を下すことが先行していた

大旅行の記録を利用することで従来扱われてこな

様子が浮かび上がる。40 数年の東亜同文書院史

かった奥地も含めた、戦前日本人の中国における

を丹念にみていけば、そして実証研究を積み重ね

活動実態を明らかにすることが可能となるのでは

ていけば、同文書院が有していた様々な側面が浮

なかろうか。また、大旅行では毎年同時期に学生

かび上がり、そしてプラス面・マイナス面の双方

たちが中国各地に出掛けるため、中国在留邦人と

とも確認することができるであろう。しかし、馮

その社会について長期的に且つ広範囲な地域にわ

天瑜・劉柏林両氏が指摘しているように、そのど

たって、
網羅的に捉えることができると思われる。

ちらかのみを抽出して同文書院の全体史、全体像

一方、思想的、精神的視点からのアプローチと

を断定することはできない。両側面を見据えて分

して、近代文明絶対視（西欧近代絶対視）への懐

析を進めていかなくてはならない。それが同文書

疑、出世主義的愛国心への疑問、中国の多面性へ

院を客観的に捉えることに結び付くのではないだ

の理解、日本「大国 ｣ 観の崩壊、日本の「正義」

ろうか。

40

への懐疑、が挙げられている41。同文書院生が何

さて、研究の進展を図る上で避けて通れないの

を見、何を聞き、何を考えたかという、いわば東

が、資料の問題である。今後さらに資料の収集、

亜同文書院を内面から捉える意識面の分析として

発掘が重要になってくる。『調査報告書』、『大旅

は非常に重要である。同文書院生の各地に散在す

行誌』をはじめとする東亜同文書院関係の図書や

る日本人とその社会に対する認識も、その俎上で

資料は愛知大学に多く所蔵されているが、外務省
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外交史料館には同文書院に関わる資料が所蔵され

高齢であるという現実を考えれば、まさに時間と

ており、各地に分散する資料を少しでも把握する

の戦いである。
以上の課題点を克服しつつ研究を深化させ、そ

ことが重要である。しかも日本国内だけでなく、
中国や台湾にまで目を向ける必要がある。日中戦

して東亜同文書院が存在した意味を改めて問い直

争期の『調査報告書』は日本国内には存在せず、

していくことが、今後求められていくのではない

北京の国家図書館に所蔵されているし、台湾にも

だろうか。

同文書院に関する資料が多く存在する42。今後、

今回は海外における東亜同文書院に関する研究

国内外に分散する資料を網羅していく必要があ

の動向については取り上げなかった43｡ また、東

る。

亜同文会の先行研究についても、もっぱら東亜同

また、同文書院関係者への聞き取りも重要であ
る。年々高齢化が進む関係者から、当時の話を直

文書院に関係する範囲内でのみ扱った。これらに
ついては稿を改めて論じていきたい。

接聞き、口述資料として利用していくことも必要

付言すれば、2006 年11 月に上海交通大学と財

である。その意味で、馬場毅・三好章「東亜同文

団法人霞山会との共同研究の成果が『資料選集』

書院・岩井公館・潘漢年の思い出

小泉清一氏に

（上海交通大学学校歴史編集室編）、
『上海交通大学

聞く」
（
『中国 21』15、2003 年３月）、また卒業生

日本霞山会

に行ったアンケートをもとに、彼らの意識にまで

月）としてまとめられた。海外で東亜同文書院へ

切り込んだ、藤田佳久「東亜同文書院卒業生の軌

の関心が高まってきていることの証左である。今

跡

後は日本国内のみならず、国際的な学術交流の中

東亜同文書院卒業生へのアンケート調査か

歴史関係研究交流論文』（2006 年12

ら」
（
『同文書院記念報』VOL. 9、2001 年５月）

でも多く東亜同文書院が論じられるようになるの

は非常に画期的である。しかし、彼らがいずれも

ではないだろうか。

１

江頭数馬「東亜同文会と東亜同文書院の評価問題」198頁（
『東亜同文会史論考』霞山会、1998年）
。

２

本論［Ⅰ］で述べるように、東亜同文書院は東亜同文会初代会長・近衞篤麿による、将来の日清提携を目指して開
学した「南京同文書院」が義和団事件の影響を受けて上海に移転したことから始まるのであり、したがって東亜同
文書院の成り立ち、そしてその後の東亜同文書院の経営を考える場合、近衞篤麿の思想や東亜同文会の存在を全く
無視することは難しい。しかし本稿では、研究整理上の煩雑さを避けるため、あえて東亜同文書院に限定したので
ある。なお、東亜同文会に関する近年の研究として、栗田尚弥「義和団事件と東亜同文会」
（
『近代東アジア史』４、
2001 年３月）、久保田善丈「東亜同文会の “使命” と “まなざし”

1900年の中国をめぐる自己と他者」
（
『歴史評論』

614、2001 年６月）、同「中国保全論の “オリエンタリズム” と中国イメージ

東亜同文会のまなざしと義和団事件」

」
（
『東亜』
（『中国21』13、2002 年４月）、狭間直樹「東亜会と同文会（初期アジア主義についての史的考察６）
415、2002 年１月）、同「初期アジア主義の歴史的意義

東亜同文会の成立をめぐって」
（
『東亜』417、2002年３月）、

翟新『東亜同文会と中国』（慶應大学出版会、2001年）などが挙げられる。また、近衞篤麿を研究した近年の研究
として、加々美光行「東亜同文書院創立者近衞篤麿の人と思想

初期アジア主義の系譜」
（
『東亜同文書院大学と愛

知大学』４、愛知大学東亜同文書院大学記念センター編、六甲出版、1996年）
、山本茂樹『近衞篤麿

その明治国

家観とアジア観（MINERVA 日本史ライブラリー10）
』
（ミネルヴァ書房、2001年）などが挙げられる。
３ 『愛知大学小史』５頁（愛知大学小史編集会議編、梓出版社、2006年）
。
４ 『東亜同文書院大学史』13‒14 頁（滬友会、1982年）
。
５

同上、15‒17 頁。

６

同上、21、23、24、26、34 頁。

７

同上、74、77、79、82、83 頁。

８

同上、183、193 頁。なお、書院 25 期生の安澤隆雄氏は、1928年の大旅行で雲南からミャンマーに出て、東南アジ
ア経由で帰校している（安澤隆雄『東亜同文書院とわが生涯の 100年』愛知大学東亜同文書院大学記念センター編、
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あるむ、2006 年を参照）。
９

藤田佳久「「幻」ではない東亜同文書院と東亜同文書院大学」64 頁（
『東亜同文書院大学と愛知大学』第１集、愛
知大学東亜同文書院大学記念センター編、六甲出版、1993年）
。

10

前掲『東亜同文書院大学史』120、154、167 頁。

11

前掲『愛知大学小史』11、16 頁。なお、本間喜一の学長就任期間は『愛知大学五十年史』928、932、934、935頁（愛
知大学五十年史編纂委員会編、愛知大学、2000 年）を参照。

12 『目録』１頁。
13 『同文書院記念報』創刊号、56‒61 頁（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編集発行、1994年）
、
『同文書院記
念報』VOL. 2、41‒46 頁（1995 年）、『同文書院記念報』VOL. 3、42‒48頁（1996年）
。
14

東亜同文書院では 1933 年頃より華日辞典編集が進められ、敗戦時には約 14万枚の原稿カードが作成されていたが、
中国側に接収された。1954 年原稿カードが日本に返還され愛知大学に到着、翌年から愛知大学で辞典編纂が始ま
ったのである。この詳細な経緯については、前掲『愛知大学小史』所収の「第六章『中日大辞典』の編纂」を参照。

15

戦後日本における東亜同文書院の認識については、前掲「
「幻」ではない東亜同文書院と東亜同文書院大学」50頁
を参照。

16

栗田尚弥「東亜同文書院の復権──最近の研究動向に則して──」66頁（
『大倉山論集』51、2005年３月）
。

17

野間清「日清貿易研究所の性格とその業績──わが国の組織的な中国研究の第一歩」69、74 頁（
『歴史評論』167、
1964 年 7 月）。以下、論文のサブタイトルは省略。

18

大森史子「東亜同文会と東亜同文書院−その成立事情、
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東亜同文書院高昌廟桂墅里校舎について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター/
オープン・リサーチ・センター Ｒ・Ａ

石田卓生
高昌廟桂墅里校舎校門

［Ⅰ］
はじめに
1901年５月 26 日に開校し、日本の敗戦ととも
にその歴史を閉じた東亜同文書院は、上海で高昌
クイシュリ

ハ

ス

ケ

ル

廟桂墅里、赫司克而路、徐家匯虹橋路、徐家匯海
格路と４回移転をしている。最初の高昌廟桂墅里
赫司克而臨時校舎

校舎は1913 年の第二革命の戦禍で失われ、赫司
克而路仮校舎を経て徐家匯虹橋路に校地を定める
ものの1937 年の第２次上海事変で全焼、徐家匯
海格路にある交通大学の施設を臨時校舎として敗
戦をむかえた。このような外的要因よって学校運
営に支障をきたすことは、東亜同文書院の淵源と
いえる日清貿易研究所が日清戦争前夜の不穏な状
況下で閉鎖を余儀なくされたこと、前身校である
徐家匯虹橋路校舎

南京同文書院が義和団事変の余波をうけて上海へ
移転していることにもみられ、不安定であった中
国国内の政治情勢と変転また悪化していく日中関
係のもとで教育事業を行う上で避けられないこと
だったのかもしれない。だが、そうした影響はす
べて不測のことであり、もちろん開校時において
は高昌廟桂墅里の校舎こそ唯一の東亜同文書院で
あった。
これまで、この最初の校舎については、江南機
器製造総局1 付近の高昌廟桂墅里という場所にあ

紹介されるのみで、現在の上海での位置すら明確

り、かつて経元善が開いた学校の跡地であったと

にはされてこなかった。このように名称こそよく
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この高昌廟周辺にあった桂墅里という地名は現
在の一般的な地図にみることはできないが、その
周辺と想定される地域を実際に訪れたという趙夢
雲氏は、その様子を次のように述べている。

ナンシーヅーチヤオチユイルー

〔高昌廟桂墅里は〕現在の 南 市 製 造 局 路 と
シイエトオールー

斜 土 路 との交差点の南側であるという。自宅

から路線バスに揺られて一時間あまり、おりた
ところからは中心地からはかなり離れていて、

海格路臨時校舎

シヤーチーチヤオ

「 下 只 角 （下町）」と呼ばれるいかにも寂しく

知られているものの不明な点が多い高昌廟桂墅里

みすぼらしい場末だった。あたり一面に、貧弱

校舎について、諸資料を検討することによってそ

5
なバラックが集まっている。

の実像をあきらかにしいてきたい。

しかし、諸地図を比較するに趙氏が推定した場
所は本来の位置より北側であったようである。
桂墅里の地名は、東亜同文書院が徐家匯虹橋路

［Ⅱ］

校舎に移った 1917 年の地図である図２上に確認
することができ、おおよその位置を把握すること

高昌廟桂墅里

ができる6。図中「桂墅里」の南側には東亜同文
高昌廟は上海県城南郊にあり、一帯は高昌廟鎮

書院生が食事に度々訪れたという「南風閣」7 をみ

という町であった。現在の盧湾区南部から南市区

ることができ、この場所こそ校舎のおかれた高昌

南西部一帯にあたる。この地には江南機器製造総

廟桂墅里であったと考える。

局がおかれていたものの、県城や租界といった市
街地から離れており、図１から読みとることがで
きるように19 世紀末から 20 世紀初頭の時期には
都市としての上海と一体化していなかった2。
〔江南機器製造総局は〕1876 年には敷地 400
余ムー〔１ムーは約6.7 アール〕
［中略］1904 年
には、13 工場、労働者数 2913 人、管理要員を

南風閣

加えると 3592 人、住宅 2579 棟。まさに空前の
工業団地となった。

さらに出版元、刊行年など不明ながら 1910年

高昌廟は〔県城〕大南門から直線にして約３

代の上海を伝えるとされる地図である図３には8、

キロ。ここと県城・租界とのあいだには幹線水

右書きで「旧東亜同文書院」と印字されている。

路も幹線道路もないし、建設もされなかった。

これを図２及び現在の上海地図である図４9 と比

輸送はもっぱら黄浦江の水運によったのであ

較すると、街路や周辺に存在した湖北会館、常州

3
る。

会館（常州八邑会館）、瞿真人廟などとの位置関

これを裏付けるように、東亜同文書院第１期生

係から、図１「桂墅里」と図２「旧東亜同文書院」

は、上海市街を通らず、虹口碼頭で艀船に乗り換

は同じ場所であり、それは図４にみえる現在の上

え黄浦江上流の江南機器製造総局から上陸して高

海第九人民医院（南市区製造局路 639 号）あたり

昌廟桂墅里校舎に入っている 。

と推定される。

4
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図１

杜麟編「新絵上海白厢」
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童世亨編『上海県城乃南市分布』（商務印書館、1917 年）
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図３ 「上海市街図」（1913 年第２革命以降のものとおもわれる）
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木之内誠編著『上海歴史ガイドマップ』
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を教頭、中央諸室を教職員の書斎兼寝室に割当

［Ⅲ］

てた。12
この高昌廟桂墅里校舎の開院当初の規模は、
「当

経元善の女学校

時の校舎は南寮一宇にして之を二部に分かち、一

──その施設と東亜同文書院──

を教室とし、一を寄宿舎とす。事務室教職員住宅
高昌廟桂墅里校舎は、東亜同文書院が入る以前、
すでに学校として使用されていたものであった。

13
という記述、やや後の姿を伝える
は別に設く」

「東亜同文書院平面図

明 治 41 年 ５ 月 17 日 現

東 亜 同 文 会 会 長 近 衛 篤 麿（1863 年 ８ 月 10 日 〜

14
15
及び「東亜同文書院平面図」
などを参考に
在」

1904年１月１日）の代理として開校式に出席し

すると図５に示すようなものとなる。それは中国

た東亜同文会副会長長岡護美（1843 年〜1906 年）

人住宅街ただ中のささやかな規模のものであっ

は次のように述べている。

た。

本日書院に至り、親しく一般の概況を査察す
るに、校舎の設備の如きも曾て仏国人が女学堂
に充てん為特別に建築したるものゝことゝて、
教場、寄宿舎、厨房、浴室、圊厠等に到る迄、
殆ど完全に近く、空気の流通、運動場の施設、
之を吾国の各学校の設備に較ぶるも毫も遜色な
き10
もとはフランス人による女学校であったと長岡
東亜同文書院校門

は述べているが、後述するようにこの場所で行わ
れた教育活動は中国人や日本人によるものしか確

中国人街の奥に校門がみえる
（注 14 所収）

認できない。長岡と同じく式に参加していた東亜
ただし

同文書院教授根岸 佶 11 は、学校施設は経元善が
つくったものだと述べている。
〔根津一院長は〕一団の教職員学生を引率して
上海郊外高昌廟桂墅里の新校舎に入つた。それ
は今を去る三十年前即ち明治三十四〔1901〕年
五月であつた。名は新校舎であるが、実は前電
東寮寄宿舎と庭球場
築した東寮

報局総督弁経元善氏が住宅に隣接して造つた支
那式貸家四棟の一郭で、其れは曾つて学堂とし

手前の建物が南寮、奥が後に増
（注 15 所収）

て利用したことのある粗末な建物であつた。五

さて、根岸はもともとあった学校の運営者は経

間宛つ楼房三棟を寄宿舎に充て、教室は五間の

元善であると伝えていた。かれは清末上海の有力

平屋の内、壁を取払つて更に適当に二部屋に区

者である。

切つたもので、従つて室内には丸柱が何本も立

経元善（1841 年８月 29日〜1903 年）、字は蓮珊、

つて居る有様であつた。別に経氏の居宅と同じ

蓮山。号は居易子、小蓮池主人。浙江省紹興府上

廓内で一屋を借入れ、左の厢房を書院の事務室

虞県の人。上海の有力金融家、企業家として銭荘、

とし、右の厢房を小使給仕の部屋とし、正庁を

洋務企業を経営するかたわら変法運動を支持し、

応接間と食堂に用ひ、楼上の右室を院長、左室

教育方面でも活動した。思想的には同郷の王陽明
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1901 年当時の東亜同文書院桂墅里校舎

の影響が強かったという。1882 年、盛宣懐16 を最

うに述べている。

高経営者とする電報局の上海分局総弁となり、上

他于 1893 年底，募集资金在上海城南高昌庙附

海経済界に重きをなした。官僚の腐敗や反対派商

近创办了经正书院，聘请梁启超等新式知识分子

人との確執から次第に社会改革を志すようにな

任教，以期尽快有计划地培养通晓中西的洋务人

り、張之洞 を通して面識をえた康有為らの変法

才。［中略］但到 1896 年夏，因经费困难，加之

運動を支持するようになる。教育方面では、度々

盛宣怀欲以其地开办南洋公学，于是，经正书院

私財を投じて学校を開いており、1896 年の盛宣

并入南洋公学。18

17

懐による南洋公学（後の上海交通大学）開校にも

（訳）かれ〔経元善〕は 1893 年末、資金を募っ

積極的に協力した。1900 年、西太后が光緒帝を

て上海城郊高昌廟近くに経正書院を創立し、梁

廃位しようとした際、章炳麟、蔡元培、唐才常な

啓超など新しい知識人を教師として招き、中国

ど上海有力者連名の反対意見電報に加わったこと

と西洋に通じた人材を速やか且つ計画的に育成

から官憲に追われる身となりマカオに逃亡した。

することを期した。［中略］しかし 1896 年夏、

1902年に上海に戻るも、地位は剥奪され資産も

資金難に加え、盛宣懐がその地に南洋公学〔後

没収されており失意のうちに病死した。

の上海交通大学〕開校をしようとしたことから、
経世書院は南洋公学に編入された。

経元善について高昌廟との関わりがみえるの

この経正書院については、梁啓超が招聘されて

が、1893年にかれが開校した経正書院である。
経元善の教育活動を研究した聂好春氏は、次のよ

いることや、後に東亜同文書院最後の校舎となる
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交通大学の前身校ともいえる点などが興味深いも

図、図画などを教えた。

のの、具体的にどのような学校であったのかは不

ここにみえる李提摩太（Timothy Richard 1845

明である。数年を経て、この経正書院の跡であろ

年〜1919 年）、林楽知（Young John Allen

米メソ

う地に経元善は女学校を開校する。経元善の教育

ジスト教会宣教師）は、ともに上海のキリスト教

活動とキリスト教宣教師との関係について研究の

宣 教 師 た ち の 出 版 組 織 で あ る 広 学 会（The

なかで陳珺氏は、次のように述べる。

Christian Literature Society for China、1887 年 〜

1898年３月，经正女学在上海城南高昌乡之

1956 年）で活動していた人物である。また、林

桂墅里落成。４月12 日，正式开学，最初有学

は高昌廟桂墅里近くの江南機器製造総局翻訳館で

生20 余人〔原註：楮季能『中国近代学制史料』

欧米知識を紹介する翻訳事業にも従事している。

第１辑下册、华东师范大学出版社、1986 年、p.

そのような李の妻や林の娘が直接関係していたこ

908〕
。９月 17 日，经正女学又在城内淘沙场增

とからもわかるように、経元善の女学校は欧米的

设分塾，到年终有20 余名学生就读。

な教育を中国の女性に行おうとするものであっ

19

（訳）1898 年３月、経正女学は上海の南、高昌

た。これは、女性の社会進出がすすんでいなかっ

郷の桂墅里に落成した。４月 12 日、正式に開

た当時の中国にあって革新的であった。さらに、

院し、
当初学生は20 人余りであった。９月17 日、

『点石斎画報』原利集（図６）には、女学校設立

経正女学は城内の淘沙場に分校を設け、年末に

に関する集会の様子を描いた「裙釵大会」（「裙」

は 20 名余りの学生が就学した。

はもすそ・スカート、「釵」はかんざし。「裙釵」

「高昌乡桂墅里」とは高昌廟桂墅里のことであ

は転じて婦女子をさす）が収録されており、当時

ろう。陳氏は開校時期を 1898 年４月としている

の上海で注目をあつめていたことをうかがわせ

が、次に引くように聂氏は 1898 年５月としてい

る。

る。この相違は、おそらく陳氏が旧暦のまま日時
を記したためと思われる。

また、経元善の女学校が学生数 20名余りの小
規模なものであったことは、東亜同文書院が開院

为改变中国女子缺乏教育的现状，1898 年５

と同時に学生寮などを増築しはじめた理由を説明

月，经元善在上海创办了经正女学。［中略］经

する材料となる。東亜同文書院第１期生は 79名

正女学初创时，聘提调１人，总管校务；聘请中

であったといわれ21、この学生数を前掲根岸の「五

文教习２人，西文教习１人，招收８岁── 15

間宛つ楼房三棟を寄宿舎に充て」という証言に割

岁的女学生20 余人。广学会总干事李提摩太的

り当てると一部屋あたり５〜６人の計算となる。

夫人被邀请每月访问一次，林乐知的女儿林梅蕊

ちなみに、この人数はその後の学生寮一部屋収容

任西文总教习，并兼授英语、算术、地图、图画

人数と同程度である。このように開校時点での高

等课。

昌廟桂墅里の施設は、１期あたり 50〜100 名が入

20

づ

（訳）中国女子の教育欠如という現状を改変す

学し３年制であった時期全校学生 250 名程度であ

るため、1898 年５月、経元善は上海に経正女

った東亜同文書院にとってはあまりに手狭であっ

学を創立した。［中略］経正女学創立時、校務

た。第１期生が入った時点ですでに飽和状態であ

全般の管理者を１人、中国語教師２人、欧文教

り、２期生を入れるためには急ぎ増築する必要が

師１人を招き、８歳から15 歳の女学生20 人余

あったのである。実際、第２期生が入学する直前

りを入学させた。広学会総幹事李提摩太の夫人

1902 年３月に北寮、秋期入学となった第３期生

は招請されて毎月一回学校を訪問し、林楽知の

についても入学直前の 1903 年６月に東寮が完成

娘林梅蕊は欧文の教師となり、英語 ､ 算術、地

しており、開校３年目にしてようやく３学年すべ
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図６ 『裙釵大会』（『点石斎画報

大可堂版』第 15 巻

上海画報社、2001 年）

延请中西教习各１人。翌年初，学生总数增至

ての学生を収容できるようになっている。
さて、高昌廟桂墅里の本校と城内の分校の２カ

70 余人。［中略］虽然由于维新运动失败、经费

所で教育活動を行っていた経元善の女学校は、経

筹措困难、社会政治舆论等压力，经正女学总校

済的問題などから本校は 1899 年に、経元善の失

于 1899 年８月停办，分校也已经元善反对清政

脚により分校は1900 年中には閉鎖されている22。

府立储，亡走澳门而于 1900 年停办，但兴办女

1899 年９月，戊戌变法失败，经正女学处境困难。

学之风却在上海等地上吹开。24

1900 年初，经元善联合章炳麟、唐才常1231 名

（訳）1898 年 10月末、経正女学は上海城内に分

绅商和维新人士上书，反对废黜光绪。清廷下令

校を設け、中国と西洋についての教師を各１名

通缉，经元善逃亡澳门，经正女学 “力乏难支”，

を招いた。翌年初め、学生総数は 70 人余りに

于 1900 年中秋〔1900 年９月８日〕前后停办。

増えた。［中略］維新運動の失敗、資金調達の

（訳）1899 年９月、戊戌の変法は失敗し、経正

難航、社会・政治・輿論などの圧力をうけ、経

女学は苦境に陥った。1900 年初め、経元善は

正女学本校は 1899 年８月閉校し、分校も経元

章炳麟、唐才常と共に 1,231 名の紳商と維新派

善 が 光 緒 帝 廃 位 に 反 対 し、 マ カ オ に 逃 れ た

の人々と上書し、光緒帝廃位に反対した。清政

1900 年に閉校したのであるが、女学開校の風

府は指名手配を命じ、経元善はマカオに逃亡し、

は上海などの地に吹きはじめたのである。

経正女学は「力乏しく支え難し」となり、1900

前掲根岸の文章では、東亜同文書院の事務室教

23

年中秋節前後に閉校した。

職員住宅として「経氏の居宅と同じ廓内で一屋を

1898年 10 月底，经正女学又在上海城设分校，

借入れ」と述べており、東亜同文書院開校後も経
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元善の家族が桂墅里界隈に住んでいたことをうか

前掲聂氏は、経元善の高昌廟桂墅里の女学校は

がわせる。失脚後、マカオに逃亡していた経元善

1899 年８月に閉鎖されたとしていた。これに対

は 1902年頃には上海に戻ったとされており、不

して後掲する岸陽子氏、前掲の趙夢雲氏は、田岡

遇の最晩年を東亜同文書院のかたわらで過ごして

が上海に渡る 1899 年５〜６月以前に東文学社の

いたのかもしれない。

高昌廟桂墅里移転があったとしており、数カ月の
重複期間ができてしまう。この齟齬を一にする資
料を見出すことができないが、1899 年初夏頃ま

［Ⅳ］

でには高昌廟桂墅里の経元善による学校は閉鎖さ
れ、代わって東文学社が入ったのはたしかなよう

羅振玉の東文学社

である。
経元善の女学校が閉鎖された後、その施設は羅

この東文学社移転については、張之洞、盛宣懐

振玉 の東文学社が使用することになる。東文と

の影響があったと推測する。両者は、張之洞から

は日本語をさす。つまり東文学社とは日本語と日

漢陽製鉄廠の経営を盛宣懐が受け継ぐなどつなが

本 経 由 の 西 洋 の 知 識 を 学 ぶ 学 校 で あ り、 藤 田

りがあった。この盛宣懐が最高経営者を務めた電

豊八 など日本人が教師として招聘され中国人教

報局においてかれの部下にあたるのが経元善であ

育にあたった。『対支回顧録』の藤田豊八の記事

り、経はかつて盛の南洋公学開校に協力し、自身

には次のようにある。

が運営する経正書院を吸収させてもいる。さらに

25

とよはち

26

〔明治〕三十一〔1898〕年、羅振玉と謀り、上

盛宣懐は経元善失脚に際してかれのマカオ逃亡を

海郊南高昌廟に於て郷紳経元善の経営せし女学

助けてもいる。また、経元善は張之洞を通して康

校の跡を引受け東文学社を設立し、邦文に依て

有為と面識をえて変法運動支持者となっており、

科学を支那学生に教授し、一時の盛を極め、同

ここにも関係が認められる。このように経元善、

志田岡嶺雲を以て講師となち［中略］後年前清

張之洞、盛宣懐はそれぞれつながりがあった。東

の遺老として天下に馳名したる王国維の如き

文学社の羅振玉についても、1901 年張之洞に請

も、亦当時東文学社の学生として在学した。

われて湖北農務局総理兼農務学堂監督として武昌

この1898年という開校時期は、経元善の女学

に赴任し、1901〜1902 年には張之洞治下の湖北

校（同年５月開校）と重なっているが、東文学社

省や江蘇省の命をうけ教育制度視察のために日本

の開校当初の校舎は上海市街の新馬路（現中山南

に渡っていること、1902 年に盛宣懐が開校した

路二路）梅福里28 におかれ、後に高昌廟桂墅里へ

南洋公学で東文科監督に就いることから、張之洞、

と移転したのであり、矛盾とはならない。1899

盛宣懐との関係が認められる。裏付けとなる資料

年５〜６月 頃に上海に渡り東文学社で教鞭をと

を見出していないものの、このような関係を考慮

った田岡嶺雲30 は次のように高昌廟に東文学社が

すれば、張之洞、盛宣懐の働きかけによって経元

あったこと、その場所は後に東亜同文書院となっ

善から羅振玉へと学校設備の斡旋、移管が行われ

たことを述べている。

たのだと考える。

27

29

れいうん

我等の学校は初めは英租界に在つたが、経済

この東文学社では、岸陽子「王国維と田岡嶺雲：

の都合から後に 高 昌 廟 といふ処に移つた。今

『人間詞話』をめぐって」よってあきらかにされ

の同文書院〔東亜同文書院〕の在る処で、虹口

ているように、王国維が田岡嶺雲をとおしてショ

からは上海城の郭外を沿うて約二里近くもあ

ーペンハウアーを体験し、その思想形成に大きな

る。

影響をあたえるという近代中国思想史上重要な意

かおちやんみやう

31
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東亜同文書院桂墅里校舎関係年表
年

経元善の教育活動

事項

高昌廟桂墅里

城内

上海

東文学社関係

1890

東亜同文書院関係
９月

日清貿易研究所

1891
日清貿易研究所

1892
1893
1894

８月

日清戦争（〜1895.8） 経正書院

８月

日清貿易研究所解散

1895
南洋公学へ吸収

1896

羅振玉、藤田豊八「農学

12 月 「 裙 釵 大 会 」（ 女
学開設についての集会。
「点石斎画報」）

1897

報」

上海東文学社（新
馬路〔中山南路二路〕梅
福里。一説に７月）

４月 ( 旧暦３月）経正女

３月

学落成
５ 月（ 旧 暦4 月 12 日 ）
経正女学開校
1898

６月 11日

戊戌変法

９月 21日

戊戌の政変
10 月 31 日（ 旧 暦 ９ 月 17
日） 淘沙場校設置

11 月東亜同文会成立
３月

４月

山東で義和団蜂起

出発

近衛篤麿欧米視察へ

5〜6 月

田 岡 嶺 雲、 東
文学社の教職に就く

８月

1899

経正女学本校閉鎖
10 月 29 日

近衛篤麿、欧米
視察の帰途、南京に劉坤一
を訪問
11 月 近衛篤麿、京都に根
津一を訪ねる
年頭
管？

経元善失脚

４月

義和団北京占拠

李提摩太夫人へ移

東文学社が施設を使用

5月

田岡嶺雲、帰国

３月

南京同文書院開校

５月

根津一院長就任

６月７日
1900

６月21 日

清 朝、 列 強 諸
国 に 宣 戦 布 告 26 日 東
南互保条約

日帰京
7月

８月 14日
北京占領

淘沙場校閉鎖

八カ国連合軍

中秋頃
散

上海東文学社解

８月 20 日
11 月

上海に移転

全国遊説（学生募集）

２月 12 日

1901

根津一、南京で

劉坤一と会談。武昌に張之
洞を訪ねようとするも義和
団事変により断念し７月 10

同文書院擴張設
備委員景山長治郎、校舎借
入のために上海出張
４月 25 日 東亜同文書院入
学式（東京華族会館）
５月 26 日 東亜同文書院開
校（高昌廟桂墅里校舎）
７月 近衛篤麿、北京視察

東亜同文書院が施設を使
用
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味をもつ現場となったものの、1900 年中には高

験をふまえた中国通として持論を伝えたのであ

昌廟桂墅里から姿を消している。

る。注目すべきは、校地として上海が適地である
という提言を近衛が受けいれていることである。
しかし、翌 1900 年３月、東亜同文会は、上海で

［Ⅴ］

はなく南京に学校を設置した。これは、根津との
会談以前すでに南京での開校がすすめられていた

東亜同文書院の高昌廟桂墅里校舎

ためであろう。実際、同年５月、南京同文書院初
代院長佐藤正が病気のために辞職すると、近衛は
根津を招聘し、その言に従うように南京同文書院
解散と上海の新学校開設を指示している。
時に佐藤正氏偶々病を得て職を辞す。是に於て
同文会近衛公は、先生に懇托するに其の後任に
当るべきを以てし、且つ更らに大規模の学堂を
上海に設立して、南京同文書院を解散併合する

東亜同文書院開院式

35
の計画を委嘱せり。

1901年５月 26 日、東亜同文書院はかつて経元

これをうけて根津は同年６月に南京に両江総督

善が女学校を運営し、後に羅振玉が開き王国維が

劉坤一をたずね、さらに湖広総督張之洞に会うた

学んだ東文学社の施設を校舎として開校した。こ

め武昌に向かった。この際、劉からは「目下の妙

の際、前年南京に開校したものの義和団事変の余

相庵の学校〔南京同文書院〕、及び上海に新興す

波をこうむり上海に移転していた南京同文書院を

べき学校に対しては、何事にても出来るだけ協力

吸収している。

すべし」36 と支援をとりつけている。これは南京

確認しておかなければならないのは、この上海

同文書院が義和団事変の争乱を避けて上海に移る

での新学校開設が、義和団事変の影響によるもの

以前のことであり、義和団事変とは関係なく上海

ではなく、それ以前より予定されていたものであ

への学校設置がすすめられていたことが確認でき

ったことである。1899 年 10 月、両江総督劉坤一32

る。一説に、劉との会談では南京同文書院用地の

と会談し南京同文書院開設についての了解と支援

20 年間租借が合意され、そこへの校舎新築計画

をとりつけた東亜同文会会長近衛篤麿は、同年

もあったとも伝えられており37、義和団事変が激

11月東亜同文会会員中の日清貿易研究所出身者

化する以前においては、南京、上海にそれぞれ校

のはたらきかけをうけ根津一とはじめて会い 、

舎をおく構想があったのかもしれない。

33

中国での教育活動について話し合いをもった。

義和団事変終息後の同年 11 月、東亜同文会は

此の種の人材養成の地は、上海を以て最も適当

学生募集のために南京同文書院の上海避難を指揮

なりと考へつゝありければ、此の旨を近衛公と

した田鍋安之助を北陸地方、井上雅二を近畿、山

語り合ひ、略ぼ同意見なりし故、予は先づ同文

陽及び四国地方へ、日清貿易研究所出身者から三

会長近衛公爵代理の資格にて［中略］両江総督

谷末次郎を東北地方、郡島忠次郎を九州地方、小

劉坤一氏及び湖広総督張之洞氏と会見、その賛

川平吉を関東地方へとそれぞれ遊説させている。

成を得る必要あり

しかし、文献で確認する限り、この時点では南京

この時の根津は東亜同文会にまだ参加していな

同文書院の 15 名ほどが上海の外国人住宅の一部

い。かれは、上海にあった日清貿易研究所での経

を借りていた以外、東亜同文会は中国においてな

34
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んら施設を所有していない。受けいれる校舎もな

収容して梁山泊を形成した」40 と伝えられている

いまま学生を募集していたことになるが、さきに

からである。これまで中国人対象の教育施設とし

引いたように両江総督劉坤一は上海の新学校への

てとらえられてきた東文学社には、藤田豊八や田

支援を表明しており、おそらく学生募集時には上

岡嶺雲といった教師以外にも日本人留学生が存在

海での活動について見通しがついていたのであろ

していたようだ。こういった東文学社の体裁は、

う。東亜同文書院それに先立つ南京同文書院はと

中国人教育を実施しようとすると同時に農商務省

もに、一府県あたり２〜３名の公費派遣生を入学

練習生を受けいれていた南京同文書院と共通す

者の中心と考えていることから、必要とする施設

る。もちろん、羅振玉運営の東文学社と日本の有

規模は想定しやすく、校地選定と学生募集を同時

力政治家近衛篤麿率いる東亜同文会の教育活動に

に進行することは可能であったと考えられる。

はさまざまな違いがあるだろう。しかし、東亜同

そして、1901 年２月12 日、日清貿易研究所出

文会の協力要請をうけた中国側が参考としたの

身の景山長治郎が同文書院拡張設備委員として上

は、南京同文書院であったと考えるのが自然であ

海に派遣され、新学校の校地、諸設備についての

り、述べてきたような体裁上の共通から、中国側

事務にあたり、５月８日に東亜同文書院第１期生

は旧東文学社の施設が東亜同文書院受けいれに適

を高昌廟桂墅里の校舎にむかえた。この新学校設

していると考え、斡旋したと推測する。

立について両江総督劉坤一の支援があったであろ
うことはすでに触れたが、1901 年５月 26 日高昌

［Ⅵ］

廟桂墅里の東亜同文書院で行われた開院式には劉
坤一の代理のほかに湖広総督張之洞の代理や盛宣

おわりに

懐の名がみえる。
清国ニテハ盛宣懐氏、袁〔勛樹〕上海道台、両

東亜同文書院が開院した高昌廟桂墅里の施設

湖総督〔湖広総督〕張之洞氏ノ代理者、両江総

は、上海の有力者経元善が中国人運営では最初と

督劉坤一氏ノ代理者、浙江巡撫余連沅氏ノ代理

なる女学校として建てたもので、後に羅振玉が開

者、安徽巡撫王之春之ノ代理者

き王国維が学んだ東文学社が使用したものであっ

張之洞は、代理を参列させるだけではなく「張

た。これらは、すでにさまざまな証言、研究のな

之洞氏は特に記念として石刻の詩経を寄贈せられ

かで断片的には触れられていたものの、それらは

たりといふ」 と伝えられており、学校当局との

そこに関係した人々の足跡や思想を追うことに主

強い関係をうかがわせている。さらに、張之洞と

眼をおいたもので、施設自体は注視されてこなか

盛宣懐は、先述したように経元善の女学校施設を

った。この傾向は、東亜同文書院研究においても

東文学社に転用したことについて関係していた可

同様で、おおよその位置や簡単な紹介がされてき

能性がある人物であった。かれらに高昌廟桂墅里

たにすぎない。こういった高昌廟桂墅里という場

の学校施設について大きな影響力があったとする

所と施設自体への無関心は、1913 年の第二革命

ならば、東亜同文書院の場合にも同様の可能性が

によって校舎が失われて久しく資料が乏しいとい

生じよう。

うこと、東亜同文書院を専ら論じない研究ではそ

38

39

また、
この場所が東文学社であったこと自体が、

の場所や施設自体はさして重要ではなかったこと

中国側からみて日本人受けいれに適した施設だと

が理由として考えられるし、東亜同文書院関係者、

判断する材料となりうる。なぜならば、「〔東文学

とくに実際そこで学んだ人々にとってはあまりに

社は〕その他農商務省練習生及び私費留学生等を

身近な存在であったため、殊更とりあげる対象と
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はならなかったのであろう。

個別に扱われる傾向にあった東亜同文書院と近代

しかし、考察してきたように、高昌廟桂墅里校

中国教育史を、両者の関係性から考察する必要を

舎はどこにあったのか、どのような校舎であった

せまるだろう。また、近衛篤麿主導による南京同

のか、またどうしてその場所におかれたのか、と

文書院に対して、東亜同文書院は根津一とかれを

いう疑問をあきらかにする過程でうかびあがって

支持する日清貿易研究所出身者が主導権を握って

くるのは、東亜同文書院に関する研究についての

いた形跡があり、これまで連続性が強調されてき

あらたな課題である。東亜同文書院開校に際して、

た両校について相違点をふまえてとらえなおす必

教育事業を重視した張之洞や盛宣懐の支援が校地

要をせまるだろう。

選定自体に関わっていた可能性は、これまで各々

１

江南機器製造総局。1865 年、李鴻章によって設置された官立軍需工場。軍工廠としてだけでなく、翻訳館がおか
れ欧米の科学技術導入機関として機能した。

２ 杜麟編「新絵上海城厢租界全図」1898 年（張偉編『老上海地図』上海画報出版社、2001年、p. 17）
。
３

高橋孝助、古厩忠夫編『上海史』（東方書店、1995年）p. 56。

４

大学史編纂委員会『東亜同文書院大学史：創立八十周年記念誌』
（滬友会、1982年）p. 93。

５

趙夢雲『上海・文学残像：日本人作家の光と影』現代アジア叢書 35（田畑書店、2000年）p. 35。

６

童世亨編『上海県城及南市分図』商務印書館、1917年（同註２、p. 71）
。

７

同註４、p. 436。

８ 「上海市街図」（同註３、p. 138）。
９

木之内誠編著『上海歴史ガイドマップ』（大修館書店、1999年）pp. 48‒49。

10

（根津先生伝記編纂部、1930年）p. 90。
東亜同文書院滬友会同窓会（代表油谷恭一）『山洲根津先生伝』

11

根岸佶（1874 年 ‒1971 年）和歌山の人。高等商業学校（現一橋大学）を卒業すると東亜同文書院開校と同時に教授
に就き、学生による中国大陸踏査旅行を立案実現した。その成果をいかして『支那経済全書』
（東亜同文会、1907年）
を編纂する。帰国後は東亜同文会幹事となり、朝日新聞を経て東京高等商業学校（現一橋大学）教授となった。経
済学博士。一橋大学名誉教授。

12

同註10、p. 444。

13

同註10、p. 85。

14 「東亜同文書院平面図」松岡恭一編『日清貿易研究所東亜同文書院沿革史』
（東亜同文書院学友会、1908年）所収。
15 『在上海東亜同文書院一覧』（東亜同文書院、1911年）
。
16

盛宣懐（1844 年 11 月４日 ‒1916 年４月 27 日）江蘇省常州府武進県生まれ。官僚企業家。官主導事業に民間人を参
加させることによって、中国の経済、産業の近代化をすすめた。教育事業にもとりくみ、南洋公学（後の上海港通
大学）を設立し近代化を担う人材育成につとめた。義和団事変の際には、東南互保をはたらきかけ華南地域の安定
に尽力している。

17

張之洞（1837 年９月２日〜1909 年 10 月４日）直隷省南皮県の人。政治家、学者。1863年若くして進士に及第した
エリート。山西巡撫、両広総督、湖広総督（一時両江総督兼任）を歴任した。中体西用を主張して外国人顧問や洋
務派知識人をまねき、官主導による近代化を管轄地域においてすすめた。義和団事変時には、両江総督劉坤一らと
東南互保を結び華南の安定をはかった。

18

聂好春「试论经元善的教育思想和教育实践」『华北电力大学学报（社会科学版）
』第１期（2006年１月）p. 125。

19

陈珺「传教士与经正女学」『西南交通大学学报（社会科学版）
』第５卷第１期（2004年１月）p. 50。

20

同註18、p. 126。

21

東亜同文書院初期の入学者数については諸説あるが、本稿では学生数について最も新しい研究である佐々木亨「東
（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編『同文書院記念報』Vol. 11、2003年、p. 10）
亜同文書院入学者の群像」
をとった。

22

陳珺氏によれば、経元善は失脚直前に女学校をキリスト教関係者へと譲ろうとしていたとされ、経のマカオ逃亡後
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はキリスト教系組織によって運営されていた可能性もある。
「1900年，经元善亡走澳门之前，将经正女学托付给李
提摩太夫人照管，并且将校产划归教会名下，直至停办，可以说传教士与经正女学的存亡相始终」
（同註 19、p. 51）
23

同註 19、p. 50

24

同註 18、p. 126

25

羅振玉（1866 年６月 28 日〜1940 年６月 19 日）江蘇省淮安の人。清末民国の学者。中国の国力をあげるためには農
業振興が重要と考え、日本や欧米の農業技術を紹介する『農学報』を刊行し、この運動のなかで変法派と関係をも
つようになった。1898 年、日本人藤田豊八とともに「東文学社」を開いた。学生のひとりであった王国維の才能
を認め支援している。啓蒙運動、教育活動での功績をみとめられ、清朝政府の教育部門で活動する。辛亥革命が起
こると王国維とともに日本へ亡命し、甲骨文字研究をはじめ日本の中国研究に多大な影響をあたえた。1919年に
帰国すると、散逸していく貴重な史資料の蒐集に尽力した。

26

藤田豊八（1869 年〜1929 年）号は剣峰。東洋史学者。徳島県生まれ。中国での教育活動を経て東京帝国大学教授、
台北帝国大学教授となった。

27 『対支回顧録』下巻（東亜同文会、1936 年）p. 769。
28

岸陽子「王国維と田岡嶺雲：『人間詞話』をめぐって」安藤彦太郎編『近代日本と中国：日中関係史論集』
（汲古書
院、1919 年３月）p. 90。同註５、p. 34。

29

前掲 28、岸は５月、趙は６月とする。

30

田岡嶺雲（1870 年〜1912 年）本名佐代治。文学者、評論家。文学、社会問題など幅広い分野において先鋭的な評
論活動を行った。

31
32

田岡嶺雲『数奇伝』西田勝編『田岡嶺雲全集』第 5 巻（法政大学出版局、1969年）p. 610。
劉坤一（1830 年〜1902 年 10 月７日）字は峴荘。湖南省新寧県生まれ。洋務派の軍人、政治家。太平天国鎮圧での
功績が認められ台頭すると、江西巡撫、両江総督・南洋通商大臣、両広総督、欽差大臣を歴任した。義和団事変に
際しては、湖広総督張之洞らと東南互保を結び華南の秩序維持につとめた。

33

同註４、p. 78。

34

同註 10、p. 392。

35

同註 10、p. 75。

36

同註 10、pp. 392‒393。

37 同註 4、p. 77。
38 同註 14、p. 28。同註 10（p. 84）では袁勛樹は劉坤一の代理、張之洞の代理として劉怡上海知県があげられている。
引用文の読点は引用者による。
39 同註 10、p. 84。
40 同註 27、p. 769。
引用に際して旧字体を新字体にあらためた。引用文中の下線、
〔
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内蒙古で日本人学生は何を見たか
──東亜同文書院第６期生が記録した内蒙古と現代の
一日本人学生が見聞した内モンゴル自治区について──
愛知大学大学院文学研究科
地域社会システム専攻修士課程

高木秀和
により、しかも若者の好奇心あふれるまなざしで

［Ⅰ］

内蒙古（内モンゴル自治区）を記録しているとい

はじめに

う点、そして逆に 100 年という時間が当地域をど

本論は、1901 年に上海に開学した東亜同文書

のように変容せしめ、さらにその時間差が学生の

院の第６期生が中国調査旅行（以下、「大旅行」）

関心事をどのように変化させたかを一事例ではあ

のダイジェスト的な報告としてまとめた『禹域鴻

るが明らかにすることができるからである。

爪』のうち、主に内蒙古が舞台となる「晋蒙隊旅

なお本論では、戦後、東亜同文書院（のちに大

行記」
、
「晋蒙隊旅行記（承前）」と、筆者が2006

学に昇格）関係者らの手により開学した愛知大学

年夏に愛知大学国際中国学研究センター（COE

が 2006 年に開学 60 周年を迎えることになったが、

プログラムに採択。以下、ICCS と略称）環境グ

その記念事業の一つとして出版が実現した『東亜

ループの調査補助員として同行した調査旅行のう

同文書院大旅行誌』のオンデマンド版（全 33巻

ち、内モンゴル自治区に滞在した際に記録したさ

＋解説１巻）のうち、２巻目の『禹域鴻爪』を底

さやかな調査ノートから、年齢が近い学生がそれ

本として用いる1。

ぞれどのような視点や関心からこの地域を記録し
たかを検討することを目的とする。もちろん、第

［Ⅱ］

６期生が「大旅行」を行ったのは 1908 年の夏か
ら秋にかけてであり、筆者の見聞とは100 年近い

「大旅行」と第６期生の手による

時間差があるうえ、後述するようにフフホトや包

『禹域鴻爪』について

頭など拠点都市にはそれぞれ訪れているものの辿
ったコースは異なっている。その他、当時の学生

東亜同文書院生の手による「大旅行」について

と現代の学生である筆者との間にはさまざまな差

は、藤田佳久が検討を行っている（たとえば藤田，

異があるが、本論ではそれらを承知の上で両者の

2
1989；藤田，1998；藤田，2000；藤田，2006）
の

記録をみていくことにする。その理由は、いくつ

で、その詳細は藤田による既往研究に譲ることに

もの違いがあるにせよ、似通った年齢の学生の手

して、ここでは第６期生によるそれを簡単に整理
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しておきたい。なお、卒業論文としての調査報告

け継ぐという意味もあろうが、同じく序文には「思

のほかに「日誌」の提出が課せられるようになっ

ふに対清経営の為に生き対清経営の為に死するは

たのは19期生以降であるが 、彼らは当然ながら

我党の素志也。（後略）」7 とあるように、そこには

その提出は義務づけられてなくても自らの日記や

若き書院生たちの使命感や意気込みなどが大いに

野帳に見聞した事物を当初から記録している。ま

込められている。藤田（2006）は、「清朝政権が

た７期生以降は、調査ダイジェストが自分たちの

大きく揺らぎ始めていた時期（中略）、混乱と不

手により刊行されたが4、６期生の段階ではそれ

安定化を増す清朝の政治体制について、それを書

が学友会会報（８、９号）に掲載されるという形

院の学生が「大旅行」を通じても肌で感じ、その

式をとっている 。

8
と
安定改革方策について意識するようになった」

3

5

先述の通り、第６期生は1908 年の夏に「大旅行」

分析している。

に挑んだ。第５期生が「大旅行」１回目だったの

第６期生たちは、11のコース班と１つの北京

で、彼らは「大旅行」２回目となる。『禹域鴻爪』

駐在班に分かれて「大旅行」に参加した。藤田（1989

に「松本」氏が記した序文には、「斯くして重き

ほか）は、第６期生の調査旅行コースを地図化し

責務と高き希望とを抱いて七月上浣炎熱闌なる時

9
。なかでも内蒙古方面を目指し、
「晋
ている（図１）

江南の一廓を去りし八拾名はよく其希望を満たし

蒙隊旅行記」をまとめた「第二班」の辿ったルー

克く其責務を尽して光栄と満足とに飾られて秋尚

トを確認すると、燕京（北京）を出立して調査区

浅き拾月の終に帰来しぬ。」とある。「重き責務」

域の玄関口となる張家口に至り、そこから帰化城

とは、５期生の先輩が成し遂げた「大旅行」を受

（フフホト）―包頭―帰化城―大同―張家口を巡

6

図１

第６期生の調査旅行コースと主な都市（コース以外に北京に１駐在班）
（藤田
（1989）を転載）
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るという当時としては壮大なスケールの「大旅行」

（1）「晋蒙隊旅行記」

を敢行している。初期の「大旅行」において、内

玉生による「晋蒙隊旅行記」は、東亜同文書院

蒙古方面を目指した班が少ないだけに注目に値す

学友会報第八号の 89 頁から 110 頁にわたり記載さ

る。また、
「晋蒙隊旅行記（承前）」も掲載し、学

れている。
まず、章立てを記しておこう。

友会報の第八号、第九号と両号にわたりそのダイ
ジェストを紹介していることから、他班よりも詳
細に「大旅行」の成果を報告しているといえる。

経過地方

提出が義務づけられた「日誌」や、同期の「大旅

はしがき

行」経験者たちが編んだダイジェストがない６期

北京より張家口間

生が残した記録としては、多くの情報を得ること

(1) 西貴市

(2) 南口居庸八達嶺

ができるという意味で大変貴重である。このよう

(3) 南京虫と蝎子

な理由から、
「第二班」の「晋蒙隊旅行記」と「晋

張家口

蒙隊旅行記（承前）」を、分析の対象として用い

張家口より帰化城
(1) 蒙古犬

ることにする。

(4) 食事

(3) マレンチユイ

(8) 朔北の野

(6) 移住支那人
(9) 車中に眠る

(10) ローマンカトリツク

(11) ホルスタイン

(12) テント生活

(13) 喇嘛教政策及

の一夜

「晋蒙隊旅行記」にみる当時の日本人学生の

(2) 寒気

(5) 竹の子先生

(7) 宿泊地

［Ⅲ］

(4) 鶏鳴駅宣化府

蒙古人の将来

内蒙古に対する関心事
『東亜同文書院大学史』（大学史編纂委員会編，

この章立てをみて分かるように、学友会報第八

1982）には、
「晋蒙隊旅行記」をまとめた玉生武

号には、帰化城（フフホト）に至るまでのルート

四郎は栃木出身で、書院卒業後は「徳富蘇峰の中

で見聞した事物が描かれている。

国旅行に随行した国民新聞」の記者 になったと

まず旅行記の冒頭では、①出発日と帰院日、②

ある。しかし、1955 年の時点ですでに逝去して

経過地方、③「大旅行」出発前の状況が概説して

いる 。

ある。②に関しては繰り返しになるが、すなわち

10

11

ところで、この「晋蒙隊旅行記」は地誌やエス

①７月 10 日に上海東亜同文書院を出発、10 月24

ノグラフとはいえないが、地名はさることながら、

日に帰院し、②主要都市のみを書き抜けば、北京

コース上の景観や風俗を端的に記録しているとい

―張家口―帰化城（フフホト）―包頭―帰化城―

える。以下、玉生が記した「晋蒙隊旅行記」の内

大同府―張家口―北京というコースを辿る「大旅

容を概略的に紹介することにより、当時の内蒙古

行」であった。③この隊は、理学士出口氏と理科

周辺の様子をみていくことにしたい。また、旅行

大学生豊原氏を迎えて編成されたが、玉生たちと

記の概略を一通り紹介したあと、若干の考察を加

同期である瀬戸氏が急病のため帰国し、不参加と

えたい。

なった。95 頁の記述によると、隊員は８名のよ

なお、旅行記の概略を紹介する (1) および (2)

うである。上海から天津へ至る船中では「前途朔

節では、
「晋蒙隊旅行記」と「晋蒙隊旅行記（承前）」

北荒烟の地を思ひ又病める友を省れば転た感慨に

からの引用が多くなり、その全てに注釈を付すの

堪えざる」と、これから始まる「大旅行」に一抹

は煩雑なので、本論ではそれを略すことにする。

の不安を覚えるとともに、病床に臥している友の
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ことを案じた。14 日に天津に到着し、北京と天

八達嶺からは砂礫の多い高原の中の道を通るの

津では約10 日間滞在した。滞在中は、卒業生た

で、一見砂漠にみえるとしている。だが、「懐来

ちの好意によって「準備調査其他」に費やすこと

県は果物に富める地」で、灼熱の中では果物は「何

ができ、25 日午前９時には帽子を振って出発し

よりの慰」であり、「一同日々大なる西瓜十以上

た。出発時の隊編成は、「一行乗馬七駄馬一二套

を平げ西瓜隊の名は何時の間にか付せられた」と

轎車一」台というものであった。

いう。そして、「鶏鳴は詩的な駅なり」と述べて

北京―張家口間は、距離420 清里（中国の１里

いるように、鶏鳴山の麓に「辺城」があり、山上

＝500m）
、標高差2600 尺あり、馬に乗って移動

に仏教寺院があるという風光明媚なところであ

する彼らは「蒙古高原に漸次登りつゝある」とい

る。その前には「楊河」が流れているが、そこを

う実感を得たようだった。初日の晩は、「西貴市」

渡ろうとしたときに風を伴った大雨に見舞われ

というほとんどの住民が新疆あたりからやってき

た。「響水堡」に至るまでの間は大きな峠が横た

た回教徒のトルキスタン人の子孫で構成される

わり、そこではこの大「雨は強し馬時に倒れ物凄

「一村落」に宿をとった。村の人々は「本店」を

き事非常」というありさまであったが、頂上に立

この村におき、「北京の前門外頭に運送業を営」

てば足元に雲海が広がり、山腹に目をやれば羊の

んでいるという。一行が泊まった「同和店」はそ

群れが見えた。宣化府は名の知れた古都ではある

の本家であり、羊料理でもてなされた。

が城壁は荒廃し、
「城内の半以上畑とな」っていた。

翌日午前10 時には「南口」に達し、ここから
は「八達嶺に至る四十里の山路とな」る。この山

そこでは、師範学堂の柿田氏を訪ね、帰途におい
て滞在したいとの旨を伝えた。

（万里の長城）は、「歴代中華に君臨するものが最

宣化府をあとにして、北京を出発して以来最初

恐れし朔児を防ぐ最後の頼」であり、ところどこ

の大都市である張家口を目指した。張家口の市外

ろに狼煙台の跡も残っているとしている。そして

は「上堡」と「下堡」に分かれており、人口５、

居庸関に至ると、玉生は鉄木真（テムジン。チン

６万人で山西人が多く、「皮貨店其他の商舗軒を

ギス＝ハン）がそこで抱いたであろう壮大な野望

列ぶ」としている。物資の集散地でもあり、庫倫、

に想いを馳せた。この後にもこのような記述がい

帰化城、喇嘛廟の３方面からやってくる荷物が多

くつか出てくるが、玉生たちはさまざまな知識を

く、冬季が一番賑わうという。張家口には「日商」

持ち合わせているので、彼らが持っている知識の

の会社が２社ある。書院２期生の石井氏が経営す

「現場」の近くやそこに至ったときの感慨はひと

る「義成洋行」と、浦氏が主任の「三井分行」で

しおのようであり、なおかつ若い彼らはロマンチ

ある。ロシア人も多く、「上堡」には露清銀行が

スト的にさまざまな情景を思い浮かべている。な

ある。

お、居庸関、八達嶺ともに、現在では万里の長城

ところで、到着の翌日には「察哈爾都統衙門の

観光のハイライトであり、多くの観光客が訪れて

洋務局」を訪ねたが、数日後呼び出されて再度訪

いる。

れると、調査に関する忠告を受けた。すなわち、

さて、一行はさらに内陸を目指して進んでいく

「我々の中の或る者が日々山上にて地図を取り居

ことになるが、
「覚悟の事」とはいえ宿をとった「岔

る事を耳にせり、此地は北辺第一の要害の故を以

道」
、
「新安保」では「南京虫」（トコジラミ）の

て陸軍学堂の学生が練習の為にする測量も許さゞ

攻撃に悩まされ、夜も眠れず「一同の顔皆ふくれ

る程なれば止められたしとの事也」という旨の忠

て色なし」となった。また、「岔道」では「蝎子」

告である。しかし、玉生と同行した隊員の宮崎氏

（サソリ）にも遭遇した。

は「覚束なき英語にて我々は銃取る人にはあらず
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同文の徽章を頂きて両国の親和の為につくす商業

ンの悪い道路を揺られながら車窓を眺めると、周

学校の生徒なるを記録せられよと繰返」した。彼

囲の景観は禿山であり、
「ハンノルバ」の急な坂

らの主張からも分かるように、当時の初期の「大

を上りきれば広大な高原が広がる。「ハンノルバ

旅行」は学術調査旅行というよりは、「商業学校」

には人家三四散在す、其内やゝ広げなる家を択み

生として両国の親善に尽くしたいという願いが表

て投じ携帯せる白米を炊ぎて食」べた。鉄木真は、

に出た「大旅行」であったといえる。このことは、 「歴戦此地を過ぎりし時始めて中華平原の富と人
先に引用した『禹域鴻爪』冒頭の「重き責務」に

との多きを望み見て世界統一の志を起した」とい

通じるものがある。

う。その他「ハンノルバ」では、夜に便所へ行け

張家口には 11 日間滞在したが、彼らの滞在は

ないほどに恐ろしい「蒙古犬」や、「其激変驚く

どのようなものであったのだろうか。もちろん、

の外なし」と変化の大きい気温に驚きを隠せない

このあとの記述からも窺えるように様々なものを

ようだった。

好奇心旺盛に見聞していると思われるが、ここで

10 日午前６時半に「ハンノルバ」を発ったが、

は街の中を歩き回ったという記述はあまりみられ

道中は「波状高原にして東方更に天に聳ゆる大山

ない。その分、上述の洋務局でのやり取りに多く

脈」といった景観が広がり、朝は一面霧に包まれ

を割いている。その他、「日商」の古橋氏や浦氏

ていたようだった。途中、菜の花畑のような黄色

とのやりとりや、宿では前述のように西瓜を平ら

い絨毯のなかに、数千もの羊たちが戯れる姿をみ

げたエピソードを紹介している。。しかし残念な

た。「モンゴルテント」が数多く並ぶ「ポールツ

こともあり、隊員の梅津氏が病気のために隊を離

エイ」までは電信柱に並行してやってきたが、こ

れ、帰国することになった。

こからは西に進路を変えて帰化城を目指すことに

張家口から帰化城に至るルートは３ルートあ

なる。10 日および翌日は雨天のため、「マレンチ

①張家口―大同府―得勝口―（「塞
る。すなわち、

ユイ」に宿をとった。「マレンチユイ」は、「支那

外」
）―帰化城、②張家口―（すぐに「口外」に

人家六七テント三四近くに見」える集落である。

出る）―察哈爾遊牧地―帰化城、③張家口―（大

ここでも「南京虫」に悩まされた。ここでは、彼

同府手前で「口外」）―代哈泊―帰化城、の各ル

らが薬を持参していることが知れ渡り、「其後蒙

ートであるが、一行は②のルートを選択した。そ

古テントを訪れし時も」何人かの病人やけが人が

の理由を、
「此は最北のものにして旅舎食料等の

やって来るので煩わしくなり、「薬を有する事吹

設備十分ならず時に馬賊出没の恐ありとの事なる

聴するを禁じた」としている。

も多くの蒙古部落を通過する事なれば面白からん
と思ひて也」としている。続けて、「尤も此路も

玉生は食事について、項を立てて説明している。
「土人の常食は小米の稀飯に山芋を食ふ位」で質

冬期は天山南北路辺より来るキャラバンの交通路

素である。一方、玉生たち一行が食べる「烙餅」

なれば相当の交通はあれども今は夏なれば道路も

は「白麺に嘛油を混じて焼きたるものにして持参

旅舎も荒れはてたらんとの事也」と記している。

の砂糖を加へて用ふ、幸に卵子廉なりければ滋養

彼らは８月７日に送別の宴を開いてもらい、翌日

分には不足せず」としている。なお、野菜が口に

は両替をし、９日に「二套轎車四台を雇うて二人

入ることはまずなく、張家口までの行程のように、

宛分乗」し張家口を出発した。

果物（西瓜）をたくさん食べることができた日々

ここからしばらくは、帰化城に達するまでに見

を回想している。

聞した事物を記録している。

ただ、一行は現地住民のテントで寝泊りしてい

まずは、
「ハンノルバ」である。コンディショ

るが、蒙古人のものではなく「余等宿をかるは何
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時も此の移住民の家なり」と「移住支那人」が多

ている項もある（「テント生活」）。彼らの住居で

く入り込み、開墾を進めていることを紹介し、
「陰

あるテントは、「直径一丈許りの円形のものにし

山山下に逃れつゝある」蒙古人を憐れんでいる。

て皆羊毛を以て作りたる毡子にて蓋ひ之を駝毛に

「ハンノルバ」から「マレンチユイ」を経て、
「ハ

て作りたる縄にて結」んだものであるが、「我々

ノーバー」
（人数分の寝床を宿にて確保できず、

の経過地方の蒙古人には大分開化の風に染みてテ

車中泊）
、
「ホントアン」、「ホルスタイン」（一軒

ントの外に支那式の家屋を有するもの見たり、而

屋の宿泊所。蒙古人の客が吸引する阿片の臭いに

して其テントの傍には三角の旗に喇嘛教経典の句

苦しめられた、「十日の旅行中最辛かりき」宿だ

を書きたるを立て居る多し」と、漢化が進行しつ

った）
、
「魁元図」、「タイジユヤオツ」、「タオヘロ

つあるがラマ教を信仰していることがうかがえ

ン」
（以上の「

る。蒙古人たちの気質とラマ教の信仰については、

」内の地名は宿泊地）、そして帰

化城へと至る彼らが通ったルート沿いは、いわゆ

「性質は極めて単純快活にして宗教心に富」むと

る「朔北の野」とよばれる地域で「只尺余の牧草

している。その他、羊肉や乳製品が中心の食生活

生ずるのみ」であり、夏期はオオカミなどの野獣

や、長けた乗馬技術に関して言及している。
最後に「喇嘛教政策及蒙古人の将来」という項

も出没せず山羊が「心地よげに遊」ぶ光景がみら
れる。山地であるが「其傾斜非常に緩慢」であり、

を立て、20 世紀初頭時点での現代的分析をおこ

「大波のうねりに似たる原」というような雄大な

なっている。それによると、時の為政者たちは蒙

景色が望めるが、「何等の変化なきに遂には飽き

古人の獰猛さに恐れ、長城なども「殆ど何等の用

はて」てしまうとしている。宿に到着すれば、
「烙

を為さざるを悟」ったため、
「陰険にして巧妙な

「毛布も敷き終り日記の筆を投じて
餅」を食べ、

る政策を取」った。すなわち、それは「モンゴル

外に出づれば月光清し。月！

朔漠の月 !!」と記

の喇嘛教を篤く信ずるを利し鋭意奨励し一面に於

しているように、月の美しさが心に留まったよう

ては彼等が歓心を得ると同時に多面に於ては彼等

である。
「半宵」にはキャラバンの「駱駝の鈴の音」

をして過去及未来の問題に急ならしめ以て現在の

が聞こえた。そこには、駱駝が盗まれないように

栄華功名を思ふの暇なからしめ同時に其平和神秘

蒙古犬を同行させたという。

なる教義により彼等の慓悍殺伐戦を好むの性を和

ところで、
「口外に於てローマンカトリツク派

げ一挙両得の功を収めんとせり」と、先述の「性

の活動は盛ん也」とし、「ナホーチエン」では現

質は極めて単純快活にして宗教心に富」むという

地住民たちが暮らす質素な家の間に壮麗な２階建

蒙古人の気質を利用した政策といえる。また清朝

ての教会があったといい、そこには白人の宣教師

は、蒙古人の人口増殖を恐れて相続者以外の男子

が６名おり、彼らとは「重（ママ）に支那語にて

を出家させるなどの政策をとった。このような政

語」
った。宣教師のなかにはルッテン氏という「口

策下における蒙古人をみて、
「其勇敢なる気象（マ

外を四年間跋渉して精密なる図を作」った者がい

マ）」は失せ、「所謂霊地巡礼を為して後生の安楽

たが、玉生一行のもりよりも優れていたので、懇

を希ふは其此世に於ける唯一の願望」であり、
「人

願して分けてもらった。なお、「此教会には附属

口は年一年と減少し蟄居其滅亡を待つに似たる」

の学堂あり」としており、このようなことから教

とラマ教が心の支えであると同時に、ラマ教優遇

会は一種のアカデミーや研究所としても機能して

政策が彼らの生活や文化を破壊したとする。先に

いたといえる。

「移住支那人」の開墾について述べた部分があっ

先に「移住支那人」と玉生一行の食生活に関す

たが、漢族が蒙古人を徐々に追いやって「陰山々

る項があったが、蒙古人の生活文化について述べ

下に其テントを張るのみ」であり、そして「彼等
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が其牛を売り羊を売りて漸く得し銀を腐敗せる活

勇む。進城 !! 進城 !!

夢にのみ見し帰化城 !!」と、

佛の用にと跪づく」とあるように、蒙古人を哀れ

大きな期待を抱きながら夢にまで見た美しい帰化

んでいる。そして結末には、「鉄木真への祈願」

城の街へ勇んで入城した。

という「ツールフールと云ふ門附のテントテント

その後、交易上、政治上重要な位置にある帰化

を流しありくもの」が歌う蒙古人の武勇伝といえ

城の分析がなされている。玉生の目には帰化城は

る歌を紹介し、「此歌は彼等の最も愛唱するもの

住みよい街と映り、住民は「何となく風雅にして

なれども何となく衰滅の響あるにあらずや」と感

せゝこましからず芝居の興行日としてあらざるは

想を述べている。

なく我々は宛も前世紀の年には入りしが如き心
地」がしたと、訪問することが念願だった帰化城
が理想郷のように感じられたのだろう。

（2）
「晋蒙隊旅行記（承前）」

彼らは帰化城到着の翌日、轎車４台に分乗して

この文章は、学友会報第九号の 75 頁から87 頁

衙門を訪問している。道台衙門を訪ねたのち、綏

にわたり記載されている。

遠城にて将軍に謁見しようとするが「公事を見

前節と同様に、まず章立てを記しておこう。

つゝある由」不在であり、次に訪ねた歩隊第一営
でも謁見できなかった。

帰化城
(1) 衙門歴訪 (2) アブドル
メッド

ハルカム君

マチーダ君とマホ

(3) 胡土克図（括仏） (4)

９日間の滞在中、調査以外に「帰化城に日本の
勢力を扶植して呉れんの意気込み」をもったうえ、
「御手前の同文同種を説き廻」った。精力的にそ

中興棧

んなことをしていると、さまざまな人々が彼らの

帰化城包頭鎮間
(1) 青塚 (2) 鄂慱 (3) 土耳其斯坦人 (4) 朔北

もとにやってきたが、そのなかで辮髪・胡服とい

の雨

う格好のアラビア人、アブドル・マチーダとマホ

包頭鎮

メッド・ハルカムのことを記している。彼らは、

帰化城大同府間

玉生たちが大寺を訪ねた際に歓迎してくれ、回教

(1) 穴居 (2) 代哈泊畔

(3) 豊鎮

(4) 入塞

徒の事情を詳しく教えてくれたものたちである。
彼らは、玉生たちに日本語で揮毫を求めるととも

大同府
(1) 見物

(2) 石窟寺

に、アラビア文字で各所の回教徒宛の紹介状を書
いてくれた。

大同府張家口間

玉生たちは滞在中、回教徒以外にもラマ教の活

附記

仏に会おうと寺院を赴いている。しかし、陰山の
「承前」では、冒頭に「暫く我をして漠南の野

山中に避暑に赴いているとのことで、残念ながら

を紹介するを得せしめよ」としているように、彼

「承前」の冒頭での帰
会うことはできなかった。

らの「大旅行」は佳境に入る。８月 18 日、よう

化城の概況のなかで、人口７〜８万人中、２千人

やく帰化城が目前に迫ってきた。玉生はこのとき

のラマ（教徒）を含むと述べている。

の光景をこう描写している。「北は陰山より南は

このように、積極的に様々なところを訪れてい

殺虎口に至り西は目も遥かの鄂爾多斯砂漠に及ぶ

るが、玉生たちが泊まった宿はどんなところであ

大平原に五穀繁茂し樹林散在する風光の如何に

ろうか。彼らは、帰化城第一の客桟（商人宿）で

我々を慰めしよ、やがて城壁は見え初め楊樹の森

ある「中興桟」に宿をとったが、「我々をして其

の上に雅美なる喇嘛塔は現れ何とは知らず我心は

売買の実に大陸的にして壮大なるを想はしめ」た
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という感想を記しているように、天津や新疆など

高原に在るものなれば旅客には好箇の目標」と記

各地からやって来た商人たちと交流している。

しているように、日本の漁師たちが海上での位置

このような帰化城での滞在を終え、28 日に４
台の轎車を仕立てて出発した。彼らは、320 清里

を確認するためにおこなう「ヤマアテ（ヤマタテ、
ヤマアワセ）」を彷彿とさせる。
帰化城出発翌日である 29 日の夜は、
「トシユホ」

離れた包頭鎮へ４日間かけて移動した。黄河を南
にみながら「牧場農地相半し樹林も処々に散在す

に投宿した。ここでは、英語を話し、服装がイン

る」道を行くと、見渡す限りオルドスの大高原に

ド人のような土耳其斯坦（トルキスタン）人２名

達した。
「我等は此大自然に酔ひ或は想を悠々た

と、中国人の従者数名と出会った。彼らは北京を

る馬群れに寄せ或は天然の城壁の如き陰山を眺む

目指すといい、大陸の東西を結ぶ交通が天山南北

るのみ」という感想を記しているように、雄大な

路を介して行われていた時代に思いを馳せた。
また、北京にて蒙古旅行者より聞いていた、短

景色に心を奪われたようであった。
ところで、帰化城端を離れるとき、南方に一つ
の小丘を望んだ。これは、「嗚呼是れ可憐漢家の

時間かつ局地的に降る突風を伴った『「棒の如き」
雨』のことも記している。

子王昭君の芳骨を埋めたる」青塚である。いうま

このように、さまざまな事物を見聞しているう

でもなく、彼女は政略結婚により前漢の王宮から

ちに包頭鎮に達した。秋風が吹き、「九月とは云

匈奴の単于のもとに嫁いだ人であり、悲劇のヒロ

へ口外はべら棒に寒き一日の夕」刻、玉生たちは

インとしてさまざまな作品に描かれた。玉生は、

轎車を停めて高台からオルドスの大沙漠を眺め、

遠き長安に帰りたいが帰ることのできない王昭君

「我は是れ雲の上人 !!」というように雄大な気分
に浸った。包頭鎮では、大同府の王得勝将軍旗下

の悲しみに思いを寄せている。
このような史跡のほか、民俗的な「蒙古人が山

の馬隊を訪問したり、「珍らしかりしは日本人に

神地祇を祭る為めに造るものにして其円錐形の頂

会せし事なり」と述べているように天津の売薬商

上に枯枝を挿み之に獣骨又は布片を懸け時として

である平氏と出会い、黄河の鯉を肴に遥か異郷の

は此布片に西蔵語又は蒙古語の銘を記」したオボ

地で同胞に会えたことを喜び合った。記事内容か

「変化少き
（写真１）も、興味深く見聞している。

ら考えると、黄酒を酌み交わしたのは包頭鎮滞在
の最終日のようである。
彼らは黄河の鯉を肴に酒宴（即席の「包頭鎮日
本人会」）を開いたが、玉生は包頭鎮の記事の中
で黄河の見聞録にその多くを割いている。簡単に
要約すれば、①南海子という黄河を介した交易を
行う村があり、寧夏まで約３週間かかるというこ
と、②その川幅は玉生が想像していたよりは狭か
ったが、水量の多い濁流に驚いたということ、③
「注意すべきは鎮の位置高ければ水の供給少」く、
井戸の数も水量も豊富ではないので、水の便の悪
さを案じた。
天津の商人・平氏に再会の約束をし、再び針路

写真１ 現在のオボ（2006 年８月。フフホト郊外の
大草原で筆者撮影）

を帰化城に向けて出発した。帰化城に到着後、一
行は９月 14 日には大同を目指して出発した。し
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かし、先に『
「棒の如き」雨』について記してあ

に自信を持っての再入城であった。

ったが、ここでも出発時に遭遇し、雨後は寒気に

到着の翌日（22 日）、「承満洲人」の知県を訪

襲われた。翌日は「シヤバノー」に滞在し、陰山

ねたがその談話は頗る礼に欠け、立腹してその場

を眺めると昨晩に降った雪で白くなっていた。

を離れた。その後、知府を訪ねているが、前者と

ところで、
帰化城の平原では数多くの「穴居」
（の

は正反対の紳士であり、院長（根津一）の演説を

民）に関心を抱いた。玉生の見聞によると、①黄

聞いたことがあるということで、より一層親近感

土高原の南向き斜面には１間四方の入口を設けた

が湧いたようである。また、氏は福岡において対

「穴居」が60 数個連なるが、②内部は意外に広く

抗演習にもあたった経験があり、玉生たちのため

て清潔感があり、壁面をよく磨いているので光沢

に「歩兵及速射砲二門の操練を命じて種々説明」

を放っている。③住民によれば「冬暖夏冷」であ

をしてくれた。知府を辞し、教会堂を訪ねてみれ

り、普通の家屋より住み心地はよいという。その

ば昨日のスウェーデン人が出迎えてくれ、バイオ

後、人類の住居の始まりを「穴居」に求め、進化

リンとオルガンの合奏で国歌を歌ってくれた。大

主義的な系譜をたどり、現在の家屋が出来上がっ

同府の人々の風俗に関しては、「北魏の故都だけ

たと考えている。

あり風俗何となく雅美にして婦人のスタイル等は

16日に代哈、17 日には「チャンボツ」に宿を

絵に見し奈良朝時代の女人風俗そのまゝなり」と

とった。そこでは美しい湖に出合った。舟や網を

しており、知府の紳士的対応とともに好印象を抱

知らず、人の姿をほとんど映したこともないと思

いたようだった。
滞在中は石窟寺（大同の石窟寺院）へも向かい、

われる草地に横たわる大きな湖は「只静只聖」で
あり、夕映えの湖面を眺めた彼らはただその美し

滞在調査中の「塚本工学博士」を訪ねた。大同石

さに魅了されるのみだった。ただし、勇猛果敢な

窟の大仏は奈良のそれよりも５寸ばかり低く、大

彼らのこと、湖畔に狐穴を見つけて「面白半分枯

小数万と刻まれた仏像をみて「実に奇観なり」と

草を焼」いた。

いう感想をもらしている。この日は知県にも出会

18 日、豊鎮に到着する前の厳しい寒さは「た
まつたものにあらず我々は早く塞内に逃げ込まん

い、22 日の敵討よろしく塚本博士の通訳ととも
に「大いにいじめつけた」。

と車台に丸くなりて宿に着」いた。豊鎮は移住民

このように、思い出深い大同府を 29 日に出立

に対する物資供給の要地で早くから発達した街で

し、張家口へ向かった。車窓から見える風景はも

あり、経済活動は活発だとしている。撫民府も置

う秋色で、そんな風景を眺めていれば悪路もさほ

かれ、そこの福建出身の林老爺に会おうとしたが

ど気にはならなかった。10 月２日、東口（張家口）

不在であった。だが、少爺が手厚くもてなしてく

に再び到着し、再度義成洋行の石井氏に歓待され

れ、宿では久々の老酒に酔い、その勢いで教会へ

た。

足を運んだ。その折、プロテスタントの宣教師や

５日、東口を発ち、北京へ向かった。その道中

神父が会議のために集まっており、その中にサラ

ではこの「大旅行」を振り返り、北京では山西隊

チにて知り合ったオベレグ氏と再会している。

や河南隊と握手を交わして無事を確認しあい、天

21日には少爺から借りた馬に乗って豊鎮を辞

津では同行した出口氏らと別れ、船路で上海の書

し、得勝口を経て、途中よりスウェーデン人の宣

院へ帰院した。そして、
「幸福よ永に晋蒙隊に在れ」

教師３名と共に大同府北門より入城した。「出づ

ということばでこの旅行記を結んでいる。

るの時覇者の俤あり入るの時又決して敗者の風あ
るにあらず」と、自分たちが敢行した「大旅行」
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見ることのできないダイナミックな景観に心を奪

（3）若干の考察
本節では、以上の「晋蒙隊旅行記」と「同（承

われているが、逆にあまり変化のない風景に飽き

前）
」の内容をもとに、彼らがとったルートの地

たり、コンディションの悪い道路の移動を苦痛に

図化（ただし、張家口−大同府）と、彼らがルー

感じるなどネガティブな感想を持ったこともあっ

ト上で関心を抱いた事項の整理をおこないたい。

た。また「気象その他」では、寒暖の差が激しか

表１は玉生たち「晋蒙隊」の旅程を、旅行記の

ったり、『「棒の如き」雨』など、変化の激しい気

記述をもとに表化したもので、図２は彼らのとっ

候環境に驚いている。

たルートを、張家口から大同府間に限って地図化

「史跡・仏教寺院」では、全体を通して鉄木真

したものである 。当然であるが、彼らのとった

と万里の長城に関心があり、大同府の項では石窟

ルートのメインは当時の山西省と、その出入口に

寺院の記述が多くを占めている。

12

当たる張家口と包頭鎮および大同府間であり、旅

「土着文化」では、蒙古人の生活文化やラマ教

行記の内容のほとんどがこの地域の記述となって

に関心を抱いたといえる。とくに張家口から帰化

いる。地図化にあたり、宿泊・滞在した小村の位

城の間では危険でありながらも察哈爾遊牧地を貫

置が特定できないところもあり、図２ではおもな

くルートを選択しため、そこで見聞した蒙古人の

ポイントのみ示した。表１の旅程をみれば、都市

生活文化やラマ教に、その記述の多くを割いてい

での滞在日数が多いことが分かるが、後半になる

る。

にしたがって日付を記していなかったり、記事の

「外来文化」では、大距離を移動する交易活動や、

内容が薄くなるなど、その足取りを十分に把握で

ヨーロッパ人宣教師、中近東の回教徒など、多方

きなかった。これは、往路と重なる部分が多いこ

面から多くの人々がこの地域に入り込んでいるこ

とと、紙幅が限られたためだと考えられる。

とがうかがえる。

表２は、
「晋蒙隊」が関心を抱いた事項を、旅

「都市経済」に関しては、この旅行記全体から

行記の記述をもとにしてキーワード風に列挙した

みればその占める幅は小さいといえるが、張家口

ものである。彼らは、使命感を第一に掲げ、好奇

の山西商人、帰化城の天津商人など、当時都市経

心旺盛でロマンチスト的な性格をもち、書院やこ

済のなかでどこの商人が幅を利かせていたかが分

れまでの人生で培ってきた中国語とその他言語の

かる。ただ、どの都市も物資集散の地という性格

運用能力、豊富な知識・観察力を駆使して、積極

は変わらないといえる。

的に事物を観察し、出会う人々とコミュニケーシ

「日本人」に関しては、張家口の日商社員など、

ョンをとっているといえる。これらの基本姿勢や

比較的北京・天津に近い都市に滞在していること

性格をもつ彼
（ら）の関心事を、記事内容から「地

が分かるが、包頭で出会った売薬商のように、遠

形・自然景観」、「史跡・仏教寺院」、「土着文化」、

路まで足を運んでいる者もいることがうかがえ

「外来文化」
、
「都市経済」、「日本人」（どこで誰と

る。

出会ったか）
、「気象その他」に分類した。この表

「その他」に関しては、訪ねた都市ではその地

は、筆者が記事内容から取捨選択してキーワード

域の行政の長などをまず訪ねていることが分か

を抜き出したものなので見落としもあるかと思う

る。「気候」に関しては、先述の通りである。

が、重要と思われる事項をまとめてみたものであ
る。
「地形・自然景観」については、都市と都市の
間で見聞・体感した事物が多くを占め、日本では
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表 1 「晋蒙隊」の旅程（明治 41（1908）年）
月日

宿泊・滞在地

７月 10 日 上海東亜同文書院発

月日

宿泊・滞在地

９月１日 包頭鎮着

（船中泊）

包頭鎮滞在

14 日 天津着

包頭鎮発

天津・北京滞在

帰化城着・滞在

25 日 北京発、西貴市泊

14日 帰化城発、シヤバノー泊 ?

26 日 岔道泊

15 日 シヤバノー泊

27 日 新安保泊

16 日 代哈泊

28 日 宣化府泊 ?

17日 チヤンポツ泊

29?日 張家口着

18日 豊鎮着

張家口滞在

豊鎮滞在

８月９日 張家口発、ハンノルバ泊

21 日 豊鎮発、大同府着 ?

10 日 マレンチユイ泊

大同府滞在

11 日 マレンチユイ泊

29日 大同府発

12 日 ハノーバー泊

30日 望関東泊

13 日 ホントアン泊

10 月１日 旧懐安泊

14 日 ホルスタイン泊

２日 張家口着

15 日 魁元図泊

張家口滞在

16 日 タイジユヤオツ泊

５日 張家口発

17 日 タオヘロン泊

９?日 北京着

18 日 帰化城着

北京・天津滞在

帰化城滞在

20日 天津発

28 日 帰化城発、ピクチー泊
29 日 トシユホ泊

（船中泊）
24 日 上海東亜同文書院着

30?日 薩拉齋泊
「晋蒙隊旅行記（承前）」の記述より作成）
（「晋蒙隊旅行記」

図２ 「晋蒙隊」のとったルート（
『支那省別全誌 第 17巻
および「晋蒙隊旅行記（承前）
」の記述より作成）

山西省』附図
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表２ 「晋蒙隊」が関心を抱いた事項
地名
北京〜
張家口

張家口

張家口
〜帰化
城

帰化城

帰化城
〜包頭
鎮

包頭鎮

帰化城
〜大同
府

大同府

大同府
〜張家
口

地形・自然景観
史跡・仏教寺院
土着文化
外来文化
都市経済
日本人
気象その他
「師範学堂に教 「 果 物 に 富 め る 地 」
八達嶺に至る山道、八 万里の長城関係（八 馬に乗った蒙古人、 回教徒（土耳古人の
習柿田氏」
（ 宣 （八達嶺〜）→「西
子孫）の村（西貴市）
達嶺からは砂礫が多い 達嶺の狼煙台跡・居 南京虫・蝎子
瓜隊」の異名、楊河
化府）
→運送業を営む
高原、その頂上から眺 庸関・鉄木真）、鶏
から響水堡に至る峠
鳴（寺院ほか）、宣
める「雲谷」と羊群
での強雨
化府の荒廃
ロシア人（露清銀行 山西人が皮貨店 義成洋行（書院 張家口〜帰化城まで
張家口を一望できる西 張家口の長城（石塊
ほか）
、洋務局での その他店舗を営 ２期生石井氏が のルート選択（察哈
太平山
製）、張家口の語源、
、 爾遊牧地を通過する
物流の拠点、 経営、古橋氏）
英語のやり取り
（
「此 む、
市街地の構造（下堡
（浦氏） ルート）
地 は 北 辺 第 一 の 要 両替（銅貨→制 三井分行
には小城あり）
害」と調査を咎めら 銭）
れる）
寒 気（ 激 し い 寒 暖
コンディションの悪い ハ ン ノ ル バ と 鉄 木 「ハンノルバには人 移住支那人による開
、蒙古 墾と蒙古人の駆逐、
差）
、烙餅、
「竹の子
道路、禿山、ハンノル 真、オルドスに眠る 家三四散在」
先生」
（マレンチユ
バの峻坂→「登りつく 鉄木真、荒れ果てた 犬、多くのモンゴル キャラバン、ローマ
テント、喇嘛廟（ポ カトリック（ナホー
イほか）
、美しい日
せば約五千尺の高原際 古都カラコルム
ールツエイ）
、
「支那 チエンの教会と白人
の出と月、車中泊を
、
なく涯なく続くなり」
人家六七テント三四 宣教師→支那語で対
数度経験
波状高原、朔北の野（一
近くに見ゆ」
・南京 話、ルッテン氏作成
面の牧草地帯、傾斜が
虫・野菜のない食事 の地図）
非常に緩慢な山→変化
、蒙古人が
（ 以 上 マ レ ン チ ユ アヘンを吸飲（ホル
のない風景）、
「大牧場」
イ ）、 土 作 り の 家、 スタイン）
と夜になると狼や鬼が
蒙古人の習俗（テン
出そうな山（ホルスタ
ト生活・羊肉や乳製
イン手前）
品が中心の食生活・
貫頭衣・単純快活で
宗教心に富む性質・
卓越した乗馬技術と
獰猛さ）、
喇嘛教（戦
略的な優遇政策と相
続者以外の出家→人
口減・「ツールフー
ル ｣（門付）が歌う
「鉄木眞への祈願」
）
衙門、綏遠城と歩第
「上
「北は陰山より南は殺 綏遠城（新城。帰化 「 人 皆 何 と な く 風 清真大寺のアラビア 交通の要地、
一営の訪問、新式の
虎口に至り西は目も遥 城より東北５清里の 雅」、喇嘛教と活仏 人２名より回教徒の 流の商人には天
教育を受けつつある
事情などを説明して 津人多く天津語
かの鄂爾多斯砂漠に及 位置にある）と帰化 の概略
八旗兵と護衛
、
もらう、商人宿での は勢力を有す」
ぶ大平原に五穀繁茂し 城（旧城）の簡単な
交流（天津・庫倫・ 皮・ 織 物 工 業、
樹林散在する」、「やが 紹介
新彊などの商人、隊 貧富の差小さく
て城壁は見え初め楊樹
商が運んできた乾葡 生活には便利
の森の上に雅美なる喇
萄）
嘛塔」
（入城までの景
観）
晴天時の竜巻、朔北
オボ（その形状と巡 英語を話す洋服姿の
「陰山々脈を北に黄河 王昭君と青塚
の「棒の如き」雨
礼の習慣・
「旅客に 土耳其斯坦（トルキ
を南にせる大平原中を
スタン）人と支那人
は好箇の目標」
）
道は通じ付近は牧場農
の従者（トシユホ）
地相半し樹林も処々に
散在する」
南 海 子（
「 包 頭 「天津の売薬商 「九月とは云へ口外
「陰山を背にし阿拉善 大きな城壁（「想ふ 黄河の鯉料理と黄酒
はべら棒に寒き一日
鎮と甘粛との水 林君」
を右にし左は以て王た に是れ甘粛の回教徒
の夕」
、
「王得勝将軍
運に依るの貿易
るべき帰化城の平原を に備ふ」ため）
旗下の馬隊」の歓迎
を司る（中略）
控え眼下には是れ万里
一小村」
）
天上より来る黄河の流
あり」、オルドスの大
砂漠、「鎮の位置高け
れば水の供給少き」た
め 生 ず る「 住 民 の 不
便」
、川幅は意外に狭
い黄河
陰山の雪景色、「人烟 得 勝 口 の 長 城（ 荒 穴居（清潔で住み心 教会（
「雨後の寒気」
、
「漠
「プロテスタ 「豊鎮は口外移
稀なる草地に横はる一 廃）、「東方の山上高 地よい）
南の寒」は「たまつ
ン ト の 在 口 外 宣 教 住民に物資を供
大湖」
（
「代哈泊畔」）
た も の に あ ら ず 」、
師」
）
、スウェーデン 給する要地とし
く北魏の一帝陵を見
撫民府でのもてなし
人宣教師３名ととも て 早 く よ り 発
る」
（チンコリヨウ）
達」
に大同府へ入城
塚本工学博士と 無礼な知県姓、
「温
極めて雄大な城壁、 「文廟らしきものゝ 来 日 経 験 の あ る 知
通訳樋口氏
雅の紳士」
で院長
（根
上・下華厳寺、石窟 開帳」（雅美な風俗 府、教会堂（スウェ
津）の演説を聞いた
と奈良時代を彷彿と ーデン人宣教師がバ
寺
ことのある知府、歩
させる婦人のスタイ イオリンとハンドオ
隊の耿氏との往来
ルガンで国歌を演
ル）
奏）
樹木の紅葉→悪路も苦 「地上一面に天然曹
にならず、レスの谷
達する陽高天鎮」
（
「晋蒙隊旅行記」
「晋蒙隊旅行記（承前）
」の記述より作成）
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（2）フフホト郊外の大草原で体験した「エコ・ツ

［Ⅳ］

ーリズム」と元遊牧民たちの生活
ここでは、おもに元遊牧民宅の訪問で見聞した

現代の一日本人学生が見聞した

ことを中心にまとめることにする。

内モンゴル自治区

われわれが訪ねた村は「希拉哈達（シラハタ）」
（1）2006年 ICCS 環境グループの中国調査旅行

村といい、十数世帯が分散して居住しており、そ
れぞれの家の間が１〜1.5km 離れているという。

とその行程
愛知大学 ICCS 環境グループは、榧根勇 COE

牧畜のほか、観光業や馬のレンタル経営がこの村

フェローを団長に、藤田佳久・宮沢哲男・大澤正

のおもな生業のようだ。われわれは、１人あたり

治・李春利（李教授はフフホトまでの参加）愛知

１時間 50 元で馬をレンタルした。

大学教授、中国地理科学研究所の宋献王教授、朱

訪問した元遊牧民宅（写真２）は、住居は塀に

安新 ICCS 研究補助員、愛知大学と南開大学・人

囲まれるようなかたちになっているが、その外に

民大学の二重学位（博士）を目指す大学院生、宋

は家畜の糞が干されている（写真３）。おそらく

教授の下で学ぶ大学院生、筆者（ただし、筆者は

燃料として使われるのだろう。電動ポンプのつい

補助要員として参加）の 12 人（ときに13 人）の

た井戸も塀の外にあった。

メンバーで中国の北半分を巡検した。日程は８月
10日から27 日までであり、北京、新疆（ウルムチ、
トルファン）
、寧夏（銀川など）、内モンゴル（フ
フホト）
、東北三省（瀋陽、チチハル、ハルビン、
長白山、大連など）を、飛行機と夜行列車、チャ
ーターしたバスを主たる交通手段として巡ったも
のであった。書院生たちの「大旅行」とは比べ物
にならない快適な現代の旅ではあったが、これだ
け広範囲を巡ることができる旅は滅多に経験でき
るものではない。また、
「環境」をメインテーマに、
苛酷な自然環境のなかを生きる民の知恵を知る一

写真２

訪問した元遊牧民の家（2006 年８月。フフホト
郊外の大草原で筆者撮影）

写真３

元遊牧民の家の前の地面には、家畜の糞が干さ
れている（2006年８月。フフホト郊外の大草原
で筆者撮影）

方で、変貌を遂げつつある中国の現状と課題を考
察することができた。
ところで、巡検も半ばに差し掛かった８月 17
日に、フフホトの北西にある大草原にて観光用の
パオに宿泊した。そこでは、テント村ならぬ「パ
オ村」があるベースキャンプから馬に乗って出発
し、遊牧民の若者たちの案内で元遊牧民の家を訪
問したあと、道中にあるオボを参拝し、「パオ村」
に戻ってくるというツアーに参加した。以下、大
草原での体験を「エコ・ツーリズム」や「エスニ
ック・ツーリズム」という観点から整理してみた
い。
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先導してくれた若者たちに促され住居（1970

（3）大草原の「エコ・ツーリズム」の課題

年代に完成）に入ると、玄関向かって左側が台所

以上、元遊牧民たちの生活について聞き書き風

兼居間になっており、そこで家人の話を聞くこと

にまとめてみたが、概して生活の状況は厳しいと

になった。なお、右側はおそらく寝室になってい

いえる。元遊牧民の彼女は、定着化の代償として

ると思われる。ここでは、女性（奥さん）が相手

2000 ムーの土地が与えられたというが、地面を

をしてくれた。彼女はまず、バター茶と乳製の食

みると草は生えているものの風が強いため砂が吹

品（乾燥湯葉のようなものや飴状など）でもてな

き飛ばされ、礫が転がっているという状況だった。

してくれたのち、われわれが発する質問に答えて

馬の上から眺める限りでは、貧弱な草原という印

くれるようなかたちで対話が進んだ。帰り際、棚

象を受けた。また、村での馬のレンタル経営と手

に並んでいる乳製品を購入し、再び馬に乗って「パ

を組むかたちで元遊牧民宅の訪問が実現している

オ村」へ帰ることになる。

のだが、受け入れ側の彼女によるとツアー客に乳

彼女によると、政策により 1983 年に遊牧生活

製品を販売した利益のみが収入だという。

から定住生活が強いられ、その代償に 2000 ムー

先述の通り、彼らが旧来より営んできた遊牧生

（１ムー＝6.667a）の土地が与えられた。与えら

活ができなくなり、定着し牧畜を営もうとしても

れた土地は、遊牧をしていた頃に冬の住居として

大きな制約が加えられている。このような状況下、

いた場所であり、草地を自由に扱えないので不自

約 20 年前を嚆矢に観光パオがみられるようにな

由を感じているという。また今年（2006 年）、政

り、約５年前には大規模なものが出現した。都市

府より羊１頭につき23 ムーの土地が必要とされ、

部の富裕層を中心に観光パオに訪れる人々が増

同様に５頭の羊が１頭の牛、６頭の牛が馬１頭に

え、観光化した村が金銭的に潤う姿を知ったこの

換算されるように、大きな制約が課せられるよう

村の人々は、その導入を選択したのだろう（写真

になった。さらに、ここ３年は旱魃に見舞われ、

４）
。観光パオの経営は、若者たちに雇用機会を

ローンを組むほどの赤字経営なのだそうだ。政府

与え、まとまった現金収入をもたらしたという点

からの規定では最高３人まで子どもを持てるとい

ではプラスファクターとして評価できる。また、

うが、１人を育てるのに精一杯の状況だという。

大きなホテルを建設しリゾート地化させるといっ

なお、彼女の娘は、若者たちとともに観光事業に

たようなものではなく、比較的簡易な建材・工法

携わっている。

によって「パオ村」がつくられたという点では自

その他、日暮れに開催されるナーダム（競馬と

然環境への負荷は小さく、さらにツアー客に彼ら

相撲）には元遊牧民宅へ案内してくれた若者たち
が総出演し、夕食時には彼や彼女らが歌とダンス
でもてなしてくれた。歌いながら白い布の上にの
せられた酒杯を勧めるというのが、歓迎のスタイ
ルのようだ。夕食は、肉（羊肉）中心の料理か野
菜中心の料理のどちらかを選ぶことができ、われ
われは野菜中心の料理をセレクトしたので、食卓
に料理が並ぶのが他のテーブルより遅かった。大
草原の中の「パオ村」ではあるが、ジャガイモを
中心に数種類の野菜と羊肉が食卓にのぼった。

写真４
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モンゴル族の生活を体験してもらうというサービ

るといえる。「教育の場」の有無については聞か

スを提供しているという意味では、「エコ・ツー

なかったが、ムラで得た収入を上手く分配できる

リズム」に近いものが実現しているといってよい

ような仕組みができたなら、「エコ・ツーリズム」

だろう。中国では、エコ・ツーリズムのほか、
「民

に一歩近づけるといえるのではないだろうか。

俗村」 や「農村観光」 に代表されるようなエス
13

14

ニック・ツーリズムが人気を集めている。

［Ⅴ］

しかし、清水（2005）がこれまで提示された概
念を整理したエコ・ツーリズムの理念、すなわち

おわりに

「地域の自然と文化に貢献すること」、「地域コミ
ュニティにそのための資金と雇用を創出するこ

以上、約 100 年前の東亜同文書院生と、現代の

と」
、ツーリストへ環境「教育の場を提供するこ

一学生が見聞した内蒙古の姿を検討してみた。玉

と」 には必ずしもそぐわず、清水のいう「一般

生の旅行記を簡単に整理すれば、

15

的な自然観光ツアー」16 の域に留まっているとい

①内陸の寒暖差が大きく『「棒の如き」雨』が

える。その理由は、先述したように観光業の成立

降るように変化に富んだ気候、ダイナミックな

が必ずしも当地域を豊かにしていないという点、

がらも変化の乏しい風景といった自然環境。

定住政策により伝統的な生活スタイルは変化した

②ヨーロッパ系の宣教師・中国各地の商人を中

といえるが、ツアー客が訪れる限りは若者たちを

心に、日本人も含めて広域から人々が入り込ん

もっぱら観光業に従事せしめ、自民族の生活のス

でいる状況。

タイルを失ってしまっているのではないかという

③蒙古人の領域に漢族が入り込み、ラマ教を巧

危惧、ゴミや汚水などによる環境汚染などが指摘

みに利用しながら蒙古人を駆逐し、生活文化を

できる。さらに、この地域でこのような形態の観

漢化させ、蒙古人からはかつての獰猛さや武勇

光が大きな利益をもたらすことを中国沿岸部の開

は感じられなくなった状況。

発業者が知ることになれば、彼らに経営を牛耳ら
れ、自由を大きく奪われることになるだろう。

となるだろう。
その約 100 年後、同年代の筆者が内モンゴルを

ただ、若者たちが自民族の文化であるナーダム

訪れてみると、①の『「棒の如き」雨』は体験で

などを観客（おもに漢族。ときには外国人も訪れ

きなかったが、寒暖差に富んだ気候やダイナミッ

るだろう） の目を意識しながらパフォーマンス

クな風景は感じることができた。②に関していえ

することは、観光人類学的にいえば一方通行的な

ば、筆者はさほどそのようなことを感じなかった

ホスト・ゲスト論を越えて、ゲストの「まなざし」

が、前章の注 17 でみたように内モンゴルは外国

からホストであるモンゴル族は「自らの文化を再

人観光客が統計上多く、多方面から人々が入り込

確認する場」18 を得るという双方向的な解釈が成

んでいるといえるだろう。

17

り立つ。

①・②に比べれば③の蒙古人の生活文化の漢化

また、環境面においても、自家発電した電気の

を強く感じ、包頭のような内モンゴル自治区の都

ストックがなくなれば自動的に消灯し、星明りで

市では、看板は中国語の簡体字とともにモンゴル

夜を過ごすことになる。温水シャワーも、太陽光

文字の併記を義務付けているが、政治面や労働雇

で沸かした湯がなくなれば、ただ蛇口からは水が

用面では漢族が力を持っているという。フフホト

出てくるのみである。このように、環境に過度の

郊外で訪ねた元遊牧民の家は、旅行記にあったよ

負担をかけないかたちで「パオ村」を経営してい

うに漢族風の民家であり、少なくともわれわれが
123

◦ 1000 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

訪ねた村では「テント生活」を営んでいなかった。

［付記］ 部外者にも関わらず ICCS 環境グループ

また、都市部から富裕層の漢族が観光目的で訪れ

の調査への参加許可と手配をしてくださった

る現況も看過できない。しかし、自民族のアイデ

ICCS 事務室の方々と諸先生、榧根・宋両先生を

ンティティを再確認することにより、自民族の文

はじめとする ICCS 環境グループの先生方と参加

化とその生活舞台となる自然環境を保持し、持続

院生の皆さん、そして今回の拙論の執筆と ICCS

可能な観光が自らの手で営まれることを期待した

環境グループ調査への参加を強くすすめて頂いた

い。

藤田佳久先生に感謝するとともに、調査期間中に
掛けたご迷惑を深くお詫び申し上げたい。

１

東亜同文書院・編（1909）、
（2006 再版）：『（オンデマンド版）東亜同文書院大旅行誌２

禹域鴻爪』
、愛知大学（オ

ンデマンド版）。なお本論では、基本的に旧字などは常用漢字に改めて引用した。
２

藤田佳久 （1989）：「東亜同文書院学生の中国調査旅行コースについて」
、
『愛知大学国際問題研究所紀要』90、1‒
74 頁、愛知大学国際問題研究所。のちに、藤田佳久（2000）に所収。
藤田佳久（1998）：「東亜同文書院の中国調査旅行と書院生の描いた中国像」
、
『季刊地理学』50 − 4、273‒286頁、
東北地理学会。
藤田佳久（2000）：『東亜同文書院

中国大調査旅行の研究』
（愛知大学文学会叢書Ⅴ）
、全 349頁、大明堂。

藤田佳久（2006）：「東亜同文書院生の中国調査「大旅行」について」
、
『大倉山論集』52、153‒196頁、大倉精神文
化研究所。
３

たとえば、藤田佳久（1998）前掲論文。

４

たとえば、藤田佳久（1989）前掲論文。

５

たとえば、藤田佳久（1989）前掲論文。

６

（p. 31）とあるが、
『東亜同文書院大学史』
（滬友会編、1955）
前掲『禹域鴻爪』序文、29 頁。文末に「松本記す」
巻末の期別名簿（306‒307 頁）で「松本」姓を探すと、
「松本忠雄」氏の名が見つかる。他に「松本」姓は見当た
らないため、氏が記したものと考えられる。

７

前掲６。

８

藤田佳久（2006）前掲論文。

９

たとえば、藤田佳久（1989）前掲論文。

10

大学史編纂委員会・編（1982）：「第六期生回想録

悲しき「包一包」
」
、
『東亜同文書院大学史──創立八十周年記

念誌』、418‒420 頁。
11 『東亜同文書院大学史』（滬友会・編、1955）によると、
「才人だつたが不幸早世してあらわれなかつた」
（130頁）
としている。
12 東亜同文会が編纂した『支那省別全誌』巻末の付図をもとに作成した。
：「山西省全図」（支那省別全誌第十七巻附図）
、
『支那省別全誌
東亜同文会（1920）

第 17 巻

山西省』附図。

13

43‒68頁、
曽士才（1998）：「中国のエスニック・ツーリズム──少数民族の若者たちと民族文化──」
『中国 21』３、
、

14

侯若虹（2004）：「癒しと発展をつなぐ農村観光」
、
『人民中国』2004. 11、30‒35頁、人民中国社。

15

清水苗穂子（2005）：「中国における新たなエコツーリズムの潮流──国際環境 NGO の試み」
、
『東アジア研究』

愛知大学現代中国学会。

42、47‒59 頁、大阪経済法科大学アジア研究所。
16

清水苗穂子（2005）前掲論文。

17

内モンゴル自治区は外国人ツーリストが多く、1990年代急増した。
松村嘉久ほか（1999）：「中国におけるツーリズムの発展と政策」
、
『東アジア研究』26、15‒38頁、大阪経済法科大
学アジア研究所。

18

、石原照敏ほか・編『新しい観光と地域社会』
、49‒62頁、
足立照也（2000）：「エスニック・ツーリズムの可能性」
古今書院。
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台湾における東亜同文書院関係の
収蔵資料調査について
豊橋図書館職員
（愛知大学東亜同文書院大学記念センター/
オープン・リサーチ・センター 運営委員）

成瀬さよ子

これまでに２回、2006 年と2007 年春に台湾に

［Ⅰ］

収蔵している東亜同文書院関係の資料調査に出か
ける機会を得た。参加者は愛知大学東亜同文書院

国立台湾大学図書館

大学記念センター/ オープン･リサーチ･センター

1928年創立

（旧名：台北帝国大学）

長の藤田佳久教授、若い研究員の武井義和さん、
石田卓生さんらと同行した。目的は本学に収蔵し
ていない資料を確認し、可能ならば全文コピーに
て補填したいと考えていた。かねてより私は図書
館業務の傍ら、東亜同文書院に関する資料の購入
（古本）に努めてきたが、未だ入手できない資料
は多くあったので、コピーにて補填することは意
味のある事と思っていた。
私は事前に国立台湾大学・国立台湾図書館・中
央研究院の OPAC を調査して、本学に収蔵してい

国立台湾大学

ない資料の一覧を持参して行った。国立台湾図書
館の OPAC の中には、配架先として一部中央研究

①

広々した構内にまず圧倒されてしまった。

廣東語声音字彙／東亜同文書院支那研究部編

院の収蔵資料も含まれていた。

［昭和２年］
この資料は日本国内ではどこにも見つけられ
ず、貴重な発見であったが、残念ながら途中ま
での 112 ページまでしかなかった。台北帝国大
学図書印があり、414581 の番号と、受け入れ
年月日は、昭和 15年３月30 日の記載があった。
東亜同文書院支那研究部編となっていたが、前
書きには、『本字彙ハ本院卒業生木村左近氏ノ
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研究ニ成リシモノヲ輯録印刷セルモノナリ』の
記載あり。奥付けも裏表紙も無くなっていたた
め、出版年など確認できなかった。
②

中華民国大地図及満州国図索引／東亜同文会
調査編纂部著

東京：富山房 ［出版年不明］

台湾大学には、索引しか収蔵していなかったが、
上 記 と 同 様 台 北 帝 国 大 学 図 書 印 が あ り、
1963109 の番号と、昭和10 年６月 15 日の記載が
あった。国内に本体を収蔵している大学がある

国立台湾図書館

ので、今後確認をする必要がある。また根岸佶

章『帝国』蔵書の記憶：田中長三郎、山中樵、楊

撰及び昭和７年秋10 月との記載あり。

雲萍をめぐって」（p. 9‒27）をよみ、台湾の植民
地時代からの蔵書の知識を得て参加する事が出来

③

て良かった。

その他

なんと言っても今回台湾調査の最大の目的は、

台湾大学ではオリジナルの『支那省別全誌』全
18巻は、開架室に配架されていて誰でも読め、

国立台湾図書館所蔵の『支那各地調査報告書』の

所謂台湾で複製した版の『中国省別全誌』、『中

原本を閲覧する事であった。

国経済全書』が、密集書庫に収蔵されているの
が面白かった。開架室は、日文コーナーが設け

①

支那各地調査報告書

稿本 295 冊

この資料は、東亜同文書院生が最上級生になっ

られていて、分かりやすくて良かった。

た時、グループごとに中国大陸のみならず、北
はシベリア・蒙古方面、南はベトナム・インド
方面までそのルートは、700 コースに及び、２
ヶ月以上をかけて踏査した記録を卒業論文とし
て提出した手書きの原稿である。
本学には『支那調査報告書』として第十三期
生から第三十二期生までを収蔵している。台湾
収蔵のこの『調査報告書』は、第１回〜第６回
となっており、調査旅行が本格化した第五期生
〜第十期生に当たり、本学には欠けている部分

国立台湾大学図書館

であった。

［Ⅱ］
国立台湾図書館

1999 年に豊橋図書館では、旧名称の「国立中
央図書館台湾分館」よりマイクロフィルムにて

1915 年創立

（旧名：国立中央図書館台湾分館）

購入していた（164 リール

（台湾総督府図書館）

2,306,000 円にて購

入）。国立台湾図書館では、一度に 295 冊全て
の資料を閲覧することができ感激した。１冊１

あらかじめ黄英哲先生の書かれた『記憶する台

冊を手にとって調査する充分な時間が無かった

湾：帝国との相克』
（東京大学出版会 2005）の「序

が、購入したマイクロフィルムの構成は、各期
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生ごとではなく地域別に編集されていたので、

頼するとデジカメで撮っても良いとの許可を得

手を加えられたものと前任者から聞いていた。

た。ただし全ページの場合複製を納品させても

従って原本の表紙なども地域別に修正されたも

らうとの事で、了解を求められた。折角なので

のと想像していたが、現物を確認して誤解であ

自分のデジカメで撮ってみたが、簡単な操作で

ることが判明した。原本に手は加えられていな

カメラを固定でき均一に複製できた。費用は無

かった。

料であった。

『調査報告書』の標題紙に、台湾総督府外事部
の印、及び台湾省立台北図書館蔵書章の朱印が

後日デジタル資料として利用したいと考えてい
る。

押されていた。
上海の東亜同文書院から、紆余曲折を経て台湾

そのほか『上海共同租界法概観』他何点かの資

に渡ったであろうこれらの原本を、今愛知大学

料が国立台湾図書館の OPAC で検索できたが、配

東亜同文書院大学記念センター一行が手にして

架場所が中央研究院収蔵資料で電車で１時間ほど

いると思った時、実に感慨深い思いに耽った。

行った離れた場所であったため、日程上訪問でき
ずに次回の調査とした。
２泊３日のハードなスケジュールであった。台
湾の図書館やホテルの人達は皆さん親切な応対で
あった。気候は雨期で３日とも雨に降られた。肌
寒くコートが常に必要で変わりやすい天候だっ
た。台湾総督府は昔のまま修復保存されており、
また国立台湾博物館では歴史的に果たした日本の
役割をきちんと評価していると感じられた。館内
の映画では、陸軍中将児玉源太郎や後藤新平によ
って、このすばらしい建築物（博物館）が作られ
たと放映されていたのが嬉しかった。

『支那各地調査報告書』の閲覧

②

中国各省地図／東亜同文会

［Ⅲ］

現物を確認したら、『支那省別全誌』全18 巻の
巻末についている地図を、まとめて１冊にファ

中央研究院

1928年創立

イルしたものであることが判明した。従ってこ
のタイトルで出版されたものではなかった。

２回目の訪問は、中央研究院の OPAC を検索し
たところ非常に多くの資料が発見されたために当

③

台湾に於ける大家族：特にその分散事情／大

研究院のみに絞った。しかしながら、
「中央研究院」

谷

は、43 もの建物が点在していて、夫々の研究所

幸太郎

東亜同文書院支那研究部

ごとに図書館を持っているため、「近代史研究所

昭和３年７月
『支
内容を確認すると単独の出版ではなく、雑誌

郭廷以図書館」
「歴史語言研究所傳斯年図書館」
「近

那研究』17 号の別冊付録であった。別冊は収

史所档案館」「臺湾史研究所」など迷いながらあ

蔵がなかったかもしれないと思い、コピーを依

ちこちの図書館に出かけることになった。
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編纂部

1915

⑤衛生新編 / 岸田吟香著
⑥東亜同文書院一覧
文書院より寄贈

楽善堂

1893

大正８年（1919）東亜同
出版者・出版年不明

①〜⑤までは、愛知大学には異版など全く収蔵
されていないため全頁複写を依頼した。また⑥は、
本学の資料は、1911 年の出版で198 ページであっ
たが、台湾史研究所図書館の収蔵資料は 242 ペー
ジであったため複写依頼をした。

中央研究院

⑦支那経済地理誌 / 馬場鍬太郎
会

開館時間は、殆どの図書館が午前９時〜午後５時

６版

禹域学

1928

⑧支那関係特種条約彙纂／東亜同文会調査編纂

までであった。

増補再販

1922

⑨支那重要商品誌 / 馬場鍬太郎

〈近代史研究所档案館〉

学会

最初に近代史研究所档案館を訪問した。ここは
一枚ものの資料を収蔵した図書館であるが、全て

第３版

1926

※禹域学会は、東亜同文書院内に置かれていた。

電子化されていて、係の方に見たい資料を伝える

⑩東亜同文書院紀要

と、
その資料を閲覧のパソコンに送信してくれて、

⑪清国通商綜覧 / 日清貿易研究所
と地

必要部分を全てコピーできた。

19-第１編

天

1892

①両江総督請発南京同文書院日本学生遊歴護照

⑫雑誌『支那』欠号部分 18(12)、25(3)

②東亜同文會在津建築中学請免税所用材料事碍

⑬日俄時局輯録 / 日本東亞同文會輯

難照准由

禹域

1904

⑦〜⑩は、本学では異版を収蔵していたので、

③保和会資料：東亜同文會則など

それを確認するに留めた。これらを全文コピーす
るにはあまりにも時間が無かった。
⑪は、愛知大学には第１編の天･地が２冊とも

〈台湾史研究所図書館〉
最も多く東亜同文書院関係の資料を収蔵してい

所蔵不明で、これまでも古書で調査していたが全

る台湾史研究所は、全て大陸から運んできた資料

く入手できなかった資料であった。ぜひ愛知大学

であるとのことであった。資料閲覧には若干時間

の資料としてほしいと思ったが、残念ながら分厚

を要したが、当方の見たい資料は殆ど閲覧するこ

い製本で、のどの部分が浅いため複写しても文字

とが出来た。そして全文コピー（１冊を２名で半

が出ないためコピーは断念した。

分ずつ申込む）を申請すると、大量なので時間が

ったことが判明した。

かかり翌日渡してくれることになった。
①曲阜紀行聖蹟／山田謙吉
部

東亜同文書院研究

⑬については、善本室収蔵資料（手袋・マスク
着用の資料）で国内に全く見当たらない貴重な資

1922

②支那ノ外交・財政／三枝茂智

東亜同文会調

査編纂部 1921

料であった為、是非コピーがほしいと思い申し出
たが、コピーするには複写申込後２週間必要でさ

③排貨事情調査報告／東亜同文会
④東部蒙古 / ポズトネエフ著

⑫は欠号であると思っていたが、出版されなか

らにコピーを取りに行く必要があるとのこと。ま

1915

東亞同文會調査

た残念ながら複写物を日本まで送るサービスはし
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さり、ご自分の若い時の研究テーマが「東亜同文

ていないとのことで諦めた。

会・同文書院」であり、『清末留日学生』（中央研
究院近代史研究所専刊 34）を既に 1975 年に発表

〈近代史研究所郭廷以図書館〉
ここでは自由に館内の資料を閲覧できたため、

されていた。この著作物は、留学中に日比谷図書

自分で資料を探した。以下４点の資料を調査した。

館の実藤恵秀文庫を利用して書いたとの事。1982

複写については、コピーカード２枚購入して（１

年には、『近代日本在華文化及社会事業之研究』

枚100 元で 100 枚取れる）自分達で複写した。

を単行本として出版したが、愛知大学の東亜同文

⑭支那各地民情論（未定稿）/ 小竹文夫著

会の資料を見ずに論文を書かれたことを一番悔や

⑮支那文献論解説 / 山田謙吉

禹域学会

1935

うに簡単に資料を入手できない情況であったと述

⑭と⑮は全頁を複写した。
⑯支那水運論附満洲国水運 / 馬場鍬太郎

まれたと述べられた。しかしながら当時は今のよ

東亜

同文書院支那研究部1938

懐された。藤田佳久先生は、書院のパイオニアは
黄福慶先生であると絶賛された。

本学収蔵資料（1936 年）と出版年が異ってい

黄先生からは、自著『近代日本在華文化及社会

たので異版かと思われたが、重版で同じ物である

事業之研究』と『同仁著作目録』（中央研究院近

ことが判明した。

代史研究所）、『中央研究院近代史研究所

⑰東亜関係特殊条約匯纂 / 東亜同文会編纂
増補

４版

1912

再

総 1605 ページ

出版品

総目』を全員が頂戴してきた。しかも黄先生のサ
イン入りである。黄先生の現在の関心は、満鉄関

本学に収蔵している資料は、1904 年の総 882 ペ

係に移行したと言われたが、書院に関する若い研

４版は倍近いページ数であったが、
ージのもので、

究者を何人も挙げられ次世代に受け継がれている

コピーする時間が無く断念した。

ことを強調された。

今回２回目ということで自分に余裕が出来たた
め、事前に中央研究院の林明徳先生に手紙を出し
て当方のスケジュールに合えばお会いしたい旨お
、
伝えしておいた。林明徳先生は『支那省別全誌』
『支那経済全書』の復刻版を台湾で出版した折に
序文を書かれた方だった。先方からお返事をいた
だく時間もない情況の中であったが、近代史研究
所の中で全く偶然に出会うことが出来た。エレベ
藤田教授と黄福慶先生

ータの前で私たちが話している横をコーヒーカッ
プ片手に細面の林先生が通りがかり、私を見て「成

林明徳先生や黄福慶先生は既にリタイヤされて

瀬さん？」って声をかけてくれたのである。林明

いたが、なんと研究員の方々は、80 歳まで個人

徳先生から、日本関係の次世代の研究者として黄

研究室や資料費など保障されていて、大変研究活

自進先生、張啓雄先生を紹介していただくことが

動には恵まれているとのことであった。

できた。
また愛知大学現代中国学部教授の黄英哲先生の

最終訪問日に、中央研究院には国立台湾図書館

紹介で、黄福慶先生にお話を聞くことが出来た。

収蔵の『支那各地調査報告書』とは別に東亜同文

黄福慶先生は、私たち全員を研究室に招いてくだ

会の各地調査報告書（手書き資料）を収蔵してい
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ることが判った。年代が1898 年 - となっているの

かわらずしっかりしておられて、しかも未だに何

で、書院が創立される以前の資料となる。東亜同

の不自由なく日本語を話されることに驚かされ

文会が書いた資料か？

た。既に 90歳にならんとする簡さんのお話は、

図書館の閉館間際だった

ため残念ながら資料確認をすることが出来なかっ

当時台湾では総督府が書院の学費を出してくれな

たが、中央研究院には、他にもまだまだ資料を発

かったので、皆私費生であったこと。書院の精神

掘できる可能性があると確信できた。可能なら２

は愛の精神であると小竹文夫先生に教えられたこ

週間ほど滞在して今回入手出来なかった貴重資料

と。就職は、東亜同文書院出身だからの理由で三

など入手してきたいと思った。

井物産に入社でき、初任給は本俸 55 円であった。
当時東大出身者は 60円であった。しかしながら

今回の台湾訪問は資料調査だけでなく、台北在

簡さんは上海支店に就職したため、海外手当てが

住の滬友会（書院生の同窓会）の方ともお話が出

200 円加算され随分優遇されたとのお話など大変

来ればと思い事前に東京の滬友会に連絡を入れ

興味深い内容であった。

た。台北在住の２名の方を紹介してくださった。

藤田先生は、次回にぜひ簡さんに愛知大学で講

台湾到着の夜６時にホテルまで迎えに来てくださ

演をしていただきたいと述べられた。簡さんは、

ったのが、第 35 期生の簡崑田さんと第 44 期生の

息子が東京で医者をしているのでよく東京には行

耿嘉賢さんのお二人であった。誘われるままタク

きますと述べられた。直ぐにでも実現しそうな会

シーで新光三越の天母店に向かった。

話で、今から簡さんが愛知大学を訪問される日が

夕食会場には、他にご主人が第44 期生林大偉

待ち遠しく思われる。

さんの未亡人張梅香さん、簡さんの娘さん（薬剤

貴重なお話を聞かせていただいた上に、簡さん

師）とお孫さん（政府機関に勤務）も待っていて

には一同夕食をご馳走になったのでここに改めて

くださり、台湾の資料調査に別の意義が付加され

謝意を表しておきたい。

た。簡さん、耿さん、林さん皆さんご高齢にもか

35 期生の簡さん、44 期生耿さん、林さんらと共に
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東亜同文書院関係

台湾収蔵資料一覧
所

No.

書名

巻号

著者

シリーズ名

出版年

台湾大学

国立台湾
図書館

1

支那調査報告書

2: 5‒9, 11‒13,
17‒18, 19‒24

東亜同文会支那
経済調査部

2

清国通商綜覧

第１編 天・地
第２編

日清貿易研究所

3

衛生新編

岸田吟香

4

香港廣東駐在隊調査報
告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

5

粤漢線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

6

浙閩粤線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

7

京漢線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

8

漢口駐在線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

9

浙贛湘線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

10

天津駐在隊調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

11

上海駐在班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

12

膠済線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

13

淮衛河線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

14

芝罘駐在班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

15

陜西河南線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

16

営口駐在班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

17

北京駐在隊調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期

19--

○

18

河南湖廣線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

19

遼東沿岸線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

20

晋豫線旅行隊調査報告
書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

21

晋蒙線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

22

口外喇嘛廟熱河線調査
報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

23

津浦線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

24

北京駐在班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

25

顎蜀線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

26

贛粤線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

27

楚粤線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

蔵

館
中央研究
院

1889‒

○

1892

○

1893

○

愛知大学

２編○
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所
No.

書名

巻号

著者

シリーズ名

出版年

台湾大学

国立台湾
図書館

28

沅貴線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

29

長江線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

30

上海駐在班線調査報告
書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第２期

19--

○

31

汙口厦門線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

32

西鄂巴蜀線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

33

皖南贛閩線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

34

皖北鄂豫線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

35

両江線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

36

晋燕線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

37

秦晋線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

38

北京駐在隊調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

39

北満駐在線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

40

桂黔線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

41

関内外蒙古線調査報告
書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

42

鎮南百色線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

43

海南粤西線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

44

三江線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第３期

19--

○

45

雲南四川線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

46

甘粛鄂爾多斯旅行隊調
査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

47

湘鄂線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

48

贛粤線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

49

上海駐在線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

50

山東線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

51

海開線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

52

燕晋線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

53

錦斉線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第４期

19--

○

54

上海駐在隊調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

132

◦ 1009 ◦

蔵

館
中央研究
院

愛知大学

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
台湾における東亜同文書院関係の収蔵資料調査について

所
No.

書名

55

江蘇山東線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

56

天津循環線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

57

北京駐在隊調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

58

満州大豆調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

59

湖廣循環線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

60

湖南四川線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

61

汕頭廣州湾調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

62

江陰厦門線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

63

寧波厦門線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

64

鎮江寧波線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

65

江甯武昌線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

66

清化鎮漢中線調査報告
書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第５期

19--

○

67

江浙班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

68

江蘇安徽班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

69

通州済南班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

70

上海駐在班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

71

南京天津班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

72

青島秦皇島班調査報告
書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

73

北京駐在班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

74

九龍北海班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

75

香港北海班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

76

厦門香港班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

77

福建循環班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

78

寧波厦門班調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

79

杭州九江線調査報告書

東亜同文会

支那各地調査報告書
第６期

19--

○

80

支那各地調査報告

東亜同文会

支那各地調査報告書
第１期 ‒ 第６期
295 冊

19--

○

81

東亜同文書院紀要

巻号

マイクロ、複
写版

著者

シリーズ名

東亜同文書院

出版年

19--

台湾大学

国立台湾
図書館

蔵

館
中央研究
院

愛知大学

○

1923 ○
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所
書名

No.

巻号

著者

シリーズ名

出版年

台湾大学

国立台湾
図書館

蔵

館
中央研究
院

愛知大学

82

大清律

東亜同文会

1904

○

○

83

東亜関係特種条約彙纂

東亜同文会

1904

○

○

84

日俄時局輯錄

東亜同文会

1904

○

85

清国塩政考

東亜同文会
田與作

1905

○

○

86

清国商業綜覧

全５巻

根岸佶

1906
‒1908

○

○

87

支那経済全書

全12 巻

東亜同文会

1907‒

○

○

○

88

蒙古及蒙古人

ポズトネェフ原
著、東亜同文會
編纂局

1908

○

○

○

○

1910

○

○

○

東亜同文会調査
編纂部

1911

○

東亜同文会調査
編纂部

1912

成

89

東亜同文会支那調査報
告書

90

支那年鑑

91

支那年鑑

92

宣統三年中国年鑑

東亜同文会調査
編纂部

1912

93

東亜関係特種条約彙纂 ４版

東亜同文会

1912

○

94

孤帆雙蹄

東亞同文書院第
９期生

1912

○

○

95

樂此行

東亞同文書院第
10 期生

1913

○

○

96

学生大旅行調査報告書
目録及地方別索引

東亜同文書院支
那研究部

1914

○

全４回

○
○

○

97

山東及膠洲湾

東亜同文会

1914

○

98

東部蒙古

ポズトネェフ

1915

○

99

排貨事情調査報告

東亜同文会

1915

○

100

支那重要法令集

東亜同文会調査
編纂部

1915

○

101

最近支那貿易

東亜同文会

1916

102

支那省別全誌

全18 巻

東亜同文会編纂

1917‒

103

支那之工業

３版

東亜同文会

104

特種条約彙纂

東亜同文会編纂
部

105

支那関係特種条約彙纂

106

欧米人の支那観

107

支那年鑑

108

支那時文類編

109

東亜同文書院一覧

110

支那金融機関

111

支那研究

112 支那研究
113 支那年鑑

第三回

○

○

○

○

○

○

1917

○

○

1917

○

東亜同文会調査
編纂部

1917

○

○

東亜同文会調査
編纂部

1918

○

○

東亜同文会調査
編纂部

1918

○

青木喬

1918

○

東亜同文会調査
編纂部
28 冊 １號（大
正９年８月）‒
62 號（昭和 17
年３月）

東亜同文書院支
那研究部

マイクロ

東亜同文書院支
那研究部

○

○

○

1919

○

1911 ○

1919

○

○

○

1920-

○

○

東亜同文会

1920
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114

改版支那貿易

115

中国各省地図

116

支那之外交、財政

三枝茂智

1921

○

117

根津院長還曆祝賀紀念
誌

上海東亜同文書
院

1921

○

118

増補支那関係特種条約
彙纂

東亜同文会調査
編纂部

1922

119

曲阜紀行聖蹟

山田謙吉

1922

○

120

増加東亜同文書院図書 全２巻
目録

東亜同文書院図
書館編

1923

○

121

支那貨幣に就きて

上海東亜同文書
院研究部

1924

122

支那開港場誌

東亜同文会調査
編纂部

1924

123

現代支那人名鑑

外務省情報部

1925

124

支那重要商品誌

馬場鍬太郎

1926

125

廣東語聲音字彙

東亜同文書院支
那研究部

1927

126

黄塵行

東亜同文書院第
23 期生

1927

127

新篇支那年鑑

東亜同文会調査
編纂部

1927

シリーズ名

東亜同文会調査
編纂部
６枚

全２巻

支那研究17 号
の別冊

129 支那経済地理誌
130 支那（雑誌）

著者

東亜同文会

『支那省別全誌』の
付録をまとめた物

大谷孝太郎

出版年

館

書名

128 台湾に於ける大家族 :
特にその分散事情

巻号

蔵

No.

台湾大学

国立台湾
図書館

中央研究
院

愛知大学

1920

○

○

○

1920

○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○

４版○

○

○

○

○

○
○

1928

馬場鍬太郎

--

1928

［vol. 3-34］

○
〇

○

1925 ○

○

○

○

○

131 中華民国国民政府主要 昭和４年版
法令並条約集

東亜同文会調査
編纂部

1929

132 上海共同租界法概観

古川邦彦

1929

133 亜富汗斯坦

田鍋安之助

1930

○

○

134 支那論

井上雅二

1930

○

○

135 創立三十周年記念東亜 支那研究22 号
同文書院誌

東亜同文書院

1930

○

○

136 山洲根津先生伝

東亜同文書院滬
友同窓会

1930

○

○

137 支那工業総覧

東亜同文会調査
編纂部

1931

○

1930 ○

138 中華民国大地図及満州 １枚
国図 + 索引

東亜同文会調査
編纂部

1932

139 中華民国実業名鑑

天海謙三郎

1934

140 亜細亜の礎

東亜同文書院
第 30 期生

1934

141 支那現代人精神構造の
研究

大谷孝太郎

142 支那経済の地理的背景
143 中国物産ニ関スル資料
目録
144 対支回顧録

全２巻

○

○

○

索引○

○
○

○

○

○

○

1935

○

○

馬場鍬太郎

1936

○

○

東亜同文書院物
産館

1936

東亜同文会 対
支功労者伝記編
纂会

1936

○

○
○

○
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No.

書名

145

現代中華民国満州帝国
人名鑑

巻号

著者

シリーズ名

外務省情報部

146 蘇州方言に就いて

出版年

台湾大学

国立台湾
図書館

蔵

館
中央研究
院

愛知大学

1937

○

1939 ○

○

○

坂本一郎

1937

147

新支那現勢要覽

昭和13 年度、
15 年度

東亜同文会業務
部

1938‒40

○

148

現代支那講座

全６講

東亜同文書院支
那研究部

1939

○

149

日本語の教へ方

○
○

○
○

阿部正直

1939

○

150 ［東亜同文書院滬友同
窓会］会員名簿

東亜同文書院滬
友同窓会

1940

○

1937 ○

151 最近支那共産党史

中保與作

1940

○

○

1940

○

○

152

日満支の通貨・物価の
問題

根津知好

新支那事情普及叢書
14

153

続対支回顧錄

東亜同文会 対
支功労者伝記編
纂会

1941‒

○

○

○

○

５欠○

○

154

東亜同文書院大学東亜 昭和15・16 年
調査報告書
度

上海東亜同文書
院大学

1941‒42

155

新修支那省別全誌

東亜同文会支那
省別全誌刊行会

1941

６冊○

156

欧米の対支経済侵略史

井村薫雄

1941

○

157

新支那年鑑

1942

○

158

続対支回顧録

東亜同文會

1942

159

東亜調査報告書

小竹文夫

1942

160

東亜研究（雑誌）

no. 64‒67

東亜同文書院大
学研究部

161

研究旅行報告輯

支那研究臨時
号

162

1‒9

○
○
○

○

1942

○

○

東亜同文書院大
学東亜研究部

1942

○

○

支那開港場誌

東亜同文会調査
編纂部

1943

○

1922‒24
○

163

概説大東亜史

有高巌

1943

164

東亜同文書院大学史

滬友会

1955

○

○

165

対支回顧録

全２巻 Ｓ 11
の複製

東亜同文会

1968

○

○

166

宣統三年中国年鑑

1912 年の再版
影印

東亜同文会調査
編纂部

1973

○

167

民国六年中国年鑑

復刻

東亜同文会調査
編纂部

1975

○

168

民国八年中国年鑑

復刻

東亜同文会調査
編纂部

1975

○

169

民国十二年中国年鑑

復刻

東亜同文会調査
編纂部

170

民国十五年中国年鑑

復刻

東亜同文会調査
編纂部

1975

171 東亜同文書院生

山本隆

1978

172 対支回顧録

東亜同文会編

1981

凌雲書房編集部
編

1981

○

○

174 東亜同文書院大学史

大学史編纂委員
会編

1982

○

○

175 朝、上海に立ちつくす

大城立裕

1983

○

○

176 東亞同文会史

霞山会

1988

○

○

173 中国分省地図

1918 年 ‒1944
年

明治百年史叢書
第 69 巻 70 巻

○

○

［1975］
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書名

177

中国省別全誌

全18 巻
版

178

中国経済全書

全12 巻 影印
版 南天書局

179

上海東亜同文書院大旅
行記録

滬友会

180

東亜同文書院大運河調
查報告書

谷光隆

181

東亜同文書院大学と愛 全４集
知大学

愛知大学東亜同
文書院大学記念
センター

上海東亜同文書院 : 日
中を架けんとした男た
ち

栗田尚弥

183

中国との出会い

藤田佳久

東亜同文書院・中国
調査旅行記録第１巻

1994

184

中国を歩く

藤田佳久

東亜同文書院・中国
調査旅行記録第２巻

185

同文書院記念報

愛知大学東亜同
文書院大学記念
センター

NO1, NO3

182

186

巻号
影印

NO. 1, NO. 3

著者
東亜同文会編纂
東亜同文会

華語月刊

第 32 号
版

復刻

188

東亜同文書院中国調Ġ
旅行報告書総目次

藤田佳久解説

189

東亜同文会史論考

霞山会編

190

中国を越えて

藤田佳久

東亜同文会報告（１） 復刻版（龍渓
（２）
（３）
：東亜時論 書舎）

東亜同文會

上海東亜同文書院大旅
行記録

滬友会

193

東亜同文書院中国大調
査旅行の研究

藤田佳久

194

東亜同文会・中国・政
治改革

邱栄裕

195

東亜同文書院大旅行研
究

薄井由

196

東亜同文会と中国 : 近
代日本における対外理
念とその実践

翟新

197

中国を記録する

藤田佳久

198

中国年鑑

199

東亜同文会東亜同文書 CD-ROM 版
院阿片資料集成

200 近代中国与世界
201 梁启超与近代中国社会
文化

東亜同文書院・中国
調査旅行記録第 3 巻

愛知大学文学会叢書
５

復刻版（日本
東亜同文會調査
図書センター） 編纂部

中央研究
院

愛知大学

1988

○

○

○

○

1989

○

○

○

○

○

○

○

○

1993

○

○

1993

○

○

○

○

1994

○

○

1994

○

○

1996

○

○

1997

○

1997

○

○

1998

○

○

1998

○

○

○

○

○

○

全３巻

中国社会科学院
近代史研究所
李喜所

○

○

1999‒
2002

○

2000

○

2000
2001

○

2001

○
○

○
○

○

○

○

2005

○

○

2005

○

○

2005

○

○

2002
2004-

谷光隆

館

国立台湾
図書館

2001
東亜同文書院・中国
調査旅行記録第４巻

蔵

台湾大学

1992

東亜同文書院華
語研究会

192

出版年

1991

東亜同文書院中国調査 マイクロ132 リ
旅行報告書
ール
（雄松堂出版）

187

191

シリーズ名

○
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No.

巻号

著者

シリーズ名

出版年

台湾大学

国立台湾
図書館

蔵

館
中央研究
院

愛知大学

202

踏破錄

1908 年の復刻

東亜同文書院
第５期生

東亜同文書院大旅行
誌１

2006

○

○

203

禹域鴻爪

1909 年の復刻

東亜同文書院
第６期生

東亜同文書院大旅行
誌２

2006

○

○

204

一日一信

1910 年の復刻

東亜同文書院
第７期生

東亜同文書院大旅行
誌３

2006

○

○

205

旅行記念誌

1911 年の復刻

東亜同文書院
第８期生

東亜同文書院大旅行
誌４

2006

○

○

206

孤帆雙蹄

1912 年の復刻

東亜同文書院
第９期生

東亜同文書院大旅行
誌５

2006

○

○

207

樂此行

1913 年の復刻

東亜同文書院
第10 期生

東亜同文書院大旅行
誌６

2006

○

○

208

沐雨櫛風

1914 年の復刻

東亜同文書院
第11 期生

東亜同文書院大旅行
誌７

2006

○

○

209

同舟渡江

1915 年の復刻

東亜同文書院
第12 期生

東亜同文書院大旅行
誌８

2006

○

○

210

暮雲曉色

1916 年の復刻

東亜同文書院
第 13 期生

東亜同文書院大旅行
誌９

2006

○

○

211

風餐雨宿

1917 年の復刻

東亜同文書院
第 14 期生

東亜同文書院大旅行
誌 10

2006

○

○

212

利涉大川

1918 年の復刻

東亜同文書院
第 15 期生

東亜同文書院大旅行
誌 11

2006

○

○

213

虎風龍雲

1919 年の復刻

東亜同文書院
第 16 期生

東亜同文書院大旅行
誌 12

2006

○

○

214

粵射隴游

1921 年の復刻

東亜同文書院
第 18 期生

東亜同文書院大旅行
誌 13

2006

○

○

215

虎穴龍頷

1922 年の復刻

東亜同文書院
第 19 期生

東亜同文書院大旅行
誌 14

2006

○

○

216

金聲玉振

1923 年の復刻

東亜同文書院
第 20 期生

東亜同文書院大旅行
誌 15

2006

○

○

217

彩雲光霞

1924 年の復刻

東亜同文書院
第 21 期生

東亜同文書院大旅行
誌 16

2006

○

○

218

乘雲騎月

1926 年の復刻

東亜同文書院
第 22 期生

東亜同文書院大旅行
誌 17

2006

○

○

219 黃塵行

1927 年の復刻

東亜同文書院
第23 期生

東亜同文書院大旅行
誌 18

2006

○

○

220 漢華

1928 年の復刻

東亜同文書院
第24 期生

東亜同文書院大旅行
誌 19

2006

○

○

221 線を描く

1929 年の復刻

東亜同文書院
第25 期生

東亜同文書院大旅行
誌 20

2006

○

○

222 足跡

1930 年の復刻

東亜同文書院
第26 期生

東亜同文書院大旅行
誌 21

2006

○

○

223 東南西北

1931 年の復刻

東亜同文書院
第27 期生

東亜同文書院大旅行
誌 22

2006

○

○

224 千山萬里

1932 年の復刻

東亜同文書院
第28 期生

東亜同文書院大旅行
誌 23

2006

○

○

225 北斗之光

1933 年の復刻

東亜同文書院
第29 期生

東亜同文書院大旅行
誌 24

2006

○

○

226 亜細亜の礎

1934 年の復刻

東亜同文書院
第30 期生

東亜同文書院大旅行
誌 25

2006

○

○

227 出廬征雁

1935 年の復刻

東亜同文書院
第31 期生

東亜同文書院大旅行
誌 26

2006

○

○

228 翔陽譜

1936 年の復刻

東亜同文書院
第32 期生

東亜同文書院大旅行
誌 27

2006

○

○
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台湾における東亜同文書院関係の収蔵資料調査について

所
書名

No.

巻号

著者

シリーズ名

出版年

台湾大学

国立台湾
図書館

蔵

館
中央研究
院

愛知大学

229

南腔北調

1937 年の復刻

東亜同文書院
第33 期生

東亜同文書院大旅行
誌 28

2006

○

○

230

嵐吹け吹け

1938 年の復刻

東亜同文書院
第34 期生

東亜同文書院大旅行
誌 29

2006

○

○

231

靖亜行

1939 年の復刻

東亜同文書院
第35 期生

東亜同文書院大旅行
誌 30

2006

○

○

232

大旅行紀

1940 年の復刻

東亜同文書院
第36 期生

東亜同文書院大旅行
誌 31

2006

○

○

233

大陸遍路

1942 年の復刻

東亜同文書院
第38,39 期生

東亜同文書院大旅行
誌 32

2006

○

○

234

大陸紀行

1943 年の復刻

東亜同文書院
第40 期生

東亜同文書院大旅行
誌 33

2006

○

○

139

◦ 1016 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
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〈論文〉

近衛文麿と東亜同文会・東亜同文書院
̶その関係を中心に̶
東亜同文書院大学記念センター客員研究員
愛知大学名誉教授

第1章

第2章

第3章

大島隆雄

目
次
は じ め に
1920 年代初頭の同文書院と同文会の組織的再編成
第 1 節 東亜同文書院の 4 年制専門学校への再編成
第 2 節 東亜同文会の財団法人化とその組織的特徴
近衛文麿の東亜同文会副会長時代
第 1 節 東亜同文会副会長としての活動
第 2 節 東亜同文書院新入学生招見式での訓辞
第 3 節 東亜同文書院長としての活動
近衛文麿の東亜同文会会長時代
第１節 東亜同文会内部での近衛の役割
第 2 節 政治家、とくに内閣総理大臣としての近衛と
同文会・同文書院との関係
第 3 節 東亜同文会会長時代の招見式での訓辞
む す び

なった。

はじめに

幸いにして、過去 15 間に、愛知大学においては、

愛知大学では 1990 年頃までは、東亜同文書院

藤田佳久教授によって同文書院の学生が「大旅行」

（大学）̶同文書院は 1939 年に専門学校から大学

と称して毎年組織的にまた大規模におこなった調

に昇格したためこう表記する̶との関係を、どち

査報告の分析と評価がなされ 2）、また愛知大学外

らかと言えばタブー視する雰囲気が支配的であっ

では、栗田尚弥氏によって、おもに東亜同文会・

た。しかしその後、東亜同文書院（大学）が愛知

同文書院関係者の精神史ないしは政治思想史的な

大学の前身校であるという主張がなされ、それが

研究が進められて 3）、東亜同文書院がその草創期

次第に有力になっている 1）。2000 年に刊行された

または前半期にもっていた日本の国策とは区別さ

『愛知大学五十年史』
（通史編）の編纂に携わった

れる一定の自立性、健全性ないしは進歩性が析出

筆者としては、当然、東亜同文書院（大学）がど

されるようになっている。

のような高等教育機関であったか、愛知大学はそ

しかしその後半期、満州事変とくに日中戦争以

れからなにを継承し、またなにを継承しなかった

降、東亜同文書院がまきこまれていった困難な時

のかという問題について、強い関心をもつように

期については、筆者がみるかぎり研究成果はあま
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り多くなく、注目すべき先行研究として挙げられ

会会長と同文会との関係のほかに、内閣総理大臣

るのは、霞山会編『東亜同文会史論考』
（1998 年）

たる近衛と同文会、そして同文書院との複雑な関

に収録された、江頭数馬氏と栗田尚弥氏の論稿程

係の存在が予想される。

度である 4）。それらには、貴重な成果は多々みら

筆者は、これらの関係を、滬友会編『東亜同文

れるが、なお筆者が本稿で示そうとするような、

書院大学史』
（1988 年）の他、財団法人東亜同文

近衛と同文会・同文書院の関係を史実にもとづい

会『事業報告書』と、霞山会編纂の『東亜同文会

て詳細に具体的に分析する作業は含まれていない。

史』
（1988 年）および『東亜同文会史

昭和編』
（2003

そこで筆者は、この困難な問題を解明するため

年）といった、主として印刷された史料を用いな

のまず初歩的な一歩として、
「近衛文麿と東亜同

がら、それに加えて愛知大学が所蔵するごく一部

文会・東亜同文書院」というテーマのもとに、近

の原史料を紹介する形で析出したい。

衛文麿と、経営母体であった東亜同文会および東
亜同文書院の相互関係を、主としてそれに重点を
おきながら分析したい。

第1章

1920 年代初頭の同文書院・同文
会の組織的再編成

近衛文麿は、1922［大正 11］年 3 月、東亜同
文会の副会長に就任し、1936［昭和 11］年 12 月

1930 年代に入ってからの東亜同文書院・東亜

までの約 15 年近くその職にとどまっている。そ

同文会の明確な組織的・性格的変化をみるうえで、

してその間、副会長のまま 1926［大正 15］年 5

その前提として私たちはまず、1920 年代初頭に

月から 1931［昭和 6］年 12 月までの約 5 年半、

生じた同文書院および同文会の組織的再編成の内

東亜同文書院長を兼任している。したがってここ

容を確認しておく必要がある。

では彼と同文会、彼と同文書院との関係がどのよ
うなものであったかが解明されねばならない。

第 1 節 東亜同文書院の 4 年制専門学校への再編成

そして近衛は、1936［昭和 11］年 12 月より敗

時系列的にその最初に来るのは、1914［大正 3］

戦後の 1945 年 12 月̶東亜同文会が自主解散する

年以来設けられていた農工科̶製品化学科・採鉱

1 ヵ月半前̶彼が自決するまで約 9 年間一貫して

冶金科、1 学年定員各 30 名 ̶ が、費用のかかる

同文会会長の職にとどまっている。しかもこの間、

わりには学生を集められず、1920［大正 9］年 4

よく知られているように、3 次にわたって内閣を

月をもって廃止されたことである 5）。

組織した。すなわち第 1 次近衛内閣（1937［昭和

第 2 は、同年 9 月から、中国人を受け入れて教

12］ 年 6 月 4 日 ̶1939［ 昭 和 14］ 年 1 月 4 日 ）、

育する「中華学生部」が同文書院に付設されたこ

そしていずれも短期の平沼騏一郎、阿部信行、米

とである。これは、第 1 次世界大戦以後の国際的・

内正光の諸内閣をはさんで、
第 2 次近衛内閣（1940

国内的政治動向に規定されて生まれた。西欧列強

［昭和 15］年 7 月 22 日 ̶1941［昭和 16］年 7 月

は、大戦後再び中国に眼を向けたとき、その中国

16 日）と、ひき続いて第 3 次近衛内閣（1941［昭

政策として教育・衛生等の文化政策を重視するよ

和 16］年 7 月 18 日 ̶ 同年 10 月 16 日）
、の通算

うになった。それに対応して、日本の第 40 帝国

約 3 年間である。しかも日本政府の最高責任者に

議会は、1918［大正 7］年 3 月、「支那人教育の

なっても近衛は同文会会長を辞めることはなかっ

施設に関する建議案」と「日支文化の施設に関す

た。どうしてそのようなことが可能であったのか、

る建議案」を可決し、それをふまえて外務省は、

またそうする必要があったのか、一見不思議に思

同文会に対して、
「東亜同文書院の拡充および同

われる。いずれにせよこの時期については、同文

書院に中国人教育のための附属実業学堂の創設」
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を命じた 6）。同文会ならびに同文書院は、これを

3 年制では語学や中国事情を学ぶ上でやや不十分

根津一が同文書院の興学要旨に書いた「中外ノ実

であったのが 4 年制でそれが解決されたこと、ま

学ヲ講ジテ中日ノ英才ヲ教エ」るとの建学の精神

た正規の専門校になったことによって、卒業生に

を実現する一方法と考え、1920［大正 9］年 9 月、

実業学校教員無試験検定資格や高等文官予備試験

同文書院内に「中華学生部」 ̶ 予科 1 年・本科

免除の特典が与えられて、書院の発展におおいに

［商務科］3 年、1 学年定員 50 名̶を発足させた。

寄与するものと報告している 9）。

同文会は同様の目的をもって中国人の中等教育分

しかしここで、上海同文書院がすでに 1901［明

野にも進出した。それが 1921［大正 10］年設立

治 34］年に発足しており、また専門学校を高等

の天津同文書院̶1926 年、中日学院と改称̶と、

教育の一環に位置づける「専門学校令」も、1903

1922［大正 11］年設立の漢口同文書院̶1926 年、

［明治 36］年に公布されていたにもかかわらず、

江漢高等中学校と改称̶の 2 校である 。
7）

同文書院の正式の専門学校認定がなぜこれほど遅

ところで同文書院の中華学生部は、その後の中
国内部における国民革命の動乱や 1925 年の五・

れたのか、またどうしてこの時期にそれが可能と
なったのかを考えておく必要があろう。

三○事件、1927 〜 28 年の日本軍の山東出兵、そ

天野郁夫氏の研究によれば、この専門学校令の

して 1931 年の満州事変とそれに続く第 1 次上海

前年の文部省統計によれば 46 の公私立の専門学

事変等のための激し反日運動の中で、非常に厳し

校があったが、専門学校令の結果法認されたのは

い経過をたどった。そのため予定した入学者が集

29 校にとどまったとのことである 10）。これはそ

まらず、また入学しても自発的な退学者や処罰さ

の審査が相当厳しかったことを物語っている。創

れた退学者が続出した。その結果、同部はついに

立後 2 年で内容も固まっていない同文書院がこの

1934［昭和 9］年 3 月の廃止をもって、14 年の短

時期に審査を受けることは勿論できなかった。そ

い歴史を閉じた。これは、日本の厳しい対中政策

れにしてもあの同文書院が 20 年近くも経てやっ

のもとで、同文会ならびに同文書院が、その主観

と、との感慨をもつ。日本法令全書の「専門學校

的善意にもかかわらず、中国人学生を正しく包摂

令」11）をみると、
「第 1 条

することに失敗したことを示す現象であり、やが

授スル学校…」
、
「第 3 条

て日中戦争以降の日本と同文書院がたどる歴史の

スルコトヲ得」、「第 5 条」の中学校以上の入学資

予兆であったともいえよう。

格、
「第 6 条

高等ノ學術技藝ヲ教
私人ハ専門學校ヲ設立

専門學校ノ修業年限ハ三箇年以上

そして 1920 年代初頭には、同文書院本体にも

トス」
、といった条項はいずれも同文書院には妥

大きな変化がもたらされた。1920
［大正 9］
年 12 月、

当している。もし問題となるすれば第 9 条の文部

翌 21 年入学の 21 期生から、入学期をこれまでの

大臣が定める私立専門学校の教員資格規定であろ

8 月から 4 月に、そして修学年限をこれまでの 3

う。筆者には同文書院の正式認定が遅れた理由の

年から 4 に延長することが決定された。それと関

一つはここにあり、もう一つは海外にあったため

連して、
1921［大正 10］年 7 月 13 日、
「勅令 328 号」

その主務官庁を文部省にするか外務省にするかの

を以って東亜同文書院は正式に専門学校令の適応

問題にあったように思われる。

を受けることになり、
「但同専門学校令中の文部

しかし日露戦争、第一次世界大戦を経て日本資

大臣の職務は外務大臣之を行う」とされ、同文

本主義は飛躍的発展をとげ、同文書院の卒業生の

書院の主務官庁が外務省と定められた 8）。これら

社会的有用性も十分実証される時代となった。ま

一連の同文書院拡充措置を、1924［大正 13］年 6

さにその時登場したのが、政策に国防、産業、交

月の同文会会員大会において、理事長白岩龍平は、

通の充実と、教育とくに明治期の帝国大学中心の
195
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高等教育体系の変革をかかげて登場した政友会の

なわち同文会も、そのエリート的・上流階層的性

原敬内閣（1918 〜 21 年）であった。彼が 1918 年、

格は別にしても、すべての健全な公益団体と同様、

単科大学をふくめて官公私立の大学設立を可能に

会員大会を根源的な基礎とする団体構成をもって

した「大学令」を成立させたことはよく知られて

いた。そのことを確認するために、変化するまえ

いる

12）

。同文会への国庫補助問題で会長牧野伸顕

直近の 1918 の「会則」の要点のみを挙げておこう。

とも親しかった彼が、同文書院を正規の専門学校
にすることに好意的であったことは当然のことで
あった

13）

東亜同文会会則（1918［大正 7］年 12 月）
第二条

。

本会ニ総裁一名会長一名副会長二名ヲ
置ク

第 2 節 東亜同文会の財団法人化とその組織的特徴

第三条

総裁会長及副会長ハ大会ニ於テ選挙シ
任期ヲ三年トス

同文書院の経営団体である同文会もまた、前
節で述べた同文書院の 4 年制の正式な専門学校へ

第四条

総裁ハ本会ヲ総裁ス会長ハ一切ノ会務
（ママ）

ヲ統轄シ外ニ 封 シテ本会ヲ代表ス

の移行に対応して、組織的に再編成された。それ
は同文会が財団法人化したことである。同会が、

第五条

本部ニハ相談役若干名評議員若干名会

1921［大正 10］年 11 月 21 日に、東京府庁を通

計監督一名幹事長一名幹事若干名事務

じて文部省、
外務省に申請をしたところ、
翌 22［大

員若干名ヲ置ク（中略）

正 11］年 2 月 16 日付けをもって認可された

14）

。

第六条

本部相談役評議員会計監督幹事長幹事
及在外支部長ハ会長ノ指名ニ由リ大会

当時は学校法人という団体形態はなく、私立学

ノ認諾ヲ得テ就任シ任期ヲ一年トス

校の経営団体がとった団体形態は、一般的には公

（中略）

益法人の１種としての財団法人であった。同文会
はこれによって、政府の規制を受けると同時に、

第八条

本会ノ役員ハ総テ再任スルコトヲ得
（中略）

またその保護を受けれる安定した団体となった。
しかし財団法人・同文会の組織構造はそれまで

第十条

評議員会ハ会長ノ請求ニヨリ重大ノ事
件アル毎ニ開クモノトス（中略）

の同文会のそれとはいささか異なる性格をもつよ
うになった。同文会はその発足以来、印刷された

第十一条

幹事会ハ大会及評議員会ノ決議シタル
方針ニ由リ会務ヲ処弁ス（後略）

史料でみるかぎり、それまで 4 回、会の規約を変
えてきた。
（1）
1898
［明治 31］
年 11 月の
「規則」、
（2）
1899［明治 32］年 3 ／ 4 月の「会則」
、
（3）1899
［明治 32］年 11 月の「会則」
、
（4）1918［大正 7］
15）

ところが、いま問題にしている 1922［大正 11］
年の財団法人同文会の「寄付行為」には、目的や

。これらを見

組織構造の面でこれまでの「規則」や「会則」と

ると、執行部、すなわち会長と（3）から現れる

は大きく異なる要素が含まれている。まずその要

副会長とは大会において選挙されることになって

点をあげておこう。

年 12 月の「会則」がそれである

いた。そして幹事及び（2）から現れる幹事長も、
（1）では幹事が大会で選挙され、
（2）
、
（3）
、
（4）
では「会長の指名に因り大会の認諾」を必要とし

財団法人

年 2 月 16 日認可）16）

た。そして会員大会に代わって審議権をもつにす
ぎない評議員も、
（2）から現れるが、それも「会

東亜同文会寄附行為（1922［大正 11］

第一章 名称
第一条

長の指名に因り大会の認諾」が必要であった。す
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本会ハ日華両国ノ文化ヲ発達セシメ両国

五分ノ一以上、又ハ監事ヨリ目的ヲ示

人士ノ交誼ヲ厚フシ其福利ヲ増進スルヲ

シテ請求アリタル時ハ臨時之ヲ開ク

以テ目的トス

評議員会ノ議決ハ出席者ノ多数決ニ依

第二条

第三章

リ可否同数ナル時ハ議長之ヲ決ス

事業

本会ハ前条ノ目的ヲ達スル為メ左ノ事業

会長ハ評議員会ヲ召集シ其議長トナル

ヲ行フ

会長事故アル時ハ副会長之ニ代リ会長

第三条

副会長共ニ事故アル時ハ理事長之ニ代

一、日華両国ノ子弟ヲ教育スル為メ必要ナ

ル（中略）

ル施設

第八章

二、社会上、経済上其他必要ナル事項ノ研

第十七条

究調査及出版頒行
三、会館図書館等ノ設置及講演会講習会等
ノ開催
四、前項ノ外本会ノ目的ヲ達スルニ必要ナ
ル事項

第十八条

五、右各項ニ附帯スル事項

第十六条

名

副会長

二

名

理事長

一

名

理

十五名以内

事

会長副会長ハ評議員会ニ於テ之ヲ推薦

ハ毎年度経過後理事会ニ於テ之ヲ作成

員会ノ認諾ヲ経テ之ヲ選任ス、但補欠

シ監事ノ監査ヲ経テ評議員会ノ承認ヲ

ハ会長ノ指名ノミニ依リ之ヲ推選スル

受ク可シ

コトヲ得
会長副会長理事長ハ三年毎ニ全員ヲ改

会員及会員大会

選ス但再任ヲ妨ゲス

本会ノ事業ヲ翼賛スル者ハ之ヲ会員ト
第十九条

会長ハ一切ノ会務ヲ統轄シ本会ヲ代表ス

会員ノ種類待遇及其入脱会ニ関スル規

副会長ハ会長ヲ補佐シ会長事故アル時

定ハ理事会ノ決議ニ依リ之ヲ定ム

ハ之ニ代ハリテ其職務ヲ行フ

本会ノ会員大会ハ毎年春秋二季之ヲ開

第 廿 条

理事ハ理事会ノ決議ニ依リテ会務ヲ処

キ諸般ノ報告ヲナスモノトス

理ス、但其決議ハ会長ノ裁決ヲ経クル

会長ハ会員大会ヲ召集シ其議長トナル

後之ヲ施行スベシ理事会ノ決議ハ出席

会長事故アル時ハ副会長之ニ代リ会長

者ノ多数ニ依リ可否同数ナル時ハ議長

副会長共ニ事故アル時ハ理事長之ニ代

之ヲ決ス会長ハ理事会ヲ召集シ其議長

ル（中略）

トナル、（中略）

第七章
第十五条

一

理事長及理事ハ会長ノ指名ニ依リ評議

称ス

第十四条

会長

本会ノ収支決算及財産目録貸借対照表

第六章
第十三条

本会ニ左ノ理事ヲ置キ理事会ヲ組織ス

シ会員大会ノ承認ヲ経テ就任ス

（中略）
第十二条

理事及理事会

第九章

評議員及評議員会

第廿一条

本会ニ評議員若干名ヲ置ク

監事

本会ニ監事参名以内ヲ置ク

評議員ハ会員中ヨリ会長之レヲ推選ス

監事ハ評議員会ニ於テ之ヲ推選ス

評議員ハ二年毎ニ全員ヲ改選ス、但再

監事ハ三年毎ニ全員ヲ改選ス、但再任

任ヲ妨ケス

ヲ妨ケズ

本会ノ評議員会ハ毎年二回之ヲ開ク此

（後略）

外会長ニ於テ必要ト認メタル時評議員
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その第 1 点は、第 2 条の目的の項で、同文会の

長・理事の指名権をもった会長権限の強化であっ

目的があくまでも文化的活動であることを鮮明に

た。同文会が本来民主的な人士の集まりとはい

宣言し、第 3 条の事業の項で、1．日中両国のた

えなかったにせよ、これによってますます会の寡

めの教育施設の拡充、2．社会的・経済的に必要

頭的運営を可能にする構造になったことを示して

な研究・調査・出版、3．会館・図書館設置や講演会・

いる。たとえば牧野自身、1918［大正 7］年から

講習会の開催など、具体的に挙げていることであ

1936［昭和 11］年までほぼ 18 年の長期にわたっ

る。これは、1918［大正 7］年に同文会の副会長

て会長にとどまりながら、1921 年には宮内大臣、

から会長に就任した牧野伸顕の意向が反映したた

1925 年には内大臣を兼務することも可能であっ

めであった。事実、彼は会長就任にあたり「会の

た。同様のことは、より詳しくは次章以下でのべ

活動を純粋な文化教育事業に限る」ことを受託条

るが、副会長時代の近衛の 15 年近くにわたる副

17）

。これは牧野が、大久

会長と 5 年半の同文書院長の兼務、さらに会長時

保利通の次男として生まれ、若くしてアメリカに

代のこれまた約 9 年間の会長と、その間あわせて

留学し、第 1 次西園寺内閣（1906 〜 08 年）で文

ほぼ 3 年近くの総理大臣との兼務といった形に発

相、
第 2 次西園寺内閣（1911 〜 12 年）で農商務相、

展していく。

件にしたといわれている

第 1 次山本内閣（1913 〜 14 年）では外相を務め、
二・二六事件では命を狙われ、政治的には西園寺
に近いといわれた自由主義的思想の持主であった

第２章

近衛文麿の東亜同文会副会長時代

ことに由来している 18）。この文化的性格は、初代

近衛文麿は、前章で述べた、東亜同文会がちょ

会長近衛篤磨時代に同文会がややもすればもって

うど財団法人となった 1922［大正 11］年の 3 月

いた政治的性格の否定であったが、皮肉にも次代

頃から同文会での活動を開始する。その内容に立

の会長近衛文麿時代に再び否定されていくことに

ち入るに先だって、彼のそれまでの経歴を簡単に

なる。

紹介しておこう 19）。

しかし半面この寄付行為には、組織原則の面で

彼は、1891［明治 24］年 10 月 12 日、貴族院議長、

否定的な点があったことも指摘せねばならない。

公爵近衛篤磨の長子として東京で誕生した。母、

それが一番良く表れているのは、評議員の地位で

衍子は彼が生まれて間もなく産褥の床で亡くなっ

ある。第 15 条で「評議員ハ会員中ヨリ会長之ヲ

た。近衛家は、その始祖を飛鳥時代の藤原鎌足に

推選ス」とだけあって、大会による選挙はもちろ

まで遡ることができ、平安時代の藤原道長をも先

んその承認の要件はどこにもない。そして第 18

祖にもち、五摂家筆頭として、最高位の公家であ

条は、「会長副会長ハ評議員会ニテ之ヲ推選シ会

り、明治以降は最高の位の華族、公爵であった。

員大会ノ承認ヲ経テ就任ス」と規定し、会長推選

文麿は、1903［明治 36］年、学習院初等科を卒業、

の評議員が今度は会長・副会長を会員大会に推薦

中等科に進学するが、その翌年 1904 年、父篤磨

し、そこで承認をえるという形式をとっている。

を 42 歳の若さで失った。文麿 12 歳の時であり、

そして同条は続けて、
「理事長及理事ハ会長ノ指

公爵位を世襲した。1909［明治 42］年、彼は試

名ニ依リ評議員会ノ認諾ヲ経テ之ヲ選任ス、…」

験を受けて第 1 高等学校に入学、1912［明治 45］

となっており、従来のように会長の指名はあった

年同校を卒業した。同年 4 月、東京帝国大学文科

にせよ、大会による「認諾」は必要なくなり、大

大学哲学科に入学するが、井上哲次郎などの講義

会より範囲の狭い評議員会の「認諾」ですまし

に飽き足らず、米田庄太郎や河上肇の著作に興味

ている。これは、反面、評議員の推選権、理事

をもっていたため、10 月には京都帝国大学法科

サワ
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大学に転学し、1917［大正 6］年に同学を卒業し

知れない。近衛は同年、目白の所有地を一般に分

た。それより前の 1916 年 10 月から、近衛は公爵

譲した機会に、その中から約 1500 坪分を同文会に

議員（世襲）として貴族院議員になっている。大

寄付している。それを基金にして、やがて虎の門に

学卒業後、1918［大正 7］年、文麿は彼の生涯を

霞山会館が建てられることになる 22）。

通じてその世界政治観の基礎となったといわれる

ともかくもこの牧野の紹介に対して、近衛はつ

見解を、論文「英米本位の平和主義を排す」で表

ぎの様に応えている。「只今会長より御話の如く、

現し、雑誌『日本及日本人』に発表した 20）。その

此度副会長に就任いたしました、元来、私の如き

翌年 1919［大正 8］年に彼は、
西園寺公望に従って、

誠に浅学、且つ年少の身を以ちまして、斯の如き、

第 1 次世界大戦の結末をつけたパリ講和会議に陪

副会長と云うが如き重要なる大役を御受け致しま

席した。そして帰国後 3 年を経て、彼は 30 歳の

することは、自ら顧みまして、誠に躊躇いたした

若さで東亜同文会副会長に就任したのである。

処でありますが、只今会長より御話の如く、本会
とは先代以来、誠に浅からぬ関係がございまして、

東亜同会副会長としての活動

此際不肖ながら、此大役を御受けすることは、又、

1922［大正 11］年 3 月には、同文会役員内部

先代に対する孝道の一端とも考へまして、御受け

ではすでに近衛を副会長にすることで合意してい

を致した次第であります、何分、万事甚だ経験に

たが、その正式決定は、同年６月 30 日に華族会

乏しく、不馴れでありますから、諸君の御援助御

館で開催された会員大会であった。

指導を希望いたします」23）と。近衛の言葉はきわ

第1節

同大会の冒頭、会長牧野伸顕子爵は、開会の挨
拶のなかで次のように近衛を紹介した。

めて謙虚なトーンで語られてはいるが、それでも
先代からの同文会との関係を自覚し、
「先代に対

「それでは是から開会いたします、御報告いた
すこともありますが、それに先立ちまして、同文

する孝道の一端」とまでいって、できる限りのこ
とはするという意思を表している。

会の副会長の御就任になつたことを茲に申上げ

この会員大会の出席者数は 55 名であった。そ

て、近衛公爵を御紹介いたします、御承知と思ひ

れは同年 4 月 1 日現在の総会員数 2,678 名（うち

ますが、近衛公爵の御先代は、同文会の会長とし

内国会員 1,514 名）と比較すれば、ごく少数にす

て七年の間御就任なされ、御先代に負ふ処が少な

ぎず、またのちの会員大会の出席数 100 名前後と

くないのであります、現公爵は、是まで此会の為

比べても少なかった。しかしそこには、白岩龍平

に、多大な力を取り下さつたこともあるのであり

（日清貿易研究所出身、理事長）一宮房次郎（理事、

ますが、此度愈々副会長として、直接此事業に御

同文書院 1 期生）、大内暢三（理事）、水野梅暁（同

関係下さることは、本会に取つて大変仕合せと存

文書院 1 期生）
、浅野総一郎らの有力者がひかえ

じています、…（中略）…改めて近衛公爵を副会

ていた 24）。

長として御紹介いたします。
」21）［拍手］と。や

ところで、この地位が低下し、ますます儀式化

はりこの副会長就任にあたっては、文麿が、同文

しつつあった会員大会の開催は、前記寄付行為第

会創立者でありその初代会長の息子であったこと

14 条では「毎年春秋二季之ヲ開キ」となってい

が決定的な理由であった。牧野がここで言う、
「現

たが、1929［昭和 4］年からは年 1 回、たいてい

公爵は、是まで此会の為に、多大な力を取り下さ

は年末 12 月の開催に変更されていった 25）。

つた」の内容は具体的には明確ではない。そのな

それでは、近衛文麿が同文会副会長に就任して

かには近衛が同文会の評議員であり、同会に対し

以後、彼が同文会の表舞台でどのような活動をし

て行った寄付のこともあるいは含まれていたかも

たのかについて、できる限りで明らかにしてみよ
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う。それらは、理事会、評議員会、会員大会、同

（4）1928［昭和 3］年 6 月、近衛は出席

文書院新入学生の招見会等であり、それとは別に

（5）1932［昭和 7］年 12 月、近衛は会長に代わり

1926 年から 1931 年までの時期、副会長のまま兼

開会宣言を行い、大会議長を務める。

務した同文書院長職である。しかし印刷された史

（6）1933［昭和 8］年 12 月、近衛は会長に代わり

料だけでは、その全貌は十分には見えてこない。

開会宣言を行い、大会議長を務める。

とくに理事会と評議員会の場合がそうである。

（7）1934［昭和 9］年 12 月、近衛は会長に代わり
開会宣言を行い、大会議長を務めている。

こ の 近 衛 副 会 長 時 代 の う ち の 1927［ 昭 和 2］
年から 1936［昭和 11］年に関して、理事会は、

（8）1935［昭和 10］年 12 月、近衛の出席が確認
できる。

1927 年 5 回、28 年 8 回、29 年 9 回、30 年 18 回、
31 年 11 回、32 年 18 回、33 年 8 回、34 年 6 回、

（9）1936［昭和 11］年 12 月、近衛は病気の会長に
代わり、大会議長を務めている。

35 年 5 回、36 年 9 回、開催されたことが確認さ
れるが、その開催月日、場所、議題のみが記載さ
れているにすぎない 26）。そこには出席者名も記載

このような状態をみれば、近衛は会員大会には

されず、議事録もないため、理事会での副会長の

割合よく出席し、
「寄付行為」第 19 条の「…副会

役割は不明である。

長ハ会長ヲ補佐シ会長事故アル時ハ之ニ代ハリテ

評議員会については、同時期の 1927 〜 36 年間
に、 通 常 年 1 回、1927、28、30、33 年 に 限 っ て

其職務ヲ行フ」に従い、大会では議長となり、そ
の運営に努めている。

は年 2 回の開催が確認されるが、それも役員人事

次に新入学生の招見式についてみよう。招見式

について多くの認諾権それに財政問題の承認権を

とは、毎年度、県費生と私費生が決定されると、

もった重要な機関であるにもかかわらず、開催日

上海に渡航する前に東京に召集され、宮城拝礼、

時、議題とその決定内容の記載があるだけであっ

明治神宮参拝、新宿御苑拝観、市内見学などをし

て、ここでも出席者の氏名も議事録もない

27）

。

たのち、華族会館あるいは霞山会館において同文

これに対して、会員大会と東亜同文書院新入学

会幹部と顔合わせする儀式である。そこでは、同

生招見式のほうは、
史料集『東亜同文会史』と『東

文会の役員や来賓のうち 2 〜 3 名から訓辞を受け

亜同文会史

ることになっていた。その後新入学生は、まとまっ

昭和編』が、連続的ではないにせよ、

その様子を具体的に示している。会員大会は、既

て神戸または長崎から船にのり、上海の同文書院

述のように、1928［昭和 3］年までは年 2 回、そ

であらためて入学式に臨んだ。その招見式のうち

れ以後は年 1 回開催されていたが、いまそのうち

副会長近衛が明らかに関係したものを挙げておこ

から、副会長近衛が係わったことが明らかなもの

う。

だけを摘出しみよう。
招見式 29）
会員大会 28）

（1）1926［大正 15］年 4 月 19 日、近衛は出席し
たが訓辞はせず、訓辞は会長牧野、外務省亜

（1）1922［大正 11］年 12 月、近衛は牧野会長に代

細亜局長木村鋭市、同文会相談役、前司法大

わり開会宣言、大会議長を務める。

臣小川平吉が行った。

（2）1925［大正 14］年 7 月、近衛は会長に代わり

（2）1927［昭和 2］年 4 月 15 日、近衛は出席したが、

開会宣言を行い、大会議長を務める。

訓辞をしたかどうかは不明

（3）1927［昭和 2］年 12 月、近衛は出席し、副会
長に再々任されている。

（3）1928［昭和 3］年 4 月 16 日、近衛は出席し、
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袁金鎧氏

会長牧野についで、同文会副会長として、ま
た「東亜同文書院長として諄々訓示」した。

1935［昭和 10］年 1 月

（4）1929［昭和 4］年 4 月 13 日、近衛は病気のた

同年 11 月

め欠席したが、会長牧野の訓辞があり、その

1936［昭和 11］年 5 月

満州国国務総理 臧式毅、
中国経済使節団
中国大使

呉鼎昌

許世英

後理事長白岩龍平が近衛の訓辞を代読した。
さらに相談役小川平吉が祝辞

第2節

（5）1930［昭和 5］年 4 月 16 日、近衛は出席し、

東亜同文書院新入学生招見式での訓辞
の内容

会長牧野訓辞、その後近衛は副会長兼同文書

これは同文書院新入学生に一定の思想的影響を

院長として訓辞した。さらに外務省文化事業

あたえる行為であったので、その内容と変遷をた

部長代理三枝茂智の祝辞、理事長白岩の挨拶

どっておこう。近衛の訓辞にはほぼ共通した型が

（6）1933［昭和 8］年 4 月 13 日、近衛は出席し、

あった。それはまず日中両国の楔となる人材養成

副会長としてまず訓辞した。その後外務省文

という同文書院の目的を理解して入学された新入

化事業部長坪上と理事長白岩の訓辞

学生を慶賀する。そして同院の歴史を振り返り、

（7）1934［昭和 9］年 4 月 13 日、近衛は出席し、

その多数の卒業生が中国でまたは内地の中国関連

副会長としてまず訓辞した。その後外務省文

の職場で働いていることに言及する。しかし日中

化事業部長坪上と理事長白岩の訓辞

間にはその時々に難しい問題も生じるとして、そ

（8）1935［昭和 10］年 4 月 16 日、近衛は「巳むを

のような問題にふれる。そういったことに対処

得ざる事情に依り欠席」したが、理事長白岩

するためにも、中国語や英語、それに中国事情

がその要旨を代読した。その後、外務省文化

や国際情勢をしっかり勉強するよう希望する。そ

事業部長岡田健一の訓話

れには中国にあって国際都市である上海が最適で

（9）1936［昭和 11］年 4 月 14 日、近衛は「病気の

ある。しかしかの地は気候なども日本より悪いか

為め欠席」したが、その訓辞を理事一宮が代

ら、くれぐれも健康には留意して勉学に励んでほ

読、その後外務省文化事業部長岡田と理事井

しい。まずはざっとこのようなパターンである。
近衛の訓辞は、祝辞、同文書院の沿革、中国語・

上雅二の訓辞

中国事情体得の必要性、健康への配慮等を含みあ
近衛はほぼ毎年、招見式に出席するか、出席し

まり冗長でなくよくまとまっているが、その時ど

て訓辞をするか、または欠席しても訓辞を代読さ

きの日中問題に触れる際には、抽象的ではなく具

せるか、なんらかの形で係わった。これは、同文

体的な問題をあげ、しかも彼流の大アジア主義的

書院とその学生に直接関係することであり。この

観点を鮮明にうちだしているのが特徴になってい

点で彼の熱心さが読み取れる。そのため次節で訓

る。いまそのような彼の世界政治論と中国問題と

辞の内容に立ちいっておこう。

いった政治的な話題を中心に訓辞の内容とその変

その他、近衛はその寄付により 1929［昭和 4］

遷を追ってみよう。彼の複雑な政治思想そのもの

年には完成した霞山会館において、副会長として、

は別の研究を要するので、ここではおもに招見式

中国や満州からの要人のために、例えば次のよう

での訓辞の範囲に限る。それでも筆者が勝手な要

に歓迎会を催している

30）

約をしているとの誤解を避けるため、できるだけ

。

近衛の言葉をそのまま引用しておきたい。
1934［昭和 9］年 5 月
同年 11 月

例えば 1929［昭和 4］年の訓辞のなかで、近衛は、

王揖唐、
満州国大臣

張燕卿氏と

日本と中国の地政学的特徴として次のように述べ
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ている。「…諸君も御承知の通り我日本は土地狭

事変の突発となつたといふやうな次第であります

く人多く単に経済的の方面のみから見るも真に行

から、支那が将来の満洲を承認し、又国際の信義

詰りの状態に在るのであります、此時に於て広大

を重んずるといふやうなことになつて参りますれ

無辺の天然資源を有し、又無限の購買力を有する

ば、日支の関係も元通りの正常親善の関係に戻る

支那と提携して行くと云ふことは真に意義のある

ことは当然であります…」33）と、満州事変を自衛

事柄であります」31） と。ここには、彼が 1918 年

の戦いとして完全に正当化している。これは、近

の論文「英米中心の平和主義を排す」で示した地

衛が満州事変の首謀者石原莞爾に近かったといわ

政学的見方が顔をのぞかせてはいるが、後進国家

れているが、当然かもしれない。ただ近衛は、新

日本の生存権の平等といった主張はまだ抑えられ

入学生に対しては、
「諸君は日支の事態が色々に

ている。ついで同訓辞のなかで彼は、具体的な

変化する、その変化につれて徒に一喜一憂すると

日中問題に触れ、
「今や支那は国民的に目覚め不

いふことはなく、宜しく日本と支那といふものは

平等条約の撤廃といふことを熱心に主張しつゝあ

日本も支那が無くては立ち行かぬ、支那も日本が

りまして、此為めに排外又排日の風潮が到る処に

無くては立ち行かぬといふ関係にあるので、結局

彌蔓して居ります、斯る際に於てこそ益々我同文

に於ては日支両国といふものは、相提携して行く

書院の使命が其光りを放つ所以であります、即ち

ものであるといふ、固い信念と希望とを持たれて

諸君は在学中良く其言語を学び其民情風俗を研究

勉学に精進せられんことを望む次第であります。」

し、卒業後は常に支那人の為めに頼み甲斐ある親

と、安心させようとしている。

友となりて彼の為めに又我が為めに尽す所がなけ

また 1934［昭和 9］年の招見式では、近衛は同

れればなりません」と、非常に中立公平なことを

文会創立期の荒尾精と根津一の思想に触れ次のよ

いっている。

うにいう。
「この両先生の志すところは、単に支

また 1930［昭和 5］年の訓辞において、近衛は、

那貿易に従事するところの商売人を作ると云ふだ

「…中には日本の経済は支那が無ければ立行かな

けのことではなくして、それ以上の遙に遠大な

い、又一面に於ては支那との関係さへ旨く行けば

る、また高遠なる目的を持つて居られたのであ

日本の経済は、又日本の有ゆる問題が出来るとい

ります。恰度両先生の時代には、御承知のやうに

ふ人もありますけれども、我々は左程迄にまで考

欧米列強が支那に向つて駸々として其の勢力を及

へないけれども、併し支那の問題が日本の運命に

ぼしつゝあった時代、所謂西力東漸の時代であつ

非常な関係を持つて居るということは争はれない

た。これは並大抵の力を以てしては此の大勢を抑

シンシン

32）

へることは出来なかつた。さういふ時代に於てこ

めに主張している。

の大勢を支へて、支那の領土保全といふ大旆を掲

事実であります」

と、彼の大アジア主義を控え

ハイ

しかし 1931 年満州事変後はこのマイルドな

げ、また更に広く申せばアジアの虐げられたる民

トーンは変わっていく。1933［昭和 8］年の訓辞

族、国民を解放すると云ふ目的の為めには、どう

において、彼は満州事変に触れて次のように述べ

しても日本帝国自らが奮起しなければならぬと云

る。「御承知のやうに日本と支那の関係は、今日

ふ建前の下に、さういふ大舞台に立つて此の大事

は最悪の状態にあります。併し乍らこれは決して

業を遂行する為めには人材を養成しなければなら

我より求めて出来た状態ではないのであります。

ぬ。
（中略）之が支那の為めでもあり、日本の為

支那側が満洲に於て、我々の先輩同胞が血を流し

めでもあり、また全アジアの為めでもあると云ふ

て得た所の権益を蹂躙し、排日の行動を続けた結

やうな理想からして常に学生を指導せられたので

（ママ）

果として、吾に於ても自衛上止むを得ず昨年満州

あります其の精神と云ふか、気魄と云ふか、之が
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同文書院の伝統の精神と申して宜しい。
」（ルビは
34）

引用者）

と、彼流に同文書院の創始者たちの大

二千六百人と云ふ多数に上つて居る、之等の人は
内地にも居りますが、大部分は支那及満洲に於て

アジア主義を歪めて拡大解説している。すなわち、

あらゆる方面に活動せられて居るのであります。

ここで表現された大アジア主義は、創立期同文会

即ち今日支那に於ける外交の機関も又実業上其他

がもっていた、欧米列強に抗して成立途上の日中

の活動も同文書院の出身者を除外しては其の運転

両国民国家が協力し合うというあの健全な性格は

が止まつてしまう位の情勢である、…」と絶賛し

失われ、強国日本が盟主として、中国を指導せね

ている。

ばならぬというような、帝国主義的大アジア主義
＝アジア・モンロー主義に変貌している。

第3節

東亜同文書院長としての活動

そしてややそのあとで、
「殊に最近満洲国が出

前節までにで触れたように、近衛は 1926［大

来ましてから、御承知のやうに満洲国は日満の合

正 15］年 5 月から 1931［昭和 6］年 12 月までの

作であります。この日満合作の満洲国の国策を遂

ほぼ 5 年半、同文会副会長兼任のまま同文書院長

行して行く上に於ては、満洲人と日本人と云ふも

に就任している。

のが互に手を携へて行かなければならぬ。兎角こ

その経緯はこうである。1923［大正 12］年 3

の両者の間に意志の疎通を欠くやうな点もなきに

月以来、院長を務めていた大津麟平が 1926［大

しもあらずであります。然るに此の同文書院出身

正 15］年病気のために帰国し静養していたが、5

の人々はよく支那及び支那人を理解し、また支那

月 22 日には辞任した。そのため同文会は、同日

語に非常に熟練である結果、其の間の関係が甚だ

付けで近衛を「現職ノ儘」院長に任命し、やや遅

円滑であると云ふ事を聞くのであります。従つて

れて 6 月 21 日、第 5 高等学校教頭、岡上梁を副

満洲国に於きましても同文書院の出身者は非常に

院長に任命、上海に派遣した 37）。これは近衛が院

歓迎をせられて居る。
」35）と述べ、満洲国をいま

長としては上海には常駐せず、同文書院の現地で

一度肯定したうえ、その維持・発展のために同文

の運営には岡上を当たらせるという体制であった。
そのことについて近衛は、1929［昭和 4］年 4

書院出身者が必要であると説いている。
さらに近衛は、1936［昭和 11］年、副会長と

月の東京での招見式において新入学生に対して次

しては最後の訓辞において、前述 1934 年の訓辞

のように釈明している。
「…私は院長として常に

とほぼ同様のことを繰り返している。即ち、同文

彼地にありて、諸君と起居を共にしたいと思ふ念

会創始者たちの大アジア主義についてであり、
「…

は山々でありますけれども、四周の環境は之を許

之の精神と気魄が多少時代の推移と共に変動はあ

しません、然しあちらには私の信頼する岡上君が

つたにしても、依然として之精神が残つて居るの

副院長として、私の代理をして居るのであります

であります。之れが同文書院の第一の特色と云ふ

から諸君は同君の指導に俟たんことを切にのぞみ

べきであつて、諸君は此特色を弁へ、又発揮する

ます」38）と。この近衛のいう「四周の環境」とは

様に修養の途を積まれん事を望むのであります。
」

なんであったか。それはおそらく、1916 年以来

36）

貴族院議員として当時さまざまな分野で活発化し

う激励している。さらに続けて、同文書院につい

ていた彼の政治活動のことであったろう 39）。

と、新たな時代のアジア主義の担い手になるよ

て、「更に今一つの特色と申しますのは、支那に

しかしこの近衛といえども、それを必要とする

関する知識並に支那語の研究であります、之れは

機会には、二度上海に赴き、いずれも短期間なが

日本内地の学校の殆んど追従を許さぬところであ

ら同文書院を訪問している。第 1 回目、1926［大

りまして、其上に同文書院を出た方は今日迄既に

正 15］年 10 月 17 日− 25 日、第 2 回目、1930［昭
203

◦ 1027 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

和 5］年 5 月 16 日− 21 日の 2 回である。それに

第 2 回東亜同文書院訪問

ついては、『東亜同文書院大学史』が要領よくま

期間：1930［昭和 5］年 5 月 16 日− 21 日

とめており、その原典となったであろう当該年

主要な目的：同文書院創立三十周年記念式典と根
津一元院長銅像除幕式への参列

度の同文会『事業報告書』にはやや詳し点もあり
40）

、ここではその両者をつき合わせて、以下に整

5 月 13 日

横矢重道嘱託とともに東京出発

理しておこう。
16 日

第 1 回東亜同文書院訪問

17 日

目的：院長就任の挨拶と書院の実地視察

15 日
16 日
17 日

18 日

22 日
23 日

近衛、大内、一宮両理事とともに來院、

近衛、夫人同伴、随行者一宮房治郎

講堂にて訓辞を行い、院内各所を視察

理事、横矢重道嘱託とともに東京駅

重光代理大使主催の歓迎会に出席、そ

発

こには中国側の要人、工商部長孔祥

一行、神戸で阪神地方の同文書院出

熙、鉄道部長孫科、駐日公使汪栄宝

身者に見送らて、上海丸に乗船

も参列した。
18 日

長崎では、上海から帰国した大内暢

午前 8 時、学生会館にて創立三十周年

三に出迎えられ、また見送られ出港

記念式挙行、日中外朝野名士約 400 名

上海到着、副院長岡上梁と上海総領

が参列、近衛式辞、永年勤続者の表彰

事矢田七太郎の出迎えをうけ、マジ

が行われた後、根津前院長の銅像の除

ェスティック・ホテルに投宿

幕式挙行、近衛祝辞を読む。

院長、書院で副院長より院務概要を

当日は講堂にて、中国風物写真展、中

聴取、職員一同を引見、講堂で学生

国研究資料、貴重書籍の展示が行われ、

招見式を行い、訓辞する。その後食

展覧商品室も開放、学生会館では音楽

堂を含む校内全体を視察した。

部の演奏もなされた。
19 日

午後 6 時より日本人倶楽部での滬友
19 − 21 日

一行上海到着、マジェスティク・ホテ
ルに投宿

期間：1926［大正 15］年 14 日− 23 日
10 月 14 日

近衛、大内暢三、一宮房治郎両理事、

三十周年記念祭 2 日目 上記展示会の

同窓会主催の歓迎会に臨む。

他、各種スポーツ試合も実施

近衛風邪気味のため休養

同日、近衛、一宮理事、横矢嘱託、彭

マジェスティク・ホテルで上海の主

助教授とともに南京に向い、中山陵に

な日本人 110 名を招待。

献花し、その際、中国側要人とも会見

長崎丸で帰国

した。近衛は前年、孫文霊柩奉安祭に
招かれながら行かなかった負い目を果
した。

当時の中国情勢は、前年、上海を中心に激烈な
20 日

反帝労働争議五・三○事件が起きた後であり、ま

一行上海に帰り、日本人倶楽部での滬
友同窓会上海支部主催の歓迎会に臨む。

た同年 7 月以降は 介石を指導者とする広東国民
21 日

政府の北伐が始まり、華中の諸都市を次々に占

近衛一行、上海丸にて帰国

領しつつあった時期であって、きわめて不安定で
あった。そのため近衛はこれを機会に、中国要人
と会見することはなかった。

当時の中国情勢は、1928 年 6 月に北伐が一応
完成し、1929 年 6 月には日本政府も 介石を首席
とする南京の国民政府を承認しており、2 年後に
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は勃発する満洲事変までの束の間の安定期にあっ

た。古川教頭は自ら辞任したが、他の問題は教授

た。この時期だからこそ近衛は伝統的な同文書院

たちの努力もあって、9 月の教授会において支給

精神、中日輯協の立場で振舞えた。

品制度改革委員会、学科目制度改正委員会、信用

ところが、近衛はこの第 2 回目の同文書院訪問

組合改善委員会の 3 つの調査委員会が組織され、

の 1 年半後、1931［昭和 6］年 12 月には、なお

それぞれ対応する学生組織との交渉がおこなわれ

同文会副会長の地位は保持しつつも、同文書院長

た。そのなかで（1）、
（2）の問題では一致に達し、

の職を辞任する。それは一体どうしてであったろ

また（4）でも改善の方向が確認されたが、（3）

うか。

の支給品制度と学費の内容公開については、出資

その直接的理由は、彼が 1931 年 1 月 16 日に貴
族院副議長に就任し、その後間もなく貴族院議事
制度調査委員長になったりして

41）

、その政治活動

者である各府県と同文会との契約に係るとして、
学校側はその公開を拒否した。そのため学生側は
11 月 21 日、学生大会を開き、表決（賛成 172、

がますます多忙になっていったことと関係があろ

反対 109）で全学ストに突入した。

それに対し

う。当時は、金解禁を実施した浜口雄幸内閣のも

て学校側は、翌 22 日、全学生に無期限停学と 2

とで、世界恐慌の影響がますます強まり、労働争

週間以内の退寮を通告するという強硬な手段にで

議や小作争議が頻発し、議会においても政党政治

た。事態を憂慮した上海の滬友同窓会有志が調停

の否定的現象が顕れていたころであった。

に入り、学生を説得したため、学生はスト中止を

しかし今ひとつ、近衛の院長辞任の遠因となっ

決め、しかし処分者を出さないよう要望した。し

たとも考えられる要因が、同文書院自体のなかで

かし学校はスト指導者の処分に固執したため、村

成熟していた。彼の第 2 回訪問時の書院創立三十

井総領事、重光代理大使は本省を通じて同文会本

周年式典は、表面上はまことに華やかで、書院の

部（近衛院長）に善処方を訓令する一方、岡上副

繁栄と安泰を謳歌しているかのようであった。し

院長を呼んで説得した 44）。紛争の調停に入た滬友

かしその裏面では、当時の日本や中国の情勢に影

同窓会の有志、山田純三郎、林出賢二郎など 5 名

響された学生たちの思想的変化が進行していたの

も、近衛に打電して、学校側の冷静な処置を勧め

である。それは、近衛の帰国直後に爆発した学園

ている 45）。

民主化闘争と、それにひき続いて起こった反戦闘

その結果、この学園紛争は 12 月 2 日には、学

争とであった。これらは本来、独自の研究と別稿

校側は全学生の停学を無条件解除し、学生側は遺

を要するものである

42）

。しかし論旨と関係するの

憾の意を表明する形で解決した。当時いわゆる「学

で、ここではおもに『東亜同文書院大学史』に基

校騒動」といわれたこのような事件は、1920・30

づき、若干『東亜同文会史

年代に日本の大学や旧制高校でも相当の広がりを

昭和編』所収の史料

で補足しつつ要約しておきたい

43）

もって発生していた。

。

それにしても、このよう

に外務省からの訓令により、また上海の同窓会
学園民主化闘争

からか届く電報に、同文会副会長であり書院長で

近衛の帰国後間もなくの 6 月 6 日、学生は学生

あった近衛が当惑しなかったずはない 46）。

大会を開催し、
（1）書院の改革に誠意なき岡上副
院長および古川教頭の引責辞職、
（2）学究的良心

反戦ビラ配付事件

なき教授の淘汰、
（3）現行支給品制度の撤廃およ

当時、上海には中国共産党系の勢力、同文書院

び学校会計の明示、
（4）営利的信用購買組合の徹

卒業生、先の全学ストを指導した在学生の間に、

底的改善の 4 点を決議し、学校との交渉にはいっ

左翼的な「日支闘争同盟」と称する反戦組織が存
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在していた。全学スト解決後間もない 12 月 26 日、

日自決するまでの約 9 年間、同職にとどまった。

上海に寄港した日本の練習艦隊の少尉候補生 160

この間、会長就任のおよそ半年後、彼は内閣総

名が同文書院を訪問した時、書院卒業生岩橋竹二

理大臣に就任し、1937［昭和 12］年 6 月 4 日か

が、反戦ビラをいれた 20 通の封筒を書院内で日

ら 1939［昭和 14］年 1 月 5 日まで第 1 次内閣を

本人門衛を通じて彼らに配布する措置をとった。

率いた。その後いずれも短命ではあったが、平沼、

この事件を重大視した領事館警察は学校当局と協

阿部、米内の各内閣の後、1940［昭和 15］年 7

議のうえ学内を捜索し、8 名の学生を検挙した。

月 22 日から 1941［昭和 16］年 7 月 16 日まで第

そのうち安齋庫冶と白井行幸は治安維持法違反容

2 次内閣を、ひき続いて 1941［昭和 16］年 7 月

疑で予審にまわされたたが、しかし彼らは実際に

18 日から同年 10 月 18 日まで第 3 次内閣を組織

ビラを配ったわけではなかたので、その後段々と

した。彼の内閣は通算約 3 年に及び、それは日中

釈放された。上記 2 名も 4 月には釈放されている。

戦争が勃発し、それが長期化してゆきづまり、そ

ところが学校側は、この事件をあの全学ストの首

して太平洋戦争開始直前にいたる、日本が非常な

謀者を報復的に処分するための機会として利用し

危機に陥っていく時期であった。

た。その結果、
1931［昭和 6］年 1 月 10 日付で、
「本

本章では、この時代における近衛文麿と同文会

日左の通處分す

第四學年生安齋庫治、第三學年

及び同文書院の関係に焦点をあてて分析する。彼

生白井行幸退学

外に無期停學一名、一ヶ年乃至

の政治的行動や彼がもたらした国内・対外の政治

47）

一ヶ月停學六名、謹慎五名」

と発表された。

しかしまさにその直後、岡上は病気のため一
時帰京していたが 1 月 16 日辞表を提出した。そ

過程は非常に重要ではあるが、これまた別稿にゆ
ずり、ここでは必要最小限度で言及するにとどめ
たい。

れに対して、同文会の『事業報告書』は、「一月
十九日

副院長岡上梁氏依願委囑を解く

東亜同

第1節

48）

1936［昭和 11］年 12 月 2 日、まず評議員会が

文會理事大内暢三氏に院長代理を委囑す」

と記

東亜同文会内部での会長近衛の役割

開かれ、18 年もの永きにわたって会長をつとめ

している。
これらの一連の事件は、新たな客観的情勢の展

た牧野伸顕から病気を理由に辞任の申し出があ

開、それに伴ったとくに学生意識の変化のなかで、

り、それはやむなしと認め、後任に近衛副会長を

同文書院のこれまでの体制、近衛院長（東京）̶

推すことを全員一致で承認した。ひき続いて開催

岡上副院長（上海）といった体制がうまく対応で

された会員大会では、近衛が議長を務めていたが、

きなくなっていたことを示している。そのため次

一宮理事の事業報告のあと、長老格の中島評議員

の 1931［昭和 6］年 12 月に正式に就任した大内

がたって、
「…就きましては其の後任会長として

院長以後は、再び院長は上海常駐することになっ

御先代から本会と関係の深い現副会長近衛公爵を

ていく。

御推薦致すことに評議を致しましたが、何卒総会
に於ては吾々評議員会の評議に御賛成下され、満

第3章

近衛文麿の東亜同文会会長時代

近衛は、約 15 年間の同文会副会長職をおえて、

場一致即決されんこと希望致す次第であります」
49）

と提案した。それにたいして「異議なし」の声

が上がるている。

1936［昭和 11］年 12 月、同文会会長に就任した。

それに応えて、近衛は、
「御承知の如く前会長

そしてその後は、日本の敗戦後、ＧＨＱから戦犯

牧野伯は国家の重臣であり、その人格、識見、閲歴、

容疑で巣鴨への出頭命令がでて、1945 年 12 月 16

地位の何れの点より見ましても、洵に立派なお方
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であります。吾々は長く同伯爵の御指導の下に本
会を運用して行きたい云ふ考へを有つて居りまし

『事業報告書』によると、
「近衛新会長は日支

たのでありますが、段々承りまして御事情已むを

関係の重大性と本会の使命に鑑み其の機構を拡充

得ないと云ふことでありまして、洵に慈父に別れ

強化する為、朝野各方面の有力者を新理事に推薦

るが如き感をもちまして、同伯爵の御辞任を承認

し、
」51）と記されている。そして同時に岡部が理

すると共に、只今その後任として私の御推薦を蒙

事長に指名された。彼は元外務省対支文化事業部

りました。私と致しましては不肖且微力でありま

長を務めた人物である。また同日の理事会では、

して、果たして能く本会の会長としてこの重大な

理事のうち一宮房治郎を常務理事とし、また理事

る責任を尽すことが出来るかどうか洵に懸念であ

会内部に特別委員を設けることが決定されている

ります。何卒皆様のお力によりまして、本会の為

52）

（ママ）

。そして 12 月 26 日には特別委員会が開かれ、

めに微力を尽くしたいと思ひ致す。どうぞ今後と

それに関して、
「…12 月 19 日理事の一部を以て

も御好意、御援助を願いたいと思います」
、と挨

特別委員会を組織し、其の指名を会長に一任する

拶している。そして最後に、近衛は役員の改選期

事となり、井上、荻野、白岩、津田の四理事指名

になっているので、近々、それを指名したいと付

せられ、之に会長、理事長、一宮常務理事加はりて

け加えている。

之を組織せり。
」と報告されている 53）。近衛体制の

12 月 19 日、新理事会が開かれ、

次の通り新役員が決定された。50）

もとで、やがてこれらの人物は活躍し、特別委員
会は機能を発揮することなる。またその後指名さ

会

れたのであろう、伊東延吉が理事に加わる。

長

公

爵

近

衛

文

麿

理事長

子

爵

岡

部

長

景

筆者が見る限り、この役員構成の特徴的な点を

理

事

衆議院議員

一

宮

房治郎

あげれば、つぎの諸点が指摘できよう。（1）寄付

理

事

井

上

雅

二

行為にある 2 名の副会長は任命されておらず、の

理

事

法 学 博 士

林

毅

陸

ちに 1942 年 12 月、阿部信行が副会長になるまで

理

事

外 務 次 官

堀

内

謙

介

は、その意味で近衛のワンマン体制になっている

理

事

萩

野

元太郎

こと、（2）牧野＝近衛体制のもとで永らく理事長

理

事

文 部 次 官

河

原

春

作

を務めた白岩が理事に退き、代わっていずれ第１

理

事

海 軍 中 将

津

田

静

枝

次近衛内閣のもとで成立した国民精神総動員中央

理

事

東京帝大総長

長

与

又

郎

聯盟事務局総長に抜擢される岡部が理事長に就任

理

事

同文書院長

大

内

暢

三

していること、（3）また第１次近衛内閣の次の次

理

事

児

玉

謙

次

に内閣総理大臣になる阿部信行が理事に加わった

理

事

貴族院議員

赤

池

濃

こと、
（4）古くから幹事でありまた財団法人になっ

理

事

陸 軍 大 将

阿

部

信

行

てからは理事になっていたが、近衛のあと同文書

理

事

貴族院議員

阿

部

房次郎

院長になった大内暢三が理事にいること、（5）東

理

事

白

岩

龍

平

京帝大総長長与と共に、かつて慶応義塾大学総長

監

事

男

爵

森

村市左衛門

であった、そして戦後は新設愛知大学の初代学長

監

事

貴族院議員

大

橋

新太郎

になる林毅陸が新たに理事に加わったこと、など

監

事

鎌

田

勝太郎

である。

相談役

伯

爵

清

浦

奎

吾

相談役

伯

爵

牧

野

伸

顕

それでは近衛体制のもとで同文会諸機関はどの
ように運営されたであろうか。
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昭和編』は、1937［昭和

理事会（7 月 11 日）報告）同文書院を大学に

12］年から 1944［昭和 19］年の期間の理事会・
特別委員会の簡潔な報告をまとめている。いまそ

昇格改組する件
出席：理事長岡部、常務理事津田、井上、林、大

の開かれた回数のみを記すと、1937 年、理事会

内（同文書院長）、萩野、伊東、長与、赤池、

12 回、特別委員会 5 回、38 年、理事会 12 回、特

阿部（信）、白岩の各理事、他に同文書院

別委員会 2 回、39 年、理事会 11 回、特別委員会

教頭馬場、江漢中学総務長斉藤

39 回、40 年、理事会 13 回、特別委員会 1 回、41 年、

欠席：会長近衛、一宮、堀内、児玉の各理事

理事会 8 回、42 年、理事会 7 回、43 年、理事会 6 回、
44 年、理事会 2 回、といった状態であった

理事会（8 月 6 日）報告）同文書院軍事教練、

54）

同文書院図書館復興の件

。

いまそのうち、1938・39 両年に限っては、重

出席：理事長岡部、常務理事一宮、常務理事津田、
林、大内、赤池、阿部（信）の各理事

要報告や議題の他に、その出席者が判明している
ので、それらを煩を厭わず列挙しておこう

55）

。

欠席：会長近衛、井上、堀内、萩野、伊東、長与、児
玉、白岩の各理事
理事会（8 月 29 日）報告）同文書院大学昇格、

1938［昭和 13］年
理事会（3 月 14 日） 報告）同文書院上海交通

同文書院明年度臨時費の件
出席：理事長岡部、常務理事一宮、萩野、大内、

大学跡に移転する件

阿部（信）の各理事

出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上、児玉、赤池、

欠席：会長近衛、井上、林、堀内、伊東、津田、長与、

阿部（信）
、白岩の各理事

児玉、赤池の各理事

欠席：会長近衛、林、堀内、萩野、大内、伊東延吉、
津田、長与の各理事、森村、大橋、鎌田の
各監事

理事会（９月 28 日）同文書院焼失財産の件
出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上、林、萩

理事会（4 月 20 日）昭和 12 年度事変費、同文

野、児玉、赤池、阿部（信）
、白岩の各理事
欠席：会長近衛、堀内、伊東、大内、津田、長与

書院長崎開校費の件

の各理事

出席：理事長岡部、井上、林、荻野、児玉の各理事
欠席：会長近衛、一宮、堀内、大内、伊東、津田、

理事会（12 月 13 日）昭和 12 年度本会収支決算、

長与、赤池、阿部（信）
、白岩の各理事

財務諸表の件

理事会（5 月 30 日）報告）同文書院の近況、

出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上、伊東、林、
萩野、阿部（信）、白岩の各理事

学生の従軍通訳問題
出席：理事長岡部、井上、阿部（信）
、白岩の各

欠席：会長近衛、津田、大内、長与、児玉、赤池
の各理事

理事
欠席：会長近衛、一宮、林、堀内、萩野、大内、伊東、
津田、長与、児玉、赤池の各理事

1939［昭和 14］年

理事会（6 月 17 日）支那省別全誌改訂、本年

特別委員会（1 月 13 日）同文書院臨時建設費

度会員大会の件

借入の件

出席：理事長岡部、井上、萩野、阿部（信）、白

出席：理事長岡部

岩の各理事

理事

欠席：会長近衛、一宮、林、堀内、大内、伊東、津田、
長与、児玉、赤池の各理事

一宮、井上、津田、白岩の各

欠席：会長近衛、阿部（信）、荻野の各理事
特別委員会（1 月 16 日）報告）外務省及び興
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特別委員会（5 月 2 日）報告）同文書院大学昇

亜院との連絡の件
出席：理事長岡部、常務理事一宮、津田、阿部（信）
の各理事、他に上海支部長舟津、総務長斉

格審査の進行状況
出席：理事長岡部、井上、荻野の各理事、他に牧

藤、主事宇治田が出席

田、宇治田の両主事

欠席：会長近衛、井上、白岩、荻野の各理事

欠席：会長近衛、一宮、白岩、津田、阿部（信）

特別委員会（1 月 24 日） 同文書院の現状、図

の各理事
特別委員会
（5 月 16 日）報告）同文書院軍事教官・

書館復興寄付金募集の件
出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上、大内、
阿部（信）
、白岩の各理事、他に総務長斉藤、

学生代表上京の件
出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上理事、他

牧田、宇治田の両主事

に牧田、宇治田の両主事

欠席：会長近衛、津田、荻野の各理事

欠席：会長近衛、阿部（信）、津田、荻野、白岩

理事会（1 月 31 日）同文会事業拡充計画、書院

の各理事
特別委員会（5 月 23 日）同文書院所要臨時費調

大学案、本年度事業費国庫補助
出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上、林、大
内、長与、児玉、沢田、白岩の各理事、他

達の件
出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上理事、他

に江漢中学総務長斉藤、主事宇治田

に牧田、宇治田の両主事

欠席：会長近衛、石黒、荻野、津田、赤池、阿部

欠席：会長近衛、阿部（信）、津田、荻野、白岩

（信）の各理事

の各理事

理事会（3 月 31 日）報告）同文書院大学の件、
『支

特別委員会（6 月 6 日）昭和 14 年度国庫補助金

那社会経済の研究』出版の件

の件

出席：理事長岡部、常務理事一宮、石黒、井上、長与、

出席：理事長岡部、常務理事一宮、井上、荻野、

白岩の各理事、他に外務省文化事業部第一
課長宮崎、興亜院文化部第三課長林、牧田、
宇治田の両主事

阿部（信）の各理事
欠席：会長近衛、津田、白岩の各理事
特別委員会（6 月 13 日）支那事変二周年記念事

欠席：会長近衛、林、荻野、沢田、大内、津田、児玉、
赤池、阿部（信）の各理事

業の件
出席：常務理事一宮、井上理事、他に牧田主事

特別委員会（4 月 4 日）本年度招見式開催の件、

欠席：会長近衛、理事長岡部、阿部（信）、荻野、
津田、白岩の各理事

上海市長歓迎の件
出席：理事長岡部、常務理事一宮、阿部（信）理

理事会（6 月 15 日）理事長を岡部長景より阿倍

事、他に牧田、宇治田の両主事

信行に交代する件

欠席：会長近衛、井上、白岩、荻野、津田の各理

出席：会長近衛、理事長岡部、常務理事一宮、井上、

事

林、荻野、長与、児玉、阿部（信）、白岩

理事会（5 月 2 日）同文書院大学昇格の際の学
長大内暢三、予科長馬場鍬太郎に決定

の各理事、他に牧田主事
欠席：沢田、大内、石黒、赤池、津田の各理事
特別委員会（6 月 20 日）報告）大阪での同文書

出席：理事長岡部、井上、林の各理事
欠席：会長近衛、一宮、荻野、大内、石黒、津田、長
与、児玉、赤池、阿部（信）
、沢田、白岩

院主催夏期講習会開催の件
出席：理事長阿部（信）
、常務理事一宮、井上、岡部、

の各理事

白岩の各理事、他に牧田主事
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各理事、他に牧田、宇治田の両主事

欠席：会長近衛、荻野、津田の各理事
特別委員会（6 月 27 日）興亜院より同文会への

欠席：会長近衛、理事長安部、津田理事
特別委員会（9 月 19 日）報告）天津中日学院水

補助金下付の件
出席：理事長阿部（信）
、常務理事一宮、井上、岡部、
白岩の各理事、他に牧田主事

害の件
出席：常務理事一宮、井上、荻野、白岩の各理事、

欠席：会長近衛、津田、荻野の各理事

他に天津中日学院総務長藤江、牧田、宇治

特別委員会（7 月 4 日）本年度会員大会 12 月

田両主事
欠席：会長近衛、理事長阿部（信）、岡部、津田

開催の件

の各理事

出席：理事長阿部
（信）
、常務理事一宮、井上、岡部、
白岩の各理事、他に牧田、宇治田両主事

理事会（10 月 2 日）理事長阿部信行内閣総理大

欠席：会長近衛、荻野、津田の各理事

臣になるも理事長として留任の件

特別委員会（7 月 11 日）現在交通大学を借用の

出席：常務理事一宮、常務理事矢田七太郎、井上、
岡部、児玉、赤池の各理事、他に牧田、宇

ため書院の将来敷地を求める件

治田の両主事

出席：理事長阿部（信）
、常務理事一宮、荻野、
大内の各理事、他に江漢中学校総務長斉藤、

欠席：会長近衛、理事長阿部、林、荻野、大内、津田、
長与、白岩の各理事

牧田、宇治田の両主事
欠席：会長近衛、岡部、白岩、津田、井上の各理

以上、やや長々と、1938・39 年の同文会の執

事
特別委員会（7 月 18 日）昭和 15 年度国庫補助

行機関、理事会とその内部組織、特別委員会の運
営状態をみてきた。そこから窺えることは、会長

金要請額の件
出席：理事長阿部
（信）
、常務理事一宮、理事大内、
他に斉藤総務長、牧田、宇治田の両主事
欠席：会長近衛、岡部、井上、白岩、荻野、津田

近衛がそれに出席したのは、少なくともこの時期
に限っては、1939 年 6 月 15 日の理事会のわずか
１回にすぎない。それも理事長岡部を近衛が組織
した政治団体に引き抜くという重要議題があった

の各理事
特別委員会（7 月 25 日）報告）本会会員募集に

からである。それ以外はこの史料に現れるかぎり

ついて、昭和 15 年度補助申請の件

一切出席していない。彼が第 1 次内閣の総理大臣

出席：理事長阿部（信）
、常務理事一宮、岡部、萩野、

であった頃には、それも理解できる。しかし彼

津田、白岩の各理事、他に牧田、宇治田の

が総理を辞めた 1939 年 1 月以後もそうであった。

両主事

これはなにを意味するのか。
これは、第 1 章で述べた、1922 年の寄付行為

欠席：会長近衛、井上理事
特別委員会（8 月 1 日）報告）同文書院の所管
を外務省から興亜院へ移管の件
出席：理事長阿部（信）
、常務理事一宮、井上、
岡部の各理事、他に牧田、宇治田の両主事

に基づく同文会の閉鎖的な機構化に加えて、前述
の 1936 年 12 月に近衛が会長に就任した際、築き
上げた同文会の管理体制が、通常業務では近衛の
直接指導がなくとも、運営可能なものになってい
たということであろう。ただし重要人事だけには

欠席：会長近衛、荻野、津田、白岩の各理事
特別委員会（9 月 13 日）報告）総理大臣阿部の
近衛による理事長留任希望について
出席：常務理事一宮、井上、岡部、荻野、白岩の

近衛の前もっての承認と、場合によっては理事会
への出席が必要であった。そしてその執行体制は、
理事長、常務理事、出席した少数の理事によって
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担われた。それも 1939 年になると、理事会開催

しかもその間、上海校舎が中国兵の放火によって

がへり、それに代わってその内部機関、特別委員

焼失し、本年 4 月以後は中国側が残した交通大学

会が頻繁にもたれるようになった。その特別委員

を借用して再開することになったこと、また天津

会は、もっと狭い範囲のもので理事長、常務理事

中日学院については、一時日本軍の宿営施設とし

と 4 名の特別委員を中心に組織され、それを実務

て接収されたこと、さらに漢口江漢中学はいまな

担当の主事が補佐している。これを全体としてみ

お中国側にあって、日本政府の命令によって関係

れば、同文会の執行体制は、会長近衛の強化され

日本人はすべて引き揚げ、今は江漢中学との連絡

た権限、その管理体制のもとでの理事長、常務理

さえ途絶しているという 57）。

事、少数の理事と、それを補佐する主要実務職員

しかし彼の報告は、随所に同文会の使命が中国

といった寡頭的な組織になっていたといえよう。

における日中のための人材育成であることを指摘
しながらも、日本政府の対中政策や日本軍の軍事

会員大会、評議員会

行動に対する批判はいささかもなく、むしろそれ

では評議機関である会員大会と評議員会はどう

を支持し、積極的に協力する立場を表明している。

なっていたのか。これらが定期的に開催されてい

例えば、同文書院学生の従軍通訳については、
「…

たことは、
『事業報告書』や『東亜同文会史

軍に於ては教養ある通訳の必要痛感せられ、一方

昭

和編』によって確認できる。会員大会については、

書院にありては既に書院の特色とする内地大旅行

1938［昭和 18］年から 1943［昭和 18］年までの

を終り半歳の後には卒業する四年生が此の通訳の

期間に、38 年だけは 6 月に、他の年度は 12 月に

勤務に服する事極めて妥当適切なりと考へられ外

開催されたこと、また評議員会については、1937

務、文部両省の諒解を得て岡部理事長並に大内院

［昭和 12］年から 1944［昭和 19］年までの期間に、

長の連名を以て四年生一同に対し告諭を発して本

通常は年 1 回、39、42 年に限っては、年 2 回開

院興学の精神に則り、其の長ずる処を以て這回の

かれたことが判かっている 56）。しかしその具体

聖戦に従軍せん事を慫慂した…」（ルビは引用者）58）

的な内容を示す史料はいまのところ極めてとぼし

と述べ、今回の日中戦争を「聖戦」とまで呼んで、

く、以下の 1938 年の会員大会は、近衛、首相の

これを正当化している。

時のものであって、重要であるのでぜひとも紹介
しておきたい。

シャ

ここには同文会や同文書院の自立性はいささか
もみられない。それは政府・軍と一体となった立
場である。そしてこの立場は、この報告の次に行

昭和 13 年度年次大会（1938 年 6 月 29 日）

われた近衛の挨拶のなかで「上から」もう一度確

日中戦争開始のほぼ 1 年後に開催されたこの会

認されることになるが、それについては次節で近

員大会には、当時総理であり同文会会長である

衛の発言を引用しながら紹介しよう。

近衛も出席し挨拶した。出席者は時局がら多くな

なお翌 1939 年 12 月、近衛はその第 1 次内閣の

り 141 名に及び、そこには南京攻略戦を指揮した

総理を降りた後の阿倍内閣の時期であったが、会

松井石根の姿もあった。大会ではまず岡部理事長

員大会に出席し、会長として開会を宣しているこ

が昭和 12 年度の事業報告を行った。そのなかで

とは確認されている 59）。

彼は、日中戦争の拡大過程で同文会経営の中国に
あった教育機関が蒙った非常に困難な状態につい

評議員会（1939［昭和 14］年 6 月 22 日）60）

て詳しく報告している。同文書院については、戦

これは既述の 6 月 15 日の理事会できめた、理

火が上海に及び一時長崎への移転よぎなくされ、

事長岡部長景が辞め、その後任に阿倍信行が就任
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することの承認をとるために開催されたものであ

招見式

る。

なおこの近衛文麿の同文会会長時代において
男爵阪谷芳郎、中島真雄、郡島

も、その副会長時代と同様、同文書院新入学生招

忠次郎、田鍋安之助、井戸川辰三、理事

見式は挙行された。いまそのなかで、近衛が式辞

長阿部信行、常務理事一宮房治郎、井上

を自ら読んだか、あるいは代読させたかが判明し

雅二、林毅陸の各理事、委任状桜木俊一

ているものには、次のものであった 61）。

出席者：評議員

外 41 名

（1）1937［昭和 12］年 4 月 13 日、近衛、会長と
カネ

その議事報告は、
「一宮理事ヨリ予 テ書面ヲ以

してまず訓辞、次いで岡田外務省事業部長、
岡部理事長からも訓辞

テ報告致セシ通リ子爵岡部長景氏ハ今度国民精神
総動員中央聯盟事務局総長ノ重要任務ニ当ラルヽ

（2）1939［昭和 14］年 4 月 12 日、近衛、会長とし

事トナリタルヲ以テ近衛会長ニ対シ辞任ノ申出ア

てまず訓辞、その後、蜂谷外務省文化事業部

リ近衛会長ニハ同氏カ永ク理事長トシテ本会ノ為

長、岡部理事長訓辞

メニ尽瘁セラレ其ノ功尠カラス今回ノ辞任ハ遺憾

（3）1940［昭和 15］年 4 月 18 日、
近衛、
「病気のため」

ノ次第ナカラ事情己ムヲ得サルモノアリト認メラ

その訓辞、常務理事矢田七太郎が代読、その

レルルヲ以テ之レヲ受理スルコトヽシ其後任トシ

後、外務省文化事業部第一課長後藤鎰尾、陸

テ理事阿倍信行氏ヲ煩ハシ度懇請ノ結果幸ニ承諾

軍大将男爵本庄茂、常務理事矢田七太郎の訓

ヲ得テ就任セラレ尚岡部子爵ニハ会長ヨリ改メテ

辞または祝辞

理事トシテ留マリ会務ニ尽力セラルル様依頼アリ

（4）1945［昭和 20］7 月 20 日、日本の敗戦間近く、

テ此又承諾ヲ得タル旨報告アリ之レニ対シ阿部理

同年上海に渡航できなくなった、新入学生に

事長ヨリ叮重ナル就任ノ挨拶アリ次テ議長席ニツ

対して、近衛が与えた式辞

キ議事ヲ進行」（ルビは引用者）と、記している。
この件は勿論異議なく承認された。しかし興味

これらの内容とその変化については、次々節で
紹介しよう。

深いことに協議事項を終えたあと、評議員の阪谷
が、自分が大蔵大臣のころ先代近衛に同文書院の

第2節

ことでいろいろ援助したことを追想しながら、次

政治家、とくに内閣総理大臣としての
近衛と同文会・同文書院

の様に発言したことである。
「…当時ハ良ク支那

本節では、政治家として、そしてとくにその間

ヲ識リテ事業ヲ行フ人物ノ養成ヲ必要トシタルモ

3 次にわたって内閣を組織した近衛文麿と同文会・

今日ハ深ク支那ニ入リ込ミ良ク其ノ知識階級ト交

同文書院の関係を分析する。そのためまず第 1 次

リテ之レヲ指導扶掖スルトコロノ人材ヲ養育スル

内閣を組織するまでの、また同内閣中の近衛の政

ノ必要アリ即チ此レニ重点ヲ置クコトトシ此際同

治活動を要約しておく 62）。

文会ノ指導精神ヲ変更スル必要アリト思惟ス」と。

彼は、既述のごとく、同文会副会長のとき、

これは、現実の日中関係が同文会創草期の状態か

1931 年 1 月 16 日には貴族院副議長になったが、

ら質的に著しく変化してしまっていることを指摘

33 年 6 月 9 日には同議長にまで昇進した。1936

する発言であった。同文会の本来の精神は失われ、

年の二・二六事件後の不安定な政治情勢を収める

その精神をむしろ現実に合わせるべきだいう主張

ため、元老西園寺公望は「切り札」として近衛を

である。

推挙し、一度、組閣の大命が下されたが、近衛は
それを拝辞した。そのため、広田弘毅内閣（1936
年 3 月 9 日− 1937 年 1 月 23 日）
、ついで林銑十
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郎内閣（1937 年 2 月 2 日−同年 5 月 31 日）が生

も近衛は先走った、その第 2 の例である 66）。しか

まれたが、ともに陸軍の圧力をうけて、いずれも

し はここで屈することはなかった。前年 9 月以

短命に終わった。

来、国民党は共産党と抗日民族統一戦線を結成し、

その結果、組閣の大命は、当時「国民的人気」
のあった近衛に再び下り、今度は拒否できず、こ
うして 1937［昭和 12］年 6 月 4 日、第 1 近衛内

中国国民の抵抗意識は高く、持久戦体制をとるこ
とができたからである。
一方、日本において近衛は、4 月、戦時体制、

閣が成立した。その構成員は行論と関係するので、

とくに経済のそれを築くために、
「国家総動員法」

外務大臣だけを挙げておこう。外相は当初、広田

を成立させた。すぐ以下で紹介する、同文会会員

弘毅、38 年 5 月 26 日からは宇垣一成、同年 9 月

大会での近衛の挨拶はこのような歴史的背景のも

30 日からは近衛が兼任、同年 10 月 22 日からは

とで行われたものである。

有田八郎と目まぐるしくかわった。

ついでながら、ここで第 1 次内閣のその後の経

しかし組閣わずかに 1 ヵ月後に、近衛は大問題

過に触れておこう。1938 年 10 月には漢口、広東

に遭遇する。7 月 7 日の蘆溝橋事件である。当初

も陥落し、これで中国の主要都市が日本軍の手

彼は、広田とともに事件不拡大・局地収拾方針で

中に落ちて国民政府に動揺が生じたので、近衛は

あったが、7 月 11 日の緊急閣議で陸軍の強要に

11 月 3 日、第 2 次声明、
「東亜新秩序建設の声明」

よる 3 個師団の動員が決定されるや、12 日に彼

（これも中山優起草とされている）を発表した 67）。

は強硬な重大決意声明を発表している。近衛の対

これは第 1 次声明の内容を訂正するものであった

中政策は、基本的には陸軍の暴走的な作戦に引き摺

が、その主な狙いは、重慶から汪兆銘を引き出し、

られたものであったが、時として逆に先駆けるとこ

彼に親日的な傀儡政権を組織させる意図をもって

。8 月に入

いた 68）。ついで近衛は 12 月 22 日、第 3 次声明、
「日

ると、戦火は同文書院の所在する上海にまで広が

支国交調整方針に関する声明」を発表する。これ

り、戦争は全面化し始めた。9 月 5 日に、近衛は

は中国の日本軍占領地域に傀儡政権を組織し、そ

衆議院において局地収拾を放棄し全面戦争を主張

れとこれまた傀儡国満洲を結合させ、日満支で「東

ろがあり、これがその第 1 の例である

した

63）

64）

。そして 10 月には、彼のイニシアティヴ

亜新秩序」を構築しようとする意図を表明したも

で国民をまず精神的に戦争体制に組み込むため、

のである 69）。「中国の保全」、「中日輯協」という

国民精神総動員運動を組織した。これは、のちに

同文会本来の精神は、いまや近衛文麿のもとで、

1940 年大政翼賛会になっていく前身組織である。

中国を侵略し、その占領地に傀儡諸国を組織し、

また 11 月には日独防共協定が締結された。

それらの国家と同盟するという捩じ曲げられた形

1937 年 12 月 13 日、首都南京が占領され、近

に変容したのである。

衛はここで一度 介石との和平を模索し、そのた

近衛が企図したように、汪兆銘は 12 月末重慶

め中国駐在ドイツ大使トラウトマンによる仲介に

を脱出したので、近衛は一区切りついたと考え、

期待した。しかし首都を落とした陸軍は幾多の和

1939［昭和 14］年 1 月、ひとまず総辞職したが、

平条件を加重したため、かれはこの仲介を謝絶し

次の平沼騏一郎内閣のもとでは、汪との対応のた

て、あの有名な第 1 次近衛声明、
「国民政府を對

めに無任所相として留まっている 70）。

手とせず」を発表した。これを起草ないし校閲し

さてここで問題となる、1938 年６月 29 日の同

たのは、近衛のブレーンの一人、同文書院修了者

文会会員大会での近衛の挨拶の主要部分を紹介し

中山優である

65）

。当時、参謀本部は対ソ戦に備え

て、中国との交渉の継続を希望していた。ここで

よう。
ハカ

「私は昨年六月揣 らずも組閣の大命を拝し重き
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責任を荷ひましたことは、自ら省みて恐懼に堪へ

し、直接間接に其の本來の使命達成に邁進し、且

ない次第でありましたが、幾許もなく支那事變の

つ刻下の時局に夫々多大の寄與貢獻も為しつゝあ

マサ

ソレゾレ

勃發に直面致し、今や當に其の一周年を迎へんと

るのであります。今日日支事變に直面しまして是

するのであります。申す迄もなく、當初帝國政府

等諸君の活動を望見致しまする時に、今更乍ら先

に於きましては、飽く迄も事態不擴大方針を執つ

覺諸公の御見識に對し敬服の念更に新たなるもの

て、事件を局地的に處理し圓満なる解決を圖らん

があるのであります。

と期したのであります。然るに 政權は、日本に
シキ

サラナガ

ネンサラ

いふまでもなく、本會の使命と責務は、常に先

對する正確なる認識を誤り、頻りに列國の支援の

覺者諸公の御抱負を遵守して、之が實現を期する

袖にすがつて、頑強なる抵抗を續け、毫も反省の

にありまして、其の根本方針に至つては、終始一

色がないのみか、至るところ不遜にも挑戰的態度

貫、 聊 かも變るところはありません。唯だ其の

に出て參つたのであります。其の結果として戰火

目的を貫徹致します手段方法に至りましては世運

は遂に北支より中支へ發展し、更に又南支にも波

の進展、國際情勢の變化等に伴ひまして、或は大

及し、今や支那全土を擧げて慘憺たる戰場と化す

乗的手段に依り、或は抜本塞源的方策に出づるこ

るの已むなきに至つたのは實に遺憾千萬に存ずる

とは當然あり得るところでありますが、然し我等

次第であります。

は常に本會の最終目標を忘れず、勇往一切の努力
（

中略

）

イササ

を捧げますると共に、今よりして戰後の處置に、

顧みまするに、我が東亞同文會は當時の對支先

身を挺して活躍すべき覺悟と準備を充實せしむる

覺者諸君が『支那の保全』
『支那及び朝鮮の改善

ことを 懈 つてはなりません。從つて本會の任務

アツ

オコタ

カ

助成』を圖り、其の國交を敦うし、國民相互の提

は茲に益々重且つ大なるを痛感するのであります

携を固くせんが為めに創立せられたのであります

が、 冀 くば諸君に於かれても今後一層御自重御

ことは、今更私より申述べるまでもなく、會員諸

自愛、此の天與の負託を遺憾なく遂行せられんこ

ット

シコウ

氏の夙に御諒知の通りであります。而して本會の
使命は、其の創立綱領にも明示せられて居ります

ネガワ

とを衷心より切望して已まない次第であります。」
71）

（ルビは引用者）

如く、『廣大無邊なる支那の富源を開拓し』通商

筆者はこの文書、この近衛の発言は非常に重要

貿易を旺盛にし、經濟に政治に離るべからざる關

であると思っている。なぜならここには、総理近

シン シ

ホ シャ

係を作り、『唇 歯 輔 車 相持ち相倚り以て西力東漸

衛も同文会もそれが経営する同文書院も、三者が

の趨勢を挽囘し、東洋の利益を計りたい』といふ

すべて出揃っているからである。そして同文会・

に盡きるのであります。爾来こゝに四十年、此の

同文書院の立場を政府の立場に従属・統合させよ

キュウゴウ

抱負の下に大いに天下の人材同志を 翕 合 し、其

うとしていることがわかる。しかもその政府の立

の目的達成に向つて參つたのであります。幸に

場と政策は、同文会本来の目的は忘れていないが、

ヨ

して諸君の御同情と御後援とに依つて、先覺諸公

「或は大乗的手段に依り、或は抜本塞源的方策に

の御遺志は着々具體化せられ、本會の事業は漸次

出づることは当然あり得る」という比喩的表現を

發展擴大致しましたことは御同慶の至りに存じま

用いて、本来の方法、平和的方法だけではなく、

す。殊に本會經營の同文書院は既に卒業生を出す

強硬な武力的方法をとることもある、ということ

こと二千八百餘名に達し、其の大半は現に支那及

を婉曲に表現しようとしている。

び満州各地に在留し、凡そ百般の業務に従事して
大陸経濟の第一線に活躍してゐるのみならず、内
マタ オオム

地に在住するものも亦 概 ね對満對支事業に關與

岡部長景、阿部信行の人事問題
すでに前節において、1939 年 6 月、同文会理
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事長岡部長景が、その後も理事に留まりながらも、

が全面化した頃、近衛の提唱で、国民を戦争に精

国民精神総動員中央連盟事務局総長に就任したこ

神的に動員するために、
「挙国一致・尽忠報国・

と、また同年 10 月、岡部の後任理事長阿部信行

堅忍持久」を標語にして始められた運動であっ

が内閣総理大臣に就任したため、理事長辞任を申

た。当初それには全国神職会、全国市長会、全

し出たところ、それを兼任することを要請された

国在郷軍人会、日本労働組合等 74 団体が参加し、

こと、についても述べた。これらは、会長近衛の

有馬良橘を会長に国民精神総動員中央聯盟が結成

希望と支持にもとづいてなされたのであるが、そ

され、それは内閣の外郭団体となった。この運動

れはすでに第 1 次近衛内閣後のことであった。そ

と組織は、その後幾度かの再編成をへて、やがて

の頃の彼の政治的立場はどのようなものであった

1940 年 10 月、近衛第 2 次内閣のもとで大政翼賛

のか。

会に成長転化していくことになる 73）。そうした運

まず近衛は、総理辞任後、すぐに枢密院議長に

動であるから、近衛が一時総理を降りていた時で

ついている。そしてその後、第 2 次ひき続いて第

も、中央聯盟事務局総長の人事については配慮せ

3 次近衛内閣を組織するまでの間、彼はまた、総

ねばならなかったのであろう。ついでながら、こ

理経験者として、後継総理を推挙できる重臣に

の岡部は、のちにあの東条内閣の下で、1943［昭

なっていた。3 つのいずれも短期の弱体な内閣が

和 18］年 4 月から翌 44 年 7 月まで文部大臣に就

継起するが、どの時も彼は有力な首相候補になっ

任することなる。

ている。その意味からも彼が、非常に大きな影

つぎに阿部問題に移ろう。阿部は参謀本部軍務

響力をもった政治家であり続けたことは間違いな

局長のあと、1929 年浜口雄幸内閣の陸相宇垣一

い。

成のもとで次官となり、1936 年の二・二六事件

まず平沼騏一郎内閣（1939［昭和 14］年 1 月 5

後は予備役となった。平沼が総辞職したのち、近

日−同年 8 月 28 日）についてみよう。そもそも

衛、広田弘毅、池田成彬、林銑十郎らとともに候

自分の後任として平沼を説得したのは、近衛であ

補の一人となった。陸軍は近衛の再登場を望んだ

り、近衛自身も対中対策、とくに汪兆銘への対応

が、彼は受ける意思がなかったので、陸軍はつな

問題があるので、無任所相として加わっている。

ぎと考え、その「新鮮さ」を買って、阿部を推し

それに近衛内閣の閣僚のうち外務、陸軍、海軍、

た 74）。近衛は、おそらく自分の身代りになって

司法、文部、拓務の 6 大臣がそのまま横滑りし、

くれたと思い、阿部を同文会理事長のまま総理に

また近衛を含めて 2 人がポストを変えて加わった

なることを支持したのであろう。それはまた、近

ので

72）

、平沼内閣は「実質的には近衛内閣の延長」

衛の政策的考えとも一致していたであろう。阿部

とさえ言われている。政策的には、平沼は、近衛

は日中戦争の解決に邁進する旨を声明しており、

声明に基づく対中方針は不変であることを強調し

ちょうど 1939 年 9 月にヨーロッパで勃発した第

ており、事実来日した汪兆銘と平沼、近衛、有田

二次大戦には不介入の立場をとった。しかし日中

の会談が行なわれている。ただ日独伊防共協定問

戦争は解決されず、また戦時経済からくる物資不

題では閣内の意見が分かれ、そのため独ソ不可侵

足や物価騰貴のため議会での政党の反対にあって

条約が締結された時に、この内閣が「欧州情勢は

総辞職している。

複雑怪奇」の声明を発して総辞職したことは有名

だが阿部の本領は、むしろ総理を辞めてから発
揮された。1940 年 3 月ようやく南京に成立した

である。
ところでその間の国民精神総動員運動のほうで

汪兆銘政権にたいして、4 月 15 日、阿部同文会

あるが、これはもともと 1937 年 10 月、日中戦争

理事長は特派全権大使となって送られた。そして
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4 月 23 日には南京に到着し、8 月まで汪との交渉

1938 年 7 月 11 日、同文会理事会には、理事長

を重ね、11 月 30 日、
「日支基本条約」を締結し

岡部以下、10 名の理事と 2 名の関係者が出席し

75）

。これによって、近衛が構想した日

たが、上京した理事大内院長、馬場教頭から説明

満支の「東亜新秩序」がひとまず形を整えたこと

を受けたあと、活発な討議を行い、大学の構成は

になる。その後彼は、朝鮮総督をへて、大政翼賛

2 年制の予科・3 年制の商学部とする昇格案を理

会総裁という近衛の敷いた路線で活動していく。

事会としてほぼ決定した 78）。

たのである

以上、岡部、阿部の人事問題を通じて、近衛と

11 月 8 日、
「東亜同文書院大学設立申請書」と

同文会の関係をみるとき、ほぼ次のように言える

付帯の「設立主意書」が提出された。注目すべきは、

のではないか。近衛には、天皇、軍部、政党、国

当時総理でもあった同文会会長近衛文麿が、主務

民から一定の支持があり、
それが彼のいわゆる「国

官庁外務省の有田八郎外相に提出したことであっ

民的人気」の基盤となっていた。しかしそれは、

た。いまその「設立主意書」を引用すれば次の通り。

彼が時々、自分の人気は映画スターかマネキン・
ガールのそれに似た漠たるものである、としばし

［東亜同文書院大学］設立主意書

ば嘆いていたように、軍部に対する自立性を維持
するためにも、なにか強固な支持組織を求めてい
た

76）

（1938［昭和 13］年 11 月 8 日）
「本会ハ、上海ニ東亜同文書院ヲ創立シテ以来約

。それが国民精神総動員運動であり、その発

四十年、其ノ間各府県ノ派遣ニ係ル多数優秀ナル

展形態としての大政翼賛会であった。他方、彼は

青年ヲ養成シ、之レ等ハ永年ニ亘リ日支提携ノ連

それほど大きな組織ではないにせよ、自分の意志

鎖親善ノ楔子トナリテ、平和的事業ニ従事シ、或

に従わせられる同文会をも支持基盤の一つと考え

ハ往年満洲事変、又這 回ノ支那事変ニ際シテハ、

ていたと思われる。だから岡部、阿部の人事の問

従軍シテ皇軍ノ行動ヲ助クル等、邦家ニ貢献スル

題は、同文会から他の支持基盤や内閣への人的補

コト少カラサルトコロ、今ヤ日支ノ関係ハ、現下

強措置であったといえよう。

ノ事変ヲ契機トシテ劃期的変革ヲ来シ、将来益々

セツ シ

シャ

多数有為ノ人材ヲ大陸ニ送ルト共ニ、其ノ育成ノ
同文書院の大学への昇格

上ニモ一段ノ向上進歩ヲ必要ト認メラレルニ付、

いま一つ、近衛文麿や阿部信行の政府の立場

従来ノ専門学校ヲ改メテ、更ニ大学ニ昇格シ、国

と、同文会およびさらに同文書院の利益が一致し

家思想ノ涵養、及人格ノ陶冶ニ留意シ、商業ニ関

て、縦一線にならんで実現した事業がある。それ

スル学術ノ理論及応用ヲ教授シ、並ニ其ノ蘊奥ヲ

は同文書院の大学昇格であった。いまその経緯を

攻究シ、以テ興亜ノ指導的人材ヲ練成セントス」

たどっておこう

77）

79）

。

（ルビは引用者）

1937
［昭和 12］
年 8 月、
日中戦争が上海に波及し、

ここでは、書院卒業生の満州事変・支那事変へ

書院が一時長崎に避難した頃、大内院長・教職員・

の軍事的貢献をふまえ、今後一層多くの人材を養

同窓のなかで、時勢に対応するため、大学昇格が

成する必要性が強調されており、1918 年の「大

必要との意見が広がる。在学生は学生大会を開催

学令」の内容に照応して、国家思想の涵養、商業

して、それを決議した。

学の専門研究・教育の向上も目的とすることが謳

1938［昭和 13］年 1 月、院長は全同窓生に檄

われている 80）。

文を送り、その内容は、戦局の拡大と戦後工作の

1939［昭和 14］年 1 月、昇格案は政府案とし

ためには、中級幹部だけでなく高級幹部を含めた

て議会に上程、可決された。しかし管轄省を従来

多数の人材養成の必要性を主張していた。

同様外務省とするか、興亜院とするかで最終認可
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が遅滞し、同年 12 月 26 日、勅令第 328 号により

あり此秋に當り特に人材養成の急務なるは言を俟

昇格は裁可された。これまた注目すべきは、その

たざるところにして吾人は書院の使命に鑑み勇往

勅令の副署者が、内閣総理大臣

邁進して邦家に貢獻せざるべからず。」

同文会理事長）
、文部大臣
臣

阿部信行（東亜

河原田稼吉、外務大
また同文書院は、1941［昭和 16］年 1 月、第 2

野村吉三郎とあったことである。
この間 1939 年 4 月からの予科発足、同年 12 月

次近衛内閣の時、実用的人材を促成的に養成する

の大学認可経緯については、大内院長が東亜同文

ため 3 年制の専門部設置の準備委員会を設けてい

会『事業報告書』のなかで、以下のように報告し

る（1943 年 4 月認可）82）。

ている 81）。それらには、当時の日中戦争の進展過

日本の高等教育史を顧みると、1918 年、原敬
内閣は、単科を含めて官公私立の専門学校の大

程が色濃く反映していることが判る。

学昇格を認めたため、大学数は 1932 年頃まで著
東亞同文書院大學豫科設立に関する院長

しく増大した 83）。例えば 1920［大正 9 年］には、

大内暢三の報告

慶應、早稲田、明治、法政、中央、日本、国学院、

「本院は國策に順應して大陸経營の聖業を協賛
サキ

せんが為襄に大學昇格案を提出したるが爾來當局
ホボ

同志社の 8 専門学校が、正式に大学へ昇格し、そ
の後 1922［大正 11］年には同文書院と類似した

の審議大に進み内容充實略成りて大學豫科の開設

性格をもっていた拓殖大学も正式に大学として昇

を見んとするに至れり。

格している 84）。そして 1928［昭和 3］年関西学院

今や皇軍の威武中外に輝き一方支那に在りても
グ ガン

の認可を区切りに、その後は認可は抑制されてい

具眼の士ありて帝國の真意を諒得し北支に臨時政

た。しかし日中戦争勃発後は理工系を中心に国策

府中支に維新政府を創出して明朗東亞の建設に協

にそった少数の大学が設置された。藤原工業（39

力し以て蒋政權の潰滅に進みつつあるは最も喜ぶ

年 5 月）、同文書院（39 年 12 月）、神宮皇学館（40

べし…」（ルビは引用者）。

年 4 月）、興亜工業（42 年 5 月）、大阪理工科（43
年 3 月）の各大学である。こうして同文書院は戦
前日本にあった 54 の官公私立の大学中 51 番目に

東亜同文会の本部に関する報告

大学となった。

「四．東亞同文書院大學昇格」
「東亞同文書院は創立以來既に四十年の歳月を閲

しかし同文書院の大学昇格には、近衛が「上か

し其の間卒業生を出すこと三十六回其數三千餘名

ら」引上げたというよりも、近衛体制とその中国

に達し此等は日満支三國間にありて夫々主要な

政策を支えるため同文書院自体がイニシアティヴ

る職務に従事し以て興亞の大業に精進しつゝあ

をとっているとの印象をうける。とはいえ、この

るも尚一段と向上の必要を認め本會は之を大學に

事業が、近衛または阿部の政府と、近衛の同文会、

昇格するの案を立て昭和十三年十一月主務官廳に

そして大内の同文書院、との縦一線の協力によっ

願書を提出せるが審議の結果、昭和十四年十二月

て出来上がったことは間違いない。

二十六日附を以て御裁可を仰ぎ即日發布せられた
り。」
院長

第３節
大内暢三の報告摘要 「東亞同文書院大學

東亜同文会会長時代の招見式での訓辞

副会長時代と同様、会長近衛文麿は、会長時代
においても同文書院新入学生招見式で訓辞を行っ

一、一般概況」
「今や支那新中央政府設立せられ帝國と相提携し

ている。しかし、残され記録はいまのところ 4 つ

て事變處理の任を分ち國家機構の完成を急ぎつゝ

にすぎない。しかしそれでもこの訓辞は、学生に
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影響を与えるものであり、また情勢の変化を反映

支那の心が段々と日本を離れて参つたのでありま

しており、その意味で重要と思うのでここでその

す。さうして我々の先輩或は友人その他朝野を挙

要点を紹介しておこう。

げての非常なる努力と犠牲にも拘らずこの日支相

1937 年 4 月 13 日の訓辞 85）

携へて東洋の新文化を建設するといふ大理想とは

この時期は、近衛が同文会会長になってはいた

凡そ反対の方向に向つて総てが進行しました。遂

が、まだ総理大臣になる前の、したがって日中戦

に最後が今回の如き日支事変といふ大破綻を起す

争勃発以前である。ここで、彼は入学の祝いを述

至つたのであります。
」と。この悲劇的な事態を

べ、同文書院の歴史に簡潔に触れたあと、緊迫し

解決するためににも、近衛は同文書院の学生や卒

つつある日中関係について、次のように発言して

業生が、先輩の数倍も努力してくれるよう懇請し

いる。
「申す迄もなく、日支の関係は、世界全体

ている。日中戦争下の同文書院の痛ましい状況で

の上から観ましても、亦東洋平和、文化の上から

ある。

観ましても、極めて重大なるものであり、所謂日
本あつての支那であり、又支那あつての日本であ

1940［昭和 40］年 5 月 19 日の予科新入生招見
式での訓辞 87）

るというが如き深い関係にあるのであります。最

これは、阿部内閣の次の米内光政内閣期（1940

近日支両国の関係は、一種の憂ふべき状態を呈し

年 1 月 16 日−同年 7 月 16 日）、第 2 次近衛内閣

て居りますけれども、然し是は早晩打開せられる

の前の時期にあたる。当日近衛は病気欠席したの

であろうし、又打開せられなければならぬのであ

で、常務理事矢田七太郎が代読した。そこで近衛

りあます。」と、戦争にまでは至らないであろう

は、同文書院の初期にあった「国士的精神気魄」

と述べている。また、同文書院は基本的にいえば、

を指摘し、ついで「今や諸君は伝統に輝く同文書

高等商業学校であるが、その創立者であった荒尾

院に入学し、先輩の事業を継承すべく、将に上海

精や根津一はたんに商売人、ビジネスマンだけで

に赴きて学修生活に入らんとす、時恰も日支事変

なく、興亜のための国士を育成しようしたことを

を契機として、東亜の新秩序を建設せんとする時

強調する。そして終わりのほうでは、
「故に日本

局に際会し、現地に於て研究修養に従ふは寔に時

の人も従来の如く優越的な考へを以て支那に臨む

機と環境とに恵まれたるものといふべく、同時に

ことなく、支那人と対等に交はり、能く支那語に

又興亜の大任を負荷する青年として諸君の責務や

依つて彼我の意志を疎通せしむるやうになつたな

大なりと言はざるべからず」（ルビは引用者）と述べ

らば、今日のやうな拙い関係も生じなかつたであ

ている。これは、日満支（汪兆銘）の東亜新秩序

ろうと考へられる位であります。
」と言って、中

の担い手たれということを意味していた。

国語と中国事情を勉強をするよう励ましている。
1939［昭和 19］年 4 月 12 日の訓話

86）

アタカ

マコト

1945［昭和 20］年 7 月 20 日付の近衛の式辞
これはなんと、日本があと 1 カ月後に敗戦をひ

筆者は近衛総理期のものを探したが、今のとこ

かえた頃、その年の新入生が、上海に渡航でき

ろ見つからず、これは、第 1 次近衛内閣後の平沼

ず、富山の呉羽分校で行われた入学式の時のもの

内閣期のものである。日中戦争は全面化し長期化

である。たぶん近衛自身は出席せず、分校長の斉

してしまっていた。この訓話で近衛は、同文会の

伯守教授かだれかに代読させたものであろう。当

最初の健全なアジア主義について説明し、それは

時、同校の中国語講師であり、同分校の清算事務

日清戦争後はうまく機能していたとして、つぎの

に携わり、後に愛知大学教授となった池上貞一氏

ように続けている。
「然るに支那の国民革命以来

が、1998 年、同大学東亜同文書院大学記念センター

両国の関係は次第に悪化の途を辿るやうになつて

に寄贈したものである。筆跡はどうも近衛のもの
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ではないようだが、文体は近衛のものであり、非

く、早期戦争終結論者であったはずである 88）。し

常に貴重な原史料であるので、ここでその全文を

かしその本音は同文書院生にはいえなかった。

紹介する。
式

む

す

び

本稿の第 1 章において筆者は、近衛文麿が最初

辭
タケナワ

アタ

大東亞戰争将ニ 蘭 ナルノ秋ニ方リ大陸ニ活躍

は同文会副会長として、ついで会長として活動す

ノ雄圖ヲ抱ケル三百ノ健児ヲ新ニ我東亞同文會経

る基盤となった、同文書院と、とくに同文会の組

ココ

営ノ諸學校ニ迎ヘテ茲ニ入學式ヲ擧行スルコトヲ

織構造が 1920 年代初頭に成立してくることを明

得ルハ余ノ衷心ヨリ欽幸トスルトコロナリ

らかにした。

然レドモ戰局ノ推移ハ愈々急迫ヲ告ゲ今ヤ我國
メン

ハ肇國以來未曾有ノ難局ニ直 シテ本土決戰ノ期
イズク

まず第 1 節で明らかにしたのは、1921［大正
10］年に東亜同文書院が、1920 年付設の中華学

モ亦近カラントス事態既ニ此ニ至ル焉ンゾ恆例ヲ

生部を包摂した 4 年制の正規の専門学校になった

追ウテ入學直後現地ニ渡航正規ノ課程ヲ履修セシ

ことである。そのうち中華学生部は、厳しい日中

ムルノ餘地アランヤ是ニ於テ戰時教育令ノ趣旨ニ

関係のなかで、1934 年には閉鎖されるが、同文

則リ各校ノ學徒隊ヲ組織シ之ヲ本會ヨリ富山市外

書院はこうしてその後 1939 年に大学に昇格して

呉羽村ノ護國第一〇七四工場ニ派遣シテ軍需工業

いく前提的構造が形成されたといえる。

ニ挺身セシメ且ツ一旦事急ナルニ及ンデハ直チニ

また第 2 節で確認したのは、同文書院が正規の

劔ヲ執ツテ立ツノ用意ト覺悟アラシメ以テ戰時下

専門学校になったのと並行して、その経営母体で

ケダ

ニ於ケル學生ノ本分ヲ全ウセシメントス蓋シ是レ

ある東亜同文会も、1922［大正 11］年に財団法

最モ時宜ニ適シタル所置ナリト信ズレバナリ言フ

人の認可をうけたことである。その寄付行為を

迄モナク戰力増強ノ急務ナル今日ヨリ甚シキハナ

それまでの同会の諸規約と比較しながら分析する

シ諸子ノ任亦重シト謂フベシ

と、同文会の機構に変化が生じたことが判明する。

諸子ハ宜シク現下ノ時局ニ對スル認識ヲ深メ常

従来は会員大会が形式的には最重要な基本的機関

ニ心身ノ鍛錬ニ意ヲ用ヒヨク指導者ノ命ヲ守リ全

であったが、いまやそれに代わって、会員大会よ

力ヲ擧ゲテ其責務ヲ遂行シ以テ本會派遣學徒ノ

メン

モク

目ヲ發揮スルト共ニ将来大陸ニ雄飛スベキ基礎ヲ
ココ

りずっと範囲の狭い、しかも会長によって推選さ
れた評議員からなる評議員会がより重要な地位を

茲ニ築カンコトヲ切望スルモノナリ

もつようになった。すなわち評議員会は、会員大

一言所懐ヲ述ベテ式辭トナス（ルビは引用者）

会に対する会長・副会長の推薦権、会長指名の理
事長・理事の認諾権、監事の推選権を獲得した。

日

これを裏返せば、評議員の推選権、理事長・理事

東亞同文會々長

の指名権をもった会長の権限が強化されたことを

昭和二十年七月廿
財団法人

公爵

意味する。こうして同文会の組織は、もともと民

近衛文麿

主的とはいえない上流人士の団体であったため、
近衛は、戦争末期、敗戦を予期して、1945 年 2

その運営は閉鎖的で寡頭的な運営がますます可能

月 14 日に天皇に対して「近衛上奏文」を呈出し

となった。これが近衛が同文会のなかで副会長、

ていた。そしてこの 7 月頃、天皇の希望もあって、

ついで会長として活動する舞台であった。

和平仲介のためソ連に行こうとしていたまさにそ

第 2 章において筆者は、副会長時代の近衛の活

の時期にあたっている。彼は本土決戦論者ではな

動のさまざまな側面を明らかにしようとした。ま
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ず第 1 節で、彼の副会長としての活動を全般的に

に同文書院で発生した学園民主化闘争とひき続い

把握しようとした。そこで認められるのは、
（1）

て起こった反戦闘争があったという仮説をたてて

会員大会において近衛の活動である。確認できる

いる。すなわちその直後、近衛が信頼していた岡

限りでは、彼は 9 回出席し、そのうち 6 回牧野会

上が辞任しており、それが、院長（東京）̶副院

長に代わって開会宣言を行い、議長を務めている

長（上海）という管理体制を崩したからである。

こと、また（2）9 回の同文書院新入学生招見式

この二重管理体制では、当時進行していた学生の

に、出席するか、出席して訓辞をするか、欠席し

思想と運動の変化に対応できなくなっていたとい

ても訓辞を代読させるかしていること、
（3）中国

えよう。

あるいは満洲国からの来賓の歓迎会を催している

第 3 章で筆者は、同文会会長時代の近衛の活動

ことなどである。これらの諸行動を、第 3 節で述

を、副会長時代の場合と同様できるだけ多面的

べる、たとえほとんど東京に常駐していたとはい

に解明しようとした。この時期は、1936 年末彼

え、5 年半の同文書院長の仕事と合わせて考えれ

が会長になってほぼ半年後に内閣総理大臣に就任

ば、近衛の副会長職は、たんなる名目的な名誉職

し、その直後には日中戦争が始まるという非常に

とはいえず、それなりに実質的な内容を伴ったも

厳しく複雑な時に当たっている。まず第 1 節は、

のであったといえよう。

彼が会長就任直後、同文会の執行体制を副院長は

第 2 節で筆者は、副会長時代に近衛が同文書院

おかず、理事長・常務理事・4 名の特別委員を中

の新入学生招見式で行った訓辞の内容とその特

心とし、彼が出席しなくても、彼の管理しやすい

徴を分析した。それは、全体としては、入学の祝

体制を築いたこと、しかし会員大会には出席して、

賀、同文書院の歴史や伝統の説明、中国語と中国

総理大臣として国策について訴える機会はもった

事情勉強の重要性、最後に健康への留意、といっ

こと、そして自分の立場から、岡部、阿倍のよう

た、政治色をおさえた学校の校長のそれのような

な同文会の重要人事には介入することができたこ

パターンからなっている。しかし彼が日中間の困

と、等を解明した。

難な時事問題にふれる場合は、彼流の帝国主義的

また第 2 節は、その結果、1938 年 6 月の同文

大アジア主義を鮮明に打ち出し、とくに 1931 年

会会員大会において総理の立場から、日中戦争と

の満州事変についてはそれを自衛の戦争とはっき

中国の戦後経営について、同文会と同文書院の協

り肯定し、傀儡国家、満州国を「日満合作」の国

力を求めたこと、また自分が創設した国民精神総

として、中国がそれを承認して、それが発展する

動員運動のため理事長岡部をその中央連盟事務局

ことを希望している。

総長に抜擢したり、また岡部の後任理事長阿部が

第 3 節は、近衛の同文書院長としての活動が、

総理大臣に就任した場合にはいずれもこれを支援

自分はほとんど国内にいながら、上海での書院の

していること、さらに同文書院が大学に昇格する

直接的な運営は副院長の岡上梁にまかせる体制を

にあたって、同文会会長としてはもちろんのこ

とっていることを指摘し、それでも必要な機会に

と、総理としてもそれを支援できる立場にあった

は彼が、2 度、1926 年 10 月と 1930 年 5 月にいず

こと、等を明らかにした。

れも短期間、訪問したその内容を、おもに『東亜

そして第 3 節では、会長時代の同文書院新入学

同文書院大学史』によって要約した。ただ筆者は、

生招見式での近衛の訓辞の内容とその変化に注

近衛が 1931 年末、同文書院長を辞める原因を、

目した。それらは、副会長時代の様式を保持しな

近因としては彼が貴族院議長に就任し政治活動が

がらも、いずれも総理期以外のもであったが、や

多忙化したことの他に、遠因として、1930 年末

はり有力政治家として、国策擁護の立場から、同
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文書院生にいまや興亜のための「国士」たれ、ま

会員大会ではなく評議員会を基盤とする会長と会

た日満支（汪兆銘）からなる「東亜新秩序」の担

長指名の理事会中心の組織的再編がなされ、それ

い手たれと鼓舞している。そして、最後に愛知大

を前提条件として、1936［昭和 16］年以降、会

学が所蔵する非常に珍しい原史料の内容を紹介し

長近衛指名の理事会さらにはその中の特別委員会

た。それは、時間は飛ぶが、日本の敗戦間近かの

によって寡頭的に運営されるようになっていった

1945 年 7 月 20 日、同年もはや上海に渡航できな

ことである。これは近衛が権威主義的にリーダー

くなった同文書院生が富山県呉羽分校に集められ

シップを発揮できる仕組みであった。しかしこ

て、その入学式で代読されたものであろう近衛の

れはまだ一つの試論に過ぎない。そしていま一つ

式辞である。当時彼は戦争早期終結論者として動

は、それと並行して、国策に対しては従来、一定

いていた。しかし学生には、本土決戦もありうる

の自立性をもっていた高等商業的性格の 4 年制専

ことを覚悟して、勤労動員に参加しつつ将来の大

門学校、東亜同文書院が、1939［昭和 14］年には、

陸雄飛のために勉強せよと説諭している。今から

日中戦争遂行と、予定されていた中国の戦後経営

思えば実に驚くべきことである。

のための人材養成をめざした大学に昇格していっ

以上、筆者は、非常に難しいテーマ「近衛文

たことである。今後はこれらの問題をさらに深め

麿と東亜同文会・東亜同文書院」のもとに、近衛

るとともに、密接に関連した諸問題、即ち、戦前

と同文会・同文書院の関係に限定して、できるだ

日本の高等教育政策下での東亜同文書院（大学）、

け史料にもとづきながら分析してきた。本稿にお

近衛文麿の政治思想や政治行動、またアジア・太

いて、筆者が実証しようとしたのは、同文会の組

平洋戦争下の東亜同文書院（大学）の変容などに

織が、1922［大正 11］年の財団法人化によって、

ついても研究したいと思っている。
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〈論文〉

東亜同文書院生の記録からみた 20 世紀初期の
満州における農地開発に関する研究
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長
愛知大学文学部教授

藤田佳久

清朝政府は漢民族の移民を入れてロシアの南下政

１．はじめに

策に対処しようと漢民族移民の部分的開放を図る

本研究は、20 世紀前半期の満州における農地

ことになったのである。

開発の進展過程とその要因について、当時上海に

しかし、いきなり風土の異なる満州で定着農業

設けられていた高等専門学校である東亜同文書院

ができるわけはなく、当初は夏季を中心とした出

（昭和 14 年に大學へ昇格）の学生たちの調査旅行

稼ぎ形態が多かった。定着が見られるようになっ

記録をベースにし、明らかにしようとするもので

たのは 20 世紀に入ってからで、それも本格化す

ある。対象時期はほぼ満州事変期までとする。

るのは 1920 年代であった。この時期辛亥革命後
の中華民国では、袁世凱の政権が失敗し、各地に
軍閥を中心とした地方政府が生まれ、軍閥同士の

2．当時の満州の移民と農業

争いがめだつようになった。中には山西省の閻将

当時の満州は、清朝末期から辛亥革命による中

軍のように安定した治政を実現した例も見られた

華民国への変革期、さらに満州事変から満州国の

が、多くはお互いに戦い、住民からの増税を強制

成立と満州国による支配期へと大きく変化がみら

する例が多かった。山東省もそのような例が顕著

れ、本格的な日本人の農場移民が進むなど、激動

で、そのため戦乱と増税から免れるため、多くの

の時期であった。

住民がその逃げ場を満州に求めた。山東省は満州

清朝の時代、満州一帯は清朝の聖域として 19

が他の省にくらベれば目の前の距離にあり、満州

世紀の末期まで漢民族の農民や商人の移民は禁止

へ逃げることが比較的容易であった。そのため、

された封土であった。そのような中、ごく一部の

満州への移民の出身地は山東省が圧倒的に多く、

漢民族が漏れるように入り込んだ例はあるが、そ

ついで直隷省が見られた。いずれも満州に近い省

れは不法移民であり、隠れ移民であった。

である。

それが大きく変わったのは、1860 年代になっ

こうして、満州の漢民族による農業の骨格は山

て満州北部からロシアの勢力が浸透し、少しずつ

東省出身者による山東省的な農業がおこなわれる

南下が見られるようになったためである。当時、

ことになった。そしてその中心は南満州の地が選

清朝政権の中枢と主力の軍部はほとんど北京に集

ばれた。

中し、北辺の守りは希薄になっていたこと、また

その一方、満州東南部の間島地域では、それよ

各旗を中心にした部族も北京の生活に慣れ、北辺

り前の 19 世紀後半から近接する朝鮮から朝鮮人

の守りヘ積極的に移動しようとしなかったため、

の農民が少しずつ入り込み、一部に水田耕作を試
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み、満州で水田耕作が可能であることを示した。

がそう簡単ではないことを日本人にひろく知らし

しかし辛亥革命の後、軍閥が満州にも成立すると、

めた。東亜同文書院生たちの記録にもこの愛川村

間島地区もその支配が及び、水田を開発した朝

について言及したものがある。

鮮人農民は彼らから土地所有権をめぐって圧迫さ

それゆえ、日本人農民による満州での農業進出

れ、水田を含む耕作地が奪われたりした。この問

は消極的であった。むしろ中南米や東南アジア方

題はのちに間島問題として浮上することになる。

面への移民が目立った。

満州が満州族の聖地であった時代、地元蒙古民

そんななか、南満州鉄道株式会社の系列会社に

族の住民はもっぱら牧畜に従事し、農地はごくわ

あたる大連農事株式会社が、昭和４年に日本人農

ずかにすぎなかった。広大な草原は羊や馬などの

業移住者を募集し、約３年で 72 戸の入植者を受

飼育場であった。したがって漢民族が移民として

け入れている。土地は年賦で沸け、建物や農具家

入り込んでくると、牧場に境界線がはっきりしな

畜は資金を貸し付ける方式である。しかし、借入

いこともあって、彼らは自分たちの草原が漢民族

金の返済がうまくいかず、また、新天地での不慣

による耕地化のため侵食される勢いに負け、特に

れな状況、不作や水害の影響などもあって、なか

清朝崩壊後はその動きがいっそう加速した。こう

なか自立できにくかった。入植者の募集は昭和７

して、満州族はより辺地へとその居住範囲が追い

年１月までで終了している。
それは満州事変の後、日本人の満州移民が対満

やられ、その居住範囲は狭まれた。
そして日本人が最後に満州の農地開発に加わっ

州の国策の上で重要視されるようになり、満州各

た。その始まりは日露戦争後しばらくしてからの

地のうち農業開発の適地調査がおこなわれ、当時

ことであり、いくつかの試みから始まった。

の拓務省が昭和７年、第一回特別農場移民 493 名

その始まりは大正３年から大正６年の４年間の

を北満州中心におくりだしたことに始まる本格

試みであったが、南満州鉄道株式会社の満州鉄道

的な日本人の満州移民政策が具体化したからであ

守備隊の除退者のうち 34 戸による南満州鉄道付

る。いわゆる計画的な満州移民の始まりである。

属地内での農業の試みであった。しかし、経営の

この集団移民は翌昭和８年には 494 名、昭和

センスがなかったり、漢民族に転貸しして小作料

９年には 298 名、と続き、昭和 12 年には５千名、

を狙ったり、一攫千金を狙ったり、などの理由で

昭和 13 年にも５千名、と大規模化した。昭和 11

挫折した入植者も出て、半減したりした。一方、

年には拓務省は 20 年間に 100 万人を送り出す計

継続農家はそれなりに経営をなりたたせた。

画を出している。

また、同じ時期の大正４年、満州南部の錦州付

その際の移民にたいしては、渡航費のほか、開

近に愛川村という名前の開拓村が作られ、農業移

拓費、建物や農具、家畜などの関連費の３分の１、

民 19 戸が入植した。これは当時の関東庁の実施

そのほかの必要経費をふくめ、１戸当たり 1000

によるものであったが、初年度が不作であり、当

円ほどの補助金を与えている。農業経営としては

初は灌漑用水もなく、生活の変化に不慣れなこ

１戸あたり平均 10 町歩ほどで、水田１−２町歩

となどもあって、初年度ではやくも 16 戸が挫折、

をふくむものの、全体としては畑作耕作を主とし、

その後若干の補充もされたが、結局７戸のみが継

それに家畜用の放牧地、採草地を含むほか、共同

続した。のちに灌漑用水施設も整備され、水田に

の利用地も設定する規模と内容となっている。

開拓地の増加分をふくめ、昭和 10 年代になって

また、この満州への集団移民が本格化すると、
拓務省の計画以外に、自由移民とでも称する色々

ようやく自立化している。
この愛川村の例は、日本人による満州での農業

な形態の移民もあらわれ、拓務省はそれらが確実
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な計画を持っている場合には補助の対象とし農業

している。
まず、全体の面積と耕地面積がデータとして示

移民を進めた。

され、奉天省では耕地面積がかなり見られるが、
吉林省や黒竜省では膨大な可耕地の耕作地化がほ

3．既存の地誌書で描かれた満州農業

とんどすすんでいないとしている。その点で北満

次に、満州の農業がどのようにとらえられて

州に大きな可能性があると示唆している。そして

いたのかについて当時の若干の地誌書からみてみ

さらに南満州よりも北満州のほうが地味は肥沃で

る。

あり、土壌の厚さは１メートルから 1.5 メートル

まず大正７年に朝鮮及満州社の編集によって刊
行された『満州地誌』の書名で記録された満州農

もあるとして、北満州の農地開発上のおおきな可
能性を裏づけようとしている。
ところで、面積の測量については、その単位が

業についてみてみる。
この書は京城にある出版社の編集によるもの

ほぼ各省で異なり、しかもその換算もかならずし

で、満州には近く当時としてはもっとも臨場感の

も正確ではない状況も記録から読み取れる。貨幣

ある満州情報が得られたものと思われる。事実、

と同様に面積の単位もまた地域差がみられたこと

満鉄など現地の多くの組織からデータをえている

がわかる。

が、それでも北満州についての情報は入手が不十

満州の農地開発史にもふれ、聖地とされてきた

分であったとしている。日露戦争後、満州は日本

満州が光緒年間に南満州の奉天省内で、各地の状

人にとって関心の対象地になるが、具体的なアプ

況に応じつつ耕作地に開放され、漢人が入満でき

ローチの手段を欠き、満州一円の地理的情報を簡

るようになったこと、しかし吉林雀や黒竜江省で

単に手に入れることは簡単ではなかった。満鉄も

は駐留する軍隊が自給用に農業をやった程度であ

まさに南満州鉄道であり、南満州以外の情報はあ

り、その一部を開放する際にも貸下地として利用

まり手にしていなかった。対中華民国との間で結

させたこと、ロシアが東支鉄道開設のための工事

ばれた商租権も日本側にとっては民国側の抵抗が

に多くの漢人が出稼ぎに奥地へ流入し、奥地へ入

あってスムーズではなかったことも日本人の満州

り込むきっかけになったこと、などが読み取れる。
具体的な農業については、農作物が説明される

への進出定着をおくらせていた。
そのような中、第一次世界大戦のなかでこの満

が、それも南満州の奉天省が中心になっている。

州地誌が出版されたのは、次の時代を予見した意

同省で主要な作物は、高粱、大豆、粟であり、こ

図があったのであろう。したがって当時の最新で

れらの作物が品種別の説明も含め、詳細に記載さ

可能な限えられた情報をベースに満州像を描こう

れている。しかし、それらがまだ商品化されてい

としている雰囲気が誌上から伝わってくる。地誌

なかったためか、それらの市場や流通については

書であるだけに、満州の自然地理から人文地理ま

ほとんど触れられていない。そしてそのほかの作

ではばひろく記述されている。しかし、地図につ

物や畜産、養蚕などについても言及されている。

いては全体図はもちろん地域図、主題図ともに１

以上のように、まだ満州全体および満州の農業

枚も描かれていない。地誌書で地図表現を書くの

の把握は十分でなく、それもまだその南部の地域

は珍しいが、当時まだ地図が作成できるほどの情

がやっと把握できたに過ぎなかったといえる。そ

報と技術レベルになかったということであろう。

してまだ全体像を示すだけの情報を欠いていた。

このなかの農業はやく 50 ページほどを占め、
人文地理のなかでは農業が重要であることをしめ

これはまだ日本人が実際に満州で農業経営に参加
しておらず、農法や農地を巡る権利関係などを含
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む具体像を描けない状況下にあったためともいえ

れがもっとも信頼できるデータだと思われる。そ

る。

れによると、可耕地面積の約半分が耕地化され、
特に遼寧省では 69 パーセントが耕地化されてい

次は、昭和５年に東京の古今書院から出版され

る。反対に、黒竜江省ではそれが 42 パーセント
にとどまっている。1920 年代は漢民族が満州へ

た田中秀作著の『満州地誌研究』である。
著者は地理学者、大正６年から５年間、満鉄株

出稼ぎも含め押しかけた時代であり、耕作地が急

式会社に勤め、慣例の北満州から東満州などを広

増した時代である。このデータはほぼそれが一段

くめぐった経験をベースにしている。ただし、匪

落した時期、つまり満州事変の直前のデータだと

賊の出没する地域や交通不便な地域についてはさ

いえ興昧深い。そしてこれは日本からの満州移民

すがに足でかけめぐることはできなかったようで

がその主役になっていく時代の直前の状況をしめ

ある。しかし、現地に５年間滞在し、現地を地理

している。

学の目から確認できた点は前書に比べると大きな

なお図１は、同書に収められた満州の地域別

前進である。また、多くの詳細な地図も作成提示

総面積中に占める耕作地面積の比率を分布図とし

している点は、前書に比べ多くの情報を得たこと

て示したものである。それによれば南満州の中央

と、地理学者として地図作成の技術と表現を駆使

部からハルピン周辺にかけての細長い帯状部分が

できた成果として評価してよい。

もっとも開けている。それは満鉄の鉄道路線沿い

まず、序説では満州の開拓史が簡潔にまとめら

でもある。その一帯は満鉄に近く、しかも日本側

れ、その中で、満州の農業開発は清朝期であった

の警備が安全をもたらしたため、漢民族の入植者

ことを言及している。すなわちその端緒は清朝が

もこの一帯へ入り込んだとされる。

成立し、政権が北京に置かれると、聖域の土地が
荒れるようになり、そこで農民を招来して農地を
たがやかせたことにあったこと、そのため、順治
14 年には奉天府をもうけて漢民族の民生管理を
したこと、特に南満州では漢民族の流入が続き、
農民のほか商人も入り込んで町ができたこと、蒙
古については蒙古人と漢民族を切り離し、かれ
らの牧畜生活をまもったこと、しかし、内蒙古に
ついては漢民族が押し寄せ草原を農地にかえたこ
と、などを指摘している。
ついで満州の耕地面積に触れ、1928 年のデー
タで、満州１兆町歩のうち、遼寧省は全面積 2,358
万町歩。うち、可耕地面積 780 万町歩、そのうち
耕地化部分が 538 万町歩、また、吉林省は全面積
2,117 万町歩。うち可耕地面積が 626 万町歩、う
ち耕地化部分が 376 万町歩。最後に黒竜江省の全
体面積 5,524 万町歩、
うち、
可耕地面積 835 万町歩、
そのうち耕地化部分が 352 万町歩、という規模を

図１

しめしている。データのベースは満鉄であり、こ
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図４ 小麦作付地と製粉工場の分布図
（田中秀作「満州地誌研究」より）

図２ 満州大豆生産分布図
（田中秀作「満州地誌研究」より）

異なっている。すなわち、小麦は北満州に集中し
ている。これは機構と豊かな土壌によるもので、
ロシアが建設した東支鉄道沿線に多いことから
も、ヨーロッパ市場をねらったこの輸送網も小麦
の分布に影響しているといえる。
最後に農業方法にも触れ、農民には５種類があ
ることをしめしている。すなわち、小作、分益農、
共同農、請負農、自作農、の５つで、階層の差が
どんどん拡大しているとしている。農耕法は一般
に粗放的で、牛馬を使う。次々と新天地へ移動し、
略奪農法もする例もみられ、その一方、輪作によっ
て地力を維持する農法も特に南満州に多く見られ
るとしている。
３番目にアメリカ、シラキュース大学地理学

図３ 満州高粱生産分布図
（田中秀作「満州地誌研究」より）

教授のクレッシーによって 1934 年に出版され描

次に作物の分布が論じられている。詳細な作物

かれた『満州、支那の土地と人』
（1940、偕成社）

分布図が作成提示され、その特徴が語られている。

をあげる。著者は上海の大學に滞在中、３年間に

ここでは図２に大豆、図３に高粱、図４に小麦の

渡って中国各地を旅し、満州にも足を伸ばした。

それぞれの分布図を示した。図２，３，は図１に

ちょうど満州事変直後の時期である。データはや

対応した分布を示すが、図４の小麦の分布だけが

はり満鉄のものがもっとも信頼できるとして使用
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している。1920 年代前半のデータである。
その中で、満州中央部の農業にも触れ、山東や
山西などから漢民族が続々と満州をめざして入っ

４．東亜同文書院生の満州調査旅行記録
（1）東亜同文書院生の大調査旅行の展開

てきており、その背景にはかれらの出身地山東省

東亜同文書院は 1901 年、文字どおり 20 世紀の

の戦乱や凶作があったとしている。満鉄もかれら

開幕の年に中国上海に開学した日本の東亜同文会

のためにサポートし、山東省から大連などの港へ

の経営によるビジネススクールである。

の船は１元でかれらを運んでいるとしている。図

その発端は、明治 10 年代に当時の清朝の中国

５は著者がしめした耕地の時期別開発地域の図で

へわたった荒尾精が中国の実態を初めて知り、中

ある。

国がそれまで日本人が知っていた漢詩、漢文に描
かれた美しい国ではなくて、列強の支配に苦しん
でいる国であること、しかし、同時に豊かな資源
や工芸品の生産が見られ、欧米指向をめざす当時
の日本にとってすぐ隣にある中国が十分貿易相手
国になりうることを実感したことに始まる。荒尾
はあわせて中国と提携することで、列強に対抗す
べきことも実感し、それには中国の国力をつける
ための教育の普及が必要だとの具体的な方法も実
感した。そして、1890 年、上海に日清貿易研究
所という学校を作り、150 人の学生に中国の実態
と貿易実務を教育しはじめたが、５年目に日清戦
争が始まり、撤退を余儀なくされた。
そして戦後、東亜会と同文会が統合して近衛篤
麿が理事長になった東亜同文会が設立されると、
日中間の教育文化交流による日中提携を打ち出し

図５ 満州における土地の利用
１．永く耕作された土地
２．近頃耕作されるようになった土地
３．二五％以上森林で被われている地方
４．二五％以下森林で被われている地方
５．森林のない地方（朝鮮を除く）

た。近衛篤麿理事長の下、日本に中国留学生を受
け入れる東京同文書院、朝鮮での普通および語学
学校を開設する一方、1900 年、南京に同文書院
を開設、1901 年には義和団事件を避けて上海へ

（クレッシー「満州・支那の土地と人」より）

移り、あわせて新たに上海東亜同文書院として発
この図からも満州における農地開発が 1920 年

足した。その目的は、日中間の貿易実務者を徹底
的な中国語教育を通して教育養成するものであっ

代に短期間で進められたことがわかる。
なお、著者は周辺の山々の森林資源が、清朝政

た。後には中国人の教育をおこなう中華学生部も

府の崩壊によって濫伐され、禿山になってしまっ

開設、さらに高等専門学校、そして大学へ昇格し

たことを指摘し、折から満鉄が永永と平野の真ん

ている。

中にも植林を続けており、また、日本人が山で行っ
ている植林を見習うべきだとも言及している。

こうして成立した東亜同文書院の特色は、前述
した徹底した中国語教育と、５期生から始まる中
国および東南アジアヘの大旅行調査であった。特
にこの大旅行調査は、生の中国をもっと知りたい

230

◦ 1053 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

東亜同文書院生の記録からみた 20 世紀初期の満州における農地開発に関する研究

という書院学生の強い要望を実現したもので、そ

域へ出かけているが、1911 年から 1915 年、1917 年、

の発端は、２期の卒業生５人が西域の２年間の調

1923 年、1924 年、にはでかけていない。多くは

査に苦しみながらも成功し、外務省から若干の基

中国本土と、1920 年代に入ると少しずつ増える

金を得たことにあった。

東南アジアへのコースが多かった。

大旅行は、専門学校時代は最終３学年の時期、

しかし、1931 年に、満州事変が起きると、以

高等専門学校になると、最終４学年の時期に実施

降２年間、それまで書院生の大旅行に協力的で

された。普通５月に出発し８月か９月までの３ヶ

ビザを発行し、危険地帯には護兵の世話もしてく

月から５ヶ月間の、もっぱら徒歩で中国の農村地

れていた民国政府は、ビザの発行を認めず、1932

帯を中心に巡るまさに大旅行であった。旅行中多

年と 1933 年の大旅行はやむをえず満州地域に限

くの中国人、農民に会った書院生は中国に愛着を

定された。そのため、1932 年の大旅行は書院生

感じた。また、東南アジアでは、当時の植民地下

に準備不足があり、また中国本土の大旅行の準備

の実情に触れ、その実態を知り、そんな中で地元

を楽しみにしていた 29 期生にとって、残念な声

の人たちから慕われている多くの日本人の活躍も

が多かった。しかし急なコース変更の中で、満州

目にしている。

地域に各コースを設定し、次の年も含め満州各地

1907 年から始まったこの大調査旅行は 1943 年

についての記録を残すことになった。これも今日

までの半世紀にわたって続けられた。１チームは

から見れば、満州に関する貴重な記録となったと

２人から７，８人、総コース数は 700 にも達して

いえる。とくに、1933 年の第 30 期生の満州調査

いる。半世紀にわたってこれだけの調査を継続し

旅行は満州各省の県単位で１県あるいは数県の調

た例はほかになく、その点では世界最大級の調査

査がおこなわれ、よりきめ細かな調査がおこなわ

旅行であったといえる。

れ、貴重な記録となっている。この時期の調査の

書院生たちは個人個人が自分たちの選んだコー

分析については、稿を改めたい。

スとテーマにしたがって、その成果を卒業論文と
して調査報告書を作成した。またそれとは別に旅
行日誌も途中の時期から記録するようになった。

５．東亜同文書院生が記録した満州事変
以前の農業開発の展開とその特性に

さらに各期ごとに各コースのダイジェスト版を作

ついて

成し出版した。これらの記録は、混乱期の当時の
中国や植民地下の東南アジアではほかの記録がな

（1）東亜同文書院生の記録した満州農業につい

いだけに、当時の実情を伝える貴重な資料である
といえる。

ての記録と時期区分
以上のような書院生の満州ののうちには、当然
満州についての農業の記録も含まれている。それ
らの記録は満州事変以前と以後について分けてみ

（2）満州地域の調査記録
そのような書院生による大調査旅行は当時の満
州地域についても行なわれた。その概要を以下に
示してみる。

る必要がある。
すなわち、満州事変以前の場合は、書院生は純
粋に満州について中国本土と同様に客観的に把握

最初の満州地域への大調査旅行は、1910 年、

し、記録しようとしていたのに対して、それ以後

第３回目にあたる第８期生のうちの１班によって

についてはやはり客観的ではあるが、とりわけ満

おこなわれた。1920 年代までは毎年 10 − 20 班

州国の成立もあって、日本の視点がややナショナ

のうち、１，２班、多くて５班が満州や蒙古の地

リズム的に入り込んでいる面もときに見られるか
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らである。つまり、この時期になると日本からの

れるように入り込み、農地開発を行い定着したも

満蒙開拓団などが新たな農業移民として満州地域

のである。1880 年、ロシア勢力の南下に対抗す

に入植し始め、満州農業にもうひとつの対象とす

るために、清朝政府は満州の一部地域を漢人に開

る要素がふえることにもなったことで、農業に対

放することによって、漢人が当初は出稼ぎ地とし

する視点はよりシャープになっているのではない
かと思われるからでもある。そこで以下、満州事
変以前と満州事変以後について、時期を区分して
検討し、本稿では満州事変以前の時期に焦点をあ
てる。
（2）満州事変以前の農業記録から見た満州中、
北部における農地利用
大旅行の初期においては、書院生たちはそのほ
とんどの地域で日本人はおらず、それゆえに自力
で観察や調査をし、あるいは現地の中国人や機関
からデータを集めるなど、かなり厳しい環境の中
で調査を行った。それだけに、より自分たちの目
できちんと観察し把握することが重要であった。
そこにより純粋な地域を見る目があったし、記録
内容の客観性が保たれていたといえる。
図６は第 14 期生が 1916 年におこなった大調査

図６

旅行のうち満州班がたどったコースとコース沿い
に記録された農地利用についての部分を引き抜い

第 14 期生大旅行「満州班」の日誌にみられるコース
沿いの農地、草地の記録分布（1916 年）
（『風餐雨宿』より作成）

て作図したものである。この班は、上悔を出航し、

て、南満州へ入り込むようになり、やがて彼ら

青島に立ち寄ったのち、大連に上陸し、そこか

の一部は農民として定着するようになったのであ

ら満州調査旅行を始めている。当時はまだ正式な

る。とりわけ、南満州鉄道が敷設された後はその

日誌の提出がなく、この記録は、各学年の各班が

利便性と、やがて満鉄の満鉄沿いの維持管理が徹

ダイジェストとしてまとめ出版した日記風記録に

底する中で、治安がよいこの沿線に山東省出身者

よったため、記録は必ずしも詳細ではない。

を中心とした漢人の進出が進んだ。それがこの時

それによると、大連から長春、さらに陶頼昭ま
で南満州鉄道を利用し、その沿線では高粱畑が卓

期の満鉄沿線の耕地の分布として、書院生に記録
されたのである。

越している様子が随所に書かれた記録から読み取

陶頼昭からは、河川沿いの沼沢地の中を徒歩に

れる。南満州鉄道は南満州の南北を貫く幹線鉄道

よる陸行で進み、新城、杜爾伯都、昂昂渓、そし

であり、その利便性もあって農業開発がこの 20

てチチハルまでの 800 華里を歩き通している。こ

世紀初期においてはやくも進んでいたことがわか

のコース沿いは湿原や砂地が卓越し、また、塩

る。遼東半島は比較的早くから漢人が清朝による

類を多く含むアルカリ土が多いため当時において

満州の聖地化による封禁地の設定にもかかわら

も、今日も農地利用はほとんど見られない。チチ

ず、満州から近い位置にある山東省から漢人がも

ハルはそんな不毛な土地の中の町であり、本来町
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は形成されないはずであるが、清朝時代にアムー

にあることも明らかにされている。

ル川を越えて南下するロシア勢力に対しての軍事

以上のように、北満州では中央部の開拓地を除

基地として設定され、湿地の中に突如として出現

けば未開墾地が圧倒的に多く、また未開墾地のな

した町である。したがって、書院生たちはこの当

かには、可耕地に不適な土地もかなりあることが

時あまりこの町に対して強い関心を持たなかった

わかる。耕地に不適な土地には、後述するように

ようで、すぐに再びノン河沿いに北上し、興安嶺

砂漠やその周辺の乾燥地が多いが、土壌が強いア

の一部に当たる墨爾根まで徒歩と民船でたどり着

ルカリ性を持ち、そのままでは耕地に不適な土地

いている。この一帯も草地で、一部に高粱の栽培

もかなり多い。前述のハルピンからチチハルにか

が見られる程度の記録になっている。

けての一帯は特にその特性が強い。この一帯は平

墨爾根から東進が難しく、再びもとのコースを
南下し、納河から東進し、徒歩で通化へのコース
をたどっている。この間の一帯は土壌が肥沃で、

坦地が続き、降水のはけ口がなく、湿地上の土地
が形成されてきたためである。
この点について、1910 年（明治 43 年）
、大調

大豆やソバが栽培され、野菜の栽培も観察してい

査旅行で最初に北満州をめぐった８期生の「北満

る。実際、北満州にはこのような肥沃地が見られ、

州班」の記録には、次のような一節がある。
ハルピンよリチチハルまで 253 露里の多く

まだその多くが未開墾地であることも観察してい

は蒙古の空漠たる大平野を駆けるのである。は

る。
通化からは南下してハルピンを目指して歩いて

じめのうちほど彼処此処に低い森の蔭に人家五

いる。その距離はおよそ 600 華里、ハルピンへの

六眼に入り、畑もあり、馬や羊の群れも悠々と

最後の 100 華里は呼欄から船で下っている。この

遊んでいるのを見たが、しばらくすると、万象

通化からハルピンへのコースも比較的肥沃で、連

悉く蔭を潜めて、坦々としてひとつの小丘すら

続しているわけではないが、高粱が多く栽培され

ない草原が天に連なっておるのみとなった。ム

ているし、未開拓地がまだ多いことも記録してい

シロ惨足る光景である。而してこの惨めたる情

る。

感を増さしむるものは幾十町四面とも知れぬ水

このように、この班のコースは、ハルピンを中

浅き沼沢の茫々たるそれである。小宅には、足

心にした北満州のほぼ中央部について、土地利用

萩一面に生えているが、水の深いところは姿を

状況を記録しており、しかもそのほとんどを徒歩

見せぬ。ああ、蒙古平野̶。思うと錦斎線（別

でめぐったという驚くほどの大旅行をしており、

の班一筆者注）はいま如何にしているであろう

その観察も正確だと見てよい。全体としてみれば、

か。首尾よくチチハルに出ることができうだろ

彼らの記録から、ハルピンから西方は沼沢地で農

うか、と遥かに友の身の上に心も飛ぶのであっ

耕地には不適当なこと、一方、ハルピンから北方

た。鳥一羽だにいない淋しい野を久しくみてお

は比較的肥沃であることが明らかになった。この

るに堪えないで窓から首を引っ込めた。

点は今日においてもほとんど変わっていない。

以上のように、ハルピンからチチハルにかけて

なお、これらの農地の経営は、後述するように

の広大な土地が湿地状態の未利用地になっている

各論で言及されているが、多くは漢人だが、彼ら

ことが、その光景がうかびあがってくるように描

はまだ入植して間もないこと、ハルピン以北では

かれている。今日では、その一部が水田に利用さ

ロシア人、またアメリカ人が経営する大農場の存

れ、またチチハル周辺の広大ないったいは湿地性

在も記録されている。南満州に比べ、農業開発は

の鳥たちの保護区として世界遺産に登録されてい

まだ北満州においては緒口に着いたばかりの状態

るが、基本的には当時とあまり変わってはいない。
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（3）満州事変以前の農業記録からみた満州東部

図７はそのコースを示したものである。吉林か
らいくつもの草原の山々を越え、敦化からは白頭

の農地利用
一方、満州東部の農地利用については、第 16

山山系の北麓を回り、延吉へ向かっている。途中

期生が 1919 年に奉天から吉林、さらには革命直

の山々は丘陵性で草原がおおいが、同時にこの地

後のソ連領ウラジオストックまで巡った班の記録

域は間島地域と呼ばれ、朝鮮人の農民がこの地域

が最初である。

へ移住したケースが目立つ。班員の一人はその状

この班は班員７名。大連から奉天、長春を経て

況をつぎのように記録している。
間島は朝鮮人移住者多く、山の頂変から谷の

ここから東方へコースを転じて吉林へ、そしてこ
こからは徒歩での陸行となり、敦化、延吉、竜井村、

どん底までかれらの手により隈なく開墾されて

会寧、 春、ポセツト、ウラジオストック、 春、

いるのが著しく目立つ。しかし、彼らのいわゆ

隠城、東京城、寧古塔、ここで西北部にある梅林

る移住問題は決して積極的転地の開拓ではない

へ往復し、自分たちで小船を買い、手漕ぎで増水

と思う。
・・・彼らはできるだけ都会を避け、

している牡丹江を三姓へ下っている。三姓からは、

山へ山へと入り込み、不便極まりない谷あいな

松花江を船でハルピンヘでた後、鉄道で長春、奉

どに二三戸あて部落をなすが普通で、支那豪農

天、大連、上海のコースで帰院している。この松

の小作人が多い。都会地で商業を営めるもない

花江を下る途中にアメリカ人による 2,000 町歩ほ

ではないが、商権はもとより支那人の握るとこ

どの大農場があり、多くの労働者が雇われている

ろである。

と記録している。ハルピン地域はもともとロシア

この間島農民の移住は、とくに朝鮮が日本の植

人によって町も農地も開発されたもので、小麦の

民地になったのちに増加し、それは同時に反日運

ような商品作物は北満州に産地形成を見ていた。

動の拠点にもなった。また、日露戦争後は、ソ連

アメリカ人による大農場経営もそのような条件の

が反日朝鮮人をソ連領内で恩恵を与え、反日の拠

もとで成立していたものであろう。

点がウラジオストック方面ヘ移ったとされる。班

７月１日に書院をスタートし、10 月 10 日に帰

員たちはこの間島地域の調査でそのような状況に
も気づいており、記録している。

るまで、約 100 日間の大調査旅行であった。

しかし、この間島地域の朝鮮人農民たちは、こ
の時期に苦労して水田を開き、のちに満州に水田
農業が広がるきっかけになった。それだけに朝鮮
人の水田耕作の成功は、漢人の地主や中国官吏の
注目するところとなり、中国人の地主や官吏が朝
鮮人農民の水田を奪い取る事件が多発した。この
問題は反日問題とともに間島問題として日本と中
国の間にあらたな火種をもたらした。
（4）満州事変以前の内蒙古における農地利用
また、満州の西側の蒙古地方については、第８
期生（1910 年）の錦斉線旅行隊による旅行コー
図７

第 16 期生（1919 年）の満州東部地域の大調査旅行の
コース

スが最初である。この班は６人の班員が６月 30
日から９月９日の鄭家屯までのコースを記録して
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おり、実際に上海へもどるのはもっとあとになる
ため、全体では３ヶ月ほどの大調査旅行であった
といえる。
そのコースは大連から営口、錦州、朝陽へと内
陸に向かい、あとは小さな馬店をつなぎながら、
阜新、柳樹台、小庫倫、哈拉套街、影武県、小陵、
平康、遼陽 棚、鄭家屯、クーチャル、バーイン
サン、チェンコインツ、開通県、兆南、と比較
的順調な旅であったが、後半は雨と遼河の大洪水
で、目指すチチハルへはいけず、再び鄭家屯へと
もどっている。記録が鄭家屯でおわっているのは
そのためである。
図８はそのコース沿いの農牧地利用を記録のな
かから作図し、示したものである。このコースは
平坦地が中心であり、全体としてみれば、牛や馬、
羊などが放牧されている草地がかなり広がり、町
の近くでは、おもに高粱、ついで粟、大豆が栽培
され、ところによっては高粱が続いている光景が

図８

記録されている。また、乾燥地域で砂漠の東端の

第８期生の満州西部大調査旅行コース（1910）と
農地利用

チチハルまでいけず引き返すことになった兆安

一帯にもあたるため、砂地も横切っている。
この班はこの行程のかなりの部分、とりわけ８

へ、さらに開通、鄭家屯へは第８期生のコースと

月は毎日のように雨に降られ、ついには大洪水に

重なる。しかしこの班はその後さらに西の方向に

見舞われ、危うく命拾いを経験している。そのた

ある熱河地方へ向かい、開魯、赤峰、熱河、そし

め、チチハルへ向かうことができず、引き返すこ

て北京へとコースを取っており、第８期生のコー

とになった。このことは、この蒙古の地域では夏

スとはかなり異なっている。全体としては草原が

にかなりの降水量があり、雨季があることを示し

続き、蒙古らしいコース記録になっている。この

ている。今日でもこのコース沿いでは年間約 500

コース最北の兆南では草に埋もれるほど草原の心

ミリほどの降水量があるが、それが春から夏、秋

地よさを満喫するが、７月中旬の時期にそこで洪

のいつ集中するかがかならずしも一定しておら

水にあっている。鄭家屯へ南下するコースはここ

ず、それが気候の不安定要因になっている。書院

も草原が続くが、鄭家屯が近づくに連れ、森や林、

生のこの記録はその一端を示しており、時にはこ

そして水田や畑が出てくる。しかし、雨模様。そ

のような大洪水になることを示している。高粱の

れが次の 40 戸ほどの村の宿へ着いた７月 30 日、

生育期や収穫直前の時期に大きな被害を受けるこ

清河の氾濫に遭遇することになった。書院生の班

とになる。

員が大洪水に見舞われたこの村では、40 戸のうち、

また、それどころか、命を失いかけた蒙古への

村から筏を組み班員が脱出するまでに、わずか２

大調査旅行班もあった。それは第 15 期生の５人

戸だけしか建物が残っていなかったことが記録さ

による内蒙古班の班員の体験とその記録である。

れている。おそらくはその後すベての土づくり家

この班は長春から農安、そして前述した８期生が

が洪水によって、溶けて流れてしまったものと思
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われる。これでは農業どころではなくなってしま
う。
各地でこのような洪水の被害が発生し、班員た
ちはところどころでそのような洪水の被害にあっ
た農民の集団が町のなかに出てきて、とりあえず
の住まいを作り、悲惨な生活をしていることを記
録している。平坦地が多いこのような地域では、
出水時に逃げる場所がないことで多くの溺死者を
出すことは、あまり知られていない。班員たちは
身をもってこの経験をしたのであり、貴重な記録
だといえる。
なお、この大洪水から脱出した班員たちは、脱
出先の白音他来で日本人に助けられ、すべての荷
物を失いながら次の旅行を続けている。次の開魯
では民国４年に蒙匪によって町が焼き払われた跡
図９

をみている。さらに洪水でできた沼地と砂地、そ

第 15 期生の内蒙古コース

して草原を埋めるきれいな花々に感動しながらす

６月はじめには、東北地区の将軍となっていた張

すみ、王府を尋ねている。途中甘草ばかりが続く

作霖が爆殺され、不安を伴う大調査旅行となった。

草原も記録されている。そして赤峰へ向かうがこ

班の中にはその現場跡を見たものもいたほどであ

こでも水害とそれに伴う凶作で住民の反乱が多発

る。

し、通行客にまったく出会わないという状況につ

そのような中で、この班は５月 30 日に出発し

いても記録している。次の熱河へは山と谷を進む。

７月 16 日にハルピンで解散するまでほかの班に

熱河には松が多いと記録され、それが美しい景色

くらべるとやや短い期間であるが、満州各地をか

になっているという。そのコースを図９に作図し

なり広範囲に観察している。また、最初の満州調

て示す。

査旅行に比べると 10 年以上経過しており、満州
各地にも若干の変化が読み取れる。特に、鉄道の

（5）第 22 回（1928 年）の満州地域の農地利用

開通や開通予定が新たな町を誕生させたり、ひな

以上のように、満州調査旅行が繰り返され、満

びた町が農産物の集散地として活性化するケース

州情報が少しずつ蓄積されていくと、コースの

などがそれである。

設定の中にもより広域のコースを目指す班も見

この班のコースは、大連から長春、四平と南満

られるようになった。そのようなケースのひとつ

州鉄道を利用した後、支線に入り、鄭家屯から通

が 1928 年におこなわれた 25 期生の６人の班員に

遼を往復したあと兆南へ、そしてチチハル手前の

よるものである。この時代になると満州が注目さ

昂昂渓から東支鉄道に乗り換え、西へ向かい、ハ

れ始め、この年 15 班のうち８班が満州を目指し

イラル、さらにソ連との国境の町である満州里ま

ている。その背景には、1925 年に上海で生じた

で出かけ、そのあと東へ戻り、チチハルから北上、

五三〇事件が排英、排日運動を中国内にもたらし、

興安嶺山脈を越え、黒竜江沿いでやはりソ連との

中国本土よりも状況が安定していると考えられた

国境の町である黒河へと向かっている。そして、

満州を選んだものと思われる。しかし、出発時の

黒竜江を船でくだり、松花江との合流点三江へ、
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そしてそこから各地の港によりながら松花江をさ
かのぼり、目的地ハルピンヘたどり着いている。
なお記録者の一人は、このあと長春へ向かい、そ
こから吉林、延吉、次いで朝鮮へ入り、日本の出
身地へ帰っている。
このコースはかなり長いのに比較的短い期間で
実行できたのは、一昔前に比べ四平から満州里ま
で新しい鉄道を利用できたこと、チチハルから興
安嶺山脈をまだよくない道ではあるが、自動車に
乗せてもらったこと、さらに黒河からハルピンま
で、途中は下車しながらも乗船できたことなど、
交通の便の恩恵によくしたことがあった。そして
そのこと自体がこの時期の満州の開発発展を示す
ものといえる。
図 10 は、この班のコース沿いの農業的土地利
用の状況について抽出し、作図して示したもので
ある。
それによれば、四平から兆南にかけての南満州

図 10

第 25 期生（1928）の満州広域コースと農地利用

西部は、ソーダ分の多いアルカリ土壌地帯で、し

がカバーし、黒河に達する。黒竜江沿いにはほと

かも砂地が多いため干害や風害が多く、農業には

んど農業がみられず、松花江との合流点である三

不適地であること、それにたいしては乾燥農業方

江になって、初めてわずかな漢人の移民が今入植

式で対応し、民国 12 年以降、漢人が西部方面に

を試みようとしていると記録している。

入るケースも出てきたこと、しかし、兆南以北は

しかも、三江から松花江を少しさかのぼった松

黒土が多く、まだ漢人たちには知られていないが、

花江では漢人の入植が全面的に失敗したとしてい

土壌は肥沃であり、将来の開発が可能なこと、こ

る。その理由として、収穫のあと馬賊がたびたび

れは北西の風が卓越し、また、興安嶺山脈からの

来襲し収穫物を奪ってしまうこと、氷の解ける時

土壌の流下もあって、アルカリ土壌が薄められた

期に河川が氾濫し、開墾地を流失させてしまうこ

土壌が形成されたためとしている。

と、必要とする農耕馬が夏に発生する大量の蚊に

兆南は鄭兆線の開通により、従来その背後に広

よって弱くなり使えなくなること、などを指摘し

がる草地を利用した牧畜業が活発化して、農畜産

ている。この一帯の馬賊は、のちに満州国になっ

物の集散地として急速な発展をしめしつつあるこ

たあとも、組織的に農民を襲い、日本からの移民

とも指摘している。

がこの地域に入植した時には馬賊が開拓地経営大

西方のハイラルから満州里にかけては、一帯が

きな困難な要素となった。

草原地帯で、羊を中心にした放牧地が卓越してい

しかし、それよりも上流の佳木酢付近では、農

ること、町には東支鉄道線沿いに町をつくったロ

地が開墾され、大豆や小麦の栽培が見られる、と

シア人が多いことも記録している。

記している。この一帯までさかのぼると、それま

チチハル以北の丘陵地は草原で、牛の放牧もみ

での低湿地が洪積層の台地へとかわるため、畑の

られたが、興安嶺の山地へ入ると、針葉樹の森林

耕作が可能になるからである。のちに、日本人の
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入植地がこの一帯に多く設けられたのもその理由

であり、それが書院生たちの記録に残されたので

からである。

ある。

以上のように、この班の大調査旅行コースは
満州一円を巡るほどの大きなスケールでおこなわ

（6）満州農業の自然的基盤

れ、それだけに各班員は満州の全域に近い状況を

ところで書院生のこの大調査旅行は、各班員が

見ることができたといえる。それが満州の中の地

調査報告書を卒業論文として提出している。これ

域の違いや特性を認識させることになり、変化に

がこの大調査旅行の最大の目的である。満州農業

富んだ記録となった。また、第８期生や第 10 期

の記録についても、士壌や気候条件、商品作物生

生の時代と比べると、交通ネットワークの整備が

産、農業経営、流通機構、貿易の仕組みなど多方

南満州鉄道の日本や中国、ほかの資本ですすみ、

面にわたっている。当時の満州は漢人の本格的な

それが満州地域内に地域的な変化をもたらしつつ

移住がはじまり、農業には高い関心がもたれてい

あることも読み取ることができる。そんな中で、

たからである。

少しずつ漢人の入植者が満州の南部、つまり南
満州だけでなく、試行錯誤をしつつ満州西部や満

そこではまず農業の根幹を成す満州の生態的環
境を知ることは出発点としても重要であった。

州北部へ局地的に、点状に入り込みつつある状況

この点について書院生は強い関心を持ち、何人

がうかがえる。書院生の記録には、漢人達が焼餅

も調査、観察をしている。日本との差異に関心も

や葱、味噌をたべながら、グループで南満州鉄道

持ったのであろう。書院生も日本での農村出身が

の線路わきを北へむかって歩いていく光景が描か

多かったからである。ここではそのうち比較的ま

れている。この時期、山東半島から大連などへ向

とまっている報告書の内容を見てみる。

かう貧しい農民がふえたことにより、船の定期航

第 24 回（1930 年、昭和５年）の調査報告書の

路でかれらを満州へ運ぶため、日清汽船は無料あ

うち第 13 巻は、「満州農業事情」のタイトルで多

るいは低額でデッキパッセンジャーとして彼らを

面的な記述がみられるが、そのうち、満州農業の

大連港へ運ぶサービスをし、また、南満州鉄道も

自然的環境に関する部分についてまとめられてい

彼らを特別低額料金で長春やハルピンへ輸送して

る。それによると以下のとおりである。

いる。それにもかかわらず、徒歩で歩く農民たち

この書院生の記録は 1930 年だが、前述した旅

は所持金はほとんどなかったことをあらわしてい

行記にも記されていたように、1928 年６月に張

る。このように入満してきた漢人達は既存の地主

作霖が爆殺されたあと、同年 12 月 29 日満州地域

に雇われたり、南満州鉄道の敷設工事や木材の搬

一帯は東北省として南京の国民政府の管理下にお

出などの労働力として雇われたりして出稼ぎや定

かれ、内蒙古は各民族の自治にゆだねられること

住を図った。彼らの多くは山東省の出身者がほと

になった。内蒙古は哲里木、烏遠、卓策図、錫林

んどであるが、それは民国の内戦が激しさを増し

郭爾の４盟と 38 旗および特別の２旗でのあわせ

ていたこの時期に山東省の将軍が、軍事優先で農

て 40 旗で、それぞれが「借地養民」のスローガ

民たちを兵役に捕獲したり、食料や農耕用の牛や

ンの下、順次肝心に農地や土地を開放させる政策

馬を挑発したり、重税を課したりしたため、農民

をとった。そのため内蒙古にも漢人が容易に入り

たちは新天地とされた満州へ離村し、逃げ出した

込むようになった。書院生の記録によれば、蒙古

ためである。したがって、
経済的基盤を持たなかっ

人は多くの土地を漢人たちに安価で買い占められ

た彼らは満州ですぐに農家として自立できたわけ

たとしている。

ではなく、条件の悪い土地に入り込んだりしたの

このころのデータで、東北３省の土地面積は
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65,624 方里、人口 2803 万人、東部内蒙古は 13108

があり、砂地の不毛地もある。このような土壌の

方里、人口 450 − 500 万人。詳細なデータは清朝

地域的分布は満州農業の基本的な基盤になってお

時代にもなく、当然民国期にもない。そこでもっ

り、それが農業地域の特徴を規定している。

とも信頼の置けるのは満鉄のデータであるとい

満州では土壌をその色で５色に分けている。紅

うわけで、耕地と未開拓地がそのうちどれだけあ

色土と黄色土とが最も多く、ついで黒色土、藍色

るかを示している。それによると、この時期毎年

土、白粘土となっている。しかし、肥沃とされる

30 − 40 万町歩が開墾されているが、耕地面積は

黒色土は壌土のほか砂土にも見られ、この分類は

1300 万町歩、未開拓地は 1200 万町歩であり、蒙

便宜的である。

古地区では可耕地の９割が、黒龍江省では同じく
８割が未開拓地である。それに対して奉天省では
可耕地の８割がすでに耕地化されていて、地域間

以上の特性を踏まえ、満州の土壌の特徴をいく
つかの点にまとめると、次のようになる。
まず、大部分の土壌は第四紀層で、うち洪積層
は奉天以北、沖積層は奉天以南に多く分布してい

の格差はきわめて大きい。
とくに 1920 年代に入ると、山東省を中心に直

る。ほとんどの農地はこの両層に集中している。

隷省からも農民が、そしてそのあとを追って商人

一方、古生層や中生層は少なく、安奉線沿いや満

たちも満州を目指した。その目的地はみな南満州

州北部に見られる程度である。土壌の種類からみ

鉄道沿線とその沿線の長春やハルピン、奉天など

れば、大半が壌土で満州南部に多い。アルカリ土

の都市部であった。奉天省で開墾が進んだのは南

壌も内蒙古とその東側の満州に一部張り出してい

満州鉄道の開通によるものである。しかも同鉄道

る。ここでは雑草さえ生えないほどである。それ

の沿線付属地は治安もよく、多くの農民はその近

に対して酸性土壌は少ない。土壌の中に有機物が

くへの居住や入植を望んでいた。このあと満州国

少ないことも特徴で、したがって、窒素は少なく、

が誕生すると、この入植の動きは弱まり、漢人の

農業には不利であるが、燐酸は多く、水分や養分

移民は 1920 年代がピークとなった。そして 1930

を維持する上で農業によい条件であり、ローラー

年代に入ると、それにかわるように日本からの農

をかけることで水分の蒸発を防ぐことも可能であ

業移民が目立つようになる。以上のような満州地

る。

域の大きな動きを見たあと、満州の自然特性が述

以上の地層と土壌の観察記録から、満州および
内蒙古の土壌分布について概念図を作成すると図

べられる。
まず、土壌の特性をみると、吉林地方と満州東

11 のようにまとめることができる。くりかえす

部一帯は第四紀の地層からなり、松花江などの河

までもないが、第四紀の洪積層と沖積層をベース

川沿いは沖積層、それ以外は洪積層からなってい

にし、黒土の肥沃な土壌と不毛なアルカリ土壌の

る。大雑把に言えば奉天以北には洪積層が多く、

分布を中心に示したものである。

奉天以南には沖積層が多い。したがって、概して

土壌の形成には気候条件も作用する。満州の気

土壌の層は厚く、１メートル 50 センチほどあり、

候は南と北、東と西でかなり異なるが、大きく見

壌土や植土が多い。これは農業には良好な条件で

れば、暖帯北部に属する内陸に位置する大陸性気

あり、土壌だけからみれば、満州の多くは農業の

候である。夏は７月を中心にかなり温度は上昇す

適地であるといえる。ただし、前述したように、

るが、冬はかなり寒冷であり、植物の分解が進ま

平坦地ゆえの湿地も多く、塩類を多量に含むアル

ず、それが前述したように土壌のなかの有機質分

カリ性土壌がチチハル東部や満州南部のうちの西

が少なくなっている理由になっている。

部に広がっている。その西側には砂漠の張り出し

農業を行ううえで無霜期間は重要である。それ
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で２月がそれに次ぎ、北満州の牡丹江ではマイナ
ス 20 度にも達し、南満州の奉天はマイナス 13 度、
長春ではマイナス 17 度で、内陸に位置するため
に寒冷である。それでも南の奉天からは北上する
につれ３度ずつ寒冷さが厳しくなっている。南端
にある大連はマイナス５度にとどまっている。そ
して、０度以上になるのは南満州ではほぼ３月か
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満州の主要地におけ
る降水量の分布

量が極めて少ないときもあり、雨乞いもしたりす

ら、北満州では４月からである。農作業は南満州

るほど不安定な気候でもある。灌漑用水の施設が

から始まり、北満州は１ヶ月おくれることがこの

不十分なことも水田農業に不安定感をもたらして

気温の変化からわかる。そして５月と６月は気温

いる。なお、満州中部で大体年 500 ミリほど、西

が一気に 10 度代へ上昇し、農作業は最盛期を迎

へ行くほど降水量は急減する。

える。このときの気温に低温など異常が生じると、

以上の特性を 1920 年代の現地でのデータを引

農作物の収穫に影響を与える。作物の生育期間は

用した記録がある。それを用いて場所別の気候状

短いため、ほとんどが一毛作であり、やりなおし

況が比較できるように図示した。

がきかないからである。７月と８月は最高気温の

図 12 は満州の主な観測地点の気温の月別変化

月で、日本と異なり７月の平均気温がもっとも高

をしめしたもの。また、図 13 は同じく降水量の

い。これは中国大陸も含め海陸に共通する。この

変化を示したものである。各地とも最寒月は１月

時期最も農作物は成育期、８月に入ると背丈が急
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に伸びた高粱の目立つ姿が書院生の満州での記録

の多くは北京での生活に埋もれ、満州中・北部を

のなかに多く見られる。

守る力を欠いていたとされる。前述したチチハル
も前線から後退し、そこに軍隊の基地を作った場

しかし、この７月と８月、９月は、次の図 13

所だとされる。しかし、そのような対応では不十

に示すように、最も降水量が多く、そのうちでは

分で、その補強に漢人の入植を一部認めることに

８月が最も多い。この３ヶ月で年間降水量 500 ミ

なったのである。つまり彼ら漢人は清朝政府の北

リから 600 ミリの８割が集中する。それが、前述

の守りに利用されたのである。

したように時に豪雨になり、河川に氾濫をもたら

したがって、入植者が急増したわけではなく、

し、高粱でさえ背丈がしずむほどになって、大き

最初は農作業や森林伐採、道路や後に鉄道建設な

な被害をもたらしたりする。収穫期にあたる北満

どの春から秋にかけての出稼ぎ労働としての渡満

州では８月から９月上旬、南満州では９月に豪雨

が多かった。しかも、出稼ぎ先はみな南満州が多

があると農作物の収穫に影響がでることになる。

く、日清戦争や日露戦争がそれらの動きを中断し

なおこの７，８，９月の平均気温については 20

た。それが 1910 年代に復活するが、それでもな

度を前後し、南も北もそれほど変わらない。最高

お出稼ぎ労働力としての移動が多かった。このこ

気温は 30 度を超える日もあり、作物の栽培には

ろになると、南満州鉄道を中心にした日本資本の

十分である。それでも月平均気温が 20 度代の前

進出があり、土木建設部門の労働力が必要とされ

半にとどまっているのは、この時期に前述したよ

たからである。しかも 1911 年の中国での辛亥革

うに、雨の日が１か月あたり 10 日ほどあり、比

命により清朝政権が崩壊し、清朝の制約を受けな

較的多いためと思われる。

くてもよくなったこと、しかし、各省に軍閥を生
み、山東省のように軍閥の横暴により不安定な政
治社会情勢が生じ、農民や商人が逃げ場を求めた

（7）満州農業の農法の成立基盤
では、以上のような自然環境もベースにしなが
ら、満州での農業はどのような農法にその特徴が

ことがあった。
山東省で言えば、農民や商人のその逃げ場こそ
満州であった。すでにそれまでの出稼ぎによる満

あるのであろうか。
すでに述べたように、満州地域はかって一部に
漢人の流入があったとはいえ、清朝の政権下では、

州の情報が入っており、しかも距離的にも近く、
渡満は比較的容易であった。

満州全域が満州族の聖地とされ、漢人の入植も禁

その際、農民たちは、山東省での手作業によ

止するほどの禁封地として管理されてきた。した

る零細な農業方式を持ち込むが、冬季の耕作はで

がって牧畜を生業とする満州族の中から、農業が

きず、一毛作だけしかできない気候条件から、農

広く行われることはなく、その時代は見るべき農

地の開墾面積を山東省時代以上に拡大する必要が

業およびそれを支える農法はなかったといえる。

あった。したがって人力ではまかなえず、新しい

その状況が変化したのは、1880 年代にロシア

方法が必要であった。それが馬耕であった。これ

の勢力が南下し始め、満州北縁地域を占有し、さ

はすでに先発で入り込んで地主に小作人として雇

らに黒竜江を超えて南下に転じ、やがては東支鉄

われた農民はそこでの経験から学習するチャンス

道をシベリア鉄道から分岐してウラジオストッ

があった。先発農民たちは、蒙古人たちが操る馬

クまで北満州を横断敷設するにいたったからであ

を調教して農耕馬に利用したからである。そして、

る。そのようなロシアの動きに対抗するため、清

この馬耕の導入こそが満州農業を可能にし、それ

朝の軍隊を中満や北満へ派遣しようとしたが、そ

が満州への農業移住を可能にしたのである。した
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がって漢人の移民たちは小作人として馬の扱いを

中の水分の蒸発を防ぐことができるためである。

学び、金銭を蓄えてまず馬を購入することが大き

実際、除草は３回、中耕も３回、とくに高粱の場

な目標になっていた。そのため、蒙古人たちとの

合には４−５回おこなわれているという。一本の

あいだに当初は馬の市場が各地で開かれた。

雑草も見逃さない除草作業がおこなわれる。

こうしてもっぱら畑を耕作する馬耕用の犂が工

また、それをさらにサポートする方法に中耕の

夫されるようになった。日本でも犂は馬や牛を使

方法もとられている。これは除草とあわせること

用するために早くから使われていたが、水田と畑

で、土壌の上層を下層から分断し、地中の水分が

に利用するため、小回りがきくように小型の犂が

蒸発することを妨げる方法である。

一般的であった。それが満州では、畑だけの広い

第 12 回の 13 巻目の報告書によれば、この方法

面積をカバーしなくてはならないこともあって、

をとることによって、作物は明らかに背丈が高く

犂は大きく、粗放的な農業に用いられるように発

なり、葉も大きくなり、さらに、葉の数もふえる

達した。開墾作業には馬が５−６頭は必要であり、

という。これは作物の生長がよくなるという効果

熟畑の耕作でも２−３頭を使用する。北満州では

のほかに、多くなった葉やその数が地面への直射

熟畑でももう１−２頭が必要であった。これは南
満州に卓越する沖積層よりも北満州や東満州に
卓越する洪積層の土壌方が硬いことの表れであっ
た。
これらの犂は土壌の条件や、その土地が新しく
開墾される場合か中耕される場合かなどにより大
きさや形に少し変化がある。基本的な犂の種類に
は、開墾用の大犂、一般用の施犂、中耕用の錫犂、
菜園用の小耕転機の４種類がある。

写真１ 江省における山東農民の開拓と犂
（東亜同文書院製第 14 期生「風餐雨宿」より）

材料はエンジュ、ニレ、シラカバ、ヤナギの木
など地元にある材料を使い、ほとんど自家製であ

日光をさえぎり、地中の水分の蒸発を抑えるとい

る（写真１）
。

う効果もありそうである。

最後にもう一点、満州農業の気候上の特徴があ

また、乾燥に強い作物も選ばれている。大豆、
小豆、緑豆、粟、ほか禾本科の作物がそれで、大

る。
前述したように、満州では夏季に降水が集中す
るとはいえ、１年間の降水量は 500 ミリから 600

豆はその後の満州を代表する商品作物へ発展した
ほどである。

ミリ、内蒙古ではさらに減少する。満州の年間降
水量は日本の東海地方に比べれば、その３分の１
に過ぎない。しかも農作物の播種期の春と収穫期
の秋には降水量がきわめて少なく、特に春先の播
種期に降水量の少ないことは、農業経営のうえで
大きな問題である。

６．農作物の栽培と農業経営の特性
（1）農作物の栽培と輪作
以上のような条件の中で栽培される作物につ
いてはいくつか指摘したが、栽培作物についての

そこで、満州農業では、除草を徹底的におこな

記録は報告書としていくつかあり、かなり詳細な

うことでそのような降水量が少ないことに対処す

報告書もある。ここでは第 24 回（1930 年）第 13

ることになった。これは徹底的な除草によって地

巻の報告書〈満州農業事情〉のなかでの栽培作物
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前述の第 24 回第 13 巻の報告書は調査した年の

についてみてみる。
全体としてみると、前述したように、気候の制
約から、栽培農作物の種類は少なく、しかも同じ

南満州の気象の状況と南満州の作物の成長につい
ての関係について次のように記録している。
３月 22 日から５月 22 日の期間は低温で降水

作物の品種の数もかなり少ないとしている。
その中で、主な作物は、高粱、大豆、とうもろ

量も多く麦類の発芽が遅れた。しかし、次の６

こし、粟の順に多いが、そのほか大麦、小麦、陸

月 21 日までには高温となり、発芽は良好となっ

稲、綿、水稲、大麻などがあり、そのうち高粱、

た。次の７月 22 日までの１ヶ月間も気温が高く、

大豆、粟が満州特産の３品だとしている。書院生

しかも降水があり、発芽の条件は良好、続く８月

によるこれら「３品調査」と銘打った調査報告書

23 日までの１ヶ月も気温は安定し、乾燥しすぎ

もいくつかみられるほどである。以下主な作物に

ることはなかった。ただ開花時期に雨があり結実

ついて触れておく。最も多く栽培されている高粱

が心配されたが、長雨にならず順調に生育した。

については、７，８，９月の調査旅行のなかでは必

次の９月 22 日までの１ヶ月間は気温の低下がみ

ずといっていいほどふれられているほどである。

られたが、地温が高く晴天もあり収穫前の時期

高粱は別名紅根ともいわれ、南方種と北方種があ

としては良好であった。そして９月 22 日から 11

る。精白されると高粱米として食用にされ、農民

月 22 日までは、降水量が少なく、気温も安定し、

はもちろん多くの満州に住む人たちの主食になっ

一部に局地的な乾燥があって、実の落下があった

ていた。それに対して非精白の高粱はもっぱら飼

が、収穫は良好に推移した。したがってこの年は

料として用いられた。そのほか食料以外にはアン

全体として良好な収穫に恵まれた。

ペラ、パルプ、稈など多面的に利用され、日常生

ところで、これらの作物は連作には限度がある。
この点について、第 12 回第 13 巻の報告書では南

活とは密接な関係を持った作物である。
大豆は元豆、豆子などとも呼ばれ、農家は、広

満州のケースとして、次のように記録している。

く一般的に栽培されている。満州大豆を黄豆、油

すなわち、一般的に南満州の場合、家畜も多く

分が少なく不良品的な大豆を青豆、とよぶ。その

土糞の施肥ができるが、それでも最も多い高粱の

ほか黒豆、磨石豆という豆も区別している。食用

場合、連作は２−３年で、大豆の連作はできない。

が多いが、大豆油の生産にも使われる。満州大豆

なお、この場合の土糞とは、人糞と家畜の糞に青

は内需用が主であったが、世界の中での商品化は

草と土を混ぜたもので、家畜の糞の中では飼育し

1920 年代からその地位を得るようになってきた。

ている馬糞が主である。糞そのものを農地へ撒い

粟は穀子、谷子とも言われ、精白すると、小米、

たりはしない。馬糞をとり、それを本格的に肥料

小黄米といわれ、乾燥に強いため、内蒙古地域で

にするためには、厩舎を作る必要がある。書院生

の栽培が多い。主な食料と飼料として用いられる。

は、満鉄の公主嶺農業試験場によるこの肥料の分

とうもろこしは包米などとも言われる。南満州

析結果について、この肥料が土壌に不足している

では饅頭に使用され、北満州では高粱が不足した

有機質の補充と窒素の供給をおこなうため優れて

時に高粱酒の原料として利用される。茎は燃料に

いるが、加える土には何の肥料的価値もない、と

利用され、寒冷地の満州においては生活に欠かせ

している。肥料を使うほとんどの農家は、この土

ない。

糞を使うが、都会で売られる乾糞が売られること

これらの作物は、気候的に生育期間が短いため

もある。これは農民が高粱や粟、包米などを主食

に一斉に播種し、成長し、収穫する。そのため農

にするのに対して、都会人は麦の主食が多く、都

作業は忙しく気象の変化には敏感になる。

会人の糞を町の街路から拾い集め、それに牛馬糞
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を２割ほど混ぜ、もち状に丸め乾燥させ、乾燥さ

れる。北満州や内蒙古とは大きな差があった。
そこで、満州の農業経営についての観察や分析

せたもので、販売品である。
再び、連作の件にもどすと、例えば、ある事例

は、南満州でないとできなかったといえる。

では、１年目に高粱に施肥をして栽培するが、２

第 24 回第 54 巻（1930）の調査報告書の中に、
「南

年目には粟か包米を栽培、３年目に大豆を栽培す

満農民の生活」という報告記録があり、この報告

る連作体系を実施している。

はまさに満州事変直前における満州農業を南満州

また大豆栽培中心の事例では、１年目に大豆に

に焦点を当てた記録である。この報告書の目的は、

施肥をして栽培し、２年目に高粱、３年目に粟か

南満州鉄道がどのように満州農業に貢献し、漢人

包米を栽培する輪作体系を実施している。

の農業者と将来の日本人の農業者の共存の可能性

高粱や大豆の場合、少なくとも３年に１回は施

について検討する、としている。この時期に満州
が日本人の目に身近な存在になっていたことがわ

肥をおこなうのが一般的である。
このような輪作体系は満州での経験の中から生

かる。ただし、報告書の内容は、政治的ではなく、

み出されてきた。その結果、次のような輪作のパ

南満州の農業の実態を、満鉄の資料や観察によっ

ターンが見られるようになっている。

て検討しようとしたものである。
この中で、いくつかの南満州農業の視点がある。

高粱については高粱、粟、包米、麦。
粟については大豆、包米、麦。

ひとつは 1920 年代における農地価格の変化をみ

大豆については、高粱、包米、麦。

たものであり、またもうひとつは農民の土地所有

包米については、高粱、包米、麦。

をベースにした社会階層についての視点である。
まず、1920 年代の約 10 年間の南満州各地の農

麦については、大豆、包米。

地価格について、のデータが収集されている。そ
（2）農業経営の環境̶1929 年代の農地地価の
上昇̶

れによると、南満州でも、南へ行くほど農地地価
が高くなること、南満州鉄道沿線ほど農地の地価

最後に、満州農業の経営的な特色についてみて

が上昇している傾向が指摘されている。
1920 年代は、漢人の移民が南満州へ押し寄せ

みる。
前述したように、満州における農業の歴史は新

た時代であった。そのすべてが農民であったわけ

しく、本格的な始まりは 20 世紀に入ってからで

ではなく、奉天や長春、ハルピンなどの都市をめ

ある。1880 年に清朝政府による対ロシアを目的

ざす商人や、そんな都市で何か職にありつきたい

とした漢人への農地開墾の開放があったが、それ

という山東省や直隷省などからの移民で、移民数

はまだ開墾の幕開けであり、農業は開拓時代で、

はピークに達した。これについては、筆者がその

自給農業のレベルであり、農業経営として独立的

動きを分析言及したことがある。その背景には、

に見られるレベルにはなかった。

両省における軍閥による内戦から多くの人々が満

移住した漢人たちも、交通条件の悪く、ロシア

州へ逃れようとしたこと、一方満州では、更なる

の勢力が拡大しつつある北満州まで入り込むこと

鉄道建設などの公共投資が進み、多くの労働力

はなく、前述したように、農業以外の仕事を求め、

を必要とし、また日本は軍事的基盤をいっそう作

出稼ぎも多かった。そんな中で比較的農業への

りつつあり、それに関係した資本による投資など

入植がみられるようになったのは、南満州地域で

も多くの労働力を必要としたことがあり、日本人

あった。農地開発が可能な土地は、満州事変の直

もそんな動きの中で満州へ渡るケースが増えつつ

前までに、80 パーセント近くに達していたとさ

あった。また、満州産の大豆がこの時期になって
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それまでの内需品から不況は経験するものの、日

表１は 1921 年（大正 10 年）の撫順近くの 10

本への輸出など国際商品への新たな市場をみつけ

戸農家について、農地の所有規模別農家数を示し

たこともあった。

たものである。規模は日本の町歩で示してある。

当然、そのような中で、漢人の農民の移民は多

それによると、10 町歩以上から３町歩未満まで

く、特に南満州では農地の需要が高まった。また、

かなりの格差が見られる。平均では１農家あたり

あわせて官吏や商人たちによる南満州中央部の土

６町歩となるが、そのあたりに頻度は高くなく、

地への投資も増えた。その背景には、この時期に

平均値に意味はない。

生じた軍閥間の奉直戦争によって、地元の貨幣で

表1

ある「奉天票」に不安が生じ、それが貨幣から土

愛撫順付近における 10 農家の農地所有規模別

農地面積

地への投資へ転換した面もあった。それらが農地
価格を上昇させたのである。1920 年代の 10 年間
に農地価格は平均２倍の上昇を示した。そしてそ
れは農地以外の土地も吊り上げたのである。
さらに鉄道の新設開通もまた農地価格を引き上

2 − 3 町歩

3戸

3 − 6 町歩

2戸

6 − 10 町歩

2戸

10 − 20 町歩

2戸

合

げている。内蒙古ではあるが、四兆線の開通はそ

農家数

計

10 戸

（第 24 回第 54 巻「南満州農民の生活」より）

の沿線の価格を上昇させた。価格レベルは南満州
より低いが、上昇率はかなり高く、未開墾地でさ

前述したように、満州の農業では馬耕が不可

え、既開墾地のほぼ半分ぐらいとする記録がある。

欠である。馬は２頭立ての耕作が一般的であり、

鉄道の開通を狙って多くの投機的投資が南満州の

その場合、10 町歩ほどの農地が耕作可能になり、

外接部でも生じたという事例である。1920 年代

それが農家として独立的におこなえる経営規模と

の満州はこのことからも投資の対象になる環境が

なる。もし、それに満たない農家の場合には、大

生まれていたことを示している。

規模農家の農業労働者として雇われ、耕転や運搬
作業などに従事することになる。1930 年代になっ
て日本政府は満蒙開拓に乗り出すが、そのときの

（3）生産基盤と農業経営
すでに、満州農業において農地開発が本格化し

１農家あたりの農地規模の標準をほぼ 10 町歩に

たのは 20 世紀にはいってからであり、1920 年代

設定しているが、それは満州農家の書院生の観察

に多くの漢人が農業の入植をおこなったこと、そ

と一致している。馬を使った家族農業の規模は、

のため南満州では、かなり開墾が進んだことなど

結局馬の能率によって規定されることを示してい

を述べた。したがって、比較的早い時期に入植し

る。

た農民と、新しく入植した農民とのあいだには差

したがって、大規模経営をするには、馬を増や
し、その分農業労働者を雇うことで成立する。当

が生じていたことも当然である。
そこでここでは同じく南満州の 1920 年代の書

時次々と農業労働者が満州へ流入してくる状況下

院生が示したデータをベースにしてそのような状

で、規模拡大は可能であった。それが農家の間の

況も含め、農民たちの生産基盤についてみてみる。

階層差を拡大したといえる。

なお、当時信頼にたるデータは民国側や地方政

もうひとつのデータを見てみる。表２は 1925

府側にはなく、満鉄のデータが最も信頼できたた

年の遼陽付近の 806 戸の農家の農地面積規模別の

め、書院生も満鉄のデータの中から必要なデータ

農家数比率を示したものである。それによると、

を取り込んでいる。

農地を持たない農家が 10 パーセントを占める
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が、３町歩未満の農家が実に 50 パーセントを占

の経済がより大農家に効率てきに効いていること

め、一方、標準規模の 10 町歩以上の農家数は 20

がわかる。施肥のための肥料代も、大農家は購入

パーセントに過ぎない。そして標準規模を３倍以

肥料を使用するため面積あたりの収量は多いが、

上の 30 町歩以上の農家数はわずかではあるが全

中農家や小農家は前述した土糞のような自給肥料

体の２パーセントの 17 農家を数える。これらの

をしようするため、大農家のような収量は得られ

大規模農家は、10 町歩に満たない農民たちを利

ない。

用して雇用し経営をおこなっていることが伺われ

そこで経営農地面積の規模別収益額を見ると、

る。このように農地の農家間での規模はかなり大

図 14 のようになる。全体からみると、農地面積

きく、一部の地主と大多数の農業労働力にも依存

が増加するほど収益はそれに比例するように増加

する農家が圧倒的に多いといえる。小作の場合も

し、自作農の間でも大、中、小の農家規模でかな

小作料は 40 パーセントと高率である。

りの違いのあることがわかる。大農家では家族数

表２

遼陽および蕃陽権における 806 農家の所有農地面積
規模別農家数比率（1925）

所有耕地面積規模

比率（％）

にかかわらず、それぞれの経営面積で十分な利益
をあげることができ、中農家では、家族数が 10
人以内なら 30 天地の規模があれば生活ができる

所有農地なし

10

が、家族数が 10 人以上だと 50 天地以上が必要に

3 町歩未満

50

なる。当時家族数は多い時代であり、農地の規模

3 − 6 町歩

13

は家族数によっても影響をうけた。

6 − 12 町歩

10

12 − 18 町歩

10

18 − 30 町歩

5

30 町歩以上

2

合

計

千円

5

自作大農

4

100
収

（東亜同文書院生第 24 回第 54 巻
「南満州農民の生活」より）

自作中農

3

このような農家の間の階層差は、当然生産から
2

農具、食料を含む消費、そして収益のレベルに影
響する。

益

そこで、農家の規模を分けて、20 天地（12 町歩）

1

自作小農
小作小農

以下を小農家、20 から 50 天地（30 町歩）以下を

小作中農

中農家、50 天地以上を大農家とすると、次のよ

0

うないくつかの特徴が見られる。

10

10
農

まず、農具のうちもっとも重要な犂の数を見
図 14

ると、大農家では菜園用の犂を除くと平均 14 個、

10
耕

地

10
規

10

10 反

模

南満州における農家規模と収益との関係図
（東亜同文書院生の報告書より）

中農家では 11 個、小農家では５個となり、農地
面積に応じて両者の間には比例的な関係が見られ

同図には小作層の収益についても示した、40

る。それは１町歩あたりの農機具購入価格にも現

パーセントという高い小作料もあり、自作農に比

れ、大農家では 11.2 元であるのに対して、中農

べて、規模の増大があっても収益の伸びは自作農

家では 12.0 元、小農家では 15.6 元となり、規模

に比べて低く、その結果収益のレベルもかなり低
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東亜同文書院生の記録からみた 20 世紀初期の満州における農地開発に関する研究

く、とくに 10 人以下の家族の場合、10 天地以上

され、長く漢人の新たな入植を禁止してきた空間

耕作しないと収益はない。また、家族数が 10 人

である。それがロシアの南下に対抗して、その一

以上の場合には 15 天地は必要とされる。

部で 1880 年から漢人の入植が認められ、20 世紀

以上のような農地規模の格差は、それぞれの消

にはいってから本格化した。そして、そのピーク

費経済のレベルにも大きくあらわれ、農村におけ

は 1920 年代で、それはその直後に満州国が成立

る消費力は当然大農家が中心であり、独り占めを

する直前までつづいた。とくに南満州がその開拓

しているに近い。

の中心であった。

したがって中、小の農家は少しでも農地面積を

したがって、この時期は、いわば満州の農業上

拡大しようとし、それが農地需要を高め、農地価

の開拓開始期といってよいだろう。開拓がさらに

格を高める動きにつながる面もあるが、農村にお

すすむのは、次に満州国が成立し、日本から 100

ける金融機関の発達は極めて未熟であり、質商や

万人を越える満蒙開拓農民が。のこる空間、とく

商人程度しかない。都市部に登場した日本などの

に 1920 年代には未開拓地が圧倒的に多かった北

金融機関はもっぱら大農家が取引をおこなってい

満州や東満州、さらに内蒙古が埋められていった

る。したがって大規模な農家はますます資金も豊

からである。それはかなり計画的な配置と計画性

富になり、農地も集まり、農家の間はますます格

があり、1920 年代以前の状況とは異なっている。

差が拡大することになる。1920 年代の満州への

そこで本研究は日本人による計画的な開拓が進め

農民の移住や農地価格の上昇は、大農家にとって

られる前の満州農業の開発状況をまず把握するこ

より有利に働き始めたといえる。

とを目的とした。それは次の 1930 年代以降の研

ところで、農家にとって、天候異変は農業経営

究を次なる課題とし、全体として 20 世紀前半期

にとって大きな影響をあたえるが、もうひとつ、

の満州における農業開発を把握するための基礎的

馬賊の影響も大きかった。書院生たちは各地で馬

研究としたためである。

賊のうわさを聞き、馬賊が襲撃したあとの焼けた

その際、東亜同文書院の大調査旅行の記録を使

村を見たりしている。満州国がこのあと成立した

うことで、多少でも臨場感を踏まえて、農業開発

後も新政府にとって馬賊の問題は対処すべき大き

の実態を浮かび上がらせようとしたところに、本

な問題であったことからもその問題性がわかる。

研究の方法的なそして研究上の特徴がある。

馬賊の襲撃で農家はときには再生できないほど痛

書院生は行動範囲が広く、とくに満州全域にお

手をこうむることがしばしばあったという。1920

よぶ大旅行をし、多くの調査観察対象を記録して

年代にはその被害は多かったが、ケシの栽培の禁

いる。1920 年代までの当時、満州を訪れた日本

止や 1924 年の豊作で 1925 年以来その被害が減少

の知識人もみられたが、都市部中心であり、広く

しているとしている。

全体を見ることはなかった。その点で書院生の記
録は価値があるといえる。満州国成立以前の満州
については、満鉄の調査研究以外にはほとんどな

７．おわりに

かったからであるといえる。

以上、20 世紀前半期、それも満州事変以前の

書院生の記録からあらためて 20 世紀初期の満

時期を中心に、東亜同文書院の書院生たちが記録

州の農業開発は南満州にほとんど限られていたこ

した満州の農業開発の状況を浮かび上がらせよう

と、北満州などはまだ少数の漢人たちの試行的な

とした。

入植段階にあり、失敗も多かったこと、1911 年

満州は清朝の政権下では清朝の聖域として保護

に辛亥革命によって清朝が崩壊すると、中国本土
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で軍閥間の内戦が深刻化し、満州の対岸の山東省
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〈論文〉

東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望（補論）

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

した漢口楽善堂についても取り上げることとし、

はじめに

戦後日本における歴史研究の流れの中に書院研

筆者は先に『オープン・リサーチ・センター年

究の変遷を位置付けるとともに、それをたどって

創刊号』
（愛知大学東亜同文書院大学記念セ

いくことを試みるものである。その上で、今後の

ンター発行、2007 年）において、
「東亜同文書院

書院研究のあり方について試論を述べるものであ

に関する研究の回顧と今後の展望」という題で、

る。その意味で本稿は前回の補論という性格が強

戦後日本における東亜同文書院研究の動向と変遷

い。

報

を、その源流と位置付けられる日清貿易研究所も

考察に際し、本稿では東亜同文書院を「歴史」

含めて概観し、その上で今後の研究の課題につい

という視点から扱っていくが、東亜同文書院は

て論じた。

言語（中国語教育、研究）
、地理学（大旅行）な

しかし、前回の拙稿は成瀬さよ子編『東亜同

ど、多岐にわたる研究テーマを内包した存在であ

文書院関係目録̶愛知大学図書館収蔵資料を中心

る。書院が高等教育機関であったことを考えるな

に ̶』
（愛知大学図書館発行、2005 年第 2 版）を

らば、教育史という視角も挙げることができる。

もとに、冒頭に記したテーマについて論じつつも、

そうしたテーマをそれぞれの研究の問題意識、枠

書院関係者の回想録や復刻版資料なども網羅して

組みで分析していくことが可能性として挙げられ

考察したため、内容が幅広いものとなった。また、

るし、また必要である。その場合、それぞれの研

研究の回顧と今後の展望という本来のテーマにつ

究テーマの先行研究史の中に位置付けて提えるこ

いても、今までの歴史研究において東亜同文書院

とも必要となってくるであろう。しかし、それで

がどのように扱われ、論じられてきたかといった、

は非常に煩雑となる。そのため、東亜同文書院は

歴史研究全体の中に位置付けて考察するという方

消滅後すでに半世紀以上を経過している点を踏ま

法はとられなかった。

え、まずは１つの座標軸として「歴史」という枠

したがって、本稿は考察範囲を前回同様に東亜

組みを設定し、研究史の整理を試みるものである。

同文書院を主体とし、その源流である日清貿易研

なお、
「戦後日本における歴史研究の流れの中

究所、そして東亜同文書院の経営母体である東亜

に書院研究の変遷を位置付けるとともに、それを

同文会（ただし、本論では東亜同文書院に関わる

たどっていく」と記したが、その場合、日本史研

部分の研究を取り上げる。以下、本論では繁雑さ

究と中国史研究の研究史を押さえた上で、そこで

を避けるため、断りをつけない）も含め、そして

論じられてきた問題意識、理論、研究方法論など

場合により、荒尾精が日清貿易研究所以前に設立

を時代ごとに追っていくことが求められるであろ
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う。しかし、本稿は飽くまでも書院研究史を中心

（1）1960 年代〜 1970 年代

にすえるものであるため、戦後日本における歴史

東亜同文書院を最初に取り上げた研究は、1965

研究の動向については、先行研究ですでに論じら

年の竹内好「東亜同文会と東亜同文書院（『中国』

れ、整理された論点を用いることとしたい。

21、1965 年 8 月。竹内好『日本とアジア（竹内
好評論集第 3 巻）
』筑摩書房、1974 年に再録）で

１．1980 年代末までの東亜同文書院研究
前回、筆者は 1980 年代までは東亜同文書院に

ある。しかし、その前身である日清貿易研究所も
含めて論じた研究としては、野間清「日清貿易研
究所の性格とその業績̶わが国の組織的な中国問

否定的な研究が多く、1990 年代以降は実証的研

題研究の第一歩」（『歴史評論』167、1964 年 7 月）

究が増加したと述べた。それに関して、まずは栗

を最初と位置付けることができる。この論文は、

田尚弥氏と藤田佳久氏の 2 名の研究者による記述

日清貿易研究所の設立とその活動、そして研究所

から見ていくことにする。栗田氏は著書『上海東

が 1892 年に出版した『清国通商綜覧』の視角を

亜同文書院

扱ったものだが、設立者の荒尾精が研究所以前に

日中を架けんとした男たち』
（新人

物往来社、1993 年）の中で、戦後における東亜

設置した漢口楽善堂も含めて論じている。

同文書院に対する評価について、
「戦後の「進歩

この中で、野間氏は漢口楽善堂を特務機関、漢

史観」のもとでは、
東亜同文書院、
書院卒業生はア・

口楽善堂が行った調査を軍事的、謀略的性格と捉

0

0

0

0

0

0

プリオリに「日本帝国主義の尖兵」でなければな
0

0

0

0

0

え、かつ日清貿易研究所が掲げた調査研究は漢口

らなかった。
」
（圏点は原文のまま）(1) と指摘して

楽善堂と同質であり、研究所の性格を楽善堂の分

いる。一方、1987 年から東亜同文書院の大旅行

身・化身であると捉えている (3)。このような位置

という視角を通して研究を行っている藤田氏は、

付けには、戦後の中国研究において意識された、

愛知大学図書館で『調査報告書』に巡り合う前後

近代日本が行った中国・アジアへの侵略への反省 (4)

の状況について、
「当初（引用者注−愛知大学赴

が色濃く反映されているということができるが、

任当初）
、愛知大学が東亜同文書院に深くかかわっ

氏の論文には、日本敗戦後に現れた戦後歴史学の

ているらしい事は、大学案内などで知った。しか

影響、そして戦後歴史学で描かれた日本近代史像

し、それがどんな大学であり、学校であるかにつ

が強く反映されていたとみることができる。

いては、時々学内報に掲載される関係者の回想記

戦後歴史学とは、マルクス歴史学が中心となっ

からうかがい知る程度のことであり、当時、大学

たものであり (5)、敗戦後から 1960 年頃まで、近

としても東亜同文書院との関係をあまり意識させ

代の純化・達成を経済的社会発展・進歩の当面の

ないふんいきがあった。
」(2) と回顧する。

目標とし、それへの歴史的道筋を法則的、理論的

こうした記述からは、書院がかつて「帝国主義

に認識しようとする歴史研究である (6)。戦後歴史

の尖兵」、またはマイナスイメージで捉えていた

学は、日本史の発展を社会構成体の段階的展開と

様子が浮き彫りとなるが、本章ではどの点が「先

して追究することで、人類史的普遍の視点を踏ま

兵」として認識されていたか、あるいはどのよ

えて自国史を相対化・客観化しようとしたもので

うなマイナスイメージであったかという点につい

あり、それは一貫した歴史的進歩に対する確信の

て、1980 年代末までの東亜同文書院研究におけ

上に成立していたものだった (7)。

る問題意識、論点などを中心として考察すること
を試みる。

しかし、戦後歴史学は後述するように高度経済
成長を経た 1970 年代から次第に批判、相対化さ
れていくようになるが、1970 年代までの日本近

250

◦ 1073 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望（補論）

代史研究は植民地研究も含めて、日本資本主義の

現実を把握していないと批判的に分析している (11)。

後進性、脆弱性、跛行性（半封建的、軍事的性格）

こうした『清国通商綜覧』の捉え方には、やは

から、天皇制国家の前近代的性格（絶対主義）と

り中国侵略への意識が強く作用したとともに、敗

対外侵略の必然性を強調する「講座派」的枠組み

戦直後から 1970 年代まで中国近現代史研究で大

が、批判にさらされながらも影響力を保持してい

きな位置を占めた「革命中心史観」̶発展段階論

たといわれる (8)。

を踏まえてソ連型社会主義への発展を捉えるよう

野間氏は、例えば漢口楽善堂について、それが

な、中国革命史の研究を積極的に行う動き̶(12)、

日本陸軍参謀本部の一種の特務組織というもので

また戦後、中国の影響を受けて想定された「半植

あるにもかかわらず、財源が保証されていなかっ

民地半封建社会」という歴史過程 (13) などのよう

たようであると述べ、その理由を明治維新後の新

な、当時の問題意識が反映されているということ

政治体制の不安定と資本主義経済建設の困難さに

ができる。

求め 、漢口楽善堂後に荒尾が打ち出した日清貿

そして東亜同文書院に関して、根津一が後に東

易商会設立構想については、荒尾の考える「日清

亜同文会や東亜同文書院の中心者となったことに

の提携と富強」が日本の中国に対する支配的地位

ついて、
「わが国の中国問題研究組織の一つの中

の確立を前提とし、むしろ日本の支配的地位の確

心を組織し、わが国の中国問題研究に一定の礎石

立にあったこと、日清貿易研究所の振興を通じて

をすえていることを、われわれは見逃すことがで

期待されていたものは日本の経済力の発展強化で

きない。いわば本書（引用者注̶『清国通商綜覧』）

あり、それを基礎とする軍事力の拡大強化であり

は、わが国の中国問題研究書の第一の原型をなし

対外戦争の準備でさえもあったと論じている (10)。

ているのである。」(14) という結論で締めくくられ

ここから、漢口楽善堂の活動資金の問題や活動、

ている。要するに、漢口楽善堂 ̶ 日清貿易研究

そして楽善堂後に荒尾が打ち出した日清貿易商会

所という負の存在の延長上に、中国研究組織とし

設立構想などについて、近代日本資本主義の脆弱

ての東亜同文書院があるという位置付けがなされ

性と対外進出の必然性という枠組みの中で捉えて

る。

(9)

いる様子が浮かび上がるが、ひいては戦後歴史学

以上の諸点から、野間氏の論文には近代日本に

が描き出した日本近代史像が色濃く反映されてい

よる中国やアジア地域への反省の意識があり、漢

ることが窺える。

口楽善堂̶日清貿易研究所̶東亜同文書院がその

一方、『清国通商綜覧』についても、そのもと
は軍事的見地によってまとめられた漢口楽善堂の

対象として挙げられていたこと、そして、戦後歴
史学で導き出されていた日本近代史像とともに、

探査報告であったことを指摘した上で、そのため

「革命中心史観」などの、当時の日本における中

執筆者の根津一には「中国国民経済にくいこみ、

国近現代史研究の問題意識も反映されていたとい

その正常な発展を阻止していた外国資本の姿を明

うことができる。

らかにすることは不可能であり、中国の国民経済

野間氏の論文から 14 年後の 1978 年、大森史子
̶ その成立

の正しい姿とその発展の必然性を明らかにするこ

氏は「東亜同文会と東亜同文書院

とは不可能であった」
、
「経済諸現象の法則性的解

事情、性格および活動 ̶」（『アジア経済』19(6)、

明の欠如、とりわけ資本の運動についての認識の

1978 年）を発表した。東亜会と同文会の結成に

欠如は、個々の資料の豊富さと具体性にもかかわ

はじまり、両会が合併して東亜同文会が誕生する

らず、本書の中国経済研究書としての価値を低俗

経緯、そして東亜同文書院の運営を中心にまとめ

にしている」と、
『清国通商綜覧』は当時の清朝の

られているが、東亜同文会を中国に対する「経済
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文化侵略機関」と位置付ける周作人の言葉を論証

について「半封建半植民地という現実がもたらし

する形で、そして東亜同文書院を「文化交流の名

た中国経済の不健康で後進的な側面への考察はな

のもとに、諜報活動を行っていた」という『蒋介

い。各事象の詳細な記述にとどまっている」、『支

石秘録』を引用して、大旅行が東亜同文書院スパ

那省別全誌』についても、「『経済全書』同様、各

イ校説の根拠になったという指摘を論証する問題

事項に関する具体的諸事象を克明に記すだけで、

意識が見て取れる (15)。つまり、東亜同文会とそ

それらのよってきたる経済的、社会的、政治的背

の経営になる東亜同文書院を客観的に分析すると

景を究明しようとする姿勢に欠けている」(20) と

いうより、中国・台湾の指摘に依拠して最初から

批判的である。それは、これらの図書から発展段

批判的に捉える姿勢である。

階論に基づいた分析が見えてこないという批判で

また、旧同文会のメンバーを「荒尾のもとで

もあろうが、結局、全体的に見て東亜同文書院（さ

支那改造の夢に酔いつつ、軍の対中国諜報活動に

らには東亜同文会）に対する大森氏の認識や分析

従事した「浪漫と謀略の徒」大陸浪人たち」と捉

視角は、野間氏のそれと大きな違いがなかったよ

え、彼らが近衛篤麿に接近し盟主とした理由につ

うに思える。東亜同文書院を捉える理論はこの段

いて、日清戦争後も中国市場開拓に乗り出してい

階まで、共通性を有していたということができよ

たが、欧米資本主義国に比べ資金的に限界があり、

う。

国内に有力者を求めたという指摘 (16)、そして南

なお、大森氏の論文にある「劉乾一、張之洞を

京同文書院開設に大きな契機となった、1899 年

日本の買弁とする上海領事団の意図が含まれてい

の近衛篤麿と劉乾一、張之洞との会談について、

たのではないか」(21) という記述であるが、上海

それを実現させたのが旧同文会系、つまり荒尾集

領事団の具体的活動について資料に基づいて明ら

団であり、かつ近衛が劉乾一、張之洞を「提携の

かにした様子がなく、また、1924 年から 1929 年

相手としたのは、日本の買弁とする上海領事団の

の大幅な国庫補助を契機として東亜同文会と東亜

意図に沿ったものではないか」(17) という仮説的

同文書院は「名実ともに日本の対中国文化教育工

指摘などに、未成熟な日本資本主義の対外進出、

作の一翼を担うようになっていった」(22) という指

日本帝国主義の海外進出、そしてすでに述べた、

摘についても、資料に拠る解明がなされていない。

半植民地・半封建といった中国近現代史研究の視

結局東亜同文会、東亜同文書院を実証的に研究す

角が基底にあったことが窺われる。

る作業よりも、研究理論に基づき否定的に捉える

一方、東亜同文書院に関しても、その歴史につ

意識が先行していたように感じられる。

いて詳しく取り上げている。ただ、
「日露戦争後、
発展期を迎えた日本資本主義が、海外市場を求め

（2）1970 年代末〜 1980 年代末

て揚子江流域と満州に資本と投下しつつあった当

ところで、1970 年代から 1980 年代に日本近代

時、書院卒業生はその先端部要員として貴重な存

史研究、中国近現代史研究はともに従来の研究理

在であった」(18)、
「中国語を話し、
現場適応力をもっ

論を相対化し、また研究が多様化するという現象

た書院卒業生は、日本の中国進出機関にとって有

が現われ始め、転換期を迎えることとなる。この

用な現場業務担当者であった」

という形で、日

点について順番にみていきたい。日本近代史研究

本資本主義の中国進出における経済的尖兵、日本

の場合、1970 年代に社会史が登場する。戦後歴

の中国進出機関において手先的役割を果たした旨

史学の見直し、新しい歴史研究として登場した社

述べている。また、書院生の調査旅行報告をもと

会史は、伝統的な政治史中心の歴史学ではその枠

に、東亜同文会から出版された『支那経済全書』

組みに入っていなかった、歴史社会学や文化人類

(19)
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学的な諸事象への関心を強く示すことで、新しい

究が多様化していった時期である。大森氏の研究

枠組みを形成したといわれる

。こうした戦後

はそうした中で、従来の歴史研究の枠組みに基づ

歴史学の相対化という現象とともに、1970 年代

く分析だったと位置付けることができよう。しか

には戦前日本のアジア諸国に対する加害者的側面

し、ここで述べたこうした歴史研究の変化が、全

が自覚された日本近代史研究が始まるようになる

てストレートに東亜同文書院研究に反映されたと

(23)

。

(24)

このような状態は歴史研究の多様化をもたら

まではいわなくとも、研究の多様化という現象は

す。永原慶二氏は、1970 年代以降日本歴史学の

森時彦「東亜同文書院の軌跡と役割̶「根津精神」

問題意識と研究視角は多角化し、複雑になったと

の究明̶」
（
『歴史公論』4、1979 年）から現われ

指摘し (25)、成田龍一氏は 1980 年代 以降の歴史研

始める。

究の状況がそれまでに比べ変化したことを指摘し

森氏は東亜同文書院初代と第三代院長を務めた

ている。すなわち、1970 年前後の歴史学は歴史

根津一の思想、いわゆる「根津精神」を明治の日

学を志す人が読んでおくべき「名著」の問題意識

本陸軍における反欧化思想の一類型と位置付け、

と作法に学び、ここで展開された歴史像との関連

その形成過程を考察したものである。森氏は「根

を言及することが作法とされたが、1980 年代に

津精神」を天皇中心の国体論がその根幹をなして

はこうした「正典」が失われた、あるいは「正典」

おり、西欧に対抗すべき東洋を語り「宇内に冠絶

という概念や発想がなくなったのではないかと指

せる」日本の国体を誇示するために、体であるは

摘した上で、近代日本を考察する上での共通の認

ずの神教は捉えどころがないために儒教を援用し

識＝方法がなくなったことにより、歴史研究が分

なければならず、これが「中国は儒教の国であり

散化、細分化したと述べている (26)。

つづけなくてはならないという倒錯した根津の中

一方、中国近現代史研究も 1970 年代末から、

国観をうみだした」(29) と分析している。根津の

文化大革命の混乱、アメリカのベトナム戦争の失

儒教熱は、天皇主義者が自己の理念に合わせて

敗などの影響を受け、革命中心史観などにこだわ

中国を理解しようとした結果であり、そして東亜

らず、新たな研究課題と研究方法が模索されるよ

同文書院で行われた「根津精神」の教育は、中国

うになり、様々な方法論を用いて客観的かつ実証

人を全て儒教道徳の体現者として遇せよというこ

的に進める歴史研究が主流になったといわれる (27)。

とであり、儒教を理解することは国家的使命を一

1980 年代に入り、改革開放を掲げた市場経済化

身に背負って中国人の中にとりこむ必須の要件と

の推進、旧ソ連・東欧圏の崩壊と冷戦終結、台湾

考えられたと述べる。森氏はまとめで「根津の考

の国民党独裁政権の終止符といった、中国や世界

えでは、
「天皇の赤子」という使命感にもえたエ

に生じた変化を受け、社会主義を到達点と見なす

キスパートが、開港場を拠点としてインクの染み

ことが前提の研究から、中華民国期から 21 世紀

こむように中国を席巻していくことが理想であっ

に至るまでの近現代中国を全体として 1 つの過渡

た。その尖兵を養成するのが、根津の東亜同文書

期として考察する立場が多くの研究者の間で共有

院にかけた期待であったといえるだろう。」(30) と

されるようになったという具合に、1980 年代に

述べる。以上のような研究で導き出される認識は、

中国近現代史研究は一変したと指摘される

根津の思想は天皇賛美であり、その枠内で中国を

。

(28)

し た が っ て、1970 年 代 か ら 1980 年 代、 特 に

理解しようとしていた、ひいてはそれは侵略的様

1980 年代は日本近代史、中国近現代史研究とも

相を帯びる中国観である、このような思想に基づ

に従来の歴史学、歴史理論が相対化され、あるい

く教育を受けた書院生、そして教育を施す東亜同

はそれらとは異なる研究視点が登場し、そして研

文書院は、精神的側面から中国侵略の尖兵である、
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究費の助成による共同研究の成果をまとめたもの

ということになろう。
1980 年代に入ると、阿部洋「東亜同文会の中

であり、文化摩擦を分析するという問題意識のも

国人教育事業」
（阿部洋編『日中関係と文化摩擦』

とで、中国近代における文化摩擦の諸相を実証的

巌南堂書店、1982 年）
、同「東亜同文会の中国人

に解明することを試みた研究の集大成である (32)。

教育事業 ̶1920 年代後半期、国民政府の教育権

『日中教育文化交流と摩擦』も、文部省科学研究

回収政策との対応をめぐって ̶」
（阿部洋編『日

費の助成による共同研究の成果をまとめたもので

中教育文化交流と摩擦』第一書房、1983 年）
、細

あり、
「共同研究を組織するにあたって、近年中

野浩二「東亜同文会の対外認識と文化工作の構

国との間の教育文化面の交流が急速に緊密化しつ

図 ̶ 欧米列強と清末民初中国のはざまで ̶」
（前

つある現状を踏まえて、それがかつての失敗を繰

掲『日中関係と文化摩擦』
）が主な研究として登

返すことなく、一層その成果を実り豊かなものに

場する。

するために、戦前における両国間の文化交流の失

阿部氏の研究は、東亜同文会が 1920 年代に設
置した中国人教育機関である東亜同文書院中華学

敗、挫折の体験を全面的に再検討し、その教訓に
学ぶ」(33) という問題意識を打ち出している。

生部、
天津同文書院（中日学院）
、
漢口同文書院 ( 江

このような研究書に収録されている阿部氏と細

漢中学 ) を取り上げ、東亜同文会の中国人教育事

野氏の研究は、文化摩擦、そして日中交流のあり

業が興隆した中国ナショナリズムとの間に生じた

方を過去の失敗から汲み取るという、今日的課題

摩擦を明らかにするとともに、その影響を受けて

を乗り越える方法を過去の歴史から紐解くという

どのような修正、変更を余儀なくされたのかとい

意図に則するものであるといえる。それは、東亜

う点について、明らかにしたものである。

同文会・東亜同文書院を歴史の鏡として捉える意

細野氏の研究は、欧米列強諸国の経済的手段を
中心とする中国進出に対抗する、東亜同文会の論
理の軌跡を追ったものである。そして、南京同文

識の現われであり、単に批判的に捉えるそれまで
の研究の視点と大きく異なるものである。
一方、1986 年には中国語教育という視点から、

書院・東亜同文書院の人材育成工作が、欧米列強

六角恒廣「東亜同文書院の中国語教育」（『早稲田

への対抗的論理に基づいていたことを詳しく明ら

商学』318、1986 年 8 月）が 1945 年までの近代

かにしている。結論として、1923 年の「対支文

日本における中国語について、中国で政治・経済・

化事業」後の東亜同文会に対する周作人の、
「経

軍事などの面で活躍しようとするための実用語で

済文化侵略機関」という指摘を踏まえて、
「以上

あったという認識の下、東亜同文書院の中国語教

に検証した東亜同文会の人材育成機関たる南京同

育、卒業生を日本の国家主義的進出という観点か

文書院、殊に東亜同文書院は、正しく帝国日本の

ら捉えている。

産業資本による対中国「経済侵略」を結果すべき

総体的にみて、1970 年代末の森時彦氏以降は、

尖兵を養成するための「文化機関」であったとい

それまでの歴史理論に沿った東亜同文会、東亜同

えるであろう。
」(31) という考えを示し、欧米への

文書院（さらには漢口楽善堂、日清貿易研究所）

対抗の論理により誕生した東亜同文書院は対中経

の分析ではなく、さまざまな角度から捉えようと

済侵略の尖兵であった、という位置付けをなす。

する研究が登場してきたことがわかる。これは既

この、東亜同文書院を中国に対する侵略の「尖兵」

述のような、歴史研究の多様化と無関係ではある

と位置付ける点をもってすれば、細野氏以前の研

まい。しかし、概観すると 1980 年代までの研究

究における東亜同文書院認識と共通している。

は書院を「尖兵」
、あるいはマイナスイメージで

だが、『日中関係と文化摩擦』は文部省科学研

捉えるものが多かったことが改めて分かる。
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亜のからみあい」の産物で、日本にとってアジア
③竹内好「東亜同文会と東亜同文書院」の位置付け

の意味が、当初の連帯感から、次第に支配の対象

さて、中国文学者の竹内好氏が 1965 年に発表

にかわった」と批判的に振り返っていることを明

した「東亜同文会と東亜同文書院」は、これまで

らかにしている (35)。また、米谷氏は竹内氏が近

取り上げてきた書院研究において特異な存在で

代日本とアジアの関わり方を論じた 1950 年代後

ある。戦後も書院卒業生の間で受け継がれた「根

半から 1960 年代前半の時代背景も合わせて、次

津精神」「書院精神」を基軸に据えて、東亜同文

のように述べる。つまり、当時の東アジアは冷戦

書院の歴史を日中関係の側面史と捉えつつ、東亜

構造による東アジアの分断化が固定化され、日本

同文会の歴史と合わせて取り上げた竹内氏の論考

がアメリカに従属していく時期であり、その中で

は、例えば「漢口楽善堂」の調査について、
「…

高度経済成長を迎え「近代化論」が語られる日本

軍事情報が主だが、これをせまい意味に理解して

は、独立後も混乱・分裂を抱え低開発を強いられ

はならない…後年の頽廃した軍からの類推でこの

苦しむアジアの動向と乖離し始める状況だった。

時代のことを考えると当らない」
、
『清国通商綜覧』

そうした状況に対して、そしてそれに対する抵抗

については「清末の中国の社会事情を調べるため

力を持たない思想のあり方に対して、竹内氏は強

には、
今日でも欠かせない本だ。
」と評価している。

いいらだちを感じていた。しかし、それは近代化

また、東亜同文書院については「国家が侵略行為

論者だけでなく、日本近代にはらまれたアジアと

に出るとき出先き機関がそれから自由であること

の絡まりあう矛盾・葛藤を内在的に論じようとし

はできない。しかし、そのために出先き機関だけ

ない、市民社会派の社会科学者たちや講座派系の

が侵略者よばわりされることは不当であろう。」(34)

歴史家たちにも向けられた批判でもあったことを

と、東亜同文書院を客観的に捉えようとしており、

明らかにしている。そして米谷氏は、竹内氏が当

野間氏や大森氏の研究スタンスと正反対の印象を

時の日本の思想界について言った、
「アジアを主

受ける。

体的に考える姿勢を失った」という言葉を紹介し

けれども、比較的早い時期に発表されたこの論

ている (36)。

文をここまで取り上げなかったのは、他の研究と

これらの点を踏まえて考えると、竹内氏は近代

一線を画すものと見做せるからである。筆者は竹

日本とアジアの関わり方におけるその思想的課題

内氏について論じるほどの知識を持ち合わせてい

を克服し、日本人がアジアを主体的に考える方法

ないが、彼が東亜同文会と東亜同文書院を扱った

として、そして 1965 年当時の日本と東アジアの

背景として、思想的に近代日本とアジアとの関わ

関係のあり方に対する批判的意識も重なって、東

り方を捉え直そうとしたこと、かつ現実的問題と

亜同文書院とその経営母体である東亜同文会を見

して捉えようとしたことが考えられる。

出したということではないかと推察される。逆説

米谷匡史氏は、
竹内氏による『近代の超克』
（1959

的に述べるならば、氏はアジアとの関わり方にお

年）を用いて、竹内氏が明治以来の日本には一方

ける近代日本の思想を課題としつつ、同時に論考

でアジアを主張し、一方で西欧を主張する二重構

発表当時の現実における思想状況を、東亜同文書

造のアポリアがあると竹内氏が考えていたとし、

院と東亜同文会の歴史から見つめ直そうとしたの

その克服を思想の課題とすべきことを強く訴えた

であり、それは単に歴史的存在としてのみ捉える

とする。そして、
「日本人のアジア観」
（1964 年）

のではなく、きわめて現実的な問題意識も反映さ

の「大東亜戦争」についての記述を用いて、その

れたものであったと考えられる。そのように理解

戦争が「日本の近代化と平行してあった興亜と脱

するならば、1980 年代までの、否、21 世紀初頭
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までの 40 年余りの東亜同文書院に関する研究の

行実施への契機となった踏査旅行記録から」
（
『紀

中で、特異な位置付けがなされるものである。

要』94、1991 年 5 月）、「波多野養作の「西域地
方事情」ノート

中国・西域踏査旅行報告の付論

から」（『紀要』98、1993 年 2 月）、「東亜同文書

２．1990 年代以降の東亜同文書院研究

院の中国研究

書院生の中国調査旅行を中心に」

（『中国研究月報』52(10)、1998 年 10 月）、「東亜

（1）1990 年代以降の研究の特徴
1990 年代以降の研究の特徴として 2 つを挙げ

同文書院の中国調査旅行と書院生の描いた中国

ることができる。1 つ目は東亜同文書院に関する

像」（『季刊地理学』50(4)、1998 年 12 月）、「1920

研究の増加である。前回明らかにした様に、1990

年代の中国における近代化の諸事象にみられる地

年代半ば以降、特に 2000 年代に研究者がそれぞ

域像

れの観点から東亜同文書院を論じるようになった

119、2002 年 7 月）、「1920 年代の中国における金

が、書院研究が多く登場することになった理由と

融システムの近代化・再編とそこにみられる中国

して、前章で述べたように、1970 年代から 1980

像

年代にかけて、特に 1980 年代に入って日本近現

にして」（『紀要』120、2003 年 3 月）、「二〇世紀

代史研究と中国近現代史研究の細分化・多様化

前半期における旧「満州」地域の地域システムと

が進んだ現象を挙げることができよう。なお、そ

地域像に関する研究（その一） 漢人の満州流入

れは 1990 年代以降も継続していることが、『史学

を中心に」（『紀要』121、2003 年 9 月）、「二〇世

東亜同文書院の調査旅行記録から」
（『紀要』

東亜同文書院生の中国調査旅行報告をべース

。

紀前半期における旧「満州」地域の地域システム

したがって、長年にわたって続くこうした状況が、

と地域像に関する研究（その二） 漢人の満州流

多くの研究者が東亜同文書院に注目し、研究に着

入を中心に」（『紀要』122、2004 年 3 月）、「東亜

手していく大きな契機になったのではないかと考

同文書院生の中国調査「大旅行」について」（『大

えられる。

倉山論集』52、2006 年 3 月）などの論文を発表

雑誌』の年間研究動向でしばしば確認できる

(37)

2 つ目は、実態を解明すべく、資料に基づく実

している。こうした研究を通じて、大旅行の性格

証的な研究が進展したことが挙げられる。これは

や大旅行コースの全体像を解明するとともに、
『大

先行研究の捉え直し、相対化という作業にも繋が

旅行誌』や『調査報告書』から戦前中国の各地域

るものである。前章で取り上げた、野間氏や大森

の様子を浮かび上がらせており、これらの記録が

氏のように歴史理論が優先する研究、森氏のよう

当時を知る貴重な資料であるのみならず、今日の

に根津一の思想を天皇賛美・中国への侵略観とい

中国を理解する上でも有効であることを明らかに

う観点から分析する研究と比較すれば、阿部氏や

している。大旅行に関する研究成果は、
『中国と

細野氏のような実証的解明を志す研究が 1980 年

の出会い』（愛知大学、1994 年）、『中国を歩く』

代に登場してきたが、やはり本格的になるのは、

（愛知大学、1995 年）、『中国を越えて』（大明堂、
1998 年）、『東亜同文書院中国大調査旅行の研究』

1990 年代以降である。
例えば、藤田佳久氏は地理学の観点から、
「中

（大明堂、2000 年）、『中国を記録する』（大明堂、

東亜同文書院学生「旅行日

2002 年）という図書として出版されたが、最近

記」記録の分析との関連で」
（
『愛知大学国際問題

になって『愛知大学東亜同文書院ブックレット③

国・福建省ノート

研究所紀要』84、1987 年 7 月、以下『紀要』と略）

東亜同文書院生が記録した近代中国』
（愛知大

を皮切りに、現在までに「波多野養作の中国・西

学東亜同文書院大学記念センター編、あるむ発行）

域踏査旅行について

という形でコンパクトにまとめられた。

東亜同文書院の中国調査旅
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なお、先行研究では軍事的性格、記述的価値の

して、県費生派遣の選抜方法の変遷を時系列的に

低さが指摘されていた『清国通商綜覧』について、

追い、また「東亜同文書院入学者の群像̶海を渡っ

藤田氏は「
『清国通商綜覧』
（1892 年刊）とそこ

て学びに行った若者たち ̶」
（
『同文書院記念報』

に描かれた清国末期の地域像

VOL.11、2003 年 3 月）で府県別派遣の割合を概

東亜同文書院の中

国研究（その 1）
」
（
『紀要』103、1995 年 9 月）で、

観し、県費生と私費生の割合の変遷を分析してい

「清国に関する知識体系の提示方法は、わが国地

る。日本の各地域の視点から書院の分析を試みて

理学の中でも先駆的な成果」
、
「清国に関する日本

おり、他の研究とは異なるアプローチである。もっ

人の手になる初の本格的な地理書と見ることが可

とも、東亜同文書院が学校であったことを考える

能」であり、
「わが国地理学史の中であらためて

ならば、学生を対象とするこうした研究テーマは

位置づけられ、高く評価される必要があろう」(38)

もっと早くから取り組まれてもおかしくないが、

と、それの持つ価値の高さに光を当てている。

それがなされてこなかったところに、書院研究の

藤田氏以外の研究では、栗田尚弥『上海東亜同
文書院

日中を架けんとした男たち』
（新人物往

「特徴」が感じられる。
また、水谷尚子「東亜同文書院に学んだ中国人̶

来社、1993 年）が、従来否定的に捉えられてい

中華学生部の左翼学生 ̶」
（
『近きに在りて』28、

た荒尾精や根津一をはじめとする同文書院関係者

1995 年 11 月、後に『東亜同文会史論考』霞山会、

の軌跡と思想を分析して、再評価している。なお、

1998 年に再録）は、東亜同文書院に設置された、

栗田氏は『東亜同文会史』編纂に携った時、委員

中国人子弟を教育する学部である「中華学生部」

である東亜同文書院卒業生たちの、中国に対する

を題材に、中華学生部の左翼学生が 1920 年代〜

愛情ともいうべきある種の思いを感じ、
「この思

1930 年代の上海の民族運動・ナショナリズム高

いを抜きにして東亜同文書院は語れない」と思っ

揚の中で、どのように運動を行っていたかを明ら

たことを、この著書のあとがきに記しているが

かにする。また、彼らの経歴や中華学生部時代の

（297 頁）、当事者の証言も、書院の実体を明らか

活動、中国側の書院に対する評価なども言及した

にするためには重要であることを示唆している。

論考である。この中華学生部や中国人学生を扱っ

松谷昭廣「東亜同文書院への府県費生派遣

た研究は、管見のところ水谷氏以外に見当たらな

1900 〜 1920 代を中心として」
（
『日本の教育史学』

い。日中関係史の一側面として、または中国近現

45、2002 年 10 月）
、同「東亜同文書院への佐賀

代史と東亜同文書院との関わりという枠組みで、

県学生派遣

さらに研究を深めることが必要なテーマではない

1900 年代大倉邦彦入学時期を中心

に」
（
『大倉山論集』50、2004 年 3 月）は、東亜

かと思われる。

同文書院に入学した各府県からの派遣学生であ

東亜同文書院が行った中国語教育や研究に関し

る「県費生」を取り上げ、佐賀県、熊本県、長崎

ては、今泉潤太郎「東亜同文書院における中国語

県、神奈川県をケーススタディとし、県が学生の

教学 ̶「華語萃編」を中心に ̶」
（
『愛知大学国

派遣を決定した（逆に神奈川県のように派遣を中

際問題研究所紀要』103、1995 年 9 月）は東亜同

止した）背景について、県の政財界の東亜同文書

文書院で編纂された中国語教科書である『華語萃

院に対する思惑が作用したことを県議会での議論

編』などの分析を行い、松田かの子「『華語月刊』

などから解明している研究であり、同様に、佐々

と東亜同文書院の中国語教育」（
『芸文研究』88、

木亨「東亜同文書院への府県費による派遣生へ

2005 年）は東亜同文書院華語研究会が刊行して

の選抜制度 ̶ 愛知県の場合 ̶」
（
『愛知大学論叢』

いた『華語月刊』の分析を通じて、書院の中国語

126、2002 年 7 月）は愛知県をケーススタディと

研究・教育の姿勢を明らかにしようとするなど、
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あまり光が当てられなかったテーマについて、そ

論じる内容が幅広くなっている。汪輝「日清戦争

の様子を明らかにしようとした研究である。

前日本の対清人材教育−荒尾精と上海日清貿易研

なお、この 1 年以内に発表された論考として、

究所−」
（『広島東洋史学報』3、1998 年 12 月）は、

従来あまり知られていなかった、東亜同文書院卒

荒尾精の人材教育論、日清貿易研究所のカリキュ

業生で満洲国の文学者・大内隆雄の 1930 年代初

ラム、学生管理など、人材育成教育という視角か

頭の軌跡を、日本外務省記録を用いて明らかにし

ら研究所の内実に入り込んだ論考であり、楽善堂

た石田卓生「外務省文書が明らかにする大内隆雄

や研究所に関係した人々の思想分析の必要性、研

伝の一節」
（
『中国研究月報』61（6）
、
2007 年 6 月）、

究所の教育運営について日本政府の対清政策との

そしてこれまで着目されてこなかった、東亜同文

関連において具体的に検討するという、総合的視

書院におけるキリスト教信者という視点から、東

野からの実証的研究の必要性を主張しつつも、軍

亜同文書院の精神である「根津精神」とその変遷

事的性格だけでなく実務通商貿易的な性格も含め

について論じた、同「東亜同文書院とキリスト教」

て捉えることを主張する (40)。

（
『中国 21』Vol．28、
2007 年 12 月）がある。また、

これらの研究は、日清貿易研究所の軍事的性格

東亜同文書院自体を取り上げたわけではないが、

を強調するのではなく、研究所設立前後の動向も

戦前日本の中国への留学という視点から、外務省

含めて、近代日本資本主義の発達における研究所

派遣留学生の東亜同文書院への委託教育について

の位置付けの解明、研究所としての教育カリキュ

も若干であるが触れている、孫安石「戦前の外務

ラムの分析などについて論じたものであり、近代

省の中国への留学生派遣について」
（
『中国研究月

日中関係史や日本近代史に位置付けて日清貿易研

報』61（9）
、2007 年 9 月）なども登場している。

究所の実態を解明することを試みている。それは

一方、日清貿易研究所についてみると、佐々博

ひいては、従来の認識の捉え直しであり、軍事的

雄「日清貿易商会と日清貿易研究所」
（
『アジアの

視点からでは浮上しなかったテーマによる新たな

教育と文化

研究であったということができる。

多賀秋五郎博士喜寿記念論文集』巌

南堂書店、1989 年）は日清貿易研究所の日清貿

以上みてきたように、1990 年代以降に増加し

易商会構想を通じて研究所の全体像解明を目指

た研究の中には、実証的に解明しようとする研究

し、従来の軍事的一面の強調だけでなく通商的性

が多く含まれていたということができる。そして

格も付加し、そして総合的視野からの実証的分析

それらの多くは、従来注目されなかった、あるい

の必要性を主張する。村上勝彦「産業革命初期の

は従来の視点では浮かび上がらなかったテーマに

日中貿易−日清貿易研究所に関連して−」
（
『東

取り組む研究であり、または従来の説の捉え直し

京経大学会誌』174、1992 年 1 月）は明治時代の

という問題意識に基づくものであったということ

日中間貿易における中国商人からの日本商権回復

ができる。そうした状況の背景として、すでに述

という経済的視角から、日清貿易研究所の位置付

べたように研究の細分化、多様化という 1970 年

けと性格を中心に明らかにしようとしたものであ

代、1980 年代からの歴史研究の動向が反映して

る。漢口楽善堂を諜報活動と捉えつつも、日清貿

いると考えられる。しかし他方で、1980 年代末

易研究所を創設した荒尾の意図を「愛国者風の中

から 90 年代初頭にかけて生じた劇的変化の影響

国貿易専門家養成」と分析し (39)、研究所の教員

も無視できない。藤田氏はベルリンの壁崩壊後、

とカリキュラムを明らかにするなど、従来明らか

それまで研究が見向きもされなかった状況が一変

にされてこなかった点に光を当てると同時に、明

して評価されるようになり、ジャーナリズムが注

治期の経済の中で日清貿易研究所を捉えるなど、

目するという変化が生じたことを明らかにしている
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(41)

。栗田氏は戦後 50 年という時間の経過、昭和

の持つ基本的枠組みを理解することが容易になる

天皇の死、ソ連・東ヨ−ロッパの社会主義体制の

のではないか」(44) と、『大旅行誌』が今日の中国

崩壊、中国の開放政策という世界情勢の変化の中

を理解する有効な手掛かりとなることを論じた。

で、東亜同文会や東亜同文書院に対する従来の評

以後、
『大旅行誌』や『調査報告書』を用いて

価が変化してきていると指摘している

。藤田

研究を進めてきているが、その中で大旅行に関す

氏や栗田氏はベルリンの壁崩壊以前から東亜同文

る記録から過去と現在の中国の連続性を読み解

書院に着目していたが、このような世界的な大変

くことの可能性と、それの持つ歴史的、研究的価

化も、多くの研究者が東亜同文書院へ注目を集め、

値の高さを明らかにしている。例えば、1910 年

そして従来の視角とは別角度からの研究や、看過

から 1930 年の間に資本主義化も含めて形成され

されてきたテーマを解明する研究などを登場させ

た中国近代化は、30 年代以降に戦後の人民中国

た大きな要因の 1 つであったと考えられる。

や文化大革命で寸断された後、1980 年代以降に

(42)

資本主義的な色彩が復活してくるため、今日の中
（2）現在の歴史研究における書院研究の有効性

国を見る上でも 1910 年代から 1930 年代の動きが

ところで、すでに述べたように、歴史研究が多

一番理解すべき部分であり、したがって『大旅行

様化した中にあって書院研究も多様化の傾向が見

誌』が現在の中国を知る上で参考になると指摘す

られるようになってきた。書院を題材としたそれ

る (45)。これは革命中心史観にかわる近年の研究

ぞれの研究も深化を遂げることと思うが、現在の

における問題意識と共通するものである。そして、

歴史研究の動向の中で、東亜同文書院研究の活用

『大旅行誌』
『調査報告書』は清末から民国時代の、

の可能性について簡述してみたい。

特に民国時代の中国各地についての記録が豊富な

中国近現代史の分野では、1970 年代末から革

ため、それらを用いて中華民国時代の中国の実体

命中心史観が相対化され始めたことは既述の通り

を明らかにすることの可能性も挙げられる。藤田

だが、それに関連して中華民国史研究が登場して

氏の大旅行研究の出発点となった問題意識、そし

いる。つまり、1912 年から 1949 年までの歴史を

て大旅行の記録から導き出される研究、あるいは

「中華民国の歴史」として考察する研究が 1980 年

導き出され得る研究は、今後の中国近現代史研究

代中ば以降始まり、天安門事件（1989 年）後に

で求められる視点に非常に重なるといえる。それ

山田辰雄氏が「民国史観」を提唱し、多くの研究

はひいては、
『大旅行誌』や『調査報告書』の学

者が中華民国史を意識するようになったといわれ

問的価値が注目されることにも通じる。

る

現在のところ、大旅行研究が書院研究の中で、

。

(43)

藤田氏の大旅行研究は、清末から特に中華民国

現在の歴史研究の動向に最も接近している分野で

期の中国の各地域の様子について、
『大旅行記』

ある。しかし今後、大旅行研究を足掛かりとし

や『調査報告書』を用いて明らかにしているが、

て、東亜同文書院に関する研究の中から、書院に

1987 年に研究を発表した当時、革命以後の「中

関する資料を用いつつ、日本近代史研究や中国近

国の都市政策、農村政策は何れも中国がその風土

現代史研究の動向を意識した研究が多く生み出さ

の中で築いてきた伝統性を否定したものではな」

れ、そして深められていくことが必要になるであ

く、したがって「革命前の中国に関する記録の大

ろう。

部分が今日の中国を理解する上で有効であり、革
命前のそれらの記録に示される多くの事象につい
て、それを組織的に整理することで、今日の中国
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る状況はむしろ歓迎すべきものであるといえるの

３．多様化する書院研究と今後の展望

ではなかろうか。

以上、1990 年代以降の研究状況について述べ

一方で、以上のような問題に関して、今後の

てきた。さて前回、筆者は 1980 年代までは東亜

研究のあり方を考える上で馮天瑜・劉柏林「東亜

同文書院に否定的な研究が多く、1990 年代以降

同文書院中国調査の評価と分析」
（
『中国 21』13、

は実証的研究が増加したと述べた。全体的傾向と

2001 年 4 月、風媒社）は大変示唆的である。す

してみた場合、それは間違いではない。しかし詳

なわち、
「東亜同文書院は日本の「大陸政策」の

細にみると、実はそうと簡単に割り切れない状況

形成、発展段階の産物であり、その責任者の思想

であると言わざるを得ない。例えば宮嵜順子「東

と実践もまた相当複雑である。したがってわれわ

亜同文書院と 1930 年代

日中関係の一側面とし

れは東亜同文書院の歴史について段階に分けて具

て」
（
『史論』49、東京女子大学、1996 年）は「書

体的な分析を行う必要がある。日本軍国主義の中

院が大陸進出の出先機関と見做されるに至った

国侵略に奉仕した側面については、厳正な批判を

こともまた否めない事実」(46) という認識のもと、

加えるべきである。･･･それと同時に、東亜同文

中国研究と人材養成の両側面の分析を通じて、東

書院の旅行調査に用いられた厳格な実証科学の方

亜同文書院が有する帝国主義的性格の解明を目指

法は参考に値するものであり･･･これらを重視し、

す論文であり、また鈴木健一「日清貿易研究所の

十分に利用すべきである。以上二つの側面につい

教育理想」
（
『歴史学と歴史教育』45、
1993 年 7 月）

て、混淆してはならない。」(47) と論ずる。

は、戦後歴史学で導き出された日本近代史像で

これは書院の持つ「光」と「影」の双方を踏ま

もって日清貿易研究所を捉えており、全体的に日

えて論じることの必要性、そして「光」の側面は

本帝国主義の対外進出の枠組みで論じている。

評価すべきであり、「影」の側面には批判を加え、

つまり、1990 年代以前の理論や枠組みで東亜
同文書院や日清貿易研究所を論じる研究も、若干
ではあるが存在しているのである。別の言い方を

この 2 つの側面を合わせて東亜同文書院を客観的
に捉えようとする認識が反映されている。
この論文は多様化、個別化する歴史研究の動向

すれば、旧来の研究、実証的解明を目指す研究、

とあたかも軌を一つにするような近年の書院研究

そしてその延長線上に位置付けられる再評価的認

において、1 つの方向性を示すものとなるであろ

識、こうした様々なものが混在しているといった

う。ただし、いずれにせよ今後の書院研究で求め

方がより正確であろうか。そうならば、1990 年

られるのは、20 世紀前半という時代状況や、当

代以降の書院研究はまさに多様化し、
「百花繚乱」

該期の東アジアという大きな枠の中に書院を位

のような状況であるといっても過言ではない。

置付けて捉えていくこと、かつ、書院が存在し

こうした中で今後研究が多く出現すれば、その

た 40 数年を細かく時期区分して、時代の変化と

分様々な書院像や日清貿易研究所像が現れてくる

書院の変遷を相互に関連付けて捉えていくという

ことになるであろう。けれども、それは東亜同文

視点ではないだろうか。そうした大きな枠組みが

書院や日清貿易研究所が研究対象として注目され

あってこそ、書院についての多様化した研究も活

ることの裏返しであり、侃侃諤々の議論が行われ

かされてくるのではないかと考える。逆に言えば、

る学術的環境が整うことに繋がるといえるのでは

そうした大きな枠組みが、様々な書院研究をトー

ないだろうか。それを通じて書院研究もさらに蓄

タル的に 1 つに繋げる役割を果たすのではないだ

積を増していくのではないだろうか。このように

ろうか。

考えるならば、1990 年代以降の書院研究をめぐ
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問題は、全体的な枠組みとの関係性である。す

おわりに

でに述べたように、東亜同文書院が存在した時代

以上、
『オ−プン・リサ−チ・センタ−年報

の近代東アジアの動向を意識し、書院を近代東ア

創刊号』で掲載した論文の補論という形で、東亜

ジア史の中に位置付けて理解していく、つまり書

同文書院の研究の変遷を、戦後日本の日本近代史

院と近代東アジア史を有機的に繋げて捉えるよう

研究、中国近現代史研究の動向に位置付けて概観

な大きな枠組みが必要である。それがあってこそ、

してきた。

研究者個人がそれぞれの問題意識に沿って行う研

本稿は東亜同文書院の研究史を中心に据えたた
め、戦後の歴史研究の動向については十分に論じら

究が価値を発揮し、あるいはそうした研究が互い
に結び付いていくのではないだろうか。

れなかった点もあるが、そうした点については、機

もっとも、以上は東亜同文書院研究という範疇

会があれば稿を改めて取り上げていきたいと考えて

の話であるが、視点を変えれば、東亜同文書院研

いる。

究自体が歴史学研究の中で個別研究であり、多様

さて、本稿で何度も触れてきた東亜同文書院研

化する研究の１つであるという見方も成り立つ。

究の多様化という現象は、多くの研究者が関心を

仮にそう考えるならば、今後は大旅行研究に代表

持つということを意味し、また書院に関する事象

されるように、現在の日本近代史研究、中国近現

を個々の問題意識と関心に基づき深く掘り下げて

代史研究の動向にリンクさせていくような研究も

分析するという姿勢に通じるものということがで

行っていく必要があるであろう。

きる。したがって、研究の進化という点でこれは

つまり、一方で東亜同文書院に関する研究を深

重要である。また、書院を多角的に捉えるために

めつつ、他方で歴史研究の動向を意識した書院研

は必要な、かつ基礎的な作業である。しかし、そ

究も、今後ますます必要となるのではないかとも

れはただ多様化していけば良いということを意味

考えるのである。

しない。
注
(1) 栗田尚弥『上海東亜同文書院

日中を架けんとした男たち』297 〜 298 頁（新人物往来社、1993 年）。

(2) 藤田佳久「『幻』ではない東亜同文書院と東亜同文書院大学」72 頁（『東亜同文書院大学と愛知大学』1、愛知大学東亜同文
書院大学記念センター編、六甲出版、1993 年）。
(3) 野間清「日清貿易研究所の性格とその業績 ̶ わが国の組織的な中国問題研究の第一歩」70 頁、71 頁、74 頁（『歴史評論』
167、1964 年 7 月）。
グローバリゼーション

(4) 飯島渉「「 全 球 化 」と日本の中国近現代史研究」177 頁（飯島渉、田中比呂志編『21 世紀の中国近現代史研究を求めて』
研文出版、2006 年）。
(5) 永原慶二『20 世紀日本の歴史学』142 頁（吉川弘文館、2003 年）。
(6) 同上、218 頁。
(7) 同上、204 頁。
(8) 歴史学研究会編『歴史学における方法的転回

現代歴史学の成果と課題Ⅰ』38 頁（青木書店、2002 年）。

(9) 前掲「日清貿易研究所の性格とその業績̶わが国の組織的な中国問題研究の第一歩」71 頁。
(10) 同上、73 頁。
(11) 同上、77 頁。
(12) 礪波護ら編『中国歴史研究入門』（名古屋大学出版会、2006 年）所収の久保亨、江田憲治「第 11 章

現代」264 頁。一方で、

1970 年代までの中国近現代史研究は、革命中心史観とともに中国共産党の政治支配の特質の考察、中華人民共和国の経済
実態を数量的に把握しようとする調査研究も行われていたが、その多くは欧米の近代化過程を社会発展のモデルと見なす意
識が多く横たわっていたといわれている（同書、264 頁）。

261

◦ 1084 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

(13) 岡本隆司「明清史研究と近現代史研究」125 頁（前掲『21 世紀の中国近現代史研究を求めて』）。なお、
「半植民地半封建社会」
とは、「封建社会」の中に「資本主義」の「萌芽」はみられたが、西洋の侵略で正常な発展をとげず、また完全な植民地と
はならない一方で「封建社会」から脱していない、という想定のものであり、日本の中国近現代史研究はそうした「半植民
地半封建社会」を克服していく革命の主体が形成される過程の研究が主流となったと指摘されている（同頁）。
(14) 前掲「日清貿易研究所の性格とその業績̶わが国の組織的な中国問題研究の第一歩」77 頁。
̶その成立事情、性格および活動̶」77 頁、90 頁（『アジア経済』19(6)、1978 年）。

(15) 大森史子「東亜同文会と東亜同文書院
(16) 同上、79 頁、81 頁、85 頁。
(17) 同上、85 頁。
(18) 同上、89 頁。
(19) 同上。
(20) 同上、90 頁、91 頁。
(21)(17) に同じ。
(22)(18) に同じ。

(23) 前掲『20 世紀日本の歴史学』204 頁。1970 年代に入る頃から、高度経済成長への否定感覚から生産力の進歩だけが「進歩」
でないという感覚や主張が生じ、外国や日本で「反近代」が話題にされるようになったが、これが 1970 年代に日本で社会
史への関心が高まる背景となったといわれる（同書、217 頁）。
(24) 同上、266 〜 267 頁。
(25) 同上、314 頁。
(26) 成田龍一『歴史学のスタイル

史学史とその周辺』129 〜 131 頁（校倉書房、2001 年）。

(27) 前掲『中国歴史研究入門』所収の「第 11 章

現代」264 頁。

(28) 同上、264 〜 265 頁。
(29) 森時彦「東亜同文書院の軌跡と役割̶「根津精神」の究明̶」49 頁（『歴史公論』4、1979 年）。
(30) 同上、52 頁。
(31) 細野浩二「東亜同文会の対外認識と文化工作の構図̶欧米列強と清末民初中国のはざまで̶」146 頁（阿部洋編『日中関係
と文化摩擦』巌南堂書店、1982 年）。
(32) 前掲『日中関係と文化摩擦』1 〜 2 頁、422 頁、427 頁。
(33) 阿部洋編『日中教育文化交流と摩擦』序言ⅰ（第一書房、1983 年）。
(34) 竹内好「東亜同文会と東亜同文書院」11 〜 12 頁、13 頁、22 頁（『中国』21、1965 年 8 月）。
(35) 米谷匡史『アジア／日本』1 〜 4 頁（岩波書店、2006 年）。
(36) 同上、4 〜 5 頁。
(37) 例えば、『史学雑誌

1990 年の歴史学会

̶回顧と展望̶』2 頁（100(5)、1991 年）、『史学雑誌

顧と展望̶』237 頁（106(5)、1997 年）、
『史学雑誌

1999 年の歴史学会

1996 年の歴史学会

̶回

̶回顧と展望̶』243 頁（109(5)、2000 年）を参照。

(38) 藤田佳久「『清国通商綜覧』（1892 年刊）とそこに描かれた清国末期の地域像

東亜同文書院の中国研究（その 1）」（『愛知

大学国際問題研究所紀要』103、1995 年 9 月、以下『紀要』と略）。
(39) 村上勝彦「産業革命初期の日中貿易̶日清貿易研究所に関連して̶」70 頁（『東京経大学会誌』174、1992 年 1 月）。
(40) 汪輝「日清戦争前日本の対清人材教育̶荒尾精と上海日清貿易研究所̶」78 頁（『広島東洋史学報』3、1998 年 12 月）。
(41) 藤田佳久『愛知大学東亜同文書院ブックレット③

東亜同文書院生が記録した近代中国』41 〜 42 頁（愛知大学東亜同文書

院大学記念センター編、あるむ発行）。
(42) 栗田尚弥「東亜同文書院の復権̶最近の研究動向に則して̶」66 頁（『大倉山論集』51、2005 年 3 月）。
(43) 前掲『中国歴史研究入門』所収の「第 11 章

現代」265 頁、266 頁。なお、同書 266 〜 273 頁には、政治史的側面からの、

中華民国史研究の動向が詳述されている。
(44) 藤田佳久「中国・福建省ノート

東亜同文書院学生「旅行日記」記録の分析との関連で」2 〜 3 頁（『紀要』84、1987 年 7 月）。

(45) 前掲『愛知大学東亜同文書院ブックレット③
(46) 宮嵜順子「東亜同文書院と 1930 年代

東亜同文書院生が記録した近代中国』56 頁。

日中関係の一側面として」47 頁（『史論』49、東京女子大学、1996 年）。

(47) 馮天瑜・劉柏林「東亜同文書院中国調査の評価と分析」207 頁（『中国 21』13、風媒社、2001 年 4 月）。

262

◦ 1085 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
山田良政伝の系譜

〈論文〉

山田良政伝の系譜

東亜同文書院大学記念センター
リサーチアシスタント

石田卓生

に高い評価をうけていた側面があったのであるか

はじめに

ら、悲劇を形作る恵州事件での最期について、実

孫文の革命活動の協力者として著名な山田良政

際にどのようなものであったのかという事実確認

は、1900 年孫文による革命活動のひとつ恵州事

はもちろん、さまざまな伝わり方があるならば、

件に参加した末に清軍によって殺害されたとされ

それらがどのようなもので、またどのように伝

る。かれは、日本からみれば不遇な時期の孫文を

わってきたのかということを確認しなければなら

命がけで助けた日中友好を象徴する人物であり、

ないだろう。

中国側からみれば、孫文に心服し革命活動に参加

以上のことをねらいとして、本稿では、各良政

した外国人である。こういったことは日本では「先

伝中のかれの最期に関する記述を比較していく。

覚者」、「熱血」
、
「仁義」などといったことばと

なお、良政を伝えるもののなかには、中国語で

ともに美談としてあつかわれ、中国では美談とと

のものや弟の純三郎などによる公的もしくは私的

もに日本人ですら革命に結集させたという意味で

な口述もふくまれるが、本稿では成文化され、現

孫文の偉大さを高めたり、あるいは中国における

在でも入手あるいは閲覧が容易な日本でのものを

革命活動の意義深さを知らしめたりする具体例と

用いた。

なってきたのではないだろうか。孫文には山田の

2．戦前における良政伝

ほかにも日本人の協力者が存在していたし、命を
落としたものもいた。そのなかでも、孫文自撰自

A. 洪兆麟証言以前

書による追悼石碑にあらわれているように山田良

まず、戦前のものをみていく。この時期のもの

政への評価はきわめて高いのであるが、その理由

は、
「洪兆麟証言以前」と「洪兆麟証言以後」の

のひとつは、具体的にどのような功績があったの

ように、洪兆麟証言によって山田良政死亡が確認

かということよりも、なによりも革命の殉教者で

されたとする状況の変化に因する類別のほかに著

あるという点にあるだろう。

者による類別がある。それは、山田良政を実際に

この殉教者山田良政を成立させる上で最も重要
であるかれの死、つまり殉教する最期の状況につ

知る著者によるものとそうでないものの別で、宮
崎滔天、孫文が良政を実際に知るものとなる。

いては、簡便な紹介から学術的なもの、また本格
的な伝記まで、その内容に大きな違いはないもの

（1）宮崎滔天『三十三年之夢』
（『二六新報』、1902 年）

1

恵州の事了りて後数月、革命敗軍の将鄭弼臣

の、後述するように細々とした相違点がみられる 。
さきに記したように、山田良政はその悲劇性故

［鄭士良］君逃れ来る、胡服を脱して洋服を着け、
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弁髪を絶ちて散髪となる処、恰も別人を見るが
如し、実に人をして感慨に堪へざらしむ、彼れ

やはり宮崎の推測と同類のものとおもわれる。
（4）
『改元記念

東奥人名録』も戦死としてい

また一悲報を伝へて曰く、革命軍の恵州城に迫

るが、死亡を確認する新資料にもとづくものでは

るや、日本の同志山田君来り投じて之を助けり、

なく、
（3）孫文の碑文を参考にしたとおもわれる。

而して三州田に返さんとするに及んで、其踪跡
を失す

2

（4）
『改元記念

東奥人名録』に先行する（1）宮

崎から（3）孫文のうち、
（1）宮崎は刊行当時は
ベストセラーであったと伝えられるが、
（4）
『改

（2）宮崎滔天「清国革命軍談」
（
『東京日日新聞』、

元記念

東奥人名録』編纂時点ではすでに入手困

難なものであったし、（2）宮崎は一新聞記事であ

1911 年）
其次に記念すべき人は、日本同志の一人山田

るから、現在ほど資料整理がすすんでいなかった

良精［政］である。この人は終に単身革命軍に

当時、発行後時間が経過した新聞を用いることは

投じたが、死生行方ともに今日まで不明である。

容易ではなかったはずである。仮にそれらすべて

3

参考にしていたとしても、武装蜂起に参加した末

多分戦死したのであらう。

に長きに渡って消息不明であるという客観的事実
（3）孫文「山田良政君碑」
（東京

全生庵、1913

から「戦死」と推測して記したのであろう。

年 2 月 27 日）
山田良政君弘前人也。庚子又八月 4、革命軍
起恵州。君挺身赴義、遂戦死。鳴呼、其人道之

B. 洪兆麟証言以後
1918 年山田良政の最期があきらかになったと

犠牲、興亜之先覚也。身雖殞滅、而志不朽矣。

される。かつて清軍の軍人として恵州事件を鎮圧

民国二年二月廿七日

した際、良政らしき人物をみたかもしれないとい

孫文謹撰並書

［山田良政君ハ弘前ノ人ナリ。庚子又八月，

う人物があらわれたのである。

革命軍恵州ニ起ツ。君挺身義ニ赴キ，遂ニ戦死
ス。鳴呼，其ノ人道ノ犠牲，興亜ノ先覚ナリ。
いんめつ

（6）宮崎滔天「亡幽録／山田良政」（『上海日々新
聞』、1919 年〜 1920 年）

身ハ殞滅スルトイエドモ、志ハ朽チズ］

越えて昨年の春［1918 年］、彼の令弟純三郎
（4）
「山田良政」
（
『改元記念

東奥人名録』青森

某君（失名）に面会した。然るに将軍は見る

交詢社出版部、1913 年 11 月 20 日）
自ら敵の陣に赴きて戦ひ死す

君は、事を以て広東に遊び、計らずも南軍の将

5

顔色を変じ、彼の手を握つて涙に咽びながら、
「君は山田良助〔政〕の兄弟ではないか、姓も

（5）宮崎滔天「宮崎滔天氏之談」
（1916 年 5 月 18

同じで顔も似てゐる」と云ふ。［中略］
「私［南軍の将某］は其時官軍であつた。併し

日以降）
6

私は令兄を殺さぬ。殺さぬけれども、私が殺し

行衛不明 。

たと言つて宜しい。私は決して其責任を避けま
上記 5 編のなかで、
（2）宮崎のものは「多分戦

せん。実は両軍は互に諒解する所があつたので、

死したのであらう」と述べているものの、かれが

義軍を追撃しなかつた。然るに義軍が予定の総

把握した事実としては「行方不明」だけでしかな

退却を始むるや、六人の兵士が踏み止まつて無

い。（3）孫文のものは「戦死」と記しているのだ

闇に我等に向つて発射する。退却せよとの合図

が、この時期に良政死亡を確認できた形跡はなく、

をしても頑強に反抗する。仍て已むを得ず捕へ
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て之を殺さしめたのであるが、其内に金縁の眼

海日日新聞』という上海で発行されていた日本語

鏡を懸けた立派な人で、大金を懐中してゐる人

新聞であり、戦後の『宮崎滔天全集』が公刊され

があつた。必定日本人に相違ない。若しこれが

るまで、この内容は広く一般に知られるものでは

日本に判つたら大変だと云ふので、死体は是を

なかったと考えられる。

一緒に埋づめ、所持せる立派なピストルと眼鏡
は、之を川に投じ、厳令を発して、極端に秘密
にした。と云うのは、日本との国際交渉を恐れ

（7）孫文「山田良政頌徳碑」（青森県弘前市
昌寺、1919 年 9 月 29 日）

山田良政先生弘前人也。庚子閏八月，革命軍

たからである。今にして思へば、その人が君の
7

貞

起恵州。君挺身赴義，遂戦死。鳴呼，其人道之

令兄であつたのだ」

犠牲，興亜之先覚也。身雖殞滅、而志不朽矣。
民国八年九月廿九日

宮崎は良政とつながりがある。また良政の故郷
青森での追悼式典に純三郎より直接招待をうけて

［山田良政先生ハ弘前ノ人ナリ。庚子閏八月，

おり、純三郎とも連絡があることなどから、ここ

革命軍恵州ニ起ツ。君挺身義ニ赴キ，遂ニ戦死

での内容は純三郎本人あるいはそれに近しいとこ

ス。鳴呼，其ノ人道ノ犠牲，興亜ノ先覚ナリ。

ろより知ったと考えられる。

身ハ殞滅スルトイエドモ、志ハ朽チズ

ここで清軍と革命側双方に「諒解する所があつ

民国八

年九月廿九日］

た」というのは真実味を感じさせる行である。当
時、広東には新建陸軍のような中央政府肝いりの
近代編制の軍隊は配されておらず、革命側にして
も蜂起時の 600 名が数日の間に農民の参加もあっ
て 2 万ともいわれる数にふくれあがったといわれ

（8）孫文「山田良政君建碑紀念詞」（1919 年）9
而君以失路為清兵所捕、遂遇害。
［訳：山田良政は道に迷い清兵に捕らわれ、つ
いに殺害された］

8

るような雑多な集まりでしかなかった 。つまり
双方ともに自己や所属する集団の主義主張のため

上記の２つは、1918 年に良政が死亡したとさ

に戦い抜く組織ではなかったのである。よくしら

れた後の孫文のもので、（7）孫文の碑文は（3）

れているように、恵州事件で革命側は蜂起後に期

孫文のものとほぼ同じものである。（8）孫文では、

待していた日本からの援助がうけられないことが

純三郎あるいは件の元清軍人であった人物から聞

判明し頓挫したのであり、その時点で革命側はも

き知ったのだろうか、良政が道に迷い清兵に捕殺

ちろん、鎮圧する側もことさら犠牲をだすような

されたと前掲碑文での「戦死」以上の事情を記し

戦闘を継続する必要はなくなったといえる。そう

ている。しかし、これは同時期に純三郎から元清

考えると、「諒解する所があつた」というような

軍人の告白をきいた（6）宮崎の抵抗しつづけた

妥協がなされることはきわめて現実的なのであ

末に捕縛されたというものとは異なっている。

る。
また、「金縁眼鏡」
、
「大金」
、
「立派なピストル」
という所持品があげられるなど、先行する良政伝

（9）村松梢風 10「中国革命夜話」（『中央公論』第
45 年第 12 号第 515 号、1930 年 12 月）

よりも具体的な様子が記されており、さらに日本

山田良政は、一方の兵を指揮して戦ひ且つ逃

人だということで殺害事実が意図的に隠されたの

れて来た。そして恵州府城の東三十六支里なる

だと説明されている。

三多祝といふ処まで来ると敵の軍に遮られた。

しかし、この宮崎の文章が発表されたのは『上

革命軍は奮戦したけれども衆寡敵し難く、多く
265

◦ 1088 ◦

◦第４章

は散り

研究推進・研究交流事業◦

いと、云うと孫逸仙は朱執信を三多祝に派遣し、

に潰走した。最後に山田の身辺に残

つてゐた者は三合会の荒武者五名に過ぎなかつ

別に洪兆鱗の副官蔡標を同行させ、其の地で良

た。彼等は小さな丘を死守して奮戦した。山田

政の霊を鎮める祭りを営ませた上、遺骨を持ち

は支那服を身軽に着て、其の上から縄の帯を締

帰るやうに命じたが、何分六名が一緒に埋葬さ

め、日本刀を揮つて戦つたが、力尽きて捕へら

れたことゝて白骨は見別けが付く道理もなく、

れ、同志の五人も捕へられて、その場で処刑さ

そこで骨の代わりに小丘の土塊を持ち帰つた。

れた。

純三郎は広東で其の土を受け取つて日本へ持ち

［中略］

帰り、大正七年に郷里弘前の菩提寺に埋葬して
墓碑を立てた。

彼は基督教を信じ、上海へ来た当時、在留邦
人青年を集めて、基督教青年会を組織したこと

［中略］
恵州の鎮守使李福林は、良政のために三多祝

もあつて、青年の間に信望が厚かつた。

マ

マ

の小丘に記念碑を建て、其の年の秋除幕式をを

［中略］

挙げた。11

民国六年の十月、純三郎は所用あつて広東へ
マ

マ

行つた。彼は広東で、国民軍第二路司令洪兆鱗
ここで村松は、（8）孫文が伝える道に迷い捕殺

と或る処で会つた。
洪兆鱗は、生粋の軍人であるけれども、頭を

されたというのは推測にすぎないとし、大筋は（6）

剃り、僧衣を着て、いつでも念珠をつまぐつて

宮崎に似る。最後まで抵抗をつづけた末に捕殺さ

ゐた。

れた 6 人のうちの 1 人が良政であったというのは

［中略］

（6）宮崎と同じであり、戦前の良政伝で清軍に捕

山田良政が戦死した場所は、久しい間不明で
あつた。革命軍の退却に際して、山田は道に迷

えられた人数を 6 名と数字をあげて記しているの
はこの（9）村松と（6）宮崎のみである。

になり、途中で官兵に捕へ

（6）宮崎との相違点は、まず洪兆麟証言を宮崎

られて殺されたのであらうといふ推測だけで歳

の 1918 年ではなく 1917 年 10 月としている点が

月が経つてゐた。

ある。ほかには、宮崎が失念したとしていた「南

つて一同と離れ

軍の某将」について、それは洪兆麟（原文「洪兆鱗」

［中略］
彼［洪兆鱗］は、小丘に拠つて最期迄抵抗

は誤植であろう）であると明記している点、宮崎

した六名の革命党員を捕へて其の場で銃殺した

が所持品にあげる「大金」については「香港紙幣

が、其の中の一人は日本人だつた。そして彼等

二千弗」と金額まで記す点、宮崎があげていた「金

の死骸は其の丘に埋めた。然るに、其の日本人

縁の眼鏡」
、
「立派なピストル」が登場しない点が

は捕へられたとき香港紙幣二千弗を懐中してゐ

ある。さらに、遭難時の良政について「支那服を

た。洪兆麟の方では、それは日本の宣教師だら

身軽に着て、其の上から縄の帯を締め、日本刀を

うと推測した。宣教師とすれば、外交上の重大

揮つて戦つた」ときわめて具体的に格好様子を述

交渉を惹き起すに相違ないといふ恐れがあるの

べているが、これは先行する良政伝にはまったく

で、其の事を全く秘密に付して、今日迄過ぎて

ない描写である。ほかにも「洪兆鱗の副官蔡標」

しまつたのであつた。

12

「恵州の鎮守使李福林」13、引用箇所以外では「両
、

広総督陶模」14 と詳細に記していることからする

［中略］
山田良政の最期は初めて明かになつた。純三
郎は大いに喜んでどうか兄の遺骨を受け取り度

と、前掲の（1）宮崎から（8）孫文のもの以外の
資料を参考にしたとおもわれる。
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（10）
東亜同文会編
『対支回顧録』
下巻
（1936 年 4 月）
同志数人と共に一去不還の途に上つた。十月

本義士山田良政与洪兆麟戦死焉。六年乃弟純三
郎因護法軍洪統領兆麟得骸骨帰、八年九月 。

二十日の晨、無事恵州に入り、三多祝の革命

［中略］次で大正七年孫文は朱執信等を三多祝

軍に投じ、孫文の密命を鄭指揮に致し、同時

に派遣し、良政の遺骸を捜索せしめしも発見せ

に鄭を扶けて未解散の革命軍を率ゐて三州田の

ず同所の黄土一塊を採り来つて記念となし 16

大本営に退き、後図を計らしめんと欲し、同月
二十二日、三多祝に於て清軍と交戦し、竟に敵
弾の殪す所と為つた。享年三十三。

（9）村松は、良政が上海でキリスト教青年会を
組織していたと述べていたが、この葛生も「上海

味方敗軍の為め、潰乱の状に陥り、其遺骸を
も得ること能はず。激戦悲壮の状見るが如しだ。
［中略］

日本青年会」とキリスト教とは明示していないも
のの、それらしき団体での活動を記す。
良政の最期については（10）
『対支回顧録』と

大正二年孫文重ねて我国に来たりし時、君の

同じく具体的な描写はないが、文中に引用され

遺烈を追懐し、東京谷中全生庵に『山田良政之

た戴伝賢の誄 詞 のなかで（9）村松が明記した良

碑』を建立した。同七年夏、幕客朱執信を恵州

政死亡の確認の根拠となる人物「洪兆麟」の名

に特選し、君が陣没の地に就き遺骨を求めさせ

がみえる。そこでは、
「六年乃弟純三郎因護法軍

たが、白雲荒村寒畑黄土、またたづぬべからず。

洪統領兆麟得骸骨帰、八年九月 。（訳：1917 年

15

不得已四辺の土を記念として持ち帰つた。

るい し

弟純三郎は洪兆麟によって良政の遺骨を持ち帰
ることができ、1919 年 9 月埋葬した。
）
」とあり、

良政が戦死したことをうかがわせる記述はある
ものの描写は（8）宮崎や（9）村松のように具体

（9）村松と同じく純三郎と洪兆麟が会った時期を
1917 年としている。

的ではない。
（9）村松と同じく朱執信が三多祝へ
派遣されたとしているものの、なぜかその原因と

（12）米内山庸夫 17「広東風土記（一）」（『支那』

なった洪兆麟証言についてはまったく触れていな

第 30 巻第 1 号、東亜同文会、1939 年 1 月）

い。

明治三十三年九月、日本人山田良政が恵州で
殺された。戦死したとも云はれるし、捕へられ

（11）葛生能久『東亜先覚志士伝記』下巻（黒龍
会出版部、1936 年 10 月）

て銃殺されたとも伝へられる。私は戦死したと
思ふ。

［良政は］東京昆布会社に入社して明治二十三

［中略］

年上海支店詰となりて渡支、支那人沈文藻に就

這般の事情［日本の軍事援助がえられなく

きて支那語を研究し、業余上海日本青年会等の

なったこと］を伝へる使命を帯びて大陸に渡つ

為めに尽力し衆の深く敬重する所となつた。
［中

たのが山田良政である。そうして恵州三多祝で

略］良政は奮戦力闘大に革命軍の士気を鼓舞す

革命軍は敗れてちり

る所あつたが、戦ひ利あらずして革命軍敗れ、

良［政］は行方不明となった。

良政も亦た戦歿するに至つた。
［中略］大正二

となり、その時、山田

［中略］

年来朝の際には東京谷中全生菴に記念碑を建立

陳 明の乾児 18 で、革命当時、民党の闘士と

し、又た戴伝賢をして左の如き誄詞を作らしめ

して相当鳴らした洪兆麟と云ふ男がある。民国

て英霊を慰めた。

七八年の頃、恵州軍務督弁をやってゐて、私も

中華民国紀元前十二年九月恵州革命軍起、日

数回広東でこの男に会ふたことがある。湖南生
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まれだと云ふてゐたが、あまり物言はない何処

言と矛盾している。米内山は、事件以前に鄭と会っ

か線の太い親分肌の男であつた。この男が恵州

たことがある宮崎が、亡命した鄭の辮髪を切った

革命当時清軍側にゐて、三多祝で革命党を六人

洋服姿に驚いていることから、事件当時の鄭は辮

捕へて銃殺したと云ふ。その一人が山田良政ら

髪姿であったのが亡命するために切ったのだとす

しいと云ふのである。さうかも知れないが、何

る。しかし、この事件で革命側が清軍の捕虜に対

れにせよ、その当時、已に二十年余りも前の朧

して「皆辮髪を剪去りて軍役の用となす」22 とし

ろげな記憶から云ふのであり、たゞその男が云

ていたことや、かれが関係する三合会のような秘

ふだけで、はつきり確かめることは出来ない。

密結社には滅満興漢など民族主義的傾向があった

［中略］

ことを考えると、蜂起時に切っていた可能性もあ

恵州革命に関する記録として「清粤督徳寿奏
19

るだろう。さらに、良政遭難の直前 10 月 16 日、

報恵州革命起事摺」 と云ふものがある。とき

福州領事豊島捨松が外務大臣青木周蔵へ送った報

の両広総督徳寿が北京朝廷に上奏した報告書で

告には「山田良政ナル者ハ支那服ヲ着シ向ニ」23

ある。その中にかう云ふ文句がある。

とあり、すくなくとも鄭士良と接触する直前は洋

「……乗勝克三多祝黄沙洋西処、査験斬匪屍、
内有一具係服外洋衣袴、詢之生擒各匪、均指為
偽軍師鄭士良、未知是否確実、此閏八月廿七日
勦弁帰善会匪獲勝之実在情形也」

装ではなく中国人の身なりをしていたとおもわれ
る。
このように米内山のものも、かれ自身が疑念を
逞した洪兆麟証言同様に「はつきり確かめること

即ち、三多祝、黄沙洋二ヶ所に於て斬殺した

は出来ない」ものだといえる。ただ、根拠とした

ものゝ中に、一人洋服を着たものがある。これ

奏摺には、革命側に勝利した時期を「閏八月廿七

を生擒りにしたものに聞くと、それは鄭士良だ

日」すなわち 1900 年 10 月 20 日と記されている

と云ふ。しかし、ほんとうか何うか分からない

ことから、件の洋服の人物が良政だとすれば、結

と云ふのである。

束博治などが伝える 10 月 22 日よりもかれの死は

その頃、支那人は、文武官民共、辮髪を下げ

はやいことになる。

支那服を着るを常とし、ざん切り頭で洋服を着

この米内山の良政伝の特徴は、先行するものと

るものは極めて稀であつた。だから、その革命

異なり洪兆麟証言を全面的にとることなく、その

党の死屍の中の外洋衣袴の、即ち洋服を着たも

問題点を指摘しているところである。しかし、こ

のが特に目立つたのである。

の文章が発表されたのは東亜同文会機関誌『支

［中略］

那』という特殊な性格で部数も少ない雑誌であっ

私は、その洋服の死骸は山田良政だと思ふ。

たから、有力誌『中央公論』掲載の（9）村松と

奏摺にも何人かと云うことは曖昧にしてゐる

くらべればきわめて限定された読者しかもってい

が、或は、日本人と知りつゝ、殊更にそうした

なかった 24。

のではないかとも思はれる。20
（13）平山周「山田良政君伝」
（『中華民国革命秘笈』、
米内山は、まず洪兆麟の証言が明確な裏付け

皇国青年教育協会、1941 年 2 月 5 日）
十月二十二日、海陸二途に分れ、まさに大鵬

がなされていないことを指摘する。その上で清朝
そうしょう

21

にもとづき、鄭士良と目され

に返らんとす。敵軍その情を知り、これおを三

た洋装の人物が良政であろうと推測しているのだ

多祝に要撃す。全軍ために土崩瓦解し、しかし

が、これは洋服の人物は鄭士良だとした捕虜の証

て君ついに乱軍の中に戦死す。25

の公式文書 奏 摺
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づくものであるのかが問題である。
（14）佐藤慎一郎「孫文と山田良政」
（
『大亜細亜』

3．戦後の良政伝

第 9 巻第 10 号、大亜細亜社、1941 年）
意を決して三多祝に踏み止まり、遂にその地
26

（16）大鹿卓「肖像画」
『梅華一両枝

中国遊記』
（洗

心書院、1948 年 12 月 5 日）

に於て壮絶な最後を遂げたのである。

叔父の死後二十年（民国七年）にして始めて
その死の全貌が明かにされたのである。27

［洪兆麟が語るに］いよ

革命軍が敗退とい

ふとき、主だつた幹部のものは再挙を期して玉
砕を避けることにした。貴方の令兄らしい人も

28

（15）水野梅暁 「興亜先覚の群像 中国革命追念

そのうちにゐたが、その人はどういう決意があ

碑の建立」
（
『興亜』12 月号、大日本興亜同盟、

つたのか、頑として逃亡を肯んじなかつた。そ

1941 年） 平山前掲文を引用しつつ次のように

のため不幸にして敵手に斃られたのだが、無論

述べている。

私も逃亡の組で、現場に居合はせたわけでない

而してこの恵州の役に進んで参加して鄭士良

から正確な模様は知らない。なんでも場所は恵

と事を共にしたるは、即ち山田純三郎の実兄山

州城外三多祝の村外れで、死骸は穴を掘つて埋

田良政その人であつたが、不幸にして清軍の為

められたといふことだが、泥棒みたいな土匪の

に破られて戦死したのでが、支那の革命に殉じ

連中といつしよくたゞから、今ではどうなつて

たる邦人最初の犠牲者であつた。

29

ゐるか、甚だこゝろもとない。あのとき令兄は
確かメリヤスのシヤツを着て、眼鏡をかけてを

これら（13）平山から（15）水野は、山田良政

られた。山田さん、ちよと眼鏡をかけて下さい」

が三多祝で死亡したと簡潔につたえるのみで、詳

そこで純三郎先生が、いはれるまゝに眼鏡を借

細な記述はない。当時、事件にかかわっていた平

りてかけると「うん、そつくりだ。確かにあの

山は、良政死亡の日時を 10 月 22 日と明記する。

人が山田先生だつた」31

水野は、この（13）平山をそのまま引用しており
内容に違いはない。

文中、純三郎に取材したことが述べられている
ママ

が、
「あの当時鄭子 良の配下だつた洪兆麟といふ
以上が戦前のものであるが、
（9）村松のものだ

人物」32 というあきらかな間違いがある。もちろ

けがキリスト教との関係をはっきりと述べており

ん、正しくは鄭は革命側の幹部であり、洪は当時

特徴的である。さらに、村松は、中国服を縄帯で

清側軍人で革命に加わったのは辛亥革命からであ

締めて日本刀を振るうという姿を描いているのだ

る 33。大鹿は「［日中］両国いづれのものも『三十三

が、出典が不明であることと日本刀を揮う風体と

年の夢』に拠つてゐると思はれるものばかり」34

宣教師とみなされたという記述はしっくりとしな

と述べているものの、すでに洪について述べてい

い。このほかにも洪兆麟について「生粋の軍人で

る村松や米内山のものはあたっていないようであ

あるけれども、頭を剃り、僧衣を着て、いつでも

る。

30

念珠をつまぐつてゐた」 としているが、かれに

良政の格好、所持品について「メリヤスのシヤ

実際に会ったことのある米内山がそのようなこと

ツ」と「眼鏡」があげられているが、
「眼鏡」は（6）

はまったく記しておらず疑問が残る。
（9）村松は

宮崎で「金縁の眼鏡」としてあげていたものの、

詳細かつあたらしい山田良政像を提示するもので

その後は記されていないものである。（6）宮崎は

あるが、以上のような点からどこまでが資料に基

この文章から 30 年近くも前の上海で発行されて
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いた新聞に掲載されたにすぎず、大鹿が参考にす

なる。

ることができたのかは疑問である。また、洪兆麟
の名前自体は伏せられているものの（6）宮崎で

（17）石川順「恵州起義に尊い血を流す

山田良政・

は、その所属が明記されており、実見しているの

山田純三郎」（『砂漠に咲く花』、私家版、1960

ならば清朝と革命側を取り違えるはずはない。で

年 5 月 20 日）

は、大鹿はどこから「眼鏡」をとってきたのだろ

山田良政は、この一戦で戦死したということ

うか。文中、大鹿は純三郎を上海の自宅にたずね

になつているが、事実は逮捕せられ、恵州の三

た際のことを次のように述べている。

多祝で斬に処せられたことが明らかになつてい
る。この日が九月二十九日、革命同志のために

壁間の肖像画に改めて見入つた。実はこの部
屋に入つた瞬間から、かの令兄の肖像であらう

かれは尊い血を流したのである。
［中略］

かと気付いてゐたからである。遠くから引きの

大正七年（一九一八年）春、良政の弟山田純

ばした写真のように見えたが、近寄つてみると

三郎が孫文とゝもに広東に滞在中、洪兆麟とい

それは鉛筆画で、清朝時代の支那帽に支那服と

う湖南出身の一師長と会談した。洪はもと清朝

いふ装ひであるが、白 の輪郭といひ、瞳の据

時代軍隊にあつて、恵州事件のころ、恵州にい

りといひ、私達日本人には一瞥して疑ひもなく

たことがあるので、鄭子良らの処刑についてき

日本人とわかる風貌である。35

いたところ、
「自分の部下がその処刑を実行し

ママ

た」という。それなら、その中に日本人のいた
この肖像画ではないが、
「眼鏡」をかけ中国人

のを記憶しているのかといつたら、
「日本人と

の装いをした良政の写真は有名である。件の肖像

いつて名乗つたものは一人もいなかつたが、眼

画も同じようなものだったのかもしれない。そう

鏡をかけ、メリヤスのシャツをきたものがいた。

だとすれば、大鹿は良政の「眼鏡」を見知ってい

恐らくはそれが日本人であつたかも知れない」

たことになる。そして、それは鉛筆画であるから

という。すると「孫文は自分の眼鏡をはずして

眼鏡の「色」はわからない。大鹿は（6）宮崎に

山田にかけさせ、
「どうだ。その人はこの男と

よって「眼鏡」を知ったのでなく、もっぱら純三

似ているか」と訊ねたが、それまでの記憶はな

郎を自宅に訪ねた取材にもとづいて著したのであ

いらしく、どうもそれまではわからないと答え

ろう。また、それまで伝えられてこなかった「メ

た。36

リヤスのシャツ」という新しい所持品、前掲した
洪兆麟を鄭士良の部下とするような誤りをおかし

これも（16）大鹿とほどんど同じ内容である

ていることもふくめ、純三郎の記憶違いや大鹿の

が、（7）孫文の碑文の日付「民国八年九月二十九

聞き違いなどによってでてきたのかもしれない。

日」と混同したのだろうか、良政が殺害されたの

純三郎は東亜同文会関係者でもあったから前掲の

が 9 月 29 日であるとしている。恵州事件は 1900

良政らしき人物が洋服を着ていたと伝えた米内山

年 10 月初旬にはじまったとされており、この日

の文章が掲載された『支那』をみており、
この「洋

付ではあわない。かりに旧暦と取り違えていると

服」が誤って「メリヤスのシャツ」にかわったの

しても、光緒 26 年 9 月 29 日（1900 年 11 月 20 日）

かもしれない。

となり、さきにあげた恵州事件についてのものと

しかし、
この「メリヤス」のシャツと「眼鏡」は、
その後の良政伝に度々登場、定着していくことに

おもわれる 1900 年 11 月 5 日付奏摺とあわない。
さらに、鄭士良が処刑されたような記述がみえる

270

◦ 1093 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
山田良政伝の系譜

が、鄭は恵州事件の翌年急死しており、これも事

く、何回も、「お前は、日本人であろう」と念

実と異なる。

を押したが、淡々として「中国人だ」と答え、

ま た、
（6） 宮 崎、
（9） 村 松、
（16） 大 鹿 で は、

従容として斬に処されたという。38

洪兆麟は良政と純三郎の顔が似ているといってい
たが、ここでは兄弟が似ているかについて「わか

この佐藤が先行するものと大きく異なっている

らない」とこたえており、良政死亡の根拠となる

点は、良政は日本人であるか否かを問われたのに

はずの洪の証言が弱々しいものとなっている。

対して「中国人である」と答えていることである。
これは、保坂正康が次のように紹介しているよう

（18）都築七郎「恵州の塩

孫文革命に一身を捧

に、純三郎の口述からでたものと思われる。

げた山田良政の熱血生涯」
（
『日本及日本人』、
日本及日本人社、1973 年 9 月 1 日）

純三郎の三男順造が、私に述懐している。

べつに日本人だと名乗ったわけではありませ

「伯父が政府軍の尋問に何ひとつ答えなかった

んので確証はないのですが、このおとこは、珍

こと、それが父の誇りでしたね。良政とて、革

しいことにメリヤスのシャツを着て、眼鏡をか

命の内容についてはくわしくは知っていたと思

けていたのを、いま思い出しました。あるいは、

うけど、それを語らなかった。それこそ日本人

37

その捕虜が日本人だったかも知れません。

志士といっていいのではないかと思う」39

このように（16）〜（17）では、
「メリヤス」のシャ

また、ここでは戦後の（16）大鹿以降にでてく

ツと眼鏡が良政の特徴としてあげられ、すっかり

る「メリヤス」が記されておらず、その良政像は

良政を示すものになっているかのようである。し

眼鏡の有無をのぞけば戦前の（9）村松の中国服

かし、前述したように「メリヤス」は戦後の（16）

に縄帯を締めた姿と同じである。

大鹿においてはじめて登場したものであり、良政

また、
（16）大鹿以降、
「眼鏡」としか登場しな

の死亡が確認できたという話が出た直後、そのこ

かったものが「金ぶち眼鏡」となっている。この

とをおそらくは純三郎より知った（6）宮崎があ

所持品自体は、すでに（6）宮崎が紹介している

げる「眼鏡」と同じように信憑性があるものとす

のであるが、さきに述べたように宮崎の文章は『上

ることはできない。

海日日新聞』紙上という限られた読者しかふれる
ことができなかったもので、1971 年『宮崎滔天

（19）佐藤慎一郎「中国革命と山田良政

人生意

全集』に収録され公刊された後ひろく知られるよ

気に感ず、功名誰か復た論ぜん」
（
『師と友』第

うになったものである。したがって、佐藤の「金

33 巻第 6 号、全国師友会、1981 年）

ぶち眼鏡」もこの全集に拠ったのであろう。

かつて北京での同居者が、良政について
「支那語に精通し、辮髪を垂れて、支那服を着け、

（20）相沢文蔵「津軽の近代化とキリスト教

宛然たる支那人であった」と記録している。良

仰と革命に殉じる

政が斬に処された時も、支那服を着用、金ぶち

奥新報』1986 年 6 月 7 日）

信

日中提携の山田兄弟」（『陸

の目鏡をかけ、わら帯をしめていたという。し

良政は三十三年九月、孫文の第二回挙兵のさ

かし、どうしても、日本人らしかった。当時中

い手違いがあり、部下とともに清軍にとらえら

国では、外国人にたいしては、絶対に手を触れ

れ処刑される。支那服をまとっていたものゝ金

てはならぬという厳命が下っていた。釈放すべ

ぶち眼鏡にたん正な風ぼうは日本人宣教師を思
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わせるものがあったが、日本人たることは明か
40

重大なる問題になるに違いないとの判断から、
その時に至まで、良政の命を絶ったことは秘密

さなかった。

にしていた。42
「宣教師」とみなされたというのは（9）村松の
特徴であり、それを参考にしているとおもわれる
「支那服」、「金ぶち眼鏡」
、
「日本人たることは明
かさなかった」の行は（19）佐藤に似る。

これは（9）村松にもとづくものとおもわれる。
前掲村松の「彼［洪兆鱗］は、小丘に拠つて最期
迄抵抗した六名の革命党員を捕へて其の場で銃殺
したが」以下の行と言い回しまでよく似る。異なっ

（21）上村希美雄『宮崎兄弟伝

アジア編（上）』
（葦

41

ているのは、所持金の額が「一千」か「二千」な
のかという点のみである 43。

書房、1987 年 6 月 20 日） 。
彼［良政］の戦死が確認されたのは大正七年、

なお、この文章は著者が青森県教育振興会機関

実にそれから十八年後のことである。革命軍の

誌「青教あしかび」に連載していたものであり、

撤退を見た官軍は、恵州東方四十支里の三多祝

初出は単行本刊行の 1987 年より前である。

でこれを襲った。その時殿軍となり最後まで応
戦して倒れた六名のなかに、中国服を着、荒縄

（23）保坂正康『仁あり義あり、心は天下にあり』

を腰に巻いた一人の日本人がいたという。指揮

（朝日ソノラマ、1992 年 2 月 10 日）

官洪兆麟は遺品の金縁眼鏡や千ドルという大金

［洪兆麟］「あのときは、清朝政府軍の守備隊長

から、山田を日本人の宣教師か何かであろうと

をしていましたよ。私の部下が革命軍の幹部の

思い、国際問題になることを恐れて、屍体を埋

処刑を行いました」［中略］「あのときの幹部の

葬したあと厳重な箴口令を布いていた。

なかに日本人だと名のるものはいなかったと思
う。しかし、日本人のような人物はいた。とい

（9）村松の「恵州府城の東三十六支里なる三多

うのは、その男はどのような質問をしても、決

祝」が「恵州東方四十支里の三多祝」
、同様に「香

して口を開かなかったのです。それに金縁の眼

港紙幣二千弗」が「千ドルという大金」と多少の

鏡をかけ、メリヤスのシャツを着ていました。

違いはあるものの、ほぼ同じ内容となっている。

中国人とは異なる雰囲気をもっていましたし

また、「宣教師」とみなされた点も村松のものと

……。日本人がいたとすれば、たぶんその男で

同じであり、それにもとづいたのであろう。

しょう」

村松の文中にない「金縁眼鏡」については、前
掲の『宮崎滔天全集』刊行によって知られるよう
になった（6）宮崎にもとづいているとおもわれる。

孫文は、自分の眼鏡を外し、純三郎にかけさ
せた。
「その男は、この人物に似ていないか」
洪はしばらく純三郎の顔を見つめていた。し

（22）原子昭三『津軽奇人伝続』
（青森県教育振興

かし、思いだせない。首を振って、
「わからない。
そこまではわからない」と答えた。44

会、1987 年 12 月１日）
洪兆麟は［良政たち］六名の死体を一緒にし
て小丘の一隅に埋葬した。
［良政］氏は戦死し

質問をしても答えなかったという点は（17）佐

たとき軍用金として香港紙幣一千ドルを懐中し

藤と、
「メリヤスのシャツ」ならびに洪兆麟が良

ていた。洪の方では、当時良政は日本の宣教師

政と純三郎が似ているのかどうかわからないとこ

であろうと推測し、宣教師とすれば、外交上の

たえる点は（15）石川と同じである。
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えるのみ。結局、山田良政は、中国人同志とと
（24）結束博治『醇なる日本人 孫文革命と山田良
政・純三郎』
（プレジデント社、
1992 年 9 月 6 日）
は、
（6）宮崎を引用しつつ、次の山田純三郎の手

もに荒縄を巻かれたまま中国人として処刑され
た。
［中略］
山田良政が、中華革命に殉じてから一三年

記を紹介している。
大正七年（一九一八年）
、孫文が広東に臨時

後の大正二（一九一三）年、孫文と山田純三郎

政府を組織した時、一同で会食したことがあっ

は広東に滞在していた。このとき、孫文は、偶

た。孫文が同席していた洪［兆麟］師団長に「こ

然に洪兆麟と名乗る軍人と言葉を交わす機会

の人は山田純三郎といい、吾々の同志山田良政

をもった。恵州起義の際に清国政府軍の守備隊

君の弟だ」と僕を紹介した。洪はびっくりした

長をしていた彼の部下が、革命軍幹部の処刑を

ように僕の顔を見つめていたが、ちょっと眼鏡

行ったということを知った孫文は、その中に日

をかけてくれというので隣の人の眼鏡をかける

本人の有無を尋ねたところ、
「その幹部の中に

と、
「よく似ている。実は私はその頃、清軍の

は、日本人だと名乗る者はいなかったと思うが、

軍曹で三多祝で革命軍と戦った。貴君の兄を殺

日本人のような人物はいた。その男は何を質問

したのは私である。どうか存分にして下さい」

しても一切口を開かず、金縁眼鏡にメリヤスの

45

シャツを着た人物がいた。彼は中国人とは違う

といった。
（山田純三郎『革命夜話』
）

雰囲気を持っていた。日本人だとすれば、多分
これは、純三郎から洪兆麟に関する事柄を直接

その人だろう」。46

聞いたとおもわれる（6）宮崎と（16）大鹿と同
じ内容となっており、かれら二人は純三郎が述べ

引用前半部は、
（19）佐藤と同じ内容だが、
「日

ている内容をほぼそのまま著したものであること

本刀」という（9）村松のみがあげる所持品が記

を示している。

されていることから、これも参考にしたとおも
われる。引用後半部は、
（23）保坂に似る。しか

（25）田中健之「日本の中の近代アジア史

中華

し、洪兆麟証言を 1913 年としているのは誤りで

革命に殉じた日本人山田良政」（『中央公論』

あろう。なぜならば、洪兆麟証言によって良政死

第 122 年第 6 号第 1478 号、2007 年 6 月）

亡が確認されたとし、1918 年 7 月上海での追悼

殿として日本刀を揮って戦う山田良政は、金

会、同 9 月弘前貞昌寺での葬儀、翌 1919 年 10 月

縁眼鏡をかけ、辮髪を垂らして中華服を纏った

弘前貞昌寺での山田良政建碑式が行われたのであ

その上から、縄の帯を締めていた。

る。証言が 1913 年とすれば、葬儀までにあまり

力尽きて清国官兵に捕えられた山田は中国語

に期間が空くことになる。1913 年には東京全生

を能くしたものの、どうみても日本人らしかっ

庵での良政建碑式が行われていることから、これ

た。当時、清国では、外国人に対して手を触れ

と 1918 年〜 1919 年の事柄を取り違えたのであろ

てはならないと厳命されていた。国際問題にな

う。

ることを恐れた清国官兵は、山田にどうしても
日本人であるということを自白させるべく責め

4．資料上確認できる良政の最期について

立てた。しかし、どんなに厳しく責められても、
日本人であると、彼は頑として最後まで口に

上記のようにさまざまな良政の最期がどのよう

しなかった。ただ淡々として「中国人だ」と答

に伝えられてきたのかを時系列にならべながめて
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いくと、伝えられている内容の中で事実確認でき

方面ヘ向ヒタル山田良政ノ消息ニ付テハ未タ得

る事柄がほとんどないことがあきらかなとなる。

ル処ナシ当地残留ノ尾崎外三名ハ其後在台北平

恵州事件での良政遭難について、資料の上から

山周等ト両三回所信ノ往復ヲ為シ常ニ香港方面

確認することができるのは、わずかに下記の事柄

ニ於ケル山田ノ消息ヲ待チ居レリ本月十五日午

だけである。

前十時台湾淡水ヨリ入厦ノ淡水丸ニ拠リ東本願

良政が、台湾から大陸へ渡ったことについては、

寺 州布教所主任僧高松誓（去ル八月廿四日東

10 月 9 日のものとおもわれる次の外務省文書に

本願寺厦門布教所火災ト関係アルモノ）台北ヨ

よって確認できる。

リ帰厦シ直ニ尾崎外三名ノモノト会合セリ 50

孫ノ一派中山田レウセイ［良政］
、ソウセウチ、

この文書中には「昨廿二日」という記述があり、

コウヘキカイ、チンセキナン、コウエンナン、

この文書が 10 月 23 日に作成されたものであるこ

及ヒ九月二十八日□広東ヨリ渡台シタル茨城県

とが知れる。これが良政の消息不明を伝えた最初

人玉水ツネジ［玉水常治］ナル者本日午前淡水

のものである。

発ノ舞鶴丸ニテ香港ニ向ケ出発ス

47

以上が、資料上確認できる良政の最期であり、
これ以外のものはすべて不確かな伝聞でしかない。

さらに次にあげる 2 部の外務省文書によって
10 月 10 日廈門に上陸したことが確認できる。

良政死亡の根拠とされる洪兆麟証言にしても 51、結
局のところは（12）米内山が述べているように事
実として確認できる類のものではないし、その米

（在廈門土井陸軍大尉発寺内正毅参謀本部次長
宛 10 月 10 日付け電信）

内山がとりあげた清の公式文書にある洋服を着た
人物にしても、やはりそれが良政であったことを

南京同文所員山田ヨシマサ［良政］
、平山シ

証すものはない。

ウ［周］外五六名清国人孫逸仙ト汕洞［汕頭］

5．良政伝がもつ意味

ノ北潮州ニ暴挙ヲ企テ居レリ山田ハ数日［本
日？］台湾ヨリ当地ヲ経テ汕洞［汕頭］ニ向ヒ 48

山田良政の最期についての記述の比較から浮か
び上がってくるのは、さまざまな良政伝であげら

（廈門上野領事発青木周蔵外務大臣宛 10 月 12

れている事柄に多く不確かなものがふくまれてい
ることである。この問題はすでに認識されており、

日付け電信）
十月二日附貴電信ニ関シ山田良政出水茂雄及

島田虔次・近藤秀樹校注『三十三年の夢』では、

び森岡竹之助ハ三名ノ清国人ト共ニ本月十日台

山田良政について「戦死（正確には行方不明）」52

湾ヨリ着港香港ヘ向ケ出発セリ其ノ行先地ハ広

との注が付されている。しかし、一方ではみてき

東ナルヘシト云フ

49

たようなさまざまな事柄が付加されながら良政は
語られてきたのである。そこには著者たちの意図

そして良政の消息が途絶えたことを伝えるもの

の有無はもちろん、それをこえる意味があるので

は、寺内正毅陸軍参謀本部次長発内田康哉外務省

はないだろうか。とくに戦前のものに関しては発

総務長官宛 11 月 2 日提出文書にふくまれる「在

表された時期に注目すると、その意味の一端があ

厦門土井大尉報告」である。

きらかになると考える。
1930 年の（9）村松について。これ以前の良政

孫逸仙一派ノ日本人

本月［10 月］九日香港

伝で確認できたものは洪兆麟証言をうけ良政死亡
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を一応確認したとした 1918 〜 1919 年の時期もの

を考えていくことが今後の課題となろう。とくに、

しかない。しかも、1919 年（6）宮崎は上海の邦

どうして良政の事績を歴史的事実としてよりも物

字紙掲載という日本国内にはほとんど影響力がな

語的に伝えることがくりかえされるのか、という

いとおもわれるものであり、1930 年の村松の直

点を考察していかなければならない。

前のもので良政を伝えるものとしては、1926 年

また、今回の良政伝の比較を通してうかびあ

に覆刻された宮崎滔天の『三十三年之夢』しかな

がったもうひとつの課題として、山田良政の思想、

いのである。換言すれば、当時として良政遭難は

精神、宗教といった内面的な事柄を考察しなけれ

決してよく知られた出来事ではなく、人々の記憶

ばならないということをあげたい。
（9）村松は、

のなかでうすらいでいくものだったといえるので

良政らしき人物は宣教師と間違えられたと述べて

はないか。そのなかで出た（9）村松は、発表さ

いるが、その真偽はともかく、実際かれとキリス

れたのが 1928 年の済南事件から 1931 年の満洲事

ト教のかかわりは深かった。山田良政が育った当

変へと向かう日中関係悪化の流れに出たものであ

時の弘前は「弘前バンド」といってよいほどキリ

ることに注目すべきだと考える。つまり日中関係

スト教の活動が盛んだったのである 53。また、良

を考える材料としてとりあげられたのではないだ

政自身もキリスト教系の東奥義塾で教育をうけ、

ろうか。また、1939 年の（12）米内山によるも

在京時には牛込教会に通い英語で聖書を学び、上海

のも村松と同様であると考える。この年、南京に

時代にはキリスト教青年会を組織したともいう 54。

は日本の傀儡政権である中華民国維新政府が成立

このキリスト教とのかかわりを軸にしてかれが参

し、汪兆銘政権樹立へと向かっている最中であっ

加した革命関係者をみてみると、よくしられてい

た。すでに日本の侵略は公然となっていたけれど

るように孫文自身がキリスト教信者であったし、

も、ここでもやはり日中関係を考えるきっかけと

鄭士良も信者であった 55。ほかにも宮崎滔天も一

して良政が出てきたのではないだろうか。

時キリスト教に傾倒していた事実があり、たとえ
ば宮崎は、「若し史堅如を天使と評し得べくんば、
彼は正しく予言者の性格を備へた人と云ふべきで

おわりに

ある」56 と、親しい友人を悼むのに「天使」、「予

さまざまな良政伝を比較から、時を経るにした

言者」とキリスト教的な言辞を用いているほどな

がって次第に不確かな事柄が付加されていく傾向

のである。また、恵州事件で爆弾テロを試み刑死

にあることがみてとれた。それは伝説化あるいは

した史堅如についてもキリスト教的傾向がみられ

物語化といってもよいだろう。徹底した調査によ

る 57。そして、これらの人々は、革命に対して真

る前掲上村希美雄『宮崎兄弟伝』にしても資料的

摯であったとされる人物であった。山田良政をふ

に不確かな事柄をあげているほどなのである。さ

くむかれらがキリスト教信者あるいはそれに準じ

きに、戦前のものについては、発表時期との関係

る親派たちである以上、キリスト教的な側面から

から意味を読み取ることができる可能性を指摘し

も山田やその同志たちを考察する必要があるはず

たが、戦後のものについても、それらがもつ意味

である。
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山田良政（1868 〜 1900） 青森県弘前生まれ。幼名は良吉、字は子漁。叔父菊池九郎の東奥義塾、青森師範学校、東京の水
産伝習所で学ぶ。日本昆布会社での上海勤務を経て通訳官として日清戦争に従軍。その後、日本に亡命していた孫文の協力
者となる。南京同文書院の教員となるものの間もなく出奔、恵州事件に参加し遭難した。かれについての文章で簡便なもの
としては、田中健之「日本の中の近代アジア史

中華革命に殉じた日本人山田良政」（『中央公論』第 122 年第 6 号第 1478

号、中央公論社、pp.248-251）、学術的なものとしては馬場毅「孫文と山田兄弟」（『愛知大学国際問題研究所紀要』第 126 号、
2005 年 10 月、pp.97-111）、本格的な伝記には、結束博治『醇なる日本人
1992 年）、保坂正康『仁あり義あり、心は天下あり

孫文革命と山田良政・純三郎』（プレジデント社、

孫文の辛亥革命を助けた日本人』（朝日ソノラマ、1992 年）がある。

2

宮崎龍介・小野川秀美編『宮崎滔天全集』第 1 巻（平凡社、1971 年 7 月 29 日）pp.215-216。

3

宮崎龍介・小野川秀美編、前掲書第 1 巻、p.281。

4

庚子又八月

5

長塩守旦『日中提携してアジアを興す

6

宮崎龍介・小野川秀美編『宮崎滔天全集』第 4 巻（平凡社、1973 年 11 月 16 日）p.298。

7

宮崎龍介・小野川秀美編『宮崎滔天全集』第 2 巻（平凡社、1971 年 12 月 13 日）pp.55 ８-559。

8

上村希美雄『宮崎兄弟伝

9

孫文「山田良政君建碑紀念詞」 佐藤慎一郎「孫文と山田良政」（長塩、前掲書、p.372。初出『大亜細亜』第 9 巻第 10 号、

1900 年 10 月のこと。
第1集

孫文革命の成敗と日本』（志学社、2000 年 10 月 1 日）p.350。

アジア篇』（上）（葦書房、1987 年 6 月 20 日）pp.402-403。

大亜細亜社、1941 年）は 1920 年のものとするが、本稿では結束博治「山田良政・純三郎兄弟年譜」（『醇なる日本人

孫文

革命と山田良政・純三郎』プレジデント社、1992 年 9 月 6 日）にしたがい 1919 年とした。なお、引用には佐藤前掲文を用
いた。
10 村松梢風（1889 〜 1961） 本名義一。静岡県出身。小説家、評論家、エッセイスト。なお、長塩前掲書では「松村梢風」とあるが、
『中央公論総目次

創刊号より第一〇〇〇号まで』
（中央公論社、1971 年 11 月 20 日、p.197）には「村松梢風『中国革命夜話』」

とあることから、正しくは「村松」である。
11 長塩、前掲書、pp.353-355。
12 蔡標

洪兆麟の部下に蔡標なる人物がいたのかはわからない。兵庫県立歴史博物館所蔵「王敬祥関係文書」にふくまれてい

る「陳豫借王敬祥款收據」（1908 年 5 月 29 日）には保証人として「蔡標」という名をみることができるが村松が伝えた人
物と同一なのかは不明。なお、「王敬祥関係文書」は、神戸大学付属図書館によって電子化され公開されている。（ http://
www.lib.kobe-u.ac.jp/products/okeisho/index.html ）（2008 年 3 月 4 日現在）
13 李福林（1872 〜 1952） 広州の人。広州在地の武装勢力「福軍」の指導者。孫文を支持し、広州市長、国民革命軍第 5 軍長
をつとめた。
14『新校本清史稿』「表四十

各省総督

河漕督附」によれば、1900 年 9 月 26 日付（光緒 26 年閏 8 月 3 日）で両広総督職は

徳寿から陶模に代っている。しかし、本文で後述するように「頭品頂戴兼署兩廣總督廣東巡撫徳寿」による同年 11 月 5 日
付奏摺があり、実際の鎮圧にあたったのは両広総督代理であった広東巡撫の徳寿であると考えられる。
15 東亜同文会編『対支回顧録』下巻（1936 年 4 月）p.882。
16 葛生能久『東亜先覚志士伝記』下巻（黒龍会出版部、1936 年 10 月）pp.455-456。
17 米内山庸夫
18 乾児

東亜同文書院出身（第 8 期）。卒業後、外務省に入り外交官として活躍している。

父子の誓いをした子の方。いわゆる子分。

19「清粤督徳寿奏報恵州革命起事摺」 頭品頂戴兼署兩廣總督廣東巡撫徳寿「奏為廣東惠州會匪被外匪句結餘匪起事派營剿 獲

勝並仍飭搜捕餘匪情形事（附一：責成各營分投搜捕惠州餘匪片）（附二：奏准交卸柳慶鎮總兵片）（附三：陳廣東歸善縣霞涌
」1900 年 11 月 5 日（光緒 26 年 9 月 14 日）（台湾国立故宮博物院所蔵「宮中档奏摺 - 光緒朝」文献
一帶分界與設 情形片）
編号 408003340）のことである。米内山は原文をみたのではないようである。かれが引用した文章は「〜未知是否確実、此
閏八月廿七日〜」となっているが、原文では「〜未知是否確実、同日何長清率隊進攻三洲田〜となっており両者は異なる。
自由『革命逸史』収録の「庚子恵州三洲田革命軍実録」に米内山が引いたものと同じ文章があることから米内山は のも
のを参考にしたと考えられる。
20 長塩、前掲書、pp.365-368。
21 奏摺

上奏文の形式のひとつ。高級官僚が内閣を通さず直接皇帝に上奏するものをさす。

22 宮崎滔天『三十三年之夢』宮崎龍介・小野川秀美編、前掲書第 1 巻 p.213。
23（豊島捨松発青木周蔵宛）
「機密受第 3306 号

外機第 41 号」1900 年 10 月 16 日、JACAR（アジア歴史資料センター http:/
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/www.jacar.go.jp/ ）Ref. B03050065100（第 18 画像）、各国内政関係雑纂／支那ノ部／革命党関係（亡命者ヲ含ム）第二巻
（1-6）（外務省外交史料館）（2008 年 3 月 5 日現在）。「機密受第 3306 号

外機第 41 号

本月一日附別紙電報並ニ二日附機密

第一四号ヲ以テ御来示シ趣キ了承致候然ルニ孫逸仙ノ隠謀ニ関シ山田良政（田山良介トモ云フ青森県弘前人）ナル者ヨリ在
当港ノ知人ヘ私信ニ拠レバ孫逸仙ハ台湾ニ於テ台湾総督ノ南清ニ対スル経略ヲ未タ思ヒ止マラザル旨ヲ伝聞シ大ニ喜ビ広東
省潮州及ヒ恵州ノ間ニ於テ事ヲ挙クルトニ決定シタルヲ以テ山田良政ハ其凖備ノ為メ香港ヘ出発スル旨申来リ且ツ孫逸仙等
事ヲ挙クルヤ台湾ヨリ日本兵ヲ厦門ノ南方雲霄県銅山港ヘ上陸セシムル計画ノ由聞及候山田良政ナル者ハ支那服ヲ着シ向ニ
在南京ノ同文会設立ニ係ル日本語学校ノ幹事タリシ者有之候右不取敢御報申進候敬具
捨松

明治三十三年十月十六日

領事豊嶋

外務大臣青木周蔵殿」

24 東亜同文会機関誌『支那』 財団法人東亜同文会『自昭和二年十月至昭和三年三月
数 1,500。その内訳は「直接購買者 469

商店委託 429

起稿家及関係先配布 424

事業報告』（1928 年）によれば発行部

広告募集用 100

納本其他 10

残部 68」

というものであった。
25 長塩、前掲書、p.370。
26 長塩、前掲書、p.371。
27 長塩、前掲書、p.372。
28 水野梅暁（1877 〜 1949） 広島県出身。東亜同文書院卒（第 1 期）。浄土真宗本願寺派の僧侶。満日文化協会創設にかかわ
るなど日中の文化交流に積極的にかかわった。
29 長塩、前掲書、p.384。
30 長塩、前掲書、p.354。
31 長塩、前掲書、p.391。
32 長塩、前掲書、p.390。
33 洪兆麟（1872-1925） 字は湘臣。湖南寧郷の人。陳 明系の軍人。清では営長であったという。1911 年辛亥革命では革命

側にたち恵州を攻略、恵州軍務督弁となる。1913 年第二革命で敗れると日本亡命。広東潜伏中の 1915 年 1 月に香港当局
に追放処分をうけるものの、同年 12 月第三革命で復権。広東軍政府では、1918 年 1 月陳 明麾下の援 粤軍第 5 支隊司
令として福建に入り福建省石碼鎮守使。1920 年陳 明の広東進攻に従軍、粤軍第 1 軍第 2 師師長。1921 年、第 7 区善後処
長。1922 年には孫文と離反した陳 明に従い、10 月援 総司令。1923 年 5 月粤軍潮梅総指揮兼第 2 軍軍長、同年末粤軍各
路副総指揮。また、北京政府から 1923 年洪威将軍を受け、あわせて広東陸軍第 3 師師長、汕頭防務督弁に任じられている。
1924 年 5 月潮海鎮守使。1925 年 2 月段祺瑞臨時執政政権下での善後会議の会員。同年 12 月 7 日、香港から上海に向う船上
で銃撃され同 9 日死亡した。以下参照、支那研究会編『最新支那官紳録』（北京

支那研究会、1918 年 8 月 20 日

再版）
、外務省情報部編纂『現代支那人名鑑』
（東亜同文会調査部、1925 年 3 月 10 日）、外務省情報部編纂『改訂

同 25 日
現代支

那人名鑑』
（東亜同文会調査部、1928 年 10 月 15 日）
（以上 3 点は日本図書センター『中国人名資料事典』
（1999 年 8 月 25 日）
による復刻）
、

文、方 秋、黄美真主 『中 民国史大辞典』（南京 江 古籍出版社、2001 年 8 月）。

34 長塩、前掲書、p.389。
35 長塩、前掲書、p.388。
36 長塩、前掲書、p.395。
37 長塩、前掲書、p.399。
38 長塩、前掲書、p.412。
39 保坂、前掲書、p.117。
40 長塩、前掲書、p.416。
41 上村、前掲書、p.416。
42 原子昭三『津軽奇人伝続』
（青森県教育振興会、1987 年 12 月 1 日）p.39。
43 良政の所持金の額

前掲上村も、
村松が「香港紙幣二千弗」としていたものを「千ドル」としていることからすると、
『中央公論』

掲載の村松の原文が「香港紙幣一千弗」であったのかもしれない。論者が参考にした村松のテキストは、
『中央公論』の原
文ではなく長塩前掲書収録のものである。
44 保坂、前掲書、p.116。
45 結束、前掲書、p.82。
46 田中健之「日本の中の近代アジア史

中華革命に殉じた日本人山田良政」
『中央公論』第 122 年第 6 号第 1478 号（2007 年 6 月）

p.251。
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Ref. B0305006500（第 9 画像）、各国内政関係雑纂／支那ノ部／革命党関係（亡命者含ム）第二巻（1-6）。この電

文に日付は記載されていないが、文中の「舞鶴丸」は大阪商船による淡水−香港線に就航していた船である。良政が乗船し
た当時のものではないが、起点を淡水から基隆に移した後の『台湾航路案内大阪商船昭和五年版』によれば、基隆を午前 9
時出航、翌朝午前 8 時廈門着、同日午後 4 時廈門出航、翌朝汕頭着、同日午後 4 時汕頭出航、翌朝午前 8 時香港着、とある。
これを参考にすれば、良政は 10 月 9 日午前に大阪商船淡水−香港線舞鶴丸に乗船し 10 月 10 日朝に廈門、そのまま午後 4
時出航し、10 月 11 日朝に汕頭に入ったのであろう。
48 在廈門土井陸軍大尉発寺内正毅参謀本部次長宛 10 月 10 日付け電信、JACAR

Ref. B0305006500（第 17 画像）、各国内政関

係雑纂／支那ノ部／革命党関係（亡命者含ム）第二巻（1-6）。
49 廈門上野領事発青木周蔵外務大臣宛 10 月 12 日付け電信、JACAR

Ref. B0305006500（第 18 〜 19 画像）、各国内政関係雑

纂／支那ノ部／革命党関係（亡命者含ム）第二巻（1-6）。
50「在厦門土井大尉報告」（寺内正毅陸軍参謀本部次長発内田康哉外務省総務長官宛 11 月 2 日提出文書同封）、JACAR

Ref.

B0305006500（第 24 画像）、各国内政関係雑纂／支那ノ部／革命党関係（亡命者含ム）第二巻（1-6）。なお、この報告書の
作成者について、上村希美雄は「森村大尉」（p.415）としている。原文には作成者氏名部分を修正した跡があり、「土井」
とも「森村」とも読めるが、本稿では注 48 前掲の土井大尉発寺内次長電文があることから「土井」とした。
51 洪兆麟証言

証言したとされる時期に諸説ある。（6）宮崎では 1918 年春、
（9）村松と（11） 生では 1917 年、
（22）田中の

1913 年とそれぞれ記されている。1913 年説は、本文で述べたように事実関係を混同しているものとおもわれる。1918 年説
については、洪兆麟証言をうけて、上海の追悼会や遭難したとされた地の土を持ち持ち帰り良政の葬儀が行われたのがこの
年であり、3 説のなかではもっとも有力である。しかし、1918 年初頭より洪兆麟をふくむ陳 明麾下の部隊は福建省に進攻
しており、作戦行動中にそのようなやりとりがおこなわれていたとする点にやや疑問が残る。そこに注目すると、1917 年
10 月という説も妥当である。
52 島田虔次・近藤秀樹校注『三十三年の夢』（岩波文庫、1993 年 5 月）p.449。
53「弘前バンド」 本多庸一、菊池九郎たちを中心に、キリスト教的教育をおこなう東奥義塾を拠点として当時の弘前はキリス
ト教的活動が盛んであったという。たとえば、良政の父浩蔵の妹でキリスト教信者菊池九郎の妻である久満子は後年青山学
院で活躍する本多庸一から受洗し、良政の祖母にあたる菊池幾久子はジョン・イングから洗礼をうけているという。相沢文
蔵『津軽を拓いた人々

津軽の近代化とキリスト教』（弘前学院、2003 年 6 月 25 日）p.158。

54 山田良政純三郎兄弟とキリスト教については、相沢前掲『津軽を拓いた人々

津軽の近代化とキリスト教』に詳しい。同書

のなかでは、中国にいた良政が両親宛の手紙のなかで純三郎を教会に通わせるようにと述べたものがあることや、純三郎自
身が 1893 年に洗礼をうけているとしている（相沢、前掲『津軽を拓いた人々

津軽の近代化とキリスト教』、pp.219-220）。

また、上海でキリスト教青年会を結成した当時について、
「エバンス書店」の主人が良政と知り合いであるといわれている（原
子、前掲書、pp.40-41）。この書店がどういったものか不明であるが、池田鮮『曇り日の虹：上海日本人 YMCA40 年史』（上
海日本人 YMCA40 年史刊行会、1995 年）によれば、1889 年〜 1899 年にかけて上海の日本人に伝道した宣教師としてエドワー
ド・エバンスが紹介されている。この宣教師エバンスと「エバンス書店」が関係あるならば、良政とキリスト教を結ぶ線の
ひとつとなろう。また、良政の妻敏子もキリスト教信者である（相沢、前掲『津軽を拓いた人々

津軽の近代化とキリスト

教』、pp.221-223）。
55 島田虔次・近藤秀樹校注、前掲書、pp.432-432。
56 宮崎滔天「亡友録 / 山田良政君」宮崎龍介・小野川秀美編、前掲書第 2 巻、p.559。
57 史堅如のキリスト教的な面については、宮崎滔天が「彼［史堅如］の兄さんは耶蘇教徒である。故に彼の思想の根本は耶蘇
教に胚胎してるやうに思はれた」（「支那革命物語」宮崎龍介・小野川秀美編、前掲書第 1 巻、p.418）と感想を述べている。
なお、引用に際しては、原文中の旧字を新字体にあらためた。引用文中の［
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〈論文〉

書院生のフルンボイルにおける調査旅行

東亜同文書院大学記念センター
リサーチアシスタント

暁

敏

これらのもとに、書院生達が当時「秘境」とも言

Ⅰ．はじめに

われているフルンボイルにどんなルートで入り、

東亜同文書院の学生（以下書院生）が、20 世

どんな調査ルートでどんな地域を訪れ、そして

紀初頭から半世紀近く中国において大規模な調査

何を記録したかを検討し、さらに、書院生による

を実施した。その調査範囲がほぼ中国全土に及ん

フルンボイルの調査の特徴を明らかにしていきた

でおり、数多くの貴重な資料を残している。これ

い。

らの資料は、言うまでもなく近代中国の社会経済
の研究に大いに有益である。
その中で、書院生が現在の中国内蒙古自治区

Ⅱ．フルンボイルの歴史

東北部に位置するフルンボイル（呼倫貝爾）地方

書院生がフルンボイル地域おいて、数回の調査

において数回にわたって調査を実施している。実

旅行を実施した。書院生が調査を実施した頃の同

際には、書院生が当地域において調査を実施す

地域の時代背景等を知るためには、まず第一歩と

る前の段階から、書院生以外の日本人もこの地域

してフルンボイルの歴史を確認しなければならな

で多くの調査を行なっている。そして、調査の成

い。

果として、数多くの調査資料が残された。これら

フルンボイルの地理的位置は、東部に大興安嶺

をまとめた研究には、吉田順一の「日本人による

山脈があり、南部は内モンゴルの現在の興安盟に

フルンボイル地方の調査̶おもに畜産調査につい

接し、北部および北西部はアルグン川を境界とし

1

て̶」 がある。

てロシア、西部および西南部はモンゴル国と接す

このフルンボイル地域は、ロシア、中国の二大

る。フルンボイルという名称の起源は、興安嶺の

勢力に挟まれた地域で、歴史上中国、ロシア（ソ

西部地域にある呼倫（フルン）と貝爾（ボイル）

連）、および日本が抗争を繰り返す舞台となった。

の二つの湖の名前から来ている。本稿でいうフル

さらに、1939 年に同地域においては、現在の日

ンボイル地域は、興安嶺の西部地域であることを

本とモンゴルとの外交関係の中で、避けて通れな

限定しておきたい。

い出来事「ノモンハン事件」が起きている。従来、

古来、フルンボイル地域は遊牧に最適な草原地

政治・軍事上において、各政権に重要視されてき

域であり、東胡、匈奴、鮮卑、室韋、契丹、タター

た地域である。

ル、突厥等の遊牧民族の居住地だった。そもそも、

本稿では、
『東亜同文書院大旅行誌』
（オンデマ

行政区域としてフルンボイルが形成されたのは清

ンド版）の関係各巻を基本資料として使用する。

の時代からである。17 世紀から清朝政府は、モ
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ンゴル地域を内外モンゴルと分け、盟旗制度を実

ア革命による政情の混乱に影響され、1920 年に

施した。1636 年、内モンゴルにおいて六つの盟、

廃止されるようになった。

49 の旗を設置した。その後何度かの調整を経て、

その 8 年後、1928 年 6 月に起きた張作霖爆殺

外モンゴルにおいては四つの盟、86 の旗を設置し

事件によって東北地方が動揺した際、ソ連および

た。

外モンゴルの援助のもと、フルンボイル青年党 2

しかし、フルンボイル地域はその内外モンゴル

による武装蜂起が起こり、再びフルンボイルの独

のどちらにも編入されなかった。ロシアと隣接し

立自治を求める「フルンボイル青年党事変」が起

ているフルンボイル地域は、地理的に重要な地域

こる。

であるため、同地域では満州八旗制度が組織され
た。

さらに、1929 年 7 月、東北当局によるソ連の「赤
化防止」と中東鉄道の権益回収をめぐって、ソ連

1840 年のアヘン戦争後、中国においては列強

との間に軍事衝突にまで発展した「中東鉄道事件」

による侵略および分割支配が始まった。ロシアは

が起こる。その後間もなく、満州事変が勃発する

1858 年の「愛琿条約」と 1860 年の「北京条約」

や、満州国が建国され、フルンボイル地域におい

によって、中国の黒龍江北部の領土を手に入れ

ては興安北省が設置された。

た。さらに、1896 年の「露清（ロバノフ・李鴻章）

その後、フルンボイル地域は満州国の行政区域

秘密協定」によって、
ロシアは中国で東支鉄道（東

になったため、日本人が安全にこの地に出かける

清鉄道・中東鉄道）を敷設する権利を得た。

ことができたと言える。こうした背景もあり、書

この鉄道敷設工事の開始とともに、フルンボイ

院生達は 1931 年から 1935 年の間に、毎年フルン

ルに大量の漢人とロシア人労働者が流入した。こ

ボイル地域に出かけて調査旅行を行うようになっ

うして、工事をきっかけにフルンボイルの人口が

た。

膨張したのである。流入した人口は、主にハイラ
ル（海拉爾）市と鉄道建設とともに新しくできた
国境に位置する都市満州里市に人口が集中するよ
うになった。

Ⅲ．書院生によるフルンボイルの調査
「東亜同文書院大旅行誌」を見る限り、書院生

1911 年、辛亥革命が勃発すると、ロシアの援

がフルンボイル地域で最も早く調査を実施した

助を求めていた外モンゴルは清朝からの独立を宣

のは、1925 年に実施した第 22 期生の「北満及國

言した。これを契機に、ロシアの支援も加わり、

境調査班」3 によるものである。その調査の具体

フルンボイルは逸早く反応し、同年の 11 月 27 日

的な道順は、上海̶青島̶済南̶北京̶大連̶吉

にフルンボイルの勝福を中心に、同地域の独立を

林̶ハルビン̶同江̶大黒河̶愛琿̶チチハル̶

宣言し、外モンゴルへの合流を求めた。

満洲里 ̶ ハイラル ̶ 平壌である。その中で、フ

結果として、1915 年の中露蒙三国キャフタ協

ルンボイルについては、主にハイラルと満洲里の

定によって外モンゴルは、中国宗主権のもとで、

両市の周辺を見学した。まず、鉄道を使って満洲

外モンゴル自治だけが認められた。一方、フルン

里まで行き、在満洲里日本領事館を訪ね、現地事

ボイルにおいては、同年、
「フルンボイルに関す

情の聞き取りを行った。次に、農商務省から派遣

る露中協約」が締結された結果、フルンボイルは

された志水氏に案内され、満洲里市で日本人が経

外モンゴルの自治から外された「特別区域」と指

営する試験農園と国境付近を見学した。次に日の

定され、
中華民国政府管轄内の「自治区域」となっ

朝、満洲里からハイラルへ向かい、ハイラルでハ

た。しかし、この自治制が 1917 年に起きたロシ

イラル公園と洗毛場を見に行った。今回の調査旅
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行は、フルンボイルでの滞在時間が短かったため、

ルートを選んだ。彼らはハイラルに着いた後、
「昭

記述として少ない。しかし、上記の案内人である

和盛」という雑貨店を経営する日本人島田氏に世

志水氏は、志水語氏だったかもしれない。同氏は、

話になった。次の日に一行は島田氏とブリヤート・

1925 年前後、
『満蒙』等の雑誌でいくつかのフル

モンゴル人夫婦に案内され、馬車で草原へ向かっ

4

ンボイルに関する研究論文を発表している 。各

た。翌日にハイラルから満洲里へ移動。一行は満

論文の著者名のところにおいては「満洲里̶志水

洲里の在満洲里日本領事館で「露支國境遊歴班」

語」と書かれている。年代と志水氏の滞在場所等

のメンバーと合流した。のちに、領事館に勤める

をあわせて考えると上記の案内人の志水氏は志水

書院の先輩福間氏（福間徹、書院第 22 期生、福

語氏であることが推定できよう。もし本当に同一

岡県出身、卒業後外務省に入り、中国各地に勤務̶

人物であれば、志水氏は当時のフルンボイルの事

筆者）に、満洲里駐在武官上田大尉と満洲里領事

情に非常に詳しく、書院生が彼の話を通して詳細

館警察署長を紹介され、満洲里の現地事情の聞き

な現地事情と情報を得ることができたと考えられ

取りを行った。同グループの旅行誌において、上

る。

記の「露支國境遊歴班」と同じように上記事件後

1925 年から 1931 年の間に、書院生がフルンボ

のハイラルと満洲里の町の様子について触れてい

イルに出かけて行かなかった。ところで、上記の

る。また、ハイラル市の商業状況やフルンボイル

1928 年に起きた
「フルンボイル青年党事変」によっ

の種族についても記しており、満洲里での聞き取

て、フルンボイル地域は一気に世間あるいは日本

りの内容および同市の当時の状況等について相当

人の注目を集めたのである。なお、
「擾乱の巷と

詳しく記述している。また、旅行誌の記述を通し

化した呼倫貝爾・各種の資源豊富兎に角不可思議

て、
「中東鉄道事件」後と「満洲事変」前のフル

な土地」5、
「歴史は古い露支間の係争地・外蒙と

ンボイル地域の状況を知ることができる。

6

合して独立を企てたコロンバイル地方」 、「今問

1932 年になると、書院生の第 29 期生の第 2 班 11

題になっているコロンバイル如何なる地域を含み

と第 6 班 12 の 2 グループがフルンボイルを訪れて

如何なる歴史を有つたか」7、
「呼倫貝爾事件の裏

いる。第 2 班と第 6 班の道順は同じく、先に満洲

面に潜む魔手̶ボリシエヴイキの関係愈よ明日と

里に到着し、在満洲里日本領事館を訪ね、書院の

8

なる」 というようなタイトルによって当時の様々

先輩の山崎氏（山崎誠一郎、書院第１期生、高知

な紙面に登場した。さらに、1929 年の「中東鉄

県出身、チチハル副領事、張家口領事、満洲里領

道事件」の影響で、自然とフルンボイルに対する

事、芝罘領事を歴任、当時の在満洲里日本領事館

人々の関心が高まったと思われる。

の領事̶筆者）と福間氏に会った。それから、山
9

1931 年、第 28 期生の「露支國境遊歴班」 は、

崎氏の紹介で、在満洲里特務機関の小原氏と国境

鉄道で満洲里に入り、そこからハイラルに戻った。

監視隊の宇野隊長を訪問し、現地および外モンゴ

ハイラルから馬車で草原に行き、モンゴル人の生

ルの事情を尋ねた。こののち、ハイラルに向かい、

活を見た。
「大旅行誌」において、上記の「中東

山崎氏の紹介でフルンボイル蒙古政庁の顧問を務

鉄道事件」後の満洲里とハイラルの町の悲惨な状

める猪之口氏を訪ね、現地事情を伺った。その後、

況について触れ、フルンボイルの独立についても

第 2 班はハイラルを離れ、ハイラルより西南のガ

記述している。さらに、
草原まで同行したブリヤー

ンジュルスム（甘珠爾廟）
、将軍廟およびさらに

ト・モンゴル人との会話が記録されている。

南のハロンアルシャン（モンゴル語での温泉の意

10

一方、
同じく第 28 期生の
「黒龍江省遊歴班」 は、
逆にハイラルで下車し、それから満洲里に向かう

味）に向かって出発した。途中、モンゴル人のオ
ボを見聞する時に、フルンボイル蒙古政庁のモン
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ゴル人の傲氏に出会った。彼は書院生をフルンボ

してまとめられた。同報告書において、三河地方

イルのモンゴル上層部の人々に紹介し、書院生は

及び北部国境地方、南部フルンボイル、満洲里の

モンゴル人官僚達に親切に歓待された。この傲氏

事情およびフルンボイルの畜産について記述して

という人物は、名前が華霖泰（傲霖泰ともいう）、

いる。同時に、この報告書は書院生による本格的

早稲田大学出身、満州国建国後、興安北省の秘書

な「フルンボイル調査報告書」として、評価され

官になる。しかし、皮肉なことに、この出会いか

るべきものであろう。

ら 4 年後、華霖泰は「凌陞事件」13 に連座され、

1934 年、第 31 期生の「札蘭屯・免渡河・満州
里調査班」15 は、まず、ハイラルに到着し、そこ

日本軍部に処刑されている（筆者）
。
一方、第 6 班は、ハイラルに残り、ハイラル警

から満洲里に入り、満洲里から再びハイラルに戻

備隊の守島警備隊長と面会し、モンゴル兵の訓練

り、ハイラルからフルンボイル南部に位置するガ

を見学した。また、前述の「昭和盛」の島田氏を

ンジュルスムとハロンアルシャンに出かけた。そ

訪ね、現地の経済事情を伺った。両班の旅行誌に

の後、班員の奥田重信が一人でハロンアルシャン

おいて、フルンボイルの政治や経済等について触

から歩いて興安嶺の南麓を横断して索倫へ向かっ

れており、満洲里の国境付近の事情についても詳

た。旅行誌に、ソ連のチタから帰満した者から伺っ

しく記述し、当時、満洲事変後の「ソ満」国境の

たチタの現地事情、満洲里のモンゴル騎兵団、ガ

事情等を理解するのに参考となるものである。

ンジュルスムにおける定期市（いち）についての

14

1933 年、第 30 期生の「海拉爾調査班」 は、

記録が含まれている。今回の調査旅行は行きと帰

ハイラルに着いた後、北上してフルンボイルの三

りも東支鉄道を使った他の調査班と違って、帰り

河地方を訪ね、そこから南下してハイラルに戻っ

に一人の書院生がハロンアルシャンから直接南下

て満洲里を向かい、さらに、満洲里からハイラル

してフルンボイルを後にしたのである。

に戻り、ハイラルに 2 週間ほど滞在した後、南の

1935 年第 32 期生の「龍江省景星縣・泰康縣調

ガンジュルスムとハロンアルシャンに出かけて

査班」16 は、フルンボイルを通過しただけなのか、

いった。ハイラルから満洲里に向かう途中、同班

あるいは他の何かの理由で旅行誌においてフルン

の卜部義賢と松見慶三郎の両氏は、石炭で有名な

ボイルについての記述が見られなかった。

ダライノールの町を訪ねた。今回の調査旅行にお

上記で見てきたように、書院生は 1925 年から

いて、「海拉爾調査班」は書院生で初めてかつ唯

1935 年までの 10 年間、フルンボイル地域におい

一フルンボイルの北部に位置し、当時フルンボイ

て全 8 班（コース）の調査旅行を実施している。

ルにおいて唯一の農耕地帯であり、白系ロシア人

彼らの残した旅行誌の記録を通して、当時の時

が多く住む三河地方に足を踏み入れた。また、同

代背景や現地の事情等をうかがい知ることができ

調査班は書院生で最も長く（滞在期間一ヶ月以上）

る。さらに、書院生達の調査旅行の実際や実施状

現地に滞在し、ハイラルを拠点にしてフルンボイ

況等を知るのに参考となるものであろう。

ルの南北を踏破し、その調査範囲が書院生のフル
ンボイル調査の中でも一番広い範囲に及んだ。旅
行誌において、調査した地域の状況について記述
しただけではなく、フルンボイルの地理、人口、

Ⅳ．書院生によるフルンボイルの調査の特徴
こうしてフルンボイル地域に全 8 コースの調査

歴史、行政等についても触れている。その後、調

旅行を実施した書院生が残した記録が、当時の現

査の成果として『第 27 回支那調査報告書』第 25

地情報を把握する意味で大変貴重であることは言

巻「三河地方及北部国境地方調査班」の報告書と

うまでもない。これらのフルンボイル地域で実施
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書院生のフルンボイルにおける調査旅行

したこの 8 コースの調査旅行の記録を総合して、

収集し、それから自分たちの踏査旅行を実施した

書院生によるフルンボイル調査の特徴をまとめる

のである。書院生は、フルンボイルに到着後、単

ことができる。以下、書院生によるフルンボイル

に領事館など機関を通じて現地情報を手に入れる

における調査旅行のいくつかの特徴について言及

だけではなく、現地の日本人の様々な話を聞き、

してみたい。

さらに情報や資料を充実化した。これらを踏まえ

第一に、鉄道を有効に利用したこと。フルン

て、現地で自分達が実際に見たあるいは確認した

ボイルの東西を貫くような東支鉄道が存在したた

ものを記している。さらに、フルンボイルの奥地

め、書院生による奥地であるフルンボイルでの調

まで出かけ、現地の人々（モンゴル人）とも色々

査旅行がある程度安易にできたと言える。書院生

な形で接触し、そこから得た情報をも記録してい

のフルンボイルに入るルートとしては、ほとんど

る。この意味でも書院生の記録は評価できる。

東支鉄道を使い、ハイラルあるいは満洲里に到着

第四に、調査範囲が次第に拡大していったこと

している。フルンボイルから帰途につく場合も、

である。書院生のフルンボイル調査は、最初のハ

第 31 期生の「札蘭屯・免渡河・満州里調査班」

イラルと満洲里の周辺における調査から、フルン

を除いて、ほとんど東支鉄道を使っている。また、

ボイル南部のハロンアルシャン、北部の三河地方

東支線に存在するハイラルと満洲里の両市を拠点

まで拡大していった。1925 年の第 22 期生による

に馬車や車を利用して踏査旅行を実施したのであ

調査は、満洲里とハイラルの近辺にとどまった。

る。

1931 年の第 28 期生による調査は、満洲里とハイ

第二に、フルンボイルにおいて、書院独自の

ラルの近辺から草原へと踏破調査範囲を伸ばし

人的ネットワークが存在していた。書院生による

た。1932 年の第 29 期生による調査は、フルンボ

フルンボイル調査の始まりは 1925 年からである。

イルの最南端でもあるハロンアルシャンまで行っ

実際には、本格的に毎年フルンボイルに出かけて

た。1933 年の第 30 期生による調査は、南のハロ

いくようになったのは 1931 年からである。1931

ンアルシャンにとどまらず、さらに、北の三河地

年に満洲事変が勃発し、その後満州国が建国され、

方まで調査範囲を拡大していった。こうして、調

フルンボイル地域に満州国を構成する興安北省が

査範囲の次第に拡大したことによって、調査が深

設置された。そのため、日本人が当局に便宜を与

化され、記録内容も充実化されていったのである。

えられ、フルンボイル地域に簡単に入ることがで

最後にもう一つだけ付け加えるならば、書院生

きた。とはいえ、学生が国境地域に出かけて自由

の調査地は国境付近に集中している点である。も

に調査することがそれほど簡単なことではなかっ

ちろん、フルンボイル地域全体が国境地域である

たと思われる。そこで、現地に存在するのは書院

が、その中で、書院生が足を踏み入れた地方は、

独自の人的ネットワークである。前述したように、

ほとんど国境に隣接している地域である。たとえ

書院卒業生の山崎誠一郎領事と福間徹外務省職員

ば、満洲里は中ロ国境都市である。ハロンアルシャ

が満洲里に勤務しており、彼らは書院生の調査旅

ン周辺は中蒙国境に隣接している。三河地方は中

行にさまざまな便宜を与えた。よって、書院生の

ロ国境に位置している。この点について、具体的

フルンボイル調査が無事かつスムーズにできたと

な理由はよくわからないが、その理由の一つとし

言える。また、このことから書院卒業生間の深い

ては国境に対する若い日本人学生の憧れだったか

つながりをうかがい知ることができる。

もしれない。

第三に、書院生は、フルンボイルに到着後、ま
ず現地の日本の諸機関あるいは日本人から情報を
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院大旅行誌」以外に存在する「調査旅行報告書」

Ⅴ．おわりに

について、特に言及しなかった。今後、フルンボ

以上、東亜同文書院の学生によるフルンボイル

イル地域に関する「大旅行誌」の記録と「調査旅

での調査旅行の概要について述べてきたおり、主

行報告書」の諸資料を検討することによって、書

に書院生の調査ルート、調査地、記録した内容に

院生が記録した近代のフルンボイルの「地域像」

触れ、最終的に書院生によるフルンボイル調査の

の解明に努めたい。

いくつかの特徴を取り上げた。これらの調査旅行

また、本稿ではフルンボイルという一つの地

の記録は、当時のフルンボイルの諸事情を理解す

域に焦点をあてているが、書院生の調査旅行がほ

るのに貴重な資料を提供している。同時に、これ

ぼ中国全土に及んでおり、今後、他地域での書院

らの調査旅行は書院生にとってもフルンボイルを

生の調査旅行の実態を解明しながら、その地域の

自らの体で知ることができた大変貴重な経験だっ

20 世紀前半の実像を明らかにしていきたい。あ

た。

わせて、これらの作業は書院の「大旅行調査」研

なお、本稿は書院生によるフルンボイル調査に

究の深化にとって必要不可欠であろう。

関する研究の基礎作業であるため、
「東亜同文書

1 吉田順一「日本人によるフルンボイル地方の調査̶おもに畜産調査について̶」（早稲田大学大学院文学研究科『早稲田大学
大学院文学研究科紀要』第 4 分冊、1999 年）。
2 1917 年にフルンボイルの青年達を中心に組織されたフルンボイルの高度自治と地方政治の改良を目的とした党組織。
3 北満及國境調査班「アムールの悲歌」（東亜同文書院『乗雲騎月』1926 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp．112 −
168）。
4 たとえば、志水語「呼倫貝爾塩湖事情」（大連満蒙文化協会『満蒙』1925 年 9 月号）。「呼倫貝爾タルバガン市況」（同『満蒙』
1925 年 11 月号）。「満洲里に於ける薬品類状況」（同『満蒙』1926 年 6 月号）。「呼倫貝爾羊毛市況及満洲里獣腸相場」（哈爾
濱商品陳列舘『露亜時報』1927 年 9 月号）等がある。
5『満州日日新聞』1928 年 8 月 15 日。
6『東京朝日新聞』1928 年 8 月 21 日。
7『中外商業新報』1928 年 8 月 23 日。
8『京城日報』1928 年 10 月 20 日。
9 露支國境遊歴班「アムールの流れ」（東亜同文書院『千山萬里』1932 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp．2 − 47）。
10 黒龍江省遊歴班「東支線を行く」（東亜同文書院『千山萬里』1932 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp．538 −
578）。
11 第二班「草原を思ふ」（東亜同文書院『北斗之光』1933 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp．155 − 170）。
12 第六班「蘇・満の國境に立ち」（東亜同文書院『北斗之光』1933 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp．173 − 193）。
13 凌陞はフルンボイルの地方有力者出身。満州国建国後、フルンボイルに興安北省が設置され、凌陞が興安北省省長に就任した。
彼は、満州国に不満を抱いており、絶えず満州国側にモンゴル人の権利を強く主張していた。彼の行動および主張が日本軍
部の疑いを招き、のちに「通ソ・通蒙」という嫌疑がかけられて日本軍部によって処刑されたのである。これがいわゆる「凌
陞事件」である。
14 海拉爾調査班「黄塵行」（東亜同文書院『亜細亜の礎』1934 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp．424 − 440）。
15 札蘭屯・免渡河・満州里調査班「白樺の興安嶺を越えて」
（東亜同文書院『出盧征雁』1935 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、
pp．569 − 603）。
16 龍江省景星縣・泰康縣調査班「北窓に面する二人」（東亜同文書院『翔陽譜』1936 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、
pp．423 − 445）。
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東亜同文書院生による「大旅行誌」を用いた 20 世紀初頭の寧夏・内蒙古の地誌的研究

〈論文〉

東亜同文書院生による「大旅行誌」を用いた
20 世紀初頭の寧夏・内蒙古の地誌的研究
−第 8 期生「甘粛額爾多斯班記」をもとに−
愛知大学大学院文学研究科地域
社会システム専攻・修士課程

Ⅰ

はじめに

Ⅱ

高木秀和

第 8 期生による『旅行記念誌』と「甘粛額
爾多斯班記」について

筆者は、東亜同文書院第 6 期のある学生が、
「大
旅行」で内蒙古とその周辺を踏査した際の様子を

第 8 期生の米内山庸夫氏がまとめた「第八期生

報告した学友会報の記事をもとに、彼らがどんな

回想録」
（『東亜同文書院大学史』収）（4）によると、

（1）
事物に関心をもったのかを検討した
（高木 2006）
。

彼らは 1908 年（明治 41）に東亜同文書院へ 75

本論はそれを受け、
第 8 期の書院生がまとめた『旅

名で入学した。時は清末で、実権は西太后により

行記念誌』のなかから、内蒙古とそれに隣接する

握られていた。当時、書院では総髪姿の学生が目

オ

ル

ド

ス

地域を踏査した「甘粛額爾多斯班」による「甘粛

立ち、第 6 期生たちが「大旅行」を終えて帰院す

額爾多斯班記」をもとに、内蒙古とその周辺（具

るとさらに総髪や辮髪が増え、
「この頃の書院は

体的には寧夏から張家口）に限り班員がどのよう

まさに総髪時代ともいえるありさまであつた」（5）

な事物に関心をもったのかを検討し、可能な範囲

が、1911 年（明治 44）の辮髪廃止令公布により

で第 6 期生のそれと比較してみることを目的とす

辮髪は見られなくなった（6）。また書院生活に慣れ

る。ただし、後述するように第 8 期生によるそれ

てくると、
「私共は中学校を出て専門学校 え入つ

のうち内蒙古とその周辺に関する記述は残念なが

たのであるが、同文書院はただの専門学校ではな

らさほど多くなく、むしろ上海から甘粛省までの

いということが分つて来た」（7）という。

記述に力点が置かれている。第 6 期生の報告は学
友会報に掲載されたもの

（2）

とはいえ、内蒙古と

（ママ）

さて、彼らが編んだ『旅行記念誌』の凡例に
よると、第 8 期生が「大旅行」を実施したのは、

その周辺に関する記述は第 8 期生のものより詳し

1910 年（明治 43）の夏から秋であり、約 70 人の

い。しかしながら、彼らの報告を地誌的なものと

書院生たちが 11 の班に分かれて中国各地を踏査

してとらえるならば、20 世紀初頭における内蒙

した（8）。また、根岸教授が序文を寄せているが、

古とその周辺の地域情報が断片的ながら明らかに

「東、黄海・東海に起り、西、巴蜀・寧夏に達し、

なるといえる。

北三姓・齊々哈爾に始まり、南、 越・嶺南に及

なお本論は、愛知大学がオンデマンド出版（全

び、其足跡の印する所、実に十有三省・満洲・蒙

33 巻＋解説 1 巻）として刊行した 4 巻目の『旅

古・東京に亘る」（9）と記しているように、11 班（う

行記念誌』を底本として用いる（3）。

ち 1 班は北京駐在班）が広大な範囲を巡った「大
旅行」であった。
そのうち、
「甘粛額爾多斯班」は 6 月 28 日に上
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海の東亜同文書院を出発し、主要都市のみを書き

藤忠商事に拠つて我国の産業、貿易発展に努力し

抜けば、洛陽、西安、寧夏府、包頭、帰化城、張

たことは書院出身者として特筆に値する一人であ

家口、北京というコースを辿り、11 月 8 日に帰

（12）
ろう」
。小笠原氏は満人の開発指導や居留民の

院した（表 1）
。班員は 5 名で、細田、大西、功力、

ために活躍し（13）、「奉天商業会議所書記長から北

小笠原、
村山の各氏である
（写真 1）
。なお前出の「第

満洲日報の社長、チチハル居留民会長、その他要

八期回想録」には、写真両端の細田、村山両氏の

職を歴任した」（14） し、この『旅行記念誌』の編

卒業後の活躍が記されていないが、大西斉、功力

集兼発行者を務めている（15）。

寅次、小笠原俊三の各氏の華々しい経歴が紹介さ

彼らが記したこの「甘粛額爾多斯班記」は、
『旅

れている。まず大西氏であるが、書院卒業後は朝

行記念誌』の 397 〜 434 頁に収録され、本文と

日新聞で活躍し、滬友会が創立 80 周年記念とし

は別に 4 頁分の口絵写真と、旅行経過表（458 〜

て編んだ『東亜同文書院大学史』によれば、「支

462 頁）がある。

那部長、論説委員となり、戦後は論説主幹（役員
待遇に）、また東亜同文会の清算に関与した」

（10）

次章以降、彼らの「大旅行」の様子を具体的に
検討していくが、
「甘粛額爾多斯班記」からの引

とある。残念なことに、米内山氏がまとめた「第

用が多くなるため、注を付すのではなく、引用箇

八期回想録」が発表された時点（1955 年）です

所を「

（11）

」で示し、引用頁数を直後に（

）で記

。功力氏は伊藤忠商店に入

すことにする。また、漢字は常用漢字に改め、活

社後、取締役兼支那支店総支配人、本社常務取締

字が潰れて判読不可能な文字は□に置き換える。

でに逝去している

役などの要職を歴任し、
「大正、昭和にかけて伊

［写真 1］班員集合写真（『旅行記念誌』を転載）
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表 1 「甘粛額爾多斯班」の旅程［明治 43 年（1910 年）］
月日
宿泊・滞在地
6 月 28 日 上海発、南京泊
29 日
30 日

（船中泊）

7 月 1 日 漢口着・泊
2 日 漢陽滞在
3 日 武昌滞在
4 日 漢口滞在 ?
5 日 駐馬店泊
6 日 洛陽着・泊
7日
8日

洛陽滞在 ?

9 日 新安県泊
10 日

池県泊
池県滞在
12 日 硤石駅付近泊
13 日 硤州泊
14 日 □実 ? 県泊
15 日 □郷 ? 県泊
16 日 □□泊
17 日 華陰県泊
18 日 華州泊
19 日 渭 ? 南県泊
20 日 （半夜行）
、臨潼県泊
21 日 臨潼県滞在
22 日 西安着・泊
11 日

23 日
24 日
25 日
26 日

西安滞在

27 日
28 日
29 日 咸陽泊
30 日 醴泉県泊
31 日 乾州着・泊
8 月 1 日 乾州滞在
2 日 永□県泊
3日
州着・泊
4日

州着

5 日 長武泊
6 日 涇州着・泊
7 日 涇州滞在
8 日 白水泊
9 日 平涼府着・泊
10 日
11 日 平涼府滞在
12 日
13 日 瓦亭泊
14 日 固原州着・泊
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日

固原州滞在

月日
宿泊・滞在地
8 月 21 日 経揚郎庄 泊
22 日 七営泊
23 日 王家園庄泊
24 日 官亭泊
25 日 黒王岔泊
26 日 平遠県泊
27 日 韋州堡泊
28 日 恵安堡泊
29 日 石溝駅泊
30 日 □州着・泊
31 日
□州滞在
9月1日
2 日 望河堡泊
3 日 寧夏府着・泊
4日
5日
6日
7日
8日
寧夏府滞在
9日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日 李剛 ? 堡泊
15 日 平羅県泊
16 日 石嘴子着・泊
17 日
石嘴子滞在
18 日
19 日 石嘴子滞在、（船中泊）
20 日
21 日
22 日
（船中泊）
23 日
24 日
25 日
26 日 （船中泊 ?）、包頭着・泊 ?
27 日
包頭滞在
28 日
29 日 ? 薩拉齊泊
30 日 三把樹泊
10 月 1 日 ピクチー泊
2 日 帰化城着・泊
3日
4日
5 日 帰化城滞在
6日
7日
8 日 買代兒泊
9 日 ターユーシユー泊
10 日 魁元図泊
11 日 シシャイング泊
12 日 チャオクオル泊
13 日 チャンヤン堡泊

月日
10 月 14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
29 日
30 日
31 日
11 月 1 日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日

宿泊・滞在地
チューチアチュアン泊
張家口着・泊
張家口滞在
北京着・泊

北京滞在

天津→営口→大連→旅順等
を歴訪

大連発（船中泊）
上海着

（「甘粛額爾多斯班」の記述より作成）

注1

判読不明な文字は□とし
た。

注2

到着日と出発日を除いて
2 日以上滞在した場合は、
まとめて示した。
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Ⅲ 「甘粛額爾多斯班」が見聞した 20 世紀初頭
の内蒙古とその周辺

分かる。また、電報局もあり、後述される（428 頁）
がここで日韓併合について知ることになる。
寧夏府から石嘴子の間では、「地形・自然環境」

冒頭で述べたとおり、本論では寧夏から張家口

の記述が多くみられ、
「雄大なる大陸的自然」（420

までの区間に限って彼らの記述を検討したい。前

頁）
、すなわち賀蘭山とオルドス沙漠と黄河がつ

出の表 1 を再びみてみると、この間を 45 日かけ

くり出す風景に心を奪われている。また賀蘭山

て移動および滞在している。出発・到着・帰院日

の最端である炭山に近づくと、ちょうど水稲の収

も含めて 134 日間をこの「大旅行」に費やしてい

穫時期にあたり、遠く日本のその光景に重ね合わ

るので、当該区間は全体の 33.6% であり、約 3 分

せ、ふるさとを懐かしんでいる。なお、
「都市経済」

の 1 の期間である。また、
「甘粛額爾多斯班記」

の項にあるように、低次の中心地では市（定期市

の本文は全部で 38 頁あるが、そのうち当該区間

か）が開かれており、このような記録を集めれば地

の記述は 15 頁で、
全体の 39.5% である。すなわち、

域住民の生活圏を明らかにすることが可能である。

この区間は全体から見れば 3 〜 4 割程度の分量で

石嘴子では、
「都市経済」について比較的詳し
く述べられている。石嘴子は人口 1 千人ほどで目

あり、全体からみればさほど多くない。
それでは、本文の内容をピックアップして作成

立った商店などはないが、
「今此処に隠れたる石

した表 2 も参照しながら、具体的に彼らの足どり

嘴子を紹介すべき必要がある、否少なくとも吾人

を確認していきたい。なお、表の各項目は、筆者

には此地を世に公にすべき義務を感ずる」
（422 頁）

が前稿で作成した表のそれを採用し

（16）

、次章で

とし、その理由を交通の利便性から「甘粛羊毛の
集散地たる」（422 頁）からとしている。ここで

の比較に用いることが可能なようにした。
まず、
寧夏府に関する記述である。ここでは、
「土

いう交通とは、黄河を利用した民船による水上交

着文化」、「外来文化」
、
「都市経済」に関する記述

通のことである（写真 2）
。一般的に寧夏はその

が多い。まず土着文化では、滞在中に知り合った

大市場として知られているが、いまだ大市場とい

蒙古人たちと交流の機会を持ち、会食などをして

うに及ばないとし、①「殊に寧夏は黄河々岸を去

いる。そこで聞いた彼らの歌声は悲哀に満ちたも

る三十清里の地にあれば運搬せんとするに当り其

ので、班員は鉄木真（テムジン）への哀悼の気持

不便云はん方なく」
、②「寧夏石嘴子間の舟行黄

ちが込められていると感じたが、実際は「男女相

河水浅くして自由ならざる」
（422 頁）からと説

思の歌」
（419 頁）
など世俗的な歌であった。また「外

明している。そのため、オルドスやアラシャンの

来文化」では、キリスト教布教のためにやってき

一部と甘粛省の羊毛のほとんどはこの地に一度集

た西洋人について述べ、その主人は「華服を穿ち

められ、包頭に運ばれるという。

辮髪を結ふ華語をあやつること頗る巧み」
（420 頁）

しかし、1 週間の「船中生活」の項にあるように、

で、この場所にやってきて 7 年が経過し、信者が

包頭までの黄河の水深も比較的浅く、舟が一日に

40 人以上いるということで、その目的を着々と

何度も座礁を繰り返した。
「船中生活」では時間

達成しようとしている。また、懐中時計や眼鏡を

を持て余し、ここでも風景を眺めながら鉄木真の

身に付けた蒙古人に出会っているが、これも都市

ことを考えている。この黄河下りを、
「甘粛旅行

に居住しているからこそこのような生活を享受で

と蒙古旅行との区画をつけたる」
（426 頁）もの

きていると考えられる。さらに「都市経済」では、

としている。

役所が置かれる地方政治の中心であり、商店が集

そんなことをしながらやって来た包頭での滞在

まる経済の中心としての性格を持っていることが

は 2 日間のみで、両替や車を雇うなどといったこ
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表 2 「甘粛額爾多斯班」が関心を抱いた事項
地名

地形・自然景観

史跡

寧夏府

寧夏府
〜石嘴
子

見渡す限り果てしない草原、秋
草の紅葉と緑草との調和、賀蘭
山、柳の並木、黄河の奔流、霞
のように際涯なく連続している
オルドス沙漠、ラクダの群（以
上、平羅県）、砂地と所々の大
きな砂丘、平野の日の出にも趣
がある、近づく賀蘭山、オルド
ス沙漠とアラシャンを分流する
勇敢な黄河の流れ、炭山に沈む
夕日

長城

土着文化

外来文化

羊肉のみを嗜好する回民、酔っ
た蒙古人が歌う蒙古の歌→悲
哀な歌声、蒙古人との酒宴

福音堂→西洋
婦 人 と 華 服、
辮 髪、 華 語 の
主 人、40 人 以
上の信者、コー
ヒービスケッ
ト、 軍 帽 を か
ぶり頭髪は短
く赤帯を締め
た阿拉善蒙古
の 一 兵 士、 懐
中時計をぶら
下げ眼鏡をか
けたハイカラ
な蒙古人

米の収穫と田園風景→日本を思
い浮かべ懐かしい

仲秋前で市が
開ける黄梁橋
→非常な雑踏、
船中用の食料
等の購入

秋

名月を眺めるとき、街は爆竹な
どで騒がしいが、オルドス沙漠
の方は時おり蒙古人が操る馬の
声が聞こえるのみ

一見寒村に過
ぎ な い、 寧 夏
と包頭間を往
来 す る 民 船、
交 通 の 要 衝、
甘粛羊毛の集
散 地（ 寧 夏 は
黄河から遠く、
寧夏から石嘴
子までの水深
は浅いため不
利）、大きな 6
つ の 洋 行、 民
船 200 艘

乗り込む舟の
決 定、 昼 食 前
の一時的な夕
立、 中 秋 の 名
月→寧夏で購
入した月餅や
水瓜や清酒を
供 え、 酒 を 酌
み 交 わ す、 君
が代を二唱

船中生
活

座礁した際に船頭は水中に飛び
水深が浅いため幾度も座礁→水 「鉄木
込んで対処、黄河の水で炊いた
流が早いために動き出せばスム 真の
飯は赤くてジャギジャギと音が
ーズ、白羊の群
回想」
する

民船での生活
の 様 子、 船 客
にあだ名を付
ける、蚤取り、
携帯の護刀「日
本 号 」の 手 入
れ
商 業 が 活 発、
換 銭、 蒙 古 帽
や 羊 皮、 商 会
総局や厘金局

包頭

漠々たる平原、北には陰山、南
はオルドス沙漠、その間を悠々
と流れる黄河、ラクダや羊や馬
の群

気象その他

滞在中の漬物
づ く り、 醤 油
の 購 入、 新 鮮
な淡水魚→味
噌 汁 に、 黄 河
の船旅の必需
品の購入

オルドスから眺める朔北の平
野、雄大な風景

車の手配

棒の様な雨（三
把樹）、朝の大
陸の冷え切っ
た 空 気、 路 上
の水溜りはみ
な凍っている、
酒と卵と麺の
食 事、 蒙 古 人
に間違われる

西洋文士の別荘を思わせる陰山
の谷間のラマ寺、夜に蒙古犬の
襲撃、土を固めた小家が 5、6
軒（三把樹）→馬の屠殺、鷹飼

帰化城

ラマ廟

工芸局→毛
毯子等の出品
はなく実際は
木 綿 の み、 換
銭→1両1吊
250 文の相場

帰化城
真っ白な陰山、平原から山道へ
〜張家
（ターユーシユー）、蒙古の草地
口

班員を慕う蒙古人、漢人に駆逐
される蒙古人を気の毒に思う、
高原中の一軒屋と蒙古犬（魁元
図）、荒原中の一軒家→馬糞で
煮る（コルスタイ）、蒙古人女
将の意地悪さと欲の深さ、馬の
飼料の草は栽培（シシャイン
グ）

張綏鉄道は
チューチア
チュアンまで
延びる（「建築
列車」を運転）

住民を山河のある暮らしをして
いるので風雅の人々と感じる

思ったよりも
貧弱に見えた
外城

張家口

日本人

県 衙 門、2 つ
の 大 街、 大 規
模な商店の集
中、 漢 口・ 天
津からやって
来た出稼ぎの 卒業生波多野
小 商 人、 テ ン 氏、 王 爺 府 に
ト で の 商 売、 日本人 ?
寧夏府の北 15
清里にある寧
夏将軍の居城、
電報局あり（後
述）

石嘴子

包頭〜
帰化城

都市経済

帰化城到着祝、
豊鎮より出張
日韓併合と日
の田中佐吉氏、
本の大洪水を
氏と何度も会
知る、車の手
食
配、雨
顔の皮も破れ
んばかりの陰
山 嵐、 朝 の 温
度− 14℃（魁
元 図 ）、 白 菜
を生で食べる
（チャオクオル）
義成洋行の富
岡氏、石井氏、
北京から来た
第一期の内藤
氏

義成洋行と会
食時に俳句会
を行う→相手
方に軍配

（「甘粛額爾多斯班記」の記述より作成）
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とのほかは「調査の重荷も此地で下したので専ら

つた」（428 頁）とあるように、彼らにとって内

町内の見物に力めた」
（426 頁）
。なお、包頭以降

蒙古は調査のメインではないと考えられ、包頭を

のルートは、第 6 期の「晋蒙隊」のそれとほぼ一

出発して以来、麺や酒といった簡単な食事だった

致していると考えられる（図 1）
。

のが、帰化城に着いて「大御馳走」（428 頁）を食

包頭から帰化城の間では、大平原から見る陰山

べたり、豊鎮の田中佐吉氏と連日会食するなどに

とオルドスが印象的であったようである（
「地形・

より心が解放されたといえる。
「都市経済」の項

自然景観」）。また、夜中に便所に行く際の蒙古犬

でピックアップしたように、それでも町内見物の

の襲撃や、
「棒の様な雨」
（427 頁）など、第 6 期

一つとして工芸局を見学しており、
「南京南洋勧

の「晋蒙隊」の記録にみられるようなことを彼ら

業会に帰化城工芸局の名前で毛毯子等が出品され

も体験している。そこで蒙古犬対策として、「本

て居たのだから其実況を見んとの希望」で訪れた

旅行隊規則第十三条に今後夜間の大小便は屋内に

が、
「然るに実際は木綿類のみにて他に一物も無

於てすべき事の一ヶ条を加へた」
（427 頁）こと

いので一寸呆れた」
（428 頁）と感想を述べている。

から、よほど恐ろしかったとみえる。

なお、帰化城では包頭に比べて長期間滞在してい

帰化城（写真 2）では、到着初日に日韓併合の

るが、4 日目に雨が降ったからであり、田中氏と

ニュースを正式に知った。電報局のある寧夏府で

の対面や雨が降らなかったら 2、3 日で出発して

第一報を聞いたときには、それが信じられなかっ

いたと思われる。

た。曲解を恐れずに述べると、これまでの「旅中
は単に食ふ事呑む事寝る事の外は念頭に何もなか

図1

帰化城から張家口の間では、「地形・自然景観」
や、朝の「顔の皮の破れん許り」の「陰山嵐し」
（430

第 6 期「晋蒙隊」および第 8 期「甘粛額爾多斯班」のルート（一部）
ただし、帰化城〜張家口の正確なルートは不明。
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［写真 2］口絵写真の一部（『旅行記念誌』を転載）
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頁）など、ダイナミックな自然に驚いている。そ

化させ、蒙古人からはかつての獰猛さや武勇は

のような広大な空間のなかに、彼らが宿をとった

感じられなくなった状況。

ような小さなムラが点在している。そんなムラで

である（17）。

生活している蒙古人たちは漢人に追い立てられ、

以上、第 8 期「甘粛額爾多斯班記」の内容の一

班員は彼らのことを気の毒に思っている。シシャ

部をみてきたが、彼らもこの①から③を実感して

イングで出会った宿の「蒙古人女将の意地の悪さ

いるといえる。ただし、内蒙古とその周辺がこの

と、欲の深さは漢人に対抗して宿屋経営をする丈

「大旅行」のメインではないので、詳しい考察な

ありて強固」（431 頁）と述べているように、蒙

どはなされていない。

古人の漢化のことを考えれば、彼女の態度もある
程度許容できるのであろう。

ここで、第 8 期「甘粛額爾多斯班記」の内容を
まとめた表 2 と、第 6 期「晋蒙隊旅行記」の内容

張家口では、第 6 期生の「晋蒙隊」もお世話に
なった「義成洋行」を訪ね、彼らと会食をしなが

をまとめた表 3 を用いて、彼らの関心の違いをみ
てみたい。

ら俳句会を催している。この「甘粛額爾多斯班記」

各項目の分量の違いから関心事項の違いをみ

を読んでみると、何箇所か俳句や詩歌が登場する

てみると、第 8 期のそれは第 6 期のそれに比べて

ので、彼らには文学的な素養があるといえる。し

「都市経済」に関する記述が比較的充実している

かし、「軍配扇は常に彼方に挙つた」
（432 頁）と

が、
「史跡」や「外来文化」に関する項目が少な

あるように、日常的に俳句会を開いていると思

い。第 6 期の「晋蒙隊」は、著名な史跡に近づい

われる義成洋行の人たちにはかなわなかった。ま

たり到着すると、その主人公に思いを馳せるロマ

た、「張家口の人は此山あり河ある地に御生活さ

ンチスト的性格の持ち主であったが、第 8 期の彼

るゝだけありて流石に風雅の人々とのみ見受け

らはむしろ客観的に歴史を捉え、史実を辞書的に

た」
（432 頁）という感想を述べている。

説明したり、
（史跡で詠んだものは少ないが他の

なお、張家口・北京間は汽車で移動し、北京滞

場所で詠んだものにも共通するという意味で）観

在後は天津や大連などの都市を巡り、11 月 8 日

察事項や客観的事項を織り交ぜた詩歌を創作して

に帰院を果たした（前出の表 1 参照）
。

いる。拡大解釈をすれば、第 6 期の「晋蒙隊」（と
くに、筆者の玉生武四郎氏）は比較的歴史や文化

Ⅳ

第 6 期「晋蒙隊旅行記」と第 8 期「甘粛額
爾多斯班記」の比較

に関心を持っている人たちであるが、第 8 期の「甘
粛額爾多斯班」は「都市経済」に関心を持ってい
ることから、比較的現実・客観主義的な傾向にあ

筆者は前稿において、
「晋蒙隊旅行記」の内容

るように考えられる。

を次のように整理した。
①内陸の寒暖差が大きく『
「棒の如き」雨』が降
るように変化に富んだ気候、ダイナミックなが
らも変化の乏しい風景といった自然環境。

Ⅴ

おわりに
以上、第 8 期「甘粛額爾多斯班記」の内容を、

②ヨーロッパ系の宣教師・中国各地の商人を中心

寧夏府から張家口までの区間に限って検討したの

に、日本人も含めて広域から人々が入り込んで

ち、第 6 期の「晋蒙隊旅行記」の内容と比較して

いる状況。

みた。両者の作品の性格の違い（第 6 期のそれは

③蒙古人の領域に漢族が入り込み、ラマ教を巧み

学友会報に掲載された簡易版であるが比較的当該

に利用しながら蒙古人を駆逐し、生活文化を漢

地域のことが詳しく書かれている。第 8 期のそれ
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表３ 「晋蒙隊」が関心を抱いた事項（高木 2006 を転載）
地名

地形・自然景観

史跡・仏教寺院

土着文化

外来文化

都市経済

日本人

気象その他

「果物に富める地」
八 達 嶺 に 至 る 山 道、万 里 の 長 城 関 係（ 八
「師範学堂
（八達嶺〜）→「西
回教徒（土耳古人の子孫）
八達嶺からは砂礫が 達 嶺 の 狼 煙 台 跡・ 居
に教習柿
馬 に 乗 っ た 蒙 古 人、
北京〜
瓜隊」の異名、楊
の村（西貴市）→運送業
多 い 高 原、 そ の 頂 上 庸関・鉄木真）、̲ 鳴（寺
田 氏 」（ 宣
南京虫・蝎子
張家口
河から響水堡に至
を営む
か ら 眺 め る「 雲 谷 」院ほか）、宣化府の荒
化府）
る峠での強雨
廃
と羊群
山西人が
義成洋行
皮貨店そ
（書院 2 期
ロ シ ア 人（ 露 清 銀 行 ほ
張家口〜帰化城
の他店舗
張家口の長城（石塊
生石井氏
か）、洋務局での英語の
までのルート選択
を営む、
張家口を一望できる 製）、張家口の語源、
が 経 営、
や り 取 り（「 此 地 は 北 辺
張家口
（察哈爾遊牧地を
物流の拠
市街地の構造（下堡
西太平山
古 橋 氏 ）、
第一の要害」と調査を咎
通過するルート）
点、両替
には小城あり）
三井分行
められる）
（銅貨→制
（浦氏）
銭）
「ハンノルバには人家
三 四 散 在 」、 蒙 古 犬、
多くのモンゴルテン
ト、 喇 嘛 廟（ ポ ー ル
ツ エ イ ）、「 支 那 人 家
コンディションの悪
六七テント三四近く
い道路、禿山、ハン
に見ゆ」・南京虫・野
ノルバの峻坂→「登
菜 の な い 食 事（ 以 上 移住支那人による開墾と
りつくせば約五千尺
寒気（激しい寒暖
マレンチユイ）、土作 蒙古人の駆逐、キャラバ
の高原際なく涯なく
差）、烙餅、「竹の
ハンノルバと鉄木真、 り の 家、 蒙 古 人 の 習 ン、ローマカトリック（ナ
張家口 続くなり」、波状高原、
子先生」（マレン
オルドスに眠る鉄木 俗（ テ ン ト 生 活・ 羊 ホーチエンの教会と白人
〜帰化 朔北の野（一面の牧
チユイほか）、美
眞、荒れ果てた古真、 肉や乳製品が中心の 宣教師→支那語で対話、
草地帯、傾斜が非常
城
しい日の出と月、
食 生 活・ 貫 頭 衣・ 単 ルッテン氏作成の地図）、
カラコルム
に緩慢な山→変化の
車中泊を数度経験
純快活で宗教心に富 蒙古人がアヘンを吸飲
ない風景）、「大牧場」
む 性 質・ 卓 越 し た 乗（ホルスタイン）
と夜になると狼や鬼
馬技術と獰猛さ）、喇
が出そうな山（ホル
嘛 教（ 戦 略 的 な 優 遇
スタイン手前）
政策と相続者以外の
出家→人口減・「ツー
ルフール ｣（門付）が
歌 う「 鉄 木 真 へ の 祈
願」）
交通の要
地、「上流
「北は陰山より南は
の商人に
殺虎口に至り西は目
清真大寺のアラビア人 2 は天津人
も遥かの鄂爾多斯砂 綏遠城（新城。帰化
衙門、綏遠城と歩
名より回教徒の事情など 多く天津
漠に及ぶ大平原に五 城より東北 5 清里の
第一営の訪問、新
語は勢力
を説明してもらう、商人
「人皆何となく風雅」
、
帰化城 穀繁茂し樹林散在す 位置にある）と帰化
式の教育を受けつ
を有す」
、
宿での交流（天津・庫倫・
喇嘛教と活仏の概略
る」、「やがて城壁は 城（旧城）の簡単な
つある八旗兵と護
新彊などの商人、隊商が 皮・織物
見え初め楊樹の森の 紹介
衛
工業、貧
運んできた乾葡萄）
上に雅美なる喇嘛塔」
富の差小
（入城までの景観）
さく生活
には便利
「陰山々脈を北に黄河
英語を話す洋服姿の土耳
晴天時の竜巻、朔
オボ（その形状と巡
帰化城 を南にせる大平原中
其斯坦（トルキスタン）
北の「棒の如 き 」
礼の習慣・「旅客には
〜包頭 を道は通じ付近は牧 王昭君と青塚
人と支那人の従者（トシ
雨
好箇の目標」）
場農地相半し樹林も
鎮
ユホ）
処々に散在する」
「陰山を背にし阿拉善
を右にし左は以て王
南海子
たるべき帰化城の平
（「包頭鎮
「九月とは云へ口
原を控え眼下には是
と甘粛と
外はべら棒に寒
れ万里天上より来る 大きな城壁（「想ふに
の水運に 「天津の売
き一日の夕」、「王
包頭鎮 黄河の流あり」、オル 是れ甘粛の回教徒に 黄河の鯉料理と黄酒
依るの貿 薬商林君」
得勝将軍旗下の馬
ドスの大砂漠、「鎮の 備ふ」ため）
易を司る
隊」の歓迎
位置高ければ水の供
（中略）一
給少き」ため生ずる
小村」）
「住民の不便」、川幅
は意外に狭い黄河
「豊鎮は口
「雨後の寒気」、
「漠
外移住民
教 会（「 プ ロ テ ス タ ン ト
得勝口の長城（荒廃）、
南 の 寒 」 は「 た
に物資を
帰化城 陰山の雪景色、「人烟
「東方の山上高く北魏 穴 居（ 清 潔 で 住 み 心 の 在 口 外 宣 教 師 」）、 ス
まつたものにあら
供給する
〜大同 稀なる草地に横はる
ウェーデン人宣教師 3 名
の一帝陵を見る」（チ 地よい）
ず」、撫民府のも
要地とし
一大湖」
（「代哈泊畔」）
府
とともに大同府へ入城
ンコリヨウ）
てなし→老酒
て早くよ
り発達」
来日経験のある知府、教
「文廟らしきものゝ開
塚本工学
会堂（スウェーデン人宣
極めて雄大な城壁、
無礼な知県、歩隊
帳」（雅美な風俗と奈
博士と通
教師がバイオリンとハン
大同府
上・下華厳寺、石窟
の耿紙との往来
良時代を彷彿とさせ
訳樋口氏
ドオルガンで国歌を演
寺
る婦人のスタイル）
奏）
大 同 府 樹木の紅葉→悪路も
〜 張 家 苦にならず、レスの 「地上一面に天然曹達
する陽高天鎮」
口
谷
（「晋蒙隊旅行記」「晋蒙隊旅行記（承前）」の記述より作成）
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は書籍として刊行されたものだが、当該地域の占

んだ内蒙古方面の「大旅行」の記録を読み進め、

める分量は多くなく、内容も薄い。
）も大きいが、

地域の変化を明らかにするとともに、
「大旅行」

筆者の特性や性格が内容に反映され、同じ地域を

のダイジェストだけではなく、提出が義務付けら

巡ったものでも関心が異なっているという意味で

れた卒業論文や日誌、
『支那省別全誌』の内容も

は、「大旅行」のダイジェスト版を読み込んでい

確認しながら、この地域の特徴を明らかにしてい

く意義があるといえる。

きたい。

今後の課題として、他の時期の書院生たちが挑

［付記］
本論の執筆の機会を与えて下さった藤田佳久教授に感謝申し上げます。

注
（1） 高木秀和（2006）「内蒙古で日本人学生は何を見たか

̶東亜同文書院第 6 期生が記録した内蒙古と現代の一日本人学生

が見聞した内モンゴル自治区について̶」、『愛知大学東亜同文書院記念センター

オープン・リサーチ・センター年報』

創刊号、109̶124 頁。
（2） 藤田佳久（2000）などによれば、第 7 期生以降は自分たちの手で調査ダイジェストが編まれるようになった。
藤田佳久（2000）「東亜同文書院学生の中国調査旅行とコースについて」、『東亜同文書院

中国大調査旅行の研究』（愛

知大学文学会叢書 V）、289 頁、大明堂。
（3） 清国上海東亜同文書院、小笠原俊三・編（1911）『旅行記念誌』、総頁 462。
オンデマンド版は、愛知大学（2006）『東亜同文書院大旅行誌 4

東亜同文書院編

旅行記念誌

第八期生』、総頁 462、

雄松堂出版。
（4） 米内山庸夫（1955）「第八期回想録」、滬友会・編『東亜同文書院大学史』、184̶188 頁。
（5） 滬友会・編（1982）「第八期生回想録

総髪と辮髪と」、『東亜同文書院大学史

なお、この回想録は前掲 4 の内容に加筆・修正を加えたものである。
（6） 前掲 5。
（7） 前掲 4。
（8） 前掲 3、凡例。
（9） 前掲 3、序。
（10）前掲 5。
（11）前掲 4。
（12）前掲 4。
（13）前掲 4。
（14）前掲 5。
（15）前掲 3、奥付。
（16）前掲 1、120 頁。
（17）前掲 1、123 頁。
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台湾における東亜同文書院関係の収蔵資料所在調査について

台湾における東亜同文書院関係の収蔵資料所在調査について
台湾における東亜同文書院関係の収蔵資料調査について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター /
オープンリサーチセンター運営委員
（豊橋図書館職員）

一、はじめに

成瀬 さよ子

されていて直ぐにコピーして入手することが出来

昨年に続いて、2008 年３月 12 日から 15 日ま
で３泊４日で台湾に資料調査に出かけた。メン

た。資料内容は下記の通りである。コピー料金は、
75 元であった。

バーは昨年同様、記念センター長の藤田佳久教授、
ポスドクの武井義和さん、R.A. の石田卓生さんと

台湾国立故宮博物院所蔵「宮中档奏摺 - 光緒朝」

私の４人が参加した。12 日早朝に豊橋を出発して、

文献編号 408003340

中部空港を 10 時 15 分に出発。台北には約３時間

作成者：頭品頂戴兼署兩廣總督廣東巡撫徳寿

半で到着した。お天気は曇り空で、湿気を含んだ

文題：
「奏為廣東惠州會匪被外匪句結餘匪起事派

生温い風はあまり快適とは言えなかった。

營剿辨獲勝並仍飭搜捕餘匪情形事（附一：責成各

我々一行は、台北の空港からタクシーで国立故

營分投搜捕惠州餘匪片）
（附二：奏准交卸柳慶鎮
總兵片）
（附三：陳廣東歸善縣霞涌一帶分界與設

宮博物院に併設の図書文献館に直行した。

情形片）」
二、国立故宮博物院

作成時期：1900 年 11 月 5 日（光緒 26 年 9 月 14 日）

国立故宮博物院図書文献館で見たかった資料

ざっと見たところでは、良政と断言できる文字の

は、清朝の公式文書であった。石田さんからの情

記載は見当たらなかったが、当時の様子が克明に

報で、米内山庸夫が取り上げていた山田良政遭難

記されているので、今後この資料を使って論文が

時の様子を伝える資料ではないかとのことで、こ

作成されることを期待している。

のコピーを入手したかった。

＊荘吉発氏の著作物は、本学では『清代天地会源流考』、

事前に見たい資料は、全てインターネット上
で調べて出かけているので、スムーズに利用する

『故宮 案述要』、『清代秘密會黨史研究』など９冊の
図書を収蔵していた。

ことが出来た。しかもラッキーなことに、下記資
料を請求すると図書文献館の研究員である荘吉発
氏に会って話をすることができた。彼は著作物も
多く『清代天地会源流考』国立故宮博物院

1981

刊の中（174 ｐ .）で、この公文書を引用してい
る事を教えてくれた。
原本は当然閲覧不可であったが、資料は電子化
−国立故宮博物院

図書文献館前にて−
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三、中央研究院

る東亜同文会輯の『日俄時局輯録』を見せてもら

３月 13 日は、中央研究院に出かけた。予め黄
福慶先生に訪問日と時間、及び「東亜同文書院調

う事が出来た。日露戦争時に東亜同文会と清朝の
要人盛宣懐との手紙文である。

査報告書」稿本の閲覧願いを書いて手紙を出して

昨年は時間の関係上、閲覧することが出来な

おいたが、返事をいただくことが出来なかった。

かったが、今回は手袋とマスクをつけて藤田先生

我々は最初に近代史研究所に出向いて、黄先生に

が閲覧することを許された。またコピーは１/ ３

連絡を取った。しかしながら黄先生は先約があり、

の範囲で許され、昨年は直接来館する以外は郵送

午後４時半にならないと研究室に来られないとの

のサービスはしないと言われたが、今回は 410 元

事であった。従って先に近代史研究所図書館、台

を先に支払い、航空便で郵送してもらうよう手配

湾史研究所図書館、傳斯年図書館、及び郭廷以図

出来た。
また林出賢次郎の『新彊踏査談記録』中亜問

書館を周ることにした。
中央研究院

①

近代史研究所では、
『支那の會

題研究会、昭和 19 年刊も複写することが出来た。

審制度』馬場鍬太郎著、
『北京大学』鈴木擇郎著、
『黄

林出は東亜同文書院第２期生であり、満洲国皇帝

河上流の水運』和田平市著を閲覧した。３点が１

溥儀に信頼された唯一の日本人としてあまりにも

冊の本に収められていて、東亜同文書院研究部の

有名であるが、卒業後２度も新彊地方に調査旅行

出版物であることに間違いが無かった。目次には

をした体験談を語っていて、大変興味深い資料を

３つの書名と著者名が記戴されているが、全体の

発掘したと思っている。
いずれも国内の大学・研究機関で所蔵していな

書名は記されていなかった。また奥付けも無かっ
た。目次頁には大正 11 年８月 24 日、東亜同文書

い貴重な資料であった。

院研究部より寄贈されたと記されていた。さらに

他に近衞文麿述『近衞公清談録』伊藤武編、千倉

台湾総督府図書館の蔵書印もあり、どのような形

書房、昭和 12 年もコピーで入手できた。
また第２代院長の杉浦重剛の『倫理書』や『國

で上海から台湾へ渡ったのか想像するだけで楽し

體真義』は、あまりに大きな分厚い資料だったの

い。

で、確認するに留めた。
中央研究院

②

台湾史研究所では、岸田吟香手

記『衛生新編』楽善堂

明治 25 年刊のコピー入

手が出来た。
病状や治療法など医学百科とも言うべき書で、
因みに「糖尿病」を調べたら「蜜尿病」を見よと
なっていて、男子に多いが原因不明、治療は薬よ
りも穀物や澱粉質、糖質を取らない食事療法が詳
細に書かれていて、現代と同じ治療に驚くと共に、
横浜でヘボンに学んだ吟香は、漢学者、ジャーナ
リストとしても優れた才能を発揮し、医学から目
薬の販売に至る商才も発揮したすごい人だったこ

−中央研究院

近代史研究所にて−

とを改めて実感した。
④
③

中央研究院

傳斯年図書館では、貴重書であ

中央研究院

郭廷以図書館は、３月 20 日ま

で蔵書移転のため閉館中で資料を閲覧すること
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台湾における東亜同文書院関係の収蔵資料調査について
台湾における東亜同文書院関係の収蔵資料所在調査について

が出来なかった。ここでは『近衞手記：日本政界
二十年』と東亜同文書院教授の小竹文夫著『近代

四、国立台湾大学
国立台湾大学では、
『在支那外人設立学校概観』

支那経済史研究』を調べたいと思っていたが、残

大村欣一著、
『重慶宜昌間の交通』千原楠蔵著、
『上

念だった。

海に於ける醤油製造法』後藤貞治著

午後４時半になり、黄福慶先生と面談の約束時
間が来た。先生は昨年も「東亜同文書院調査報告

東亜同文書

院研究部、大正 10 年刊を確認した。
三つのタイトルが１冊本として収められてい

書の稿本を中央研究院で見た」と言われたので、

て、大村は東亜同文書院の教授であり、千原と後

私は中央研究院の Opac では検索が出来なかった

藤はいずれも第１８期生の学生と記されていて、

と告げたが、今年も既に図書館の閉館時間となっ

本学にあるべき本が収蔵できたことを大変嬉しく

ていて、稿本を確認する事は出来なかった。その

思った。大村の『在支那外人設立学校概観』は、

他に黄先生から中央研究院における中国近代化の

当時の中国における外国学校が詳細に書かれてい

グループの中で、
「大旅行調査報告書」を利用し

て、私も読んでみたい資料であった。

て発表した５名の研究者と書籍名を教えていた

また第４代院長の大津麟平の著作物は本学には

だくことが出来た。張朋園・王樹槐・蘇雲峰・李

全く収蔵が無かったので、コピーではあるが『理

国 ・張玉法の５名について、早速帰国後本学の

蕃策原議』大正３年を入手できたのは、意義深い

Opac を調査したところ、いずれも国際問題研究

ものがある。

所に収蔵していたので、早いうちに内容を確認す

御幡雅文の『滬語便商：一名．上海語』は、２
種類あり中国語で書かれた本と日本語の書き下し

ることとした。
黄先生のお話に時間が経つのを忘れていたが、

文の本がセットになっている実務書で、今後上海

先生は５時半から会議があったので、急ぎ研究室

語を研究する上で格好の資料となるであろう。御

を退出した。

幡は熊本鎮台で荒尾精に中国語を教えた縁で、日
清貿易研究所の創立に参加し、東亜同文書院の初

＊黄先生が言われた「調査報告書」の稿本の件につい
ては、もしかしたら国立中央図書館台湾分館で、以前
に閲覧した第１回から第６回（第五期生から第十期生）
の調査報告書の事であったかもしれない。なぜならば、
『東亜同文会支那調査報告書』の１巻と２巻について
は、中央研究院の台湾史研究所収蔵となっていたが、
実際には分館に返却したと図書館職員が言っていた。
また国立中央図書館台湾分館の Opac を検索した際に

期に北京語と上海語を教えた人である。
国立台湾大学はいかにも世界に誇る大学である
といった趣で、古い西洋的な建物がすばらしいと
思った。また正門からまっすぐに伸びた道路の両
脇には、木立が並びその遥か向こうの正面が図書
館の建物である。いかにも図書館が大学の中心で

も、これは中央研究院に行っていると言われた。基準

あるといった雰囲気が漂う建物であった。もう少

は分からないが、お互いに資料の往来があるようであ

しこのアカデミックな大学らしい雰囲気の中に身

る。

を置きたいと後ろ髪を引かれる思いで台湾大学を
後にした。

３月 14 日は、まだ中央研究院の民族学研究所
の図書館を訪問していないので、行くべきか迷っ

五、国立台湾図書館＝国立中央図書館台湾分館（旧

たが、より多くの未見資料のある国立台湾大学と
国立図書館（国立中央図書館台湾分館）に出かけ
ることにした。

台湾総督府図書館）
国立台湾図書館に一昨年出かけた時には、古い
資料のコピーは本が痛む事を配慮して自分のデジ
カメを使用して無料で撮れるようになっていて驚
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六、終りに
３泊４日はあっという間に終わってしまった。
朝はホテルを９時半出発、終日資料集めに奔走し
夕食が終わると午後８時をとっくに過ぎていた。
それから藤田先生はじめ若い彼らは書店街に繰り
出し、毎日大量の書籍を購入してきた。特に藤田
先生の書籍に関する購入癖はエネルギッシュで止
まることが無かった。先生は腰痛もあるし、３月
上旬は体調を崩されていたのだから、程々にすれ
ば良いのにと余計な事を考えていた。またあの中

−国立台湾大学図書館前にて−

の何冊かは既にダブって購入しているのではない

かされたが、今年はコピーがかなり制限されてい

か？と心配しながら、冷ややかに見ていた私で

た。著作権を守るとの国の方針変換で、自由に複

あった。因みに私はと言うと、コピーした大量の

写することは許されなかった。

資料は全て私のスーツケースに収められて大事に

岸田吟香の『台湾信報』と近衞文麿手記『太平
洋戦争勃発まで』のコピーを入手したかったが、
いずれも１/3 しか入手が出来なかった。今後は
より一層古本調査に努めたいと思った。

持って帰って来た。お陰様でこれ以上何も入らな
い状況だった事を記して言い訳としたい。
これらのコピー資料は、今後製本し記念セン
ターに収蔵する事となる。より東亜同文書院関係
資料の充実と若手育成など研究体制が整う事が期
待されている。
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〔論文〕

東亜同文書院大学から愛知大学への発展
̶たんなる継承か、それとも質的発展か̶
東亜同文書院大学記念センター客員研究員
愛知大学名誉教授

目
は

じ

第1章

第2章

第3章

補

む

め

次

に

東亜同文書院大学の廃校と東亜同文会の解散
第1節

東亜同文書院大学の自然廃校

第2節

東亜同文会の「自主」解散過程

愛知大学の創立とその性格
第1節

愛知大学の創設過程

第2節

ＣＩＥによる設立過程の監視

第3節

愛知大学の新しい性格

滬友会による対抗的動向
第1節

滬友会の再建、同文会清算事務批判、東方研究所の設置

第2節

東亜同文大学設立の試み

章

す

大島隆雄

神宮皇學館大學と拓殖大学の比較事例
第1節

神宮皇學館大學の廃校と復活

第2節

拓殖大学の存続と再生

び

勃発した日中戦争に関して、1938 年 6 月には同

はじめに

文会会員大会において、同会や同文書院に対して

筆者は、これまで拙稿「近衛文麿と東亜同文会・

それを肯定して、その協力を方向づけるような演

東亜同文書院̶その関係を中心に̶」
（
『オープ

説を行なっていることなど、総じて同文書院の発

ン・リサーチ・センター年報』第 2 号、
2007 年度版）

展に対して否定的役割を演じたことを解明した。

において、近衛が 1936 年末に東亜同文会会長に

また筆者は、拙稿「アジア・太平洋戦争下にお

就任して以降、近衛のいわば側近たちが同文会理

ける東亜同文書院の変容̶いわゆる『評価問題』

事の中核を占め、その寡頭的な管理体制を築いた

と『止揚の諸契機』に着目して ̶」
（
『愛知大学

こと、そして近衛が、第 1 次内閣を組閣した時に

史研究』第 2 号、2008 年度版）において、それ
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まで「中日輯協」
（日中友好）の態度をまがりな

と愛知大学とは、制定法的に（de jure）いえば

りにも維持してきた東亜同文書院の性格が全面的

別個の大学であるとする。しかし氏は実態的に見

に変容していったことを分析した。すなわち（1）

れば（de facto）、愛知大学はスタッフの面と中国

書院は 1939 年に専門学校から大学に昇格するが、

に関する研究と教育という大学の機能の点で、東

それは日中戦争を推進し、日中戦争が日本側の勝

亜同文書院を継承していると主張している。筆者

利に終わった後の中国経営を行なう上級要員の養

は、酒井説の de jure の点については異存はない

成を目指していること、
（2）学園自体が日本の歴

が、de facto の点では、同文書院大学に対する愛

史的発展に規定されて他の高等教育機関と同様、

知大学の高等教育機関としての質的変化にまで踏

教授も学生も日本型ファシズム体制に再編成され

み込んで十分分析されていないように思われる。

ていったこと、
（3）それと並行して、学生の通訳

本稿はまさにその点にまで立ち入って解明しよう

従軍への動員、軍事教練の導入、学徒出陣、徴兵

とするものである。

年齢の引き下げ、等々、全面的な軍事化を蒙った
ことである。
日本は、1945 年 8 月敗戦をむかえ、そして連

第１章

の解散

合国の占領下に入った。まず東亜同文書院大学が
自然廃校となった。翌 1946 年 1 月には同大学の
経営母体である東亜同文会が「自主」解散した。

東亜同文書院の廃校と東亜同文会

第1節

東亜同文書院大学の自然廃校

1945 年 8 月 15 日の日本の敗戦によって、東亜

しかし書院大学最後の学長、本間喜一氏をリー

同文書院大学は廃校過程にはいる。当時、同校は

ダーとする書院の教職員有志は、滬友会（書院同

上海の本校と内地富山県の呉羽分校に分かれてお

窓会）からの支持もえられないまま、同じく引き

り、相互に連絡もとれない状態にあったため、両

揚げてきた京城帝大や台北帝大の教員有志を結集

者をいちおう分けて考察しよう。

し、また学生の方も、学業なかばに終わった書院

上海本校

学生を中心として、新たな理念のもとに、早くも

敗戦直前には、徴兵年令の 17 〜 18 歳までの引

1946 年 11 月 15 日には愛知大学の創立を成し遂

き下げによって、校舎に残った学生は、それより

げた。

も若い学生約 30 名と病人約 10 名、計約 40 名に

したがって本稿は、この愛知大学が今日、東

まで激減していた。敗戦の結果、現地除隊者が順

亜同文書院大学の継承校といわれるようになって

次戻りはじめ、約 300 名に達したので、8 月下旬

いるが、その愛大がはたして書院大学からなにを

には復学式が行なわれた。しかし間もなく中国国

継承し、またなにを継承しなかったのか、それは

民政府による校舎の接収命令がでて、書院の教職

質的な変化を伴なわないたんなる継承であったの

員・学生は、9 月 10 日にはそこを出て、何度か

か、それとも質的な変化を伴なった言葉の真の意

の移転ののち、同月 20 日頃、従来日本人が多く

味での発展のなかでの一部の継承であったのか

居住していた虹口地区の青年会館に移転し、そこ

を、主として同文書院大学の廃校過程と愛知大学

で集中営（集団生活）をよぎなくされることになっ

の創設過程の分析を通じて明らかにしたい。

た。この青年会館では、9 月 20 日、本間学長の

この問題に関する先行研究としては、愛知大学

もと、修学年限 ̶1942 年度から半年短縮されて

名誉教授酒井吉栄氏の「世界大学史と愛知大学」

いた ̶がきた学部と専門部の学生の卒業式が挙

（
『愛知大学史研究』
、創刊号、2007 年）がある。

行された。この集中営でも「授業ハ日僑管理処ヨ

氏は大学史研究の特殊な概念を用いて、同文書院

リ許可ナク、一部支那語ノ授業ヲ行ヒタリ」と本
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間学長によって報告されており、書院が困難なな

度の悪化のために渡滬できず、そのため同文会が

かにも最後まで教育の持続に努力はしていたもの

調整して、同会経営の北京経済専門学校の学生と

の、大学としては、この 9 月 20 日の集中営への

ともに、冨山県の呉羽航空機株式会社（元呉羽紡

移転と修学年限のきた学生の卒業式とをもって、

績）で勤労動員に服しながら、学ばねばならなく

明確な宣言はなくとも、事実上、廃校になったと

なった。これが齊伯守分校長以下 16 名の教職員

1）

によって、7 月 25 日に開校された呉羽分校である。

みるべきであろう 。
ここで本間氏の帰国直前、上海の集中営で行な

その時の書院関係学生は、予科 148 名、専門部

われた注目すべき事実を二つ指摘しておきたい。

76 名、計 224 名であった 4）。授業は敗戦の日まで

それらはいずれも、本間氏が帰国後、東亜同文会

続き、その後、学生は一時夏季休暇にはいった。

に提出した「東亜同文書院大学引揚前後事情報告

9 月になって教授たちは再び結集し、9 月 28 日の

2）

書」に記録されていることである 。その一つは、

教授会は、
「…『コノ際ナレバコソ』仮令短期間

2 月 16 日に荒尾精五十年祭、根津一二十年忌を

ニ終ハル恐レアリトシテモ、開校ノ上学生生徒ノ

執り行なったことである。これは本間氏が、敗戦

精神ノ安定ト指導トニ当ルベシトノ意見、大勢ヲ

の大混乱にもかかわらず、なお両先覚者に対する

支配シテ、」「一応一ケ月」の予定で授業再開を決

深い敬意をいだいていた証拠である。そしていま

定した 5）。授業は予定通り 11 月 15 日まで実施さ

一つは、この法要を機に参集した上海在住の書院

れたが、経営母体同文会の先行き不透明、食糧・

関係者の間で、同文書院大学を中国で存続できな

燃料事情の不安等により、同日をもって打ち切ら

いかの話題がもちあがり、中国側にその意向を打

れた。その際、他校への転入学も奨められたが、

診することを、当時の上海総領事堀内干城氏や、

翌年 2 月に適当な場所での再開校を予定して、学

鈴木擇郎教授らに依頼したことである。後にこの

生は帰郷させられた。ここでも明確な廃校声明は

件について、本間氏は愛大 20 周年を機に行なわ

なく、結局そうなっていった。

れた座談会で次のように回想している。
「上海で

この段階で重要なのは、呉羽分校の教授たち

書院大学を続けられるならいちばんいいが、もし

が、今後の見透についてどのように考えたかであ

できなければ日本に予科を作り、学部は中国の大

る。その一部には解散論もあり、同文会からの独

学へ留学させるのもいいだろうとの話だつた。そ

立論もあったが、齊伯分校長他多数の教授たちは

れとして先ず中国方面を打診して見ようというこ

別の態度をとった。それは同氏が、10 月 29 日付

とで、それを堀内干城氏に依頼し、鈴木君にも別

で、東亜同文会会長近衛文麿に送った「覚書」が

の方面から打診してもらつた。結果はどちらも問

示している。その大要は以下の通りである。現在、

題にならないという返事だつた。われわれの考え

同文書院は「軍探学校」（スパイ学校）とみられ、

3）

もずいぶんあまいものだつた」 と。これは、当

また日本帝国主義の大陸進出のための人材養成を

時本間氏が、同文書院大学をなんとか上海で、あ

したと非難されているが、
「…従来ノ日本ノ支配

るいはその予科だけでも日本で存続させたいとい

者ノ下ニ如何ナル機関ガソノ権力的利用ヲ免レ得

う気持ちをもっていたことと、同時に敗戦直後と

タ」か、と自己弁護している。そして、
「…本学

はいえ、中国側には書院大学に対する全面否定の

本来ノ使命ガ日華輯協ニ在リ中国事情ニ対スル不

非常に厳しい見方が支配していたこと、を示して

偏ノ理解研究ニ」あったと続けている。そして最

いる。

後の方で、
「固ヨリ本学ノ努力足ラザリシ点モ少
カラザルベシ。省ミテ忸怩タルモノナキニ非ズト

呉羽分校
1945 年度の予科・専門部の新入生は、戦局の極

雖モ、翻ツテ考フルニ、諸種ノ外的制約ノ取払ハ
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レタル今後コソ本学ガソノ使命トスル所ニ自由闊
6）

るとの楽観論を展開し、牧田もそれに同調した。

達ニ邁進シ得ル時代ナリト信ズ」 と。ここでは

反面、一宮と宇治田は、ポツダム宣言は日本の再

同文書院（大学） ̶ 以下、同文書院と同大学を

起を阻止しようとしており、また連合国側には中

まとめていう場合にはこう表記する ̶に対する

国も加わっているから、同文会に対する姿勢は厳

一定の反省はあれ、これは上海での本間氏と同様、

しくなると予想し、理事者はその責任を明らかに

同文会の存在を前提とした、明確な書院大学存続

するために総辞職し、同文会を解散し、同文書院

の主張である。

出身者を中核とする後継団体を結成して、他日に
備えるべきだと主張した。

第2節

一宮と宇治田が、この総辞職・解散論をもって

東亜同文会の「自主」解散過程

このように東亜同文書院大学上海校と呉羽分校

会長近衛と会見したところ、近衛もそれに同調し、

が、物理的に存立できなくなっていくに従い、そ

その際自らも辞職するが、その際自分の後任をま

の経営母体である東亜同文会は「自主」解散とい

ず決めたいとの意向を漏らした。そのうち一宮が

う形で消滅していった。

単独で近衛と会い、後継団体の長として自薦した

敗戦時におけるその役員は、以下のように構
成されていた。会長近衛文麿、副会長阿部信行、

ところ、近衛はそれには同意を与えなかった。
ともあれ、指導的理事がひとまず総辞職・解散

理事長津田静枝、専務理事一宮房治郎、常務理事

論でまとまったので、10 月 16 日、近衛ぬきで理

牧田武、宇治田直義、沢田源一、理事矢田七太郎、

事会が開催され、それが可決された。近衛は改め

井上雅二、林毅陸、児玉謙次、小倉正恒、藤山

て正式に辞意を表明したが、後任会長が決定され

愛一郎、大村静一、竹内新平、関桂三、船津辰一

るまで理事全員の留任を要請した。その理由は、

郎、西田耕一、監事森村市左衛門、相談役牧野伸

先代篤麿の創立した同文会を自分の手で解散する

7）

顕、岡部長景、白岩竜平である 。そのうち近衛

のは忍びないとし、後任を岡部長景に託して、彼

は、1936 年末の会長就任以来、すでに別稿で述

にその処置をとってもらおうと考えたのである。

べたように、人事等の重要問題を除いては、通常

なんとも形式的で、もったいぶった態度ではない

業務には参加せず、副会長阿部も 1944 年朝鮮総

か。

督に就任以後は東京には常駐していなかった。し

こうしてこの近衛案を審議決定するため、12

たがって同文会の通常業務は、理事長津田、専務

月 5 日、理事会が再開されたが、その翌日、GHQ

理事一宮、3 人の常務理事牧田、宇治田、沢田の

は第 2 次の戦犯容疑者指名を行なった。そこには

計 5 名で行なっていた。

近衛ばかりでなく、岡部も含まれていた。理事長

戦局は極度に悪化しており、ポツダム宣言受諾

津田は、そのため近衛と予め約束をとって、まず

の方向の情報は近衛から伝わっていたが、しかし

は 12 月 12 日、ついで 15 日に会見しようとしたが、

8 月 15 日の敗戦は、同文会に極度の激震をもた

近衛は現われず、いずれも無駄に終わった。そこ

らす結果となった。まず同文会を今後どうするか

にとび込んできたのが、16 日未明の近衛自決の

をめぐって、指導的理事の内部で意見が分裂した。

報であった。

以下の経過についっては宇治田がやや詳しく報告
8）

その後、津田も海軍関係者であったため、12

している 。津田は、同文会の創立趣旨が日支親

月 20 日には理事長を辞任し、その後任に常務理

善にあり、その活動は専ら文化教育事業にあった

事の一宮が理事長事務取扱になったが、彼も海軍

から、占領軍といえどもそれ対しては穏当な態度

政務次官の経歴があったため、主管官庁外務省の

をとるであろうと予測し、事態を静観すべきであ

承認がえられないまま、年が明けて 46 年 1 月 4
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大なる示唆を與えられ候」とあり、また 12 月 18

日には、追放令によってそれが確認された。
このように同文会首脳部が大混乱をきたすな

日付けの手紙の本文には、
「…最近に至りて外務

か、1 月 31 日、同文会幕引きの最後の理事会・

省よりの示唆によれば同文會 ハ マッカーサー司

評議員会が開催された。そこにおいて一宮が「一

令部より解散を命ぜられる懸念ある為め自發的解

理事者」と自称して、
「本会は五十年の光輝ある

消の方針に決定、従って書院も廢校となる重大局

歴史を有し、日華関係に於て相当の貢献をなした

面に到着、…」とある。またこれらの書簡には、

が、帝国政府がポツダム宣言を受諾したる結果、

のちに新大学として愛知大学が創設されることと

本会はその主要目的たる教育事業の遂行不能に

関連して、注目すべき忠告なされていた。1 月 31

陥ったから、この際解散する外なきに至りその届

日付のそれには、
「外務省の注文として ハ 書院

出を完了した」と報告し、承認された。ついで清

の残黨という痕跡を残さぬ様にせよとの事に有之

算人として、
「理事中より追放の心配なき林毅陸、

候、…」とあり、また 2 月 5 日付の手紙には、
「官

牧田武の二氏、実務関係者代表として東亜同文書

廳側ノ要求トシテ書院ノ痕跡ヲ残サヌ様ニトノコ

院大学長本間喜一、同文書院卒業生代表として大

トニツキ特ニ御留意相成リ度ク」
、と書かれてい

西斎の四氏を委嘱」することが提案され、これま

たからである。

（ママ）

（ママ）

た了承された。そして残余財産処分について、
「将

本間喜一学長帰国後の活動

来東亜同文書院出身者を中核として本会と同様性

東亜同文書院関係者は、1945 年 12 月末、その

格の団体を結成し、これに残余財産を委譲して新

約 130 名が津之地直一教授引率のもと帰国してい

時代に即応する活動を為さしむるようにしたい。

たが、本隊をなす約 200 名は、ようやく翌 46 年

従つてそれまでは学校等を開設せず、当分事態を

2 月 26 日、本間学長にひきいられて上海を出立し、

9）

静観する」 と提案され、これまた「諒解事項」
または「申合事項」として了承された。

3 月 1 日に博多港に到着した 11）。
ところで、この帰国に際しては、本間氏の指示

これらのことは、2 月 1 日に清算人代表林から

に従い、中国側の許可もえて、同文書院、同大学、

主管官庁の外務大臣吉田茂に報告され、解散申請

同予科、専門部の学生・卒業生の学籍簿と成績簿

がなされた結果、3 月 1 日付でそれが認可された。

とが、私物を犠牲にしても分担して持ち帰られた。

上海から本間学長一行が帰国したのはちょうどこ

本間氏はこれらの書類は「学校の本体」であると

の日であり、本間氏が正式に報告したり協議した

説明している。これはまさに非常に賢明な措置で

りできる経営団体本体はすでに消滅していたので

あった。海外にあった学校でこのようなことを行

ある。

なったのは、書院大学だけであったと聞く。そし

なお本節において、筆者が「自主」解散と括弧

て、ややのちになるが、1954（昭和 29）年 6 月

をつけて表記している理由は、それが占領軍当局

には外務省より正式に、愛知大学に書院大学関係

からの直接・間接の圧力を感じて、同文会がまっ

者の証明書発行事務が委託され、関係者に多大の

たく自由に自発的に解散したものではなかったこ

便宜がはかられ喜ばれている 12）。

とを示すためである。その証拠は、1945 年 12 月

本間氏が帰国した 3 月 1 日は、すでに同文会の

から翌年２月にかけて呉羽分校長齊伯氏が、本間

解散が外務省によって認可された日であったが、

学長の帰国を待ちわびながら、その留守宅に送っ

それでも氏は休むまもなく、同文書院大学の善

た手紙と同封文書である

10）

。12 月 10 日付けの同

後処置のために活動を開始した。まず外務省、文

封別紙には、
「…昨日外務省より理事長の出頭を

部省に出向き引揚前後の実情について口頭で報告

要請し來たり

し、3 月中旬には、同文会の前理事長事務取扱で

同文會並に書院の存廃に関して重
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あった一宮房治郎氏と会談した。この会談におい

本間氏は、前述のように、滬友会の意向は一宮氏

て、本間氏は一宮氏に対して、
「同文書院大学が

から一応聞いていたが、それでももう一度確かめ

廃校になることは必然であり、これに代るべき新

ようと思った。それは本間氏の記憶によれば、4

大学の設立について、東亜同文会の清算事務と並

月か 5 月頃の東京でのことである。その時の滬友

行して考慮していただき度い…」（下線は引用者）

会の長老数名と会った様子を、次のように回顧し

と申し入れた。それについて一宮氏は数日の猶予

ている。
「その時、同文書院大学に代るものを日

を求め、結局、同氏は、
「新大学の設立問題につ

本でやろうという話があつた。当時の同窓会京浜

いては京浜滬友同窓会に謀ったが、貴下の申入れ

支部長は宇治田氏だつたと思うが、同窓会には大

は採用しないことに決定した」
、と回答した。こ

学をやる力も意志もない、というのだつた。僕と

の時、本間氏は、
「同文会の協力が得られないな

しては、学校が廃校となれば、学生を何とかして

らば、書院の教職員有志のものが相集って新大学

やる責任があるのだ。同窓会がやらなければ、自

を設立しても差支えないか」（下線は引用者）と問

分らで大学をやらなければならないと思つてその

いただしたのに対して、一宮氏は、
「有志の方で

意思を話したら、どうぞやつてもらいたいというこ

設立されることについては異存がある筈がない、

とで、直ちに大学創立の計画にとりかかつた。
」15）

我々も出来得れば或る程度の援助を与えることに

（下線は引用者）と。この本間氏の言葉には非常に

吝ではない」
、と答えている

13）

。この会話から本

重要な点が含まれている。すなわち、学業を全

間氏はこの段階では、もはや書院大学の継続では

うできなかった学生に対する強い教育者的良心が

なく、新しい大学の設立を構想し始めているが、

彼をつき動かしていたのである。反面、同文書院

しかしそれを同文会の清算事業の一環として、図

の卒業生（13 期）でありながら、また 1918 〜 21

ろうとしていたことが判る。だがその道も閉ざさ

年には書院の教授兼学監にもなりながら、1942

れた。いまや残されたのは、有志でそれを独自に

年以来同文会常務理事になっていた宇治田氏に

決行する道だけとなった。

は、同文会の「自主」解散を主導したとはいえ、

このような事態のなかで、本間氏は 3 月 31 日

大学の設立等については占領下での事態の推移を

付けの同文書院大学教職員の解嘱通知の中で次の

静観しようという態度しかなく、学生に対する焦

ように報告している。
「本学の内地存続は政府の

眉の責任感は完全に欠落していたといえる。

許可を得るに至らず、之に代る大学の新設を同文
会の清算事務として行う方針は、乍遺憾同文会に

第2章

於いて採用せざることに決定仕候間、御諒承被下
度く願上候。但し教職員有志、学生の有志、その

第1節

愛知大学の創立とその性格
愛知大学の創設過程

他相計り同文書院の精神を新時代に遷すべき新大

愛知大学設立運動の始動

学の建設を計画致し度き希望の向も有之、之に対

こうして本間氏は、盟友小岩井氏とともに、同

しては極力努力致し度く存じ居り候も、未だ正式

文会の後盾なく、また滬友会にもつき離されて、

（下線は引用者）
に発表する程度に進行致し不申候」

独自に大学設立へと突き進む。かれらは、まず鈴

と。ただし原稿には、そのあと「何れにしても本

木擇郎、神谷龍男、木田彌三旺の各氏と計って、

年中には間に合ひ兼ねる儀と存じ候。
」とあった

５月 30 日、東京九段坂下の若喜旅館に旧書院大

のが削除されており、これは本間氏が本年中には

学関係者の有志を召集した。そこに参集したの

是非とも実現しようと決意をを固めていたものと

は、以下の 13 人であった。（

解釈される

14）

。

）内は、書院大

学当時の資格や担当科目等を示している。本間喜
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一（学長、学部教授、商法）
、小岩井淨（学部教
授、東亜民族論、東亜開発論）
、鈴木擇郎（学部

事務を指揮した。
まず取り組んだのが、設立されるべき大学の

教授、中国文化研究、支那語）
、齊伯守（予科教授、

教員組織の確定というもっとも難しい問題であっ

呉羽分校長、東亜精神史）
、太田英一（学部助教

た。本間氏は小岩井氏と相談しながら、それを充

授、呉羽分校教務課長、国際経済）
、神谷龍男（学

実させるために、書院と同じく海外にあって廃校

部助教授、呉羽分校研究部長代理、国際法）、石

となり、引き揚げてきた京城帝大や台北帝大の教

川正一（学部助教授、呉羽分校会計主任、経済政

員に視野を広げた。

策）、木田彌三旺（予科講師、支那語）
、三好四郎

その際、本間氏の脳裏には、帰国して自宅で読

（調査員）、浅野巧美（調査員）
、今村鎮雄（調査

んだ齊伯氏の書簡が伝えていた、
「…書院ノ痕跡

員）、永峰崇仁（調査員）
、小西哲夫（事務員）で

ヲ残サヌ様…」との官庁筋の示唆が、強く残って

ある

16）

。このうち若干の人の経歴を紹介すると、

いたはずである。

今村については、34 期生で通訳従軍に積極的に

本間氏は元京城帝大の学長山家氏の紹介をえ

参加したのち、卒業後、北支の新民会や石原莞爾

て、同大学の法文学部長であった大内武次氏を訪

の東亜連盟に参加したが、いずれも失望し、1943

問し協力を要請したところ、大内氏はそれに全面

（昭和 18）年 4 月以降は書院大学の調査員になっ

的に賛同し、氏から同大学の元教員へ連絡するこ

た人物であり、戦後は日中戦争が聖戦ではなく、

とになった。これは「本間氏にとっては心強い片

侵略戦争であったことを反省した手記を残してい

腕を得られる思いであった」20）と伝えられている。

る 17）。永峰は、郷里別府に帰り、そこで市長まで

また台北帝大については、霞ヶ関の同大学連絡事

18）

。しか

務所を訪ね、そこで引揚教員の連絡先を示した

し全体的にみて、愛知大学の 13 人の創始者たち

紙片を発見し、それが写し取られて有効に利用さ

は、長老級の教授たちは意外に少なくて、助教授

れた。新大学設立にあたって、教員スタッフの充

以下の、講師、調査員といった若手の人々が多数

実をこのように広い視野から考えたのは、やはり

を占めていたことが判る。

東京帝大を卒業し、東京商大に勤め、学界にも広

動かして愛大誘致運動をした人物である

この若喜旅館の会議においては、新大学設立に

い知己をもっていた本間氏ならではのことであっ

対して積極的意見がだされ、ここに 9 月開校を目

た。またそれに協力した小岩井氏も、東京帝大時

指して設立しようとの最終決定がなされた。これ

代、新人会に属していた関係で、高野岩三郎氏な

が愛知大学誕生の本格的な出発点となった。その

ど、多くの知人をもっていたという事情もあった

立地についても、いろいろな候補地があがったが、

21）

なかでも愛知県碧海郡出身の神谷龍男氏から、氏

認可を受けるための申請書の作成に取り掛かって

が同文書院大学予科（46 期）生であり、呉羽で

いたが、それを担当したのは、主として小岩井氏

学んだ大野一石君（後に愛大職員）からの情報を

と太田氏であった。

えて、豊橋にあった第 1 予備士官学校跡地が有望

初代学長の決定

と判断し、岐阜県出身の木田氏と協力して、豊橋

6 月に入り、教員スタッフの陣容もだいぶ決ま

市長横田忍氏に働きかけていたところ、市長も協

りはじめていたが、申請書類に書きこむべき初代

力するとのことが報告されていた

19）

。東京の仮事務所では、すでにこの頃から設立

学長をだれにするかがまだ確定していなかった。

。

こうして設立事務を具体的に進めるために、設

これが林毅陸氏に決まっていく経緯について、
『愛

立仮事務所が、東京神田の日華学会内の 1 室に設

知大学─十年の歩み─』も『愛知大学─二十年の

営された。ここに本間氏はほぼ毎日かよい、設立

歩み─』（以下、
『十年の歩み』、
『二十年の歩み』
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と略す）もともに、やや詳しく記述しており、そ

外からの引揚学生を先ず収容したいというのが私

のなかに幾つか重要な点が含まれているので、そ

達の念願なのであります。それに先生も去る二月

れを指摘しておきたい。

までは東亜同文会の理事であり、現在も私と共に

「本間氏は、常に『自分は最早や学長としての

同文会の清算人の一人となって居られる筈です。

資格はない。毎年々々十二月八日（太平洋戦争

東亜同文書院大学、或いは北京工業専門学校（同

開戦日─引用者）には、宣戦の詔勅を奉読し、或

文会経営─引用者）等から引揚げて来た学生の将来

は壮行の辞を述べて多くの青年学徒を戦地に送っ

に対して責任はないとは申されないでしょう」23）

た。その結果は今日の敗戦である。再び帰らぬ多

（下線は引用者）と。これに対して林氏はしばらく

くの学生たちのことを考えると実に申訳のないこ

黙していたが、この「学生の将来に対する責任」

とをしたと思っている。自分は最早や教育者とし

という言葉に強く動かされたらしく、学長就任を

ての自信を失くしつつある。大学はできても、自

承諾した。

分はあくまで理事者として力を尽くすのみだ』と
22）

その心境を」

本間氏の言葉のなかには、今や書院大学だけで

語っていた。この発言は、書院大

なく、京城や台北帝大の教員とも連携した、
「新

学末期、超人的な力を発揮して、学園と学生の生

しい構想の下に」建てられる「新大学」という理

活を守ろうとし、そのことによって教職員と学生

念が明確に打ちだされていることに、私たちは注

から厚い信頼をかちえていた本間氏でさえ、過日

目しなければならない。そして「戦争の犠牲になっ

の戦争において学長として公式的に行なわねばな

た引揚学生」の「将来に対する責任」といった教

らなかった行為について、一定の戦争責任を感じ、

育者的良心がここでももう一度披瀝され、その点

深く反省していたことを示している。これがその

で林氏の心をとらえたのであり、このことによっ

一つである。

て林氏は、その後、本間氏と連帯して、旧同文

だから本間氏は、小岩井氏に学長になってもら
おうと彼を推したが、小岩井氏は小岩井氏で、
「自

会の他の理事たちとは異なる道を歩むことになっ
た。

分は一学究、一教授として全力を尽すつもりであ

立地の決定

り、学長には矢張り本間先生にお願いすべきだと

初代学長の決定と並行して、愛知大学を豊橋に
置くことも本格的となっていった。本間、小岩井

考えている」
、と頑なに拒否した。
そのため協議を重ねた結果、もと慶応義塾総長

両氏は、当時、中部地方には名古屋帝大はあって

であり、同文会理事であったが、いまは同文会の

も、それは理工系の学部（医、理、工）しかもた

清算人になっていた林毅陸氏に懇請しようという

ず、法文系学部をもった大学は存在していないた

ことになった。6 月末、本間氏は小岩井氏と大内

め、そこを最適地と判断した。それにその頃は大

氏を同伴して、林氏宅を訪問し、次のような膝づ

変な食糧難であって、豊橋が甘藷の大産地、渥美

め談判的な説得を行なった。
「…現在枢密顧問官

を後背地にかかえていたことも、いまでは笑い話

という要職に居られる先生に対し、将来充分の見

のようであるが、考慮されたのである。

透しもつきかねる大学の学長を御願いすると言う

6 月早々から、神谷、木田両氏は、豊橋市にた

ことは、非常に御迷惑なことと思って居りますが

いして、本格的な働きかけを開始し、その結果、

然し東亜同文書院大学は廃校の手続中であり、同

市長横田忍氏は愛大誘致に全面的協力の姿勢を示

大学の内地再建も最早や不可能となった今日、
（中

した。ただし予定地である第 1 予備士官学校跡地

略）京城や台北の大学の諸教授と合流して新しい

は、国有地であったため、神谷、木田両氏はその

構想の下に新大学を建て、戦争の犠牲となった海

利用のため、横田氏に一度同行してもらって、名
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古屋の東海財務局を訪れ、これまた肯定的な見通
をえることができた

24）

成を示したものである。これは 1946 年 7 月 22 日
に小岩井氏によって作成された教員組織表を基

。

このような情報が東京の仮事務所に伝わり、7

礎にし、それに『二十年の歩み』によって補っ

月 1 日、本間氏は来豊して市長と会見し、改めて

たものであり、基本的にはこの線にそって実現

その力強い支持の約束をえた。翌 2 日には本間氏

されていく。しかしそれには交渉中や未定のもの

は東海財務局に出向き正式に借地の手続をすませ

が含まれており、さらに後述するが 1947 年 4 月

た。さらに翌 3 日には豊橋市役所から、市議会会

に実施された GHQ の「民間情報教育局」
（Civil

議場に隣接した元十八連隊の将校集会所をその施

Information

設・設備について援助をうけ、正式の愛知大学設

査察によって、同文書院大学関係者をこれ以上採

立事務所として提供された。市の援助はまだまだ

用してはならないと命令され、この通りにはなら

続く。市長横田氏は、林毅陸、本間両氏とともに

なかった。

設立委員に名を連ねただけでなく、同年 10 月、

＆

Education Section 、CIE） の

ともあれ表 1 から判ることは、当初愛大は専

設立認可が遅滞したときには、文部省にまで出向

任・兼任あわせて 48 名の教員の採用を予定して

き陳情に参加している。さらに、愛大は戦後無か

おり、やはりその設立の主体的推進力になった経

ら出発したと言われているが、1946 年開校にあ

緯から、東亜同文書院大学系の教員が 12 名（25％）

たって豊橋市は、
「大學令」で定められた私立大

と一番大きなグループになる予定であった。そし

学開設に必要な供託金 50 万円を寄付してくれた

て設立にあたって積極的に協力した経緯から、京

たばかりでなく、その後も悪性インフレのために

城帝大系 9 名（19％）が、書院大学につぐ大きな

財政危機に陥った初期の大学をささえる寄付を惜

集団になろうとしていた。台北帝大系は後にやや

しまなかった 25）。

増加するが、この段階では交渉中 1 名を含めても

設立申請書の提出

2 名（4％）にすぎない。それに対して他のさま

愛知大学設立事務所は、こうして 1946（昭和

ざまな大学や専門学校での教育歴をもった者、な

21）年 8 月 1 には、設立申請書類を整え、愛知県

いしは諸大学を卒業した者が、25 名（52％）と

知事を通じて文部省に提出した。その教育形態は、

多数を占めている。もっともその場合に専任は

「大學令」（1918 年制定）に基づく旧制大学（予
科 3 年・学部 3 年）であり、1 学部法経学部（法

すくなくとも 14 名を予定し、残りは兼任であり、
兼任の割合が高かった。
表 1 は、愛大が創立にあたって申請書に記載

政科・経済科）からなる単科大学であった。
申請書類には、校地・校舎等のことを含む多数

し採用を予定した教員スタッフも含まれていたた

の書類が含まれているが、その詳細な内容につい

め、完成年度といえる 1948 年 11 月の教員表を表

ては、『愛知大学五十年史』資料編（1998 年）に

2 に掲げておこう。

ゆずり、ここでは本稿の趣旨にそって、愛大が東

開学後 2 年で完成年度という理由はこうであ

亜同文書院大学からなにを継承し、なにを継承し

る。1946 年度の入学生は、12 月に予科 1 〜 3 年

なかったのかを明らかにするために、設立当初の

生を転入学試験によって採用した。1947 年度に

愛大の教職員とくに教員構成と、学生の出身校、

ついては、3 月に予科 1 年生の新入学ととともに、

その建学の精神を示す「設立趣意書」と、そして

もう一度、予科 1 〜 3 年の転入学試験を行ない、

その経営組織との、4 点について分析しておこう。

4 月には学部の新入学とともに、１〜 3 年生の転

教員構成

入学試験を実施した。そのためすでに 1948 年 3

まず表 1 は、設立当初 1946/47 年度の教員の構

月には 13 名と少数ながら学部 3 年生の卒業生を
307

◦ 1130 ◦

◦第４章

表1

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学設立時の教員構成（1946 ／ 47 年）

略号：専 = 専任、兼 = 兼任、予 = 予科、学 = 学部、教 = 教授、助 = 助教授、講 = 講師、および担当科目、
〔

〕

内は、前勤務校または専任校、ないしは出身校
東亜同文書院大学関係 （12 名、25％）、
小岩井淨（専・予・教・社会思想史、

鈴木擇郎（専・予・教・中国語）

学・教・政治社会思想史）

斎伯

守（専・予・教・漢文）

津之地直一（専・予・教・国語）

太田英一（専・予・教・英語、学・助・国際経済）

若江得行（専・予・教・英語）

一円一億（専・学・教・憲法）

神谷龍男（専・予・教・法学通論、学・教・国際法） 小竹文夫（兼・学・講・国際講座）
久重福三郎（専・学・教・中国経済・統計学）

三好四郎（専・学・助・農業政策）

［同文書院卒］桑島信一（専・予・教・中国語）

京城帝大関係 （9 名、19％）
大内武次（専・予科長・教・地理学・

横山将三郎（専・予・教・哲学概論・心理・論理）

統計学）

四方博（専・予・教・経済通論、学・教・経済原論）

松坂佐一（専・予・教・法学通論、

森谷克己（専・学・教・社会政策）

学・教・民法）

戸沢鐵彦（兼・学・政治学）

鈴木栄太郎（専・学・教・社会学）

花村美樹（兼・学・刑法）

山崎知二（専・予・講・フランス語）
台北帝大関係 （2 名、4％）
小幡清金（専・学・教・財政学）

柳田兼十郎（哲学・未定）

その他 （25 名、52％）
［元慶応義塾大総長］林毅陸（愛大初代学長）

［前北京工専教授］ 川越淳二（専・予・教・英語）

［前千代田女専教授］久曽神昇（専・予・教・国文・国史）
［前満州法政大学教授］玉井茂（専・予・教・英語）
［前上海自然科学研究所］大内義郎（専・予・教・自然科学）
〔前法政大学予科教授〕尾坂徳司（専・予・教・中国語）
［前東海大予科教授］板倉鞆音（専・予・講・独語・交渉中）
〔東京帝大文科卒〕細迫朝夫（専・予・講・心理・倫理）
［京都帝大文科卒］若城久治郎（専・予・教・歴史）
〔ペンシルバニア大卒〕小山伝三（
［東京帝大理学部講師］東屋五郎（

［京都帝大教授］汐見三郎（兼・学・財政学・交渉中）

予・講・英作）
予・講・数）

海江田進（

予・講・英語・交渉中）

［東京帝大法学部卒］鵜飼信成（専・学・教・行政法）

〔九州帝大法学部副手〕荻野茂彦（専・学・助・国際法）
〔大原社会問題研究所〕久留間鮫造（専・学・教・経済学史）
〔東北大学講師〕宇野弘蔵（兼・学部・講・経済政策）
［東京帝大経済学部卒］鈴木武雄 ( 兼・学・貨幣金融論 )
［九州帝大教授］石浜知行（兼・学・国際講座・交渉中）
［九州帝大教授］高橋正雄（兼・学・国際講座）
〔朝日新聞論説委員〕嘉冶隆一（兼・学・国際講座）
藤井宏（

［九州帝大教授］菊池勇夫（兼・学・社会法）

予・教・東洋史・西洋史）

岡部幸一（兼・予・講・

大沢章（兼・学・国際法）

）

出典：愛知大学五十年史編纂委員会編、『愛知大学五十年史』資料編、1997 年、36 〜 41 頁；愛知大学二十年史
編集委員会編、『愛知大学−二十年の歩み−』、1972 年、31 〜 33、68 頁。
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表２

愛知大学創立期の教員構成（1948 年 11 月現在）

略号：専 = 専任、兼 = 兼任、または専兼不明、予 = 予科、学 = 学部、教 = 教授、助 = 助教授、講 = 講師、そ
のあと担当科目、
［

］内は、前勤務校または専任校、ないしは出身校。ただし表 1 で記載したものは省く。

東亜同文書院大学関係 （10 名、19％）
小岩井淨（専・学・学監・社会思想史）

一円一億（専・学・教・憲法）

三好四郎（専・学・助・農業政策）

太田英一（専・学・講・統計学）

齊伯

鈴木擇郎（専・予・教・中国語）

守（専・予・教・漢文）

若江得行（専・予・教・英語）

津之地直一（専・予・教・国文学）

桑島信一（専・予・教・中国語）

池上貞一（専・予・講・中国語）

京城帝大関係 （9 名、17％）
松阪佐一（専・学・教・民法）

戸沢鐵彦（専・学・教・政治学）

四方

森谷克己（専・学・教・社会政策）

博（専・学・教・経済原論）

花村美樹（専・学・教・刑法）

鈴木栄太郎（専・学・教・社会学）

横山将三郎（専・予・教・論理）

山崎知二（専・予・講・フランス語）

田中梅吉（専兼不明・予・講・ドイツ語）
台北帝大関係 （4 名、8％）
小幡清金（専・学・教・財政学）

園部

伊藤献典（専兼不明・学・講・教育学）

西村信雄（専兼不明・学・講・民法）

敏（専・学・教・行政法）

その他 （30 名、57％）
林

毅陸（学長）

久留間鮫造（専・学・教・経済学史）

荻野茂彦（専・学・助・国際法）

［東商大専門部教授 ] 大石岩雄（専・学・助・経営学）

［東京帝大経済卒］山本二三丸（専・学・講・貨幣金融論） 久曾神

昇（専・予・教・国史、国文学史）

川越淳二（専・予・教・英語）

玉井

大内義郎（専・予・教・自然科学）

板倉鞆音（専・予・教・ドイツ語）

茂（専・予・教・英語）

［前天理外語教授］服部正巳（専・予・教・ドイツ語） ［東京帝大文科卒］鈴木中正（専・予・教・歴史）
細迫朝夫（専・予・教・哲学倫理） ［日露協会学校卒］胡麻本蔦一（専・予・講・ロシヤ語）
［九州帝大教授］山中康雄（兼・学・講・民法）

宇野弘蔵（兼・学・講・経済政策）

菊池勇夫（兼・学・講・社会学）

石浜知行（兼・学・講・国際講座）

高橋正雄（兼・学・講・国際講座）

嘉治隆一（兼・学・講・国際講座）

［中日新聞論説委員長］清水武雄（兼・学・講・新聞学）
［判事］藤江忠二郎（兼・学・講・商法）
［東京帝大文科卒］小木曽公（専兼不明、予・講・地理）
［東京外大卒］熊沢復六（専兼不明、予・講・露語）
浅井定彦（専兼不明・予・講・英語）
［東京帝大文科卒］長谷川正平（専兼不明・予・講・英語）
小山伝三（専兼不明・予・講・英作）
［東京帝大文科卒］中村和之雄（専兼不明・予科・講・英語）
［物理学校卒］鈴木要（専兼不明・予・講・数学）

［東北帝大理科卒］早川正美（専兼不明・予・講・数学）

出典：愛知大学二十年史編集委員会編、『愛知大学−二十年の歩み−』、1972 年、101 〜 105 頁。
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きており、それに民法の山中康雄が新たに加わっ

出していたのである。
この間、1947 年 4 月 30 日、愛知大学を東亜同

た。新聞社関係では、朝日の鍛治に加えて、中日

文書院大学の復活ではないかと疑ったＣＩＥが、

の清水が協力してくれている。そのほか語学、数

突如、愛大の現地査察に訪れた。結果的には、の

学の分野でも兼任の形で新たな協力者がえられて

ちにやや詳述するように、そうではないと認めら

いる。全体としてこのグループは、30 名（57％）

れたが、ただし東亜同文書院関係教員をこれ以上

に増大している。

採用しないように命じられた。それは予定してい

愛知大学が同文書院大学の後継校といわれるこ

た教員採用計画に若干の変更を及ぼさざるをえな

とから、愛大にはもっと多数の書院系教員がいた

かった。

ようなイメージをもつかもしれないが、それは正

いま表 2 を表 1 と比較しながら見てみよう。書

しくない。1943 年東亜同文書院大学が完成年度

院大学関係者については、1946 年に採用を予定

を迎えた時には、そこには専任・非常勤合わせて

していた小竹文夫と久重福三郎の名がない。これ

91 名もの教員がいた 26）。それに比較すれば愛知

は上記のＣＩＥの命令のためである。また設立の

大学の設立に参加した教員は 10 〜 11 名にとどま

功労者、神谷龍男が事情があって愛大をはなれた。

り、非常に少なく、あくまでも有志にすぎなかっ

それに代わって、書院大学関係者としては中国語

た。しかしそれについで多くの京城帝大系の教

の池上が採用された。総じて書院関係者は 1946

授たちが参加していた。しかし、なによりも設立

年に比べれば 2 名減って 10 名となったが、それ

運動を指導し理事になった本間喜一氏の存在、比

でもなお最大集団として留まっている。

較相対的多数を占めた教員、そして庶務課主任に

つぎに京城帝大関係者であるが、設立運動に献

なった浅野巧美（もと書院調査員）
、会計主任に

身的に協力した大内武次氏が、不幸にも 1947 年

なった小西哲夫（もと書院事務員）など、書院関

1 月に急逝したため、1948 年のリストにはない。

係者が事務職の中核になったこといたことをも考

代わって語学関係で田中梅吉が加わった。そのほ

慮すれば、やはり東亜同文書院大学関係者が、愛

かは基本的には変らないが、1946 年に兼任で予

知大学設立にあたって中心的で推進的役割を果た

定されていた戸沢と花村が専任になっている。そ

したといって間違いない。

のため 1948 年には、一時、京城帝大関係者は書

学生の出身校

院関係者に匹敵する力量をもった。一時というの

ここでもう一つ重要なのは、教職員と並んで大

は、その直後から、松阪、戸沢、四方の 3 教授が

学の基本構成部分となる、学生の出身校別構成で

名古屋大学へ移籍する問題が生じたからである。

ある。創立時、愛大の学生はどこから来たのか。

台北帝大関係者については、1946 年には小幡

最初すべてが転入学試験で受け入れた 1946 年度

一人だけが確実で、柳田はこなかった。1948 年

の入学者について、主なものを示せば表 3 の通り

になると、小幡に園部、伊藤、西村が加わり、4

であった。やはり同文書院大学が 39％を占め、

人となり、小さいながらも一つのグループをなす
表3

にいたった。
その他の関係では、林学長は勿論であるが、
1946 年に専任であった者はそのまま残り、それ
以外に服部正巳、鈴木中正、胡麻本蔦一といっ
た人々が就任してきた。また 1946 年にいずれも
兼任で協力してくれた九州帝大関係者もひき続き

1946 年度予科転入学者の出身校
東 亜 同 文 北 京 台 北 満州建 日 本 皇 學 明 治
その他 合 計
書 院 大 学 経 専 帝 大 国大学 大 学 館大学 大 学

1年

54

6

1

0

3

5

3

116

188

2年

37

2

6

3

2

0

１

59

110

3年

66

3

3

4

1

1

1

27

106

合 計

157

11

10

７

6

6

5

202

404

出典）愛知大学五十年史編纂委員会編、『愛知大学五十年史』通史編、2000 年、
32 頁。
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テール

圧倒的に多かった。ついでずっと少なくなるが、

の領土と 2 億 両−約 3 億 1000 万円、当時の日

同じく同文会経営の北京経専がきて、そのあとや

本の国家歳入の約 2.6 倍−の賠償金を獲得する

はり外地にあった台北帝大、満州建国大学と続く。

が、ようやく産業革命の末期に入って、そのため

さらに内地の諸大学からもくるが、そのうち皇學

中国での市場開拓を目指していた。中国はこの敗

館大学は、後述のように廃校になっていた。それ

北にもかかわらず、
「大国」と自負しながら「小

以外は「その他」に入るが、そのうち外地のもの

国」日本に敗れたのは、自国の弱点、近代化の

を挙げれば、京城帝大、京城経専、台北高校、台

遅れにあると覚醒するようになり、近代化モデル

北経専、ハルピン学院、新京法政大学、大連経専、

を日本から学ぼうとしていた。加えて、戦争の結

その他 19 校、内地では慶応大学、早稲田第一高

果は国際関係に大変動をきたし、1895 年には露・

等学院、中央大学、第七高校、第八高校、松江高

独・仏による三国干渉が行なわれ、日本は遼島半

校、東京高師等、官公私立あわせて 80 校に及んだ。

島還付をよぎなくされて、いわゆる臥薪嘗胆状態

総じて愛大の創立期の学生は、他大学と比較して、

に陥った。そればかりでなく、中国も三国干渉の

外地からの引き揚げ学生の比重が高く、わけても

見返りに、露・独・仏・英によって租借地の新た

書院大学が半分を超えないまでも、39％と非常に

な割譲、勢力範囲の設定を強いられ、領土分割の

高い比率を占めていた。これは愛大が本間、小岩

危機に曝されるようになった。すなわち当時、日・

井、 伯氏らを中心とした書院大学の教職員有志

中はともに期せずして西洋列強の強烈な圧迫を受

によって主導的に設立されたことの必然的結果で

けていたのである。

あり、愛大は学生面でもまた書院大学が推進主体

両文書はこのような時代的背景のもとに執筆さ

となったと言えよう。

れたのであるが、そのうち「興学の要旨」が本来

設立趣意書の検討

の設立趣意書であり、
「立教の綱領」は学科課程（カ

愛知大学の東亜同文書院からの継承関係を明ら

リキュラム）の基本構造の解説である 28）。根津は

かにするためには、それぞれの建学の精神を宣言

設立の趣旨を、
「興学の要旨」の冒頭次のように

した設立趣意書の分析が不可欠である。

まとめている。
「中外ノ実学ヲ講ジテ、中日ノ英

東亜同文書院創立要領（1900［明治 33］年）

才ヲ教エ、一ニハ以ツテ中国富強ノ基ヲ樹テ、一

東亜同文書院のそれは、1900（明治 33）年に

ニハ以ツテ中日輯協（友好協力）ノ根ヲ固ム、期

根津一によって起草された「興学の要旨」と「立

スル所ハ中国ヲ保全シテ、東亜久安ノ策ヲ定メ、

教の綱領」からなっている。根津は、1898 年に

宇内永和（世界永遠の平和）ノ計ヲ立ツルニ在リ。」

設立された東亜同文会会長近衛篤麿の要請をうけ

実学とはこの場合、相互の言語の学修と専門科目

てこれを執筆し、この両文書を漢文で書き、両江

としては、おもに商業学（貿易論等を含む）のこ

総督劉坤一に提示して賛同を受けており、その意

とである。また「保全」とは、前述した西洋列強

味で同文書院の開設は中国側の主権を侵害するこ

による中国の「領土分割」に反対する概念である。

となく、その諒承のもとに実現された

27）

。根津は、

「興学の要旨」は、続づけて、富国強兵の道は一

1900 年には南京同文書院を設立し、ついで 1901

つではなく、学校を興して、
「智徳」をもった指

年にはそれを上海に移して東亜同文書院を正式に

導者を育成することであり、幸い日中両国は共通

発足させ、その院長になった。

の「孔孟仁儀ノ教」をもっていて、好都合である

その頃の歴史的背景について簡潔に述べてお

とか、
「軍国ノ利害」、
「商工ノ得失」はときに衝

く必要があろう。日清戦争（1894 〜 95 年）に勝

突をもたらすこともあるが、
「教育ノ協同」は決

利した日本は、中国から台湾・澎湖島・遼島半島

してそのようなことはなく、これこそ「中日輯協」
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筆者は、日本の高等教育機関が、1886（明治

のもっとも重要な基礎であると述べている。
つぎに「立教の綱領」であるが、学科課程の構

19）年の「帝國大學令」以来、
「国家主義」と「学

造とその目的について、これもその冒頭に以下の

問の研究・教育」という相反する原理の二元論か

ように要約されている。
「徳教ヲ経トシ、聖経賢

ら構成されていたと考えている。その第一条には、

伝ニ拠リテ之ヲ施シ、智育ヲ緯ト為シ、特ニ中国

「帝國大學ハ國家ノ須要ニ應スル学術技藝ヲ教授

学生ニ授クルニハ日本ノ言語文章、泰西ノ百科実

シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以ツテ目的トス」30）と、

用ノ学ヲ以ツテシ、日本ノ学生ニハ中英ノ言語文

謳われていることが、それを象徴的に示している。

章及ビ中外ノ制度律令、商工務ノ要ヲ以ツテス。

この国家主義的要素は、しかし日本の歴史の展

期スル所ハ、各自ニ通達強立シ、国家有用ノ士、

開とともに、あるいは増大したり、あるいは縮小

当世必需ノ才ト成ルニ在リ」と。そのあと、日本

したりした。高等教育機関の国家主義は、国家の

人学生に対して、もう一度中日友好の媒介者、中

対外政策が平和的で国内が大正デモクラシー期の

国富強の推進者、東アジア経営の指導者になるよ

ように一定の民主化の方向に向かっている時には

う呼びかけている。

比較的弱く、国家の対外政策が侵略戦争になり、

この同文書院の建学の精神の際立った特徴は、

国内体制がファッショ化していく時には強大にな

ほぼ同時期の 1900 年に設立され、その後も同文

り、ついには「学問の研究・教育」を圧殺するま

書院と類似していると見なされる台湾協会学校

でになった。東亜同文書院が設立された時期は、

（のちの拓殖大学）の建学の精神と比較すれば一

ちょうど日清戦争が終わり、ひとまず平和な時期

目瞭然となる。その設立趣意書の一節には、「是

が訪れ、日本の対中政策において中国保全論が支

を以て、苟も此裡に投して、公私の業に従ひ、新

配的になっていた比較的静穏な時期に合致してい

領土経営の功を全し、天恵の富源を開発せんと欲

たといえよう。

せは、必す先つ其言語に通し、其事情を暗んせさ
29）

るへからす」

とある。これは、
台湾協会学校が、

日清戦争によって獲得した台湾を植民地として、

東亜同文書院大学設立主意書（1938［昭和 13］
年 8 月）
東亜同文書院は、1938（昭和 13）年 11 月 9 日、

それを経営・開発する公私の分野、すなわち行政

大学昇格申請を行ない、翌 39 年 12 月 26 日にそ

や経済面での植民地経営の人材養成を目指してい

れは認可された。ここで書院が発足して以後それ

ることを明示している。

に至るまでの日本と書院の展開の歴史を詳細にた

それに比較すると、東亜同文書院の場合には、

どる余裕はない。そのため比較的それに近い時期

上記 2 文書を素直に読めば、日本の国家利益を主

の歴史的背景のみを述べるにとどめたい。それは

張しているというよりも、むしろ中国の富強を援

一言でいえば、日本の中国に対する侵略戦争が巨

助し、それ通じて中日輯協関係を強固にしようと

歩の歩みで進行していたことである。1931 年の

いう主張が前面にでているのが特徴である。そし

満州事変と翌年の満州国建国、1935 年に始まる

てその中日友好を前提に、東アジアの安定とひい

華北分離工作、1937 年 7 月からの日中戦争の開

ては世界平和がもたらされると主張している。こ

始、8 月からの上海周辺への波及、同年 12 月の

れが根津精神の核心的要素であって、それはその

南京占領、翌 38 年 10 月の漢口、広東の占領と、

後、日中関係には日本の中国侵略という悲劇が生

日本は中国東北部と沿海部の広範な領域を占領し

じるが、それにもかかわらず同文書院生や卒業生

ていったが、同時にその戦争は、1937 年 9 月以

のなかに、地下水のように浸みこんで、生命力を

降の中国側の国共合作による抗日民族統一戦線を

もち続け、決して完全に消滅することはなかった。

基礎とした強靭な抵抗により泥沼化していった。
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書院の大学昇格はまさにそのような時期になされ

たと思われる。その重要部分を抽出し、解説を加

た。

えておこう 36）。同主意書は、同文書院はそれまで

このような歴史的発展に先だって、日本の高等

県費生を含む多数のすぐれた学生を教育してきた

教育機関に内在する筆者のいう国家主義的要素も

が、彼らは、
「…永年ニ亘リ日支提携ノ連鎖親善

また強まっていた。それは、高等教育機関に関す

ノ楔子トナリテ、平和的事業ニ従事シ、或ハ往年

る教育令のなかに象徴的に表現されている。1903

満洲事変、又這回ノ支那事変ニ際シテハ、従軍シ

（明治 36）年の「専門學校令」では、その第 1 条

テ皇軍ノ行動ヲ助クル等、邦家ニ貢献」してきた

第 1 項に、
「高等ノ學術技藝ヲ教授スル學校ハ専

と、その功績を指摘している。この文章は、従来

31）

門學校トス」

とだけ規定されていた。同文書院

の平和事業への従事と、従軍という軍事行動には、

は、1921（大正 10）年にこの適用を受けて、高

書院の性格を決定的に変えるものであったにもか

等教育機関として正式の専門学校に認定された。

かわらず、ともに国への貢献として語られている

ところが、
1920 年代おもに日本国内における大学・

ことは大きな問題を含んでいた。主意書は続けて、

高校・専門学校学生の左傾化がおこり、それを踏

「今ヤ日支ノ関係ハ、現下ノ事変ヲ契機トシテ劃

まえて、上記「専門學校令」の一部改正が行なわ

期的変革ヲ来シ、将来益々多数有為ノ人材ヲ大陸

れた。すなわち 1928 年、上記第 1 条第 1 項の条

ニ送ルト共ニ、其ノ育成ノ上ニモ一段ノ向上進歩

文のあとに、
「専門學校ニ於テハ人格ノ陶冶及國

ヲ必要ト認メラレルニ付、
」同文書院も大学に昇

体観念ノ養成ニ留意スへキモノトス」の一文が追

格する必要があると主張する。これは、いまや日

加された

32）

中戦争の進展によって、従来の日中関係が根本的

。

それより前、なによりも同文書院が大学昇格す

に変化し、今後は中国経営のためより多くのすぐ

るにあたって適応される、
1918（大正 7）年の「大

れた上級人材を養成せねばならないという意味で

學令」では次のように規定されていた。
「第 1 条

ある。そして最後に「…国家思想の涵養、及人格

大學ハ國家ニ須要ナル学術ノ理論及應用ヲ教授

ノ陶冶ニ留意シ、商業ニ関スル学術ノ理論及応用

シ竝其薀奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格ノ

ヲ教授シ、並ニ其ノ蘊奥ヲ攻究シ、以テ興亜ノ指

33）

陶冶及國家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノトス」 。

導的人材ヲ練成セントス」と、先に引用した「大

ここで規定された国家主義は、
「帝国大學令」以

學令」の国家主義的要素を含む条文と同内容の言

上に強められていることが判る。またその第 20

葉でしめくくっている。

条は、「文部大臣ハ公立及私立ノ大學ニ對シ報告

同文書院大学のその後の悲劇的な運命につい

ヲ徴シ検閲ヲ行ヒ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為

ては、すでに別稿で詳述したので、ここではただ

スコトヲ得」

34）

と規定しており、公私立大学に対

要点のみを挙げておこう。なお同大学は、従来の
ような実務的な中級要員を養成するために、1943

する国家統制の強化を可能にしている。
この「大學令」によって、それまで官立の総合

年には 3 年制の専門部を設けた。しかしそれも空

大学すなわち帝国大学しか存在しなかったのが、

しく、同文書院大学は、全体として日本型ファシ

大学はいまや官公私立にわったて、また単科大学

ズム的な教育機関に再編成され、軍事的に動員さ

でも設立できる道が開かれた

35）

。こうして形式的

には私立の同文書院も、予科 2 年・学部（商学部）

れて、滅亡の道をたどっていった。
こうして敗戦を迎える頃には、かつて 1,000 名
以上いた学生は、病人とごく若い学生、合わせて

3 年の単科大学として可能となったのである。
その設立主意書は同文会から提出されたもので

約 40 名にまで激減していた。すなわち敗戦以前

あるが、その起草者は当時の院長大内暢三であっ

に同文書院大学は、日本が進めたファショ化と軍
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事動員に規定されて、教育機関に内在した国家主

映せずにはおかなかった。

義的要素が際限なく巨大化し、それが大学の生

いま設立趣意書の重要部分を引用して、簡単な

命たる研究と教育という構成要素を圧殺していっ

説明を加えておこう 38）。まず冒頭、「我日本ハ長

た。同文書院大学は、研究・教育を行なうべき機

期ニ亘ル今次戰争ニ依テ物質的精神的ニ荒廢セシ

関としては、このように敗戦前にすでに日本側に

メラレ、殊ニ其結果ハ惨憺タル敗戰ヲ招キ、正ニ

よって一度圧殺されていたのであり、敗戦による

壊滅ノ危機ニ立ツト云フモ過言デハナイ」と筆を

廃校はいわばそれを再確認するものとなった。

おこし、敗戦による悲惨な現状に対する認識を示

愛知大学設立趣意書（1946［昭和 20］年 7 月）

している。その結果、今後日本がすすむべき方向

愛大が設立される歴史的背景は、1945（昭和

性を次のように述べている。
「今斯ル壊滅ヲ免レ

20）年 8 月 15 日、日本がポツダム宣言を受諾す

ントスルナラバ、事ヲシテ茲ニ到ラシメタル舊キ

ることによって連合国に無条件降伏し、それまで

日本ノ誤レル指導ト積弊トヲ一掃シ、新シキ日本

のファッショ化した軍部を中心とした政治的支配

トシテ更生スルノ道ヲ擇ブ外ナイノデアル。寔ニ

機構が壊滅し、歴史的な展開が一変したことであ

新日本ノ進ムベキ方向ハ舊來ノ軍國主義的、侵略

る。それは明治以来確立してきた天皇を中心とし

主義的等ノ諸傾向ヲ一擲シ、社会的存在ノ全範域

た権威主義的な政治体制が崩壊し、民主主義を基

ニ亘ツテ民主主義ヲ實現シ自ラヲ文化、道義、平

礎とした新たな政治体制へと移行する一大転換期

和ノ新國家トシテ再建スルコトニ依リ世界ノ一員

であった。

トシテ、世界文化ト平和ニ貢獻シ得ル如キモノタ

このポツダム宣言には、愛大の設立趣意書の内

ラントスルコトデナケレバナラナイ。
」ここに見

容と類似した部分があり、その一節を引用してお

られる、「舊キ日本ノ誤レル指導」とか、「舊來ノ

こう 37）。
「六［軍国主義勢力の除去］ 吾等は、無

軍國主義的、侵略主義的等ノ諸傾向ヲ一擲シ」の

責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるに至る迄

表現は、上記ポツダム宣言第六項に、また「社会

は、平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざること

的存在ノ全範域ニ亘ツテ民主主義ヲ實現シ」は、

を主張するものなるを以て、日本国民を欺瞞し之

これまた第十項に内容的に一致しているばかりで

をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめた

なく、表現的にも類似している。

る者の権力及勢力は、永遠に除去せざるべから

この日本に対する現状認識と目指す今後の方向

ず。
」また「十 [ 戦争犯罪人の処罰・民主主義傾

性を踏まえて、愛大がどのような教育を行なうべ

向の強化 ]

…日本国政府は、日本国国民の間に

きか、その目的について、次の段落で以下のよう

於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の

に述べている。
「斯ノ如キ我日本ノ新シキ出發ニ

障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に

際シテ、當面解決ヲ要スル諸種ノ問題山積スルト

基本的人権の尊重は、確立せらるべし。
」 また連

雖モ就中學問、思想、文化ヲ旺ニ興シ、教養アル

合国最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）は、日

有爲ノ人材ヲ養成スルコトハ、其急務ニシテ最モ

本政府をして、基本的人権、主権在民、国際平和

基礎的ナルモノヽ一ト言フベキデアラウ。我等相

を基調とする新憲法を制定させるが、その草案が

謀ツテ茲ニ愛知大學ヲ設立セントスル所以ハ、實

臨時議会で審議され始めるのが 1946 年 6 月 25 日

ニ斯ル客觀的要請ニ呼應スルモノニシテ、一言ヲ

であり、それが公布されたのが同年 11 月 3 日で

以テ之ヲ謂ヘハ世界平和ニ寄與スべキ日本人文ノ

あった。これはまさに愛知大学がその設立申請書

興隆ト有爲ナル人材ノ養成ト云フ點ニ盡キルノデ

を作成し、設立が認可された時期と重なっていた。

アル。
」それは、世界平和に寄与する日本文化の

これらの二大重要文書の理念が、設立趣意書に反

興隆とそのために働く有為な人材の養成というこ
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あったといい、それが通説になっていた。

とであった。
ただし、愛大が建学の精神のもう一つ柱として、

しかし愛知大学名誉教授酒井吉栄氏は、前記論

その教育の場を中部日本の豊橋に置いた理由を、

文「世界大学史と愛知大学」において、それは小

以下に説明している。
「…第一、ニ本大學ノ所在

岩井氏ではなく、初代学長林毅陸氏であったとの

地ハ之ヲ中部日本ノ一地方都市（愛知縣豊橋市）

見解を提唱した。その理由としては、（1）林氏が

ニ置クノデアルガ、其ノ理由ハ現今我國ニ於テ學

若い頃漢学塾に学び漢学の素養があり、設立趣意

問文化ノ興隆ヲ計ランガ爲メニハ其大都市ヘノ偏

書の漢文調文体がそこからきていること、（2）林

重集積ヲ排シ地方分散コソ望マントノ趣旨ヲ活カ

氏に対する弔辞のなかで、本間氏が次のように言

サントスル含蓄ニ外ナラナイ、周知ノ如ク名古屋

及していることをもって証拠としている 39）。氏自

市ヲ中心トスル中部日本ニハ未ダ法文科系ノ大學

身は直接引用はしていないが、その一節は次の通

ヲ見ザルトコロ、此地方ニハ斯ル文化機關ノ設置

りである。
「先生は日本再建の基礎は教育にある

ヲ要望スルコト切ナルモノガアル、愛知大學ハ此

こと、殊に国際的視野の廣い人材を養成すること

要望ニ應ヘ學問ノ研究ヲ旺ニスルト共ニ周圍ヘノ

にあることを強く指摘されました。この事は、本

文化的影響ヲ意義アラシメントスルモノデアル。
」

大学創立の趣意書の中にも掲げられた一項目であ

と。

ります。…」40）（下線は引用者）。しかし「設立趣

この愛大の設立趣意書は、東亜同文書院や東亜

意書」の漢文調の文体ならば、戦前の教養人なら

同文書院大学のそれと比較して、内容上どのよう

ばほぼ誰でも書けたし、また上記の引用文をよく

な関係があるだろうか。侵略戦争を全面的に否定

読めば、林氏自身が起草したというよりも、氏の

した愛大のそれが、日中戦争を肯定し、中国経営

主張が「設立趣意書」ですでに確認されていたと

の人材養成を明記した書院大学の全的否定である

か、またはせいぜいその主張が「設立趣意書」の

ことは言うまでもない。それでは、書院大学のそ

一部に取り入れられることになった、と読める。

れによって否定された同文書院のそれが、否定の

それに反して本間氏が、
「設立趣意書」との関

否定によって蘇っている部分があるだろうか。そ

連で小岩井氏の名を挙げている次のような追悼文

れは同文書院の場合と愛知大学のそれとは、半世

もある。
「先生（小岩井氏̶引用者）が後年日中友

紀をへて歴史的諸条件が著しく変化し、同じ形で

好を主張し、中国問題の研究を重視したことは、

の復活でありえないことは当然であるが、確かに

愛大創立の趣意書や中国関係の講義科目、研究所

一部が復活している。すなわち同文書院において、

の設置等に依つてよく判るところであるが、これ

中日輯協、東亜久安、宇内永和と組み立てられ、

らは恐らく先生の上海生活における中国社会の見

その最後にきている究極目標としての世界平和主

聞、研究の賜物であつたろうと思われる。
」41）（下

義が、第 2 次世界大戦による全面敗北を体験した

線は引用者）
。ここでも小岩井氏が起草者であった

日本の愛知大学の建学の精神においては、まず前

とは明記されてはいない。しかしここでは「彼が

面に現れざるをえなかった。したがってその中に

起草した」との語句いれて「愛大創立の趣意書」

は、より下位に位置する中日輯協、東亜久安の観

とか、「彼が主導的に行なった」の語句を補って、

念は明言されてはいないが、当然潜在的に内在し
ていると見なければならない。

「中国関係の講義科目、研究所の設置等」と読む
ことができる。
結局、この問題については、
『二十年の歩み』

愛知大学の「設立趣意書」の起草者は誰か
創立当時を知る多くの教職員は、その起草者は

のなかの「大学設立申請書は主として小岩井氏と

本間喜一氏の盟友であった小岩井浄第 3 代学長で

太田氏によって作成された」42） という叙述に依
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拠しなければならない。趣意書の起草は、若い太

ておこう。そこには、日清貿易研究所や同文書院

田氏ではなくて、年長の小岩井氏の肩にかかって

初期の卒業生も数名いるが、他は総理大臣経験者、

きたと思われる。またその文体からも、またその

外務省の高級官僚、予備役将軍、代表的経済人、

思想的内容からも戦前社会主義者として人民戦線

学界代表といったいわば日本の貴顕の人々であっ

路線を主張した小岩井氏に相応しいものである。

た。そのなかで同文書院を代表するものは、1931

しかしこの起草された文章は、最終的には設立

年以後、大内暢三院長ただ一人であり、その後

推進関係者の集団的討議を経て決定された。上記

1940 年からそれは矢田七太郎に代わっている。

『二十年の歩み』には、申請書提出直前になって、

1944 年 2 月学長に就任した本間喜一氏は、理事

小岩井氏がいちど決めていた愛知人文大学の名称

会メンバーでさえなかった。

が、たんに愛知大学と訂正されたことが書かれて

同文会の寡頭的構造やその運営の権威主義的性

印
おり、設立趣意書においても、それが二字抹消○

格については、筆者はかって別稿で分析したので

となって残されている。これなどは、やはり起草

ここでは立ちいらない 44）。ただ同文書院（大学）

者は小岩井氏であったことを傍証するものであろ

の院長や学長の任命権は、教授たちにはなく、同

う。

文会会長の専権事項であった 45）。その点で、教

経営組織の変化

授会は一定の範囲内でよくその自治権を行使した

いま一つ、東亜同文書院大学から愛知大学への

が、究極的にはその研究・教育の自治権は、会長

発展について考察する場合に、経営組織の変化に

を頂点とする経営団体同文会によって制約を受け

ついて分析しておかねばならない。ここで経営組

ていた。

織というのは、たんなる経営団体の法人的形式で

それに対して愛知大学の経営組織はどのよう

はなく、その内部の構造や構成員の社会的性格、

な性格をもっていたのか。その初期の寄付行為

その運営方式などの全体を指している。

第 12 条では、理事構成は、学長 1 名、学監 1 名、

経営団体の形式は、東亜同文会も 1922 年以来

理事 5 名以上 7 名以下と規定されていた。1948

財団法人であり、愛知大学も 1946 年に財団法人

年 10 月 1 日現在の状態は、理事長林毅陸（学長）、

として認可され、その点では両者はまったく別

理事本間喜一（最高裁事務総長）、横田忍（前豊

のものであったとはいえ、同一形態の経営団体で

橋市長）、大竹藤知（豊橋市長）、神野太郎（豊橋

あった。しかし内容的には、両者の性格はまった

商工会議所会頭）、梅村清（東亜興業社長）、小岩

く異なっていた。なお愛知大学は、学校教育法に

井淨（学監）、四方博（予科長）、鹿島宗一郎といっ

よって、学校法人に編成替されるのは 1948 年に

た顔ぶれであった 46）。本間氏は、当時一時期（1947

なってからである。

年 8 月〜 50 年 6 月）
、初代最高裁長官三淵忠彦氏

同文会の場合、1922 年の寄付行為第 17 条によ

の懇請により、初代最高裁事務総長の地位にあっ

ると、理事会は、会長 1 名、副会長 2 名、理事長

たが、氏はこれまでの経緯から完全な学内者と見

1 名、理事 15 名以内の大規模なものであった

43）

。

なされるべきである。当時の身分が不明な鹿島氏

それは、同文会が、上海の同文書院の他、天津の

を除くと、学内者と地方政治家・経済人からなる

中日学院や漢口の江漢中学、等広く教育活動を行

学外者との割合はほぼ半々であった。しかし「寄

ない、また機関誌『支那』をはじめ、大規模な出

付行為」第 15 条によって、この学長が理事長に

版活動をも行なっていたこととも対応している。

なることが明記されていた。そのため愛大では、

この同文会の理事会構成員の社会的性格を、前

教学権が経営権に優越した形で両権が調整される

節で示した同文会解散直前のメンバーから窺がっ

仕組みができあがっており、その体制は今日にい
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たるまで持続している。この点が同文会と同文書

普及ヲ禁止スルコト、軍事教育ノ学科及教練ハ凡

院との関係とは決定的に異なる点である。

テ廃止スルコト」を命じている。後者は、
「日本
文部省ハ教員並ニ教職関係官ノアラユル現任者及

CIE による設立過程の監視

ビ希望者ヲ有効ニ調査シ、除外シ或ハ許可スル適

敗戦によって日本の最高権力を掌握したのは、

切ナル行政機構及ビ措置ヲ設定スルコト」を命じ

第２節

1945 年 10 月 2 日に正式に発足した GHQ/SCAP

た。これは教員適格審査機構設置の問題である。

である。そのもとで教育問題に関して、調査し政

これらと愛大の創設過程とがいかに関係している

策を立案し、GHQ に助言したり、文部省を監督

かは、すぐ後に触れよう。

したり、また独自に教育行政を実施したのが「民
間情報教育局」
（Civil

Information & Education

なおこのほか CIE は、12 月 15 日には、「国家
神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、

Section, CIE）
のとくに
「教育課」
であった。CIE は、

監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」
、いわゆる「神

在東京の中央機関として存在しただけでなく、横

道指令」を発した。これは、本稿補章で分析する

浜に本部を置く日本占領軍第 8 軍本部と、そのも

神宮皇學館大學廃校の基本的根拠となった命令で

とに京都の第 1 軍団本部、仙台の第 9 軍団本部に

ある。

それぞれ軍政部をもち、さらにその下におもに府

愛知大学にたいするこの CIE の監視は、すで

県を基礎単位とした 53 の府県軍政チームを組織

に豊橋を立地にしようとした段階から始まってい

していた

47）

た。その運動の先頭にたっていた神谷龍男氏は、

。

従って愛知大学の設立事業は、ドイツの場合と

「…五月上旬頃だったと思うが、突然、大浜警察

は異なり、占領軍が間接統治形態をとったため、

署を通じて進駐軍から出頭命令をうけて驚いた」

一つは CIE から文部省へのルートと、もう一は

と、その事情を回想している。神谷氏は、名古屋

直接、CIE から地方軍政部へのルートという、二

の事務所に 1 週間に 1 回位の割りで、計 6、7 回

重の監督規制のもとにあった。

出頭し、個人的なことから東亜同文書院のことに

ところでこの CIE は、その初期教育政策（1945

及んで質問されたと述べている 49）。そのため 6 月

〜 47 年）において、1945 年 10 月から年末にか

下旬に本間氏にも呼び出しがかかり、そのときは、

けて、日本政府に対する「覚書」という形で 5 つ

両者別々にとり調べられた。これは、愛大予定地

の重要指令を発しているが、そのいずれにも共通

が、もと陸軍第 1 予備士官学校跡地であり、いま

しているのは、ポツダム宣言の内容に対応して、

は国有地として東海財務局の管理下にあって、占

日本の教育から、軍国主義と超国家主義を排除し、

領軍の承認なしには、自由な利用が許されなかっ

自由主義・民主主義の原理を導入することであっ

たためであろう。

た

48）

。超国家主義とは「極端ナル国家主義」とも、

次にきたのは、文部省に申請書を提出後に生

「過激国家主義」とも訳されるが、それは他民族、

じた教員適格審査と、とくに教育関係者の適格審

他国の支配を正当化するイデオロギーを意味して

査の問題であった。これについては、
『十年の歩

いた。

み』も『二十年の歩み』も、ともに以下のように

上記 5 指令のうち愛大の設立過程と関係してい

記録している 50）。教員の場合は、東海地区学校集

るのは、10 月 22 日の「日本教育制度ニ対スル管

団適格審査委員会の審査をうけ、全員合格の判定

理政策」と、10 月 30 日の「教員及教育関係者ノ

をえて問題はなかった。ところが寄付行為許可申

調査、除外、許可ニ関スル件」
、である。前者は、
「軍

請書記載の設立委員、林毅陸、本間喜一、横田忍

国主義的及ビ極端ナル国家主義的イデオロギーノ

3 氏については、文部省の中央適格審査委員会で
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いずれも適格と判定されていたにもかかわらず、

なかったとはいえ…戦時中に帝国主義的であっ

GHQ が 3 氏について、いわゆる G 項該当者（好

たり、戦前に疑似帝国主義的な目的をもった 1 グ

ましくない人物）と疑い再審査を命じた。それに

ループが、この時期に日本において学校を設立し

対して、時の文部大臣田中耕太郎氏と審査委員我

かねない方向性が含まれている」と、不信感を述

妻栄氏がともに GHQ におもむき、説明の結果適

べている。またそれに反してパーカーは、
「…こ

格となった、と。

の学校は継続されてもよく、結果的には名声の高

CIE による愛知大学の査察

い大学になりうるとの、印象を受けた。…同校は

愛知大学は、発足して 2 年度目の開講が間近に

その中国研究における優秀さの故に有名であり、

迫った 1947 年 4 月 30 日、 CIE のアンダースン（京

この方向が続くよう計画されている…」と、話し

都）、パーカー（大阪）
、マクイルヴェイニ（名古

たとのことであった。そしてウィグルスウォース

屋）の 3 地方軍政部将校による査察を受けた。愛

自身も、次のような同文書院についての評価を記

大側でそれに対応したのは、本間理事と小岩井、

している。
「…その学校は近衛公が最近まで会長

神谷、太田の 3 教授に通訳を担当した若江教授で

であった東亜同文会の活動の一つであった。トゥ

あった。問題の核心は、CIE 側が愛大を東亜同文

ン・ウェン（Tung

書院大学の復活であるとの疑惑をもったことであ

としても知られているその上海校は、中国の経済

り、そうではないことが一応確認できたので、本

地理、その商工業および言語を研究するために、

間氏は「このあと『同文書院教授をこれ以上愛大

東亜同文会によって始められた幾つかの学校の一

へ入れてはいけない』という条件をつけて愛大の

つであった。中国研究におけるその優秀さのため

51）

存立は認めてくれた」

Wen ＝同文̶ 引用者 ）大学

に、上海校の学生たちはしばしば日本のビジネス

と、述べている。

『愛知大学五十年史』通史編（2000 年）の編纂

マンや日本軍のための通訳として用いられた」と。

にあたり、当時の編纂委員長田崎哲郎氏の努力に

そのあと「覚え書き」は、CIE「東京事務所」

よって、国会図書館に所蔵されていた CIE の愛

が愛知大学設立に関して、次のような決定を下し

知大学関係文書が発掘され、それによって、上記

たことを記している。

の査察の結果に対する CIE 側の評価や結論が明

ａ．資格審査に関して、すべてルール通りに承
認されている。

らかになった。同文書のなかに、査察直後の 5 月
3 日付けで CIE の担当将校エドウイン・F・ウィ

ｂ．安全に関して、疑わしい目的をもった人物

グ ル ス ウ ォ ー ス（Edwin F. Wigglesworth) が、

は、他の諸校に拡散させるよりも、一箇所に

教育課長マーク・T・オア (Mark T. Orr) に提出

集中させておくほうがより良い。監視は容易

した「愛知大学開学の件」という「覚え書き」が

であり、彼らの影響は限定される。

ある。それを、かって筆者が別稿で翻訳したこと
があり、その全文はそれにゆずるが

ｃ．大学の質に関して、文部省には、…その施

52）

設はできるだけ速やかに必要な設備を確保で

、それは

当時 CIE が東亜同文書院をどう評価していたか、

きるよう、地方視察官を通じて、特別の努力

愛大の創立をどのような疑惑の目で見ていたかを

をするよう要請する。（後略）

示す、非常に興味深くまた重要な文書である。そ

ｄ．引き揚げ教授・学生に関する文部省の問題、
これに関連したことは困難な事態であり、こ

のためその要点をここで紹介しておきたい。

の大学の設立は、この時期、唯一、物理的に

この「覚え書き」の最初の部分で査察した将校

それを解決している。

2 人の意見が紹介されている。アンダースンは、
「…実際に不穏な性格のものはなにも見いだされ

ｅ．結論、大学の開学は許される。しかし地方
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担当将校は、とくに本間と同校との関係につ

愛大の研究・教育の特徴を正確に把握していた。

いて調査をさらに継続すべきである。
（後略）

これは非常に興味深いことである。

最後にウィグルスウォースは、自分自身の結論

ところでその後、本間氏は「覚え書き」通り、
「３
回位い」名古屋の事務所に出頭せねばならなかっ

的見解を以下のようにまとめている。
「上海校が、中国への経済的浸透のための、戦

た 53）。

前日本政府の道具の一つであったことは、なんら
疑いえないこと、戦時中には、中国にあった日本

第3節

愛知大学の新しい性格

の諸機関とどうよう、それは軍隊の手先 ( arm of

私たちは、これまで東亜同文書院大学の廃校と

the military ) にされたことである。愛知大学関係

愛知大学の創設過程、CIE によるその監視につい

者は、その上海施設と関係があった。しかしなが

て分析してきた。愛大の創立を推進した人々が、

ら、そのグループが軍国主義の復活に関心をもっ

敗戦によって学業を全うできなかった書院大学を

ているとの証拠はなにもなく、中国─日本研究に

はじめ、海外にあった日本の高等教育機関の学生

関心があることは明白である」と。さらに愛大が

に対する教育者的責任感を強くもった東亜同文書

軍事要員養成校とは「異なるタイプ」の学校で

院大学の教職員有志であったことは、だれしも異

あると確認したうえで、
「大学としては、いかな

存はなかろう。その意味で愛大が同文書院（大学）

る機関といえども、創立時にその真価が証明され

の後継校と自称する資格はすでに十分にある。さ

たものはなかったし、また充分な設備をもって始

らにそれに加えて、同文書院（大学）が本質的に

まるものもすくないのだから、この機関にたいし

もっていた中国に関する研究と教育への関心、書

ては、自己確立すべき機会が与えられねばならな

院（大学）の学籍簿・成籍簿の管理、同文会の霞

い」
、と続けている。

山文庫の取得、書院時代に始まった中日辞典の編

この「覚え書き」から判るのは、CIE が戦前・

集カードの返還によるその完成、等を考慮すれば、

戦中における東亜同文書院（大学）を非常に厳し

愛大を同文書院大学の後継大学であるする理由は

く批判的にみていることである。確かにその中国

ますます強固なものとなる。

経済地理や言語に関するすぐれた業績の存在を指
摘しているが、全体としては、それは「スパイ養

しかし愛知大学は東亜同文書院（大学）とは異
なる様々な面をもって誕生した。

成校」とまでは言わないまでも、
「中国への経済

第 1 に、愛大の教員構成のなかで、書院大学の

的浸透のための戦前日本政府の道具」
、戦時中に

成員は、相対的な多数を占めていたとはいえ、ほ

はそれれは「軍隊の手先」にされた、とまったく

ぼそれに匹敵する京城帝大の教員や、やや少ない

否定的に評価している。

が台北帝大の教員もいた。さらにそれら以外の出

しかしこの「覚え書き」は、その一グループが

自の多数の教員もいたのである。

設立した愛知大学が、軍国主義の復活には全く関

第 2 に愛知大学の「設立趣意書」に現れた建学

心がなく、むしろ「中国̶日本研究」に関心を向

精神についてである。それは、日本がこれまでの

けていると、その点では正しく評価している。愛

軍国主義や侵略主義を一掃して、民主的な新日本

大の設立趣意書では、当時の同文書院にたいする

を建設するために、世界平和に寄与し、また地域

GHQ の評価や世評を考慮してか、その伝統を受

社会の発展のための人材の養成を謳っている。こ

け継ぎ、今後は世界平和の観点から中国研究を推

れは日中戦争を肯定した 1938 年の「東亜同文書

進するといった表現は一切ない。しかし CIE は、

院大学設立主意書」の全否定である。ではそれに

対応した愛大教授たちから話をきいためか、この

よって否定された、1900 年の同文書院の「興学
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の要旨」の内容は、愛大の「設立趣意書」にその

事件や、田中義一内閣による 1927・28 年の 3 次

まま蘇ったわけではない。それは半世紀にわたる

にわたる山東出兵による中断はあれ、また中国で

世界情勢の変化があったかである。ただ根津一が

の波打つような民族主義運動の高揚を受けながら

目指した究極目標「宇内永和」が、愛大では前面

も、ほぼ 1931 年の満州事変まで持続した 55）。こ

にくることになった。

の時期に日中関係は、幾多の不安定要素をかかえ

第 3 に、愛知大学の経営組織の性格は、東亜同

つつも、なお満州事変以後のそれに較べれば、比

文書院（大学）のそれとはまったく異なるものに

較相対的には安定していた。そしてこの時代は、

なった。書院大学の教学権は、その経営団体であ

国内では後期大正デモクラシー（第 2 次護憲運動）

る同文会やその会長によって制約されていた。し

の時期とも重なっていた。

かし愛大の場合は、教職員による経営が基本構造
になった。

こうした時代背景のもとで、同文会や同文書院
を国家主義的に傾斜することから守ったのは院長

以上の諸点を総合すると、愛知大学が東亜同文

根津一である。彼は、1900 年から 14 年まで同文

書院（大学）と同質の後継校であるとはとてもい

会幹事長でもあったが、1909（明治 42）年の同

えない。そうであれば愛大は質的な発展を遂げた

文会大会において、同会の有名な綱領（
「支那ヲ

新しい大学と言わねばならない。

保全ス」、「支那及朝鮮ノ改善ヲ助成ス」、…）を、

ではなにをもってその質的発展をはかる基本的

国際関係上の平等性を損なうといった観点から削

指標とするのか。筆者はそれを同文書院、同文書

除させているし、また 1915 年の「21 ヵ条要求」

院大学、愛知大学のそれぞれ建学の精神について

に対しては、中国人の信頼をえられないとの批判的

説明した際に触れた、日本の高等教育に内在して

立場からその内容の抜本的変更を要求している 56）。

いた「国家主義」と「学問の研究・教育」の二元

こうした院長根津の立場を守ったのは、初期には

論から説明したい。すなわち教育の国家主義は、

近衛篤麿であったが、その後ひき続き擁護したの

戦前・戦中の日本の初等・中等教育に深く貫徹し

は、1918 年から 36 年まで長期にわたって会長を

ていたが、高等教育においてもまた、上記の「国

務めた自由主義者牧野伸顕であった。彼は同文会

家主義」と「学問の研究・教育」との二元論となっ

の活動を厳密に文化・教育事業に限定したからで

て、専門学校・大学を支配し、苦しめていた。

ある。この段階において同文書院・同文会は、研

東亜同文書院時代の初期、国家の対中政策は、
1902 年の第 1 次日英同盟以後、第 1 次世界大戦

究・教育の面で顕著な業績を生み出す。
しかし日本が満州事変から日中戦争へと侵略

勃発の頃までは、日露戦争が介在したとはいえ、

戦争をすすめ、また日本型ファッショ体制を築く

またそれ故にこそ、
「中国保全論」が基調になっ

につれて、同文書院（大学）の「国家主義」は肥

ており、それは同文会や同文書院にとっては、良

大化し、巨大化して行き、最後はその「学問の研

好な条件となった

54）

。また同文書院中期において

究・教育」をも圧殺していった。この国家主義の

は、第 1 次大戦後、1921・22 年のワシントン会

巨大化にあたっては、同文会会長で総理でもあっ

議において、
「中国に関する九ヵ国条約」が締結

た近衛文麿がその役割を果たしている。そして

され、日本は対米・英協調主義をとらざるをえず、

敗戦の結果、同文書院大学は廃校になり、やがて

それに規定されて、中国に対しては「権益擁護」、

愛知大学が創立される。この廃校時のすさまじい

とくに経済的なそれを主張するとともに、
「内政

困難を乗り切り、これまた空前絶後の困難を克服

不干渉」の立場、いわゆる幣原外交を推進した。

して新大学の創立を指導したのが本間喜一氏であ

これは、1924 年頃から始まり、1925 年の 5・30

る。CIE の初期教育政策は、ポツダム宣言に基づ
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き、日本教育の内部の軍国主義・超国家主義を廃

（中略）しかし東亜同文書院の何を。愛知大学の

絶し、それに代わって自由主義・民主主義を定着

どの部分でどう継承するのか、この点が必ずしも

させることであった。愛知大学は、この変化によ

明らかでない」58）（下線は引用者）と。この最後の

く主体的に適応して、
「自由主義・民主主義」と「学

問題については、本稿がその一部について答えて

問の教育・研究」に基づき新たに構成し直された

いるつもりである。

のである。これが愛大が東亜同文書院（大学）か
らさまざまな面を受け継ぎながらも、それとは異

第3章

なる質への転化を遂げたという最も本質的な点で
ある。そしてこの質的発展こそが、愛大の創立を

第１節

可能とし、そのことによって、愛大による同文書

滬友会による対抗的動向

滬友会の再建、同文会清算事務批判、
東方研究所の設置

院（大学）の肯定的遺産の継承を可能にしたとさ

滬友会の再建

え言えよう。

滬友会は、すでに戦前から滬友クラブとして

この愛大の質的性格については、創立者や創立

上海にあり、1942 年、上海総領事館に社団法人

当時の学生にもすでに主観的に自覚されていた。

として登記され、その上海や京浜支部の活動は

設立申請書のなかに、
「愛知大學概要」という文

盛んであったが、戦局の悪化と敗戦のなかで、一

書があり、その「設立準備」の 1 節につぎのよう

時その活動は停滞していた 59）。そのため会員の

に記されている。
「愛知大学ニツイテハ若干ノ誤

連絡と交流とを再度復活させようと、宇治田直義

解アルガ如キモ、之ハ決シテ舊京城帝大ノ復活ニ

などが中心になって、1946（昭和 21）年 12 月 10

非ズ、舊東亜同文書院大學ノ再建ニモ非ズ、全ク

日、新滬友会の創立総会が開催された 60）。その会

新シキ文科系大学ニテ内容充實セル最モ進歩的ナ

長には林出賢次郎（2 期）
、理事長には石射猪太

ル新大學ヲ設立セントノ意欲ニ基ズクモノデア

郎（5 期）、常任理事には宇治田直義（13 期）ら

57）

ル」 （下線は引用者）と。また同文書院大学最後

20 名がついた。林は、卒業後、外務省の委託を

の入学生（46 期）で、愛大を 1951 年に卒業し、

受けて、ロシアの中国辺境部への浸透を調査する

霞山会理事長と上海交通大学顧問教授を務めた北

ため、1905 〜 07 年の 2 年間にわたって新疆（イ

川文章氏は、次のように述べている。
「昨今、愛

リ）での伝説的な大調査をおこなったことで有名

知大学は東亜同文書院の継承校と喧伝している。

であり、1941 年には同文書院大学の学生監にな

確かに、愛知大学が創成期に本間学長をはじめ同

り、1935 年満洲国皇帝訪日の際はその通訳となり、

文書院の関係者によって生まれたことも、同文書

1943 年には天皇・皇后の中国語通訳になったこ

院の学籍簿、成籍簿を継承管理してきたのも事実

ともあった 61）。石射は卒業後外交官になり、幣原

だ。私は、愛知大学が同文書院を継承校とする点

喜重郎の協調外交の薫陶をうけ、1931 年の満州

に対して、特に異論はない。それはそれなりに一

事変の勃発に際しては、吉林総領事として軍の同

つの在り方だと考えている。
（中略）創成期に尽

地占領に抵抗し、また 1937 年の日中戦争勃発に

力された先生方は他にもいたし、
『京城、台北、

際しては、東亜局長として広田外相を通じて、必死

満州を含め八十校からの転学生が集まった』とも

にその不拡大のため努力した人物である 62）。宇治田

愛知大学五十年史にも記載されている。
（中略）

は、1917 年、卒業後同文会の職員になり、翌 18

当時の学友たちは自分達は新たな大学を創設する

〜 21 年母校の教授兼学監を勤め、1935 年には同

んだとの意気込みはあっても、同文書院継承校に

文会主事、42 年には同常務理事になった。この間、

するという意識はそれほど強くなかったと思う。

彼は会長近衛の知己をえて、1939 年同文会理事
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長阿部信行が内閣総理大臣に就任した時は、その

東亜同文会資産の清算事務

私設秘書として、また阿部が 1940 年、特命全権

同文会の解散が、外務省によって認可された

大使として南京王兆銘政権と日華基本条約につて

1946 年 3 月 1 日現在の財務状態は表 4 の通りで

交渉し調印した時には、その随員を勤めた。また

あった。

彼は同年には大日本興亜同盟常務理事、1942 年
には大政翼賛会興亜局連絡部長についていおり、
そのため敗戦後には公職追放にかかっている 63）。
宇治田の思想は、その自叙伝『放浪五十年』で述

表4

東亜同文会の貸借対照表（1946 年 3 月 1 日現在）
資産の部

建

物

負債の部

（円）

168,943.52 資

産

什

器

27,077.53 預 り 財 産

べているように、日中戦争中は対中強硬派であり、

図

書

34,386.81 資

また戦後は台湾国民政府を支持して、本土の人民

銀行預金

民主主義政府には理解を示さなかった。そのため

有価証券

22,946.95

滬友会の方向性について、1959 年ごろ新中国を

振替預金

74,818.29

どう見るかにつて、会内部で議論がおこったこと

現

金

12,340.95

に関して、宇治田は、
「もしこの時山本熊一氏の

仮 払 金

34,459.36

主張通り我々が共産主義を理解し、ホントに頭を
切り替へ、新日華関係の打開に進んでいたならば、
日中関係も今日の如く行詰らず、滬友会も亦、新

合

計

（円）

165,137.56
65,270.30

金

899,371.05

797,978.12 仮 受 金

43,172.62

1,172,951.53

合

計

1,172,951.53

出典：滬友会編、『東亜同文書院大学史』、1982 年、
713 〜 714 頁。

たな方向を発見して日中間の中枢となり得たこと

上表の各項目の詳細は不明であるが、若干の説

であろう。然るに国家主義、軍国主義で長年育て

明を加えれば、資産の部の振替預金とは郵便貯金

られた我々は、衷心より国民的反ソ感情を持って

のこと、また仮払金とは、代わって支払った金で、

いて遂に最後の決心がつかなかったのは遺憾千万

やがて回収できる金、また負債の部では、預かり

64）

財産とは関連団体から預かっている財産で返却せ

である」 、と深く反省している。
このように滬友会は、戦後しばらくのあいだ、

ねばならないもの、仮受金とは前受金で返却を要

石射のような保守的リベラル派もいたが、どちら

する金のことである。総じて、資産の部の建物・

かといえば、保守派や反動派を含む人々によって

什器・図書の合計が、負債の部の資産・預り財産

リードされてきた。筆者には、それらは、同文書

と一致し、資産の部の銀行預金・有価証券・振替

院卒業生の伝統的な部分の中心的存在を形成して

預金・現金の合計が、ほぼ負債の部の資金（流動

いたように思われる。従って新思想をもって新時

資産）と一致する。

代に適応した愛知大学には理解を示すことができ

まず、清算事務が開始される以前に、占領軍に

なかった。これを遡って同文書院（大学）の歴史

よる霞山会館が接収されると通知され、1945 年

にあてはめれば、その中には戦後否定されるべき

11 月 15 日以降に、その蔵書約 35,000 冊の接収を

ものと、肯定されるべきものとの 2 側面があった

避けるため、呉羽分校の神谷氏ほか有志の者が、

ことになろう。

それを常務理事牧田邸に運び込むということが

ところでこの復活した滬友会は、林、本間両
氏らを中心に実行された同文会の清算事務に対し

あった 65）。
清算業務は、林毅陸を代表者として、牧田武、

て、激しい非難を加えるようになった。まずその

本間喜一、大西斎の 4 清算人によって、1946 年

清算事務の進行過程をたどっておこう。

12 月から 1950 年 12 月までかけて実施された 66）。
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1946（昭和 21）年

1949（昭和 24）年

まず最初に清算事務として行なわれたのは、上

3 月 16 日、林毅陸（愛知大学長）清算人辞任、

記図書を愛知大学が大学設立の基本図書を整える

後任に徳川家正が就任、清算人代表

ため、1946 年 12 月に保管・利用の契約書を交わ

となる。

して借用したことである。ただしこの図書につい

1950（昭和 25）年

ては、のち 1950 年 3 月、同文会の資産（固定資産）

12 月 16 日、清算人代表より、都知事あてに「財

を継承した霞山倶楽部（のち霞山会となる）の申

団法人東亜同文会清算事務は 12 月 2

出により、愛大は 150 万円（3 回払い）で買い取

日を以て終了せる旨」
、一切の報告

ることになる。

書とともに届け出る。
以上が滬友会が報じる清算処理過程であるが、

1947（昭和 22）年
6 月 21 日、愛知大学へ 153,600 円が寄付された。

その大まかな特徴をいえば、滬友会が受け取った

7 月 17 日、残余財産処分の原則を次のように

のは、同文会の残務事務と引き換えに 40,000 円
と同文会在外資金の処理事務であり、固定資産（建

定めた。
（イ）建物・什器・図書は本会館設立の趣旨に鑑み、

物・什器・図書）は霞山倶楽部に、流動資産（現金・

これと類似の目的を有つ然るべき団体に寄付

銀行預金・振替預金・有価証券）の計、約 90 万

する。

のうち、愛知大学が受領したのは約 63 万円、実

（ロ）現金（預金・貯金・有価証券を含む）を愛

際にはそれより第 2 封鎖預金解除の際の減額分を
引いて、約 37 万円が、愛大に寄付された。ただ

知大学に引継ぐ。
8 月 12 日、
清算人本間喜一の辞任が登記された。

し霞山倶楽部に渡された図書は愛知大学が有償で

9 月 16 日、愛知大学へ第 2 封鎖預金分 480,058

買い取ったのである。
この清算の仕方が、滬友会にとっては、すでに

円が寄付された。
（ただし、愛大の鈴木教授によれば、

第 1 章第 1 節で触れた、同文会最後の理事会・評

現金化してのち愛大が受け取ったの

議員会の「申合事項」、すなわち「将来東亜同文

は約 22 万円であり、それは特別会

書院出身者を中核として本会（同文会̶引用者）と

計になって、書院大学の残務整理と

同様性格の団体を結成し、これに残余財産を移

書院同窓会関係の費用に充当された

譲して新時代に即応する活動を為せたい。従つて

とされている。
）

それまでは学校等を開設せず、当分事態を静観す

1948（昭和 23）年

る」に違反していると反発を強めたのである。林、

2 月 18 日、建物・什器・図書が霞山倶楽部に

本間両氏が中心となった清算人によって、同文会

寄付される（これについては滬友

の流動資産の多くの部分が愛知大学に寄付された

会が厳重な抗議をしている）
。

ことを、滬友会は「不徳義な清算処理」と非難し

3 月 31 日、同文会の残務が、滬友会に委託され、

た。ただし宇治田は、
「法律的には違法ではない
処置かも知れないが道義上許されるべきものでは

その経費 40,000 円が渡された。
5 月 6 日、東亜同文書院及び北京工業専門学校
の学生及び卒業生に関する証明書の

ない」とも述べ、法律的に争う姿勢までは示さな
かった。

発行事務を愛知大学に委託

とはいえ、この問題のため滬友会と愛知大学の

12 月 27 日、同文会在外資金に関する後日の処

関係は、相当長期にわたって険悪な状態が続いた。

理一切を社団法人滬友会に引き継ぐ。

それが解消し始めるのは、1977（昭和 52）年３月、
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愛大が三十周年記念式典を挙行した際、滬友会副

和国家として生きねばならないとの方向性が示さ

会長がそれに列席した頃からである。その後滬友

れているが、当時の日本が体験した軍国主義・侵

会幹部と本間元学長や鈴木名誉教授との懇談が重

略主義の放棄に伴う大変革が反映されており、そ

ねられ、次第に友好関係が築かれることになった。

の点では愛知大学の設立趣意書の内容とも一定の
共通性が認められる。

東邦研究会の発足
このように滬友会は同文会の清算事務の仕方に

同研究会は、東亜同文書院大学維持会の解散に

非難を加えながら再建されたが、それはあくまで

伴う残余予算約 32 万円を受け取り、上記の基本

も「同窓の連絡機関」にすぎなかったため、その

方針に基づいて、
（1）東方諸国に関する調査研究、

なかで「東亜同文会の後継団体」を求めるように

（2）後援会、座談会、研究会等の開催、
（3）刊行

なっていった。こうして 1947（昭和 22）年 10 月

物の発刊、（4）東方諸国との間に於いて貿易其の

1 日、東京においていちおう滬友会から独立して

他の経済活動に従事すべき人材の養成、等の活動

創立されたのが、東邦研究会であった

67）

。これは

を行なった。その中で重要な地位を占めたのは、

先の同文会解散時の「申合事項」もあって、それ

第 4 項目を目的とした活動であり、そのため東京

は東亜同文書院大学の後継機関ではなく、同文会

商工会議所と共同で貿易研究所を運営した。

のそれと構想されていたが、そこには潜在的に愛

滬友会による母校再建運動

知大学に対する対抗意識が働いていたようにみえ

滬友会のその当時の指導部が、先に述べた通り、
愛知大学は同文書院大学の後継校とは認め難いと

る。
その役員は、会長に元総理弊原喜重郎、理事長

いう心情をもっていたことと、また同窓の一般会

に高橋竜太郎、理事には佐藤尚武、徳川家正、田

員にも失われた母校をなんとか回復したいという

中耕太郎、山田純三郎、林出賢二郎、堀内干城ら

気持ちがあったこともあって、ここに滬友会は、

30 名がなり、事務局長には林出がついた。その

母校再建運動につきすすむ。この問題は、ついに

際注目すべきは、石射猪太郎が起草した「創立趣

1959（昭和 34）年になってまず滬友会内部で公

意書」である。

然化した。

「日本今次の破局の最大原因が、国民ことに指

母校再建研究委員会の発足

導階級の独善的思ひあがりにあったことは否むべ

当時の滬友会会長は、同文書院 12 期生で、も

くもない。独善なるが故に過去の日本は、隣接諸

と同文書院教授であった清水董三であった。まず

国は勿論、欧米先進国の政治、経済、社会、文化

同年 5 月 16 日の理事会において、母校再建問題

の実相についての研究を怠り、或ひはそれに対し

が取り上げられ、それが 5 月 23 日の総会で全員

て眼を掩うの愚を重ねつゝ、終に自づから墓穴を

一致で承認され、母校再建研究委員会が発足した。

掘るに至つたのである。いまや日本は深く過去を

ついで 7 月 31 日の理事・幹事・財務委員会の連

反省し、改過自新、平和の民として新発足しよう

合会が、再建研究委員会の組織原則を、卒業生各

とするのであるが、国際社会に処してあくまで平

期１名ずつと会長委嘱の数名と決め、順次その選

和的存在を維持し、永く民族的繁栄を享受するた

考が行なわれた。こうして 10 月初旬頃には 59 名

めには、広く諸外国の諸般の事相に対して日に新

が出そろい、10 月 21 日には研究委員会が正式に

たな研究をつづけ、よつて以て常に正しき国際知

立ち上がり、その委員長には大倉邦彦（3 期）が

識を涵養し、国歩の過誤を再びせざらんことに努

就任した。その委員の顔ぶれであるが、それぞ

68）

ここには、日本を

れ各期の代表的人物、例えば中山優（16 期）な

崩壊に導いた過去の国家運営の誤りと、今後、平

どが顔をそろえていたが、その中には書院大学の

めねばならない。
（後略）
」

324

◦ 1147 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

見をもとめたか。

教員であり、愛大に来る予定であったが、前章で
述べたように、CIE の干渉のため愛大にこれなく

答：書院出身の愛大教授にもアンケートを求

なった小竹文夫（19 期）や、愛大発足時には豊

めた（そのうち、内山雅夫氏より回答が

橋への立地決定問題でおおいに貢献し、一時愛大

あつた。）

専任教授として勤めながら、事情あって早期に退

このように、元書院大学教授で当時愛大の教員
であった人々は、冷静に反応したが、内山氏（愛

職していた神谷龍男（29 期）も参加していた。
この間、同研究委員会は、10 月 21 日に早くも

大教養部・中国語）の回答も、非常に深い意味

第 1 回総会を開き、18 名の常任委員と 3 名の幹

をもっており、『滬友』10 号に掲載されたその長

事を選出しており、常任委員には熊野正平（元同

文の回答のうち、その要点のみを紹介しておこう

文書院中国語教授）や、上記の小竹文夫、神谷龍

72）

男が含まれており、神谷は幹事にもなっている

69）

。

。内山氏は、
「私の結論的な意見は、再建もと

より賛成であるがどのような形で再建させるかに

そしてこの再建研究常任委員会は、10 月 30 日

問題もあり、いずれにしても再建ははなはだ困難

に各委員と滬友会会長、副会長、理事長 5 名をふ

だろうということですが、…」と、自分の基本的

くむ 64 名に、再建問題に関するアンケートを配

な立場を表明して、その幾つかの理由を挙げてい

付し、それに対して 50 通の回答がよせられ、そ

る。まず「書院精神を新時代に適応せしめたもの

の集計結果は、ほぼ次のようなものであった。

にしたい…」との意見が圧倒的とはいうものの、

アンケートの結果は、同文書院大学を再建する

その内容は人によってまちまちであり、その一致

こと、および建学の精神を書院精神の現代化した

をみるには今後長い時間を要すること。また、同

ものにする点では、基本的に一致しており、また

窓の 1 人が巣鴨に入所中、中国軍人に書院につい

その経営母体をいわば現代版「同文会」を組織し

て説明したら、中国軍人は、
「皆誤解していた」

ようとする意見が有力ではあったが、学校の再建

といったそうだが、だからといって今後、荒尾や

については、大学を一挙につくることから、講習

根津の書いたものをしめして、誤解を完全に払拭

所からはじめて漸進的に進めよう、など意見が分

できるのか。
「先方が悪感情を持つているという

かれており、さらにこの段階の日本をとりまく経

のが厳然たる事実であるからには、それにはそれ

済・外交情勢を反映して、中国よりも東南アジア

だけの苦しいこと、いやなことが先方にあつたに

を対象とするとの意見がより有力であった

70）

。

ちがいないと考えることが本当であると思う」と

その後の討議のなかで「再建の可否」について

述べ、内山氏自身は、日本の、あるいは書院の戦

は、それを可とする意見が強まっていくが、1960

争責任に触れ、それを反省する必要があることを

年 2 月 13 日の再建研究委員・同常任委員と理事

暗に示唆している。さらに、外務省や財界の人物

との連合会の議論のなかで、愛大に触れる個所が

を中心に経営母体をつくるというが、今日、思想・

あり、その部分のみを紹介しておこう

71）

言論の自由の時代に、その意にそわない左翼、右

。

質問：終戦直後の東亜同文会の解散と、愛大の
創立について津田元理事と金子常務理事

翼の学生がかならず出てくると断じている。
また滬友会中央部における母校再建活動とは反
対の意見も地方で起きていた。1960 年 2 月 14 日

とに聞き度い。
答：終戦後追放になつたので、具体的には関

に根津一の梅花忌（34 回忌）法要に集まった京

知しない、愛大は書院の後身ではない。

都支部は、式後、母校再建座談会を開き、その内

質問：書院出身の愛大教授にもアンケートを求

容を報告している。そこでは 5 名のものが、次の

めたか。元書院教授であつた現存者に意

ように愛知大学を後身校として育成することに賛
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成している 73）。

て特殊性をもつもの、（C）現存大学に資金を

Y1 氏：最近数名の有志集つまって本問題につ
いて話合つたことがある。もし愛知大
学において受諾あらば愛知大学を同文

を付与する、といったことが考えられる。
4．「学生は府県費生と公社、会社、銀行等の委託
学生及び私費生とする。」

書院の後継大学としたい。
註───以下愛知大学の受諾を前提とする。
K

供与して、その１学部ないし 1 単科大学に特色

氏：愛知大学の創立事情から考えてこれを
後継大学として大いに育成したい。

T1 氏：愛知大学を育成し書院創立精神を一貫

5．設置場所としては、海外がよいが、いまは政
治的・経済的民族主義が高揚しているので不可
能と思われる。したがって、一定時に現地教育
を行なうが、さしあたりは東京。

せしめ時代に適応する経営法を研究す

6．資金ルートとしては、政府（外務省、通産省、

ること。経営主体を同文会式のものに

文部省）の補助金、財界の寄付金等を主とし、

せよ。

兼ねて県費、委託費並に私費学生の収入をあて

T2 氏：書院の復興を熱望する。比較的実現可

る。
7．経営母体については、「…同文書院の設立当初

能の愛知大学の育成に賛成。
O2 氏：愛知大学の育成賛成。

と同様、近衛公や荒尾、根津両先生に匹敵する

母校再建研究会答申書

様な偉大なる人物、然も中国及び東南アとの提

1960 年 3 月 30 日に再建研究委員長大倉氏から

携に熱意を持つ人を選出し、その人の人望、技

滬友会会長に対して渡された答申書の内容の要点

倆に依つて広く全日本の政、財、学界の有力者

を挙げれば、次のようなものであった

74）

を網羅して、元の東亜同文会の如き有力な母体

。

それはまず冒頭、
「東亜同文書院が日中両国の

を結成して学校の設立及び経営の一切を担当せ

先覚者によつて開設され、半世紀に亙つて存続

しむる。…」

し、国家社会のために貢献した幾多の人材を輩出

その後この答申書は 4 月 28 日の定時総会で承

した輝かしい伝統が未来永劫消滅してしまうとな

認され、清水会長は自らと大倉研究委員長を含む

れば、日本のためにも残念至極のことである」と

16 名の再建準備委員会を成立させた。

述べ、また「…母校再建の問題は、わが同窓の悲

東亜同文大学（仮称）の設立主意書（草案）と

願である…」と続けている。以下各項目別に、

同大学の学則（草案）の決定

1．「再建の可否については当初極一部に慎重論、

7 月 17 日の再建準備委員会では、魚返善雄起

時期尚早論もあつたが、これも亦た『再建を可

草の東亜同文大学（仮称）の設立趣意書と学則の

とする』との前提のもとに提起されたもので、

草案が可決されるまでに至った。これらは愛知大

殆ど全員が再建を可とした。
」

学のそれと比較するために非常に重要な内容を

2．「学校の目的

中国を含めた東南アジアに活躍

する人材の養成を主目的とし、これに必要なる
語学の習得に主力を傾けると同時に商業、工業
に関する専門知識を涵養する。
」
3.

もっているので、ここでは、設立趣意書の基本的
部分を紹介しておこう 75）。
東亜同文大学（仮称）の設立主意書（草案）
「明治以来一世紀に近い間、日本とアジア諸地域

学校の性格としては、
「…現在の大学とは異

との関係は、民間人による自然発生的交易乃至は

なる特異性をもったもの」であり、例えば（A）

居住と、政府間における平和的外交折衝を主とし

外務省、通産省管轄下に在る大学、
（B）文部

たが、特に欧米勢力との対立等を起因として、不

省の「大学令」に基づくが、学長、教授陣によっ

幸な事態と不自然な結果を招来した。（中略）
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明治三十四年、荒尾の協力者根津一は同じく上

ても歓迎されるものと確信する。」

海に東亜同文書院を設け、内外の実学を講じて日

この滬友会が計画した「東亜同文大学」は、同

華の英才を教育し、中国隆盛の基礎を築くと共に

文書院の建学の精神を時代に適合的なものしなが

両国提携の基礎を固め、東亜の恒久的安定と世界

らも、書院をモデルに大部分それに酷似した性格

永遠の平和を計ることを目的とした。

をもっており、その意味で同文書院大学の復活の

東亜同文書院は昭和十四年に大学となつたが、

試みであった。それが現地言語と実学教育を重視

開設当初よりの出身者を累計すれば、実に四、

する小規模大学であること、調査旅行や現地教育

六三八名の多数に及んでいる。これらの人材が実

を重視していること、府県費生や公私企業の委託

業界はもとより、外交、言論、学術の各界におい

生を受け入れようとしていること、そして経営母

て、独特の見識と能力を示していることは世間周

体として政・財・学界の有力者からなる新同文会

知の事実である。

を組織しようとしていること、等がそれを示して

東亜同文書院及び同大学が声価を高めた要因

いる。ただ対象地域としては、当時の日本をとり

は、もちろん学祖以来の伝統的精神と教育内容の

まく国際情勢 −大陸の中国政府未承認の段階

卓越にあるが、さらに銘記すべき点は、その経営

−に規定されてか、中国は含めるもののどちら

母体としての東亜同文会が明治三十一年以来、近

かといえば東南アジアにも軸足をおき、また大学

衛篤磨らの朝野の指導者の運営よろしきを得て、

の所在地も東京になっている。

日華双方の特定の政治勢力と関係なく、東亜の大
局に公正に対処してきたことである。

滬友会会長清水は、この再建運動の途中で、大
磯で元首相吉田茂に会い協力を要請したし、ま

昭和二十年以後の社会変動は、右の団体及び学

た再建準備委員大倉も吉田に同文会復興、同文書

校の幾多の長所と貢献を埋没に委ねようとしてき

院再建の協力を要請したが、吉田は 1959 年から、

たが、日本及びアジア諸地域の復興と充実により、

皇學館大學後援会会長に就任し、その再建に肩入

今や世界的構想のもとに相互の文化を研究し、精

れしていたためか、助言は与えたものの、直接的

神的、物質的交流を促進することが要望されてい

な支援はしなかった 76）。また滬友会は、新同文会

る。

のメンバーになるような有力者を十分には見だせ

旧東亜同文書院（大学）及び旧東亜同文会の関

なかったし、また会内部には潜在的に愛知大学に

係者は、長期にわたる慎重な研究と準備にもとづ

味方するものも相当いて、その結束は決して強固

き、先覚者の精神を現代に活用して、別紙学則（草

なものではなかった。いずれにせよ「東亜同文大

案）に示すような新しい大学の設立を企画し、広

学」は実現しなかったのだから、その実現の諸条

く各界の賛同と協力を懇請するものである。

件は欠如していたと言わざるをえない。

新規に開設の東亜同文大学（仮称）は日本国内

そのため滬友会は、この大学設立を次第にあき

在来の諸大学に比べて独特の性格を有しいわゆる

らめ、1962 年 9 月には霞山会と東京商工会議所

マス・プロ教育を排して少数精鋭主義をとり、東

の援助をえて、
「東亜研究所」を設立した。それ

（ママ）

亜及 が 南亜の人文を深く研究すると共に広く世

は既述の「東方研究所」を継承して、中国語の

界貿易に従事する人材を養成し、特に農工（経営）

学習を基礎に「貿易並びに報道・外交の実務に関

学科は、アフリカ、南米等をも将来の対象とする

する研修」を行なう施設であった。同研究所は、

点が特色である。在学中に海外調査旅行または現

1964 年にはさらに霞山会内に中国語講習会を開

地実習を課する点も、一般の大学に見られない伝

設し、それを「東亜学院」に発展させている。

統的方式であつて、産業界はもとより学界におい

ともあれこの滬友会の「東亜同文大学」設立の
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動向は、滬友同窓会の、同文書院に対する伝統的

学校等の修身・国史・国文等の教師を養成するよ

な考え方に深く根ざしていた。その意味で同文書

うになった 79）。

院に対する見方は、愛知大学設立を担った人々の

1930 年代に入ると、日本は対外的には中国侵略、

ような革新的でありながら、しかしその敗戦直後

対内的には日本型ファシズム体制の構築をすすめ

の現実によく適応できた思潮と、
「東亜同文大学」

た。そのイデオロギーとなったのは神道と結びつ

設立を推進した人々のように、伝統的ではあるが、

いた皇国史観であった。1932（昭和 7）年、皇學

しかし 1950 年代末・60 年代初頭の現実にも適応

館 50 周年記念に際して、神宮祭主多嘉王はその

できなかった思潮に分裂していたと言えよう。

令旨において、次のように述べている。
「…輓近
理智偏重ノ文化進展スルニ伴ヒ我カ国体民風ト相

補章

神宮皇學館大學、拓殖大学との比較
事例

容レサル異端邪説蔓衍シ思潮趨勢甚タ憂フベキモ
ノアリ、本館ノ職員及学生生徒深ク現下ノ国情ニ
鑑ミ篤ク本館教育ノ旨趣ヲ体シ夙夜勉励愈国体ノ

東亜同文書院大学は、その経営母体東亜同文会

闡明ト皇道ノ発揚トニ力ムルト共ニ…」80）と。こ

の「自主」解散もあって自然廃校となったが、こ

の社会的動向のなかで、神宮皇學館の役割が一層

こで同文書院大学の廃校過程の特徴を明らかにす

強められることになり、1934（昭和 9）年には大

るため、敗戦直後 GHQ・CIE の明確な命令によ

学昇格運動が開始された。その結果、1939 年 12

り廃校に追い込まれた神宮皇學館大學の場合と、

月の東亜同文書院の大学昇格についで、1940（昭

同文書院大学と類似した性格をもっていたため

和 15）年 4 月、神宮皇學館大學（予科 3 年・文

に、一時は GHQ・CIE の圧力をうけて廃校の危

学部 3 年）が認可され、その所管は内務省から文

機に曝されながらも、それを免れた拓殖大学の場

部省に変更された。また翌 41 年 4 月には、神官

合とを比較検討しておこう。

の促成的養成機関としての付属専門部（3 年制）
も認可された 81）。この頃、とくに 1940 年は紀元

第1節

2600 年祭が盛大に開催された年であり、国民が

神宮皇學館大學の廃校と復活

1882（明治 15）年、神宮祭主久邇宮朝彦親王

圧倒的に皇国史観によって鼓吹された時期であっ

によって、主として神宮神官養成のために、皇學

た。こうして日本型ファシズムは、その支配強化

館の設立が令達され、翌 1883 年内務省によって

のために、国家神道の体制を整え、皇国史観を確

認可された

77）

。これが直接的な前身校となったが、

立して、それによって、国家と、国家神道の研究・

しかしそののち「今日までその建学の精神を端的

教育機関である神宮皇學館大學とを結びつけた。

示すもの」と言われるようになったのは、
1900（明

これを逆にいえば、皇學館大學とその付属専門部

治 33）年の総裁・神宮祭主賀陽宮邦憲王の令旨

が、日本型ファシズム体制をイデオロギー的に支

である。それは、神宮皇學館の教育を、狭く神官

える重要機関化したことを意味している。

養成のための神道教義や儀式のそれに限定してお

例えば、1942（昭和 17）年 10 月の同大学学部

らず、皇国史観に貫かれた日本古来の道義や文学

第 1 回入学式において、山田孝雄学長は次のよう

といった部門をも含んでいる

78）

に訓示している。
「抑々本大學は東亜新秩序建設

。

同校は、
1903（明治 36）年、
日本で「専門學校令」

の聖業に邁進すべき機運に際会して、我が肇国の

が発布されて、官立の専門学校として認定された

精神を闡明し、皇学の真髄を体得する所の国家有

が、その所管は文部省ではなく、内務省とされた。

用の人材を錬成するのを目的として創設されたも

こうして同校は、神官とともに、中学校・高等女

ので、学部は實にその中堅となるべきものであり
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ます。本学部の使命は皇国固有の教学の基本を培

の転任は一切認めない、と主張した 85）。植村氏は

う学術の理論及び応用を教授し並にその薀奥を

その間、同大学が戦争に協力した事実はないと抗

究め以て国家の要求に応ずる人材を作るにありま

弁したが、CIE は一切耳をかさなかった、とのこ

82）

す。」

とであった。

と。

1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し

この前後、同大学は官立名古屋帝国大学との

て無条件降伏した。日本を占領した連合国の総司

合併、ついで私立国学院大学との合併、規模を縮

令部GHQは、民間情報教育局CIEを通じて日本の

小しての私立大学としての存続等の道を模索し

教育体制の民主化を推進した。同年10月、廃校の

たが、いずれも学内で意見がまとまらず、ついに

危険を感じた神宮皇學館大學は、校名から神宮を

2 月 13 日には、GHQ からの廃校命令を受けとっ

はずしてたんに皇学館大學と改名することと、学

た。そのため 2 月 20 日には、学部 2 期生（53 名）、

則変更とを文部省に申請したが承認されなかっ

専門部 3 期生（38 名）の卒業式とともに、全学

た。また学生たちも同年12月大会を開いて、大学

生の「離別式」が行なわれた。こうして、同年 3

の存続を前提にいくつかの点で民主化を要求し、

月 31 日をもって、「神宮皇學館官制廃止の勅令」

文部省に申し入れている

83）

。しかしGHQは、同

（第 135 号）により、同大学は廃校にされた 86）。

年12月15日、いわゆる「神道指令」を発令した。

しかしそれに対して、館友会（同窓会）は、神

それは長文のため、主な点を要約すれば以下の通

官養成を継続するため、1946 年 9 月、三重県知

りである。（1）宗教と国家との明確な分離の原

事の承認をえて、私立の各種学校としての伊勢専

則のもとに、国家（政府・自治体）による神道に

門学館を設立した。だがアメリカの三重県軍政

対する保護や財政的支援を厳禁する。（2）宗教

部は、これに対しても同年 11 月授業停止命令を

による「軍国主義乃至過激ナル国家主義的『イデ

発し、同館長を教職追放処分に処し、これまた翌

オロギー』ノ如何ナル宣伝、弘布モ之ヲ禁止ス

47 年１月には廃校に追い込んだ 87）。このように

ル」、がそれである。なお学校機関については、

GHQ の教育民主化政策は、神宮皇學館大學に対

「アラユル公ノ教育機関ニシテソノ主要ナル機能

しては、その継承組織とみられるものまで許さな

ガ神道ノ調査研究及ビ弘布ニアルカ或ハ神官ノ養

いほど厳しいものがあった。神宮皇學館大學は、

84）

成ニアルモノハ之ヲ廃止シ…」と明言している

。

GHQ の政教分離の原則にもとづき、官立大学で

この「神道指令」にもとづいて、翌 46 年 2 月

あったがゆえに、また日本型ファシズムの理論と

2 日、伊勢神宮自体は宗教法人令により、民間の

なった国家神道を研究し教授したために、明確な

宗教団体となっていくが、官立神宮皇學館大學は

命令や行政処分によって廃校にさせられたのであ

廃校処分をうける。後者の過程をいま少し詳しく

る。

たどっておこう。同年 2 月 8 日、同大学の代表、

そのためその復活には、1952 年サンフランシ

田中耕太郎（学長代理）
、小松泰馬（学長事務取

スコ講和条約が発効して、日本の主権が回復し

扱）、町田久一郎（予科教授、教務部長）
、植村芳

てのち、相当の期間を経て初めて可能になった。

男（予科教授、学生部長）の 4 氏が GHQ・CIE

1959 年、元首相吉田茂を会長とする神宮皇學館

宗教課と協議した。CIE 側は、
（1）神道は宗教で

後援会が結成され、1961 年皇學館大學設立準備

ある。故に之を教授する国立の学校は認められな

委員会が発足し、翌 62 年の 2 月その設立が認可

い。従って皇学館の存続は認められない。
（2）学

され、同年 4 月から新制の皇學館大學（文学部）

生は他大学への転校を認めるが、それも数名ずつ

がようやく再出発できた。廃校いらい復活までの

分散して入学させなければならない。
（3）教職員

中断期間は、実に 16 年もの長きに及んだ。
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初代総長となった吉田茂は、それを引き受け

る有為適任の人士の来り拓くを待つにあらすして

た理由を、自分は自由主義者であって、そのため

何そや」、また「台湾協会学校規則」の第 1 条に

軍部に睨まれて投獄までされたが、だからといっ

も、
「本校ハ台湾及南清地方ニ於テ公私ノ業務ニ

て、GHQ がとった、
「…神道が軍国主義の根源で

従事スルニ必要ナル学術ヲ授クルヲ目的トス」90）

あるとか、神社が国家主義の象徴であるとかとの

と規定されている。

考え方は、全くの思い過ごしであるといわねばな

これらを読めば、設立の哲学が、東亜同文書

らぬ。私にはその理由が承服できないのである。」

院と台湾協会学校では、いかに異なっていたかが

88）

判る。同文書院の場合は、欧米列強の半植民地化

、と反論している。

政策のもとで苦悩し、遅れていた中国の富強のた
第2節

めに中日の英才を教育することが前面におしださ

拓殖大学の存続と再生

海外雄飛の人材を養成したという点で、東亜同

れていた。しかし台湾協会学校の場合は、
「…必

文書院（大学）と類似の性格をもっていたといわ

す先つ其言語に通じ、其事情を諳んせさるへから

れる拓殖大学の歴史を簡単にみておこう。

す」とか、
「彼我の交情を調和便安ならしめ」とか、

拓殖大学の最初の前身校は、1900（明治 33）

一部に台湾住民に理解をしめす言葉もみられる

年に設立された台湾協会学校である。それは日本

が、その大方の内容は、台湾のもつ豊かな富源を

が、日清戦争（1894 〜 95 年）に勝利した結果、

開発し、
「殖産興業の発展」に役立つ公私の分野

台湾・澎湖島を獲得し、それを最初の植民地と

で働く、すなわち植民地経営のための人材育成の

したことを契機としている。台湾獲得後、その平

必要性が謳われている。もっとも当時においては、

定と視察に加わった人々によって、まず 1897 年、

植民には、資源と住民の収奪といった観念はなく、

台湾会という懇談会が生まれたが、それは翌 98

開発と文明化といった観念が一般的ではあった。

年、政府の植民政策を支援するための民間団体、

この台湾協会学校は、1903（明治 36）年の「専

台湾協会に発展した。その会頭には 1895 年短期

門學校令」の発布により、その適用をうけて、翌

間ながら、第 2 代台湾総督を務めた桂太郎が就

年には正式に専門学校となり、校名も台湾協会専

任した

89）

。同協会のもとで、1900（明治 33）年、

台湾・南清において公私の植民事業に従事する人
材を養成する目的をもって設立されたのが、台湾

門学校と改称し、台湾総督府の官吏や台湾開発を
行なう企業の社員を排出した。
そして日本が、日露戦争（1904 〜 05 年）の結果、

協会学校（3 年制）であった。この設立年次に限っ

ロシアから遼東半島の租借権と、南満州鉄道およ

ていえば、それは同文書院の厳密なそれ 1901 年

びその付属地の権利とを継承し、また朝鮮の植民

より 1 年早いが、その前身校とされる南京同文書

地化を開始したため、日本の植民地は台湾だけに

院のそれと同年である。

とどまらなくなった。それに対応するため、1907

台湾協会学校の設立趣意書の一節には次のよう

（明治 40）年、台湾協会は東洋協会に、台湾協会

に謳われている。
「是を以て、苟も此裡に投して、

専門学校は東洋協会専門学校と改名した。さらに

公私の業に従ひ、新領土経営の功を全し、天恵の

1914（大正 3）年、東洋協会専門学校は東洋協会

富源を開発せんと欲せは、必す先つ其言語に通し、

殖民専門学校と改名している。この間、1912 年

其事情を諳んせさるへからす。是れ実に朝野人士

まで校長は、3 次にわたって断続的ながら内閣総

の焦心苦慮する所なりとす。台湾前途の有望なる

理大臣をつとめた桂太郎であった 91）。

彼の如く、天与の富に浴する此の如くにして、而

そして同校は、1918（大正 7）年には、なお「専

かも尚遺利の饒饒たる所以のもの、是れ豈素養あ

門學校令」に基づきながらも、早稲田、慶応など
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がそうしたのにならって、拓殖大学と称するよう

とを既に内定した」と伝えた。それに対して両氏

になった。翌 19（大正 8）年からは、かつて台湾

は拓大の建学の精神の理念や実情を説明して、そ

総督府の官吏、満鉄総裁を務めた後藤新平が校長

の見解の不当性を力説したが、文部省としてはい

になり、同校は 1922（大正 11）年には、1918 年

かんともしがたく、結局ＧＨＱと直接交渉するよ

制定の「大學令」に基づき、これまでの経営団

うにいわれた。そこでかつてニューヨーク大学を

体東洋協会から分離して独自の財団法人を組織

卒業し英語ができる青山教授が、これも期日は特

して、正式に大学（予科 3 年・商学部 3 年）に昇格

定できないが、ＧＨＱに出向き大学課長のエール

した。ただしそのときの名前は、東洋協会大学と称

ウォース−これは後に拓大の調査の結果、ウィ

92）

した 。それにともない同大学は 1925（大正 14）

グルスウォース（Edwin F. Wigglesworth）では

年には、専門部（3 年制）を設けたが、翌 1926（大

ないかと訂正されている。そうであれば、愛大査

正 16）年には、
校名を再び拓殖大学に戻している。

察の「覚え書き」執筆者と同一人物−と交渉す

こうして同校は、その後日本がアジア・太平洋

る。この時もウィグルスウォースは、
「…特にこ

戦争に敗北して、海外領土をすべて喪失するまで、

の話は連合国の意思として主張されているので、

多くの卒業生を台湾のみならず、とくに朝鮮や満

東亜同文書院と拓大とは許すわけにはいかないこ

州を中心に、また一部中国本土や東南アジアにも

とを強調し」ている。連合国にはもちろん中国が

送り出していった。

入っていたので、その意向が強く反映していた形

そのため敗戦と連合国による日本の占領は、拓

跡がある。それに対して青山氏は、
「拓大と東亜

殖大学に大きな危機をもたらした。まず教員の適

同文書院を切離して見る必要を説き、拓大は創立

格審査とは別に、1945 年 10 月からＧＨＱによっ

以来、国家機関から補助金をもらったことは一度

て、軍国主義的・過激な国家主義的思想の持ち主

もなく、学校自身で経営してきた純然たる私立大

の公職追放がなされ、拓大評議員 41 名中 13 名が

学であることを予算書を提示して説明し、軍部の

追放された。そのなかにはＡ級戦犯になる大川周

手先や侵略主義の助手を養成するような大学では

明はいうまでもなく、大政翼賛会、神武会、興亜

ないとして、本学の創立の趣旨と伝統を極力明確

滅共連盟、大日本興亜同盟といった日本型ファシ

にすることにつとめ」た。交渉が一段落して、青

スト団体の役員が含まれていた

93）

山氏がどこで英語を学んだのか問われ、ニュー

。

ついで拓殖大学自体を廃校にするかどうかの問

ヨーク大学の卒業生だと答えたところ、意外にも

題が浮上してくる。同大学の『６０年史』は、そ

ウィグルスウォースも同大学を卒業していると自

の時のことについて、当時、常務理事であった青

己紹介し、しかも青山教授が先輩だということに

山楚一教授の回想内容をそのまま伝えている

94）

。

なって、雰囲気がいっきに和らいだといわれてい

「終戦後しばらくたってのこと…」̶̶その正確な

る。そして早速その翌日、文部省から再度の呼び

期日は特定されていないが、1945 年末か 46 年初

出しがあり、
「…総司令部から正式に解散命令取

めと推定される（引用者）̶̶、ＧＨＱの拓大にた

消の通告があった」と伝えられた。

いする意向が伝達されることになり、氏が当時学

しかしこの問題と関連して、文部省から、
「植民」

監であった高垣寅次郎氏とともに文部省におもむ

を意味する「拓殖」の名前はよくないから変更す

いたところ、同省の剣木大学局長は、
「総司令部

べきだと勧告され、拓大は 1945（昭和 20）年 11

は日本軍国主義の手先を養成して侵略に奉仕した

月 26 日、評議員会において校名を「紅陵大学」

大学として、外地では東亜同文書院大学、内地で

にすることを決め、1946 月 3 月 4 日、文部省に

は拓殖大学を指名し、これを解散させるというこ

よって認可された 95）。
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こうしてこの紅陵大学は、廃校は免れたが、そ

学に勤めるが、1944 年 3 月以降は拓殖大学の学

の後、1947 年 2 月、学生のクラブ内部の暴力事

監に就任する。この高名な経済学者は、敗戦後、

件が起こり、そのため依然として軍国主義的教育

紅陵大学の学長兼理事長として、同大学が陥った

が継続しているのではないかとの嫌疑がかけら

経営的・教学的危機を必死になって克服した人物

れ、アメリカ第 8 軍の厳しい学内調査を受けてい

と評価されている 99）。

る 96）。

しかし同大学の戦前的教学方針を戦後的なもの

ところで廃校問題は同文書院大学とも関係して

に定式化したのは、1952 年サンフランシスコ講

いるのでもう一度戻ろう。拓殖大学自身も、青山

和条約の発効によって日本が独立を回復し、同年

教授とウィグルスウォースとの先輩 = 後輩関係

の 11 月、同大学が三度校名を拓殖大学に改めた

だけで、こんなにも簡単に廃校が取り消されたと

のち、1955（昭和 30）年、矢部貞治氏が総長に

は、さすがに信じることができなかった。そのた

就任したときであった。同年 4 月 12 日の就任式

め拓大はその百年史を書くにあたって、細野徳治

での演説は、
「…爾来今日まで拓大の教学の基本

氏に依頼して、占領期のアメリカの教育改革に関

原則となっている歴史的告辞」といわれているの

する文書の調査とその担当者であった者への質問

で、その内容の重要部分を紹介しておこう 100）。

をさせた 97）。調査できた文書は一部にすぎなかっ

矢部氏は、古代ギリシャでは民主主義と愛国心

たが、その範囲では確定的なことは、なにも出て

とが結びついていたとし、
「…民主主義のない愛

こなかった。だが細野氏が当時のＣＩＥの大学担

国心は軍国主義に堕する惧れがある…」と警告し、

当者であったオア氏にインターヴューしたとこ

これからの日本における民主主義の重要性を指

ろ、オア氏の返事は、ＣＩＥ自身については日本

摘する。ただし新憲法が押し付けられた形で与え

の私立大学に関しては、さまざまな改革は勧告し

られたため、
「…たとえ内容がどうであれ…」再

たものの、廃校にする方針はなかったとのことで

検討する必要性があるのではないかとも述べてい

あった。その結果、池田憲彦教授は、ＧＨＱはそ

る。彼によれば、欧米の植民地化に反対しアジア

もそも拓殖大学を廃校にする方針をもっていなか

の民族的覚醒の先頭をきったのは、日露戦争に勝

たのではないか、
「それは、基本的に拓殖大学は私

利した日本であり、その点で肯定的な役割を果た

学であったことからきている」と推定している

98）

。

しかし同文書院大学もまた形式的には私立大学で

したが、その後日本は大きな過ちを犯したと次の
ように述べる。
「（前略）ただ私は、不幸にして日露戦争と大東

あった。この相違はどう説明しえるのか。
いま一つ、1946 年から 52 年にかけて全国的に

亜戦争との間に、日本が致命的な過ちを犯したと

実施された教職員適格審査の問題があった。そ

いうことを悲しむ者であります。これはある意味

れは紅陵大学でも行なわれた。大学によっては

において世界史的な過誤であったと言ってよいの

2、3 名、多くて 10 名の不適格者が出たが、紅陵

であります。それは、欧米の帝国主義の支配から

大学では 1 人もでなかった。このことについて上

アジアを解放するという仕事を、日本自身も運命

記池田教授は、その理由として、当時同大学の学

を共同にしているアジアの諸民族と手を携えて、

長であった高垣寅次郎氏が中央審査委員会委員で

アジアの一員としてなすべきであったにも拘ら

あったためではなかったかと推測している。高垣

ず、不幸にして日本はその方式をとらないで、む

氏は、1935 〜 36 年の東京商大のいわゆる白票事

しろ欧米の帝国主義を真似たということでありま

件によって、本間喜一教授とともに同大学を辞し、

す。
（中略）このことは日本として深く反省しな

1940 〜 43 年には本間教授のいる東亜同文書院大

ければならない点だと思います。
（中略）外地に
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出て信頼されながら活動できる青年を養うという

年 1 月 31 日にはいわゆる「自主」解散を行なっ

こと、これは拓大の一つの伝統であり建学の精神

ている。すなわち同文書院大学も同文会も、その

でもあります。ただその途中において。先程申し

GHQ・CIE からの圧力や文部省からの示唆もあっ

たように、日本全体が陥った一つの世界史的な過

て、しかしそれらからの明確な行政命令なしに、

ちの一端をわが拓大も分ったということは、或い

解体していった。

は必ずしも否定できなかったかも知れない。
（中

第 2 章において筆者は、書院最後の学長本間氏

略）国家主義が崩壊したればこそ、却ってわれわ

を中心とした有志が、同じく引き揚げてきた京城

れは天地神明に恥じざる心を持ってアジアに出て

帝大や台北帝大の教員たちと連携して、また学業

行くことができる。そしてアジアの民と平等の立

なかばに終わっていた書院や外地からの引き揚げ

場において手を握ることができるということであ

学生を結集して、新理念のもとに、1946 年 11 月

りまして、むしろ諸君はそのような将来に大いに

15 日に愛知大学を創立する困難な過程を考察し

希望を持って然るべきだと思う。
（後略）
」
。

た。それについては、さしあたり次の 3 つの特徴

この矢部総長の式辞は、長時間にわたる格調の

をあげることができる。

高いものであった。矢部氏もそこで述べているよ

第 1 に、この未曽有の困難を克服しつつ創立を

うに、拓殖大学の「…建学の精神を現代の実情に

主導したのが本間氏を中心とした書院大学教職員

適応させ」ようとしたものであり、従来の「…伝

有志であったこと。教員構成において、書院関係

統を受け継ぎながら更に学風を刷新し」ようとし

者は比較的すくなく 10 〜 11 名にとどまっていた

たものである。やはりアジア・太平洋戦争におけ

とはいえ、最大のグループをなしており、また幹

る無残な敗北と、それにともなう日本社会および

部職員も書院関係者であったことである。そして

その対外政策の激変とは、拓大指導者によるそれ

創立時 1946 年度の学生も、39％が書院大学の学

までの日本史の展開に対する歴史観ならびに同大

生であった。
第 2 は、その建学の精神は、
「設立趣意書」に

学の教学方針の変更を迫るものであった。
この拓殖大学の戦後の教学方針を確立したとい

表現されているように、世界平和と地域社会中部

われる矢部式辞と、東亜同文書院大学の後継校と

地方の発展に貢献する人材の養成を目指すことで

いわれる愛知大学の「設立趣意書」の内容を比較

あった。とくに前者、世界平和に貢献する人材の

するとき、そこに一定の共通性とともにまた相違

養成は、日中戦争を肯定した 1938 年の「東亜同

性がみられるのは興味深い。

文書院大学設立主意書」の全面的否定であり、
「東
亜久安」
、
「宇内永和」に言及した 1900 年の東亜

む

す

同文書院の「興学の要旨」の内容を時代を越えて

び

一部復活させている。その意味で愛知大学は、新

本稿第 1 章において筆者は、日本の敗戦によっ

時代の条件に主体的に適応しながら、同文書院の

て、東亜同文書院大学の上海本校が、1945 年 9

本源的スピリットの一部を継承しているといえよ

月 10 日には中国側に接収され、同年 12 月から翌

う。

46 年 3 月にかけての教職員・学生の引き揚げに

第 3 に、しかし愛大は経営組織の面では、東

よって、また内地の呉羽分校も、敗戦後も実施し

亜同文会からはなにも継承せず、むしろその反対

た授業を 11 月 15 日には終えなければならなくな

のものを築きあげた。財団法人東亜同文会は、会

り、ここに同大学は自然廃校の道をたどったこと

長を中心とした理事会が寡頭的な構造になってお

をみた。またその経営母体、東亜同文会も 1946

り、その運営も権威主義的なものであった。そし
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てなりよりも、同文会会長が同文書院大学長の任

その第１は、滬友会は、同文会残余資産の清算

命権を「専権事項」として握っていたため、書院

事務に、愛知大学の創設者であった林毅陸氏と本

の教学権は究極的には制約をうけていた。しかし

間喜一氏が加わり、その固定資産は同文会の後継

財団法人愛知大学では、学内理事と地方政治家・

団体霞山倶楽部に移譲され、また流動資産の相当

経済人からなる学外理事の割合はほぼ半々であ

部分が愛知大学に寄付されたことに関して、それ

り、しかも学内から選出される学長が理事長を兼

が同文会解散を決議した最後の理事会・評議員会

ねることになった。すなわち教学権優位のもとに、

の「申合事項」−当分の間は学校などを設立せ

それと経営権とが調整される仕組みが築きあげら

ず−に違反しているとして非難した。

れた。

第 2 は、滬友会は、1948 年にはおもに貿易実

愛知大学は、1946 年 11 月 15 日、すでに 1 度、

務ができる人材養成をするため「東方研究所」を

文部省を通じて設立が認可されたたが、愛大を同

設立して、東京商工会議所と共同で「貿易研究所」

文書院大学の復活ではないかとの疑惑をいだいた

を運営している。

CIE は、1947 年 4 月 30 日、愛大の現地査察を実

第 3 は、1959 年に滬友会内部で急に活発化し

施した。しかし CIE は、それによって愛大に軍

た母校再建運動である。それは同年の総会での決

国主義復活の兆候は何も見いだせず、むしろ中国

議を出発点として、母校再建研究委員会、母校再

研究に関心を向けていることを確認し、今後これ

建準備会と積み上がり。ついには 1961 年 7 月 17

以上に同文書院関係者を教員に採用しないという

日、東亜同文大学（仮称）の設立趣意書と学則を

条件のもとに、存続を許可した。ただしこの査察

起草するまでにいたった。

に関する「覚え書き」によって明らかになったこ

この滬友会が計画した東亜同文大学は、東亜同

とは、東亜同文書院（大学）が戦争中は、「軍隊

文書院の建学の精神を新たな時代に適応させなが

の手先」となったとする、CIE の全面否定的な評

らも、書院をモデルにして、大部分それに酷似し

価である。

た性格をもっており、その意味でまさに東亜同文

しかしそれにもかかわらず同文書院大学有志

書院大学復活の試みともいうべきものであった。

は、書院大学とは完全に異なる性格の大学を構想

それが現地の言語と実務教育を重視する小規模大

することによって、その創立をなし遂げた。そ

学であること、調査旅行や現地教育を行なうこと、

れは戦前・戦中に日本の高等教育に内在した二

政府からの補助金に依存し、府県費生や公私企業

元論のうちの国家主義を、ポツダム宣言や初期

から委託生の受け入れをしようとしていること、

CIE 教育政策に基づいて完全に払拭して、それに

そして経営母体として、政・財・学界の有力者か

代わって民主主義をとりいれ、その意味で真に新

らなる新同文会を組織しようとしていること、等

しい質をもった大学を創出したのである。それは

がそれを示している。ただ対象地域としては、当

たんに占領下の情勢に受け身に適応したのではな

時の日本を取り巻く国際情勢−復活しつつある

く、主体的に取り入れたものであったことは、
「設

日本資本主義がいち早く東南アジアに進出してい

立趣意書」の高調した文体が示している。

たが、なお新中国未承認の段階−に規定されて、

しかし愛知大学の創立は、たとえ同文書院のす

中国を含みながらも、東南アジアにもう一つの軸

べての関係者からかならずしも歓迎されたわけで

足を置こうとしていたのと、大学の所在地を東京

はなかった。そのことを筆者は、第 3 章において、

にした点とで、書院とは異なっていた。

滬友会（同文書院同窓会）を中心とした対抗的な
活動として招介した。

滬友会会長の清水や再建準備委員の大倉は、こ
の再建運動の途中、もと首相吉田茂と会い、協力

334

◦ 1157 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
東亜同文書院大学から愛知大学への発展

を要請したが、吉田はちょうど 1959 年から、皇

していたし、学生の多数も府県費生であったこと

學館大學後援会の会長に就任し、その再建に努め

によって、それが国策推進のための半官半民の学

ていたためか、助言をするにとどまった。当時、

校、ないしは事実上、官立大学だと思われたと推

日本は 1952 年サンフランシスコ講和条約の発効

定される。このことも CIE が認められない理由

を終え、高度経済成長期に入ってはいたが、それ

の一つであったろう。しかし CIE が同文書院（大

でもこの構想が実現しなかったことをみれば、そ

学）により否定的評価を下した理由は、拓殖大学

の条件はなかったと言える。かえって敗戦直後、

が文部省を通じて聞いた ,「東亜同文書院大学と

占領下の特殊な条件下であれ、それに主体的に適

拓殖大学とは日本軍国主義の手先を養成して侵略

応した愛知大学は実現されたのである。ともあれ

に奉仕した大学」という見方や、また愛大に対す

実現した愛知大学と、構想に終ったとはいえ東亜

る査察の「覚え書き」で述べられている「戦時中

同文大学との二つの思潮が存在したことは、かつ

は軍隊の手先にされた」
、という判断であっただ

ての東亜同文書院（大学）の内部に、革新的なも

ろう。

のと伝統的なものといった二つの側面があったこ

最後にもう一度、東亜同文書院（大学）から
愛知大学への継承関係に戻ろう。愛大の創立を推

との反映であったとも言えよう。
補章において、筆者は東亜同文書院大学とその

進したのは、敗戦と廃校の苦難を直接まともに受

後継大学としての愛知大学の大学史を、自校史が

けた東亜同文書院大学の教職員有志と学生であっ

陥りがちな美化の過ちを避けるため、はっきりと

た。そのことだけでも愛大は、書院大学の継承校

廃校処分にあった神宮皇學館大學の事例と、廃校

であるという資格をもっている。そして愛大は、

の危機に曝されながらも、その存立を許された拓

そのほか書院大学から、
「学校の本体」といえる

殖大学の事例とを、比較大学史的に紹介した。

学生簿・成籍簿の保管管理を受け継ぎ、なにより

神宮皇学館大學の場合は、CIE はまず、近代社

も中国に対する研究と教育の強い関心を引き継い

会の原理である国家と宗教の分離の原則に基づ

だ。それに中日辞典編纂カードを返還され、それ

き、官立の神道大学は認められないとの立場を

を完成させた。そのほか愛大は、同文会からも霞

とった。そのうえで国家神道が日本の軍国主義と

山文庫を譲り受け、また同会清算に際してはそ

超国家主義のイデオロギーとしての役割を果たし

の流動資産のうちから相当額の寄付を受けた。こ

たと認識し、その教義を研究し広める役割を担っ

れらのことは、愛大が継承校である理由をいっそ

たのが神宮皇學館大學であったと認め、その継承

う確かなものにするものである。しかしこれを可

校とみられた各種学校、伊勢専門学館にさえ、廃

能にしたのは、逆説的であるが、愛知大学が書院

校処分がとられたのである。

大学に似せて大学を創立したからではなく、初期

拓殖大学の場合は、同文書院（大学）の場合と

CIE の教育政策のもとで、書院大学とは異なり、

同様、海外雄飛を志す学生を育て、台湾、朝鮮、

教育の「国家主義」を払拭して、それに代わるに

満州等、日本の植民地に多数の卒業生を送り出し

「民主主義」を導入し、それに「学問の研究・教

ていたが、結局、同大学の自校史に関する現段階

育」を組み合わせ、新しい質の大学を創立させた

の研究水準では、それが基本的に国家資金に依存

からであった。そのことは、滬友会が企画しなが

しない私立大学であったことによって、廃校を免

ら、結局成功しなかった「東亜同文大学」復活の

れたものと推定されている。それに反して、CIE

試みと対比すればわかる。

は東亜同文書院（大学）は、形式的には私立大学
ではあったが、財政的には強く国家補助金に依存
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〔論文〕

東亜同文書院生が記録した 90 年前の中国・青海の地域像

愛知大学東亜同文書院記念センター長
愛知大学文学部教授

がら当時の青海地域の地域像を描いてみることを

１．はじめに

目的とした。

昨年（2008 年）８月下旬、筆者ら（藤田、宮
沢哲男、安仁屋政武、暁

藤田佳久

２．青海省の概要

敏、高木秀和）は科学

研究費と愛知大学Ｉ . Ｃ . Ｃ . Ｓ . の研究費で中国

今日の青海省は中国の西部、西蔵（チベット）

奥地の青海省を訪れるチャンスがあった。研究目

高原が東北部へ延びる一角と、その西北部に乾燥

的は近年の西部開発とそれにかかわる環境変化の

した盆地であるツァイダム盆地からなる（図１）。

研究であり、その報告は別稿に譲るが、それによ

全体としては大陸内陸部にあってしかもチベット

り青海省の東部の一端を比較的広く巡検し、多く

高原の延長上にある。高原の標高は 2,600 ｍ以上

の事象を観察することができた。西部開発にとも

であり、その東部に中国では最大の湖である青海

ない、省都西寧のいちじるしい都市化や退耕還林

湖がある。名称そのままに同湖は晴天の日には青

の展開、広大な禿げ山や草地の改変などがかなり

色に輝き、チベット人の神の居る神聖なる湖とし

すすめられている様子も見ることができた。

て信仰の対象にもなってきた。今日の「青海省」

このような変化や改変はその比較基準を設定す

という名称はこの湖沼名を代表したものである。

るのはむつかしいが、その一つに東亜同文書院生

今日の省面積は 72 万㎞2 で、ほぼ日本の面積の

が行った中国「大旅行」記録が存在しないかを確

２倍、しかし、人口は約 540 万人で愛知県の人口

認した。その結果、700 コースのうち、１コース

よりも少ない。標高が高いため、農耕地は省都西

だけが蘭州から西寧、そして青海湖までたどりつ

寧を流れる西寧川とそこに注ぐ支流域、および黄

いた記録を見出した。ただし、残念ながら、この
コースを実施した班のメンバーは、青海地域内に
調査研究テーマを設定していなかったため、詳細
な調査報告書と日誌の記録はみられない。わずか
に毎期作成したダイジェスト版の記録の中の一部
に日誌風の記録が存在するにすぎない。

新疆

西蔵

北京
青海

西寧
上海

しかし、それは当時を記録した貴重な内容であ
り、今日の青海省の原点とみなすこともできる。
そこで、この小論では当時の青海地域についての
ごく一部の記録ではあるが、それをベースにしな

図１

青海省の位置図
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河の省内での下流域に限定されている。西寧川流

が西寧を中心に行われ、さまざまな地域で変化が

域は細長い同河谷底と支流域の山間地域が中心で

進行中である。

あり、黄河流域は貴徳周辺の氾濫原を中心とした

３．「青海」への大旅行

農地利用がみられる。
それ以外はツァイダム盆地を除けばほとんど高
原と山地であり、森林植生も乏しく草地の植生が

（1）東亜同文書院生の「大旅行」
東亜同文書院生による「大旅行」は５期生に

卓越し、農耕は困難で牧畜空間として利用され、

よる 1907 年から 43 期生による 1943 年まで、20

遊牧民の世界が形成されてきた。

世紀の前半期にほぼ 700 コースが実施された（1）。

青海省の南半部はさらに標高が高くなり、4,000

その旅行範囲は中国を中心に満州、さらに東南ア

ｍ以上のチベット高原の一部となり、チベット

ジアに及んだ。実施学年は最終学年で、専門学校

自治区との境界線付近には 5,000 ｍ以上、さらに

であった当初は３年生であったが、高等専門学校

6,000 ｍ以上の山々が連なる。この高原は黄河や

へ昇格すると４年生となり、
（旧制）大学へ昇格

長江、メコン川の大河川の源流地帯にもなってい

すると各ゼミ単位で行われた。大学昇格にともな

る。

い高等専門学校の継承も行う目的で専門部も設け

省の北部はツァイダム盆地があり、乾燥地帯と

られ、専門部の書院生は従来型の「大旅行」をめ

なっていて周囲の山地から流下してきた河川が盆

ざした。しかし、日中戦争が長期化する中で、次

地内で消失するワジとなっている。その東側は祁

第にかつてのような自由なコース設定はできなく

連山脈が西北から東南に連なり、その東側の甘肅

なっていった。

省の河西回廊との境界をなしている。標高も高く、

「大旅行」は毎年、10 〜 20 班が書院生の自由

書院生達は９月であるのに山のいただきに雪が輝

な意志で組織され、柔道部など体力のあるグルー

くのを見ている。祁連山脈も 5,000 ｍ以上の山地

プは健脚のより奥地をめざしたりした。各班は２

が多く、氷河も発達している。

名から５〜６名単位が多く、５月出発の８月末か

上述したように祁連山脈の東側は河西回廊であ

ら９月に帰校する徒歩中心の３〜４カ月の旅行期

り、青海の東部はチベット族のほか、モンゴル族

間が多かった。円熟した 1920 年代には５〜６カ

や回族、そして漢族が移住をくりかえし、歴史的

月の長期旅行期間も珍しくなく、出発時の夏の上

にも民族の興亡がみられた。古くは唐の時代、日

下衣が秋にまで旅が続くとボロボロになったり、

月峠を西側のチベット族と東側の唐との境界にし

中・晩秋の寒さに震えながら帰校したケースも多

たが、ずっとのちの 18 世紀、清の雍正帝がチベッ

い。

ト族内の対立のスキを突いてこの一帯へ入り込

各班員はそれぞれ各自で調査テーマを設定し、

み、チベット族と蒙古族の集団を支配し、
「青海」

その調査報告書が卒業論文になり、それらのデー

とした。その支配は清朝末期から西寧の馬氏に委

タをベースに『支那省別全誌、全 18 巻』（2）や『新

ねられるが、
国民政府が誕生すると「青海」を「青

修支那省別全誌』（3）
（全 18 巻の刊行予定が戦争終

海省」とし、省域も甘肅へ少し拡大し、今日に至っ

結により９巻で中断）が刊行された。また、途中

ている。

から日誌も付加されるようになり、生々しい当時

書院生はそんな「青海省」誕生直前に「青海」
へ入っており、本文で示すような貴重な経験をし
ている。

の地域情報や旅行の知恵を記録し、後輩にも伝え
た。
そして、各学年とも大旅行の調査報告書や日誌

なお、今日の青海省は西部大開発によって投資

の整理をした上で、旅行の面白さを伝えるため、
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各班からのダイジェストを編集し、各班・各コー

ここは四川省内ではあるが、西蔵の山系の東方に

スのダイジェスト集といえる大旅行・踏査記を各

延びた一部にあたり、人種的にも文化的にも従来

学年の想いをタイトルに付して印刷出版した。各

は西蔵文化圏であった。いくつかの班は西蔵文化

班・各コースでの旅行体験の中の貴重な、珍しい、

圏に入り、西蔵文化に触れている。

あるいは印象深い体験や観察が綴られ、ある班は

青海も西蔵文化圏であり、西蔵高原が東北部へ

実証的に、ある班は論理的に、ある班は哲学的に、

延びたその高原上にある。青海湖は西蔵人の神聖

と表現はかなり自由に委ねられた。また、各班が

地であり、そこに棲む煌魚は西蔵人の神聖魚であ

１台ずつ手にしたライカのカメラで撮影した風景

る。標高は 2,600 ｍ以上の山地からなり、いわば

やスナップの写真が何葉か班毎に収録され、大旅

天空の別世界を形成してきたといえる。したがっ

行のふんいきを伝えようともしている。そして巻

て、紋川や松藩も山岳へ登らねばならなかった

頭には東亜同文会理事長や理事、それに孫文や曹

が、青海へのコースも紋川や松藩へ行くよりもさ

、黎元洪ほか、当時の中国名士の揮毫が掲載さ

らに遠く、山岳への厳しい旅行をしなくてはなら

れ、大旅行の性格と成果の一端も示されている。

なかった。徒歩が中心であった「大旅行」では３
〜４カ月の期間で青海まで脚を延ばすこと自体が
困難であった。

（2）
「青海」をのぞいた書院生
そのような 700 コースの中で、青海省まで脚を
伸ばしたのはたった１班だけであった

（4）

。それ

も蘭州から青海湖まで現地で寄り道をするように

では、そのような状況下にあってどのような班
が青海まで出かけたのであろうか。
それは第 19 期生のうちの１班が大正 12 年（1921
年）に行った「大旅行」である。班の名前は「隴

コースを延ばしたことによる。
1907 年から始まった「大旅行」はかなり広範

綏羊豚羊毛皮調査班」。班員は富田清藏、和田平市、

囲に及んだが、新疆や西蔵の中心まで出かけた例

小竹文夫、高橋治助、清水久藏、久米幸延、大江

はない。これはその地域が沙漠や山岳地帯のため、

廣の６名（写真１）。班員数は平均よりもやや多い。

徒歩を中心とした旅行自体が書院生だけでは物理

うち小竹文夫はのちに書院の教授となり、馬場鍬

的に困難であったことによる。

太郎のあとを継いで日中戦争期に「大旅行」指導

もっとも２期生５人は 1905 〜 1906 年の２年

室を支えている。専門は東洋史・中国史で、
「大

間、西域の西端のロシア国境から外モンゴルまで

旅行」ダイジェスト版に寄せた序文は、前任者で

文字通りの大旅行を行っており、日本人初の西域
調査を行っているが、これは制度化される「大旅
行」前の特別なケースであった。しかし、その成
功が制度としての「大旅行」を生んだという連続
性はある。また、25 期生の１班は旅の途中でコー
スの変更を余儀なくされ、西蔵へキャラバンに加
わって出かける寸前までいったケースもあった。
西蔵については、その入口にまで達したコース
をとった班がいくつかあった。2008 年５月に中国・
四川の奥地で発生した「四川大地震」はまだ記憶
に生々しいが、その震源地である紋川や松藩には
いくつかの班が入り、雪山まで登ったりしている。

〔写真１〕第 19 期生の「青海行」メンバー。
このうち４人が青海へ。
（東亜同文書院『虎穴龍頷』より作成）
（治）橋高 米久 江大 （久）水清
（右読み）
田和 田富 竹小
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ある地理学者馬場鍬太郎の客観性をベースにした

て北京へ。しばらく北京に滞在したあと天津、さ

ふんいきを変え、情緒的になっている。その背後

らに済南から青島へ巡り、船で上海へ戻っている。

にはこの「大旅行」で半年間も足跡を残した自信

上海着は 11 月 24 日、出発から 152 日目の文字通

が後輩達を鼓舞する形になったものとも思われる。

り「大旅行」であり、途中病人も出たが、６人の

そのコースは図２に示すように文字通り「大旅
行」であった。すなわち、上海を出発したあと、

班員がすべて無事の「帰院」であった。
当初の予定は蘭州もしくは西寧までが西端の訪
問地であり、そこで羊毛調査を行ったあと、そこ
から黄河を下るコースであった。
蘭州では同宿した甘肅第２班の２人と４人の日
本人および１人の中国人が加わり、日本人会を開

張家口
北京
青海湖

大同
済南

西寧
蘭州

いて徹夜で語り明かしたことがあった。その中に
青島

蘭州で歯科医を開業中の前田氏がいて、日本人で

鄭州

西安

青海湖を見たのはまだ前田氏１人だけだという情

上海

武漢

報に接し、青海へ「急に行きたい気がした。殊に
日本人で青海に足跡を印した者は只蘭州に居られ
（5）
る前田氏１人なのを思うと私等の胸は高鳴った」

0

図２

600km

と記している。

第 19 期生のうち青海行きコース図

こうした現地での思わぬ情報もあって９月９

漢口まで長江をさか上り、そこから北上し黄河流

日、蘭州を出発。再び蘭州へ戻るまでに 20 日間

域の鄭州へ陸行、黄河をさか上り、途中から支流

を予定している。ただし、体調をくずした小竹と

の渭水沿いに西進し、西安へ。そしてさらに西進

清水を蘭州へ残し、４人で出発している。小竹文

して平涼、再び黄河の中流の蘭州へ。そしてそこ

夫は青海までは行っていないことになる。

から青海地域の入口にあたる西寧へ入り、さらに

蘭州からは 400 華里の距離をすすみ、西寧に９

西進し、日月山を越えて青海湖畔までたどりつい

月 14 日到着。ここで甘肅鎮守使兼蒙蕃宣慰使の

ている。上海出発は６月 26 日とやや遅いが、青

馬騏将軍を訪ねている。馬騏将軍は甘肅の回教徒

海湖畔到着は９月 20 日で出発から３カ月も要し

５大統領のうち最も「剽悍な１人」（6） として知

ている。そして帰路に魯沙爾（タール寺）へ寄り、

られていたと記している。背丈は６尺余りの大男、

西寧から蘭州へ戻っている。そして蘭州から黄河

偉丈夫であったとする。そしてこの馬騏将軍もま

の流れとともに下り、中衛、寧夏、さらに黄河が

た、自分も青海へ「秋の巡狩」（7） に行くから一

三川に分流するいわゆる「ユートピア三導河」を

緒に行くようにと青海行きをすすめたことも、そ

訪ね、ここでこの一帯の開発にかかわった宣教師

の次の引きがねになったことがうかがわれる。
「私

による開拓史をきき取るという貴重な記録を残し

達は此の話に更に胸を躍らした。
「青海行かざる

ている。そして包頭、さらに帰化城まで下ったあ

べからず」
。皆んなの胸に斯り響いた」（8）とその

と、一部班員は黄河と別れて山西省へ南下し大同

うれしさや嬉びを記している。

を訪ね、雲崗の石仏群を見物し、他の班員は張家

「秋の巡狩」というのは、「年２回、蒙蕃宣慰使

口へ出ている。大同訪問は 11 月６日、折しも吹

の職務上、青海を巡って諸酋長を会し、礼を受け

雪で３寸の積雪量であったと記している。夏姿の

るのである」（9）と説明している。したがって、一

一行には寒さがこたえたに違いない。そして揃っ

行５人にとっては幸運な誘いであったといえる。
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こうして、しっかりした案内人をつけてもらう

いた。そして、西寧、さらに奥地の丹喝爾までが

ことができ、馬に乗って青海湖へ出かけることに

甘肅省の省域に含まれていた（図３）
。それより

なったのである。

奥の日月山を含む南北に連なる日月山系が甘肅省
と青海省の境界であった。前述の馬騏将軍は当時、
甘肅省の西寧にあって、
「秋の巡狩」のように時

（3）
「青海省」域をめぐって
ところで、彼らの記録文中には「青海」という
用語がよく使われているが、
「青海省」とは表現

に青海省を巡り、各部族の酋長に会い、青海地域
の統治を行っていたのである。

していない。西寧は今日で、青海省の省都であり、
今日的には「青海」といえばこの西寧は「青海」
を示すことになるが、当時のこの班の記録では西
寧は西寧であり、そこには青海省と関係づける表

青海湖

現はみられない。したがって、書院生の感覚から
日月峠

すれば、「青海」は西寧よりもっと奥の、山々を
越えたその奥にある「青海湖」とそれ以遠の地域

黄
河

を指していたように読める。
「青海湖」は中国内
陸部にある最大の湖で、晴天下に文字通りコバル

図３ 「青海省」設置前の甘肅省との境界
（『支那省別全誌』より）

ト色に輝く水面は人々に神聖な場所という思いを
抱かせる。前述したように西蔵の人々の聖なる湖

したがって、第 19 期生の一行にとって、蘭州

であり、
「青海湖」は「青海」という地域呼称をも

から出かけた西寧も、そしてさらに丹喝爾までも

たらし、
「青海」のシンボルであった。それゆえに、

甘肅省であり、青海はその先の日月峠以遠のはる

「青海」は「青海湖」をあらわす表現でもあった。

かに遠い土地であった。そこはまた、一行が記録

湖ではあるが、その広さからみれば「海」と表現

するように「蕃地」であり、
「蕃人」が住む所と

されるほどでもあったといえる。

いう省自体の自治管理のできない世界として認識

書院生が西寧の地名には「青海」という関連

されていたことがわかる。

認識をもたなかったということは、当時、中国人

その甘肅省と青海の境界線が変化したのは、国

一般も「青海」の場所的認識がそのようであった

民政府の政権が確立した時である。中国では王朝

ことを思わせる。これは当時、西寧は甘肅省に属

が替わる時に、地名や省域、県域などが再編成さ

しており、青海は西寧の西方にあって南北に連な

れるケースは多い。

る分水嶺の日月山系の山地が境であったことによ

国民政府は民国 16 年（1928）
、首都を南京へ移

る。そしてその境以西はまさに大清帝国も認めた

すとともに省城の変更、特別行政区の廃止と改省、

西蔵であったのである。

旧道制の廃止、市制の新設など大幅な変更を実施

この点については、青海と甘肅省との領域の変

した。翌 17 年には京兆特別行政区を廃止して新
設の河北省へ編入、また熱河、綏遠、察哈爾の特

化から説明できる。
第 19 期生が「大旅行」を行った大正 12 年（1921）

別行政区を省へ、川辺特別行政区を西康省、甘辺

の民国期に「青海」は存在し、認識されていたも

寧夏護軍使区を寧夏省とし、そして馬騏将軍が代

のの、清朝以来の省の自立性の弱いレベルに対応

表になっていた甘辺寧海鎮守使区が「青海省」に

した位置づけから、甘肅省の一種の預り地的存在

改省し、あわせてそれまで甘肅省内であった旧西

の特別自治区とされ、甘辺寧海鎮守使区とされて

寧道の８県も青海省へ移した（10）。なお、甘肅省
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からは寧夏省も独立したため、広大な省域を有し

４．書院生が記録した青海の地域像

ていた甘肅省はやや縮小している。
こうして、民国 17 年以来、
「青海省」が独立し、
青海省はそれ以前の「青海」の甘肅省との境界で
あった日月山系がさらに東進して、西寧の谷とそ

（1）「青海」行きコース
では、西寧からどのようなコースで青海湖へ向
かったのであろうか。

の南方一帯をとり込むことになった（図４）。そ

前掲図２は彼らのコース記録を地図上に示した

れはいうまでもないが、第 19 期生の一行が青海

ものである。彼らは上海から出発して上海へ戻る

入りしたのちのことであった。

コースを地図上に描いているが、それはきわめて
ラフスケッチであり、とりわけ西寧から青海湖へ
のコースは、コースを示す点線が両者の間をわず
かに結んでいるだけしか示されていない。
図５に示したコースは、西寧を９月 17 日に出

●

発したあと西寧川沿いにさか上り、札麻隆からの

●

渓谷を上り切ったところにある丹喝爾へたどりつ

●

いている。ここは文字通り青海への入口にあたる

●●

町であり、戦後は西寧に中心地を替えられるが、

●

当時は青海地域の中心地でもあった。
この丹喝爾から方向を変えて山岳地帯へ入り込
み、さらに西寧川の源流一帯が日月峠で、ここを

●
●
●

凡
例

省境
鉱産資源

●

●

過ぎると景観は一変し、一大草原の高原地帯へと
入る。日月峠を越えると道はなくなり、秋の季節、
背丈ほど伸びた草原を下り、途中で案内人ともは
ぐれ、海神廟で一夜を過ごすことになった。翌日
には案内人とも出会い、正面に見える青海湖へ一
気に直進し、９月 20 日に青海湖畔にたどりつい

図４ 「青海省」設置後の甘肅省との境界
（『新修支那省別全誌』より）

ている。そして再び往路を戻り、丹喝爾を過ぎ札
麻隆で渓谷から抜け出したあと東南方へ道なき道

丹喝爾
（煌源）札朝隆

青海湖

0

200km

海神廟
（沙拉庫）
日月峠

卍

（魯沙爾）
タール寺

図５

第 19 期生の「青海行」コースの西寧からのコース図（同コース記録から作成）
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をたどり魯沙爾でタール寺を訪れている。魯沙爾

民を教育し、あるいは医療活動に従事しているこ

はラマ教の代表的聖地であり、ぜひ立ち寄りたい

とに驚き敬服して記録している。

場所であったと思われる。そして南川沿いの道を

西寧にある福音堂にも一行は訪問し、リドレイ

西寧に戻っている。９月 23 日のことである。そ

氏（イギリス人）とハリス氏の２人に会っている。

してさらに９月 27 日に蘭州へ到着し、数日後黄

リドレイ宣教師は 59 歳で、西寧にはすでに 28 年

河を下る旅に出発している。

間滞在していること、当初、地元民は回教徒と

以下、青海湖へ至るコースでの観察事項をみて

ラマ教徒で迷信深く、頑固で、10 年間献身的な
努力をしたにもかかわらず信者は皆無であったこ

みる。

と、それが 11 年目に１人入信を得たが、それで
もなかなか信者はふえず苦労したこと、そしてよ

（2）西寧
西寧は今日では青海省の省都であるが、前述

うやく信者数が 170 人余に達したこと、など布教

したように当時はそうではなかった。しかし、青

のむつかしさとそれへの努力のパワーを実感して

海地方への入口であり出口として重要な位置にあ

いる（11）。そして、このリドレイ氏から青海の話

り、それが国民政府により青海省の省都になった

も聞き、一行の青海行きをすすめられ、それが

といえる。しかし、
『支那省別全誌』には西寧の

一行を青海行きに駆り立てた一つの要因にもなっ

町は独立時に取り上げていない。恐らく情報がな

た。

かったことと、それほど注目される町ではなかっ
たということであろう。

なお、一行は青海湖から戻ったあと蘭州から黄
河を下り、いわゆるユートピア三角州といわれる

一行は９月 16 日に西寧に到着。すでに連山に

ようになった三導河を訪ねている。そこでも宣教

は雪がみられ、晩秋の寒風が吹く季節になってい

師に会い、実にその宣教師がそれまで未開拓の地

た。当時、西寧の城壁はきわめて大きかったこと、

であった三導河の開拓を自らの手ですすめ、やが

また師範学校が２つもあり、その１つは省立であ

て地元へ入植する農民もふえ、見事に耕作地へ変

るが、もう１つは地元将軍である馬騏の経営する

わって、まさに「ユートピア」になった経過を知っ

学校だとしている。この馬騏は旅館も経営してい

て、その宣教師に敬意を表している。これも中国

ることも一行は入城のさいに気がついており、馬

近代史の中で、個別的には中国辺境の開拓史の一

騏将軍がこの地域でかなり力を有していることを

つとして宣教師が果した役割を記録した重要な記

うかがわせる。書院生達は多くの場合、将軍に会

録になるように思われる。

見を申し込み、会談し、揮毫をもらったりしてい

西寧の宣教師も中国奥地の一片の田舎町では

る。この一行も同将軍に会うために訪れているが

あったが、そこに近代化のための貴重な最初の一

将軍が病気だということで会うことはできなかっ

滴を与えたことは一行の記録からも読み取ること

た。しかし、のちに将軍に世話になることになる。

が出来、それによる町の近代化の動きが、戦後の

西寧には福音堂があったことも記録している。

西寧を省都へ昇格させたという仮説も検討したく

奥地へ入った書院生達は訪ねた各地の町に教会が

なるほどである。

あると、福音堂であれ、天主堂であれ、訪問して

教会の帰路、病気で会えなかった馬騏将軍に会

宣教師に会い、地域とのつながりや地域活動の様

い、
「秋の巡狩」に青海へ行くので一緒に行くこ

子などをきき取っている。そして多くの場合、欧

とを誘われ、青海行が具体化することになった。

米、とくにヨーロッパの宣教師がこのような奥地

そして案内人と馬が提供され西寧から出発でき

へ入り込み、布教を目的としながらも、地域の住

た。秋晴れの心地よい日であったと記録している。
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（3）西寧川流域
コースは西寧の町を流下する川である西寧川を
さかのぼる。次第に川の水が澄んできて、それま
で見てきた褐色の川の水の色とは一変した様子に
驚いている。渓谷への入口の村である札麻隆を過
ぎると、渓谷美ときれいな川の水、そして白楡の
並木がつづき、日本の景色を思い起こすとしてい
る。辺境の地でありながら、その当時、道路沿い
に並木が配されていたことに、中国の古くからの
道の管理方法がうかがい知れる。

〔写真２〕今日の日月峠の山系（2008 年８月撮影 )

る。東方はこれまでの渓谷、西方は高原で草原地

（4）丹喝爾（のち改称で煌源県）
丹喝爾は青海に最も近い甘肅省西辺境域の中心

帯へ一変する。その境界峠の頂上には５〜６尺の

地であった。この町で一行は青海行のために必要

高さの石が２つあり、その表面には太陽と三日月

な天幕、鍋、毛布、その他の用具を購入したほか、

の形が刻まれていて、それでこの峠が日月峠と称

７日分の食糧として 々や麺を求め、さらにロウ

されると記している。

ソクも求めている。この町にはそれらを購入出来

一行は急に晴れたその先に日月峠に西の大草原

る商店が揃っていたことを示している。県知事へ

を見ることが出来、これぞ「青海」だとする思い

も挨拶に出かけるのは通例になっており、その折、

を強くし、沙拉庫図での気落ちした気持ちが吹き

県知事からも必要な用具を借りたと記している。

とんでいる。高原地形のため、ところどころに湖

全体として丹喝爾の町全体に関する記述はほと

沼が銀色に光っているのを見ている。また、トカ

んどみられない。往路、復路とも丹喝爾では滞在

ゲのような薄気味悪い動物がハゲ土の上で腹ばい

時間が短く、宿泊地として利用したにすぎなかっ

になって、馬が近づくと穴の中に逃げ込んで頭を

たためでもあろう。

出している光景も見ている。これは実際は大きな
ネズミで、現地には今も沢山の巣穴を現在も見る
ことが出来るが、いずれにせよ観察の目は行き届

（5）日月峠への道
丹喝爾からは西方へつづく西寧川を離れ、南方

き、確実であったことがうかがわれる。

から流入する支流沿いをさかのぼり、上流の沙拉

「実に日月山を境として東と西とは、その風俗

庫図をめざしている。沙拉庫図は青海域で、支流

に於て、四辺の景物に於て、全く別天地をなして

の谷は深く、急峻な谷をたどっている。沙拉庫図

いるのである（12）」ほど青海と甘肅省とは表情が

は小さな寒村で、住民の風俗は漢民族とあまり変

はっきりと異なっていたのである。

わらないので、青海のふんいきが味わえず一行は
気落ちしたと記している。

（6）青海へ入る

翌朝は雪で粉雪が舞う天気の中をさらに西進

そしていよいよ青海入りとなった。馬に乗って

する。近くに日月山、１万２千尺の高峰が目の前

峠を下り始めるが、草は馬と人を埋め込む高さで、

にそびえ、その尾根筋に向かってさか上ると日月

先行する案内人を見失うほどだと記している。日

峠になる（写真２）
。この峠を境にして西方と東

月峠以西の高原における草がいかに豊かであった

方は地形およびそれにともなう景観も大きく異な

かがわかる。これは今日の現地の草原に比べると
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大違いである。今日の草原は背丈は低く、人の

海湖周辺の牧民の性格は荒く、旅人を平気で襲う

姿が見えなくなるほどでもなく、密度も低い（写

と記した旅行記を読んだことがあり、現実感あふ

真３）。西部開発と商品化の波の中、家畜の増加

れる出会いだと思われる。

が草の豊かさを消滅させたのではないかと思われ

彼らとの会話を通じて、青海には貨幣がないこ

る。その点で当時の草原の状況記録は貴重であり、

と、そのため商取引はすべて物々交換方式であり、

重要だということができる。

茶や布、麺などと羊毛を交換すること、金銀は沢
山あるが、それらはすべて装飾品に利用されてい
ること、などの情報を得ている。そして商人達が
物々交換用の茶（官茶）を馬に積んでいるのを観
察している。
そして丘陵の陰に３〜４張りの低い黒色で多角
形の天幕を見出している。その天幕からは煙がた
なびき、生活のニオイを感じている。そして、天
幕の家に近づくと「蕃子狗」と称する青海産の野
犬が躍り出て吼えるのに驚嘆している。蒙古犬以

〔写真３〕今日の日月峠を越えた大草原（2008 年８月撮影 )

上の獰猛さで、草原を旅する人と馬がしばしばこ
の野犬に襲われると記している。そして天幕生活

そ れ で も 当 時、 一 行 は そ ん な 草 原 で の ５ 〜

と天幕の住民をみて、
「彼らは今も、原始の世界

６００頭の羊の群れやヤクの群れにも出会ってお

に水草を追ふて昔ながらの天幕生活を営んでゐる

り（写真４）
、これらの豊かな大草原が家畜の放

のであった」
、
「総てが太古其儘だ」などとその光

牧地として利用されていたことを示している。そ

景をまとめている。

れでもなお豊かな大草原が温存されていたことに

また、さらに下ったところで羊の群れを追う現

今日とは異なるシステムの存在をうかがわせる。

地の老人にも会っている。その風貌は、髪は無造
作に耳のあたりから後ろに巻きつけ、やはり黒い
顔にバターをつけているため、顔が光っている。
また、首から糸をつるし、その先に銀の小箱をノ
ドにつり下げ、その中に仏像を入れている。そし
て手には珠子をつけ、ラマ教徒特有のスタイルだ
としている。
しかし、丘の上から青海湖が見え、すぐ近くだ
との錯覚で、急いで丘を下ったために案内人を見

〔写真４〕書院生が出会ったヤクの群れ
（『虎穴龍頷』より）

失ってしまう。日は暮れ、祁連山から吹きおろす

ところで、草原で出会ったのは、羊やヤクだけ
ではなかった。全く現地人と同じ服装をし、顔を

寒風にふるえ「蕃子狗」の鳴き声が響く暗闇の中
で「悲壮の涙が頬を伝ふ（13）」と記している。

黒くしている羊毛の買出人の２人で、丹喝爾から

そして遠くに瞬間的に上った焚火を認め、草原

入ってきたと記録している。いずれも現地人の服

上をそこへ向かうと、それが昼間土づくりの家に

装をしており、そうしないと現地人から危害を加

みえた海神廟であった。現地人は居らず漢人の旅

えられやすいからだと聞かされている。とくに青

行者と馬騏将軍の部下がおり、
「私等は生くる事
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の出来た嬉しさと絶域の旅の寂しさに、とめどな
き涙が落つるのであった（14）」と命が救われた安
堵の気持ちを吐露している。
中国本土の農耕をベースとする比較的慣れやす
い世界とは全く異なった大草原の遊牧世界へまぎ
れ込んだ書院生が、その異界の中で大いに戸惑っ
た様子をうかがい知ることができる。
（7）青海湖にふれる
翌９月 20 日、ようやく案内人に巡り会え、草
原を湖方向をめざして進むことになった。途中、
天幕に白い旗が立っており、それは酋長の天幕だ
としている。天幕にも色々サインがあることが記
録からわかる。酋長の天幕とはいえ、周辺に他の
天幕が集中しているわけではなく、遊牧社会にお
ける統率者の空間的な存在形態が集村の多い中国
の農村空間の構成とは異なっていることが知られ
〔写真５〕青海酋長の婦女（『虎穴龍頷』より）

る。
また、別の場所で黒い天幕２つを記録している。

みえ、湖の方から強い風が吹き、波が高いとして

天幕の間で二人の女らしい人物が髪を結い、１人

いる。好天ではあるが、日中の海風的な風が青海

の女性は黒髪を背中へ垂らし、エビ茶色の長い衣

湖でも生じていたことがわかる。そして、湖面の

を左 に合わせて細帯を締め、それが筒袖を着た

北方に褐色のピラミッド形の砂丘を見ている。こ

日本の女性のようにみえると記している。また、

れは今日もそのまま存在し、複数の砂丘からなる

背中に貝片の美しい装飾品が２列並んでいるのも

沙漠となっている。これは丘の上からしか観察出

見ており、遊牧社会の女性達の飾りにも遊牧民の

来ないことからすれば、ここでも一行の観察力が

特色が読みとっている。なお、一行の写真には酋

すぐれていたことがわかる。

長の家の２人の婦人の姿が掲載されており、その

そして丘の下方部分に沼があり、その沼の付近

１人の女性の背中にも貝片の２列に並んだ装飾品

には白色化した土壌があり、塩化現象がみられた。

がみられる（写真５）
。天幕の間には青海犬の蕃

この沼の水を味わうと塩分が含まれていることか

子狗が寝ており、恐らくはこの２張りの天幕も一

ら、それらが注ぐ青海湖は塩分が含まれているこ

家族ないしは親族関係のものであろう。このこと

とを推定している。そして実際、青海湖に注ぐア

は、遊牧民は１張か２張の天幕で遊牧生活を送っ

ルコン河が青海湖と接するところへ到って、つい

ており、集団居住をしていないことがそれらの記

に青海湖と湖水の塩からさにふれている。その時

録から読みとれる。それは今日のこの一帯にみら

の光景は次の通りである。

れる遊牧民の天幕の分布とも共通し、長い伝統が

「茫々たる青海が眼前に展開して、北岸の砂丘

そのような遊牧生活をシステムとして支えてきた

が少なく波の影に見えかくれする。はるかに海の

ことをうかがわせる。

彼方に白雲の山が見える。祁連の支脈であろう。

丘を下る一行の目に丘の下に青海湖の広がりが

飄々と海面を吹く風と共に転がり来る青い波は岸
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に白く砕ける。放牧された駱駝の群が交る交る来

ラマ寺がみえたとする。その中の代表的なラマ寺

ては、長い頭をさしのべて水を飲む、馬が勇む。

が金瓦寺で、銅で葺いた屋根の上に三分ほどの金

私等は砕ける飛沫に征衣を沽らして馬に飲かはせ

を流し、それが太陽の光にあたり見事に輝いてい

た。九月二十日だ。雪に震え、飢に泣き、夜から

るのをみている。

夜へと彷徨辛酸した。東海の遊子は限りなき歓喜
（15）

に胸を躍らして歌った

当時、ラマ僧は四千人いたとする。名刺を差出
して本堂を案内してもらい、多くの美しい壁画の

」
（写真６）
。

仏画や青磁器を見せてもらっている。ラマ教徒以
外にも堂内の見物ができたことがわかる（写真７）
。

〔写真６〕今日の青海湖、最西端の鳥島から（2008 年８月撮影 )

（8）魯沙爾の金瓦寺

〔写真７〕今日のタール寺
（右から安仁屋、藤田、宮沢、暁の４人。
もう１人高木も参加した青海調査 2008 年８月）

一行は青海湖を味ったあと、往路を戻り、丹
喝爾から渓谷を出て札麻隆まで帰ると、そこから
コースを変え、南部の山々と河川が織りなす山地

寺境内で多くの修行者が腹這いになり屈伸して

を横断して魯沙爾へ徒歩で向かっている。本来な

修行をしている姿も見ており、中には蒙古から十

ら西寧へ戻り、南下して向かうコースがわかりや

年もかけて五体投地をしながらやってきたラマ教

すいが、それでは直角三角形の直角を挟んだ二辺

徒もいると記している。

の距離になって遠回りになると判断したのであろ

本堂の軒下には法輪子という「経文字を羊の皮

う。しかし、西寧川へ南側から流下する諸支流と

で包んだ円筒形のものがならんで吊ってある（18）」
。

山系を次々と横断することになり、
「山また山、

いわゆるブンブンである。今日では羊皮でカバー

河また河の迷路をたどる

（16）

されず、金属の筒である。これを回転させれば経

」と記している。

この魯沙爾は今では金瓦寺というより塔尓寺

文を全部読んだことになると記している。他の旅

（タール寺）として有名である。チベット高原を

行記では、罪も消えるとされ、人を殺してもこの

めぐる一帯にはラマ教が流布し、チベット人や蒙

法輪子を回転させれば許されるので、旅人は彼ら

古人がそれを信仰している。その中にいくつかの

に会うのを怖れていたと記している例もある。

拠点になるラマ教の寺院群があり、そのうちの一

ところで、一行はここで祭に出会った記録を残
している。

つがこのタール寺である。
一行もそれを熟知しており、そこを訪ねたので

すなわち、魯沙爾の街と寺から離れた河原一面

ある。しかし、こうして訪ねた魯沙爾は淋しい街

に灯がともされ、不夜城となり、河岸の上では多

（17）

。街の中の河を越え山を登る

くの飾り立てた男女が唄を歌い、酒を飲んで夜を

と、中腹から裾野にかけて幾十もの洋館のような

明かすのだと記している。そして寺の方向から地

だと記している
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元の少女がきれいな声で唄を歌うと街の方にある

夏の５〜７月には山へ移動し、８月の降雪の季節

丘からは漢人が唄いかえし、それに対してさらに

に山を降りる。家畜は羊、ヤク、ラクダ。したがっ

地元の少女の中から美声の持ち主が歌い、漢人も

て衣類は毛皮で三角形の皮帽子、食材は肉、腰に

それに呼応して歌うというくりかえしである。河

三尺余の刀、女は髪を後ろに垂らし、背中に貝片

を挟んだ両方の丘の上からノド自慢を交互にする

か人骨の飾りをつける。言語はチベット語に近い

祭り光景が生き生きと記録されている。これは一

「蕃子語」だとする。

種の歌垣の風習だと思われる。少数民族地帯には

資源としては羊毛が代表で、西寧経由で毎年

今日もみられるが、ラマ教の本山的な街でこれが

１千万斤が移出、しかしなお１千万斤も死蔵され

みられるのは興味深い。しかも、地元のラマ教を

ているとしている。他に塩、獣皮、金、麝香など

信仰する非漢人と漢人とが交互に唄う様子は一つ

も豊かで、金沙江沿いでは砂金や塊金が埋蔵され

の発展型であろう。河を挟んでチベット系人、蒙

ていると記している。

古系人と漢人とが分かれて歌う様は、両者が棲み
分けて居住している様子も伝えてくれて興味深い。

（2）朝宗の礼

こうして、このあと「乞食の様な態をして西寧

前述したように、青海は当時甘肅省西寧をベー

に帰った」とし、西寧ではあらためて馬騏将軍に

スとする蒙蕃宣慰使が管理しており、青海省とし

会ってお別れの挨拶をして蘭州へ向かって旅立っ

てまでは自立していなかった。青海行きで世話に

たと記している。

なった馬騏将軍はその役であり、折しもこの時期
馬騏将軍の青海行き、つまり「朝宗の礼」のうち「秋

５．青海の遊牧人と馬氏の支配

の巡狩」で青海を巡る旅と同じ時期に青海へ出か

ところで、記録の中であらためて青海人の生活
をまとめ、また馬騏将軍による朝宗の礼について

けることが出来、幸運であったといえる。
青海で一旦別れた馬騏将軍とその軍隊（写真８）

のまとめが記されている。旅の中での観察を事象

に会うのはそれほど偶然ともいえない。同将軍の

としてまとめた記録で、
「幸乃武」名で記している。

部下が書院生一行を案内していたからである。

（1）青海の住民の生活
一行は青海に住む住民を「青海の蕃人」と記し
ている。「蕃人」は非文明人の意味として使った
ものであるが、一行からみれば、農耕民とは異な
る異界の住民、民族ということになるのだろう。
本来は遊牧民と称すべきである。
この「青海の蕃人（19）」には、蕃子、紅帽兒、
過路などの種族に分けられるが、ラマ教を中心に

〔写真８〕青海の土人兵（『虎穴龍頷』より）

「信仰に強い野蛮人（20）」で、よく言えば「ただ信
じ得る人間（21）」であるとする。
「朝夕ラマ教典を
念誦しながら水草を追ふて 野に彷徨してゐるの
である

（22）

馬騏将軍とその軍隊は幾十という天幕を張り、
夜中まで火を焚いて滞在していた。馬に乗った地
元の「蕃族」の一隊が駆けてくると「朝宗の礼」

」と記している。

遊牧生活をする彼らには当然家屋はなく、長さ

が始まったとしている。一隊の中には赤や青や紫

３間幅で１間半くらいの黒い天幕が住居となって

の美装をした酋長が加わっていて、将軍は彼らか

いる。彼らは家畜とともに移動するのであり、春

らの礼を受け、各酋長からこの１年間の状況を聞
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いて、将軍はそれを北京へ報告するというシステ

也不要緊、実在是可佩服」と云ふ、髯の案内人か

ムである。

ら前日来の私等の困苦を聞いたのであろう。羊一

しかし、馬騏将軍の任務とはいえ、この「朝宗

頭贈物として呉れた（23）」
。

の礼」が及ぶ範囲は青海の東部の一部地域だけに
すぎないとも記している。

その記述の中から、一行は「朝宗の礼」を目の
前で見たばかりでなく、その行列にも加わって参

その時、一行が見た光景は次のように記されて
いる。

加した様子がわかる。くりかえすが、この朝宗の
礼は、清末以来、西寧の回教徒である馬氏が担い、

「……その北に続く砂丘、朝日に燃え立つ、雪

青海を管理支配していたその制度と具体的な方法

の祁連山、その間に二千年昔の朝宗の絵巻物が展

であった。1928 年に青海省の独立とともに廃止

開して行く。銅色に焼けた、逞しい筋肉の騎士の

されることになるため、一行のこの「朝宗の礼」

腰間に刀がキラキラ輝く、朔風に旌旗が飜る、赤

との出会いはきわめて貴重であり、当時、西寧の

と青と紫の派手な朔北の天地に相応しい服装をし

馬氏がどのような形で青海入りし、青海で各酋長

た酋長が、馬騏将軍の天幕に繰込んでくる。色褪

をどのように管理支配していたかを示すこの記録

せたヘルメットに蓬髪破衣の東海の游子がその後

自体もきわめて貴重だといえる。

に続く。大男の将軍が厳めしい騎士を従へて天幕

６．現在の青海省

の外へ顔を出す。数多の酋長が一隊、一隊と、交
る交る潜族の若者等に囲まれて、将軍の前に跪座

2008 年８月下旬、われわれが訪れた青海では

して一礼する。胡馬がいななく。将軍は私等の服

書院生の青海コースもそのほとんどをトレースし

装を見ていたが、晴れやかな顔に微笑を湛へて、

た形であった。もちろん、それ以外にもっと広く

「 門日本人、一天吃三頓飯、可是三天不吃飯、

各地を巡り観察することができた（図６）。

凡

第19期生のコース

例

筆者らのコース
砂

鳥島

漠

海晏

丹喝爾
（煌源） 札朝隆

青海湖

海神廟

日月峠 （沙拉庫）

西寧

卍

（魯沙爾）
タール寺

共和

貴徳
黄

図６

河

0

20km

第 19 期生の「青海行」コースと筆者らが 2008 年８月に巡検したコース（藤田原図）
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書院生の記録と比較すると、大きく変わった点
とあまり変わらない点があることがわかった。
大きく変わった点は、省都になった西寧が高層
ビルの林立する近代都市に変わった点である。し
かも省人口の 20％の人口を西寧川河谷のこの一角
に集積し、他の都市とは全く比較にならない規模
に発展し、いちじるしい中心性を高めていること
である（写真９）
。西部開発による資本投下は省内

〔写真 10〕沙漠の中も貫ぬく高速道路（2008.8 撮影）

ルが、今日では貨幣経済の波の中へ呑み込まれて
いる。それとあわせて、漢人の流入が顕著で、約
540 万人の省人口のうち 54％（2004 年）を占め、
チベット族の 23％、回族の 16％、蒙古族の 1.8％
を大きく引き離している。
かって、チベット人の聖湖であった青海湖は今
も青色の美しい色をたたえている（写真 11）が、

〔写真９〕今日の西寧市街地（2008 年８月撮影 )

を支配する省都に集中したことを示している。
かってせいぜい４〜５階建てのビルが今や 10 階
や 20 階へと天に伸びたのはこの西部開発による
ものであり、まだ最近のことである。狭い谷に広
がる西寧の町は排気ガスや排煙のため、風のない
日は空気がよどみ、スモッグの町となり、せっか
くの高層ビルも汚れがちである。
それでも高速道路や公園なども比較的合理的に
配置され、地方政府による中央集権的な都市計画

〔写真 11〕青海湖と湖畔（2008.8 撮影）

とその実施も読みとれる。
道路整備は郊外へも延び、高速道路、準高速道

戦後、全国各地から漢人が青海湖の煌魚の漁獲の

路など基幹道路はかなり整備され、自動車が西寧

ために移住し、乱獲して地元チベット人の反発を

を中心に広域のネットワークを形成しつつあるこ

招いた。また漢人は周辺の乾燥地に入植開拓し、

とがわかる（写真 10）
。書院生の移行した時に日

砂漠化を引き起こしたりしてきた。そして家畜の

月峠以西は道がない遊牧の世界であったが、今日

増加で、書院生が見た背丈ほどもある草は消失し、

では舗装された基幹道路が草原・乾燥地帯を貫い

低草化や裸地化もみられるようになった。小さな

ている。

湖が消失した例もいくつかみられる。

このような道路整備は、当然商品経済を拡大さ

今、そのような経済成長にともなう環境の変化

せ、書院生の旅行時に物々交換経済であったレベ

に地方政府である青海省当局も対策に乗り出しつ
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つある。青海湖の煌魚の保護、遊牧民の放牧地制

はあるが、書院生の記録にも「青海」という名称

限、退耕還草、ハゲ山や草原における草地植生の

はあるが、
「青海省」という名称は使われていない。

回復などがそれだし、西部の一帯の黄河、長江、

当時の青海は蒙古人やチベット人を中心とした世

メコン川の水源地域の保全も急務だという。

界であり、18 世紀に清朝の雍正帝の支配下に組

そんな中で、用水の得やすい黄河流域では施設

み込まれて、蒙古の部族は盟旗制、チベットの部

園芸もみられ、農家所得は増加し、遊牧の草原地

族の長には土司職を与えられることで再編成され

帯では天幕生活もみられる一方、レンガづくりの

たが、いずれも異質の世界であった。それは非定

新しい家が草原上に散在的に建設され、天幕に代

住の遊牧民の世界である点に変わりはなく、農耕

わりつつある部分もある。また乾燥地では草地保

民の漢人世界とは大きく異なっていた。

全のため、生態移民受け入れ用の現代版棟割り長

そこで清朝は清末になると、当時は甘肅省の西

屋が草原の中にコツ然と出現したりしている異様

端で青海地域にほぼ隣接する西寧から、いわば青

な光景も目にしたりする。

海地域を遠隔支配をする方法をとり、イスラム教

同じ青海省になったが、日月峠の東と西では

徒の馬将軍の支配下に置いた。しかもそれは青海

今日でも基本的には書院生時代と同様に地域差が

全域にはとても及ばず、青海湖付近までの青海の

あり、そこで地域区分ができる。９世紀、唐とチ

東部だけに留まっていた。

ベットの国境がここに設けられ、
「唐蕃会盟碑」

そんな状況下で書院生は蘭州の前田氏や西寧の

が建立設置された理由はよくわかる。自然生態系

馬氏に会い、青海入りしたのである。書院生は知

はいちじるしい地域差を示すが、道路やラサ行き

事に会うのを慣例としており、支配者の馬騏将軍

鉄道はそれを無視するかのようにそんな地域差を

にはほぼ順当に会うことが出来た。そして「朝宗

貫き、かっての馬に代わって自動車が主な交通機

の礼」を行うための「秋の巡狩」に同行できたの

関に変わっている。それが羊毛や地下資源など新

は奇蹟的な体験であったといえる。

たな開発が日月峠を越えつつあるし、遊牧世界は

西寧からはすでに降雪と厳寒で晩秋の気配が強

今や保護されるべき時代へと入りつつあるといえ

い厳しい山道を登り、日月峠を越えた途端に全く

る。

異なる大草原に分け入り、道なき道を青海湖をめ
ざすという青海の異質性、地域差を体感している。

７．おわりに

美しい青海湖に感激し、それが塩湖であることも

以上、東亜同文書院生の「大旅行」のうち唯一

確認している。

の青海行きの旅行記録を中心に、当時の青海の地

全行程 180 日余のうち、10 日にも満たない青

域像を浮かび上がらせようとし、あわせて今日の

海行きであったが、
「青海省」になる前の青海の

同コースの比較も行った。

原形を体験できた点では、きわめて重要であり、

当時は青海は省として独立しておらず、当然で

貴重な記録であるということができる。

353

◦ 1176 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

〔注〕
（1）藤田佳久（1989）「東亜同文書院学生の中国調査旅行コースについて」、愛知大学国際問題研究所紀要、第 90 号
（2）東亜同文会（19 〜 19 ）『支那省別全誌』全 18 巻、同会刊
（3）東亜同文会支那省別全誌刊行会（1943 〜 1946）『新修支那省別全誌』（全 18 巻のうち９巻まで）、同会刊
（4）東亜同文書院第 19 期生・隴綏羊豚羊毛皮調査班（1922）「青海行」、『虎穴龍頷』、東亜同文書院刊、Ｐ . Ｐ . １〜 64、所収。
ただし、
「大旅行」直前の 2 期生 5 人で行なわれた西域調査では、そのうち波多野養作はその途中で西寧まで立ち寄っている。
（5）前掲（4） Ｐ .21
（6）前掲（4） Ｐ .22
（7）前掲（4） Ｐ .22
（8）前掲（4） Ｐ .22
（9）前掲（4） Ｐ .22
（10）東亜同文会（1943）『新修支那省別全誌・甘肅省』Ｐ .99
（11）前掲（4） Ｐ .21、Ｐ .59
（12）前掲（4） Ｐ .24
（13）前掲（4） Ｐ .28
（14）前掲（4） Ｐ .28
（15）前掲（4） Ｐ .33
（16）前掲（4） Ｐ .60
（17）前掲（4） Ｐ .33
（18）前掲（4） Ｐ .33
（19）前掲（4） Ｐ .31
（20）前掲（4） Ｐ .31
（21）前掲（4） Ｐ .31
（22）前掲（4） Ｐ .31
（23）前掲（4） Ｐ .32 〜 33
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〔論文〕

東亜同文書院に派遣された準公費生について
−愛知県を事例として−
東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

本論は、東亜同文書院（以下、
「書院」と略記

費生、そして「尚余地アレハ準公費生私費生ヲ加

する場合がある）に準公費生として入学した学生

フ」と改められている。同様のことは 1923 年頃

について、愛知県を事例としてその実態について

の章程にも明記されている (4)。

言及することを試みるものである。

さて、東亜同文書院の学生についての研究は

東亜同文書院（1939 年以降は「東亜同文書院

1990 年代以降に登場した、比較的新しい分野で

大学」）は東亜同文会を経営母体に持ち、1901 年

あるが、その関心はもっぱら県費生に置かれてお

より 1945 年まで中国・上海にあった学校である

り (5)、準公費生については佐々木享氏による「東

が (1)、その特徴の 1 つとして、運営が「国費（補

亜同文書院入学者の群像−海を渡って学びに行っ

助金）と公費（各府県の派遣費）によって賄われ

た若者たち」（『同文書院記念報』VOL.11、2003

(1)

たこと」が挙げられているように 、学生に焦点

年）で簡述される程度である。この研究は東亜同

を当てた場合、各府県が公費で派遣する府県費生

文書院 ( 大学 ) が存在した 40 数年間の全期間を対

が中心だった。実際には私費生も入学したが、東

象として、入学した県費生・私費生の割合とその

亜同文書院では入学する学生の区分、入学させる

変遷をはじめ、学生の出身地域の割合とその時期

順序を次のように定めている。例えば『文部省認

的変遷などを総合的に捉え、県費生に限らず広く

定

従明治四十三年至

書院入学生を扱った、学生についての基礎的研究

明治四十四年』所収の「東亜同文書院章程」
（以

である。この中で準公費生は第 13 期（1913 年〜

下、「章程」と略記）では学生を府県費生、公費

1916 年在学）から第 19 期（1919 年〜 1922 年在学）

生、私費生の 3 種類とし、採用の順序は「第一府

の時期に集中していること、そして彼らの東亜同

県費生ヲ採リ次ニ定員ニ照シ余地アレハ公費生ヲ

文会への推薦母体として、府県レベルの地方公共

在上海東亜同文書院一覧

(2)

採リ尚余地アレハ私費生ヲ加フ」とある 。ここ

団体をはじめ、郡や市町村、東京の区といった地

からも府県費生に重きが置かれていたことが分か

方公共団体、台湾総督府や大連民政署といった植

る。そこに準公費生が加えられることになるのだ

民地政庁、有志の育英団体、鶴見総持寺や黒龍会

が、章程上で準公費生が登場したのは第 13 期か

といった私的団体などがあったことを明らかにし

(3)

らではないかという推測がなされている 。筆者

ている (6)。しかし、全体的な概要にとどまってお

が入手可能な範囲で見たところ、時代がやや下っ

り、1 つの団体または地域に限定して準公費性の

た 1916 年度の章程には確かに準公費生という身

様子を捉えていくという方法はとられていない。

分が現れ、それにより学生の種類が 4 種類に変化

したがって本論では、冒頭で記した通り愛知県

している。とともに、採用の順序も府県費生、公

を事例として取り上げ、準公費生の学生区分にお
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ける位置付け、準公費生の学歴、卒業後にたどっ

程ノ資格ヲ具備スル者ニ就キ施行セル選抜試験ニ

た進路などの基本的な部分について、簡単ながら

合格シタル者ハ本部ニ於ケル入学試験ヲ省略シテ

考察を進めていくものである。しかし、卒業後の

入学セシムルコトヲ得公費生準公費生亦之ニ準ス

進路については準公費生の枠を越え、
「書院生」

…」
（圏点は引用者による）と記されている。そ

全体について考える際の 1 つの視角を提示する内

してこれは 1918 年度や 1923 年時点での章程でも

容となる。

主旨は変わっていない (9)。第 22 条を読むと、準

4

4

4

4

4

4

4

4

4

公費生は公費生とともに県費生の入学に準ずる旨
凡例：漢字は全て当用漢字で表記した。

記されているが、準公費生に即して考えると、こ

年号は原則として西暦で表記した。

れは各推薦団体の長が必要な証明書を東亜同文会
本部に送付することを意味するものと思われる。
一方、第 23 条は入学試験について、入学志願者

１．準公費生の位置付け

は入学試験を東亜同文会本部で受験すべきものと

第 13 期より第 19 期までの短期間に東亜同文書

しながらも、府県規定の選抜試験を受けた者は東

院に入学した準公費生は、その数が合計 101 名で

亜同文会での試験が省略される旨規定している。

あり、各期の人数は第 13 期 16 名、第 14 期 19 名、

準公費生は公費生とともにこれに準ずるとあるこ

第 15 期 10 名、第 16 期 14 名、第 17 期 11 名、第

とから、これも準公費生に即して考えると、各推

(7)

18 期 17 名、第 19 期 14 名であったとされる 。

薦団体の選抜試験を受けた者は東亜同文会での受

また、彼らを東亜同文会に推薦する団体としては

験が省略されると読める。

「はじめに」でも触れたように、さまざまなもの

以上の点を踏まえた上で、より詳しく準公費生

があった。愛知県の場合、次章で取り上げるよう

の位置付けをみるために、先に触れた「東亜同文

に第 13 期と第 15 期から第 18 期にかけて名古屋

書院入学志願者心得」
（以下「心得」と略記）を

市準公費生、愛知県準公費生が入学していた。

手掛かりとしていきたい。1920 年代後半にまと

ところで、準公費生は佐々木氏によれば「性格
(8)

められたと思しき心得は、学生を府県費生、公費

が曖昧で私費生と区別されている理由が不明」

生、準公費生、私費生の 4 種類に区分した上で、

と指摘されている。ただ、その根拠について詳し

それぞれの位置付けと出願方法について以下のよ

く記されていないが、外務省記録に所収の「東亜

うに定めている。少し長いが引用してみる。

同文書院入学志願者心得」に定められている、4
4

4

4

種類の学生の区分や出願方法をもとにしているよ

府県費生トハ各府県ニ於テ撰抜シ府県費ヲ以テ

うである。しかし、一部省略して引用されている

派遣入学セシムルモノニシテ府県各其採用規則

ため、本章ではその部分も補足しつつ準公費生の

ヲ設ク志願者ハ該規則ニ基キ当該府県ニ出願ス

位置付けについて考えていきたい。

ヘシ

1916 年度の章程では第 22 条「府県費生ノ入学
4

4

4

ニ付テハ当該府県知事ヨリ本人ノ学歴履歴書、身

公費生トハ府県以外例ヘハ郡市町村或ハ教育会

体検査書及中学校（商業学校）卒業成績表ヲ添へ

等ノ各種ノ公共団体ニ於テ撰抜シ其団体ノ公費

4

4

4

4

其旨東亜同文会本部ニ申込ムベシ公費生準公費生
4

4

4

4

4

ヲ以テ入学セシムルモノヲ云フ志願者ハ当該団

亦之ニ準ス …」とあり、第 23 条「凡テ入学志願

体ニ左記書類添付ノ上後記乙号書式ニヨリ推薦

者ハ東亜同文会本部ニ於テ所定ノ入学試験ヲ受ク

方ヲ出願スへシ、当該団体ニ於テ銓衡ノ結果適

ベシ但府県費生ニ在リテハ当該府県ニ於テ前条規

当ト認メタル時ハ之ヲ更ニ東亜同文会本部ニ推
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負担する学生と定められている。逆に言えば、府

薦シ許可ヲ受クヘシ
（一）本人及保証人ノ連署誓約書（当該公共団

県や公共団体は学生を準公費生として東亜同文会
に推薦し、入学に関わる事務や本人の進退に関す

体長宛）
（二）本人自筆履歴書二通

る責任を負うということになる。しかし、ここで

（三）身体検査書及本人最新ノ写真一葉

疑問が生じる。既述の章程第 23 条に照らして考

（四）学校卒業成績表及

えると、各推薦団体の選抜試験を受けた者は東亜
同文会での受験が省略される旨受け取れることか

4

4

4

4

準公費生トハ入学資格ノ銓衡学費ノ納入其他本

ら、心得では私費生と同じく東亜同文会本部で選

人ノ進退ニ関スル凡テノ事務及責任ヲ当該推薦

抜試験を受けることに改められたということなの

府県又ハ公共団体ニ於テ負担スルモノヲ云フ、

だろうか。

其入学手続ハ東亜同文会本部ニ於テ所定ノ撰抜

章程では公費生とともに準公費生の入学手続き

試験ヲ受クヘキモノトス、但シ当該推薦団体ニ

や受験の方法について、大雑把にしか記されてお

4

4

対スル提出願書中ニハ前記四項保証人ノ外財産
4

4

4

らず、また心得と突き合わせてみていくと細かい

証明書（学資金納入力証明ニ足ルモノ）添附ス

ところで不明な部分が出てくる。しかし、心得か

ルコトヲ要ス

ら分かることは、準公費生は選抜試験を東亜同文
会本部で受けることとされており、この点は私費

4

4

4

私費生トハ直接東亜同文会本部ニ出願シテ撰抜

生と同じ扱いである。また、準公費生に提出が求

試験ヲ受クルモノヲ云フ

められる各種書類の中には、強調する形で「財産

私費生入学志願者ハ左記願書並ニ受験料ノ提出

証明書」が含まれており、これは私費生が提出す

ヲ要ス

べき書類に含まれていることから、学費は自己負

（1）入学志願書（甲号書式）一通

担であった様子が浮かび上がる。佐々木氏が準公

（2）履歴書（丙号書式）二通

費生を「性格が曖昧で私費生と区別される理由が

（3）身体検査書（丁号書式）一通

不明」と捉える理由がここにあるといえよう。た

（4）保証人ノ財産証明書（市町村役場ノ証明セ

だし、私費生は個人で東亜同文会に対し入学手続
きをとるのに対し、準公費生の場合は手続きのみ

ルモノ）又ハ所得税納付証明書一通
（5）卒業証明書在学成績表各一通

とはいえ、組織が関わってくるところに違いがあ

（6）最近写真（裏面ニ姓名年月日ヲ記入スヘシ）

る。したがって、学生を推薦する府県や公共団体
は一定程度の事務と責任を負担する形で関与し、

一葉
（7）受験料

一方で学費は実質自費という形となるため、準公

金四円

(10)

費生はいわば府県費生・公費生と私費生との折衷

（以下略）

（圏点は原文のまま）

型とも捉えられる。

2．愛知県からの準公費生

この心得をみると、府県費生と公費生は各府
県または派遣団体が選抜試験を実施し、学費もそ

前章で見たような準公費生という学生が、愛知

れぞれ府県費または公費という形で負担する旨記

県からも東亜同文書院へ入学していた。そこで本

されている。一方、準公費生は入学資格の選考を

章では愛知県に焦点を当て、準公費生の実態に接

はじめ学費納入、その他本人の進退に関する全て

近することを試みる。

の事務と責任を、当該推薦府県または公共団体が

愛知県からの準公費生が確認できるのは、第
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13 期と第 15 期から第 18 期までの期間であり、

規程を県令として制定したが、明治・大正期に制

名古屋市準公費生と愛知県準公費生の合計 10 名

定されたものは「清国留学生ニ関スル規程」、「東

である。各期間の入学者数をまとめると表 1 のよ

亜同文書院県費派遣生ニ関スル規程」
（1915 年 1

うになる。ここからは、名古屋市準公費生が圧倒

月）、
「海外県費派遣生ニ関スル規程」
（1920 年 2 月）

的に多く、
10 人中 9 人を占めていることが分かる。

である（ただし、「海外県費派遣生ニ関スル規程」

愛知県は県費生も書院に派遣しており、そのため

は書院だけでなく、日露協会学校への派遣も定め

の予算額や県費生に関する県会議員の発言などが

たものである）
。これらの規程には、県費生選抜

『愛知県会議録』
『愛知県決議録』で確認できるが、
、

試験を受験する資格の 1 つとして、愛知県在籍の

愛知県準公費生についての記述は管見の限り見当

男子であることが掲げられている (14)。そのため、

たらない。

中には岐阜や東京の中学校を卒業した者も含まれ

表1

ていたが (15)、愛知県に原籍があれば他府県の中学

東亜同文書院の各期における入学生数と愛知県から
の準公費生数 ( 第 13 期〜第 18 期 )
入学期

入学生数

準公費生数

名古屋市
準公費

校を卒業しても県費生になり得たのである。

愛知県
準公費

一方、江野村のケースからは、県費生とは逆に

第 13 期 (1913 年〜 1916 年 )

88

2

2

0

準公費生の場合には原籍が問題ではなく、当然の

第 14 期 (1914 年〜 1917 年 )

102

0

0

0

ことではあるが卒業した中学校の所在地が推薦さ

第 15 期 (1915 年〜 1918 年 )

107

2

2

0

れる条件であったということが、相違点として現

第 16 期 (1916 年〜 1919 年 )

113(121)

3

3

0

第 17 期 (1917 年〜 1920 年 )

115(117)

2

1

1

れる。準公費生の性格や特徴について考える 1 つ

第 18 期 (1918 年〜 1921 年 )

104

1

1

0

の材料となり得よう。

出典：東亜同文書院学籍簿（愛知大学教学課保管）
注 1：学籍簿をもとに、筆者がカウントし表にまとめた。
注 2：第 16 期、第 17 期はそれぞれ実習生が 8 人と 2 人入学した。そのため、カッ
コの中の人数は実習生も含んだ数である。

3．卒業後の進路とその後の経歴
準公費生の入学者数は合計 10 名だったが、途

さて、準公費生の学歴についてみると、全員が

中で退学したものがあったため、卒業したのは 6

名古屋にある中学校の卒業生で、その内訳は愛知

名である (16)。その中で就職先やその後の経歴が判

県立第一中学校：名古屋市準公費 2 名、愛知県立

明するのは 5 名である。この 5 名についてまとめ

第五中学校：名古屋市準公費 1 名、明倫中学校：

たのが表 2 である。なお、書院入学時には府県費

名古屋市準公費 3 名／愛知県準公費 1 名、私立名

生、公費生、準公費生、私費生と区分されていた

古屋中学校：名古屋市準公費 1 名となっている

(11)

。

学生たちであるが、入学後はそうした区分が学園

1916 年度の章程では入学志願資格者の 1 つとし

生活に及んだわけではなく、むしろ全寮生活でと

て中学校の卒業生を定めているから、全員がこの

もに過ごす中で、同輩との間に、さらに先輩や後

適格者である

(12)

輩との間に連帯感と信頼があり、また卒業後も同

。

こうした彼らの原籍地を見た場合、ほとんどが

窓会（滬友同窓会）は一家同士の親近感をもって

愛知県だが、第 18 期の江野村準一（名古屋市準

連絡しあったというように、いわば東亜同文書院

公費生）は岡山県が原籍で、愛知県立第五中学校

生として一体化した、濃密な人間関係が形成され

。第五中学校は名古屋市所在

ていた (17)。したがって本章は論の展開上、愛知県

のため、江野村は県外出身でも準公費生として名

からの準公費生の卒業後の進路について取り上げ

古屋市の推薦を受ける資格を有していたというこ

るが、むしろ彼らを含めた書院生の一端として捉

とになる。この点は愛知県県費生と比較すると相

えた方が良いかと思う。

の卒業であった

(13)

違点として浮かび上がる。愛知県は県費生派遣の
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表2
入学期
第 15 期

野村は後に日本で転職したが、市川弘の場合は卒

準公費生の就職先とその後の経歴
卒業直後の
就職先

氏名

業後アメリカ留学→朝鮮で兄の事業補助→日本で

その後の経歴

就業と、まさに広範囲を移動していたことが分か

伊藤盛一
森村組
（名古屋市準公費生）

大華窯業公司長春出張所
(1922 年 12 月時点 )

市川弘
アメリカ留学
（名古屋市準公費生） (3 年間）

兄の経営する朝鮮商業通信社、
東亜電報通信社の事業補助
(1922 年）→大阪・日本商業通
信社 (1925 年 8 月時点 )

第 16 期

大阪市・又一株式会社
鈴木信一郎
上海阿部市商店
（1928 年 11 月時点 )
（名古屋市準公費生）

第 18 期

江野村準一
青島伊東商会
（名古屋市準公費生）

いたわけだが、鈴木、江野村はそれが日本と中国
の両国に及び、さらに市川は環太平洋地域といっ
ても過言ではない程の広範囲を移動している。

漢口にて大華洋行設立
（1924 年 11 月時点）

服部仁十郎
不明
第 17 期
（名古屋市準公費生）

る。彼らには職業とともに居住地の移動も生じて

従来言われてきたことは、書院生の多くが中国
で就職したということだった (22)。実際に表 2 か

浜松・遠州織機株式会社
(1928 年 11 月時点 )

出典：
『滬友』6、125 頁（1917 年）、同 10、28 頁（1919 年）、同 17、83 頁（1921
年）、同 20、47 頁（1922 年）、同 26、49 頁（1924 年）、同 28、33 頁（1925 年）、
『昭和三年十一月現在 会員名簿』（滬友同窓会）。
注 1：本表は、出典をもとに筆者が作成したものである。

らは鈴木、江野村は卒業直後に中国で就職し、伊
藤は転職と思われるが中国で働いていたことが
明らかにされる。その点からしても、先行研究で

表 2 からは、いくつかの特徴が浮かび上がって

明らかにされてきたことについては筆者も同感で

くる。1 つ目は、書院を卒業してから中国で就職

ある。しかし、就職後の経歴を追っていくと、上

した者が確認できることである。鈴木信一郎、江

記のように彼らの中には必ずしも１ヵ所に定着せ

野村準一はそれぞれ上海、青島が最初の就職地で

ず、転職や居住の移動を行なう者もいたことが、

あった。また、伊藤盛一の場合は転職と思われる

極めて断片的な表 2 からも窺える。こうした書院

が、森村組から後に旧満洲の長春で働いているこ

生の就職後の移動も、今後考察の対象となり得る

とが分かる。

と思われる。

2 つ目は、書院の先輩・後輩といった人間関係

では、こうした行動の背景には何があったのだ

の存在である。例えば服部仁十郎は漢口で大華洋

ろうか。もちろん個人的な事情をはじめ、経済状

行（一般輸出入貿易、星製薬中支総代理店）を設

況など、さまざまな理由が考えられるので、一概

立するが、
『滬友』26（1924 年 11 月）に掲載さ

には言えない。例えば、書院第 1 号の外交官試験

れた開店広告には、服部と並んで高広正治という

合格者だった石射猪太郎は書院卒業後、満鉄に入

人物も名を連ねる。高広は書院 18 期
（富山県出身）

社し 4 年勤務した後に結婚のため帰郷、満鉄を退

で、
卒業して日清汽船株式会社に就職していた

(18)

。

社して日本国内での再就職を試みたが、経済不況

恐らく、先輩である服部に声を掛けられ、共同

のためで高等文官試験を受験し、さらに外交官試

経営者か出資者となったのではないかと推察され

験に臨むというプロセスを歩んでいる (23)。ここか

る。ただ、1928 年時点では兵庫県に在住してい

らは、石射の卒業後の人生には個人的事情や、不

ることが確認できるため、短期間で大華洋行から

況という当時の日本経済を覆っていた状況が影響

離れたことになる

(19)

。なお、江野村準一が卒業後

を及ぼしていたことが分かる。したがって、書院

に就職した会社は青島の伊東商会であったが、こ

生の転職や居住地の移動の理由を簡単に論じるこ

の会社は愛知県県費生で書院第 3 期として入学し

とができないことはいうまでもない。しかし、一

た伊東経真が 1918 年に設立したものであった

(20)

。

方で既述のような移動性を書院の教育という側面

高広、江野村ともに後に転職するが、この 2 人の

から捉えるとするならば、書院で培われた精神の

就業の様子からは書院の人脈が作用したことが窺

影響も反映されているように思われる。これは、

い知ることができる

(21)

かつて藤田佳久教授が書院卒業生に対し行なった

。

3 つ目は移動性の高さである。例えば鈴木、江

アンケートが手掛かりとなる。藤田教授は卒業年
359

◦ 1182 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

次生が毎年行なった「大旅行」の、その後の書院

後この問題を考える際、なぜ名古屋市や愛知県

生の人生への影響についてもアンケートを取って

は学生を準公費生として東亜同文会に推薦したの

おり、その集計結果に基づき、大旅行の経験がそ

か、という部分が非常に大事になると考える。な

の後のそれぞれの人生の中で生きていると指摘し

ぜなら、そこに推薦団体の東亜同文書院に対する

た上で、比較的に目につくのは「自信」
、
「苦難を

認識がある筈だからである。また、今回は掘り下

乗り越えられる」
（自信）
、
「チャレンジ精神」（が

げて考察できなかったが、学生を海外の学校へ推

ついた）という回答であったことを明らかにして

薦するという視角から考えた場合、準公費生は愛

いる

(24)

。この点を踏まえて考えると、書院生の就

知県の教育史にも繋がる問題となろう。

職後の移動は個人により様々な理由があるだろう

本論はもっぱら準公費生の実態を明らかにする

が、こうしたチャレンジ精神も影響していた可能

ことを主眼としてきたが、3．で扱った内容は準

性もあったのではないかとも推察される。仮にそ

公費生という狭い枠組みにとどまらず、書院生と

うだとするならば、それは「大旅行」で学生たち

いうより一層広いテーマとして扱うべきものであ

が身に付けた精神の表れであったと見ることもで

る。繰り返しになるので詳細は記さないが、今後

きる。

の書院研究のテーマの１つとして、書院生の卒業

なお、服部や江野村のケースからは就職・起業

後の実態̶移動の頻度の高さの理由の解明、卒業

に書院の人的繋がりが存在していたことが浮かび

後の就職・転職における書院の人脈など̶も挙げ

上がるが、こうした人脈が具体的にどのように機

ることができるのではないだろうか。もちろん、

能したのか、
そしてそうした人脈がどこまで「ネッ

そこには越えねばならないハードルがある。例え

トワーク」として形成されていたのか、などが今

ば、準公費生の就職先とその後の経歴を調査する

後の課題と位置付けられよう。

手掛かりとした同窓会誌の『滬友』は、管見の限

本章は愛知県からの準県費生の進路について述

り創刊された 1917 年より 1926 年までしか確認で

べてきたが、逆に就職やその後の人生という点に

きない。そのため、現状では『滬友』が発行され

ついて言えば、書院生全般につながる問題である

た期間の書院生の動向しか知り得ない。したがっ

と捉えられる。

て、それ以後の時期をも考察しようとする場合、
卒業後の状況を知り得るような資料の発掘を同時

おわりに

に行なっていく必要がある。

以上、愛知県を事例として、さまざまな角度か

以上のような課題や考察を深めるべきテーマに

ら準公費生にアプローチすることを試みた。彼ら

ついては、別の機会に改めて明らかにしていきた

に関する資料が限定されているため、本論では初

いと考えている。

歩的な部分しか明らかにし得なかった。さて、今
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(1)『東亜同文書院大学史』73 頁（滬友会、1982 年）。
(2)『文部省認定

在上海東亜同文書院一覧

従明治四十三年至明治四十四年』31 頁。

(3) 佐々木享「東亜同文書院入学者の群像̶海を渡って学びに行った若者たち」14 頁（『同文書院記念報』VOL.11、2003 年）。
(4)『文部省認定

東亜同文書院一覧

大正五年度

附新設農工科』32 頁、『大正十二年二月

東亜同文書院紀要』22 頁。

(5) 松谷昭廣「東亜同文書院への府県費生派遣̶1900 − 1920 年代を中心として」
（『日本の教育史学』第 45 集、2002 年）は熊本県、
長崎県といった九州地方、そして長崎県とともに貿易港を有する神奈川県を対象として、県費生派遣をめぐる県の思惑に
ついて明らかにしている。また、愛知県を対象に県費生選抜制度の変遷を追ったものに佐々木享「東亜同文書院への府県
費による派遣生の選抜制度−愛知県の場合」（『愛知大学文学論叢』126、2002 年）がある。
(6) 前掲「東亜同文書院入学者の群像̶海を渡って学びに行った若者たち」13 〜 14 頁。
(7)

同上

10 頁の表 2 より。

(8) (6) に同じ。
(9) 前掲『文部省認定

東亜同文書院一覧

大正五年度

七年度』32 〜 33 頁、前掲『大正十二年二月

附新設農工科』32 〜 33 頁、『文部省認定

東亜同文書院一覧

大正

東亜同文書院紀要』22 頁。

(10)「東亜同文書院入学志願者心得」（外務省記録『東亜同文会関係雑件』第 3 巻）。なお、佐々木氏はこの心得が 1925 年頃の
ものと思われると記しているが（前掲「東亜同文書院入学者の群像−海を渡って学びに行った若者たち」6 頁）、心得に添付
されている書式を見ると宛先が「東亜同文書院長近衞文麿殿」となっていることから、史料として引用した心得自体は、近
衞が院長に在った 1926 年から 1931 年の間に作成されたものと考えられる。しかし、準公費生は章程で 1910 年代から登場
していることも合わせて考えると、心得は 1920 年代以前から改訂を重ねつつ公表されてきたのではないかとも推察される。
(11) 東亜同文書院学籍簿による。
(12) 前掲『文部省認定

東亜同文書院一覧

大正五年度

附新設農工科』32 頁。ほかに、書院への入学志願者資格を有する者

として、専門学校入学者検定規程により試験検定に合格したもの、専門学校入学者検定規程第 8 条第 1 項により指定を受
けたもの、と定められていた。
(13)(11) に同じ。
(14)『愛知県公報号外』第 896 号（1902 年 2 月 19 日）、
『愛知県公報』第 127 号（1915 年 1 月 20 日）、同第 526 号（1920 年 2 月 27 日）。
(15) (11) に同じ。
(16) 同上。
(17) 藤田佳久「東亜同文書院卒業生の軌跡̶東亜同文書院卒業生へのアンケート調査から̶」63 頁（『同文書院記念報』VOL.9、
2001 年）、安澤隆雄『東亜同文書院とわが生涯の 100 年』22 頁（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編、あるむ、2006 年）。
(18)『滬友』17、82 頁（1921 年 10 月）、同 26、49 頁（1924 年 11 月）。
(19) 滬友同窓会『昭和三年十一月現在

会員名簿』。

(20)『滬友』6、126 頁（1918 年 10 月）。
(21) 高村聰史「東亜同文書院生の「就職」について」（『大倉山論集』51、2005 年 3 月）は、東亜同文書院創立期から満洲事変
期までの書院生の就職について扱った論文だが、満洲事変後の抗日運動高揚に対して、東亜同文会牧田理事は内地出張中
の大内暢三院長とともに満洲に出張し、満洲や中国に散開していた同窓生に書院生の就職後援を依頼したことが明らかに
されている（99 〜 100 頁）。だが、日中関係が極度に緊張状態に達した時期以前における書院の人脈とその作用についても、
満洲事変期ほど顕在化していないにせよ取り上げる必要はあろう。
(22) 藤田佳久氏は第 1 期から第 37 期までの就職先について、多くが中国や満洲で職を得、日本内地で就職した書院生を上回っ
ていたことを明らかにしている（前掲「東亜同文書院卒業生の軌跡̶東亜同文書院卒業生へのアンケート調査から̶」49 頁）。
また、高村聰史氏は 1926 年時点の書院生就職先を例に、日本内地に就職した学生とほぼ同数の学生が中国で就職したこと
を明らかにしている（高村同上論文、96 頁および 116 〜 118 頁の表− 3）。
(23) 前掲「東亜同文書院生の「就職」について」92 頁。
(24) 前掲「東亜同文書院卒業生の軌跡̶東亜同文書院卒業生へのアンケート調査から̶」48 頁。
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〔論文〕

書院生によるフルンボイルに関する調査報告書について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
オープン・リサーチ・センター
リサーチ・アシスタント

暁

敏

れぞれフルンボイルで調査旅行を実施している。

Ⅰ．はじめに

さらに、1934 年に第 31 期生の「札蘭屯・免渡河・

筆者は『オープン・リサーチ・センター年報』
第 2 号にて、
「書院生のフルンボイルにおける調
1

満州里調査班」がフルンボイルを訪れている。そ
れから、1935 年には第 32 期生の「龍江省景星縣・

査旅行」 という題で、フルンボイルにおける書

泰康縣調査班」がフルンボイルを訪れたが、具体

院生の調査旅行についてまとめた。

的な調査を実施しなかった。

文中において、
『東亜同文書院大旅行誌』（オン
2

これらの中で、満州国が建国された後に初めて

デマンド版） の関係各巻を基本資料として使用

フルンボイルにおいて調査を実施したのは第 30

し、数回にわたる書院生による調査旅行について、

期生の「海拉爾調査班」である。さらに、この「海

書院生はフルンボイルにどんなルートで入り、ど

拉爾調査班」は書院生の中で初めてフルンボイル

んな調査ルートでどんな地域を訪れ、そして何を

の北部に位置し、当時のフルンボイルにおいて唯

記録したのかについて検討した。最後に、書院生

一の農耕地帯で、白系ロシア人が多く住む三河地

によるフルンボイルの調査のいくつかの特徴を提

方に足を踏み入れた。また、同調査班は書院生で

示した。

最も長く（滞在期間一ヶ月以上）現地に滞在し、

本稿では、書院生が調査旅行を実施した後に作

ハイラルを拠点にしてフルンボイルの南北を踏破

成した報告書を取り上げ、書院生の調査旅行の特

しており、その調査範囲が書院生のフルンボイル

徴などについて検討する。

調査の中でも一番広い範囲に及んだ。

Ⅱ．書院生によるフルンボイルにおける調
査旅行の概要

その調査の成果としては『第 27 回支那調査報
告書』第 25 巻「三河地方及北部国境地方調査班」
の報告書としてまとめられた。同報告書において、

現段階において確認できる資料から見ると、書

三河地方及び北部国境地方、南部フルンボイル、

院生が初めてフルンボイルに入って調査旅行を行

満洲里の事情およびフルンボイルの畜産について

なったのは、1925 年、第 22 期生の「北満及び国

記述している。同時に、この報告書は書院生によ

境調査班」によるものである。次に、1931 年に

る本格的な「フルンボイル調査報告書」としての

第 28 期生の「露支国境遊歴班」と「黒龍江省遊

価値が極めて高いと言える 3。

歴班」の 2 班がフルンボイルを訪れている。1932
年になると、第 29 期生の「第 2 班」と「第 6 班」、
1933 年には、第 30 期生の「海拉爾調査班」がそ
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名、通訳一名

Ⅲ．「海拉爾調査班」による調査報告書につ

同憲兵分隊ヨリ二名、同文書院海拉爾班四

いて

ママ

名、他二

上記から見ると、フルンボイルにおける書院生
による調査の中で、滞在期間と調査範囲から見て、
「海拉爾調査班」による調査が一番全面的である
ため、ここでその報告書 4 を取り上げて具体的に

5

国境地方」 、
「第２編
３編

三河地方及北部
6

南部呼倫貝爾の概説」 、
「第
7

呼倫貝爾に於ける畜産調査」 、
「第４編
8

満州里概説」 、
「第５編

との記録がある。すなわち、書院生は日本の軍、
警察、諜報機関である特務機関、さらに協和会な
どと一緒に調査を実施したことが確認できる。
次に第４節の「産業」について確認してみると、

その内容等について検討してみる。
同報告書の構成は、
「第１編

乗用自動車二輌及トラック二輌」

海拉爾に於けるトルコ

9

中には「農業」
、
「牧畜業」
、
「林業」
、
「工業」
、
「鉱
産業」などの項目が含まれており、とりわけ「牧
畜業」について相当詳細な「部落別の牛・馬・羊
の頭数表」の記録がある。さらにその信憑性を
高めるために、第１資料としては「ダラガツェン

タタルに就いて」 という 5 部分からなる。
報告書の内容構成から見ると、興味深いのは、

カ 11 警察署調査資料」、第２資料としては書院生

全体で手書き原稿 170 枚であるが、第１編の「三

の海拉爾班員の調査資料、第３資料としては部落

河地方及北部国境地方」の部分が約全体の半分以

付近の住民の所有概数として推算したものという

上を占めている。その章立ては、
「第１章

３つの資料を利用し、三河地方の正確な牛・馬・

興安

省北分省（旧呼倫貝爾）三河地方」
、
「第２章

興

羊の頭数を示そうとした。そこで、一つ注意しな

安省北分省（旧呼倫貝爾）北部国境地方」の２つ

ければならないのは、書院生はダラガツェンカ警

の章によって構成されている。

察署が調査した資料を自由に使えたという点であ

第１章の「興安省北分省（旧呼倫貝爾）三河地方」
は、
それぞれ「第１節
３節

交通」、
「第４節

地勢」
「第２節
、

人口」、
「第

産業」
、
「第５節

商業及

び金融」、「第６節

風俗及び民度」
、
「第７節

文

化施設」、「第８節

三河地方の警備状態」
、「第９

る。
さらに最後の第９節においては、三河地方の将
来について「アドバイス」なり「提言」なりの記
述が見られる。その一部の内容は次のようなもの
である。

三河地方の将来」という９つの節によって構

「日満両国○○ 12 此地○○満州国の王道主義

成されている。なお、
第２章の「興安省北分省（旧

○○烏剌爾 13 方面へと延長○○基礎○○

呼倫貝爾）北部国境地方」の節の構成は第１章と

作○○である」。

節

同様である。

すなわち、書院生はフルンボイルでの現地調査

ここで、第１章の内容を具体的に取り上げてい
くつか興味深い点について確認してみよう。まず、
調査を実施する「人員構成」のことである。今回
のフルンボイル調査の人員構成については、

を踏まえ、最終的に国境地帯である三河地方の重
要性を強調している。
これらのような報告書に含まれる具体的な内容
を確認すると、書院生によるフルンボイルに関す

「視察調査参加分署員名

る調査報告書は、完成度の高い報告書であったと

高波騎兵第壱旅団長閣下

認めざるを得ない。一方、これを可能にしたのは、

星騎兵連隊長閣下及小川副官殿

書院生がフルンボイルに到着した後に現地の日本

○

10

の諸機関（軍、警察および特務機関など）から情

衛兵、下士官以下十名

海拉爾特務機関ヨリ一名、同協和会ヨリ一

報を収集できたことあるいはそれらの資料を自由
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に利用できたことが、精度の高い報告書の作成に

に関する日本語による報告書などを丹念に収集し

つながったのではないかと考えられる。

てきた。この時期の報告書や出版物と言えば、だ
いたいマル秘あるいは極秘になっており、
「普通

Ⅳ．いくつかの疑問̶むすびにかえて

の学生」ではなかなか見られないものが多い。こ

以上、書院生の「海拉爾調査班」によるフルン
ボイルでの調査旅行と彼らによって作成された報
告書について具体的に確認してきた。したがって、

のことから、書院生だから日本の軍、諜報機関か
ら情報を収集できたことを物語っている。
そして、第三の「調査の時期と意義に関する疑

書院生の調査旅行の「性格」
、あるいはその「特

問」ではあるが、三河地方の特殊性は、まず国境

殊性」の一端を提示することができた。

地帯で、同時に白系ロシア人の居住地域でもあり、

しかし、「海拉爾調査班」によるフルンボイル

そしてフルンボイルの唯一の農耕地帯でもある。

の調査に対していくつかの素朴な疑問が残ってい

すなわち、当時、三河地方は農耕地帯であるため、

る。以下、そのいくつかの疑問についてまとめて

その後の満蒙開拓団の入植予備地の性格をもつ。
実際には、この三河地方に本格的に満蒙開拓団

おきたい。
第一に、なぜ日本の軍、警察、諜報機関などと

が入植し始めたのは、1936 年からのことである 14。

一緒に調査を実施した点。言い換えれば、単なる

このことと関連付けて言えば、この 1933 年の時

「調査旅行」なのにどうしてこれらの機関が同行

点で行なった書院生による調査は、ある種の「予

しなければならなかったのかということである。

備調査」だったかもしれない。管見の限り、書

第二に、資料および情報収集の問題。

院生による三河地方での調査は、比較的早い段階

第三に、調査の時期と意義に関する疑問。

の調査であり、その参考価値はかなり高かったと

第一の「なぜ日本の軍、警察、諜報機関などと

言える。要するに、早い段階で実施した書院生に

一緒に調査を実施した点」については、残念なが

よる調査およびその後に作成した調査報告書ある

ら現段階においてその経緯などについて説明でき

いはいわゆる「調査の成果」が、どういうふうに

ない。

他の機関などに利用されたのかについては不明だ

第二の「資料および情報収集の問題」について
は、書院生は軍、警察関係・特務機関などからの

が、少なくとも他機関の調査に参考となる部分が
多かったのではないかと考えられる。

情報収集を行なったと考えられる。たとえば、前

これらを総合してみると、書院生がフルンボイ

述したように三河地方の牧畜業の家畜頭数表を

ル地域あるいは三河地方で実施した調査について

作成にあたり、書院生は「ダラガツェンカ警察署

は、いくつかの疑問が残されたが、返ってこれら

調査資料」を活用していた。このことが当時書院

の疑問はある意味で書院生の「調査旅行」の「性

の「存在の特殊性」の一側面を見ることができる。

格」あるいはその「特殊性」の一端を説明してい

というのは、筆者はこれまで当時のフルンボイル

るのではなかろうか。
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1 暁敏「書院生のフルンボイルにおける調査旅行」（愛知大学東亜同文書院大学記念センター『オープン・リサーチ・センター
年報』2 号、2007 年）pp．279 − 284。
2 東亜同文書院編『東亜同文書院大旅行誌』（愛知大学オンデマンド版）雄松堂書店 、2006 年。
3 前掲「書院生のフルンボイルにおける調査旅行」280 〜 282 頁。
4 全体の分量としては手書き原稿 170 枚。
5 手書き原稿 100 枚。
6 手書き原稿 26 枚。
7 手書き原稿 30 枚。
8 手書き原稿 10 枚。
9 手書き原稿 5 枚。
10 「○」の部分が判読不能である。
11 ダラガツェンカは三河地方の中心地である。
12 「○○」は判読不能な部分。
13 ウラルのこと。
14 森久男「満州国興安北省三河地方の満蒙開拓団」（日本現代中国学会『現代中国』第 71 号）140 〜 141 頁。
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〔論文〕

山田純三郎と「中国新軍閥混戦」
−孫文死後数年間の山田の軌跡−
大学史事務室

佃 隆一郎

で、記念センターにある関連資料を主な手がかり

はじめに

にして、孫文の死後数年間の山田純三郎の軌跡を

愛知大学東亜同文書院大学記念センターの中心
的所蔵・展示資料となっている「孫文、山田良政・
純三郎関係資料」については、受け入れて間もな

たどってみることにしたい。

１．「中国新軍閥混戦」について

い頃にライターの保阪正康氏と結束博治氏によっ

「中国新軍閥混戦」（以下、本文では「」略）と

て、その歴史的背景がそれぞれ単著にまとめられ

はかつて毛沢東ら共産党に、従来の「北洋軍閥」
（袁

たのに続き、最近では同大学において、馬場毅教

世凱・張作霖ら）と対比する意で「新軍閥」と呼

(1)

授が論文や報告にまとめ上げたとともに 、
（別

ばれた、国民党内の各実力派（ 介石・汪兆銘・

項にある通り）山田良政・純三郎の兄弟が生まれ

閻錫山・馮玉祥ら）が 1927 年７月の国共両党分

た青森県弘前市を会場に講演および資料展示会を

裂後に展開した、論戦・武装闘争双方の形での争

催すにいたった。

いをさす、中国大陸での一呼称である (2)。

ただし、これまで検討や展示の対象にされて
きたのは主に
弟

孫文の革命運動に協力した山田兄

としての面であって、1925 年に孫文が

命いまだ成らず

さらに同混戦は、政治的な論戦を中心とした前
半期と、軍事的な闘争を中心とした後半期とに大

革

別されている。また、前半は実力派相互の争いで

の言を遺して没してからの、弟

あったのが後半には、南京国民政府の総統となっ

の山田純三郎がとった行動については充分には解

た 介石と、その他実力派の争いへと完全移行し、

明されていなかった感がある。中国東北部で「日

反 側も対抗して北京（当時「北平」）に 新政府

中十五年戦争」の第一段階である満州事変が起き

を設立するまでにいたったが、1930 年５月から

た頃までの数年間は、中国国内は北伐、済南事件、

11 月にかけて両派が華北地方で激突した軍事決

張作霖爆殺事件などが相次いだ激動の時期であっ

戦「中原大戦」において、 側が勝利をおさめた

たが、南京の 介石率いる国民政府により一応全

ことで大勢は決し、さらに翌年９月に日本現地軍

土が統一されてからも、日本ではあまり知られて

（関東軍）
が起こした満州事変によりほぼ収束した。

いないが「中国新軍閥混戦」とも呼称されている

その中国新軍閥混戦と、日本との関係について

（国民党と共産党とのものとは別の）内戦が生じ

であるが、中国の研究者の中には新軍閥混戦を「帝

たのであり、実は純三郎はこの戦争に深く関わっ

国主義間の中国での激烈な争奪を反映」(3) したも

ていたのである。

のと捉えている人もいて、当然日本政府・軍部の

そこで以下本稿は、その内戦の概略を述べた上

同混戦への関与も多く指摘されている。
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の日本（軍官民）の同混戦への関わりの有無・度
合については、日本ではまだ充分には解明されて
いない感があり、これが日本での同混戦への認識
の低さにつながっているのではないかと思える (6)。
その問題を検討する当面の手がかりとなるものと
して、
『日本外交文書』や『参謀本部密大日記』
などといった外務省や陸軍の記録 (7) があり、そし
てさらに愛知大学東亜同文書院大学記念センター
に所蔵されている、有力「大陸浪人」であった山
田純三郎がのこした書簡・写真などの史資料があ
写真①

山田純三郎（右端）と日中両国の関係者
写真裏の添え書きによれば、1927 年に上海の江南
晩報社前で撮影されたとのこと。左端の２人が
西山会議派の居正（上）および謝持（下）とある。
（山田順造氏寄贈、愛知大学東亜同文書院大学
記念センター所蔵̶以下同̶）

るのである。
まず前者からは、陸軍各「支那通」軍人の混戦
への注視とともに、中原大戦期において反 軍へ
の援助を暗に画策していた現地陸軍と、その疑惑
の否定に努めていた陸軍中央部や外務省の姿が見

すなわち、混戦の前半は日本の田中外交期に、

出せるのであり、そしてまた後者からは、孫文ら

後半は幣原外交期にそれぞれ時期が相当しているの

の革命運動に協力していた山田が、この時期も反

であり、前半期では、東方会議で確定された「当分

側に加わって混戦関係者の一員となっていたこ

(ﾏﾏ)

(4)

（中国）各地方の穏健なる政権と適宜接洽」 との

とがわかるのである。このうち前者については、

一方針に基づき日本が新軍閥へも接近・援助をし

筆者はすでに『軍事史学』誌上などで報告したと

ていたと指摘されていて、つづく日本の「山東出

ころであり (8)、以下ここでは、後者の面を明らか

兵」、上陸した日本軍が 介石軍と衝突した「済

にしていくことにする。

南事件」
、 軍の北伐達成後北京を脱出した軍閥
を乗せた列車を日本軍が爆破した「張作霖爆殺」
、
東北軍が 介石に帰順した「東三省易幟」といっ

２．山田純三郎の経歴と「山田家資料」
1876 年青森県の弘前に生まれた山田純三郎は、

た一連の流れにおいても、新軍閥混戦との関連が

渡中して紆余曲折の末上海の東亜同文書院の教授

示唆されている。

になったのち、南満州鉄道に入社して三井物産に

そして後半期では、外交の転換により日本は表

派遣された。その頃より純三郎は、辛亥革命前に

面上は混戦への不干渉をとるようになったが、実

孫文らの運動を助けた実兄・良政（1900 年の「恵

際は軍部を中心に反 軍支持の形で、干渉は隠密

州起義」で捕虜となり刑死）の遺志を継いで、宮

裡に継続・拡大されたと見なされていて、結論と

崎滔天らとともに孫文の渡日や三井財閥への援助

しては、日本が支持した各派親日軍閥が進めた軍

要請等を支援し、革命の達成時には孫文の第一の

閥戦争はすべて失敗したものの、直後に満州事変

側近となった。

を発動しえたことから、中国新軍閥混戦は「日本
(5)

とう／てん

革命後孫文らが政権を失ってからも、純三郎

の対中武力侵略の道を開いた」 と位置づけられ

は広東で再起を目ざした国民政府に協力し、1925

ている。

年の孫文の臨終には、側に立ち会うことを日本人

このように、中国では

満州事変の一背景

と

して重視もされている新軍閥混戦であるが、当時

として許されたごくわずかな人物となったのであ
り、その後も純三郎は孫文の遺志である
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のために、 介石ら国民政府の要人と

大学記念センターのもとで整理作業が引き継がれ

連携する一方、日本政・財・軍各方面の対中関連

たことで、1998 年より同大学記念館内に開設さ

人物との連絡役を果たし、中国新軍閥混戦では反

れた「東亜同文書院大学展示室」に、代表的な資

真の完成

政府の一員に列したのである。混戦収束後も純
三郎は、日本の敗戦まで上海に滞在して関連活動
(9)

料が展示されるにいたっている。
そのうち中国新軍閥混戦に関連する資料として
は、同時期に純三郎が日本の家人に宛てた書簡が

を続け、帰国後 1960 年に東京で没した 。
このように孫文ら中国革命の要人に長年接触・

多数まとまって残っている (11)。これは私的な性格

協力を続けてきた純三郎のもとには、戦後に至

が強いため公開性に難があるものの、当時の純三

るまで日中両国の各人より書簡・書画・写真など

郎の行動と混戦の経過を示すものとして貴重であ

１千点余りが贈られ、東京の山田家に保存されて

る。ほかにも反 政府要人との写真（順造氏によ

いた

(10)

。純三郎の四男にあたる順造氏は後年これ

らを整理し、伯父・父の事跡を顕彰しようと努め

り説明が添記され、ファイルに分類）が相当あり、
こちらは今後の活用が望まれる。
そこで以下は

たが、公開に至らぬまま 1991 年に他界した。

家人宛て書簡

から、混戦期の

順造氏の没後、良政・純三郎・同氏がいずれも

純三郎の行動を〔表〕にまとめてみた上で、さら

南京や上海に存在した学校「同文書院」の関係者

にそれら資料からうかがえる純三郎の（当時の国

であったことから、
同校の流れをくむ愛知大学（豊

民政府内での）存在と役割を描き出す形で、各人

橋校舎）にそれら資料が寄贈され、東亜同文書院

の参考に処することにしたい。

〔表〕
「中国新軍閥混戦」期の山田純三郎の行動
（表内の〔 〕は主要関連事象、地名は当時。純三郎の書簡〈愛知大学東亜同文書院大学記念ｾﾝﾀｰ所蔵〉より作成）
場所

年月
純三郎の活動・私事
周囲の情勢
1927
南京
８ 母の葬儀等で？帰郷
中国情勢急転（ 介石下野、
東京
広西・広東衝突）
９ 居正と？再渡中（松井石根・
大阪
西山会議派合同参加、南京入り
山本条太郎と相談のため）
介石・居正と一時音信不通。西山派が南京の丁公館に滞在
馬起俊や陳箇民夫妻らと会見
〔 介石復帰〕（1.9）
1928
上海
７ 中国語新聞の刊行実現に尽力 〔済南事件〕（5.3）
（坂西利八郎？中将に軍部側〔張作霖爆殺事件〕（6.4）
運動を要請して賛成をえ、諸〔北伐軍北京入城〕（6.8）
官庁との交渉も成功し、さら
に三井・三菱等と交渉）
８ 日中通商条約廃棄問題を憂慮
９ 中国情勢で？帰国できなくなり、
代わりに大内暢三が「拡張案」
を持って帰国
10 陳中孚と青島行きを計画する
も藤田栄介青島総領事が反対
陳中孚の青島行きと日中交渉
11
がともに行きづまる
南京？
〔東三省易幟〕（12.29）
床次竹二郎と接触
1929
日本
１ 床次竹二郎のすすめで一時帰国
するも、田中義一首相との会見
不能や田中・床次両者の妥協
上海？
日中間の「済案」交渉が停頓
により上京できず失望
青島
２ 陳中孚一行を迎えて青島を接収 陳の日中交渉が進展
上海
済案交渉調印、 桂戦争勃発
３
青島
４ 陳中孚の活動未確定により
陳の「公表」が２, ３日遅れた
上京見合わせ
15 日正式に青島の行政機関受 もよう
取り
（青島接収専員弁公署高等顧
問になり、陳の青島市長復帰
に尽力）

( 青島 )

(4)

南京
青島
北平
南京
上海
青島

５

広東？
青島

上海
日本
上海
南京
上海？
青島
上海
南京
上海

北平
天津

江南晩報への 介石一派の反発
に対して、西山会議派につく
陳中孚の依頼でいったん南京へ
西山会議派と広西派の提携進展
２日の孫文移霊祭
（北平→南京）に参加

６
陳・芳沢謙吉公使・犬養毅らと
落ち合う？
張継が犬養らと北上するまで
滞在？
７

９

陳は居正派のため 派に嫌わ
れたことで市長に復帰できそ
うもなく、彼の青島での運命は
悲観的ながらまもなく確定？

馬福祥の青島市長就任で来青床
次竹二郎が政友会総裁になれば〔日本の田中義一内閣総辞職、
浜口雄幸内閣成立〕
帰国するが、次の内閣まで見送
政友会総裁更迭問題複雑化？
り？
派劣勢、西山会議派優勢
（で純三郎に有利）
一時帰国

10
西山会議派や、 ・馮玉祥・
李烈鈞・張静江らと会見
12
1930
２ 満鉄の用事で再上京を考える〔 介石と閻錫山が論戦〕
も、北方有利でできなくなる
３ 江南晩報社移転？
（総司令閻）
５ 閻錫山総司令の最高顧問になる〔反 軍結成〕
〔中原大戦〕
（５〜 11 月）
７ 過度の攻撃により晩報休刊
軍の反攻失敗
居正の不在で活動停頓
〔拡大会議〕
（7.13）
８ 「新国民政府」設立等のため陳
箇民の後妻と北平にとどまる 山西軍、山東省で
山東軍に大敗
〔北平国民政府発足〕
（9.1）
９
（11.4）
〔閻・馮、 に帰順〕
11
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なぜなら、純三郎の先の書簡群には、陳や青島に

３．混戦期の純三郎の行動

関したものも相当あるからであり、上原宛て書簡

〔表〕のように、それら書簡群は周囲の情勢報
告のほか、山田純三郎が国民党内の極右勢力で
あった「西山会議派」や日本の政財界人・軍人と、

にある両方面から、当該時の純三郎の行動につい
て見てみよう。
床次は当時民政党を脱退して「新党倶楽部」を

連絡を取り合ったり共に行動したりしたとの内容

結成したばかりであり、彼の訪中は新党の外交政

のものが少なくなく、中国新軍閥混戦期の一様相

策の実績作りとともに、政治資金の援助を仰ぐも

がうかがえる貴重な資料であるように思える。書

のとされているが、純三郎もそれから間もなく床

簡群のうち初めの時期のものには、中国視察や東

次のすすめで一時帰国して、田中義一首相との会

かく

方会議を終えて間もない山本条太郎や森恪、さら
いわ ね

見を求めたとあることから (14)、床次の対中政策（蒋

には陸軍の代表的「支那通」であった松井石根中

政府を承認して山東省からの撤兵を実行する一方

将と、日本や中国において会談・相談した（する）

で、東北部は張学良の独立国とし、日本の既得権

とのものがあるが

(12)

、話の具体的な内容は判然と
とこ

しないことから、ここでは1928年末の、政治家床
なみ

益は張を立てることで守ろうとした）を日本の政
財界に提言する役割を、純三郎が担っていたのか

次竹二郎の訪中について取り上げてみることにす

もしれない。しかしその政策も田中外交と同様、

る。

直後の東三省易幟で破綻をきたし、さらに床次は

日本陸軍の文書にある、上原勇作元帥宛てに書

新党の活動不振や田中との妥協により、翌 29 年

かれた差出人不明の書簡では、床次と南京国民政

に当初所属していた立憲政友会に復帰したので

府要人との会談の様子がまた聞きの形で述べられ

あった。それに対して純三郎は、床次の転向に対

ているが、その中の 介石・戴季陶・胡漢民との

する失望の意を書簡に示しつつも、その後も床次

ものが「菊池良一・山田純三郎氏内談」と書かれ

の政友会総裁就任運動への支援を続けたようであ

ていることから、依然純三郎が（親類の菊池とも

る (15)。

ども）日本側とのパイプ役を務めていたことがま

また陳中孚関係では、純三郎は中国に戻るとす

ずうかがえるのであり、さらに別の箇所に、日中

ぐに青島へ行き、陳らを迎えて同市の接収に立ち

両軍が衝突した済南事件の解決交渉に関して、
「陳

会っている (16)。陳の（日本からの）青島接収につ

(13)
市
中孚の青島特別氏接収委員任命について」
とあ

いて先の上原宛て書簡では、胡漢民が床次に「日

ることもまた、純三郎の関係の広さを示している。

本人と折合ひよき」陳を派遣するために、藤田栄
助青島総領事への紹介を依頼したところ、床次は
陳本人に紹介を快諾したとあり、陳は両国側から
信頼されていた人物であったと思われるが、続い
て書簡の筆者は陳自身の言質より、
「早々膠東（注、
青島周辺地区）一帯の雑色軍を招撫し、青島市を
手に入れ山東に根を張らんとする所謂西山派の策
動なるものは胡漢民一派に於て筋を引きあること
明瞭」(17) と断じているのである。

写真②

陳中孚から山田純三郎への招聘状
国民政府の「青島接収專員辨公署」高等顧問への
就任の招聘状。（1929 年４月 14 日付。愛知大学
東亜同文書院大学記念センター内に展示）

純三郎は 1927 年の段階より書簡に、西山会議
派と行動を共にしていることを記していることか
ら (18)、ここでの陳との行動も指摘の通り、日本軍

370

◦ 1192 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
山田純三郎と「中国新軍閥混戦」

の山東撤兵後における西山派の勢力拡大のためで
あろう。ただし純三郎は一方で、日中間の交渉の
成り行きを懸念しているのであり (19)、両国間の
問題解決や接収後の引き継ぎを円満に行なうため
に、陳に期待を寄せた面もあったはずである。と
もあれ、日本軍の撤退を定めた日中協定が締結さ
れた２週間後の29年４月14日に、青島接収専員弁
公署高等顧問に就任した純三郎は、翌日正式に青
島の行政機関を受け取ったのであり、続いて６月
の孫文移霊祭（遺体を北京から南京へ）参加の際
には犬養毅ら日本側要人に陳とともに接触し、陳

写真③

の青島市長への就任実現のために尽力したが、結
局市長の座は、介入した 介石派の馬福祥に渡り、
純三郎は への反発と、反 派全体との接近を強

山田純三郎も参加した、
中国国民党中央党部拡大会議の様子（1930 年）
これも写真裏に添え書きがあり、「七月十三日午後
三時北京懐仁堂に於ける擴大會議全景 西山派、改
組派、山西派、西北派などの各要人代表が聯合宣言
に署名しつつあるところ」などと記されている。

めたようである (20)。
ここで純三郎がとった反 手段は、上海で創刊

してからも、そして満州事変が日中戦争、さらに

した中国語新聞『江南晩報』による政府批判であっ

はアジア太平洋戦争へと拡大してからも、純三郎

た。純三郎は孫文在世時にも、新聞社社長になっ

は一介の「大陸浪人」として、上海を拠点に日中

て論陣を張ったことがあり、
『江南晩報』刊行は

和平の道を、 介石・汪兆銘両政府や日本政府・

日本の政府・軍部・財閥との交渉によって実現

軍部（中央）とは一線を画す形で模索しつづけた

したようであるが、今度は 政府の日本総領事館

のである。

などへの抗議によって、中原大戦勃発直前の1930

むすびにかえて

年４月ごろには停刊を余儀なくされた（翌々月『江
南正報』として復刊）(21)。それに対して純三郎は、
８月に反 派が集まって北京で開かれた中国国民
党中央党部拡大会議に参加し

(22)

、さらに９月同地

数多い山田家関係資料の中には、純三郎宛ての
手紙に添えられた「強固なる反 陣営を再建する
必要に就て」という意見書も存在している（25）。

で の南京国民政府に対抗して結成された「北平

これは「佐々木」という人物が過去の反 介石

国民政府」の総司令最高顧問に就任したのであっ

戦争、すなわち中原大戦をはじめとする中国新軍

て、その頃の書簡には中原大戦に至るまでの経緯

閥混戦を回顧した上で、今後の日中和平のために

や、開戦後の各戦闘の状況が克明に記されている

は中国国内の反 各派を再び結束させなければな

が

(23)

、東北部の張学良が 側に参戦して戦況が逆

らないとしたものである。純三郎に出された時期

転してからの資料はほとんどなく、中原大戦終結

は不明記であるが、文面より日中戦争に突入して

期の純三郎についての詳細はいまだ不明である。

から４年後、すなわち1941年の10月と考えられ、

しかし、その後反 派が新たに結成した「広東

そうなればアジア太平洋戦争開戦直前の、日中戦

国民政府」内で純三郎は、1931年９月の満州事変

争の行きづまりを背景にしての日米交渉の緊迫化

勃発時に関東軍司令官を訪問して、事態の収拾に

が増した頃になる。また、姓のみ記された「佐々木」

奔走したとのことであり

(24)

、事変にともなう反

連合の自主的な解消により中国新軍閥混戦が終幕

とは、陸軍の「支那通」の一人であった佐々木到
一である可能性が考えられるが (26)、そうした時期
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や人物の検討のために加えて、この文書は反 各

介石

派や反 戦争について具体的に（主観的ながらも）

のか、また日本の中国侵略をとどまらせるもので

述べられていることから、その全文を本稿の末尾

あったのか、などの問題は確かにあろうが、純三

に〔付録〕として別掲し、これも参考に処したい。

郎が戦後（国共内戦に敗れて台湾に逃れた） 介

ただここで真っ先に認識すべき点は、山田純三

石とよりを戻し、日台双方の関係者より厚く遇さ

郎が孫文の死後、中国国民党の要人や日本陸軍の
「支那通」と幅広いつながりを持っていたことが、
ここからもうかがえるということである。 反

という行動が、孫文の遺志にかなっていた

れたことを思うに、それまでの純三郎の

空白期

を埋める試みは、今後も続行していきたいところ
である。
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に推薦された。前掲結束著 259、260 頁および、愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵の山田順造氏整理ファイル「陳
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（19）同前 460、465 頁。 日中交渉が行きづまった
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（20）同前 461、464 頁。陳中孚の青島接収委員任命について、国民政府外交部長は日本の南京領事に対し、自らは無関係とし
た上で必要以上の権限を陳に与えさせぬよう要請している（外務省編『日本外交文書 昭和期Ⅰ第一部第三巻』、1993 年、
同省、555、556 頁）。
（21）同前（今泉・藤田論文内目録）469 頁。交渉については諸官庁や三井・三菱のほか、陸軍の坂西（利八郎か）中将とも行なっ
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（22）民主政治化と国民会議招集をめざして開かれたこの会議（通称「拡大会議」）であったが、この頃より孫文からの継承権
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（24）前掲結束著 238 頁。ほかにも純三郎は満州事変直前に、広東反 政府の陳友仁外交部長を日本に派遣して、幣原喜重郎外
相と日中同盟のための交渉をさせたともある（同 233 〜 238 頁）。
（25）前掲、山田順造氏整理ファイル「陳中孚先生」に収録（中身のみ）。
（26）佐々木到一は中原大戦時、内地の豊橋第十八連隊長を務めていたが、それまでは中国で公使館付武官補佐官や南京駐在武
官を歴任し、北伐戦争時には 介石の国民革命軍総司令部に従軍した、国民党と関係の深い人物であった（戸部良一『日
本陸軍と中国』、1999 年、講談社選書メチエ、に詳述）。
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〔付録〕「佐々木」より山田純三郎への書状・意見書
（原文−縦書き−のまま。〔 〕内は補注）
拝啓 貴下御留守中小生は廿二日東京出發前晩神

(ﾏﾏ)

を取り 今や之れを演じ抗戦を以て割期的の反

戸ニ着き 廿四日葉君を見送りして同時に神戸

を停頓せるのみならず

より長崎ニ向ふ 直ぐ長崎市ニ入いる筈の處 汽

て却而反 を変じて擁 となる傾きあり若し其

車中種々の事情ありたるニ付き諫早驛ニ下車

反 が成功して居れば 或は此度の事変も免か

し 廿五日早朝バスにて雲仙ニ参り候 何年前長

れたるかと思ふべし 今後も猶ほ 氏を下野か

崎の御宅に御厄介に掛けたる事も有之候 今は

外遊でもさせねば両國の不幸事は益々擴大と延

御宅も上海に引揚け 成るべく長崎の家を不為

長ニ陷れり されと其方法と時と緻祕の計劃が

□なる事を避け特ニ此雲仙ニ来り二日間滞在中

あらされば前轍を蹈む虞れあり 先づ之れまで

在京の時は氣を落着かず 筆を取れぬ分當地に

の其過去の失敗を説き又将ニ来らんとする方法

て漸く一書を草し 別紙御送附申上候間御賢察

を述ぶ

氏抗戦時期を利用し

被成下度候 要綱は何れ貴下大島ニ於て御書き

過去廣西派は武漢附近で 軍に邀撃され一敗

なされたる事ニ存上候 小生の草稿は唯貴下の

地ニ塗れ 両湖の地盤を取られ僅かの残軍を引

参考として書き上けたるものニ付き 何卒御閲

いて廣西に逃還せり 其後續いて山西省の閻錫

覧の上貴書ニ組入れが出来れば幸甚しき 小生

山と西北の馮玉祥との聨合して又反 の旗を

は夲廿七日バスにて長崎の家に帰り三四日位家

挙げ閻は華北と山西省 馮は西北より河南省に

に居りて 路を迂廻ニなるも島原を経て熊夲ニ

至る聨合軍を以て 軍ニ對峙する事久し 将ニ

渡り熊夲より別府に行き 更らに別府より船に

决まると為らんの處奉天張学良 派より説伏さ

便乗して大阪へ来る豫定 其上帰京可致候 来月

れ 兵を天津と北京一帯ニ進駐ニ依りて閻馮も

早々となるかも知れぬ 若し急用有之候はゞ小

又敗られたり 其翌年民國二十年〔1931 年〕頃

生長崎の家ニ御打電被下度候 小生長崎出立の

廣西派の李〔宗仁〕白〔崇禧〕再び廣東の陳濟

時は何れ又電報で御通知可申上候

棠一派ニ協力を以て両廣で獨立し 之れは反

先は用事のみ 匆々不一

の旗幟鮮明なるが故漸やく 介石の下野の目的

十月廿七日

を達し處 其時 の勢力は既ニ南は雲南まで伸

佐々木

べ 北は長城外にも及ぶ其潜力盤根の如し 尚ほ
山田様 侍史

下野の際自分の信任ある部下を江蘇、浙江、安
徽、四省 乃ち南京反 政府の肘腋の許ニ各省の
(ﾏﾏ)

主席を配置して 再起の預線を張りたる上故郷奉

強固なる反 陣営を再建する必要ニ就而

化ニ帰れり 其後反 派は孫科を以て政府を組
織し孫科自ら行政院長と任す 然れとも 氏預

一、事変前は各派が各地に於て反 の陣営ありし

線の四省の主席は孫科の命令を服従せぬ為め

も 其強固を缺きたる事と各派自身の聨絡不健

財政の梗塞と他の種々の事情ニ出會ひ短命内閣

全と 及び日本の對反 派の主張も不一致と徹

となり 僅か一ヶ月を以て孫科は辭職ニ止む得

底なる反 の方針無きが為め 遺憾ながら反

ざるニ至り

各派は数年間に於て各地で相前後して皆な敗績

南京ニ入り汪精衛を行政院長ニす
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員會を組織し南京政府の最高機関として畸形の

の成功覺束ず 故ニ と時々即す 時々離し 今は

軍事委員長となり軍事政事一切ニ掌握し獨裁政

抗戦中對外一致の建前として共ニ抗戦して居

治を取り萬能の擅專を以てせり 汪の在職中最

るも 一朝和平を成立せば双方より邪見を起る

後三發の弾丸を以て汪を其塲ニ倒す 汪は本國

事必せり 其他前安福系と直隷派の残党は革命

ニ居る事不安と恐れ外国に走り 偶々西安事件

軍の北伐ニ敗績ニ依りて地盤を失ひ 又は職権

(ﾏﾏ)

起りや機を見る事敏の汪氏は獨逸より帰國を急

を奪はれたる故ニ國民党を敵視するも 此両系

ぎ 途半はにて は張〔学良〕楊〔虎城〕一派

は既ニ時代ニ遅れ時代より置き去りたるも 彼

と共産党との妥協成立せり 汪より一足早く張

等は是れを氣付が ずして 唯自分職の為め國民

学良の飛行機で張学良自らパイロツトで洛陽ニ

党の反 と國民党を恨み丈けあるも 人民の同

着陸 同道て南京ニ帰れり 汪其事聞知した時は

情もなき れば一向共鳴もせぬ 其部下達は 氏

引還へるには出来ず 船中で茫然自失ニ折れた

の許ニ走り屈膝して獵官の運動を以て恥とせ

るも政権を取る機會を失す 同時ニ各反 派は

ずのみ 未た 氏ニ走らぬ残り者は今回事変中

隠忍して雌伏せりも 然し反 の念は愈々熟烈

北支ニ於て多少政権を得たりしも

なるも地盤既ニ失ひ 或は僅かの地盤を守るの

も認識もせず政権もなきれば手脈も持たぬ 南

み には表面服従せねばならぬ 是れで期せず

ニ知己も無し 唯外力を假りて職権得る為め國

して抗戦の政策を唱へ 之れを假りて反 の目

民党や 氏を反對するも 絶叫すればする程人

的を達せんとする 日夲も反 派ニ対する方針

民は相躍らず 却而人民より賎 薄と見られで 終

(ﾏﾏ)

(ﾏﾏ)

(ﾏﾏ)

時局の憂慮

(ﾏﾏ)

(ﾏﾏ)

不徹底の為め 偶蘆〔盧〕構 橋事件起るや星々

るのみ 世は既ニデモクラシイより全体國家の

の大を遂燎原の炬となり戦争ニ至り 今日の反

今日 彼等は徒らに墨守ある能事とす 或は愚民

派事変中は反 の路を蔽塞され其目的を達せ

政治を施行の輩等は将ニ清算されたる事も目醒

ﾀﾄ

ず 抗戦の政策の途ニ辿りツヽあり 事変落着す

めず 故ニ南方の政治家ニ敵せず 又 氏ニ取り

れば必らず反 の舉再燃する事は必せり 今後

ては何等の痛痒も感せず 北支ニ於ては新人物

は日夲の方針を誤らぬ様 豫かじめ準備して方

と渇望して止まぬ 唯自分の職権を得るの圖り

針を建てる事

て登塲する反 派で無く 堂々たる 氏の政策

二、人物の精選

を打ち勝つ 又は時代ニ應じ主張を持ツ事変後

革命軍北伐成功の後 舊軍閥と政治家の系統

の親日家で無く 日支両国親善の信念を恒ニ牢

は北方ニ於ては僅か閻錫山と馮玉祥のみ北方ニ

固たる意見を持ち居る人を以て 南の舊軍閥の

居りて北伐ニ響応し 南は四川、雲南及び 早く

聨絡と操縦の出来る事と 又は國民党ニ知己を

革命軍ニ合して共ニ北伐ニ加へたる李宗仁白崇

澤山ある人でなきれば南の人を共鳴ニならぬ故

(ﾏﾏ)

ｽﾍ

禧系丈け 馮は早くに崩壊せり 閻も一度は失遂

是非時代ニ遅れぬ人を物色して北支ニ据 置 き

せるも山西省に於て潜勢力深きが為め 間もな

徐々ニ反 の實を舉げ得る人を必要となり

く又山西省の地盤を恢復の機を得たり 四川雲

三、強固不抜の地盤を選定する事ニ付き
(ﾏﾏ)

南系は北伐ニ参加せざるも未た表面で反 の軍

強固不抜の地盤ありて始めて反 の計劃ニ成

を舉げたる事なきも 以て 氏との暗闘で常ニ

る 事変前の反 派は強固不抜なる地盤の根據

戒心中にして 一昨年四川劉主席は武漢ニ於て

地なきが為め 數年間に於て 氏ニ個々別々の

変死せり 李白は早く北伐ニ参加したる為め

反 派 □ 撃破せられ 事変後の反 派は人物精

氏とは屡々事を構へたる事あるも 何分痩せた

選せざるが為め又何事も成し解 げを得ず 遂ニ

る廣西省の地盤丈けては到底 ニ叶はぬ 反

事変は長期性ニ至り両国の不幸事益々拡大とて

(はカ)

(ﾏﾏ)
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止まぬ 今北支は乃ち不抜の地盤を出来 若し依

変處理せねば南進發展の障礙となるべきもので

然反 の人物を得られねば 折角の良き地盤を

一日も早く時局の處理を急く必要あり 併し

持ち居るも何の役にも立たず 常ニ失意政治家

氏とは對手せずの聲明を あり 全面和平ニ就而

の獵官運動の塲所として提供するのみは實ニ遺

は汪政府ニは既ニ望まぬ事である故 残りは南

憾を繰返す事と存じ 南北の反 派は抗戦中と

北派を合せ反 と和平と連鎖の計劃で進めるの

雖とも決して反 を忘れて居らぬ 唯時局牽制

一途ある 将来若し重慶政府とても對手する時

で暫く停頓あるのみ 之れて不抜なる地盤を利

は 人民と各派より の敗け戦の罪と平和條件

用し策源地として秘密ニ計劃と聨絡を取られた

の責任を負はする様ニ帰宿となりで の下野を

る時は 必らず翕然として相黙契約の結合を行

迫るの一策を準備の必要あり

ひ得る 南反 派の自分の持ち居る地盤を戦火

より直接要求すれば却而反對の現象となり

ニ依りて失はぬ内 何かの方法で地盤の保有ニ

は益々自ら顧みて奇貨とし人民ニ欺きの資料と

相俟て反 の陣營を再建する事は左程難事とは

なる 客 易ニ下野の實現ニ至ら□ 結局戦争の長

思はぬ 一朝和平を成立した暁は各反 派を連

期性ニ至るのみ 之れを方法換へて各反 派ニ

結して 直く反 の舉を起すの準備となり 今度

反 の機運を作らせ漸次ニ平和と反 との相連

は事変前と異りて反 は各派ニ聨絡もあれば不

鎖して平和表面ニ現はす 反 は始 めは裏面で

抜の地盤有る故 南北各反 派は非常之力ニ頼

行ひ 一朝愈々平和成立する暁は の下野にも

りになる側

到達する時を進行して 今より支那の國内の反

の事業も容易とならん 乃ち反

(ﾏﾏ)

(ﾏﾏ)

(ﾏﾏ)

の下野は日夲

(ばカ)

(ﾏﾏ)

派再び撃破される虞れ夛きが故なり 反 派は

派ニ其機運を熟させる様にされた方が一石二

益々力を強化ニなる 遂には不徳と國家の政治

鳥と思ふ 全面平和も自然ニ道を開けるものと

を私する 氏ニ對して 全國的の反對で の下

なる 時局の處理の實現ニ至れば両國の不幸事

野も外遊も實現するものなり 若し和平後依然

も早く解消せられて 日夲は益々南進政策の發

氏の天下であれば 蒋氏は愈々民族英雄氣取

展の道ニ上らんとす 國運を開拓する道に專一

り 東亜の不為ニ至り 英米は益々東亜の問題ニ
於て硬直ニなる 之れは事変處理ニ非常なる癌

の必要あり
五、占領地内支那人民の生活の安定と改善
支那人民は勿論一刻も早く平和の恢復を渇望

となり 地盤は中支より北支ニ如ず 之れは日夲
(ﾏﾏ)

が常ニ反 の徹底的の援助出来るを以て尤も計

するも 重慶政府國際の援助を新段階ニ入りと

を得たるものとす

汪氏南京政府還都と唱へ 全國平和を標榜し人
民は大ニ期待せるも 今や全面平和の實現なら

四、全面平和と反 計劃の連鎖
日夲は事変を四年越しに亘り 今は平和熟望
(ﾏﾏ)

せるも 介石と 對手とせずの聲明あるが故ニ

ぬ許りてなく人民ニ失望せられ 依りて平和は
局部ニもならぬ汪の名望も一掃され

は益々

氏は平和の権をなきがニ依りて力あらん限

日夲の政治工作は悉く失敗に帰せりと攻撃し

り抗戦を續き軍事はもふ冬 重要の地盤日本軍

残り軍事あるのみと人民ニ宣傳の材料とす 故

ニ占領せられしも支那人民未た 氏を棄てぬは

ニ南京よりも北京の方が地の利と人民の和と比

但し抗戦時期ニあるが為め 之れで長びけば戦

較的多分ある故へ 先づ北京より人民の安定と

争は何時までも續けるものと覚悟せねばならぬ

日常生活の改善治安を圖り 日夲の不利となら

支那歴代の歴史を讀んでも明きらかで相當ニ長

ぬ範圍で充分改善する餘地あると認むる事ある

き年月をかゝる事は勿論 日夲は千載一遇ニ際

筈 併し之れも談は易し行ふは難し 有為の為政

會し益々南進政策の發展を謀るニ付き 支那事

者であらされば到底望めぬ事て人物の選良する
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を相俟つて急ニ積極的なるも消極的の善政假て

向上する事は人民の幸福のみでなく 戦争の早

物價昂上の未然ニ抑へ人民偸安の風俗を矯正し

く解決する事にも役割ニなる 人民華北の為政

反 の徹底なる人を選び親切ニ人民を善導して

者絶對信頼せば 支那の該 で云へば文王七十里

支那の各地の模範的政治を布き 各地より各派

を徳政王道であれは周ニ君臨す 今日と雖 とも

共之れを憧憬される程の良政を布きば占領地

支那人民は忘れずニ謳歌して止まぬ 併し之れ

の人民は 非占領地の人民よりも尚ほ安居楽業

は北支ニ於て 日夲軍の首脳部と華北の〔冀察〕

ある様にすれば自然為政者の崇徳ニ服す 引い

政務委員會の委員長とは一身同体を細大なく協

て日夲の徳ともなる 各地の反 派之れを聽き

力し得る人であらされば 此大任果す事も又困

ば華北の為政者ニ敬服すれば 反 の事は各地

難とならん 何れ人物を得ても却て打ち解ける

より北京へ来りて聨絡を取り 反 の業も事半

事となる 希くば政府は宜しく注意せられん事

はにして功を倍す故ニ占領地の人民の幸福を作

を切望して止まぬ次第であり〔以下欠カ〕

(ﾏﾏ)

ｲﾍ

(ﾏﾏ)

る事須臾にして離るゝ可からず 生活の安定と
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〔論文〕

東亜同文書院生が記録した 1910 年代の内蒙古東部の地域像

東亜同文書院大学記念センター
リサーチアシスタント

Ⅰ

高木秀和

(4)
義を考察している (3)。筆者も 1908 年（高木 2007）

はじめに

と 1910 年（高木 2008）(5) に内蒙古の包頭・帰化城

本論の目的は、上海にあった東亜同文書院の

（フフホト）間とその周辺を巡検した書院生の「大

在学生が書き残した「大旅行」記録のうち、第

旅行」記録を用いて、地域的特徴と 2 つの作品の

15 期と第 18 期の学生たちの作品を用いながら、

間にみられる相違を検討した。その他、オープン

1910 年代（具体的には 1917 年と 1920 年）の内

リサーチセンター事業には直接関係しないが、藤

蒙古東部の地域像を描き出すことである。

田佳久（2005）は愛知大学国際中国学研究センター

近年のオープンリサーチセンター事業により、

（ICCS）環境グループの調査で訪れた山西省におけ

「大旅行」研究も着実に進みつつあるといえる。

る土地利用などの地域的特徴を、書院生たちの「大

たとえば、藤田佳久は自身によるこれまでの「大

旅行」記録と比較している (6)。

旅行」研究の蓄積を用いて、書院生たちの「大旅

先述したとおり、筆者はこれまで「大旅行」記

行」記録のもつ意義や価値をまとめているし（藤

録を用いておもに内蒙古中西部地域の地域像を検

(1)

田 2007・2009 および 2002） 、
「農地開発」とい

討してきたが、内蒙古東部地域の検討は行ってこ

う観点からおもに満州事変以前の満州の地域像を

なかった。筆者は今後も書院生たちの手による「大

「大旅行」記録をもとに明らかにする研究も行っ

旅行」記録を読み続けようと考えているので、本

(2)

ている（藤田 2008） 。また、暁敏（2008）は内

論では研究対象地域に幅を持たせる意味で 1910

蒙古フルンボイルを巡検した書院生たちの「大旅

年代に内蒙古東部を巡検した書院生たちによる記

行」記録をいくつか読み進め、それらの特徴と意

録を読むことにし（図 1）(7)、将来的には 1920 年

図 1 内蒙古自治区の位置と自治区内の行政区分
（行政区分図は『走遍中国 内蒙古』挿図をトレースして作成）
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代以降の内蒙古中西部・東部地域の記録と比較検
討し、同地域の地域変容を考察していきたい (8)。
なお本研究では、愛知大学がオンデマンド出版
した『東亜同文書院大旅行誌』の第 11 巻『利渉
大川』のうち「内蒙古の旅」(9) と、第 13 巻『粤
射隴游』のうち「興安騎行」(10) を定本として用い
ることにし、それらの本文を引用する際には基本
的に旧字体を新字体に改めることにする。また、
それらからの引用が多くなるので、引用部分を
「

」で示し、ページ数をその直後の（

）で明

示するかたちをとる。

Ⅱ

第 15 期生による「内蒙古の旅」と
第 18 期生による「興安騎行」について

本章では、本論の検討で用いる 2 つの「大旅行」
記録の概要と、班員たちの経歴などを整理するこ
とにする。

図 2 第 15 期「内蒙古班」の行程図
（藤田（2008）挿図をトレースして作成）

良川栄作、篠岡規矩夫、正橋治七郎の 5 名で構成

（1） 第 15 期生による「内蒙古の旅」について
古川清行氏が記した「第十五期生の回想」(11) に

され、コース上の主要都市のみを書き抜けば、上

よると、彼らは 1915 年（大正 4）の夏にハスケ

海̶大連̶奉天̶長春̶ 南̶遼源（鄭家屯）̶開

ル路の仮校舎に入学した。この年は 5 月に日本が

魯̶赤峰̶熱河̶北京̶天津を約 2 ヶ月半かけて巡

中国に対し二十一か条要求を突きつけた年でもあ

るものであった (14)。コース図は図 2 に示した。な

り対日感情の悪化もみられたが、上陸した上海は

お、滬友会が創立 80 周年を記念して編んだ『東

(12)

亜同文書院大学史』には、各期生の卒業後の足取

「白人、黒人、そして支那勢力がウヨウヨする」

街で、国際都市であることを実感したようだった。

りをまとめた「銘々伝」が収録されているが、そ

彼らは中国語の習得をはじめ書院での学習に勤し

のなかに濱田、良川、篠岡、正橋各氏の経歴がま

む一方、武道をはじめとする部活動や寮での飲食

とめられている (15)。濱田氏は熊本県出身で、三菱

会（通称「寮廻り」
）が頻繁に行われ文武両面で

商事などを経て横浜日新運輸倉庫取締役に就任、

学生生活を満喫していたが、ハスケル路校舎の時

良川氏は石川県出身で、大連民生署や関東局学務

代は「校内が極めて不潔であつたので、
（筆者注・

課で勤務し、戦後は金沢の公民館の主事を務めた。

腸チフスなどの）病菌などはびこり、身体の弱い

篠岡氏は岡山県出身で、三井物産に入社し漢口支店

者は犯されたら再起出来なかつた」とあるように

長などを歴任、正橋氏は富山県出身で外地の鉱業所

病気で亡くなる学生も少なくなかった

(13)

。翌年、

虹橋路校舎が完成し、書院は移転した。

を経て、戦後は日本経営技術協会に所属した (16)。
彼らが記した「内蒙古の旅」は、
『利渉大川』

さて、彼らは 2 年次を終えた 1917 年（大正 6）

の 209 頁から 239 頁に収録されている。その他、

の 6 月末に「大旅行」に挑んだ。
「内蒙古の旅」

本文の前には集合写真およびスナップ写真が 4 頁

を記した「内蒙古班」は、濱田唯喜、大塚一郎、

分、コースの略図などが 1 頁分あり、巻末には「内
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蒙古班旅行経過表」と題し、コース上の概況をま
とめた表が 2 頁強にわたり掲載されている。「内
蒙古班旅行経過表」は、通過地点の道路状況や使
用されている主食、言語などが一覧表の形式でま
とめられており、当地域の地域性の解明のための
有益な情報を与えてくれるものである。このデー
タを、Ⅳ章の検討に用いることにする。
（2） 第 18 期生による「興安騎行」について
藤野進氏が記した「春秋三十五年（第十八期生
の記録）
」によると (17)、彼らは 1918 年（大正 7）
の夏に虹橋路校舎に入学した。再び「第十五期生
の記録」を引けば、当時は 1914 年に勃発した第
一次世界大戦のさなかであり、
「日本の貿易は繁
栄し、
（中略）大正七・八年は好景気の絶頂で」あっ
たが、「九年に至り（中略）欧州からの注文は杜
絶し商品は暴落するいつぽうであつたから内地の

図 3 第 18 期「内蒙古班」の行程図
（巻末の折り込み地図をトレースして作成）

経済界は混乱した」(18) とあるように、彼らの在学
中は日本にとっても激動期であった。そのような
時期でありながらも書院での生活は充実していた

も内蒙古線を望んで居つたのである。誰れも不
（ママ）

腹 をいふものはない」(20) とあるように、内蒙古

ようであり、「この学校は、先輩が親切でやさし

へのコース変更をむしろ歓迎している。調査コー

く、同志愛の結合のうちにとけてゆくことが嬉し

スは、約 3 ヶ月をかけて上海̶大連̶奉天̶遼源（鄭

かつた」(19) と述べているように、同窓の書院生同

家屯） ̶ 南 ̶ 林西 ̶ 赤峰 ̶ 熱河 ̶ 北京 ̶ 天津を巡

士の関係は深かった。それは寮での同部屋の関係

るものであり、第 15 期「内蒙古班」の辿ったコー

であったり、
「県人会」と称する同郷者の関係で

スに似ている (21)。コース図は図 3 のとおりである。

あったり（頻繁に飲食会を開催したり、課外時間

班員は当初 5 名の予定であったが、班長の市橋氏

には出身県の先輩より中国語を教わった）、部活

が病気のために帰国し、湯畑爆弾（正一）、原田

動での仲間関係であったり、またそれらを超えた

慶二、草野松雄、實吉公望の各氏でスタートし

関係もあったと考えられる。

た（22）。彼らの経歴が前出の「銘々録」にまとめ

さて、
彼らは 1920 年（大正 9）に「大旅行」を行っ

られているのでそれを引用すると、湯畑氏は福岡

たが、
「興安騎行」を編んだ「内蒙古班」は 7 月

県出身で外務省を経て新聞界に入り、終戦前には

初めに大連に向けて出発した。
「興安騎行」の序

満州新聞界の重鎮となったが、戦後日本で病没し

文によれば、彼らは当初「黒竜江の航運を調査す

たといい、原田氏は鹿児島県出身で東京電燈、華

る目的であつたが、昨冬以来西伯利亜の形勢は

北電業を経て、終戦後は日本で農業経営に着手し

急転直下して赤化軍の蹂躙する処となつた。
（中

た。草野氏は山口県出身で外務省に入省し満州各

略）その結果として新たにこの内蒙古班が生れ

地の公館に勤務したが、その後鉱山開発などを経

たのだ」とあるように、コースの変更を余儀なく

て戦後は法務省入国管理庁に勤務し、實吉氏は鹿

されたが、「実際に於て我々はこの黒竜江線より

児島県出身で大阪府立貿易館の分館長などを経て
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ジャカルタ経済局長の座に就いた。なお、帰国し

まず、
「内蒙古の旅」というこの作品の表題名

た市橋太郎氏は新潟県出身で、大日本製糖大連支

を節のタイトルにした序文から始まる。なかで注

社、大連永順洋行、ハルピン大北新報社に勤務し

目されるのは、
「人の子は驚かざれば堕落するば

(23)

た

。彼らの出身地をみると、帰国した市橋氏以

かりである、文明は人の末梢神経を磨し銷して

外は九州および山口県出身であり、同郷の好でこ

針よりも鋭くする、驚かんとは末梢神経の驚を求

の班を結成したとも考えることができ、書院生た

めん為ではない根底に横はる我を動かして新らし

ちの関係を考えるうえで大変興味深い。第 15 期

き自己を新らしき心の上に樹立せんとする事であ

の「内蒙古班」も、判明した範囲では北陸地方出

る。
（中略）夏とは曰へど千草八千草の花咲き狂

身者を中心に西日本出身者で構成されていること

ふ北の国は今尚ほ隆々の肉塊に弦月の刀を薄と乱

が分かる。すべての班のメンバーの出身地や人間

して裸馬に千里を馳る漠北の民が住むといふ。氷

関係を確認しなければ断定できないが、長旅をと

を凌ぐ井水の冷きを掬んで大空と共に消ゆる地平

もにするには出身地が近かったり気心が知れてい

線の圓きを眺め驚きの裡に古き我が塵衣を蝉脱せ

るなど、調査班の結成には関心を持っているテー

んとして一行五人神戸丸の甲板に上る。」
（210 頁）

マや地域が似ていることだけではなく、人間関係

という文句であり、まだ見ぬ内蒙古の地に思いを

が重要だったのではないかと考えられる。

馳せ、そこを旅することにより得られる「驚き」

（ママ）

彼らが編んだ「興安騎行」は、
『粤射隴游』の

を得ることにより新たな自己を確立したいとする

211 頁から 264 頁に収録され、本文とは別にコー

若人の心情を察することができる。
「大旅行」は

スの略図などが 1 頁分、集合写真およびスナップ

書院生活のクライマックスであり、卒業論文執筆

写真が 4 頁分ある。なお、同書の目次には「興安

の旅でもあるが、学生の身分から卒業後日中の架

騎行」のタイトルとともに「羊毛調査班」と班名

け橋となり活躍しようとする社会人の身分へと過

が記載されており

(24)

、巻末にも「羊毛調査班」の

旅行経過表が収録されているが、辿ったコース上
の地名を確認すると先に示した地名とは異なって
(25)

渡する際の通過儀礼にあたるととらえることもで
きる。
さて、彼らは 6 月 25 日に上海を出航し、青島

。同書

経由で大連に至った。彼らは青島と大連の比較を

のなかには巻末に記載されたルートを辿った班の

している。青島は美しい街であるとし、
「山あり

記録は収録されておらず、不明な点が多い。

水あり遠浅の海には玩具の様な色彩とりゝの小屋

おり、明らかに別のルートとなっている

Ⅲ

第 15 期生による「内蒙古の旅」から
みた内蒙古東部地域の地域像

を砂原に建てゝ脱衣場とす海水浴の便は致れりで
ある。
（中略）風光明媾、食道楽、遊道楽の要素
は悉く備はる」（211 頁）とし、まるで地上の楽

本章では、第 15 期生による「内蒙古の旅」の

園のように表現している。一方、大連の波止場は

記述内容をもとに、内蒙古東部地域の地域像を描

大規模で立派なものであるが、臨海部の倉庫は風

いてみることにしたい。はじめにこの作品の章立

雨に曝されて傷んでおり、
「青島に比すれば美醜

てを確認することにする。

の差豈月鼈のみならんや」
（212 頁）と評してい

内蒙古の旅
安

伏龍泉に

杜家店

南

より下窪迄
北京行き

青島

大連

長嶺縣城
開魯

奉天

長春

（ママ）

六十七抗拉

開魯奈曼王府迄

邊晤

奈曼王府

下窪より赤峰迄

赤峯出発

珍客来了

(26)

解散日

窰門農

行路難

るものの、街に入れば都市計画により放射状に街
区が整備されており、そのうえ日本人も多いので
「故郷に帰つた様に思はせる処である」
（213 頁）
と述べ、
「大連はよい所」
（213 頁）という感想を
述べている（写真 1）
。また背後に禿山がみられる
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風景に故郷のイメージを重ね合わせており、彼ら

北陵に至る道沿いには田園風景が広がり、陵は「老

にとって心休まる場所だったのではないかと推察

松の森」（215 頁）に佇んでいるという。
奉天を発つとき、班員の正橋氏が赤痢に倒れ、

される。
続いて奉天を訪れ、
「奉天新市街は南満鉄道敷

ここからは 4 人で旅路を行くことになった。夜汽

設の為出来かゝりの日本人町である」
（213 頁）

車に乗り長春を目指した。長春は上海や大連に比

とし、道路を軸に都市が整備されている状況に

べれば貧弱にみえたが、
「辺境に近くなるだけ町

感心している。彼らはここでも街の比較をしてお

の気色に別段の異りがある。看板も多くは露語

り、「清朝の旧都瀋陽とは（中略）雨が降れば足

が加へてあり到る所に露国人と相逢ひ露人の酒場

音五寸は泥の中に埋れる風が吹けば表皮の上に

と突き当る若ひ醜くい露国の女が二三人も入口に

三分は砂が積もる」
（214 頁）と描写し、瀋陽に

腰かけて縫ひものをしている」（216 頁）と述べ、

おける道路（路面）の未整備を嘆いている。宮

ロシア人が街に入り込んで来ている状況を説明し

城（すなわち瀋陽故宮）や郊外の北陵も訪れてい

ている。当時、長春はロシアの東清鉄道の起点で

るが、そのうち宮城（写真 2）は「総ては時の威

あった。

（ママ）

力に破壊されて廃残の色は破壁に掛る土蛛蜘の網

彼らは長春より窰門まで、その東清鉄道を利用

の糸にも表はれる」
（215 頁）と述べ、過去の栄

して移動した。
「窰門駅には露兵が充満している」

華を偲び荒廃している現状を哀れんでいる。一方、

（217 頁）が、日本人経営の旅館があり、そこで
日本酒や魚や米の飯を楽しんだ。船や汽車を使っ
た旅はここまでであり、ここからは厳しい陸行が
始まり、どんなものが待っているか分からないと
いう意味で、気持ちに区切りをつけた夜でもあった。
さて、陸行の行程ではまず農安を目指すことに
なる。5 頭の馬に伴われながら移動することになっ
たが、
「道は次第に悪くなる果は田か道が分らぬ」
（217 頁）ありさまだった。そのような悪路を苦
労しながら進むと、農安のシルエットが見え始

写真 1

大連の「南山風情街」は日本人町だった
（2006 年、筆者撮影）
現在は整備が進み、観光客相手の露店もみられる。

写真 2

めた。街の出入口には図 4 のような「下が細ふて

瀋陽故宮（2006 年、筆者撮影）

図4

農安の土塔（第 15 期「内蒙古の旅」より）
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写真 3

図5

行路難（第 15 期「内蒙古の旅」より）

蒙古包（第 15 期「内蒙古の旅」より）

上になる程太くなる朝鮮人が作成した」
（218 頁）
土塔がみられた。
農安出発後も悪路が続き、果てしはない草原が
続くが疲労が蓄積されているせいか彼らに「何等
の感触も、印象ももたらさ」
（218 頁）なかった。
その後、伏龍泉、長嶺縣城、小村落である六十七

写真 4

抗拉、
邊昭（邊晤）
、
杜家店を経て 南に至った（図

鄭家屯市街（第 15 期「内蒙古の旅」より）

5）。途中、伏龍泉・長嶺縣城間では突然夕立に遭

田畑などがみられるのだろう。書院卒業生も在住

い、砂嵐とにわか雨を経験した。

する鄭家屯（写真 4）に到着すると領事館やホテ

そんな苦難と夏の暑さのなかで旅を続ける彼ら

ルの日本人から歓待を受け、楽しい日々を過ごし

にとり、 南はユートピアに感じられたのだろう。

たが、赤痢に罹った班員の正橋氏に続き篠岡氏が

ここでは林大尉らの歓待を受け、水を得た蛙のよ

豪雨に当たったため体調を崩し、ここで脱落する

うに生き返ったようだった。だが、ここでも災難

ことになってしまった。書院先輩の高久氏らに見

は待ち受けており、
「夏季は何時雨期に入るや分

送られて鄭家屯を出発後も雨上がりの悪路という

らない」と述べているように「烈風豪雨」や「風雨」

コンディションは変わらず、
「水たまり多く（中

に遭遇し、「林大尉の庭は一面に深さ五寸の小池

略）水あるごとに深さをはかり浅い所を撰んで渡

が出来た」（以上 221 頁）
。晴天を待って 南を出

つた」（224 頁）ほどであった。清河の渡船も増

発したが、平原は一面の湖と化しており、「馬自

水のため、割増料金を請求された。

身の脚さへ自由にならぬ泥」
（222 頁）であった（写
（27）

こればかりではなく、彼らにはもっと大きな災

。遼河を渡るあたりから「四方の景色も

難が待ち構えていた。大罕という集落で清河の氾

一変した森もある林も見へる平原は平原でも森に

濫に見舞われたのである。月夜の晩であった。集

陰され林に遮られて一望無涯の看はない、景色の

落に入り込んできた水はじょじょにそのかさが増

真 3）

（ママ）

変りは鄭家屯に近 ず いた為であらう、田も畑も

し、浸水防止のために作った「店の門前の防止壁

彼所、此所と見へて来る鄭家屯は更に近ひに違な

はわけなく破壊し」（224 頁）た。そして「九時

い」（222 頁）と描写し、鄭家屯に近づきつつあ

頃には水深腰に及んだ。元来土で造つた支那家水

ることを実感したようだった。川に近いことから、

にもろいこと予想の外」（224 頁）であり、土で
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物を運ぶ車がな」く、
「馬を買ひ度かつたが金が
なかつた」ため驢馬と「箱馬」（彼らによる命名。
腰の辺りが「四角になつて恰度箱の様であるが
故」。）を入手した（以上 228 頁）。
開魯から奈曼王府までは砂山が続いた。夏の
太陽、熱い砂、蒙古包に近づくはるか手前から臭
いを嗅ぎつける獰猛な蒙古犬との遭遇から、
「前
大罕の大洪水に決死の覚悟をした時と開魯から奈
曼王府に迷ひ進んだ時とが僕等の旅行の一番苦

写真 5 前大汗の洪水筏にて難を逃る
（第 15 期「内蒙古の旅」より）

しい時で同時に一番思出の深い時であつた」（229

出来た建物は無残にも崩壊し始めた。住民たちの

頁）と後に振り返っている。そのようななか、乳

恐怖は最高潮に達し、
「男等は破壊した家の屋根

や茶でもてなしてくれる「相貌に似合はぬ親切

（ママ）

の上で矩火をたいて神に祈る女 小 供等は恐ろし

な蒙古人」（229 頁）、放牧の様子、そして「殺風

さに泣き叫が院子には水に溺れた豚が悲鳴をあげ

景な蒙古の原」（230 頁）に咲く「美くしい蒙古

る家の倒れる音濁水滔々として流るゝ音と相和し

の草花とは幸に僕等をして蒙古の土地に醜い残骸

て惨憺たる修羅の巷を現出した」
（224̶225 頁）。

を曝さしめなかつた」
（229 頁）
。ところで、どう

午後 10 時には彼らも死を覚悟し始め、
「流れくる

して砂漠で放牧かという疑問を抱くが、
「砂漠地

材木を集めて筏をく」み、夜が明けて一面水没し

帯とはいへ時には青々とした草の丘も通る事があ

(28)

を目指し「三人は

る、細い柳にかこまれた涼しい沼を見る事もあ

筏にすがつて滔々たる濁流を上流に溯つた」
（以

るそうした丘と沼には必ず五十位ひから百二百

上 225 頁）のであった（写真 5）
。

位ひの牛や馬が放牧せられて居る」といい（写

た光景を確認し、白音他拉

ようやく辿り着いた白音他拉では、日光洋行の

真 6）
、夕暮れ時に家畜を管理する汚れのない牧

添田氏や都督府の嘱託でこの地域を調査中の書院

童の姿と同行の宮崎氏が歌う「蒙古の哀調」の歌

先輩・宮崎吉蔵らから歓待を受けた。
「白音他拉

声（以上 231 頁）からノスタルジーに浸っている。

は蒙古王所有の地を払下げ市街を作りたるもので

砂漠と蒙古犬に苦しめながらも、蒙古人のも

開市以来日猶浅いので市街も比較清潔で清頓し住

てなしと遊牧風景に心を癒されながら奈曼王府に

心地のよい所である」
（226 頁）ためか、しばら

到着した。ここは王府といいながらも、
「大した

く滞在した。白音他拉を出発しても「遼河を渡れ
ば前面の水畑地、を没し海の如く」
（226 頁）と
いう状況であった。再びに夕立に見舞われモリン
廟に到着したが、ここにいるラマ僧 1500 人のう
ち、3 人を除き「みな無学文盲蒙古語さへかける
ものは二十人を出」
（226̶227 頁）ず、衛生環境
も芳しいものではなかった。
つぎに訪れた開魯縣城は、
「民国四年蒙匪の為
めに家は焼かれ財は奪はれあらゆる惨虐を蒙つて
から衛兵の数も多くなつた」という。出発の際、
荷車を手に入れようとしたが「遼河氾濫の為め荷

写真 6 牧羊（蒙古）
（第 15 期「内蒙古の旅」より）
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王城のある筈がない、王様といつても大した尊厳

と、北京に近づきつつあることを実感した。

の威を認める訳にもいかなかつた」
（233 頁）が、

北京には 9 月 10 日到着し、人力車を借りて日

王より馬（と思われる）4 頭と護兵が与えられた。

本公使館を訪問したり、先輩西田氏と面会してい

王府から下窪までは一変して、
「殆ど甘草ばかり

る。その日の夕方、入浴した。旅の疲れと垢を落

がとも思はれる野」
（233 頁）であった。下窪で

とし、長かった「大旅行」が終わった。
その後、北京を散策した。天津経由で日本へ帰

は秦和隆氏宅に泊まった。ここでは、同行の宮崎
氏との別れが待っており、同氏は小庫倫方面を、

る者、北京に留まる者に分かれ、彼らは 10 月初

班員たちは赤峰をそれぞれ目指すことになった。

旬に上海の東亜同文書院で再会した。

下窪から赤峰までの道のりは、王子廟、海力王
府などを経るものであった。王子廟では、蒙古人

Ⅳ

第 18 期生による「興安騎行」からみた
内蒙古東部地域の地域像

を苛めている建平縣の知事に怒りを覚え、
「馬賊
の出没の為め危険」のため「予定線を南にはづれ

本章では、第 18 期生による「興安騎行」の記

て」
（以上 234 頁）海力王府を経過することになっ

述内容をもとに、内蒙古東部地域の地域像を描き

た。「海力王爺は（中略）年齢僅かに二十五とか

たい。前章と同様、はじめにこの作品の章立てを

六とか其の容姿の端麗なる言行の優れたる僕等

確認する。

（ママ）

旅行中に合つた王様の内第一であつた」
（234 頁）

（序文） 大連への夜逃げ

という感想をもらしている。無事に到着した赤

支那人の寝言

峯の街は「老楡の陰に隠れて涼しさう」
（235 頁）

恐水病

であり、北條領事以下何人かの日本人に会い、親

月下の行

切な対応を受けている。

決別の痛み

日本人臭い

三大強敵

豆の悩み

南入り

興安嶺さして

峯

神州男子の意気

終わりが近づいてきた。赤峯からは、
「山岳起伏」

行

喇嘛坊主と羊の丸煮

し、「石道多く加ふるに山路急坂沙漠」
（以上 235

支那行商人

蒙古ぜんざい

コントラストに、旅する者として嫌気を感じたよ

の大格闘

うだった。

馬

蒙古犬と格闘
乗馬術の速成

図什業図王府
仁丹の威力

成吉斯汗鍋

沙原行

喇嘛坊主と梅毒

蒙古包

医学博士

蒙古杏

草原

暴虐なる

蒙古人の親切

支那人の歓待

蒙古美人

驢馬の

馬を立つ興安の第一

炒米

牛 餅の味

張作霖

畳上の昼寝

大豪雨来る

赤峯出発は 9 月 1 日であり、この「大旅行」も

頁）であり、平原と山岳というこの地域の地形の

先輩泣せ

雨中

見事な落

大糞山

仙境

赤峯を過ぎても山道の起伏が続いた。途中の村

に遊ぶ

馬賊と命の保證

で巡業の村芝居を鑑賞したり、隆化縣城の知事を

雨乞ひ

パプチヤツプの古戦場

林西の天主堂

訪問したりしている。本多熱河でも知事を訪問し

馬殺し

月下渡河

天長節

彼の歓待を受けた。知事の護兵に伴われて宮殿を

馬の遭難

病床

天鬼と川猟

男の意気 !!

四分五裂

蒙古奇習
気絶 !!

独り上海へ !!

拝観したが、
「栄華を極めたることもことあらん

以上は湯畑氏が記したのだが、彼は赤峯で病臥

離宮は今やその主なきにあれはとゝすたるがまゝ

に伏してしまった。そこで、湯畑氏にかわり實吉

にすたれゆく」
（237 頁）という状況だった。ま

氏が「その後の旅」というタイトルで「大旅行」

たこの「付近松樹多く廟の黄瓦緑甍と相反映し

記録の続きを書いている。

て美観を極む」
（236 頁）とし、美しい街の景観
に目を奪われている。縣城を出発後、これまでの
旅路で出会わなかった西洋人 7 人の一行と会った
り、万里の長城が視界に飛び込むようになったり

河に浮んで

断崖を仰いで長城を見に

関内に入る舟は 州へ急ぐ

身は

上海を慕つて

さらに、原田氏は「蒙古旅行に就て」という一
文も寄せている。
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（まず蒙古旅行の注意点等を述べる表題がない
節がある） 蒙古人の性格風習に付きて
に対する観念

（ママ）

家族 干 係

日本人

（29）

の「三大強敵」として、南京虫、蒼蝿、「この暑
さに土間の下から又々熱を送られてはとてもやり
きれぬ」
（以上 215 頁）支那宿の を挙げている。

服装

章立ての紹介が長くなってしまったが、さっそ

伏虎屯、勃兒山を過ぎると「山一つなく大海原の

く内容を確認していきたい。なお、ここでは「大

上を歩む様な気がする」というが、
「道路は依然

旅行ルート」に沿って記述している湯畑、實吉両

として泥濘だ。否、泥濘の度を通り越して居」
（以

氏の作品をみていくことにし、原田氏の作品は次

上 215 頁）
り、
ついに褌姿で移動することになった。
哈拉毛頭出発後も依然として泥濘の道は続いた

章の分析で用いることにしたい。
前章 2 節でも紹介したとおり、この班は当初予

が、突如雷雨に見舞われた。偶然にも家を見つけ

定していたルートが変更となり、内蒙古を巡るこ

たがそれが流されるほどになり、暴風雨のなか衙

とになった。また、いま述べた湯畑氏のほか、草

門台を目指した。
「水は腰まであ」
（216 頁）った

野氏も 南で脱落してしまい、最終的には原田氏

という。
太平鎮を目指す道中、蒙古犬に遭遇した。
「毛

と實吉氏のみで「大旅行」を続けた。
彼らは 7 月 9 日の夜、
「頭には印度人によく似

色はあくまで黒く、体の大きさは子牛程もある奴

合ふパナマ帽をかぶり、足には兵隊さんの様に

が牙をむき出しして将に背にとびかからんとして

巻きゲートルを巻きつけ肩からは水筒雑嚢といふ

居」（216 頁）た。そんな蒙古犬の群れに、筆者

出立ち」（211 頁）で、船に乗り大連を目指した。

の湯畑氏は勇敢にも棍棒を持って応戦した。その

大連では書院先輩らに迎えられ、満鉄本社調査課

後、太平鎮、邊昭、開通縣城を辿り、「天地の雄

を訪ねて羊毛皮調査関係の調査書を収集した。

大さに打たれつゝ」
（218 頁） 南を目指した。足

奉天では「丁度張作霖が出兵の準備時であつ
たので市街は何となく殺気立つて居た」
（212 頁）

裏一面にマメが出来たので、通りかかった 南に
向かう馬車に乗せてもらった。

ので、南満医学堂や旧宮などを足早に見学して公

南は「東蒙第一の市街」で「人口三万を越え」、

主嶺に向かう汽車に乗った。
「日本人臭い！この

「上海等にある馬車と変りはない」
（以上 218 頁）

満州へ来てといふものはどこに行つても日本人ば

馬車が市街を走っている（写真 7）
。ここでは日

かりだ。まるで日本に帰つた様な気がする」（213

本人 2 名に歓待を受けた。 南・林西間の旅は「食

頁）と述べ、日本人と出会うと郷愁を感じる第

物がつゞかぬ」
、
「馬賊の出没がことに盛ん」なた

15 期の班員とは異なった印象を抱いている。公

めに危険視されたが、彼らは「当つてくだけろ！」

主嶺では、満鉄の農事試験場を訪問し、羊を見学
した。

（以上 219 頁）の精神で進むことに決めた。むし
ろ彼らにとりそれらより恐ろしいものは雨であっ

つぎに鄭家屯を目指した。ここでは 15 期生も

た。また、
「この地方では馬の安いことは有名」

利用した鄭家屯ホテルに入った。到着時、
雨が降っ
ていて、さっそくひどい泥濘に遭遇している。こ
こからの行程は陸行となるため、
馬 1 頭、
驢馬 2 頭、
案内人兼蒙古語通訳 1 名（王氏）を雇った。
鄭家屯を出発すると、雨季に当たっていたため
ルート上の「到る処に湖が出来て居」り、驢馬は
「水を恐れること甚だし。水の中には決して入ら
ぬ」（以上 214 頁）ため苦労した。また、
「奥地」

写真 7

南府（第 18 期「興安騎行」より）
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で、「有り金すべて出して馬を買ふた。その外に

廟を出発すると立派な平坦な道が続いた。その

ロバ一匹を留下した」
（以上 219 頁）
。そして、馬

日の宿泊地のガハイトでは、瓶に保存しておいた

を乗りこなすために稽古を行った。先述のとおり、

牛乳の底の部分にたまった「牛 餅」と呼ばれる

残念なことに草野氏が病気のためリタイアした。

乳製品を食した。この上に出来たものを「 豆腐」

南を発ってしばらくすると山が見えてきた。

といい、さらに上にはまだ固まっていない液状の

「興安嶺の麓」
（220 頁）だといい、水泉兒より山

ものがあるという。牛 餅は酸っぱく、彼らの口

道になった。突泉縣城では知事を訪問し、歓迎を

には合わないようだった。その夜、泊めてもらっ

受けた。縣城とはいえ、
「先年蒙匪の為に市街を

た家の家族は外に寝、班員たちは家のなかで寝か

全滅せられ、今出来て居るものはその後に出来た

せてもらった。
「蒙古人の親切、素朴な気風は支

もので」、「縣設置委員として王仲高氏が全部の支

那人と全く反対である」（226 頁）と評している。

配をして居る」
（以上 221 頁）という。王氏から

昨日、汚い商売をやっていた行商人をみただけに、

も先の 2 つの理由により、ここから先に進むのを

蒙古人の対応には目を見張るものがあったのだろ

拒まれたが、それでも彼らは前進した。

う。翌日、山道を行き東札魯特王府を訪ねて宿の

図什業図では、日本人にはとても食べられるも

交渉をしたがあっさり断られたため、付近の蒙古

のではない「粟粒を油で炒つた（中略）堅いこと

人の集落に宿をとった。そこで彼らは初めて蒙古

は石の様」
（222 頁）な「炒米」が出された。のちに、

包に泊まったが、ここでも蒙古人の親切に心を打

「炒米と砂糖でぜんざいをつくつた」り、
「炒米に

たれている。胡弓（馬頭琴か）の音色と雄大な景

新しい牛乳をかけて食ふと全く菓子の様」（以上

色に哀愁の念を抱くとともに、『「思へば遠く来つ

228 頁）という記述があるように、彼らなりに工

るかな嗚呼」
』
（227 頁）と、ゆったりとした気分

夫してそれを食べるようになった。到着翌日、王

のなかで、はるばる蒙古の地にやってきたことを

府を訪問したが王は不在とのことであった。王府

実感した。

は「後に山を負ふて前面に広い平原を持つて居」

西札魯特王府では「支那人の歓待」
（節の表題）

り、
「四囲は白壁で囲であり、門前には三本、マ

を受けた。鄭家屯で焼酒屋を経営し蒙古に通じて

ストの様な高い木が立てゝある」という「立派」
（以

いる菊竹實蔵氏より、ここに住む人に宛てた紹介

上 223 頁）なものであった。

状を貰ってきていたからである。彼は不在だった

王府出発後、道は山道から草原に変わったが、

が、その紹介状をみた友人が歓待してくれた。不

再び山道となった。彼らは蒙古人の乗馬術に驚い

在の彼が菊竹氏の店で世話になっており、
「時々

た様子だった。バインヨシホ廟ではラマ僧の厚遇

鄭家屯方面に物品を仕入れに行く」
（228 頁）と

に与かり、「味は何もない」
「羊の丸煮」と「酸味

いうことである。この逸話から、当時の経済活動

を帯びて居る」
「牛乳」を食した。外に出ると、
「天

の範囲の広範さを垣間見ることが出来る。

幕を張りたる支那行商人あり」
、
「酒に眼がない」

西札魯特王府を出発すると再び山道である。蒙

ラマ僧や蒙古人に「酒と羊の皮とを交換して商売

古包に泊まったナイミンコウケンを出ると「潅木

するとのことである」
（以上 224 頁）が、
「蒙古人

も生ひ茂り所々に深さの知れぬ峡谷がある」（230

はすぐに誤魔化されてしまふ。銭のない時は掛け

頁）
。昨日も一時的な豪雨に見舞われたが、この

で飲ます。人の好い蒙古人は掛けのたまるのも知

日も天気がぐずついた。途中、蒙古犬の集団に遭

らず知らずに飲む。この代償として過大な要求を

遇して悪戦苦闘した。宿を借りた包には絶世の「蒙

する」（225 頁）らしく、彼らは行商人の商売方

古美人」
（節の表題）がおり、
「天花粉」
（おしろいか）

法に否定的なまなざしを向けた。

と石鹸を与えた。
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この集落を出発すると辺りは砂原に変わった。
彼らはそのようななかにぽつんとあるアルコルチ
ン王府に驚いた。ここにも羊群とラマ廟がみら
れた。王府を出てしばらく進むと再び山道となっ
たが、この付近の山と平原一帯にはアンズ畑が広
がっていた。
「この杏から油を取るのだ」そうで、
「これまでにも蒙古人の家

この実を乾して居る

のを見たことがある。蒙古人唯一の燈の原料」
（「野
写真 9

生して居る」
、以上 232 頁）になるということで

仙境ヂヨゲン廟（第 18 期「興安騎行」より）

（236 頁）しているコロスロタイの廟に到着したが、

ある。
そのアンズ畑を抜けると平坦な道が続いた。

そこのラマ僧より大巴林王府までは距離があるう

ヤーメン廟は前面が平原だが、背後に山を背負っ

え、馬賊の出没する山道が続くためここに泊まる

ており、平原には河が流れていた。ここには「羊

ように促した。しかし彼らは勇敢にも夜道を進む

の丸煮をやる」
「成吉斯汗鍋といふ大鍋がある」
（以

ことにし、山道や真っ暗な高粱畑のなかの道を進

上 233 頁）ことを事前に聞いていたようだが、彼

むと人家があった。日本人の薄盆三氏の家である。

らがみたものは聞いていたものより小さかったけ

同氏は「昔の天鬼。今の蒙古産業公司の理事」

れどある程度の大きさがあった。ラマ僧のなかに

であり、班員たちは氏から「西瓜」、「冷ビール」、

衛生条件の悪さや女性がいないために同性同士の

「米の飯」
、
「煙草五百本」などが提供され「過分

性交渉が原因で梅毒が蔓延しており、僧らの求め

の御饗応に預かつた」
（以上 238 頁）
。翌日、彼に

に応じ仁丹などを飲ませた。

促され西にしばらく行ったところを流れる川で網

ヤーメン廟を出発してしばらくすると遼河上流

漁を一緒に行った（写真 10）
。しかし「元来蒙古

のウルチムロン河があり、魚が泳いでいた。山岳

人は川の魚を猟れば雨が降らぬと信じて居る。そ

が迫ってきており、
「興安の中央に近づきたるを

れで魚を取ることは全く厳禁してあつてこの禁を

覚」えた（235 頁）
。そこにヤーメン廟より賑や

犯すものは蒙古人でも支那人でも死刑に処してし

かなゴゴン廟（祭日のため参拝者があった）があ

まふ。処が日本人薄氏のみにはこの魚を取つても

り（写真 8）
、またしばらく進むと岩山の山上にあ

好いことになつて居る」そうだ（239 頁）
。毎日蒙

り眺望抜群のヂヨケン廟があった（写真 9）
。翌

古人らが雨乞いの行事を行っているが、彼らが網

日、同廟を出発してウルチムロン河に沿うように

漁を終えて帰ってくると突然大雨が降り出した。

進んだ。この日は「一大森林ありて大木の繁茂」

薄氏の会社の本店がある大巴林の街は、
「蒙古

（ママ）

に於て唯一の大都会であつて全く蒙古人の市街で

写真 8

ゴゴン廟の奥の院（第 18 期「興安騎行」より）

写真 10

（ママ）

天鬼と川 猟 （第 18 期「興安騎行」より）
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ある。支那人の行商人も居るがその数は至つて少

りは「開墾せられ高粱畑と満作で一間余も高く延

ない。廟は東西に分れ東大廟と西大廟」
（238 頁）

びて居」り、
「丘には甘草密生して支那人の採集

があるといい、大変繁栄している都市のようで

者か盛に往来して居る。蓋し蒙古の甘草はこの烏

ある。薄氏の会社は、林西、烏丹城、鄭家屯、奉

丹城附近を以て第一とする」（以上 243 頁）。

天等に支店があり、後述する林西では無償で医

ある班員は馬から放り出されて気絶したり、馬

療サービスを提供する病院も経営している。した

が泥のなかに首の部分まで埋まってしまう事故が

がって日本人も多い。さらに、高橋氏の夫人は大

起こるなどの災難に遭ったが、なんとか班員たち

巴林で日本語を教えている。ここで案内人の王氏

は赤峯に到着した。湯畑氏の体調は回復せず、日

を解雇し、鄭家屯へ帰したが、長旅の苦楽ともに

本赤十字社の伊藤氏の世話になり入院すること

味わってきたゆえに別れは互いに辛かった。

にした。
「大旅行」は原田・實吉の両氏が続行す

林西へは薄氏らとともに向かった。途中、薄氏
が経営する水田があり、
「日本人一名と朝鮮人数

ることになり、湯畑氏は 10 月まで療養して錦州、
天津を経由して一人上海に帰ったのであった。

十名ありてこの水田並に羊の放牧に当つて居る」

以上は湯畑氏による記述であるが、赤峯以降も

（240 頁）という。林西では、薄氏の事業に 6 名、

旅を続けた實吉氏が「その後の旅」と題した文章

病院事業に 2 名の日本人が雇われている。滞在中

を寄せているので、以下、簡単にその内容を確認

に再び大雨に降られてしばらく足止めを喰った

したい。

が、郊外の立派な天主堂を見学することができた。

實吉氏の記録は「熱河はよい所だ」
（247 頁）

そこでは「二人のベルギー人が居つて支那人を

という一言から始まる。それは、
「関外野に富み

集めて布教に従事して居る。この一帯の支那人は

山にむその中に、この小ぢんまりとした都は旅

すべてこの天主教の信徒である。貧民には天主堂

する子に限りない喜びを与える」
（247 頁）から

より土地を貸与して耕作させるとのことである」

である。彼らはここから「民船」を雇い 河を

（241 頁）といい、教会は貧民救済の役割をも担っ

下ろうとしている。その船頭たちは食料や家に

ていたことがうかがえる。また、林西の戦いで敗

残した家族への土産を買い揃え、荘頭栄子とい

れた蒙古人パプチャップの活躍をたたえている。

う「 河と熱河との合流する所、沿線より上航す

林西を離れるとまた大雨に見舞われた。
「林西

る民船の終点の地」
（248 頁）から班員たちを乗

より以南はすべて支那人にして蒙古人は少ない。

せて出発した（写真 11）
。彼らが乗った船には船

（中略）人家打続きて人馬の往来も少なからず」

頭 1 名、漕ぎ手 2 名が乗り込み、荷物は粟（他

（242 頁）だという。電柱に沿って歩みを進める

の同行の船＝ 5 隻には高粱なども加わる）であ

とシラムレンの河岸に出た。川を渡り、一夜の宿

った。
「之に反し天津 州方面から来る貨物にして

に身を寄せた翌日は山道を進んだ。またもや夕立
に遭遇したが、この辺りから湯畑氏の体調に異変
が生じ始めた。重たい体を引きずりながら天長節
の烏丹城に到着した。
この街には「支那人が一萬も居り蒙古人は市街
の北の方に居を構へて居る。その数は支那人に及
ばぬ。市街は支那町で馬の本場なれば馬具の売買
も盛に行は」（243 頁）れているそうだ。牛や羊
の皮を扱う市場もある。烏丹城を出発すると、辺

写真 11
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上航するものはすべて雑貨である」
（248 頁）と

て」
（252 頁）設置し製粉業を行うために水車を

いう。船は日が暮れると適当な岸辺に船をつけ、

造ろうとしている箇所があった。辛うじて舟を通

休息をとりながら翌朝の出発を待つのである。

す小さな水路が岸の近くにあった。その工事主任

翌日は夜が明けぬうちに出発、両岸は「千仭

と言い合っても埒が明かないので、船頭は斧を振

の岩山」（248 頁）である。
「八時頃になれば、漕

るって堰の一部を破壊し、そこを通過したのだっ

ぐ少年の一人は、櫂を外して竈の火を焚く。飯の

た。班員たちも船頭に称賛を送った。日が暮れる

支度をするのである」
（248 頁）
。飯は粟の粥であ

頃、 河鉄橋を渡る汽車を見届け、 縣に到着し

り、あまりの旨さに筆者の實吉氏は 6 杯を平らげ

た。班員たちは船頭らに別れを告げ、下船した。

た。両岸は「高峯絶壁」であり（写真 12）
、
「沿

27 日は 縣から天津まで汽車で移動した。天

岸には村も町も特に見る可きものを見ない。山

津では弥生館という日本人旅館に投宿することに

の絶え目の狭い野が深く奥へ入込んで居る所に

した。その後、船で大連へと渡り、到着した 10

三三五五村落の散在するのを見るばかり。斯う

月 1 日には国勢調査があり「船員に色々聞かれる。

した所には必ず細い谷川が注いで来る。地図に支

巡査も来て調べ」
（253 頁）られた。5 日、神戸丸（満

流として記されたものも靴の口に達するの深さを

鉄）に乗り込み、途中青島を経由して上海に辿り

有せぬ」
（以上 249 頁）という。川の方は急流の

着いたのだった。

灘と穏やかな水面の深い淵と浅瀬を何度も繰り返
し、船頭は漕ぎ手と阿吽の呼吸で難所の灘を通過

Ⅴ

蒙古東部地域の地域像

する。石炭を産出する西大窪というところで一夜
を明かすと、翌日には長城がみえてきた。その日

二つの旅行記からみた 1910 年代の内

Ⅲ・Ⅳ章では第 15 期生と第 18 期生のうち、内

は肉を商う店がある潘家口という集落で休んだ。

蒙古東部地域を巡検した班の「大旅行」記録をみ

翌 9 月 24 日には関内に入った。途中、撒河橋

てきた。本章では、筆者がこれまで発表した研究

の街に寄った。ここには両岸を結ぶ 2 隻の渡し舟

で用いた表の分類項目 (30) にしたがい、彼らがど

があり、ここは「平泉縣（八溝）天津間の唯一交

んなことに関心を抱いたのかをみていくことにし

通路に当つて居るのだ」
（251 頁）という。この

たい。そして、2 編の作品の記述内容から地域情

日は興城縣近くに泊まった。また舟から眺める

報をピックアップし、この地域における 1910 年

風景も、「口内に入つてから両側の山が著しく低

代の地域像を描き出してみることにする。

くなり温和しくな」
（251 頁）り、平野部に村落
も散見されるようになった。25 日の晩は遷安縣
城近くに泊まった。翌日、堰を「川の全幅に亘つ

（1） 2 つの班員たちの関心事項
表 1 は第 15 期生、表 2 は第 18 期生の筆者が関
心を抱いた事柄を、文中からピックアップしてま
とめたものである。これらの表をみながら検討を
進めていくことにする。単純にページ数を比較し
てみれば、第 18 期生の「大旅行」記録の方が分
量が多く、両班ともに似通ったコースを巡検して
いるということを考慮すれば、第 18 期生のそれ
の方がより詳細に関心事項を記録しているといえ
る。このことは、筆者が作成した 2 枚の表を見比

写真 12

河下り（第 18 期「興安騎行」より）

べても了解される。
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第 15 期「内蒙古班」の関心事（「内蒙古の旅」記述内容より作成）

地名

青島

大連

奉天

地形・自然景観

気候・気象

史跡

土着文化

6 月の太陽に照り
葉 桜 町 の ポ プ ラ つ け ら れ る、 夕
並木、山の傾斜、方 に は 景 色 が 霞
風光明媚な場所 み 星 の 光 の み が
明るい

都市経済

日本人

波 止 場 の 馬 車 屋、
港 の 喧 騒、 市 街 は
ドイツ人 静寂、幅 10 間の赤
土 道、 食 道 楽・ 遊
び道楽の街

ロシアが
計画した
巨大な波
止場、猶
太人

透明度のない海、
禿 山（ 郷 愁 を 抱 よい天気
く）

北陵に至る道沿
いには田園風景
が 広 が る、 北 陵
の老松の森は密
林

外来文化

破壊され荒れ
果てた旧城（故
故宮の宮門で聞こ
宮）と太宗の
えた胡弓の音も哀
眠 る 北 陵（ 城
れ
壁は黒レンガ
を積んで円形）

緩くカーブして突
出 し た 波 止 場、 波
止場に並ぶ沢山の
汚い倉庫とそこで
働 く 苦 力、 海 辺 は
青島に比べると月
と 鼈 の 差、 志 士 の
名のついた町名（新
占領地）、大和ホテ
ルを中心に放射状
の都市計画

その他

ビ ス マ ー ク 砲 台・
イ ル チ ス 砲 台、 海
水浴場、日独戦争

日 本 人
が多く何
不自由な
い（故郷
を思い出
す）

奉天駅、広い大道、
大 き な 支 那 宿、 駅
書 院 先
付 近 は 新 開 地、 原
輩、奉天
野を走る幅 10 間の
新市街は 書 院 先 輩 に よ る 歓
大道には並木が植
満鉄敷設 迎 会、 班 員 の 正 橋
わ る、 洋 館・ 日 本
のために 氏が赤痢で入院
家 屋、 旧 都 瀋 陽 は
できた日
白壁・黒屋根の町、
本人町
未整備の瀋陽の大
通り

（移動中）真っ
暗な車窓に星空、
（長春）朝は夏服
では涼しすぎる

（長春）
看板には
（長春）満鉄倶楽部
露語、ロ
（ 宿 ）、 満 鉄 長 春 支
（移動中）車窓から シ ア 人、
（移動中）夜汽車に
庁 の 物 見 台、 場 末
見 え る 民 家 の 農 夫 ロシア人
（ 長 春 ）乗って移動、
（長春）
の 町、 辺 境 の 町 ら
の 生 活 に 思 い を め の 酒 場、
書院先輩 書 院 先 輩 に よ る 歓
しさ、馬車、領事館、
ぐらす（羨ましい） ロシア人
迎会
朝鮮銀行、
「大旅行」
女性が縫
準備のため買物
物をして
いる

（窰門出発後）田
（ 窰 門 ） 北 緯 44
か道か分らぬ泥
度の太陽、夕立、
長春−農
濘 道、 平 原 に 聳
夜は晴れ、（農安
安（滞在
え る 白 樺 の 森、
到着前）赤い夕
迄）
通州河にかかる
陽
橋

長 春 以
北はロシ
ア東清鉄
窰門までは汽車で
道、ロシ
（窰門）
移 動（ 薪 を 燃 し て
ア兵（車
日本人旅
（ 窰 門 ） 夜 は 静 か、
走る）、窰門からは
（窰門）蒙古犬？の 内・窰門
館（ 米・
泥濘道、（農安）城
陸行、
（窰門出発後）
遠吠え
駅）、（農
魚・日本
壁、領事館と旗竿
昼食に焼餅、
（農安）
安）街の
酒が出さ
領事館一室でご馳
出口に土
れる）
走
塔（朝鮮
人による
ものか）

（伏龍泉出発後）
（農安出発後）道 雷 の 音、 地 平 線
は 一 層 悪 い、 果 に 淡 黒 の 玉 簾 の
て し な い 草 原 と ような雲、夕立、
緑 の 絨 毯、 ま る 突 然 の 砂 嵐 と 降
い地平線、（伏龍 雨、（ 杜 家 店 出
泉出発後）草花 発後）蒙古の砂
の 咲 き 乱 れ る 草 原を通った熱風、
農安−
原、 傾 斜 の あ る（ 南 ） 烈 風 豪
南（滞在
道、
（邊昭出発後）雨、 大 尉 の 自 宅
迄）
山も川もない平 の庭が小池にな
原、（杜家店出発 る、市街は洪水、
後）草原のはる 馬車でなければ
か遠くに見える 歩けないほど水
南の城壁と塔、に浸かった往来、
雨に固まった道 土塀崩れ障子は
路
破 れ る、 雨 季 の
旅行は大変

（ 六 十 七 抗 拉 ）6 〜
7 軒の小村落、熱い
（ 高 粱 を 焼 く ）、
南京虫と蝿、
（邊昭）
人 家 20 軒、（ 邊 昭
出発後）所々に人
家

奉天−長
春（滞在
迄）

（伏龍泉）煤けた洋
灯の下で黄色い飯
に白湯をかけて食
（長嶺）縣衙門、
（稍
べる、（長嶺）縣衙
町 ?）平原のなかの（ 南）
門で知事に面会し
鎮店、（開通）仁丹 林大尉の
護兵を依頼、
（邊昭）
を知らない県知事、御宅
持参の白米を粥に
（ 南）城門
して食べる、（ 南）
鄭家屯までの馬車
を雇う

（次頁に続く）
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雨後のために轍
が 沈 む、 泥 濘 を
こして一面の湖、
車 台 に 達 す る ほ 10 時の日差しは
南−鄭 ど の 水、 馬 が 立 帽子を貫くほど、
家屯（滞 ち 往 生 す る ほ ど 曇 り で も 太 陽 光
在迄） の 泥、 淡 黄 色 の は 届 く、 日 毎 の
草花、（鄭家屯付 雨
近 ） 外 遼 河、 平
原に森林がみえ
る、田畑、遼河

（鄭家屯）医者

（鄭家屯）
書院先輩
3 名、 領（開通）旧知の知事
事館の古 や 護 兵 と 面 会、 雨
谷氏、鄭 のせいで腹を壊す、
家屯ホテ（鄭家屯）出発 1 ヶ
ルの高文 月 を 祝 し て ビ ー ル
氏、警察 で 乾 杯、 篠 岡 氏 の
顧問の坂 リタイア
木氏・俊
馬氏

（大罕）清河の氾
濫 に 遭 遇、 店 の
門前の水が漸次
増水→溝や防止
壁をつくる→濁
れる水の流れが
見 え る（ 月 が の
雨上がりの悪路、
ぼる）→防止壁
鄭家屯− 路 傍 に 馬 黄 と い
が破壊され家屋
白音他拉 う薬草、（清河付
に 浸 水・ 荷 物 を
（滞在迄）近 ） 水 溜 り が 多
運び出す→土で
い、清河の増水
出来た家が倒壊
→修羅の巷の現
出→胸まで水に
浸かる→流れて
くる材木で筏を
組み夜明けに脱
出

（温都爾王府の第二
王 子 宅 ） 不 在、 支
那語のできる蒙古
人の少年が対応（美
少年）、
（清河）渡船、
増水のため割増運
賃、
（大罕）洪水時、
男たちは屋根の上
で火を焚き神に祈
った

（大罕）安全だとさ
れ た 新 築 家 屋、 土
でできた民家がほ
と ん ど、 院 子 内 に
（大罕）自炊の夕
は 豚 が い る（ 洪 水
食、 護 照 と 金 袋 以
により溺れる）、40（ 白 音 他 外 の 荷 物 は 倒 壊 し
軒 ほ ど の 家 屋（ 新 拉）日光 た建物の下敷きに、
築 の 家 と 班 員 た ち 洋行の添（白音他拉）添田氏
が い る 店 の み 残 る 田氏、旅 よ り 衣 服 を 貸 し て
→ 店 も 倒 壊 ）、（ 白 順都督府 も ら い、 湯 屋 へ 案
音 他 拉 手 前 ） 店： の調査で 内 し て も ら う、 浴
洪水のため麺 1 斤 1 訪れてい 衣に着替えて添田・
元、（白音他拉）蒙 た宮崎氏 宮 崎 氏 と ビ ー ル を
古王所有の土地を
飲む（菊水亭 ?）、馬・
払い下げて市街を
驢馬・馬車を雇う
造 っ た、 市 街 も 清
潔、2 日目は支那人
の宿屋へ移る

（白音他拉出発
後 ） 西 遼 河、 付
（白音他拉出発
近の畑は海のよ
白 音 他
後）急な夕立（雨）
うになっている
拉−開魯
と降雹、（モリン
（一度街まで戻り
（滞在迄）
廟出発後）断雲
再出発）
、（ モ リ
が浮かぶ
ン廟）平原の一
角、老木もある

（白音他拉出発後）
蒙古人の家に避難、
（モリン廟）立派な
廟、ラマ僧 1500 人、
本堂で毎朝読経、無
学文盲の僧が殆ど、
応接室には壁紙に
仏 画 を 施 す、 非 衛
生 的、32 歳 の 支 那
語を話す仏爺ラマ、
夕食は粟飯の粥に
羊肉の煮込みで接
待、 米 を 食 べ な い
仏爺ラマ

（開魯）東門から
入 城、 東 西 に 貫 く
大街、薄汚い茶宿、
民国 4 年に蒙匪に
街 を 破 壊 さ れ る、
護 兵 多 い、 こ こ に
駐屯していた張統
領に正装して面会
し た が 別 人（ 陸 軍
将校）、開魯塔

下窪まで宮崎氏と
移 動、（ モ リ ン 廟 ）
奉天の中学を卒業
した通訳が仏爺ラ
マに日本のことを
得意顔で話す、（開
魯）親切な知事、夜
は高粱酒を 4 人で
飲 む、 遼 河 氾 濫 の
ために荷車がない、
驢馬と箱馬を雇う

（進路全体）広い
奈 曼 の 砂 原、 日
本では見られな
（開魯出発 1 日後
い美しい蒙古の
より）夏の太陽
草花、砂原の所々
開 魯 −
に照り付けられ
に草丘と池→放
奈曼王府
た焼けるような
牧風景、（開魯出
（滞在迄）
砂地、
（進路全体）
発発 1 日後より）
草地で雲漠々の
地形は砂原に変
彼方を眺める
じ る、 洪 水 の た
め一面は沼地化、
狼の出る砂山

（進路全体）砂原に
点 々 と 蒙 古 包、 大
道は漢人も少しは
住 み も 宿 あ る、 獰
猛な蒙古犬とその
恐 ろ し さ、 相 貌 に
似合わぬ親切な蒙
古 人、 放 牧 風 景、
蒙古包で休むのが
一 番 の 楽 し み、 蒙
古人には太古の民
の面影があり懐か
しい、濃い牛乳、茶、
一 番 に「 蒙 古 犬 に
注意しろ」という
意味の蒙古語を覚
えた→犬も静かに
な る、 牧 童 に は 浮
世 の 汚 れ は な い、
宮崎氏が歌う蒙古
の 哀 調（ 恋 物 語 ）、
日没後は牧童の鞭
により家畜も家路
を急ぐ

（奈曼王府）大した
王 城 で な く、 王 と
言えども大した尊
厳の威は認められ
ず

（進路全体）驢馬に
愛 着 が わ く、 迷 っ
たときには故郷が
偲 ば れ る、 草 原 で
放牧風景を見てい
ると心が洗われる、
（奈曼王府）王の親
切により大小 4 頭
（ 馬 ?） と 護 兵 を つ
けてもらう

（次頁に続く）
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（下窪到着前）甘
草ばかりだと思
われる野、（海力
（下窪）中空の弦
王府）波状の荒
奈 曼 王
月、（王子廟）夕
野の丘を背後に
府−赤峯
焼けの美しい空、
立つ王府、（赤峯
（滞在迄）
（海力王府）出発
直前）最後の丘、
時の朝霧
（赤峯）赤峯縣城
は老楡の陰に隠
れて涼しそう
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（下窪）蒙古犬 ? の
鳴き声の喧噪、（王
子廟）建平縣知事
に腹が立ち蒙古人
の家に宿を借りる、
（王子廟）馬賊出没
のため予定線を南
に変更→海力王府、
（海力王府）忘れら
れない気高く美し
い蒙古人、（海力王
府）道中は馬賊の
話 ば か り、 水 害 の
た め 凶 作、 流 民 の
反乱→旅客ほとん
どなし

（下窪）
（下窪）宮崎氏との
秦 和 隆
別 れ、 氏 の お 陰 で
氏と美少
蒙古の旅が出来た、
年、（ 赤
（王子廟）蒙古人を
峯）北條
いじめている建平
（下窪）土の城壁に
領事、管
縣知事（海力王府）、
囲 ま れ て い る、 警
野 参 謀、
美 少 年 の 王、 翌 朝
察分所、
（海力王府）
松 氏、
の王の見送りには
王 府 門 前 の 破 屋、
三 原 氏、
感 激、（ 赤 峯 直 前 ）
門、
（赤峯）領事館、
熊本県蒙
西瓜を食べる、（赤
和店
古派遣生
峯）日本人の親切
諸氏、呉
に 感 激、 呉 松 氏 よ
松 氏 夫
りビール 3 ダース
妻、領事
の贈り物
館員 2 名

（熱河）宮殿は
半山まで庭園
（Hartaeo） ビ ー ル
があり広荘偉
を 飲 み、 苦 力 と 肩
（赤峯出発後）山
大、 松 や 楡 な
（黄姑地）隆化縣城
を並べて寝る、（圍
岳の起伏を上り
どの古木の森、
の 所 在 地、 か つ て
城 ） 知 事 を 訪 問、
下 り、 石 道 が 多
かつては王が
唐山衛にあったが
小宴、
（了山）炊事、
く 山 路 急 坂、 サ
散策した所だ
民国 4 年にここに
ビールに舌鼓、（黄
ブライム（ママ）
が現在は兵丁
移る、縣城、
（熱河）
姑地）湯豆腐にビ
（北京）
な景色に接する
ら が 遊 ぶ、 建
知 事・ 護 兵 と と も
ールの食事、縣知事
（熱河出
日本公使
ことができず残
築はそのまま
に宮城拝観→市民
は堂々としている
赤峯−北
（圍城出発後）巡業 発後）西
館の西田
念 → 平 原 が 懐 か（黄姑地）大雨に だ が 不 潔 → か
は何事かと見入る、
が日本びいきでは
京（滞在
の 村 芝 居 を 鑑 賞 → 洋人 7 人
先輩、亜
し い、 際 立 っ た 遭遇
つての栄華を
（北京）東門から入
ない、
（熱河出発後）
迄）
故郷のなつかしさ、 とすれ違
細亜通信
山は子供のころ
偲ぶ、（熱河出
城、 人 力 車 の 心 地
車上に掲げた日章
う、会話、
社の村田
不思議がった鋸
発後）万里の
よ さ、 船 板 胡 同 に
旗、（長城上）昼食
先輩
山、
（圍城出発後）
長 城、 古 北 口
宿 る、 湯 屋、 城 壁
にビールと玉老米、
山 道、 河 床 を 渡
では長城が河
上の散歩道は外人
壮大な気分に浸る、
る、（熱河）松が
口を挟んで両
が 多 い、 交 民 巷、
この旅を振り返り
多 く 廟 の 黄・ 緑
断 さ れ る、 か
宮城の美観、天壇・
支那は自分のもの
色に映えて美観
つての英雄に
中央公国瑠璃巷
のようだと考える、
思 い を 馳 せ、
（北京）饒乎名表と
現在は無用の
面会
長物とする

三井の栗
原氏、小
山氏、村
尾氏

天津
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移 動、 栗 原 氏 と 夕
食、 土 間 に 慣 れ た
ので布団では眠ら
れ な い、 ビ ー ル を
開け思い出を語る
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表2

第 18 期「内蒙古班」の関心事（「興安騎行」記述内容より作成）

地名

上海−大
連

地形・自然景観

気候・気象

史跡

土着文化

外来文化

都市経済

その他

服装はパナマ帽、巻きゲート
ル、水筒雑袋、甲板上での飲
酒

夜月

書院先輩、
先 輩 の 竹 連日の満鉄調査課での調査（羊
満鉄本社、辻の
内 氏・ 大 毛調査）、同応接室に置いたヘ
巡査
矢 氏・ 中 ルメット
村氏

大連

奉天

日本人

満鉄医学堂、城
内督軍公署、満
鉄公所

旧宮

奉 天 − 鄭（移動中）車窓から見（ 鄭 家 屯 ） 到
家 屯（ 滞 えるのは真っ暗な大平 着時は土砂降
りの雨
原のみ
在迄）

（進路全体）
雨 季、（ 鄭 家
屯出発後）に
わ か 雨、（ 哈
拉毛頭）月夜、
雨 後 の 涼 風、
（進路全体）至る所に
（哈拉毛頭出
湖 が 出 来 て い る、（ 鄭
発後）地平線
家屯出発後）丘陵、勃
上の怪雲、夕
兒山を過ぎると大平
鄭家屯−
立、平原の家
原、依然道は泥濘、
（太
南（ 滞
に辿り着い
平鎮到着前）丘陵、草
たが一面湖水
在迄）
原、ソーダが多いため
化、危険を察
路 面 が 白 い、（ 開 通 出
して衙門台へ
発後）大平原、天地の
急いで逃げる
雄大さ
水は腰まであ
る、 暴 風 雨、
（開通出発後）
颶風に見舞わ
れる、夜月→
西の空に稲妻

市街は張作霖出兵準備で殺気
立つ

（鄭家屯）一日二食主義（班員
たちは腹が減るので昼寝して
過ごす）

日本人ば
かりの満
（公主嶺）東洋
州、（ 公 主
車（ 運 賃 を 余
嶺 ） 満 鉄（移動中）車内は支那人、朝鮮
計に取られる）、
農 事 試 験 人、日本人のごちゃまぜ、（鄭
満鉄農事試験場
場 の 香 村 家屯）驢馬、支那人の蒙古語
（羊の見学）、
（鄭
氏、（ 鄭 家 通訳を雇う、案内人の王氏（交
家屯）泥濘の道
屯 ） 野 村 渉には川上氏が尽力）
（膝まで浸かる）
、
氏、 添 田
鄭家屯ホテル
氏、 川 上
久輔氏

（鄭家屯− 南）三大強敵の南
京虫・昼間の蒼蠅・支那宿の
（土間の下から熱が送られ
る）、高粱米の御馳走、昨夜馬
賊が襲った場所も平気で通過、
（太平鎮到着前）蒙古犬との決
闘

（太平鎮）人口
1 千、諸物資の
販 売、（ 邊 昭 ）
人口 1 千、兵営、
圍 子、（ 開 通 縣
（進路全体）水を恐れる驢馬、
城）この区間の
（鄭家屯出発後）泥濘のため
交通の中心をな（ 南 ） 神
裸で移動、驢馬も元気がない、
す、整然とした 本 氏、 平
（開通縣城）衙門より護照を調
市街、城壁、大 馬 氏 → 東
べに来る、（ 南到着前）足裏
きな湯屋、縣衙 蒙 発 展 の
にマメ、 南に帰る馬車に乗
門、（ 南 ） 城 第 一 線 で
せてもらう、（ 南）有り金で
壁、東蒙第一の 奮闘
馬や驢馬を購入、乗馬の稽古、
市街、人口 3 万
草野氏のリタイア
以上、上海のも
のと変わらない
馬車、立派な兵
営、馬が安いこ
とで有名

（ 南出発後）平坦な土
（ 南−林西）食物がなく馬賊
（ 南出発後）が出没する、（水泉兒）低山の
地、地平線上に小さな
南 − 図
青い塊を発見→興安嶺（ 南−林西）馬に乗り成吉 下に二三の人家、（図什業図）
什業図（滞
の 東 麓、（ 水 泉 兒 ） こ 大敵は雨
斯汗の遠征を 炒米＝粟粒を油で炒ったもの
在迄）
こから山道となる、羊
→ 硬 い（ 石： 粟 ＝ 3：7）、 現
思う
腸たる崎路
地民たちは平気で平らげる、

（突泉）蒙匪に
市街を全滅させ
られた、縣城を
成しておらず知
事も不在、縣設
置委員の王氏が
支配、城壁も泥
を積んであるだ
け、 狭 い 土 地、
人口 1 千（支那
人・蒙古人）、
（図
什業図）支那
人の宿屋、立派
な王府は背後が
山、前面が平原、
5 〜 600 の兵隊、
白壁で囲んであ
る、門前には目
印の 3 本の木が
立ててある

（突泉）知事の厚遇、食物乏し
く馬賊出現のためここから先
の旅を止められる→決行、護
兵を派遣、（図什業図）王は不
在、王妃に馬鹿にされる→怒
って護兵を追い返す

（次頁に続く）
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（全 体 ） 蒙 古 人 の 乗 馬 の 上 手
さ、（パインホシヨ廟）赤い法
衣を身にまとった僧、奥の院、
屋内実に綺麗、赤ラマ、黄ラ
マ、蒙古語、幾分の臭みのあ
る羊の丸煮→持参の塩をつけ
て食べる、酸味を帯びた牛乳、
テントを張った支那人商人→
酒と羊皮を物々交換、高粱酒
（図什業図出
に目がないラマ僧、暴虐な支
那人商人、（パインホシヨ廟出
発 後 ） 快 晴、
（図什業図出発後）広
発後）立派な大道、人家ほと
（パインホシ
い草原、所々に紫色の
んどなし、（ガハイト）車輪を
ヨ廟）大平
草花、突然山道になる、
作る大工の家、酸味のある牛
原の彼方の夕
餅と 豆腐、蒙古人は必ず
（東札魯特付近）大草
日、（ ガ ハ イ
牛を飼う、親切な蒙古人→客
原、（ 東 札 魯 特 付 近 出
ト）昼夜の気
図什業図
（ 西 札 魯 特 ）人を家の中で寝かし家族は外
発 後 ） 索 倫 山 の 南 麓、
温 差、（ 東 札
−西札魯
で寝る、1 間四方の家、（東札
草原は元朝壮
長く曲がりくねった山
魯特付近）蒙古人の集落、煩
魯特付近）大
特（ 滞 在
図の夢の跡
道、山道は遠い峯に続
い番犬の蒙古犬、簡単に出来
草原の夕焼
迄）
き地平線に没する、
（西
た鳥籠を大きくしたような蒙
け、太陽が沈
札魯特）山上から平原
古 包：1 間 半、 奥 に 祭 壇、 中
むと東に月が
央に炉、定員 6 人程、天井に
の放牧を見ると大海原
昇 る、（ 西 札
は 3 尺程の穴、包の周囲は高
に白波が立っているよ
魯特）晴れて
粱の幹→夏期はこれを薪にす
う
は雨が降る天
る、集落は包が三四固まった
ものが五六散在している、親
候不順
切な蒙古人、村長、胡弓の音色、
（東札魯特付近出発後）食人種
の住む索倫山、（西札魯特）蒙
古人宅、炒米、この付近の放
牧は特に盛ん、蒙古歌を歌う
蒙古人の気長さ、蒙古の気分
とは：悠長・急がない・せま
らない・無閑心・時間の超越・
物資の超越

（東札魯特）王
府、（西札魯特）
王府、王府の蒙
古人、支那人の
歓待は珍しい→
鄭家屯の竹内氏
のもとで働く支
那人の友人、麺
と羊肉の贈り
物、時々鄭家屯
方面に品物を仕
入れに行く

（図什業図出発後）馬も連日の
疲れ青息をつく、（パインホシ
ヨ廟）僧の歓待、僧に仁丹を
配り喜ばれる、お礼に目薬と
仁丹を差し出す、（ガハイト）
お礼に仁丹と目薬を差し出す、
（東札魯特）王府で宿を交渉し
たが断られる→蒙古人の集落
に宿る、（東札魯特付近）村長
宅に宿る、（西札魯特）蒙古人
宅に宿る、出された炒米に砂
糖を加えぜんざいにすると美
味、炒米に牛乳をかけても旨
い、牛 餅や羊肉の味も慣れ
てきた

（小集落＝ナイミンコウケン）
（西札魯特出発後）2 名の蒙古
（西札魯特出発後）山
蒙古包、昼食の炒米と牛 餅、
人を先達として進む、（トゴエ
道、小集落の近くに川、
背中一面に田虫の出来た村長
ラ村）蒙古美人がいる一家に
灌木が多い、羊も人家
→ヨヂムチンキを与える、（ト
天花粉と石鹸を与える、彼女
も 見 当 た ら ず、（ 小 集
ゴ
エ
ラ
村
）
山
中
に
羊
を
放
牧、
が化粧をすると売春婦のよう、
（
西
札
魯
特
出
落＝ナイミンコウケン
蒙古犬と格闘、王氏が蒙古人
（ドゴエラ村出発後）苦しい砂
出発後）完全に山道と 発 後 ） 豪 雨、
（
コ
ロ
ス
に通知し犬を制する、蒙古包、
原行き、（アルコルチン王府出
な る、 生 い 茂 る 灌 木、雨 合 羽 を 着
そこに 18 歳の絶世の蒙古美人
ロ タ イ 出 発後）平原で馬を走らせた班
深い峡谷、山を下りて
用、馬も驚く
がいる、奥地ではとくに女性
集落（トゴエラ）に到
発 後・ 大 員が落馬→馬の腹帯が切れた
ため、（ヤーメン廟）川で水浴
が少ない、一部に略奪結婚の
着、（ ト ゴ エ ラ 村 出 発 ほど、小集落
巴林手前）び馬を平原に放つ→夜に馬の
後）砂原と化す、馬の に着く頃には
風習が残る、比較的文明的な
薄 盆 三 氏 行方が分からなくなるがなん
脚が砂に埋まり進むの 小降りに、
蒙古（ドゴエラ村出発後）一
（小
宅＝天鬼、とか捕まえる、蒙古人がガラ
も一苦労、水も木もな 集落＝ナイミ
集落で牛乳を飲む、（アルコル
蒙 古 産 業 ス製の匂煙草の入れ物を持っ
い、（ ア ル コ ル チ ン 王
チン王府出発後）蒙古包、羊
ンコウケン出
てくるが交換するものがない
府 ） 不 毛 の 土 地、（ ア
（アルコルチン 公司理事、
や 犬 の 声 な く 静 寂 な 夜 更 け、
→石鹸箱の中に神様が入って
発後）再び雨
ルコルチン王府出発
山中や平原に杏畑、杏から油
王府）砂原の中（ 大 巴 林 ）いるといい差し出す、梅毒の
後）山道、鬱蒼とした が 降 り 出 す、
（燈の原料）を取る蒙古人→家
薄
氏
の
部
の立派な王府に
ラマ僧にヨヂムインキや仁丹
灌木→太陽が当たると（トゴエラ村）
の前で実を乾かす、（ヤーメン
驚く、羊群、王 下 に 日 本 などを施す→死より生を得た
杏だと分かる、杏畑の 雨は止みそう
廟）成吉斯汗鍋という 50 人分
辺 り か ら 平 原 に な る、
府 の 外 に 立 派 人 が 数 十 喜び、（ヤーメン廟出発後）紅
は焚ける大鍋→羊の丸煮を調
衣のラマ僧と蒙古人が案内人
遠くに丘が見える、
（ヤ に な い、（ ド
なラマ廟、王府 名、 高 橋 として来る、
（ゴゴン廟出発後）
ー メ ン 廟 ） 背 後 は 山、ゴエラ村出発（ヤーメン廟）理するもの、羊の御馳走、蒙
氏
夫
人
は
の周囲に民家が
（林西）郊
案内人を先頭に出発、（オラア
古人の親切、梅毒は蒙古の奥
前 面 は 平 原、 川 が 流 後）灼熱の太
リゴン）ここから先の案内人
成吉斯汗が地
現
地
民
に
散在、
（大巴林）
外
の
立
派
地でも流行、ラマ僧にも梅毒
れ る、（ ヤ ー メ ン 廟 出 陽、（ ア ル コ
方を征すると 患者が多い→同性同士の性交 な天主堂、蒙古において唯 日 本 語 を が得られなかったので案内の
発後）ウルチムロン河
ルチン王府出
蒙古人を解雇、丘に登りここ
＝遼河上流、川魚が泳
きにはこのよ 渉と不潔さが原因、梅毒は野 ベ ル ギ ー 一の大都会、蒙 教 え る、
から先の大凡のルートを教え
発 後 ） 玄 月、
うな大鍋を携 蛮病、（ゴゴン廟）廟宇高壮、人 2 名 が 古人の市街、支（大巴林出 てもらう、（コロスロタイ）ラ
西 札 魯 特 ぐ、岩山が迫り興安の
真
紅
の
太
陽、
太 陽 に 反 射 す る 丹 青 の 色 彩、
中央に近付いたという
えて回ったと
−林西（滞
布 教、 貧 那人の行商人は 発 後 ） 薄 マ僧よりここから先は山道で
実 感、（ ゴ ゴ ン 廟 出 発（ヤーメン廟）
祭日で善男善女が参る、外廊
馬賊が出没するために宿るよ
在迄）
後）山道を行くと一大 体の溶けるよ いう伝承（成 にはピストルを携えた蒙古人 民 に は 天 少ない、廟は東 氏 経 営 の
うに言われる→それを辞して
吉
斯
汗
鍋
）
、
岩山の陰に人家、再び
の警備員、賑やかさはヤーメ 主 堂 か ら 西の大廟に分か 農 場 で 日 夜道を出発、（薄氏宅）西瓜、
うな正午の暑
峡谷に降りると平坦な
（ 林 西 ） パ プ ン廟と比べ物にならず、樹條 土 地 を 与 れる、薄氏の蒙 本 人 が 1 冷ビール、米飯、煙草 500 本
さ、夜に雨が
道、しばらくすると岩
チャップが眠 を編んで囲いとする、牛糞の え 耕 作 さ 古産業公司はこ 名 水 田 耕 で歓待、翌日薄氏と小河川で
山に灌木が生えたヂヨ 降 り 始 め る、
山→唯一の燃料、牛は燃料と せている こに本店を置く 作 と 羊 の 裸 に な り 網 打 ち、1 網 で 魚 が
る廟
ケン廟、（ジヨケン廟）
（ゴゴン廟出
牛乳を提供する宝、羊の糞が
（ 建 設 中 ）、（ 林 放 牧 に 当 バケツ一杯になる、夕飯に天
仙 窟 東 蒙 第 一、 仙 境、発後）太陽に
ぷら、（大巴林）薄氏の会社の
一 番 だ が 小 さ く て 集 め 辛 い、
西）薄氏経営の た る、（ 林 支店は林西・烏丹城・鄭家屯・
岩山上の奥の院からは
（ ジ ヨ ケ ン 廟 ） ラ マ 僧、 奥 の
照りつけられ
広大な大平原、連山が
西
）
薄
氏
支店（おもに酒
奉天等にある、班員は薄氏の
院（雄大な景色）、本堂（読経、
東走しているのをみる て歩みは進ま
造）および無料 経 営 の 支 事業に尊敬し、内地の国民に
大きな太鼓やラッパ、沢山の
ことができる、雲は脚 ず、（ 大 巴 林
蒙古に来てこの事業に参画せ
店
主
任
の
の病院事業、郊
石造りの仏）、参詣する蒙古人
下にある、廟がある山 出発後）薄氏
よと叫びたくなる、現地民は
が多い、僧房、紅衣のラマ僧
早 崎 貞 雄 川魚を獲ってはならぬが薄氏
外の天主堂
は岩石からなり樹木は 経営の水田は
200 人強、支那人の大工が廟の
少ない、川は流れてい
氏、5 名の のみは王府より許されている、
建築のために来ている、南京
な い、（ ゴ ゴ ン 廟 出 発 今年は不作→
日 本 人 従 献身的に尽くしてくれた王氏
虫、（ゴゴン廟出発後）一村で
後）遼河上流に沿って 雨が少ないた
業 員、 病 の解雇、鄭家屯の家族のもと
進 む、 川 沿 い の 青 草、めか、（林西）
蒙古犬の襲撃に遭遇、（オラア
へ帰す、悲しい別れ、（大巴林
院の辻医
（オラアリゴン）眺め 大雨、道路は
リゴン）人家は少なく女性し
出発後）薄氏経営の水田・羊
師 と 薬 剤 の放牧地で働く朝鮮人数十名、
の よ い 丘、（ コ ロ ス ロ
かいない、（コロスロタイ）ラ
河となり、平
タイ）一大森林の繁茂、
師、
白
龍
（林西）薄氏支店に勤務する支
マ僧、（大巴林）雨乞い、日本
（コロスロタイ出発後）原は湖と化し
人・蒙古人が集まりドラを打
の早崎氏 那人 2 〜 30 名、病院に勤務す
白黒も分らぬ夜道、高 た、しばらく
る朝鮮人、モルヒネ密売をす
ち旗を立てて練り歩く、廟内
粱 畑、（ 薄 氏 宅 ） 近 く して晴れ
る不逞の輩とは異なる、蒙古
でも祈祷、網打ちより帰ると
に小河川、川魚が泳ぐ、
の奇傑パプチャップと林西の
風雨が猛烈となり蒙古人は喜
（大巴林出発後）薄氏
戦いでの敗北、碁・将棋・高
ぶ、蒙古人は魚を獲ると雨が
経営の水田と羊の放牧
粱酒（1 升 3 銭）・睡眠で過ご
降らなくなると信じているた
地
す
め川漁は厳禁

（次頁に続く）
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（熱河）自然豊
かなよいところ
にある小ぢんま
りとした都、民
船の船頭は食
糧や家族への土
産を買う、 河
（ 河）原田氏は粟粥を 6 杯平
（ 河）民船の船頭 1 名、漕ぎ
（熱河）野に富み山に
の船着場＝荘頭
らげる、潘家口村の店で羊肉
手 2 名、荷は全て粟、他の船
富 む 関 外、 河、 河
営子＝民船の終
を買って食べる、（撒河橋出発
（6 艘で船団）も粟や高粱が荷、
点、舟 40 艘余、
後）毛唐（外国人）が乗った
と熱河の合流する所＝
州 か ら 来 る 荷 は 雑 貨 が 荷、
熱河から雑穀の
速い船に追い越される、（遷安
荘頭営子、（ 河）しば
日が沈むころ船は着岸して休
到着を待つ、
（撒
縣出発後）川を堰き止めて製
らくすると両岸は千仭（ 河 ） 夜 明
む、夜が明ける前に出航、朝
河橋）関内に
粉用の水車を建造している工
の岩山、高峯絶壁、自 けの風は冷た
8 時頃になると竈の火を焚い
赤峯−上
入った所、人家（天津）弥 事主任と喧嘩→船頭が一部を
然崇拝に近い情緒を覚 い、（撒河橋）
て朝食の準備、着岸して粟粥（青島）ド
海（ 到 着
300 以 上、2 隻 生 館 と い ぶち壊して通過、（ 縣）近づ
える、谷間に浅い支流 付近で雨に見
迄・ 實 吉
（ 河）長城 を食べる、岩の間を縫って山 イ ツ 人 経
の渡船、平泉縣 う 邦 人 旅 くと汽笛が聞こえるようにな
が流れている、柳河口 舞 わ れ る、（
羊を追いかける少年、谷間に 営の跡
氏・ 原 田
−天津の唯一の 館
村付近の灘、灘・急流・ 縣）日が暮
る、鉄橋を渡る汽車、ここで
小集落が点在、灘は船頭と漕
氏）
交通路に当たっ
浅瀬を繰り返す、王八 れると星明か
下船、泊、 州駅から汽車に
ぎ手の阿吽の呼吸で通過、浅
ている、船頭た
石 の 亀 形 の 巨 石、（ 撒 り
乗り天津へ、（天津）天津から
瀬に対応した船のつくり、西
ちは買い物をす
河橋）関内に入ると山
大連へは船で移動、（大連）11
大窪の石炭、しばらくすると
る、ラクダを追
が穏やかになる、平野
月 1 日に到着、国勢調査の日、
石灰を焼く所がある、潘家口
う 旅 人、（ 遷 安
が広がり集落が点々と
検疫に時間がかかる、大連で
村は長城を壁に利用して家を
縣 ） 城 壁、（
している
船便を待つ、（満鉄神戸丸）青
建てている
島経由で上海へ
縣） 州駅、
（天
津）大きな街は
久しぶりで全て
が 眩 し い、（ 青
島）寄港地、車
を雇って市内見
物

まず第 15 期の関心事項であるが、筆者が設定

大連から鄭家屯までの区間の「都市経済」の記述

した表の項目のほぼ全てに関心を抱いて「大旅行」

は少ないものの、それ以降のルート上では全項目

記録を執筆していることがうかがえる。なかでも、

を積極的に見聞し、とくに現地の蒙古人との接触

草原地帯に入ってから当地の「地形・自然景観」

で得られた知識や情報などを記録した「土着文化」

や「土着文化」に関心をもっているとともに、コー

や、ルート上の土地条件や土地利用などを記録し

ス上で遭遇した大雨や清河の氾濫などを詳細に記

た「地形・自然景観」は第 15 期のそれ以上に詳

録した「気象・気候」のほか、草原地帯に入る前

細である。前章では紹介しなかったが、班員の原

の都市部などでも積極的に「都市経済」について

田氏が「蒙古旅行に就いて」という一文を寄せ、

見聞していることが分かる。また、各所で書院卒

この「大旅行」記録の読者や今後この地域を巡

業生や現地駐在員などに面会し、支援を得ている

検するだろう後輩に向けて内蒙古地域を旅行する

ことが「日本人」の項目からうかがえる。白音他

際の注意事項や蒙古人の文化と風習などを記して

拉出発後から赤峯到着までは現地の日本人に会う

いることからも分かるように、第 18 期の「内蒙

ことがなかったようだが、この区間（下窪から赤

古班」の班員たちはこの地域の風土に深く関心を

峯を除く）は旅順都督府委嘱の調査で当地を訪れ

抱いたことがうかがえる。残念なことに 南で草

ていた蒙古に詳しい宮崎吉蔵氏が班員に同行し、

野氏、赤峯で湯畑氏が病気のためリタイアしてし

道中は大変心強かったと述べられている。さらに、

まったが、赤峯以降も實吉氏と原田氏は民船を利

「その他」や「土着文化」の項目から了解される

用して 河を下って「大旅行」を続けており、民

ように、地域を支配する王や知事、点々と存在す

船での生活や「灘」を越える際の船員たちの技術、

るラマ廟の僧などから歓待を受け、様々な情報と

沿線の景観や都邑の様子などを客観的に描写して

ともに護兵、案内人や馬なども得ている。

いる。

一方、第 18 期生の「大旅行」記録であるが、
397

◦ 1218 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

になり、これまで苦労しながら経過してきた平原

（2） 1910 年代の内蒙古東部の地域像
本節では、文中に登場する地域情報を用いて地
図を作成して分析することにより、1910 年代の
内蒙古東部地域の地域像を明らかにする。なお、
この方法は藤田佳久の諸研究

(31)

を懐かしんでいる。
一方、第 18 期生のコースをみると、 南周辺に
は草原が広がっているものの、それを挟むように

で採られている

山地や丘陵が存在していることがうかがえる。ま

が、本論ではそれらを参考に考察を進めることに

た、 南から林西の間は草地と山地が交互にあ

する。

り、ドゴエラからアルコルチン王府の間は砂漠も

まず、コース上の土地条件を把握するために図

広がっている。同様に、林西や赤峯などの都市周

（第 15 期生）
6
と図 7
（第 18 期生）
を作成した。コー

辺には農地利用もみられる。さらに第 15 期生の

ス図では主要都市の位置のみを示し、縮尺も小さ

記録と同様、赤峯以南は山岳地帯となっているこ

いために局所的な土地条件は割愛した。

とが了解される。彼らは民船に乗りながら「大旅

第 15 期生のコースをみると、長春から開魯ま

行」を進めるのだが、赤峯を出発するとその両岸

ではおおむね草原地帯であり、都市の周辺には水

には切り立った岩山が続いていることが描写され

田や畑地もみられる。開魯から赤峯の間は砂漠で

ている。ただし、関内に入ると山はなだらかにな

あり不毛の大地が広がっているが、一部に池と草

り、やがて平野部に農地や集落がみられるように

地がありその周辺で放牧が行われていることがう

なるという。

かがえる。一方、赤峯以南は山岳地帯であること

つぎにルート上の悪路と大洪水について、彼ら

が分かる。このように第 15 期生による「大旅行」

がそれらに遭遇した場所を図 8（第 15 期生）と

記録を読み解くと、この地域の土地条件には、草

図 9（第 18 期生）に示した。

原、砂漠、山岳地帯というはっきりとしたコント

第 15 期生のコースでは、長春から開魯周辺ま

ラストがみられることが分かる。これを執筆した

での間で悪路に遭遇している。洪水も 南滞在中

書院生も、赤峯を過ぎると山地のなかを進むこと

と鄭家屯郊外の大罕で経験し、なかでも大罕での

図6

第 15 期「内蒙古班」コース上の土地条件
（第 15 期「内蒙古の旅」より作成）

図7
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図 8 コース上の悪路と大洪水遭遇地の分布
（第 15 期「内蒙古の旅」より作成）

図9

コース上の悪路と大洪水遭遇地の分布
（第 18 期「興安騎行」より作成）

それは清河が氾濫を起こしたために集落が丸ごと

できた。しかし、水位はますます増加して腰まで

飲み込まれる大災害であった。Ⅳ章でも紹介した

水に浸かったために衙門台へ急いで逃げたとあ

とおり、大罕の民家は土壁のものが大半であり、

る。その一方で、林西手前の大巴林王府では蒙古

洪水に遭うといとも簡単に倒壊してしまうのであ

人や在住の日本人たちが雨乞いをしている様子が

る。それだけに、
経済的な損失は大きなものであっ

紹介されている。この付近は砂漠地帯に近いこと

たといえよう。開魯では、遼河の氾濫のために荷

もあり雨が他のこの地域より少ないとも考えられ

車を雇うことができなかったことが述べられてい

るが、高粱畑や一部で水田もみられるように農作

る。図 6 と図 8 を対比してみると、ちょうど草原

物が育つ環境にある。日本人の薄氏が経営する水

地帯でこれらの被害に遭っていることがうかがえ

田もこの年は不作とあるが、この水不足も影響し

る。

ていると考えられる。このように、この地域は大

第 18 期生のルートでも鄭家屯から 南の間で

雨が降る一方で日照りも起こりやすく、また一日

悪路と洪水を経験し、林西では大雨により道路が

のうちで晴れと雨を繰り返しているように気候が

川に化したことが述べられている。赤峯直前では、

不安定であるといえる。

班員の原田氏の馬が首まで埋まるほどの泥地を通

このような大雨や悪路の被害に遭遇した理由

過しているが、大雨のために一時的に泥地になっ

は、この地域が夏雨地域に属し、1 年間の降水量

たのか、そもそも湿地帯なのかは不明である。鄭

のほとんどが夏季に集中することにある。書院生

家屯と 南の間にある衙門台に到着する前に経験

たちは 7 月前後に上海の東亜同文書院を出発する

した大雨は、突然の雷鳴とともに降り出し、平原

ことになるので、このルートを選ぶ者たちは大雨

のなかにいたために逃げ場を失った状態になった

や洪水に遭遇することになるのである。その一方

が、偶然にも建物を見つけ出して避難することが

で、昼夜の気温差は大変大きく、とくに砂漠地帯
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を移動する際はことのほか大変だといえる。班員

食物に関する情報を地図上に落とした図 10 をみ

たちの何名かが「大旅行」の途中でリタイアして

ると、大連、奉天、長春、 南で米が食べられ、

いるが、第 18 期の湯畑氏は雨に濡れたことによ

赤峯でも一部流通しているという。このように大

り体調を崩し、早朝の寒気にあたり余計それが悪

都市では米が消費されていることが分かるが、日

化したために赤峯に留まらざるを得なくなったよ

本人がこの地域に多く入り込んで来ていることも

うに考えられる。現在の旅のように快適な交通手

影響しているように考えられる。 南以南では粟

段も少ない時代、旅行者たちは自らの足や馬・ロ

や高粱がおもに消費され、
「炒米」という粟粒を

バに乗って移動するだけにダイレクトに地域の気

油で炒った食品には砂粒も多く入っており、班員

象条件や気候の影響を受けたのだといえる。なお、

たちは食べるのに相当苦労している様子がうかが

ケッペンの気候区分によればこの地区は湿潤大陸

える。奥地でも都市部などでは比較的これらの食

性気候（Dfa-b）に属すこともあり、冬期の移動

糧を手に入れることができたが、そこ以外では馬

も困難を伴う。

賊の襲撃とともに食糧不足が懸念され、書院の先

続いて、第 15 期生「内蒙古班」の「旅行経過
表」

(32)

の「食物」と「言語」の項を用いて、ルー

輩や現地人から「大旅行」の続行を止めるよう何
度も忠告を受けている。

ト上の主要都市のそれらの状況をみていくことに

第 18 期生の原田氏は「蒙古旅行に就いて」の

したい。なお「旅行経過表」は、巻末に旅程線上

なかで、「昔習を墨守」し、「農耕の危険なる業に

の都市の概況やそこでの宿泊場所、都市と都市の

従はんよりは伝来の牧畜を業とし」(33) ていると述

間のルートの様子などがまとめられているもので

べているように、農業を営まない蒙古人は遅れて

ある。

いると考えている。しかし近年発表された既存の

図 10 コース上の主要都市における主食の種類
（第 15 期「内蒙古の旅」巻末の「旅行経過表」より作成
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研究では、栄養学の観点から乳製品を中心に、肉

他方、都市の周辺などでは高粱が栽培されてい

類と小麦粉を使った食品を消費している現在のモ

ることが両班の記録からうかがえる。ホイットル

ンゴル国の遊牧民の合理的な食生活が紹介された

セーらの研究成果を整理した山本正三が作成した

り (34)、いわゆる外蒙古における牧畜システムは従

農牧業地域の区分図をみると、この地域はほぼ「ア

来指摘されてきたような自然環境への適応のみで

ジア式畑作農業」地域となっている (36)。
「アジア

なく、社会の変化に対応しているという意味で社

式畑作農業」地域のうちの寒冷地域では、小麦、

会環境にも積極的に適応していることが明らかと

綿花、粟、高粱が作られているが、両班の記録か

なっている

(35)

。蒙古人やラマ僧（彼らも蒙古人）

らもこのことを確認することができる。東北大平

たちが、牛などの家畜から得られる乳とその加工

原の大部分は「豊富な腐植質を含む、厚くて優れ

品や羊肉などを食している様子は両班の記録にも

た団粒構造をもつ「黒い大地」に覆われて」(37) い

みられ、雑穀と組み合わせた食事をしていること

ることから、土地や土壌の観点からみれば農業に

が述べられている。彼らの生活は地域の風土に適

適している地域であるといえるものの、先述した

応し、既往研究で指摘されているように栄養学的

ような気候や気象条件に大きく左右されるために

にみても欠陥がないのであれば、
「農耕の危険な

安定的な農業は困難であるといえる。

業」を無理に行わなくてもよいといえる。なおこ

最後に「言語」に関する情報を地図上に落とし

の「大旅行」記録に登場する雑穀（牧畜地帯で食

た図 11 をみると、大連、奉天、長春では日本語

べられるもの）は、第 18 期生の「大旅行」記録

が通じるとともに、奉天、長春では満州語も話さ

に登場するような漢族の行商人などから物々交換

れていることが分かる。農安では、
「満州語土語

で手に入れている可能性もある。

交り」(38) であるという。その他の地域の大部分で

図 11 コース上の主要都市における言語の種類
（第 15 期「内蒙古の旅」巻末の「旅行経過表」より作成
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は官話が通じ、鄭家屯から赤峯の間では蒙古語し

は、漢族がラマ教を駆使して蒙古人を頽廃させた

か通じない地域も見受けられる。このように、多

という両者の関係性は読み取れず、むしろそれぞ

くの地域で官話が通じ、書院で中国語を勉強した

れの要素が個別に働いた結果であると考えること

彼らなら現地の人たちとコミュニケーションをと

ができる。

ることが可能であるが、
「大旅行」記録にも登場

漢族の流入はまた、蒙古人の生活を困窮させ、

するように蒙古語しか通じない地域ではそれを解

そのことがやがて蒙古人の反漢意識の形成につ

するガイドを雇う必要があり、蒙古人とのコミュ

ながったとされ、パプチャップ（バボージャブ、

ニケーションに苦労している様子がうかがえる。

1875̶1916）のような反漢蜂起の指導者が生まれ

また別の見方をすれば、満州語や蒙古語が使われ

た (43)。日本側の一部は彼を利用し、満蒙独立を企

る地域に官話が侵入してきているという意味で、

てたということも知られている（第二次満蒙独立

この地域の漢化が進んでいると捉えることもでき

運動）。第 18 期生の「大旅行」記録にみられるよ

る。

うに、彼は林西の戦いで亡くなったが、班員はそ

このことに関し、筆者は以前、1908 年と 1910
年に内蒙古の包頭から帰化城（現在のフフホト）

の活躍をたたえている。
その他、表 1、2 の「土着文化」の項を用いて

周辺を「大旅行」した班の記録を読み、
「蒙古人

蒙古人の生活文化などをみることもできるが、筆

の領域に漢族が入り込み、ラマ教を巧みに利用し

者はそれを詳しく説明する知識を持ち合わせてい

ながら蒙古人を駆逐し、生活文化を漢化させ、蒙

ないので割愛したい。

古人からはかつての獰猛さや武勇は感じられなく
なった」(39) と述べたことがあるが、Ⅳ章でみたよ

（3） 小括

うに両班の「大旅行」記録からは漢族が入り込ん

本章では、内蒙古東部地域を「大旅行」した

で来ている様子はうかがえるものの、そのような

第 15 期生および第 18 期生「内蒙古班」の記録を

ことはあまり感じられない。しかし、第 18 期生

用いて、彼らの関心事項を確認したうえで、1910

の原田氏は「蒙古旅行に就て」のなかで、「蒙古

年代におけるこの地域の地域像を描こうとした。

地帯と雖も大体の所は支那人入込み、為に土語に

彼らは第 6 期や第 8 期の書院生たちに比べ、筆者

(40)

苦しむの必要なく」 、
「支那人接触の蒙古人は

が設定した各項目をくまなく記録しており、なか

事大猜忌狡猾粗野にして蒙古人の欠点と支那人の

でも「地形・自然環境」や「気象・気候」
、
「土着

欠点とを併せ有する実に嫌ふべきものなり。接触

文化」に関しては詳細な記述がみられる。

地方の変化の激烈なること甚しく、蒙古は既に蒙
(41)

古に非ずして支那なり」

と述べているように、

また、彼らの記述内容から地域情報をピック
アップし、数枚の地図を作成してみると地域像が

彼らも少なからず漢化を感じ取り、蒙古人の気質

より鮮明に浮かび上がってきた。一般的に東北大

の変化を嘆いている。また、
ラマ教に関しても、
「蒙

平原と呼称されるこの地域は夏雨地域であり、そ

古人中最精神の腐敗せるものは喇嘛僧」であり、

れを利用した畑作農業や、草原地帯では牧畜が行

「ラマは教旨を忘れ惰落破戒言語に絶す。想ふに

われているが、土地条件に関する情報を拾い出し

蒙古人今日極度の疲弊此の教の致す所なるは論を

てみると、草原、砂漠、山岳地帯（山地）と明瞭

(42)

とし、蒙古人を変化させた諸悪の根源

なコントラストをみせ、それぞれに応じた人間活

はラマ僧にあると考えている。その堕落が旧習を

動が行われている。ときに夏季には豪雨に見舞わ

守り続けることにつながり、それが蒙古人を農業

れ、そこに悪路を生み出すが、ルート上の北部地

に向かわせない背景だという。これらの記述から

域でそれが顕著にみられる。そのあたりは草原地

待たず」
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帯であり、豪雨に見舞われると一面湖と化してし

り、マクロ・スケールだけではなくメソ・スケー

まうほどである。

ルやミクロ・スケールで地域の姿を確認すること

奥地では高粱や粟が食べられ、既存の地域区分

ができる。議論の小括はⅣ章の最後にまとめたの

に似合った農業が行われている。また、草原地帯

で詳しくは述べないが、地形条件には草原、砂漠、

では牧畜が行われ、環境に調和した生活が営まれ

山地という明瞭なコントラストがあり、そこで生

ている。しかし、夏雨地帯といえども雨乞いの祈

活する人々は気候や気象が不安定ながらも地域に

願をするほどの干ばつに見舞われる地域もあった

似合った生業を営んでいる。また、蒙古地域では

り、一日のうちで天気が変わりやすいなど、自然

漢化が進行しており、ラマ僧の腐敗とともに彼ら

相手の生業を営むには不安定な要素も多い。

の気質を変化させているといえる。

言語に関しては広い範囲で官話が通じるもの

したがって、内蒙古東部地域でも、①変化に富

の、蒙古人が多い地域では蒙古語が中心に話され

んだ気候やダイナミックな自然、③漢化と蒙古人

ているといえる。満州語や蒙古語を話す地域に官

の気質の変化を認めることができ、一部であるが

話が入り込んで来ているという意味では漢化が着

②ヨーロッパ人宣教師、漢族の商人、日本人が入

実に進んでいるといえ、蒙古人に関しては漢化と

り込んで来ていること (45) も彼らの「大旅行」記

ラマ教の腐敗により彼らの姿は変わりつつあると

録からうかがえる。

いえる。そのことはまた、パプチャップのような
指導者を生み出す背景にもなったのである。

Ⅵ

今後は、
「拡大期」を脱した 1920 年代に行われ
た内蒙古の「大旅行」の記録を読みすすめ、当
時の地域情報を分析するとともに、1900 年代や

おわりに

1910 年代のそれと比較していきたい。さらに関

本論では 1910 年代に内蒙古東部地域を巡検し

連文献も読みすすめながら「大旅行」記録の内容

た第 15 期生および第 18 期生「内蒙古班」が記し

の検討も行い、当時の時代背景や社会の変容など

た「大旅行」記録を用いて、その記述内容を確認

にも注意を払いながら、内蒙古における地域社会

するとともに、2 つの班員たちがどのような事物

システムの変容を描き出していきたい。

に関心を持ったのかを検討してきた。また、文中
に記された地域情報をもとに地図を作成し、1910

[ 付記 ]

年代の内蒙古東部地域の地域像を明らかにした。

本論を草するにあたり、ご指導を頂いた藤田佳

彼らは出身県の近い者や気の合う者同士でグ

久教授と、折に触れてアドバイスを頂戴した武井

ループを作り、
「大旅行」に挑んでいるが、この
時期は「大旅行」の拡大期

(44)

の後半にあたり、

義和氏に感謝する次第である。
なお、一部において差別的な文言がみられるが、

多くの地域情報を積極的に記録している。彼ら

資料的価値を考えてそのまま引用した。しかし、

が残した記録を使うことにより、断片的ながらこ

筆者はそのような差別を是認しておらず、早急に

の地域の地域像を浮かび上がらすことが可能であ

それが解決されることを望んでいる。
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(5) 高木秀和（2008）：「東亜同文書院生による「大旅行誌」を用いた 20 世紀初頭の寧夏・内蒙古の地誌的研究
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̶（2006）：『東亜同文書院大旅行誌 11

利渉大川』、愛知大学・雄松堂出版。
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̶（2006）：『東亜同文書院大旅行誌 13

粤射隴游』、愛知大学・雄松堂出版。

(11) 古川清行（1955）：「第十五期生の回想」、滬友会・編『東亜同文書院大学史』、204−207 頁。
(12) 前掲 11、205 頁。
(13) 前掲 11、206 頁。
(14) 前掲 9、207 頁。
(15) 滬友会・編（1982）：「第十五期生銘々伝」、『東亜同文書院大学史

−創立八十周年記念誌̶』、450−452 頁。

(16) 前掲、15。
(17) 藤野進（1955）：「春秋三十五年（第十八期生の記録）」、滬友会・編『東亜同文書院大学史』、212−217 頁。
(18) 前掲 11、206−207 頁。
(19) 前掲 17、213 頁。
(20) 前掲 10、211 頁。
(21) 前掲 10、206 頁。
(22) 前掲 10、206 頁、211 頁。
(23) 滬友会・編（1982）：「第十八期生銘々伝」、『東亜同文書院大学史

−創立八十周年記念誌̶』、462−466 頁。

(24) 前掲 10、目次。
(25) 前掲 10、巻末 18−20 頁によると、上海−南京−漢口−石家荘−（中略）−包頭鎮−帰化城−大同−
張家口−北京−天津（主要都市のみ記載）となっている。
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(27) 章立てを確認すると赤峯出発後に「行路難」という項目があるが、写真と記述内容を検討すると、この写真
は 南出発後に写されたものだと考えられる。
(28)「白音他来」という表記もあるが、ここでは「拉」に統一する。
(29) 前掲 10、211−264 頁。
(30) 前掲 4、120 頁。前掲 5、289・293 頁。なお、前稿では「気象その他」という項目を設定して両者を同一の欄
で整理したが、本論では分けて整理する。
(31) たとえば、前掲 1、2、6 のほかに以下の論考があげられる。
藤田佳久 (1995)：「『中国を歩く』を読み解く」、『東亜同文書院・中国調査旅行記録

第二巻

中国を歩く』、

801−841 頁、愛知大学・大明堂。
(32) 前掲 9、巻末 8−10 頁。なお、第 18 期生のそれはⅡ章 2 節の最後に記した理由により検討することができない。
(33) 前掲 10、261 頁。
(34) 石井智美（2003）
：
「遊牧−農耕とのかかわり」、原田信男・編『食の文化フォーラム 21

食と大地』、66−87 頁、

ドメス出版。
(35) 小長谷有紀（2007）
：
「モンゴル牧畜システムの特徴と変容」、
『E-journal GEO』2(1)、34−42 頁、日本地理学会。
(36) 山本正三作成「農牧業地域」、二宮書店編集部・編 (2000)：『詳解現代地図』、8 頁、二宮書店。
(37) 高橋満（1997）：「自然のすがた」、小島晋治ほか・編『中国百科

改訂版』、12 頁、大修館書店。

(38) 前掲 9、巻末 8 頁の記述による。
(39) 前掲 4、123 頁および、前掲 5、292 頁。
(40) 前掲 10、255 頁。
(41) 前掲 10、258 頁。
(42) 前掲 10、259 頁。
(43) 中見立夫（1990）：「バボージャブ」、国史大辞典編集委員会・編『国史大辞典

第 11 巻』、660−661 頁、吉

川弘文館。
(44) 前掲 31 の藤田佳久（1995）、803 頁。
(45) 前掲 39 のまとめを省略して記述。
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〈論文〉

東亜同文書院の中国語教育について

愛知大学非常勤講師

はじめに

石田卓生

が刊行され、さらに未完成に終わったものの戦後
刊行された愛知大学『中日大辞典』5 へとつながる

1901年（明治34）から1945年（昭和20）まで上

辞典編纂の活動も行われていた 6。

海で教育活動を行った東亜同文書院は、その教育

その卒業生たちは、外務省内で「支那ニ於テ殊

課程の指針を示した「立教綱領」において、「日

ニ対支第一線ニ於テ活動スル機関ノ中堅層中同文

本学生。以清英言語文章。及中外制度律令。商工

書院出身者ノ如何ニ多キヲ占メ居ル」7、と報告

務之要。
〔日本の学生には、清英の言語文章、及

される活躍をみせたが、その際に東亜同文書院で

び中外の制度律令、商工務の要を以てす。
〕
」、
「特

学んだ中国語が大きな力となっていたことは想像

課此輩以清国言語文章。制度律令商工務之要。
〔特

するに難くない。

1

に此の輩に課するは清国の言語文章、制度律令と

そうした中国語の使い手を養成した東亜同文書

商工務の要を以てす。
〕
」 、と繰り返し述べてい

院の中国語教育については、学校の制度や組織と

るように中国の「制度律令」
「商工務」を学ぶこ

いう側面からの研究や 8、
『華語萃編』
『華語月刊』

とと共に「言語文章」すなわち中国語教育を重視

という教材の研究などから 9、戦前期における日

していた。

本の主要な中国語教育機関の一つとして位置づけ

2

学内では中国語教科書『華語萃編』が学年毎に

られるなど一定の評価を得ている 10。しかし、教

初集から四集まで編まれ授業で使用されていたし 3、

育課程や教材は学校から学生に与えられる学習環

中国語についての教育、研究雑誌『華語月刊』4

境なのであり、その把握がそのまま授業などの学

「立教綱領」松岡恭一編『日清貿易研究所東亜同文書院沿革史』
（上海、東亜同文書院学友会、1908 年）40 頁。尚、
〔……〕
内は引用者、また旧字体は新字体に改めた。以下同様。
2
前掲「立教綱領」、44 頁。
3
『華語萃編』初集、1916 初版発行、1917 年再版、1919 年３版、1921 年４版、1925 年訂正５版、1927 年訂正６版、
1928 年 訂 正 ７ 版、1930 年 訂 正 ８ 版、1931 年 ９ 版、1933 年 10 版、1934 年 11 版、1935 年 12 版、1936 年 訂 正 13 版、
1938 年 14 版、改訂版初集 1940 年 17 版（東亜同文書院大学華語研究会発行）、改訂版初集 1942 年全訂版（大同書院発
行）、改訂版初集 1942 年 18 版（東亜同文書院大学華語研究会発行）、改訂版初集 1943 年 19 版発行（東亜同文書院大学
華語研究会発行）。このうち内容についての改編は、1925 年訂正版、1940 年改訂版、1942 年全訂版（大同書院発行）で
ある。『華語萃編』二集、1924 年初版、1925 年再版、1926 年３版、1930 年訂正４版、1931 年訂正５版、1933 年改訂６
版、1934 年７版、1935 年８版、1938 年 9 版、1940 年訂正 11 版、1942 年訂正 12 版、1944 年訂正 13 版。『華語萃編』三集、
1925 初版、1932 年版、1934 年再版、1933 年改訂版、1935 年再版、1938 年３版、1939 年４版。1937 年に第６版が出た
とも伝えられるが詳細不明『東亜同文書院大学史』（滬友会、1982 年、268 頁）。『華語萃編』四集、1933 年初版、1934
年再版、1938 年３版、1939 年４版、1940 年５版。
4
『華語月刊』、東亜同文書院支那研究部華語研究会、1928-1943 年。東亜同文書院の研究機関支那研究部の中国語専門部
署である華語研究会によって発行された中国語研究、教育雑誌。同研究会会員である中国語教員による論文をはじめ、
東亜同文書院の試験問題、解答を掲載した。
1
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と熱意には今でも頭が下がる。14

習実態をあきらかにするものではないだろう。
本文では、先行研究であきらかにされてきた東
亜同文書院の教育環境の中で、教員がどのように

このように東亜同文書院で教えられていた中国

中国語を教授していたのか、また学生がどのよう

語は、学校所在地の上海では話されていない北京

に学んでいたのか、といった中国語教育の実態を

官話であった。1937年（昭和12）、東亜同文書院

考察する。

の北京移転が検討された際、外務省当局が上海と
北京を比較して、
「北京ハ支那語習得ト支那文化

1．北京官話教育

研究ニハ便利ナル」15、と述べているように、中
国のただ中で中国語を学べるといっても、上海に

東亜同文書院に学び、卒業後に母校の中国語教
員となった鈴木択郎

11

は、東亜同文書院の中国語

教育とそれを取り巻く上海の言語状況について次

あることは北京官話学習についてのみいえば殊更
優れた立地とはいえなかったのである。
では、北京官話を教育することにとって最適と
はいえない上海で、どうして東亜同文書院は活動

のように語っている。

したのだろうか。
〔東亜同文書院で学んだ中国語を上海で使う

東亜同文書院の直接の前身は南京同文書院であ

機会は――引用者〕あまりなかったね。し

る。1900年（明治33）5 月南京に開校したが、義

かしわれわれは標準語、北京語でやればね、

和団事変の騒乱を避けるため同年 8 月には上海に

たいていわかってくれるんだからね。向こ

移り、翌年 5 月上海南郊の高昌廟桂墅里に新校舎

うからの言うのがわからないわけ 12

を開いた。これが同年 8 月に改称して東亜同文書
院となった。

鈴木の後輩であり同じく母校で教壇に立った坂

南京同文書院の規模は小さく、凖備された科目
は中国語、時文（中国の現代文語）、英語、法律学、

本一郎 13 も同様のことを述べている。

経済学だけであった 16。その中国語教育について、
只町のことばは上海語等の方言一色で北

学生であった内藤熊喜は次のように述べている。

京語は一度も聞いた事がなく、その点甚だ
物足りなかった。外部で北京語に近いこと

秀才の王という南京の人が毎日二時間語学を

ばが聞けたのは、 官話福音堂

教えた 17

だけで、語

り手は外人の宣教師、その中国語の流暢さ
愛知大学中日大辞典編纂処編『中日大辞典』中日大辞典刊行会、1968 年。
東亜同文書院では 1933 年（昭和 8）から中国語辞典編纂を目指し、鈴木択郎、熊野正平、野崎俊平、坂本一郎、影山魏、
岩尾正利、内山雅夫、山口左熊、木田弥三旺、金丸一夫、尾坂徳司と中国人講師 8 名によって井上翠『井上支那語辞典』（文
求堂書店、1928 年）を下敷きにしつつ語彙蒐集が行われ、日本敗戦時には語彙数 7 − 8 万語、約14万枚のカードとなっ
ていた。戦後、それら資料は中国に接収されていたが、1954 年（昭和 29）に文化交流の一環として日本中国友好協会
を通じて愛知大学へ付託され、同大の『中日大辞典』編纂に利用された（鈴木択郎「編者のことば」前掲『中日大辞典』）。
7
「東亜同文書院北支移転問題ニ就テ」「2．一般（16）同文書院ヲ北京へ移転問題 昭和十二年十二月」JACAR（アジア
歴史資料センター）Ref. B05015340900（第 11 画像）東亜同文書院関係雑件第四巻（H.4）（外務省外交史料館）。
8
六角恒廣『中国語教育史論考』不二出版、1989 年。邵艶「近代日本における中国語教育制度の成立」『神戸大学発達科
学部研究紀要』第 12 巻第 2 号、2005 年。
9
今泉潤太郎「東亜同文書院における中国語教学」
（『愛知大学国際問題研究所紀要』第 103 号、1995 年）、松田かの子「官
話教科書『華語萃編』の成立に関する一考察」（『藝文研究』第 80 号、慶應義塾大学、2001 年）、同「『華語月刊』と東
亜同文書院の中国語教育」（『藝文研究』第 88 号、2005 年）。
10
六角、前掲書、84 頁。
5
6
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王が南京人であったとするような記述に注目す

な中国語となる傾向が強まり 20、日本においても

れば、ここで教えられていたのは北京官話でなか

1876年（明治 9）東京外国語学校で北京官話教育

った可能性が生じる。このことについて、東亜同

がはじめられるようになると南京官話教育は急速

文書院の初代院長根津一 18 は学生の中国語学習状

に廃れていったのである。こうした情勢の中で、

況を報告する中で興味深いことを述べている。

南京官話を教授する南京同文書院の中国語教育は
当時の主流から外れるものであったといえる。

第一期生〔南京同文書院々生――引用者〕ノ

しかし、南京同文書院の中国語教育は、1900

支那語ノ教授ハ南京ニテ一応官話ヲ練習シタ

年 5 月に第二代院長に就任した根津の下で校舎を

ル上之レヲ土台トシテ北京官話ヲ練習セルガ

上海へ移した時期に北京官話へと切り替えられ

為メニ其進歩甚ダ遅々タリシガ第二期〔東亜

た。前掲の根津による東亜同文書院学生の中国

同文書院第 1 期生――引用者〕ヨリハ清語教

語学習状況の報告とあわせて考えると、この転換

師ハ総テ満洲人ヲ北京ヨリ傭聘シテ之ガ教授

には根津の存在が大きく関わっていたと思われる

ヲ為サシメタレバ斯クノ如ク大進歩ヲナシタ

し、また彼がかつて運営に参画していた日清貿易

ルナリ

研究所（1890 − 1894）が、やはり上海において

19

北京官話教育を行っていたことから、その影響を
なまじ南京で「官話」つまり南京官話を習った

受けたことが推測される。

がために、かえって「北京官話」学習に支障をき

この日清貿易研究所は、中国での諜報活動経験

たしたということは、南京同文書院では北京官話

もある荒尾精 21 によって設立された対中国貿易の

が教えられていなかったことを示す。前掲内藤の

実務者養成を目的とした商業学校である。当然、

回想とあわせて考えれば、そこでは南京官話が教

中国語習得が重視されており、陸軍派遣で北京に

えられていたのであろう。

留学した経験をもつ御幡雅文 22 が北京官話を教え

しかし、当時の日本における中国語教育とは北
京官話を教えまた学ぶことであった。

た。この研究所において上海では話されていない
北京官話が教えられることになったのには二つの

江戸時代から明治初期にかけて日本人が学ぶ中

要因が考えられる。

国語といえば南京官話のことであったが、トーマ

一つには、荒尾、根津、御幡といった幹部が陸

ス・ウェードの北京官話教科書『語言自邇集』
（1866

軍関係者であったということである。陸軍内では

年）の登場以降、北京官話が外国人の学ぶ標準的

北京官話が教えられていた。例えば、御幡自身が

鈴木択郎（1898−1981）栃木県出身。東亜同文書院第 15 期生、商務科。東亜同文書院教授、同大学教授を経て愛知
大学教授。戦後、愛知大学中日大辞典編纂処編『中日大辞典』（中日大辞典刊行会、1968 年）の刊行に尽力した。
12
前掲「鈴木択郎氏に聞く」愛知大学五十年史編纂委員会編『大陸に生きて』風媒社、1998 年、24 頁。
13
坂本一郎（1903−1996）大分県出身。東亜同文書院第 20 期生、商務科。東亜同文書院教授、同大学専門部教頭。戦
後は神戸市外国語大学教授、関西大学教授として中国語教育に従事した。
14
坂本一郎「自叙」
『中国研究−経済・文学・語学』久重福三郎先生坂本一郎先生還暦記念行事凖備委員会、1965 年、165 頁。
15
「在支邦人教育機関設立ニ関スル件」「2．一般（16）同文書院ヲ北京へ移転問題 昭和十二年十二月」JACAR（アジア
歴史資料センター）Ref.B05015340900（第 89 画像）東亜同文書院関係雑件第四巻（H.4）。尚、北京移転問題に関しては、
拙文「東亜同文書院の北京移転構想について」（『中国研究月報』第 63 巻第 2 号、中国研究所、2009 年）を参照のこと。
16
『東亜同文書院大学史』滬友会、1955 年、22−23 頁。
17
「内藤熊喜回想記」大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』滬友会、1982 年、81 頁。
18
根津一（1860−1927）。甲斐の人。陸軍軍人（最終階級少佐）、教育家。陸軍士官学校旧 4 期卒業後、陸軍大学校第 3
期入学（中退）。日清戦争従軍後、東亜同文会幹事長と東亜同文書院院長を兼任した。
19
「春季大会記事」『東亜同文会報告』第 68 回、1905 年 7 月 26 日、45−48 頁。
20
高田時雄「トマス・ウェイドと北京語の勝利」狭間直樹編『西洋近代文明と中華世界』、京都大学学術出版会、2001 年。
11
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陸軍の中国語教官であり、荒尾はその教え子であ

すことに不自然さはない。このことは、科目設定

る 。そうした彼らにとって北京官話は教えるべ

からもうかがい知ることができる。前述したよう

き中国語として選択肢の第一となったであろう。

に南京同文書院が凖備した科目に商業系のものは

二つ目は、彼らが方言の混在する中国での北京官

なかったが、それに対して「日清貿易研究所第 1

話がもつ汎用性を理解していたと考えられる点で

学年学科予定表」と「東亜同文書院 3 年制学科課

ある。荒尾は北京官話を学んだ後に中国現地で活

程表」
「東亜同文書院 4 年制学科課程表」に示し

動していたし、御幡はまず南京官話を学んだ後に

たように商業に関わるものが設定されている 25。

北京官話へと転じたしたという学習歴をもってお

中国語教育についても、根津は東亜同文書院に御

り 24、共に身を以て中国の言語状況を体験してい

幡を招聘しているし、その他にも高橋正二 26、青

るのである。

木喬 27 という日清貿易研究所卒業生が中国語教員

23

そして、彼らと日清貿易研究所を運営していた
根津が、そこでの経験を東亜同文書院運営にいか

となっており、やはり日清貿易研究所の影響をみ
ることができる。

荒尾精（1859−1896）。尾張の人。陸軍軍人（最終階級大尉）、教育家。陸軍士官学校旧第 5 期。陸軍参謀本部より派
遣され中国に入り情報収集任務にあたり、後に上海に日清貿易研究所を開設した。日清戦争直後の台湾に渡るが病死し
た。
22
御幡雅文（1859−1912）。長崎出身。東京外国語学校漢語学科、陸軍参謀本部派遣北京留学。熊本鎮台や上海の日清
貿易研究所の中国語教員と務め、日清戦争の従軍通訳、台湾総督府翻訳官を経て三井物産上海支店勤務。前掲「内藤熊
喜回想」（92−93 頁）、六角「御幡雅文 上海の語学の達人」（『漢語師家伝』東方書店、1999 年、168−169 頁）、鱒沢彰
夫「御幡雅文伝考」（早稲田大学中国文学会『中国文学研究』第 26 期、2000 年）、同「御幡雅文伝考拾遺」（『中国文学
研究』第 27 期、2001 年）。
23
井上雅二『巨人荒尾精』佐久良書房、1910 年。
24
六角恒廣「御幡雅文――上海の語学の達人」『漢語師家伝』東方書店、1999 年。
25
「日清貿易研究所生徒第 1 学年予定表」「東亜同文書院科目表」。ともに松岡恭一編『日清貿易研究所 東亜同文書院
沿革史』（東亜同文書院学友会、1908 年）に基づき作成した。
26
高橋正二（1870−1936）福岡県出身。1886 年福岡県立久留米中学校卒業、東京英学校、日清貿易研究所で学ぶ。通訳
官として日清戦争従軍。三井物産合名会社香港支店勤務を経て東亜同文書院、久留米商業学校、九州帝国大学、九州医
学専門学校で中国語を教える（中村彰夫「在清見聞録」第一経済大学経済研究会編『第一経大論集』第 9 巻第 1-2 合併号、
1979 年）。
27
青木喬。福岡出身。日清貿易研究所に学ぶ。日清戦争中は清国内で諜報工作に従事した（『東亜同文書院大学史』滬友会、
1982 年、264 頁）。
21
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日清貿易研究所生徒第 1 学年学科予定表
『日清貿易研究所東亜同文書院沿革史』（上編 43-44 頁）より。
前半季学年
前期

後半季学年
一週
時間

後期

一週
時間

前期

一週
時間

後期

一週
時間

清語学

会話口授

12

会話口授

12

会話口授

12

会話口授

12

英語学

綴字 読本
会話口授

6

綴字 読本
会話口授
習字

6

会話

6

会話
書取

6

商業地理

亜細亜ノ部

3

亜細亜ノ部

3

支那ノ部

3

支那ノ部

3

支那商業史

太中古ノ部

3

太中古ノ部

3

中世ノ部

3

中世ノ部

3

簿記学

単式

2

単式

2

単式

2

複式

1

和漢文學

読書
輪講

1

読書
輪講

1

読書
輪講

1

読書
輪講

1

作文

通信文
記事文

2

通信文
記事文

2

報告文
契約文

1

報告文
契約文

1

商業算

和算

3

和算

3

洋算

2

洋算

2

経済学

経済原論
貿易論

1

法律学

法律原論
日本商法

1

習字

楷書

1

商務実習

楷書

習字

作文

1

楷書

1

行書

1

日清両国
度量衡用法
日清貿易品研究

3

日清貿易品研究
日清各種商業ノ
組織及営業ノ方
法

6

研究所模形ノ実
践、商会ノ実習

8

臨時講義

貿易上ノ心得

1

貿易上ノ心得

1

貿易上ノ心得

1

貿易上ノ心得

1

柔術体操

古式

6

古式

6

古式

6

古式

6

兵式

40

兵式

43

兵式

44

兵式

48 ＊

＊後半季学年後期一週時間の合計は「47」となるが、本表では原文のまま「48」と記した。
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東亜同文書院 3 年制学科課程表（1908 年）
（数字は各科目一週あたりの時間数）
『日清貿易研究所東亜同文書院沿革史』（下編 54-58 頁）より。
政治科

商務科

1年

2年

3年

倫理

1

1

1

清語

11

10

英語

7

7

清国政治地理

2

清国商業地理

1年

2年

3年

倫理

1

1

1

10

清語

11

10

10

7

英語

7

7

7

清国政治地理
2

法学通論

2

経済学

2

2

財政学

2

憲法

2

清国商業地理

2

法学通論

2

経済学

2

財政学

2

経済政策

2

2
商業学

民法

2

1

民法
商品学

刑法

2

2

2

2

2

商法

2

国際公法

2

国際私法

1

行政法

商法

3

国際法

2

2
2

清国近時外交史

2

清国制度律令

2

2

2

漢文

1

1

1

商業算術

1

1

1

簿記

1

1

1

清国制度律令

2
2

2

1

1

清国近代通商史
漢字新聞

2

2

清国商品学

近代政治史

2

1

1

漢文尺牘
31

32

1

漢字新聞

1

漢文尺牘

34

1

1
33

34 ＊

37

＊商務科 2 年一週授業時間合計は「33」となるが原文のまま「34」記した。
備考 政治科、商務科ともに上記科目以外に「実地修学旅行」が課せられている。また、上記以外に「政治学」
が課せられていたようである（『日清貿易研究所東亜同文書院沿革史』下編 68 頁）。

220

◦ 1232 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
東亜同文書院の中国語教育について

東亜同文書院 4 年制学科課程表（1921 年）

倫理及哲学概論
憲法及法学通論
民法
商法
国際法
経済原論第一部
経済原論第二部
商業政策
貨幣論
統計学
商業通論
銀行及金融
外国為替
交通論
保険論
商工経営
貿易実務
簿記
会計学
商業算術
珠算
商業地理
商品学
支那制度律令
支那経済事情
支那史
支那時事問題研究
心理及論理学
漢文
支那時文及尺牘
支那語
英語
体操
工業政策
取引所論
倉庫論
支那経済史
選 商工心理
択 社会学
科 経済学史
殖民政策
目
財政学
工業概論
支那思想史
商事関係法
計

1年
1 学期 2 学期
1
1
2
2

1

1

2

2

3

3

1
1
4

1

1

1

1

1

1

1

9
5
2

9
6
2

34

34

4

『東亜同文書院大学史』（滬友会、1982 年、132-133 頁）
（「総時数」欄以外の数字は各科目一週あたりの時間数）
2年
3年
4年
総時数
1 学期
2 学期
1 学期
2 学期
1 学期
2 学期
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
4
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
6
2
2
2
2
2
3
0.5
4
3
3
3
1
2
2
2
2
4
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
6
9
9
6
6
6
6
30
5
5
6
6
5
5
21.5
2
2
2
2
1
1
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34
34
40
40
40
40
136
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2．中国語教育の実態

て中国語を教えていることから目標言語（学習対
象の言語）を教える際に媒介語（学習者の母語）

中国語教育が重視されていた東亜同文書院の教
育課程においては、当然それが占める割合はきわ

を用いない直接法（Direct Method）的なもので
あったようにみえる。

めて高かった。このことは開学時の一週の総授

一般に直接法はヒアリングやスピーキングの機

業時間の三分の一程度を中国語が占めていたこと

会が比較的多くとれるものの語彙や文章の意味が

からも窺い知ることができる（前掲学科課程表参

正確に伝わりにくいとされる。これを補うため媒

照）。しかし、それだけでは授業の実態をつまび

介語による解説が加えられる手法がとられること

らかにすることはできない。授業時間数の多少は

があるが、中国人教員と日本人教員が協力して授

制度上の事柄であり、そこで実際どのような教育

業にあたる東亜同文書院はまさにそのような手法

がなされていたのかという内容まではとらえるこ

をとっていたのである。

とはできない。

この東亜同文書院で中国語を学んだ人物に魚返

1915年（大正４年）に入学した鈴木択郎は、1
年では同校編纂の『華語萃編』初集、2 年では中

善雄 30 がいる。彼は中国語を学び始めた頃の感想
を次ように述べている。

級者向けの『官話指南』
、3 年では上級者向けの
『北京官話談論新篇』を教科書として用いたと言

はじめて耳にしたとき、そのあまりに音楽

い 、その授業の様子については次のように語っ

的な調子に面くらわされた中国の話しことば

ている。

にも、17、8 の若いたましいと柔軟な運動神

28

経はすなおについてゆくことができた。だが、
語学だけじゃなかったですかねえ、
〔第15期

なんとまあ設備のわるい語学分野であろう。

生一学年103人を――引用者〕二組にわけた

有るものはただ素材としての会話を漢字で記

のは。〔中略〕中国語は、中国人の先生と、

録した教科書ばかりである。それらを、清朝

日本人の先生が、必ず二人一緒に来たですね。

生き残りの

中国人の先生は読むだけでね、一年生の場合

生が、アヘンの切れかかった声で読みあげて

は。二年生になると中国人の先生がだいたい

ゆくのであった。31

秀才

とか

監生

という老先

講義するんです。意味を説明してくれて、そ
れを日本人の先生がもう一ぺん訳す。それか

校名こそあげていないものの、
「17、8 の若い」

ら今度は、その後四年制度ができてからは、

とあることから、彼が東亜同文書院に入学した当

四年生に対しては、日本人は説明しないんで

時のことを述べていると思われる、文中の教科書

すね。

には彼が東亜同文書院で使った『華語萃編』初集

29

が含まれているに違いない。
『華語萃編』初集に
この教授法は、最上級生に対して中国語を使っ

は文法に関する記述はなく、たしかに会話の素材

前掲「鈴木択郎氏に聞く」、23-24 頁。尚、東亜同文書院は 1901 年入学の第 1 期生から 1920 年（大正 9）入学の第 20
期生までは 3 年制、専門学校に昇格した 1921 年（大正 10）の第 21 期生から 4 年制となっている。
29
同註、23-24 頁。
30
魚返善雄（1810−1966）。大分出身。第 26 期生（中退）。言語学者、中国文学者。東大などで中国語を教えた。在学
中より中国語に優れていたようで、当時の魚返について坂本一郎は、「2 年生で実に流暢に話す学生がいたが、その人が
後年若くして東京で有名になった魚返善雄博士であった。」（坂本、前掲文、172 頁）と述べている。桜木敏光『東大万
年講師魚返善雄文学博士の生涯』（2006 年）に詳しい。
31
魚返善雄「三十三年華語夢」『書報』5 月号、極東書店、1958 年。
28
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東亜同文書院の授業風景（『東亜同文書院卒業写真帖』第 25 期、1929 年）
中国語の授業風景であろう。教壇の中国服姿が中国人教員、洋服姿が日本人教員と思われる。

集以上のものでないが、それは『官話急就篇』と

一応自信があったが、語学的に考えて見る

いった戦前の日本の中国語教科書全般にみられる

とわからぬことばかりで、英語のリーダー

ものであり『華語萃編』初集だけの問題ではない。

の巻一を中国語に訳そうとしても、それさ

ここで東亜同文書院自体の問題として注目される

えできなかった。32

のは、魚返が中国人教員に対して好意的とはいえ
ない感想を抱いている点である。
「読み上げてゆ

坂本は在学中に弁論大会で中国語の演説をした

く」だけの姿は、まるで今日の音声教材の役割し

り、卒業時には一流銀行への学校推薦をうけたり

かなかったかのようである。

した優秀な学生であり 33、その中国語は東亜同文

鈴木や魚返と同じく卒業後は中国語教育に従事

書院中国語教育の成果の典型といってよい。その

することになった坂本一郎は、卒業直後の中国語

ような彼が、中国語について「聞く」
「話す」
「読む」

の力を次のように自己評価している。

はできるものの「語学的」にはわからない、とは
一体どういうことなのであろうか。

中国語は聞くことと話すことと読む方には
32
33

東亜同文書院の中国語教育を考える上で、
『華

同註、170 頁。
坂本、前掲文、168−169 頁。
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東亜同文書院教職員室（『東亜同文書院卒業写真帖』第 25 期、1929 年）
中国服姿の中国人と思われる教員と洋装の日本人と思われる教員たちが見える。

語萃編』
、『華語月刊』といった教材や関係者の

を収録した『支那語試験問題解説』35 には次のよ

回想とともに参考となるのが試験問題である。試

うに紹介されている。

験は普段の学習成果を測るために行われるのであ
り、当然そこには授業でのねらい或いはその実態

本院に於ける華語日訳試験の方法は、聞取

があらわれるだろう。

即訳にして、原文を文字に表はして訳さし

この学校の中国語の試験問題は昭和期のものが

むるが如き方法を採らず、希くは読者諸氏

残っており 、それをみるに全学年とも「日語華

此点に留意し、本書中の問題を見てその難

訳」「華語日訳」
「黙写」という出題形式が基本と

易を即断さるるが如きことなく、出来得べ

なっていた。
「日語華訳」は日本語を中国語に訳

くは、聴取の方法によりて、更に一段の玩

すもの、「黙写」は予め提示され覚えておいた中

味習熟あらんことを。36

34

国語の文章を書くものである。もう一つの「華語
日訳」は聞き取った中国語を直接日本語に訳すと

『支那語試験問題解説』には、「華語日訳」問題

いう形式をとっていた。東亜同文書院の出題問題

と「日語華訳」問題がそれぞれ「初級上編」「初

34
東亜同文書院の中国語試験の一部は、東亜同文書院華語研究会編『支那語試験驗問題解説』
（上海、1938 年）と『華語月刊』
（第 3、4、10、11、13、15−16、30−31、34 号）に収録されている。
35
東亜同文書院華語研究会編『支那語試験問題解説』東亜同文書院支那研究部、1934 年初版、1938 年再版。
36
前掲『支那語試験問題解説』、凡例 1 頁。
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級下編」「高級編」の難度別に収められているが、

（初級下編）

ここでは各編の第一問と最終問の二問ずつを引

【六三】

く。

若看高大的樓房，熱鬧的街道，買賣的興旺，
上海本是一個頂好的地方兒；但看綁匪强盜閙

「華語日訳」

的利害，人情的輕佻，倒是一個頂壞的地方兒。

（初級上編）

［註］

【一】

○「利害」といふ意味の場合「害」を重く読む。

這旣是頭等房，別的屋子自然是比這個還不濟

［譯］

了，我們還是將就着住這兒罷；若不然，到別

利害は必ず相連つてゐるものです、何事にせ

家去看看罷。

よ利があれば害を伴つて居ります、人は利害
を見分けられれば結構です。39

［註］
○「旣是」―であるからには、例『旣
是這麽樣兒，咱們再想別的辦法吧』。

【一五九】

○「還不濟」は「還不如」
、まだ劣つて

歐洲近代文明最大的原動力，可以推原於產業

ゐる。

革命，就是舊生產方法的破壞與新生產方法的

○「將就着」間に合はして、
がまんして。

成立。

［訳］

［訳］

これが上等の室だといふからには他の

欧州近代文明の最大の原動力は産業革

室は勿論これには及ばないだらうから、

命すなはち旧生産方法の破壊と新生産

吾々はがまんしてここにとまらう。さ

方法の成立と云ふことに帰することが

うでなければ他の家へ行つて見やう。

出来やう。40

37

（高級編）

【六二】
那间屋子，因为是坐南朝北，所以在冬天，一
點陽光也得不著，非常的冷，並且也陰的很。
［註］

【一六〇】
他的性格兒太蔫乾了，遇見甚麽急事，他自己
有他一個老準兒似的，每每就把事情給躭擱的

○「坐南朝北」南側に在つて北向きに

不能辦成；再者與人定約，往々失信，回頭人

建てられたる家。

家一說他，他還這麽一拉大皮子；甚而至那份

○「陰的很」大変に陰気である、
この「陰」

兒煙不出火不燼的，就連個響屁也放不出來。

はこの場合去声に読む。

［註］

［訳］あの部屋は北向きだから、冬は
チツトも日が当たらなくて馬鹿に寒く、
その上非常に陰気だ。

○「蔫（nien1）乾」グヅな、はきはきせぬ。
「蔫」は草等がしほれる事。
○「老準兒」きまり、是非せねばなら

38

ぬきまり。
37
38
39
40

同註、1 頁。
同註、30 頁。
同註、31 頁。
同註、88 頁。
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○「躭擱」後らせる、やりしくじる。

一個靑天白日的日子了。本來一個國家與其社

○「說他」彼を叱る、彼に小言を言ふ。

會是並行發達的；惟獨在中國的場合則不然，

例『別嚷々，看爺々說你―喧ましく言

國民們都嚐到了苛歛誅求，淫威逼人，毫不

ふな、お爺さんから叱られるよ』

眷念民生的好滋味，可就漸漸兒的民心離反，

○「拉大皮子」厚かましく知らん顔を

無形之中相傳了一種各人自掃門前雪，與政治

する、恬として恥じぬ風をする。例『沒

不關痛癢的心。像這宗人聚集而造成的社會，

想到他那麽樣兒的人，會拉大皮子進跳

自然具有一種自力本願的心。所以中國的國家

舞場―あんな人が厚かましくもダンス

雖然始終反覆他的歷史毫無進步不是？可是

ホールに這入つ行くとは、ほんとに意

他的社會，以獨立來排擊障礙，居然能夠日新

外だ』
。

月異的發達，發揮種種特殊性來：這可值得去

○「煙不出火不燼的」はつきりせぬ様子、

研究的一點了吧。

例『你怎麽問他，
他總是煙不出火不燼的，

［註］

不說句乾脆的話―君がどんなに尋ねた

○「四不像」鹿に似た一種の獣の名。

所で、煮へたような煮へんような風で、

学名を麈といふ。馬でもなし、牛でも

はつきりした事を言はぬ』

なし、驢でもなし、鹿でもない、とい

○「響屁也放不出來」音のする屁も屁

ふ所からこんな名を附けられたもの、

らぬ、はきはきせずうんともすんとも

これより『得体の知れぬ』
『似てもつか

言はぬ、例『怎麽罵他，放佛聼不見似

ぬ』といふ意味に用ひられる。

的不放響屁』

○「好滋味」此場合は反語的の使ひ方で、

［訳］

辛い目、苦い味、苦い経験といふ意。

彼の性格はあまりグヅで、何か急な事

○「淫威逼人」淫りに暴威を振つて人

が起つても、自分にはせねばならぬき

を圧制する。

まりがあるかのように、何時も事が手

○「各人自掃門前雪」
『休管他人瓦上霜』

おくれになつて、駄目になる。其の上

と続く成語。（前題参照）42

人と約束すると、よく約を違へ、後に

○「不關痛養痛養を感ぜぬ、如何なら

小言をいふと、例の恬として知らん顔

うと自分等の知つたことではないとし

をし、酷い時には煙も出さず火も尽え

て無関心でゐる。

ぬようなはつきりせぬ態度で、うんと
もすんとも言はない。41

［訳］
中国の歴史を翻いて見れば、直ぐ判る
如く、三皇五帝の神話時代を除いては、
何れの朝（明朝、清朝等という場合の朝、
時代）と雖も一つとして得體の知れぬ

【二五〇】
翻開中國歷史，你就知道：除去三皇五帝的神

悪政府ならざるはなく、真に一日も太

話時代，那朝不是四不像的惡政府，可眞沒有

平の日なき有様である。本来一つの国

同註、89−90 頁。
「各人自掃門前雪、休管他人瓦上霜」。あげられている参照箇所には、「各人自ら門前の雪を掃き、他人の屋根の上の
霜に構ふなと言ふ我々支那の古い諺は、自分に関係の無い事にはあまり取り合ふなと教えたものである。」（前掲『支那
語試験問題解説』、166 頁。）とある。

41
42
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家と其の社会は並行して発達するもの

「說不定」等を用ひてよい。

であるが、唯独り支那に於ける場合は

○「値段が高ければ高い程 ·····」は「東

左様でない、即ち国民共は苛歛誅求、

西也是越好」。

暴威権力の圧制、毫も民生を顧みざる

○ 以 上 を 綴 り 合 せ て「 不 一 定 價 錢 越

（悪政）といつた憂目を嘗め尽くして来

……」とも「價錢越貴，不一定東西也

た、そこで漸次に民心は離反して、無

越好」、「價錢越貴的，不一定東西也是

形の中に各自自己を守るべし政治には

越好的」の如く「不一定を中に入れても」

我関せず焉といつた気持ちを相伝へた

又は「價錢越貴 ····· 那是說不定的」の如

のである。此の如き人の寄聚つて形造

くしても意義は大体同じである。

つて居る社会は、自ら一種自力本願の
気持を持つものである。故に支那の国

［訳］
不一定價錢越貴的，東西也是越好的。45

家は始終その歴史を反覆して、毫も進
歩を見せぬではないかと言はれるが、

（初級下編）

その社会は、独力を以つて障礙を排撃

【六〇】

し、意想外にも日進月歩の発達を続け、

教室の窓より見える左の支那語（口語）

種種なる特殊性を発揮してゐる、此点

1、そら。2、洋館。3、煙突。4、塀。5、森。

43

真に研究するに値する所であらう。

6、木の枝。7、木のこずえ。8、木のみき。9、
木の葉。10、野菜。11、農作物。12、墓。13、池。

「日語華訳」

14、れん瓦。15、屋根。16、家の棟。17、のき。

（初級上編）

18、窓。19、村。20、壁のすきま。
［訳］Ⅰ、天。2、洋房。3、煙筒。4、墻。

【一】
品物はまあいゝ方だが、只値段が少し高い。

5、樹林子。6、樹枝兒。7、樹梢兒。8、
樹梃兒，樹幹。9、樹葉兒。10、靑菜。

［註］
○「まあいゝ方だが」―「倒還不錯」

11、莊傢。12、墳。13、水池子。14、磚。

○「只」―「就是」
「不過」
「只是」。

15、 房 頂 兒。16、 房 脊。17、 房 簷 兒。

○「値段が高い」―「價錢貴」
「價錢大」。
、

18、窓戶。19、村莊兒。20、墻縫兒。46

［訳］
東西倒還不錯，就是價錢大一點兒。44

【一六五】
常節は何と云つても宣伝の世の中ですから、
そんなに大仕掛けにやつたら或は世間から

【五九】
値段が高ければ高い程品物がよいとは限ら

［註］

ぬ。

○「常節」は「現在這個時候」。

［註］
○「とは限らぬ」は「不一定」
「不能說」
43
44
45
46

大いに受けるかも知れない。

○「何つと云つても」は「無論怎麼說」。

前掲『支那語試験問題解説』、166−168 頁。
同註、169 頁。
同註、192−193 頁。
同註、194 頁。
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一途に旧約を株守せむとし、或はそれが条

○「大いに受ける」は「受熱烈的歡迎」。

約では解決出来ない問題であつても、強ひて

［訳］
現在這個時候，無論怎麼說，也還是甚

条約に依つてのみ解決しようとする為、反つ

麼都得仰賴宣傳的能力了；所以他這麼

て問題を紛糾激化せしめ、解決困難に陥るこ

大規模的一辦，或者要受社會上熱烈的

とが多い、然も尚条約に拘泥することが当然

歡迎也不一定呢。47

視される。従つて学者も亦外交の糟粕たる、
条約の羅列と詮索とに没頭するのみである。

（高級編）

然し外交といふものは必ずしもそんな型に

【一六六】

箝つたものではない。
［註］

やるならやるし、やらんならやらんで止しち
まへ、何の為にさうやる様なやらん様なハツ

○「株守する」は「墨守」、「株守」。

キリせぬことばかり言つてゐるんだ。

○「羅列」は「羅致」色色方方から蒐
めて来るといふ意故、
『羅』だけの意で

［註］
○「やるならやるし、
やらんならやらん」

『列』の意は無いが支那語としては、此

は「若辦就辦，要不辦就不辦」
（此場合

の場合むしろ此の方が当る。
（『羅列』
『羅

或は「拉倒」
、又は「吹」
、
「取消」など

致擺列』。等は此処では使へぬ）。

を用ふるもよい）

○「詮索」は「追索」、「追求」
［訳］

○「ハツキリせぬことばかり言ふ」も「竟
說」の次に「含糊」
「含混」
「含々混々」

在這個西歐的權利義務觀念成爲基礎的

「摸糊」
「曖昧不明」
「摸稜兩可」……的話」

現代，一提外交就要聯想條約；就是牠怎

或は「半推半就的不乾脆的話」など如

麼樣的不合乎實情。何等不利益，於將來

何様に譯すもよい。

反要留下禍根的，只要能夠訂條約，人都
視爲這場外交算是成功的似的；四面的形

［訳］
若辦就辦，若不辦就拉倒，爲甚麽竟說

勢就是如何變遷，一個條約即便露出牠的

那樣兒半推半就的不乾脆的話呢？ 48

不自然性和不完備的缺點來，他們還要一
味的墨守舊約；有時發生一件事不能按照
條約來解决的，他們還要勉强辦，反倒將

【二五〇】

47
48
49

西欧の権利義務観念が基礎になつて了つた

事糾紛激化，以致往往落得解决困難；尚

今日では、外交と言へば直に条約を想はせ

且人都以爲這樣拘泥條約是理之當然的：

る、条約さへ締結すれば、仮令それが如何に

因此一般學者也要埋頭苦幹的去羅致追

実情に即しないものでも、又は如何に不利

索所謂外交槽粕的條約；然而外交這一事

益なものでも、或いは反つて将来に禍根を

未必這麼合乎固定的形式了。49

残すものであつても、その外交は成功した

先にみたように東亜同文書院では直接法的な教

かに見做される。四囲の状勢が如何に変遷し

授法が採られていた。一般的に媒介語を用いない

ても仮令条約の不自然性不備を暴露しても、

直接法は、
「翻訳をしないので、目標言語で考え

同註、247 頁。
同註、248 頁。
同註、316−317 頁。
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る習慣ができる。
」50 と言われているが、聞き取

なものではなく、教科書や教員が提示するさまざ

りを重視しつつも中国語自体ではなく日本語への

まな表現をひたすら覚えていくというものなので

即時翻訳を行う「華語日訳」によっても評価を行

ある。それは、坂本が「聞くことと話すことと読

うことからは、あくまで日本語で考えることを主

む方」について自信を抱いたように、実用的とい

としている傾向をうかがうことができる。つまり、

う点においては大きな効果をみせた。しかし、
『華

東亜同文書院のそれは今日いうところの直接法と

語萃編』に文法面についての記述がないことや鈴

はねらいが大分異なっていたといえよう。

木の回想にある教授法への反省にもあらわれてい

このような授業においては、教科書を「読みあ

るように、坂本が述べた「語学的に考えて見る」

げてゆく」だけの中国人教員に対して、その日本

という視点から中国語を捉えて教える姿勢はなか

語訳を示す日本人教員の果たす役割は大きなもの

ったといえる。

となる。しかし、当の鈴木自身の評価は、
「初学

上記に挙げた鈴木、坂本、魚返、石田は、後に

者にていねいな説明をするというような点におい

中国語の専門家となった人物であり、その他多く

ては、だいぶ配慮が欠けてると思うんですがね。

の学生と比べればやや特別な見方となるかもしれ

51

ない。では、中国語プロパーとはならなかった一

ときわめて低い。このことについては、鈴木、坂

般の学生は、どうような感想を抱いていたのだろ

本、魚返と同じく東亜同文書院卒業後に中国語教

うか。

〔中略〕現在とはやっぱり、教え方も粗雑だった」

師となった石田武夫

52

が次のように述べている。

藤田佳久氏が行った同校卒業生へのアンケー
ト調査 54 の中に「書院における中国語教育のす

教科書の初集を丸暗記していなければ、二年

ぐれている点」という質問がある。この設問に対

生から四年生までの、中国系の先生の中国語

する最多回答は、
「寮内で上級生による発音練習」

による教科書の講義がまるで理解できなか

（46/311回答）というものであった。これは「念書」

った。理解できない時は、中国系の先生の傍

と呼ばれていた音読練習のことである。注意しな

らにおられる日系の先生に聞けばよいよう

ければならないのは、これが学校規定の教育活動

なものだが、実際問題として限られた時間内

ではないということである。

では、そうしたタイミングは見つけ出せなか
ったものである。53
ここにあらわれる授業の光景は、教員が一方的
に講義していくものであり、くわえて日本人教員
と中国人教員の連携は決して良いとはいえない。
東亜同文書院の中国語の授業とは、
中国語で「考
える」ことを促したり、また訓練したりするよう
高見澤孟『新・はじめての日本語教育 2；日本語教授法入門』アスク語学事業部、2004 年、151 頁。
前掲「鈴木択郎氏に聞く」、51 頁。
52
石田武夫（1907 生）。香川県出身。東亜同文書院第 26 期生、商務科。建国大学教官、塾頭を経て戦後は京都大学嘱託、
滋賀大学教授、福井工業大学教授として中国語教育に従事した。
53
石田武夫「同文書院における中国語教育の独自性」『滬友』第 58 号、滬友会、1990 年、44 頁。
54
藤田佳久「東亜同文書院卒業生の軌跡」『同文書院記念報』Vol.9、愛知大学東亜同文書院大学記念センター、2001 年。
50
51
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東亜同文書院の課外学習の風景（『東亜同文書院卒業写真帖』第 25 期、1929 年）
「念書」の様子を撮影したものであろう。校内の中庭などで音読練習が行われた。

新入生は入学してからの一学期の間ほど 55、学

ったことを示しているのではないだろうか。

生によっては12月頃まで 、朝30分程度、夕食後

中国人教員による授業でのヒアリングの機会

にも 1 時間半から 2 時間程度、上級生に発音指導

があっても、50人余りという多人数講義ではスピ

を受けたり、あるいは自分で教科書の音読練習を

ーキングの練習が十分に行うことができなかった

行ったりした 。鈴木択郎は「確かにあの方法は

と思われる。そして、この問題点を補うのが「念

いいと思うんです」 と評価しており、正課に準

書」であったのであろう。もちろん、それは日本

ずるものとして学生に行わせたと語っている。

人同士あるいは学生個人の発音、朗読練習なので

56

57

58

しかし、教員が指導するわけではない課外学習

あり、教科書の文章を暗記しなめらかに話すこと

「念書」が、卒業生へのアンケートで東亜同文書

ができるようにはなっても、それがそのまま中国

院中国語教育の特徴として評価をうけていること

人との中国語でのコミュニケーション訓練とはな

は、授業だけでは解決されない教授上の問題があ

らない。

鈴木択郎は念書が行われた期間について、「四月に入ってきて夏休みまでは一生懸命やるが、夏休み後は、あまり夏
休み前ほどじゃなくなるね。」、と述べている（前掲「鈴木択郎氏に聞く」、25 頁）。
56
坂本一郎は、
「毎日朝と晩テキストを百回位読んでいた。この伝統は終戦まで続き熱心な者は 12 月になっても 院子
の電灯の下で夜遅くまで 念課本 をしていた。」（坂本、前掲文、165 頁）、と述べている。
57
藤田、前掲文、29 頁。
58
前掲「鈴木択郎氏に聞く」、25−26 頁。
55
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こうした問題を抱えつつも、東亜同文書院の

た旅行を実行し得る中国語の力を培うことは、学

中国語教育は中国で活動し得る人材を輩出して

生にとって単なる課程中の一科目の学習を超えた

いく。前掲の藤田アンケートの「書院在学中の中

身近で切実な課題であったに違いない。また、
「大

国語マスター状況」という項目では、378回答中

旅行」においてどこで何を調查するのか、といっ

229回答が中国語習得について肯定的評価をして

た具体的な目的が設定されることにより、必要と

おり、これに「一部だけ」しか習得できなかった

なる表現もある程度は想定できたはずであり、漠

とした90回答を加えると全体の 8 割が中国語習得

然と中国語を学ぶよりも実用的な表現の習得が目

について成果があったことを認めている 。中国

指され、同時に効果的に学習できたのではないだ

語の専門家である鈴木と魚返から厳しい評価をう

ろうか。

59

けるような中国語教育が、一方では良好な成果を

つまり、この「大旅行」と組み合わされること
によって、もともと学習意欲が高い学生の中国語

上げているのはどうしてなのだろうか。
その要因としては、まず東亜同文書院が中国で

学習の動機付け、学習内容が明確化され、結果と

活動するための人材養成を目的として設立された

して良好な成果をもたらしたと考えられるのであ

という性格上、入学者自身の中国語学習意欲がも

る。

ともと高かったという点があるだろう。それに加

そして、
「大旅行」での中国語によるさまざま

えて重要な要因として考えるのが「大旅行」60 と

コミュニケーションという実践を通して、学生は

呼ばれる課程の存在である。

自身の学習成果あるいは現状を実感することがで

「大旅行」とは東亜同文書院で課せられていた

き 62、それが前掲坂本のような客観的な自己評価

フィールドワークのことで、卒業年次の学生は 7、

を促し、個人よってはさらなる学習意欲へともつ

8 名からなるグループ毎に夏季の 2、3 カ月ほど

ながったのであろう。また、
「大旅行」実施以前

の間、中国各地の社会、経済、文化などを調査し

から規模は及ばないもののその原型といえる活動

た。平時の授業は、坂本一郎が戦後の神戸外国語

が行われており 63、同様の効果があったと推測さ

大学と比べて「神戸外大中国学科に法経商と中国

れる。

事情の課目をふやしたようなもの。
」 、と述べた
61

東亜同文書院の教育課程の中で、引率者もなく学

3．語学的研究とそれにもとづく新たな中国語教育

生だけで中国を「大旅行」するというのは、きわ
そうした東亜同文書院の中国語教育は、卒業生

めて特徴的なものであった。
当然、学生にはこれを実行しうる中国語の力が

の一人である倉田俊介氏 64 が、
「中国人と同じよ

求められることになる。当時の中国は政治的にも

うに中国語は使えなかった。」65、「しゃべっても、

社会的にも混乱しており、そこを学生だけで旅行

分かってくれたのかくれないのか分からない」66、

することは危険をともなうものであった。そうし

と述べたような限界がありつつも、同時に、
「面

「書院在学中の中国語のマスター状況」について、
「マスターできた」28 名、
「まずまず」106 名、
「なんとか」95 名、
「一
部だけ」90 名、「できなかった」33 名、「不明」22 名（藤田、前掲文、36 頁）。
60
「大旅行」については、藤田佳久氏の『東亜同文書院中国大調査旅行の研究』（大明堂、2000 年）などの研究に詳しい。
61
坂本、前掲文、165 頁。
62
東亜同文書院で学んだ中国語が「大旅行」中どの程度通用したのかということについて、前掲藤田アンケートによれば、
回答数 163 に対して、
「大体通じた」77 回答、
「十分通じた」13 回答、
「官吏には十分通じた」3 回答、
「どうにか通じた」
13 回答という肯定的なものが半数以上を占めている（藤田、前掲「東亜同文書院卒業生の軌跡」、42 頁）。
63
「大旅行」は第 5 期生によって 1908 年から実施されているが、規模こそ異なるものの第 1 期生から中国国内での旅行
がすでに行われている（藤田佳久『中国との出会い』第 1 巻、大明堂、257−276 頁）。
59

231

◦ 1243 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

白いもんだなあ、同文書院の北京官話というのは

えるようになることが中国語の上達なのだと考え

全国に通ずるんだな。
」 、というような実務的に

ていたのである 73。ここには中国語がどのような

使える中国語の能力を育んだ。それは前掲坂本の

言語なのであるのか、というような語学的な関心

「聞く」「話す」
「読む」はできるが「語学」とし

はことさらなく、自分が必要とする表現をひたす

ては自信がないという自己評価を生じさせたよう

ら習得していくという実用的な視点しかない。さ

な実用面をとりわけ重視した教育の結果である。

らに茂木が卒業後に東亜同文書院の助教授に就き

このことは教材にもあらわれており、
『華語萃

後輩の指導にあたっていることを考えれば 74、そう

編』の実体は会話例文集であったし、東亜同文書

した中国語観こそが東亜同文書院の中国語であっ

院が発行した中国語教材の多くも実用的な表現を

たといえるだろう。

67

集めた例文集であった 68。

しかし、1918年（大正 7）に東亜同文書院が中

こうした実用重視の傾向をもつ中国語教育は、

国に関する研究を行う支那研究部 75 を設置して研

東亜同文書院のごく初期からみられるものであ

究機関としても発展していくにしたがって語学的

る。

な視点からの中国語への取り組みがみられるよう

1902年（明治35）入学の第 2 期生である小路真
平

になる。支那研究部内におかれた華語研究会所属

は、450句の「常言」つまり諺

の中国語教員によって、中国語辞典の編纂作業が

に関する用例文とその対訳を収録した中国語教材

すすめられるなど中国語研究が本格的に行われる

69

と茂木一郎

70

『北京官話常言用例』 を驚くべきことに在学中
71

ようになったのである。

に執筆しているのだが、該書の目的について、
「説

支那研究部紀要『支那研究』や華語研究会機関

話を華麗にし明亮にし且其意義を強からしむる」

誌『華語月刊』誌上に発表された研究成果には、

、と述べている。つまり、著者は多くの諺を使

もちろん会話や実用文書の例文蒐集的なものもあ

72

64
倉田俊介（1921−）愛知県出身。刈谷中学校卒業、1941 年（昭和 16）東亜同文書院大学入学（第 42 期）。1943 年
（昭和 18）学徒出陣、中国各地で参戦。日本敗戦後は日商産業株式会社（現日商岩井）勤務。また、1976 年（昭和 51）
には東亜同文書院卒業生同窓会組織滬友会幹事に就任（倉田俊介述「私の東亜同文書院大学時代」『同文書院記念報』
Vol.17、愛知大学東亜同文書院大学記念センター、2009 年）。
65
倉田、前掲文、40 頁。
66
同註、27 頁。
67
同註、28 頁。
68
青木喬『支那時文類編』（東亜同文書院、1918 年 4 月）、同『支那時文類編』（東亜同文書院、1928 年 3 月）、青木喬『現
代支那尺牘教科書』（発行者、発行時期記載なし。「第二学年岡村正文、大正十年第二学年二学期より」との筆記あり）、
同『現代支那尺牘教科書全』
（東亜同文書院、1924 年 5 月）、清水董三『北京官話旅行用語』
（東亜同文書院、1925 年 3 月）、
熊野正平『北京官話旅行用語』
（東亜同文書院支那研究部、1925 年 3 月初版、1933 年 12 月改訂 5 版、1936 年 3 月改訂 6 版、
1941 年 4 月 9 版）、福田勝蔵『商業尺牘教科書』（東亜同文書院支那研究部、1933 年 2 月）、福田勝蔵編『商業応用文件集』
（東亜同文書院支那研究部、1934 年 4 月）。このうち『北京官話旅行用語』以外は書面語の用例集である。
69
小路真平（1883−1921）徳島県出身。東亜同文書院第 2 期生、商務科。天津中和洋行、大倉商事勤務（前掲『東亜同
文書院大学史』1982 年、406 頁）
70
茂木一郎（1884−1966）群馬県出身。東亜同文書院第 2 期生、商務科。三菱商事に入り、天津、漢口、横浜各支店長。
日本ソルデチット会社常務取締役を経て中支那振興調査部長、中華塩業公司顧問（前掲『東亜同文書院大学史』1955 年、
172 頁）。
71
小路真平、茂木一郎『北京官話常言用例』文求堂書店、1905 年。
72
同註、3 頁。
73
『北京官話常言用例』自体が東亜同文書院で使われたという記録はないものの、『華語萃編』以前に東亜同文書院で使
用されていた御幡雅文『華語跬歩』にも「常言」と題する章があることから「常言」を用いた練習が学内で行われてい
たようである。
74
山口啓三「追憶」『滬友』第 22 号、滬友会、1967 年、4 頁。
75
東亜同文書院支那研究部、1918 年（大正 7）に設置された中国研究を行う学術研究機関。その研究成果は、『東亜同
文書院支那研究部パンフレット』や紀要『支那研究』上に発表された。大学昇格後は東亜研究部と改称された。
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るが、次にあげるような発音や音声、文法、方言

程樸洵「北平話音声与腔調児之変化」
第 55、57 − 58、64、67 号、1936 −

など語学的な内容のものも数多い。

1937 年。
（音声・発音関係）

坂本一郎「支那語動詞の具体性」
『華語

志鋼「中華国語標準音的問題」
『華語月

月刊』第 81 号、1939 年。
鈴木択郎「拉丁化中国新文字」
（其一）

刊』第 2 号、1928 年。
志鋼「華語標準音助詞『啊』的随韻衍声」

−（三）『華語月刊』第 85 − 87 号、
1940 年。

『華語月刊』第 3 号、1928 年。
熊野正平「華語破音弁」
（一）−（三）
『支
那研究』第 16 − 17、20 号、1928 −

鈴木択郎「拉丁化新文字か注音符号か」
『華語月刊』第 88 号、1940 年。
坂本一郎「北京語第二声と日本字音」
『華

1929 年。
志鋼「中華国音字母底制定与公布」
（上）
（下）
『華語月刊』第 5 − 6 号、
1929 年。
熊野「助詞『的』の紐音化に就いての
言語学的音声学的研究」
『華語月刊』
第 5 号、1929 年。

語月刊』第 94 号、1941 年。
坂本一郎「入声と北京四声」
『華語月刊』
第 95 号、1941 年。
内山正夫 76「支那語音声学研究の必要性」
『華語月刊』第 97 年、1941 年。

康友「重念の研究」
（一）−（六）『華
語月刊』
第 6 − 11 号、
1929 − 1930 年。
志鋼録「中華国音字母小史」
『華語月刊』
第 7、9 号、1929 年。

坂本一郎「北京語第五声」
『華語月刊』
第 98 号、1941 年。
内山正夫「支那語音声研究の態度に就
いて」『華語月刊』第 98 号、1941 年。

志鋼「華語声調問題」
『華語月刊』第 10
− 11 号、1929 − 1930 年。

鈴木択郎「ㄈㄨのㄨの音」
『華語月刊』
第 100 号、1941 年。

志 鋼「 中 国 国 語 羅 馬 字 之 制 定 」
（一）
−（六）
『華語月刊』第 12 − 17 号、
1930 − 1931 年。

内山正夫「四声に就いて」
『華語月刊』
第 100-101、105 号、1941-1942 年。
坂本一郎「日本語と四声」
『華語月刊』

斉勲「華語与漢字的声音変遷」
『支那研
究−−東亜同文書院創立三十周年記
念論文集』第 22 号、1930 年。

第 105 号、1942 年。
内山正夫、仲子（鄭仲和）「『語調』に
ついて」
『華語月刊』第 108-109 号、

志鋼「
『石』和『千』的語音」
『華語月刊』
第 18 号、1931 年。

1942 年。
編輯「内山先生の『語調について』」
『華

志鋼「関於『石』字的読音」
『華語月刊』
第 19 号、1931 年。

語月刊』第 111 号、1943 年。
木田弥三旺「北京語の四声変化に関す

熊野正平、関宗瓉「華語破音弁」（一）
−（三）
『華語月刊』第 29 − 32 号、
1933 − 1934 年。

る一考察」
『華語月刊』第 112-113 号、
1943 年。
「支那語音韻組織表」『華語月刊』第 117

内山正夫は内山雅夫のことと思われる（松田かの子、前掲「『華語月刊』と東亜同文書院の中国語教育」、155 頁）。内
山雅夫は東亜同文書院第 34 期生、戦後は愛知大学教授となっている。
76
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（一）−（六）
『華語月刊』第 76 − 82 号、

号、1943 年。
「本羅馬字表音式の約束事」
『華語月刊』

1939 − 1940 年。
熊野正平「接尾辞『児』に就いて−−

第 117 号、1943 年。
内山正夫「華語月刊の新羅馬字表音式」

関説『子』
『頭』」
『華語月刊』第 89 号、
1940 年。

『華語月刊』第 117 号、1943 年。

臨茫著、坂本一郎註「動字弁略」『華語
（文法関係）

月刊』第 94-95 号、1941 年。

熊野正平「支那語に於ける論理的範疇
と文法的範疇」
（一）−（二）『支那
研究』第 21、
38 号、
1930 − 1935 年年。
旭光「複音的形容詞」
『華語月刊』第

臨茫「副詞的区分」
『華語月刊』第 96 号、
1941 年。
仲一「文法雑記」
（一）−（三）
『華語月刊』
第 99 − 101 号、1941 年。
熊野正平「副詞性付加語の位置研究」
『華

14、16 号、1930-131 年。
鈴木択郎「陪伴詞の研究」
（其一）−（其
五）
『華語月刊』
第 24 − 28 号、
1933 年。
俊傑
「
『児』
字的研究」
『華語月刊』
第 24 号、

語月刊』第 100 号、1941 年。
山口左熊「臨別贈言」『華語月刊』第
104 号、1942 年。
山口左熊「雑俎会筆記」
『華語月刊』第

1933 年。
関宗瓉著、坂本一郎註「関於『你我他』

106-107、110-111 号、1942-1943 年。

的呼称」
『華語月刊』第 35 − 36 号、
（方言関係）

1934 年。
程樸洵著、野崎駿平註訳「有這麼樣兒

東亜同文書院支那研究部編『広東語声

幾種不合文法的中國話」
（其一）−（其

音字彙』東亜同文書院支那研究部パ

三）
『華語月刊』
第 45 − 47 号、
1935 年。

ンフレット、1926 年（未見）。

熊野正平「支那語研究瑣談−−接尾語

東亜同文書院支那研究部編『中国方言

『子』
と
『児』
の繊細なる意味上の異ひ」

音彙調查』東亜同文書院支那研究部

『華語月刊』第 48 号、1935 年。

パンフレット、1927 年（未見）。

熊野正平「支那語文法学序説」
『華語月

熊野「華語方言学概論」
『華語月刊』第
4 号、1928 年。

刊』第 50 号、1939 年。
鈴木択郎「初等華語拉雑集」
『華語月刊』
第 67 − 76、78、82、90、92 − 94 号、

影山巍「上海に於ける言語」
『支那研究』
第 18 号、1930 年。
坂本一郎「蘇州方言について」
『支那研

1937 − 1941 年。
熊野正平「被動式表現に用ひらる『被』

究』第 46 号付録、1937 年（未見）。

『叫』
『見』等の詞性に就いて−− K、

坂本一郎「江南平野の方言に就いて」

H 氏の質問に答ふ」
『華語月刊』第

（一）−（六）
『華語月刊』第 76 −
77、79 − 82 号、1939 − 1940 年。

72 号、1938 年。
熊野正平「簡易支那語文法講話」
（序説）

坂 本 一 郎「 研 究 旅 行 報 告

蘇州方言

−（三）
『華語月刊』第 72 − 73、75

字音及声調」
『支那研究』第 52 号、

号、1938 − 1939 年。

1939 年

坂本一郎「江南平野の方言について」
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「中国国語教育新聞」
『華語月刊』第 12 号、

究』第 54 号、1940 年。

1930 年。

坂本一郎「青島方言概説」
（一）−（三）

康友「国語教科書講義」
『華語月刊』第

『華語月刊』第 89 − 91 号、1940 年。

13-24、26-29 号、1930-1933 年。

坂本一郎「日本語に似た上海語」『華語

影山巍「支那の国語統一問題」
『支那研

月刊』第 93 号、1941 年。

究』第 27 号、1931 年。

坂本一郎「新聞雑誌で見受ける上海語」

志鋼「中国語的演化」『華語月刊』第

『華語月刊』第 96 号、1941 年。

18、20 − 23 号、19311932 年

坂本一郎「上海語重要語詳解」
（一）−

康友「『伝式教授法に就いて』を読む」
『華

（七）
『華語月刊』第 99 − 103、105、

語月刊』第 19 号、1931 年。

106 − 109、113 号、1941 − 1943 年。

王化著、坂本一郎註「我対於華語教学

坂本一郎「現代上海方音並に私案注音

的管見」
『華語月刊』第 32 号、1934 年。

音符号」
『支那研究』第 60 号、
1941 年。

程樸洵著、坂本一郎註「日本人之研究

坂本一郎「所謂国語と上海語」
『華語月

華語的容易疏神而錯誤的幾点」
（一）

刊』第 101 号。

−（六）『華語月刊』第 35 − 40 号、

坂本一郎「貴陽方言に就いて」
『華語月

1934 年。

刊』第 102 号、1942 年。

程樸洵著、鈴木択郎訳注「近四十年来

坂本一郎「貴陽方音に就いて」
『支那研

中華国語変化之大略」
（其一）−（其

究』第 61 号、1942 年。

六）
『 華 語 月 刊 』 第 48 − 50、52 −

坂本一郎「西安方言に就いて」
『華語月

54 号、1935 − 1936 年。

刊』第 106 号、1942 年。

坂本一郎「琉球の支那語」
『華語月刊』

坂本一郎「西安方言に就いて」
『東亜研

第 82 号、1940 年。

究』第 63 号、1942 年。

山口左熊「中国語変遷考」
（一）（
- 五）
『華
（中国語教育全般・その他）

語月刊』第 83-85、87-88 号、1940 年。
坂本一郎「多念・多聴・多説『多想』！」

清水董三『支那の国語統一問題』東亜

『華語月刊』第 92 号、1941 年。

同文書院支那研究部パンフレット、

山口左熊「言語への手引き」
『華語月刊』

1922 年。

第 100、102 号、1941-1942 年。

志鋼「中華国語教育底新設施」
『華語月

内山「中等学校支那語教育の実施状況

刊』第 4 号、1928 年。

に関する一調査」『華語月刊』第 106

康友「注音字母読本講義」/「新国音読本」

号、1942 年。

/「新国語読本」/「国語新読本講義」

木田「ハナシコトバとカキコトバ」
『華

/「国音新読本講義」
『華語月刊』第

語月刊』第 116 号、1943 年。

4 − 6、9 − 11 号、1928 − 1930 年。
志鋼「中国的新文学和国語」
『華語月刊』

こうした語学的な取り組みは研究という学術的

第 8 − 9 号、1929 年。
熊 三 児「 支 那 語 を 学 ぶ 者 の 為 め の 言

な面だけでなく教育活動においてもみることがで

語学浅学説」
『華語月刊』第 10 号、

きる。華語研究会の一員鈴木択郎が 1934 年（昭

1929 年。

和 9）に出した『標凖支那語教本初級編』77 は、
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文法的側面にも配慮がされている点が特徴的な教

同格賓語
吃 的
穿 的
住 的

科書である。その例言には次のようにある。
会話編に於ては主として学習者をして支那

主語
我們
我們
我們

述語
應該努力種
應該努力織
應該努力蓋

賓語
他
他
他

語の形態を知らしめ、作語の法則を会得せし
むるに意を注ぎ、之を十四の形式に帰納し、

【例】

一

一々文法表解を付したり。78

一

點心，買他兩毛錢罷。
一

一

這本書，我喜歡看他。
一

一

大自然，我們應該感謝他。

この「文法表解」全 14 項目の内、
（1）と（14）

一

一

像他那樣兒的人，管他幹什麽？

をみてみよう。

一

一

一

一

中國舊社會的女子有三從：從父，從夫，
一

【参考】文法表解（1）―正則一―
主語
花兒
太陽
人

述語
開
出來了
都睡覺了

從子。80
この教科書は旧制中学校、実業学校向けのもの
であり、東亜同文書院で使われたものではない。

79

しかし、教員である鈴木が中国語を教えるに際し
て文法面から理解させることを試みていることは

【参考】文法表解（14）―同格語あるもの―
支那語に於ける文の構成は以上に挙げた
十三の形式以外、同格語有る場合には次の二

注目されよう。なぜならば、それは勤務校での授
業にも反映されたものと思われるからである。
実際、東亜同文書院では文法についての授業が

種の構造を有する文がある。

行われていた。教員の一人熊野正平 81 が 1935 年（昭

一、同格主語あるもの。

和10）に出した中国語文法書『支那語構造の公式』82

同格主語 主
語 述語
補足語
空 氣
這個東西
是 一時也不能缺少的
太陽光
他
也是 如此

【例】

一

の自序で次のように述べている。

を思ひ立つたのは、も早七八年も以前のこ

一

電氣，他是很有用的。
一

私が斯ゝる支那語構造の型態公式の編成
とである。それは支那語がもと単音単綴語で

一

商業，他是我們的職業。

あって、語尾変化と云ふが如きものもなく、

王先生，他也很願意如此。

又従来の文法書に於けるが如く『詞』を本位

用功，這是很要緊的事情。

とせず、『語』を本位として考ふる時、成分

酒，這是害人 ( 一 ) 人的東西。

も極く僅かで比較的総合的処理に便利であ

一

一

一

一

一

ること等から思ひ着いたことであつた。
〔中

二、同格賓語あるもの。

略〕終にいよいよ此型態公式達成を志しその
業に従つたのである。而して其一部は既に数
鈴木択郎編『標凖支那語教本初級編』東亜同文書院支那研究部、1934 年 3 月初版、1934 年 5 月再版、1935 年 3 月 3 版、
1936 年 3 月 4 版、1937 年 2 月改訂 5 版、1938 年 6 版。
78
同註、例言 1 頁。
79
同註、32 頁。
77
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年来本院学生に課せる文法教課本に採録し、

の九者である。助詞は「語気」を表すのみで

殊に昨夏徳島県立光慶図書館主催の支那語

構文型態に内面的に関する所はない。従つて

講習会に講師として聘せられ、全く初学の講

特に其が為に公式数を増すことは省略に従

習生に此公式応用に拠る支那語教授を施し

つた。84

て予期以上の効果を収め得たる 83〔下線は引
用者〕

これらの用語によって中国語の構造が説明され
ていくのであるが、それがどのようなものである

下線部にあるように、熊野は「文法教課本」な

のかをその目次を引き参考に資す。

るものを用意していたという。教科書があるとい
うことは講義にも使用されていたに違いない。
「文

単句

法教課本」自体は未見であるが、上掲文によれば

基本型（一）主語…述語

『支那語構造の公式』の原型的なものであったと

基本型（二）述語…主語（基本型（一）、

思われ、これによって東亜同文書院の文法講義の

変格）

一端を知ることができる。

基本型（三）主語…述語…補足語

『支那語構造の公式』は中国語の構造を示すに

基本型（四）主語…述語…賓語

あたって、用語を次のように規定している。

基本型（五）主語…介詞…賓語…述語
基本型（六）介詞…賓語…主語…述語

本型態公式作成に当つて採られた成分は「語」

基本型（七）主語…述語…賓語…助動詞

を単位として

…補足語

1．主語

（人走）

基本型（八）主語…述語…間賓…直賓

2．述語

（人走）

基本型（九）主語…介詞…直賓…述語…

3．賓語（直接、間接）（ 我 吃 飯； 我 給

間賓

你 錢−錢＝直、賓，你＝間賓）

複成分単句

4．補足語

複句

（他是人）

5．形容詞性付加語（形、付）
（許多的

（一）並立句

人往西一直的走）

一、連詞を用ひざるもの

6．副詞性付加語（副、付）（許多的

基本型（主部…述部）＋（主部…

人往西一直的走）

述部）
二、後分句にのみ連詞あるもの

及び別に
7．介詞

（我把他打）

基本型（主部…述部）＋（連詞…

8．連詞

（我和他……）

主部…述部）

9．助詞

（人走了）

三、分句各々連詞を用ふるもの

同註、113−114 頁。引用文中の字の上に附いている「一」は重念（重読）を示す。
熊野正平（1989−1982）。徳島県出身。東亜同文書院第 17 期生、商務科。北京大学中国文哲学科修了。東亜同文書院教授、
同大学教授を経て 1942 年（昭和 18）より東京商科大学専門部に移り、後一橋大学教授、東亜学院院長、二松学舎大学教授。
経済学博士。著書に『熊野中国語大辞典』（三省堂、1984 年）『中国標準語教本』（三喜堂、1941 年）がある。
82
熊野正平『支那語構造の公式』東亜同文書院支那研究部、1935 年。熊野は後に『現代支那語法入門』語学文庫（三省堂、
1942 年）、
『現代中国語法入門』（三省堂、1948 年）、
『熊野現代中国語法論』（三省堂、1989 年）という文法書を著している。
83
熊野、前掲書、自序 1 頁。
84
同註、自序につづく頁番号が振られていない頁。
80
81
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基本型（連詞…主部…述部）＋（連

基本型

主部…述部…述部

詞…主部…述部）

六、子句が母句の賓語位に置かれ
たるもの

（二）主副句
一、副句前に置かれ主副句共に連

基本型

主部…述部…主部…述部

詞を用ふるもの

七、子句が母句の補足語の位置に

基本型（連詞…主部…述部）＋（連

置かれたるもの

詞…主部…述部）

基本型

主部…述部…主部…述部

二、
副句（その句首のみに連詞ある）
こうした項目からもわかるように、該書は整理

前に置かれたるもの
基本型（連詞…主部…述部）＋（主

された文法体系を提示している。自序の中で熊野

部…述部）

は、
「多念、多聴、多説」、すなわちたくさん読み、

三、副句（連詞ある）が後に置か

たくさん聞き、たくさん話す、ということのみが

れた

なされてきた中国語教育について、それも上達す

るもの

基本型（主部…述部）＋（連詞…

るためには必要不可欠なことではあるのだけれど

主部

も、「多思」つまりよく考えることも重要であり、

…述部）

四、副句（連詞無き）前にあるも

そのためにこの『支那語構造の公式』を著したの

の

だと述べている。
こうした視点に立って中国語を捉えようとする

基本型（主部…述部）＋（主部…

内容が中国語授業で講じられていた可能性が強い

述部）

ということは、東亜同文書院の中国語教育が開学

（三）子母句
一、子句が母句の主語の形容詞性

以来の実用表現の習得に偏ったものから変化しつ

付加語位に置かれたるもの

つあったことを示すものであろう。

基本型（主部…述部…介詞「的」）
おわりに

＋主部…述部
二、子句が母句の賓語の形容詞性

東亜同文書院の前身である南京同文書院では、

付加語位に置かれたるもの
基本型

主部…述部…主部…述部

当時すでに中国語教育の主流から外れていた南京

…的…賓語

官話が教授されていた。しかし、北京官話を教え

三、子句が母句の補足語の形容詞

ていた日清貿易研究所の幹部であった根津一が院

性付加語位に用ひられたるもの

長となったことから、上海に移転し東亜同文書院

基本型

が成立すると北京官話による中国語教育が行われ

主部…述部…主部…述部

ることになった。

…的＋補足語

そこでは中国人教員と日本人教員が連携する形

四、子句が母句の述語の副詞性付
加語位に置かれたるもの

で授業が行われていたものの一クラス 50 名前後

基本型

という多人数による講義形式であることから、
「念

主部…主部…述部…的＋

補足語

書」と呼ばれる課外学習によって発音、スピーキ

五、子句が母句の主語位に置かれ

ング練習が補われていた。これによって会話例文

たるもの

集ともいえる『華語萃編』や教員が紹介する表現
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を徹底的に覚えていくというきわめて実用的な学

劣らない」85 というこの学校独自のローマ字綴り

習が行われたのである。さらに、｢ 大旅行 ｣ と呼

を定めた矢先の突然なものであった。

ばれるフィールドワークによって中国語学習の動

その後も東亜同文書院は上海において教育活動

機付けが明確化されていたことも、この学校の中

を行ったが、再び中国語教育、研究を活発にさせ

国語教育の特徴である。

ることはできず1945年の日本の敗戦とともに解散

こうした実用的表現の習得に特化した教育は、

に追い込まれたのである。

東亜同文書院が教育機関として充実、発展してい

以上、東亜同文書院内の中国語教育に焦点をあ

くと共に次第に変化をみせはじめる。学内に中国

て考察をすすめてきた。しかし、同時期には学外

語専門の研究部門華語研究会が設けられ中国語辞

にも中国語教育や研究の取り組みがあったのであ

典の編纂や学術的な中国語研究が行われるように

り、そうした学外の動きと東亜同文書院のそれを

なると、『支那研究』や『華語月刊』といった同

相対化させることによって多面的に捉えることを

校発行誌には多数の中国語に関する研究成果が発

今後の課題の一つとしたい。

表され、同時に語学的な解説を付した鈴木択郎編

また、東亜同文書院中国語教育の敗戦後の動向

『標準支那語教本初級編』や、本格的な文法書で

も今後の課題である。この学校の中国語教育の象

ある熊野正平『支那語構造の公式』という従前の

徴ともいうべき『華語萃編』は会話例文集の体裁

例文集的教科書とは一線を画す新しい教材が出版

のままで終戦を迎えた。しかし、旧東亜同文書院

されるようになる。さらに、文法面を重視した中

教職員が設立に関与した愛知大学では『華語萃編』

国語授業が行われるようになった。こうした学内

が使用され、さらにその構成に倣いつつ新たに『中

での中国語研究、教育の発展は、ひたすら「多念、

文会話教科書』86 が編まれ 87、愛知大学だけでは

多聴、多説」するだけの東亜同文書院開校以来の

なく旧教員の赴任先の他大学でも使われたのであ

中国語教育にとって大きな変化をあたえ得るもの

る 88。このように東亜同文書院の中国語教育は戦

であった。

後においても存在していた。旧教職員が戦後も中

しかし、そうした動きは新たな中国語教育の可

国語教育、研究に従事していたことについては、

能性を示すだけものに終わる。学内は、
1937年（昭

すでに松田かの子氏が、
「東亜同文書院の研究・

和12）第二次上海事変での虹橋路校舎被災から学

教育に対する姿勢は、廃校後も個人レベルで受け

徒動員などの戦争の影響を受けるとともに、1939

継がれ、戦後の中国研究及び中国語研究・教育の

年（昭和14）の旧制大学昇格にともなう組織の改

歩みを支えて来た。
」89、と述べて東亜同文書院の

編整備などに迫られ、安定しているとは言い難い

中国語教育が現在にもつながる意味をもつことを

状況におかれるようになる。その中で中国語研究

示唆しているが、それらが戦後の中国語教育、研

の中心であった『華語月刊』はインフレと物資不

究の場においてどのような働きを為したのか、何

足の影響を受け1943年（昭和18）に第119号で休

が受け継がれたのか、或いは姿を消したのか等、

刊を余儀なくされた。それは、第117号で「簡単

より具体的に把握する必要があるだろう。

で解り易く覚え易く精密な注音も従来の諸方式に
内山正夫「華語月刊の新羅馬字表音方式」『華語月刊』第 117 号、1943 年、14 頁。
愛知大学華語研究会著『中文会話教科書』大安、1964 年。
87
今泉潤太郎述「『華語萃編』から見た同文書院の中国語教学」『愛知大学東亜同文書院大学記念センター
リサーチ・センター年報』第 1 号、2006 年、21 − 22 頁。
88
佐藤晴彦「坂本一郎先生（1）」『中国語の環』第 82 号、日本中国語検定協会、2009 年、4 頁。
89
松田、前掲「『華語月刊』と東亜同文書院の中国語教育」、157 頁。
85
86

オープン・
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〈研究ノート〉

根津一の対中国観

愛知大学名誉教授

（東亜同文書院大学記念センター客員研究員）

大島隆雄

もちろんその儒学を基盤とする東洋哲学が存在し

はじめに

た。しかしそれは非常に深淵でまた複雑であるた

根津一は、1898（明治31）年創立された東亜同

め、別の充分な研究を必要とするので、ここでは

文会の会長近衛篤磨に懇請されて、1900（明治

いちおう除外し、現実問題に対する彼の具体的な

33）年５月、東亜同文書院の直接的な前身校、南

見解と行動のみを考察したい。

京同文書院の院長に就任する。その後、同書院が

なお本研究ノートの筆者が、時として、戦前の

義和団事件の影響を避けて上海に移り、1901（明

難しい漢字を常用漢字にしたり、また〔

〕をもっ

治34）年５月それが東亜同文書院として再組織さ

て現代語や説明を付加したり、ルビを付したりし

れるや、その初代院長に就任する。その後1902年

ていることを、予めお断りしておきたい。

から翌03年にかけて、一時、院長の職を杉浦重剛
に譲るが、1903（明治36）年５月に再び院長に復
帰し、その後1923（大正12）年３月まで、ほぼ20

Ⅰ

先行研究の簡単な回顧

年間の長きに亘ってその地位にとどまり、同文書

このような根津の中国観に関して、戦後分析し

院の基礎を築いただけでなく、その前半の発展を

た論考として、森時彦と栗田尚弥のものがある。

指導した。

以下その内容を要約し、問題点を指摘しよう。

しかしそればかりではなく、この期間の前半、

森は、1979年の論文「東亜同文書院の軌跡と役

根津は東亜同文書院の経営団体、東亜同文会の幹

割̶『根津精神』の究明̶」１）において、根津思

事長をも兼務していた。すなわち彼は、1900（明

想の根本には、天皇中心の国体論があり、それは

治33）年８月にそれに就任し、1914（大正３）年

神教を体とし、儒仏を用とする三教合一論で構成

９月まで14年間もその重責を果たした。

されていたと分析する。ただし根津は「…実体の

このことを見れば、彼が東亜同文書院と東亜同

ない神教を儒仏の概念とタームで具体化」した。

文会の初期の運営にいかに大きな役割を演じたか

そのため根津の儒教哲学が前面にでてくる。そし

が判る。この間、中国を舞台にして義和団事件あ

てこの皇国主義はまた、根津ほど理論化していな

り、日露戦争あり、辛亥革命あり、第１次世界大

いが、盟友荒尾精とも分かち合うものであったと

戦中の日独戦争あり、さまざまな大事件が続発し

される。ここから根津にとっては、儒教の母国中

た。本稿はそれらに対して、彼がいかに考え対処

国はあくまでもそれに相応しい国でなければなら

したか、を整理するためのごく準備的な研究であ

ず、晩年、山東省曲阜に儒教大学の設立が構想さ

る。これらの諸事件に即した彼の諸見解の底には、

れた。
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森はまた、軍人出身の根津が「十年に一戦なく

洋の大計に照らし」中国を保全するため、占領地

んば社会は腐敗す」とのナポレオンの警句を信じ

から撤兵し、中国人へのさまざまな人道的配慮を

ていたことを指摘し、日清・日露の戦役において

提案していることなどである。

も、「…根津は一貫して主戦論の急先鋒であった」

そ し て と く に 栗 田 が 重 視 す る の は、 か の

と 評 し て い る。 そ し て 森 は、
「 根 津 一 は、 か の

「二十一ヵ条要求」に対する根津の批判である。

二十一ヵ条要求には徹頭徹尾反対した」と認めな

根津は述べる。
「元来彼の二十一箇条は日本の不

がらも、「しかし、中国への進出そのものに反対

正義に由るものにして、独り支那国民之れを暴戻

したわけではではない。……要するに二十一ヵ条

視するのみならず、支那在留外国人も其の日貨排

にみられる侵略の拙劣さに反対したにすぎない。
」

斥を以て日本の自業自得となす所、惟ふに汝に出

と断定している。

たるものは汝に反る。自ら犯すの罪は宜しく之れ

ヨ

オモ

カエ

そして根津が教鞭をとった東亜同文書院は、こ

を自ら償はざるべからず」と。

うした拙劣さを避け、または克服して中国に経済

この根津の批判をもって、栗田は根津の思想を

的に浸透する役割を担ったエキスパート養成機関

次のように特徴づけている。
「今日的視点から、根

であったと特徴づけられている。それは時代的に

津精神を＜前近代的＞な＜人類としての普遍性＞

は、「『根津精神』をかかげる東亜同文書院は、日

を持たない思想と断ずることは容易である。し

本の対中国進出が、漢口楽善堂の英雄譚の時代か

かし＜近代＞欧米列強が中国（アジア）に帝国主

ら、満鉄に象徴される帝国主義の時代へと移行し

義政策をもって臨み、日本もまたその＜近代＞と

ていく過渡期」と位置づけられている。

いうバスに乗りこんだ時、根津は、＜前近代的＞

栗田尚弥は、
その著『上海東亜同文書院』の「第
二章

根津

一」において、根津の哲学思想を

分析し、同時に中国の諸事件についてのその見解
２）

な王道論の立場から断固これに反対したのであっ
た。」と。
以上、森と栗田の研究成果を瞥見してきたが、

に、要領よく触れている 。すなわち、
「根津の

両者が根津の思想を、神儒仏の三教合一とみる

思想の根本には、儒教なかんずく陽明学があった

か、陽明学的儒学と見るかは、なお研究の要す

と思われる」とし、その王陽明思想には、
「万人

る点ではあるが、その根本的哲学にまで踏み込ん

全てがそれぞれに所を得た社会こそ理想であると

明らかにしようとしたことは、本稿のなしえない

する」大同思想が存在し、この大同社会を目指す

こととして評価できる。しかし事実として生じた

政治が王道であると、根津は考えていた。

政治的事象に対する根津の具体的な見解をめぐっ

根津は、けっして戦争一般を否定しないが、そ

ては、森は非常に否定的に捉えている反面、栗

れは王道論にもとずく義戦でなければならず、そ

田は逆に肯定的に捉えている。森によれば、根津

の仕方は「仁」に貫かれていなければならないと

の「二十一ヵ条」批判は、結局、赤裸々な帝国主

考えた。栗田はそうした例を幾つか挙げている。

義に対するよりスマートな帝国主義批判にすぎな

一つは、日清戦争の際に、荒尾精とともに上海貿

くなる。はたしてそれだけであったか。それは当

易研究所の卒業生を通訳従軍に派遣するが、根津

時の具体的な歴史的条件の中でより詳しく検証さ

はその理由を、
「…戦争ヲ最モ文明流ニ行ハザル

れねばならない。また栗田の評価によれば、旧式

ベカラズ。…言語不通ヨリ生ズル一般ノ誤解ヲ避

の王道論によってであれ、根津は日本の中国に対

ケ、殊ニ無辜ノ良民ト衝突ヲ避ケザルベカラズ。

する帝国主義的進出を根本的に批判したように述

…」と説明したことである。いま一つは、第一次

べている。しかしこれもまた、根津の他の側面や

大戦中の山東における日独戦争時に、根津は「東

他の問題に対する見解を無視し、またその時の歴
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史的具体的条件から離れて考察しているといえよ

の大局を維持せんには、是れ即ち禍を転じて福と

う。

為すなり」５）と。彼は続けて、この戦いは中国を
覚醒させ、
「永遠の親善」関係形成の条件になる

Ⅱ

と述べている。

中国を舞台とした諸事件と根津一

また同書の後半には『自叙伝』 ̶̶といっても
根津が口述したものを編集者が記録したものだ

（1）日清戦争
日清戦争（1894［明治27］年〜 95［明治28］年）

が̶̶において、根津は次のように発言している。

は、盟友荒尾精に代わって、根津が所長代理を務

「…参謀本部に至り、時局に関する意見を建言せ

めた日清貿易研究所（1890年９月〜93年６月）の

しに、大体当局の意見と一致せり。予の意見の大

後とはいえ、東亜同文会設立（1898年）や東亜同

意は、支那と不幸開戦するの場合には、有り丈け

文書院創立（1901年）以前に勃発した事件である。

の兵力を挙げて大戦し、戦後互に力と心持とを了

それにもかかわらずこの戦争は、同文会や同文書

解し、相携へて東洋の大局を保たんとす。若し小

院の形成の歴史的条件になり、またその性格を規

戦なれば、……寧しろ戦はざるに如かず。若し大

定しており、したがって根津の思想確立にも大き

戦の決心なれば、予は復職して一身を犠牲に供し、

な影響をもった。

全力を挙げて此の事に尽すべしと」６）。

戦争開始にあたって、日本政府が設けた戦争目

しかし今日の歴史研究は、当時の外相陸奥宗光
ケンケン

的とは、かつて1885年に清と締結した天津条約に

の『蹇 蹇録』も戦後発刊され、それを分析して、

おいて認め合った「朝鮮の独立」を清側が侵害し

陸奥が、例えば日清共同による朝鮮の改革提案な

たということであり、また宣戦布告の直接的原因

どの形で、いかに開戦の口実を見つけるかに腐心

として、日本が提出した日清協力して朝鮮改革を

していたかを明らかにしている７）。当時日本はな

行なおうとの提案を、清および朝鮮側が拒否した

お産業革命（1883〜1905年）の半ばの経済水準に

ということである。こうして日本政府は、これを

あって、朝鮮を資本投下場としてはおろか、工業

正義の戦争として正当化しようとした３）。

製品の輸出市場としてさえ確保しようとするだけ

後の日露戦争の時とは異なり、当時の日本には

の段階には到達していなかった。しかし明治国家

戦争を熱狂的に支持する世論はあっても、それに

は、経済的には米と貨幣素材としての地金の独占

反対する声は殆どなく、日露戦争の時に非戦論を

的輸入地として、また清やロシアに対する防衛の

唱えたクリスティアン内村鑑三でさえ、この時に

軍事拠点として、朝鮮を従属国化しておこうとす

は英文で『日清戦争の義』を書き、
この戦争は「支

る政策はもっていた。加えて、日本は日清戦争の

那を警告」させる「義の為の戦争」であると、内

結果、台湾・澎湖諸島の領土を獲得し、実質戦費

４）

をはるかに上回る賠償金を手にいれたのであるか

外に向かって主張したほどであった 。
こした中で、根津一は、どのような態度をとり、

ら、この戦争は、けっして民族防衛戦争でも国民

またどのように行動したのか。
『山洲根津先生伝』

戦争でもなく、たとえなお独占資本主義を基礎と

（1930年刊）は、戦争開始にあたって、次のよう
に発言したと伝えている。
「支那の横暴甚しと言

したものではなかったにせよ、天皇制絶対主義国
家が遂行した帝国主義的侵略戦争であった８）。

ふべし、我が国権を蹂躙すること此に至つては最

根津は、参謀本部の現役将校として復帰し、ま

早忍ぶベからず、若かず一戦して之を破り、両国

ず開戦によって外交官が引き揚げたあとの中国事

の意思疎通せる暁は、所謂雨降りて地固るの譬に

情を探るために上海に派遣され、数名の諜報員と

て真の親善を期し得べく、然る後相提携して東洋

連絡しつつ、その内情を偵察して帰国した。その
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成果を、彼は広島に設営された大本営において、

２．清国は日本に遼東半島、台湾、澎湖諸島を
割譲する。

1894年９月17日、明治天皇の前で２時間以上にわ
たって報告した。そのことについて、根津は報告

テール

３．清国は日本に７年間で賠償金２億両を支払

直後の感極まった感情を、
「予は今日の奏上にて
一身一門の光栄極まれり。金鵄勲章の如き論ずる

う。
４．清国は欧洲諸国と結んでいた通商条約と同

に足らず。是より戦場に進んで快く一死以て君国

性格のそれを日本と締結する。

の恩に報ずるあらんのみ」９）、と語っている。森

またその他、

時彦のいう、天皇主義者根津の面目躍如たるもの

（1）新たに沙市・重慶・蘇州・杭州を開港する。

がある。

（2）揚子江の航行権を日本に与える。
（3）日本国民は清国において各種の製造業に

その後、根津は、参謀本部の要請に応えて、栗

従事できる。

田も触れているように、日清貿易研究所の卒業生

テール

や関係者を従軍通訳として動員するために、彼ら

ただし、賠償金の２億両は、当時の日本円にし

を広島に召集した。その数は百名を超え、それぞ

て約３億1,000万円であり、日本の戦費総額２億

れ分属派遣されたが、そのうち９名は清軍に捕え

0,047万5,508円をはるかに超えていた 13）。また領

られて処刑された。このことに深く責任を感じた

土割譲については、露・仏・独の三国干渉によって、

根津は、
「鳴呼予は実にかの九人を殺せり」と慚愧

日本は遼島半島を清に還付したが、その代りに清

の念に捉えられ、彼らを九烈士として慰霊碑を建

から3,000万両（約5,000万円）を取得した。また（3）

てたり、その遺族を自費で書生にとって教育の機

は、当時の日本企業には、中国へ積極的に資本投

10）

会をあたえるなど、一生追悼の意志をもち続けた。

テール

下して、工場建設を行なう力量があったわけでは

その他、根津は自ら、直接遼東半島に上陸した

なく、欧米諸国とくにイギリスに配慮し、その利

大山巌指揮下の第２軍の員外参謀として従軍し、

益を特恵条項によって均霑させようとようとした

旅順攻略前に占領した金州において、一時、武官

ものである 14）。

知事として、管内の行政に従事した。その時、中

荒尾精は、幸い日清戦争に関して、戦争が始まっ

国人に粥を配り、傷病者に施療させたので、「先

た年には「対清意見」
（明治27年10月）を、また

シコウ

生〔根津のこと〕平生、仁民愛物の心に厚く、而

それが休戦を迎え、下関条約が結ばれる直前には

して道を体し以て事に臨み、軍務、政事、皆な其

「対清弁妄」（明治28年３月）を残している。彼は

の徳化を主とす。是れ以て先生が此くの如き際に

前者において、戦役の目的を、
「一．朝鮮の独立

処して、仁政を施し王道を行はんとするの大抱負

を全うし我と兄弟の国交を保ち、之を提げ之を醒

を窺ふべし」と書かれている 11）。日清戦争自体は

まして富強文明の域に進ましむべし。一．清国を

決して正義に貫かれた戦争ではなかったとはえ、

未だ亡びざるに救ひ、弊政の本源を浄めて一大革

根津自身はそれを主観的にはあくまでも義戦と捉

新をなさしめ、之を振ひ之を興して以て我唇を強

え、その戦いのなかでは、彼の力の及ぶ範囲で人

うし我輔を固め、興亜の大業を成就するの基を築

道的な行為を行なった。

き得べし」15）、等々と述べている。すなわち彼に

カカ

ここで根津と一身同体であったと言われている

あっては日清戦争は、朝鮮を清の宗主権から解

荒尾精の日清戦争観の要点に触れたいが、その前

放して最終的に独立させ、加えて清を覚醒させる

に、日清戦争の結果である下関条約の基本点を箇

「一大義戦」と観念されていた。これは戦争が始

条書きにしておこう

12）

まった1894年の10月に印刷発行されて広く配られ

。

１．朝鮮が完全な独立国であることを確認する。

た。その親中国的見解には各方面から批評や批判
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もあって、荒尾は翌95年３月、下関条約の交渉中

いては、残された史料がないので私たちは残念な

に後者を執筆した。そこには日本の条約交渉案に

がら確認できない。しかし両者はつねによく協調

対する根本的批判が含まれていた。すなわち領土

して活動していたから、根津が荒尾とまったく異

割譲と巨額賠償金の獲得に対する反対である。領

なる見解であったと推測するのはむしろ困難であ

土割譲について彼は言う。
「…若し一朝我にして

る。

カ

清国の一省を取らん乎。即彼等〔欧州列強〕も各
一省を取らざれば飽くまじ。…之を要するに、我
国が領土割譲を求むる時は、即列国が禹城〔中国〕
16）

（2）義和団事件（北清事変）
1900（明治33）年５月、根津一は近衛篤磨に懇

と、これは

請されて、東亜同文会に初めて加入し、同時に同

三国干渉とそれによる中国の分割を明確に予測し

会が経営する南京同文書院の院長に就任する。彼

たものである、また根津は領土割譲は中国人の強

は南京に赴き、９月には両江総督劉坤一と会見し、

くて消えない怨みを買うとも指摘している。また、

その建学の精神に賛同を受け、後事を院長代理田

巨額賠償金については、
「…我若し巨額償金の要

鍋安之助に託して一時帰国する 20）。

分食の素志行ふの暁にして、…」

求を主張し、実地損害の外に於ても、猶ほ種々の

この時期は、1898年頃から山東半島から起った

資金を作らんと欲するが如き事あらば、其仁に依

義和団の乱が大規模となって、1900年になると河

ヨ

り義に仗りたる公明正大の心事、一朝にして水疱
17）

北省にも広がり、天津、北京を占領する勢いを示

と。

した。この頃になると、義和団はこれまでの「扶

荒尾は、当時の圧倒的な反中国熱のためか、こ

清仇教」のスローガンを「興清滅洋」に書き換え、

の文書を印刷はしたが、広く配布はしなかった。

北京の外国大使館街を包囲したため、清朝守旧派

しかし彼は、そこにおいて、確かに中国に対する

は義和団を利用するに至った。６月10日、天津に

日本の啓発・指導等は認めていたが、このように

まず結集した露・英・仏・独・米・墺・伊・日の８ヵ

領土と巨額賠償金の取得には反対していたのであ

国連合軍の第１陣2,000人余は、北京救済に向か

る。これは、中国に対して、植民地化はおろか半

い、そして大沽要塞を占拠した。それに対して清

植民地化することにも反対していたことを示すも

朝は８ヵ国連合軍に対して年６月21日、宣戦布告

のである。その彼も戦争が終わった翌1896年、日

した。日本政府は、南阿戦争に手をとられ、大軍

本・台湾の実業家による「紳商協会」を設立した

を急派できなくなっていたイギリスから、財政的

後、10月30日、台湾でペストによって38歳の若さ

援助と引き換えに、さらなる軍隊の派遣を要請さ

に帰せざるを得ず。
」

で急逝した

18）

タ ̶ ク

れていた 21）。

。

この荒尾の対中国観について、靖亜神社祭主村

７月、中国から帰国した根津は、参謀本部に急

上武は、「日清戦争の講和に当って、日本は清国

遽呼び出され、軍籍復帰を要請されたが、それは

に領土の割譲を求めた。この時から、日本は西欧

断り、
「御用掛」という資格で、フロックコート

覇道に堕したのである。この誤りから反省しない

を着たまま勤務し、その間、彼は各方面に献策文

と、我々の反省は本物にはなり得ず、欧米諸国の

書を執筆した 22）。幸い、根津がその頃書いた文書、

迷妄を啓くことは出来ず、日本自身も救われない

「北清変乱に対する支那処分案」
が残されているので、

のである。
」

19）

と、歴史的にみて荒尾の卓越した

私たちはそれを手掛りに分析してみよう。重点の
みを挙げると、彼は次のように書いている 23）。

見解と高く評価している。
この日清戦争の結果について、根津がどう考
えたのか、荒尾と同意見であったのか、これにつ

「北清変乱に対する我国行動の得失は支那存亡
ヨッ

の由 て決する所、東洋興廃の由て分るゝ所なり、
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固より一時の利害、一事の得失より打算して軽挙

義和団の迷信を打破し、団匪官兵を驚愕させ、迷

妄動すべきにあらず。宜しく之を国家の前途、東

蒙な在廷王大臣を覚醒させ、軍紀を厳粛にして、

洋の大計に照らして万全の長策を画し、因て以て

威信を立て、官吏を礼遇し、良民を憮恤し、匪類

刻下進取の方針を定むべきなり、今此主旨に基き

といえども順服するものは之を赦し、傷病者はこ

我邦の取るべき方針を按ずるに、左の三策の外な

れを保護し、一般官民をして我軍の威風恩光が各

きを発見せり。

国軍に超越していることを知らしめ、列国に対し

現状保全策

先ず一個師団を北清に急派し、列

ては、礼譲誠実を以て相接し、彼らが畏敬の念を

国に力を協せて匪乱を鎮定し、端郡王以下頑冥

もつようにする、そして列国と清との間に立って、

官僚の迷夢を醒し、列国と清廷との間に居り相当

隠然その牛耳を執り、時局の主裁者たる地位を占

の賠償と必要なる保安設備とを以て平和の局を結

めんこと、等である。

び、其他一切現状を保続し、以て支那の安全を維

て。
「先生〔根津〕の意見は、日本は北京救援の

持するを期す。
聯邦保全策

また別の個所では、この時の根津の方針につい

先ず李鴻章、劉坤一、張之洞等の
キョウ

為め至急一個師団を出発せしむべしといふにあり
シコウ

人物を従約し、其管下の疆土を結で南部諸省連邦

たり、而して此の目的は、支那を攻撃するに非ず

の形を成し、隠然我国保護の下に置き、漸次中西

して寧ろ支那を救済するにあり、何となれば速か

部を之に加へ、他日時機之を要するに至らば更に

に北京籠城中の各国公使を救出するは、即ち支那

之を打して一団と為し、以て我一大保護国たらし

の責任を軽かしむる所以なればなりとの結論なり

むるを期す。

き。
」25）、とも解説されている。

放任保全策

自国の防衛に全力を注ぎ、支那の
テイフツ

このように根津は、清朝の頑迷な面は除去する

動乱を自然の帰着に放任し、四海鼎沸、群豪蜂起、

にしても、基本的にはそれを保全するために、連

優勝劣敗の極、一大偉人出でて海内〔天下〕を統

合軍との仲介の主導権をとれるよう、団匪以外の

一し、人心を一新して富強の国家を建設するを待

中国民衆と列強軍から信頼をえられるように、戦

つ」24）。

闘を徹頭徹尾、
「仁」の精神に基づき人道的に遂

根津は、いかなる形であれ中国の領土分割には

行することを提唱していた。

絶対反対しており、上記いずれも形態は異なると

こうして、８月初旬には日本は第５師団２万余

はいえ、保全策を提唱している。そしてその「弁

名を派遣し、合計１万9,000余人からなる８ヵ国

言」〔前文〕のなかで、
「…今より之を観れば所謂

連合軍のうち、日本軍約8,000人は先頭をきって、

モット

聯邦保全策尤 も機宜に的中するを信ず。
」と述べ

８月14日には北京に入城し、大使館の包囲を解放

ているが、これは彼がそれまでもっとも信頼をお

した。確かに北京入城の頃までは、日本軍の軍紀

き、また実際に交際のあった劉坤一や張之洞など

は保たれていたようであったが、その後それは裏

の洋務派官僚に頼ったもであったからであろう。

切られ、戸部衙門（財政部）にあった馬蹄銀 300

しかしこれは根津の主観的願望に終わった。実際

万両が日本軍によって略奪され、その一部が司令

の歴史的経緯は、基本的に現状保全策の方向で進

官によって私されている 26）。

行した。従って彼のそれについての説明を聞いて
おこう。

他面でも、根津の献策は容れられなかった。日
本は台湾の対岸福建省に勢力を扶植するため、８

根津の主張はこうである。現状保全策をとる場

月下旬には一時、厦門を占領した。しかしそれは、

合には中部以南には、軍隊を派遣すべきではない、

根津が反対したためというよりも、英・米・独か

北清への派遣の目的は、戦闘ではなく鎮撫である、

らの抗議と海軍大臣山本権兵衛の反対にあって、
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撤兵をよぎなくされている 27）。

起人会を開き、対露的な政治組織、国民同盟会を

根津の献策が、日本軍の戦略や戦術に一定の作

組織した。これは当時、外交の最高権限をもつ伊

用をもったであろうことは、推測されるが、それ

藤博文らがロシアとの間に、満韓交換論を構想し

は厳密には守られなかった。むしろ日本軍は、太

ていたことに強硬に反対するための国民運動組織

平天国の乱以後、キリスト教会や鉄道の破壊等、

であった。根津は全国遊説を行なう一方、近衛を

多くの非文明的な歪みを内包していたとはいえ、

助けて、両江総督劉坤一らを動かして、露清密約

最大の反帝闘争であった義和団の乱を鎮定するう

を廃棄させ、満州からロシアを撤兵させるよう促

えで、
「極東の憲兵」の役割を演じたのである

28）

。

した 31）。1902（明治35）年１月、日英同盟が成立し、

このことについては、当時の日本の世論の動向

ロシアも満州からの撤兵を一時約したので、同年

について，紹介しておくのも無駄ではなかろう。

４月、国民同盟会は、必要な場合はいつでも再建

当時、わが国の新聞や雑誌の多くは、義和団が文

するとの条件のもとに、いちおう解散された。そ

明の破壊を行なうとして、日本の出兵を人道的な

の頃、根津は同文会幹事長職繁忙のため、1902年

ものとして擁護していた。しかし日清戦争の時と

４月から翌03年５月まで、一時、兼務していた同

は異なり、この頃には少数ながら、この干渉に反

文書院長の職を杉浦重剛に譲っている。

対する声も聞かれた。地方新聞ではあたったが『長

しかしロシアは、その後も撤兵の約束を履行し

崎新報』は、事変の原因が、列強が理由なく中国

なかったため、1903（明治36）年７月には国民同

領土を占領したこと、鉄道の敷設に際して中国人

盟会の後身団体である対露同士会が組織され、根

の墓や家屋を破壊したこと等にあると指摘してい

津は再びこの団体のなかでも積極的に活動する 32）。

る。また女性向けの『女学雑誌』にも青柳猛の『義

それは、東京帝国大学教授戸水寛人ら７博士の声

和団賛論』が掲載された 29）。しかしより徹底的な

明などもあって、国民的な開戦運動となり、1904

批判は、初期社会主義者、堺利彦や幸徳秋水が、
ヨロズチョウ

（明治37）年２月10日の宣戦布告をもたらした。

『 万 朝 報』に発表した論説や記事であった。とく

開戦にあたって、参謀本部次長児玉源太郎は再

に幸徳は、ホブソンやレーニンに先立って、1901

び根津を呼び、本来ならば予・後備役将校をすべ

年に、帝国主義批判の書『廿世紀之怪物

帝国主

て召集すべきところ、君〔根津〕は同文会にあっ

義』を刊行している。そこにおいて彼は、当時世

て一般に時局問題に尽力する必要があるため招集

界的に猖獗し始めた侵略主義的帝国主義を排外主

はしない、しかしフロックコートを着てでよいか

義的な「愛国心」
〔愛国主義〕と「軍国主義」の

ら、意見があればいつででも遠慮なく具申せよと

結合から生まれたものと規定し、日本についても

通達して、根津との協力関係を築いた 33）。

それは日清戦争以降の中国蔑視政策の強まりの中

日露戦争は、1904年８〜９月の遼陽会戦、翌05

から発展し、北清事変への日本の干渉もその表わ

年１月の旅順陥落、３月の奉天会戦、５月の対馬

れであると述べている

30）

沖でのバルチック艦隊撃滅といった経過をたどっ

。

た。この間、中国は中立を維持した。根津は同文
会幹事長として、また同文書院長として、主に次

（3）日露戦争
義和団事件後もロシアは満州に居座り、朝鮮の

の３つの仕事に従事した。（1）同文書院の第１期、

内政に干渉してきた。中国の分割に反対し、その

第２期卒業生の多くを従軍通訳として送りだした

保全を目指す同文会会長近衛篤磨を助けて、根津

こと。
（2）漢文で『日俄時局報』を発行し、中国

は、同文会が主として、対中教育・文化機関であっ

の中央・地方の官庁、商務総会、学校に送付し、

たため、それとは別に1900（明治33）年９月、発

戦争の進展状態とその意義 ̶̶日本が中国をロシ
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アから守っている ̶̶を宣伝したことである 34）。

式辞において次のように述べている。
「…今ノ時

そして（3）根津は、占領した南満州を視察して、

ハ果シテ何ノ時ゾ強露横暴我国及チ義ニ仗リテ之

そこで各地の中国人と協力して、学校の普及を図

ヲ伐チ義声震フ所我武維レ揚リ海ニ陸ニ戦フテ勝

ろうとした。同文会は当時、地点を３段階と特別

タサルナク攻メテ取ラザルナク奉天附近ノ大戦ハ

地に分け、１等地、奉天には大・中・小学校及び

敵ヲシテ一敗復起ツ能ハサルノ勢ニ至ラシメタリ

専門学校を、２等地、金州、遼陽等６地点には、

誠ニ是レ国家空前ノ鴻烈〔偉功〕ニシテ千歳一遇

師範学校と付属高等・初等学校を、３等地、熊岳

大有為ノ秋ナリ…」37）と。根津はこの戦争を日清

城、復州等、同等の地点には、高等・初等小学校

戦争同様、徹頭徹尾、正義の戦いと理解しており、

を、特別地（商業地）旅順、大連、営口等、６地

その勝利をこのように歓喜していた。

点には普通学堂（日・英語と商業科）を設立させ
ようとの計画をもっていた

35）

スナワ

ヨ

コ

マタ タ

アタ

コウレツ

日露戦争期には、既述のように日清戦争期には

。これは、確かに親

殆どみられず、また義和団事件の時にやっと萌芽

日的教育の普及を目指していたとはいえ、まだ植

的にみられた非戦・反戦思想は、戦争が帝国主義

民地的な学校ではなかった。それらの「各学業ノ

戦争の大規模性をあらわにしたことによって、な

課程時間等ハ清国奏定学堂章程ニ基ヅキ…」と決

お国民の好戦的雰囲気は支配的ではあったもの

められ、これらが中国側の教育規定に基礎をおく

の、はっきりと一定の形で出現していた。その核

ものであることが計画されていた。この場合は、

となったのは、1903（明治36）年10月、それまで

「各学堂ノ総教習〔教頭〕ハ悉ク我東亜同文書院

開戦反対論を主張してきた『万朝報』が方針転換

ノ卒業生ヲ聘用スルコトニ内定シ…」とされてお

することになったのを機に、そろって声明を発表

り、中国富強のためには、中国の了解のもとに教

して、同紙を辞した堺利彦と幸徳秋水である。ま

育の普及が必要であるとの、当時の同文会・同文

たキリスト教徒内村鑑三も、同様に筆を絶つこと

書院の政策によるものであった。

を宣言した。堺と幸徳は、同年11月には週刊『平

日露戦争は、今日の研究によれば、当時の日本

民新聞』を創刊し、戦争は両国の支配者が行ない、

は産業革命（1883〜1905年）の最末期にあって独

両国国民はその犠牲になるだけとの観点にたっ

占資本主義はなお確立しておらず、その意味で日

て、弾圧をうけながらも健筆をふるった 38）。

本は、完全な内容をもった現代的帝国主義国では

こうした初期社会主義者の活動は、安部磯雄や

なかった。しかし日清戦争以来の絶対主義的天皇

片山潜などにも広がり、片山が1904年８月のアム

制国家の帝国主義政策を受け継ぎ、それに欧米帝

ステルダムでの第２インターナシナル大会におい

国主義の促迫に規定されて、自ら朝鮮と中国南満

て、ロシア代表プレハーノフとともに副議長に選

州の権益の確保・増大を目指す帝国主義政策を推

ばれ、握手をするが、これは大きな国際的反響を

進するようになっていた

36）

。その意味で、日露戦

呼んだ。さらに国内では明確な自我意識をもった

争は日露双方の側から帝国主義戦争であった。た

明星派の詩人与謝野晶子が、あの有名な反戦詩を

だそのため日中関係は、日本の側から中国の保全

発表するまでになった 39）。

をあくまでも維持しようとする関係にあった。対

日本ではこのような動向はやがて、1910年の大

ロシア戦争と中国保全主義とは、密接に裏腹の相

逆事件によって弾圧をうける。また朝鮮も1910年

互規定関係にあった。

日韓併合によって植民地化される。しかし日露戦

それに対して根津はどう考えていたのか。彼は、

争において、アジアの国が西洋の国に戦争で勝利

まだ完全には戦争が終結していない段階の1905

したという事実は、ヴェトナム、イラン、インド、

（明治38）年４月、東亜同文書院第２回卒業式の

トルコ等におけるアジア諸国の民族運動の発展に
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画期的な影響を及ぼした。中国に関しても、孫文

とを決し、…」と通電し、大倉洋行に清国陸軍部

を中心に1905年８月、東京において中国同盟会が

と契約を結ばせている 43）。伊集院は、12月22日に

結成された。私たちは、日露戦争がその帝国主義

は、袁世凱に対して、
「万一貴国カ共和国トナル

的性格にもかかわらず、それがこのような影響を

カ如キコトアルニ於テハ我国民ノ被ムル思想上ノ

もったことも忘れるべきではない。

影響決シテ尠カラス此ノ点ニ於テモ能フヘキ限リ

アタ

君主立憲主義ヲ援助シ其ノ目的ヲ達セシメント欲
ス」44）と、表明している。このように日本政府は、

（4）申亥革命
1911年10月に発生した辛亥革命は、中国におけ
る市民革命の内容をもって、その近現代を拓く
画期的な事件であった

40）

当初は革命に反対し、立憲君主制の枠内での清朝
を支持した。

。それはおよそ270年持

それに反して、当時の日本の世論は、義和団事

続した清朝を打倒しただけでなく、秦の始皇帝か

件の時期とは異なり、革命に対して概して同情的

ら数えて2000年以上にわたる君主独裁制を打ち倒

であり、またそれを支持していた。当時、東亜同

し、アジアで初の共和制をもたらしたからである。

文会の幹事長でもあり、同文書院長でもあった根

それは日本にも反作用して、大正デモクラシーの

津には、識者として、革命勃発直後からジャーナ

進展にも影響を及ぼした

41）

。根津一が、それに対

リズムの依頼が殺到した。それに応えて彼は、

してどのような姿勢を示したかは、彼の中国観を

11月発行の『中央公論』と『日本及日本人』に寄

知るうえで非常に重要である。

稿している。前誌において根津は、中国の革命党

革命は、同年５月、清朝が外国借款を受ける

は、起源的には、西洋思想が流入して以後生まれ、

抵当として四川の鉄道の国有化をうちだしたた

日清戦争後の社会的動揺のもとで発展してきた比

め、９月には同地で暴動がおこり、それが前奏曲

較的新しいものであるが、それは伝統的な反清復

となった。10月10日、革命は孫文率いる中国同盟

明志向をもった旧型の秘密結社と連携しているこ

会の思想的影響が及んでいた武昌の新軍が蜂起し

とを指摘し、今回は「天の時、地の利、人の和」

て始まった。それはたちまち、反満興漢を志向す

がそろっているため、成功する可能性が高いと予

る哥老会や三合会などの民衆的秘密結社を糾合し

測している。しかし反面、
「満人は九千万に満たず、

て、12の省都が清朝から独立する形で急速に拡大

漢人は三億に余つて居る。若し仮りに革命軍が負

した。清朝は急遽、袁世凱を総理大臣に起用し

けたとしても、漢人の怨みを買えば将来の対清貿

て、その配下の将軍を鎮圧にむかわせ、革命軍か

易等に大打撃を蒙ることになる」45）と警告してい

ら漢口・漢陽を奪回したものの、12月には逆に革

る。後誌においても彼は、ほぼ同様のことを解説

命側は南京を陥れ、両陣営は対峙することになっ

しているが、その末尾で、
「されば、兵を動かす上

た。こうして1912年１月１日、孫文を臨時大総統

に於ても大に民心の趨向に鑑み 。 国家百年の計

とする中華民国臨時政府が南京を首都として成立

を打算して、而後に徐に決せんこと、…」46）と、

した 42）。

慎重論を吐露している。

（ママ）

ジ

オモムロ

この間、日本政府は、共和主義を標榜した革命

同文会幹事長として根津は、革命の急速な進展

の急進展に最初おおいに驚き、外相内田康哉は10

に直面して、日清間の通商を維持するために、中

月16日、清国駐在公使伊集院彦吉に、
「帝国政府

国中南部地方の、重要８都市とその周辺に特派員

は清国政府が革命軍討伐の為、該銃砲弾薬を入手

を派遣するか、または現地に滞在する人に依頼し

する最緊切なる必要あるを顧念し、本邦商人をし

て、
「革命党の首領株」や「商業会議所の会頭其

て右の供給をなさしむる為十分の助力を与ふるこ

他有力者」と交際させて、革命のゆくえを調査さ
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せた 47）。それらの地方は、武昌、重慶、南昌、南

平は、三井財閥に働きかけ、革命軍にたいして最

京、上海、広東、寧波、福州等であり、革命の中

初30万円、ついで300万円（その半分が実行）の

心地武昌には同文会幹事、大原武慶を派遣し、革

借款が与えられた。それによって革命側は、三井・

命派によって無理やり協力させられた黎元洪と接

大倉・高田等の合同事業、太平組合から武器購入

触させた。

を行なった 51）。これらは、革命成就の暁の日中関

しかし、根津が辛亥革命にたいする公然たる支
持を表明するのは、日露戦争のときと同様、同文

係を考慮して、西園寺の暗黙の了解のもとに行な
われたものである。

会の枠を超えた団体を結成した時であった。1911

しかし革命側には、清朝の袁世凱の勢力を完全

年12月27日、彼は頭山満、河野広中、杉田定一と

に打倒する力量には欠けていた。そのため孫文は

ともに呼びかけ人となって、
「善隣同士会」を結

清朝の廃止を条件にして、大総統の地位を袁に譲

成した。そこで間違いなく根津が起草した宣言文

る交渉を行なった。袁はそれを受けて、翌1912年

は、次のように述べている。
「…吾人は公平の見

２月12日、宣統帝を退位させた。袁が共和制に賛

ヨ

ココ

地に遽り、天下民心の帰向に鑑み、茲に満腔の同

成したので、２月15日には臨時参議院は、袁を臨

情を以て革命軍の速かに其の目的を遂行し、公明

時大総統に選出し、彼を南京に迎えようとした。

オオイ

正大の新政を以て世道人心を振作し、丕に新立国
トモ

興隆の偉業を達成して、共に倶に提携以て東洋の
平和を保つに至らんことを切望す」と。またその
ヨシミ

しかし袁は口実をもうけて南下を拒んだため、４
月には臨時参議院と臨時政府とが北京に移った。
この年の９月頃、その時期は特定できないが、

後、
「吾人は善隣の誼に顧み、我が国利民福に照し、

中国史に精通していた根津は、革命後に権力者間

熱誠以て革命軍の速かに其の目的を貫徹せんこと

の抗争がよく起こっていることを知っていたの

を祈り、且つ列国が善く時局の情勢に鑑み、政体

で、南北の領袖、すなわち孫文と袁世凱に対して、

ビュウキョ

48）

干渉の如き謬挙に出づるなからんことを望む」

特別の書状を認め、
「…此の際利己心を去りて、

と決議された。根津は、この会の活動の一環とし

専心国家社会の為めに政治其の他の革新に尽され

て、同文会から武昌に派遣され帰国していた大原

たき旨」を訴えた。それに対して「双方より感謝

をともない、大阪での大演説会に臨んでいる。年

の復書」が寄せられている 52）。このことを見れば、

が明けて、1912年２月22日、根津は、犬養毅、尾

根津はなるほど革命を公然と支持したが、袁世凱

崎行雄、浮田和民〔早稲田大学教授〕とともに発

を完全には敵視せず、むしろ彼を道徳的に説得し

起人となって、
「中国問題同士聯合懇親会」を開

ようとしたことが窺がえる。そのスタンスは、革

催した。それにはおよそ 300 名が参加したが、革

命直後中国に赴き、そこで革命派を直接援助し、

命支持が表明され、政府の対華政策の確定が要求

袁世凱との妥協には反対した頭山満、犬養毅たち

された

49）

のそれとは異なるものであった 53）。

。

革命に対するこのような広汎な同情を背景に、

このような辛亥革命の複雑な展開をふまえて、

最初期には袁世凱を支持した日本政府も、西園寺

根津は同年６月の東亜同文書院第９回卒業式の告

首相のもとで、1911年末頃からは、表面上、不干

辞のなかで、この革命を次のように中間総括して

渉主義の立場をとるようになった。同文会幹事で

いる。
「…而 して清朝の国を建つる其政治組織た

革命の熱心な支持者小川平吉は、首相や外務省と

る強て満漢箝制〔満漢併用ともいう、くびきとな

接触して、そのことを確認している 50）。

る制度〕を以て準とし初より偏あり陂 あり王道

シコウ

カンセイ

ハ

ただしこの不干渉主義は、あくまでも政府レ

の旨と相容れず其歴数の久しからず必ずや革命の

ヴェルの表面的なそれであった。黒竜会の内田良

運に遭到するもの識者の夙に洞鑑する所にして其

250

◦ 1261 ◦

ツト

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
根津一の対中国観

シャショク

マコト

社稷〔国家〕の遂に終を告て中華民国の興る洵に
カ

ハカ

止むを得ざるの勢歟……支那現未の情勢を揣るに
マスマス

日本の小部隊に守られた居留地を増やせば、それ
は日本人のためにも、また中国人のためにもなる

吾人は民国の発達光栄を祈ると共に其前途の益多

と推奨していることである 57）。しかしこの主張は、

端なるべきを感ぜずんばあらず…」54）と。

それが中国における租界や居留地を核とした半植

1913年２月いまや衆参２院制になった議会で
は、もと中国同盟会を中心とした国民党が絶対的
多数を占めたが、その後、老獪な袁世凱による反

民地的な歪んだ経済発展であることを、根津が理
解していないことを示している。
この２論説において根津は、袁世凱の下でも、

革命が始まる。３月彼が放った刺客が革命の有力

経済改革は徐々に進行していると評価している

指導者の１人宋教仁を暗殺した。袁はまた議会の

が、民主主義が後退していることを批判的にはみ

開催中にも拘わらず、その承認もなく日・英・露・

ていない。そもそも根津にとって一番重要なこと

独・仏の５国借款団から2,500万ポンドの借款を

は、儒教的な仁や義であって、
「我」を前提とし

受け、自己の軍資金を調達した。そして彼はまた、

た西洋的な自由・平等、あるいは権利・義務では

国民党系の李烈釣など３都督を罷免した。この李

ない。日本で普通選挙法が実施されようとした時、

を指導者として、７月12日、第二革命が行なわれ

根津は反対ではなかったが、その範囲は戸主に限

るが、それは敗北して、多くの革命家が亡命をよ

定すべきであると主張している 58）。その点からも

ぎなくされた。選挙干渉の結果生まれた議会で、

彼は、一般的には民主主義者とはいえず、保守主

10月袁は正式に大総統に選出され、中華民国は列

義者であり、せいぜい保守的自由主義者であった。

国によって国際的承認を受けた

55）

その点で彼にとっては、袁世凱の反動的な性格な

。

この頃、根津は同文会機関誌『支那』に、相次

どあまり気にしていないようである。しかし後に

いで中国情勢について論説を発表している。1914

根津はこの中国革命を回顧して、
「…支那が第一

年１月１日刊の「支那民国の大勢」は、辛亥革命

革命の勢に乗じて政治の革新を遂行することの出

〔第一革命〕は中国史上の一大変化であったが、

来なかったのは支那の為めに返す返すも残念だ」

それゆえに「一得一失」があったとされている。

と、嗟嘆していたといわれている 59）。その点で、

政治的社会的な「有形的」な面では政務の振作、

時により、場合によっては、根津には著しく民主

財政拡張、農工商鉱の展開等々、肯定的な展望が

的ともいえる発言や行動もみられたのである。

得られる反面、社会道徳的な「無形的」な面では、
名教の壊乱、党争の禍害、女性の跳梁等々、否定

（5）第一次世界大戦中の日独戦争と二十一ヵ条

的現象が増大していると指摘している。彼は儒学

要求

者らしく、とくに名教の壊乱について憂慮してい

ヨーロッパで始まった第一次大戦は、アジアに

る。そして第一革命は「倒満興漢」のスローガン

波及して、青島を中心とした山東半島のドイツ租

のもと国民の一致がみられたが、第二革命では、

借地をめぐる日独戦争に発展した。舞台となった

「人心漸く乱に飽き」
、その一致が失なわれたこと
に、その敗北の原因があると分析されている

56）

のは中国であり、ここに日独とならんで日中関係

。

が問題となる。根津一は、これらについて時の外

１月15日刊の「再び支那民国の現勢に就て」では、

務大臣加藤高明に提出した『根津院長時局意見書

同様のことが繰り返されているが、若干目立つの

三編』（大正３年11月−４年２月）を残しており、

は、天津の日本人居留地が、そこで保護されてい

それについて分析しておこう 60）。

る中国人富裕層の流入によって発展しているのを

大戦は、1914（大正３）年７月、ヨーロッパで

みて、根津が、開港場をもっと増加して、そこに

勃発した。中国は領内に、英・仏・日の連合国の、
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またそれに敵対するドイツの租借地をかかえてお

乱する虞があるときには、日本は兵力をもっ

り、領土ができるだけ戦場にならないように、８

て各要地の安全を維持し、もし支那政府より

月６日、局外中立を宣言した。翌７日、イギリス

依頼があれば、その鎮撫を担当する覚悟がな

は日英同盟を結んでいた日本に対して、青島を根

ければならない。

拠地とするドイツ艦隊や武装商船を撃破するため

５．戦乱の終局後、この機会を利用して、国内

に参戦を求めてきた。大隈重信を首班とする日本

にあっては腐敗した世道人心を矯正振作し、

政府は、それだけでなく、これを機会に中国での

政治教育よって商工業及び国民の生活状態に

権益拡大を企図した。日本政府はドイツに対して、

至たるまで軍国的に改善し、国の体質を強化

８月23日正午を期限に、ドイツ艦艇の中国海域か

する。

らの退去と、膠州湾租借地を中国に返還する目的

ここで根津は、この戦争の目的は日本の威信を

をもって、無償無条件に日本に引き渡すことを要

列国とくに支那国民に示し、膠州湾のみならず、

求した。しかし期限が過ぎても回答がなかったた

日露戦争によって獲得した関東州までも返還する

め、宣戦が布告された

61）

。日本は、９月２日に竜

ことによって、中国国民の信頼を得ることにある

口に上陸し、ついで11月７日には青島を占領し。

と述べている。そしてそれは、イギリスをして威

同月末には占領地の行政を開始した。以下に招介

海衛の返付までさせようとの主張にまでなってい

する根津の３文書のうち第１、第２文書は、この

る。しかし反面、中国に内乱が生じた場合、支那

青島占領直後に提出されたものである。

政府の依頼があれば、日本はそれを鎮圧し、また

まず第１文書は、
「対時局策要領」と題し、11
62）

日本における国民精神の堕落を防止するために

。それは、
まず冒頭「方

は、ほぼ10年毎の戦争が必要との根津の戦争哲学

針」と題して、
「日英同盟責務ノ大義ヲ尊重利用

にしたがって 63）、この際国内の精神的健全化を目

シ外威信ヲ列国ニ宣揚シ殊ニ其威信ヲ支那四億ノ

指そうと主張している。

月12日に提出されている

カカ

人心ニ透徹スルヲ努メ内此機ヲ提ケ堕落セル国民

この第１文書にすぐひき続いて、11月16日には

ノ心術ヲ改善振作シ以テ東洋盟主ノ実権ヲ握リ其

第２文書「青島処分案要領」が提出されている

大局ヲ維持スルヲ図ルニアリ」と、
戦争目的を謳っ

64）

ている。以下、現代文に直して、
「甲平和案」、
「処

を現代文によって要約的に紹介しておこう。この

置」の要点のみを挙げるが、文頭の数字は筆者が

際の数字も筆者が付したものである。

付したものである。

。それは二つの部分からなっているが、それら

〔支那人心の収攬〕

１．兵力を用いて膠州湾を攻略する場合には、

１．日本による領土侵略に対する支那人の猜疑

我が威武の卓越を支那国民に示すことを重視

心を払拭するために、速やかに竜口から青島

する。

に至る兵站線を撤去する。

２．膠州湾攻略後は、宣言の主旨に従いこれを
支那に返付して、列国ことに支那国民に威信

２．山東の鉄道・鉱山は日中合弁とする。
３．山東鉄道に日本人技師・技手を導入するが、

を示す。

そのもとで多数の支那人技手を養成する。

３．この返付とともに関東州を支那に返還し、
なお英国を勧めて威海衛を支那に還付させ、

４．鉄道運賃の引き下げ。
５．ドイツが残した教育施設を用いて、師範学

その報酬として満州全部及び内蒙古を列国に
開放させる。

校・商業学校等をおこす。
６．時期をみて曲阜に日支合弁の経学大学を設

４．支那内地に内乱が勃発し、支那の全局を撹
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７．租借地内の支那人に対するドイツ的に煩瑣

しかし日本政府は、根津の提案や勧告には耳を
傾けず、1915年１月18日、非常に高圧的でかの悪

な行政法規を改正する。
８．警察によって、支那人の生命財産を保護し、

名高い「二十一ヵ条要求」を突きつけた。その交

とくに日本人による支那人に対する詐欺的行

渉が中国側の激しい反発にであっていた時期の２

為を厳禁する。

月28日に、根津が提出したのが第３文書「卑見」

９．軍事衛生部によって支那人にも施療する。
10．鹵獲した食料によって、支那貧民を救助す
る。

65）

である。

その前文において、根津は交渉の目的について
は、「…支那ノ保全ト我実利ノ扶植ヲ主眼トス…」

11．青島返還までの期間、北京、上海その他重

としており、第二革命後の袁世凱の地位がかなら

要な地点で、新聞に日本占領行政に対する好

ずしも安定していないことを考慮して、
「…支那

意的な記事を書かせる。

ノ面目ヲ踏潰スルヲ避クルヲ要ナス」と、日本側

12．その他、日支人間の親和をはかる。

の強硬な姿勢に警告している。以下その要点のみ
を原文のまま挙げれば次の通り。ここでも文頭数

〔経済事業の発展〕
１．済南、青島に日本の銀行を設立して、円銀
兌換券を発行し、流通させる。

字は筆者。
１．将来支那ノ沿岸ヲ他国ニ非割譲ヲ約セシム

２．それによって支那政府の不換紙幣濫発によ

ルト同時ニ我ニアツテハ大連ノ租借期限ノ延

って生じた不況を克服する。

長ヲ要求スルニ止メ関東州少ナクモ旅順ヲ支

３．済南、青島に零細な貯金銀行を設立する。
４．山東鉄道を速やかに修理し、支那人の乗客

那ニ返還スヘシ…
２．満州東蒙ニ於ル我居住営業土地所有権ト支

・貨物をも親切に扱う。

那本部ニ多数開市場ノ開放ヲ要求スルト共ニ

５．日本船によって、青島 = 上海、青島 = 大連、

日本内地ニ於ケル支那人ノ通商居住権…ヲ拡

青島 = 本土の定期便を運航する。

メテ欧米人同様ニ彼ニ土地所有権ヲ与ヘ…

６．通信機関の改善のため、青島と大連もしく

３．支那保全確保ノ目的ヲ以テ陸海軍顧問武官

は旅順との間に海底電線を敷設し、それを本

ヲ若干年間無報酬ニテ聘セシメ（此ノ報酬ハ

国に接続させる。

日本政府ヨリ之ヲ給与スべシ）又我ヨリ武器

７．青島の輸出入商品の種類・生産地・消費地

軍需品購入ニ関シ特ニ便利ヲ与フルヲ約シ以

の調査。

テ我ニ軍事上ノ実権ヲ把握スベク…

８．日本商品の販路拡大のため、済南における

４．財政、教育、交通部ニ成ルヘク多クの邦人

東亜同文会の対支商業誘導館を拡充して、貿

ヲ無報酬ニテ聘用セシメ殊ニ財政上ノ便利ヲ

易補助業務を強化する。

図リ遣ルヲ約スヘシ…

９．阿片の流入は、青島関税にて厳しく取り締

５．山東ニ関スル我要求権利ハ従前独逸ノ獲得

まる。

スル権利ヲ継承スルニ止ムヘシ…

10．青島税関の業務を日本人に委ね、その配当

６．鉄道布設ノ権利要求ハ布設権ノ名義ヲ避ケ

金を受け取る場合には、教育事業にまわす。

テ之ヲ日支合同ノ経営要求ノ名義トナスヘシ

これらの２系列の提案によって、根津は、中国

７．鉱山其他利権ノ要求ハ総テ日支合同経営ノ

人の反日感情をおさえ、日本に対する信頼感を醸

名義トナスヘシ…

成し、同時に山東経済の復興を軌道にのせ、それ

８．
〔提出条項の削減簡素化を主張̶筆者削除〕

を日本経済と緊密に結びつけようとした。

９．場合ニ由リ出来得ヘクンバ某時期ニ於テ日
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本ノ対支治外法権ヲ放棄シテ支那全版図内ニ

兵器の供給をうけるか、日中合弁の兵

日本人雑居権ヲ約シ…

器廠を設立する。日本人に布教権を認
める。南昌を中心に鉄道敷設権を認め

10．支那内乱ニ際シ日本ハ兵力ヲ以テ其鎮圧ヲ

る。福建省の鉄道・鉱山・港湾に関す

補助スルヲ約スヘシ

る外資導入には日本に先議する。

最後に根津は、
「帰旨」
〔結論〕において、
朝鮮が、
日清戦争後、日本の「半保護国」になり、日露戦

以上、実際の「二十一ヵ条要求」と根津の３文

争後その「純保護国」になるのに長期間を要した

書とを比較すると、そこに一定の共通性ないしは

タ

ことを顧みて、
「…現下名ヲ避ケ実ヲ植 ツルヲ要

類似性とともに、幾つかの決定的な相違性が認め

トシ其政治権ノ大樹ニ就テハ其短兵急ナルハ宜シ

られる。第１号の、山東省のドイツ権益の継承に

ク慎べク…」と強圧的な交渉方法を批判し、順次

ついては、根津はその第１文書で、膠州湾の返付

中国を導くことによって、
「…以テ遂ニ東洋全体

を明記したが、第３文書ではドイツ権益の継承を

ノ覇ヲ握リ其大局ノ維持亜東民生ノ平和安泰ノ運

認めている。後者は前者以外の権益なのか、やは

命ヲ統攬スルニ至ルヲ期スヘク是レ実ニ王道ノ実

りそれを含むものかは明らかではない。ただし根

行ナリ」と結んでいる。

津は山東における鉄道の新増設までは要求してい

ここで比較対照するために、実際の「二十一ヵ
条要求」を要約的に示しておこう
第１号

66）

ら継承したため、本来ならば1923年には期限とな

。

山東省のドイツ国権益の処分について、

る大連・旅順を含む関東州の租借権および満州の

日本がドイツと協定する一切の事項を

鉄道管理権の99年間の延長については、根津は大

チーフ

第２号

第３号
第４号
第５号

ない。第２号の、ポーツマス条約の結果ロシアか

中国は承認する。日本に芝罘または竜

連についてのみ期限を明示せずに要求している

口と膠済鉄道とを連絡する鉄道の敷設

が、旅順を含む関東州全体は返還すべしと主張し、

権を認める。

また鉄道の管理権については、なにも触れていな

旅順・大連租借期限と満鉄安奉線の期

い。そして南満州・東部内蒙古における日本人の

限をいずれも99ヵ年ずつ延長する。吉

土地賃借権等については、根津も居住・営業土地

長鉄道の管理経営を99ヵ年日本に委任

所有権を要求しているが、それに対応して、日本

する。日本人に南満州および東部内蒙

国内における中国人の同権を主張している。

古における土地の賃借権または所有権

第３号の漢冶萍煤銑公司の合弁要求は日本の

・取得権・自由往来権・業務従事権・

製鉄業の原料確保要求から挿入されたものであっ

鉱山採掘権を認める。同地方で政治・

て、根津の視野にはなかった。第４号の中国沿岸

経済・軍事の顧問および教官を要する

部の他国への不割譲については、領土保全の観点

ときはまず日本と協議する。

から根津も要求すべきであるとしていた。第５号

漢冶萍煤鉄公司を日中両国の合弁とす

の、中央政府の政治・財政・軍事顧問招聘につい

る。

ては、根津は軍事・財政・教育・交通部門におけ

中国沿岸の港湾と島とを他国に譲与ま

る日本人顧問の日本側負担による招聘は認めてい

たは貸与しない。

るが、警察へのそれまでは言及していない。その

中央政府の政治・財政・軍事の顧問と

他、第５号に含まれる中南部に関する雑多な権益

して有力日本人を招く。必要な地方の

要求は、政府筋から押し込まれたものであった。

警察を日中合同とするか、または警察

ここで私たちがとくに注目したいのは、根津が

官庁に日本人を雇い入れる。日本から

旅順を含む関東州の租借権の返還、将来における

254

◦ 1265 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
根津一の対中国観

日本の治外法権の廃止、という半植民地的権益の
重要部分の放棄という大担な提案をしていること

等である。
従属国とは、現地人によるいちおう自立的な中

である。それとともに、鉄道・鉱山の合弁形態、

央政府が存在するが、半植民地状態の上記に見ら

内地雑居権の同権といった中国人の権利向上も意

れるような構成要素はなく、しかし外交的、財政

図されていた。

的あるいは軍事的に外国に依存・従属している国

以上、根津の条約案に対する批判的見解は、随
所にあらわれているが、とくに顧問招聘を含む第
５号は中国側の激しい反撥に出会い、秘密とされ

である。例えば、19世紀にはイギリスに従属して
いたポルトガル、等。
さて本題に戻ろう。さきに「先行研究の回顧」

た交渉経過とその内容が中国側から暴露され、国

で紹介した森時彦は、この「二十一ヵ条要求」に

際的批判をあびた。根津は加藤外相だけなく他

対する根津の態度について、
「根津一は、かの

の有力政治家をも説得したためか、
『山洲根津先

二十一ヵ条要求には徹頭徹尾反対した。しかし中

生伝』は、「其の結果か否か第五項〔号〕の撤回

国への進出そのものに反対したわけではない、…

67）

となりて、辛うじて日支の破裂を免れたり。
」 、

（中略）…要するに二十一ヵ条にみられる侵略の

と述べている。根津の見解が国内からの声として

拙劣さに反対したにすぎない。」と評価している。

一定の作用をしたと考えることは可能である。

根津が、日本の中国への通商的進出を促進し、中

しかし第５号を除いた「二十一ヵ条要求」は、

国を日本的に開明し、アジアの盟主たる日本に政

最後通牒をもって、５月９日、袁世凱によって受

治的・軍事的に従属させようと構想していたこと

け入れられた。それが中国における大規模な反日

は事実である。筆者は根津が徹頭徹尾「二十一ヵ

運動発生の契機となり、1919年の五・四運動とな

条要求」を批判したとは思わないが、しかし根津

って燃え上がり、その後も機会あるごとに、潮の

の批判的見解のなかには、日本は大連以外の関東

ごとく繰り返された。根津は、のちにその経緯を

州全体の返還を、またイギリスを慫慂して威海衛

顧みて、栗田が引用したあの「二十一ヵ条要求」

の返付を、そして将来日本の治外法権の放棄を、

に対する激しい批判を行なったのである。

提唱していることはなにを意味するのか。これら

ここで本稿の論旨を理論化するために、外国の

は彼が、日清戦争以来、日本もそれに加わった列

支配を強いものから弱いもののへと、
「植民地」
、

強による中国の半植民地状態の構成要素（治外法

「半植民地」、
「従属国」に整理し、それらの概念

権、租界・租借地、関税自主権の喪失、等々）の

について、筆者の考えを述べておく必要があろう。

うちその前者２つを回復し、中国を半植民地から

植民地とは、当該地の現地人による中央政府は

せめて従属国にまで引き上げようと考えていた証

存在せず、外国の総督などによって、本国の直接

拠ではないか。その点において一定の革新性が認

支配を受け、主権を完全に喪失した状態の地域で

められ、森の見解はそのことを無視しているよう

ある。例えば当時のインドやビルマ、アフリカの

にみえる。

諸地方、1910年、日韓併合以後の韓国、等である。

栗田尚弥は、根津の「二十一ヵ条要求」批判を

半植民地とは、当該地域に現地人による中央政

引用したあと、
「…今日的視点から、根津精神を

府は存続しているが、その主権は、関税自主権の

＜前近代的＞な＜人類としての普遍性＞を持た

喪失、治外法権の容認、租界・租借地〔当該国内

ない思想と断ずることは容易である。しかし＜近

の小さな植民地〕の存在によって、著しく制限さ

代＞欧米列強が中国（アジア）に帝国主義政策を

れた状態にある地域。例えば、清末・民国時代の

もって臨み、日本もまたその＜近代＞というバス

中国、20世紀初頭のオスマン・トルコ、ペルシャ、

にのりこんだ時、根津は < 前近代的＞な王道論
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から断固これに反対したのであった」
、と特徴づ

本内政権取得、朝鮮軍の解体）と、着々として進

けている。この場合でも根津は、占領地行政を徹

行する朝鮮の植民地化過程が反映されていたため

底的に人道的に行なうことを、また彼自ら「是レ

と推定される。とくに1907年10月26日には、初代

実ニ王道ノ実行ナリ」と書いているように、中国

統監伊藤博文がハルビン駅頭、独立の志士安重根

にたいしては時間をかけて相手の立場も考慮して

によって暗殺され、両国の政治的雰囲気は騒然と

臨むことを、主張している。栗田はその限りで適

していた 70）。東亜同文会は、その設立以来、中国

切な評価をした。しかし根津の批判は、たんに日

の保全とともに、朝鮮の独立とその維持を主張し

本の中国にたいする強硬な外交スタンスに向けら

てきたが、この期に及んで、朝鮮独立問題は十分

れていただけではなかった。根津の構想とは逆に、

な説明や討論もないまま放棄されてしまう。この

「二十一ヵ条要求」には、旅順・大連を含む関東

時点で「韓国」の文字が、なぜ主意書や綱領から

州の租借期限や南満州の鉄道経営権を99ヵ年延長

削除されたかは、なお究明されねばならない課題

など、半植民地状態を深化させて、さらに植民地

といえる。しかしその反面、中国に関しては、そ

化していく内容が含まれていた。栗田は根津の儒

れをもっと対等に扱わねばならないという意向

教的批判の思想的背景を指摘するだけでなく、そ

が、同文会内部に生じてきたと思われる。

の具体的な政治的・経済的な内容をも析出しなけ
ればならなかったのではないか。

この綱領は、本来、1898（明治31）年11月、東
亜会と同文会とが合同して東亜同文会が設立され
た際、次の４項目として簡潔に確定されたもので

Ⅲ

根津幹事長による同文会綱領の削除

ここで、中国を舞台とした歴史的大事件と格闘

ある。1．支那ヲ保全ス、2．支那及朝鮮ノ改善ヲ
助成ス、3．支那朝鮮ノ時事ヲ討究シ実行ヲ期ス、
4．国論ヲ喚起ス。

した根津からすこし離れ、1909（明治42）年12月

この確定にあたっては、東亜会系と同文会系と

の東亜同文会秋季大会において、根津が東亜同文

の間で激しい討論が行なわれた。前者が支那の革

会のあの有名な綱領の全面的削除を提案し、承認

命を推進して、自強を遂げさせようと主張したの

された事実に注目しておきたい。この驚くべき事

に対して、後者が清朝を援助して、列国による分

実を同文会の古い文書の束から初めて発見したの

割の防止を主張したためである。これを見た議長

は、小崎昌業である

68）

。そしてここでそれを取り

の近衛篤磨は、
「支那を革命せしむべしと主張せ

上げるのは、これには同会の内部問題とはいえ、

らるゝ意見も、清朝を援助すべしと主張せられる

根津の対中国観ないしはその深化の過程が示され

意見も、共に他国の内政に干渉する嫌ひがある。

ているからである。

併し両説の目的とせらるゝ所は支那の保全にある

同大会では、それに先立つ評議員会での可決を

のであるから、本会は支那の保全を目的とすると

ふまえ、
（1）主意書中より「韓国」名̶̶1897年以降、

いふことに定めてはどうであろうか」71）と述べ、

国号を大韓とした ̶̶をすべて削除し、日清両国

まとめあげた。この内政不干渉の原則は、厳密に

に整理すること、
（2）綱領を全面的に削除するこ

は、２の「改善助成」
、３の「時事討究と実施」、

と、等が提案された

69）

。おそらくこれは、1904

年２月の「日韓議定書」
（日本の軍事行動の自由）

４の「国論喚起」にも貫かれるべきものであった。
では上記大会における根津の提案説明を聴こう

に始まり、1904年８月の第１次日韓協約、1905年

72）

11月の第２次日韓協約（外交権の喪失・統監府設

善ヲ助成ス』
『支那朝鮮ノ時事ヲ討究シ実行ヲ期

置、保護国化）
、1907年７月の第３次日韓協約（日

ス』
『国論ヲ喚起ス』是ガ綱領デゴザイマシタガ、

。「…綱領ハ『支那ヲ保全ス』『支那及朝鮮ノ改
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（ママ）

所ガ是ハ明治三十二年ニ認メタモノデ、支那ト云

治天皇の前での御前説明のあと感涙に咽せんだこ

ヒ、朝鮮ト云ヒ、日本ト云ヒ、其他三国ノ各国ニ

とからも窺える。

対スル国際関係ト云ヒ大変化ヲ来シテ居ル今日ノ

その国家主義は、その他多くの面でも見られる

場合デゴザイマシテ、第一ノ支那ヲ保全スト云フ

が、同文書院での教育面では、彼がたんに教育の

ヤウナコトハ支那人ノ最モイヤガル言葉デ、支那

規範としてだけでなく、国民道徳のそれとしても、

ヲ余ホド下ニ見タ所ノ立前デアル、支那ヲ助ケテ

1890（明治23）年発布の「教育勅語」を最も重視

保タシテヤルト云フヤウナ意味デ、友邦互ニ助ケ

していたことが、それを示している。その儒教的

カネ

合フト云フ意味デナイト予テカラ苦情ヲ言ウテ居

な家族主義を基礎にした「忠君愛国」、
「忠孝一致」

ル文字デゴザイマス、支那及朝鮮ノ改善ヲ助成ス

の理念は、彼にとっては「五個条の御誓文」とと

ト云フコトモ、支那ト云フ字ニ対シテ申シマスレ

もに、明治以降の二大典範とされていた 73）。

バ、矢張リ改善ヲ助成スト云フヤウナコトハ国際

例えば1905（明治38）年４月の同文書院第２回

間ノ言分トシテ感情上面白クナイ文字デゴザイマ

卒業式の告辞において、根津は「…鳴呼諸子ハ今

ス、又支那朝鮮ノ時事ヲ討究シ実行ヲ期スト云フ

ヤ将ニ我書院ヲ去ラントス復タ朝夕相見ルノ機ナ

ノモ同様デゴザイマシテ、今日ノ支那ニ対シテハ

シ然リト雖モ人道ノ要ハ教育勅語実ニ之ヲ示サレ

イササ

シュク

ケンケン

聊カ適当セヌ文字ト思ヒマス、朝鮮ノコトハ説明

テ余リアリ諸子ノ世ニ立ツヤ宜シク夙夜ニ眷々之

スルマデモアリマセヌ、悉ク無用ノ文字ニナツテ

ヲ服 応 〔膺 〕シテ 懈ルコト或 勿レ…」と述べて

居リマス、斯ウ云フヤウナ次第デゴザイマシテ一

いる 74）。彼は毎年の卒業式において、その年度に

方ハ無用デアリ、一方支那ニ対シマシテ面白カラ

中国で起きた事件などに触れて、卒業生の使命に

ヌ感ヲ持ツト云フヤウナ文句デアル、
（中略）ソ

ついて語り、年によってその表現が若干違えども、

レナラバ全部削ツテ仕舞フノガ今日トシテ適当ナ

この同じことを繰り返している。私たちは、そ

ルコトデアラウ…」と。

のことを『東亜同文会史』によって、1904（明治

根津は、出席者 1 人の質問に答えて、次のよう
に敷衍している。
「…殊ニ『支那ヲ保全ス』ト云

（ママ）

ヨウ

オコタル

アルナカ

37）年の第１回から1917（大正６）年の第14回の
卒業式について、確認することができる 75）。

フヤウナコトハ唯今申ス通リ支那人ノ頗ルイヤガ

このように根津は、本来国家主義者ではあった

ル文字デゴザイマス、日本ガ日本ノ力デ、支那ノ

が、中国との困難をともなう深い関係、非常に多

微弱ナモノヲ助ケテ維持シテヤルゾト云フヤウニ

くの中国人との交流を通じて、諸国民の対等・同

支那人ハ受取ツテ、之ヲ見セルト云フトイツモ彼

権といった国際主義者（インターナショナリスト）

是論ヲスルノデゴザイマス、ソレデ支那へ参ル時

に近づいていったといえよう。ただ今にして思え

ニハ、漢文デ他ノコトニ書替へテ持ツテ参リマス、

ば、根津がこれを削除したのは良かったが、残念

ソンナ事モ之カ差支ノ一ツデゴザイマス」と。こ

なことはそれに代わる真に日中同権の理念をもっ

うして根津の提案はたいした異議もなく承認され

た新綱領を提起しなかったことである。なぜなら、

た。

同文会の諸士は、この根津の真意を理解せず、後

根津は、
「中国保全」は主張しても、本来、決
して主権と領土の尊重、内政不干渉、平等互恵と

になって旧綱領の欠陥をさらに歪める方向で活動
することになるからである。

いった諸原則を理解した完全な意味での国際主義
者ではなかった。いやむしろ、国家主義者、森時
彦に言わせれば、天皇主義的な国家主義者ですら
あった。それは既述のように、日清戦争のとき明

む

す

び

以上私たちは、中国を舞台に生じた幾つかの重
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大な歴史的事件と東亜同文会の綱領をめぐる、根

に洋務派官僚による「南部諸省連邦」を創らせ、
「隠然我国保護の下に置き、」といった見解、また

津の見解と行動を整理してきた。
根津には、西洋の帝国主義諸国によって圧迫さ

「二十一ヵ条要求」に関連して、
「支那内乱ニ際シ

れたアジアを守るために、皇国日本を中心に、そ

日本ハ兵力ヲ以テ其鎮圧ヲ補助スルヲ約スベシ」、

れと「唇歯輔車」の関係で結びついた中国を富強

といったことなどである。

化しようという、アジア主義的構想があったこと

根津にあっては、中国に関して「保全」や列国
による中国政体への不干渉、といった観念はあっ

は、誰しも認めるところである。
しかし根津にあっては、皇国日本は至上のもの

ても、
「…東洋の盟主ノ実権ヲ握リ…」といった

であっても、本来それ自体として正義なのではな

言葉に表われているような、彼のアジア主義思想

く、そうあらねばならないという存在であった。

がそれを邪魔しているためか、日中間には、主権

従って日清・日露の両戦役やその間の義和団事件

と領土の不可侵、内政不干渉、平等・互恵といっ

への介入は、それらが「義戦」と観念されたが故

た、国際関係を律すべき現代的な諸原則が完全に

に戦われたのである。そして彼は、それらの戦争

は確立していなかったように見える。

の中で、「仁」の精神に基づいて、一般中国人を

しかしそれにも拘わらず、私たちは、根津が日

徹底して人道的に取り扱うよう主張し、自ら参戦

中関係において、中国の地位を抜本的に引き上げ、

した日清戦争では、力の及ぶ範囲でそれを実践し

半植民地からせめて従属国なみにせねばならない

た。しかし皇国日本は、自律的に「仁」や「義」

と考えている、幾つかの例に出会う。

を行なえたのではなく、彼は、戦争を通じて、
「…

（1）日清戦争の講和条件について、盟友荒尾精

堕落セル国民ノ心術ヲ改善振作」せねばならない

は、欧米なみの不平等な通商条約は要求した

とし、また「二十一ヵ条要求」のような不当な要

が、領土割譲と巨額賠償金には反対した。こ

求に対しては、厳しく批判しなければならないと

れは中国の半植民地化の重要構成要素に対し

考えた。

ての不同意を意味した。確かに根津がこの意

根津はまた、中国は彼が尊崇してやまない儒学

見に賛同したかどうかは確認できない。しか

の母国ではあったが、しかしそこでも「義」にも

し一心同体のように活動したといわれる根津

とる行為には厳しい批判の対象とした。例えば、

が、これには不同意であったと推測するほう

日清戦争開戦時の、清の宗主権による朝鮮独立の

が困難である。

抑圧は「支那の横暴」とされ、義和団事件の際の

（2）辛亥革命に際して、根津は頭山満や河野広

清廷の「頑迷官僚の迷夢」は、戦いによっても排

中らとともに「善隣同士会」を結成して、頭

除されるべきものとされた。

山や犬養毅とそのスタンスはやや違え、同革
命を公然と精力的に支持した。

日中の国際関係に関する根津の見解を見ていく
場合、私たちはまず日清戦争後形成された両国の

（3）
「二十一ヵ条要求」の実際の内容とは異な

状態の基本的性格を把握しておかねばならない。

り、根津は大連の租借期間の延長は求めたも

それは、中国が列強に対してと同様、日本に対し

のの、旅順を含む関東州全体の返還と、将来

ても半植民地状態に陥ったということである。そ

における治外法権の放棄を要求した。これこ

のため根津には、さまざま局面で、経済的な面

そ、中国の半植民地状態の構成要素の重要部

だけでなく、政治的・軍事的な面において、中

分の解消である。

国に対する日本の主導性を当然とするような考え

（4）1909年の東亜同文会の大会において、根津

が見られる。例えば、義和団事件に際して、中国

は創立以来の、日本中心的な綱領を全面削除
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し、そのことによって、日本と日本人に対す

に革新性をもったアンティテーゼあったといえよ

る中国と中国人の対等・同権を主張した。

う。その点で根津は、時として体制内反対派とし
て登場したのであった。

これらの根津の諸見解は、中国の半植民地化を
さらに深めようとしていた日本政府のレアルポリ
ティークに対する、一定の枠内ではあるが、明確
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東亜同文書院生による満州大調査旅行記録のうち「松花江沿岸都市調査」について

〔研究ノートと資料紹介〕

東亜同文書院生による満州大調査旅行記録のうち
「松花江沿岸都市調査」について
東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

らみてもかなり有効な作品となっている。

１．東亜同文書院生による満州調査

この大調査旅行が始った10年間ほどは、各人が

東亜同文書院生による「大旅行調査」は1901

自由に設定したテーマを追究した調査報告がレ

年に書院が上海に開学してまもなく、1907年から

ポートとして卒論になったが、旅行途中の日誌も

始まり、1942〜1943年まで中国、満州、東南アジ

各個人は記録していた。当初は日本人はもちろん、

（1）

その

書院生も未踏であったコースが記録されたが、10

中心は中国本土に置かれたが、満州や東南アジア

年目にもなると、コースの重複もみられるように

にも広がり、東アジアを広くカバーした。朝鮮や

なり、またテーマも商取引慣行だけでなく、地理、

台湾は早々と日本の植民地になったため、若干の

歴史、経済、生産、文化、教育など多様化し、よ

台湾報告はみられるものの、主要な対象からはず

りアカデミックな多面的展開をみせるようになっ

されたことは今日からみると惜しい点である。

た。それがのちに大学へ昇格する背景にもなった。

アの一帯に700コースの足跡を記録した。

各班は３カ月から６カ月の徒歩を中心としたま

前述した10年目あたりから一部に重複するコース

さに「大調査旅行」であり、調査目的地への行路

も出てくるのは当然で、それゆえ後輩のためにも

と帰路はなるべく広い見聞を深めるために、その

日誌による地域情報や旅行方法などを後輩へ伝え

コースはそれぞれかなり各地をめぐるように設定

ることが重要になった。こうして、卒論としての

された点に特徴がみられる。

調査報告と日誌の両方が書院へ提出されるように

各班は２から５、６名の構成員で構成され、前

なった。コース選定もテーマ選定も書院生達の自

半の時期は毎年10班余りを数えたが、後半私費生

由な選択によるものであり、卒業後中国内で就職

が入学し、１学年の入学者が100名を越えるよう

し生活する者のみならず広く見聞を広める大きな

になると、20班近くに増加した。こうした徒歩中

経済であり、チャンスであった。

心の大調査旅行が半世紀近くにわたって組織的
に実施されたことは、世界でも類をみない規模で

２．満州調査の動向

あった（2） それは、学生の手になるとはいえ、日

そのような中で満州調査も中国本土に比べれば

本国内の各県から選抜された書院生はかなり高い

かなり少ないが当初から試みてきた。当初は営口

レベルにあり、進取の気性をもった調査とイデオ

など南満州の貿易港と後背地の調査や吉林省の地

ロギーのない客観的記述を行った点で、その記録

誌的調査（3） などからスタートした。当初はまだ

は当時の中国を中心とした東アジア、東南アジア

卒業生もいなかったり少なかったりした時期に、

の状況をかなり適確かつ客観的にとらえ、今日か

資料収集や調査実施は大変であったように思われ
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るが、多様な在満中国人組織などへの調査も行な

る満州の県レベルの記述と分析をもたらしたとい

い、満州地域調査の基礎をつくった。その後、書

う点で従来にない画期的で重要な成果をもたらし

院の卒業生が満州地域へも入り込むようになった

た。（4）

り、満鉄による調査研究活動が活発になると、在

ところで、今回取り上げた満州の松花江沿岸の

満の日本人組織からのきき取りや資料収集もみら

調査報告は、そのような満州国成立直前の成果で

れるようになり、満州調査も少しずつ進むように

ある。したがって、日誌ではない調査報告者は松

なった。

花江沿岸の都市調査を目的としたものであり、そ

その満州調査が一気にすすむようになったの
は、日本の関東軍が生起させた満州事変であった。
これより、書院はそれまで築いてきた清朝政府、

のあとの満州事変後２年間、満州しか調査できな
かった時に行なわれた県別調査ではない。
班員のうち何人かは目的とした特定地域での特

それに続く民国政府との友好関係もその直後から

定事象の調査が中心であったが、ここで取り上げ

２年間、書院生へのビザ発給停止により大きな影

た松花江沿いの都市調査は、この班の調査班員の

響を受けた。

うちの１人がこのテーマで調査し、報告書を作成

中国本土に大調査旅行を予定していたその年の
各調査班は、突然中国本土へのビザが発給されな
い事変に直面し、急拠関東軍の支配下に置かれた
満州調査へ変更せざるを得なくなった。とりわけ、

したものである。

３．「松花江沿岸都会調査」報告書について
（1）大調査旅行コースとその時代

初年度は予備調査も不十分で満州調査旅行へ全員

この「松花江沿岸都会調査」（5）報告書は第26期

が向かわざるを得なくなった。こうして２年間全

生が行った19班のうちの１班の構成員１名によっ

員が満州調査に従事することになった。それまで

て執筆されたものである。この第26期生は1926年

は各期に満州調査班は皆無の年もあり、多くても

（大正15年４月）に入学し、最終学年である４年

１〜３班の年もあった程度であったが、それなり

目の1929年（昭和４年）にこの大調査旅行を行っ

に力作の報告書がまとめられた。

た。設定された19班のうち、６班が満州そのもの、

こうして、昭和７年（1932）と昭和８年（1933）

あるいはコースの一部に満州が入っており、満州

の２年間は書院生は満州調査しか出来なかった。

にこれだけの班が設けられたのは珍しい。その背

広い満州とはいえ、開発は中国本土に比べ圧倒的

景には中国本土での内乱の激化とその一方での満

に遅れていた。そこへ多くの班が集中して従来通

州への関心の高まりが反映したものと思われる。

りの方式を探れば重複が目立つことになるに違い

この第26期生の在学期間は中国国内の激動の始

なかった。その中で、各班に県別の調査を行わせ、

まりの時期であった。将介石が指揮する国民革命

多くの班をそれに割当てたのは流石の方法であっ

軍は1927年（昭和２年）に武漢から南昌、さらに

た。このような方法はそれまでの書院生による自

南京へ進出拡大し、1928年３月には上海へも進出

由で自発的な調査研究テーマと調査コースの設定

した。その中で共産党指導のもと上海の労働者の

とは異なった。従来、満州の各県を単位としたレ

ゼネストが行なわれ、将介石の共産党弾圧により

ベルの調査はほとんど行なわれなかったがゆえ

国共分裂となった。1928年夏には張作霖の爆殺に

に、苦肉の策とはいえ、県レベルの書院生の調査

よる奉天派軍閥の勢いが衰える中、将介石の北伐

がこの２年間で一気に進んだ。この点とその内容

軍は長江を越えて北上、日本軍との間で済南事件

についてはまた別の機会に述べたい。

をもたらすものの北京へ進出、全国を統一すると

このような２年間の満州調査は２年間におけ

いう激動期であった。
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そんな中での大調査旅行は第26期生に厳しい環
境をもたらした。満州調査班の数がふえたのもそ
のような厳しい環境をあらわしたものであるが、
しかし、コース全体をみると、満州だけでなく、
内陸奥深くの四川省や貴州省、さらには東南アジ
アにまで広範囲に足跡を刻んだ。
しかし、満州では張作霖に対する関東軍の爆殺
により、満州一帯の軍閥政治の基盤はゆらぎ、張
作霖を継承した張学良は張作霖の満州自立化方針
を一変させ、将介石の支配下に入ることに決める
という大きな変化が生まれた。その結果、その時

写真１

点直後から、満州全域に国民党の青天白日旗がひ
るがえることになり、急拠満州全域の行政組織化

班員の田島清三郎、大島清道、尾仲嘉助

このダイジェスト版の中での「極光を慕ひて」
の目次は

がすすむことになった。このあとの時期に満州へ

序曲̶旅立ち

大旅行を行った書院生達はそのような光景や各行

大連

政組織に出会うことになった。そしてそのことが

平沙の憂ひ

関東軍の満州事変を引き起こすことにつながり、

奉天、長春

さらに「満州国」設立へと続くことになった。

陶頼伯、伯都納

そのように満州も激変していくことになるその

哈爾濱

直前にこの第26期生によるいくつかの満州調査旅

キタイスカヤ街の夕立

行が行なわれた。記録の中からそのような嵐の前

憧憬のスンガリへ

の静けさに似たふんいきを感じることができるよ

新旬

うに思われる。

トローミーの夕

ところで、この26期生が実施した19班による大

三姓

調査旅行記録の活字化されたダイジェスト版は、

人生の姿

旅行が実施された翌年の1930年（昭和５年）に『足

富錦

（6）

跡』というタイトルで刊行された。

スンガリーの流れ
小さい結び

この『足跡』の中で、この班は「極光を慕ひて」

となっており、ほぼコース順の記録となってい

というテーマで自分達の班の大調査旅行を記録し
（7）

ている。

それによると、班員は木島清道、尾仲

る。

嘉助、田島清三郎の３名であることがわかる。そ

文中を読むと、「O は６月19日哈爾濱に引かへ

の顔写真を写真１に示すが、どの写真が誰である

す

（9）

かは明記されていない。なお、木島清道は卒業後

ハルピンへ先に戻ったという記録があり、それに

外務省から満州林産会社へ、戦後は立川米軍管理

続いて「T と私は予定を継続する事になって20日

部に勤務、また田島清三郎は卒業後協和会外交部

に東を指してズンガリを下ることにした（10）」と

で新京、新義州、北京と巡り、引揚後は埼玉県行

ある。つまり、ハルピンから松花江を下り、三姓

田高校の教員になった。尾仲嘉助は卒業後死去し

まで来たところで班員のうち O は体調の悪化で

（8）

ている。

」とあり、体調を崩した O が三姓まで来て

ハルピンへ戻り、執筆者と T はさらに松花江を
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下り、湯源、富錦、臨江へと松花江を下ったとい

タイトルで示された「松花江沿岸都会調査」の
うちの「都会」は、当時まだ「都市」という用語

うことである。
このうち、文中の O は尾仲嘉助の姓の頭文字

が用いられるのが一般的でない時の呼称で、あま

のアルファベットであり、T は田島清三郎の姓の

りその概念も明確でなく、
「田舎と都会」という

頭文字のアルファベットであると考えられること

ような用いられ方であり、感覚的な概念であった

から、このダイジェスト版の本文を執筆をしたの

といえる。しかし、本論では、
「都会を「都市」

は残る１人の木島清道であるといえる。

と言い換えて表現することにした。

一方、「松花江沿岸都会調査」報告書の文中に

次に各章の構成をみると、第一章の小城子につ

は「K」と「木島」の名前が班員名として一瞬記

いては、第一節「位置」、第二節「沿革」、第三節

（11）

この調査報告書は三姓以降も富

「人口」、第四節「官公街」、第五節「工業」、第六

錦、臨江まで記録されているため、三姓からハル

節「商業」と展開されており、全章のほぼ標準的

ピンへ戻った尾仲嘉助の筆でないことは明らかで

な構成となっている。しかし、第二章の「伯都納」

ある。したがって、この調査報告書の方は田島清

では、第四節に「市街の概況」、第九節に「通貨」

三郎によって執筆されたものと考えられる。

が付加されている。

されている。

また、このコースの日誌にあたる手書きによる
「第八十四巻

（12）

調査旅行日誌」

は文中に「木島」

また、最大の都市ハルピンでは、第四節の「市
街の状況」が（1）埠頭区、
（2）八区、
（3）新市街、

の名を班員名として記しており、また三姓より下

（4）馬家溝、（5）頭道街、（6）伝家甸、と６地区

流も記しているため、清三郎の作品だといえる。

に分けられて記述されており、当時のハルピンは
都市としてすでに都市内が機能分化するほどのレ

（2）
「松花江沿岸都会調査」の概要と章立て
この調査報告書を独立した調査報告書としてみ

ベルに達していたことを示している。また、官公

ると、前文が欠如し、なぜ松花江流域の都市を対

署についても（1）日本側の官公署、
（2）支那側、
（3）

象としたかについては触れられていない。この班

外国側と区分され、日本支那以外の国々はかなり

全体のまとまりの中で、他の班員が自分の調査報

多数にのぼり、それぞれ領事館を設置しているほ

告書の巻頭で述べているものと思われる。

どの国際的都市であったこともうかがわれる。

したがって、執筆者はいきなり対象都市の最初

さらに、商業についても多様な国々の商業施

からすぐ内容に入っている。それを承知で全体の

設を示す節に分けられ、国際的都市の内的充実ぶ

章立てをみると、それ自体は単調で、執筆者が都

りが裏付けられている。それは企業についても同

市を松花沿いに記録していく方向でまとめられて

様で、欧米系企業がハルピンに進出している状況

いる。

を示し、ハルピンの国際性がさらに明らかにされ

すなわち、
第一章は小城子（陶頼昭の元の名称）、

ている。また、それらに関連して通貨についても

第二章は伯都納、第三章はハルピン、第四章は呼

言及し、その国際性が金融取引にも及んでいたこ

蘭、第五章は木蘭、第六章は三姓、第七章は湯源、

と、しかし、そこで用いられる通貨はかつてのロ

第八章は樺川、第九章は富錦、第十章は臨江、と

シア通貨の卓越性が国際関係の中で変化してきた

松花江の流れに従って10都市が選ばれている。

こと、また支那側も政権からみの通貨変動をみた

そこでは例えば都市の大きさの順というよう
に、何らかのまとめ的な論述はみられない。また、
対象となった都市がどのような基準で選ばれたか
についても不明確である。

ほか、国際的な通貨操作を行ったことなど興味深
い事象が展開していたことを記録している。
次いで第七節の工業では、製粉業、油房業、醸
造業などを挙げ、この醸造業では、ウォッカ、ビー
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ル、日本資本による醤油の各生産について言及し

同じく黒竜江との接点にあり、
「交通」の節が設

ている。

けられている。

呼蘭についての構成は一般的だが、商業が必ず

以上、呼蘭を除けば他の９都市については、位

しも盛況でない中、東西大街と南北大街を中心に

置、沿革、人口、官公署、工業、商業、市街地、

した事業所を示し、また鉄路の開通が都市の盛衰

特産物、通貨、交通などの節がその多くの場合に

に大きな影響を与えることなど、明らかに現地観

設けられており、それにより松花江流域の都市比

察をふまえた呼蘭の特徴をまとめている。

較が可能になる。

第５章の木蘭については節を設けずきわめて簡
単にまた包括的に述べている。木蘭はかつて索羅
章口と称し、光緒34年に木蘭県として独立した。

４．松花江流域の都市の特性と都市システム
そこで、それらの項目の若干から対象となった

しかし、この時期、近くの新甸の方が大きな町で

松花江流域10都市の特性を簡単に比較することが

あり、活気もあって農産物の輸出がそれを支えて

できる。

いることを指摘している。

（1）位置

第六章の三姓は松花江と牡丹江の合流点にあ

対象とした10都市はテーマに示されたようにい

り、ハルピンよりも下流の都市の中では最も大き

ずれも松花江沿いに位置する（図１）
。これは松

な都市である。そのため、第一節は位置、第二

花江を上下した班員の観察がベースになっている

節は三族の統沿の中心地としての地名の由来、18

ためである。そのため観察できなかった都市は対

世紀以来の市街化の中での中心性の高まりととも

象となっていない。記録の中に出てくる新甸の町

に10以上の県を統轄する行政中心地になった「沿

はそのような例だといえる。

革」、第三節は「人口」
、第四節は「市街ノ状況」、
第五節は「官公衙ソノ他ノ機関」
、第六「産物」、
第七節「商業」
、第八節「輸出」と第九節「輸入」
は物資の集散地の機能を示し、日本品の広がりと
高いウエイトも示している。しかし第十節は「工
業」ではみるできものはなく、第十一節「金融事
情」では貿易が活発でありながら金融機関も不活
発な状況にあり、バランスを欠いた状況をうかが
わせている。第十二節「交通」では船舶航路と浅
瀬の問題を示している。そして最後の第十三節で
は「在留邦人の状況」がまとめられ、馬賊の来襲
を恐れ、城内に中国人と雑居し、その多くが朝鮮
系「娘子軍」だとしている。

図１

第七章「湯源」は第七節まで簡潔にまとめられ、
第八章「樟川」も同様である。

松花江沿岸の対象となった10都市の分布図

ただし、当時の松花江沿岸は、のちに鉄道敷設
計画が浮上するものの、交通手段は松花江の航路

第九章「富錦」は松花江下流域での中心地とし

しかなく、燃料の薪を入手するために主な都市や

て、交通の要衝でもあることから第八節「交通」

都市ではないが燃料補給地に寄港していた。した

が設けられている。

がって、書院生を含め寄港時には町を観察するこ

第十章「臨江」は松花江のさらに下流にあり、

とが出来たし、宿泊地では現地での調査もできた。
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したがって、ここに対象とされた10都市はその
ような寄港地を中心にした松花江沿いの主な都市
（というか多くは町）をほぼカバーしているとい

能にした面があった。南満州鉄道の開設はそのよ
うな動きを加速した。
以上のような19世紀半ばから20世紀前半にかけ
ての満州をめぐる国際関係と国内状況の変化の中

える。

で、満州の都市の形成と発展がみられた。対象と

（2）沿革
問題はそのような松花江沿いの地点になぜ都市

して取り上げられた都市のうち、伯都納や樺川、
富錦、臨江はいずれも清国の対ロシア政策の中で

が形成されたかにある。
満州でも東北端に位置する松花江流域は、清国

設置された都統や副都統など行政末端組織の拠点

時代には19世紀なかばまで都市を形成するような

がその原点であり、湯源は光緒時代の開墾拠点と

拠点はなかった。そこに変化をもたらしたのは帝

して封禁が解かれた拠点が原点であった。それに

政ロシア時代末期に拡大したシベリア開発で、黒

対してハルピンや陶頼昭（小城子）は鉄道敷数に

龍江以北をロシア領とする条約を結ぶとさらに

ともなう松花江の水運との交点という位置をベー

黒龍江以南への進出が図られ、満州北部を東西に

スにした交易都市として形成された。とりわけ、

貫通する東支鉄道を完成させるに至った。その東

ハルピンは国際都市としての性格をもたらし、そ

支鉄道と松花江との交点は鉄道と航路の支点とな

れをめざして漢人が流入し、人口が急増して都市

り、ロシア側の手でロシアの市街が形成された。

形成が短期間に進んだものである。

それがハルピンでその後、土地の買収もすすめ、
今日なお中心部はロシアの都市景観を温存させて

（3）人口
漢人の満州への流入は1920年代がピークであっ
た。漢人の出身地は貧しく内戦の絶えない山東省

いる。
そのようなロシア側の南下の動きに清朝政府は

がほとんどで、そんな彼らへの救援物資が来る満

危機感を抱き、満州族の各旗を中心とした拠点づ

州への憧れが口づてに広がり、満州への移民運動

くりを図ったが、政権のトップは北京に安住し、

にまで発展した。いわば山東省民の救貧運動とし

しかも漢人文化に溶け込みつつあったため、対ロ

ての満州移民であった。出稼労働が多数を占め、

シア体制はとれず、そこでそれまで、満州族の聖

満州の都市への流出のほか農業労働者しての入満

地であり封禁の地として漢人の入満を禁止してい

も多くみられた。

た政策を一部ゆるめ、1880年代には満州の一部を

そのピークが1920年代で、毎年100万人ほどが

漢民族に開放した。漢人の入植を認めることで対

満州へ渡った。大連など港へ航行する日本の汽船

ロシア南下政策に対抗しようとしたのである。

会社や満鉄は大幅なディスカウント料金で漢人を

しかし、それがすぐ漢人の入植につながった
わけではなかった。寒冷な気候下の農業は漢人に

輸送し、貧しい漢人移民に炊き出しのサービスを
施したほどである。
その1920年代の末期がこの報告書のまとめられ

とっては未経験の世界であったかりである。
それが進行するのは、日清戦争、日露戦争によ

た時期で、この直後に起った満州事変以降は漢人

る清国勢力の衰退、そして1911年の辛亥革命が満

の入満者が大幅に減少することから、この報告書

州を権力の空白域とし、そこに漢人の出稼労働か

は漢人の入満者の10年間のピークのまとめ的な役

ら始まる流入と一部入植が具体化するようになっ

割も果たしている。

てからである。そのさい漢人による満州人からの

この報告書に記録された都市別人口のデータを

農牧地の安価な取得と満人が使用していた馬の農

地図上に示したのが図２である。それによれば、

耕への転用という工夫が漢人による満州農業を可

明らかにハルピンの人口が他の都市を大きく抜
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きんでている。総人口は38万人で当時の大連と同

スターが同じ頃著した『南ドイツの中心都市』（13）

規模。言うまでもなく、ハルピンはロシア人が東

で展開した中心地体系を河川や道路という線上に

支鉄道の拠点として建設した町であり、この当時

展開することができそうな現象であり興味深い。

７万人余のロシア人が居住し、北満最大の都市で

では、以上のような人口分布の中で、日本人は

あった。そこへ入満した漢人が集中し、人口を増

どのくらい居住していたのか。報告書の中のデー

加させたのである。

タはハルピンと三姓しかみられない。図３はその
データを人口分布図として示したものである。当
時、南満州には日本人が都市部にかなり居住する
ようになっていたが、北満ではハルピンが最多で
あった。多くは事務所、商店の経営者と従業員、
日本商品の販売者であった。職業内容はきわめて
多様で、新天地に移民した日本人の進取性をうか
がい知ることができる。

図２

松花江沿岸10都市の人口分布（1930年頃）

それに次ぐのは松花江下流のまず富錦で、人
口が５〜６万人。小麦と製粉、それに大豆の集散
地だが、元々は寂れた町だったとしている。この
時期はハバロフスクの影響もありハルピンに次ぐ
人口規模となった。次いでハルピンより上流の伯
都納の５万人弱。ここは清国時代の行政中心地が
ベースで、そこに漢人が押し寄せた。そしてハル
ピンの対岸の呼蘭の約４万人。松花江を挟んだハ
ルピン対岸にあって左岸側の後背地を背景にして

図３

いる。その下流の三姓は3.6万人。

松花江沿岸10都市のうち記述された日本人の
居住人口（1930年頃）

以上からみると、ハルピンは断突の最大の中心

その他では、三姓の日本人が48名を数えるが、

地でありそれを第１位中心地とすれば、そのもと

そのうち42人は「娘子軍」であったとしている。

に、上流から伯都納、呼羅、三姓、富錦が松花江

なお、書院生の満州、中国、東南アジアの第旅行

沿いにほぼ等間隔で第２位の中心地として分布し

記をみると、その最前線には日本人、のちには朝

ている。河川沿いの第２位中心地の均等的配置と

鮮人の「娘子軍」が多数居たと記している。それ

みれば、他の都市はいずれも人口１万人未満で、

は今日問題になっている従軍慰安婦以前からの存

やはり均等的に分布している。ハルピン対第２位

在であり、大陸奥地にまで送りこまれていた日本

中心地の人口割合と同様の割合で第２位都市に対

女性の存在はもっと研究されてよい。日本人の多

して第３位の都市が配列していて、フォン・クリ

くはハルピンに居住していたことがわかってい
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規模となっている。これは松花江と牡丹江の合流

る。

点の位置が、ハルピンを除いて他都市にはみられ

（4）公安署や事業所と都市機能
報告書の記録には公安署と企業事業所なども記

ない両流域に広がる経済圏を有するようになった

されている。そのすべてが記されているのではな

ためであるといえる。次いで呼蘭がハルピンの対

いと思われるが、小さな町であり、目立つところ

岸で第３位のレベルにある。三姓のような立地地

についてはそのほとんどを網羅しているとみてよ

点の特性による中心地機能の高まりはその特性と

い。

して認められるが、一般的にみれば、事業所によ

それによって各々の都市がどのレベルの行政管

る中心地階層は人口による中心地階層とほぼ相関

理力を有していたか、また経済的な力をもち、経

的な関係を示しているということができる。そし

済圏の中枢であったかをうかがい知ることができ

て、このことは北満の開拓途上にある地域の都市

る。

形成とそのレベルは、求心的な行政機関や事業所

図４はそれらの個々の数を単純に合計した数を

の中心機能のレベルと強い関係をもちながら展開

都市別の分布図として示したものである。それに

しつつあることがまた記録されている。それは各

よると、人口と同じくハルピンが断突に抜きにで

都市の商店街のレベル、商業活動とのレベルに

ている。ここには他の都市にはみられない各国の

もはっきりと反映していることがうかがえ興味深

領事館や銀行も数多く含まれており、ハルピンが

い。

当時内陸、北満で最大の国際都市であったことが

ただし、これらの都市の支持基盤の多くは周辺

わかる。そしてロシア通貨が有力であったことは

農村からの小麦や大豆の集散地としての機能であ

伝統的なハルピンの歴史性を意味している。そし

り、それが経済的基盤となっている。一部は製粉

てそれらが強大な中心地機能の役割を果たし、人

業もみられるが、見るべき農産物加工業は全体的

口規模も最大となっていたことがわかる。

に未熟であり、その他の工業も地元の生活に密着
したレベルの加工業で、多くは日本品を含め輸入
や移入品でまかなわれている。それらの点からい
えば、漢人の流入人口は北満に関しては当時また
その絶対数は少なく、またその歴史もきわめて新
しいことから都市内部での資本は十分でなく、内
発的な産業資本の形成には至っていなかったこと
がわかる。ただ唯一、ハルピンだけは都市らしさ
を備えていたが、それも経済的基盤はロシア人の
活動の低下と新たに流入した漢人との組み合わせ
の中で、消費都市のレベルに留まっていたことも
うかがわれた。

５．土地利用
最後に当時の松花江沿岸の土地利用はどうで
図４ 松花江沿岸10都市の主な事業所・行政機関の分布（1930年頃）

あったかについてみてみる。

次いで三姓が人口規模で富錦や呼蘭に若干劣っ

研究対象は10都市だが、都市と都市を結ぶ交通

ていたが、これら官公農や事業所数では第２位の

路は水運であり、書院生達は船の中から時に沿岸
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東亜同文書院生による満州大調査旅行記録のうち「松花江沿岸都市調査」について

の景色を記録している。しかし、夜の航行や停泊
も多く、それが主要な調査でないため詳細な記録

わかる。森も存在していたことがわかる。
そんな三姓や最下流の臨江を時々馬賊が襲った
と記されており、町だけでなく農民達も馬賊の襲

はみられない。
そこで同じ26期の別班で黒河から黒龍江を下り

撃を恐れていたことがわかる。松花江流域は馬賊

松花江を上った「呼倫墨黒交通路班」のダイジェ

の勢力が強く、のちに満州国が成立したあとも関

（14）

スト「白樺の口吻」

の記録の中からも沿岸の

土地利用状況を拾い出し図化したのが図５であ

東軍にたびたび立ち向かった記録がある。
いずれにせよ、松花江沿岸の都市以外の部分は
入植者が多少ふえたとはいえ、自然の原形を大き

る。

く変えるほどではなかったといえる。

６．まとめ
以上、第26期生による1929年（昭和４年）に実
施された調査旅行19班の報告書のうち松花江沿岸
の都市を比較研究した報告書を取り上げ、描かれ
た地域状況を検討した。またあわせて同班の調査
旅行日誌」、ダイジェスト版の中に収められた「極
光を慕ひて」の旅行記録も参考にした。
実施時期は満州事変の起きる直前にあたり、満
州が満州事変から満州国へと激しく移り変わる直
前の初期状況を記録した点で貴重だといえる。し
かし、中国本土のもっぱら徒歩による調査旅行が
図５

きわめて稠密な記録内容をもつのに対して、当時

松花江沿岸の対象となった10都市の分布図と
松花江沿岸の土地利用

の満州は漢人が流入しはじめたとはいえ、北満州

それによると、対象都市を結ぶ松花江沿岸は

はまだ大きな変化をもたらすには至っておらず、

草地の多い平原が卓越し、局地的に森がみられる

地域情報は単調な側面があった。他班のように興

という土地利用状況である。もっとも６月の時点

安嶺を徒歩で横断する例など本来の徒歩調査も

であり、草地の中には植村直後の高梁も含まれて

あったが、本班のように鉄道と水運で全行程を終

いたであろうが、船上からはその区別はむつかし

始した例もあり、それゆえ全体として記録も比較

かったと思われる。

的疎である面は否めない。

しかし、各都市の輸移出品は高梁や大豆であり、

それでも当時の状況はこの調査報告書に加え、

都市の後背地を高梁や大豆の土地利用が多少なり

同コースの手書きの旅行記、それに同期のダイ

とも形成していたものと思われる。三姓のような

ジェスト版の記録を付加すれば、総合的かつ立体

牡丹江との合流点では、牡丹江流域の物資も流入

的に松花江沿いの都市群（といってもハルピンを

しており、同流域に少し農地の広がりがみられた

除けば「町」）の様子がわかる。それらの規模と

ことも推察される。

立地配置から都市システムが形成されつつあるこ

また、汽船は薪を燃料とし、町だけではない寄

と、立地配置は水運による都市間の距離であり、

港地での薪の積み込みがあった。背後の山には森

そんな中で三姓はハルピンから一定の距離を隔

があり、そこからそれらの薪が供給されたことも

て、しかも牡丹江との合流点に位置して松花江以
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外にも経済圏を形成できる好条件がハルピンに次

の「大旅行」記録による20世紀前半期満州の地域

ぐ第２レベルの中心地となったこと、その両都市

構造研究」
（課題番号 21520804）の一部を使用した。

の間に第３レベル以下の中心地が配置される原理
を読みとれること、また、人口規模だけでなく、
中心業務機能の大きさからもそれが読みとれるこ

〔注〕
１）藤田佳久（1993）「幻ではない東亜同文書院と東亜同文
書院大学」，
『東亜同文書院大学と愛知大学』，六甲出版所収。

とがわかった。
ハルピンは都市成立基盤がロシアの東方拠点と
して形成された特殊性がみられるが、そのような
核に漢人や日本人、さらに他の国々の人が集まり、
北満における上海のような状況を生んだ。東支鉄

２）藤田佳久（1989）
「東亜同文書院学生の中国調査旅行コー
スについて」，『愛知大学国際問題研究所紀要』，第90号。
藤田佳久（2000）『東亜同文書院中国大調査旅行の研究』，
文明堂，再録。
３）東亜同文書院支那調査報告書（1907）「営口調査」など。
（手書稿本）。

道と松花水運との接点がその後もこの都市を育て

４）前掲３）。

つづけたといえる。

５）田島清三郎か（1930）東亜同文書院大調査旅行報告書の

しかし、「このズンガリには1924年正月二十二
日付の、東三省保安総司令よりの一片の布告に
よって、三色旗をズンガリにおける外国勢力の最
後の名残りとして駆逐してしまった。
」（15）という
状況の変化があり、松花江のロシア勢力を弱め、
国際河川的な役割を終える新たな局面を迎える年

うち第23回，第84巻「松花江沿岸都会調査」（手書き）。
６）東亜同文書院（1930）『足跡̶第26期生大旅行記念誌̶』、
東亜同文書院，494p．
７）木島清道か（1930）
「極光を慕ひて」、前掲６）所収。p. p.
352 〜 384.
８）東亜同文書院（1955）『東亜同文書院大学史』、p. p. 242
〜 243.
９）前掲７）。p. 376.

になった時の大調査旅行であった。一行がロシア

10）前掲７）。p. 376.

船に代わり東北航務局の汽船に乗ったり、急に青

11）前掲７）。

天白日旗が町の中に飾られたのを見たのはそのよ

12）田島清三郎か（1929）「第八十四巻．調査旅行誌」（手書

うな時代背景があったのであり、それまで空白的
であった満州をめぐる支配権争いに民国政府が東
三省に先手を打ったということをうかがわせる。
このような東三省側の動きは、日露戦争後の日

き），『東亜同文書院第調査旅行記録』所収。
13）フォン・クリスタラー（原著1933，日本語訳1986）『都市
の立地と発展』，396p. 大明堂。
14）大久保英久か（1930）「白樺の口吻」，前掲６）所収。
15）前掲７）。p．376.

本の満州進出後の状況にも及び、日本人の商売を
認めた「商務地」の城外のみへの設定、水田耕作
を自力で開拓した朝鮮人農民への圧力となってあ
らわれ、ロシア人につづく日本人への排斥の動き
がその後の両国間、とりわけ日本の関東軍と軍閥
張作霖との緊張関係をもたらし、関東軍による張
作霖の爆殺、次いで満州事変、満州国の成立とい
う激動の時代へと入っていく予兆として読み取る
こともできる。
〈付記〉
本研究ノートを作成するにあたり、平成 21 年
度文部科学省科学研究費基盤Ｃ「東亜同文書院生
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〔資料〕

第23巻、第84巻、調査報告書

東亜同文書院大学記念センター長

第 84 巻

藤田佳久

道従業員及ソノ家族デ、朝鮮人ハ全部水田ヲ経営

松花江沿岸都会調査

シテ、ソノ生産セル米穀ハ悉ク之ヲハルピンヘ輸
送スル。附近ノ一帯ハ沼泥地デ、ソノ地味ハ豊穣
第１章

ナルモ以テ水田経営ニ適シ、平和裡ニ鮮人ガ移住

第１節

小城子

シ来リ斯業ニ従事シツヽアルハ、実ニ喜ブベキ現

位置

鉄道ニヨリテハ
松花江ニヨリテハ
陸路ニヨリテハ

ハルピン迄

76哩

象デアル。更ニ水田経営ニ属スル耕地ニシテ、未

長春迄

73哩

墾地ニ比シテソノ面積ハ幾十倍ナルヲ知ラズ。将

ペトナ迄

84哩

来ハ多クノ人口ヲ収容シウルノ余地ハ充分ニ具備

ハルピンへ 167哩

シ居リ。彼ノ当業者ノ言ニヨレバ、松花江ノ流域

ペトナへ

ノミニテモ幾十万天地アリト云ヘバ、是レハ大イ

40哩

ニ当局者ノ一考ヲ煩シ度重要点デアル。
第２節

沿革
第４節

陶頼昭八元小城子ト称シテ一寒村ニ過ギザリシ
ガ、北方８支里ノ処ニ陶頼昭ガアル。元ト此地ハ
吉林、ペトナ、街道ノ駅站ニシテ何等見ルベキモ

官公衙

地方財務局、特別区第二公署、税捐局、農会、
電報局、電話局等ノ官衙在リ。

ノナカリシガ、東支、吉長両鉄道ノ開通ト松花江
第５節

ノ汽船ノ航行トニヨリ、貨客共総ベテ小城子ニ集
散スルアルニ至リ、現在ニ於テハ小城子ヲ陶頼昭

工業

当地ニ於ケル工業トシテハ唯一軒ノ油房ノアル
ノミデ、駅ノ向ヒ右後方約２町余ノ処ニアルガ、

ト称スルニ至レリ。

吾人等ノ一行ノ調査当時ハ何等ノ作業モ為シ居ラ
第３節

ズ。徒ラニ破レ果テタル家屋ガソノ侭ニシテ建ッ

人口

吾人ノ調査ニト到リシ時ハ邦人ノ戸数80戸デ、

テ居タノデアルガ、之ヲ公義合油房ト呼ビ、ソノ

人口23名ナリシガ、何レモ「モルヒネ」ソノ他ノ

豆粕ハ南満ヘ向ケテ混合保管トシテ発達サレツヽ

密輸入品ノ売買ヲ営ムモノ多キヲ思ヘバ、寒心ニ

アルノ有様ナリ。

勝ヘザルモノアリ。戸数ハ精密ナラザレドモ、第
第６節

８区分所ノ報事ニヨレバ約500戸、人口2,200トア

商業

当地ニ於ケル商業ハソノ発送貨物トシテハ、大

リ｡
露国人デ商工業ヲ営ムモノ一人モナク、全部鉄

豆及ソノ他ノ穀類ノ取引ヲ以テソノ生命トナシ、
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第３節

ソノ他ノモノハ微々トシテ不振。強イテ之ヲ挙グ

戸口

レバ、発送貨トシテハ鶏卵、麻袋、獣毛、野菜、

戸数

7,000

木材ト家畜位ノモノデアル。又到着貨物ノ主ナル

人口

48,000

モノハ、石油、塩、麻袋、棉花、石炭、砂糖等ニ

住民ハ殆ンド漢人デ、尚ソノ物産ノ出廻期ニハ日

シテ、之ニ亜グモノニ茶、綿布、燐寸、紙類、鉄

本人ノ住居スルモノアリ。

製品等ノモノデアル。
第４節

猶ホ之ヲ忘失セルガ、陶頼昭ヨリペトナ迄ハ陸

市街ノ状況

路40里、自動車ニテ８時間余ニシテ８元ナリト云

本市街ハ西南ノ両都共ニ松花江ニ臨ミ、江ヲ隔

ハル。約８時間ニシテ着シ、雨天ノ際ニハ道路ノ

テ、南部爾羅斯ノ如キ未開地ニ面シ、市内ハ城外

悪シキ為自動車ハナク、此自動車ハ10人乗リノモ

ト城内トノ２大別ニ分タレ、城内ハ土壁ヲ以テ之

ノデ相当ノ構造デ、吾人ノ乗リシ自動車は「イン

ヲ囲繞シ、東西約２支里半、南北約２支里アリ。

タルナショナル」号ノモノナリキ。

土壁ハ近年ソノ修復ヲ加ヘザルタメ風雨ノ崩壊ス
ル所トナリ、現在ハ僅カニソノ形ヲ存スルノミニ
シテ、城門ハ東西南北ノ４門トモ存在ス。最モ繁

第２章

華ナルハ東大街及南大街ニシテ、此街ニハ大商舗

第１節

伯都納

軒ヲ連ネ商業殷盛ヲ極ム。街路ハソノ幅５、６間、

位置

北ニハ松花江ノ本流ヲ隔テヽ黒龍江省肇州県ニ

両側ハ雨天道路トシテ幅約３尺ノ木板道ヲ設ケ、

対シ、西及西南方ハ南部爾羅斯旗ニ、南ハ農安県

各商舗ノ軒下ニハ水桶ヲ置キ撒水ニ便シ、又各街

ニ、東南ハ徳恵県ニ何レモ第二松花江ヲ隔テヽ相

路ニハ街灯ヲ点ジ、各処ニ共同便所ヲ設クルアリ。

対シ、東ハ楡樹県ニ接シ、北東ハ拉抹河ヲ以テ双

城外ハ東門外及西門外街最モ大ニシテ、東門外ハ

城県ニ境シ、而シテペトナハ県ノ西端ニ位シ、第

双城堡、陶頼昭ニ通ズル街路ニ当リ、之ニ南接シ

二松花江ノ右岸農安ノ北西ニ120支里。東支鉄道

テ東園子ト称スル市街アリ。此処ニハ穀物市場ヲ

ノ重要駅ハ略同距離ニアリテ、町ニハ砂地頗ル多

設置シテアル。西門外ニハ東支鉄道会社ノ汽船埠

クシテ、風多キ時ハ歩行ニ困難ナリト云ハル。

頭及帰化ノロシア人リヽチンノ穀物倉庫アリ。南
門外ハ材木商及遊郭アリテ雑踏ヲ極ム。

第２節

当地ノ市街ノ電話ハ、民国２年７月当時巡警局

沿革

上古ノ粛慎ノ地ニシテ後漢ノ代ニハ扶余ト称セ

長多シ姜相和ノ主唱ニヨリ設ケラレタルモノニシ

ラレ、唐代ニハ渤海県ニ属シ、金代ニハ上京近幾

テ、民間ノ経営ニ係リ長春和登洋行請負デ架設シ

ノ地トナリ、県ノ北方ニハ尚ホ金ノ世宗ガ建立シ

タルモノニシテ、南門裡ニ壮大ナル扶余県城警察

タル所ノ得勝陀碑ノ存在スルアリ。清朝ニ至リテ

事務所アリ。洋式ニシテ２層ヲ煉瓦建物ニシテ、

此地ニ副都統並ビニ伯都納撫民同知ヲ設ケ、次イ

屋上ニハ展望台ノ設ケアリ。

デ同知ヲ孤楡樹ニ遷シ更ニ分防巡検ヲ設ケテ、光
第５節

緒32年ノ春此巡検ヲ昇格シテ新城府トナシ、同知

官公衙

ヲ更メ楡樹縣トナシ、新城府ニ隷属セシメタ。民

扶余県公署、警察事務所、税捐徴収局、遊撃馬

国二年府ヲ廃シテ県トナシ、ハルピン西路観察使

隊、郵便局、電報局、清大局、陸軍歩兵営、観学

ノ管下ニ移シ、翌３年２月各県重複県知変更ノ結

所等アリ。

果、扶余県改称セラレ以テ今日ニ及ベリ。

保衙国事務所、東支鉄道商務公司、遊撃馬隊ハ、
ソノ兵員50名。知事ノ監督ノ下ニ、主トシテ県署
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ノ護衙及馬賊ノ勦討ニ従事スルノデアル。保衙国

第７節

商業

ハ警察ノ補助機関トシテ組織セル所ノ一種ノ自治

往時ハ蒙古貿易ノ市場トシテ、又奉天、吉林、

団体ニシテ、知事ノ監督ヲ受ケテ専ラ地方ノ安寧

黒龍江、３省ノ交通街路トシテ著シキ発達ヲ遂ゲ

維持ニ当リ、現在相当ノ好成績ヲ挙ゲテヰル。観

シガ、其後蒙古貿易ハ 南、鄭家屯、赤鋒ノ各市

学処ハ知事ノ監督ノ下ニ管内ノ教育事務ヲ司リ、

場ガ開発サルルニ伴ヒテ大イニ勢力ヲ此方面ニ奪

併セテ処学堂所用ノ教科書ヲ販売ス。

ハレ、ソノ商業範囲ハ著シク狭小トナリ、附近一

学生ハ従来、中学堂、農業学堂、工芸学堂アリ

帯ノ 300 支里ニ局限セラルヽニ至リ、殊ニ東支鉄

シモソノ経費ノ不足ノタメ、民国４年中学堂ハハ

道ノ敷設ニヨリ顧客ノ大部分ヲ同鉄道ニ吸収セラ

ルピン朋堂中学堂ニ合併シ、ソノ他ハ廃止トナリ、

レ、商勢ハ甚ダシク衰退セリ。現下当地方商業ノ

目下ハ城内ト城外ニハ個ノ初等、高等ノ小学校及

中心地ハ、穀類ノ他ハ磨房ト油房トヲ兼業セル30

高等女学校１、国民小学校１アルノミ。

余戸ノモノニシテ、之ニ亜グハ雑貨商ノ 30 余戸

郵便局ノ経路ハ東支鉄道沿線小城子ニ至ルモノ

アルニスギズ。

及、大賚県南郭爾羅斯主府ニ到ルモノ等アリテ、
小城子、当市間ハ郵便数量最モ多ク、毎日双方ヨ
リ１回宛郵便夫ノ往復アルモノヽ他ハ不定ナリ。
電報局ハ楡樹県ヲ経テ南北満州ノ各地ニ通ズル

第８節

工業

当市ニ於ケル工業ハ、麦粉製造、油房、焼酒製
造、紙坊、粉坊、毛織物製造業、製紙業等ナルガ、

モノ及、肇州並ニ大賚ニ通ズル３線アリテ、尚民

何レモ支那在来ノ旧式ノ工業ニシテ、ソノ施設規

国５年度ヨリ東支鉄道沿線小城子ニ電報局新設セ

模一トシテ見ルベキモノナク、穀物商、雑貨商ノ

ラレ、之ニ通ズル事トナリ、当地電報局取扱電信

兼業タリ。油房ニハ目下30戸程アリ。

数ハ１日10通内外ナリ。

焼酒製造ハ従前ハ当地官憲ニ於テ、燃料ノ騰
貴防渇ノタメ開設ヲ許サヾリシガ、石炭ノ輸入ヲ

第６節

産物

見ルニ至リタルノ結果、之ヲ燃料トスル条件ノ下

農産物ハ当市ノ集散物中最モ主要ナルモノニシ
テ、ソノ出廻年額ハ通常四十万石ノ内移出サレシ

ニソノ開設ヲ許サレ、民国３年以来開業者３戸ヲ
見、コハ将来発展スベキ望ミアリ。

モノ約十万石以上ニ、ソノ移出先ハ従来、主トシ

紙坊ハ現時市価暴落ノタメ苦境ニ呻吟シツヽア

テハルピン、デアッタガ、欧州戦役後ハ長春、大

リ。此他ニ皮革業、毛氈業者数十戸アリ。然レド

連方面大部分ヲ占メ、出廻穀物ハ大豆ヲ第一トシ、

モ規模ハ貧弱デ、ソノ資本小ニシテ論ズルニ足ラ

小麦、高梁、緑豆、包米、粟等トス。ソノ出廻時

ズ。

期ハ、小麦ハ九月、緑豆、高梁、包米、粟ハ十月、
大豆ハ十月下旬ヨリ始マリ、ソノ解氷期ニ至ル。
ソノ他畜産物トシテハ馬、牛、驢、外国種馬、羊
豚等ナリ。水産物トシテハ鮭、

ふな

たなご

、白魚、

魚

第９節

通貨

黒龍江省広信公司発行ノ帖子ハ最モ広ク流通
シ、日常ノ取引及地方税捐ノ標準貨タリ。従前当
地ノ商務会ニ於テ経営セシ華商銀行発行ノ帖子モ

等ナリ。
特弾ノ産物トシテハ木材、棺桶類、嫁入道具ヲ

引続キ、右帖子ト同様ニ相場ヲ以テ流通シ、ソノ

主トスル。木材ハ吉林ヨリノ移入品ナリ。ソノ他

額約27万吊文ト云ハレ、此他ニ小洋票及吉林官帖

籃類、麻、葉煙等ノ産ナリ。

ノ流通額モ少カラズシテ、小洋票ハ主トシテ長春、
奉天ノ雑貨ノ取引ニ使用セラレ、吉林官帖ハ国税
ノ納付及長春、吉林方面ノ支那内地品ノ取引ニ使
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用セラレシガ、ソノ後税種ノ変動ニヨリ、今ヤ江

燼ニ帰セシモ、1901年該変乱ノ平定ト共ニヤヽ復

省官帖、吉林官帖ヲ主トシテハルピン、大洋ガ又

旧ヲナシ、1903年ニ至リ更ニ松花江西方ノ原野ヲ

ソノ間ニ入リテコレ又侮リ難キモノアリ。而モソ

買収シ、次イデ1904年日露ノ開戦トナリ数十万ノ

ノ中ニテ最モ流通ノ多キハ吉林官帖ナルモ、ソノ

貔貅ハ此地ニ転戦シ、各々将来ノ戦勝ヲ夢見テ新

相場ノ高低常ナルタメ、漸次ハルピン、大洋ニソ

企業ノ勃興隆盛ヲ極メタリシガ、該戦ノ結果ハ甚

ノ領域ヲ侵蝕サレツヽアリ。又以前ニ相当流通セ

ダシクソノ予想ヲ裏切リ、ソノ反動トシテ慌恐ハ

シロシヤ貨幣ハ、現今ハ反古紙トシテ何人モ之ヲ

襲来シ、漸クモ発展ノ途上ニアリシ商工業モ一時

顧ミルモノナキノ有様ニアリ。

悲惨ノ境ニ沈淪スルノ余儀ナキニ至レリ。然レド
モ後数年ナラズシテ、先ヅ製粉業ガ復活シ初メ次
イデハ大豆ノ輸出トナリ、加フルニ蒙古貿易ノ途

第３章

開クルニ至ル等市況恢復ノ動悸トナリ、漸次ニ好

第１節

ハルピン

況ニ向ヒツヽアリシガ、折柄偶々欧州大戦ノ勃発

位置

当地ハ北満ノ大平原ノ中心ニ位シ、松花江ノ右

トナリ、我国モ亦聯合国ニ与シテ大イニ援助ヲ与

岸ニ在リテ水陸交通ノ至便ノ地タリ。即チ鉄路ハ

ヘテ露国ニ向ヒ、米国ト相携ヘテ物資供給ノ衝ニ

東方「ボクラニチナヤ」ヲ経テ浦塩及鳥蘇里地方

当ルニ至ルヤ、当地ハソノ物資ノ供給上ノ好地ト

ニ、西方ハ満州里、
「チタ」ヲ経テ遠ク欧露ニ連

シテ、取引場トシテ俄然トシテソノ殷賑ヲ見、且

リ、南方ハ長春及奉天ヲ経テ遥カニ支那本部ノ各

ツ北満農産物ノ海外輸出盛トナリタルタメ、之ガ

地ニ、又大連並ビニ朝鮮ニモ通ジ、水路ハ松花江、

中心市場トシテ、大イナル一大発展ヲ為セルモノ

黒龍江ノ２大江ヲ呼蘭河、嫩江ニ於ケル汽船ノ航

ナリ。

行ニヨリ、北方ノ哈府、 港、黒河、武市地方ニ
第３節

通ジ、南方ペトナ、吉林ニ、西方斉々哈尓地方ニ

戸口

昭和元年度ニ於ケル調査ニヨルニ、哈府ノ戸数

通ズ。
今当地ヨリ主要各地ニ到ル距離ヲ示セバ下ノ如

及人口ハ次表ノ如シ。
人種別

シトス。

戸数

人口

塩塩

485哩

日本人（鮮人ヲ含） 1,767

ボクラニチナヤ

339哩

中国人

36,994

311,260

満州里

580哩

露国人

32,503

71,196

長春

149哩

英国人

53

129

大連

587哩

独乙人

54

134

仏国人

35

131

米国人

40

100

当地ハ露国ガ東支鉄道ノ敷設ニ当リソノ中心

墺国人

2

4

市場タラシメ、且ツ将来東洋ニ於ケル莫斯科タラ

丁抹人

14

32

シメントノ企図ヲ以テ建設セルモノニシテ、1896

伊国人

7

22

年旧哈尓賓ニソノ根據ヲ置キ、土地ヲ買収シテ以

波蘭人

136

507

テ新市街ノ建設用地トナシ、次イテ1900年更ニ土

葡萄牙人

1

3

地ヲ買収シ、大都市建設ノ基礎ヲ確立セル所ノモ

チェッコ･スラブキヤ人

6

23

ノナリ。然ルニ北清事変ニ煩ハサレテ全市悉ク灰

拉丁人

6

11

第２節

沿革
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猶太人

175

1,361

アルメニヤ人

8

24

瑞典人

1

6

ブルガリヤ人

2

5

印度人

1

6

和蘭人

3

8

土耳古人

3

16

計

61,811戸

タガ、偶々世界的ノ財界ノ不振ノ影響ヲ受ケテ、
大正９年ニハ約800名ノ減少ヲ見タ。
第４節

市街ノ状況

当地ハ次ノ如キ各区ヨリシテ成レリ。
（イ）埠頭区
俗称タオリ（道裡）ト称シ、東支鉄道ノ附属地

389,404人

ニ於ケル商業地区ニシテ、日露ソノ他ノ外人経営
ノ銀行会社、商店ハ主トシテ此内ニアリ、区ノ東

以上ノ表ニヨリテ明カナルガ如ク、ソノ人種ハ

部ハ日本人街ト称スベク、正金支店、朝鮮支店、

多様ニシテ、先ヅ日、露、支ノ３国人ヲ中心トシ

ハルピン支店、龍口支店等ノ諸銀行ヲ初メ、東拓、

テ、英、米、独、仏、白墺、瑞西、瑞典、丁抹、

三井、三菱、ハルピン取引所、国際運送等ノ大会

波蘭、印度等ノ30個国ノ諸人種ヲ網羅シ、恰カモ

社ハ勿論、小商店ニ至ルマデ多ク此地ニ集中ス。

大種展覧会ノ如キ観ガアル。又人口増加ノ趨勢ヲ

之ヨリバザールノ日用品市場ヲ隔テヽ、西ニ「キ

見ルニ、大正５年ニ於テハ漸ク10万人ニ過ギザリ

タイスカヤ」街ヲ初メトシ、幾多ノ露人そノ他ノ

シモノガ、欧州大戦ニ伴フ海外貿易ノ発展ト当地

外人ノ商業地アリ。外人ノ此地ニ店舗ヲ構フルモ

経由奥地取引ノ旺盛、聯合軍ノ西伯利亜出兵、避

ノ軒ヲ並ベ、就中「キタイスカヤ」街ハ最モ繁華

難民ノ襲来、将来ノ思憾等ニヨリ急激ノ発展ヲ見

ノ街ニシテ当市ノ銀座通リトモ称スベク、諸種ノ

タルモノデ、就中傅家甸ノ発達ハ実ニ驚歎スベキ

高等美街雑貨店櫛比シ、各自ニシヨウヽインドノ

モノアリ。此間ニ同市街地面積ノ如キハ、之レガ

装飾ヲ競ヒ、昼夜男女ノ往来識ルガ如ク頗ル殷盛

倍加スルヲ見タノデアル。

ヲ極メ、表面不景気ヲ知ラザルモノヽ如シ。
（ロ）８区

次ニ邦人ノ状況ヲ見ルニ、ハルピン市建設ノ当
初ハ東支鉄道ノ工事ニ従事セル僅少ナル請負者ニ

埠頭ト傅家甸ノ間ニアリテ工場及倉庫地区トモ

過ギナカッタガ、之ニ附隨シテ洗濯屋、時計屋、

称スベク、哈市ニ於ケル製油、製粉諸工場ノ大部

又娘子軍ノ入哈ニヨリ、日露大戦勃発当時ニハ疾

ハ此処ニ集中セルノ観アリ。我満州製粉会社ノ工

クモ1,000名ニ達シタガ、該戦役ノ結果、二、三

場モ亦此ニアリ。
（ハ）新市街

ノ特務機関ヲ除キ全部引上ゲテ、戦後ノ38年ニハ
早クモ再ビ入哈シ始メソノ数320名ノ数ニ達シタ

土地高燥ニシテ樹木多ク、道路清潔ニシテ良好。

ガ、依然トシテソノ大部分ハ娘子軍デ、僅カニ洗

埠頭区ノ商業地区タルニ対シ、此地ハ官衙地区ト

濯屋、時計店ガアルノミデアル。

称シテ可ナラン。東支鉄道庁、高等審判庁、護路

然ルニ明治ノ40年ニ至リ、三井物産ガ進出シテ

軍司令部、東支鉄道督弁公署、ハルピン駅ヲ始メ、

北満大豆ノ欧州輸出ヲ試ミルアリテ、次イデ帝国

各国領事館、満鉄ハルピン事務所等皆此中ニアリ。
（ニ）馬家溝

領事館ノ設置トナリ、邦人ノ移住ハ漸次増加ノ趨
勢ニ向ヒ、尓来年ヲ逐ヒテ着実ナル実業家ノ来哈

乾河ヲ隔テヽ新市街ノ南東ニ位シ、一見郊外住

スルモノ多ク、更ニ欧州大戦ニ際シ財界ノ好況ニ

宅地ノ観アルモ、市街ノ建設未ダソノ半途ニアル

伴ヒ著シク増加ヲ見、大正８年ニハ一躍シテ４千

ハ惜ムベシ。邦人関係ノハルピン競馬場、日露協

数百名ニ達シ、彼ノ一時的ノ旅行者ヲモ合算スル

会モ此地ニアリ。

時ハ、無慮実ニ7,000名トモ称セラレシ事ガアッ

（ホ）旧ハルピン
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馬家溝ニ接続シテ元ト露国兵営ノ在リシ地ニシ

ヲ除キ概ネ洋式建築ニシテ、就中東西ニ通ズル大

テ、現時ハ無線電信所、支那軍隊ノ兵営、旧ハル

街ニ沿エル大商店ハ挙ツテ大厦高楼ナラザルハナ

ピン駅ノ他、製粉、製油工場多ク、邦人経営ノ満

ク、ソノ店舗ノ装飾等モ洋式ニシテ、支那ニ於テ

州製粉株式会社工場モ亦此地ニアリ。

ハ確カニ上海ニ亜グノ欧風ノ一大都会タリ。此地
ニハ松花江航行船舶ノ碼頭アリテ、汽船ハ横付ケ

（ヘ）頭道街
本区ハ埠頭区ノ西隣東支鉄道組立工場ノ南方湿

セラレ、貨客ノ搭載、陸揚ゲニ頗ル便ニシテ、又

地ニ在リテ、別名ヲ三十六棚ト称ス。従来職工ソ

隣接地区ニハ埠頭停車場モアリテ、水陸ノ運輸連

ノ他不逞ノ徒ノ剿窟ニシテ、近来白系ニ属スル敗

絡ヲナスヲ以テソノ交通ハ頗ル便ナルガ故ニ、ソ

残者ニシテ此地ニ居ヲ構フルモノ多ク、道路ハ泥

ノ解氷期ニハ、黒河、呼蘭、伯都納、吉林等ノ間

濘ニシテ一見場末ノ貧民窟タルノ観アリ。サレド

ニ貨客ノ往来頻繁ニシテ、熱閙ヲ極ム。

モ住民中ニハ帝政時代ニ飛鳥ヲモ落セシ公爵又伯
第５節

爵等ノモノアリ、大、中将等ノ将官連中モアリテ、

官公衙ソノ他ノ機関

（イ）日本側

大臣、次官等ニシテ高官ノ果テモアリテ、而メ現
時ノ生活状態ヲ見ルニソノ落魄ノ極ニアリテ、従

総領事館、国警察所、駐在武官公館、日本居留

ツテ令夫人タリシ又令嬢タリシ者ハ、婦人組ノ夜

民会、商品陳列館、商業会議所、在郷軍人会支部、

陰ニ隠レテ通行人ノ袖ヲ曳クモノアリトモ聞ク。

日本赤十字社支部、共立病院、日本人倶楽部、尋

ソノ栄枯盛衰有為転変、真ニ幻ノ如ク転タ憐 ニ

常高等小学校、支那語学堂、日露協会、東語学堂、

勝エザルモノアリ。

本願寺、同幼稚園、鮮人小学校、同幼稚園、国民、

ハルピンノ市中ノ建物ハ全部洋式ニシテ、２階
建以上ノ煉瓦建物ソノモノ多シ。道路ハ概ネ５間

留会、正金、朝鮮龍口、ハルピン等ノ各銀行、又
劇場、各種ノ組合等アリ。
（ロ）支那側

以上ノ路幅ヲ有シ、２、３年前迄ハ修理ノ不充分
ナルヨリ路面ノ凹凸激シク車行頗ル不快ニシテ、

濱江道尹公署、同県公署、鉄路督弁公署、交捗

降雨ニ際シテハ泥濘甚ダシク通行ノ困難ヲ極メタ

局、市況管理局、高等審判庁、監獄、警察総管理所、

リシガ、近来ハ角石ノ敷詰工事ヲ施シ大イニ修築

警察庁、保安警察隊、同馬巡隊、警察衛生隊、司

ヲ行ヒシタメ、ソノ面目ヲ一新シタリ。

法隊、探訪隊、郵便局、電報局、無線電信所、各
種学校、交通銀行、儲蓄銀行、金城銀行、東三省

（ト）傅家甸
ハルビン県ノ首都ニシテ俗ニ道外ト称ス。傅家

銀行、奉天興業銀行、牛花銀行等ノ諸官衙多シ。
（ハ）外国側

甸今日ノ如キ盛況ヲ為セシハ、僅々過去25年間即
チ明治29年以後ノ事ニ属ス。而メ此長足ナル発展

東支鉄道庁、同病院、同学校、同工場、商業倶

ハハルビン市ノ発達ニ隨伴セルモノニシテ、東支

楽部、市役所、農事試験場、商業会議所、中学校、

鉄道ノ敷設前ニアリテハ只漁戸散点シ、傅ト呼バ

女学校、商業学校、小学校、寺院、露亜銀行、極

レタルモノ営ミシ所ノ一旅舎兼飲食店ノアリシニ

東銀行、極東猶太人学校、猶太人国民銀行、劇場

過ギザリシナリ。サレド此一旅舎ガ漁民ノ聚楽場

（以上ハ露国側）。

トナリ、此ニ端ナクモ地名ノ濫膓ヲナスニ至レル

英国領事館、香港上海銀行、米国領事館、花旗

モノナリ。街衢ハ江岸ニ沿ヒ、東西ニ通ゼル大街

銀行、独乙領事館、仏国領事館、伊太利領事館、

道ヲ中心ニ概ネ十字形ニ構成セラルヽナリ。

葡国領事館、瑞典領事館、波蘭代表公館、エスト

其内ノ新市街ハ規則正シク、東西南北ノ２街
道ヲ中央部トシテ碁盤形ニ作ラレタル家屋ハ場末

ニヤ代表公館、白耳義領事館、丁抹領事館、ラト
ビヤ領事館、リトアニヤ代表公館等ノ諸館衙アリ。
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第６節

司、浜江証券糧食交易所股

商業

（1）商業上ノ地位

有限公司等ノモノア

リ。

ハルビン北満ニ於ケル経済上ノ中心ニ位シ、一
ツハ対露貿易ノ中継地トシテ、一ツハ地方的経済

哈尓浜商品陳列館ノ其事業ヲ今下ニ述ブレバ、
次ノ如シ。

ノ中心地トシテ発展シ、前者ハ東支鉄道建設ニ伴

（1）日露及北満ノ商品並売買品ノ展示説明。

フ材料輸入ヲ端緒トシテ歩ヲ進メ、鉄道敷設ニ伴

（2）露国及北満地方向ノ商品改良ノ指導。

ヒ来レル移民ニ対スル物資ノ供給トナリ、欧州大

（3）一般商取引ノ仲介及商工業者ノ紹介。

戦ノ勃発スルヤ日本及米国ヨリ露国向貿易貨物輸

（4）巡廻販売ノ指導。

出中継地トシテ大イニ繁盛ヲ見ルニ至ツタガ、露

（5）露亜時報、周報露文官報ノ発行並ニ図書ノ供

国ノ崩壊後一大頓挫ヲ来シタ。後者ハ露国及日本

覧。

ノ満州経営及支那ノ北満ノ開発策ニ伴フ支那移民

（6）商工業ニ関スル内外ノ諸機関ト本館トノ間ニ

ノ増加ニヨリ、農産物ノ増収ヲ来シ併セテソノ加

於ケル通信印刷物ノ交換、並ビニソノ陳列品ノ貸

工業勃興シ、此等産物海外輸出旺盛トナリ、一方

借及譲渡等ニ関スルノ絆。

ニ住民ノ消費大イニ増加シ、従ツテ海外及支那雑

（7）貿易及企業ニ関スル調査報告及ソノ応需。

貨ノ輸移入ノ旺ントナリ、之ガ集散地トシテ大ナ

（8）一般ノ企業ニ関スル紹介及仲介業。

ル使命を有スルニ至ツタ。即チ海外輸出ニアリテ

（9）其他貿易及企業促進ニ資スベキ施設。

ハ、先ヅ極東亜伯利亜ニ食糧ノ供給ヲナシ、次イ

日本側ノ各種銀行及会社等ハ次ノ如シ。

デ大豆及豆油ノ欧州ヘノ輸出、豆粕ノ日本輸出ト

国際運輸株式会社、株式会社哈尓浜銀行、横浜正

ナリ、更ニ小麦粉ノ海外輸出ヲ見、輸入ニアリテ

金銀行、朝鮮銀行、株式会社正隆銀行、哈尓浜儲

ハ北満交通上ノ衝路ニアルノ関係上、北満輸入物

蓄金信託会社、東三省実業株式会社、日華露商工

資ノ大部分ハ一旦北市ニ入リテ後、又此地生産物

株式会社、東洋棉花株式会社、三菱商事株式会社、

ト共ニ更ニ鉄路ニヨリ、東支東西両部線共ニ南部

株式会社協信洋行、満州製粉株式会社、株式会社

線ノ各地ニ配給セラレ、水路呼蘭河及松花江ニヨ

鈴木商店、三井物産株式会社、北満製油株式会社、

リ、下流ハ拉哈蘇々ヨリ哈府武市ノ方面ニ、上流

日支合弁中東海林株式有限公司、日清製油株式会

ハ綏化、陶頼昭方面ニマデ、又陸路ハ抹泉、海編

社、満蒙殖産株式会社、鴨緑江株木公司、哈尓浜

ノ奥深クニマデ供給セラレ、黒河ニマデモ仕向ケ

土地建物株式会社、北満興業株式会社、株式会社

ラルヽ事ガアル。濱黒鉄道ノ一部タル呼海鉄道ハ

ハルピン検番、ハルピン日々新聞株式会社、東亜

馬車ニヨリ綏化迄ノ開通ヲ見、荒漢タル農耕未墾

煙草株式会社、東亜洋 株式会社、株式会社ハル

地方ハ漸次ニ開拓サレテ、年々出廻品ノ増加ヲ来

ピン座、株式会社ハルピン競馬場、日支合弁札免

スベキハ明瞭ナル所ニシテ、之ヲナシテ移輸入品

株木公司、山下汽船株式会社等ナリトス。

ノ増加ヲ促進スルノデアル。

支那側ノ各種銀行及株式会社ハ次ノ如シ。

斯ク観ジ来レバ、之ガ中心市場トシテノ哈尓浜

中国銀行支店、浙江興業銀行支店、吉林永衡官

ノ位地ハ、将来ハ愈々一層ニソノ重要ノ度ヲ加フ

銀号、奉天儲蓄会、大同儲蓄会、浜口儲蓄会、辺

ルヤ論ヲ俟タダル所ナリ。

業銀行、東北聯合航務局等ノモノナリトス。

（2）商業機関

此東北聯合航務局ハ東北航務局、東亜輪船公司、

日本、英、仏、独、露共ニソレゾレニ商業会議

奉天航業公司、浜江儲蓄会、于喜亭輪船公司ヲ合

所ヲ有シ、其他ニ哈尓浜総商会、浜江商会等アリ。

併シテ東北聯合航務局ト改称シ、民国 16 年４月

又取引所トシテハ、浜江貨幣交易所、股

ヨリソノ営業ヲ開始セルモノデアル。

有限公
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露国側及其他各国側銀行及会社ハ次ノ如シ。

営業課目ハ銀行業ナリ）。
（ツ）極東借款銀行（1922年ノ設立ニシテ、営業

（イ）万国儲蓄会社。
（ロ）エムペスピストウノフ（此ハ1923年ノ設立

課目ハ銀行業ナリ）。

ニシテ其営業課目ハ、金屑、金具、水道機械附

（ネ）花旗銀行支店（営業課目ハ銀行業）。

属品、家具類等ナリ）
。

（ナ）米支懋業行支店（営業課目ハ銀行業）。

（ハ）ベリタス保険会社（1928年ノ設立ニシテ、

（ラ）英国ノ食糧品輸出会社（此社ノ設立ハ 1913
年ニ係リ、獣肉、鳥肉、各種腸詰類製品ノ販売

営業課目ハ火炎海上保険ナリ）
。
（ニ）ウエ・エム・ワエルツェウドセ商会（1904
年ノ設立ニシテ、営業課目ハ飲料及ビ食糧品販

業ヲ主トシテ、其営業課目トスル世界ニ５、６
個所ノ支店ヲ有シ、冷蔵船24隻ヲ有セリ）。
（３）通貨

売ナリトス）
。
（ホ）ドロギスト商会（1905年ノ設立ニシテ、営
業課目ハ医業並ビニ化学薬品販売業ナリトス）
。

哈尓浜ニ於ケル通貨ハ露国ノ勢力ノ旺盛ナリシ
大正７年ノ頃マデハ主トシテ露貨留紙幣ニシテ、

（ヘ）サボールナヤアプテカ商会（1924年ノ設立

ソノ流通範囲ハ頗ル広ク、ソノ諸取引ハ殆ンド露

ニシテ、営業課目トシテハ医薬品及ビ化粧薬品

貨建ニヨリテ行ハレ、当時市場ノ流通高４千万留

等ノ類ナリ）
。

ト称セラレタ。

（ト）チエー・バシキーロフ商会（1920年ノ設立

露国ノ革命後ハロマノフ紙幣、シベリスキー紙
幣、ケレンスキー紙幣、大蔵証券及ビ同利札、ホ

ニシテ、営業課目ハ輸入業ナリ）
。
（チ）株式会社エス・ソースキン商会（1900年ノ
設立ニシテ、営業課目ハ穀類ノ輸出業トス）。
（リ）ゼッケマン商会（1924年ノ設立ニシテ、営
業課目ハ欧州製品ノ輸入業並ニ卸売業トス）。
（ヌ）オルガ工業会社（1919年ノ設立ニシテ、営

ルソット紙幣等相並ビテ流通セシガ、大正９年５
月以降東支鉄道ガ金留本位ヲ実施セシヨリ、金貨
ノ流通ハ再現シソノ現流通高ハ不明ナルモ、５万
留ヲ即時ニ今日調達シウルノ好況ヲ呈シタガ、然
ルニ大正７年以来躍進シ来ツタ金券及支那貨ノ流
通ハ漸次ニ増大シ来リ、尓後ノ市場ハ日支両国貨

業課目ハ輸出入業ナリ）
。
（ル）伊満シンヂケート会社（1922年ノ設立ニシテ、

幣ノ流通ニ委シツヽアッタガ、今ソノ流通範囲ヲ
見ルニ前者ハ主トシテ哈尓浜市及外国人間ニ、後

営業課目ハ反物及自転車ノ輸入業ナリ）
。
（ヲ）穀類仲買人組合事務所（1921年ノ設立ニシテ、

者ハ支那街及支那人間ニ通用セラレタ。
（イ）日本通貨

営業課目ハ輸出商品ノ仲買業ソノ他トス）。
（ワ）トランスポルト第一株式会社（1922年ノ設
立ニシテ、営業課目ハ貿易保険業ソノ他トス）。
（カ）欧羅巴国民銀行（1923年ノ設立ニシテ、営

哈尓浜於ケル日本通貨ハ鮮銀金券及小額銀銅貨
デアッテ、就中鮮銀券ノ市場ヘノ流通高ハ約500
万円ニ達シ居リ、日本通貨ノ北満地方ニ普及スル
ニ至ッタ其ノ経路トシテハ次ノ如クデアル。

業課目ハ銀行業務ナリ）
。
（ヨ）露亜銀行（1920年ノ設立ニシテ、営業課目

（Ａ）大正５年以前ノハルピンニ於ケル通貨ハ
露貨全盛ヲ極メ、日貨ノ金勘定ヲ見ナカッタ。

ハ銀行業務ナリ）
。
（タ）極東銀行（1923年ノ設立ニシテ、営業課目

（Ｂ）大正５年６月、正金銀行ガソノ支店ヲシ
テ日貨ノ相場ヲ建テ、日貨流通ノ機運ヲ開イタ。

ハ銀行業ナリ）
。
（レ）極東猶太商業銀行（1922年ノ設立ニシテ、

（Ｃ）大正６年９月、朝鮮銀行ガ金券発行権ヲ
有スルニ至リ、ハルピン支店ニ於テ金勘定ニ

営業課目ハ各銀行業務ナリ）
。
（ソ）西伯利亜商業銀行（1918年ノ設立ニシテ、
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（Ｄ）大正７年７月、我軍ノ西伯利亜派遣ニヨ

ソノ勢力ヲ伸暢スル事ガ出来タノデアル。即チ大

リ軍票ヲ発行セシモ、ソノ流通ハ円満ナラザ

正８年９月、中国、交通ノ両銀行ハ初トテ大洋券

ルモノガアッタ。一方将来金券ノ流通ヲ拡大

ヲ発行シ、同９年３月之ヲ大洋銀ニ対スルノ兌換

セントノ企図ヲ抱キタル当時ノ斉々哈尓站倉

券デアルトノ旨ヲ声明スルト共ニ、多少ヲ問ハズ

庫長ガ、多大ノ荷馬車ノ賃金及物品代ノ支払

ソノ兌換ヲ開始シテ其信用ヲ博セントシタ。更ニ

ヒニ当リ、時ノ黒龍督軍ニ対スル交渉巧妙ヲ

同年10月東三省銀行ノ設立ト共ニ、同行ニモ該券

極メ、遂ニ同督軍ヲシテ金券ノ頗ル信用アル

ノ発行権ヲ附与シタ。加フルニ呉俊陞ガ黒龍省督

旨ヲ布告セシメタルニソノ端ヲ発シテ、遂ニ

軍トナルニ及ビ、同省ノ広信公司ニモ亦大洋券ノ

現時ノ如ク金券流通ノ隆盛ヲ見ルニ至ツタノ

発行ヲ許可スル等、鋭意勢力ノ扶植ニ力ヲ用フル

デアル。

所ガアッタ。又東支鉄道ノ運賃建値ノ如キモ金留

（Ｅ）大正８年４月、オムスク政府ガケレンス
キー紙幣ノ廃止ヲ宣言シタルタメッ
○市場ハ一

ヲ建値トセル洋銀ヲ以テスルノ規定デアルガ、事
実ハ大洋券ソノ侭受入ルヽ状態デアッタ。

時恐慌ヲ来シ、露貨ハ之ガ為ニ愈々大暴落ヲ

民国15年ノ秋、奉天ノ官辺ニ於テ軍費捻出ノタ

来スニ至リ、商取引ハ不能トナリ其標準確立

メ紙幣ノ濫発ヲ敢行シ、辺業銀行ニ於テ200万元、

ノ必要上日本貨ヲ以テ次第ニ重要視シ来リ。

広信公司ニ100万元、東三省銀行ニテハ無慮1,000

従ッテ日本通貨躍進ノ機運ヲ惹起シ来リタル

万元ト称セラレ、忽チニシテ大洋票の暴落トナリ

ノ次第デアル。

タレバ、支那側官辺ニ於テハ之ガ市価ノ維持策ト

（Ｆ）大正８年６月、東支鉄道ハソノ運貨ヲ金

シテ、或ハ現銀ノ兌換ヲＴ元ニ低下シ、或ハ硬貨

留建トセシタメ、大商店タル秋林ヲ初メ続々

ノ市場外ヘノ持出ヲ禁止スル等ソノ他凡ユル手段

トシテ金貨相場ニ改正スルニ至リ、民国15

ヲ弄シテ、遂ニ金円排斥ノ暴挙ニ出デ、経済界ニ

年来マデハ市内ノ外国商人ハ総ベテ白貨ヲ採

大問題ヲ惹起セル事ハ世人ノ耳目ニ新ナル所デア

用スルニ至ッタ。大体ニ於テ右ノ如キ趨勢ヲ

ル。

以テ金券ノ進出ヲ見ルニ至ッタノデアル。

又吉林官帖及黒龍江官帖ハ支那人間ノ取引ニ
限ラレ、外人間ニハソノ通用ヲ見ナイ。其種類ハ

（ロ）支那側ノ通貨
ハルピンニ於ケル支那側ノ通貨ニハ大洋銀、大

100吊、50吊、10吊、１吊ノ５種デアル。前者ハ

洋票、吉黒両省官帖アリ。其他ニ元宝銀アリテ一

吉林永衡官銀行、後者ハ黒龍江、広信公司ノ発行

錠ノ標準量ハ53両５銭デアルガ、市中ニハ全クニ

スル所デアル。

ソノ流通ヲ見ナイ。
第７節

大洋銀ニハ袁世凱弗、北京票アリ。黒銀及香港
弗ハ殆ンドソノ通用ヲ見ナイ。大洋銀票ハ中国、

工業一般

哈尓浜ハ元来燃料不廉、従ッテ動力費割高トナ

交通、東三省及辺業銀行並ニ黒龍江広信公司ノ発

リ、水質ノ不良ノ為ニソノ豊富ナル原料ノ供給地

行ニ係リ、ソノ種類ハ10元、５元、１元、50仙、

デアリ、又運輸交通ノ便アリ。直接消費地デアル

20仙、10仙、５仙ノ７種アリテ、而メソノ券面ニ

ニ不拘、工業地トシテノ発展ヲナサズ、未ダソノ

「哈尓浜」ノ文字ガアル。今当地ニ於ケル大洋券

幼稚ノ域ヲ脱シナイ。今日多少ニ認メラル、主要

流通ノ経路ヲ見ルニ、元来留市場デアッタ哈尓浜

工業ハ、製粉、油房、醸造ノ３ツニシテ、此他ニ

ハ、露国ノ勢力ノ衰ヘ殊ニ東支鉄道ノ同盟罷業毎

皮革、製材、染色、織布、石鹸、製糖等アルモ、

ニ、支那官憲ハソノ警察権ヲ回収シ司法権ヲ収メ

之等ハ余リ大規模ノモノデモナイ。

来リ、次イデ通貨政策に手ヲ延バセシ結果ハ漸ク

今此ニ主要工業ノ各個夫々ニツキテ概説ヲ加フ
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（イ）沿革

ルニ、次ノ如シ。

哈尓浜ニ於ケル油房工業ハ遥カニ製粉業ニ後レ

（1）製粉業

テ発達シ、近代工業的ニ経営セラルヽニ至ッタノ

（イ）沿革
哈尓浜ニ於ケル機械製粉業ハ、他ノ諸工業ニ

ハ日露戦役後ニシテ、明治 41 年頃カラ始ッタノ

先立チテ疾クニ設立セラレ、1900年ニハ巳ニ松花

デアル。而カモ当時ノ油房ハ旧式ノモノデ見ル

江岸ニソノ煙ヲ挙ゲタ。其後明治35、６年頃ニハ

ベキ程ノモノデハナカッタ。新式機械油房ノ勃興

露人ガ日露戦争ノ戦勝ヲ夢見テ建テタル個人会

シ始メタノハ、大正元年頃カラデアル。大正２年

社ト、露軍人ノ麦粉ノ供給ヲ目的トシテ建テラレ

ニハ順和裕、盛泰ノ２工場ノ設立ヲ見、大正３年

タル官設会社トノ２種ガアリテ、10余ノ工場数ト

ニハ裕太、東亜、同４年ニハ徳義盛、義昌信、元

ナッタ。ソレガ露国ノ敗戦ニヨリテ休止又ハ閉鎖

吉、隆徳、同発隆、奉泰義、
「カハルキン」、双興、

スルモノ続出シ、殆ンド全滅ノ状体トナリ、明治

新泰大順昌ノ10個ノ工場建テラレシ、大正６年

44年頃迄ソノ衰微ノ状体ヲ続ケタルモ、尓来哈尓

２月１日現在に於テハ工場数18個、その資本190

浜ハ北満ニ於ケル経済的ノ中心地トナリ、豊富ナ

万留デ、１日ノ原料消化高ハ63,060布度、製粕高

ル北満ノ小麦ヲ原料トセル斯業ハ勃興シ、ソノ間

34,400枚、製油高2,428度ヲ示シタ。此等ノ油房発

幾多ノ波瀾曲折ノアリシニ不拘、大正元年ニハ11

展ハ欧戦ノ好影響ヲ受ケシニ依ル。

工場ニテ、580万布度ノ麦粉ヲ生産スルニ至ッタ。

（3）醸造業

続イテ欧州ノ大戦トナリ漸次発達シ、大正８年ノ

哈 尓 浜 ニ 於 ケ ル 醸 造 工 業 ノ 主 ナ ル モ ノ ハ、

３月末ニハ17工場ヲ算シ、ソノ後半期ヨリハ大正

「ウォッカ」
、
「ビール」
、
「スピリット」デアル。

９年前半期ニ亘リ麦粉ノ需要ハ頓ニ増加シ、殊ニ

全能力ハ約50万ウェードロデアルガ、現在は17万

ソノ価格ハ騰貴シテ採等ノ引合ヒハ良好トナリ、

乃至ハ18万ウェドロノ生産ヲナシテルニ過ギナ

海外ニマデ輸出スルノ好況ヲ呈シ、斯業ハ益々隆

イ。内日本側トシテハ、高田ボロヂン酒精工場及

盛トナリ遂ニソノ工場数ハ23個ニ達シタ。カクテ

加藤醤油醸造公司ガアル。

ハ各工場共ソノ全能力ヲ挙ゲテ生産ニ従事シ、前

（イ）醸造業

途洋々タルモノアリシガ其後引続キ北満小麦ノ

酒精ハ露人ノ愛用スル「ウォッカ」ノ原料並

不作、米国粉ノ南満侵入等ニ禍セラレ、斯業ノ不

ニ、一般ノ工業用及家庭用トシテソノ需要ノ多キ

振ヲ極メ休業スルモノ続出シ、最近ニ於テハ時々

タメ、製粉、製油工場ト共ニソノ工場ハ疾ク開設

ソノ繰業ヲナシウルモノ僅カニ15工場ニ過ギズシ

セラレ、1900年ニハ已ニ「ヂャイコフ」氏ノ手ニ

テ、其他ハ殆ンド閉鎖ノ状態デアル。而メ工場過

ヨリテソノ設立ヲ見タガ、尓来人口ノ増加ニ伴ヒ

多、資金難、原料高等ノタメ一層ノ悲境ニ陥リ、

ソノ数ヲ増加シ、欧州大戦前ニハ多数ノ工場ガ併

今日ニ至ッテ居ル。

立サレ、ソノ事業ハ相当ノ発展ヲ見タルモ、開戦
ト共ニ酒精ノ価格ハ下落シ、為メニ小工場ハ倒産、

（ロ）工場ノ現況
哈尓浜ニ於ケル製粉工場ハ現在23工場ニシテ、

閉鎖ノ已ムナキニ至リ、加フルニ財界ノ不況トナ

東支沿線ノ一帯ニ於ケル37工場中ニテ其大部分ハ

リ、極東西伯利亜ノ秩序ノ紊乱、東支鉄道運賃高

当地ニ置カレテアル。前述セルガ如ク、現在財

等ノ関係上、現在ニテハ僅カニソノ残余セル大工

界ノ不況ノ折柄ソノ大部分ハ作業ヲ休シ居ルモ、

場ガ漸クニ操業ヲ維続シテヰルノニスギナイノデ

ソノ製造力ハ不明ノ分３軒ヲ除キテ、一昼夜ニ

アル。

94,300布度ノ多キニ達シテ居ルノデアル。
（2）油房業

（ロ）「ウォッカ」工場
「ウォッカ」製造工場ハ現在13個ニシテ、邦人
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経営ノモノ１、ソノ他ハ凡ベテ露人経営ノモノデ

呼蘭河ノ左河ニ位シ、ハルピンヨリ陸路60 支

アル。邦人経営ノモノハ前記「ボロヂン」高田酒

里ニシテ、水路160支里ニ位シ、綏化、海編、巴彦、

精工場ノ兼営ニ係リ、哈市及東支鉄道沿線一帯ニ

東支鉄道対青山駅ニ通ズル道路ノ起点ヲナシ、所

供給シテ居ルノデアル。

謂四通八達ノ要衝ニ当ッテ居ル。

（ハ）麦酒工場
第２節

哈市ニ於ケル麦酒製造工業場ハ５個所アルノ
他、何レモ生産品、ソノ品質ハ下級ノモノニシテ、

沿革

咸豊年間ノ開拓ニ係リ元ト副都統モ置カレシ

高級ノモノハ日本及独乙等ヨリ年々貨車ニテ１万

ガ、光緒31年（明治38年）呼蘭府ノ新設セラルヽ

布度内外ノモノガ輸入サレル。当地ノ製品ハソノ

ヤ之ヲ撤廃シ、一般ノ行政ハ知事ノ掌ル所トナリ、

品質ハ上等ナラズト雖モ、格安ノ値段ヲ以テ供給

カクテハ現在ノ県治ヲ見ルニ至レリ。往昔ハ金朝

サルヽガ為一般ニ需要サレ、就中支那人向トシテ

ノ地ニシテ、女真入城ソノ他ノ古城蹟ガアリ、附

可成リノ売行ヲ示シ、殊ニ東支鉄道ノ沿線及田舎

近一帯ハ豊饒ナル平地ニシテ水運ノ便ヲ有シ、北

地方ニ於テハ殆ンド皆之ヲ需要シテヰル。又之ガ

部満州ニ於テ最モ早ク人文ノ開拓セラレタルノ地

原料トシテノ麦ハ当地方産ノモノヲ使用シ、ソノ

デアル。

葱市ハ一部ガ独乙ヨリ輸入サルヽノ他、悉ク米国

前清ノ初期ニ於テハ専ラ満族ノ農耕ヲ許シタル
モ、ソノ天然ノ富源ヲ慕ヒ漢人ノ私力ニ来リ耕ス

品ヲ使用シテヰル。

な

モノ多ク、漢満人亦ソノ治者ノ地位ニ狎レ漸ク怠

（ニ）醤油醸造業
哈尓浜ニ於ケル日本醤油製造工場ハ、加藤公司

惰ニ流レタルニ伴ヒ、漢人ノ経済的ノ勢力ハ愈々

１軒ノミデアル。該公司ハ明治42年ノ設立ニシテ、

鞏固トナルニ及ビ、満朝ハ遂ニソノ禁ヲ釈イテ、

ソノ開業当時ノ同業者ハ支那人１名ノミデアッタ

従ッテソノ人口ハイヨイヨ稠密ヲ加ヘ、此無限ノ

ガ、ソノ後日本人ニシテ斯業ヲ開始セルモノ１名

宝庫ハ日ト共ニ開カレ、露国ガ哈尓浜ノ地ヲ経営

アリシモ、不引合ノタメニ幾何モナク閉店ヲナシ、

スルニ及ビ、対岸ノ一帯ニ更ニソノ経済上ノ価値

大正５年迄ハ大ナル変化モナク、同年ニ日貨ノ排

ヲ向上スルニ当リ、北満有数ノ地トナリ。

斥ガアッテ支那醤油ノ需要激増シ、同品製造販売
ノ利益大ナルタメ、俄カニ支那人間ニ企業者増加
シ、ソノ数約 40 軒ニ上リシガ、其後財界ノ不況、

第３節

戸口

人口ハ約45,000人ヲ等セリ。

金融硬塞ノタメ万豊ヲ始メ、ソノ他倒産閉店セル
モノ続出シテ、現在ハ約 20 軒ヲ等スルモ、何レ

第４節

市街ノ状況

モソノ売行キノ不振ナル上ニ競争ヲ事トセルタメ

市街ハ南北約７支里、東西30支里ニ及ビ、西南

ソノ業績ハ挙ラズ。此秋ニ当リ加藤公司ハ専ラ意

ノ一帯ハ呼蘭河ニ臨ミ、周囲ニ城壁ハナク只牌楼

ヲ品質ノ改良ニ注ギ、孤軍奮闘シ来リ、最近ニ至

ノミ存ス。ソノ主ナル街衢ハ東西南北ノ４大街ニ

リテハ支那人ノ嗜好ガ品質本位ニ推移シ来リタル

シテ、就中南北大街ハ最モ熱閙ノ地区ニシテ、大

ニ伴ヒ、ソノ成果ヲ認メラルヽモノアルニ至リ、

商店櫛比シ商業ハ頗ル殷盛ヲ極メタリ。近時ハ奥

相当ノ成績ヲ収メテ居ルノデアル。

地ノ開発ニ伴ヒ、綏化・海倫ニヤヽソノ繁華ヲ奪
ハレ、加フルニ従来北方ノ一帯ヨリ蒐集セシ穀類
ハ、直接ニ安達、溝対青山等ニ搬出セラルヽモノ

第４章
第１節

呼蘭
位置

漸増セルノ関係上、商業トシテ重要ナルノ程度ハ
漸クニ低下スルノ傾向ニアリ。
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鉄路開通以来ハ急激ナル衰微ヲ来シ、取引ハ閑静

官公衙ソノ他ノ機関

呼蘭県公署、地方審判庁、地方検察庁、遊撃隊、

トナッタ。即チ前記各地ヨリ出廻リタル穀物ハ、

県警察所、県教育局、協領衙門、地方捐務所、黒

悉ク呼海鉄道ノ最寄リノ各駅ニ搬出サレテ輸送

龍江省呼蘭禁煙分局、 酒事務局、硝 総所、呼

サルヽニ至リ、只僅カニ近郷一圓ノ貨物ガ集散サ

蘭徴収局、県実業局、基督教会、郵政局、電話局、

ルヽニ至リタルタメ、20 数軒ノ粮桟ハ殆ンド全

電報局、県図書館、通俗講習所、蘭陽倶楽部等アリ。

部閉鎖同様トナリ、同クハ興隆鎮並ニ綏化方面へ
移住スルニ至ッタノデアル。従ッテ東永茂、東永

第６節

徳ノ２大客桟ハ破産し、ソノ他ノ方面ニ於テモ業

産物

当地方一帯ニ於ケル主ナル産物ハ次ノ如シ。陸

務を縮少セルモノ劣ラズ。又輸入方面ニツイテ之

稲、大豆、小麦、大麦、高梁、粟、玉蜀黍、雑穀、

ヲ見ルニ、呼海鉄道ガ未ダ建設時代ニ属シ、万端

豆油、麻油、豆粕、麦粉、焼酒等トス。

ノ設備整ハザルタメ奥地行商品ノ輸入トシテハ、
輸出ノ如ク急激ナル変化ヲ来サヾルモ多少ハ減少

第７節

ヲ来シタレバ、将来ソノ設備ノ完成ト共ニ鉄道ヲ

商業

市街ノ家屋ハ厳重ナル防衛的様式ノ建築多ク、

利用スルモノ多ク、ソノ漸減ヲ予想サレテル。而

通路ニ面シテハ高キ煉瓦屏ヲ設ケ中ハ広キ院子ニ

メ之等輸入雑貨類トシテハ日本品最モ多ク、支那

シテ、銀行、質店、兌換舗、綢緞舗等ガ雑居シテ

品ト殆ンド天下ヲ二分セルノ観アリ。其他トシテ

ヰル。

ハ英米独仏品等ガ僅カ斗リアルノミデアル。

東西大街ト南北大街トノ十字路附近ハ最モ繁華

日本品トシテハ綿織物類ガ最モ多ク、琺瑯鉄器、

ニシテ、各金融機関、商務会、指務局、稽査所、

窯業製品、石鹸類及ソノ他小間物類等之ニ次ギ、

徴収局、黒龍江省 酒局、電報局、電話局、郵政局、

其他皮革製品、医薬品類、味ノ素、食糧雑貨、金

各医院、客桟、雑貨店等、人目ニツク代表的ノモ

物類、莫大小、タオル類、ソノ他雑貨ニシテ何レ

ノハ悉ク此処ニ集ッテヰル。

ノ店舗ニモ之ヲ備ヘザルハナク、市中ノ物価ハハ

北大街ニハ主トシテ綢緞、雑貨ノ各種商店ガ集

ルピン及ソノ他ノ地方ニ比シ、食糧品ハ原料品ト

中シ、西大街ニハ浴場、妓楼、料理店、食料雑貨

共ニ安価ニシテ、缶詰、乾物、呉服類、ソノ他雑

店、野菜市場等ニテ大部分ヲ占メ、公園ガアリ、

貨類ハ総ベテ意外ノ高価ニアルノデアル。

東大街ニハ県公署ヲ始メトシテ県警察署、基督会、
第８節

商務会、農務会等ノ官公衙及ビ田舎向ノ山貨店及
住宅地ガ多イ。又南大街ハ各種の金融機関、客桟、
官公衙及主ナル綢緞雑貨舗、銭荘、貴金属店等ガ

工業

呼蘭ニ於ケル工業トシテハ、製粉会社ハ発電所
１、焼鍋８、油房12軒アルノミデアル。
其他当知ニハ埠頭アリテ、日々ニハルピント

集中シテヰル。
次ニ輸出入商品ニツキテ之ヲ見ルニ、穀物ハ従

ノ間ニ小蒸気船ノ往復アリ。又常ニ戎克60隻乃至

来、康家井、石人城子、興隆鎮、綏化、慶城、海

70隻位繋留スルモノアリテ、上下流ノ各地ヘノ輸

倫等ノ処ハ悉ク当地ニ集散或ハ通過シ、哈市ニ輸

送ニ従事シ、ソノ解氷期間ニハ水運ハ盛トナル。

送サレタルモノニシテ春ト夏季ニ於テハ戎克ニヨ

当知ニハ公園アリ、支那式設備ノモノトシテハ良

リ、冬期間ハ馬車輸送ノ方法ニヨリテ 20 数軒ノ

好ニシテ四時緑ヲ絶エズ、日々ニ興業物モアリテ

粮桟アリ。又県送店トシテハ福成興、発祥泰、福

群集雑踏セリ。

祥公等ソノ他大ナルモノ数軒アリテ、冬季出廻季
ニハ非常ナル殷盛ヲ極メタルモ、民国 15 年呼海
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第５章

水ノ場合ハ此附近一帯ヲ浸シ、ソノ低キ部分ハ殆

木蘭

松花江ノ左岸新甸ヨリ30支里、哈尓浜ヨリ31支
里ニアリ、地名ヲ索羅章口ト称シ元ト巴彦州ノ地

ンド年々ニ浸水シ、又処々ニ溜水多ク且ツ地質ガ
粘力ノ強キタメ、市街ハ頗ル不潔ヲ極ム。

域ニ属セルモノナリシガ、光緒34年石頭河以東ノ
第２節

地ヲ割イテ新ニ木蘭県ヲ設ケ、同時ニ県公署ヲ石

沿革

頭河子ヨリ此地ニ移転シタルモノデアル。戸数ハ

依蘭県城ハ昔時ハ特殊ノ部落民トシテ、一般ノ

約1,500、人口ハ約10,000ト称セラルヽガ、船上ヨ

住民ヨリ動物視セラレ見下ゲラレ、天明ノ光沢ニ

リ見タル所デハ余リニ大キナ町デハナク、新甸ノ

浴スル事ノ出来ナイ遠子族ノ住ンデ居タ処デ、ソ

方ガ遥カニ大キクモアルシ又活気モアル様デ、大

ノ種族ノ「スヤアラケ」、
「イケル」及「フシトリ」

豆、小麦等ノ農産物ノ輸出港デアル。

ノ３族統治ノ中心点デアッタガ、通常ハ三姓ト称
シ又依蘭哈達トモ云フ。依蘭哈達ハ満州語デヤハ
リ「三ツノ姓」ト意味セラレテヰルノデアル。

第６章

松花江岸デハ最初ニ開拓サレタ処デ、依蘭県ノ

第１節

三姓

首市トシテ三姓ノ市街設置サレタノハ1716年ノ事

位置

哈尓浜ヲ距ル事水路650支里、同江トハルピン

デ、前之康煕54年ニ此地ニ城ヲ築イテ駐防兵ヲ置

トノ殆ンド中間寧古塔ヨリ陸路400露里、牡丹江

キ、協領ヲシテ之ヲ統御セシメタルニ始マル。ソ

ト松花江トノ合流点ニシテ、松花江ノ右岸ニ在ル

ノ以前清ノ始メニハ地方ノ族長ヲ三姓管 トシテ

ノデアル。

統治セシメタノニ過ギナカッタノデアル。雍正10

陸路ニヨリ

哈尓浜ヘ

190 哩

年ニハ新タニ設ケラレタ副都統ノ駐在地トナリ、

寧古塔ヘ

120 〃

光緒８年ニ三姓丁ニ改メラレ、31年ニ依蘭府トナ

勃利県ヘ

55 〃

リ、宣統元年沿域ノ南境一部ヲ方正県ニ分割シ、

密山県ヘ

223 〃

佳木斯

水路ニヨリ

民国２年ニ依蘭県ト改称サレタノデアル。

南路

95 〃

光緒31年日清条約ニヨリ通商地トシテ開放サ

北路

88 〃

レ、統治機関トシテ宣統元年東西路道ヲ設置シタ

哈尓浜ヘ

212 哩

ノデアルガ、民国３年依蘭道ニ改メ、依蘭、勃利、

ペトナヘ

385 〃

同江、密山、虎林、綏遠、樺川、富錦、方正、穆

新甸ヘ

110 〃

稜、宝清ノ12県ヲ管轄スルニ至ッタノデアル。

湯源ヘ

33 〃

佳木斯ヘ

95 〃

樺川ヘ

70 〃

戸数ハ約4,600戸デ、人口は36,000人ヲ越ヘ、依

富錦ヘ

172 〃

蘭道尹公署ヲ始メ各種行政機関ノ所在地デアッ

同江ヘ

218 〃

テ、松花江ノ沿岸有数ノ殷盛ナル所ノ一市街デア

ハヾロフスクヘ

389 〃

ル。

第３節

戸口

三姓ノ市街ハ如上ノ如キ地点ニアリ、松花江々
岸ニヨリ約３支里ノ地ヨリ牡丹江ノ右岸ニ沿ヒ、

第４節

市街ノ状況

長サ３露里、幅４露里ノ歪形地ヲ占メ、松花江水

市街ハ南北ニ貫ク大街ト之ヲ東西ニ貫ク２条ノ

面上約10呎乃至30呎ノ粘土砂ノ沖積層ヨリ組成セ

大街ヲ幹線トシテ、ソノ他之ニ対シテ縦横セル小

ラレタル平原上ニアル。而モ松花江及牡丹江ガ洪

街ヲ以テ街衢ヲ形成シテヰル。大街ハ幅６、７間
283

◦ 1294 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

ヲ有シ、街上ノ４個処ニ牌楼ヲ建テ両側ニハ排水

江ノ沿岸ニ於ケル有数ナル商業都市トシテ知ラレ

溝ヲ設ケ、田舎ノ市街トシテハ比較的ニ整頓セル

テヰルガ、財界ノ好況当時ヲ絶頂トシテ、最近ニ

モ、夏季降雨ノ際ハ泥濘膝ヲ没スルノ様ナリ。建

於テハ年額市勢衰微ノ状態ニアリ、而メ市中到ル

築物ヤ市街ノ発達ハ比較的近年ニアリ、一面諸官

処ニ空屋多ク、市中ノ目貫キノ場処ト称セラレテ

公衙ノ所在地デアルダケニ、概シテソノ規模ハ大

居ル城内ノ大通リニサヘモ、空屋ガ発見セラルヽ

デアル。又市街ノ一帯ニカケ家屋乃至ハ、塀等ガ

程ノ状態ニ陥ッテヰル。ソノ原因トシテハ、１．

莫伽々々シキ程豊富ニ材木ヲ使用シテ居ルガ、之

埠頭ノ移転、２．税関ノ設置、３．馬賊ノ横行等

ハ牡丹江ノ上流ヨリ流レ来リタル筏、或ハ貨物積

デアッテ、１ノ埠頭ハ以前市街ノ西南ニ続イテ牡

載シ来リタル舟ヲ帰リガケニ二束三文ニテ当地ニ

丹江ノ江岸ニアッタモノガ、土砂ノタメニ年々水

売却シテ行クタメ、非常ニ安価ナ材木ヲカク豊富

深ガ浅クナリ、船舶ノ繋留ニ不便ヲ感ジ来タリシ

ニ使用出来ルノデアル。

タメ、市街城内ヨリ約３支里ノ北方ニ当ル松花江

当地ハ日清通商条約ニヨリ、他ノ16個処ト共ニ
之ヲ解放シテ、万国共通ノ商業地トナッタノデア
ル。埠頭ハ松花江岸ニシテ、哈尓浜ヨリ320支露

岸ニ移シタ為、総ベテガ不便ヲ感ズルニ至ッタモ
ノデアル。
嘗テ此税関ガ無カッタ当時ハ、船舶ノ着埠ト同

里ノ地点ニシテ、緩傾斜ノ江岸ヲ利用シテヰル。

時ニ貨物ノ積卸シガ自由デアッタガ、税関ノ設置

而メ埠頭ノ水底ハ礫石ニシテ遠浅ナルタメ、船舶

以来ハ、日曜祭日ニハ取扱ハザルノミアラズ時間

ノ繋留ニ不便ニシテ、江岸ヨリ70呎乃至140呎ノ

外ノ受付ヲモナサズ。且ツ輸出貨物ニ対シテハ当

処ニ停船スル。而メソノ水深ハ約４尺デアル。

地ニ於テ納税スル事トナリ、而カモ金融機関ノ不
便ト交通ノ不便ナルトニヨリテ、一層ニ商人ノ受

第５節

ケタル打撃ハ甚大ナルモノアリテ、従ッテ大豆等

官公衙ソノ他ノ機関

鎮守使公署、第九旅司令部、依蘭道殷公署、高

ノ特産物ヲ初メトシテ、其ノ他ノ輸出貨物ハ漸次、

等審検分庁、依蘭県公署、陸軍九十六団部、陸軍

佳木斯、樺川及呼錦等ノ自由地ニ奪ハルヽニ至ッ

騎兵営、三姓江関、三姓商埠局、三姓協領公署、

タモノデアル。

依蘭税捐局、依蘭官銀号、依蘭警察所、三姓電報局、
第８節

三姓電話局、三姓郵政局、三姓硝礦局、依蘭木石

輸出

税局、依蘭県実業局、印花税弁事所、保衛団事務

輸出貨物ハ大豆ガソノ大部分ヲ占メ、全部夏季

所、依蘭県教育局、東北航務局、師範学校、依蘭

ニ船ニヨリテハルピンニ輸送セラレ、哈市ニ於テ

県財務所。

ハ川豆ト称シ年々数十万噸ニ達シ、多大ノ勢力ヲ
有シテ居ル。

第６節

次ニ獣皮、木材、薬材、葺等デアルガ、獣皮ト

産物

此地ノ主ナル産物ハ、大豆、小豆、高梁、粟、

シテハ、栗鼠、貂、獺、狐、狸、貉ニシテ、三姓

葉煙草、麻、毛皮、木材、魚類、真珠及ビ砂金ナ

税関ノ調ベニヨレバ、民国初年ノ当時ニ於テ年額

リトス。

ハ約200万留ニ達シタガ、之等モ前記ノ如クニ佳
木斯、樺川ニ奪ハレ、最近ノ出廻リハ激減シタノ

第７節

デアル。木材ハ牡丹江上流ノ産デ非常ニ豊富デア

商業

三姓ニ於ケル商業上ノ地位トシテハ、此土地特

ルガ、下流ノ地方ニソノ需要ナキト、松花江ヲ遡

産物タル大豆ノ輸出ヲ中心トシテ、之ニ準ジテ諸

航シテ哈尓浜ニ輸送スルニハソノ経費ガ嵩キ為、

雑貨類ノ輸入供給ノ相当ニ盛ナルモノアリ。松花

結局ハ現在ノ輸出ハ盛ナラズトナス。
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第９節

最近ノ開設ニ係リ、未ダ何等ノ活動ヲモナシ居ラ

輸入

輸入商品トシテハ綿花、綿織物、塩、石油、砂

ズ、永衡官銀号モ只僅カニ預金ト貸出ヲ行フ位ノ

糖、煙草、綢緞、金物類、麻袋、陶磁器、茶、硝

モノニシテ、殆ンド金融機関トシテノ能力ヲ有シ

子製品、燐寸、 燭、農具ソノ他雑貨類ノ各種ノ

居ラズ。従ッテ特産商又ハソノ他ノ商人ハ自家ニ

モノデアル。

現金ヲ備フルカ、或ハ銭荘ニテ金融ノ途ヲ講ジ、

果物類ハ林檎並ニ蜜柑ガ日本及朝鮮物デアル

又彼等ノ輸出スル特産物ハソノ取引先タル哈市ニ

他、多クハ支那品ニシテ奉天、天津、芝罘ヨリ哈

於テ、輸入ノ雑貨類ト物々交換的ノ取引決済ヲ行

市ヲ経由シテ来ル。

フ他、銭荘及郵便局ニ於テ為替、送金等ヲ行ヒ又

日本品ノ地位ハ全市場ノ約４割以上ヲ占メ、欧

稀ニハ現金ノ輸送ヲモ行フ事アリ。通貨トシテハ

戦ノ当時ニ比セバ激減ノ形デアルガ、尚ホソノ品

哈尓浜大洋票、吉林官帖デアル。数年前迄ハ、銭

質ハ支那品等ニ比シテ比較的ニ良好デ、ソノ価格

舗、当舗ソノ他地方ノ商売ニ於テ自ラノ信用ヲ倚

ガ割安ナルタメ案外ニ評判良ク、ソノ主ナルモノ

シテ任意ニ私帖ヲ発行シ、一時市場ハ混乱ノ状態

ヲ挙グレバ即チ次ノ如ントス。

ニ陥リタルモ現在ハ全部回収セラレ、一般市中ニ

綿布、綿糸布製品、莫大小類、味ノ素、角砂糖、

於テハ吉林官帖ヲ多ク使用シテ居ル。

靴紐、石 、アルミ製品、石 箱、歯磨、鏡、琺
第12節

瑯鉄器、医薬品、仁丹、陶磁器、硝子製品、歯刷

交通

夏季ハ水路ニヨリ哈尓浜ヨリ下航２日、哈尓浜

子、ソノ他小間物類各種トス。

ヘハ遡航４日ヲ要ス。ソノ他牡丹江ニヨリテ寧古
第10節

塔ニ通ズルガ、牡丹江ハソノ流水ガ強イノデ遡航

工業

三姓ノ工業トシテハ別ニ特記スベキ程ノモノナ

ハ困難デアル。又松花江三姓ノ上流ニ延長 25 露

シ。只地方ノ物産ニ加工シテ土地ノ需要ニ供スル

里ニ亘ル有名ナル浅瀬ガアル。義和団事件ノ際露

程ノモノニシテ、ソノ主ナルモノニハ、焼鍋２、

国ガ攻メテ来ルノヲ阻止スルガ為ニ、石船ヲ幾隻

製粉16、油房16、銀細工商４、位ノモノナリ。

モ此処ニ沈メタノデソノ後幾度カ浚渫ヲシタノデ

此ハソノ規模やヽ大ニシテ、県内生産穀

アルガ、漸ク船ノ通航シウルノ間ノミ開鑿シ得タ

類ノ内約４万石内外ノ原料ヲ消費シテ、其製品ノ

ガ、ソレデモ甚ダ浅イノデソノ水深ガ標準トナッ

大部分ハ市街及地方ノ需要ニ充チタルノ他、一部

テ特ニ監視処ヲ置キ、三呎以下ナルノ場合ハ何時

ハ松花江下流地方ニ輸出セリ。

デモ汽船ノ航行ヲ中止スル。コハ航行業者ノ最モ

焼鍋

機器油房トシテハ只１軒ナルモ、ソノ他

頭痛ノ種トスル所デアル。又三姓ノ埠頭ハ比較的

粮桟、当舗ノ兼業ニ係ル小規模ノモノ十数個所ア

ニ浅イノデ、船ガ江ノ中央ニ停ッテボートヤ小舟

リ。地方ノ需要ヲ満タシ、余リタルモノガ哈尓浜

デ連絡ヲトル事ガ多イ。冬ニナルト哈尓浜ヨリ自

方面ニ輸出サル。

動車モ通ヒ、富錦マデ往復シ得ラル。寧古塔街道

油房

コハ何レモソノ規模小ニシテ殆ンド自給

ニハ鉄道敷設ノ計画ハアルガ、ソレガ竣成シテ寧

自足ノ地位ニアルガ、時トシテハ哈市ヨリノ輸入

古塔ヲコエテ吉林ニ連絡スル様ニナルト、松花江

ヲ見ル。

岸ノ大豆、所謂河豆ハ此地ヲ経テ吉林ニ輸送セラ

製粉

ルヽカラ、ソノ積換地トシテ発展ノ余地モアルガ、
第11節

現状ノ侭デハ佳木斯ヤ富錦ニソノ繁栄ヲ奪ハレル

金融事情

三姓ニ於ケル金融機関トシテハ、吉林永衡官銀

ノデアラウ。

号、万国儲蓄会ノ二ツアルノミデ、万国儲蓄会ハ
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第３節

在留邦人ノ状況

当地ノ開埠地トシテ開放セラレアル部分ハ、埠

人口

戸数ハ500戸、人口ハ約4,000人ナリト云ハル。

頭ヨリ城内ニ到ル間ノ淋シイ畑地デアル。而カモ
第４節

三姓ハヨク馬賊ノ目標トナル所デ、夜ハピタリト

市街ノ状況

城門ヲ閉メル程ナノデ、商売モ何モ出来ヌカラ、

市街ハ東西ニ通ズル一条ヨリ成リ、商家ハ50戸

在留日本人ハ城内ノ方ニ支那人ト雑居シテヰル。

ト称セラルヽモ普通ノ部落ニ過ギズシテ、市街ト

嘗テハ劇場、賭博場、女郎屋ヲ此商埠地域埠頭ニ

ハ名ノミナリトス。

モ移転ヲ通知シテ来タノデ、一時逃レテ合図シテ
第５節

１軒ノ料理店ヲ埠頭ニ開イタガ、ソノ危険ナノト
収支漸クニ相イフ位デアッタノデ、ソレヲ口実ト
シテ引揚ゲ、支那側ノ施設モ寂レテ了ッタノデ

官公衙

湯源県公署、警察所、兵営、巡防隊、税局、郵
便局、商務会、勧学所、小学校等ナリトス。

アルガ、最近ハ日本人排斥ノ意味カラデモアラウ
第６節

ガ、日本居留民ヲ再ビ右ノ開埠地ニ移転スベク強

産物

要サレテヰルト云フ。在留邦人48名デ、内６名ハ

肥沃ナル耕地ト豊富ナル森林地帯ヲ背後ニ控

之ヲ除イテ他ハ皆娘子軍デ、医院１軒アリ（他ニ

ヘ、大豆、小麦等ノ農産物、木材、毛皮ノ輸出港

鮮人医師１人アリ）
。現在小川澄氏ノ経営ニ係ル

ナリ。ソノ他ニ高梁、麦粉、栗鼠皮、鹿角、貂皮、

精米所ハソノ機械設備等相当ニ良ク、ソノ成績ハ

焼酒、豆油、麻、粟、葉煙草、魚類ノモノトス。

順調ノ中ニアリ。邦人ノ発展地トハ聊カ不適ノ地
第７節

ナラン。サレドソノ四囲ニハ山ヲ繞ラシ風光ハ大

商工業

イニ佳ニシテ、又吾人一行ノ到レル時ニハソノ道

当地ノ商工業ハ現在盛ナラザルモ、ソノ肥沃ナ

路ノ修築ニモ意ヲ注ギ、ポプラノ並木ヲ発見セル

ル曠野ト森林地帯ヲ控ユルガ故ニ、将来此等ガ開

ハ意外ナリキ。又煉瓦建ニシテ洋式ヲ加味セル二

発セラルヽニ至レバソノ産物モ増加シ、商工業モ

階建ノ商舗ガ続々ト竣工ノ域ニアルヲ見テ、当地

亦発達セラルヽニ至ルベシ。
輸入品ノ主ナルモノハ綿布、雑貨等ニシテハル

ノ仲々活気ナル事ヲ知レリ。

ピン三姓地方ヨリ移入サル。当地ニ於ケル商工業
家ノ主ナルモノヲ下ニ挙グル事トスベシ。
第７章

焼鍋、油房、糧桟、磨坊、雑貨舗、薬舗、当舗、

第１節

湯源

糧米舗、染房、醤園。

位置

松花江ノ左岸三姓ヨリ約80支里、ハルピンヨリ

当地ハ前述ノ如クニ、埠頭ニシテ松花江ヲ航行
スル汽船ハ必ラズ寄航ス。故ニ夏季ニハ寧ロ冬季

約 730 支里ノ湯旺河ノ河口ニ在リ。

ヨリモ旅客ノ往来ハ繁多ナリ。
第２節

沿革

光緒31年ニ開放シ開墾局ヲ置キ、同年ニ治県シ
テ湯源県ト称セリ。元ト吉林省依蘭府ニ属セシガ、

第８章
第１節

同34年吉黒両省ノ境界画定ノ結果、黒龍江省ニ属
スル事トナレリ。

樺川
位置

湯源県ノ北東110支里、富錦ヲ西方ニ170支里、
哈尓浜ヨリ920支里、三姓ヨリハ270支里ノ地点ニ
シテ、松花江ノ右岸ニ在ルモノナリ（江岸ヲ距ル
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テ、他ニ特記スベキモノナシ。

事20支里）
。
第２節

第６節

沿革

我亨保17年、三姓ニ副都統ヲ置クヤソノ管下ニ
入リ、光緒32年臨江府ノ設置サルヽヤ之ニ属セリ。

商業

当地ニ於ケル主ナル商家ハ次ノ如シ。
焼鍋１、雑貨商11、鉄物商２、木器店３、薬店５、

尓来往来スルモノ遂ニ増加シ、瀕江一帯ノ平野ハ

銀細工店２、風呂屋１、車宿３、醋及醤油製造所

年々ニ開墾セラレ、明治 42 年ニ上奏御裁可ヲ得

１、劇場１、穀物商５、飲食店２、肉屋３、表具

テ、翌２年ニ独立シテ県治ヲ布クニ至リ、臨江府

屋１、菓子商１、靴拉店２、油房２、理髪屋１。

ノ管下ヲ脱シテ新ニ依蘭道ノ管下ニ転属セリ。当

輸出品ハ前記ノ穀類ニシテ、氷解季ヲ俟ッテ水

初ハ県公署ヲ佳木斯ニ置キシガ、同地ハ松花江岸

運ヲ利用シテハルピンニ輸送サレ、輸入品ハ主ト

ニ接シ音遠木河ノ下流ニアリテ、ソノ水害ヲ受ケ

シテ雑貨ニシテ、是亦夏季水路ニヨリテハルピン

シ事多カリシヲ以テ、民国２年更ニ現今ノ悦来鎮

ヨリ来ルモノ多シトス。
第７節

ニ県公署ヲ遷セルモノナリ。

工業

焼酒ハ原料約３万石ヲ消費し、225万斤ヲ製造
第３節

ス。従来ハ県内ノ需要ヲ充タスニ足ラザリシヨリ、

戸口

此地戸数ハ200戸ニシテ、人口ハ約2,000人ナリ

年々ペトナ方面ヨリ少カラザル輸入ヲナシ来リシ
モ、今ヤ県内産ノ増加ハソノ移入ヲ防止セルノミ

トス。

ナラズ、県内住民ノ必要ナルノ消費ハ約100万斤
第４節

ニテ足ルベキヲ以テ、残高100万斤余ハ総ベテ他

市街ノ状況

本街ハ東西ニ通ズル一条ノミニシテ、商家ハソ

地方ヘト輸出セラルヽソノ主ナル原因ハ、県内出

ノ大小ヲ会計スルモ僅カニ60余戸ニ過ギズ、ソノ

穀ノ豊富ナルガ故ナリ。ソノ移出先ハ主トシテ露

内ニテ比較的ニ大ナルモノハ４、５戸ノ雑貨商ニ

領方面ナリ。

シテ、ソノ他ニハ見ルベキモノナシ。要スルニ此
地ハ県所在地トハ云フモノヽ只一小邑鎮ニシテ、
市内ハ寂寥タル一小市街地ナリトス。農産物ノ輸

第９章
第１節

出港デ、埠頭ニハ粮桟ノ倉庫ガ30戸位並ビ、ソノ
内新ラシイノハ大部アルノデ、丸ハアンペラノ苞

富錦
位置

哈尓浜ヲ距ル事1,180支里、三姓ヨリ530支里ノ

ガソノ頭ヲ太陽ニキラキラサシテ照射シテヰル。

下流、ハヾロフスクヨリ325露里ノ地点、松花江

港トシテハソノ前面ニ永久的ノ浅瀬ガアルノデ不

岸ニ於ケル第２ノ繁盛ノ地デアル。樺川県城ノ

便デアルガ、農産物ノ出廻リガ増加シテ相当ニ重

東240支里、松花江ノ右岸ニ位シ、恰カモ下流ニ

要視サルヽ程ニナッテ来タカラ、将来ハ嘱目スル

於ケルハヾロフスク及上流ハルピントノ中間ニ位

ニ至ルデアラウ。

シ、水運ノ便アルノミナラズ、特ニ此地ヲ起点ト
セル道路ハ南方ニ接スル宝清県トノ交通上ニ於イ

第５節

な

テソノ咽喉ヲ狎シ更ニ密県ニ通ジ、東方ハ饒河県

官公衙ソノ他ノ機関

樺川県公署、警察所、商務会、農務会、小学校、
塩務局、電報局、郵便局、兵営、保衙団等デアル。

ニ通ズル等水運並ニ陸運ノ便ヲ有スルノ要衝ニ当
レリ。

産物
此地産物トシテ農産品、魚類、焼酒等ノミニシ
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ハ水路デハルピン、ハヾロフスクニ輸出サレ、葉

沿革

一名富見克錦トモ称スル。元ト三姓副都統ノ管
轄内ニアリ、光緒６年旗官協領ヲオカレソノ管理

煙草、木材、豚毛、ソノ他皮類ハ、主トシテハル
ピンニ移出サル。

スル所ナリシガ、同32年臨江州ノ管下ニアリ、分

商品ノ仕入レハヽルピンヨリ仕入ルヽガ大部分

防巡検ヲ置キテ之ヲ統治セリ。後多光ノ変遷アリ

デアルガ、或ハ営口ニ大坂ニ上海ニ出張員ヲ派シ

シガ、宣統元年独立ノ県治トナレリ。

テ直接ニ仕入レテ居ルモノモアル。先ヅ支那品ト
半分半分、少シ日本品ノ方ガ割ガ多イデアラウ。

第３節

松花江岸、同江マデガソノ勢力範囲デ、以前ハ

戸口

此 地 ノ 戸 数 ハ約6,000戸 ニ シ テ、 人 口 ハ 約 ５、

200 支里斗リ離レタモールトンカラモ露人ガ買出
シニ来タサウデアルガ、最近ハ大シタ事ガナク、

６万人ナリ。

主トシテソノ背後ノ地方ノ百姓ノ需要ニ依リテ莫
第４節

大ナ利益ヲ挙ゲテ居ルノデアル。ソノ他ウスリー

官公衙ソノ他ノ機関

富錦県公署、警察所、兵営、郵便局、電報局、税局、

地方トノ交通ガ便利ナルタメ、ウスリー沿岸ノ産

塩務局、木石税局、商務会、農務会、高等初等小

物、即チ阿片、毛皮、鹿茸等ノ取引モ亦盛ンニ行

学校等ナリトス。

ハルヽナリ。
工業トシテハ製粉会社ガ最モ重要ナモノデ、地

第５節

場需要ノ他余力ヲ以テ、松花江下流地方及ウス

市街ノ状況

元ト寂寥タル所ノ一部落ニ過ギザリシガ、最近
ニハ著シクソノ発達ヲ遂ゲ、前記ノ如キ戸口ヲ算

リーノ沿岸地方ニ於テ、ハルピン製品ト競争シテ、
相当ノ売行ヲ示シテ居ル。

スルニ至レリ。市街ハ松花江ノ右岸ニ位シ、東西

焼酒ハソノ産額常ニ県内ノ需要ヲ充タスニ足ラ

約２支里、南北約１支里ニ亘リ堂々タル機械製粉

ズ、年々ペトナヨリ或ハヽルピン地方ヨリ輸入シ

所存在シ、一般ノ家屋モ概シテソノ構造雄大ニシ

ツヽアリシモ、近年ニ至リ之ガ製造ニ従事スルモ

テ、清楚タル市街ヲ形成スル。当埠頭ノ特徴トモ

ノ漸次ニ増加ヲ来シ現在ハ３戸ヲ等シ、今ヤソノ

称スベキハ、木製ノ多少見ルベキ桟橋ノ設備ヲ有

輸入ヲ仰グノ必要ヲ感ゼザルニ至レリ。

スル事ニシテ、夏季開港間ハハルピン、ハヾロフ

豆油モ県産少ク、置県以来ソノ殆ンド全部ヲペ

スク及ハルピン、黒河間ヲ航行スル大小船舶ノ出

トナ、ハルピン地方ヨリ移入シツヽアリシガ、現

入絶ユル事ナク、又ハルピン当地間ニハ特ニ定期

在ハ６戸ノ油房アリテ、而カモ全県ノ需要ハソノ

汽船ノ運航ヲ見ル等、ソノ繁華ノ度ヲ窺フヲウベ

生産高ノミ倍以上ニ達スルヲ以テ、尚幾多ノ不足

ク、実ニ松花江ノ沿革ニ於ケル屈指ノ埠頭タリ。

ヲ感ジ、一部ハ宝清ヨリソノ他ハペトナ、ハルピ
ン地方ヨリ輸入ヲ仰ギツヽアリ。

第６節

産物
第８節

主ナル産物ハ、小麦、大豆、高梁、粟、玉蜀黍、
麻、葉煙草、狐皮、虎皮並ビニ木材等ナリトス。

交通

水路ハハルピンヨリ黒河又ハ虎林行ノ汽船ノ寄
港スルノミナラズ、哈尓浜ヨリ富錦止リノ汽船モ

第７節

ソノ数多ク往復スル。冬ハ自動車モ此処マデ通ズ

商工業

当地ハ元トハヾロフ方面トノ関係ノ密接ナリシ

ル。此地ヲ起点トシテ、東方ウスリー沿岸ノ阿片

ガ、露国ノ擾乱後ハヽルピン方面トノ関係漸次ニ

ノ大集散地団山子ニ通ジ、宝清県ヲ経テ更ニ密山

密接ノ度ヲ加ヘタリ。移出品ハ大豆、小麦、麻等

ニ通ズル四通八達ノ要衝ニ当ル。故ニ将来農産物
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ノ激増スルニ伴ヒ、附近地方ノ発達ハ明カナルノ

郵便局、商務会等トス。

事実デアッテ、延ベテハ富錦モ亦依然トシテ松花
第６節

江沿岸ノ中心商業地トシテ益々膨張発展シ行ク事

商工業

松花江ノ河口近ク、交通上絶好ノ地点ヲ占メテ

ハ、論ヲ俟タザル所ナリ。

居ルニモ拘ハラズ、税関ト県庁ト軍隊ガアルノミ
デ、商業上ノ価値ハ殆ンド認ムベキモノナク、寧
第10章
第１節

口国防上重要ノ地位ニアルノデアル。黒龍江ト松

臨江

花江トヲ航行スル汽船ノ寄港地ニシテ、燃料供給

位置

哈尓浜ヨリ1,340支里、松花江ノ黒流江ニ流レ

上ノ好位置タリ。雑貨ハ主トシテハルピン方面ヨ

込ム点ヨリ遡ル事約20支里ノ右岸ニアリ、富錦ノ

リ、牛豚ハ三姓地方ヨリ移入スル。主ナル店舗ハ

北東約100支里ナリ。

造酒業、雑貨商、木器店、鍛治屋、薬店、製油業、
製粉業、車宿、理髪業、肉屋等ナリ。

第２節

工業ノ主ナルモノハ、製油、造酒、製粉ノ３者

沿革

元ハ三姓副都統ノ所轄地ナリシガ、光緒32年此

ナルガ、此内製油即チ油房ハ１ケ年約40,000斤ノ

地ニ臨江州ヲ創設シ、宣統元年（明治42年）臨江

油ヲ製出シ、ソノ大部分ハ当県内ノ需要ニ充テ、

府ニ昇格シ、新設ノ樺川、綏遠州及富錦ヲ管轄セ

他ハソノ開江期間ニ於テ富錦ニ送ラル。

シメタルモ、民国２年更ニ改メテ臨江県トナシタ
第７節

リ。然ルニ臨江ノ県名ハ奉天省連辺道管下ニ同名
ノ県アリテ、種々ノ間違ヒヲ生ゼシガタメニ、遂

農産物

土地多ク住民ノ少ナキ当地方ハ、夙ニ移民ノ計
画アリ。光緒32年ニ荒地ノ払下ニ着手シタルヲ初

ニ同江ト改称スルニ至リタルナリ。

メトシテ、各種ニヨリテ移民開墾ノ事業ガ起サレ
第３節

タノデアル。

戸口

此地ノ戸数ハ約400戸ニシテ、人口は約4,000人

（1）新タニ開墾スルモノデアルタメ、比較的ニ多
クノ牛馬ヲ使役シナケレバナラナイノニ、蚊類ガ

ナリトス。

此等ノ牛馬ヲ刺スニ止マラズ、耳ニ入リ鼻ヲ犯シ
第４節

遂ニハ驚乱ニ陥ラシメ、之ガ為ニ衰弱シテ死ニ至

市街ノ状況

城壁ナク広漠タル平野ノ中ニ地画ヲ定メテ木造
ノ門柱ヲ建テタルノミニシテ、街衢ハ松花江ニ平
行セル一条ノ街ヨリ成リ、北側ニ航行船舶ノ発着

ルモノ甚ダ多ク、此等ノ補給ノ困難ナリシ事。
（2）交通ノ不便ノタメ、収穫ノ時ヨリ以後ニ於テ
馬賊ノ襲撃ノ屡々行ハレタ事。

スルノ埠頭アルモ荒涼寂漠タル一市街ニシテ、建

（3）解氷期ヤ雨期ニ江水ガ溢レテ既墾地ヲ害シタ

築物ノ見ルベキモノナク、県公署ノ如キモ四面ノ

事等ノタメ、移民ノ招来トソノ開墾ノ奨励トハ当

名ノミノ土塀ヲ囲ラスニスギズ。支那市街ニ附キ

局ノ最モ意ヲ致シタルノ所デアルニ拘ハラズ、終

モノヽ劇場モナク、遊郭モナク、賭博場モナク、

ニ失敗に終ッタノデアル。サレドモ最近ハ１年ニ

全ク河口もナイ物淋シイ静カナ一個ノ田舎町デア

500人位ノ労働車ガ入リ込ミ、昨年ノ如キハ山東

ル。

ノ避難民モアッタノデ約1,000人位ニ上リ、之等
ガ此地方ニ土着シテ凡ユル 難ト闘ヒツヽ開墾ニ
第５節

官公衙ソノ他ノ機関

従事セルタメ、漸ク大豆ノ産額モ増加シテ、昭和

同江県公署、警察所、高等初等小学校、税局、

元年ニハ大豆5,000石ヲ移出スルヤウニナッタト
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云フ事デアル。而カモ県知事ガ厳格デ阿片ノ耕作
ヲ許サヾルタメ、他ノ地方ト異ナリ之等ノ労働者
ガ年々移動スルト云フ事ガナク、大抵ハ土着シテ
了フノデアルカラ漸次ニ奥地ガ開墾サレ、萩ヤ女
郎花ガ咲キ乱レテ居ル曠原カラ大豆ヤ小麦ガ産出
セラレ、今日眠レル此同江ノ市街モ富錦ヤ佳木斯
ノヤウニ繁ニナルノデアラウガ、今暫クハ現状維
持デアラウ。
第８節

交通

同江ハ松花江ト黒龍江トノ合流点ニ接近シテヰ
ルノデ、地理上ヨリ之ヲ見レバ、松花江ノ上流ノ
各地ヤ黒龍江ノ上下流及ウスリーノ沿岸各地ト直
接ニ交通取引ヲナスニ最モ有利ナルノ地点にアル
ガ故ニ、拉哈蘇々海関モ設ケラレタノデアラウ。
夏季、松、黒、鳥ノ三江ノ通航船ガ此処ニ寄泊
スルアリ。陸路ハ綏遠ニ通ジ、又冬季ハ富錦マデ
往復スル自動車モ、特ニ電信ヲ以テ喚ヘバ此処マ
デ来ルト云フ。同江ヨリ下ル事約20支里ニシテ松
花江ハ黒龍江ニ流レ込ミ、大キナ三角州ヲ形成シ
テヰル。此三角洲デハ、阿片ノ栽培モ盛ンニ行ハ
レテ居ルト云フ。近クソノ一端ガハヾロフスクノ
対岸ニ、現在ノ綏遠県ノ市街ガ移転スルノデアラ
ウト云ハレテヰル。松花江口ニハ別段埠頭ノ設備
モナイ。故ニロシヤ汽船ニ連絡シテ乗込マウトス
ルトキハ、同江カラ別ニ小舟ヲ傭フテ松花江口ノ
ロシヤ側ノ方ニ停泊シテヰルロシヤノ砲艦ニ趨イ
テ、同艦上デ待チ合ハサナケレバナラナイノデア
ル。
以上
（完了）

290

◦ 1301 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
第23巻、第84巻、調査報告書

291

◦ 1302 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

292

◦ 1303 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
第23巻、第84巻、調査報告書

293

◦ 1304 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
若手研究者育成会を振り返って

〈諸事項の報告・紹介〉

若手研究者育成会を終えて
大学史事務室

小林倫幸

このオープン・リサーチー・センター事業のひ

記念センター客員研究員）を代表とする「若手研

とつとして、
「若手研究者の育成」がある。そこで、

究者育成会」を2009年１月に立ち上げ、月に１度

ポスト・ドクターやリサーチ・アシスタント等の

昼食を取りながらの会合を持ってきた。この内容

育成の一助として、越知專氏（東亜同文書院大学

は下記のとおりである。

月

日

第１回：２００９年１月２０日（火）

内

容

「研究支援について」山本氏（研究支援課）
「全国大学史資料協議会研究会出席のための報告について（準備報
告）」佃氏（大学史事務室）

第２回：２００９年２月１７日（火）

「図書のデータベース化について（蔵居文庫を中心に）」豊田氏（東
亜同文書院大学記念センター事務室）
「研究会（書院生によるフルンボイルに関する調査報告書について）
での発表に向けて＜骨子報告＞」暁リサーチ・アシスタント

第３回：２００９年３月１７日（火）

アメリカ・シカゴ展示会の成功および出張者の安全を祈願するため
の壮行会実施（愛知大学應援團によるエールを受ける）。
「書院生は上海で魚を食べていたか−各期回想録にみる書院生の食
事情−」、「魚を食べていた東亜同文書院40期台生の食事情−倉田
俊介氏より頂いたお手紙を中心に−」高木リサーチ・アシスタント

第４回：２００９年４月２１日（火）

「アメリカ・シカゴからの帰国報告（第１回）」藤田センター長、武
井ポスト・ドクター、高木リサーチ・アシスタント

第５回：２００９年５月１９日（火）

「アメリカ・シカゴからの帰国報告（第２回）」山口氏（研究支援
課）、佃氏（大学史事務室）、暁リサーチ・アシスタント

第６回：２００９年６月１７日（水）

石田卓生・暁敏両氏（元リサーチ・アシスタント）の博士号取得を
祝して

第７回：２００９年７月２８日（火）

懇談会（今までを振り返って）

この活動によって若手研究者相互の親睦や研究

きた。この「若手研究者育成会」は一定の役割を

発表をする機会を持つことができたこと、また逆

果たしたとして、第７回で終了したが、この経験

の面から言えばお互いの研究活動・内容を知るこ

を活かし、さらなる若手研究者の成長・活躍を期

とができたことなど大きな成果を挙げることがで

待したい。
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若手研究者育成会を振り返って
東亜同文書院大学記念センター

去る７月28日（火）
、本年１月から第三火曜日

ポストドクター

武

井

義

和

により始まったものである。同研究員主催の下、

に、昼休みの時間帯を利用して開催されてきた若

事前に決められた報告者１〜２名がそれぞれ15分

手研究者育成会が最終回を迎えた。越知専客員研

ほどの報告を行うというものであるが、昼食の懇

究員が用意された壷屋の弁当をメンバー一同で頂

談も兼ねており、メンバー一同が顔を合わせる機

きつつ、同研究員から本間イズムについての話が

会にもなっていた。また特に、今泉潤太郎客員研

あり、
また小林大学史事務室員より、
７月25日（土）

究員や大島隆雄客員研究員から、学問の先輩とし

に山形から来訪された本間先生のご親戚数名につ

てお話頂いた、発表に対するコメントや研究者に

いての説明と、その際に寄贈された本間先生に関

至るご自身の歩まれた道のりなどの内容は、若手

する資料の中から、賞状３点の回覧がなされた。

の今後の生き方に大変参考になるものであったと

この会は、東亜同文書院大学記念センターのポ

思う。

ストドクターやリサーチアシスタントといった若

半年ほどの会であったが、若手にとって貴重な

手研究者を育成しようと、越知客員研究員の提案

話を聞くことができる良い機会であったと思う。

東亜同文書院大学記念センター「若手研究者育成会」に係って
豊橋研究支援課

オープン・リサーチ・センターに係る若手研究

山

本

晃

司

催された。

者の育成の観点から、2008年12月から第３火曜日

特にポスト・ドクターについては、同文書院大

の昼休み時間を有効利用するとして、昼食を共に

学記念センター事業において一定の分野の研究を

しながらそれぞれ自由なテーマで研究会等諸行事

担い、またリサーチ・アシスタントについてはプ

へ参加した感想・そこから得たもの、それぞれが

ロジェクトの補助的業務の担い手として、文部科

関心を持っている研究の発表、さらに先輩の研究

学省の補助金の対象になっていることから、それ

者から自身の経験を通して研究者へのサゼッショ

ぞれの業務を通して自身の研究の発展に寄与する

ン等の時間を持った。

ことを期待した。

主な内容として、昨年12月に大島隆雄・今泉潤

この研究プロジェクトも５年間の期間限定であ

太郎両客員研究員から研究者として「山あり谷あ

り、限られた時間に少しでも研究者として大成へ

り」の研究活動、自立するまでの体験、敗戦直後

の足がかりとなればとの強い思いから、越知客員

の物資不足時代の苦しい学生生活、
「中日大辞典」

研究員の企画で進められた。私が記することはお

の編纂に係る苦労話等を皮切りに、全国大学史資

こがましいと思うが、企画した越知客員研究員の

料協議会出席報告（佃氏）
、図書のデータベース

熱意等を踏まえ、今後、若手を中心に書院関係の

化（豊田氏）
、アメリカ・シカゴで開催した講演

新たな探求と併せて記念センターの充実に期待し

会報告（藤田センター長他）等７月未まで９回開

たい。
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若手研究者育成会を振り返って

12月11日の「大学史懇談会」についての報告と感想
大学史事務室

去る12月11日（木）の12時30分より２時間ほど、

佃

隆一郎

要研究命題である「東亜同文書院の質的変化」に

越知客員研究員のお計らいによりまして、大学記

ついて「正から反、さらには合へ」との仮説を提

念館２階の同氏研究室にて昼食をとりながら、大

示され、高等教育史の中で位置づければ全体の解

島客員研究員（名誉教授）のお話を聞く機会をい

明につながるのではないかと結ばれました。最後

ただきました。参加者は私のほか、東亜同文書院

の質疑応答では広中氏が積極的な意見を出したこ

大学記念センター事務室の豊田氏と、リサーチ・

とで、議論が白熱化しかつ深まるものになった感

アシスタントの広中氏でした。

がありました。私としましては、大島氏の特に前

大島氏はまず、ご自身が研究者として自立する

半のお言葉から、単に

まぐれ

を待つのみでは

までの過程を振り返られ、続いて愛知大学に就職

チャンスはやって来ない（から常に前向きに努力

されてから今日までの

しなければならない）ことを再認識することがで

山あり谷あり

の研究活

動を述壊されました。さらに大島氏は、現在の主

きた「懇談会」となりました。
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今泉潤太郎氏が語る愛知大学創成期と『中日大辞典』
東亜同文書院大学記念センター／リサーチアシスタント

愛知大学東亜同文書院大学記念センターで、12

石

田

卓

生

現在、愛知大学の象徴とされる『中日大辞典』が、

月16日午前10時より、東亜同文書院・愛知大学史

予想される編纂事業の困難さ故に教職員の反対を

研究に従事する院生など若手関係者を中心とした

うけていたこと、本間喜一元学長（元東亜同文書

勉強会が開かれ、今泉潤太郎愛知大学名誉教授が

院大学々長）の決断と尽力によってはじめて刊行

創成期の愛知大学や『中日大辞典』編纂にかかわ

されることになったことなど、当事者しか知り得

る事柄について講演した。

ない話などは、出席者を驚かせるものであった。

今泉教授は、ご自身の学究の道が、たまたま家

さらに、今泉教授は、敗戦直後の物資不足時

から歩いて通うことができる場所に大学が開校し

代の苦しい学生生活や、ことばの変化に翻弄され

たこと、つまり愛知大学との出合いにはじまった

つづける辞典編纂の経験から、無限の可能性とお

と振り返る。学生時代の鈴木択郎先生（元東亜同

もっていたものがはてしなく不可能にみえること

文書院大学教授）とのマンツーマン講義の思い出

もある、しかし、それでも眼前の課題を着実に解

から、『中日大辞典』編纂を通してすすめてきた

決していくことで新たな可能性が生じるのだと、

研究活動など、愛知大学での中国語学研究者とし

若い出席者たちを激励していた。

ての半生を語った。
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若手育成について
豊橋研究支援課

オープン・リサーチ・センターの目的のひとつ

山

口

恵里子

催。国際シンポジウムや講演会・研究会の開催。

に、若手研究者を積極的に各研究嶺域に参加させ

また記念館の整備にも大きく係わり、特に大学史

て共同研究を含めた中での人材育成を図ることが

展示室の改装や本間展示室の設置。英語・中国語

構想調書に掲げてある。その方法として、各プロ

も含めた記念センター各種パンフレットの作成や

ジェクトにP.DやR.Aの若手を参加させて共同体

記念センターをより解りやすく紹介した DVD・

制をとり、文献だけでない実践的な研究のあり方

音声ガイド・タッチパネルの作製など、さまざま

を学んでいる。

な共同製作に加わってきた。こうしたプロジェク

写真パネル展や日本各地のみならずシカゴで

トに自由に参加し、老若男女が切磋琢磨し、オー

の本学が保存している歴史的史資料の展示会の開

プン・リサーチ・センターの成果となっている。

「若手研究者育成会」の一区切りにあたって
大学史事務室

佃

隆一郎

本2009年１月より、東亜同文書院大学記念セン

イアップが（むしろそれだからこそ）準備と打ち

ターの越知研究員が代表になって立ち上げられて

合わせが入念にされたことがうかがえ、また開館

きた「若手研究者育成会」は、７月28日（火）の

30 年という節目にあたっての、豊橋美術博物館

昼食懇談会をもって一区切りをつけることになっ

の意気込みも感じられた。

たが、その間わずかな時間・期間でありながらも

この時の見学は、同館から越知研究員への招待

いただいた機会を、私を含めた各「若手研究者」

がきっかけであって、同研究員の別件での出張に

がどれだけ活用できるかは、今後の行動にかかっ

よる

ている。

員が副館長の方に電話で連絡の上、紹介状として

代理

参加という形になったが（越知研究

それより１か月ほど前の７月２日（木）午後

名刺を下さった）
、私たちにとって開場式や内覧

に、豊橋市今橋町の豊橋美術博物館にて挙行され

会を見学する機会は初めてであって、今後記念セ

た「開館30周年記念展ターナーから印象派へ一光

ンターで同様の行事を開くために、今回の経験は

の中の情景」の開場式および内覧会に、武井ポス

生かしていかなければならないと考えている。

ト・ドクターとともに参加する機会があった。そ

３年前のオープン・リサーチ・センター立ち上

こで私が感心したこととしては、進行が滞りなく

げの頃より、私たちに常に叱咤激励を下さつてい

かつ手際よく行われたことあり、外部各所とのタ

る越知研究員へは改めて感謝の意を表します。
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「若手研究者を中心とした昼食懇談会」報告
記念センター

豊

田

信

介

東亜同文書院大学記念センターでは、昨年度か

このような若手育成の構想を持っていたこと、ま

ら月１回のペースで「若手研究者育成会」を行っ

た若手に対しては「幅広い視点で今後の活動に取

てきたが、それらの活動を総括する「昼食懇談会」

り組んでほしい」といった要望を述べられた。

が、去る７月28日（火）に大学記念館１階のガー

その後、話題は７月25日（土）に記念センター

デンサロンにて催された。参加者は通常のオープ

へ来館された本間喜一名誉学長のご親戚一同の話

ン・リサーチ・センターのメンバー（今回は12名）

となり、大学史事務室の小林氏から、その際に寄

に、㈱エー・ユー・エス代表取締役（前愛大事務

贈された貴重な資料についての解説がなされた。

局長）の山本明氏、短期大学部事務課長（前豊橋
研究事務課長）の古河邦夫氏の２氏を加えた計14

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
（追記）

名であった。
会の冒頭には、山本明氏と藤田佳久センター長

当初の予定では、会の終わりに若手研究者から

から、それぞれご挨拶を頂いた。山本氏は本会の

一言ずつコメントをもらう予定でしたが、時間の

主催者である越知専研究員との交流歴について語

都合（と司会者の不手際）により割愛となってし

られ、一方、藤田センター長は O.R.C. における

まいました。以下に豊田個人のコメントを述べて

越知研究員の取り組みについて、
「まるで本間先

おきます。

生が乗り移っているかのごとく」という表現を用
い、愛知大学に対して多大な愛情を注ぎ続ける越

私はずっと個室にこもって作業をしているた
め、他の若手研究者のお話を聞く機会があまりな

知研究員に感謝の意を示された。
続いて越知研究員から、昨年度から現在に至

く、月１回のあのような場は非常に貴重な機会で

る「若手研究者育成会」の活動記録についての報

した。皆さんの活動報告は自分にとって良い刺激

告が行われた。O.R.C. に所属する若手研究者の関

となり、日々の作業を進める上で大きな励みとな

わった学内外の活動が、それらをまとめたファイ

りました。
「若手研究者育成会」には感謝してい

ルを用いながら解説され、若手の育成に対する越

ます。

知研究員の熱意が一同に伝えられた。越知研究員
は報告の中で、3 年前の O.R.C. 発足当時から既に
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若手研究者育成会を振り返って

第 1 回「若手研究者育成会」の記録
大学史事務室

佃

隆一郎

2009年を迎え、東亜同文書院大学記念センター

愛知大学豊橋校舎に残る旧陸軍建造物やかつての

では所属している若手の研究者を育成する目的

「軍都」豊橋について、以前に自身が『愛知大学

で、「若手研究者育成会」を立ち上げることにな

小史』で執筆した箇所のコピーをもとに説明を行

り、代表には発起人の越知専客員研究員が就任し

なった。とくに豊橋が戦後「軍都」として栄えて

た（大学史事務室の小林倫幸氏が各人への連絡を

いた面については、山本主幹ほかから感想が述べ

担当）
。

られた。
（実際に佃が越知研究員ともども参加し

越知研究員の提案により、まずは毎月１回ずつ
昼に会食をしながら、担当者が報告や発表をする

た、大学史資料協議会研究会についての報告は別
項参照）

形で「育成会」としての意見交換を行なうことに

続いては山本主幹から、記念センターをオープ

なり、さっそく１月20日に第１回の報告・発表会

ン・リサーチ・センターとして文部科学省に申請

が、大学記念館２階の会議室（越知研究室隣り）

した時の書類に記された「研究成果の公開の過程

で開かれた。参加者は越知・大島隆雄の両客員研

に対応し、研究者養成を促すシステムを確立する

究員や「若手研究者」たるポストドクターおよび

ことが総括となる」との箇所が示され、若手研究

リサーチ・アシスタント、記念センター・大学史

者にその成果を発表させる機会を与えることがこ

事務室の豊田信介氏と佃のほか、研究支援課の古

のセンターの当初からの根本目的であることが確

河邦夫課長と山本晃司主幹、そして司会役として

認された。

の小林氏の計11名であった（山本氏は所用のため

最後に、次回の会合は２月17日の同時刻に同じ

途中から参加）
。なお、毎回の報告・発表者は２名、

場所で開くことと、豊田氏と暁敏リサーチ・アシ

約10分ずつ行なうことになった。

スタントが報告を行なうことが確認されて、午後

まず佃が、翌々日に参加予定の全国大学史資

１時過ぎに閉会した。

料協議会研究会での質問のための準備として、本
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第２回若手研究者育成会の記録
東亜同文書院大学記念センター／リサーチアシスタント

高

木

秀

和

２月17日の正午より、越知研究室の隣の会議室

関係全般、その他に大別される。同氏の報告に対

において、第２回若手研究者育成会が開催された。

し、広中 R.A. からは蔵井文庫は記念センター内

この会は越知研究員による特別の計らいで開催さ

のどこに所蔵されているのか、越知研究員からは

れるもので、今回は越知研究員のほか本学研究支

記念センターへ蔵居氏の蔵書が寄贈された経緯の

援課の古河課長、山口氏、大学史事務室の小林氏、

事実確認に関する質問が出された。また越知研究

大島先生および同センターの P.D. および R.A. が

員からは、今年 4 月以降にご子息の蔵居淳氏が記

参加し、会食をしながら意見交換を行なった。

念センターを妨ねられるというので、その際には

まず、記念センター事務室の豊田氏より「蔵
居文庫の紹介」と題して報告があった。豊田氏は

「父・良蔵氏を語る会」を開こうという提案が出
された。

2007年８月に、藤田センター長および P.D. の武

続いて暁 R.A. より今月21日に開催される研究

井氏とともに蔵居氏の実家がある熊本に赴き、そ

会「書院生によるフルンボイルに関する調査報告

こにある蔵書を段ボール箱に詰め込んで大学に発

書について」の予告と内容紹介がなされた。暁氏

送したという。そして豊田氏は記念センター内の

によると、フルンボイルは当時、満州国興安県に

図書室で蔵書の整理と図書登録の作業を進め、
「蔵

属しており、書院生は1925年以降、計８回にわた

居文庫」の整備を行なった。このような一連の作

りこの地域を調査している。このような書院生た

業を担当された豊田氏による報告は、蔵居良造氏

ちが残した調査記録を用いながら、この地域の特

略歴、蔵書数の内訳、内容的傾向と、今後なされ

性を明らかにしたいとした。この報告に対し、大

るべき文献目録データベース構築のモデル事例の

島先生よりこの地域の支配体制はどうなっていた

紹介から成るものであった。その内容を簡単に要

のかという質問がなされたが、暁氏は「半自治」

約すると、蔵居氏は書院28期生であり卒業後は朝

の状態であり、当時の時代状況を反映して複雑な

日新聞社で活躍され、中国・台湾関係の著書を数

支配や自治体制であったと説明した。

多く残されている。蔵書は図書が約3000冊、雑誌

なお、次回育成会は３月17日に開催される予定

が75タイトル、約2000冊であり、基本的には戦後

で、シカゴ出張の８名に対して愛知大学應授團か

の出版物が中心である。その傾向は朝日新聞社関

らエールが送られること、R.A. の高木が報告を行

係、中国・アジア関係組織刊行物、中国・アジア

なうことが確認され、閉会した。
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若手研究者育成会を振り返って

魚を食べていた東亜同文書院 40 期台の食事情
−倉田俊介氏より頂いたお手紙を中心に−
東亜同文書院大学記念センター／リサーチアシスタント

高

木

秀

和

筆者は研究報４号にて「書院生は上海で魚を食

ると「蟹粉饅頭」というシュウマイ風のものを摘

べていたか −各期回想録にみる書院生の食事情−」

んだという。しかし、食堂で出されたコイや草魚

と題した小文を掲載したが、それに対して藤谷三

を丸ごと油で妙めた料理は頻繁に登場するもので

郎氏（41期）と倉田俊介氏（42期）の２名の書院

はなかったし、
「蟹粉饅頭」も懐具合と相談して

卒業生の方からお手紙を頂戴した。また先の小文

求める数を決めるものだった。その他、同室の 1

では、紙面の関係で半世紀にわたる書院の食事情

つ先輩、寺沢衛氏に「田螺の殻に藻がついたまヽ

を大雑把に整理したに過ぎず、舌足らずな点も多

をスープ仕立てにしたもの」を食べさせる店に連

々あった。そこで今回は、倉田氏より頂戴したお

れて行ってもらったことがあったが、あまりの旨

手紙の内容を紹介するとともに、その文面から40

さに行きつけの店にしようと考えていたところ、

期台の書院生の食事情をみていくことにしたい。

学徒出陣のために果たされなかったそうだ。

まず、先号では「上海では海鮮料理が有名であ

また、根津院長の「粗食に甘んじ困苦欠乏に耐

る」という旨の文章を冒頭に書いたが、倉田氏か

える」という教訓があったと述べたが、倉田氏が

らも指摘があったように、上海の街は黄浦江には

在籍したころは根津方式の粗食ではなく、食堂の

面しているが東シナ海には面しておらず、当時上

食事に不満を抱く者はいなかった。しかし、毎日

海と海鮮料理はとくに結びついてはいなかった。

ヘチマに似たカボチャばかりが毎日登場したこと

筆者も、田和正孝著『東南アジアの魚とる人びと』

があり、それに対して文句を言った書院生もいた

（ナカニシヤ出版、2006年）を読んで、現在東南

ようだが、倉田氏の食欲は衰えなかった。小崎昌

アジアから香港へ暖海性の魚が直送されレストラ

業氏に直接お話しを伺ったときも、毎日カボチャ

ンなどで消費されている状況を知っており、海鮮

ばかり食べたことを述懐されていた。不満がある

料理と結びつくのは上海ではなくむしろ香港では

者や物足りない者は、校門脇の「杏花村」に行き

ないかと考えていたが、他にも情報を収集してみ

麺類や飯物を求めればよかった。

ると現在の上海料理では確かに海鮮類を扱ってい

その他、食事情に関して多くの情報が盛り込ま

るので、安易に上海と海鮮料理を結びつけてしま

れたお手紙であるが、全部を紹介するには紙幅が

った。

足りないので、藤谷氏より頂いたお手紙の内容も

つぎに、40期台の書院生が魚を食べていたかと

含めて別の機会にご紹介できたらと考えている。

いう問題である。筆者は「添菜」としてタイの尾
頭付きや、「煮一煮」として魚の缶詰を主体にし
て魚を煮込んだ料理が出されたこともあったと述

第３回

べたが、倉田氏は書院でこれらに出会ったことは

１

書院生の食事情をめぐって（研究報４号掲載
内容の報告、別紙）

なく、一時的なブームで出されたのではないかと
述べられている。また当時、食堂ではフナ、コイ、

２

書院40期台の食事情（研究報５号掲載内容の
報告、本紙）

草魚などの淡水魚のほか、イカ、エビなどを使っ
た料理も出たことがあるといい、学外では上海ガ

若手研究者育成会（高木報告分）

３

アジア学会で訪れるシカゴの概況（別紙）

ニを滅多に食べることはできず、虹口まで出かけ
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第４回「若手研究者育成会」の記録
大学史事務室

佃

隆一郎

2009年度としては最初の開催となる、
第４回「若

シカゴ大学院生の協力が大きかったことや、
「世

手研究者育成会」が４月21日（火）の午後０時過ぎ

界は広い」ことを再認識するとともに中国語や

より、これまでと同じ大学記念館 2 階の「越知研

英語を学びつづけることの重要さを感じたことを

究室」奥の会議室で行なわれた。参加者は藤田記

伝えた。続いて高木氏は自らの専攻分野と関連づ

念センター長および、越知・今泉両客員研究員に、

けて、シカゴという街の空間的なイメージを実感

武井・暁の両ポストドクター、高木・広中の両リ

できたことや、新旧ビルが混在した街並みや「建

サーチアシスタント、記念センターと大学史の事

築の実験場」としての形成過程に日本の都市とは

務室から小林・豊田・佃の各氏、研究支援課から

違った顔が見えたということを述べ、さらに食事

田邉課長、山本主幹の計12名であった（藤田セン

のボリュームの大きさや会場・街中とも「人種の

ター長は講義のため途中から参加し、田邉課長と

るつぼ」といえるものがあったことは、自分が感

広中氏は所用のため途中退室）
。同月の人事異動

じた「アメリカらしさ」とした。

で研究支援課長に着任したばかりの田邉氏にとっ

会場で用意された食事をとった後、藤田セン

ては初めての同会参加となることから、同氏の挨

ター長が最後に、アジア学会での出版社・書店

拶も行なわれた。また今回から、事前の連絡や会

の集結ぶりや飾り付けの洗練さは日本の学会で

場での司会進行は豊田氏が務めることになった。

は見られないものとして、情報戦略上大いに参考

今回は、前月下旬に１週間アメリカ合衆国シカ

になったとする一方で、学問の面でのアメリカの

ゴ市での「アジア学会」の展示活動に出張してき

優秀さの基盤はここにあるのではとの所感を述べ

た各氏（計８名中、本育成会での該当者は藤田セ

た。そして、日本人研究者の参加が少なく見受け

ンター長以下６名）による「シカゴからの帰国報

られたことは、日本人による情報発信が今後の課

告」の第１回目として、藤田・武井・高木の３氏

題であることを教えていたのではとの見解も示し

がそれぞれ現地での体験談を報告した。以下報告

た（これらの考えに対して、今泉研究員が「研究

順に内容を記せば、武井氏は所期の目的であった

支援課の課題では」との意見を述べた）。

「東亜同文書院と愛知大学の存在を参加者に知ら

次回の第５回同育成会は５月 19 日に、今回の

しめること」ができたかという点について、各出

報告者以外のシカゴ出張参加者である山口・暁・

版社や書店による展示の場で大学の宣伝をするこ

佃の３氏によって、
「シカゴからの帰国報告（第

とには違和感を持ったものの、通りかかった学会

２回）
」を行なうことを確認して、午後１時前に

参加者に声をかけることに努めたことで、知らし

終了、解散した。

める

きっかけ

になったのではと述べた上で、
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若手研究者育成会を振り返って

第５回若手研究者育成会

記録
記念センター

豊

田

信

介

日時：2009年５月19日（火）12：00〜13：00
場所：大学記念館２階

越知研究室

出席者：越知、今泉、大島、田邉、山口、小林、佃、武井、暁、高木、広中、豊田
（＋来賓として酒井常任監査役）
（概要）
2009年度に入り２回目となった今回の若手研究者育成会は、上記のオープン・リサーチ・センター（以
下、O.R.C．）のメンバーに、来賓としてお越し頂いた愛知大学常任監査役の酒井氏を加えた計13名によっ
て開催された。
今回のテーマは前回（４月21日開催）に引き続き、アメリカ・シカゴでのアジア学会の展示活動に参
加された O.R.C．メンバーによる「帰国報告会」の２回目として、佃・暁・山口の３氏から活動の成果
や反省点、現地での見聞等について発表がなされた。
、佃氏は鉄道を中心とするシカゴの交通事情を、
現地で撮影した写真を交えて紹介し、切符の購入方法が複雑で戸惑ったことや、車窓から見えた「我々
は1941年（＝真珠湾攻撃の年）と2001年（＝同時多発テロの年）を決して忘れない」という標識からア
メリカの歴史認識を垣間見たことなどを報告した。続いて暁氏は、前回発表者の武井氏と同様、
「東亜
同文書院」の名前を国際的な舞台において宣伝できたことが一番の成果であったとしながらも、他の参
加団体が自らの出版物（中国関係の研究書が中心）を多数陳列していたことを挙げ、
「我々も愛大発行
の刊行物をもっと持っていけばよかった」と反省点も口にした。そして最後に山口氏からは、英文のパ
ンフレット作成に苦労したことや、史資料の画像を横断幕にプリントして限られた展示スペースに対応
したことなど、研究支援課として携わった展示物の準備や現地での設営に関する報告がなされた。山口
氏は今回の反省点として「初の海外展示会参加にあたり、 大きな目標

を掲げていなかった」ことを

挙げ、また現場に関する情報が極めて不足していたことについて、事前にもう少し

詰め

の部分をしっ

かりやっておく必要があったとし、今後の課題とした。
発表後、大島客員研究員からアジア学会で発表された研究テーマの傾向や、日本人発表者の数につい
ての質問があり、それについては暁氏が、中国関係では芸術史や言語、仏教関係が多く、一方で政治経
済関係は少数であったこと、日本人発表者は２〜３人でいずれも中国研究の発表ではなかったと回答し
た。
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〈研究会〉

上海交通大学の校史研究について

上海交通大学校史研究室

欧

七斤

次ぐ中国の二番目となる近代的な大学で、その歴

はじめに

史はまるで鏡のように、中国の近代的高等教育の

先週の水曜日、つまり９月30日、藤田教授とお

発展の歴史を映し出している。

会いした時に、上海交通大学の校史研究について

1895年、当時の天津津海関道を務め、のちに

紹介してほしいと言われて、今日の公開研究会の

「中国近代工業の父」と称されるようになった盛

きっかけになった。そして、この場を借りて皆さ

宣懐（1844〜1916）は、中国の南北の各一ヶ所に

んと一緒に校史研究についての意見交換をしたい

大学堂を創設することを準備しはじめた。その

と思う。愛知大学の校史研究の経験と方法につい

年に盛宣懐は、清朝政府から天津で北洋大学堂を

て勉強したいことは、私のずっと前からの希望で

創設する許可をもらい、翌年の1896年に上海で南

ある。この間、すでに佃隆一郎先生から愛知大学

洋公学を設立することも清朝政府に許可された。

史の研究の経験について教えていただき、大変勉

1897年４月８日、南洋公学は、上海の徐家匯で校

強になった。この度、藤田教授に言われて、この

舎を借りて正式に開学した。それと同時に、120

ような公開研究会において皆さんと意見交換でき

ムー（１ムー＝6.667アール）の土地を購入し、永

ることは、ほかではなく、私が皆さんに教えてい

久の校舎とした。南洋と北洋の二つの大学の経費

ただく良い機会であると思う。ここで、私は、上

は、すべて盛宣懐が主管する「汽船招商局」、「電

海交通大学の校史研究について紹介したいと思

報局」からの出資であり、盛宣懐は両校の督弁（学

う。そして、色々ご教示いただければ幸いである。

長）を務めた。なお、学校の管理運営においては、

私の話の内容は主に以下の三つの部分に分かれ

北洋は工学に重点をおき、南洋は法政、経済を重

る。

視するようになった。
中国の最初の大学として創設された南洋と北洋

一、校史研究の本体̶上海交通大学の校史
と大学紹介

の両学校は、中国の近代的な新しい教育の幕開け
である。とりわけ南洋公学は、中国の高等教育史
上の多くの創始性をもっている。例えば、中国で
最初に、大学、中学 ( 高校 )、小学校の段階に分けて、

（一）交通大学の略史
上海交通大学は、1896年（光緒22年、日本の明

学制を設けたこと。日本の師範学校を参考に師範

治29年）に創設され、その時の名前が南洋公学

院を設置し、これが近代中国における最初の教員

であり、現在まで113年の歴史をもつ大学である。

を育成する専門機構になった。1899年に６名の学

上海交通大学は、北洋大学（現在の天津大学）に

生を日本に派遣し、彼らは中国の初の日本留学の
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経験をもつ学生の一員となった。また、
「訳書院」

学上海学校」と称され、交通大学の名前もこの時

を設けたことで、中国の最初となる大学の翻訳出

から正式に使われるようになった。1922年に上海

版機構になったなどの例がある。

部分は単独学校として発足し、
「南洋大学」となっ

南洋公学と東亜同文書院の関係についていえ
ば、盛宣懐が校長を務めた当時、南洋公学と東亜

た。続いて、1926年に工業研究所を設置し、これ
が中国における最初の大学研究所となった。

同文会、東亜同文書院の関係者の間の交流が盛ん

1927年に、南京国民政府成立し、学校は再び

だった。1899年、近衛篤麿が上海にいる間に、南

「第一交通大学」と改称された。1928年に再度北

洋公学を訪問し、盛宣懐との会談を行った。1901

京、唐山の学校と合併し、
「交通大学」として発

年５月、盛宣懐は中国側の最高官員として東亜同

足し、上海に本部を置くようになり、鉄道部の直

文書院の開校式に参加し、のちに、式典に参加し

轄となった。この時期に、蔡元培、孫科、黎照寰

た長岡護美子爵を南洋公学に案内した。さらに、

などが校長を歴任し、1937年までの時期は、中華

東亜同文書院の上海高昌廟桂墅里にあった校舎に

人民共和国建国以前の「交通大学の黄金期」と称

ついて、この土地は、当時、南洋公学が校舎予定

されている。当時、交通大学は、規模から、教員

地として購入したものであり、東亜同文書院が桂

数、教学水準、設備などの面まで、空前の規模に

墅里を校舎としたのは、盛宣懐と何らかの関係が

達し、中国において最高水準で最大規模の大学と

あるかもしれない。これはさらに考証する必要が

なり、アメリカのマサチューセッツ工科大学に因

ある。また、根津一、杉浦重剛院長らは、盛宣懐

んで「東洋のMIT」と呼ばれていた。

を訪問したことがあり、当時の書簡が現在でも10

ところが、1937年に勃発した日中戦争に影響さ

点ほど残っている。これらのことが、南洋公学と

れ、交通大学の唐山、北京の部分は南へ移り、の

東亜同文書院との交流が頻繁に行われていたこと

ちに貴州に移設した。一方、上海の交通大学の教

を示している。

職員および学生合わせて千人が、上海のフランス

1905年、南洋公学は、商部（商業部）の管轄に

租界に移され、教員と学生、図書と設備が分散さ

入り、
「商部高等実業学堂 ｣ と名前を変え、商務

れた厳しい状況に陥った。1941年に太平洋戦争が

専門科を設置し、同年に盛宣懐が校長の職を辞し

勃発すると、租界が陥落し、交通大学は汪兆銘政

た。1906年、郵伝部（交通部）の管轄に移り、商

権下の教育部の所管となり、多くの教員と学生は

科の科目を廃止し、土木、電機、機械などの専門

交通大学を離れていくようになった。汪兆銘政権

科目を設置し、法政経済の専門家を育成する方針

に所管される前の年の1940年、交通大学の卒業生

を変え、全国における工学実業教育の地位を確立

の努力のもと、重慶国民政府教育部は、重慶で交

した。この地位が、清朝末期、中華民国期、さ

通大学の分校を設置することを許可し、1941年に

らに中華人民共和国建国後までの長い間に維持さ

本部と昇格し、上海にある交通大学と一線を画す

れ、現在まで影響している。

ようになった。このように、1945年まで重慶交通

1912年、中華民国臨時政府が成立し、学校の名

大学に土木、機械、電機、航空、造船、管理学科

前が上海工業専門学校となり、交通部の直轄と

という九つの学部、一つの研究所を有し、学生数

なった。1918年に鉄道管理学科を設置し、中国に

が1700人余り、教職員数280人まで達し、大学の

おいて最初に管理（マネジメント）学科を設けた

規模もある程度拡大し、日中戦争期における中国

学校になった。1920年、交通部は当時管轄してい

高等教育発展の奇跡ともなった。

た上海、北京、唐山など三箇所の工業学校を合併

1945年９月、重慶交通大学は、上海の徐家匯校

し、交通大学を組織した。上海の部分は「交通大

舎に戻り、日中戦争中に上海に取り残された教員
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と学生を受け入れ、新しい交通大学として発足し

外の大学との交流を重視した。さらに、中国国内

た。また、上記の貴州に移設した唐山と北京の部

において、最初に大学の経営管理体制の改革を行

分も相次いで本校地に戻り、それぞれ「西南交通

い、2000ムー面積を有する閔行新キャンパスの開

大学」と「北京交通大学」として新たにスタート

発を実施しはじめた。1990年代に入り、中国の改

した。1949年まで、交通大学は、理学、工学、管

革解放の一層の進展と経済成長に伴い、特に上海

理学という三つの大きな学部、18の学科、二つの

の経済成長につれ、上海交通大学に新たな発展の

専修学科と一つの研究所をもつ当時の中国におい

チャンスが訪れた。1993年に上海市と中国教育部

て最大級の理工系の大学となった。

は、共同で上海交通大学の大学づくり計画に参画

1949年、中華人民共和国成立。1950年代初頭、

した。1995年、上海交通大学は、中国の国家「211

中国において全国範囲での大学の再編が実施され

プロジェクト」
（21世紀に向けて100の大学を重点

た。その中で、交通大学の多くの学部が他の大学

的に支援する事業）に採択され、このことによっ

へ移され、他の大学の関連科目の充実あるいは新

て国からの資金を獲得し、大学のさらなる発展が

しい大学の開学に大きく貢献した。それと同時に、

促された。さらに、1998年に上海交通大学は、中

交通大学に残された伝統のある電機、機械、造船

国の「985プロジェクト」に採択された最初の九

といった三つの大きな専門科目がさらに強化され

つの大学の一つになった。この「985プロジェクト」

た。このことが、長期的にあるいは現在でも、上

とは、国に採択された大学を、世界一流の大学に

海交通大学が中国におけるこれらの分野のリー

することを国が重点的に支援する事業である。こ

ド的な地位を確立するための礎をつくったのであ

の事業に採択されたことによって、上海交通大学

る。

は世界一流の大学を目指して発展する段階に入っ

1955年から、交通大学は中国の国家的戦略のも

たのである。それ以来、1999年に上海農学院を統

と、その大部分が西安に移され、交通大学は西安

合し、2005年に上海第二医科大学を吸収して、上

と上海の部分が設置された。1959年に、この二つ

海交通大学医学部を設置した。これら以外に、生

の部分がそれぞれ「上海交通大学」と「西安交通

命科学、経済管理、法学、人文社会学部を新設し、

大学」となり、上海交通大学は造船に重点を置き、

理工系の大学から文理融合の総合的な大学まで発

西安交通大学は電機と機械に重点を置くようにな

展した。

り、同年、二つの大学は共に全国の重点大学に選

上海交通大学は建学してから現在までの113年

ばれた。このように、交通大学の一部が西安に移

間、計26万人の卒業生、特に理工系の人材を輩出

されたことは、中国の高等教育事業の発展に大き

し、
「中国のエンジニアの揺り籠」と呼ばれるよ

な貢献をしたことであると言える。それ以来、二

うになった。その中の著名な卒業生には、有名な

つの交通大学の一つが中国の東南、もう一つが西

文化人李叔同（1901期生）、科学者銭学森（1934期

北地域に設置され、中国の国家建設のために貢献

機械工程学部 )、数学者呉文俊（1940期数学部）、

した多くの理工系の人材を輩出した。1966年から

前中国国家主席江沢民（1947期電機機械学部）な

1976年の文化大革命期に、上海交通大学はその大

どがいる。

きな被害を受けることになるが、それにもかか
わらず多くの教員が研究を断念することはなかっ

（二）今日の上海交通大学
2009年３月まで、上海交通大学は25の学部を設

た。
1978年の改革解放後、上海交通大学は率先的に
対外交流を行い、アメリカ訪問団を組織し、海

置し、理学、工学、医学、農学、法学、人文、経済、
管理などの専門科目を有し、その中の工学、医
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学、管理学が今や全国のトップレベルまで達して

があった。それを受けて、上海交通大学は校史研

いる。それから、169の専門の博士後期課程、273

究室を設置し、その主要な役割は西安交通大学と

の修士課程、26の若手研究者を育成するためのポ

共同で1949年以前の大学史を編纂することであっ

ストドクターステーションを有している。大学

た。しかし、1986年に校史の出版と発行につれて、

の専任教員数は3135人で、その中に736名の教授、

校史研究室も閉鎖されるようになった。1993年に、

1178名の准教授と32名の院士が含まれている。教

上海交通大学の建学100周年を迎えるために、大

員の中の博士号をもつ者の割合は、全体の61.4%

学は、校史および校誌の整理と編纂を主要な業務

を占める。学生数について言えば、学部生20000

とした校史研究室を再び設置した。その後、校史

人、大学院生23400人、日本と韓国からの留学生

研究室が「中国高等教育学会校史研究分会」の一

を主とする留学生が5500人（主に語学留学生で、

員になった。2002年10月、上海交通大学校史編纂

そのうち1000人余りが学位取得のための留学生）

委員会が成立し、校史研究が大学のプロジェクト

で、学生の総数が48900人である。また、現在で

として認定され、校史研究室がこのプロジェクト

は徐家匯、閔行といった五つのキャンパス、総面

の研究と編纂を担うようになった。

積5000ムーのキャンパスを有している。大学の本
部を置く総面積4000ムーの閔行キャンパスは、都
市の中心部を離れた静かで、最新の教学設備を備

（二）現在の組織
中国全国範囲で大学史研究室が編成されて以
来、上海交通大学の大学史研究室の特徴は、比較

えた学習環境に優れたキャンパスである。
現在の大学の校務委員会の主任は馬徳秀教授

的安定で、年齢層を横断した専属や兼任の研究メ

で、学長は中国科学院院士の張傑教授である。上

ンバーを有していることである。大学史研究室は、

海交通大学は、大学のさらなる発展に向けての基

主任１人、専門研究員６名、職員１人によって構

本方針を、総合性、研究型、国際化した世界一流

成されている。６名の研究員のうち、２名が男性、

大学をめざすことと策定した。2000年以来、上海

４名が女性、中では歴史学修士号を持っている研

交通大学の発展は著しく、
「近年来、中国におい

究員が４人、文学学士学位を持っているのが２人

て発展が一番速い大学」と評価されている。

で、教授に相当する研究員が１人、副研究員（准

近年、大学は上記の国際化を実現するために

教授）が２名、助理研究員（講師）３名が含まれ

は海外の大学との交流を重視し、現在まで海外の

る。彼らは、実務能力が高く、それぞれの長所を

136の大学と交流協定を結び、愛知大学もそのう

もち、大学史研究の主要なメンバーである。
専任研究員以外に、研究室は大学内外の元関係

ちの１つである。

者や退職した教授８人と一緒に、共同研究を行っ

二、大学史研究の主体̶校史研究室の概況

ている。彼らの中には、大学史編集委員会の委員、
大学史編纂の顧問を担当する者もおり、直接研究
に参加する者もいる。彼らは上海交通大学に対し

（一）機構の沿革
1950年代に上海交通大学は、1949年以前の校史

て特別な思いをもっており、豊富な経験と広い人

を編纂するために、一時的に人員を組織したが、

脈があるため、大学史編纂にあたって大きな役割

校史編纂のための専門的な部門として設置しな

を果たしている。具体的に、時代背景の確認や歴

かった。その後、
1979年に中国国家教育委員会（現

史史料の評価などの面では、適切な指摘を出し、

在の教育部）からは、いくつかの歴史のある大

文面のチェックなどの作業を通して、大学史編纂

学については、その大学史を編纂するような指示

の質の向上に大いに貢献している。
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2006年、校史研究室の２人の研究員が大学院修

そして1986年に、交通大学創立90週年記念に際

士課程の指導教員になった。同年、校史研究室は、

して、西安交通大学と共同で編集した『交通大学

修士課程の大学院生を育成する研究所として、修

史（1896 − 1949）』（上海教育出版社出版）、『交

士課程の大学院生を１人募集し、2007年にもう１

通大学校史資料選編』
（２巻）
（西安交大出版社）

人を受け入れた。2008年、校史研究室は「中国高

は正式に出版され、これらが交通大学の最も早い

等教育学会校史研究分会理事長機関」に当選した。

時期の校史に関する著書となった。

そのため、当校史研究室は全国の校史研究業界に

1996年になると、交通大学創立100周年記念に
際して、西安交通大学と共同で編集した『交通大

おいて比較的高い評判を受けている。

学史（1894 − 1959）』が（北京）高等教育出版社
から出版された。また、同年に刊行した『上海交

（三）主な責務
校史研究室は、主に上海交通大学の歴史資料の

通大学志』
（上海交大出版社、約200万字）は、上

収集整理、研究編纂や交通大学年鑑の編纂出版の

海交通大学が最初に独立完成した上海交通大学

ほか、校史資源を利用して大学内外で大学の声望

100年の歴史を反映した大型資料性成果である。

と栄誉を宣伝することがその主要な役割である。

また、同年に『上海交大大事記（1949−1996）』
（上

具体的に以下の通りである。

海交大出版社）も出版された。

上海交通大学の校史研究、校史資料の収集整

1997年に、出版した『上海交通大学年鑑』
（上

理および編纂、主に大学史、著名な卒業生、学

海交大出版社）には、大学の前年度の重要な出来

長、教員、学部と学科史を研究すること。

事、発展、教育状況、教員と学生の活動、各学部

ａ

ｂ

大学暦年の基本状況とデータを反映する『上

毎年一巻を出版し、今日まですでに13巻、合計

海交通大学年鑑』を編纂出版すること。
ｃ

交通大学の歴史、文化、人物などを学校内外

600万字に達している。この大学年鑑の編纂は当
研究室の恒常的な仕事にもなっている。

で宣伝することに参与し、組織すること。
ｄ

の基本状況、データなどを記録している。その後、

校史資源を利用して、大学の経営方針に諮問

2006年４月、すなわち上海交通大学の110周年
記念前後に、校史研究はされに一部の研究成果を

や参考の役割を果たすこと。
大学側の校史研究の任務を承り、その歴史の

得た。それは、校史研究シリーズ専門著作21種23

記録、大学の経営管理、人材育成などの宣伝を

冊、合計1000万字の出版物である。大部分の書物

果たすこと。

は、上海交通大学の出版社より発行され、中に

ｅ

ｆ

国内外の校史研究の交流に参与し、『校史研

は『上海交通大学紀事（1896−2005）』
（上、下巻、

究』を編集すること。

合計280万字）
、
『参個世紀的跨越̶̶従南洋公学到

上記のように、校史研究室は上海交通大学史研

上海交通大学』
、
『青春猶在』
、
『春風桃李̶従交通

究の主要な部分であり、
これ以外に大学档案館（資

大学走出的文化名人』
、
『老房子、新建築 ̶̶上海

料館）の一部の人も校史研究に参加している。

交大 110 年校園』、『思源湖̶上海交通大学百年故
事 英』
、
『老交大名師』および上海交通大学の著
名な卒業生である江澤民、銭学森、汪道涵らの専

三、校史研究の成果̶出版物の紹介

門著作シリーズなどが含まれている。

1950年代に編纂した校史の初稿は、いくつかの

これら以外に、
「上海交大110年精神文化展」と

原因によって正式に出版することができなかっ

いう大型展示会を主催し、現在でも展示されてい

た。

る。これが、大学の歴史と文化を宣伝する重要な
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窓口の一つになっている。このように、2006年は

誌、紀事、専門課題の研究、人物研究などは主体

上海交通大学の校史研究にとって収穫の年であっ

研究を補完するために行っている。主体研究は上

たと言える。これらの成果は、交通大学の110年

海交通大学110年余りの発展過程を反映した通史

の学校運営の過程、精神文化などを比較的系統的

の性質をもつ『上海交通大学史』を編纂するであ

にまとめ、交通大学の声望を宣伝し、国内の校史

る。この作業は、2007年から始まり、校史研究は

研究界の認可を得た。また、
『紀事』と『参個世

この主体研究に重点をおき、研究室は全力をあげ

紀的跨越』が「全国校史成果賞」を獲得したので

て『上海交通大学史』の編纂に取り組んでいる。

ある。

本書は時代順で８巻に分けられ、計８人で執筆し

2002年の校史研究計画の中で、校史研究業務を

ている。現在、その初稿が概ね完成し、一部原稿

基礎資料と主体研究に分け、上述の研究成果は主

の修正の段階に入り、およそ２、３年後に刊行さ

に基礎資料の整理に重点をおいている。例えば校

れる予定である。
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〈諸事項の報告・紹介〉

全国大学史展について
大学史事務室

小林倫幸

全国大学史展（全国大学史資料協議会主催）が

Ⅳ

新しい大学の時代（敗戦直後〜近年）

2010年１月15日（金）〜２月14日（日）まで、明

Ⅴ

大学史のなかの学生たち

治大学博物館特別展示室にて開催されました。本

Ⅵ

全国大学史資料協議会の紹介

学からは『愛知大学設立趣意書』が展示され、他

こうした全国の大学の貴重な資料が一箇所に

大学の資料と併せて公開されました。展示構成は

集められた展示会は初の企画であり、非常に意味

次のとおりです。

のあるものであったと思います。今後、本学にお

Ⅰ

模索の時代（幕末維新期〜1886年学校令以

いても他大学との連携をしていきながら、更に多
くの方々に資料公開をしていきたいと考えていま

前）
Ⅱ

多様化の時代（学校令〜1918年大学令以前）

Ⅲ

制度化の時代（大学令〜敗戦）

す。
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〔論文〕

〔資料と解説〕

第二七期生による「東蒙古都邑調査報告」
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

う先輩達の言葉を想起したりしている。そのため、

一、はじめに――「熱河コース」

このあと万里の長城を越え、熱河省に入ったとこ

書院生は「大旅行歌」にも唱われたように砂漠

ろにあるコース上の町平泉までバスがあることを

地帯の調査旅行にも憧れていた。それを満たすの

知り、バスに乗っている。しかし道が悪く、揺れ

は内蒙古や陝西、綏遠、甘粛、寧夏などへのコー

は大きくパンクしたりしている。河川の河原がバ

スの設定である。東亜同文書院大調査旅行記録シ

スの道になっており、道が独立的に整備されてい

リーズの第二巻『中国を歩く』（大明堂）の中に

るわけではない。それにもかかわらず、このコー

はそのようなコースの一部も収録した。しかし、

スにもバスが導入されていたことを考えると、バ

西方へは青海省までが限界で、新疆までコースを

ス交通がいかに当時の中国で期待されていたかが

設定することは日数的にも無理であった。二期卒

わかる。

業生五人がかつて西域調査へ出かけた時、往復に

万里の長城を抜けると山道になり、さらに道は

二年間を要し、三、四カ月の旅行日誌では届かな

険悪となるが、ケシの花がいっぱい咲いているこ

い世界であったからである。

とも記録されている。ここを通過するといよいよ

一行七人（橋本義雄、今泉正民、加藤隆徳、田
添正嗣、根岸孝彦、古薮盛三、江下清一）は一九

高原地帯に入り、樹木も渓谷の堆積地の部分に限
られ、放牧が目立つようになる。

三〇年、上海から船で青島から天津へ向かい、北

こうして平泉へ。すぐ西方に清朝の夏の政府が

京もしっかり見学したあと、唐山の町から早朝に

置かれた承徳があるが、この一行は承徳には寄っ

馬車一台を雇って出発している。町には戒厳令が

ていない。

出ていたことからすると、この時期、この河北省
北部はすでに軍事的に緊張状態に入っていたこと
がうかがわれる。そのコース日誌を追うと次のよ

平泉の町には張作霖の軍隊があふれ、翌年勃発
する満州事変の前の様子がうかがわれる。
平泉からはいよいよ徒歩による陸行が始まる。
熱河の草原と砂漠の旅が始ったわけである。人家

うである。
町を一歩出ると麦と玉蜀黍でおおわれた平野が

もどんどん少なくなる中を、季節柄の雨にも降ら

続き、小島状に次々とあらわれる村落の単純な景

れながら、小さな馬宿のある村をつないでいく。

観にうんざりした様子がうかがわれる。早くも最

このような乾燥地帯においても一定の間隔で集落

初の陸行で班員の一人が病気になり、他のメン

が配置され、旅人用のネットワークが組まれてい

バーもかなり疲労を感じ、最初から急ぐな、と言

ることは、所収の黄河流域の砂漠地帯においても
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記述になっている。砂漠と草地の織りなす単純で

みられた点である。
北上するにつれ砂丘や砂山、そして峡谷と、変

ない世界への理解がこれによってすすむことが可

化に富む中をすすむにつれ乾燥地帯の特徴が強ま

能であるように思われる。そこにこの記録の貴重

り、牛馬の放牧も目立つようになる。そんな中を

な価値が存在するといってよい。

馬車を駆って砂山をいくつも越え、道なき道ゆえ、
馬店にうまくたどりつけなかったりしており、馬

二、「東蒙古都邑調査」

夫といえども、ルートを確保していくことはかな

ここで以下に取り上げる二七期生の東蒙古経済

りむずかしいことがうかがわれる。馬も倒れて動

調査班による「東蒙古都邑調査」（一九三〇年）

かなくなったあと、ようやく砂漠地帯への最前線

は、前述の熱河コースの日誌を記した班のうちの

に出来た町、赤峰に到着している。ここには先輩

一人の調査報告書で卒論にもなった。この熱河地

もいてようやく落ちつけたが、早くも馬車代で旅

方の旅は、日誌でみれば雲南からビルマの山間

費が赤字になり、借金をして補充している。

コースと異なり、平坦地の砂漠と草原の調査旅行

赤峰からは三頭立の馬車で河沿いにすすむが、
谷は河川の水で緑や湿地がみられ、そのすぐ外側

ではあったが、ルートがなかなか確認出来ないな
ど大変なコースではあった。

まで砂漠になっていることがわかる。砂漠も水さ

そのような中で、これも特定地域を集中的に調

えあれば緑地になるが、耕地は少い。その外側に

査したのではなく、コースに沿いながら順次調査

は甘草が広がり、満州公司がこの甘草の精製をす

を行なった作品である。唐山、遵化、寛城、平泉、

る企業であることもわかる。

黄土梁子、五十家子、赤峰、赤峰と開魯間の二二

雨が降れば湿地は広がり、止めば乾燥する土地

の鎮店、開魯、通遼（白音太拉）、遼源、鄭家屯

条件も描かれている。対馬賊、対土匪用に護兵が

などの各都市について、地誌的に記録され、あま

二名付けられ、轍の跡を追うが、降雨があるとそ

り知られていない当時の熱河省を中心とした諸都

れが消えてしまい、なかなか進行方向の定まらな

市の様子が描かれている。もちろん都市により調

い様子もわかる。途中、三家子にたどりつけない

査内容に濃淡の差はあり、また都市間のネット

で迷ったことも記されている。砂漠や草原、沼地、

ワークにまでは言及されていない。しかし、主な

河床、砂丘の中を存分に歩き回ったことが記録か

地方の中心都市については、かなり重点的に調査

ら読みとれる。道を求めるのが砂漠ではかなりむ

が行なわれており、人口の疎な地域におけるそれ

つかしそうである。草原も背高の高い草原で迷っ

ぞれの都市の中心性のレベルと、その配置の特性

たことから、草原のイメージも単純ではなさそう

が推定できる内容である。今日のこの地域の情報

である。

が得られるならば、十分にそれらの比較研究が可

こうして砂漠中を流れる老哈河沿いに下ると、
やがて耕地が広がるようになり、そこではケシと
高梁が目立ち、さらにそれに麦も加わるようにな
る。こうして開魯の町へようやくたどりつく。

能になり、それらの都市の中心性と都市システム
の継承か再編かが明らかになることであろう。
コースの日誌とは異なり、この「東蒙古都邑調
査」は対象地域の中から選んだこのテーマによる

平泉からこの開魯までのコースは、まさに砂漠

卒業論文にもなった作品である。以下、それを掲

と草原の中を、行き先を求めてさまよったことが

げる。なお、原文は手書きのカタカナと旧字体で

わかる。この一帯の詳細な土地利用や状況が克明

読みにくい箇所もあるが、ここでは旧字体を当用

に描かれており、乾燥地帯の特性が十分にわかる

漢字に変更するなど工夫した。
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形成スルニ至レリ。又一方ニ胥口荘マデ運河ヲ造

三、東蒙古都邑調査報告（一九三〇年）

リ、海運ニテ送付ヲナセリ。

（原文はタテ書き）

第一章
第一節

セメント会社ハモト独逸ト合併ナリシモ、欧州

唐山

戦後独乙兵ノ撤兵ト共ニ支那人ノ経営スル所トナ

位置及沿革

唐山ハ京奉鉄道ノ一駅ニシテ、豊潤県ト灤県ト
ノ間ニ位シ、天津ヲ距ル東方約八十哩ノ地点ニア
リ。北方豊潤県城ニ到ル五十支里、東灤県ニ到ル
百十支里トス。土地ハ直隷平野ノ割スル処、唐山
諸山ノ起伏セル間ニアリテ、市街ハ唐山ヲ後ニ控
ヘ台地ノ上ニ位シ、丘ノ東斜面ニ沿フテ発達シ、

レリ。且ツ京奉鉄道ノ製作所ガ設立セラレ、職工
三十ヲ有シテ列車及ビ貨車ヲ作リ、外人ノ監督ヲ
置ケリ。
第二節

人口及戸数

唐山ノ人口及戸数モ次第ニ増加ノ傾向ニアリ
テ、即チ之ヲ表示スレバ次ノ如シ。
国別

戸数

男子

女子

合計

中国人

10,684

35,852

17,069

52,894

左ニ唐山炭坑及市街ノ概図ヲ挿入ス〈第 2 図〉。

英国人

23

35

30

65

此地ハ開平ト共ニ古へヨリ石炭ノ産出ヲ以テ名

美国人

1

82

ナシ

比国人

9

16

11

而シテ北塘河ノ一支流槐牛河ハ市ノ北方ヲ流ル。

アリ。竣坑ハ其初メ地方住民ガ手掘リニテ採掘シ、
自家用ニ供シタルモノニ過ギザリシガ、確実ナル
記録ニ依ルニ、明朝時代或ハ三百年以前ニハ手掘
リニテ採取セラレシト謂ハル。而シテ歴史ニヨル

82
（現ナシ）
27

丹国人

1

2

1

3

法国人

2

1

4

5

俄国人

4

17

6

23

日本人

4

9

8

17

ニ、開灤諸炭中ニテ最モ早ク採掘
ガ始メラレ、其外国人ノ手ヲ染メ
シモ該坑ヲ以テ嚆矢トセリ。白耳
義人ノ最初ニ之ニ着目シ開採セシ
ハ、西暦一八七九年ナリトス。降ッ
テ光緒二十四年ニ至リ、山津、山
海関ノ鉄道ノ完成ヲ告グルニ及ビ、
停車場ヲ唐山ト開平ノ両処ニ置キ
テ、斯クテ開平トハ全然ニ分離ス
ルニ至レリ。
如此開平鎮ニ属スル一部落ニ過
ギズシテ、其採掘ノ方法モ亦土法
ニヨリテ為サレ、小規模ノモノニ
過ギザリシモ、光緒三年ニ李鴻章
ガ初メテ英人ヲ招聘シテ新式ノ採
掘ヲ従事セシヨリ、漸次ニ発達ノ
域ニ向ヒテ、光緒二十四年ノ鉄道
ノ敷設ト共ニ、其豊富ナル石炭ノ
産出ハ此地ヲシテ急激ナル進展ヲ
ナサシメ、遂ニ今日ノ如キ都市ヲ

第1図

熱河地方の調査コースと主な都邑
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以テ囲マレ、墻外ハ殆ンドアカシヤニテ包囲サル。

諸機関及公署

第三節

官衙ノ部

公安局、分局（第四迄アリ）、兵

続イテ南北ニ直線上ニ並ブ。而シテ第一坑井ハ目

営、商会、官塩局等。
学校ノ部

坑井 shaft ハ第一、第二、第三ノ三坑ニ分レ、相

唐山交通大学（生徒四百名）、国

立専門学校アリ。河北第四中学校、同培女学校、
小学校（五校）、貧民救養院、フランス系天宗教

下ハ盛ンニ出炭シツヽアリト雖モ、ソノ出炭量ハ
第三坑ノ三分ノ二ニ過ギズトス。
坑口ノ直径ハ一丈四尺、円形ノ堅坑ニシテ深サ
約九〇〇尺。ゲージ（Gage）ハ三分ノ一屯入リ

学校。
交通銀行支店、中国銀行支店、銭荘

ノ炭車四箱ヲ二段トナシテ、二個ノゲージハ交互

――四十五軒。流通紙幣ハ中国、交通、辺業、山

ニ入リ、交互ニ坑外ニ旦ルノ装置トナレリ。第二

西、中南ノ諸銀行及ビ、横浜正金銀行、花旗銀行、

坑井ハ第一坑井ニ隣接シ、三坑中ニテ最少ノモノ

墾業銀行ノ紙幣モ幾分流通セリ。兌換ハ大洋勘定

ニシテ、以前ハ採掘ニ従事セシモ目下ハ停止中ナ

ニテ、一元ハ銅片四百五十六文トス。

リ。坑口ハ円形ニシテ直径僅カニ四尺ニ過ギズ、

銀行

長サ三尺、幅一尺二寸ノ石炭車ヲ交互ニ上下セシ

貿易（輸移出人品）

第四節

落花生、綿、石炭（秦皇島ヨリ移出

ム。此引揚機械ヲ運転スルホイールノ直径五尺ニ

ス）、鶏卵（莫大ノ額ニ上リ、天津鶏卵ノ過半数

シテ、運転スル汽筒ノ長サハ二尺三寸、幅一尺ナ

ハ唐山ヨリ出ヅルモノトス。一日二十万個ニ上ル

リ。

輸出品

坑井ノ深サハ六百尺ニシテ、石炭車ゲーヂ 1/3

ト云フ）
輸入品

綿糸、綿布、雑穀、メリケン粉等ノ

屯入リトス。此坑井ハ三坑ノ中ニテ最モ出炭高少
シ。第三坑井ハ坑井ニテ最モ大ナルモノニシテ、

モノトス。

従ッテ出炭量ハ極メテ多シ。坑ノ深サハ千五百尺
ニシテ、坑口ノ直径一丈六尺ニ達シ、直径三尺ノ
石炭車三個宛二段ニ収メタル六函入リノゲーヂガ
左右ニ交互ニ上下セリ。之ヲ運転スル捲上機ボイ
ルノ直径ガ二丈三尺ニシテ、出炭動力タル汽筒ノ
長サ七尺六寸、幅四尺トス。
発電所

唐山坑ノ発電所ハ北西坑ニモ電波ヲ

通ズルモノニシテ、三個ノ交流ダイナモヲ備ヘ、
各個八千二百キロワットヽス。而シテダイナモノ
直径ハ一丈九尺ニシテ、之ヲ回転セシムル機関
Cylinda ハ長サ一丈五尺ニシテ、幅五尺トシ各個
同一トス。
採炭ノ状況及ビ採炭設備

主要ナル坑道ハ坑

底マデモ複線ヲ通ジテ採掘セラレ、跡ニハ坑木ヲ
第2図

以テ煉瓦ノ代用トナセル処アリ。

唐山の炭坑と市街図

坑夫ノ数約二千名。一週間ノ採炭量七万屯乃至
第五節
㈠

十万屯トス。坑内ニハ馬匹ヲ用ヰテ複線ノ道ヲ馬

工業

ニ曳カシム。通風装置トシテハ、キンバル式煽風

唐山炭坑
各坑井ノ状況

唐山坑内ハ高サ一間半ノ塀ヲ

器ヲ用フ。而シテ坑内ハ瓦斯極メテ少量ナルガ故
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ニ、坑夫ハカンテラヲ用ヰテ差支ヘナク安全灯ヲ

ノニシテ、長サ九吋、幅四吋五分、厚サ二吋五分

用フルモノ少数ナレドモ、坑内監督ノ役員ハ多ク

アリ。而シテ高熱ニ耐ユルノ性質ナルガ故ニ、熔

ハアセチレン瓦斯ランプ及安全灯ヲ用フ。排水設

鉱炉ソノ他ノ竃ヲ築造スルニ用ヰラル。ソノ熱ニ

備ハ喞筒ヲ用ヒ、一分間ニ排渫スル水ノ分量ハ三

対坑スルノ程度ハ一、七〇〇度（摂氏）以内トス。

百立方呎六七電力ヲ応用シテ、喞筒ノ動力トナセ

二等品ハ大キサ一等品ト同型ナルモ耐火性弱ク、

リ。 セ ン ト リ フ ュ ー ガ ル ポ ン プ（Centrifeigal

一般ノ建築用ニ採用セラル。市場出炭ノ九割ハ河

pump）大小五台アリ。

北、山東、山西及ビ満州方面ニ搬出セラル。三等

選炭ノ設備ハ第一坑、第三坑ノミ

品モ亦同型ニシテ、色ハ灰褐色ヲ呈シ。主トシテ

ニシテ、選炭篩ノ設備アリ。第一坑ハ長サ一丈五

坑外築造用ニ供セラル。ソノ耐火性ハ比較的ニ弱

呎、幅六尺、出口三尺ノ選炭篩一個ヲ有シ、電力

キガ故ニ、熱度ノ高カラザル竃ニ用ヰラル。ソノ

ヲ用ヰテ自然的ニ動揺シテ粉炭ヲ篩ヒ落シ、塊炭

耐熱温度ハ一、〇四〇度ナリ。

選炭設備

⑷瓦工場

ノミガ通過シテ選炭ヲナス。第三坑ハ第一坑井ノ
ソレト殆ンド同一大ノ篩二個ヲ備へ選炭ヲ行ヒ、

之ヲ利用シテ瓦ノ製造ヲナシ、支那市場ニ供給ス。
⑸土管製造

直チニ石炭車ニ積込マル。
⑴唐山坑附属工場

唐山ノ粘土ハ耐火粘土ナルヲ以テ、

採炭用鉄具類ノ製造ト同修

繕ヲナス所ニシテ、製造機ハ凡ベテ電力ヲ原動力

該地ノ粘土ノ良性ナルヲ利用シ

テ、土管ヲ造ル。ソノ種類ハ直径十二吋、六吋、
四吋、三吋等ノモノトス。
⑹コークス、竃

トナシ、ソノ規模ハ極メテ大ナリ。目下ハ更ニ之

開渫炭ハコークス製造ニ適ス

ヲ拡張シテ、炭坑内ニ使用スル汽関セントフュー

ルヲ以テ、唐山坑ニモコークス竃ヲ有シ、コーク

ガルポンプ其他ノ通風機及ビ石炭車諸機械ノ製造

スノ製造ヲナス。竃ノ数約三十余ヲ有シ、日本旧

ヲナスノ計画ナリ。

式ノ木炭燃ノ如キ式ナリ。

⑵木工場

鉄工場ニ続キテ木工場アリ。コレ又

電力ニヨリ巨大ナル鋸ヲ働カシテ鉄板ヲナシツヽ

セメント工業
此セメント製造ハ啓新洋灰公司ニシテ、本社ヲ

天津仏租界ノ大道ニ沿ッテ資本金五、八〇〇、〇

アリ。
⑶煉瓦工場

㈡

開渫炭坑ノ坑道ハ、木材価ノ高キ

〇〇元（一株五〇元）ヲ有スル株式会社ニシテ、

テ関係上、日本内地ノ炭坑ノ多木材ヲ用ヰズシテ

此他以外ニ附属工廠トシテ塘沽ニ華記洋灰公司ヲ

全部煉瓦ヲ使用ス。故ニ各坑ニ重要セラル、煉瓦

置ク。

ノ数量ハ極メテ多ク、而カモ該地ノ粘土ハ煉瓦ノ

⑴沿革

本公司ハソノ設立古ク、一八九〇年

製造ニ適スルヲ以テ、此ニ同公司ハ之ガ製造ヲ始

（明治二十三年）唐山ニ本工業ヲ開始セリ。コレ

メタリ。而シテソノ製造ハ一ケ年ニ四万屯乃至五

支那ニ於ケルセメント工場ノ嚆矢ナリトス。ソノ

万屯製出シ、必要ニ応ジテハ十万屯ヲ製出スルノ

当初ノ英支合同事業タル開灤鉱務局ノ経営ニ係リ

能力アリト云フ。コハ啻ニ坑内ノ需要ヲ充タスノ

シガ、十数年前之ヲ支ニ売渡シ、官商合弁ニテ支

ミナラズ、尚市場ニ向フテ之ヲ販売シツヽアリ。

那人ノ所有ニ移シタリ。而シテ漸次事業ノ発展ト

此ニシテ坑内ハ煉瓦ヲ以テ坑道ヲ築クト雖モ、尚

共ニ増資ノ必要ヲ感ジ来リ、一九一三年ソノ資本

大阪、神戸ノ地方ヨリ秦皇島ヲ経テ輸入セラレ、

金ヲ五百八十五万元トナセリ。

該諸炭坑ニ使用セラル、坑木モ少カラズ。而シテ

⑵セメント工廠

唐山ニ於ケルセメント工廠

該煉瓦ヲ市場ニ出ストキハ、煉瓦ノ側面ニ K、M、

ハ、ソノ前経営者タル開灤鉱務局トノ関係上、京

A 及ビ C、E、C、I ナル商標ヲ附シテ三種ニ之ヲ

奉鉄道ヲ最モ有利ニ使用シウルノ特典アリ。唐山

分ツ。一等品ハ英国標準型ニヨリテ製セラレシモ

駅ヨリノ支線ハ、工廠内並ビニ原料採掘処ノ山麓
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ニマデ延ビ、賃ハ亦低廉ニシテ、天津、北京へノ

㈣

製鉄所
此ニハ約三千ノ職工ヲ有セリ。

運送上甚ダ有利ニシテ、且ツソノ燃料ナル石炭ハ、
啻ニ生産地ニ接近セルノミナラズ、鉱務局トノ間
ニ頗ル低廉ナル供給契約ヲ協定シツヽアルモノナ

㈤

紡績工場
コハ支那人ノ経営ニシテ、此ニハ約八百名ヲ有

セリ。

リ。
⑶外国干係

先キニ株主タリシ独乙人ハ悉クソ

第六節

市街概観及名勝

ノ株券ヲ支那人ニ売渡シ、唐山工廠ニ従来使用シ

鉄道ノ幹線ヲ挟ミテ商売ハ軒ヲ並べ、東西ニ長

来リシ独乙人ノ技師五名モ亦独支国交ノ断絶ノ後

ク約十町余ニ連ル。鉄道以北ノ市街ヲ以テ最モ繁

尽ク解傭セラレタリ。

盛ノ地トシ、雑貨商、飲食店、布局、鉄舗、酒房、

此工廠ノ位置ハ唐山駅ノ北西約三支里

油房等ノ大ナルモノ櫛比セリ。我邦人ノ薬種商モ

ニ一個所、他ニ同所ノ西方ニ分工廠アリ。ソノ設

亦数店アリ。新開ノ市街ナルヲ以テ建築物ハ多ク

備ハ独乙機械ヲ用ヒ、動力ハ火力ニヨル所ノ発電

良好ナル煉瓦ヲ以テ畳ミ、ソノ壮麗到底内地県城

機ニシテ一、五〇〇馬力ヲ有セリ。分工廠ニ使用

ノ比ニ非ズ。尚本市ニハ競馬場モ設ケラレ居レリ。

⑷工廠

スル機械ハ英国製ニシテ、ソノ据附ケノ当時ヨリ

名勝

駅北ノ四支里ニアル唐山ハ一名鳳凰山

成績不良ノタメ一時休止、最近ニ於テ再ビ之ヲ開

トモ称シ、山上ニ廟宇アリ。内ニ鉄菩薩一尊安置

始セリ。

サル。高サ丈余、庙ノ傍ラニ弥勒ノ仏庙アリ。庙

工廠内ノ地ハ約二千五百坪ニシテ、左ノ個所ニ

内一洞穴アリテ深サ三十支里、直チニ車軸山ニ通

区分セリ。イ原料堆積所、ロ砕石場、ハ混合場、

ズト云フ。山上ニ又一石城アリテ、高サ六、七尺

ニ小鋳場、ホ乾燥場、ヘ回転窯、ト分篩場、チ計

相伝へテ唐山ノ大宗東征ノ時ニ築ク所ナリト云ハ

量場、リ格規場、ヌ包装場、ル積出場、オ木工場、

ル。ソノ他唐山ニハ三太爺庙アリ。緑松翠相欝然

ワ鉄工場、カ機械室、ミ発電所、以上。

トシテ幽邃ニ門外ニ石亭アリテ、中外ノ紳官ノ清

⑸製造法

石炭ヲ砕キ粘土ヲ混ジテ多量ノ水ヲ

加ヘテ攪拌シ、更ニ別器ニ之ヲ移シテ上水ヲ流出

遊スルモノ多シ。
市況

唐山ノ今日アル所以ノモノハ、一ハ其

セシメ、沈殿物ヲ乾燥シ、然ル後回転窯ニ送リ回

石炭ノ産出アルタメニシテ、年々ノ産額ハ実ニ巨

転シツヽ燃焼セシメ、之ヲ更ニ粉砕シテ篩分ク。

額ニ上リ、遠ク他省ニ移出サル。其他セメント会

ソノ方法ハ四米突ニ付九百孔ヲ有スル篩ニテ、二

社、京奉鉄道ノ作業局等ノ大工場多ク、北支ノ一

〇〇分ノ一〇以下ノ粗石ヲ止ムルモノヲ以テ定規

流ノ工場地ナリ。サレバ其商取引モ従ッテ活発ヲ

トナシ、コレ以上ハ凡ベテ機械力ニヨル。

呈シ、石炭、セメント、煉瓦ノ取引ハ最モ盛ニシ

⑹使用人員
㈢

現在ハ約一、〇〇〇人位ナリ。

テ、尚当地ノ物産トシテハ高梁、麦等ノ雑穀ヲ初
メ、柿、栗、林檎、葡萄等ノ果実モアリ。

土器製造業
当地ニ於ケル土器製造場ハ之ヲ缸窯卜称シ、凡

第七節

交通

ベテ六四軒アリテ、各製造場ニハ焼窯ヲ一個又ハ

古ヘヨリ関ノ内外出入ノ要路ニ当リシガ、鉄道

二個ヲ設備シ、一窯ハ概ネ缸四、五十個及ビ鉢五

ノ開通以来貨物ノ運送、旅客ノ往来ハ主トシテ鉄

十套（一套ハ四個一組）ヲ焼クベク、各製造場ニ

道ニヨル。市街ノ交通機関トシテハ、大車、轎車、

ハ鉢若クハ甕類製造ノ際ニ使用スル木輪（直径三

馬、長途汽車等ノ他小数ノ人力車アルモ、道路ノ

尺）ヲ設備ス。原料ハ唐山ヲ距ル事二、三支里ノ

不良ナルガタメ其利用シ得ベキ範囲ハ極メテ狭

北口ヨリ採取ス。

シ。玉田迄長途汽車ヲ通ゼリ。
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第二章
第一節

業ト称スベキモノ殆ンドナク、市内ニ四家ノ錫器

遵化

商アリ、香炉、燭台等ヲ作レリ。何レモ微々トシ

位置及地勢

遵化県ハ北平ノ東北凡ソ三百支里、西南薊県城
ニ到ル百二十支里、北西六十支里ニシテ、馬蘭峪、

テ振ハズ。附近ノ一帯ニハ農産物多ク、粟、麦、
豆、高梁等ヲ産セリ。
交通

羅文関等ノ堅メアリ。南ニ龍山、筆架山ヲ望ミ、

第五節

沙河ハ城南及ビ城西ヲ洗ヒ、地勢南西ニ向ッテ開

南方豊潤及ビ玉田ニ、西南薊県ニ、東南薊安ニ
陸路ヲ通ジ、且ツ北方ハ長城ヲ越へテ承徳、平泉

ケタリ。
第二節

等ノ直隷、蒙古ニ通ズルノ要路ニ当ル。故ニ交通

戸口及人口

戸数ハ一千六百余、城外ハ一千ニシテ、人口ハ

交通機関トシテハ轎車、大車アレドモ、多クハ馬、

合計シテ一万三千内外ナリトス。
第三節

ハ頻繁ニシテ、古ヘヨリ対国外蒙古枢要ノ地タリ。
騾、驢等ノ牲口ヲ用ヰテ、稀ニハ牛ヲモ使用セリ。

市街概況

市街ハ城内及ビ城外ヨリ成リ、城外ハ東関、西
関、南関ノ三所ヨリ成レリ。城壁ハ周囲六支里、

近代ニハ玉田、平泉、長途汽車ノ寄リ路ニ当レ
リ。

高サ三丈、四方ニ各一門ヲ開キ、城外ニハ更ニ深

第三章

寛城
位置及状況

サ一丈、幅三丈余ノ濠ヲ繞ラス。唐代ノ築城ニ係

第一節

リ、ソノ後修理ヲ行フ事数度、十年以前ニ大修理

寛城ハ旧熱河ノ駐防地ニ属シ、今ハ平泉県管下
ニ隷セリ。市街ハ瀑河口ノ北東六十支里、同河ノ

ヲ加へタレバ今尚壮麗ナリ。
城内ハ十字街ヲナシ東西ニ通ズルヲ最盛ノ地ト

左岸喜峰口関ヲ出デテ、平泉、赤峰街道上ニ位置

ナシ、南門内モ亦繁華ナリ。商況ハ盛ニシテ大賈

スル一条ノ街ヨリ成リ、平泉ヲ去ル事南方九十支

軒ヲ並べ、雑貨店、布店、糧食店、銭舗、石炭商

里、喜峰口ノ北六十支里ニ位ス。
戸口及人口

等ノ大ナルモノ少カラズ。此他ニ官衙トシテハ県

第二節

署、警察署アリ。又兵営ヲ置ケリ。街路ノ幅ハ概

寛城ハ戸数二百五十、人口ハ約二千内外トス。

シテ二間乃至三間石ヲ敷クヲ以テ、降雨ノ際モ歩

第三節

行容易ナリ。

巡警局、巡防隊、税局、郵局、小学校モアリ。

市ノ北西七十支里、端山ニ東陵アリ。易県ノ西
陵ト共ニ清朝一代ノ墓陵ニシテ、西太后、徳崇皇

商業

当市ニハ八商務分会アリ、大小ノ商舗約六十余
店。ソノ主ナルモノヲ挙グレバ左ノ如シ。

帝等ノ霊位ハ皆此地アリ。
第四節

第四節

行政機関

焼錫（義許永）、糧桟（同盛永、福徳長、裕祥

市況

此地ハ喜峰系、馬蘭峪等ノ諸口ヲ通ジテ直隷、

徳、永順成、徳裕長、広泰永、万盛永、広興永、

蒙古トノ通商行ハレ、国外ヨリハ毛布、粟、胡椒

永慶成）、布荘（慎茂永、錦泉裕、裕慶和、永増

等ヲ移入シ、雑貨、綿布等ヲ移入ス。従ッテ本市

布局）、新貨舗（福許永、同発永（京貨）、双発永

ト天津地方トノ交易ハ盛ニシテ、一ケ年ニ二、三

（京貨）、徳発永、徳順興）、皮行（徳裕興（兼糧

十万枚ノ毛皮ヲ取扱フ毛皮店少カラズ。綿布ニハ

桟）、中谷号、永聚成（兼雑貨））、油行（公聚徳）、

洋布、土布相半バシ、又日本産ノモノモアリ。市

麻行（徳順和、徳順成）、菓子行（永徳成、永興

内ニハ諸処ニ市場アリ、日ヲ定メテ取引ヲナシ居

成〈兼雑貨〉）、首飾舗（万順局）、香房（永利成）、

レリ。ソノ主ナルモノハ石炭市場（西門内）、馬

洋行代弁（外国洋行、平和洋行、礼和洋行）。

市場（同上）、野菜市場（数ケ所）等ニシテ、其
他日用品及荒物ヲ販売スルモノアリ。然レドモ工

商況

当市ハ灤河水路ニヨリ平泉、赤峰ニ連

絡シ、陸路喜峰口ニ出入スルモノヽ多クハ当市ヲ
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経由スルヲ以テ、赤峰街路上ノ小都邑トシテ重視

ニ獅子鳳凰山、南東ニ瑠瓈山等アリテ、夏ノ山色

サレ、当市及ビ商範囲ニ供給スル輸入品トシテハ、

ハヤヤ愛スベキモノアリト雖モ、是亦樹木ノ繁茂

京貨、紙類、各種砂糖、布疋等ナリ。北京、天津

セル昔日ノ光景ニ比スベクモ非ズ。熱河ノ南部ニ

ヨリスルモノハ村南ノ倉ヲ経由シテ、灤州、楽亭

シテ、河北及万洲ニ近キ地方ハ昔ヨリ比較的ニ往

ハ水路、青河口ニ到リテ当市ニ連繋シ、又連化ヨ

来スルモノ多ク、即チ此地ハ三座塔、塔子溝ト共

リハ雑貨ヲ仰ゲリ。

ニソノ衝ニ当リ、早クヨリ漢人ノ移住往来多カリ

次ギニ輸出品トシテ、四囲ノ村落ヨリ上市スル

シガ、雍正十年（一七三二年）、蒙漢人間ノ事件

穀物アリ。畜産ハ例年陰暦ノ七月十七日ヨリ以降

ヲ審理セシメ、初メテ理事同和ガ設ケラレ、乾隆

毎月六回、二、七ノ日ニ於テ開市取引ヲ行ヒ、而

四十三年ニ至リテ平泉卜改メ、承徳府ニ隷属セシ

シテ畜毛ノ集散ハ甚ダ多カラザルモ、一ケ年約四、

メ、民国二年平泉県ト革メラル。管内ハ喀喇沁中

五百斤、畜皮ハ一千枚ニ上リ、洋行代弁店ヨリ皮

旗ノ全部ト同管旗ノ一部トヲ包含ス。

行ノ買収ニ帰シ、主トシテ天津ニ販出ス。
又当市ノ特産トシテ、東方缸窖溝産出ノ水甕、

アラタ

第二節

戸数、人口

管内

面積ハ六万七千五百方里ニシテ、戸数

茶壷、茶碗等アリ、専ラ赤峰、平泉乃至長城外市

ハ十万二百十六、人口ハ四十三万九千百五十八人

場ニ販出サル。且ツ附近ニハ石炭坑一個所アリテ、

トス。今是等ヲ細別スレバ次表ノ如シ。

一日ノ出炭量ハ約四千斤ニシテ三斤三角内外ヲ算

戸、人種
戸口
城郷

シ、附近ニ消費ノ他平泉ニ販出セリ。
交通

第五節

当市ヨリ主要ノ各地ニ到ル交通里程ヲ挙グレバ
即チ次ノ如シ。清河口七十支里、潘河口七十支里、
瀑河口六十支里。
当市輸入ノ雑貨、運貨ハ大約次ノ如シ。遵化
毎百斤

銅貨三百個、天津

個、村南倉毎百斤

毎日百斤

銅貨六百

銅貨四百個。

又当市ニ瀕セル瀑河ハ例年増水季ニ舟楫ヲ通
ジ、二、三十隻溯江ヲ見ル。主トシテ之ニハ穀物
ヲ塔載シテ湾河ニ出ヅルモノトス。
第四章
第一節

漢人

蒙人

回民

計

県城

戸

2,997

837

419

4,252

四郷

〃

68,916

19,682

9,709

98,307

71,913

20,519

10,128

102,560

男

8,657

2,187

1,305

3,149

女

4,005

1,204

528

5,791

男

166,499

46,210

22,970

235,675

女

131,159

37,006

17,982

185,143

男

175,152

48,397

24,275

247,824

女

135,160

38,210

18,564

197,934

（合計）
県城
四郷
（合計）
外人

二人 （宣教師）

第三節

貿易

大正十一年中ノ貿易総額ハ二百七十万八千八百
四十一元ニシテ、其内ニテ土貨八百四十六万五千

平泉

六百八十四元、即チ全体ノ五割四分一厘ヲ占メ、

位置、沿革、地勢

此地ハ旧名ヲ八溝ト称シ、瀑河ノ上支流ナル峡
谷中ニアリ。長サ二十余里ニ亘ル東西ニ長キ市街
ヲナス。赤峰ノ未ダ発達セザル以前ハ国外第一ノ
市場ナリシガ、赤峰ノ発達スルニ随ッテ漸次ニ衰
頽ヲナセリ。殊ニ最モ有名ナリシ毡鞋、焼酒ノ製
造ハ旧日ノ面影ノナキ有様ニシテ、今ハ只喜峰口
ヲ経テ関内部河北省ノ天津地方ニ往来スル物質ノ
通路ニ過ギズト云フモ、不可ナル事ナシトス。
北ニ猴山、南ニ象山、祀山、老姥冷嶺アリ、東

外来品ハ百二十四万三千百五十七元即チ四割五分
九厘ニ相当セリ。是ヲ類別スレバ即チ次ノ如シ。
類別

土貨

外来品

計

糧食

733,218

146,495

879,713

烟酒茶糖

381,300

36,301

417,601

3,489

17,531

21,000

乾菜

203

36,697

牧畜

315,025

薬品

36,900
315,025

油蠟・膠漆

1,928

35,753

37,681

緞綢

4,871

290,945

295,816

薬材

834

666

1,500
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類別

土貨

皮張絨毛

外来品

24,321

計

商号

営業

財主

等級

24,321

公益店

〃

顧姓

〃

雑目

7,903

7,903

三義店

〃

胡姓

〃

五金

8,245

8,254

永順店

〃

陳姓

〃

磁料

5,458

5,458

魁通店

〃

万姓

〃

425

56,788

57,213

三通遠

布舗

奏姓

〃

36

36

通盛長

〃

曹姓

〃

糸毡毯

60

41,035

41,095

振興徳

〃

姜姓

〃

顔料

30

184,573

184,603

振興号

〃

〃

〃

374,731

374,731

致中和

京貨

蔣姓

〃

1,243,157

2,708,841

致中桟

京貨

蒋姓

〃

竹木・棕籐
玉石・珍玩

綢緞布定
合計

1,465,684

穀物ノ集散高ハ一ケ年三四万石ニシテ、今之ヲ
大別スレバ次ノ如シ。
高梁一一、二〇〇石、谷子一一、二〇〇石、大
麦一、四〇〇石、蕎麦一、四〇〇石、元豆一、四
〇〇石、芸豆八〇〇石、黒豆七〇〇石、緑豆三六

広合成

布舗

孟姓

〃

玉成染

染局

魏姓

〃

徳裕興

布舗

韓姓

〃

金蘭斎

菓子舗

蘇姓

三等 1 ヶ月 10 元

協同信

布舗

昌姓

〃

福記

布荘

李姓

〃

恒記

京貸

張姓

〃

〇石、小豆一四〇石、黍子四二〇石、大米一〇〇

徳発合

粮舗

呉姓

〃

石、麻米子七〇石。

蒲盛成

布舗

武姓

〃

魁記

布荘

〃

永発成

布舗

〃

瑞盛号

〃

〃

聚義成

布舗

〃

万泰昌

雑貨

〃

徳発長

〃

〃

永盛店

〃

〃

此他毛皮一、二万枚、薬材五、六万斤。
〔備考〕
高梁、谷子、元豆、芸豆ノ四割ハ筒口外ニ移出セラレ、其
内ニテ高梁、谷子ハ盧龍、永平、楽亭ニ元豆ハ県外ニ、吉豆
ハ天津ニ移出セラル。

主ナル商店ヲ挙グレバ左ノ如シ。但シ等級ハモ
ト警察及ビ学校費ノ負担額ヲ示シタルモノトス。
商号

営業

財主

等級

天泰泉

焼鍋

干姓

一等 1 ケ月 22 元

吉箋泉

〃

呉姓

〃

復記

粮舗

王姓

〃

徳記

雑貨

沈姓

〃

義記

〃

韓姓

〃

厚記

〃

孔姓

〃

永来店

粮舗

梁姓

〃

湧厚長

〃

蒲姓

〃

永泰泉

〃

司姓

〃

広和衣

〃

孟姓

〃

信合成

〃

邱姓

〃

協銭長

〃

胡姓

〃

箋源長

〃

龔姓

〃

銀行

屠宰類数、牛六十五頭、羊一万五千頭、猪九千

明徳堂

薬舗

唐姓

〃

存仁堂

〃

王姓

〃

徳寿堂

〃

湯姓

〃

宝泉堂

薬舗

盧姓

〃

通盛店

粮舎

夢姓

〃

通盛公司

烟草雑貨

曹姓

二等 1 ケ月 18 元

亜細亜

洋油

徐姓

〃

永義成

京貨薬材

王姓

〃

万順店

粮店

馮姓

〃

長春蓋

雑貨

閻姓

〃

慎徳興

布店

王姓

〃

永盛成

〃

許姓

〃

聚慶昌

布店

徐姓

〃

熱河興業銀分店

四頭、合計二万四千六十九頭。
第四節

警察官ノ配置

警察署ニハ所長ノ他ニ巡官六名アリ。全県ヲ六
区ニ分ケテ、各区ニ於ケル巡警ノ配置ハ左ノ如シ。
中区七五名、東区一〇一名、西区八〇名、南区一
〇〇名、北区六〇名、北区一〇四名、馬巡八一名、
計六〇一名。
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全境ノ警察費ハ年額五万七千元ヲ要

七万六千四百十二元ニシテ、其内酒捐五万四千四

シ、市中ニ於ケル収入ハ七千元ニシテ、牲口捐ト

十二元、公売費二万千八百三十元、菸酒税五百四

シテ家畜一頭ニ付、銅元四個宛ヲ課シ、ソノ収入

十元ナリト。然レドモ大正三年ヨリ七年ニ至ル五

二千余元。粮掯一石ニ付同ゃ六個ヲ収入シ二千余

年間ノ酒捐ヲ見ルニ、大正三年ガ三四、一八二元、

元、商捐三千余元ナリ。

同四年三一、七五〇元、同五年三一、八〇〇元、

警察費

警察官ノ俸給。警佐六十元、巡官二十元、巡長
ハ十五元、巡警五元―六元―七元、馬巡八元、馬
第五節

諸機関

学校

高等小学校一、初等小学校七十三（生

徒二、二六〇名）、教員八十一名、女学校二（教
員三名）、生徒七八名）。
学校費――全県年額一万二十元ヲ要シ、必要ニ
応ジテ各地ニ於テ徴収ス。
喇 嘛 庙 七、 庙 一 〇、 祠 一 〇、 寺 一、

回々教ノ寺二、福音堂一（教師一、生徒二二〇
名）、天主堂（上台子ニアリ、生徒四十名、信徒
五百名）。
三等局

郵便局

一等局ニシテ、管内ニ於ケル代弁所

ノ所在地ハ次ノ如シ。六溝（九十里、一日）、大
夫溝（五十里、半日）、黄上梁土（六十里、半日）、
八里罕旬子（百二十里、一日）、大営子（百四十
五里、二日）、二座旬（百五十五里、一日半）、瓦
房（百九十五里、二日）、大明城（百五十五里、
二日）、貴人城（南、百二十里）。
〔備考〕 淩源（百八十里、二日）、承徳（百八十里、二日）、
赤峰（五日）、唐山（二日半）。

分局ハ嶌城ニアリ、分卡ハ党や、小

寺溝、杜家窩舗ニアリ。既往五年ニ於ケル徴収額
ハ即チ次ノ如シ。大正五年二六、五一一元、〃六
年二四、七六二元、〃七年二四、四五七元、〃八
年二四、三三七元、〃九年三〇、四二一元（是ハ
比較的ノモノナリ）。

員数

第五章

4
9
23
18,896
23,449
15,520
217
3,106
280

第一節

職業
道士
農業
鑽業
労働
娼妓
無職
医生
馬太夫
合計

員数
140
153,831
116
27,110
103
182,420
204
92
425,522名

自平泉至赤峰主要鎮
黄土梁子

里、淩源ヘ百八十支里、赤峰ヘ三百四十支里。
戸数――五十戸、店一。焼鍋ニ義慶亨アリ。
第二節

五十家子

平泉ノ北方百支里ニ在リテ、赤峰ヘ三百支里、
双庙ヘ四十五支里、八里罕甸子ヘ十八支里、大明
城ヘ九十支里、黄土梁子ヘ四十支里、大営子ヘ六
十支里、卑西部営子ヘ六十支里、淩源ヘ百六十支
里、父爺府ヘ小道百九十支里、大道ヘ二百四十支
里、承徳ヘ二百支里ナリ。
第三節

雙廟

平泉ヘ百五十支里、八里罕子ヘ五十支里、赤峰ヘ
二百四十支里、熱河ヘ二百三十支里、淩源ヘ百二
十支里、建平ヘ百八十支里。
市況

商戸一、店六戸。

第四節

楼子廟（二道浦子）

以上

戸数―百五十戸

〔備考〕
出産税ハ牲畜及ビ糧食ヲ以テ大宗トシ、落地税ハ雑貨ニシ
テ、台営五割、京津四割、余県一割ノ割合ナリ。

菸酒公売費

職業
政員
官吏
公吏
商業
工業
雑業
教員
生徒
僧侶

位置――平泉ノ北六十支里、承徳ヘ二百四十支

電話局

徴収局

アリ、其間ニハ大ナル差異アリトス。
平泉県職業別

巡長十二元、馬巡ハ馬料ハ自弁ナリ。

寺廟

同六年二二、九〇〇元、同七年二三、二〇〇元ト

一ヶ年ノ税額（大正十年十二月）

位置―赤峰ヘ九十支里、平泉へ二百三十支里、
大城子へ百支里、承徳ヘ五百支里、公爺ヘ百支里、
大明城ヘ百六十支里。
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東南二十支里ニハ五家子ノ炭坑アリ。柴煤ヲ産ス。

ヲ呈セリ。
宣統二年ニ至リ開魯、林西ノ二県ヲ新設シテ之

此石炭十斤ハ、元宝炭十五斤十六分ノ七ニ相当ス。
第六章
第一節

ニ属シ、ソノ振興ヲ図ラントセシモ、官吏ノ腐敗

赤峰

ハ遂ニソノ実績ヲ挙グル事態ハズ。越エテ民国二

位置、地勢

赤峰ハ東蒙古ノ中枢ニ位シ、北京ヲ去ル事東北

年熊布齢ノ熱河ノ都督トナルヤ都統城ヲ移シ、征

約九百支里、京奉鉄道錦州駅ヲ西北ニ距ル事五百

蒙軍ヲ侵入セシメテ蒙古匪賊ノ騒擾ト南下ニ備エ

四十支里（一説ニハ六百支里ト云ハル）、熱河ニ

タレバ、市場ハ初メテ殷盛ヲ極メ、瀕死ノ赤峰ハ

到ル四百三十支里ニ位シ、赤峰県治ノ所在地ニシ

漸クニ復活スル事ヲ得タリ。今ヤ東蒙ニ於ケル最

テ、原名ヲ烏蘭哈達ト云フ。蒙古語ニテ烏蘭ハ紅

大ノ物資ノ集散市場トシテ、日ニ益シテ隆盛ニ向

ヲ、哈達ハ山ヲ意味ス。即チ紅山ノ義ニシテ、市

ヒ、且ツ近ク商埠地ノ設定及ビ鉄道ノ布設ト相

街ノ東北約五支里、英金河畔ニ直立セル赭色ノ奇

俟ッテソノ発展ヲ期セントシツヽアリ。

ウランバータ

峰ニ因ミ命名セルモノニシテ、赤峰ハ其漢訳名ナ
リ。漢人ハ普通哈達ト略称ス。此地ハ風光明眉ニ
シテ、紅山ノ揚柳ノ相対スル景色ハ吾人ハ蒙古

ヘンスウ

辺陬ト思ハシメズ。
第二節

沿革

赤峰ハ今ヲ去ル事百数十年前ヨリ、既ニ満漢人
ノ来住スルモノアリテ、蒙古貿易ニ従事シツヽア
リシガ、雍正七年（紀元二千三百八十九年）此処
ニ烏蘭哈達庁ヲ置キ、尓来招民開墾ヲ奨励シタル
ノ結果、乾隆、嘉慶年間ニ至リテ一層ニ住民ハ増
加シ、商況ハ最モ殷盛ヲ極メタリ。然レドモ後、
東清鉄道ノ開通ハ、当市繁栄ノ一部ヲ北満ニ奪ヒ、
前清ノ末路帝室ノ衰退ト共ニ商況ハ頓ニ粛寂ノ色

気候

第三節
㈠

赤峰最近二ケ年間気温表（摂氏）

月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

大正 12 年
最高
最低
8.0
0.23
4.0
0.22
20.0
0.17
29.0
0.07
31.0
3.00
39.0
9.00
41.00
12.00
36.00
10.00
27.00
5.00
22.00
0.70
10.00
0.20
4.00
0.24

月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

大正 13 年
最高
最低
5.00
0.25
0.10
0.21
15.00
0.18
25.00
0.12
35.00
18.00
41.00
20.00
42.00
20.00
40.00
17.00
34.00
14.00
22.00
6.00
0.80
0.18
0.10
0.20

〔備考〕
本表ノ数字ハ北向キノ寒気甚ダシキ、太陽ノ光線ヲ避ケタ
ル個所ノ屋外ニ設置セル寒暖計ノ示指シタル度ニテ、平均数
ヒッキョウ

ヲ示セルモノナリ。畢 竟スルニ最高平均四二度、最低平均
二四度トス。

㈡

最近二年間晴雨表

月別

第3図

赤峰の市街略図

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

晴
31 日
26 日
28 日
29 日
27 日
25 日
22 日
22 日
29 日
28 日
26 日
31 日

大正 12 年
曇
雨
0日 0日
2日 0日
1日 2日
1日 0日
2日 2日
3日 2日
6日 3日
7日 2日
1日 0日
2日 1日
2日 2日
0日 0日

計
31 日
28 日
31 日
30 日
31 日
30 日
31 日
31 日
30 日
31 日
30 日
31 日

月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

晴
31 日
25 日
31 日
28 日
28 日
28 日
25 日
21 日
29 日
30 日
28 日
31 日

大正 13 年
曇
雨
0日 0日
4日 0日
0日 0日
2日 0日
2日 1日
0日 2日
3日 3日
8日 2日
1日 0日
0日 1日
1日 1日
0日 0日

計
31 日
29 日
31 日
30 日
31 日
30 日
31 日
31 日
30 日
31 日
30 日
31 日
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（昭和五年六月末現）

〔備考〕
晴後ノ雨又ハ曇後晴ノ如キハ、一日間ソノ時間ノ多キ部分
ニ算入セリ。

以上ノ如クニ四季ヲ通ジテ晴天多ク、空気乾燥
シ七、八月ノ雨季ニハ驟雨多ク、霖雨ハ稀ニ降雨
三、四日ニシテ晴レ、又晴天二、三日ニシテ再ビ
降雨ヲ見ル。ソノ最大降雨ノ時ニテモ地上ニ溜ル
雨水ハ三、四寸位トス。降霜ハ九月下旬若クハ十
月ノ初旬ニシテ、春霜ハ絶エテ無シ。積雪ハ尺余
ニ及ブハ稀ニシテ、平年十月下旬ニ至レバ地下一、
二尺ハ凍結シ、十二月ハ四、五尺ニ及ビ、三月中
旬ヨリハ解氷シ、四月上旬ニハ全ク解氷ス。風位
ハ五月ヨリ九月ニ至ル間ハ西南風、南風又ハ東南
風多ク、十月以降ハ北風及ビ北西風ニ変ジ、風力
ハ概ネ強烈ナリ。
第四節

交通

赤峰ノ中心トセル通路ハ一ツノ水運モナク、皆
陸路ノミニシテ、蒙古ノ各部ニ通ズルモノト、重
要都市ニト連絡スルモノト二ツアリテ、前者ハ概
ネ峻𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴𡸴
倭草ヲ以テ掩ハルヽ硬質土ナルニ加へテ、車馬ノ
往来ハ頻繁ナラザルヲ以テ通行ハ容易ナルモ、商
業通路トシテノ価値ナシ。後者殊ニ満州及ビ京、
津地方ニ通ズルモノハソノ往来ハ頻繁ニシテ、大
車ノ鉄轍ノ跡深ク刻サレ、石塊モ亦黒々トシテ露
表セラレ、又峻嶺モ諸處ヲ遮ギリ、河川モ亦概ネ
橋梁ノ架セラルヽナク、石礫堆裡ヲ通ジテ商業交
通ノ斡路トナセリ。今左ニ各都市ニ到ル里程表ヲ
掲グベシ。

地質

蒙古誌ヲ見ル。赤峰附近ノ土質ハ黄土ノレース
ト沖積層ノ砂質土壌ヲ以テ構成セラレ、黄土レー
スト黄土ハ大部分ハ山腹丘陵及ビ平地ニ分布セラ
レ、一部砂質土壌卜錯綜セルモノ多シ。為メニ赤
峰附近ハ沖積層ノ砂質土壌ナルガ故ニ、農耕ニハ
全ク有望ノ地トハ認ムル事能ハザルモ、西南ニ進
ムニ従ヒ山間ニ往々満州地方ノ土質ト相似タルモ
ノアリ。同地方ハハヤ農耕ニ適スベキモ、ソノ他
ノ地ハ農耕ノ価値ナキ土地柄ナルガ如ク、且ツ所
謂蒙古風ナル土砂風ノ襲来濠々トシテ、天地晦冥
昼尚ホ呎尺ヲ弁ゼサルニ至リ、而シテ春季ノ候ヲ
以テソノ最モ甚ダシキノ季節トナシ、実ニ衆人ノ
嫌悪ヲ呼ブノ地ナリトハ、一般世人ノ感ナルガ如
シ。
第五節

第六節

地別
烏丹城
大坂上
開魯
錦州
承徳
多倫
凌源
林西

距里
180 支里
420 支里
680 支里
540 支里
470 支里
600 支里
480 支里
460 支里

地別
経棚
平泉
古北口
西烏珠穆必
烏丹城経由
朝陽
天津
囲場

距里
480 支里
400 支里
660 支里
800 支里
500 支里
360 支里
900 支里
180 支里

又運輸機関ニハ各地ト同ジク、大車、牛車、駄
子、轎車、駄轎ノ五種アリ。
㈠

市内交通機関

三道街糧市ニ、日々十余

輌ノ、所謂小車ト称スル辻待支那馬車アルモ、是
レ附近村落来往客ノ乗用ヲ待ツモノニシテ、ヤヽ
大ナル商戸、官吏、縉紳等ハ皆自家専用ノ小車ヲ
有スルノ他、別ニ交通機関トシテ挙グベキモノナ
シ。

戸数及人口

赤峰市ノ戸数ハ約三千三百戸、人口ハ約二万九
千ト称セラレ、其内ニテ山東人ハ最モ多数ヲ占ム
ルモ、主ニ労働者及ビ、小商人階級ニ属シ、ソノ
中堅タル商人ハ直隷、山西人ナリ。
外国人ニハ天主堂ノ宣教師四名ニシテ、日本人
ハ十八名ニシテ、即チ、領事館員ト満蒙公司、他
ニ医師一名（赤十字社員）、歯医師一名ナリトス。

㈡

通信機関

イ郵便局

頭道街老爺庙内ニ二等郵便局アリ

テ、一般事務ノ他ニ為替ヲモ取扱フ。北京ヘハ一
日一向発達シ、五日間ニテ到達スル筈ナルモ、普
通ハ七、八日ヲ費ヤシ、天津、錦州、林西方面ヘ
ハ隔日一回逓送シ、錦州ヘハ六日間ニテ到達ス。
ロ電信

直通電信ハ北京及ビ林西線ノミ。

ハ電話

コハ官用電話ニシテ、一般商戸ノ之ニ
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加入スルモノナシ。機械ハ巡警局ニアリ。巡警二

ビ我領事館等ノモノアリ。我帝国領事館ハ満蒙条

名ヲ付シ監視セシム。尚ホ最近ニ電気公司ヲ設立

約ニヨリ、大正六年二月二十七日ニ開館セラレタ

ノ議アリト云ハル。

ルモノナリ。

第七節

市街ノ概観

第九節

市街ハ東方ニ砂丘連旦シ、北西ハ英金河ニ臨ミ、

人情及宗教

赤峰居住民ハ概ネ直隷、山東、山西等ヨリノ移

東西約五支里、南北三支里ニ及ビ、幅十二間ノ大

住者ニシテ、商業二分、農業五分ヨリシテ成リ、

道六条東西ニ連通シ、北ヨリ起リテ頭道街、二道

概ネ質朴倹素ニシテ、寸ヲ得テ寸ヲ守ルノ観アリ。

街、三道街、四道街、五道街、六道街ト名付ク。

堅実ヲ尚グノ風アリテ、殖民地トシテハ、ソノ貨

二条ノ構造ハソノ南北ニ通ジ、一ヲ西横道、他ヲ

殖ニツイテ貧弱ナルヲ思ハシムルモノアリ。亦極

東横道ト称シ、路幅約二間アリ、ソノ他数条ノ小

メテ円滑ナルモノヽ如シ。

街ハ全通セザルモ街衢整然タリ。主ナル商戸ハ二

漢人ハ依然トシテ蒙古人ヲ蔑視シ、支那官憲ノ

道街、三道街及西横街ニ蒐集シテ商業殷盛ノ区ヲ

勢力ノ増加ト共ニ、当然ニ納附スベキ地租サヘモ

ナシ、穀物市場亦三道街ノ東西三ケ所ニ、馬市ハ

之ヲ拒マントスルノ傾向ヲ有セリ。各王府ニ就キ

二道街ニ開カル。県署ヲ始メ主ナル官公署ハ多ク

聞クニ、地租ノ約半分ハ漢人ノ滞納者ナリト。以

頭道街アリテ、五道街、大道街ハ主モニ旅店及ビ

テ此間ノ事情ヲ明カニスルニ足ルベシ。
宗教ハ天主教ヲ始メ回々教、耶蘇教等ノモノニ

住宅ガソノ多数ヲ占ム。
家屋ハ主トシテ煉瓦造及ビ瓦葺ノ平家建ニシ

シテ、就中回々教多ク、天主教之ニ次ゲリ。耶蘇

テ、楼層トシテハ二道街ニ天主教堂及ビ三層ノ住

教ハソノ信者未ダ多カラズ。何レモ一定ノ地域ヲ

宅並ビニ西横街清真寺ノ塔堂ハ高ク聳立セルヲ見

割シテ教堂及ビ礼拝堂ヲ建設シテ各信仰ヲナセ

ル。

リ。天主教ハ今ヨリ六十年前ニ、回々教ハソノ以

街路ハ一帯ニ天然ノ砂土ナルヲ以テ、降雨ニ際

前ニ、耶蘇教ハ二十年ニモ至ラズ開教セラレ、天

シテハ街上泥海ト化シテ車軸ヲ没シ、旱天ニ際シ

主教ハ赤峰ヲ中心トシテ附近ニ百名乃至二百名ノ

テハ塵挨風ニ天ヲ蔽ヒ日輪暗惨タルアルモ、道幅

教民ヲ有シ、総計ニテ約一千二百名ニ達セリ。
貨物ノ集散概況

ハ広大ニシテ七頭挽キノ馬車数十、駱駝幾百ノ家

第十節

畜、幾千ノ土民モ自由ニ往来スルヲ見ル。殊ニ城

赤峰ハ熱河、蒙古ノ中枢ニシテ四通八達シ、西

壁ヲ有セザルヲ以テソノ商業ノ発展ニ伴ヒ、自由

南熱河ヲ通ジテ北京ニ、平泉ヲ経テ天津ニ、東南

ニ膨脹拡大シウベントス。

朝陽ヲ経テ錦州ニ通ジ、更ニ営口ヲ連ネテ北西、

市政、官公衙、其他ノ諸機関

林西、経棚、北東開魯ニ達シ、二百余年来是等諸

赤峰ノ市政ハ自然制度ニシテ、商務会ソノ牛耳

都市間ノ百貨ノ需要供給地トシテ発達シ来レルモ

ヲ執リ、之ニ農務局、工部局ヲ附シ土着ノ有志ヲ

ノナリ。附近ノ一帯ハ農牧ノ交界地帯ニシテ、農

以テ会員トナシ、経常費大約二万両ハ毎年数回ニ

産物モ少カラズ。且ツ又以上ノ各地ハ数日行程ニ

分チテ市民ヨリ徴収ス。今左ニ当地ニ於ケル官公

シテ、遊牧地帯ニ接セルヲ以テ、農牧産物ノ来集

署ヲ挙グレバ、赤峰県公署、警察署、監獄、軍隊、

スルモノ夥シク、久シク東蒙ニ於ケル一大市場ト

同司令部、郵便局、電報局、電話局、税局、塩務

シテ優勢ナル市況ヲ維持シ来レルモ、東清鉄道ノ

局、車税局、屠税局、烟酒公売局、翁午特旗地局、

開通後ハ哲里木盟地方ノ貿易ハ北満ニ奪ハレ、又

交渉局、商務会、農務会、銀行、教育会、師範学

近クハ民国ニ入リテヨリ屢次蒙匪騒擾南下ノ影響

校、高等初等小学校、耶蘇教小学校、蒙古学校、

ヲ受ケ、市況ハヤヽ粛条ノ色ヲ呈セリト雖モ、今

喇嘛庙、関帝庙、回々寺院、天主教堂、福音堂及

尚一ケ年ノ物資ノ集散額ハ七百万元以上ニ達スト

第八節
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称セラレ居レバ、尚依然トシテ東蒙ニ於ケル最大

ロ外国商店

外国商店ノ代理店ハ英美煙公司ヲ

市場タルヲ失ハザルノミナラズ、北方ノ秩序ノ回

始メトシテ、即チ謙信洋行（独）、徳和洋行、暮

復ト共ニ、市況ノ恢復スベキハ凝フ所ニ非ルモ、

麟洋行（独）、永興洋行（仏）、礼和洋行（独）、

唯北方林西ノ発達ハ当地一部ノ繁栄ヲ奪フノ一因

革泰洋行（英）、瑞和洋行（英）、興隆洋行、克立

タルベキモ、将来布設セラルベキ蒙古鉄道ハ、必

洋行、瑞記洋行（独）、福山洋行（独）、平和洋行

ズヤソノ中心ヲ赤峰ニトルノ運命ニアルヲ以テ、

（英）、立興洋行（仏）、怡和洋行（英）、美隆洋行

交通ノ発達ハ鉱山ソノ他諸工業ノ勃興ヲ促シ、近

（米）、高林洋行等ナリ。

ク商埠地ノ設定ハ、農事ノ改良ト相俟ッテ、益々
赤峰ノ将来ヲシテ多望ナラシムベキヲ信ゼシム。
商業

第十一節
㈠

商業機関

穀物ノ集散高ハ一ケ年三四万石ニシテ、今之ヲ
別スレバ次ノ如シ。
高梁一一、二〇〇石、黒豆七〇〇石、谷子一一、

商務会――頭道街ニアリ、真

二〇〇石、緑豆三六〇右、大麦一、四〇〇石、小

下ニ農務局、工務局アリテ、数名ノ事務員ガ執務

豆一四〇石、蕎麦一、四〇〇石、黍子四二〇石、

セリ。前述ノ如ク赤峰ノ市況ハ自治制度ニシテ、

元豆一、四〇〇石、大米一〇〇石、芸豆八〇〇石、

商務会ハ其主催ヲ握リツヽアルモ、毎年約二万両

麻米子七〇石。

ノ経常費ヲ処弁シツヽアルモ、現在ノ会長ハ団長
及ビ知事ノ操縦スル所トナリ、市政ヲ討議スベキ
菫事会、自治ノ目的ヲ以テ成立セル団練局等ハ官
憲ノ圧迫ニヨリ已ニ解散シ、商業上緊要欠クベカ
ラザル金融機関ハ、銭舗、当舗及ビ官銭号及ビ交
通銀行ニ一任シ、電話ハ凡ベテ官憲ノ架設スル所
ニ委ネラレテ、何等他ニ発達ノ道モナク、唯僅カ

此他毛皮一、二万枚、薬材五、六万斤。
〔備考〕高梁、谷子、元豆、芸豆ノ四割ハ筒口外ニ移出セラ
レ、其内ニテ、高梁、谷子ハ盧龍、永平、楽亭ニ、芸豆ハ天
津ニ移出セラル。

主ナル商店ヲ挙グレバ下ノ如シ、但シ等級ハモ
ト警察及ビ学校費ノ負担額ヲ示シタルモノトス。
商号

営業

財主

等級

天泰泉

焼鍋

干姓

吉箋泉

〃

呉姓

〃

湧厚長

〃

蒲姓

〃

現在商家千余家ニ達シ、雑貨舗、

永泰泉

〃

司姓

〃

粮店、塩舗、写舗、薬舗、鉄舗、毯子舗、木匠舗、

広和衣

〃

孟姓

〃

信合成

〃

邱姓

〃

協銭長

〃

胡姓

〃

ニ官署ノ用務ヲ弁ズルモノニ過ギザルガ如シ。
㈡

店舗

イ支那商店

焼鍋、油房、磨坊、染坊、鉄爐等ヲソノ主ナルモ
ノトス。今左ニ赤峰内ノ主ナル資産家ヲ挙グレバ
左表ノ如シ。
原籍

住所

氏名
朱宗琮

資産額

一等 1 ヶ月 22 元

右ノ商店中ニテ英美煙公司及ビ謙信洋行代理店
ヲ除クノ他、主ニ毛皮ノ収買ニ従事シツヽアルモ

備考

ノニシテ、其従業員ハ皆支那人ニシテ、外国人ハ

山東

三道街

700,000 元 貿易商

蒙古

南国大胡国 鮑熹

500,000 元 土地家屋ノ収入

山西

頭道街

張子恒

200,000 元 商業

〃

二道街

李連其

200,000 元 西元宝山炭磁株主

山東

三道街

揚子彬

100,000 元 前熱河団練長

山西

三道街

張振鈬

300,000 元 商業

〃

〃

許鑑堂

300,000 元 〃

テ開市セラレ、日々ノ入車数毎輌二石乃至五石積

山東

頭道街

王文揚

300,000 元 商業

山西

二道街

支棟

300,000 元 農業

ノ大車約五百輌ナリト云フ。西市場ハ穀物ノミナ

〃

〃

杜克正

300,000 元 西元宝山炭磁株主

〔備考〕数字資本ハ単位元ナリ。

羊毛季節ニハ臨時ニ出張シ来ルモノニ過ギズ。
㈢

市場

イ糧市

糧市即チ穀物市場ハ穀物ノ集散期ニ際

シ、日々三道街ノ東西ノ二個所ニ於テ天明ヲ待ッ

（大正十四年八月現在）

ラズ各種ノ露店アリテ終日之ヲ開市スルモ、東市
場ハ午前六時頃ニ至リテ止ム。

244

◦ 1337 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
第二七期生による「東蒙古都邑調査報告」

ロ牛馬市

牛馬市ハ二道街、東横街ノ交叉点ニ

於テ日々午前九時ヨリ十二時迄開市セラレ、牛馬

其質ハ良好ナラズ。
㈥

当地ニハ八十余戸ノ染坊アリ。此

染坊

販子ト称スル回教徒ノ仲介業者ニヨリ取引セラ

地ノ製品ハ他地方ノモノニ比シテ長ク変色セザル

ルヽモ、ソノ上市数ハ多カラズ。

ヲ以テ其名ヲ知ラル。

第十二節

工

業

㈦

甘草「エキス」

此製造ハ邦人ノ経営ニ

各種ノ製造工業ハ総テ土法ニシテ、其規模ノ大

係リ、満蒙興業公司アリ。資本金ハ二十万円ヲ有

ナルモノナキモ、コハ亦頗ル盛ニシテ、是等ニツ

シ、本店ヲ大連ニ置ク。大正六年九月十日赤峰ニ

キテ今ソノ概略ニツキテ述ブレバ左ノ如シ。

支店ヲ設置セルモ、近来事業ノ不振ナルハ遺憾ナ

㈠

焼鍋

当地工業ノ主ナルモノニシテ現在

十七戸三十七班アリテ、一班一日ノ醸造高ハ三百
五十斤内外、一個年十万斤ニシテ、三十七班ノ年

リトス。
以上ノ他ニ製紙、製革、製材、鉄工所等アルモ
何レモ小規模ニシテ、特記スル程ノモノナシ。
金融通貨

総出製高ハ三百七十万斤ニ達シ、其過半ハ烏丹城、

第十三節

経棚、林西、多倫、熱河、天宝山、庫倫、開魯等

当市ニ於ケル金融機関ヲ挙グレバ、交通、熱河

ノ各地ニ移出ス。就中烏丹城、経棚、林西等最モ

興業両行分行ノ二新式銀行ヲ始メトシ、銭舗、当

多シ。

舗等アリ。然レドモ現時ハ兵燹ノ為皆閉鎖中ニシ

㈡

磨坊

コハ亦焼鍋ト共ニ当地製造業ノ主

要部ヲ占メ大小一百余戸ニ達シ、大ナルモノハ五

テ、通貨トシテハ交通銀兌換券、熱河興業銀行兌
券、奉天等アリ。

班装置ヲ有シ、小ナルモノハ半班装置ニシテ、原

第十四節

料ハ小麦、燕麦、緑豆等ヲ使用ス。全戸ニテ一ケ

㈠

年ノ製粉高四百五十万斤ニシテ、一部ハ凌源及朝

品名

陽地方ニ移出セラル。
㈢

油房

コハ元ト十数戸アリタルモ漸次減

少シテ、現在ハ七戸ニ過ギズシテ小規模ナリ。ソ
ノ原料ハ大小ノ麻子ヲ使用シ、一ケ年百二十万斤

日本品価格表
数量
1斗

清酒

4 合入 1 本

1日
1.70 円 自 10 月至翌年 5 月 1.50
円

ビール 4 合入 1 本

1日
0.70 円 自 10 月至翌年 5 月 0.60
円

1樽

油ハ車輌用及ビ製革用トス。

味噌

1 貫内

コハ即チ絨氈ノ製造所ニシテ、

総ベテ十戸ナルガ其内ニテ大ナルモノ四戸アリ。
原料ハ羊毛ヲ用フルヲ以テ常トスルモ、時ニ牛毛、
羊毛ヲ洗滌シテ、之ヲ棒ヲ以テ打チ簀上ニ平均ニ
散布シ、巻キテ之ヲ緊結セシメ後簀ヨリ取出シ、
足踏又ハ大槌ニテ羊毡ニ製スルモノナリ。而シテ
当地ニ於ケル年製造高ハ大小二万枚ニ達セリ。
㈤

製蠟業

斯業ニ従事セルモノ十余戸アリ

テ、年製造能力ハ一万斤内外ノモノ多ク、三万斤
内外ノモノハ僅カニ二、三戸ニ過ギズ、原料ハ羊
油、牛油ヲ主トシ、時ニ大麻油ヲ混ズル事アルモ

摘要

白米

醤油

毯子舗

価格

7.30 円 交通不便ノタメ意外ノ価格
ナル事不少

内外ノ麻油ヲ製出シ、小麻油ハ食料ニ供シ、大麻
㈣

日用品価格

白砂糖 1 ポンド

1日
10.00 円 自 10 月至翌年 5 月 8.00
円
自 10 月至翌年 5 月 1 日
1.80 円 （1
樽 5 貫匁入） 6.20 円
1日
3.80 円 自 10 月至翌年 5 月 3.30
円

麦粉

8.10 円
（大正十四年八月調）

〔備考〕
日本商品ハ総ベテ錦州ヨリ駄馬便ニ依ルノ他運輸ノ途ナキヲ
以テ、従ッテ陰暦六、七、八月ノ三ケ月間ハ運搬業者ハ馬匹
一半ヲ割キテ野外ニ放飼シ、自然的ニ駄馬ノ栄養ヲ恢復セシ
ムルノ慣例ナリシヲ、以テソノ使用馬匹ノ半ヲシテ交互ニ休
養セシムルタメ、赤峰、錦州間ノ貨物停滞ヲ来シ、固ヨリ法
定的ノ制裁ナキヲ以テ運貨率ニ約四割強ノ高値ヲ唱へルヲ以
テ常トシ、以上本表ノ如ク不測ノ数字ヲ示ス事アリ。コレ即
チソノ地理的関係ノ致ストコロニシテ、コレマタヤムヲ得ザ
ルノ次第ナリト云ハザルベカラズ。
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㈡支那品物価表
品名

数量

価格

白米（支）

1斗

14.40

大麦

1石

27.00

〃

48.00

1石

26.00

〃

小麦
高梁（支）
糯米

〃

〃

130.00

白粟

〃

〃

58.00

蕎麦

〃

〃

24.00

黒豆

〃

〃

27.00

大豆

〃

〃

28.00

小豆

〃

〃

30.00

石油

〃

1箱

11.00

大麻子油

1石

30.00

摘要

戸数八十余戸。

⑶

砲手営子

⑷

老爺廟

戸数四十余戸、店一。

⑸

八家子

戸数八十余戸。高梁、煙草ヲ裁

培。放羊、放午ノアル附近ハ水利良ク、農作地ト
シテ良好ナリ。
⑹

戸数七十余戸、高梁、粟、大豆、

元宝隆

大麻子ヲ産ス。石炭ヲモ産スル元宝山ハ之ヨリ東
方二十支里ニアリ。
⑺

戸数十数戸、安慶溝トモ称ス。

邦清溝

東和店アリ。
⑻

此処ハ開魯ニ通ズル近路ノ分岐

房身

点。西分地ニ到ル八支里、五十家子ニ到ル十二支

芝豆

〃

〃

30.00

莞豆

〃

〃

26.00

里。

瓜子

〃

〃

70.00

蔴油

〃

100 斤

20.00

⑼

小麻子〃

1石

19.00

芝麻子〃

1斤

0.52

小哈拉道口

戸数二百余戸。馬店七十八

軒。小学校アリ（生徒二十名）。騎兵六、七十名。
二回乃至一、五回位ノ城壁ヲ以テ繞ラサレ、前方

〃

〃

0.32

二七〇米乃至十米ノ河アリ、ソノ深サハ二・五尺

紹興酒〃

〃

0.32

黄酒

〃

〃

0.32

余（干水期）。

醤酒

〃

〃

0.30

豆酒

〃

〃

0.38

甜油

〃

0.25

⑾

新窩舗

芝麻醤

〃

0.40

酢

〃

0.04

⑿

分家包子

豚肉

〃

0.30

⒀

ネーム営子

鶏肉

〃

0.40

牛肉

〃

0.22

右同

鶏卵

1個

0.03

日本人ニモ使用シウ

鯉

1斤

0.20

鮒

〃

0.15

焼酒

⑽

店アリ。

日本人ノ用ユル最良ノモノ
ナリ。

木炭

〃

0.40

特別ノ場合ニ使用ス

薪

〃

0.40

焚付用トシテ使用ス

日常ノ燃料トス

赤峰市場ニ於ケル升ノ一石ハ我日本ノ四斗ニ相当セリ。

赤峰、開魯間ニ於ケル鎮店
戸数三十五戸、附近ハ地味良好

ナラズ、放牧ヲ見ルノミ。
樹林子

戸数三十余戸、耕地多ク、高梁、

麻、煙草ヲ裁培セリ。

散存セル部落ヲ合スレバ一百二十余戸ニ達スベ

此処ニハ喇嘛庙アリ。

⒁

新廟

⒂

チャーカンタオハン

戸数二十余戸。農

家多シ。

〔備考〕

⑵

戸数五十戸、馬店二軒。

罌粟、粟ヲ作ル。

（大正十四年八月調）

嶺底下

蒙古部落。戸数三十戸。

シ。放馬、羊、牛ヲ見ル。巡警処アリ。作農ニハ

百斤

⑴

戸数十戸。馬店無シ。

おうそく

石炭

第七章

焼鍋一軒。、戸数七十戸。馬

曲家湾子

戸数十戸、店二軒。

⒃

五家子

⒄

ポオインコワン営子

パ

オ

コハ蒙 古包ニシ

テ、戸数五十戸位アリ。店一。
⒅

トマターメル営子

コモ亦蒙古包ニシ

テ、四十余戸。放山羊、羊、牛ヲ見ル。店四軒。
⒆

ハイリトウ

戸数三十余戸、店三軒。附

近ニハ部落散在セリ。農業ニシテ罌粟、粟ヲ作ル。
ポオインコワン営子ヨリハイリトウ迄ハ原野ニシ
テ、北附近ヨリハ作物地ト化シ居レリ。
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⒇

戸数四十戸。豆、粟、麻等

ワンホエン

交

通

南方ハ綏東ニ、西南ハ赤峰ニ、西林西ニ、西北

ヲ裁培セリ。


第四節

戸数二十五戸。農業ヲ主ト

モンケオポ

ハ河魯科尓泌王府ニ、東北ハ達尓漢王府ニ通ズル
陸路アレドモ、草原、砂漠ノ中ヲ過ギル個所多ク、

ス。


チャーラ営子（シータヲ営子）

戸数百

二十戸。店アリ。附近ハ一望ノ原野ニシテ、高梁、

第一節

開魯

地名

位置、沿革

当地ハ原名ヲ「ターリンブルク」ト云ヒ、蒙古
王族西札魯特権ナリシガ、光緒三十一年及同三十
三年（明治四十年）ノ二次ニ亘リテ開放セラレ、
開墾局ヲ設立シ招民開墾ヲ奨励セシヨリ人口漸次
ニ増加シ、同三十四年遂ニ置県セラレタルモノニ
シテ、現今ノ開魯県ハ即チ是レナリ。通遼県城ノ
西方約百八十支里ニ位シ、老哈河ノ左岸平野中ニ
在リ。今頁下ニ開魯ノ鳥瞰図ヲ掲ゲリ（第 4 図）。
第二節

気

候

気候ハ摂氏ニテ、最高二十六度、最低零下二十

日程

里程

方向

小庫偏

3 日半

300 支里

東南

新民屯

5 日半

540 〃

〃

鄭家屯

5日

580 〃

正東

白音太拉

2日

180 〃

〃

赤峰

7日

720 〃

西南

建平

7 日半

700 〃

〃

錦州

8日

700 〃

東南

朝陽

7日

600 〃

〃

北京

16 日

1700 〃

林西

8日

700 〃

〃

烏丹城

6日

700 〃

〃

喇嘛廟

20 日

1500 〃

〃

東南

小車ハ夏季一日七、八支里、冬季ハ一日一〇支
里ヲソノ平均行程トス。一日ノ行程時間ハ未明ニ

九度。
第三節

今開魯ヨリ各重要地ニ到ル里程及ビ日程ヲ挙グ
レバ次表ノ如シ。

粟ヲ栽培セリ。
第八章

交通ハ不便ヲ極ム。

出発シテ、夕刻ニ到着スルヲ以テ普通トス。

人口及戸数

戸数ハ一千二百余ニシテ、人口ハ約八千ト称セ
ラレ、其大部分ハ満漢人ナリ。

大車ハ夏季六、七十支里、冬季ハ一〇〇支里以
上ヲソノ行程トス。但シ大車ハ午前ノ出発ハ小車
ニ比シテ幾分早発ス。
小車ノ貨銀ハ約左ノ如シ。
夏季
１日行程２人乗
〃

１人〃

冬季
３元半
３元

１日行程２人乗
〃

１人〃

３元
２元半

通信機トシテハ三等郵便局アリ。小包、為替、
書留、普通郵便ヲ取扱フモノナルガ、今ソノ逓送
状態ヲ聞クニ、北京ニ到ルモノハ赤峰、熱河経由
約十四日間ヲ要シ、錦州、営口方面ニ至ルモノハ
赤峰、朝陽経由約十四日間、洮南、白音太拉、鄭
家屯方面ハ何レモ赤峰経由ニシテ、此地ト小庫偏
トノ逓送ハ赤峰経由錦州、義州ヲ経由シテ数十日
ヲ要スベク、一般商業取引ハ幸便ニ托スルモノ少
カラズ。赤峰、開魯間ハ逓送七日間ヲ規定トスル
第4図

開魯県の見取図

モ、逓送人ハ四日ニテ致着シ、残ル三日間ハ彼等
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如シ。焼鍋二軒、雑貨商及問屋五十余軒、小商舗

ノ公休日トナセリ。
第五節

百余軒。

市街ノ概況

市街ハ東西約一支里半、南北二支里。四囲ニ土
壁ヲ繞ラシ、東（鎮遠門）、西（鎮辺門）、南（承

今左ニ主ナル商舗名及商品名ヲ拳グレバ次表ノ
如シ。

化門）、北（宣威門）ノ四門。

商号

民国元年蒙匪ノ擾乱ニ際シ、兵燹ニ罹リ全部悉
ク灰燼ニ帰シタリシガ、交通発達、地方産業ノ振
興ニ伴ヒ、漸次繁栄ニ向ヒツヽアリシ折柄、大正
十三年七月通遼県（白音太拉）ガ洪水ニ襲ハレ、
未曽有ノ被害アリテ其前途ヲ危惧サルヽニ至リシ
ト、小庫偏ガ駐在セル遊撃隊ニ荒サレ半死ノ状体
ニ陥リタリシニ原因シ、主ナル商店ノ本拠ヲ此地
ニ移シタルノ干係上、遽カニ大ナル発展ヲナシ、
日ニ日ニ膨脹シ数年前ニ比シテ其戸数ノ如キモ約
三倍ニ上リ、四倍ニ凡ベテノ価格ノ騰貴スルノ好
況トナリ、前途頗ル有望視サルヽニ至レルナリ。
市内ノ東南隅ニ喇嘛塔アリテ、高サ五丈ニシテ
十三層ヨリ成ルモノニシテ、今ヨリ九百年前元朝
ノ時代ニ建設サレタルモノナリト云ハル。
第六節

官公衙ソノ他諸機関

商品

財主

資本金

宝恒永

雑貨

（合資）

4000 元

同合永

焼酎

張作齢

3000 元

醴泉達

〃

孫桂恒

3000 元

万和永

雑貨

李子樵

2000 元

万順恒

雑貨

石耀延

徳興号

〃

武因

1000 元

公玉隆

〃

温瑞臻

1000 元

三義永

〃

甌唐春

800 元

義太長

雑貨

張裕氏

800 元

永命城

〃

李成杯

〃

今左ニ当地移出入品ノ種類及其数量ヲ概掲スル
ニ即チ次表ノ如シ。
イ移出品
種類

数量

種類

数量

高梁

50,000 石

牛

20,000 頭

瓜子

150,000 〃

馬

3,000 〃

蕎麦

1,000 〃

羊

10,000 〃

大豆

20,000 〃

豚

署、巡警局、墾務局、郵便局、電報局、税局、商務

粟

10,000 〃

羊皮

10,000 枚

糜子

20,000 〃

牛皮

12,000 〃

会、蒙古土地局、師範学校、高等初等学校等アリ。

小麦

2,000 〃

馬皮

700 〃

包米

400 〃

羊皮

25,000 〃

官衙公署ハ次ノ如シ。開魯県公署、兵営、警察

第七節

宗教

喇嘛教、回々教、耶蘇教会堂等アリ。其他西門
外、西南隅ニ関爺廟、老爺廟、城皇廟アリ。
第八節

商

業

従来商関係ノ最モ密接ナル地方ハ小庫偏、赤峰、
朝陽等ナリシガ、四洮線ノ開通トナリ鄭白支線ノ
開通以来此干係ハ一変シテ、白音太拉トノ干係漸
次ニ密接ノ度ヲ加へ、近時ハ商業関係即チ諸物資
ノ移出入共ニ、殆ンド白音太拉ト関係ヲ結ブニ至
レルノミナラズ、従来当地トハ余リ干係ヲ有セザ
ル奥地々方トノ物資モ、此地ヲ仲継地トシテ白音
太拉ニ搬出セラル、状況トナリ、殊ニ上記白音太
拉及ビ小庫偏ニ関係スル事ノ故ノ為ニ、当地ハ将
来益々多望ノ地トナレリ。
当市ニ於ケル主ナル商家ヲ摘記スレバ大要左ノ

2,000 〃

大麻子

500 〃

獣骨

35,000 〃

芭豆

500 〃

豚毛

5,000 斤

吉豆

500 〃

土堿

200,000 〃

芝麻

800 〃

面堿

150,000 〃

500 〃

甘草

700,000 〃

小麻子
騾馬

2,000 〃

前記述ノ物資ハ白音太拉ヲ経テ満鉄線ニ出デ、
残余ハ赤峰及小庫偏方面ニ移出サル。
ロ移入品
種類
花旗市

数量
1,000 梱

種類
庫緞

数量
50 巻

洋蠟

2,000 箱

洋緞

70 〃

石油

7,000 〃

串緞

40 〃

腿帯子

30,000 組

官紗

30 〃

腰帯子

6,000 筋

山綢

2,000 件

塩

9,000 石

赤糖
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種類

数量

種類

ト云ハル。

数量

白糖

700 〃

氷糖

3,000 斤

坎布

700 〃

綿麻

1,300 梱

市布

2,000 疋

蓆子

20,000 枚

打連布

800 梱

線香

320 包

洋綿布

1,500 件

中尺布

500 〃

大尺布

450 〃

白麺

30,000 斤

燐寸

3,000 箱

薬品

220 〃

テ、何レモ屋号ハナシ。一日ノ作業ハ一斗乃至三
斗ノ原料ニテ製粉シ、二、三日隔キテ之ニ作業ヲ
為ス向少カラズ。ソノ製粉ノ割合ヲ聞クニ一斗ニ

缶詰

150 箱

染料

150 件

付、蕎麦ハ二十七斤、小麦、巴豆及大豆ハ各三十

靴類

230 箱

古着類

340 包

五斤宛、又緑豆ハ四十斤ノ粉ヲ得ベシト云フ。
㈣

本地ノ皮舗業ハ専業者ナク、只

皮舗業

茶葉

40,000 斤

馬具商（鞍靼舗）ニシテ、其材料ニ供スルタメ自
ラ牛馬皮ヲ製スルモノアルニ過ギズ。此等ノモ

4,000 〃

石鹸

350 箱

紙類

2,000 〃

陶磁器

600 梱

30 梱

本地ノ麺房業者ハ約十余戸ニシ

麺房業

20,000 斤

葉煙草

巻煙草
絡洋線

㈢

鉄器

200,000 斤

50,000 斤

羽綢

1,500 疋

乾薬

20,000 斤

号（資本百元）ノ四ツノモノニシテ、彼等ハ一般

〃

棉花

10,000 〃

20 梱

洋釘

4,000 〃

ノ皮鞣ニモ応ジ、ソノ鞣賃ハ大牛皮一枚三元（開

書箱

220 箱

昇徳（資本二百元）、義合号（資本二百元）、同心

豆油
太西緞

化糖品

ノヽ屋号ヲ挙グレバ、徳聚号（資本三百元）、広

前記表ノ大部ハ白音太拉ヲ経由シ、一部ハ小庫
偏、朝陽方面ヨリ移入セラルヽナリ。
第九節

工

醸造業）、粉房業（豆素麺製造業）、麺房業（製粉
業）、皮舗業（毛皮鞣業）、盆窯業（土器製造）、
磚窯業（煉瓦製造）等ノモノニシテ、前三者ハソ
ノ兼営者少カラズ。何レモ小規模ノ経営ニ係ル。
今左ニ各業ノモノ、現況ヲ摘録セン。
焼鍋業

本地ニ於ケル焼鍋ハ右下ノ三戸

アリ。

土器盆一組（四個）ノ価ハ二、三角、煉瓦百個ノ
価ハ七角ニシテ皆本地ノ需要ニ供セラル。
金

第十節

資本額

開設年

醴泉達

5,000 元 民国 4 年

同和永

不明

民国 5 年

万和永

不明

民国 6 年

一日ノ製造高（冬季）
原料高粮 2 石
340 斤（麺子 75 石
）
〃
原料高粮 2 石
340 斤（麺子 75 石
）

〔備考〕
前年度ノ各業者ノ総醸造高ハ約四万斤ニ上ルベシト云ハル。

粉房業

本地ノ粉房業者ハ前記ノミ鍋業

融

本地ニハ未ダ金融機関ノ設置ナシ。今強ヒテ之
ヲ求ムレバ彼ノ商務会ヲ数フベシ。此商務会ハ銀
票ヲ発行シテ通貨ニ代エテヰル。
諸機関

第十一節

主ナル機関ハ左ノ如シ。
イ郵便局

屋号

㈡

本地ノ城外ニハ盆窯三基、磚窯七基アリ。何レ
モ小規模ニテ且ツ作業期モ甚ダ短カシ。製品タル

業

本地ニテ工業トシテ挙グベキハ、焼鍋業（焼酎

㈠

魯票）ノ割合ナリ。

三等郵便局ニシテ、郵便物ハ隔日ニ

白音太拉ヘ五日毎ニ赤峰ヘ発送シツヽアリ。
マ

マ

コハ等々局ナリ。

ロ電話局

熱河陸軍第一混成隊第一団、騎兵第一、

ハ営舎

第二営（一営ハ二百名）、団本部ハ市街ノ東端ニ
アリ。公営子及套営子ニ各一隊宛分駐セリ。
ニ徴収局

徴収局ハモト綏東ノ支局ナリシモ、

独立シテ套須営子ニ支局アリ。

ノ他ニ、孫家、福家、王家等ノ約十戸ノモノアリ

ホ菸酒公売局

テ、製品原料ノ高粮及ビ緑豆ヲ一半宛混合セルモ

ヘ警察署

ノニシテ、其一塊（一斗二升余）ヨリ約二十斤余

ト監獄

ノ製品ヲウベシト云ハル。コレ大ナル利益ノモノ

以上
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夏季ノ最高温度ハ九十七、八度乃至百度ニシテ、

通遼（白音太拉）

冬季最低気温零下二〇度乃至二十七、八度トス。

位置、沿革（昭和四年六月現在）

第一節

通遼鎮ハ鄭家屯ノ管下ニ属シ、達尓罕旗地ニア

而シテ昼夜気温ノ差ハ比較的ニ甚ダシク、最高、

リテ鄭家屯ノ西方約二百四千支里．（約三十邦里）

最低ノ差ハ十五度乃至二十度、時トシテハ二十五

ノ地点ニ当ル。是ハ民国二年本地方大開放ノ際、

度以上ニ達スル事サエモアリ。コレ白音太拉ノ市

鎮地（市街地）トシテ開設セラレタルモノニシテ、

街ノ地質ガ砂地ニ属シ、日中ニ熱度ヲ吸収シテ気

原名ヲ巴林愛新鎮ト称セリ。而シテ当初ハ之ト同

温ノ上騰スルモ、夜間ニ至レバ放熱ノ度早クシテ

時ニ設定セラレシ東隣ノ小市、小巴音太来ハ商舗

俄カニ低温トルヲ以テナリ。

輻輳シ、民戸蝟集シテ繁華ノ中枢タリシニ反シ、

風力及風向

当地方ハ一般ニ平地ニシテ、山

本地ハ人家寂寞ヲ極メシガ、民国四年該小市ガ水

岳丘陵ノ起伏スルモノナク、又森林等ノ繁茂スル

災ニ遭ヒシヨリ以来、此地ノ商売ノ多クハ本地ニ

モノナキヲ以テ風ハ多ク、就中初春ハ風力最モ猛

移転セシト共ニ、彼ノ繁華モ亦此地ニ移動セシガ、

烈ニシテ、黄塵万丈、天地晦冥全クニ呎ヲ弁ゼザ

後年又驚クベキ急速ノ進展ヲ遂グ。実ニ本地唯一

ルノ日稀レトセズ。風向ハ五月ヨリ九、十月ニ至

ノ中心大市場ヲ形成スルニ至レリ。

ル夏期ハ東南ノ風多ク、冬期ハ北又ハ東北風絶エ

現在四洮支線ノ終点ニ位シ、遼河ノ右岸ヲ離
ルヽ事五、六支里ノ地点ニアリ。通遼ハ一九一一

ズ、寒気ハ凜烈ナリ。
雨、雪

一般ニ風雪ノ量甚ダ少ク、毎年旱害

年ト同一六年ニ二回開放セラレタル、東蒙古第一

ニ苦シムヲ以テ例トス。雨季ハ七、八月ニシテ所

ノ肥沃地ノ中心地トシテ設定セラレタルモノニシ

謂梅雨期ナルモ、五月ハ雨的ナラズシテ驟雨ノ降

テ、四辺ノ開拓モ甚ダ進展シ随ッテ商業モ大イニ

リ至ルヲ常トス。一ケ年ノ降雨量ノ大部分ハ此短

発展シ、一九二二年鄭通線通ジテ熱河省管内ノ北

期間ニ降リ、河水ハ氾濫シ交通ノ杜絶スルガ如キ

西辺、開魯、魯北、天山、村東、村西ノ商業干係

事珍ラシカラズト雖モ、減水ハ速カニシテ直チニ

ハ漸ク通遼ニ集メラレントシ、一大農産物ノ集散

乾燥スルヲ常トス。此点大イニ他地方面ト異ル所

地タルト同時ニ、蒙古貿易ノ中枢トナリツヽアリ。

アリテ、農業企業者等ノ注意ヲ要スルノ点ナリト

一九二七年京奉鉄路、打通支線ノ開通シ、更ニ通

ス。

遼、開魯間ニソノ延長ヲ見ントシテヰル。通遼ハ

降雪ハ十月ヨリ翌春三月ニ至ルノ半ケ年間ニ於

支那側交通ノ要衝ニアリテ、商業ハ更ニ発達スル

テ多キモ十回ヲ越ユル事ナク、而モ僅カニ地表ヲ

ノ見込ミナリ。

潤ホスニ止リ、積雪ノ数寸ニ達スルガ如キハ極メ

第一款

テ稀ニシテ、故老ノ言ニヨルモ気温ハ年々変化シ

気候及衛生

第二節
気

雨量ノ如キモ減少ノ一方ナリト云フ。コレ蓋シ該

候

白音太拉地方ハ海洋ヲ距ル事遠ク、且ツ蒙古砂

地方ノ人口増加シ、荒地ノ門墾セラルヽガ故ニ因

漠地帯ノ一端ニアルヲ以テ、気候ハ大陸的ニシテ

ルナランカ。

寒暑ノ差甚ダシク、殊ニ夏冬ノ期間長クシテ、春

水及水量

秋ノ期頗ル短シ。通常五、六、七、八、九ノ五ケ

当地方ノ井水並ビニ河水ハ何レモ
コンダク

淡褐色又ハ淡緑色に溷濁シ、且ツ硬水ニシテ之を

ガン ミ

月間ハ炎暑ニシテ、十一、十二、一、二、三ノ五

玩味スレバ塩分ヲ含ム事多シ。之ヲ医学的ニ分析

ケ月間ハ寒冷ノ期間ニシテ、就中十二月及ビ正月、

シタルノ結果ニヨレバ、殆ンド飲料ニハ適セズト

二月ハ最モ厳寒ノ季節ナリ。而シテソノ過渡期タ

云ハル。地下水ハ頗ル豊富ニシテ、地下七、八尺

ル四月及ビ十月ノ気候ハ温和ニシテ行楽ニ適シ、

ニ開鑿スレバ水層ニ達シ、且ツソノ湧出モ多量ニ

之ヲ春秋トモ称スベシ。

シテ、冬季ト雖モ減水ノ程度頗ル少シ。是ヲ以テ
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人口及戸数

本邦人等ノ経営スル水田等ノ旱魃ニ当リ、風力若

第三節

クハ簡単ナル機械ヲ応用シテ地下水ヲ吸揚シテ、

近来ハ開墾事業ハ大イニ進捗シ、移住農民ノ増

ソノ灌漑水ノ欠乏ヲ補フニ於テハ、其利益モ亦鮮

加ニ伴ヒ、市街ノ繁栄ヲ加へ市民モ亦増加シ、ソ

少ナカラザルベシトス。

ノ種類ハ僅少ノ蒙古人ヲ除キテハ余ハ殆ンド悉ク

第二款

漢民族ナリ。

衛

生

白音太拉ハ概シテ健康地ト称スルヲウベキモ、
冬期ニハ乾燥シ春期ニハ強風アリテ砂塵ヲ飛揚セ
シムル事屢々ナルヲ以テ、男女共ニ呼吸器病、眼
チ

戸口

日本人

朝鮮人

中国人

外国人

戸数

8

6

3,453

2

3,469

人口

21

24

39,320

8

39,373

（昭和四年六月末調）

ブ

病ヲ患フルモノ多数ナリ。流行病モ亦赤痢、窒扶
ス

斯 等年々多少ノ流行アリト雖モ、医療器ノ不備、
不完全ナルノ割合ニソノ猖獗ヲ見ザルハ、支那人
一般ガ概シテ生食、生水ヲ飲吸セザルニ起因スル
モノナルベシ。又蒙古人無智愚昧ニシテ、殆ンド
衛生思想ノ何タルカヲ解セザルヲ以テ上下ヲ通ジ

格別

日本人

朝鮮人

人口

24 名

230 名

白音太拉ニハ支那人漢方医ノ開業セルモノ数人
アリト雖モ、正式ニ医学ヲ修業セシモノナク、之
ヲ他ノ都市ニ於ケル支那人医師ニ比較スルモ劣ル
事数等ナリ。此ニ本邦医師ノ太田勤氏アリ。既ニ
数十年間此地ニ居留シテ気候風土ヲ熟知シ、ソノ
進歩シタル技術トヤヽ完備セル医療器具ヲ備へ
テ、治癒ニ従事セルヲ以テソノ名声モ亦嘖々タル
モノアリ。従ッテ蒙古人等ニシテ遠ク蒙古部落ヨ
リ尋ネ来リテ、治療ヲ求ムルモノ年々ニ増加スト
雖モ、多クハ数年間不治ノ痼疾又ハ支那医ノタメ
ニ散々ニ取扱ハレ、遂ニ匙ヲ投ジタルモノ多キヲ
以テ、其治療ニハ少カラザル苦心ヲ要スル事アル
モ、而カモ其外科的ノ治療ハ大抵ハ好結果ナリト
通遼県警察署内ニ阿片吸飲者ノ戒烟所並ビニ施
療所アリ。併シコハ有名無実ナリ。又清道局ヲ設
ケテ街路ノ掃除、下水溝ノ修築等ヲ司ラシメツヽ
アルモ、汚穢物ハ各所ニ山積シテ悪臭ハ鼻ヲ付キ、
特ニ夏期ハ牛馬ノ入市ノ多キノ期節ニハ無数ノ蒼
蝿ハ飛散シテ、飲食物ノ取締方法等全ク欠如セル

3名

合計
217 名

上表中ニハ大倉農場ニ使用セラルヽモノヲモ含ム。外国人
ハ宣教師一名、ワリー洋行ト是レナリ。

交

通

現ニ四洮鉄道ノ支線タル鄭白線ノ終点タリ。本
地ト各地間トノ距離ハ左ノ如シ。鄭家屯二四〇支
里（鉄道）、余粮堡六五支里、開魯県一八〇支里
（商業通路）、莫里庙六五支里、達尓罕王府一〇〇
支里、旱里克図王府一二〇支里。
白音太拉ヨリ開魯ニ至ル一八〇支里ノ間ハ達尓
罕旗ニ属シ、地勢ハ只渺茫坦々タル一望無涯ノ大
平野ニシテ、耕作物ノ繁茂期ノ外ハ展望ハ自在ナ
リ。又到ル処車馬ノ通行ハ容易ニシテ、交通モ
ヤヽ頻繁ナリ。路幅ハ三、四米ヨリ四、五十米ニ
変化ス。北一支里ノ地点ニ老哈河ノ渡船場ヲ有ス。
通信機関トシテハ、郵便局、電報局、電話局等
ノモノアリ。
市街ノ概観

市街（大街基即チ新市街地）八十二方里（我約
三十三町歩ニ当ル）ニシテ、周囲ニハ土壁ヲ繞ラ
シ、東西南北ニ各通行門アリ。市街ハ依然タル所
謂碁目式ニシテ、大街道ノ如キハ両側ニ排水溝ノ
設備アリ、比較的ニ清潔ナリ。東西ヲ貫ク所ノ中
街最モ繁華ナル商区ナリ。

ノ点ニ鑑ミ、衛生上ノ危険甚ダ大ニシテ、現在ノ

第六節

処衛生ニハ全ク公私ノ施設ナシト云フモ、敢エテ

㈠

過言ニ非ルベシ。

外国人

〔備考〕

第五節

云フ。

中国人

（昭和五年六月末現）

第四節

テ宿痾多ク、就中花柳病最モ多シト云フ。

合計

官公衙及諸機関

日本側

満鉄鄭家屯公所派出所（大正十

一年六月設立）、博愛医院（満鉄補助）、通遼医院、
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日本人会、東亜勧業公司農場（農場ハ市街ノ東南
四〇支里哈拉火焼ニアリ）、革新公司農場（農場

等ノモノニシテ、其概要ハ次ノ如シ。
油房ニハ五戸アリテ一班乃至二班装置ヲ有シ、
一班一日ノ製造高ハ原料大豆三石一斗ヨリ豆粕二

ハ市街ノ西約一二〇支里ニアリ）。
通遼県公署、警察署、教育会、

十三斤物六十枚及ビ豆油三十五斤ニシテ、一ケ年

商務会、農務会、騎兵旅団部、通遼駅、税捐局、

ノ製造高ハ豆粕十五万枚、豆油三十四万斤ナリ。

㈡

支那側

電報局、電話局、郵便局、小学校。
第七節

麻油房ハ麻実ヲ以テ油ヲ製スルモノニシテ七戸
アリ。作業期間ハ冬期四、五ケ月ニシテ、一ケ年

貨物集散概況

当地ノ商業ハ白音太拉ヲ中心トシテ、東西二百

ノ製造高ハ油約九万斤、粕五万枚内外ナリ。

支里、南北百支里ヲ其勢力圏内トシ、此間ニ散存

焼鍋ハ高梁ヲ以テ焼酎ヲ製造ス。高梁四石ヲ以

スル蒙古人及開放地内ニ居住スル満蒙人ヲ華客ト

テ五百斤ノ酒ヲ作ルヲ一日一斑ノ作業トス。当地

ス。元来白音太拉ハ創設日尚浅ク、此間ニ非常ナ

ニ三戸アリテ最近一ケ年ノ製造高ハ七十二斤ナリ

ル旱魃並ビニ市街ヲ全滅セシメタルガ如キ水災ニ

ト云フ。

罹リ、ソノ発展ヲ阻害セラレタル事少カラズト雖

磨坊十一戸、粉房ハ二十一戸アリテ、前者ハ一

モ、ソノ開放地ノ拡大ニ伴フ農事ノ発達、人口ノ

ケ年原料小麦二千四百余石ヨリ四十二万八千斤ノ

増加ニヨリ商業ハ日ニ日ニ増進シ、今ヤ東蒙ニ於

麦粉ヲ製出シ、後者ハ麦麺二十四万斤ヲ製造ス。

ケル一大貨物ノ集散地且ツ消費地タルニ至レリ。

此等ハ凡ベテ一ケ年ノ内ニテ、冬季、夏季等ヲ以

如此新開市場ニ於ケル取引状態ノヤヽ他トソノ

テ主トスルナリ。
農

業

趣キヲ異ニスルノ点アリテ、店頭小売ハ現金売買

第九節

ヲ主トスルモ、各蒙古王府並ビニ信用資産アル喇

白音太拉附近ハ前述ノ如ク肥沃ナル大平野ニシ

嘛庙ノ如キニ対シテハ凡ベテ掛売行ハレ、ソノ代

テ、遼河境内ヲ貫流シ、而カモ風雨多クハ順当ナ

償トシテ牛、馬、羊等ノ畜類又ハ羊毛、獣皮、獣

ルヲ以テ、農業ヲ経営スルニハ頗ル適当ナリ。土

骨、ソノ他甘草、曹達等ノ如キ原産品ヲ以テ決済

産物トシテハ、高梁、大豆、粟、大小蔴子等ヲソ

スルモノ多シ。又春秋ノ雨季ニアリテハ、店員ヲ

ノ主ナルモノトシ、又甘草等ノ如キモ天産物ノ大

預メ取引キ係アル得意先ニ派出シテ、麦粉、石油、

宗タリ。

綿糸、酒類、茶、煙草等ヲ行商セシメ、物々交換

要之スルニ当地方ハ地勢平坦ニシテ地味ノ肥沃

若クハ末期ノ農産品、若クハ畜類、毛皮等ヲ見込

ナルヲ以テ、将来満漢移民ノ増加ニ伴ヒテ次第ニ

買ヲナスヲ例トス。而ルニ此等新市場ニ於ケル商

ソノ耕地ヲ開発シ、遠カラズシテ東蒙ニ於ケル一

業ノ実権ハ、開放当時同地方ニ先駆シタル鄭家屯

大農作地タルニ至ルベシ。現ニ大倉組ノ華興公司

ノ商人之ヲ掌握シ、従ッテソノ取引ノ大部分ハ鄭

ハ市街ノ西北約一二〇支里ニ於テ、朝鮮人ヲ使用

家屯ヲ土台トスルヲ以テ鄭家屯ノ延長ナリト云フ

シテ米田ヲ経営シツヽアリ。

モ、敢エテ過言ニ非ルナリ。

商工概覧

第十節

当地ニ於ケル出廻リ貨物ハ農産物ヲ以テソノ大
宗トシ、家畜類、獣毛皮、骨、甘草等之ニ次グ。

第一款

通

貨

此地ノ通貨ハソノ細目ハ鄭家屯ノソレニ準ズ。

他地ヨリノ到着貨物ハ石炭、石油、木材、麻袋、

今ソノ種類ヲ挙グレバ、

綿糸布、メリケン粉、塩ソノ他諸雑貨諸製造品ヲ

Ａ、硬貨、㈠現大洋、㈡銅元

主トスルモノトス。

Ｂ、紙幣

第八節

工

㈠奉天票

中国、交通、東三省官銀号、

奉天公済平市

業

工業ト称スベキハ油房、麻油房、焼鍋及ビ磨坊
252

◦ 1345 ◦

銭号

㈡大洋票

イ天津、中国、交通、辺業

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
第二七期生による「東蒙古都邑調査報告」

銀行発行ノモノ。ロ遼寧四行号、聯合
発行準備庫発行ノ新大洋票モ亦六月末
ヨリ市場ニ現ル。
㈢金票ハソノ流通性少シ。
第二款

金融機関
資本
（大洋元）

名称

所在地

貸出高

東三省官銀号
西大街
世合公分銀号 120,000 元
〃
宝隆峻哈
隆興長内
尓浜支店
功成玉長
滙昌信内
春支店
泰来豊長記
10,000 元 中大街
裕昌元銭荘
6,000 元 北街
人和福
東玉合内
和盛長

第三款

倉

980,000 元（奉票）
155,000 〃（大洋）
83,000 〃（ 〃 ）
30,000 〃（ 〃 ）
18,000 〃（ 〃 ）

庫

此地ニハ未ダ倉庫ノ設立ヲ見ズ。
第四款

保険業

今其保険業者ノ内容ハ左ノ如シ。
会社名

代理店名

一ケ年契約高（大洋）

羊城洋行

東泰隆

広恒〃

永昌同

85,000 〃

三井〃

淮昌信

288,000 〃

太古〃

東泰隆

160,000 〃

徳利〃

東興号

180,000 〃

第五款

155,000 元

日支合弁事業

此地ニハ未ダ合弁事業ノ行ハルヽヲ見ズ。
第六款

商工業機関

商工業ノ機関トシテハ先ヅ商務会ヲ挙グルヲウ
ベシ。今ソノ組織ノ内容ヲ示セバ、会員数三十六
名、主席
第七款

載国璋（天成福）所在地

西北街。

同業組合

同業組合トシテハ左ノ三ツアリ。
名称

所在地

通遼医生会

商務会胡国

会長

大薬房

民国 8 年

理髪組合

第八款

設立年

何玉書
富貴堂

民国 9 年

商工業者名

（イ）日本人
営業種目

商号

経営者

所在地

運送業

国際運輸通運営業所

松山翠

南街

特産甘草

日光洋行

境口彦二

北大街

（ロ）中国人
資本
（大洋元） 経営者
焼鍋
宝福泉
30,000 曹玉書
〃
天慶東
35,000 唐立山
〃
准気湧
20,000 劉鴻臣
〃
慶裕久
30,000 蕭慶爺
油房
徳発長
100,000 厳祥生
〃
徳発源
30,000 程聖符
〃
天成福
20,000 載国章
〃
茂盛興
30,000 李春喧
〃
隆興当
50,000 孟春普
〃
天慶福
20,000 郭維城
〃
公興福
50,000 張星五
〃
徳盛長
15,000 刘春生
皮革店 同聚成
3,000 田雨廷
〃
永合盛
4,000 揚風閣
〃
永徳魁
5,000 玉国安
〃
福厚成
4,000 張捷三
〃
三合永
6,000 石柱三
〃
春盛興
5,000 刘際五
〃
祥記
4,000 刘昇源
〃
宏記
3,000 馬永場
〃
合記
6,000 呉成
〃
厚発和
6,000 張久和
〃
准盛長
6,000 李守業
〃
福和盛
6,000 伍尊一
〃
復厚興
5,000 周恵民
糧桟
公発源
40,000 福白臣
〃
徳発源
30,000 程聖符
〃
准泉長
50,000 李助坡
〃
公興当
50,000 郭外遼
〃
福元合
20,000 徐信候
〃
同源久
60,000 張秀郷
〃
徳発長
60,000 関祥生
〃
豊聚長
70,000 年孤長
〃
准昌信
20,000 姚子源
〃
東興達
15,000 刘恩坡
〃
徳発厚
15,000 徐列林
〃
凋徳成
20,000 孟志達
〃
永昌堂
15,000 蔡紀五
〃
儲材糧桟 10,000 馬慶五
〃
福弁達
10,000 売明遠
牛馬店 積順東
20,000 趙漢臣
〃
三番長
10,000 張雨亭
〃
三升永
12,000 張樹勲
〃
薪金福
50,000 苗春圃
〃
三泰祥
15,000 陳維清
〃
東興店
15,000 王成業
〃
福盛魁
30,000 王相清
〃
広裕福
20,000 雷明春
〃
福長清
10,000 姜雲閣
運送店 公興厚
6,000 王済丹
〃
益和桟
6,000 王魁五
〃
東興達
8,000 李相臣
〃
同慶久
4,000 雀有崑
営業日

商号

所在地
西街
小街基
北街
西街
南門外
西街
北街
永福街
北街
西大街
小街基
東街
中街
西街
老商務会街
北楼街
西街
永福大街
〃
〃
西大街
〃
〃
〃
南大街
〃
〃
〃
南大洋
〃
〃
〃
〃
南西街
〃
南大街
〃
〃
北大街
西街
〃
〃
西横街
西街
南街
東街
北街
〃
中街
〃
南大街
中街

従業員
24 人
23 〃
18 〃
19 〃
42 〃
18 〃
12 〃
14 〃
18 〃
13 〃
17 〃
16 〃
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営業日
〃
〃
〃
〃
〃
雑貨
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

商号
億通桟
三合桟
東順興
玉徳桟
金順桟
吉順利
吉順盛
大徳亭
徳順興
天合盛
天興福
永盛大
成発祥
東玉合
同平盛
大成祥
善有順

第九款
種類
焼鍋
油房
磨房
粉房
縄麻舗
醤園
麻子油房
皮被廠
皮靴廠
鞋靼舗
鞭杵舗
毡子房
皮箱舗
車舗
水舗
匣子舗
柳缶舗
ゅ鑪
ょよ
鉄匠
洋鉄舗
桟房
口袋舗
蓆子房
炸炮舗
紙房
簍舗
蒲包
鞋舗
愠舗
香会
碾磨攸房
合計

資本
（大洋元） 経営者
3,500 伝兆思
5,000 干鏡波
5,000 王作舟
5,000 王品階
1,500 王品三
100,000 王顕廷
80,000 張精一
50,000 龐緒文
40,000 刻蔭栄
30,000 喬津堂
40,000 干雲亭
30,000 張幼臣
40,000 張遊先
30,000 張希橋
15,000 趙ゆ賢
25,000 李継勖
30,000 玉風洲

所在地

研究推進・研究交流事業◦

従業員

西街
〃
中大街
東街
西大街
南大街
〃
〃
〃
〃
〃
北大街
南大街
北街
北街
南大街
〃

資本（元）
150,000
392,000
72,000
42,600
38,000
9,000
5,900
64,000
5,000
―
59,200
17,400
9,400
127,700
37,000
3,500
7,700
5,700
14,000
18,400
3,500
6,700
2,500
3,000
8,500
7,300
2,700
―
26,600
12,000
8,000
4,500
1,163,800

資本ハ土地家屋等ノ固定資本ヲ含マズ。戸数モ大ナルモ
ノヽミヲ掲ゲタリ。

第十章
第一節

遼源（鄭家屯）
位置、地勢

鄭家屯ハ奉天省ノ西北端ナル遼源県ノ県署ノ所
在地ニシテ、西遼河ノ右岸、北緯四十三度三十一
分、東経百三十二度三十一分ノ地点ニアリテ、満鉄
本線四平街駅ヲ西北ニ距ル事五十四哩六、四洮鉄道
本線ノ鄭白支線トノ交叉点ニ当レリ。附近ノ一帯ハ
茫漠タル平原ニシテ、只東方ニ勃克円山アリ。
今茲ニ鄭家屯地図凡例トシテ、是レガ印象ニ対
シテノ説示ヲ与フベシ。〈第 5 図〉
第二節

一般工業
戸数
5
16
25
17
16
8
6
18
2
―
36
7
4
37
12
3
6
4
5
16
13
6
2
3
3
4
3
―
16
6
1
5
305

〔備考〕

生産額（元）
127,660
879,840
17,600
39,500
34,625
47,200
―
331,900
13,420
―
239,300
34,480
10,110
404,000
332,000
15,460
23,000
93,000
22,420
69,190
17,050
52,900
4,380
11,710
20,760
12,550
171,150
―
201,480
38,510
5,550
20,060
3,136,805

（昭和三年度通遼工業者一覧表）

沿

革

清朝ハ万里長城ト之ニ連続セル辺境トノ外城
（国外及辺外）ニ蒙古ノ部衆ヲ遊牧セシメテ、境
域ニ漢民ノ潜入移住スル事ヲ禁ゼリ。
蒙古ノ部衆ハ万州旗ノ単制ニ做ヒ、各部落毎ニ
一個又ハ数個ノ自治団体ヲ作リ、一定ノ境区間ニ
遊牧セシメ、此自治団体ヲ旗ト云ヒ此首長ヲ旗長
ト云ヒ、其遊牧地方ヲ旗地ト云フ。
漢民ハ清朝ノ封禁ヲ直チニ犯シ、関内（直隷
省）、関外（遼西一帯）接壊線ヨリ旗地ヲ侵殖シ
テ、旗長、旗民ハ寧ロ之ヲ利益トシテ之ヲ歓迎シ、
遂ニ止ム所ヲ知ラズ。封禁ノ発令者ハソノ犯令者
ニ引摺ラレテ潜入シ、群衆ノタメニハ其行政機関
ヲ放置スルニ至ッタ。抑モ旗長ハ国土ヲ管理シ、
之ニ旗民ヲ遊牧セシムルノミニシテ之ニ所有権ヲ
設定シ、之ヲ他人ニ譲渡スル事ノ権能ハ無イノデ
アル。
然ルニ漢民ノ移住ハ漸ク夥ダシク、是等ノ行政
機関ハ設ケラルヽニ至ッテ、漢民ノ占有土地ニ何
等ノ権利確保ノ手続ヲ取ラザルベカラザルニ至ッ
タ。ソコデ蒙古旗ハ之ニ永代小作権ヲ表示セル地
券ヲ発行シ、支那地方行政機関ハ之ニ加印シテ権
利ヲ保証スル様ニナッタ。於此漢民ノ進出セル所
ノ地方ノ地券ハ、奉天省ノミニ於テモ昌図、法庫
（一部）、康平、梨樹、懐徳、遼源ノ七県デアル。
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是等ヲ仮リニ旧開放地帯ト呼ビ、別ニ彰民県ガ

下地代ノ大部分又ハ一部分ガ、蒙古管理権返還ノ

アッテソノ開放事情ハ殆ンド同ジデ、蒙古旗ニ非

代償金トナルノデアル。ソノ開放後ニ於テモ、尚

ズシテ清朝三陵付属ノ養息木牧場アリ、ソノ牧丁

蒙古ハソノ地租ノ全部又ハ一部ヲ徴収スル事ト

ガ旗ニ属セザル牧場所属人ナノデアル。一九〇〇

ナッテヰルガ、ソレハ管理権返還ノ代償金一部ト

年前後、ロシヤハソノ欝積セル所ノ強大勢力ヲ爆

解釈スル事ガ出来ル。蒙古ニ帰スベキ代償金ハ年

発シテ満州ニ南下セルニ対シ、清朝ハ俄カニ辺境

ヲ通ジテ蒙古ニ不利トナッテヰル。是等ノ開放地

ノ充実ノ策ヲ樹テ蒙古旗地ノ封禁ヲ解キ、漢民ノ

帯ヲ後ニ新開故地ト称セリ。旧開放地帯ニハ永代

移住ヲ企図スルニ至レリ。恰カモ蒙古旗長ハ浪費

小作権ガアリテ、所有権ハ無カリシナリ。新開故

ニ馴レ、目下ノ急ニ追ハレテ夫レヨリ得ル現金ヲ

地帯ニハ、初メヨリ所有権ガ設立セラレテヰル。

甚ダ必要トセルノ時期デアリキ。

倶ニ開放地域ハ支那行政区域ナリ。

奉天省ニ於テハ一九〇六年、先ヅ洮南、鎮東、

旧開放地帯ノ永代小作権ハ奉天省ヲ始メ、各省

安慶、興泉、開通ノ六県開放セラレ、続イテ双山、

皆之ヲ所有権ノ地券ニ取替へル事トナッテヰル。

通遼、胆楡ノ諸県現レ引続キテ開放セラレタリ。

実質ニハ何等ノ変化ハナイガ、之ヲ取替へル事ニ

今日ニ於テハ興安屯墾ノ如キ、已ニ軍事制開放ノ

於テ政府ハ収入ノ口実ヲ得ル故デアル。
鄭家屯ハ旧開放地ノ最先端ニアルノ都邑ニシ

時代ニ至レリ。
開放ハ開荒又ハ出荒ト称スルモ、之ヲ約言スレ

テ、同治ノ初年間（一八六〇年――同一八七〇年）

バ蒙古旗長ハ国家ニ対シテ其土地管理権ヲ返還ス

頃ニハ已ニ商売ガ集レルモノラシイ。然シ当時ノ

ルモノデアル。政府ハ一機関ヲ設ケ開放事務ヲ取

商勢圏ハ単ニ移住農民ト之ニ隣接セル極小範囲ノ

扱ハシメ、開放地ニ所有権ヲ新ニ設定シテ、之ヲ

蒙古人ノミト思ハル。然ルニ将来営口ヨリ通江口

一般国民（漢蒙諸氏）ニ払下ゲルノデアル。此払

ニ至ル間舟揖ノ便アル所ノ遼河ハ、蒙古地帯ナル

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ヌ
ル
ヲ
ワ
カ
ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
ナ
ラ
ム
ウ
ヰ
第5図

領事館
満鉄
民会
浄土宗
正隆
道尹公署
十四師司令部
旅部
娘々廟
署公館
老爺ら
文ら
隆城ら
検審所
県公署
警察署
発電所
第一区
第六小学
第一小学
監獄
鄭家屯ホテル
商務会
教育公署
税捐局

鄭化屯の見取図
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故ニ、蒙古旗（科泉洮旗左翼中旗）ハ一九〇九年

気温－○・五度、最高極

ニ遼源（鄭家屯）マデ遡江ヲ許スニ至レリ。営口、

九・八度、最低極

遼源間一千五百二十八支里（二九二邦里）ノ水路

二・五度

開ケテ、遼源ハ俄カニ蒙古貿易、奥地農産物集散

第二款

ノ重要地ナリ。一九一七年四鄭線ノ開通スルニ至

㈠

衛
概論

大正九年七月一日三

大正十一年一月十六日－三

生
当地ハ東蒙古ノ偏部ニシテ、統治

リテ、跳躍的ニ殷盛ヲ極メタリ。然ルニ四洮線鄭

以来未ダ年ヲ歴ル事久シカラザルヲ以テ、諸般ノ

家屯線ハ伸ビ、奥地ノ開放地域ニ於ケル物資ノ集

設備モ亦不備ヲ免レズ。殊ニ従来支那ニ欠如セル

散中心地ハ漸ク通遼、洮南ニ分レ、同時ニ打続ク

衛生的設備ノ如キハ、何等見ルベキモノナク、尤

動乱ニ甚ダ衰微セリ。蒙古貿易ハ通遼ト洮南トニ

モ共同便所ノ修築塵挨箱ノ設備ハ、他衛生思想ノ

吸収セラレ、遼源ヨリソノ影ヲ潜メ、遼源現在ノ

鼓吹、種痘、戒煙等ノ施設モ絶無ニハ非レドモ、

商務ハ旺ンナリト云フ事ハ出来ヌノデアル。

徒ラニ表面ヲ糊塗シタル一時的ノ形式ノミニシ

第一款

テ、加フルニ智識階級ニシテ衛生ノ何タルカヲ解

気候及衛生

第三節
気

セザル。一般住民ノ因襲ノ久シキ殆ンド脳裡ニア

候

地方ハ東部内蒙古ニ位シ、遠ク海洋ヲ離レ且ツ

リテ、穢臭ヲ知ラザルモノニ似タリ。冬季ノ結氷

西北ニ偏在セルヲ以テ、気候ハ大陸的ニシテ寒暑

中ハ万物氷結シテ、自然的ニ汚物悪臭ノ流溢飛散

共ニ劇シ。一年ヲ通ジテ之ヲ概説セバ、主寒従暑

ヲ防ギ、最モ健康時期ナリト雖モ、大気ノ極寒ナ

ト称シテ可ナリ。例年九月下旬ニ初霜アリテ、十

ル。往々ニ呼吸器ヲ害スル虞アリ。清明節後地表

月ヨリ翌年四月ニ至リ約半ケ年間ハ寒気峻烈ニシ

ハ先ヅ解氷シ、次イデ地下ニ及ボスニ及ビ、積日

テ、最低気温摂氏零下二十度乃至三十度ニ達シ、

ノ汚穢一時ニ腐敗シテ悪臭ヲ撲チ、加フルニ疾風

清明節ヲ過ギテ気温ハ次第ニ上騰シテ解氷時期ト

ハ砂塵ヲ飛揚シテ、真ニ不快ニ堪エザラシム。即

ナリ、六、七月ハ炎暑最モ甚シト雖モ、此高温気

チ腸窒 扶 斯、呼吸気病等ノ患者ハ次第ニ発生シ、

ハ夏至節ヨリ白露節ニ至ル約二ケ月余ニ過ギズ。

次イデ夏季ノ降雨期ニ入レバ霍乱、赤痢ソノ他ノ

白露節以降ハ気温ハ次第ニ降下シ、昼夜寒暖ノ差

流行病タルトヲ問ハズ仲々多シト雖モ、如此不潔

益々大ニシテ、或ハ九月中旬乃至十一月ニ烈シキ

ニ非衛生的ニシテ、且ツコレガ予防機関等ノ欠如

降霜ヲ見ル事アリ。

セルニ反シ、其甚ダシキ大流行ヲ見ザルハ頗ル意

自大正七年至昭和三年十ケ年間平均気温表
気別

チ

フ

ス

かくらん

外トスル処ナルモ、コレ畢竟支那人ガ数千年ノ経
験ニヨリ会得シタル摂生法ニ遵ヒ、大気湿潤スレ

平均気温

最高気温

最低気温

1月

－ 5.5

－ 8.7

－ 3.9

2月

－ 11.3

－ 4.0

－ 18.3

3月

－ 2.6

3.1

－ 8.9

4月

7.4

14.4

0.9

5月

14.4

21.8

7.6

6月

20.6

27.5

14.3

7月

24.1

29.4

19.3

殊ニソノ凶暴ヲ逞クシタルガ、コレ衛生機関ノ欠

8月

22.6

27.9

17.8

9月

15.6

27.9

17.8

乏卜各個注意ノ至ラザルノ処ト雖モ、亦一面ニ於

10 月

7.1

13.8

1.2

11 月

－ 3.5

1.9

－ 9.2

メニ発生シタル多クノ蒼蝿ノ群集ガ、四方ニソノ

12 月

－ 3.9

－ 6.5

－ 18.9

病毒ヲ伝播セシムルモノアリテ、殆ンドソノ防疫

月別

バ室内ノ炕ヲ焚キテ侵潤ヲ防ギ、生水、生物ヲ忌
食シ胃腸ヲ保護スル等自然ノ衛生法ヲ格守スルノ
ミ。
ラ

コ

レ

但シ大正八年夏季満州ノ各地ニ流行シタル虎列

剌病ノ如キハ、鄭家屯、白音太拉ノ如キ都会地ニ

テハ牛、馬、ソノ他ノ畜類ノ出入リ多ク、之ガタ

平均温度五・五度、最高気温一一・九度、最低

ノ如キ一ツニ言ヒ易クシテ、行ヒ難キノ致ス現像
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法庫門ニ至ルモノ（二四〇支里）。

ナリト云フベシ。
㈡

当地方即チ東蒙古一帯ノ地ハ到

飲料水

ソウダ

遼河ノ舟航

遼河ノ舟航ハ営口、通江口（鉄

ル処曹達ノ産出地ナルヲ以テ、自然水中ニ塩分ヲ

嶺ノ北）間ニ限ラレシモノニシテ、通江口ヨリ上

含有シ良質ノ井水ヲウル事甚ダ困難ナリ。鄭家屯

流ハ蒙古（博王）ヨリ其ノ遡航ヲ禁ジラレシガ、

ニ於テモ亦同一ノ傾向アリテ、飲料ニハ適セズト

光緒三十二年（一九〇六年）、博王ガソノ領土内

セラル。尤モ遼河ノ流水ハ比較的ニ良好ナルモ、

ノ最上流三江口迄ノ航路ヲ開クニ及ビ、三江口ニ

市街ヲ離ルヽヤヽ遠キト、之ヲ運搬清澄シタルノ

ハ俄カニ人集リ、市街ヲ形式スルニ至レリ。然ル

上ニ非レバ、使用シ難キ不便アルヲ以テ、内外ノ

ニ宣統二年（一九一〇年）、達尓罕王ソノ領内鄭

住民ハ何レモ一旦井水ヲ煮沸シテ飲料又ハ其他ノ

家屯迄舟航ヲ許セシカバ、鄭家屯ハ是ヨリ益々発

用ニ供セリ。

達セシモ、三江口ハ遂ニソノ発展ヲ阻止セラレタ

第四節
国籍
戸口

リ。

戸数及人口

遼河ノ舟航ハ鄭家屯、営口間ニ於テ上航十四、

日本人

朝鮮人

中国人

外国人

合計

戸数

42

3

7,616

1

7,662

人口

153

13

51,770

3

51,939

〔備考〕

支里、計一、四三五支里。

中国人ハ鄭家屯満鉄公所（〃三月末調）

交

市内ノ交通

通

鄭家屯ハ四洮鉄路本線ト鄭白支線トノ交叉点ニ
当リ、又現今遼河ノ遡航ノ終点トシテ交通上非常
ナル枢要地点ニ存在ス。
鄭家屯駅ヨリ各駅ニ至ル賃金及ビ里程ヲ示セバ
即チ下表ノ如シ。
右賃金ハ必ズシモ現大洋ノミニ非ズシテ、金票
又ハ奉票ヲ以テ其都度相場ニ按ジテ之ヲ換算シテ
買求ムル事ヲ妨ケズ。
四洮鉄路ノ軌幅ハ全然ニ満鉄ト同一ニシテ、営
業用輪転材料ハ多ク満鉄ヨリ借用セリ。
等級及
里程

小洋三分、夏季六分。
通信機関

当地に於ケル通信機閑トシテハ、

郵便局及電話局アリ。又白音太拉並ビニ四平街間
ニハ電話ノ施設アリテ、公衆ノ使用ニ充ツ。
第六節
㈠

官公署及諸機関

日本側

領事館

大正十五年十月、奉天総領事館分館

トシテ開設セラレ、翌年領事館ニ昇格。現在ノ建
物ハ大正八年末ニ竣工セシモノナリ。
大正七年十一月一日領事館会ニヨ

リ設立セラレタルモノナリ。

二等

三等

4.40 元

2.65 元

1.80 元

54 哩

洮南

11.25 元

6.75 元

4.50 元

140 哩

通遼

5.70 元

3.42 元

2.30 元

72 哩

四平街

市内ニハ轎車、人力車、大車ノ

三種アリ。大車ハ貨物運送ニ用ユ。冬季毎一蔴袋

民留民会

一等

駅名

レバ次ノ如シ。鄭家屯←→三江口八〇支里、三江
口←→通江口三七〇支里、通江口←→営口九八七

日本人ハ鄭家屯領事館（昭和四年六月調）

第五節

五日、下航七、八日ヲ要ス。ソノ舟航里程ヲ挙グ

里程

（現大洋建）

以上ノ他ニ鄭家屯ヲ中心トスル主要陸路ヲ挙グ
レバ、㈠双小鎮、懐徳ヲ経テ長春ニ至ルモノ（一
九五支里）、㈡新集廠ヨリ長嶺伏隆県ヲ経テ新城
ニ達スルモノ（五七〇支里）、㈢博王府ヲ経テ小
庫偏ニ至ルモノ（六五〇支里）、㈣康平県ヲ経テ

満鉄公所

大正三年十月総務部交渉局出張所

ヲ開設、七年一月之ヲ廃止シテ公所ヲ設置セリ。
現在庶務部ニ属シ、主トシテ支那側トノ応酬聯絡、
情報ノ蒐集及東蒙地方ニ於ケル諸般ノ調査等ニ従
事セリ。白音太拉ニ派出所アリ。
日本小学校

大正七年四月開校。満鉄ノ経営

ナルガ、居留民ニヨリ之ニ対シテ一定ノ教育委托
金ヲ納メテ、児童ノ教育ヲ委托セリ。十五年二月
ノ現在ニ於テ教員三名、生徒十八名アリ。尚ホ十
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ホ商務会票

四年ヨリ校内ニ民会ニテ幼稚園ヲ附設アリ。

十元、五元、百枚（小洋票）、五十

日本小学校内ニ在リ、大正七

枚、 二 十 枚、 十 枚（ 以 上 ハ 銅 元 票 ）。 ⑵ 大 洋 票

年九月初メテ支那語、蒙古語ノ両科ヲ開設シ、九

イ中国銀行、交通銀行発行、十元、五元、一元ア

年六月ニ日語科ヲ添設セリ。十五年二月ノ現在ニ

リ。ロ辺業銀行発行

於テ、講師四名、生徒支那語科十九名、日語科三

聯合発行準備庫発行、六月十三日ヨリ此新大洋票

十名アリ。蒙古語ハ休講中。

ノ流通見ル。⑶哈尓浜現大洋票

実業補習学校

満鉄試作農場

大正六年四月ノ設立ニ係リ、

現在興業部、農務科ニ属セリ。内蒙古ニ於ケル一
般農事試験、樹苗ノ培養、農業気象ノ観測及在来

元、五角、二角、一角アリ。是等ハ市場ニ見ル事
稀ナリ。
Ｃ、金票
第二款

大正七年五月設立。

鄭家屯医院

満鉄ノ公医ナルモ、亦赤十字施

金

融

金融業著名称

満鉄補助ノ下ニ大正五年以来

営業シ居リテ、十二年ヨリ洮南ニ支店ヲ設ケタリ。
㈡

コハ対日本人用トシテ其流通ヲ見

今左ニ金融業者ヲ列記スレバ次ノ如シ。

療院ヲ兼ヌ。
鄭家屯ホテル

洮昌道尹公署、昌庫、彰武、康

支那側

十元、五元、一

ル。

農業ノ調査等ニ当レリ。
正隆銀行支店

二角、一角。ハ遼寧四行号

資本

所在地

正隆銀行支店

北大街

慶会銀号

100,000 元

南大街

30,000 〃

中大街

和盛長銭荘
東三省官銀号分号

南大街

平、遼源、双山、梨樹、懐徳、通遼、開通、胆楡、

日興盛銭荘

4,000 〃

中大街

洮南、突泉、洮安、安広、鎮東ノ十六県ヲ管理ス。

徳慶長銭荘

5,000 〃

中大街

因ミニ奉天省ハ遼瀋道、東辺道、洮昌道ノ三道

第三款

中国側粮桟ハ囤積場ヲ有スルモ、ソノ倉庫業者

ニ分レタリ。
東北陸軍第十四師司令部及旅部

遼源県公

署、遼源地方審判庁、同検察庁、遼東税捐局（遼
源、通遼、双山、康平諸県ノ税務ヲ司ル）、省立

ハナシ。現時此業ハ未ダ普及セズ。
第四款
会社名

都尓親王ノ地租徴収所、ソノ他郵便、電報、電話

三井洋行

ノ各局及ビ、電灯廠等ノモノモアリ。
商工概覧

第一款

通

Ａ、硬貨

貨
⑴現大洋ニハ袁世凱、孫中山、北

洋、站人及ビ鷹洋アリ。⑵銅元ニハ各省鋳造ノ十
文及ビ二十文アリ。
Ｂ、紙幣

⑴奉天票

イ中国銀行発行

十元、

リ。ロ交通銀行発行

十元、五元、一元ノ大洋票

アリ。ハ東三省官銀号発行

十元、五元、一元ノ

大洋票アリ。ニ奉天公涪平市銭号（銅元票） 百
枚、五十枚、二十枚、十枚、五枚ノ小洋票アリ。

国籍

代理店名

日本 永昌号

元豊洋行

一ケ年契約高

所在地

昭和 4 年 6 月新設 西街

英美烟公司 2,000 元

〃

英商聯合会 英国 〃

1,500 元

〃

太古洋行

1,000 〃

〃

第五款

〃

貿

太山峻

易

昭和三年度鄭家屯駅貨物発着屯数ニ拠ル。
昭和三年度（自三年一月至何十二月）鄭家屯駅
発着統計表
発送貨物

五元、一元アリ。以上ハ大、小洋ノ二種アルモ、
小洋ハ稀ナリ。五角、二角、一角ハ全部小洋票ナ

保険業

今左ニ保険業者ヲ列挙スレバ次表ノ如シ。

第四高級中学校、商務会、農務会、福長地局、温

第七節

倉庫業

品名

公斤量

備考

高梁

8,514,000

瓜子

169,808

皮類

310,500

牛馬類

777,600

土域

809,236

票一発送

ソノ他

862,125

40,000 公斤ヲ含ム
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二戸、合計三四六戸、（昭和四年六月末現在）。

到着貨物
品名

公斤量
102,792

麻袋

195,270

果物

295,871

野菜

86,670

蓆子

528,540

※石炭

271,000

大車

42,400

ソノ他
八六〇、〇〇〇

テ梅両へ

北票ヘ

奉天ヘ

ラム（我一、六六六斤）

第六款

二四〇、〇〇〇

七二〇、〇〇〇

八道溝

其他高トシ

二、九八二、五〇〇

（註）一公斤＝一キログラム

一公屯＝七、〇〇〇キログ

（満鉄一トン＝我一、五一二斤）

日支合弁事業

正隆銀行支店及ビ満鉄出資ノ華興電気有限公司
アリ。後者ハソノ成績良好ナリ。
第七款

商工業機関

商工局（商務会）アリ。会員数十八名、主席田
子周（永昌号雑貨商経理）、副主席孫省三（福順
大油房副経理）、所在地東大街関帝廟内
第八款

同業者組合

名称

所在地

会長

設立年

皮行同業公会

租師庙

王老明

光緒 3 年

理髪同業公会

徳本堂

李徳本

民国 13 年

成衣同業公会

西大街

厳祥武

民国 3 年

舘子同業公会

西大街

羅増軒

民国 10 年

馬車同業公会

西大街

高累升

民国 14 年

第九款

戸数

一般商業

コハ鄭家屯商買一覧表。糸房一五戸、雑貨商四
二戸、小雑貨商三八戸、鮮果煙草店四〇戸、京貨
荘二〇戸、估衣舗一五戸、軍衣荘四戸、皮貨荘一

磁鉄舗五戸、首飾舗一〇戸、石印局六戸、染房一
〇戸、鐘表舗一戸、銃子舗五戸、牛馬舗四戸、転

生産額（元）

3

530,000

198,850

油房

11

710,000

424,500

麻房

11

21,000

227,143

粉房

8

12,000

69,000

縄麻舗

8

6,500

49,450

醤園

5

5,700

6,420

―

―

―

皮被廠

8

42,000

113,700

皮靴廠

1

2,000

9,550

鞁靼舗

6

1,200

25,050

鞭杵舗

6

4,100

17,800

毡子房

10

41,000

52,200

皮箱舗

4

5,500

92,500

車舗

6

35,000

234,000

水舗

5

24,000

100,460

匝子舗

―

―

―

柳缶舗

7

12,500

11,623

槍鑪

5

9,000

108,700

ょよ

3

13,000

14,209

鉄匠鑪

7

8,500

30,500

洋鉄舗

6

1,200

6,960

紡績工廠

2

7,000

21,039

桟房

7

16,900

152,270

口袋舗

2

1,000

23,300

帯子房

―

―

―

石碱工廠

1

2,000

12,750

洋燭工廠

1

1,000

1,800

炸炮舗

4

3,400

10,308

紙房

4

2,300

簍舗

6

3,800

4,426

蒲包

6

1,151

24,300

鞋舗

5

5,100

1,460

帽舗

5

4,100

178,156

香会

2

5,000

32,290

165

156,950

2,260,856

碾磨做房
合計

七戸、粮桟二四戸、銀号銀荘九戸、粮米舗二六戸、
当舗四戸、茶荘八戸、餜食舗二二戸、五金行四戸、

資本（元）

焼鍋

麻子油房

750,109

※今石炭ノ内訳ヲ示セバ

一般工業

種類

4,802,500

棉花

ヘ

第十款

備考

大布

6,132
（昭和三年度統計）

〔備考〕
資本ハ土地及家屋等ノ固定資本ヲ含マズ。戸数モ亦大ナル
モノヽミヲ掲ゲタリ。

運公司五戸、代理処八戸、小銅匠舗三戸、雨傘舗
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商工業者名

（イ）日本人
営業科目

商号

経営者

所在地

特産商

徳盛隆

菅野高治

南大街

特産商

福興公司

光崎鉄平

老税品胡同

石炭商

松昌公司

川野鉄治

南大街

請負業

泉水洋行

神戸末吉

南大街

雑貨商

山口洋行

山口雄造

北大街

薬品店

広済堂

窪田善太郎

北大街

（ロ）中国人
営業科目

商号

資本

経営者

所在地

油房粮業

福順店

100,000 元 石慶堂

西大街

油房粮業

永発長

90,000 元 郭慎九

東大街

油房粮業

元享利

80,000 元 馬栄久

興元太胡同

油房粮業

万源桟

60,000 元 張世辰

電皷胡同

油房粮業

天合長

60,000 元 温益享

東大街

油房粮業

議合興

50,000 元 李全福

東大街

油房粮業

義順厚

50,000 元 電鳳閣

北大街

油房粮業

巨盛泰

20,000 元 史雲章

北大街

油房粮業

慶り桟

80,000 元 馮明九

老税局胡同

油房粮業

福興久

50,000 元 趙廷棟

鎮辺街

油房粮業

福徳源

30,000 元 李瑞廷

富賞街

油房粮業

豊聚桟

80,000 元 間樹勲

南大街

油房粮業

永記桟

35,000 元 張薄一

西大街

焼鍋粮業

益源湧

60,000 元 揚浦臣

北大街

焼鍋粮業

万盛泉

50,000 元 何斧芹

南大街

焼鍋粮業

峻豊桟

70,000 元 尹佈宣

西大街

粮業雑貨

万源聚

50,000 元 劉絵廷

十四街路北

粮業雑貨

福順興

40,000 元 世鴻升

北街

粮業雑貨

徳順恒

35,000 元 薪菊豊

南街

粮業

徳順長

50,000 元 李振邦

南街

雑貨

聚泰隆

60,000 元 徐闊堂

北街

雑貨

福盛合

30,000 元 王雲五

北街

雑貨

炎成永

40,000 元 雲声軒

北街

雑貨

義源大

40,000 元 従園

北街

雑貨

徳源泰

30,000 元 当慶元

北街

雑貨

恒昌源

35,000 元 焦子坊

北街

雑貨

永昌号

30,000 元 田子周

南街
（完了）
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東亜同文書院大学の記録に現れる朝鮮人実業家・林承業についての簡述

〔論文〕

東亜同文書院大学の記録に現れる朝鮮人実業家・
イムスンオプ

林承業についての簡述

～『東亜同文書院大学東亜調査報告書（昭和十四年度）
』を手掛かりに～
愛知大学東亜同文書院大学記念センター

ポスト・ドクター

武井義和

日本人商社の中に、朝鮮人経営のものが含まれて

はじめに

いた事実が浮かび上がってくる。

卒業年次に達した東亜同文書院生が夏休みを中

日中戦争期における朝鮮人の中国進出の問題に

心とする 2 ～ 3 ヵ月（場合によってはそれ以上）

ついて、幸野保典「戦時期における朝鮮人の中国

の日数を費やして、中国各地を調査して回った大

大陸 “ 進出 ”」、同「『在支半島人名録』一九四二

旅行の中から後世に『調査報告書』と『大旅行記』

年度版の統計分析」（『青丘学術論集』23、2003

が残された。これらは当時の中国各地の事情をつ

年）などの研究があり、当時の資料を引用して朝

ぶさに知ることができるだけでなく、例えば日誌

鮮人の本格的な中国流入が日本軍の大陸侵略と軌

に該当する『大旅行記』は道中の様子や面会した

を一にしている点、就業者の多くが零細資本によ

人々、目にした光景や学生の感想、そして旅する

る流通・サービス業の従事者であったこと、そし

学生が誰に会ったかなどについて知ることができ

て彼らの経済活動が日本軍の侵攻や占領を背景・

る資料である。また、1939 年から 1941 年にか

前提としていたこと、そのために経済基盤が貧弱

けて出版された『東亜同文書院大学東亜調査報告

であったということを指摘している（1）。

書』は戦時中という関係上、時局的なテーマが並

これらの諸点を踏まえながら、本論は主に今村

び、また調査対象地も主に日本の勢力下にある地

報告を手掛かりとして、同報告に登場する朝鮮人

域という制約があるが、日本軍占領下の中国を知

実業家の林承業を事例として取り上げる。後で述

る上でも貴重な資料である。

べていくように、林は戦前から上海に居住してい

さて、日中戦争期には多くの日本人が中国の日

た人物であり、日中戦争期に中国に渡航してきた

本軍占領地などへ進出したが、この中には日本人

タイプとは異なる。また、戦争中は有力な実業家

だけでなく、当時「日本人」という法的位置付け

の一人でもあった。そうした彼の戦前から戦中に

に置かれた朝鮮人も多く含まれていた。例えば

かけての経済活動や中国渡航後の軌跡について、

『東亜同文書院大学東亜調査報告書（昭和十四年

『外務省警察史』や戦時中に朝鮮で発行されてい

度）』所収の今村一郎「安徽省長江流域に於ける

た『大東亜』などの雑誌も合わせて用いることで

日本人商工業者の活動状況」には、今村自身明記

浮き彫りにすることを試みる。

していないが各種資料と付き合わせると、1939

ただし、林承業に関する資料は非常に少ないた

年当時日本軍占領下の安徽省蕪湖に進出していた

め、断片的にならざるを得ない。また、林の上海
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での具体的な経営状況などについても取り上げる

大豆、とうもろこし、菜種、豚腸、豚毛、鴨毛、

必要があるが、資料の制約などにより明らかにし

鉄鉱石などがあり、日本人の商社が移出する場合

得ない点が間々あることを予めお断りしておく。

には組合への加入がまず必要で、物資を移出する

１．1939 年当時の蕪湖における「日本」商社

場合には最初に蕪湖領事館（分館）と軍特務部の
許可を受け、さらに南京特務機関の搬出許可を受

安徽省の中心地であった蕪湖は、1914 ～ 1915

けて初めて搬出が可能となるという流れであっ

年頃には日本人が 150 名ほどおり、日本の商社

た（6）。また、蕪湖への移入物資は上海からの物資

や出張所が多く開設されていたが、その後国民政

が多く（7）、その関係上、上海とのつながりのある

府の排日や不況の影響で日本人の活動は薄らぎ、

商社は 17 社ほどあった（8）。

日中戦争勃発直前の時期は塩岡洋行と同盛号の 2

さて、今村報告に掲載されている在蕪湖日本商

社、在留邦人 38 名ほどに衰退している有様だっ

社は 62 社あり、うち出張所や営業所を蕪湖に設

た 。

置する商社 44 社、蕪湖に本社を有する商社 12

（2）

しかし戦争勃発により蕪湖は大打撃を受けた

社、不明・無記載 6 社であった（9）。今村は「在蕪

が、日本軍が占領し復旧工作が行われた結果、復

湖邦人商は上海に本店を有する洋行の出張所であ

帰した中国人は戦前より増加し、その関係で物資

（10）
る」
と指摘しているが、既述のように蕪湖へ

の移動が長江随一の位置を占めるようになっ

の移入物資は上海よりの物資が多かった点を考え

た 。一方、日本人も増加し、1939 年 6 月 1 日

れば、戦争の進展とともに上海に本店を有する商

時点で 265 戸 642 名、内訳は「内地人」234 戸

社が、出張所や営業所の形で進出したものといえ

543 名、朝鮮人 19 戸 85 名、台湾人 12 戸 14 名

る。また、資本金の規模についてみると、高額順

であった。職業の上位３に限定して挙げると、
「内

に三井洋行 1 億 5 千万円、日本通運（株）3,500

地人」の場合は会社員 94 戸 107 名（含女性・子

万円（ただし本社資本額）、松風洋行 2,000 万円、

供）、貿易商 58 戸 100 名（含女性・子供）、飲食

国際運輸（株）50 万円（本社資本額 500 万円）、

店 16 戸 83 名（含女性・子供）の順、朝鮮人は

三河興業株式会社 40 万円（ただし本社資本額）、

慰安所２戸 24 名、貿易商 8 戸 23 名（含女性・

清水洋行 40 万円、日華産業（株）20 万円、杉本

子供）、雑貨商１戸 13 名（含女性・子供）の順、

組 10 万円、瀛華洋行 10 万円の順になっている。

台湾人は貿易商 6 戸 8 名、会社員 4 戸 4 名、雑

この中で松風洋行は個人経営で「独立商店」とあ

貨商 2 戸 2 名となっている。なお、上記「内地

るため、蕪湖が本店であることが分かるが、同地

人」の項目では触れなかったが、慰安所と雑貨商

に本社を置く商社では最大資本額である。以下、

がそれぞれ 4 戸と 20 戸、ともに 63 名で飲食店

5 万円 11 社（うち 1 社は本店の資本額）、4 万円

に続いている 。こうしてみると、朝鮮人の場合

3 社、3 万円 6 社、2 万円 8 社、1 万 5 千円 5 社、

は慰安所関係者が最多だが、「日本人」全体とし

1 万円 9 社、5 千円 6 社、3 千円 1 社であり、ほ

て見れば貿易商が多く、合計 72 戸 131 名（含女

かに 10 万ドル 2 社、1 万ドル 1 社、不明 2 社で

性・子供）となる。

あった（11）。ここに示される様に、5 万円の資本金

（3）

（4）

しかし、蕪湖は日本軍の作戦地域に当たってい

を有する会社が最多であり―資本金 1 万 5 千円と

たため、一般の自由通商は禁止されており、蕪湖

1 万円の商社を「1 万円台」として括ると、この

への移入品は軍用品や宣撫用品が主とされ、そし

ランクが最多になるが―、資本額から言えば中堅

て特務機関の許可を受けた者だけが移出入を認め

的な位置を占めていたといえよう。

られていた 。一方、蕪湖からの移出物資は米、
（5）

この中で林承業は、林盛公司という会社の支店
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を蕪湖に資本金 5 万円で設置しており、土産物を

に結成された上海高麗商業会議所の会員としてで

蕪湖から搬出、蕪湖へは日用品・雑貨・食料品を

ある。この団体は商業発展について研究を行うと

搬入していた（12）。

ともに、「所員ノ情誼ヲ敦睦シ其ノ生活安定ヲ相

したがって、林が経営する林盛公司の蕪湖支店

互協進セシム」ことを目的としており、また朝鮮

は同地において中堅商社の１つとして、物流の一

本土から上海で商業を行うために依頼があった場

翼を担っていたということができる。では、林盛

合には、「特別ニ義務的ニ引導シ其ノ営業上絶対

公司とその経営者林承業について次章でみていく

的安全的ニ極力保護ス」することを事業の 1 つと

ことにする。

していたが、この会員に林承業の名とともに、初
めて「林盛公司」の名が雑貨商として現れる（18）。

２．林承業の経歴と林盛公司

林盛公司の設立は 1927 年であるため（19）、おそら

1943 年 3 月発行の雑誌『大東亜』誌上では、

く 1920 年代に独立運動から実業に転じて行った

上海で活躍する 7 名の朝鮮人実業家の紹介記事が

ものと推察される。しかしながら、上海高麗商業

掲載されており、その中に林承業が含まれている。

会議所会員として名を連ねる玉観彬（薬種商）、

林は「京華産業株式会社社長」として紹介されて

孫昌浩（玉観彬方店員）、田龍徳（食料品商）、趙

いるが、これは上海の実業家たちの組織であった

尚燮（人参商）、郭憲（写真業）、金時文（雑貨

「半島取引組合」を改組したもので、朝鮮と中国、

商）、李武相（歯科医）、朴昌世（薬種商）、金明

特に華中との貿易を行っていた会社であったとさ

濬（写真業）のうち、趙尚燮、郭憲、朴昌世、金

れる

明濬は 1929 年前後の時期に独立運動に関与して

。しかし、彼が林盛公司も経営していた

（13）

ことは、同誌掲載の氏名広告で確認できる（14）。
さて、記事では林について上記の紹介とともに、

いた（20）。
こうした点から、上海高麗商業会議所は独立運

生まれが平壌であること、そして「何しろ大正六

動と何らかの関係があったのかという疑問が浮か

年に上海に渡つて来られたから二十幾年を経、終

ぶが、それを示す資料はなく、また同会議所は実

始一貫上海半島人の指導と斡旋に努力して来られ

際には見るべき活動がなかったようである（21）。

（15）
た功績は最も大なりと云へる」
と記される。

結局、林は独立運動家として活躍していた時期

大正 6 年、即ち 1917 年に上海に渡来して以降、

があったが、1920 年代末までには実業に転じてい

上海在留朝鮮人のために尽力してきたという趣旨

た。一方、上海高麗商業会議所に参加し、独立運

である。しかし、この記録からは渡来以降日中戦

動に関与するかたわら会社・商店を経営する朝鮮

争勃発時までの、林の経歴が大きく切り落とされ

人との繋がりもあったことが見出せる。ただ、そ

て い る。『 外 務 省 警 察 史 』 に よ れ ば、2 年 後 の

れがどの程度のものであったのかは定かではない。

1919 年、三一運動の影響を受けて同地に朝鮮独

３．戦時下上海の林盛公司の経済的地位

立を目指す韓国臨時政府が樹立されると、同年 4
月に同政府内務部委員に選出されており（16）、ま

日中戦争前、上海における朝鮮人の商工業は極

た同年 10 月には内務部より独立運動に関する協

めて不振であり、大貿易業や大工場を経営する者

議のため朝鮮に派遣されている

がほとんどなく、日本人・中国人・外国人の間に

。したがって、

（17）

1919 年当時は独立運動家として活動していたこ

介在して雑貨食料の仲介か禁制品類の売買をする

とになる。

程度であった（22）。ところが、戦争が始まって以

だがその後、彼の消息は不明となるため、この

降「一般日本勢力の抬頭せるに乗じ雑貨食糧商を

間の動向は分からない。次に現れるのは 1929 年

相当大規模に営業をなし又奥地との物資取引、或
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は慰安所飲食店営業等に乗り出し相当業績を示し

留朝鮮人主要特殊企業調査」から編集し直したも

俄かに数万金の巨利を博せる者多数ありたる

のである。2 万円以上の資産を有するものが挙げ

（23）
が…」
（原文は漢字カタカナ文）と、日中戦争

られており、原典の注釈には資本金 1 万円以下が

により事業の規模を急激に拡大し、雑貨食糧、中

さらに 85 名いること、また○印のものは日中戦

国内陸部との物資取引、そして日本軍の侵出にも

争後に進出、または産をなしたものを示すことが

関わる慰安所など、戦争に関係する職種で短期間

記されている（28）。資本金 1 万円以下の企業の存

のうちに大きな利益を手に入れた者がいたことを

在は、「大観するに未だ…幼稚なる小企業の域を

明らかにしている。これは、従来の居住者が戦争

（29）
脱せず」
（原文は漢字カタカナ文）という全体

により利益を得るチャンスを入手したケースが

的な上海朝鮮人の経営状況が影響していると考え

あったことを示している。だが一方で、「今次事

られる。

変後漸く朝鮮方面よりの小資本家進出し来たり在

したがって、表に示される企業は比較的に資本

来地元商工業者と共に一斉に運輸請負、雑貨、旅

額が大きいもの、または職種的に目立つものが特

館、料理店等の営業に従事し、又奥地との取引貿

に挙げられたものと思われる。特徴としては○印

易を開始せる等企業界稍々活気を呈するに至りた

が多いことから、日中戦争勃発後に上海へ渡来し

る…」 （原文は漢字カタカナ文）とあるように、

たか、戦争に乗じて戦時利益を獲得したと見做せ

日中戦争は戦争に便乗して経済活動を行う新たな

るケースが目立っていたことが分かる。そして職

渡来者も登場させた。

種は「雑貨食糧商」、貿易商や「貿易取引」が多

（24）

外務省の統計によれば、1936 年 12 月末時点
の上海朝鮮人人口は 1,797 名、日中戦争勃発直後
の 1937 年 10 月には 330 名と減少しているが、

いが、一方でダンスホールやカフェー、そして慰
安所など、やはり戦争に関わるものが目立つ。
さて、林盛公司は 1927 年設立時の資本額につ

1940 年 1 月 時 点 5,523 名、1941 年 1 月 時 点

いては資料がないので不明だが、1938 年ないし

5,240 名と推移していることが確認できる（1940

1939 年の資本額は 2 万円とも 3 万円とも表記さ

年と 1941 年は上海周辺部も含む）。ただし、『中

れ、記録により若干の誤差があるが（30）、表にも

華民国在留朝鮮人概況』（朝鮮総督府官房外務部、

記載されていることから、上海の朝鮮人企業とし

1939 年）では 1938 年の朝鮮人数を 3,138 名と

ては資本金をそれなりに有していた存在と捉えら

している（25）。

れていた様子がうかがえる。ただ、上海の本店が

しかし、朝鮮人の移動は必ずしも朝鮮半島だけ

2 万円ないし 3 万円であるのに対し、1. で触れた

でなく、
「満洲」など他所からの流入もありえたこ

ように蕪湖の支店が 5 万円の資本金を有している

と、そして渡来者全てが「小資本家」ではなく、一

ため、本店の資本額に疑問が生じる。確実なのは、

攫千金を目論んで来た者も多く含んでいたであろう

戦争中も林盛公司を経営し、そのかたわら朝鮮と

こと

、また、当時の朝鮮人は「時機」に便乗し

華中の貿易を行う「京華産業株式会社」の社長を

て利益を得た者ばかりではなく、それに乗ることが

務めたこと、そしてそれと関係あると推察される

できなかった者もいたであろうことも注意しておく

が、1943 年には「…無錫に今度数十万円を投じ

必要がある

大きな精米所を設け米穀精米事業に熱を出してい

（26）

。

（27）

では、こうした状況下での林盛公司の位置付け

（31）
る…」
と、精米事業にも進出していたことで

について、表で確認しておく。表は『中華民国在

ある。この点は、戦争中に林盛公司経営や「京華

留朝鮮人概況』所収の、1938 年 10 月頃に上海

産業株式会社」社長を務める中で、精米所事業に

の主要な特殊企業についてまとめた一覧「上海在

進出できるだけの資金をさらに獲得していったこ
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とを示すものと考えられる。換言すれば戦争中に

展したタイプである。この点についていえば、先

事業を拡大したことになるのだが、その詳細につ

行研究が当該期の多くの朝鮮人の特徴の 1 つとし

いては更に研究を進めて明らかにしていかなくて

て指摘する、就業者の多くが零細資本による流

はならない。

通・サービス業の従事者であったという事柄は当

表

てはまらない。やはり戦争前から行ってきた林盛

上海朝鮮人の主要特殊企業調査一覧表

営業種別
○ 鋼鉄取引

商号
三河興業
株式会社

資本額（円）経営主

公司の事業や、同社の資本（戦前の額は不明だが）

本籍

400,000 奉在龍 平安南道

製薬業

三徳洋行

80,000 金亨植 忠南牙山郡

貿易商

半島貿易公司

50,000 張斗徹 京城府

を基盤として戦争中に発展したと捉えるべきであ
る。
さて近年、日中戦争期の朝鮮人資本家による中
国進出を「侵略」の観点で分析する韓国人学者の

○ 精密機械修理
東海洋行
石灰製造

30,000 孫昌植 全南咸平郡

○ 万年筆製造

文記工芸廠

20,000 金守仁 全南麗水郡

○ ダンスホール

極東ダンス
ホール

20,000 宋世浩 京城府

○ カフェー

ベビー

20,000 趙東鉉 平安南道

○ 雑貨食糧商

同信洋行

50,000 白利淳 平安南道

に植民地支配があり、単に「中国侵略」の枠組み

徳泰昌

20,000 金河鐘 咸鏡南道

だけでは捉えられない複雑な問題を含んでいると

雑貨食糧商
雑貨食糧商
○ 貿易商

30,000 桂春建 平安南道
九龍公司

○ 貿易商

20,000 金仁甲 咸鏡南道

○ 貿易商
○ 貿易商

30,000 金尚用 忠清南道
200,000 崔永沢 京城府

韓永貿易公司

30,000 韓奎永 平安南道

○ 貿易商

30,000 李泰鉉 平壌府

○ 貿易商

30,000 安俊生 黄海道

○ 慰安所

30,000 朴日碩 平安北道

○ 慰安所

20,000 金一準 慶尚南道

○ 慰安所

20,000 李昌祚 京畿道

○ 慰安所

20,000 李相祐 京城府

○ 慰安所

20,000 李致雲 平安南道

研究も登場しており、林承業もその範疇で捉えら
（32）
れている。
しかし、日本の植民地統治下に置か

れていた朝鮮人の進出を突き詰めていけば、根底

考える。林承業の歴史的な位置付けも、こうした
点を踏まえながら、更に実態を解明していく中で
行われなくてはならない作業である。
以上の様な問題意識を持ちつつ、今後さらに林
承業を含む日中戦争期の中国に存在した朝鮮人に
ついて、研究を進めていく必要性があると考える。
注：

○ 貿易取引

金華洋行

30,000 金昌華 平安南道

雑貨洋品

林盛公司

30,000 林承業 黄海道

出典：『中華民国在留朝鮮人概況』45 ～ 47 頁（朝鮮総督府
官房外務部、1939 年）。
注 1：上記出典をもとに、筆者が表に直した。

（１） 幸野保典「戦時期における朝鮮人の中国大陸 “ 進出 ”」
70 頁、71 頁（『青丘学術論集』23、2003 年）
（２） 今村一郎「安徽省長江流域に於ける日本人商工業者の
活動状況」428 頁（『東亜同文書院大学東亜調査報告書
（昭和十四年度）』上海東亜同文書院大学、1940 年）。
（３） 同上 429 頁。
（４） 同上 436 ～ 438 頁。
（５） 秋山安正「安徽省における物産出廻取引状況」334 頁

おわりに

（前掲『東亜同文書院大学東亜調査報告書（昭和十四年

本論では林承業と彼が経営した林盛公司の経営
について、雑駁ながら述べてきた。林は 1919 年
頃 上 海 で 独 立 運 動 家 と し て 活 動 し て い た が、
1927 年に林盛公司を設立して実業に転身し、日
中戦争中に実業家として大きく成長した。した
がって、彼は日中戦争勃発後に渡来した朝鮮人で
はなく、戦前から上海に居住し戦争勃発後に時流
に乗る形で成長する時機を掴み、実業家として発

度）』）。
（６） 同上 335 頁。
（７） 同上。
（８） 同上 342 ～ 343 頁。
（９） 今村前掲報告 441 ～ 444 頁。
（10） 同上 445 頁。
（11）（9）に同じ。
（12） 今村前掲報告 444 頁、449 頁。
（13）「上海に於ける九千同胞の活躍を見る」97 頁（『大東
亜』1943 年 3 月号）。
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（14）「戦捷之新春・上海人士」121 頁（前掲『大東亜』）。

（24） 同上 45 頁。

（15）（13）に同じ。

（25） 外務省東亜局『満洲国及中華民国在留本邦人及外国人

（16）『 外 務 省 警 察 史 』46、145 頁（ 不 二 出 版、2001 年、

人口統計表』第 29 回 104 頁（1936 年）、外務省東亜局

復刻版）。

第三課『中華民国在留本邦人及第三国人人口概計表』

（17） 同上 172 頁。

11 頁（1940 年）、同 17 頁（1941 年）、前掲『中華民国

（18） 機密第 619 号「上海高麗商業会議所設置ニ関スル件」

在留朝鮮人概況』15 頁。ただし、外務省の統計表・概

（外務省記録『在外邦人商業（商工）会議所関係雑件』１）
。

計表はそれぞれ復刻版『戦前期中国在留日本人統計』6、

（19）『上海商工録』263 頁（上海日本商工会議所、1939
年）。

7、8（不二出版、2004 年）。
（26） 前掲「戦時期における朝鮮人の中国大陸 “ 進出 ”」65

（20） 例えば、郭憲と金明濬は 1928 年当時、韓国唯一独立

頁、67 頁。なお、幸野氏は一攫千金を目指す朝鮮人の

党上海促成会の執行委員（『外務省警察史』45、221 頁、

渡航について、華北を対象として論じているが、上海地

不二出版、2000 年）、趙尚燮は 1929 年当時、韓国老兵

域でも状況はさほど大差なかったと思われる。

会理事（前掲『外務省警察史』46、261 頁）、朴昌世は

（27） 同上 71 頁では、朝鮮人の雇用市場の狭隘性を挙げ、

1931 年 当 時、 丙 寅 義 勇 隊 長（ 前 掲『 外 務 省 警 察 史 』

朝鮮人の成功者の登場が必ずしも朝鮮人の雇用市場の拡

45、283 頁）の地位に在った。

大にストレートに結びついたわけではなかったと指摘し

（21） 栗田四郎「不逞鮮人団体の新党樹立運動の概況並金九

ている。

一派の動静」所収の「不逞鮮人団体一覧表」では、上海

（28） 前掲『中華民国在留朝鮮人概況』47 頁。

高麗商業会議所は民族系団体の 1 つとして捉えられてい

（29） 同上 45 頁。

たが、これらの団体は有名無実か主義的色彩が薄いと見

（30） 本論でも明らかなように、『中華民国在留朝鮮人概況』

なされていた（『思想情勢視察報告集（中華民国在留不

は林盛公司の資本金を 3 万円としているが、前掲『上海

逞鮮人の動静）』1936 年、ただし復刻版、社会問題資料

商工録』263 頁では 2 万円となっている。

研究所編、1976 年）。

（31）（13）に同じ。

（22）『中華民国在留朝鮮人概況』44 頁（朝鮮総督府官房外

（32） 金仁鎬「太平洋戦争時期朝鮮人資本家的 “ 中国侵略 ”」

務部、1939 年）。

133 ～ 134 頁（『抗日戦争研究』1、2006 年）。

（23） 同上 44 ～ 45 頁。
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〔研究ノート〕

高橋正二『在清見聞録』第一、第二
——日清貿易研究所の学生による記録——
愛知大学非常勤講師

石田卓生

本稿は、日清貿易研究所の学生であった高橋正

上 海 日 清 貿 易 研 究 所 に 入 学 し、 二 十 六 年

二の在学中の手記『在清見聞録』を紹介するもの

［1893］卒業、其後引続き日清商品陳列所に
在て実地練習を続けた。

である。
『在清見聞録』は、中村彰夫『在清見聞録』1 が

二十七年［1894］、日清戦役起るや、第二

「経済地理学研究の一助にすることを目的」 とし

軍に通訳官として従軍し、媾和成立の後、台

てすでに紹介しているが、全 105 編の文章のう

湾憲兵隊付に転じ、次で三井物産合名会社香

ちわずか 6 編を収めるのみであった。後述するよ

港 支 店 に 勤 務 し、 約 二 年 に し て 三 十 五 年

うに参考にした高橋正二資料は『在清見聞録』第

［1902］退社、同十月上海東亜同文書院に聘

一〜第五、『日誌第二』、『雑書綴』があるが、本

せられ、教授兼寮監として書院第一二期生の

稿では紙幅の制約から『在清見聞録』第一、第二

教育に当り、四十年［1907］十二月之を辞

の全文を紹介する。

し、帰郷後は久留米市立商業学校［現久留米

2

高橋正二について専論はないようであるが、唯

市立久留米商業高等学校］教諭に任じ、爾後

一まとまった記述がみえる『続対支回顧録』の該

昭和五年［1930］に至る二十五年間、専ら

当部分を引用し経歴を確認したい。なお、漢字は

同校の支那語教師として勤続し、其間幾回か

新字体に改めた。［

生徒を督率して、支那内地に修学旅行を試み、

］内は引用者による。

啓発する所あり、後昭和八年［1933］九州
君は福岡県の人、旧久留米藩士高橋正幸の

帝国大学の講師として、支那語の講師を嘱託

三男、明治三年一月二十四日［1870 年 2 月

され、其他久留米憲兵分隊及び九州医科専門

24 日］、久留米市篠山町に生れた。十九年

学校3 等の語学並に書道講師を委嘱され、従

［1886］久留米中学校［現福岡県立明善高等

六 位 勲 六 等 に 賞 叙 せ ら れ た。 昭 和 十 一 年

学校］を卒業の後、同年上京して私立東京英

［1936］七月、病を以て篠山町の自宅に逝く。

語 学 校 初 等 科 に 入 学、 同 二 十 一 年［1888］

享年六十七。4

の春卒業す。
二 十 三 年［1890］ 久 留 米 市 費 生 と し て、
1
2
3
4

日清貿易研究所時代について補足すれば、高橋

中村彰夫「在清見聞録」『第一経大論集』第 9 巻第 1・2 合併号、第一経済大学経済研究会、1979 年 9 月、51 〜 77 頁。
同註、51 頁。
九州医科専門学校。九州医学専門学校の誤りであろう。現在の久留米大学。
『続対支回顧録』下巻、545 〜 546 頁。
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正二『日誌第二』の 1891（明治 24）年 9 月 9 日

時 代（1903 年 5 月 15 日 〜 1907 年 12 月 30

付に「此日着滬ノ一周年ニ当ル」とあることから、

日7）には、同校専用中国語発音教材『北京官話

高橋が日清貿易研究所で学ぶために上海に渡った

声音譜』8 を著し、後の東亜同文書院独自編纂中

のは 1890 年 9 月 9 日と確認できる。帰国したの

国 語 教 科 書『 華 語 萃 編 』9 へ も 影 響 を 与 え て い

は日清戦争の最中である。1894 年 7 月の開戦後、

る。10

同 8 月 12 日の在上海日本領事の引き揚げ後も彼

この高橋と中国語との関わりの出発点ともなっ

は教員御幡雅文や同窓生青木喬5、中島真雄、角

た日清貿易研究所は、1890 年に中国で諜報活動

田隆郎、三谷末次郎、吉原洋三郎、猪田正吉、土

に従事した経歴をもつ陸軍将校荒尾精11 によって

井伊八、金島文四郎、沢本良臣、岩本嘉次郎と共

貿易実務者養成を目的として上海に設立された教

になお上海に留まりつづけ、同 8 月 24 日に日本

育機関であった。これ以前、1884（明治 17）年

領事から邦人保護を委託されていたアメリカ領事

にも同じく商業専門家養成を目的とした東洋学館

によって強制的に帰国させられている 。つまり、

が上海に開学しているが、十分な教育活動を行う

彼 の 日 清 貿 易 研 究 所、 日 清 商 品 陳 列 所 時 代 は

ことはできなかったようであり、1 年ほどで閉校

1890 年 9 月 9 日 か ら 1894 年 8 月 24 日 ま で で

している。12 日清貿易研究所も日清戦争勃発のた

あった。

めに 1894 年には閉鎖されており存続期間は短

6

高橋は日清貿易研究所以来つねに中国語に携わ

かったものの第 1 期生を卒業させ13、その中から

り続け、東亜同文書院の教員となって以降は一貫

長江流域の漕運業に従事し後に東亜同文会理事長

して中国語教育者として活動した。東亜同文書院

ともなった白岩龍平14、中国東北地方で活動した

青木喬（1865 〜？）。現在の福岡県久留米市に生まれる。1880 年県立久留米中学校（現明善高等学校）入学、1890 年 9 月
上海に渡り久留米市の学費半額補助をうけて日清貿易研究所に入学、1893 年 6 月卒業。日清戦争では通訳官として従軍、講
和後は台湾総督府に勤務する。日露戦争時も通訳として従軍している。1906 年宏文学院（弘文学院）支那学生監督、1908 年
から 1928 年 3 月まで東亜同文書院教授を務めた。1933 年 6 月満洲国総務庁嘱託兼法制局嘱託、薦任三等となる（以上『続
対支回顧録』下巻、463 〜 473 頁参照）。著書に『支那時文類編』（東亜同文書院、1918 年 4 月、1928 年 3 月）、『現代支那
尺牘教科書全』（東亜同文書院、1924 年 5 月。ただし愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵の出版時期不明の同名書に
は「第二学年岡村正文、大正十年第二学年二学期より」という書き込みがあり、1921 年時点ですでに刊行されていたようで
ある。）がある。
6 『続対支回顧録』下巻、467 〜 468 頁。
7 松岡恭一、山口昇編『沿革史』
（上海：東亜同文書院学友会、1908 年 6 月、下編 97 頁。以下、『沿革史』と略す）に基づ
く。就職時期に関しては、本文引用の『続対支回顧録』は 1902 年 10 月としている。この相違について推測するに、これ以前
に教職歴のなかった高橋は 1902 年 10 月にまず寮監として就職し、1903 年 5 月 15 日より教授職を兼任するようになったの
ではないか。
8 高橋正二編『北京官話声音譜』上海：東亜同文書院、1905 年序。
9 『華語萃編』
。東亜同文書院での中国語教育のために校内で編まれた中国語教科書。1 年生用の初集がはじめに刊行され、段
階的に各学年毎向けに二集から四集までが刊行された。初集（1916 年初版〔1914 年凡例〕）、二集（1925 年初版）、三集
（1925 年初版）、四集（1933 年初版）。
10 拙文「東亜同文書院の中国語教材：
『華語萃編』以前について」（『中国 21』Vol.32、愛知大学現代中国学会、2009 年 12 月）
を参照のこと。
11 荒尾精（1859 〜 1896）
。尾張藩士義済の子として生まれる。陸軍教導団砲兵科、陸軍士官学校歩兵科（旧 5 期）卒。1886
〜 1889 年にかけて参謀本部から中国に派遣され情報収集、調査活動に就く。後に日清貿易研究所を設立した。台湾で急逝。
12『沿革史』
（上編第二章 30 〜 31 頁）を参照のこと。
13 日清貿易研究所の卒業者人数については、
『沿革史』（上編第 1 章 23 頁）は 77 名、
『東亜同文書院大学史』（滬友会 1955 年、
7 頁）、大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』（滬友会、1982 年 5 月、35 頁）は卒業整数を 89 名としている。
14 白岩龍平（1870 〜 1942）岡山県英田郡の荒牧大明神（讃甘神社）の神官の三男として生まれる。小学校、漢学塾を経て上
京、荒尾精の門人となり日清貿易研究所に学ぶ。日清戦争時には通訳官として従軍、講和後は中国で大東新利洋行（後に大東
汽船）、湖南汽船を起こし、後に日清汽船取締役として中国通の実業家として活躍した。彼については、中村義『白岩龍平日
記：アジア主義実業家の生涯』（研文出版、1999 年 9 月）が詳しい。
5
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向野堅一 15 といった中国を舞台に活躍した実業家

橋正二先生ハ豊富ナル材料ヲ日本ヨリ送付セラレ

16

やジャーナリストの鳥居素川 、東亜同文書院教

タル」20 と記していることから想像するに、高橋

授を務めた青木喬を輩出した。

は記録することに貪欲であったようである。本資

また、研究所関係者の一部が 1901（明治 34）

料も日清貿易研究所が刊行した中国の商習慣を中

年に同じく上海に設立された東亜同文書院やその

心に地誌的ともいえる広範な内容の『清国通商綜

運営団体東亜同文会と深く関わっていたことか

覧』21 を思わせるような詳細な記録であり、当時

ら17 東亜同文書院の前身校として位置づけられて

の中国について、そして日本の若者が上海でどの

おり 、その活動は後世に受け継がれていったと

ような生活を送り、なにを感じまた考えていたの

捉えることもできる。

か、といったことを伝えるものとしてきわめて貴

18

このような日清貿易研究所であるが、実のとこ

重なものである。

ろその資料は多くない。東亜同文書院の学校史で

さて、筆者が本資料について知ったのは、近代

ある『沿革史』に比較的詳しい紹介があるのみで

日本史料研究会主催の有馬学の講演記録の次に引

ある。これ以外では研究所の幹部であった宗方小

く部分からである。

太郎 や学生であった白岩龍平などの研究所関係
19

者についての資料や研究の中で触れられているだ

久留米市に文化収蔵館というのがあります。

けである。

ここは文書としては鶴久文書と黒岩文書とい

このように必ずしもその実像を捉えきれている

う、これはどちらもコレクターが持っていた

とはいえない日清貿易研究所を考える時、高橋正

史料なんですが、並外れたコレクターで、地

二が在学期間中の事柄を記した『在清見聞録』、

域関係の非常にいい史料を膨大に集めていま

『日誌第二』はきわめて重要な資料といえるだろ

す。この辺では有名なコレクターです。鶴久

う。さらにこの記録は一学校の記録という以上の

さんという人には僕も生前ちょっと会ったこ

意味を具えていると考える。前掲『沿革史』を編

とがあります。これは彼のコレクションの全

んだ松岡恭一と山口昇が「前東亜同文書院教授高

部でなく一部なんですが、かなりの部分を何

向野堅一（1868 〜 1931）。現在の福岡県直方市に生まれる。県立尋常中学修猷館（現修猷館高等学校）を経て日清貿易研
究所に入学。日清戦争では通訳官となり諜報活動にも従事した。講和後は台湾総督府勤務を経て奉天（現瀋陽）で茂林洋行や
正隆銀行を設立するなど実業家として活躍した。参考文献として、斎藤太郎「『骨肉』：大正期家庭教育をうかがわせる手づく
り雑誌」（『桜花学園大学人文学部紀要』第 11 号、2009 年 3 月）、同「1917（大正 7）年向野兄弟の朝鮮・満州旅行：
『骨肉』
・
大正期家庭教育をうかがわせる手づくり雑誌（2）」（『桜花学園大学人文学部紀要』第 12 号、2010 年 9 月）をあげる。
16 鳥居素川（1867 〜 1928）
。熊本に生まれる。済々黌、独逸協会専門学校、日清貿易研究所に学ぶ。大阪朝日新聞編集局長
として活躍した。
17 日清貿易研究所所長代理根津一は東亜同文会幹事長・東亜同文書院院長、同研究所評議員・舎監宗方小太郎（
『沿革史』上
編 14 頁）は同会漢口支部主任・同院監督（『沿革史』下編 96 頁）、同研究所教員御幡雅文は同院講師、同研究所学生である青
木喬や高橋正二は同院教授、同じく学生であった白岩龍平は同会幹部（後に理事長）となっている。
18 東亜同文書院の学校史である『沿革史』
、『東亜同文書院大学史』（滬友会、1955 年）、大学史編纂委員会編『東亜同文書院
大学史』（滬友会、1982 年）はすべて日清貿易研究所に紙幅を割き前身校として位置づけている。
19 宗方小太郎（1864 〜 1923）
。熊本に生まれる。済々黌、東洋学館に学ぶ。荒尾精と共に中国国内での情報収集活動や日清
貿易研究所運営を行い、後に東亜同文会設立にも参加した。1914 年東方通信社を設立している。参考文献として、国立国会
図書館憲政資料『宗方小太郎関係文書』、谷正男編『宗方小太郎文書』（明治百年史叢書、原書房、1975）、同『宗方小太郎文
書 続』（同、1977）、馮正宝『評伝宗方小太郎』（亜季書房、1977）がある。また、日清貿易研究所時代を知る資料としては、
上海歴史研究所所蔵資料を紹介した大里浩秋「上海歴史所所蔵宗方小太郎資料について」（『人文学研究所報』No.37、神奈川
大学人文学研究所、2004 年 4 月）、「宗方小太郎日記、明治 22 〜 25 年」（同 No.39、2006 年 3 月）、「宗方小太郎日記、明治
26 〜 29 年」（同 No.41、2008 年 3 月）がある。
20「沿革史編纂ニ就テ」
『沿革史』4 頁。
21『清国通商綜覧』全 2 編（全 3 冊）
、上海：日清貿易研究所、1892 年。
15
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とか久留米で引き取ったということです。鶴

ビ通信本件ノ一小冊子何者カ盗ミ去レリ」とあり、

久文書の中には、日清貿易研究所関係の当時

もともと存在しない。

行っていた初期の生徒の日記だとか見聞録だ

これら資料の内、紙幅の制約から本稿では 7 万
字あまりの『在清見聞録』第一、第二のみしか紹

22
とか、そういうものがありました。

介できない。14 万字ほどある『在清見聞録』第
これが高橋正二による記録のことで、そのマイ

三、第四、第五及び『日誌第二』は、いずれ機会

クロフィルム版が福岡市博物館に鶴久資料の一部

があれば発表したいが、ここでは収録文章の題目

として収蔵されている。

を次にあげてその概要を紹介する。

この資料は次の四つの部分から構成されている。

また、日清貿易研究所とは直接関係しないが、
台湾で軍務についていた時代の高橋が記した『雑

『在清見聞録』全 5 巻 5 冊
1890 年から 1893 年までの高橋正二によ

書綴』は比較的量がある資料であるので、参考ま

る諸記録。

でに収録文書の題目を次にあげる。
漢字は新字体、合略仮名「ヿ」は「コト」に改

『日誌第二』全 1 冊
1891 年 9 月 9 日から 1892 年 12 月 31 日

め、題名がない文章はその文頭或いは小見出しを

までの高橋正二の日誌。

あげた。□は読解不能字、□…□は同個所、［

］

は筆者補記を指す。

『書簡』全三通
猪田正吉（高橋正二の日清貿易研究所の同

『在清見聞録』収録文書一覧

窓生）から権藤千之助への書簡。

『在清見聞録』第一

『雑書綴』全 1 綴り
1895 年〜 1898 年の台湾で軍務について

「日清貿易研究所開所式祝詞」

いた期間の高橋正二による記録。

「上海租界ノ成立」

福岡市博物館の記録に拠れば原本は『在清見聞
録』と『日誌第二

明治廿四年九月起』が 1 冊

24.6×16.6 cm、
『書簡』が封書一通 18.7×7.6 cm、
『雑書綴 明治二十八年起』が 25.1×17.2 cm の大
きさである。これらはすべて毛筆によって書かれ
ており、高橋のものは漢字と片仮名、猪田のもの

「支那商人及長江運輸の概況」
「支那官制」
「支那貿易の要点附支那商人及家庭教育官吏
登用ノ事」
「上海の沿革風俗習慣商事一般附今海及普陀
山」

は漢字と平仮名を用いている。『雑書綴』以外は

「上海の景況運輸及風俗」

日清貿易研究所時代の記録であるが、『在清見聞

「支那現時ノ状態」

録』には数行先を誤写し書き改めている個所があ

「南清各地ノ概況」

ることから在学当時の手稿を元に後に筆写したも

「香港繁盛ノ理由」

のだと思われる。

「亜片ニ就テ」

日誌については『日誌第二』のみしか現存して

「支那商業地理ノ概要及運輸上ノ一般」

いないようである。ちなみに「第一」にあたる時

「直隷張家口貿易ノ景況」

期のものは、『日誌第二』の 1891 年 9 月 30 日付

「支那人反古紙ヲ重シスル事」

に「予ガ昨年渡清セシヨリ以来記セシ所ノ日誌及

「香港ニ於ケル日本雑貨ノ景況」

科学研究費成果報告書「日本近代史料情報機関設立の具体化に関する研究」（基盤研究（B）（1）、平成 11・12 年度、代表
者伊藤隆、課題番号：11490010）より（http://kins.jp/html/21arima.htm）

22
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「支那ニ於ケル毛皮類」

「上海諸般ノ情況」

「北支那輸入品及ビ其説明」
『在清見聞録』第二

「北支那人所用枡ノ名称及容量」

「匪情一班」

「天津市上ニ於ケル衡ノ種類」

「商業上支那人の有スル重ナル点」

「広東貨物陸揚及ビ船積ノ手続」

「支那ノ通貨」

「福州貨物陸揚手続」

「支那ノ質屋」

「福州市城内外職工賃銭及商業雇人ノ給料」

「会館」

「明治廿四年中支那ニ於ケル重ナル事件」

「公所」
「上海工匠及ビ雇人ノ給料」

『在清見聞録』第四

「上海市場織物丈尺幅員」

「北支那貿易事情」

「上海ニ於ケル銀行」

「清国産漆」

「釐金税」

「北支那ニ於ケル木材ノ需要」

「半税」

「湖北省ノ鉱山事業」

「支那ノ銀行」

「昆布ノ産地及支那各地ニ於ケル需要ノ割合」

「支那銀行ノ起原及現状」

「明治廿四年中上海輸入海産物担数」

「福州領事館莫大小試売ノ景況」

「支那内地商業ノ運転」

「自来水」

「広州府ノ景況」

「鴉片」

「支那内地ノ野蛮人」

「支那人ノ衣服」

「天津ノ輸入米」

「支那人ノ飲食」

「南国需要百貨輸入ノ制限」

「支那人ノ家屋」

「明治廿五年上半期長崎ヨリ支那ニ輸出セシ
重要品ノ数量」

「支那人ノ性質」
「税関」

「香港ニ於ケル各国製石鹸ノ景況」

「支那米附塩」

「清国ニ於ケル日本銅」

「賬房」

「支那金ノ輸出」

「噸税」

「雑感一束」

「北支那ノ糧穀」

「北京銀行附貨幣制度」

コンプラド

「放帳局」
『在清見聞録』第三

「天津塩商」

「怡和洋行碼頭料並ニ倉敷料規定」

「天津ノ当舗」

「支那ノ尺度」

「天津ノ洋行附輸出入重要品」

「支那ノ権衡附海関館ト上海銀」

「商事慣例」

「清国ノ兵勇」

「支那人種成国ノ関係」

「清国度量衡」

「清国ノ歳晩及年始」

「支那ノ風俗一般」

「千八百九十二年度上海貿易ノ景況」

「支那ノ物産」

「天津市上主要ナル木材」

「支那ノ製造業」

「上海ニ於ケル人参ノ商況」
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「第七号

『在清見聞録』第五

台湾島塩業調査書」明治三十年二

月十日

「武昌織布局」
「上海ニ輸入スベキ綿糸ニ就キ日本ト印度ト

「第八号

田地ノ種別

田地ノ等級并ニ税率

大租戸小租戸佃戸ノ関係

ノ比較」

租税並ニ徴税法

地券並ニ田地売買質入等ニ就テ

「自強書院ノ創設」

附記」三

十年五月十五日

「芝罘港荳油製造法」
「上海ニテ刻烟草ヲ製造輸入ト内地製造費ト
ノ比較」

「第九号

台湾ニ於ケル金融上ノ慣例」

「第十号

台湾ニ於ケル政府ノ歳入」

「許可ナクシテ爆竹ヲ放ツヲ禁ズ」明治二十

「支那南部地方ニ於ケル海産物輸入取引」

九年一月

「上海市街道路名」

ママ

日（葫蘆墩屯所）

ママ

「明治二十五年中ノ支那貿易ニ就テ」

「小銭ノ通用ヲ禁ズ」明治二十九年一月

「清国向本部産需要品ノ景況」

（葫蘆墩屯所）

「上海ニ於ケル木綿縮縬織ノ商況」

「日本銀貨ニ刻印シ又其刻印ニタルモノ通用

「千八百九十二年支那外国貿易」

ヲ禁ズ」（葫蘆墩屯所）

「上海ヨリ各港ヘノ汽船運賃ノ差及其高低ノ
季節」

「許可ナクシテ屠牛スルヲ禁ズ」明治二十九
年二月

「上海ニ於ケル保険ニ就テ」

ママ

日（葫蘆墩屯所）

「本部用トシタ借家ノ件」明治二十九年七月

「上海銀行及其荷為替取組法并ニ普通為替ノ
組織」

廿日（第二区隊本部）
「人夫代雇ノ件」明治二十九年七月

「上海ニ於ケル大売小売ノ利掛」

ママ

二区隊本部）

「上海ニ於ケル日清両商間ノ商事訴訟」

「人民安慰ノ告示」明治二十九年八月

「盛京省黄海沿岸ノ各港ノ概況」

ママ

日

「汲水時限ノコト」明治二十九年十月四日（台

「清国各港駐在本邦領事交代年表」

中屯所）

「盛京省金州城ノ沿岸」

「死屍引渡ノコト」明治廿九年十月十三日（台

「金州半島老鉄山附近ノ砂金附塩田及煤窟」

中屯所）
「後門ノ出入ヲ禁ズ」明治廿九年十月

『雑書綴』収録文書一覧

ママ

日（台

中屯所）

彰化及其附近ニ於ケル土人ノ風俗
ママ

習慣」明治二十八年十二月
「第二号

日（第

南投御屯所

「在上海日本商店ノ閉鎖并ニ其原因」

「第一号

日

「明日係

靖国祭典須用梨園演唱以為□祝…」

明治二十九年十一月二日

日

台湾、葫蘆墩両分隊管轄区域生蕃

［台中から各地ヘノ距離表］

地境ニ於ケル隘勇ニ就イテ報告（隘勇ノ起原

［軍階級の英和対照表］

及ビ沿革）」明治二十九年四月七日

「立合同議拠第九憲兵隊軍吏鈴木龍男茲因将

「第三号

モルモット」九月十六日

某々名下坐落某県某堡某街（庄）幾番戸住房

「第五号

台中城内及其附近ノ沿革」明治廿

幾所（地基幾拾幾畝）…」明治卅一年某月某
日

九年十二月廿八日（戸川軍医）
「第六号

台湾島ノ我国へ割譲前最近ノ台湾

「旧清国治下台湾府（台湾彰化苗栗雲林ノ四
県及埔里社庁）管内堡名」

府以下ノ各地方長官名左ノ如シ…」
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高橋正二『在清見聞録』第一、第二

「台湾□…□況」

「年伏シテ念フニ帝国ノ垂統二千五百有余年

「土匪処分及善後策」明治三十一年十二月一

其国祚ノ悠長ナル誠ニ外国ノ及ブナキ所トス

日稿

…」
「台湾善後四策」
台湾ノ人民ハ清国福建省泉州

高橋正二資料を見取り写しするに際し、福岡市

及ビ漳州ノ二府ヨリ移住セシ者其大部ヲ占ム

博物館によるマイクロフィルム版を用いつつ、次

…」明治三十年十一月八日

の方針で整理した。

「第六十六号

「台湾中路ニ於ケル住民ノ種族及ビ性質」

1．段落先頭を一字下げた。

「司法省顧問カークード氏演説筆記」明治三

2．濁点がない表記については適宜これを追加
した。

十一年一月十二日台中県府ニ於テ
「カークード顧問本当巡視ノ際明治三十一年

3．合略仮名「ヿ」
、
「

」をそれぞれ片仮名「コ

一月十三日彰化東門澎楊吉臣宅ニ於テ当彰化

ト」
、
「トモ」に改めた。

紳士呉徳切、周連山、楊吉臣、林朝清、黄文

4．漢字は新字体に改めた。

波、林英俊等ニ就キ本地ノ民情風土及目下官

5．仮名遣いは原文のままにとした。

民ノ間ニ於ケル調和ノ如何土民ノ感情等ヲ聴

6．読解不能な文字は□、読解不能な部分は□

取セル事項如左…一営業税徴収ノ件
開鑿ノ件

一道路

…□とした。

一刑罰ノ件

一民事裁判ニ関スル

7．原文では数値の箇条書きでしかない部分につ

件

一阿片令施行ノ件

一伝染病予防消毒ノ

いて、見やすさを考え表にまとめなおした。

件

一公文ヲ漢文ニテ発セラレタシ云々ノ

件」

8．［ ］内は筆者による訂正、註記、補記を指す。
9．見出しの数字は筆者が附したもので、巻、編、

「第九憲兵隊台湾土語専修科規則」

見出しを示す。
「1. 2. 3. 4」ならば「第 1 巻

「第五分隊

の第 2 編の第 3 見出し内の第 4 見出し」の

土語研究会規則」

「一、暴風雨一般ノ概況
所及人馬ノ死傷
処置

二、隊内被害ノ個

意である。

三、被害個所ニ対スル応急

四、暴風雨ニ際シ隊内ニ於テ執行セシ

人民政策」

読み違い、入力間違いなど多々あると思われる
が、ご教示ご指摘いただければ幸いである。

「土匪ノ状況」

本稿作成に際し、資料の調査、閲覧に関して関

「管内生蕃ノ状況」

係諸機関各位に多大なご協力いただいたことに感

「生蕃人加害表

謝します。

自明治三十年十月至仝三十

一年八月」
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ズ汲々トシテ尚ホ食ニ飽カズ常ニ命ヲ外商ニ受ク

第一

ルノ辱ニ遇フ諸君ニ許スニ此行ヲ以テスル所以ノ
モノハ彼ヲ以テ是ニ易へ難ケレバナリ今ヨリシテ

日清貿易研究所開所式祝詞

我国貿易ノ道開ケテキテ四十年外舶ノ来テ我港

後諸君負フノ所ノ任豈重カラズヤ若シ他日其任ニ

ニ出入スルモノ年ニ其多キヲ加フ有無相通ズルノ

堪ユルノ材ヲナサズンバ何ノ面目カ父母ノ国ニ帰

道益盛ナルニ至ルヤ応サニ遠キニ非ル可シ然レド

ルヲ得ン請フ能ク父兄ノ意ヲ体シ窹寝必ズ之レヲ

モ各国対峙贏輸相制スルノ秋ニ際シ世界ノ経済ヲ

忘ルヽコト勿レ既ニ設立ノ趣旨ヲ陳フ亦諸君ノ注

シテ重キヲ我国ノ一挙一動ニ措カシメ商業ノ全権

意ヲ乞ヘリ希クバ諸君旃ヲ勉メヨ我国経済ノ現況

ヲ収メテ我掌中ニ帰セント欲セバ必ズヤ東洋ヲ凌

ハ朽索ノ千鈎ヲ引クニ似タリ今此頽勢ヲ挽回シ富

駕シ欧米ヲ睥睨シ厳然トシテ商権ヲ洋ノ東西ニ振

強ノ基ヲ開カントセバ必ズヤ商権ノ恢復ヨリ急ナ

フノ素ヲ養ハザル可カラズ我国ノ志士苟モ国家経

ルハナシ商権ノ恢復ハ彼我貿易ノ大勢ニ通ズルト

済ノ前途ヲ慮ルモノ亦皆此ニ見ル処ナキニアラズ

実業ノ振作トヨリ急ナルハナシ而シテ此責ヲ負フ

然レドモ我国維新以来日尚浅ク癮痍未ダ癒ヘザル

者ハ諸君ニアラズシテ誰ゾヤ諸君今ヨリ後其業ニ

ニ国家ノ多事ナルニ遭遇シ士民殆ンド奔命ニ疲憊

勉メ他日業成ルノ後各其長ズル所ニ従テ既成ノ材

シ空シク此志ヲ果サヾルモノ幾許ゾヤ其極実業ノ

ヲ奪ハヾ欧米ヲ叱咤シ東洋ヲ風靡スルノ素モ此ニ

方針鞏固ナラズ遂ニ姑息一時ヲ苟偸スルノ弊習ヲ

始メテ其萌芽ヲ出シ本所設立ノ業モ亦徒労ニ属セ

醸成スルニ至レリ

ザルヲ得ン乎今開所式ヲ挙ルニ当リ暫ク諸君ニ望

余久シク清国ニ遊ビ大ニ感ズル所アリ曰ク此勢

ム所ヲ陳スルコト如此ト云爾
明治廿三年九月二十日

ヲ振ハント欲セバ須ク先ヅ其本ヲ治メザル可カラ

日清貿易研究所所長荒尾精

ズ本トハ何ゾヤ外ハ貿易ノ大勢ニ通暁シテ贏輸ヲ
未然ニ決スルノ素ヲ養ヒ内ハ国産ノ不振ヲ作興シ
テ実業ノ方針ヲ鞏固ナラシムルノ道ヲ開ク是ナリ

1.2

此本治ラザレバ此姑息遂ニ矯ム可カラズ此姑息矯

西暦千八百四十二年広東都督林則徐（保守主義

ム可カラザレバ豈ニ能ク外賈ヲ掣肘シテ商権ヲ振

人）鴉片ノ変乱ヨリ英国ノ艦体揚子江ヲ攻撃シ海

フヲ得ンヤ此ニ於テカ不敏ヲ顧ミズ遂ニ貿易研究

軍総宰パークル

所ノ設立ヲ企ツルニ至レリ此挙幸ニ世ノ容ルヽ所

進ンデ南京ヲ陥シ南京条約ニヨリテ遂ニ五港ヲ開

トナリ有志諸士ノ賛助ト所員諸氏ノ黽勉トニ因リ

クニ至リシガ此港モ亦其中ニ在リ蓋シ其開港ハ戦

遂ニ期年ナラズシテ起業ノ功ヲ成スコトヲ得タリ

乱ノ翌年ナリ而シテ其当時ハ泥游ノ沼池ニ過キズ

余諸氏ト共ニ父母ノ国ヲ去リテヨリ既ニ二旬内外

シテ売買品モ僅ニ鴉片ニ止マレリ此時居留地設立

準備略ホ整ヒ茲ニ明治廿三年九月二十日ヲ以テ開

ノ為メ英国領事館トナリシ来リシモノハ船長パー

所式ヲ挙グルニ至レリ此挙ニ際シ余ハ豫メ諸君ニ

ボール氏ニシテ氏ハ呉淞江ヲ以テ居留地ノ北界ト

請ハザルヲ得ザルモノナアリ夫レ清国ハ郷土ヲ離

シ洋涇浜ヲ以テ南界トシ黄浦江ヲ以テ東界トシ西

ルコト遠カラズ僅カニ一葦水ノ間ノミ然レドモ今

界ヲ定メズ之ニテ英租界トス其後殆ド十年ヲ経テ

諸君父兄ノ心情ヲ沉思スル時ハ割ク可カラザル悲

長髪賊蜂起シ上海城ヲ奪ヘリ当時仏国ノ軍艦来泊

哀ヲ忍ビ奮然トシテ諸君ノ海外ニ遊バシムル所以

セシガ乱民其国旗ニ向テ発砲セシニヨリ仏人怒テ

ノモノハ是レ必ズ大ニ此ヨリ忍ビザルモノアルニ

之レヲ攻撃シ支那ノ為メニ上海城ヲ回復シテ賊ヲ

アラザルヲ得ンヤ今日吾国商業ノ状勢ヲ見ル時ハ

撃退シタルヲ以テ支那政府大ニ之ニテ恩トシ今ノ

猶彼ノ糟櫪ノ間ニ苦メラルヽ疲馬ノ観ナキニアラ

仏租界ノ地ヲ与ヘタリ即チ洋涇浜ノ南ヨリ県城ノ
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附廓ニ沿ツタル部分是レナリ此ヨリ後即チ千八百

1.4

六十六年ニ至テ呉淞江北部ノ地ヲ借リテ美租界ト

支那政府施政ノ組織ハ大我国ト其趣ヲ異ニシ建

セリ是レ上海港ノ起原ニシテ爾来幾多ノ困難ト辛

国ノ事情ニヨリ非常ニ本部ノ人ヲ抑制シテ満州ヲ

苦トヲ経テ遂ニ今日ノ如キ繁盛ヲ為スニ至レリ

シテ勢力ヲ保タシムルノ計策ヲ用ヒタリ然レドモ

明治二十三年九月廿七日

支那官制附税関

今日ノ勢ヲ以テ之レヲ見レバ此等ノ計策ハ最早其
用ヲナス能ハザルニ似タリ今其官政ノ概略ヲ挙グ

1.3

レバ左ノ如シ

支那商人及ビ長江運輸ノ概況

支那ハ古来ヨリ士農工商ノ四民ニ区別シ頻リニ
商業者ヲ賎メシガ其実権ハ已ニ久シク商人ノ占領

1.4.1

内閣

スル所トナレリ而シテ此国民中尤モ有為ニシテ尤

有名無実ニシテ実際ノ権力ナク只コノ位ヲ守ル

モ貴ブベキハ実ニ此等商人中ニ在リテ他ハ多ク愚

ノミ此内閣ハ四人ノ大宰相ヨリ成ル（大宰相ハ大

ニシテ取ルニ足ラザルナリ恐ラクバ欧米人ト雖ド

学士ト称ス例ヘバ李鴻章ヲ文華大学士ト称スルガ

モ輸贏ヲ商機上ニ争フニ於テ決シテ軽ンズル能ハ

如シ）現今ノ四大宰相ハ李鴻章（本部人）張之満

ザル所ナラン見ヨ当上海等ニ於テ欧米ノ商人大厦

（仝上）和布（満州人）恩栄（仝上）ナリ

高楼ヲ構ヘテ取引ヲ営ムト雖モ此等ハ多ク其資本
ヲ投ゼルニ止マルモノニシテ商業上ノ治機ニ当リ
縦横無尽ニ働クモノハ皆此支那人ニ在リ

1.4.2

軍機所

雍正年間ヨリ始マル衙門ニシテ大学士ヲ以テ軍

支那ノ商業ハ其取引頗ル複雑ニシテ容易ニ之レ

機大臣ニ任ズ必枢ノ事件ハ総テ此衙門ニテ決議ノ

ヲ知ルコト能ハザルガ故ニ商業者ハ幼時ヨリ商家

上帝ノ裁決ヲ仰ギ之ヲ布施ス故ニ現今ニテハ此衙

ニ入リテ之レヲ見習ヒ凡ソ三年ヲ経テ一ケノ商人

門ハ我内閣ニ相当シ頗ル権威アル顕職ナリ此衙門

タル資格ヲ与へ是レヨリ縦横ノ策ヲ運ラスニヨリ

ヲ以テ清国現政府ノ真ノ内閣トナス現今ノ軍機大

熟達セル商人多ク従テ其商業益盛況ヲ見ルニ至ル

臣ハ張之満和布等ノ五六名ヨリ成ル

殊ニ此国ノ商人ハ頗ル遠征ノ勇気ニ富メルヲ以テ
些少ノ物品ヲ携へテ尚数百里ヲ遠シトセザルナリ
曽テ代価僅ニ九円乃至十円ノ払手□□荷ヲ以テ千

日本ノ各省ニ等シキ中央政府ノ政務ヲ司ドル主
ナルモノヲ分ツテ六部トス即チ左ノ如シ

八百清里外ニ行商セルモノアリ
支那ニ於ケル運送ノ盛ナルハ此国商業ノ発達ヲ

1.4.3

戸部

至セルヲ見ルニ足ルベシ現ニ上海ヨリ上流長江ヲ

我大蔵省ニ相当シテ全国ノ歳費等ト関スル総テ

泝リテ内地ニ入ルニ漢口迠ハ日々数艘ノ汽船（五

ノ財政ヲ司ドル之レニ任ズル現今ノ大臣ハ戸部尚

百噸以上）往来シ支那流ノ帆船ハ悉ク之レヲ算セ

書張之満仝福錕（満州人）ナリ

バ恐クバ一英里ニ五十餘艘ヲ数フルヲ得ルナラン
漢口ヨリ以内亦之レニ下ラズ其外到ル処帆船ノ江

1.4.4

礼部

流ヲ蔽フテ走ルヲ認メ実ニ盛況ヲ極ム洞庭湖ノ如

我文部省ニ相当シ文事ニ関スル官吏ノ登用等ヲ

キ広漠ナルモ時々雲ノ如ク湖面ヲ蔽フノ帆船ヲ見

ナシ且ツ諸礼式ニ関スルコトヲ司ドル現今ノ大臣

ルコトアリ

ハ礼部尚書李鴻藻仝奎潤（満州人）ナリ

因ニ記ス揚子江ハ其流千二百里餘ニシテ八百里
ノ間ハ舟運ヲ通ズト云フ
明治二十三年九月廿七日

1.4.5

工部

我国ニ於テ嘗テ設ケアリシ工部省ニ相当スルモ
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ノニシテ国内土木勧業ヲ司ドル現今ノ大臣ハ工部

帝ノ敕ヲ草スル等ノ事ヲ掌リ且ツ帝ノ行状等ヲ筆

尚書崑岡（満州人）潘祖蔭（本部人）ナリ

記スルノ事ヲナシテ真ノ勢力アリ亦此院ニ在リテ
ハ他ニ一得アリ即チ此院ニ嘗テ在リシモノニアラ

1.4.6

ザレバ大宰相タルヲ得ザルノ制アルノ一事是レナ

兵部

我国ノ陸軍省ニ相当シテ陸軍ニ関スル一般ノ政

リ故ニ此院ノ人ハ大宰相ノ候補者タル資格アル者

務ヲ司ドル最初ニ在リテハ海軍ニ兼子シガ今ハ別

ノ集合所ナルヲ以テ一般ニ名誉アル院省ナリ此院

ニ属スル所ノ衙門ヨリ現今ノ大臣ハ兵部尚書崇阿

ニハ別ニ大臣ナシ掌院学士ナルモノ之レヲ総裁ス
現今ノ掌院学士麟書（満州人）徐桐（本部人）ナ

（満州人）許庚（本部人）ナリ

リ
1.4.7

吏部

此衙門ハ我国ニナキモノニシテ全国官吏ノ功過
ヲ考へ之レガ陟黜ヲ司ドル故ニ官吏ニシテ若シ過

右ノ外総理各国事務衙門ナル独立ノ一衙門アリ
其他ニ三ノ衙門アリ即チ左ノ如シ

失アルトキハ之レヲ弾劾シテ少シモ仮ス所ナシ実
ニ勢力アルノ職務ナリ現今ノ大臣ハ吏部尚書麟書
（満州人）徐桐（本部人）ナリ

1.4.12

総理各国事務衙門

我国ノ外務省ニ相当スルモノニシテ近年ニ至リ
外国交通ノ盛ナルニ従ヒ開キタルモノニシテ今ヨ

1.4.8

リ四十餘年前始メテ設ケタリ外交ノ事ヲ専任シテ

刑部

我国法省ニ相当スルモノニシテ全国司法ノ事務

六部ト並立スト雖ドモ其権力ハ遠ク六部ヲ駕スガ

ヲナス現今ノ大臣ハ刑部尚書嵩申（満州人）孫毓

如キノ実アリ現今此衙門ノ長ハ慶郡王之レニ任ジ

汶（本部人）ナリ

外ニ八九名ノ協弁アリテ之レヲ補佐ス其中ニハ李
鴻章モ加ハリ居リテ頗ル勢力アリ故ニ李鴻章ノ勢

此六部ノ外ニ三院アリ六部ニ隷属スルニアラズ

力アルハ内政ニアラズシテ外交ニアリト云フ

独立シテ之レト並行セリ即チ左ノ如シ
1.4.13
1.4.9

海軍衙門

此衙門モ亦独立シタルモノニシテ我海軍省ニ相

都察院

諸官吏ノ過失ヲ弾劾スルコトヲ掌ルモノニシテ

当ス一両年前ヨリ創立セスレタルモノニシテ海軍

大学士大臣ト雖ドモ過失アレバ忽チ弾劾セラル現

ニ関スル事務ヲ掌ル此衙門ノ創設セラルヽ以前ニ

今ノ大臣ハ左都御史熙敬（満州人）祁世長（本部

於テハ支那ノ海軍ハ四大部（北洋、南洋、福建、

人）ナリ

廣東ノ各水師）共ニ独立シテ統一スル所ナカリシ
ガ此衙門ノ創設アリテヨリ之レヲ統一スルニ至リ

1.4.10

海軍事務大ニ進歩セリ而シテ四大部ハ各一ノ提督

理藩院

英国ニ於ケル殖民省ニ相当セルモノニシテ支那

（我海軍中将ニ相当ス）ニ隷属シ以テ海軍衙門ニ

帝国ノ管内ナル蒙古西蔵青海等ノ如キ蕃族ニ関ス

総括セラル現今ノ大臣ハ調査ヲ減ジタレバ之レヲ

ル政務ヲ掌ル現今ヲ大臣ハ理藩院恩棠（満州人）

略ス

松森（満州人）ナリ
1.4.14
1.4.11

大理寺

此衙門ハ我大審院ニ相当シ即チ高等法院ノ事ヲ

翰林院

学士輩ノ集合スル所ニシテ帝ノ顧問ニ答へ或ハ

掌ルモノニシテ大ナル訟獄ヲ断スル所ナリ現今ノ
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大理寺卿ハ明桂（満州人）馮尓昌（本部人）ナリ

1.4.20

道

一省ヲ二道或ハ三四五道ニ分ツモノナリ（我国
1.4.15

ノ道ニ似タリ）道ニ分巡兵備道ナルモノアリ俗ニ

内務府

此衙門ハ文字上ヨリ考察スルトキハ我内務省ニ

之レヲ道台ト称ス

相当スル衙門ノ如クナレドモ其実然ラズシテ我宮
内省ニ相当シ王家ノ事ヲ掌リ政務ニ関スルコトナ
シ現今ノ大臣ハ之レヲ略ス

1.4.21

道台

道長ニシテ其管下ニ在ル府或ハ直隷州等ヲ統ベ
テ省ノ首府ニ在ル各官衙ニ隷属シ其指令ニ従フ

以上列記スルモノハ中央政府ノ重ナル官衙ニシ
テ地方ノ政治ハ左ノ如ク区別セラレタリ

1.4.22

支那本部ヲ十八省ニ大別ス米国ニ於ケル州ノ如
ク独立シ其大ナルモノハ一省ニシテ我国ヨリ大ナ

府或ハ直隷州

道ヲ分ケ府或ハ直隷州トナス一道ニ二三乃至四
五ノ府或ハ直隷州アリ

ルモノアリ十八省ニハ八人ノ総督アリテ之レヲ治
ム故ニ一人ノ総督ニシテ二省ヲ管スルモノアリ三

1.4.23

知府及ビ知直隷州

省ヲ管スルモノアリ或ハ一省ヲ管スルモノアリ即

府ニハ長官知府アリ直隷州ニハ其長官知直隷州

チ直隷ニ近キ山東、山西河南ノ諸省ノ如キ是レナ

アリテ各其管内ノ政務ヲ行フ而シテ此府或ハ直隷

リ今省ノ諸官ヲ挙グレバ即チ左ノ如シ

州ハ我国ノ府県ニ相当スルモノナレドモ其管下稍
大ナリ

1.4.16

総督

其管内ノ文武ヲ総理スル頗ル権力強キモノニシ
テ（我敕任一等位）省内ノ政務ヲ総轄ス

1.4.24

州県

府或ハ直隷州ハ又数個ノ州県ニ区別セラル此州
県ハ殆ド我一行政郡市位ノモノニ相当ス

1.4.17

巡撫

一省ニハ独リノ巡撫アリ巡撫ハ総督ノ次位（我
敕任二等位）ニ在リテ省内ノ政務ヲ総べ総督ニ隷
ス

1.4.25

知州及知県

州県ニハ其長官ナル知州及ビ知県ニテ治メラレ
知州知県ハ其管内ヲ統ベテ府或ハ直隷州ニ隷属ス
支那地方官ハ州県ノ知ヨリ上総督ニ至ルマデ行

1.4.18

政ノ事務ノ外ニ司法ノ事務ヲ兼ス（恰モ我国ニ於

布政使

巡撫ノ下ニ布政使ナルモノアリテ省内財政ニ関

テ覇政ノ時ノ如シ）故ニ人民ノ訴訟アレバ大小ト
ナク之レヲ判決ス知州知県ノ下ニハ日本ノ如キ町

スル事ヲ掌ル

村吏ナシ故ニ官吏ハ知州知県迄ヲ限リトス
1.4.19

州県ニ在リテハ前管轄内ヲ分ケ五トナシ東ヲ東

按察使

布政使ニ次ギ省内裁判ノ事ヲ掌ル恰モ我国ニ於

郷トシ西ヲ西郷トシ南ヲ南郷トシ北ヲ北郷トス而

ケル控訴院ノ如キモノニシテ道ノ裁判ニ於テ決セ

シテ中央ノ地ヲ城廂ト称ス此内ニ県城州城アリ此

ザル大事ヲ判決スル所ナリ

郷内ヲ分ケ五家ト伍トシ伍十ヲ什トシ什十ヲ甲ト
シ甲十ヲ保トス而シテ各之レニ長ヲ設ケ人民ノ名

以上ノ諸官ハ各多クノ属官ヲ率ヒテ諸務ヲ弁ズ
而シテ其官衙ハ省ノ首府ニ集マレリ

望アルモノニ之レヲ命ズ其之レヲ制スルノ法ハ酷
ナリト雖ドモ支那人ニハ適当ナルベシ即チ組長ニ
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シテ組内ノ悪人ヲ知テ之レヲ官ニ告ゲザルモノハ

五十餘ノ税関ヲ認メシモアリ故ニ内地ニ入ルノ物

其悪人ト同罪トナスノ法ナリ故ニ悪人ノ伏匿スル

価ハ非常ニ其価格ヲ騰貴シテ原価ノ幾倍ニ上ルモ

懼ナシ又租税ヲ徴收スルニハ予メ知県ヨリ日ヲ期

アリ斯クノ支那ノ官吏ハ貪婪ナルヲ以テ支那国ノ

シテ納期ヲ示シテ之レヲ納メシム期ニ至ルモ之レ

革名ハ常ニ官吏ノ腐敗ニ原因スト云フ

ヲ納メザルモノアルトキハ差役（催促ノ官吏）ヲ
遣ハシテ之レヲ督責ス差役ニシテ若シ其期内ニ纏
ムル能ハザルトキハ物件ヲ収メテ去ル其残酷ナル
コト実ニ言フニ忍ビザルナリ

1.4.26 ［税関］

今又税関ノ事ニ就キ茲ニ附記センニ支那ニハ税
関ニ三種アリ一ハ新関ニシテ各開港場ニ在ルモノ
ナリ外国貿易開ケテヨリ設ケタルモノニシテ往来

以上ハ支那治国官制ノ法ヲ陳述シタルモノニシ

ノ貨物ノ税ヲ課ス所ナリ此税ハ原価ノ五分位ヲ以

テ支那政治ノ大概ヲ窺フニ足ルベシ中央政府ノ重

テ最高額トス二ハ旧関ニシテ各地ノ要処ニ設ケ往

大ナル任ヲ有スル官吏ハ総テ本部人ト満州人トヲ

来ノ貨物ニ税ヲ課スルノ所ニシテ康熙乾隆ノ際ヨ

同等官ニ用ヒ満州人ノミ用ユルコトアルモ本部人

リ設ケタルモノナリ三ハ釐金局トス咸豊ノ頃ニ之

ノミ用ユルコトナシ満州政府モ亦困難ト云フベシ

レヲ設ケタリ其税ハ原価ノ百分ノ一ヲ最低価ト定

其一例ヲ挙グレバ近来李鴻章ノ率ユル兵隊ノ練熟

ム而シテ此三種ノ税関中最モ支那人民商賈ヲ防害

スルヲ見テ若シ李鴻章ニシテ一旦反逆ヲ企ツルコ

スルモノハ釐金局ナリ此局ハ湖口県ニ於テ長髪賊

トアラバ実ニ恐ルベキコトナリトテ別ニ満州ノ兵

猖獗ノ時ニ当リ長江水師創設ノ際曽国藩胡林翼等

ヲ募リテ頻リニ之レヲ訓練セシ居レリト上大臣ヨ

軍貲ノ出ヅル所ナキヲ以テ籌餉ノ為メ長江一帯各

リ下地方官ニ至ル迠斯クノ如ク猜疑ヲ抱テ任用ス

地ニ設ケ以テ軍貲ヲ籌済シタルモノニシテ則チ支

ルヲ以テ靴ヲ隔テヽ痒ヲ掻クノ感ナキ能ハズ或人

那釐金局ノ濫觴ナリ其始メヤ其数未ダ多カラズシ

ノ説ニヨレバ支那政府ハ非常ニ財政ニ困難ナルヲ

テ商民ノ害毒ヲナスコト甚ダシカラザリシガ後年

以テ恐クハ二三十年ノ中ニハ改革名ノ戦争起ルナ

ニ至リ各省ノ督撫等省内用□…□不給ヲ口実トシ

ラン若シ起ラズシテ事済マバ支那帝国ハ確固ニ定

テ相競フテ其管内各地ニ之レヲ設□シヲ以テ現今

マルニ至ルベシト」

ニ至リテ国内到ル処此局ノ設ケアラザルハナク加

官吏ハ皆非常ニ貪婪ニシテ飽クコトヲ知ラズ賄

之局吏ノ貪欲ナル苛征暴斂至ラザルナリ商民怨嗟

賂ヲ貪リ税金ヲ横取リスルヲ以テ如何ナル小吏ト

ノ声ト共ニ内地ノ商業漸ク衰兆ヲ現ハセリ嗚呼暴

雖ドモ莫大ノ収入アリト云フ故ニ一般ニ官ヲ得ン

ノ極愚ノ至リト云ハザルベケンヤ此税支那式ノ商

コトヲ希フモノ多ク中ニハ金ヲ納メテ官ヲ買フモ

船ニテ運搬スル貨物ニノミ課シテ汽船ノ貨物ニハ

ノサヘアリト是レ権威ヲ弄スルコトヲ喜ブモノニ

課スルコトナシ故ニ汽船ヨリ運搬シテ一ノ開港場

アラズシテ全ク収獲ノ多キヲ目的トセルモノナリ

ニ至ルニハ外国条約ニ定メタル税則ニヨリ少額ノ

ト云フ且又彼ノ釐金税ノ如キモ到ル処吏員勝手ニ

税金ヲ払フノミナレドモ支那式商船ノ貨物ハ一地

之レヲ課シ其大部分ハ己レ之レヲ私シ政府ニ納ム

ヨリ一地ニ運ブニ数個ノ釐金局ヲ経過スルヲ以テ

ルモノハ僅ニ一小部分ナルガ故ニ従テ政府ノ歳入

終ニ多額ノ税ヲ払ハザルヲ得ズ甚ダシキハ此税金

甚ダ少ナシト云フ然レドモ政府ハ今日之レヲ改良

却テ原価ニ越ルコトアリ然ラバ何故ニ人民ハ支那

シテ別ニ収税ノ法ヲ立ツル等ノ事ニ決シテナスコ

式商船ヲ以テ貨物ヲ運搬シ多額ノ釐金税ヲ払フヤ

ト能ハザルナリ故ニ其不足ヲ補フガ為メニ益釐金

ト云フニ是レ又実ニ已ムヲ得ザルノ事情アリ元来

税ヲ課シ到ル処釐金局ヲ置キ其数ノ多キコト実ニ

目今ノ支那法律ニテハ汽船ノ装貨ヲ禁ズルガ故ニ

驚クベキモノナリ或ル要路ノ如キハ少距離ノ間ニ

長江ノ如キモ五ケノ開港場ヲ除ク外ハ其両岸ニ在
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ル数百ノ市邑ヨリ出ス所ノ貨物ハ是非共支那船ノ

リ故ニ其得ル所ノ利（生計費ニ比シテ）少ナク費

運搬ニ依頼スルノ外別方法ナケレバナリ内地相互

ス所ハ多キヲ以テ勢失敗ヲ来サヾルヲ得ズ是レ遂

ノ運搬ニ於テハ斯クノ如キ不便ニシテ且ツ不当ナ

ニ其成効ヲ見ル能ハザリシ所以ナリ

ル釐金税ヲ払ハザルベカラザルモ外国貨物ハ英国

然ルニ彼ノ西洋人ハ此ノ如ク生活ノ度高ク而シ

条約ニ規定セラレタル子口税ト称スル少額ノ税金

テ尚能ク巨利ヲ博シ得々タルハ何ゾヤ是又理由ア

ヲ一タビ開港場ニ於テ払フトキハ支那内地何レノ

リ其ノ生活ノ点ヨリ見ルトキハ実ニ霄壌ノ差ノミ

処ニ運搬スルモ決シテ別ニ釐金税ヲ払フヲ要セザ

ナラズト雖ドモ彼等ハ大資本ヲ以テ事ニ当リ支那

ルナリ此子口税ハ英国ノ貨物ニノミ適用スルヲ得

人種ノ風俗習慣嗜好ヲ察シ眼ヲ全局ニ放チテ利ヲ

ルモノナレドモ目今ニ至リテハ其貨物ハ何国ノ出

永遠ニ期スル是レ其勝利ヲ制スル所以ナリ

産タルヲ問ハズ英商ニ依頼シテ其名ヲ借ルトキハ

此故ニ向後支那貿易ニ従来スルモノハ先ヅ支那

何ノ故障モナク往来シ得ルヲ以テ現ニ英商ニ於テ

人ノ風俗人情習慣嗜好ヲ察シ之ヲ利用シテ以テ運

僅少ノ手数料ヲ取リ此等ノ事ヲノミナシ居ルモノ

動スル覚悟ナカルベカラズ且ツ眼先ヲ全局ニ放チ

多シト云フ右ノ有様ナルヲ以テ外国ノ輸品ハ愈増

一小部分ヲ見テ事ヲ判断スルノ謬ヲ避ケ希望ヲ目

加シ内地ノ商工業ハ日ヲ遂フテ衰色ヲ呈スルニ至

前ニ取ラズシテ之レヲ遠大ニ期シ資本ヲ大ニシテ

レリ若シ支那政府ニシテ速ニ此釐金局ヲ廃セスレ

生活費ヲ節約セザルベカラズ是レ此貿易唯一ノ要

バ将来ノ憂実ニ測ルベカラザルナリ噫支那政府ハ

事ナリ
支那商人ハ其幼時七八歳ノ頃ヨリ雑役ヲナシテ

何ガ故ニ茲ニ至ルモ目ヲ覚サヾルヤ

商家ニ使役セラレ追々時日ヲ経テ稍商業振合ヲ会

明治二十三年十月四日

得スルニ至リ漸ク商事ニ預ルヲ得短キモ三年長キ

1.5

支那貿易ノ要点附支那商人及家庭教育

ハ五年七年等ニシテ卒業トス是等ハ日本ノ風習ト

官吏登用ノ事

能ク相似タル所アリ其卒業シテ後所謂番頭ナルモ

支那貿易ノ要ハ決シテ他ニアラズ素ヨリ利害ノ
利ヲ望ムベカラズ又偶然ノ利ヲ期スベカラズ只彼

ノ之レヲ董事ト称ス董事ハ常ニ若干ノ給料ヲ受ク
ルモノナリ

ノ人情風俗慣習嗜好ニ投合シ以テ此等ノ事情ヲ利

支那人富豪ノモノハ自ラ店頭ニ出デヽ商ヲナス

用スルニ在リ是レ実ニ支那貿易ノ勝利ヲ博スベキ

モノ甚ダ少ナシ主人其信用セル所ノ商人タル資格

秘訣ナリトス

ヲ有スルモノヲ選ビ之ニ資本若干ヲ与へ適当ノ商

日本人従来支那貿易ニ於テハ何ガ故ニ失敗スル

店ヲ開カシム而シテ其主人タルモノハ時々其所有

カ他ナシ総テ諸般ノ物価ナルモノハ素々日用生計

ノ店ヲ巡視スルニ過ギズ此等ノ店ヲ預リシ商者即

品ノ価格ヨリ算出セラレタルナリ此故ニ日常生活

チ董事ハ必ズ若干（大抵年二三百円）ノ給金ヲ得

費ニ至リテハ商業上頗ル重大ノ関係ヲ有スルモノ

其下ニ多クノ番頭ヲ使役ス且ツ右等ノ商者ハ一切

ナリ従来我国商人支那ニ貿易ヲ試ムルモノ素ヨリ

家族ヲ其商店ニ置カズ全ク居宅ト商店トヲ異ニシ

人情風俗習慣等ヲ熟知スルモノトテハナク眼ヲ一

毎朝何時ヨリ毎夕何時迄商店へ出勤スルコトトセ

局ノ一部ニ放チ彼ノ品ハ支那ノ需要ニ応ズト軽々

リ支那ニ於ケル大商店ハ皆此種ニ在リ而シテ歳末

小資本ヲ以テ渡来セルモノ皆是レナリ而シテ之レ

決算ノ時ニ於テハ別ニ純利ノ幾分ヲ以テ賞典トナ

ヨリ愈実地ニ働クニ至ルヤ之レヲ支那人ニ比シテ

スハ大抵日本ト異ナラズ但シ中等以下ハ商店ハ勿

甚ダ高価ノ生計費ヲ費セリ元来日清両国全体ノ生

論此ノ如キモノニアラザルナリ

活ノ度ヲ比スルトキハ左程兄弟ハナカルベシト雖

支那ニ於ケル幼時ノ教育ハ中等以上ニ於テハ正

ドモ此等商人ニ至リテハ自然此奢侈ヲナスノ風ア

当ナル教育ヲナスト雖ドモ其以下ハ総テ頗ル幼少
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ノ時ヨリ銭ヲ与ヘテ楽マシムルノ風アリ元来支那

フ漢ノ代ニハ楊州ニ属シ今ハ松江府ニ隷シ上海県

ニハ玩弄品甚ダ少ナク皆金銭ヲ以テ之レニ充ツ此

ヲ置ク其管轄区域東西六十六清里南北八十四清里

ノ如ク少児ノ時カラ金銭ヲ弄スルヲ以テ大ニ金銭

ナリ

上ニ於ケルノ利欲心ヲ奮興シ此等ノ児童ニシテ已

此地方ハ実ニ近世ニ至リテ新成セシモノト断定

ニ十歳ニモナレバ最早度量衡ノ使用法ヲ熟知セザ

スベク土地総テ河流ノ沈殿質ヨリ成ルヲ以テ之レ

ルモノ稀ナリ此等ノ風習ハ或ル徳義上ノ点ヨリ論

ヲ証スルニ足ルベシ又是ヨリ十数英里ノ外ニ鳳凰

ズルトキハ左程賞美スベキ異ナラザルノミナラズ

山アリ数十里ノ平原中ニ此山唯一屹然タリ之レ海

却テ嫌厭スベキコトナキニアラズト雖ドモ商業者

島ノ山トナリシモノニテ周囲ノ海水漸次埋リタル

タル位置ヨリシテ見ルトキハ実ニ軽視スベカラザ

モノナルベク此山ノ土石ヲ見テモ悉ク水辺ニ在リ

ルモノアリ支那人ノ忍耐刻苦能ク其業ニ勉メ金銭

シヲ証スルニ足ルノ形跡ヲ備ヘリ且ツ蘇州ノ如キ

ヲ愛シテ費スヲ知ラザルモノ決シテ偶然トアラザ

モ古昔ハ海岸ニ近カリシナラン何トナレバ蘇州ニ

ルナリ

テ吟ゼシ詩ニ潮声夜打千門内ト云フ句アリ今ノ如

是ヨリ左ニ官吏登用ノ事ニ付テ述ベシニ凡ソ官
吏トナルベキ志アルモノハ幼少ノ時ヨリ大ニ読書

ク海岸ヨリ二三百清里ヲ隔ツル地ニ在リテハ潮声
ヲ聞クノ理ナケレベナリ

（殊ニ暗誦）ニ心ヲ用ヒ身分アルモノハ其家ニ師

此附近ハ古来殆ンド戦乱ニ逢ヒシコトナク長髪

ヲ聘シ然ラザルモノハ我国ノ寺子屋ニ類似セル学

賊ノ乱ニモ幸ニ其破壊ヲ受ケザリシ今日此港ノ斯

堂ニ於テ教授セリ大抵十歳位ニナレバ四書五経ノ

ク繁盛ニシテ東洋ニ有名ナルニ至ラン源因ハ実ニ

暗誦ヲナシ得ルナリ此等ヲ童員ト云フ童員ノ其州

一ニシテ足ラザルベシト雖ドモ外国人其居留地ヲ

ノ試験ニ及第セシモノヲ秀才ト云ヒ秀才ニシテ翰

定メ施政ヲ簡易ニシ賦税ヲ廉ニシテ一般ニ住民ノ

林院派遣学士ノ試験ヲ及第セルモノヲ附生又ハ廩

便利ヲ計リシカバ支那人漸次集リ来リテ遂ニ今日

生ト云フ廩生ハ若干ノ給ヲ政府ヨリ得ルモノニシ

ノ勢ヲ見ルニ至リシナラン目下進歩ノ勢尚亟々ト

テ秀才ノ試験ヲ受ケント欲スル童員ニ対シ保証ヲ

シテ日ノ升ルガ如シ

与フルノ務アリ而シテ此保証ヲ乞フノ童員ハ必ズ
若干ノ幣ヲ廩生ニ納ムルヽモノトセリ故ニ廩生ハ

此地ハ四通八達ノ地ニシテ松江蘇州寧波鎮江南
京楊州等ニ通ジ又四川湖北ニ至ルベシ

生徒ニシテ已ニ収入アルモノナリ此廩生一省ノ試
験ヲ受ケテ及第シタルモノヲ挙人ト云フ此各省ノ

1.6.2 （産物）

挙人ヲ尽ク北京政府ノ下ニ招集シ試験ニ及第シタ

此地ニ於ケル植物ハ楊柳烏柏樹山査等ノ類ニ過

ルモノヲ以テ進士トス即チ直ニ政府ノ吏員タルヲ

ギズシテ動物ニハ雀甚ダ多ク烏散ツグミ等アレド

得ベキモノナリ此進士ニシテ行程ノ親試ニ及第ス

モ烏ハ甚ダ稀ナリ

ルモノハ奉元状眼担花等其成蹟ニ由テ三等ニ区別
セリ

近傍各府県産物ノ重ナルモノヲ挙ゲクレバ左ノ
如シ

明治廿三年十月十一日

蘇州ハ生糸及ビ其織物ニシテ杭州モ之レニ同ジ
ク浦東ハ綿及ビ綿布織ニシテ川沙府亦之レニ同ジ

1.6

上海の沿革風俗習慣商事一般附今海及

ク鎮江ハ縮ニシテ南京ハ儒子ヲ産ス米ハ何レモ多

ビ普陀山

額ヲ産出セリ

1.6.1 （沿革）

此地（上海）ハ周ノ代ニテハ呉ト云ヒ秦ノ時会
稽郡ニ属シ三国ノ時ニ呉ト云ヒ唐ノ頃ニ河底ト云

1.6.3 （衣食住）

上海ニ於テ衣食住ニ要スル物品ヲ記スレバ左ノ
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生ゼシムルニ至レリ

如シ
此近傍ニ於テ多額ノ産出アルヲ以テ別ニ他

第二、岐山奔流ノ間ヲ跋渉シテ壮偉ノ気中ニ生

地方ノ供給ヲ要セズ然レドモ安徽浙江辺ヨリ少量

活スルモノハ其気象自カラ活溌ニシテ躯体亦強健

ヲ輸入スルコトアリ

ナルベキモ此地ノ如ク一望渺漠タル低下ノ野中ニ

米

重ニ北支那ヨリ輸入スルモ麦粉ハ皆米国カ

麦

地ニ住スルモノハ自然ノ育成ニヨリテ遂ニ柔弱ニ

リホルニヤヨリ来ル
重ニ浙江ヨリ来ル又寧波広東ヨリモ来ル元

塩

在リ湿気多クシテ空気亦多量ノ水分ヲ含有スル土
陥ラザルヲ得ズ

来清国ニテハ外国ヨリ塩ノ輸入ヲ禁ゼリ国内ニテ

第三、土地肥沃ニシテ産物豊饒ナリ随テ人民勤

製スルモノハ福建浙江山東満州ノ海岸及ビ四川ナ

勉奮励ノ気ニ乏シク遂ニ柔軟ナル性質ニ堕落スル

リ四川ニテハ井戸水ヨリ之レヲ製ス

モノナリ」
一般ノ支那人民ハ総ジテ国家的ノ思想ニ乏シク

福建広東ヨリ来ル

煙草

殆ド無頓着ナリ殊ニ上海地方ノ人民ニ至テハ尚一

茶モ亦右ニ仝ジ

層ノ甚ダシキモノアリ

豆油

満州牛荘地方ヨリ来ル

砂糖

台湾及ビ福建ヨリ輸入ス

材木

丸木ハ福建板ハ日本大木材ハ米国カリホ

1.6.5 （風俗）

ルニヤ棺用ノ良材ハ安南暹羅辺ヨリ輸入ス

冠婚葬祭ヲ重ンジ妻ヲ迎ザルニ聘礼銀数百元ヲ

福州景徳鎮宜興等ノモノナリ

要シ親ヲ葬ムルニ亦数百元ノ棺代ヲ要ス古来ノ風

衣服ハ此地方産綿糸布ノ地ナルヲ以テ之レヲ用

俗トシテ可成高価ノ棺ヲ用ヒザレバ大ニ家名ニ関

ヒテ製スルモ下等社会ニ於テハ重ニ英米ノ金巾ヲ

係スト云フ蓋シ此等ノ風俗ハ支那人ノ懶惰ナル性

用ユ而シテ夏広東湖北広西等ノ麻布ヲ用ユ

質上ニ於テハ尤モ必要ナル習俗ニシテ之レガ為メ

陶器類

家屋ハ内地ノモノトハ大ニ其趣ヲ異ニシ其建築
及ビ外形共清洋折中ノ如キモノ多シ内地ノ家屋ハ

ニ已ムヲ得ズ苦シンデ少時ヨリ業ヲ励ムニ至ラシ
ム

天井ナキモ此地ノモノハ皆之アリ内地ハ貝殻ヲ以

上海人ノ衣服ハ一般ニ外ヨリ奢侈ヲ極ム靴ノ如

テ窓ヲ張ルモ此地ハ多ク玻璃ヲ用ユ此地方ハ火山

キハ主ニ紙製ノ底アルモノヲ用ユ（他地方ニテハ

ナク随テ地震ナシ又福建辺ハ風強キヲ以テ瓦ノ葺

皆ぽ布ヲ圧窄シテ外面ニ□□□ヲ塗リタルモノヲ

キ様モ皆漆喰ヲ用ヒテ日本風ト略其趣ヲ同フスル

用ユ）亦蘇州杭州辺リニテハ婦女ハ赤キ袴ナドヲ

モ此地ハ大風ナキヲ以テ瓦葺キノ模様モ頗ル粗造

穿ケタルモノ多シト雖ドモ上海ハ一歩進ンデ高尚

ナリ壁ノ如キ内地ノ或ル部分ハ粗末ナル塗壁ヲ用

華美ナルモノヲ用ユ其足飾リノ如キモ上海調ト称

ユルモ多クハ磚石（土ヲ固メテ天日ニ乾ハシタル

シテ上海婦人ノ名ハ国内ニ唶々タリ

モノ）ヲ以テ積ミ二重ノ壁ヲナシ中空ヲ有スルモ

食物モ上海ハ内地ニ比シテ甚ダ善ク一般ニ奢レ

ノヲ築キ稍改良シタルモノハ粘土ニ石灰砂粒ヲ混

リ其食用品等モ南洋日本等ノ産ヲ用ユ米国産ヲ需

シテ両板ノ間ニ埋メ堅メタルモノアリ

用スルモノ亦少カラズ
貧富ノ差ハ上下殊ニ甚ダシク上等社会ニ於テハ
前述ノ如シト雖ドモ下等ナル職工ノ如キニ至テハ

1.6.4 （住民ノ性質）

此地方ノ住民ハ甚ダ文弱ニシテ欲心深シ蓋シ其

一ケ月ノ給料自ラ衣食シテ一円五十銭乃至二円位
ノモノ多シ又城ノ南門ノ如キハ乞食非常ニ多キヲ

原因ナリシバアラズ即チ左ノ如シ
第一、此地方ハ古来ヨリ文学盛ンナル処ニシテ

見ル

累代ノ積習遂ニ此蘇州杭州辺ヨリシテ文弱ノ傾ヲ
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1.6.6 （教育及救助）

1.6.8 （株式）

上海県ニハ県校アリテ官吏ノ養成所タリ其外家

電灯瓦斯会社等皆株式ノ売買アリ

塾ノ有名ナルモノハ西清書院（清洋学ヲ折衷シタ
ルモノ）中西書院（上者ニ類ス）ニシテ又米国新
教ノ学校及ビ女学校アリ

1.6.9 （銀行）

其主ナルモノハ匯豊銀行ニシテ資本金ハ五百万

徐家匯ニモ学校アリ此校ニハ女子ヲ実業ニ導ク

円位ナレドモ運転甚ダ宜シクシテ且ツ頗ル信用多

仕組ミモ備ハリ染物、画、天文（天文台ハ支那国

シ利息モ年七朱（七朱ハ此地ニテ最多額ナリト云

中唯一ナリ）等ノ科ヲ設ケテ貧シキ子女ヲ教養セ

フ）ニ至ルコトアリ有利銀行其次ニ位ス

リ此内ハ三十歳ニ至ルノ女子モアリ又ワシントン
ニモ学校アリテ支那ノ女子ヲ教育セリ女子頗ル米
国風ノ教育ニ習ヘリ

1.6.10 （輸出入）

当港ニ於ケル重ナル輸出入品左ノ如シ

近来ニ至リテハ支那字新聞ニ漸次婦女教育ニ関
スル件ヲ論ズルニ至レリ

1.6.10.1

輸入ノ部

金巾（英米ヨリ）砂糖（台湾福建広東ヨリ）鉄
1.6.6.1

（日本ヨリスルモアリ）石炭（日本ヨリ）海産物

清節堂

婦女ノ節ヲ完フスルノ学堂ニシテ此内ニ在ル女

（昆布、鯣、鱶鰭、海参等日本ヨリ）

子ハ工事ヲナシ其賃銭ヲ以テ貧民ヲ救助スルコト
アリ

1.6.10.2

輸出ノ部

茶（諸外国ヘ）生糸（米国ヘ）綿（日本及英国
1.6.6.2

ヘ）織物（日本及ビ諸外国ヘ）

牛痘局

貧ニシテ種痘シ能ハザルモノニ接種スルノ所ナ
リ

1.6.11 （商業取引ノ事）

外国人ハ自身ニ商業ヲナスモノナク唯多額ノ資
1.6.6.3

本ヲ以テ皆「コンプラド」ト称スル支那人ト外国

安老院

人間ノ商売世話人ニ依テ商ヲナスナリ

老ヒテ養フモノナキ者ヲ養フ所ナリ

「コンプラド」ハ商人タルノ資格ヲ備ヘタルモ
1.6.6.4

ノニシテ外人ニシテ商ヲナサント欲スルモノハ之

保嬰院

貧院ノ養育スルモノナキ者ヲ養育スル所ナリ」

レト何万円迄ノ為替ヲナシ諸雑費ノ払方ヲ負担ス

冬時ニ在リテハ仁恤ノ挙多々アリ今一二ノ例ヲ挙

ベキコトヲ約シ且ツ証人ノ保証ヲナサシメ商業ヲ

ゲレバ県門ノ外ニ於テ貧民ニ粥ヲ与へ或ハ綿入レ

始ム而シテ「コンプラド」ハ自身ノ資産ニ応ジテ

ノ衣服ヲ施与スル等ノ如シ

之レヲ約諾ス一旦之レヲ諾シタルノ後ハ諸方ノ取
引為替等総テノ事ヲ以テ「コンプラド」ニナサシ
ムルナリ故ニ「コンプラド」ハ其ノ約諾シタルニ

1.6.7 （運輸）

上海ヨリ上流ニ向フノ船ハ毎日五百噸以上ノモ

必要ナル丈ケノ備ヲナシ主人ノ命ニ従ツテ貨物ヲ

ノ凡ソ十二艘宛来往セリ此船ハ重ニ乗客ヲ取扱フ

売リ込ミ或ハ買入ヲナシ其仕払ハ総テ自身ニ之レ

モノニシテ一艘二百人位ヲ載ス又寧波福州ニ往来

ヲナシ置キ月末ニ至リテ之レヲ決算シ給料ヲ得ル

スルモノモ亦多シ又当港ニ輻湊スル小船ハ常ニ五

ナリ若シ「コンプラド」ノ働ニ由テ若干ノ過利金

千艘ヲ下ラズ

ヲ得タルトキハ賞金ヲ与フルコトアリ今日此地ニ
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於ル外商ハ総テ此等ニ依テ事ヲナシ一人モ自カラ

ク就中其最モ繁華熱閙ナルヲ英租界トナス南北二

商ヲナスモノナシ

市合セテ人口五十餘万租界ニハ外国人ヨリ成立セ

田舎向キノ貨物取扱ハ主ニ大東門外十六舗ノ北

ル工部局巡捕局及ビ裁判所監獄等アリ以テ租界中
ノ土木警察才判監獄等ノ事務ヲ管理セリ

ニ在リテ之レヲナス

各租界ニ清国政府ヨリ置キタル大府アレドモ実
際有名無実ニシテ少シモ権力ナク唯会審員ノ名ヲ

1.6.12 （今海及普陀山）

上海ノ東南二百清里許ニシテ金山県アリ其中ニ

以テ租界ノ才判所ニ陪席スルコトヲ得ルノミ故ニ

今海ト云フ所アリ是レ安部仲麻呂ガ「天のはらふ

三租界ニ住セン数十万ノ支那人ハ自国ノ地ニ在リ

りさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」

テ少数ノ外国人ノ為メニ制セラレ政刑共ニ全ク其

ト詠ジタル所ナリ又今海ノ東南ノ海中ニ普陀山ト

掌握スル所トナリ何事ニモ是等極メテ残酷ナル外

称スル島アリ此島ニハ南海観音トテ非常ニ有名ナ

国人ノ処分ニ服従セザルヲ得ザルニ至レリ

ル観音ノ堂宇アリ支那ノ僧ハ大ニ之レヲ信仰シ必

城内及租界外ノ地ハ凡テ上海県令ノ支配ニシテ

ズ一面ニ参詣スト云フ唐ノ代ニ我国ノ僧某唐ニ遊

暴悪ナル外人モ此部内ニハ敢テ其凶焔ヲ振フコト

学シ其帰途此像ヲ携へ帰ラントセシガ此地ニ来リ

能ハズ蘇松太兵備道ハ城内ニ駐シ蘇州、松江ノ二

重クシテ運ブコトヲ得ズ由テ仏意ニ我国ニ来ルヲ

府及ビ大倉（直隷）州等ノ地方ヲ管理ス此地ニ於

好マザルモノトシ此島ニ安置セリト故ニ此観世音

ケル内外ノ事務ハ総テ此官ノ司ドル所トス又地方

ハ我邦人ノ建立ニ係レリ

ノ防守ニハ参将ヲ置キ勇兵二千餘人ヲ総統ス其営
所ハ城南ニ在リ又軍器及ビ兵艦ノ製造所ハ城南営

明治廿三年十月十八日

所ノ辺ニ在リテ申江ニ瀕セリ其結構頗ル宏大ナリ

1.7

此レヲ機器局ト称シ両江総督ノ監督ニ属シ総弁一

上海の景況運輸及風俗

上海ハ古ノ呉ノ地ニシテ江蘇省松江府ニ隷シ開

人ヲ置キ其事務ヲ管理ス

港以来内外商ノ来リ雲集スル所トナリ四方運輸ノ

運輸ハ水路四方ニ通ジ船舶ノ往来間断アルコト

枢区トナレリ其商業日ニ月ニ盛大ニ赴キ申江（嘗

ナシ又近隣各郷村ニハ小車ト称スル一輪ノ荷車ア

テ春申君此地ヲ治メシコトアリ由テ黄浦江ヲ春申

リ其法一人ニシテ車後ヨリ之レヲ推シテ進行ス大

江ト云ヒ又単ニ申江ト称ス）中ニハ内外汽船ノ碇

約一日間二三十貫目ノ物料ヲ七八十清里ノ地ニ運

泊スルモノ常ニ七八十艘ニ下ラズ又支那式ノ海舶

搬スル事ヲ得ルナリ両輪ノ大車ハ道路狭隘ナルガ

江船ハ大小数千艘輻湊シテ帆檣林立為メニ対岸ヲ

故ニ之レヲ使用スルコト能ハズ牛馬ハ甚ダ少ナク

見ル能ハザルニ至ル市街ハ大路縦横ニ通シ三四層

シテ専ラ農事或ハ騎乗ニ用ユルノミニシテ運輸ニ

楼櫛比連接セリ又五方雑処街上ニハ殆ンド人種ノ

用ユルコト稀ナリ又旅行ニハ水路小舟アリ陸路轎

博覧会場ノ如ク人ノ山ヲナシ其繁華熱閙ノ有様ハ

及ビ小車アリ人力車ハ東洋車ト称シ唯市中ノ往来

未ダ曽テ我国ニ於テ見ザル所ナリ上海市街ハ申江

ニ用ユルノミ

ニ沿ヒ地勢平衍ニシテ四方山ヲ見ズ全市街ヲ大別

風俗ハ頗ル奢侈ニシテ文学甚ダ盛ナリ下等ノ人

シテ南市北市トス南市ハ総テ支那人ノ市街ニシテ

民ハ大ニ廉恥心ニ乏シク殆ド乞丐ニ等シキ輩多シ

県城モ亦其中ニ在リ北市ハ外国人の居留地ニシテ

而シテ上等社会ニ至テハ文雅ニシテ且信実アリト

小別シテ英仏米ノ三租界トナス租界トハ猶居留地

云フベシ男子ハ読居ヲ以テ最モ貴重ナルモノトシ

ト□…□ガ如シ租界中ハ凡テ大路広衢縦横ニ相交

次ハ商ニシテ次ハ農工ナリ古ハ士農工商ト称シ農

リ車馬軣々街声濤ノ如シ夜ニ入レバ電気瓦斯ノ二

ハ第二ニ位センガ近世ニ至リテハ農民ハ頗ル憫ム

燈ハ煌々トシテ市街ノ全体ヲ照シ殆ンド白昼ノ如

ベキ境遇ニ陥レリ女子ハ其脚ノ小ナルヲ尚トビ冶
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容誨謡ト称シ紅粉ヲ粧ヒ美服ヲ飾ルヲ賎シム良家

セリ此二十餘年間ノ餘弊ヲ救ハント欲スル実ニ容

ノ婦女ハ庭訓最モ厳ニシテ外見ヲ忌ミ外出スルコ

易ノ業ニアラザルナリ今ヤ内ニハ斯ノ如キ憂アリ

ト甚ダ稀ナリ若シ外出ヲ要スルトキハ必ズ轎ニ乗

テ外ニハ各国ノ我レノ間ヲ窺フアリ内憂外患并ヒ

ル男女ノ別最モ甚ダシク至親ニアラザレバ互ニ言

至リテ実ニ国家危急存亡ノ秋ナリ此時ニ当リ宜シ

談ヲ交ユルコトナシ婦女ハ凡テ私通ヲ以テ無上ノ

ク布政使ヲ信任シテ内治ニ力ヲ致サシメ全国ノ力

耻辱トナシ若シ或ハ私通スルコトアレバ其有夫ト

ヲ挙ゲテ外国ノ侮ヲ防ガザルベカラズ外国ノ侮ヲ

処女トニ論ナク大ニ家門ノ耻辱ナリトシ兄弟姉ま

防ガント欲セバ軍備ヲ治メザルベカラズ」ト現政

ト雖ドモ殆ンド之レト歯スルヲ辱ヂ痛ク罵詈捶撻

府ハ此遺言ヲ信任シテ外国ニ対スル政略ヲナセリ

ヲ加ヘ或ハ之レニ逼リテ自殺セシムルコトアリ再

故ニ外国ニ向テ取ル所ノ方策ハ凡テ支那国ノ全力

嫁ハ上等社会ニモ往々行ハルヽヲ見ル然レドモ不

ヲ以テナセル所ニシテ外ニ向テ活溌ニ見事ナル所

見二夫ノ女訓ニ悖ルヲ以テ世人ハ猶之レヲ指弾ス

以ナリ而シテ其腐敗セル実況ヲ挙グンバ一ニシテ

下等無智ノ婦女子ニ至リテハ固ヨリ廉恥ヲ知ラザ

足ラザルナリ

ルノ蠢物ナレバ朝秦暮楚ノ乱行暴為ノ徒モ少ナカ

今其腐敗ノ度ヲ知ラント欲セバ政治機関ノ腐敗

ラズ夫婦ノ関係ハ一夫ニシテ数婦ヲ娶ルノ風習ナ

ヲ見ルヨリ明ナルハナシ凡テ天下ヲ統一スルニハ

レドモ婦女嫉妬ノ風頗ル薄ク随テ夫婦ノ情安ハ非

必ズ一ノ政略ナカルベカラズ其政略ハ治乱存亡ノ

常ニ親密ナルモノアリ離婚謡奔等ノ陋習ハ甚ダ稀

由テ来ル本源ナリ而シテ公義多ク私利少ナキヲ以

ナリ又婦女子ニシテ其節操貞烈ナリシテハ地方官

テ良政策トナル秦漢以降ノ政略ハ概子覇道ノ姿ニ

ヨリ逐一之レヲ皇帝ニ奏聞シテ貞烈坊或ハ節孝坊

シテ私ヲ謀ルコト多ク国家ノ公義ヲ愛スルモノハ

ト称シ地方到ル処甚ダ多シ

殆ド稀ナリ清国ノ政略如何ヲ観察スルニ今ノ愛親
覚羅氏ハ北方満州ヨリ起リテ支那全国ヲ併呑セリ

1.8

支那人ヨリ見ルトキハ満州ハ外国ナリ外国人支那

支那現時ノ状態

我日本国人并ニ外国人ガ久シク見テ以テ腐敗セ

全国ヲ統一ス其支那人ヲシテ永ク其統御ノ下ニ置

リ臭気ヲ以テ天下ヲ覆ヘリトナス所ノ清国ハ今日

カントスルニハ必ズ之レヲ圧スル一ノ勢力ナカル

ニ至リ大ニ其面目ヲ改メ外侮ヲ防グニ足ルノ兵備

ベカラズ猶英国ノ印度ニ於ケルガ如シ此故ニ清朝

ヲナシ兵器軍艦等ヲ整へ十分外ニ向ケ為ス所アラ

ガ唯一ノ重キヲ置ク処ノ政略ハ万事満ヲ以テ漢ヲ

ントスルノ勢ヲナセリ故ニ現今支那政府ノ外国ニ

制シ人民ヲモ愚ニシテ之レヲ籠絡スル是レナリ今

対シテ為ス所ノ政略往々人ヲシテ其意外ニ驚キ其

之レヲ清政府ノ組織法ニ依リテ徴スルニ其初メ明

勢力アルヲ想像セシムルコトアリ然ルニ余数年来

ノ制度ニヨリテ官制ヲ定メシモ其実施スルニ至リ

此国ニ在リテ能ク内状ヲ察スルニ実ニ腐敗ノ極点

テハ満漢併用シテ其権衡ヲ失セザルノミナラズ枢

ニ達セルコトヲ知ルニ足レリ

要ノ地位ニハ処トシテ満人ヲ用ヒザル所ナシ即チ

清国へ祖先以来相伝ヘテ来レル諸制法モ大ニ乱

中央政府ニ重複ノ位官者ヲ置クノミナラズ地方ノ

シ朝紀振ハズ其危キコト恰モ累卵ノ如シ而シテ其

政治ニハ各主管スル所ヲ異ニシテ其権衡ヲ保テリ

外面ニ顕ハルヽ所ノモノニ此ノ如キ人ヲ驚カスノ

即チ総督ハ兵権ヲ握レドモ財政ノ権ナク巡撫ハ行

政略ヲナシ得ルカト云フニ彼ノ有名ナル有力家ナ

政ノ権ヲ有スレドモ兵馬ノ権ナキガ如ク又兵糧ハ

リシ曽国藩（曽紀沢）ガ将ニ死セントスルニ当リ

道台ノ権ニ属セルガ如シ故ニ一人反意アリテ非望

テ天子特ニ敕使ヲ発シテ当今ノ国是ヲ問フ曽国藩

ヲ企ツルト雖モ容易ニ遂ゲ得ベキコトニアラズ然

即チ「清国ハ長髪賊ノ乱ヲ被リ其他各所ノ乱民ヲ

レドモ政務ハ日一日ニ怠慢ニ流レテ匡済スベカラ

征討スル等ノ事ニヨリ国家ノ財政非常ニ困難ヲ来

ザルニ至レリ是レヨリ先ニ清朝ハ数千年来幾多ノ
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高橋正二『在清見聞録』第一、第二

革命ヲ経タル歴代ノ治乱ニ鑑ミ殊ニ明代ノ治ニ習

シテ関税一千八百万両ハ海外派遣ノ公使及ビ留学

ヒ朝野権勢平均ノ政制ヲ施シテ子孫万世ノ基ヲ開

生ト税関トノ費途ニ充テ其餘剰ハ悉ク海防費ニ投

リ祖宗ノ注意尽クセリト云フ可シ然ルニ今日ニ至

ゼリ然ラバ則チ僅々タル七千万両ヲ以テ一大帝国

リテハ政治ノ機関弛饅シ冗員多ク偷安苟且ノ弊風

ノ政費トナシ中央政府ヨリ地方文武ノ費途ニ充ツ

充満シ諸事凝滞ヲ来タシ民力大ニ疲労セリ

ルノ割合ナリ然リ而シテ大清会典ト称スル法アリ

支那ハ任官ノ弊亦甚ダシクシテ人材ヲ挙グルハ

テ租税ノ率ヲ定メタリ是ハ祖宗立ツル所ノ法ニシ

則チ愚人ヲ挙グルノ姿トナリ居レリ凡ソ官吏トナ

テ今俄ニ変改シテ増率スルコト能ハズ若シ一朝増

レバ利ヲ得ルノ易クシテ且ツ大ナルハ世間如何ナ

税セント欲セバ民怨ノ恐アリ今日国費多端ノ際清

ル事業モ之レニ及ブモノナシ「三年ノ清知府十万

廷ノ困難極マレリト云フベシ而シテ官吏ガ政府ト

ノ雪花銀」ト云フ諺アルニ至レリ而シテ余其実際

人民トノ中間ニ在リテ官金ヲ私スルノ高ハ現歳入

ヲ見ルニ清廉ナルモノト雖ドモ三年ニハ大抵三十

ノ三倍ニ上ルナラン官吏若シ清廉ニシテ愛国ノ精

万ノ金額ヲ有スルニ至ル清廉ノ知府猶然リ況ンヤ

神アラバ歳入増加シ人民敢テ困難ヲ感ゼザルベシ

卑吝ノ知府ニ於テオヤ然リ而シテ其官吏トナルノ

ト雖ドモ今ハ税源涸レ果テタリ米ヲ以テ上納スル

法如何ト云フニ正義ノ訓読ト八股ノ文法ト其妙ヲ

ハ二三省ニシテ他ハ大抵金納ナリ而シテ其納税額

得レバ豆腐屋ノ子弟モ大臣ト為リ得ル仕方ナリ即

ハ二円位ナルモ税吏ハ六円位ノ割合ナリト佯リテ

チ朱子ノ集注ヲ暗誦シテ片言半句差違ナキトキハ

徴收ス又尚之レヨリ甚ダシキ困難ヲ人民ニ典フル

及第ス又八股ノ文法トハ唯対句ヲ能クスルヲ以テ

モノアリ即チ一次ニ租金ヲ整ヘシト欲シ米ヲ売却

第一トシ実際ニハ活用ナシ若シ自身ノ意見ヲ書ニ

スルガ為メ其相場頓ニ下落シ一円八十銭位ニテ売

テ対策スルモノハ仮令如何ナル妙案ト雖ドモ零点

払フヲ得レバ最上トスル位ナリ且ツ収納スル金銭

トナルナリ

ハ大銭（小銭ハ長髪賊等ノ鋳造ニ係ルモノニシテ

斯クノ如ク馬鹿ゲタル試験ヲ経テ知府知県トナ

政府ニ於テハ小銭二枚ヲ以テ大銭トシ通用ス）ニ

ルヲ以テ実地ノ事務ニ至テハ一モ為スコト能ハズ

アラザレバ通用セズ故ニ一石ノ租ヲ納ムルモノハ

照会状ダモ認ムル能ハザルナリ故ニ事務ニ慣レタ

三石以上ノ米ヲ売ラザルヲ得ズ地租ハ其高甚ダ多

ルノ庶吏ハ長ク一衛ニ在リテ事務ニ練達セルヲ以

カラズト雖ドモ其実際ハ甚ダ重歛ナリ故ニ今ニ至

テ此愚知府ヲ愈々愚ニシ万事ヲ専ラニシ放肆只其

リテ之レヲ増加スルコト能ハザルナリ

意ノ欲スル所ノ儘ナリ「明ノ亡ブルハ安閑ニ在リ

漢口ハ一百七十二万八千坪ノ大都会ナリ此地ハ

清ノ亡ブルハ庶吏ニ在リ」トノ俚言アルニ至レリ

昔時蘆萩茂生セシ地ナリシヲ以テ彼ノ大清会典ニ

右ノ事タル其弊害少ナカラズト雖ドモ猶之レヲ

依レバ蘆ノ税トテ二百両ヲ納ムルノミ今ハ幾億万

大ナル弊害アリ官吏ノ官金ヲ私シ賄賂ヲ貪リテ飽

ノ富ヲ有シタル豪商富家連接シテ其税額モ亦幾百

クコトヲ知ラザルコト上大臣ヨリ下小吏ニ至ルマ

万両ナルヲ知ラズ然ルニ旧ニ依リテ僅々二百両ヲ

デ皆然ラザルハナキ是レナリ上下相欺キ誅求至ラ

中央政府ニ納メ餘ハ悉ク湖北ノ官吏打寄リテ配当

ザル所ナリ賄賂アレバ如何ナルコトヲモ行ハレ賄

セリ

賂ナケンバ不平ノ儘ニテ過ゴスヨリ外ナキナリ今

兵備ハ一営ニ五百人アリテ一将官（我少将位ノ
者）之レヲ統率ス而シテ平時ハ三百人位ヲ養成シ

左ニ二三ノ実例ヲ挙ゲテ之レヲ証セン
支那帝国ノ歳入ハ九千餘万両即チ我一億三千餘

テ二百人分ノ費用ハ将校等ノ私スル所トナル若シ

万円アリ其内訳ヲ挙グレバ地租ニテ四千万両塩税

一朝事アルノ時ニ当リテハ乞食車夫ノ別ナク一時

ニテ八百万両釐金税ニテ一千二百万両新旧両関税

雇ヒ入レテ兵員ヲ揃ヘルナリ

ニテ千八百万両其他雑税ニテ一千二百万両トス而

刑罰ノ点ニ至リテモ亦然リ盗ヲ訴フルモ賄賂ナ
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ケレバ為メニ探索セズ逮捕スルモ詰問セズ賄賂ア

合軍ニ当リタル人傑猶ホ生存シテ大厦ノ将ニ倒レ

レバ始メテ之レヲ吟味ス若シ亦賄賂少ナキトキハ

ントスルヲ支ユルニ拠ル）此等ノ人傑ハ剰餘幾許

一時ニ究問セズシテ他日再ビ賄賂ヲ入ルヲ待テ之

モナカルベケレバ今後ノ挙士ハ愚法ニヨリテ及第

レヲ判決スルニ至ル剰へ盗人ノ親族中ヨリ賄賂ヲ

シタルモノト少シク英文ヲ解シ得ル位ノモノナリ

贈ルコト多額ナルトキハ盗ハ忽チ無罪放免トナル

我国人ノ知レル張佩倫、何如璋輩ノ如キノミ而シ

故ニ人民ハ官ノ才判ヲ乞フコトヲ好マズ有徳ノ進

テ張氏ノ如キ福州ノ守令官トナリテ衆兵ヲ指揮セ

士ニ至リテ之レガ判決ヲ受クルヲ常トセリ又会館

シガクールベーガ一発ノ砲声ニ驚キテ忽チ後峯ニ

トテ三四ノ進士アリテ才判スルノ風習アリ故ニ支

逃ゲ隠レタリ何氏ノ如キ張氏ノ跡ヲ尾シテ亡ゲ其

那国ニ於テハ已ムヲ得ザルニ出ヅル自然ノ自治体

艦体ハ悉ク沈没セラレタリ斯ヽル小人輩ノミニテ

ヲ形造レリ

ハ此大国ハ到底維持シ能ハザルナリ顧テ我日本国

都察院ノ官吏ニ至ルマデ今ハ腐敗シテ用ユルニ

ガ外国ニ対スル政略ハ如何ト問フニ一定ノ方針ナ

足ラズ現ニ一昨年ノ夏頃ナリシ余ガ漢口ニ在リシ

ク又敢テ為スノ力ナク唯内政ニ就テ狼狽スルノミ

トキ湖南ノ巡撫ニ卞宝禎ナル者アリ大ニ賄賂ヲ貪

ニシテ他ニ向テ為スノ餘力ナシ現今此アジアニ国

ルヲ以テ弾劾セラル依テ朝廷ヨリ御史ヲ遣ハシテ

スルモノ其数十餘個アリト雖ドモ能ク独立国タル

之レヲ取リ調ベシム御史至ルヤ卞ハ之レニ二万両

ノ体面ヲ有スルモノハ日本ト清国アルノミ此両国

ヲ贈ル御史曰ク一々承知セリト帰リ奏シテ曰ク彼

ノ内ニ於テ支那ハ以上論ズル所ノ如キ有様ニ陥レ

レハ猶古ノ即墨ノ太夫ノ如シ彼ガ弾劾ヲ受ケシハ

リ之レヲ救ヒテ東洋ノ平和ヲ維持スルモノハ日本

陛下ノ左右ニ賄賂ヲ行ハザルニヨレリト朝廷之レ

人ノ責任ナリ（下略）

ニ由リテ卞宝禎ヲ賞シテ浙閩（浙江福建）ノ総督

明治廿三年十一月一日荒尾精氏演述ノ要点

トナシ今日尚其職ニ在リ嗚呼今日ノ有様ハ実ニ腐
敗ノ極点ニ達シ賈誼ノ所謂火ヲ投ジタル薪上ニ坐

1.9

シ安然トシテ憂ヘザルモノヽ如シト漢ノ当時ヲ評

本編ハ山内嵓氏ガ支那南方旅行ノ談話中ヨリ抜

セシハ今日ノ清国ニ適当ナル評論ト云フ可シ今ヤ

粋セルモノニシテ其旅行ノ□□ニ依リ各地ノ概況

万年ノ基トシテ頼ミタル祖宗ノ法モ徒法ニ属シテ

ヲ叙スルモノナリ

南清各地ノ概況

憐レムベキノ境遇ニ陥レリ此危急存亡ニ際シテ外
人ノ支那ニ対シ如何ナル考ヲ持チ如何ナル方策ヲ

1.9.1

泗涇

運ラシ居ルヤト云フニ魯ハ仏ト力ヲ合セテ長江以

上海ヨリ徐家匯ヲ経テ到ル処ニシテ河川縦横ニ

北ノ地ヲ押領セント欲シ英ハ之レヲ知リ自カラ東

流通シ運輸尤モ便ナリ物産ハ米及ビ錦ニ富メリ又

部ヨリ進ンデ一人ノ手ニ入レンコトヲ務メリ而シ

材木屋甚ダ多シ且ツ此地方ハ在材ヲ使用スルコト

テ独ハ却テ支那人ニ結ビ彼ラノ方策ヲ害シ其外面

夥シク橋ノ如キハ大ナル石ヲ以テ之レヲ架ス此等

ニハ甚ダ支那ニ親切ニシテ支那ノ為メニ尽スガ如

ノ石材ハ総テ会稽山ヨリ出ヅルモノナリ此地ハ元

クシテ其実ハ三国ヲシテ共ニ争ハシメ其疲ルヽヲ

ト非常ニ繁華ヲ極メタル地ナリシガ今見ル影モダ

待チテ己レ之レヲ押領セント欲スルニ在リ然ラバ

ニナキ所トナレリ是ヨリ稍以南ニ至ルノ間ニハ

中原ノ鹿果シテ誰レノ手ニ落ツルナランカ

「ニレ」及ビ鱸魚多ク又菱多クシテ其味甚ダ美ナ

斯ク内憂外患交々至ルノ聞キニ臨ミテ尚今日其

リ原野ノ樹木ハ鳥桕木ト称スル一種ナリ此樹ハ秋

独立ヲ保チ得ルハ如何ナル故ゾト云フニ廟堂ニ人

候ニ至レバ紅葉ス支那人ノ常ニ紅葉ト称スルハ楓

傑アリテ一時ヲ弥縫スルニ由ルノミ（二十餘年間

樹ヲ云フニアラズシテ多ク此樹ヲ指シタルモノト

続キタル彼ノ回賊及ビ髪賊ノ大乱ヲ討平シ英仏連

知ルベシ人民ハ此樹ノ果実ヲ絞リテ油ヲ採取ス之
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レヲ桕油ト云フ

テ其根ノ周囲ニ置クノミトス此地ニ於テハ弄潮ト
称シテ秋候ニ至レバ他ニ非類ナキ非常ナル潮アリ

1.9.2

其美観ナルコト言語ヲ尽ス能ハズ遠近ノ人来リテ

嘉善県

松江ヲ距ル我十五里ノ処ニ在リ凡ソ支那ニ在リ

呉山上ヨリ之レヲ見ル

テハ水路ノ便ナキ所ニ限リ道路アレドモ其便アル
処ハ道路絶へテナク為ニ陸行スルトキハ道ヲ𨂻𨂻𨂻
迷フテ屡々困難ノ境遇ニ陥ルガ故ニ此地方ノ旅行
ニハ陸路ヲ取ラズシテ水路ヲ最モ便トナス

1.9.4

富陽県

杭州ヨリ浙江ノ川辺ヲ上リ此地ニ至ルノ間風景
好シ此地方地質赤沙ニシテ有名ナル龍井ト称スル

嘉興府雁門県ニ石門（呉越戦争ノ時ニ建テタル

茶ハ此地ノ産ナリトス

モノニシテ其以外ハ互ニ侵伐スルコトナキヲ誓ヒ
タルモノナリ）アリ又孔子ノ廟アリ此地ハ山水ノ
美アリ

1.9.5

蘭渓県

此地砂糖ヲ産ス富陽県ヨリ桐盧県ニ至リ川辺ヨ
リ山中ニ入リ再ビ川辺ニ出テ関門ヲ過ギドングー

1.9.3

ヨリ水路ニテ多クノ灘（川ノ瀬）ヲ経テ至ルナリ

杭州

文雅ノ地ニシテ古ハ臨安ト称シ又一ニ武林ト称
ス赤穂四十七士ノ一人武林唯七氏ノ祖先ハ此地ヨ
リ出デタリト云フ此地ハ商業ノ盛大ヲ極メタル地

1.9.6

金華府

土質白沙ニシテ此地方川幅狭シ

ナリ其地質ハ砂交リニシテ風俗習慣モ亦上海地方
トハ大ニ異ナレリ結髪ノ如キハ我国ノ士烏帽子ニ

1.9.7

江山県

類似ス（支那婦人ノ足ニハ奇ナル習慣アリ即チ上

金華府ヨリ遡リテ衢州府ヲ過ギ此地ニ至ル是ヨ

海ハ先キ尖リ福建ハ馬蹄ノ如ク丸ク広東ハ前後尖

リ地勢稍高ク楓樹多ク其他鳥桕、槲樹杉（杉ハ其

リ杭州ハ細長キヲ貴ブ）此地ノ城廓ハ頗ル広大ナ

皮ト枝トハ我国ノ種ニ似テ其葉ハ「モミ」ノ如シ）

リ呉山ハ州ノ東南隅ニ在リ其上ニ子胥ノ廟アリ其

等アリ

南ニ西湖アリ風景佳絶ノ地ト称ス此湖ニ沿リテ蘇
堤白堤ノ二堤アリ古昔ハ堤上植ユルニ楊柳ヲ以テ
センシガ此等楊柳ハ人民ヲシテ文弱ニ陥ラシムル
モノナリトシ今ハ悉ク切リ去レリ此処ニ林和晴及

1.9.8

浦城県

江山県ヨリ浙江閩江両河ノ水源タル仙霞嶺ヲ越
ヘテ至ル所ニシテ此地ニ椎茸ヲ産ス

ビ美人小蘇ノ墓アリ此美人ノ墓ノ傍側ニハ乞食常
ニ群ヲナセリ又是レヨリ少シテ西ニ当テ岳飛ノ像

1.9.9

建寧府

アリ其前ニ秦檜縄ヲ以テ戒メラレタル処ノ像ヲ横

人口三万許ナリ地質赤沙ニシテ山ニハ多クノ茶

置ス参拝ノ人必ズ之レニ溺ス呉山ノ東南隅ニ一ノ

樹ヲ培植ス此地ノ茶ニ十斤七十両ノ高価ヲ有スル

図書館アリ乾隆帝ノ図書ヲ集メタル所ニシテ学者

モノアリ其由来ヲ尋ヌルニ此地ニ一ノ寺院アリ該

ヲ除クノ外何人ト雖ドモ此館ニ入ルヲ得ザルノ制

寺ノ和尚念仏ヲ唱ヘツヽ茶ヲ摘取シ又仝ジク念仏

規ナリ（支那ニ四大書院アリ就中白鹿書院及ビ養

ヲ唱ヘテ之レヲ精製シタルニ由レリト云フ

老書院ノ二ハ其最モ大ナルモノナリ）杭州ノ物産
ハ糸、織物、団扇、扇、剪刀、小刀等トス此地ハ

1.9.10

延平府

桑樹多クシテ其名ヲ拳桑ト云フ之レヲ培養スルニ

此地ハ風致甚ダ好シ閩江是レヨリ大トナル此江

肥料ヲ用ユルコトナク只秋候ニ至リ河底ノ土ヲ以

ニハ有名ナル龍門及ビ蓮華ノ二大灘アリ此灘ヲ通
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過スルニ当テ毎年十六艘乃至二十艘ノ沈没船アリ
ト云フ此近傍ニハ水賊多ク為メニ船ハ常ニ二艘宛
繋ギ合テセ通行ス而シテ乗客ノ数多クシテ水賊等

1.9.15

泉州

此地西門外ハ道路清ケレドモ東門外ニハ墓頗ル
多シ此地モ亦砂糖ニ富メリ

勝ヲ占ムル能ハズト思ヘバ岸ニ在リテ吃烟シツヽ
船ノ通過スルヲ見居ルナリ然レドモ彼ラヲ平ラゲ
ントスル人トテモ絶テナシ仙霞嶺ヨリ此処ニ至ル
ノ間ハ風俗慄悍ニシテ婦人ハ常ニ竹鎗ヲ持チ男子

1.9.16

同安

此地ノ山中ニ在ル農夫等西洋風ノ帽子ヲ戴キ或
ハ靴ヲ穿ツモノナリ

ト同ジク労働ス又小児ハ遊猟ヲナス此近傍ニハ長
枝竹アリ

1.9.17

漳州

此地モ亦荒蕪ノ地ナリ其産物ハ「バナヽ」トス
1.9.11

「バナヽ」ハ芭蕉ノ実ナリト云フモノアレドモ似

水口

此地ヨリ河流益々大トナル是ヨリ船ハ櫓及ビ帆

テ非ナリ支那人之レヲ香蕉ト云フ

ヲ用ユ
1.9.18
1.9.12

龍巌

石炭、鉄、蘭、万年青、等ノ有名ナル産地ナリ

福州

人民狡獪ニシテ婦人ハ其耳輪ノ大ナルモノヲ用
ユ足ハ決シテ小ナラズ此地ニ至ルノ間即チ湾口及

1.9.19

平和県

ビ清水駅ニ於テ鉄鉱アリ湾口ノ下ニ温泉アリ又同

龍巌ヨリ広東境ナル白河ヲ経テ至ル処ニシテ此

地西門内ニ二個ノ温泉アリ福州ノ土質ハ白沙ニシ

地ニ一ノ奇木アリ其葉ハ榊ニ似テ枝ヨリ根ヲ生ズ

テ山々花崗岩ヲ産ス此近傍ニ於テ物産ノ重ナルモ

又籐及ビ「シヤボテン」ヲ産ス人々「シヤボテン」

ノハ密柑及ビ砂糖トス又此地ニ二大橋アリ万寿橋

ヲ家ノ周囲ニ植ヘテ生植トセリ此近傍ニ於テ耕作

及ビ洛陽橋ナリ其長サ我東京ノ両国橋ニ比シ殆ド

物中驚クベキモノハ甘藷ナリ其長サ二尺乃至三尺

四倍アリ

許ニ及ブ其耕作法大ニ我国ヨリ進化セルモノアリ
即チ我国ニテ慈姑ヲ作ルガ如ク水田中ニ之レヲ作

1.9.13

レリ

馬龍江

昔シ我大阪ノ人残党ヲ率ヒテ大ニ侵入セシガ支
那人一種ノ船ヲ発明シテ遂ニ之レヲ平ゲタル所ナ

1.9.20

広東省饒平県潮州

リ之レヲ名ケテ平倭船ト云フ蓋シ此江泥涅ニシテ

此地ハ韓退之ノ流サレシ所ニシテ楓橋ト称スル

通常ノ船ニテハ進行スルコト難シ故ニ其底ノ扁平

一橋アリ広東焼ト称スル有名ナル陶器ハ此地ヨリ

ナルモノヲ製シテ勝ヲ占メタリ彼ノ海防要論ト称

産ス

スル書ハ此時ニ成レルモノナリト云フ此地ハ砂糖
ノ一大産地ニシテ商売ノ盛ナルハ即チ砂糖トス其
他「セメント」ヲ産ス
1.9.14

興化

此地ハ荒蕪ノ地ナリ

1.9.21

汀州

此地ハ地勢稍高シト雖ドモ険ナラズ
1.9.22

瑞金県

此地ニ於テ耕作物中驚クベキモノハ蕪菁ナリト
ス我国ノモノヨリ薄ケレドモ大ニシテ甘味アリ甘
草此近傍ニ産ス
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1.9.23

其当時迠ハ非常ニ寂寞タル地ナリシモ今日ニ於テ

雩都県

ハ二十四万ノ人口ヲ有シ一億万円ノ巨大ナル資本

石炭ニ富ミ鉄山アリ

ヲ以テ成立セル会社アリ家屋モ広大ニシテ実ニ欧
1.9.24

州モ一歩ヲ譲ルガ如キ有様ヲ呈セリ其斯ク繁盛ニ

贛州府

雩都県ヨリ此ニ至ル其間凡ソ三十里道路黒灰ヲ
撒ケルガ如キ状ヲ呈ス之レガ為メ足袋及ビ衣服ノ

至ラシメタルハ実ニ左ノ八原因ニ拠ルヲ信ズルナ
リ

下部汚穢ス凡テ江西省ノ人民ハ其性甚ダ軽薄ナリ

第一、地理上ノ位置宜シキヲ得タルコト即チ東

琵琶ヒキ理髪人等ハ多ク此省内ヨリ出ヅルモノナ

洋ノ中心ニシテ其周囲ニ商業ノ盛大ヲ来スベキ材

リ此地ノ人民ハ交際スルコト頗ル上手ナルモ久シ

料ヲ備ヘタル邦国若クハ島嶼アルコト

ク之レト交ハレバ我レヨリ彼ヲ嫌フノ心起ルナリ

第二、港湾ノ善良ナルコト
第三、桟橋、倉庫及ビ船渠等ノ整頓セルコト

1.9.25

第四、自由港ニシテ税関ナキコト

万安県

嘗テ米国ノ某氏世界漫遊ノ時此地ニ来リテ非常

第五、西洋ノ安直ナル資本自由ニ流レ来リテ金
融ヲ拡メタルコト

ノ辛苦ヲ受ケシコトアリト云フ

第六、欧洲人己レノ国ニ営利ノ餘地ナキヲ以テ
1.9.26

之レヲ求メテ移住シ来リタルコト

吉安府

此地ハ文天祥ノ生レシ所ニシテ風景好佳且ツ繁

第七、港ニ関スル租税ノ廉ナルコト
第八、生活ノ自由ニシテ租税ノ廉ナルコト

盛ノ地ナリ物産ハ密柑トス

等ニシテ又同地ニ於ケル工業ノ盛大ヲ来セル理
1.9.27

由ヲ述ベシニ即チ左ノ如シ

瑞州府

吉安ヨリ峡江県、新淦臨江ヲ経テ至ル所ニシテ

第一、位置ノ宜シキコト
第二、資本金ノ多キコト

此地ハ茶ヲ産ス

第三、安値ナル労力ヲ得ルコト
1.9.28

等以上ノ三原因ニ基クモノナルコト明ナリ

奉新県

明治廿三年十一月廿二日

此地ニ船橋アリ義渡ト称シテ政府ヨリ之レヲ設
ケ無賃ニテ渡ス所ナリ

1.11
1.9.29

亜片ニ就テ

元明以来清国ノ風俗習慣中ニ就テ其弊ノ大ナル

通山県

奉新ヨリ靖安県武寧ノ両県ヲ経テ湖北ニ出テ此

モノハ種々アレドモ其重ナルモノヲ挙グレバ第一
亜片第二試験第三賭博及ビ之ニ属スル富籤等ナリ

地ニ至ル此地ハ薬甘藷茶ヲ産ス

トス今亜片ニ就テ左ニ之ヲ述ブベシ
1.9.30

外国貿易品中金巾亜片ハ輸入品茶生糸ハ輸出品

咸寧県

此地ハ片石（石盤ナルナリ）ヲ産ス是レヨリ漢

ノ重ナルモノニシテ一千八百九十年ノ調査ニ依レ
バ亜片ハ七万六千〇五十二担ニシテ其価格二千二

口ニ出口

百八十一万六千〇六両金巾ハ二百十三万七千百十

明治廿三年十一月十五日

両茶ハ二千八百二十五万七千三百十四両生糸ハ二

1.10

千四百七十八万三千二百九十両ナリトス実ニ亜片

香港繁盛ノ理由

香港ハ今ヲ距ルコト五十年前英国ノ領地ニ属ス

ハ輸入額ノ三分ノ一ニ超過セリ
291

◦ 1384 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

又吃亜片者ニハ席ヲ譲ルベキ習慣アリ其一例ヲ

亜片ハ重ニ印度ヨリ輸入スレドモ支那ニ於テモ

挙グレバ夏日旅店等ニ休憩スル時吃亜片者入リ来

亦タ多ク之レヲ産ス其産地ハ即チ左ノ如シ
第一ハ四川陝西ニシテ次ハ安徽ノ北隅次ハ湖北

ルヤ彼ハ遠慮会釈モナク旅客ノ居ル室ノ窓戸等ヲ

ノ西北隅雲南山東ノ西北隅貴州広西等トス而シテ

閉ヂ其客ノ寝台上ニ横臥シテ亜片ヲ吃スルナリ

其産額ヲ合スレバ外国輸入ノモノヨリモ多シトス

亜片ヲ吃スルニ用ユル器具ハ則チ左ノ如シ

亜片ノ害毒タル実ニ甚ダシキモノニシテ林則徐

烟鎗（此器ハ古色ヲ貴ブ当時我国ニ於テメッシ

ノ乱ヲ始メトシ其他種々ノ騒乱アリテ二十五六年

ヨン［メシャム］琥珀ノパイプヲ貴ブガ如シ）烟

間天下無事ナルコト能ハザリシ亦一ケ人ニ就テノ

盆、烟盒子、烟燈、烟針水入、茶瓶、ツマミ出シ、

害毒ハ則チ癮ニシテ始メテ亜片ヲ吃スルトキハ

石片等ナリ

我々ノ烟草ヲ始メテ喫スル時ト同ジク上火スルナ

亜片商ハ支那商人中最モ大ナルモノニシテ其店

リ然レドモ漸々慣ルヽニ従ヒ頗ル愉快ヲ覚ユルニ

ニハ陳膏（陳上故ノ意ナリ）ト書シタル看板ヲ掲

至ル支那人ノ亜片ヲ喫スル毎日七度ニシテ即チ夜

グ又土膏ト称スルハ粉ノ儘ノモノナリ

明、洗面後、朝飯後、昼食後、夕食前、午後十時

支那人亜片ヲ好ムコト甚ダシキモ其害ヲ恐レテ

及ビ十二時頃トス而シテ其時間来レバ癮ヲ発シテ

癮ヲ治スルノ薬ヲ求ムルモノアリ当時戒烟丸ナル

初メ発言スルコト能ハズ次ニ栗ヲ生ジ次ニ涎ヲ垂

モノアレドモ其効アルヲ見ズ真ニ断癮ノ良薬ヲ発

ラスニ至ル実ニ亜片ハ高価ノモノニシテ一筒煙ノ

明セバ一攫千金ヲ得ルコト明ナリ我国人宜シク諸

価格外国産七円内外混合ノモノ三円五十銭乃至四

究スベシ

百円ナリ故ニ貧人ハ其癮ノ発スルヤ火酒ヲ用ヒテ

政府ニ於テハ亜片ヲ吃スルコトヲ禁ゼザルニア

之レヲ治ス然レドモ上等ノモノハ寝台ニ上リテ烟

ラズト雖ドモ少シモ其効ヲ見ズ王番ナルモノ嘗テ

燈ニテ火ヲ付ケルヤ否ヤ忽チ非常ノ元気ヲ発シテ

言ヘルコトアリ政府ニ於テ之ヲ禁ゼント欲セバ吃

言語ヲ発スルコト間断ナキニ至ル

亜片者ノ身首所ヲ異ニセシムルニアラザレバ能ハ

我国元禄年間迠ハ烟草ヲ吃スルモノ稀ニシテ客

ズト同人ノ如キモ非常ニ亜片ヲ好メルノ人ナリ若

ニ烟草盆杯ヲ出スコトナカリシガ当時ニ於テ烟草

シ夫レ清政府ニ之レヲ禁ズルニ左ノ方法ヲ取ルア

ヲ喫スルモノ増加セシト同ジク支那ニ於テモ亜片

ラバ漸次其跡ヲ絶ツニ到ルベキヲ信ズルナリ
第一、内地ニ於テ亜片ヲ耕作スル異ヲ厳禁スベ

ヲ吃スルモノ逐日多キニ及ベリ随テ都鄙到ル処ト
シテ烟館ノ設ケアラザルハナリ当地英租界四馬路

シ

一層楼ノ最頂上ノ一室ノ如キハ亜片ヲ吃スルノ室

第二、烟館及ビ烟商ニ重税ヲ課スベシ

ニ充テ数十名ノ男女常ニ之レヲ吃セリ当時ハ外国

第三、烟器制作場ニ重税ヲ課スベシ

人ノ此室ニ到ルヲ禁ゼリ

第四、花柳社会ニ烟器ヲ備スルモノハ前項ニ準

亜片ノ害毒ハ実ニ甚ダシク人ト挨拶スルニ当テ

ズベシ
第五、密輸入ヲ厳禁スベシ（広東ノ密輸二千万

即ズ烟霞ノ癖アルヲ以テ働ケズ杯ト云ヒテ謙辞ト
ナス又人ヲ訪問スルヤ主人先ヅ茶ヲ出シ四方八方

両アリト云フ）
第六、官吏、学生兵士等ニシテ吃烟スルモノハ

ノ話ノ末炕上ニ設置セル亜片ヲ以テ吃大烟ヲ勧ム

厳刑ニ処スベシ

ナリ

第七、細民及ビ労働者会ニ吃烟スルコトヲ厳禁

支那ニテ間人等ヲ称シテ江湖ト云ヒ旅行ニ慣レ
タルモノハ老江湖ト云フ若シ旅行スルニ当テ吃亜

スベシ
第八、大烟零売ヲ帳簿験査等ニ依テ困難ニスベ

片者ト途ニ会スルトキハ非常ノ難ニ遭遇スルコト
アリ戒ムベキナリ

シ
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斯クノ如クシテ漸次外国ノ談判ニ着手スベシ然

建省ハ唯独リ其趣ヲ異ニシ至ル処トシテ山ナラザ

ルトキハ例令一時ニ跡ヲ止メザラシムル能ハザル

ルハナシ此地ノ地勢タルヤ漸次高クナルヲ以テ

モ民生ヲ活達ナラシメ財政ヲ稗益スルコト少々ニ

偶々此地ニ至ルモ其地勢ノ左迠高キヲ思ハザレド

アラザルベシ

モ実際之レヲ測量スルトキハ非常ニ高キヲ知ル此
一省ハ言語人情風俗等自ラ他省ト異ナレリ又東南

明治二十三年十二月六日

及ビ東北ノ各省ハ沼沢地多クシテ中央ノ各省ハ沙

1.12

支那商業地理ノ概要及運輸上ノ一般

支那帝国ハ亜細亜ノ東部ニ位スル大国ニシテ十

原多シ又山東省ハ其東部山地ニシテ西部ニ反ツテ
平原アリ

八省ニ加フルニ新疆東三省ナドヲ合セテ広袤九十

支那ノ山脈ヲ大別シテ三トス即チ左ノ如シ

餘万方里北ハ魯領西伯利、南ハ安南印度緬甸ニ接

一、雲南貴州広西広東湖南江西福建ニ亘ルモノ

シ西ハ葱嶺ヲ以テ土耳其斯坦ニ界シ東ハ支那海

二、四川湖南湖北貴州ニ亘ルモノニシテ鉱山多

（渤海ヨリ東京湾ニ至ルノ間）ヲ隔テヽ日本及ビ
呂宋ト相対ス其属地ヲ除キ本部ハ幅員二十七万方

シ
三、四川甘粛陝西山西山東ヨリ直隷ニ至ルモノ

里人口三億六千万アリ物産豊饒ニシテ運輸ノ便ヲ
極メ大小ノ都邑ハ五百戸乃至千戸以上ノ人家ヨリ

1.12.2 （河川及ビ湖沼）

テ到ル処トシテ商業繁盛ナラザルナシ満洲盛京省

大河小川到ル処ニ縦横シ又湖水アリテ運輸ノ便

ノ如キハ其繁盛ナルコト本部ニ及バズト雖ドモ近

ヲナスト雖ドモ其最モ水運ノ便アルハ中央部即チ

来殖民大ニ増加セリ今其人口ヲ調査スルニ山東ヨ

長江一帯ノ地トス就中江蘇浙江ノ二省ヲ以テ第一

リ移住セシモノ却テ土人ニ超過ス而シテ吉林府ノ

トス此中央部ニ次グモノハ南部ニシテ北部ハ遥ニ

如キハ愛親覚羅氏ノ根拠ノ地ニシテ人民ハ文事ヨ

之レニ及バズ

リモ武事ヲ尊ビ文武官ノ設置殆ンド北京ト同ジク
従テ繁盛ヲ極ム此地方タルヤ鉱山炭山等ノ天賦ノ

1.12.3 （陸路）

財源ニ富ムト雖ドモ人民未ダ之ヲ利用スベキ開化

支那人ハ実ニ新事業ヲナスニ魯鈍ナルヲ以テ道

ノ度ニ違セザルヲ以テ其富本部ニ一歩ヲ譲レリ然

路ノ如キモ南方ハ水運ノ利盛ナルニヨリ甚ダ不完

レドモ開港場牛荘ノ一港アルガ為メニ漸次此地ノ

全ナリ而シテ都邑ト都邑トノ間ニ官道ノ通ズルア

開化ヲ進ムルナルベシ

リト雖ドモ其大ナルモノ三尺ニ過ギズ之ニ反シテ

凡ソ満州蒙古等ノ属地ハ甚ダ寂寞タル荒野ニシ

北方ハ水運ノ利乏シキニヨリ道路広大其幅五六間

テ唯游牧人種ノ居住スルニ過ギザルヲ以テ今日ニ

乃至十間アリテ其最モ広キ所ハ牛馬車四五輌ヲ併

於テ貿易上研究スベキ必要ナシ故ニ之ヲ省キテ本

馳シ得ベシ然レドモ今日ニ於テハ道路ヲ修繕スル

部各省ノ地理ノ概略運輸ノ一般ヲ述ベン

コトナキヲ以テ車輪及ビ馬蹄ノ跡甚ダシクシテ其
深キモノハ二尺許アリ且ツ道路ハ他ノ地面ヨリ低
キヲ以テ雨天ノトキニ於テハ四方ノ水流レ来リテ

1.12.1 （山脈）

支那ノ山脉ハ中央亜細亜ノ高地ヨリ起リテ東ニ
走リ四川ノ境ニ至リテ四方ニ蔓延シ雲南貴州山東
山西陝西甘粛等ノ各省ニ至レリ内ニハ深山高嶺ヨ

恰モ河川ノ状ヲナシ運輸交通ヲ妨グルニ至ル
以上記セシ如ク南方ハ水運ノ利アリ北方ハ陸路
ノ便アルヲ以テ南船北馬ノ諺アリ

リ丘岡アリテ一言スベカラズト雖ドモ概シテ之レ
ヲ言ヘバ西北及ビ西南ノ各省ハ深山高嶺多ク東部
ノ各省ハ平地ニシテ沃野数百里ニ亘ル然レドモ福

1.12.4 （陸運）

陸運ヲ分テ三トス即チ左ノ如シ
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人此荷送ニ錫ヲ用ユルハ蒙古地方ニ於テ錫ノ価高

一、車運

北部物貨ノ運搬ハ皆車運ニシテ車ハ長サ一丈五

クシテ茶ト相半バスルニヨルト一挙両得ノ策其注

尺巾九尺ニシテ牛ト馬トヲ混合シテ十頭許リ繋ギ

意実ニ至レリ尽セル哉因ニ記ス磚茶トハ茶ヲ瓦ノ

之レヲ牽カシム又車上小屋ヲ作リテ人之レニ起臥

形ニ固メタルモノニシテ蒙古地方ニテ非常ニ貴重

シ其帆ヲ用ヒテ牛馬ノ労ヲ助ケ馭者ハ一名若クハ

セラレ貨幣ノ代用ヲナセリ

二名ナリ北地ノ牛ハ其体大ニシテ馬ト同ジク馳走
スルナリ又小車アリテ一人車後ヨリ押シテ之レヲ
送ル又他ニ一人ノ綱引ヲ用ユルコトアリ大車ハ一

1.12.5 （水運）

水運ニ内河外何ノ区別アリ

日ノ速力六十清里乃至八十清里ヲ走ル而シテ其運
賃百清里ニ付三両乃至四両ニシテ小車ハ貨物ヲ積

1.12.5.1

一、内河運漕

載スルコト三百斤乃至四百斤トス大車ノ運搬ハ北

内地ノ河川ニ支那形船ヲ以テ運漕スルモノニシ

方ノ各省即チ盛京直隷山西山東陝西甘粛河南等ニ

テ支那人ノ風力ヲ用ヒテ帆ヲ利用スルハ遥カニ他

行ハル小車ハ南方ニ行ハル

邦人ノ及バザル所ナリ且ツ内地ノ河川ニハ高低非
常ノ差ヲナス所アリテ之レニ灞ナル者ヲ設ケ万力

1.12.4.2

ヲ両岸ニ備ヘテ舟船上下ノ便ヲ図ル而シテ川ト川

二、馬又ハ駱駝ノ運輸

是レ重ニ北方ニ行ハルヽモノニシテ其積載高馬

トノ間ニ水路ノ通ゼザルモノアレバ貨物ヲ卸シ牛

二百斤内外駱駝四百斤乃至四百五十斤ニシテ速力

馬ヲシテ船ヲ牽カシメ以テ他ノ河ニ称ス凡ソ内河

ハ共ニ一日八十清里ヨリ百二三十清里運賃ハ馬銀

ニ用ユル所ノ帆船ノ積載高ハ弐拾万斤乃至五千斤

四匁駱駝七匁内外ナリ

ニシテ其速力ハ順風ニテ一日ニ二百清里逆風ノ時
ニ在テハ同里程ヲ走ルニ十日乃至一ケ月ヲ要ス其

1.12.4.3

運賃ハ一定シ難シト雖ドモ最モ灞多クシテ舟行ノ

三、人肩ノ運輸

雲南貴州等ノ如キ西南ノ地ハ髙山峻嶺ノ間ニ在

困難ナル宜昌ヨリ重慶迠即チ一千八百清里ノ間ニ

ルヲ以テ車舟ヲ通ズルヲ得ズ為メニ人肩ノ運輸行

於テ上リ四十日下リ六日ヲ要シ其上リノ賃銭百斤

ハル斯ク不便ノ地ナルヲ以テ貨物ノ出入少ナク随

ニ付弐円ナリ他ノ各処ハ推シテ其廉ナルヲ知ルベ

テ商況沈静セリ人肩運ニ二種アリテ一ハ貨物ヲ背

シ又竹船倭船等ヲ用ヒテ如何ニ浅キ河川ト雖ドモ

負ヒ一ハ天秤棒ヲ以テ担グモノ是レナリ而シテ後

其水利ヲ利用ス

者ハ南方ニ行ハル其重量ハ九十斤内外ニシテ運賃
ハ銀四両ナリ

1.12.5.2

二、外河運漕

長江ノ往復并ニ沿海ヲ運漕ニシテ皆汽船ノ便ア
以上陳述シタルガ如ク北部ノ運搬ハ車馬ニ依リ

リ以テ二十三ノ開港場ヲ往復ス汽船会社ハ上海香

山谷ノ間ヲ通過スルヲ以テ荷造方最モ堅固ナルヲ

港間ニ往復スルモノ二十社船数数百艘以上アリ此

要ス今支那人ノ荷造方ヲ説カンニ漢口ヨリ蒙古地

等ノ会社ハ皆上海ニ在ルモノニシテ此社ノ中ニ於

方ニ送ルノ磚茶ヲ荷造ルニ先ヅ錫ニテ包ミ之レヲ

テ長江沿岸ヲ寄港スルノ船ヲ有スルモノハ八社ア

箱ニ入レ然ル後「アンペラ」ヲ以テ之レヲ包ミ籐

リ即チ招商局、太古、怡和、麦辺、和興、仁記、

蔓ヲ以テ之ヲ巻キ又其上ヲ綱ニテ網形ニ縛シ又之

華友、禅臣トス漢口迠ハ八会社ノ船何ヅレモ至ラ

ヲ「ベルツ」（竹ニテ編ミタルモノ）ニテ包ヨリ

ザルモノナシト雖ドモ宜昌迠航行スルハ独リ招商

其堅固ナル実ニ至レリト云フベシ然レドモ其蒙古

局ノミ而シテ此会社ノ長江往復ニ用ユル汽船ハ総

ニ達スルヤ漸ク板ノ箱ヲ存ズルノミニ至ル又支那

計四十艘ニシテ其噸数ハ二三百噸乃至八百噸トス
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又帆船アリテ此各港間ヲ往復ス天津ヨリ上海迠蓬

ナリト謂フベシ今重要諸港輸出入ノ総計ヲ示サシ

船（支那形大帆船）ニテ十日乃至一ケ月ヲ要シ百

就テ見バ其商況ヲ察スルニ足ルベシ

五十噸乃至二百噸ヲ積載ス運賃ハ時々ノ相場ニヨ

千八百八十九年輸出入総計弐億千七百八十三万

リテ異ナリト雖ドモ会社所有ノ汽船最モ高ク一己

二千八百十七両ノ内ニテ

ノ私有汽船之ニ次ギ貨物ノ多キトキニ限リ臨時発

上海 一〇〇、七九二、三二五両 香港

七四、五九八、二三六

船スル所ノ野鶏船ヲ最廉ナリトス

広東

三七、四四五、〇四九

廈門

一〇、二〇六、八〇五

福州

八、六六五、〇八八

漢口

五、五八一、六九五

天津

五、五一七、〇一四

支那ハ広大ノ土地ナルガ故ニ気候モ亦各地同ジ
カラズ従テ物貨ノ商況等ニ又期節アリテ其盛衰ヲ
異ニス故ニ商人タルモノ尤モ茲ニ注意セザルベカ

備考 本表中ニ於テ福州厦門ハ砂糖ノ輸出多額アリテ輸入
額ト大差アリ故ニ輸入商ノ着目スベキ所ニアラズト知ルベシ

ラズ今一二ノ例ヲ挙ゲテ左ニ之ヲ述ブベシ

明治二十三年十二月十三日

漢口ヨリ雲南四川行ノ荷物ヲ発送セント欲セバ
九月ヨリ翌年二月迠ノ間に於テセザルベカラズ是
レ河水ノ奔流ハ三月ヨリ八月迠ノ間ニ在リテ此地
方ノ急流ニハ航行ニ困難アルヲ以テナリ

1.13

直隷張家口貿易ノ景況

張家口ハ直隷省宣化府ニ属スル長城ノ門中ニシ
テ支那貨物ヲ蒙古及ビ露領西伯利ニ運送シ内地ヨ

天津ノ如キハ十一月ヨリ翌年二月ノ末迠ハ氷結

リ貨物ヲ支那地方ニ運ビ来ル陸地貿易ノ要口ナレ

スルヲ以テ航行スルコト能ハズ従テ其間商況不振

バ曽テ同地ニハ監督官ヲ置キ其税ヲ調べ露国ト陸

ナリ然レドモ三月ノ初ニ至リ白河ノ開クルヤ各船

路通商ノ条約アリシヨリ全体ノ景況日々ニ盛ニシ

争テ入港ス是レ第一着ノ船ニハ政府ヨリ三百両ノ

テ今日清国陸路貿易ノ最モ盛ナル地トナリシガ故

賞金ヲ与フルノ挙アレバナリ茲ヲ以テ商況大ニ活

ニ我国人モ亦之レニ注目セザルベカラズ我九州地

動ヲ極ム故ニ此等ノ期ヲ失セザルノ準備ナカルベ

方ニ産スル番茶ヲ天津ニ輸出スルモノハ悉ク此口

カラズ

ヲ経テ蒙古露国ニ向フモノナレバ其販路ノ如何ヲ

牛荘地方ハ沼沢多クシテ夏季ハ瘴癘ノ気起リ通

視察スルハ今日ノ要務ナリ又磚茶ノ支那地方ニ産

行ニ不便ナルヲ以テ厳冬湖水ノ氷結スルニ乗ジ機

スルモノハ総テ同地方ニ向フト謂フモ不可ナキモ

ヲ利用シテ貨物ヲ運搬ス古昔ジンギスカン等ノ此

ノナレバ茶葉ヲ営ムモノ及ビ天津向キノ貨物ヲ取

地方ニ兵ヲ動カスニ必ズ厳寒ノ候ニ於テセシハ右

扱フ人ハ宜シク蒙古露国ニ至リテ同口ノ商情ヲ熟

ノ原因ニ由ルナルベシ此ノ如キ状況ナルヲ以テ其

知シテ日常ノ商売ヲ勉メザルベカラズ然レドモ同

以前ニ於テ貨物ヲ同地ニ運搬スベシ

口ハ他ノ開港ト異ナリ天津ヲ距ルコト殆ド五六百

支那東南沿海及ビ長江沿岸ノ開港場二十二港ノ

清里ノ内地ニ在リテ露商ヲ除ケバ他ノ外国商ハ未

内ニ於テ日本商人ノ最モ望ヲ属スベキ場所ハ何レ

ダ直接ニ此地ノ貿易ヲ試シタルモノナキ程ナレド

ナルヤ之レヲ知ル実ニ必要ノコトナレバ左ニ之ヲ

モ現ニ清国ヨリノ輸出品ヲ重ナルモノハ茶鉄器及

陳述スベシ

ビ織物ノ三種ナリトス兼テ同口ニハ大ナル清商ノ

廿二ノ開港場中上海香港広東漢口天津ノ五港ハ

茶問屋五六軒アリテ年ニ其取扱茶ノ高ハ凡ソ三万

運輸甚ダ便ニシテ尤モ繁盛ヲ極ム就中上海ハ長江

箱以上ニ及ビ其中磚茶ハ重ニ蒙古人ノ需用スルモ

一帯各地ノ分輸ヲ司リ香港ハ福州江南ノ分輸ノ地

ノナルガ其輸出ノ高ハ割合ニ少ナク白毫茶（紅茶

ナリ斯クノ如ク右ニ港へ通貨貿易甚ダ盛ニシテ内

ノ一種）ノ輸出ニ比スレバ僅ニ十分ノ二位ナリト

地ノ取引売買ニ於テ全ク望ヲ属スベキノ地ニアラ

云ヘリ此磚茶ニハ其種類三アリ上等ハ大塊ニシテ

ズ然ラバ何ヅレヲ最モ重要ノ港トナス広東漢口天

二七ト称へ即チ二十七塊ヲ以テ一箱トナシ一塊ノ

津ノ三港ヲ以テ吾畢純ナル日本商人ニハ適当ノ所

価大概天津銭一吊八十文ニ売捌ヲナシ居レリ又其
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重サヲ量ルニ三斤二両アリ是レハ相応ニ良質ノモ

同口ノ関門ニテ一車ニ付銀二匁ノ税金ヲ取立テ居

ノト見へ支那人モ旅行用杯ニ之レヲ携フルモノア

レリ此土塩ハ海塩ヨリモ其品質不良ナルモノニシ

リト云フ中等ハ三六ト称へ三十六塊ヲ以テ一箱ト

テ重ニ直隷ノ長城外并ニ山西省地方ニ販運スルモ

ナス一塊ノ重サハ一斤ニテ其価ハ通例ハ天津銭ノ

ノナリトス土碱ハ酸化曹叟母［曹冑母］ノ類ニテ

五百四十文位ナリ下等ハ六七ト称へ一箱ニ六十七

天然ニ産スル塩タリ大察爾地方ヨリ同口ニ輸入シ

塊ヲ入レ一塊ノ重サハ大概一斤半モアリ其価ハ通

支那本部各地ニ於テ其需用最モ広キモノニシテ之

例四百八十文前後ナリ又白毫茶モ其種類四五種ニ

ヲ精製シテ甎形ニ作リ染料或ハ饅頭ヲ製スルニ用

分チ最上ナル分ハ一斤天津銭二吊四百文中等同一

ユルト云フ又衣服ノ洗濯ニハ最モ宜シク何レモ石

吊四百文下等一吊二百文位ナリ其最下等ナルモノ

鹸ヲ代用ス同口此土碱ヲ取扱フ商家十軒アリ其取

ハ恰克図地方ニテハ哈喇、回絨、哦噔油、喗嘰等

引ハ甚ダ大ナルモノニシテ一軒ニテ一ケ年ニ買入

ノ毛織物ヲ織ルノ染料ニ用ユル由ニテ輸出高ハ頗

ルヽ高ハ牛車ノ四千輌ニモ及ビ一斤ノ価大約天津

ル多キモノナリ右等茶商ノ外ニ元宝山ト云ヘル所

銭二百四十文位ニテ一車ノ積量四百斤ヨリ五百斤

ニ茶ヲ取扱フ露商二三軒アリテ専ラ露領西伯利亜

ノ間ナレバ今一ケ年十軒ノ商家ニテ買入ルヽ高ヲ

ニ輸出スル白毫茶ト蒙古人ガ用ユル磚茶トヲ販売

概計セバ牛車四万両ノ斤量凡ソ一千六百万斤ニテ

シ其取引ハ頗ル盛大ナルモノニテ右ニ二種ノ茶ヲ

其ノ価格ハ天津銭ノ三百八十四万吊此銀百二十万

合セ一ケ年凡ソ四十万箱ヲモ販売スルト云フ此露

両ナリ実ニ盛大ノ営業ト云フベシ尤モ此土碱シハ

商ハ同口ニ開店セシハ今ヨリ凡ソ二十七年以前ニ

食塩ト同一ノ規則ニシテ人民ニ自由ニ之レヲ取扱

テ其始メハ営業モ思ハジカラザリシガ次第ニ勉励

フコトヲ禁ジ一□官許ノ票子ヲ以テ其取引ヲ為シ

シ目下ハ紳商等モ其勢ヲ制スル能ハザルノミカ年

居レリ又獣皮問屋ハ同口ニノミ十餘軒アリ重ニ烏

中其取引ヲナス所ノ茶ノ高ハ此露商一軒ノ半ニモ

魯木斉、烏里雅蘇台、恰克図及ビ伊犁等ノ地方ヨ

及バザル位ナレバ北京政府モ頗ル同口貿易ノ模様

リ輸送シ来ル所ノ毛皮ヲ買収シ更ニ各地ニ輸出セ

ニ顧慮スル所アルモノヽ如シ鉄器ヲ取扱フノ商家

リ其皮ハ虎、豹、狐、羊、羔、川巤等ノ類ニテ其

ハ三十軒モアリテ何レモ屈指ノ豪商ナリ輸出品ハ

中山羊ノ皮ハ従来一枚ノ価僅ニ銀二匁五分位ナリ

紬緞綿布ノ類ヲ同地方并ニ蒙古ニ販売スルノ外ニ

シモ欧州ニ輸出スルモノ次第ニ盛ナルヨリ遂ニ一

一種ノ垢付タル古衣ヲ紅黄藍黒等ノ色合ニ染メ直

枚ノ価ヲ銀四匁以上ニ迠引キ上ゲタリト云フ

カ

ク

タ

明治二十三年調査

シ蒙古人ノ需用ニ供シ居レシ同口ノ輸入品ハ輸出
品ト異ナリ遥ニ上等ノモノニテ其重ナルモノハ哈
喇、回絨、哦噔油、喗嘰等毛織物ノ外塩土碱及ビ

1.14

駱駝羊ノ毛并ニ野獣ノ皮ナリ毛織物ハ恰克図ヨリ

支那人ハ文字ヲ書キタル紙ヲ大切ニスルコト敢

同口ニ送リ更ニ之ヲ直隷省通州ニ出シ通州ヨリシ

テ其紙質ノ精粗ニ拘ハラズ又文字ノ大小種類ニモ

支那各地ニ分輸セリ食塩ハ蒙古京棚、黒石灘、及

ヨラズ上流下流共ニ一種一様ノ風ヲ為シテ外国人

ビ哈達ノ地ニ産シ其種類ハ二様アリテ一ハ塊形ニ

ノ目ニハ奇異ノ思ヒアル程ナリ蓋シ文字ヲ尊ブヨ

シテ之ヲ甎塩ト称シ一ハ粉末ニシテ之レヲ末塩ト

リ起リシニハ疑ヒナケレドモ南北到ル処ノ民間ニ

称セリ其価ハ同口ニテ甎塩ハ一斤天津銭四十文末

惜字局若クハ惜字会ヲ設ケザルナリ其局ニテハ常

塩ハ一斤同三十二文ニテ売買ス此等ノ塩ハ産地ヨ

ニ人夫ヲシテ書損不用ノ紙又ハ隔壁ニ張リ付ケタ

リ同口ノ東北八十五里ナル石灞児台ト云ヘル所迠

ル旧キ広告紙等ヲ掻キ集メシノ積ンデ山ノ如キニ

牛馬ニテ送付シ同地ヨリ大車ニ積ミ替ヘテ同口ニ

至レベ之レヲ大ナル火炉ニ投ジテ灰トナシ其灰ヲ

至ル此大車ノ積量ハ凡ソ三百斤ヨリ四百斤ニ至リ

袋ノ内ニ詰メ最寄リ—ノ船便ニ托シテ河海ノ中心
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ニ放流スルヲ例トス其手数ト云ヒ勿体ト云ヒ功徳

仲買商ト変ジ緑興ハ今ニ閉店セザレドモ商売至ツ

ヲ思フニモ程コソアレド実ニ馬鹿々々シキ感アリ

テ緩慢ナル様子ナリ又昨年六月頃在横浜ノ勾牙利

天津ニハ徐其ト称スル慈善家アリテ私費若干ヲ投

人ターンナル者当地ニ支店ヲ構へ主トシテ高価ノ

ジテ惜字局ヲ設ケ沿街又ハ近郷ノ四辻等へ数千ノ

日本贅沢品ヲ陳列シタルガ開業ノ始メヨリ昨今迠

紙屑籠ヲ掛ケ置キ人夫ヲシテ之レヲ蒐集セシム其

ノ内情ヲ聞クニ景気甚ダ面白カラズト云ヘリ以テ

規則手続ナリトテ所々ノ紙屑籠其他ニ張リ出シテ

高価ナル日本品ハ目下当地ニ需要少ナキヲ知ルベ

広告セル筒条ハ左ノ如シ

キナリ畢竟当地ニ於テ日本贅沢品ヲ愛玩スルハ西

一、人家ニ於ケル反古紙ハ何時ニテモ本局ニ通

洋人ニ限リ而シテ其数甚ダ寡少（香港現今ノ人口

知アレバ幾分ノ割合ヲ以テ新シキ紙ト交換スベシ

二十万ノ内十九万ハ支那人ナリ）ナレバ需要高ニ

一、商店ニテ物品ヲ包ム字紙ハ丁寧ニ取扱フテ

限リアリ況ンヤ已ニ過半其需要ヲ充タシタル今日

損壊スベカラズ

ナレバ到底支那人中ニ之レヲ愛スルノ念生ゼザル

一、祖先ノ墓ヲ祭ルニ紙錠（両ノ形ニ製シタル
金箔紙）ヲ焼クトキハ其灰ヲ踏棄スベカラズ

内ハ今後当地方へ多分ニ輸出スルノ見込ナカルベ
シ之ニ反シテ廉価ナル室内装飾ハ引続キ需要アリ

一、学塾ニ於テハ教師タルモノ自ラ字紙ヲ監検

是等ハ重ニ西洋人中等以下ノモノヽ購買スル所ナ

シテ廃筆ノ軸及ビ砕ケタル磁器茶碗等ナリトモ文

レバナリ目今当地ニテハ如何ナル住家（支那人住

字ノ存ズルモノハ貯へ置クベシ

家ヲ除ク）ニテモ必ズ日本屏風一二隻ヲ備へ壁間

一、万一汚穢ノ場所ニテ勿体ナクモ字紙ヲ見出

ニ二三ノ掛物ヲ掛ケアラザルハナシ当港ノ如キハ

シタル時ハ直ニ香灰ヲ和シタル水ニテ丁寧ニ洗ヒ

殖民地ノ常トシテ中等以下ノ外国人ノ来リテ此地

乾シタル紙屑籠ニ納メ置クベシ

□ニ産ヲ求ムルモノ新陳交代極リナク而シテ欧米

一、局中餘裕アレバ風俗ヲ紊乱スル書画又ハ古
本ヲ買収シ之レヲ焚クコトアルベシ

ノ都府ト事変リ下宿住ヲナスモノ至テ少ナク新来
ノ輩ハ一人若シクハ清人申合セ必ズ一家ヲ構ヘル
ノ風ナルヲ以テ其一家ヲ構ヘルニ当タリ室内ノ装

1.15

飾具トシテ最モ廉価ニシテ見栄へアルハ日本品ニ

香港ニ於ケル日本雑貨ノ景況

日本雑貨目下ノ景況ヲ概言スレバ高価ナル美術

如カザレバ廉価ナル装飾品ノ需要ハ決シテ断ズル

品ハ全ク販路ヲ杜絶シ廉価ナル室内装飾具ハ依然

コトナカルベシ而シテ其内最モ望ヲ属スベキモノ

需用アリ又日常必用品ニ至リテハ追々其売行ヲ増

ハ屏風、櫛物、炉隠シ、提灯、灯籠、簾、植木鉢、

スベキ有様ナリ現今当港中等以上ノ佳家（支那人

竹細工物等ナリトス目今当港ノ於テ主トシテ廉価

ノ家ヲ除ク）ニハ其室内飾物ノ大部分ハ日本美術

装飾品ヲ販売シ居ルハ日本店二軒支那店十数軒ア

品ヨリ成立シ既ニ大抵其需要ヲ充タシタレバ新タ

リ多クハ神戸仕入ノモノニシテ売価ハ平均仕入価

ニ家ヲ構ヘルモノヽ外ハ之ヲ購フモノ甚ダ少ナク

ノ三割増ナリト云フ右ノ如ク廉価ナル日本装飾具

仮令真ニ日本美術品ヲ愛スル好事家アリトモ是等

ハ依然需要アレドモ是等ハ重ニ西洋人向キナルヲ

ハ避暑ヲ兼子日本へ漫遊ノ折其製造元ニ就テ求ム

以テ其需要高ニ限リアリ然ルニ日常必要品ニ至リ

ルノ傾アルヲ以テ随テ当地ノ売店ニハ顧客ノ数ヲ

テハ其消費者ハ重ニ支那人ナルガ故ニ其売高頗ル

滅シタリ一昨年来迠ハ当地ニテ日本美術品ヲ鬻グ

多額ナリ今其内望ミアルモノ挙グレバ手拭、木綿

大店二軒アリ内一軒ハ日本商日下部平次郎ノ開キ

縮、莫大小足袋、洋傘、摺附木、石鹸、歯磨、香

シ所他ノ一軒ハ支那商緑興ノ営業ニシテ共ニ一時

水、小楊子、玩具、陶器、小皿、茶、呑碗、図扇

ハ相応ノ利益ヲ得タルモノナルガ日下部ハ昨年ノ

等ナリトス又支那人モ近来追々外国器物ノ便利ナ

始メニ所持ノ残品ヲ競売ニ付シテ閉店シ純然タル

ルヲ暁リ漸次之ヲ使用スルノ傾アリテ日用必需ナ
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ル西洋小間物ノ流行ハ日ヲ追テ盛大ニ赴クヲ以テ

明治二十四年三月調査

日本ヨリ模造西洋品ヲ廉価ニ輸入シテ遠ク欧洲ヨ
リ積ミ来ルモノヲ圧倒スルハ敢テ難キニアラザル
ベシ而シテ香港ハ即チ南清地方ノ門口ニ位スルヲ

1.16

上海諸般ノ情況

1.16.1 （上海港ノ景況）

以テ当地ニ雑貨貿易ヲ開カント欲スルモノハ自今

内ハ支那十八省ヨリ外ハ五大洲ニ至ルノ衣冠人

宜シク贅沢品ヲ止メテ日常必用品ニ眼ヲ注グコト

物商賈農工粉黛僕隷ヲ駆テ一小弾丸ノ地ニ集メ昼

肝要ナルベシ然ルニ日本商人中尚ホ往々贅沢品ヲ

トナク夜トナク船舶往来シ冬トナク夏トナク物貨

輸出シテ奇利ヲ博セント試ムルモノアリ現ニ陶器

出入スルハ東洋第一ノ貿易場タル上海港ノ景況ナ

銅器漆器類ヲ当地ニ持チ越シテ是ヲ競売ニ附シ直

リ抑モ上海港ハ清国江蘇省松江府上海県城ノ在ル

ニ帰国セルモノアリ是等ハ其売上高ヲ以テ往復ノ

所ニシテ英浦（一名申江ト称ス相伝フ楚ノ春申君

旅費ヲ購ヒ尚幾分ノ餘利アリテ自家ノ満足ヲ来ス

ノ鑿ツ所ナリト）呉淞両江ノ会流スル所ニ在リ古

カハ知ラザレドモ其結果タルヤ既ニ此荷嵩ヨリナ

禹貢楊州ノ城ニシテ周ノ時ノ呉ノ地ナリ当港ハ千

ル市場ニ於テ益々日本品ノ声価ヲ落スノミ茲ニ最

八百四十二年彼ノ歴史上ニ有名ナル阿片戦争ノ和

モ希望スル所ハ相応ノ資アル日本商人ノ手ニテ当

議成リシ時ニ開キタル互市場ニシテ英浦ノ岸ニ沿

地中央区ニ成ルベク大店ヲ借リ受ケ勧工場ノ如キ

ツテ呉淞江ニ至ル迠方一英里餘ヲ英租界ト云ヒ県

モノヲ設置シ其店内ニハ勿論高価ノ美術品ヲモ幾

城外ヨリ洋涇浜迠ヲ仏租界ト云ヒ黄浦ノ左岸長サ

分展列シテ人目ヲ引クベキモ主トスル所ハ廉価ノ

四里ノ地ヲ美租界又虹口ト云フ三租界共皆街衢広

装飾具ト日用必要品ヲ鬻ギ傍ラ広ク日本製造者ヨ

寛ニシテ縦横ニ通達シ大厦空ニ聳へテ層楼雲ヲ突

リ依託販売ヲ引受ケ当地ニ於テ卸小売ヲナスニア

キ各々豪ヲ闘カハセ華ヲ競フモノヽ如シ各国ノ領

ルベシ目今当地ニ専ラ依託販売ヲ行フ日本店ナキ

事府及ビ商行会社等皆此内ニ在リ而シテ其諸商行

ハ一大欠点ト云フベシ勿論現ニ開キ居ル一二ノ日

ノ店頭ニハ貨物ヲ安搬シテ買客ノ縦覧ニ供スルガ

本商店ハ諸般ノ依託販売ヲ引受ケベキモ右商店等

故ニ西洋雑貨ノ店ナドニ入ルトキハ貨物燦爛トシ

ハ各特殊ノ業務アルコトナレバ夫ノ雑貨商売ニ最

テ殆ンド人目ヲ眩セシム然レドモ是レ本通リノ景

モ必要ナル稠密ノ注意ト面倒ヲ厭ハザルノ二事ニ

況ナリ若シ裏店ノ内幕ヲ窺フトキハ其狭隘ニシテ

至リテハ専業家ノ如キヲ得ザルヲ如何セン故ニ仮

汚穢ナルコト実ニ名状ノ限リニアラズ大抵裏店ハ

令領事館等ノ手ヲ経テ諸般ノ日本品ヲ試売シ其結

支那人ガ始メトシテ五大洲ノ人民中最モ下等ナル

果善シトスルモ当地ニアル買手ト本邦製造者トノ

種族ノ居留スル所ニシテ卑陋ナル長屋ノ内ヲ幾軒

間ニ立テ周旋スルヲナキヲ以テ不便少カラズトス

トモ仕切リテ其内ニ幾家族トモナク住居セリ若シ

固ヨリ直接注文ノ法モアレドモ日本ハ製造者ハ海

五大洲ノ風俗人情ヲ一眸ノ下ニ観察セント欲セバ

外事情ニ暗キ故カ直接注文ヲ受ケテ之レニ応ズル

上海ニ遊シテ此裏店ノ内ヲ見ルニ若カズト或ル人

コト能ハザルノ例多シ之レ当地ニ日本雑貨店ヲ設

ノ戯言ナレドモ実ニ穿チ得フ妙ナリト云フベシ而

クルノ必要ヲ感ズル所以ナリ今試ニ前記ノ如キ商

シテ日本人ノ住居スル所ハ多ク此域内ニアルヲ思

店ヲ設クルノ費用ヲ左ニ掲ゲテ参考ノ一端トス

ヘバ此地ニ留学セル余輩モ亦大ニ膺臂ノ縮マルヲ

家賃（店ノ位置ハ西洋人支那人双方ニ便ナル
地ヲ選ブ）一ケ月
出張社員五名（仮リニ店ノ一隅ニ住ムトス）
食料諸掛共一ケ月
支那番頭一人月給
支那雇人二名月給六弗宛
広告引札其他雑費
毎月出費総高

百弗
五十弗
三十弗
十二弗
十五弗
二百七弗

覚ヘタリ数年前迠ハ此内ニテみヲ鬻ギ色ヲ売ルハ
無廉恥女甚ダ少ナカラザリシ由ナレドモ今ハ其筋
ノ取締厳重ナルヲ以テ不行届ノモノト見ユルハ未
ダ全ク其跡ヲ払ヒ去ルニハ至ラザルモ大ニ減少セ
シゾ何程カノ仕合ト云フベシ
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港口ノ両岸ニハ船渠及ビ各種ノ製造場アリテ烟

街ニ居留セリ

突空ニ聳へ炭烟天ニ漲リ鍛鉄ノ響伐木ノ声殆ンド
人ノ耳ヲ聾セシム其規模ノ宏大ニシテ其事業ノ繁

1.16.2 （居留地内ノ支那人）

盛ナルコト実ニ驚嘆ニ堪ヘザルナリ而シテ此等ノ

清人ノ此居留地内ニ住居スルモノハ目今十五万

事業ハ皆欧米人ノ管理スル所ニシテ此等ノ場所ハ

許ニシテ各々種々ノ職業ヲ営メルガ内ニハ巨商豪

皆欧米人ノ所有スル所ナリ嗚呼欧米諸国ノ海ニ無

富十数万ノ資本ヲ擁シテ欧米ノ商人ト商業ノ衝ヲ

数ノ戦艦ヲ泛べ陸ニ百万ノ兵士ヲ畜へ今ハ一国ノ

争フモノモ亦少シトセザルナリ而シテ此徒ハ大抵

独立ヲ保チ出デリ天下ノ衝ヲ争フモノハ其国豈ニ

広東福建浙江ノ三省ヨリ出デシモノニシテ其気象

偶然ナランヤ

頗ル勇敢ニシテ大ニ他省ノ人民ニ異ル所アリ殊ニ

港内ハ頗ル広濶ニシテ自然ニ湾形ヲナス湾頭ニ

広東人ノ服装ハ男女トモ一種異様ノモノヲ用ヒ稀

沿フテ桟橋アリ県城小東門外ヨリ起リテ下海浦ニ

ニハ髪ヲ薙シ靴ヲ穿チテ洋服ヲ着シ一見日本人ニ

至ル此内招商局及ビ太古怡和ノ両行ハ局面最モ大

異ナラザルモノアリノ故ニ日本人ニシテ深ク内地

ニシテ桟橋モ亦最モ多シ其他馬立師、麦辺及ビ我

ニ入ルトキハ往々広東人ト誤認セラルヽコトナキ

郵船会社モ亦共ニ桟橋アリ而メ郵船会社ノ桟橋ハ

ニアラズ蓋シ此三省ハ地皆海ニ瀕シテ夙ニ海外ノ

日本領事館ノ隣リ郵船会社支店ノ前ニ在リ汽船桟

交通ヲ開キシヲ以テ其風俗人情自ラ変化セシルモ

橋ニ着スルトキハ直ニ領事館頭ノ旭旗ヲ見ルヲ得

ノナラシカ此等清商ノ営業ハ一々之ヲ窺ヒ知ルベ

ベシ凡ソ船舶ノ港ニ着スル時ニ当リ船内ノ雑沓ス

カラズト雖ドモ思フニ鴉片洋布棉花人参糸茶海産

ルハ各地皆ナ同一ナリト雖ドモ就中清国ノ諸港ニ

物其他西洋雑貨等ヲ商フモノ最モ多キガ如シ元来

テハ其喧囂混雑実ニ名状スベカラズ一船埠頭ニ到

清人ハ居留地内ニ居留スル権利アルニアラザレド

ラントスルヤ何クヨリカ顕ハレ出デケシ弁髪ヲ頭

モ千八百五十四年ヨリ六十年ニ至ルノ間県城及ビ

ニ纏ヒ浅黄色ノ長袖ヲ被タル無数ノ役夫ハ天秤棒

蘇州ノ人民乱ヲ外人ノ保護ノ下ニ避クルモノ陸続

ト細縄トヲ持チ岸上ニ群レ立チ船漸ク岸ニ着ケバ

トシテ絶ユルナク且ツ清官ノ収歛ヲ免ガレンガ為

先ヲ争フテ船内ニ乗入リ船客ノ荷物ヲ運ビ出サン

メ移住スルモノ多ク而シテ外人ハ其地価騰貴スル

トアセゲドモ埠頭ニハ検縄ヲ張リ容易ニ船内ニ近

ヲ利トシテ之レヲ峻拒セザルガ故ニ漸次其数ヲ増

ケズ若シ縄ヲ切テ立入ラントスレバ船員縄内ニ在

加シテ遂ニ今日ノ盛ンニ及ベリト云フ嗚呼政府ノ

テ大ナル棒ヲ振リ廻ハシテ之ヲ遂ヒ払ヒ払ヘバ又

下ニ雨漏リテ我身ノ権利ト安全ノ保護ヲ托スルニ

集リ集マレバ又払フ其五月蝿キコト言ハン方ナシ

処ナク空シク外人ノ法律ノ本ノ下蔭ニ宿リスル清

斯リテ船体全ク埠頭ニ着キ船員検縄ヲ解クトキハ

国民ノ身ノ上コソ憐レ墓ナキ次第ナリ

彼ノ無数ノ蝿社会ハ一時ニドット団ヲ造リテ闖入
シ船客ニ迫リテ荷物ヲ運ビ出サンコトヲ求ム其喧

1.16.3 （居留日本人）

囂雑沓殆ンド人声ヲ弁セズ此際船客ニシテ少シク

然レドモ顧ミテ我国居留民ノ有様ヲ一見スルト

不注意ナルトキハ往々行李ヲ持チ逃ゲラルヽコト

キハ実ニ慨然涙ヲ垂レザルヲ得ザルナリ現今我国

ナキニアラズト云フ是レ支那ニ来ルモノヽ最モ注

民ニシテ稍商估ノ体裁ヲ為スモノハ僅ニ三井物産

意スベキ所ナリ又港内ニハ汽船碇泊スルコト常ニ

会社支店郵船会社支店及広業商会出張店等ノ二三

七八十艘ニ下ラズ支那式ノ江航海船ハ大小数千艘

アルノミニシテ其他ハ売薬写真雑貨ノ小売旅舎又

輻湊シテ帆檣林立為メニ対岸ヲ見ル能ハズト云フ

ハ雇人諸宿等ニ過ギザルナリ而シテ街上ヲ通行ス

モ敢テ過言ニアラザルヲ信ズルナリ

ルモノヲ見ルニ体貌矮陋ニシテ衣装疎ニタルモノ

日本領事館ハ美租界ニ在リ日本人モ亦多ク此近

ハ即チ我ガ同胞ナリ稀ニハ日本人ニシテ軽車ニ駕
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シ肥馬ニ鞭ヲ揚ゲ馳駆スルモノアリ是レ豈ニ紳士

1.16.5 （上海県城）

ノ出遊ナラシカト仰ギ望メバ思ヒキヤ彼ノ三界ヲ

上海県城ハ黄浦江ノ西岸ニ在リ周囲二里餘ニシ

股ニカケ諸方ヲ高飛シテ碧眼児ノ妾トナリ恥モ誉

テ郭門七ツアリ大東、小東、大南、小南、西川、

モアラシヤメン□…□獐名ヲ取リシ女ナリ嗚呼日

老北、新北ト称ス城壁ハ煉瓦ヲ以テ之ヲ築ク高サ

本ノ男子ヲシテ悉ク此ノ如キ婦人タラシメバ洋人

丈餘アリ城内ハ支那人ノ居住スル所ニシテ街路僅

ヲ股掌ノ間ニ弄スルコト豈ニ旋シトセンヤ呵々

ニ一間餘ニ過ギズ其狭隘言フベカラズ加フルニ家
屋卑陋ニシテ雑店相接シ塵芥堆ク積シテ臭気鼻ヲ
撲チ人ヲシテ殆ド逡巡進ム能ハザラシム余ハ一日

1.16.4 （某紳商ノ日清貿易談）

余一日当地ニ久シク居留セル我国ノ紳商某氏ヲ

城内ニ遊バント欲シ鏡ケ江氏ニ同行ヲ求メシニ余

訪ヒ談偶々日清貿易ノ事ニ及ビシガ某氏曰ク我国

ニ城内不潔ノ状ヲ語リテ余ノ遊行ヲ諫メ止メシモ

商人ニシテ是迠往々当地ニ開店ヲ試シタルモノナ

恐ルヽモノハ見タキモノニテ余ノ遊意動ジズトシ

キニアラザレドモ忽チ興リ忽チ負レ遂ニ能ク卓然

テ止ムベカラザルヲ知リ然ラバ香水ヲ買フテ手巾

樹立セシモノナシ是皆当地ノ事情ニ明ナラズシテ

ニ濂ギ防臭ノ用意ヲナスベシト教ヘラレシカバ余

前後左右ノ分別ナク無闇ニ飛ビ出スノ致ス所ナリ

ハ其言ニ従テ一壜ノ香水ヲ購ヒ同行ノ諸氏ト之レ

トハ云へ全ク資本薄弱ニシテ労力足ラザルガ為メ

ヲ分テ滴タラセ計テ手巾ニ濂ギテ□ヽ行キシガ先

ナリトス例令バ外人ガ一万ノ資本ヲ投ズル所ハ我

ヅ仏租界ヲ経テ城門ニ入リ行クコト未ダ数十歩ヲ

国ノ商人ハ一千ニテ是レニ当ラントシ外国ガ一日

過ギザルヽ早ヤ手巾ハ余ガ鼻ヲ扼シタリ凡ソ人ノ

ニテ為シ得ベキ事ハ我国ノ商人ハ二日ヲ費スト雖

常ニ遊バザル地ニ遊バントスルトキハ必ズ先ヅ其

ドモ之レヲ為シアラズ是レ一時開店スルモノアリ

前遊ノ人ニ就キ其地ノ模様ヲ聞キ其境ノ風景ヲ問

ト雖ドモ優勝劣敗ノ数遂ニ失敗ヲ取ラザルヲ得ザ

ヒ種々ノ想像ヲ胸中ニ齎ラシテ始メテ遊行ノ途ニ

ル所以ナリ故ニ我国商人ニシテ其資本充分ニシテ

上ルモノニシテ余ノ城内ニ入ルトキハ其不潔ノ模

其労力外人ト抗敵スルニ足ルモノガ宜シク当地ニ

様ト分量トハ鏡ケ江氏ノ談ニヨリ略ボ予想セザリ

開店シテ一勝負ヲ試ミルモ可ナリト雖ドモ其資本

シニアラザレドモ其実地ノ斯クモ不潔ナラントハ

充分ナラズ其労力外人ニ敵スルノ見込ナキモノハ

実ニ夢ニダモ思ハザリシ所ナリ軒下ニ塵芥ヲ棄テ

当地ニ開店スルノ念ヲ起サンヨリハ寧ロ自国ニ在

街上ニ乱溺スルハマダシモノコトニテ其甚ダシキ

リテ盛ニ物産ヲ作リ出スノ道ヲ講ズルニ若カザル

ハ一町内ニ共同雪隠ナルモノアリテ一町内ノモノ

ナリト惆然トシテ物語タリ其言固ヨリ尋常ノ談ニ

其便所ヲ共有ニスルコトナリソレトテモ蓋又ハ遮

過カズト雖ドモ亦以テ我国商人ノ此地ニ勢力ナキ

ギリ物ノアルトキハ猶可ナリト雖ドモ大抵ノ雪隠

ヲ見ルベキナリ嗚呼上海ハ東洋第一ノ互市場ニシ

皆公開ニシテ一モ秘密ニ附セザルハ実ニ閉口ノ外

テ各国商估ノ競争場ナリ而ルニ其商業ノ実利ハ悉

ナキナリ且ツ城内ニハ良好ノ飲料水ナク居民ハ河

ク欧米人ニ占有セラレ其商業ノ実権ハ悉ク欧米人

水ヲ汲ミテ飲用水トナシ来レドモ河水ハ汚濁ニシ

ニ掌握セラレ東洋ノ商估ハ徒ニ其残物ヲ食シ其餘

テ其儘ニ飲料トナスベカラズ多クハ明礬ヲ加ヘテ

瀝ヲ啜ルニ過ギザルナリ仮令山河未ダ割裂セラレ

之レヲ澄マシムルナリ故ニ給水者トテ河水ヲ汲テ

ズ貨財未ダ掠奪セラレズト雖ドモ豈ニ能ク東洋独

販売スルヲ業トスル者アリ又湯ヲ沸カシテ一般ノ

立ノ体面ヲ保ツモノト云フヲ得ベキヤ思フテ茲ニ

需用ニ応ズル者アリ市中ノ者ハ皆之レヲ買フテ飲

至ルトキハ実ニ慷慨長大息ニ堪ヘザルナリ

料ニ供スルナリ斯ク不潔ニシテ不自由ノ境界ニ在
リナガラ平気ノ平左ヱ門ト済マシ込ミ少シモ顧リ
ミ陋ム色ナキハ支那人ノ持前ナリトハ云へ又以テ
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習慣力ノ強大ナルヲ見ルベキナリ併シ習慣ハ道理

盛ナルモノヲ徐家匯ノ天主堂公学ト美租界ノ仏蘭

ニ勝タズ毎年虎列刺病患者城内ニ発生スルトキハ

西学校トス両校共ニ仏人ノ設立スル所ニシテ其教

其毒忽チ四方ニ伝播シテ其勢恰モ燎原ノ火ノ如ク

師ノ如キハ常ニ相往来シテ共ニ画策ヲ同クスルモ

容易ニ撲滅スベカラズト云フ彼等自カラ称シテ中

ノヽ如シ余一日徐家匯天主堂ニ至ル徐家匯ハ上海

華ト云フ中華ノ華ノ字ハ果シテ那辺ニ存ズルヤ聞

県城ノ西里餘車馬ヲ馳ルトキハ頃刻ニシテ達スベ

カマホシキモノニゾアル

シ公学ニ日本人土橋某ナルモノアリト聞キ面会ヲ
求メテ案内ヲ頼ミ入レタリ某ハ東京ノ人ニシテ数
年前ヨリ此地ニ留学シ姓名ヲ変ジテ高安仁ト呼ビ

1.16.6 （居留地ノ制度）

上海居留ノ各国人民ハ他ノ開港場ト同ジク皆其

弁髪シテ支那服ヲ着テ一見宛然タル清人ナリ某ノ

国々領事ノ直轄ニ属スルモノナリ而シテ居留地一

懇切ナル案内ニ従ヒ教堂学校、天文台、育児院等

般ノ取締ハ地方公会ナルモノアリテ租界条例ニヨ

ヲ巡覧シタリシガ孰レモ皆宏大ノ仕掛ケニテ見ル

リ之ヲ執行セリ租界条例ハ一千八百四十五年英国

トシテ目ヲ驚カシ神ヲ動カサヾルモノナシ蒼卒ノ

領事始メテ之ヲ制定シ爾後数回ノ改正ヲへ経テ完

際同堂設立ノ紀元ト来歴トヲ聞クコトヲ忘レタリ

全ノ条例トナリシモノナリ而シテ地方公会ノ常務

シハ誠ニ遺憾ナルコトナカリシガ現在模様ニ就テ

ハ分テ防務財務警務工務ノ四種トナシ其職員ハ毎

之ヲ推測スルニ蓋シ数十年前ニ起リ幾多ノ難境ヲ

歳一月家租三百両以上ノ戸主又ハ地価一千両以上

経過シテ遂ニ今日ノ盛ヲ致シタルモノナラシカ教

ノ地主之ヲ選挙シ九名ヲ以テ定員トス又仏租界ノ

堂ハ正門ヲ入リテ直ニ行キ当リタル所ニアリ学校

地方公会ハ一千八百六十二年始メテ之ヲ設立シ仏

ハ分レテ二トナリ甲ハ教堂ノ周囲ニ在リ乙ハ教堂

人四名外人四名ヲ以テ之ガ議員トナシ而シテ其選

ヨリ数十間ヲ隔テタル所ニ在リ甲ハ学業ヲ教ユル

挙ハ毎二年ニシテ其半数ハ毎年更迭スル法ナリ選

所ニシテ乙ハ職業ヲ授クル所ナリ生徒ハ六七歳ヨ

挙権ヲ有スルモノハ租界中ノ地主及ビ家租一千仏

リ二十四五歳ニ至ル尤モ職業学校ノ方ニテハ間々

銀ヲ納ムル戸主又ハ四千仏銀ノ歳入アル者ナリト

三十餘歳ノモノアルヲ見受ケタリ甲ノ学校ニテハ

ス故ニ両租界殆ド選挙権ヲ有セザルモノナキガ如

漢学及ビ外国語学ノ二科ヲ授ケ其学資ハ生徒ノ自

シ議員タルベキモノハ英仏両租界共地価五千両以

弁アリ又学校ヨリ之ヲ給スルアリ聞ク所ニヨレバ

上ノ地主又ハ家租五百両以上ノ戸主ニ限レリト云

同校ヨリ出デヽ郷試ニ応ジ秀才ヨリ挙人ニ挙ゲラ

フ故ニ上海居留地ノ取締ハ殆ド一ノ共和政体ニ似

レシモノ甚ダ少ナカラズト云ヘバ其根底ノ清土ニ

タルモノニシテ更ニ他ノ牽制ヲ受ケザルナリ嗚呼

盤ルハ思フニ必ズ遠キニアラザルベキカ乙ノ学校

彼ノ洋人ノ此地ニ在ル猶寄生動物ニ異ナラズ然ル

生徒ハ皆幼ヨリ学校ノ為メニ鞠育セラシタルモノ

ニ人ノ土ニ住ミ人ノ土ニ食ヒ朝ニ牙筹ヲ授ケテ利

ニシテ各々其才ノ有ル所ニ従テ事業ニ服スルモノ

ヲ市上ニ争ヒ夕ニ美姫ヲ携へテ月ヲ「ガーデン」

ト見へ大工アリ左官アリ或ハ彫刻スルモノアリ或

ニ賞シ貨殖風流両ツナガラ之レヲ掌握ス彼等ノ住

ハ絵画スルモノアリ裁縫スルモノアリ印刷スルモ

ム所ハ真ニ是レ自由楽郷ナルカナ人間到処有青山

ノ製本スルモノ皆堂ヲ異ニシ部ヲ分ケテ孜々勉強

ト此句真ニ人ヲ欺カザルナリ

セザルモノナシ而シテ其彫刻ナリ絵画ナリ裁縫ナ
リ印刷ナリ製本ナリ皆技術ニ精巧ニシテ作業ニ手
広ク四方ノ要求ニ応ジテ之ヲ売出スモノ実ニ莫大

1.16.7 （徐家匯天主堂及ビ仏蘭西学校）

清国ニハ百餘年前ヨリ天主教師渡来シテ大ニ其

ナリト云フ其収ムル所ノ全ハ他ノ教育費ニ充フル

力ヲ用ヒシモノト見へ現今江南ノ一方ニテモ其教

ナラシカ教師ハ皆仏ノ宣教師ニテ支那服ヲ着テ弁

ノ伝播ヲ図ラザルナシ而シテ其最モ大ニシテ最モ

髪ヲナス勉メテ其俗ニ従ヒ其教ヲ布クノ状歴々見
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ルベシ天文台ハ教堂ノ門前ニ在リ仏人一名之ヲ管

標品ニシテ若シ一々金ヲ費シテ是レヲ購求シタル

ス余等ノ至ルヲ見テ頗ル喜色アリ鑰ヲ貸シテ其気

□…□定メテ少々ノ費用ニアラザルベシ而シテ此

象台及ビ機関室ヲ巡覧セシメタリ」

多数ノ標品ハ皆此博物学師ノ独力綢羅セシ所ニシ

育児院ハ職業学校ノ前ニ在リ清人ノ女児ニシテ

テ嘗テ他ノ補助ヲ受ケザリシ由ナク物ハ其好ム所

棄子孤児及ビ貧家ニ生レ養育スル能ハザルモノヲ

ニ集マルモノナリト云フ其採集ノ艱難豈ニ軽少ノ

拾ヒ上ゲテ之レヲ鞠育スル所ナリ院中ニ養ハルヽ

事ナランヤ要スルニ一境ハ一境ヨリ一番ハ一番ヨ

モノハ二歳位ヨリ二十歳ニ至ル其数百餘名トモ覚

リ見ルモノヲシテ感動置ク能ハザラシムルモノハ

シク年歯ニ従ヒ居室ヲ異ニシ幼弱ノモノニハ一人

此徐家匯ノ天主堂ナク若シ我国仏教者及ビ教育家

若クハ二人ノ褓姆ヲ附ス褓姆モ亦院内ニ生長シタ

ヲシテ之レヲ一覧セシメバ其感ノ深浅定メテ如何

ルモノナリ教育者ハ皆仏ノ尼ニシテ熱心ト親切ト

ゾヤ

ノ情挙動ノ上ニ溢ルヽヲ覚ヘタリ余等ノ同院ニ至

又一日米界ノ仏蘭西学校ニ至ル校舎ハ長サ三四

リシ時ハ正ニ午前十一時頃ニシテ午餐前トモ覚シ

十間横八九間トモ覚シキ四層ノ高厦ニシテ教場寝

ク十二三歳ヨリ二十餘歳ニ至ルノ女子ハ各々一室

室食堂遊戯場等皆井々区画アラザルナリ其万事ノ

ノ内ニ集マリ基督ノ像ニ向ヒ賛美歌様ノモノヲ声

善ク整頓シタル様ハ以テ其教育ノ完備ニシテ校運

高ラカニ唱へツヽアリ又幼児ハ竹ニテ作リタル最

ノ盛大ナルヲ想見セラレタリ

モ細カナル椅子ニ憑□…□何カ戯レツヽアリシガ
尼ノ余等ヲ導キ至ルヲ見テ皆一斉ニ椅子ヲ離シ尼

1.16.8 （纏足ノ風）

ニ向テ腰ヲ屈シ拝礼ヲナシ交々来リテ尼ノ胸間ニ

支那ニハ奇異ノ風俗種々アルガ中ニ婦人ノ足先

吊シタル十字架ヲ吸ヘリ其状殆ンド慈母ノ傍ニ在

キノ細キ程外国人ヲシテ驚嘆セシムルモノハアラ

ルガ如シ思フニ素訓ノ深ク行キ届クニアラザレバ

ザルナリ元来清国ノ風俗ハ婦人ノ足先ノ細キヲ尚

決シテ此ノ如キニ至ルヲ得ザルナリ而シテ甲乙ノ

ブガ故ニ父母ハ女子ノ幼少ノ時ヨリ最小ナル履ヲ

学校ナリ育児院ナリ各室ノ出入口ニハ基督ノ像及

穿タテ緊シク其足先キヲ縛リテ之レヲ湾屈ナラシ

ビ天主教ノ為ニ斃レタル人々ノ像ヲ掲ゲ仰ギ見ル

メ其小ナルヲ以テ人ニ誇ルナリ故ニ此風ノ尊貴ナ

モノヲシテ粛然景望尊崇ノ念ヲ起サシム此内ノ生

ル者ニ従フテ益々甚ダシク有官或ハ富豪ノ婦女ハ

徒ニシテ出入之レヲ仰望スルモノ基督ノ事ヲ思ヒ

往々数人ノモノニ助ケラレ僅々歩行スルヲ得ル位

出サヾラシトスルモ豈ニ得ベケンヤ其意ヲ薫陶ノ

ナリ楚王細腰ヲ愛シテ宮中餓死スルモノ多カリシ

上ニ用ユルコト実ニ深ヒ哉」

ト云ヘリ聞ク此風ハ南唐李後主ノ時ニ起リタルモ

天文台ノ傍ニ一屋アリ博物学教師ノ住スル所ナ

ノニシテ馴致シテ清朝ノ世トナレリ一時令ヲ下シ

リ教師ハ歳六十トモ覚シク粗末ナル支那服ヲ着シ

テ之レヲ厳禁シ犯スモノハ辺地ニ竄むスルノ法ヲ

粗末ナル白帽ヲ蒙リ宛然博物学界ニ逍遙シテ世間

立テシモ従テむスレバ従テ犯スモノアリ遂ニ如何

ノ塵俗ヲ超脱セルモノヽ如シ余等ノ至リシトキハ

トモスル能ハザルニ至リタリト云フ蓋シ因襲ノ久

偶々数十頭ノ鹿ヲ放チタル園内ヲ逍遙シツヽアリ

シキ牢トシテ破ルベカラザルモノナルベシ

シガ余等ニ鑰ヲ貸シテ其室ニ入リ其内ニ陳列スル
所ノ博物品ヲ見セシメシニ大ハ象及ビ鯨ノ骨ヨリ

1.16.9 （亜片）

小ハ貝蟲ノ干物ニ至ルマデ珍禽奇獣異人ノ怪蟲一

亜片烟ノ人ヲ害スルコト洪水猛獣ノ害ヨリモ甚

モ網羅授業セザルナシ其数殆ンド幾万タルヲ知ル

ダシ若シ之ヲ吃スルトキハ精神ヲ縻シ身体ヲ損ヒ

ベカラズ皆棚ヲ架シ箱ヲ設ケ掩フニ硝子板ヲ以テ

遂ニ死ニ至ルモノナリレドモ一タビ之ヲ喫スルト

ス排列井然一々歴覧スベシ思フニ此ノ如キ多数ノ

キハ亦廃スベカラズ若シ之ヲ廃スルトキハ神気不
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快ニシテ却テ身神ノ衰弱ヲ致スガ故ニ一タビ其毒

募リテ其用ニ充ツ又地方官ハ必ズ之ヲ保護シテ其

淵ニ溺ルヽモノハ復タ自カラ脱スルヲ得ザルナリ

事ヲナサシムベキ責ヲ負フモノナリ而シテ概子皆

而シテ清朝ノ姑息敢テ之ヲ禁ズル能ハズ清民ノ昏

義捐金ヲ以テ学田ヲ購フ学田ハ国租ヲ免スルモノ

暗敢テ之ヲ廃スル能ハズ多ク之ヲ吃スルモノハ一

トス読書学堂ニシテ初学ノモノニ入門スル所ヲ蒙

ケ月七日以上十五日餘ヲ費スモノアリ而シテ之ヲ

館ト云ヒ小児ノ初メテ学ニ就カントスルモノハ贄

喫スル者ハ独リ無知ノ賎民ノミナラズ現ニ清国ニ

儀ヲ携ヘ塾ニ至リ先生ニ謁シ香燭ヲ焼キ孔子ヲ拝

テ学問文書ノ聞ヘ高キ王紫詮ノ如キモ亦此ノ毒ニ

ス初メニハ百家姓及ビ三字経ナドヲ読ミ次ニ四書

罹リ自カラ改ムル能ハズト云フ浩落タル四百州行

五経ノ読法ヲ学ビ必ズ之ヲ暗誦スルコトトシ傍ラ

ク々々将ニ毒烟ノ瀰漫スル所トナラントスルカ

書法対句等ヲ学バシメ漸次書義ヲ解スルニ至レバ
八股ノ時文ヲ学ブ富貴ノ家ニテハ其子弟ノ為メニ
別ニ師ヲ延キ専ラ教育ヲナサシムルモ通常ノ蒙館

1.16.10 （教育法）

清国ニハ完全ナル教育法アルニアラズ今現行ノ

ニテハ毎塾十人乃至二十人ノ生徒アリ是皆学業未

者ニ就テ之ヲ言フトキハ概子試ニ応ジタ官ヲ求ム

熟ニシテ其志ヲ得ザルモノ輩ガ自ラ糊口ノ為メニ

ルノ凖備ヲ為メニ外ナラザルモノヽ如シ蓋シ清国

設ケル所ナリ毎年端陽仲秋及ビ年節等ニハ弟子タ

ノ制ニテ仕官ノ途ハ只郷試ニ応ズルノ一条アルノ

ルモノ礼ヲ師ニ贈ル其多少同ジカラズ又義学ナル

ミ稀ニハ試験ヲ経ズシテ仕籍ニ上ルモノナキニア

者アリ其設立ハ郷中ノ紳士ヨリ成リ専ラ官民ノ寄

ラズト雖ドモ是レ正途ニアラズシテ変則ナリ而シ

付金ヲ以テ之ヲ維持ス其先生ノ節礼ヨリ学生ノ筆

テ其試験ナルモノハ郷試会試殿試等ノ諸階アリテ

墨書籍ノ類ハ皆学堂ヨリ之ヲ給与ス是レ専ラ無資

皆漸次之ヲ経歴セザルベカラズ又試験ノ科目ハ詩

ニシテ課読スルニ力ナキモノヽ為メニ設ケタル所

文論策ノ三者ニシテ三者ニモ各一定ノ格法アリ決

ニシテ其課程八百家姓及ビ四書ノ読法等ニ過キザ

シテ之ヲ乱ルベカラズ故ニ師モ此標凖ニ従フテ教

ルナク又経館ナルモノアリ前者ヨリハ遥カ高尚ノ

育ヲ施シ子弟モ亦此標凖ニ従フテ教育ヲ受ケ区々

モノニシテ知名ノ士ヲ聘シテ之レガ師トナシ専ラ

文字章句ノ問ニ拘泥シテ一モ活眼ヲ開キ活書ヲ講

経義ヲ講ジ時文時賦ヲ改刪セシム概子毎月三八ノ

ズルモノナシト云フ今其学制ノ大略ヲ聞クニ各府

日ヲ以テ作文作詩ノ課程トス生徒ハ大抵通学ナレ

州県各数名ノ学官ヲ置キ管内ノ書生ヲ督シ兼テ後

ドモ間々寄宿スルモノアリ既ニ経籍文理ニ通暁ス

進ノ誘導ヲナサシメ其外各地ニ書院ヲ設ケ名士ナ

レバ歳考トテ試験アル時期ヲ待テ県府ノ試験ニ応

ルヲ院長トナシ書生ヲ集メ人材ヲ養シメ又殊ニ下

ズ之ヲ童試ト称ス県考ヨリ府考ニ至リテ終ル期ニ

民ノ化シ難キヲ慮リ州県城邑ニ宣講堂ナルモノヲ

至レバ学政（各省皆各考主管ヲ設ケ学政ト称シ試

設ケ郷紳ヲ聘シ時々人民ヲ集メテ聖諭広訓十条ヲ

験ヲ司ラシム）全省各府ヲ巡リ以テ考試ヲ挙行ス

講説セシメ愚民ヲシテ其適従スル所ヲ知ラシム然

府考ニ及第スレバ之ヲ士子ト為ス学生ノ新ニ及第

レドモ是レ徒ニ虚礼ニシテ実効アラザルナリ各府

スルモノアレバ其先生ハ数十両ノ謝金ヲ受ク是レ

州県ノ儒官教官ハ皆国家ノ倖ヲ食シ管内ノ士女ヲ

即チ先生教育ノ労ヲ謝スルノ意ナリ此童試ヨリ郷

卒励シ其学術優等ナルモノニハ廩米ヲ給シ以テ之

試会試殿試ヲ経ルトキハ秀才挙人進士翰林院等ノ

レヲ励マス又各地ノ書院ニ至テハ書生ハ皆院内ニ

学位ヲ得ルコトニテ仕官スルモノハ皆其支度ニ

寄宿スルコトニテ院長ハ期ヲ按シ題ヲ課シテ諸生

汲々トシテ又他ヲ顧ミルノ暇ナシ故ニ其孜々トシ

ノ優劣ヲ考シ其優等ナルモノニハ院ヨリ学資ヲ助

テ誦読スル所ノモノハ古人ノ詩賦文章ニシテ其講

ケテ之ヲ励マス又院長ノ給料ハ該管ノ地方官ヨリ

究スル所ハ経義ノ異同ナリ歴代ノ史当朝ノ政ノ如

之ヲ給与ス而シテ院中ノ諸費ハ地方郷紳ノ義捐ヲ

キニ至テハ朦々トシテ一モ知ラザルモノアリト云
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フ昔ハ秦皇書ヲ焼テ天下ノ民ヲ愚ニセント欲シ今

２

ヤ清朝時文ヲ以テ天下ノ民ヲ愚ニス其手段同ジカ
ラズト雖ドモ其意肯ノアル所ヤ一ナリ然レドモ此
ノ如キ書生ニシテ湍々人ノ上ニ立チ治民ノ職ニ当

2.1
2.1.1

在清見聞録

第二

匪情一班
哥老会ノ起原目的人員所在及其組織

ルコトトセバ其施ス所ノ政略モ亦タ推シテ知ルベ

抑モ同会ノ起原ハ其来ル甚ダ遠カラズ今ヲ距ル

キナリ清朝ノ人ヲ愚ニスルモノハ即チ自ラ愚ニス

コト□□四年前髪逆ノ乱始メテ平ギ天下ノ事漸ク

ル所以ナルカナ

定マルヲ以テ臨時募集ニ係ル常額外ノ兵勇ヲ解散
シ武弁ノ冗員ヲ沙汰セシ後是等ノ輩中無頼定業ナ
キノ徒窮困不平ノ餘遂ニ此会ヲ創設セシモノニ係

1.16.11 （農工商子弟ノ教育）

農商ノ子弟ニ至テハ文袒ノ逓伝ニヨリ幼時ヨリ

リ初メ四川ニ至リテ英雄会ト称シ後改メテ哥老会

各其業ヲ学習セシム即チ農ハ家ニ在リテ父兄ヲ助

一名江湖会ト云フ其目的タル現政府ヲ顚覆シ一新

ケ以テ漸々其事ノ全体ヲ会得セシメ商ノ如キハ幼

政ヲ行ハントスルニ在リ其当初ニ在ツテハ其数約

時ヨリ之ヲ他ノ商店ニ托シ之レヲシテ漸々其業ノ

一千以内ニ過ギザリシガ年一年漸ク蔓延シ今ヤ已

方ヲ学バシム之ヲ学徒ト称ス学徒既ニ商業ノ方ヘ

ニ長江以南ノ各省ニ瀰リ総員殆ンド四十五万乃至

通ズレバ各其主店ヲ辞シテ家ニ帰リ父兄ヲ助ケテ

五十万ノ多キニ至レリト云フ其巣窟トスル所ハ福

業ヲ営ムモノトス然レドモ若シ其学徒ノ家貧ニシ

建省ニシテ其所在地方中ノ党員ノ最モ多キハ福

テ自カラ商賈ヲ営ムベカラザルモノハ猶其主店ニ

州、延平、汀州、漳州、建寧ノ諸府、之ニ亜グモ

在テ商業ニ従事シ毎月数回一両ノ俸給ヲ得漸次之

ノヲ江西、湖南、湖北、安徽、江蘇ノ諸省トス而

レヲ積立テ他日自カラ独立ノ業ヲ営ムノ地トナス

シテ同会ノ組織タル毎地方ニ一団ヲ編ム団ハ大小

工ノ如キモ商ト同ジク一事一業ヲ学バント欲スル

同ジカラズ小ハ三十人ヨリ大ハ五六千ニ至リ其席

モノハ必ズ幼時ヨリ工廠（工師ノ家）ノ主ヲ拝シ

序ヲ定ムルヤ皆長幼尊卑ヲ論ゼズ唯衆人ノ推ス所

テ師トナシ其業ヲ受ク業已ニ成レバ去テ独立業ヲ

ヲ以テ兄長トシ逐次投票ノ数ニ応ジ多キヲ兄トシ

ナスモ留テ師ニ仕へ多少ノ俸給ヲ受ケテ他日ノ計

少ナキヲ弟トシ更ニ各団ヲ集メテ一大団ヲ成ス而

ヲナスモ皆勝手ナリトス最モ感ズベキハ農商子弟

シテ之レヲ十個ニ分チ名ケテ頭排、二排、三排、

ノ儲蓄心ニ厚キコト是レナリ支那人ノ風トシテ一

五六八九十排么排満排ト云フ会中四七ノ二字ヲ忌

般ニ利ヲ見テ義ヲ忘レ銭ヲ愛スルコト身命ヨリ重

ミ易充ニ么満ノ二排ヲ以テス頭排ノ称シテ大哥或

キガ如キハ実ニ慨スベキ鄙ムベキコトナガラ一方

ハ帽頭ト云ヒ自ラ称シテ座堂太爺ト云フ頭排中又

ヨリ之レヲ見ルトキハ支那人ノ商機ニ敏クシテ貨

聖賢太爺明正太爺ナルモノアリ二排ヲ陪座太爺三

殖ヲ致ス所以ノモノハ亦此貪利ノ心盛ニシテ儲蓄

排ヲ当家三爺五排ヲ管事五爺六爺ヲ紅旗六爺ト称

ノ念厚キニ出デズレバアラズ而シテ此風延テ其少

シ八九ノ二排ヲ閑排ト云ヒ而シテ十排及ビ么満ノ

年子弟ヲ薫陶シテ漸ク儲蓄ノ念ヲ養成スルヲ以テ

二排ヲ小賢ト云ヒ専ラ使役ニ供ス一事アル毎ニ功

内ニ在リテハ一金ノ微モ敢テ漫リニ贅スコトナク

ヲ論ジ賞ヲ行フ賞ハ昇排罰ハ斬杖隆革ニシテ毎団

外ニ出デヽバ必ズ手ヲ空シクシテ帰ルコトナク寸

適宜ノ地ヲ選ンデ集会盟約ノ処トス其不便ノ地ニ

積毫蓄シテ遂ニ一身ノ独立ヲ為スニ至ルモノ皆是

在テハ堂ヲ建テ神ヲ祭リ名ケテ忠義堂或ハ精義堂

レナク儲蓄心ニ厚キ一事ハ何卒我国ニモ移植シテ

ト云フ水滸伝ニ所謂志士梁山ニ忠義堂ヲ建テヽ衆

上下一般ノ風習トナシタキモノナリ

ヲ集ムル所トナスト蓋シ之ニ倣フナリ初メ締盟ノ
時ハ血ヲ啜リ神ニ誓ヒ各一紙ノ結盟書ヲ帯ブト云
フ同会中又別ニ一種ノ言語ヲ作リ暗号ヲ以テ互ニ
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通報シ以テ機事ノ漏洩ヲ防グト云フ又同徒ニハ起

焼ク毀シタルヲ以テ其財産凡ソ二十万元ノモノヲ

居飲食等ノ其動作ニ一定ノ規矩アリテ党外ノモノ

烏有ニ帰セリト云フ

ハ之ヲ解得スル能ハザルモ其党員中ニ在ツテハ一
見直ニ之レヲ認了シ得テ以テ気脈ヲ通ズルノ便ト

2.1.4

和州（五月十五日）

ナス蹤跡甚ダ奇秘ニシテ其実情ヲ端睨スルニ最モ

安徽省ニ属ス五月十五日暴徒数百人天主教堂ニ

困難ナリト云フ聞ク哥老会ニ四大欠点アリ曰ク目

逼リ其附属平屋一棟ヲ破壊シ将ニ大ニ猖獗ヲ逞フ

的確実ナラズ曰ク統領其人ナシ曰ク約束厳明ナラ

セントセシモ地方官兵ヲ率ヒテ現場ニ臨ミ主唱者

ズ曰ク順序其宜シキヲ得ズト今左ニ這回長江沿岸

十七人ヲ拘引セシヲ以テ直ニ鎮定セリ

ノ暴動ニ於ケル被害地及ビ其景況ノ全豹ヲ記シ読
者ノ参考ニ資ス

2.1.5

安慶府（五月十六日）

安徽省ノ首府ニシテ城ハ長江ノ北岸ニ在リ開港
2.1.2

場ニアラズト雖ドモ商賈群集内地貿易繁盛ノ処ナ

楊州府（五月二日）

江蘇省ニ属シ府ハ長江ヲ隔テ鎮江府ト対立ス天

リ而シテ天主教堂ハ府城ノ東門内ニ在リ蕪湖ノ変

主堂ハ其府城ノ欠口ニ在リテ聖母堂ヲ流水橋ニ分

後謡言百出人皆之レヲ信ジ遂ニ五月十六日数千人

設シ伝教師ハ皆此処ニ居ル五月二日五六千ノ暴徒

群集シ将ニ大事ニ及バントスルノ際恰モ善シ地方

聖母堂ヲ囲ミ門戸牆壁ノ嫌ナク之レヲ毀壊シ今ヤ

官之レヲ警防スルニ遇フテ禍ヲ未発ニ鎮圧セリ

将ニ本堂ヲ毀サントスル時地方官兵ヲ率ヒテ弾圧
セルヲ以テ大事ニ至ラズ鎮定セリ

2.1.6

寧国府（五月十八日）

安徽省ニ属ス天主堂ハ府東大街ニ在リ五月十八
2.1.3

日教堂ニ於テ説教ノ際聴衆俄然蜂起シ咄嗟ノ間堂

蕪湖（五月二日）

安徽省ニ属シ長江一帯鎮江九江ト同ジク通商埠

中ノ什器装飾ヲ毀砕シ尽クシ将ニ大事ヲ惹起サン

頭ナリ天主堂ハ江口横街ニ在リ設立以来三年ニ過

トスルヲ見テ伝教師ハ蒼皇逃シテ地方衙門ニ至リ

ギズト雖ドモ規模洪大安徽全省同教ノ領袖ニシテ

救護ヲ乞ヒシヲ以テ地方官即時出兵漸ク無事ニ鎮

施医院其他女学校ヲ設ケ読書裁縫等ノ事ヲ教授頗

定スルヲ得タリ

ル其他ノ人民ノ尊重ヲ得タリト云フ然ルニ近頃大
ニ一種丂厭ノ流言流布セリ其言ニ曰ク伝教女師等

2.1.7

広徳州（五月も三日）

ハ魔薬及ビ妖術ヲ用ヒテ幼児ヲ迷拐シ甚シキニ至

安徽省ニ属ス五月二十三日匪徒アリ民家ノ児屍

テハ眼球ヲ抜キ胆ヲ取リ以テ自国ニ送リ貴重ノ薬

ヲ掠メテ同地ノ天主堂ニ至リ之ヲ寸断シ揚言シテ

科ニ供スト其言固ヨリ無根ノ誣謡ニ過ギズト雖ド

曰ノ教師等民家孩児ヲ掠メ其目ヲ抉リ其心ヲ剖ク

モ其人民ノ愚昧ナル一唱百和転瞬ノ間相集ル者一

ト是レニ於テカ大ニ民心ヲ激動シ郡民数千教堂ノ

万餘人遂ニ五月十二日ヲ以テ暴徒等ハ吶喊シテ教

前ニ蝟集シ将ニ会堂ヲ焼毀セントスルノ際地方官

堂及ビ教師ノ住屋ニ逼リ飽迠什器財貨ヲ掠奪シ終

出兵シテ力ヲ弾圧ニ尽クセルヲ以テ幸ニ未萠ニ鎮

ニ火ヲ放ツテ之ヲ焼尽シ延テ英国領事館及ビ税関

静セリ

ニ及ボシ大ニ暴煽ヲ逞フセシヲ以テ領事及ビ居留
外人悉ク江中ノ躉船（一種ノ船ヲ以テ桟橋ニ代ス

2.1.8

江寧府（五月二十五日）

ル者）ニ至リ難ヲ避ケタリト云フ幸ニ地方官ノ防

江蘇省ノ省会ニシテ一名金陵ト云ヒ所謂南京府

圧ト米仏兵艦ノ警備ニ因リ四日間ニシテ全ク鎮定

是レナリ城ハ長江ノ南岸山ヲ包ミ規模宏壮古来王

セリ此役ヤ天主堂及ビ同堂ヨリ建設セル貸屋等ヲ

者ノ都スル処タリ天主教耶蘇教ヨリ共ニ之レニ附
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属セル医院学校アリ皆府城漢西門一帯ノ地及ビ乾

三名ノ女教師ハ重傷ヲ負ヒ辛フジテ後門ヨリ遁レ

河沿岸ニ散在ス五月廿二三日ノ間謡言紏紛府城各

鴉片館ニ潜ミテ難ヲ避クルコトヲ得タリ是ニ於テ

処ニ匿名ノ貼紙ヲナシ教堂ニ向テ穏ヤカナラザル

カ暴徒火ヲ教堂ニ放チ煙焔天ヲ焦ガス此時武穴近

模様アルヲ以テ各教ノ宣教師ハ大ニ恐レ五月廿四

傍某山ノ養病室ニ在リテ治療中ノ伝教士某ハ漢口

日ニ至リ汽船ニ搭シ上海ニ帰レリ独リ「マーリン」

税関出張ノ一名ト共ニ教堂ノ焔炎ヲ見テ忽チ馳セ

氏其地ニ留マリ総督衙門ニ至リ具サニ不穏ノ状況

テ救援ニ赴キシガ途中暴徒ノ為メニ乱撃セラレ即

ヲ陳べ保護ヲ求メシニヨリ総督劉坤一氏ハ直ニ城

時地上ニ暈倒セリ一悪徒ヨリ一大石ヲ抱テ之ガ首

守営及ビ親軍左右営保甲□ニ令ジ翌廿五日ニ於テ

上ニ猛墜シ頭骨粉砕シテ死セリ一名ノ税関吏ハ重

部署ヲ定メ各教堂ヲ保護セシメタリ時ニ乾河沿岸

傷ヲ負フテ巡司衙門ニ至リ救ヲ乞ハントセシガ途

一帯ノ地ニハ数千ノ暴徒教堂附近ノ処ニ群集シ騒

ニシテ暴徒ニ捕ラヘラレ眼球ヲ挟出セラレテ即死

擾湧クガ如ク将ニ暴挙ヲナサシトセンガ営兵及ビ

セリ龍泙巡検鄒某モ鎮圧ノ為メ現場ニ出張セシガ

文武ノ官吏斉シク来リテ弾圧シ巨魁四人ヲ捕縛セ

却テ暴徒ノ傷クル所トナレリト而シテ紛擾凡ソ七

シ為メ餘党漸ク解散シ幸ニ大事ナキヲ得タリ

時間ニ亘リテ乱民始メテ四散シ鎮静ニ帰ス是ニ於
テ曩ノ鴉片館ニ潜ミシ三名ノ洋婦人ハ小児ヲ携ヘ

2.1.9

汽船徳興号ノ漢口ニ上ルニ逢ヒ之レニ接シテ漢口

丹陽県（六月二日）

江蘇省ニ属シ天主堂ハ県城内ニ在リ明末ノ建立

ニ着キシ直ニ右暴行ノ情形ヲ詳カニ英領事ニ訴ヘ

ニ係リ年ヲ経ルコト茲ニ三百餘年男女学堂アリテ

シガ領事ハ直ニ道台ノ手ヲ経テ総督ニ照会セシヲ

之レニ属セリ六月二日午後四時多数ノ悪徒教堂前

以テ総督張之洞ハ委員ヲ選ビ武穴ニ派シ擾乱ノ顚

ニ麕集シ大ニ滋擾ヲ逞フセシ後火ヲ放チ焼燼セリ

末ヲ取調べシタリト云フ

依テ県令直ニ兵ヲ派出シ鎮圧ニ尽力セシモ衆寡敵
セズ官兵遂ニ暴徒ニ敗ラレ営兵重傷ヲ負フモノ数

2.1.11

九江府（六月七日）

名是ニ於テ策ノ出スベキナリ鎮江府ニ飛電シテ援

江西省ニ属シ城ハ長江ノ南岸ニ在リ城外ハ則チ

ヲ請ヒシガ道台黄氏ハ急ニ保甲総局ニ令ジ営兵一

通商埠頭ニシテ五方雑処商業繁盛ノ地ナリ天主教

哨ヲ遣ハシ之レヲ援ケシメシヲ以テ漸ク鎮定スル

堂ハ城郭ノ外ニ在リ耶蘇教堂ハ城内ニ在リ六月七

ヲ得タリ

日ノ夜悪徒蜂起シ天主堂ヲ襲撃セントセシモ居留
洋人銃器ヲ携へ防禦セシニ該地碇泊ノ仏米独三艘

2.1.10

ノ兵艦アリテ水兵ヲ上陸セシメ大ニ威嚇セシヲ以

武穴鎮（六月六日）

湖北省ニ属ス未ダ開港埠頭ニアラズト雖ドモ商

テ幸ニ未然ニ鎮静ニ帰セリ

賈雲集地ナリ同地ノ教堂ハ英国宣教師ノ管スル所
ニシテ建立以来二十八年ヲ経信徒ノ数モ数万ニ至

2.1.12

無錫県（六月八日）

リシカ一旦安徽江蘇ノ各地ニ於テ無稽ノ流言アリ

江蘇省蘇州府ニ属ス天主教堂ハ県城北門外ニ在

且ツ教道ヲ焼毀スルコト此地ニ伝播シテヨリ民心

リ育嬰堂ヲ附隷ス規模壮宏夙トニ江蘇全省各教堂

俄ニ激昂シ大ニ不穏ノ非ヲ示シ六月五日ニ至リ経

ノ巨臂ト称セリ然ルニ六月八日悪徒蜂起教堂育嬰

正愈悪シテ揚言スルモノアリ曰ク天主教道ニ於テ

堂及ビ教師ノ住宅ヲモ併ヒテ之レヲ焼燼セリ

ハ幼児ヲ殺シ目ヲ抜キ肝ヲ取ル之レヲ本国ニ送ル
ト是ニ於テ一呼百応掯顧ノ間聚スル者二千餘人翌

2.1.13

蘇州府（六月九日）

六月午前二時暴徒吶喊シテ教堂ヲ襲ヒ門ヲ毀チテ

江蘇省ニ属シ南京ニ次グノ雄府ナリ天主教堂ハ

乱入シ家什器具悉ク掠奪シ乱暴狼藉至ラザルナシ

府城ノ封門ノ天師荘ト云フ処ニ在リ六月九日暴徒
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高橋正二『在清見聞録』第一、第二

群集シ教堂ノ近傍ニ蜂集シ将カニ大事ニ及バント

モノ少ナカラザルトニヨリ敢テ事端ヲ発スルニ至

スルヲ以テ直ニ地方官ニ保護ヲ請ヒシガ地方官大

ラザリシト雖ドモ近日長江沿岸各地ノ警報陸続本

ニ驚キ早速兵ヲ派シテ弾圧セシヲ以テ禍ヲ未然ニ

埠ニ達スルヲ以テ居留外人等ハ大ニ恐愕ヲ抱キ俄

制スルヲ得タリ然レドモ宣教師中婦人少児ハ今猶

カニ領事会議ヲ開キテ居留地警備ヲ議シ一朝急ア

ホ難ヲ上海ニ避ケ居レリ

ラバ四発ノ号砲及ビ警鐘ヲ連打シ以テ非常ヲ報ジ
亦避難所四ケ処ヲ定メタリ曰ク英領事館曰ク米租

2.1.14

界巡捕房曰ク英租界巡捕房曰ク日本墓地ノ北側田

呉城鎮及ビ大姑塘（六月十四日悪報）

呉城ハ江西省南昌府ニ属シ大姑塘ハ同省九江府

舎倶楽部其地義勇兵ヲ増募整頓スル等戒心至ラザ

ニ属シ共ニ江西ノ要地商賈繁盛ノ地ナリ宣教師亦

ル所ナク上海県令亦衆民ニ布達シテ不法ノ所為ナ

此両地ニ在リテ熱心ニ布教ニ従事セシガ近頃悪徒

カラシコトヲ訓諭シ厳ニ探偵吏ヲ旅舎茶坊煙館等

暴起シ天主耶蘇両教堂并ニ教師ノ住居ヲ焼毀セシ

ニ派シ匪徒ノ捕獲ニ尽力シ居レリ今左ニ在上海ノ

ヲ以テ地方官ハ直ニ兵ヲ派シテ弾圧ニ尽力セシモ

各国軍艦及ビ義勇兵現在表及ビ清国駐勇ノ表ヲ左

暴徒ノ猖獗甚ダ猛烈ナリシト云フ其暴行ノ時日及

ニ掲グ

ビ結局ハ詳報ヲ待タザレバ記述スルニ由ナシ
2.1.15

上海義勇隊現在人数表
少佐 一
軍医小監 一 法教師 一
（モーソン氏）
隊別／種別
大尉
中尉
下士兵卒
Ａ隊
一
二
五三
Ｂ隊
一
二
四八
Ｃ隊
一
四九
下士兵卒
騎兵
大尉 一 中尉 一 軍医 一
二五
砲兵
〃
一
〃
二
〃
二 〃 五二
附属軍楽隊 二十四人
幹部

宜昌府（六月十七日悪報）

湖北省ニ属シ省中漢口ニ次グノ開港場ニシテ四
川ノ咽喉ニ位シ実ニ一大要地タリ城ハ三峡険平ラ
グ所長江ノ北岸ニ在リ天主堂及ビ耶蘇堂ハ南門外
ニ在リ天主耶蘇共ニ城内ニ分設セリ然ルニ飛電ア
リ曰ク暴徒群集謡言四起大ニ不穏ノ情况アリト是
ニ於テカ漢口駐碇ノ独乙軍艦一艘直ニ抜錨其地ニ
向へリト未ダ其詳報ヲ得タザレバ記述スルニ由ナ
シ

合計
五六
五一
五〇
計

二八

〃

五七

右表外今回ノ変動ニヨリ目下募集中ナリ又右義
勇隊備付ノ武器ハ大砲六門短銃七十騎兵銃七十歩
兵銃四百五十挺ニシテ其他諸附属具ハ之ニ称フ
清国上海駐勇兵

以上列挙スル所ノモノハ近日長江一帯ノ小波瀾

上海県城外

ニシテ此地漢口鎮江等ノ各地ニ謡言百出人心頗ル

呉淞近傍（距上海四里□） 四千人（八営）
崇明県（距上海十里）

恟々タリト雖ドモ地方官ノ警備ト外国軍艦ノ勢援
シ

警戒ヲ加へ惴々焉トシテ其堵ニ安ンゼザルモノヽ
如シ各国戦艦及ビ清国南洋水師ノ軍艦ハ漢口九江
蕪湖鎮江等ノ間ニ頻紛相往来シ以テ不虞ヲ戒シメ
居レリ当上海ノ如キハ清暦四月下院某日ヲ以テ其
教会ヲ焼キ払フベシ某夜ヲ以テ某領事館ヲ襲撃ス
ベシ等ノ匿名貼紙ヲ為スモノアリテヨリ一時頗ル
不穏ノ景況アリシモ居留人員ノ多数ナルト警察ノ

七百五十人（二営）

居留外人保護ノ為メ上海ニ碇泊セル軍艦左ノ如

トニヨリ幸ニ暴発ニ至ラザリシ然レドモ長江沿岸
一帯後ノ動揺未ダ定マラズ各港居留ノ外人モ大ニ

二千人（三営）

艦名

艦種

船長ノ名

アルライアンズ

コルベット フィヅマッコレー

ピーコック

ガンボート イングラン

レッドポール
ツライラシフワシト
ベラヅコー

仝
甲鉄

デーユルニエリール

砲数

仝

アラクレチー

旗艦

所属国

六

英国

七五〇

六

英国

八〇五

六

仝

四 . 五〇〇 一三

巡洋艦

ヴィルラルス

備考

エフダブリュー
ブリーマン

噸数
一 . 三七五

仏国
西班尼亜国

フー子シス

二 . 四〇〇 一五

仏国

アデヤー

一 . 七〇〇

英国

四

表中ノ軍艦ハ都テ六月十六日碇泊ノ現数ナリ

周到ナルト加フルニ義勇兵軍艦等防禦ノ責任スル
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句ニ特ニ諭ス

聞ク北京駐剳ノ各国公使総理衙門ニ向テ各港居
留人及ビ教会ヲ保護シ速ニ乱民ヲ鎮定セシコトヲ
請求セリ是ニ於テ政府ハ六月十三日ヲ以テ湖広及

2.1.16

ビ両江総督ニ上諭ヲ下シ速ニ首魁ヲ捕へ暴徒ヲ鎮
スベキヲ命ゼリ之ニ因デ両江総督劉坤一ハ六月十

判断

哥老会一部ノ煽動ニ過ギズ大事ニハ至ラザルベ
シ

五日左ノ如キ諭達ヲ出セリ
2.1.17

理由

頭品頂戴兵部尚書両江総督劉出示暁諭ノ事ヲ

以上示スガ如ク今回暴動ノ警戒ニ就テハ其外観

為ス哥老会匪徒項目ヲ設ケ私ニ偽印ヲ製シ票

頗ル不穏ナルヲ似タリト雖ドモ是レ畢竟外人ガ其

布ヲ分散シテ党羽ヲ糾結シ奸ヲ為シ法ヲ犯シ

人情風俗異ナルヨリ其実際ノ真味ヲ知悉スル能ハ

其罪誅ヲ□シズ今ヤ本部堂已ニ各地方ニ諭達

ザルト謡言百出頻リニ人心ヲ撹乱スルニ依リ風声

シ探偵捕縛厳且ツ密ナリ若シ夫レ獲審結ノ上

鶴涙以テ之ヲ致スモノ多シ是レ清国毎茲擾時ノ常

ハ懲弁会匪章程ニ照ラシ立トコロニ其地ニ於

態ニシテ虚心観察者ノ失笑ヲ招ク所タリ抑モ今回

テ注ギ正シ決シテ寛貸セザルナリ唯思フ此等

ノ事変ニ付清国各地ノ新聞ハ其騒擾ノ原因ヲ論ジ

会匪ノ中甘シテ随従ガ用ヲナスモノ因ヨリ少

テ専ラ民教不合ノ致ス所トナスト雖ドモ是レ未ダ

ナカラザルベシト雖ドモ然レドモ無知ノ愚民

事情ヲ悉クセルモノト云フ可カラズ看ヨ揚州ノ滋

或ハ衣食ニ苦シミ或ハ生計ニ艱ムアリ其誘導

擾以来其暴行ノ手段タル悉ク一途ニ出テ恰モ符節

ニ惑ハサレ票ヲ買フテ入会セシモノ其人ニ乏

ヲ合セルガ如ク毫モ匪徒ニシテ清民ノ信徒ヲ暴害

シカラズ此ノ如キ者ハ其入会同盟ノ点ニ於テ

スルコトナリ而シテ特リ教会堂ヲ焼毀シ外人ニ対

ハ均シク是レ不法ノ徒アルヲ免レズト雖ドモ

シテノミ暴行ヲ加フルガ如キ豈ニ奇ナラザヤ何ト

然レドモ其初意ヲ諒ルニ畢竟誤ツテ迷途ニ入

ナレバ清民已ニ数十万ノ多キニアルヲ以テ一々異

リシモノニシテ其会匪捕到ノ日ニ於テ此等愚

教ヲ排撃スルノ精神熟シテ事此ニ到ルトセン歟豈

民等ヲ併セテ玉石俱ニ焚クハ本部堂ノ為スニ

ニ信徒ニ寛假スルノ理アランヤ是ニ由テ此ヲ観レ

忍ビザル処ナリ此ヲ以テ特ニ茲ニ勧諭シ衆人

バ彼ノ数百千人ノ者未ダ尽ク初メヨリ教堂ニ恨ミ

ヲシテ知悉セシム若シ已ニ票布ヲ得テ会匪ニ

アルニアラザルベシ亦未ダ悉ク不良ノ暴民似アラ

加入セルモノナラバ速ニ過ヲ改メ自新ノ道ヲ

ザルベシ而シテ其暴挙ノ茲ニ到ル所以ノモノハ顧

開キ票布ヲ焼却シテ基本分ニ安ンジ別ニ生計

フニ必ズ二三匪徒ノ妖言ヲ流布シ巧ニ之ヲ煽動ス

ヲ営ミ身命ヲ保全スベシ若シ或ハ会中ノ頭目

ルニ因ルモノナラン又掠奪ニ意アルニアラズ蓋シ

ヲ密詐スルモノアラバ捕縛審結ノ上ハ啻ニ密

民人ヲ煽動シテ漸ク其堵ニ安ンズル能ハザラシメ

詐者ノ罪ヲ免除スルノミナラズ当サニ与フル

以テ乗ズベキノ機運ヲ啓発シ或ハ試シニ多少ノ波

ニ金賞ヲ以テスベシ頭目等ニアリテハ若シ異

乱動揺ヲ醸シ以テ民心傾向ノ如何ヲ偵察シ機ヲ見

シテ前非ヲ悔ヒ速ニ自首セバ既往ハ深ク咎メ

テ為ス所アラントスルニ似タリ然ラズンバ現政府

ザル所ナリ然レドモ尚終始迷ヲ執リテ自ラ新

ヲシテ奇禍ヲ外国ニ買ハシメ鷸蛑相持ノ間其深慾

ニスルコト知ラザレバ就縛ノ日国法森厳断シ

ヲ逞フスル所アラント欲スルモノアリ

テ少シモ寞貸シ難シ此際ニ及ビ臍ヲ噬ムモ亦

顧フニ三者必ズ其一ニ居ラン而シテ今回ノ事果

何ヲ及バシヤ宜シク速ニ猛省シテ本部堂告誡

シテ哥老会ノ主唱ニ因ルカ会中一部ノ徒ノ軽挙タ

ノ意ニ負クコト無ルベシ各人等父ハ子ニ誡メ

ルニ過ギザルベシ若シ然ラズンバ何ゾ其計画施術

兄ハ弟ニ誡シメ法網ヲ犯スノ人トナラシムル

ノ拙劣ナルヤ揚州ノ変ヲ始メトシ各地一呼シテ能
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第十

ク聚ルモノ少ナキハ数百人多キハ数千人ニ及ブト

同種類ノ売物屋ハ一所ニ集リ売買双方相

雖ドモ常ニ声勢ヲ利用シテ地歩ヲ占ムル能ハズ僅

蓋シ需要供給ノ法相整ヒ自然ニ経済ニ適ヒタルコ

ニ一地方官ノ強圧ニ遇フ毎ニ忽チ土崩瓦解収拾ス

ト

ベカラザルモノヽ如シ是レ豈ニ大事ヲ企図スルモ

第十一

コンプラド

仲買ヲ用ヒテ取引上便利ヲ得ルコト西

ノヽ所為ナランヤ然レドモ仮令前諭ノ如ク果シテ

洋口銭商人盛ニ流行シテ商業ヲ活発ナラシムルガ

天下ノ機運ヲ啓発シ或ハ民心ノ傾向ヲ偵察シ若シ

如キコト

クハ政府ヲシテ奇禍ヲ外国ニ買ハシメント欲スル
ニアリトセン乎共ニ必ズ旬日ヲ出デズシテ将ニ福

2.3

建ニ事アラントス否ラザレバ彼徒今回ノ連絡ハ阻

支那ノ通貨ハ古来ノ習慣ニヨリ金銀ヲ以テ基本

絶シテ通ゼザルモノナリ全部ノ運動ニアラザルナ

位トナサズシテ銅ヲ以テ之ニ充テ金銀ハ唯公私一

リ何トナレバ福建全省ハ同会ノ巣窟淵籔ニシテ平

般ニ銅貨ヲ助ケテ通用ニ供スレドモ官ヨリ之ヲ鋳

常深ク頼ニテ以テ負嵎ノ地トナス所ナレバナリ之

造スルモノナク随テ一定ノ形質ナシ銅貨ハ官設ノ

ヲ要スルニ揚州ノ細故ニ乗ジ哥老会一部ノ輩謡言

造幣局アリテ其製スル所ノ貨幣ヲ銭ト云フ銭ニ二

ヲ流布シ巧ニ細民ヲ煽動シ暴挙ノ機ヲ啓発セシト

様アリ北京ニ於テ鼓鋳シ内底ノ用ニ供スルモノヲ

スルニ過ギザルベシ今ヨリ旬日ヲ出デズシテ消長

様銭ト云ヒ各省都会ニ於テ鼓造シ地方ニ行クモノ

ノ機正ニ決スル所アルノミ

ヲ制銭ト云フ凡ソ銭ハ円形ニシテ中ニ方孔ヲ穿チ

明治二十四年六月十六日調

支那ノ通貨

表面ノ文ヲ通宝トシ之レニ冠スルニ年号ヲ以テ裏
面ニ満州字ヲ以テ其鋳造スル所ノ局名ヲ記ス様銭

2.2

一百個ノ重サハ則チ一斤ニシテ大約我ガ百六十匁

商業上支那人の有スル重ナル点

支那人ガ商業上西洋人民ニ相似タル点数ケ条ヲ

ニ当リ制銭一百個ノ重サハ様銭四分ノ三トス普爾

挙グレバ左ノ如シ正シ此点ハ一モ日本人ガ有セザ

銭モ亦之ニ均シ西蔵銭ハ其大銭十個ノ重サ一両ト

ル所ノモノタルヲ知ルベシ

シ小銭ハ之レニ半ス様銭ヲ鼓鋳スルニハ銅六分ニ

第一

国大ニシテ外国人ヲ異人ト見テ侮ル所ア

ス普爾銭ハ純銅ヲ以テ之ヲ鼓鋳シ西蔵銭ハ銀ヲ以

ルコト及ビ習慣ノ強ク成立ツコト
第二

鉛四分ヲ混和シ制銭ハ銅五十四ニ鉛四十六ヲ混和

営利ニ巧ニシテ之ガ為メニハ少々ノ危険

テ之ヲ鼓鋳ス制銭千ヲ以テ串ト曰ヒ普爾銭百ヲ以
テ滕格ト曰ク一串一滕格及ビ西蔵ノ大銭九小銭ノ

目前ノ損失ヲ顧ミズ耐忍シテ従事スルコト

十八ヲ以テ銀両ニ抵ルモノトス

第三

団結力ニ強キコト

第四

商業上ニ規則正シキコト

第五

商業上信用ヲ重ンズルコト一度信用ヲ得

銀両ハ前記ノ如ク真ノ通貨ニアラザルガ故ニ政
府之ヲ鋳造スルコトナキモ公私一般ノ流通ニ供ス
ルヲ以テ北京及ビ各省都会ノ地ニ於テ之ヲ鋳造ス

レバ之レヲ活用スルコト
第六

手形ヲ流用スルコト

ル私立ノ炉房アリテ公私ノ依託ヲ受ケテ鼓鋳セリ

第七

物事ニ緻密ニシテ凡テ物品ヲ売買スルニ

譬ヒ酒器簪笄及ビ破碎セル銀器ト雖ドモ之ヲ炉房
ニ托シテ銀両トナシ該炉房ノ刻印ヲ得レバ通用ニ

秤量ヲ用ヒ一糸一毫ヲモ争フコト
商店ノ景況帳簿ノ拵へ方客ニ応対スル仕

阻礙アルコトナシ其他或ハ銀舗ニシテ銀両鋳造ノ

掛又両替屋ノ如キ鉄柵ヲ設ケ鉄網ヲ張ル等整頓ス

業ヲ兼スルモノアリ凡ソ銀両ニ数種アリ小錁、中

ルコト

錠、元宝等是ナリ小錁ハ荊沙松江等ノ銀ニシテ大

第八

第九

招牌ヲ盛ンニ用ヒ金銀字ヲ以テ之ヲ飾リ

帖札ヲ以テ広告ヲナスコト

概一塊ノ量目四両四五銭ヨリ五両ニ至リ其形饅頭
ノ如シ其他碎銀ト称シ破碎セシモノアリ中錠ハ元
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宝ヲ小分セルモノニシテ其量目十両内外トス元宝

典物ノ期限ハ官ニ於テ二年即チ二十四ケ月ニ定

ハ其量目五十両内外ニシテ其形馬蹄ノ如シ又官納

ム然レドモ実際ニ於テハ更ニ半年即チ六ケ月位ノ

ニ用ユルモノニシテ方形ニ作レルモアリ一両トハ

猶予ヲ与フルガ故ニ通常ノ支那人ニ就テ典物ノ贖

我十匁ニシテ其十分ノ一ヲ以テ一銭トス而シテ権

出期限ヲ問ヘバ必ズ三十ケ月ヲ以テ答フ三十ケ月

衡ハ数種ニシテ各多少軽重ノ差アリ即チ公秤、行

ヲ過ギ其元利金ヲ合シテ其原品ノ普通代価ヲ超過

秤等ニシテ公秤ハ官用ニ供シ行秤ハ開港場ニ行ハ

セズト認ムルトキハ尚一二ケ月ノ留存ヲ肯ンズ当

レ市秤ハ内地ノ交易ニ用ユ而シテ市秤ニハ又数種

票即チ典物ノ預リ証ニハ「遵例二年為満過期変売

アリテ一定セズ尤モ必要ノモノナリトス

作本虫傷鼠咬各聴天命」云々ノ語ヲ記スルハ猶我

凡ソ銀一両ハ制銭一千五百文ヨリ一千文内外ノ

国ニ於ケルガ如シ但大災ノ事ヲ記セザルハ予ジメ

価格ニシテ洋銀一元ハ制銭一千一百文ヨリ九百文

大災アリトスルノ嫌ヲ避クルモノナリト云フ利息

内外ニ当リ処ニヨリテ同ジカラズ支那ノ銀両ヲ以

ハ月利ニシテ贖出期日ノ長短ニ拘ハラズ総テ品物

テ洋人ハ之ヲ「テール」ト称ス「テール」ハ本ト

ノ種類ト貸ス所ノ金額トニ依テ之レヲ定ム而シテ

通貨ニアラズ銀塊ノ量目ヲ以テ流通スルモノナリ

高キモ三分ヲ起ヘズ低キモ二分ヲ下ラズ即チ衣服

例ヘバ重サ百両ノ一顆ト雖ドモ一定ノ品位ヨリ上

ハ貸ス所ノ金額ハ八銭ヨリ四十五銭迠ハ月利三分

ルモノハ申ト称シテ幾分ヲ加へ下ルモノハ毛ト称

トシ五十銭以上ハ同二分トス毛皮等ノ衣類ハ保存

シテ幾分ヲ減スモノトス且各地権衡ノ制一様ナラ

ニ注意ヲ要スルヲ以テ五円以下ノ品ニモ三分ノ利

ザルヲ以テ実ニ不便ヲ極メ金銀本意ノ貨幣ナキガ

ヲ課ス此他玉器、銅鉄器、骨董、書画、磁器、硝

為メ商業ニ於テ多少ノ困難ヲ意トセザルモノヽ如

子器ノ類ノ如キ取扱ニ面倒ナル品物ト犁鋤等ノ如

シ

キ粗末ナル器具及ビ夜具蒲団ノ如キ嵩高ノ品物ハ
楮幣ハ官ヨリ発行スルモノナシト雖ドモ各省都

貸ス所ノ金額ニ関セズ総テ三分ノ月利トス是レ普

会地資本稽々優ナル銀舗ニ於テ発行スルモノアリ

通ノ例規ナリト雖ドモ金融ノ便否ト地方ノ習慣ト

然レドモ流通ノ区域甚ダ狭ク弊害亦少ナシトセバ

ニ依テ更ニ品類ヲ細別シテ利息ヲ定ムルアリ或ハ

而シテ各開港場並ニ其附近ノ地ハ洋銀ニ以テ本国

品物ノ種類ヲ問ハズ概シテ一定ノ利息ヲ収ムルア

貨幣ノ如ク流通ニ供セリ是ニ支那貨幣ノ不便ナル

リ又単ニ貸与スル所ノ金額ニ依テ利息ノ差異ヲ立

ガ為メ洋銀ヲシテ市場ヲ占領セシムルモノト云フ

ツルアリ
又毎年十一月十六日ヨリ十二月末日迠ハ各地方

ベシ

官ヨリ令ヲ発シ質ノ利ヲ減セシム其告示ノ文ニ曰

2.4

ク歳茲ニ暮レントス貧家窮戸銭ヲ要スル甚ダ急ナ

支那ノ質屋

支那ノ質屋ハ之ヲ当舗ト称シ往々十万円以上ノ

リ此ニ際シ月三分ノ当利ハ一部減ジテ二分トナシ

資本ヲ有スルモノアリ又甚ダ僅少ノ資本ヲ操廻ハ

二分ノ当利ハ五厘ヲ減ジテ一分五厘ト改メ以テカ

シテ営業スルモノモ少ナカラズ其大資本ヲ卸シテ

民ヲ済フベシ云々ト又洪水旱魃等ノ凶年ニモ其地

営業スルモノハ多ク山西ノ人トス大店ニ於テハ番

方ヨリ被害地ノ質屋へ利息低減ノ令ヲ下スヲ例ト

頭手代丁稚ノ類三十餘名ヲ使役シ主人ハ多ク別宅

ス
質屋ノ営業税ハ何程ナルヤ未ダ探知シ得ザルモ

ニ住シ信用アル番頭ヲシテ営業一切ノ事ヲ管理セ
シム小店ニテモ十名以上ノ人ヲ使役ス其営業ノ例

歟

規ニ至テハ地方大ニ其趣ヲ異ニシ各店亦自ラ定ム
ル所ノ章程アルヲ以テ到底之ヲ悉スコト能ハズト

2.5

雖ドモ各地各店其大同ナル所ヲ挙グレバ左ノ如シ

抑モ会館ナルモノハ同郷出身ノ官吏ガ相互ニ保
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護救援セシガ為メ京都ニ於テ之ヲ創設シタルヲ始

地方官吏ノ抑圧ヲ防禦スルコトアリ温州ノ寧波

メトス爾後商賈相結ンデ彼ノ官吏会館ニ擬シ商賈

会館ノ記録ニ曰ク当世紀ノ初メ十年間ノ終リニ際

会館ヲ組織セシガ今日ニ至テハ何レノ州ト雖ドモ

シ隣接ノ各地方未作ノ飢餓アリ而シテ南方ノ浙江

各其会館ヲ有セザルムノナキガ如シ然レドモ其会

地方ニ於テハ食料夥多ナルヲ以テ寧波商人ハ帝国

館ハ何レノ時代ニ起リシヤ今之ヲ確説スル能ハズ

ノ何地ヨリスルヲ問ハズ米ヲ輸出ヲ允可セラレタ

ト雖ドモ蓋シ明朝ノ世ニ当リ江西ノ会館北京ニ於

ル上諭ヲ利用シ小舟ニ許スニ米ノ輸出業ヲ以テセ

テ其隆昌ヲ極メシガ其濫觴ハ遠ク唐代ニ在ルガ如

リ然ルニ地方官ハ温州ニ於テ其上諭ノ実施ヲ拒絶

シ当時北京ニ於テ存立シタル会館ハ同郷人及ビ商

スルヤ該商船ヲ捕へ商人ヲ縛セリ依テ寧波会館ハ

賈人ヨリ成立スト雖ドモ同郷出身ノ官吏ハ固ヨリ

該地方官ノ不法ヲ杭州府庁ニ告訴セシモ其救正ヲ

其員数及ビ勢力ニ於テ共ニ商賈ニ超越セリ

得ザルヲ以テ遂ニ北京政府ニ上告シ爾後地方官ノ

同郷会館ノ目的ハ二種ニシテ其一ハ遠地ヨリ来

抑圧ヲ免ルヽコトヲ得タリト亦以テ会館ノ時トシ

往スルモノヽ必ズ免ルベカラザル局部ノ僻見ニ対

テハ地方官ノ暴威ヲ防禦スルニ必要ナルヲ見ルベ

スルノ保護ニシテ他ノ一ハ該館仲間ノ間ニ起生ス

シ

ル不和争論ヲ防止スルコトナリ温州ノ寧波会館ノ

前陳ノ如ク会館ハ当初ニ在テハ甲省ノ商賈ガ乙

例言ニ云ヘルアリ曰ク夫レ寧波ハ沿海ノ地方ナリ

省ニ至リ商業ヲ行フニ当リ同郷商人共同ノ利益ヲ

故ニ住民ノ農夫トシテ本土ト職業ヲ得ル能ハザル

保全スルヲ目的トシテ之ヲ組織セシガ漸次盛大ノ

ガ如キ者ハ勢商業ノ為メ他ノ地方へ移住セザルヲ

域ニ赴キ商賈ハ各其類ニ依リテ相結合シ支那帝国

得ザルナリ今ヤ吾㑪寧波人ノ温州ニ在ル者ハ孤立

過半ノ市城ニ於テハ各州ノ会館巍然トシテ雲際ニ

独行ノ位置ニ立テリ山嶽河海之レガ隔絶ヲナシ寧

聳立シ市城ニ至ルモノヲシテ先ヅ目ヲ驚カシムル

波ト相通ゼズ若シ温州人ノ為メニ怨望セラシ其軽

ニ至レリ然リ而シテ会館ノ種類、其数亦頗ル多ク

侮ト損害ヲ受クルトキハ吾㑪何ヲ以テ之ガ償賠ヲ

シテ茶業会館、生糸会館、銀行会館、鴉片会館、

ナスベキヤ顧フニ商社ナルモノハ各其利己ノ為メ

薬剤会館及ビ金属会館ヲ始トシテ其他諸種ノ会館

ニ運動スルヲ以テ孤立独行以テ商業場裏ニ競争セ

アリ以テ支那商業上ノ取引ハ概子皆此ニ依リテ行

バ自然ノ結果ニシテ損失ヲ招キ耻辱ヲ来サンヲ得

ハザルハナク実ニ支那商業ノ一大機関ナリト云フ

ズ是レ同郷会館ヲ立テ教堂ノ利益ヲ図ルノ已ムヲ

ベシ然リト雖ドモ前キニ長髪ノ乱起ルヤ支那帝国

得ザル所以ナリ

過半ノ地ハ賊軍ニ蹂躙スル所トナリ商業ノ如キモ

又白海ノ人民ハ其性質放縦貪婪ニシテ毫モ法規

一時其影響ヲ蒙リ衰微ノ勢ヲ呈シ随テ会館ノ制廃

ヲ尊重セズ盗賊盛行為ニ吾㑪広東人ハ大ニ苦ム所

絶ニ帰センコトアリト雖ドモ国内既ニ平和ニ復シ

ナリ若シ彼我ノ間ニ商業上ノ不和ヲ生ジルトキハ

商業モ亦タ旧体ニ帰ルヤ会館ノ制漸ク旧ニ復シ且

吾㑪ハ協心戮力以テ不正ニシテ且ツ無謀ナル商賈

ツ改良進歩ノ勢ヲ顕ハシタリ蓋シ彼ノ南京条約以

ニ抗抵シ吾㑪ノ利益ヲ保全セント欲ス顧フニ奸商

来清国ノ外交漸ク繁ヲ通商ノ道益々頗ナルヤ支那

悪売ハ自ラ吾㑪ヲ避ケ而シテ其跡ヲ商業場裡ニ絶

商賈等思ヘラク今ヤ外ハ外商ト取引ヲナスニ信義

フベシト

ヲ守リ内ハ各商相互ニ売買ヲ行フニ公道ヲ取ルコ

由是観之同郷会館ハ事情ノ必要ヨリ起生セシモ

ト益々緊要ナリ然ルニ人性ノ傾向ハ愈々不信不義

ノニシテ同郷商賈ガ他ノ地方ニ在リテ他商ノ抑圧

ノ域ニ赴キタレバ為ニ商業ヲ営ムコト更ニ困難ト

ヲ防制シ以テ同郷商人共同ノ利益ヲ保全スルニ最

ナレリ因テ今日従来ノ会館ヲ改良シテ時勢人情ニ

モ有利有益ノ制タルヤ明白ナリ又独リ商業社会ノ

適合セシメザルベカラズ否ラザレバ商業上ノ発達

利益ヲ図ルニ止マラズ

望ム能ハザルナリト是レ支那商人ガ会館ノ制ヲ利
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用シテ外国商人ノ抑圧ヲ防制シ以テ内国商賈一般

論ヲ発シ或ハ虚説ヲ吐クガ如キ議員ノ現出スルハ

ノ利益ヲホゼンスルニ至レル所以ナリ会館ノ来歴

自然ノ状態ナリ故ニ会館ニ於テモ此ノ如キ冗言贅

及ビ其緊要ナルコト此ノ如キヲ以テ其組織及ビ規

議ヲ予防スルノ必要ヲ感ジ一ノ簡単ナル規則ヲ定

約ノ如キハ繁雑複綜ナルベキモ其実然ラズシテ当

立セリ其文ニ曰ク会議ニ於テ若シ才学共ニ衆ニ優

初ニ在テハ之ヲ赤色ノ一片紙ニ印刷シテ会館ノ壁

ルノ議員アリ一議案ヲ提出スルトキハ自己ノ位置

上ニ貼付キシガ商業漸ク盛ナルニ従ヒ其種類ニ依

如何ヲ問ハズ総議員ニ対シ自ラ之レヲ説明弁護セ

リテハ会館ノ規則亦勢ヒ繁縟ナラザルヲ得ザルモ

ザルベカラズ而シテ一旦決議ヲ経タルモノハ後ニ

ノアリ茶業会館及ビ銀行会館ノ如キハ即チ此類ナ

至リ再ビ之ヲ討議セザルベシ蓋シ時間ノ浪費ヲ防

リトス請フ会館ノ重ナルモノニ就キ其組織及規約

ガンガ為メナリ此外無用ノ空談虚説ヲ防制スルガ

等ヲ概括シテ之レヲ左ニ記セン

為メ年少、客気ノ館員ハ集会ニ臨ミ発議討論ヲ許
サズ

2.5.1

会館管理ノ事

会館ノ役員ハ総管理人一名及ビ委員数名ヨリ成

2.5.2

会館建物ノ事

立シ委員ハ毎年之ヲ選挙スト雖ドモ時宜ニヨリ重

商業市場ノ建物中壮観美麗ナルモノハ会館本部

選スルヲ得ルモノトス商業最盛ノ地ニ於テハ寧波

ヲ以テ最トナス即チ其会議所演戯場及ビ高官并ニ

会館ニ於ケルガ如ク重要ナル貨物ニ付夫々委員ア

試ニ応ズルガ為メ京都ニ赴ク所ノ学生ノ旅舎ニ充

リ福建会館ハ之ヲ三課ニ区分シ第一ヲ砂糖課トシ

ルツ所是ナリ時ニ或ハ此等建物ノ構造ハ真ニ宮殿

第二ヲ材木課トシ第三ヲ雑種課トナスガ如シ然レ

ノ形体ニ類シ支那建築ノ最高模型ヲ示スコトアリ

ドモ商業稍盛大ナカザルノ地方ニ至テハ会館管理

即チ会館ノ正堂ヲシテ荘厳威客ヲ保タシメンガ為

ハ館員順番ニ行フコト往々之レ有リ就中最要ナル

メ鍍金彫刻及石工等諸美術ノ巧妙ヲ極ムルコトヨ

役員ハ常置幹事ニシテ此幹事ハ文学上ノ名誉ヲ有

リ其最モ重ナル部舎ハ神ノ為メニ演戯ヲ興行スル

シ俸給ヲ受クル者タルベシ蓋シ該幹事ハ文学上ノ

ニ充ツルノ正堂ナリ一方ニ於テハ舞台アリ他ノ一

学位ヲ有スルノ故ヲ以テ自ラ官吏ト面接スルノ権

方ニ於テハ廟裡アリ周囲ニハ房裡アリ特許ヲ有ス

利アルノミナラズ会館ノ代理者トシテハ官吏ノ位

ルモノハ演戯ヲ見酒食ヲナシ又興談ヲナスヲ得而

置ニ立ツモノト認メラルヽナリ又諸通信ノ媒介人

シテ其正室ニ至テハ一般公衆ノ縦覧ニ供ス

ニシテ官衙ニ向テハ法律上会館ノ代表者ト認メラ
レ会館ノ利益ヲ主張シ館員ノ受ケタル損害ニ対シ

2.5.3

收入ノ事

救正ヲ請求シ場合ノ必要ニヨリテハ自己ノ選挙人

会館ノ資金ハ館員ヨリ其売却シタル貨物ノ代価

ヲ弁護防衛スベキモノトス又地方官ニ於テ会館ニ

ニ応ジ賦金ヲ徴収シテ成立スルモノニシテ其高ハ

向ヒ公共ノ事業施済及ビ其他臨時ノ事件ニ付捐金

千分ノ一ナリ毎月各商ノ帳簿ヲ検査スルノ例アリ

ヲ請求スル時モ亦該幹事之レニ応答スベキモノト

而シテ此検査ハ各商社ノ書記交代シ之ヲ行フモノ

ス

ニシテ是レ賦金ヲ徴収センガ為メナリ時トシテハ
会館議員ハ大抵三千名ヲ超過スルコト甚ダ稀ナ

一種ノ貨物ニ対シテ稍重キ賦金ヲ徴収スルコトア

リ集会ヲ開クノ時出席スル所ノ議員ハ討議ノ為メ

リ例ヘバ温州ニ於ケル寧波会館ハ薬商ノ売上金高

提出セラレタル案件ノ考量スルニ足ルベキ員数ヨ

一串丈ニ付八文ヲ徴スト雖ドモ荳餅ノ売得金若千

リ多カルベカラズ但特ニ議事規則ノ如キ成文ナシ

文ニ対シテ僅カニ二文ヲ課スルノミ又他ノ貨物ヲ

ト雖ドモ概シテ議事ニ適当スル定員ヲ待ツテ決議

商フ者ノ納ムル賦金ハ右二種ノモノニ比較スレバ

ヲ行フモノトス顧フニ何レノ議会ヲ問ハズ或ハ贅

稍軽キモ決シテ重キコトナシ蓋シ賦金ノ税率トシ
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テ貨物ノ固有価格ヲ採ルヲ以テ高価ノ貨物ヲ商フ

方法ヲ以テ其仲裁ヲ与フベシ即チ公正ヲ守リ事実

者ハ低価ノ貨物ヲ商フモノニ比スレバ更ニ重キ賦

ヲ明ニシ道理ニヨリ其争件ヲ判定スベシ請フ公道

金ヲ納ムルナリ又該寧波会館ハ温州ニ来着スル各

ヲ顕明ナラシムルガ為メ事実ヲ隠蔽セザラレコト

寧波船舶ニ対シ二弗ノ賦金ヲ課ス又上海ニ在ル広

ヲト会員中ノ一名仲間ヨリ除名セラレタルトキ又

東会館ハ当時ノ経費ヲ支弁スルニ充分ナル財産ヲ

ハ地方ノ商社会館ヨリ排除セラレタルトキハ爾後

有スルヲ以テ其会員ノ商業ニ対シ賦金ヲ徴スルコ

此等ノ者ト一切交通ヲ禁ズ若シ会員ニシテ其除名

トナシ其歳入ノ高ハ一定セザレドモ市場ノ大小ニ

セラレタルモノト同情同感ヨリ或ハ交誼ヨリ私ニ

ヨリ数百弗ヨリ五十万弗ニ至ルノ間ニ上下スト云

交通ヲナシタル事ヲ発覚セラルヽトキハ一百両ノ

フ若シ会員ヨリ売上高ニ付不実ナル届出等ヲナセ

過代ヲ差出スベシ会員ニアラザル他ノ者ト雖ドモ

ルコトヲ看破スルトキハ会館ハ之レガ過代トシテ

規則ニ背キテ私ニ交ヲ通ズルコトニ関シテハ別ニ

罰金ヲ追徴スベシ

指定ノ明文ナシト雖ドモ此ノ如キ犯則者ニ対シテ
ハ成ルベキ丈ケ厳罰ヲ加フルモノトス

2.5.4

以上ハ会館ノ組織ニ関スル大体ヲ説示シタルニ

会館規則ノ事

会館ノ規則ハ商業ノ種類ニヨリテ之ヲ異ニシ固

過ギズ以下将ニ其細目ニ説キ及バントス

ヨリ一定セズト雖ドモ之ヲ概説スレバ支那商業ノ
複雑ナルヲ知ルニ足ルベシ抑モ会館ハ商業上ノ裁

2.5.5

信用売買ノ事

判庁トモ称スベキモノニシテ其治定スル所ノ規則

凡ソ会館ニハ各信用売買ニ関スル規定アリ一例

ヲ強行セシムルノ権力アリ蓋シ支那裁判所ニ於テ

ヲ挙ゲテ之ヲ言ハンニ貨物ヲ売渡スニ際シ其代価

ハ会館ノ規則ヲ見テ法律上ノ効力ナルモノトナス

支払ノ期日ハ一定セズト雖ドモ穀物其他類似ノ貨

ヲ以テナリ今二三ノ例ヲ挙ゲテ其大体ヲ明カラニ

物ノ場合ニ於テハ貨物引渡後四十日荳餅ノ場合ニ

セン即チ会員ハ左記ノ規則ニヨリテ支配セラルヽ

於テハ五十日其他ノ諸雑貨ハ五六十日ヲ以テ定限

ナリ

トス若シ此規則ヲ犯ストキハ其売主及ビ買主ハ均

会員相互ノ間ニ金銭上ノ争論アルトキハ之ヲ館

シク各々一回ノ看戯費及ビ飲食二卓ノ罰銭ヲ払フ

ノ集会ニ提出シ其仲裁ニ委スベシ該集会ハ務メテ

ベシ蓋シ此罰銭ノ高ハ大約一人ニ付二十五弗ニ過

満足ナル決定ヲ与フベシ若シ其事件和解シ難キト

ギザルベシ

キハ則チ之ヲ所属ノ地方庁ニ告訴スルヲ得ルト雖

通用ノ貨幣ハ弗或ハ両ヲ以テ本位ト定ム故ニ売

ドモ其起訴人ガ先ヅ会館ノ仲裁ニ依頼スルヲナサ

買ハ必ズ弗又ハ両ヲ以テ之ヲ為スベシ代価支払ヲ

ズシテ直ニ地方庁ニ控告スルトキハ館員一同ノ誹

約スルニ約束証書ヲ用ユルコトアリ此証書ノ日附

斥ヲ受クルノミナラズ将来会館ノ意見ヲ請フヲ得

ハ売買ヲナシタル日ヲ記スルモノトス其期限ハ大

ベキ事件ヲ有スト雖ドモ一切会館ハ之ヲ保護セザ

抵十日ヨリ三十日ニ至ルヲ以テ程度トナス若シ船

ルベシ会館ノ調停仲裁ヲナスノ権力ハ独リ金銭上

中ノ貨物ヲ買フトキハ該約束証書ニ必ズ其船名ヲ

ノ事件ノミニ止マラズ一般ニ会員ノ間ニ起生スル

記スベシ

所ノ事柄ニ及ブモノトス又会員相互ノ間ニ争件ヲ
起生スル事ヲ予防スルニ一規則アリ其言ニ曰ク本

2.5.6

倉敷料ノ事

館ニ来館スル所ノ同郷人中商業ニ従事スルモノ多

貨物ノ売主ハ七十日間ハ倉敷ヲ出サズシテ其貨

シ而シテ常ニ金銭上ノ取引ヲナスノ際時ニ或ハ相

物ヲ倉入スルヲ得ルト雖ドモ若シ其ノ期日ヲ経過

互ノ間ニ争件ノ起生セズトモ言ヒ難シ苟モ此ノ如

シテ猶倉出セザルトキハ一日タリトモ一ケ月ノ倉

キコトノ生ズルアラバ会館ハ最モ双方ニ利益ナル

敷料ヲ払フベシ若シ又一月ノ期限終リニ至リテ之
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ヲ倉出セザルトキハ該期限後第一日ニ於テ二ケ月

売却シタル貨物ハ買主ニ於テ直ニ之ヲ引取ルニア

ノ倉敷料ヲ払フベシ其他之ニ準ジテ起算スベシ若

ラザレバ倉敷料ヲ払ハザルベカラズ

シ此規則ヲ犯ストキハ其売主及ビ買主ハ均シク倉
敷料ノ定額ニ倍ニ相当スル罰金ヲ払フベシ此罰金
ハ会館ノ会計所ニ納ムルモノトス

2.5.11

警察ノ事

同郷開館ガ幾分カ館員ノ品行ニ対シ責任ヲ負フ
モノトス又窃盗ニ逢ヒタル財産ノ取戻ニ関シ助力

2.5.7

スベキモノトス故ニ許多ノ贖金ヲ虐取スルノ目的

度量権衡ノ事

各会館ニ於テハ一定ノ度量権衡ニ関スル一条ヲ

ヲ以テ槍盗ヲ蔵匿シ或ハ賍物ヲ保有スル館員ハ其

定メアリ其文ニ曰ク会館ハ諸館員ノ採用スベキ一

貨物ノ価額十倍ヲ罰セラルベシ若シ之ヲ納メザル

定ノ度量衡ヲ備へ以テ其収支出入ノ平均ヲ保ツベ

トキハ館員ヨリ除名セラルベシ盗賊ヲ捕ヘタル者

シ若シ館員ニシテ其一定ノ本位ト相違スル所ノ秤

ヘハ会館ヨリ報償ヲ給与スベシ

ヲ用ユルコトヲ発見セラルヽトキハ重キ罰金ニ処
スベシト然レドモ不幸ニシテ実際共通ノ定本ナキ
ヲ以テ会館及ビ商賈ハ多クハ各自ニ之レヲ有セリ

2.5.12

空売買ノ事

寧波ノ北方商法会議所即チ会館規則ノ結尾ニ言
ハルアリ曰ク空売買ハ不法ノ所為ナルヲ以テ館員

2.5.8

ハ之ヲ為スヲ許サズ若シ違フモノアレバ会館ハ之

風袋ノ事

貨物ノ風袋ヲ定ムル規則ハ会館規則中ニ於テ大

ヲ地方庁ニ告訴シテ其求刑ヲ請フベシ地方庁ハ必

部ヲ占ム蓋シ通常ノ貨物ハ各々一定ノ減却ニ従フ

ズ仮借スル所ナカルベシト蓋シ此規則ハ之ヲ制定

ベキヲ以テナリ

シタル商人ニハ元モ有益ニシテ甚ダ信頼スベキモ
ノナク今清国法律ヲ按ズルニ空売買ヲ禁ズルノ明

2.5.9

文ナシト雖ドモ行市ヲ専有スルヲ罰スルノ明文ア

盗難及ビ火災ノ事

或ル会館ハ防火機器ヲ有シ館員ヲシテ消火ニ助

リ此法文禁ノ主意ニ従ヘバ特権ノ貨物陸揚ノ担賃

力セシム倉庫内ノ貨物ノ売主ハ売買後五日間ニ生

ヲ専有セシカ為メ結合スル挑夫ノ集会ハ之ヲ罰ス

ジタル火災盗難ノ損失ハ売主自ラ之レヲ負担スベ

ルヲ得其行市ヲ動揺セシメ財政ヲ紊乱セシメタル

シト雖ドモ五日後ニ係ル盗難火災ノ損失ハ買主ニ

投機者モ又至当ノ服罪スルヲ要ス

於テ之ヲ負担スルモノトス政治上ノ騒擾ニ依リテ
生ジタル損失ハ買主及ビ売主ニ於テ分担スベシ若

2.5.13

慈善ノ事

シ船中ニ在ル貨物ヲ買ヒ之ヲ積荷端艇ニ転載スル

同郷会館ハ恩恵的ノ会合ナリト明言セズト雖ド

トキハ爾後売主ハ該貨物ニ対シ責任ヲ免レタルモ

モ尚モ善クナスノ事業ニ於テハ必ズ其一部ヲ分担

ノトス

スルモノトス例ヘバ孤児寡婦ニ食料ヲ給与シ或ハ
不具者ノ彷徨スルアレバ之ヲ基本地ニ送遣セシム

2.5.10

ルガ如シ

新年ノ閉館及ビ開館ノ事

年ノ一月十五日以前ハ一切ノ事務ヲ取扱フベカ
ラズ故ニ十月中ニ売買ヲアリタル貨物ハ其十二月

2.6

ノ十五日ニ其代価ヲ仕払フベシ又十一月中ニ売却

公所ハ会館ノ一種ニシテ同業組合トモ称スベキ

シタル貨物ハ二月ノ初ニ於テ売却シタルモノト見

モノナリ而シテ此同業組合ナルモノハ概シテ小商

做スベシ二月ノ初ヨリ貨物ノ種類ニヨリ四五十日

及ビ工匠ヨリ組織スル所ニシテ夫ノ商業会館ニ比

或ハ六十日ノ信用売買ヲ始ムベシ又十二月ニ於テ

スレバ其起原稍近時ニ在ルガ如シ蓋シ同業組合ノ
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二三ト雖ドモ百年ノ星霜ヲ経過シタル者殆ンド之

セザル所ノ漁貨ヲ買フコトヲ准サバ各魚商ハ公所

レナケレバナリ顧フニ同業組合ノ始メヲ起生シタ

ノ規則ヲ格守スルノ保証金トシテ公所会計所ニ三

ル原由ハ今ヨリ之ヲ認識スル能ハズト雖ドモ現時

千弗ヲ預クルモノトス但シ退所スルトキハ之ヲ払

同業組合ノ状況ヨリ観察スレバ同業組合ハ会館ノ

戻スベシ
温州ノ郵信組合ノ例言ニ曰ク弗又ハ証券ヲ包含

制ニ因リテ形成セラレタルモノト謂フベシ
何レノ組合ニ於テモ各其規則アリ之ヲ赤紙ニ印

スル所ノ書信ヲ郵送シ配達スルノ際遅延若クハ錯

刷シ又或時ハ美麗ナル金箔ヲ塗リ商館又ハ工場ニ

誤アルヲ許サズ若シ損失ヲ生ズルトキハ郵信組合

貼出セリ

ハ之レガ責任ヲ負フモノトス而シテ其報酬ニ至テ

組合ノ類其数多クシテ枚挙スルニ暇アラズト雖

ハ甚ダ少小ナリ且ツ蒸気ヲ利用シテ信ヲ通ズルコ

ドモ其組織ノ如キハ各組合ノ相符合スルヲ以テ二

トノ始マラザル前ニ在テ郵信逓送者ノ間ニ存立セ

三ノ例ヲ示セバ其全体ノ実況ヲ窺知スルニ足ルベ

シ所ノ規則ハ今既ニ廃絶ニ属セリ施行シテ事務ノ

シ寧波ノ魚商組合温州ノ鍛冶組合大工組合線匠組

繁劇ナルニ従ヒ郵信局ノ数亦漸ク増加スルニ至リ

合絹織匠組合磨匠組合郵信組合及ビ剃匠組合ノ如

寧波及ビ上海ニ至ル本局ニ於テハ新ニ規則ヲ制定

キハ何レモ他ノ組合ノ模範ヲ示スニ足ル者ナリ然

シ税目ヲ決定スルヲ必要ト認メタリト今其税目ノ

レドモ今此等ノ組織ヲ逐一茲ニ記述スルヲ得ズ只

二三ヲ挙示セシニ温州ヨリ寧波ニ至ル書信一封毎

其中ニ就キ二三ノ者ヲ左ニ摘記セン

ニ銅銭七十文上海并ニ広東迠百文北京并ニ漢口迠

寧波ノ魚商組合ハ寧波地方ニ於テ最富ノ組合商

二百文トス然レドモ其沼路陸地多キトキハ其税金

社ニシテ其資金ノ如キモ七十万弗ノ巨額ニ上リ或

稍高キヲ要ス例ヘバ北京トノ航路塞ガル時ハ其税

ハ銀行ニ或ハ質商ニ貸付シ二百分ノ一ノ利息ヲ取

金二倍ヲ要スルガ如シ同業組合ノ規則ヨリ少額ノ

レリ蓋シ此利息ハ格外ニ低廉ナレドモ亦大ニ安金

郵税ヲ以テ書信ヲ逓送スルモノハ看戯饗応及ビ廟

ナルヲ図ルヲ以テナリ其組合ノ例言ニ曰ク凡ソ商

裡ニ点燈スル蝋燭一包ヲ罰セラルベシ

業取引ノ上ニ於テ売人買人共ニ利益ヲ享ケント欲

此郵信組合ハ温州ノ私信取扱局十二ケ所以上ノ

セバ正実ト信誠トヲ以テ最乗ノ必訣トスベシ吾㑪

モノ相結シテ共同ノ利益ヲ図リ税金ヲ一定セシガ

同商組合ト売買両者共同ノ利益ヲ図ラントスルモ

為メ成立セル者ナリ此外別ニ公信局ナル者アリ然

ノナリ吾㑪ノ正業ニ従事スルヤ既ニ久シ矣而シテ

レドモ専ラ官府ノ書信ヲ取扱フニ過ギズト云フ由

当初ニ在テ治定シタル規則ハ半バ廃絶ニ属スルヲ

之観之公所ハ会館ノ如ク事情ノ必要ヨリ起生セシ

以テ今之ヲ改正シテ時勢人情ニ適合セシメ売人及

モノニシテ其組織ノ如キハ誠ニ簡単ナル者ナレド

ビ買人ヲシテ正実ニ永ク此規則ヲ格守セシメルコ

モ能ク時勢ト共ニ改良進歩スルモノト云フベシ今

トヲ期スト其規則ニ曰ク第一漁場ヨリ魚類ヲ運搬

全局ヨリ公所ノ実況ヲ観察シ之ヲ条記類載スルコ

スル所ノ水夫若シ大籃ノ底中ニ砂土ヲ入レ偽リテ

ト左ノ如シ

其量目増ストキハ過料トシテ一回ノ看戯費ヲ払ハ
シム第二同業仲間ハ一定ノ提秤ヲ備フベシ若シ犯
則ノ秤ヲ用ユルモノハ又其過料トシテ一回ノ看戯
費ヲ払ハシム

2.6.1

第一勤労時間及休日ノ事

凡ソ職工組合ハ仲間職工ヲシテ一定ノ時間外ニ
仕事ニ従事スルヲ許サズ例ヘバ織物職工ノ如キハ

寧波魚商組合改正規則中提秤ノ次ニ各種大籃ノ

午後九時後ニ仕事ヲナスヲ許サヾルガ如シ然レド

量目及ビ魚類ニ関スル規則并ニ魚貨取扱ノ規則ヲ

モ日稼人ノ時間ニ関シテハ規定ナク唯習慣ニヨリ

記シ録クシ税目ノ規則ヲ載セリ其中ニ就キ重要ナ

テ之ヲ整理スルニ過ギズ木匠ハ夏期ハ十一時間冬

ル点ヲ挙ゲシニ凡ソ公所仲間ハ正当ニ公所ヲ通過

期ハ九時間ヲ働キ右匠ハ木匠ヨリ更ニ半時間多シ
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支那人ノ職工ハ概シテ道理ヲ弁ズルノ一部人民ニ

ルベカラズ或ル職業ニ於テハ徒弟ハ其年期奉公ヲ

シテ其優劣巧拙ヲ問ハズ漫リニ賃金ヲ一定セシト

始ムルノ時及ビ之ヲ終ルノ時ニ於テ其組合一般ノ

期望スルコト決シテ之レアルナク又雇主ノ如キモ

為メ醵金セザルベカラズ

道理ニ答応スベキ性質ヲ有スルヲ以テ法律ハ敢テ
賃金ヲ払フ所ノ種族即チ資本家ヲ侵害スルモノヲ
保助セズ是レ資本家ト勤労者トノ間ニ確執ノ生ズ
ルコト殆ド之レナキ所以ナリ

2.6.3

罰則ノ事

看戯食卓三擡及飲料ヲ以テ通常ノ罰トス蓋シ支
那ニ於テ犯則者ヲ罰スルニ此等ノ種類ヲ以テスル

顧フニ温州ノ裁縫匠ノ如キハ其一例トシテ之ヲ

モノハ支那人特徴ノ一トシテ視ルベキカ孔子ノ説

挙グルヲ得ンカ通常ノ裁縫匠ハ一ケ月ニ銀五弗ト

ニヨルニ古昔射手ガ矢箭ヲ放ツテ的中セザルトキ

食料トヲ受取ルベシ是レ其職工ヲシテ家族ト共ニ

ハ酒ヲ飲ムヲ例トセリ此支那一般ニ飲食ヲ以テ罰

生活スル必要品ヲ得セシムル所ノ賃金ナリ

ニ代エルノ習慣ヲ生ゼシ所以ナリト吾人ノ知ル所

支那ハ未ダ安息日ノ行ハレザル所ノ国ナリ故ニ

ニテハ敵国若シ相和セバ即チ必ズ酒宴ヲ催スノ例

支那職工ニ与ヘラルヽ所ノ休日ハ至テ少ナク年末

慣アリ且ツ又支那人今日ノ習慣ヲ致シヨル原因ナ

ノ五日間年始ノ初十日間其他一年ノ中ニ於テ四日

ラン

ニ過ギズ然レドモ職工ハ此等僅少ノ休日ヲ以テ啻
ニ満足スルノミナラズ亦喜悦セリ誠ニ支那職工ノ

2.7

命運不幸ナリト云フベシ
2.6.2

上海工匠及ビ雇人ノ給料

名称

見習徒弟ノ事

同業組合即チ公所ハ手工上ノ主人ニ対シ其徒弟
ノ数ヲ厳制スルモノ多シ温州ノ金打匠ノ如キ組合

一日或ハ一月

大工

一日

左官

〃

仕立職

〃

商業支配人

一ケ月

賃銭
三十五仙ヨリ三十仙
〃
四十仙ヨリ二十八九仙
二十元ヨリ十元内外

一等手代

〃

十五元ヨリ七八元

ハ職工又ハ主人ノ子及ビ甥ノ外何人ト雖ドモ其職

二等手代

〃

十二元ヨリ六七元

業ヲ習フヲ許サズ西洋ニ於テ偽開化人ガ婦人ヲシ

三等手代

一ケ月

八九元ヨリ四五元

四等手代

〃

六七元ヨリ三四元

倉取締一

〃

十元ヨリ五六元

小僧

〃

一元五十仙ヨリ四五十仙

会計方

〃

十五元ヨリ七八元

テ其適当ナル職業ニ就クヲ得ザラカシムルハ誠ニ
言語同断ノコトナルガ支那ニ於テハ此ノ如キ習慣
盛ニ行ハルヽナリ或ハ同業組合ノ規則即チ絹織匠
組合ノ規則ニ組合仲間ハ職業ヲ婦人ニ教へ又ハ婦
人ヲ傭使スルヲ准サズト製針匠組合ノ規則ニ製針
匠ハ其妻及娘ニ針ノ目ヲ穿ツノ手芸ヲ習ハスコト
ヲ得ルト雖ドモ其娘ニシテ若シ仲間以外ノモノト
結婚スルトキハ其職業ヲ禁ズト蓋シ破格ノ規則ナ
リ徒弟ノ年期ハ或ル職業ニ於テハ三年トシ又他ノ
職業ニ尽テハ五年トシ年期ノ終リニ至レバ更ニ礼
奉公ヲ務ムトヲ要ス之ヲ要スルニ徒弟ハ食物及寝
舎ノミ供給セラルヽヲ以テ衣服ノ如キハ父母ヨリ
之ヲ仕送リザルベカラズ凡主人ハ年期ノ満限セザ
ル所ノ徒弟ヲ傭使スベカラズ徒弟ノ傭工タラント

2.8

上海市場織物丈尺幅員

品名
縮緬

丈尺

幅員

四丈五尺ヨリ四丈内外

二尺ヨリ一尺二寸

繻子

五丈ヨリ三丈四五尺

二尺五寸ヨリ二尺内外

絹頓

仝

仝

絽

四丈二三尺ヨリ四丈

一尺四寸

緞子

五丈内外

二尺内外

紗綾

四丈二三尺ヨリ三丈

一尺四五寸ヨリ一尺

紗

五丈ヨリ三丈五尺

二尺ヨリ一尺二寸

木綿
（一反） 二丈四尺ヨリ一ダケ八尺 一尺二寸ヨリ九寸
呉絽

四丈内外

一尺六寸

綸子

三丈

一尺一寸ヨリ一尺

欲スル者ハ職業始メノ披露トシテ看戯費ヲ出サヾ
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2.9

然ルニ厘金ノ制タル原ヨリ一定ノ成文アルナク

上海ニ於ケル銀行

名称

資本金

一ニ各省督撫ノナス所ニ放任シ毫モ中央政府ヨリ

位置
英租界

黄浦灘

之ヲ監督統一セザルヲ以テ各省督撫ハ各自ノ意見

七百五十万元

〃

〃

千六百万元

〃

〃

ニ従ヒ或ハ管下ノ経費給セズトノ口実ヲ設ケテ卡

徳華

上海銀

五百万両

滙豊

洋銀

仏蘭西

〃

阿加利

上海銀

一百万両

〃

〃

日昇昌

〃

七十万両

〃

〃

ノ征関局ヲ有スルニ過ギザリシモ今日ニ至テハ卡

志成信

〃

一百万両

〃

〃

局ハ天下到ル処ニ散布シ凡ソ数十哩毎ニ存在セザ

三和源

〃

五十万両

〃

興仁里

新康厚

〃

二十五万両

〃

選青里

ルハナシ而シテ釐金局ノ数ニ限リナク厘金ノ税率

英租界

泰記街
〃

地ノ厘金局ニ於テ各其税率ヲ私定シ漫リニ貨物ノ
上ニ厘税ヲ課徴セリ今千八百六十九年上海税関報

立大

上海銀

元甡

〃

五十六万両

〃

公大

〃

十五万両

〃

済陽里

有利

英貨

七十五万磅

〃

揚子江路

廉和

〃

二百万磅

〃

2.10

十万両

局ノ数ヲ増還スルヤ彼ノ太平賊以前ニハ各省只一

〃

告ニヨリ其輸入重要品ノ輸入正税ヲ納メタル後モ
内地ノ一市場ニ転運スルノ際及其途中ニ於テ課徴
セラレタル厘金表ヲ製シ左ニ之ヲ掲載ス

釐金税

抑モ釐金ハ清国ニ於テ古代ヨリ行ハレタルモノ
ニアラズ彼ノ長髪賊猖獗ノ時ニ当リ楊州ニ大営回
集シテ軍餉支ユル能ハザルニヨリ各路ノ将官日々
ニ百姓ノ家ニ就キ戸毎ニ銭一文ヲ徴収セシガ偶々
湖北武昌府ノ人汪ナル者アリ仙女鎮ノ本営ニ在リ
テ師爺トナリシガ此ノ如キ各将官ノ所為ヲ見テ策
ノ得タルモノニアラズトシ自ラ厘金策ヲ講ジテ該
本営ノ雷大人ニ建言スルヤ雷大人ハ之ヲ試行セシ
果シテ好果ヲ得シヲ以テ之ヲ皇上ニ奏明シ仙女鎮
ノ各会館ニハ経来厘金ヲ抽取スルノ慣例ヨリシニ
基キ咸豊三年六月遂ニ之ヲ天下ニ施行シテ以テ軍
需ヲ済ミ坐買ハ即チ月ヲ按ジ取捐シテ板厘トナシ
行商ハ則チ卡ヲ設ケ抽捐シテ活厘トシ利ヲ獲ルノ
厚薄ヲ査シ約百中ノ二三ヲ取リ商価ハ病累ヲ致サ
ズ軍餉以テ充ツルニ至ラント云ヘリ
此ノ如ク厘金ノ制ハ全ク一時ノ急需ニ応ジタル
モノニシテ固ヨリ政略上ノ一手段ナレバ其逆賊ノ
徒亡滅シ天下平和ニ帰スルノ時ニ至テハ其新募ノ
勇軍ヲ解隊シ併セテ厘金ノ法ヲモ廃止スベキモノ
ナリシニモ拘ハラズ清政府ハ尚残賊ノ復帰セシコ
トヲ恐レ僅ニ故ノ曽国藩ノ奏議ニ依リ二万有餘ノ
勇軍ヲ除隊セシニ止マリ其餘ハ皆各省督撫ノ下分
属セシメ而シテ之ニ充ツベキ軍餉ナキヲ以テ厘金
ノ制ヲモ依然存立シテ今日ニ至リシナリ

ニ定リナク又厘金局ト官吏ニ章程ナクシテ各省各

右ノ表ニ記載スルガ如ク僅ニ五百里（支那里程）
内外ノ間ニ在リテ厘金局ノ多キコト斯ノ如ク厘税
ノ夥シキコト斯ノ如ク又税率ノ不定ナルコト斯ノ
如シ若シ斯ク厘金局ノ要スルニ従ヒ其金額ヲ払ヒ
行カバ焉ンゾ能ク貨物ヲ甲地ヲ乙地ニ運搬スルヲ
得ンヤ将ニ其苛歛播兌ニ堪ヘザラントス聞ク所ニ
ヨレバ小舟ノ四川省重慶ヨリ長江ヲ下リテ鎮江ニ
至ルノ間ニ於テ厘金及ビ関税ヲ払フベキモノ十九
ケ所ニシテ又其噸税ヲ払フコト四回ナリト亦以テ
厘局ノ夥多ナルヲ推知スベシ然レドモ厘金ノ徴収
法及収税高ノ如キハ固ヨリ之ヲ確知スルニ由ナク
随テ之ヲ明言スル能ハズト雖ドモ前掲ノ表ニモ見
ユルガ如ク貨物ノ種類ニ依リ或ハ従価税ヲ課シ或
ハ従量税ヲ課シ又或ハ従数税ヲ課ス船舶ノ如キハ
之レニ噸税ヲ課スト云ヘリ由是観之其課税ノ主意
ハ可成丈ケ多ク税金ヲ収メントスルニ在ルガ如シ
例ヘバ漢口地方ノ小舟ハ概子一種特別ノ形体ヲ有
シ大抵ノ辺ニ貨物ヲ積ムコト最モ多キヲ以テ其噸
数ヲ測度スルニ当リ舟ノ大椀ノ桁巾ヲ量スルト雖
ドモ蕪湖ニ於テハ舟ノ形体其長サノ割合ニハ巾甚
ダ広キヲ以テ之レガ噸数ヲ量ルニ其長ヲ採ルガ如
シ尤モ舟ノ長サ三十尺（支那尺）来満ノ小舟ニハ
噸税ヲ課徴セズト云フト雖ドモ此噸数税法ニ至テ
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ハ各地一様ナラズ只其舟主又ハ貸主ヨリ税吏ニ向
テ贈ル所ノ賄賂ノ多少ニ依リ之ヲ変更スルヲ得ル
ノミ而シテ其貨ヲ載セザル船ト雖ドモ厘局ノ所在
ヲ通過スレバ噸数ヲ払ハザルベカラズトス厘金局
ハ概シテ水陸ノ要地ニ設置スルノミナラズ苟モ商
業ノ行ハルヽ所ノ河江ニ沿ヘル各村港ニモ亦之ヲ
設ケ此所ニ於テハ途中支払フベキ厘税ノ外別ニ陸
上税金ヲ徴収スト云フ
右ノ如ク厘金局ノ数夥多ニシテ税金ノ程度定マ
ラザルニヨリ商民ヨリ徴収スル所ノ高ハ実ニ非常
ノ巨額ニ上ルベシト云フ外ナシト雖ドモ其国庫ニ
入ル所ノモノハ全収額ノ三割乃至四割ニ過ギズ其
餘ノ七割乃至六割ハ皆之ヲ取扱フ所ノ官吏ノ私ス
ル所トナルト云フ蓋シ一方ニ於テ商民ハ賄賂ヲ使
フテ以テ厘金税ヲ免ルヽモノ多キト同時ニ他ノ一
方ニ於テ或ハ捐金シテ厘局ノ官吏トナリ或ハ期限
ヲ定メテ厘局ヲ貸借シ以テ商民ヲ虐取シ而シテ各
省督撫ニ至テモ実ヲ以テ政府ニ報セズ或ハ収入高
百両アルモノヲ五十両ト報ジ甚ダシキハ三十両ト
報ズルモノ往々之レアルノミナラズ其属僚官吏も
亦逓次不実ヲ以テ上ニ報シ転々虚伝シテ以テ其間
ニ私利ヲ謀ルヲ常トセリ

2.11

半税

清国内地ニ於テ厘金ノ外半税ナルモノアリ半税
トハ英語ニテ「トランジットヂユ」ト称シ直訳ス
レバ通過税ト云ベキモノナリ彼ノ清商ガ内地ニ於
テ貨物ヲ運搬スルノ際及ビ其途中ニ於テ納ムル所
ノモノハ即チ所謂厘税ニシテ通過税ニハアラズ外
国商ガ外国ヨリ貨物ヲ清国ノ或ル港ニ輸入シ更ニ
内地ノ一市場ニ転運セシト要スルトキハ輸入正税
ヲ払ヒタル上別ニ其正税ノ半額ヲ納メ分運単（ト
ランジットパス）ヲ受領シ之ヲ其貨物ト共ニ運送
スレバ途中幾多ノ厘金局アルモ皆免税通過スルヲ
得此半税ハ元ト外国商ガ条約上ニ於テ清国内地通
商上ニ関シ一特典ヲ得タルモノニシテ清商ニハ適
応スベキモノニアラザリシガ近来清商ハ外人ノ名
義ヲ籍リテ此分運単ヲ受領シ固ヨリ内地ノ厘税ヲ
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免ルヽノ弊アリ例ヘバ漢口ニ於テ外商ヨリ外国貨

少ナキヲ以テ政府ハ銀行ノ数ヲ定メ定数外ノ開業

物ヲ買取リ之ヲ内地ニ送ラントスルトキハ清人必

ヲ許サヾルガ故ニ倒閉スル銀行アルカ又ハ現在ノ

ズ其分運単ノ有無ヲ問ヒ若シ之レアルトキハ之ヲ

営業株ヲ譲リ受クルニアラザレバ新タニ開業スル

貰ヒ受ケ途中ノ厘金ヲ免ジ甚ダシキハ其貨物ト符

コト能ハザルナリ資本ハ一ケ富者ガ支出シテ銀主

合セザル分運単ヲ以テ途中厘金ヲ免ルヽコトアリ

トナルコトアリ又親属又ハ朋友ヨリ株主ヲ募集ス

蓋シ清国内地ノ厘金局官吏ハ大抵洋字ヲ知ラザル

ルアリ世間ニ向テ広ク株主ヲ募集スルモノナキニ

故清人ガ之レハ此貨物ノ分運単ナリト云ヘバ夫レ

アラザレドモ株券ヲ発行シテ随時之ヲ売買スルコ

ニテ事ヲ済スヲ以テナリ

トナシ通常ノ銀行ニハ頭取支配人各一名番頭手代

又此通過税ハ其字義ノ指示スルガ如ク関局ヲ通

数名ノ外ニ徒弟ト称シテ若干ノ丁稚ヲ置ク頭取支

過スル貨物ニ課税スルモノニシテ内商ノ貨物ニモ

配人ノ如キハ銀主又ハ株主ガ鑑定シテ他ヨリ雇入

之ヲ課スル場合アリ例ヘバ内商ガ貨物ヲ外国輸出

レ其業務ヲ委任スルアリ又別ニ跑行市的ト名ヅケ

セントスルニ当リ若シ其貨物漢口ヲ経テ上海ニ至

毎朝相場所ニ赴キ専ラ銀両ノ売買ヲ兼子テ相場ノ

ルトキハ先ヅ漢口税関ニ於テ輸出正税ヲ払ヒ又更

高低ヲ通報スル役員アリ大銀号役員ノ如キハ頭取

ニ正税ノ半税ヲ納メ之ニ対スル戻税券ヲ領収シ上

支配人トモ二三名ナリテ番頭手代ノ多キハ十餘名

海ニ向テ之ヲ運送ス若シ上海ニ於テ之ヲ外国ニ輸

ニ及ブモノアリ各自科ヲ分カツテ其業ヲ専任ス徒

出セズシテ清国内ニテ消費スルトキハ其半税ハ之

弟ハ二三十名ヲ雇使スルアリ而シテ営業上ノ規律

ガ払戻ヲ請求スルヲ得ズ此場合ニ於テ通過税変ジ

井然トシテ厳格ナルコト欧米各国ノ大商店ニ優レ

テ厘税トナルガ如シ

リ且ツ約束手形割引手形等ヲ発シテ他ノ商業上ニ
利便ヲ与へ商機ヲ活溌ナラシメ金融ノ円滑ヲ謀ル

2.12

等我国々立銀行ノ遠ク及バザル所ナリ

支那ノ銀行

支那ニテハ銀行条例ノ如キ完全ナル法律アリテ

銭舗普通ノ業務ハ銀両売買、紙幣発行、為替、

其営業ヲ規定スルニ非ズト雖ドモ習慣ノ久シキ自

両替トス尤モ大銀行ニ至ツテハ官府ノ用達トナル

ラ一定ノ律ヲナシテ各自能ク之ヲ守リ頗ル見ルベ

等別ニ種々ノ業務ヲ帯ルモノアリ銀両ノ売買所ヲ

キモノアリ是レ其習慣律ニ従ハザルトキハ世間ノ

銀市ト名ク城内ノ銀行者毎朝此所ニ会シテ随意ニ

信用ヲ得ズ随テ営業繁盛セザルニ由ルナリ而シテ

銀両ノ売買ス其相場ニ甚ダ高低アリ銀行発行ノ紙

上海及其他各地ノ銀行其習慣ヲ異ニセザルニアラ

幣ニ銭票、銀票ノ二種アリ即チ銭札（上海ノ銀行

ザレドモ大抵相同ジキヲ以テ北京ニ在ル銀行ノ状

ハ銭札ヲ発行セズ）ト銀札ニシテ多クハ其銀行所

況ヲ記シテ其概梗ヲ知ラシム銀行ヲ総称シテ銀舗

在ノ地区内一般ノ通用ニ限ル尤モ他ノ州県ト雖ド

ト云フ其資本富裕ニシテ取引ノ広キ大店ヲ銀号

モ之ヲ発行スル所ノ銀行ノ支店等ニハ差支ナク通

（国立銀行ニ等シキモノ）ト呼ビ中等ヲ銭卓子又

用ス其帋幣ヲ発行セントスルトキハ予メ発行高ニ

ハ烟銭舗（私立銀行ニ等シキモノ）ト呼ビ其最モ

応ジテ若干ノ現銭ヲ貯蓄シテ引換ノ凖備トセザル

小ニシテ招牌ヲ掲ゲザル店ヲ母銭舗ト云フ其銀行

ベカラズト雖ドモ政治法律ヲ以テ之レヲ規定セザ

ヲ開店セントスルトキハ現在営行スル所ノ同業者

ルガ故ニ現銭ノ貯蔵ナクシテ妄リニ多額の紙幣ヲ

ニシテ未ダ曽テ他ノ銀行ノ開店ヲ保証セザル四ケ

発行シ大利ヲ得ント欲シテ却テ世間ノ信用ヲ失ヒ

ノ銀行ヲ保証人トシテ其屋号及銀主株主頭取支配

損失倒閉セルモノ少カラザリシガ前車ノ覆轍ヲ鑑

人等ノ貫籍姓名年齢等ヲ記シテ営業願書ヲ其筋へ

ミテ自然此ノ如キ銀行者ヲ減ズルニ至レリ且支那

差出シ許可ヲ得ルコトナルガ近来其出願者非常ニ

人ハ其創立ノ新旧ニヨリ妄リニ営業ノ確否ヲ判ズ

多クシテ現在銀行ノ営業ヲ害シ且ツ確実ナルモノ

ルガ故ニ老舗ナルトキハ仮令其資産欠損スル所ア
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ルモ其店ノ紙幣ヲ信ジテ現銀引換ヲ請求スルモノ

其餘有資金ヲ皇帝ニ納メシニ過ギズ漢武帝（紀元

反テ少ナク携帯不使ノ銀塊ヲ持来リ紙幣ニ代スル

前百四十一年ヨリ同七十九年ニ至ル）ハ利子ヲ取

ガ故其紙幣ノ普ク民間ニ流通シ為ニ一層ノ信用ヲ

リテ金ヲ貸スノ職ヲ二名ノ官吏ニ委セリ此外皇帝

増シ随テ収ムル所ノ利益多ク遂ニ能ク安全ノ位地

ガ金ヲ貸セシ例支那歴史ニ二ツアリ其一ハ王莽ガ

ヲ保テリ倒閉セザルヲ得ルモノ亦少ナカラズ只福

臣民ニ最小ノ金ヲ貸シ一ケ月毎ニ三分ノ利子ヲ取

州ノ銀行ハ大店ニシテ往々倒閉スルモノアリ一ノ

リシコトアリ王莽ハ商賈トナリ又銀行者トナリ物

大店倒閉スルトキハ数ケノ小店将棊倒シニナリ損

価廉ナルトキハ之ヲ買ヒ物価高キトキハ之ヲ売レ

失ヲ民間ニ波及スルコト尠カラズ是レ現銀ノ凖備

リ其言ニ曰ク古人ノ先例ニ倣フナリト又他ノ一例

ナクシテ妄リニ多額ノ紙幣ヲ発行スルニヨルモノ

ハ紀元千〇六十八年ヨリ同八十五年ニ至ルノ間ニ

ナリ銀両ヲ地方ヨリ北京ニ送リ北京ヨリ地方ニ送

於テ宋ノ皇帝銀行業ヲ取リシコトアリ当時皇帝ハ

ルニ為替ヲ組ムハ匯兌庄（為銭店）ノ業務ナルガ

半年ヲ期シ銭千文ヲ臣民ニ貸シ期限ノ終リニ二千

銀行ニ於テモ此業ヲ兼務ス為替ノ組方手続ハ我国

文ヲ要求セリ又穀物ヲ貸シ更ニ高利ヲ取立テリ然

ニ於ケルト異ナルナキモ為替料ハ道路ノ遠近ニヨ

レドモ人民ヨリ政府ニ貸金スルノコトハ未ダ行ハ

リテ差アリ両替ハ兌換舗ノ業務ナルガ北京ニテハ

レザリシナリ前漢ノ時有名ナル銀行者アリ其名ヲ

銭舗又ハ匯兌庄ニ於テ兼務スルヲ以テ別ニ兌換専

弘羊ト云フ弘羊ハ有餘者ヨリ金ヲ預リ而シテ之ヲ

業ノ店ナシ両換法モ亦我国ト同様ナリ只銀両ノ価

足ラザル者ニ貸付シ以テ手数料ヲ取レリ蓋シ弘羊

格各地其制ヲ異ニスルヲ以テ為替両換共其趣ノ異

ハ銀行業ヲ創始シタルモノナリ然レドモ此銀行業

ナルモノアリ大銭舗ノ普通業務ノ外ニ政府ノ用ヲ

ハ恐クハ封建ノ制度廃シテ後ニ行ハレタルモノナ

達ス所ノ重ナルモノハ国庫金立換（年一割乃至一

ラン支那銀行ノ歴史夫レ此ノ如ク明了ナラズト雖

割六分ノ利息）家屋税ノ取立及ビ雑税ノ取次（相

ドモ要スルニ上ハ政府ノ便ヲ図リ下ハ人民ヲ利ヲ

当ノ手数料アリ）等ナリ又別ニ官民ノ預ケ金ヲ領

図ンガ為メ銭局ノ如キ制ヲ建テタルニ基因シテ今

シテ之ヲ運転シ地方新任官ノ旅費ヲ代弁（利息ヲ

日ノ銀行制度ヲ創立スルニ至レルモノナリ
今上海銀行会館ノ起原ヲ尋スルニ道光年間ヨリ

受ケズ）シテ報酬ヲ得ル等枚挙ニ遑アラズ

久シク経テ後起生シタルモノニアラズシテ上海港

2.13

開市ノ時ニ始マリタルガ如シ道光及咸豊年間ニ於

支那銀行ノ起原及現状

支那銀行ノ起原ハ支那好古家ト雖ドモ之ヲ知ラ

テハ銀行事業ヲ行フベキ規則ヲ制定セシガ爾後其

ズ但両換、預金、貸金ノ三者ハ殆ンド貨幣鋳造ト

銀行創立者ノ精神ト相異ナル所ノ銀行ノ数愈増加

同生ノモノタルヤ必セリ往時ニ在リヲ皇帝ガ利子

シテ銀行事業却テ停滞不動ノ域ニ陥リ至善ノ規則

ヲ取リテ金銭ヲ臣民ニ貸付ケシコトアリ周歴史ニ

モ実際ニ行ハレズシテ現今ニ至リ銀行者者中十ノ

ヨルニ銭局ヲ設ケ官吏四名ヲ以テ之ヲ監督指揮セ

八九ハ閉店スルヲ見タリ於是乎銀行者ハ謂ヘラク

シム該官吏ハ物品税金ヲ領受シ又金銭ヲ民衆ニ貸

夫レ樹木ノ繁茂ナラシコトヲ欲セバ必ズ其根ヲ培

付シ其利息ヲ取立ツルノ代リトシテ民衆ヲ労役ニ

養セザルベカラズ今ヤ銀行事業ノ停滞不動此ノ如

就カシメ其年ノ終リニ至リ元金ヲ返還セシメタリ

ク夫レ甚ダシ蓋シ其根本タル規則ノ時勢ニ適応セ

此奇異ナル銭局ハ又売銷シ難キ物品ヲ買取リ之ヲ

ザルニ由ルナラン今ノ時ニ当リ宜シク更ニ善良ナ

倉庫ニ蓄蔵シ其買入レタル代価ヲ以テ売却シ得ベ

ル規則ヲ再定シ以テ銀行業ノ繁栄ヲ計ルベシト乃

キ時ヲ待ツ又祖先ヲ祭ルガ為メ供用ノ器具ヲ十日

チ会議ヲ開キテ十等ノ規則ヲ改正シ新ニ規則ヲ立

ノ期限ニテ貸付シ喪服ヲ一ケ月ノ期限ニテ貸付セ

テタリ今其大要ヲ左ニ摘録ス

リ然レドモ皆其損料ヲ取立テズ唯毎年終リニ至リ
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2.13.1

改良進歩ノ点少ナカラズ以テ大ニ好評ヲ得タリ依

現金証券ノ手数料

上海通用銀銭ヲ領収シ又ハ之ヲ支払フニ於テハ

テ此際一方ニハ尚改良ヲ勤メ一方ニハ深ク粗造ヲ

決シテ欺騙ノ所為アルベカラズ広東福建四川及漢

誡シメ以テ盛ニ輸入スルニ至レバ将来木綿織物類

口ノ物品並ニ鴉片ノ商賈及ビ其他一般ノ商人若シ

ト共ニ一廉ノ貿易品トナルヤ疑フベカラズ但莫大

外国商人ヨリ小切手ヲ受取リ之ヲ会館銀行ニ差出

小ノ内ニテズボン下ハ需要者甚ダ少シ肌着十枚ニ

ストキハ一千両ニ付半両（日本ノ七十銭餘ニ当ル）

ズボン下一枚ノ割合ニテ輸入セバ可ナラシ沓下類

ノ手数料ヲ払フベシ蓋シ此規則ハ新ニ規定シタル

ハ色物ヨリモ矢張リ純白ノモノヲ好良トス最モ白

モノニシテ其理由トスル所ヲ按ズルニ該小切手ハ

十打ニ色物一打ノ割合ナレバ先行可ナルベキモ概

一覧後正銀ヲ以テ支払ハザルベカラズ而シテ銀塊

シテ沓下ハ売行悪シ蓋シ支那ノ沓ハ西洋沓ト異ナ

ヲ得ルニハ多少ノ費用ヲ請セザルヲ得ズ殊ニ商業

リ沓下ヲ大半ハ見ハスモノナレバ莫大小沓下ニテ

不景気ノ時ハ最モ然ルモノニシテ且ツ可数ノ金高

ハ甚ダ穢ラシク見ユルトテ嫌悪スル故白沓下ナラ

ニ於テハ損耗アルヲ免レズト云フニ在ルガ如シ此

バ矢張純白ナラデハ売口ナシ「サルマタ」ハ勿論

レト同一ノ理由ヲ以テ寧波、紹興、杭州及ビ蘇州

当地方ノ支那人ニテ用ナキナリ依テ莫大小ニテハ

ニ向テ正銀ヲ支払フベキ証券千両ニ付三銭（我十

第一肌着ノ輸入緊要ナリトス
明治廿四年八月

銭七厘）ノ手数料ヲ取リ又嘉興、禹州、福州、揚

日調

子江各港及山東直隷ニ向テ発出スル小切手ニモ同
額ノ手数料ヲ課ス

2.15

自来水

上海ハ井戸ナキヲ以テ居留ノ人民ハ真赤ニ濁リ
2.13.2

タル河水ヲ汲ミ之レヲ澄シテ飲料ニ供セシガ開港

利息ノ事

新規則ハ従来上海ノ銀行間ニ行ハレタル厳高利

場トナリシ以来外人中ニ水道ヲ設ケテ飲料及ビ使

即チ千両十日間ノ利息十弗ヲ要スルノ習慣ヲ制止

用ノ水ヲ得ント企テ英国龍動及ビ上海ニ於テ其資

セリ預リ金ニ対スル利息ハ銀行ニ於テ之レヲ使用

金ヲ募集シテ其工事ニ着手シ満二ケ年ニシテ浚切

セザルトキハ稍低ク而シテ其支払フベキ利息ノ高

シ明治十八年ニ給水ノ業ヲ始メタリ之ヲ自来水ト

並ニ借主ヨリ取立ツベキ額ハ毎月五日ヲ以テ銀行

名ケ県城ノ東北美租界ノ東端揚樹浦ニ在リ混濁セ

ヨリ公告スルモノニシテ此金高ハ総テ会館会議ヲ

ル浦江ノ水ヲ先ヅ蓄水池ニ導キ充分ニ汚泥ヲ沈殿

以テ之ヲ定メ毎月末ニ於テ預ケ主ニ勘定ヲナスモ

セシメ後之ヲ他ノ池ニ導キ瀝水盤ニ移シ能ク瀘澄

ノトス上海ノ利息割合ハ十五日ヲ以テ之ヲ公告シ

シテ之ヲ送水井ニ充タシメ夫レヨリ地中ノ大管水

五日ヲ以テ公告スルモノハ他ノ諸港ニ適用スルモ

道ヲ通シテ英租界中ニ設ケタル貯水楼ニ送ル皆汽

ノニ係ル茶及ビ糸ノ前金ノ利息ハ一日半両ノ割合

力ニ由テ之ヲ為ス其貯水楼ニ送ル所ノ水量ハ毎時

ヲ以テ之ヲ取立テ勘定ハ毎月末ニ於テ之ヲ送ルベ

十万ガロン（我二千五百石）ナリト貯水楼ハ本局

シ両換所間ノ取引ニ於テ其会館銀行ノ利息ハ各々

ヲ距ルコト三哩ニシテ其地平ヨリ高キコト百二十

之ヲ定ムルト雖ドモ大抵千両ニ付二銭トス此等両

九尺常ニ貯フ所ノ水量十五万ガロン（我三千七百

換所ハ陝西ノ一大銀行ノ代理店ニシテ此大銀行ハ

五十石）ナリト此楼ヨリ地中ヲ通シテ三租界内縦

支那諸地方ニ資金ヲ送遣スルモ上海銀行会館ト関

横ニ大小ノ鉄管ヲ導キ毎戸ニ給水ス二階三階ノ楼

係セズ

上ニモ噴機ヲ備へ水ヲ得ルコト容易ナリ此他路傍
各処ニ噴機ヲ備へ常ニハ之ヲ鎖シ置キ火災消防及

2.14

ビ道路撒水ノ用ニ供ス初メ此業ヲ起スニ際シ従来

福州領事館莫大小試売ノ景況

莫大小類ハ従前輸入シ来タリシモノニ比スレバ

河水ヲ汲取リテ之ヲ需用者ニ売ルヲ業トセシ者及
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ビ其水ヲ運搬シテ生計ヲ営ミシ賎民ハ自己ノ営業

江ノ産ヲ用ヒ山東河南四川等ノ産ハ粗ナリトシ之

ヲ失ハスコトヲ憂ヒ其起業ヲ妨害セント企テンガ

ヲ用ヒズ中等ノモノハ其粗ナル緞子、綾、及ビ絹

本局ハ之ヲ諭シ給水者ト約ヲ結ビ従来ノ運搬夫ヲ

ノ類ヲ用ヒ半バ綿布ヲ用ユ下等ハ総テ綿布ニシテ

シテ路傍ノ噴機ヨリ清水ヲ汲取リ之ヲ需用者ニ供

本国産ヲ用ヒシガ価ノ廉ナルヨリ近来舶来ノ金巾

給スルコトヲ許セシヲ以テ其場所ト時トヲ定メ路

ヲ用ユルモノ多シ夏ハ一般ニ麻布ヲ用ユ上等ノ麻

傍ノ噴機ヲ開クヲ給水者ノ汲取ルニ任ス是レ支那

布ハ其価絹ヨリモ貴シ北地ノ人民ハ冬季皆裘衣ヲ

人ノ家ハ大抵水管噴機ヲ備ヘズ此給水ヲ需要スル

着ス裘衣ニハ種々ノ制限アリテ猥リニ着スルヲ得

ニヨルナリ而シテ本局ノ給水ヲ仰グ居留人ガ本局

ズ即チ貂ノ裘衣ハ一二品ノ官ニアラザレバ用ユル

ニ向テ支出スル給水費ハ通常一戸ニ付噴機二ケ所

ヲ得ズ三品官ハ領ノミニ之ヲ用ユルヲ許スト云フ

ニテ洋銀二弗トシ業務ニヨリ格外ニ多量ノ水ヲ使

ガ如シ貂、獺、黒猫、銀鼠等ノ皮ハ上等品ニシテ

用スハ家ニハ別段ノ費用ヲ課スル定メナリ此自来

長毛ノ羊皮之ニ次グ中等以下一般ハ老羊ノ皮ヲ用

水ノ設ケアリテヨリ以来上海居留ノ人民汚濁不潔

ヒ舶来ノ羅紗類ヲ衣服ニ用ユルハ厳禁ナリ下等ノ

ノ河水ヲ漉［氵塵］澄シテ飲料ニ供スルノ不便ヲ

賎民ニ至テハ繿縷纔カニ肢体ヲ蔽ヒ大抵沓ヲ着ケ

免レシノミナラズ健康上莫大小ノ稗益ヲ得テ居常

ズ婦女ノ服装ハ概シテ華麗ヲ好ミ其盛装ニ至テハ

非常ノ愉快ヲ感ジ夏季流行病ノ蔓延ヲ防圧スルノ

繍飾ニ巧ヲ費シ一領数日金ヲ値スルアリ中等ハ緞

功尠トセズ

子、綾等ノ色彩鮮麗ナルモノヲ選ブ下等ハ綿布ノ
ミ通常一般ノ服色ハ青藍紺ヲ多シトス

2.16

鴉片

支那人ノ鴉片烟ヲ嗜ムコト甚ダシク実ニ言語ニ

2.18

支那人ノ飲食

絶セリ各地到ル処其烟ニ咽ハザルハナシ市街各処

支那人ノ食物ハ一般ニ鳥獣ノ肉ヲ主トシ総テ油

ニ烟館アリ公烟等ノ招聘ヲ掲グ老若男女日夜出入

濃キヲ好ム豚ノ肉ハ其常食ト云フヲ可ナルモノナ

雑沓ヲ極ム河岸ニ一大楼船ヲ浮ベテ吃烟ノ客ヲ延

リ我国ニ於テハ淡白ヲ旨トスル汁物ノ中ニモ必ズ

クアリ茶館酒楼ニモ必ズ吃烟ノ室ヲ設ク其烟毒ノ

脂ノ豚ヲ調和スルコト我国ニ於テ鰹節ヲ用ユルニ

身体ヲ害シ生命ヲ損スヲ知ルト雖ドモ一朝其味ヲ

同ジ中等以上ノ人ハ食事ニシテ一汁一菜ナド云フ

得テハ自ラ禁ズルコト能ハズ今日ニ於テハ官民一

粗末ノ膳部ヲ用ユルコトナシ多キハ八種少ナキモ

般ニ之ヲ以テ欠クベカラザルノ要具トナルモノヽ

五六種ニ下ラズ沿海等ノ盛饌ニ至テハ所謂山海ノ

如ク為メニ財産ヲ蕩尽スルモノアルコト猶女色ニ

珍味ヲ排列シ数十種ニ及ブモノアリ一般ノ食事ハ

惑溺シテ自ラ覚ラザルニ同ジ故ニ年々印度ヨリ輸

一日二回ニシテ朝ハ十時晩ハ四時ナリ朝ノ食ハ肉

入スル鴉片ノ多額ナルコト驚クニ餘リアリ近年山

類多クシテ晩ノ食ハ少シク淡白ナルヲ常トス米ハ

西、四川等ノ諸省ニ之ヲ播種シテ多ク製造スルニ

四五年ヲ経タル古米ヲ貴ブト雖ドモ近年貯蓄米少

至レリト云フ支那全国ノ人民遂ニ此烟毒中ニ在リ

キヲ以テ多クハ一年半位ノモノヲ需要ス食事ノ時

テ呼吸スルノ惨状見ルベキナリ

ハ概子酒ヲ用ユ酒ニ数種アリ大抵一ケ月ニ二回ヲ
期シテ種々ノ馳走ヲ作リ家内一同打寄リテ飲食ス

2.17

商家ノ如キハ毎月福ノ神ヲ祭ル為メ此会食ヲナス

支那人ノ衣服

支那人ノ衣服ハ貴賎ニ依リ精粗ノ別アレドモ其

此外毎日朝ハ八時昼ハ一時ニ点心ト称シテ饅頭ノ

式様ハ一定シテ我国ノ洋服、袴羽織、着流、兵児

類ヲ食シ茶又ハ蓮子湯人参湯ノ類ヲ飲ム下等ノ賎

帯、半纏股引等ノ如ク区々ナルコトナシ上等ノ人

民ハ雲泥ノ相違ニシテ市街ニ住スルモノニテモ一

ハ緞子、襦子、綾、繭綢紋縮緬ノ類ニシテ重ニ浙

飯一菜ニ過ギズ菜ニ肉ヲ用ユルコト少ナシ時トシ
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テハ麺ヲ食シ飯ト菜トヲ廃スルアリ其他ハ雑穀ヲ

ナキモノ少ナカラズ

以テ製スル饅頭ヲ常食トス農民ハ米ト麪トヲトヲ
食フコト能ハズ況ンヤ肉類ヲヤ高梁、豆、粟ノ如

2.20

キ雑穀ヲ常食トス又一碗ノ雑穀ニ飢ヲ凌ギ水ヲ飲

支那人ハ一般ニ旧ヲ守リ新ヲ嫌ヒ利ニ走リ銭ヲ

ミテ安ンズルアリ常ニ雑炊ヲ啜リ得ルハ尚ホ可ナ

尊ビ虚勢ヲ張リテ抓疑ノ念深ク能ク残ヲ忍ビ刻ニ

リ街頭ノ人力車夫ノ如キ労力者ハ定リタル常食ナ

耐ユ之レヲ細説スレバ政府既ニ旧例ヲ重ニシ止ム

ク一日ハ甘藷ヲ食シ一日ハ饂飩ヲ食ヒ又時トシテ

ヲ得ザル事情ニ迫ラルヽノ外ハ祖宗ノ制ヲ変更ス

ハ大道売ノ豆腐ヲ食ヒテ尚能ク稼グハ感心ノ外ナ

ルコトヲ誡ル故ニ一朝新奇ノ事業ヲ起スコトアル

キナリ

トキハ朝野共ニ驚キ物議沸騰スルニ至ル近来諸外

支那人ノ性質

国ヲ交通漸ク頻繁ニ赴キ外国新奇ノ智識ト物産ト

2.19

ヲ輸入セルヨリ或ル部分ノ人民ハ稍同化ノ意ナキ

支那人ノ家屋

支那ニ於ケル上等ノ家屋ノ構造ハ一種ノ煉瓦ヲ

ニアラズト雖ドモ一般守旧ノ情勢ニ制セラレテ躊

畳ミ上ゲテ四壁トシ中等ハ皆板ヲ用ヒ下等ハ蘆又

躇スルノ有様アリ衣服飲食其式様ヲ一ニシ冠婚葬

ハ藁（北地ニテハ高梁ノ稈）ニテ下地ヲ作リ之ニ

祭固ク古例ヲ守リ不体裁ニシテ邪魔ナルヲ覚ユル

泥ヲ塗ル屋根モ亦然リ海浜河岸ノ賤民ハ南北共概

モ国憲ヲ奉ジテ男子ハ芥子坊主ニ弁子ノ尻尾ヲ重

子舟乗ト漁業ヲ以テ生計トナスガ故ニ家族一同舟

ジ難儀ニシテ不便ナルヲ厭フト雖ドモ習俗ニ遵フ

ヲ家トシテ生涯其中ニ寝食シ陸上ニ家ヲ有セザル

テ女子ハ足首ヲ摺子木ニスル纏足ヲ施スガ如ク総

モノ多ク婦女モ能ク楫櫓ヲ扱ヒ男子ニ異ナルコト

テ祖先ヨリノ仕来リヲ変更セズ又利ニ走ルニ種々

ナシ家ノ間取リハ大抵三間連接シテ左右ニ一間

アリ中等以上ノ或ル部分ニ在テハ名教ヲ重ンジ礼

ヅヽノ小廂アリテ凹字形ヲナス中間ハ客堂ニシテ

譲ヲ講ジ志操頗ル高尚ナルモノナキニアラザレド

其左右ハ書斎等ニ用ヒ小廂ハ家族ノ居屋庖厨トス

モ其青年輩ガ学問スルハ概子政府ノ官吏トナル目

上等ハ二階建（北京近傍ニテ二階建少ナシ）ニテ

的ナリ然ラザレバ偏屈儒者トナリ古書ノ学問考証

棟数モ多ク中等以下ハ平屋ニシテ間数随テ少ナク

ニ脳力ヲ費シ又ハ詩文書画ニ耽リテ自ラ高シトシ

下等ニ至テハ対客ノ間寝室、台所共一間限リノモ

人モ亦其高節ト風流トヲ賛称スルノ弊アリ是等ノ

ノアリ中等以上ノ家ニ於テハ大抵床ノ下ノ一方ニ

輩一タビ官吏トナルニ及ンデハ儒教ノ廉正ハ消失

窓ヲ開キ竈ノ如クシテ火ヲ焚キ其烟ト暖気トヲ床

シ偏ニ賄賂ヲ貪リテ飽クコトナク公務ヲ顧ミズシ

下一円ニ通スル様ニシ座敷ヲ暖メ寒気ヲ防グノ装

テ専ラ下民ヲ虐クルヲ常トスル其就官ノ望ミナキ

置アリ但シ南方温暖ノ地ニハ之ヲ用ヒズ座敷ノ中

モノハ商賈トナリ一攫千金ヲ得ント顧ミテ廉恥ヲ

央ニハ低キ机ヲ据ヘ前後左右ニ椅子ヲ置テ主客ノ

忘レ詐偽百出狡猾ヲ以テ其業ヲ経事スルニ至ル斯

席ヲ分チ四壁ニハ書画ノ幅物ヲ掛ケ並ベ側ラノ机

ノ如キ輩ハ概子常ニ大言ヲ吐キ表面ヲ飾リ世ノ信

上ニ茶器ノ類ヲ排列ス貧富ニヨリテ其器什ニ精粗

用ヲ得ンコトヲ勉ムルガ故他人モ亦其類カト疑ヒ

ノ異ナルアリト雖ドモ之ヲ安排シテ座敷ヲ修飾ス

着実有力ノ外国商ニ対シテ容易ニ信用ヲ置カザル

ルハ皆一般ノ習俗ナリ其上等社会ニ至テハ椅子、

ヲ以テ通商上頗ル困難ヲ覚エ尤モ純粋ノ商人ニシ

卓子、書架、及ビ寝台ヲ紫檀、黒檀、香樟等ノ佳

テ資力アルモノヽ内ニ正実純良ニシテ商業上利便

木ヲ以テ製シ之ニ精巧美廉ナル彫刻ヲ施スアリ下

ノ習慣ヲ利殖スルノ道ヲ知ラザルモノ多シ是レ一

等社会ニ於テモ常ニ椅子、卓子、寝台ヲ用ユルト

旦得タル所ノ宝ヲ失フノ虞アランコトヲ恐ルヽノ

雖ドモ雑木又ハ竹藤ニテ製セルモノナリ其賤民ノ

疑心湧キシタルモノニテ百般ノ経済上細カニ心ヲ

如キハ豚小屋ノ如キ家ニ住ミ地上ニ起臥シテ夜具

用ユルコト我国人ノ想像モ及バザル所ヨリ即チ市
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上ニ於テ物品ヲ売買スルニ或ル数品ヲ除ク外ハ総

額ノ役得アリ聞ク両江総督劉坤一ガ某税関長ヲ代

テ権衡ヲ用ヒ必ズ其重量ヲ権リ然ル後ニ取引スル

理スルコト僅ニ五六ケ月ニシテ嚢中更ニ十数万両

ガ如キハ我国人ガ目分量ヲ以テ商品ノ代価ヲ定メ

ノ銀子ヲ加へ福建ノ柯玉棟ハ某海関ノ書記ヲ勤ム

出納不平均ヲ生ズルコト呈アルノ類ニアラザルナ

ルコト数年ナラズシテ巨万ノ富ヲ致セリト又入税

リ一匣ノ摺附木ヲ買フニモ必ズ其匣ヲ開キ其数ヲ

常ニ定額ヨリ少ナキ税関ノ官吏ハ予テ其賠償ヲ免

算ヘテ三四本ノ多少ヲ争フガ如キ我国人ハ之ヲ見

ルヽ為メ種々ノ奸騙ヲ運ラシ上ヲ欺キ下ヲ虐ゲ亦

テ愚トナスベシ又物ヲ買フニ一度其物ヲ見テ意ニ

若干ノ餘剰ヲ其嚢中ニ収ムルコトヲ得ルト云フ乾

適フモ即座ニ之ヲ買取ラズ其日ハ家ニ帰リ時宜ニ

隆十八年各関税ノ徴収額ヲ規定セル後商賈ノ往来

ヨリテハ家族又ハ朋友ニ相談シ或ハ他店ニ至リ其

漸ク増加シ随テ入税額モ増加セルヨリ各官ノ収税

相場ヲ聞糺シタル後買フベシト決スルトキハ再ビ

額ヲ改定シ其税ヲ分テ正税餘盈ノ二目トシ大ニ其

元ノ店ニ赴キ直切ルガ上ニモ直切リテ初メテ買取

収額ヲ増加セリ同治四年ノ校訂全国関税総額ニヨ

ルヲ常トス故ニ支那人ニ向テ商売ヲ試ミタル我国

ルニ乾隆十八年ニ規定セル入税額ヨリ八万一千二

商人中多クハ彼ノ悠々不断ニ対シ眠気ヲ催フシ辛

百餘両ヲ増加セリ

抱出来ズ遂ニ半途ニシテ其目的ヲ更メ欧米商ニ向

又外国ニ通商ヲ准セル各開港場ニ在ル税関ヲ新

テ取引スルニ至ルモノ多シ又一般ノ人民年来圧制

関又ハ洋関ト云フ道光年中鴉片ノ乱後ニ引続キ咸

政府ノ下ニ生息シテ苛酷ナル官吏ノ扱ニ慣レ更ニ

豊年間ニ開設セルモノニシテ海外輸出入ノ貿易品

苦痛ヲ感ゼザルモノヽゴトシ去レバ他国人ヨリ時

ニ課税スル所ナリ其事務ハ専ラ英国人ノ処弁ニ任

ニ少ノ虐待ヲ受クルモ銭□□□ナレバ自国ノ官吏

ズ是レ支那政府ガ英国ト取結ビタル通商善後章程

ニ重税及ビ賄賂ヲ取ラレテ虐待セラルヽヨリ利益

ノ第十条ニヨルモノナリ而シテ各新関ニハ一切日

アリトノ考ヲ以テ禽獣ノ如ク取扱ハルヽモ能ク忍

本人ヲ使用スベカラズト其意蓋シ日本人ニシテ一

ンデ辛抱スルハ不開化野蛮ノ致ス所ナルノミナラ

朝支那ノ税務ニ通暁スルトキハ其給料ノ廉ナルハ

ズ支那人ニハ別ニ斯様ナル一種ノ性質ヲ特有スル

勿論同文同族ノ国民ナルヲ以テ自ラ支那政府ニ処

コト明ナリ

用セラレ給料貴クシテ常ニ忌憎セラルヽ己等ガ自
国ノ通商上ニ至大ノ利便ヲ与へ得ベキ此要地ヲ永

2.21

ク占ムルコト能ハザルノ憂アルト云フニアルガ如

税関

支那国固有ノ税関ヲ内関又ハ常関ト名ク内国ノ

シ亦以テ英国ガ東洋貿易スル所ノ通商章程ニ与シ

税関ニシテ欽定大清会典ニ凡ソ天下水陸衢会舟車

海関税則ニ準ジテ徴収スルモノナレバ旧関ノ如キ

ノ輻輳スル所商館ノ聚集スル所官ヲ設ケ尹ヲ置キ

悪弊ノ少ナシト雖ドモ通関ノ際賄賂ノ厚薄ニ由テ

其治禁ヲ掌ドリ以テ行旅ヲ安ンジ以テ貨賄ヲ通シ

便否ノ差アリト云フ

爰ニ之ガ税ヲ繋ゲ以テ調幾ヲ便シ以テ国家ノ経費
ヲ佑クトアリ是レ政府ガ関ヲ設ケ税ヲ課スル所以

2.22

ニシテ乾隆十八年ノ調ベニ拠ルニ全国中四十二ケ

支那ハ全国到ル処米ヲ産セザルノ地ナシ但各国

処ノ関門アリテ其収税ノ額四百三十二万四千〇〇

省地味ノ異ナルアリテ其収穫ノ割合同ジカラズ二

五両餘ナリ而シテ各税関ノ徴収ハ予メ其入額ヲ定

三省ノ如キハ省内ノ需要ニ供給シテ常餘アリト雖

メ其主任官ニ放任ス故ニ入税額ノ定額ヨリ不足ス

ドモ全国ヲ通算スルトキハ平年ニシテ全国人民ノ

ルトキハ主任官等之ヲ賠償シ若シ餘裕アルトキハ

需要ニ不足アルモノヽ如シ故ニ米ヲ海外ニ輸出ス

主任官等之ヲ己レノ嚢中ニ収ム故ニ入税多額ナル

ルハ国禁ナリ政府ハ厳令ヲ下シテ貢米ヲ除クノ外

税関ニ赴任スル官吏ハ任期中（一ケ年）非常ニ巨

ハ各省濫リニ米穀ヲ省外ニ搬出スルヲ許サズ若シ
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省外ニ搬出スルノ必要アルトキハ其筋ノ允許ヲ得

トス

テ税銀ヲ納メザルベカラズ又政府ニ於テ豊凶等ノ

江蘇米ハ上海市場ノ売買米ト云フテ可ナリ蘇州

事故ニ由リ甲省ノ米ヲ乙省ニ供給スルヲ必要ト認

府、松江府、太倉州等ヨリ年々上海へ輸入スル額

ムルトキハ特例ヲ発シテ無税搬出ヲ許ス故ニ若シ

凡我百五十万石ニ上ル其内三十万石ヲ上海ニ於テ

支那米ヲ買入レテ我日本ニ輸送セント欲セバ先ヅ

消費シ二十万石ヲ貢米トシテ北京へ転送シ三十万

両国政府ノ協議ヲ経テ許可ヲ得ザルベカラザルナ

石ヲ広東、汕頭地方へ五十万石ヲ天津へ十五万石

リ而シテ陸続我国ニ輸入スル南京米ト称スルモノ

ヲ福州厦門へ五万石ヲ牛荘芝罘へ輸送スル割ナリ

ハ右禁例外ニ属スル安南地方ノ産米ナリ

米質支那全国中第一トスル所ニシテ我国ノ上米ニ

各省中江蘇、安徽、浙江、江西ノ四省ノ如キハ

ハ及バザルモ越中米ニハ匹敵スベシ支那米作ノ豊

地味米ニ適シ其産額毎年省内ノ需要ニ供シテ餘リ

凶ハ江蘇省ノ作石作ヲ以テ卜スル程ニシテ江蘇米

アルガ故ニ産額僅少ナル直隷、広東、福建等ノ各

ハ支那全国ノ物価ヲ左右スル権ノ重ナル部分ヲ有

省其供給ヲ仰グ

スルモノト云フベシ江蘇米ハ又別ニ天津、旅順、

上海市場ニ売買スル米ハ其種類多シト雖ドモ江

広東等へ向ケ鎮江ヨリモ輸出ス其額一定セズト雖

蘇、浙江、安徽三省ノ産ナリ而シテ江蘇米常ニ其

ドモ少クモ八万石ニ下ラザルベシ支那政府ハ内地

最ヲ占ム年々上海ニ輸入スル額ハ精査スルコト能

ヨリ南京ヲ通過スル支那船ニ厘税ヲ課スルヲ以テ

ハザルモ其概略ヲ算スルニ一ケ年ノ輸入総額凡我

鎮江港ヨリ米穀ノ輸出漸ク減少セシガ近々其課税

二百万石ニシテ内江蘇米一百五十万石浙江四十万

ヲ全廃スベシトノ説アリ果シテ然ルトキハ此港ヨ

石安徽米十万石ノ割ナリ

リ輸出再ビ増加スルニ至ルヤ疑ナシ

安徽米ハ重ニ蕪湖ヨリ諸方へ輸出ス其額年々六

上海ニ於テ各種白米ノ相場ハ支那量一石ニ付江

十万石ニ下ラズ其内凡ソ十万石ハ天津又ハ揚子江

蘇米上四弗四十仙、中四弗二十仙、下三弗七十仙、

ノ諸港ニ輸送シ上海へ輸入セルモノハ再ビ広東福

浙江米上四弗十仙下二弗九十仙安徽米上三弗五十

建等ノ各省へ転送シ上海ニ於テハ殆ンド消費セザ

仙下三弗二十仙ナリ

ルナリ其米質ハ江蘇米ニ及バズト雖ドモ価格廉ナ

上海ニ於テ売買スル米ハ重ニ白米ニシテ玄米ノ

ルヲ以テ広ク販路ヲ承知ノ市上ニ得タルモノニシ

取引ハ甚ダ少ナシ内地ノ問屋ハ上海へ取引店ヲ設

テ其上等品モ其質我秋田米ニ及バズ蕪湖市上最近

ケ置キ古形ノ帆前船ニテ輸送スルアリ又荷主自ラ

ノ相場ヲ聞クニ一石（支那量凡我六斗ナリ）ニ付

其船ニ乗組テ来航シ船上ヲ店トシテ売却スルアリ

上等二弗三十五仙中等二弗二十仙下等二弗〇五仙

上海ノ問屋ハ其数多シト雖ドモ其重ナルモノヲ挙

ナリ我国ニ輸送シテ販売ノ望アルハ此米ノ右ニ出

グレバ宝泰、裕昌、和承等ニシテ何レモ土着ノ旧

ルモノナシ

家ナリ此外専ラ他省へ輸出シ従事スルモノアリ即

浙江米ハ嘉興府、紹興府、湖州府、杭州府等ニ

チ広東汕頭へハ同昌和同泰原安福州厦門ヘハ啓

産スル額最モ多ク年々醸酒ニ費ス所ノ額モ亦少ナ

昌、昭興、福裕南、天津へは怡順昌、義昌永、仁

カラズ其上海ニ輸送スルモノ凡我四十万石ニシテ

茂和等ニシテ是等ハ皆上海ノ問屋ヨリ買入ルヽヲ

其中十五万石ハ貢米トシテ北京ニ転送シ上海ノ市

常トスト雖ドモ往々内地ヨリ来港スル荷主ト直取

場ニ上ルモノ凡二十五万石ニシテ此内凡ソ五万石

引スルモノアリ又広東へ輸送ノ米ハ重ニ安徽米ナ

ハ上海ニ於テ消費シ残リ十五万石ハ天津へ五万石

ルヲ以テ広東ノ米商ハ安徽米輸出港ナル蕪湖へ手

ハ福建へ転送スル割合ナリ米質ハ江蘇米ニ劣ラザ

代ヲ派シテ買入ルヽモアリ是レ上海ニ於テ安徽米

ルモノアルモ上海ノ市場ニ上ルモノハ重ニ下等品

ノ取引至テ僅少ナルニヨルナリ然レドモ上海ニ於

ニシテ其上等品ハ貢米トシテ北京へ転送スルヲ常

テ最モ多ク江蘇米ヲ取扱フハ広東人トス右等輸出
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商ガ米穀ヲ買入ルヽニ仲買ヲ用ユルコトアリト雖

格ヲ低減スルノ恐アルヨリ其製造ノ時期ヲ制限シ

ドモ多クハ直売買ナリ又売買ノ仕組ミハ重ニ現米

テ其価格ヲ保タシムル有様ナレバ盛ニ之ヲ製出シ

ニシテ限月約定ハ甚ダ稀ナリ相場ハ重ニ白米ヲ以

テ支那ニ輸出シ廉価ヲ以テ内地ノ需要者ニ供給シ

テ立ツ内地ヨリ船積スル所ノ米穀ハ総テ俵ニ入レ

日コト我国ニ必要ヲ感ズル米ヲ輸入セリ即チ有無

ズ上海ニ於テ受ケ渡シタルトキ袋ニ詰メルヲ常ト

相通スル貿易ノ本旨ニ適ヒ両国ノ便益□…□大ア

ス代価ハ升目一石ヲ以テ定ム之ヲ他港へ輸送スル

ランカ米ノ輸出塩ノ輸入共支那政府ノ禁ズル所ナ

トキハ袋ノマヽ斤量ヲ計リ而シテ之ヲ升目ニ直ス

レバ両国ノ政府談判ヲ遂ゲテ更ニ一条ノ約ヲ結ブ

其割合ハ米質ニヨリ差異アリト雖ドモ支那量一石

ニアラザシバ眼前ニ掬スベキ両国ノ利益ヲ挙ルコ

ハ司馬秤凡一百五十斤（我斤量ト大差ナシ）ニ当

ト能ハザルナリ
明治廿四年八月

ル
前述ノ各種白米ノ相場ハ正味ノ価ニシテ袋代ハ

コンプラド

賬房

其外トス然レドモ若シ麻袋入ノ儘取引スルトキハ

2.23

其風袋ヲ除カズ悉皆ノ斤量ヨリ升目ヲ算出シテ袋

支那ニ商店ヲ開キ其貨物ヲ広ク販売セント欲ス

ト共ニ其米ノ相場ヲ以テ受渡シスルコトアリ若シ

ルニ当リ支那ノ事情ニ暗ク市場ノ現状ニ適セズ自

新ニ袋ニ詰ムルコトヲ望ムトキハ其袋并ニ縄代ト

ラ駆引スルコト能ハザルモノハ勿論能ク支那ノ情

手間料ヲ払ハザルベカラズ其代料蓆袋ナレバ我三

況ニ通ジ支那商人ノ信用ヲ得テ自ラ駆引スルコト

斗入一個凡八仙麻袋ナレバ我六斗入一個十五六仙

ヲ得ルモノト雖ドモ支那ノ賬房ナルモノヲ用ヒ営

ヨリ二十六七仙ナリトス

業スルトキハ其便益尠カラズ故ニ欧米各国ノ商人

支那米ノ性質価格及ビ売買ノ概略斯クノ如クナ

ニシテ商事ニ老練ナルモノモ此賬房ヲ用ヒテ其業

ルヲ以テ之ヲ我国ニ輸出スルトキハ利益アルベシ

安定拡張ヲ計レリ支那ニ商店ヲ開クニハ賬房ヲ雇

ト雖ドモ如何セン前ニモ述ベタル如ク支那政府ハ

フコト実ニ必要ナリトス而シテ其賬房ト称スルモ

産米ヲ一切外国へ輸出スルヲ厳禁セルガ故ニ政府

ノハ富有ニシテ商事ニ老練ナル支那人（広東人最

ニ談判シテ一時其禁令ヲ解除セシムルニアラザレ

モ多シ）ガ営ム所ノ一種ノ業ニシテ其約定ニ由テ

バ行フ能ハザルナリ然ルニ本港等ヨリ往々支那米

三十両以上百両以下ノ月給ヲ得テ雇ハルヽ所ノ商

ヲ我国ニ持出スモノアルハ船員等ノ食料トシテ積

店ノ品物ヲ自ラ引受ケテ之ヲ売捌キ其売上金高ノ

込メル餘剰又ハ狡猾ノ水夫等ガ窃ニ積ミ去ルモノ

一分乃至二分ノ口銭ヲ収ム又物品ヲ買入ルヽトキ

ニシテ元ヨリ多量ニアラズ而シテ近年我国ニ輸入

ハ其売主ノ方ヨリ定メノ口銭ヲ得ルガ故ニ店主ヨ

スル支那米ト称スルモノハ前ニモ記セシ如ク右制

リ口銭ヲ受取ラズ恰モ仲買人ノ如キ性質ヲ帯ブル

禁外ニ属スル安南地方ノ産米ニテ多クハ支那各省

ト雖ドモ其仲買人ト異ナル所ハ其商店内ニ自ラ一

ノ産米ヨリ劣等ノ品ナリ此劣等品ニシテ尚需要ア

ノ帳場ヲ設ケ日夜其商店ニ出入シテ売買一切ノ事

リトセバ支那ノ産米殊ニ江蘇米安徽米ノ如キヲ輸

務ヲ処理スルコト外人ニ対シテハ恰モ其商店ノ主

送シタランニハ需要甚ダ多カルベシ支那ハ米穀ノ

権者ノ如ク所謂其商品ヲ委託セラレタル一手販売

産出豊饒ナルモ民生日用必須ノ食塩ニ乏シク且ツ

者ニシテ斯ク取引一切ノ責任ヲ負フガ為メ初メ信

製塩及其販売共政府ノ専業ニ属シ其間種々ノ弊害

認金トシテ或ハ数千両或ハ数万両（此金ニ対シ店

アリテ既ニ高価ナル塩ヲシテ倍々高価ナラシメ細

主ノ年一割以下ノ利子ヲ払フ）其店ニ相当スル金

民ニ至テハ塩ヲ貴グコト珠玉ノ如クナリ然ルニ我

ヲ差入レテ不正ノ事ヲ行ハザルヲ保証スルモノナ

国ハ製塩頗ル盛ニシテ産塩地方ニ於テ周年全力ヲ

リ去レバ賬房ハ少シモ餘分ノ利益ヲ得ント欲シテ

尽シテ製出スルトキハ供給ニ餘リアリテ自然其価

頗ル勉強奔走シ店ノ利益ヲ計リ取引ノ繁簡ニ従ヒ
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別ニ自ラ給料ヲ出シテ数名ノ手代即チ帳付ケ金改

賬房ニシテ店主ヲ信用セザルトキハ信認金ヲ出サ

メ及ビ小使ヲ使役シ帳場一切ノ費用ヲ負担シ売買

ズ月給ト口銭ヲ受ケテ働クモアリ又口銭ノ歩合ヲ

ノ繁昌ヲ期シ其売捌キシタル物品ノ代価ヲ取集メ

多クシ月給ヲ受ケズシテ働クモアリ総テ店主ノ信

テ之ヲ店主ニ交付シ若シ其代金ノ延滞又ハ不払ノ

用ト便宜トニ由ルモノナリ

事アルトキハ賬房其責ニ任ジ自ラ之ヲ償フノミナ
ラズ取引上ノ行違ヨリ訴訟ニ及ブコトアルモ決シ

2.24

テ店主ヲ労セズ賬房自ラ其衡ニ当リ人事上ヨリ生

噸税ハ支那ニテハ船鈔ト称シ日清通商章程第十

ズル売買ノ損失ハ決シテ店主ノ損失トナサズ

噸税

七欵ノ明文ニ由テ取立ルモノニシテ清国ノ開港場

斯クノ如ク巨額ノ信認金ヲ出ス程ノ資産モアリ

ニ入着スル日本商船ノ納ムベキ噸税ハ百五十噸以

斯ク商事ニモ熟練セルモノニシテ一ケ独立ノ商業

上ノ船ハ一噸ニ付銀四銭其以下ノ船ハ一噸ニ付銀

ヲ営マズ仮令一切ノ取引ヲ任ジ其商店ノ主権者ノ

一銭トス而シテ之ヲ納ルトキハ海関ヨリ四ケ月期

如クナルモ他ノ雇人トナリテ働クヲ怪シムモノモ

限ノ手形ヲ渡シ其期限内ハ清国何レノ開港場へ出

アランガ雇人トハ云へ売買一切ノ委任ヲ受ケ毫モ

入リスルモ再ビ噸税ヲ納ムルニ及バズ其期限満ツ

権利ヲ束縛セラルヽコトナク前ニモ云フガ如ク身

レバ又更ニ定メノ噸税ヲ納ムベシ総テ入港ノ船舶

元金ヲ出シタル一種ノ委託販売者ナレバ収益ハ独

ニシテ積荷ヲ陸揚セズシテ二日以内ニ出港スルト

立ノ営業ヨリ幾分カ減ズルモ商品仕入方ノ労モナ

キハ噸税ヲ納ムルニ及バズト雖ドモ二日ヲ越ユレ

ク又売残品ヲ損ズルノ憂ナキヲ以テ支那人ハ至極

バ定メ通リ納メザルヲ得ズ但シ此外ニ雑費等ヲ払

都合ヨキ営業トナシテ之ニ従事スルコトヲ好ム

フコトナシ日本ノ開港場へ出入リスル清国ノ船ハ

其雇期限ハ最初双方其人トナリヲ知ラザル間ハ
先ヅ六ケ月乃至一ケ年ヲ限リ約定ス其互ニ信用ス

噸税ヲ払ハズ税関へ手数料トシテ入港ニ十五弗出
港ニ七弗ヲ納ムルノ定ナリ

ルニ及ンデハ凡ソ三年ヲ限リ不都合ナケレバ尚三

今仮リニ五百噸ノ船ヲ清国ノ開港場ニ入レルト

ケ年ノ雇続キヲナス限ニ引続キ十五六年間一商店

スルトキハ此噸税海関銀二百両ヲ払フ而シテ一ケ

ノ賬房ヲ勤ムルモノ少カラズ

年出入セントスルニハ都合六百弗ヲ払ハザルヲ得

賬房ノ性質斯ノ如クナレバ我国商人ニシテ支那

ズ海関銀一両ノ相場ヲ我一円四十五銭トスルトキ

ニ商店ヲ開クモノハ必ズ之ヲ雇入レザルベカラズ

ハ此一ケ年ノ噸税金八百七十円トナル随分少カラ

賬房タラント欲スル支那人ハ土地ノ勝手ニモ明ル

ザル金高ナリ故ニ清国トノ貿易ニ従事スル船舶ハ

ク諸物価ノ高低ニモ通ジ某品ハ何処ニ需要アリ某

四ケ月間ニ数回又ハ年中断ヘズ往復スルモノニア

氏ハ正直ニシテ富ムガ故ニ商品ヲ送ルモ代価ノ滞

ラザレバ経済上自ラ積荷ノ運賃ニ大ナル影響ヲ及

ル憂ナシナド云ヘル事情ニモ熟シ物品ニ応ジタル

ボス故往復ノ度ヲ計リタル上ナラデハ船舶ヲ送ル

売買ノ季節ト各地人民ノ嗜好トヲ知ルガ故ニ店主

ベカラザル事ナリトス

ハ仮令自ラ馳行スルコト能ハザルモ商品ノ売行キ

明治廿四年九月

日

円滑ナルヲ得テ百事便利ナルベシ但賬房トナルベ
キ支那人総テ実直ナルヲ保スル能ハズ又商業ニヨ

2.25

リ不慣ナル人物ナキニアラネバ若シ誤テ不正直ナ

天津及ビ北京地方ノ支那人ハ麦ヲ以テ常食トス

ル奴ヲ雇入レ又ハ不慣ナル者ニ出会フ店主ノ不利

ルガ故ニ其産出多シト雖ドモ時トシテ不足ヲ感ズ

益尠カラズ故ニ其地ニ久シク在留シテ事情ニ明ル

コトアリ其節ハ河南省ヨリノ供給ヲ仰グヲ常トス

キ人ニ依頼シ正直ニシテ商事ニ熟練ナル賬房ヲ雇

又他地方ノ如ク蕎麦ヲ食スルモノ稀ナルガ故ニ穀

入レ随分意ヲ用ヒテ之ヲ籠絡セザルベカラズ此他

物店ハ多ク之ヲ備ヘズ其価ハ麦ニ比シテ甚ダ廉ナ

北支那ノ糧穀
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アハ

リ小米ハ山東ヨリ輸入スレドモ其額多カラズ白米

餅ヲ作リ南方ニ送リ販売シテ利ヲ得ルコト多シ南

ハ総テ上海ヨリ積来ル北地ノ人民ハ貴賎貧富ヲ論

方ノ水田多クハ此豆餅ヲ肥料トスルニ由ル此豆餅

セズ日常ノ食料麦ヲ除クノ外ハ重ニ白米ヲ食シ小

ヲ作ル時多量ノ液汁ヲ製ス之ヲ豆油ト云フ満州ノ

米ヲ用ユルモノナシ是レ白米ノ価ノ小米ヨリ廉ナ

農家ハ皆此豆油ヲ以テ日々ノ料理及ビ夜々ノ点灯

ルニ因ル只山東ヨリ移住セル人民ハ白米ヨリ不廉

ニ用ユ此頃天津ニ於テモ香油中ニ此豆油ヲ混和シ

ナルモ小米ヲ常食トス是レ従来ノ習慣ニヨルト雖

猶香油ト冒称シテ販売スルモノアリ亦豆腐ヲ作リ

ドモ亦山東人ハ多ク力役ヲ業トスルガ故ニ食事ヲ

醤油及ビ醤ヲ製スルニハ多ク此種ノ豆ノ傷ツケル

自ラ粗悪ニシテ満腹スルヲ要スルモノナラン某人

モノヲ用ユ芝麻ハ香油ヲ造リ又菓子ヲ製ス

ノ話ニ小米ハ白米ヨリ腹ニ入テ堪ヘガアルト蓋シ

直隷省ニ於ケル烟地ニハ春季ニ多ク麦ヲ種へ夏

消化ノ遅クシテ長ク満腹ノ感アルヲ云フモノナル

季ニ多ク紅粮ヲ植ユ蓋シ紅粮ハ耕作甚ダ容易ニシ

ベシ又時アリテ江南地方ヨリ麦ヲ輸入スルアリ南

テ又水旱ノ害ニ感ズルコト少ナキガ故ナリ豆類ハ

方ノ地ハ麦ヲ産スルコト少ナシト雖ドモ亦之ヲ食

皆麦ヲ刈リタル跡ニ植付クルモノナレドモ毎ニ水

スルモノ少キヲ以テ其餘剰ヲ輸送スルモノナリ而

害ニ遭ヒ易キヲ以テ概子高地ヲ撰ブ此外落花生紅

シテ北地ハ多ク麦ヲ産シ時トシテハ多額ノ餘剰ア

薯黏高梁、黏小米、等ヲ植エルモアリ水田ニハ稲

ルモ未ダ嘗テ之ヲ南地ニ輸送セシヲ聞カズ紅粮

ヲ種ルト雖ドモ北地ハ元来水田乏シク且ツ地味ノ

（一名高梁）ハ重ニ醸酒用ニ充テ其一分ヲ貧民ノ

適セザルヨリ収獲甚ダ少ナク其産米僅ニ一地方人

食料トス玉米（一名棒子）モ亦貧民ノ食料ナリ之

民ノ飯料ニ充ツル過ギズ高燥ノ地ニハ多ク棉ヲ植

ヲ以テ醸セル酒アレドモ味甚ダ美ナラズ豆ニ数種

へ低湿ノ地ニハ多ク棉麻ヲ植ユ又近年東偏ノ地ニ

アリ元豆（黄色）緑豆、江豆、黒豆（貧民ドモノ

於テハ罌粟ヲ植へ鴉片ヲ製造スル者甚ダ多シ此耕

食料又ハ豆腐ノ材料）白豆（菓子製造ニ用ユ）宛

種ハ労力ヲ費スコト多シト雖ドモ利益莫大ナルヲ

豆、青豆、等ノ名アレドモ黄青ノ二種ヲ重ナルモ

以テ之ヲ耕種スルモノ次第ニ増加シ今日ノ勢地方

ノトス其用途甚ダ広シ満州地方ニテハ之ヲ以テ豆

庁モ之ヲ禁ジ難キヲ知テ然許ニ付スルモノヽ如シ
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〔諸事項の報告・紹介〕

全国大学史協議会（於 熊本大学）に参加して

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

2010 年 10 月 23 – 24 日に熊本大学で開催され

藤田佳久

ティ・アイデンティティ」と題して行なわれた。

た全国大学史協議会に参加した。全国大学史協議

その中で崎元氏は、熊本大学がそれぞれ歴史の異

会は、かつて東日本と西日本の各大学で別々に組

なる工学部、教育学部、法文学部（今は法、文に

織されていたものが一本化したものであるが、か

分離）、医学部により構成されていて伝統性と歴

つての経緯もあって東日本部会と西日本部会から

史性が豊かであり、戦後新制大学として統合され

構成されている。同じ 2010 年 5 月 20 日には、

ても各学部が先行する形をとってきたため、ユニ

東日本大学史協議会を愛知大学で開催したことは

バーシティとしてのまとまりを欠く弱さがあった

まだ耳新しいことと思う。本学で東日本大学史協

こと、そのために全学アイデンティティ形成のた

議会を開催するに当っては、同会の本学の会員で

めの戦略として「熊本大学の歴史と学問的伝統性

研究支援課の山口恵里子氏の力によるところが大

を顕彰、継承して活かしつつ、その延長線上に新

きかった。本学の展示施設がほぼ完成したことの

しい分野を開拓、発展させる」ことが必要であり、

お披露目も含め、同氏が同会のリーダー達に愛知

「目標とする方向に沿った人材育成と人事の重要

大学への誘致をはたらきかけて実現したものであ

性」から「誇れる大学から憧れる大学を目指す」

る。2009 年、国学院大学で開催された全国大学

とし、そのためには大学史資料研究が重要な役割

史協議会の会場では、同行した小生は 2 度にわた

を果たすと位置づけた。そして具体的には、「大

り会場で P.R. をし、よい反響を得た。すべて山

学史編纂において、単なる事実の羅列にとどまら

口氏の下工作のうまさによるものであった。

ず、その時々の人々が何を考えてその史実を起し

しかし、秋のこの熊本大会は筆者 1 人の出席で

たかの意志を読み解き、記録に残すことだ」と締

あった。事務局、とくに山口氏はすでに事務局の

めくくった。工学部の土木出身ながら、熊本大学

出張経費がない、との理由であったが、こういう

の工学部の長い伝統と先をみる眼の確かさに新鮮

大事な会合にはぜひ事務局からの出席があって全

さを覚えた。

国の中での大学史の動きも理解し、対応できてい

なお、熊本大学ではそのような目標と方向性を
ふまえた上で、大学の授業では、教養教育の一環

くものと思われる。
会場は熊本大学内に設けられた NHK 放送大学

として基礎セミナー「熊本大学の歴史」、また学

熊本学習センターのモダンな建物の中の一教室。

際科目として「五高と日本近代」
（担当教員 10 名）

まず記念講演は、元熊本大学学長で放送大学熊本

という形で個別的に展開しており、まだ組織的取

学習センター所長の崎元達郎氏（専門は工学部土

組みには至っていない、とのことであった。前述

木）により、「熊本大学の歴史財産とユニバーシ

の基礎セミナーでは、学生に地元「熊本日々新聞」
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に掲載された熊本大学関係記事をそれぞれ 1 年分

代の学習院」、同志社大は「日本の近代化と同志

探し出させ、熊本大学の時代の中での姿を把えさ

社」、女子美大は「大学史を必修」、などなど多く

せようとする取組みであったり、キャンパス内の

の発表がつづき、参考になるものが多かった。愛

遺構を調べさせ発表させ、それをめぐって議論さ

知大学でもぜひ自校史を色々な角度から実践する

せるなどの方法が紹介された。いずれも熊本大学

方法を議論し、実践する面白さを味わうべきだと

への関心を時代史、その時代の中で理解させよう

他大学の試みから痛感した。

とする試みであり、愛知大学でも十分組り組みは

翌日は、熊本大学の歴史あるキャンパス内の
個々の歴史的建物や五高を中心とした熊本大学史

可能のように思えた。
そして、そのあとは各大学から、大学史関連授

の展示博物館を見学した。大学の研究者の成果や

業の取り組みと方法がシンポジウム形式で発表さ

卒業生の活躍などのコーナーは、教員や学生に

れた。しかし、愛知大学は大学史の授業がなく

とっても関心あるコーナーとみえた。愛知大学で

なってしまっており、直接発言出来なかったこと

はそれを企画（特別展）したが、スペースがなく

は残念である。

常設展にまでたどりつけない歯がゆさがある。熊

そのような中で、北大は「歴史を教えるのでは

本大学史の展示には、明らかに熊本大学の意志が

なく、歴史の中に学生を主人公として位置づける

十分に見る者に伝わってきた。展示の重みと大切

方向」、京大はズバリ「京大史」、神戸女学院大も

さを肌で感じた次第。

豊かな歴史をベースに「同女大史」、学習院は「近
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〔若手研究者発表会〕
〔論文〕

東亜同文会京都支部の創立過程と会員構成について
～創立期の 1901 年を中心として～
愛知大学東亜同文書院大学記念センター

ポスト・ドクター

武井義和

期の東亜同文会に関係する資料をたくさん収録し

はじめに

ているが、各地の支部に関する資料は非常に乏し

本稿は、従来その存在についてほとんど知られ

く、あるとしても設立の事実を中心とする断片的

ていなかった東亜同文会京都支部について取り上

な内容であるため、どのような活動を展開し、そ

げるが、創立期の 1901 年を中心として扱い、京

れぞれの地域社会とどのような関わりを持ってい

都支部設立の経緯をはじめ、京都支部の構成員と

たかなどについて明らかにし得ない。したがって

その職業を明らかにし、彼らが京都支部に参加し

支部の全体像を描くことは困難である。2 つ目は、

た背景を考察する。

支部の変遷の著しさである。これは特に清国の支

1898 年 11 月 2 日に近衞篤麿貴族院議長を会

部 に 当 て は ま る こ と で あ る が、 東 亜 同 文 会 は

長として誕生した東亜同文会は、その発会決議で

1901 年から 1903 年にかけて上海以外の支部を

「支 那を保全す」などの目標を掲げており、そう

廃止し、1907 年再び上海や漢口に支部が復活す

した理念に基づいて東亜同文書院や東京同文書院

るという動きを見せているため（1）、具体的な活動

などの学校を運営し、主に教育活動に力を入れて

が見出しにくく、そのため研究対象として扱いに

いた。近年、この東亜同文会に関する研究は、例

くいという側面もあったと思われる。

＜ママ＞

えば翟新『東亜同文会と中国』（慶応義塾出版会、

本論はそうした先行研究の欠落を埋めるべく、

2001 年）が出されるなど、蓄積を増す傾向が出

東亜同文会支部の中で結成間もない頃から一時を

てきている。

除き、会員数が各支部で最大規模であった京都支

けれども、東亜同文会創立当初に組織された同

部を対象として創立期の 1901 年を中心に扱い、

会支部についての研究は、空白域として依然残さ

冒頭で掲げた観点から考察を行うものである。特

れたままである。本論でも触れるように、東亜同

に、本論でも取り上げるように京都支部はなぜ最

文会の支部は日本国内だけでなく、清国や朝鮮で

多の会員を擁したのか、換言すれば、なぜ多くの

も設立されたが、前者は「内国支部」、後者は「在

人が京都支部に会員として参加したのかについ

外支部」として東亜同文会の組織の中に組み込ま

て、近衞篤麿との関わり、会員に清国との関係が

れた。しかしながら、従来これらが研究対象とし

あったのかどうか、あったのならそれはどういう

て扱われてこなかった理由として、次の 2 つが考

形であったのか、という視点から考察を進めてい

えられる。1 つ目は資料の僅少性である。東亜同

く。

文会を研究する際に最も有用な資料集である『東

引用資料としては、東亜同文会関係資料のほか

亜同文会史』（霞山会、1988 年）は、明治・大正

に、2009 年 6 月に愛知大学図書館から東亜同文
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書院大学記念センターに移管された京都支部に関

も会員になつて居る者がありますから、是は私が

する史料のごく一部を用いる。

参つて段々交渉して役員の改選も致し、それから
朝鮮以外の他の外国へ移つた者は退会人と看做し

凡例）① 引用資料の漢字は全て当用漢字に改めた。
② 引用資料中、漢数字をアラビア数字に直した箇所
がある。

て本部へ届出ることに致し、元山も釜山も其通り
（3）
に致しました…」
と発言している。しかし、元

山を除くとほとんど全くといってよいほど会員数

１．東亜同文会支部組織における京都支部の
位置付け

に変動がないことから、会員としての人数に変化
が生じなかったか、実際には入退会があったもの
の、手続きが履行されなかったため毎年同一会員

1898 年に誕生した東亜同文会の支部は、「はじ
めに」で触れたように翌 1899 年から 1901 年に
かけて日本国内外に誕生した。まず、「在外支部」
として清国の上海、福州、広東、漢口、そして朝
鮮の「京城」（現ソウル）、木浦、釜山、仁川、元

数として把握されていたのではないかと思われ
る。
表1

東亜同文会各支部の会員数の推移（清国を除く）

年＼内国支部名 弘前支部 京都支部 広島支部 青森支部

山で結成された。一方、日本国内においては「内

1901年（11月以前） 29 名 158 名

―

―

1902年

―

―

国支部」として 1901 年 1 月に弘前（1 月）、京

1903年12月時点

324 名 229 名

33 名

55 名

1904年7月時点

324 名 218 名

33 名

51 名

1905年12月時点

60 名 223 名

18 名

19 名

1906年5月時点

60 名 223 名

18 名

18 名

1907年12月時点

57 名 223 名

18 名

16 名

1908年6月時点

57 名 223 名

18 名

18 名

都（4 月）、青森（11 月）、広島（11 月）の順で
結成された（2）。こうした各支部の会員数をまとめ
たのが表 1 である。ただし、変遷が著しい清国の
支部を除き、日本国内と朝鮮の支部を取り上げて
いる。
表 1 からは、京都支部が結成間もない段階です

―

―

年＼朝鮮支部名 京城支部 仁川支部 木浦支部 釜山支部 元山支部
1901年（11月以前） 28 名
1902年

―

38 名
―

23 名
―

63 名
―

20 名
―

でに 158 名と、三桁の会員数を擁していたこと

1903年12月時点

28 名

38 名

24 名

63 名

19 名

が分かる。結成間もない 1901 年 6 月時点で 157

1904年7月時点

28 名

38 名

24 名

63 名

18 名

1905年12月時点

28 名

38 名

24 名

63 名

17 名

1906年5月時点

28 名

38 名

24 名

63 名

17 名

1907年12月時点

28 名

38 名

24 名

63 名

20 名

1908年6月時点

28 名

38 名

24 名

63 名

17 名

名を数えたが、同年 11 月までの時点で 158 名、
同年末 216 名という形で増加した。以降、1903
年 229 名、1904 年 218 名、1906 ～ 1908 年

抜かれるものの、それ以外の年は会員数において

出典：『東亜同文会会則』
（1900 年 5 月改正）、『東亜同文会
史』365 頁、385 頁、401 頁、411 ～ 412 頁、443 頁、
446 頁（霞山会、1988 年）。
注 1：上記の出典をもとに、筆者が表にまとめた。
注 2：表中の－は不詳、もしくは支部未結成の状態を示す。

支部の中で最大であった。しかし、内国支部は

さて、こうした在外支部、内国支部の在り方を

223 名という推移をたどっている。1902 年は不
明である。1903 年と 1904 年だけは弘前支部に

1905 年以降大きな変化が生じていない。

規定したのが、東亜同文会により 1899 年 3 月に

一方、朝鮮支部は元山支部を除くと、結成時点

制定された「東亜同文会支部通則」である。その

からほとんど人数に変化が無い。これに関して、

第２条では「凡ての支部は其内国たると在外たる

1902 年 12 月に開催された東亜同文会秋季大会

とを問わす必す本部と同一の主義綱領に由て立

の席上、恒屋盛服幹事が朝鮮支部について「支部

（4）
つ」
と、支部の位置付けがはっきりと示されて

は今までサツパリ仕事がありませぬ為に、役員も

いる。また、支部は地方の状況に応じて、「東亜

改選せず、又会員の中で現に朝鮮の地を去つた後

同文会支部通則」の範囲内で各自細則を定めるこ
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とが認められていた（第９条）が、定められた義

すなわち、2、3 名の発起者が支部設立に向けて

務として、第 10 条「凡て支部は隔週一回本部に

市の有力者たちに「商議」を試みたところ、不同

対して定規 通信の義務あり

緊急必要の事件は

意を唱える者はいなかったが、「或事情」のため

臨時通信をなすべきものとす（以下略）」、第 11

に計画を公にして同志を募るのは得策でなく、
「希

条「各支部に入会及退会者ある時は次回の通信に

望を達せんと欲せは暫らく時機を待つに如かし」

て本部に通報すべし」などがあった 。

と説く者が多かったことにより、活動が差し控え

＜ママ＞

（5）

以上は支部に共通する項目であるが、支部の組

られたという経緯があった。しかし、1901 年春

織構成、維持方法については在外支部と内国支部

頃に賛成者が出てきて、同年 4 月に 30 余名の賛

で違いが見られる。例えば在外支部の場合、第 6

成者を得て支部を設立したという（9）。

条「在外支部長は本部幹事を以て兼任せしむるこ

この「或事情」とは、対露協商の立場をとる伊

とを得」、第 7 条「在外支部は凡て本部より維持

藤博文率いる憲政会と、対露主戦を唱えて東亜同

するものとす」 とあるように、東亜同文会本部

文会会長近衞篤麿が別に組織した国民同盟会との

の関与が強い。それに対して内国支部は第 3 条

対立を指しているものと思われる。1900 年末に

「内国支部は各其地方の会員を以て組織し其組織

東亜同文会幹部が東亜同文書院への学生勧誘のた

及役員の撰挙は地方の便宜に従て定め本部の認可

めに分担して地方を遊説した際、国民同盟会と東

を受くへし」、第４条「内国支部は各其会員に依

亜同文会が同一視され誤解されているという報告

て維持するものとす」 と定められ、各支部がそ

があることを踏まえるならば、この様な状況が京

の地方の会員で組織するとともに、その組織や役

都支部結成にも影響したことを示しているといえ

員の選挙は独自に行い、後に東亜同文会本部の認

よう（10）。

（6）

（7）

可を得ること、そして支部はそれに所属する会員

発起人または賛同者の人数に大きな開きがある

が維持することが決められている。ここから、内

が、いずれにせよ 1901 年 4 月 15 日に発会式が

国支部の方が在外支部に比べて組織構成や維持方

行われ、100 余名が参加した。また、近衞篤麿の

法の面において、多少なりとも自主性があった様

命を帯びて京都で支部設立に尽力していた東亜同

子が浮かび上がる。

文会会員の大内暢三と、近衛の代理として派遣さ

では、こうした東亜同文会組織の 1 つとして誕

れた小川平吉の 2 名も出席した。発会式では内貴

生した京都支部の設立経緯と、支部組織の構成に

甚三郎が議長となり、発会式直前の 4 月 12 日に

ついて、次章で見ていきたい。

開かれた発起人会で起草された支部規則を議事に
付し、2、3 の質問を経て原案通りに可決してい

２．京都支部の成立と組織構造

る。あわせて、幹事や若干の評議員を置くことも
決められたが、その選挙は近衞に一任することと

（１）京都支部の成立から組織改組まで
京都支部は京都市の有力者である内貴甚三郎、

なった。この時の支部規則（後に「支部会則」と

八田一精、吉田佐吉、中安信三郎らが東亜同文会

表現されている）は全 5 条からなり、京都とその

の趣旨に大いに賛成し、1901 年 4 月上旬より支

付近の会員で組織すること（第１条）、支部員は

部設置の計画に奔走した結果、60 余名ほどの発

1 年金 1 円の会費を納入すること、京都支部員は

起人を得、同月 15 日京都市市会議事堂で発会式

東亜同文会本部に会費を納入する必要がないこと
（第２条）、当分の間役員として幹事・評議員・書

が挙行され成立した（8）。
しかし、別の記録によれば 1900 年秋頃にはす

記をそれぞれ若干名置くこと（第３条）、京都支

でに支部結成に向けた動きが生じていたとある。

部事務所を当分の間、仮に八田一精方に設置する
183

◦ 1426 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

こと（第４条）、京都支部は清国および朝鮮に関

第１条

本支部ハ在京都及附近ノ会員ヲ以テ組織
シ東亜同文会京都支部ト称ス

する諸般の事項について、在外各支部より本部に
宛てた報告を各会員に頒かつ（第５条）、という

第２条

本支部ハ本部ト同一ノ主義綱領ニ由テ立ツ

内容となっていた。こうした支部規則を制定した

第４条

本支部ニ左ノ職員ヲ置ク

京都支部は、発会式から約 2 週間後の 4 月 28 日

１．支部会長

に支部創立委任総代より支部設置承認の請求を出

２．幹事

した。これに対し近衞は承認を与えると同時に、

３．評議員

若干名

支部員の八田一精を幹事に指定した

４．事務員

若干名

。

（11）

しかし、近衞から支部設置の認可や幹事の指定

第５条

1名

若干名

支部会長ハ評議員会ニ於テ撰挙シ本部ノ

を受けたことで、京都支部が正式に東亜同文会の

認可ヲ乞フヘシ

支部になったとはいえ、同年 9 月以前に発行した

幹事評議員ハ支部会長之レヲ推撰シ本部

とみられる『東亜同文会会則』を見ると、京都支

ノ認可ヲ乞フヘシ（中略）

部員数はすでに 158 名を数えていたにも拘わら

但支部会長及幹事評議員ノ任期ハ三ヶ年

ず、役員は八田一精が幹事に就いていたことしか

ニシテ再任スルコトヲ得

確認できない。同時期に存在していた弘前支部が

第６条

支部会長ハ会務ヲ統理シ外ニ対シ支部ヲ

支部長はじめ副支部長、幹事、評議員、事務員と

代表ス

いう形で役職を設定し、それぞれの役職に就いて

支部会長ハ総会及評議員会ニ於テ議長タ

いた会員が確認できることと比べると大きな違い

ルベシ

がある（12）。なぜ京都支部は幹事 1 名しか置いて

幹事ハ庶務会計ノ事務ヲ整理シ支部会長

いなかったのか定かではないが、支部規則第 3 条

不在ノ時ハ代理ヲ為ス事ヲ得

にある幹事・評議員・書記をそれぞれ若干名置く

評議員ハ会務ニ関スル重要ナル案件ヲ議

という規定が実行されておらず、「…真に会の体

决ス（以下略）

（13）
裁を為さぬ程の有様なりし」
という状態であっ

第８条

本支部会員ハ会費トシテ一ヶ年金壹円ヲ
納付スヘシ

た。
第10条

入会又ハ退会ヲ欲スルモノハ支部会長ニ
届出ツヘシ

（２）組織変更以後

支部会長ハ之レヲ本部ニ報告スヘシ

けれども、支部員の増加とそれに伴う会務の煩
雑化により、支部会則の改正や役員の増加が図ら

第11条

本会々報ハ会員ノ希望ニ依リ実費ヲ以テ
之レヲ送附ス（16）

れる必要が生じるようになる（14）。そのため、近
衞篤麿が清韓漫遊の帰途京都に立寄ったのを機と
して、京都支部は同年 9 月 3 日に市議事堂で総会

このように改正された京都支部会則（以下、本

を開催し、近衞の演説の後に議事を行って支部規

論では「改正京都支部会則」と記す）について、

則を改正し、あわせて新設されることとなった支

まず第１条や第８条などは旧会則と変わっていな

部長の選挙を近衞の指名に一任することが決めら

いが、浮かび上がる特徴を何点か挙げておきたい。

れた（15）。

まず、第２条「本支部ハ本部ト同一ノ主義綱領ニ

改正された京都支部会則は全 11 条からなり、
主な条文を挙げると以下のようになる。

由テ立ツ」が新たに登場したことである。東亜同
文会の支部としての立場をより一層鮮明にしたと
思われる。とともに、第 10 条にあるような会員

184

◦ 1427 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
東亜同文会京都支部の創立過程と会員構成について

の入退会の際の支部会長への届出と、支部会長に

のように、改正京都支部会則は「東亜同文会支部

よるそれの東亜同文会への報告という点は、会員

規則」により一層沿う形で構成され、東亜同文会

の管理も従来より強まった様子が浮かび上がる。

の支部としての体制が整えられていった様子が浮

これは既述の「東亜同文会支部通則」第 13 条

かび上がってくる。

「各支部ニ入会及退会者アル時ハ次回ノ通信ニテ
本部ニ通報スへシ」を反映したものといえよう。

では、支部会長制に変更後の京都支部の主な活
動について、次章で見ておきたい。

また、会長、副会長などの役員選出、就任方法

３．清国に関する京都支部の主な活動

であるが、「改正京都支部会則」第５条には「支
部会長ハ評議員会ニ於テ撰挙シ本部ノ認可ヲ乞フ
ヘシ

1901 年から 1902 年にかけて、談話会・講演会

幹事評議員ハ支部会長之レヲ推撰シ本部ノ

などを京都支部は開催した。これらは東亜同文会

認可ヲ乞フヘシ」とあり、支部会長は評議員会の

本部から京都にやってきた幹部の清国に関する報

選挙を経る、幹事・評議員は支部会長の推薦を経

告などを談話会・講演会形式で開催したもので、

るという違いはあるが、ともに東亜同文会本部の

会場は京都市市会議事堂であった。例えば、1901

認可を乞う点では共通している。これはやはり

年 10 月に開催された東亜同文書院院長・東亜同文

「東亜同文会支部通則」の第３条「内国支部ハ各

会幹事長根津一による「清国最近ノ形勢ヲ論ズ」

其地方の会員ヲ以テ組織シ其組織及役員ノ撰挙ハ

という題での談話会、1902 年 5 月に開催された東

地方ノ便宜ニ従テ定メ本部ノ認可ヲ受クヘシ」の

亜同文会副会長長岡護美の講演「日清間最近ノ状

規程に通じるものである。ちなみに、1901 年 5

況」
、1902 年 12 月に開催された東亜同文会幹事

月の京都支部発会式において、幹事や若干の評議

恒屋盛服の書院 3 期生勧誘と清国の事情報告など

員の選挙については近衞に一任することが決めら

が挙げられる（18）。特に長岡の講演は彼だけでなく、

れ、実際に八田一精が幹事として近衞から指定さ

東亜同文会幹事柏原文太郎や京都帝大講師の湯浅

れていることから、支部で選出した役員について

吉太郎も合わせて講演を行っている。その様子に

東亜同文会会長の認可を受けるという点では変化

ついて、
『東亜同文会第三十二回報告』
（1902 年 7

がない。

月）は次のように紹介している。

もり よし

ただ、旧会則の第５条では「本支部は清国及朝
鮮に関する諸般の事項を在外各支部より東京本部

明治卅五年五月廿五日支部会則第七条に依り

に宛たる報告を各会員に頒つ」とあったのが、改

総会を開きしか本部よりは特に副会長長岡子

正京都支部会則第 11 条で「本会々報ハ会員ノ希

爵と幹事柏原文太郎君来会せられたり、会場

望ニ依リ実費ヲ以テ之レヲ送附ス」と情報提供の

は京都議事堂に設け同日午後一時より開会せ

形が変わっている。しかし、京都支部会報が確認

しが席上長岡子爵は「日清間最近の状況」に

できないため、清国・朝鮮に関する情報が依然と

就て京都大学講師湯浅吉太郎「日清間言語の

して会員に提供されていたのか否か、そして会報

選択」に就て柏原君は「南清最近の状況」に

の内容はどのようなものであったのかについては

就て各有益なる演説あり、其演説中は特に会

定かではない。

員以外の有志者の傍聴をも許せしか来聴者三
百有余名の多きに達せり（19）

いずれにしても、支部会長には内貴甚三郎、幹
事には八田一精ほか松室以忠、伊藤半次郎の 3 名

（※太字は引用者による）

が就任し、評議員には 38 名が就任するという形
で幹部職が増加し、再出発したのである（17）。こ

同報告には 300 名ほどの傍聴者があったと記
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されており、かなり盛会だった様子がうかがえる。

こととする。表 2 は、その名簿をもとに筆者が会

湯浅吉太郎も講演したことが理由としてあるのだ

員の職業を調査したものである。このうち、職業

ろ う が、 長 岡 ら の 講 演 の 模 様 は『 日 出 新 聞 』

が判明しない者もかなり含まれるため、限定的な

（1902 年 5 月 26 日、27 日）、『京都新聞』（1902

考察にならざるを得ないという限界があるもの

年 5 月 27 日）、『毎日新聞』（同）、『大阪朝日新

の、まず会員の全体状況について幾つかの特徴を

聞』（同）などの、京都や大阪で発行される新聞

押さえておきたい。１つ目は、彼らのほとんどが

で取り上げられたことが確認できる（20）。

京都市の居住者であるが、中には京都府北幸田郡

また、根津の談話を契機として 1902 年 5 月 1

（現在の京都市の一部）・加佐郡（現舞鶴市）など

日「清語講習所」が開設された。この背景として、

の地域や大阪市、滋賀県大津市の居住者も京都支

背景に、清国に対する一般の関心の高まりと、実

部に参加しており、会員構成に地域的な広がりが

業家だけでなくその他の人々も清国の言語文章を

見出せることである。２つ目は、会員の職業が実

研究することが最も急務であるという京都支部の

に多岐にわたることである。商工業に携わる会員

認識があった（21）。

の中には、1 人で複数の会社の取締役や監査役を

一方、東亜同文会の中心的活動である東亜同文

務めていた者や、本業以外の職種の取締役を務め

書院に関わる活動としては、東亜同文書院入学予

る者もいたが、西陣織をはじめとする織物類や陶

定者の調査と東亜同文会への報告を行っていたこ

磁器・扇子など京都を代表する産業の従事者や、

とが挙げられる。具体的に述べれば、1902 年 4

銀行・会社取締役などが目立つ。京都経済の中心

月、東亜同文書院第 2 期生として、準公費生の身

的存在の人々が多く参加したといえるのではない

分で京都府立第一中学校から無試験で書院入学す

だろうか。３つ目は、清国人の参加が確認できる

る予定者 2 名に関して、中学校長より成績不良と

ことである。すなわち、奉天府海城県が原籍で当

いう連絡が同文書院の教頭に行ったため、東亜同

時京都に居住していた孟繁英という人物も含まれ

文会本部が京都支部へ事実確認を依頼したという

ていたが、当時は京都府立京都商業学校に教員

ものである。それに対し、京都支部が調査し成績

（雇教員）として勤務していた（23）。しかし、外国

不良ではないという趣旨の返事を東亜同文会に出

人が名を連ねていたという点で興味深い。なお、

している

1901 年 6 月には陳光明という清国人らしき人物

。

（22）

このように、京都支部は東亜同文会本部との関

もいたことが確認できるが、同年 12 月末には姓

係で清国に関する活動を行っていた様子が分か

名が確認できないことから、恐らくそれ以前に退

る。

会したものと思われる（24）。４つ目は、医師、弁
護士などの知識人や公証人、裁判官、市役所吏員

４．京都支部の会員構成

などのように、清国に関わりのなさそうな業種の
人も多く含んでいることである。

（１）会員構成の特徴
本章では、京都支部に会員として参加した人々

いずれにせよ、青森、弘前、広島と異なり、結

の職業層を明らかにすると同時に、彼らが京都支

成当時から三桁を超える会員数が集まったのは何

部に参加した背景についても検討を加えていきた

故であろうか。言うまでもなく、東亜同文会の理

い。

念への賛同者が多くいたということが大きいのだ

会員の職業を明らかにする手掛かりとして、
1901 年 12 月末に京都支部から東亜同文会に提

ろうが、① 近衞と京都との関わり、② 会員と清国
とのつながり、の 2 点から検討を加えていきたい。

出された会員名簿の控えと思われる名簿を用いる
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表２
氏

名

職

京都支部会員の職業（1901 年 12 月時点）

業

氏

名

職

業

岩村茂

予備陸軍理事、京都商業会議所書記長

倉橋泰昌

華族、予備陸軍歩兵少尉、京都市上京区大津朝９寄留

今西平兵衛

京都商業会議所会員、西陣織物業

鳥居栄太郎

西陣帯地製造

美術織物類

織田和三郎

西陣帯地製造

襦珍女帯地類

内貴甚三郎

京都市長

奥山一十郎

医師

田中秀三

医師、京都盲唖院医員

熊沢成清

医師

日下京平

医師

山田文友

医師

里見時三

医師

斎藤仙也

医師

木村得善

医師

島田弥一郎

医師

新宮凉亭

医師

重倉熊之助

医師

管野弘一

医師

服部嘉十郎

医師、愛国生命保険株式会社取締役

伊藤全治

弁護士

八田一精

弁護士

奥繁三郎

弁護士

大久保健太郎

弁護士

神戸義福

弁護士

吉田佐吉

京都商業会議所特別会員、弁護士

田中鉄次郎

弁護士

桑原信雄

弁護士

山崎恵純

京都商業会議所特別会員、弁護士

谷口文次郎

弁護士

小林雅次郎

弁護士

堀川新三郎

須賀忠貞

弁護士

須古織之助

弁護士

西村総左衛門

尾本源吉郎

公証人

笠原明保

公証人

竹上正之助

公証人

田辺朔郎

京都帝国大学教授

織田万

京都帝国大学法科大学教授

井上密

京都帝国大学法科大学教授

岡松参太郎

京都帝国大学法科大学教授

牧相愛

京都商業学校教諭

武田篤初

大谷派本願寺派役員

霧野覚叡

本派本願寺仏教大学

小林栄閣

本派本願寺内

出雲寺美祐

大谷派本願寺内

大崎信一

大谷派本願寺内

河野依秀

本派本願寺内

河野達蔵

本派本願寺内

金剛善実

本派本願寺

合志諦成

本派本願寺

沢教観

大谷派本願寺

神保達元
脊山誓円

渡辺伊之助
高橋鹿之助

京都商業会議所会員、織物商、京都市参事会員、京都
商工銀行監査役、京都■機株（ヵ）式会社監査役、京
都織物株式会社監査役
桝新、鹿ノ子、袋物、西陣裂地商

中孫三郎

京都商業会議所会員、西陣織物商

伊達虎一

西陣帯地製造、紋口女広帯類

松室以忠
岡本治助
津田栄太郎
西村治兵衛
内藤小四郎

井筒屋

織物模様意匠家、西陣紋ネル株式会社監査役、京都染
物株式会社監査役
■■織物商、中立銀行取締役、鴨東銀行取締役、疏水
運送株式会社取締役、京都生命保険株式会社監査役
西陣織物商、京都合資会社監査役、京都金属株式会社
監査役、京都貿易株式会社監査役、紫野織物合資会社
監査役
千切屋、西陣織物、縮緬友仙商、商工貯金銀行頭取、
京都商工銀行副頭取、京都陶器株式会社取締役、京都
市参事会員
京都綿子ル株式会社専務取締役

中井三郎兵衛

京都商業会議所会員、京都織物会社代表

江崎権兵衛

平安紡績株式会社監査役

荻野芳蔵

平安紡績株式会社取締役、京都時計製造株式会社監査
役、伏見紡績株式会社工務監督、帝国用達株式会社取
締役
毛斯綸友禅製造業、鴨東銀行監査役、伏見紡績株式会
社監査役、平安紡績株式会社監査役
染呉服、友禅縮緬及各種織物商

伊沢信三郎

金筬業

林長次郎

友禅染業

人見勘助

織物業、御召縮緬製造業

吉田善助

織物業

山田九一郎

織物業

梅川徳三郎

糸染業

碓井小三郎

京都商業会議所会員、糸物商

児島定七

京都商業会議所会員、糸物商

富田半兵衛

京都商業会議所会員、糸練業、西陣銀行取締役

田村善兵衛

京都商業会議所会員、呉服、木綿太物商

船橋繁之助
大野嘉助

染呉服商、日本産業銀行取締役、商工貯金銀行取締役、
京都織物株式会社監査役
呉服卸商

津田半次郎

呉服卸小売

伊藤半次郎

染呉服卸商

中村常次郎

太物近江麻布卸商（本店滋賀県）

村尾小太郎

鹿ノ子卸（在清国上海）

樋口重助

洋服商

大島甲子郎

酒造業

方光寺

奥田久兵衛

山形屋、酒造業

鈴鹿弁三郎

京都商業会議所会員、酒造業、京都酒造会社社長

堂本伍兵衛

山岡景命

円成寺
京都商業会議所特別会員、衆議院議員、京都府農工銀
行取締役
京都市参事会員

木村栄吉

京都市吏員

大槻龍治

京都市助役、京都商業会議所特別会員、法学士

荘林維新

京都市助役

住友速蔵

京都市収入役

加藤勇次郎

技師、水利事務所員

安藤精軒

宮内省侍医、京都在勤

高木蔵吉

神戸地方裁判所検事（神戸市）

浅井栄

京都地方裁判所判事兼京都区裁判所判事

雨森菊太郎

宮越義時

兼染■■商

酒造業、京都清酒合資会社業務担当社員、京都酒造株
式会社取締役
伏見酒造株式会社社員

塩谷儀右衛門

米穀商

広田善平

米小売

横川清次郎

干物、昆布商

和田文六

材木商

高田清次郎

質商、東京火災保険株式会社京都支店長心得

高橋不次三郎

質商、京阪砂糖株式会社監査役

笹田弥兵衛

書籍卸小売

永田長左衛門

書籍商

187

◦ 1430 ◦

◦第４章

氏

名

職

研究推進・研究交流事業◦

業

氏

田中治兵衛

文久書堂

東枝吉兵衛

新聞雑誌商、京都市参事会員、京都印刷株式会社取締役

名

職

村上晋

不明

上野宇八

不明

山本佐兵衛

不明

馬杉則知

不明

小谷松太郎

不明

寺田治三郎

不明

鬼頭玉汝

不明

箕田万亀太郎

不明

三原暁照

不明

下村正太郎

不明

本田周山

不明

松良天理

不明

橋川恵順

不明

北隅弘慶

不明

一柳専来

不明

石原昌雄

不明

西村彦左衛門

不明

西村岡太郎

不明

奥山政敬

不明

大野啓助

不明

黄諧

不明

若宮正響

不明

若宮正隆

不明

河村信正

不明

横田九兵衛

不明

芳瀧智導

不明

田中宗佑

不明

并山覚了

不明

中山正応

不明

永田陽太郎

不明

鵜崎熊吉

不明

円山惇一

不明

藤田諭一

鉄道工事請負業、京都製瓦株式会社取締役社長、京都
土木株式会社専務取締役社長、京都電気鉄道株式会社
取締役
石炭商、大仏煉瓦所業務担当社員、常盤座株式会社取
締役社長、京都製瓦株式会社取締役、伏見倉庫株式会
社取締役
牛乳卸商、京都農業銀行・川東貯金銀行頭取、京近曳
船株式会社長、京都牛乳株式会社・京都倉庫株式会社
取締役

雑貨商

福住熊次郎

不明

中安信三郎

雑業

小森正茂

不明

辻忠四郎

会社員

足利義蔵

不明

宍戸亀三郎

会社員

葦原林元

不明

小松喜平治

農

桜井利三郎

不明

木村熊吉

不明

木村種次郎

不明

三崎正敬

不明

楠孝吉

不明

島津源吉

不明

塩崎覚夢

不明

白尾義夫

不明

仙石其得

不明

伊藤荘次郎

不明（在香港）

森矯

不明（在ロシア）

野尻岩次郎

不明（京都府北桑田郡）

木村淀太郎

不明（京都府加佐郡）

岡一郎

不明（大阪市）

水守沢八

不明（兵庫県赤穂郡）

橋本甚吉郎

不明（滋賀県大津市）

西村文四郎

不明（滋賀県大津市）

武内八兵衛

不明（滋賀県大津市）

中井応七

不明（滋賀県大津市）

村田利兵衛

不明（滋賀県大津市）

佐久間俊吉

不明（滋賀県大津市）

元持義雄

不明（滋賀県大津市）

藤井孫六

書籍商、京都印刷株式会社取締役

京都印刷株式会社取締役、京都陶器株式会社社長、商
工貯金銀行監査役

錦光山宗兵衛

京都商業会議所会員、陶器業

稲葉七穂

七宝焼製造業

石角喜三郎

京都商業会議所会員、扇子商

田中金三郎

京都扇子商会店員

堀五郎兵衛

京都商業会議所会員、油・蝋燭商、京都倉庫会社取締役

堤弥兵衛

京都商業会議所会員、紙・砂糖商

中野忠八

京都商業会議所会員、薬物・砂糖商

速水吉平

柳行李商、明治貯金銀行監査役

石田音吉

石田屋衡器製作所、京都土木株式会社監査役

井上麟吉

大阪貯蓄銀行松原出張所主任

前川弥太郎

京都農業銀行常務取締役

山田茂

大阪朝日新聞社京都支局

伊東熊夫
吉村伊兵衛
山下好直
田中源太郎

伏見銀行取締役、伏見商品取引所監査役、伏見起業合
資会社監査役
京都金融株式会社取締役、京都紡績株式会社取締役、
中京銀行取締役

平安金融合資会社事務担当社員

貴族院議員、京都商工銀行頭取、京都織物株式会社取
締役、京都株式取引所理事長、亀山銀行頭取、京都電
< ヵ > 燈株式会社監査役

中堀幾太郎

京都生命保険株式会社専務取締役

矢野長兵衛

京都金属株式会社長、京都印刷株式会社監査役

高木文平

京都商業会議所特別会員、京都電気鉄道株式会社社長

古川吉兵衛
柴田弥兵衛
小牧仁兵衛

辻卯兵衛

近江倉庫株式会社社長、大津銀行取締役（滋賀県大津市）

中大路与兵治

滋賀県農工銀行頭取（滋賀県大津市）

北川弥平

太湖滊船株式会社頭取（滋賀県大津市）

孟繁英

清国人、京都府商業学校雇教員

東幸次郎

不明

白水臥龍

不明

堀江純吉

不明

堀真澄

不明

戸野京造

不明

岡本専助

不明

岡田武一郎

不明

小川篤弼

不明

若林秀渓

不明

梶井盛

不明

川井寛次郎

不明

勝瀬修一郎

不明

四方田徳太郎

不明

高畠為次郎

不明

田中源三郎

不明

田島錦治

不明

中西盾雄

不明

難波彦三郎

不明
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出典：「京都支部会員名簿」
（1901 年 12 月、京都支部関係資料『名簿類』６）
、
「京都支部入会申込綴」
（京都支部関係資料
『京都支部員関係』4）
、
『日本紳士録』第 7 版（1901 年 4 月）
、
『京都府商業学校一覧 自明治三十二年至明治三十三年』
8 頁（1901 年、ただし国立国会図書館近代デジタルライブラリー）
、
『京都府議会歴代議員録』
（京都府議会事務局編、
京都府議会、1961 年）
、
『京都経済の百年 資料編』562 ～ 563 頁（京都商工会議所編集発行、1982 年）
、
『日本全国
諸会社役員録』5、71 頁、83 頁、84 頁、251 頁、252 頁、253 頁（柏書房、1988 年、ただし復刻版）
、
『都道府県別
資産家地主総覧 滋賀編 和歌山編』82 頁、91 頁（渋谷隆一編、日本図書センター、1991 年、ただし復刻版、原典
は『日本全国商工人名録』第 2 版、1898 年）
、
『都道府県別資産家地主総覧』京都編 1、75 頁（渋谷隆一編、日本図書
センター、1991 年、ただし復刻版、原典は『京都市商工業者資産録』1902 年）
。
注１：「京都支部会員名簿」をもとに、筆者が上記の文献で職業を調査した。
注２：■は判読不能を示す。
注３：表は主として職業別にまとめており、人名はあいうえお順になっていない。

かび上がる。

（２）京都支部への参加の背景
前節の最後で触れた近衞と京都との関わりとし

なお、会員には東西両本願寺の僧侶または関係

て は、 平 安 遷 都 千 百 年 紀 念 祭 が 挙 げ ら れ る。

者も目立つが、これは布教による清国進出という

1894 年の遷都 1100 年目を目前にした 1892 年

目的かと推察される。東本願寺は 1870 年代後半

に結成された京都発起人会 53 名のうち、渡辺伊

から 1880 年代前半（明治 10 年代）に一時行っ

之助、中野忠八、内貴甚三郎、碓井小三郎、雨森

ていた清国布教を 1890 年代後半（明治 30 年代）

菊太郎、中村栄助、東枝吉兵衛、下村正太郎ら、

に再開している（26）。また、東本願寺の北方心泉

後に京都支部会員となる者が含まれている。京都

が南京に開設した金陵東文学堂を巡り、近衞篤麿

発起人の働きかけで東京でも政治家や華族などの

が同地に南京同文書院を創立する際、書院校舎の

賛同者が発起人会を組織し、翌 93 年 4 月には

ために北方と東亜同文会側で金陵東文学堂の譲渡

「紀念祭協賛会規約」が制定され組織は全国規模

についての交渉が行われている（27）。これは実現

にまで発展したが、この時に会長として選出され

しなかったが、この頃近衞、東亜同文会と東本願

たのが近衞篤麿だった。その後、近衞の稟請によ

寺との間に接点があったことを示している。一方、

り同年 6 月に東京・京都に幹事、東京・京都・大

西本願寺も日清戦争直後に台湾で布教を展開する

阪に評議員、そして各府県に寄付金募集のための

とともに、清国や朝鮮での布教を想定して清韓語

委員が設置されたが、京都だけに限定してみてい

学研究所を設立し、また 1899 年には厦門に布教

くと、評議員 51 名中、田中源太郎と雨森菊太郎、

所を開設、1900 年香港で非公式に布教を開始す

幹事 6 名のうち内貴甚三郎と中村栄助、そして委

るという動きを見せていた（28）。ただ、清国布教

員 114 名（京都府全体）中すでに登場した渡辺

の目的という推察はなされるが、東西本願寺に所

伊之助、東枝吉兵衛、碓井小三郎、中野忠八のほ

属する彼らが、京都支部に入会することで具体的

か、岡本治助、山岡景命、堀五郎兵衛、中安信三

に何を得ようとし、東亜同文会とどのような関係

郎、鈴鹿弁三郎、富田半兵衛、中孫三郎、大槻龍

を築こうとしていたのかについては、現時点では

治、石田音吉、小牧仁兵衛、船橋繁之助、藤井孫

資料から浮かび上がらない。

六、堤弥兵衛、児島定七、林長次郎、西村総左衛

一方、清国とのつながりについてであるが、京

門、中井三郎兵衛、宍戸亀三郎、上野宇八、錦光

都支部に参加した者の中には、清国との貿易を意

山宗兵衛らが 1901 年 12 月時点での京都支部会

図したものではないかと思われる人物も含まれて

員である（25）。ここから、東亜同文会京都支部に

いる。表 2 で示される京都支部会員の中で、具体

加わるようになる人々の中には、すでに平安遷都

的に清国との関わりが見出せるものとして、児島

千百年紀念祭の準備段階で、近衞篤麿とつながり

定七、中井三郎兵衛、西村総左衛門、錦光山宗兵

を有していた人々も含まれていたという事実が浮

衛、稲葉七穂、石角喜三郎、渡辺伊之助、堤弥兵
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宗兵衛、堤弥兵衛、田中源太郎、柴田弥兵衛、中

衛が挙げられる。
児島定七は 1898 年農商務省清国商業視察員に

安信三郎、宍戸亀三郎、岡本専助が、表 2 の京都

随行して清国に渡り、帰国後『清韓談』を発表し

支部会員に含まれる人物である（32）。このうち、

たと伝えられる。1903 年農商務省の嘱託を受け

児島定七、中井三郎兵衛、西村総左衛門、錦光山

て再び清国に渡り、柞蚕糸の視察を行っている。

宗兵衛、渡辺伊之助、堤弥兵衛と清国との関わり

中井三郎兵衛は 1877 年に製紙販売のための商店

については既述した。

を大森治郎兵衛と共同で開き、1881 年東京、大

したがって、清国との貿易の志向も多くの人が

阪、名古屋に支店を設置するとともに、1899 年

京都支部に参加する１つの大きな要因であったと

には上海にも支店を設置して製紙の輸出を試みて

言えよう。しかし一方で、吉田佐吉（弁護士）、

いた（29）。西村総左衛門、錦光山宗兵衛、稲葉七

雨森菊太郎（衆議院議員、京都府農工銀行取締役）

穂、石角喜三郎は 1903 年に清国政府が天津に

などのように、職業柄清国との関係が見出しにく

「北洋工芸局商品陳列所」を開設した際出品して

い人たちも含まれる。この点について言えば、医

いる。その内訳は西村が刺繍絹織物 42 点（小売

師や弁護士、公証人、京都帝大教授などの参加に

価格 460 円 775）、錦光山が陶器 42 点（同 315

ついても同様であるが、現時点では彼らが参加し

円 800）
、稲葉が七宝焼 6 点（同 123 円）
、石角が

た理由について、残念ながら不明である。

扇子 67 点（同 41 円 921）であった（30）。一方、渡

おわりに

辺伊之助は表 2 では京都織物株式会社監査役とあ

～課題と展望～

るが、1903 年当時は同社取扱店となっている。当

以上、東亜同文会京都支部を取り上げ、東亜同

時同社は欧米や朝鮮のほかに清国芝罘、上海、牛

文会支部における位置付けに始まり、創立の経緯

荘、天津を貿易取引先としていたため、渡辺も貿

や清国に関わる京都支部の活動について述べてき

易に何らかの関わりがあったと思われる。同様に、

た。とともに、京都支部会員の職業についても調

堤弥兵衛が 1895 年に自ら創立した京都時計製造

査し明らかにした。残念ながら不明者も多数に上

会社の輸出先の１つにも清国が含まれている（31）。

るため、この種に人物についてはさらに調べてい

以上のように、京都支部成立前後の時期に清国

く必要がある。また、京都支部が結成間もない時

と経済的な関わりがあった人たちがいたことが確

期から最多数の会員を擁していた理由について、

認できるが、実際には対清貿易を志向する者は

平安遷都千百年紀念祭に関わり近衞とのつながり

もっと多かった様子が浮かび上がる。その手掛か

があった人が多数いたこと、また清国と貿易など

りとして、『日清実業会々員名簿』という名簿で

経済面でつながりがあった人々もいたという点を

確認しておきたい。この名簿の発行年、また「日

大きな可能性として挙げ、考察を試みてきた。

清実業会」の創立年や具体的活動についても現時

けれども、清国に関わりの見出せない職業の

点では不明であるが、名簿を見ると会頭に浜岡光

人々が京都支部に参加した事実を今後解明するこ

哲の名があり、以下幹事 6 名、評議員 14 名、会

とで、京都支部の本質や、会員となった人々の意

員 81 名、合計の 101 名の住所氏名が記載されて

識などもさらに浮き彫りとなっていくと思われ

いる。この中で、幹事伊藤半次郎、中野忠八、藤

る。

田諭一と、会員吉田佐吉、牧相愛、雨森菊太郎、

「はじめに」で記したように、東亜同文会支部

岩村茂、織田和三郎、渡辺伊之助、松室以忠、岡

は従来研究の対象として扱われてこなかった。そ

本治助、内藤小四郎、中井三郎兵衛、西村総左衛

のため、京都支部を取り上げることは先行研究の

門、児島定七、田村善兵衛、鈴鹿弁三郎、錦光山

空白域を埋めることになり、また同支部の姿を明
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らかにしたことも意味があったと思うが、本論で
同支部に関して明らかにし得たのは部分的に過ぎ
ない。特に、京都支部が東亜同文書院にどう関

注：
（１）『東亜同文会史』360 頁、458 頁（霞山会、1988 年）。
（２） 同 上 書、274 頁、276 頁、278 頁、285 頁（ 朝 鮮 ）
、
316 頁、327 頁、341 頁（日本）
、275 頁（上海・広東）
。

わったのかについては、資料的制約が大きかった

（３） 前掲『東亜同文会史』357 ～ 358 頁。

ことにもより、今回は本論で言及した以上に明ら

（４） 同上書、271 頁。

かにできなかった。また、繰り返しになるが京都
支部への参加の動機についても、さらに実証的に
考察を深めていく必要がある。

（５） 同上。
（６） 同上。
（７） 同上。
（８）『東亜同文会第十九回報告』2 頁（1901 年 6 月）。

さて、今後の展望として、以下内国支部につい
て述べることにするが、それを研究対象として取
り上げる意義は次の諸点にあると考えている。ま
ず、支部が東亜同文会本部との関わりの中で、支
部が存在するそれぞれの地域において清国に関す
るどのような活動を展開したのかという点であ
る。例えば、京都支部主催の清国に関する座談会
の開催や清語講習所設置のような活動が、他の地
域でも行われたのかどうかについての調査が、今
後の課題の１つとして挙げられる。さらに、こう

（９）『東亜同文会第三十二回報告』2 頁（1902 年 7 月）。
（10） 前掲『東亜同文会史』307 頁。
（11） 前掲『東亜同文会第十九回報告』2 ～ 4 頁。
（12）『東亜同文会会則』（東亜同文会）77 ～ 85 頁。
（13）（9）に同じ。
（14） 同上。
（15）『東亜同文会第二十三回報告』4 ～ 5 頁（1901 年 10
月）。
（16）『東亜同文会京都支部会則』
（東亜同文会京都支部）
３～６頁。
（17） 同上書、８～ 10 頁。
（18）「東亜同文会京都支部文書類（一綴）」（京都支部関係
資料『京都支部関係書類』１）、「スクラップ帳」（同２）

した活動が地域住民にどのような形で還元された

に所収。

か、地域住民の対清意識、対清活動にどのような

（19） 前掲『東亜同文会第三十二回報告』１～２頁。

影響を与えたか、という点も掘り下げる必要のあ

（20） 前掲「スクラップ帳」。

る課題である。また、東亜同文会の中心的業務で
ある東亜同文書院に、どのような形で支部が関
わったのかという点も重要である。これらは、支

（21） 前掲『東亜同文会第三十二回報告』2 ～ 3 頁。
（22） 前掲「東亜同文会京都支部文書類（一綴）」。
（23）「京都支部入会申込綴（1901 年 6 月～ 1903 年 2 月）」
（京都支部関係資料『京都支部員関係』4）、
『京都府京都
学校一覧

部を通じた清国と日本の特定地域との関係という
枠組みで、近代日中関係史の一側面として捉える
ことができよう。
けれども、支部の担い手がどのような人々であ
り、どのような意図をもって会員になったのかと
いう点の追及は、地域史、地方史に関わってくる。

自明治三十二年至明治三十三年』８頁（1901

年、ただし国立国会図書館近代デジタルライブラリー）。
（24）『東亜同文会第二十回報告』16 頁（1901 年 7 月）。
（25）『明治後期産業発達史』192、３～ 10 頁（龍渓書舎、
1994 年、ただし復刻版、原典は若松雅太郎『平安遷都
千百年紀念祭協賛誌

蒼龍篇朱雀篇』上、1896 年）。

（26） 明治期の東本願寺の清国布教と挫折、そして再開につ

したがって、支部の研究は研究分野が複合的に重
なるテーマであり、それゆえに支部が存在する特
定地域の動向と、あわせて同時代の該地域と清国
との関係も複合的に捉えることができる重要な研
究テーマであると考える。
今回残された課題は稿を改めて扱っていきたい。

いては川辺雄大「明治期における東本願寺の清国布教に
ついて

松本白華・北方心泉を中心に」179 ～ 194 頁、

207 ～ 212 頁を参照（篠原啓方ら編『文化交渉による
変容の諸相』関西大学文化交渉学教育研究拠点、2010
年）。しかし、1890 年代後半に再開した布教は、現地の
当局や住民との摩擦が生じるようになったため、1906
年までに上海別院と天津別院以外の施設は閉鎖され、再
び挫折に見舞われた。以降、上海別院は在留邦人向けに
布教活動を行うようになった（川辺論文 212 ～ 217 頁
を参照）。
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（27） 三田良信『一か八か』（北国新聞社出版局、2006 年、
私家版）所収の「南京同文書院設立の経緯

料（京都支部以外）』６）。

―北方心泉

の日記・ノート及び近衛篤麿の日記より―」。同論考は

付記：京都支部関係資料の分類名は、私が資料整理を行っ

『同文書院記念報』VOL.18（東亜同文書院大学記念セン

た際に付けた題名です。なお、同資料は愛知大学図

ター、2010 年）に転載されている。

書館で長年保管されていましたが、藤田佳久記念セ

（28） 前掲「明治期における東本願寺の清国布教について
松本白華・北方心泉を中心に」209 頁。

2009 年記念センターに移管されました。一方で、

（29）『京都府議会歴代議員録』207 頁、223 頁（京都府議
会事務局編、京都府議会、1961 年）。
（30）『 明 治 以 降

ン タ ー 長 が 図 書 館 側 と 協 議 を 重 ね ら れ た 結 果、
広中一成氏（当時、愛大大学院中国研究科博士課程）
はそれとは別に同資料が記念センターへ移管される

京 都 貿 易 史 』165 頁（ 京 都 貿 易 協 会、

1963 年）。

よう気に掛けられました。今回、このような形で拙
稿を発表する機会が与えられたことにつきまして、

（31） 同上書、188 頁。

資料移管に関係した皆様方に厚くお礼申し上げま

（32）『日清実業会々員名簿』（京都支部関係資料『その他資

す。
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〔若手研究者発表会〕
〔論文〕

愛知大学記念館について
―歴史・史料・これまでの研究―
大学史事務室

佃 隆一郎

「軍都」となった豊橋のシンボル的存在であり、

はじめに

豊橋地区最初の洋風建造物としての面もあった現

「明治の面影を残した木造２階建ての大学記念

記念館であるが、内外の情勢変化により 1925（大

館（旧本館）は、その外観もさることながら、廊

正 14）年に実施された陸軍軍縮「宇垣軍縮」で、

下を歩けば明治時代にタイムスリップしたかのよ

第十五師団が廃止されたのにともない、存続・新

うな雰囲気に包まれます。」と、愛知大学の公式

設部隊の騎兵第四旅団、飛行第七・高射第一各連

ホームページにも紹介されている「愛知大学記念

隊の各司令部や、第三師団経理部出張所に何度か

館」（以下、本文では「記念館」）は、現在文化庁

転用されたようである（それぞれの使用期間など

より登録文化財に指定されたうえで、東亜同文書

詳細は未確認であるが、飛行連隊と高射連隊はい

院大学記念センターのもとでの事務室・展示室・

ずれも間もなく浜松に移駐したことから、使用さ

研究室・資料室などが入り、歴史的建造物として

れたとしても期間はごく短かったと思われる。ま

活用されている。今回の発表会では、（東亜同文

た、騎兵旅団は満州事変により 1932 年に中国東

書院と直接の関係はないものの）書院センターが

北部へ出動したため、その後経理部出張所に転用

現在ある施設を再発見してもらうための参考とし

されたのであろう）。

て、記念館の歩みと各時期の関連史料、それにこ
れまでの関連各研究について述べてみたい。

うがき

そして 1933（昭和８）年、27 年に歩兵第六十
連隊跡地（現豊橋校舎北半分）に新設されていた

・愛知大学記念館（「大学記念館」・旧本館）の歩み

陸軍教導学校が拡張されたことにより、同学校本

記念館は日露戦争終結から間もない 1908（明
治 41）年、豊橋地区に進駐した旧陸軍第十五師
団の司令部庁舎として、南部郊外（当時の渥美郡
たかし

高師村）に造成された一大敷地の一角に、将校集
会所（現研究所棟）などとともに建築された。ち
なみに愛知大学豊橋校舎に現在も残っている十五
師団関係建造物のうち、偕行社（現旧短大本館。
2011 年度解体予定）は翌 1909 年に、敷地外の
師団長官舎（現愛大旧公館）は 1912 年にそれぞ
れ建築と、段階的に建てられていった。

【写真１】竣工、業務開始まもない頃の第十五師団司令部
（大塚洋子氏提供の『日本写真帖』より）
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部に転用された現記念館は、さらに 1940（昭和

教職員や学生の記念撮影の背景に使われつづけ

15）年、３年前より併設されていた陸軍予備士官

たとともに、毎年大学の各種案内書のグラビアを

学校に教導学校が全面移行されたのにともない、

飾ってきて、すっかり愛知大学のシンボル的存在

予備士官学校（一時期「第一予備士官学校」）本

になっていた「愛大のホワイトハウスたる本館」

部に転用され、1945 年の敗戦による閉校までほ

も、1988（昭和 63）年の名古屋校舎三好キャン

とんど無傷のまま使用された。

パス開校以後は同本部に比べ機能性や居住性で見

終戦直後、現記念館は豊橋市が管理し、使用は

劣りしはじめたのに加え、各部の老朽化や陳腐化

停止されていたが、旧東亜同文書院大学関係者有志

が目立つようになり、1997（平成９）年、前年

の努力と市当局の協力により 1946（昭和 21）年

完成した新本館での業務開始にともない、「事務

11 月に設立が認可された愛知大学で、従来の機能

棟」としての役目を終えることになった。

を生かした形で本館に転用されたことによりよみが

しかし新本館建設が具体化した 1990 年代初め

えった。開学当初１階に事務部門が、２階に学長

より、本館を文化財として保存・活用すべきとす

室・教授研究室・会議室等が置かれた現記念館は、

る運動が学内外から湧き上がったのであり（以下

まさしく新生愛知大学の、研究・事務両面の拠点に

詳細は〔別表１〕参照）、各種論議の末保存が決

なったのである（付属の平屋には 1948 年に、同年

まった旧本館は新本館完成時に「大学記念館」と

設立の国際問題研究所が入り、1959 年に設立され

改称され、さらに 1998 年には文化庁より登録文

た女子短期大学部の本館には、一時期ほかの機関が

化財に指定されたことで、また新たな “ 人生 ” を

使用していた旧偕行社建物が使用された）
。

歩みはじめたのである。

〔別表１〕愛知大学での大学記念館（旧本館）保存決定、活用までの経緯（1990 年代）
年

月・時期

1990

夏

91

６中旬
６下旬
７
11

92

５
７中旬
７下旬
11
年末

93
94

10
３
10

95

96

３
４
春～夏
９
春
11

98

２
４

事
項
施設検討委員会、「本館の状態は極めて危険」との学内調査結果をうけ、本館を取り壊すか、保存
するかの検討をはじめる
評議会で本館の建替え計画が議題に
学内一部教員、本館保存を求め学長に要望書を提出するとともに、署名運動を展開
飯田喜四郎名古屋大名誉教授、本館をはじめとする豊橋校舎構内の「旧第 15 師団施設の遺構」の
活用を求める所見を愛知大学長に提出
専門機関の文化財建造物保存技術協会、「愛知大学本館の保存等に関する調査報告書」（保存可能
と結論）を大学側に提出
学部長会議で教職員対象の「豊橋校舎木造建物に関するアンケート」集計結果を発表
（文末資料①。「保存したい木造建物」では短大本館がトップ）
陸軍教導・予備士官学校ＯＢ会「高士（たかし）会」、「愛知大学本館を旧軍史跡として保存された
き旨の陳情書」を学長に提出（資料②）
本館保存派教員が、学外者対象の「旧師団建物見学会」を開催
学内で畔柳武司名城大学教授の講演「日本近代建築史における愛知大学の建物」を開催
学内アンケートの結果、本館、短大本館、第二体育館、公館の保存と、研究所棟を取り壊して跡
地に新本館を建設する方針が定まる
綜合郷土研究所員総会、研究所棟を取り壊しての新本館建設に反対の意を表明
旧軍木造建物の短大４号館取壊し（翌年２月、跡地に梢風館竣工）
豊橋校舎施設委員会、新本館の建設位置を本館北側に変更することを策定（研究所棟の処遇につ
いては保留）
本館北側の付属建物の取壊し準備開始（８月取壊し）
研究所棟の存置、正式決定
本館内の大部分の部局、仮移転
新本館、取壊し後の本館北側で着工
旧本館の補修工事開始（年内に完了）
大学創立 50 周年、新本館完成（翌年１月より業務開始）、旧本館は「大学記念館」に（短大本館
は閉鎖）
大学記念館、文化庁より登録有形文化財に指定
記念館内の展示室オープン（2007 年記念館再補修、展示室改装）
（学内各資料および、当時の新聞記事より作成）
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刊行された時期のものをそれぞれ使用することに

朝日

する。
『豊橋第十五師團司令部敷地工事設計書及圖面』
（コピー。1908 年頃作製、
「豊橋市図書館蔵書」。
筆者個人が外部より譲受）
敷地と各部（下水溝・土塁・各門石橋）の規模
を記すとともに、各部の仕様について詳述（図
面は未確認）。
それぞれの工事の引渡し期日も表にして記載。
（ママ）

「豊橋第十五師團司令部敷地工事團」
（コピー。1908 年以前作製、広田長平氏寄贈）
縮尺 600 分の１（上の史料の図面か）。
司令部建物の向きが、実際とは異なるもの（西
向き）になっている。
「愛知大學設立認可申請」
（1946 年８月１日、
『愛知大学五十年史 資料編』
所収）
第 13 項「土地建物使用計画書」の「内訳」に、
事務室ほか「木造二階建」建物の各用途や室
数・坪数、それに各部屋が１階・２階のどちら
【写真２】“愛知大本館保存決定”を伝える、当時の新聞記事

にあるかを記載（55 ～ 56 頁）。
愛知大学『学生便覧』

・記念館に関する史料

（1951・53・55 年度版）

東亜同文書院大学記念センター内の「大学史事

本館のレイアウトを、1 階は「事務局」、2 階は

務室」では、前身にあたる「50 年史編纂事務室」

「研究室」の一覧（’51 年度版はいずれも「研究

の時期から記念館（当初は本館）などの “ 旧軍以

室」）として記載。

来の施設 ” に関する史資料の収集も行なってきて
いるところであり、以下記念館に関して、現在ま
でに手元にある史料（第一次資料）について、個

「愛知大学本館の保存等に関する調査報告書」
（財団法人 文化財建造物保存技術協会編、1991
年 10 月）

別の題名と内容を列記する形で紹介するととも
に、各個人が記したり述べたりした “ 記念館論 ”

本館の概要・現状・耐力度や、保存する場合の

についても続いて見てみることにしたい。

施策・経費等について調査・報告。

なお、「司令部」「本館」「記念館」などといっ

これによって保存のメドが立つ（
〔別表１〕参照）
。

た呼称は、以下原則として各史料・論稿が作製・
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くろやなぎ

畔 柳 武司『講演 日本近代建築史における愛知大

「愛知大学本館建物 耐力調査報告書」
（㈱山下設計 名古屋支社編、1991 年 11 月）
前の報告書作製に並行して、業者が 10 月に本
館の耐久性を調査した報告書。

学の建物』
（1994 年、愛知大学刊行ブックレット）
本館取壊しが論議されていた 1992 年、保存派

「現在の骨組で建物全体の耐力は、維持できる
と考えられる」と結論。

の見学会開催にあたって招かれた名城大学教員
の講演（〔別表１〕参照）を活字化。
本館をはじめとする学内現存の旧軍施設につい

“ 第一次資料 ” を広い意味で解釈すれば、〔別表

て、歴史意匠の面から説明。

１〕で取りあげた「飯田名大名誉教授の所見」や
「高士会からの陳情書」（いずれも当時の愛知大学
長宛て）、さらにそれぞれの時期（特に本館の処

きまた

木全敬蔵「100 年前に大学記念館をつくった祖父
たち」

置が論議された 1990 年代）の学内会議関連記録

（2009 年、
『愛知大学東亜同文書院記念センター

も該当しよう。まだ公表するには時期尚早と思わ

オープン・リサーチ・センター年報』2008

れるものもあるが、少なくとも “ 本館保存決定 ”

年度版―３号―所収）

から 20 年近くが経過しようとしている今として、

記念センター展示室改装の「お披露目会」
（’08.

その陳情書および、1992 年５月の学部長会議で

9. 27 開催）での講演を活字化。

のアンケート結果を文末資料（① ②）として別掲し、

表題の通り、講演者（文化財研究所に以前勤務）

参考とさせたい。

の祖父は旧師団司令部の建築に、地元大工とし
て参加した。

・記念館に関するこれまでの研究書論
（関連分を含む）

木全氏の講演記録中にある「基礎部分のレンガ

記念館をはじめとする “ 愛知大学豊橋校舎内に

積はイギリス積、外壁はドイツ下見張り、玄関入

残る旧軍施設 ” 全体について、その歴史とともに

口はイタリアのトスカナ風等西洋風の意匠がふん

存在を紹介した書物としては、これまで豊橋市当

だんに取り入れられている」（103 頁）との記述

局による『豊橋市史 第四巻』（1987 年）『とよは

は、（当人がその前に断っているように）小野木

しの歴史』（1996 年）や、いずれも地元在住の、

氏の論考をもとにしている。また、畔柳氏はほか

水口源彦氏による『南栄町物語』（1996 年）およ

にも、文末資料③の『近代を歩く』での、現記念

び兵東政夫氏による『軍都豊橋』（2007 年）など

館に関する記述（もとは 1991 年 10 月 20 日付朝

があるが（註）、ここでは以下、対象が現記念館に絞

日新聞連載記事「いまも」でのもの）を執筆して

られた形での、論文と講演記録を紹介したい。

いる。
その『近代を歩く』をはじめとする、記念館自

小野木重勝「旧陸軍第十五師団司令部庁舎―旧陸

体に関する記述のある各書を〔別表２〕に掲載す

軍第十五師団兵営遺構の研究 (1)―」

る。

（1993 年、『日本建築学会関東支部研究報告集』

おわりに

所収）
第十五師団および廃止後の施設の沿革を述べた

〔別表２〕で列記した各書（発行順）のうち、

上で、本館の建築学上のデータと特色を分野・

後半（すなわち比較的最近の刊行分）のものの題

部分ごとに論述（（2）は旧公館について）。

名に「戦争遺跡」という語があるのが目立つが、
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〔別表２〕記念館を「旧第十五師団建物」のひとつとして紹介している各書
書

名

編著者

刊行年

版元

東海の近代建築

日本建築学会東海支部
歴史意匠委員会

1981

豊橋の史跡と文化財

豊橋市教育委員会

1981

近代を歩く いまも息づく
東海の建築・土木遺産

東海近代遺産研究会

1994

ひくまの出版
（資料③）

図説 東三河の歴史

滝川元雄編集責任

1996

郷土出版社

愛知の戦争遺跡ガイド

あいち・平和のための
戦争展実行委員会

1997

愛知県史 別編
文化財Ⅰ 建造物・史跡

愛知県史
編さん委員会

2006

戦争遺跡を歩く

太平洋戦争研究会

2006

ビジネス社

太平洋戦争研究会

2006

日本文芸社

戦争遺跡が語る

下巻

太平洋戦争

中日新聞本社

これは戦後 60 年以上をへて、戦前・戦中を体験

を専攻している若い研究者が今後続いてくれるこ

している人の割合が低くなりつつある状況をうけ

とを期待したい。では筆者はということになるが、

て、戦後世代が以後 “ あの時代を知るための手が

名古屋笹島への進出を近く控える愛知大学にとっ

かり ” として、旧日本陸海軍が建てて現存してい

て、移転は “ 新たな歴史の誕生 ” ということにな

る（平時・戦時双方での）遺跡の存在がクローズ

ろう。そしてそのことはまた、それまでのいくつ

アップされてきていることを示している。

もの事象が “ 歴史 ” として完結されることにもな

“ 軍都から平和都市に変貌した ” 豊橋市のひと

るであろうから、その一つとして、1990 年代に

つのシンボルとしても、記念館は以前からイメー

存在した “ 本館保存問題 ” というものを、（笹島

ジされてきた面はあると思えるし、これからはさ

キャンパスとともに）今後も愛知大学の顔となる

らに（豊川海軍工廠の跡地などとともに）“ この

であろう記念館のために追究していきたいところ

地区の代表的戦争遺跡 ” として、記念館は認識さ

である。

こうしょう

れていくであろう。だからこそ筆者としては、こ
こで “ 記念館略史 ” をまとめなければと思い、今

（註）筆者としては、愛知大学の『一般教育論集』第 31 号

回のテーマにしたのであるが、建物の建築史や歴
史意匠の面でいえば、その方面で小野木氏や畔柳
氏がまとまった成果をあげておられるし、それら

（2006 年）に「愛知大学豊橋校舎旧軍施設の変遷」と
して、大学創立時にあった各旧軍建造物の、第十五師
団から愛大までの各時代における変遷を概述したこと
があるが、記念館に絞った形では発表していなかった。
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資料①
豊橋校舎木造建物に関するアンケート集計結果
（1992.5.8 学部長会議資料）

所

属

対象者

回答者

文

学

32

10

〔ママ〕

回答率（％）

（1）の
回答者

（2）の
回答者

（3）の
回答者

2

6

1

31%

その他の
回答者
1

豊

経

済

27

12

44%

0

10

2

0

教

養

31

9

29%

2

5

1

1

橋

短

大

15

11

73%

0

4

7

0

事

務

名
古
屋

97

36

37%

0

12

24

0

計

202

78

39%

4

37

35

2

法

25

6

24%

0

2

2

2

経

営

22

6

27%

0

1

5

0

教

養

27

3

11%

1

1

0

1

事

務

45

4

9%

0

1

3

0

119

19

16%

1

5

10

3

9

0

0%

0

0

0

0

9

0

0%

0

0

0

0

330

97

29%

5

42

45

5

計
事

車
道

務

計
総

計

木造建物のうち保存したいと指摘のあった建物
順位

建

1

短

2

本

大

本

物

名

称

票数

館

39

館

26

3

第 二 体 育 館

16

4

研究所・研究所倉庫・便所

14

5

中日辞典編纂所

12

6

国際交流課・就職課資料室

11

7

本館倉庫・便所

10

注記：アンケート項目
（1）…木造建物を全体として保存する。
（2）…木造建物の一部を保存する。
（3）…木造建物にこだわらず豊橋校舎の総合的な再開発を考える。
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資料②
愛知大学長
石井

吉也殿

平成４年７月 16 日

愛知大学本館を旧軍史跡として保存されたき旨の陳情書
数年来、愛知大学豊橋校舎の本館をはじめとする旧軍の建築物につき、取壊しか、移転
〔ママ〕

保存かについてご検討の由、承っております。ご承知の通り、本館は明治 38 年７月、第
15 師団の編成にあたり建築され、その後大正 14 年５月に第 15 師団は廃止されましたが、
昭和２年８月に豊橋陸軍教導学校が開校されました。その後の旧軍の制度改正により、昭
和 13 年４月 10 日豊橋陸軍予備士官学校として使用され、昭和 20 年の終戦まで旧軍の中
堅下士官及び将校の養成学校として、重要な役割を果たしてきました。
豊橋は、戦前、戦中は、蚕都・軍都として栄えました。特に第３師団 18 聯隊とともに、
豊橋陸軍教導学校・豊橋陸軍予備士官学校は、地元は申すに及ばず全国的に有名でした。
卒業生は、戦時中豊橋時代の厳しい修練の体験を誇りとし、旧軍の中核として勇戦奮闘し
〔ママ〕

ました。国難に身を呈して戦死された方々も多くおられますが、現在存命の方は当時を懐
かしみ、来豊の節は、多くの方々が昔を偲び残存校舎の一部を見学し、思い出を新たにし
ております。これらの方々には、現在実業界に活躍され、また大学教授として後輩の指導
にあたり、さらに政界、言論界に著名な方が多々おられます。戦前、軍都としての建物は、
旧第 18 聯隊のものは全くなく、寂しいかぎりです。諸種の事情があることとは思います
が、できるかぎり多くの建物を保存していただきたいと存じます。特に旧第 15 師団、豊橋
〔ママ〕

陸軍教導学校、豊橋陸軍予備士官学校時代を通し、師団指令部、学校本部として使用され、
最も象徴的建物である本館を是非保存していただきたいと存じます。
全国的にも数少ない旧軍の施設として、豊橋と旧軍の関りの歴史を伝える上においても
極めて貴重な建物であります。ご配慮の程お願い申し上げます。
以上豊橋陸軍教導学校、豊橋予備士官学校、教官・生徒を代表し、陳情申し上げます。
高士会世話人代表

伊藤

松太郎〔住所略、以下同〕

世話人

石原

四一

世話人

広田

長平

世話人

小林

卓三

世話人

田村

清登

世話人

加藤

久義

世話人

豊川

英敏

追記
高士会は、当時の教導学校、予備士官学校の卒業生及び教官の同窓会です。毎年一回そ
れぞれのグループごとの会合を実施しております。
199

◦ 1442 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

資料③ 〔前掲『近代を歩く』116 頁での記述〕
愛知大学本部・学舎（旧陸軍第 15 師団兵舎）

潤いと個性的な環境

豊橋の中心部から田原街道を伊良湖方面に３㌔ほどの郊外に、愛知大学の本部がある。
明治 41 年配備の旧陸軍第十五師団の兵舎の遺構を、そっくり施設に転用している大学とし
て、知られる。
師団司令部が大学本館、将校集会所が女子短大本館、兵舎が教室や学生寮に使われ鉄筋
の講堂は現在もそのまま体育館として使用されている。この景観は、戦争映画の撮影にも
利用されるという。
これら一連の施設は、明治 40 年に大林組の請負で着工、42 年５月に完工した。加藤十
次郎など地元の建築業者も多く参加、なかでも地元資本で設立された牟呂組はセメントな
ど建築資材を供給した。豊橋市４万人の人口に１万の兵士が加わり、さらに将校３百余人
の家族が一挙に増えるなど師団の建設が地域の振興に大きく寄与したといわれている。
兵舎は、レンガ積の基礎に木造下見板張で、上げ下げ窓を入れ、材料も統一されている。
すべて東西に長い長方形で、広い営庭を囲んで建てられた。本部は木造２階建て中廊下式
で、中央階段を上った正面に師団長室（現学長室）を配している。中央に妻壁飾を付けた
〔ママ〕

玄関を突出させ、１、２階の境にはスジを入れた胴蛇腹を付け、かんじょうな風格を見せ
ている。
大学から北へ５百㍍離れた丘の師団長官舎は、大学公館である。和館と洋館を巧みに組
み合わせた洋風建築で、大正６年に師団長として久邇宮邦彦が着任している。
愛知大学は、歴史的建造物の活用で、潤いのある個性的な環境を生み出し、成功してい
る数少ない例である。ところが、これらの施設を取り壊すことも、検討中と伝えられる。
日本建築学会の内部には「文化財指定の価値がある」と、保存を求める声が強い。
（畔柳 武司）
〔縦書きの原文を横書きで表記するにあたり、
一部漢数字を算用数字に改めました〕
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〔若手研究者発表会〕
〔論文〕

「大旅行」記録からみた20世紀前半期の内蒙古の地域像
愛知大学東亜同文書院大学記念センター

Ⅰ

リサーチ・アシスタント

高木秀和

が、書院生たちが内蒙古（とくに中西部）を「大

はじめに

旅行」したのはほぼ 1920 年代までであり、それ

におよぶ東亜同文

以降の記録は数少なくなる。また、言うまでもな

書院生が行った「大旅行」のうち、1900 年代か

く東亜同文書院大学は終戦とともに閉学となった

ら 1920 年代に内蒙古を踏査した書院生たちの記

ので、それ以降「大旅行」調査は行われていない。

録を読みすすめ、その記述内容から地域情報を

したがって 1930 年代以降の内蒙古（とくに中西

抽出するとともに、それをもとに地図化を試み

部）の地域像は、「大旅行」記録以外の資史料を

た。

多用しなければ検討することができない。そのよ

本稿は、600 コース以上

（1）

筆者は 2006 年の愛知大学国際中国学研究セン

うな背景があり、本稿では 1900 年代から 1920

ター（以下、ICCS）環境班調査に調査補助員と

年代の東亜同文書院生たちの手による「大旅行誌」

して参加する機会に恵まれ、内蒙古のフフホト

を素材に、内蒙古の地域像を明らかにする。なお、

（旧、帰化城）とその郊外の大草原、包頭ととも

1930 年代以降の地域像は、別稿で検討したい。

に東北三省などを訪れ、この地域の様子を見聞す

ところで、これまで藤田佳久は地理学の視点か

ることができた。この年はオープンリサーチセン

ら「大旅行」記録を分析し、その内容の検討と意

ター（以下、ORC）初年度であり、愛知大学創立

義をいくつかの論考や著作にまとめており（3）、

60 周年の年でもあった。60 周年企画の一つとし

ORC プロジェクト開始以降はさらにその研究を

て刊行された『東亜同文書院大旅行誌』（以下、

蓄積した。たとえば、藤田は自身によるこれまで

「大旅行誌」） を読むと、筆者らの巡検コースと

の「大旅行」研究の成果を用いて、その意義や価

ほぼ同じルートを巡った書院生の記録「晋蒙隊旅

値をまとめているし（4）、個別的には「農地開発」

行記」（書院第 6 期生、1908 年調査）を見つける

という観点からおもに満州事変以前の満州の地域

ことができた。

像を「大旅行」記録から明らかにしたり（5）、満州

（2）

そこで筆者は、ほぼ同年代の学生がほぼ同地域

国成立直前に松花江沿岸の 10 都市を調査した

を巡検した際の記録を検討し、書院生がどのよう

「大旅行」記録を用いて、人口と事業所数などか

な観点や関心からこの地域を記録したか、そして

ら都市システムを解明した（6）。さらに、ICCS 環

約 100 年という時間がこの地域をどのように変

境班調査のうち環青海湖地域の「大旅行」記録と、

容させたかを明らかにしようと考えた。後述する

書院生のなかで唯一この地域を「大旅行」した書

ように、
「晋蒙隊旅行記」以外にも似たようなルー

院生の記録から、この地域の地域像とその変貌を

トをとった「大旅行」記録があることがわかった

考察している（7）。その他、ORC 事業には直接関
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係しないが、ICCS 環境班の調査で訪れた山西省

Ⅱ 「大旅行」の概要と初期（拡大期）の

における土地利用などの地域的特徴を、書院生た

「大旅行」の目的

ちの「大旅行」記録と比較した研究もある（8）。
また、暁敏は内蒙古のフルンボイルを巡検した
書院生たちの手による「大旅行誌」と調査報告書

（13）
具体的な検討に入る前に、まず藤田（2000）

を用いて、「大旅行」の概要を整理する。

をいくつか読みすすめ、それらの特徴と意義を考

書院生による「大旅行」は、1907 年に第 5 期

察し（9）、森久男とウルジトクトフは、旅程のなか

生により始められ、第 42 期生が調査を行った

で一部でも内蒙古地域に足を踏み入れた書院生の

1944 年まで続き、前述したように総コース数は

「大旅行」記録を時期別に整理した

600 以上にのぼる。「大旅行」の調査範囲は、中

。

（10）

筆者も、前述したように 1908 年に「大旅行」

国はもとより東南アジアをも広くカバーしてお

を行った「晋蒙隊」と、1910 年にほぼ同じルー

り、大規模かつ組織的な、世界でも類をみない海

トを巡った「甘粛額爾多斯班」が記した「大旅行

外調査である。このようなスケールの大きさもさ

誌」を比較し、包頭・帰化城（フフホト）間とそ

ることながら、客観的視点により当時の中国や東

の周辺の地域的特徴と 2 つの作品の間にみられる

南アジアを記録したという点では史料的に評価さ

相違を検討した

れてよく、中央からの視点ではなく書院生自らの

。さらに対象地域の幅を広げ

（11）

るため、内蒙古東部（満州を含む）を似たルート

足で全国各地をくまなく踏査したという点では、

で「大旅行」した 15 期生（1917 年調査）と 18

当時の中国や東南アジアの姿を伝える生々しい記

期生（1920 年調査）の「大旅行誌」から、地域

録であるといえる。

的特徴を整理したのち、土地条件、主食や言語に

前述したように、「大旅行」は 20 世紀前半期の
激動の時代に行われ、時局に大きく左右された。

関する情報を拾い出して地図化した（12）。
本稿は、筆者が発表した 3 篇の小文の内容をま

藤田（2000）は、「大旅行」を大きく 5 期に時期

とめ、一部で言及はみられるものの「大旅行」研

区分し、それぞれの時期の特徴を述べている。す

究の蓄積が多くない、20 世紀前半期における内

なわち、「大旅行」前夜である第 1 期生から第 4

蒙古中西部と東部（満州を含む）の地域像を明ら

期生までを「模索期」とし、第 5 期生から第 16

かにする。その際、第 1 表の「大旅行」を分析対

期生を「拡大期」、第 17 期生から第 28 期生を

象とした。なお、本稿は 2011 年 1 月に開催され

「円熟期」、第 29 期生から第 37 期生を「制約期」、

た若手研究者発表会で報告した内容を整理したも

第 38 期生から第 42 期生を「消滅期」とした。

ので、筆者の ORC 事業の総まとめでもある。

以下、藤田（2000）をもとに、それぞれの時期
の「大旅行」の特徴を簡単に整理する。

第1表
タイトル（期別）

本稿で用いる「大旅行」記録の概要

大旅行実施年

ルート沿いの主要都市

「晋蒙隊旅行記」（6 期）

1908 年

張家口 → 帰化城 → 包頭 → 帰化城 → 大同 → 張家口

「甘粛額爾多斯班記」
（8 期）

1910 年

洛陽 → 西安 → 寧夏府 → 包頭 → 帰化城 → 張家口

「内蒙古の旅」（15 期）

1917 年

長春 → 洮南 → 遼源（鄭家屯）→ 開魯 → 赤峯 → 熱河

「興安騎行」（18 期）

1920 年

遼源（鄭家屯）→ 洮南 → 林西 → 赤峯 → 熱河

資料：各「大旅行誌」より作成。
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まず「模索期」（1901 年～ 1906 年）の調査旅

を反映したものとなった。しかし、「制約期」以

行は、修学旅行的色彩が強いとしながらも、一部

上に「大旅行」コースは制約され、「拡大期」や

の書院生が 2 ヶ月にわたり湖南地方を旅行した

「円熟期」の「大旅行」とは性格を異にした。

り、長江一帯の飢餓調査に派遣されたケースもみ

このような「模索期」を含めた調査旅行や「大

られた。また、第 2 期生の林出賢次郎ほか 4 名が

旅 行 」 の 成 果 は、『 支 那 経 済 全 書 』（ 全 10 巻、

外務省委託で西域や蒙古の調査に従事した。林出

1907 年～ 1908 年）、『支那省別全誌』（全 18 巻、

らの実績が外務省に評価され、東亜同文書院に調

1917 年～ 1920 年）、『新修支那省別全誌』（全 9

査旅行補助費が支給された。

巻、1941 年～ 1944 年）として刊行された。

「拡大期」（1907 年～ 1919 年）は、「大旅行」

ところで、本稿が対象とする「拡大期」の「大

が第 5 期生により始められ、それを第 6 期生以降

旅行」の目的は何であっただろうか。
「大旅行」2

も継承するようになると、コースが四方八方に広

回生にあたる第 6 期生の「大旅行誌」である『禹

がるように、「大旅行」が拡大的に発展する時期

域鴻爪』の「序文」に、
「斯くして重き責務と高き

にあたる。当初は前述の外務省の補助を用いて

（14）
希望とを抱きて」
というくだりがある。
「重き責

「大旅行」が行われたが、そのノウハウが蓄積さ

務」とは、
「大旅行」1 回生である第 5 期生が成し

れ書院の行事として定着すると、書院はその費用

遂げた功績を受け継ぐという意味もあろうが、同

を予算化した。

じく「序文」に「思ふに対清経営の為に生き対清

「 円 熟 期 」（1920 年 ～ 1931 年 ） を 迎 え る と、

経営の為に死するは我党の素志也。
」とあるように、

調査目的が明確化し、蒙古「羊毛調査班」（第 18

そこには若き書院生たちの清国（当時）や日中関

期生、1920 年調査。あとの分析で用いる。）など

係に懸ける使命感や意気込みなどが込められてい

のように調査内容が班名やコース名に明示される

るように思われる。藤田（2006）が述べるように、

ようになった。1918 年には第 5 期生の馬場鍬太

「清朝政権が大きく揺らぎ始めていた時期（中略）
、

郎が書院の教授に就任し、経済地理学の立場から

混乱と不安定化を増す清朝の政治体制について、

書院生の「大旅行」を指導するようになり、アカ

それを書院の学生が「大旅行」を通じても肌で感

デミックな色彩が強まった時期でもある。

じ、その安定改革方策について意識するようになっ

ところが「制約期」（1932 年～ 1940 年）を迎

（15）
た」
という時代背景もあるだろう。また、本稿

えると、「大旅行」コースが日本軍の支配地域に

で分析に用いる第 6 期生の『禹域鴻爪』のうち「晋

制約された。言うまでもなく、満州事変（1931

蒙隊旅行記」にみられる、
「我々は銃取る人にあら

年）、上海事変（1932 年）のほか、排日運動の拡

ず同文の徽章を頂きて両国の親和の為につくす商

大や、のちの盧溝橋事件、第二次上海事変（1937

業学校の生徒なる」というくだりからは、書院生

年）の勃発がその背景にある。「大旅行」の指導

は当時の清国にとって敵ではないこと、アカデミッ

者は馬場教授から第 19 期生の小竹文夫教授に交

クを志向する大学生ではなく、日中間の貿易を担

代し、「大旅行」の色彩もアカデミックな内容か

おうとする商業学校生であることがわかり、当時

ら地政学的な調査に変化し、日本の満州経営のた

の「大旅行」と書院生の性格が端的に表現されて

めに多くの情報をもたらしたと考えられる。

いる。

「消滅期」（1941 年～ 1944 年）は、東亜同文
書院の大学昇格（1939 年）後の時期にあたり、
「大旅行」は指導教授のもと調査がすすめられる
というゼミ方式に変化し、内容も専門的かつ時局

このような「拡大期」（初期）の「大旅行」の
特徴とそこから描き出される地域像を、第 6 期生
（16）
の「晋蒙隊旅行記」
と第 8 期生の「甘粛額爾多
（17）
斯班記」
を素材にみてみよう。
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ルートで見聞した事物が書かれている。

内蒙古中西部の地域像

「学友会報」第 9 号に掲載された、「晋蒙隊旅

（1）第6期生「晋蒙隊旅行記」と第8期生「甘粛額

行記（承前）」の目次は以下のとおりである。承
前には、帰化城から帰院までの様子が書かれてい

爾多斯班記」の概要
前述したように、1908 年に「大旅行」に挑ん
だ書院生はその 2 回生であり、1 回生である第 5

る。
帰化城

期生の精神を受け継いだものと思われる。第 6 期

⑴衙門歴訪

生の「大旅行」コースは、第 5 期生のそれに比べ

⑵アブドル マチーダ君とマホメッド ハルカム君

ると大きく拡大し、それぞれ班は異なるが包頭、

⑶胡土克圖（括佛） ⑷中興棧

成都、貴陽、広州まで足を伸ばしている。コース

帰化城包頭鎮間

数は 11 の班と 1 駐在班からなり、なかでも「晋

⑴青塚

⑵鄂愽

蒙隊」（第 2 班）は、内蒙古方面を巡る壮大なス

⑷朔北の雨

ケールの「大旅行」を敢行した。当時、「大旅行

包頭鎮

誌」は単行本として刊行されず、「大旅行」の記

帰化城大同府間
⑴穴居

録は「学友会報」に掲載されたが、「晋蒙隊」は
2 号にわたりそれを掲載している（18）。その点、比

⑶土耳其斯坦人

⑵代哈泊畔

⑶豊鎮

⑷入塞

大同府
⑴見物

較的記録の乏しい最初期の「大旅行」の様子を知

⑵石窟寺

大同府張家口間

るためには好適と思われる。
「晋蒙隊」は、1908 年 7 月 10 日に上海の東亜

附記

同文書院を出発し、前出の第 1 表のコースを辿り

具体的な内容の検討はあとで行うことにし、つ

ながら同年 10 月 24 日に帰院した。出発時の班

ぎに同時期に似たコースを辿った第 8 期生の「甘

員は 8 名であり、「理学士出口氏」と「理科大学

粛額爾多斯班記」の概要を整理する。「甘粛額爾

生豊原氏」も含まれていた。

多斯班」は、1919 年 6 月 28 日に出発し、同年

その目次は以下のとおりである。

11 月 8 日に帰院した。出発時の班員は 5 名であ

経過地方

る。「晋蒙隊旅行記」のように章立てはなされて

はしがき

いないが、そのコースを確認すると、第 1 表から

北京より張家口間

もわかるように、内蒙古のみを「大旅行」したの

⑴西貴市

ではなく、洛陽、西安、寧夏府などを経たのち、

⑵南口居庸八達嶺

⑶南京蟲と蝎子

内蒙古を巡ったものだった。そのうち、寧夏府か

⑷雞鳴驛宣化府

張家口

ら張家口までの分量をみると、日数では 134 日

張家口より帰化城

のうち 45 日（全体の 33.6%）、記述では 38 頁の

⑴蒙古犬
⑷食事

⑵寒気

⑸竹の子先生

⑺宿泊地

うち 15 頁（全体の 39.5%）を費やしているに過

⑶マレンチユイ

⑻朔北の野

⑹移住支那人

ぎず、内蒙古とその周辺が中心の「大旅行」では

⑼車中に眠る

ないことがわかる。

⑽ローマンカトリツク ⑾ホルスタインの一夜
⑿テント生活

⒀喇嘛教政策及蒙古人の将来

この章立てをみて分かるように、「学友会報」
第 8 号には、帰化城（フフホト）に至るまでの

とはいえ、第 1 図からうかがえるように、両者
のコースは似ており、この 2 つの「大旅行誌」を
検討することで、当時の内蒙古中西部の地域像を
浮かび上がらせることができる。
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第1図

第 6 期生「晋蒙隊」と第 8 期生「甘粛額爾多斯班」の「大旅行」コース（一部）

資料：第 6 期生「晋蒙隊旅行記」および第 8 期生「甘粛額爾多斯班記」より作成。
注：ただし、帰化城～張家口の正確なルートは不明。

（2）第6期生「晋蒙隊旅行記」と第8期生「甘粛額
爾多斯班記」の比較とそこから読み取れる内

うえに、地域変容も明らかにすることができる。
では、具体的にどのような事物が地域情報とし
て記述されているのだろうか。ここでは、区間毎

蒙古中西部の地域像
そこで、それぞれの「大旅行誌」の記述内容を
抽出、分析し、両者の比較を行った。その際、区
間毎に整理し、抽出内容を地域情報として把握し
た。具体的には、抽出内容を、「地形・自然景観」、

に「外来文化」と「日本人」を例にみる。
まず、「晋蒙隊旅行記」から「外来文化」に関
する地域情報を抽出すると以下のようになる。
北京～張家口：運送業を営む回教徒（土耳古人
の子孫）の村

「気象・気候」、「史跡」、「土着文化」、「外来文化」、
「都市経済」、「日本人」、「その他」に分類した。

張家口：ロシア人（露清銀行ほか）

詳しくは拙稿（19）を参照されたいが、第 6 期生

張家口～帰化城：移住支那人の開拓と蒙古人の

の「晋蒙隊旅行記」ではこれらの項目がまんべん

駆逐、キャラバン、ローマカトリック教会と

なく記述され、とくに「史跡」では鉄木真（チン

白人宣教師、蒙古人がアヘンを吸引

ギス＝ハン）や王昭君などが頻出し、著名な史跡

帰化城：清真大寺のアラビア人、商人宿での交

に近づくとその主人公に思いを馳せる傾向にあ

流（天津・庫倫・新疆などの商人、乾葡萄）

る。一方、第 8 期生の「甘粛額爾多斯班記」は内

帰化城～包頭鎮：英語を話す洋服姿の土耳其斯
坦人

蒙古がメインの「大旅行」ではないという性格の
違いはあるが、「史跡」や「外来文化」の記述が

帰化城～大同府：プロテスタント宣教師と教会、
スウェーデン人宣教師 3 人と大同府へ

少なく、「都市経済」に関心を持ち、観察事項や
客観的事項を織り交ぜた詩歌を創作している。

大同府：来日経験のある知府、教会（スウェー
デン人宣教師がバイオリンとハンドオルガン

このように、ほぼ同じルートを取っているにも

で国歌を演奏）

関わらず、執筆者の関心事が異なっていて興味深
く、同じ地域を巡った書院生たちの記録を順に読み

一方、
「甘粛額爾多斯班記」には上述の区間の

すすめていけば明らかとなる地域情報の幅が広がる

「外来文化」に関する地域情報の記述はないが、参
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考までに寧夏府の記述からそれを抽出してみる。
寧夏府：福音堂、西洋婦人と華服、辮髪、華語
の主人、40 人以上の信者、コーヒービスケッ

Ⅳ

（1）第15期生「内蒙古の旅」と第18期生「興安

ト、軍帽をかぶり頭髪は短く赤帯を締めた阿
拉善蒙古の一兵士、懐中時計をぶら下げ眼鏡
をかけたハイカラな蒙古人

内蒙古東部の地域像―地図化の試み―
騎行」の概要

「大旅行」が「拡大期」の後半を迎え、
「円熟期」
にさしかかると、「大旅行誌」に記述される内容

つぎに、「晋蒙隊旅行記」から「日本人」に関
する地域情報を抽出する。

は濃くなり、地域情報から地図化をすることも可
能になる。前章では、帰化城から包頭を中心とし

北京～張家口：師範学堂に教習柿田氏（宣化府）

た内蒙古中西部の地域像を最初期の「大旅行誌」

張家口：義成洋行（書院 2 期の石井氏が経営、

から検討したが、本章では研究対象地域の幅を広

古橋氏）、三井分行（浦氏）

げるために、満州を含む内蒙古東部の「大旅行誌」

包頭鎮：天津の売薬商林君

から地域情報を抽出し、地図化を試みる。詳しい

大同府：塚本工学博士と通訳樋口氏

内容は、拙稿（20）を参照されたい。

一方、「甘粛額爾多斯班記」から「日本人」に
関する地域情報を抽出してみる。

（21）
前述したように、「内蒙古の旅」
を記した第

15 期生の「内蒙古班」は 1917 年に調査を行い、

寧夏府：卒業生波多野氏

出発時の班員は 5 名であった。「内蒙古の旅」が

帰化城：豊鎮より出張の田中佐吉氏（何度も会食）

収録された『利渉大川』の巻末には、「内蒙古班

張家口：義成洋行の石井氏、富岡氏、北京から

旅行経過表」があり、「大旅行誌」本文の記述内

来た書院 1 期の内藤氏

容とともに参照すれば地域情報の地図化が可能と

また、
「地形・自然景観」
、
「気象・気候」から、

（22）
なる。一方、「興安騎行」
を記した第 18 期生

日本や上海ではみられない内陸地方ならではの自

の蒙古「羊毛調査班」は 1920 年に調査を行い、

然を体感した様子や、
「土着文化」では「晋蒙隊旅

出発時の班員は 4 名であった。両班が辿ったコー

行記」の「喇嘛教政策及蒙古人の将来」などから、

スは第 1 表にまとめたとおり似ており、前章で指

蒙古人の気質の変化をうかがい知ることができる。

摘したように同じ地域を巡った書院生たちの記録

これらを踏まえ、二つの「大旅行誌」から読み

を比較しながら読みすすめていけば、明らかとな

取れる当時の内蒙古中西部の地域像は、以下のよ

る地域情報の幅が広がる。

うに端的にまとめられる。
①

内陸の寒暖差が大きく『「棒の如き雨」』が降

（2）第15期生「内蒙古の旅」と第18期生「興安

るように変化に富んだ気候、ダイナミックなが
らも変化の乏しい風景といった自然環境
②

騎行」から読み取れる内蒙古東部の土地利用
第 15 期生の「内蒙古の旅」によると（第 2 図）、

ヨーロッパ系の宣教師や中国各地の商人を中

長春から開魯は草原が広がり、都市周辺には耕地

心に、日本人も含めて広域から人々が入り込ん

もみられた。開魯を過ぎて赤峯まではおおむね沙

でいる状況

漠となるが、「砂漠地帯とはいへ時には青々とし

③

蒙古人の領域に漢族が入り込み、ラマ教を巧

た草の丘も通る事がある、細い柳にかこまれた涼

みに利用しながら蒙古人を駆逐し、生活文化を

しい沼を見る事もあるそうした丘と沼には必ず五

漢化させ、蒙古人からはかつての獰猛さや武勇

十位ひから百二百位ひの牛や馬が放牧せられて居

が感じられなくなった状況

る」
（231 頁）という記述がみられるように、水が
溜まりやすい場所には草地が広がり、そのような
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場所で牧畜が営まれている様子がうかがえる。赤

ら林西の間も、交互に草地と山地を繰り返してい

峯を過ぎると、「山岳起伏」し、「石道多く加ふる

ることが読み取れ、沙漠もみられた。林西や赤峯

に山路急坂沙漠」
（235 頁）となる。

の都市周辺には耕地が点在し、日本人の薄盆三氏

一方、第 18 期生の「興安騎行」によると（第

（蒙古産業公司）が経営する水田もみられ、「日本

3 図）、洮南周辺には草地が広がり、それを挟む

人一名と朝鮮人数十名ありてこの水田並に羊の放

ように山地や丘陵がみられるとしている。洮南か

牧に当つて居る」
（240 頁）という。赤峯を過ぎる

第2図

第 15 期生「内蒙古班」コース上の土地条件

第3図

資料：第 15 期生「内蒙古の旅」より作成。

第4図

第 18 期生「内蒙古班」コース上の土地条件

資料：第 18 期「興安騎行」より作成。

コース上の悪路と大洪水遭遇地

第5図

資料：第 15 期生「内蒙古の旅」より作成。

コース上の悪路と大洪水遭遇地

資料：第 18 期生「興安騎行」より作成。
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と山岳地帯となり、濼河と熱河の合流地点から濼

（一部）では米が、洮南以南では粟や高粱が消費
されていることがわかる。

縣まで「民船」で川を下った。
つぎに、ルート上の悪路と大洪水について、彼

生産面では、東北大平原は「アジア式畑作農業」

らがそれらに遭遇した場所を第 4 図と第 5 図に示

地帯で「黒い大地」が広がり、土地条件としては

した。第 2 図および第 3 図と比較しながら両図を

高粱などの作物の栽培に適しているが、前述した

みると、おもに草原地帯で洪水や悪路に遭遇して

ように気象条件が不安定であるうえ、ケッペンの

いることがわかる。この地域は夏雨地域であり、
書院生たちが「大旅行」を行う時期と重なる。そ
のため、第 15 期生の「内蒙古の旅」に添付され
た写真に「行路難」というタイトルが付けられて
いることに象徴されるように、彼らは大雨に遭遇
しながらぬかるんだ草地を苦労しながら進んだ。
このような大雨や洪水に遭遇する一方、「元来蒙
古人は川の魚を猟れば雨が降らぬと信じて居る。
それで魚を取ることは全く厳禁してあつてこの禁
を犯すものは蒙古人でも支那人でも死刑に処して
しまふ。処が日本人薄氏のみにはこの魚を取つて
も好いことになつて居る」
（「興安騎行」、239 頁）
という記述がみられるように、日照りや干ばつは
大雨や洪水の被害と紙一重であった。
このように、満州を含む内蒙古東部は、草地、
沙漠、山岳地帯（山地）と明瞭な地形のコントラ

第6図

コース上の主要都市における主食の種類

資料：第 15 期生「旅行経過表」などより作成。

ストをみせていることがうかがえ、草地では洪水
の被害に遭う一方、干ばつの被害に見舞われるこ
ともあり、気象条件も両極端であることがわかる。
ただし、地域により気象条件は異なるので、両極
端な気象条件がみられる地域が紋切型のように等
しく広がっているわけではなく、その違いが土地
条件のコントラストをつくり出している。
（3） 内蒙古東部の主食と言語
それに関連して、第 15 期生が編んだ『利渉大
川』巻末に収録された「旅行経過表」と「内蒙古
の旅」本文の記述内容を用いて、まず主食と土地
利用の関係をみる。主食の種類を図示した第 6 図
と「内蒙古の旅」の記述内容によると、生産面で
は都市周辺で高粱が栽培されていることがわか
り、流通面では大連、奉天、長春、洮南、赤峯
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第7図

コース上の主要都市における言語の種類

資料：第 15 期生「旅行経過表」などより作成。
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気候区分によればこの地域は湿潤大陸性気候

較しながら読みすすめると、執筆者の関心事が異

（Dfa-b）に属すために冬季の寒さはとても厳しく、

なっていて興味深く、同じ地域を巡った書院生た
ちの記録を順に読みすすめていけば明らかとなる

必ずしも農業には適していない。
流通面では、日本人が入り込んだ諸都市（23）を
中心に米が消費されている様子がうかがえる。前
述したように、洮南以南では粟や高粱がおもに消

地域情報の幅が広がるうえに、地域変容も明らか
にすることができることを示唆した。
さらに、「円熟期」にさしかかった「大旅行誌」

費され、「炒米」という粟粒を油で炒った食品に

からは、記述内容の濃さから地域情報をもとに地

は砂粒が多く入っているため、班員たちは食べる

図化することが可能であり、内蒙古東部を事例に

のに相当苦労している。

土地利用、主食や言語に関する地図を作成するこ

つぎに言語の種類をみると、第 7 図のようにな

とができた。地図化の作業をとおして、土地利用

る。それによると、都市部を中心にほぼ官話が通

や主食が「地形・自然景観」、「気象・気候」に適

じることがわかるが、奉天や長春では満州語も話

合したものであること、言語からは官話の侵入と

されており、鄭家屯から赤峯では蒙古語しか通じ

漢化、ラマ教の腐敗による蒙古人の気質の変化を

ない地域もみられた。また、日本人が入り込んで

読み取ることができ、前述したような地域像は内

いた大連、奉天、長春では日本語も通じた。

蒙古東部にもほぼ当てはまることがわかった。

これらのことから、官話が侵入して漢化が進行

最後に、今後の課題を整理するという意味で、

していることがうかがえる。漢族の流入と前述し

若手研究者発表会の席上で質問されたことをまと

たラマ教の腐敗はまた、蒙古人の気質を変化させ

めておく。愛知大学現代中国学部教授の三好章先

たうえに生活を困窮させた。そのことがやがて蒙

生からは、
「大旅行」の「調査報告書」の読み込み

古人の反漢意識の形成につながったとされ、パプ

と関連史料や文献にあたる必要性、dry farming

チャップ（バボージャブ、1875 年 –1916 年）の

地域である満州農業史研究の参照、清末から民国

ような反漢蜂起の指導者が生まれた。

初期という難しい時期だが研究を深化させれば興

以上のように、前章の最後に指摘した内蒙古中

味深い対象であるということ、当時この地域には

西部の地域像は、内蒙古東部にもほぼあてはまる

多種多様な職業の人が混在していたことに注意を

ことがわかる。

払うこと、内蒙古は広いので地域間に大きな違い

Ⅴ

があって一括りに「内蒙古」としにくいこと、地

おわりに

名の読み方を正すこと、ただ事実を列挙するだけ

本稿は、東亜同文書院生の手による 4 篇の「大

ではなく「大旅行」の歴史的・社会的意義を提示

旅行誌」を用いて、1900 年代から 1920 年まで

すること、の諸点が指摘され、元愛知大学教授の

の内蒙古の地域像を明らかにした。

別所興一先生からは、満鉄の調査との関連性が指

その結果、内蒙古中西部では書院生たちが変化

摘された。

に富んだ気候とダイナミックな自然を大いに体感

今後、時代背景に注意を払いながら関連する文

したこと、そして蒙古人の漢化による気質の変化

献の収集と史料批判をすすめつつ、内蒙古の地域

とともに日本人商人やヨーロッパ宣教師がこの地

的な多様性にも留意しながら「大旅行」研究をす

域に入り込み、外的な影響を受けていることなど

すめていきたい。そのような意味では、「大旅行」

が改めて浮き彫りとなった。

研究でも、筆者の専攻分野である地理学と、関連

また、ほぼ同じルートを辿った第 6 期生「晋蒙
隊旅行記」と第 8 期生「甘粛額爾多斯班記」を比

分野である歴史学や社会経済史学の研究（成果）
を融合させる必要があることを感じた。
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〔若手研究者発表会〕
〔論文〕

内田茂二（東亜同文書院第4期生）の華北硝石資源調査

愛知大学東亜同文書院大学記念センター

リサーチ・アシスタント

広中一成

東亜同文書院は毎年卒業を間近に控えた学生を中

はじめに

国各地や東南アジアなどに派遣し、その土地の政

1900 年、華北で激しさを増していた義和団事

治や経済の状況、人々の風俗や習慣について調査

件による混乱が長江一帯にまで広がりをみせたこ

させ、中国に学ぶ学生としての自覚と自信を身に

とから 、同年 8 月、東亜同文会は南京で運営し

付けさせた7。

1

ていた南京同文書院を上海に移し、1901 年 5 月、

これら教育を受けた学生は卒業後、日中の様々

新たに東亜同文書院を創設した2。東亜同文会と

な分野でその能力を発揮した。今日、彼らの卒業

は 1898 年 11 月、貴族院議長だった近衛篤麿を

後の活躍については、回想録や評伝のほか8、愛

中心に結成された団体で、「支那を保全す」、「支

知大学東亜同文書院大学記念センターに収蔵され

那及び朝鮮の改善を助成す」、「支那及び朝鮮の時

ている歴史資料などで知ることができる9。

事を討究し実行を期す」、「国論を喚起す」との目

それら史料のうち、「内田茂二遺品」には、東

的の下、中国や朝鮮の問題についての研究や情報

亜同文書院第 4 期生の内田茂二が遺したメモや華

の収集、機関紙の発行や学校運営などの教育・文

北各地で行った資源調査に関する記録などが合計

化活動を行った 。南京同文書院はその教育活動

40 種類収められている10。その中でもとりわけ興

の一環として、1900 年 5 月に開設された。学校

味深いのが、1916 年 12 月 9 日付で作成された

3

設置にあたっては、両江総督劉坤一の援助を受け
た4。

「硝石ノ調査」と題する史料である。
この史料が作られる 2 年前の 1914 年 7 月、第

創設に際し、東亜同文書院は「徳教ヲ経ト為シ、

一次世界大戦が勃発し、ドイツに宣戦布告した日

聖経賢伝ニ拠リテ之レヲ施シ、智育ヲ緯ト為シ、

本は 9 月、ドイツの租借地があった山東半島に上

特ニ中国学生ニ授クルニハ日本ノ言語文章、泰西

陸して、青島や膠済鉄道（青島―済南）などを占

ノ百科実用ノ学ヲ以テシ、日本学生ニハ中英ノ言

領した。さらに、1915 年 1 月 18 日、日本政府

語文章及ビ中外ノ制度律令、商工務ノ要ヲ以テス」

は北京政府の指導者だった袁世凱に対し、日本に

との教育方針を掲げ 5、日本から上海に渡ってき

山東半島のドイツ権益を継承させることなど全 5

た学生に徹底的に中国語を学ばせ、将来中国で活

項目 21 か条の要求を提示し、受け入れるよう

躍するために必要となる中国語の能力を養成し

迫った。そして、袁世凱が回答期限とされた 5 月

た。また、「中外ノ実学ヲ講ジテ、中日ノ英才ヲ

9 日に中国を保護国にすることを狙った第 5 号を

教エ、一ニハ以テ中国富強ノ基ヲ樹テ、一ニハ以

除く全ての要求を了承すると、中国全土で激しい

テ中日輯協ノ根ヲ固ム」との建学の精神の下 、

反日運動が起こった11。

6
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これまで内田の経歴については徳島県出身で、

を有する商業学校卒業者に限る」とあったことか

卒業後は天津の北支那毎日新聞社に勤務したこと

ら19、少なくともこのどちらかの学校は卒業して

以外 12、一切明らかになっていない。なぜ、内田

いたとみて間違いない。また、どちらの学校に通

は第一次世界大戦が激しさを増し、日中間の対立

う場合でも小学校である程度の学力をつけなけれ

が深刻化した 1916 年に中国で硝石の資源調査を

ば入学を認められなかったことから、小学校にも

行ったのか。内田は一体いかなる人物で、卒業後

通っていたと思われる。

は新聞社に勤めた以外、どこで何をしていたのか。

大林村の小学校教育は 1891 年、坂野尋常小学

この問いの検討は、東亜同文書院卒業生の中国に

校が分教場を設けたことに始まり、1892 年、分

おける活動の一端を知る手がかりとなる。

教場が大林尋常小学校として独立し、大林村と隣

本稿では「硝石ノ調査」をはじめとする「内田

の豊浦浜を通学範囲とした20。同村に分教場がで

茂二遺品」に収められている史料を用いながら、

きた時、内田は満 7 歳になっていた。1890 年 10

はじめに内田の出生から同文書院を経て北支那毎

月発布の「小学校令」によると、小学校の就学年

日新聞社に勤めるまでの経緯をたどり、内田がい

齢は満 6 歳から満 14 歳までの 8 年間とされたこ

かなる人物であったか検討し、次に第一次世界大

とから21、内田が小学校に通っていたとすると、

戦をきっかけに日本軍内で中国の資源に関心が高

はじめに坂野尋常小学校に通い、その後、分教場

まったことについて触れながら、なぜ内田が硝石

と大林尋常小学校ができるとそちらに移って勉強

の資源調査を行ったのか考察する。

に励んだものと推察される。
尋常中学校は 1886 年 4 月に発令された「中学

一、内田の人物像

校令」に基づいて設置が認められた中等教育機関

1、東亜同文書院に入学するまで

のひとつで 22、品行方正でかつ健康に優れ、小学

果たして、内田は一体いかなる人物だったのか。

校やその他学校で必要な学力を得た満 12 歳以上

まず、幼少期の内田についてみていく。内田は

の児童に入学資格が与えられた。修業年限は 5 年

1884（明治 17）年 1 月、徳島県那賀郡坂野村大

で、卒業までに倫理、国語、漢文、外国語（第一、

字大林村（現在の徳島県小松島市大林町）に生ま

第二）、農業、地理、歴史、数学、博物、物理、

れた 。小松島湾に面した坂野村は、奈良時代、

化学、習字、図画、唱歌、体操の各学科が教授さ

阿波三大要港のひとつに数えられた中港があった

れた23。

13

ところとして知られ14、江戸時代には小松島湾の

1893 年、徳島県唯一の中学校だった徳島中学
校は徳島県尋常中学校（現在の徳島県立城南高等

遠浅な地形を利用して新田開発が行われた 。
15

伝承によると16、大林村という地名は永禄年間

学校）に改称したが 24、生徒の増加に伴い、1896

（1558 年～ 1570 年）の頃、信濃国の小笠原長幸

年、徳島県議会の決議を受けて、同校は校舎の増

という人物が阿波にやって来て 、柳の生えた草

築を行うと同時に、美馬郡脇町（現在の徳島県美

原を開墾し松の木を植えたところ、茂みのある林

馬市）に第一分校、那賀郡富岡村（現在の徳島県

になったことから名付けられたという。大林村は

阿南市富岡町）に第二分校を新たに設立した25。

1889 年、町村制が施行されると、近隣の村とと

さらに、両分校は 1899 年、それぞれ脇町中学校、

もに坂野村と合併した18。

富岡中学校として独立した26。仮に内田が中学に

17

幼少期の内田に関する史料は一切ない。しかし、
内田が東亜同文書院に入学した 1904 年度の入学
マ

マ

条件をみると「尋常中学校卒業者又は右と同資格

入学していたとすればその時期は満 12 歳となっ
た 1896 年以降となる。
一方、商業学校は 1884 年、文部省が制定した
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「商業学校通則」に従い、商業自営業者の養成（第

説するよう求めるものなど、広くヨーロッパやア

1 種）と商業を処理する人材の育成（第 2 種）を

メリカの歴史や経済事情について答える問いも出

目的に設置された。第 1 種の商業学校が中等教育

題された34。なお、公費生の学科試験には数学や

機関に相当し、入学資格は第 1 種が小学校中等科

化学など理系の科目がなかったため、理系を苦手

卒業の学力を有する 13 歳以上の児童で、第 2 種

とする学生には有利な一面があった35。

が初等中学卒業の学力を有する 16 歳以上の生徒

2 日間に渡る試験の結果、この年の徳島県費生

とされ、修業年限は第 1 種が 2 年から 3 年、第 2

に合格したのは内田と美馬郡重清村の荒岡清のふ

種が 3 年から 4 年だった。1899 年、商業学校通

たりだった36。この時の合格倍率は 2.5 倍だった

則に代わって「商業学校規程」が定められると、

が、しばしば合格倍率が 10 倍前後に達した熊本

商業学校は甲乙の 2 種類に分けられたが、いずれ

県と比べると37、徳島県での東亜同文書院公費生

も中等商業教育機関と見なされた27。商業学校は

の受験競争はそれほど激しくなかったことがわか

内田が坂野村にいた頃は徳島市内に商業補習学校

る38。

があったものの 28、商業学校はまだ県内に一校も

内田と荒岡は 8 月 26 日、東京溜池の華族会館

設立されていなかった 。そのため、内田が商業

で開かれた東亜同文書院入学式に出席し39、ほか

学校に入学するには学校のある他府県に移り住ま

の新入生らとともに青木周蔵東亜同文会会長、長

なければならなかった30。

岡護美副会長、根津一東亜同文書院院長の訓示を

29

内田が中学校を卒業したのか、または商業学校

受け、学生全員で東京、横須賀、京都、大阪を見

を卒業したのかはわからないが、いずれの場合で

学した後、神戸から船で上海に向けて出発した40。

あっても、内田は幼い頃からかなり高い学力を

内田らが東亜同文書院に入学する半年前の 2 月

持っていたことは想像される。

8 日、日露戦争が勃発し、日本郵船の定期船とし
て神戸と上海の間を往復していた博愛号と弘済号

2、東亜同文書院に入学

が病院船として徴発されたため、内田らが乗船し

1904 年 4 月 21 日と 22 日、徳島県警察部の建

たのは臨時に雇われたイギリス籍の旧式船で、速

物内で開かれた東亜同文書院第 4 期生入学試験

度が遅く、上海に到着するまでに 1 週間以上もか

に、志願者 10 人のうち、内田を含む 8 人の受験

かった。その間、上海までの航路上にいつ北から

生が参加した31。当時、東亜同文書院生の大半は

ロシア艦隊が現れるかわからず、さらに、南から

各府県から派遣された公費生（府県費生）で占め

は台風が襲来する可能性もあり、極めて危険な航

られ 、公費生の選抜入試も東亜同文会ではなく、

海だった41。

32

各府県がそれぞれ行っていた。

その頃、東亜同文書院では、日露戦争の開戦に

松谷昭廣の研究によると、公費生の入学試験は

興奮した在校生が学校にあった大太鼓を打ち鳴ら

どの府県も学科試験、口頭試問、体格検査を課し、

して勝ちどきの気勢を上げたり、寝室用の手提げ

学科試験は国語、漢文、作文、地理、歴史、英語

ランプを持ち出してランタンマーチを行ったりす

などの中から 3 科目程度実施されたとあるが 、

るなど、日本軍の勝利にわき返っていた42。

33

内田が受験した時に行われたのは、漢文、和文解
釈、歴史、作文、英語、地理の計 6 科目だった。

3、東亜同文書院での学生生活

また、試験問題は中国に関する知識を問うものだ

9 月 11 日、危険な船旅を終えて東亜同文書院

けでなく、露土戦争や神聖同盟について説明する

に到着した内田ら第四期生一行は 43、全員寮に入

ものや、アメリカ合衆国の産業と商業について解

り、東亜同文書院生としての生活をスタートさせ
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た44。2 階建ての寮の 1 階は自習室で、2 階は寝

（中国語）の授業では、御幡雅文著『華語跬歩』

室となっていた。当時、寮には電灯がなく、夜

（文求堂、1903 年初版、1905 年再版）という教

10 時に自習室のランプを消す決まりだった45。食

科書が使われたという51。『華語跬歩』は北京語の

事は三食すべて寮に併設された食堂でとったが、

教科書で、もともと「瓊浦揮粛」（未定稿）とい

小遣いとして 10 日ごとに学校から支給される 1

う題名で刊行されたものだった52。著者の御幡は

ドルのメキシコ銀貨を使って、校外にある飲食店

東亜同文書院が創設された 1901 年から翌 1902

に行く学生もいた。しかし、通常の食事では充分

年の 9 月まで同校で中国語の教員を勤めていた。

な栄養が取れず、新入生の大半が脚気を患い、チ

『華語跬歩』以外に、1905 年、御幡の教え子で

フス、赤痢、腹膜炎、胃カタルにかかる学生も絶

1903 年から 1907 年まで東亜同文書院の教員だっ

えなかった46。

た高橋正二が編者となって『北京官話声音譜』と

東亜同文書院にはそれぞれ修業年限 3 年の政治

題する中国語の発音教材を発行した53。この教材

科と商務科があり、学籍簿には、内田は政治科の

が出た時、内田はまだ第 2 学年に在籍中だったこ

学生として登録されていたが 47、いつの時点で内

とから、『華語跬歩』と合わせてこの教材も使用

田が政治科を志望したのかはわからない。また、

していたと推察される。

9 月 20 日に発行された『東亜同文会報告』第 58

学生は中国語の授業に加え、毎朝寮の 1 階や廊

回の中では、内田の志望科目が商務科と発表され

下、校庭の隅、裏門などで発音練習をやり54、新

ていたが 48、入学後に内田が政治科に移ったのか、

入生は入学してから一学期中、朝 30 分、夕食後

あるいは記事の誤りなのかも現在のところはっき

1 時間半から 2 時間程度、上級生から発音指導を

りしない。

受けたり、自分で教科書の音読練習を行ったりし

東亜同文書院の授業は全学年とも月曜日から土

て55、中国語会話の基礎を磨いた。

曜日まであり、各学年とも学生は甲組と乙組の 2

1903 年春、東亜同文書院に学生間の親睦なら

クラスに分かれて授業に臨んだ。各時限の授業時

びに学生の文化活動と部活動を支援する学友会が

間は 1 時間で、内田が第 1 学年時に受けた授業科

組織され、学生は全て会員となった56。内田が在

目（カッコ内は 1 週間の授業時間数）は、支那語

学していた頃、東亜同文書院には庭球部、撃剣部

（11）、英語（5）、英語訳解（2）、支那制度（2）、

（剣道部）、野球部、遠足部、端艇部（ボート部）、

近代政治史（2）、政治地理（2）、法学通論（2）、

柔道部、角力部（相撲部）の各部活と文化部の茶

経済（2）、倫理（1）、漢文（1）、漢字新聞（1）

話会があり57、内田が入学する直前の 1904 年 5

だった。このうち、支那制度、経済、漢字新聞の

月には、野球部が上海のアメリカ系ミッション校

授業は商務科と合同で行われた49。第 2 学年では、

のセント・ジョーンズ・スクールとの初めての親

法学通論、近代政治史、英語訳解の代わりに民法

善試合を行い58、端艇部も同月、初めての競艇大

（4）、憲法（1）、刑法（1）、漢文尺牘（1）が加

会を開催した59。内田がどの部活に入っていたの

わるとともに、支那語と政治地理が 1 時間減り、

かも不明だが、忙しい勉強の合間を縫って、仲間

経済学が 1 時間増えた。そして、第 3 学年では政

と日々部活に汗を流していたものと思われる。

治地理、経済学、教育学、憲法、民法、刑法の代
わりに、商法（3）、財政学（2）、行政法（2）、国

4、調査旅行と最終成績

際公法（2）、国際私法（1）、経済政策（1）、政

東亜同文書院では、学生に日中貿易を行う上で

治学（1）行われた 。

必要な中国の民情や風俗、商習慣の知識を身に付

50

内田が在学中、最も時間数の多かった支那語

けさせるため、創立 2 年目の 1902 年から 2、3
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年生を対象に学年単位で華北や華中をめぐる調査

が、『内田茂二遺品』の中には、主筆や記者にか

旅行を行った 。実施に際しては、ひと学年を数

かる編集費や営業部長や広告係に使う営業費を計

班に分け、班ごとに研究テーマを課し、出発前に

算したメモや 66、出張費用が書かれた用紙があ

あらかじめ上海で調査能力を養った上で、旅行中

り67、内田が同社の経理に関わっていたことがわ

に実地調査をさせ、その結果を卒業報告書として

かる。また、天津時聞報社総理（社長）の李大義

まとめさせた 。

や大公報編輯主任の樊毓鋆など、天津の他紙関係

60

61

内田ら第四期生は 1906 年 11 月 5 日から 2 週
間あまりかけて漢口と南京を旅し、さらに、5 か

者の名刺も残されていて68、内田が他紙との渉外
を担当していた可能性もある。

月後の 1907 年 4 月 9 日から同じく 2 週間ほどか

この頃の内田の生活ぶりが垣間見える資料とし

けて、北京と天津を回った。11 月の旅行では、

て、「 芙 蓉 館 句 会 」 が あ る。1914 年 3 月 8 日、

訪問地の日本人会や東亜同文書院卒業生が主催す

天津日本租界にあった芙蓉館で「遊島翁米寿」を

る講演会に参加したり、中国側が経営する工場を

祝 う 句 会 が 開 か れ、40 種 余 り の 句 が 披 露 さ れ

見学したりして62、中国に関する知識を深めた。

た69。内田がどの句を編んだのかは定かではない

一方、4 月の旅行では、研究テーマについての
調査を行うかたわら、天津の支那駐屯軍営庭内で

が、仕事の傍らで内田は、仲間たちと句を詠んで、
つかの間のひと時を楽しんでいた。

駐清日本公使らと記念撮影を撮ったり、講演会が

二、硝石調査

催されたりするなど在留邦人の歓待を受けた。こ
の旅行で内田は、同班の横田諒英、清水芳次郎、

1、陸軍通訳着任と硝石調査

松本斉とともに「列国利権扶植」と題する研究

1916 年 9 月 16 日、内田は支那駐屯軍司令官

テーマに取り組んだ 63。残念ながら、その研究成

の南次郎少将から高等官陸軍通訳に任命する旨の

果は現在残っていないが、3 年次の成績表には

陸軍省辞令を受け取った70。日本陸海軍の人員は

「調査」の欄に 80 点以上の点数を表す「甲」の評

現役軍人と軍属によって構成されていた。軍属と

価がつけられていた64。後に内田が発揮するよう

は陸海軍文官と同待遇者、ならびに軍属読法を宣

になる調査能力は、この東亜同文書院生時代に

誓して陸海軍の勤務に従事する雇員らをいう。そ

培ったものだったといえる。

の中で、陸海軍文官とは天皇から高等官（親任官、
勅任官、奏任官）に任命された大臣や次官、書記

5、新聞社勤務

官や技師、教授らを指す 71。陸軍通訳もそのひと

1907 年 6 月 30 日、東亜同文書院を卒業した

つで、上官の命令に従って通訳業務を担当し、場

内田は、天津の北支那毎日新聞社に入社した。北

合によっては通訳以外の雑務も担わされた。

支那毎日新聞は 1903 年 8 月、北京東文学堂の教

陸軍通訳に任命されてから 3 か月近く経った

師だった木村竹南と袁世凱の下で北洋官報局提調

12 月 9 日、内田は「硝石ノ調査」と題する報告

（幹事兼書記官）を勤めていた森井国雄によって

を作成した。報告では直隷省（後の河北省）を主

創刊された。同紙記者の脇光三と中山直熊は日露

な調査対象地域とし、同省の硝石の産地や産出量、

戦争に従軍し命を落とした。1909 年 12 月、同

需要量や集散地、価格などが子細に調べ上げられ

紙は『北清時報』と合併し、『天津日報』と改名

た。また、硝石の製造方法が絵入りで紹介され、

した65。

生産力や副産物の内容が記録された 72。

内田がいつ北支那毎日新聞社に入社したのか、
社内でどういった仕事に就いていたのかは不明だ

内田が調査した硝石とは一体どういうものか。
硝石（硝酸カリウム〔KNO3〕）は、窒素を含有す
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る有機化合物が地中でバクテリアによって分解さ

よりも発射性に優れていたことから、19 世紀後

れ酸化したもので、天然のものは中国、インドか

半に発明されて以後、徐々に黒色火薬に取って代

らエジプトにかけての西アジア一帯、イタリアや

わるようになった81。

スペインなどの乾燥地帯や砂漠地域の土壌や岩石

黒色火薬が用いられなくなったことで、硝石も

から産出された 。中国では 3 世紀頃から漢方薬

利用されなくなったのかといえばそうではなく、

の一種として硝石が使われていたが 、10 世紀

1864 年、プロシアのシュルツはニトロセルロー

頃になると硝石が黒色火薬の原料のひとつとして

スに硝酸カリウム、硝酸バリウム、木材パルプ、

用いられるようになった 。

パラフィンなどを配合して火薬（シュルツ火薬）

73

74

75

黒色火薬は、木炭、硫黄、硝石を含んだ混合物

を製造したり、ニトログリセリンの原料のグリセ

で 76、主に弾丸やロケットなどの飛翔物の発射剤

リンを製造する際は硝酸と硫酸を用いる必要があ

や地雷、ダイナマイトなどの爆破剤として用いら

るなど、硝石の需要は高まり続けた。

れる。当初、黒色火薬は粉火薬として発明された

明治時代に入り、富国強兵を目指した日本は、

が、燃焼速度が速く取り扱いも不便だったため、

イギリスやフランスから黒色火薬の製造技術や製

改良が進められ、16 世紀半ば、フランスで粒状

造装置を輸入し、また、1876 年以降、板橋、岩

の黒色火薬が発明された 。

鼻、目黒に相次いで火薬製造所を設立し火薬製造

77

日本には 1543 年、種子島に火縄銃が伝来した

を開始するなど、火薬を軍備拡充の重要項目のひ

のと同時に黒色火薬も伝わった。鉄砲の製造技術

とつと位置付けた82。そして、日清戦争で日本軍

が日本国内に広まるとともに、黒色火薬もそれぞ

は黒色火薬とそれを改良した褐色火薬のほか、少

れの場所で製造されたが、原料である木炭と硫黄

量の無煙火薬を使用し、日露戦争では発射薬に無

は日本国内で入手できるものの、硝石は日本に存

煙火薬を利用し、爆薬には海軍が考案した「下瀬

在しなかったため、中国やインドから輸入せざる

火薬」を用いた83。さらに、大正期になると、そ

を得なかった78。

れまで禁止されていた民間の火薬製造が認めら

1639 年、徳川幕府は鎖国令を出してオランダ
人と中国人以外の通商を禁じたが、海外の著しい

れ、民間でも順次需要に応じられるだけの生産設
備が整えられていった84。

技術の進歩を感知した徳川吉宗は 1720 年、洋書

このように、幕末から大正にかけて、日本で火

輸入を緩和した。その結果、西洋の鉄砲や火薬に

薬の需要が高まると、それに伴い硝石がより必要

関する知識も日本に伝わり、1848 年に薩摩藩主

とされるようになった。このような状況の中、な

の島津斉彬が鹿児島に火薬製造所を設け、黒色火

ぜ内田は直隷省で硝石の調査を行なったのか。陸

薬やニトロセルロースを製造して水雷や地雷の爆

軍通訳となった直後の内田が個人的思いから調査

破実験を行ったり、1862 年、徳川幕府はベルギー

を行なったとは考えにくい。恐らく支那駐屯軍か

から黒色火薬製造機を購入したりするなど、幕末

ら何らかの命を受けて調査にあたったものと思わ

になると、日本でも火薬が重要視されるように

れる。

なった 。

では、支那駐屯軍はなぜこの時、内田に硝石の

79

島津斉彬が製造を試みたニトロセルロースは、

調査を命じたのか。当然のことながら、その理由

ニトログリセリンとともに無煙火薬を作る上で重

のひとつとして、何らかの軍事的問題があったも

要な原料のひとつだった80。無煙火薬は黒色火薬

のと推察される。そこで、ここからは、当時起き

と同様、弾丸の発射薬として用いられたが、発射

ていた第一次世界大戦と日本陸軍との関係に注目

の際、黒色火薬よりも煙が少なく、また黒色火薬

しながら、支那駐屯軍が硝石に関心を寄せた理由
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に高めた。例えば、日露戦争中に日本軍は砲弾を

について検討する。

およそ 105 万発使用したが、第一次世界大戦で
2、総力戦と資源の獲得

は、1 ～ 2 週間の会戦で、一方の側だけで約 100

第一次世界大戦が始まった当初、戦争の当事国

万発を越える砲弾を用いることも珍しくなかっ

はいずれも戦争は早期に終わり、年末までには戦

た90。第一次世界大戦当時でも月産 10 万発しか

勝のうちに母国に帰還できるであろうと楽観して

砲弾を生産できなかった日本にとって 91、来るべ

いた。しかし、戦争は 1918 年 11 月に休戦協定

き総力戦に備えて必要となる砲弾をいかに製造す

が結ばれるまでの 4 年あまりの間、壮絶な総力戦

るかが極めて重要な問題となった。また同時に、

が 繰 り 返 さ れ、 死 傷 者 は 戦 闘 員 だ け で お よ そ

砲弾の製造に用いる硝石の確保も解決しなければ

3000 万人に達した85。

ならない課題となった。

総力戦とは何か。第一次世界大戦中のタンネン

では、日本軍は硝石など総力戦に必要な資源を

ベルグの戦いで活躍し、戦後ドイツ軍内で絶大な

一体どこから手に入れようとしたのか。1917 年

権力を握ったエーリヒ・ルーデンドルフによると、

8 月、参謀本部で兵要地誌班長を務めていた小磯

総力戦とは国家および国民の物質的、精神的全能

国昭中佐は、班員らの協力の下、「帝国国防資源」

力を動員し、それを国家の総力として戦争に臨む

を作成した。この中で小磯は、中国は「疆域大ナ

という概念で、総力戦が実施されるには、その前

ル亜細亜大陸ノ大部ヲ占メ人口四億国産原料ノ豊

提として国民皆兵の徹底化による兵力の大量動員

富ナル」国であるにも拘らず、「工業智識低級ニ

が可能でなければならず、総力戦は結果として重

シテ天与ノ宝庫未開ニ放擲セラルルモノ幾何ナル

工業の発達、技術の飛躍的進歩を基礎とする近代

ヲ知ラ」ないばかりか、国内の混乱で諸外国の動

兵器の大量生産、大量使用を実現させ、それは必

向に目が向けられなくなっているため、第一次世

然的に戦争の激化と長期化をもたらした 。

界大戦終結後、「列強経済的爪牙ノ殺到」に遭う

86

例えば、日露戦争の全期間を通して、日本軍の

恐れがある。そうなる前に、日本は中国にある資

動員兵数が 108 万 9000 人だったのに対し、第一

源の調査とその経営に着手し、資源不足を補う必

次世界大戦ではドイツが 915 万人、オーストリ

要があると主張した92。

アが 705 万人、フランスが 565 万人、イギリス

さらに、小磯は中国にどんな資源があり、今後

が 524 万人で、国内勤務者を含めた動員人員総

それを日本がどのように開発していけばよいか、

数はドイツが 1325 万人、オーストリアが 900 万

資源ごとに項目を立てて論じた。その中では硝石

人、フランスが 680 万人（ほか海外植民地より

についても言及し、中国の硝石は「四川河南山西

140 万人）、イギリスが 497 万人（ほか海外植民

直隷其他諸省ニ産シ産額亦尠カラサル」が、「支

地より 450 万人）と、これまでの戦争とは比べ

那ニ於ケル用途広カラサルト政府ノ輸出ニ対スル

られない規模となった 。

取締厳ニ失スルカ為産額未タ顕著ナラス」とし

87

また、師団の動員数をみても、日露戦争終結時、

て93、開発の余地がまだ充分にあると分析した。

日本陸軍は 17 個師団だったのに対し88、ドイツ

このように、参謀本部内で中国の資源に注目が

は第一次世界大戦で最大 246 個師団を作戦に投

集まり始める一方で、同じ頃、支那駐屯軍の中で

入し、フランスは 128 個師団、ロシアは 214 個

中国の資源を開発することについてどのような議

師団に増強された89。

論がなされていたのかはわからない。しかし、
「帝

そして、戦場に近代的な武器を大量に投入した

国国防資源」が作成されるおよそ 1 年前に内田が

ことで、武器から発射される砲弾の需要を飛躍的

支那駐屯軍の命令で硝石資源調査を行なったこと
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から考えて、支那駐屯軍内では参謀本部側よりも

ることとする。

早く中国の資源について関心を持ち、その一環と
して、内田に硝石調査をさせたのではないかと思

付記

拙稿執筆のきっかけとなった「内田茂二遺
品」を提供してくださった近藤久義氏に、

われる。

この場を借りて御礼申し上げます。

まとめ
本稿は「内田茂二遺品」を遺した内田茂二の人

注

物像と、「硝石ノ調査」を手掛かりに、第一次世

１

義和団は 19 世紀末の山東省で宗教結社大刀会の活動に
共鳴して作られた農村自衛組織で、日清戦争後、列強の中

界大戦中の日本軍の華北資源調査の動きを探っ

国進出が激しくなる中で、次第に排外活動を活発化させて

た。本稿をまとめるとおよそ次のようになる。

いった。1899 年秋に山東省平原県でキリスト教徒と一般

1884 年に徳島県で生まれた内田は、幼い頃か

民衆との衝突（平原教案）が起きると、義和団はこれに加

ら学業に励み、1904 年、東亜同文書院に第 4 期

担し、1900 年に入ると直隷省（現在の河北省）にまで進
出し、「扶清滅洋」をスローガンに西洋化の象徴だった鉄

生として入学すると、中国語などを学ぶ一方、2

道や電柱などを破壊し回った。これに対し、イギリスやロ

度の調査旅行を通して、将来中国で活躍する上で

シア、日本などの列強 8 カ国で組織された連合軍は、居留

必要な調査能力を身に着けた。

民保護を理由に 1900 年 6 月、天津近郊の大沽に上陸し義

卒業後、北支那毎日新聞社に入社した内田は、

和団を排除しようとしたところ、列強の進出を快く思って
いなかった西太后は義和団を味方につけて宣戦を布告し

1916 年、支那駐屯軍から陸軍通訳に任命され、

た。しかし、間もなく義和団は連合軍に敗れ、清朝政府は

華北で産出される硝石について調査をするよう命

1901 年 9 月、連合国側と辛丑和約（北京議定書）を結ん

じられた。当時、ヨーロッパでは第一次世界大戦

で、賠償金などを支払った（堀川哲男「義和団運動」、同
編『アジアの歴史と文化 5

が激しさを増し、参戦各国は国家の全ての能力を
動員した総力戦で戦いに臨んでいた。
このような状況の中、日本では参謀本部の小磯
国昭兵要地誌班長を中心に、総力戦に備えどのよ
うに資源を確保すべきが議論がなされ、1917 年
に発表された「帝国国防資源」で第一次世界大戦
が終結する前に日本は中国にある資源の調査と開
発を行なうべきであるとの意見が出された。

中国史―近・現代』、同朋舎、

1998 年、67 ～ 74 頁）。
２

大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史―創立八十周
年記念誌―』、滬友会、1982 年、76 頁。

３

栗田尚弥「引き裂かれたアイデンティティ―東亜同文書
院の精神史的考察―」、ピーター＝ドウス・小林英夫編

『帝国という幻想―「大東亜共栄圏」の思想と現実』、青木
書店、1998 年、98 ～ 99 頁。
４

前掲『東亜同文書院大学史』、76 頁。

５ 「東亜同文書院創立要領」、同上、717 頁。

一方、この時、支那駐屯軍が中国の資源につい
てどのような考えをもっていたのかははっきりし
ないが、すでに陸軍内で議論が始める前に内田に

６

同上、715 頁。

７

前掲『東亜同文書院大学史』、183 頁。

８

調査を命じていることから推察して、支那駐屯軍

南春秋―東亜同文書院二十四、二十五期生記念誌―』、記
念誌出版世話人、1980 年。本村弥佐一編『続・嵐吹け吹

は陸軍中央よりも早く中国の資源に関心を抱いて

け』、滬友会三四期生、1980 年。記念誌編集委員会編『滬

いたものと考えられる。

城に時は流れて―東亜同文書院大学創立九十周年記念―』、

では、支那駐屯軍は内田の調査をどう評価した

滬友会、1992 年。尾崎庄太郎『われ、一粒の麦となりて

のか。内田の調査はその後どのように用いられた

日中戦争の時代に生きた中国研究家の回想』、桐原書店、
2007 年。栗田尚弥『上海東亜同文書院―日中を架けんと

のか。これら点は、その後の日本軍による華北資

した男たち』、新人物往来社、1993 年。西木正明『其の逝

源調査と開発の一端を明らかにする上で検討に値
する問題といえるが、これについては別稿で論じ

例えば、同上、397 ～ 665 頁。日銀上海会編『遙かな
る上海』、日銀上海会、1972 年。記念誌出版世話人編『江

く処を知らず』、集英社、2001 年。
９
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大学昇格）が閉校されると、日本に引き揚げてきた教職員

書、320 ～ 321 頁）。

と学生は、日本で東亜同文書院大学に代わる新たな大学を

23

同上、204 ～ 205 頁。

設立することを決め、1946 年 11 月、愛知県豊橋市の旧

24

徳島中学校は 1878 年 12 月、名東県（後の徳島県）師

日本陸軍第一予備士官学校跡地に愛知大学を創設した（愛

範学校付属変則中学校の廃止を受けて設立された（徳島県

知大学小史編集会議編『愛知大学小史

教育委員会『徳島県教育八十年史』、徳島県教育委員会、

六十年の歩み』、

梓出版社、2007 年、11 ～ 16 頁）。このような経緯から、

1955 年、19 頁）。

愛知大学には東亜同文書院（大学）に関する様々な史料が

25

同上、47 頁。

収められている

26

同上、66 頁。

10 「内田茂二遺品」の来歴は、広中一成「新史料「『内田茂

27

田中義雄・雲英道夫編著『商業科教育論』、多賀出版、

二遺品』・『東亜同文書院関係資料』について」（『愛知大学

1978 年、28 頁。商業学校はすでに 1872 年の「学制」の

東亜同文書院大学記念センター・ニュースレター』第 8

中で中学の一種として規定されていたが、これに基づく中

号、愛知大学東亜同文書院大学記念センター、2011 年 3

等商業学校の設立は、明治 10 年代以前にはなかった。（海

月、10 頁）を参照。

原徹『日本史小百科〈学校〉』、東京堂出版、1996 年（新

11

菊池秀明『中国の歴史 10
国

ラストエンペラーと近代中

清末中華民国』、講談社、2005 年、181 ～ 186 頁。

版）、179 頁）。
28

実業補習学校は 1893 年 11 月に制定された「実業補習

12

前掲『東亜同文書院大学史』、414 頁。

学校規程」に基づき、児童に小学校教育の補習と簡単な職

13

東亜同文書院「学籍簿」第 1 号、愛知大学豊橋校舎教務

業上の知識技能を授ける目的で設立された。実業補習学校

課所蔵。
14

は、尋常小学校または高等小学校に付設され、児童に修

若槻精一『徳島県那賀郡坂野村史』、出版者不詳、1930

身、読書、習字、算術、ならびに地方の実状に応じた工

年、2 頁（第一編内）。
15

業、商業、農業などの実業を学ばせた。修業年限は 3 か年

疋田信正「坂野」、徳島新聞社調査事業局編『徳島県百

以内で、日曜や夜間、そのほか季節を限って開かれ、授業

科事典』、徳島新聞社、1981 年、417 頁。
16
17

は小学校教員が担当した。1894 年 6 月、「実業教育国庫

前掲『徳島県那賀郡坂野村史』、98 頁（第四編内）。

補助法」が公布されると、1895 年、徳島県内に板野郡栄

小笠原長幸（生没年不詳）は阿波小笠原氏の一族で、弘

農業補習学校、阿波郡市香農業補習学校、阿波郡大俣農業

治年間（1555 年～ 1558 年）に阿波国那賀郡中村城の城

補習学校が創設され、徳島市内にも 4 つの商業補習学校が

主となった。長幸の父、小笠原長時（1514 年生～ 1583

開設された（前掲『徳島県教育八十年史』、76 ～ 77 頁）。

年没）は信濃国深志城城主で、1548 年に信濃塩尻峠で武

18

29

徳島県立農業学校、徳島県立工業学校など、日露戦争時ま

田氏に追われると上杉氏に身を寄せた（阿部猛・西村圭子

でに農業学校と工業学校は設立されていたが（同上、77

編『戦国人名事典』、新人物往来社、1987 年、198 頁）。

頁）、商業学校については日露戦争の影響で開設が遅れ、

前掲『徳島県那賀郡坂野村史』、139 頁（第二編中）。

1909 年 4 月 1 日に商業学校規程甲種程度の商業学校が徳

19 「広告」、『東亜同文書院第四十八回報告』、東亜同文会、
1903 年、93 頁。尋常中学校という名称は 1899 の中学校

島市内前川村に創設された（同上、80 頁）。
30

神戸商業学校（1886 年設立）、京都商業学校（同）、大阪

代日本教育制度史』、岩崎書店、1966 年、432 ～ 433 頁）。

商業学校（1887 年設立）、尾道商業学校（1888 年設立）

体質、学業の三科に分け、学業は概ね中学校卒業生に準拠

などがあった（前掲『商業科教育論』、28 頁）。
31 「東亜同文書院受験問題」、『徳島日日新聞』、普通社、

する」とある（「東亜同文書院章程」、前掲『東亜同文書院
大学史』、727 頁）。

1904 年 4 月 22 日、4 月 24 日。
32

前掲『徳島県那賀郡坂野村史』、39 頁（第四編中）。

21 「小学校令」、文部省編『学制百年史

小崎昌業「東亜同文会・東亜同文書院大学の今日的意
義」、『大倉山論叢』第 51 輯、大倉精神文化研究所、2005

資料編』、帝国地

年 3 月、37 頁。1921 年、東亜同文書院が日本政府から専

方行政学会、1972 年、91 頁。
22

ちなみに、徳島県の近くにあった商業学校を挙げると、

令の改正で廃止され、中学校と改められた（中島太郎『近
なお、「東亜同文書院章程」第 20 条には、「試験は気品、

20

徳島県内には 1901 年に郡立三好農業学校、1904 年に

田氏に敗れた後、摂津芥川城に移り住むが、1568 年、織

門学校に指定されたことを受け、南満洲鉄道株式会社と外

前掲『近代日本教育制度史』、195 頁。1886 年の中学校
令では、尋常中学校の設置は一府県に一校と限定されてい
たが、1891 年の第一次改定で設置地域の状況により府県

務省からそれぞれ給費生が派遣されることになった（前掲
『東亜同文書院大学史』、474 頁）。
33

は文部大臣の許可を得て尋常中学校を数校開設できるよう
になり、また、これまで設置が認められていなかった郡と
市町村も府県知事の認可を得れば設置が認められた（同

松谷昭廣「東亜同文書院への府県費生派遣―1900–20
年代を中心として―」、『教育史学会紀要

日本の教育史

学』第 45 集、教育史学会、2002 年 10 月、88 頁。
34

前掲「東亜同文書院受験問題」、『徳島日日新聞』、1904
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年 4 月 22 日、4 月 24 日。

52

同上、159 頁。

内田と同じ徳島県出身の尾崎庄太郎は、中学生の頃から

53

同上、166 頁。

数学や化学が嫌いで、東亜同文書院の試験に理系の科目が

54

前掲『東亜同文書院大学史』、409 頁。

ないことがわかると、すぐ学校に推薦状を書いてもらい試

55

35

石田卓生「東亜同文書院の中国語教育について」、『愛知

験に臨み、1926 年、徳島県費生の選抜試験に合格した

大学東亜同文書院大学記念センターオープン・リサーチ・

（前掲『われ、一粒の麦となりて』、9 ～ 12 頁）。東亜同文

センター年報』2009 年度版（4 号）、愛知大学東亜同文書

書院卒業後、尾崎は中国経済の調査研究に従事し、戦後、

院大学記念センター、2010 年 6 月、230 頁。

平野義太郎や伊藤武雄らとともに、中国研究所を創設し、

56

前掲『東亜同文書院大学史』、200 頁。

日本の中国研究の基礎を築いた。

57

同上、200、206 頁。

36 「東亜同文書院」、『徳島日日新聞』、1904 年 5 月 3 日。

58

同上、212 頁。

37

佐々木亨「東亜同文書院入学者の群像―海を渡って学び

59

同上、221 頁。

に行った若者たち」、『同文書院記念報』vol. 11、愛知大学

60

1907 年、外務省から清国調査旅行補助費として 3 万円

東亜同文書院大学記念センター、2003 年 3 月、8 頁。
38

が支給されると、これをもとに東亜同文書院は第 5 期生か

徳島県は 1902 年から東亜同文書院への県費生派遣を開

ら本格的な中国内陸部への調査旅行を実施するようになっ

始し、最後となる 1943 年までに毎年 1 ～ 2 人（1913 年

た（同上、188 ～ 189 頁）。今日、「大旅行」と称される

と 1915 年は 3 人、1917 年と 1920 年は 5 人）選抜して

東亜同文書院の調査旅行は、この第 5 期以降のものを指

いた（『東亜同文書院大学同窓会名簿』、滬友会、2006 年、
86 ～ 87 頁）。
39 「東亜同文書院第四期留学生ノ入学式」、『東亜同文会報

す。
61

同上、187 頁。

62

西本省三「東亜同文書院第四期生漢口南京地方修学旅行

告』第 58 回、東亜同文会、1904 年 9 月、75 頁。

報告」、『東亜同文会報告』第 87 回、東亜同文会、1907

40「秋期大会記事」、『東亜同文会報告』第 62 回、1905 年
1 月、東亜同文会、55 頁。
41

前掲『東亜同文書院大学史』、412 頁。

42

同上、408 頁。

43

上海東亜同文書院『創立三十週年記念

年 2 月、69 ～ 73 頁。
63

平松市太郎「東亜同文書院第四期生北清修学旅行報告」、

『東亜同文会報告』第 92 回、東亜同文会、1907 年 7 月、
144 ～ 147 頁。
東亜同文会誌』、

64 「東亜同文書院第四期生卒業成績表（明治三十七年八月

上海東亜同文書院、1930 年、40 頁。結局、内田らはロシ

入

ア艦隊逃走の影響で、予定より 4 日遅れで上海に到着した

成績表自第一期―明治四十年六月卒業

（前掲「秋期大会記事」、『東亜同文会報告』第 62 回、55
頁）。

四十年六月卒）」、1907 年 6 月、東亜同文書院「学業
至第二十期―大正

十二年六月卒業」、愛知大学豊橋校舎教務課所蔵。
65

中下正治『新聞にみる日中関係史―中国の日本人経営

44

前掲『東亜同文書院大学史』、90 頁。

45

同上、408 頁。

66 「編輯費」、『内田茂二遺品』CD3。

46

同上、409 頁。

67 「出張費用」、1916 年 11 月 15 日、同上。

47

前掲「学籍簿」第 1 号。

68 「名刺」、『内田茂二遺品』CD4。

48

前掲「東亜同文書院第四期留学生ノ入学式」、『東亜同文

69 「芙蓉館句会」、同上。

紙―』、研文出版、1996 年、7 頁。

会報告』第 58 回、73 頁。

70 「書簡」、同上。この書簡は内田の父、内田友吉に宛てた

49 『東亜同文会第四十七回報告』、東亜同文会、1903 年 10
月、101 頁。

ものである。
71

50 「東亜同文書院学課及授業時間ノ改正」、『東亜同文会報

秦郁彦『日本陸海軍総合事典（第 2 版）』、東京大学出版
会、2005 年、725 頁。

告』第 71 回、1905 年 10 月、45 頁。なお、商務科では

72 「硝石ノ調査」、『内田茂二遺品』CD2。

教育学、政治地理、近代政治史、支那近時外交史（1905

73

岩堂憲人『世界鉄砲史』上、国書刊行会、1995 年、25

年から第 1 学年対象）、統計学（同）、経済政策、政治学、
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憲法、民法、刑法、商法、国際公法、国際私法、行政法の

石（チリ硝石）は、硝酸ナトリウム（NaNO3）で、硝酸
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習慣、商業算術、簿記、商業実践、支那近代通商史、書法

向きだった（同書、同頁）。
74

同上、31 頁。

石田卓生「東亜同文書院の中国語教材―『華語萃編』以

75

同上、39 頁。

前について―」、『中国 21』vol. 32、東方書店、2009 年

76

中原正二『火薬学概論』、産業図書、1996 年、44 頁。

12 月、164 頁。

77

火薬学会編『火薬ハンドブック』、共立出版、1994 年、

といった商業に関わる内容の科目があった（同頁）。
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〔若手研究者発表会〕
〔論文〕

書院生のフルンボイル調査を中心に
愛知大学東亜同文書院大学記念センター

暁

敏

とめた研究には、森久男、ウルジトクトフの「東

Ⅰ．はじめに

亜同文書院の内蒙古調査旅行」2 がある。

東亜同文書院の学生（以下書院生）は、20 世紀

筆者は『オープン・リサーチ・センター年報』

初頭から半世紀近く、中国において大規模な調査

第 2 号と第 3 号にて、「書院生のフルンボイルに

を実施した。その調査範囲がほぼ中国全土に及ん

おける調査旅行」3 と「書院生によるフルンボイル

でおり、数多くの貴重な資料を残している。これ

に関する調査報告書」4 の題で、フルンボイルにお

らの資料は、言うまでもなく近代中国の社会経済

ける書院生の調査旅行誌およびその調査報告書を

の研究に大いに有益である。

取り上げ、書院生の調査などについて検討してみ

その中で、書院生が現在の中国内蒙古自治区東

た。

北部に位置するフルンボイル（呼倫貝爾）地方に

本稿では、上記の二つの研究を総合して、加筆

おいて数回の調査を実施している。同地域は、ロ

しながら『東亜同文書院大旅行誌』（オンデマン

シア、中国の二大勢力に挟まれた地域で、歴史上

ド版）5 の関係各巻と書院生が調査旅行を実施した

中国、ロシア（ソ連）、および日本が抗争を繰り

後に作成した調査報告書を取り上げて、書院生の

返す舞台となった。さらに、1939 年に同地域に

調査旅行のいくつかの特徴などを提示してみた

おいては、現在の日本とモンゴルとの外交関係の

い。

中で、避けて通れない出来事「ノモンハン事件」
が起きている。従来、政治・軍事上において、各
政権に重要視されてきた地域である。

Ⅱ．書院生によるフルンボイルの調査旅行
「東亜同文書院大旅行誌」を見る限り、書院生

こうした地理的地域的特性をもつフルンボイル

がフルンボイル地域で最も早く調査を実施したの

は、明治時代から日本側の注意を引く地域であっ

は、1925 年に実施した第 22 期生の「北満及國

た。書院生が同地域において調査を実施する前の

境調査班」6 によるものである。その調査の具体的

段階から、書院生以外の日本人もこの地域で多く

な道順は、上海―青島―済南―北京―大連―吉林

の調査を行なっている。その調査の成果として、

―ハルビン―同江―大黒河―愛琿―チチハル―満

数多くの調査資料が残されている。これらをまと

洲里―ハイラル―平壌である。

めた研究には、吉田順一の「日本人によるフルン

フルンボイルについて、書院生は主にハイラル

ボイル地方の調査―おもに畜産調査について―」1

と満洲里の両市の周辺を見学した。まず、鉄道を

がある。これ以外に、フルンボイル地域を含む内

使って満洲里まで行き、在満洲里日本領事館を訪

モンゴルにおいて書院生が実施した調査などをま

ね、現地事情の聞き取りを行なった。次に、農商
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務省から派遣された志水氏に案内され、満洲里市

紹介され、満洲里の現地事情について聞き取りを

で日本人が経営する試験農園と国境付近を見学し

行なった。同グループの旅行誌において、上記の

た。次の日の朝、満洲里からハイラルに向かい、

「露支國境遊歴班」と同じように上記中東鉄道事

ハイラルでハイラル公園と洗毛場を見学した。今

件後のハイラルと満洲里の町の様子について触れ

回の調査旅行は、フルンボイルでの滞在時間が短

ている。また、ハイラル市の商業状況やフルンボ

かったため、記述として少なかった。

イルの種族についても記しており、満洲里での聞

しかし、上記の案内人である志水氏は、志水語

き取りの内容および同市の当時の状況などについ

氏だったかもしれない。同氏は、1925 年前後、

て相当詳しく紹介している。また、旅行誌の記述

『満蒙』などの雑誌でいくつかのフルンボイルに

を通して、「中東鉄道事件」後と「満洲事変」前

関する研究論文を発表している7。各論文の著者

のフルンボイル地域の状況を知ることができる。
1932 年になると、書院生の第 29 期生の第 2

名のところにおいては「満洲里―志水語」と書か
れている。年代と志水氏の滞在場所などをあわせ

班

て考えると上記の案内人志水氏は志水語氏である

れている。第 2 班と第 6 班の道順は同じく、先に

ことが推定できよう。仮に本当に同一人物であれ

満洲里に到着し、在満洲里日本領事館を訪ね、書

ば、志水氏は当時のフルンボイルの事情に詳しく、

院の先輩の山崎氏15 と福間氏に会った。山崎氏の

書院生が彼の話を通して詳細な現地事情と情報を

紹介で、在満洲里特務機関の小原氏と国境監視隊

得ることができたと考えられる。しかし、報告書

の宇野隊長を訪問し、現地および外モンゴルの事

においては、フルンボイルに関する記述は見られ

情を尋ねた。こののち、ハイラルに向かい、山崎

なかった。

氏の紹介でフルンボイル蒙古政庁の顧問を務める

13

と第 6 班14 の 2 グループがフルンボイルを訪

1931 年、第 28 期生の「露支國境遊歴班」8 は、

猪之口氏を訪ね、現地事情を伺った。その後、第

鉄道で満洲里に入り、そこからハイラルに戻った。

2 班はハイラルを離れ、ハイラルの西南に位置す

ハイラルから馬車で草原に行き、モンゴル人の生

るガンジュルスム（甘珠爾廟）、将軍廟およびさ

活を見た。「大旅行誌」において、「中東鉄道事

らに南のハロンアルシャン（モンゴル語の「温泉」

件」 後の満洲里とハイラルの町の悲惨な状況につ

の意味）に向かって出発した。

9

いて触れ、「フルンボイルの独立」 についても記

一方、第 6 班は、ハイラルに残り、ハイラル警

述している。さらに、草原まで同行したブリヤー

備隊の守島警備隊長と面会し、モンゴル兵の訓練

ト・モンゴル人との会話が記録されている。

を見学した。また、前述の「昭和盛」の島田氏を

10

11

訪ね、現地の経済事情を伺った。両班の旅行誌に

は、先にハイラルで下車し、そこから満洲里に向

おいて、フルンボイルの政治や経済などについて

かうルートを選んだ。彼らはハイラルに着いた後、

触れており、満洲里の国境付近の事情についても

一方、同じく第 28 期生の「黒龍江省遊歴班」

「昭和盛」という雑貨店を経営する日本人島田氏

詳しく記述し、当時、満洲事変後の「ソ満」国境

に世話になった。次の日に一行は島田氏とブリ

の事情等を理解するのに参考となるものである。

ヤート・モンゴル人夫婦に案内され、馬車で草原

今回の調査をもとに作成した報告書は、『第 26

へ向かった。翌日にハイラルから満洲里へ移動し

回支那調査報告書』、
『第 3 巻』の「呼倫貝爾事情」

た。一行は満洲里の在満洲里日本領事館で「露支

の題として手書き原稿 27 枚の量でまとめられた。

國境遊歴班」のメンバーと合流した。のちに、両

その内容の構成は、「呼倫貝爾事情」、「行政組織

班は、領事館に勤める書院の先輩福間氏

に、満

の有様」、「住民の有様」、「人口密度及び其分布状

洲里駐在武官上田大尉と満洲里領事館警察署長を

○ 21」、「主要都市」、「呼倫貝爾の牧畜業につい

12
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て」、「生活状態」、「蒙古犬」、「道路と交通」、「蒙

その後、班員の奥田重信が一人でハロンアルシャ

古○○○指導者の傾向」と、十の部分からなる。

ンから歩いて興安嶺の南麓を横断して索倫を向

その後 1933 年になると、第 30 期生の「海拉

かった。旅行誌に、ソ連のチタから帰満した者か

爾調査班」16 は、ハイラルに着いた後、北上して

ら伺ったチタの現地事情、満洲里のモンゴル騎兵

フルンボイルの三河地方を訪ねた後、そこから南

団、ガンジュルスムにおける定期市（いち）につ

下してハイラルに戻って満洲里を向かい、さらに、

いての記録が含まれている。今回の調査旅行は行

満洲里からハイラルに戻り、ハイラルに 2 週間ほ

きと帰りも東支鉄道を使った他の調査班と違っ

ど滞在した後、南のガンジュルスムとハロンアル

て、帰りに一人の書院生がハロンアルシャンから

シャンに出かけていった。ハイラルから満洲里に

直接南のルートでフルンボイルを後にしたのであ

向かう途中、同班の卜部義賢と松見慶三郎の両氏

る。その報告書は、『第 28 回支那調査報告書』、

は、石炭で有名なダライノールの町を訪ねた。
今回の調査旅行において、「海拉爾調査班」は

『第 25 巻』、「札蘭屯・免渡河・満州里調査班」と
して残されている。

書院生で初めてフルンボイルの北部に位置し、当

続いて、1935 年、第 32 期生の「龍江省景星

時フルンボイルにおいて唯一の農耕地帯で、白系

縣・泰康縣調査班」18 は、フルンボイルを通過し

ロシア人が多く住む三河地方に足を踏み入れた。

ただけなのか、あるいは他の何かの理由で旅行誌

また、同調査班は書院生で最も長く（滞在期間が

においてフルンボイルについての記述が見られな

一ヶ月以上）現地に滞在し、ハイラルを拠点にし

かった。

てフルンボイルの南北を踏破し、その調査範囲が
書院生のフルンボイル調査の中で一番広い範囲に

Ⅲ．旅行誌からみた書院生によるフルンボイル
調査の特徴

及んだ。
旅行誌において、調査した地域の状況について

こうしてフルンボイル地域に全 8 コースの調査

記述しただけではなく、フルンボイルの地理、人

旅行を実施した書院生が残した記録は、当時の現

口、歴史、行政などについても触れている。

地情報を把握する意味で貴重であることは言うま

その後、調査の成果として『第 27 回支那調査

でもない。これらのフルンボイル地域で実施した

報告書』第 25 巻「三河地方及北部国境地方調査

全 8 コースの調査旅行の記録を総合して、書院生

班」の報告書としてまとめられた。同報告書にお

によるフルンボイル調査の特徴をまとめることが

いて、三河地方および北部国境地方、南部フルン

できる。以下において、書院生によるフルンボイ

ボイル、満洲里の事情、フルンボイルの畜産につ

ルにおける調査旅行のいくつかの特徴を整理して

いて詳細に記述している。同時に、この報告書は

みる。

書院生による本格的な「フルンボイル調査報告書」

第一に、鉄道を有効に利用したこと。フルンボ

として、評価されるべきものである。その具体的

イルの東西を貫くような東支鉄道が存在したた

な内容については、本稿の後半において取り上げ

め、書院生は比較的奥地であるフルンボイルでの

て論じることにする。

調査旅行がある程度安易にできたと言える。書院

1934 年、第 31 期生の「札蘭屯・免渡河・満

生のフルンボイルに入るルートとしては、ほとん

州里調査班」17 は、まず、ハイラルに到着し、そ

ど東支鉄道を使い、ハイラルあるいは満洲里に到

こから満洲里に入り、満洲里から再びハイラルに

着している。フルンボイルから帰途につく場合も、

戻り、ハイラルからフルンボイル南部に位置する

第 31 期生の「札蘭屯・免渡河・満州里調査班」

ガンジュルスムとハロンアルシャンに出かけた。

を除いて、ほとんど東支鉄道を使っている。また、
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東支鉄道線に存在するハイラルと満洲里の両市を

聯のスパイ網」において、以下のような当時の満

拠点に馬車や車を利用して踏査旅行を実施したの

洲里でのソ連諜報活動についての記述がみられ

である。

る。

第二に、フルンボイルにおいて、書院独自の人

「日本の特務機關の某軍曹が満洲里の特務機關

的ネットワークが存在していた。書院生によるフ

勤務となつて三月の五日に來満し、三月の十日に

ルンボイル調査の始まりは 1925 年からである。

所用があつて蘇聯領事館を訪問したら故意か偶然

実際には、本格的に毎年フルンボイルに出かけて

か既に同軍曹の寫真が机上に置かれて在り而も金

い く よ う に な っ た の は 1931 年 か ら 始 ま っ た。

歯の本数迄調査してあつたと云ふのである」

1931 年に満洲事変が勃発し、その後満州国が建

この記述を見る限り、なぜ学生である書院生が

国され、フルンボイル地域に満州国を構成する興

このような情報を得ることができたのかという素

安北省が設置された。そのため、日本人が当局に

朴な疑問が浮かぶ。この疑問を解くには、上で述

便宜を与えられ、フルンボイル地域に簡単に入る

べたように、書院生が現地に到着後、東亜同文書

ことができたことが考えられる。

院の独自の人的ネットワークを通して、あるいは、

しかしながら、学生が国境地域に出かけて自由
に調査することがそれほど簡単なことではなかっ

現地の日本機関を訪問して情報収集をおこなって
いたことがヒントを与えてくれる。

たと考えられる。そこで、現地に存在するのは書

第四に、調査範囲が次第に拡大していったこと

院独自の人的ネットワークである。前述したよう

である。書院生のフルンボイル調査は、最初のハ

に、書院卒業生の山崎誠一郎領事と福間徹外務省

イラルと満洲里の周辺における調査から、フルン

職員が満洲里に勤務しており、彼らは書院生の調

ボイル南部のハロンアルシャン、北部の三河地方

査旅行にさまざまな便宜を与えた。このようにし

まで拡大していった。

て、書院生のフルンボイル調査が無事かつスムー

具体的には、1925 年の第 22 期生による調査

ズにできたと言える。また、このことから書院卒

は、 満 洲 里 と ハ イ ラ ル の 近 辺 に と ど ま っ た。

業生間の深いつながりをうかがい知ることができ

1931 年の第 28 期生による調査は、満洲里とハ

る。

イラルの近辺から草原へと踏破調査範囲を伸ばし

第三に、書院生は、フルンボイルに到着後、ま

た。1932 年の第 29 期生の調査は、フルンボイ

ず現地の日本の諸機関あるいは日本人から情報を

ルの最南端であるハロンアルシャンまで行った。

収集し、それから自分たちの踏査旅行を実施した

1933 年の第 30 期生による調査は、南のハロン

のである。書院生は、フルンボイルに到着後、単

アルシャンにとどまらず、さらに、北の三河地方

に領事館など機関を通じて現地情報を手に入れる

まで調査範囲を拡大していった。こうして、調査

だけではなく、現地の日本人の様々な話を聞き、

範囲の拡大によって、調査が深化され、記録内容

さらに調査のための情報や資料を充実化した。こ

も次第に充実化されていったのである。

れらを踏まえて、現地で自分達が実際に見たある

最後にもう一つだけ付け加えるならば、書院生

いは確認したものを記している。さらに、フルン

の調査地は国境付近に集中している点である。も

ボイルの奥地まで出かけ、現地の人々（モンゴル

ちろん、フルンボイル地域全体が国境地域ではあ

人）とも色々な形で接触し、そこから得た情報を

るが、その中で、書院生が足を踏み入れた地方は、

も記録している。

ほとんど国境に隣接している地域である。たとえ

例えば、1934 年、第 31 期生の「札蘭屯・免

ば、満洲里は中ロ国境都市である。ハロンアル

渡河・満州里調査班」の旅行記の「脅威す可き蘇

シャン周辺は中蒙国境に隣接している。三河地方
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「第２編

は中ロ国境に位置している。しかし残念ながら、

南部呼倫貝爾の概説」
（手書き原稿 26 枚）

現段階においてこの点についての具体的な理由は
「第３編

不明である。

呼倫貝爾に於ける畜産調査」
（手書き原稿 30 枚）

ここまで、主に、書院生の旅行記を中心に、そ
「第４編

の調査旅行のいくつかの特徴を提示してみた。こ

満州里概説」
（手書き原稿 10 枚）

れらの旅行記とは別に、調査報告書においてはさ

「第５編 海拉爾に於けるトルコタタルに就いて」

らに興味深い点がいくつ存在する。以下において、

（手書き原稿 5 枚）

調査報告書を取り上げて議論していきたい。

と、5 部構成からなる。

Ⅳ．書院生のフルンボイル調査報告書

同報告書の内容構成から見ると、全体で手書き

――「海拉爾調査班」による調査報告書について

原稿 170 枚程度であるが、第１編の「三河地方

書院生の調査の中で、満州国が建国されて初め

及北部国境地方」の部分が約全体の半分以上の分

てフルンボイルにおいて調査を実施したのは第

量を占めている。

30 期生の「海拉爾調査班」である。さらに、こ

その章立ては、「第１章

の「海拉爾調査班」は、上でも述べたように書院

倫貝爾）三河地方」、「第２章

生で初めてフルンボイルの南北を踏破し、同地域

呼倫貝爾）北部国境地方」の２つの章によって構

において唯一の農耕地帯であり、白系ロシア人が

成されている。

多く住む三河地方において詳細な調査を行なっ
た。また、同調査班は書院生の中で、フルンボイ

興安省北分省（旧呼
興安省北分省（旧

第１章の「興安省北分省（旧呼倫貝爾）三河地
方」の内容構成は以下の通りである。

ルで最も長く滞在し、フルンボイルの南北を踏破

第１節

地勢

し、その調査範囲が書院生のフルンボイル調査の

第２節

人口

中でも一番広い範囲に及んだ。

第３節

交通

その後、調査の成果として『第 27 回支那調査

第４節

産業

報告書』第 25 巻「三河地方及北部国境地方調査

第５節

商業及び金融

班」の報告書としてまとめられた。同報告書にお

第６節

風俗及び民度

いて、三河地方及び北部国境地方、南部フルンボ

第７節

文化施設

イル、満洲里の事情およびフルンボイルの畜産に

第８節

三河地方の警備状態

ついて記述している。同時に、この報告書は書院

第９節

三河地方の将来

生による本格的な「フルンボイル調査報告書」と

２章の「興安省北分省（旧呼倫貝爾）北部国境地

しての価値が極めて高いと言える。
上記から見ると、フルンボイルにおける書院生
による調査の中で、滞在期間と調査範囲から見て
も、「海拉爾調査班」による調査が一番全面的で
あるため、ここでその調査報告書

19

全体が九つの節によって構成されているが、第

を取り上げて

具体的にその内容などについて検討してみる。

方」の節の構成は、上記の第１章と同様である。
ここで、第１章の内容を具体的に取り上げて、
いくつか興味深い点について確認してみたい。
まず、調査を実施する人員構成のことである。
今回のフルンボイル調査の人員構成については、
「視察調査参加分署員名

その報告書の具体的な構成は、
「第１編

高波騎兵第壱旅団長閣下

三河地方及北部国境地方」

星騎兵連隊長閣下及小川副官殿

（手書き原稿 100 枚）
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護衛兵、下士官以下十名

認めざるを得ない。これを可能にしたのは、① 書

海拉爾特務機関ヨリ一名、同協和会ヨリ一

院生がフルンボイルに到着した後に現地の日本の

名、通訳一名

諸機関（警察および特務機関など）から情報を収

同憲兵分隊ヨリ二名、同文書院海拉爾班四

集できたこと ② これらの資料を自由に利用でき

名、他ニ

たことである。このことが精度の高い報告書の作

乗用自動車二輌及トラック二輌」

成につながったのではないかと考えられる。

との記録が見られる。すなわち、書院生は日本の

以上、書院生の「海拉爾調査班」によるフルン

軍、警察、諜報機関である特務機関、さらに協和

ボイルでの調査旅行と彼らによって作成された報

会などと一緒に調査を実施したことが確認でき

告書について具体的に確認してきた。したがって、

る。なおかつ、憲兵隊など兵隊の護衛のもと調査

書院生の調査旅行の「性格」、あるいはその「特

を行なったことがわかる。

殊性」の一端を提示することができた。

次に第４節の「産業」の項目について確認して

しかし、「海拉爾調査班」によるフルンボイル

みると、中には「農業」、「牧畜業」、「林業」、「工

の調査に対していくつかの素朴な疑問が残る。以

業」、「鉱産業」などの内容が含まれており、とり

下、そのいくつかの疑問についてまとめておきた

わけ「牧畜業」について相当詳細な「部落別の

い。

牛・馬・羊の頭数表」の記録がある。さらに、そ

第一に、なぜ日本の軍、警察、諜報機関などと

の調査の信憑性を高めるために、第一資料として

一緒に調査を実施した点。言い換えれば、単なる

警察署調査資料」、第二資

「調査旅行」なのにどうしてこれらの機関が同行

料としては書院生の海拉爾班員の調査資料、第三

しなければならなかったのかということである。

は「ダラガツェンカ

20

資料としては部落付近の住民の所有概数として推

第二に、資料および情報収集の問題。

算したものという３つの資料を利用し、三河地方

第三に、調査の時期と意義に関する疑問。

の正確な牛・馬・羊の頭数を示そうとした。そこ

第一の「なぜ日本の軍、警察、諜報機関などと

で、一つ興味深いことは、書院生がダラガツェン

一緒に調査を実施した点」については、残念なが

カ警察署の調査した資料を自由に使えたという点

ら現段階においてその経緯などについて説明でき

である。

ない。

また、最後の第９節においては、三河地方の将

第二の「資料および情報収集の問題」について

来について「アドバイス」なり「提言」なりの記

は、書院生は軍、警察関係・特務機関などからの

述が見られる。その一部の内容は次のようなもの

情報収集を行なったと考えられる。たとえば、前

である。

述したように三河地方の牧畜業の家畜頭数表を作

「日満両国○○此地○○満州国の王道主義○

成にあたり、書院生は「ダラガツェンカ警察署調

○烏剌爾 方面へと延長○○基礎○○作○

査資料」を活用していた。このことが当時書院の

22

「存在の特殊性」の一側面を見ることができる。

○である」。
すなわち、書院生はフルンボイルでの現地調査

というのは、筆者はこれまでフルンボイルに関

を踏まえ、最終的に国境地帯である三河地方の日

する日本語の報告書などを丹念に収集してきた。

本にとっての重要性を強調している。

この時期の報告書や出版物と言えば、だいたいマ

これらのような報告書に含まれる具体的な内容

ル秘あるいは極秘になっており、「普通の学生」

を確認すると、書院生によるフルンボイルに関す

では、なかなか見られないものが多い。このこと

る調査報告書は、完成度の高い報告書であったと

から、「書院生」だから日本の軍、諜報機関から
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書院生のフルンボイル調査を中心に

情報を収集できたのではないかなと考えられる。
そして、第三の「調査の時期と意義に関する疑

国のための調査であったという性格をもつもので
ある。
これまで、書院生の調査報告書を活用した研究

問」ではあるが、三河地方の特殊性は、まず国境
地帯で、同時に白系ロシア人の居住地域でもあり、

は、それほど盛んではなかった。その理由として

そしてフルンボイルの唯一の農耕地帯でもある。

は、資料の公開の問題と、手書き原稿であるため

すなわち、当時、三河地方は農耕地帯であるため、

読み取り困難の問題が存在していると考えられ

その後の満蒙開拓団の入植予備地の性格をもつ。

る。
実際には、調査報告書を活用しながら研究を進

実際には、この三河地方に本格的に満蒙開拓団が
入植し始めたのは、1936 年からのことである 。

めていくと、当時の当該地域の地域像はもちろん

このことと関連付けて言えば、この 1933 年の時

のこと、それとは別に、本稿で提示したようない

点でおこなった書院生による調査は、ある種の

くつかの書院生による調査の特徴が浮かんでく

23

る。今後においては、これらの作業を中心に進め、

「予備調査」の性格をもつ。
管見の限り、書院生による三河地方での調査は、

より総合的に書院生の調査を検証していきたい。

比較的早い段階の調査であり、その参考価値はか
なり高かったと言える。要するに、早い段階で実

注

施した書院生による調査およびその後に作成した

１

調査報告書、いわゆる調査の成果が、どういうふ
うに他の機関などに利用されたのかについては不
明だが、他機関の調査に参考となる部分が多かっ
たのではないかと考えられる。

吉田順一「日本人によるフルンボイル地方の調査―おも
に畜産調査について―」（早稲田大学大学院文学研究科

『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第 4 分冊、1999 年）。
２

森久男、ウルジトクトフ「東亜同文書院の内蒙古調査旅
行」（愛知大学国際問題研究所『国際問題研究所紀要』第
136 号、2010 年）。

これらを総合してみると、書院生のフルンボイ

３

ル地域あるいは三河地方で実施した調査について
は、いくつかの疑問が残されたが、返ってこれら

チ・センター年報』2 号、2008 年）pp. 279–284。
４

の疑問がある意味で書院生の調査旅行の「性格」

拙稿「書院生によるフルンボイルに関する調査報告書に
ついて」
（愛知大学東亜同文書院大学記念センター『オープ
ン・リサーチ・センター年報』3 号、2009 年）pp. 363–

あるいはその「特殊性」の一端を説明しているの
ではなかろうか。

拙稿「書院生のフルンボイルにおける調査旅行」（愛知
大学東亜同文書院大学記念センター『オープン・リサー

366。
５

東亜同文書院編『東亜同文書院大旅行誌』（愛知大学オ
ンデマンド版）雄松堂書店 、2006 年。

Ⅴ．おわりに

６

本稿では、書院生がフルンボイル地域でおこ
なった調査旅行について検討してきた。旅行記と
調査報告書をあわせて確認しながら、その調査の
いくつかの特徴および疑問点を提示してみた。そ

年）、pp. 112–168）。
７

（同『満蒙』1925 年 11 月号）、「満洲里に於ける薬品類状
況」（同『満蒙』1926 年 6 月号）、「呼倫貝爾羊毛市況及
満洲里獣腸相場」
（哈爾濱商品陳列舘『露亜時報』1927 年

感想などがメインで、それを確認すると若い学生

9 月号）などがある。
８

と「同調」していたことが伝わってくる。いわば、

露支國境遊歴班「アムールの流れ」（東亜同文書院『千
山萬里』1932 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、

し、調査旅行後に作成した調査報告書を確認する
と、書院生の記述が大体当時の日本の大きな方針

たとえば、志水語「呼倫貝爾盬湖事情」（大連満蒙文化
協会『満蒙』1925 年 9 月号）、
「呼倫貝爾タルバガン市況」

の中で、旅行記に記載している内容は、書院生の
たちが現地で楽しく調査したことがわかる。しか

北満及國境調査班「アムールの悲歌」（東亜同文書院

『 乗 雲 騎 月 』1926 年（ 愛 知 大 学 オ ン デ マ ン ド 版、2006

pp. 2–47）。
９

1929 年 7 月、東北当局によるソ連の「赤化防止」と中
東鉄道の権益回収をめぐって、ソ連との間に軍事衝突にま
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で発展した「中東鉄道事件」。
10

事を務めていた。

1928 年 6 月に起きた張作霖爆殺事件によって東北地方

16

が動揺した際、ソ連および外モンゴルの援助の下、フルン
ボイル青年党による武装蜂起が起こり、フルンボイルの独
立自治を求める事件。
11

440）。
17

黒龍江省遊歴班「東支線を行く」（東亜同文書院『千山
pp. 538–578）。

マンド版、2006 年）、pp. 569–603）。
18

福間徹、東亜同文書院第 22 期生。福岡県出身で、書院

龍江省景星縣・泰康縣調査班「北窓に面する二人」（東
亜同文書院『翔陽譜』1936 年（愛知大学オンデマンド版、

を卒業後、外務省に入り、中国各地で勤務。
13

札蘭屯・免渡河・満州里調査班「白樺の興安嶺を越え
て」
（東亜同文書院『出盧征雁』1935 年（愛知大学オンデ

萬 里 』1932 年（ 愛 知 大 学 オ ン デ マ ン ド 版、2006 年 ）、
12

海拉爾調査班「黄塵行」（東亜同文書院『亜細亜の礎』
1934 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp. 424–

2006 年）、pp. 423–445）。

第二班「草原を思ふ」（東亜同文書院『北斗之光』1933

19

全体の分量としては手書き原稿 170 枚。

年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）、pp. 155–170）。

20

ダラガツェンカは三河地方の中心地である。

第六班「蘇・満の國境に立ち」
（東亜同文書院『北斗之光』

21

14

1933 年（愛知大学オンデマンド版、2006 年）
、pp. 173–
193）
。
15

手書き原稿であるため、「○○」の部分は読み取れな
かった部分である。以下同じ。

22

山崎誠一郎、東亜同文書院第１期生。高知県出身で、書
院を卒業後、チチハル副領事、張家口領事、満洲里領事、

ウラルのこと。

23

森久男「満州国興安北省三河地方の満蒙開拓団」（日本
現代中国学会『現代中国』第 71 号）140 ～ 141 頁。

芝罘領事を歴任した。この時に、在満洲里日本領事館の領
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世界大学史と愛知大学

酒井吉栄
〈愛知大学名誉教授〉

はしがき

第Ⅰ章

世界大学史の潮流

愛知大学は、その創設にあたってどのように考

わたしの考えている愛知大学史の大きな特色

えていたかを知るために、愛知大学の設立趣意書

は、世界大学史の流れの中で考察するということ

の一部を、以下に掲げておく。

である。

愛知大學設立趣意書
我日本ハ長期ニ亘ル今次戰爭ニ依テ物質的精神

１．大学の父たち──フンボルト・フィヒテ・シ

的ニ荒廢セシメラレ、殊ニ其結果ハ惨憺タル敗戰

ュライエルマッヘルと林毅陸・本間喜一・小

ヲ招キ、正ニ壞滅ノ危機ニ立ツト云フモ過言デハ

岩井淨
その最初の視点は、ベルリン大学の創設と対比

ナイ。
今斯ル壞滅ヲ免レントスルナラバ、事ヲシテ茲

しながら、愛知大学をとらえるということである。

ニ到ラシメタル舊キ日本ノ誤レル指導ト積弊トヲ

両者の創設の客観的実証的事実から、両者の創立

一掃シ、新シキ日本トシテ更生スル道ヲ擇ブ外ナ

に大きく貢献した主要な人物を、わたしはアメリ

イノデアル。

カ憲法成立史において使用されている用語「憲法

寔ニ新日本ノ進ムベキ方向ハ舊來ノ軍國主義

の父たち（father of the constitution）」にちなんで、

的、侵略主義的等ノ諸傾向ヲ一擲シ、社會的存在

「大学の父たち（father of the university）」と呼ぶ

ノ全範域ニ亘ツテ民主主義ヲ實現シ自ラヲ文化、

ことにしている。具体的には、フンボルト（Wilhelm

道義、平和ノ新國家トシテ再建スルコトニ依リ世

von Humboldt (1767‒1835)）、フィヒテ（Johann

界ノ一員トシテ、世界文化ト平和ニ貢献シ得ル如

Gottlieb Fichte (1762‒1814)）およびシュライエル

キモノタラントスルコトデナケレバナラナイ。

マッヘル（Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher

斯ノ如キ我日本ノ新シキ出發ニ際シテ、當面解

(1768‒1834)）がベルリン大学の父たちであった

決ヲ要スル諸種ノ問題山積スルト雖モ、就中、學

のに対し、愛知大学では、林毅陸（ハヤシ・キロ

問、思想、文化ヲ旺ニ興シ、敎養アル有爲ノ人材

ク）、本間喜一（ホンマ・キイチ）および小岩井

ヲ養成スルコトハ、其ノ急務ニシテ最モ基礎的ナ

淨（コイワイ・ジョウ）がその人たちであった。

ルモノ、一ト言フベキデアラウ。我等相謀ツテ茲
ニ愛知大學ヲ設立セントスル所以ハ、實ニ斯ル客

２．二つの大学のおかれている客観的事実の
近似性

観的要請ニ呼應スルモノニシテ、一言ヲ以テ之ヲ
謂ヘバ世界平和ニ寄與スベキ日本人文ノ興隆ト有
爲ナル人材ノ養成ト云フ點ニ盡キルノデアル。

まず、ベルリン大学の場合をみてみよう。1806
年、プロイセン国王フリードリヒ三世は、フラン
1
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愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

スのナポレオンに対して宣戦布告をしたが、結局

は 1911 年 11 月 13 日公布）の基本法の根本原則に

戦争に敗北し、1807 年、屈辱的なティルジット

拘束されていた。その第三款「敵国ノ領土ニ於ケ

条約（Tilsiter Friedensvertrag）を結ばざるをえな

ル軍ノ権力」は、43 条「占領地の法律の尊重」

かった。その結果、ティルジット条約によりエル

において「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタ

ベ河以西の領土を失った。その上、１億４千万フ

ル上ハ、占領者ハ、絶対的支障ノナキ限、占領地

ランケンにも上る賠償金をプロイセンはフランス

ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活

に支払わなければならなかった。しかし、ウィル

ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘ

ヘルム三世は、メーメル（Memel）で、
「わが国は、

シ」と規定する。連合国最高司令官にはダグラス・

その物質的な力において失ったものを、精神的な

マッカーサ元帥が選任されたが、その権限は、対

力でもって補わなければならない」と力説した。

外的には（当初は）極東諮問委員会（Far Eastern

これを受けて、ウィルヘルム・フォン・フンボル

Advisory Commission）という諮問機関にコントロ

トが 1809 年２月宗教公教育局長官の地位につき、

ールされるのみで日本に対しても契約関係ではな

新大学ベルリン大学は、1810 年の勅令によって、

く、無条件降伏を根拠にして、その権限の行使に

その年の９月 29 日開学した。ドイツ国民の再建

ついては、日本側の異議を受容する必要がないと

の意欲は、きわめて旺盛であった。そしてその先

いう文字通りの最高のものであった。（「連合国最

頭に立ったのが、
「ベルリン大学の父たち」であ

高司令官の権限に関する通達」）。その場合、降伏

った。やがて、シュライエルマッヘルの提出した

は日本の統治権そのものを連合国の権力の下にお

提案が、1816年のベルリン大学学則となった。

いたのであるから、連合国はみずからの手で直接

もっとも、ベルリン大学の創立を通じて可能な限

に日本を統治するか（直接統治）（direct govern-

り高等教育機関の改革を図ろうとする努力は、二

ment）、あるいは日本の統治機構（政府）を通じ

転三転している。

てこれを支配するかは選択的であったが、連合国

愛知大学の場合も、太平洋戦争の敗北に起因し

は間接統治を原則とし、特別の必要がある場合に

ている。周知のように、1945（昭和 20）年７月

おいてのみ例外的に直接統治を行うことにした。

26日にポツダム宣言が連合国側から提示され、

したがって、連合国は指令（directive）（狭義）、

８月 14 日にポツダム宣言を受託し、1945 年９月

覚書（memorandum）などといういろいろな名称

２日に降伏文書に調印し、サンフランシスコ講和

をもつ指令（広義）を日本政府に発し、日本憲法

条約は、1952（昭和27）年４月 28 日に発効した。

（旧憲法）の定める統治機構を通じてこれを実施

この間の日本の実定法秩序は、占領下という特殊

させるというやり方をとった。

性があらわになった。公法学、政治学的には、元

このように、日本の政府を通じての間接統治が

東大教授宮沢俊義のいわゆる「八月革命説」が一

原則とされたが、しかし直接統治の権限も留保さ

般には承認されている。もちろん、学問的には、

れ、占領軍の指令は、ポツダム勅令とよばれた「特

戦争に関する社会的大変動を、集中的に、統一的

別の法形式」によって旧憲法を超えた国内法的効

に、法律的に規制するのは、国際法、その中でも

果を与えられた。司令官の命令は、迅速に履行す

戦時国際法であるが、日本の場合は以下のような

る必要があり、政府は、明治憲法８条により、

経緯をたどった。この占領期間における日本の統

1945 年勅令54 号「ポツダム宣言ノ受託ニ伴ヒ発

治 体 制 は、 い わ ゆ る 間 接 統 治（indirect govern-

スル命令ニ関スル件」という緊急勅令（いわゆる

ment）であった。それは、連合国最高司令官も、

ポツダム勅令）を制定し、「ポツダム宣言ノ受託

1907年 10 月18 日署名、
1910 年１月 26 日発効の「陸

ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ

軍ノ法規慣例ニ関スル条約（ヘーグ規約）」（日本

実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ
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所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ

民法の財団法人）
、⑶学校法人の認可（現行法）

得」とした。命令には、勅令、閣令、省令の形式

があって、所定の必要な手続をふまなければなら

が認められた。しかし、実際には、この形式を用

ない。しかし、敗戦国が占領されている場合、

いず、占領軍当局の指示に従って通常の立法手続

その上に国内法に優先して連合国最高司令部の法

で改革が行われることも多かった。

的 強 制 が 加 わ る。 覚 書（memorandum）・ 指 令

マッカーサの改革が予想外に円滑に進行し、彼
の日本国民の間での威信が高まるにつれて、「彼

（directive）が優位するのである。
CI & E（Civil Information and Education Section）

の独走」も生じた。これに対するアメリカ本国や

および GHQ（General Headquarters, Supreme

連合国の批判も生じ、1945 年 12 月 27 日のモスク

Commander for the Allied Powers）が、連合国最高

ワ協定で、マッカーサをコントロールしうる極東

司令部と一体となって戦後日本の教育の指導管理

委員会（Far Eastern Commission）が設置された。

にあたった。より具体的にいえば、民間情報局の

それはワシントンに設けられ、1946 年２月 26日

教育課が 1945 年 11月 26 日以降、日本の文部省と

に発足したが、これによって日本の憲法構造や占

連絡をとりつつ、また時には独自に当該問題に関

領体制の基本的変更に関して極東委員会の同意が

する情報を収集し、実情を調査し、政策を立案し

必要となった。占領前半期は、きわめて理想主義

て GHQ/SCAP に対して助言した。その課長であ

的な状況の中で改革が行われ、日本の統治構造を

るマーク T. オア（Mark T. Orr）は指導者として

全面的に変革しようとする思想が占領軍の内部で

活躍し、その活動方針として「日本の教育制度の

も強かった。公職追放、財閥解体、農地改革、労

全領域からの軍事訓練を含む理論上および実践上

働立法の制定などもその表われであった。しかし、

の軍国主義および超国家主義の除去」あるいは「教

米ソ間での冷戦の深刻化とともに、占領政策も「現

育機関の再開、容認できない教員の交替および教

実主義」に転じ、従来の日本の支配層をアメリカ

育課程」がふくまれていた。

の陣営に引き入れようとした。日本国憲法の制定

愛知大学の場合、具体的には、どのような規制

は、占領初期の理想主義的状況の最大の産物であ

管理が現実に実施されていたのであろうか。前述

り、その集大成といえる。

したように、ここにおいても間接統治と直接統治

愛知大学の創立もまたこの時期と完全に一致し

との交錯が見られる。すなわち、⑴民間情報局と

ていた。すなわち、1946 年８月１日に愛知大学

文部省、⑵民間情報局と愛知軍政チーム（Aichi

設立認可趣意書の提出、1946 年 11 月３日の日本

Mil. Gov. Team）、という二重のルート構造となっ

国憲法の制定、そして 1946 年11 月 15 日に愛知大

ている。

学設立の認可が続いたのである（詳細は、酒井吉

愛知大学設立認可申請書は、1946（昭和 21）

栄「愛知大学の構造、特質および歴史について

年８月１日付で、愛知県知事桑原幹根を経由して

──マクロの世界とミクロの観点から」、『愛知大

文部大臣田中耕太郎に提出されていた。申請手続

学史紀要』
、第４号、1‒10 頁、2001 年）
。

の書類審査過程でまず問題となったことは、「大
学設立委員」が教育職員として適格であるかどう

３．太平洋戦争終結後（占領統治下）の

かについての「適格審査委員会」の審査判定であ

大学管理体制

った。その経過をみると、まず、⑴教育職員の資

通常の場合、日本における私立大学の新設は、

格判定は、全国各地にある適格審査委員会があた

監督行政庁である「文部大臣の認可」が要求され

る。愛知大学の場合は、東海地区学校集団適格審

る。認可には、⑴大学そのものの認可、⑵大学設

査委員会が適否を判定する。つぎに、⑵学校を経

置主体の許可（旧法─大学令（大正８年）では、

営する法人の役員は、文部省内にある中央適格審
3
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査委員会が判定する。後者につき、愛知大学設立

４．東亜同文書院大学と愛知大学との関係

委員林毅陸・本間喜一・横田忍三名は適格の判定

──「デ・ユーレ」（de jure）と
「デ・ファクトォ」（de facto）

があった。しかし、GHQ は、三名がいわゆるポ
ツダム宣言第６項（Ｇ項）該当者（好ましくない

総司令部民間情報部（局）の調査の最も重要な

人 物 の 公 職 よ り の 除 去 に 関 す る 覚 書（Memo-

結論は、「愛知大学は、いくらかの人によっては、

randum concerning Removal and Exclusion of Un-

誤解されていると思われるが、しかし、愛知大学

desirable Personnel from Public Office, Jan. 4, 1946））

は以前の京城帝国大学の再建でもなければ、以前

により疑あり、として中央適格審査委員会に再審

の東亜同文書院大学の復活でもない」（The Aichi

査を命じた。この件について、文部大臣田中耕太

University seems to be misunderstood by some

郎（東大教授）
、我妻栄らは GHQ に出頭して説

people，but it is neigher a reconstruction of the former

明し、その結果、適格の判定を受けた。

Keijo Imperial University nor the revival of the former

占領終結後、アメリカから日本へ返却された「国

Toa Dobun Shoin College.）ということであった。

立国会図書館資料」1265‒7750、17 の主題「愛知

さらに、愛知大学は、学問の範疇の最も進歩的な

大学の開学」
（The Opening of the Aichi University）

価値のある大学の一つである。愛知大学の関係し

は、次のように記録している。

ているものは、上海校と結合させられているが、

⑴ 東亜同文書院大学（Tung Wan University）
は、
中国研究においてその優秀さのために有名で
あった。この観点を継続するために、愛知大
学は計画された。
⑵

しかしながら、その軍国主義の復活に関心がある
という証拠は何もないということであった。
さて、制定法的に見れば、1901（明治 34）年
開学の東亜同文書院も愛知大学も、時期は異なる

引揚教授および学生に関する文部省の問題

けれども、旧制大学として「大学令」
（勅令）
（1918

は困難な問題であり、この大学の設置によっ

（大正７）年）によって創立せられたものであって、

て、当時もっとも現実的な方法で、事態を解

別個の大学であり、設立の建学の精神も必ずしも

決 し て い る（which the establishment of this

同一ではない。東亜同文書院は「大学の道」に学

university solves in the only physical way of the

び「日中輯協（友好協力）の基礎を固めるために

time）
。

必要な人材を養成することにある」（根津一）の

⑶

愛知軍政部（Aichi Military Government

であり、その「デ・ユーレ」としての次元では異

Team）のパーカーは、その学校は継続され

なる。が、しかし、実体的にして事実的にみれば

てもよく、結局、評判のよい大学となること

（特に直後の名古屋大学法経済学部の設立後、と

ができる。

くに京城帝国大学教授の構成員の転出後は）、同

以上の結論として、大学の開学は認められるべ

文書院の共同体的実体が存在し、その主流をしめ

きだとされた。しかし、地方担当将校は、特に、

る日中研究の課題は、愛知大学にひきつがれ、中

本間と同校との関連についてさらに調査を継続

国法政コース、中国経済コースとして継承され、

す べ き で あ る（ 横 浜 の マ ク カ ロ ム 大 佐 事 務 所

さらに 1994 年の大学院中国研究科中国研究専攻、

（Mr. McCulloms office） の ハ ー ス ウ ェ イ（Miss

1997（平成９）年の現代中国学部の開設をみると、

Hartheway）の供述による。）

デ・ファクトォの次元では同一性を否めないであ
ろう。このような「デ・ファクトォ説」と「デ・
ユーレ説」の見解を示したのは誰もいず、わたく
しのみである。
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第Ⅱ章

を生徒に授け、国家、社会に直接「有益な人材」

ベルリン大学の父たち

を養成すべきであるとする従来の「功利哲学」に

１．フンボルトの大学観

対しても、フンボルトの立場は、真向から挑戦し

フンボルト（Wilhelm von Humboldt（1767‒
1835）
）は、1767 年６月 22 日ポツダムで生まれ、

たことにならざるをえない。
シュタイン・ハルデンベルクの改革の頃は、進

1835年 10 月８日テーゲルで死亡した。かれの大

歩と反動の二つの潮流が激しく渦巻き、互いに隙

学観および教育思想は、かれがおかれている諸条

を狙っていた時代であった。教育問題を担当する

件とその内在的思想の相互的関連において弁証法

国家教育審議会の委員長に、当初、ヴォルフを予

的に発展している。フンボルトの教育に関する基

定したが、拒否された。ヴォルフの辞退の理由は、

本的理念は、
「自由な個人」すなわち、「人間とし

大学における講義と自己の研究以外には、時間も

ての自己の尊厳性」を自覚し、
「自己の可能性」

精力もさけないということであった。結局のとこ

をできるだけ展開させようと志す人間を教育する

ろ、シュライエルマッヘルがこの委員長に就任す

ことであった。つまり、役に立つ農民、有能な職

ることを受託することになった。プロイセンとい

人、
忠誠で勇敢な兵士の育成を目指すことよりも、

う国家を改革しようとする意欲にもえているシュ

一個の人間としての完成をはかること、すなわち、

ライエルマッヘルは、他の進歩的な意見の持主と

職業や身分とは関わりなく、一個人としての自己

も提携して、フンボルトの意を体し、あらゆる方

を完成させようとする意識を各人の内より引き出

向からの反対意見と戦い、フンボルトの教育哲学

すことを教育の主眼であると考えていた。「子供

の実現に努めた。

を教育するに当っては、ただ、読み、書き、計算

フンボルトの大学構想に関しては、1819 年の

ができるようになりさえすればよいと考えるので

「ベルリン高等学問施設の内的および外的組織に

はなく、児童の肉体と精神の能力がすべて、可能

ついて」のなかに、その根本思想の特徴があらわ

な限りよく調和して発展することを目指さなくて

れている。まず、第一の特徴は、その学問観、す

はならない。そして、子供が聞き、語り、行なう

なわち「学習」についての彼の新しい理解である。

ことのすべてを、あらゆる瞬間になぜそうすべき

フンボルトは学問をもって、「未だ完全には見出

であって、
それ以外のことをしてはならないのか、

されてはいないもの」、「決して完全には見出され

十分に意識するよう指導しなくてはならない」
、

えないもの」として認め、かかるものとして絶え

と。フンボルトは、当時の覚え書にこのように記

ず追求すべきものであると捉えた。

している。

そしてつぎに、フンボルトは、
「教授と学生」

また、1809 年 12 月１日付のプロイセン国王宛

との相互関係をソクラテスの対話における同等の

のフンボルトの報告書には、「国民の一人一人が、

権利をもつ人びとの対峙に見出している。フンボ

その職業に関係なく、それ自身一個の誠実でよき

ルトは、新人文主義的立場から実利主義に抗議し

人間であり、市民であるときにのみ、各人はよき

ている。彼は、大学を教育機関としてよりもむし

職人であり、商人であり、兵士であり、政治家で

ろ研究機関としてみなす立場であるが、それはむ

ありうるのであります」と書きしるしている。

しろ、フィヒテの理念に近いであろう。しかし、

フンボルトの考えたような学校制度の改革は、

フンボルトは、フィヒテと必ずしも同じではなく、

旧来の身分制度に応じた教育体系を否定し、理念

高等学問機関の国家からの独立を主張した。フン

的には、教育を万人のために解放するという階級

ボルトによって形づくられ、表現された文化国家

打破の方向を強く打ち出すことに狙いがあった。

とは、文化の支配、国家の形をとった文化の自己

このことと関連して、学校教育は「有用な知識」

表現であり、国家は、文化を積極的に庇護するば
5
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あいにのみ、文化国家となる。国家は、国民が自

義の哲学者である。1662 年５月 19 日借地農（小

由にかつ多彩に真の学問をすることができるよう

自作農）の子として、Rommenan に生れた。ウィ

に義務を有するが、純粋に精神的なものとして、

ッテンベルクとライプチッヒで学んだ。自我と世

国家をはるかにしのぐ学問に対しては、干渉する

界（self and world）の根拠としての絶対我（infinite

ことは許されないのである。この点、シュライエ

ego）の精神的活動を仮定した。フィヒテは、人

ルマッヘルと同じ思想をもっていると思われる。

間の生命は、哲学の実践的格言によって導かれね
ばならないことを信じた。フィヒテは、1810 年

２．ドイツ理想主義、新人文主義

エルランゲンとケーニッヒスベルク大学で二期に

1800年頃の大学論者たちは、当時の指導的知

わたって教えたのち、哲学部の学部長に任命され、

識形態であるドイツ理想主義、新人文主義を土台

後にはベルリン大学の学長に任命された。彼の哲

として自分たちの基本原則を立案したのである。

学は、急速にシェリングとヘーゲルの哲学によっ

シェリング、フィヒテの大学論では、市民社会が

てとって代られた。ヘーゲルは、シェリングと同

大学の敵対者として現われるが、フンボルトとフ

じように、カントの道徳哲学についての彼の体系

ィヒテは、支配権力としての国家──官憲として

を基礎づけている、カントの哲学のための継承者

の国家──には抵抗しない。むしろ、国家は協力

（heir）であった。フィヒテの著作に関する重要

者と考えている。フンボルトは、1802 年から教

な研究は、H. C. エンゲルブレヒト（Engellbrechte）

育大臣（Minister of Education）であり、1810 年、

である。エーレン・ブリヒ・タルボット『フィヒ

またフンボルトはプロイセン改革行政の教育大臣

テ哲学の基本的原理（原則）』（1906）があり、そ

であり、彼の最も重大なる達成は、ベルリン大学

してフレデリック・コープルストーン『哲学史』

（University of Berlin）の創設であった。フンボル

二巻、７巻、（1946）がある。理想主義の歴史的

トの自由主義の顕著な特徴は、その人文主義にあ

背 景 の 再 評 価 は、 ヨ サ イ ア・ ロ イ ス（Josia

る。彼は市場経済（market economy）を認めたけ

Royce） の 近 代 哲 学（1892、1967 再 版 ） や ヨ ハ

れども、laissez faire（自由放任）の弁護者ではな

ン・ヘルマン、テンダールの哲学の道（career）

かった。フンボルトはミル（John Stuart Mill）の“On

２巻（1965）がある（文献は、The McGraw-Hill

Liberty” を鼓舞したし、また、ヨハン・ペスタロ

Encyclopedia of World Biography 4‒5 と亀山健吉『フ

ッチ（Johann Pestalozzi）の教育原理に影響された。

ンボルト』525 頁、中公新書、1978 年によった）。

後に、彼の思想は、根本的にはヨーロッパおよび

フィヒテの大学論は、カント以来展開されてき

アメリカの初等教育に影響を与えた。とくに、南

たドイツ的大学論の潮流に属する。フィヒテは、

北戦争後のアメリカ留学生によってもち帰られ

ペスタロッチ（Pestalozzi）の教育法を大学に適

た。政治理論においては、近代自由主義の創始者

用した「哲学的大学の理念」の黄金時代の労作で

（founders of modern liberalism）であり、また言語

ある。ベルリンに創設する予定の高等教育施設の

学（philosophy of language）の創始者でもあった。

演繹的計画とフィヒテの演説「ドイツ国民に告ぐ」

かれは、ペスタロッチの研究のためスイスを訪問

（Fichte, Reden an die Deutsche Nation, 1807‒1808）

した。（The McGraw-Hill Encyclopedia of World

は、かれの根本的思想を明確に表現している。「既

Biography, 1973. Wilhelm von Humboldt, by Richard

存の知識の習得ではなく、未来の生活のためにそ

C. Clark, 414, Routledge of Encyclopedia of

の知識を応用する技法であり」、いいかえれば悟

Philosophy, General Editor: Edward Craig）

性使用の技法（技術）を形成することが必要であ

ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ（Johann Gottlieb
Fichte（1762‒1814）
）は、ドイツの倫理的理想主

る。
フィヒテの大学講想の背後には、市民社会から
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隔離された学生こそ、後の公的生活につく場合、

た。しかしながら、哲学においては、彼は、G.

いっそう大きな価値を発揮する学問の士官学校、

W. F. ヘーゲル（Hegel）の影響を受けた。シュラ

学問の修道院──現実を超えたところから現実を

イエルマッヘルは、これまでの充実した基礎の上

みる──のような倫理的厳粛主義があった。

に自分の宗教的信念を確定するために努力したの

フィヒテの国家観は、一生のあいだに、変転を

であった。このように、かれは、啓蒙の信奉者（a

とげている。後年になると「文化関係への方向転

child of the enlightment）であったし、また最終的

換」が行われている。かれは、「19 世紀プロテス

には、自我（the ego）もしくは個人を想定してい

タンティズムの最も影響力のある思想家であっ

たと考えられている。彼は、またロマンティック

た。
」
（the most influential Thinker of 19th Century

な考えの持ち主であった。この考えは、プロテス

Protestantism) Routledge, Encyclopedia of Philosophy,

タント的説得を核心とした。個々の意識は、何が

General Editor: Edward Craig）

信念に対して正しかったか、何が道徳において善

最後のフリードリヒ・エルンスト・ダニエル・

であるかについての究極の基準であった。

シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ヘ ル（Friedrich Ernst Daniel

シュライヘルマッヘルの主張した宗教は、彼が

Schleiermacher（1768‒1834）） は、 ド イ ツ 神 学 者

絶対的に従属（依存）していた感情の人間（the

であり、また哲学者であった（1768‒1834）。かれ

feeling man）から生じている。かれは、この基本

は、自分の内部に神の存在が生じている人間の意

的 観 念 か ら 彼 の 神 学 の 構 造（Structure of his

識（mans consciousness）を主張した。すなわち、

theology）を築こうとしている。かれは、キリス

すべての道徳性（morality）は自分の心で、人間

ト教（christianity）を人間における最も高い段階

の肉体的性質（mans physical nature）を統一する

の一神論の主張（the mono theistic urge）であると

企てがあることを信じている。かれは、1768 年

考えた。キリストのために、シュライエルマッヘ

11月 21 日に生まれ、Moravian church school で教

ルは、調停者の役割（role of mediator）を考えた。

育された。そして、Doubting 地方のパスターにな

そ れ に よ っ て、 ジ ー サ ス の 神 性（indivinity of

る運命にあった。最初カント主義（学派）の哲学

jesus）とがもつ彼の主体性に関する最も大きな難

とその後プラトー、パスカル、スピノサ、またヨ

問から逃れている。かれは、罪についての伝統的

ハン・ゴットリープ・フィヒテの思想を吸収する

な キ リ ス ト 教 徒 の 原 理（traditional Christian

ことになった。かれは、初期ベルリンのロマン主

doctrine of sin）を解釈し直した。正統化されたキ

義者（romantics）の一人となった。かつ、とくに、

リ ス ト 教 の 考 え に よ っ て、 天 と 地（hell and

フリードリヒ・フォン・シュレーゲル（Friedrich

heaven）の最後の審判（last judgment）は下された。

von Schlegel） と 交 際 し た。1799 年 に、 か れ は、

シュライエルマッヘルは、19 世紀と初期20世

有名な Reden über die Religion を出版した。その

紀の後期宗教思想の前兆（foreshadowed）となっ

中で、宗教は道徳と知識から離れ、分離出発する

た。自然的かつ超自然的宗教の興起（おこり）に

べきことを主張した。かれの “Grundlinien einer

かんする（rise of natural and supernatural religion）

Kritik der buisherigen Sittenlehre”（1803）は、哲学

かれの原理は、後期の進化理論（later evolutionary

的著作であった。そして、それから 1809 年まで

theories）の予兆（a foretaste）である。

Halle の教授となった。その後、彼が Berlin に移

かれの合理主義と超自然主義（rationalism and

った。そして1834 年２月12 日にかれの死亡まで、

super naturalism）を橋渡しするための企てによっ

そこに滞在した。

て、20 世紀の倫理的文化運動は、活気づいたの

シュライエルマッヘルは、19 世紀のプロテス
タンティズムの最も感化力のある思想家であっ

である。
シュライエルマッヘルは、宗教の研究のリスト
7
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に載っている。彼のバイブルの歴史（historicity

に、高等専門学校の役目も同時にもつように組織

of the Bible）に関する多くの研究は、ルドルフ・

されるべきである。優秀な学生も、そうでない学

バルティマン（Rudolf Bultmann）の思想に先行

生もいっしょにして、教育すべきである。今日の

（anticipated） し た。 エ ヌ・ テ ー・ テ レ ン ス（N.

時代は、科学についての貴族階級の教えを滅すべ

Tice Terence）の出版目録（Bibliography）
（1966）は、

き時代ではない。シュライエルマッヘルは、古い

シュライエルマッヘルの文献を指導書として高く

制度に「新しい精神を吹きこもうとする意図」、

推薦している。彼の生涯を、リチャード・B. ブ

すなわち、大学改革の道を選んだ。もちろん、大

ラント（Richard B. Brandt）は検討している。シ

学は哲学の授業がすべての授業の根本である。そ

ュライエルマッヘルの哲学（1941）とドウスン・

こでは、「学問のために学問をする」のである。

F. ジェリ（Dawson F. Jerry）、シュライエルマッヘ

この論争をもとに、哲学部が成立する。科学者の

ル を ナ シ ョ ナ リ ス ト の 進 化（The Evolution of

団体としての本来の大学は、まさしく哲学部であ

Nationalist）
（1966）として討議している。

る。これに対して他の三学部（神学部、法学部、

シュライエルマッヘルのベルリン大学創立に関

医学部）は、いわば高等専門学校である。既存の

する主要、かつ有名な文献は、1808 年にまとめ

大学制度改革の最終的決定までには、二転三転し

上げられた「ドイツ的意味における大学について

たが、シエルスキをはじめ、ベルリン大学創立の

の随想」である。
「ドイツ的意味」というのは、

研究者は、ベルリン大学の父たちの主張の中で、

わたしの解する限り、1800 年の初期の時代、戦

ベルリン大学は最もシュライエルマッヘルの構想

勝国フランス（ナポレオン）は、かれがフランス

に近いと結論している。ともあれ、ベルリン大学

で行い、また、プロイセンにおしつけようとした

の実現は、けっきょく、シュライエルマッヘルの

たんなる職業人養成を目的とする〔専門学校〕的

構想に帰せられている。制度的には、1816 年の

発想ないし政策の非ドイツ的＝ナポレオン的、フ

ベルリン大学学則となった（酒井吉栄『学問の自

ランス的の否定と考えられる。シュライエルマッ

由・大学自治研究』110‒111 頁）。

ヘルは、フィヒテの同僚であり、かつ大敵であっ
た。シュライエルマッヘルは、原理的にはドイツ
観念論哲学の学問観に賛成したが、しかし、大学

第Ⅲ章

及ぼした影響

政策上の現実的事項については、最初から〔既存
のもの〕に対しては妥協していた。かれは歴史的
に 生 成 し た も の に 対 す る「 ロ ー マ ン 主 義 者 」
（Romantiere）への畏敬の念でもあった。かれの

近代ドイツ大学のアメリカ大学へ

１．アメリカ大学へ及ぼした影響
ア メ リ カ の 産 業 革 命 は、 南 北 戦 争 の（1861‒
1865）の前後の頃、東部では、1840 年代、西部

就任については、すでにのべた。そこで、かれは、

では1860 年代であった。19 世紀の間、人口の増

基本的な考え方についても、新人文主義、理想主

加は６倍であるが、高等教育機関は20 倍、学生

義的ドイツ観念論の人びととも原則的な点で違っ

数は 47倍であった。事実、19 世紀の 70 年代から、

ている。かれによれば、「大学は、何もかも学ぶ

アメリカは、ドイツ大学を模範としながら、高等

ところではなく、『学習の学習』
（das Lernen des

の学問研究をみたそうとした。アメリカからドイ

Lernens）を学ぶところ」である。かれは、「研究

ツへ留学する者は、60 年代においては、300 人、

と教授の統一」という原理を否定する。当初から、

70年 代 に お い て は 1,000 人、90年 代 に お い て は

大学に対しては、学識を必要とする職業分野で活

2,000 人に達している。アメリカの若者はドイツ

躍する有能な官吏を養成すべき高等専門学校とし

の大学にひきつけられたのであった。ドイツの大

ていくことも目指している。国家は、大学が同時

学では、一般には、
〔真理〕として通用していても、

8
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必ずしも究極的な真理とは限らず、絶えざる探究

ねられている。統治にかんする８人の構成員は、

によって修正される可能性があるから、より根源

理事会の憲法に明記するように、その信託（trust）

的創造的な研究を強調した。このような学風は、

の能率的な管理運営に必要なすべての権限をもっ

1876年の Johns Hopkins University の創立となっ

ている（独立法人型）（寺﨑昌男『日本における

た。人はこの大学を「バルティモアーのゲッティ

大学自治制度の成立』評論社、2006 年）。

ンゲン」とよんでいる。これは、ドイツ型研究大
学の類型である。しかし、アメリカ独自の大学理
念とされる実用主義的社会奉仕的大学範型も現わ

第Ⅳ章

林毅陸の史学における
戦争と平和の軌跡

れた。

国際社会における 20 世紀の最も主要なる平和
２．アメリカ大学の二元的類型と一元的類型

秩序のための機構は、周知のように、国際連盟

アメリカの大学は、植民地時代の末期頃までに、 （League of Nations）（1919. 6. 28） と 国 際 連 合
イギリスの大学、いいかえればオックス・ブリッ

（United Nations Organization）
（1945. 6. 26）である。

ジ型の伝統から次第に離れ、アメリカ独自の制度

これについては、林博士は、きわめて明確な分析

を形成してきた。そしてそれらの特徴の中、素人

と統合をしておられる（林毅陸『欧洲最近外交史』

（部外者）管理（lay government）制度の原型をつ

664‒674 頁、慶応出版社、1947 年）。けだし、
「恐慌」
は、その必然的結果として世界市場の争奪戦に駆

くり上げている。
現代アメリカの殆どすべての大学は、絶対的権

りたてた（宮本又次『日本経済史』349 頁）が、

限を有する一元的理事会によって管理されている

既に世界市場には「政治的縄張り」がある国は、

といわれている。アメリカ独立革命後、大学制度

これはどうしても、背後から、軍備をもって裏う

もまた東部から西部および南部へ広がったが、そ

ちせねばならないと考えられた。これに軍閥が乗

の場合、モデルとなったのは、イエールとプリン

じてきた。最も悲しむべき侵略主義と軍国主義が、

ストンである。イエールの教授団は、プリンスト

急に頭をもたげてきた。1930 年の世界恐慌は、

ンにおいて理事会と正式に名称が変更された。こ

資本主義制度の世界的不均衡を示した。

こにおいては法律的には、理事会がカリッジであ

けだし、19 世紀の始めのドイツにおいては、

り、実際教育にあたる者は、たんなる従業員であ

資本主義の後進性の故に強力なブルジワジーの体

る。

制は現われず、君権＝官僚勢力と知識＝教養階級

大学理事会の構成に実業家の比重がかかるよう

の妥協によって支配された。超国家主義のウィル

にもなる。理事会は取締会であり、これが総支配

ヘルム一世は、1863 年、現在の大問題を解決す

人（学長）を選ぶ。この総支配人がひとりひとり

るには、弁論と投票のよくするところではなく、

の従業員（教授）を雇う。法人企業の従業員であ

鉄と血（blood und iron）のみとするビスマーク

る。大学理事会は、学外者であり、すなわち、研

（Bismark Otto）（1815‒1893）を、1871 年、プロイ

究と教育においてはまったくの「素人」で構成さ

センの首相として普墺戦争、独仏戦争に勝利して

れるようになる。

ドイツ統一を達成した。ここで、軍事を主な政策

日本の大学法案は、日本の大学をアメリカの独

とする国家、すなわち軍国主義が確立した。それ

立法人の管理方式に変更するように求めたもので

は国の政治、経済、法律、教育などの政策、組織

ある。一元的管理方式（カリフォーニヤ州憲法９

を戦争のために準備し、軍備力による対外発展を

条９項）は、公法人であるカリフォーニヤ大学理

重視し、戦争で国威を高める立場である。ビスマ

事会（Regent of the University of California）に委

ークは、帝国宰相となり、ヨーロッパ外交の主導
9
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権を握り、三国同盟成立などで 90 年ウィルヘル

い状況にあった。そのため、依然として山縣も仏

ム二世と衝突し辞職した。

国式であった（坂本箕山『元帥山縣有朋』359 頁）。

ヘ ル ム ー ト・ モ ル ト ケ（Helmuth Graf von

1875（明治８）年以後における参謀本部の改革は、

Mortkel）
（1800‒1891）は、参謀総長として普墺

プロイセンの組織を模範としたのであった。それ

戦争、独仏戦争に大勝し、ドイツ帝国の統一に成

によって参謀総長が規則的帷幄上奏権を与えられ

功した。クラウゼウィッツ（Karl von Clausewitz）

るに至ったのは、1883 年からであった（中野・

（1780‒1831） は、 士 官 学 校 長（die allgemeine

前掲書 384 頁）。

Kriegsschule）としてまた参謀総長として軍事学
を（Kriegswissenschaft）を大成させた。彼の戦争

１．平和主義の回顧

論は、
「戦争は、他の手段をもってする政治の継

平和主義についての重要な文献（提言）は、カ

続である」といい、戦争は、敵を屈伏せしめて自

ントの永久平和論であろう。それによれば、①国

己の意思を実現せんがために用いられる暴力行為

際法は、自由な諸国家よりなる１つの連合に基礎

（Gewalt）であり、すでにモルトケは、内戦にお

をおくべきである。②世界市民としての人びとの

ける作戦よりも断乎として多面攻撃を重視した。

権利は、普遍的な歓待に制限されるべきである。

ドイツだけでなく、日本においても高く評価され、

日本訳をした石井建吉は、ここで「カントの永久

広く読まれてきた。1871 年４月 16 日のドイツ帝

平和論」の骨子は、ア．共和制の確立、イ．国際

国憲法は成立の特殊な歴史的事情に基づき、政治

法を遵守する諸国家による連合の設立、ウ．世界

的軍事的必要に基づき、統帥権は、陸軍に対する

市民法の確立、といっている。

も海軍に対するも問わず、平時戦時を問わず、普

カントの永久平和論は、第一次世界大戦後の（ベ

遍的統一的にこれを帝国の国権に保留し、而して

ルサイユ条約の中での）国際連盟の生みの親、ア

皇帝をしてその最高直接の機関たらしめた。連邦

メリカ大統領ウィルスンに大きな影響を与え、第

憲法 53条および 63 条は、この点を明らかにする

二次世界大戦後の国際連合創設に引きつがれてい

ものであった（中野登美雄『統帥権の独立』231‒

る。日本国憲法９条も、このカントの永久平和論

232頁、1973 年）。モルトケの多年の信望と勢力

の理想を掲げている。

の結果であった。大元帥主義は、1814 年の王政
復古とともに復活し、君主主義の欽定憲法と相俟
って確定的基礎となった。兵権の独立は、戦争の

２．国際連盟と国際連合
ベルサイユ条約によって、第一次世界大戦は、

超法的性質に求められ、統帥は国法の外にあった。

1919 年６月 28 日終結した。ウィルスンの提唱に

ウィルヘルム二世即位後、1831 年クールヘッセ

よって作られた国際連盟の新組織は、規約の劈頭

ン憲法 107条および 108 条は軍の最高首長として

に「締約国は、戦争に訴えざるの義務を受託し」

の国家元首を、大元帥として純軍務事項を陸軍大

といい、「戦争廃絶の意思を示し」国際間の紛争

臣の輔弼の外においた（中野・前掲書129 頁）。

はすべて「国際協力」によって平和的に処理する

けだし、日本の場合、明治政府は初め、陸軍の

方針を定めている。当時、世界の人びとに、新し

主脳として兵制の基礎を建てたのは兵部大輔大村

い時代が到来したという感を抱かしめた（林『欧

益次郎であった。その後、前原一誠をへて、山縣

洲近世外交史』1‒2 頁）。しかし、現実はそのよ

有朋が兵部大輔となった。山縣は、戦勝国である

うにはゆかなかった。わずか 20 年にして第二次

ドイツの兵制を視察し、その長所を理解し採用し

世界大戦が始まった。その平和への願望の動機（原

ようとしたが、当時ドイツ語に通ずるものがきわ

因）となったのは、ベルサイユ平和条約であった。

めて少なく、たとえ教官を求めても通訳がえがた

条約は、アメリカ、イギリス、フランス、イタリ

10
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ヤ四ヵ国のほか日本も加わり、五強国会議となっ

和交渉、無益な侮辱、戦争責任の焼印を押した。

た。1919年１月 25 日、第２回総会において、国

それは永統性のある真実の保障を欠く体制であっ

際連盟の組織が取り上げられた。なお、条約は、
「ド

た。国際連盟は、超国家（主義）ではなく、加入

イツ皇帝処分問題」が上程された。前ドイツ皇帝

各国の主権を尊重して成り立っていた。そしてそ

ウィルヘルム二世は、国際道徳および条約違反の

の義務は、ウィルスンがいっているように、「道

重大な犯罪を犯したるの故をもって、五大国選任

徳的なもの」であった。制裁の決議をすることは

の裁判官からなる特別裁判所の裁判に付すること

できるが、しかし制裁の実行に参加すると否とは

とし、このため、オランダに向い、皇帝の引渡し

各国自身の決定によった。武力強制の場合、連盟

を要求することとした。しかし、オランダは、そ

は参加を強制しえない。林博士はその背後に駈引

の要求には応じなかった。結局、この規定は無意

があったことを注意されている（林『欧洲最近外

味に終った（林『欧洲近世外交史』下巻 348 頁）。

交史』15 頁）。アメリカ自身、提唱しながら裏切

賠償問題については、ウィルスンは、賠償除外に

って離脱し放棄し去ったことは恥ずべきである

おいて勝利をえた代りに、総額決定において譲歩

（林・前掲書 16 頁）。

した（1921 年に償金1,320 億マルクと決定。1930

不戦条約（Kellogg Briand Pact）は、1928 年８

年６月、賠償総額358 億マルクに低下）
。日本は

月 27 日に調印された。ケロッグ自身も「不戦条

中国の山東において、経済上の権利を収めんとす

約アメリカ草案の中にはなんら自衛の権利を制限

るのみで、なんら政治的、軍事的野心のないこと

しもしくは毀損するものはない」といい、不戦条

を強調した（林・前掲書351‒352 頁）
。1919 年６

約が自衛を除外するとの了解の下に戦争を否認

月28 日、ベルサイユ宮殿鏡の間で、平和条約と

し、その放棄を宣言したことは、理想の告白にと

して調印せられた。

どまり、なんらの制裁規定も含んでいない。しか

しかし、わずか 20 年にして第二次世界大戦が
勃発した。そしてその破綻の原因となったのは、

し、国際的空気を緩和することには貢献した、と
林博士は認めておられる。

ベルサイユ条約にあったのである。無論ドイツは、
戦争の末、降伏したのではなく、軍部の巨頭ルー

３．国際連合機構（United Nations
Organization）

デンドルフ自身、勝利の望みを失い、みずから進
んで講和の承諾を促したのであったけれども、当

これは、平和維持のための保障力、活動力が、

時、敵軍は、一兵たりとも、ドイツ領内に侵入し

大いに強化されている。1944 年８月 21 日より９

たのではなかった。一般国民は敗戦の現実を十分

月 27 日まで、ワシントン郊外のダンバートン・

感知せず、大国としての自負と意気は、なお盛ん

オークスで開かれた米英ソ三国会議において、10

なるものがあったのである。しかし、ベルサイユ

月９日、米英ソ華四国の名において発表された。

平和条約は、武力上徹底的に敗られて城下の盟い

1945 年６月 26 日に正式の調印がされた。1946年

をなすに到ったような境遇にドイツをおき、自尊

１月 10 日から 15 日まで、第１回総会をロンドン

心を蹂躙し、これに桎桔を科し、窮屈な間の中に

で開き、連合の中枢機関である安全保障理事会

蟄居を命じたのであった。フランスの大不満の中

（security council）も同時に開催され、本式の活動

心は、
「平和条約の安全保障（security）の方策に

を始めた。理事会は 11ヵ国よりなり、米、英、ソ、

不満」であった。それはウィルスンの理想主義と

仏および中華民国の五ヵ国が常任理事国であり、

クレマンソー（フランス）およびロイド・ジョー

任期２年である。非常任理事国としては、ポーラ

ジ（イギリス）の現実主義の妥協であった。苛酷

ンド、オランダ、エジプト、メキシコおよびオー

にしてしかも姑息、不徹底かつ高圧的であった講

ストラリヤの６ヵ国が当選した。非常任理事国は
11
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再選せられる資格はない（林『欧洲最近外交史』
664‒665頁）
。

第Ⅴ章

日本軍国主義・超国家主義の消滅

１．太平洋戦争前概観

国際連合の目的および原則（第一章）
国際平和および安全を維持することである。そ

明治維新の特殊性について──明治維新（1867）

してこのために、平和に対する脅威の防止除去、

（慶応３年）は、徳川幕府と天皇親政を建前とす

ならびに侵略行為または平和破壊行為の抑圧のた

る「薩長藩閥」の政権交代をした政治的クーデタ

めの有効なる集団的措置を執ることである。なら

であるが、それ以上に経済的・社会的「封建制」

びに、平和的手段によりかつ正義および国際公法

から「資本主義」への移行をした革命であった。

の原則に従って、平和破壊の虞ある国際紛争また

その特殊性は、日本資本主義の後進性と急進性に

は事態の調整または解決を遂げることである。国

ある。実際の運動の表面に立ち、維新後も、資本

際連合の主要なる機関のうち、安全保障理事会は、

主義社会の中堅となったのは、「下級武士群」で

最も重要なる中枢機関であり、絶大なる機能を与

あったために、イギリス、アメリカ、フランスの

えられている。

革命とは同一視することができない。明治維新後、

理事会が武力行動の決議をする場合（42 条）
、

急速に外国資本主義の高い水準と歩調を合わせな

加盟国は、武装兵力その他通行権を含む援助、な

ければならなかった日本資本主義は、最初から官

らびに便宜を提供する義務がある。理事会は、か

営または保護助成策をとらねばならなかった。大

くして、一種の参謀本部となり、国際軍（国連軍）

久保利通内務卿は、フランスのコルベール的な重

を動員させることになる。軍事参謀委員会は、常

商主義政策をとった。明治維新は、封建的支配階

任理事国の参謀総長またはその代表をもって構成

級の最下級と下級公卿と結んで変革の主体とな

する（41 条）（林・前掲書 668‒669 頁）。不戦条約

り、しかも封建的支配階級との妥協によって遂行

には、アメリカが認めた自衛権の留保があった。

した。実際には、運動の表面にいた町人の財政的

その中に「すべての国は、いつでも、また条約の

援助もあったであろう。

規定にかかわらず、攻撃や侵入から自国の領域を

明治 19 年以来、日本資本主義は前進しつつあ

守ることは自由である」という文書があった。51

った。注目すべき事件は、日ロ戦争である。ポー

条はそれをそのまま表現したものである。自衛の

ツマス条約の斡旋者であるイギリス＝アメリカ

措置は、必要な限度に限られるが、しかし、実行

は、満洲における日ロの均衡と満州の解放を要求

にはその限度を越えて乱用される危検性がすくな

し、日本もまたこれに従った。日ロ戦争は、結局、

くない。自衛権の発動は、安全保障理事会が国際

イギリス・アメリカは、日本への戦費 17億円中、

の平和および安全の維持に必要なる措置をとるま

８億円を引受け、その代りに「対ロ戦争」実践を

での間、認められる。安全保障理事会が、そのよ

日本に押しつけた（宮本又次『日本経済史』327‒

うな措置をとった場合には、自衛権にもとづく措

341 頁）。日本は産業資本主義の確立期に達した。

置は当然停止しなければならない。したがって、
安全保障理事会が武力攻撃を加えた国に対して、

２．明治維新と国際政治における外圧

強制措置の発動を決定し、それが実施される場合

ロシヤの南進、欧米列強の東進に伴う極東の国

には、当然、自衛権にもとづく行動は停止されな

際的緊張は、阿片戦争（1840）、太平天国の乱（洪

ければならない（田畑茂二郎『国際法講義』下巻

秀全）（1851）などの中国の変乱で、国家意識を

（改訂版）186‒187 頁）
。ここにおいて自衛権も歯

高めるナショナリズムと国際的パワー・ポリティ

止めがかけられている。

ックスの論を擡頭させた（筒井・長尾「日本憲法
史」８頁、
『明治維新史と西洋国際社会』所収（1999）

12

◦ 1484 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
世界大学史と愛知大学

年）
。ライシャワーも指摘するように天皇親政は、

４．ABCD ラインと日米交渉

指導者たちの勢力保持の手段であった。明治憲法

日本は、諸危機を打開するために、東南アジア

は、究極的には、枢密院は、天皇の最終決定権を

に進出をはかり、フランスがドイツに敗れたのに

（御前会議）
に委ねている（酒井吉栄・大林文敏『比

乗じて、ヴィシーのフランス政府を強引に承諾さ

較憲法学』276 頁）
。わたくしは、1985 年の国慶

せ、1940（昭和 15）年、（旧）フランス領インド

節の日に、東洋のベルサイユといわれた北京の円

シナ（ヴェトナム北部）に 1941 年進駐した。また、

明園を訪れたが、アロー号戦争のさい、欧米の軍

７月 26 日には、南フランス領インドシナにも進

隊によって徹底的に破壊された後は、たとえよう

駐した。これに対して 1941 年７月 26 日、対日石

のない悲惨さであった。

油供給を停止（スティムスン・ドクトリン）、日
系人の在米資産を凍結した。海軍軍令部長永野修

３．明治国家の軍国主義

身は、日本の石油の総量は、２年分しかなく、戦

桂太郎は、ドイツの参謀本部で親しく実務練習
をした後、帰朝し、参謀本部は「軍事」と「国務」
との関係を明確に区別し、
「兵馬の大権」（統帥権）

争になれば 18ヵ月しかもたないと天皇に説明し
た。
ア メ リ カ、 イ ギ リ ス、 中 国、 オ ラ ン ダ は、

は、国務の機関たる太政官に属する陸軍の長の外

ABCD ラインを形成した。1941 年 12 月８日、日

に立つ制度が定められ、参謀本部は作戦用兵の計

本は、ハワイ真珠湾を奇襲し、アメリカ・イギリ

画実施に当り、山縣有朋は長官となった。山縣

ス両国に宣戦し、太平洋戦争（1941‒45）に突入

は、参謀本部雇聘のモルトケにリードされたメッ

した。1941 年の始めから、日本はアメリカとの

ケルに諮問することになった。山縣は、参謀総長

間に事態解決のため交渉を行っていたが、行きづ

の職を大山巖に譲った（坂本箕山『山縣有朋』

まっていた。

467‒472頁）
。このようにして創設された日本の

1941 年の始めから、日米交渉が続けられてい

軍部は、その軍事学（Kriegswissenschaft）の研究

たが、
「日本の大陸からの撤兵、三国同盟（日、独、

教育もドイツに倣い、クラウゼウィッツ（Karl

伊）の死文化」などのアメリカの要求は受託でき

von Clausewitz）にたよった。クラウゼウィッツ

ないとして交渉を打ち切ると同時に開戦した（林

はベルリン士官学校（die allgemeine Kriegsschule）

毅陸『欧洲最近外交史』）627 頁）。日米交渉の重

の校長に就任し、参謀総長となっている。日本の

任を託せられた海軍大将野村吉三郎大使は、1941

士官学校も彼の「戦争論」（Vom Kriege）を教科

（昭和16）年２月 11 日、ワシントン着、徐々に交

書にし、
ほか森林太郎訳や陸軍士官学校訳もある。

渉に入り、交渉はその後、８ヵ月の長きにわたっ

日ロ戦争も、この書物の応用で戦勝の効果をあげ

て行われた。それらの任務に当ったのは、日本側

たといわれる（馬込健之助訳『クラウゼウィッツ

は、東条英機、東郷茂徳、杉山元、永野修身らで

の戦争論』岩波文庫）。

あり、アメリカ側は、ルーズベルト、ハル、スタ

統帥権の独立＝大元帥主義──天皇は国務大臣

ークおよびマーシャルらであった。そして最も重

の輔弼なく、もっぱら、独立に統帥の大権を行わ

要なる中心的文書は、いわゆる（コーデル）ハル・

せられることである（軍人勅諭）
。天皇は最上級

ノートであった。ハル・ノートの内容は、次の七

の段階の作用に当られ、その準備段階において、

項目であった。

参謀総長（陸軍）、軍令部総長（海軍）、陸海軍大

ア．日米両国のいだく国際観念

臣等の輔佐をうけられる（中野登美雄『統帥権の

イ．欧洲戦争に対する日米政府の態度

独立』672 頁）
。

ウ．支那事変に対する日米政府の関係
エ．太平洋における海軍兵力、航空兵力ならび
13
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に海運関係

AND AFTER MATH）』95頁、1982 年）。日本側の

オ．日米間の通商および金融関係

最後通告 14 部は、ウィリアム・F・フリードマン

カ．南西太平洋方面における日米両国の経済的

によって開発された ECM 機によって暗号解読さ

活動

れていた。日本外務省は、領事館暗号で警告を発

キ．太平洋の政治的安定に関する日米政府の方
針

していた。その一例をあげよう。ア．日米関係が
危険になれば東の風──雨

その中で、最も重要であると思われるものは、

になれば北の風──曇

イ．日ソ関係が危険

ウ．日英関係が危険のと

第２の欧洲戦争すなわち、三国関係、第３の支那

きは東の風──雨。東の雨というのは、日米関係

事変関係、第４、第６および第７の太平洋関係で

の悪化、断交ないし開戦を意味した（トーランド・

ある。

前掲書170 頁）。日本の暗号は、ウィンドーメッ

近衛内閣は、日米交渉停頓の中に総辞職し、10

セジ（天気予報）が使われていた。日本側の暗号

月18 日東条内閣となった。1941 年 11 月26日のア

による計画は、すべてアメリカ側によって解読さ

メリカの新提案は、日本政府が中華民国および仏

れていた（トーランド・前掲書 170 頁）。アメリ

領より一切の軍隊を撤収すべきことであった。こ

カ側は、海軍省解読班長ローランス・サフォード

れに対して、日本政府は1941 年 12 月７日付の覚

大佐であった（トーランド・前掲書、307、321、

書で、
「
（昭和 16 年の）合衆国の態度に鑑み、今、

324 頁）。ローランス・サフォードの配慮と見通

交渉を継続するも、妥結に達することはできない

しは、12 月６日に威力を発揮したといっている。

1941（昭
と認める旨」を、アメリカ政府に通告し、

しかし、ハワイが臨戦体制を整えていなかったこ

和 16）年 12月８日、米英に対する宣戦布告とな

とはまだ解明されていない謎として残っている。

った。それは、日本時間８日午前３時 25分（ハ

Ｚ作戦というのは、日本海海戦における連合艦

ワイ時間７日午前７時 55 分）（ワシントン時間７

隊司令長官東郷平八郎の故事にちなんでいわれて

日午後11 時20 分）であった。ワシントンにおいて、

いる軍事用語である。

日本の両大使から対米覚書をハル国務長官に手渡

真珠湾を目ざす日本海軍の機動部隊は、東京か

したのは、７日午後２時 20 分真珠湾攻撃開始１

ら北へはるかに離れたエトロフ島の単冠（ヒトカ

時間後、また東京にその通牒は８日午前７時半、

ップ）湾の海桂島に集結していた。３万トンの堂々

アメリカ大使グルーに、同８時イギリス大使クレ

たる空母「赤城」の上で、南雲忠一司令長官から

ーギに手渡された。東郷外相がアメリカ大使に文

作戦の概要をきいたとき、兵士たちは初めて真珠

書をもって、
「貴国（アメリカ）と日本との間には、

湾が攻撃の目標であることを知った。

本日より戦時状態の発生を見たり」と通告したの
は、12月８日午前11時であった。

その翌日が、ワシントンでは 11 月 26 日であっ
た。アメリカ側では、日本海軍の空母群の所在が、
依然としてつかめていなかった。アメリカの海軍

５．日本海軍のＺ作戦（真珠湾奇襲戦術の暗号）

通信局では、12 月６日の夕刻、野村吉三郎大使

ハル・ノートは「日本政府はシナおよびインド

あてに送られてきた「最後通告」14 部のうち、

シナより一切の陸海空兵力および警察力を撤収す

13部までの暗号解読作業は完了していた。ハル・

るものとする。日、独、伊三国協定を事実上、廃

ノートでは、「シナ」（支那）の定義から漠然とし

棄すること」を日本に求めた。そしてこれについ

ていたといわれる。ハル・ノートが支那を満洲国

てハルは、
「これが最終的譲歩です」といって「み

を除外していれば、開戦決定はもっと長くかかっ

ぞおちへの一撃」を与えた（徳岡孝夫訳、トーラ

ていたであろう、と後日指摘する向きもある。ト

ン ド（John Toland）『 真 珠 湾（PEARL HARBOR

ーランドは、後日、東条英機と佐藤賢了との談話

14
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の中で（巣鴨拘置所で）「漠然さ」にふれている。

収するが、そのかわり、アメリカは石油の対日供

日本海軍の空母６隻は高速戦艦２隻、重巡洋艦２

給を再開するという項目もあった。陸軍を代表す

隻、軽巡洋艦１隻、駆逐艦８隻、油槽船３隻、補

る杉山元（ハジメ）参謀総長は、この乙案には反

給船１隻を従えてその間もハワイに向けて北太平

対であった。フランス領インドシナからの撤退は、

洋を進んでいっていた。東京時間 12 月８日、暁

絶対できない。まず、在外（米）日本資産の凍結

天に真珠湾はじめハワイのアメリカの陸海軍航空

を解除すべきだと執拗に主張した。東郷外相は「そ

基地を一斉に攻撃するという作戦目標は、すでに

んな条件では交渉できるはずがない。これは外交

決まっていた。12 月３日には、連合艦隊司令長

ではない。戦争をしないために、外交をするんで

官山本五十六大将から「ニイタカヤマノボレ」の

しょう。」と絶望して叫んだ。東郷は屈しなかった。

命令が機動隊へ送られてきた。攻撃は、日本標準

東条英機首相は天皇が白紙に還元することを望ん

時間の12月８日──ハワイ時間12 月７日（日曜

でおられる。臣たるものは、従うほかはないと説

日）である。12 月６日、機動部隊の南雲忠一司

いた（服部卓四郎『大東亜戦争全史』371頁）。

令長官は、真南の進路をとった。そして速力を

そして杉山元は、甲案が駄目なら乙案でもいい

24 ノットに上げた。その夜、日本の対米最後通

と同意した（トーランド・前掲書 377‒378 頁）
。

告 14 部のうち13 部までが、ワシントンの野村吉

東条英機首相は、東郷茂徳外相の期待を裏切らず、

三郎大使のもとに、暗号で送られていた。アメリ

アメリカ側が歩みよれば次の妥協案を喜んで出そ

カ側は暗号解読に成功し、電文は、ルーズベルト

うと答えた。残るは、11 月末日の最終期限までに、

大統領、海軍情報部長シオドア・ウィルキンスン

東郷外相の不可能に近い和平交渉をやりとげるか

大佐の手元に届けられた。日本の最後通告の最終

どうかであった。野村吉三郎大使は、ルーズベル

章である第14 部は、既に届けられ、暗号解読も

トとの会談を申し入れた。ルーズベルトは、マー

すみ、さらに全14 部の通告は、アメリカ時間７

シャルとスタークの陸海軍統帥部から「外交交渉

日午後 11 時にハル国務長官に手交せよという野

の破綻」を避けるように要請されていた。２人か

村大使宛の暗号も解読されていた。真珠湾上空で、

らは、フィリピンとシンガポールの兵備が増強さ

第１次攻撃隊総指揮官渕田美津雄中佐は、南雲長

れるまでは、あと３ヵ月か４ヵ月、日本には、最

官に向けて「トラ、トラ、トラ」
（われ奇襲に成

後通告は出さないでほしいという強い意向を受け

功せり）の発信をした。

ていた。

1941年 10 月９日午後、11 月１日の会議で東条

太平洋戦争開戦後、1942 年４月上旬には、日

英機はねばり、
「最終交渉期限まで対米交渉を続

本軍は、バターン半島を制圧し、アメリカ陸軍１

ける」との東郷茂徳外相の案をのまされてしまっ

万２千人を含むアメリカ＝フィリピン軍２万６千

た。東郷茂徳外相は、甲案、乙案の二つを用意し

人が降伏した。それはアメリカの歴史始まって以

た。甲案は、これまでの日本側の提案をすこし和

来の大規模な敗北といわれている。フィリピン方

らげたもので、日本陸軍は、ソビエトに備える部

面軍司令官マッカーサは、すでにコレヒドールか

隊を含め、1966 年までに全兵力を中国から引き

らオーストラリアへ、屈辱的な敗走をしていた。

揚げることを約束する。乙案は、ハル長官が甲案

やがて悲劇的な「バターンの死の行軍」があり、

を拒否した場合に備えた最後の線で、日本はフラ

５月６日には、アメリカにおけるアメリカ最後の

ンス領インドシナ以外の東南アジア、南アジアに

拠点コレヒドールが陥落した（トーランド・前掲

野心のないことを誓約し、ハルの疑惑を解こうと

書 82頁）。

していた。太平洋地域における公正なる平和確立

ニミッツ提督は、解読班の努力で、日本の次の

のため、日本軍隊をフランス領インドシナから撤

目標がミッドウェーであることを知り、アメリカ
15
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の海軍史に残るミッドウェー海戦で、1942 年６

（Truman、1945‒53 在任）が大統領となった。か

月、日本の空母４隻を太平洋に沈めた。これは形

れは、７月チャーチル（途中でアトリーと交代）、

勢を逆転させる一戦であった（トーランド・前掲

スターリンとベルリン郊外のポツダムで会談し、

書 82‒83頁）
。太平洋の戦場では、日本軍の最前

ドイツの戦後処理とともに、日本の降伏を求める

線ソロモン群島のガタルカナルに対するアメリカ

ポ ツ ダ ム 宣 言 を 発 表 し た（1945 年 ７ 月 26 日 ）。

軍の反撃が、すでに始まっていた。８月の第一週

1945 年８月６日、アメリカは広島に原子爆弾を

には、海兵隊の１万１千人が、ガタルカナルの逆

投下、また長崎にもプルトニウム239 を８月９日

上陸に成功し、日本軍の果敢な反撃を排除しなが

投下した。８月 14 日、日本側は御前会議でポツ

らじりじりと占領地を広げていった（トーラン

ダム宣言受諾による降伏を決定し、15 日、国民

ド・前掲書85 頁）
。太平洋戦では、ガダルカナル

に広くこれを明らかにした。ここに６年間にわた

の死闘は、日本軍の敗北をもって終り、マッカー

る第二次世界大戦は終結した。

サは、ニューギニヤのラエに向って進撃を開始し
７．日本の敗戦

た。
1944 年２月１日、ニミッツ提督に率いられる

日本の指導者（天皇を含む）は、日独伊三国同

アメリカ海軍は、タラワ島から進出した。「飛び

盟には反対者であり、また非戦論であったが、陸

石作戦」で一挙にマーシャル群島の中央にあるケ

軍は主戦論であった。しかし、勝利に確信があっ

ゼリンに進出した。つぎの目標は、マリアナで、

たわけではなかった。林毅陸博士も「国家の運命

その目的は、日本本土を爆撃する B29 基地をサイ

に関する大問題を取り扱うに当り、成算なくして

パンに建設することであった（トーランド・前掲

暗中飛躍の大冒険を断行したのは、実に無謀であ

書112 頁）
。1944 年、アメリカ大統領選挙の直前、

ったといわねばならない」と指摘されている（林

レイテ沖の大海戦でアメリカ海軍は 30 万トンに

『欧洲最近外交史』648 頁）。

達する日本艦隊を沈め、大日本帝国海軍は、事実

８月 15 日、鈴木貫太郎内閣総辞職し、８月17

上壊滅した。11 月 27 日、国務長官コーデル・ハ

日東久邇宮稔彦王内閣が成立したが、10 月５日、

ルが辞任し、ステッティニアスが後任になった。

同内閣総辞職し、10 月９日、幣原喜重郎内閣と
なった。正式の降伏文書は９月２日、東京湾内ア

６．ヤルタ協定・ポツダム会談

メリカの旗艦ミズリー号上において連合国最高司

ヨーロッパでは、1943 年７月10 日、米英軍が

令官（マッカーサ）、米、英、ソ、仏、中華民国、

シシリー島に上陸した。ファッシズムのムッソリ

オランダ、カナダ、オーストラリヤおよびニュー・

ニは罷免、監禁された（トーランド・前掲書 85‒

ジーランド代表者に対し、日本帝国代表重光葵お

86 頁）
。1944年６月、ヨーロッパでは、連合軍総

よび統帥府代表梅津美治郎によって署名せられた

指揮官アイゼンハウアーは、ノルマンディ上陸作
戦に成功した。1945 年２月クリミヤ半島では、

（林・前掲書 660 頁）。
以上、三人の父たちが回顧され、反省され、国

ルーズベルト、チャーチル、スターリンの三巨頭

家を荒廃におとし入れた誤れる軍国主義、侵略主

が集まって戦後世界の分割に合意していた（トー

義、超国家主義の内容・実体を探り、愛知大学創

ランド・前掲書205 頁）
。

立に当たって平和主義を強く力説される所以にふ

戦局は、急速に日本側に不利となった。1945

れたわけである。

年２月アメリカは、フィリピンを奪回した後、
1945年４月、アメリカ軍は、沖縄へ上陸した。
同年４月、ルーズベルトの急死後、トルーマン
16
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第Ⅵ章

たことは、けだし西郷と勝海舟のそれに匹敵する

愛知大学の父たち

ように私には思われる。なお、この本間喜一先生

──林毅陸・本間喜一・小岩井淨

の弔辞は、これまで愛知大学では、不明であった

昭和 21（1946）年６月の終り頃は、愛知大学

「創立趣意書」（申請書、1946（昭和 21）年８月

誕生の記念すべき意義深い日であった。その核は、

１日付）（一般に建学の精神といわれている）の

何といっても「新学長の決定」であった。愛知大

執筆者が林毅陸先生であることが明らかにされ

学の創立に当って、本間喜一と小岩井淨の二人は、

た。当時、小岩井淨は、東京事務所で申請書の文

学長就任を譲り合い、固く固辞した。そして最後

書整理にあたっていたが、小岩井が執筆したもの

には、初代学長に（元）東亜同文会理事、前慶応

ではないとおもわれる。これら三人の父たちの人

大学総長林毅陸（ハヤシ・キロク）博士を頼む以

間的信頼関係は実に確乎たるものであり、相互の

外には方法はないとの結論に達した。林博士は

尊敬、敬愛は筆舌につくせないものがある。以下

1946年６月 10日に、枢密顧問官を拝命したばか

において、愛知大学の「三人の父たち」について

りであった。６月の終りに、本間喜一、小岩井淨、

その人となりを説明しておく。

後に予科長となった大内武次も加わり、東京渋谷
伊達町の林博士宅を訪問した。当時のご家族の方
の話であるが、文部省への設置申請書の直前で、

１．林毅陸
かねてから、わたくしは、「宣言の文体」から、

本間先生お一人だけがひじょうにしばしばお見え

直観的に（文章類型学的に）、これは「漢学」の

になっている。小岩井淨は、一度だけの訪問とい

素（教）養のある方だと思っていた。果せるかな、

うことも念を押された。林博士は、これまで 11

林毅陸先生は、若き日の七年間、
「師であり、後

年間を（政友会代議士として）すごした政界から

の養父である」竹堂林滝三郎先生の葆眞学舎で漢

引退し、太平洋戦争中は、空襲を避けて、四国の

学を学んでおられる。文献は、十八史略、文章規

山間に疎開して「欧洲最近外交史」の執筆中であ

範、孟子等であった。そして後に慶応義塾に学び、

った。ちなみにその出版完成は1948（昭和23）

フランスに留学し、ヨーロッパ外交史を専攻され

年で、愛知大学長在職二年目であった。面談のさ

ている。長い間、不明であった「建学の精神」（愛

い、林博士は、ただ黙々として語られなかったが、

知大学創立趣意書）の執筆者が林毅陸先生の慶応

母校を失った同文書院から引揚げた学生を収容

大学葬にさいして、本間喜一先生が、愛知大学教

し、学業を完成させるため、東亜同文会理事や、

職員、学生代表としてささげられた「弔辞」のな

清算人のお一人としての責任においてご承諾願い

かで明らかにされている。小岩井淨先生説がでて

ますと懇請し、ついに「引受けしましょう」との

きたのは、愛知大学小史編集会議（副学長

ご返事をえることができた。後に二代目、四代目

澤善一、フリーライタの片岡優）の『愛知大学小

の愛知大学長に就任した本間喜一は、林毅陸先生

史』（2006 年２月 28 日）にあるように、８月１日

の慶応大学葬における弔辞の中で、日本再建の基

付の大学設置認可の申請にかかわる書類が、東京

礎が教育にあること、殊に国際的視野の広い人材

の大学設立仮事務所で作成されたためである。こ

を養成することにあることを指摘された。このこ

の中で小岩井淨の作成による設立趣意書では「愛

とは、愛知大学創立の趣意書の中にも掲げられた

知人文大学」となっている。申請直前になって「愛

一項目である。1946（昭和21）年６月の終りは、

知大学」の方がよいということになり、二字が削

これまで不明であった重大事項の秘話として永久

除されたのである。わたしは、武田信照学長に対

に残るであろう（酒井吉栄『世界大学史と愛知大

して、「愛知大学初代学長林毅陸氏調査報告書」

学』
（出版予定））。後の運命を決する会見であっ

を 2003 年１月 17 日提出している。愛知大学の公

海老
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簿には登録されていると思われるが、この提出書

Beaulieu）の「ツァールの帝国および露西亜人」

類の作成の前の段階が趣意書の執筆である（林毅

３巻（英訳）（843 頁）（東京専門学校出版部）。

陸『生立の記』17 頁参照）。

フランス留学、「政治学校（エコール・リーブ

愛知大学創立趣意書の結論は、（以上のような）

ル・デ・レアース・ポリティックス）」入学。

「愛知大学設立の客観的要請に、世界の一員とし

林の留学の目的は、ソレル教授の外交史を学ぶ

て、世界文化と平和に貢献しうる如きものたらん

ことであった（林『生立の記』60‒61 頁）。林の

とする（にある）
。我等相謀って茲に愛知大学を

生立の記は、1941（昭和 16）年９月７日完了し

設立せんとする所以は、実に斯る客観的要請に呼

ている。

応するものにして、一言を以って之を謂えば、世

明治 38 年２月帰朝、慶応義塾大学政治学科教

界平和に寄与すべき日本人文の興隆と有為なる人

授となる。欧洲外交史、英国憲法を担当。衆議院

材の養成という点に盡るである。」

議員当選。その後、３回当選。明治 45 年５月 15 日。

その後、大学当局は、大学の全構成員に対して
「建学の精神」を理解してもらわんがために、石

大正８年４月 23 日法学博士平和会議条約委員会
委員。大正８年７月 25 日西園寺公望全権委員、

に刻みこんで、風雨にも耐える碑文をセットした。

ワシントン会議（幣原喜重郎全権委員）随行。大

しかし、このためには、全文（全宣言の）を表示

正 10 年９月 27 日慶応義塾理事就任。大正 11 年12

することの物理的規模を認識するに至った。大学

月８日、慶応義塾大学長に当選。大正 12 年 11 月

当局が選んだのが現在の縮小版である。省略され

20 日、慶応義塾大学法学部教授就任。昭和８年

た部分にも、捨て難いものを感じる。それぞれの

11 月 28 日、帝国学士院会員となる。昭和 11 年１

部分は、またそれぞれ相互連関もしている。石碑

月 31 日交詢社理事長任期満了退任。昭和 19 年11

の場所は「自由受難の鐘」とあわせて設置されて

月 29 日東亜同文会理事辞任。昭和21 年６月 10日

おり、全構成員に訴えている。豊橋校舎と名古屋

枢密顧問官拝命。昭和21 年 11 月 15 日愛知大学学

校舎（三好）の二つのキャンパスにある。「建学

長就任。昭和 22 年２月 20 日国際法学会理事推挙

の精神」を理解するためには、やはり大学所蔵の

される。昭和 24 年11 月３日欧洲最近外交史研究

オリジナルな原典をひもとかねばならない。

により慶応義塾賞、賞金授与。昭和25年５月愛

ちなみに、林毅陸の略歴をひもとくと、

知大学長辞任。昭和 25 年 12 月 17 日死去。（林「生

出生は、1872（明治５）年５月１日生れ。長崎

立の記・付録」150‒151 頁）。

県東松浦郡田野村 51 番地。その後佐賀県東松浦
郡入野村田野に変更。父中村清七郎、母トモの四
男。

高橋誠一郎「林博士を憶ふ」
（「林博士の追憶」
99‒100）によると、
「博士は、政界および教育においてその努力に

長兄、秀穂は中江兆民塾でフランス語を学ぶ。

多くの時間を割かれ、純然たる学問研究に全力を

神田猿楽町でフランス語塾を開き、
「仏語文典」

傾注するをえなかったことは、詢に遺憾であるが、

を著作。林滝三郎の「葆眞学舎」で七年間、漢学

しかし、畢生の大著四巻を完全に後学に恵まれた

を学ぶ（高松）。

ことは、欣びに堪えない。19 年の春以来東潜長

明治22年、林竹堂の養子となる。明治25 年７

尾西の渓の山門幽静の地で７ヵ月の安静な疎開生

月慶応義塾（予科２年４ヵ月、本科２年８ヵ月、

活を営み、専心執筆を続けられたことが本書の完

合計５年４ヵ月）首席で正科を卒業。29 年１月

結（成）に役立ったのである。」

25 日文科卒業。（林「生立の記」41 頁、林「日記」

①著作

明治 26 年２月 27 日）
。

ポリュー著、林毅陸訳、『露西亜帝国』、東京専

アナトール・レルア・ボリュー（Anatol Lorey

門学校出版部、（明治 34 年）。『欧洲近世外交史』

18
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上巻、慶応義塾出版局、
（明治41 年）。同

中巻、同

正14 年）。「華盛頓海軍条約廃止通告に就て」、外

下巻、慶応義塾出版局、
（明治 42 年）、
『増補新説

交時報 73 巻 723 号、（昭和 10 年）
。「国際連盟離脱

欧洲近世外交史』上巻、一誠社、（昭和８年）。同

に際して」、外交時報 74 巻 728号、
（昭和 11 年）等。

中巻、一誠社、
（昭和９年）、同

下巻、一誠社、
（昭
林毅陸と愛知大学設立趣意書（建学の精神）

和 10 年）
。
『最近の欧洲外交』、慶応義塾出版局、（大正３
年）
。
『三国同盟と三国協商』、富山房、
（大正３年）。
『弘堂講話集』、高原書院、（昭和８年）。鹿島守之
助・赤松祐之・林毅陸共著、『最近世界の外交』
（板倉卓造「林先生の思出

林毅陸博士の追憶」

愛知大学設立の客観的要請は、国際的教養と視
野をもつ世界文化と平和に貢献する人材を養成す
る国際文化大学の創設である。われわれの責任は、
旧来の軍国主義的、侵略主義的第二次世界戦争（太
平洋戦争）に依って、招いた日本の物質的、精神

72 頁）
。ランシング著、
『戦時回想録に対する巨

的荒廃を再建することである。この点1806 年、

弾』
、生命の光社、
（昭和 12 年）。
『外交界の二重

ナポレオンと闘って敗北したプロイセンが「物質

枢軸』
、慶応出版社、
（昭和13 年）。『外交の常識』、

的に失ったものを精神的なものでとり帰さなけれ

日本放送出版協会、
（昭和15 年）
。
『欧洲最近外交

ばならない」と決意したウィルヘルム三世のメー

史』
、慶応出版社、（昭和23 年）。

メルでの決意と同じであると断じる。

②論説

趣意書に「今後の再建は、民主主義を実現し、

「近東問題に就いて」、史学雑誌20 巻 8‒9 号、
（明

自らを文化、道義、平和の新国家として再建する

治42 年）
。
「英国の貴族院問題」
、三田学会雑誌４

ことでなければならない。而して世界平和に寄与

巻３号、
（明治 43 年）。
「勢力の均衡」
、国際法雑

すべき日本人文の興隆と有為なる人材の養成とい

誌 10 巻３号、
（明治 44 年）
。「フランス麻洛哥の談

う点に盡きる」と断定する。フンボルト等によっ

判」
、外交時報 16 巻 18 号、
（明治 45 年）。「欧洲戦

て指導された文化国家を、愛知大学は継承してい

乱破裂前の英国外交」、三田学界雑誌８巻９号、
（大

ることは明白である。その上、日本国民の願望を

正３年）
。
「ドイツの外交」、ドイツ研究、教育学

代弁して、愛知大学の父たちは、平和国家を力説

術研究会編、
（大正４年）
。
「最近の巴爾幹問題」、

する。就中、多年の研究に蘊蓄を固めた国際法、

三田学会雑誌 10 巻 4‒7 号、
（大正５年）。
「仏国の

外交史の専門家である林毅陸がリードしたとおも

外交」
、フランス研究（教育学術研究会編）
、（大

われる。

正６年）
。
「欧洲大戦の責任」、三田学会雑誌11巻 1‒

ドイツの場合、カントのコペルニクス的展開に

2号、
（大正６年）。
「南スラブ統一問題」
、三田学

よる大学は、哲学の授業がすべての授業の根本で

会雑誌11 巻９号、（大正６年）。「日米共同宣言の

あったが（哲学部）、新生愛知大学の愛知は「地名」

所謂特別利益を論ず」、三田学会雑誌12 巻１号、

ではなく、フィロソフィア（ギリシャ語の）から

（大正７年）。
「外交問題管見」
、外交時報 31巻 371
号、
（大正９年）。
「白耳義に関する 1839 年条約改

由来している。これまた、新人文主義、理想主義
の大学論の潮流でなくてなんであろう。

訂委員会に就て」、国際法外交雑誌20 巻２号、
（大

また、フィヒテが「ドイツ国民に告ぐ」（Reden

正10 年）。
「華府会議と我帝国」
、外交時報35 巻

an die Deutsche Nation, 1808）で感銘を後世に残し

420 号、
（大正 11 年）。
「最近国際政治の趨勢」、外

たのも、ふれるまでもない。

交時報 36 巻 433 号、（大正11 年）。「ウイルソンを
憶うその他」
、国際知識434 号、
（大正13 年）。「加

２．本間喜一

藤内閣に望む」
、外交時報 40 巻 470 号、（大正 13

始めにのべておかなければならないのは、林毅

年）
。
「安全保障問題」
、外交時報41 巻 488 号、（大

陸博士は昭和 25 年にご逝去をされ、わたくしは
19
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昭和 27年９月、愛知大学助教授に就任したので

嘉雄（法理学）等に相談されたであろう。昭和

お目にはかかれなかったが、本間喜一先生と小岩

32（1957）、昭和 33（1958）年も単独に授業をす

井淨先生とは、現職であり実際に親しくご指導に

ることになった。実は、酒井吉栄助教授は専門課

与ったので本稿をかくのも、親しさを人一倍感じ

目（憲法）の担当者として採用されたのであった。

る。

きわめて例外的な名誉ではあるが、その任務、責

本間喜一先生とは、上司と部下という関係のほ

任は重大である。酒井吉栄は、本間喜一学長にご

か、次のような特殊の実情があった。この点につ

相談していろいろな助言をして戴いた。そして、

いて、
「本間喜一先生の思想と植物愛好家」とい

大先輩の本間先生から、本間学長が懐いていられ

う別稿にまとめたこともあった。それを思い出し

る思想、学説のスタンダードを知ることができ、

てから、テーマを進めることにする。本間喜一先

それに従って授業は実施した。本間喜一教授の個

生の思想は、事実上、愛知大学の当時の教育実体

人的法思想の根拠は、グスターフ・ラートブルフ

とのかかわりと関係している。

（Gustav Radbruch）であった。ラートブルフの法

愛知大学の教学の概観：愛知大学が、かつて法

思想は現代の法哲学の代表的なものの一つであ

経学部、文学部および教養部という三つの教育集

る。ラートブルフは、確かに当代第一流の法哲学

団で運営されていた時期である。そのころは、教

者である。しかし、彼の文章は、非常に凝った美

養部の社会系列は、法学概論では本間喜一学長、

文である。読みにくいといわれている。その主著

政治学では小岩井淨法経学部長、経済学では玉井

の日本訳も読みにくい。尾高朝雄教授もいわれる

茂教養部長が担当された。しかし、その中で法学

とおり、ラートブルフの文章は、依然として難解

概論については、本間喜一学長が、東京在住で私

である。彼は、民主主義の理論を、法哲学上の価

学連盟の理事等であり、かつ大学の対外的代表で

値相対主義によって基礎づけようと試みている。

もあったので、豊橋で講義され、学生を実際教育

簡単にその経歴をのべれば、1878 年リューベッ

されるのは、無理でもあった。昭和28 年、29 年、

クに生れ、1926 年ハイデルベルク大学正教授の

30 年の担当者を教務課の古い大学の時間割表の

地位につき、1920 年から1924 年まで社会民主党

調査によれば、無理があり実行不可能な場合もあ

選出の国会議員となり、1921 年と1923 年の二回

った。そこで、妥協案が提出され、本間喜一学長

にわたり司法大臣の要職に就任している。1933

が出講可能な時は、本間学長が講義され、それが

年のナチスの政権獲得によって、民主主義の政治

不可能なときは酒井吉栄助教授が（助手役として）

機構は、根底からくつがえされ、平和国家ドイツ

代講する。大学の公式の時間割にも印刷されてい

は、ベルサイユ条約を破棄して再軍備を宣言する

た。しかし、そううまくはゆかず、本間学長の講

完全な軍事国家に豹変した。こうした情勢の下に、

義は実現しなかった。そして昭和30‒31 年（1955‒

ラートブルフは大学の教壇から追われた。ナチス

1956 年）の授業計画は、全面的に酒井吉栄助教

との闘争によっていっそう磨きをかけられ、その

授に担当させるという方針になった。おどろいた

理論は単なる相対主義の範囲を超えて、一種の幅

のは、酒井吉栄助教授であった。酒井吉栄は、実

の広い自然法に転化するに至っている。わたしが

は半年前の 27 年９月に九州大学の大学院特別研

本間喜一学長にご相談申し上げたとき、本間喜一

究生から愛知大学に就任したばかりである。まだ

先生は、
『法哲学綱要』（Grundzüge der Rechtsphilo-

愛知大学の専任者となって半年そこそこである。

sophie, 1914. 2. Aufl. 1922）、
『法哲学』（Philosophie,

本間喜一学長が、意思決定をされるには、法学科

1932）をあげられ、今回（当時）の法学講義は『法

の（立命館へ転任したが、まだ兼任であった）園

学 入 門 』
（Einführung in die Rechtswissenschaft,

部敏（1957）
（行政法教授）、元東北大学教授広浜

1910）をあげられた。この本は、彼がマンハイム

20
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の商科大学の講義を基礎として書かれたものであ

『すべての人間は死ななければならない。』
『汝

った。その論述は「法哲学の本質」、「法の概念」、

人を殺すなかれ。』この二つの例からもよくわ

「法の目的」
、
「法学の本質」などの五つの部門に

かるとおり、法則には二つのことなる型がある。

区分されている。ラートブルフは「法を法価値に

必然の法則と当為の法則とがそれである。必然

関係づけられた実在」として概念した。法の理念

の法則は、かならず生起することがらをその内

は単なる正義のみにつきるわけではなく、法の目

容とするが、それに対して、当為の法則は、場

的および法の安定性と三位一体をなすべきであ

合によっては実現されずにおわるかもしれない

る。法の理念は、もはや唯一絶対の意味をもつべ

ことを内容とする。前者は現実との一致のゆえ

きことができなくて「世界観」の制約をうけた相

に妥当し、後者は現実との不一致にもかかわら

対的価値にまで引き上げられている。これが、ラ

ず妥当する。また、前者は実在する世界の輪郭

ートブルフの相対主義の精神である。本間先生は

を示す法則であり、後者はよりよい世界の構図

教師集団、職員集団および学生集団に向って、あ

をえがくものである。ここまでいえば、法律が

らゆる時に始めから独然的紋切型の一つだけの見

この二つの種類のいずれに属するかはすでにお

解（主張）だけを結論として下してはいけない。

のずからあきらかであろう。」

世の中には、自由主義、プラグマティズム、マル

ヒトラーによって平和国家が実力国家に転じた

クス主義、実存主義というようないろいろな価値

とき、ラートブルフの論理構造は、単なる価値相

観、世界観がある。すべての他の世界観、価値観

対主義を超えて一種の幅の広い自然法に転化し

まで十分に比較検討して最後に実行すべきである

た。本間喜一先生の理論構造は、どうであろうか。

と教えられていると思われた。もちろん、わたし

価値観には段階構造の基準を持っているように解

は愛知大学就任前、師事した林田和博教授からも、

せられる。あの愛知大学史上、最大の不幸であっ

ラートブルフの価値相対主義の教育をうけてき

た薬師岳冬山遭難事件においてそれを顕著に見る

た。そして愛知大学就任後も本間喜一先生からお

ことができる。本間学長は「人命の尊重を最高の

教えいただいているわけでもある。

価値」として「生命は尊い。全地球よりも重い」

法学入門の冒頭の彼の次の文章は鋭くかつ高く

と喝破された。この態度は、全日本を感動させた。

知的であるばかりでなく何と気高い気品にみちて

これが本間喜一の愛知大学である。それまで東京

いる文であろう。その珠玉の名文は、いつまでも

での進学を考えていた横浜居住の一受験生は、反

わたしの心底に残っている。参考までに、その名

転して豊橋に方向を大転換し、豊橋校舎に入学し

文を掲げることにする。

た。その受験生である阿藤誠君が入学し卒業した

「実在の世界は多様であるが、その中にもい
ろいろな秩序がおのずから存在し、又は人間の
努力によって創造される。このような秩序はす

のは、人間尊重、生命重視の本間喜一の愛知大学
である。
本間を知るもう一つのエピソードがある。それ

べて法からその名称を借りている。たとえば、

は、愛知大学事件における本間弁護人（第36回

我々は自然法則、道徳および習俗の法則、論理

公判調書）の活躍に見いだせる。

学上および美学上の法則、などという表現を用

「ダニエルの裁判無罪の法則」という旧約聖書

いる。このように、法則には実にいろいろの種

にある名裁判官にちなんだ逸話をもち出した。罪

類があるが、そのすべての中で、従って、我々

を犯していない女が、二人の男から同時に罪を犯

の世界認識の全体の中で、本来の意味における

したと告発された。無実を訴えた女のために、神

法則、つまり法律は一体どのような位置を占め

はダニエルを遣わし、二人の調査にあたらせた。

るのであろうか。

二人の男に個別に尋ねたが、同じ答をする二人の
21
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嘘を見抜いた。当時二人を並べて調べたので二人

さんのところへ行ってしっかり頑張ってこい」と

の間では打ち合わせができており、真相を明らか

強い推薦をされたのは、この具島兼三郎教授であ

にするのを困難にした、と本間弁護人が弁論した。

った。東京大学法学部仏法科を卒業されて関西大

二人の巡査を別々に調べたら、二人はどこかの部

学に就任されたこともあったが、人間味にあふれ、

分で矛盾した供述をしたはずである。ダニエルの

社会の不正義に敢然と挑戦された小岩井淨先生に

物語になぞらえて説く本間弁護人の論旨は、両巡

ついて、東京大学総長の南原繁先生は小岩井淨先

査の供述の信頼性に対し、裁判官に疑問をいだか

生への弔辞（昭和 34 年２月 26 日）の中で、「君は

しめるに十分であった。この部分において、一審

若きときから、日本の政治社会の実際の運動や政

における公務執行妨害罪の事実に誤認を裁判所は

策に深い関心を持たれ、この方面における論説や

認めざるを得ず、第一審判決は破棄されたのであ

評論も多くあります」と指摘されている。そして、

る。そして有能な検察官がなぜこのような捜査の

されば、本格的に学問の研究に従事されるに及ん

常識をふまえなかったのかといえば、当時の社会

でも、君の学風は実証的であり、その豊富な経験

情勢がメーデー事件、ポポロ事件のせいであった。

の裏づけと鋭い分析は、君の研究を重からしめた。

そして当局は、この事件を手ぐすねひいて待って

苟も何らかの立場からの独断やイデオロギーは極

いたのだと論断している（『愛知大学小史』74‒75

力排斥したところであり、あくまで科学的＝客観

頁、梓出版社、2006 年）。

的真理の追求が君の本命でありました、と後年の
小岩井淨教授の学問論に及んでおられる。そして、

３．小岩井淨

その後の政治科学の中心課題を「政治権力論」に

あの NHK が日本全国ばかりでなく、広く海外

集中されている。

までも好評を博した橋田壽賀子作の「おしん」の

しかし、それにも拘らず、小岩井教授の人間性

ストーリィの後半の部分で、海岸の砂浜で待って

と人格論に南原先生の弔辞は、重点が移り、「尚、

いるおしんの前にびくびくとおそれながら憲兵か

われわれが敬慕措く能わなかった所以は、おそら

特高警察から追われてくる青年がいた。わたしは、

く君に接したほどの誰しもが忘れることのできな

この青年こそ、若き日の小岩井淨であると察知し

い勝れて『自由の人格』であったことであります。

た。場所は夕暮の伊勢路であった。彼は若き日に

裡に何ものにも束縛されない不屈の精神を包み、

このあたりで昔の日本の農地制度（小作制度）の

外に対してはあくまで寛大、仁恕おのずから大人

中で貧困と搾取を強いられた農民（水のみ百姓）

の風格を具えていられました」。「君は、真に典型

を解放せんと運動をしたことがあった。おしんは、

的な民主主義者であり、自由と寛容は君の存在の

切ない思慕をもちながら思いは果されずに別れ

本質を形づくったものと申していいでありましょ

た。それの文献は今はない。たんなる記憶である。

う。それを君は、いかにして修得されたか知りま

ところで、わたくしは小岩井淨先生には、公私に

せぬが、おそらく君の先天的稟質に由来するとと

わたってお世話いただき、親しくお話をした思い

もに、また人生の労苦と悲しみを通った人のみに

出がいろいろある。これはその結果だけ取上げる

加えられる自然の徳と称しうるでありましょう」

と（九州大学具島兼三郎教授からも親しく聞いた

「かようなものとして、それはもはや実証的科学

話でもあるが）
、自分が国家権力の手先につかま

の境を超えたものであり、むしろその背後におい

り、留置場に入れられている話をされ、その私を

て、君の学問と生涯を支え導いた内面的力であっ

弁護したのは、外ならぬ左派大物弁護人であった

たと思うのであります」とのべられている。「こ

と、すこし顔を赤らめてはいられたが、にこやか

れと同じく君の生と思想を導いたものに『平和の

に笑っておられた。「酒井君、愛知大学の小岩井

理想』があったと信じます。この点において、君
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が中国研究にそそいだ情熱と努力は、極めて独創
的なものがあり、けだし新しい中国の研究によっ
て祖国と人類の平和に寄与せんことが目途されて

第Ⅶ章

む す び

愛知大学の「基本法中の基本法である創立趣意
書（建学の精神）」は、世界大学史の流れの中では、

あります。
」
、と。
ここで愛知大学事件との関係にふれておく。
1952年、小岩井淨特別弁護人は、雑誌「改造」

「愛知」といっているように、ベルリン大学創立
のさいのフンボルトらの三人の父たちの文化国家

に「ファッシズムと闘う学生群」という論文を発

論を土台として継承しているが、それと同時に新

表し、学生と警察官の衝突事件を述べている。法

しく創設された国際連合に則って平和国家の建設

律家としての本間喜一学長のアプローチと異な

の念願を強く強調している。1946（昭和 21）年は、

り、
政治学者として独自の見解をのべておられる。

11 月３日に、憲法レベルにおいて日本は、平和

「事件の本質には、深い原因や根拠があることを

主義を宣言し、11 月 15 日に、大学レベルにおい

明らかにしなければならない。日本の置かれてい

て愛知大学が平和主義を宣言した。ともに特記す

る歴史的情勢が大きな要因となっていること」を

べきであろう。愛知大学の三人の父たちが強調さ

指摘された。戦争と再軍備の機運がせまり、ファ

れた否定的側面──侵略主義、軍国主義の実体的

ッシズム化が進み、これに対する青年学徒たちの

具体的事実を直視するための考察が本稿である。

抵抗が衝突問題の本質にあると断定された（『愛
知大学小史』75‒76 頁）
。
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日中国交回復期の愛知大学と中国との「新証言」
──穂積七郎代議士追悼文ほかより──

佃 隆一郎
〈大学史事務室〉

ここにあげる史料は（書かれた時期としては新
しいが）1996（平成８）年９月に刊行された追悼
文集『穂積七郎先生を偲ぶ記

東三河の心』（同

〔史料〕
我心の師、穂積七郎先生を偲んで
豊橋市

記出版委員会編集発行、非売品）32‒37 頁での、
かず のぶ

創成期の本愛知大学に在籍していた伊藤般展氏1）

伊藤般展

昭和初期から平成まで常に若々しく革新の闘将

が寄稿した一文である。そこには日中国交回復

として全力投球され意義ある人生を全うされた穂

（1972年）の時期に、伊藤氏が穂積七郎元代議士

積七郎先生が逝去されて早や半歳の月日が過ぎ去

（1904‒95、現在の愛知県新城市能登瀬の出身、旧

ろうとしている。私は終戦間もない、愛知大学の

姓鈴木）とともに愛知大学と中国との学術交流の

草創期に、一人の中国留学生と下宿を共にし学ん

実現に “一役買った” 動きをしていたことが、前

だ時、戦争の惨劇を聞かされた。以来、生涯を日

年逝去した穂積氏への追悼という形で述べられて

中友好運動に身を捧げようと腹に決めた私にとっ

いるのであり、以下該当文を別掲して（漢数字を

て、穂積七郎先生は良き指南役であり、頼りにな

算用数字に改めた以外原文のまま。注記は文中に

る後だてでもあった。

〔 〕で補うとともに、文章的な注釈は本文でのも

穂積先生の祖父鈴木元貞氏は幕末京都における

のと併せて文末に掲示）
、その上で『愛知大学五

有名な蘭方医小森玄良の門人として名高い在村の

十年史』などでの公式な本学史・記録での関連記

知識人であり、穂積先生からよく聞かされるお話

述と照合することで、この “新証言” を検討して

であった。父鈴木麟三は山林経営者であり、地域

みることにしたい。

の殖産振興に尽力されるかたわら県会議員、衆議

なお、別掲史料のとりわけ前半部は、愛知大学

院議員として活躍された有名な政治家であり、鈴

とは無関係な記述が多いが、近現代の東三河地区

木家は地域の名門であった。穂積先生は鈴木家の

における有力者の一人であった穂積氏の地位や業

元来の祖、穂積氏の姓を継がれたが、東三河にお

績を説明しているものとして、参考まで含めるこ

けるエリート中のエリートであることにかわりが

とにした。ただし、そこで述べられている穂積氏

ない。

個人や時代全体への見方や評価は、あくまでも伊
藤氏個人のものであることを留意されたい。

穂積先生は、豊橋中学〔現 時習館高校〕から
七高造士館に進学され、血気盛んな薩摩隼人と交
友するなかに、おのずと国士としての風格を身に
付けていかれたとお聞きした。第七高等学校から
東京〔帝国〕大学経済学部に進まれ、卒業後商工
省のエリート官僚の道に就職されたが、先生の激
147

◦ 1496 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

しい気性は出世街道を一直線の道を進むより、む

放令にかかり3）政界を隠退され浪々の生活に入ら

しろフリーな言論人として著述の道を選ばれた。

れた。

丁度この時期、日本は不況に喘ぎ、日本領土拡張

その後追放が解除されると昭和 27〔1952〕年

政策は満州事変に端を発し、戦火を中国大陸全土

10 月１日執行の衆議院総選挙に復活をかけ無所

へと拡大し、遂には全世界を相手とする大東亜戦

属で立候補された。

争に突入してしまった。この不幸のさなか、軍部
は政枢を独裁し世をあげて戦争を謳歌するという

私が先生の選挙のお手伝いにうかがった最初の
選挙であった。

不幸な時代を迎えることになり、厳しい軍政のも

朝鮮戦争が勃発し、アメリカは日本を軍事基地

と一億オール、イエスマンの時代を迎えることに

化し、日本をアメリカの極東戦略の一翼を担わせ

なった。この社会情勢をさめた眼で時の移り行く

るために再軍備を命じてきた。時の政府は新憲法

を眺めていたのが、兄鈴木五一氏と若き日の穂積

制定時あれほど軽視した自衛権を正面に押し立て

七郎先生のご兄弟であった。しかし、戦争は日本

てきた。

軍部の予想通りには進まず、やがてサイパン陥落
（ママ）

先生の選挙公約の中に再軍備、外地出兵反対、

を 期 に戦局は日に日に日本に不利な情況に押し

平和憲法擁護、中国を含む全アジア〔と〕の貿易

やられると東条英機大将〔首相兼陸軍大臣〕は陸

の打開が明示されていた。

軍参謀総長も兼攝し、正しく東条幕府の出現とい

先生の世界を見る眼がいかに的確であり、歴史

うニュースに両先生の怒りは爆発した。この怒り

の流れに対し、いかにぬきん出た考え方の持ち主

は、東条内閣打倒が画策され、そのシナリオが綿

であるかを知ることができる。しかし、この時の

密に練り上げられたと聞く。ドラマは筋書通りに

総選挙は準備不足のために落選となった。

進められ東条内閣は退陣することになったと聞く

翌昭和28〔1953〕年４月 19 日執行の衆議院議

が、関係者は口を固く閉じ、未だ歴史の頁にこの

員総選挙に先生は日本社会党に入党し、公認を取

ことを見ることはない 。

り付けて立候補された。この時は見事当選の栄を

2）

穂積先生のご健在のうちにこの東条退陣の秘話
を確認しておくべきだった。

かちとり、返り咲きを果たされた。選挙公約の中
にも、アジアに対する外交政策、特に中華人民共

穂積七郎先生は戦後郷里に帰り、昭和21〔1946〕
年４月10日執行の第 22 回衆議院総選挙に立候補
し、53,486 票を得て見事当選された。

和国に対する経済交流にも積極的な姿勢を打ち出
された。
中国から安い石炭や、鉄を購入できず、高い米

（ママ）

昭和21年８月、日本を民主化 の ための日本国

国産に頼るために電気、ガス、鉄道運賃も高くな

憲法制定にあたり、国の自衛権をめぐる政府見解

り、勤労者の生活が苦しくなる。又、中国大陸で

について穂積七郎先生は納得されなかった。

欲しがっている繊維品などの輸出が統制されてい

もう戦争はこりごりだ。一億総懺悔の時代であ
った。他国の侵略を受けても無抵抗でよいのか。

るのが日本の中小企業不振の原因ときめつけて日
中経済交流の必要性を強調された。

民族主義者の穂積七郎先生は断乎否とする青票を

冷戦下にあってアメリカにもソ連にも偏するこ

投ぜられた。青票の数は八票、穂積七郎、細迫兼

となく、アジアの自主中立を説かれていた。最後

光、柄澤とし子、志賀義雄、徳田球一、高倉 輝 〔テ

に日本が社会民主主義の道を選び、大衆の革新が

ル〕
、中西伊之介、野坂参三各議員であった。真

行われることこそ、真の自衛が達成されると結論

摯な先生は革新議員として人気は絶頂であった。

づけを行っておられた。以来先生の衆議院での活

政治家としてその活躍が大きく期待された時代で

躍は平和同志会の中核として平和、自由、独立を

あったが昭和 22〔1947〕年のある日〔公職〕追

強調しながら日中友好のラインを強くおし進めら

（ママ）
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た！

れた。
1972年の日中国交回復直前、穂積七郎先生は、

僕が土地を提供するから中国研究所を設立

してはどうかね。豊橋には愛知大学がある、スタ

周恩来総理から密かに日中国交回復の話の連絡を

ッフも揃っているし、関東に一つある、関西に今

受けたと話された。この連絡を田中〔角栄〕総理

一つある。中部にも一つほしいですね。」と夢の

に伝え、田中総理の依頼も受け、国交回復の根回

ような提案があった。予定地は豊橋駅西の超一等

しのため訪中され周恩来総理と会談された。出発

地であった。早速当時の豊橋市長河合陸郎先生に

の３日前に穂積先生から是非逢いたいとお電話を

お話をすると、積極的な援助のお約束を下さった。

いただき、来豊された先生をお迎えし、豊橋市内

又、愛知大学の同窓会の会員の皆さんにも正しく

と南設〔南設楽郡〕を一緒に廻った。夜、東京に

東奔西走いただいた。しかし、母体となる愛知大

お帰りを豊橋駅にお見送りするとき先生は「周総

学の諸事情により見送りとなってしまった。今で

理に何かお願いすることはないかね」と尋ねられ

は、その土地に立派なビルが他の目的で建設され

た。私は「愛知大学の学術交流の実現に協力して

ている。今その建物を見るにつけても先生のご好

ほしい」とお願いした。

意を実現出来なかった私の非力が悔やまれる。

当時愛知大学の学長であった細迫〔朝夫〕先生

昭和 58〔1983〕年４月の統一選挙に横田平先

に早速報告し、親書を書いていただいた。これを

生が日本社会党公認候補として愛知県議会議員に

周総理にお届けしていただくために２人で羽田空

出馬された。私も彼の絶対当選のため随分走り廻

港に穂積先生をお見送りした。先生はお約束通り、

った。５人定員に６人が立候補し、いずれも政党

これを周総理にお渡しくださり 1973 年６月周総

公認であり文字通り少数激戦の苦しい選挙戦とな

理の母校、天津の南開大学に愛知大学が学術交流

った。この苦戦を勝ち抜くために穂積先生に応援

団の派遣を実現することができた。愛知大学の訪

をお願いすることにした、先生は後輩のために、

中団は中国語研究の泰斗鈴木択郎教授を団長とす

又、社会党が地域市民に貢献するためにと応援に

る４名であった。この経緯については細迫元学長

かけつけて下さった。穂積先生の演説はいつお聞

以外御存知ない穂積先生の愛知大学日中交流の功

きしても格調高く聞く人の心をとらえる名演説で

績と思う。私もこの時を切っ掛けとして周総理に

あった。

お手紙を差し上げる光栄に浴したのであった。

私が公式の場で先生の講話を拝聴したのはこれ

1990 年 10 月周総理の故郷である江蘇省淮陰市に

が最後となった。激動の昭和の政治舞台に反骨精

遺徳をしのんで周総理芸術記念館が設立された。

神をつらぬき通した穂積七郎先生、あなたこそ三

1990年 10 月15 日オープンする時、人民政府より

河人として又、政治家として、最もふさわしい方

是非一幅揮毫作品を出品するようにと要請があっ

であります。生涯をとおして日中友好をすすめら

た。穂積先生のご恩返しと考え恥をしのんで「興

れた偉大なる功績を心から讃えご冥福をお祈り申

国愛民盡聖道」と書して寄贈したところ、現中日

し上げます。

友好協会会長、孫平化先生4）の作品の隣に並べ展

〔史料終〕

示下さってあった。
館長先生にお伺いしたところ日本人の作品展示

このように、この史料からは愛知大学に関する、

は私一人とお聞きし大変恐縮したしだいである。

①細迫朝夫学長（故人。在任 1970.5‒72.2）の

これも総べて穂積先生のお陰により、この上もな

時期、本学出身者有志の伊藤般展氏が仲立ち

い栄誉をいただいた。

する形で、学長から周恩来総理への親書を託

又、私にとって穂積先生を偲ぶとき忘れること

された穂積七郎代議士が訪中してそれを渡し

ができない今一つの事があった。先生から「あな

たという、愛大と中国との学術交流を実現す
149
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るための働きかけがなされ、のちの学術交流

できかねるところである。

団派遣実現につながった。
②豊橋市に中国と元来関係の深い愛知大学があ

〔追記〕この史料は、浅井敦愛知大学名誉教授が

ることから、関東・関西に続く３か所目の「中

恵贈して下さったコピーをもとにしているが、本

国研究所」を豊橋駅近くに設立する構想を穂

稿作成後に浅井氏より、伊藤般展氏に直接会って

積代議士が提案し、市長や同窓会も協力の姿

話を聴くことができたとの連絡をうけた。

勢を示したが、母体となる愛大の諸事情によ

それによれば伊藤氏は、先の①については、
・穂積氏が周恩来と会い細迫学長の親書を手渡し

り見送りになった。
という２つの注目すべき記述が見られるのであ

た時、立ち会ったのは孫平化氏（註４参照。こ

る。

の時は中日友好協会秘書長）であり、また帰国

管見の限り、愛知大学当局が編纂・編集した『年

後「確かに周恩来総理にお渡ししました」と細

史』等刊行物では、②に関する記述を見出してい

迫氏に報告した時、桑島信一教授（故人）が立

ないが、①については１年後の学術交流の実現は

ち会った。

事実であり（1973 年６月、最初の学術訪中団が

・「親書を」という提案に細迫氏は、突然のこと

天津市の南開大学を訪問）
、重要な証言であると

であり、また当時文化大革命のさなかにあった

考えられる。

中国の、日本への政治的・社会的な影響などの

これを裏づける記述としては、
『愛知大学五十

諸事情を配慮し、当初ちゅうちょしたが、「愛

年史 通史編』（2000 年）では、学術交流実現の

知大学のために」という私（伊藤氏）の意見も

契機として「かねて郭沫若氏に対し『中日大辞典』

聞いた上で自ら判断し、急いでしたためて下さ

編纂関係者を中心とする代表団の訪中を希望して

った。親書は細迫氏と２人で直接穂積氏に羽田

いたところ、
天津市の南開大学が受入れ校となり、

空港でお渡しした。

北京大学・復旦大学（上海市）の３校で開催する

・記憶では、この時の穂積氏の訪中は1971 年の

辞典座談会に招聘された」
（453 頁。カッコは原文、

５月ごろであり、その目的ゆえに、代表団員と

以下同）と記してあり、さらに別の箇所には「1971

してではなく、お一人（単独）であった。また、

（昭和46）年９月、細迫朝夫学長は辞典関係者の

これら一連のことは『愛知大学五十年史』での

訪中への熱意をうけ、折から日本中国友好協会代

記述とは別物だと思う。

表団員として訪中する穂積七郎前代議士に、増刷

と証言されたとのことである（②についても関係

されたばかりの辞典第二刷版に添えて愛知大学学

者の名前をあげて下さったとのことであるが、こ

術代表団派遣要望書を託し、郭沫若氏へ届けても

こでは割愛させていただきたい）。証言中の「訪

らった」（301 頁） ことで、翌 72 年１月に細迫学

中時期」については田中角栄内閣の成立以前にあ

長宛てに中国日本友好協会より、受入れを検討す

たるため、史料と合わない点も生じてくることに

ると記した返信6）が届いたと明記されているので

なるが7）、『五十年史』などで従来述べられてい

あるが、周恩来に関する記述はない。郭沫若は当

た “郭沫若ルート” とは別であったとする点はき

時（愛大が『中日大辞典』初版本 1200 冊を贈呈

わめて重要となろう。

5）

した）中日友好協会の名誉会長であったが、伊藤

まずは、これらの証言が愛知大学史上の新たな

氏の証言にある通り周恩来という “当時（毛沢東

問題提起として各方面で検討されていくことを、

に次ぐ）中国ナンバー２の存在” にも関わってい

（浅井・伊藤両氏に衷心より感謝の意を表しつつ）

たことであったのか、親書が郭へのものとは別に

ここに念じて区切りとしたい。

周にも書かれて届けられたのかは、ここでは判断
150
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51頁参照）

註

５）この引用文に付されている「註」の説明文には「1971

１）伊藤般展氏（通称「伊藤はんてん」氏。愛知大学の

年９月 26 日付朝日新聞名古屋本社版第一面トップ

「推薦校友」として同窓会に在籍）は現在豊橋地区

に『日中親善へ新風、初の大学交流 愛大が視察団

日中友好協会の会長を務めていて、2005 年の王毅

計画 将来は留学生も』の見出しで報道された」
（愛

中国大使の愛大訪問や 06 年の秦始皇帝銅車馬レプ

知 大 学 五 十 年 史 編 纂 委 員 会 編『 愛 知 大 学 五 十 年

リカ（NHK 保有）の愛大への長期貸与などの実現

史 通史編』、2000年、319 頁）とある。その新聞記

に尽力した。

事では、穂積氏の訪中は９月 27日とあり、また穂
積氏の「訪中したら郭氏のほか要人にも積極的に話

２）穂積七郎は 1944（昭和 19）年、反東条内閣工作の
かどで検挙されている。

し、実現に努力する。文革〔文化大革命〕の成果を

３）公職追放の理由は、「反占領政策の言動および、戦

〔中日大辞典に〕正しく取入れることは何にもまし

時中、言論報国会理事であったこと」（豊橋百科事

て重要なことと思う」とのコメントが紹介されてい

典編集委員会編『豊橋百科事典』、2007 年、豊橋市、

る（ちなみに、この記事を書き注目された東郷茂彦

659 頁）とされている。

記者は、太平洋戦争開戦・終戦時外相だった東郷茂
徳の実子にあたる）
。

４）当時中国日本友好協会の会長であった孫平化氏はこ
の史料が出されたのと同年の 1996 年（その翌年没）
、

６）この書簡および、註４新聞記事の写真は同前書 302

愛知大学創立 50 周年記念日中国際シンポジウムに

頁のほか、
同編纂委員会編
『写真集 愛知大学の歴史』

招かれて日本語で講演を行なった。また、1987年
に病床にあった本間喜一愛大名誉学長（この年没）
を孫が見舞った際贈った揮毫「名高北斗

（1996年）84 頁にも掲載されている。
７）可能性としては、史料での「田中総理」はあくまで

寿比南山」

もイメージ上の呼び名であって、田中角栄が首相就

が愛大創立 60 周年の 2006 年、本間氏の実娘より愛

任前から動いていたことも考えられよう。なお、田

知大学に寄贈された。（愛知大学東亜同文書院大学

中は第三次佐藤栄作内閣の後半期（1971.7‒72.7）に

記念センター編『愛知大学創成期の群像 写真集』

通産大臣（当時）を務めていた。

愛知大学東亜同文書院ブックレット別冊、2007年、
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大島隆雄
〈愛知大学名誉教授、東亜同文書院大学記念センター客員研究員〉
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む す び

いる1）。そしてもう一つ、東亜同文書院大学は、

はじめに

アジア・太平洋戦争に敗北した結果、廃校になる。

本稿は、拙稿「近衛文麿と東亜同文会・東亜同

その後間もなく、その止揚形態として、同文書院

文書院──その関係を中心に──」
（愛知大学東

大学の教職員・学生が中心になって愛知大学が創

亜同文書院大学記念センター『年報』第２号所収、

立される。ここではその止揚の諸契機が、書院大

2008年３月）と直接関連して、東亜同文書院が、

学の末期においていかに形成されてくるのかにも

アジア・太平洋戦争下で、とくに 1937 年勃発の

注目している2）。

日中戦争以降蒙った種々の変化をできるだけ全体

幸い私たちは、この分析に役立つ基本的な文献

的に明らかにしようとするものである。そのこと

として、滬友会編纂の２冊の東亜同文書院大学史

を通じて本稿は、従来、厳しく論じられてきた東

をもっている。『東亜同文書院大学史』〔1955（昭

亜同文書院の「評価問題」、すなわちそれがいわ

和 30）年刊〕──以下、
『旧大学史』と略す──と、

ゆるスパイ学校であったのか、それとも健全な高

『東亜同文書院大学史』〔1982（昭和 57）年刊〕

等商業学校や商科大学であったかの問題に対し

──以下、
『新大学史』と略す──、がそれである。

て、ひとまず筆者なりの回答を与えたいと思って

これらは相当詳細なものであって、大学と学生の
1
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動向についての多くの基本的な史実をクロノロジ

旅行」中の４年生を除き、夏季休暇中であったが、

カルに提供している。筆者もこれを出発点として

虹橋路校舎は租界外にあったため、同月 15 日に

尊重することはいうまでもないが、それらの史実

は中国側に接収された。そのため大内暢三院長は、

はややバラバラに示されていて、かえって統一し

同校舎での新学期からの開講は不可能と考え、一

た大学像を構成できない怨みがある。

時、長崎の旧女子師範学校に移転させる措置をと

本稿はこの基本的史実を、かつて東亜同文会が

り、10 月 18 日からそこで開講した。その間、日

刊行していた『事業報告書』の史料で補いつつ、

中戦争はますます拡大し、11 月３日から４日に

さらに新たな史料を加えて異なる視点で分析し、

かけて、虹橋路校舎は中国兵の放火によって、烏

その分析した諸側面を総合したいと思う。この新

有に帰した。同文書院は、すぐその隣接した地区

たな史料を与えてくれるのは、霞山会編の２冊の

にあったが、当時は重慶に疎開していたため、日

浩瀚な史料集、
『東亜同文会史』
〔1988（昭和63）

本軍が中国から接収していた中国国立交通大学の

年刊〕と、
『東亜同文会史

海格路校舎を外務省・陸軍省から借用し、翌38

昭和編』〔2000（平成

15）年刊〕である。これらは実に貴重な新事実の

年４月 17 日にそこで授業を再開する。

宝庫となっている。さらに最近では、外務省外交

この日中関係の悲劇的な大激変に当面して、同

史料館所蔵の東亜同文会や東亜同文書院関係史料

文書院は、この長崎移転と上海復帰の時期に、そ

が、
「アジア歴史資料センター」を通じてインタ

の組織と性格を変えるいくつかの過程をたどり始

ーネットで公開されており、私たちは、前記史料

めた。『新大学史』は、そのことについて、「……

集に収録されていないさらに貴重な資料に接近す

この頃から、大内院長をはじめ教職員、同窓の間

ることができるようになっている。

に、書院を大学に昇格して時勢の推移に対応すべ
しとの意見が起こり、在学生もまた学生大会を開

第１章

東亜同文書院の大学昇格と専門部の
付設

第１節

催して大学昇格を決議し、これを院長に提出する
に至った。」3）、と書いている。
長崎移転中から上海復帰後にかけてのほぼ１年

東亜同文書院大学の設立と専門部の付設

間に書院内部の検討が進み、1938 年７月 11 日、

1921年に３年制から４年制になり、そして「専

この昇格問題がはじめて経営団体である財団法人

門学校令」が適応されて正式に専門学校になった

同文会の理事会の議題にのせられ、本格的な討議

東亜同文書院は、日中戦争に入った段階の1939

が行われた。以下その内容の要点を紹介しておこ

（昭和14）年 12 月、「大学令」の適用をうける予

う4）。同理事会の出席者は、理事長岡部長景、常

科２年・商学部３年の東亜同文書院大学に昇格し

務理事津田静枝、理事の井上雅二、林毅陸、大内

た。さらに同大学には、太平洋戦争段階の1943（昭

暢三（同文書院長）、荻野元太郎、伊東延吉、長

和 18）年４月に３年制の「専門部」が付設された。

与又郎（東京帝大総長）、赤池濃、阿部信行、白

本章ではそれらの過程や構造その性格などを解明

岩龍平、そのほか同文書院教頭馬場鍬太郎、同文

しておきたい。

書院臨時事務委嘱斎藤重保であり、大内と馬場は

１．東亜同文書院大学設立申請書提出までの
経緯

夏季休暇中とはいえ上海から上京してきていた。
なお会長近衛文麿（当時内閣総理大臣）と一宮、

1937（昭和 12）年７月７日の蘆溝橋事件に端

堀内、児玉の各理事は欠席している。

を発した日中戦争は、最初、華北に拡大し、同年

議事録によれば、冒頭まず大内院長から次のよ

８月 13 日には第２次上海事変となって、華中に

うな説明がなされた。「戦後ノ工作ニツキテハ既

飛び火し、全面化していった。同文書院は、「大

ニ各方面ニ於テ夫々計画ヲ進メラレツツアルモ最

2
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モ重要ナルハ之レヲ動カス人材ノ養成ニシテ既ニ

ナリ毎年百六十人ヲ収容スルトシ完成ノ暁ハ丁度

書院モ今日相当ノ基礎ヲ有スル以上率先シテ其任

八百人トナル」と答えている。これまでは１学年

ニ当ラザルベカラズ之レ書院ノ使命ヨリ云フモ当

せいぜい132 名以下であった。さらに伊東延吉理

然ノ事ニ属ス而シテ以上ノ使命ヲ遂行スル為メニ

事から、カリキュラムについて、大学としての一

ハ其実際ニ当ル外指導者的立場ニ居ルニ充分ナル

般的な専門科目の充実をはかる一方、日本、中国、

実力ト資格ヲ有スル人材ヲ養成スルコトヲ要ス然

東洋に関する科目を増やすようにとの意見が出さ

ルニ現在日本ノ社会ニ於テハ各方面共履歴採用ヲ

れている。因みにこの伊東は、文部省内部で日本

ナシツツアリテ其慣習ハ容易ニ脱却スルコトヲ得

精 神 派 の 領 袖 で あ り、 学 生 思 想 を 取 り 締 ま る

ザルモノト認メラル、其上遺憾ナルハ専門学校ト

1937 年発足の教学局の局長であり、その前から

大学出身者トノ間ニ差別的待遇ノアル事ニシテ甚

1934 年設立の「国民精神文化研究所」やその下

タ不合理ナルカ如クシテ然モ動スベカラザル傾向

部機関「教学錬成所」の所長にもなっていた人物

ナルカ故ニ之レニ順応スル為メ此際書院ヲシテ最

であった6）。こうした質疑応答の中でとくに注目

高学府タル資格ヲ具有セシムル為メ現在専門学校

すべきは、赤池濃理事が「本案ニツキ外務省及軍

制度ヲ一段進メ大学制ニ改組セントス尚学制ハ予

部ノ意向ハ如何」と問いただしたのに対して、院

科二年学部三年計五年トシ……」と。最初の「戦

長は、「東亜同文書院ヲ将来向上発展セシムル必

後ノ工作」とは、日本が中国に勝利したあと生ず

要ノアル事ハ外務省並ニ軍部方面ニ於テモ之ヲ認

る中国経営のことを意味している。当時の日本は、

メ居レリ又軍部方面ニテモ曩ニ支那事変ニ際シ学

いま以上に学歴主義であり、大学の卒業生は上級

生ノ出動勤務ノ成績ニ鑑ミテモ痛切ナル認識ヲ有

管理や政策決定に参加する高級官吏や指導的人材

シ松井前司令官ノ如キモ又同意見ニシテ最モ理解

を生み出すが、専門学校卒業生は実務的な中級官

シ居ルモノハ軍人ト官吏ナリ」、と答えている。

吏や中級指導者になると位置づけられていたの

松井とは、1937 年当時、中支那方面軍司令官で

で、このように説明されている。大学予科の修業

あり、同年 12 月のあの南京攻略を指揮した司令

年限は、「大學令」（1918 年）の 13 条で、３年で

官松井石根であり7）、後述する同文書院の従軍通

も２年でもよかった5）。

訳は彼の指揮下の諸部隊で働いた。こうして、同

ついで馬場教頭から、学則について補足説明が
なされたが、その中には、これまでの同文書院の
性格を保持しようとする次のような発言があっ

いわ ね

文書院の大学昇格案は、この理事会において最終
決定ではなかったが、基本的に了承された。
同文会もほぼ決定したところで、大内院長は、

た。
「……又学則ニツキテ最モ意ヲ用ヒタルハ支

従来通り専門学校のままでも良いのではないかと

那ノ政治、経済、社会、文化ノ如キ方面ノ実情ニ

の意見も残っていた同窓たちの意見を結集するた

関スル研究ニツキ権威アル学府タラシメタキ点ナ

めに、同年８月１日、「東亜同文書院の昇格に就

リ第二ニハ同文書院大学ハ将来一面実務的人材ヲ

き敢て同窓各位諸氏に愬ふ」8）という檄文を送付

養成スルト共ニ一面ニ於テハ指導的人材ヲ養成セ

している。その内容は、基本的には、彼が同文会

ントシ夫レニハ或ハ国家試験ニモ応シ得ルガ如ク

理事会で説明したのと同じであるが、身うちに話

此両道ニカケテ課程ヲ編成シタリ……」と。

すためか、一部いささか生なましく語りかかけて

その後討議に入って、林毅陸理事より、設置費

いるので、その部分だけを引用しておこう。「……

用に関して国庫補助について懸念がないようにせ

我が日本内地より大陸に進出する知識階級の者も

よとの要望的意見がだされ、また井上雅二理事よ

必ずや今後夥しき數に上ることでありませう。然

り、
「……学生ノ数モ増加スベシ……」との意見

し乍ら之等の人々の多くは恐らく支那の實情を未

に対して、大内院長は、
「大学ニスレハ五年制ニ

だ深く究めてをらないものが多かろうと存じま
3
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す。
」と述べた後、そのため同文書院卒業生が、

東亜同文書院大学学則10）
第１章

その東道役すなわち道案内人にならねばならない
ことを指摘し、次のように続けている。
「然し乍

第１条

総則

本大学ハ大学令ニ依リ国家思想ノ涵養

ら此の東道役の任にあるものの實力なり、資格な

及人格ノ陶冶ニ留意シ商業ニ関スル学術

りが、東道されるものから軽んぜられ、或は自ら

ノ理論及応用ヲ教授シ並ニ其ノ蘊奥ヲ攻

気遅れするようなことであつては、単に一個の通

究シ以テ興亜ノ指導的人材ヲ養成スルヲ

辯たるに止どま」る、ようなことがあってはなら

目的トス

ないと説明している。「知識階級」とは勿論広義

第２条

本大学ハ学部、大学予科及研究科ヲ以
テ構成ス

であって、実業家や官吏等も含まれている。
こうして東亜同文会は、同年 11 月９日、東亜

第３条

本大学ニ商学部ヲ置ク

同文会会長、公爵近衛文麿の名前で主務官庁たる

第４条

学部ノ修業年限ヲ三年トス

外務省の外務大臣有田八郎宛に、「東亜同文書院

第５条

研究科ノ研究期間ヲ二年以上トス

大学設立申請書」を提出した。因みに近衛は当時

第６条

大学予科ノ修業年限ヲ二年トシ高等普

はその第１次内閣の総理大臣であった。同申請書

通教育ヲ施スト同時ニ本大学学部ニ入ラ

は、
最初の「設立主意書」から、
「設立ノ順序」、
「学

ント欲スル者ノ為メニ必要ナル学科ヲ教

則」
、
「位置及校地」等、最後の「経費及維持ノ方

授ス

法」までも含む厖大な書類であった。
２．設立申請書の主な内容

「設立主意書」において、
「……国家思想ノ涵養、

意図された昇格目的や大学の基本構造を知るた

及人格ノ陶冶ニ留意シ、商業ニ関スル学術ノ理論

めに、まずは、「設立主意書」の全文と「学則」

及応用ヲ教授シ、並ニ其ノ蘊奥ヲ攻究シ……」と

の第１章「総則」のみを掲げておく。

あり、
「学則」第１条にも同様の表現がみられるが、
これはなにも設立予定の東亜同文書院大学だけが

東亜同文書院大学設立主意書

国家主義的教育を重視するという意味ではなく、

9）

「本会ハ、上海ニ東亜同文書院ヲ創立シテ以

「学則」第１条にも「大学令ニ依リ」とあるように、

来約四十年、其ノ間各府県ノ派遣ニ係ル多数優

適応される 1918（大正７）年の「大學令」には、
「第

秀ナル青年ヲ養成シ、之レ等ハ永年ニ亘リ日支

１条

提携ノ連鎖親善ノ楔子トナリテ、平和的事業ニ

教授シ並其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ

従事シ、或ハ往年満洲事変、又這回ノ支那事変

人格ノ陶冶及國家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノト

ニ際シテハ、従軍シテ皇軍ノ行動ヲ助クル等、

11）
とあり、それに対応させているのである。
ス」

邦家ニ貢献スルコト少カラサルトコロ、今ヤ日

しかし、「設立主意書」には、従来の東亜同文書

支ノ関係ハ、現下ノ事変ヲ契機トシテ劃期的変

院の「中日輯協」の役割と並んで、無造作に満洲

革ヲ来シ、将来益々多数有為ノ人材ヲ大陸ニ送

事変や支那事変への従軍による「皇軍ノ行動ヲ助

ルト共ニ、其ノ育成ノ上ニモ一段ノ向上進歩ヲ

クル等」のことが強調されており、「興亜ノ指導

必要ト認メラレルニ付、従来ノ専門学校ヲ改メ

的人材ヲ練成セントス」とあり、同様に「学則」

テ、更ニ大学ニ昇格シ、国家思想ノ涵養、及人

にも、「興亜ノ指導的人材ヲ養成スルヲ目的トス」

格ノ陶冶ニ留意シ、商業ニ関スル学術ノ理論及

とあるのが、同文書院大学の特徴となっている。

セッシ

シャ

応用ヲ教授シ、並ニ其ノ蘊奥ヲ攻究シ、以テ興
亜ノ指導的人材ヲ練成セントス」（ルビは引用者）

大學ハ國家ニ枢要ナル學術ノ理論及應用ヲ

ところで次に来る「東亜同文書院大学設立順序」
に若干注意しておく必要がある。そこでは、大学
予科、学部の発足年次、最初の卒業年次、専門学

4
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表１
科

目

か１学年毎週１時間の授業は半単位とされる。そ

毎週授業時間
第１学年

第２学年

計

1
4
9
6
2
2
─
─
─
2
3
─
2
3

1
3
10
6
3
─
2
2
2
─
2
2
─
2

2
7
19
12
5
2
2
2
2
2
5
2
2
5

1

1

2

35

36

71

修
身
国文及漢文
支 那 語
英
語
歴
史
地
理
哲学概論
心理及論理
法学通論
商業通論
簿
記
商業数学
自然科学
体操及教練
武道（剣道、柔道、
弓道ノ１ツ履修）
合

年毎週２時間の授業を１単位、１学期毎週２時間

東亜同文書院大学予科学科課程

計

して科目は必修学科目と、選修学科目に分かれ、
後者はさらに第１類と第２類に分かれている。そ
して第１類から５単位以上、第２類から４単位以
上を修得せねばならないとされた。表２はその必
修学科目であり、表３は選修学科目である。
ここに見られる特徴の第１は、専門学校時代に
は細分化されずに一般的に教えられていた科目
が、大学のそれに相応しくより専門化され分離さ
れていることである。なるほど法律・政治関係の

表２

勤労作業ハ必修トシ随時之ヲ課ス
出典：外務省外交史料館、H430，2‒3 東亜同文書院
関係雑件、大学設立関係、0037〜0038．

校の学生募集停止、最終的廃止年次が規定されて
いる。それによると専門学校生の募集停止は昭和
13 年４月、昭和14 年４月より大学予科の学生募
集が開始されると謳われている。しかし最後の但
し書きでは、「若シ昭和14 年４月１日迄設立認可
無キ時ハ認可ト同時ニ東亜同文書院第１学年生徒
ヲ大学予科一学年ニ編入ス」12）と規定されていた。
そして実際には、後述のように認可が遅れたため、
このようになった。
しかし何と言っても教育上重要なのは、「学則」
29条に記載されているカリキュラムである。そ
れは予科については表１のようになっていた。
これを見るかぎり、専門学校時代の１、２学年
で学ぶ科目と大差なく、やはり中国語、ついで英
語が重視されていた。しかし日本高等教育の反動
化の波のなかで、租界外の中国領内にあったため、
その導入が遅れていた教練が、すでに 1938 年秋
から同文書院にも取り入れられていたため、また
文部省による日本精神の発揚政策のなかで、教錬

学科目

第１
学年

第２
学年

第３
学年

東亜精神史（日本精神史及
東洋思想史）
憲
法
東亜論策
民法第１部（総則、債権）
民法第２部（物権）
商法第１部（総則、
商行為）
商法第２部（会社、手形）
経済原論
経営学原論
経 済 史
日本経済思想
世界経済事情第１部
世界経済事情第２部
世界経済事情第３部
東亜資源論
植民政策
財 政 学
金 融 論
商業政策
会 計 学
統 計 論
貿 易 論
保 険 論
交 通 論
国際法第１部（平時）
支那時文及尺牘
支 那 語
商業英語
外国書講読
教
練
武道（剣道、柔道、弓道ノ
１ヲ履修セシム）

2
2
─
4
─
─
─
3
─
2
─
2
─
─
─
─
─
─
─
2
2
─
─
─
─
2
5
2
2
2

2
─
2
─
2
2
2
─
2
─
2
─
2
─
─
─
─
2
2
─
─
2
─
2
2
2
2
─
─
2

2
─
2
─
─
─
1
─
─
─
─
─
─
2
2
2
2
─
─
─
─
─
2
─
─
1
─
─
─
2

合

と日本武道と、それに臨時に課す勤労作業が必修
科目として教科課程に組み入れられている。
次に学部の場合は、単位制になっており、１学

東亜同文書院大学商学部必修科目
（各学年毎週授業時間数）

計

合計
6
2
4
4
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
7
2
2
6

1

1

1

3

33

33

19

85

調査旅行ハ必修トシ第２学年夏季休業中ニ於テ之ヲ課ス
出典：外務省外交史料館、H430，2‒3 東亜同文書院
関係雑件、大学設立関係、0028〜0029．
5
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表３

て第３は、同文書院あるいは同大学に対して時と

東亜同文書院大学商学部選修科目

選修学科目ハ第１類及第２類ニ分チ第２学年以後ニ於テ
履修セシム 但第１類ノ学科目ハ５単位以上、第２類ハ
４単位以上ヲ履修セシム
第１類
学科目 毎週授業時間

第２類
学科目 毎週授業時間

日 本 文 化（日本
文化史及一般文化）
貨 幣 論
貿易実務
銀行信託論
会計監査
市場組織論
（取引所論ヲ含ム）
商 品 学
景 気 論
工場経営論
（工業会計ヲ含ム）
経済統計
経済学史
国際経済論（外国
為替論ヲ含ム）

倉 庫 論
国際法第２部（戦時）
行政法第１部（総論）
行政法第２部（各論）
政 治 学
民法第３部（親族相続）
刑法第１部（総論）
刑法第２部（各論）
民事訴訟法
刑事訴訟法
外 交 史
工業経済論（工業
政策 企業財政論）
農業経済論
経済地理第１部（満支）
経済地理第２部（南洋）
科学概論
民 族 学
社 会 学
英
語
上 海 語（第１部）
（第２部）
福 建 語（第１部）
（第２部）
広 東 語（第１部）
（第２部）
独 逸 語（第１部）
（第２部）
仏 蘭 西 語（第１部）
（第２部）
露 西 亜 語（第１部）
（第２部）
蒙 古 語（第１部）
（第２部）

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

して貼られた悪評、スパイ養成学校と関係するよ
うな科目は、ここでは微塵もみられないというこ
とである。ここでスパイとか諜報員とかいうのは、

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

本條ニ規定シタル授業科目ノ外必要ト認ムルトキハ教
授會ノ決議ヲ經テ隨意科目又ハ特別講義ヲ設クルコト
アルベシ
出典：外務省外交史料館、Ｈ 430，2‒3 東亜同文書院
関係雑件、大学設立関係、0030〜0031．

前線あるいは敵の後方に忍び込んで敵側にはもち
ろん、味方にさえも隠密に行動し、作戦上必要な
情報をえて、種々な手段、場合よっては通信機な
どをも用いて、味方に伝えるような厳密な意味に
おける情報要員のことである。同文書院大学の通
常の授業に関してはそのようなものは見出されな
い。それは商科大学のそれであった。
ただ若干疑わしく思われるものに、学生の行う
必修の調査旅行、いわゆる大旅行があった。例え
ば 35 期の富田清之介は、彼が1938 年に実施した
調査旅行について、次のように書いているからで
ある。「我々三十五期生の大旅行は、真の意味に
おける大旅行ではなかつた。というのは旅行すべ
きところが多く戦場になつていたためで、（中略）
したがつて我々は占領地区の調査を主体として北
支方面六班、中支方面二十班、南支南洋方面四班
として出発したのであるが、軍特務部からの委託
調査があり、このため随分苦労した。
（中略）軍
から東亜同文書院中支調査班の腕章が支給され、
畑部隊特務部から占領地帯通行及び宿泊などに関
する一切の便宜を与えるようにとの証明書や通行
許可書が発給され、まるで軍にぶら下がつた軍の
ための旅行のようになつてしまつた。
」13）と。なる
ほどこれは、軍特務部から委託を受けて軍のため
に調査をしたことを示している。しかしそれは占
領地区が中心であって、しかも腕章をつけて公然

科目の分化は、法学部におけるほど、また経済関

となされており、厳密な意味でのスパイ活動とは

係のそれは経済学部ほど専門化されてはいない

いえない。

が、商学部として商業、経営関係の必要科目を完

さて、学生定員の１学年約 100 名から 160 名へ

備して、それに関連科目として、法律、経済関係

の増加、加えて上記のようなカリキュラムの豊富

科目をそろえているから立派な内容といえる。し

化によって、担当する教員の増員が当然予定され

かし第２に、やはりその時代に規定されて、東亜

ていた。設立申請書は表４を掲載している。予科

精神史、東亜論策、東亜資源論といった東亜を冠

教員は初年度から必要であり、２年度まで増加す

した科目が設けられていること、そして予科の場

るが、あとは不変である。学部教員数は、学部発

合と同様、教練、武道が必修となっている。そし

足の３年度から必要となり、学部完成年度の５年

6
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表４

学部及び大学予科教員定員数（以下教員ハ凡テ専任ナリ）

1939（昭和 14） 1940
（昭和 15） 1941
（昭和 16） 1942
（昭和 17） 1943
（昭和 18）
年度
年度
年度
年度
年度
（第１年度） （第２年度） （第３年度） （第４年度） （第５年度）
大学予科

日 本 人

14

22

22

22

22

支 那 人

3

5

5

5

5

外 国 人

1

2

2

2

2

学
部

小 計

18

29

29

29

29

日 本 人

─

─

10

29

33

支 那 人

─

─

5

5

5

外 国 人

─

─

4

4

4

小 計

─

─

19

38

42

合 計

18

29

48

67

71

出典：外務省外交史料館、Ｈ 430，2‒3

東亜同文書院関係雑件、大学設立関係、0079．

度までに著しく増加する。しかもこれらの教員
はすべて専任が予定されている。実際にこの定
員が充足されたかどうかについては、次節で検

表５
科

東亜同文書院大学予算表
目

国庫補助金

金 額（円）

討しよう。
ところでこの東亜同文書院大学という高等教
育機関は、どのような資金によってどのように
運営されようとしたのであろうか。つまり同大
学の財政問題、その収入・支出の構造である。
「設立申請書」は、この非常に興味ある問題に
ついて、
設立年度から完成年度までの「予算表」
という形で示してくれている。
表５は、その初年度にのみ現れる臨時費、即
ち施設・設備費についてである。同文書院大学
は、中国側から日本が接収した交通大学の校
地・校舎を用いて発足する。それでも、教職員
住宅や学生寄宿舎が新規に必要になる。また交
通大学は工科系の大学で、文科系の大学が使用
するには設備の改装が必要であった。こうして

（収入合計）

科

284,000.00 新

284,000.00

築

昭和 14年度
目
費

臨時費

金 額（円）

寄 宿 舎
使丁住宅
煙
突
石 炭 庫
改 造 費
寄 宿 舎
学生食堂及浴室
職員住宅
同
教
室
付属工事費
暖房工事
衛生工事
電灯工事
瓦斯工事
什器設備費
寄 宿 舎
教
室
住
宅
設計監督費
設計監督費

81,198.00
5,020.00
2,000.00
800.00

（支出合計）

284,000.00

23,969.50
3,385.00
34,763.00
3,025.00
3,000.00
57,683.30
22,000.00
5,536.00
1,500.00
20,480.00
8,854.00
3,666.00
7,120.20

出典：外務省外交史料館、Ｈ 430，2‒3 東亜同文書院関
係雑件、大学設立関係、0081〜0082．

初年度臨時費が必要となるが、それは 100％国
庫補助金で賄われることになる。

職員に支払われるものである。諸給とは諸手当の

ついで表６は、初年度の経常費予算を示してい

ことであろう。その次の被服費、食費、週給は、

る。経常費はその後も完成年度まで、いや大学が

基本的に学生のために支出される費用であったと

存続する限り発生するが、あとの年度もその構造

思われる。すなわち学生に対しては支給品制度が

は基本的には変わらないので、ここでは初年度の

あって、衣服その他の日常必需品が学校から支給

みを表示しておこう。まず若干の支出項目につい

されていた。食費は全寮制の学生の食事代が中心

てのみ説明すると、俸給、諸給、在外手当は、教

であったと思われる。そして週給とは週末に学生
7
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表６

に渡されていた少額の小使銭のことである。その

東亜同文書院大学予算表

昭和 14 年度（大学設立第１年度） 経常費
収
科

目

国庫補助金
学 資 金
医局収入
雑 収 入

入
金

支
額（円）

367,263.00
342,540.00
800.00
899.78

（収入合計）

科

目

他多くの支出項目があるが、それに充当する収入

出
金

俸
給
諸
給
在外手当
被 服 費
食
費
週
給
学業品費
調査旅行費
体 育 費
図 書 費
研 究 費
医 局 費
文具印刷費
通 信 費
車 馬 費
旅
費
交 際 費
営 繕 費
器 具 費
雑
給
水 道 費
電 燈 費
瓦 斯 費
薪 炭 費
地代家賃
火災保険料
消耗品費
雑
費
利
息
儀式祝典費
予 備 費

711,502.78 （支出合計）

額（円）

154,028.00
46,767.50
77,140.80
33,390.00
65,936.00
39,384.00
24,225. 00
33,570.00
6,500.00
60,015.00
20,609.50
6,820.00
1,863.00
6,557.00
8,335.00
13,900.00
2,200.00
20,150.00
5,000.00
41,476.48
7,200.00
9,350.00
1,800.00
14,150.00
196.00
564.00
1,300.00
1,300.00
115.00
2,660.00
5,000.00

科

目

国庫補助金
学

資

金

医局収入
雑
（合

収

入

計）

学資金からなっていた。そして学資金は、また、
県費生と呼ばれた公費生に対して府県が支払う費
用と、私費生が支払う学費とに分かれる。公費生
と私費生の比率は、年度によって変わるが、この
時期ほぼ半々か公費生の方がやや多い。従って東
亜同文書院大学の経常費は、厳密な意味での国家
から下付される「国庫補助金」が約50％、府県
から支払われる資金が約25％、合計、約75％が
広義の公的資金によって賄われることになる。
この経常費の収入構造は、表７が示すように、
大学発足から完成までの５年間を通じて、基本的
に同じである。さらにいえば、東亜同文書院がこ
のように強く国家資金に依存する体質はそれ以前
にすでにでき上がっていた。「設立申請書」は全
く興味深くも、1924（大正 13）年から1938（昭
和 13）年までの収入実績について次のように報
告している。臨時費は、昭和２年から同 13 年まで、
すべて国庫補助金で通算622,570 円49 銭、経常費
は、大正 13 年から昭和13 年までの通算で、国庫
補助金で 2,618,600 円、学資金で 3,721,195 円 61 銭、

711,502.78

利息及雑収入で 128,009 円 74 銭であった14）。

出典：外務省外交史料館、H430，2‒3 東亜同文書
院関係雑件、大学設立関係、0082〜0083．

表７

は、概括的にいって、半分が国庫補助金、半分が

東亜同文書院大学予算表

経常費収入構成 （

）は構成比

1939（昭和 14） 1940（昭和 15） 1941
（昭和 16） 1942
（昭和 17） 1943
（昭和 18）
年度
年度
年度
年度
年度
（円）
367,263.00
（51.6％）
342,540.00
（48.1％）
800.00
（ 0.1％）
899.78
（ 0.1％）

（円）
405,172.00
（52.4％）
366,300.00
（47.4％）
800.00
（ 0.1％）
800.28
（ 0.1％）

（円）
433,150.00
（53.5％）
374,220.00
（46.3％）
800.00
（ 0.1％）
800.28
（ 0.1％）

（円）
471,272.00
（55.3％）
379,500.00
（44.5％）
800.00
（ 0.1％）
800.28
（ 0.1％）

（円）
450,474.00
（49.9％）
450,780.00
（49.9％）
800.00
（ 0.1％）
800.28
（ 0.1％）

711,502.78

773,072.28

808,970.28

852,372.28

902,854.28

出典：外務省外交史料館、H430，2‒3
0089 より筆者作成。

東亜同文書院関係雑件、大学設立関係、00082〜
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３．設立認可までの経過

供託を義務づけていた。それは１大学あたり50

1938（昭和 13）年 11 月８日に「設立申請書」

万円、１学部増すごとに10万円であった。
「大學

が外務省に提出されて以後、まず翌年 1939 年１

令」にもとづき、大学に昇格していった私立大学

月、 政 府 案 と し て 議 会 に 上 程 さ れ て 可 決 さ れ

は、その頃すでに財政的基礎の固まっていた早稲

15）

た 。

田、慶應義塾を除き、明治や関西大学などその資

こうして認可がいつあってもいいように、同文

金の調達に四苦八苦した経験をもっている21）。し

会会長近衛は学長の決定を行い、３月 18 日、大

かし東亜同文書院大学の場合は免除されたのであ

内暢三を学長に任用することを申請している 。

る。

16）

同年５月２日、同文会理事会では、東亜同文書

次に同文書院大学の主管問題であるが、３月段

院大学の「……学長ニハ現書院長大内暢三氏ヲ又

階では共管であった文部省、新たに組織された興

予科長ニハ大内院長ノ推薦ニ係ル現教頭馬場鍬太

亜院、いずれも内容については異議なしの意志表

17）
したとある
郎氏ヲ任用スルコトトシ可決確定」

明をしていたが、８月１日の理事会内の特別委員

から、ここで会長近衛の決定を追認したことにな

会では、「……興亜院ハ其所管ヲ同院ニ移管スル

る。

様外務省ニ申送リタリ……」22）と報告されている。

同文書院には勿論、教授会があり、それはこれ

興亜院とは、第１次近衛内閣時の1937 年 10 月１

までも、教務関係はもちろん、例えば 1930 年の

日に宇垣外相の反対をおしきって設置された、中

学生の学園民主化闘争や 1937 年の通訳従軍問題

国の占領地域に関して外交を除くすべての業務を

などに対して真剣に対処してきたが、院長の選挙

統括する機関であった。しかもその総裁は近衛で

権はもっておらず、その決定権は同文会理事会、

ある。これでは話が長引くことになる。

むしろ同文会会長にあったのである。

しかしこの問題は二転三転して、結局、従来ど

それでも正式認可が遅れていった理由には、一

おり外務省を主管、文部省を共管とすることでひ

つは私立大学を設立する場合に用意しなければな

と ま ず 決 着 し た。 そ の 認 可 は、1939（ 昭 和14）

らない供託金問題があり、いま一つは主務官庁を

年 12月 26 日に以下の文面の「勅令第 874 号」に

どこにするかの問題があった。これらの問題は既

よって公布された23）。

に３月31 日の同文会理事会で報告されていた18）。
５月段階で同文会会長近衛（当時首相）
そのため、

朕大正十年勅令第三百二十八号東亜同文会ノ設

は、外務大臣有田八郎宛に次のような申請を行っ

立スル東亜同文書院ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁

た。
「……今回之ヲ大學令ニヨル大學トナシ其目

可シ茲ニ之ヲ公布セシム

的ヲ達成致度候然ルニ其設立費ハ政府ノ補助金ニ

御名御璽

依リ又維持經營モ各府縣及父兄ノ納付スル學資金

昭和十四年十二月二十六日

ノ外凡テ國庫補助金ヲ以テ支辨致居候次第ニ付今

内閣総理大臣

阿部

回ノ大學設立ニ關シテハ特別ノ御詮議ヲ以テ供託

文

部

大臣

河原田稼吉

金免除ノ御取計相願度此段奉願候也」 。

外

務

大臣

野村吉三郎

19）

この供托金問題は従来私学が、大学を設立する

信行

勅令第八百七十四号

場合、
いずれの大学も頭を悩ませた問題であった。

大正十年勅令第三百二十八号中左ノ通改正ス

1918年の「大學令」第７条は、「前條ノ財團法人

「東亜同文書院」ヲ「東亜同文書院大学」ニ「専

ハ大學ニ必要ナル設備又ハ之ニ要スル資金及少ク

門学校令」ヲ「大学令」ニ改ム

トモ大學ヲ維持スルニ足ルヘキ収入ヲ生スル基本
財産ヲ有スルコトヲ要ス、……」 として、その
20）

附

則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
9
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本令施行ノ際現ニ東亜同文会ノ経営スル東亜同

専門学校から当初の名称は東洋協会大学として、

文書院ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル

大学に昇格している26）。
しかし関西学院以後は、むしろ大学設立は抑制

この勅令の副署者に注目しよう。阿部信行は、

され、明確に当時の国策に沿ったものだけが認可

平沼騏一郎内閣についで、内閣を組織したが、彼

されるようになっていく。こうして設立されたの

は東亜同文会の理事長であり、総理になってもそ

が、1939 年５月の藤原工業、同年12 月の東亜同

れを兼務していた。つまり同文書院大学は、同文

文書院、1940 年４月の官立神宮皇学館、1942 年

会会長近衛が総理のとき設立申請を行い、同文会

５月の興亜工業、1943 年３月の大阪理工科、の

理事長阿部が総理のとき、認可されたということ

各大学であった。理工系が多いのは、戦時経済下

になる。

で軍需生産が重視されたためである。これまでの

こうして東亜同文書院大学は、戦前日本にあっ

日本の高等教育史研究をみると、東亜同文書院（大

た官公私立の54 大学中 51 番目に大学となった。

学）が海外の上海に所在し、その主務官庁が文部

いまその位置づけをするために、すこし日本高等

省ではなく、外務省であったためか、ほとんど触

教育史を振り返っておこう。1918（大正７）年の

れられていない。しかし同文書院の経営団体が、

「大学令」が発布されるまでは、1886（明治 19）

日本の財団法人であり、また外務省はつねに文部

年の「帝国大学令」に基づき、東京、京都、東北、

省と協調して対処し、文部省は共管省である限り、

九州、北海道の各帝国大学が総合大学として、存

同文書院（大学）は、日本高等教育政策から離れ

在するにすぎなかった。なるほど 1903（明治 36）

ては存在できなかったことを、筆者は強調してお

年の「専門学校令」により、早稲田、慶應義塾な

きたい27）。

どいくつかの学校は大学の名を自称することが許

４．付属専門部の設置

されたが、実質的にはまだ専門学校でしかなかっ

同文書院が大学に昇格した暁には、同書院がそ

た 。
24）

れまで行ってきた実務的人材をさらに養成するた

ところが、日露戦争から第一次世界大戦にかけ

めに専門部を付設する方向に向かっていった。

ての日本資本主義の急速な発展は、大学卒の高級

この問題はすでに早くも大学昇格がテーマとな

官吏や上級給与所得者をより多く需要するように

っていた段階で生じている。書院の大学昇格につ

なった。そこで登場したのが、産業、国防、交通、

いて、外務省本省が上海総領事館に意見を求めた

教育とくに高等教育の改革を掲げて登場した政友

ところ、1938（昭和13）年８月 23日、日高総領

会の原敬内閣（1918〜21 年）である。彼は、そ

事は宇垣外務大臣あての電報で、
「……今次事變

れまでの帝国大学中心の明治型高等教育体制の狭

ノ結果日支ノ接觸面ハ著シク擴大シ邦人ノ對支進

い枠を打破すべく、1918（大正７）年「大学令」

出激増シツツアル今日……」
、同文書院の大学昇

を制定して、単科大学を含む官公私立の大学設立

格に全面的に賛意を述べたあと、最後に、
「専門

を可能にする道を拓いた25）。

部ヲ併置シ専門部ヨリ大學ニ入學ノ途モ講スルコ

その結果、1920（大正９）年、まず官立では東
京商科大学（現一橋大学）が、私立では慶應義塾、

ト肝要ト思考セラル」と付け加えている28）。
こうして昇格の約２年後、同文書院大学は、

早稲田、明治、法政、中央、日本、国学院、同志

1941（昭和16）年１月 13日、時あたかも第２次

社の８大学が生まれた。その後も私立大学に限っ

近衛内閣の時期であったが、
「……旧書院の例に

ていえば、1932（昭和７）年の関西学院大学まで

ならい実用的人材の養成を目的とする三年制の専

17 大 学 が 設 立 さ れ た。 そ の 間、1922（ 大 正 11）

門部を附設するため附属専門部設置準備委員会を

年には、東亜同文書院と性格の似た拓殖大学が、

29）
設置」
した。
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その後、1943（昭和 18）年１月、同文会自体

学が財政的基盤を確保するために設けたものであ

もこれを承認して、設立申請を提出したところ、

った。しかしこの戦時期のそれは既にその目的と

同年４月 27日、下記のような文面の「勅令第 404

意味が完全に異なっている。すなわち戦争の遂行

号」により認可を受けた 。

のために、促成的に工業技術者や軍医にもなれる

30）

医師の養成をせねばならなかったためである。
朕大正十年勅令第三百二十八號東亞同文會ノ設

1938（昭和 13）年５月、第１次近衛内閣の時、
「国

立スル東亞同文書院大學ニ關スル件中改正ノ件

家総動員法」が施行され、同年８月文部省は、
「科

ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

学振興調査局」を設け、戦時体制が必要とする人

裕

員養成のため、大学、専門学校の再編成に着手し

仁

御璽

た。それは、まず軍需産業拡充のため、専門学校

昭和十八年四月二十七日
内閣總理大臣

東

條

英

機

縮小、縮小できない場合でも工業経営ができるよ

臨時大東亞大臣事務管理
内閣總理大臣

東

における理工系の拡大、医師系の拡大、商科系の

條

英

機

う経済系への転換などが指針とされた。いま専門

勅令第四百四号

学校新設の実績を1936 年から 1945 年についてみ

大正十年勅令第三百二十八號中左ノ通改正ス

ると、法文系７校、女子13 校、商業６校、農業

「東亞同文書院大學ニ關シテハ大學令ニ依ル」

11校、工業 48 校、医療43 校、その他２校となっ

ヲ「東亞同文書院大學又ハ東亞同文書院大學

ており32）、まさに上記の方針に沿って専門学校は

附属専門部及華北高等工業学校ニ關シテハ

乱立されたといえる。ただしその中で、実業専門

夫々大學令又ハ専門學校令ニ依ル」ニ改ム

学校のなかで、「海外発展ノ重要ナルニ鑑ミ拓殖

附

及貿易ニ従事スル者ニ必要ナル専門学校」は重視

則

され、そのような時代的規定性のなかで、1941

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

年に興亜専門学校、1942 年に東亜専門学校、東
大東亜省とは、東条内閣の時の 1942 年 11月、

洋語学専門学校33）が、そして 1943 年に東亜同文

おもに対満事務局と興亜院を統括して組織された

書院大学付属専門部が設立されたのである。なお

省である。それは純粋な外交事務を除く、アジア

この年、戦局次第に厳しくなりつつある時期に、

の占領地の全業務を担当する官庁であった。この

東亜同文会は、国内における専門学校の粗製濫造

時は東条が同大臣を兼務していた。

に軌を一にして、中国において、43 年４月に華

こうして付属専門部は、同年５月５日から、上

北高等工業学校を設立し、44 年７月にはそれを

海楊樹浦の軍工路にある、太平洋戦争のためアメ

北京工業専門学校と改名した。また同文会は、43

リカから接収した米系の「滬江大学」の校地を使

年 11月には大東亜省の指令により、北京同学会

用して発足した。ただしこの校舎は、10 月には

から北京興亜学院を経営移管されて、44 年７月

日本海軍が接収したため、学生はその前月の９月

それを北京経済専門学校と改名した34）。

には海格路の本校舎に合流することになる31）。
ここで私たちは、再び、この戦時期における専

第２節

東亜同文書院大学と専門部の展開

門学校の新設や大学専門部の増設の意味を戦前の

１．教員と学科目の拡充

日本高等教育史のなかで考えておこう。大学専門

東亜同文書院大学は、1939（昭和 14）年４月

部は、本来、1920 年代、私立専門学校が大学に

にその予科を、したがって 1941（昭和 16）年４

昇格したのち、一面ではなお専門学校教育を求め

月には学部を発足させ、さらに1943（昭和18）

る教育要求の増大を基礎に、また他面では私立大

年５月にその付属専門部を付置したため、その規
11
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表８

東亜同文書院（大学）の教職員数

年度

教員

職員

合計

1934 年度
上半期
（昭和９年） 下半期

34

10

44

1935 年度
上半期
（昭和10年） 下半期

34
34

10
10

44
44

1936 年度
上半期
（昭和11年） 下半期

36
35

10
11

46
46

1937 年度
上半期
（昭和12年） 下半期

35
36

11
11

46
47

1938 年度
上半期
（昭和13年） 下半期

39
48

12
14

51
62

1939 年度
上半期
（昭和14年） 下半期

45
42

14
16

59
58

1940 年度
上半期
（昭和15年） 下半期

50
60

16
18

66
78

1941 年度
上半期
（昭和16年） 下半期

51
71

20
21

71
92

1942 年度
上半期
（昭和17年） 下半期

82
86

24
24

106
110

1943 年度
上半期
（昭和18年） 下半期

91

23

114

備考

大学予科開設年度

大学学部開設年度

1943年５月10日調
大学学部完成年度
専門部開設年度

出典：各年度の東亜同文会『事業報告書』の「業務分担表」から筆者作成。
注：１）教員・職員の専任・臨時（非常勤）の区別はしていない。
２）教員には、院長または学長、助手、調査員、配属将校を含める。
３）職員には、専任の学生監、学生補監、寮監、校医を含める。
４）教員中留学者を含め、教職員を通じて、応召者・入営者も含まれている。
応召・入営者は1941 年度下半期２名、42年度上半期２名、同下半期３
名、43 年度上半期４名。

模は大きくなり、大学（予科・学部）と専門部の

そこには専任教員として予科29 名、学部 42 名、

複合体となった。

合計 71 名の任用が予定されていた。ところで、

この高等教育機関を担うのは、まず教職員とく

表８では、専任・非常勤の区別なく91 名となっ

に教育に直接携わる教員であった。その数は表８

ており、後出の表 10 に見られる専門部のみの任

のように増大していった。1934〜37 年度の専門

用者の３名を引いても 88 名となり。どうやら予

学校時代は、教員数は34〜36 名、職員数は 10〜

定人員はなんとか確保していた状態が窺われる。

11 名とほぼ変化はなかった。だが予科発足の前

そこでいま、東亜同文会『事業報告書』が掲載

年の1938年度から教職員とも増加し始め、学部

している「業務分担表」により、担当学科と人名

完成年度であると同時に、専門部発足の年である

を明らかにするため、大学昇格前の1937 年度下

1943年度まで、教職員、とくに教員が著しく増

半 期 の 状 態 を 表 ９ に、 そ し て 大 学 完 成 年 度 の

加し、同年上半期、教員91 名、職員 23 名に達した。

1943 年度上半期のそれを表10 に示して、比較検

しかしその後の教職員数は記録がなくて不明であ

討してみよう。1937 年度上半期には院長を含め

る。

て 36 名の教員がいたが、それは1943 年度５月に

ところで 1943 年度上半期を頂点とする教員の

は 86 名に増加している。約2.5 倍の増大である。

充足度は、大学設立申請書に記載された計画表と

しかしいまその内容を詳しく見れば、1937 年度

比べてどうであったか。表４を顧みると、昭和

上半期に勤務していた 36 名の教員のうち、大学

18年度は大学発足５年度目の完成年度であり、

になった1943 年５月にも勤務していた者は、わ

12
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表９
職

名

院長
教授兼教頭
教授
教授兼学生監
教授兼幹事
教授兼図書館主任
教授兼支那研究部長
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
講師
講師
講師
講師
講師
臨時講師
教授
助教授

東亜同文書院教員業務分担表〔1937（昭和 12）年下半期〕
担

当

科

目

東洋経済地理、商品学、東洋経済研究
英語
民法
商工経営、貿易実務、外国貿易論
経済原論、経済史、経済学史、倉庫論、取引所論
華語
東洋史、東洋経済史、東洋思想史、中国文化概論
華語
華語
中国時文、中国尺牘、華語
交通論、商業概論、珠算、東洋経済研究
英語、工業簿記
銀行論及信託論、貨幣論、金融論、銀行簿記
英語
簿記、会計学、東洋経済事情、会計監査論
商業政策、工業政策、植民政策、財政学、
東洋経済事情
華語
華語
商業数学、保険論、外国為替論、統計学
体操
商法、行政法総論、東洋法制史
政治学、行政法各論、法学通論及憲法
倫理、漢文
哲学概論、科学概論、論理学及心理学
民法、刑法、国際私法
国際法、東洋外交史、戦時国際法
経済原論、社会学、社会政策
華語
華語
英語、仏語
英語、独語
華語
統計学、東洋経済事情、経済統計、東洋経済研究
休 職
休 職

氏

名

大内暢三
馬場鍬太郎
小崎乙彦
中内二郎
久保田正三
穂積文雄
鈴木擇郎
小竹文夫
熊野正平
野崎駿平
福田勝蔵
内田直作
林 哲夫
宮下忠雄
朱牟田夏雄
戸田義郎
福田省三
景山 巍
坂本一郎
太田英一
山崎伊太郎
成宮嘉造
春宮千鐵
山田 厚
櫻川影雄
松井利明
重光 蔵
服部新一
上田信三
靳
鴻
田 徳寶
ダグラス、アッチソン
ハロルド、クリーネ
彭 望 軾
久重福三郎
彭

阿

木

出典：東亜同文会『事業報告書』（昭和 12年下半期）
、37〜40 頁。

ずかに 18 名にすぎないことが判る。すなわち、

のしかかってきた。1940 年９月、病気静養中の

鈴木擇郎、久保田正三、小竹文夫、久重福三郎、

大内学長に代わって、同文会常務理事の矢田七太

野崎駿平、重光蔵、坂本一郎、戸田義郎、太田英

郎氏が任命され、同月18 日に着院し、約３か月

一、山田厚、櫻川影雄、上田信三、山崎伊太郎、

遅れて、本間喜一教授が、同年 12 月 12 日に着任し、

福田勝蔵、成宮嘉造、斳鴻、田徳寶、エッチ・ク

書院教頭兼大学予科長に就任した35）。しかしこの

リーネの 18 名である。これは同文書院の大学へ

教員招聘の仕事は、『新大学史』も認めているよ

再編成の時期に、18 名もの教員が何らかの理由

うに、外交官畑を歩んできた矢田学長のなせる業

で辞めていったことを示している。それは反面、

ではなく、ほとんどもっぱら学界に広い知己をも

75 名にものぼる大量の教員の新規採用をせねば

った本間教授の仕事となった36）。本間教授は、

ならなかったことを意味した。

1915（大正４）年、東京帝国大学法科大学を非常

その任務は新たな大学指導部の肩にずっしりと

に優秀な成績で卒業し、その後、東京で検事や判
13
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表 10
学

大学

教授
教授

部
学
学

予 科
長
監
予科長
兼教授

教授兼大旅
行指導室主
任
教授兼東亜
研究部部長
教授兼教務 教授兼教頭
課長
教授
教授
講師

東亜同文書院大学教員業務分担表〔1943（昭和 18）年５月〕

専門部

部長兼幹事
兼教授

教授
兼教授
助教授
助教授

兼教授
兼教授
兼教授

教授、教頭

助教授

兼教授

教授

助教授
助教授
助教授
助教授
助教授
講師兼学生
監補
教授

教授
兼教授
兼教授
講師
教授
教授
教授
教授
講師

教授
教授

講師兼生徒
監補
兼講師

講師

兼講師

教授

兼教授
講師

教授
助教授
教授

教授

講師
講師
兼講師
講師

教授
助教授
講師

兼教授

助教授
講師
助教授

）内は専門部

氏

東亜精神史
商法

矢田七太郎
本間喜一

白話文学中国文化研究、支那語、広東語

鈴木擇郎
久保田正三
小竹文夫

東亜経済事情、東亜論策、研究指導（支那特殊事
情）
東亜経済事情、経済統計、研究指導

久重福三郎

白話文学、中国文化研究、支那語演習

野崎駿平

名

東亜論策、国際法、外国書講読
重光 蔵
経済史、日本経済思想史、研究指導、経済通論、 北野大吉（経済学博士）
外国書講読
東亜精神史、憲法、研究指導
口田康信

教授

助教授
助教授
助教授

担任業務 （

教授
教授

教授

経済原論、貨幣論
支那語、上海語、研究指導（支那語）
経営学原論、外国書講読、工業経営論、研究指導
国際経済、外国書講読、保険論経済統制論、研究
指導
支那哲学、近代支那思想史、古典科、研究指導（古
典科）
応召中 哲学科
応召中、
（経済地理、地理、研究指導）
社会政策、数理経済学（経済原論）
簿記、会計学
入営中、支那語
英語
英語
歴史
民法、国際私法
経済政策、商業英語、研究指導
刑法、行政法
東亜外交史、国際法、仏蘭西語
武道（弓道）

高垣寅次郎（経済学博士）
坂本一郎
戸田義郎
太田英一
山田

厚

櫻川影雄
上田信三
廣江貞助
堀江義廣
岩尾正利
若江得行
内山宮三
五味 一
岸川 正
石川正一
飛石初次
神谷龍男
山崎伊太郎

支那時文、尺牘、中国文化研究

福田勝蔵

東亜法制史、法学通論、
（憲法、法学通論）

成宮嘉造

東亜精神史、研究指導（古典科、道義科）
武道（剣道）
古典科（古典科）
（英語）
英語、研究指導
武道（柔道）
教練
東亜論策、政治学、研究指導
支那語（支那語）
教練
支那語（支那語）
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小橋嘉平
津之地直一
植村郁夫
原 一郎
道上 伯
吉田 稔
陣内豊吉
山口左熊
城島三夫
内山正夫
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兼講師
講師
講師
兼講師
兼講師
講師
講師

講師

簿記、原簿計算、研究指導

教授

独逸語、哲学概論、研究指導
支那語
教練
会計監査（簿記）
支那語（支那語）
市場組織論（商経科）
商法、民法
剣道

講師
講師
講師
講師
兼講師

講師
兼講師
講師
講師
講師
講師
講師
講師
講師

講師
講師

講師

講師
講師
講師
講師
講師
講師
講師
講師

兼講師
兼講師

講師
講師
講師
講師

講師
講師

講師
助手
助手
助手
助手

講師

教授
助教授
教授
助教授兼寮
監
助教授兼寮
監
助教授兼寮
監

聰

小岩井淨※

柔道

谷内憲之

教練

松光隆晴

独乙語、心理学
憲法、行政法
支那語
商品学

平下欣一
一圓一億
藤江真治
高木道信

金融論
文化類型学
社会学
会計学
工業概論
高等数学
工業政策
東亜資源論
財政学
支那語、外国書講読
支那語
支那語、外国書講読
支那語
上海語
支那語
支那語
外国書講読
広東語
独乙語
英語
露語
入営中
留学中

配 属 将 校
調 査 員
調 査 員
調 査 員

上原

東亜民族論、東亜開拓論、東亜論策、研究指導

東亜研究部
東亜研究部
東亜研究部

大木隆造
木田彌三旺
川窪澄江
近澤弘冶
古郝正義
木村保重
土屋芳雄
青柳政八

新庄 博
高山岩男
新明正道
林 健二
中山 彰
富田軍二
平井庄壹
尾崎金右衛門
井藤半彌（経済学博士）
靳
鴻
田 徳 寶
靳
麟
張 慶 蕃
黄 在 釣
鄭 同 禮
馬 天 亮
丁 一 飛
關 瀟 伯
エッチ、クリーネ
クルト、エッチ、フヰッ
シャー
オーブレ
喜多川篤典
高芳橋藏
牧田諦亮
佐野東徳
下川三藏（陸軍大佐）
淺野巧美
三好四郎
岡本 正

出典：東亜同文会『事業報告書』（昭和 17 年度下半期）
、56〜62頁。
※（引用者注）：小岩井氏は、1944（昭和 19）年４月、学部教授となる。
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事を務め、1920 年には大学に昇格したばかりの

しかしこれは偶然ではなく、1938 年頃から日中

東京商科大学予科教授となり、1923〜25 年には

関係のなかで「東亜新秩序」が提唱されだしたこ

ドイツ・ベルリン大学で法哲学を学び、帰国後の

とと密接に関係している。

1926年、東京商大学部教授（商法担当）となっ

第３は、東亜同文書院の伝統を引き継いで、中

たが、1935年のいわゆる「白票事件」を契機に

国語のスタッフがそれなりに拡充されていること

「ワ
弁護士になっていた37）。彼が招聘した教授は、

である。1937 年度下半期では、中国語（華語）

ルラスの均衡理論を軸にした経済原論の手塚寿郎

担当者は、日本人５名、中国人４名、計９名であ

はじめ経済原論・貨幣論の高垣寅次郎、金融論の

ったのが、1943 年度上半期には、それが日本人

新庄博、民法の我妻栄、政治学の小岩井淨、財政

10 名、中国人９名、計 19 名に増加している。

学の井藤半弥、哲学の高山岩男という錚々たる教

第４は、体育担当の教員が、専門学校には１人

授」 たちである。そのうち高垣、井藤は東京商

いたに過ぎなかったが、大学時代になると、それ

大 の「 白 票 事 件 」 で と も に 辞 め た 同 僚 で あ っ

が５人にも増え、日本精神の涵養のため、弓道、

た 。こうした本間教授の人材集めの能力につい

剣 道、 柔 道 の 専 門 教 師 が 配 置 さ れ た。 そ し て

ては、学生たちもよく承知しており本間教授に大

1937 年度段階にはまだなかった教練が、1938 年

きな期待をよせていたが、そのことは後にもう一

に導入され、その配属将校をはじめとする教員が

度触れよう。

５名に達している。

38）

39）

それでは、表９と表 10 をもう一度比較してみ

以上、東亜同文書院大学とその付属専門部の進

よう。まず第１の特徴は、専門学校時代には、１

展過程を、おもに学科目と教員の構成から見てき

人で多くの専門科目を広く浅く行うといった状態

たが、純粋の専門科目の比重は十分ではなく、そ

が、科目の分離とスタッフの増員により、分化が

れに対して現状分析的な専門科目と中国語といっ

幾分進んだことである。例えば、穂積文雄が１人

た実学的科目、それにさらに体育・教錬が加わり、

で行っていた「経済原論、経済史、経済学史、倉

純粋専門科目を圧迫しているという関係が看取さ

庫論、取引所論」は、高垣寅次郎の「経済原論、

れる。

貨幣論」や北野大吉の「経済史、日本経済思想史、

２．学生数の増大と急減

……」に分離している。また戸田義郎の「簿記、

1939 年度からの大学昇格によって、それまで

会計学、東洋経済事情、会計監査論」は、堀江義

の１学年の学生定員が約 100 名から 160 名に増加

廣の「簿記、
会計学」と近澤弘冶の「会計監査（簿

し、また４年制が５年制（予科２年、学部３年）

記）
」に、さらに松井利明の「民法、刑法、国際

になったことにより、また1943 年度からの３年

私法」は、岸川正の「民法、国際私法」と飛石初

制専門部付設によって、学生数は、最初は顕著に

次の「刑法、行政法」にそれぞれ分化している。

増大していった。筆者が作成した各年度の入学者

それでも、「設立申請書」で予定した科目課程の

数と卒業生数と、それに判る限りの在学生数を示

ようには分化されていない。

した表 11によって、それが察せられよう。

第２は、専門学校時代には「東洋」の名称を冠

入学者数は、1938 年度までは約95〜132 名であ

した科目が７つあったが、大学時代にはそれが「東

ったが、大学予科が発足した 1939 年度には、定

亜」となり、これを冠した科目が８つに増えてい

員ちょうどの 160 名が入学している。その後 1942

る。予定された学科課程では、東亜精神史、東亜

年度にかけて 185 名まで漸増する。1943 年度、大

論策、東亜資源論の３科目であったのに、実際に

学予科入学生は若干減るが、しかし今度は新規の

は東亜経済事情、東亜民族論、東亜開拓論、東亜

専門部入学生が 162 名も加わってくる。1944 年度

外交史、
東亜法制史とさらに５科目も増えている。

には、大学予科入学生は100 名と相当減少し、専
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表 11
年

東亜同文書院（大学）の入学生数、卒業生数、在校生数

度

在校生数
（3）
（９月末日）

入学生数（1）

卒業生数（2）

95（公費生 62、自費生 33）

62

314

110（公費生 59、自費生 52）

61

356

1936（昭和11）年

110（公費生 55、自費生 55）

70

394

1937（昭和12）年

115（公費生 59、自費生 56）

87

435

1938（昭和13）年

132（公費生 59、自費生 73）

102

473

1939（昭和14）年

160（公費生 79、自費生 81）

102

523

1940（昭和15）年

161（公費生 98、自費生 63）

97

562

1941（昭和16）年

172（公費生 106、自費生 66）

106

625

1942（昭和17）年

185（公費生 114、自費生 71）

24

676

1943（昭和18）年

177（公費生 118、自費生 59）
162（専門部、全員自費生）

110

732

1944（昭和19）年

100（内訳不明）
132（専門部、全員自費生）

137（入営中 127、
学内残留者 10）

1945（昭和20）年

194（内訳不明）
215（専門部、全員自費生）

不明

1934（昭和９）年
1935（昭和10）年

（ママ）

724（4）
不明

注（1）：入学者数は、1943 年度までは、東亜同文会『事業報告書』
、44、45年度は、滬
友会編、『東亜同文書院大学史』
（1982年）のそれぞれ該当年度の記録。
注（2）：卒業生数は、前掲『東亜同文書院大学史』の該当年度の記録。
注（3）：在校生数は、『事業報告書』の当該年度の項。
注（4）：３月末日の数値。

門 部 ２ 期 生 も ま た 若 干 減 少 し て い る。 し か し

なお表 11に現われる公費生と私費生のことに

1945 年度、この同文書院大学が終末を迎える年

ついて一言説明を加えておこう。公費生とは、若

でさえ、予科には 194 名、専門部には 215 名の入

干外務省や満鉄からの委託生もいたが、おもに府

学者があった。しかしこの年度の入学者の殆どは、

県から一般的には、１〜２名ずつ、多いところで

すでに戦局が沖縄戦が始まっているほど危機的な

５名が推薦され、学費も支出された学生のことで

情勢になっていたので、上海や中国在住の少数の

あり、私費生とは、父母が学費を負担した学生で

者を除き、上海の本校には渡航できず、富山県呉

ある。その割合は、大学に関してはこの時期公費

羽村（現富山市）の分校に集められ、軍需工場で

生がやや多く、専門部については全員私費生であ

勤労動員に服しながら勉学を開始せねばならなか

った。今にして思えばいささか不思議であるが、

った。

当時は日本の大陸進出に憧れ、この大学の私費生

在学生数については、専門学校時代の 1934 年

志願者が非常に多かった。例えば 1939 年度では、

度から38 年度にかけて、314 人から434 人へ約1.4

採用 80 名に対して志願者1,584 名、40 年度では採

倍弱の増加があった。その後 1939 年度には大学

用者60 名に対して志願者1,119 名、41 年度では採

が発足し、１学年定員が160 に増えたため、大学

用者66 名に対して志願者956 名、といった高い競

の完成年度である1943 年度にかけて、在学生数

争率を示していた40）。

は523人から732 人へと約 1.4 倍に増大した。しか

しかし、大学の発足と専門部の付設による、こ

しこれが頂点であった。1943 年度には大学と１

のような学生数の増加は、完全な形では、1939

学年同規模の専門部が付設されたにもかかわら

年度から 1940 年度までのわずかに２年しか続か

ず、
その年の秋いわゆる学徒出陣が始まったため、

なかった。その後に待っていたのは、アジア・太

在学生数は減少し始める。

平洋戦争の激化による実に厳しい運命であった。
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正規の４年間の修学年数を了えて卒業できたの

それでも同文書院大学は、同年９月10 日には、

1941（昭和16）年３月２日に卒業していった、
は、

大学２回生（通算41 期生）の入営中の127 名と学

専門学校東亜同文書院の 37 期生 97 名までであっ

内残留の10 名の卒業式を行った48）。そしてまた

た41）。同年、文部省の決定によって、同文書院に

終戦間近の1945 年６月には、徴兵年齢のさらな

限らず、日本の高等教育機関全体に対して３ヵ月

る 17〜18 才への切り下げが実施された。こうし

の「繰り上げ卒業」が命じられた42）。そのため同

て東亜同文書院大学と付属専門部の敗戦直前の学

年12 月21 日には、本来翌42 年３月卒業を予定さ

生数は、学長本間氏がその同文会への「引揚前後

れていた同文書院 38 期生 106 名が卒業して行かね

事情報告書」において、
「……学生ノ十八才未満

ばならなかった43）。ついで同年、11 月の文部省

約三十名、病弱者十数名トイウ状態トナリ、此間

令によって、翌年から繰り上げ卒業は６ヵ月にな

49）
と述べてい
不十分ナガラ授業ヲ継続シイタリ」

った。そのため1942 年９月、38 期生のうち病気・

るような状態になったのである。これは学園の完

留年のため１年遅れていた者24 名が、39 期生と

全な崩壊であった。

して卒業していった。これをもって専門学校東亜
同文書院は幕を降ろす 。

しかし東亜同文書院大学および同専門部の教育
的熱情は、敗戦によっても失われなかった。1945

44）

そして 1943 年、これは1939 年初めて大学に入

年８月 20 には、現地除隊した学生約 300 名で、復

学した大学１回生（通算40 期生）110 名が、本来

学式が行われた。そして中国側が校舎の接収に入

ならばその最後の学年になるべき年度であった

り、教職員学生一同、虹口の集中営に移転させら

が、これまた６ヵ月の繰り上げ卒業となり、９月

れたのちも、細々授業が行われ、９月 20 には、

45）

12日に卒業していった 。従って大学発足初年

同地の青年会館において、本間学長のもと、専門

度の学生でさえ、予定された５年間の修学期間を

部第１期生（通算 44期生）のために卒業式が挙

全うできなかったのである。

行されたのである。それにであった学生は、
「ま

そしてその直後、日本の全学生に対して本当の
悲劇が襲いかかる。1943 年９月 21 日、
「現情勢下
ニ於ケル国政運営要綱」が閣議決定され、同年

ともな学生生活は１年半あまり、あとの１年間は
勤労動員か軍隊だった」50）と回顧している。
３．東亜同文書院大学内部における隠然たる
闘争

10月から「学徒の徴兵猶予停止」、いわゆる「学
徒出陣」となった。それまでは、学徒は年令20

以上のように東亜同文書院大学は、戦争の進行

才になっても、在学中は徴兵を猶予されてきたが、

のなかでまことに厳しく悲劇的ともいえる運命を

それが停止されたのである。その結果、猶余措置

たどるのであるが、大学内部では、その戦争に規

をうける理工系を除き、20 才以上の文科系学徒

定されながらも、それとは一応独立して、隠然た

は、徴兵されることになった。こうして東亜同文

る闘争が展開されていた。それはこの出来たばか

書院大学２回生（通算 41 期生）のみならず、20

りの大学をどのような大学にしていくかをめぐ

才以上の学生はすべて徴兵検査を受けることにな

る、教授たちばかりでなく、学生をもまきこんだ

った。その数 403 名、うち合格者327 名に達し、

抗争であった。

ここで学園の学生数はいっきに激減した。この
41期生には仮卒業証書が授与された46）。

この抗争は、すでに大学設立認可直前からその
序曲が始まっていた。1939 年 12 月頃、大学昇格

さらに1943 年12 月の「勅令939 号」によって、

が確実になった時点で、同文書院の教授のなかに、

徴兵年齢が19 才に引き下げられた。その結果、

これを機会にいっきに大学らしい大学にしたい、

1944（昭和 19）年３月には、約 300 名もの同文書

そしてそのためには、それに相応しい、有能な教

院大学および専門部の学生が入隊していった

授を集めることのできる優れた学長を頂きたいと

47）
。
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の希望がみちていた。その動向を察知して調査し
た上海総領事館が、外務省文化事業部宛に、昭和

に立ち入っておかねばならない。
学生の意識も、大学昇格を契機におおきく変化

14 年12 月記の「極秘」の印が押された「報告」

していった。1930 年代初頭の左翼が学生意識を

を送っている。その内容は非常に興味深いものが

支配した状態は終息していた。かつて 1930 年11

あり、筆者はそれを外務省公文書館のファイルの

〜12 月、学園民主化の全学ストが燃えあがり、

中に発見したので、ここで紹介しておこう51）。

ひき続いて「反戦ビラ配布事件」が起こった。そ

それによると、将来の学長については、教授た

れに対して、領事館警察は書院当局と協力して、

ちは、「風聞ニ依レハ近衛公側近者中ヨリ物色サ

８人の学生に対して「第１次学生検挙事件」をも

レ居ルト聞モ右ハ面白カラスト」
、と括弧をつけ

って弾圧した。しかしその動向はやまず、第１次

て伝えられている。また同報告は、教授たちはす

上海事変に影響されて、書院学生の反戦運動は強

でに、
「……慎重ナル態度ヲ持シ近衛會長宛ニ抽

まり、1933 年３月、領事館警察は 20 名の「第２

象的ナル具申ヲナシタルノミニテ大内院長ニ對シ

次学生検挙事件」と称する弾圧を行った52）。この

テモ懇談的ニ教授側ノ意見ヲ傳ヘ盡力方依頼シ居

ような弾圧によって、その後も学生内部で左翼思

ル由ナルカ同院長ノ態度ニ付テハ尚些カ不満足ナ

想は、完全に死滅した訳ではなかったが、その影

ル點ヲ感シ居ルモノノ如シ即チ

イ、大内院長ハ

響力を失っていった。その結果、東亜同文会の

學長ノ選任ハ近衛會長ノ専行セラルルトコロニシ

1934（昭和９）年下半期の『事業報告書』は、そ

テ學校當局トシテ云々スヘキモノニ非ストス

の「學生課の事業」、「一、指導訓育」の項目にお

……」、と述べている。これは、学長選挙権をも

いて、「従って左翼的傾向は全く跡を絶ち、巍然

たなかった教授たちの実に穏便な陳情であった。

として平和の學園たる存在を内外人に示しつつあ

こうして、1940（昭和 15）年９月、大内学長

り。」53）、と表現している。

が病気で退いたあと任命されたのは、矢田七太郎

それに代わって、次章で述べる、同文書院の日

学長であった。彼は 1930 年、近衛が同文書院長

本型ファシズム化の傾向と関連して、学生内部で

として、書院三十周年記念行事に上海を訪問した

右傾化の傾向が強まっていった。これらの学生は、

とき総領事として、近衛を出迎えたことがあり、

すでに 1930 年の学園紛争期にも存在していたが、

1939 年 10 月、近衛の指名によって、いままで東

その後運動部の学生を中心に、1940 年以降、憲法・

亜同文会の理事でもなかったのに、突然その常務

東亜精神史担当の口田康信教授をかこんで「尚志

理事になった人物であり、その意味で「近衛公側

会」というグループをつくることになる54）。1937

近」であった。教授たちはきっと失望したであろ

年秋、同文書院が長崎に一時移転した時、軍の要

う。しかし教授側の要望は無駄ではなかった、そ

請があったとはいえ、学生大会において、その参

の３ヵ月後の 12 月、書院教頭兼大学予科長とし

加を積極的に主張し、血書嘆願までしようとした

て任命派遣されてきたのが、本間喜一氏であった。

のは、このような学生たちであった。34期の穴

彼はそれまで、東京商大の「白票事件」で文部省

水一寿は、その回想記のなかで、「一方で下級生、

には知られていたが、近衛とも同文会とも親しい

特に柔・剣道部の連中などは『この際四年生は全

関係にはなかった。上記の極秘報告をうけた外務

員従軍、国難に殉ずべし』と騒いでいた。（中略）

省は、きっと文部省と協議したに違いない。本間

折しも剣道部の秦省吾などが音頭をとり、陸軍省

氏の令嬢、殿岡晟子氏によると、
「白票事件」で

に従軍嘆願の連判状を血書して送る運動をしてい

文部省のある役人は、「本間の喧嘩の仕方が気に

た……」と、当時の様子を述べている55）。

いった」と評価していたそうである。やがて両雄

ところで、1939 年末大学昇格が本格的に決ま

相立たずの局面が訪れるが、その前に学生の動向

り、41年には学部が発足するにつれて、教授た
19
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嘆願書 58）

ちの影響もあったのであろう、学生内部でいわゆ
る「学風論争」なるものが盛に行われるようにな

東亜の建設

日に緊急にして亦困難の事に御

った。すなわち、たとえ大学になったとしても、

座候

大学は東亜同文書院の伝統を維持して実学を重視

ありと存じ候

しようという「実学派」と、大学になったからに

して来れる書院、今こそその全力を擧げて東亜

は、
大学らしく純粋な学問研究を重視せよとの「ア

の建設に生くべき秋に御座候

而して此の道や

カデミー派」との対立である。このような動向が

多難にして、その難局に当り

内外の諸問題解

存在したことは、
『旧大学史』も『新大学史』も

決に盡力され来りし先生の努力に對し吾々學生

ともに記述している56）。事実この対立は、そうと

一同万腔の感謝と支持とを惜しまざる所に御座

う激しく、学生間で、大学の院子（中庭）で、両

候

者の代表が１対１で論争するといった場面も現出

祖國の運命一に掛って東亜問題の解決に
創立以来四十年

靖亜を使命と

然るに之何たる心外ぞ哉、今先生辞職されん

した。当時の学生尾崎茂夫は、「アカデミー派」

との聲を聞く、噫呼果して真実なる哉、之若し

について、次のように説明している。「……時局

真實なりとせば、書院大學将に存亡の危機に御

の必要とする理論武装のできるアカデミカルな学

座候、東亜建設の日又期して望む能はずと存じ

園の創設を要求した。授業の内容も従来の専門学

候

校を脱皮して高度の学問研究ができる教授陣の充

さず

実も訴えた。
」 と。これは反戦でも非戦でもなく、

言を許さざる事情に候へ共、吾人の東亜を憂へ

授業と教授陣の充実を含む非政治的な大学建設要

書院を憂ふる心情は期せずして一に御座候、大

求であり、その意味で多くの学生をひきつけた。

義名分自ら明らかに御座候、分に生き義に死す、

57）

これと関連して、学生たちは代表的教員を評価

其の原因何處にある哉

之吾人の憶測を許

先生の心境那辺にある哉

之男子の本懐とする所に候はず哉

之亦吾人の介

冀ば先生本

した。上記尾崎は、次のように述べている。「外

来の理想と方針に邁進されんことを、事の成否

交官出身の矢田学長は、軍国化する日本の将来を

を問はず

憂い政治的活動をされることが多かった。一方本

す覺悟に御座候

間教授は予科長となられ、純粋な学問の府を作り、

戀々たる婦女子の情に非ず

学生が理論武装できる講義内容や、教授の増員を

の意に非ず

考えられていた。」と。アカデミックな経歴をもち、

て息む能はざるもの有之が為の事に御座候

多くの教授を招聘しつつあった本間予科長が、い
わば「アカデミー派」の旗手のように考えられる

冀ば

吾人亦ひたすらに靖亜の道に挺身致
吾人の敢て先生に希む心、
一片空白たる虚禮

靖亜への志耿々として息むべくし

先生

恵を垂れて

一片の心情を掬さ

れんことを

ようになっていたことが判る。それに対して、矢
田七太郎学長は、とくに「実学派」の代表という

五月十一日
東亜同文書院大学全学生代表

訳ではないが、大学改革には積極的ではなかった

賀来

揚子郎

と評価されており、これには他の学生の証言もあ

平木

義高

る。

坂下

1941（昭和 16）年春になると、学生間にこの

功

徳永

速美

小林

淑人

西澤

信男

雅章

瀧澤

哲雄

藤本

博

藤森

正歳

佐伯

朝春

北出

太良

本間教授が辞職するのではないかとの噂が広がっ

日野

晃

山田

尚

高宮

敬

た。大学昇格時には、すでに自治会は解散させら

緒方

正義

鈴木

吉之

吉田

倬三

れていた。それでも学生たちは立ちあがり、結束

宗方健二郎

糸谷

禮輔

斎藤

博

して毛筆で次のような手紙を書き、血判を押して、

野村

智一

松尾

七郎

秋元

伸一

本間教授に届けた。

石丸

岩夫

信元

安貞
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本間

喜一

61）
い」
と励ました、と書いている。

先生

本間氏はこれにも痛く感動して、辞意を撤回し
文面にはやたらと多く「東亜建設」とか「靖亜」

て、翌 1944 年２月には戦局すでにますます悲観

といった言葉が使われているが、内容をよく読め

的になりつつあった同文書院大学に学長となって

ば、これはなにも当時の権力者の政策を無条件的

復帰した。そして彼は、既述のように、徴兵によ

に支持しているのではなく、「東亜建設の日又期

って学生が減っていくキャンパスで敗戦を予期し

して望む能はず……」と、当時のやり方に疑問を

てその準備を始める。

抱いていたとも読める。いずれにせよ、政治的に

こうして戦争の激化とその敗北のなかで、「実

はニュートラルであって、本間教授にただただ辞

学派」も「アカデミー派」いずれも自己を実現す

任はしないでほしいと嘆願している。この時は本

ることなく、無残に崩壊していった。しかしその

間氏は心をつよく動かされ辞任を思いとどまっ

なかで、本間学長が行おうとした大学運営は、同

た。その証拠に本間氏は老後はこれをわざわざ表

文書院大学の多くの教職員や学業半ばに終わった

装して、枕元に置き、
「学生はありがたいものだ」、

大学・専門部の学生の信頼を勝ち得たのである。

といっていたと伝えられている。今その現物は愛

そうして同文書院大学が敗戦の結果、廃校となっ

知大学にある。

た時、その止揚形態として愛知大学が誕生してい

しかしこの本間氏にも、ついに矢田学長と衝突

く契機が、すでに書院大学時代の本間予科長・学

して、一度はほんとうに辞任せねばならない事態

長時期に形成されていったのであった。それを象

になった。1943（昭和 18）年 11 月、矢田学長と

徴的に示すものは、本間氏が一度辞任した時の本

本間教授が同時に辞表を提出し、北野大吉教授が

間・小岩井・杉本の関係であろう。杉本は 1952

臨時学長代理についた。
『新大学史』は、この衝

年に愛知大学の教員になった。さらにこの同じ

突の原因については、ただ、
「大学運営について

40 期の池上貞一、金丸一夫も愛知大学の教員に

両者間に重大な意見の相違」とか「感情的なもつ

なっている。

れ」とかの「……噂がまことしやかにささやかれ

４．呉羽分校の短い運命

た……」と述べるにとどまっている59）。しかし大

私たちはここで目を転じて、敗戦の年、国内に

学としては、この時期に責任者不在の状態ではど

残された同文書院大学の断片、呉羽分校の短命な

うにも立ち行かない。そこで今度は若手の教員が

運命について振り返っておこう。というのも、そ

立ちあがった。『新大学史』は、それについて、
「そ

こでも上海本校の場合と同様、やがて書院が廃校

の頃大学を卒業し、学部助手として書院に残って

になって揚棄され、新たな教育機関が誕生する時

いた40 期の杉本出雲と北出太良は、小岩井教授

の幾つかの重要な契機が存在しているからであ

の意をふくみ、東京の本間の宅をたずねて書院復

る。その歴史については、『新大学史』が「呉羽

帰を要請し、さらに東亜同文会で津田静枝理事長

分校の開廃の経緯」という項を設け簡潔に叙述し

を 囲 ん で、 詳 し く 学 園 の 実 情 を 説 明 し て い

ており、またそこで学んだ学生、関口忠彦の証言

る。
」 、と叙述している。後に愛知大学の社会政

もある62）。

60）

策担当の教授となった杉本は、第３代学長小岩井

同文会は、敗戦の年の 1945 年、もはや大陸へ

教授が死去した時、
『愛知大学新聞──小岩井淨

渡航できなくなった、いずれも同文会経営の、同

追悼特集号』で、このことの思い出として、その

文書院大学の予科および専門部、また北京経済専

頃はなにごとについても非常に慎重であった小岩

門学校の新入生を、富山市郊外の呉羽村（現富山

井氏が、計画を打ち明けられた時は、
「諸君の考

市）に集めて分校を開設した。７月になってよう

えは誠にもつともである。断乎としておやりなさ

やく上海から、危険を冒して斎伯守分校長以下
21
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表 12
学部教授
同
同
学部助教授兼
専門部教授
同
同
同
同
同
同
予科教授
同
同
同
予科講師

東亜同文書院大学呉羽分校教員

斎伯 守
坂本一郎
太田栄一
広江貞助

学長代理兼予科長代理
専門部長代理
教務課長
幹事

土屋芳雄
石川正一
一円一億
神谷竜男
大木隆造
山口左熊
若江得行
桜川影雄
五味 一
小橋嘉平
道上 伯
池上貞一

教務課
会計主任
専門部教務主任
研究部長代理
学生・生徒主事
同
予科教務主任
学生課長
教務課
学生課事務主任
学生・生徒主事

倫理
中国語（時局講座）
経済原論、英語、時局講座
経済原論

経済政策、英語
法学通論、政治
国際法、特別講義
中国語、中国事情
英語、英会話
哲学

中国語

出典：滬友会編、『東亜同文書院大学史』
、
（1982年）
、168〜169頁。

13 名の教職員が到着し、それに内地留学中の２

月 15 日まで続けられた。その時の分校のスタッ

名が加わり、同月25 日に開校式が行われた。開

フは、『新大学史』が挙げているところによると、

講したとはいえ、当時は年間を通じての全面的な

表 12 の通りである。

勤労動員体制のもとにあり、学生は、宿舎をも提

これによって私たちは、総勢 16 名といういか

供してくれた呉羽航空機株式会社で勤労しながら

に少ない人員であったか、と同時にさらにその中

勉強せねばならなかった。それでも『新大学史』は、

でも教授、助教授といったタイトルをもちながら、

「……午前・午後の二班に分け、学科授業三時間、

担当科目のないものが含まれていたことが判る。

工場勤労四時間の割合で行ったが、中国語の学習
は毎週十時間の課程を守った。」と書いている。

しかしその意気や壮とすべきであろう。
11 月 15 日に授業が打ち切られ、学生は翌年２

この学生たちは、敗戦間近の８月１日、富山市が

月には

大空襲を蒙り、その救援活動に駆り出されたりし

るから、それまでは自宅学習をするようにいわれ

たが、15 日は終戦、16 日から休校になり、帰郷

て帰郷させられた。しかしそれはついに実現しな

し自宅待機が言い渡された。

かった。ただその間かなり多くの者が他校への転

９月に入って、教職員がまず再び集まり始め、

たとえ別の校地であったにせよ試験をす

入学ができるよう配慮された。このようにして、

主管庁外務省の外務大臣吉田茂宛に申請書「東亜

呉羽分校の教育期間は、終戦前後あわせて 50日

同文書院大学及北京経済専門学校内地開校ノ件」

間の短い歴史で終焉をむかえた。その時点での学

を提出した。それは未渡航の新入生約180 名、内

生数は、学部生 52 名、予科生 106 名、専門部生 82

地での復員者約120 名の教育を呉羽で行うことの

名の、合計240 名であった。そこには1945 年度新

承認を求めたものであり、承認された。こうして

入生以外に、76 名の内地で復員したもの、上海

９月 28日の教授会は、期限を「一応一ヶ月」と

以外の外地からの帰還者が含まれていた。

定め 、10月 15 日から授業が再開された。それ

筆者が非常に興味をおぼえたのは、この間、９

は経営母体である同文会の将来の不透明さのな

月から 11 月にかけて10 回開催された教授会の議

か、また劣悪な食糧事情によって、予定通り 11

事録と10 月 29 日付けの同文会会長近衛文麿宛の

63）
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要望覚書である64）。教授たちは、いまやファシズ

第２に、この覚書で、もう一度やや詳しく、書

ムの抑圧から解放されて、教授会では自由に発言

院への非難に対して弁明していることである。
「或

するようになっていた。教授たちの意見は多様で

ハ軍探学校視サレ或ハ日本帝国主義ノ大陸進出ニ

あるが、大略、次のようにまとめられよう。⑴彼

人材ヲ供給シタルノ故ヲ以テ解消（書院の──引用

らは書院に対する不評を非常に気にしているが、

者）ヲ主張スル論者アリトセバ、吾人ハ従来ノ日

それに対しては、「……書院ニ対スル非難ハ、一

本ノ支配者ノ下ニ如何ナル機関ガソノ権力的利用

般ニ内地大学ニ付テモ加ヘラルベキモノニシテ、

ヲ免レ得タルヤヲ逆問セザルベカラズ。軍探学校

ソノ存続ヲ否定スル理由ニハナラザルコト。」（10

視サレタルハ、本学ガ偶々大陸ニ存在セシ為メ右

月19 日）と反論している。⑵この際、書院を解

ノ利用ガ中国側ニ直接触目セラレタルニ過ギズ、

散すべきとの少数意見もあるが、大多数の者は、

本学本来ノ使命ガ日華輯協ニ在リ中国事情ニ対ス

同文会が書院の存続を認めることを前提に、──

ル不偏ノ理解研究ニアリタルハ、本院卒業生ニ知

認めない場合は独立もありうるとしながらも

己ヲ有スル中国人ノ進ムデ認ムル所ナルベシ。」

──、帰還学生をも収容しうる書院の内地存続を

と。

強く望んでいる。それが呉羽で可能でなくなる場

これらの議論や主張の中には、そのままの形で

合には、他の地、福岡や愛知県の半田で探す。⑶

はないにせよ、やがて同文会が自主解散し、同文

これからの教育理念としては、これまで同様、
「支

書院大学が廃校となり、上海からの帰還教職員の

那研究の最高学府」をめざすが、
「……然レドモ

うち教員５名と、表 12 の呉羽分校教員から６名

終戦后ノ新事態ニ適応スルタメニハ、
（中略）欧米、

の教員とが合流して、書院大学の止揚形態として

隣邦等ノ研究ヲモ取上ゲ、間口ヲ拡ゲル必要アリ」

の愛知大学を創立する場合の、重要なモメントが
いくつか含まれている。

（11 月７日）
、といった内容である。
これらの意見を踏まえて、分校長斎伯は、10
月９日、同文会会長近衛に「要望覚書」を提出し
た。そのなかで重要な２点を紹介しておく。一つ

第２章

東亜同文書院（大学）の日本型ファ
シズム体制への編入

は、当時同文会の改組をめぐって、新理事任命は
会長に一任すべしとの津田案、それを評議員会に

本章では、1935 年頃から徐々に始まる、東亜

任すべしとの宇治田案、外務省に委ねよとの近衛

同文書院（大学）の日本型ファシズム体制への編

案が錯綜していたが、呉羽分校教授会はそれに対

入過程を分析する。ここで東亜同文書院（大学）

して、次のように民主化要求をした。「……新理

と記すのは、専門学校である東亜同文書院が、

事会（中枢機関）ニ対シテハ本学教職員ニシテ唯

1939 年に大学に昇格したからであり、また両者

一人ノ理事モ選出シ居ラレザル今日、少クトモ一

は 1943 年まで併存するからである。その他、重

名ノ理事ノ内地在住教職員中ヨリ選任サルルコト

複を避けるために、たんに書院とか学園などの語

当然ナリトス。然モ、時代ノ新動向ニ応ゼン為メ

を用いることにしたい。

ニハ別ニ若干名ノ本学ヨリノ参加者ラモ増員スベ

また日本型ファシズムとは何かについて、ここ

ク、更ニ大学教育ニ理解アル新時代人ノ一般又ハ

では政治学的にじゅうぶん専門的に分析する余裕

常務理事ニ新任サルルコトヲ要望ス。」と。これは、

はないが、必要最小限度で筆者なりの説明をして

同文書院大学が同文会の中心的機関であったにも

おきたい。ファシズムとは、1920・30 年代、世

拘わらず、矢田学長以来、理事さえ出せずにいた

界の幾つかの、主に後進的資本主義国が体制的危

同文会の非民主的性格を浮き彫りにしたものであ

機に陥り、体制を守るために民主主義を圧殺する

る。

形で築きあげた独裁的な政治体制である。しかし
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それは、その国が置かれていた歴史的条件に規定

⑶法律としては代表的に「国家総動員法」を指摘

されて、独自の形態や性格をもっていた。例えば

したい。

ワイマル共和制のもとで成立してきたドイツ・フ

⑴

1932（昭和７）年に設立された「国民精神

ァシズムは、その権力の中核となったのは、強大

文化研究所」は、本来、1920 年代、30年代初頭

な大衆政党ナチ党であり、その党首ヒトラーであ

にマルクス主義的に左傾化した学生運動に対処

った。とはいえドイツの場合でも、ナチ党が全く

し、それに代わって日本教学の精神的支柱を構想

単独で政権の座についたのではなく、フーゲンベ

するため、文部省によって設立された研究・研修

ルクの国家人民党のような伝統的保守勢力やシャ

機関である67）。その初代所長は、文部省学生部長

ハトに代表されるような親ナチ的財界との同盟の

であった伊東延吉であり、彼は1938 年には文部

なかで、権力を掌握し、それを強固にした 。

次官として、近衛文麿の指名によって東亜同文会

65）

それに対して日本では、反動的な明治憲法体制

の理事になっている68）。この研究所が多数の右翼

のもとで、主権をもった天皇支配のもとで、ファ

的な研究者を集めて、1937 年に発行した『国体

ッショ化した軍部が政権の中核となった。すなわ

の本義』は、その後日本ファシズムの中心的イデ

ち、天皇は憲法上全権をもっていたが、できるだ

オロギーになっていった。それは、
「大日本帝国

け立憲君主のように振舞おうとし、行政権は「輔

は万世一系の天皇が、皇祖の神勅を奉じて永遠に

弼する」総理大臣・国務大臣に、統帥権は補助す

統治し、そのもとで国民が忠孝の美徳を発揮する

る陸軍参謀本部と海軍軍令部に委ねた。そのため、

69）
皇国史観
一大家族国家を形造っているという」

軍部は、
「統帥権の独立」を主張し、それに合致

を提示している。天皇への絶対的帰依によって国

する形態での内閣のみを認める形で、独裁制を構

民の統合を図ろうとする思想である。

築してゆき、その政策は最終的には天皇の裁可を

⑵ 「国民精神総動員運動」は、1937 年７月７

うけた。その権力構造は、天皇、ファッショ化し

日、日中戦争開始後、国民を戦争に精神的に結束

た軍部と官僚、近衛文麿のような親軍部的な保守

させるため、近衛文麿内閣の情報委員会が、内務

層から構成されており、その推進主体の中核は軍

省・文部省と共同提案し、８月 24 日に閣議決定

部であった。その４つの構成要素のどれが欠けて

され、９月９日、首相の内閣告諭で始まった。10

も日本ファシズムは成りたたなかったので、筆者

月にはこの運動の中核となる国民精神総動員中央

はこれを日本型ファシズムと呼びたい66）。

連盟が内閣の外郭団体として発足した70）。それは
初期には、国民の「挙国一致・尽忠愛国・堅忍持

第１節

日本型ファシズムのイデオロギー・

久」の発揚のために、
「日本精神・敬神思想」を

組織・法律

強調した。その意味でこの運動は思想的に⑴の「国

いずれのファシズムであれ、その国民に対する

体思想」と思想構造の面で緊密なつながりをもっ

抑圧的支配を強固にし、国民を戦争に動員してい

ていた。しかし戦争が長期化するにつれて、この

くために、それ独自のイデオロギーと様々な組織

運動は「銃後奉公献金品・国債応募・貯蓄奨励・

と夥しい法律をもっているが、日本の場合も同様

物資愛護」といった国民生活を直接規制するもの

であった。そのうちいま問題にする東亜同文書院

になっていった。それは 1939 年８月には、国民

（大学）のファッショ化にかぎって、そのもっと

が戦時生活を実践するため、毎月１日を「興亜奉

も基本的なものを挙げれば、⑴イデオロギー分野

公日」とすることを決定している71）。これらの諸

では、
「国民精神文化研究所」の「国体主義思想」

点は、後述の通り同文書院において実施されるこ

（皇国史観・八紘一宇思想）を、⑵それを政治運
動化する組織として、「国民精神総動員運動」を、

とになる。なおそれより少し前の同年６月、東亜
同文会理事長岡部長景が、国民精神総動員中央連
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盟事務局総長に就任しており、その点でも同文書

績今に於て卓として著はる。是れ我が書院の光輝

院大学との関係は深かったといえる 。

ある歴史なり。」と、書院史を総括している。し

72）

⑶ 「国家総動員法」は、日中戦争を総力戦的

かしその道を拓いたのは先烈たちであったと、次

に戦うために、第１次近衛内閣のもとで、軍部の

のように続ける。
「顧るに、明治中興屢々東亜の

強い主導性によって、1938 年５月５日、施行さ

難局に遭遇せるも険を冒し危を踏みて大亜細亜興

れた。兵器類は勿論のこと、
「国家総動員上必要

隆の時運を開道せるは、是れ悉く先覚諸烈士の惨

トナル」被服・食糧・飲料・医薬品・船舶・航空

憺たる経営の致す所に非ざるはなし。
」と。それ

機・車両等の物資の生産・流通・保管等を、「勅

故に、「凡そ学苑に出入する者は、偉霊を拝」す

令」または「命令」によって、自由に統制できる

れば、靖亜のための勉学と行動の根本精神を感得

という、包括的な委任立法であった 。そしてそ

できる、という趣旨であった。

73）

れはまた、
労使関係や出版の統制まで含んでいた。

このような神社は、今から見れば、先覚者たち

こうしてこの法律によって、国民生活は著しく戦

を神格化し、その思想を宗教にまで高めたことは

時体制的なものになっていった。同法で用いられ

問題があったが、これは系譜的にも内容的にも、

ている「人的・物的資源」の概念は、同文書院（大

当時日本で進行していた神道の国家神道化とはま

学）の「学生指導訓育」方針の中にも見出される

ったく別のものであった。三先覚の目指したもの

であろう。

は、西欧列強の東漸に対抗しての「中国の保全」

これら日本型ファッショ化の３基本要素は、単

であり、そのための「中日英才」の教育であった。

独でかまたは重なり合って、直接にかまたはより

ただこの大内院長の意義づけのなかには、時代の

下位の組織や法律によって、同文書院（大学）学

流れを反映して、卒業生が日本の傀儡国「満州」

生を規制・抑圧していった。その実態をみる前に、

で働くことも「靖亜」の活動とし、現実に進行し

私たちは、これとはまったく独立して生じた、全

ている帝国主義的大アジア主義の源泉を、三先烈

く別な意味をもった出来事に予め立ち入っておか

の健全なアジア主義の展開のように解釈している

ねばならない。それは、学園内で行われた「靖亜

ことには問題であった。
またそれが、国家神道と形式的に同じ神道の形

神社」の建立である。

をとったことにも問題を残すことになる。そのた
第２節

靖亜神社の建立と意義

め靖亜神社の祭典は、当時の国家神道的なものと

靖亜神社とは、同文書院内に同院の三先覚、近

軋轢もなく融合する性格をもっていた。事実、靖

衛篤麿、荒尾精、根津一の霊を三主神とし、「日

亜神社の祭典では上海神社の神職が斎主を務めて

清貿易研究所」以来の道半ばで倒れた先輩の霊を

いることを示す記録もある76）。

合祀した神社である。その建立は大内院長の「畢

こうして1935（昭和10）年 11 月 10 日、靖亜神

生の大事業」として実施された 。1934（昭和９）

社の鎮座祭が、「国民精神作興に関する詔書」の

年４月１日に「建立趣意書」が発表され、同年

渙発記念日を期して執り行われた77）。その年次大

10月 28日に地鎮祭がとりおこなわれ、翌35年 11

祭は、日中戦争が勃発したため同文書院が一時長

月 10日、鎮座祭が挙行されて完成した。

崎に移転された 1937 年をのぞき、36、38 年にも

74）

その目的は「趣意書」に記されている75）。それ

同一形式で実施されている78）。この「国民精神作

は、まず同文書院の卒業生がすでに 2,500 名に達

興に関する詔書」とは、本来、第一次世界大戦後

したことを指摘した後、「而して本院出身諸士は

の 1924（大正 13）年、大正天皇によって発せら

既に能く興学の要旨に基づき立教の綱領に遵ひ、

れたものである。それは大正デモクラシー期に強

日満支三国の間に処して靖亜の偉業に従事し、功

まった自由主義や社会主義思想を抑えるために、
25
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「国民精神を涵養し振作し国本をかためよ」との
内容をもったものである 。この詔書は一時重視
79）

の「論文徴募交驩」等は、日支明朗化に貢献して
いると付け加えている。

されなくなっていたが、1935 年２月、貴族院で

1937（昭和 12）年度（日中戦争開始年）

美濃部達吉の天皇機関説が弾劾を受けたのを機会

しかしこの「学生の指導訓育」方針は、日中戦

に再び強調されるようになった。同文書院の靖亜

争勃発とともに急変していく。同年度上半期の『事

神社の理念は、この国体主義と矛盾なく結びつけ

業報告書』は、次のように書いている。「前期（1936

られたのである。

年度下半期──引用者） に於ては日支間の不祥事件

續出したるも、今期初頭に於ては本院學生と復旦
第３節

日中戦争期における学園のファッショ化

大學師生との交驩あり、本院學生教職員より四川

日中戦争前夜の状態

旱災義捐金の醵出、體育方面に於ける友誼試合等

私たちは、
日中戦争を境にして東亜同文書院が、

のことあり日支間の空気稍々好轉するかに見えた

中国に対して、また日本の侵略戦争に対してその

るも、蘆溝橋に於ける支那軍の不法射撃は抗日支

態度をどう変えたかを知るために、まずは同戦争

那の徹底的膺懲の師を興し、之が反省を促し、日

勃発前夜の状態を公式文書で確認しおくことがど

支共存共榮の本義に醒めしむることゝなるや、院

うしても必要である。おもにその史料となるのは、

長は四年生一同に對し告諭を發して本院興學の精

同文会『事業報告書』の東亜同文書院の「学生課

神に則り、己の長ずるところを以て此の靖亞の聖

の事業」の「学生の指導訓育」の項である。

戦に従軍せんことを慫恿したるに、八十名の者は

1935（昭和 10）年度

快然起つて熱誠を披瀝し來たり。十月末までに海

同年は満州国が建国されて３年、華北分離工作

軍に五名、陸軍に二十名の従軍命令に接し任務に

が推進されて日中関係は緊張していたが、同年度

82）
書院は、これまでかろうじて維持し
就きたり。」

下半期の『事業報告書』は次のように書いている。

てきた「日支友好」の立場を棄て、ついに従軍通

「國際場裡に日本精神と日本文化とを宣揚す可く

訳の形で「聖戦」に公然と参加したのであった。

努力しつゝある母國の現況は其の儘本院の使命精

同年下半期の『事業報告書』は、
「本院は先づ

神を具現せるものと言う可く特に近數年來祖國思

教育勅語を奉體し、且我が國体に醇化せる儒学の

想への復歸と傳統的美風の發揚と之を通じて日支

精粋を以て興學の綱領とし、皇國を主軸とする靖

親善への努力とは本院學生修養の道標となり此の

亜の大業に參畫して國運進展の第一線に活動すべ

道は必然靖亞先人の偉靈に對する歸依崇敬の念を

き人材を養成するを以て目的とす。」83）と述べてい

（下線は引用者）、と。これによれば、
高め……」80）

る。「皇國を主軸とする靖亞の大業」とは、日本

日本精神は本来同文書院精神であり、それと「日

のアジア支配を正当化する言葉に外ならない。

支親善への努力」とが、同院学生の「修養の道標」

1938（昭和 13）年度

であるとし、日支親善はまだ忘れられていない。

日中戦争が長期化するにつれ、同文書院の学生

1936（昭和 11）年度

に対する統制は、精神的・抽象的なものから具体

この年度下半期の『事業報告書』は、
「日支の

的なものに転化していった。同年上半期の『事業

提携東洋永遠の平和に貢獻するを以て使命とする

報告書』は、
「即ち本院學生の日常生活を極力

本院の指導訓育の方針に於ては社會の動向により

㈠國民精神總動員

影響を受ることなきは勿論なり」 （下線は引用者）

家物的資源總動員の旨意に則らしめ……」 と規

と、
「日支の提携」をなお昂然と宣言している。

定した。㈠の国民精神総動員とは、既述の国民精

そしてその間一時的に現れた日中間の緊張緩和を

神総動員運動からくる概念であり、その方法とし

歓迎し、例えば、同文書院と中国復旦大学との間

て「戦跡の見学」、原文は漢文で書かれた同文書

81）

㈡國家人的資源總動員

㈢國

84）
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院の「興学要旨」と「立教綱領」の和訳とその配

のことが表象されており、これは書院生はその担

付などが挙げられている。ここでもまた同文書院

い手たれと励ましていることを意味している。

精神が、当時のショーヴィニズム的愛国主義に結

そしてこの年の９月１日は、同文書院でも国民

びつけられている。㈡の「国家人的資源」と㈢の

精神総動員中央連盟が決めた「興亜奉公日」が早

「国家物的資源」は、既に述べた通り「国家総動

速実施された。早朝から皇居遥拝、戦没将兵の英

員法」の概念である。同文書院においては、その

霊に対する黙祷が行われ、「国民精神作興に関す

人的資源とは、書院生こそ「我が國對支文化工作

る詔勅」が奉読された89）。またこの年の 10 月、

の人的資源唯一真箇の源泉」とされ、学生はそれ

同文書院（大学）は、団体勤労奉仕を実施した。

を自覚して病気やテロに遭うことがないようにと

第４学年は射垜の構築、第３学年は塹壕の構築、

注意されている。㈢の物的資源の総動員としては、

第２学年は全校庭の清掃、第１学年は農場創始工

⑴国産品の愛用、⑵消費節約・内地よりの送金抑

作といった全学勤労奉仕である90）。学徒勤労奉仕

制、⑶日本人経営の船車の利用が推奨されてい

は、1937 年８月 24 日に閣議決定された「国民精

る 。このように日常生活におよぶ規制が大々的

神総動員実施要綱」を出発点にしていたが、この

に進み始めている。こうした雰囲気の悪化につい

年には、文部次官通達によって、集団勤労作業は

36期生回想録は次のように書いている。
て、
「我々

中学２、３年以上大学にいたるまで、年15 ない

の在学中は、全く受難の時代であつた校舎も虹橋

し 20 日とされていた91）。

路、長崎、海格路と三度、所を替えたし、日支事

1940（昭和 15）年度

変の勃発で吾々の身辺は急速に軍事色に塗り潰さ

この勤労奉仕は、この年の９月、上海広中路海

れ、自由なるべき学生生活も非常な制約を受けて

軍陸戦隊表忠塔建設作業のために全学が３組に分

いた。
」 と。

かれ、３日間にわたって実施された92）。10 月25

85）

（ママ）

86）

1939（昭和14）年度

日から 31 日にかけて「鍛錬週間」といわれるも

この年の学生対策上重要な出来事は、学生自治

のが実施された。初日は国旗掲揚、体操、観閲分

会が解散させられ、寮の管理体制が強化されたこ

列、２日目は４年生の実包射撃と２・３年の野外

とである。上半期の『事業報告書』は、「……大

行軍と続き、５日目は勤労作業が行われ、教練と

學豫科が本年四月より開設されたるを以て益々創

も結びついた総合訓練であった93）。

立精神を振起し劃期的なる訓育制度を實施するこ

また 11 月 10 日には、紀元二千六百年奉祝会と

とと為したり……」として、まず「従來の本院學

「国民精神作興に関する詔勅」奉戴式と靖亜神社

生自治會を解散」と記している 。これによって、

年次大祭との３つの行事が合わせて挙行され

1930 年にあの学園民主化闘争を全学ストで闘っ

た94）。紀元二千六百年祭とは、この年が皇紀 2600

た伝統ある自治会は消滅した。また１名の学生・

年に当たっていたからであり、政府はこの行事を

生徒監、２名の学生・生徒主事のもとに、３名の

戦時下での国民統合のために大々的に利用しよう

寮監がおかれ、寮生活への統制が強化された。

とした。

87）

また下半期のそれには、「第一國民總動員の趣

そして興味深いことに、この年度の下半期の『事

旨に即應する為には我が國體の精華の發揮に専念

業報告書』は、次のように記述している。
「四十

し東亞新秩序建設に於ける本院の役割を明確に把

年前本院創立の當初興學の要旨に曰く、中外の實

握せしめ以て本院及び本學の學生生徒としての自

學を講じ中日の英材を教ふ、期するところは中国

負心を振起せり。」 （下線は引用者） と、書かれて

を保全し而して東亞久安の策を定め宇内永和の計

いる。
「東亜新秩序」とは、日本と傀儡国満洲及

を立つるに在りと。是れ即ち今日の急務たる大東

びこれまた傀儡汪兆銘政権の中国を結集した地域

亞共榮圏確立の謂に外ならず我が書院創立先覺者

88）
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の卓見今日に於て愈々其の光輝を發揮すると謂ふ

次章で述べるその軍事動員とあいまって、まさに

べし。」 （下線は引用者）と。さきの「東亜新秩序」

悲劇的なものになっていく。

95）

についで、ここでは「大東亜共榮圏」観念をも、

1942（昭和 17）年度

先覚者の思想に由来するものと、それを歪曲して

４月 22 日に実施された勤労奉仕は、それまで
のものとは異なり、上海在留邦人全体で実施され

正当化している。
1941（昭和16）年度

た生産活動、工業用・下剤用油をとる蓖麻の栽培

この年度も秋に全学をあげて、勤労奉仕が実施

作業の一環として、校庭にそれを植え付ける作業

された。10月１日より３日間、第２運動場低地
埋立工事、同月27 日より３日間、第２運動場西
北隅の射撃場補強工事が、それであった 。

として行われた99）。
そして式典は、天長節や紀元節が従来どおり挙
行されたほか、いっそう軍国主義的なものが加わ

96）

この間、８月８日の「文部省訓令第 27 号」に

ってきた。その一つは、太平洋戦争勃発日の８日

基づき、10月 25 日には大学内に「報国隊」と称

に因んで、毎月８日が大詔奉戴日とされたことで

する軍隊的組織が成立した。同訓令は、「……学

ある。学生は校庭に整列して、大詔奉読式が実施

校報国団ノ内ニ指揮系統ノ確立セル全校編成ノ組

９、
された。このような式典は、1942 年度には、８、

織ヲ樹テ、隊ノ総力ヲ結集シテ適時出動要務ニ服

10、12 月、翌年の１、２、３月に行われたこと

シ、ソノ実効ヲ収ルノ体制……」 と命じている。

「大東
が確認できる100）。そのうち 12月のそれは、

こうして同文書院（大学）は、学長を隊長として、

亜戦争一週年記念日」となり、団体行軍によって

４個中隊に編成された。

上海神社、その後八絋園の海軍表忠塔、大場鎮の

97）

またこれとは別に、同年 11 月、これまで自主
的に活動してきた各クラブの連合体であった「学

陸軍表忠塔の参拝が実施された。
式典の第２は、これまで学園にはなかった靖国

友会」が、
「靖亜奉公会」という組織に再編された。

神社遥拝である。この年度は春の４月25 日と秋

その目的には、「挙国一致熾烈ナル報国精神ニ徹

の 10 月 16 日の臨時大祭に合わせて行われた101）。

シ、靖亜ノ大業ニ献身戮力センガタメ、修文練武

校庭に教職員と学生が整列し、国旗掲揚のあと遥

質実剛律ナル校風ヲ涵養発揮」するためと謳われ

拝をしている。

ている 。その結果、各クラブは新たな、半軍事
98）

11 月 10 日には、1935 年来行われてきた「靖亜

的な意義を付与されて、鍛錬団（柔道部、剣道部、

神社」の例祭は忘れずに実施されたが、この年は

弓道部、等）、国防団（銃剣道部、射撃部、等）、

その後、学生の体力・気力を鍛える「錬成大会」

文化団（学術研究部、尚志会部、等）、更生団（大

が開催された102）。

学寮部、
予科寮部）となった。自治会の解散の後、

1943（昭和 18）年度

最後まで残っていた学生の自治組織は、こうして

この年度下半期の『事業報告書』は、東亜同文

その自由を最終的に剥奪された。

書院大学の一般概況を次のように特徴づけてい
る。「戰局は將に決戰段階に入り政府は速に國内

第４節

太平洋戦争期の学園のファッショ的支配

体制の強化を計り以て聖戰完遂の為め教育に關す

の強化

る戰時非常措置方策を決定し學徒の戰時勤勞動員

前年の1941 年 12 月８日、日中戦争は持続した

を高度に強化し以て學徒盡忠の至誠を戰力の増強

まま日本は太平洋戦争に突入し、戦争はアジア・

に集結し行學一體の本義に徹せしむることになり

太平洋戦争となって一段と大規模化し、そのため

103）
。
着々として其の實行に移行しつつあり……」

国民に対する日本型ファシズム支配もさらに強化

勤労奉仕が転じて、この勤労動員が本格化するの

されていった。同文書院（大学）の学生生活も、

は、次年度以降になるが、この年度はキャンパス
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内の箆麻畑の除草が行われたほか、相当面積が区

食糧の自給体制を構築するため、日本商社の者が

画されて、蔬菜の自給体制がとられるようになっ

日本兵に守られながら、占領地域の中国人農民か

た104）。

ら米・麦を買い集める活動である。しかしこの頃

式典に関しては、前年度同様、毎月８日が大詔

になると日本軍には人員が不足し、そのため書院

奉戴日であり、４、５、６、７、８、10 の各月に挙

から補助要員として学生が動員された。それにつ

行されたことが確認される105）。ただし 1944 年３

いて、専門部１期生の及川和浩は次のように報告

月８日は、式が行われたかどうかは確認できない

している。「昭和十九年春供出の捗らぬ軍米収買

が、午後、艦隊報道部高山海軍中佐による、
「敵の

督促に実砲弾を渡されて、昆山常州近辺の農村を

戦法と最後の勝利」と題した講演がなされた106）。

数名の本物日本兵に引率されて歩き廻された。清

靖国神社遥拝の儀式も、前年度同様、春秋２回

郷工作が清箱工作と皮肉られた様に、この任務は

の臨時大祭に際して行われ、遠く上海から遥拝さ

書院の引受ける可からざる嫌な仕事で数名が地雷

れた107）。

110）
で軽傷したが……」
と。清郷活動とは、上海周

この年も 11 月 10 日には、靖亜神社の年次例祭

辺まで広く農村を支配していた共産系の新四軍か

が挙行されたが、ひき続いて、学生は下川配属将

ら農村を隔離しそれを防衛しようとする作戦であ

校引率のもと、教職員同伴で、桂墅里地区と江南

る。軍米収買活動はそれと結合していた。この活

造船所の見学に出向いている

動は本来、書院の勤労奉仕活動に位置づけられる

。因みに江南造

108）

船所は翌年学生が勤労動員でいく事業所の一つで

ものであったが、学生は日本兵士の指揮のもと、

あった。

武器を携行して参加していたから、これはもはや

この年度下半期の「學生生徒の體育と修練」に

次章でのべる軍事動員に転化していた。

ついて、
『事業報告書』は、次のように述べる。「今

この年度において特徴的な点は、前年度の10

や帝國は現決戰下に於て敵の物質的威力を凌駕

月から今年度の前半にかけて実施された学生の軍

し、戰捷を完ふするため、更に人的戰力の優越を

事動員のあとまだ学園に残っていた学生たちを、

圖り確乎不動の體制を堅持しつつあり、此の秋本

根こそぎ勤労動員にかけることであった。政府は、

學に於ても勿論國家の要請に應へ戰時學徒體育訓

学生・生徒の勤労動員については、すでに前年

練實施要綱に基き、有事即應的體育訓練の實施に

10 月12 日に閣議決定した「教育ニ関スル戦時非

109）
そのため、毎日午後２時からは、
努めたり。」

常 措 置 方 策 」 に よ っ て 準 備 し て い た。 そ し て

授業は教練、武道および一般鍛練に充てることに

1944 年になって、まず１月 18 日になされた閣議

された。敵国アメリカの強大な物量を人間の体

決定、「緊急學徒勤労動員方策要綱」によって動

力・精神力で乗り越えようとする心情が、大戦中

員期間は、「１年に４か月」とされたが111）、６月

とくにその末期に顕著となるが、その傾向がここ

４日の決定、「決戦非常措置要綱ニ基ク大學教育

ででも表われている。

に關する措置要綱」では、「決戰ノ現段階ニ即應

1944（昭和19）年度

シ學徒ヲシテ一ケ年間常時勤勞其ノ他非常任務ニ

この年度については、戦争末期に入り、同文会

出動セシメ得ル……」とされ、動員期間はたちま

はもはや『事業報告書』を刊行することが出来な
かった。そのため私たちは、主に新・旧の『大学

ち「１年間常時」に延長された112）。
こうして同文書院大学においても、10 月、本
部と３支隊からなる学徒勤労隊が編成された。第

史』と、その他若干の史料に頼る外はない。
まずこの年度の初頭、徴兵されなかった専門部

１支隊は三菱重工江南造船所に、第２支隊は登部

の学生は、勤労動員の一環として「軍米収買協力

自動車工場に、第３支隊は各特務機関および学内

奉仕」にでる。軍米収買とは、中国での日本軍が

勤務に配属された113）。しかしそのなかで第１支
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◦ 1529 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

隊は悲劇に襲われる運命にあった。同造船所は、

卒業後といえども各人の希望に依りては五カ月を

当時、日本の戦時標準船を建造していたが、12

限り復学を許可して学修せしむる事」115）と。こう

月 19日、アメリカの B29 の爆撃にあい、防空壕

して書院は、上海周辺の戦局の深刻化のため、10

に退避していた学生が直撃弾をあびて殉難した。

名の職員を残し、全教職員と夏季休暇中にも残留

その名を挙げれば、天野、橋本、神戸、清水、下

していた学生を内地に帰国させ、あわせて馬場教

原、宮崎の６名である。翌日小岩井教授の指揮の

頭を上京させて、書院の内地への一時移転と通訳

もと、バラバラになった遺体の発掘が行われ、そ

従軍について、同文会及び監督官庁と協議させた。

れが斎場にはこばれて、茶毘に付されたとき、学

その結果、通訳従軍については、９月３日に同

友たちは、「やりばのない憤りと悲しさが胸をつ

文会長──ある史料には岡部理事長ともある116）

き上げた」と回想している114）。小岩井教授は冷

──と院長の連名で、学生の派遣元および父兄に

静にしかし決然として、上海の海軍武官府と交渉

了解を求める手紙を出す一方、学生に次のような

し、全学生四、五十名を校庭に集め、書院生をこ

告諭を送付した。

の職場から引き揚げることを宣言した。
告諭 117）

第３章

祖国大日本帝国は東亜永遠の和平を顧念し遂に

東亜同文書院（大学）の軍事動員

挙国一致の下に皇軍を隣邦大陸の南北に派する

前章で述べた書院の日本型ファッショ化と並行

に至れり。之れ真に已むを得ざるに出づ。此の

し、またそれとの相互規定関係のなかで学園の軍

秋に当り帝国臣民たるもの誰かこの責務の重大

事動員が巨歩の歩みで進行していった。その軍事

を顧ひ犠牲奉公の一念耿々たるものなからん

化の側面として、ここでは⑴ 1937〜38 年の通訳

や。

従軍、⑵軍事教練の導入とその強化、⑶徴兵猶予

然るに我が忠勇義烈の将兵と雖も、現地に入り

停止と徴兵年齢の引き下げ、⑷キャンパスの兵営

ては其の言語に通ぜず、又其の地理に暗きが為

化、を取り上げたい。

め多大の不便と支障を生ずる事無きや、転た憂
慮に堪へざるものあり。

第１節

通訳従軍

是に於てか、敢て第四学年生諸子に告ぐ。諸子

１．その経緯

は幸にして支那の現地に学び、既に其の言語地

学生の軍事動員は、日本内地の高等教育機関で

理人情風俗に通じ、且つは又我が書院の特殊課

は、一般的にいって1943 年 10 月のいわゆる学徒

目たる支那内地大旅行をも了へたり。今日深く

出陣から始まるが、同文書院の場合には、それよ

この重大なる時局に鑑み、須く書院創立の精神

り一段と早く、日中戦争の開始とともに、
「通訳

を想記し、挺身奉公の至誠を致し、決然立って

1937 年からいっきに始まった。
従軍」という形で、

時艱に赴く熱烈なる意気を有せらるべきを信じ

この問題は、「軍方面の切実な懇請」、また「各

て疑わず。祖国は今や切に諸子に求むる所あり。

方面より」の要望、学生内部おもに右翼系の学生

就而は此の際諸子にして、その長ずる所を以て、

からの志望、等が契機となって生じてきた。その

或は軍事通訳に、或は後方勤務に進んで出動し、

ため 1937（昭和 12）年８月22 日の臨時教授会は

以て祖国に対する応分の奉公を尽されんことを

この問題について協議し、次のように決定した。

切望して止まず。

「第四学年生中通訳従軍志望者に対しては、修業
証書を授与して一応学籍を除き従軍せしめ、来年
三月改めて考査の上卒業証書を授与すべく、かつ
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こうしてまず８月から 10 月１日にかけて、第

が起こったとき、一部の学生が戦闘参加を要求し
たのに対して、「君らの気持が判らないではない

１陣５名が海軍通訳として出発していった。
同文書院は、10 月 18 日を期して、長崎の旧女

が、私は君らを親から、府県から、国から預かっ

子師範学校跡地を仮校舎として再開することにな

ている。こうした事件で君たちを死なすことは断

ったため、夏休みを利用して「大旅行」を行って

じて許されない。この責任は私が負う」と諭して、

いた４年生を含めて全学年が結集してきた。その

在留邦人の囂囂たる非難のなか、毅然として全学

前日の17 日、学生大会が開催され、従軍通訳問

の長崎引き揚げを実行した人物である122）。しか

題をめぐって熱い議論がたたかわされ、「結局、

し５年後の今回は、その態度は明らかに異なり、

118）
という結論になっ
学生の自由意思による従軍」

「告諭」まで発して、学生に参加を呼びかけた。

た。しかしすぐには第２陣の出発にはならなかっ

ただし彼は理性を失ってはいなかった。従軍命令

た。出陣命令が遅滞していたからである。そのた

が遅れ、苛立つ学生が陸軍省に陳情しようとした

め有志が血書請願書を認め、陸軍省に陳情しよう

とき、彼は「いま、君たちは狂人同然だから、何

とした。そしてそれが、学生監野崎教授によって

を言って聞かしてもダメだが、従軍してくれば、

長崎駅頭で阻止されるという一幕もあった

。

123）
従軍ということが、どんなことか判るだろう」

119）

しかしその後、上海陸軍武官室からの電請によ

といった。またいよいよ出発の日に、院長は乗船

り、10 月 25 日、第２陣 20 名が出発し、ついで、

した学生たちの船室まで出向いて、ひとりひとり

同文書院出身の陸軍通訳官土屋弥之助（26 期）

に、「皆んな生きて帰へるんだぞ」と挨拶して回

の軍命による来院があって、10 月 30 日に第３陣

った、と伝えられている124）。これらのことは、

20 名 が、11 月 ５ 日 に 第 ４ 陣 19 名 が、11 月 ７ 日、

人間性豊かな大内が、同文会会長近衛を総理大臣

第５陣 15 名が、そして最後に 11 月 22 日、１名が

にいただき、そのもとで嵐のごとく進展する日中

出発していった120）。これで病気のため参加でき

戦争の重圧に屈した、苦渋にみちた態度を示して

なかった７〜８名を除き、４年生80 名が出陣し

いる。

ていった。彼らの大部分は、杭州湾上陸作戦に参

教員のなかには、学生の通訳出征に明確に反対

加し、その後首都南京方面へと侵攻する柳川兵団

の人もいたことを、学生穴沢が証言している125）。

の各部隊に配属され、後述するようなさまざまな

彼が所用で、馬場教頭を訪れたとき、その場にい

活動を行って、その大部分は、翌 38 年２月末ま

た中国語の野崎駿平教授が、教頭にむかって次の

でには、卒業式に参加できるよう帰還した

。

121）

ように、強く反対論をぶっていた。
「これから二

しかしその間、不幸にも第２陣で出発した石井勝

月まで、卒業をひかえて今が一番学業仕上げに大

が 1938 年２月 23 日、蕪湖付近で戦死し、その他

切な時期である。今度の事変は、もっぱら弱い者

２〜３名の者が負傷した。

いじめの日本陸軍の侵略戦である。かかるつまら

２．通訳従軍に対する教員の態度

ん戦に、軍のお先棒かつぎの通訳従軍など不見識

それでは、この学生の通訳従軍に対して、同文

きわまる、もってのほかの愚挙である。もしこの

書院の教員たちはどのような態度をとったのか。

ために死傷者が出たらどうします。まったくの犬

それは全体としては、８月 22 日の教授会決定に

死ではないか。即刻思い止まらせるべきです」と。

要約されている。すなわち４年生に限って、しか

それに対して、馬場教頭は、
「いろいろ経緯はあ

も一定期間に限っての条件付き賛成であって、け

ったが、学生も血書嘆願までやったのだ、今さら

っして無条件の熱狂的な賛成ではなかった。それ

後にはひけまい。戦争の実情を見てくることも、

は大内院長や馬場教頭の態度にも表れていた。

この先の彼らの人生に役立つこともあろう。」、と

大内院長は、かつて 1932 年、第１次上海事変

答えている。
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しかしついに、教員内部にも悲劇が起った。

と翻訳活動に分けることができる。通訳行為には、

1938年２月２日、中国語担当の程樸洵講師が自

中国軍捕虜将兵の尋問通訳、協力してくれる中国

殺した。
『新大学史』は、これに関して、「……早

民間人との交渉またはその際の通訳などがあり、

稲田大学出身の程樸洵講師自殺さる。日中相争う

翻訳行為には、後方での中国側文書の和訳、また

精神的苦悩のためと察せられ、教職員・学生一同

前線での中国軍に対する降伏または撤退勧告の、

痛惜す。
」126）と記している。この死を悼む学生た

また占領地の宣撫や治安維持のための布告文の中

ちの言葉は多数みられるが、そのうち一番深く分

国文の作成などがあった。しかし具体的な活動は、

析しているのは、書院の最後の学生（46 期生）で、

人によって様々であり、それらが組み合わされて

愛知大学を卒業した鈴木康雄氏のそれであろう。

おり、またある作業から他のそれに移るといった

康雄氏は、同文書院・愛知大学を通じて中国語の

ふうに進行している。そのためここでは典型的と

大家となった鈴木擇郎教授の子息である。そのた

思われる若干の例を挙げておこう。

め長崎では一時自宅に寄宿させたこともある程講

４．通訳従軍者の行動と感想

師の人柄をよく知っていた。康雄氏は、程講師に

その一つは、上記の木村の例である130）。彼は

衝撃を与えた要因として、「学生の通訳従軍が自

軍の進軍と共に進み、占領地で協力してくれる中

由意思による全員志願」であったこと、また「……

国人とくにその有力者を見出し、「治安維持会」

近衛内閣『国民政府を相手にせず』と声明して、

と称する組織をつくって、宣撫活動を成功裏に行

戦争を泥沼化せしめてしまい、かてて加えて不幸

った。と同時にある時、捕虜になった兄弟の中国

にも教える一名が戦死すると言う不幸に、精神的

軍将校を尋問し、自分が中日友好を理念とする同

に耐えられず『私の教えるのは平和の為の中国語

文書院生であることをいって、次第に親しくなる

で、戦争に役立たせる中国語ではない』とはかな

なかで、上官と相談のうえ彼らを次のように説得

み、自殺され」127）た、と述べている。

した。彼の部隊は杭州の占領を目指しているが、

３．従軍通訳の諸活動

杭州は景勝の地であり、なによりも無辜の住民を

学生たちが従軍して、具体的にどのような活動

戦禍に曝したくない。そのため中国軍が銭塘江以

をしたのかを確定しておくことは、非常に重要で

南に撤退するよう杭州商工会宛の手紙をもってい

ある。なぜなら、おもに彼らの活動によって、同

ってほしいと。この計画は見事に成功し、そのた

文書院の「スパイ学校」説が中国で言われるよう

め、彼には「破格の勲七等旭日章」が授与された。

。これらについては、従

木村は「……悔いのない使命を果たし……」と、

になったためである

128）

軍者の回想録、
『長江の水天をうち──江南に失

その満足感を告白している。そこにはこの戦争に

われし刻を求めて──上海東亜同文書院第 34 期

対する根本的に批判的な態度は見られない。むし

生

ろその中でいかに書院精神を貫くことができたか

通訳従軍記』
（1993 年刊）が、数多くの貴重

な体験を伝えている。その活動の基礎にあるのは、

を誇っているように感じられる。おそらくこうい

彼らのもっていた中国に関する広い知識と、とく

った行動様式は、当時の日本軍からもまた同文書

に優秀な語学力による通訳・翻訳能力であった。

院からも評価される模範的な例であったろう。

そのことは木村弥佐一が、「……内地からの拓大、

もう一つ挙げれば、工兵隊とともに進撃した橘

外語大（外国語専門学校──引用者）の通訳従軍者が

川滉の例である131）。橋を破壊して後退する中国

見受けられたが、中国語が通ぜず雑役に回されて

軍を追って進撃する日本軍のために、彼は仮橋の

いるとのことだった。
」 と記していることから

材料──大抵は切り倒した電柱──を運搬させる

も判る。

ために、時には50 人に及ぶ中国人「苦力」を雇

129）

これらをひとまず、まとめていえば、通訳活動

う役割を果たした。みずから「苦力頭」であった
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と自嘲している。また彼は、進撃する日本軍に輜

拭できず、以来、自粛自戒しながら今日まで来て

重隊が追い付かないため、中国人協力者をえて、

135）
いる。」
と。そのため彼は、戦後は日中友好の

食糧調達に走っている。

ためさまざまな活動をしている人物である。

さらにもう一つ、当時の戦役では、書院従軍者

島田も次のように書いている。「当時は聖戦と

のほとんどの者が目撃していることだが、暴行、

信じ情熱をもって従軍したが、今振り返ってみる

略奪、殺人、強姦、放火、等の日本軍の残虐行為

とこの戦争が客観的に帝国主義的侵略戦争であっ

が目立っていたが、これに失望して、上官にむか

たことは否めない。慙愧の念とともに、改めて今

って公然と批判した勇気ある学生がいたことであ

136）
と。
後日中不再戦の要を痛感するものである。」

る。穴沢によれば、彼と別の部隊に所属していた

そしてもう一つ興味深いことは、従軍した者の

直林憲栄と白山正已に出会い、彼らが三人で直林

大部分が華中侵攻の陸軍に所属しており、彼らの

の上官佐々木到一旅団長に会いに行った時のこと

多くが攻略後の南京に駐屯するか、そこを通過す

である。旅団長が、
「どうだ従軍の感想は」と尋

るかしたため、そこで大規模な殺戮があったこと

ねたところ、白山が、
「実は日本軍の行動には失

を証言していることである。例えば、味沢、今村、

望しました。虐殺・暴行・略奪は日常茶飯事で、

井上、穴沢たちである137）。なるほど彼らといえ

これではとても皇軍などとはいえません」と言い

ども、実態を全面的に調査できる立場にはなかっ

放って、穴山を仰天させた。それに対して、佐々

たためか、中国側が今日主張しているように「三

木は「お前たち戦争を只見物に来た青書生に何が

十万人の大虐殺」という規模には疑問を抱いてい

わかる。仲間が殺され、いつまた自分が死ぬかわ

る。それでも味沢などは、「石原慎太郎が『南京

からぬ兵士たちが、そのくらいのことをするのは

虐殺は虚構だ』と言うのは全くの嘘である。
」138）

当たり前だ」といきり立ったそうである132）。そ

と、言い切っている。

ただ

の白山の戦後の談話では、佐々木はその後、
「おい、
そのへぼ通訳、俺はお前たち同文書院の校長にな

第２節

軍事教練の導入と強化

りたい。
「お前のような奴を養成できる同文書院、
」

軍事教練とは、徴兵されたのちしかるべき兵士

俺はいっそそこの校長になりたい」
、といったそ

として即応できるように、前もって学校内部で、

うである

。

教育課程の一環として、配属将校の指導のもとに

133）

それにもう一つ目をひくのは、この通訳従軍に

実施される軍事訓練である。我が国でこれは、

参加して、またその後の日中戦争を振り返って、

1925（大正 14）年４月 13 日、「勅令 135号」「陸軍

深く反省している書院生が何人もいることであ

現役将校学校配属令」によって導入された。それ

る。今村静雄、島田孝夫、井上佶などがそうであ

は官公立では、中学以上、高等学校、大学予科、

。今村は次のように書いている。「……卒業

専門学校にいたるまで、強制的に、ただし大学学

以来、いつも心中に去来するものは、日本側に非

部では「大学学部ノ申出アルトキ」、また私立学

のある戦争に手を貸したことになる従軍行為につ

校では、同等の諸学校において、すべて「当該学

いての忸怩たる反省の気持ちであった。当時の情

校ノ申請ニ因リ」導入された139）。

る

134）

じくじ

勢 か ら す れ ば、 従 軍 は 当 然 の こ と で あ っ た が

これは、総力戦であった第１次世界大戦の経験

……。翻って思考すれば、聖戦という意義の客観

を踏まえて、軍部は、精鋭常備軍を常時大量保持

的公正な把握の不明確さ、そして若気の短慮・短

しておくよりも、戦時に急速に動員できる国民の

絡から慎重配慮を欠いた従軍決断、さらに東亜同

軍事的力量を潜在的に蓄積しておく方がよいとの

文書院という止揚的立場を保持してきた歴史に汚

考えから、また1920 年代の軍縮過程によって、

点を残したのではないかという私的後悔の念が払

過剰になった将校の受け皿確保の手段としても、
33

◦ 1533 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

「反軍教闘争」が起った143）。それと比べれば同文

実現したのである。
大学では教錬は最初は必修制ではなかったが、

書院の場合は、教練導入にともなって「断髪令」

それを履修した学生には、将来、兵役期間が１年

が出され、それに反対する名文の檄文が掲示板に

から８ヵ月に短縮されるという特権が与えられた

張り出され、喝采を浴びたにとどまった144）。こ

ため、早速普及し始めた。東京帝大では 1925 年

の相違は、慢性的不況に苦しんでいた1920 年代

６月から、京都帝大でも同年９月から、また私立

半ばと、既にファッショ化が進み始め、日中戦争

では早稲田大学で 1927（昭和２）年から導入さ

の重圧がのしかかっていた 1938 年の情勢の違い

れた

。

からくるものであろう。

140）

ところが同文書院の場合は、既にみたように、

すでに第１章で述べた通り、1939 年４月から、

通訳従軍といった特殊な形態であったとはいえ、

大学予科が事実上発足し、その予科の教科課程に

軍事動員は他の高等教育機関よりずっと早かった

は、前掲表１にあるように、
「体操及教練」は第

が、教練の導入はかえって遅れていた。その理由

１学年では週３時間、第２学年では週２時間が、

は、同文書院が中国にあり、その上海でも租界地

また 1941年に発足する学部においては、前掲表

外に所在していたため、そこで公然と軍事教練を

２にあるように、
「教練」として、第１学年から

実施することは、中国の主権侵害になりかねなか

第３学年まで、いずれも週２時間が必修として課

ったからである。それで日中戦争が始まり、これ

せられた。したがってこの大量の時間を引き受け

も日本は支那事変と呼んで正式には国際法上の戦

るためには、それに応じた教練担当の教員が必要

争とは認めたがらなかったのであるが、1937 年

となり、1943 年上半期には、上記下川の他、吉

11 月同文会はようやく申請に踏み切った。翌 38

田稔、城島三夫、川窪澄江、松光隆晴の４名がい

年８月６日の理事会報告は次のように記してい

たことが確認できる。

る。
「東亜同文書院軍事教練実施ニツキテハ昨年

この1939 年度の予科発足、教練の本格的導入

十一月二十九日付ヲ以テ外務大臣陸軍大臣ニ宛テ

の時期に、早速、同文書院の教練が日本の全大学

配属将校ノ派遣ヲ申請シ又銃器ノ下付ニツキ願出

のそれの一環であることを示す行事が行われた。

ヲナシ爾来督促ヲ怠ラズ一方阿部理事ニ於テハ非

５月16 日、陸軍現役将校配属 15 周年式典に参列

公式ニ軍当局ニ対シ交渉尽力セラレタル結果此程

するため、下川大佐引率のもと１名の書院生代表

鹵獲ニ係ル銃器及銃剣各二百挺分ヲ上海派遣軍ヨ

が派遣されている145）。この年度上半期の教練に

リ下付セラレ又配属将校ハ戦局ノ進展ニツレ益々

ついて、『事業報告書』は次のように書いている。

派遣困難トナレルモ別ニ教練教師トシテ予後備役

「新學期開始に當り大學令に依る最初の豫科生百

将校ノ内ヨリ派遣セラレルベク目下軍部ニ於テ鋭

六十名入學、新舊學生を固有の學年及組別に編成

意考慮中ナル旨ヲ報告セリ」 と。

し學校教練の本旨に鑑み文部次官通牒に依る教練

141）

こうして 1938（昭和 13）年 11 月１日、同文書

教材進度表並軍事講話實施要領に基き特に出戰準

院では、第 12 師団より配属将校として谷村中佐

備事變即應重點教育に力を用ひ年度學期別教育豫

が着任し、２学期から軍事教練が実施された。ま

定を計画し實施せり」146）と。その結果、11 月 14 日、

た翌 39年１月には、その後継続的に専任の配属

最初の査閲が池ノ上賢吉少将により行われ、「閲

将校として勤める下川三蔵大佐が着任した142）。

兵及分列は隊伍整頓歩法良好密集教練又整正戦闘

ところで、我が国において軍事教練が初めて導

教練勇壮活潑に實施せられたり。」との講評をえ

入された頃、本土では 1925 年、当時の学生運動

た。こうしてこの年度の卒業生は、翌40 年３月

の連合体「学生連合」の指導の下に、小樽高商、

３日、全員教練検定に合格したことが発表され

早稲田、東京帝大、立教、青山学院などで激しい

た147）。
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教練の内容は、学年が進むにつれて高度になり、
全体としては豊富な内容になっていく。1941（昭

起居して軍隊教育の真髄に觸れ……」る体験をさ
せられた151）。

和 16）年11 月 20 日、奥津少将によって行われた
査閲の講評の概要はこうであった148）。⑴戦闘訓

第３節

徴兵猶予停止と徴兵年齢の引き下げ

練■一般に士気旺盛にして真剣味充実し地形天候

大学・専門学校学生の軍事動員について考える

等の悪条件を克服して戦闘を実施したるは適当な

場合、その最大の形態が1943（昭和18）年 10月

リ。⑵銃剣術■気勢充実しあるは可なり又高学年

に実施された「徴兵猶予の停止」
、いわゆる「学

となるに従い進歩しある状況を認めたるは可な

徒出陣」であったことは、だれしも異論はない。

り。
⑶狭窄射撃■概ね良好なり命中成績亦可なり。

しかしそれには前史があり後史もあって、ともに

⑷閲兵分列■整斉厳粛にして学長を核心とする精

書院史を規定していた。

神的団結を窺知し得たるは欣快に堪えず。⑸之を

もともと 1927（昭和２）年４月に制定された「兵

要するに学長以下教職員の理解と配属将校以下教

役法」に基づき、同年 11 月に公布された「兵役

練担当者の熱意と学生の時局認識による自粛とに

法施行令」によれば、徴兵年齢 20 歳以上であっ

依り教授力の不足資材の不備等を克服し教練全般

ても、在学期間中は、「本人ノ願ニヨリ」、中学校

の成績は良好と認む。その結果、在学年限３ヵ月

では満22 歳まで、大学予科・専門学校では満25

の短縮で同年 12 月 21 日に卒業していった同文書

歳まで、大学学部では満27 歳まで、徴兵が猶予

院商学科卒業生106 名、翌 1942 年３月31 日の予

された152）。

科（第２回）第２学年修了者164 名は、全員教練

ところが日中戦争が始まり、1939（昭和 14）
年３月、兵役法が改正されて、その徴兵猶予年限

検定に合格した。
1942（昭和17）年度の 10 月30 日に、支那派遣

が、中学校では満 21 歳、大学予科では満 23 歳、

軍総司令部参謀副長野田謙吾中将が、補佐官１人、

専門学校では満 24歳、大学学部（医学部を除く）

副官１人をつれて行った査閲はさらに複雑なもの

では満 25 歳、大学医学部では満26 歳に、それぞ

となった。それには、一般的な内容に加えて、学

れ短縮された153）。そして1941 年 10 月にそれは、

部第１、３学年の 12 キロ行軍（午前７時出発、

陸軍・文部省令によって、
「当分ノ内」と限定し

１時間40 分で帰着）、小隊戦闘教練、銃剣術試合、

ながらも、中学では満 21 歳、大学予科では満 22 歳、

第１学年の野外小隊訓練、第２、３学年の中隊教

専門学校では満 23 歳、大学学部（医学部を除く）

練、などが含まれていた149）。

では満 24歳、大学医学部では満25 歳と、それぞ

このような教練は、たんに校庭や学校周辺で実

れ再び引き下げられた154）。

施されたにとどまらなかった。その一つは野外行

速やかに兵員を増強したい軍部は、今度は「修

軍であり、それは教練導入いらい実施されていた

学期限短縮」の措置にでた。1941（昭和 16）年

が、1943（昭和 18）年には非常にハードなもの

６月、
「学生生徒卒業期繰上ニ関スル件」によって、

となった。５月 28 日、下川配属将校に引率されて、

修学年間を３ヵ月短縮し、本来、翌42 年３月に

学生全員が武装のうえ、楊樹浦軍工路までの往復

卒業するべき学生を 41年 12 月に卒業させること

を、午前７時に出発し、午後６時半に帰着すると

になった。これは本来ならば 43 年１月に入営し

いうものであった150）。また同年には兵営体験訓

ていた者を１年早めて、42 年１月に入営可能に

練も実施されている。６月３日から９日まで、学

するためであった155）。同文書院 38 期生 106 名は、

部第３学年生 88 名は、下川大佐引率、教練担当

すでに第１章で述べた通り、この措置によって、

の城島、川窪講師同伴で、蘇州矛第 2317 部隊の

41年 12月 21 日に卒業させられていった。続いて

もとに宿営し、
「……隊内の嚴粛なる軍規の下に

1941 年 11月、文部省令によって、1942 年度の大
35
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学学部、予科、専門学校の在学修業年限が６ヵ月

時開會國民儀禮の後閲兵分列を行ひ軍官民當局の

短縮されることになった

。そうすれば該当者

熱烈なる壮行の辭を送り出陣學徒代表答辭ありて

の42年 10月入営が可能になったからである。同

式を閉じ更に上海神社に於て祈願祭を嚴修再び隊

文書院39期生 24 名はこうして42 年９月に卒業し

160）
伍堂々歸學の途に就く。」
と。こうして 12月１

ていった。翌43 年度にも同一措置が継続し、書

日、徴兵検査合格者のうち現地入営者は南京にお

院では大学１回生（通算40 期生）110 名は、1943

いて、また帰国したものは内地のそれぞれの地に

年９月12 日に卒業していった。これらの卒業繰

於いて入営していった。

156）

り上げは、高等教育機関が、効率的に教育し立派

なおそれより少し遅れて、12 月21 日、朝鮮半

に育てたので、早めに社会に送り出すための政策

島出身者のうち志願し、徴兵検査に合格した特別

ではまったくなくて、すこしでも早く卒業生を兵

徴兵志願者９名の壮行会が校庭で行われた161）。

隊にとろうという措置であった。

これは、当時日本の植民地であった朝鮮と台湾に

そしていよいよ 1943 年 10 月の「徴兵猶予停止」
がやってくる。同月９日、勅令「在学徴集延期臨

関してとられた措置であり、なにも書院にのみ限
られたことではなかった。

時特例」が公布され、兵役法第 41 条第４項の規

学生の軍事動員はこれによって終わったわけで

定「戦事又ハ事変ニ際シ特ニ必要アル場合ニ於テ

は な か っ た。 す ぐ ひ き 続 い て、1943（ 昭 和18）

ハ勅令ノ定ムル所ニヨリ徴集ヲ延期セサルコトヲ

年 12 月 24 日、
「勅令第 939 号」
「徴兵適齢臨時特例」

得」に基づいて、「当分ノ内在学ノ事由ニ因ル徴

及びそれに対応する陸軍省令「昭和十九年度ニ於

集ノ延期ハ之ヲ行ハズ」と通達された157）。これ

ル徴兵事務ノ特例ニ関スル件」によって、徴兵年

は当初は専攻学科に拘わらず、全面的な徴集延期

齢が１歳引き下げられ 19 歳となった162）。そのた

の停止であったが、その後 11 月の陸軍省告示に

め書院からは、約 300 名の者が、1944 年２月に徴

よって、理工系の学生は除外された。文科系であ

兵検査を受け、３月 20 日に入営していった163）。

る同文書院大学は除かれなかった。同文会『事業
報告書』
は次のように述べている。
「十月七日

一、

しかし徴兵年齢の引き下げはまだまだ続く。
1944（昭和 19）年十月勅令および陸軍省令をも

國内態勢強化指向に基き教育制度の變革により學

って、兵役法施行規則等が改正され、満17 歳以

生生徒の徴集猶豫制停止せられたる結果十月廿五

上徴兵適齢前の者、すなわち17〜18 歳の男子は

日より三日間臨時徴兵檢査施行に決定本學に於て

第二国民軍として編入され、国土防衛に当たらせ

は約四百名の受験該當者あり學園の非常時局即應

ることが布告された164）。それは敗戦の年 1945年

の時期愈々到來す」158）。

に入って強行され、本間学長が、
「更ニ六月ニ至

現地での徴兵検査は、10 月 25 日から虹口の武

リ十八才以上ノモノモ入隊セシメ徴兵検査ハ入隊

徳殿で行われたが、その結果は現地入営者319 名、

後行フコトトナレリ」と書くほどの状態になっ

内地入営者 65 名、計384 名、病気のため入営でき

「十七歳以上す
た165）。しかし 46 期生長沢源夫は、

なかった者６名であった159）。そして東京の神宮

べて入営」という項をたて、「……六月の末、突

外苑でのように、盛大な壮行会が上海では 11月

然領事館警察から七月に徴兵検査があり、ただち

27日に挙行された。『事業報告書』は、その様子

に現地入隊という令状が学校の事務所に届けられ

を次のように伝えている。「本學出陣學徒に對し

た。満 17 歳の者はすべて繰り上げ入営という知

上海居留民團及上海興亞報國會合同主催虹口公園

らせである。」166）と書いている。このほうが法令

に於て壮行會擧行せらるゝにつき全學徒は武装し

の改正内容に照応しており、正しいように思われ

て教職員と共に徒歩式場に向ふ。沿道の邦人熱烈

る。

なる送迎あり午後一時歩武堂々會場に到着午後二
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第４節

キャンパスの兵営化

旅団司令部タリ学校本部、中院、興亜寮及ビ職員

学生が次々に徴兵によって学園を去り、兵営に

住宅ノ一部以外ハ全ク軍ノ使用スルトコロトナ

入っていったのとは逆に、今度は兵隊たちが、宿

リ、時ニハ兵員五千名以上ヲ収容シタルコトアリ、

営施設として利用するために、書院のキャンパス

校舎器物ノ損傷不尠、一般軍紀ノ弛緩見ルニ耐ヘ

に入り込んできた。

170）
サルモノスラアリ、……」
と。

それは早くも、1942（昭和 17）年に始まって

学園のキャンパスがこのようになっていたか

いる。同年 12 月 11 日、設営隊将校以下７名の軍

ら、当然駐留する軍隊と、なお次第に数少なくな

人が来学し、また大学からは庶務主任が貨物廠の

っていたとはいえ残留していた学生の間に摩擦が

主計将校を訪ね打ち合わせを行った。その結果、

生じた。いまその実態について学生たちの証言を

12 月18 日、第5015 部隊の主力が、書院キャンパ

聞いておこう。

。これはまだ

38・39 期生を代表して加治屋淑郎は、その「最

軍隊が通過するうえでの一時的な滞在であった。

後の書院学生」という回想録で次のように書いて

しかし翌年には、それは恒常的なものになって

いる。「憲兵隊も図書館の一隅に入りこんだ。か

いく。それは書院が付属専門部を開くために海軍

れらの態度は横柄であり、わたくしたちは何か書

から借用した軍工路の旧滬江大学の校舎から始ま

院の自由が束縛されるような感じをうけた。この

った。書院はそこでの開校のため必要な改修を前

憲兵や領警を向うに廻して横山、古谷、増崎など

年の12月までに了え、1943 年５月９日に晴れて

の諸先輩が堂々と 斗 い、不幸にして重、軽謹慎

開校式を挙行して授業を開始した。ところがそれ

の処分をうけたが、わたくしたちは、これら諸先

より少し前、４月 14 日に突然、同校舎を同年９

輩の勇気に畏敬の念を感じ、大いに溜飲を下げた

月末日までに返還するようにとの支那方面艦隊司

ものだつた。これより後になるが、一期下の徳永

令長官からの命令が、大使館を通して通達され

がやはり憲兵隊の自動車のガラスをぶちこわして

スに到着し、24 日まで宿営した

167）

た

。そのため同校舎の使用は５カ月足らずで

168）

（ママ）

皇軍侮辱云々の問題をひきおこしたことがある。

終わり、９月 15 日から 19 日にかけて、海格路の

とにかく自由と自治を愛する気持をもつた当時の

本校舎への設備の移転と学生の移動を行わねばな

学生気質は本能的に憲兵隊に反撥した。」171）と。

らなかった169）。移転には「苦力」の力も借りたが、

また 46 期生（専門部）の長沢源夫は、その「最

主に学生が汗を流した。この海軍の措置はまった

後の現地入学生」において、学生たちがしたファ

く勝手なものであったが、授業にいく教員や中国

イアー・ストームをめぐって、週番下士官と以下

語の発音指導に出向く学生には労力が省け、また

のように口論したという面白い話を紹介してい

専門部の学生には、大学の先輩とともに生活でき

る。下士官は、
「おい！

るという利点もあった。

の下に恐れ多くも天皇陛下の軍隊が、明日への忠

1944年の軍部と大学キャンパスの関係につい

やめろ！

君たちはこ

勤を励むために寝ていることを知っているのか、

ては、史料不足のため詳しくは判らない。ただ敗

君たちは大学生ではないか、大学生は大学生らし

戦もしだいに迫ってきた 1945 年２月以降の状態

く、静かに本でも読んでいればそれでいいんだ。

については、本間学長の「東亜同文書院大学引揚

早くかえって寝ろ！」と怒鳴った。それに対して、

前後事情報告書」が、その惨憺たる様子を次のよ

長沢は、「ここは書院ですよ、兵舎じゃないんだ

うに伝えている。「大学ノ校舎、器物等ニ就テ

から、僕たちはあなたに命令される必要はないん

大学校舎ハ既ニ各部隊ノ貨物廠及ビ通過部隊用兵

です。その上になんですか、天皇陛下まで引っ張

舎トシテ西寮、工程館、南寮、文治堂ヲ使用シ居

り出してきて」、と言い返した172）。

リ其後或ハ各部隊ノ本部トナリ或ハ師団司令部、

最後に45 期生（専門部）の綾部宇吉は、
「末期
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のキャンパス」の中で、次のような重要な事実を

持をえて、1939 年末に実現した。しかし大学昇

述べている。
「私の場合、二十年一月に徴兵検査、

格が終わっても、いぜんとして促成的に養成され

三月の入営までの間、訓練。訓練中、現役の兵隊

る実務的な中級要員を必要としたため、1943 年

が同期生をなぐったことがあった。これに抗議す

には３年制の専門部が付設された。

るため、夜中にもかかわらず、本間学長、小岩井

ところで、1939 年発足の大学の教育内容をそ

教授が『軍』に赴かれ、学園の自由と自治権を主

のカリキュラムによって窺うと、大学の商学部に

張された勇気ある態度には、感激したものである。

相応しく、商学・経営学ならびに隣接の経済学・

両教授が、『自由』の尊さを教えて下さった課外

法学の専門科目が数多くもうけられていた。しか

173）
。
授業でもあった。」

しやはり同文書院の伝統を受け継いで、中国語は
もちろんのこと、東亜の名を冠した現状分析的な、
総じて実学的な科目も多く残されていた。それに

む す び

当時すべての大学で必修化された教練や日本武道

本稿において筆者は、アジア・太平洋戦争下と

といった科目もあった。しかしそこには、厳密な

いっても、主に1937 年日中戦争開始以降におけ

意味でのスパイの養成を目的とした科目は存在し

る東亜同文書院の変容を、⑴東亜同文書院の大学

ない。ここでいう厳密な意味でのスパイあるいは

への昇格とその展開、⑵東亜同文書院（大学）の

諜報員とは、隠密のうちに前線または敵の後方に

日本型ファシズム体制への編入、⑶東亜同文書院

侵入して、軍事作戦に必要となる情報を取得し、

（大学）の軍事動員、という３側面に分けて分析

それを持ち帰り、場合によっては通信機など何ら

した。これらの諸側面は、いうまでもなく相互に

かの手段でそれを、味方に通報する要員のことを

重なり合い規定しあって進展した。これらの分析

いっている。そしてやや問題となりそうな科目と

を通じて、本稿は同文書院の「評価問題」
、すな

して、学生が必修科目として行う調査旅行「大旅

わち同校がいわゆる「スパイ養成学校」であった

行」に、日中戦争以降は、軍の依託調査が加わっ

のか、中国語重視という特殊性は持っていたとは

たことである。しかしそれも基本的には占領地内

いえ、基本的には商学の高等教育機関であったの

部に限り、また公然と行われており、その意味で

かについて、
筆者なりの解答を与えたいと思った。

第３章で述べたような広い意味での情報収集活動

と同時に筆者は、終戦後、同文会が自主解散し、

に属していて、上記の意味でのスパイ活動ではな

同文書院大学が自然廃校になったのち、同大学の

かった。したがって書院が、厳密な意味でのスパ

止揚形態としての愛知大学が生まれてくる諸契機

イ養成を行ったという形跡はなかったといえる。

が、同文書院大学のもとでどのように形成されて

他方、筆者は上記のような純粋な専門科目と実

くるのかに注目した。

学科目との危ういバランスの上に、専門科目担当

第１章において筆者は、まず、日中戦争の開始

教員の不足が重なり、主として学生内部で、しか

にともない、当時の大内院長のイニシアティヴの

し一部、教授たちをも巻き込んで展開されたいわ

下に、書院が、日本の対中国戦争の勝利後──と

ゆる「学風論争」に着目した。すなわち、同文書

勝手にきめこんでいたのであるが──押し寄せる

院の伝統を維持していくためにあくまでも実学を

多くの日本人を指導し効果的に管理できる能力と

重視していこうというのが「実学派」であり、大

資格をもった高級要員を養成するための大学の設

学になったからには内地の大学の同様の純粋専門

立申請をしたことを明らかにした。この構想は、

科目を充実させようというのが「アカデミー派」

もちろん同文会会長たる近衛首相や同じく同文会

である。これはけっして政治的対立を直接反映し

理事長たる阿部首相の賛同をえて、また軍部の支

たものではなく、むしろ一般性と特殊性のどちら
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を重視するかの哲学的立場の相違、またはどう大

の日本の高等教育機関が蒙った抑圧と同一のもの

学づくりをするかといった論争であった。

であった。

1940年９月、大内暢三院長が引退し、代わっ

ただ同文書院には、1935〜36 年に建立された

て近衛側近の矢田七太郎氏が学長として、やや遅

靖亜神社とそのイデオロギーという特殊性があっ

れて本間喜一氏が教頭兼予科長として派遣され

た。これは本来、書院の三先覚者、近衛篤麿、荒

た。これ以後、書院大学のアカデミー派の学生た

尾精、根津一の霊を祀り、その思想、すなわち、

ちは、外交官出身の矢田氏より、その経歴からい

中日の英才を教え、中国の富強を図り、中日輯協

って大学教育をよく知り、また大学教授に相応し

の根を固む、の教えを崇拝するものであって、日

い人物を招聘する力量をもった本間氏に期待をよ

本の国家神道とは系譜的にも、内容的にも全く異

せるようになった。そして 1943 年 11 月、矢田氏

なる性格のものであった。ところが、この初期の

と本間氏との対立が頂点に達し、両者がともに辞

健全なアジア主義が、満州事変以降、日本の中国

表を提出した時、小岩井氏に支持されたアカデミ

侵略が巨歩の歩みで進展するなか、その帝国主義

ー派の若い助手たちの説得をうけて、本間氏は辞

的大アジア主義の元祖のように位置づけられてし

表を撤回し、1944 年２月に学長として復帰した。

まった。少数の書院生はすでにその矛盾に気がつ

このような過程で、本間氏と書院の教員、学生と

き悩んでいたが、多くのものは、それを矛盾なく

の強い信頼関係が醸成されたのである。

受け取り、第３章で述べる通訳従軍に参加する。

この信頼関係は、さらに、その後、第２、３章

しかしその中で彼らの多くが、「皇軍」の行った

で扱う書院最末期の非常に厳しい状態のなかで、

残虐行為を目撃して、日本の軍国主義・侵略主義

またとくに敗戦後から引き揚げにいたる未曾有の

と自分たちが教わった靖亜主義＝根津精神との根

困難のなかで、本間氏が獅子奮迅の努力を傾けた

本的相違を自覚するのである。

ことによって、いっそう強固なものとなり、それ

ところで、日中戦争勃発直前の同文書院では、

が愛知大学創立の最重要な契機となった。すなわ

国家主義の振作は、靖亜神社の祭典と結びついた

ち、学業なかばで終わった書院大学と専門部の学

「国民精神作興に関する詔書」の奉読程度に限ら

生たちは、
他の大学に転入学できたものを除いて、

れていた。そして書院は「日支親善」の立場を保

本間先生がやる大学ならば、そこにいこうという

持して、復旦大学との交流等も行っていた。しか

流れをつくったのである。1946 年 12 月に実施さ

し 1937 年７月、日中戦争の勃発とともにこの状

２、３学年）の転入学試験
れた愛知大学予科（１、

態は一変した。

において、同文書院大学関係学生の合格者は、

1937 年７月、本土において「国民精神総動員

157 名に及び、入学者総数の39％を占めたのであ

運動」が組織され始め、翌38 年５月に「国家総

る。

動員法」が施行されたのに伴ない、同文書院では

第２章において筆者は、同文書院（大学）の学

1939 年４月には、伝統をもった自治会が解散さ

生が、様々な中央組織や国家的な儀式・行事を通

れ、同年には勤労奉仕が導入された。このような

じて、日本型ファシズムのイデオロギー、国体史

統制と抑圧は年々強化されていくが、1941 年に

観、皇国史観を注入されてゆき、またファッショ

は、学長を隊長とし、４隊からなる「報国隊」が

的な統制法「国家総動員法」の規制をうけて、植

結成され、学園内に軍隊的組織が編成された。ま

民地的自由主義とはいえ、これまで享受してきた

た同年には、学生たちの自主的活動の最後の拠点

自由な学園生活を奪われていく過程を明らかにし

であった各クラブの連合体「学友会」が、
「靖亜

た。それらの殆どは、導入時期や方法については

奉公会」に再編されている。

各校によって多少の相違はあれ、基本的には当時

日本が太平洋戦争に突入すると、学園と学生に
39
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対する日本型ファシズムの抑圧はますます圧迫的

義の情報活動に従事した。筆者は第１章で、東亜

なものとなっていった。毎月８日が大詔奉戴日と

同文書院が厳密な意味でのスパイ養成学校である

定められ、開戦の詔勅が奉読され、年２回の春・

ことを明確に否定したが、その学生たちが、通訳

秋の靖国神社の大祭には、はるか上海から遥拝が

従軍のなかでこのような広義の情報活動に参加し

なされた。1944 年１月の閣議決定によって、学

たことを否定しない。これは、他の多くの大学や

徒の勤労奉仕は「一年常時」のものとなっていく

専門学校とは異なり、書院が負わねばならない特

が、書院では、４月にまだ軍事動員されていない

殊な重荷である。ただ同文書院の名誉のためにつ

若い学生たちが、「軍米収買協力奉仕」に動員さ

け加えれば、ほぼすべての従軍者が書院精神にも

れた。これは、軍の兵士が不足する中で、その補

とづいて、無辜の住民をできる限り救おうという

助要員として、武装して参加したので、もはや勤

気持ちをもっており、事実多様なやりかたでそれ

労動員とはいえず、第３章で述べる軍事動員に転

を実行したことである。それにも拘わらず、その

化していた。

行為は日本軍が侵攻を続け、その占領地を維持す

同年10 月、学徒勤労隊が編成され、そのうち

るという範囲内で行われ、それに役立つものであ

１隊は登部自動車工場へ、もう１隊は三菱重工江

った。むしろ誇るべきは、幾人かの参加者が、戦

南造船所へ派遣された。しかしこの江南造船所で

争の悲惨極まる現実に失望して、軍のやり方を公

惨劇が発生する。12 月、同造船所が米軍機の爆

然と批判したこと、また非常に多くの参加者が、

撃にあい、防空壕が直撃されて６名の学生が殉難

その後の日中戦争全体を振り返って、それは「聖

した。小岩井氏はこの件に関して、上海海軍武官

戦」ではなく、日本の侵略戦争であったことを反

府と交渉し、その後の同造船所への学生の派遣を

省している事実である。

中止させている。

書院の軍事動員は、通訳従軍で終わらなかった。

また1945年に入ると、徴兵年齢が19 歳に引き

次にくるのは、軍事教練である。教練は、同文書

下げられ、徴兵検査が２月に実施された。本間学

院が中国・上海の租界外の地にあったため、内地

長は、３月７日その合格者の入隊が 20 日と決ま

の他の大学などよりずっと遅れて 1938 年秋に導

ったので、
学生を派遣していた各事業所と交渉し、

入された。しかしそれは、早速 1939 年度から他

入営までの期間、休養がとれるよう学生に配慮し

の大学同様、必修化され、その後は年々強化され

た措置をとっている。

ていった。

第３章において筆者は、東亜同文書院（大学）

次にきたのは、早期の徴兵を可能にするための

の軍事動員について分析した。その最初にきたの

在学期間の短縮、繰り上げ卒業であった。1941

は、日本の他の高等教育機関よりも早く、日中戦

年度には３ヵ月、42、43 年度には６ヵ月の繰り

争開始まもなくの 1937 年秋に行われた 34 期生の

上げ卒業の措置がとられた。そして1943 年 10 月、

通訳従軍であった。それには、軍からの強い要請

ついに在学期間中の徴集猶予停止、満 20歳以上

があったとはいえ、書院自身が賛同し、院長の参

の学徒を戦場にかりたてる、いわゆる学徒出陣で

加呼びかけを通じてなされたという経緯がある。

あった。さらにこの徴兵年齢は、1945 年３月に

この従軍者 80 名は、その殆どが中部支那派遣の

は満 19 歳へ、同年６月には 17〜18 歳へと引き下

各部隊に分属されて、その優れた語学力によって、

げられた。その結果、敗戦間近にキャンパスに残

中国軍捕虜の尋問、協力してくれる中国民間人と

留していた書院生の数は、中学を卒業したばかり

の交渉、中国側文書の和訳、中国軍部隊に対する

の満 16 歳の学生と病人のわずか約 40 名にまで減

撤退または降服文書の作成、占領地の宣撫や治安

っていた。

維持のための布告文やビラの作成、等、総じて広

この間、1944 年３月、徴兵年齢が19 歳に引き
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下げられた時、書院生が入営前の訓練で現役兵に

実の深い意味を、私たちは正しく考える必要があ

殴打されるという事件が起こった。その時は本間

ろう。

学長と小岩井氏が、抗議のため二人で軍に赴いて
注

いる。
そして書院キャンパスは、敗戦の年には完全に
軍の倉庫、通過軍隊や常駐軍の宿営地と化してい

第１章
１）東亜同文書院＝スパイ学校説は、正確な科学的論証
もなく流布された俗説であるが、それでも幾分か学

た。このように東亜同文書院大学は、敗戦の結果、

問的な記述でそれを行っているのは、H・ノーマン

中国側に接収される以前に、その前一度すでに日

である。彼はその「近衛文麿」
（大窪原訳、
『ハーバ

本側によって崩壊させられていたのであった。

ート・ノーマン全集』第２巻、岩波書店1977年、
334頁）に関する一節で次のように述べている。
「こ

最後に、東亜同文書院（大学）の戦争責任につ

の東亜同文会は、表面は中国との文化関係の団体で

いてどう考えればよいか、私見を述べておこう。

あったが、実際には中国および隣接地域で活動する

ここでの意見は、戦争責任に関する、丸山真男氏

日本の諜報員養成所であった。
」

や家永三郎氏の見解を、筆者なりに書院に適用し

このノーマンの見解に対して、衛藤瀋吉氏は、
「ア

たものである。筆者も、アジア・太平洋戦争の最

ジア解放・光と影」
（霞山会編、
『東亜同文会史』、

も重大な責任はファッショ化した軍部とそれに追

1988年所収）において、同文会先覚者たちが望ん
だものは、「アジアの解放であった」と真っ向から

随した政治家や官僚にあると考えている。それゆ

反論している。しかし氏といえども、同文会参加者

え「一億総懺悔」といった考えがナンセンスであ

や同文書院出身者の辿った道は、
日本陸軍への奉仕、

ることはいうまでもないが、その逆にすべての責

反体制の堅持、商社員、政府官僚と多様であったこ
とを否定していない。

任を軍部に負わせて、あとは無罪放免させるとい

また江頭数馬氏も、「東亜同文会と東亜同文書院

った見解も一面的である。例えば、敗戦直後、呉

の 評 価 問 題 」（ 霞 山 会 編、『 東 亜 同 文 会 史 論 考 』、

羽分校教授会で語られたような、当時のどの教育

1998年所収）において、同文会・同文書院に対す

機関が支配者の意思に逆らえたか、といった議論

る「悪評」を冷戦構造からくるイデオロギー的偏見
として退ける。とはいえ氏も、同文会の研究は、本

はこれに近い。筆者は、日本の高等教育機関は、

来、日清貿易振興を目的としたものであったが、
「た

当時の権力によって強制されながらも、それに従

だ、日本政府の対華政策に利用された面もあり、軍

い協力したという意味で、消極的ながら一定の責

による帝国主義的膨張政策と関係はあった」
（211

任は免れえないと考えている。そうすれば、同文

頁）ことを認めている。
愛知大学の藤田佳久教授は、（東亜同文書院・中

書院（大学）もその責任を共有しているといわね

国調査旅行記録・第３巻『中国を越えて』、愛知大

ばならない。そして書院は厳密な意味でのスパイ

学 1998年、ⅰ〜ⅲ頁）において、
「ビジネススクー

学校ではなかったにせよ、通訳従軍において軍と

ルとしての東亜同文書院」という現代風の巧みな命

ともに行動しながら広義の情報活動に従事したこ

名をした。そして教授は、
『東亜同文書院

中国大

調査旅行の研究』
（大明堂 2000年、８頁）で、同文

と、また調査旅行において占領地区で軍の委託調

書院は、
「……民間のビジネススクールであり、戦

査を行ったことなどを考慮するならば、同文書院

後に流布されたような国策学校ではなかったのであ

大学は、日本の平均的な高等教育機関を超える責

る。
」とし、
「スパイ学校説」を明確に否定している。

任を負っているように思える。

それでも教授は、同文書院の学生が行う中国調査旅

あれほど良心的で勇気ある行動を貫いた本間喜
一氏でさえ、愛知大学創立にあたって、自分は同
文書院大学学長時代、壮行の辞をのべて多くの青

行が、満州事変以降著しく制約を受けるようになっ
たと、日本の対中政策を批判的に評価している。
２）愛知大学は、これまで以下のような自校史を編纂し

年学徒を戦場に送り、再び帰らぬ学生たちもいた
ことを反省して、初代学長の就任を断っている事

てきた。愛知大学十年史編纂委員会編、『愛知大学
10 年の歩み』
、1956年；愛知大学二十年史編集委員
会編、『愛知大学──二十年の歩み──』、1972年；
41
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殖大学百年史』
（部局史編）
、2002年、４頁。

愛知大学五十年史編纂委員会編、『愛知大学五十年
史』
（資料編）、1997 年；同『愛知大学五十年史』
（通

27）拙稿、「旧制大学の歩み」
、前掲『愛知大学史研究』

史編）、2000 年；愛知大学小史編集会議編、『愛知

所収、参照。これは、これまで全然解明されてこな

大学小史

六十年の歩み』
、梓出版2006 年。これら

かった東亜同文書院──同大学──旧制愛知大学の

は、いずれも愛知大学の創立にあたって、東亜同文

展開を、旧制高等教育史の中で位置づけようとした

書院大学の教職員・学生が中心的な役割を演じたこ

ものである。

とを史実としては認めている。しかし同文書院大学

28）前掲 H430，2‒3，0013〜0014．

から愛知大学への移行が、同質なもののたんなる展

29）前掲『新大学史』
、160頁。

開であったのか、それとも質的変化をとげた、言葉

30）同書、162頁；外務省外交史料館、H‒0177のファイ
ル。

の真の意味での発展であったのかについての考察

31）東亜同文会『事業報告書』（昭和 18 年度上半期）、

は、充分にはなされていない。

46〜47、56〜57頁。（以下、『事業報告書』（昭和○

３）滬友会編、
『東亜同文書院大学史』
、1982 年（以下、

○年度上または下半期）と略す）

これを『新大学史』と略す）、154〜155頁。
４）霞山会編、
『東亜同文会史

昭和編』
、2000 年、177

32）天野前掲『近代日本高等教育研究』
、339頁。
33）同書、333頁；伊藤彰浩著、『戦間期日本の高等教

〜179 頁。

育』
、玉川大学出版部1999年、付表２「公私立高等

５）
「大學令」、『日本法令全書』（大正７年版）、376頁。

教育機関の創立年」
（1903‒45年）
、参照。

６）久保義三著、『昭和教育史』上（戦前・戦時下編）、

34）『事業報告書』
（昭和 18 年度上半期）
、１頁；前掲『新

三一書房1994 年、330、347 頁。
７）江口圭一著、『十五年戦争小史』、青木書店 1986年、

大学史』、65頁；前掲『東亜同文会史

113、117 頁。

昭和編』、

583、586〜587頁。

８）外務省外交史料館、H430，2‒3，0007〜0012．

35）前掲『新大学史』
、159〜160頁。

９）前 掲『 新 大 学 史 』、155〜156 頁；前掲 H430，2‒3，

36）同書、257〜258、270〜271頁。
37）毛井正勝、
「敗戦前後の学長

0020．
10）前掲『新大学史』、731 頁；前掲 H430，2‒3，0024．

本間喜一の人と足跡」、

『東亜同文書院大学と愛知大学』第４集、1996年、

11） 前掲「大學令」、374 頁。

参照。「白票事件」とは、1935年に東京商大で発生
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愛知大学同窓会創立 55 周年記念誌『学生たちの証言で綴る創成期の愛知大学』について

愛知大学同窓会創立 55 周年記念誌
『学生たちの証言で綴る創成期の愛知大学』
について
長谷川哲男
〈元東日新聞社長、愛知大学校友〉

愛知大学同窓会は創立 55 周年記念事業として

が立候補。４年生以上の児童全員が投票して上位

昨（2007）年 11 月、『学生たちの証言で綴る創成

７人が当選した。筆者は７位で当選、会計になっ

期の愛知大学』を刊行した。大学創立の昭和 21

たが、筆者のクラスは４人全員が当選し、会長、

（1946）年からからほぼ10 年間の創成期について、

副会長、書記、会計を独占した。その中の女子２

そこで実際に学び、青春の時 を過ごした人たち

人が愛知大学の板倉鞆音、桑島信吉両教授の長女

49人がそれぞれの目線で “愛知大学” を綴り、敗

だった。もちろん、その当時、筆者には２人が「大

戦の中から新たな理想のもと、建学の情熱に燃え

学教授の娘」という意識は全くなかった。

とき

る大学側とその意気に応えようとする学生たちの
真摯なエネルギーが伝わってくる。

小学校５年の時、父親が病死しており、まとも
な進学は断念。青雲の志を抱いて上京したが１年

愛知大学草創期の昭和 22（1947）年、筆者は

で挫折して帰郷。地元の新聞社に務めながら愛知

疎開先の蒲郡から豊橋に戻り、八町小学校に復学

大学短期大学部に通ったが、学生自治会の活動な

した。学校の近く、旧練兵場の一角が宅地化され、

どに追われて、あまり勉強した記憶がない。追試

新八町となった一帯に愛知大学教職員の住宅が建

などで単位は取ったが、安月給に加え、奨学金も

ち並んでいた。同級生の中にその子女たちがいた。

記者クラブでの賭け事や飲み代に消えて授業料未

昭和24（1949）年、初めて八町小学校児童会の

納のまま放置していた。数年後、取材を通じて知

役員が選挙で選ばれた。6 年生４学級の中から担

己を得た当時、短大事務局長の大野一石氏から「授

任教諭が指名した各クラス男女２人ずつ計 16 人

業料未納分を払い込めば、卒業扱いにする」と言
われ、授業料は払ったが、当然のことながら卒業
証書はない。従って、人から「何年の卒業ですか」
と問われても返事に窮する。必要な単位は取得し、
遅れ馳せながら授業料も完納しているので、「卒
業」とまではいかないにしても「修了」はしてい
ると、自分では判断しているのだが、その時期が
通常の卒業時なのか、何年か後、未納授業料を払
い込んだ時点なのか、確認しないまま放ってある。
入学と同時に、どういう風の吹き回しか、学生
自治会に入る羽目となり、いきなり副委員長を押

本間喜一名誉学長コーナーを見学する筆者

しつけられた。２年目には委員長をと懇願された
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が、当時すでに地元新聞の記者をしており、委員

しているが、この看板がその後、どうなったのか

長は固辞して書記長を引き受けたが、委員長以上

知るよしもない。

の激務に辟易した。“60 年安保” 闘争の「ハガチ

さて、筆者はそのまま地元新聞社に落ち着いた。

ー事件」のさい、夜間部自治会を代表して単身、

当社は昭和 23（1948）年８月 15 日、杉田有窓子

デモに参加した。昼間部自治会委員長の内山健は

氏により「東三新聞」として創刊。29（1954）年

高校の同級生で、全学連中央執行委員も務めてい

２月１日、「不二タイムス」と改題し、同年８月

たが、彼らはひと足先に上京、ハガチー特使の来

27 日、株式会社に組織変更した。その時の発起

日阻止を目指して全学連の主流とともに羽田空港

人に、元豊橋市長で衆議院議員だった大口喜六、

を取り巻いていた。豊橋駅午前零時何分発の列車

近藤寿市郎氏らとともに当時、愛知大学学長だっ

に乗り組むと関西方面から参加の学生たちで超満

た本間喜一氏が名を連ねている。

員。品川駅で下車した混成学生集団は当時の全学
連書記長で京都府連委員長の北大路敏？

の指揮

けいがい

筆者自身は、学生として本間先生の謦咳に接し
たことはなかったが、記者としては社長の杉田有

で羽田に向かったが、間もなく機動隊と衝突し、

窓子が本間先生と新城の観光ホテルで対談したさ

蹴散らされた。筆者も着衣のボタンが引きちぎら

い、その内容を要点筆記し、原稿にまとめたこと

れたりしたが、単身参加の気安さもあって流れ解

がある。２人の対談写真も筆者が撮ったが、その

散の形で戦線を離脱し、都内の親戚の家に寄って

写真が昨年の創立 60 周年記念写真・パネル展「愛

身繕いしたうえで帰豊した。ハガチーは先発のデ

知大学創成期の群像──地域と共に 60 年」に展

モ隊に阻まれて羽田空港から出られず、そのまま

示された。寒い時期であったが暖房が十分でなく、

帰国した。

本間先生は外套を着たままだった。同行した越知

安保闘争のさなかとあって、夜間部自治会も市

專さん（現愛知大学東亜同文書院大学記念センタ

内でデモをした。その都度、書記長の筆者が豊橋

ー運営委員）も写っているが、越知さんが撮影し

署に出かけて手続きをした。他社の警察担当記者

た筆者の写っている写真も残っている。

が筆者を見付けて「こんなところで何をしている

本間先生の紹介で、杉田有窓子が最高裁長官・

んだ」と聞かれ、往生したこともあった。この書

田中耕太郎氏と対談したさいも筆者が同行した。

記長時代、筆者自身が毛筆で書いた「愛知大学短

田中氏が所用のため、長官室で少し待たされたが、

期大学部（夜間部？）学生自治会」の看板を自治

その間に有窓子が「長官の椅子に座った写真を撮

会室の入り口に掲げた。末尾が字詰まりになり、

っておくれん」と言い出し、１枚撮ったら、次は

乾かぬうちに掲げたので墨汁が垂れたように記憶

有窓子が筆者をその椅子に座らせてパチリ。この

本間名誉学長と懇談する不二タイムス（東日新聞）の
杉田有窓子社長

本間名誉学長の紹介で最高裁判所を見学。田中耕太郎長
官の椅子に座る筆者
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本間喜一・小岩井淨学長を「超一流の学者」と褒め称えた
杉田社長は愛知大学に対し常に好意的だった

本間喜一・小岩井淨学長の歓送迎会を
新聞社主催で行なった

最高歳長官室の椅子に座って交互に撮り合った写
愛大 10周年特集号を発行

真は、今も有窓子のアルバムに残っているはずで
ある。
小岩井淨先生も在学中に接する機会はなかった

分離、共通項の “引き揚げ”」北川文章氏（26 旧経）

が、昭和33（1958）年、当社の創刊10 周年記念

など、愛知大学ならではの特殊性の中に、敗戦の

式典が豊橋市公会堂で開かれたさい、来賓として

ショックを克服して新生日本の建設に立ち向かお

あいさつに立った小岩井学長が「少なくとも毎日、

うとする意気込みがうかがえる。
「高師原の青春──ペアの “愛大カラス”、寮の

を載せてほしい」という趣旨のことを話されたの

食事は毎日芋攻め」辻井次郎氏（25 予修） 「海

が、今も心に残っている。

を渡れなかった若者たち──通算 50日の分校授

▽

一本ぐらいは読者が “これは” と思うような記事

業、ガリ版刷りの教科書で」関口忠彦氏（30 経）

輩たちの文章を論ずるのは気が重い。同窓会創立

「他大学から愛知大学──ユニーク学生集まる、

▽

愛知大学との関わりがこの程度の筆者が、大先

単位得て卒論・バイト」太田禎夫氏（27 旧法）

愛知大学』の内容を紹介するだけにとどめたい。

「引き揚げて大学創建に集う──大陸での勉強

愛知大学は昭和21 年に創立、22 年１月に開学

▽

55 周年記念誌『学生たちの証言で綴る創成期の

しなおし、向学心に父からの勧め」三嶽昭雄氏（28

た海外の大学関係者や学生の救済から端を発して

念願叶い思草寮入り」岩佐一馬氏（29経） 「女

いるだけに、草創期の卒業生証言は 「東亜同文

子学生第１号組──当初４人は組別々、半世紀後

書院そして愛知大学へ──念願の中国を極める、

も寮歌祭に」由比淳子氏（28 経）

今も生きる “書院精神”」小崎昌業氏（昭和 23 年、

を愛する大学──念願の “華の法科” へ──兄の

旧制法経学部経済科卒）

勧めで他大学やめて」澤野美得氏（34 法）など、

▽

「建国大学から愛知大

学へ──因縁の地から出発し、また戻って再び進
「同文書院ファイ

▽

学」佐藤達也氏（25 旧経）

ナル46 期生から愛知大学へ──上海組と内地組

▽

▽

旧経） 「なぜ愛知大学へ──出身校担任の勧め、

「自由と知

▽

▽

した。東亜同文書院など、敗戦によって閉鎖され

新設の愛知大学入学への思いが綴られ、その真摯
な学問への姿勢が胸を打つ。
さらに戦後間もない豊橋での青春──学生生活
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……、寮から下宿の青春」立木一
成 氏（28 経 ）

▽

「我が青春の寮

生活──２人部屋に３人で、月夜
に高唱『逍遥歌』」など、往時の
青春時代を彷彿させる。
特別寄稿の「父・鈴木擇郎のこ
と──宿願の『中日大辞典』、苦
労した同文書院時代」鈴木康雄氏
（26 旧経）に加え、「同窓会の設
立──川崎氏と呼びかけ、小岩井
先生の教訓守る」金丸一夫氏（23

創成期の学生 50 人が綴った記念誌

旧経）、「学生歌の誕生秘話──や
むなく弟の名で、“不滅の命” 一気に作詞」上尾

に軍靴──授業より食い物・バイト」谷藤助氏（25

龍介氏（24予修了）、「愛大事件を振り返る──

旧経） 「寮食堂の運営──寮生が軍隊式に盛る、

愛大の意義示される、本間・小岩井先生に感謝」

リヤカーで肉もらいに」今田太郎氏（25 旧経）

豊島忠氏（29経）、「愛大事件と寮生活──ぼく

「同文書院呉羽分校から豊橋へ──収穫麦でパ

らは青かったが、燦きに出会い宿した」田中良氏

ン作り、合宿ゼミは仏法僧聞き」井上方弘氏（27

（31 経）をはさんで、部活動の思い出などが綴ら

▽

▽

──を綴った「草創期の大学生活──下駄や草履

旧経）

▽

「寮生活──停電には駅で勉強、学長杯
「大

▽

で俊逸後輩募る」新井正雄氏（27 旧経）

れる。
「ラグビー部の草創期──核は“書院”組の４人、
初交流試合は引き分け」小林一夫氏（25旧法）

旧制は歌詞の六星霜で」奥田廣實氏（27 旧経）

寮生活から生まれた演劇部──文学論から演劇

▽

学草創期の風景── “紅顔騎士” は 480 人集う、

見方、現地学習」福井貞夫氏（27 短Ⅱ経） 「師

「『劇研』処女公演のころ──混乱期若者の叫び、

▽

▽

へ、“豊橋に文化の灯を” と」岩井透氏（26 旧経）

▽

「先生と授業──宿で恩師の背を洗う、仏像の

子、
資本論講読に終始」鈴木襄氏（28 旧経） 「高

大学新聞創刊──紙面づくりに没頭、仲人も新

▽

貧乏学生たち意気軒昂」間宮信夫氏（26 旧法）

▽

を慕って（山本二三丸教授）──無頼のハグレ弟

聞学教授に」加藤義行氏（推薦校友） 「柔道部

えていたが」南昌彦氏（28 旧法）

の草創期──元弾薬庫に畳敷いて、合宿10 日で

▽

「板倉先生・

▽

師原の青春──羽目を外した寮生活、学も食も飢
竹井先生、そして日本寮歌祭へ──ドイツ語の師

剛を制す」校條功氏（27 旧経）

お二方、学長の念願実り寮歌祭」浅井琢朗氏（28

思い出──黒帯の私一人で創部、手書きポスター

「なぜ愛知大学を選択

▽

宮崎孝雄氏（28 旧法）

▽

「全国学生写真

連盟と写真部の活動──東松君入部で活発に、“皮
肉な誕生” 今も燦然と」越知專氏（28 経） 「応
▽

▽

──マンツーマンに感謝、家族的で面倒見よい」

で募集」田中宏氏（28 旧経）

▽

「予科・学部計６年間の豊橋学生生活

旧法）

「空手道部の

したか──自由・受難を原点、“零からの出発”で」

援団創設の頃──通学中に勧誘されて、満員夜行

甲斐一政氏（28 経）

で神宮球場へ」眞野克巳氏（31 経）など、各部

▽

「破帽の青衿──教授陣

に魅力を感じて、隣国中国への興味も」中根三郎

創設のころの秘話が綴られ興味深い。

「1948 年予科１年生──女子学生

このあと、恩師や講義、ゼミなどを綴った「第

に気が散る、タバコと食券を交換」藤井栄氏（28

１回の卒業生──好天には室外で受講、軍服や中

経）

国服に下駄姿」大見純夫氏（23 旧経）

▽

「 思 い 出 す ま ま に ── 憧 れ の 白 線 帽 に
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から愛知大学へ、そして大石ゼミ──師弟を紡い

東海日日新聞に連載を始めた「東日評論」の愛知

だ “KKK”、誇りの “大石遺産” 48 冊」村上勝利

大学関係者の氏名とタイトルを付記する。１クー

氏（26 旧経）

ル５人の方に順番で週１回、３回ずつ執筆してい

▽

「予科・学部計４年間の学生生

活──バイトに氷菓売りも、厳しかった大石ゼミ」

ただいた。当初は５人の執筆者の中に毎回、愛知

「大石教授と仲間たちと

大学および豊橋技術科学大学教員を含めたが、中

の交流──病床でもゼミを開講、支部間で OB 懇

途から交互に執筆をお願いした。執筆者は学長に

▽

生と授業──最前列席で認められ、代返ばれお近
「３人の恩師

▽

づきに」髙木為一郎氏（28 経）

──経済で働く原動力、玉野井・岡崎・大石先生」
「会計人をめざして大学

▽

伊藤信雄氏（31 経）

に学ぶ──好指導者に恵まれ、就職も結婚も師の

推薦をいただいた。
河合秀敏氏＝「秋の国際フォーラム」（平成６
年 10 月 31日）「社会人の大学教育」（６・12・５）
「私の正月、小さな旅」（７・１・９） 石井吉也
氏＝「大学と国際化」
（７・１・30）
「地域と大学」
（７・３・６）
「学生の多様化」
（７・４・11） 加々
▽

服部・胡麻本先

親会も」杉浦威志氏（28 経）

▽

▽

鈴木勝氏（27 旧経）

美光行氏＝「オウム真理教と二つの時代」（７・

お陰」加藤峰男氏（32 経）が続く。
さらに同窓会事業関係で「
『自由・受難』の鐘

10・２）
「チャイナ・ウオッチャー」
（７・11・６）
「不条理の苦痛」
（７・12・14） 奥野博幸氏＝「地

「財団・同

域づくりの視点」（８・１・15）「住専処理と狼少

友会設立の経緯──財団は天からの贈物、少額か

年」（８・２・19）「サービス産業としての高等教

ら大きな財産に」青木光利氏（31 経）

育」（８・３・25）

▽

「同友

大島隆雄氏＝「ドイツ自動

▽

▽

刻し碑併設」鶴田善士氏（29 経）

▽

の建て替え──開学20 周年記念に、ブロンズ復

会の設立と名古屋同窓会館──よくぞ設立の同友

車発明秘話上」（８・５・20）「ドイツ自動車発明

会、宿泊・和室有りの館」荻本亮氏（34 法）と

秘話中」
（８・６・24）
「ドイツ自動車発明秘話下」

らも集い学ぶ、勉学に部活に苦楽共に」井上承子

（８・７・29）

松江宏氏＝「マーケティングの

▽

特別寄稿「女子短期大学部に入学して──近郊か

40 年」
（８・９・２）
「大店法の歩み」
（８・10・７）
「中国の小売商業事情」（８・11・10）

氏（36女短文）と、多彩な内容である。

堀彰三氏＝「公務正常化への一言」（８・12・

生たちの証言で綴る創成期の愛知大学』発刊にあ

10）「株式市場の低迷と企業の役割」
（９・１・

たり、
同書「まえがき」で「先輩たち個々の想い、

13）「持ち株会社解禁の意味」（９・２・17） 河

思い出をリレー方式で繋ぐことで、学生・生徒た

野眞氏＝「社会現象と民俗学」（９・４・13）「ノ

ちの視点で見た大学という組織体の全体実像が浮

スタルジーとエキゾチシズム」（９・５・19）「学

▽

愛知大学同窓会会長の安井善宏氏は、この『学

き上がってきている」とし、「包み隠すことのな
いすべての事実を知ることでいっそう母校愛が深
まることを期待する」と述べている。
愛知大学の卒業生は、いまや12 万人を数え、
同窓会組織は 51 地域支部 66 部会を形成するとい
う。その歴史と伝統の礎を築いた創成期の先輩た
ちの証言にふれて、改めてその真摯な姿勢と情熱
に感銘するとともに同窓生の裾野の広さに感じ入
った。
なお本題とは直接の関係はないが、愛知大学と
地域との関わりという意味で、筆者が現役時代に

大島隆雄名誉教授（左）と筆者
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「コミュニティの生活空間と他者」
（12・２・７）

氏＝「橋本流財政再建法」（９・７・28）「特異な

武田信照氏＝「大学の教育改革の一焦点」
（12・

▽

国日本」（９・９・１）「お年寄は富裕か」（９・
嶋倉民生氏＝「故孫平化先生と愛知大

▽

10・６）

▽

遠藤三郎

部の新設に携わって」（９・６・23）

５・29）
「市場原理と経済倫理」
（12・７・３）
「株
式経営と “有限責任” 論争」12・８・７）
佐藤元彦氏＝「地方による国際協力」
（13・１・

土屋

８）「ローカルな時代からグローバルな時代へ」

洋二氏＝「ドイツ統一と EU（10・２・９）「ブ

（13・２・19）「多文化主義の豪州に学ぶ」（13・

レーメン──あるドイツの町」（10・３・16）「大

３・19） 鈴木規夫氏＝「21 世紀の大学上」
（13・

学が変わる──愛大」
（10・４・20）

８・６）「21 世紀の大学下（13・９・９）「文明

▽

12・８）
「勝海舟の中国観」（10・１・12）

▽

高桑稔子

▽

学」
（９・11・３）
「北京・香港直通鉄道」（９・

氏＝「生涯学習時代に向け」（10・５・24）「“食

は衝突しない」（13・10・22）

べる” ことの意味」（10・６・29）
「フードファデ

さな教育実験」（14・３・４）「年年歳歳、花相似

松下智氏＝「茶は世界

たり」
（14・４・８）
「サッカーは第２の太陽」
（14・

▽

ィズム」（10・８・３）

▽

李春利氏＝「小

渡辺正氏＝「大学、変革の時代」（14・

５・13）

10・11）
「学問の理想郷」
（10・11・16）

９・30）
「個性的な大学づくり」
（14・11・４）
「大

▽

丸山伸

郎氏＝「日中関係の難しさ」（10・12・８）「国際
化時代の総合的学習」（11・１・８）
「中国の金融

▽

をつなぐ」
（10・９・７）
「東アジア文化圏」
（10・

学の役割と地域社会」（14・12・８）
保住敏彦氏＝「発展途上国のソーシャル・セフ
ーティ・ネット」（16・11・22）「先進国のソーシ

危機」
（11・２・22）
の専門分野『テーマ学』上」（11・５・16）「同下

が国のソーシャル・セーフティ・ネット」（17・

（11・５・17）
「愛知大学図書館について」（11・

２・７） 名和聖高氏＝「北京秀水市場の変容と

交野正芳氏＝「介護保険制度」（11・

知財意識」（17・７・12）「文化によって異なる幸

12・６）
「全国出張講義事業の視座」
（12・１・４）

福の基準」（17・８・15）「留学生との交流と共生

６・21）

▽

ャル・セーフティー・ネット」（16・12・27）「わ

▽

上道功氏＝「今なぜ英会話？」
（11・３・21）
「私

沢井耐三氏＝「“もう

▽

の在り方」（17・９・19）

一押し” の効果」（18・２・27）「大学のキャンパ
スから」（18・４・３）「日本の古典を研究する」
阿部聖氏＝「“地球から何を学ぶ

▽

（18・５・８）

か” を学生とともに模索」（18・10・９）「中産研
共同研究でアジアに中部企業を訪ねる」
（18・
11・14）「豊橋・豊川空襲──米軍資料の調査と
伊東利勝氏＝「“真実の歴

▽

整理」（18・12・４）

史” と政治」（19・６・12）「“国際交流” 無用論」
（19・７・16）「あの世と科学」（19・８・20）「ミ
ャンマー問題が問いかけるもの」（19・10・29）
ほかにも大学関係者として藤井隆、山崎一司氏、
不二タイムス→東日新聞の評論を飾った愛知大学教授陣
の寄稿文

同窓生として甲斐一政、伊藤般展氏らに執筆をい
ただいている。
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小岩井淨と人民戦線
──愛知大学創立の思想的断面──

藤城和美
〈愛知大学名誉教授〉

目
次
はじめに
１ 「ヴ・ナロード」の思想と大阪時代における思想的軌跡
２ 小岩井淨と農村問題
３ 『労働雑誌』と小岩井淨
４ 小岩井淨の「日本ファシズム論」
５ 小岩井淨と反ファッショ人民戦線論
６ 『大衆政治経済』と人民戦線論の展開
７ 林内閣と 37 年総選挙
８ 転向と東亜同文書院大学における再生
む す び

教員、学生の信頼関係の形成は、小岩井にとって

はじめに

は愛知大学創立の精神・理念の立場に復帰するた

小岩井淨は、愛知大学創建にあたり本間喜一を
助けて大学の創立、発展に指導的役割を果した。

めの思想的転換の過程であった。
この論稿の趣意は、愛知大学創設の精神、国際

その理念は、小岩井の筆になると言われる「設立

平和と民主主義に立脚した教育と研究の発展の精

趣意書」にあるように、戦争の反省に立った世界

神が、たんに日本敗戦という時代に迎合したいわ

平和と文化の興隆、国際的教養と視野をもつ人材

ば歴史的転換期に順応しただけのものではなく、

の養成であった。そして愛知大学創立の契機とな

小岩井について言えば、戦前の解放運動・平和運

ったのが、敗戦により廃校となる東亜同文書院大

動において形成された思想的立場の復活・再生の

学の末期において形成された同大学の本間と教

意味をもったことを追求しようとしたものであ

員・学生との強い信頼関係であったことは大島隆

る。戦前の小岩井の活動は、労働者・農民の運動

雄氏の研究によって明らかにされている。小岩井

と結びついた実践的課題に対応した活動であり、

はこの中の中心的教員であった。

その著作のほとんどはそのような課題に応えよう

小岩井は日中戦争開戦前の人民戦線活動のため

とした論評であった。ここではこれらの論評の分

投獄され、転向ののち上海に渡り同文書院大学に

析を通じて小岩井の思想形成の過程を明らかにす

迎えられた。同文書院大学での小岩井の研究・教

るとともに、それらの政治的・社会的背景との関

育活動は、転向思想すなわち日本主義的思想から

連・意味を検討したい。

離脱、解放されるプロセスであった。いいかえれ
ば愛知大学創立の契機となった同文書院大学での
1
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深めたことによる「自ら組織を作る」という小岩

１ 「ヴ・ナロード」の思想と

井の特質を形作ったのであり、この傾向は後の第

大阪時代における思想的軌跡

一次共産党、農民労働党、新労農党、モップル、

小岩井淨は 1897（明治 30）年長野県東筑摩郡

反ファシズム統一戦線等にみられると指摘してい

島立北栗（現松本市）に中農の家の長男として生

る1）。井手康裕はまた一高時代の小岩井の人格修

まれた。父宗十は国会開設運動に参加したりとく

養と英雄崇拝に注目する。この時期の小岩井の「力

に県庁の移庁分県運動では凶徒聚衆罪で起訴され

ある人間」
「人格の人」
「弾力ある人」あるいは「第

る（証拠不十分で無罪）など政治活動に強い関心

一に傑出しなければならぬ」という英雄志望は西

をもった人物であった。しかし 1902（明治 35）

郷隆盛の崇拝に導いたのであり、自ら大人格の英

年日清戦争後の日本に絶望してアメリカに渡り生

雄を望んだのであった2）。小岩井の 1918（大正７）

涯帰国しなかった。淨が５歳の時であった。以後

年の『日誌補筆』には「英雄崇拝は真に自己の人

淨は母てふのもときびしい教育の中でも開明的な

格に目覚めたり

少年期をすごすことになる。

点の虚偽の我なき大人格を思う」
（12月）の一文3）

小岩井淨の評伝、人物誌については、『市民タ
イムス』
「松本平人物誌」、「深志人物誌」、『愛知
大学新聞

小岩井淨特集号』
「小岩井淨のすべて」、

天を相手とし、道を行うべき一

が見られる。
小岩井淨のこの時期の人間形成は大阪時代の労
農運動への献身的活動とそれによって培われた影

「小岩井淨論─思想及び行動形態に見る典型的日

響力を解く鍵を提供していると思われる。「『赤貧

本人─」慶応義塾大学卒業論文中村勝範研究会

洗う如き』生活、それに日常他人に相談をもちか

井手康裕、
「小岩井淨研究」慶応義塾大学卒業論

けられると、自らの時間をぎせいにして他人を優

文中村勝範研究会

4）
、「友人とあっても、自分の苦し
先させる態度」

羽多野佳二、「小岩井淨論─

日本人民戦線の歴史的諸前提とその展開過程─」

さをかくして友人のためにつくすと言ったタイ

岩村登志夫『日本人民戦線史序説』所収、
「私観・

プ」5）、最初の無産政党＝農民労働党創立に日農

小岩井淨」細迫朝夫『大阪労働運動史研究』第７

選出の無政党政組織準備委員会庶務として総同

号所収等がある。それぞれに文学少年としての文

盟・評議会の分裂後の激しい左右の対立を克服し

筆・組織活動、文学の放棄と学資提供者の親戚家

て結党にまとめ上げていくという小岩井の献身に

族の希望の下での外交官志望、松本中学校におけ

ついて、「評議会分裂後で左右両翼の対立が激し

る自治活動と新任校長との対立と退学、小学校代

くなった時とて、その間に立ってまとめて行く人

用教員を経て一高入学、西郷隆盛崇拝と「大人格」

は彼いがいにはなかった。それほどだれにでも受

への思慕、中国旅行、東大入学後の新人会への参

6）
、
「小
けがよく、左右の衆望を一身に集めていた」

加と民主主義思想・社会主義思想の受容、「ヴ・

岩井君はこの間に処して涙ぐましいばかりの努力

ナロード」の選択としての大阪での弁護士活動へ

をした。自分の従来の立場からとかく色目で見ら

の赴任等、小岩井淨の人間形成、思想形成に深く

れるのを懸念し、公平に公平に心がけ、君に対す

かかわったと思われる経歴について光が当てられ

る限り非難は全くなかった」7）等の評言がある。

ている。

もちろん小岩井の努力は労農運動の「共同戦線た

井手康裕は前記「小岩井淨論」において、淨の

る一大大衆党」を樹立しようという熱意と「それ

文学少年時代は小岩井の人間性、
「ロマンチック

が大衆の要求であった」8）という強い自覚に支え

な、センチメンタルな小岩井」を形成したがそれ

られたものであった。1925（大正 14）年 12 月１

に加えて「栗花会」の組織、日本少年愛読者大会

日農民労働党は直前に総同盟・評議会離脱のまま

主催等によって得た「自分自身に対する自信」を

日農、官業労働総同盟など 33 団体の参加の下結

2
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党大会をあげたが僅か３時間後に結社禁止を命ぜ

12）
足ルモノアリ」
とこれらの人物評を追認した。

られた。この結成式の直後小岩井は官業労働総同

小岩井の親友細迫兼光の女婿であり愛大創設以来

盟から組織準備委員会の会計にえらばれていた金

小岩井の大学づくりに協力してきた細迫朝夫の次

子忠吉と感極まって男泣きに抱き合って泣いた。

の一文は、小岩井の人間像を語る最適のものであ

感傷的、センチメンタルな人間性が半年に亙る苦

ろう。

心と最初の合法的大衆的労農政党の成就によって
爆発したのであった。

「総じていえば、『自然体』としての清貧、かの
『志』が日常生活に滲み透った態度、『自然』のモ

弁護士として大阪に赴任した小岩井は、日農顧

ラル、決してこの人から傷つけられることはない

問弁護士として多忙を極めたほか総同盟・官業労

と安心して信頼される人物、なにをさしおいても、

働の顧問弁護士としても活躍した。自身もまた岡

いつまでもひとの話に耳を傾ける稀な存在、最後

山藤田農場争議を指導、治安警察法違反容疑で逮

にひとことでいえば、ヒューマンなデリカシィに

捕未決入獄
（無罪）、第一次共産党事件で検挙入獄、

富んだ『大人』というべきか。同時に、貞子夫人

さらにモップル事件で検挙、４度目の獄中生活を

の夫とその『志』を同じくする運動者への惜しみ

経験した。この間の小岩井評は、「共産党にも荒

なき献身に注目することなしには、戦前大阪の労

畑寒村の熱情に感激して入党したというが１度同

農運動に対する小岩井のあの影響力の秘密は解け

志となれば断乎としてその誓約を守り、法廷でも

13）
ない。」

口を緘して絶対に否認し続けた。大阪方面でもこ

小岩井淨が時代の思潮、デモクラシーの思想、

れがため助かった者五、六名に止まらぬだろうと

さらに社会主義思想を受入れ転身していくのは東

いわれている」 、三・一五公判の弁護士時代の

大新人会の活動の中においてであった14）。大学最

小岩井について「①戦闘的であった布施辰治弁護

終年度にかかれた新人会機関紙『ナロオド』寄稿

士とはまったく対照的で温厚でまとめ役的な弁護

論文「人 民の中へ」（1921 年７月）「総同盟罷業

であったこと、②左派でありながらも人間的にも

に就て」（1921 年 11月）「農村無産階級の解放」

思想的にも幅が広く、左派ぎらいの右派の連中も

（1922 年２月）で、19 世紀ロシアの「ヴ・ナロード」

小岩井氏は別格の扱いをしていたこと」10）等が語

運動の限界・その社会主義的組織活動の欠落、サ

られている。同僚の弁護士色川幸太郎も、小岩井

ンジカリズムの限界とボルシェヴィズムへの評

の「人間像」について、布施が「執拗でタフな弁

価、農村無産階級の社会主義革命による解放の思

論で（……）裁判所をとっちめる」のに対して小

想が論及されている。

9）

ヴ・ナ ロ ー ド

岩井は「理論的だがさらりとしてる」
「裁判所や

東大を卒業する時卒業後の仕事について新人会

検事あたりからも尊敬されて」おり、刑務所に入

の先輩嘉治隆一に「弁護士になりたいこと、関西

っても「看守なんか皆尊敬しておる」
「おそらく

に行って農村の人達のためになりたいこと」を相

先生待遇だった」、「“アカ” というのは非国民扱

談した15）小岩井は、嘉治の世話で大阪の河井栄藏

いだった」頃、
「小岩井さんだけはその点みんな

弁護士の事務所で働くことになった。のちに小岩

から尊敬されておった」「いわば敵方からも」、
「弁

井は当時の心境を次のように語っている。「大阪

護士の仲間でも、小岩井さんの悪口言う人は僕は

は大工業都市であり、労働者が多勢住んでいる。

聞かなかった」11）と回想している。５度目の入獄

当時既にその人々の闘争と組織とはめざましい勢

となった人民戦線事件で治安維持法違反を問うた

で進みつつあった。併しそこには知識階級が非常

大阪控訴院の第２審判決は「本来被告人ハ既往ニ

に尠い。鍬を入れねばならぬ無限の処女地が横た

於ケル思想的経歴ノ是非ハ別トシテ優秀ナル素質

わっている。之がその頃新人会の一員となり社会

ヲ具有シ其ノ人物才能世人ノ敬慕信頼ヲ享クルニ

改革の熱意に燃えていた私の意欲を強くそそっ
3
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た。東京には先輩も沢山いる。人手のない大阪に

官業労働総同盟の活動家が入党し、小岩井も「荒

行って、そこの労働者のほんとの友になり、うん

畑寒村の熱情に感激して」20）入党したと言われた。

と働こう──輝やかしい希望を抱き、私は同志達

小岩井は共産党大阪支部長となり、新人会以来の

と袖を分ち、いそいそと煤烟の都に急いだのであ

同志であり 1923 年１月小岩井に請われて来阪協

った」 。ここにほぼ 10 年にわたって大阪を中心

力することになった親友細迫兼光を入党させ

とする農民運動・労働運動に身を捧げた小岩井の

た21）。岩村は、荒畑が大阪におけるアナルコ =

思想の原点があった。それは「ヴ・ナロード」の

サンジカリストからボリシェヴィキへの転換に指

思想 、知識人の特権に甘んじるのを捨てて大衆

導的位置にあったことから、小岩井の入党をサン

に奉仕する思想そのものであった。

ジカリズムからボリシェヴィズムへの脱却であっ

16）

17）

岩村登志夫は小岩井淨を論ずる冒頭に「小岩井

たとみた。しかし、すでにふれたように小岩井の

淨は、一九二〇〜三〇年代の大阪地方の労働者農

サンジカリズムからボリシェヴィズムへの思想的

民のたたかいの中からつくりだされた、民主的イ

転換の準備は新人会の最後の時期に整えられてい

ンテリゲンチアの典型である」と書いた。そこで

た。

の小岩井の歩みは「そのまま、大阪地方の先進的

小岩井の農民運動とのかかわりについては、細

18）
と
な労働者のたたかいの歴史にほかならない」

迫朝夫は小岩井の「生いたちから身につけた無産

いうのであった。岩村はここでの小岩井の活動が

者の立場」と新人会機関紙の寄稿論文「農村無産

実践的・組織的な分野に集中されていたこと、こ

階級の解放」で示された労農同盟の思想の獲得に

こでは「どこまでが小岩井淨の活動であり、どこ

よって農民運動に対する思想的立場は来阪まえに

までがだれそれの活動であるということを見さだ

その基礎を確立していたと指摘する22）。小岩井は

める」のは困難であり、組織活動の意義からして

藤田農場をはじめ大正期の代表的な小作争議に指

も無益であるとしながらも、小岩井の「活動が一

導的役割を演じたが、全国各地で小作争議が爆発

定の組織に占めた役割」を追求した結論が、「小

し日農その他農民組合の結成が相ついだ当時の農

岩井淨の半生は大阪を中心とする労農者農民戦線

民問題、農民運動、さらにこれと不可分の水平社

統一にささげられた」19）という一文に集約された。

の結成を生みだした部落農民の問題に直面して日

大阪での小岩井の活動は着任早々創設された総

農顧問弁護士として小岩井の活動がこの領域にそ

同盟系の大阪労働学校の創立準備に協力、講師と

そがれたのは「自然のなりゆき」であった。さら

して大阪の労働総同盟や官業労働総同盟の青年活

に、細迫は小岩井の「人間性が農民の敬愛の的と

動家の信頼と結びつきをえた。また着任の年の９

なるにふさわしいものをそなえていた」ことをこ

月総同盟、向上会、西部交通労働同盟などを中心

の領域への活動に結びつけた理由の一つとしてあ

に結成された対露非干渉関西同志会に参加、その

げている。日農を母体として推進された単一無産

活動に忙殺された。農民運動についてはその年の

政党結成への大きな貢献、総同盟分裂直後の左右

４月に創立された（神戸）日本農民組合の顧問弁

の激しい対立の中で統一無産政党樹立をめざして

護士となり、岡山県の藤田農場の大争議に派遣さ

の「思慮深い配慮」、日農出身の準備委員会庶務

れ官憲・右翼団のはげしい弾圧に抗して指導的役

として推されたこと自体が「労働者、農民の左右

割を果した。翌 1923 年小作争議煽動・窃盗横領

をこえての絶大な信望の証であるような状況とそ

容疑で逮捕、
最初の入獄を経験することになる（１

れに応えた実績」が注目されている23）。三・一五

カ月後無罪釈放）
。小岩井が大阪に着任した 1922

弾圧、労農党・評議会・無産青年同盟解散命令の

年はまた日本共産党が創立された年であった（７

直後、日農が統一戦線と労農政党合同の促進をめ

月）
。大阪では総同盟の鍋山貞親、中村義明ら、

ざし、全日農とのあいだに合同を果し全農結成に

4
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よって組合運動の統一をはかろうとしたさい

労働党の結党の経緯を自らの経験をふまえて詳細

（1928年４月〜５月）、小岩井の大きな役割（合

に分析論述したがその中で、サンジカリズムの影

同委員、
運動方針起草委員会委員など）もその「本

響を多分にうけ空想的・観念的な革命主義に走っ

領発揮の場」 と評されている。モップル事件の

た欧州大戦後の勃興期の我国の労働運動が、空想

入獄、釈放ののち小岩井は大阪市郊外の農村横堤

的立場と現実な立場が対立した労働組合総連合の

に移り「静養」の生活に入ったが、これはこの村

大会を経て労働総同盟大会の宣言によって「運動

の組合支部の人たちが家を新築するから是非住ん

の大衆化」
「政策の現実化」の必要を明確にする「方

で欲しいとの懇請によるものであった。小岩井の

向転換」を完成させたと論じた。この「方向転換」

固辞にもかかわらず村人は花火を打ち上げて小岩

の過程で関東大震災にみられた民衆の無産階級運

井の家族を迎えた。横堤は農民組合をつくって闘

動に対する無智無理解と軍閥による虐殺事件とが

いぬいた７、８年の歴史をもち小作料減免闘争で

労働運動にますます反省を与え現実化・大衆化の

「相当の程度」の成果をあげたことのある全農全

必要性を痛感させたとする25）。組合運動が現実的

国会議派の拠点の一つと目された。これは小岩井

立場に向うことはサンジカリズムが非政治的であ

の農民運動との深い結びつきと農民の小岩井に対

り議会否認を唱える立場を克服して「無産階級の

する「敬愛」を物語る大阪時代末期の一断面であ

政治運動」の必要を認めることを意味する。対露

った。

非干渉運動（1922 年）、過激社会運動取締法案、

23）

1923年８月小岩井は「第一次共産党事件」で

労働組合法案、小作調停法案に反対する全国的な

東京市ケ谷の未決監に収容され、そこで関東大震

反対運動（1923 年）はそのようなものと位置づ

災に遭遇、
この機会にいろいろな囚人の会話や「社

けられた26）。普通選挙実施後の状況の中で「大衆

会主義者が朝鮮人を煽動」などの流言がとび交う

化のための現実政策」が議会を対象とする政治運

のを聞き「社会主義があまりにも不評判であり理

動を肯定し、議会を積極的に利用すべきとしたの

解されていない事」を痛感した。
「社会主義がど

は当然であった。こうして農民労働党の結成に積

んなものかは一般の民衆は全く知らない。のみな

極的に協力貢献することは小岩井にとって「念願」

らず何か悪い者の様にされ曲解している。こんな

を果すことであった。

事で一体いつになったら日本の無産階級は解放さ

小岩井は大正期の労働運動を元年（1912 年）

れるのだろう。社会主義は過去の汚点を自ら拭っ

から８年までの「機運が潜勢蘊醸し」た時代、８

てほんとに民衆のもの にならなくてはならぬ」。

年からの「躍進した」時代、12 年から 13年の「方

4

4

「併し今迄の所謂社会主義者のある者もたしかに

向を転換して、現実化政策を採った」時代、14

間違っていた。彼等は一半の責任を負わなければ

年（1925 年）から15 年にかけての「政党問題を

毎日毎日坐りこんで考える」 。小岩井に

中心に分裂した」時代と区分けした27）。農民労働

とって大震災のこの獄中体験は単なる囚人の流言

党の結成をめざして日農によって無産政党組織準

飛語と片づけられないで社会主義の「民衆化」
「大

備委員会の庶務におされた小岩井が調査委員会で

衆化」の課題を提起するものとして把えられた。

の綱領・規約のとりまとめに苦しみ「慨嘆」した

そして日本労働組合総連合創立大会（1922 年９

のはこの「分裂」の時代に遭遇したからであった。

月）における論争・対立を経て 1924 年２月の日

日本労働総同盟と組合評議会の分裂──総同盟関

本労働総同盟大会における大会宣言で闡明された

東労働同盟会大会における議事運営をめぐっての

労働運動の「現実化大衆化」がその回答の一つで

左派代議員退場をきっかけとした左派組合の除名

あった。

と除名組合による総同盟関東地方評議会の結成、

ない

24）

小岩井は労農党の結成ののちそれに先立つ農民

つづく左派「革新同盟」参加組合の除名と除名組
5
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合による「日本労働組合評議会」の結成（1925

いても、まさか日本の現状で共産党を組織しよう

年５月）──について、小岩井はその分裂は「宛

とするのではなく、日常の政治闘争を遂行す可き

かも根本的立場の相違に基く所謂『左翼と右翼』

各団体の共同戦線に依る一大大衆党を樹立せんと

との分裂、なるかの如く両者に依って意識され」

するにある事は、お互い自覚していた筈なのだか

たが、その原因は「勿論全組合の間にどうしても

ら、もっと落ついてシンミリと話合ってみたなら

超ゆる事の出来ぬ溝渠が生じたからではなくて、

ば何とかうまくいったのではなかったろうか」32）、

尠くともその一半は単なる指導者の間に於ける感

これが小岩井の率直な感想であった。農民労働党

情の衝突であった」 とみた。

の結成と結社禁止につづく時期の無産政党と労働

28）

日農の呼びかけに応えて結集した各団体、無産

組合の分裂の事態について、小岩井は左翼側が右

政党組織準備委員会の各代表は樹立すべき党の性

翼批判を展開している理論闘争の問題性を指摘し

質について「厳密な原則の一致に依って結合され

ている。無産階級が「議論を戦わ」せて「批判し

るもの」ではなく、それは「政治的の協同戦線で

たり、考えたりする」ことは「悪いこと」ではな

あり、当面の問題に於て無産階級の利益と幸福を

く「善いこと」ではあるけれども理論闘争は、時

かち得んとする政治行動の組織」であることを諒

には「日本の現実の現態」を看過して「勝手な熱

解していた筈であった29）。しかし、綱領規約調査

をあげて自己陶酔に陥ったり」「お互いの悪口を

委員会で議長をつとめた小岩井を困惑させたのは

言うようなこともあったりして、一面やや弊害を

政治研究会・評議会・無産者同盟の委員たちの

伴って居る」と指摘する。資本主義の変則的発達

「誰もが意想外で面喰うほど高飛車の」議論であ

に伴う労働者人口の少なさや結集の困難さという

った。
「此等の人達は如何にして自分達の主張を

現状の中で、日本が先進国であり割合に文明が進

貫こうかという事だけ考えて来ただろうけれど

んでいることから外国の新しい思想が続々輸入さ

も、
現実の客観的事情を充分に考慮のうちに入れ、

れ、思想的には「非常に高い水準まで労働階級の

いかにして大衆的一大無産政党を樹立させるかと

或者が行って」おり、「この事が非常に好い影響

いう点については殆んど考慮していないかの如く

を与えておると同時に、又少数の人が多数の人の

思われた」30）。小岩井が問題としたのはこれらの

結合を妨げるという禍になっておることも多々あ

人々の「態度」や姿勢であって、たとえ「雑談」

る」というのであった33）。

の中でも「自分の団体で決めた」ことを理由にそ

10 年後小岩井が大阪を離れた時期に書いた『冬

の「採用」を求めたり、論争者側の運動を「階級

を凌ぐ』の中で当時を回顧して新政党が分裂か流

意識を覚ます運動ではない」など挑発的発言をし

産かの危機に陥った状況での自分の心境を説明し

委員会の空気を「妙にギゴチないもの」にした例

ている。評議会を代表する渡辺政之輔と総同盟の

としてとり上げている。議論がまとまらず保留に

西尾末広の主張や態度は「かなり強硬」であって

なった項目についても「とても意見がまとまらな

「小委員会の空気が険悪になっただけでなく、そ

かった」というような「極端に突飛なもの或いは

のことはつまり本隊である各団体の態度であっ

急進的な要求項目」が出たわけではなく、「むし

た。声明書が発表される、デマがとび出す、右翼

ろ曖昧であり、非階級的でありとして削除せんと

は脱退をほのめかしておどかす、殆んど事態は収

する主張と採用しようとする主張、或は言い表わ

拾できない様な有様を示す様にさえなった」。農

し方についての意見という様なものについて相違

民労働党がとにかく一旦樹立されるまで進んだの

31）

があった」と把えられた 。

は、
「それが大衆の要求であったからである」。「ど

両派いわゆる理論派あるいは共産派と現実派と

うにでもなれ、左右喧嘩をやるならうんとやれと

の対立について、
「両者の立場が如何に相異して

いうつもりで事をはこんだらほんとにどうにでも

6
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なったろうとは思われる。事態はそこまで切迫し

なった」というのであった36）。結局、日農の「互

ていた。併しそうしてはならない、そうあっては

譲精神」の強調に応えて評議会は代表調査委員を

いけないと思って、極力、決裂の危機を回避しよ

渡辺から中村義明に更迭し中村ら左派委員の譲歩

うとした点に自分達の苦心があったわけである」。

によって農民労働党の綱領規約大綱草案は決定さ

この中で小岩井は共産党との関係について言及し

れるが37）、結党大会間際の左翼排除を求める総同

ている。
「あの頃渡辺政之輔君が単なる評議会だ

盟の脱退声明によって「時機を見て」評議会と総

けの代表者であったか、それともその背後に何等

同盟を参加に導くとの条件で評議会の参加を「遠

かの組織があり、その謂わば代表者であったのか、

慮さす」ことによって左右両翼を除く結党大会に

之は我国のプロレタリア運動史を編む者が是非と

もちこまれた。しかしその３時間後政府の禁止命

も明かにせねばならぬ事であろう。自分は勿論そ

令によって命脈をたたれたが、小岩井はこの結党

れらのものと組織的な連繋をもっているのではな

を「幾多の過去の努力が結晶したもの」「異った

かった。ただ云って見れば精神的な支持者であっ

情勢のもとに於て、異った意義と、そして比較に

たにすぎない。併しそれを支持し、その精神と運

ならぬ大きな力とを持って生れ出た」もの、「当

動とが最も正しいものであることを考えれば考え

時の情勢のもとに於てはそれは寧ろある過去時の

る程、自分の置かれた立場からは左翼が孤立する

形として、望ましいものでさえある」と評価し、

こと、右翼大衆をとりにがすこと、この二つの事

新しく成立していた「労働農民党」に対する「理

が一番大きな問題であった。それをしてはならな

解を深めるよすが」として農民労働党の結成の経

いと思って一人でなやみ、一人で苦労した。かあ

緯をまとめ紹介した38）。

4

4

4

4

4

いい自分の子の頭を叩いても、隣の子をあやなし

労働農民党に対しては小岩井は、その結党のた

てやる様な、封建的な言い方をすると腹芸をやら

めにもその後の運動にも「あまり積極的に働かな

34）
。小岩井の総同盟・評議会
ねばならなかった」

かった」と書いている（『冬を凌ぐ』）。それは第

の分裂に対する批判的評価が単に指導者の個人的

一次共産党事件控訴審判決によって堺刑務所に入

資質・感情的態度に対するものでなく運動そのも

獄することになっており、その準備に追われたと

のに対する評価であったことは明らかである。そ

いうこともあった。日農と官業労働総同盟の呼び

してまた小岩井は共産党に対する関係を組織的メ

かけにより共産党排除を固執する総同盟を加えて

ンバーではなく「精神的支持者」であったことを

発足した労働農民党は、発足後間もなく「門戸開

明らかにしている。この関係は小岩井が第一次共

放」を主張する評議会・無産青年同盟など左翼活

産党事件で市ケ谷刑務所での収監から仮釈放され

動家と農民組合の共同による支部設立運動に直面

（1923年 12月）て以来人民戦線運動を理由に検挙

し、日農中央委員会の門戸開放決議・議会解散請

（1937年６月）されるまで変らなかった 。

願全国協議会門戸開放決議など左右両派の対立が

4

4

35）

なお渡辺政之輔については、総同盟・評議会の

進展する中で総同盟ら右派組合の脱退によって大

分裂のきっかけとなった関東労働同盟会大会で右

山郁夫委員長、細迫兼光書記長の新体制をもって

派議長の議事運営に憤激して会場から出ていった

再出発することになった。評議会は党支部入党を

渡辺の行動に対して日本共産党の批判がある。す

すすめ「大衆的単一無産政党の実現に向て邁進す

なわち、渡辺につづいて四つの組合の 20人ほど

る事」を決定した。

の代議員が退場し、これが左派組合の除名につな

小岩井が８カ月の獄中生活を終えて堺刑務所を

がったが、渡辺らの態度には「右派とのたたかい

出獄したのは 1927（昭和２）年１月３日であった。

で統一をまもる立場をつらぬきえない未熟さがあ

出口には多勢の人が迎えており、その中には細迫

り、反共右派勢力の分裂政策に乗じられる結果と

兼光や河野密の姿もあった。後に労農党から細迫
7
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が、労農党脱退派の日本労農党から河野が、両者

力統一に果した貢献を強調する運動が組まれた。

が小岩井の「ひっぱりっこをやった」のだと聞か

推薦人として、大山郁夫、河上肇ら労農党や同党

されても「別段そうとも思わなかった」というの

支持団体の幹部が名を連ねたが、中には今井嘉幸、

が小岩井の感想であった。労農党の分裂の事情を

高須峯造の名もあった。今井は自ら大阪府第３区

「情
聞いても
「どうも呑み込めないふしもあった」、

での日本労農党・関西民衆党共同推薦の無所属の

勢の変化にはうっかりした意見も述べられず

立候補者であった。高須は小岩井によって「初期

（……）それに静養もしたかったので自分は暫く

の代議士、愛媛県政界の耆宿、という経歴よりも

黙りこんでいることにした」と回想しているよう

七十の高齢で、尚新らしい解放思想を充分に理解

に、労農党分裂に対する判断を下しかねていたの

され、ある意味で実践に参加した人として記憶さ

が出獄後の状況であった。しかし、その後労農党

る可き人」と紹介されている（『冬を凌ぐ』）が、

の側に立つことになっても、
「自分はそれ程積極

憲政会愛媛支部長、愛媛普選同盟結成、実業同志

的ではなかった」と自認し、その一つの理由は小

会、政治研究会中予支部組織など愛媛の民主主義

岩井の入獄中に影響力を増し共産党指導部にまで

運動で指導的役割を果した経歴をもつ。この外政

入り込んだ福本イズムに対する疑念であったと書

友会の幹部であった弁護士山本芳三郎、「もと国

いた。
「左翼の立場を支持しつつも、福本イズム

粋会の幹部」（『冬を凌ぐ』）で民衆新聞社社長橘

が自分を納得させてくれない。自分は黙って見て

利三郎、松山出身の軍縮論者海軍大佐水野広徳な

いる外なかった」 。労農党に対する小岩井の評

ど「かわった顔ぶれ」（『冬を凌ぐ』）の人達も応

価は農民労働党に対する評価の基準を継承してい

援演説に立った40）。

4

4

39）

共産党はこの総選挙に山本懸藏（北海道１区）、

たと言ってよいであろう。
1928年２月の普選第１回目の総選挙で大阪府

唐沢清八（東京４区）、徳田球一（福岡４区）、井

下での立候補の要請が小岩井に対して労農党府連

之口政雄（沖縄）など 11 名の党員を労働農民党

からもあったが、愛媛からも要請があり、結局愛

より立候補させた。結果は無産政党当選者８名の

媛県第２区で立候補することになった。新人会時

中労農党からは山本宣治（京都２区）、水谷長三

代のサンジカリズムの影響を清算し、政治闘争に

郎（京都１区）が当選した。小岩井は最下位当選

対する見解も変り、
「議会内の闘争」についてそ

者 12,357 票に及ばなかったものの8,432 票の得票

の「戦術的意義」を理解するようになっていた小

は前年秋の県会議員選挙での労農党候補の同じ地

岩井は、
「自分がそのチャンピオンにならうなど

域での得票を大幅に上まわるものであった。小岩

ということは夢にも考えなかった」という。「理

井はこの結果を多彩な顔ぶれの人達の応援の力で

論的にはそれの重要さを、充分に知る様になって

もあるが、「何よりも農民組合、今治を中心の労

いたが感情の上では何か好まない。誰か外の人が

働組合の力がつよかった」と回想した（『冬を凌

やったらいい、自分はいやだという様に考え勝ち

ぐ』）。共産党は「27 年テーゼ」の方針に沿って

であった」
（
『冬を凌ぐ』）。

選挙戦において「労働者農民の民主的独裁」のス

小岩井は愛媛には農民組合の大会などで１度、

ローガンを掲げ、「社会民主主義者」の立候補を

総同盟の分裂しない時期に別子銅山のストライキ

妨害し立候補した場合は彼らの「裏切り」を暴露

の応援などで２、３回行ったことがあったが、
「今

することを呼びかけ、無産派議員は「大衆行動を

治、別子その他農民運動、水平運動等に東予方面

議会の内から援ける任務を持つもの」、「議会内行

に縁故深き農民組合本部顧問弁護士」として招請

動は議会外大衆行動に従属する」と主張した41）。

され、招請者林田哲男を事務長として遊説隊を組

小岩井のサンジカリズムの影響を清算して理解す

み、農民労働党結成にあたっての小岩井の無産勢

るようになった「議会内の闘争」の「戦術的意義」
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と共産党の見解とは必ずしも一致しない点があっ

さんは入ったが、私たちは参加しなかった。しか

たであろう。

し、昭和四年六月の大阪市会議員選挙に小岩井さ

２月選挙の直後三・一五事件の共産党弾圧につ

んが出たときには、その支援団体の市議選無産団

づいて労農党は評議会・無産青年同盟とともに解

体協議会に自助会として参加しました。小岩井さ

散命令によって解体された（４月10 日）。全農の

んが自助会の顧問弁護士というので参加したので

再統一を進めていた日農の方針に従って小岩井は

す。自助会はこのとき選挙供託金二〇〇円を立て

労農党再建活動に参加したが、再建労農党も創立

かえ、選挙闘争資金としてでなく顧問謝礼金をか

大会で再び禁止された（12 月 24 日）
。共産党はコ

ためて払うという名目で五〇円くらいだしたがそ

ミンテルン第６回大会（1928 年７月〜９月）の

の他に、六支部でそれをずっと上廻るかなりのカ

植民地・従属国問題に関するテーゼによって合法

ンパが集まりました。私は、市電自助会の小岩井

政党結成を解党主義・合法主義として排撃する方

選挙の代表者というので出され、会場設備と応援

針に転換し、合法政党に代る「非政党的な組織」

演説に勤務が終ってから一晩に三、四カ所まわり

として「政治的自由獲得労農同盟」
（政獲同盟）

ました。おなじ東成区では社会民衆党の川村保太

の組織化をすすめた 。1929 年６月の大阪市会

郎氏が立候補しており、自助会執行部にも社会民

議員選挙のため政獲労農同盟によって結成された

衆党員がいたかも知れませんが（私たちの組合は

大阪市議選無産団体協議会は東成区から小岩井の

政党支持の自由で、だれがどの党を支持している

立候補を決定した。この協議会の主体は労働組合

かなどはせんさくしたことがないのでわからない

など大衆団体の活動家であって共産党の指導は及

のですが）川村氏の応援演説に出かけた人はなか

ばなかったといわれる 。

ったし、私と沖本氏（自助会執行委員長──引用

42）

43）

小岩井の選挙闘争は、四・一六事件の共産党弾

者註）との人気があって、これは小岩井さんは当

圧によって「闘士を奪われたり、活動不能を来た

選すると思いました。宇治の花屋敷の山宣宅で故

したりした」状況の中で、東大阪労働組合、大阪

人への当選報告かたがた一人三円で祝賀会を開い

市電自助会、全農東成地区委員会などに支えられ

たことを覚えています」45）。その他、総同盟左派

た。東大阪労組の服部峰三郎は小岩井出馬を説得

勢力を抱えていた総同盟からも応援したといわれ

した一人であるが選挙事務長を担当、同労組の支

ていた46）。選挙が白熱化した５月 21 日に中央公

援者は「組合に一番有利な人として小岩井氏を選

会堂で開かれた市政批判演説会には東京から大山

んだ。何とか当選さそうと皆がんばりました。そ

郁夫が京都から河上肇が応援に参加、「四・一六

れで選挙権のある者から一人（一票）五十銭で千

事件の打撃の直後ではあったが、少し前には山宣

五十円（二千百票）の選挙資金と票数をガッチリ

事件もあったことであり、大衆は嵐の様な歓呼を

集めて闘いました」 と語る。大阪の最大の単独

あげて公会堂を轟かした」（『冬を凌ぐ』）。選挙結

労組である市電自助会の執行委員であった宇田誠

果は、市議選無産団体協議会の候補が港区（1,047

一は、小岩井を大阪市電労働組合の「育ての親」

票）と浪速区（458 票）で落選したのに対して、

として信服しており、小岩井の勧誘で労農党に入

東成区の小岩井は社会民衆党の川村保太郎（2,948

党し、労農党大阪府連再建のさいは事務所資金と

票）につぐ２位（2,675 票）で当選した。小岩井

して再建委員長であった小岩井の求めに応じ 200

は勤労者諸政党代表が議席の 15％を占めたこと

円を貸し、自助会が労農党を承認していないため

とあわせて、これを「労働者農民大衆の政治的自

個人として負担することになるなどの関わりがあ

覚の証左と考えた」47）。「労働農民党以来選挙には

ったが、市議選の模様を次のように語る。「この

一度も勝ったことがなかったので──大阪として

年一二月の政治的自由獲得労農同盟には、小岩井

──みんな躍りあがってよろこんだ。プロレタリ

44）
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アの勝利でも来たかの様に、デモが街の中に進ん

の大衆化をもたらすことができるか？

最近ひそ

でいった」
（
『冬を凌ぐ』）。

かにこの点を実は考えている」。この書簡は、東

1929年４月 16 日共産党の大弾圧とそれにつづ

京方面の中心たるべき協議会（全協──引用者）

く活動家の多数の検挙は共産党、政獲労農同盟、

の不参加という「予想より非常に悪い結果」を指

全協、全農など左翼勢力に大打撃を与えた。こう

摘し結党の主張がいかに正しくても「反対の質・

した情勢の中で大山郁夫、上村進、細迫兼光の名

勢力によっては実際にその正しさを実現できぬ情

による「新労農党樹立の提案」が発表され（８月

勢になる」ことへの懸念から細迫の「情勢」に対

８日）この企てに小岩井も積極的に参画した。共

する見解をただしたものであった49）。小岩井は最

産党は合法政党樹立の試みを左翼社会民主主義と

初コミンテルンの意向を確めるべきだと考え、岩

同様、共産党に対立しその大衆化を妨げる階級的

村によれば、獄中の共産党幹部春日庄次郎に弁護

裏切りとして反対し、政獲労農同盟は全国委員会

人の地位を利用して相談し最後には細迫兼光も同

の名で大山、細迫、上村、河上肇、小岩井の５名

50）
。細
席して了解を得たという（春日庄次郎談）

を除名した（８月 14 日）。新労農党提案の趣旨は、

迫朝夫は、結党に対して小岩井は「納得できない

恒常的な政治組織──党内デモクラシイの上に立

まま不本意の船出をともにせざるをえなかった」

ち、独自の指導部をもつ処の合法政党──の樹立

と推測している。そして小岩井も兼光も「全協の

によってのみ政治的自由獲得の闘争を大衆的規模

再建・強化とそのための結党を」という考えを共

で巻きおこすことができ、政治闘争の掩護の下に

有していたとし、赤松五百磨の７日はじめの兼光

左翼労働組合の確立、労働組合農民組合の拡大強

宛書簡が、総同盟分裂の動きを伝え、「同様趣旨

化がなし遂げられるというのであった 。

の考えを強調し、早急に結党を促している」こと

48）

小岩井は後に、河上肇が当時の情勢の下で合法

を紹介している51）。

政党の必要を考えていると聞き二、三度会って意

細迫朝夫は、新労農党問題は「実は前衛党問題

見を交換し、細迫兼光とともに３人で「旧労農党

こそがその本質である」と書いた52）。新労農党問

の様なもの」を新しくもつべきだと一致した、と

題の火つけ役となった河上肇は後の回想の中で、

書いている（
『冬を凌ぐ』）。細迫朝夫によれば、

合法政党結成を思い立った理由として四・一六事

この提唱の主導者は細迫兼光であり、そのさい「も

件のため左翼陣営は一挙に荒廃に帰し文筆活動も

っとも信頼し強力な相談相手」が小岩井であった

労働組合・農民組合の活動も閉塞してしまったか

という。そして「提案」の公表後の経過のなかで

に見えた状況の中で、労働組合・農民組合の活動

「左翼」における「合・非の分裂の回避を厚く配

を強化し、「その闘争を通じて、やがて非合法的

慮してきわめて慎重な態度を堅持し」たのが小岩

な政治的活動にも任えうる闘士を養成するため」、

井であったとし、おそらく結党準備会第１回委員

「一時的過渡的な」合法労農政党を組織すること

会（９月 15日）前後のものと思われる小岩井の

を考えたと当時の心境を語っている。プロレタリ

細迫宛書簡を紹介している。すなわち「
（……）

アートの党は原則としては共産党の外には在りえ

このままゆけば組織的対立までゆきはせぬか？

ないが、意識的に対立しさえしなければ「暗黙に

真正の左翼こそ積極的に支持す可き正しい政治的

これを支持するものとして」「一つの便宜手段で

戦術的打開策なりとの信念は確乎としているが、

はあるまいか」と考え、このため「共産党に対立

併しこのまま推して左翼の陣営を分裂させること

するようになる気遣いはないか」を大山に確かめ

になるならば少くとも階級的罪悪を犯すことにな

たり、京都の労働者出身の闘士である共産党員（谷

りはせぬか。
（……）×××（共産党──引用者）

口善太郎）の激励に自信を強めたりした経緯を打

と対立することになりながら（……）果してそれ

ち明けている53）。細迫兼光も新党「提案」発表の
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翌日に執筆された「合法政党不可論」を論駁する

派の戦術的対立が極点に達し、全協日本金属労働

小論の中で共産党が徹底的に弾圧され「その組織

組合大阪支部が結成され対立を深めた。反対陣営

は潰滅せしめられた」という認識の上に立って合

からは「小岩井はゼネ・モから自動車を一台貰っ

法政党結成が「のっぴきならぬ客観的主体的条件

て選挙に乗り廻している」（『冬を凌ぐ』）などデ

によって押し付けられたもの」と弁明してい

マが流されたりした。小岩井の選挙闘争は、前年

た54）。翌年新労農党解消論の立場に立つことにな

の大阪市議選にひきつづいて市電自助会に支えら

った兼光は当時新労農党樹立に賛成した理由を説

れた。自助会の執行委員会は選挙費用二百円の寄

明する中で、提案書は『プロレタリアートの党は

付を決議、その他有志のカンパを行った。再び自

唯一つしかあり得ない』という原則を、真理とし

助会の宇田誠一の語るところによれば、「自助会

て明確に是認した上で、
「新労農党の樹立は絶対

として、私が小岩井さんの供託金を、北浜の今川

に之れと矛盾せざる所以を強調している。（……）

証券で額面二〇〇〇円の公債を一八〇〇円で買っ

むしろ此の原則の為めに労農党の樹立は貢献し得

てこれで納めました。また選挙資金を顧問料の名

るものだ。少くとも之れと対立しないものだと信

目で渡しました。演説会の壇上に立って、私は、

じた」と書き、さらに社民党や大衆党が「解放を

当選はむつかしいと思ったものです。市議選にく

期す」云々といっているのに反して労農党は「日

らべてそう思ったのですが、中止、検束も多く干

常利益の擁護伸張の為めに闘う」として「自ら階

渉がきつかったようです」58）。共産党は新労農党

級党にあらざることを自覚している」と釈明し

候補を排撃、独自候補の擁立をめざしたが、結局

た55）。

候補者を決定しえず、投票日直前から共産党員の

4

4

4

4

新合法政党の提案は、組合運動内の反対派をは

検挙が始まり、７月までの全国的大検挙の打撃を

じめ『無産者新聞』、左翼文筆家などの「猛烈な

こうむった。選挙結果は、定員４名、立候補者

反対」をよびおこした。結党式前のまだ準備の段

13 名の中無産党の候補者は次点以下全敗した。

階で小岩井の自宅に反対派の労働者のデモが押し

日本大衆党坂本孝三郎 9,247 票、社会民衆党鈴木

かけ反対ビラを撒きちらしたりした（
『冬を凌

文治 7,314 票につづいて小岩井は 6,856 票であっ

ぐ』
）
。共産党は９月中央委員会で新党の無力化・

た。

孤立化をはかる組織工作、宣伝方策等を決定し

小岩井は総選挙直後東京朝日講堂で行われた

た56）。翌年の１月にはコミンテルンもまた日本に

「選挙演説報告」で、小岩井の得票の優越性を示

おける「合法党は、ブルジョアジーの影響と利益

すものとして戦闘的労働者農民の階級的意識の成

にプロレタリアートを従属させるための道具以外

長を強調した。すなわち、選挙戦における任務と

ではありえない」との見解を明らかにし、解党主

して当選第一主義ではなくて、議会の本質、民政

義と合法主義に対する闘争、共産党の強化、大衆

党・政友会などの政党が大金融資本閥の手先にす

的なストライキとデモの組織化と準備をよびかけ

ぎない事実、社会民主主義諸党の幹部が階級闘争

た57）。

を押えつけ支配階級の帝国主義政策に妥協するも

小岩井は1930（昭和５）年２月の総選挙に新

のであるという本質を曝露すること、さらに首き

労農党から大阪第４区に立候補した。大阪では新

り・賃下げに悩む労働者や土地取上げに悩む農民

労農党は大阪電気、木材、全大阪労働、全農、市

の不平不満、その他無産市民の不平・不満・要求

電自助会等主な左翼労組の支持をえたが、その内

をとりあげ、無産大衆の階級的政治意識を確立し

部には反対派をかかえていた。とくに選挙直前に

て無産大衆の組織の拡大強化、無産陣営の拡大強

闘われたゼネラル・モーターズの解雇反対闘争で

化に選挙闘争を利用しなければならないことを労

新労農党支持の大阪金属労組幹部派と革命的反対

農党の選挙戦の重要な任務としていたことを紹介

4

4
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した59）。６つの選挙スローガン59）の中でも「来る

組織を強調すると革命的反対派を非難、全協オル

べき帝国主義戦争」反対と軍事予算反対が労農党

グを放逐するにまで至った。争議は幹部派が警察

議員の「最大の任務」であると強調、社会民衆党

の橋渡しによる交渉を受け入れ結局敗北に終っ

議員が民政党の予算案に賛成の意思を示したこと

た64）が、組合幹部に対する反対派の社会民主主義

が大衆の憤激を呼んだ例を訴えた。最後に小岩井

的裏切りとの非難は関西における労農党解消運動

は、無産階級の「真実の代表者の任務」として議

をひきおこしていく。

会外の「大衆闘争の先端として、議会において身

２月選挙に合わせて２月中旬より３月にかけて

をもって行動することによって、議会外の大衆の

共産党に対する全国的大検挙がおこなわれ大阪の

間に大きなうず巻を起し、この大衆闘争のうず巻

共産党員もいっせいに検挙された（７月までに約

きの口火を切る導火線を勤めること」と言明し、

1,500 人検挙）。その頃小岩井は「新労農党に対す

その例として前年右翼の凶刃に倒れた山本宣治の

る疑惑を心窃かにもち乍ら」表面的には労農党の

名をあげ、その精神が無産大衆の胸の中に生きて

運動をやっていた（『冬を凌ぐ』109頁）。小岩井

いると訴えた。小岩井の演説は「わが労農党は合

によれば「──支部連合会の第一回大会（五月）、

法政党の形で再生した政党ではありますが、その

此の時青年分子の間からボス排撃（殊にゼ・モの

本質はどこまでも労働者農民の戦闘的同盟であ

争議で全協系を排撃した金属の幹部）がなされた。

り、政治闘争団であります。今後無産大衆の利益

之は党内に於ける反対派運動の組織的になされた

のために、各派との抗争によって、第二、第三、

萌芽である。この時以来ボス傾向反全協傾向と反

第四の山本宣治を必ず生むものである」60）という

対派、青年分子を中心とする全協支持の傾向との

確約によって結ばれた。これは、右翼勢力が離脱

対立が漸次に表面化し漸次に深刻化して来た」65）。

して再生した旧労農党が合法主義・議会主義の制

５月の岸紡争議では泉州合同（新労農党系）、朝

約を克服して自らの「本質」を「代議士中心の既

鮮労働（全協系）、泉州労働者組合の全協系との

成政党」と区別して「大衆の利害を代表し全無産

共同闘争が破綻、労農党大阪府連の争議支援中止

階級の政治的、経済的、社会解放を達成せんとす

の決定など「はっきりとした対立」（『冬を凌ぐ』）

るもの」とした立場61）からさらに飛躍、共産党の

となった。７月 17日付の大阪金属労働者組合と

に著しく接近する見地で

全大阪木材労働組合による労農党大阪府支部連合

あり、全協や共産党の新労農党攻撃に耐えうる立

会宛の質問書は対立の表面化であり「公然の宣戦

場を表明したものと言ってよいであろう。

布告」であった。小岩井の自宅の２階はこの頃労

「議会行動の原則」論

62）

1930年は経済恐慌のさなか労働争議が激増し、

農党解消運動の「策源地」となり「若手の連中が

その原因は資本家の攻撃によるものが増大しかつ

出没」、
「ウルトラ（虎）」が出入りすることから「天

大争議では労働者はことごとく敗北した。争議は

満の藪」で通っていた。小岩井は「解消勢力をま

多く左翼化し、その戦術には合法的戦術の行詰り

とめ、解消の意義を徹底さすのに追われ」た（『冬

を示してテロ化のあとがみられた。さらに、争議

を凌ぐ』）。

における改良主義的幹部に対する革命的反対派の

大阪金属・大阪木材の質問書は、岸紡争議・日

63）

対立が随所にみられた 。前年 12 月末から始ま

本タクシー争議（５月交労・大阪自動車）を例に

り２月選挙の直前２月１日に終了したゼネラル・

全協の活動を是認した態度について、「党内に於

モーターズの争議はそのような大争議の代表的な

て全協と連結し、党破壊の行動をなすことに付い

ものの一つであった。会社側の強硬な姿勢に対し

て」その他数項目にわたって回答を求めたもので

大阪金属労働者組合幹部と革命的反対派の対立

あった。同じ時期、大阪金属・大阪木材の共同の

は、幹部派がゼネストの主張をふりまわし非合法

檄文は「インテリの行く先は決ったぞ
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の小岩井淨遂にスパイとなる」との見出しで労農

会を「一部インテリと反動的日和見主義を中心と

党解消同盟を組織して労農党破壊の中心となった

する戦線の攪乱と支配階級の分裂政策によって仕

として小岩井らを名ざしで攻撃した66）。金属・木

組まれたる陰謀」であるとし、この委員会を「絶

材の質問書に対しては、労農党府支部連合会の常

対に承認せざる事」を決議、あわせて「一年前に

任委員会は、労農党本部としては全協に対する態

は合法政党を提唱し一年後の戦線を分裂せしめる

度は未だ決定していないが、支配階級の暴圧と戦

小岩井淨一派を労働者の手でタタキ出せ」等と攻

う全協は決して排撃すべきものではない、岸紡争

撃する声明文を執行委員会に送った。拡大執行委

議では全協系に指導部は移ったが、階級立場より

員会に到着した金属・木材の決議文・声明書に対

応援した、労農党で全協と連絡して党破壊の行動

して議長小岩井は議場に図り決議文・声明書をよ

をした事実は認められない、ただし個人的には支

み上げた結果、この決議文を一蹴し警告文をつき

部連よりの派遣講師で労農党の結成が絶対的に正

つけよとの意見に満場一致賛成した。

しいとは言えぬという意見を述べたことはある、

拡大執行委員会は１名の反対者と中立数名を除

等の回答 を明らかにした。小岩井、赤松、河野

いて大多数をもって労農党解消を決議した71）。決

ら府連幹部をスパイ攻撃した大阪金属・全大阪木

議文には、「左翼社会民主主義の合法政党労農党

材の檄に対しては、府連本部は戦闘的党員・組合

がその組織上の根本的誤謬よりして、労働組合農

員大衆がストライキその他の闘争を通じて一切の

民組合の拡大強化の任務を果し得ず労働者、農民

合法党は不必要であることを認識し、小岩井淨の

大衆の戦闘化の妨害になることを認めてここに過

みならず階級的に忠実であろうとする大多数の幹

去の誤謬を清算し解消を成すことを決議す」とあ

部は誤謬を認め、それを清算しようとしているの

った。同時に発表された「解消宣言」は、プロレ

だ、とし、檄を事実無根のデマ、中傷を操るもの

タリアの政党は「唯一しかないという事は原則で

（８月 24 日常任委
と反撃する声明書を発表した68）

ある」が、三・一五、四・一六の暴圧による具体

員会）
。

的情勢の変化の中で階級的任務を果す独自の合法

67）

８月29日府連拡大執行委員会は大阪金属・同

政党が必要であるとして労農党の提案がなされ、

木材欠席のまま 45 名の出席者、傍聴者多数の下

合法政党は「必然的にプロレタリア党の成長を妨

で異常な緊張裡に開かれた。府連青年部は「ボス

害し其れと対立するものである」との革命的労働

の階級的裏切りを粉砕しろ！」という檄を発し、

者の反対の中に発足したが、労農大衆は、約１カ

青年に大挙して拡大執行委員会に押しかけ、彼等

年の闘争の経験と社会情勢の急速な変化とから労

の「正体」を暴露し、彼等の手段に対応して「徹

農党を支持することは「全くの誤り」であると知

底的にやっつけ」ることを呼びかけた69）。当夜会

ったと労農党解消の主張の発生の所以を言明し

場に押しかけ、傍聴席を占領し、会場の周囲を取

た。宣言は、ゼネラル・モーターズ争議など幾多

巻いた数百の労働者農民大衆は労農党支持組合の

の争議に於て「勇敢に戦えたものがあるならばそ

青年部の動員だけでなく、全産や全協の戦闘的労

れは全協系の指導と大衆自らの戦闘化」によるも

働者すら押しよせた。解消同盟は党中央機関によ

の以外にはないと断じ、さらに全国的諸課題につ

る正式の決議という「迂遠な方法」でなく、「直

いても労働農民新聞紙上の闘争、演説会、ビラ撒

接下から地方組織を破壊するという方針」をとっ

きなど合法主義労農党の闘争は、工場や農村に根

たのであって、拡大執行委員会を開いたのは労農

を掘って労働者農民の力強い闘争を敢行し「真に

党結成の誤謬を大衆の前で清算することをアピー

階級的な組織と力」を築き上げることはできない

ルする効果を重要視したからであった70）。大阪金

と断定した。宣言は、労農党は「無力であり乍ら

属と全大阪木材の両組合は29 日の拡大執行委員

大衆を偽瞞し、大衆の成長と闘争の発展を阻止し
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てしまう」と主張し、その原因として、指導部に

にすぎなかったことを認め、改めてコミンテルン

「合法主義のインテリや日和見主義の組合ダラ幹

の第６回大会の左翼社会民主主義の排撃の決議に

ボスが多い」と指摘、さらに「労働者農民小市民

言及したが、これは、小岩井のコミンテルン運動

の寄合世帯であり、合成雑炊党で、労働者の要求

についての認識が結党当時より進展したことを物

を小市民の要求に迄引き下げて行く政党である」、

語るものであろう。また、新労農党の合法活動が

「左翼的言辞の故を以って、大衆を偽瞞する」「労

破壊された左翼陣営を再建するとする新党提案の

農 党 が 無 産 階 級 の 基 本 的 な 組 織 だ ── と 言 う

主張を批判して、２月選挙の時期から３月にかけ

（……）幻影を大衆に植え付け」「労農大衆の左翼

ての共産党員の全国的な検挙の事件を指摘、「今

化を妨げる最も憎むべき毒素である」と決めつけ

春の二月〜三月の検挙事件の如きは革命的プロレ

た。宣言は、
「一切の合法主義を粉砕しろ！」「同

タリアートの組織は新労農党の活動とは全く別

志よ腕を組め×××プロレタリアートの指導の

に、着々として築かれるものである事を証明した

下に！」のスローガンで結ばれた72）が、これは共

ものである」と書いて、合法活動と共産党の活動

産党の合法政党排斥の論理を貫徹したものであっ

とを対置させた。同様の文脈で、岸紡の争議など

た。

の「全協系の武装デモ、その戦闘力と大衆的動員

小岩井が拡大執行委員会直後に書き上げ『中央

という様なものが力づよく大衆の頭脳にひびいて

公論』10月号に掲載された論評「労農党解消へ

来た」として、「××的プロレタリアート」の直

の巨歩」は、
「解消宣言」の論旨を運動の具体的

接間接の指導が労働者農民大衆の階級的実践と結

分析によって敷衍しその論理を一層鮮明に展開し

びついたとの見解を呈示した。

たものであった。小岩井の分析の基本的視点とな

労農党解消同盟の結成と組織的活動についても

った一つは、
「反動ボスを倒せ」と拡大執行委員

同様の視点で概括された。解消同盟は各組合の戦

会の会場に「暴力」にかけてでもとの凄まじい意

闘的な青年分子の手によって作られたものであっ

気で集った解消運動の進展にみられるような大衆

て、労農党支持の金属、全木材はゼネラル・モー

の動きであり、小岩井はこれを社会情勢の異常な

ターズの争議で労農党反対派と分裂、その他の組

変化を背景とした「大衆のめざましい成長」と把

合も内部に反対派を含んでいたが、反対派の相互

えるのに躊躇しなかった。今一つは、「革命的プ

間には従来組織的連絡がなく、また「革命的労働

ロレタリアート」の指導であり労農党の解消断行

者の正しい階級的な組織」との指導連絡が乏しい

は、単なる労農党の内紛としてではなく、何より

と見られた。しかしこのような連絡が始まると共

も「××的プロレタリアート」の指導の正しさと、

に解消闘争は急速に大衆化したという。解消意見

その影響力の拡大を示すものであり、さらに全国

の大衆化を促進した活動上の問題としてゼネラ

大衆党その他の合法政党に対しても徹底的排撃の

ル・モーターズ争議における全協系との対立とそ

鉄槌が下されたものと意味づけられた。かくて労

の排撃、総選挙戦の経験──選挙戦直後の無産政

農党解消議決は、
「かかる労働者の成長への拍車

党合同問題──「党本部のあまりにも社会民主主

となるにちがいない」と評価された。

義的であることの現実曝露」73）、全農第一主義粉

小岩井の論評は「革命的プロレタリアート」す

砕の指令74）等が列挙され、支部連合会の第１回大

なわち共産党との関係を詳細に論じていた。新労

会（５月）の青年分子によるボス排撃の試み、金

農党の提案以来の共産党の新党排撃にふれて、提

属・全木幹部の質問書の提出、これと前後して解

案時の日本の主体的客観的情勢の正確な報告に基

消同盟の結成、両者の対立の拡大執行委員会（８

づいてコミンテルンはこれを是認し支持してくれ

月 29 日）めがけての驀進という展開が跡づけら

るであろうという観測が「ドンキホーテ式の夢」

れる。こうして解消運動は労農党内部に台頭した
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運動である点に重要な意義があるとしつつ、同時

導権獲得！』のスローガンの下に個人的テロルを

に「又×××プロレタリアートの指導によって

命令」、強制したこと、

闘われたものであるという事が決して忘れられて

誤解の合理化、及誤解に充ちた方針の強制」、「民

はならない」
、したがって大阪における解消は「消

主主義中央集権制度の破壊」、等であった76）。全

極的なザンゲの解消ではなく戦闘的な解消という

協の誤りについては、『日本共産党の七十年』は、

事が出来る」
と改めてその意義を再確認している。

29年半ばから 30 年にかけて田中清玄や佐野博な

論評は、労農党解体のあと労働者農民はどこへ

どの指導の下党の活動に極左冒険主義の誤りが生

ゆくか、これを今後の問題と指摘した上で、「最

まれ、さらにスパイ・挑発者も党や全協の中央に

近全協刷新派だ、南喜一一派だ、解党派（合法共

いりこんだため、当時の闘争のたかまりを革命の

産党の一派）だというマガイモノが雨後の筍の如

切迫と主観主義的に断定し、勤労大衆の経済闘争

く出て来た云々」
「我々は正しく階級的に進まね

を軽視し、さらに1930 年のメーデーに際しては

ばならぬ（……）革命的プロレタリアートの指導

川崎市で警察による全協のメーデー参加禁止に対

の下に！」という「解消宣言」にうたわれた文章

抗して労働者に竹やりを持たせて「武装メーデー」

を引用して、解消運動に解党派の手がまわってい

と称し会場を行進させるなど、「党および全協を

るという労農党支持派の攻撃が「全くのデマ」で

大衆から孤立させ、敵に挑発と弾圧の口実をあた

あることを示すものと意味づけ、
「闘争は万事を

え、革命運動に重大な損害をもたらした」と指摘

解決する。まさかに誤謬の上塗りはなされぬであ

している77）。５月末には『第二無産者新聞』や全

ろう。×××プロレタリアートの指導をうける

協機関紙『労働新聞』に田中清玄らの誤りを批判

かぎり」とその方向を示した。この一文は、小岩

する一連の自己批判が発表され、田中らは逮捕さ

井が労農党分裂を策すスパイ行為を行っていると

れると公然と裏切りに転じたが、６月には「全協

する攻撃への反論の意味をも含むものであろう。

刷新同盟」が全協内で分派闘争を開始して混乱を

つづいて「誤謬は自慢ではない、否矢張り階級的

いっそうはげしくした、とされる。

な罪悪である。だからして誤謬は大衆的に、戦闘

「党の名称悪用による

全協刷新同盟は、前年田中清玄ら首脳部と対立

的に──実践を通じて清算されなければならぬ。

して除名された全協常任委員佐藤秀一を中心とし

併し誤謬を知って之を何とかつくろい、合理化す

て、出身組合である関東出版労組内の同調者、２

る事があるなら之こそ最も大きな階級的罪悪を重

月関東金属労組の全国産別組合結成方針で幹部と

ねるものであろう」という文章 は、小岩井が１

対立し除名となった内野壯児らを加え、４月、三・

年前に労農党結成の指導的役割を果したことの責

一五、四・一六事件関係者の保釈等の状勢をふま

任を問う反対派の攻撃にこたえたものとみること

えて反幹部的立場から革命的組合の再建をはかろ

ができよう。

うとしたものであった。しかし、８月 15 日モス

75）

小岩井がここで引証した全協刷新同盟は当時全

クワで開かれたプロフィンテルン第５回大会で

協幹部の指導を「宗派主義、日和見主義、敗北主

「全協幹部の極左的誤謬はあるも『刷同』の運動

義」と非難、全協を「革命的労働組合」として強

は結局協議会を分裂せしむるもので客観的には右

化するとして分派闘争を展開していた。刷新同盟

翼中間派に助力し反革命的役割を演ずるものであ

が全協主脳部の誤りとしてあげたのは、

る」と批判され、解体への動きが生まれ、10月

「帝都

復興祭に当って『ミカドの行幸反対！』と云う」

23 日の拡大執行委員会で解体声明書が決定され

スローガンの下に観念的機械的な政治闘争を命令

た78）。

したこと、 「鐘紡争議 (……）市電争議（……）

『日本共産党の七十年』は、全協が加盟したプ

メーデー（……）等に際して『武装闘争による指

ロフィンテルン（1921 年創立）がコミンテルン
15
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のもつ積極的意義とともにその制約・欠陥をとも

中で、兼光の論稿は１年の具体的経過をふまえて

にしていたとして、全協への「極左的なセクト主

結党に先立つさきの小岩井書簡の基本趣旨を述べ

義 」 な ど の 否 定 的 な 影 響 を 指 摘 す る。 と く に

る結果となっているが、それに比べて、小岩井の

1929 年のコミンテルン第 10 回執行委員会の「社

「労農党解消の巨歩」が「何かさばさばしたニュ

会ファシズム」論の採用は、天皇制の侵略戦争や

アンスを感じさせる」との印象を語っている。こ

ファッショ的専制政治の強化に手をかした右翼社

れは、兼光の論稿が労働組合の労農党解消後の方

会民主主義勢力だけでなく、とくにその「左翼」

針について「全協への左翼労働組合の統一」をか

を危険視し排撃する誤りももたらした。このセク

かげるに止まっているのに対して、小岩井はそこ

ト主義は、全協の活動を制約し、全協がすべての

で「革命的プロレタリアートの指導」を鮮明に一

改良主義的幹部を排撃する態度をとったこと、他

貫させていることとのちがいから生まれたもので

の労働組合内部に「革命的反対派」を結成する方

あろう。労農党解消声明当時細迫、小岩井の態度

針をとったことは、
「全協の階級的労働運動の戦

に疑問を感じ両者に同調しえなかった河上肇も、

闘的エネルギーを労働戦線全体の前進の仕事に正

間もなく解消論に立たざるを得ないことを表明

しくむすびつけることをさまたげた」とする。ま

（10月 11日『労働農民新聞』）、11 月 21 日の同紙「廃

た、党が一時期、労働組合の全協に、革命の目標

刊の辞」で「日本共産党、全協、同盟（共産青年

である天皇制打倒のスローガンをかかげさせたこ

同盟）の指導の下に、それらとの連絡を通じて、

とも、
「党と大衆団体を混同した誤り」であった

それらのものへの解消」を言明するに至り、同文

と自己批判している79）。すでにふれたように共産

を結ぶに当り「プロレタリア×の旗のもとに！」

党はコミンテルン第６回大会の決定に基づいて合

のスローガンを掲げた。河上はこの最後に掲げら

法的な政党樹立のくわだてを、すべて前衛党を否

れたスローガンについて、細迫の解消論は労農党

定する解党主義、合法主義として非難する態度を

を去って如何なる党に加入し又は如何なる党を支

とったが、
これについても『日本共産党の七十年』

持すべきかを言明していない、ただ労働組合へ、

は「進歩的な民主主義勢力の結集を妨げるセクト

農民組合へといっているだけで、これでは組合第

主義的な誤った方針」であったとし、コミンテル

一主義を助長し、大衆を政治闘争の場から経済闘

ン第７回大会が「一定の条件のもとでは、労働者

争の場へ追い返す結果となると批判する。そして、

農民党が統一戦線の一形態として進歩的な意義を

自らの一文が一切の合法的無産政党を否認すると

もちうる」ことを明らかにすることによって訂正

同時に無産者が如何なる党の旗の下に集まるべき

されたと総括している 。

かを明らかにしたとして、前者は「消極的であり

80）

小岩井の労農党解消論は、今日指摘されている

退嬰的であるに反し、後者は積極的であり発展的

これらの「誤謬」を含めてのコミンテルン・日本

であって、全くその本質を異にしている」と断じ

共産党・全協の政治路線・活動方針の支持・擁護

る81）。河上の立場は、小岩井のそれを一層論理的

を内容とするものであった。労農党の書記長であ

に尖鋭化したものといえよう。河上は1932 年夏

った細迫兼光も、その職責に伴うルールを犯して

入党し地下に潜み、翌年１月検挙された。

大阪での解消決議発表の当日労農党解消意見を個

大阪につづいて解消運動は全国各地にひろが

人的に発表翌日の夕刊に掲載され、つづいて『改

り、11 月末までに解消に加わった党員数は全党

造』10月号に「労農党解消すべし」の一文を寄稿、

員 数 の24 ％ に 及 ぶ1,615 名 と 目 さ れ た（ 官 憲 報

大衆の成長により労農党の存続そのものが反動

告）。大阪での解消支持組合は全大阪労働組合、

化、全協の運動への対立物となったとする見解を

泉州労働組合、全国農民組合、全国水平社、泉州

明らかにした。細迫朝夫は「私観・小岩井淨」の

合同労働組合、大阪電気労働組合、大阪市電自助
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会（有志）
、その他支持団体員数 3,020 名、党員

されたモップル（国際労働者救援会）日本支部大

1,170 名とされ、労農党支持派は全大阪金属労働

阪地方委員会に加わり、「前衛防衛隊」たる救援

組合、全大阪木材労働組合、全大阪労働組合連盟、

活動にたずさわったことを「さきのジレンマの当

関西電気従業員組合等支持団体員数 1,150 名、党

面の解消」を求めたものと意味づけた。そして全

員数 80名とされた（11 月末現在）。府連解消派は、

農統制委員長であり顧問弁護士ではあったが、政

しかしその70％は「組合第一主義」にとどまり、

治の第一線からはひかざるをえなかった、として

「全協合流派」は「労農党解消闘争委員会」を結

いる。31年４月７日「目的遂行罪」の新設によ

成して「組合第一主義」の名によって全協への解

って共産党の「補助組織」を狙い打ちすることが

消を喰い止めようとする動きを阻止しようとした

可能となった改悪治安維持法違反の容疑で小岩井

が、全協派が結集しえた勢力は解消派の 30％に

は逮捕される。検察は小岩井がモップル大阪地方

すぎないとみられた （官憲報告）。ただ、恐慌下

委の委員長であることを追及し、この追及に対し

の労農運動の高揚に伴い労働者の組合組織率が

小岩井は「その会議に出席したことを認めたもの

1931年に戦前では最高の組合員数 36 万 9000 人、

の、委員長の件は一貫して否認している」という。

7.9％に達した状況の中で、全協も、30 年８月ご

そして、「モップルのことはどこか心の隅にあっ

ろ4,000人から 31 年末には約１万人近くに、その

たにすぎないと述べている。これはもちろん戦術

勢力を拡大した。一方、小岩井が顧問弁護士・統

的な陳述であろう。しかし一面の真情をあらわし

制委員長としてかかわり解消派を代表した全農

ていることも否定できないのではないか」。これ

は、31年３月の大会で結成以来の政党支持の自

が細迫朝夫の小岩井の心情の解釈であった。ただ、

由の原則を放棄、全農第一主義を捨てて全国労農

この予審調書において、小岩井は共産党を「もっ

大衆党の支持を決め、左派幹部の除名を強行して

とも自らの理想に近い政党」と述べていた83）。

82）

モップル事件に連坐して大阪刑務所北区支所未

農民組合運動の分裂を招くに至る。
細迫朝夫は前衛党の「合・非結合の未熟さ、そ

決監に収容されたのは小岩井にとって４度目の入

の教条主義」に言及し、新労農党問題はこれに指

獄経験であった。小岩井の逮捕はただちに新聞に

導的役割を果した個々人にも大きな影響を残し

大きく報じられ、「赤貧」に窮する家族のための

た、と指摘し、小岩井については、「コミンテル

醵金の動きなども伝えられた。小岩井淨救援会が

ンとその日本支部に対する厚い信頼と支持、同時

組織され、自助会執行委員会の救援資金五十円即

に自らの活動の場を合法面に強く志向、これが二

時支出、組合員カンパの決定、小岩井淨家族救援

律背反たらざるをえない状況のもとで、彼の思想

会の運動などがすすめられた84）。間もなく堺刑務

の転回は醸しはじめる。その自覚はモップル事件

所に移され、12 月はじめにまた大阪北区刑務支

入獄中の自省において顕わとなる」と書いた 。

所に移されたのち翌年の２月に釈放された。４度

たしかに小岩井の労農党解消問題における共産

の入獄のうちこれが一番長いものであった。

83）

党・全協に対する無条件的支持表明、他方でプロ

獄中小岩井は「死」という問題を折にふれて考

フィンテルンの刷新同盟批判の中にも言及された

えさせられた、と告白する。「そこには理性の力

全協の極左的誤謬の指摘、それに農民労働党結成、

では時にコントロールのできない漠然とした不安

全農結成のさいにも示された小岩井の無産運動統

や淋しさ。妻子血肉に対する断ちがたい愛着。そ

一への強い志向と労農運動における党派的分裂の

して又、死に対する悲壮な感懐。というようなも

進行、こう言った「合・非結合」問題にとどまら

のが時に憂欝？をつくりだし（……）猛然と襲来

ない思想問題に小岩井は直面した。

する」。「こうした経験を味ううちに自分はこんな

細迫朝夫は、小岩井が労農党除名後大阪に設立

事を知ることができた。それは、センチメンタリ
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ズムの嵐が強く襲って来て自分の心身の全部をつ

りでなく、政民両派候補に多大の脅威を与えるも

かまえようとしても、自分の中には、それに決し

のと見られて居る」と報じられた。当局は、全大

て屈しない『自分』があるという事だ」
。そんな

阪労働服部峰三郎、ソヴェト友の会赤松五百麿、

中で、小岩井は「自分をじっと客観的にみつめて

市電自助会間瀬場由蔵、全農西納楠太郎を招致し、

いたいようなものがひそんでいたの」に気づき、

特高課長より１．
「合法政党反対」の文字は不穏当

「或いは又もっと理知的に自分というものを掘り

であるため削除すること、２．一般の選挙運動と

下げてみる。自分の過去、自分の性格、自分の本

して取締ると同時に左翼の社会運動としても取締

質、いっさいの自分というもの、ほんとの自分の

ること、３．全協其他の非合法団体の活動の起さ

姿というもの、そんなものをどこまでも見つめて、

れた場合は断乎たる処置に出ること、を申し渡し

確乎とつかもうとした事もよくあったものだ」 。

た。このため各団体代表は「合法政党反対」の文

出獄後３年ほどして出版された『冬を凌ぐ』には

字の取消を不本意ながら承認して引揚げた87）。

85）

９月 25日小岩井は東成区から 2,741 票を得て当

「自省と転回」の文章が綿々とつづく。
入獄中の９月、面会の妻貞子を通じて大阪の府

選した。「小岩井淨氏の当選は断然光っている。

会議員選挙に立候補することを求められているこ

大衆の安藤、社民の村井の強敵を尻目に左翼労働

とを知り、
「外の様子は一切わからないので、と

者の圧倒的支持は既成、合法無産党をして唖然た

にかくどうにでもしろということ」で応諾した。

88）
。「小岩井氏等は共産党員とは表
らしめている」

「どんな団体、どんな人達がどんな風に運動をや

面上の立場を異にこそするがその表示される思想

るのか、それは予想だけでよくわからない。へん

行動は軌を同うするものとの見解から同様可成り

な風に自分の名前がもちまわられたりしなければ

の取締りの手が加えられた」にもかかわらず、
「当

いいが、かるい迷惑感と心配とをいだいたまま、

89）
等の報道
局の予期を裏切って栄冠をかち得た」

それ以上つきすすんで考えてみることもなく」

はその衝撃の大きさを物語っていた。

4

4

（
『冬を凌ぐ』
）うけとめた。全大阪労働組合、大

共産党は府議選に先立つ 31 年５月 17 日付の『赤

阪市電自助会、大阪自動車従業員組合、全農大阪

旗』で府県会議員選を戦う党の「根本的態度」を

府連、全国水平社、救援会大阪地方委員会、ソヴ

明らかにしていた。「議会」は、現段階では「改

ェト友の会などが加盟する「合法政党反対府議選

良のための労働者階級の状態改善のための斗争の

労農協議会」が組織され、全協大阪地方協議会や

舞台とはなり得ない」と断じ、「国家権力を暴力

共産党大阪地方委員会も支援に加わって小岩井の

的に奪取しブルジョア国家機関を破壊しソヴェト

選挙運動はすすめられたのであった 。選挙事務

政治を樹立する目的のためにのみ府県会へ這入っ

長は２年前の市議選と同じく全大阪労組の服部峰

て行くのだ」、「選挙闘争をそれ故に勿論かかる大

三郎が当り、選挙供託金二百円はやはり自助会が

衆行動を煽動宣伝組織する目的に従属せしめられ

立てかえた。選挙応援には河上肇、岩井弼次、色

なければならぬ」と主張された90）。共産党大阪地

川幸太郎、上村進、布施辰治、細迫兼光らが加わ

方委員会は、公認候補として鍋山貞親、楠山通、

り広い支持を集めることが予想された。立候補し

三田村四郎、徳田英次（東成一帯）を非合法で立

た東成区からは定員７名に対して民政（４）、政

候補させ、小岩井を推挙とした。小岩井の新労農

友（３）
、中立（１）、無産（４）の 14 名の戦い

結成によって共産党に反対した「歴史的罪悪」を

となったが、小岩井は「階級運動家として労働者

忘れはしないが、小岩井が労農党解消のために闘

の中に絶大の信頼があると共に、一面人格的に見

い、脱党後モップルその他の革命的労働運動の道

てもこれを崇拝する小市民、インテリ層があるた

を歩んだことを評価したからである、と説明され

めにただに無産派候補三氏の 恐 威でもあるばか

た。そして、小岩井の当選を「大阪労働者諸君の

86）

（ママ）
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勝利であり、
日本プロレタリアートの勝利である」

でも大衆の胸の中に自分が生きているということ

と意義づけ、当選した小岩井の即時無罪釈放要求

がうれしかった」。獄中の候補者の勝利に「外で

の大衆的カンパニアを起すことを呼びかけた91）。

は大衆の力が昂揚している。そう考えられること

なお、共産党候補の得票数は不明であったが、無

が何とも云われぬよろこびであった」（『冬を凌

効投票 3,485 のうち港区の450、東成区の310、堺

ぐ』）。ここでの小岩井の感慨は政治の第一線から

市の185 という数は労働者町および全農左派の勢

退いた者のそれであった。府議選の翌月、小岩井

力が比較的強い所で無効票が多いという点で共産

の市会議員選挙当選の無効を主張して争っていた

党の「予想を裏切るものではない」と評価された。

次点者の訴願をめぐる行政訴訟の敗訴の決定によ

小岩井を擁立した大阪府議選労農協議会の「演

り市会議員の席を失ったことが知らされた。「ど

説資料」は、一切のブル政党反対、建国会大日本

うなったってもうそんなことはどうでもいい、市

生産党社民党労農大衆党の粉砕、軍国的施設およ

会内の闘争も多少はやったつもりだ、大衆だって

び軍隊と自治体との協同反対をかかげたが、10

我慢してくれよう。それに茲にいたのでは同じこ

項目に及ぶ綱目の多くは「改良」要求──失業者

とである。多少の手当が来なくなってうちのもの

の救済、雑税の廃止と高率累進所得税の新設、週

が困りはしないかな、なんてそんな物質的なこと

５日制・１日７時間労働制の獲得、同一労働同一

が一瞬ひらめく」（『冬を凌ぐ』）。ここでも小岩井

賃金、馘首労働強化反対、教育費の国庫全額負担、

の立ち位置は府議選に対するそれと変らぬもので

青年の文化施設への財政支援等──を並べた 。

あった。

92）

4

4

選挙戦を終了して府議選労農協議会は、解体に当

1932 年２月小岩井は仮釈放されて７月21 日懲

り「新たなる闘争組織」として「小岩井淨釈放闘

役２年、執行猶予３年（弁護士資格停止）の判決

争労農有志団」の結成を呼びかけるとともに、選

をうける。この間全農総本部派第５回大会で小岩

挙戦を通じて誤りを犯したとする自己批判と「陳

井は全農統制委員長を退き、全農第一主義をかか

謝」を行った。「一、急速に協議会が持たれた関

げて労農党解消運動を支持した全農大阪府連も総

係上、協議会が組合代表の会合に終り大衆に根を

本部派と全国会議派に分裂していた。小岩井は全

持たず、殊に最も重要なる戦闘的労働者農民の要

農全国会議派の拠点の一つ北河内郡諸堤村横堤の

求する政策スローガンを前面に押し出さず闘争の

村民に迎えられて「晴耕雨読」の生活に入った。

目標を曖昧にした、二、組織機関の不確立は、会

小岩井にとって横堤の生活は「人類社会のため

合、工場農村への働きかけを抹殺せしめ、その他

に何一つ有意義な事業をなしとげていないこと

弁士団の統一を欠かしめ、社会民主主義的傾向を

に、苦悩と焦慮を感じ」つつも、「生きるために

辿らしめた、三、協議会内に巣喰う日和見的分子

悪戦苦闘しなければならない」「真剣な生活のた

に禍され抗争し得なかった」 というのであった。

めの闘い」（『冬を凌ぐ』）であった。その中で小

これは小岩井擁立の選挙運動の実態と共産党の府

岩井の関心は、社会に対する科学的認識に焦点が

県議選における闘争方針との乖離を示すものと言

当てられた。「静観には、実践を伴わない限りに

えよう。

於いて、歪曲があり得るとしても、とにかく強い

93）

「風のたより」に当選のしらせを聞いた小岩井

関心と熱意とが常に随伴されている。（……）自

は、
「かつがれて当選した」ことにうれしさを禁

分 は 今 こ う し た 静 観 の 立 場 を と り つ つ あ る。

じ得なかった。ただ、近い将来出獄の確信がもて

（……）唯々不断に推移し、変化しつつある社会を、

ず、
「自分が当選したって働かれない（又府会議

可能な限り正しく把握したいと思って凝視してい

員とか何とかいって働かねばならぬことが累わし

る。」「だが重要なことは、実践のための認識でな

くも思われた）結局どうでもいい事になる。それ

ければならない筈であり」、『大切な事は説明する

4

4

4

4

4
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ことではなくて、変革する事だ』と言う先覚者の

の事は将来の事として、とにかくやってみよう」

言葉の意味を考えた時、「自分の『静観』はほん

と自らを鞭うったのであった（『冬を凌ぐ』）。諸

とに貧しい存在であることをしみじみ感ずる」。

堤村の「進歩的な青年達」を集めてほぼ１年にわ

「だが、それにしても、社会の動き、──その発

たって開かれた「自由農民学校」を閉じるに当り、

展──光明へのそれの躍進──に対する関心と、

小岩井は「私は今しみじみと真の教育という事が

実践は伴わなくても、熱意とだけはどうしてもと

いかに実践と切りはなすことの出来ないものであ

り去ることが出来ない。それは殆ど性格的な内心

るかを痛感している。自分が真に実践してこそ正

の要求である。生きることと殆ど同じ要求であり

しく教育をなし得るのだ。（……）現在私は一個

衝動である」
。小岩井はそこに「一つの希望」が

の唯々静観する者（それを耻じこそすれ誇るので

残されていることを見出し、
「この希望を育てた

はないが）であるのに、どうして真実の教育をす

い」と告白する（『冬を凌ぐ』58〜60 頁）
。

ることが出来よう」と書いた96）。実践のもつ社会

「自分を虚しくして、ひたすら階級のために、

の科学的認識と教育にとっての本質的意義、小岩

出来得るだけのものを捧げようという態度──そ

井はこれを自覚するが故に「苦悩」の中に自らを

うして何程かそれをやって来た──から、とにか

鞭うったが、それは逆に言えば小岩井の思想の「転

く、自分を築かねばならぬ、自分の中から何か創

回」と「自省」がそれに先立つ深刻な「実践」の

り出さねばならぬ、という必要に迫られ、──同

中に身をおいたがために生まれ、そこから導き出

時に又そこに長い間ひそんでいた、つよい自分自

されて来たためではないだろうか。細迫朝夫はそ

身の欲求があったのであり、それが今、表面に出

れを「マルクス主義をどう生きるか」の「転回」

て来たのではあるが──そういう態度に、漸次う

の道の模索と表現した。小岩井の新しい「欲求」

つってゆく自分の心の傾向が、はっきりと意識出

から「何が生まれるか」、小岩井のその後の活動

来るようになって来た。之は俺自身の発展だろう

を見るかぎりマルクス主義の理論的立場を維持し

か、堕落だろうか、どちらか知らない。実はどち

つつ、教条主義からの離脱を模索したと言えるの

らともわからない。結果主義ではないが、何が生

ではないか。

れるか、それの価値によって判断する外ないかも

河上肇の逮捕の報に接した小岩井は、河上の研

知れない。
『転向』といえば、之こそ大きな──

究・教育・啓蒙の長い精進の過程を経て最後には

俺自身にだけとっての──転向かも知れない。俺

教授の地位を捨てて実践の道に入った、「科学者

94）

は俺の歩む可き道を大胆にすすんでゆこう」 。

的な良心のままに進むところまで進まれた、その

この『冬を凌ぐ』の「日付のない日記」と題され

勇気と真摯さ」とに対して唯頭が下がる思いにか

た一節は、
細迫朝夫によって小岩井の出獄時の「転

られた。しかし、「反面に於いて、河上氏にはも

向」報道に対して「それは決していわゆる思想転

っとほかに有効な役割があるのではないか、ああ

向ではなかった。マルクス主義をどう生きるか、

した人を今犠牲（勿論予期したわけではないであ

いままで生きてきた『ヴ・ナロード』への自省と

ろうけれども）にしなければならないだろうか

その転回の道の模索であった」と説明する例証と

──この点に対する疑問を抱く事を決して妨げら

一文であった。小岩井は社会

れはしなかった」97）と書いたが、横堤の生活の中

して引用された

95）

の科学的認識にとって実践のもつ本質的意義を見

で小岩井が共産党の教条主義的な「文化人対策」

失うことはなかった。
「実践をはなれている」立

に批判的視点98）をもっていたことを示す記述であ

場での「苦悩」が「何の意義をもち、何ものを合

ろう。７カ月後河上の獄中手記「没落宣言」を知

理化するであろうか」と自省しつつも、
「この苦

って、そこに「今後、実践に進む意思もなく進み

悩の中から何かつかまなければならない」、「将来

得ないことを披瀝し、だからマルクス主義の運動
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からは全くの没落者である」と自らに烙印を押し

ついては三重県松阪地方における小作争議（1924
年〜25年）関係者によってもほぼ同様の印象が語

たのであるが、
「半面に於いてマルクス主義その

られている。
『愛知大学新聞

ものには一指も触れないという態度」を見、ここ
に河上の良心、他の転向理論家に見られない「率
直な、謙虚な、併しそれだけ苦悩に充ちたもの」
とうけとめた。小岩井は、河上の立場を忖度して
実践の意思を放棄したらマルクス主義者、共産主
義者ではない、「ただ学問として正しいとか、実

小岩井淨追悼特集号』

79頁。
12）「被告人小岩井淨に対する治安維持法違反事件第２
審判決」
（大阪控訴院報告）
。
13）細迫朝夫「弁護士小岩井淨を語る」『自由と人権の
ために㈢』29頁。
14）小岩井の「社会運動」への覚醒が一高時代の中国旅
行での見聞を原因としていたとの見解が『愛知大学

践をはなれた真理として正しいとかいう事は、凡

新聞

小岩井淨追悼特集号』に述べられており、岩

村登志夫もこれを追認している。この見解に対して

そ意味がない」と考えられた筈だし、しかし河上

は、羽多野佳二『小岩井淨研究』
、井手康裕『小岩

の場合には、「幾十年研究の結晶だけをいつくし

井淨論』によって全面的に批判されている。両者と

み、之を正しいなら、正しいとして守られること

も藤沢家所蔵の『支那滿鮮旅行日誌』
『続旅行日記』

が、実は最大の実践であり」はしないか、と「不

『ノートブック』等当時の原資料にあたり、この時

遜ながら」考えもしたが、河上の「自分をはずか

期の小岩井の意識が大多数の日本人の意識と変ら
ず、日本軍への感謝、国際競争における日本の「微

しめつつ、消極的にでも守る可きものは守ったと

力」さへの慨嘆、日本盟主の東亜連邦論、海外発展

いうその態度」に河上の「良心と人格」とを感じ

論等が指摘されている。一例をあげれば、「上海に

とり、又、自ら「同じインテリゲンチャに属する

於ける日本勢力の微弱なるは真に慨嘆す可し」
（
『支

一人として、共通の弱さ」をそこに見出したので

那滿鮮旅行日誌』８月 10日）
、
「男子の血は唯、東
洋連邦の四字のために陥らんとす、何等の知識を得

あった99）。この時期における小岩井のマルクス主

ず、語る可き見聞なし、ただこの大使命大国是のた

義に対する信頼の思いと実践の道を見出しえない

めに熱血を迸らす、眠り、虐られし民族を救うもの

「苦悩」を映し出すものであろう。

は誰ぞ、偽君子の欧米人の手より救って真生命を吹
込むものは我が使命ぞ、ああ支那、シベリヤ、印度、
フィリッピン、ビルマ、印度支那、ペルシヤ、アラ

註

ビヤ、中欧トルコ、豪州、南洋、尽く糾合し尽く起

１

つ可し、東洋の闇は真の天光を仰ぐ可し、日東男児

１）井手康裕「小岩井淨論─思想及び行動形態に見る典

の血は之全て義熱の塊りである、吾はこの急先鋒と

型的日本人─」（卒論原稿）21〜22 頁。

して立つ可き天の大責任をもつ」
（
『支那滿鮮旅行日

２）同上、33〜34 頁。

誌』８月 24日）。この一文は中国旅行を終えて帰国

３）
『日誌補筆』大正７年（手書き。小岩井引用文の仮

の途につく直前に青島で書かれたものである。ここ

名遣いは現用法に変更、以下同じ）。（藤沢家所蔵）
。

ではまだ外交官・政治家志望を捨てていないことが

４）細迫朝夫「私観・小岩井淨」『大阪労働運動史研究』

読みとれる。ただ、東大卒業前年のシベリヤ旅行に

第７号、1982 年 12 月、15 頁。
５）河野密「大阪時代の活動」『愛知大学新聞

ついては、新人会や大阪での労働運動に小岩井とと

小岩井

もにかかわったことのある河野密の、シベリヤ出兵

淨追悼特集号』1959 年、38 頁。

の実情をみて帰ってきた小岩井が「思想的に大きく

６）野口義明『無産運動総闘士伝』1931 年、118 頁。

左旋回したのは、この時からではなかったか」と言

７）河野密、前掲書、38 頁。

うのもすでに小岩井が新人会で思想転回をなしとげ

８）小岩井淨『冬を凌ぐ』ナウカ社、1935 年、252頁。

ていることからみれば、それほど的はずれではない

９）野口義明、前掲書、118 頁。

であろう。河野密「大阪時代の活動」（小岩井淨氏

10）細迫朝夫「小岩井淨氏の思い出を語る」（高田鉱造、

の思い出）『愛知大学新聞

佐川忠一、伊東猪三次氏の見解による）『大阪労働
運動史研究』1981 年８月号、33 頁。
11）「“小岩井淨を語る”」自由法曹団大阪支部『自由と
人権のために㈢』18〜19 頁。小岩井の法廷闘争に

小岩井淨追悼特集号』

37頁。
15）嘉治隆一「東京時代の小岩井君」『愛知大学新聞
小岩井淨追悼特集号』46頁。
16）小岩井淨『冬を凌ぐ』210 頁。
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17）細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、12 頁。

わすこと」にされたという。岩村登志夫、前掲書、

18）岩村登志夫『日本人民戦線史序説』校倉書房、1971

116頁。
36）
『日本共産党の七十年（上）
』 新日本出版社、1994

年、50 頁。

年、48頁。

19）同上、193 頁。
20）野口義明、前掲書、118 頁。

37）岩村登志夫、前掲書、86頁。

21）細迫朝夫「小岩井淨氏の思い出を語る」前掲書、33

38）小岩井淨「農民労働党の禁止と労働農民党の成立」
前掲書、１頁。

頁。細迫兼光の入党について小岩井はこれを最後ま

39）小岩井淨『冬を凌ぐ』256〜258頁。

で誰にも言わなかったという。
22）細迫朝夫「弁護士小岩井淨を語る」前掲書、28〜29
頁。細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、13 頁。

40）岩村登志夫、前掲書、104〜105頁。
41）『赤旗』1928年３月１日、第３号、
「総選挙の批判

23）同上。

と議会行動の原則」。ここでの「議会外大衆行動」

24）小岩井淨「地震当時の獄中の空気」『進め』1924年

は「内乱」を含むものである。

２月、28 頁。

42）
『日本共産党の七十年』はこの方針について次のよ

25）小岩井淨「農民労働党の禁止と労働農民党の成立」

うに評価している。「あらたに定式化された方針

『社会問題講座』（1926〜27 年）第４巻、２〜３頁。

──『労働者農民党は、その性格がある時期にどん

26）小岩井淨「我国労働運動の回顧」『社会事業研究』

なに革命的であっても、容易に通常の小ブルジョア

1927 年７月号、54〜55 頁。

政党に変質するから、共産主義者はそのような政党

27）同上、57 頁。

の組織を勧告してはならない』という決定にもとづ

28）小岩井淨「農民労働党の準備時代」
『改造』1926年、

くものであったが、進歩的な民主主義勢力の結集を

新年号、39 頁。

妨げるセクト主義的な誤った方針であった」。同書
（上）
、65〜66頁。

29）同上、42 頁。最初の各団体の協議会で参加団体連
名で発表された声明書で「我等はこれ等のブルジョ

43）岩村登志夫、前掲書、130頁。

ア政党に対抗し無産階級の利益と幸福とを伸張する

44）「小岩井淨のすべて」
『愛知大学新聞
特集号』31頁。

と共に更に進んでその完全なる解放を目的とする全
無産階級を打って一丸とした全国的一大無産政党の

小岩井淨追悼

45）宇田誠一
「小岩井さんと大阪市電自助会のたたかい」
（談）、『大阪地方労働運動史研究』第４号、1960 年

樹立に向って邁進せんとするものである」と述べら
れていた。

８月、17〜18頁。

30）同上、45〜46 頁。

46）野口義明、前掲書、118頁。

31）小岩井淨「農民労働党の禁止と労働農民党の成立」

47）岩村登志夫、前掲書、134 頁（小岩井淨「所謂無産
党の進出」
『大大阪』1929年７月号）
。

前掲書、９頁。議論がまとまらず保留になった項目
として挙げられたのは次のものである。司法制度並

48）小岩井淨「労農党解消への巨歩」
『中央公論』1930

に警察制度の改革（削除説と採用説）、植民地の解

年 10 月号、本欄140 頁。新労農党は11 月１日、２

放（解放説と「植民地自治制度の樹立」説）、軍備

日結党大会を開き、１．労働者農民無産市民その他

の徹底的縮小（ブルジョア平和主義の議論として削

一切の被圧迫民衆の日常利益の擁護、伸張、２．労

除説と採用説）、土地国有（削除説と採用説）
、重要

働組合農民組合の拡大強化、３．無産階級戦線の統

農産物の国家専売（同上）、無産婦人の人身売買制

一、４．全被圧迫民衆の政治的自由獲得の４項目の

度の撤廃（表現について「……制度の撤廃」説と
「……

綱領、および１．言論、出版、集会、結社の自由、

売買の禁止」で可）、外交の公開（削除説と採用説）
、

以下、帝国主義戦争反対に至る 45項目の政策を決

その他数項目。

定した。小岩井はこの大会に大阪から 23名の代議
員とともに出席、中央執行委員に選出された。

32）同上、８頁。
33）小岩井淨「我国労働運動の回顧」前掲書、57、58〜

49）細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、13頁。
50）岩村登志夫、前掲書、138頁。

59 頁。

51）細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、14頁。なお

34）小岩井淨『冬を凌ぐ』251〜253 頁。
35）労農党再建大会禁圧（1928 年 12 月）のあと政治的

総同盟中央委員会は９月９日大阪連合会（左派）を

自由獲得同盟の結成に参加した小岩井は、大阪地方

除名、被除名派は９月 16日労働組合全国同盟を結

の共産党組織の入党工作の銓衡にあたり小岩井と共

成した。

に三・一五事件の弁護活動にあたっていた色川幸太

52）同上、13頁。

郎とともに、「第一次的に入党せしむることを見あ

53）河上肇『自叙伝㈠』岩波文庫、333〜341 頁。

22

◦ 1572 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
小岩井淨と人民戦線

民、水平社、植民地民衆等被圧迫民衆の不平不満を

54）細迫兼光「左翼の具体的進出・新労農党の樹立へ」

アジし摘出して、わが政策に集中統一し、階級的政

『改造』1929 年９月号、54、58 頁。

治意見を確立せしめ、階級闘争への参加の希望を抱

55）細迫兼光「労農党解消すべし」『改造』1930 年 10月

かしむること、
等が掲げられていた。
『日本労働年鑑』

号、106 頁。

第 12巻、371〜372 頁。

56）内務省警保局『社会運動の状況』昭和五年、117頁。
57）コミンテルン執行委員会西欧ビューロー「日本共産
党についての決議」（1930 年１月）、『資料集コミン

63）
『日本労働年鑑』第 12巻、162 頁。
64）国際金融資本モルガン系のゼネラル・モーターズ工

テルンと日本②』74〜75 頁。

場の一つ、大阪鶴町分工場は12月 23日突如 280名

58）宇田誠一「小岩井さんと大阪市電自助会のたたかい」

の従業員の解雇を通告、1,300 名の労働者のデモと

前掲書、19 頁。

ストライキに発展した。組合側との交渉も行詰り、

59）近藤栄蔵編『プロレタリア演説集』平凡社、1930年、

途中右翼・警察の介入も招いたが、争議継続を主張

312〜313 頁。演説で小岩井が紹介したスローガン

する反対派は投票で敗れ、結局２月１日解雇手当そ

は、
「解雇、賃銀値下絶対反対、失業者に食と仕事

の他の条件とひきかえに解雇反対闘争は敗北に終っ

を与えろ、土地を農民へ、税金は資本家と地主が負

た。

担せよ、労働者農民の政治的自由の獲得、帝国主義

65）小岩井淨「労農党解消への巨歩」前掲書、
本欄 142 頁。

戦争絶対反対」の六つであった。

66）『社会運動通信』日本社会運動通信社、1930年８月

60）同上、321 頁。

28日。

61）労働農民党第１回大会（1926 年 12 月 12〜13日）
「宣

67）同上、1930年８月 27日。

言
（要旨）」。なお同年３月５日の結党式では、
「綱領」

68）同上、1930年８月 30日。

に「合法手段」による改革を明記、「宣言」の中で

69）同上、1930年８月 29日。

は「その手段としてはあくまで公明正大なる言論と

70）小岩井淨「労農党解消への巨歩」前掲書、
本欄 138 頁、
142〜143 頁。

合法的政治の運用、即ち議会政治によって邁進せん
とするもの」とうたっていた。『日本労働年鑑』第

71）反対者は、労働総連盟の今井某で討議の中で、労農
党の解消は政治闘争の否定であり、今後の行動は組

８巻、242〜243 頁、251 頁。
62）『赤旗』1928 年３月１日「総選挙の批判と議会行動

合独自でやって行くのであって、解消しても直ちに

の原則」（註 41 参照）。２月選挙（1930 年）におけ

全協に走るのではないと主張していた。ただし、金

る共産党の選挙闘争の指針の中で、「総選挙に対す

属・木材の決議文、声明書に対しては、一蹴を主張

る党の態度と運動の目標」として「議会に対する党

した。
『社会運動通信』1930年９月２日。

の根本的態度は、議会主義に対し最も猛烈に戦い、

72）同上、1930年９月６日。

議会の反動性を大胆に曝露し、議会の解体進んで資

73）第２回普選における無産党の敗北は、無産政党の統

本家地主の権力の打倒を強力に宣伝煽動し、大衆を

一、合同問題を再燃させた。２月 28日の労農党の

教育し労働者大衆の決定的層を獲得するに在り」と

合同問題に関する声明書は、
「社会民主主義者」
の
「行

の項目がかかげられた。また「活動の中心は代議士

動、指導精神、議会万能主義、階級協調主義」に対

の選出に非ずして左の諸点なること」として、「ブ

する「仮借なき批判」の自由を条件として合同提唱

ルジョア政党（固有の）の政策、政綱、実践の批判

の用意を声明し合同問題の発端をつくったが、３月

と夫に対する闘争」「社会民主諸党の政綱、スロー

24日、各党に対して「全合同」を提唱した（社民

ガンの排撃、其他凡ての裏切の曝露」「議会の本質

─拒絶、大衆─未回答のまま特別委員を選出、全民

の曝露、議会に対する大衆幻影の打破、議会解体の

─賛成、統一協議会─賛成）。同時に党支部連合会

必要の力説、更に資本家地主権力、天皇の打倒、ソ

に対して秘密指令を出し、本部がこのような行動に

ヴィエットに基く労農政府樹立の宣伝」等が列記さ

出た理由は──１．戦線統一を積極的に遂行する熱

れた。
『社会運動の状況』昭和五年、118〜119頁。

意を有することを大衆に示し、２．これを拒否する

なお、新労農党の選挙闘争における任務として、⑴

他党幹部の分裂主義を暴露、３．他党内の合同を要

議会の本質を曝露し、大衆闘争主義をアジ、プロす

求する分子を自党の闘争に動員し、４．合同が成立

ること、⑵民政党、政友会及びその政府が大金融ブ

すれば社会民主主義者を浮き上らせ克服しようとす

ルジョアの代表たるその本質を曝露すること、⑶日

る「進軍の一歩」である、とする達示を発した。労

本大衆党、社会民衆党等の幹部の社会民主主義者が

農党の合同提案は結局失敗に終ったが、その後労働

資本家、地主の手先であり帝国主義政策へ協調しつ

組合全国同盟と日本労働組合同盟の合同、全国労働

つある正体を曝露すること、⑷労働者、農民、小市

組合同盟の結成を背景に日本大衆党・全国民衆党・
23
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愛知大学史研究（第３号、2009 年）

無産政党戦線統一協議会３党の合同になる全国大衆

94）小岩井淨『冬を凌ぐ』78〜79 頁。

党の結成（1930 年７月 20 日）によって一段落をみた。

95）細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、14〜15頁。
96）小岩井淨『冬を凌ぐ』46頁。

『日本労働年鑑』第 12 巻、380〜382頁。
74）３月 25 日全農府連の執行委員会は「全農第一主義」

97）同上、81〜83頁。

のスローガンを掲げ、「無産政党の対立抗争は、労

98）岩村登志夫、前掲書、162〜163頁。

働者農民の戦闘力を強化せずして、むしろ少数幹部

99）小岩井淨『冬を凌ぐ』84〜87頁。

の地盤主義的縄張行為によってこれを分散微弱なら
しめつつある」として、「貧農の基本組織たる全国
農民組合を断乎として守る立場」から全農大阪府連
幹部のすべての無産政党からの脱退を声明した。こ
れに対して労農党本部は「全農第一主義を粉砕せ
よ！」と指令したが、４月９日全農第３回大会の後、
労農党拡大中央委員会は同指令を撤回した。岩村登
志夫、前掲書、148 頁。しかし、翌 1931 年３月の全
農大会では、左派への弾圧に乗じて右派が役員を独

２

小岩井淨と農村問題

1934（昭和９）年５月の始め小岩井は横堤の村
を立って東京に出かけ、２カ月あまり都会生活を
送った。この間に小岩井の生活態度に「転向」が
起り、「生活のためにも、自分を力づよく築くた

占、政党支持の自由の原則を捨てて、全国労農大衆

めにも、都会に出て、自分の仕事、自分の事業と

党の支持をきめ、左派の除名を強行、全農組織の分

いうものを創め、精魂をそそいでそれにあたりた

裂を招くことになる。
75）小岩井淨「労農党解消への巨歩」前掲書、本欄 143頁。
76）
『社会運動の状況』２、昭和五年、480〜481 頁。

い」という積極的意欲が生まれたという（『冬を
凌ぐ』）。「自分の仕事（本質的な仕事というには

77）
『日本共産党の七十年（上）』70 頁。

あまりに遠い、そして単に文筆に関する仕事にし

78）声明書──「（……）最近に至って吾刷新同盟の結

かすぎないが）に全力を傾倒したい。その強烈な

成が何等不可避的なものでなく従って又正しいもの
でなく一つの大きな誤謬であることを認めざるを得
ざるに至った。」『日本労働年鑑』第 12 巻、247〜
248 頁。

意欲、そのひたむきな態度に久しぶりで全身を任
4

4

4

4

せたい」とその心情を表現し、「私はどこまでも
職場にゆくつもりで大都会東京へゆく」（『冬を凌

79）『日本共産党の七十年（上）』87〜88 頁。

ぐ』）と決意を語る。こうして小岩井は34 年９月

80）同上、65〜66 頁。

横堤に妻子を残して東京に移った。

81）河上肇『自叙伝㈡』岩波文庫、74〜75 頁。
82）『社会運動の状況』昭和五年、785、767〜768、782
〜783 頁。

小岩井はここで「職場」という言葉を使ったが、
それは弁護士の資格を奪われて「厳冬の日」を経

83）細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、14 頁。

験している「個人的な生活」を「凌ぐ」1）ための

84）「小岩井淨のすべて」『愛知大学新聞

営みであると同時に、「とにかく自分を築かねば

小岩井淨追悼

特集号』、34〜35 頁。岩村登志夫、前掲書、154〜
155 頁。
85）小岩井淨『冬を凌ぐ』132、133、135、283〜284頁。
86）岩村登志夫、前掲書、157 頁。
87）『社会運動通信』1931 年９月 19 日。
88）同上、1931 年９月 29 日。得票数
1,589
村井小之助（社会民衆党）
1,182
党）

小岩井淨 2,472

岡本栄吉（関西民衆

安藤国松（全国労農大衆党）925。

ならぬ、自分の中から何か創りださねばならぬ」
という出獄以来の「自省と転回の道の模索」の実
践を意味した。
東京での調査、研究活動に当って小岩井は東大
時代の友人、政治学者の木下半治を誘って「日本
政治経済研究所」を創設したが、この研究所はそ

89）
『読売新聞』1931 年９月 29 日、
『赤旗』10 月 20 日引用。

の思惑通りに経営できず、まもなく「休業状態」

90）「府県会議員選挙戦を如何に闘うべきか」
『赤旗』

になったとされる。細迫朝夫は、この研究所の創

1931 年５月 17 日。
91）
「小岩井淨君の府議当選に就いて」『赤旗』1931年
10 月 20 日。
92）
『社会運動通信』1931 年９月 27 日。
93）同上、1931 年 10 月 28 日。

設のとき小岩井は反ファシズム・民主統一戦線を
志向していたとみて、その論拠として翌年以降に
発表される小岩井の論稿とまたこの時誘った友人
からも裏付けられるとする2）。しかし、小岩井の
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上京後その関心と研究の対象は農村問題であっ

する。

た。日本ファシズムの分析は 1935 年以降、労働

「我国の農業は今日高度の発達した独占資本主

運動・農民運動の論評のなかで人民戦線の視点が

義の下にあるのであって、漸次資本主義の一構

登場するのは 1936 年である。なお「日本政治経

成部門となりつつある。農業は資本主義に包囲

済研究所」が反ファッショ人民戦線の立場から研

され、下積にされ、蚕食され、又その内部に漸

究調査活動に取組むのは、1935 年秋共産系の立

次浸透されつつある。
だが半封建的な土地所有──その半面に横た

花敏男、
内野壯児らのグループによって計画され、
36 年４月小岩井を所長として設立された時期以

えられている半封建的な零細農制は、嘗つて日

降である。1935 年７月のフランス人民戦線の成

本資本主義の成長する足場の役目をさせられ、

立、７月〜８月のコミンテルンの反ファッショ人

現在も亦それとの切っても切れない結びつきを

民戦線方針の決定、36 年２月スペインでの人民

なしつつあるが、同時に又その関係自体が我国

戦線派の勝利、６月フランスの人民戦線内閣の成

資本主義の大きな××を構成している。そし

立等国際的人民戦線運動に照応して日本でも具体

てその矛盾の一様相として農業の資本主義化を

的に人民戦線の課題と運動が登場した時期であっ

頑強に妨げている。
だからして我国の農業を襲った恐慌は、先に

た。
上京当時農村問題は小岩井にとって「最大の国

も見た様に、生産過剰の根拠の上に進展したの

内的政治問題」と把えられた。打ちつづく農業恐

であるが、それは一般的には資本主義生産の過

慌の深化とそれに伴う農民大衆の窮乏は「放置す

剰ではなくて、寧ろ農民大衆の食うものも食え

ることの出来ない問題」 であった。1930 年から

ない飢餓と窮乏との基礎に立つ過剰生産であっ

ひき続く農業恐慌──農業生産の増大による──

6）
たわけである」。

は1933年の未曽有の豊作のあとをうけて一転翌

米穀問題は「農業恐慌深化の中心的表現」であ

年の凶作に見舞われて「農村恐慌」の様相は一変

り、「それに対する克服策の根本的なもの」であ

する。米価をはじめとする価格暴落は、逆に米価

った。米穀法改正、米穀統制法をはじめとする政

高騰と同時に繭の大暴落によって農村は破局的打

府の米穀政策は、一貫して「米価吊上」を目標と

撃を蒙むることになる。
「農村恐慌」を象徴する

した米の買上げであった。小岩井は、「米価吊上」

問題は「飯米欠乏」であった。未曽有の豊作の下

が「肥料代その他の支払のために出来秋に飯米を

でも農民は生産した米を手放しており、購入した

売払い、翌年米の一升買をやる」貧農小作にとっ

くても金がないために飯米を欠くという事態であ

ては小作料引上げの動機も加わってむしろ小作人

った。全農家の４割という米を買わねばならぬ農

を苦しめる事実を指摘、結局、「米価吊上等は主

民数は凶作をうけて増大が予測されたが、米価暴

として地主のための唯一の政策であって、零細小

落の危険につづく暴騰の危険は貧農大衆を破局に

作農のための根本的な対策でない」ことを明らか

追いやった。繭の暴落は繭を売って米を買う養蚕

にする7）。

3）

農家にとっても飯米問題を切迫したものとし
た 。

小岩井は、これを「支配階級とその政治機構の
中に於ける『地主』の地位」からして自明のこと

4）

「過剰恐慌から凶作恐慌へ、── 一年の間に米

としながら、同時にここに米価問題の「一定の限

穀問題の意味を顚倒するということ、農業恐慌が

度」の存在、すなわちブルジョアジーとのあいだ

益々深化しつつあるという事」
、小岩井はこれら

に「妥協」と「紛糾」の微妙な関係の存在するこ

がいずれも根本的には「我国農業の特質、その半

とに言及する。農業恐慌から来る政治的爆発──

封建的な体制、構造とつらなっている」 と分析

農村問題の悪化・尖鋭化という政治的結果の解決

5）
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のためにも、また商品市場としての農村の購買力

岩井は、争議の原因が益々土地問題に移りつつあ

を枯渇させないためにも、米価吊上はブルジョア

ること──地主の土地所有移動、小作料問題にか

ジーにとって「僚友地主階級と妥協し譲歩しつつ

らむ土地引上等──との関連を指摘し反って争議

実に一石三鳥を果すための政策」であるとともに、

の深刻化を示すものとした。そしてこの中で関係

他方米価の騰貴による労働者生活費の増加に伴う

土地のうち畑地が絶対的にも漸増していることに

賃金への影響は工業生産品の低廉な生産費の維持

注目し、「繭恐慌から来る必然の勢」を示すもの

によって外国市場への進出をはかるブルジョアジ

とみた10）。

ーの堪えがたいところであろう。かくて、ブルジ

1935（昭和 10）年に入って米繭を始めとして

ョアジーは、
一部の投機業者・米商人を除いて「米

全面的に農産物価格の高騰を見た。しかし繭価の

価の統制」に積極性をもつが、それは「地主の顔

増収は、肥料をはじめとする農村必需工業品の価

を立てつつ自己の都合よき統制を確保したいか

格騰貴によって昨年前の生産費をはるかに割った

ら」である。こうして米価統制問題は、「内地地

価格を多少回復するに過ぎず、「焼石に水」とい

主と植民地地主との利害関係の外に、より根本的

う程度のものであった。繭を始めとする高価格

にはブルジョアジーのかかる経済的利害とのため

──増収は、中農以下の場合「借金に吸われてし

に今後も尚紛糾を見る」ものと考えられた8）。

まう」のがその真相とみられた。政府の農村経済

小岩井は、重大化した米穀問題の解決のために

更生政策の重要項目である負債整理（負債整理組

政府や議会が取り上げる「米価」を中心とする対

合法）も実効をあげることはできず、抵当の土地

策ではなくて、
「我国農業の半封建的なる体制に

が銀行の手に渡る地方（長野県）が紹介される。

対して……ものでなければならない。重大化した

さらに、負債総額の過半数を占める「金貸や商人」

農村問題の中心的表現である米穀問題は、かかる

からの借金は「最低で年一割、最高で三割位」（岩

意味の解決をこそ『根本的恒久的』なものとして

手県）、さらにはそれをはるかに上まわる「高利

要求している」と指摘する 。半封建的体制の変

という半封建的な怪物」が農村を横行する。借金

革をこそ必要としたのであった。

問題に加えて、商工業者と比べて不均等に重い農

9）

米に次ぐ重要農産物である繭恐慌は、世界恐慌

民に対する公租公課の負担がつけ加えられる。こ

に端を発し主要輸出産業である製糸業者による農

れに伴い個々の農家の破産とともに、農村財政の

村出身労働者（女工）の賃銀引下げ、繭の買い叩

破局、町村立小学校教員の俸給支払延滞町村の増

きという生産農家への打撃を招くものであった。

加など、破局を回復しえない実態が指摘される。

生産費を割った春繭の収入が租税・肥料代・借金

さらに、「栄養不良」「欠食児童」など家計の破綻

支払いの必要に迫られ飯米問題を逼迫させた。繭

の実状の数々11）。

生産は、多分に中農的性質をもっていたが、僅か

繭相場の騰貴が日の目を見る前に小岩井は、伝

な養蚕をもって生活補充とした圧倒的多数の貧農

えられる蚕糸対策、１．
「養蚕の専業化、偏重化の

にとりわけ深刻な打撃を与えた。政府米払下も現

緩和方策」２．
「蚕糸業全般への統制主義を一歩進

金を欠く貧農大衆には無縁であった。インフレ景

めること」──産繭処理法の制定による乾繭取引

気などの下で農産物の鋏状価格差も加わって農村

の強制──に論及し12）、すでに実現されている原

の窮状を悪化させ、養蚕地方などの裁判所に生繭

蚕糸国家管理に加えてこれらの政策による蚕糸業

差押、支払命令、債務調停等々の申立てが殺到し

への統制主義の強化への疑義を提起する。「けだ

た。恐慌の中争議総件数の増加を見た小作争議に

しブルジョア的な観点からしては当然のことであ

ついて、参加人員・関係地面積は反って減少（１

ろう。（……）けれども問題は何人の利益のため

件あたりの争議の規模の縮小）したが、これを小

の統制かということである。さなきだに大資本の
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もとに養蚕農家の隷属しつつある状態は、統制化

安を武器にして輸出貿易を永続化させる、すなわ

すればするほどすすめられるだろう。だが、二百

ち「ソシアル・ダンピングのより確実な基礎」を

余万の養蚕農家、その大半を占める零細経営にど

求め、拡張するブルジョアジーの意図と要求を指

12）

れだけの利益をもたらすかということである」 。

摘する。「換言すれば産業資本のための農村工業

比較的多くの肥料と蚕室など設備を必要とする

化」であると断定する。ここで工場の農村への持

養蚕農家は、貧農上層部分、中農、富農となるが、

込み、或いはその家内工業化のいずれにしても産

この外僅かな土地に米と桑を植えて養蚕をやる下

業資本家の衝動は全く農村の「低賃銀」であり、

層中農、小作農があり、養蚕時に日雇を稼ぐ貧農、

家内工業の再興は「スエッチング・システム（苦

農業労働者という異った階層が含まれる。恐慌は、

汁制度）」の大規模な復活への道を歩むであろう。

経営合理化や賃銀切下げなど切抜け策をはかる上

結果は、都市労働者の失業、都市労働者をも含む

層経営者と異って、下層は繭価の暴落に加えて日

一般労働賃銀の低下、さらには労働階級の賃銀低

雇労働の縮小、賃銀切下げ、半失業の状況に追い

下による国内市場の狭隘化と外国市場への依存と

込まれる。小岩井は、養蚕農家の階層のちがいに

いう悪循環を招かざるをえないと論じる。

よる恐慌の異った作用に言及するとともに、蚕糸

4

4

第二に、農村内部に農産加工の新たな工業を創

業の資本家が蚕の値段の買いたたきだけでなく、

始することについて、農村の余剰労働を利用し貨

特約組合など「大きな資本の手が近頃ぐんぐん農

幣収入を得たとしても、「産業資本（並びに金融

民の上に伸びている」ことに注目する。また政府

資本）の網は緻密に張りめぐらされ、その搾取の

の「農村救済」策が「一番苦しんでいる勤労農民

対象に陥いる危険」を指摘する。また、類似の都

──中農の下層や、貧農や、農業労働者」を救済

市工業との激烈な競争に加えて、市場関係におけ

する実際の政策をもたないことを告発する 。

る生産過剰の危険を警告する。すでに資本主義恐

13）

ところで農業恐慌が激化して農村が窮乏の底に

慌（工業）は農村恐慌とからみ合うことによって

おちた時期、小岩井は農村窮乏の打開策として唱

農村を襲っており、「今後これはより一層直接に

導された「農村の工業化」の方策について批判的

も無慈悲に農村をたたきつける事であろう。そし

検討を加えた。その一つは産業資本の側からする

て一切の過程が農村大衆をプロレタリアの地位に

農村への工業の持込みであり、商工省が支持する

おとしてゆくのである」15）。

方針であるとされ、今一つは「農村の中から工業

かくして農村工業化は農村大衆に当面仕事と賃

を育てあげようとする」農林省の拠るところであ

銀を与えるとしても、結局においては資本主義経

るとされる 。資本主義の農村への侵入、商品経

済自身の矛盾によって「それを無慈悲にゆすぶる

済化の過程で半封建的な零細農制の日本農業で

のだ」というのが小岩井の批判の結論であった。

は、農業からの工業の分離と同時に、生計補充の

小岩井の農村恐慌の分析は、日本農業の地主的土

ため賃労働の外に副業が奨励されてきた。農村工

地所有と半封建的零細農制という特質からその生

業化自体はしたがって新しいものでない。しかし、

産過剰が一般的な資本主義生産過剰ではなくて農

米につぐ農業の支柱であり副業形態の首座を占め

民大衆の飢餓と窮乏を基礎とする過剰生産である

てきた養蚕に望みがなくなった上、自作農創定、

と指摘したが、他方、生産過剰の生起する根拠は

増産奨励、自力更生、多角経営、自給化、救済土

資本主義の矛盾それ自体からのものであり、農業

木等々の打開策の破綻状態の中で、改めて見直さ

が資本主義に包囲され、蚕食され、その内部に漸

れ提起されたのが「農村工業化」であった。

次浸透されて「資本主義の一構成部門」となりつ

14）

小岩井は、批判点の第一に、この問題がとりあ
げられた背景に産業資本の立場から低賃銀と為替

つある現実を軽視しなかった、といえよう。
「都市・農村対立の解決者」1935 年『政界往来』
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１月号は小岩井の資本主義と農村問題について総

押し止めた儘に、その上に、その関係を踏台にし

括的理論的見地を明らかにした論評である。農村

て」発展した日本資本主義の特質がそれである。

恐慌による農村の惨状を軍需工業や為替安による

小岩井は、ここで法外な小作料が、資本主義地代

輸出振興などからインフレ景気がたたえられる都

とは性質を異にした「形態、実質ともに、封建的

市を対比し、この都市と農村との矛盾・対立を解

地代の残存と見られるもの」と性格づけることに

明しようとする。

よって、「高利地代・高利地価は、封建時代から

「都市による農村の搾取」──都市在住地主に

そのまま承け継がれたがゆえにかかるものとして

よる地代収奪、工業生産商品と農村生産物との間

現存するのではなく、旧き過小農的生産法の基礎

の鋏状価格差、農村金融・負債を通じての銀行に

のうえに新しく設定された私的土地所有の特殊の

よる支配、労働力人口の都市集中による農村の過

18）
とする労農派資本
発展の極限を代表するもの」

疎化、公租公課の不均衡、かくて富・財産・資本

主義論とのちがいを明確にする。そして、世界資

の都市集中──、政治の機関の都市への集中、さ

本主義の一環として日本資本主義が帝国主義の段

らには文化・娯楽・宗教等までもの都市への偏向

階に到った状況の下では、発展の不均衡・跛行性

集中、これら一切の過程を通じ都市と農村とは分

を一層激化させ、たとえば、工業生産品の独占価

離、隔絶し、深刻な矛盾を現出する。他面、都市

格と農産物の非統制経済的な低価格との間の鋏状

も農村もそれぞれ深刻な内部矛盾をかかえてお

価格差の必然的形成など、都市と農村の矛盾・対

り、その最大のものは階級対立の矛盾である。そ

立をさらに深刻さをもって出現させるとする。

4

4

4

4

4

4

4

してこれらを生みだすものこそ資本であり資本主

嘗て都市は進歩的・文明的意義をもって現われ

義である。農村から工業を分離し大部分を都市に

た。農村との調和、矛盾の止揚は差し迫った課題

集中する。富の集中、生産の集積、階級対立の激

であり、その客観的条件がそなわりつつあると指

化の本質的過程の結果にほかならない。
「之は資

摘される、二つの思想・運動が指摘される。一つ

本主義の必然的な法則である」 。

は、農本主義であり、都市、農村の矛盾の克服を

16）

小岩井はマルクス主義農業理論（レーニン、カ

「前資本主義時代へ、つまり過去へ、後方へ、押

ウツキー）に依拠しつつ資本主義が農業に進歩を

し戻してなそうとする様な気分と、あこがれとに

与えた（商品流通と近代的大経営の発展）ことを

より多く浸っている」もの、今一つは、
「資本主義の

承認する。
「日本の農業はまだ実はほんと に資本

中に改良的な適応を試みようとする傾向をより多

主義的な発展というところまではいっていない、

く示している」共同組合運動であった。さらに近

4

4

4

4

4

（……）けれども、資本主義が影響を与えている

年の農村の工業化の主張が紹介され、その主唱者

範囲内で、ある程度までの進歩をもたらしている

の中に産業ブルジョアジーの代弁者もあるが、共

という事実は何人も争うことが出来ないであろ

同組合運動の方面からつよい支持がよせられてい

う」
。ただ、同じ資本主義が他方農業発展（大経営

ることも注目されている。しかし、小岩井はこれ

の発展と拡大）を妨げる足枷ともなる。それは何よ

らの思想・運動・試みに対して懐疑的であった。

りも農業が地代という工業にない特別なものをも

小岩井は、これらの運動とは別の運動として、

つことに原因する。ここに都市と農村との対立が

「農村に於ける貧農大衆の運動と、それが都市のプ

資本主義の発展の上に必然的に生まれて来る17）。

ロレタリアートと結び、そのヘゲモニイのもとに

小岩井は、日本に於ける都市と農村の対立・矛

立ち上りつつある事実」を対置する。すでに東大新

盾を特別に深刻なものとしているものとして、一

人会の時代に到達した思想の再確認である。労農

般的な資本主義の発展の外に都市と農村の特殊な

同盟の前進によって解決の時が来ることに「確信」

関係を指摘する。
「農村を半封建的な生産関係に

をもちつつも、この時点ではまだ小岩井はこの運
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動に具体的展望を示しえないでいた。
「この運動は
どこへ進むだろう。事態はのっぴきならない。けれ

月号、130 頁。
４）
「農村恐慌」
をめぐるこの時期の小岩井の論評は、
「農
村の現状は斯く悲惨だ」
『中央公論』1934年９月号、

19）
。
ども解決はまだまだ先きに延ばされるだろう」

「米穀問題の基礎認識」『改造』1934年 11 月号、
「昭

1934 年の状況以後の小岩井の調査・研究活動

和十年の農村問題」『エコノミスト』1935年１月１

のテーマとなった農業問題の論述に見られる特徴
の一つは、その実証的な分析方法であろう。この
ことは特に恐慌に打ちのめされた農村・農民大衆
の惨状の分析・描写に著しい。小岩井は嘗て三重
県松阪での小作争議に日農顧問弁護士として加わ
り指導的役割を果したが、当時の機関紙『愛国新
聞』に「農民組合と調査」という一文を寄稿して
農民運動にとって調査の重要性を説いた。組合政
策の作成や農村改造の資料としても、要求の正当
性や当局や地主批判の根拠としても、小作調停法
の実施対策としても、各組合支部に調査部を設置

日、
「繭の問題と農民」
『労働雑誌』1935年６月号、
「今
年の農村」
『改造』1935年 10 月号等がある。
５）小岩井淨「米穀問題の基礎認識」前掲書、130頁。
６）同上、126頁。
７）小岩井淨「米穀政策とその批判」『協同組合運動』
1934年５月号、55〜57頁。
８）同上、57〜58頁。小岩井淨
「臨時議会と米の問題」
『行
動』1934年 12月号、63頁。
９）小岩井淨「米穀問題の基礎認識」前掲書、132頁。
10）小岩井淨「農村の現状は斯く悲惨だ」前掲書、本欄
187〜188頁。
11） 小岩井淨「今年の農村」前掲書、145〜147頁。
12）小岩井淨「昭和十年の農村問題」前掲書、56 頁。
ここで「養蚕の専業化、偏重化の緩和方策」とは、

して調査活動を重視することを訴えていた20）。小

蚕糸恐慌対策としての生産制限に寄与すること、養

岩井が農民運動の実践の中で培った手法がここで

蚕から他の農作に転換させ（あるいは多角的な経営

活かされていたといえよう。

に導き）恐慌などに対する農家の弾力性を養わせる
主旨であるとされる。また、乾繭取引は、当時繭取

今一つ、この時期の農業問題の分析に見られる

引が生繭でなされているために、販売等の関係で農

特徴として日本資本主義の講座派的分析、農村に
おける半封建的土地所有関係の残存とそれに結び

民の被る不利益を改善しようというものであった。
13）小岩井淨「繭の問題と農民」前掲書、30頁。

ついた日本資本主義の特質を理論的前提としつつ

14）農林省、商工省がこの工業化に乗り出し、農村工業

も、農業恐慌とその下での農民の惨状を生みだす

協会のような指導団体がこれに当り、長野県を始め
多くの地方庁、地方団体が熱心に研究指導を計るな

主動要因として資本主義の作用を強調している点

ど、工業化政策の助成がなされ、その運動がすすめ

を見ることができる。農村対策・恐慌対策として

られていたとされる。小岩井淨「“農村工業化” と

提起されていた諸方策も、ブルジョアジーのもの、
或いはブルジョア的改良の枠内のものとみられ
た。小岩井のこれに対する対策は労農同盟による
根本的解決の道であった。そして、総じてこの時
期の農業分析は、人民戦線運動を課題として取上

その批判」
『政界往来』1934年 11月号。
15）同上、44頁。
16）小岩井淨「都市・農村対立の解決者」『政界往来』
1935年１月号、50〜52頁。
17）同上、53頁。
18）猪俣津南雄「土地問題と封建遺制」『改造』1930年

げた時期1936年の小岩井の日本資本主義論「日

１月号、
『横断的左翼論と日本人民戦線』而立書房、

本農業と資本主義」
『改造』同年６月号の素材を

1974年、76〜77頁。

準備したものと見ることができよう。

19）小岩井淨「都市・農村対立の解決者」前掲書、55頁。
20）『愛知大学新聞

小岩井淨追悼特集号』80〜82頁。

「農民組合と調査」『愛国新聞』（1924年３月１日創
刊）第 23号、同年 10 月 28日。

註
２
１）小岩井淨『冬を凌ぐ』１〜２頁。

３ 『労働雑誌』と小岩井淨

２）細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、15 頁。
３）小岩井淨「米穀問題の基礎認識」『改造』1934年 11

1935 年３月、「小範囲執筆者の機関誌ではなく
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進歩的思潮に対して広範な包容性をもつ」「進歩

という広い局面にまで視野をひろげる。ここでは

的綜合雑誌」として『社会評論』がナウカ社から

国家資本主義を標榜した日本労働同盟が関西で総

刊行された。
小岩井はこの創刊号のために論評「無

同盟へ関東で全国労働へ合同した（1934 年 11 月）

産者運動の新状勢─新たな昂揚の諸傾向─」を寄

事例、関西労働組合総連盟と全国労働との合同（同

せた。満州事変によってひきおこされたファシズ

年７月）が指摘され、さらに「早急に実現し得よ

ムの波が労働、農民運動にまで浸透し全体として

うとは思わない」との注釈をつけながらも、総同

無産者運動が一歩も二歩も後退せざるをえない状

盟・全国労働・総連合（何れも日本労働組合会議

況の中で、逼迫した社会状勢と生活難に直面して

加盟）の間の「合同への気運」が起りつつあると

労働運動、農民運動の中に「後退を踏みこたえ」

の「事実」もつけ加えられている。また、アナ系

攻勢へ転じる「第一歩として」
、統一戦線の気運

組合の日本労働組合自由連合協議会と全国労働組

が胎動している事実が注目されていた。

合自由連合会の統一（同年３月）、従来日本主義

日本では労働運動が「若い」ということ、繊維

に走っていた組織などを結集した逓信従業員連盟

産業の婦人労働者を始めとして一般に労働者が大

の結成（同年11 月）までが言及されている。小

部分農村から供給されること、日本資本主義の構

岩井は、組合会議系の諸組合の幹部に労資協調主

造的特質──半封建的農業生産によって制約され

義が強まる傾向があること、合同統一の動きの中

たブルジョア民主主義の不徹底、大衆の政治的無

に幹部同士の不純な動機やかけ引きの存在を認め

権利状態、労働者階級の若干の部分が景気に恵ま

ながらも、社会情勢の逼迫と生活難の前に、労働

れる半面、大部分が窮乏と不安にさらされている

者大衆の「攻勢への第一歩として」の統一戦線へ

不均等状態、こういった無産者運動の不振を招来

の要望が厳然として存在する事実を強調したので

する「物質的根拠」をあげながらも、小岩井は、

あった。

繁栄に恵まれていると見られる部分にさえ労働強

農民組合戦線については、全国農民組合の小作

化など幾多の不満をもつと見て、その生活を守る

法獲得、食糧１カ年分差押禁止法案等の運動での

べき「必然性」を指摘し、無産者運動が再び「前

全国農民代表者会議（東京、１月 18 日）への全

進に向う可く姿勢をとり直しつつある」事実を指

国会議派系の兵庫県連・三重県連・茨城県連など

摘した。労働争議・小作争議の統計的変動の検討

の参加に注目し、「全国代表者会議の成功は、全

の中に「微光の如きわずかな現象」ではあるが「攻

会系の連合会との共同戦線の成立として何よりも

勢への姿勢」を認めたのであった。

深い意味をもった」と評価した。全会派兵庫県連

労農運動の「攻勢へ」の転換に一層の確信を与

は 1934 年秋に統一戦線の立場から全国農民団体

えたのは労働組合運動における戦線統一の機運で

懇話会を提唱していたが、１月 27 日にその第一

あった。小岩井は、まず第一に日本労働組合全国

回が開催され成功裡に終ったという私信を小岩井

評議会（全評）の結成（1934 年11 月 18 日）を挙げ、

は入手した。この会合には全農総本部としては参

日本労働組合総評議会、全労統一全国会議、江東

加しなかった（予想通り）が、全会系から総本部

地方従業員組合協議会等 12 団体 58 組合を結集し

に合同していた奈良、京都、大阪等の地方の代表

たこの合法左翼組合の統合を「その出現それ自体

者のほか北日本農民組合や二、三の小作人団体が

が労働者大衆の統一戦線に対する強い要求の一成

参加した。これらの動きを農民団体も統一へ向っ

果」と評価した。その他、大阪市電気局内の電車、

て「攻勢への準備をすすめている」ものと見た。

電燈、車輌工場等３組合の統一運動、映画演劇従
業員組合における統一運動が指摘される。

政治戦線の分野では社会大衆党第３回全国大会
（１月 20 日〜22 日）で三つの問題が指摘された。

小岩井は戦線統一の問題をさらに組合間の合同

１．軍部パンフレット問題をめぐっての一部幹部
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と旧労農派及び社民派代議員との対立、２．全国

党第３回大会で広汎な農民層獲得の新運動方針と

債利子２ケ年間支払停止に関する国民的請願運動

して提起され可決された。それに闘争目標として

の決議、３．農民闘争の組織としての「農村政治

金融ブルジョアジーを対象に貧農・中農・小地主

同盟」の運動方針。この中で第２の国債利子支払

までも含む広汎な農民大衆の同盟体の結成を主張

停止の請願運動について、当時の社会情勢のもと

するものであった。方針は、講座派的見解を「極

で意味深いもの、
「戦術的技術的考慮」によって

左農業理論」として、一、「日本の貴族、官僚は

は有効な闘争を捲き起すことのできるものと評価

完全に資本家化している」、イデオロギーとして

したが、他方「ファシズム運動への道もそこに開

封建的残存の色彩濃厚であり身分的には封建的残

かれている」との疑念を表明して、この点での社

存物であるが、経済的基礎はブルジョアジーであ

大党の動向の問題性を指摘した。また、第３の農

る。二、三略、四、「大地主は今や完全に資本家

村政治同盟の問題では、
「農民闘争の目標は金融

化し、資本家的地主として、金融資本の一部を形

資本家である」という「戦略的な根本方針」にお

成している。地方銀行、信用組合、その他を通じ

いて「一つの重大問題を投じている」としてこれ

て金融資本の農村搾取の媒介体をなしている」。

について「深く検討してみたい」との意向を表明

五、小地主は小作人と対立するも、借金・税金そ

した。

の他においては金融資本に対立する。従って大地

社大党第３回大会では旧労農派を中心とする豊

主と小地主との経済的基礎は異る。六、七略、八、

多摩支部などのグループによる麻生書記長の「陸

「以上の論点よりして、日本の地主は独立せる政

軍パンフレット」の評価に対する批判が展開され

治的勢力ではない」。九、貧農階級が耕作権の確

たが、党指導部は、「陸軍の国防強化に関するパ

立や土地問題の解決に当り、「反対勢力は地主の

ンフレット」は資本主義そのものも批判したもの

みでなく、地主の背後にある勧業銀行その他の金

であり、軍部パンフレットを仲介として在郷軍人

融資本である、従って小作人の基本的対立物は地

会・青年団・産業組合の陣営に進出、反資本主義

主とブロックする金融資本である」。十、
「従って、

勢力の拡大、党の拡大強化を図るなど軍部思想の

金融資本の犠牲なくしては、貧農の利益は断じて

支持・利用の見解を、無産者の党としての解放運

伸張されない」、等の論点を対置した。こうして

動を展開するための工作の一態様に外ならぬとお

資本家的地主と結合せる金融ブルジョアジーに対

し通した1）。第２の全国債利子２ヶ年支払停止要

抗して「貧農の優位的勢力を核心とする中農との

求については、膨大な国債総額の累積と支払利子

広汎なる政治的同盟」を提唱し3）、この組織の対

の増大は金融恐慌以降の金融資本財閥救済策の結

金融資本戦の「経済的社会的根拠」として、産業

果であり、軍事費増大による資本家階級の増税の

組合・農事実行組合・負債整理組合さらに在郷軍

回避策によるものであるとし、こうした国債の大

人団・青年団への積極的進出による全農村経済組

銀行集中は金融ブルジョアジーの国家財政支配の

織への影響の浸透を説いた4）。

確立の表徴であるとされた。そして、財政不均衡

小岩井はこの社大党大会について、社大党が左

の打開策として郵便、鉄道運賃、煙草、塩等の値

翼から社会ファシズムと批判されている問題との

上げ、一般的消費税の増税等一般大衆に犠牲を強

「関連に於いて考えられねばならぬ点」が少なく

要するものとして、金融資本の不労所得たる国債

ないと指摘した。同時に他方で社大党の運動が「最

利子の支払を停止し、国民大衆負担の徹底的軽減

近積極性をもちつつある」ことを示すところがあ

を計るとするものであった 。

ったとして、その「積極性なるものの方向」を注

2）

「農村政治同盟」は始め新潟県の社大党および
全農県連の提唱によって論議されていたが、社大

視しなければならないとの評言をつけ加えた5）。
「攻勢への第一歩」としての労働運動・農民運
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動の統一戦線への胎動は 1935 年、36 年を通じて

で成立する事態が生みだされた。全評の全労加盟

急速に発展し小岩井の評価の適格さを証明した

を通じての合同参加は、総同盟の反対によって実

が、その速さは小岩井の予想をはるかに上まわる

現することはなかったが、組合幹部による折衝を

ものであった 。1935 年４月の大阪港南地方の職

通じての合同方式であり、全評結成時の「下から

場組合員の自主的な合同運動は、その目標とする

の統一」路線の根本的修正であった10）。

6）

全国的な労働戦線統一へむけての総同盟、全国労

1931 年全国農民組合右派幹部による左派の排

働だけでなく全評、交通労働総連盟、東京市従、

除と全国労農大衆党支持の強制によって共産党の

東京交通などの合法左翼組合をまきこんでの合同

指導協力の下に全農全国会議派が組織されて分裂

運動にまで発展した。小岩井は無産者運動の動向

に陥っていた農民戦線でも、1934 年に入って戦

を紹介する中で、非合法運動（共産党・全協の活

線統一の動きが胎動していた。1934 年３月近畿

動）については徹底的弾圧によって弱体化してお

地方の総本部派と全国会議派の各府県連合会のあ

り、その状態は不明であり、また報道の自由を持

いだに政治的意見について「固執せざること」を

たないとして言及をしなかった。しかし、戦線統

申合せ、統一について基本的諒解が成立「上から

一運動の発端となった大阪港南地方全国労働・総

の合同」が決議された（「近畿地方農民団体統一

同盟合同促進協議会の結成の原動力となりまた指

協議会」）。これに対して全国会議派常任全国委員

導的役割を果したのは、共産党中央のセクト主義

会は、部落よりの「下からの戦線統一」こそ全会

を批判して結成された「多数派」に加担した関西

派の歴史的使命であるとし、協議会の「上からの

地方委員会の共産主義者たちであった7）。共産主

戦線統一」を部落単位の「下からの戦線統一」の

義者たちの活動は、各地で無産戦線統一や 1936

ために正しく指導すべきとする「全農戦線統一」

年には人民戦線結成にむけて重要な役割を果し

のための新運動方針を発表したが、これらの動き

た。

は全農反対派の抵抗もあって大きく進展すること

ところで全評が推進しようとした戦線統一の事

はなく、３月の全農大会では大阪・奈良の２連会

業は「階級的労働組合の大衆と右翼組合の大衆」

の復帰の承認にとどまった11）。しかし、その後地

が共同闘争を通じて結合し、改良主義組合幹部の

方的統一は京都・栃木・千葉・北海道等の各府県

「分裂主義を粉砕する」ことによって達成される

連合会の合同を実現、京都・栃木の正式復帰が認

「下からの統一の事業」を目指すものであった8）。

められたが、1935 年に入って４月の全農大会に

日本海員組合・総同盟・全国労働・総連合・海員

おいて三重・埼玉・北海道の３連合会が復帰し、

協会・港湾連盟・官業総同盟・総連盟が改良主義

つづいて８月の全農中央委員会での大阪府連によ

組合として名指しされ、その幹部は「事実上ブル

る全会派兵庫県連の復帰承認動議の提出によって

ジョアジーの手先き」であり、
「労働者陣営の内

その復帰が実現した。残る唯一の全会派福佐連合

部に於て（……）共同戦線を破壊すること」を最

会の復帰も時日の問題とみられるに至った12）。

大の使命とするとして「社会ファシスト」と烙印

1935 年４月創刊された『労働雑誌』はこのよ

（全評結成大会『運動方針大綱』）。しかし、
された9）

うな戦線統一運動の流れの中で生みだされたもの

1935 年４月以降の総同盟・全労に交総・東京市

であり、また、その後の統一運動の発展、さらに

従・東交・全評など左翼組合をまき込んだ合同協

翌年の反ファッショ人民戦線運動の形成に大きな

議では、総同盟の全評拒否の態度への対策として

役割を果したのであった。

全評を全労に加盟させ、全労は総同盟に対して交

労働者を対象とする新雑誌を発行する企画は、

総および東京市従を含めた全的合同を主張すると

当初、全評結成へ向けて準備をすすめていた全労

の約束が東京市従・交総・全評・全労の幹部の間

統一会議委員長の加藤勘十や高野実と、関東消費
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組合連盟で活動していたが追放された共産主義者

議」支持活動に参加した加藤勘十や鈴木茂三郎を

柳田春夫、松本健二らが相談会を開いたのが発端

「社会ファシスト」呼ばわりをして「平和主義や

とされる13）。加藤や高野は労働戦線の統一の運動

日和見主義の毒素」をふりまいて「革命的反戦闘

の視点のほかに1933 年８月アンリ・バルビュス

争を裏切ろうとしている」18）と攻撃するなど、極

らの提唱による「上海極東反戦会議」を支持する

左セクト的偏向をひきずっていたこと、他方で、

「極東平和友の会」の設立運動に参画しており信

合法左翼組合が全評を結成するに当って「新同盟

条、党派を超えた統一運動を経験していた。『労

の性質」について「ファッショ並に社会ファッシ

働雑誌』発行の中心的推進者となった内野壯児に

ョと闘う組合たること」と並んで「組織内外のウ

は柳田、高野らから話があり、刊行資金調達の必

ルトラ的傾向と戦う組合たること」をかかげ19）、

要から編集者の役割をもとめられた14）。内野は嘗

全評結成大会での「運動方針大綱」の中では「極

て関東金属労組を除名後全協刷新同盟に加わり全

左的傾向に対する闘争が不充分だった」点を過去

協のセクト的偏向批判の立場をとったが、刷新同

に犯した誤謬としてあげ「全協あたりのまちがっ

盟解散後全協日本金属労組のオルグとして活動中

た政策に対して、断乎闘争することを躊躇してい

検挙され、４カ月の拘留の後起訴留保となって釈

た」点を批判するなど20）、共産党・全協の極左的

放されたばかりであった。共産党も全協も壊滅状

セクト的方針と一線を画す姿勢を明らかにしてい

態の中で「残されている合法性を利用して大衆と

たこと、このような状況にどのように対応するか

の結合をはかる」との観点から、超党派的大衆的

という点こそ小岩井にとって大きな課題であった

啓蒙雑誌の発行の計画は支持する価値ありとし

筈である。小岩井は『社会評論』創刊号に載せた

て、内野は熟慮を重ねた結果、申出を受諾したと

評論「無産者運動の新状勢」（２月２日脱稿）で

回想している 。

全評結成に関連して、「全評」が「どこまで強力

15）

小岩井が『労働雑誌』の発起人に名を連ねるこ

に闘ってゆくであろうかは、総じて今後の問題で

とになったのは内野の推挙によるものであった。

あるが、ともかくその出現それ自体が労働者大衆

内野によれば、雑誌の有力な基礎となったのは全

の統一戦線に対する強い要求の一成果として注目

評と東交でありそれへの直接売込みであったた

されるべき」と書いたが、この評価こそ『労働雑

め、加藤、高野の発言力が大きくなるのは避けら

誌』発起人を承諾する動機の一つであったと推測

れないが、加藤に対抗できる有力な人物を入れる

できよう。

必要ありとして、内野と柳田が当時梅ケ丘の親類

発起人にはさらに全農委員長であり社大党代議

の家に仮寓していた小岩井を訪ねて発起人となっ

士であった杉山元治郎が加えられた。これは、発

て貰うことを依頼した。これに対して小岩井は「し

起人が小岩井、加藤だけでは左翼的色彩が濃厚で

ばらく考えさせてくれ」と即答をしなかったが一

あるため「もっと穏健とみられる人が必要」とさ

週間後内野に承諾の返事をしたという 。

れたからであった。小岩井と内野が衆議院を訪れ

16）

小岩井が柳田と内野の依頼に即答しなかった理
由についてねず・まさしは、小岩井が刷新同盟反

杉山に面会し、小岩井の説明を聞いて杉山は「ち
ょっと考えた末」承諾した21）。

対であったので、この雑誌が刷同系の雑誌となり

第１回準備会（1934 年暮か35 年初頭）に出席

共産党に対立するものになることをおそれたため

し た の は、 加 藤、 高 野、 そ れ に 関 消 連 に い て

と書いている 。しかし、全協刷新同盟はコミン

1932 年「米よこせ運動」のあと関消連を追放さ

テルンの批判をうけて解散し、その後内野は全協

れた柳田、松本健二、佐和慶太郎の３名と、国吉

系組合に復帰していた。むしろ、問題は、共産党

真澄、内野であった。このように雑誌創刊の推進

が「極東平和友の会」に参画し「上海極東反戦会

力は合法左翼組合の指導者と日消連にいた共産主

17）
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義者の同盟でこれに内野が加わったのであっ

れた。発起人は創刊後は顧問となって活動を指導

22）

た 。

するという役割になったが、創刊号では杉山は時

編集発行責任者には当初内野にとの声もあった

事解説「第65 議会をめぐって」、加藤は同じく時

が、内野の固辞により高野の紹介した妹尾義郎が

事解説「臨時工の問題」を書いた。小岩井は労働

ひきうけた。妹尾は、新興仏教青年同盟の委員長

講座「食料差押禁止法案の対立」を載せた。この

で東北飢餓救済運動や反戦反ファッショ運動への

テーマは小岩井の『労働雑誌』に対する期待を表

参加を通じて高野と周知の関係にあった。妹尾は

わしているといえよう。小岩井はここで全国農民

また資金づくりにも協力した。編集は内野ともと

組合の総本部や全国会議系の連合会が共同闘争に

関消連の活動家であった鈴木幸雄があたり、関消

よって法案の獲得運動を起していることを指摘

連を追放後雑誌社に勤めていた佐和慶太郎や松本

し、貧農を主体とする農民組合が先に立って中農

健二、
『実業之世界』の編集長であった江頭尚ら

を始め農民大衆と一緒になって法案獲得のために

が援助の手をさしのべた。鈴木が数カ月後辞任し

立ちあがっている、という運動の統一戦線的性格

た後は佐和が編集部員となった。

を説明する。他方で、この要求をめぐって「中農」

２月９日新宿白十字で開かれた創刊発表懇談会

層を味方にひき入れようとしてファッショ団体や

には発起人・編集者をはじめ、進歩的文学者、婦

政友会とか国民同盟あたりの代議士が議会に法案

人運動家、進歩的弁護士、東交、全評、日消連、

を出す動きを紹介し、「それぞれの魂胆やからく

全日映、市従など労働団体代表者等 70 名余を集

り」を見破らねばならないと警告する。こうして

め盛況の催しとなった。主催者は雑誌の性格につ

飯米保証、飯米差押絶対反対の農民組合の闘いの

いて「労働者にわかり易く社会的諸現象を科学的

「ほんとの要求」と、「ごまかしの手段」との対立

忠実さを以て説明する純然たる啓蒙雑誌で、一党

を明らかにしようとした25）。ここでは、農民戦線

一派に偏した政治的主張を有せぬこと、すべての

における統一運動の評価とともに、そこでのファ

労働者が一冊を持つように大衆的なものにするこ

ッショ勢力との対決の課題とその焦点として中農

と」との趣旨を挨拶のなかで述べたが 、出席者

層の問題が視野に把えられていた。この点で、自

の多彩な顔ぶれ24）はそれにふさわしいものであっ

由主義者、ファシズム擁護論者や一部労農派理論

た。
『労働雑誌』のこのような性格については、

家26）などの支持を得ていたファシズム = 小ブル

創刊号の編集後記で「“大衆の知識と娯楽”、これ

ジョア運動論との異った見地を示すとともに、そ

が『労働雑誌』のスローガンだ。四分五裂の労働

の後の人民戦線論への展開の可能性を暗示するも

者農民運動の中で、一つの立場を特に主張したり、

のと言えよう。

23）

4

4

4

4

指導理論を与えたりするようなことは、本誌では

『労働雑誌』には政治、財政、労農運動など解

やらない。大衆諸君の手で作られるものだから」

説や評論に多くの著名な評論家27）が執筆した。ま

と改めて確認し、さらに、編集者が素人のせいで

た各地の争議の報告、職場問題、労働者の日常要

面白い読物ももっと載せるつもりが果たせなかっ

求や投書など労働者に密着した記事を載せた。農

た、次号からは「みんなが本当に昼飯夕飯後の一

民問題も 1935 年10 月号では農村特輯号が組まれ

服に、寝そべって愉快に読める様な、面白い話も

た。国際問題ではフランス、スペイン、中南米な

沢山載せます」と予告して、
「労働者のキング（講

どの人民戦線をはじめドイツ、ソ連などの海外事

談社発行の大衆娯楽雑誌）
」と称されたような大

情を解説した。小岩井もまた「フランをめぐる妖

衆的性格の雑誌をアピールした。

雲と各国政局の危機」（1935 年７月号）でフラン

『労働雑誌』の執筆は一流の評論家・小説家・
画家・漫画家が協力し、すべて原稿料なしで行わ

ス、イギリス、イタリーの政治事情を解説した。
人民戦線についてはとくにねず・まさしの執筆に
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よるパンフレット『フランスのファッショと人民
戦線』が編集部執筆の名で配布された（1936 年
７月）
。

うけもつようになった34）。
大阪港南地区の全労、総同盟合同運動につづい
て大阪地方無産団体協議会を結成して「全線的労

雑誌の発行部数は最初3,000 でその半数は全

働団体の統一」「反ファッショ」運動を展開した

評・東交・東京市従など労働組合員への直接販売

大阪は、運動の前進とともに読者数を増加させた

で、
残り半数が書店を通じての一般販売であった。

典型であった。1936 年１月小岩井は帰阪して川

その後労農戦線の統一運動の前進につれて増大し

上貫一を支局長として労働雑誌関西支局を設置し

36 年秋には6,300〜7,000 部に達した。大阪の関西

た。川上貫一は1932 年大阪府の社会事業主事で

支局をはじめ神戸・名古屋・京浜・九州などに支

役人生活を送っていた頃共産党入党申込書を提出

局がおかれ、各地で読者グループができて労組、

したが許可を得られないまま、翌 33 年２月以降

農民組合など組織の手段となった。官憲情報によ

の共産党関係の大弾圧のさいに検挙され、1934

れば、全国に62 名の販売責任者がおかれ（東京

年５月執行猶予で出獄したのち、市電今里車庫の

のみ25）
、また米国にも 160 部、ヴァンクーヴァ

労働者と労農救援会がむすびついてつくっていた

ーに50 部宛が配布されたとする 。この米国へ

東成無産者診療所にいて講習会をひらいたり、医

の配布は、35 年夏全評の加藤勘十が米国の失業

療雑誌を刊行したりしていた35）。なお、小岩井が

保険救済労働委員会に招待されて訪米した際に土

モップル事件で入獄したさい、川上は小岩井の妻

産に持参したのがきっかけで、その後太平洋岸の

貞子を東淀川区十三の医院に就職を斡旋し家族の

日本人労働者に読まれたという29）。なお、この加

生活を援助した経緯があった36）。

28）

藤の訪米のさい野坂参三と懇談する機会があり、

当時川上はフランスの人民戦線の経験などを読

国際情勢や反ファッショ人民戦線について意見を

んで諸党派の結集の必要性と組合戦線の統一をわ

交換し合ったとされる30）。

が国でも実現しなければならないと痛感していた

各地方や工場で『労働雑誌』の読者グループの

が、『労働雑誌』の創刊を得て、上京して自ら大

中心となって活動した人物 の中には、野坂が『国

阪での責任者の任を申し出たという。関西支局を

際通信』など海外出版物の持込みを通じて推進し

設置した川上は労働運動の最右翼である総同盟に

た労線統一・反ファッショ人民戦線の方針に沿っ

くいこむことがもっとも大切であると考え、事務

て活動した共産主義者たちも含まれていた。神戸

所を木津川地区のビルにおいて総同盟の労働者に

での責任者とされる奥田宗太郎は、神戸の全評評

はたらきかける基盤をつくった。関西支局をつく

議会内のグループによる神戸の全評・全農・市電

る足場となったのは東成無産者診療所であり、
『労

３団体の社大党支持・加盟運動を通じての反ファ

働雑誌』を応援してくれたのは大交今里支部など

ッショ戦線確立の運動で重要な役割を果し、のち

であった。支局員として岩間光男と長壁民之助が

に逮捕、
「党目的遂行」で有罪とされた 。名古

いたが、岩間は早くから共産主義運動に入った青

屋の共産党員石川友衛門は、名古屋合同労働組合

年で四・一六事件（1929 年）で検挙されたが少

の結成に指導的役割を果したが、中部地方の労働

年であるため放免された経歴があった。のちに戦

戦線統一運動や反ファッショ戦線の立場からの社

争で行方不明となり消息を絶った。大阪木材組合

大党門戸解放の運動にも貢献した33）。石川もまた

の執行委員であった長壁も同じく治安維持法違反

のちに逮捕、同様の罪名で有罪とされた。京浜地

で検挙懲役６年の判決を経験していた37）。支局は

方では共産主義者春日正一が『労働雑誌』をひろ

『労働雑誌関西支局ニュース』を発行し読者会を

める運動をはじめ、朝鮮人関係・横浜地方・鶴見

開いた。官憲資料によれば 1936 年12 月末現在「サ

とあわせて100 部以上の読者を得、春日が支局を

ークル人員数千人」と記録された。また、「市電

31）

32）
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友の会」
「全評友の会」
「労救友の会」
「労働学校

紹介した43）。翌月 12 月号は『戦線統一特輯号』

友の会」が組織されていた38）。市電従は築港支部

を組んだが翌年 36 年２月号は『ファッショ特輯

だけでも毎号50 人から 100 人の読者がいたと言わ

号』として発行された。36 年８月号に掲載され

れ、中には１派出所巡査は小岩井宅をしばしば訪

た無署名論文「労農政治戦線は現在どう動いてい

ねて『労働雑誌』を入手し管轄区域の朝鮮人に配

るか？」は「人民戦線の声がひびき渡る中にその

布して免職になるなどの例もあったという39）。な

中軸とも言うべき労働者農民の政治的統一戦線は

お、小岩井は1936 年９月弁護士資格を回復し北

燎原の火の如く発展してゆく」として２月選挙の

区梅ケ枝町のビルに法律事務所を再開して大阪で

勝利以後の運動を描写したが、これは編集部の社

活動を本格化していた。

大党を中心とする反ファッショ戦線の統一を追求

反ファッショ戦線の問題について、川上貫一は

する立場を鮮明にしたものであった。論文は、全

コミンテルン第７回大会の方針を日本に具体化し

国に亙る社大党県連の結成・復活・入党・支持運

た文書「日本の共産主義者へのてがみ」が軍部・

動の進展をあげ、この動きが農民によって率先さ

反動・戦争に反対する統一運動をよびかけていた

れたことの意義を指摘し、これに組合会議参加組

ことを「共産党員でなかった私は、そういうこと

合員大衆の政治的覚醒が加わったことに注目し

を知らなかった。ただ私なりの考え方で、統一を

た。これに対して左翼派が労農無産協議会の政治

「日本
めざしていたのであった」 と書いている。

結社届、個人加盟による新党としての再組織化に

の共産主義者へのてがみ」は岡野（野坂参三）、

伴い、政党化を推進した全評・東交・社大党杉並

田中（山本懸蔵）の名で『国際通信』1936 年５

淀橋支部の社大党除名党員による城西政治クラブ

月号に掲載されたもので、『コミュニスト・イン

に対する反対派組合、団体の対立、さらに全評・

ターナショナル』36 年２月号からの転載であっ

東交内での労協政党化をめぐる内紛、東京以外で

た。
野坂らによってアメリカから送られてきた『国

の全評その他左派組合の社大党加盟・参加運動な

際通信』や『太平洋労働者』などの非合法出版物

どを概観し、結局、全国的形勢は社大党支持、門

は労働雑誌社が発足するとすぐ送られてきて編集

戸解放の要求へと向っている、と特徴づけた。労

部の内野は、送付されてきた『国際通信』を労働

働者の間にある社大党の階級性に対する疑惑・不

雑誌社の事務所で綴り込みをつくり、来社者に閲

信がこのような躊躇・逡巡を生みだした大きな原

覧させていた41）という。川上は『労働雑誌』1936

因であるにせよ、反ファッショ政治統一戦線、農

年７月号に「青年労働者の社会的地位」
、同９月

民との提携への要求が社大党の支持へ労働組合を

号に「広田内閣の“庶政一新”とはどんな政治か？」

結集させつつある、というのであった。こうして

を書いたが、いずれも反ファッショのたたかいに

「社大党が文字通り、労働者農民の当面共通の利

寄与することを意図したものであったと回想して

益を擁護する大衆政党となるということは、日本

いる 。

で人民戦線の問題が現実のものとなる第一歩であ

40）

42）

コミンテルン第７回大会（1935 年７月〜８月）

る」と結論づけた44）。なお、『労働雑誌』36 年５

がそれまでの社会ファシズム論を清算して人民戦

月号は、総選挙後における社大党支部の結成、再

線方針へ転換したことは、同年９月２日付『社会

組織や組合の支持など社大党の急速な発展につい

運動通信』の記事が報道していた。この『社会運

て、「最も注目さるべきことは、現在の社大党が

動通信』の記事を資料として内野は『労働雑誌』

必ずしも労働者農民の絶対的信頼を得ているから

11月号に「コミンテルン第７回大会とその動き」

ではなくて、反ファッショ統一闘争を最も有効に、

と題して、大会の模様、日本代表の発言、スペイ

最も効果的に行わんとする気運が、大衆の中に湧

ン代表演説、大会決議、ディミトロフ報告などを

き起って来たからであるということである」と報
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じていた45）
（日本社会運動月報）。労農無産協議会

内にあって反ファッショの立場をとろうとする労

は７月３日全評・東交・城西政治クラブの幹部を

働者農民を困難ならしめ、社大党大衆との共同闘

中心に社大党を排除された左翼勢力を組織し、人

争への障害となるというのであった。

民戦線の推進力たらんことを標榜して発足したば

労農協議会の幹部による新党結成への動きは、

かりの政党組織であり、将来社大党が門戸開放す

すでに『国際通信』36 年４月刊「新党樹立を排せ」

る場合は社大党と合同の意志ありとしながら、当

（Ｒ生）によって批判されていた。新党樹立の提

面社大党を支持、加盟を推進することによって戦

案は、社大党内の「優秀な指導者、戦闘的党員達」

線統一を強化しようとする左翼組合・団体との対

を社大党という大衆団体から孤立させ、ファシス

立を深めていた。
『労働雑誌』８月号の労農政治

ト幹部に全党の統率を委ねることになる。また新

戦線についての論評が、社大党支持と並列して門

党をめぐり社大党外諸派の新たな分裂を生みだし

戸開放を全国的形勢を示すものとして言及したの

グループ間のいがみ合いに勢力が浪費される、何

は、編集方針の党派にとらわれない統一の立場を

よりもファシスト軍部に対する大衆の統一戦線運

維持しつつ社大党を中心とする反ファッショ勢力

動を傷つける等が主張された。社大党内の「真シ

の結集方針を明らかにしようとしたとみてよいで

なせい力」を動員し反動的幹部をうちまかして社

あろう。

大党を社会主義、ファシズムに反対する統一戦線

これより先、労働雑誌編集責任者の内野壯児は

の側に獲得することこそ、戦闘的分子の義務であ

46）

で『時局新聞』36 年６

るというのであった48）。同じく『国際通信』（36

月 15日付に「労農協議会と人民戦線──社大党

年８月２日付）「労農無産協議会と社大党への加

に対する認識と態度──」と題する一文を投稿し

盟問題」中山眞一（野坂参三）は「協議会の政党

ていた。ここで内野は、社大党について、一部最

化は統一戦線をさまたげる」との主張を再論した。

高幹部がファッショ的傾向をもつにもかかわらず

ここでは北川一明（内野）が社大党を反ファッシ

多くの幹部殊に中堅・下層幹部が反ファッショ闘

ョ人民戦線の中軸と位置づける根拠とした社大党

争に積極性を示して来たこと、その党員支持者は

の構造的特質すなわちその大衆的組合党的性格、

組織労働者組織農民の大多数を占めていること、

分権的協議会的性格、政治的多様性をさらに詳細

多くの大衆が唯一の無産政党としてその旗の下に

に展開していた49）。川上貫一もまた労農無産協議

集まろうとしていること、官僚主義的傾向が強い

会が政党化を決定した直後『時局新聞』36 年７

が、地方分権的で統制力は微弱であること、等を

月６日付に社大党を中枢とする反ファッショ統一

指摘し、ここから社大党はファッショ勢力は長期

戦線を呼びかける論文を発表した。「ファシズム

に亙って支配しえず、必ず反ファッショ闘争の重

の進行と “戦線統一” の急務──全国の勤労大衆

大勢力たり得ると結論づけた。社大党に入党しよ

諸君に訴う──」は『時局新聞』第１面の全面を

うとする目標は、社大党を広汎な反ファッショ人

飾ったが、この中で労農無産協議会について「徒

民戦線の中軸とするべく努力することとされた。

らに口先だけの社大党との提携云々によって一時

社大党の一部幹部のファッショ的政策と行動に対

の御茶を濁していてはならぬ」と批判し、社大党

しては、これに対する具体的批判とともにこの批

の大衆と提携、合流するために社大党および組合

判を社大党大衆に納得させるために社大党内外の

会議への即時合同の提唱、そのための闘争を呼び

大衆間の共同闘争が基本的条件となるとし、この

かけた。

北川一明のペンネーム

立場から、労農無産協議会の結社届 （５月４日）
47）

内野は戦後共産党に入党したが、後になって『労

が「新党結成への方向をとるが如き印象」を与え

働雑誌』をめぐる座談会の中で共産主義運動との

たことを「誤謬」であると断じた。それは社大党

関係について発言している。それによれば、『労
37

◦ 1587 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学史研究（第３号、2009 年）

働雑誌』がコミンテルン第７回大会の記事をだし

て否定しつつも、この頃もと東交活動家の原田三

た 35年の暮の頃になって大会のおおよその輪郭

友と「党再建を目標にしてその一歩となるような

がわかってきた──プロレタリア統一戦線だけで

グループ」の必要を相談したことがあり、これを

はなくはるかに広汎な階層を含む人民戦線という

原田が誤解して内野が「党中央の指令で動いてい

こと、もう一つ社会民主主義政党との上からの協

る」との言動をまきちらしたという。ただ、内野

定という問題がはっきりしたのは35 年末から翌

は『労働雑誌』と党との関係は否定しつつも、人

。内野は労農無産協

民戦線運動そのものは共産党の必要性という問題

議会反対の方針には『国際通信』とくに「日本の

にいたるところでぶつかると主張して思想的一貫

共産主義者へのてがみ」の影響が強かったことを

性を崩していない53）。なお内野は、36 年４月に

認めている51）。しかし座談会では、36 年２月選

小岩井を所長として川上貫一、木下半治、立花敏

挙で全評の高野がブレーンとなって作った「反フ

男らと日本政治経済研究所を東京に設立し、６月

ァッショ民衆戦線」というスローガンが掲げられ

には清水巳之助を責任者とする関西支所を設置、

てから、６月の東京府議選に妹尾義郎が労農無産

11 月には神戸にも出張所を設け奥田宗太郎がそ

協議会から立候補した時も「反ファッショ反官僚

の責任者となった。これは労働戦線の統一、人民

の人民戦線」という言葉を選挙広報にも使ったこ

戦線の問題を調査研究し大衆に報道することを目

とが言及され、人民戦線のスローガンが共産主義

ざした54）が、川上はこれを『労働雑誌』とちがっ

者の独占物でないことを示唆していた。ただ、
『労

て思想団体であり、人民戦線問題を研究協議した

働雑誌』の編集部は日本無産党の結成（労農協議

と性格づけていた55）。ねず・まさしによれば、内

会の政党化）に反対であった。反ファッショ統一

野は立花敏男や原田三友らと一つのグループ（明

戦線の母体は社大党にすべきで、同じ合法舞台に

治会）を作って全協再建の計画をはじめるが、こ

無産政党を作ることに賛成できなかった。だから

のグループの理論誌が『大衆経済』であり、大衆

その時分高野との関係も「少し悪くなり、」特に

誌が『労働雑誌』というのが内野の位置づけであ

加藤勘十との関係もそうであったと告白してい

ったという。しかしこの位置づけすなわち全協再

る。このことはしかし紙面には全然出なかった。

建計画──共産党再建への一歩──の中での大衆

統一戦線誌であるため雑誌として反対運動をやっ

誌的役割という位置づけは内野の雑誌の超党派へ

たわけでないと言明し、さらに新党結成が実現し

のこだわりからすれば無理があると思われる56）。

年のはじめであったという

50）

た段階では、
止むを得ず「人民戦線の有力な一翼」

1936 年 12 月５日を期して大阪を拠点とする日

として現実を認める態度をとったと説明してい

本共産党中央再建準備委員会および東京の全協再

る52）。

建運動を中心に全国に亙って一斉の検挙がおこな

共産党との関係について同座談会で内野は直接

われ、労働雑誌社の内野壯児、佐和慶太郎、原田

の関係を否定していた。雑誌の超党派のイメージ

三友、妹尾義郎ら 10 名が東京で、川上貫一、岩

をどう出すかに苦労したと語り、編集部員であっ

間光男が大阪で検挙された（２月末現在）。労働

た佐和慶太郎も「一日でも長く活動するには共産

雑誌関係者が追及された主たる訴因は、日本共産

党と連絡をとらない方がよい」と考えていたこと

党の新戦略である「プロレタリア革命の前提とし

を認めていた。内野によれば、『労働雑誌』とは

て」全階級層を糾合し反ファッショ人民戦線樹立

別に内野は以前から共産党の再建を考えており、

の運動を助長・指導する意図を以って雑誌の編

指導部に対する強い批判を持ちつつも、共産党再

集・普及活動を行ったという共産党目的遂行（目

建の方策について思案するところがあったとい

的遂行罪）を問われたのであった。人民戦線運動

う。内野は『労働雑誌』と共産党との関係を重ね

を共産党によって採用された「合法場面に於ける
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特殊の活動」と把える当局は、
「合法擬装行為な

の労働運動を指導し港南地区を始め全的に成果を

りや単なる合法運動行為なりやの分界」を見極め

挙げたとし、つづけて「此間労働雑誌社関西支局

るという「難問題」に直面して、コミンテルン第

長川上貫一は同年二、三、四月の三回に亙り党中

７回大会・内外共産党関係の文書・活動の究明の

央統制者和田四三四と会見党の方針に関する説明

ほか、被告人に対して、行動に対する動機内容の

を受け、且労働雑誌編集及読者獲得に関する党の

取調べでの「客観的事情」に注目すること、被告

要求を承諾し爾来党の方針政策に基き関西支局世

人の供述に重点をおくよりも「総ての証憑を蒐集

話役会議を通じ組合の合同、社大党へ加入の促進

調査し、事案の全貌」を明らかにすること、被告

のための運動を強化し」と書いて、川上貫一が３

人の行動が「新戦術に一致するものなるか」を摘

度に亙る和田との会見でその要求を承諾したこと

出することを対策として打出した 。言わば外形

が労働雑誌変質の転機となったと意味づけた60）。

的関係の証拠をよせ集めることで共産党との関係

前述したように川上は「『労働雑誌』関西支局

57）

を追求しようとしたのであった。

長のころ」と副題を掲げた回想文の中で、1936

司法当局のこの方針は官憲によって収集された

年２月の野坂参三、山本懸蔵による「日本の共産

『労働雑誌』関係の情報に色濃く反映していた。

主義者へのてがみ」について、共産党員でなかっ

党中央再建準備委員会の和田四三四の「予審終結

た川上は「てがみ」が軍部・反動・戦争に反対し

決定」では、和田は労働雑誌関西支局責任者川上

て全勤労民衆を統一することをよびかけているこ

貫一、岩間光男と各数回連絡し同誌の編集方針と

とを「知らなかった」、「ただ私なりの考え方で、

して労農大衆をして反ファッショ・反資本闘争に

統一をめざしていた」と書いている。また関西支

集結させることを目標とする啓蒙雑誌たらしめる

局を創設した当時労働運動の最右翼である総同盟

よう提唱したとしてこれを人民戦線活動の一因と

にくいこむことが最も大切であると考えたとも書

した58）。内務省警保局の情報は、再建準備委員会

いていた。党中央再建準備委員会との関係は一切

の活動として労働雑誌社に対して党の政策たる戦

ふれられていない。ただ、前記『労働雑誌』をめ

線統一運動（社大党を中心とする戦線統一、社大

ぐる「座談会」の中で、地方の読者の立場で参加

党、全総同盟への入党）を大衆にアジプロすべく

した亀山幸三は「昭和 10 年頃に関西で小岩井さ

川上貫一を通じてこの方針の具体化を要請した、

んや川上さんらの十日会というのをやっておっ

とする。そして所謂正統派分子はこれに応じ、爾

て、これには和田君なんかも来てましたよ。僕は

来労働雑誌社は党再建準備委員会の政策方針を大

誘われて高松から出かけていって、コミュニスト

衆に反映させることを「唯一の目的と為すに至

はどういう活動をしたらいいのかといったら、ニ

り」
、所謂労農派分子は「漸次同社より之を駆逐

ヤニヤして顔を見合わせて返事をせんのですよ、

59）

せらるるに至れり」とその変質を結論づけた 。

警戒してたんでしょうが」と自らの記憶を語って

憲兵司令部の情報は党中央再建準備委員会と川上

いる。この会合はしかし党組織と直接関連づけら

貫一との関係をより具体的に叙述した。すなわち、

れるものではないことは亀山の前後の発言からも

1936 年１月 11、12 日以降の共産党関西地方委員

明らかであった61）。川上が和田と連絡したと指定

会の検挙壊滅のあとをうけて和田四三四、奥村秀

されている時期には、1936 年１月中旬の一斉検

松、藤井英男、宮木喜久雄らによって共産党中央

挙により壊滅した関西地方委員会が残存したメン

再建準備委員会が構成され、当面統一戦線の問題

バーによって再建がはかられており、和田が奥村

を中心として指導しこれによって同党の拡大策の

秀松と会って党再建について協力の約束を得たの

方針を採り、
「全評、総同盟の合同及全無産大衆

が同年３月下旬頃であった。また３月 15 日付で

は社大党へ這入れ」のスローガンの下に関西地方

関西地方委員会署名のパンフレット「統一戦線樹
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立のために」（半紙４ツ折型 11 ページ）が発行さ

建準備委員会の新運動方針に共鳴する川上、岩間

れ、
つづいて「日本に於ける民衆戦線の為に」（５

らが関西支局の活動実績を背景に本社を動かし、

月某日付半紙４ツ折型11 ページ）が発行された。

本社より漸次労農派を駆逐し合法雑誌記事の仮面

この頃宮木喜久雄、藤井英雄等が「全国的党統一

の下にコミンテルンの新戦術の線に従い労農大衆

機関」を確立した後に政策を樹立し、急速に『赤

を啓蒙して日本共産党の大衆的地盤の設定に資す

旗』を再刊することを主張し、これを容れて５月

るよう編集、配布したというのであった64）。小岩

中旬頃から当面の活動部署として和田が組織、宮

井の第２審判決文は、８月中旬頃の小岩井宅にお

木がアジプロ、奥村が技術（印刷）に関して主と

ける内野、川上、岩間等による『労働雑誌』の編

して活動することになった。コミンテルン第７回

集方針の協議においてその重点を日本共産党の

大会におけるディミトロフ報告に対する結語演説

「新活動戦略たるプロレタリア革命の前提として」

のコピーの発刊を計画、７月上旬頃「夏期の好飲

反ファッショ人民戦線樹立の「気運助長及其の指

料」という偽装表紙をもって約300 部のパンフレ

導に措くべき意向を強調したるに対し敢て異議を

ットを作成発刊するに当り、和田、藤井、奥村が

挿まず暗々裡に之に賛意を表し」と書いた65）。憲

相談してすでに党中央再建の基本的態度をとろう

兵司令部情報は、８月13 日の小岩井宅における

と決めているので日本共産党中央再建準備委員会

協議の結果内野を引続き編集責任者として実権を

の名称を用いることとし、その署名をもって発行

持たせ、編集方針として「⑴反ファッショ戦線統

した（奥村秀松に対する第１審判決） 。こうし

一の為め啓蒙活動の強化

て７月上旬に「現在ファッシズム勢力の強力なる

る様努む

進出を見るとき、党の当面の任務は党のイニシア

す

チーブ把握の下に、反ファッショ人民戦線を結成

に編集す」等を協議決定し、「併せて共産党と労

するにあり。而して之が為には関西地方委員会の

働雑誌との関係に関する技術的問題をも協議し其

如き地方組織として取扱うべきものに非ずして党

の基準を定め、爾来此の方針に基き共産党の育成

中央部の組織を急速に確立し、之を広汎にアッピ

拡大を目標に同社の活動を進展しありたり」と書

63）
として再建関西地方委員会を
ールすべきなり」

いて66）やや異ったニュアンスでこの間の経緯を伝

主体として党中央再建準備委員会を結成したので

えている。

62）

⑵農村問題を忘却せざ

⑶指導者中心でなく一般大衆を目標と

⑷職場通信を重要視す

⑸面白く読まるる様

あった。こうした経過を見る時、２月から４月に

検挙された内野、佐和に対する取調べは約半年

かけての和田の川上に対する党方針の提案が労農

の間すべて和田四三四と共産党再建についてだけ

無産協議会の結成（７月３日）にかかわる労農派

で、雑誌の内容、人民戦線運動との関連などは聞

の「駆逐」に至るような『労働雑誌』編集方針の

かれなかったという67）。内野は前記「座談会」の

変質をもたらしたとする官憲情報は説得力を欠く

中で党中央再建準備委員会とは一線を画していた

ものと言えよう。

と語っている。その政策・方針には「かなり批判

官憲情報はまた、36 年７月以降宮木、和田、

的」で「あんなことじゃできないと思っていたし、

奥村が上京し個人的連絡を通して党組織の計画を

沢山ある再建グループの一つ」と見ていたという。

進めたが、労働雑誌社には江口渙の紹介によって

和田との会合の件も、「電話かけて来たけど用心

和田が内野壯児と会合、情報を交換し、その後内

して外で会った。警戒してたから東京の情勢も話

野は８月関西地方を旅行し情勢視察を兼ね同誌販

さずに、向うの意見を聞こうと思ったんですね」、

売の宣伝を行う一方、８月中旬頃小岩井宅に於い

「話をしてこれは駄目だと思った。政策がない。で、

て内野、川上、岩間らが同誌の経営および編集方

たいした話はしないで追い返したんです。ところ

針を協議したとする。この協議を通じて党中央再

が『労働雑誌』の検挙事由の一つには、和田君が
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来て色々工作して党組織を作っただろうというの

協議会の提携を訴え、また協議会の結社届を「新

が当局の推定だった。僕がやられた時の尋問の中

党結成のためのペテン戦術」と非難する関東工連

心はそれなんです」と発言していた68）。内野はま

の声明に関連して同工連の声明書が提起した疑問

た『日本人民戦線運動史』の著者犬丸義一に対し

点に労農協議会が明快な解答を与えることを求め

ても、
「江口渙さんの紹介ということで和田に会

る投稿を『時局新聞』
（５月 18 日）によせていた。

ったが、ただ組織がどうなっているかということ

ここで内野は社大党をファッショ政党と規定する

だけ聞き、政治方針の話をしないので、信用しな

全評機関紙『労働新聞』の見解に反対し、社大党

いことにして１回きりにした。中央再建準備委員

はファシズムに抗して闘争する勢力になり得ると

会の文書も見たことがなかった」と語ってい

して、新党樹立は必然に反ファッショ戦線の分裂

る 。内野は取調べでも和田との関係を否定し、

と戦線撹乱の道であると糾明、労農無産協議会の

69）

「その後４〜５カ月間調べに来なかった。次に来

対特別議会方針書（５月10 日）──「社大党そ

てからはその件の調べはなくなった」と発言して

の他その協力の下に全国の無産大衆を動員して、

いる（
「座談会」）。

広汎強固なる反ファッショ民衆戦線の結成を目ざ

憲兵司令部情報は、関西支局編集委員会決議と

して邁進する」──の支持を表明して、この方針

して労農無産協議会反対、全評勢力の排斥に努め

に基づく労農無産協議会と社大党との間の府会選

正統派支持派で本社を固め、加藤、高野等は漸次

挙戦における選挙協定を求めた71）。５月 25 日付

編集会議に出席不能となり、36 年５、６月より

の投稿では、あらゆる労農団体の共同闘争、社大

加藤と小岩井は意見の相違を公にし同社は完全に

党・組合会議系を含む諸団体その大衆と共同闘争

正統派共産党の影響下に置かれるに至った、と書

を進める観点から、内野は、労農無産協議会がこ

いている。つづいて、川上の指導の下に責任者部

のような政策をとる「諸団体の一時的な共同闘争

署を定め東京交通労組（東交）を中心として影響

機関」であると考え支持して来たとし、結社届も

獲得の方針を立て 36 年７月以降東交各車庫、消

府会選挙戦のための一時的便宜に過ぎぬと解釈し

費組合、全評下部組織方面に全社員、関係者を動

たとしつつ、関東工連の非難声明が提起した疑問

員し「社大党に這入れ」を中心スローガンとして

点に労農協議会が解答することを求めていた。す

方針の浸透を徹底し、読者獲得に努めた結果、東

なわち、第一に、関東工連の声明書が結社届の理

交各車庫 842部、全評185 部をはじめ市従・東京

由としてあげている、結社届をしないと集会に不

自労・江東一般・関東工連・消費組合のそれぞれ

便であるという点について、関東工連は「特に不

の獲得部数を列挙して成果をあげたとする。さら

便だという事実なし」と断定しているが、その真

に、このような労働雑誌の動員闘争に対して東交

相如何？

各車庫、全評幹部の「不都合なり」とする反論、

以前の団体協議会に返るか、それとも要求闘争の

宣伝の結果東京地方に於ては関西地方に於けるよ

ために半恒常的な政治結社を必要とするや。第三

うな統制容易ならず、また財政問題を中心として

に、関東工連の声明書が協議会を新党と見做して

立花、内野間に相違が生じたため、36 年８月『労

いることに対して「これに与みしない」としなが

働雑誌』の方針について、また 11 月に日本政治

ら、これに対する協議会の見解如何？

経済研究所の方針について大阪で小岩井の意見を

した。特に第三点については、協議会常任である

徴して新陣容を固めた 、というのであった。

市従橋本富貴が『労働雑誌』４月号で議会闘争、

70）

第二に、戒厳令解除と同時に解散して

を問い正

内野は５月３日の労農無産協議会の結社届のあ

府市区会議員選挙闘争を通じて新党育成の機会を

と、山坂登、北川一明のペンネームで人民戦線の

捕えるべきだと論じていることについて、協議会

確立へ向けて東京府議会選挙戦での社大党と労農

の見解を明らかにすることを求めた72）。前出の『時
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局新聞』６月 15 日付の内野の投稿文は、この質

による「無産戦線統一促進協議会」や東京城北地

問に対して鈴木茂三郎が労農協議会についての見

区の全総同盟・東京自労・関東工連・関消連・東

解を発表し、鈴木の見解について内野が自らの意

交各支部・全評・市従等による「政治戦線統一促

見を述べたものである。

進協議会」の結成など、労農協議会反対を標榜す

これらの投稿を通じて内野が主張したのは、所

る組織を生み出した。東交幹部として労農協議会

謂労農派を排斥して正当派共産主義者の統制を確

改組を決めた集まりに参加した北田一郎は、こう

立することではなく、社大党・労農協議会を含め

した状況について「労協支持団体たる東交、市従、

た労農勢力の反ファッショ戦線の構築であった。

自労の内部には相当社大党系の分子があり尚少数

それは、２月選挙での無産派議員の勝利をこうし

ではありますが正統派系の分子もあって之等社大

た統一勢力の勝利と把えて全国で展開された社大

党及正統派系の分子は協力して労協を以て無産政

党支持、社大党支部結成の動きの進展という客観

治戦線を分裂せしむるものとなし極力排撃し遂に

的情勢の支えがあった。前述の「座談会」で、労

は支持団体の分裂をも招来する虞がありまし

農無産協議会の政党化の問題について内野は『労

た」75）
（検事聴取書）と供述している。

働雑誌』としては反対しなかったが編集部の意見

憲兵司令部情報が指摘する、前述の８月13 日

は反対だったと発言していたが、これに関連して

の小岩井宅における内野ら編集責任者による『労

「その他のグループとどう関係していたわけです

働雑誌』の方針についての協議は、まさにこのよ

か」
（亀山）の質問に対して、「ほとんど関係ない

うな労農協議会をめぐる労農反ファッショ戦線の

ですね。いわゆるコミュニスト派で野坂、山本の

分裂の危機に直面した時点であった。そこで決定

手紙なんぞを受けとめていた人たちは反対でした

されたとされる方針も、反ファッショ戦線統一の

がね」 と応えて雑誌の超党派性を確認している。

ための啓蒙活動のほか、発刊当初の党派をこえた

前記関東工連の労農協議会の非難声明に対しても

大衆的雑誌とする方針を確認し各分野でその具体

内野は「この意見書には、左翼に対する悪意的と

化をはかるとするもの以上ではない。当局の共産

も見られる罵倒が多くて人を反撥的にさせる」と

党と労働雑誌社関係に関する「技術的問題」の協

書いて関東工連の姿勢に同調していなかった。な

議と、「其の基準の決定」という記述も、労働雑

お、６月10 日の府会議員選挙では労農協議会は

誌編集部の上のような方針についての、人民戦線

社大党に対して選挙協定を提議し、正式協定は成

活動を共産党の新戦術の「合法擬装行為」と見な

立しなかったが事実上の協力が実現していた。

す当局の官憲的表現を示すものと見てよいであろ

73）

５月の労協の結社届には関東工連・日消連・全

う。

農の脱退届や不参加、東京自動車の政党化反対宣

なお、日本政治経済研究所についての憲兵司令

言、東交・市従内部の反対意見など幅広い抵抗が

部の情報も、上のような『労働雑誌』についての

当初より存在した。府議選が近づいて一時鎮静化

それに劣らぬ牽強付会のものであった。研究所は

した労協に対する反対運動が選挙後「更に猛烈と

「所謂新戦術に基き巧妙なるカムフラージュの下

なって起り遂には参加組合の分裂に迄及ぶ情勢と

に合法的出版形態に依る宣伝煽動の機関として」

なって来た」 ため、これに対する方策をたてる

設立されたとして、この観点から情報が組みたて

必要に迫られ、６月13、14 日東交・全評・市従・

られていた。設立の中心となった立花敏男は内野

仏青・其他（労農派）幹部十数名が集まって労農

らとともに服部之総、山田盛太郎の著書等をテキ

協議会の解体、個人加盟の協議会への改組を決定

ストに研究会を組織していたが、立花の労働雑誌

したのであった。しかし、この決定は職場組合員

社への入社後内野と協議を進め、当時労農無産協

を説得することができず、東交内の労協反対支部

議会を中心として無産政党樹立の計画が宣伝さ

74）
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れ、政治的には社大党との統一方針が問題となっ

当局の強硬姿勢の表面化、社大党の組織部通達（10

ている状況で、
「人民戦線の戦術として後者を以

月下旬）による人民戦線支持組合・団体の社大党

て基本的意見なりとする内野は立花と共に同一意

支持、社大党支部への加入拒否など、反ファッシ

見を有する小岩井淨を所長として政治経済研究所

ョ戦線の統一にとって深刻な障害に直面してい

確立を協議し十一年四月中旬立花方に於て」「前

た。11 月下旬の小岩井らの協議がこうした情勢

記目的を以て」所長小岩井淨等を決定した、とあ

への対応を話題にした可能性はありうるであろ

る。しかし、前述のように労農協議会による新党

う。この場合、日本共産党中央再建準備委員会の

問題が論争の焦点となるのは５月４日の労協の結

「基本的方針に基き」という記述は、人民戦線活

社届を契機としてであり、この時点では内野は協

動を共産党の「新戦術」とする官憲当局の立場か

議会を「諸団体の一時的な共同闘争機関」として

らの研究所の活動の政治的評価を示す文言であろ

支持していたことを明らかにしている。憲兵司令

う。それは、すぐ続いて川上貫一が４月に和田四

部の研究所設立の動機についての説明は根底から

三四の来訪をうけ、再建準備委員会の方針の説明

根拠を欠いたものであった。

に賛意を表し日本政治経済研究所と並んで労働雑

情報は、
関根悦郎の「人戦弾圧の目標を理由に」

誌社に対する同党の要求を承認し、「爾来機会あ

提案された同所の改組問題についての「意見対立

る毎に同党の意見を之に浸透せしめ」との記述を

等に依り和を欠くやの情勢」から、立花はこの解

加えて、再建準備委員会との関係において日本政

決のため、
「十一年十一月二十三日大阪堂島ビル

治経済研究所と労働雑誌社を同列の協力関係にあ

に於て

るものとしたことからも明らかである。

小岩井淨、 清水巳之助、 岩間光雄、

川上貫一等と会合協議の結果（……）日本共産党

岩村登志夫『日本人民戦線史序説』は、11月

中央再建準備委員会の基本的方針に基き」四項目

23 日の堂島ビルでの会合について「共産党中央

を協議決定した、とする。決定項目の要点は、⑴

再建準備委員会の基本的組織方針を協議検討し、

研究所の機関紙（『大衆政治経済』）は人民戦線成

これにしたがって行動することを決定した。この

長に不可欠のものであり引き続き発行する、⑵「研

基本的組織方針は、『多数派』の右翼日和見主義

究所の形態を解き」
「各労働組合の調査部に這入

を批判して党独自の組織の確立を強く主張しつつ

り込む事、特に大衆党調査部に這入得る様努力す

も、セクト主義に対しても強い警戒を怠らないも

る事」
、⑶「分散した形の下に統一を執り」機関

のであった」と書いている。これは原資料の明ら

紙発行に努力する、⑷１カ年間毎月 60 円を立花

かな誤読である。原資料は「基本的方針に基き」

が提供する、等であった。立花は「此の意見が共

とあって、
「基本的組織方針」の字句も、それに「し

産党の方針に基くものなる事の情を知りて」帰京、

たがって行動する」の表現も存在しない。「基本

前記各項目の承認を求め、新方針に基づいて具体

的組織方針」とは、原資料の中で日本政治経済研

的行動に出たというのであった 。四項目の決定

究所関係の情報に先立つ別個の項目として日本共

内容は、人民戦線運動の進展が見られる情勢の中

産党中央再建準備委員会関係の資料として紹介さ

で「それを出来るだけ正確迅速に、調査、分析し

れたものである。岩村氏はこの中のいくつかの特

てこれを大衆諸君に報道したい」
（『大衆政治経済』

徴的部分を取り出して紹介し、あたかも日本政治

発刊号）という機関紙発刊の趣旨を再確認したも

経済研究所が再建準備委員会の政治方針に従って

のにすぎない（後述、87 頁再論）
。ただ、戦線統

行動したかのような印象を作り出した77）。また、

一をめぐる情勢は、研究所設立当初の社大党を中

犬丸義一『日本人民戦線運動史』もまた岩村氏の

心とする反ファッショ戦線の前進を展望しうる状

記述を追認した（208 頁）。しかし、このような

況から、９月の官業労働組合の強権的解散による

見解は単に原資料の誤読というだけにとどまら

76）
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愛知大学史研究（第３号、2009 年）

ず、日本政治経済研究所の人民戦線運動に果した

集めて非合法の座談会をつづけ、労働組合の活動家
や分会の幹部をひき入れたという。合同促進協議会

役割と意義を人民戦線運動を共産党の「新戦術」

の結成声明書は、和田の指示により吉見が書いたと

にしたがった「合法擬装行為」なりとする官憲当

される。４月 10 日の合同促進協議会には各工場の

局の評価まで貶めることになろう。

分会長クラスが結集された。この協議会には大阪市

小岩井は1937 年６月２日検挙されたが、その

大正区の 15の職場、4,680名の労働者が参加した。
うち総同盟側から 1,600名、全労側は 3,080 名で、
「港

訴因となった労働雑誌社と日本政治経済研究所へ

南地区の重要産業は殆んど網羅され、とくに日産コ

の関与について、前者との関係では 36 年８月中

ンツェルン系の全従業員がかくして同一戦線に立つ

旬の小岩井宅における編集方針の協議を取上げ問

に至った」
（
『大阪無産新聞』1935年４月 15日号）。

題としたのにたいし、後者との関係では11月 23

拙稿
「小岩井淨とファシズム⑺」
『愛知大学法経論集』

日の会合については全く言及のない判決文の、両

第 156 号、96〜97頁。同「小岩井淨とファシズム⑻」
前掲書、83頁。吉見光弘「港南地方全労総同盟合

者に対する取扱いのちがいにむしろ疑念をおぼえ

同促進協議会結成と共産党関西地方委員会の活動」

ざるを得ない。日本政治経済研究所は６月に清水
巳之助を責任者とする関西支局を設置し、11 月

『大阪地方労働運動史研究』第７号、２〜３頁、５頁。
８）
「全労統一全国会議、江東地方従業員組合協議会、
日本労働組合総評議会声明書」1934年７月 23 日、
『日

神戸出張所を設け奥田宗太郎をその責任者として
『大衆政治経済』の配布、読者の獲得に当らせ、
その配布部数も『労働雑誌』にほぼ匹敵する約
2,500乃至 6,000 部を発行配布したとされ78）、当局
にとって関心の重さにちがいがあるとは考えられ
ないからである。なお、小岩井の判決文は小岩井
が『 労 働 雑 誌 』 に よ せ た 論 文・ 意 見 を 列 挙 し
た79）。これはもちろん論文・意見の内容そのもの

本労働運動史料』第７巻、547頁。
９）全評結成大会「運動方針大綱」同上、570頁。
10）拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」前掲書、93頁。
11）『日本労働年鑑』第 16巻、366〜367 頁。
12）
『日本労働年鑑』第 17巻、399頁。
13）ねず・まさし「
『労働雑誌』の歴史⑴」
『月刊さんい
ち』1961年 10月号、17頁。
14）刊行資金として三百円が必要とされたが、内野と親
しい武田麟太郎に拠出を要請する工作を内野がひき

を問題としたのではなく、それらを『労働雑誌』

うけた。実際には武田に持ち合せがなく、武田と内
野の友人から借入れた。内野壯児「『労働雑誌』創

に寄稿したこと自体を罪としたのである。

刊のころ」
『岩波講座日本歴史』月報 15、２頁。
15）同上。
16）同上。

註

17）ねず・まさし「
『労働雑誌』の歴史⑵」
『月刊さんい

３

ち』1961年 11 月号、15頁。

１）拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」
『愛知大学法経論集』
第159 号、108 頁。『日本労働年鑑』第17 巻、500〜

18）
『赤旗』1933年８月 26日。
19）全労統一全国会議、江東地方従業員組合協議会、日
本労働組合総評議会「戦線統一問題に関する共同意

501 頁。

見書」1934年７月 23日、『日本労働運動史料』第７

２）『社会運動通信』1935 年１月 24 日。

巻、551 頁。

３）同上、同年１月 24 日。

20）
「新同盟の運動方針大綱」
『日本労働運動史料』第７

４）同上、同年１月 18 日。
５）小岩井淨「無産者運動の新状勢」『社会評論』1935

巻、572 頁。また、同「運動方針大綱」は「日常政
治闘争の展開に就いて」の中で、
「現在、我国には、

年３月号、74 頁。
６）
「今後急速に発展へと飛躍しようとは今の処予想さ

我々が信頼し、支持するに足るような政党は一つも

れないが、（……）運動将来のために甚だ興味ある

ないのであるから、わが新同盟は、これらの日常政

ものがあるわけである」。同上、74 頁。

治闘争の展開に際しては、特に細心の注意を払うべ

７）共産党関西地方委員会の吉見光弘、和田四三四らは

きである。殊に、従来、ウルトラ共が、往々にして

1934 年の風水害による復旧活動の中心港南地域の

やって来たようなやり方──抽象的、一般的、政治

住民と接近、信頼を獲得した情勢を背景に、関大講

的スローガンを羅列し、大衆に『ストライキとデモ

師辰巳経世を招き港南地区の全労・総同盟の代表を

で戦え !!』というようなカラアジをかけるようなや
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り方──を、断乎排撃しなければならぬ」と全協批

33）
「コミンテルン第七回大会の新戦術が裁判に及ぼし
たる影響」前掲書、292〜297、393頁。

判の文言をかかげた。同、579 頁。
21）内野壯児「『労働雑誌』創刊のころ」『岩波講座
本歴史

日

34）犬丸義一、前掲書、174頁。
35）川上貫一「日中戦争前夜の反ファッショ運動」『大

月報』15、２頁。

阪地方労働運動史研究』第５号、１〜２頁。

22）同上。なお、内野と佐和も当時は共産党員ではなく
入党は戦後であったとされる。ねず・まさし「
『労

36）岩村登志夫『日本人民戦線史序説』155頁。

働雑誌』の歴史⑵」前掲書、15 頁。

37）川上貫一、前掲書、２頁。
「コミンテルン第七回大

23）『社会運動通信』1935 年２月 13 日。

会の新戦術が裁判に及ぼしたる影響」前掲書、389

24）懇談会に出席した人には、秋田雨雀、山崎今朝弥、

頁。

細田民樹、中西伊之助、金子洋文、中条百合子、松

38）
『社会運動の状況』昭和十一年、49、60頁。

田解子、奥むめお、平林たい子、江口渙、戸坂潤、

39）岩村登志夫、前掲書、185頁。

岡邦雄、柳瀬正夢、山高しげり、田村栄太郎などの

40）川上貫一、前掲書、３頁。

名前があげられている。なお、翌年７月に加藤勘十

41）犬丸義一、前掲書、115〜116頁。

らによって結成された労農無産協議会によって作

42）川上貫一、前掲書、３頁。なお川上貫一は「労働講

家・評論家を招待して懇談会が開かれたが、『労働

座」として「労賃と資本」
（1936年１月号、２月号）、

雑誌』の懇談会に出席したメンバーの中でそこにも

「続労賃と資本」（同年５月号、６月号）を執筆し、

参加したのは、戸坂潤、岡邦雄、平林たい子の３名
であった。
『思想月報』第 30 号、昭和十一年十二月号、

マルクス主義経済学の初歩的解説を行った。
43）犬丸義一、前掲書、130頁。『労働雑誌』1935年11
月号、38〜39 頁。

55 頁。
25）
『労働雑誌』1935 年４月号、32 頁。

44）『労働雑誌』1936年８月号、27頁。

26）労農派向坂逸郎、大森義太郎は1936 年の人民戦線

45）同上、1936年５月号、42〜43頁。

論支持に転換する以前はファシズム = 小ブルジョ

46）北川一明は戦後『人民評論』誌 1948年９月号に「人

ア運動論をとった。ただし猪俣津南雄は小岩井と同

民戦線運動の時代── 1935〜37年──」を執筆し

様の観点から、全国農民組合の活動を評価した論文

ていた。その後犬丸義一の調査によってこれが内野

を発表している。猪俣津南雄「農民とファシズム」
『中

壯児のペンネームであることが判明した。
犬丸義一、

央公論』1935 年７月号。拙稿「小岩井淨とファシ

前掲書、11 頁。

ズム⑸」
『愛知大学法経論集』第 154 号、102〜103頁。

47）前年より労働組合、小作法獲得等をめざして左翼労

27）労働雑誌の解説や評論に寄稿した評論家は、
小岩井、

働組合・無産団体を結集して運動をすすめていた労

加藤、杉山、猪俣津南雄、難波英夫、千田二郎、中

農協議会は、５月４日、加藤勘十常任委員長ら幹部

村高一、関根悦郎、妹尾、木村禧八郎、鈴木安蔵、

によって、二・二六事件後の戒厳令下での合法活動

戸坂閏、青野季吉、水野広徳、菊川忠雄、岡邦雄、

は政治結社でなければ不便であるとの理由で政治結

大宅壮一、川上貫一、荒畑寒村、布施辰治、田中忠

社「労農無産協議会」の届出をした。これに対して

夫、鈴木茂三郎、井家上専、岡田宗司、神近市子、

参加団体内から労働戦線の統一や無産政治戦線の統

江田久、新井格、淡谷悠蔵、三輪寿壯などの名があ

一に障碍となるとの強い批判を呼び、政党化の疑惑

げられる。ねず・まさし、前掲書、17〜18 頁。

が伝えられた。
48）「新党樹立を排せ」『国際通信』1936年４月、『現代

28）
『社会運動の状況』昭和十一年、42〜43 頁。

史資料』14、みすず書房、2004年、810〜811頁。

29）ねず・まさし、前掲書、18 頁。
30）犬丸義一『日本人民戦線運動史』青木書店、1978年、

49）「労農無産協議会と社大党への加盟問題」
『国際通信』
1936年８月２日、
『現代史資料』14、831〜832 頁。

190〜191 頁。

拙稿
「小岩井淨とファシズム⑴」
『愛知大学法経論集』

31）各地の読者グループの中心人物として、神戸で奥田

第 150号、24〜26 頁。

宗太郎、名古屋で石川友衛門、京浜で春正一、新潟
で星野力の名があげられている。「〈座談会〉“労働

50）「
〈座談会〉“労働雑誌” とその時代」
『猪俣津南雄研

雑誌” とその時代」『猪俣津南雄研究』第 11号、32
頁（内野壯児）。

究』第 11号、1972年 10月、30頁。
51）犬丸義一、前掲書、116頁。

32）「コミンテルン第七回大会の新戦術が裁判に及ぼし

52）
「とうとう９月（７月）に無産党が出来ちゃうわけ

たる影響」
『思想研究資料』特輯第 63 号、299〜300頁。

だ（労農無産協議会の政党化）、出来たらもうしょ

憲兵司令部「思想彙報──昭和十一年後半期に於け

うがないし、それはそれなりに人民戦線の有力な一

る左右両翼運動の概況──」168 頁。

翼になるわけだから、そういう態度でいこうという
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ことになったわけです」
（内野発言）。「〈座談会〉“労

64）
『社会運動の状況』昭和十二年、17頁。「コミンテ
ルン第七回大会の新戦術が裁判上に及ぼしたる影

働雑誌” とその時代」前掲書、30 頁。

響」290〜291頁。

53）同上、27、33 頁。

65）
「被告人小岩井淨に対する治安維持法違反事件第二

54）『大衆政治経済』創刊号、1936 年 10 月、４頁。

審判決」
『思想月報』第 52 号、136頁。

55）川上貫一、前掲書、３頁。
56）ねず・まさし「『労働雑誌』の歴史⑶」『月刊さんい

66）「昭和十一年後半期に於ける左右両翼運動の概要」

ち』1961 年 12 月号、18 頁。ねず・まさしはこの原

『思想彙報』169〜170頁。

稿を書くにあたって、高野実、柳田春夫、松本健二、

67）
『復刻労働雑誌』
（上）
「解題にかえて」21頁。

内野壯児、佐和慶太郎から聞き取りをおこなったと

68）
「
〈座談会〉“労働雑誌” とその時代」前掲書、31、

いう。佐和慶太郎は前述「座談会」の中で、ねずの

32頁。

論述は「僕や内野君や松本君その他の話をまとめて

69）犬丸義一、前掲書、248〜249頁。

いるのでしょうが、直接関係者ではないから聞き違

70）『思想彙報』168〜169頁。

いや独断のところもあって、正すべきところはただ

71）『時局新聞』1936年５月 18日、山坂登「東京府会議

さねばならないのですが、まあまとまったものとい

員選挙戦を人民戦線確立の方向へ──社大党と労農

えます」と評価している。なお、ねずは佐和につい
て、超党派的合法的雑誌からの逸脱がはじまり、統

協議会の提携を望む──」
72）『時局新聞』1936年５月 25日、北川一明「労農無産

一戦線派の柳田春夫は郷里に去って、佐和ひとりが

協議会の結成

果してペテン戦術か？」

この派を代表して内野と対抗したと書いていた。内

73）「
〈座談会〉“労働雑誌” とその時代」前掲書、30 頁。

野はしかし、座談会の中で、雑誌の出発の基礎とな

74）「北田一郎に対する検事第五回聴取書」
『思想資料パ
ンフレット』第６輯、64 頁。

ったのが高野の力を中心とした全評と東交であった
こと、また伸びていったのは大阪港南地区からはじ

75）「北田一郎に対する検事第八回聴取書」同上、88 頁。

まった全労・総同盟の統一運動であったことをあ

76）「昭和十一年後半期に於ける左右両翼運動の概要」
『思想彙報』165〜167頁。

げ、労働組合を基礎にして、しかも統一運動の中心
的な動きに乗っていったことが『労働雑誌』が続い

77）岩村登志夫、前掲書、186頁。岩村氏は「基本的組

た一番本質的な原因であると回顧している。
「
〈座談

織方針に就いて」の中の次の部分を引用している。

会〉“労働雑誌” とその時代」前掲書、23 頁、32〜

「大衆運動の指導と党活動の指導とは根本的に相違

33 頁。

している。われわれは今まで両者を混同し、未だ嘗

57）「コミンテルン第七回大会の新戦術が裁判上に及ぼ

て独自に大衆運動を組織した経験のない大衆に対し

したる影響」前掲書、378〜379 頁。

ては、彼らが理解していることを正しく取上げ（あ

58）
『思想月報』第 55 号、90 頁。

るがままに）指導し発展させてやるべきだ。例えば

59）
『社会運動の状況』昭和十二年、17 頁。同様の記述は、

評議会解散後意識の低い労働者を非合法の全協に再

「コミンテルン第七回大会の新戦術が裁判上に及ぼ

組織したこと、新党組織準備会に解散の指令を出し

したる影響」290〜291 頁に見られる。

たこと、全協に天皇制打倒のスローガンを掲げさし

60）
「昭和十一年後半期に於ける左右両翼運動の概要」

たこと等等」
。
「テーゼの問題

『思想彙報』168 頁。

一九二七草案三二年

のテーゼ再評価の必要──二七年以来の運動の発展

61）「〈座談会〉“労働雑誌” とその時代」前掲書、31頁。

を通じて」。『思想彙報』「昭和十一年後半期に於け

亀山は「座談会」の中で、２月選挙の無産派議員進

る左右両翼運動の概要」162〜165頁。

出の状況の中で社大党入党の論議とならんで「無産

78）『社会運動の状況』昭和十一年、43〜44 頁。

党」（労農無産協議会）にも「中央での反対の動き

79）判決文が列記した小岩井の論文、意見は次のとおり

なんか知らんしで当然入るべきだぐらいの感じでし

である。『労働雑誌』創刊号「食料差押禁止法案の

たね」「ぼくは高松で、前歴のない人は四人でも五

対立」
（昭和十年四月）
、第一巻第二号「内閣審議会

人でも全評へ入れちゃうといったことをしてまし
た」と発言している。同上、32 頁。

とは何か」
（五月）
、
第一巻第三号「繭の問題と農民」
（六月）、第一巻第四号「各国政局の危機」（七月）
、

62）
『思想月報』第 61 号、111〜112 頁。

第一巻第五号「地方財政の話」
（八月）
、第一巻第六

63）
『社会運動の状況』昭和十二年、15 頁。なお、中央

号「退職積立金法案の問題」
（九月）
、第一巻第七号

再建準備委員会の組織替えの時期については６月上

「農村の諸階級とその動き」
（十月）
、
第二巻第一号
「農

旬とする官憲文書もあることが犬丸義一によって指

村の展望」
（昭和十一年一月）
、第二巻第二号「第六

摘されている。犬丸義一、前掲書、247 頁。

十八議会の問題」
（二月）
、第二巻第四号「民主的自
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由と労働者農民」（四月）、第二巻第五号「特別議会
を吾々は如何に見るべきか」（五月）、第二巻第九号
「日本人民戦線は果して出来るか」（九月）
。なお、
日本政治経済研究所の『大衆政治経済』に掲載され
た小岩井の執筆論文「時局概観

日本ファッシズム

囲気を準備する一つであり、おくれた労働者や農
民・中間層の政党不信や議会政治否認の心理、青
年団・教化団体・産業組合・在郷軍人会等の政治
化、ファシスト運動の追随的な一翼となり得る新

の問題」創刊号（昭和十一年十月）、「時局概観

最

官僚の進出等と同列に位置づけられた。なお新官

近の政局と軍部」第二号（十一月）、「時局概観

議

僚については官僚の本質からしてファシストと見

会制度改革の問題」第三号（十二月）も同様に列記
されている。この外、判決文に挙げられていない小
岩井の『労働雑誌』への寄稿には、次のものがある。

ることもファシズムの指導権を握ることもできな
いと断定して、この点で合法ファシズム論者と大

「メーデー問答」（1935 年５月号）、「回答、日本で

きなちがいを見せていた（15頁）。そして、「本

ファッショは天下をとるか」（1936 年２月号）、「政

来のファッショ団体」については、「現在ファシ

府の農業政策と農民」（1936 年 10 月号）。

スト運動そのもののタクト（指揮棒）となる様な、
集中的、統一的、具体的な行動綱領を見る事が出

４

来ない」事実に注目し、これを統一化への「過渡

小岩井淨の「日本ファシズム論」

的な状態」とみられるとしながらも、「之は日本

1935（昭和 10）年の政治動向は、論壇に「上

資本主義の現段階が、ファシスト的扮装の準備を

からのファシズム」
「合法的ファッショ」の進展

必要としつつも、まだ之を当面の日程に上せるた

を論ずる論調を登場させた。五・一五事件後の政

めには、多少の余裕をもっているからである」と

党内閣制の崩壊につづいて、『陸軍パンフレット』

解釈した（16 頁）。

発表（34年10 月）
、35 年に入っての天皇機関説排

小岩井は「合法ファッショ」的傾向の漸次的な

撃、国体明徴議会決議につづく同政府声明、内閣

累積の上に日本ファシズムが完成するとする展望

審議会と調査局設置にみられる新官僚の進出、議

を明確に否定した2）。11 月１日付『エコノミスト』

会への産業統制法案の提出、前年にひきつづいて

論文は、このような見解が日本のファシスト運動

の治安維持法改正案の再提出等、思想・教育・行

による政治権力の掌握の未達成という現状認識に

政・経済・治安の各分野で政治的反動化の流れが

基づいていることを明らかにしている。同論文は、

日本におけるファシズム論を再燃させたのであっ

ファシズムが「最初まず中産階級を基礎とし、そ

た。

のイデオロギーとして発達した」とし、わが国で

小岩井淨は『社会評論』
（1935 年６月号）に「日

は「××（軍部）内の青年××（将校）のグル

本ファシズムの特質」を、『エコノミスト』（35

ープを中心勢力として発生しこれと直接間接に連

年 11 月１日）に「日本ファシズム論」を発表し、

携をとりつつ進んだ民間の若手のファシスト団体

日本ファシズムについてのいくつかの特徴的な論

の運動に基いた」としてその発足を多くの論者と

点 と、その展望についての見解を明らかにしよ

同様満州事変前後から（萌芽的にはさらに以前に

うとした。

遡る）とする。そしてこのようなファシスト運動

1）

最初の論文において小岩井はまず合法ファッシ

は、「政治的××（権力）を掌握するまでに到っ

ョとファシズムを厳密に区別していた。
「合法フ

ているのでもないし、従ってファシズム的政治編

ァッショが日本ファッショそのものでもなけれ

成をわが国の政治機構の上に、なし遂げているの

ば、
その特質でもない」
（14 頁）とされ、同時に「そ

3）
と見た。ただこのようなファシスト
でもない」

『ファッショ化』で
れ自体或る程度に於いては、

勢力の台頭は政治過程に一連のファシズム的変化

あり、そのための一過程ですらある」と位置づけ

──既成ブルジョア政党の凋落、軍部上層を動か

られた。小岩井によれば、これはファシズムの雰

してのその政治的進出、新官僚の台頭等──を生

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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みだしたが、しかし「今日ある程度に見られるフ

ながらしかも相互に影響し合い、牽制し合いつつ、

ァシズム的政策、ファシズム的政治」がすべてこ

「ファシズムの成長の上に、所謂日本主義の存在

のようなファシスト運動の圧力の結果とみるのは

（思想として行動として）がその道を拓くことに

正しくなく、これはむしろ「何よりも日本資本主

奉仕する」とした。小岩井は、「勿論ファシズム

義の現在の段階が、ファシズム的な支配と政策と

は帝国主義ブルジョアジーの……（暴力独裁）で

を、或る程度において必要としている事実」に起

あり、その点に於いて全く世界に共通した現象」

因しているという。産業における統制政策の強行

であるとしてコミンテルン第13 回執行委員会総

とか岡田内閣による内閣審議会の造出がその例で

会テーゼ（1933 年 12 月）とほぼ同様の見解を踏

あって、ここにはファシスト運動や軍部の影響、

襲していたが、その発生する国の特殊的な情勢に

圧力が考えられるにしても、同時にそれと関係な

応じての異った性格をもち、その意味で日本型フ

く直接的に日本資本主義の当面の必要から必須化

ァシズムは「日本主義的」ファシズムであると断

せしめられたものと位置づけられた4）。

じた。そしてこの「日本主義的」という規定につ

小岩井は思想・哲学分野におけるファッショ的

いて、
「茲では一体に日本主義の思想哲学……（を

潮流を分析して、日本ファシズムの特質の一つと

そのイデオロギー）にするということ、これは又

して日本ファシズムは「日本主義的ファシズム」

帝国主義ブルジョアジーの要求であること（……）

となるであろうと予測した。小岩井によれば、雑

此の二点を指摘するに止めようと思う」5）と補足

多なこれらの思想・哲学も大別して国家社会主義

した。

的潮流と日本主義的潮流に分けられるが、前者が

小岩井はこのような「日本主義的」ファシズム

独裁政治によって資本主義経済の延命をはかるた

の規定と関連して今一つの日本ファシズムの特質

め社会主義的擬態をとらなければならない点でフ

として「半封建的な色彩」を加えた。それは、当

ァシズムそのものであるのに対し、後者はそれ自

初から半封建的なものと「苟合しその基礎の上に

身では「あらゆる濃度をもち、部分的には矛盾、

発展して来た」日本資本主義が帝国主義の段階に

対立をさえ」もっており、
「そのものとして無造

おいても「かかる半封建的なものと深刻な矛盾を

作にファシズムと見做されることは出来ない」
「す

激成しつつも、而かもその基礎の上に立っている」

べての反動的なものが全部ファシズムではない」

事に基づくものであって、この半封建的なものと

点は認識されねばならない。にもかかわらず日本

ファッショ的なものとは歴史範疇的に全く別のも

の国家社会主義はその国家観、民族観等の中に日

のであるにもかかわらず、半封建的なものがファ

本主義を混入させ「日本主義の双生児」
「当然に

シズムに対して「部分的な摩擦を加えつつも、

日本主義の中に総括され」てよいものであり、ま

（……）相互に影響しつつ、結局に於いてはファ

た、日本主義も「単なる観念的なものから国内改

シズムに移行する傾向をもつ」、「殊に実際の現象

造の原理になり」、「その理論づけの役目を果そう

としてはファシズム的なものと（半）封建的なも

とする傾向をもちつつある」、「もともと最近に於

6）
という。
のとが分化せずに現われる」

ける日本主義の隆昌が、階級対立を……（抑制し）

『エコノミスト』論文で小岩井は、村松五郎（神

ブルジョアジーのために統一しようとする必要に

山茂夫）「幽霊ファッショ論」の、「起りつつある

胚胎しているのであるが、このような傾向は日本

政治的変化」は「ファシズムの外形をとっている」

主義のファシズム化として理解されるべき」とさ

が「本質的には封建的勢力の増大」であるとの見

れる（
『社会評論』17〜18 頁）。

解を批判し、「封建性」の強化と「ファッショ性」

さらに国家社会主義的なものと日本主義的なも

の強化の両者を「本質的なもの」として両者の統

のとが両者互いに対立し、或る点では排撃し合い

一的関係を主張した。すなわち、日本資本主義が
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「文字通りの意味で封建的な生産関係の多分な残

程をとる可能性が多いとみられた8）。この見解は

存（特に農村において）の上に、それを利用し、

前述『社会評論』論文における「合法ファッショ」

それを封建的な体制のままに押しこめつつ発展し

と「ファシズムそのもの」を厳密に区別した論点

た」ことによって「政治的社会的過程」もまた特

を事実上修正したものであった。なお、この点に

質づけられるが、ここで日本ブルジョアジーは、

関連して小岩井は、英、仏、米等の「立憲的な国々」

政治的支配を確立していないのではなく、この「封

にも「立憲的な形態」のファシズムが見られると

建的なもの」と結び、癒着し、それを強化しつつ

して、保守党政府のもとにある英国、ラヴァル内

自己の支配をつよめているのであって、「封建性」

閣のフランス、N．Ｒ．Ａのアメリカをあげ、しか

の強化はブルジョアジーの政治的支配と部分的に

し日本の場合はこれらの国々とはその性質を全く

は矛盾し摩擦するが「終局においてはそれの強化

異にしていると補足した。このことから小岩井の

である」と主張される。したがって資本主義がフ

「合法的ファッショ」と「ファシズムそのもの」

ァシズムを必然的に要求する段階では「封建性」

との区別のもつ本質的意味が、この段階では十分

の強化はファッショ性の強化に転ずる、端的に「フ

に把握されていなかったことが知られる。

ァッショ性の強化のために『封建性』の強化がな
される」と断定された7）。

日本ファシズムが「上からの進行」をとる可能
性について小岩井が第二の要素としてあげたのは

小岩井はこの叙述について用語の不適当などに

軍部の問題であった。ここで小岩井は、軍部をフ

よって意味が通じないことを心配して、
「併し問

ァシズムの中心勢力或いは指導権を握るものとみ

題の性質上具体的な、端的な表現が許されない」

る見解よりも、軍部を「一定の国家機関」として

と釈明している。これによってここでの「封建性」

みればむしろ「受動的勢力」でありむしろ注目す

の強化とは天皇制の政治的・イデオロギー的強化

べきはその出身者によって結成されている「民間

を意味することが明らかである。小岩井はこの釈

勢力」であるとする今中説を支持する。ただその

明につづいて前述「日本ファシズムの特質」の中

中にファシストが生産されそのファシスト・グル

の日本ファシズムは「日本主義的ファシズム」と

ープに大きな意味が見出されると補足している。

なるとの一文を紹介して、この規定の中には「封

ここで「受動的」とされるのは、軍部がいわば下

建的なもの」の強化すなわち天皇制の強化の意味

からのファシズムと上からのファシズムを結びつ

が与えられていたことを補足している。

ける「紐帯」としての役割を果すという意味であ

ところで小岩井は『エコノミスト』論文で、日

った。すなわち「ファシスト運動の圧力を自分の

本ファシズムの「終局の決定者」は日本資本主義

ものとして（何程か修正を加えるとしても）、政

であって、
「それがどの程度にファシズムを必須

治過程の上に反映させる」とする。そして、この

化し、必要とするか」であるとの前提に立って、 「紐帯」を通して日本ファシズムが「上から」の
それはイタリーやドイツのような「原生的なファ

形態をとるというのであった9）。

シズムの過程も形態もとらないであろう」という

ここでの軍部「紐帯」論は実は前論文「日本フ

「諸家の一致した見解」に同意した。ここで小岩

ァシズムの特質」の中で展開された軍部論の修正

井があげた論拠の一つは、日本ファシズムの封建

であった。前論文では軍部をファッショと見る見

性の強化の問題であって、この封建性の強化の前

解を明確に否定した。一部にファシストは存在す

には日本におけるブルジョア民主主義、議会制度

るとしても「決して××（軍部）としてではない」、

は全く無力でありそこでは国家機関の実質的ファ

「殊に今日の××首脳部は所謂統制派と目されて

ッショ化が多くの抵抗なく押し進められる、こう

いるだけに、極力命令系統の混乱を防ごうとし、

して日本ファシズムは「上からの進行」という過

又××としての政治的進出を抑制しようとして
49
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いる」と述べられていた。ここでは、所謂皇道派・

ズム論」は、ファシズムの主導勢力を中産階級か

統制派の対立・相克の側面が過大評価され、統制

ら発生した青年将校を先鋒とするファッショ運動

派の総力戦体制をめざして皇道派との対立を利用

におき、その思想的特徴として「日本主義」イデ

しつつ軍事国家を推進する特徴、前年の『陸軍パ

オロギーを措定した。そしてファシズムを必要と

ンフレット』に表明された国防国家樹立の要求、

し要求し決定づけるのは日本資本主義であり、樹

自由主義の排撃などの動向の過小評価があること

立されるファシズム国家体制は帝国主義ブルジョ

は明らかである。小岩井は、ブルジョアジー陣営

アジーの独裁国家であると見做された。しかし、

に対する軍部の政治的圧力の重大性を指摘しつつ

日本資本主義の特性すなわち日本資本主義が半封

も、軍部が直接的にファシズムに進出するか否か

建的なものの基礎の上に帝国主義の段階に到達し

について、
「今日の国内的国際的情勢に於いては

たという特性から日本ファシズムは天皇制の政治

予想されない」とし、ただ「（革命）前後に於いて」

的・イデオロギー的強化をその特質とする、以上

は一つの謎であるとして明言を避けた。小岩井に

のように要約することができよう。これは所謂「天

とってむしろ軍部が日本ファシズムとの関係にお

皇制ファシズム論」の先駆的表明といってよいで

いて特異な意味をもつのは、一つは、軍部が警察

あろう。

とともに「国内秩序維持の物理力」として日本「国

この時期にこのような小岩井の見解に近い日本

家」に於いて占める比重の大きさであり、今一つ

ファシズム論を展開したのは戸坂潤の一連の日本

は、
「
（天皇制）に対するその直接的な支柱である

主義イデオロギーの分析であった。戸坂は、ファ

というその特殊な関係」であった。ここから日本

シズムは「ブルジョアジーそのものの大利益」し

ファシズムが「日本主義的」ファシズムであり、

か代表していないが、そのイデオロギーは小ブル

又「
（半）封建的な色彩」を帯びるすなわち天皇

ジョア階級の「自然発生的な一般的イデオロギー」

制の強化の形態をとるというかぎりに於いて、軍

と一致すると特徴づけ、また、ファシズムは危機

部のファシズムに対する関係も特別な意義をもつ

に際した独占資本が「情緒的に信念を失った中間

とされる。
「だからして日本のファシズムは又軍

層が情緒的に自分自身の利害だと幻想する処のも

事的（？）的──××（軍部）的な性質をその

のを利用して、終局に於て大金融資本主義の延長

一面にもつとも云う事が出来る」 。

という成果」をうるための「手段」とみた上で、
「日

10）

小岩井の日本ファシズムの「軍事的」性格とい

本型ファシズム」に特有な「根本規定」として、

う特徴づけは、軍部の皇室の藩屏としての性格か

「抑々封建的勢力を原則的に利用して初めて発達

ら導き出されたものであって、必ずしもファッシ

し得たし又得るということ」を「根本特色」とす

ョ化における主導勢力としての役割を軍部に認め

る、或いは、「日本ファシズムは封建的勢力を素

たものではない。下からのファシズム運動の圧力

地として初めて展開しつつある」との見解を主張

を政治過程に反映させるという「紐帯」論も前論

した。戸坂は、このような観点から講座派の日本

文の部分的修正ではあっても、その主導性を認め

資本主義の歴史的発展についての分析を「不朽」

たものではない。小岩井が軍部を「日本型軍事的

の「業績」と認めつつ、労農派からの「現代に至

ファシズム」の原動力・主導勢力としての認識を

る歴史的連絡をまだ欠いている」との批判に対し

確立したのは、二・二六事件を経て官業労働組合

て講座派が「業績」によって回答することを期待

の解散命令その他軍部の議会改革要求に至る一連

した。そのさいの論争の要点として戸坂がかかげ

の政局の変動を経験した過程に於いてであった

たのは、「日本における封建性の規定を通じて、

（後述）
。

日本ファシズムの分析に寄与すべきだという点に

総じてこの時期における小岩井の「日本ファシ

なくてはならぬ」という問題であった11）。小岩井
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は「日本ファシズムの特質」の冒頭で、日本にお

されていた13）。この論文は、天皇制とファシズム

けるファシズムの進行の解明にあたって「日本資

を「二律背反的」にとらえる立場から脱却し日本

本主義の到達した段階、置かれている地位、或い

ファシズムを天皇制のファシズム化としてとらえ

はその社会的物質的な諸条件」の説明が必要であ

ている点で問題解明に「大きな前進」をおこなっ

るとしながら、
「枚数の制限」もあって外の機会

たものであるが、野坂の第７回世界大会での演説

に譲らざるをえないと断わっている。そしてこの

の立場とはまだ開きがあり、野坂の思考発展上の

場合の問題意識が戸坂のそれと類似のものであっ

一過渡をあらわしている、との評がなされてい

たことは容易に推測できるであろう。

る14）。

小岩井は「日本ファシズム論」でこの時期の論

『国際通信』は 1935 年５月号において「天皇制

壇に現われたファシズム関連論文を列挙してい

とファシズム」と題して再び野坂（ペンネーム工

る。しかしコミンテルン・共産党関係の非合法文

藤）の論文を発表した。第 13 回プレナム演説で

献については言及されていない。すでにコミンテ

提起された「緊急な、且、むつかしい問題」に対

ル ン 第13回 執 行 委 員 会 総 会 に お け る 討 論 演 説

する前論文にひきつづく解答を意図したものとさ

（1933年 12 月）で野坂参三は「新しい天皇制のフ

れた。ここではヨーロッパのファシズムを日本に

ァシスト化」の危険を指摘し、天皇制機構の中で

あてはめた議論と日本にファシズムの存在を否定

最も強力な勢力である軍閥が「来るべき最も反動

する「幽霊ファッショ論」の双方を批判して、天

的な政府の中心なもの」となることを予言してい

皇制とファシズムとはその階級的本質と独裁に用

た12）が、この演説内容を「発展させ」第７回世界

いるその手法においてちがいがあると主張する。

大会討論資料として『国際通信』1935 年１月号

日本ファシズムは、現段階においては日本資本主

に掲載された川島信一（野坂参三）
「日本ファシ

義発達の特殊性のために「天皇制の新しいてい身

ズムとは何か」では、天皇制の強化の「新しい要

隊」、並びに「大衆的基礎獲得者と云う方向」を

素」として金融資本の進出とそれとのより密接な

とっている点で欧米諸国と異るとされた。したが

結合、近代的ファシズムの方法の利用、換言すれ

って「天皇制を離れて、ファシストとの闘争を云々

ば天皇制のファシズム化の方向をたどりつつある

することは、決定的に誤りであり、危険である。

事実を指摘し、その先頭に軍部とくにその下層い

何故ならば（……）現存の、最も反動的な独裁、

わゆる「少壮将校」の役割を強調した。すなわち

天皇制に対する闘争を弱めると云うことになるか

「日本ファシズムは、天皇制の新しい便衣隊の役

らである」15）と「32 年テーゼ」の天皇制とファシ

割をもって生まれている。いいかえれば、天皇制

ズムの「二律背反的」立場が踏襲されていた。

は新しくファシズムのよろいを着ようとしてい

共産党中央組織が弾圧によって壊滅状態となり

る」と特徴づけられた。しかし、なお「革命の中

停刊となる直前の『赤旗』1935 年２月５日号は、

心てき（戦略てき）闘争目標は現在の段階に於い

野坂の「天皇制のファッショ化」論とほぼ同一の

ては依然として天皇制の打倒であって、ファシズ

主張をかかげ、軍部・官僚を中心とするファシス

ム打倒ではない」と言明され、天皇制打倒の戦略

ト運動は「天皇制機構そのものを変革せずに、却

目標そのままに「日常闘争のスローガン」として

ってその維持、強化」をはかる点に他国との相違

のみ「軍閥ファシズム打倒」の正当性が認められ

点があるとし、したがって「反ファシズムの闘争」

たのであった。ファシズムは「亀裂のいった天皇

は、「只単に軍部或いは官僚を中心とするファシ

制」を新しい大衆的基礎をつくることによって補

ストだけに向けてはならない」とするとともに、

4

4

4

4

強、強化し、その「便衣隊」として大衆を戦争と

「天皇制に対する」闘争を「ファシズムクーデタ

反動にひき入れようとする「手近な方法」とみな

ーの危険に対する闘争」によってそらすことは危
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険であるとする「32 年テーゼ」が引用された。

れを通じてブルジョアジーは中小地主・富農中農

ただ、
「ファシスト軍部」の評価について、野坂

をその支配下にひきよせている事実を指摘した。

論文と異りファシスト軍部の指導力が下級将校に

かくて反産運動はブルジョアジーの「階級」とし

あるとする見解を否定して「事実は反対で日本の

ての運動ではなく、個々の或いは部分部分の資本

軍隊の最高指導力である荒木其の他の上級将軍が

の運動として、抗争の社会的合理性妥当性を得る

三井、岩崎等の巨大財閥、平沼、頭山、松岡等の

ためにもその大衆的基礎として中小工業者をその

率いる『民間』ファシストと上部に於て堅く結合

前線に立たせるものと位置づけた16）。
しかし、中小商工業者が反産運動に立ち上るの

し、これによって軍隊内の下級将校共が動かされ
ているのだ」
と軍閥自体のファッショ化を主張し、

は、大資本によってアジテートされるだけではな

さらに「これ等が現日本の天皇支配の実際的指導

く、その社会的経済的状態が資本主義の発展につ

力となっている」と断定していた。いずれにせよ

れておしなべて不況を嘗めねばならない立場にお

日本におけるファシズム運動を天皇制の強化のた

かれるからであった。産業資本の販売カルテルの

めの「方法」とみるこれらの見解と、ファシズム

結成、トラストの自己の販売組織の流通部面への

の強化のために「封建性」すなわち天皇制の政治

進出、肥料産業資本の販売への進出、百貨店への

的強化がなされると見る小岩井の日本ファシズム

大商業資本の進出、インフレーションの下での大

観のちがいは明らかであった。コミンテルン第７

衆の購買力の減退等々、かくて小売商の必然的な

回大会以前に小岩井は「32 年テーゼ」の「二律

運命としての没落。ただし、中小商工業者も一様

背反的」呪縛から解放されていた。

ではなく、その中間的社会層の上層では「利潤の

小岩井は日本ファシズムについての論稿を明ら

減少」、下層では「直接的な生活窮乏」であるが、

かにしたほぼ同じ時期に、産業組合をめぐる政治

いずれにせよその資本主義社会における地位の故

的・社会的動向に関心をあて、35 年春の第 67 議

に産業組合の進出によって打撃を与えられる。

会での米穀自治管理法案、産繭処理統制法案など

ところで産業組合は主として農村を地盤として

所謂農業統制諸法案を粉砕するまでに「激化」し

発展し、都市における消費組合は極めて微弱であ

た反産運動の意義とその政治的経済的背景、また、

った。全国における推定小売高に占める産業組合

こうした反産運動に触発された産業組合の議会進

（購買組合）の取扱は僅か２％足らずであったの

出や新党樹立運動などの「政治的進出」の動きを

に対して、全購連の取扱う肥料の割合は産組５カ

生みだして来る日本資本主義の深部における矛盾

年計画第２年度（1934 年）において肥料全消費

に照明をあてようとした。

額の２割何分に及び、５カ年計画の最終において

産業組合は、小岩井の「日本ファシズム論」の

は全取引額の半分を占める筈であった。肥料商は

中で、中間層の政党不信の雰囲気のなか青年団・

もともと農村における半封建的零細農に対して、

教化団体・在郷軍人会などと並んでファシズムの

商業資本として、一面では高利貸資本として「搾

直接の地盤となり得るものとみられていた。『中

取」を恣にしてきたが、産組の進出によって「今

央公論』1935 年８月号「反産運動の激化と其の

迄の甘い汁」を吸うことができなくなったのであ

展望」の中で、小岩井は、農業統制諸法案を流産

った。

せしめた米穀商等の大衆的反産運動（商権擁護連

資本主義社会における地位の故に不況と窮乏を

盟を背景として）の背後に産繭処理法案に対する

嘗めている中小商工業者にとって、産業組合の「或

蚕糸資本等の大産業資本の策動が作用したことを

る程度」の打撃が「幸にして小さくても」その急

明らかにするとともに、他方産業組合の保護助長

速な進出は脅威であった。「彼等のうちのある 部

政策がほかならぬブルジョアジーの政策でありそ

分はその営業（利潤の確保）をまもるために、あ

4

4

4
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る 部分は直接生活を護るために反射的に立ち上

それ自身の力で非常に根づよく、その運動を展開

る。これが彼らの反産運動である」 。

してゆくものとは思われない。問題の決定は寧ろ

4

17）

小岩井は反産運動の今後の展望について、産業

プロレタリアート運動の昂揚に依て彼等が触発さ

組合の保護助長が政府内部の不統一を抱えながら

れるか否かにかかっているであろう」との労働者

も撤廃されることは考えられないこと、中小商工

の階級運動との関連性を示す一文が加えられてい

業者保護政策も期待をよせることができないこと

た19）。この一文は、資本主義社会における中小商

などから、反産運動は益々激化してゆくことを予

工業者の大資本の圧迫に対する生活擁護運動が労

想した。しかし、同時にこの運動のもつ「脆弱性」

働者の資本との闘争にとって同調者或いは同盟者

が指摘され、その内部的な矛盾によって闘争過程

となり得る可能性を示唆したとみることができよ

に分裂、
崩壊を来す可能性もまた言及されている。

う。この観点は、この時期に日本ファシズムを論

すなわち、第一に反産運動の担当者が大資本（従

じた多くの論者が、資本主義によって没落に瀕し

って中小の資本も）であり、中小商工業者であっ

た都市小ブルジョア、中小地主、中小自営農民な

て、担当者の階級的地盤が複雑であり、ヘゲモニ

ど中間階級をファシズム成立の「支柱」、ファシ

ーは大資本乃至上層部分にあって大衆的基礎は小

ズム成長の土壌としてのみ把えたのにたいし、異

売商売にある、ここから内部的に利害関係が衝突

彩をはなっていたといえよう。

し対立が起り得るとされる。第二に大衆的基礎で

第67 議会における農業統制諸法案をめぐる反

ある中小商工業者、殊に小売商の闘争エネルギー

産運動の勝利は、９月の府県会議員選挙戦（つづ

がプロレタリアートなどの場合に比べてはるかに

いて翌年の総選挙）を目前にして産業組合の側の

「根づよさ」に欠けることが指摘された。さらに、

相つぐ「政治的進出」の決議とその具体化の動き

中小商工業者を運動に駆り立てる「物質的根拠」

を促すことになった。農村における既成政党の不

とこの「運動のもつ方面（産業組合反対）とのギ

振や、粛正選挙をうたう改正選挙法の施行があり、

ャップ」
、すなわち生活窮乏打開のためにそれを

官僚、ファッショ勢力等の進出がつたえられる中

生みだす「本質的なもの」に向うべきなのに、反

で、500 万の組合員をもつ産業組合の政治的進出

産運動という「横道」に向けられるというギャッ

の試みは当然の関心の的となった。

プもその弱みとしてあげられた。こうした要因が

小岩井の『政界往来』（1935 年９月号）所収の

運動の昂揚のなかに個々の運動の不活発や退場者

「“産組” の政治的進出は可能か」はこのような産

を生みだし、事実分裂を招いたとの情報も伝えら

業組合の動きを点検し、とくにその「内部的矛盾」

れていた 。

を分析解明することによって農村におけるその政

18）

ところで小岩井は反産運動の崩壊の可能性と関

治的意義を明らかにしようとした。ここで産業組

連して、反産運動がもし崩壊するとしても、それ

合中央会或いは全国農村産業組合協会と産業組合

は必ずしも中小商工業者の「生活窮迫打開運動」

青年連盟とのあいだに「傾向として」矛盾と対立

の崩壊とは限らないという注目すべき発言をおこ

──前者の「政党的中立」主義と後者の「政党的

なっていた。中小商工業者の生活擁護の運動が資

中立」からの離脱、大衆行動のもち込みなど──

本主義社会におけるその地位という物質的基礎を

が存在することが注目されており、さらに一部の

もつものであるかぎり、反産運動という大資本の

地方にみられる産業組合を背景とした新政党樹立

ヘゲモニーの下にある運動とは区別される「本質

の動きや選挙粛正運動への参加が指摘されて、産

的に」独自の意義をもつものと把えられていた。

組の政治的進出はその第一歩において中央部と地

そして「併しそうは云っても中小商工業者という

方支部の対立が示されているとみられた。すなわ

社会層のもつ社会的物質的基礎の弱さから彼等が

ち、中央部の穏健主義・消極性に対して地方支部

4

4

4
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の積極性、
「それは単なる政党的中立主義を超脱

として「意味深い事実」とみた。そしてとりわけ

して、従来の政治勢力に対する排撃、反対を押し

官僚、ファッショ的団体と他方「プロレタリア的

すすめ、独自の政治勢力への結集にまで向かおう

勢力」等の「外部からの働きかけ」の問題が重要

とする傾向」が示されているとされた。そして、

な焦点として指摘された。「産組はそれに対して

この対立・矛盾は産業組合自体に内在する矛盾の

如何に反応し又反撥し、而かもその内部的対立と

結果であり、その物質的階級的基礎に基づくもの

如何に交錯するかという問題」、「之こそ農村に於

とされた。

ける将来の政治的動向を決定する重要な因素であ

産業組合の構成は、1933 年末組合数14,651、組

る」とむすばれていた。

合員数4,978,248（32 年末）のうち圧倒的多数が

産業組合をめぐる二つの論稿、反産運動と産組

農業（約70％）
、林業、水産関係者であり、商工

の政治的進出を素材とした二つの論稿は、日本資

業者は約16％であったが、もともと産業組合が

本主義の特質から相当厖大な多数を占める中小商

官僚の保護のもとに農村に於ける中農層を維持し

工業者や小売商、農村の中農下層と貧農大衆の経

ようという意図をもって生れたものだけに、中央

済的地位に基づく矛盾に焦点をあてたものであっ

会 調 査 の 簡 単 な 統 計 に よ っ て も（ 代 表 的 組 合

た。それは日本資本主義の矛盾の一側面を摘出し

258、組合員 135,541 人についての調査）
、その大

たものではあったが、しかし小岩井はそこに日本

衆的基礎が中農層にあることがみられた（組合員

の政治的動向にとって無視しえない意味をよみと

数

っていた。それが、中小商工業者の生活窮迫打開

地主５％、自作 24％、自小作38％、小作 21％、

其他12％）
。しかし組合役員数は圧倒的多数が地

運動の成否がプロレタリア運動の昂揚にかかると

主、自作に占められており（地主36％、自作48％、

の指摘であり、また、産組の政治的進出に対して

自小作11％、其他５％）
、その支配権が地主、富

官僚、ファッショ勢力そして又他方プロレタリア

農層の手中に握られていたことが明白であった。

的勢力の働きかけにどう反応するかが農村におけ

また、産組の拡大は中農下層（場合によっては貧

る政治的動向を決定するとの指摘であった。こう

農上層）の吸収に向っており、特に農業恐慌以後

した中間層、または中間階級に対する政治的位置

産業組合が農村更生の中枢機関とされてこの傾向

づけの重要性は翌年の反ファッショ人民戦線運動

があきらかであった。この貧農大衆の組織化は産

の登場のなかで明らかとなる。例えば小岩井は人

組にとって簡単には果しえないとしても、その大

民戦線の綱領を論ずるなかで、その「経済綱領」

衆的基礎が漸次農村の下層に伸びつつあるのに、

の中に労働者、農民（貧農小作農・自作農）と並

その指導権が「農村の支配階級である地主、富農

んで中小商工業者、俸給生活者、自由職業者をあ

の手中に在り、そのイデオロギーを代表する中央

げ、それぞれの層の主要な要求を掲げることを提

の謂わば一種の官僚の手にある」、この矛盾、「上

議した21）。野坂参三と山本懸蔵の「日本の共産主

からの支配、下からの圧力」これが産組に内在す

義者へのてがみ」は、ファシスト軍部、金融財閥、

る矛盾であるとされる。産組の政治的進出はこの

地主の陣営に対抗する「勤労階級の統一戦線、す

「下からの圧力」の勝利を示すものであり、この「進

なわち民主主義、平和、勤労の陣営」として労農

出」は、同時に地主の反動的機関と化した帝国農

同盟、小作のみならず全農民、大企業と対立する

会との分離の過程であった。産組下の大衆が独自

小経営者、巨大なデパート所有者と対立する小商

の政治的発言を必要として、それを要求したとい

人、それに勤労知識階級をあげていた22）。人民戦

うのであった20）。

線論の登場に先立つ段階での小岩井の産業組合を

小岩井は、この産組の政治的進出をめぐる対立

めぐる中間層、中間階級分析は人民戦線論構築へ

相克の動向を農村における階級的動向を示すもの

の一つのステップをなすものと位置づけることが
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小岩井が先ず第一に主張しようとしたのは選挙

できよう。
1935年９月から 10 月にかけておこなわれた第

粛正等の運動が議会主義や立憲政治の確保、充実

３回（普選）府県会選挙（２府 37 県）は、翌年

のためのものではないという点であった。改正選

２月の衆議院総選挙の前哨戦というだけでなく、

挙法は前内閣の議会審議をひきつぐものであった

34 年改正選挙法の施行と支配階級あげての選挙

が「言論の自由、或いは選挙権の拡張（そして又

粛正運動の展開の下での選挙という点で36 年、

無産者の立候補運動の容易）」という点で何等「特

37 年総選挙の前例をなすものであった。とりわ

別の改正」を試みたものでないと断じられた。選

け選挙粛正運動は、のちの歴史家によって「日本

挙権資格や選挙公営関連、法定選挙費用、官憲の

ファシズムの民衆支配方式の主流をなした国民精

職権乱用等にかかわる改正はいずれも「末梢的な

神総動員運動、翼賛運動にいたる官製国民運動の

もの」にすぎず、改正の要点は投票買収の防圧、

発端の一つ」 と位置づけられたものであった。

選挙ブローカーの排撃に帰着するとされた。「従

各道府県には選挙粛正委員会令（５月公布）によ

来よりも一歩だけ進んだ厳罰主義」の威嚇を以て

り同委員会が設置され各市町村もこれに準拠した

買収を封じようというのが「殆どその総て」であ

委員会を設けた。民間団体によっても選挙粛正中

って、改正選挙法の施行は、「その限りに於いて、

央連盟が結成され、各種マス・メディアのほか青

選挙から弊害を除去しようという消極的な意味を

年団、壮年団、在郷軍人会、婦人会などから部落

もつだけ」と限定的に評価された。

23）

や町内会にまで動員が及んだ。また、神祇の礼拝、

全国的に展開されていた選挙粛正運動も、改正

神前の宣誓など神社と直結してなされ、国体明徴

選挙法実施の「同伴者」として同じ効果をめざし

運動とならんで国体精神昂揚の教化運動の一端と

ているものとされた。ただ、それは厳密に買収防

して展開されたとされる 。

止、ブローカー退治に集中されているわけではな

23）

小岩井は府県会選挙を前にして「改正選挙法と

く、新官僚の「政治運動」たるところに「本質」

府県会選挙」
『社会評論』（1935 年９月号）を発

があると指摘されていた。選挙粛正運動は、政党

表して選挙粛正運動の意味を追求し、これに対す

凋落の機運に乗じて政治的権力を掌握しようとす

る各政治勢力の対応を明らかにしようとした。そ

る意図をもつ新官僚のイニシアチーヴによって始

の主要点は支配階級の「選挙粛正」の反民主性・

められたものであって、この運動の過程に当然に

欺瞞性を追求することであった。ただ、日本ファ

彼らの進出が予想されるとした。しかし、他方で

シズムの形成と展開をその後の歴史的過程にひか

新官僚は粛正運動のヘゲモニーを握りつつもこの

えた時点で、選挙粛正運動の意味が十全に把えら

過程で全面的に進出するだけの「組織的陣容」を

れていたとは言えない。

もちえず、選挙においてなお牢固たる僣勢力をも

小岩井は、
「ファシズムの観点からすれば」「凡

つ既成政党とのあいだに、対立しつつしかも「妥

そ用のないもの」であるはずの議会中心の選挙法

協苟合」がなされていることが注目された。民間

改正とか選挙粛正問題が提起された背景を、現岡

運動の頂点に立つ選挙粛正中央連盟は斎藤前首相

田内閣が「官僚、軍部の一部と、既成政党のある

を中心とする官僚派の「巣窟」とされたが、地方

部分との妥協的な、連合形態の内閣」であること、

府県の粛正委員会は政党を締め出すことができ

それ自身ファシズム化しつつあると同時に「その

ず、買収の「元兇的被告」がこの委員会に席を列

立脚点は、むしろ現状維持」であり、ファシズム

ね、粛正運動が「一面、それぞれの勢力の選挙運

的勢力に譲歩しつつも「それの激化を防圧し消化

動であるかの様な奇観をすら呈している」と評さ

しようという、複雑なデリケートな関係」24）にあ

れた25）。

ることと解説した。

小岩井は府県会改選が翌年の総選挙の前哨戦と
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しての意味をもつ点を視野に入れて、府県会総選

応せる職業代表制を以って議会の運営を期す、の

挙に向けての各政治勢力の動向をとり上げた。官

項目があった。また、選挙闘争方針には、地方に

僚的イデオロギーを「培養」し官僚第一主義を「植

よっては選挙粛正監視隊を置き買収不正行為を摘

えつけようとする」官僚群、従来の地盤を擁護し

発するとか、選挙前に産業組合により選挙粛正座

ようとする既成政党、不振を呈しているがこの機

談会を開催し選挙費用は五百円より一千円までで

会に進出をはかろうとするファッショ団体等の動

押し通す、全国農民組合県執行委員会長渋谷悠蔵

向に加えて、ここでは特に産業組合とプロレタリ

氏を東津軽郡より産組党公認候補として立候補さ

ア勢力の問題に関心がおかれていた。産業組合の

せる、等の項目が含まれていた。当局および産組

政治的進出については、産組中央全農協・産青連

中央部の意向はこのような産組党結成に反対であ

の「稍々消極化」した姿勢に対し関東・東北の一

り、産組首脳部の中にはむしろ既成政党の名によ

部に産業組合党の計画がすすめられていること、

って立候補させ産組勢力の扶植をはかるとする意

また他の地方で選挙粛正への参加や独自の運動が

見も有力であるとみられていた27）。

見られること、例えば長野では市町村長、農会長、

プロレタリア勢力の府県会選挙への進出につい

産組役員等党籍離脱勧告の運動がすすめられてい

ては、社会大衆党および全国農民組合の動向にふ

ることが指摘された。産組の地方におけるこれら

れて選挙闘争を通じて「ある程度」の進出が予想

の政治的動向が小岩井によって重要視されたの

されたが、小岩井がここで強調したのは、これら

は、前論文と同様にそれが官僚又はファッショ団

の「プロレタリア的政治勢力」が「支配階級の選

体からの、又他方プロレタリア勢力からの働きか

挙粛正という様な闘争場面に、殆ど何等かの階級

け又はそれとの関係がどうなるかという視点から

的政治闘争をも展開していない」という問題であ

であった。産組のこのような政治的進出が「純粋

った。小岩井は、社大党大阪府連が「札付選挙ブ

に農村協同組合運動の別動隊」としての進出に止

ローカー」の投票当日までの禁足など 10 項目の

まるか、
「もっと明白な階級的色彩」をとるかと

選挙粛正上申書を府当局に提出した事例にふれ、

いう問題であった。ここでは農村に足場をもたな

「問題はこの様な末梢的な粛正運動ではなく、独

い官僚やファッショ団体にとって産組は在郷軍人

自の階級的粛正運動──乃至粛正対抗運動を組織

会等々と共に「恰好な大衆的地盤」の目標と目さ

し敢行する事でなければならない」と主張した。

れる一方で、青森県などに産組党の計画がすすめ

支配階級の選挙粛正運動が立憲政治、ブルジョ

られる中で全農とのあいだに「共同戦線」を張ろ

ア・デモクラシーにとって何ら積極的意義をもた

うとする形勢が注目されていた 。

ず、プロレタリアートの階級的選挙闘争に対して

26）

産業組合中央部の「消極的態度」に不満をもっ

も「選挙闘争の自由を保証するようなものは何ら

て産組党組織の計画を進めようとした県は長野・

見られない」という評価からして、粛正運動に迎

群馬・青森・福岡・鳥取等であったが、青森では

合・同調する動きに危機感を抱き、「重要な準備

産組党支部の設立、県議選への代表選出をめざし

闘争の欠如」、「選挙戦の立ちおくれ」とうけとめ

て運動を開始し、７月同じく産組党群馬連盟結成

たのは当然であった28）。なお、社会大衆党は地方

の準備をすすめていた群馬県よりの代表の参加を

支部に宛てて「通達」を発し、選挙粛正委員会へ

えて、産組党青森県準備会を結成した。決定され

の参加、各党支部との選挙粛正演説会の開催、選

た行動綱領には、議会並に県会に議員を送り農村

挙前の利益供与の実例の蒐集等を求め、また党本

の政治勢力を強化し、経済更生運動並に産業組合

部も中央執行委員会の決議に基づき麻生書記長ほ

運動等の農村利益を強力に主張せんとす、政治機

か地方代表を加えて首相官邸を訪問し投票買収行

構を改組し経済参謀本部の確立並に計画経済に相

為の徹底的処罰を求めて要請書を提出する29）など

56

◦ 1606 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
小岩井淨と人民戦線

国大会」で表明された「総括的な根本的態度」
（総

の状況があった。
府県会選挙開始（鳥取県９月 21 日）直前小岩

裁演説）は「責任政治の確立」に帰着するが、こ

井は「各派選挙対策の批判」
（
『社会評論』10 月、

れは「顛落した政党を昔日の勢に盛り返えし、あ

脱稿９月12 日）を発表した。ここではまず当時

わよくばも一度政権にありつきたい」との意味に

の地方議会──地方自治体（府県）の「本質」が

すぎず、口にする「ファッショ反対」も「当の政

三点に亙って要約された。第一点は、従来地方自

友会自身がファッショ化しつつある」ことが指摘

治体は既成政党の蟠踞する牙城であって、既成政

される31）。抽象的な美辞麗句の羅列にすぎない政

党は金融資本を通じ、地方財閥ブルジョアと結託

党の政策の中心とくに「政友会的イデオロギー」

して自治体の仕事から利権を漁ってきたが、現内

を示しているとみられたのが「国防産業両全主義」

閣（連立内閣）においては官僚勢力が介入台頭し、

であった。ここには「軍部の××（横暴）に対

すでに地方自治体の「上半身」は官僚の支配網に

するかぼそい抗議と怨嗟」がひめられてはいるが、

おおよそ織り込まれているとみられた。しかし地

「タブーにでも触れる様に、暗語以外一指も染め

方議会は既成政党がなお勢力をもっており、官僚

得ない無気力さ」が示されているのであって、政

と政党とは「或る程度」対立しつつも両者間に「一

党がブルジョア民主主義の獲得に向って進む「気

種の妥協」が行われているとされ、ことに「反プ

力と熱意の片鱗」をも持ち合わせていないことの

ロレタリア的な姿勢」においては両者が完全に手

例証とされる。政友会の掲げる最も「具体的」か

を握っていると指摘される。第二点は地方自治体

つ「直接的」なものは地方財政の破綻に対応する

の「自治」は表面的な偽装にすぎず、真実は「官

地方財政補整金問題であるが、政友会が大衆の人

治組織──官僚的行政組織」という点であった。

気を獲得しようと宣伝している補整金案（大体六

天降り的官吏である知事、参事会制度の存在──

千万円程度）は、内務省の「地方財政交付金制案」

その非公開主義、議員の発案権の欠如、課税権の

毎年五千七百万円と並んで官僚・内閣審議会・政

狭隘さ等の地方制度は、政党内閣のもとにある時

党が相競って地方財政問題に対応しようと提示す

は結局は政党政治の軌道によって運営されたが、

るものの一つと位置づけられる。なお民政党の選

政党内閣の退場に伴い自治体の「官治組織的、官

挙対策については、その態度を表明する筈の近畿

僚支配的本質」が露出しつつあるとされる。第三

大会・東海大会を後日に予定しているため、単に

点は地方自治体の財政の破綻であってそれによる

地方財政交付金問題を始め政友会と五十歩百歩の

地方債の累年増加とその利払負担の増大が指摘さ

政策を闡明するだろうと推測されていた32）。

れる。その原因としては、恐慌による農村の疲憊、

ファッショ団体にとっては前回の満州事変のさ

国庫負担に帰すべき行政費（
「警察」など）の府

中の府県会選挙はファッショ勢力は充分に結集さ

県による負担──国家財政における国防費の膨張

れていなかったため、今回の選挙が初舞台となっ

に伴う国家行政費の下部組織への転嫁──、農村

た。しかしこの選挙に対する「対策」はほとんど

救済費の若干部分の負担、政党の無責任な政策

闡明されていないとみられた。組織全体としての

30）

──土木事業、学校建設等──があげられる 。

「総括的、統一的な態度、方針、政策等」につい

以上の三点は、府県会選挙に対する各派の対策を

て聞くところがないとし、新日本国民同盟の「立

評価するさいにおける判断基準をなすものとみら

党の根本方針たる非選挙党たる立脚点を厳守」を

れる。

方針とする態度に対して、皇道会の「政界の浄化、

既成政党の選挙対策については、選挙粛正と政

議会政治の刷新、地方政治の振興」をかかげて「皇

党不信の空気の中で従来の足場を維持することが

道政治の徹底」をうたう当選第一主義との対蹠的

その中心的な意図とみられた。政友会の「臨時全

な傾向を指摘した。これは日本ファシズムが「尚
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甚だ無理論であり、混沌としている」ことを示す

政の大衆化を企図するもの」と説明され、「府県

ものとされ、また具体的な政策も見当らないと断

経済会議要項」が提示された。「要綱」によれば、

じられた。この評価は公安当局の右翼団体の府県

「経済会議」は「地方経済再建のための具体的計

会選挙対策についての見解とほぼ一致するもので

画の立案」と「府県経済行政」の「監視」を目的

もあった 。なお、産業組合については、明らか

とする常設の知事の諮問機関であり、その決定事

にファッショ的傾向が一部にみられるとしなが

項が三度府県会に提出されたときは可決すべき義

ら、
「その反対の傾向」もあると注釈しつつ、そ

務を負うものとされた。その構成は、

の立脚点は今のところ産組中心主義に終始してい

門家・労働者・農民及資本家・地主団体中より知

ると簡潔に述べられるにとどまった。

事の任命したもの（但し総員の３分の１を超える

33）

学者・専

１月の全国大会で府県会選挙対策を議題として

こと得ず）、 労働団体・農民団体・技術者団体・

以来取り組みを進めていた社会大衆党は、５月に

資本家地主団体・同業組合・産業組合より互選し

「府県会選挙政策大綱」を決定、７月の地方代表
の参加のもと中央執行委員会で選挙対策を協議、

たるもの（総数の３分の２）、

総員は 30 名とあ

った 。
34）

「政策大綱」のほか 20 項目に亙る「府県行政に対

小岩井の社大党選挙対策についての批判は、
「社

する政策」
「選挙スローガン」「選挙戦の組織」等

会的交付金制」は政友会の地方財政補整金と一脈

を決定した。
「政策大綱」では、選挙の「主要努力」

通ずるものではあるがその金額の大きさから見て

は「地方自治体より資本家的諸勢力と官僚支配の

支持し得るものとされ、「地方独立税の撤廃」は

掃蕩」に向けられねばならないとうたい、政治政

労働者農民の要求するところであり、両者は「特

策上の重点として「地方民負担の徹底的軽減」
「地

別異議ない」ものとされた。しかし、「府県経済

方財政の根本的再建」を掲げた。そこでは地方財

会議設置」は手厳しい批判が加えられた。「大衆

政破綻の根本的原因は厖大な国家行政費の地方転

自身の要求」或いは「啓蒙すれば大衆の要求とな

嫁、すなわち当然国家が負担すべき教育・土木・

りうるもの」という大衆団体の政策や主張等の「批

衛生・警察・社会事業の諸費用を地方自治体に負

判の基準」からみて「経済会議案」はそのような

担させていることにあると主張していた。そして

性質を欠落しているというのであった。「資本家

「地方財政の根本的再建」と「地方自治の徹底」

や地主と卓をならべるこの機関に依って（総員

のために掲げられたのが「社会的交付金制の確立」

30 名のうち労働者や農民は何名位任命されたり、

「大衆課税たる地方独立税の撤廃」「府県経済会議

互選されたりするであろう？）どうして大衆の要

の設置」の「三大政策」であった。「社会的交付

求がその儘にとりあげられるか」、「この様な意見

金制」については、1934 年における地方財政歳

は職能代表制国家の理論から暗示を得た幹部の観

出総額18 億 1500 余万円のうち 10 億 1200 余万円は

念の中にだけ生まれるものにすぎない。そして

国家負担たるべき性質のものとして歳出総額の

……（階級闘争）を放棄し、階級強調主義をふり

55％は社会的交付金として「要求さるべき」とさ

まこうとする企図以外の何ものでもない」と断じ

れた。
「地方独立税の撤廃」については、「社会的

られ、「地方自治体より資本家的諸勢力と官僚支

交付金制の確立」により「国家の負担たるべき地

配の掃蕩」を「選挙政策大綱」で謳う社大党とし

方費の国家支出」により地方民の過重負担たる「特

て「甚だ首尾一貫しないのに寧ろ唖然たらざるを

別地税、家屋税、営業税、雑種税、及び各同附加

35）
と切り捨てられた。
得ない」

税と戸数割」はその帰結として廃止すべきである

小岩井は社会大衆以外に、無産階級の陣営から

とされた。
「府県経済会議」については、「地方経

反組合会議系の労働組合・農民組合・全国水平社

済再建の地方民の全幅的参加と協力による府県行

等を基礎とした勢力による候補者擁立、選挙運動
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についてふれている。とくに組合解散の不当弾圧

にわたる具体的要求が掲げられたが、「選挙対策

をうけてきた香川県の農民数名の選挙戦立候補の

方針」には春以降の大阪港南地方の全労・総同盟

情報に「今度の選挙を通じての偉観」であると強

の下部組合員によって始められた組合戦線統一運

い共感を表明している。これらの勢力による選挙

動の進展を反映する方針がもり込まれた。例えば

闘争組織としては全評京都地協の提唱による全国

「団協以外の労働者農民出身の候補者に対する援

水平社・京都消費組合・全農の各有志加盟の「京

助」を呼びかけたり、「共同闘争の展開について」

都地方無産団体府議戦共同闘争同盟」
、全農岡山

では、社大党支持団体の下部大衆の内には「旺盛

県連・岡山消費組合・全水岡山支部・全評岡山一

な反幹部的空気、ファッショ化し或いは協調化し

般労組を糾合した「岡山県会議員選挙闘争協議会」

た幹部への反感の増大」と「全線的な労働者戦線

があったが、小岩井がここでとりあげたのは、大

の統一を要望し既に実践に移している」との「著

阪での反社大党系勢力によって組織された「府会

しい戦闘化」を見ることができる、「共同闘争の

選挙対策大阪無産団体協議会」であった。大阪無

具体的展開こそ統一を要望し逆襲へ決起せんとす

産団体協議会の選挙闘争方針書が「教育、土木、

る大衆の要望と合致する最も意義ある重要なもの

衛生、警察、社会事業等々、無産大衆の生活と最

である」とのべ、社大党支持組合を含む大衆的共

も密着せる地方行政、財政問題を徹底的にバクロ

同闘争を意義づけていた。そして全評結成時以来

することは、矛盾せる中央政権に対する直接のバ

の「下からの統一」「右翼幹部の分裂主義の粉砕」

クロ、アヂプロともなる」として掲げた選挙戦の

の方式に一定の修正の方向が明記された。「下か

目標３項目36）──いずれも小岩井が地方議会・地

らの結合統一を一層容易にし盛り上げる為に上か

方自治体の「本質」として摘出した問題点に正面

らの持ちかけ工作も軽視すべきではないと思う。

から挑戦する闘争目標──を紹介し、つづいて「要

勿論、斯かる場合に於ける対象として我々は社会

するに我々は、闘争を一つの府県会と言う限られ

大衆党に対しても従来の如き排撃一点張りの能無

た範囲からでなく日本資本主義の政治機構に対す

し猿の芸当を止め、充分確信のある共同戦線の展

る闘争として、その立場から充分に府県会選挙闘

開を目指して前進しなければならぬ」38）。この方

争の意義を把握しなければならない」との文章を

針転換は、翌年の労働組合の反ファッショ政治戦

引用紹介して、小岩井は「その趣旨に於て大体正

線統一運動における大阪団協の先進的役割を生み

しいとすべき」との評価を下していた37）。

出す出発点と意義づけることができよう。

「府会選挙対策大阪無産団体協議会」は８月 17

同じく全評京都協議会の提唱による京都地方無

日全評関西地方協議会の主唱によって大阪市電

産団体府議戦共同闘争同盟も「同盟結成の意義」

従・全国水平社大阪府連・全農大阪連合会・大同

として、大阪港南地区の労働者の「打ち上げた警

電気労組・大阪自動車従業員組合が参加結成さ

鐘」が「全日本の無産階級勢力を打って一丸とす

れ、公認候補として全国水平社松田喜一が擁立さ

る運動」に発展した情勢に応え、京都地区の選挙

れた。８月 26 日の結成声明書は冒頭で４年前の

闘争も統一戦線勢力の結集という「全国的な状勢

府議選での小岩井の獄中当選の回想をもって始ま

の見地から」準備され、大衆の日常闘争と密着し

った。
「全無産大衆にとって忘るることの出来な

た選挙闘争を組織しなければならないとしてい

い」事実としてあげられた小岩井の獄中からの擁

（「方針書」）。小岩井が強い共感をよせた香川
た39）

立と「あらゆる迫害を蹴って」の当選から、今回

県の農民の立候補は、旧労農党の大山郁夫、上村

の府議選に至るまでの闘争の経過と運動こそ選挙

進を第１回普通選挙（1928 年）に立候補させた「無

闘争の基礎となるとして闘争を呼びかけたもので

産党多年の金城湯池」であった全組織が、選挙後

あった。
「政策」
（府政一般要求）として 39 項目

徹底的弾圧によって潰滅させられ、その後無産政
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党・労働組合・農民組合も許されず、他府県から

当選し、赤磐郡宮向国平（全農）、上道郡江田三

の応援運動者の入県すら禁止的制限をうけたとい

郎（全農）は落選したが前回の得票を大幅に増大

う経緯を経た中で、
「無産陣営多年の懸案たる香

させた。社大党の進出の要因として社大党本部の

川県の再建」が漸く具体化して来たとして注目さ

平野学は、１．組織力の発展、２．日常闘争、３．

れた問題であった。綾部郡から立候補した大林千

戦線統一の力の３点をあげた43）。公安当局は、無

太郎（旧労農党）のほか香川郡・木田郡からも立

産政党・団体を含めてその「勝因」を、⑴「組織

候補し、香川県の組織再建の将来の見透しに成算

的勢力の構築に着手してより十数年を経過し、其

を得たもの、翌年の総選挙の立候補も含めそれら

間相当の地盤を獲得せること」、⑵「無産派各団

の闘争を通じて全国農民組合の組織の確立が見通

体の候補者は平素地方自治問題又は地方民の直接

されていた。全農本部は応援闘士を派遣し「無産

利害問題に関し活動し来れるものにして永年選挙

陣営の名誉にかけて」組織再建に努力する方針を

民と接触ありしこと」、⑶既成政党の不評、⑷選

固めていると報じられた40）が、こうした動きの背

『日
挙粛正運動の効果の４点に要約した44）。また、

景には各地方で全農本部派と全国会議派との統一

本労働年鑑』第17巻には１．粛正選挙、２．政治

を目ざす流れがあったことを推測してよいであろ

戦線の統一による対立候補の抗争の解消、３．各

う。

派の選挙協定共同闘争、４．既成政党の信用の失

選挙結果は、政府与党である民政党が後退し政

墜と無産党への期待等があげられている45）。『社

友会が第一党となったが依然として既成政党が９

会運動通信』（10月９日）の記事は 10 月 14 日静岡

割以上の圧倒的多数の当選を果した。国家主義諸

の最後の選挙をひかえた時点の評価であったが、

党派はその政治的・組織的弱点もあって予想を裏

２府 24 県の無産党当選者 25名の得票 15 万３千は

切る不振の結果に終った。産業組合関連では産青

前回 1931 年のこの地方における得票 18 万２千に

連が独自の立場から推挙した候補者は落選者が多

比べて２万９千、１割７分の減という「悲観点数

く、地方組合長・理事・監事あるいは支会や県連

字」を紹介した46）。そして得票の絶対数に於いて

の役員で当選した者はいずれも従来より既成政党

減少せるにもかかわらず当選者に於いて無産党が

員であった。その厖大な組織を以ってしてなお当

進出したのは、地盤協定や統一戦線の効果にある

選者が極めて少数であるのは「産組自体が政治的

と指摘した46）。これらの要因は粛正選挙を除いて

意識を確定していない為」と評された41）。

はそれぞれに根拠をもったものと思われる。

無産勢力は現有議席（無産党 16）を大幅に躍

選挙粛正運動の効果は司法当局の選挙犯罪の追
に反映されたが、1931 年度と比べて今回は

進させた。社会大衆党は当選者 24、他に社会大

求

衆党系８、合計 32 名を数えた。全国農民組合２、

受理総数、起訴数とも相当の増加がみられ、とり

北日本農民組合１、全評全水其他地方無産３を加

わけ懲役と禁錮の体刑者が 31 年度に比べ約 16 倍

えると統計 38名が議席を得た 。前回 1931 年の

強 1,192 名を数え厳罪主義の色彩を露骨に示して

府県議選では全国労農大衆党 12 議席、社会民衆

いた。買収犯罪では刑の加重、選挙ブローカー処

党３議席、大阪労農協議会の小岩井の当選を加え

罰規定の新設、金品交付行為の処罰、官公吏並警

て 16議席（翌32 年東京、神奈川より各１名当選）

察官吏の買収の特別処罰規定の新設を以ってのぞ

であったことから２倍増以上の躍進を果した。社

み、買収事犯者は前回を834名上まわる9,527 名

大党以外の左翼無産勢力では、大阪無産団協の松

を数え、選挙事犯者総数の80.9％弱を占めた（前

田喜一は落選したが、香川では香川郡平野市太郎

回は 94.7％弱）。その他選挙運動取締りに関する

が最高当選を果し、綾部郡大林千太郎も当選した。

規定を厳重にした結果、届出前の選挙運動、第三

岡山では岡山市の中原健次（全評、岡山無協）が

者の選挙運動禁止、個別運動（新選挙法第 129 条）

42）

47）
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の「形式的な選挙運動違反事件」が前回357 件よ

動にとって無縁とみるだけでなく、支配階級によ

り今回1,780件と大幅に増加し、選挙取締りの苛

る民衆支配の道具立てとする見解が「全農政治部

酷な動向が買収事犯に限らないことを示してい

講座」で主張された。すなわち、粛正運動は、満

た。 選 挙 事 犯 の 政 党 別 起 訴 人 員 は、 政 友 会 が

州事変以後の軍部の介入や既成政党の信頼喪失と

5,437 名で前回より 130 名減、民政党が前回より

いった支配形態の変調に対して、選挙粛正委員会

1,151 名 増 の4,224 名、 無 産 党 が75 減 の 78名、そ

に支配階級が適当と考える人物を部落や村に至る

の他が前回 391 名から 2,041 名に大幅増を数える。

までえらびだし、選挙当選者が民衆の意志を真に

前回の取締りが党派的選挙取締りで政友会が多か

反映するかの「幻影を生ませる」ことによって、

ったのに対し、今回与党である民政党の人員が激

その機能を殆ど停止している地方府県会や議会に

増したのは取締りが既成政党一般の牽制を意図し

対する民衆の信頼をつなぎとめ、「軌道から外れ

ていたからであるとされる 。無産党の起訴人員

て仕舞った政治形態」を回復しようとするもの、

が既成政党に比べ桁外れに少くしかも前回から半

という。選挙粛正運動によって無産階級の主張や

減していることについて、これによって粛正運動

要求をもって闘う人物の選出を期待することはで

が無産党進出の原因となったとする説に歴史家に

きない。さらに、人口の半数を構成する婦人や

よる反論がある。すなわち「従来から無産政党の

25 歳以下の青年の選挙権除外その他の選挙制度

選挙運動の中心は言論戦にあり、これに対する運

の制限、「一寸人を訪ねていった為に違反に問わ

動抑圧の手段は選挙法による摘発よりは、主に治

れたりする」刑法上、選挙法上の威嚇、「負担に

安法規による
（法規によらない場合が多いのだが）

たえ難い保証金」その他の経費等々。このような

演説の『注意』、『中止』処分、運動員の検束にあ

選挙制度の下では「民衆の意志を反映する事も出

り、これだけでは一概に無産政党進出の説明はで

来なければ、選挙粛正が行われるわけでもない」、

48）

「真実の選挙粛正」とは無産階級が積極的に参加

きない」49）。
買収・腐敗選挙はもともと左派無産運動には無
縁のものであった。岡山無産団体協議会ニュース

し得るものでなければならない、というのであっ
た52）。

は、全農宮向候補が「僅か百円前後の費用で、言

小岩井は大阪の無産団体協議会の選挙運動に応

論一本の戦い、よく一〇一七票を獲得し」とその

援弁士として名を連ねたが、小岩井の「立憲主義

実態を誇り、総括的に「法定運動費は千七百二十

と議会主義とブルジョア・デモクラシー」にとっ

円であるが、我が選挙費用はその六分の一余りの

て積極的意義をもつものではない、プロレタリア

概算現金支出三百八円である。粛正運動も買収取

ートの「選挙闘争の自由」を保証するものでない

締も吾等の前には、ついに無用」50）とかいて粛正

という粛正運動に対する評価は、これらの無産団

運動とかかわりのない立場を明らかにした。京都

体の運動と共通する立場を示すものであろう。し

の府議戦共同闘争同盟は選挙粛正の「から言葉に

かし粛正運動は支配階級の「軌道から外れた政治

迎合するだけでないが」と断わりながら、選挙違

形態」の修復という全農政治部の解釈以上の政治

反の監視と摘発にのりだす方針をかかげた。
「吾々

的意味が含まれていた。選挙粛正の促進強化を政

は一切の敵と闘うと云う建前から色々の活動を計

府に要請していた社大党幹部は、選挙直前に安部

画しなければならぬが、特に腐敗堕落の破廉恥な

磯雄、麻布久、亀井貫一郎ら党首脳部が唐沢警保

ブル政党の現情を見る時、断乎として吾々の正義

局長以下の内務首脳に招かれて麻布南甫園で選挙

を立証すると同時に具体的な裏切の事実を現実に

について打合せを行ったとされたが、この会合は、

大衆の前にサラケ出してやると云う事も重要な闘

新官僚が産業組合や右翼系組合に加えて急速に無

争の一つだ！」 。選挙粛正運動を単に無産者運

産政党に接近し無産政党の政治勢力を利用しよう

51）
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としているとの疑念を強めた53）。選挙法改正の下

側からの現状打開の要求を中心として都市および

での最初の選挙粛正運動を総括した内務省は、粛

農村の大衆の窮乏を背景として自然発生的に成長

正運動の意義をたんに法の整備とその適正な運用

しつつあったファシズムが、今や「ブルジョアジ

にとどまらずさらに進んで「国民の政治的自覚の

ー自身の意図によって上から行われ始めた」とい

結果として（……）国民自身の意思に依って実現

うのであった。その転機は、五・一五事件に現わ

せられなければならない」とし、これが「第三の、

れた大衆的背景に立つ非ブルジョア的勢力のブル

而して根本的の方策」であるとして、
「或は公共

ジョア的政権に対するデモンストレーション、攻

心を振興し、或は愛国心に訴え或は政治的責任心

撃の「苦い経験によって、いち早くファシズムを

を喚起し、以て国民の道義的覚醒を促すことが行

自家薬籠中のものとすることの必要」を看取した

はれなければならない」という、粛正運動を国家

ブルジョアジーが、「主観的には急進的ファシズ

主導の政治的運動と意義づけた。さらに、「元来

ムの台頭を鎮静させるべく」「客観的に見ればブ

如何なる当選者が得られるかは、粛正運動に懸け

ルジョアジー自身によるファシズムの或る程度の

られた最後の興味であり（……）粛正運動が窮極

実践」に踏みきったとされる。斎藤内閣──岡田

に於て単なる不正防止の運動に止まるべきもので

内閣とつづく軍部・政党・官僚による挙国一致内

なく、良き議会、良き自治体を作り出す為の努力

閣制、内閣審議会・調査局の新設、経済・思想・

であることを思えば、我々は今後層一層の力を盡

宗教・芸術等一切の分野にみられる統制政策、厖

さねばならぬ必要を感ぜしめられ」と選挙への干

大な軍事予算の編成等、これらは厳密な意味での

渉、候補者の選別への意欲をかくさなかった。内

ファシズム政治編成の完了或いは純粋なファシズ

務省は府県議選を粛正運動の第一階梯、「予備的

ムの政策の遂行とは言えないとしても、「ファシ

訓練であり小手調」であって、来るべき衆議院選

ズムの軌道以外の問題ではなく、どこまでもファ

挙を目標とする粛正運動こそ「本格的のもの」と

シズム的なもの」とみられた。７カ月前小岩井淨

位置づけ、この運動の展開を構想したのであっ

はこれら「合法的ファッショ」を日本ファシズム

た 。陸軍もまた選挙粛正への要求として、「非

として認めることに否定的であったのに、ここで

常時局に寄与し得べき優良議員」の選出、「国防

はこれを「ブルジョアジー自身の意図によって、

思想に暗影を与うるが如き」選挙演説の厳重取締、

その『統制』のもとに遂行されている」ものとし

反軍思想の鼓吹者に対する是正措置を内務省に求

て、「今や日本ファシズムは上からのものとして

めた （1936年１月22 日）。これらは府県会選挙

着々進展しつつある」と把えられた56）。

54）

55）

の結果に満足しなかった内務省・軍部がより積極

日本ファシズムが日本資本主義の特質から「封

的な選挙介入を意図し、翼賛選挙をめざす政治的

建的なもの」と密接に結びつきその強化を伴うと

意志を示したものであった。

する論点も再論される。ここでは、しかし官僚、

1935年末に書かれた小岩井の「日本ファシズ

軍部もまた封建的なものを代表する勢力とみられ

ムの現段階──上からの浸透と下からの浸透につ

るが、ファシズムはこれらの勢力を前面に押し出

いて──」
（
『サラリーマン』1936 年１月号）は、

し、ブルジョアジーはその階級支配を確立するた

それまでの「日本ファシズム論」に注目すべき修

めそれと緊密に結びつく。それは「反プロレタリ

正が加えられた。すなわち、満州事変前後から台

ア的独裁のための最大の支柱であり国民的統一の

頭し五・一五事件で一つの頂点に達した日本ファ

目標」であって、それら「封建的なもの」の強化

シズムは五・一五事件を起動点として「新しい段

は、表面的にはブルジョアジーの力を弱め、その

階」に入ったとされ、それまで「政治権力の外に

犠牲に於いてなされるように見えるとしても、
「結

ある非ブルジョア的勢力」
（その中心は軍部）の

局においてブルジョアジー自身を強化させるも
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の」と把えられる。ブルジョアジーの思想政策も

場合には反って軍部を牽制することが見られると

日本主義強化の他はありえない。こうしてブルジ

される。

ョアジーは「封建性の強化を中心に一切の政策を
押しすすめている」とされ、「客観的にはそれが、
ファシズムの遂行である」と断定される。この文
脈の中では前論文でファシスト勢力から除外され
ていた官僚・軍部が、封建的なものを代表する勢

註
４
１）小岩井は日本ファシズムを「日本資本主義の到達し
た段階、置かれている地位、或いはその社会的物質

力としてだけでなく、ブルジョアジー自身のファ

的な諸条件に依って説明されなければならない」と

シズムの遂行の先兵として位置づけられていると

書いているが、枚数の制限があり、別の機会に譲る
としてここでの論及はさけている。

言えよう。
小岩井は「上から」のファシズムと同時に「下
から」の或いは「外から」のファシズムの進行を
あげ57）、その主体として、１．ファッショ団体、２．
産業組合・青年学校・青年団・消防団、等々、３．
××（軍部）
、在郷軍人団等をあげ、それぞれに

２）小 岩 井 淨「 日 本 フ ァ シ ズ ム の 特 質 」
『社会評論』
1935年６月号、14〜15頁。
３）小 岩 井 淨「 日 本 フ ァ シ ズ ム 論 」
『エコノミスト』
1935年 11月１日、13頁。
４）同上、13頁。
５）小岩井淨「日本ファシズムの特質」前掲書、18頁。
原文の伏せ字に相当する語句を括弧内に補った。以

評注を加えているが、軍部についてはとくに次の

下同じ。

ように述べられている。すなわち、軍部は挙国内

６）同上、18〜19頁。

閣制に代表者を送り上からのファシズムの遂行者

７）小岩井淨「日本ファシズム論」前掲書、12〜13 頁。

の一つを構成するが、しかしそれに拘束されない
独自の立場、地位をもっており、その比重と圧力
の大きさによってその動向は政局を左右してあま
りあるであろう。しかし現段階においては軍部は
「外からの働きかけ」（最近には憲法問題に於いて
若干見られた）は「ある程度、ある限界に止めら
れている」とされる。しかしこの状態がどこまで
続くかは、これを決定するのは客観情勢──対外
関係とみられた。そして軍部の日本における独自
の立場、関係、その比重は日本ファシズムの進行
過程にイタリー、ドイツ流の「原生的な」進行を
とらせないという展望を与えることも再言され
た 。ここでは軍部が「上からの」或いは「合法
58）

的ファシズム」の勢力としてだけでなく、「外か
らの」すなわち「合法的」枠組をこえたしかも政
局を左右しうる勢力として位置づけられており、
その後の日本ファシズムの進行にとって決定的と
も言える意味を認めたと言えよう。なお、在郷軍
人団については、軍部の統制下に置かれているが、
民間団体として一層行動の自由をもっており、そ
の一部は積極的なファシズム的動向をとって或る

８）同上、14頁。
９）同上、14〜15頁。
10）小岩井淨「日本ファシズムの特質」前掲書、19〜21
頁。
11） 拙稿
「小岩井淨とファシズム⑷」
『愛知大学法経論集』
第 153号、73、84、88頁。
12）岡野進（野坂参三）「クーシネンの報告にたいする
討論演説」
『資料集コミンテルンと日本③』17 頁。
13）『資料集コミンテルンと日本③』232頁。
14）同上（
「注解」
［200］）、425頁。
15）「天皇制とファシズム」
、同上、259〜261頁。
16）小岩井淨「反産運動の激化と其の展望」
『中央公論』
1935年８月号、本欄 58〜59 頁。
17）同上、本欄 59〜61 頁。
18）同上、本欄 62〜63 頁。
19）同上、本欄 63頁。
20）小岩井淨「“産組” の政治的進出は可能か」
『政界往
来』1935年９月号、150〜151頁。
21）小岩井淨「日本に於ける人民戦線の『綱領』の問題」
『三田新聞』1936年７月８日。
22）田中、岡野「日本の共産主義者へのてがみ」『資料
集コミンテルンと日本③』294頁。
23）粟屋憲太郎「一九三六、
三七年、
総選挙について」
『日
本史研究』146号、108頁。
24）小岩井淨「改正選挙法と府県会選挙」『社会評論』
1935年９月号、67頁。
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25）同上、67〜71 頁。

37）小岩井淨「各派選挙対策の批判」前掲書、64頁。

26）同上、72〜73 頁。

38）
『社会運動通信』1935年９月 10日。

27）
「農民組合並に産業組合の府県会議員総選挙対策に

39）同上。

関する調査」
『思想月報』昭和十年十一月、40〜42 頁。

40）『社会運動通信』1935年９月７日。なお、香川県で

28）小岩井淨「改正選挙法と府県会選挙」前掲書、73 頁。

の農民の立候補者は、
綾部郡の大林千太郎（全農系・

29）
『社会運動の状況』昭和十年、813〜815 頁。７月 29

旧労農党）
、香川郡平野市太郎（全農系中立［元］）
、

日首相官邸に提出された社大党の「選挙粛正に関す

木田郡溝淵松太郎（同上）で、
「全国農民組合の闘士」

る要請」には、１．選挙取締の重点を買収行為に集

と報じられている。

中し形式的違反行為に拘泥せざること、１．選挙前

41）『社会運動通信』1935年 10月３日。

の利益供与を厳重に取締ること、１．買収犯による

42）
『日本労働年鑑』第 17巻、487 頁。

選挙違反者に対しては長期に亙る公民権剥奪を励行

43）
『社会運動通信』1935年 10月 12日。

すること、１．買収前科犯の立候補者は厳重に監視

44）
『社会運動の状況』昭和十年、818〜819 頁。

し、常習的選挙ブローカーは予備検束すべきこと、

45）
『日本労働年鑑』第 17 巻、487頁。

等の項目が含まれた。

46）『社会運動通信』1935年 10月９日。なお、最終得票

30）小岩井淨「各派選挙対策の批判」『社会評論』1935

数は、17名の当選者を出した 1931年度府県会選挙

年10 月、55〜58 頁。

における全国労農大衆党、社会民衆党、その他無産

31）政友会の「ファッショ化」の例として「×× 問題

党の総得票数270,630票に対し、38 議席を獲得した

に対する態度」という記述があるが、これは３月の

1935年度の無産派合計の得票数は 215,598票であっ
た（
『日本労働年鑑』第 13巻、第17巻の集計による）。

衆議院における政友・民政・国民同盟の３派共同提
案による国体明徴決議可決の事実が念頭にあると推

47）「昭和十年施行府県会議員選挙に於ける選挙違反に
関する調査」
『思想月報』昭和十一年八月、41〜48頁。

測される。
32）小岩井淨「各派選挙対策の批判」前掲書、60 頁。

48）粟屋憲太郎、前掲書、110 頁。

なお、政友、民政の候補者個々の中には地方情勢に

49）同上。

応じ具体的政策を標榜したり、中には「無産党の領

50）『社会運動通信』1935年 10月 15日。

分を侵略する者」さえ尠くないが、ただ「当選して

51）「京都地方無産団体府議戦共同闘争同盟

も公約を守らないだけである」と注釈される。

方針書」

『社会運動通信』1935年９月 10日。

33）内務省警保局『社会運動の状況』昭和十年（46 頁）

52）
『社会運動通信』1935年９月 23日。

は次のように記述する。「有力団体と見做さるる諸

53）
『社会運動通信』1935年 10月 16日。

団体の内部を検討するに組織、訓練、統制等に於て

54）「選挙粛正運動概要」
『内務時報』第１巻第１号、３

遠く政党に及ばず（……）而もその主張する所は国
体観念の確立、既成政党、財閥打破に依る国内改造

７、
８頁。
〜４、
55）「古荘幹部陸軍次官発赤木朝治内務次官宛 “選挙粛

等所謂尊皇攘夷的言論にして、選挙民と利害関係あ

正に関する通牒”」粟屋憲太郎、前掲書、112頁。

る府県政と縁遠きもの多き為幾莫程度の共鳴を得る

56）小岩井淨
「日本ファシズムの現段階」
『サラリーマン』

や甚だ疑問とせらるる所なるも、元来右翼団体の多
くは非選挙党の立場にあり議会進出を否定し居るを

1936年１月号、21頁。
57）小岩井は、
ここに列挙される「下からのファシズム」

以て、今回の選挙に際しても政府の選挙粛正運動を

の主体に対して、上からのファシズムは「或る場合

利用し既成政党の選挙運動の監視、選挙ブローカー

にはその或るものを足場とし、或いは利用し、また

の撲滅、違反摘発、主義の宣伝、自派勢力の拡張に

それ自身刺戟され、牽制され、強制されて押し進め

主力を注ぎつつある状況なり。」

られている」とする。
58）同上、22〜23頁。

34）『思想月報』昭和十年十一月、９〜15 頁。
35）小岩井淨「各派選挙対策の批判」前掲書、62〜63頁。
36）「イ．永年自治体を壟断しバン踞せるブルジョア既成
政党の排撃、ロ．新官僚ファッショ的地方行政の独
裁に対する徹底的闘争、ハ．労働者、農民、無産市民、
被圧迫部落民のための真の自治制の獲得、教育、土
木、衛生、警察、社会事業に対する国家負担と無産
者生活更新のための交付金の獲得、その他政治的自
由獲得等々」『社会運動通信』1935 年９月９日。

５

小岩井淨と反ファッショ人民戦線論

1936（昭和 11 年）年の展望を特輯した『社会
評論』1936 年１月号で小岩井は、前年の社会運
動がその後退を食い止め一歩にしろ半歩にしろ前
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進した、と評価し、殊に労働組合運動に於ける統

交総・市従・全評だけでなく全労・総同盟合同に

一戦線運動の発展に積極的な意義を認めた。前年

よって結成された新組合の組合員大衆による全的

の『社会評論』創刊号では、無産者運動が「後退

合同支持の要望であった。大阪港南地区両組合の

を踏みこたえ」
「第一歩として」統一戦線の気運

大衆的要求から出発した運動が単独合同によって

が胎動しているとしながらその急速な発展は予想

沈静させられるはずもなく、一層の高揚に期待が

されないとしていたが、おそらくその予想を越え

かけられた。この点で単独合同が成立した直後の

た発展の上に立って、36 年にはそれをどこまで

全評第二回大会での大阪港南地区の労働者、全国

伸張させるかを課題として「社会運動の展望」を

労働の職場代表の祝辞、「吾々が合同を切望する

試みたのであった。

のは労働者自身の職場と職場の結合の必要の自覚

中心的なものは労働組合の統一戦線であり、34

から出たものである」が引用され、これに大きな

年秋の全評の結成をその成果の一つとして前年の

意味がもたせられた3）。なお、これに付言すれば、

論文の評価を再確認しつつ、35 年度の問題は、

大阪東北地区の総同盟・全労下部組織の全的合同

大阪港南地区の職場大衆の運動──「全国的戦線

を支持する労働者は、11 月下旬総同盟・全労・

統一の第一歩としての総同盟、全労の合同」を訴

大阪市電従・全評等の全的合同支持派と東北地区

えた合同促進協議会の結成を導火線として展開さ

協議会結成準備懇談会を開き、翌年早々全合同促

れた労働組合の全的合同運動の問題であった。11

進東北地区協議会を結成すること等を決定するな

月の総同盟・全労の合同の成立はその一応の結着

ど、具体的な運動がすすめられた4）。また、小岩

であったが、より広汎な全線的統一こそ当然に

井は、総同盟幹部の牢固とした保守主義から36

36 年に引継がれるべきものとの観点から、小岩

年度での全的合同は予言できないとしつつも、各

井は全的合同に積極的な交総の姿勢とこの間の全

組合の共同闘争、殊に全評の方針でもある地区協

評の「非常な積極性とあらゆる誠実」を指摘して

議会の運動の推進とそれによる成果を期待し、そ

いた 。

れが進められれば全的合同が急速に成功しないと

1）

全労・総同盟の合同に結着をつけた所謂３長老

しても、全的合同ヘ向っての大きな前進となると

（安部、高野、鈴木）の裁定案には「新組合の成

評価した。これについても、11 月末大阪市電従

立と同時に交総、市従その他（但し全国評議会は

阿部、小野ほか４名、全評関西地評の安島、富家

除外）可能なる範囲の合同を可及的速かに実現す

ほか 10 名が会合、全的合同実現のため地区協議

る為の特別委員会を組織する事」が含まれており、

結成に努力すること、各職場を地区的に分割して

交総と市従代表は全労・総同盟の合同協議会に対

地区責任者を配置し、総同盟・全労の全的合同派

して「反ファッショ労働組合の大統一を実現せん

と協力すること、下からの全的合同の空気を醸成

が為」との趣旨の下、同協議会への参加を申し込

すること等を決めたとの動きが伝えられてい

んだ。これに対し総同盟の松岡は、即時の合同を

た5）。

拒否、１月の合同大会後の特別委員会の協議の結

農民戦線についても、全農総本部派と全国会議

果にまつとして確答をさけていた 。この交総・

派との合同が福佐、新潟（全会派は北日本に合同）

市従の合同参加申込みが全評を含めてのそれであ

等を除いてほぼ完了していること、新潟にも合同

ることは、２組合の「従来の態度、その階級的誠

要望の動きが現われていることが指摘され、労農

意」からして疑いを容れないとされたが、この小

の具体的提携の可能性が言及された。また、前年

岩井の理解は後の運動の展開によって実証され

の府県会選挙にひきつづいて無産陣営の進出が予

る。

想される２月総選挙が労働組合戦線統一のために

2）

小岩井が全的合同の進展に希望を託したのは、

も、労農提携のためにも「好個のカンパニア」と
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範を示し優良議員選出の核心たるべし」との訓示

しての意義をもつことが指摘された。
最後に小岩井は「インテリゲンチャの文化擁護、

を全国の会員に発し、会長名を以って『国防と総

反ファッショの運動」についてふれ、パリの「文

選挙』と題するパンフレットを全国各支部に発送

化擁護国際作家会議」
（1935 年６月）などに関連

した。そこには「一、天皇の御政治に翼賛し得る

してそのような運動の必要性や希望が吐露された

至純至忠の人物を選出すること、二、帝国内外の

にもかかわらず、
「具体的には何も生まれなかっ

情勢に鑑み積極的に我が国運伸展に寄与し得る人

た」と断じ、「これはインテリの無力といってわ

物を選出すること、三、国防強化に透徹する人物

らいさる事は出来ない。根本的にはプロレタリア

を選出すると同時に反軍策動の絶滅を期するこ

の思想運動の槓杆でなければならないし何より文

と」の３項目が含まれており、これらの訓示やパ

化擁護、反ファッショは外ならぬプロレタリア自

ンフレットの内容に対しては、司法当局ですら「所

身の運動でなければならない」と書いた 。すな

謂既成政党者的なるものを否定せんとするものに

わち「インテリゲンチャの課題としてでなく、プ

して、政府が選挙粛正のため絶対的に公平中立の

ロレタリア自身の課題として」新年度に期待をか

立場を主唱している折柄、（……）一種の政治干

けたのであった。
『社会評論』はこれに先立って「文

渉であり、軍人の政治不干与ということが特に注

化擁護国際会議に就ての諸家の感想」を特集して

意せられている時に当って、斯くの如く積極的な

いたが、小岩井はこれに対して「それにつけても

活動が、たとえ在郷軍人の名に於ても会長の名に

日本に於いて──最近の機関説問題一つ見ても今

於て行われることは非常な重大な問題であると解

こそ文化の擁護に決起しなければならないこの国

する向もあり」と疑念の声を紹介していた9）。

6）

に、その様な動き一つ見られないことを残念に思

社会大衆党は、選挙粛正に対して府県会議選と

います」との感想をよせ、文化擁護対策について

同様協力の立場をとった。社大党の「選挙政綱」

は「高見は持合わせませんが、何より文化の担当

では政治政策として最初は「選挙粛正の徹底」Ａ

者（できるだけ広範に）が組織をもち自主的に擁

買収犯の厳罰、Ｂ混同開票制の採用が掲げられ、

護してゆくこと──いたって平凡なこの事がやは

「指令第一号」では、「二、（……）ロ、党の闘争

り根本だと思います」との意見を述べていた7）。

を選挙粛正運動と結びつけて選挙監視の闘争をな

小岩井が「社会運動の展望」の中で文化擁護運動

すべし」「三、粛正選挙に就て──イ、選挙粛正

をプロレタリア自身の課題と説いたのは、インテ

は党としては屢々当局に要求しその徹底を期せん

リゲンチャの運動の必要を無視したものではな

とするものなれば、党員は此の趣旨にもとること

く、ここでは文化擁護すなわち民主主義の擁護が

なき様公明正大に行動すべし。ロ、形式的違反行

プロレタリア運動の思想的課題であることを強調

為も選挙の結果に不利を招くものなれば、運動員

したものと言えよう。

は選挙法に注意して違反行為の絶無を期すべし」

1936 年２月の衆議院総選挙では選挙粛正運動

と指令した10）。府県会選挙の直前に内務省首脳と

はさらに強化され、市区町村における町内および

打合せを行った社大党幹部の一人である亀井貫一

部落懇談会の開催の重視、違反者に対する厳罰主

郎は、今回も書記長麻生の同意のもとに陸軍省永

義、在郷軍人会の政治介入などがみられた 。と

田軍務局長支持の立場で、岡田内閣の選挙粛正方

くに全国有権者総数の４分の１を占める在郷軍人

針について政府と密接な連絡をとっていたとされ

会は、早くから「郷軍先駆至誠一票」「断じてけ

る11）。労働組合の全国的統一と反ファッショ戦線

がすな国土と選挙」等のモットーを掲げて全国会

強化の立場で社大党候補の支持・応援の方針をと

議員の決起と覚醒を促していたが、会長鈴木莊六

った交総大阪市電従は、組合員への「檄」におい

は「軍人精神を極度に発揮して選挙の粛正に率先

て、新官僚の指導による「選挙粛正運動」が現政

8）
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権の延命をはかるもの、
「無産階級の言論の自由

社大党の麻生書記長も立候補しており、麻生の『陸

と行動を束縛した彼等が、我々の味方でありうる

軍パンフレット』支持など親軍部的な言動に批判

はずは断じてない」と社大党の「粛正運動」への

的な社大党杉並・中野・淀橋など各支部が加藤支

迎合的態度を批判していた 。大阪市電従が加盟

持にまわり、加藤の選挙事務長をひきうけた鈴木

する交総（日本交通労働総連盟）は選挙声明で「フ

茂三郎はじめこの動きに指導的役割を果した党員

ァッショと戦い無産階級の政治的自由を獲得する

の除名問題に発展する。加藤は選挙演説会におけ

こと」
「勤労民衆の生活権確保」の立場から無産

る官憲の中止・検束がとくにひどかったと回想し

階級政治勢力の進出強化を訴える中で、
「今度の

ていた15）。

12）

総選挙は所謂粛正選挙なるが故に活動の自由を束

小岩井は二・二六事件の直前に２月選挙の評価

縛され、
我々にとってもずい分と不自由もあるが、

を「粛正選挙の総決算」（『エコノミスト』３月１

一方には既成政党は従来唯一の手段であった買収

日号）で明らかにした。ここで小岩井は、選挙粛

が封じられたのでその点では無産階級の進出の途

正が「却って選挙民の意思をヘンに歪曲したとい

が若干開けたと言い得る」と評価していた 。府

うような関係も全然考えられないことはない」と

県会選挙で「粛正運動」を支配階級による民衆支

その否定的側面を認めながらも、「とにかく選挙

配の道具立てと批判していた全農は、今回の選挙

粛正は選挙民の意思を、買収や干渉によって歪曲

宣言で、
「我々は表明されたる民意の上に立つ政

しなかった点に何より効果があった」、「従来の腐

治形態の一として議会制度の原則を是認し、現在

敗した選挙に比べるならば、一般選挙民の意思は

の如き不備不完なる選挙法と議会制に於てさえ尚

かなり自由に、正しく表明されたと見ていい」と

且つ一般民衆の政治的自由の獲得のためにと、労

総体的に肯定的に評価し、無産党の予想をこえた

働者、農民、市民の発言権とを最大限に生かすた

進出の要因の一つはこの点にあったとする従来か

めに、我々は我の代表を議会に送らんとするもの

らの見解に賛同する見方をとった17）。前年の府県

である」との方針を明らかにした。また、政治活

会選に先立って表明された粛正運動に対する消極

動に於ける態度として、全国的に統一された大衆

的評価は無産党議員の進出という選挙結果の前に

政党との緊密な協力を目標としており、
「現在に

背景に退いたといえよう。さらに政友会が議席を

於て第一に社会大衆党と協力し、第二に社会大衆

半減して第二党に転落した結果についても、粛正

党を支持し之と協力せざる諸団体と接触して之等

選挙が「比較的歪曲されない国民的総意」として

の団体と社大党との接近提携に努める」として社

政友会の「不人気」について「審判」を与えたも

大党を中心とする政治戦線の統一を目ざす方針を

のと見られた。

13）

説明していた14）。

小岩井が粛正選挙の政治的評価や歴史的意義を

選挙犯罪の取締は政友民政両党に集中しており

掘り下げるのでなく肯定的な評価を行ったのは、

無産政党は既成政党に比べて桁外れに少なかった

２月選挙での無産派の躍進にその後の展開からす

が、しかし、東京第５区から出馬した全評の加藤

れば過大とも言える評価と期待をもったからと思

勘十だけは選挙犯罪取締り第３位の102 名の検挙

われる。総選挙の結果として社大党、合同左翼、

者を出しそのほとんどが「形式的犯罪」にひっか

地方無産、無産系中立等を合せれば無産派議員の

けられたものであった15）。全評は選挙を「ファッ

みで交渉団体が成立しうること、最高得票で当選

ショ反対か？

ファッショか？」の戦いと位置づ

した無産派議員が10 選挙区以上に及び中でも東

け、既成ブルジョア政党をファッショ政党と排撃

京第５区で加藤・麻生両者が５万何千という全国

するだけでなく、社大党もまた「ファッショの手

無比の得票（加藤は53,748 票で全国最高得票）を

先」にすぎないと攻撃した 。東京第５区からは

得たことが指摘される。小岩井は、無産党躍進の

16）
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意味を勤労大衆の間に広汎に既成ブルジョア政党

右両組合の共同戦線」の成立等が指摘されてい

反対の気運と挙国一致を標榜する岡田内閣反対の

た20）が、とりわけ、大阪地方労農団体協議会の支

空気が存在することを示すものとし、この場合無

援を得て当選した社大党候補たちは、選挙結果の

産党の得票は労働者農民の支持のみでなく中小商

意義について「大衆が如何にファシズムに反対し

工業者、俸給生活者、官吏等のインテリ層の支持

て居るかを益々はっきり証明」するもの、「地盤

も得ているとみた。また、無産党の政治的立場は

から集まったものでは無くして、総ゆる方面から

「一般的にファッショ反対」であるとし、無産党

の全盤的な票」であり、「ファシズムに対し」「不

の躍進はファッショ反対の空気が大衆の間に潜在

信の態度を表明して居る」、「自由主義者民主主義

することを示すものとした。なお政友会の転落と

者までも含めた大きな規模に於いての人民大衆の

民政党の支持の何ほどかの増大もこのファッショ

政治的意志を明確にしたもの」と語っていた21）。

反対の空気の中に醸成されたことも付言され

前年の府県会選挙を機に結成された大阪地方労農

た18）。

団体協議会は、全評関西地方協議会等構成団体と

小岩井は、２月選挙での無産党の躍進をこのよ

連名で声明書を発表して「全線的統一戦線、労農

うに「本質的に勤労大衆の動向に添うもの」「そ

提携、反ファッショ戦線の強固なる陣列を布設す

の積極的な支持を集めたもの」とみるとともに、

べく、社会大衆党との協同戦線を押し進め最大限

無産党の中の戦線統一の気運が総選挙に当って一

の支持をなす」との決意を表明し、全評・全水・

層具体化されたことの結果であると評価した。そ

交総の各幹部は社大党各候補の応援演説に出席し

の一つは、満州事変前の 1930 年第二次普選と比

た。関東では東京市従業員組合が「社会大衆党、

較して、無産諸派の得票数は２割３分の増加であ

その他友誼団体の立候補者は個人的のよしあしに

るのに当選者数は約５倍に上っていることに示さ

取らわれず、無産階級の政治的進出を計る大局か

れるように同一選挙区における対立乃至併立が解

ら一般的に支持する」との方針をとった22）。この

消されたことに負うとするもので、今回同一選挙

ほか合法左翼では神戸市電従業者組合も社大党神

区に無産派候補の対立または併立したものは数区

戸支部の公認候補を支持した23）。

を出なかったと指摘する。またより注目すべきも

全評関西地協が大阪労農団体協議会の一員とし

のとして、
「反ファッショ戦線における左右の統

て社大党候補を支援したのと対照的に、東京では

一運動」の進展の具体化として社大党候補に対す

全評はファッショ排撃を中心スローガンとして社

る強力な支持が無産戦線の間から集中されたこと

大党を「ファッショの手先」と攻撃し、第５区で

が注目された。こうして２月選挙は、無産派──

麻生に対抗して委員長加藤を立候補させた。実際、

殊に社大党が議会における第三党としての「確乎

麻生は選挙演説で軍部内の「革新的な傾向」に好

たる地位」を占める日も「遠い将来」ではないと

意的な言辞や『陸軍パンフレット』の支持の立場

の展望に「殆ど必然性を与えた」とまでの評価が

を表明するのに躊躇しなかったし、他方加藤は満

下された。こうした見透しは今回の選挙における

州事変以来の社大党首脳の戦争支持を批判し

「ファッショ派」の惨敗によっても一層強められ

た24）。麻生ら社大党内の親軍派は社大党全体の政

たといえよう19）。

治的立場を支配するだけの勢力ではないとして

無産派の「画期的進出」の理由については、開

も、東京第５区における加藤、麻生の得票が５万

票直後の論議の中で粛正選挙の徹底による既成政

票を上まわったことを同列において評価すること

党の買収行為の激減、言論戦が武器となったこと、

はその政治的意味を誤らせるものであろう。また、

無産党の「民衆の生活に即したる政策」
、ファッ

第５区で加藤を支援した社大党支部の解散とその

ショ的潮流に反撥する「新興勢力」の醸成、「左

指導的メンバーの除名処分は、社大党内の組織問
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題というにとどまらず反ファッショ戦線の構築と

要性を強く意識したことがその背景にあったと思

いう課題に問題をなげかけるものであった。加藤

われる。

の最高得票当選が判明した時点で鈴木茂三郎は社

明治維新以後のブルジョア的変革、日本資本主

大党豊多摩支部の除名の動きを伝え聞いて、「一

義の発達過程の特殊性は、ブルジョアジーによる

部官僚幹部のファッショ化」と闘う決意と、「そ

政治的自由すなわちブルジョア民主主義を「極め

のために戦い得る自信」を語ったが、これはその

て変則的にしか」なしとげることが出来なかった。

後に反ファッショ戦線の構築において左翼勢力の

明治維新におけるブルジョアジーの未発達、農村

運動を分裂させる要因となった「新党樹立」問題

における封建的な生産関係の残存、封建勢力を代

の口火とも言えるものであった。岡山地方無産団

表する藩閥や官僚軍閥政府による資本主義の「上

体協議会の支援によって当選した全農の黒田寿男

から」の育成、漸次発達し政治的比重を増大させ

は、東京第５区の加藤立候補に推薦文を送ってい

たブルジョアジーの旧勢力との結合と反動化（世

たが、除名問題に関連してこれを新党樹立問題に

界資本主義の帝国主義化への順応）、こうした講

結びつけることに否定的な意見を述べた。しかし、

座派的日本資本主義分析の上に立って小岩井は、

黒田当選の推進力となった全評岡山地方労働組合

50 年の歴史を経た「ブルジョア民主主義の中心

の執行委員会（２月27 日）は、
「新党結成風聞に

的機関である議会制度」や「所謂人民の政治的自

関する件」を討議し、全的合同を妨げる故に新党

由」が、封建時代とのその「雲泥の相違」を認め

樹立に反対するとの意見と反ファッショ戦線統一

ながらも、農村における半封建的な生産関係の残

の立場から新党樹立に必ずしも反対の要なしとす

存、国家政治機構、社会制度等「すべて非民主主

る意見に分れて結着をつけることができなかっ

義的であり、封建的残滓の多分に存在している事

た 。新党問題は鈴木ら社大党除名グループと全

実」によって「形骸」化したと特徴づけた。

25）

評および東京交通の組合幹部を中心として推進さ

自らの闘争において政治的自由──言論、集会、

れた労農無産協議会の結成（７月）によって具体

結社、出版等々一切の自由を必要とする労働者農

化されるが、こうした動きは、社大党を中心とす

民は、自分の手でブルジョア民主主義を実現し、

る反ファッショ統一戦線結成の運動にとってたえ

ブルジョアジーの果さなかった歴史的役割を遂行

ず分裂要因として波乱をまきおこしていく。小岩

しなければならない。「政治的自由即ち民主的自

井は粛正選挙の「総決算」を「今後の推移に対す

由」は「ブルジョア民主主義の実現──国家・政

る出発点」であり、
「つまり結論とともに問題が

治機構、ひろくは社会制度の民主化と切り放すこ

与えられた」ものとして、反ファッショ統一戦線

とは出来ない」。「政治的自由」の獲得とはそのよ

の可能性への期待をにじませたが、そこに含まれ

うな「歴史的役割」の遂行のための「統一され集

た「問題」はおそらく小岩井がここで予測したも

中化された目標（尠くともその一つ）であり、闘

のより深刻で厄介なものであったであろう。

26）
。
争にほかならない」

小岩井は『労働雑誌』
（36 年４月号）に解説的

ところで小岩井は、当面の緊急な任務である労

論評「民主的自由と労働者農民」を発表し、この

働者農民の反ファッショ闘争は、「民主的自由獲

中で日本の労働者農民の民主的自由獲得の闘争と

得のための必要──その闘争と何も別のものでな

いう歴史的課題とファシズム反対運動との関連を

く、またそれを不用とするものでもない。二つの

示す注目すべき指摘を行った。これは２月選挙に

闘争は結局同じものであり、尠くとも同じ方向へ

おける無産派の前進と二・二六事件、それに続く

の闘争、同じ基本線の上に立つ闘争に外ならない」

東京市の戒厳令布告、メーデー禁止通達といった

との論述でしめくくった。岩村登志夫はこの命題

情勢展開に直面して、反ファッショ戦線構築の必

について、「32 年テーゼのブルジョア民主主義革
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命遂行の課題に関して」
「反ファシズム人民戦線

有の廃止であり、その遂行者は労働者・農民・兵

こそがブルジョア民主主義革命の任務を遂行しう

士のソヴェトであった。すなわち天皇制権力に対

るという画期的な展望を提示した」と論評してい

す る 暴 力 革 命 論 で あ っ た。 議 会 制 度 す な わ ち

（
「日本における
る 。たしかに「32 年テーゼ」

1925 年の男子普通選挙権の拡張も、「天皇制的・

情勢と日本共産党の任務についてのテーゼ」1932

ブルジョア的・封建的体制を強化すること」「人

年４月）は、日本革命の性格を「急速に社会主義

民の議会主義的幻想を強めて彼らを欺瞞するこ

革命に転化する傾向をもつブルジョア民主主義革

と」「天皇制官僚とブルジョアジーとの結束をい

命」と規定し、ブルジョア民主主義革命すなわち

っそう緊密にすること」をねらいとする天皇制と

天皇制の打倒、地主の収奪、プロレタリアート・

地主と帝国主義ブルジョアジーとのあいだの政治

農民の執権（独裁）の樹立を経由してプロレタリ

的妥協にすぎないとみなされた。小岩井は議会制

アートの執権への道がひらかれるとした。ここで

度をブルジョア民主主義の「中心的な機関」と位

は、
労働者・農民・兵士ソヴェトの権力こそが「プ

置づけており、農村における半封建的生産関係や

ロレタリアート・農民の執権」の形態であるとさ

国家政治機構、社会制度等の非民主的封建的残滓

れ、それはまたブルジョア民主主義革命から社会

によって形骸化されたと把えたが、支配体制強化

主義革命への転化の形態であると位置づけられ

の道具立てとみなす「32 年テーゼ」とは明らか

た。そして社会主義革命への転化すなわち人民革

に異っていた。小岩井が、政治的自由即ち民主的

命によって天皇制が打倒されたあとの共産党の基

自由はブルジョア民主主義の実現＝「国家・政治

本的任務は、ブルジョア民主主義革命を急速に社

機構、ひろくは社会制度の民主化」と切りはなす

会主義革命に転化させるためにたたかうことであ

ことはできず、労働者農民の日常的な要求の上に

るとし、プロレタリアートの執権の樹立のみが、

押し進められる「政治的自由」獲得の要求は、
「そ

ブルジョア民主主義的諸任務（地主の土地の没収

れは徹底的に要求されればされる程偉大な『歴史

等）の解決を保障し最後までおしすすめるであろ

的役割』の遂行に近づく」、「政治的自由」の獲得

うとした。また、労働者・農民革命によって創設

とは「その様な前進のための統一され集中化され

されたソヴェト権力の内部で共産主義者が指導的

た目標」であり、闘争に外ならない、と言う時、

役割を獲得することが、社会主義の実現を保障す

天皇制国家機関の破壊によるソヴェト権力の樹立

べき権力であるプロレタリアートの執権へ移行す

を説く「32 年テーゼ」の革命論の痕跡をみるこ

るための「必要かつ十分な条件」であるとされ

とはできない。小岩井の反ファッショ闘争は民主

た 。小岩井の言う「政治的自由」すなわち「勤

的自由獲得のための闘争と同じものとする見解表

労者の集会・言論・出版の無制限な自由、政治的

明は、したがって「32 年テーゼ」の革命論から

大衆集会とデモンストレーションの完全な自由」

の訣別宣言と言うべきものであった。

27）

28）

の要求は、
「32 年テーゼ」の中で「具体的な政治

前年の６月小岩井は「日本ファシズムの特質」

情勢の諸特徴に応じた部分的要求綱領」──「行

を論ずるに当って日本資本主義との関連における

動綱領」の11 項目の中の一つとして掲げられた。

その社会的物質的な諸条件の説明が必要であると

「32 年テーゼ」におけるブルジョア民主主義革

しながら、その説明を他の機会に譲ると釈明して

命の遂行はいわば社会主義革命へ転化すべき過渡

いた。『改造』1936 年６月号に発表された「日本

的課題として位置づけられており、しかも社会主

農業と資本主義」は、今やブルジョアジー自身の

義革命によってはじめて民主的諸課題も解決され

意図によって「上から」行われつつあると見られ

るものとみなされた。そしてブルジョア民主主義

た日本ファシズムのそのような社会的物質的条件

革命の中心的内容は天皇制の打倒と地主的土地所

の解明の試みと位置づけてよいであろう。ここで
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小岩井は日本農業における半封建的関係という
「性質規定」を支持しつつも、講座派の分析が農
村における資本主義化の事実の積極的評価を回避

づくりつつあるものであること、これが認められ
ねばならないと主張する。
資本主義生産方法の問題について。小岩井は資
本主義的生産方法が日本農業の中心支配的な傾向

しているとする批判的分析を展開した。
農業資本主義化の問題については、前年に農業

として成立しつつあるとは認めていない。しかし、

恐慌以降の土地所有および農業経営の変化にあら

耕作段別５町以上の経営に見られる雇用労働への

われた農業資本主義化の分析をめぐり左翼理論家

依存、端的に農業労働者の存在、それをはるかに

のあいだに論争がおこなわれていた。土地の直接

上まわる貧農の半プロレタリア化（富農は勿論中

的生産者からの移転、地主的土地所有の拡大、ブ

農も或程度雇用労働を必要とする）、集約経営と

ルジョア的地主の性格、農業経営の資本主義化な

機械の採用および肥料使用（就中無機質肥料）

どがそのテーマであり、農業における現状分析と

── 養 蚕、 園 芸、 蔬 菜、 果 実、 工 芸 用 作 物 等

その評価をめぐるものであった29）。それらのテー

──、このように一般的には資本主義的生産方法

マについて各論者に理論的意義づけのちがいはあ

が半封建的地代の桎梏から多少とも離れた畑作部

ったが、しかし恐慌による農業経営の資本主義化

面において中農・富農を主体として比較的発展し

の進展が認められる点は共通の認識であったと言

つつある。集約経営について平野義太郎の「集約

えよう。

化なるものは、決して技術的発展に基く結果では

小岩井は平野義太郎、山田盛太郎ら講座派の論

なくて、まさに、その逆に、ただ飢餓的形態の生

述が農業資本主義化の事実の認識に消極的である

活資料獲得のためである」との論述を批判し、貧

ことを批判して、農業に残存する半封建的関係に

農の場合この事情も考えられねばならないが、集

影響を与えそれを分解する資本主義化の過程が、

約化が資本主義経営への一歩前進である事実は否

「過小にでもなく、また過大にでもなく、併しな

定されてはならないとする。

がら積極的に」認識されなければならないし、そ

日本農業における封建的な残存物と資本主義化

のような資本主義化の傾向を「あますところなく

との関連について。小岩井は半封建的な生産関係

把握した上で、而も尚封建的残存が執拗に農村の

という物質的基礎との関連において「経済外的強

基底に横たわっている関係」こそ明らかにしなけ

制」の残存を認める。それはその「物質的基礎」

ればならないと主張する。そしてこのような関係

との関係に止まらず農村経済における封建的な残

の具体的把握こそが農村の展望にとって絶対に必

存一切、慣行とか観念の作用まで含めての残存を

要であるというのがこの論稿の視点であった 。

認める。また、「強制」の内容をブルジョア的仮

小岩井の第一の論点は「資本主義が外部から農

装に包み補強するブルジョア法制、ブルジョア的

業に関連してゆく」問題であり、貧農の半プロレ

制度の生みだした地主の圧倒的優位がこのような

タリアートへの転化、農業における商品生産化の

「強制」に追加される。さらに、「飢餓的生活のた

発展──農業生産の専門化、地方的分化、生産力

めの零細小作」、これによる地主への屈従と一体

の発展──、貨幣経済──土地の商品化──、特

の非文化的生活のため「強制」の残存が可能なら

約生産（養蚕、ビール用大麦等）に伴う産業資本・

しめられるとし、そしてこの「飢餓的生活」は半

商業資本・金融資本からの進出と資本の農業に対

封建的生産関係と資本主義の浸食の複合的作用に

する支配等、これらの現象と傾向（それぞれに資

よってひき起される、とする。

4

4

4

30）

料的根拠が示される）は、農業の資本主義化の一

小岩井は資本主義の侵入が経済外的強制を伴う

つの過程であること、少くとも資本主義的生産方

封建的残存関係に矛盾した作用と影響を及ぼすと

法の創出の前提をなすもの、そのための条件を形

し31）、資本主義の商品経済化、貨幣経済化（すす
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んでは生産方法の変革）が封建的残存関係の存在

大わくについても承認された33）。７大政策は４大

条件を覆そうとする反面、他方でそれは「飢餓的

政綱を敷衍したものとして公式に「庶政一新七綱

生活のための零細小作」を生み出すことによって

目」として政府に要望され（８月 25日）、つづい

封建的残存物の堡塁は「朽廃されるままでなく修

て同綱目の第７項目「行政機構の整備改善」の実

築される」という。しかし、資本主義の進展──

行のため中央、地方行政機構と議会制度の改革を

一方では封建的残存関係の影響から比較的遠ざか

課題として陸海両相から「行政機構改革共同意見

った場面で、何程かは封建的残存関係を崩壊させ

書」（９月21 日）が提出された34）。このうち議会

て──は止めることはできないのであって、「資

制度改革については同意見書では抽象的表現にと

本主義化を阻止する一切の関係、過程、障害物と、

どまっていたのが、陸軍内の意見としての具体的

それを順応させ、崩壊させて進もうとする資本主

改革案が新聞報道され（10 月 29 日）、その議会制

義の作用と──その間の軋轢、摩擦の中から、と

度の原則的否認とも言うべき内容35）は政局に大き

にもかくにも、資本主義の勝利として滲み出て来

な波紋を与えることになる。５月には粛軍人事に

たものが今日見られる資本主義化現象であろう」

よって予備役となった皇道派の復帰を防ぐとの理

というのが小岩井の総括的評価であった 。

由で陸海軍大臣・次官の現役制が 23 年ぶりに復

32）

小岩井は、論評を結ぶに当って、日本農業の半

活したが、この内閣の死命を制する強力な武器36）

封建性は易々と解消される展望をもつものではな

を手にすることによって次々と準戦時体制の確立

いとしても、封建的残存関係が徐々に崩壊されつ

を意図する政策要求が提出されたのであった。政

つあるという事実・傾向を認めることが、「その

府にはその準備も意欲も乏しかったが、新設され

様な崩壊の促進のため」の「政治的操作」につい

た陸軍省軍務課の幕僚と内閣調査局の新官僚がそ

ての「正しい見透し」を与える、と述べているが、

の具体化を推進した37）。

これは、このような日本農業分析が小岩井の「日

日本ファシズムの進展にとって新たな段階を画

本ファシズム論」に照応する社会的物質的条件の

したとも見られる広田内閣の出現に対して、小岩

解明の試みというだけでなく、ブルジョア民主主

井はその本質・政策またそれをめぐる政局につい

義の実現の課題と闘争を反ファッショ民主主義闘

ていくつかの論評をあいついで発表した。「特別

争と結びつけた小岩井の民主主義論が問題として

議 会 を 我 々 は ど う 見 る べ き か？」『 労 働 雑 誌 』

意識されていたとみてよいであろう。

1936 年５月号、
「広田内閣と特別議会」
『社会評論』

二・二六事件後厳戒令下で行われた組閣は、露

同５月号、「特別議会を顧みて

現われた諸傾向

骨な軍部の介入によって特徴づけられていた。近

と諸現象」『時局新聞』1936 年６月１日、「広田

衛文麿の辞退のあとを受けて組閣にあたった前外

内閣の基本的方向」
『経済往来』1936 年７月号、
「特

相広田弘毅に対して、陸軍は４項目（国防の強化、

別議会とファシズム──［人民の権利］の問題を

国体の明徴、国民生活の安定、外交の刷新）をつ

めぐって──」『サラリーマン』同７月号がそれ

きつけて入れさせ、さらに国防充実、自由主義的

である。

色彩の排除などを新内閣に求める談話を発表して

小岩井は、広田内閣を軍部・官僚・政党の諸勢

いたが、実際に陸相候補の寺内寿一は中堅幕僚武

力の一種の均衡の基礎の上に構成された挙国一致

藤中佐を伴って組閣本部に乗り込み、要求が容れ

形態をとる新しい特質をもつ内閣であり、五・一

られなければ陸相を送らないとの脅しをもって

五事件以後の斎藤、岡田内閣と共通する本質をも

「親英派」
「自由主義者」などと目される閣僚候補

つもの、金融資本を先頭とするブルジョアジーが

の差し換えを強要した。この経過の中ではまた陸

日本資本主義の矛盾の激化を前にして、急進ファ

軍の持ち出した７大政策、外交政策、軍事予算の

シズムの痙攣作用に促迫されつつ「上からのファ
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シズム」を促進する政治過程によって創出された

係からだけでなく、本質的には日本資本主義の基

「上からのファシズム」の担い手と位置づける。

本的な動向に沿うものと言う。すなわち、軍需産

そして、二・二六事件の衝動の後に現われた広田

業資本家にとっての軍備拡張、公債増発・インフ

内閣は、一層そのファッショ性を積極的に身につ

レーションに活路を見出すブルジョアジー。より

けたものという 。

第一義的なものとして大陸政策が日本資本主義の

38）

広田内閣を前内閣と共通の政治形態をもつとし

アジア市場の形成を目ざす針路として重要な意義

ながら、その「個性」「個有の特質」として「最

をもつとされる。ここで「支那市場」殊に「北支」

近の政治形態」の「一層の純化」が指摘される。

の市場との関係で「対ソ・対蒙古の関係」がブル

それは第一に軍部の圧力の強化──組閣方針の変

ジョアジーにとっての重要問題となる。広田内閣

質させられた経緯、一外交官の任命にさえ及ぶ圧

の大陸政策遂行の目標は、かくて軍部の強要だけ

力等──であり、次に官僚勢力の進出 ──内閣

でなく、日本資本主義の直面する必要──輸出貿

の中枢部分を占拠──があげられる。この場合官

易の不振を回復し、国際経済における苦境を「支

僚は軍部と結び、妥協しそのヘゲモニーに追随し

那市場」進出によって矛盾を切り抜けようとする

つつその地位を占めようとし、この結びつきが広

必要を「より本質的な物質的基礎」とするとされ

田内閣の存続の条件とみられる。その半面の政党

る45）。議会答弁における首相や外相の、陸軍の大

勢力の不振状態──政民両党とも２個ずつの閣僚

陸進出や海軍の海洋政策・「大陸政策」について

40）

が与えられた ──、このような挙国一致形態が

は「承知しない」という隠蔽発言に対して、小岩

広田内閣の特質とされた41）。

井は、寺内陸相の予算総会秘密会でのソ連の軍備

39）

このような広田内閣の政策の中心を小岩井は

等に対しての日本の「相当兵力を満州に駐屯せし

「国防充実」
「軍備拡張」と把えた。軍部の４大政

むる必要」についての発言や、馬場蔵相の「国防

策、所謂「政綱声明」
（３月17 日）
、馬場蔵相声

費其他重要国策の遂行」のための「相当の経費の

明 、産業政策における統制経済の強化等を貫く

膨張」を免れぬとする議会発言を引用して、広田

中心軸がそれであった。所謂庶政一新＝強力政治

内閣の中心政策＝大陸政策が上からのファシズム

の断行はもちろん、統制経済、公債政策、インフ

の遂行と統一して理解されるべきもの、「最近の

レーション、大衆課税、約５割にちかい軍事費を

政局を解く鍵」であると強調する46）。

42）

含む厖大な予算、特高警察の拡張費等、いずれも

特別議会は、戒厳令の威圧の下で議会制度否定

そのような中心政策を中軸としたものであり、農

を政治的本質とするファシズムの「上から」の強

村対策や退職金積立法案など社会政策的なもの

要と、他方総選挙で示された国民大衆の反ファッ

も、軍備拡張・大陸政策遂行の下準備と把えられ

ショの意志表示を「何程か反映する」地位におか

43）

た 。

れた、現政局の複雑さを示すものであった。広田

軍部の政治的積極性について、小岩井はそれ自

内閣提出の不穏文書等取締法案、前内閣からの懸

身の主体的条件から来るものであるとし、それは、

案である総動員秘密保護法案、思想犯保護観察法

二・二六事件をモメントとして所謂命令系統を整

案の３法案は、政治的自由を大きく束縛する法

理するためにも必要とされた「粛軍」の実行にさ

案47）であり、広田内閣のファッショ的性格──「上

いして、軍部急進派の要求と傾向とに「ある程度

からのファシズム」を遂行しようとするその本質

の充足を与え」るために、内治外交等政治全般に

と意図に基づくものであった。不穏文書法案は各

亙って「粛軍」の手段として、同時にまた軍備拡

政党の反対に会い可成りの修正を加えて通過し

張の積極的な主張をもち出さねばならない、と言

た。総動員秘密法案は全面的な反対から審議未了、

う 。しかし、広田内閣の庶政一新は軍部との関

流産に終った。思想犯保護観察法──刑罰に非ず

44）
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して刑罰に類する「終身刑」を科すことができる

まれており、これらの部分には大衆の動向が反映

この法案は文句なしに通過した。ブルジョア政党

する。このような政党内の矛盾と対立は、自由制

の政治的自由擁護はその階級性の故に不徹底であ

限法案だけでなく、経済法案、社会立法等の審議

るが、その抵抗によって広田内閣は３法案を完全

においても曝露されたという。小岩井は、これを

に通過させることは出来なかった。政党は、小岩

政党の将来に於ける「分解作用」を予示するもの

井によって金融資本を先頭とするブルジョアジー

と見た。「政党はやがて分解するかも知れない。

に繋っている限りブルジョアジーに追随し（ブル

この分解作用に依って政党のある部分は始めて

ジョアジーの要求する限度に応じて）自らをファ

『更生』されるであろう」50）。ブルジョア新聞が喝

ッショ化してゆくものと把えられていた。しかし

采を送った斎藤隆夫の軍部への抗議、粛軍につい

政党は議会に関係をもち選挙を通じて結成されて

ての要求は、「日本型ブルジョア・デモクラット」

いるために官僚と異って「何程かは」民衆の意向

としては最大限を行ったもの、と評価したが、諸

に聴従しなければならない。自由束縛の諸法案へ

法案の審議にも見られたこうした政民両党の新鋭

の「或る程度」の抵抗はこの関係から説明される。

の進歩的分子が「旧い政党的伝統の羈絆」としば

しかし、第３の法案に対する政党の態度、加藤勘

しば衝突したことは、これは既成政党の分解が早

十の尖鋭な反対論などを一蹴し修正なく通過させ

晩来るであろうことを予示するものであるととも

た態度は、この一事だけからしてもブルジョア政

に、「これら進歩的分子が反ファッショ人民戦線

党の反ファッショは「支配階級の内部抗争として

にまで動員できるかどうかという問題」を提供す

の官僚、軍部反対」であり、その本質のファッシ

るという。このことは社会情勢の変化とも関係し

ョ 化 を「 洗 い 浄 め た 」 も の で は な い と 断 定 す

簡単にきめることは出来ないとの留保つきなが

る 。政友・民政の代表によって問題とされた言

ら、小岩井は、無産派議員が「公然の政策によっ

論の自由も、主として新聞雑誌に対する差止命令

て彼等をその味方に引き寄せる事は充分考えてい

に対する抗議程度のものであって一般大衆の政治

い筈である」と述べて、反ファッショ議員同盟の

的自由がいかに奪われつつあるかという問題の根

構想を示唆していた51）。

48）

幹をつくところまではすすまず、人権蹂躙糺弾も

特別議会を通じて政党が官僚に対して「かなり

粛正選挙の「やり口が苛酷であった」という「泣

の示威」を行った形がみられたが、それによって

き事」や官僚に対する「いや味」に終ったという。

官僚が「敗退」したわけではなかった。特別議会

すなわち問題が取り上げられても極めて一般的で

で通過した経済統制に関する諸法案について、小

あるかあるいはブルジョア政党の利己主義以外の

岩井は、「政治的表現としてのファシズムの物質

ものではなく徹底的に闘われることはなかったと

的基礎をなすもの」と把え、このような行政分野

される 。

での力をもつ官僚は、ファッショ化の進行に応じ

4

4

4

49）

言論統制法案──自由制限法案の審議には政党

てその勢力を拡大するであろうと見た。陸軍や内

が内部に包蔵する矛盾と対立が「或る程度」表明

閣調査局内では基幹産業の国営化、医療国営、総

されたとも把えられた。政党の中枢部──上層幹

動員法の制定、経済参謀本部の設立など急進的革

部はブルジョアジーとより密接に連繋をもちブル

新案が論議されており、37 年には内閣調査局は

ジョアジーの要求する限度に於いてファッショ的

企画庁（５月）、企画院（10月）に改組されその

であるが、しかしブルジョアジーの内部関係はフ

権限を強化、経済統制の全面的進行によって革新

ァッショに対する積極性において同一ではない。

官僚は勢力をひろげていった52）。軍部も、議会中

このことは政党の内部にも反映する。また政党の

の軍部大臣の現役任用制の確立によって内閣を左

中には自由主義分子もあり、若い進歩的分子も含

右する力をもつものとなり、その発言権は、「従
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来は寧ろ眼に見えない無気味な力を背景とした

岩井は大阪の労農団体協議会の「全国的統一、労

が、これからははっきり粛軍の代償としてつよめ

農提携、反ファッショ戦線」の立場からの社大党

られるであろう」と見られた53）。軍部の政治的要

との共同戦線の推進方針の明確な支持を表明した

求が議会制度の原則的否定にまで行きつくであろ

といえよう。

うことが数カ月後の陸軍内の「議会改革案」の報

小岩井はまた無産派議員が協力して追求すべき

道によって表面化するが、これによって小岩井が

政策課題を列挙する。広田内閣の中心的な大陸政

予測した政党の「分解作用」が現実化するのであ

策、国防充実化政策に対する日ソ不可侵条約の締

る。

結を始めとする平和政策、国民生活の充実化政策、

特別議会の開会に先立って小岩井は『労働雑誌』

これが第一義的な仕事であるとする。また、広田

掲載論文で、無産派議員に対する期待と要望を表

内閣を通じてなされる「上からのファッショ」遂

明していた。小岩井が第一に要望したのは社大党

行に対して闘う必要を強調し、そのために二・二

議員と非社大党議員による統一した無産議員団の

六事件の真相発表の要求、無産運動への圧迫やメ

組織の結成であった。小岩井は大阪の労農協議会

ーデー禁止への抗議、言論の自由保障、無産運動

がこの点で運動を起していることを指摘し、総選

の自由の要求、当面の問題である雪害救済、労働

挙における無産派議員の勝利が無産勢力の統一戦

者農民、一般国民大衆の生活改善のための有効な

線を基礎としていたこと、反ファッショのための

諸政策の実現要求などを掲げた。そして無産大衆

統一戦線をすすめることが無産階級の当面する最

に対して「議会外の大衆の圧力」で代表者を「存

重要の仕事であることをあげて、無産階級の議会

分に闘わせるために」団結を呼びかけていた56）。

代表が分裂することは「絶対に許されない」こと

特別議会を終えて小岩井は無産派議員の活動につ

であり敢えてそれを犯す者があれば「無産階級の

いて、「一言でいえば諸氏は健闘したということ

裏切者」との非難を免れないという、強い表現を

ができる」と評価した。「熱心な率直な、而も信

もってそれを強調していた 。無産議員団の結成

念のある論議は政府、既成政党者流を傾聴させた

問題は交総などの強い要望もあり、全国水平社の

場合も尠くなかった」と補足した。しかし、社大

松本治一郎の提唱により社大党幹部麻生、亀井な

党の「階級性稀薄」を論じた新聞論調（『読売』、

どの消極的姿勢を抑えて無産議員団が結成される

５月 26 日）や、「麻生氏の演説によって社会大衆

ことになり、加藤勘十、黒田寿男、富吉栄二の４

党ファッショ化の印象」との見解（『東朝』、５月

名が第一控室（社大党室）に入室した（５月１日）。

28 日）を引証して、社大党が真剣な自己批判に

この第一控室所属の無産議員団としての結束は、

よって次の議会で他の無産派議員と共に進まねば

しかし第70 議会の召集（12 月）に当り社大党の

ならないとし、この社大党への「熱望」はひとり

廃棄の通告によって終る。ここで小岩井が大阪の

「筆者」だけのものではないと、その大衆的要望

54）

労農団体協議会の運動を引き合いに出したこと

としての意義を強調した57）。

は、加藤を委員長とする全評がその機関紙『日本

１年前の「日本ファシズムの特質」で小岩井が

労働新聞』
（４月１日）で、現社大党に反ファッ

「合法ファッショ」を「ファシズムそのもの 」で

ショ人民戦線の「主勢力」たることを望むことは

はないとし、日本ファッショの「特質」でもない

無理であるとし、
「何時でも社大党の反ファッシ

とした見地は、二・二六事件以後の政治過程の分

ョ闘争と協力し得る準備を整えつつ」政治闘争の

析において完全に払拭された。ファシズムを「当

主体として社大党以外の反ファッショ諸勢力を結

面の日程に上せるためには、多少の余裕をもって

集するという「主張」を掲げ55）、所謂新党結成問

いる」とする日本資本主義への評価も大きく修正

題を再燃させたことが背景にあったであろう。小

された。広田内閣の中心的政策、大陸政策や庶政

4

4

4

4
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一新政策は日本資本主義の基本的動向に沿うもの

知識階級に新たな層を加えた人民戦線運動を提唱

と位置づけられた。軍部や官僚の「上からのファ

した。

シズム」の推進勢力としての評価も一年前の見解

1936 年７月『社会評論』に発表された小岩井

を修正、あらためて是認された。『社会評論』創

の「日本に於ける人民戦線の問題」は、人民戦線

刊号（1935 年３月）で無産者運動の後退局面の

結成への可能性、その具体的条件、解決すべき課

中で攻勢への「第一歩として」の統一戦線への胎

題を論じたものであった。

動を論じた時点で、
「今後急速に発展へと飛躍し

小岩井は日本でも人民戦線運動が発展する「物

ようとは今の処予想されない」と見た小岩井の予

質的条件」があると指摘する。軍需工業と低為替、

測は、労農戦線の統一運動の急速な展開、２月選

低賃銀に基づく輸出貿易によって辛うじて一時的

挙での無産派議員の進出など大衆的な反ファッシ

なインフレ景気を見せて来た日本資本主義は、半

ョ気運の拡大を背景とした政治戦線の統一運動へ

面労働者の生活低下と農村恐慌の未回復という資

の期待に席を譲った。理論・思想面でも、講座派

本主義の「本質的な矛盾」をますます深刻化させ

日本資本主義論の半封建的基礎規定の枠組を修正

ており、この矛盾を「糊塗し、防圧するために」

することで日本ファシズムの理論的基礎づけを試

軍部のヘゲモニーのもとに上からのファシズムが

み、また、労働者農民階級のブルジョア民主主義

押しすすめられているとする。

獲得闘争を反ファッショ民主主義擁護の闘争と結

勤労大衆の生活と自由が大きな脅威にさらされ

びつけることによって「32 年テーゼ」の革命論

ており、しかも大衆の組織は弱く分散している客

から脱却した。言い換えるならば、二・二六事件

観的条件のもとで、特に労働者大衆がその力を大

後、広田内閣の登場の時点で小岩井は日本におけ

きくするために戦線の統一をなしとげることが課

る反ファッショ人民戦線論を構築するのに必要な

題となる。前年の大阪港南の全労・総同盟の組合

現状分析と理論的思想的条件を整えたと言ってよ

員大衆による労働組合の統一を求める運動は、日

いであろう。

本労働階級を席巻した。この運動は労働組合の統

1936年のスペインとフランスにおける人民戦

一戦線であって、労働者層以外の広汎な人民層を

線の勝利は、日本の反ファッショの論陣に「人民

も動員し主として政治的分野にすすめられる反フ

戦線」のテーマを登場させた 。スペイン、フラ

ァッショ人民戦線そのものではない、しかし労働

ンスの実状が紹介され、『改造』７月号には「人

組合の統一戦線こそ人民戦線の「最も中心的な」

民戦線と日本」のテーマでの特集が組まれた。『労

部隊であり、その統一によって「人民戦線の可能

働雑誌』もパンフレット『フランスのファッショ

性は始めて齎らされる」とされる。日本の人民戦

と人民戦線』を７月初旬に発売した。『国際通信』

線の問題は、それを「必然ならしめる物質的条件」

５月号（特別版）は、コミンテルンの人民戦線戦

と、このような労働者運動の「基礎と方向との上

術を日本の運動に具体化した「日本の共産主義者

に始めて（……）自明の問題として、現実的にと

へのてがみ」を載せ、２月選挙と二・二六事件を

りあげられる」というのが小岩井の基本認識であ

分析した「附言」 の中で、「多数の大農をもふく

った60）。

58）

59）

んだ農民、都市小ブルジョアジー、知識階級、そ

人民戦線運動の「やや明確な形をとった最初の

して多くの中ブルジョアジーの不平分子さえも、

もの」としてとり上げられたのは、２月選挙にお

反ファシスト人民戦線に引きいれうる」こと、共

ける大阪の労農団体協議会による社大党支持の共

産主義者は「社会大衆党その他の無産団体と民政

同闘争であった。全評、大阪市電従、大阪木材、

党の地方組織や進歩的要素との協定を支持すべき

全水、全農、大阪消費組合、労救、新興仏青等の

である」等、労働者・農民・都市小ブルジョア・

合法左翼団体から構成される大阪労農団体協議会
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は、反ファッショの立場から社大党を支持し、社

東交・全農・東京市従その他の合法左翼勢力は、

大党との共同闘争を決議、共同闘争も「或る程度

二・二六事件後の戒厳令下での合法活動は政治結

闘われた」とし、この闘争をもって日本における

社でなければ不便であるとして政治結社「労農無

人民戦線運動の「萌芽」と意義づけた。総選挙に

産協議会」の届出をした。これを労働組合の全的

おける社大党を始めとする無産派議員の勝利の基

統一や無産政治戦線の統一の障碍をなすとして反

礎には、組織的か否かは別として大阪以外でもそ

対する参加組合内の批判に対して、幹部は、これ

れぞれの地方での反ファッショ共同闘争があった

を当面する特別議会闘争や東京府議会選挙闘争の

ことは疑う余地がないとされ、例えば北海道の無

ための一時的便宜的な措置であり、新党樹立の前

産団体協議会によって反ファッショ闘争、統一戦

提に立つものではないと弁明を行っていた。これ

、また総選挙
線等が協議された例 （５月 26 日）

に対して批判的立場に立つ全農は常任委員を送ら

後あいついで社大党支部が労働組合、農民組合等

ず、関消連につづき関東工連は新党樹立を企図す

の積極的な参加によって結成され或いは拡大され

る結社に反対するとして脱退の意志を明らかにし

つつある例
（奈良・三重・長野・北海道・岡山等）

た63）。東交・市従・東京自動車など組合内部にも

があげられた。これらは社大党の綱領・政策・運

反対の動きがあいついだ。

61）

動方針等に共鳴したからではなく、何よりも反フ

小岩井が紹介した大阪の労農団体協議会が社大

ァッショ闘争の必要とそのための戦線分裂の克

党その他一切の労農無産団体に対する民衆戦線樹

服、統一戦線の必要の自覚から生まれたものであ

立の提唱などの方針を協議、確認したのは、この

ることが強調された。この他、社大党内部におけ

東京の労農無産協議会の政治結社届に強く反撥し

る一部ファッショ幹部に対する大衆の批判が拡大

たものであった。５月 16 日の大阪地方労農団体

しようとする傾向、岡山に於ける社大党支部・県

協議会は、全評関西地評・大阪市電従・労農救援

連の結成にさいし、岡山地方無産団体協議会の構

会・大阪消費組合・全農の５団体代表によって、

成団体である全評岡山労組が社大党参加に対して

「一、ファッショ反対、二、労農団体の提携、三、

とった態度（
「いかにも屈伸性のある生きた戦

労働組合の全的合同の実現を目標として社大党及

、大阪における労農団体協議会の社大党そ
術」62））

一切の労農無産団体に対し広汎なる政治闘争の協

の他一切の労農無産団体に対する民衆戦線樹立の

同展開を図るべく、民衆戦線樹立の提唱を為し、

提唱などの方針確認、さらに５月初旬東京で結成

その第一歩として社大党大阪連合会との間に強力

された労農無産協議会の、
「社大党その他との協

なる連携を持つこと」との方針を確認した64）。

力」の下に全国の無産大衆を動員して「反ファッ

小岩井は社大党について、「一部にかなりのオ

ショ民衆戦線」の結成を目ざすとの対特別議会方

ポチュニスト的なファシスト・グループの蟠踞す

針書が人民戦線への要求の拡大を示すものとして

る事」を認めたが、社大党組織下の大衆は勿論、

紹介された。また、進歩的ジャーナリスト、イン

指導幹部の中にも反ファッショ闘争にすすもうと

テリゲンチャの間にも「何程かの動き」が見られ

し、またすすみうる分子も尠くないとし、社大党

ることも注目さるべきこととされた。

をファッショと規定する見解をまちがいと見た。

小岩井がここで人民戦線への動向を示すものと

問題は、
「大衆……（を動員して）彼等を……（屈

して例示した東京での労農無産協議会の結成（５

服させ）、いやでも応でも反ファッショ闘争に追

月４日）は、戦線統一へ深刻な矛盾を生みだす契

随しなければならない様に仕向ける事」である65）

機となった問題であった。前年より東北飢饉救援

という。そして労農無産協議会について、その民

や労働組合法、小作法獲得、２月選挙対策など一

衆戦線樹立の方針を是認しつつ、今後の動向たと

時的闘争組織として共同闘争を行ってきた全評・

えば新党問題などによっては「主観的な善意に拘
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わらず、それの客観的役割に於いて重要な問題」

義と民主主義の未熟な、半封建的機構を残存させ

となると懸念を表明した。この点について小岩井

ている社会情勢からして大衆を反ファッショ勢力

は東京府議選（６月10 日開票）で労農協議会が

として動員する上で「かなりの問題」をかかえて

社大党に対して選挙協定の提議を行わなかったと

いることを認めながらも、「ファッショにうち克

して疑問をはさみ、ただ露骨な対立抗争を避け両

つためには、どうしてもこうしても広汎な人民戦

派の当事者が自制したとみられる点に消極的であ

線を闘いとらねばならないのだ」と強調される。

るが評価されるとした。しかし実際には労農協議

そしてこの観点から特別議会での自由束縛法案審

会は５月 19日社大党に選挙協定の提議を行い、

議に関連して予測されたブルジョア政党解体の可

地盤、政策、相互の応援について協定を結ぶこと

能性とのかかわりでブルジョア政党の進歩的分子

を提案していた。また、労協の候補者が立候補し

との提携の問題が改めて言及された。

ない地区では社大党候補者を「大衆的に」支援す

こうした課題を前にして、小岩井は人民戦線の

る決意を明らかにした。社大党はこれに対して、

前途は「その視野がはるかに遠くなければならず、

地盤・政策協定については応じなかったが、対立

それだけに大きな困難をもっている」ことを自覚

候補のない地区での相互の協力、対立区における

していた。そして結びに置かれた「大衆の成長は、

フェアプレーについては応諾するとした。選挙戦

結局すべての困難を突破してゆくであろう」との

における双方の関係は「大体順調に」展開された

文章は、こうした課題に対する小岩井の心情を吐

と評されていた 。

露したものであろう。「いまこそ……全エネルギ

66）

小岩井にとって日本に於ける「人民戦線」の問

ー……時である。──それぞれの部署と持場とに

題とは、端的に言ってまず社大党と非社大党的プ

於いて」の行動の呼びかけの文言は、その心情を

ロレタリア勢力（その大きな部分が労農無産協議

裏打ちする決意表明であった69）。

会に結集する勢力）との統一戦線が出来るかどう

小岩井は『三田新聞』（７月８日）に「日本に

かという問題であった。それが実現しなければそ

於ける人民戦線の“綱領”の問題」を寄稿した。「綱

の願望は「結局ビールの泡の様なものにすぎな

領」問題は、前論文（６月７日脱稿）執筆時に「大

い」
。ところがこの統一を可能にするもの、それ

衆的な討論」に附せられる筈の重要問題と考えら

の「枢軸」となるのは労働組合の統一戦線である

れていた。人民戦線運動の形態とか組織という理

が、この労働組合の統一戦線が停頓状態にある事

論的実践的な先決問題を課題としてもっている段

実を前に、小岩井は「人民戦線」の具体的展開に

階で、綱領の題目の一つ一つを論議することは「あ

「実際問題として大きな困難の横たわっている事

まりにも先走った」やり方であると認めながら、

を痛感」せざるを得なかった67）。

しかし綱領問題の「基準」について具体的に考え

「当面最大の急務」である統一戦線樹立の問題

ることは、人民戦線運動を実践的にすすめるため

に加えて、日本に於ける労働者農民の組織的勢力

に「即刻果さねばならない」課題とみたからであ

の問題──労働者約38 万、農民約20 万大体 60 万

った。人民大衆の政治的自由と生活とに対するフ

程度、２月選挙に於ける無産派得票数は65万

ァシズムの脅威に対抗して闘う人民戦線運動にと

68）

──、諸外国の人民戦線派勢力と比較しての「あ

って、「政治的にも経済的にも、あらゆる分野に

まりにも貧弱」な状態も指摘される。ここから組

於いて積極的に堡塁を固めてゆくのでなければ、

織外に遺棄されている広汎な労働者・農民・小ブ

大衆の結集を益々強固にすることも、運動を進展

ルジョアの大衆さらに自由主義者・学生・進歩的

させることも出来ない」（『三田新聞』）。綱領問題

インテリ等一切の人民層の獲得の問題が前途に横

はこのように意義づけられていた。

たわる最も大きな問題として提示される。自由主

フランス、スペインの実例を見てもまず綱領は
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政治綱領と経済綱領の二つに大別することがで

公約数とも言うべき最小限度の主張がとりあげら

き、これに「尖鋭な政治問題」としての戦争の問

れねばならないこと──この意味で戦争関連の綱

題が加えられるとする。すなわち民主的自由の擁

領では戦闘的プロレタリアートの意志が「かなり

護、戦争に対する主張、生活に関連する経済的要

ゆがめられる」ことを覚悟せねばならない、とい

求の三つの方向である。

うのがそれであった。

4

4

4

民主的自由に対する要求はフランス人民戦線が

小岩井が「綱領」問題の原稿を書き上げた７月

「自由の防衛」という綱領を掲げているのに比べ

３日、労農無産協議会は政党として再結成するこ

て日本の場合、より積極的な要求に立脚しなけれ

とを決定した。それは社大党外の無産団体や「同

ばならないとする。すなわち日本における民主的

志」を政治勢力として結集し、自ら「人民戦線」

自由の開花が不充分であり、国家政治機構・社会

結成のための「推進力」として労農勤労大衆を「再

過程に半封建的残滓が存在することから、民主的

編成して一定の階級目標に統一し指導する」こと

自由の獲得がプロレタリアを始め一般大衆の解放

を謳うとともに、社大党に対しては社大党本部の

のための重要な目標であり、またその運動の槓杆

一部に「明白なるファッショ」の存在を指摘しつ

であった。ファシズムの「このかけらほどの」僅

つも、社大党が門戸を開放するならば社大党と「合

かな自由すら奪い去ろうとすることに対して、人

体、融合する」意志があることを声明した71）。労

民大衆の要求は一面ではファッショ的剥奪に対す

農無産協議会の政党化は労協関連団体内の政党支

る防衛であり、他面一層の徹底・伸展という積極

持問題をめぐる対立を深刻化しただけでなく、各

的意味をもたなければならない。その事によって

組合組織をこえた地域的な広がりをもつ反対組織

労働者農民だけでなくひろく他の人民層にもアピ

を生み出すなど労働戦線統一にとっても危機的な

ールすることができるとされる。

事態を招いた。その幹部が労協政党化に中心的役

4

4

4

経済綱領は、労働者、農民（貧農小作農、自作

割を果した東交（東京交通）も全評も労協支持で

農）
、中小商工業者、俸給生活者、自由職業者等

組合内部を統一できず、とくに大阪の労農無産団

各人民層・階級層の立場での、それぞれの主要な

体協議会加盟の関西地評をかかえる全評は、「地

要求とともに、これらの大衆に直接間接影響を与

方にあっては（……）僚友団体との協議を経て、

える財政政策に対して一定の共通した要求がとり

社大党支部の一翼となること」を容認することに

出されるべきであるとする。

よって辛うじて労協に代表を送り組合員の協力を

政治・経済綱領に並んで掲げられた戦争または

勧説する「方向」を採択することができた72）。大

戦争準備に対する反対、平和の防衛保障について

阪地方労農無産団体協議会は「政治戦線統一の為

は、それによって大衆の生活が脅威をうけるとい

めに社会大衆党の全的門戸開放の実現を期す」と

う点だけでなく、それがファシズムの進展に拍車

の方針を決定（７月 23 日）、７月 29日「無産政治

をかける原動力である点が指摘される。日本のフ

戦線の統一を促進し具体化するために」社大党の

ァシズムが軍部を中心として押しすすめられて来

支持を決定したことを社大党大阪府連に伝え、そ

たことが確認されさらにそれが今後一層決定的と

の具体化のための懇談を申入れた。大阪府連はこ

なる、と予測される。

れに対しいくつかの条件をつけたが原則として申

小岩井はこの三つに体系づけられる綱領に共通

入れを受諾した。８月８日大阪団協は「無産政治

する原則として二点を補足した。一つはそれは当

戦線統一近畿地方懇談会」を大阪・兵庫・京都・

面実践し闘いとるべき行動綱領でなければならな

奈良・名古屋・三重の無産団体代表および個人を

いこと──人民戦線に原則綱領をもたせることは

集めて（約 150 名）開催し、社大党支持問題等政

不可能である、第二点は、各人民層共通の、最大

治戦線統一をめぐって意見交換ののち社大党・労
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農協議会への「速やかなる統一への協力」を求め

『労働雑誌』は労協の政党化によって無産勢力

る行動を申し合せた 。この流れの中で８月 17

の政治戦線に波乱がおこされた時点で、「日本人

日には大阪自動車従業員組合、８月 26 日大阪市

民戦線は果して出来るか？」──１．日本で人民

電従が社大党支持を決定し組合員の入党の具体的

戦線樹立は可能でしょうか？

手続に着手した。全評関西地評は、労協支持の立

当面一番必要な事は何か──の質問を関係各分野

場をとる東京の全評との組織的関係に配慮して社

の指導者に送り回答を発表した。『労働雑誌』８

大党府連支持に踏切れないでいたが、全評神戸地

月号掲載の社大党党首の安部磯雄と官業労働主事

評協議会は８月 29 日「反ファッショ闘争強化を

社大党代議士川村保太郎は、無産戦線の統一体で

期し」て社大党支持を声明した。

ある社大党の外に人民戦線は必要なしと回答し

73）

２．可能とすれば

労協政党化をめぐって社大党支持派と労協支持

た。全農委員長社大党代議士の杉山元治郎は、人

派との対立によって組織分裂の危機に直面した全

民戦線成立の可能性に疑問を呈しながらも、労働

評・東交・東京市従・東京自動車労組の４団体

者農民組合・無産政党・俸給者組合のようなイン

は、組織統一の方向として社大党支持による政治

テリ層の糾合が必要であり、そのために中心勢力

戦線統一の道を追求する。
「原則として」社大党

となるべき組合・政党等の統一結合が第一に必要

支持、組合会議参加を決定した（８月２日定期大

と回答した。同じく全農関東出張所の大西俊夫は

会）東京市従は、この方針に基づく共同行動を東

ファッショ反対の誰もが集って人民戦線を築き上

交、全評等に申入れ、この市従の提議に応じた４

げねばならない、宣伝・煽動が必要とした。全農

団体は、社大党を中心とする全ての反ファッショ

大阪府連の叶喬は、労働組合戦線の全的統一、こ

勢力の統一の基本原則を確認し、８月29 日社大

れが「行き悩む」事があれば人民戦線の前途は疑

党への「一切の無産勢力の参加」を受諾すること

問、東京労協の新党樹立の動きは「日暮れて道遠

を社大党に申入れた。４団体が社大党に申入れを

しの嘆き」を抱かせるとの不安を表明した。ただ

する前日、労協もまた社大党が４団体の申入れを

「人民戦線は出来るだけ広汎に民衆はファッショ

受諾する場合には「欣然として社大党に合同を提

の持つ得態の知れぬ暗さと圧迫感に喘いで」いる

議する」用意があるとの声明を発表した。この間

と人民戦線への願望も伝えようとした。大阪の労

の経緯については、全評と労協が社大党に東交・

農無産団体協議会加盟の大阪市電従書記長安部伊

市従・自労３団体が「切り取られ」取り残される

勢太郎は、日本にファッショがある限り人民戦線

のを避けるため、どの団体も単独で社大党支持し

は可能であり、如何なる困難があっても必ず作ら

ないよう４団体が協力して社大党の門戸開放をは

ねばならぬとした。参加階級層は労働者、農民、

かったとされる74）。４団体の申入れに対し社大党

無産小市民、下級インテリ、自由主義者等（官僚

は、４団体の申込書の「趣旨を諒承した」とし、

自由主義者および既成ブル政党内自由主義者はダ

４団体は党の「立党の精神政綱党規約承認の上」

メ）、団体としては社大党、組合会議関係組合、

それぞれ正規機関で党支持の決定されたしと回答

全農、全水、全評、交総、市従、その他合法団体。

した（９月２日）。この回答には、過去の「重大

当面必要な事として、基本的には労・農組合戦線

な階級的裏切り、亦は党を腐蝕する意図ある者」

の全的統一が絶対必要だが、当面政治戦線の統一

を拒否する意味が含まれており、労協系指導者の

強化が緊要とし、日本での人民戦線の母体は社大

排除の意図を貫こうとしたものであった。この状

党であり、将来指導的役割もその中から生まれる

況に対応して労協もまた９月４日「反ファッショ

とする。従って人民戦線の鍵は社大党の門戸開放

戦線強化のため」
「無条件を以て合同したい」と

にかかるとし、社大党は門戸を開放すべきである

の提議を社大党に対して行った。

と同時に、党外勢力も進んで開放さすべく努力す

（ママ）
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べきとし、
「如何なる実情にあろうとも対立的新

す」、とあった76）。小岩井の「人民戦線」論から

党組織は絶対的に不可」と断じる。労協の政党化

言って、大阪の労農無産団体協議会をはじめとす

に積極的役割を果した東交本部書記北田一郎は、

る社大党支持・加盟の運動、社大党支部結成の動

人民戦線は可能と回答した。労働者、農民、俸給

きに大きな期待を抱いたのは当然であったであろ

生活者、下層官吏、インテリゲンチャ等被圧迫民

う。ただ中間小市民層など小ブルジョアジー、イ

衆が主要構成要素になるほかブルジョア自由主義

ンテリゲンチャなどの具体的動向、あるいは既成

者も可能性があり、団体としては社大党と、労協

政党の分解問題ともからむ自由主義的進歩分子と

その他労働組合、農民組合、全国水平社その他一

の共同の可能性については、これからの課題とし

切の無産団体、文化団体、婦選獲得同盟その他の

て留保されたものと思われる。

進歩的団体。ブルジョア政党の進歩的分子も現政

労協の社大党への合同提議にたいし、社大党は、

党が解体して進歩的な小党が出来れば当然参加と

労協は先に社大党支持を申入れた４団体が主要な

する。当面の必要としては、広田内閣のファッシ

構成要素であるので、４団体の入党によって問題

ョ的政策例えば重要産業統制、大衆課税に対する

は「解決する」との口実で労協の合同提議を拒絶

闘争を展開しながら人民戦線の意義を普及させる

した。これに対して４団体はさし当り労協を含め

ことをあげる。人民戦線の主体となるべきものは

た全的統一の方向を追求して両者への合同斡旋の

社大党であるとするが、現社大党内にあるファッ

勧告を試みたが、社大党の姿勢を変えることはで

ショ的傾向を克服することが緊急の問題だとし、

きず、労協とともに全農黒田寿男、全水松本治一

労協と社大党とを急速に合同させなければならな

郎両代議士へ合同斡旋を依頼することで局面の打

いと主張する。また人民戦線の推進力となるプロ

開をはかろうとする。関西では労農無産団体協議

レタリアートの基本的組織である労働組合の全線

会は、関東での政治戦線統一問題を打開するため

的統一を完成させることは何よりも必要とし

全国の無産団体、社大党支部、名士等に対し統一

た 。ここで表明された回答者の意見は、それぞ

促進の助力を要請する要請文を発送、大阪地方で

れが属する団体や組織の政治的立場をほぼ正確に

全農総本部、全水本部、全総府連、社大党府連、

反映したものと言えよう。

大阪無産４代議士、在阪無産関係名士を歴訪、懇

75）

小岩井の回答は『労働雑誌』９月号に掲載され

請する他、東京情勢打開のため全農・全水・市

た。人民戦線樹立の可能性については、「可能だ

電・全評より委員を上京させ斡旋に当らせた。こ

と思います。一方にファシズムの進展が予想され

うした努力はしかし成果をあげることはできず、

る──而かも、プロレタリアートは “人民戦線”

情勢は停滞状態に陥っていく。

を組織して、これを徹底的に防圧しようとする積

９月 10 日陸軍の工廠従業員の組合加盟禁止は

極的な意図をもっている。だから、必ず出来るに

官業労働組合に壊滅的打撃を与えただけでなく、

ちがいない。ただどの程度に広汎な人民大衆を獲

団結権禁止の時代的先ぶれとして重大な意味をも

得し、動員するかということは、すべて今後客観

つものであった。労協と４団体はこれに対して抗

的主観的諸条件がどうなってゆくかによって決定

議の態度を決定していた社大党と組合会議に対し

されるものと思います」
、当面一番必要な事につ

共同闘争を申入れたが社大党・組合会議側はこの

いては、
「無産階級政治勢力をば社大党に結集し、

申入れを拒否した。こうした情勢の中で労農無産

それを反ファッショ人民戦線の中心体にすべきだ

協議会の組織強化のための支部結成が東京を中心

という意向が、最近労働者農民の間で、事実問題

に進展、東京支部連合会成立のはこびとなって行

として承認されつつある。だからこの点を実践的

く。

に押しすすめることが当面の “急務” だと思いま
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18）無産派の当選者は社大党 18名、無産団体４名で、

註

前回は５名であった。

５

19）同上、12〜13頁。

１）小岩井淨「社会運動の展望」『社会評論』1936年１

20）拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」前掲書、114頁。

月号、３〜４頁。交総は総同盟・全労の合同問題が

21）拙稿
「小岩井淨とファシズム⑴」
『愛知大学法経論集』
第 150号、23頁。

表面化するやこれを支持すると同時に２組合に止め
ず全労働組合の統一戦線にまで発展すべきことを強

22）拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」前掲書、113頁。

調し、全的合同問題を現実の課題にまでおし進めた。

23）『思想月報』昭和十一年五月、183〜184 頁。

合同工作の大詰の段階で全労・全評・交総・東京市

24）粟屋憲太郎、前掲書、116〜117頁。

従の代表者によって全評の全労への解消による全的

25）拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」前掲書、115〜116
頁。

合同実現の道が探られ、全評は全労に加盟すること
によって合同参加の道を取る、全労は全評の加盟を

26）小岩井淨「民主的自由と労働者農民」『労働雑誌』

承認し総同盟に対してあくまで交総および東京市従

1936年４月号、25〜27頁。小岩井は、ここでブル

を含めて即時全的合同を主張する、との約束が成立

ジョア民主主義の樹立という「歴史的役割」におけ

した経過があった。小岩井の交総・全評に対する評

る労働者農民の提携に関連して、この「役割」にお

価はこのような経過を念頭においたものであろう。

ける労働者農民の立場・関係というものが厳密には

拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」
『愛知大学法経論集』

同一でないという点を附言している。すなわち労働

第159 号、92〜93 頁。

者階級は資本家階級に対立し、
農民（階級ではない）

２）同上、96 頁。

は直接には地主に対立するという社会階級としての

３）小岩井淨「社会運動の展望」前掲書、５頁。全評第

立場の相違からそのちがいが必然的に生まれてく

二回大会では、大阪港南地区の労働者、全国労働の
結城磯治および全労十三地区の長谷川友之助が、
「我々は理論とか幹部とか言う理屈によって合同運

る、とする。
27）岩村登志夫『日本人民戦線史序説』178 頁。
28）
『資料集コミンテルンと日本②』194〜197頁。

動を切望するものではない。労働者自身の職場と職

29）藤 井 米 藏「 農 業 恐 慌 ４ ケ 年 の 結 果 」
『社会評論』

場の結合の必要の自覚から出たものである。反資本

1935年５月号、関根悦郎「恐慌飢饉下の農業問題」
『社会評論』1935年６月号、木村荘之助「恐慌と農

主義陣営を打って一丸となり逆襲闘争に向はんが為

村階級関係の変化」
『社会評論』1935年７月号。

である」と労働者感情を吐露する祝辞演説を行った。
拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」前掲書、99 頁。

30）小岩井淨「日本農業と資本主義」『改造』1936年６
月号、66頁。

４）同上。
５）『特高外事月報』昭和十年十一月分、46〜47 頁。

31）小岩井は資本主義の商品経済化・貨幣経済化の進展

６）小岩井淨「社会運動の展望」前掲書、６頁。

によって封建的残存関係が崩されつつあるとする、

７）「文化擁護国際会議に就ての諸家の感想」
『社会評論』

この点にのみ着目したものとして櫛田民藏の「小作

1935 年10 月号、87 頁。

料が既に観念的に貨幣化されており、それは封建的

８）粟屋憲太郎「1936、37 年総選挙について」『日本史

地代範疇ではない」という主張を紹介している（73

研究』146 号、113〜115 頁。

頁）
。労農派の地代論もまた同じ性格のものである。

９）
「思想団体各派の衆議院議員総選挙対策に関する調

猪俣津南雄「土地問題と封建遺制」『改造』1930年

査」司法省刑事局『思想月報』昭和十一年五月、
213〜214 頁。

１月号。
32）小岩井淨「日本農業と資本主義」前掲書、74頁。

10）同上、175 頁。

33）寺内は、閣僚候補の中「親英派」の吉田茂外相、
「自

11） 粟屋憲太郎、前掲書、116〜117 頁。

由主義者」の下村宏拓相（朝日新聞副社長）、小原

12）拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」前掲書、111頁。

直法相（留任）、政党人の川崎卓吉内相、永田秀次

13）
『思想月報』昭和十一年五月、185 頁。

郎文相案に反対し、この結果吉田、下村、小原は削

14）同上、192〜193 頁。

られ、川崎は商工大臣に、永田は拓務大臣に入れ替

15）粟屋憲太郎、前掲書、115 頁。

えられた。この外政民両党閣僚二人ずつの原則を一

16）日本労働組合全国評議会「檄」『思想月報』昭和十

名ずつに変更する要求も持ち出されたが、結局これ
は撤回された。秦郁彦『軍ファシズム運動史』1962

一年五月、177 頁。
17）小 岩 井 淨「 粛 正 選 挙 の 総 決 算 」『 エ コ ノ ミ ス ト 』
1936 年３月１日号、11 頁。

年、173頁。なお、７大政策──軍備の充実、税制
の調整、国民生活の安定、国体の明徴、経済機構の
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見るべきか？」前掲書、18〜19頁。

統制、民間航空の振興、情報宣伝の強化、──は８
月 25 日に「庶政一新の国策」として発表された。

44）この間の消息を物語るものとして、軍司令官師団長
会議における寺内陸相の発言が紹介されている。
「国

同上。
34）寺内、永野両陸海軍相によって広田首相に提案され

政の一新と軍備の拡充とは実に我国現下の急務にし

た行政機構改革案の要綱は、国策樹立の綜合的統制

て軍紀の粛正と共に特に本官の３大使命なりと確信

機関の設置と綜合機関の長官を兼ねる無任所大臣の

す、而して其の具現は軍に於ては一に本官を通じて

設置をはじめ、内務・大蔵・陸軍・海軍・司法・文

のみ許さるる所なり……」
（傍点引用者）
。小岩井淨

4

4

部の６省を除いた各省全部に及ぶ省の廃合統制を断
行することを骨子とした。それは「庶政一新の基礎

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

「広田内閣と特別議会」前掲書、８頁。
45）同上、８〜９頁。小岩井淨「広田内閣の基本的方向」

をなすもの」として「国防の強化、海外発展、産業

『政界往来』1936年７月号、94頁。

の振興等国策の策定運用の綜合統制を期する」こと

46）同上、95頁。

を「主眼」とするものであった。『東京朝日新聞』

47）３法案の批判的検討は、
「特別議会とファシズム」
『サ

1936 年９月 29 日、
『社会運動通信』1936 年 11 月 11日。
35）新聞報道された議会改革案の内容は次のようなもの

ラリーマン』1936年７月号、16〜17頁に詳しい。
48）「広田内閣の基本的方向」前掲書、95〜96頁。
「特

であった。１．三権分立主義の確立と政党内閣制の

別議会とファシズム」前掲書、17頁。

否定、２．政党法の制定による政党活動の制限、３．

49）同上、16頁。

議会の政府弾劾権停止、４．貴族院改組と経済参謀

50）「広田内閣の基本的方向」前掲書、96頁。

本部の衆議院への付設、５．選挙権の家長（戸主）

51）「特別議会を顧みて」『時局新聞』1936年６月１日。
「特別議会とファシズム」前掲書、17 頁。

又は兵役義務終了者への制限。秦郁彦、前掲書、

52）秦郁彦、前掲書、175頁。今井清一、野沢豊、前掲書、

177 頁。『東京朝日新聞』1936 年 10 月 30 日。
36）今井清一、野沢豊「軍部の制覇と日中戦争」『岩波
講座日本歴史

279〜280頁。
53）寺内陸相の、軍の政治的意見は「本官」を通じての

現代３』278 頁。

37）同上、279 頁。秦郁彦、前掲書、175〜177 頁。

み発表されるという発言が、軍部大臣の辞任の威脅

38）小岩井淨「広田内閣と特別議会」『社会評論』1936

によって内閣の死命する力をもつものとして紹介さ

年５月号、４〜５頁。同「特別議会とファシズム」
『サ

れているが、さらに寺内の「軍部の粛正は一般庶政

ラリーマン』同年７月号、14 頁。

の刷新と相関的関係をもつ、これと切り離して行わ

39）広田首相自身嘗て国維会（1932 年創立）──新官

れるべきものでない」との閣議での発言が、政党の

僚がこれによって華族・軍人・財界人などと結びつ

軍部に対する粛軍要求への反論として引用されてい

きをもった──のメンバーであり、後藤前内相と共

る。
「広田内閣の基本的方向」前掲書、96〜97頁。

に前内閣時代における官僚勢力の中心分子であっ

54）小岩井淨「特別議会を我々はどう見るべきか？」
『労

た。新内閣の組閣工作はまず官僚系分子を中心に進
められた。小岩井淨「広田内閣と特別議会」前掲書、

働雑誌』1936年５月号、19〜20頁。
55）拙稿「小岩井淨とファシズム⑻」前掲書、121〜122
頁。

５頁。
40）組閣調整過程で、寺内は軍務課幕僚武藤らと相談し

56）「特別議会を我々はどう見るべきか？」前掲書、18

譲歩していた政民両党閣僚２名ずつの原則を破棄、

〜20頁。

１名ずつの要求を持出し組閣は絶望と思われたが、

57）
「特別議会を顧みて」
『時局新聞』1936年６月１日。

翌朝武藤が組閣方針声明の中に「従来の秕政を一新

58）拙稿
「小岩井淨とファシズム⑹」
『愛知大学法経論集』
第 155号、70頁以下。

し、国際関係を自主積極的に調整する」との表現を
加えることとひきかえに、１名案を撤回したため組

59）
「てがみ」は『コミュニスト・インターナショナル』
36年２月号に掲載されたが、『国際通信』５月号に

閣を終了した、という。秦郁彦、前掲書、173頁。

「附言」を加えて発表された。
『資料集コミンテルン

41）小岩井淨「広田内閣と特別議会」前掲書、５〜６頁。
42）所謂「政綱声明」は、１．国体明徴、２．国防の充実、
自主積極外交の確立、３．税制の改革、金融の改善、

と日本③』300〜301頁。
60）小岩井淨
「日本に於ける人民戦線の問題」
『社会評論』

４．国民生活の安定、５．行政機構の更新、に要約さ
れている。馬場蔵相声明では高橋財政の放棄の宣言、

1936年７月号、23〜24頁。
61）全農北連旭川勤労同志会を中心に全道左翼団体の統

公債増発、増税断行、低金利政策の実行が主張され

一を協議中の全道無産団体協議会は、５月 26日の

ている。同上、７頁。

代表者会で社大党支持、メーデー禁止反対、反ファ

43）同上、７〜９頁。小岩井淨「特別議会を我々はどう

ッショ戦線統一等を決議、翌 27日の第１回委員会
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は、協議会は労働組合・農民組合・消費組合・社大

69）小岩井淨「日本に於ける人民戦線の問題」前掲書、
28 頁。

党支部その他の無産団体を以って構成されること、
「一般勤労大衆の日常生活の擁護並に政治的自由獲

70）『時局新聞』
（161号、162号）は「フランス人民戦

得のために闘うを以て目的とす」等を定めた規約を

線行動綱領」を紹介している。それによれば、
「行

制定した。『社会運動通信』1936 年６月 10 日。

動綱領」は㈠政治的要求として⑴自由防衛、⑵平和

62）岡山の社大党組織の結成は総選挙を闘った岡山地方

の防衛、㈡経済的要求として⑴恐慌により破壊又低

無産団体協議会によって進められた。これに参加し

下されたる購買力の回復、⑵貯蓄者に対する収奪の

ている全評岡山労組は、新党樹立の風聞の件につい

防止、信用機関の組織改善、⑶財政的改造から成り、

て見解の一致を見なかったが（２月 27 日執行委員

各項目の下にさらに具体的要求項目、例えば「自由

会）
、社大党県連結成準備会が９月中の連合会結成

の防衛」の項には⒜政治犯の大赦、⒝ファッショ防

を決定した５月 24 日当日の常任執行委員会で、「政

止策、⒞公共団体の粛正、⒟言論の自由、⒠労働組

治的に独立しつつ社大党と協力す」との趣旨の声明

合の権利、⒡学校及び宗教の自由、⒢植民地問題に

を決定した。すなわち、「当地方に於ける労農提携

ついての委員会設置、の各項目の下にそれぞれ具体

並に反ファッショ人民戦線の特殊性」を考慮した結

的要求が並ぶ。

果、組合員若干名の大衆党参加に承認を与え、これ

71）拙稿「小岩井淨とファシズム⑺」前掲書、79〜84頁。

によって両組織の共同闘争に当りベルトの役割を果

72）同上、85〜86 頁。

すことを期待しうるとし、かくて我が組合は社大党

73）『社会運動通信』1936年８月 12日。

に対し、政治的、組織的に完全なる独立を保持する

74）
『思想資料パンフレット』第６輯、89頁（「北田一
郎に対する検事聴取書」
）
。

こと変りなきも、かくして最も妥当なる協力関係を
造り出さんとした」というものであった。『社会運

75）『労働雑誌』1936年８月号、22〜23頁。

動通信』1936 年３月 14 日、６月１日。なお、岡山

76）同上、９月号、35頁。

では全農岡山県連が全農各支部が中心となって社大
党支部結成に努力することを決め各支部に積極的努
力 を 訴 え る 通 達 を だ し て い た。『 社 会 運 動 通 信 』
1936 年７月 20 日。また、全農埼玉県連も社大党支
持の具体策として、各支部有志は率先して社大党に

６ 『大衆政治経済』と人民戦線論の展開
1936（昭和 11）年９月８日全国農民組合は創

入党し、各町村班を確立、またはその充実に協力し、

立 15 周年を迎えて記念大会を大阪で開催した。

郡支部を強化する事を決定した。『社会運動通信』

大会は全国会議派との分裂を克服して全国的統一

1936 年８月５日、これらは全農本部のこれまでの
「政党支持の自由」の原則を大きく踏みだすもので
あった。
63）拙稿「小岩井淨とファシズム⑺」
『愛知大学法経論集』
第156 号、78 頁。

を回復した時期での開催という点だけでなく、労
働者農民戦線の提携という意味で重大な前進の展
望を望みうる時点での開催という点でも特別の意
義をもっていた。大会は「小作法即時制定要求」、

64）
『社会運動通信』1936 年５月 19 日。
65）小岩井淨「日本に於ける人民戦線の問題」前掲書、
26〜27 頁。

「広田内閣農村国策に関する決議」等当面の課題1）
について討議決定したが、大会翌日には在阪各労

66）
『社会運動通信』1936 年６月９日。

働団体中堅幹部を招いて労農懇談会を開催、「労

67）小岩井淨「日本に於ける人民戦線の問題」前掲書、

農提携の強化」、「政治戦線の統一問題」、「反ファ

27 頁。
68）２月選挙の結果は、全国投票数 11,117,219 票中、社
大党 518,360 票、その他無産票を加えて 650,959票で

ッショ闘争の強化」をテーマに意見を交換した。
出席団体は、総同盟、全評、大阪市電従、大阪消

あった。これについて森戸辰男は「既成政党は圧倒

費組合、全国水平社、全農本部および各県連有志

的な多数（81〜89％）を占めて居り、これに対して

などで 59 名が参会した。なお、全農第２回中央

国民経済の社会主義化を要望する社会的勢力は、い
まだ微弱（５％）であり、ファッショ的勢力に至っ
ては殆んどネグリジブル・クオンティティー
（１％）
であった」と評している。森戸辰男「無産政党の躍
進」『中央公論』1936 年４月号、本欄 12 頁。

委員会（９月）は全農組合員の「差し支えなき限
り」社大党への加入を決定して従来の政党加入の
自由の方針を変更した。
『労働雑誌』10 月号はこの全農記念大会と労農
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懇談会の詳細を掲載したが、同じ号の冒頭に小岩

作農創定政策の拡充に反対し、小作法、即ち耕作

井の論評「政府の農業政策と農民」を載せた。こ

権確立、減免請求権確認、不当小作料引下げ、強

こで小岩井は、農業恐慌以後それまでの生産増殖

制執行制限を含む小作法即時制定を要求す」とあ

政策から価格吊上政策に転換した支配階級の農村

った。同じく広田内閣農村国策に関する決議は、

政策が、結局農民大衆の犠牲の上で地主階級や銀

「広田内閣の農民生活安定国策とは農村経済更生

行の救済に終ったこと、恐慌対策としてとられた

振興の名の下に、天降支配拡充の為の反動的な所

諸政策が「農民の窮乏を必然に生みだす基本的な

謂農村更生施設、地主、金貸を保護する自作農創

点」すなわち半封建的な生産──搾取の関係に少

定拡大、地主、富農金貸を救済するために負債整

しも触れない「部分的な、而も上ッ面の対策」で

理の拡大、小農、小作農に負担を課する災害共済

あること、を論じたあとで、広田内閣によって通

制、その他農業土木に関する諸施設、ひたすら申

常国会に提出されようとしている農村政策＝農林

訳てきな農地法が云々されているに過ぎないこと

省発表の農林国策について批判検討を行った。第

を明らかにした。それによって莫大な軍事的負担、

一の農地制度改革すなわち自作農創設維持政策に

大衆課税が課せられようとしている。かくの如く、

ついて、自作農創設計画（既墾地の購入と未墾地

かつて政府自らが提出せる小作法をも葬り、累年

の開墾）は小作農を自作農にする方面だけの見込

熾烈を極める地主が土地取上げの勢を放任し、農

みを数字で表わしているが、半面において自作農

民の困苦、不安を無視するところの反動的、糊塗

が小作農に転落する趨勢を全く考えていない点を

的な広田国策案に対して、真に農民生活を安定せ

指摘し、半封建的零細小作農制という「日本農村

しむるに足るところの国策への出直しを全勤労農

の瘤」を切開するものでないのは勿論、自作地入

民と共に要求する」と述べていた2）。

手農民の年賦償還金による債務奴隷化、地主の土

小岩井は、論評の結びに農民の要求は農民大衆

地の売逃げ等を通じての小作人救済ではなく地主

の手で獲得しなければならない、農民は農民の「同

救済政策たる本質を告発する。つづく災害共済制

僚」である都市の労働者と提携して戦って初めて

度、負債整理、農業土木等についても、過重な積

その要求を実現できる、と書いたが、34 年 12月

立金の負担によって共済保険から貧農が除外され

農村における貧農大衆の運動と都市プロレタリア

る矛盾、減収の場合の生産費さえ取り返すことの

ートとの結合の動きに言及して「この運動はどこ

できない共済金額、半封建的な零細農制のもと五、

へ進むだろう」と書いていた3）のに対し、この時

六十億にのぼる農村負債に対して約十三億にすぎ

点では農民と労働者の同盟が具体的現実として

ない負債整理金庫計画など農林省案の不徹底さ・

「痛切に考えねばならない」問題として把えられ
ていた4）。

矛盾が批判される。
小岩井は、農民大衆の要求は半封建的な土地所

ところでこの時期は官憲当局が人民戦線運動を

有の問題の解決へ向っていると主張する。そして

共産主義者の新戦術と見て弾圧の姿勢を示し始め

「ただ一時的過渡的な段階」として完全小作法の

た時期であった。すでに７月にはいわゆる講座派

獲得に関心をもつのに対して、農林省案は土地制

の学者たちが共産主義の正当化をはかる理論活動

度改革も小作法制定も消えさって、ただ「相も変

の故をもって検挙され（コム・アカデミー事件）、

らぬ自作農創設という看板」で幻想を与えようと

36 年７月号で「人民戦線は進む」の特集を組ん

するという。このような小岩井の農林省案に対す

でいた『社会評論』も、ナウカ社全社員が軍機保

る批判的視点は、全農記念大会での討議と決議に

護法違反容疑で検挙されて停刊を余儀なくされて

端的に表明されていた。大会での小作法即時制定

いたが、９月はじめの全国特高課長会議では「反

要求に関する決議は、
「政府が農林国策とせる自

ファッショの名にかくれて共産主義運動を行う人
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民戦線運動」の取締りの方針を打ち出していた。

研究所はこの様な進展する情勢の中に、それを出

８月13 日にこれまで抗争を重ねてきた官業労

来るだけ正確迅速に、調査、分析してこれを大衆

働総同盟向上会と日本労働総連盟純向上会が労働

諸君に報道したいと思っている」と発刊の目的を

戦線統一の気運に同調して合同を達成大阪官業労

明らかにした。創刊号の内容は次のようなもので

働組合を結成したが、ほぼ１カ月後陸軍は突如大

あった。〔時局概観〕──小岩井淨、「月報『大衆

阪・名古屋・小倉の工廠従業員の組合加盟禁止を

政治経済』の創刊を祝す」──労農協議会委員長

命じた。二・二六事件以来の粛軍の趣旨を徹底さ

加藤勘十、社大党調査部喜入虎太郎、全農調査部

せ外部からの「不純な思想」の介入を防ぐためと

岡田宗司、日本経済研究所稲村順三、「馬場財政

いうのであった。社大党、組合会議、労協、４団

と政党官僚」──関根悦郎、〔調査研究〕「馬場財

体、その他各地の社大党支部、地方労農団体の抗

政と労働大衆」──経済調査部、
「戦線統一の問題」

議と非難があいつぐ中、社大党・組合会議は労協

──労働調査部、〔世界情勢〕「スペイン人民に対

と４団体の共闘申入を拒否したが、組合会議の中

するファシストの干渉」──ダー・オシボフ、

に、今回の措置を陸軍が人民戦線問題を警戒した

「1936 年上半期の世界経済」──エム・イオエリ

結果と見て、人民戦線否定の立場を強める動きが

ッジ、「ファシスト独裁下におけるドイツ労働者

現われる。社大党機関紙『社会大衆新聞』（９月

の状態」──イ・ヴァリヤーン、〔資料〕「退職積

25日）の論評は、人民戦線の結成は対立勢力を

立金及退職手当法に関する資料」「社会局命令案

刺戟して国民戦線の結成を促し、組織的労働者、

要綱」「命令案要綱に対する組合会議の答申」「退

農民勢力を青年団・在郷軍人・市民団体その他未

職積立金及退職手当法の解説」──（全日本労働

組織大衆から孤立化させるとの論拠で人民戦線否

組合総同盟大阪連合会）、〔統計〕「工業生産指数」

定論の立場を明らかにし、また、入党基準として

その他８項目（略）、〔内外政治経済日誌〕「国内

「無産戦線の常習的分裂主義者等」の排除は勿論、

政経日誌」「朝鮮事情」「中国満蒙政経日誌」「海

「実質的に党の方針と背馳し、組合会議と共同出

外政経日誌」「国内社会運動日誌」「最近統一運動

来難き団体」を「峻烈に拒否」するとし、労協の

資料」、〔編集後記〕、以上。

ような立党精神・指導方針において根本的に異る

創刊号に祝辞をよせた加藤勘十（談）は、「不

勢力との接触は「厳として排撃」しなければなら

偏不党の立場」から当研究所の復活に「助力した

ない、
と主張した。10 月27 日の社大党組織部の「新

者」として祝意を述べたが、第１回発行の『政経

入党者並びに新支持団体に関する通達」は、各支

ニュース』について「好ましからぬ傾向」「地味

部連合会に対してこの労協派排除の趣旨の徹底を

な調査活動が欠落」「上調子な饒舌」を指摘し発

はかったものであった。

行当時の労農無産協議会の政党化をめぐる研究所

前述のように小岩井は内野壯児、立花敏男、川

との微妙な関係をうかがわせた。加藤が研究所に

上貫一らと日本政治経済研究所を再建し（36 年

求めたのは政治的色合いを避け「全力を以って克

４月）自ら所長として調査研究活動に携わった。

明な資料の蒐集と情勢の調査」に当ることであっ

研究所は７月 30 日付で『政経ニュース』第１号（人

た。「研究所が全体として悪い傾向に向うことを

民戦線を中心とするもの）を発行し関西方面に配

最も注意しなければならぬ」として、「正しい仕

布したが、36 年 10 月月刊刊行雑誌として『大衆

事の出来る様」「応分の援助」を惜しまないと述

政治経済』創刊号を発行した。小岩井は雑誌の冒

べていた。社大党調査部の喜入虎太郎は、調査機

頭に「時局概観──日本ファシズムの問題──」

関の超党派性・政治的中立性の問題の困難性をテ

を載せ、この中でこれまで論じてきた日本ファシ

ーマとした一文を創刊号に寄せた。喜入は、無産

ズムについての論点を要約した。その末尾に「当

階級運動の立場に立てば複雑な運動の伝統が調査
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者に重大な観念的影響を与えている事実を否定し

協議決定したとする項目の一つ「⑵研究所の形態

えないが、超党派的たることを標榜すればするほ

を解き同人は出来得る限り各労働組合の調査部に

ど、意識的な党派的宣伝に対する判断力を弱めら

入り込む事、特に大衆党調査部に這入得る様努力

れる結果に陥り易いとし、
「直接党派に関係のな

する事」は、決して日本共産党中央再建準備委員

い調査機関と雖も党派的関係を明白にした方がむ

会の「基本的組織方針」に基づいて行動すること

しろ客観性を得るのではなかろうか」との見解を

を意味するのではなく、寄稿文に表明されていた

述べていた。全農調査部の岡田宗司は、創刊号の

ような広い範囲の団体・組織に亙る調査・研究の

発刊を「双手をあげて」歓迎、研究所が日本資本

交流の実現をはかろうとしたものであろう。

主義の具体的動向に関し「無産階級運動の正しき

『大衆政治経済』11 月号では、小岩井は「時局

理論に立脚する成果」を続々発表することを期待

概観──最近の政局と軍部──」で広田内閣の下

するとした。そして「よく有りがちな独善主義に

で政局をリードし、ファッショ化の原動力となっ

陥ってはならぬ」とし、他の無産運動に関係する

ているのが軍部であることを論じた。広田内閣に

調査研究機関や、無産団体の調査部等と連絡・協

対する軍部の圧力は、広田内閣の「出現の過程」

力して目的達成に貢献することを望むとした。ま

においても、厖大な軍事費要求に基づく公債政策

た全農も慢性的農業恐慌の下複雑化した任務を遂

などに明らかであったが、ここでは電力統制問題、

行するに当って従来以上に客観的事実・政策の調

税制改革問題、行政機構改革問題が軍部の重圧の

査研究を必要とすることを痛感しているとして、

「特にめざましいもの」として取り上げられた。

日本政治経済研究所と全農調査部とのあいだの協

電力統制問題とは、７大国策の一つ「産業の振

力・援助を希望した。日本経済研究所の稲村順三

興及び貿易の伸張」の中の第１項目である「電力

は、無産階級運動に役立てたいと思って作られて

の統制強化」にかかる問題であるが、この逓信省

いる小研究所の統計・資料の作成の困難性の問題

原案の電力民有国営案にたいし電気産業資本等の

を論じ、その解決の方策の一つとして小さな研究

反対のため原案が関係４相会議に附せられていた

所がそれぞれの調査の結果をお互いに交換し合

問題であった。もともと逓信省原案は軍部の意図

い、調査の範囲を拡大すること、そのために常設

を帯して提出されたものであり、機会ある毎に軍

的機関をつくって緊密な関係の下での調査を提案

部はその支持を表明しており、殊に９月９日の陸

していた5）。なお、創刊号を祝す寄稿として全日

海両軍務局長の会見ではその支持の理由が「徹頭

本労働総同盟調査部の穂積氏の一文が寄せられる

徹尾戦争準備、国防の立場」であることが明らか

筈であったのが、同氏の突然の病気のため実現し

にされた。小岩井は、これを以って電力問題はそ

なかったとの謝辞が加えられていた。

の大勢がきまった観があるとし、４相会議も内閣

創刊号に対する各団体や調査部の寄稿が、全評

もこれに反する決定をするならば、それは内閣の

や労協との合同に最も抵抗していた総同盟の調査

運命が危機に瀕することを覚悟しなければならな

部まで含む広い範囲の機関からのものが予定され

いと観測した。

ており、寄稿されたもののいくつかは調査・研究

税制改革案は９月下旬に大蔵省によって発表さ

の協力・交流を強く希望するものであった。これ

れ、その目標として、１．国民租税負担の均衡を

は研究所の調査、分析を出来るだけ正確迅速に大

図ること、２．租税収入の増加を図って財政の基

衆に報道したいという意図が各機関によっても共

礎を確立すること、３．中央地方を通じて弾力性

感しうるものとして受けとめられていたことを示

のある税制を樹立することが掲げられた。小岩井

すものであろう。前述したように、憲兵司令部の

は第１と第３の項目についてそれぞれの疑問点を

資料が11 月 23 日大阪堂島ビルで小岩井らが集り

指摘した6）が、租税収入の増加という点について
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は改革案の眼目としてその実現が図られるとし

規定である。前述したように前年に書かれた「日

た。それは増税は軍部の年来の主張であり、馬場

本ファシズムの特質」（『社会評論』６月号）では

財政は軍部への追随をその「本質」としていたの

日本ファシズムの「軍事的」性格を論じたが、そ

であって、税制改革もその立場からすすめられた

れは軍部が日本ファシズムを主導するという意味

とされる 。なお改革案には資本への増税が含ま

ではなく軍部が天皇制の軍事的支柱であるという

れる点で部分的にブルジョアジーの反対があると

性格から生まれる副次的性格規定である。広田内

しても、本質的には金融資本の利害に背馳するも

閣については、小岩井は軍部の圧力の強化と政党

のではないととらえられていた。

勢力の不振状態をあげながらもなお前内閣をひき

7）

行政機構改革は軍部自らが陸相・海相共同提案

つぐ軍部・官僚・政党の一種の均衡の上に立った

として実現を求めたものであった（９月21 日）。

挙国一致形態を特質とするとしていた。しかし「日

その骨子は国策の樹立を綜合的統一的にすすめる

本型軍事的ファッシズム」の規定はそれまでの性

ための統制機関の設置、綜合的統制機関の長官と

格づけを止揚し、軍部によるファシズム主導を本

して首相を補佐する無任所大臣の設置、内務・大

質的なものとして受けとめたものと言えよう。

蔵・陸軍・海軍・司法・文部を除く各省全部に及

すでにふれたように、
「行政機構の整備改善」は、

ぶ省の統合整理であった。ここでは、「行政機構

陸軍によって政府に要望された「庶政一新七項目」

の整備改善」の項目が軍部の要請で７大政策のな

の第７項目として提起されていたものであるが、

かに「無理矢理附加された」とつたえられたこと、

陸軍は庶政一新案を実行に移すため中央・地方行

軍部の主張は当初非常に強硬でまず機構改革しな

政機構と議会制度の改革が必要として内閣調査局

ければ革新政策の実行を期待しえないというのが

案をとり入れ軍務課で調整したのち、海軍と共同

その建前であったことが指摘され、その準備と覚

して「行政機構改革共同意見書」を提出その実行

悟を欠いた広田内閣は窮地に立たされた結果、問

を迫ったものであった8）。「共同意見書」には付

題の結着が先送りされた経緯がふれられる。

録として地方行政機構、議会制度、選挙法等の改

こうして小岩井は、軍部のリードによって押し

革の要望が加えられており、行政機構問題は４相

すすめられる政局の動向を「軍事的ファッショの

会議に後の問題は５相会議に付議することが閣議

強化であり、戦争準備、戦時編成への一歩前進で

で決定された。軍部提案の調整を委任された４相

ある」と断じた。それは官業労働組合の解散問題

会議が開催されるのに先立って、陸軍内部に議会

にも表われているものであった。他方、既成政党

制度・選挙法について議会制度の本質的否認を内

は政局を左右する力を失ったとみられた。それは

容とする「有力な改革意見」が行われていること

既に国民大衆の代弁者である資格を喪失してお

が報道された。これは「行政機構改革共同意見書」

り、大会や演説会での電力統制・税制改革問題な

の起案者であった佐藤賢了中佐（軍務課政策班長）

どについての批判的言辞も軍部の主張と正面から

が、個人的に新聞記者に語ったものとされる9）。

対立する力とはなりえないとされた。官僚が「軍

当時陸軍や内閣調査局で国防問題を中核として政

部に追随しつつ自己の勢力を張ろうとする動き」

治・外交・経済・財政・社会・思想の広汎な領域

は以前からのものであった。そしてこのような情

にわたり「庶政一新」構想が研究されており、そ

勢を要約する文章として「かくて日本型軍事的フ

の立案者の段階では、政党内閣制の否認、国務大

ァッシズムは一層の進展を見せようとしているの

臣と行政長官の分離、選挙権の制限、基幹産業（鉄

だ」と結んだ。

鋼・石炭・電力など）の国営化、医療国営、総動

「日本型軍事的ファッシズム」の表現は小岩井

員法の制定、経済参謀本部の設立など急進的革新

が到達した新たな日本ファシズムについての本質

案が論議されていたという10）。新聞報道による陸
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軍内の「議会制度改革案」に対して政党とくに民

の有力意見としてそれが「現に存在するという事

政党有志代議士は「立憲政治の真義」を否認する

実」こそが問題であって、議会制度改革問題がと

ものとしてただちに反対に立ち上り社大党も独自

りあげられている５相会議に牽制や影響を与えは

の立場から反対宣言を発表して闘争開始を申し合

しないか、頑として存在するファッショ独裁の思

わせた。各界の反撥に対応して寺内陸相は、「わ

想がつよまってゆくとすれば結局どうなるか、こ

が国体の本義」にそっての「わが独得の立憲政治」

れが重要な問題だとする。行政機構改革問題はフ

の発達等の要望を明らかにするとともに、新聞報

ァッショ独裁の表現であったがそれは「まだ片鱗」

道による陸軍内の議会制度改革案は軍として関知

にしかすぎなかったのに対して、議会政治に対す

するところでないとの談話を発表した。

る意向はその動向の「核心」をさらけ出すもので

『大衆政治経済』は12 月号の「時局概観」に小

あって、
「問題は行政機構、選挙制、議会政治等々

岩井の「議会制度改革の問題」を載せた。これは

すべてを通じて真黒な正体を見せたそのファシズ

11 月 17 日脱稿によるもので浮上した大問題とし

ムである」と危機感をあらわにする12）。そして、

て取敢えず論評したものであろう。この時期の軍

このような議会制度改革案の政治過程における位

部の改革要求について『大衆政治経済』には 11

置づけ──現実政治への牽制と影響の可能性──

月号の「調査研究」の「電力国営を繞る諸問題」
（経

は、小岩井の日本ファシズムの成長過程に対する

済部）以外に扱った論文はみられない。

見解を反映するものであった。すでに見たように

小岩井の論評は、陸海両相共同提案の結着がつ

小岩井の「日本ファシズム論」は当初ファシズム

く前に突如表面化した議会制度改革に関する「陸

運動を五・一五事件を頂点とする軍部内および民

軍部内の有力意見」を「まぎれもないファッショ」

間の急進的運動に限定していたが、35年末にフ

「露骨なファシズム」と断定した。その中心点と

ァシズムがブルジョアジー自身の意図によって上

して、第一に政党内閣の否定、三権分立主義を口

から行われる所謂「上からのファシズム」として

実としての多数党による政権掌握という所謂憲政

進展しつつあるとの見解に到達した。『大衆政治

の常道の廃止、第二に議会からの政府弾劾権の剥

経済』創刊号の小岩井の「日本ファシズムの問題」

奪、さらに制限選挙への逆行、選挙権の家長（戸

はこの関係を次のように説明する。

主）または兵役義務終了者への制限をあげ、これ

「満州事変を契機として、日本ファシズムはそ

を「デモクラシイの重要原則の否定」であり、
「ま

の複雑な相貌を現わし始めた。（……）一九三一

がりなりにも成長して来たこの国の議会政治を根

年以後に於けるファシズムの動きは、何よりもま

底から覆そうとするもの」と把えた。その結果は

ず五・一五事件、神兵隊事件、二・二六事件等々

結局「独裁政治の必然的な実現」であり、プロレ

の急進的な形に於いて示され、或いは所謂愛国団

タリア独裁とは「凡そ対蹠的」に「デモクラシイ

体等々の簇生となり、一般的な反動の空気の中に

の否定──反プロレタリア的独裁政治の強行」即

も顕現し、更に支配階級の『政治』──『上から

ちファシズムそのものに外ならないという11）。

のファッショ』を通じて押しすすめられている。

陸軍内意見に反射的に噴出した既成政党の反撥

これらの諸現象の間には矛盾もあり、相互の牽制

にたいし寺内陸相が閣議で釈明した帝国憲法所定

もあり（上からの政治は一応急進ファシズムを抑

の議会権限の尊重などの意見表明やそれにつづく

圧した）、消長が見られ、何よりもその足並はあ

「陸相談」によって、民政党首脳部は陸相の意見

まりにも緩急区々であるが、結局に於いてそれら

表明を「多とする」との声明を発表するなど事態

は相互に作用し関係し、その綜合の上に、ジグザ

の緩和がはかられる。小岩井は、しかし重要なの

グな一歩一歩を押しすすめている」13）。

は陸相が閣議で何を喋ったかではなく、陸軍部内

小岩井は議会制度改革──ファシズムに対する
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政党・内閣の抵抗・摩擦の問題に注目する。政党

ための無任所大臣設置問題でも、省の整理統合問

では、民政党幹部は寺内陸相談に随喜したが少壮

題でも積極的な意向を有せず、来年度の国防予算

分子は官僚・軍部ファッショ反対に熱意を示して

実現後の問題として「遷延主義」をとり、行政改

おり、
政友会もその空気は漲っているとみられた。

革案によって整理・兼摂される閣僚も改革案の積

その様相を小岩井は、庶政一新──国策審議にも

極的意義を認めず首相の自重態度を支持した。こ

殆ど指導力をもたず「気息奄々としていた政党」

れに対し陸軍内の新綜合的統制機関の本年度内の

が「流石に窮鼠の力をふるい起している」と描写

実現、省の統廃合の次年度予算での実現の要求な

している。特別議会に設けられた議会制度調査会

ど強硬意見の圧力の下で、陸相と首相とのあいだ

での広田首相に対する質問や陸相出席要求など、

で「機構改革に関する根本的見解」につき「さし

政党の議会制度擁護という点での「熱意」は「と

たる意見の懸隔」を来たしていないことが判明し

にかく」
「観取出来る」とされる。他面では、ま

たと伝えられた。すなわち、陸軍としては改革具

た「政党者流」の立場がブルジョア的なものであ

体案の全部短期間での実施を強要するものではな

ること、無産階級の味方ではなく、その政権によ

く、組閣当時に於ける「庶政一新断行の決意を持

って「大衆のための政治」を期待しえないこと、

ち機構改革の実現を期するという根本的態度で改

また「彼等は意識するとしないとに拘らず直接間

革具体案を調整して行けばよい」というのであっ

接ファシズムの進展にも協力しつつあるという半

た。具体的改革案の調整を委任された４相会議に

面の事実」が指摘される。ここでは小岩井の念頭

対しても、陸軍はその作業の遷延を警戒して国策

には特別議会における思想犯保護観察法の無修正

企画統合機関は遅くとも議会開会前に設置するこ

通過の事実などがあったであろう。しかし、軍部

と、省の統廃合は少くとも次年度中に実現するこ

ファシズムの一層の強化──その危機に当面して

と等の要求をもって注視していることが報じられ

議会制度を「死守（？）しようとするその態度と

ていた15）。小岩井が政党の議会制度擁護の姿勢だ

立場」は、
「一定の限度に於いて」ではあるが「吾々

けでなく、このような広田内閣の陸軍の改革要求

の関心をつよく惹く」ものであるとして肯定的に

に対する「摩擦」に対しても注目の眼をそそいだ

評価しようとした14）。５カ月前の「日本に於ける

のは、機構改革・議会制度改革の形をとって現わ

人民戦線の問題」で小岩井はブルジョア政党内の

れたファシズムの脅威にたいしその重大性、深刻

進歩的分子との提携の問題を認識していたが、こ

さを深く意識したからであろう。

の議会制度問題に直面してその視野は一層拡大し
たと見てよいであろう。

小岩井は、社会大衆党の陸軍内有力意見に対す
る反対声明を「反ファッショの立場」からのもの

内閣についても、
「上からのファシズム」の主

として「当然である」とみた。しかし、問題はそ

体と見てきた広田内閣自体に「ある程度の摩擦」

れだけでなくこのような「ファッショと反ファッ

が認められると指摘される。戦争準備の財政政策

ショとに二分する様な重大な事態」に直面して「苟

を金融資本の要求と背馳しない限り軍部の要求を

くも反ファッショの一線で同じ立場に立つ限り」

そのままに採った内閣であるが、
「独裁制への諸

「既成政党であろうと何であろうと大胆な共同戦

変革」については、「出来るだけ漸進的な足どり」

線を布いても誤っていない」と直言する。そして

をとろうとし、４相会議・５相会議によって「問

政友・民政──尠くともそれらの進歩的分子──

題を緩和し」、軍部・政党の対立に対して謂わば

社大党等々の「あらゆる政党政派の共同闘争とし

「緩衝地帯」の立場に立とうとしていると見られ

ての“護憲運動”」が生まれていない現状に対して、

た14）。報道によれば、陸海両相の行政機構改革案

今後の見通しとしてそれが日程に上っていると指

に対して広田首相は国策の綜合的確立、一元化の

摘した16）。反ファッショの「あらゆる政党政派の
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共同闘争としての “護憲運動”」これが小岩井の

汎な反ファッショ勢力を獲得動員する方向で構想

人民戦線論の到達点であった。

しており、またそれを追求する勢力の運動に期待

この最後の論点は実質的には社大党の態度に対

をもっていたからであろう。

する警告を意味していた。社大党は陸軍改革案に

議会制度改革問題については、小岩井は『大衆

先立って議会制度改革案──勤労者組合を選挙母

政治経済』所収の論評につづいてほぼ同じ時期に

体とする職能代表制による上院、勤労階級により

京都大学の学生グループによって発行されていた

比例代表制により選出された勤労代表としての下

20）
学生雑誌『学生評論』
に「日本ファシズムの現

院等──をもっており、行政機構改革についても、

段階─議会制度改革の問題に関連して─」（1937

省の統廃合や新設、あるいは国策綜合統制機関の

年１月号）を寄稿した（11 月 28 日脱稿）。これは『大

設置や職業団体と国家機関との関係強化などの案

衆政治経済』所収論評の論旨を再論したものであ

が検討されており、その中には軍改革案と一脈通

るが、ここではこれまでも論じられてきた議会制

ずるものも含まれていた17）。社会大衆党の陸軍内

度の意義づけと日本におけるファシズムと所謂

議会改革意見に対する反対の立場は、
「反ファッ

「封建的なもの」との関連づけが整理されるなか

ショ」というよりも自らの「勤労議会政治の建設」

で陸軍の改革案の意味が論じられている。

という主張と対立するものとして「旧軍閥的なる

陸軍改革案について政党内閣制の否定と議会に

反動思想の現れ」と見ての反対論であった 。行

よる政府弾劾権の廃止はファシズムそのものであ

政機構改革についても自己の改革案が含まれてお

るとの見解が詳細に論じられるなかで、行政機構

らず、ただ中央政権の統制強化による軍事的反動

改革案などファッショ性の色彩を濃厚にしつつあ

的効果だけを求めたものと批判した。また既成政

る最近の政治過程において議会政治に対する「改

党の陸軍内有力意見に対する反撥についても、
「軍

革要求」として現われた今度の主張ほど露骨にフ

部の議会政治否定的傾向」に反撥する一面、「議

ァッショ的主張を押し出したものはいままでなか

会政治の基礎たる徹底普選の実現、粛正選挙の励

った、と指摘される。小岩井はこのような主張の

行」に対し阻止妨害に努めるなどその反動性にお

背景に既成ブルジョア政党の重ねてきた「積悪」

いて軍部官僚の制限選挙論と選ぶところがないと

の存在をあげる。「財閥ブルジョアジーの手先と

して、軍部の「議会政治否定の傾向」とともに既

なり、破廉恥な横暴を縦ままにして来た。大衆の

成政党の「保守的反動的傾向」に反対するとの立

生活が破綻に瀕しようともそれは関心の外であっ

場を声明した 。ここには軍部のこれらの動向を

て、唯々政権を漁り、財閥への奉仕を事として来

ファシズムの視点で把える姿勢が欠落しており、

た」。このような政党、政党政治が社会の各階級

したがって既成政党内の反対運動を共同闘争の立

各階層の間に不満・嫌悪・反撥をひきおこし、さ

場から評価する姿勢をうかがうことができなかっ

らに議会制度への懐疑の眼を向けさせるようにな

た。
小岩井がこれらの点についてふれることなく、

る。軍部意見にもそのような「素朴な感情」のひ

18）

19）

「あらゆる政党政派」による「護憲」の共同闘争

そむことを認めた。しかし、このような大衆の感

を主張するのみにとどめたのは、社大党の明確な

情をそそのかし、それに乗じて「もっと深い目論

態度表明が小岩井の脱稿の直前であったこと、ま

見」を実現しようとするならば、
「その真黒い正体」

た『大衆政治経済』がその調査研究活動において

をあばかねばならない、とする。

社大党調査部とのあいだの接触連携を視野に置い

このような議会制度をめぐる問題状況は、どこ

ていたことも背景にあると考えられるが、より本

の国にも見られる「議会制度の苦悶」、「議会制度

質的には小岩井が、人民戦線の形成を社大党に結

の凋落」と位置づけられる。議会制度は、ブルジ

集する無産政治勢力の統一戦線を中心にひろく広

ョア民主主義の基礎に立ち、ブルジョア民主主義
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の
「具体的内容──而もその中核的なものとして、

してここで再び「日本主義的」という表現が天皇

それを開花結実させるための制度」であり、資本

制を意味することが間接的な言い廻しで示唆され

主義の上昇期に於いてはその機能はスムースに発

ている。ところでここでの新たな論点は、封建性

揮されたが、独占資本主義の段階では「爛熟」と

の強化とのからみのなかで、最近ファッショ独自

「腐敗」
、
「矛盾」と「摩擦」とが生み出され、時

の性格をもった「ファッショ性」が具体的に１歩

代に適合した「最も能率的な」政治制度でなくな

前面に押し出されて来た、という点であった。「最

ってしまった、という。「ある程度の変質を強制

近に於けるファシズムはその具体的な綱領を公然

されながらブルジョアジーに必要なだけの変質を

と主張しその実現に向ってすすんでいる」、「日本

なしとげることも出来ない」
、一般大衆にとって

ファシズムは封建性の強化によって自己を強化し

はその腐敗に堪えられない、
「何れの側からも一

ようとすることから（その点をやめたのではない、

〇〇パーセント支持され得ない立場」がそれであ

場合によっては制度化しようとする事など今後も

る。したがって議会制度の改革という点では社会

とび出してさえ来るにちがいないが）ファッショ

の各階級各層にとって異論がないが、しかし、そ

独自の綱領を大衆に投げつけ、それの実現をたた

の改革の方向という点で議会制度が体現したブル

かいとろうとするところまで一歩すすんで来てい

ジョア民主主義を「一層徹底させる方向」、それ

る」。小岩井は、こうした事態の進展についてす

が「進歩」であり、それを逆転させる「反動」に

なわち二・二六事件を経て「××（軍部）ファシ

外ならないのが、一連の所謂「改革案」であって、

ズムのヘゲモニイ」のもとに上からのファシズム

「反民主主義的反プロレタリア的な傾斜に於いて

が進行し始めた政治過程に於いては、日本ファシ

独裁制を樹立するため」の「改革」
、それがファ

ズムはその「啓蒙期」あるいは「イデオロギー時

シズムに外ならないと意味づけられる。そしてこ

代」を一歩つき抜けて「現実の進行という第二期」

こでは日本でもファシズムがそのような点を問題

に足を踏み入れたと把えた。そして、このような

にするまでに進み、切迫して来たという意味の重

ファッショ強化の原動力として、「満州事変以来

大性が強調された 。

の急進ファシズム」の爆発、その政治・経済・社

21）

日本の政治・社会体制に残存する「封建的なも

会の諸過程への影響と、具体的継続的な動きとし

の」
、日本資本主義が未発達のまま世界資本主義

ての挙国一致形態内閣による「上からのファシズ

の環境に引き入れられ、急速に帝国主義段階に突

ム」──両者とも究極には同じ物質的地盤＝日本

入せねばならなかった歴史的事情からひろく残存

資本主義の現段階から出ている──があげられ、

する「封建的なもの」と、ファシズムとの関係が

その爆発に伴う震幅が深くひろい程、「上からの

改めて再論される。これは、『学生評論』所収の

ファシズム」はその「余勢と地均し」のために強

他の論者によって小岩井の日本ファシズムは「日

化されると説明される。こうして二・二六事件を

本主義的ファシズム」となるという論点（「日本

モメントとして出発した広田内閣はこれまでの諸

ファシズムの特質」）を誤用されたことに対して、

内閣の中で最もファッショ的なものと把えられ

旧論を再確認したものであった。すなわち、封建

た22）。議会改革問題は、挙国一致内閣形態を構成

的なものとファッショ的なものとは歴史的社会的

する諸勢力の中でファッショ化へのヘゲモニーを

範疇を異にするにもかかわらず、日本の政治──

握る勢力が軍部であることを如実に示したものと

社会過程においては両者は密着して現われ、封建

改めて指摘された。

性の強化は結局においてファッショ性の強化──

小岩井は、議会制度の問題で既成ブルジョア政

社会的空気という点でも、積極的な操作において

党に「かなり必死的な反対」の動きがあり、支配

も──をもち来たす、との論点が確認される。そ

階級の中にさえ動揺と分裂が見られ、ファッショ
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と反ファッショの二つの潮流が深い溝によって分

（1937 年５月５日付）は、４月の総選挙の結果を

裂、対立しつつあると書いて論評を結んだ。この

ファシズム軍部の敗北、憲政と平和の支持者の勝

ファッショをめぐる二つの潮流の対立とは、前論

利ととらえ、「反ファッショ、議会政治擁護」の

評の「あらゆる政党政派の共同闘争としての護憲

ために政党所属を問わず一切の者の連合を呼びか

運動」を内容としていることは明らかであろう。

けていた25）。

そしてここでは、独占資本主義段階において矛盾

ところで社大党幹部の労協や全評排除の動きは

に直面した議会制度が一般大衆の側からもブルジ

戦線統一運動に波紋をひろげていく。神戸では全

ョアジーの側からも改革を求められ、その改革の

評神戸協議会・神戸市電従・全農有志の社大党支

方向においてブルジョア民主主義を「一層徹底さ

持申入れに対し、社大党兵庫県連は本部の指令に

せる方向」とそれを逆転させるファシズムとの対

よって東京での労協との対立を理由に全評の受け

立として説明された。すでに小岩井は、選挙粛正

入れを拒否し（11 月９日）、単独入党を避け共同

運動に関連して政府の改正選挙法が言論の自由、

行動を追求する３団体に障害を作り出した。長年

或いは選挙権の拡張（また無産者の立候補の容易）

の対立を克服して合同協議の合意を成立させてい

という方面での改正でないこと、供託金制度はそ

た全農新潟県連と北日本農民組合（労協支持）の

のままで選挙費用を持たない無産者候補のための

合同問題も、社大党本部の「新入党者並びに新支

便宜とか公平を工夫したものでないことを批判し

持団体に関する通達」の直後の全農県連側の「思

ていた（
「改正選挙法と府県会選挙」）。また、労

想的に相容れざる北農組合分子」および北農内旧

働者農民にとっての民主的自由の問題について

全会系分子の加盟拒否の新たな条件の持ち込みに

は、日本におけるブルジョア民主主義的変革の不

よって頓挫させられる。東京では東京交通・東京

徹底性のため労働者農民の歴史的課題となった民

市従内の社大党支持派や支部の社大党支持要求の

主的自由獲得のための闘争が、反ファッショ闘争

動きの再燃のなかで、東京新市域区議選をひかえ

と別のものではなく、二つの闘争は結局同じもの

て独自に社大党に入党、社大党公認の区議選候補

であり、同じ基本線の上に立つ闘争に外ならない

擁立などをはかる支部が続出し、４団体共同の立

とした（
「民主的自由と労働者農民」）。議会制度

場をとる指導部との矛盾を深めた。

が体現したブルジョア民主主義を「一層徹底させ

11 月末の東京新市域 20 区の区議会選挙（定員

る方向」としての「進歩」
、反ファッショ闘争の

812 名）では社大党立候補者 72 名中当選 43 名、労

内容としてのこの議会制度の位置づけは、「32 年

協立候補者 39 名中当選 19 名で、２月の国会選挙、

テーゼ」の日本革命論からの訣別だけでなく、民

６月の府議選につづいてとくにその当選率から見

主主義を「国家」として、すなわち「住民の一部

ても無産派が「確乎たる地盤」を有することが証

が他の一部住民にたいして系統的に暴力を行使す

明されたと評された。このなか東交からは組合内

る組織」として抱え、ブルジョア民主主義とプロ

対立を反映して社大党より６名、労協より 10 名

レタリア民主主義を峻別、議会制度の廃棄を主張

が当選した。他方で、この区議選を無産戦線統一

したレーニン的国家論 からの脱却と見ることが

を推進する機会としようとする動きも生まれた。

できよう。なお、野坂参三が「憲政擁護」のスロ

社大党杉並支部は労協杉並支部に区議選での共同

ーガンを提起したのは、広田内閣に代って林内閣

闘争を提唱し、本部が自重を命じたことに支部員

が登場した政局を論評した「独裁ブロックの形成

の不満が伝えられた26）。労協側４名（東交３）、

と今後の政局」
『国際通信』
（1937 年４月 25日）

社大党側２名（東交１）の当選者を出した荏原区

においてであった24）。つづく国際通信社のリーフ

では、両党支部の代表者が無産議員団の結成に合

レット「反ファッショ、護憲の国民運動を起せ！」

意し、区民大衆の利益擁護と統一推進の決意を表

4

4

23）
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室に去った。

明した27）。
社大党組織部通達（10 月 27 日）以後、全評・

反ファッショ戦線の統一にとってさらに大きな

東交・東京市従・東京自動車の４団体共同の態勢

打撃となったのは、人民戦線運動を共産主義者の

はくずれ社大党への単独入党、支持の動きが加速

擬装運動とみなす官憲当局の12 月５日を期して

した。すでに関西では大阪市電従・大阪自動車が

の「共産主義非合法グループ」に対する一斉検挙

社大党入党手続を進めており、大阪自動車は 11

であった。日本共産党中央再建準備委員会の奥村

月８日の年度大会で大阪市従は 11 月 23 日の大会

秀松、宮本喜久雄、和田四三四らの11月末から

で改めて社大党支持強化の方針を確認していた

の逮捕に始まって党中央再建準備委員会その他

が、東京では、原則社大党支持の東京市従がなお

「共産主義グループ」関係者の全国に亙る一斉検

４団体共同の道を探ろうとする指導部を抑えて即

挙が行われた。12月５日以降の治安維持法違反

時社大党支持を要求する単独支持派の圧力の下、

検挙者は1937 年２月末現在で633 名におよび東京

12 月14 日中央委員会で社大党支持を「決行」した。

115 名、 愛 知 53 名、 京 都 46 名、 大 阪 95 名、 兵 庫

東京自動車もほぼ同様の経過を辿り 12 月 18日の

83名、福岡 84 名など全国 14 府県にわたった。う

年度大会での対立紛糾を経て24 日中央委員会で

ち党中央再建準備委員会関係者は 243 名が検挙さ

社大党支持の結着を見た。

れ、
『労働雑誌』関係では、内野壯児、佐和慶太郎、

労農無産協議会は、第70 議会の開会（12 月 26 日）

妹尾義郎ら10 名が東京で、川上貫一、岩間光男

に先立って声明を発表し、第 70 議会を「ファッ

が関西支局で、読者グループの責任者であった神

ショか反ファッショか」、「大衆課税か、国民生活

戸の奥田宗太郎、名古屋の石川友衛門、京浜の春

の安定か」の重大問題を決する場として、「勤労

日正一らが逮捕された。日本政治経済研究所は内

大衆の生活の安定と国民の政治的自由獲得」の闘

野壯児、立花敏男ら小岩井を除く全員（７名）が

いを宣言したが、そのために社大党と無産派の院

検挙され、関西支局では川上貫一、清水巳之助、

内議員団の結束の強化とともに、
「分解過程にあ

岩間光男、神戸出張所で奥田宗太郎らが逮捕され

る政友、民政其他の少壮派議員と、一定の条件に

た。『労働雑誌』も『大衆政治経済』も発行不能

基く協力」の方針をうちだしていた28）。全評・労

に陥った。両誌とも数千部の発行を数え、各地で

協の加藤勘十、全水の松本治一郎、全農黒田寿男

読者サークルを組織し反ファッショ戦線構築に力

の３代議士は議会政治防衛の大運動を起さねばな

を発揮した。『社会評論』につづく両誌の廃刊は、

らないとして政友・民政・社大党に働きかけ幹部

人民戦線運動の情報理論面や組織活動における大

との意見交換や説得に歩いた。他方、社大党は

打撃であったが、とくに小岩井にとっては、情勢

12 月末の全国大会で、軍部官僚政権のファッシ

の理論的分析や評価を発表し、運動の課題を大衆

ョ的傾向に対する既成政党の反撃は「革新的指導

に伝達する手近なチャネルを失うことを意味し

方針」を欠いた「現状維持的精神」によるものと

た。

し、
「党独自の革新政策」をかかげて指導する方

翌年三・一五事件の被告春日庄次郎が大阪刑務

針を打ち出し（書記長「一般報告」）、人民戦線論

所から釈放され（１月23 日）、主任弁護人であっ

に対しては「思想的に厳重な批判」を加え「人民

た小岩井淨を出所のあいさつに訪れた30）。春日が

戦線論的統一運動に絶対反対」するとの主張を闡

同志との連絡場所とした中之島の図書館と小岩井

。第 70 議会召集に当り社
明した（
「組織方針」 ）

の梅ケ枝ビルの事務所は近く、春日は保管してい

大党は従来の無産議員団の廃棄を通告、黒田・松

た新聞雑誌等の資料を小岩井事務所に寄贈し、

本両代議士を加え「社会大衆党議員団」を組織し、

再々小岩井と意見交換を行った。春日は当時の小

これに対し加藤は社大党議団と袂別、院内第２控

岩井の印象を次のように書いている。「当時、小

29）
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岩井氏は転向し、自作の短歌集などを出し、カム

の」であり、「当面反戦、反軍、大衆生活擁護な

フラージュにつとめていたときですが、私には、

る部分的闘争を任務としている団の掲ぐべきもの

相当詳しく、三・一五以来のこと、現在の問題点、

でない」（同人検事調書）と述べており、また、

コミンテルンの方針などについて話をしました

天皇制打倒と反軍闘争との関係について、「天皇

が、小岩井氏は当時、ほとんどその方途に迷い果

の親政＝君主制は実は軍部の独裁である」、「軍部

てている状況でした。つきこんだ話になれば完全

独裁即ち天皇制である限り、反軍部闘争は、軍部

に沈黙というよりは答えられなくて、先生のうる

自らによって反君主制闘争にまで発展せしめられ

んだ眼がいつも、一層うるみながら、言い知れな

ざるを得ず、我々の今日制約された闘争項目は、

31）
（春日庄次郎氏書簡）。
い当惑を示していました」

発展せしめられ軍部自らの手により媒介、幇助せ

春日は同志を糾合する中で、当面の情勢下におい

られて、反君主制のスローガンを大衆的スローガ

て共産主義者は合法的大衆運動にその活動を局限

ンとして掲げしめられるに到るであろう」33）
（手

すべきであるという合法主義的見解を批判、克服

記）と書いていた。春日の文脈の中では、「平和

して共産党の再建をめざす非合法組織「日本共産

と自由の反戦、反ファシズム運動」は、「ブルジ

主義者団」の結成をはかることになる。

ョア民主主義革命の遂行に転化し、高めて来る為」

日本共産主義者団（1937 年 12 月５日結成）は、
コミンテルンによって「日本共産党に与えられた」
「32年テーゼ」は「国際情勢及び国内情勢のその

の戦い（「当面の方針」1938 年３月）と位置づけ
られていた34）。
春日らの反ファッショ運動論の特徴の一つは、

後の変化によって多少の修正補足を当然に必要と

大阪港南地方の下部労働者によって始められた労

するが、日本の階級分析と当面の革命の性質及び

線統一運動や人民戦線運動について、「殆どみる

対応する日本プロレタリアートの戦略戦術の規定

べき実際的成果をあげ得なかった」とその意義を

に於て根本的に正しいもの」（「趣旨規約」1937

積極的に評価せず、その原因を「その中心推進力

年12月５日）との見解に立脚した。また、日本

である前衛党──日本共産党」が崩壊状態にあっ

共産主義者団は、「日本共産党の再建を目的とし、

たことと把えた点にあった。「この統一運動と人

コミンテルンの一般方針、特に我々に与えられた

民戦線を牛耳った労農派」は、非合法党の組織を

最近のテーゼ即ち三十二年テーゼの趣旨及び第七

否定しているので「戦闘的組織の中核」を確立し

回世界大会の一般方針に従い、日本共産党の革命

えず、「革命的労働者の陣営を雑然たる合法的無

的伝統を継承せんとするものである」とうたった

産政党と組合の中に完全に解体、清算してしまっ

（
「檄」1938年２月）。春日は、この「32 年テーゼ」

た」と断罪され、また、「共産主義者の中にも、

と第７回世界大会の決議方針の承認について、そ

凡ゆる口実を以て、共産主義者の基礎的任務たる

れは「あくまで一般的、原則的である」と書いて

革命的宣伝、煽動を放棄し、党再建の努力を怠り、

いる。それは「32 年テーゼ」以後政治経済情勢

合法主義に陥り、却って『人民戦線戦術』を口実

の変化、とくに軍部ファシズム政治の実現によっ

として非合法組織の為の努力を嘲笑する者が多

て戦術変更は必至とされており、コミンテルンの

い」として、これらの「無産者運動を支配してい

第７回大会の方針の日本的適用についても「充分

る合法主義、日和見主義、清算主義との熱烈な闘

考慮さるべきもの」があったが、これらの問題に

争の過程に於て」日本共産主義者団は結成された

ついて「明確に一定した結論に到達していなかっ

ものであり、今後もこれと「容赦するところなく」

「32 年テーゼ」の天皇
た」（同人手記）という。

闘わねばならないと宣言していた。そして、これ

制の転覆の主要任務については、
「天皇制打倒」

らの日和見主義者・合法主義者・清算主義者は一

のスローガンは、
「再建さるべき党の掲ぐべきも

面ではコミンテルンの「人民戦線主義の曲解」と、

32）
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他面では従来の日本共産党活動の「失敗的方面、

衡の是正という点では若干の改善を見せているが、
もともと厖大な大衆課税に立脚する改革であるた

否定的方面」のみの強調を特徴としている、とい

め、階級的な不均衡は一層拡大すると批判する。第

う。この中には、「その経済主義的、合法主義的、

３の弾力性の問題についても、地方の独立的な財政

解党的傾向」に於いて労農派と軌を一にする「共

を中央に集中することによって地方自治を一層骨抜

産党内の分派多数派」もあげられており、また、

きにしようとする意図がかくされているのではとの

この傾向は、
「従来我々の陣営に、革命成功の容

疑念を表明する。『大衆政治経済』1936年 11月号、

易さを夢想して参加し、今反動の波にあって、没

４頁。

落して行こうとする小ブルジョアインテリゲンチ

７）この点で馬場蔵相自身の10 月２日大阪クラブでの
関西財界人との懇談会での発言が紹介されている。

ャに多い」と述べられていた 。
35）

「
（前略）殊に現下の情勢は財政について準戦時経済
体制の採用を必要ならしめており今回の税制改革案

既に人民戦線論を展開する中で「32 年テーゼ」

はこれらの事情を考慮して立案したものである。」

の日本革命論から脱却し、コミンテルンの国家論
から解き放たれていた小岩井にとって出獄後に訪
れた春日の問題意識との懸隔は埋め難いものであ

『大朝』10月３日がそれである。
８）秦郁彦『軍ファシズム運動史』177 頁。
177 頁。なお、
９）同上、
佐藤賢了の戦後の著述によれば、
議会制度改革案を「陸軍から出したとあっては政党

ったろう。とくに労働戦線の統一運動を機軸とし

側を刺戟することが大きかったので」、行政機構改

て発展してきた社大党を中心とする無産政治勢力

革意見書には「行政機構の改革に伴い、選挙法、議

の結集に期待をかけた小岩井の政治的立場とのち

院法を改正して、議会を刷新す」との抽象的文句に

がいは決定的であった。しかも、社大党と労協の

とどめた、という。新聞に流された「軍部の議会制

合同問題も合法左翼組合の社大党支持問題も社大

度改革案」については、「行政機構や議会制度の改
革案を採ることに躍起になっておった新聞記者が、

党指導部の設けた障壁によって進展を阻まれてい

想像でデッチ上げたもの」と弁明している。佐藤賢

たうえに、今や『労働雑誌』『大衆政治経済』と

了『東条英機と太平洋戦争』文芸春秋社、1960年、

いう人民戦線運動の組織的思想的武器を奪われた

53〜54頁。

事態は、出獄後の春日との意見交換において小岩

10）秦郁彦、前掲書、175 頁。

井を「当惑」に追いやるのに充分な条件であった

11） 小岩井淨「議会制度改革の問題」『大衆政治経済』

であろう。

1936年 12 月号、２〜３頁。
12）同上、４頁。
13）小岩井淨「日本ファシズムの問題」
『大衆政治経済』
1936年 10 月号、１頁。

註

14）小岩井淨「議会制度改革の問題」前掲書、５頁。

６

15）
『東京朝日新聞』1936年 10 月７日、11 日、14日、17

１）全農記念大会で審議された議案は次のようなもので

日、25日。

あった。１．小作法即時制定に関する決議、１．広田

16）小岩井淨「議会制度改革の問題」前掲書、５頁。

内閣農村国策に関する決議、１．大衆課税増徴反対

17）『社会運動通信』1936年 10 月 28日。
『特高外事月報』

の決議、１．農産物検査制峻厳化反対及びその国営

昭和十一年十一月分、130〜134 頁。

化に対する要求、１．電力国営問題に関する決議。

18）
『社会運動通信』1936年 11 月９日。

なお大会運営は創立 15 周年を祝うセレモニーを主

19）同上、1936年 11 月 16日。

な内容としていた。

20）『学生評論』は京大の活動家学生によって大学の自

２）
『労働雑誌』1936 年 10 月号、13 頁。

治、学問の自由等を標榜し全国にわたる反ファッシ

３）小岩井淨「都市・農村対立の解決者」『政界往来』

ョの一翼を担う学生雑誌として発行されたものであ

1935 年１月号、55 頁。

る。1936年５月創刊以来ほぼ毎月発行、翌年６月

４）小 岩 井 淨「 政 府 の 農 業 政 策 と 農 民 」『 労 働 雑 誌 』
1936 年10 月号、８頁。

通巻第 10号まで発行し、弾圧により休刊止むなき
に至った。論説執筆者には、佐々木惣一、滝川幸辰、

５）『大衆政治経済』1936 年 10 月号、５〜９頁。

田村経治（以上「京大事件」関係教授）
、
大岩誠（マ

６）第１の租税負担の均衡の問題では、都市農村の不均

ルキスト）
、加賀耿二（プロ作家）
、中井正一、新村
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猛、能勢克男（以上「世界文化」「土曜日」）、
戸坂潤、
梯明秀（「唯研」会員）、田万清臣、小岩井淨（無産
党）等が名を並べた。小岩井の寄稿に対しては、
「編
集後記」で「ファシズムの切迫が身近く感ぜられ、
議会制度の危機が目睫に迫る時──小岩井淨氏から

７

林内閣と37 年総選挙

議会制度改革案をめぐって対立を深めてきた軍
部と政党は、第70 議会休会あけの1937（昭和12）

『ファシズムの現段階』を寄せられたことを感謝し

年１月 21 日寺内陸相と政友会浜田国松の所謂「腹

たい。読者と共に真剣に討議したいと思う」との謝

切り問答」で真向から衝突した。軍部の「政治の

辞がのべられた。『人民戦線と文化運動』社会問題
資料叢書第１輯、東洋文化社、1973 年、230、243頁。
小野義彦「京大ケルンと人民戦線（第２部）
」
『大阪
労働運動史研究』No．３、24〜25 頁。
21）小岩井淨「日本ファシズムの現段階」『学生評論』
1937 年１月号、15〜17 頁。

推進力」の突出やその「独裁強化の政治的イデオ
ロギー」に対する攻撃（浜田質問演説）に、寺内
陸相は政党懲罰の意図での議会解散を求めたが、
政党出身閣僚の反対に加え海軍も同調せず、結局、
23 日の内閣総辞職にもちこんだ。広田内閣の後

22）同上、19 頁。
23）レ ー ニ ン『国家と革命』全集第 25 巻、455〜460、

継首班の選定には陸軍の露骨な介入が行われ、そ

492 頁。レーニン「ブルジョア民主主義とプロレタ

の際軍部大臣現役制が強力な武器となった。政財

リアートの独裁とについてのテーゼと報告」（共産

界に軍を統制できる長老として期待もあった宇垣

主義インタナショナル第１回大会）全集第28巻、
490〜507 頁。
24）栗田三吉（野坂参三）「独裁ブロックの形成と今後

一成前朝鮮総督が元老西園寺公によって奏請され
た大命を受けたが、陸軍の幕僚グループは宇垣の

の政局」『国際通信』1937 年４月 25 日、『資料集コ

組閣に反対、陸軍は陸軍大臣の推薦を拒絶し、与

ミンテルンと日本③』360 頁。

論の宇垣への同情と軍部の横暴に対する反感の中

25）
「反ファッショ、護憲の国民運動を起せ！」『資料集
コミンテルンと日本③』361〜364 頁。

にも宇垣は大命辞任を申し出る外はなかった。こ
のような宇垣の組閣に対する陸軍の反撥は宇垣が

26）
『社会運動通信』1936 年 11 月 10 日。

重臣、政党、財閥など既成勢力の代弁者と目され

27）同上、1936 年 12 月 10 日。

たからであった1）。

28）同上、1936 年 12 月 24 日。
29）同上、1936 年 12 月 21 日。『特高外事月報』昭和十一
年十二月分、155〜156 頁。
30）春日庄次郎は 1928 年三・一五事件当時日本共産党
関西地方委員会委員長として活動中検挙され服役、

宇垣に代って組閣の任に当ったのは、満州事変
のさい朝鮮軍司令官として独断で満州越境を開始
し「越境将軍」として名を馳せた林銑十郎であっ

1937 年１月 23 日出所した。春日は出所後 10日にし

た。林は陸軍の満州派中堅幕僚層におされていた

て小岩井を訪問して旧同志の消息を聞き、順次連絡

が、満州派の推進する板垣陸相・末次海相などの

をとったという。社会問題資料研究会編『日本共産
主義者団の研究』社会問題資料叢書第１輯、東洋文
化社、1975 年、20 頁。
31）岩村登志夫『日本人民戦線史序説』189 頁。なお文
中「自作の短歌集」とは随筆集『冬を凌ぐ』
（1935年）
を指す。

閣僚構想が陸海軍首脳部の反対にあって阻まれ、
陸海軍首脳部の意向に沿って中村陸相・米内海相
案を受け入れ満州派の支持を失うことになる。組
閣に当って政党人の党籍離脱を入閣の要件とする
との中堅幕僚層の要求をそのままひきついだ結果

32）『日本共産主義者団の研究』前掲書、53 頁。

政民両党の入閣の道もふさがれた。蔵相には結城

33）同上、54〜55 頁。
34）同上、231 頁。

豊太郎興業銀行総裁を就け三井財閥の池田成彬日

35）日本共産主義者団「趣旨規約」「檄」「当面の方針」

銀総裁との組合せで陸軍の軍備拡充の要求を財界

同上、196、204〜205、232、248〜249 頁。

の協力の下に推進する体制をとった。「軍財抱合」
（「政府と財界はどこまでも抱き合ってゆかねばな
らぬ」）を唱えた結城財政は、馬場財政の膨大な
軍事予算の不評もあって予算規模を削減し増税額
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も縮小したが、減らされたのは行政費だけで軍事

大敗し、社会大衆党をはじめ反政府政党が進出し

費には全く手がつけられなかった。これは、日銀

た。

の産業金融への参入とともに軍需工業を中心とす

1937 年上半期は、馬場財政による軍需インフ

る生産力拡充政策をかかげることによって財界、

レ、輸出インフレのもたらした物価高騰と実質賃

金融資本が軍部の戦争経済体制の確立に積極的に

銀低下にさらされた労働者の運動に転機を画した

加わったことを意味した2）。

時期であった。1932 年以降漸減しつつあった労

林内閣による新政策のいま一つは、佐藤外相の

働争議は 36 年下半期より増勢を辿り、37 年には

就任に伴う対中国政策の柔軟化「微笑外交」への

争 議 件 数 2,126 件（ 前 年 1,973 件 ）、 参 加 人 員

転換であった。日本軍による華北分離工作や軍事

213,622 名（前年 92,724 名）と激増した。しかし、

的威嚇、冀東傀儡政権・冀察政権の低関税を通じ

『労働雑誌』や『大衆政治経済』など戦線統一運

ての日本資本・商品の氾濫、麻薬を含む密輸の横

動に組織的役割を果した情報手段を失い、各地で

行、関東軍による内蒙軍の綏遠省侵攻工作とその

積極的活動を重ねて来た共産主義者やその同調者

失敗、等々日本の露骨な介入政策は、中国民衆各

の大量逮捕によって労働者や農民大衆の人民戦線

層の抗日運動を呼びおこし国共合作ヘ向けての統

運動は勢いを失わざるを得なかった。社大党と労

一戦線の気運を醸成しつつあった。こうした対中

農無産協議会の合同問題も、全農黒田寿男・全水

国政策の行き詰りに対してだされた「対北支施策」

松本治一郎の斡旋に対する社大党党首安部磯雄

は「北支の分治を図り若くは支那の内政を紊す恐

の、全評は政治方針を異にする故協力は困難、労

れあるが如き政治工作」を止め、
「文化的経済的

協は合同の対象と認めずとの回答文によって結着

工作」の促進をはかるというもので、具体的方策

がついていた（12 月 24日）。社大党支持問題で組

として国民政府による冀察政権への月額百万元送

合内対立が先鋭化していた東交は結局「社大、労

付を条件としての「冀東特殊貿易」の廃止、北支

協何れを支持するも自由」との妥協的決着をはか

自由飛行の廃止を条件として福岡上海間航空路の

らざるを得なかった（１月 15日中央委員会）。労

実現などを含むものであった 。そのねらいは、

農無産協議会は、これまで控えて来た全国各地で

国民政府をして「漸次容共及欧米依存的政策」を

の組織活動をひろげる方針を明らかにする一方

放棄させ「進んで日満支提携共助に関する諸施設

で、社大党の一部にファッショ派が巣喰っている

の実現」に協力させようとするものであったが、

とし、社大党のファッショ・イデオロギーに対し

中国の抗日の挙国体制の進展によって阻まれた。

ては「断乎として容赦するものでは無い」としつ

3）

林内閣は、軍部中堅層にかつがれて登場し、軍

つ、社大党議員および党大衆・全農・全水および、

部の「ロボット内閣」ともみられたが、実際には

全評・東交・市従・自労４団体その他労農団体大

佐藤賢了中佐によれば「政党人を入れず、石原大

衆との「同一戦線（統一戦線）の第一線」、さら

佐との縁も切れ、また陸軍とも関係を持たない、

にブルジョア政党政派の反ファッショ的勢力との

全く浮草のような内閣として誕生した」、「強いて

「第二戦線」構築の方針を示した5）
（１月 19 日労協

バックを求めれば右翼といったがよいか」4）と評

議会闘争対策委員会）。

されたように、政治的基盤の不安定な指導力を欠

２月 21日労農無産協議会第１回全国大会は官

いた内閣であった。政党との関係は円滑を欠き第

憲による運動方針・大会宣言の全文削除、登壇者

70 議会での重要法案は難航したが、軍事費には

への相次ぐ中止命令の中で強行された。
「宣言」は、

全く手をつけず予算案を通過させると、林内閣は

労協を全国的政党に転化させ、全国的反ファッシ

３月末にいわゆる「食い逃げ解散」を強行した。

ョ闘争、社大党下部組織との共同闘争、社大党内

総選挙の結果は政府の意図に反して政府支持派は

ファッショ勢力への「仮借なき」批判により合同

98

◦ 1648 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦
小岩井淨と人民戦線

気運の促進をはかるとの方針を示していた。党名

政策は、あれこれの「救農政策」であり、それと

は日本無産党に決定した（３月 11 日中央委員会）。

ともに農産物価格吊上策が恐慌後の諸政策の重要

労協全国大会の３日後告示された東京全市35 区

な特徴であった。これは恐慌の前と後との政策の

の市会議員選挙は、人民戦線勢力への全国的弾圧

転換を指示するものであった。岡田内閣では農村

と社大党の人民戦線拒否の下で新たに出発した労

政策の基調に変化はなかったが、この時期から農

協勢力の力量を占うものとなった。３月 17 日の

村への統制政策（産繭処理、肥料統制、米穀自治

開票結果は、社大党が37 名立候補（内非公認４）

管理等）が計画され反産運動などによってその実

中 22名当選、当選率６割を達成したのに対し、

現を阻まれたが、それは二・二六事件後の広田内

労協は立候補者 16 名（内非公認１）中当選４名、

閣によって抵抗もなく議会を通過させられた。こ

当選率２割５分と振わず、当選した加藤勘十、鈴

れは「結局には金融資本のために統制の網の目の

木茂三郎、北田一郎、安平鹿一の４名を除き当選

なかに農村を織り込もうとする政策」であって、

確実視されていた有力候補を落選させた。前年

価格吊上政策とともに恐慌後の農漁村政策の特質

11 月の新市域区議選で社大党が 72 名立候補 43名

であるとされる。

当選、当選率59％を達成した勢いを維持したの

「庶政一新」をうたいながらそれらしい革新政

に対し、労協は、39 名立候補中 19 名当選、当選

策を生みださなかった広田内閣では、農村政策で

率 49％の実績を大きく後退させた。

も同様であった。島田農相によって「五大農林国

林内閣の成立をめぐる軍部や政党の動き、林内

策」──農地法案・農業土木・災害共済制度・負

閣の性格、あるいは無産政党運動の動向等につい

債整理・緬羊増殖計画──がもち出され、これが

て、当局の弾圧によって手近な発表機関を奪われ

林内閣によってひきつがれたのであった。その中

た小岩井には論評の機会を得ることができなかっ

心的なものである農地法案は、自作農創設維持法

た。わずかに発表できたのは『水産公論』の編輯

案と小作法案とをつなぎ合わせた性格のものであ

部の依頼のあった林内閣の農山漁村政策の本質に

るが、その自作農の維持創設は大正末期から行わ

ついての論評「林内閣の農漁村政策」
（1937 年４

れて来た、しかも「あまり芳しい成績」もあげえ

月号）のみであった。ここで小岩井は、林内閣の

なかった政策である。法案は、年々国庫から創設

農漁村政策を斎藤内閣以後の農漁村政策の沿革の

維持資金 4,000 万円を 25 年間に亙って支出し小作

中に位置づける中で簡潔に林内閣の「本質」につ

地の約７分の１（約 42 万町歩）が自作地となる

いて要約的に述べるに止まった。

と説明されたが、これは同じ時期の自作地が小作

まず林内閣の農漁村政策は、前内閣の遺産をひ

地に転落する傾向を全く無視したものであった。

きついだものであって独自の政策は見当たらない

小作地は1931 年から33 年にかけて３万 6000 町歩

というのがその特徴であるとされる。むしろ林内

拡大しており、34、35 年は減少している一方で

閣の結城財政が不評な馬場財政の厖大予算の削減

小作農家は年々増加していたのであって、このこ

をはかった影響をうけて、農林予算も前内閣より

とは、小作農が益々零細化しつつあること、その

１割の削減をうけてそれだけマイナスだとの見方

窮乏化を物語るものに外ならなかった。小岩井は

もできるという 。ところで 1929、30 年の農業恐

この法案を自作農主義と小作農主義の折衷である

慌以前の農漁村政策は、食糧政策という軍事的国

として、その意図を、第一に地主の土地売逃げに

策につながる生産増殖を目的とする、半封建的零

対して「国家的保証」を与えるもの、第二に、そ

細農制をそのままに農民の労力を非効率的に駆使

の「小作法」部分に見られる「地主的特権」の確

しようという増殖政策であった。農業恐慌による

保であると剔出した。農地法案以外の農業土木、

破局的な打撃に対して、斎藤内閣の下でとられた

負債整理事業などについては恐慌後の救農政策の

6）
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位置づけられていた。帝国主義ブルジョアジーの

むし返しにすぎない、とされた。
小岩井の林内閣の農漁村政策に対する結論的論

支配としてのファシズムは、日本型軍事的ファッ

点の一つは、林内閣そのものが農漁村に対する関

シズムとして進行しつつあり、しかも日本のブル

心から益々遠ざかるであろうという点であった。

ジョアジーは封建性の強化を通じてその支配を強

従来の非常時内閣は国防強化のためにも「国民生

めているという見解が広田内閣・林内閣の農漁村

活の安定」をかかげ、そのため広義国防が狭義国

政策の分析の中に再確認されていると見てよいで

防と並行しなければならぬとし、準戦時体制の編

あろう。

成を意図した広田内閣も庶政一新によって「国民

「政党に反省を求める為の解散」と称されて実

生活の安定」を図るかの姿勢をとった。ところが

施された４月総選挙では、これまでの粛正選挙運

林内閣ではその政綱の中に「国民生活の安定」の

動に当局は新たに準戦時体制編成に国民を動員す

項目を見出すことができない。小岩井によれば、

るための強化宣伝活動の意義をもち込んできた。

林内閣の本質は「金融資本と軍部との妥協による

二・二六事件後設立された内閣情報委員会は、
「今

内閣」であって、
「極力軍備の充実につとめると

回の投票の特別なる意義」として「現下の時局を

共に金融資本の利益を守ろうとするのがその使命

相共に担当するに値する真に国家的見解を有する

である」という内閣であった。組閣に当っても馬

優良なる候補者の選任は国民の義務」とする「選

場財政に斧鉞を加えたが軍事予算は殆どそのまま

挙に対する教化宣伝要綱」を決定して国家総動員

うけつがれた。林内閣では狭義国防だけが押し出

体制への宣伝活動をはかるとともに、後の国民精

され、
「国民生活の安定」は犠牲にされると見ら

神総動員運動の原案とも言われる「国民教化運動

れる、とすれば農村政策の見通しも「金融資本の

方策」を選挙期間中に決定した9）。内務省は、選

意図に添う統制政策は一層すすめられるとして

挙での言論取締方針を各府県警察部長会議で明ら

も、農漁民大衆の生活充実の方向への諸政策は期

かにしたが、そこには「大衆蜂起や直接行動等の

待することが出来ない」というのであった 。

非合法行動」を煽動する言論や「人民戦線運動」

7）

林内閣の農漁村政策に対する評価のいま一つの

を煽動する言論のほか、「軍が侵略的意図を以て

論点は、山崎農相の農村に対する地主的見解につ

徒に戦争を挑発しつつありとなすが如き言辞」
「軍

いてであった。農地法案の委員会席上で農相は、

が議会制度を否認せんとする意図を有すると誣う

わが国の零細農組織が「農業の本質」に適合して

るが如き言辞」「軍の命令服従関係に疑惑を抱か

いるとして、工業など「科学的産業」と異り、
「天

しめるが如き言論」「徴兵制度に疑惑を抱かしめ

地の恵み」によって成立つ農業は機械的産業のよ

るが如き言論」10）など、軍部批判を封じる露骨な

うな大規模経営を評価しないと言明していた。
「零

介入意図が示されていた。これは選挙に先立って

細農であり、小農経営であればこそ、日本の農家

憲兵司令部が各憲兵隊隊長に宛てた選挙関連の言

に本当の家族制度というものの維持が出来るので

論取締の通牒とそれに添えられた「時局に関する

はないか」
、小岩井は、この言明に対して「この

言論取締標準」11）による弾圧方針に照応するもの

ダヴィド的小農主義は、一面では地主のイデオロ

であった。

ギーであると共に、その対局に半封建的零細農制

このような軍部批判封じ込めの弾圧方針は一定

を維持し残存せしめる外ないとする金融資本の意

の効果をあげた。警察当局は運動状況について、

図でもある」と解説して、ここからも林内閣──

「言論戦に於ては当初軍民離間の言辞多かるべき

山崎農政によって根本的な農村政策の前進を期待

を慮りて之が取締に留意せるも、其の実際に観る

しえないと結論づけた8）。ここでは林内閣の農漁

に極めて少くして」と評価12）しており、無産党に

村政策は、日本ファシズム論の理論的枠組の中に

ついても「言論戦に於ては軍民離間の舌禍を怖れ、
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厖大軍事予算反対の声を潜め、論鋒を打倒ブルジ

る18）。

ョア政党、打倒林反動内閣、ファッショ反対、議

４月30 日の選挙結果は昭和会など政府支持派

会擁護、大衆課税反対等を強調し」と軍部批判を

が惨敗した。既成政党の当選者は民政 179 名、政

回避した状況 を認めていた。演説会における弁

友 175 名でほぼ現状を維持したが、社大党は前回

士に対する中止や注意の取締が多かったのは、厖

から大きく躍進し37 議席を獲得した。全国122選

大な軍事予算による国民生活の圧迫や、戦争批判、

挙区中無産政党立候補区は 63 区（前回 35 区）で、

独裁政治批判、五・一五事件、山本宣治などにふ

社大党は 66 名の候補者で 928,934 票（前回候補者

れた日本無産党の加藤勘十や鈴木茂三郎であっ

数 30、得票数 518,844、当選者数 18）を得た。日

た。社大党では軍備予算や軍部官僚ファッショに

本無産党は５名が立候補し75,820 票を得たが当選

ふれた三輪寿壮、河野密の演説会で注意処分が頻

者は東京第５区の加藤勘十ただ一人であった。日

発した。社大党の麻布書記長はファッショ粉砕、

本無産党は立候補選挙区で社大党とのあいだで悉

議会政治確立と「資本主義機構」維持をはかる既

く激戦を演じた。加藤勘十は選挙演説会の入場人

成政党に代る社大党中心の政治を主張したが、ほ

員でも一会場平均でも社大党の麻布久、三輪寿壮

とんど取締りをうけなかった 。既成政党候補者

を圧倒した19）が、得票数は麻布久34,142 に次ぐ

は、
「非立憲」的解散や、議会政治擁護、官僚フ

32,914 であった。

13）

14）

ァッショ内閣批判、厖大予算による国民生活不安

社大党の躍進の原因としては、当時の観察者は、

等にふれながらも、他方で国防の完備（民政党原

党自体の当選第一主義のほか「日常における党活

玉重）
、軍備拡張の必要（民政党中村梅吉）、軍部・

動、党の情勢・動向が時勢に適応したのみならず、

政党・官僚一致しての非常時の打開（政友会鳩山

当面の政局に対する国民の不満乃至は社会不安等

一郎、民政党中島弥団次）を主張するなど ファ

の諸情勢が、右翼的諸勢力の不振を通じて率直に

ッショ批判に一貫性を欠いた。

反映された結果」と評価した20）。確かに露骨なフ

15）

不意打ちの解散のため各政党の選挙資金調達も

ァッショ化に対する選挙民の反撥や社会的不満が

容易ならず 立候補も遅延し、確定立候補者数は

社大党支持に反映したことは、麻生のような「親

826名で前回より52 名減となった。また中立その

軍部」派ですら「ファッショ粉砕」を叫んだ選挙

他少数派の簇出、右翼系候補者の進出、無投票区

事情からすれば首肯できるであろう。しかし他方

４区の発生も特色と見られた。投票状況も、棄権、

で社大党は地方支部に反ファッショ戦線推進のた

白票その他無効票が激増し、普選最初の最高記録

めに結集した統一戦線勢力をかかえると同時に、

を示したと指摘されていた。無効投票総数 7,757

指導部内の親ファッショ・グループによる「時勢」

（除く島嶼）のうち悪戯書、候補者以外の記名、
票17）

への「適応」も進行したのであって、この意味で

政府支持以外に、政府誹謗（「ファッショ内閣に

社大党の躍進を演出した選挙民の反ファッショ志

議員不要」
「林内閣打倒」など）、軍部誹謗（「国

向は「明確なもの」ではなく、「組織に結実され

防か国妨か」
「軍部横暴」など）、既成政党誹謗（「官

なかった票」、「浮動票」であったとする指摘21）も

僚の横暴も腐敗せる政党の罪」
「既成政党取るに

誤りではない。

16）

足らず、無産党頼むに足らず、中立又然り」など）

日本無産党は選挙政策に「ファッショ反対、議

棄権慫慂（
「政党もいやなら官僚もいやだ」「正し

会政治防衛」を正面から掲げた唯一の政党であっ

く棄権」など）、選挙法改正要望（「選挙の方法を

た。しかし労農無産協議会との共同行動を目ざし

変えずして新人を求むるは木に依って魚を求むる

た４団体（全評・東交・東京市従・東京自動車）

に等し」など）の記述内容にはファッショ化に対

の統一はすでに崩壊しており、東京と一部の地域

する反撥や不信が色濃く反映されていたと見られ

を除いては日本無産党の支持勢力は微弱であっ
101

◦ 1651 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学史研究（第３号、2009 年）

た。４月総選挙では東京第５区で加藤が第２位で

つみかさねがあると同時に、既成政党への国民大

当選した外は、第６区で鈴木茂三郎20,181 票、新

衆の信頼の急速な喪失（異常な棄権率と民政・政

潟第２区玉井潤次 8,999 票、福岡第２区三浦愛二

友の総得票数の激減）から社大党への投票の集中

13,627票を数えたがいずれも落選した（玉井、三

には多分に消極的なものが含まれるが、この所謂

浦は次点）
。無産団体を結集して社大党を中心と

「消極的支持」に前回と「その度合」に於いて相

する反ファッショ運動を追求して来た大阪では、

違があるという。そして、小岩井によれば、今回

大阪支部結成に対する抵抗を押えて「ようやく看

は「積極性の度合」が増大しつつあるというので

が、候補者を擁立す

あった。その論拠として、社大党が前回の進出以

ることができなかった。６月の大阪市会議員選挙

来、「現実の政治勢力」として大衆の理解を深め

では、社大党が 25 名中20 名を当選させたのに対

させたこと（社会立法など有効な議会闘争の展

し、日本無産党候補者４名はいずれも惨敗し、そ

開）、今回の選挙で民政・政友両党とも反政府の

の得票数はそれぞれ社大党当選者の数分の一を数

立場をとり不当解散を弾劾し、反ファッショを強

えるにすぎなかった。地方支部の組織化が低迷す

調した中で、大衆はこれらの政党の反ファッショ

る中で八幡市会議員選挙（６月）で８名立候補者

に全幅的信頼をおかず「はっきりと階級的立場を

中５名の当選の結果を得たのが最良のものであっ

とる」社大党の反ファッショに信頼を寄せたこと、

た 。総じて反ファッショ勢力の組織的統一の喪

準戦時経済体制のもと物価騰貴に喘ぐ勤労大衆に

失と、12月の共産主義者、労働雑誌社・日本政

対する国民生活の安定の訴えが、ブルジョアジー

治経済研究所・大阪労農無産団体協議会の活動家

の代弁者である既成政党に比べて「勤労大衆の政

の一斉検挙による反ファッショ運動への打撃がこ

党」を標榜する社大党は大衆の眼には「かなり異

の時期の選挙結果に暗い影を落としていたといえ

質なもの」と映ったことが指摘された25）。

板だけだした」と言われた

22）

23）

ところがここで小岩井は、今回の選挙での社大

よう。
小岩井は『政界往来』
（1937 年６月号）に論評、

党支持が国民大衆のある部分を「錯覚」に陥れて

「社大党の躍進」を発表した。小岩井はここで社

集めたものではないかという問題を提起する。す

大党が４月選挙で最高点当選が各地で簇出したこ

なわち、軍部を中心にファッショ勢力が現状打破

と、特に大都市やその近傍で進出がめざましいこ

を呼びかけ自らを革新勢力として既成政党の現状

と、得票総数も全投票数の１割を超え、前回を倍

維持に対立させ、その「デマゴギー」的な「革新

増していること等に注目し、その躍進の意味を論

政策──庶政一新」が、資本主義機構の矛盾によ

じた。粛正選挙が社大党の進出に利した とする

って梗塞された生活の打開を求める大衆のあいだ

評価は前回２月選挙の場合と同様であり、また粛

に一種の「共鳴共感」を捲き起こしている事実が

正運動における当局の選挙介入・弾圧的側面にふ

ある。広田内閣の庶政一新、林内閣の革新政策の

れなかったのも前回と同様であった。

強調も、この勢力に迎合し政党勢力に対立してこ

24）

小岩井は、社大党躍進の意味を前回選挙と同様

のような大衆の意欲に添っているという「ヂェス

に大衆の既成政党反対・ファッショ反対の気運を

チュア」をとらねばならぬ必要からでもある。こ

表明するものとした。ところが今回は、前回社大

れに対して社大党は無産階級の政党としての現状

党の支持に何ほどかは「既成政党よりましだ」と

打破すなわち「革新」と所謂「革新勢力」や政府

いう消極的な支持も含まれると簡単にふれられた

のいう「革新」との対立──「××（反動）と進

問題、
すなわち社大党支持票が「積極的支持か」
「消

歩との正反対の道」の対立を明らかにしなかった。

極的支持」かの問題が詳細に論じられた。社大党

むしろこの「革新勢力」によってゆり動かされた

の支持の「基礎」には労働者農民の積極的支持の

風潮に「便乗しようとする点がなかったか」とい

4

4
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うのであった。たとえば一例として、選挙末期こ

内閣の評価の基準にしようとするものであっ

そ林内閣の解散の非立憲性を攻撃した社大党も、

た28）。林内閣の成立後発表されたその政綱に対す

解散当初には解散の責任をすべて既成政党に負わ

る社大党声明書では、林内閣の組閣過程を「革新

せむしろ政府の決断を「謳歌」した事実 が指摘

的勢力と現状維持勢力との摩擦に依り、今日の政

される。革新的な動向への共鳴という点で現状維

変に現れたる国民の革新的要望を粉砕し去り軍部

持の既成政党に反対して政府を支持しようとする

官僚財閥のロボット内閣と化した」との文言を含

「同じ心理が社大党に集中」した事実もありうる

んでいた29）が、明年度予算案が政友・民政を含む

とする。国民大衆が、林内閣や所謂ファッショ勢

絶対多数で衆議院を通過するや、社大党代議士会

力の「革新」と社大党の「革新」とを「同じもの」

は「本予算案は国民生活安定と国防充実とを調和

と考えて支持したとすれば、これは「何程かの錯

並行せしめんとする広義国防の立場を完全に抛棄

覚に基くもの」と言わなければならないという。

し」
「軍需予算に片寄ったる（……）不均衡は（……）

26）

大衆の「錯覚」による社大党支持の問題、換言

数年の後には重大なる経済的混乱を誘致して国防

すれば社大党の「革新」とファッショ勢力の「革

そのものをも危殆に陥れるであろう」という『陸

新」の政治的区別の曖昧さ、さらにつきつめれば

軍パンフレット』以来の「広義国防」論支持の声

社大党の政治的本質にかかわる問題であるが、こ

明を行っていた29）。選挙戦においても、選挙スロ

の問題は前回36 年２月選挙では問われなかった

ーガンに「広義国防か狭義国防か」の一項目を入

問題であった。２月選挙では小岩井は反ファッシ

れ、「国民生活を安定し、国防を完成せしむるた

ョの統一戦線運動からの社大党支持に注目し、近

めには、資本主義の打倒による国内改革の断行以

い将来での第三党としての社大党の地位の進出を

外にない、庶政一新を断行し得るものは（……）

展望したが、今回の社大党の評価の核心は、今、

我が社会大衆党あるのみ」とアピールした30）。社

社大党は「最も重大な地位」に立ったというもの

大党の躍進の結果が明らかとなった５月１日に

であった。
「兹で社大党がいかにすすむかによっ

は、麻生書記長談の形式でこの結果を「多年の闘

てその将来性が約束されもし、大衆の幻滅に転化

争の成果」であるとともに「国内改革の断行」を

しもするのだ。さしずめ社大党は階級的なる革新

求める国民大衆の総意の現れとし、「この新情勢

勢力としての闘争によってその倍加した支持を啓

を庶政一新断行のために捧げんことを誓う」との

蒙し組織して真実の積極的な支持に鋳直さねばな

声明31）を発表し、翌２日の安部委員長の声明では、

らない」27）、これが小岩井の結論であった。

次期政権にたいし特別議会を召集して「国家革新」

社大党は対議会闘争として党支持労働組合・全

に対する具体的方策を決定することを要求した。

農等と共同して労働組合法・小作法・国立民衆銀

ここでは特に「軍需工業の国営、選挙法の改正、

行法制定の請願運動を展開し院内外呼応しての活

極東に於ける日ソ、日支国際関係の整調」が求め

動を行ったが、他方で、広田内閣総辞職後の後継

られていた32）。

内閣問題から４月選挙に至る政治活動の中でその

小岩井が社大党の「革新」性に深刻な疑念を抱

「革新」性に疑念を抱かせるに十分な声明や発言

いていたことは間違いないであろう。それが国民

に事欠かなかった。宇垣大将の組閣工作が陸軍の

大衆の「錯覚」の問題として婉曲な表現によって

強硬な反対によって暗礁に乗り上げた時、社大党

提起されたのは、社大党支持者の中に反ファッシ

は、宇垣大将が「国家革新」に対する組閣の方針

ョ戦線を信じて結集した人々が含まれるのを配慮

を明示し、
陸軍もまたその「抱懐する具体的方策」

したためと見ることができる。いずれにせよ社大

を提示して争点を明らかにすることを求める声明

党に対するこの疑念が現実化するのに時間はかか

書を発した。これは「革新的政策」の実行を宇垣

らなかった。日中戦争の開戦を見るや近衛首相召
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集の各党代表者会合の席で「挙国一致」への参加

と把えた。選挙政策でも社大党の「軍事費の合理

が安部委員長によって表明され（７月 11 日）、翌

化」や「重要産業の国営」ではなく、明確に「尨

７月12 日中央執行委員会は安部委員長の報告を

大軍事費の削減」「大軍需工業に於ける特別税の

諒承し、
「所定の方針たる『広義国防』の見地に

設定」など社大党との差異を示す項目を掲げてい

立ち、真の挙国一致を要求する」などの態度を決

た。日本無産党の４月選挙闘争における意義と評

定、各支部に通知した33）。開戦下に開かれた特別

価は日本における反ファッショ運動をこの時点で

議会（７月 23日〜８月７日）では社大党は軍需

占う上で重要なポイントの一つであったといえよ

工業国営の具体案の立案を政府に求める決議案を

う。しかし小岩井はこれについて言及するところ

提出し、その理由として、軍需産業国営は「真の

がなかった。その論評の要点は、既成政党への不

国家総動員体制を確立するための緊急不可欠なる

信による大衆の社大党支持の「躍進」の中で社大

国策なり」とした 。他方で地方支部内の階級的、

党への「積極的支持」の度合が増したとの指摘と、

反ファッショ的勢力の排除を目指して党員の言論

社大党の「革新性」に対する疑念の表明という点

統制、
「人民戦線的傾向のもの、反党的分子」に

に要約できる。このことは、この時点で小岩井が

対する断乎たる処置等を求める「党組織統制強化

たんに社大党への疑念だけでなく、人民戦線運動

に関する通達」（社大党本部組織部、９月 15 日）

そのものの展望を見失っていたと推測する以外に

を発した 。この流れは、11 月の社大党第６回

ないと思われる。

34）

35）

年次大会が旧綱領の「労働者農民一般勤労大衆の

日本無産党は政党化に伴い全国各地の組織拡大

生活擁護」
「資本主義を打破し無産階級の解放を

の活動方針によって北は北海道（小樽支部）から

期す」を新綱領「国体の本義に基き日本国民の進

南は九州（八幡支部・福岡県嘉穂支部）に至る全

歩発達を図り」
「勤労大衆を代表して資本主義を

国的地方組織を形成した40）。４月総選挙以後地方

改革し以て産業の計画化と国民生活の安定を期

議会への積極的進出を図ったが、前述の八幡市の

す」の文言に一方的に変更した ことにより完成

外、栃木県町村会（全農系と併せて30 名立候補、

した。大会に綱領改正を提案した片山哲は、「国

当選 12名）、新潟県村会（当選23名）以外は振わ

体の本義に基くと云うことは言葉の中に文字の上

ず、神戸市・京都市・大阪市の都市議会ではいず

に吾々は之を現わして居ない場合も有った」が、

れも落選した41）。日中戦争勃発後、党および支持

その精神はこれまで「常に堅持して」来た精神で

団体の正式の執行機関以外の集会は警視庁の諭告

「日支事変」
あると強弁した 。きわめつきは、

によって中止のやむなきに至り、支部大会は正式

を日本国民の更なる「躍進」と「名実共に極東民

の執行機関であるがこれも中止した。日中戦争に

族の盟首」としての地位確立の機会ととらえ、
「大

対する党の立場は、当初明らかにしていなかった

政に参画し、国策を指導する」役割が「現実の任

が、第 71 回特別議会開会（７月 25 日）にさいし

務となった」とする「大会宣言」 の採択であった。

各支部宛に発送された「特別議会に対する闘争の

４月選挙で反ファッショの立場で闘った唯一の

方針と態度」（本部議会対策委員会）にその「批

政党は日本無産党であった。日本無産党は４月選

判的消極的態度」42）が表明された。そこでは当議

挙に対し、斎藤内閣以来林内閣に至る所謂挙国一

会に於いて追求されねばならない重要問題とし

致内閣の政権移動を「軍部ファッショの外部より

て、１．
「北支事変」と国際的平和の積極的具体化、

の圧力」によって左右されたものと見て、今回の

２．尨大予算と統制又は計画経済の進展、３．国民

解散が「非立憲的」なのはその具体的現われであ

生活安定並に出征軍人と家族の問題、４．ファッ

るとし、これを「立憲政治の基礎を破壊し、勤労

ショ化と国民の政治的自由が掲げられた。しかし、

無産大衆の政治的自由を剥奪せんとするもの」

その問題提起の仕方は、国民生活や出征家族の問

36）

37）

38）

39）
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題が具体的積極的であるのに比して、「平和工作」

を動員する手段方法であることが明らかとなった

については冀東政権・冀察政権の背後に日本の

こと等であった。さらに、「支那事変」発生以来

「帝国主義的領土的野心」ありとの「支那民衆」

コミンテルンの指示する方針と同様の方法を以っ

の「誤認」を解くために「公明正大なる態度」を

て反戦思想の流布に努め、事変終局前後の政治・

要求するとか、綏遠事件の背後に日本があるかの

経済・社会の各問題惹起の機会を捉え「積極的に

支那側宣伝の誤謬を指摘して真相を明らかにすべ

人民戦線運動を展開すべく虎視眈々として待機し

きとか、ファッショ化問題での、「支那事変」に

ている状態である」と理屈づけた47）。要するに人

藉口して「ややもすれば必要以上に国民の政治的

民戦線運動をコミンテルンの新方針に基づく共産

自由を束縛せんとする傾き」ありとか、など迂回

主義革命の戦術とみなして「国体を変革し私有財

的非本質的な問題提起にとどまった 。出征兵士

産制度を否認する治安維持法違反被疑事件」に仕

家族の救援については８月５日の常任委員会が

立てるための非論理的作文であった。この論拠を

「時局に関する指令」（第１号）を発し、つづいて

以って日本無産党と全評は 12 月 22 日結社禁止と

43）

同 26 日第２号として出征兵士の家族の実況調査
を指令した 。

された。
上の論拠の中でアメリカ共産党の印刷物による

44）

労協の全国的政党化──日本無産党への転生と

指示と同様のスローガン項目での運動としてあげ

その政治方針を支持してきた全評は、９月 24日

られたのは、平和外交の樹立、出征兵士の遺家族

常任中央執行委員会ではじめて綱領を採択し、
「労

救援、出征兵士の解雇反対および賃銀全額支給の

資紛争の極少化」をもり込んだ。綱領採択に関す

運動、出征農民家族の小作料減免、出征兵士のあ

る覚書は、
「永く蝕んだ極左的傾向を精算し」「友

る家族の借金支払延期および税金免除、戦争の為

誼団体との提携を一層鞏固にし以て来るべき一大

の物価騰貴等の問題であった。治安当局によると、

共同運動に備えんがため」とその綱領草案の意義

日本無産党は第71 議会に際して秘密会合を開い

を解説した 。官憲は、綱領（草案）を「偽装転

て方針を協議、「事変に対しては表面的なる反対

向」とみなした。12 月 15 日、日本無産党、全評、

運動をなさず」として、上と同様の決定をし、８

労農派グループ、教授グループ446 名が一斉に検

月５日付「時局に関する指令（第１号）出征兵士

挙された。検挙前中支の皇軍慰問を行っていた加

家族救援について」を発し頒布禁止処分に付せら

藤勘十をはじめ、鈴木茂三郎、山川均、猪俣津南

れたとする48）。国際通信社の印刷物としてこの時

雄、大森義太郎、向坂逸郎、さらに黒田寿男ら社

期にアメリカ在住の共産主義者によって日本国内

大党反幹部派が含まれた。翌年２月１日には第二

に頒布されたものの中で、上の出征兵士、家族救

次検挙が行われ、江田三郎、椿繁夫ら社大党、全

援問題にふれていたのは『国際通信』リーフ「平

総、全農の地方支部の左派幹部および、大内兵衛、

和の戦士たれ」（1937 年８月１日付）、
『国民の友』

美濃部亮吉、宇野弘蔵ら教授グループ 38 名が検

第６号「大衆的反戦闘争の為に」（1937 年９月30

挙された46）。その口実は、労協が「コミンテルン

日付）、『国民の友』第７号「現下の人民戦線につ

の新方針実践に忠実なる態度」を示したこと、
「支

いて」
（1937 年 11 月 20 日付）等である。ここでは、

45）

那事変」勃発後日本無産党がコミンテルンのアメ

「例えば『出征家族の生活保証』というスローガ

リカ共産党発行印刷物の指示する運動と同様のス

ンは政府も政党も掲げている。このスローガン自

ローガン項目を掲げて運動したこと、日本無産党

体は決して反戦的ではない。然し、これと他の反

は労農派の主義主張に基づき国体変革の意図が明

戦スローガンと結びつけることによって、（……）

らかになったこと、反ファッショ人民戦線の樹立

大衆の不満を激発させ、これを戦争反対の方向に

はコミンテルンの新方針同様共産主義革命へ大衆

発展させることによって、右スローガンは反戦ス
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49）
ローガンとなる」
と合法的場面における大衆的

時点で動き出していた具体的な運動を吸収・反映

活動として非合法活動と補充しあい反戦闘争に発

したものであった。当局の「検挙の概要」の、コ

展させうるべきものだとされていた。論評「現下

ミンテルンがアメリカ共産党の印刷物を通じて

の人民戦線について」では、社大党、日本無産党、 「指示し来るや」「同様なスローガン項目を掲げて
総同盟、東交、全評その他の労働組合、農民組合

運動をなすに至った」とする論拠の虚構性を示す

の応召兵家族救援運動について「これは即ち実質

典型と言える問題であった。もともと前年末検挙

的には人民戦線の一萌芽である」と述べていた。

された共産主義者とちがって、コミンテルンと組

なおこの論文は、
「最後にファッショ軍部打倒の

織的にも理論的にも結びつかない日本無産党、全

国民運動はブルジョア民主主義革命に通ずるとい

評、労農派グループを治安維持法違反に仕立て上

うことである。換言すれば、日本の人民戦線運動

げるには、前者を上まわる露骨な虚構による以外

は民主主義革命運動の性質を持つということであ

になかったと言えよう。「検挙の概要」はその結

る」との一文を加え、人民戦線運動を日本革命論

びに、コミンテルンが新運動方針を採用してから、

。

「総べての共産主義者は極力社会民主主義団体乃

しかし、出征兵士家族救援運動は、戦争の拡大

至は自由主義団体に潜入し、若くはその運動を利

の中に位置づけていた

50）

に伴って全国の労働・農民団体等によって取り上

用すべく努めて居るので、（……）今や民主主義、

げられた問題であった。すでに特別議会開会に先

自由主義等の思想は共産主義思想発生の温床とな

立って全総全大阪市従業員組合は７月 17日年次

る危険性が多分にあるので、此の際国民精神の徹

大会で北支出征者への日給全額支給要求の緊急動

底を図り之等思想を克服するの要緊切なるを痛感

議を満場一致可決しており、日本無産党支持組合

するのである」との一節をおいた。これはこの検

の北日本農民組合も、出征兵士家族救援運動を展

挙が、反戦・反軍運動の可能性ある組織の壊滅を

開する中で７月 20 日執行委員会で翌月開催の年

はかるだけでなく、「国民精神総動員」体制＝フ

度大会のスローガンとして出征兵士家族生活の国

ァシズム体制の完成へむけての重要なステップで

庫補助要求を掲げることを決めた。７月 29 日に

あることを示すものであった。

は社大党倉敷支部は出征兵士家族に月額15円以
上を生活補償金として交付することを市に要求す
ること、電灯料金二灯まで無料とするよう電灯会

註

社に警告することを決定した。同じ日に港湾従業

７

員組合大阪支部が出征兵士の給料全額要求、退職
手当金支給、出征中の勤続年数の加算、家族の家
賃免除又は減額等の要求運動を決定した51）。「挙
国一致」の建前から社大党や社大系組合でも全国
で家族救援運動が行われたが、全評・全農等では
強制的献金、強制基金、労働時間の延長、物価騰
貴等深刻な生活の急迫や、小作農家の働き手の召

１）秦郁彦『軍ファシズム運動史』189 頁。
２）同上、197頁。
３）「対支実行策」並「北支指導策」1937年４月 16日外
務、大蔵、陸軍、海軍四大臣決定、
『日本外交年表
竝主要文書』下、360〜365頁。
４）佐藤賢了『東条英機と太平洋戦争』58 頁。
５）『特高外事月報』昭和十二年一月分、99〜101頁。
６）結城財政は、地方財政の改革のため前内閣によって

集、借金問題・税金問題・飯米問題での困窮など
が家族救援運動を切実なものとしていた（全評関
西地方評義会「評議員会提出議案並に報告」、全
農総本部「達示」８月４日）52）。日本無産党が出
した「時局に関する指令第一号」は、すでにその
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話人会議）
。
『特高外事月報』
昭和十二年二月、121頁。

７）小岩井淨「林内閣の農漁村政策」『水産公論』1937

『大阪社会労働運動史』戦前編、下、1875頁。

年４月号、62〜63 頁。
８）同上、63 頁。

23）『日本労働年鑑』第 19巻、281〜287頁。

９）粟屋憲太郎「一九三六、三七年選挙について」『日

24）社大党は「選挙政策」の中の「政治政策」の第一項

本史研究』146 号、119〜120 頁。

目に「選挙粛正の徹底（買収犯の厳罰）
」を掲げた。

10）
『東洋経済新報』1937 年４月７日号、今井清一、野

25）小岩井淨「社大党の躍進」
『政界往来』1937年６月号、

沢豊「軍部の制覇と日中戦争」『岩波講座日本歴史
現代３』307 頁。

86〜87 頁。
26）解散当日（３月 31日）の社大党代議士会の声明書は、

11） 憲兵隊の「時局に関する言論取締標準」には、「皇

「選挙粛正を汚し、選挙違反者を救済せんがための

室に累を及ぼし奉る虞あるが如き事項」「重臣非難

選挙法改悪を目指す既成政党の醜取引の要求がこの

に関する事項」「軍に関する事項」「陸海軍の関係に

解散を招来する直接原因であった。我等はむしろそ

関する事項」
「３月事件に関する事項」
「反戦的事項」

の遅きを嘆ずるものである」と断じ、林内閣、政友、

「軍内派閥に関する事項」「軍民離間に関する事項」

民政の既成勢力の粉砕の決意を宣言した。『社会運

「国際関係を悪化せしむる虞ある事項」「不穏矯激に

動の状況』昭和十二年、583頁。『社会運動通信』

亘る事項」「財政撹乱に関する事項」等について詳

1937年４月１日。

細な取締要綱が示されていた。粟屋憲太郎、
前掲書、

27）小岩井淨「社大党の躍進」前掲書、89頁。

121 頁。

28）宇垣大将の組閣をめぐる政局の動きにたいし、社大

12）警視庁情報課「衆議院議員総選挙に於ける言論に依

党は、「吾等は軍部がファッショであり、又既成政

る運動状況」1937 年４月 20 日、
『資料日本現代史９』

党が現状維持派だと云う如く抽象的に反対するもの

大月書店、1984 年、183 頁。

に非ず。従って宇垣大将が組閣の大命を拝し、内閣

13）内務省警保局『社会運動の状況』昭和十二年、649頁。

を組織するも頭から反対するものに非ず。要は生る

14）
４．
「衆議院議員総選挙演説会状況表」警視庁（1937．

べき内閣が革新的政策を実行するか否かによって態

20）、『資料日本現代史９』196〜213 頁。

度を決定すべきなり」との態度をとったとされる。

15）前掲「衆議院議員総選挙に於ける言論に依る運動状
況」同上、183〜192 頁。

『社会運動の状況』昭和十二年、563〜564 頁。
29）同上、573 頁。なお『陸軍パンフレット』支持問題

16）警視庁情報課の４月 20 日付けの文書では、「現下社

については、拙稿「小岩井淨とファシズム⑷」
『愛

会情勢は財閥より政党に対する恒例的献金絶無の状

知大学法経論集』第 153 号、50頁。同⑻、第 159 号、

態なりしを以て」の記述がある。同上、182 頁。
17）警察当局の「無効投票内容調」の総数 7,757票は、

107〜108 頁。
30）４月 25日安部委員長名メッセージ『思想月報』昭

その内容１．白票 703 票、２．悪戯書 1,874 票、３．候

和十二年六月、28〜29頁。

補者にあらざるものの氏名記載 1,621票、４．他事記

31）同上、30頁。

入 の た め 無 効 1,014 票、 ５．其 の 他 2,654 票 の 合 計

32）『社会運動の状況』昭和十二年、586 頁。なお、社

7,866 票と一致しない。『資料日本現代史９』214 頁。

大党の選挙政策では、選挙法の即時改正の項目で、

18）同上、214〜216 頁。

Ａ大選挙区（一府県一選挙区比例代表制）、Ｂ有権

19）警視庁「衆議院議員総選挙演説会状況表」によれば

者年令の低下（満 20歳迄）
、Ｃ選挙公営の徹底、が

東京第５区の演説会状況（1937 年４月１日〜４月

かかげられ、
産業政策として重要産業の国営（電力・

25 日 ） で は 加 藤 勘 十、 演 説 会 数 79、 入 場 人 員

鉄・石炭・石油・紙・肥料・砂糖・ビール等）
、外

19,033、一会場平均 241、麻布久演説会数 62、入場

交政策の刷新として、Ａ日支国際関係の経済的並に

人員 12,100、一会場平均 159、三輪寿壮演説会数 76、

文化的整調、Ｂ日ソ不侵略条約の締結、Ｃ太平洋安
全保障条約の制定がうたわれた。

入場人員9,932、一会場平均 131 であった。粟屋憲
太郎、前掲書、122 頁。

33）『社会運動の状況』昭和十二年、602頁。

20）『日本労働年鑑』第 19 巻、280 頁。

34）同上、579頁。

21）粟屋憲太郎、前掲書、123〜124 頁。

35）同上、606頁。

22）全評大阪協議会は、２月の労協の新党結成大会に対

36）社大党指導部は大会に先立って全国委員会を開き

して、「労協従来の誤謬を精算せず且実質的に新党

（中央委員 54名、全国委員 64名、傍聴 20 名）、「綱

としての本質を具備せざれば大阪側は新党結成運動

領政策」に関しては片山哲が新旧綱領の「精神的一

に即参加出来ぬ」と決定。大会には代議員を送らず

致」を概説、議長田万清臣は「本案は全員異存ない

オブザーバーを派遣することとした（２月17 日世

ことと思うから満場一致可決されたい」と述べ質問
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討論の余地を与えず可決した。この手続きについて
官憲当局は「綱領改正等に対する反対言論封鎖の為
の事前工作の如し」と観測した。『社会運動の状況』
昭和十二年、544、550 頁。この綱領の「方向転換」
に対しては、党内外に「尠からぬ反響」があり、
「反

て日本共産党の目的遂行の為にする行為を為した
るもの」として治安維持法違反の嫌疑ありとの予
審判決1）をうけ（1938〈昭和 13〉年４月30 日）、
38年６月第１審有罪判決、この間５月に「転向

対分子」は主として地方支部員の中に多く、思想的

上申書」を提出しており、同年６月27 日の第２

立場より反対する者の外、ジャーナリスト等に「気

審判決は「情状斟酌」のうえ、一審より軽く懲役

兼ね」して反対する者等あり、と言論界にも強い批
判があったことを官憲資料は記している。同、543、
545 頁。

２年、執行猶予３年の決定を下した。
第２審判決は、その「理由」の中で 1932 年７

37）同上、554 頁。

月懲役２年執行猶予３年の判決をうけた当時、
「共

38）同上、561 頁。

産主義実践運動には絶対に参加せざるべきを決意

39）
「総選挙に対する一般認識」（日本無産党）、同上、
651 頁。
40）７月下旬現在、党本部の外、支部連合会１、支部協

し且つ之を実現せんと努めつつありたるも共産主
義思想其のものは未だ根本的に精算克服するを得

議会５、支部 35、支部分会４、支部連合会準備会４、

ず依然其の理論の正当性乃至其の運動の必然性を

支部準備会 16 を数え、党支持の労農組合団体も 14

是認し居りたる為何時しか心の桎梏に緩みを生じ

以上とされた。「日本無産党の其の後の情勢に関す
る調査」『思想月報』第 39 号、昭和十二年九月、３
〜４頁。

敢て自ら進みて共産主義実践運動に参加せんとす
る積極的意図は之なきまでも其の主義主張に関心

41）同上、12〜17 頁。

を抱き其の運動に妨害を与えざらんことを欲求す

42）『日本労働年鑑』1938 年、300 頁。

るの立場を執るに至り」とモップル（赤色救援会）

43）『社会運動の状況』昭和十二年、644〜646 頁。

事件以後の小岩井の思想的立場2）を記述してい

44）同上、647〜648 頁。
45）「日本労働組合全国評議会綱領（草案）」「綱領草案
に関する覚書」日本労働組合全国評議会常任中央執
586〜587頁。
行委員会、
『日本労働運動史料』第９巻、
46）犬丸義一『日本人民戦線運動史』211 頁。
47）「検挙の概要」（当局発表）『社会運動通信』1937年
12 月 22 日。

た。そして「情状斟酌」について、「本来被告人
は既往に於ける思想的経歴の是非は別として優秀
なる素質を具有し其の人物才能世人の敬慕信頼を
享くるに足るものあり」と人物評価した上で、獄
中の心情について「（今次）刑務所に収容せらる
るや其の老母の渝らざる恩愛に感激を新にすると

48）
『社会運動の状況』昭和十三年、69 頁。
49）
「大衆的反戦闘争の為に」内務省警保局『海外より
の左翼宣伝印刷物集』第３輯、203 頁。
50）「現下の人民戦線について」同上、223、224 頁。
51）以上、
『社会運動通信』1937 年７月 19 日、７月 26日、
７月30 日。

共に曽て浴したる恵沢寛典に対する自責の念に堪
えず日夜深刻なる苦悶反省を重ぬると同時に」と
記述、つづけて「曩に転向を誓い執行猶予の恩典
に浴し乍ら再び本件の罪過を犯すに至りたる所以
のものも畢竟共産主義思想其のものを根本的に精

52）同上、８月７日。

算するを得ず（……）従来の思想的態度の不徹底

８

に帰着することに思を致し一面に於て共産主義の

転向と東亜同文書院大学における再生

拠て立つマルクス主義理論の批判克服の為熱烈な

小岩井は「社大党の躍進」の執筆を終えた後６

る思索検討を続け他面に於て自己の国民的自覚深

月２日に検挙された。８月 30 日に起訴、
「日本共

化の為我国体日本精神等の研究に真摯なる努力を

産党の大衆的地盤を設定する資となす意図」を秘

傾注し其の結果（……）過去一切の迷夢を根本的

めて『労働雑誌』発行にかかわり、「人民戦線活

に一擲して翻然悔悟転向し真に忠順孝悌の一臣民

動の線に沿い」
「同党の大衆的地盤を建設する目

として更生すべきことを誓うに至り」と思想的転

的」をもって『大衆政治経済』発行に参画し、
「以

向の経緯を記した。さらにまた、保釈出所後小岩
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井が６月以降「思想犯釈放者の保護善導を其の目

「私は何よりも先ずこの事情のために完全転向に

的とせる財団法人誠明会の事業に携わり只管過去

向って一途にすすんだのである」と書いていた。

の罪過を償わんことに最善の努力を払いつつある

前事件での釈放後、小岩井は獄中での「死」とい

こと」を評価した 。

う問題、「生殺与奪の権を完全に他人に握られて

3）

『誠明公論』の６月創刊号には早くも小岩井の

いる」という自覚、監獄生活の「一種のおさえつ

「新しき出発（転向感想）」が掲載されていた。第

けられた様な（……）一般感情のゆがんだうずま

２審判決における小岩井の転向に至る思想的経緯

き」から来る「死」を確実なものの様に予想した

の説明は、小岩井自身の筆になるこの文章の論旨

場合、「親や妻子に対する絶ちがたい愛着を感じ

を要約したものである。冒頭に先ず 1931 年の事

たり、自分の生きようとする本能のつよさを犇々

件のさい転向を考えた契機が、老母のことであり、

と感じさせられる」ことがあり、そこには「理性

また家族肉親、世間等々より「負う恩義、それに

の力では時にコントロールのできない」不安・憂

たいする責任」というものであったと書いた。そ

鬱がつくりだされ、それが時に「猛然と来襲する」

して今回の入獄生活が小岩井にとって「言語を絶

と告白した。しかしここでは小岩井はこの動揺す

する大打撃」──前回の事件があるだけに一層痛

る「弱い自分」に対し、これに屈しない「時には

切なもの──であって、「人間として堪え得る限

励まし時には叱する」
「自分」があったと書いた5）

りの苦悩」といっていいほどのものを経験し、
「悩

（32 年５月）。

み、苦しみ、或いは自嘲し、自責し、そして又自

細迫兼光の女婿細迫朝夫は、小岩井の評伝の中

分の愚かさを悔いもした」と述べる。この苦悩と

で「『転向』、限界は容赦なく自らを露わにする。
『文

反省の中に「完全純粋な転向」を想い、
「ひとす

筆の仕事』の限界、等々、そのよき資質すら反転

じに人間のまごころというもの」を考え、「まご

する限界。しかし、転向の内容も情勢の変革下で

ころの上に立つ完全純粋な転向こそ唯一絶対の道

は道を左右する。私はいまなお内容のせんさくに

として念願された」という。この飛躍の過程は二

拘わっている」と評している6）。前回の投獄から

つの側面からなされたとされる。一つは、事変下

６年の歳月を経た情勢の変革は小さなものではな

の空気の中にマルクス主義の階級闘争論（社会革

かった。逮捕の時点で小岩井はすでに自らの人民

命論）の誤謬性、日本民族の発展にとっての有害

戦線の展望を失っていた。さらに、４月総選挙の

性の自覚であって、それは「理論を超えた一種の

論評では軍部批判を封じる露骨な弾圧政策に対す

直覚」であったという。今一つは、より本質的な

る言及を欠いたが、前年末の共産主義者や『労働

こととして自らの「日本人的自覚の深化」「まご

雑誌』『大衆政治経済』関係者の一斉逮捕から当

ころからにじみ出る内心の要求」としての「忠良

然に自らへの追及が予想される立場にあった小井

なる日本臣民となること」の念願であったとい

井がこの問題を過小評価したと考えることはでき

4）

う 。

ない。むしろ権力の弾圧・介入に対処する思想的

獄中の小岩井のなかに何が起ったのであろう

対応の準備を欠いたか、或いは問題を回避したと

か。確かにマルクス主義批判も「内在的なもの」

見てよいであろう。そして、戦争。権力の追及は

ではなかった。それは「理論を超えた直覚」ある

共産党との組織的関係にとどまらずむしろ思想そ

いは超越的な「まこと」
「まごころ」という主観的・

のものの追及に拡散され、さらに「国民精神総動

観念的なものに帰せられていた。直接的なきっか

員」体制の確立に進んでいく。保釈によって家族

けは家族に対する心情であった。小岩井は、投獄

の下に帰った小岩井は、学校の先生から妻貞子が

された最初の瞬間に閃いたものは「老母に対する

子供たちを励まして「あらゆる国民精神運動」に

残酷ともいう外なき不孝の罪」についてであった、

参加した「涙ぐましい努力」と、不在中の一家が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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「どれだけ精神的に悩んで居られたか」を知らせ

把握、解明、表現したもの」を西欧学問の論理や

てくれる手紙を受け、
「留守中の妻の努力が心あ

方法論をこえた普遍性をもつと主張10）したその学

る人々によって認めていただけたことに自分のこ

問観は、ここではその痕跡も見出すことができな

とよりも」大きなよろこびを感じたのであった

い。同じことは民族論・民族主義論についても言
える。転向直後に所属した誠明会の機関紙には小

（
「新しき出発」）。
転向した小岩井は 1939 年国民思想研究所に所

岩井は、「血と土との上に、文化という紐帯をも

属、日本主義思想に沿った論稿を重ねる。翌年上

ったところの──より根源的にはその紐帯を生み

海経済研究所へ移るが、これは、細迫朝夫の解釈

出し創り出して来たところの──歴史的協同体が

するように「なにほどかの自由を求めての外地志

民族である」11）というナチスばりの民族観を表明

向」であったのであろうか7）。そして 1941 年、東

していた。『国民思想』では、「実に我が民族こそ

亜同文書院大学の学部開設の機会を得て「東亜民

世界文明の転換者、新しい世界文化の創造者とし

族論」担当講師として赴任する（44 年教授）。細

て神の委託に副う民族であらねばならない」と主

迫によれば、当局は学長本間喜一に治安維持法違

張12）する一方で、南京政権を中心とする「新支那

反者小岩井の追放を求めたのに対し、本間は「ど

育成」を唱え、そこでの「民族主義の正しい展開」

うしてもというなら文書で示せ」と抵抗したとい

として「誤まれる抗日的民族主義を正しき民族主

う 。当時同文書院大学学生であった杉本出雲（の

義に指導すること」、「東亜新秩序創建への積極的

ち愛知大学教授）は、小岩井が学生に対して「じ

意図をもつ（……）日本との固き協同」のもとに

ゅんじゅんと『学問すること』を説かれ」、実践

立つ「新支那」の創造を主張13）した。上海に渡っ

問題については「極度に慎重であり、ひかえめで

てからの『中央公論』掲載論評「南京政府と民族

あり、なかなかはっきりしたことをいわれず」、

主義の再建」では、「支那民族主義」は「思想的

一部急進実践派学生からは「慎重居士」とか「グ

には十九世紀思想に淵源をもつもの」、「自由主義

ズの小岩井」などとの声が出た程であったと回想

と究極の原理を共通にする原子論的民族思想」の

し、これについて杉本は、生涯の中で一番暗い苦

系譜に立つものとし、したがって自民族の独立と

しい時期に「先生はただひとつの生き甲斐を学問

自由を獲得しようとする思想に止まっていて「周

の研究と子弟の教育におかれていたのではなかろ

辺と深く結合した広範囲民族の共存の思想」に成

うか。時代は先生の言論、とくに実践につらなる

長しないとして抗日的民族統一戦線運動を批判し

言論に対して厳重な監視の眼を見張っていたので

た14）。ただ、東亜新秩序創建への協同者たるべき

8）

ある」と追憶している9）。

4

4

「支那民族主義」の育成という論評の本旨からみ

小岩井が東亜同文書院大学の研究誌『東亜研究』
に発表した「孫文に於ける民族思想（上・下）」

てその理念的立場を裏切る現実を小岩井は「現地」
で目撃せざるをえなかった。この論評の最後の一

（1942年12月、43 年３月）は、杉本の小岩井評が

節は東亜新秩序創建への行動の過程で自らこれを

的はずれのものでないことを示していると思われ

掘り崩す日本人の短所や欠陥についての叙述にあ

る。小岩井が転向期に「日本学」を提唱し、西欧

てられている。たとえば西洋人と比べて社会事

学問の「主知主義、抽象主義、分析主義の悪弊」

業・文化事業、自然科学や人文科学における調

に対抗するものとして「学問に対する日本的態度

査・研究等「支那」に対する日本人の「打ち込み

と、思考に於ける日本的方法」すなわち「その実

方の浅薄さ」──これは西洋と日本との文化や学

践的、全体的態度」と「直観、綜合等の方法」を

問の伝統の相違、その歴史の深浅、宗教家の社会

唱え、そのようなものとして「日本学」＝「日本

的関心の有無、それらを可能とする経済力の相違

的なるものを、日本的な仕方に於いて反省、自覚、

にまで遡る──、あるいは日本人の生き方や態度

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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に関連して「物事を徹底的に貫き通さない」とい

有機的には統一されていなかったとされる。辛亥

う民族性の反面、
「自分のものさし 」を勝手に押

革命から約10 年の期間を経て再び「三民主義」

しつけ「支那人を見るとすぐに親日か排日と色分

したがって民族主義が強調されるが、ここには帝

け」したがる独善性など、そして「根本的なもの」

国主義反対、不平等条約改訂等の思想が導入され

として「支那人」に対する「一種の優越感」。こ

「積極的民族主義」が唱えられる。そしてこの思

れらを小岩井は、
「いわば植民地における侵略者

想的変化の背景として米大統領ウイルソンの民族

的態度」
、あるいは「兹に書くことを控えた方が

自決主義の影響、また欧州大戦時の民族産業の発

いい」とまで表現して日本人の「大陸経営の資格」

展に伴う資本家層・労働者階級の抬頭、知識階級

を問う問題との見方に言及する。そして、この問

の勢力形成、五四運動等大衆的民族運動の影響が

題を機構や政策の問題ではなく日本人の「民族性

指摘される。この論文の後半では、民国 13（1924）

の短所」
「欠陥」の問題として、「事変遂行という

年に公刊された『三民主義』によって孫文の民族

偉大な民族的実践」の過程で日本人の民族性が「鍛

および民族主義の思想について文献的分析によっ

え直され」
「鍛え上げられて行く」ことを予想し

て列強帝国主義のもと半植民地以下の「次植民地」

たのであった 。

と化した中国の「民族主義恢復策」についての論

4

4

4

4

15）

ここで問題にされた日本人の所業について日本

考が紹介される。そしてまとめとして孫文の民族

軍の将兵は明示されていないが、厳しい監視と情

主義の「思想的本質」を、「支那の伝統的思想特

報統制の下で書かれた点からして、占領の主体で

に儒教的なる倫理、道徳、哲学、文化、政治哲学

ある日本軍がこれに含まれていることは疑いえな

等の諸思想」を継承しながら、一面欧米流の「個

いであろう。そしてここでの日本人の「民族的短

人思想、自由主義思想、民主主義思想、唯物思想

所」の分析は、西欧人との対比において冷厳かつ

等」が採り入れられ重要な原則となっているとし

客観的なものであった。論評の本旨はどこまでも

つつも、何よりもまず孫文は「支那民族」を自立

「東亜新秩序論」の立場に立ったものであったが、

させ民族国家を創建し発展させようとした革命家

上海で直面した現実にこのように客観的に対応し

であり実際政治家であった、その実践的立場から

たことは、
「日本学」にみられる超越的観念的な

方針をたて政策を考えこれを理論的に体系づけ

立場を小岩井が脱却する上での第一歩を踏みだし

た、これが孫文の思想であり学説である、と結論

たことを意味すると思われる。

づけた16）。

『東亜研究』に発表された「孫文に於ける民族

『東亜研究』所載論文は小岩井の学術研究論文

思想」は、孫文の民族──民族主義思想の発展乃

としては最初のものである。当然のことながらそ

至変遷過程を三期（１．思想形成の発展より辛亥

の論述は丹念な資料考証、歴史的背景、研究者に

革命に至るまで、２．辛亥革命直後の時代、３．中

よる評伝、研究の批判的評価等を駆使した実証的

国国民党時代）に亘って分析、それぞれの時期に

学問的方法によったものであった。ただ、当時の

於けるその本質や性格を考察したものである。こ

時代的制約からなお逃れることができなかった。

こでは、第一期において、孫文の民族思想は中華

それは、小岩井が孫文思想を「過去から未来への

思想的なもの、種族革命的なものを内在させつつ

過渡的な応急的な橋梁の意味で大きな歴史的意

それにとどまらずすでに近代的民族主義の性格を

義」をもつところの「一個の未完成物」として、

帯びたものであったこと、第二期では、民権主義・

それを基礎・媒介として「新しき指導原理」を創

民生主義が中心として追求されその実現によって

ることが次代の「支那に課せられた任務」である

「民族的国家」も完成すると考えたこと、この時

という、
「東亜新秩序論」に結びつけた点にあった。

点ではその民族主義は民権主義や民生主義となお

小岩井は、第一次国共合作が成立した年すなわち
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民国13 年＝1924 年11 月に孫文が神戸で行った講

生ストの間際にまで紛糾した時、当時助手であっ

演で、東洋固有の「王道の文化」を基礎として欧

た杉本らが小岩井に相談し、小岩井の指示のもと

州の覇道の侵略に対抗するアジア諸民族の連合の

に学生の意図する方向へ解決したと書いた。これ

必要を説き、この中で日本が「西洋覇道の犬とな

は東亜同文書院を大学として学問研究を重視する

るか、或は東洋王道の于城となるか」の選択の問

学府として刷新するか、これまでの実学重視の伝

題を提起したことを、大アジア主義のための日中

統を維持するかの大学運営をめぐる対立が、つい

の連携を提起したもの として高く評価した。し

に「近衛側近」であり外交官出身の矢田学長と東

かし、小岩井のこの孫文講演の評価は小岩井論文

京商大をやめ大学予科長に任命されていた本間喜

の学問的追究からの或る意味で政治的逸脱であろ

一の両氏の辞表提出という事態にまで発展した

う。小岩井は、孫文が講演の中で「ロシアの新文

時、学生代表が本間復帰の嘆願書を提出した事件

化」は「東洋本来の文化」に合致するとした発言

についての回想である。杉本らの相談に対して小

を取り上げ、これは孫文の容共連露政策と関連す

岩井は「諸君の考えは誠にもっともである。断固

るもので、孫文がロシア革命の思想的本質を見誤

としておやりなさい」と述べ誰よりも毅然とした

っていることを示すものだとした。また、孫文の

態度を示したという19）。杉本らは小岩井の支持を

被圧迫民族の連合の思想を展開した『三民主義』

えて東京の本間をたずね、本間は辞表を撤回して

の一節が、
「公理を主張する白人と、公理を主張

翌年２月学長として復帰した。本間は予科長のこ

する黄人」が連合し、
「強権を主張する白人と強

ろから「純粋な学問の府を作り、学生が理論武装

権を主張する黄人」も連合し、将来二つの連合の

できる講義内容や、教授の増員を考えていた」と

「大戦」が免れえないと予測していることを紹介

「アカデミー一派」の旗手のように考えられてい

し、ここで小岩井は、孫文の思想の中に日本を強

たとされる。これについて東亜同文書院研究論文

権を主張する国家と見たと推測される節があると

の中で大島隆雄氏は、「愛知大学が誕生していく

しながら、さきの神戸講演がアジア諸民族の連合

契機が、すでに書院大学時代の本間予科長の時期

を考え、大アジア主義の原動力として中日の連携

に形成されていた」とし、それを「象徴的に示す

を考えたことを、孫文の思想の「画期的な発展」

もの」が、本間辞任問題の時の「本間・小岩井・

と評価したのであった。そしてこのような文脈に

杉本の関係であった」と意義づけている20）。

17）

よって汪精衛（汪兆銘）が孫文の大亜細亜主義の

戦地の現実と「東亜新秩序論」とのギャップは

主張に高い評価を与えたと指摘しつつ、南京政府

小岩井の書院大学における研究・教育活動の実践

の「大東亜戦争」への参加が孫文の大亜細亜主義

の中で鮮明になっていく。象徴的な事件は 1944

の実践とまで意義づけられた18）。しかし、このよ

年10 月学徒勤労隊が動員された中でおこった。

うな見解は孫文思想の内的な論理の「発展」とし

12 月 19 日三菱重工造船所が爆撃され防空壕に退

て考えることはできない。何よりも孫文の思想の

避していた学生６名が爆死し、小岩井の指揮のも

本質として列強帝国主義の包囲から自立した民族

と遺体が発掘され弔われた。当時予算打ち合せの

国家の創建を意図した革命家の思想とした結論と

ため上京していた本間学長は数日後小岩井から、

は結びつかないものであった。

「学徒勤労隊の造船所行きは中止、引揚命令を出

大学昇格に伴い学部発足と共に東亜同文書院に

した。その結果に対しては自分が全責任を負う」

移った小岩井の大学に対する姿勢は、どこまでも

との電報を受け取った。本間は次のように回想し

学問・研究を中心とするアカデミックなものであ

ている。当時学徒動員に関する諸指令があり、工

った。前出の杉本出雲は、太平洋戦争のさなかの

場の受入態勢不適と認める場合には学校で引揚命

1943 年11 月大学首脳部の対立がからむ紛争が学

令を出すことも出来ることになっていたが、この
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規定を発動した例は聞かなかった。必ずや軍官と

1946 年帰国直後にすでに大阪で書類を出してい

トラブルが起きることが懸念された。果して上海

ることを返書で回答したという。1947 年暮のこ

海軍武官府・上海大東亜省文化部から強硬な抗議

とであった。共産党はこれを受け入れなかった。

を受け、同文書院などツブシテしまえという話さ

徳田球一がその直後講演で豊橋に来た時、小岩井

え出たとの噂もあったが、
「交渉に当った小岩井

は徳田を訪ねたが徳田を納得させることはできな

先生の学生教育の真摯な態度、愛情、誠意が人の

かった24）。

心を打つものがあったろう、海軍武官府もようや

それより10 年後小岩井の『還暦記念論文集』

く了承したとのことであった」、「この時だけはさ

が出版されたが、末尾に掲載された生涯にわたる

すがに小岩井先生も心配したようであったが、こ

主な著作・論文の目録には、転向期の著作・論文

の事件はよく先生の人となりの一面をうかがうこ

は『改造』1939 年５月号「戦争と社会生活」と

とができる」 。学生の徴兵猶予が停止され徴兵

前述『東亜研究』掲載論文以外に一切記載されな

が始まると書院生が訓練中現役兵に殴打されると

かった。『改造』論文は戦争の社会生活に与えた

いう事件がおこったが、この時は夜中にもかかわ

作用と変化を「冷静な観察者の眼」をもって追究

らず本間学長と小岩井が抗議のため「軍」に赴い

しようとしたものであるが、これらを除いて転向

たという。同僚の書院生はのちにこの抗議につい

期の著述は歴史の奔流に弄ばされた悪夢として消

て「学園の自由と自治権を主張された勇気ある態

去されることを望んだのであろう。その後共産党

度」
「
『自由』の尊さを教えて下さった課外授業」

の春日庄次郎のグループより使いが訪れ、小岩井

と回顧している22）。

に入党の意思があるか否かを問おうとした25）が、

21）

動員された書院学生の多くが「皇軍」の残虐を

すでに小岩井は亡くなっていた。小岩井の大学葬

目撃して大学の理念との相違を自覚していったよ

には党中央委員会の弔辞をもって砂間一良が参列

うに、小岩井もまた同文書院大学での研究・教育

したが、行き違いがあって砂間は弔辞を読む機会

活動の実践を通して、嘗て大衆活動の中で培われ

を逃した26）。

た人間的資質をとり戻していったのであった。本
間学長は、敗戦処理に果した小岩井の役割を高く

註

評価し、教職員・学生一同の引揚げが整然と行わ

８

れたことで、
敗戦の混沌の中にも本間を助けて「常
に大局を締めてくれた」と小岩井への信頼が衆目

１）『思想月報』昭和十三年五月、143〜147頁。
２）モップル事件で小岩井が釈放されたさい、警察によ

の一致するところであったと書いている。小岩井
が同文書院に来て年数も浅く教授としては古参と
はいえないが、「序列、順位を抜きにして教職員
に重きをなしていた」とその人物像を描いた 。
23）

愛知大学誕生の契機はこのように敗戦処理の中で
も育まれていた。
敗戦は小岩井を「東亜新秩序論」の軛から完全
に解放した。細迫朝夫は、義父兼光が共産党入党
を決断した心境を綴り、小岩井に行動をともにす
ることを訴えた書簡を託されたことを「私観・小
岩井淨」論で書いている。小岩井はこれに対し、
大学の仕事のため暫く待つようにということと、

り「転向」発表があった。この「転向」については、
この時小岩井の弁護に当っていた色川幸太郎弁護人
は後に座談会で次のように語っている。「転向とい
うよりね、思想的な転向じゃなしに、とにかく生活
態度がそれまでの政治活動一本、新労農党解消運動
や何やで全国的に呼びかけたりした。その派手な動
きをもうやめると、やらなくなったということじゃ
ないでしょうかね。思想的に転向したというふうに
は私は思ってないんだ。そのころ佐野学などの転向
から始まり、それが波及してインテリがほとんど転
向しちまってね。あの波の中に私なんぞも入ってお
る。
やっぱりそれも影響しておったのかもしれんが、
小岩井さんが思想的に考えを改めたというふうに僕
は見ていませんがね。」警察の「転向」発表につい
ては、「警察はそれを利用していたんだと思う。小
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愛知大学史研究（第３号、2009 年）

岩井のような大物でさえこうなったということで、
おそらくそれは実質上転向したとして宣伝したんじ
ゃないかと思う」。自由法曹団大阪支部『自由と人
権のために⑶』23〜24 頁。

む す び
戦後小岩井淨は本間喜一を助けて、愛知大学の
創立、発展に指導的役割を果した。小岩井の筆に

３）『思想月報』昭和十三年十月、133〜140 頁。
４）小岩井淨「新らしき出発」
『誠明公論』1938 年６月、
20〜22 頁。

1）
に表現されているよ
なる大学の「設立趣意書」

うに、愛知大学創設の精神は、世界平和と文化の

５）小岩井淨『冬を凌ぐ』132〜135 頁。
６）細迫朝夫「弁護士小岩井淨を語る」『自由と人権の
ために⑶』30 頁。
７）細迫朝夫「私観・小岩井淨」『大阪労働運動史研究』
第７号、16 頁。

興隆、国際的教養と視野をもつ人材の育成であっ
た。中国研究・教育の重視は、たとえば中文専攻
科目や第一外国語として中国語の設置のほか、最
初の研究機関として国際問題研究所が小岩井の主

８）同上。
９）杉本出雲「上海時代の先生」『愛知大学新聞

小岩

井淨追悼特集号』56 頁。
10）小岩井淨「日本学の輪廓」
『国民思想』第６巻第３号、
９頁。
11） 小岩井淨「民族の問題」『誠明公論』第２巻第４号、
23 頁。
12）小岩井淨「日本学確立のために」『国民思想』第５
巻第９号、５頁。
13）小岩井淨「新しき支那」『国民思想』第７巻第３号、
11〜12 頁。
14）小岩井淨「南京政府と民族主義の再建」『中央公論』
1941 年７月号、本欄 54 頁。

導のもとで設置され、1953（昭和 28）年から新
中国の共同研究が本格化、人民政治協商会議共同
綱領、新中国憲法の共同研究の成果があいついで
公刊された。個人研究としても国際問題研究所機
関誌をはじめ学術雑誌などに多くの論文を寄稿し
た。68年に刊行された『中日大辞典』の編纂事
業にも小岩井は本間喜一とともに推進をはかっ
た。本間はこのような小岩井の大学創設時に果し
た役割について、「先生が後年日中友好を主張し、
中国問題の研究を重視したことは、愛大創立の趣
意書や中国関係の講義科目、研究所の設置等に依

15）同上、本欄 58〜61 頁。
16）小岩井淨「孫文に於ける民族思想（下）」
『東亜研究』
65 号、53〜54 頁。
17）同上、57〜58 頁。孫文はこの講演で、日本の不平
等条約の撤廃とロシアに対する勝利は欧州の圧制か
らのアジア復興の起点をなすものであったとし、日

ってよく判るところであるが、これらは恐らく先
生の上海生活における中国社会の見聞、研究の賜
であったろうと思われる」と回想している2）。ま
た、アジア・アフリカ法律家会議へ日本代表団長

本とアジアとは侵略にアジア諸民族が連合して当る

として参加、国際的な平和・文化交流の運動に貢

運動の原動力である、と主張したとされる。

献した。

18）同上、58〜60 頁。

小岩井は大学卒業後、日本農民組合顧問弁護士

19）杉本出雲、前掲書、56 頁。
20）大島隆雄「アジア・太平洋戦争下における東亜同文
書院の変容」『愛知大学史研究』第２号、20〜21頁。
21）本間喜一「上海時代」『愛知大学新聞

小岩井淨追

悼特集号』71 頁。

となり農民運動・労働運動に献身した。この間、
農民労働党・労農党・新労農党に参加し、最初の
無産政党である農民労働党（即日禁止）や新労農
党解党運動では指導的役割を果した。日中戦争開

22）大島隆雄、前掲書、38 頁。

戦前の人民戦線運動では、小岩井は大衆啓蒙活動

23）本間喜一、前掲書、71〜72 頁。
24）細迫朝夫「私観・小岩井淨」前掲書、16 頁。

や理論活動で大きな役割を果した。1937 年治安

25）小岩井に没後党籍が送られたという誤報がながれ、

維持法違反で五度目の入獄ののち、転向し国民思

細迫朝夫が春日庄次郎を訪ねて真偽を確めた結果、
小岩井にもしその意思があれば、然るべき機関に提
案しようと考えていたことが明らかになった。
同上、
16 頁。
26）同上、16 頁。

想研究所を経て、上海に渡り、41 年東亜同文書
院大学に迎えられた。このように小岩井は戦前の
左翼知識人のある意味で典型とも言える経歴をた
どった。
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小岩井は戦前の活動の中で一時共産党に関係

日本主義思想の拘束から離脱していく。学問研究

し、また党組織を離れたのちもコミンテルンの日

と教育を追求する小岩井の姿勢は、一たび辞表を

本革命論である「32 年テーゼ」の方針にそって

提出した本間喜一の大学復帰を求める学生・教員

活動した時期があった。しかし人民戦線論を形成、

の運動の支えとなったが、この学生・教員と本

発展させる過程で「32 年テーゼ」の革命論から

間・小岩井の信頼関係は、敗戦の混沌の中での引

脱却し民主主義者の立場を確立した。この過程で

揚事業を通じて一層強固なものとなっていく。本

「32年テーゼ」の理論的支柱であった講座派の日

間はこのような小岩井の大学生活の一端を次のよ

本資本主義論を批判・修正する論文を発表し、日

うに描いている。「先生は平素学生を愛した。そ

本ファシズムの経済的基礎を明らかにし、天皇制

の周囲には何時も学生の集りがあって、中国の政

ファシズム論の先駆とも言える日本ファシズム論

治、経済、社会事情の研究討論をしていた。単に

を展開した。

文献ばかりではなく、これら学生の前線からの報

小岩井が、民主主義の問題について、日本の封

告書、実見談なども資料としていた。時々私も陪

建的残存物に対する闘争、すなわち労働者農民が

席して拝聴することもあった。毛沢東の三風粛正

ブルジョア民主主義の未達成の部分を実現してい

論（延安抗日大学開校の講演）中の共産八股文（マ

く闘争と、ファシズムに対する民主主義のための

ルキシズム公式偏向）の弊風を非難した点などの

闘争は基本方向は同じであり、結局は同じもので

3）
。
報告を感心して聞いた覚えがある」

あるとの観点を主張した「32 年テーゼ」の民主

愛知大学創設の精神、国際平和と民主主義に立

主義革命論では、封建的な絶対主義天皇制を打倒

脚した教育と研究の発展の精神は、たんに日本敗

する民主主義革命を完成し、ひきつづいてプロレ

戦という時代に迎合したいわば歴史的転換期に順

タリア民主主義という二段階の革命の中で、民主

応しただけのものではなかった。それは、東亜同

主義は段階的にあるいは質的に区別されていた。

文書院大学において学問と教育を発展させようと

野坂参三の、日本の人民戦線運動は民主主義革命

して築かれた教員・学生の信頼関係を「契機」と

運動の性質をもつという場合も同様であった。小

し、それを土台として生まれたものであった。小

岩井が「政治的自由」の要求・獲得は議会制度を

岩井淨にとって言えば、その中で小岩井が重要な

はじめ国家・政治機構さらに社会制度の民主化の

役割を果たしたというだけでなく、転向思想から

「前進」のための「集中された目標」であるとい

解放されたその人間的資質を取り戻して行く過程

う時、現在の「議会」を通じての「社会主義への

でもあった。それは、戦前の解放運動・平和運動

前進」という日本共産党の立場により近いもので

において形成された思想的立場の復活・再生の意

あった。すなわちレーニン的階級国家論からの現

味をもった。そして、同文書院大学での研究・教

在の民主主義論への転換とも言うべき理論上の意

育活動の実践がそれを準備し、育んだのである。

味をもつとも見うるものであった。そしてこのよ
うな小岩井の理論的立場を支えたのは、小岩井の

註

大衆運動の実践的立場を重視する姿勢と、社会・

む す び

政治分析におけるその実証的視点を一貫したこと
にあったと思われる。
転向後上海へ渡った小岩井は、日本占領下の中
国の現実を目撃し、またとくに東亜同文書院大学

１）細迫朝夫筆、『顕彰録──対中ソ外交物故功労者記
念碑』142頁。
２）本間喜一「上海時代」『愛知大学新聞

小岩井淨追

悼特集号』72頁。
３）同上。

での研究・教育活動に専念するなかで、転向時の
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第二回汎太平洋仏教青年会大会における
中国代表団招致問題
──藤井草宣研究の一環として──

広中一成
〈東亜同文書院大学記念センター RA〉

担った。

はじめに

戦後、豊橋に戻った藤井は、愛知大学の創設に

愛知大学の設立経緯をたどる上で、藤井草宣（本

協力する一方、地元紙に論説を発表したり、歌集

名は静宣）の存在を無視することはできない。藤

を発表したりするなど文化人として活躍したが、

井は1896（明治 29）年３月４日、愛知県碧海郡

1971 年、75歳でこの世を去った。

の真宗大谷派真浄寺住職で、当時、岐阜県高山別

元東亜同文書院大学教授で、本間喜一、小岩井

院輪番だった藤井至静の長男として生まれた 。

浄、大野一石らとともに愛知大学設立に携わった

藤井が７、８歳の頃、父が豊橋市の浄円寺で住職

神谷龍男は、1979 年９月４日に行った講演で、

を勤めることになったことから、父とともに同市

大学設立に際し、藤井ら地元文化人が果たした役

に移り住み、寺に籍を置いた 。

割について次のように語っている。

1）

2）

1922（大正11）年、大谷大学を卒業した藤井は、
日刊の宗教新聞である『中外日報』の記者を２年

「この浄円寺の住職、藤井さん、それから文

間勤めた後、1925 年に中国、朝鮮、台湾の仏教

海堂の主人高須さんはあいたずさえて豊橋市役

関係者を招いて東京で開かれた東亜仏教大会に、

所を訪ね、市長に大学設置をやれ、やんなさい

曹洞宗の僧侶で、東亜同文書院第一期生として中

よって言って、えらい拍車をかけてくれたのが、

国に渡り、湖南省長沙で布教僧をした経験を持つ

当時としてはですね、とてもありがたい、とて

水野梅暁の秘書として参加し、中国との関わりを

もありがたい声援だったと。そのころは誰もね、

持つようになった。

しないんですから。ふり向きもしないんですか

1927（昭和２）年５月から２カ月に渡り、藤井

ら。その時の声援はありがたかった」3）。

は初めて満洲を旅し、東亜仏教大会で知り合った
中国人僧侶と親交を深め、さらに1928 年には、

藤井の長男で浄円寺前住職の藤井宣丸による

水野の仲介で外務省対支文化事業部派遣の給費生

と、藤井は戦後再建した浄円寺の一部を「大学設

として上海の東亜同文書院に入学した。

立事務所」として小岩井や神谷に利用させたほか、

「支那語聴講生」として３年間中国語を学んだ

穂積七郎ら地元出身の国会議員に面会し、大学設

藤井は、その後 10 年あまり日本と中国の間を頻

立に協力してくれるよう働きかけを行ったとい

繁に往来しながら、日中の仏教交流に力を注ぎ、

う4）。

その間、中支開教監督、東本願寺北京別院輪番、

戦前の中国に長期間滞在し、また東亜同文書院

中支南京東本願寺主任、東本願寺上海別院輪番な

ならびに愛知大学と深い関係を持つ藤井草宣の足

ど真宗大谷派の中国での布教活動の中心的役割を

跡を詳細にたどることは、愛知大学の歴史を考察
117

◦ 1666 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学史研究（第３号、2009 年）
（

マ

する上で、大きな意義を持つ。そこで、本稿では

いない、外務省記録「第二回汎太平洋仏教青年大

藤井草宣と中国との関わりを探る一環として、藤

会関係一件」に収録されている一次史料や、『第

井が関わった「第二回汎太平洋仏教青年会大会」

二回汎太平洋仏教青年会大会紀要』、『中外日報』

（以下、汎太仏青大会）を取り上げ、藤井の活動

マ ）

に掲載された藤井の寄稿文を主に用い、汎太仏青
大会の準備状況に触れながら、中国側代表団の招

の一端を明らかにする。
汎太仏青大会は、日本（台湾、朝鮮、樺太を含

致について、日中間で具体的にどのような議論が

む）
、カナダ、アメリカ、ハワイ、中国（中華民国）、

なされ、その中で藤井がどう関わったのか検討し、

満洲国、シンガポール、シャム（現在のタイ）、

中国代表団の招致が難航した背景にはいかなる問

ビルマ（現在のミャンマー）、セイロン（現在の

題があったのか明らかにする。なお、検討を進め

スリランカ）
、南洋諸島の各仏教青年会（Young

るにあたり、引用文中の旧漢字のうち、変更でき

Men’s Buddhist Association〔YMBA〕）の代表者を

るものは新漢字に直し、句読点を適宜補った。ま

招き日本で開催された国際会議で、1934 年７月

た、本文中の敬称は省略した。

17 日から 28日までの期間中、仏教の興隆と実践、
仏教の精神に根差した国際親善、世界平和、人類
幸福の達成を目指すため、各国代表者が様々な意

１．全日本仏教青年会聯盟の結成
汎太仏青大会の第二回大会が東京で開かれる４

見を交換した。
汎太仏青大会の開催に際し、藤井は「中華民国

年前の1930 年７月 21 日から26 日にかけ、「第一

班長」として中国代表団の招致に臨んだが、中国

回汎太平洋仏教青年会会議」がハワイのホノルル

側が大会不参加を表明するなど様々な問題が発生

で開催された。会議を主催したのは西本願寺（本

し、交渉は難航した。この問題については、末木

派本願寺、真宗本願寺派）ハワイ開教使の今村恵

文美士が近代日本仏教と中国との関係について論

猛とハワイ西本願寺教団の英語伝道部だった8）。

じた中で触れ、中国側が大会参加を拒んだ原因は

今村は慶應義塾卒業後、1899 年にハワイに渡り、

日本が満洲国代表団を大会に招待したからである

翌年から亡くなる 1932 年まで「布哇国布教監督」

ハワイ

と指摘している5）。これは、小室裕充が論じてい

（1918 年から開教総長）として、布教活動に従事

るように、大会で抽象的な平和決議が繰り返し行

した9）。会議にはハワイ、アメリカ、日本、イン

われた一方で、本来批判すべき満洲事変以後の日

ドから160 人の代表者が出席し、相互の親善を深

本の戦時体制に何ら抗議することなく、逆に体制

めるとともに、青年仏教徒の立場から教育教化、

に協力する姿勢を示した日本側仏教関係者の姿勢

思想問題、事業および経営、組織、制度などの諸

にも問題があったといえるが6）、参加拒否を宣言

問題に関する討議と議決が行われた10）。会議では、

した青年仏教徒の中には、もともと参加に前向な

第二回大会に関し議論がなされ、その結果、仏陀

者もいた。なぜ、彼らは途中で態度を変えたのか。

降誕 2500 年にあたる 1934 年に日本で開会される

果たして、満洲国代表団の招致以外に参加を拒否

ことが決定された11）。

する理由があったとするなら、それは一体何だっ

ここで、汎太仏青大会の主催団体となった「全

たのか。また、辻村志のぶは末木との共同研究の

日本仏教青年会聯盟」の成立過程を明らかにする

中で、この問題に検討を加えているが、汎太仏青

ため、先ず、日本の仏教青年運動がどのようにし

大会での藤井の活動については言及していないた

て始まったのか見ていく。神仏分離や廃仏の動き

め、藤井がこの問題にどのように関わったのか依

は、江戸時代、朱子学に傾倒した水戸藩など一部

然として明確でない7）。

の藩で行われていたが12）、明治時代に入り、神道

よって、本稿では、これまであまり利用されて

を利用して天皇の政治的地位を確立しようとした
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明治政府は、1868 年３月から神仏分離に関する

は18）、団体の結成に向けて奔走した末、1931年

一連の通達を発し、神社に所属する僧侶を還俗さ

４月３日、東京に全日本仏教青年会聯盟を結成し

せたり、仏像を神体として拝むのを禁止したりす

た。聯盟の初代理事長には仏教学者の高楠順次郎

るなどして 、古くから続く神仏習合の慣習を禁

が就き、常光は主事として聯盟の運営に当たった。

1872 年、
止し、
神社と寺院を分離した。さらに、
「三

聯盟は毎年一回総会を開催し、汎太仏青大会開催

条の教則」を発布して、仏教にも国家神道の教え

に向けた準備に取りかかった19）。

13）

に従うよう命じ、同年設立された大教院では、僧
侶たちに尊皇愛国精神が教えられた 。

1933 年５月13 日と 14 日に京都市で開かれた聯
盟の第三回総会で、「第二回汎太平洋仏教青年会

14）

これに対し、真宗本願寺派僧侶の島地黙雷は真

大会要項」と「第二回汎太平洋仏教青年会大会準

宗大谷派の石川舜台らと提携して信教の自由を提

備規定」が決定された。要項では大会開催の目的

唱し、本願寺派、大谷派、専修寺派、木辺派から

を「太平洋沿岸各国仏教青年会の親和提携並に青

なる真宗四派による仏教の大教院分離を求める請

年の間に仏教精神の発揚を図る実際的方法を考究

願活動を展開した結果、1875 年、大教院は廃止

実行すること」と規定するとともに、招待状を日

された。さらに、1889 年に発布された大日本帝

本、満洲国、中国、アメリカ、ハワイ、カナダ、

国憲法の第28 条により、安寧秩序を妨げず、ま

インド、セイロン、ビルマ、シャムの仏教青年団

た「臣民」の義務に背かない限りという限定付き

体に発送すると定めた20）。

ながら、信教の自由が保証された15）。

この時、聯盟はなぜ中国だけでなく、満洲国に

このような仏教の動きの中で、明治中頃になる

も招待状を送ることを決めたのか。総会でいなか

と、帝国大学や第一高等中学校など学校や、名古

る議論がされたのか不明なので、具体的な決定過

屋などの地域で、青年仏教徒によるグループが組

程ははっきりしないが、招待状に添えられた「第

織され始めた16）。

二回汎太平洋仏教青年会大会趣旨」の内容からそ

真宗本願寺派僧侶で、汎太仏青大会では事務局

れを探る。

長として大会運営の中心的役割を果たした常光浩

趣旨の冒頭では、「国際政局の危機は今正に太

然によると、日本で初めて結成された仏教青年会

平洋沿岸に孕まれてゐるかに見える。我等青年仏

は、1892年１月６日に帝大、一高、慶應、東京

教徒はこの危機に直面して徒らに拱手傍観するを

専門学校、法学院、哲学館といった官私立学校に

得ない宗教的衝動を感ずる。我等は世界の大勢と

在学する学生数十人が、東京本郷駒込の真浄寺で

日本の地位に鑑み、仏陀の名に於て太平洋沿岸諸

組織した「東都諸学校仏教青年聯合会」だった。

国の青年仏教徒を糾合し、各自の民族的文化を尊

同会は、関西地方の青年仏教徒と連絡を図り、夏

重しつゝ、相互の親善と理解とを深め以て仏教徒

期講習会や釈尊降誕会を開き、仏教青年運動を盛

ブロツクによる国際的貢献をなさんがために奮起

り上げていった。夏期講習会は兵庫県須磨の現光

した」と21）、大会開催の理由が示されている。

寺で第一回が開かれたのを皮切りに、以後二十数

当時、日本は太平洋をめぐり、ふたつの大きな

回に渡って行われ、釈尊降誕会は毎年各学校を巡

不安を抱えていた。ひとつは、ワシントン・ロン

回する形で開かれた。その結果、仏教青年会は全

ドン両海軍軍縮条約による太平洋での日本の戦力

国各地に学校、寺院、会館、工場などにも設けら

低下である。第一次世界大戦後の国際的な軍縮の

れ、女子仏教青年会も徐々にその数を増やしてい

流れと太平洋地域における日本の勢力拡大を危惧

った 。

したアメリカの呼びかけにより、1921 年 11 月か

17）

しかし、全国に約400 あった男女仏教青年会を

ら翌年２月にかけてワシントンで開かれた軍縮会

糾合する全国的組織が無いことを憂慮した常光

議で、日本はアメリカ全権のヒューズ国務長官が
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提案した、主力艦保有量を米・英・日比５・５・

画を説明するとともに、支援を求めた。寺川は７

３とする案を受け入れた 。そして、1927 年の

月下旬、アメリカに戻り、組織を設け、出席者を

ジュネーブ軍縮会議の決裂を経て23）、1930 年１

募集した28）。

22）

月から４月まで行われたロンドン海軍軍縮会議で

一方、準備委員会は 12 月にインドに参拝に出

は、ワシントン会議で棚上げとなっていた補助艦

かける予定をしていた、京都臨済宗妙心寺派の青

の保有数についても日本は制限を受けることとな

年僧侶で仏化青年会主事の緒方宗博一行に対し、

った 。

南方の団体に出席を促すよう依頼した。緒方らは

24）

もうひとつは、国際連盟脱退による日本の国際

12 月から翌 1934 年３月にかけて、シンガポール、

社会からの孤立である。満洲事変ならびに満洲国

セイロン、インド、ビルマを歴訪し、招致交渉に

の建国で国際的な非難を浴びる中、1932 年２月

当たった29）。

24 日の国際連盟総会で、リットン報告書を採用

満洲国の仏教青年会に対する交渉は、準備委員

した十九人委員会の報告が賛成 42、反対１（シ

会総務部委員だった水野梅暁が担当した。水野は

ャム棄権）で採択されたことで、松岡洋右ら日本

満洲国政府文教部総務司長の西山政猪に面会し、

代表は退場し、３月 28 日、日本は国際連盟から

代表者招致への協力を求めた。水野はその後も文

の脱退を通告した25）。

教部と協議した結果、満洲国からは文教部礼教司

日本が抱えていたこのふたつの不安は太平洋の

宗教科長の王興義、同科官吏の岩崎継生、林英信

パワーバランスを変化させた。大会趣旨にある「国

を引率者とする30人の代表が大会に参加するこ

際政局の危機は今正に太平洋沿岸に孕まれてゐる

ととなった30）。

かに見える」というのは、その状況を示したもの

満洲国から帰国し、1933 年 11 月20 日に帝大仏

であり、聯盟は汎太仏青大会をきっかけに、太平

青会館で開かれた第三回準備委員会に出席した水

洋を囲む「仏教ブロック」を形成することで、そ

野は、「出発前明年度大会に関して満支方面との

の危機から脱しようと考えた。満洲国は太平洋と

連絡に就て御相談を受けたが、支那は日支関係で

接しているとはいえないが、仏教徒のいる「国」

目下尖鋭化してゐるし私の旅行地でもないので、

として、
「仏教ブロック」を組織する重要な構成

この方面は他の人に譲り、私は専ら満洲国との連

要素だった。

絡に当ることをお約束して出発した」と31）、中国

第三回総会で決定した準備規定に基づき、聯盟

側との交渉を辞退した理由のひとつに、日中関係

は1933年７月 10 日、東京本郷の東京帝大仏教青

の悪化を挙げた。５月 31 日、日中両軍が塘 沽停

年会館で準備委員会を立ち上げ、委員長に慶大教

戦協定を締結したことで、満洲事変は一段落した

授で聯盟第三代目理事長の柴田一能が就任し

が、日中関係は依然として予断を許さない状況に

た 。さらに、９月25 日に開かれた第二回準備

あった。そのような中で、中国側との招致交渉は

委員会で、準備会の組織と役員が決定した 。

一体どうなっていたのか。

26）

27）

タンクー

1934 年２月22 日、『中外日報』に中国代表団に
関する次のような記事が掲載された。

２．青年仏教徒と年長者の確執
準備委員会は組織されるとすぐ、各国の参加予

「日満宗教交歓のため満洲主要都市僧侶代表

定団体に対する招致交渉を始めた。1933 年７月

一行が四月頃来朝するが、代表は今夏東京大阪

13 日、常光は北米仏教青年連盟の寺川湛済とと

等に於て開催される汎太平洋仏教青年大会にも

もに、
招待状を携えてハワイに向かった。そして、

出席する予定であると云われる。然るに、支那

各宗派の関係者や団体を訪問し、大会の目的や計

からはこの大会に対し出席者がない模様で、斯

（
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くては汎太平大会の意義が没却されるのみなら

代表者の参加が決定していたが36）、結局、会議に

ず、日支の国際関係が宗教大会に反映すること

は出席しなかった37）。欠席の理由は不明だが、当

は何と云つても面白からず。此大会に依つてこ

時、中国国内では「廟産興学」運動が激しさを増

そ両国の融和親善の途を打開すべきであるとい

していた。

ふ見地から、久しく支那に留学してゐた藤井草

「廟産興学」運動とは、湖広総督の張之洞が

宣氏は、今回支那仏教徒招待の途を講ぜよと全

1898 年に著した『勧学篇』の中で、中国の教育

日本仏青本部に進言したが、若し本部がこれに

改革の一環として、全国の寺廟の土地と建物とい

乗気になる時は、藤井氏は親しく上海、北京そ

った財産（寺産、廟産）を教育機関に転用するこ

の他支那主要都市の仏教徒を歴訪し該大会出席

とを提議したことに端を発し、中華民国成立後、

方を勧説するとのことである」 。

儒教思想の排撃運動の流行と相まって展開され

32）

た38）。
この記事からは、満洲国代表団の来日が順調に

北京政府の打倒を目指し、蔣介石率いる国民革

進む一方、中国側出席者が現れないことに日本側

命軍が進めていた「北伐」に呼応し、1927 年６月、

が憂慮し、中国の事情に詳しい藤井が出席の勧誘

河南省政府主席に就いた馮玉祥は、10 月、河南

に乗り出そうとしていたことがわかる。

省開封の相国寺を打ち壊して、「中山市場」とし

しかし、３日後の２月 25 日の『中外日報』は、

たり、1928 年２月には、開封の寺廟を破壊し、

22日の上記の報道内容を否定した上で、中国代

僧 侶 を 殺 害 し た 上、 寺 産 を 没 収 し た り す る な

表団の招致交渉が成功している様子を伝える内容

ど39）、仏教に迫害を加えた。馮玉祥は８月７日、

の記事を掲載した。それによると、準備委員会連

師範学校を視察した際、民衆に「中国寺院はまさ

絡部中華民国班長に就いた藤井が、大正大学に留

に改造して学校を為すべきである。多数の耕さず

学中の青年僧墨禅を使って中国側と連絡を取って

して食ひ、織らずして著れる廃民を養ふことなか

いるが、前年秋に中国側に大会趣旨と要項が送ら

れ。無業の僧侶を度して有業の良民となし、廟産

れたことで、中国の青年仏教徒の間から参加の申

を没収して学校の基金とすべきである。これ革命

し出があり、福建省廈門の東本願寺主任開教使神

のためなり」と述べ40）、寺院への攻撃は「廟産興

田恵雲のところにも参加を希望する青年仏教徒か

学」のためであると、行動の正当性を主張した。

らの申し入れがあった33）。この記事は、全日本仏

一方、４月、南京江蘇大学教授の邰爽秋は「廟産

教青年会聯盟が 1934 年５月１日付けで作成した

興学運動」と題する論文を発表し、中国の教育界

『第二回汎太平洋仏教青年会大会準備経過概要』

が紛糾する原因は財政難にあるとして、寺産と廟

アモイ

にそのまま転載された34）。

産を教育費に充てるよう訴えた41）。そして、この

この一連の交渉の背後では一体何が起きていた

ような「廟産興学」運動の高まりの中で、国民政

のか。藤井は５月６日発行の『中外日報』に、
「支

府は、９月から 10月にかけて、「寺廟登記条例」

那仏教徒招待について上」を寄稿し、その交渉の

と「神祠存廃標準」を公布し、仏教を含む宗教に

一部始終を明らかにした。藤井によると、招致を

統制を加えた42）。仏教に対し厳しい目が向けられ

始めるに当たり、日本側の「或る有力者は、今回

る中、中国代表がハワイに赴いて会議に参加する

は満洲代表は来るが、支那代表は来まい。前回も

ことは困難を極めた。

努めて勧誘したが来なかつたから、放つておけ」

汎太仏青大会に中国代表団は現れないとする有

と述べたという 。「前回」とは、恐らくハワイ

力者の意見に対し、藤井は「満洲は東四省全体で

での第一回会議のことと思われる。第一回会議で

も、僧侶はたった三千人に過ぎないし、これに比

は水野梅暁が中国代表の招致交渉を行い、数名の

例する少数信徒を有する程度であるが、支那本土

35）
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は、最少限度に見積つても二十万の僧があり、恐

道にあるとおり、藤井は墨禅に命じて、中国側と

らくは四五十万には達すると私は考へてゐる。こ

連絡を交わしていた。藤井によると、墨禅は藤井

れに比例する信徒のある外に、学者あり居士あり、

が上海留学中に知り合い、武昌仏学院を卒業し、

居士の中には政界にも商工界にも頗る有力者があ

廈門の閩南仏学院の教授を経て上海に移り、1931

るから、これを勧誘せねばならぬ。前回の失敗に

年冬、藤井の帰国に同行し来日した47）。墨禅は中

は自ら原因がある。今回はその失敗を繰返さしめ

国各地の有志に日本仏教の現状と大会の意義を綴

ぬやうにする自信が私にはある」と反論し 、中

った手紙を送り、参加を呼びかけた。そして、藤

国代表団を大会に招致することの重要性を訴える

井は中国側からの返信をまとめて、５月８日の『中

とともに、中国側の現状を調べるため、聯盟側に

外日報』紙上に公表した（執筆は５月４日）。

43）

中国に渡航したいと申し入れたが、いずれの主張
も受け入れられなかった。

それによると、華南方面からは、廈門の南普陀
寺住職で、閩南仏学院院長を勤めた常惺と仏化青

藤井は、聯盟が中国代表団の招致に消極的とな

年会幹事の蔡吉堂、虞仏心（虞愚）、会泉、さら

っている原因は、聯盟内の年長有力者にあるとし

には広東と香港から２、３人が参加を予定した。

て、彼らの態度の問題点をふたつ挙げ、次のよう

一方、華中方面では、武昌仏学院から天台密教を

に厳しく批判した。

研究していた談玄が参加を希望し、南京からは灯
霞と寂穎のふたりが個人の資格で来日し、杭州か

「一は年長者は、本能的に青年の運動を嫌悪

らは、延慶寺の芝峰、慧律、悟開、招賢寺の慧松

し、自己の地盤を奪取さるゝを恐るゝから、無

の４人が出席することとなった。このほかにも、

意識的に、青年の活動を妨げたいのである。ケ

チベット留学の経験を持つ超一など多数の青年仏

チを附けたいのである。その二は所謂独尊的武

教徒が参加の意思を表明していた。そして、藤井

断主義である。即ち何も先方が感激をせないの

は中国の仏教寺院と仏蹟を参観する鈴木大拙一行

を骨折つて招く要はないといふのであるが、是

の案内役として、５月４日、日本を離れた48）。し

れは、日本人中の八部通りを占むる通有性であ

かし、この藤井の記事をきっかけに、中国では新

つて、自分丈けがお山の大将を気取つて、他を

たな問題が発生した。それはいかなる問題だった

家来にしたがる根性から出て来てゐる。その癖

のか。

「亜細亜の盟主」だとか「有色人種の指導者」
であるとか自負してゐるが、然も、自ら他の後
進国の人々を善導し誘化するといふことを忘れ

３．中国仏教会の反発

てゐる。此の手合は、すぐ事件の解決を「附け

６月１日、松村雄蔵杭州領事館事務代理は、広

エ 剣」によつて解決したがるものである彼ら

田弘毅外務大臣に、同日杭州で発行された新聞の

は、軍人以上に征服欲が強い人々である」 。

中に、浙江省仏教会が５月 31日に省内の各市、

（ママ）

44）

県に宛てて「最近日本ノ仏教徒藤井ナルモノ来華
藤井の批判には幾分、感情的な部分が見られる

シ支那仏教徒ニ対シ近ク日本ニ於テ開催サルヽ第

が、仏教青年会の幹部が青年ではなく、大学教授

二回汎太平洋仏教青年大会ニ参加ヲ誘惑」し、
「其

といった年長有力者で占められているという批判

ノ予定参加団体トシテ第一ニ日本、第二ニ満洲国、

は以前からあり 、汎太仏青大会の準備をめぐっ

第三ニ支那ヲ据ヘ」ていることは、明らかに中国

ても、年長者が取り仕切っていることに、青年た

を侮辱した行為で、もし、訪日する中国仏教徒が

ちから不満の声が上がっていた46）。

いた場合、仏教会は彼らを「党国違反ノ罪ヲ以テ

45）

聯盟の年長者と対立する一方、２月 25日の報

厳重ニ処分ス」ると警告した記事が掲載され、
『浙
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江新聞』は、
「五月八日東京発行ノ中外日報ニ右

伝える上で障害となっていた伝統的師弟関係を改

大会出席者トシテ杭州ニ於テハ延慶寺ノ芝峰、慧

める「教制革命」、出家僧侶が事実上私有財産化

律、悟開、招賢寺ノ慧松等ノ名前出テ居ルモ彼等

していた廟産を僧侶全体の公有財産とする「教産

ハ何レモ日本行キヲ否認セリ。又太虚法師ノ弟子

革命」という３つの改革案を提唱し、仏教改革を

廈門ノ代表者常恒ハ五月二十六日ノ上海新聞報ニ

図った55）。その一方で、太虚は 1918 年、
『海潮音』

弁明文ヲ寄稿シ居タル」と報じたことを挙げた上

を創刊し、1920 年には武昌仏学院を開学するな

で、中国側がこのような反発をしたのは、藤井が

ど、仏教の普及と青年僧侶の教育に力を注ぎ、武

５月８日に『中外日報』で中国代表団の来日計画

昌仏学院からは多くの優秀な僧侶が輩出され

を発表したことで、
「之ヲ知リタル反日系分子カ

た56）。

（ママ）

騒キ立テ」たためと伝えた。そして、「サリナカ

1927 年に入り、「廟産興学」運動が再び活発化

ラ仏教会ノ如キモノカ本大会参加者ヲ目シテ党国

したことを受け、円瑛は 1929 年４月、太虚ら僧

違反者ト見做シ厳重処分スヘシト公言セルニ至ツ

侶を集め、上海に中国仏教会を結成した57）。円瑛

テハ沙汰ノ限リニシテ其ノ口吻ヨリ察スルニ背後

は 1878 年、福建省古田県で生まれ、20 歳の時に

ニ尻押シスルモノアルヤ必セリ」と 、日本に反

福州鼓山の涌泉寺で受戒した。1914 年、中華仏

発する仏教会の背後に何らかの組織が存在してい

教会参議長に就任し、寧波、福州、泉州、マレー

ることを示唆した。

シアの名刹に赴き、住職を歴任した58）。

49）

ここで、当時の中国仏教界がいかなる状況にあ

中国仏教会は仏教改革を推し進めようとしてい

ったのかみてみる。清末から始まった「廟産興学」

たが、その方法をめぐり、円瑛ら「旧派」と太虚

運動は、中華民国成立後も続き、多くの寺廟が学

ら「新派」が対立し、「新派」のうち常惺は調整

校に変えられた。この事態に、江蘇省寧波の天童

役として両派の間を取り持っていた。しかし、

寺住持の寄禅（敬安）は、寺産を保護するために

1931 年６月、太虚に対する攻撃が始まり、太虚

は仏教徒が団結する必要があると訴え、1912 年

は中国仏教会から脱退した59）。

４月、上海に中華仏教総会を設立した50）。寄禅は

1934 年６月 10 日と 11 日、上海で中国仏教会第

湖南省湘潭の出身で、18 歳で出家し、指を２本

六回全国大会が開かれた。鈴木大拙らと中国旅行

燃やして苦行したことから、
「八指頭陀」として

中だった藤井は、６月 19 日、外務省対支文化事

崇められていた51）。寄禅は「廟産興学」運動に対

業部部長の坪上貞二に手紙を送り、会議の模様を

抗するため、1903 年に水野梅暁の助けを借りて

伝えた60）。それによると、大会は毎年開かれてい

長沙に僧学堂を設け、寺産の保護に乗り出し、

たが、今年度の大会は汎太仏青大会に代表団を出

1908 年、中華仏教会の前身となる僧教育会を結

席させるかどうかを審議することになっていて、

成した 。

特に注目が注がれていた。大会に先立ち、９日に

52）

中華仏教総会成立後、寄禅は中華民国臨時大総

行われた準備会議で、中国各地から参加した55

統の孫文、その後を継いだ袁世凱に廟産の保護を

人の代表を前に、常惺から全日本仏教青年会聯盟

訴え続けたが、1913 年１月、死去した 。そして、

からの汎太仏青大会のへの出席要請の経緯と中国

中華仏教会の活動は、寄禅の死後停滞した。

代表団の大会参加を非難した新聞報道に対する説

53）

寄禅の弟子の一人だった太虚は、寄禅のように

明がなされた。これに対し、代表らは慎重に審議

いたずらに寺産保護を訴えるよりも、中国仏教界

を重ね、その結果、「中華民国を『満洲国』と序

の粛正、復興が急務であるとして54）、仏教をこれ

列に招待するは中華民国を公然と侮辱するものな

までの厭世的で消極的なものから、社会に役立つ

れば、否認すべし」という結論を出した。常惺は

ものへと変える「教理革命」
、仏教教理を後世に

汎太仏青大会の出席を機会に、「仏教参観団」を

（ママ）
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組織して日本国内を巡る希望を持っていたが、こ

然し、大会以前に於て支那の各紙が大会出席は

れについても却下され、以後、個人的資格で訪日

満洲国代表と同席することになり、斯くては、

することさえ、自由に行えなくなった。

宗教的に満洲国を承認するものであると頻りに

10日、大会には９つの省と３つの市、77 の県

大会参加不可を提唱したものである。之は要す

から100人あまりの代表が参加し、さらに、上海

るに参加を希望する進歩的仏教徒に対する旧派

市政府・党部・社会局からも３人の代表者が出席

及び新派中の一部の反対的策動であつたので、

した。はじめに、円瑛の報告が行われ、その後、

表面は満洲国問題が理由になつてゐるが、要は

市政府側から「訓詞」が発表され、市政府の統制

支那に於る仏教徒間の党争の現れに過ぎない。

の下に各議案が決議された。そして、「中国仏教

然し、満洲問題でぶつ つ かつて来られては参

徒第六届代表大会」の名で、汎太仏青大会の中国

加希望者と雖もこれに反対することが出来ず、

代表団の不参加が通告された。さらに、汎太仏青

事実、支那では満洲に関する限り対日感情は甚

大会の出席を希望していた青年仏教徒数名は、市

だよろしくないのである。けれども幸にして、

政府の統制下の中で、「『国辱』又は『国賊』の名

個人として居士阮父子天津、廈門等より二居士

を仏教全体に被せられ天下の視線を集中せらるゝ

の出席を見ることになつたのは、欣快に堪へな

事」を恐れ、不参加を表明した。

62）
。
い」

（ママ）

中国代表団が正式に大会参加を拒絶したことに
対し、廈門で招致活動をしていた神田恵雲は、６

汎太仏青大会に参加した中国代表団の最終的な

月24 日、塚本毅廈門領事に手紙を送り、中国仏

顔ぶれは、全日本仏教青年会聯盟の記録と新聞報

教会の決定でこれまでの交渉の努力が水の泡にな

道で確認できるものとでは異なるが、聯盟の記録

るのは遺憾であるとしつつも、「平時ニ於テスラ

では、神田恵雲、蔡吉堂、吉井芳純、阮紫陽、阮

動モスレバ社会ノ圧迫ニ血ミドロノ奮闘ヲ続ケ居

士元、許丹、海蔵、哲音の８人だった63）。

ル中国仏教徒ニ対シ此上ノ冒険ヲ強ヒルコトハ友
愛ノ道ニモ非ズ且ツ今後両国仏教ノ提携ノ機会ハ
随時得ラルヽモノト思考セラレ候ヘバ今回ハ前記
反対運動ニ災セラレザル一部分ノ代表ヲ伴ヒ渡日

おわりに
本稿は、汎太仏青大会の開催を前にして起きた

致スニ止メ度候」として、神田、蔡吉堂のほかに、

中国代表団招致問題を通して、藤井草宣と中国と

福建怡山西禅寺住職で福建省仏教会常務委員の智

の関わりについて見てきた。検討をまとめると、

水と涌泉寺仏学院代表で台湾籍の善慧の計４人を

次の通りになる。

中国代表団とし、渡航費や滞在費を支給するよう
求めた61）。

1934 年７月に日本で開催されることとなった
汎太仏青大会に向けて、主催団体の全日本仏教青

一方、７月 15 日、個人的資格という立場で中

年会聯盟は、アジアやアメリカの仏教青年団体に

国代表に名乗りを挙げた居士の阮紫陽とその息子

対する招致活動を開始した。当時、日本は欧米主

の阮士元を伴って日本に帰国した藤井は、招致交

導のふたつの海軍軍縮条約で海軍力を削減され、

渉の経緯について次のように語った。

満洲事変に対する国際的批判に反発して国際連盟
から脱退したことで、太平洋方面に大きな不安を

「例の代表大会出席を否決した上海に於る中

抱えていた。聯盟は大会開催の目的に、太平洋周

国仏教会総会なるものは、例年開催さるゝもの

辺国の仏教青年会の親睦提携と仏教精神の発揚を

で、恒例に依るものであるが、本年は大会出席

掲げた一方、太平洋上の日本の危機を打開するた

等の件もあるので、一層緊張したやうである。

めの「仏教ブロック」を構築しようとした。
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1933年夏から始まった招待各国団体への招致
交渉が順調に進む中、満洲事変による関係悪化で
大会参加が懸念されていた中国に対する交渉は、

注
１）以下、藤井の経歴は、辻村志のぶ「昭和前期におけ
る日本人僧侶の中国仏教観―藤井草宣における仏教

中国の事情に精通していた藤井が担当した。交渉

観と戦争観の相克―」、東京学芸大学大学院提出修

は一時難航しながらも、留学僧の墨禅を通して、
中国仏教関係者に参加を呼びかけることができ

士論文、未公刊、2000年、19‒26頁参照。
２）浄円寺は、1534年、山科本願寺九世法主実如の門
下にあった、越後出身の了証により創建された（豊

た。交渉が難航した原因は、聯盟側の中国代表団

橋寺院誌編纂委員会編『豊橋寺院誌』
、豊橋仏教会、

招致に対する消極的な態度にあり、その背景には、
聯盟有力者の中国に対する不信と、聯盟内に以前
からあった青年仏教徒と年長者との確執があっ
た。
藤井が発表した中国代表団の来日計画は、中国
側に大きな反発を招き、招致交渉を一層困難なも
のとした。当時、中国は「廟産興学」運動が活発
化し、多くの寺院と僧侶が被害を受けていた。そ
の中で、一部仏教徒は寺産を保護するため、団体
を組織し団結を図った。円瑛を中心に組織された
中国仏教会は、仏教改革を推進したが、改革の進
め方をめぐって、内部で「旧派」と「新派」とに
分かれ対立した。
1934 年６月に開かれた中国仏教会第六回全国
大会で、中国代表団の汎太仏青大会の不参加が正
式に決定した。全国大会には訪日を希望する常惺
と一部青年仏教徒も出席していたが、大会は上海
市政府の統制下にあり、汎太仏青大会参加を求め
る声は押しつぶされてしまった。中国側が汎太仏
青大会に参加しなかった理由は、日本側が中国代
表団とともに満洲国代表団を招致したためだった

1959年、131頁）。
３）「神谷龍男氏講演」、1979年９月４日、愛知大学東
亜同文書院大学記念センター所蔵。
４）筆者の藤井宣丸氏へのインタビュー、2008年 11月。
５）末木美文士『近代日本の思想・再考Ⅱ

仏教』
、トランスビュー、2004年、305頁。
６）小室裕充『近代仏教史研究』
、同朋舎出版、1987年、
31頁。
７）辻村志のぶ・末木文美士「日中戦争と仏教」
『思想』
、
第 943号、岩波書店、2002年 11月、170‒175頁。
８）守屋友江『阪南大学叢書 64

いた藤井は、阮親子を個人の資格で来日させ中国
代表として大会に参加させ、中国代表団不参加と
いう危機を回避した。

現代史料出版、2001年、122頁。
９）同上、３頁。
10）『第二回汎太平洋仏教青年会大会紀要』
、全日本仏教
青年会聯盟、1935年、１頁。
11）「第二回大会は昭和九年東京で」
、
『中外日報』
、1930
年８月 17 日、中外日報社。
12）田村晃祐『近代日本の仏教者たち』、日本放送出版
協会、2005年、17‒23頁。
13）同上、34‒37頁。
14）前掲『近代仏教史研究』
、３頁。
15）同上、４頁。
16）同上、19 頁。
17）常光浩然「我国の仏教青年会及聯盟の概観―我国の
仏青運動の発達―」
、堀口義一編『昭和七年

仏教

年鑑』
、仏教年鑑社、1932年（第３版）、18‒19頁。
18）同上、19 頁。
19）前掲『第二回汎太平洋仏教青年会大会紀要』
、１頁。
20）同上、1‒2頁。
21）同上、８頁。
22）小林龍夫「海軍軍縮条約（一九二一年〜一九三六
年）
」
、
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編
『太

（附記）本稿執筆にあたり、藤井宣丸氏からは貴重な助

平洋戦争への道１

言と辻村志のぶ氏の未公刊修士論文を紹介していた
だいた。また、辻村志のぶ氏からは突然のお願いに
も拘わらず、修士論文の利用を快諾していただくこ
とができた。記して厚く御礼を申し上げる。

アメリカ仏教の誕生

―二〇世紀初頭における日系宗教の文化変容―』、

が、
その背後には中国仏教会の内部対立があった。
以上のような困難の中にあって、中国に渡って

近代日本と

開戦外交史

満洲事変前後』
、

朝日新聞社、1988年（新装版）
、24‒27頁。
23）同上、48‒49頁。
24）同上、92‒93頁。
25）斉藤孝「米・英・国際連盟の動向（一九三一〜一九
三三年）
」
、日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部
125

◦ 1674 ◦

◦第４章

研究推進・研究交流事業◦

愛知大学史研究（第３号、2009 年）

編『太平洋戦争への道２

開戦外交史

満洲事変』
、

44）同上。
45）前掲『近代仏教史研究』
、30頁。

朝日新聞社、1987 年（新装版）、382頁。
26）前掲『第二回汎太平洋仏教青年会大会紀要』
、３頁。

46）「汎太仏青大会前景上

学生間の不満の声」、『中外

日報』
、1934年６月９日。

27）同上、3‒4 頁。

47）藤井草宣
「支那仏教徒招待に就いて下」
『中外日報』、
、

28）同上、10‒11 頁。
29）同上、11‒12 頁。

1934年５月８日。
48）同上。参観の経過は、
鈴木大拙
『支那仏教印象記』
（鈴

30）同上、11 頁。

木大拙『鈴木大拙全集』第 30巻、1970年、463‒561

31）
『第二回汎太平洋仏教青年会大会準備経過概要』
、全
日本仏教青年会聯盟、1934 年５月、13‒14 頁、外務

頁所収。初版は森江書店、1934年）としてまとめ

省記録「第二回汎太平洋仏教青年大会関係一件」、

られている。

外務省外交史料館所蔵、H.6.2.0.16、アジア歴史資

49）松村杭州領事館事務代理発広田外相宛普通第一四四
号「汎太平洋仏教青年会ニ浙江仏教徒不参加ニ関シ

料センター（JACAR）（Ref: B05015961200）。
32）
「汎太平洋仏青大会に支那代表の欠席

藤井草宣氏

報告ノ件」
、1934年６月１日、前掲「第二回汎太平洋

勧説に渡航か」、『中外日報』、1934 年２月 22 日。

JACAR
仏教青年大会関係一件」
、
（Ref: B05015961200）
。

33）
「汎太平洋会議に支那側の出席希望多し」
、同上、

50）遊有維『上海近代仏教簡史』、上海：華東師範大学

1934 年２月 25 日。

出版社、1988年、81頁。

34）前掲『第二回汎太平洋仏教青年会大会準備経過概
要』
、14‒15 頁。

51）同上、76頁。
52）同上、81‒82頁。

35）藤井草宣「支那仏教徒招待に就いて上」、
『中外日報』
、

53）同上、76‒77頁。
54）前掲『アジア仏教史』
、159‒160頁。

1934 年５月６日。
36）「北米大陸及中華側代表者決定」、同上、1930年６

55）大平浩史「中国仏教の近代化を探る―太虚の初期仏
教改革活動─」
、
『立命館東洋史学』第 23号、立命

月１日。

館東洋史学会、2000年、59‒60頁。

37）守屋は、ハワイで発行されていた『日布時事』の
1930 年７月 21 日の記事をもとに、第一回会議には、

56）前掲『アジア仏教史』
、160頁。

日本、朝鮮、中国、カリフォルニアの代表が参加し

57）前掲『上海近代仏教簡史』
、96頁。

たと述べているが（前掲『アメリカ仏教の誕生』、

58）同上、69‒70頁。

122 頁）
、
『中外日報』1930 年８月６日の記事に掲載

59）同上、97頁。

された、会議の進行状況を見る限り、参加したのは、

60）以下、中国仏教会第六回全国大会の模様は、藤井発
坪上宛書簡、1934年６月19日、前掲「第二回汎太平洋

日本、朝鮮、アメリカ、ハワイ、インドだけで、中

JACAR
仏教青年大会関係一件」
、
（Ref: B05015961200）
。

国は参加していない。現時点で、『日布時事』の記
事が確認できていないので、本稿では差し当たり、

61）塚本廈門領事発広田外相宛普通第二九四号「汎太平

『中外日報』の記事に基づき、会議に中国代表は出

洋仏教青年大会ニ出席ノ為メ渡日スル当地方仏教代

席していないものとして検討を進める。
38）中村元・笠原一男・金岡秀友編『アジア仏教史
国編Ⅱ

表者ニ対シ便宜供与方ノ件」、1934年６月 26日、同
中

民衆の仏教（宋から現代まで）』、精興社、

上。
62）
「汎太仏青大会彙報

1976 年、158 頁。

反対したのか

39）蔣鉄生『馮玉祥年譜』、済南：済魯書社、2003年、

何故中国仏教会は仏青大会に

帰朝した藤井交渉員語る」
、
『中外日

報』、1934年７月 15日。
63）前掲『第二回汎太平洋仏教青年会大会準備経過概

83 頁。
40）藤 井 草 宣『 支 那 最 近 之 宗 教 迫 害 事 情 』
、 私 家 版、

要』、214頁。『中外日報』の1934年７月 18 日の報道
によると、中国代表団は、神田、蔡、阮父子と東京

1931 年、70 頁。
41）大平浩史「南京国民政府成立期の廟産興学問題と仏

在住の朴書、天津の許季上となっていて、同紙７月

教界」
、
『現代中国』第81 号、日本現代中国学会、

22日の報道では、以前に大会参加を表明していた

2007 年９月、82 頁。

談玄が日本に到着し、大会に途中参加することにな
ったと伝えている。

42）前掲『支那最近之宗教迫害事情』、1‒2 頁。
43）前掲「支那仏教徒招待に就いて上」。
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豊橋にあった、陸軍教導学校と予備士官学校
──愛知大学の「施設面での“前身”」として──

佃 隆一郎
〈大学史事務室〉

はじめに

１．豊橋陸軍教導学校から豊橋陸軍予備士官
学校へ

豊橋市の愛知大学をはじめ、県立時習館高校な
どの各学校が集中している“同市南部の文教地区”
えいじゅ

は、元来日露戦争後に旧陸軍第十五師団の衛戍地

⑴

陸軍教導学校・予備士官学校とは
宇垣軍縮による陸軍再編・近代化（師団削減に

（現在でいう駐屯地）として建設された敷地が、

より浮いた経費を軍近代化に転用）の延長的施策

第二次世界大戦敗北（による旧軍解体）後転用さ

として、豊橋や仙台、熊本に 1927（昭和２）年

れたものであるが、第十五師団はそれに先立つ

７月、勅令第 212 号により設置された下士官（伍

20 年前の1925（大正14）年に、「宇垣軍縮」と呼

長・軍曹・曹長。一般召集兵内のいわば管理職で

ばれる陸軍再編で廃止されていたのであり 、そ

あり、1933 年までは「下士」と呼称）養成機関

の後は新設された陸軍教導学校、さらにはそれが

が陸軍教導学校である。これは明治の一時期（1870

移行した陸軍予備士官学校をはじめとした、陸軍

〜98 年）置かれていた「教導団」の復活ともいえ3）、

の各種施設として敗戦まで使用された。

その後各部隊に教育を任されていた下士官を “国

う がき

1）

したがって、例えば愛知大学が創設された豊橋

軍の中核” として見直すべく、宇垣軍縮で廃止・

校舎は「第十五師団跡」よりも「予備士官学校跡」

移転された部隊跡地に新設されたものであった。

と呼ぶべきであるが、教導学校も予備士官学校も

課程としては、各部隊で志願した上等兵のなかか

愛知大学とはむろん別ものであり、両学校を「愛

ら連隊長が選抜した者に、１年間の隊内教育を施

知大学の前身」として意識する必要は特にない。

したあと教導学校歩兵科に入学させ、そこでの１

しかし、近年愛知大学豊橋校舎に残っている旧陸

年間の課程修了後原隊に戻らせて下士官に任官す

軍建造物への関心が「旧軍遺跡」として高まりつ

る方式がとられたのであり、教導学校はのちに盛

つあることや 、教導学校や予備士官学校であっ

岡や久留米などにも増設された（なお、歩兵以外

た時期は満州事変以来の十五年戦争期にあたるこ

の下士官の養成は、騎兵学校など応分の各学校で

とから、第十五師団期と現代との間に存在してい

実施されたが、後述するようにのちには教導学校

たこの時期について、愛知大学や地元の人々が一

にも砲兵科と騎兵科が増設）。

2）

定の認識を持つことは意味があるのではと思う。

一方で中国との戦争が全面化して、陸軍幹部と

そこで本稿では両学校についての大まかな解説と

しての将校（士官学校を卒業した、少尉以上の職

ともに、これまで逐次判明・確認してきた関連各

業軍人）の数に不足を来たしはじめたことから、

資史料を紹介することによって、両学校に対する

甲種幹部候補生（現役入隊した高学歴者を選抜し、

今後の認知への一助にしたい。

非常時に将校にさせる制度）を専門に教育する陸
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付表１

軍予備士官学校がさらに1937 年、予算上教導学

陸軍の諸学校一覧（1938.12 の時点）

補充学校（将校・下士官の養成に当ったもの） 管

轄

校に併設される形で豊橋と仙台、久留米に新設さ

参謀総長

れた（正式には勅令第139 号によって翌38 年４月

教育総監
陸軍幼年学校
（所在地：東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本）

10 日設置となり、ついで同第 517 号によって 39 年

陸軍大学校

陸軍予科士官学校
（1938.12 士官学校予科が分離独立）

教育総監

陸軍士官学校
教育総監
（1938.12東京・市谷から神奈川県座間に移転）
陸軍航空士官学校
（1938.12 士官学校分校が独立）
陸軍科学学校（もと陸軍砲工学校）
陸軍教導学校
（所在地：仙台、豊橋、熊本）

航空総監
教育総監
教育総監

陸軍憲兵学校（もと憲兵練習所）

陸軍大臣

陸軍工科学校（のち陸軍兵器学校）

陸軍大臣

教育総監
陸軍予備士官学校
（所在地：仙台、盛岡、前橋、豊橋、久留米、熊本）

８月１日に設置場所が確定）。修学期間は約８カ
月（第一期生は５カ月で、11 カ月の時期もあった）
であり、生徒は卒業後すぐに将校として遇される
ことになっていて、施設は各教導学校のものが転
用されたのであり、下士官の養成や訓練は、各地
の部隊における軍教育隊での実地教育へと次第に
移行した。アジア太平洋戦争突入後の1943 年８
月には、施設を全面的に予備士官学校に転用する
ために教導学校は全廃となり、一本化された予備
士官学校は敗戦時には、「満州国」に置かれたも
のを含め８校に達した。

実施学校
（将校・下士官の学識技能の向上に当ったもの）
陸軍歩兵学校

教育総監

陸軍騎兵学校

教育総監

陸軍戦車学校
（のち千葉陸軍戦車学校と改称） 教育総監

（付表１に陸軍の諸学校の一覧を別掲）
⑵

豊橋の両学校の規模・敷地の変遷

陸軍野戦砲兵学校

教育総監

第十五師団廃止ののち軍管理のまま空き地にな

陸軍重砲兵学校

教育総監

っていた、歩兵第六十連隊跡地（現愛知大学敷地

陸軍防空学校
（のち千葉陸軍高射学校と改称） 教育総監
陸軍工兵学校
陸軍通信学校

教育総監
しちょう

教育総監

陸軍自動車学校
（のち陸軍輜重兵学校が分立） 教育総監

の中部以北）にまず豊橋陸軍教導学校歩兵科（一
期生は計 556名。付表２参照）が、前述の通り
1927 年に新設された4）。施設は連隊のものを転用

陸軍戸山学校

教育総監

したが、講堂（愛知大の第二体育館として現存）

陸軍習志野学校

教育総監

陸軍航空技術学校

航空総監

など一部は新築した。1931（昭和６）年に学校の

所沢陸軍飛行学校

航空総監

下志津陸軍飛行学校

航空総監

明野陸軍飛行学校

航空総監

「吹雪山」と名づけられ、塀ともども現在も残っ

熊谷陸軍飛行学校

航空総監

浜松陸軍飛行学校

航空総監

ている（1995 年、吹雪山に教導・予備士官学校

各部の学校
陸軍経理学校

陸軍大臣

陸軍軍医学校

陸軍大臣

陸軍獣医学校

陸軍大臣

注：陸軍航空技術学校以下の航空総監管轄の各学校は、
1938 年 12 月の陸軍航空総監部設立以前は陸軍大臣
の管轄であった。
出典：太平洋戦争研究会編『日本陸軍がよくわかる事
典』
（2002 年、PHP 文庫）173 ページ

外壁が築堤から鉄筋コンクリート塀に改造された
際、崩した土を生徒たちが一か所に盛った地点は

たか し

の記念碑が、後述する「高士会」によって建立）。
1933 年８月には、軍拡計画実施による砲兵科
と騎兵科の増設にともない、騎兵第四旅団司令部
になっていた南隣りの旧師団司令部一帯（現愛知
大敷地の南部）が学校本部に、空き地のままにな
っていた西隣りの野砲兵第二十一連隊跡地（現県
立時習館高校などの地）が砲兵科と騎兵科にそれ
ぞれ転用された。この配置は1937 年からの豊橋
陸軍予備士官学校への移行の際も、騎兵科がなく
なった（豊橋陸軍教導学校騎兵科は 38 年千葉県
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付表２
卒業
年季

付表３

陸軍教導学校各年・季節別卒業者数

（仙台・熊本を含む）

歩兵科

同
同
騎兵科 砲兵科
（仙台）（熊本）

合計

1928夏

556

489

571

1616

1929秋

348

438

456

1242

1930春

204

1930秋

373

1931春

184

1931秋

384

1932春

146

1932秋

247

1933春

133

1933秋

307

1934春

178

1934秋

435

1935春

198

1935秋

456

1936春

190

1936秋

589

1937春

107

1937秋

748

1938春
計

5783

区

496

1345
184

487

475

1346
146

388

406

?

420

?

582

?

?

?
177
180

359

623

182

384

?

756

664

219

429

2816

796

711

177

334

2018

?

?

935

1866

?

注：季節の「春」
「秋」の月は各年によって異なるが、概
ね「春」は５月、
「秋」は11月であった。
（1928年のみの「夏」は７月）
出典：
『豊橋陸軍教導学校史（稿）』129〜131 ページの
数字より作成。

習志野の騎兵学校に統合）以外は継承された。
1940年11 月に、市内東部にある西口町の陸軍

生徒

兵・雇員

計

第一中隊

6

8

176

4

194

第二中隊

6

8

148

4

166

第三中隊

5

8

159

4

176

第四中隊

5

7

173

4

189

重機関銃中隊

6

9

136

9

160

歩兵砲中隊

7

5

67

8

87

5

8

93

8

114

40

53

952

41

1086

第一中隊

6

9

128

9

152

第二中隊

6

10

122

9

147

第三中隊

7

10

142

10

169

第四中隊

8

9

166

11

194

計）

27

38

558

39

662

計

67

91

1510

80

1748

計）

砲兵生徒隊

?

?

下士官

（小

?

360

将校

通信中隊

1041
133

分

歩兵生徒隊

204
476

豊橋陸軍教導学校第五期在籍者数

（1940.12〜41.7在学）

（小
合

出典：『 殉 皇 豊 橋 陸 軍 豫 備 士 官 学 校 の 記 』 解 説 12
ページ
かいじん

なお、空襲による被害は、豊橋市街地が灰燼に帰
した一方で、周辺の他施設ともども軽微であった。
ちなみに両学校の戦闘訓練の場は校内のほか、
たか し ばら

てんぱくばら

校外南部に広がる高師原・天伯原を “大陸作戦に
適した演習地” として、（以前の第十五師団や）
第三師団ともども使用していて、そこでの訓練は
じゃ

「鬼の天伯、地獄（または蛇 ）の高師、流す涙は
梅田川」と呼ばれたほど激烈なものであった（「梅

作業場跡に教導学校の校舎（戦後福祉施設に転用

田川」は高師原・天伯原を分けている河川）。また、

されたが現存せず）が新設されたことにより、従

少なくとも教導学校時代には、隣りの静岡県にあ

来の校舎は予備士官学校のみとなったが（当時入

る天竜川でも訓練が行なわれた（後述）。

校した在籍者数を付表３に別掲）
、実質的には西
口新校舎も予備士官学校として機能していて、下
士官教育は行なわれなかった模様である。そして、

２．豊橋陸軍教導・予備士官学校に関する
文献・史料

1943年８月には教導学校が名実ともに廃止され
たのにともない、予備士官学校は第一予備士官学

⑴

関連した各文献

校に、西口町の旧教導学校は第二予備士官学校に

豊橋陸軍教導学校・（第一）陸軍予備士官学校

それぞれ改称され、終戦直前の 1945 年７月にな

についての通史類としては、個人が著わしたもの

ると、
「第二」に習志野への移転命令が下ったこ

であるが（教導学校の卒業生であった）浪崎敏武

とで「第一」は旧称に戻り、そのまま敗戦による

氏の遺作『豊橋陸軍教導学校史（稿）』（1990 年、

廃校を迎えた（旧「第二」は移転作業中に敗戦） 。

自費出版）があり、両学校の同窓会として結成さ

5）
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れていた「高士会」は 1995 年、吹雪山での記念

最近では、豊橋市教育長等をつとめた 兵 東 政

碑建立に合わせて、記念誌『嗚呼、豊橋』を製作

夫氏が 2007年に著書『軍都豊橋』
（自費出版）で、

している。また、予備士官学校の存在時（1943 年）

第十五師団をはじめとする豊橋の各部隊とともに

に当時の同窓会が編纂した『殉皇

豐橋陸軍豫備

陸軍教導・予備士官両学校の歩みを詳しく述べて

士官学校の記』の復刻版が、1977 年に同学校 OB

いるほか、同年にやはり地元の太田幸市氏が刊行

の伊藤崇郎氏の編著によって刊行され、詳しい解

した『豊橋軍事史叢話（上巻）』
（三遠戦跡懇談会）

説も設けられている（３年後増訂版を刊行）。

では、二二六事件と豊橋陸軍教導学校との関わり

あ

あ

いっぽう、旧日本陸軍全般についての書物での

についての話（東京での決起に合わせ、同学校の

関連書としては、太平洋戦争開戦後の1943（昭

教官２名が静岡県興津の西園寺公望邸を襲撃しよ

和 18）年に豊橋陸軍予備士官学校に在学した山

うとした）も設けられている8）。また、西口町移

本七平氏（
「イザヤ・ペンダサン」と名乗り、日

転後の豊橋教導学校に伯父が在学していた田宮昌

中戦争での南京虐殺事件に関する論争を展開した

子氏は、自らが愛知大学と同大学院の出身であっ

ことで著名）が、
『一下級将校の見た帝国陸軍』

たことから、2007 年末刊行の『中国 21』Vol. 28（愛

おき つ

（1976年、朝日新聞社）で同学校時代のことにふ

知大学現代中国学会）で論稿「個人史から考える

れている。ここで山本氏が、「日本では珍しいほ

日中近現代関係史」を発表して、
（場所は異なるが）

ど広漠とした」演習地である高師・天伯原の「入

伯父と自身の “因縁” をしみじみと語っている。

口近くに訓練用の中国風城壁があっ」たと述懐し
ていることには興味がひかれるが、そのあと「い

⑵

関連した各史料

きなり、ジャングル戦の訓練をはじめよ、などと

いっぽう、当時の記録（自身でこれまで確認し

言われても、第一、演習場も訓練用設備もない。

たもの）としては、防衛省の防衛研究所図書館に、

第二に、砲も機材も、（……）高温多湿の熱地用

敗戦直後に解散前の豊橋陸軍予備士官学校が作成

ではなかった」 としているように、対ソ連戦か

した「豐橋陸軍豫備士官學校状況説明書」が収蔵

ら対米英戦へと急に想定を（開戦後になって）転

されているが（前記の『嗚呼、豊橋』にその全文

換した陸軍の “お粗末さ” を述べていることこそ

の写真が掲載されている）、内容としては復員状

真っ先に注目しなければなるまい。

況の報告を中心とした簡単なものであり9）、敗戦

6）

そのほか、ノンフィクション作家の保阪正康氏
は『 昭 和 陸 軍 の 研 究 下 』
（1999 年、 同 社 ） で、

で一連の資料を焼却したあとになって、必要に迫
られて急いで間に合わせたものと思われる。

山本氏と同時期に同校に在学していた今西英造氏

静岡県磐田市（旧竜洋町）には、天竜川で教導

への聞き取りの形で、予備士官学校全体の解説を

学校騎兵科が毎年７月に行なっていた幕営（野外

した上で、
「今西は（……）八カ月間、学校から

演習）に関する 1936、37年の文書が自治会に数

は一歩も外出が許されず、それこそ一日二十四時

点残されていて、そのうち２点が『竜洋町史』の

間すべてが訓練という日々であった」
「卒業生の

『〜資料編Ⅱ

近現代』に収録され、続いて同史

三分の二は豊橋から（注、青森県の）大湊への赴

の『〜通史編』でも引用されている。そこではま

任が命じられ、エンジンをかけたままになってい

ず教導学校側からの「教育予定表」から、この「爆

る輸送機に乗せられた。すぐに戦場にかけつける

破及水中演習」の日程が10 日間であったことや、

のである。今西はこの三分の二のなかには入らな

内容が「鉄橋爆破の諸作業」「水馬に関する教育」

かったが、戦後になってわかったのは、実に彼ら

「各種軽渡河法」
「游泳漕舟並に幕営に関する教育」

7）
と、生
の三分の一は戦死していたことだった」

の実施や習得であったことがわかり、さらに地元

徒たちの冷厳な現実を記している。

の区長から村長および在郷軍人会長への教導学校

ゆうえい
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幕営実施の通知や、騎兵学生隊長から区長への礼
状などがあり、現地住民も演習に協力する体制が
とられていたこともわかる。とりわけ学校側の責
任者が書いたと思われる「幕営に就ての所感」で
の記述には、
「軍隊の支給区分と地元の支払とを
大部分異なるを以て、其の金額に就て疑念を抱く
向ある事は（注、演習開始からの）三ヶ年を通し
しかれども

て耳にす。実に遺憾なり。 然 共 之れは其の実情
を知らざるものゝ言葉なれども、将来其の禍根を
一掃する方策なきか」10）とあるように、演習に際

写真

して教導学校と地元との間に、補償額をめぐる微
妙かつ複雑な関係があったと見て取れることは、
満州事変が日中戦争へと拡大しようとしていたこ
の時期からいって興味深い。

豊橋第一陸軍予備士官学校砲兵生徒隊
「中尾隊」の卒業記念アルバム『研鑽の頃』
（中身のページはコピー）

表紙の「2603」
（日本紀元）は 1943（昭和 18）年のこと。
太平洋戦争になってからの製作であるが、品質の良い
仕上がりになっている。( 愛知大学大学史事務室所蔵 )

新聞史料では、当時の地元紙の一つであった『豊
橋日日新聞』
（第十五師団廃止時に当局・住民の

前々年来の「満洲上海両事変突破以来の銃後の衛

積極的な対処を主張）に、1933 年の教導学校拡

りの実績」があった12）。

張に際して以前より問題となっていた「演習場賠

そして演習場問題は、時局が進んでいくなか

償問題」の解決を呼びかけた社説が見られる。こ

1938 年に、軍部主導の形で一応の決着を見るこ

れは、高師・天伯原での大規模演習で被害を受け

とになり、その直後に移行した陸軍予備士官学校

ていた周辺農家への補償額をめぐって、軍と地元

では、前述の通りその演習場で激烈な訓練が繰り

との交渉が難航していた問題であり、天竜川での

広げられることになった。

事態に通じるものがあろうが、事実こちらでは問
題が深刻化して一時は演習ができなくなったほど
であり、第十五師団の廃止や、代替に新設された
高射砲・飛行部隊が浜松へすぐに移転したことの

３．豊橋陸軍予備士官学校から愛知大学へ
⑴

愛知大学等への転用

原因という噂も流れていた 。いずれにせよ教導

1945（昭和 20）年８月の敗戦により授業・訓

学校の開設は実質、師団廃止の再代替という形と

練を停止した豊橋（第一）陸軍予備士官学校は、

いえたが、同紙はこうして豊橋が “軍都” として

一時は徹底抗戦を叫ぶ「不穏な動き」もあったよ

の地位を失ったからこそ「市民の自覚によつて豊

うであるが、同月末までに復員等の残務処理を無

橋市が将来其の自力を発揮して商工業に一大飛躍

事に終えて消滅し13）、旧第十五師団全体の跡地は

を為すべき揺籃時代に入つたことは大いに力強さ

国有地のまま豊橋市が管理することになった。同

を感ぜしめる」とした一方で、
「軍隊と古い因縁

市は同年 11 月に「豊橋市払下貸下軍用土地建物

ある我が豊橋市に」教導学校が拡充されることに

利用案」を発表して、旧軍施設ごとの利用案を列

なった今こそ「豊橋市と軍隊とは将来益々其の密

記したが、「どの施設にも住宅や官公庁、学校等

接の度を増すの可能性を地理的にもつてゐる丈に

（付表４参照）。
の利用計画が目白押しであ」った14）

多年癌となつてゐる演習塲問題の解决を図ること

そしてまず街道を挟んで西側の旧砲兵隊敷地

も商工業の発展と共に等閑に附することは出来な

に、同年６月の豊橋空襲で校舎を焼失していた豊

い」と結んでいるのであり、その主張の背後には

橋中学（もと愛知四中、現時習館高校）が入り、

11）

ようらん

だけ
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付表４

けての準備が急ピッチで進められた。この

豊橋（もと第一）陸軍予備士官学校及び、

周囲の陸軍各施設の学校転用計画（1945.11）

終戦時の用途

計画された転用先

時期の施設・設備面での業務について、最

実際の転用先

初に編集された年史である『愛知大学

豊橋陸軍予備士官学校 名古屋工業専門学校
歩兵隊
（現名古屋工業大学）

愛知大学
豊橋校舎

豊橋陸軍予備士官学校 県立豊橋中学校
砲兵隊
（現県立時習館高校）

同左及び、各公
営施設

年の歩み』では、「先づ寮の整備が学生課

名古屋陸軍兵器補給廠 豊橋市立工業学校
同左及び、県立
豊橋分廠
（現県立豊橋工業高校） 豊橋聾学校
名古屋陸軍兵器補給廠 豊橋市立商業学校
場所不明
豊橋分廠東倉庫
（現県立豊橋商業高校）（現住宅地か）
名古屋師団管区兵器部 豊橋市立農業学校
豊橋出張所（兵器廠） （新設予定）

十

同左→市立南部
中学・栄小学校

注：豊橋市立商業学校は市内東部の工兵連隊跡に移転し、農業学
校は時習館高農業科となったのち廃止。
出典：水口源彦『南栄町物語』153 ページの記述より作成。

の急務であった。寮には予備士官学校時代
兵舎として使用された建物の中三棟を転用
することに決し、破損された窓ガラスの修
理、崩れ落ちた壁の塗り替へ、旧内務班室
の改善、電灯の取付等、（……）一月二十
日には一応整備を完了することができた。
／又寮備品としては、豊橋市役所特殊物件
（ママ）

中より旧軍用ベッド、マツト、机、腰掛等
の払下げを受けて之を充当、（……）一部
生徒の献身的協力により、翌年一月十日迄

さらに東側の旧本部・歩兵隊敷地に、敗戦により

には寮生三百五十名を収容するに足る施設を一応

中国・上海で消滅した日本人学校である、東亜同

16）
と、当時の記録（詳細は不明）からの抜
完了」

文書院大学から引き揚げてきた関係者有志による

粋の形で述べている。

新大学が、翌 46 年 11 月15 日に愛知大学として当

ここにある「市役所特殊物件」としての「旧軍

時の文部省によって認可され、創設された。周囲

用」の品々については、『愛知大学五十年史

資

の他の軍用施設にも各学校が入り、敗戦まで「軍

料編』に収録されている『愛知大學設立認可申請』

隊の街」
と呼ばれていた近隣の地区は、
「学園の街」

での、「創立費及供託金収支予算表」の項の「註」

へと変貌するにいたったのである。

にある「豊橋市ニ於テハ特ニ本学ノタメニ市所有

旧陸軍予備士官学校の敷地・施設が愛知大学に

品ノ一部及今回払下ヲ受ケタル豊橋市内旧軍事施

生まれ変わるまでの、本間喜一元同文書院学長を

設備品ヲ保留シ居リ第一、第二予備士官学校ヲハ

中心とした有志の一連の努力については、『愛知

ジメ豊橋市内所在ノ旧陸海軍施設数ケ所ノ特殊物

大学五十年史』や（その要約版の）
『愛知大学小史』

件ハ現在同市ニ於テ鋭意整理中ニシテ（……）別

などの関連各書論を参照していただくとして、こ

紙備品目録ニ記載セル備品ハ其ノ全部ヲ同市ヨリ

こでは以下、愛知大の創設実現には予備士官学校

17）
との記述で裏づけら
無償貸与ヲ受ケル筈ナリ」

跡地を管理していた豊橋市の多大な協力があった

れる。このように、市から貸与されたはずの旧軍

ことを、第十五師団消滅時にも地元が廃止部隊跡

備品のすべてが（第一）予備士官学校のものとい

地の払い下げを望んだがほとんどかなわなかった

うわけではなかったが、続く「別紙備品目録」に

事実と考え合わせつつ付言するとともに15）、具体

は 11 項目で計123 種が列記されていて、先の引用

的に予備士官学校と創設時の愛大との接点といえ

文中のものでは「学生寄宿舎関係」として各700

るものは何かあったのかという面から見てみた

人分（収用予定人員）が用意されている18）。旧予

い。

備士官学校の備品が現場に置かれたままになって
いたのか、それともいったん別の場所に移して保

⑵

施設・備品の愛知大への活用

管されていたのかという点は明確ではないが、同

早期に設立認可を果たした愛知大学では、２カ

学校の備品が相当数、元の場所で愛知大学により

月後の1947 年１月15 日に予定された入学式に向

活用されるにいたったことは間違いなく、物資不
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足のなか勉学や事務、そして生活に大いに役立っ

い思いにはただ敬服するのみとの感にいたってい

たことは想像に難くない。

るばかりである。

事実、2007 年に愛知大学同窓会創立 55 周年記

また、愛知大学に在学している学生に対しても、

念誌として同会より刊行された『学生たちの証言

2007 年度より講義「大学史」の一環として、私

で綴る

創成期の愛知大学』では、1952 年に旧

は同講義を選択した彼・彼女らに豊橋校舎内を案

制法経学部経済科を卒業した新井（旧姓相川）正

内している。その際作成、提出させた感想文のう

雄氏の「予科時代は学期末毎に通信簿を頂いたが

ち、今 2009 年度のものに興味ある記述があった

（……）A5 サイズで旧陸軍予備士官学校の伝票の

ので紹介したい。

裏側を再利用したガリ版刷りの簡素なもので、物

愛知大学の豊橋キャンパスは大きく分けた場

資の乏しい時代の遺物であった」との証言を収録

合、二つの要素から成り立っているということ

しているとともに、実際にその通信簿の写真（「諸

がわかった。／一つは、豊橋キャンパスという

元計算表」
の裏面を再利用していることがわかる）

のは施設や地形の利用といった点で陸軍第十五

を次のページに掲載しているのである 。同誌は

師団及び陸軍〔予備〕士官学校時代の影響を強

題名の通り、創立当初（昭和でいうと 20 年代）

く受けているということであった。／もう一つ

の各卒業生の証言（寄稿）によって構成されてい

は、 愛 知 大 学 の 精 神 や 校 風 と い っ た も の は

るが、ほかの各氏による記述でも旧予備士官学校

（……）東亜同文書院〔大学〕の影響を強く受

の施設についてある程度ふれられている 。それ

けていることである。この二つの要素から考え

らには設備が “粗末だった” “荒廃していた” と

ると、キャンパスには軍国主義的な時代の面影

の印象を記したものが目立つものの、“それでも

を残しながらも、東亜同文書院の精神や校風と

再び学べる喜びは大きかった” ことの記述がそれ

いったものは受け継がれ、軍国主義が消滅した

を上回っているのであって、創設時の愛知大学は

新しい時代に適した形となったのが、この愛知

形のみ残った陸軍予備士官学校の地において、日

大学なのであろう21）。（〔

19）

20）

〕内は補足）

本の内外から集結した教員・学生の新たな向学心

これを書いた学生は文学部の１年生であり、入学

のもと、予備士官学校の建物と備品を用いて “一

後まもない頃（５月）に思った “第一印象” とい

からのスタートを切った” と見るべきであろう。

うことになるが、この段階から “施設面での前身”
たる予備士官学校を（第十五師団からを含めて）
客体として認識した点に注目したい。名古屋笹島

おわりに

地区への一部移転を近く控え、愛知大学豊橋校舎

ここで私個人に関することを述べて恐縮である

の存在が見つめ直されるべき今、同大学や地元の

が、現在私は愛知大学東亜同文書院大学記念セン

人々は（その前にその場にあった）陸軍教導・予

ター内の大学史事務室での業務の一つとして、学

備士官学校とその時代について看過すべきでな

外からの来客に対して同大学豊橋校舎に残る旧軍

く、最低限のことは認知しなければならないので

施設を案内する役目も担っている。実はそれら「来

はなかろうか。

客」の内訳は、愛知大学の卒業生のほかにも、豊
橋陸軍予備士官学校に在学していた方もいるので
あって、私はそうした方々を案内するたびに、同
学校についての新たな発見をさせていただいてい
るとともに、すでに高齢に達した元予備士官学校
生の “ぜひもう一度学校跡を見てみたい” との強

（本稿は、2008年１月 12日に愛知大学豊橋校舎での三河
地域史研究会例会で発表した、「豊橋陸軍教導学校と予
備士官学校について」の原稿が基底になっている。同会
での発表の機会を下さった、田﨑哲郎愛知大学名誉教授
に感謝申し上げる次第である）
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愛知大学史研究（第３号、2009 年）

史』（1983年新版、伝統と現代社）があり、保阪氏

註

は先の書で「きわめて実証的に書かれてい」る（410
ページ）と評価している。

１）
「宇垣軍縮」は実行した宇垣一成陸軍大臣にちなん
だ呼称であるが、宇垣の主眼は（当時求める声が強

なお、豊橋陸軍予備士官学校出身の著名人として

かった）陸軍師団削減を表向きの施策として、余剰

ほかには、奇想天外な喜劇や、太平洋戦争を取り上

経費の軍装備近代化や余剰将校の軍事教育員への転

げた作品（「日本のいちばん長い日」など）で知ら

用を実質目的としたものであった。この時廃止され

れる映画監督の岡本喜八氏があげられ、同氏は在学

た師団は豊橋のほか、（新潟県の）高田、岡山、久

中に敗戦を迎えている（豊橋市中央図書館の彦坂茂

留米であったが、これらはすべて比較的あとに設置
されたものであり、宇垣は歴戦の師団を廃止するこ

雄氏が寄贈して下さった資料による）
。
８）この話は太田氏の書に限らず、浪崎氏遺作の『豊橋

とを避けつつ、廃止した師団の敷地を軍施設のまま

陸軍教導学校史（稿）』や兵東氏の『軍都豊橋』で

活用したのであって、旧第十五師団跡の教導学校へ

もふれられている。

の転用はその一環であった（拙稿「宇垣軍縮と “軍

９）同文書の内容は、
本文が「一、
學校歴史ノ概要」
「二、

都・豊橋”」『愛大史学』第４号、1995 年、参照）
。

學校復員前ノ状況」「三、復員ニ伴フ處理ノ概況」

２）
「戦後60 年」の頃から、「旧軍施設」の存在は “あ

から成っているほか、別紙でこの時点での豊橋陸軍

の時代をこれからも伝えるもの” として注目されつ

予備士官学校の地理的位置と配置図が、やはり簡単

つあって、愛知大学に残っているものについても実
地取材のうえ、太平洋戦争研究会編『戦争遺跡を歩

な形ながらも記されている。
10）竜洋町史編さん委員会編『竜洋町史

く』
（2006 年、ビジネス社）などで紹介されている。

近

現代』
（2006年）409、410ページおよび、同会編『竜
洋町史

３）一般兵士への下士官教育を目的とした教導団（前身

通史編』（2009年）639〜640ページ。私は

同委員会の専門委員を務めていたことから、自らこ

は教導隊。1873 年東京から千葉県に移転）は各兵

れら資料を発見、
検討したことを付言しておきたい。

科とも設けられていて、優秀卒業生は士官学校へ入
る道が開かれていたので、のち首相となった田中義

資料編Ⅱ

11） これら「演習場（地）賠償問題」については、拙稿
「戦前軍縮期の高師・天伯原における『演習地賠償

一をはじめ、出身者から多くの将官を輩出した。
４）第十五師団の頃から、現愛大南部の師団本部と（最

問題』について」（豊橋技術科学大学人文・社会工

初に教導学校に転用された）北部の第六十連隊敷地

学系紀要『雲 雀野 』第 27号、2005年）を参照され

とは土手（現在も大学内に一部残存）で厳格に区分

たい。

ひばり の

されていて、（本文で後述する教導学校拡張、予備

12）1933.7.23付『豊橋日日新聞』「演習塲問題を等閑視

士官学校への転用後ともども）師団時の兵士も教

するな」（豊橋市中央図書館所蔵のマイクロフィル

導・予備士官学校生徒も、土手に設けられた門をく

ム版）。同紙の第十五師団廃止以来の主張について

ぐることは許されなかったようである（愛知大学を

は、
前掲の拙稿「宇垣軍縮と “軍都・豊橋”」および、

訪問された豊橋予備士官学校卒業生の方もそう証

同「“国防” 運動と “軍都・豊橋” 上 下」
（
『愛知大

言）
。

学国際問題研究所紀要』第107、108号、1997年）

５）このあたりの経緯は複雑であり、とりわけ（従前の）
豊橋陸軍予備士官学校に「第一」をつけるかという

に記述。
13）前掲「豐橋陸軍豫備士官學校状況説明書」。本文中

点で各記述に混乱が見られるが、少なくとも、
「第一」

の「不穏な動き」とは、前掲『軍都豊橋』308ペー

がついていた時期は「豊橋第一陸軍予備士官学校」

ジの「校内の不穏な動きは一層高まっていて、一種

と、「第一」が「豊橋」と「陸軍」との間に位置し

異様な空気に包まれていた。
（……）学校長は再度

ていたことを間違えてはならない。

全将校を集め、武人としての最後を全うするよう訴
えた。校内の空気は急速に平静に戻った」との、敗

６）山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』（1987年文

戦から８月 26日までの様子からの引用。

春文庫版）43 ページ。南京虐殺事件についての論
争では、「百人斬り競争」を行なったとされる二人

14）水口源彦
『南栄町物語─軍隊の街から学園の街へ─』
（1996年）152ページ。

の少尉を、雑誌『諸君！』などで弁護した同氏であ
るが、続く記述のように、旧日本陸軍の構造や体質

15）これらの動きは、前掲の拙稿「宇垣軍縮と “軍都・

については厳しい批判の目を向けていたことに注目

豊橋”」および、同「昭和恐慌期における名古屋第

されたい。

三師団移転問題について」
（
『愛知県史研究』第７号、

７）保阪正康『昭和陸軍の研究 下』
（2006 年朝日文庫版）
411 ページ。今西氏の著書には『昭和陸軍派閥抗争

2003年）に記述。
16）愛知大学十年史編纂委員会編『愛知大学
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み』
（1956 年）42 ページ。愛知大学五十年史編纂委

経学部経済科卒の今田太郎氏の文、65ページ）と

員会編『愛知大学五十年史

いった、
興味ある証言を寄せている人もいる。また、

通史編』（2000年）34

ページにも引用されている。

元東海日日新聞社長の長谷川哲男氏による同誌の書

17）愛知大学五十年史編纂委員会編『愛知大学五十年史

評が、本『愛知大学史研究』第２号（2008年）に

資料編』（1997 年）21 ページ（引用文の漢字は新字
体で表記）。前掲「豐橋陸軍豫備士官學校状況説明書」

収録されている。
21）愛知大学豊橋校舎の講義「大学史」受講生を対象に、

の文末にも「軍需諸雑品」は「規定ニ基キ豊橋市ニ

2009年５月１日実施した「愛知大学キャンパス案

引繼ヲナス」とある。

内」の一参加者が記した感想文（２週間後提出）の

18）同前『愛知大学五十年史

資料編』30 ページ。「別

一節より。

紙備品目録」は同書の 28〜34 ページに収録されて

この行事（名古屋校舎では「豊橋校舎キャンパス

いる。

ツアー」と呼称）については、同前『愛知大学史研

19）愛知大学同窓会創立 55 周年記念誌編集委員会編『学
生たちの証言で綴る

究』第２号に収録の拙稿「愛知大学キャンパスツア

創成期の愛知大学』
（2007年）

ー」に記述。

74、75 ページ。
20）同前誌に寄稿した卒業生 49 名中、愛知大学の地に

（付記）
『軍都豊橋』を著わされた兵東政夫氏および、豊

あった「旧陸軍予備士官学校校舎」についてふれて

橋陸軍教導学校を卒業されたのち同予備士官学校で

いる人は 18 名（37 パーセント）であり、本文の新

砲兵科助教を務められた（私にも資料や証言を下さ

井氏のほかにも、寮食堂の調理長は「予備士官学校

った）広田長平氏が、先に他界されたことにつきま

時代から調理を担当しておられた」（1950 年旧制法

しては、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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シンポジウム・公開講演会・研究会事業

この事業の中でのもう１つの重点事業は、毎年国内、国際と交互に開催したシンポジウムで、全国区
型のシンポジウムをめざした。次いで講演会で、学内外のそれぞれの専門家達を招き開催した。研究会
は一部公開を含む内部研究会とし、若手研究者のトレーニングの場にもなった。以上のそれぞれを実施
した内容は以下の通り。
Ⅰ．シンポジウム
2007年３月10日
国内シンポジウム「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大学

─初の「大学史」講

義を終えて─」
北嶋繁雄「中世ヨーロッパにおける大学の起源」
海老澤善一「近代大学の誕生」
太田

明「
「日本における大学の形成」と「戦後の学制改革」」

大島隆雄「旧制大学の歩み」
小崎昌業「“本学の前身” 東亜同文書院大学」
豊島

忠「愛大事件（1952 年５月７日）」

山田義郎「山岳部「薬師岳遭難」」
武田信照「創立六十周年に当たって
佃隆一郎「
「大学史」講義

─創立時の諸事情と現在─」

まとめとして」

2007年７月28日
国際シンポジウム「日中研究者による東亜同文書院研究」
葉

敦平「中日の共同歴史研究による両国民の友好促進」

藤田佳久「東亜同文書院と中国研究」
蘇
馬場

智良「歴史から経験と教訓を得る」

毛

毅「東亜同文書院関係者の中国革命支援

─孫中山と山田兄弟の関係を中心に─」

杏雲「彼らは中日友好のために奔走した」

今泉潤太郎「華語萃編と中日大辞典」
盛

懿「東亜同文書院の交通大学キャンパスの占用に関する考察」

孫

萍「1937〜1945 年東亜同文書院の旅行に関する分析」

欧

七斤「東亜同文書院の中国方面の研究に関する概要」

武井義和「東亜同文書院に関する発表論文の動向」
「日中関係と東亜同文書院」
栗田尚弥（総括コメント）
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2008年11月２日
国内シンポジウム「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開」
阿部

洋「中国における東亜同文化会の学校教育」

松田修一「笹森儀助と朝鮮における教育活動」
水谷尚子「東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役割」
武井義和「東亜同文書院に付設された農工科をめぐって」
栗田尚弥（総括コメント）「日中関係と東亜同文書院」
2009年10月10日
国際シンポジウム「欧米研究者から見た東亜同文書院」
ダグラス・R・レイノルズ「明治のもう一つの革新的パイオニアとしての東亜同文書院」
マリアンヌ・バステド・ブルギエール「20世紀前半期のヨーロッパ人の東亜同文書院に対する知識と視点」
ニキ・ケンジ「ミシガン大学における東亜同文書院およびアジア系文献史資料のグーグル化とその利用」
武井義和「第２次大戦後の欧米における東亜同文書院研究」
（コメンテーター）栗田尚弥
2010年10月31日
国内シンポジウム「戦前外地にあった愛大ルーツ校５校の出身学生が語るアジアと愛大」
谷

藤助、小崎昌業、奥田廣實、佐藤達也、園部逸夫

（コメンテーター）髙井和伸
Ⅱ．講演会
2006年７月22日
安澤隆雄「東亜同文書院と我が生涯の100 年」
2006年11月25日
ロナルド シュレスキー「満州の青少年像」
2007年１月26日
今泉潤太郎「『華語萃編』からみた同文書院の中国語教学」
2007年４月28日
石井吉也「本間喜一

─法学者としての軌跡─」

2007年６月９日
牧野由朗「愛知大学と東亜同文書院大学と私」
2007年６月30日
村上

武「
『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想」

2007年９月29日
池上貞一「東亜同文書院大学呉羽分校顛末

─海を渡れなかった書院生たち─」
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愛知大学連携講座「近代史の中の東亜同文書院と愛知大学」

2007年10月６日

藤田佳久「東亜同文書院の歩いた道と愛知大学」

2007年10月13日

馬場

2007年10月20日

武井義和・佃隆一郎「展示室での講義と見学」

2007年10月27日

武井義和「東亜同文書院からみた近代の日本と中国」

2007年11日10日

石田卓生「東亜同文書院生とキリスト教」

2007年11月17日

大島隆雄「人物でたどる東亜同文書院から愛知大学」

毅「孫文を支援した山田兄弟」

2007年12月８日
武井義和「近代中国の租界地における日本人社会

上海と天津の比較」

2008年６月14日
倉田俊介「私の東亜同文書院大学時代」
2008年10月18日
保坂治朗「目白にあった東京同文書院」
2008年11月29日
サーラ スヴェン「1880 年代〜1920 年代の『亜細亜主義』の形成：小寺謙吉を中心に」
2009年３月14日
大島隆雄「東亜同文書院大学から愛知大学への発展」
2009年４月25日
平田超人「学外者から見た愛知大学」
2009年７月25日
宮田一郎「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育について」
2009年11月28日
北川文章「東亜同文書院大学の上海交通大学への移転 ─海格路キャンパスは「借用」か「占拠」か─」
2010年１月30日
葉

敦平「上海交通大学史の編纂をめぐって」

Ⅲ．研究会
2006年12月２日
藤城和美「小岩井淨と人民戦線」
2006年12月７日
殿岡晟子「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る」
2007年３月17日
酒井吉栄「世界大学史と愛知大学」
2007年９月20日
武井義和「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望」
2007年10月３日
石田卓生「東亜同文書院生とキリスト教」
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2007年12月６日
大島隆雄「近衞文麿と東亜同文書院

─両者の関係に関する一試論─」

2007年12月14日
周

徳喜「中国における東亜同文書院研究の現状」

2008年５月15日
越知

專「愛知大学創成期からもう一つの原点を考察する

─それを生かせるかどうか─」

2008年６月17日
今泉潤太郎「東亜同文書院「興学要旨」、「立教綱領」を読む」
2008年10月２日
越知

專「上海３日間の旅

─東亜同文書院・愛知大学の原点を訪ねて─」

2008年10月17日
黒田芳嗣「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者清水安三を語る」
2009年２月21日
暁

敏「書院生によるフルンボイルに関する調査報告について」

2009年５月21日
広中一成「藤井草宣と中国」
2009年６月24日
大島隆雄「根津一の政治観」
2009年10月５日
欧

七斤「上海交通大学の校史研究について」

2011年１月20日

若手研究者研究発表会

佃隆一郎「愛知大学記念館について

─歴史、史料、これまでの研究─」

武井義和「創立前後の東亜同文会京都支部について」
「大旅行」からみた 20世紀前半期の内蒙古の地域像」
高木秀和「
暁

敏「書院生のフルンボイル調査を中心に」

広中一成「内田茂二（書院４期）の華北硝石資源調査」
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日中研究者による東亜同文書院研究

シンポジウム

「日中研究者による東亜同文書院研究」
─はじめに─

東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

愛知大学東亜同文書院大学記念センター，オープン・リサーチ・センター主催の日中研究者による国
際シンポジウムが、2007 年７月 28 日（土）の午前 10 時から 17 時まで、愛知大学豊橋校舎記念会館３
階小講堂で開催された。
この国際シンポジウムは、昨年 2006 年 12 月に上海交通大学（中国）で開催された同タイトルのシン
ポジウムを愛知大学を会場に再現したものである。それは日本の霞山会が支援し、愛知大学（代表
田佳久教授）と上海交通大学（代表

藤

葉敦平教授）との東亜同文書院をめぐる史実をベースとした共同

的研究の成果を発表しあったもので、愛知大学３名と上海交通大学（同大学を中心に８名）の計 11 人
の発表があった。
愛知大学と上海交通大学の間で行うことになったこのシンポジウムは、かつて隣同士に立地し、両大
学に交流関係を育てながら、第２次上海事変で書院の校舎が中国兵によって焼失し、戦火を避けて奥地
やフランス租界へ疎開し、避難民の場所になっていた上海交通大学の校舎を借用したことで、新たな緊
張関係が生じ、相互に意識した。とりわけ交通大学側は校舎を奪われることになった。そのような経緯
をふまえ、あらためて書院の存在を日中間で客観的に認識しあう契機が生じ、かつて書院を経営した東
亜同友会を継承した霞山会が、この共同研究を支援した経緯があった。
史実を共通にしようとした研究は中国側研究者にとっては画期的であり、中国側から新しい事実や視
点も出されたため、ぜひ日本でも同様なシンポジウムを開催したいと願い、中国側もこの企画に快く対
応してくれた。
ただし、中国側は２名が体調不良で来日できず、その発表をふくめ葉先生にあわせて発表していただ
いた。一方、日本側では、愛知大学でこのシンポジウムを開催する機会に、
『中日大辞典』の編纂を行っ
てきた今泉潤太郎先生と、当研究センターでポスト・ドクターの若手研究者である武井義和氏を新たに
加え、発表陣を整えた。また新たにコメンテーターとして、東亜同文書院を再評価してきた栗田尚弥先
生にお願いした。
当日の出席者は 200 名を越え、地元はもちろん、東京、大阪など全国各地から参加され、近年高まり
つつある東亜同文書院に対する関心の高まりを示した。終了後、
「ルミエール」で行った懇親会にも多
くの出席者が参加し、津軽三味線の演奏もあり、賑やかで和気あいあいのふんいきですすめられた。
なお、翌７月 29 日は豊橋周辺のバスツアーを行い、夕食をとった豊川稲荷門前町での和食食堂では、
今後の研究協力をめざすことを含め懇親を深めた。さらに７月 30 日は名古屋と明治村のツアーを楽し
んでもらった。

7
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「日中研究者による東亜同文書院研究」
2007 年 7 月 28 日（土）10 時〜 17 時

愛知大学豊橋校舎記念会館３階小講堂

第１セッション 座長 藤田佳久教授
１．葉敦平教授（上海交通大学）
「中日の共同歴史研究による両国民の友好促進」
２．藤田佳久教授（愛知大学院長、東亜同文書院大学記念センター長）
「東亜同文書院と中国研究」
３．蘇智良教授（上海師範大学）
「歴史から経験と教訓を得る」
４．馬場毅教授（愛知大学現代中国学部長）
「東亜同文書院関係者の中国革命支援−孫中山と山田兄弟の関係を中心に−」
第２セッション 座長 葉敦平教授
５．毛杏雲教授（上海大学）
「彼らは中日友好のために奔走した」
６．今泉潤太郎教授（愛知大学名誉教授）
「華語萃編と中日大辞典」
７．盛懿助教授（上海交通大学）
「東亜同文書院の交通大学キャンパスの占用に関する考察」
８．孫萍助理研究員（上海交通大学）
「1937 〜 1945 年東亜同文書院の旅行に関する分析」
第３セッション 座長 藤田佳久教授
９．欧七斤助理研究員（上海交通大学）
「東亜同文書院の中国方面の研究に関する概要」
10．武井義和 P.D（愛知大学東亜同文書院大学記念センター）
「東亜同文書院に関する発表論文の動向」
コメンテーター 栗田尚弥講師（国学院大学）
「日中関係と東亜同文書院」

挨

シンポジウムを開始させていただきます。私は本

拶

日の司会を仰せつかりました、国際コミュニケー

司会（加納） おはようございます。本日はか
くも暑い気候の中、多くの方々にお集まりいただ
きまして、まことにありがとうございます。ただ
いまより、「日中研究者による東亜同文書院研究」

ション学部准教授、加納です。よろしくお願いい
たします。
本日は長丁場で、朝早くから夕方までずっと
続きます。なるべく早く進行してまいりたいと
9
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思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願

中両国関係の今後の安定的な連携、協力にも結び

いいたします。レシーバーの使い方につきまして

ついていき、そういう努力の一環になるのではな

は先ほどご説明したとおりですが、ご不安の方が

いかと思っています。今日、こうした研究成果が

いらっしゃいましたらスタッフにお声がけくださ

本学においてシンポジウムというかたちで示され

い。

ることを、大学としても大変喜んでいる次第です。

それでは、本日の主催である愛知大学を代表し

最後になりますが、この国際シンポジウムのた

まして、愛知大学学長、武田信照よりご挨拶申し

めに海を渡って報告に来ていただきました中国の

上げます。

研究者の方々に対して、何よりも深くお礼を申し

武田

本日の国際シンポジウムの開催にあたっ

上げたいと思います。それからコメンテーターを

て、主催者側を代表して一言ご挨拶を申し上げま

引き受けていただいた栗田先生にも、併せてお礼

す。テーマは「日中研究者による東亜同文書院研

を申し上げたいと思っています。

究」ですが、敗戦に至る数年間、東亜同文書院が

今日は大変中身の濃い、長時間にわたるシン

上海交通大学のキャンパスを使っていた経緯もあ

ポジウムになると思いますが、その成果のほどを

り、両大学間の歴史的な関係を研究し、その研究

じっくりお聞きいただければと思っております。

成果の発表が一つの柱になっていると思います。

以上、私からのご挨拶にさせていただきます。ど

これについては、霞山会の提言によってその研
究が組織されたと記憶していますが、霞山会は東

うもありがとうございました。（拍手）
司会

続きまして、共催を引き受けていただ

亜同文書院大学の設立母体であった、同文会の後

きました財団法人かざんかい霞山会理事でいらっ

継組織です。そういう経緯から、両大学間の歴史

しゃいます星様よりご挨拶をいただきたいと思い

的関係についてきちんと整理し、相互理解を確立

ます。よろしくお願いいたします。

しておきたいという願いからそうした提言になっ

星

いまご紹介いただきました、霞山会常任理

事の星でございます。どうぞよろしくお願いいた

たものと思います。
霞山会と上海交通大学との間で研究会が組織さ

します。（拍手）
か ざんかい

れたわけですが、東亜同文書大学の後継校ともい

霞山会といいましても、皆さんあまりご存じで

うべき愛知大学の研究者もこの研究会の中に加わ

はない方もいらっしゃるかと思います。ここに書

り、両大学間の歴史的な関係についての研究が進

いてありますように「かすみやまかい」と書きま

められ、今日報告されるような結実を見たという

す。学長からも紹介がありましたように霞山会と

ことではないかと思っています。

なって 50 年くらいの歴史を持っております。50

もう一つの柱は、東亜同文書院大学は大変ユ

年間、中国との教育、学術、研究分野での交流を

ニークな大学で、教育研究の内容も大変刮目すべ

実施してきております。そういう面では、地道で

き内容を持っているのですが、特に卒業生が行っ

ありますが、民間交流の一環として長い間継続し

た中国の調査旅行が最近富に高く評価されてきて

て事業を展開している財団法人です。

います。そういう同文書院の教育研究の中身の研

ご承知のとおり、ここに「日中研究者による東

究が、今日のシンポジウムのもう一つの柱ではな

亜同文書院研究」となっていますが、私どもは 3

いかと思っています。

年前から日中研究者による東亜同文書院の研究の

このようなかたちで大変地味で地道な研究です

事業を展開しました。これは、ここにも出席いた

が、日中間の大変微妙な歴史的な関係を含む関係

だいている前北川理事長が提案され、交通大学の

について相互的な理解が深まっていくことが、日

皆さん方、今日出席されている皆さん方とともに、

10
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ありがとうございました。

史実研究を実行してきたということです。
現在、日中両国間は日中研究者による日中歴史

司会

ありがとうございました。それでは上

研究会を組織しており、8 月 3 日から上海で、日

海交通大学よりお越しの先生方を代表いたしまし

本の中国関係の歴史研究者の皆さんが行って研究

て、上海交通大学葉教授よりご挨拶を賜りたいと

テーマについての話し合いを行うことにしている

思います。よろしくお願いいたします。

ようです。しかし私どもは、すでに交通大学と 3

葉

武田信照学長、星博人常務理事、友人の皆

年前から史実研究を実施してきています。その締

様、ご来賓の皆様こんにちは。本日、私たち上海

めくくりとして、去年の 12 月初めに上海で同じ

交通大学、上海師範大学、上海大学の何人かの教

ようなシンポジウムを開催しました。ここに出席

授たちは、愛知大学においてシンポジウムに参加

されている交通大学の先生方全員と蘇智良さんも

しております。私たちは、昨年上海交通大学にお

いらっしゃって、愛知大学からは藤田先生、馬場

いて東亜同文書院に関するシンポジウムを開きま

先生にご協力いただいて、現地に行ってシンポジ

した。本日私たちは、上海で開かれたシンポジウ

ウムを展開しました。

ムの継続というかたちでシンポジウムを開こうと

東亜同文書院については、中国でもいろいろな

しています。上海での会議は、上海交通大学と霞

評価があります。しかし、上海交通大学のキャン

山会が行ったシンポジウムであり、交通大学と東

パスの講堂で行われたシンポジウムでは、戦後、

亜同文書院の関係について、またそれにかかわる

東亜同文書院の卒業生または在学生が、日中間の

いろいろな問題について話し合いました。私たち

政治、外交、経済関係で大きな貢献をされたとい

は、いろいろな積極的な研究を通じて理解したと

う評価をいただきました。これは私としても非

ころです。

常にうれしいことで、もしこの場に東亜同文書院

中国の東亜同文書院の研究は、日本よりも遅れ

の卒業生、または当時在学されていた方がいらっ

ているといわなければなりません。研究者もそん

しゃったら、この場でご報告しておきます。それ

なに多くはありません。スタートも遅く、資料の

が、私の事業の締めくくりの仕事の一環だと思っ

収集も始まったばかりです。そんな中、われわれ

ております。

は四つの面の問題に直面しています。まず交通大

日中間はいままで政冷経熱と言われていまし

学と同文書院の歴史的な関係も一つの問題です。

たが、ご存じのとおり両国首脳の相互訪問によっ

もう一つは、われわれ中国の学者の、東亜同文書

て政治関係は若干温かみを帯びてきています。政

院に対する研究状況がどうなのかということ。三

温経熱といえるのかもしれません。しかし、最近

つ目は、同文書院の重要な内容である旅行調査で

行われていた高校生の交流も含め、まだまだ日中

す。1937 年から 45 年までの状況について、われ

相互間の民間レベルの交流は非常に大事な時期に

われも研究を行っております。四つ目の面として

あると思います。こういう時期にシンポジウムを

は、東亜同文書院の皆さんは年齢がすでに高く

開催して、日中間の歴史の一環としての東亜同文

なっています。しかし交通大学に多くの感情をお

書院大学と交通大学の史実研究シンポジウムがで

持ちいただいており、多くの方が交通大学を訪問

き、それによって相互の理解と友好が深まること

されておりますし、われわれも振り返っておりま

が大いに期待されているところです。今日出てい

す。こうした人たちは、交通大学に対する友好的

る先生方には一日ご苦労様ですが、その点も含め

な仕事、多くの貢献をなされていて、われわれも

て、ご紹介、討議されることを期待しております。

それを知っています。

簡単ですが、私の挨拶に代えさせていただきます。

全体的に申しますと、われわれ中国側はまだス
11
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タート段階にあります。この問題については、中

先ほども霞山会の星理事がおっしゃいましたよ

日両国、人民の間の友好を促進するという原則で、

うに、この会のきっかけはいまから 4 年ほど前、

また中国と日本の間でともに話し合うべき問題と

われわれと上海交通大学の先生方との間で、歴史

して歴史的な研究を行っており、そうした課題研

的な史実に基づいたかたちで書院の研究をしよう

究を行っています。

ということが始まりでした。昨年の 12 月 2 日だっ

歴史というのは鏡です。歴史によって同文書院

たと思いますが、上海交通大学のほうで葉先生、

の過去を振り返る。その目的は未来に目を向ける

毛先生等のご努力によりまして、われわれと中国

ためであり、今後の中日関係を健全に、より友好

の研究者の間でのシンポジウムを開きました。こ

に発展させるためです。われわれの任務もそこに

のときも朝から夕方まで研究が発表され、いろい

あります。われわれ双方の学者は、数年間の努力、

ろおもしろい研究の成果が発表されました。しか

研究をし、友好的な意見交流を行い貢献をしてま

し、われわれ日本人側の研究者はわずか 3 人しか

いりました。もちろん問題によっては異なった見

出席していなかったものですから、ぜひこれを日

方もありますが、これは正常なことです。われわ

本でも再現したいとこの企画を立てましたとこ

れとしては、今後とも討論を通じていくつかの問

ろ、交通大学の先生方に快くお引き受けいただき、

題ついてのコンセンサスが得られればと思ってお

今日の会に至った次第です。

ります。われわれは歴史をよりどころとしていく

併せて、東亜同文書院大学記念センターが昨年

ことが大事であり、より多くの成果を上げると信

文科省からオープン・リサーチ・センターに認定

じております。

されました。これは文科省の高度化推進事業の一

このような会議を開くことも簡単ではありませ

つで 5 年間認定され、その一環としてもこういう

ん。愛知大学の指導者の皆様方、愛知大学でお仕

シンポジウムを開催できることになりました。す

事をされている皆様方、霞山会の指導者の方々は、

でに 1 年経過をしていますが、2 年目の大きな事

今回われわれのために大きな仕事とたくさんの努

業としてこういうかたちで国際シンポジウムを開

力をしていただきました。そのことに感謝を申し

くということができるようになりました。なお昨

上げ、会議の成功を祈ります。ありがとうござい

年までの成果は ､ 一部お金がいるものもあるので

ました。
（拍手）

すが、昨年の年報を入口のところで無料配布して
います。残部がどのくらいあるかわかりませんが、
100 部用意しましたのでご希望の方はお手に入れ

第 1 セッション
司会

てください。

それでは早速ですが、本東亜同文書院大

今日は長丁場ですが、午前中、それからお昼か

学記念センターの所長、藤田教授を座長といたし

らは 1 回休憩をはさみまして午後まで続きます。

まして、午前のセッションを始めさせていただき

もちろん質疑もありますが、それが終わりました

たいと思います。ではよろしくお願いいたします。

ら学内のリュミエールというレストランで 5 時半

藤田

皆さん、改めましておはようございま

から懇親会が行われます。これは無料になってお

す。今日はこういう機会を得て多くの方々にお集

ります。今日ご発表の諸先生方といろいろお話し

まりいただきまして、大変ありがとうございます。

したい方も多いと思いますが、ぜひそちらにもご

先ほどは学長先生始め霞山会の星理事、ただいま

参加いただいて、懇親を深めていただけたらと

は葉先生からお話しをいただき、大変ありがたく

思っております。

思っております。

われわれのセンターといたしましてもこれを機
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◦ 1698 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
日中研究者による東亜同文書院研究

会に書院の問題を通じまして、日中間の非常に多

司会

面的ではありますが、研究上での友好促進を図っ

いただきます。各発表は 20 分です。各発表のあ

ていきたいと考えておりますので、今後皆さん方

とに質疑応答をはさみますが、時間はかなり限ら

のご協力も合わせてお願いできたらと思っており

れていますので、この時間は単純な事実関係のみ

ます。なお、われわれもこれを機会に、昨年から

の質問をお受けすることにしまして、午後のセッ

かなりいろいろなイベントを企画して進めており

ションをすべて終わったところで質疑応答の場面

ますので、ご注目いただければと思います。少し

を設けたいと思います。よろしくお願いいたしま

挨拶が長くなりましたが、早速午前中の第 1 部の

す。では午前のセッションを、藤田教授、よろし

発表に移らせていただきます。用意をいたします

くお願いいたします。

それでは、午前のセッションを始めさせて

ので、少しだけ時間をください。

１．「中日の共同歴史研究による両国民の友好促進」
葉

藤田

引き続きまして、私のほうで午前中の司

敦

平

ですが、同文書院と交通大学とは当時本当に近い

会をさせていただきます。今日のトップバッター

距離でした。いまは華山路というところですが、

ですが、先ほどお話しをいただきました上海交通

まさに道一つを隔てた関係で、隣同士というのに

大学の葉先生からお願いいたします。テーマは、

ふさわしい場所にあったわけです。

「中日の共同歴史研究による両国民の友好促進」

来がありました。特に当時の両校の学生たちの交

です。それではよろしくお願いいたします。
葉

この 20 年間、双方にはいろいろな親しい行き

東亜同文書院と交通大学、交通大学はもと

流は密接に行われていました。私たちの調査によ

もと交通大学という名前ですが、いまは上海交通

りますと、主な行事で三つあります。最初の交流

大学という正式名称になっています。その歴史で

は、社会や政治運動に参加をしたというものです。

すが、交通大学というふうに当校の歴史を語って

書院の中華部にも学生会があり交通大学にも学生

おります。二つの内容について今日はご紹介した

会があったわけですが、両校の学生会はいずれも

いと思います。

上海学生連合会に加盟していました。この二つの

一つは、東亜同文書院と交通大学の歴史関係に

学生会はお互いに協力をしながらいい関係を保っ

ついてです。この関係はいくつか調べまして、大

て、いろいろな活動に参加したのです。たとえば、

まかにいうならば二つの内容に分けられると認識

貧しい学生たちがお金がない場合に、学生たちが

しております。第一の内容ですが、1917 年から

組織立てていろいろな募金をする、チャリティー

1937 年の 20 年間の歴史です。この歴史は、交通

のようなことをしたりしました。

大学と東亜同文書院が隣同士の関係にあったとい

さらには、上海学生連合会の組織の改革です。

うものです。同文書院は最初に南京に設立され、

上海学生連合会があったという話をしましたが、

その後上海に引っ越しをして来ました。上海でも、

交通大学と同文書院は学生の代表を連合会に送っ

最初は場所を借りて運営していました。そして徐

ており、幹部をしていました。当時の連合会の執

家匯というところに移ってきました。これが虹橋

行委員には、交通大学の鐘森栄という人が出席を

路の東亜同文書院の校舎になります。この虹橋路

しました。同文書院側からは沈道叔という人が役
13
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員にあたって、お互いに協力をしていました。こ

わっていました。たとえば白井行幸でしょうか。

れは主に対外的な連絡をし合うという役回りでし

そして水野茂、中西功、安斎庫治といった人たち

たが、協力しあって、このときの学生組織のうえ

も進歩的な思想の影響を受けた人たちで、中国の

でいろいろなことをやっていました。また当時の

共産党青年団に加わり共産主義の宣伝をし、当時

学生は、ともに上海で行われた労働者ストライキ

の日本軍国主義の侵略に反対し、中国の革命活動

の支援に行っていました。

を支持したということがありました。これが二つ

また、両校の学生が一緒に北京や天津に赴き、

目の活動です。

1925 年に起きた五・三〇事件の真相についての

三番目は、いろいろなスポーツの交流がありま

宣伝を行いました。北京や天津の人はそういった

した。お互いに近いこともあり、両大学ではよく

ことについてよく知らないということで、五・三

スポーツの試合が行われていました。いまでいう

〇事件について宣伝をしに出かけました。また ､

クロスカントリーや野球、ビリヤードなどを一緒

当時日本帝国主義が中国の東北部を侵略占拠した

にやりました。さらには交通大学で合同の陸上大

ときに、両校の学生がともに立ち上がり抗議をし

会が行われ、中国の学生、日本の学生も参加して

たこともあります。また、同文書院の学生が除籍

親しく友好を深めたわけです。このように、この

されるようなことがありますと、交通大学の学生

20 年間、関係はかなりよかったといえると思い

がその学生の声援にあたるようなこともよくあり

ます。これが第 1 の段階です。
第 2 の段階は、1938 年から 45 年の 7 年間です。

ました。
二つ目に両校の学生たちの活動は、進歩的な組

この 7 年間は、同文書院側に占用、占拠される関

織の設立を実現したことです。1924 年から 27 年

係でした。1937 年に七七廬溝橋事件があり、そ

にかけては、中国国民党と中国共産党が協力した

の後日本は全面的に中国侵略戦争を発動し、上海

時代でした。交通大学、同文書院は、いずれも徐

では上海事変を起こし、呉淞戦役が勃発しました。

家匯地区にありました。この地域は進歩的な思想

日本の侵略戦争は中国人民には多大な苦難をもた

を持った学生たちが集中したところでもあり、お

らし、交通大学の教職員、学生にもいろいろな苦

互いに連絡を取りながら協力をとっていました。

難や不幸をもたらしたわけです。

1924 年に徐家匯では国民党の区の支部が設立さ

そのころ交通大学は、上空でよく日本軍の飛行

れましたが、当時交通大学と同文書院は、いず

機が旋回、偵察をするということで、授業も普通

れもこの国民党区支部に属していました。この支

に行うことがままならず、また教職員や学生たち

部では党員が 7 人いて共産党組織もできています

の身の安全も深刻に脅かされており、交通大学は

が、徐家匯支部の共産党員 7 人はいずれも同文書

フランス租界に移っていきます。そこでは日本軍

院と交通大学の学生でした。

からの空襲や飛行機の旋回はなかったのですが、

この共産党支部の書記は、同文書院側の梅 彬

もともとの交通大学のキャンパスは当時難民所と

が担当していました。この梅 彬が、交通大学の

化しました。大量の難民が上海に流れ込んでいた

張英和、陸定一などを紹介して共産党に入党しま

当時、交通大学のキャンパスを借り上げるかたち

した。東亜同文書院は、
進歩的な活動の拠点となっ

で難民収容所とし、1937 年の 12 月まで使われて

ていたわけです。そして 1930 年代の初頭、交通

いました。そのころ東亜同文書院は、上海から日

大学の党組織は政治的な雰囲気がより緩やかな同

本の長崎に移っていました。つまり、虹橋路の同

文書院の中で活動を行ったこともあります。これ

文書院は焼けてしまったからです。何とか上海

には、同文書院の中華部の学生や日本の学生も加

に戻りたいと思っても、その場所がなくなってし
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まったのです。交通大学はその後日本の憲兵の駐

くの方は本当にすまない ､ 申し訳ないという気持

屯する所となり、図書館が憲兵分駐所となりまし

ちを持たれていたそうです。そして中日友好を願

た。

い、またさらに交通大学を訪れられました。

それ以降、同文書院は元の校舎が焼けたという

1980 年代になりますと ､ 中国の教育部が若手

ことで、交通大学のほうに来たいと思ったわけで

の教師中心に 300 人を日本に派遣しました。交通

す。交通大学はここでは授業はできないというこ

大学からは、童澄教といった若い生徒が行きまし

とで、一部はフランス租界に移り、もう一部は重

た。そのとき、書院の 45 期の方で吉川さん、殿

慶に分校をつくりました。このときは、交通大学

岡さんが交通大学から来た人がいるのではないか

にとって大変苦難の年代であり、この歴史は交通

といろいろ尋ね、9 月にはこのお二人が東京で上

大学にとってとてもつらく悲しい歴史です。そう

海交通大学の学生などを訪ねまして、本当にいろ

いった苦しみを乗り越えて、ぜひとも親しい友好

いろな支援をして手助けをされたことがありまし

関係を築きたいと思っております。20 年はお互

た。また 1981 年に、吉川、殿岡両氏は上海交通

いに隣あったわけですが、その後 7 年間の占拠さ

大学を訪れています。

れた時代については、これまでは十分な研究がな

また、書院の出身者である団体である虹橋会と

されてこられませんでした。最近になって、それ

いうのができました。そして交通大学側に日本訪

についていろいろな整理や調査をするようになり

問を要請し、同文書院の卒業生とはいろいろな連

ました。まだ調査や資料は不十分ですが、これか

絡をして、最終的に交通大学の日本訪問が実現し

らもこの研究はしていかなければいけないと思っ

ました。1980 年に交通大学が日本に訪問するきっ

ております。

かけを得ますと、日本との連携はますます深まり

二つ目の大きな問題についてご報告したいと思

ました。当時は、書院の 43 期の宮家愈氏がいろ

います。愛知大学や上海交通大学の友好関係です

いろなことをしてくださり、上海交通大学との関

が、1945 年から 1971 年は、政治的な原因から両

係はさらに深まっていきました。

国の交流はほとんどありませんでした。1972 年

いろいろな努力をされまして、多くの日本の企

になりますと両国関係が正常化し、中国の文化大

業家を理事会の会長や副会長などを担当するよう

革命が終わると、1979 年を迎え日本の方たちが

に働きかけ、企業家の資金的な支援なども得られ

少しずつ中国を訪問されるようになりました。お

るようになり、とてもいい関係を築いていきまし

越しになった方たちの中には、当時東亜同文書院

た。そして書院 44 期の学生で当時神戸学院大学

で学んだ方たちがいらっしゃいました。たとえば

の学長を務めていた倉田 士さんが交通大学を訪

79 年 5 月 30 日には ､ 書院の 32 期でいらっしゃ

れられ、交通大学と学部同士の友好関係の提携を

る前田八束さん ､28 期の小島桂吾さんが交通大学

しました。

にお越しになりました。6 月 24 日には ､ 書院の

今日もご在籍の 46 期出身の北川先生は証券関

44 期の方で小野勇三さんがいらっしゃいました。

係のお仕事をされておりまして、ちょうど市場

7 月 13 日は国連のユネスコ専門員であり、また

経済が始まったばかりのころに中国にお出でにな

書院の 42 期の河野靖さんがいらっしゃいました。

り、いろいろな講義をしてくださいました。これ

この訪問は、いずれも交通大学にいらっしゃった

は中国の発展にとって大きな役割があり、貢献を

わけです。かつて、この徐家匯の同文書院で勉強

されました。このような写真が残っています。そ

されたことがあるということです。中国のいろい

れ以外にも 41 期の菅野俊作さんは、中国留学生

ろな経緯や人生の曲折を見たり聞いたりして、多

のためにお金を工面して、わざわざ思源寮という
15
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に圧倒され戸惑ったわけですが、わずか 17 歳の

宿舎をつくられました。
交通大学が日本を訪問する。また日本の方が交

私にとって初めての経験でした。

通大学を訪問する中で、いろいろなことがありま

1939 年といいますと第 2 の時期で、長崎から

した。特に天皇皇后両陛下も交通大学を訪問され

上海の虹橋路に帰ったあとです。虹橋路の建物は

るということで、関係はさらに進展しました。ま

戦争で被害を受けて全滅していましたので、交通

た、愛知大学のこれまでの学長、そして新しい学

大学に入りました。そのときは大内暢三先生が学

長も交通大学を訪問され、私どもの学長もお会い

長でしたが、
「これは交通大学から借りたものだ

しております。こうした中で、長年の交流は曲折

から、大事に使いなさい」と言われたことを覚え

もありましたが、やはり友好的な関係があります。

ております。

中国人民と日本の人民は、友好的な関係が保たれ

当時交通大学の一角、西寮といいましたが、飲

てきました。中日関係をもっと発展させるための

水思源といいますか。いまでもあります泉の近く

研究をこれからもしていきたいと思います。あり

に、大きな運動場がありました。運動場はまだ避

がとうございました。
（拍手）

難民が去った直後で大変荒れていましたが、その

藤田

ありがとうございました。これまでの上

一角に立った私は、そこに生えている雑草が私の

海にあった時期を二つに分けられ、前半期、書院

田舎の田んぼに生えている雑草と同じであったた

と交通大学はお隣同士に存在していました。そう

め、これは異国ではないと思って大変安心したこ

いう点で学生諸君の間でかなり緊密な友好関係が

とをいまだに覚えております。それが中国に対す

あったということです。その後書院の校舎が焼か

る第一の印象です。

れてから、書院が交通大学に入ったということで、

葉先生のご説明の第 2 の時期の最初の学生でし

後半のほうは前半とは少し違う時代に入っていま

たので、簡単ですが、感想を一言申し上げました。

す。しかし、戦後は多くの方が両校の間に行き来

ありがとうございました。（拍手）

をして交流を深めてきているというお話をいただ

藤田

ありがとうございました。葉先生、何か

一言ありますか。

きました。
少し時間がございます。何かご質問はございま

葉

交通大学に行ったときの感想だと思いま

すでしょうか。どうぞ。お名前等、お知らせくだ

す。本当に日本の方と接しますと、こういう感想

さい。

をお持ちの方が多いと思います。もちろん当時の

坂下

葉先生、お話をありがとうございました。

交通大学といまとはずいぶん違っていますが、大

私は葉先生がお話しされた第 2 の時期になります

きな施設面では当時と同じです。その運動場など

が、1939 年、書院 40 期として海を渡って上海に

もほぼ同じだと思います。

行きました。当時バンドの大廈高楼、南京路の人

藤田

ありがとうございました。では、時間で

山人海は、ものすごい人たちでびっくりしました。

すのでこれで終わらせていただきます。どうぞ拍

何しろ田舎から出ていったものですから、すべて

手をお願いします。（拍手）
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２．「東亜同文書院と中国研究」
藤
藤田

田

佳

久

では、座長をやりながらで大変恐縮です

の貿易取引を促進しようということで、日清貿易

が、私のほうから二つ目の発表をさせていただき

研究所をつくった経緯がありました。これは研究

ます。私は書院の歴史をさっと流しながら、大旅

所という名称ですが学校です。この学校は 1890

行等を中心にしてお話しをさせていただきます。

年からスタートし、94 年に日清戦争が始まって

テーマは「東亜同文書院および東亜同文書院大学

中断してしまうのですが、いってみれば貿易実務

と中国研究」です。ではお願いします。

者養成学校でビジネススクールです。

これが先ほど燃えたという東亜同文書院の校舎

日本では日清戦争後、いままで欧米志向だっ

の燃える前の校舎の姿で、交通大学の隣にありま

たのがアジアにも目を向けるようになり、いろい

した。その当時の正面玄関です。書院の創立にか

ろな団体ができあがりますが、その中の二つ、東

かわる人物として、この 3 人の方を挙げることが

亜会と同文会が合併をします。そのときの同文会

できます。一番右の方は根津先生で、初代から院

の指導者であった近衛篤麿が、比較的政治的な発

長を務められました。真ん中が、
書院の企画を持っ

言の多い東亜会を少し抑えられて、ご自分の文化

た荒尾精という方です。この方は愛知県の出身で

交流事業というかたちで東亜同文会を設立しまし

すが、若くして中国へ渡られ、何年間か現地で過

た。これが 1898 年から 1946 年まで続きますが、

ごしています。日本人がそれまで知らなかった中

最初の会長が近衛篤麿でした。

国の実像を把握して、
『清国通商総覧』という大

目的は、清国の保全と清国の自強。それから興

部な本を初めて日本で出版しました。いま流にい

亜と日中提携を掲げ、そのための手法として中国

うと中国商業地理という内容だと思いますが、そ

の教育文化事業を実現する。そして先ほど申しま

の内容に日本人がびっくりし、非常によく売れ

した、南京の同文書院をつくったあと上海で東亜

た本です。一番向こうが近衛篤麿という方で貴

同文書院をつくられました。その他諸々の団体も

族院の議長等もされた方です。そういう荒尾、根

少し影響していますが、基本的な流れはこういう

津の企画を持ちつつ、この方は欧米からさらに中

かたちで、それが戦後の本学にかかわっていると

国の旅行、世界一周旅行をされて、最後に中国へ

いう歴史をたどっています。

渡られ、その中で東亜同文書院の中国での開設の

教育文化事業の始まりとして、まず東京に同文

具体化を図った方です。当時の清朝の政府の方々

書院をつくって、中国からの多くの留学生を引き

とも話し合いをする中で、南京に東亜同文書院を

受けました。中国の留学生を日本へ招いたわけで

立ち上げ、それがやがて上海へ統合するかたちで

す。一方朝鮮半島のほうでは、それぞれの場所に

1901 年に東亜同文書院の開学に至ったというこ

語学学校や普通の学校をつくりました。当時朝鮮

とです。

半島は、義務教育もありませんでした。そういう

その流れをずっと見ていきますと、書院開設

教育が非常に重要だということで、こういうとこ

より前、荒尾精が清朝下の中国でのいろいろな情

ろに学校をつくられています。その後南京の東亜

報を初めて日本に知らしめた人物で、その意欲を

同文書院ができ、それが上海の東亜同文書院大学

汲んで当時は軍関係の学校で荒尾と親しい関係を

になりました。そこにやがて中華学生部をつくっ

持っていた根津一が中国をきちんと知ってそこで

たり、さらにその後北京経専や工業高専等も合わ
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学旅行で何とかこなすことくらいしかできません

せています。
そして天津に中日学院、あるいは江漢中高とい

でした。当然、学生諸君はもっと全国へ行きたい

うかたちで、中国の方々も入れた学校経営も行い

という要望を持っていたのですが、学校にはそん

ました。したがって、全体とすれば東亜同文会の

なにお金がなかったのです。

経営主体は、日本および朝鮮半島、中国という東

そのころ日英同盟が結ばれて、日本の外務省に

アジアでの、学校教育を通じて文化事業を展開す

イギリス政府から、清朝の西の方にロシアの勢力

るところに目的を置いたことが非常にはっきりし

がずいぶん浸透してきているから調べてほしいと

ていたわけです。

いう要請がありましたが、日本の外務省はそれに

最初は東亜同文書院が民間団体でスタートしま

対する手段をまったく持っていませんでした。そ

したから、お金がありませんでした。初代の根津

こで上海の根津院長にお願いして、2 期生の卒業

院長はずいぶん金策に工面したようです。書院に

生 5 人をあちらこちらへ派遣しました。1 年がか

入れる学生諸君も、根津院長が全国の知事を回っ

りで現地に入り、また 1 年がかりで帰ってくると

て各県でお金を出してもらう県費生というかたち

いう大変な大旅行で、死に目に会いそうになった

で書院へ入学する方法を依頼しています。全部の

ケースがたくさんありました。現地へ入りますと、

県がすべてうまく受け入れたわけではなく、学生

すぐにロシア兵にあとをつけられたりして、いろ

を 1 人しか送れないところもあるものの、原則と

いろな意味で大冒険旅行でもありましたが、初め

しては 2 人送ることで、全国でだいたい 60 人程

て日本人の目によって現地の調査が行われ貴重な

度を毎年上海へ送り込むことができました。競争

成果が得られたわけです。

も非常に激しく、しかも授業料はただでしたから、

その結果、外務省が約 3 万円を書院に寄贈し、

東亜同文書院は優れた学生諸君を集めることがで

そのお金を使うとだいたい 3 年間は学生の中国調

きました。

査を大規模に行うことができるだろうというこ

これは最初の 3 年制の学校として、専門学校と

とで、ここから初めて大調査旅行がスタートする

してスタートしたときの最初の教育カリキュラム

ことになったのです。これは当時、5 人のうちの

です。ご覧になってわかりますように、倫理や法

1 人波多野養作さんという人が新 の西のほうま

律、商業関係、中国語あたりに非常に力点を置い

で調査に行ったときの写真です。歩いたり馬車に

た、紛れもなく貿易実務者養成の学校であったと

乗ったりしましたが、車に乗るとすぐに痔になっ

いうことが非常にはっきりします。そういう点で、

てしまうようで、ずいぶん苦しんだという日記が

私は東亜同文書院がビジネススクール的な学校で

残っています。

あったと言っていますが、そういう色彩が非常に
強かったと思います。

そしていよいよ、ズタ袋を持ちながら２人から
6、7 人くらいのグループで、最終学年が中国各

上海で学校が始まり、学生諸君が最初のころに

地へ出かけて行けるようになりました。それが大

やったのは、上海や漢口、天津、北京等の大きな

変なエネルギーであったことは、旅行の全貌がわ

都市を中心にした商業取引の実態調査で、一生懸

かるとよくおわかりいただけると思います。

命にやりました。それに絡めて、中国全体の経済

いくつかの班をご紹介しますと、このグルー

活動の全貌も、なるべく文献も集め現地調査もや

プは上海からスタートして長江を上り、漢江から

りながら、調査研究を行いました。しかし学生諸

北のほうへ行っています。それぞれの学生たちは

君も学校にもお金がありませんでしたから、修学

調査目的地を設定してそこで卒業論文を書きます

旅行的に一斉に近場のあちこちへ行き、それを修

が、とにかく目的地へ行くまではなるべくあちら
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こちらを見たい、その道中はなるべく広く見てみ

国政府も 2 年間は書院にビザを給付しませんでし

ようということです。こちらのグループもそう

た。したがって、書院生は中国大陸の旅行を夢見

で、東北地方である満州のほうへ出かけ、現地で

ていながら、満州しか行けなくなってしまいまし

は非常に広く、約 3 カ月から 5 カ月旅行していま

た。そこで、満州の各県に入って調査をしていま

す。このグループは南のほうへのコースです。南

す。その訪問した先の県名を示してみましたが、

の海から雲南へ入って、上流や中流の黄河を下っ

これが 2 年間続きます。その前から満州調査は

て戻ってくるようなコースです。

やっていましたが、この時期に集中的に行われ、

当時の一般の日本人は大きな町にしか行かな

結果的にあの時代の東北地方・満州の調査が詳細

かったのですが、学生諸君は中国大陸の奥深くへ

に行われたことがわかります。これは小興安嶺で

行き、農村の人たちと多く接しています。書院の

す。大興安嶺のほうも横断旅行をした記録があり

人たちで中国が大好きになった人が非常に多い背

ます。

景には、農村の人たちとの交流もずいぶんあった

当時は、辛亥革命のあと多くの軍閥が各地で勢

と思います。いろいろ書かれていた日記を見たり、

力を握っています。呉佩孚とか曹 など、当時の

あるいは調査旅行の卒業論文を見るとそういう雰

著名な軍閥は、軍閥といってもインテリの指導者

囲気が伝わってきます。こんな写真が残っていま

です。こういう見事な揮毫を、書院生は出かけて

す。黄河下りで、羊の皮の袋で下っている様子で

行っては直接面談をしてもらってきて、それらが

す。これは黄河の途中のユートピア三角州のとこ

旅行記の巻頭を飾っています。

ろで珍しい風景です。

17 期から 22 期の調査旅行コースのうちの調査

東南アジアへも行っています。当時の独立国は

対象別の調査地を示してみました。調査項目がし

タイだけでしたが、東南アジア諸国を巡ることに

だいに細分化され、やがてこれに教育や民俗、歴

よって、当時の東南アジアの置かれた植民地とし

史などが付け加えられていきます。それがやがて

ての状況に非常に深く関心を持っています。しか

アカデミックな雰囲気をつくり出して、後に大学

し東南アジア諸国は植民地下で非常にインフラが

に昇格する一つの大きなきっかけになっていった

整備されており、中国旅行に比べると早く進んで

と思います。こんな発展が、この中間の時期にで

しまうことにびっくりしていますし、多くはフラ

てきます。

ンス領でしたから、書院生の後輩に対してフラン

ところが日中戦争等が始まりますと、中には四

ス語をもっと勉強しろと言っています。それから、

川省の方まで行ったグループもいますが、多くの

フランスの支配に対する反発のような記録が随所

グループはこういう北京から広東をむすぶライン

に見えています。

以東のコースくらいしかたどれなくなります。す

これはベトナムのアンナン地方の北部で、フィ

なわち、日本軍が力を持っておった範囲だけし

リピンから南のほうをずっと一周してきたコース

か旅行コースができなくなっているのです。1920

です。これは、昨年 100 歳を迎えられた安澤さん

年代が発展、成熟期でしたが、30 年代の半ばく

のルートですが、雲南からビルマに入って帰って

らいからしだいに縮小期に入っていき、書院最後

こられました。これも大冒険旅行です。安澤さん

の 38 期生のころにはさらに沿岸部のほうにしか

は絵もお上手で、少数民族の絵等もその中で記録

コースが設定できなくなっていきます。大学に昇

しています。当時の東南アジアのいろいろな写真

格した 40 期以降は、各ゼミ単位で旅行が行われ

も入っています。

ますが、新設された専門部も含めてだいたいこう

一方、満州事変が起こりますと、さすがの中

いう範囲でしか行われなくなりました。北のほう
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では青島あたりまでですね。満州では奉天あたり

と思っています。それを指導したのが、書院卒業

です。華南、華中では広州、あるいは漢口あたり

生の馬場鍬太郎という先生で、中国地理の大著や

です。

中国地理の背景を出版したような地理学者であり

これを全部、各期別に何コース行われたかを合

ます。

計しますと、全体として大ざっぱにいって約 700

研究がこういうかたちでさらに広くなって発展

コース実施されています。その中には東南アジ

していきますと、それらの調査報告をさらに活用

アも入ります。私は地理学をやっていますが、学

することができます。これは私が後追いをして手

生の身分ではあってもこれだけの規模を半世紀に

書きの原稿を少し活字化して出版したものです。

渡って大規模に行ったのは、地理学史の中でも他

例えば、これは 12 期生の調査報告書だけを取扱っ

にケースがありません。

たものですが、どれだけの紙幣、貨幣がコース沿

これは 5 期から 23 期までの「大旅行」のコー

いで使われていたかを抽出したものです。当時中

スマップです。こんなかたちで中国本土を歩き

国は統一貨幣はありませんでした。こんなかたち

回っていて、それを密度分布で表現したものがこ

で貨幣の種類を分布図に表すことができます。

れです。このように中国研究は、先ほど申しまし

そうすると、同じ貨幣がある種のまとまりを示

た荒尾精の情報収集と、根津院長の編集でそれを

す分布傾向がみられます。これは当時の経済圏の

整理して出版した『清国通商総覧』という 1000

分布図として見ることができます。

ページを超える大部なもの、それから先ほどの 2

今度は言葉です。言葉もどういう言葉が話され

期生 5 名による西域調査です。そして、調査旅行

ているかを図に示していきますと、これも同じよ

が本格化していきます。

うな、言葉の共通の広がり部分が出てきます。こ

一方、そのためにも最初から語学が必要でした。
あとで今泉先生のお話がありますが、語学教育の

れは言ってみれば中国の文化圏の分布図を表した
ものと言えます。

ために『華語萃編』等の初めての本格的、実践的

両者の分布図を合わせますと、経済圏と文化

な教科書がつくられ、教育が行われました。そし

圏がほぼ重なるかたちのまとまりが出てきていま

て先ほどの旅行を通して、まず『支那経済全書』

す。これは中国を理解するうえで、基本的な地域

全 12 巻、中国のエンサイクロペディアでしょう

構造を示したものと言えます。私は地理学をやっ

か。それから各地域史、地理誌ですが、
『支那省

ているものですからどうしてもこういう地域的視

別全誌』
18 巻です。そして研究として
『支那研究』、

点が現象をみますが、こういう作業で調査報告書

あるいは講座本。それから新しい『新修支那省別

から当時の中国像を浮かび上がらせることができ

全誌』を編纂刊行します。これは戦争の激化によ

ます。

り 9 巻で終わってしまいます。大学になってから、
『東亜調査報告書』という、大学の学生のゼミの

次にこれはアヘン用のケシがどこで栽培されて
いたかを分布図として示したものです。調査旅行

報告書が出版されたりしています。これ以外にも、

中にいろいろな事象が観察されていますが、アヘ

多くの中国や満州の年鑑があります。多くの関係

ン用のケシは西北の畑作地帯が多いようです。こ

書物が、各研究者によって出版されています。

れは土匪の分布図です。黄河の氾濫によって農民

調査旅行の報告書の性格ですが、学生諸君は特

たちが家を失って土匪に変わったのがその起源だ

に、報告あるいは日誌の部類は事実しか書いては

といわれますが、辛亥革命後の軍閥の戦争の中で

いけないということでしたので、現在から見ても

土匪に転じた兵士もずいぶん多いようです。だい

客観的な資料として非常に価値がある内容だろう

たい目が届きにくい各省の境目に集中的に分布
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し、書院の人たちも結構土匪に遭遇して危うい状

れてきたのです。それが戦争と戦後の政権の変化、

況までいったケースも記録されています。

あるいは文化大革命の中で完全に切れてしまいま

五・三〇の事件の話が葉先生からもありまし

す。その後の 1970 年代末の改革開放以降、資本

たが、あのとき書院の学生が旅先の各地で出会

主義化の波が浸透してきています。その中のシス

い、記録した反日、反英、排外運動の様子を分布

テムは、全部ではないにしても民国期の資本主義

図として示したものです。かなり広い範囲に見ら

の復元の部分も結構あります。今日の中国を理解

れ、中国人に最初のナショナリズムを与える契機

するうえで、書院の人たちが記録した中国の近代

になったように思われます。また、これは軍閥の

との接続はかなり可能になることになります。そ

人たちの勢力圏の図です。書院生はコース上で軍

れを通して分析することにより今日の中国の経

閥間の戦争がある場合には戦場に入ったりしまし

済、文化、あるいは社会のさまざまな基本的仕組

た。大変危険な旅行でもありましたが、そのデー

みを解明することができるのではないかと考えら

タを使いますと当時の軍閥の勢力範囲がこんなか

れることです。
書院最後の学長が本間先生でした。この方が事

たちで表されます。
軍閥の人たちは、近代化戦略をもっていまし

実上愛知大学を設立されたということで、ここか

た。多くの軍閥は当時日本へ留学をした人たちが

らは今日の愛知大学の話になります。これは愛知

多かったのですが、この時期、公園をつくったり

大学本館の前で、大陸から引揚げてきた学生諸君

都市計画を実行したり、さまざまな近代化を試み

が記念撮影しているところです。書院を中心に大

ています。これは四川の近代化の例です。

陸からの諸大学の引揚げによって創立された愛知

大連や営口や安東、奉天といった東北・満州
のほうへ、大陸から多くの漢民族の人たちが移動

大学としての再生です。
周恩来首相や郭沫若氏、さらに孫平化氏など、

していくという報告書もあります。春先に満州へ

その後も愛知大学はいろいろな意味で中国とのか

移っていって年末に山東省へ帰ってくるような出

かわりを持っていますし、東亜同文書院大学の影

稼ぎ形態の人たちの様子も、大連の報告書からわ

響がいろいろなところに出ています。中日大辞典

かります。大連へ来た漢人たちが、こういうかた

の編集は今泉先生がお話しになりますが、本間学

ちで満州へ散らばっていったというデータです。

長の中国側への中日大辞典用カードの返還要請が

これも書院の人たちの報告書の中から復元します

実現された成果です。

と、特に山東省の人たちが東北へ渡って散らばっ

さっと流させていただきましたが、私の発表を
以上で終わらせていただきます。どうもありがと

ていった様子がわかります。
長い中国の歴史の中で、辛亥革命以降、いわゆ

うございました。（拍手）

る資本主義化が始まります。しかしそれは一部で

ほとんど時間がないそうですので、何かご質問

あって、伝統的な中国のシステムもずっと継承さ

がございましたら夕方へ回させていただきます。
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３．「歴史から経験と教訓を得る」
蘇
藤田

次に 3 番目の発表に移ります。3 番目は、

智

良

は中華学生部が増えました。学生は日本の選ばれ

上海師範大学の教授であります蘇先生から、
「歴

た青年からなり、上海で漢語、中国史、地理、当

史から経験と教訓を得る」というタイトルでお話

時の時事を研究しました。中国の現状を研究する

をいただきます。蘇先生は日本へ来るのが少し遅

ことを専門とする学校として、毎年夏休みに学生

れまして、昨夜関西空港に到着され、今朝一番で

を中国の各地に視察調査に派遣し、中国の政治経

駆けつけていただきました。では、早速ですがよ

済、社会、あるいは地理といった状況を調査させ

ろしくお願いします。

ました。

蘇

ありがとうございます。まず自己紹介をさ

東亜同文書院の歴史的な役割を正確に評価する

せていただきます。私は 16 年前、霞山会の支持

ことは、非常に難しい仕事です。同文書院が存在

をいただきまして、東京大学で 2 年ほど研究に従

した年代は日本が大陸拡張政策を行った時期であ

事したことがあります。その後 15 年前に愛知大

り、半官半民の性質を持った東亜同文書院は多か

学を訪問し、特に文献類を拝見させていただきま

れ少なかれ日本政府の大陸政策との関連を持って

した。すでにお亡くなりになって 5 年たちますが、

いたわけです。

当時は同文書院の卒業生の江頭先生がおられまし
た。非常に時間が早く流れてきたと思います。

東亜同文書院の歴史的な役割について、4 点申
し上げてみたいと思います。第 1 に、東亜同文書

いま私は、中日間において歴史を共同研究をす

院の創設は、日本が中国文化ならびに中国に注目

る専門家委員会の中国側のメンバーになっていま

することを促した点があります。東亜同文書院お

す。中国は土地が広いため、中国の 10 人の代表

よび、その前身であります漢口の楽善堂、上海の

はすべて北京の人間で、ほかの土地の人間はいま

日清貿易研究所の創設者、近衛篤麿、荒尾精、根

せん。しかし専門家委員会があり、そこに私が参

津一といった方々は、すべて近代日本の興亜論者

加しています。本日は、非常に幸いにも多くの同

でした。興亜論は、またアジア主義でした。

文書院の卒業生の方々、われわれの先輩がおいで

福沢諭吉が脱亜論を主張したと同時に、近衛篤

になっています。また古い友人にもお会いでき、

麿はアジア主義を提唱したわけです。アジア主義

大変うれしく思っています。

というのは、日中両国が同文同種で漢字文化、儒

今年は七七廬溝橋事件の 75 周年で、多くの方々

教の倫理は東アジア各国の親和の基礎であり、日

が記念事業の計画をお持ちだと思います。今日の

本、中国、朝鮮三国はこの基礎のうえで共同して

私のタイトルは、歴史の中からいかにして経験と

一体化を進め、日本の統制のもとで西洋に対抗す

教訓を学び取るかということです。

るというものです。早期のアジア主義は、日本の

東亜同文書院は、日本側が 1900 年に南京につ

民間によるアジアを振興するという理想主義的な

くった、中国学を専門とする高等学府でした。翌

色彩がありました。日本が、中国、朝鮮を統制に

年に同文書院は南京から上海に移って上海との縁

よって白人の植民主義者を駆逐しようというもの

を結び、近代上海の国際化の過程における重要な

でした。こうした初期のアジア主義は、思想の極

文化機関になりました。同文書院は、最初は政治、

限性はありましたが、軍国主義の思想とも大きな

商務の専門でしたが、それから農工学科、あるい

違いがありました。
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東亜同文書院の建学の精神、目標、教学の内容

生のご紹介にもありましたとおり同文書院の一つ

は、興亜論の基本的な精神を貫いており、書院も

の特徴でした。毎年学生を組織して、40 年間に

日中親善のかたちで現れました。したがいまして、

わたって現地調査を行っています。1901 年から

中日戦争が全面的に勃発する以前は、東亜同文書

1945 年の間、5000 人の学生が参加しており、路

院と中国政府、学会、社会の人々との間には、比

線は 700 本あまりの路線、チベットを除く中国の

較的よい関係が保たれていました。また東亜同文

あらゆる省、区に及んでいます。東亜同文書院の

書院の学生、先生は、中国人民の抗日闘争、革命

学生の調査内容は、中国の各地の経済状況、経済

活動を惜しむことなく支持されました。

商業の習慣、地理、風俗、各地の方言、農村の実

しかし全体的に見たときに、東亜同文書院と日
本政府の大陸政策には関連があり、同文書院は設
立の初めから日本の文部省、外務省の二重の管理

態、地方の行政組織など、細かいところに及んで
います。
例えば地理ですと、沿線の情勢や気候、都市、

を受けており、後にはさらに直接内閣の管轄を受

風俗、人情、交通、税関など。また経済では、商

けるようになっています。したがいまして、半世

業、政治などが含まれていました。文字による記

紀近くの学校の歴史の中で、必然的に日本の官の

録以外に、素描スケッチ、写真などがあります。

対中政策の制約を受けることになりました。また

こうした見聞材料は、学生によって調査旅行報告

この間に、日中関係のいろいろな大きな事柄と必

書に整理されており、これも卒業論文になってい

然的に結びついたわけです。特に中日戦争期間、

ます。しかもその報告活動も行われ、同文書院は

東亜同文書院は学徒出陣、従軍通訳といった面で

この調査に対して実証を重んずる態度を取ってい

直接侵略戦争に参加しています。

ます。真実を書くこと、また空理空論を振り回さ

第 2 に、教育史における軌跡です。東亜同文

ないこと、それから人のものを盗まないことなど

書院の学生は非常に真剣に勉強していました。毎

の原則を出しています。最後に、出所の曖昧なも

年 4 月に上海に新しい学生が入学します。初めて

のについては点数はゼロということになっていま

中国語に接触するということで、毎朝キャンパス

す。これはすべて、非常にいい原則だと思います。

では中国語を真剣に練習している発音が聞かれま

東亜同文書院、およびその同文書院大学の毎年

した。周囲の上海の住民もこれを讃えていて、毎

の学生の中国旅行は、いろいろ本になっており、

朝「あーあー」という発音が聞こえるものですか

これらの本は今日でも見ることができます。巻首

ら、上海人はこれを同文書院のカラスと呼んでい

巻頭には、孫中山、康有為、黎元洪といった人た

ました。同文書院の言語教育は非常に特色があり、

ちの題字が見られます。

上海語、広東語もあって、これらは一流のレベル

こうした四十数年にわたる中国旅行調査活動

に達していました。いま愛知大学に上海語や広東

は、当然ながら当時の日本の大陸政策の烙印もあ

語があるか私は知りませんが、ないのではないで

るわけですが、同時に異なった時期の調査にはそ

しょうか。

れぞれの時代の特徴もあり、初期においては比較

同文書院は非常に多くの人材を養成し、中国

的自由で、学生が自由に路線を選んで自己鍛錬を

の学者なども養成しました。高爾松、高爾柏、呉

しています。こうした社会調査が半世紀近くにわ

開先など、すべて共産党員です。また陳弘、王宏

たって続いたこと、範囲も非常に広いこと、調査

など優秀な卒業生も養成し、後に日本語の教授に

にあたっての分業も非常に細かいことによって、

なっています。

多くの一次資料が蓄積されました。これが中国

第 3 点目に同文書院の調査旅行ですが、藤田先

社会の経済、政治、社会風俗、文化など、いろい
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ろな分野を研究する貴重な基礎資料になっていま

埒外にあることはできません。そしてまた、やむ

す。したがいまして、これは中国の歴史学、社会

をえずそれに巻き込まれてしまいます。中日両国

学、地方史学において注意すべき、また研究すべ

は文化の源は同じです。平和を保ってこそ、両国

き材料です。特に調査の方法、それから資料を整

に友好と幸福をもたらされるということができま

理する方法においては参考にするところが多くあ

す。今日はアジアの協力の時代で、これが潮流に

ります。

なっています。同時に各国も現実的路線が必要で

第 4 に、1900 年から 1945 年までの間は、まさ

あり、アジアを発展させるために必要な道です。

に日本の軍国主義が戦争に向かう時期でもありま

私たちは手を携え、ともに新しい世紀におけるア

した。したがいまして、東亜同文書院は自覚的、

ジアの協力を進めたいと思います。歴史を振り返

あるいは非自覚的に日本の対中侵略とどうしても

り教訓を汲み取る者は、新しい世紀のアジアの振

結びついてしまったわけです。侵略戦争の間、東

興の道を進むためです。以上、私の報告です。あ

亜同文書院の学生たちは従軍通訳、情報収集を

りがとうございます。（拍手）

行って、日本軍のために情報を提供しています。

藤田

どうもありがとうございました。書院

そういう意味で、中国侵略にも直接かかわってい

の持っている中国でのポジション、性格といいま

ます。同時に指摘しなければいけないのは、戦争

すか、それが時代的、あるいはいくつかの分野か

を始めた日本政府と同文書院の先生、生徒の間に

らいろいろな側面を持っているというお話をおま

は区別があるということです。根本的に申します

とめいただきました。何かご質問はございますで

と、同文書院も戦争の被害者であるということで

しょうか。よろしいでしょうか。

す。たとえば第二次上海事変のとき、同文書院の

これまでの発表を時間刻みで急いでやっている

10 万冊の図書も戦火に遭って焼けており、これ

ものですから、なかなか追いついていかないとこ

自体が大きな損害です。

ろがあるかもしれません。少しお考えいただいて、

今日から 20 世紀を振り返りますと、20 世紀は
戦争の世紀でした。歴史の教訓が明らかにして

夕方にまたご議論いただければと思います。では
先生、どうもありがとうございました。（拍手）

いますとおり、戦争の時代において教育は時代の

４．「東亜同文書院関係者の中国革命支援

̶孫中山と山田兄弟の関係を中心に̶」
馬

藤田

4 番目は、本学の馬場先生のご発表です。

場

毅

の設立趣意書によれば、日清戦争後の列強からの

タイトルは、
「東亜同文書院関係者の中国革命支

分割の危機に際して中国保全と日中の共存共栄を

援̶孫中山と山田兄弟の関係を中心に̶」という

掲げ、そのための政治経済面の実務家養成を目的

ことでお話しいただきます。では、よろしくお願

としました。この点についてはいま蘇先生もおっ

いいたします。

しゃいましたように、私もアジア主義だと考えて

馬場

ただいまご紹介にあずかりました馬場で

います。

ございます。早速始めさせていただきます。東亜

しかしながら、設立のときすでに日本は台湾を

同文書院は 1901 年に設立されました。そのとき

植民地化し、中国分割に参加し、中国保全に敵対
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する行動を取っています。当時の東亜同文書院の

合いを始めていきます。そのときに、滝川具和や

関係者が、日本政府のそのような行動に対して批

平山周などもここに参加しています。ところが、

判的な言動を行った事例は見られません。最初か

戊戌変法自体が 98 年 9 月に西太后による保守派

ら自国政府の政策と大学設立の目的との矛盾は十

のクーデターによって弾圧されます。そのとき

分突き詰められていなかった。私は、これはずっ

に山田良政は変法派の王照という人物を、日本大

と続いたと考えています。特に、日本の国家とし

使館付きの海軍武官でありました滝川具和と平山

て、
1905 年の日露戦争後帝国主義化していきます。

周とともに逃がします。平山周というのは、1897

そうすると、東亜同文書院の掲げた中国保全と日

年に孫中山のところに行き、支那革命党、当時の

中の共存共栄という目標と、矛盾対立は拡大して

興中会および孫中山が反清の武装蜂起のために動

いきます。とりわけ、1937 年以後の満州事変以

員した天地会や哥老会という秘密結社について書

後は大変顕著であったと思います。

いた人で、この本は後に中国語に訳されました。

しかし、中には身命を賭して中国革命を支援し
た者がいました。特に 31 年の満州事変以後にな

秘密結社という言葉を最初に使ったのは平山周
で、それが中国語に入ったと聞いています。

ると、多くの東亜同文出身者が国策に従うかたち

クーデターのときに次々と改革派の人間が捕ま

になりますが、そういう中でも、あるいはそれ以

るわけですが、清朝の役人が捕まえようとするの

前から身命を賭して中国革命を支援した者がいま

を北京から天津に逃がし、当時停泊中の日本の軍

す。非常に多様な人材を輩出したところも、私は

艦大島に収容しています。当時梁啓超が日本の公

東亜同文書院の特色であると考えています。

使館に保護されており、一緒に日本に亡命してい

これから述べます山田良政および純三郎兄弟が

きます。この事件が、いわゆる大陸浪人の中で山

主として活躍したのは 1920 年代までですが、身

田良政が大変注目されていく事件になったと思い

命を賭して孫中山の革命運動に協力した人物であ

ます。

ると考えています。これが山田良政の写真で、東

孫中山との出会いは、99 年 7 月に平山周の斡

亜同文書院記念センターのほうにいらっしゃると

旋によって日本の東京神田三崎町の家で孫中山と

必ず掛かっている有名な写真です。

会って意気投合し、それ以前の変法派支援から革

山田良政の、東亜同文書院との関係だけを簡単

命派支援に転換していきます。1900 年 6 月、上

に抜き出してみました。先ほどの藤田先生のお話

海の旅館で孫中山と会って革命蜂起の構想を打ち

にありました日清貿易研究所には、1890 年に昆

明けられ、参加を表明しています。このときに、

布会社に勤めながら通っています。1899 年 7 月

山田純三郎を正式に孫中山に紹介しています。

には、東亜同文会に参加しています。1900 年 5

一方東亜同文会自体は、山田良政や南京同文

月には南京の東亜同文書院が開校されますが、そ

書院の学生の革命運動への参加を禁止していまし

のときに教授兼舎監になっています。ところが 8

た。しかし、山田良政はこれに従いませんでした。

月に、孫中山率いる革命への参加のため、南京東

ですから、後の恵州起義のときに、彼はすでに南

亜同文書院を辞しています。これが簡単に東亜同

京同文書院を辞めて参加しています。この恵州起

文書院との関係になります。

義ですが、当時の政治情勢として、北方では清朝

彼が革命に関係したことについて、簡単に申し

が 8 カ国連合軍に宣戦布告しています。したがっ

上げたいと思います。清朝の革命あるいは変革に

て、清朝及び義和団と 8 カ国連合軍との戦争状態

関連したことになりますが、1898 年 6 月から戊

になっていて、清朝としては国内のことに十分に

戌変法が始まり、その段階から彼は変法派と付き

対処できませんでした。そういう隙をついて南の
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革命軍恵州に起こるという。庚子は西暦でいうと

広東省で蜂起をするという経過です。
しかも、これに日本の台湾総督府が関与して

1900 年ですが、この年は閏年で 8 月が 2 回あり、

います。山田良政が仲介して、当時の台湾総督の

あとのほうの 8 月は西暦でいうと 9 月から 10 月

児玉源太郎と台湾総督府の民政長官であった後藤

です。ちょうど恵州起義が始まり、そして山田良

新平が、孫中山に対して、もし起義軍が広東省の

政が死んだ時期にあたります。

陸豊、海豊まで来たならば、児玉総督が台湾から

一方、山田純三郎ですが、純三郎は 1900 年 5

3 個師団の武器供与と日本軍人の起義軍への参加

月に南京同文書院に入学しています。1901 年、

を約束します。このとき、孫中山自ら台湾に行っ

良政の影響もあって中国革命に興味を持って学業

ています。ある意味ではそれをあてにして孫中山

に身が入らず、東亜同文書院を退学になっていま

の支持を受け、鄭士良が三合会あるいは天地会と

す。しかし当時は非常におおらかだったようで、

も言っている秘密結社を率いて恵州で蜂起をしま

当時の院長根津一が、退学となった学生を事務員

す。そのときに当然この約束が果たされることを

兼助教授にしています。いまでは考えられないこ

期待していますし、指導者として孫中山が参加す

とです。その後 1904 年に、日露戦争従軍のため

ることを期待しています。起義軍は沿岸部を福建

東亜同文書院を辞職します。その後 1907 年には

省の厦門まで目指して行きます。

東亜同文書院教授となって、5 月に満鉄に入社し

ところが、このときに日本の内閣が変わりまし

たためにこれを辞めています。総裁は、初代総裁

た。山県内閣が総辞職したあとで、伊藤博文が、

後藤新平。恵州起義にも関与した後藤新平です。

このように福建省に日本の権益を拡大することは

孫中山を盗み見たというのは 1899 年 7 月山田

列強の反発を食うということで、児玉総督の企て

良政が孫中山に会った時に障子の陰から見たとい

を禁止します。すなわち、孫中山への武器供与と

う話で、正式に紹介されたのは 1900 年 6 月です。

日本軍人の参加を禁止するのです。そのため山田

写真の左が山田純三郎で、右のほうが孫中山です。

良政は、孫中山の命によって児玉総督の方針変更

両者とも洋装ですが、なかなか立派な服装をして

と臨機応変の措置を伝えるため派遣され、鄭士良

います。

の元に到着します。鄭士良は日本の援助が得られ

山田純三郎と中国革命とのかかわりですが、

ないことがわかった段階で軍を解散し自分の本拠

1911 年 11 月、辛亥革命のあとになると思います。

地に戻ろうとするわけですが、恵州の東郊の三田

革命派の陳其美が上海の機器局を襲撃したとき、

祝というところで清軍に攻撃され、山田良政ら 6

日本の有吉総領事が支えていたと言われますが、

人が捕虜になっています。山田良政は日本人だと

山田純三郎は事前に有吉総領事から拳銃 3 丁を借

名乗れば助かった可能性があったと言われていま

りて陳其美に渡しています。日本の外交官が拳銃

すが、一言もしゃべらずに殺されます。この遺体

を渡すという、清朝からいうととんでもないこと

は密かに葬られ、日本人で中国革命に殉じた最初

を行なったことになります。その後 1911 年 12 月

の一人となります。1918 年にどこに葬られたか

に、孫中山が米国から欧州経由で帰国したときに、

わかるのですが、1900 年には行方不明になって

これも有名な大陸浪人である宮崎滔天とともに香

たぶん死んだということになります。

港まで迎えに行って、その後上海まで同行してい

今、皆さんがご覧になっているのは山田良政先
生墓碑です。民国二年とありますが、
1913 年 2 月、

ます。
当時山田純三郎は上海に派遣されて、満鉄の撫

孫中山が日本に来たときだと思います。それによ

順炭を三井に売っていました。その関係で三井と

れば山田良政先生は弘前の人である。庚子又八月、

の関係があり、そのことを孫中山が聞いて三井と
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の借款交渉を仲介してほしいと要請します。当時、

認め、このような交渉が実現する状況ではなくな

革命軍および中華民国政府で孫文は臨時大総統に

ります。したがって、三井物産を通じてのこの二

なりますが、大変な財政困難になっている状況で、

つの借款は実現しませんでした。ただ、山田純三

三井への借款要請をし、山田純三郎が仲介します。

郎がその仲介をやったということです。しかもこ

そして、漢冶萍公司を日中合弁とする条件での

れは、孫中山の要請によって仲介をしています。

500 万円の借款が、1912 年 2 月 2 日に当時の臨時

第二革命に孫中山が失敗したあと、中国の東北

大総統の孫中山と黄興が借款条約に署名して印を

部、満州のほうで、反張作霖の動きを起こそうと

押して成立し、山田純三郎と三井物産の上海支店

いうことになりました。満州への工作は陳其美が

長の藤瀬政二郎が 300 万円の小切手を孫中山に渡

やっていましたが、1914 年 6 月ころ、黒竜江方

します。しかしながら、その借款条約の中に、中

面の軍閥が張作霖討伐のために連絡を取りたいと

国における鉱山、鉄道、電気などの事業を外国に

いう話があり、孫中山の命により、山田純三郎、

許可するにあたり、三井物産に優先権を与える条

介石、丁仁傑の 3 人が満州に出かけていきます

項があったため、中国国内で反対運動が起こり、

が、結局呼応する軍閥はおらず成果を上げられま

漢冶萍公司の株主総会でこの契約が否決され、こ

せんでした。同じように 1915 年にも、山田純三

の借款は途中で立ち消えになります。山田純三郎

郎は陳其美、戴天仇とともに大連に行き、犬塚信

の回想録によると、この 300 万円の金は後に袁世

太郎の斡旋によって満鉄病院を本拠とした活動を

凱と孫中山との妥協が成立したあと、革命軍から

しましたが、これも成果は上げられませんでした。

横浜正金銀行を通じて返還されたといっています。

このように第二革命が失敗して孫中山が日本に亡

もう一つ、同じように満州租借を条件とする

命したあと、東北への工作に派遣されました。

1000 万円の借款があります。これもほぼ同じ時

1915 年 2 月の日中盟約について、これが真実

期ですが、1912 年 2 月 3 日に南京で臨時大総統

か偽りかということについては、日本および台湾

の孫中山と三井物産の大物である森恪が話し合い

で論争中の問題です。台湾側はこれを一切認めて

をし、その席に胡漢民、それから宮崎滔天、山田

おりません。日中盟約の中に、中国の陸海軍の使

純三郎も立ち会います。森恪は、当時の元老であ

用する兵器、弾薬などは日本と同じものにする。

りました桂太郎の内意を受けた益田孝の内命を受

それから、中国の軍隊に日本軍人を採用すること。

けていました。日本をロシアの満州への進出をこ

政府へ日本人を採用すること。これらは 21 ヶ条

の時期も大変警戒していて、満州を一任するとい

で日本が要求して、袁世凱政権の反対にあって結

う意味での満州租借論を認めるならば、日本側か

局当時の日本政府でも取り下げた第 5 号の内容で

ら援助を与えようという提案をします。

す。それを孫中山が、一時期ですが認めています。

孫中山は袁世凱との和議成立を控え、臨時大総

ですから、台湾側からいうと国の父たる孫中山が、

統を辞職しなければいけません。結局、森恪のこ

袁世凱政権ですら拒否した内容を認めていること

の提案を受諾します。2 月 8 日までに 1000 万円

になるので、断固として認めておりません。これ

の借款を日本から供与することを約束することを

については日本国内でも賛否両論あり、その詳細

条件に、満州租借を日本に認めることを応諾しま

については私の原稿を見ていただきたいと思いま

す。しかし、2 月 8 日になっても日本側からの応

す。

諾の返事がなく、結局この話は実現しませんでし

いままで出ている以上の資料がないものですか

た。中国国内でも 2 月 12 日に南北和議が成立し、

ら真偽については判断できませんが、私としては

14 日に臨時参議院が孫中山の臨時大総統辞任を

結ばれた可能性が強いと思っています。山田純三
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郎自身、こういうふうに言っています。
「支那側

厚かったと思います。

が孫さんと陳其美、日本側は犬塚さんと私の間で

最後に彼の評価として、これは孫中山の言葉で

ある密約が結ばれた。
」これらの人物が署名した

すが、
「それ革命のために奔走して、終始怠らな

4 人です。「いまでも某所の金庫の中に、○○の

い者は山田兄弟、宮崎兄弟、菊池、萱野とあり」

○○は深く蔵されているはずだ。そしてそれを実

と言っています。これは 1918 年の言葉ですが、

際に書いたのは秋山将軍である。
」すなわち日露

孫中山が大変高く評価しています。ほかの人間に

戦争のときの東郷平八郎の参謀長が書いたと言っ

ついては、利権を目指して孫中山に近づいてくる

ています。

と言い、孫中山は日本の大陸浪人の一部に対して

第三革命中には、山田純三郎自らが中華革命党

だいぶいやになっているわけです。信頼を得た理

の当時の機関誌『民国日報』の社長になっていま

由として、兄良政は自ら一命を捧げている。弟は

す。その中で公的には 21 ヶ条条約の日本の強要

私利私欲を謀らなかったことが重要だと思います。

と袁世凱の帝政運動を批判します。なぜ山田が社

山田純三郎は、日本人の立場を利用して、中国

長になったのか。これはおそらく、袁世凱政権の

人革命家のできない役割をしています。先ほどの
『民国日報』の社長になったり、孫中山が 1924 年

弾圧を招かないためだったと思います。
この時期、フランス租界にある山田純三郎の満

に張作霖と会うときに、張作霖に付いていた町野

鉄の社宅は、革命派の実質的な本部の役割をして

武馬と事前に話をして、孫中山を張作霖が拉致し

おり、そこにいた陳其美が袁世凱の派遣した暗殺

ないようにという保証を得ていますが、それが日

者に殺されます。東亜同文書院大学記念センター

本人同士の関係を利用したものだと思います。そ

に殺された直後の陳其美の写真があるかと思いま

ういう日本人としての立場を利用して独自の役割

す。そのときにその場にいた女中が長女民子を三

を果たしたところに、山田純三郎の役割があるの

和土の上に落としてしまい、そのため民子は一生

ではないかと考えます。以上です。どうもありが

涯不具となったという犠牲を払っています。

とうございました。（拍手）

1920 年代に、山田純三郎は広東軍政府時代に

藤田

どうもありがとうございました。今日の

も陳炯明クーデターのときに孫中山を援助した

お話の内容は、東亜同文書院大学記念センター展

り、犬養毅が 1923 年 11 月に入閣したときに、孫

示室にも展示してあります。山田兄弟は書院の卒

中山からの書簡を託されています。ここでは孫中

業生ですが、中国革命とのかかわりをお話しいた

山は、1919 年の五四運動以前のように日本に頼っ

だきました。時間が来てしまいましたが、どなた

て革命をやるのではなく、中国の労働者や農民

かお一人、何かございますでしょうか。よろしい

に依拠しながらやろうというふうに変わっていま

でしょうか。では、この件も夕方にお願いします。

す。そういう中での、日本の政策への転換を要請

どうもありがとうございました。
今日は時間を知らせるベルを用意したせいか、

しているのがこの書簡かと思います。
孫中山が 1925 年に死にますが、そのときに山

非常に規則的に時間が進んでいまして、予定どお

田の従兄弟の菊池良一と宮崎滔天の兄の民蔵、萱

り進行しています。これで午前の部を終わります。

野長知とともに立ち会っています。同文書院大学

ご協力、どうもありがとうございました。（拍手）

記念センターでは、臨終に立ち会った唯一の日本

司会

ご静聴、ご協力ありがとうございました。

人と記していますが、あれは少し違うと思ってい

現在 12 時です。午後の部の開始が 13 時 30 分か

ます。山田純三郎は宋慶齡に招かれて病室の中に

らですので、またこの場にお集まりいただければ

入れられていますが、そのように孫中山の信頼が

と思います。
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第 2 セッション
司会

時間となりましたので、午後のセッショ

15 時 30 分よりその次のセッションを実施いたし

ンを始めさせていただきたいと思います。午後は

ます。それでは、葉先生を座長として午後の第 1

二つのセッションから成り立っています。最初の

回目のセッションを始めたいと思います。葉先生、

セッションは 13 時 30 分より 15 時 10 分に終了す

よろしくお願いいたします。

る予定です。そこから若干の休憩を取りまして、

５．「彼らは中日友好のために奔走した」
毛

葉

杏

雲

ご在籍の皆様方、報告者の皆様、この交流

国の改革開放後、上海大学と比較的交流の多い 6

会議を午後も引き続き行います。午後の一人目の

名の日本の学生の方たちをご紹介申し上げたいと

報告者は毛杏雲教授です。もともと交通大学にい

思います。

らっしゃって、上海交通大学、上海大学の両方で

この方たちに共通の特徴ですが、一つ目は、特

教えていらっしゃいます。ですから、交通大学を

殊な環境の中で学習をされ、日本帝国主義の侵略

代表してご報告することもできますし、上海大学

の行為といったものを直に見聞きしたということ

を代表することもできます。

です。二つ目は、
中国と非常に強い結びつきを持っ

ここでご報告するのは東亜同文書院についてで

ていることです。そして、中日友好のために力を

す。ここ数年、私どものほうを訪問された方も非

尽くそうという志を持っている方たちです。三つ

常に多い。その中には、具体的にいろいろなこと

目は、中国改革開放という絶好のチャンスを利用

を理解されている方もいらっしゃいます。この中

して、中日人民の友好のために貢献されている方

には中国の方も日本の方も含まれますが、中国の

です。

方についてのご紹介は、本日は省略したいと思い

まずお一人目は、第 43 期の学生である宮家愈

ます。ここで皆様方に毛教授のほうからご紹介申

さんです。宮家さんはすでに故人となられました。

し上げるのは、主に日本の学生についての状況で

しかしながら、交通大学の人々は宮家さんを忘れ

す。では毛先生、よろしくお願いします。

ることはありません。1984 年、交通大学のキャ

毛

ご在籍の学者の皆様、教授の皆様、ご在籍

ンパスに 1 本の桜の木を贈ってくださいました。

の皆様、こんにちは。私の本日のテーマは「彼ら

この桜の木はいま青々と茂っています。春になる

は中日友好のために奔走した」というものです。

と桜は満開になりますが、桜が満開になるたびに

東亜同文書院は 1900 年の設立から 1945 年の解散

宮家先生のことを思い出します。

まで 46 年ありました。46 期の学生さんがいらし

1984 年、宮家さんは上海交通大学を訪問され

たわけです。関連する文献資料によりますと、書

ました。そして、日本に帰国されてから大金を投

院は 5000 名近くの学生を育てたことになります。

じて、1985 年に日中教育協会をつくられました。

日本でいまなお 1000 名あまりの卒業生が各分野

自らが代理会長になり、後には会長になられまし

で活躍されています。時間の関係で、今回は、現

た。この基金の利息が交通大学の有益な事業に使

在把握されている資料が比較的多い、もしくは中

われました。日中教育協会が費用を提供して、毎
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年 3 名から 4 名の青年教師を日本の大学に招いて

訪中、中日国交正常化の面で非常に重要な役割を

教育を受けさせました。1985 年から 10 年間の間、

果たされました。そのため前後して 12 回、周総

留学生の派遣が二十数回行われました。

理からの接見を受けています。

この宮家さんの橋渡しによりまして、日本の昭

秋岡さんは、中国と日本の政府間で情報を受け

和女子大学と上海交通大学が姉妹校の関係を結び

渡しする架け橋でした。また、1980 年代に秋岡

ました。人見学長が上海交通大学から顧問教授と

さんは人民日報海外版の日本の代理人となられま

いうことで認定されました。毎年留学生の交換を

した。朝日新聞退職の後も引き続き日本の代理人

行っております。また、1992 年、昭和女子大学

をされていました。そして、日本での人民日報の

は 1 億 5000 万円を投じて、交通大学のキャンパ

発行部数を拡大され、中国の経済発展、総合国力

スに図書館正聖堂をつくり、そこに日本語の書籍

の成長を伝え、中国の国際社会における知名度、

を寄贈しました。

影響力を高めました。そのことによって人民日報

そして、上海交通大学と日本の大企業との関
係を推進するため、宮家さんは三菱自動車の館さ

社から高く評価されています。秋岡さんは私ども
中国人民のまさに古い友人であるといえます。

んを協会の副会長に招きました。三菱自動車は、

三人目は倉田 士さんです。倉田さんは 25 回

1985 年に 200 万人民元相当の自動車とその修理

訪中されました。ご自分が上海に行くときには、

設備を寄贈し、87 年には上海交通大学が自動車

故郷に帰る、自分は老上海だとおっしゃっていま

の専門クラスの学生の募集を始めました。そして、

した。倉田さんは 1988 年に神戸学院大学の訪中

点検修理センターもつくりました。

団を率いて上海を訪問されました。上海交通大学、

1994 年 11 月、日中教育協会と上海交通大学の

上海第二医科大学、華東政法学院、上海財経大学、

交流 10 周年を記念して、宮家さんは日本友好訪

上海市対外文化交流協会と、それぞれ交流協定を

問団 56 人を率いて上海を訪問されました。その

結ばれました。日本の 80 年代、普通の私立大学

ときに、交通大学の指導者たちとともに四つの大

が同時に中国の四つの有名な大学、交流機関とこ

きなことをされました。一つ目は正聖堂の落成式

のような交流をすることは並大抵ではありません

を行ったこと。二つ目は、日中友好の碑の開幕式。

でした。

三つ目は、昭和女子大学により 57 万人民元を投

1990 年夏、上海交通大学は倉田さんを顧問教

じて言語教育実験室ラボがつくられたこと。四つ

授としました。1992 年 9 月、倉田さんは神戸学

目は、三菱自動車が 100 万ドルに相当する三菱自

院大学で初めての中国研修旅行を提唱され、始め

動車教育機材といったものを贈り、その贈呈式が

られました。六十数名の学生が燕京号というフェ

行われました。宮家さんにより指導される日中教

リーに乗って天津に着き、北京、西安、上海を訪

育協会は、交通大学の指導者たちを日本に何回も

問されました。この中国研修旅行は今日に至るま

招きました。

でずっと続いています。

お二人目は第 44 期の学生、秋岡家榮さんです。

1993 年と 95 年、倉田さんは大学院生を連れて、

秋岡さんは京都大学を卒業されてから、朝日新聞

50 年前のご自身の足跡をたどる旅をされました。

の東京本社の外報部に勤められました。日本で初

上海、南京、鎮江、揚州、広州などの土地をめぐ

めて北京に派遣された特派員、常駐の記者です。

られました。1996 年、神戸学院女子短期大学の

1967 年から 5 年間、秋岡さんは朝日新聞の北京

学長になられ、この 10 年来、中国の留学生 400

支局長をされました。その特殊な身分を利用され、

名を育てられました。倉田さんはこれらの留学生

1972 年、日本の首相である田中角栄の初めての

と膝を交えて話し合い、中国語で自分の上海留学

30

◦ 1716 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
日中研究者による東亜同文書院研究

の経歴を話し、皆さんがしっかりと勉強し中日友

を学んでおられます。前田さんは、生きている限

好のために貢献するようにということをお話しさ

り勉強だということをよくおっしゃっています。

れています。

これがまさに彼の健康、長寿の秘訣だといえま

また、中日両国の法律の交流の面で、倉田さん

しょう。

は民法の上下巻、その他の十数の論文を発表され

五人目は、第 45 期学生の吉川信夫さんです。

ています。また、
「中華人民共和国の相続制度に

吉川さんは 1981 年に交通大学を訪問されました。

ついて」、「中華人民共和国の所有権について」な

吉川さんの考えの下、同文書院の同窓会組織であ

どの論文も発表されています。日本の法律学会の

る「滬友会」がつくられました。また、1982 年 10 月、

方々が中国の法律についてよく理解するために貴

上海交通大学の学校の指導者 4 人から成る訪日団

重な資料を提供されました。倉田さんは、教育面

を組織されました。これは、上海交通大学が改革

での功績により、日本の天皇から勲章を受けてい

開放ののちに初めて団を組織しての日本訪問とな

ます。倉田さんはまさに中日両国の橋渡しをされ

りました。そして、日本と交通大学との間の交流

た方だといえましょう。

を始め、非常に広い協力の基礎を打ち立てられま

四人目は、44 期学生の前田清蔵さんです。前

した。

田さんは上海で生まれ、上海小学校に通いました。

1989 年、吉川さんの提唱と出資の下、交通大

そして、上海の東亜同文書院大学で 2 年間学ばれ

学の日本留学帰国学生会が「日本科学技術情報」

ました。このことから中国通であることがわかる

という隔月の雑誌をつくりました。この雑誌は各

と思います。

省市、校内の人には無料で配られるだけではなく、

1980 年代、日本の訪中団を率いて何度も上海

各省市の図書館にも寄贈されました。この雑誌の

を訪れました。そのときには通訳や案内役を自ら

継続的な発行のために、吉川さんは 18 万ドルを

買って出ました、非常に熱意にあふれた方です。

投資され、交通大学と合弁で虹橋快速印刷公司を

中国に対する思いも非常に特別なものがあり、中

つくられました。そして、ご自身がこの会の日本

国の改革開放のすばらしいチャンスを使い、何回

側の代表を務められました。

も中国語を学びにいらっしゃいました。すでに

1994 年、交通大学の翁学長が訪日された際、

81 歳のご高齢なのですが、昨年も上海にいらっ

お知り合いの学者や友人の皆様方と、中日環境保

しゃって、上海交通大学国際教育学院で中国語の

護問題について率直な意見交換をされました。95

上級クラスの学生となられました。若い学生とと

年 11 月中旬には第 1 回中日環境会議を行い、十

もに教室に座り、まじめに勉強されています。試

数の機関、53 名の教授が日本から参加されました。

験にも参加され、学業を全うされました。性格も

中国側からも百二十数名の方がこの会議に参加さ

非常に明るい方で、さまざまなことに興味を持っ

れました。これは、中日双方が環境保護の面につ

ておられます。若い方と一緒に勉強するだけでは

いて協力を行うためにしっかりとした基礎を打ち

なく、グランドでも一緒に運動されています。ご

立てるものになりました。

自分がどうやって体を鍛えるかということを教え

しかし、吉川さんは、第 2 回の中日環境会議を

られています。あぐらをかいて座っているかと思

準備されている際、直腸ガンを患われました。そ

うと、突然、前後に開脚をされたりして、80 歳

して、第 1 回の手術が行われ、まだ健康回復の段

のご高齢ということを皆さんに忘れさせるような

階にあるときに、無理を押してこの準備に携わら

すばらしさです。また、学校の向かいにあるお医

れました。吉川先生の遺志を継ぎ、1998 年、上

者さんの家に行き、中国医学、鍼灸といったもの

海交通大学虹橋会吉川信夫中日交流教育基金とい
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うものをつくりました。基金の額は 115 万人民元

たちには非常に歓迎されています。資料もご自分

です。吉川さん、私どもは永遠にあなたを懐かし

でつくられて日本から持って来られて、学生に配

く思います。

ります。1989 年から毎年 1 〜 2 回の講義をされ

六人目は第 46 期学生の北川文章さんです。私

ていて、すでに 10 年余り続いています。その講

どもが北川さんを訪問したとき、彼は「私は、若

座を聴いた学生たちは、非常に早い時期に外国の

く多感な時期をこの交通大学のキャンパスで過ご

専門家から直接金融証券についての知識を聞く機

したんだよ」とおっしゃっていました。北川さん

会を得たわけです。

はこの忘れがたい生活を自分の人生の出発点だと

北川さんは日中教育協会の副会長も務められて

おっしゃっています。また、今後何かを成し遂げ

います。また、宮家会長と日中教育協会、上海交

るとしたら、中国の役に立つことをしなければな

通大学の交流も支持されています。1996 年、北

らないとおっしゃっていました。

川さんは日本霞山会の理事となり、2002 年には

1972 年の中日国交正常化、特に 1978 年に中国

理事長となりました。北川さんと交通大学との間

が改革開放の新時期に入ったとき、北川さんは中

の十数年の環境をまさに霞山会に持ってこられた

国との協力の糸口をそこから見つけられました。

わけです。その推進の下、上海交通大学と上海日

そして 85 年、北川さんは 40 年間来ていなかった

本研究協会との交流活動が行われています。ハイ

中国に再びやってきました。そのとき、彼は日本

レベルな中日環境分野でのシンポジウムを行い、

の四大証券の一つである山一証券の副社長でし

若い世代の学者・研究者の訪問活動などを行って

た。非常に影響力のある証券業界での専門家にな

います。霞山会は毎年上海交通大学の 5 名の中国

られていました。ということで、北川さんは中国

の学者に資金援助し、日本での研修を行っており

の信託会社、中国銀行について債券発行のために

ます。また、上海交通大学の歴代の指導者も訪日

情報を提供されました。中国の角度から出発され、

しています。本課題の研究も北川先生の積極的な

中国の金融界の方々にさまざまな積極的な提案を

提唱の下で行われたもので、大きな貢献をされて

し、専門を同じくする専門家の方々の信頼を得ま

います。北川さんは「中日友好のために力を尽く

した。そして、上海、大連などの大都市において

し、私は悔いはない」とおっしゃっています。
私の報告はここまでです。中日両国の人民の友

いろいろな講義をなさいました。
1989 年、北川さんは翁学長の招きを受け、上
海交通大学でも講義をされました。そして、90
年には上海交通大学の顧問教授となりました。

情が永久に続くことをお祈りいたします。どうも
ありがとうございました。（拍手）
葉

毛教授、ご報告ありがとうございました。

しっかりとした金融理論の基礎、世界での実践の

同文書院の学生の皆様方はたくさんいらっしゃい

経験、証券・株式への理解により、日本の証券業

ますが、本日ご紹介できたのはたった 6 名の方だ

界発展の歴史、そこからくみ取るべき教訓につい

けです。卒業された学生の皆様方の精神という

てもお話しされました。また、株式・債券・証券

ものは引き継いでいかなければなりません。中日

取引についての基本的な知識を教えてくださいま

友好関係もこのまま続けていかなければいけませ

した。

ん。すでに時間を使い果たしてしまいましたので、

北川さんは非常にまじめに講義をなさいます。

質問は夕方の時間に残したいと思います。

情報量も豊富で授業の雰囲気も活発でした。学生
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６．「華語萃編と中日大辞典」
今
葉

泉

潤太郎

続きまして、愛知大学の今泉先生です。中

しかし、中国語‐北京語についてはまるで初め

日大辞典についてのお話をいただきます。これ

ての外国語です。とりわけ中国人の話す言葉を耳

は日本において影響があるだけではなく、中国に

で聞いて理解し、かつ日本人である同文書院の学

おいても非常によく知られています。本日はこの

生が自分の口を使って中国人に話す。当たり前の

辞典の経緯についてお話しいただきたいと思いま

ことですが、こういった教育は日本の高等教育で

す。

はほとんどなかったといってもいいと思います。

今泉

私は、同文書院の中国語の教育の面では

ご存じのとおり、日本の大学とりわけ帝国大学で

『華語萃編』
、そして中国語研究の面で華日辞典、

は英・仏・独の 3 カ国語の学習をもっぱら進んだ

のちに愛知大学で出版した『中日大辞典』
、この

西欧文明を理解する、目で見て理解するための道

二つについて簡単にご報告をいたします。

具として位置づけ、読解することを最大の目的と

同文書院の中国語が重要な科目であることはい

していました。

うまでもありません。中国関連のその他の科目と

さて、明治期の日本人は多くの北京語を学ぶ者

並んで、その専門の科目のための道具として、そ

は、
「官話指南」という中国人が書いた教科書か

れ自体を研究の対象とするのではなく奉仕すると

ら始めたようです。同文書院の開設の時期には、

いいましょうか、そういう中国語、外国語として

同文書院の前身である日清貿易研究所の中国語教

位置づけられております。中国語は同文書院の中

員の御幡雅文という方が中国語教員として赴任し

でも重要な科目ですので、その時間数も相当多い

ます。また、日清貿易研究所で御幡から学んで、

し、中国語の教員も中国人、日本人合わせて相当

かつ同文書院で中国語を教える青木喬という方

数にのぼります。全体の 3 分の 1 強の人数を占め

が、先ほどの尺讀を担当します。この 2 人が、主

ているわけです。

として 1 〜 10 期生ぐらいまでの学生の中国語の

科目のほうでは華語、当初は清語、あるいは支

教員です。

那語、そして華語という名称になりますが、これ

この方々に指導されて、いわば自前の同文書院

はいわゆる北京語です。そのほかに時文、尺讀が

の学生から育った中国語の教員が誕生します。た

あり、これら全部が中国語です。そのほかに漢文

とえば 2 期の真島次郎、4 期の松永千秋等で、そ

というのがあります。日本人の年配の方ならば、

の後には 12 期の清水董三、15 期の鈴木擇郎がい

戦前の国語、漢文についてはご存じのとおり、主

ます。この鈴木擇郎先生は愛知大学創設以来の中

として江戸期の日本人漢学者の著作を教科書とし

国語の教員でもあり、私を含めて会場におみえの

ます。他にも中国の原典、たとえば論語や唐宋八

何人かも直接指導を受けています。

家文、唐詩選といったものからも選ばれておりま

この同文書院で育った教員の人たちが、初めて

す。これは、時文と非常に関連が深い。つまり、

自分たちの中国語教科書をつくります。それが
『華

漢文から中国文言文の体系、文法を習得している

語萃編』です。
『華語萃編』の完成は 1916 年、大

わけです。中学卒業生が同文書院に入りますので、

正年間になってからです。その間は、先ほど言っ

彼らにとって時文は比較的なじみがある科目だと

た御幡雅文自身がつくった『華語 歩』を主とし

思います。

て学んでいたようです。
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『華語萃編』は初集、2 集、3 集、4 集とあり、

せる環境がありました。上級生が下級生に教科書

第 1 学年、2 年、3 年、4 年と上に上がっていく

を暗唱させるのです。発音を訂正しながら暗唱さ

わけです。このシリーズが完全にできるのはや

せます。特に新入生に対して、夏休み前の 2 〜 3

や遅れて 1933 年、昭和になってからのことです。

カ月間で基本的なベースになるものを皆覚えさせ

ですから、
『華語萃編』で初集から 4 集まですべ

てしまうという猛烈なやり方です。教室で教わっ

て教わった学生は 33 期生以降ということになり

たことを学ぶだけではとてもできません。上級生

ます。

が下級生を指導するということが教育の中に位置

同文書院は半世紀近く教育活動を行います。私

づけられている結果として、それが可能であった

がいま申し上げているのは初期の 5 〜 6 年間、そ

ということです。同じ寮に全員が居住していて、

れから最後、戦争の激しくなった 40 年以降です。

上級生・下級生の関係が非常に濃密です。一般の

ですから、これらの間を取った平均的なこととし

生活も、学習生活も、同時並行的に行われている

てお聞きください。

という環境があったからに違いありません。

この『華語萃編』は問答形式です。一問一答の

この『華語萃編』は 30 年余り使用されますので、

かたちの会話教科書で、初集は日常生活の会話を

内容上、大小の修正を経ています。発音の面でも、

中心として始まり、やや複雑な会話として 2 集、

たとえば中国で国音の統一、注音字母の制定があ

さらに 3 集になりますと商業や金融業、農工業、

りました。注音字母というのは中国独自の発音表

あるいは一般家庭、新しい市民生活が始まると新

記法ですが、こういったものが中国政府によって

文明の知識なども盛り込んでいます。4 集はかな

制定される。そういうものを教科書に反映させな

り高級で、初めから高級会話を取得することを目

がら、なおかつ清末から中華民国にかけて、特に

的としています。たとえばこういう公開の席での

1930 年代に入ると、近代化されていく中国の現

演説や歓迎会の式辞、送別の辞、外交辞令等々で

状に合わせて内容も修正されていくわけです。し

す。こうして『華語萃編』の初集から 4 集をやっ

かし、その骨格ともいうべきものは変更されませ

て、最後の学年にいわゆる大旅行に出かける。そ

んでした。
同文書院は 1945 年に廃校となり、
『華語萃編』

のための「旅行用語」を習いました。
これらは洗練された中国文で、当然これには同

も同時になくなります。ただ、ご存じのとおり、

文書院の中国語教員の約半数を占めている中国人

愛知大学は同文書院を継承する学校ということ

教員の手が加わっている。学生はこれを始めから

で、同文書院最後の学長の本間喜一先生が創始者

終わりまで暗唱することを科せられています。特

で建てられた大学です。中国語のスタッフも、鈴

に初集は発音教材として徹底的に暗唱させられま

木先生を始めとして複数の方がいらっしゃる。た

す。日本人はなかなか身につかぬ四声や、発音が

とえば、今日午前中おめにかかった池上貞一先生

しにくいといわれる翹舌音‐北京語にある発音、

もそうですが、同文書院の多くの教員がこの愛知

寛音と窄音の区別、日本語では重念と言っている

大学でも教えるという体制でした。

強くストレスをかけるところ、逆に軽く発音する

そして、同文書院の中国語教員はほとんど全

ところなど、実際に耳で聞いて覚えるのは非常に

員が、ほとんどといいますのは他の大学出身で採

難しいのですが、こういうものもすべて暗唱させ

用された中国語教員の方が唯お一人おられました

ることによってマスターさせるという教育法を取

が、そのほかは全部同文書院で学び、同文書院で

りました。

教えるというかたちです。愛知大学でも同様で、

また、同文書院ではこれを実際に実現可能とさ

当初は愛知大学も『華語萃編』を教科書としまし

34

◦ 1720 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
日中研究者による東亜同文書院研究

た。この会場にも『華語萃編』で学んだ愛知大学

れは文言を対象としています。現代のものを対

卒業生が多数おられると思います。私自身も『華

象にした『辞海』というものも出ますが、これは

語萃編』で学びました。その後この大学で教師と

1932 〜 33 年ごろだと思います。当時は現在と違

なりましたので、私も数年間『華語萃編』を教え

い中国では口語辞典が非常に少ないのです。日本

ました。

でも口語辞典、中国語辞典についてはそれほど多

結局、『華語萃編』は、同文書院から切り離す

くない。代表的なものとして『井上ポケット支那

ことはできない。同文書院あっての『華語萃編』

語辞典』というのがあったようですが、これらは

だろうと思います。これは教学関係が他とまった

学生からいっても不満足なものでした。こういう

く違う独特のものということです。簡単にいえば、

中で、スタッフが十分いる同文書院の華語研究会

中国の上海にあった同文書院だからこそ使えた。

のメンバーで辞典をつくろうということになった

あるいは、中国人教員と日本人教員が常にペアに

わけです。

なって教室で教えるという、非常に恵まれた環境

結果として、敗戦時には十数万枚の原稿カード

にあった。さらに、その前提として学生が初めか

ができ上がっていましたが、敗戦によって中国政

ら同文書院に入学するつもりで入学してくる。つ

府に接収されました。戦後中華人民共和国成立後、

まり動機づけが十分であったといっていい。これ

愛知大学の本間喜一学長が、ぜひこれを返しても

らの要素が集約された所に同文書院の中国語教育

らって、愛知大学の手で辞典として完成させるこ

があったのです。以上、簡単ですが中国語教育の

とができないかということで、いろいろ折衝して、

面についてお話ししました。

結果的に 1954 〜 55 年にかけて中国人民保衛世界

次に同文書院の中国語研究の面でどうであった

和平委員会秘書長の劉貫一先生の名義で日本国民

かということを、華日辞典の編纂という点を通し

に贈られます。これを日中友好協会が責任を持っ

てお話ししたいと思います。以上のように中国人

て、もとの同文書院の辞典カードをつくった人た

および日本人の中国語教員スタッフが常に十数名

ちを集めて会議を開き、愛知大学にその完成が委

いたという環境もありまして、その教員による中

ねられるわけです。これを完成させたのが、愛知

国語研究の水準はこれまた高度なものであったと

大学の『中日大辞典』です。ですから名前は変わ

思います。いまわれわれが見ることができるのは、

りましたが、この辞典は同文書院の華語研究、中

同文書院で出しました「華語月刊」という小冊子

国語研究のいわば基礎に立って、愛知大学でこれ

ですが、今日は華日辞典の編集について申し上げ

を完成させたということができると思います。非

ます。

常に簡単ですが、以上を報告させていただきまし

同文書院の教員組織である華語研究会が華日辞
典の編集計画を立てたのは 1932 〜 33 年、昭和 7

た。ありがとうございました。（拍手）
葉

今泉先生、ありがとうございました。教育、

〜 8 年ごろです。中国では従来伝統的に学者とい

研究関係のご紹介について、非常に啓発されると

うのは古文を重んじて、現代文、口語文を軽んず

ころがありました。『中日大辞典』は第 3 版が来

るという気風があります。したがって口語辞典に

年出るということです。どなたかご質問はありま

対しても学者の関心度が低い。熱意も低かったわ

すでしょうか。もしないようでしたら、このあと

けです。

も質疑の時間がありますので。では、次にいきた

文語文を対象とする有名な辞典に『辞源』があ

いと思います。

ります。『辞源』は 1915 年に出版されますが、こ
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７．「東亜同文書院の交通大学キャンパスの占用に関する考察」
盛
葉

次は上海交通大学の盛懿助教授からの発表で

懿

カ月遅れての始業となりました。この移転で、黎

す。盛先生の発表は、私の午前中の内容とも関係

照寰校長は、教職員や学生に文献や帳簿、図書、

があります。隣同士でもあったけれど、占領され

設備などを運ばせようとしました。動かせないも

たときもあるということで、占領時代についての

のはキャンパスに残さざるをえない状況でした。
しかし、戦争であったので学生数は大幅に減り

発表となります。
盛

皆様、こんにちは。今日の私の報告です

ました。1936 年の時点では、在校生は 710 人い

が、東亜同文書院が交通大学のキャンパスを占用

ましたが、1 学期が終わったとき、在校生は 565

したときのことをお話しします。東亜同文書院と

人しか残っていませんでした。多くの学生は故郷

いうのは、日本が中国でつくった特別な学校です。

も戦争で失い音信不通となり、交通も遮断され、

1938 年 4 月から 45 年 9 月まで、交通大学の校舎

学校に来ることもままなりませんでした。多くの

を 7 年間使いました。この歴史は交通大学の教職

学生は休学したり、他校で履修することになった

員、学生ともに注目しておりますし、これは同文

り、学業を中断せざるをえない状況になりました。

書院の歴史のうえでも特殊な時代です。今日は三

交通大学はフランス租界で苦難の運営を続け、

つの部分に分けて、同文書院が交通大学のキャン

1940 年 8 月には、関係者の協力の下、重慶に交

パスに進駐し、撤退をしたプロセスについてご報

通大学分校をつくりました。上海フランス租界、

告します。

そして重慶九竜坡という 2 カ所で、苦労しながら

まず第 1 に、交通大学の教職員と学生が移転を

学校を運営しました。そして関係者の協力、支援

余儀なくされた時代です。1937 年 8 月、日本軍

の下、いろいろな困難を乗り越え、学校は生き残

は上海事変を起こし、上海は戦火に見舞われまし

り、維持、発展を遂げてまいりました。

た。交通大学の上空にはよく日本軍の飛行機が旋

これは、交通大学が上海の租界で借りた震旦大

回しました。39 年 9 月 18 日、10 月 4 日など、キャ

学の校舎です。これは、当時、交通大学が重慶の

ンパスの上空にたびたび日本軍の飛行機が旋回

九竜坡で運用したときの校舎です。交通大学が元

し、通常の授業はできない状態になりました。

のキャンパスから引っ越しすると、徐家匯校舎は

爆撃の危機を避けるため、交通大学は徐家匯の

難民救済所が借用することになりました。37 年 9

校舎から撤退を余儀なくされました。9 月 13 日、

月、国際救済会が交通大学に借りたいと言い、難

黎照寰校長が教育部に「上空で敵機が低空旋回

民を収容しました。10 月 28 日に難民救済会上海

をしている。学生は安心して講義を聴くことは難

分会主席の潘公展が鉄道部、教育部に交通大学の

しい。学校の安全のために場所を移して授業を行

キャンパスを借りたいと電報を出しました。そし

いたい」という書簡を出しています。学校として

て、10 月末には交通大学の同意を得て、上海市

は正面にあった宿舎に移りましたが、ここは戦闘

難民収容所の難民がこの学校のキャンパスに入り

区と近く、10 月 11 日にはフランス租界の中華学

ました。11 月中には国際救済会がこれを引き継ぎ、

芸社と震旦大学の一部の建物を借りて運用しまし

第 5 難民収容所としました。フランスの警察が警

た。11 月 5 日、4 学年ともここに移り授業をしま

備にあたり、校内には難民 1 万 5000 人が収容さ

した。本来でしたら 9 月に始業するのですが、2

れるなど、上海としては最大の収容所となりまし
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ある岡部長景にこれを報告し、
「各方面に同調を

た。
第 2 は、東亜同文書院による交通大学キャンパ

得ているいま、英断をしてほしい」と求めました。

スの占有です。校舎は難民収容所として 2 カ月間

12 月 7 日には外務省の意見を聞きたいというこ

使われました。37 年 12 月 30 日、日本の憲兵隊

とを言いましたが、12 月 14 日、外務省は上海の

が交通大学の徐家匯校舎を占拠し、キャンパス

岡本総領事に電報を送り、領事館と軍、その他の

内に憲兵隊徐家匯分駐所というものをつくりまし

方面と調整し、できる限り同文会の要求を満たす

た。そして、校門に近い旧図書館の近くに駐留し

ようにということを求めました。同文会の理事会

ました。交通大学の校舎、そして運び出されてい

も会議をし、分校をどうするかという問題を話し

なかった設備、家具といったものが日本軍の手に

合い、上海へ戻ることを決めました。そして、38

落ちることになりました。同文書院のもともとの

年 4 月にあらためて上海に戻り、交通大学の校舎

場所は虹橋路の 100 号にありました。交通大学と

を同文書院の校舎とすることになりました。
交通大学は、中国の鉄道部の建物であるけれど

は隣同士でした。
1937 年の盧溝橋事変以降、同文書院は日本の

も、その当時はフランスによって管理され、難民

長崎に戻りました。虹橋路 100 号にあった元の校

救済所となっている。交通大学は完全に国立大学

舎は焼けました。日本の同文書院としては上海に

であるため、外国とは関係ない、また、その位置

戻りたいということで、日本政府の支援を積極的

はもともと同文書院と隣同士であり、この校舎を

に求めているところでした。当時、上海に残って

同文書院の校舎として使うのは適切な処置である

いた書院の職員は、書院の新しい場所を探す命を

という内容の、外務省から文化事業部へ宛てた文

受けていました。そして、当時日本軍の占領地区

献があります。

のほとんどの建物は、日本軍の戦火による破壊を

38 年 1 月 3 日、大内院長が上海にまいりまして、

受けたりして使えないという状況があり、わずか

十数日滞在し、復興の準備をしました。1 月 6 日、

に残った建物なども日本軍の宿舎や野戦病院に

財団法人東亜同文会会長の公爵・近衛文麿が外務

なっていました。

大臣・広田弘毅に臨時補助費申請書を提出し、上

37 年 11 月 26 日、東亜同文書院の 16 期生だっ

海の復興に向けて 18 万 4050 元の補助を必要とす

た幹事の久保田正三を上海に送りました。久保田

ると言いました。3 月 15 日、東亜同文会会長の

は実情を調べ、直ちに日本駐上海総領事の岡本、

近衛文麿は、外務省と陸軍に正式に報告書を提出

陸軍駐上海武官の原田少将と会いまして、
「交通

しました。内容は「今回、この上海市の徐家匯に

大学は東亜同文書院の東側の隣で規模は大きい。

ある国立交通大学を書院の臨時校舎として使用し

書院の臨時校舎とすることができるのではない

たいので、許可を願う」というものでした。同文

か。教職員住宅こそ足りないけれど、滬江大学や

書院の日本での地位に鑑み、外務省は直ちにこれ

中山医院、国立上海医学院よりはいいのではない

を批准しました。38 年 3 月 19 日には、この文書

か」と提案しました。その結果、
陸軍の武官は「軍

を陸軍部の梅津陸軍次官に回しました。陸軍部は

隊として同文書院の今回の災難には大いに同情す

同じように協力し、3 月 25 日には外務省に「異

る。できる限り便宜を図りたい」と返事をしまし

議なし」という返答をしました。3 月 28 日、外

た。また、「今後、ここを占領するのであれば、

務省文化事業部は近衛文麿に「上海交通大学を東

書院には臨時校舎を提供することができるのでは

亜同文書院の臨時校舎として使うことについて、

ないか」と言いました。

3 月 25 日の文書を外務・陸軍の両部門に送りま

12 月、久保田正三は東亜同文書院の理事長で

した。そして、上海徐家匯の国立交通大学を東
37
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亜同文書院の校舎として使用することに異議はな

1321 ㎡となりました。うち、学生の寄宿舎が 1

い」という文書を送りました。つまり、外務省と

棟つくられました。職員の住宅は 6 棟、役員の住

陸軍部の同意を正式に得たわけです。

宅は 4 棟です。これらの建築は比較的簡単な 2 階

また、3 月 28 日までに難民をすべて上海交通
大学のキャンパスから撤退させることを命令しま

建てのもので、同文書院の当時の地図にもこれら
の建物の表示があります。

した。3 月中旬になっても、交通大学の校内には

資料でもわかりますが、上海事変以降、日本軍

7 〜 8 人の難民がいました。同文会は 3000 円を

の空襲の危険が高まりました。交通大学の教職員、

出して、救世軍にこれらの難民を早期に撤退させ

生徒たちは租界し、交通大学は国際難民救済会に

ることを申し出ました。そして、3 月末までに国

よって難民救済所となったわけです。その後、日

際救済会はやむなく難民を交通大学のキャンパス

本憲兵が交通大学に入り、同文書院は憲兵が占領

から離れさせました。

していることを前提としつつ、東亜同文会と陸軍、

38 年 4 月 8 日、同文書院は交通大学のキャン

外務省の批准を受け、1 万 5000 人余りの難民を

パスに引っ越してきました。4 月 17 日、交通大

キャンパスから追い出すかたちで交通大学の校舎

学の校門からは「交通大学」という額がはずされ、

を東亜同文書院の拠点としたわけです。

「同文書院」という木の看板が掲げられました。

1937 〜 45 年、交通大学は戦争のため、長い歴

その日は日本海軍少将、陸軍少将、上海駐在領事

史を誇ったキャンパスを離れ、上海のフランス租

など 100 人余りが開院式に出席しました。こうし

界、重慶の九竜坡で苦難の運営を始めたのです。

て交通大学のキャンパスは日本の憲兵、同文書院

そのとき交通大学の学生たちは、自分たちが学ん

に 7 年余り占拠されることになりました。

でいた校門の前を通ると、美しいキャンパスの様

同文書院は、1939 年に東亜同文書院大学に昇

子がまったく変わり、悲しみに暮れました。

格 し ま し た。35 期から 46 期にかけて、 交通大

3 番目は、交通大学キャンパスの回収です。交

学のキャンパスで勉強した書院の学生はおよそ

通大学は租界で運営しましたが、場所は狭く、実

1492 人です。同文書院が交通大学に入り、交通

験などは租界のいろいろなところに分散して行わ

大学の建物内部を任意に取り壊したり、改造した

れました。寄宿はできなくなり、通学生のみで、

りしました。また、いろいろな器物が運び出され

地方の学生たち 70 〜 80 人が中華学芸社の講堂で

たり、
壊されたりしたものもあります。校内にあっ

寝泊まりしました。1 人当たりベッド 1 台と机ぐ

た、交通大学の創始者である盛宣懐の銅像も壊さ

らいの空間しかありません。学生たちは、常に自

れました。そして、校舎、宿舎、電気実験室の設

分たちのキャンパスを懐かしみました。黎照寰校

備なども取り除かれるものがありました。また、

長は、国民政府の教育部にもともとの交通大学の

書院は自分たちの必要に応じて工程館を教室や教

校舎の状況を電報で知らせたりしました。

授の研究室にしましたし、図書館は一部憲兵が駐

1942 年 8 月、汪精衛傀儡政権が、上海陥落区

留する以外に同文書院の図書館として使われまし

にあった交通大学を引き継ぎ、学校側は傀儡政権

た。上院を教室とし、一部を職員の住宅としても

の教育部にたびたび報告を出し、日本側に徐家匯

使いました。中院は職員の住宅として使われまし

の校舎の返還を要求してきました。43 年 11 月 5 日、

た。体育館、医務室、学生食堂、学生宿舎なども

張廷金校長が、あらためて傀儡政権の教育部に手

同じ使途で使われました。

紙を出し、校舎の返還を求めました。12 月 31 日、

また、同文書院はキャンパスに建物を新たに

傀儡政権の教育部は交通大学に回答し、
「日本の

つくりました。校舎は合わせて 11 棟、総面積は

駐中国大使から手紙が来て、同文書院大学は新校
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舎建設の計画がある。これが終わるまで、引き続

れ、北四川路の青年会館に移っていきました。そ

き交通大学の校舎を使いたいということである」

して、交通大学の教職員、学生は交通大学に戻る

ということでした。しかし、同文書院の建築新計

ことになったのです。アメリカの提供した軍用船

画は遅々として進まず、交通大学のキャンパスは

で、同文書院の学生や職員らは次々と日本に帰り

常に占拠されたままでした。

ました。こうして、東亜同文書院は上海での 46

1945 年初めごろになりますと、日本の敗戦の

年の歴史に幕を下ろしたのです。

色が濃くなり、いろいろな戦役に敗れた日本軍が

日本の憲兵、同文書院は、交通大学の校舎を 7

交通大学のキャンパスに入ってきました。一時は

年余り占拠し、交通大学には埋めがたい損失を残

5000 人以上に上りました。1999 年になって、上

しました。戦争は中国人民に災難を残し、日本の

海交通大学が修繕をしようとしたとき、ある宿舎

人民にも不幸を残しました。すでに 70 年が過ぎ

の寝室に使っていた壁の隙間からゴミを丸めたよ

ました。私たちはこういった歴史を鏡にし、未来

うなものが出てきました。これは 30 年代のころ

に目を向けるという精神で、戦争を避け、平和を

の写真ですが、当時丸められたと思われるいろい

大切にし、中日民間の友好、学術交流を行い、中

ろな雑貨、中には軍事郵便と書かれたものが 5 通、

日関係の絶え間ない進展を図るべきだと思ってい

請求書 2 通、組替書 1 通、
「旭光」と書かれたタ

ます。ありがとうございました。（拍手）

バコの殻が 7 〜 8 本分ありました。そして、さび
かけた銃の部品や薬きょうも見つかりました。
1945 年 8 月 15 日、日本は戦争に負け、無条件
降伏しました。8 月 21 日、張廷金校長は、あら

葉

何かご質問があるようでしたら。時間があ

まりありませんのでお一人程度ですが、何かあり
ますでしょうか。
百瀬

長野県の百瀬というものです。この中

ためて同文書院に校舎の返還を早急に行うように

に久保田先生の名前が載っていますが、僕の出た

求めました。1 週間後の 27 日、東亜同文書院校

高校、大学の学長でした。松本市にある、野球が

長の本間喜一氏は張校長に「貴国政府からの校舎

強い松商学園高等学校の校長もやっていたし、僕

接収の申請について」
、
「貴国政府から日本大使館

の父の仲人もやったりしていたものですから、久

事務所への交渉について」
、
「日本大使館事務所か

保田先生の細かいことがわかりましたら、もう

ら本学校を引き渡す命令について」ということで

ちょっと話をしてもらえればありがたいと思いま

回答しました。

す。

戦争が終わって 1 カ月後の 9 月 15 日、中国軍

葉

いまいただいたご質問ですが、久保田先生

隊が交通大学にあらためて入り、中国教育部警護

について専門の研究をしているわけではありませ

特派員弁公所の責任者が東亜同文書院を接収しま

んので、先ほど発表された毛先生と個別にお話を

した。そして、本間喜一氏らが、日立東亜同文書

していただくのがよろしいかと思います。すみま

院大学引継書に署名しました。これが表紙です。

せんが、そのようにしていただけますか。ありが

9 月から、同文書院のすべての学生、教職員、そ

とうございます。

の家族の大部分が交通大学のキャンパスから離
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８．「1937 〜 1945 年東亜同文書院の旅行に関する分析」
孫
葉

萍

続きまして、交通大学校史研究室のお若い

いという希望をしたわけです。しかしながら、傷

研究者です。1937 〜 1945 年の東亜同文書院の旅

みがひどく、整理が行き届いていないということ

行に関する分析についてのご報告です。では孫萍

で、まだ開放されていない状況です。
このような状況の下、中国の学者は初歩的な研

さん、よろしくお願いいたします。
孫

尊敬する専門家の皆様、教授の皆様、ご報

究をすでに始めております。学者によっては、こ

告者の皆様、こんにちは。本日、私の報告のテー

の大旅行を研究の対象とし、専門的な紹介・研

マは「1937 〜 1945 年東亜同文書院の旅行に関す

究をしています。また、書院もしくは近代日本の

る分析」です。

中国における文化事業の研究の中で、いわゆる大

東亜同文書院の大旅行は重要な教育活動でし

旅行についての分析、評価をしている方もいらっ

た。また、この学校の特色でもありました。午前中、

しゃいます。中国の学術界の、書院の大旅行に対

藤田先生、蘇先生もこのお話をされましたが、こ

する認識については、詳しく申し述べるのは差し

の活動は 45 年間続き、5000 人余りの学生が参加、

控えたいと思います。

ルートは 700 余り、32 部の旅行記録、数十億文字

中国側の書院の旅行についての研究は始まった

にわたる調査報告書があります。ですから、この

ばかりです。ですから、埋めるべき空間はまだま

旅行についての研究は重視すべき課題であると考

だ大きい。さらに詳しく研究する必要があります。

えています。

私自身は、1937 〜 1945 年の書院の旅行活動を研

では、三つの部分に分けてご報告申し上げます。

究の対象としています。理由の 1 つ目について

一つ目は、中国の学術界の書院の旅行に対する研

は、それについての研究はまだそれほど多くない

究と認識についてです。

こと、二つ目は、この旅行活動が交通大学の徐家

中国学術界の東亜同文書院研究のスタートは比

匯キャンパスから出発したものであるからです。

較的遅かったです。この大旅行についての研究も

第二の部分は、1937 〜 1945 年の旅行の概況に

それほど多くはありませんでした。ここ数年、一

ついてです。この時期の旅行は続けて行われまし

部の中国の学者がこの課題の意義に注目して研究

たが、戦争を理由に、旅行の調査がきちんと行わ

を始めました。しかしながら、一次資料が比較的

れなかった時期もあります。条件が許せば、毎期

不足しているという難題に直面しました。

の学生の旅行日記を大旅行誌というかたちで公開

1998 年、中国の学者の房建昌さんが、「档案与

発行していました。この時期に発行された旅行記

史学」の第 5 期に、
「上海東亜同文書院、档案の

録は 5 冊ありますが、比較的整ったかたちで、旅

発見およびその価値」という論文を発表されまし

行期間、参加人数、旅行のグループ、方向につい

た。そこで初めて、中国国家図書館が東亜同文書

て書かれています。

院の 1936 〜 1943 年にわたるすべての歴史資料を

図にありますように、1937 年、第 34 期の学生

有していることがわかりました。これにはこの時

86 人がこの旅行に参加し、28 のグループに分か

期の旅行日記、調査報告書も含まれております。

れました。この旅行記録は『嵐吹け吹け』という

この課題研究を行う際、何回も中国国家図書館に

題名でした。それから、38 年、35 期の学生 101

まいりました。そして、これらの資料をぜひ見た

人がこの旅行活動に参加しました。30 のグルー
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プに分かれました。旅行記録の名前は『靖亜行』

に規範化されるようになりました。学生調査大旅

でした。1939 年、36 期の学生 106 年が旅行に参

行指導室というものが設けられ、学生調査大旅行

加し、28 のグループに分かれました。旅行記録

指導室規則というものもつくられました。指導室

の名前は『大旅行記』です。1941 年、第 38 期の

の中には指導主任 1 名を置き、指導教授若干名お

学生 106 人が 31 のグループに分かれて行われま

よび助手若干名を置くと規定されました。

し た。 旅 行 記 録 は『 大 陸 遍 路 』 で す。1942 年、

旅行前の数カ月、指導主任は各指導教授を通し

第 39 期の 142 人は 38 のグループに分かれて参加

ていろいろ協議を行い、その年の大旅行の調査地

しました。旅行記録は『大陸紀行』です。

点、調査事項、調査方法について確定いたします。

全体的に見て、5 期にわたる学生 541 人が旅行

そして、学生旅行調査票というものをつくりまし

に参加しました。ルートは全部で 155、
華北、華中、

た。学生が旅行に出発する前、指導教授は調査に

華南、いわゆる南洋地域にまで至っています。旅

携わる学生について、調査地域の予備知識、調査

行調査の項目も非常に豊富なものでした。たとえ

方法について、直接、学生に対して具体的な指導

ば 38 期生 106 人の学生は、それぞれが一つの調

を行いました。学生の旅行が終わると、指導教授

査課題を抱えていました。地理、工業、商業、金

は学生に、一定の期間内に調査報告書と旅行日記

融、財政、省の政治、県の政治、家族、教育、生

各 2 部を提出するように要求しました。そして、

活等々、11 類 106 の項目に及んでいます。

それについて審査、整理、編集し、指導主任によっ

39 期の学生は 38 の調査グループに分かれてい

てまとめられ、報告書となり、それが院長に提出

ました。それぞれのグループは 3 〜 6 人の学生か

されました。この表にあるのは、1937 年、第 34

ら成っており、ともに一つの調査課題に携わりま

期生の旅行の手配日程です。ここからわかるのは、

した。この 38 グループの調査課題ですが、一つ

実際にどのように計画され、行われたかというこ

目は政治にかかわるものです。たとえば「中国の

とです。

政治建設状況」
、
「純正国民党の政治力」
、
「省政と

二つ目ですが、この旅行調査は、かなりの程度

県政」、「華北特殊地域の調査」
、
「大東亜戦争の中

において、日本政府の政治目的に貢献しました。

国人と外国人に対する影響」
、
「外国政治、経済、

東亜同文書院の 1937 年に出された大旅行訓示の

文化権利と利益の調査」
、
「香港・マカオ、イギリス・

中にもこう書いてあります。学生の旅行を行う目

ポルトガル植民政策の将来の発展展望」
。二つ目

的は、知識、精神を涵養するということ、そして

は経済にかかわる調査課題です。たとえば「主要

東アジア社会の実情を自ら理解し、それについて

な都市の金融機関および通貨の現状」
、
「都市経済

の深い理解を得ることです。もう一つは、質実剛

機能の分析」
、
「都市内の各経済組織の現状調査」
、

健な精神、どんな困難に突き当たっても揺るがな

「郷鎮の配給組織」
、
「中国特産品工業調査」
、
「農
村生産物出荷制度」
、
「占領地域間の経済関係」な

い精神をつくることでした。
日本の中国に対する侵略戦争が勃発してから、

どです。三つ目は社会にかかわる調査課題です。

この旅行調査も戦争の渦に巻き込まれるのを避け

「人口調査」
、
「新国民政府統治下の教育建設状況」、

ることはできませんでした。以下の三つの面にそ

「道教の寺院を中心とした一般民衆の生活」
、
「北

れが表れています。一つ目は、調査課題が日本の
中国侵略機関の要求に基づいて行われたというこ

京語の補助動詞の研究」などでした。
第 3 の部分ですが、1937 〜 1945 年にわたる書

とです。東亜同文書院昭和 13 年度の年報にこう

院の旅行の新たな状況についてです。一つ目です

書かれています。第 35 期生の 30 の旅行グループ

が、書院は学生の旅行調査についての指導がさら

の中で、南洋、タイ、マレーシア、フィリピン、
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香港などの南方へ調査に行ったグループが 4 つ、

調査報告は、参謀本部、外務省、農商務省など、

華北・満州調査グループが 6 つ、そのほかの 20

日本政府の部門に報告されました。この時期もま

グループが華中に行きました。華中調査に行った

た例外ではなく、1939 年 3 月、書院の小竹文夫

グループは軍の特務部門との関係が深かった。そ

教授は、35 期生の『靖亜行』の序の中で「この

のような、書院独自の課題以外にも、軍の特務部

調査報告書の一部分は本院に残し、一部分は軍の

門の委託を受けた調査も多かったわけです。

特務部門に提出する。最近では外務省にも提出し

それから、
『東亜同文書院大学史』によりますと、

ている」と書いています。日本のアジア歴史資料

1940 年第 37 期生の旅行は、時局の求めに応じて

センター、外務省外交資料館蔵の資料の中に、い

長江流域、海南島を主な調査範囲としました。そ

までも書院が当時外務省の文化事業部に送った中

して、占領地域の商工業、中国在留日本人の居住

国の調査報告書の文献がたくさん残っています。

状況、教育復興状況、外国人の権益状況、日本人

この旅行調査は、戦争が原因で一定の制約を受

の中国における発展状況、新政権の経済統制につ

けました。2005 年 8 月 9 日、私どもは東京で当

いてなどの調査グループが設けられました。

時の書院の学生を何名か訪問し、当時の旅行の状

二つ目ですが、旅行活動が日本軍の許可の下に

況についてお伺いいたしました。第 36 期生の藤

行われたということです。満州事変の後、国民政

田照男さんはこうおっしゃっています。藤田さん

府は書院が旅行活動を行うことを支持しないよう

は 1939 年、広東に 1 カ月間旅行に行き、広東省

になり、1932 年からは旅行の許可証を出さない

の教育問題について調査をしましたが、戦争が原

ようになりました。1937 年 6 月、書院がいろい

因で、もとの計画どおりに農村に行くことはかな

ろな活動をした後、34 期生は日本の総領事が発

いませんでした。調査の前、まずは台湾図書館に

給し、中国の地方官が判を押した許可証を得るよ

行って資料を収集しました。調査報告の中の多く

うになりました。その許可証には「中国の各官員

の内容は、実は資料から来たものであったという

は、この旅行証を持つものに対し保護を与え、礼

ことです。広東省で調査を行ったのち、天津、北

を持ってそれに対し通行の便を与えるように」と

京、ハルピンにもいらしたということでした。

なっていました。1 カ月後、日本の中国侵略戦争

第 40 期生の坂下雅章さんは、1942 年にこの旅

が全面的に勃発し、旅行活動は完全に日本の占領

行に参加しました。3 人の学生が 1 グループにな

地域内に制限されるようになりました。そして、

りました。ルートは、山西省大同、太原、帰綏、

日本軍の指示、サポートを受けるようになったわ

包頭でした。調査課題は「包頭とモンゴルの往来、

けです。

交易の状況、取引の状況」でした。

1938 年 5 月、書院は外務省の文化事業部に、4

第 41 期生の工藤俊一さんは、1943 年にこの旅

年生の中国内地調査旅行計画表というものを報告

行に参加しました。当時はそれほど遠いところに

しています。この旅行が総領事および軍の了解を

は行けませんでした。江蘇省常州で 1 カ月余り調

得たうえで、6 月に計画通りに行うということを

査をしました。調査の課題は、
「地元の歴史・地理・

報告しています。1942 年、第 39 期生の旅行の際

経済と文化・風俗・習慣について」でした。旅行

には、中支派遣軍と、第 7330 部隊特務機関本部

報告書をつくり、それを卒業論文として学校に提

が発行した旅行通行許可証というものがありまし

出しました。その後、ご自身で北京、長春などの

た。

地に旅行されたということです。

この調査報告は日本の政府や軍に利用され、そ

第 41 期生の高遠三郎さんは、中日関係が非常

の中から多くの情報が得られました。学生の旅行

に緊張していたので、旅行も自由にはできません
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でした。その範囲は日本側がコントロールしてい

究者は事実に基づいた精神に基づき、この課題に

る地域に限られ、農村には視察に行けませんでし

ついてさらに深く、具体的、多角的に分析してい

た。当時、各地には日本人がたくさんいました。

かなければなりません。また、資料の収集も今後

満鉄、民団の調査もありました。ある地に行くと、

の研究の突破口となりましょう。ですから、さら

まずその先輩方を訪問し、地元の状況を理解しま

に広く資料を収集することは、今後の研究にも非

した。彼らからいろいろな経験を聞き、
それによっ

常に役立ちます。以上です。どうもありがとうご

て調査報告書をつくりました。高遠さんが参加さ

ざいました。（拍手）

れたのは 1943 年の旅行で、1 グループ 3 人、上

葉

どうもありがとうございました。何かご質

海の崇明島に行き、綿花の買い取りの範囲・組織・

問はありますでしょうか。ご質問のある方は挙手

方法について調査を行いました。日本のとある綿

をお願いします。ないようでしたら、ここで休憩

花買い取りの組織のサポートを受けました。その

を取りたいと思います。

あと太原、大同、ハルピン、潮州、済南、張家口、

司会

それでは、午後の部の第 1 セッションを

これで終わらせていただきます。いま一度拍手を

青島などの地に旅行されたということです。
第 42 期生の小崎昌業さんは本日会場にもいら
しています。慣例により、本来なら 1944 年に旅

お願いいたします。（拍手）
葉先生、藤田先生、座長を務められた先生方、

行に参加するはずでしたが、戦争によって参加

そして発表の先生方、フロアの先生方、皆様の

できませんでした。ですから、1942 年、予科の 2

ご協力の下、非常に順調に会が進んできており

年生のとき、学校側の許可を得て、一人でこの旅

ます。このセッションは 15 時 10 分に終了予定で

行に行きました。そのときのルートは、青島、済

したが、現在おおむね 10 分早く推移しておりま

南、石家庄、太原、離石、大同、北京でした。

す。最終的に皆様からの質疑応答の時間がありま

これらの皆様方のお話からわかることは、こ

すが、この時間を最初の予定より長く取らせてい

の時期の書院の旅行というのは、戦争によりかな

ただいて、皆様からの質疑応答を多く受け付けた

り制約を受けたということです。それは以下のい

いと思います。休憩時間は当初予定 20 分ですが、

くつかの点に表れています。一つ目は、旅行の地

この 20 分のまま実施します。ということは、現

域が日本の占領地域に限られていたことです。で

在より 20 分、15 時 20 分から午後の第 2 のセッショ

すから、農村地域に行って視察することはできな

ンを始めさせていただきたいと思います。よろし

かった。二つ目は、調査の期間が 1 カ月余りに縮

くお願いいたします。

小されていたことです。三つ目は、調査報告が地

展示室はまだ開いておりますので、まだご覧で

元の日本側の資料に基づいてつくられていたとい

ない方はご見学ください。それから、1 階のほう

うことです。ですから、実地調査の研究意義はか

で出版物等を販売しておりますので、ご関心のあ

なり低くなっています。四つ目は、東亜同文書院

る方はぜひ見ていただければと思います。それか

大学の後期には、この旅行が途切れ途切れであり、

ら、第 3 のセッションが終わりましたら懇親会が

正常には行われなかったということです。

ありますので、こちらのほうにも皆様ご参加いた

歴史的に見て、この旅行活動は近代の中日関係

だければと思います。それでは、次のセッション

の歴史の中でも非常に独特で複雑なものです。発

は 15 時 20 分より実施いたしますので、よろしく

端があり、変遷の過程があります。また、書院が

お願いいたします。どうもありがとうございまし

置かれていた時代の影響も受けています。それぞ

た。

れの時期に異なった特徴がありました。私ども研
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第 3 セッション
司会

それでは、午後の第 2 セッション、全体

での第 3 セッションを始めさせていただきたいと

藤田先生が座長を務められます。では藤田先生、
よろしくお願いいたします。

思います。午後の第 2 セッションにつきましては

９．「東亜同文書院の中国方面の研究に関する概要」
欧
藤田

もう一度舞台に上げていただきました。

七

斤

篤麿らと密接な関係を保ちました。中国革命の先

最後、お二人の発表が残っています。最初に中国

行者である孫中山先生も、近衛篤麿親子など主要

側の欧先生から、中国側における書院の研究動向

な人物と会っております。また、多くの中核メン

です。最後に日本側、武井先生のほうから、日本

バー、たとえば山田純三郎、犬養毅、平山周らと

側ではそれをどういうふうに研究動向として分析

友好的な往来を持っています。山田純三郎らは孫

できるか。中国側と日本側とセットで最後のとこ

中山の革命事業の支持者でもありました。この面

ろにプログラムを組ませていただきました。まず

については、午前中、馬場先生からのレポートを

「東亜同文書院の中国方面の研究に関する概要」
ということで、欧七斤先生よりお願いいたします。
欧

聞いております。
同文書院ができた過程において、清末の多くの

ご来席の学者の皆様、ご来賓の皆様、こん

人々の支持を受けています。東亜同文会について

にちは。私は中国側から見た東亜同文書院の研究

は、李鴻章、劉坤一、張之洞らが同意を表明して

の現状についてご紹介申し上げたいと思います。

おりますし、同文書院の誕生に便宜を提供してい

三つに分かれていまして、第 1 に 1900 〜 1945 年

ます。北洋政府、南京政府におきまして、中国当局

までの同文書院の存在期間、中国の政界、学会の

は同文書院に対して一定の支持を与えております。

人々の同文書院に対する見方。第 2 に 1960 年代

1920 年 7 月、北京政府は同文書院の中華学生

から 90 年代までの同文書院当事者の回顧録。第

部の設立に同意しています。また、旅行調査にあ

3 に 90 年代の中国の学者の専門の研究論文につ

たっては旅行許可証を出しておりますし、地方の

いて触れてみたいと思います。

会員に対してもその保護を要請しています。こう

まず第一の部分は、政界、学会、社会の媒体

いった協力は 1932 年に終わっています。

の見方ですが、1900 年に同文書院ができてから、

中国の政界、学会の人々は同文書院においてい

1931 年に九一八事変、満州事変が勃発するまで、

ろいろな活動に参加したり、講演を行ったりして

中国政府、政界、社会、学会の多くの人々が同文

います。1900 年には劉坤一、張之洞が代表を派

書院およびその主催者である東亜同文会に対して

遣して開院式に参加しています。当時、中国最大

比較的よい関係を保っておりました。康有為、梁

の実業家で、交通大学の創始者である盛宣懐もそ

啓超、孫中山といった人々は、書院ならびに東亜

の会に参加しています。1917 年、中国側の官民

同文会と特殊な関係を保っていました。

の代表である朱兆 らが虹橋路校舎の落成式典に

1899 年の百日維新が失敗したあと、康有為、
梁啓超は日本に亡命し、東亜同文会の会長、近衛

参加しています。1930 年 5 月、国民政府の孔祥熙、
孫科らが、同文書院 30 周年の式典に参加するた
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めにやってきた近衛文麿らを招いて宴会を催し

文書院は東亜同文会の経営であったかもしれない

ています。1935 〜 37 年の間、上海市の市長、呉

が、実際には外務省の管轄で、特殊な使命を持っ

鉄城は 3 年連続して書院の卒業式に参加していま

た文化機構であったという論説です。そして、中

す。ほかにも、魯迅、胡適、章士 といった文化

国経済を突っ込んで研究すると同時に、中国侵略

界の有名な人々も相次いで同文書院で講演を行っ

における経済面での人材を養成していた。旅行調

ています。魯迅は「無頼漢と文学」というタイト

査が重視されていた。そして、幅広く中国に関す

ルで講演を行っています。歴代政府の多くの人々

る資料を集めたことにもそれなりの目的があった

も同文書院と良好な関係を保っています。

と述べています。

しかし、中国の民間および一部の人々は学園の

回顧録の作者は大部分が中華学生部の学生で、

存在に憂慮を表明しています。1904 年の日露戦

入学の資格、入校後の待遇、日本への旅行、中華

争のとき、ある人がイギリスの記者に「これはド

学生部が取り消された原因などについて、非常に

イツのフランスに対する歴史の再現であり、1870

細かく回顧しています。これが中華学生部の学生

年の戦争のように、ドイツ人のフランス軍に対す

の状況を理解する最も一次的な資料です。

る知識はフランス人を超えている。今日、日本の

続きまして三点目は、中国の学者の専門の研究

中国に対するもまた然り」ということを述べてい

の状況です。最初に同文書院を学術問題として取

ます。1931 年に九一八事変が発生すると、中華

り上げたのは、中国台湾の学者、黄福慶でした。

部学生は同文書院に対して中国の危機を指摘し、

76 年 6 月に発表した文章で「東亜同文会

「同文書院の中国におけるは、東インド会社のイ

日本

の中国における文教活動の一」というものです。
95 年に本日ご在席の蘇智良教授も「上海東亜同

ンドにおけるごとし」と指摘しています。
1936 年、王古魯が『最近日本人の中国研究に

文書院論述」という文を発表しています。東亜同

関する一般』という書を出しました。これは中国

文会と同文書院の発展の歴史、歴史的な位置づけ

で最も早く現れた同文書院に関する著作ですが、

や役割について論述しています。厳密に申します

その中で、同文書院の目的は、日本人がいうとこ

と、これが大陸において公に発表された東亜同文

ろの支那通を養成するものであり、支那研究部は

書院に関する最初の専門的論文ということができ

同文書院の重要性について、支那研究が同文会の

ます。
その後、歴史学者を主として、研究者たちが一

最も重要な事業であると指摘しています。
続きまして二点目です。1960 年代の回顧録で

連の専門的な研究論文を発表しています。主たる

す。1960 年代初めから始まって、中国の関係の

ものとして、97 年に単冠初が「東亜同文書院の

人々は、当事者の回顧録を記録して、大量の資料

政治的特徴を論ずる、併せて西洋の在中国教会大

を出しています。中に何本か同文書院関係の回顧

学との比較」を発表しています。98 年に房建昌

資料も含まれています。それらは 63 年に出た吉

が発表した「上海東亜同文書院大学档案の発見と

宜康の「東亜同文書院について」
、66 年の李剣農

価値」
、2000 年に馮天瑜が発表した「東亜同文書

の「私が知る東亜同文書院」
、85 年に曹芸が発表

院の中国旅行調査概論」
、2002 年に趙文遠が発表

した「九一八の大砲は東亜同文書院の弔いの鐘を

した「上海同文書院と近代日本の中国侵略活動」、

鳴らした」、90 年の蔡茂棠の「東亜同文書院に関

2004 年に周徳喜が発表した「同文書院始末記」、

する断片」といった文章です。

ほかにも同文会、同文書院関係の文書があります。

それらは、同文書院の学生、中華部の学生、あ
るいは仕事をしていた職員の人たちです。東亜同

これらの文書は、同文会、同文書院の教学の性質、
中日政府間の関係、旅行調査、教学活動、中華系
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の学生など、一連の問題についての初歩的な検討

中日戦争が勃発する以前、同文書院と中国政府は

を行っております。

比較的よい関係を保っておりました。日本の官と

それらについてそれぞれ述べてみます。まず東

も特殊な関係を保っていました。長期にわたって

亜同文会について。これらの著者たちは、同文書

官の支持を得ていました。たとえば馮天瑜は同文

院の創立者である東亜同文会は、政治的な特性を

書院と日本政府の間の大陸政策の関連に触れてい

持った団体であったと認めています。単冠初は、

ます。日本の文部省、外務省の二重の管理の下に

日本政府の意の下に資金援助を受けてつくられた

あり、後には直接首相府の管制を受けていたと指

半官半民の政治団体であったと述べています。趙

摘しています。半世紀近くの学校の歴史の中で、

文遠も、日本の大陸侵略と関連があると言ってい

必然的に日本の官の対中政策の制約や影響を受け

ます。同時に黄福慶は、同文会は政治化された背

ている。しかも、その間の日中関係にもいろいろ

景を持っており、日本政府の策略に合わせた民間

絡まっている。特に中日戦争の期間においてはそ

団体というふうに論じています。

うであると指摘しています。

第二に同文書院の性質ならびに歴史的な位置づ

中国の朝野との関係では、単冠初の考えでは、

けです。蘇智良、周徳喜らの人々は、同文書院が

書院ができた当初から抗日戦争が勃発するまで、

日本の中国侵略の国策に奉仕したと同時に、卒業

中国の朝野、特に官は同文書院に対してかなり友

生の進歩的な役割にも触れています。最も典型的

好的な態度を持っていました。特に中国の歴代の

な評価は蘇智良教授のもので、今日午前中のお話

政府は、同文書院の創設、経営、発展に対して多

にもありましたとおり、同文書院の歴史的な位置

くの協力を提供しています。また、中国の多くの

づけおよびその役割について比較的細かい評価を

著名者、政界の余人も学院と密接な往来を保って

していて、同文書院が一部歴史的に進歩的な役割

おりました。

を果たしたことも肯定しています。たとえば日本

第四点目は旅行調査です。これに対する評価と

の中国研究の権威ある機構として生まれ、日本近

して、馮天瑜の考え方では、大旅行は社会調査を

代中国学の基礎を打ち立てたこと、中日両国人民

重視しており、それによって得た一次資料は日本

文化交流、友好関係の発展に寄与したこと、また、

の中国学の特徴であると指摘しています。また、

一部の教師、学生が中国の革命事業に参加したこ

大旅行調査は不可避的に日本の大陸政策の烙印を

と、大旅行調査が形成した数千の報告書は、今日

押されていたとも指摘していますが、同時に、異

においても近代中国社会を研究する大切な資料で

なった時期においてそれぞれ異なった性質を持っ

あること。

ているので具体的な分析をしなければならないと

同時に蘇教授は、一定程度において日本の侵略

言っています。また、どういう目的であろうと、

政策に奉仕したことも指摘しています。たとえば

調査が半世紀近くにわたって行われたこと、その

大部分の卒業生は、直接日本政府あるいは軍に協

範囲もチベットを除く中国のあらゆる地域に及ん

力しています。また、旅行調査も政治的な色彩が

でいること、調査の対象も非常に細かく分かれて

あったとしています。蘇教授はさらに、同文書院

いること、そういう意味で多くの一次資料が集め

の前後の時期における性質上の変化も指摘してい

られたこと、これが清末から明国初期に関する経

ます。つまり、同文書院は後になると、建学の初

済・政治・社会・風俗・文化などいろいろな文益

志とは違って、善隣平和から戦争に奉仕するもの

の研究に貴重な資料を提供していることを指摘し

に変わっていることを指摘しています。

ています。これは、藤田先生や孫先生も指摘され

また、日本の官や中国との朝野との関係ですが、

ていたことですが、調査の方法、材料を整理する
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方法もわれわれが参考にするに値するものがあり

ん存在しています。それに比べて、中国の学術界

ます。

の同文書院に対する研究は、これまで十分重視さ

多くの論者が大旅行調査に触れておりまして、

れず、資料も十分に集められておりませんでした。

その基本的な観点は馮天瑜に近いものがありま

研究はまだ初歩的な段階にあります。研究の成果

す。たとえば蘇智良先生は、政治的な色彩を指摘

も多くありません。しかも、マクロ的なレベルに

すると同時に、日本の参謀本部や外務省などが報

とどまっていて、今後の進化が望まれます。

告書から多くの情報を得たということも指摘して

私の考えでは、中国の学術界がこれらを突破し

います。また、これらの大規模な社会調査、その

て、同文書院の研究を深めていくためには以下の

広さ、深さは、中国の歴代の政府が行った中国自

点に注意すべきであると思っています。まず同文

身の調査を上回っているとも指摘しています。つ

書院史の研究を重視すること。同文書院およびそ

まり、この良好調査の実地的な記録は、当時の中

の創始者たち、東亜同文会が歴史の中で果たした

国を客観的に理解するうえで非常に貴重な文化的

重要な役割を肯定すべきですし、同文書院の研究

遺産になっていることも指摘しているわけです。

が中日両国の文化交流における経験を総括し、今

第五点目は教学活動です。こうした論文の筆者

後の両国間の文化交流活動に役立てるべきです。

は、同文書院の漢語の教育、社会の実践、商業教

第二に、幅広く資料を収集すべきでしょう。同

育といった面で教育実践を肯定しています。黄福

文書院の資料が中国において十分でないというこ

慶も、特に中国の語文の訓練、中国の情勢に関す

とがボトルネックです。今後資料を収集すること

る教育を重視していたということを強調していま

が一つのブレイクスルーになるでしょう。そして、

す。蘇智良先生も中国語の教育について肯定し、

魯迅がいう「持ってこい主義」で、日本側からの

外国が行っていた学校として同文書院の中国語教

資料もできるだけいただくことが必要でしょう。

育の正確さ、精密さは今日まで右に出るものはな

また、中国国内の各図書館、档案館にある資料を

いと指摘しています。単冠初は、同文書院の教学

できるだけ調べるべきでしょう。

の特徴を簡単に指摘しており、商学を重視し、商

第三に、日本側との交流、協力を深めるべきで

科を主として、中国の大陸において最も早い近代

す。中国側は日本側との交流を強化して、課題研

的な意義を持った高等教育機関だったと指摘して

究を共同して進めること。それによって、中国学

います。

術界の同文書院研究を深めていきたいと望んでお

中華学生部について触れているのは趙文遠だ
けです。彼の考えでは、中華学生部がつくられた
大きな原因は、学生を受け入れることによって中

ります。以上です。ありがとうございました。
（拍
手）
藤田

どうもありがとうございました。これま

日間の感情をつなげ、反日の情緒を抑えようとい

での中国側の書院研究を時代の中で、あるいはそ

うことです。それから、西方の列強と中国におけ

の項目ごとに整理していただきました。全体とし

る教育権を争うことでした。しかし、軍閥割拠の

てはまだこれからというお話だったと思います。

中で学生を集めるのはなかなか難しく、20 年代

資料等の問題があるということだと思いますが、

に起こった教育権を取り戻そうという運動もあっ

何かご質問はございますか。事実関係等で何かあ

て、中華学生部の経営はなかなかうまく行われま

りますか。よろしいでしょうか。そうしたら、こ

せんでした。

のあとの全体の討論でまたお願いしたいと思いま

同文書院の研究は、長期間にわたって日本に集

す。どうもありがとうございました。

中しておりました。著作、回顧録も非常にたくさ
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10．「東亜同文書院に関する発表論文の動向」
武
藤田

最後は、現在われわれのやっている東亜

井

義

和

1945 年以降、1950 年代までは、東亜同文書院に

同文書院大学記念センターのポストドクターの役

関する研究は存在しておりません。1960 年代半ば、

割をしていただいており、長く中国研究科にいて、

正確には 1965 年ですが、この年に竹内好という

昨年、中国研究で博士号の学位も取りました武井

中国文学者による「東亜同文会と東亜同文書院」

先生です。テーマは「東亜同文書院に関する発表

という論考が初めて登場します。1960 年代にお

論文の動向」です。この要約は年報のほうにも一

いてはこの 1 本だけですが、以後 70 年代に論文

部載っておりますので、ご参考にしていただけれ

が 3 本発表されました。内訳は学術誌収録 2 本、

ば幸いです。それではよろしく。

図書収録 1 本です。ですが、この図書収録は竹内

武井

愛知大学東亜同文書院大学記念センター

の論文の再録ですので、論文数は実質的には 2 本

の武井と申します。よろしくお願いいたします。

だったことになります。80 年代には論文 6 本と

いま藤田教授から演壇の真ん中で発表せよという

なり、内訳は学術誌 3 本、図書収録 3 本という推

ご指示がありましたが、皆様と同じ場所で失礼さ

移をたどります。しかし、90 年代になると増加

せていただきます。

して、論文 27 本、内訳は学術誌収録 13 本、図書

今回の私の報告は、戦後日本において発表され

収録 14 本、そして研究書 5 冊を数えます。2000

た東亜同文書院に関する研究の動向を概観するこ

年代には論文 24 本、内訳は学術誌 23 本、図書収

とを試みるものです。この東亜同文書院は、その

録 1 本を数えます。研究書は 2 冊です。

ルーツを 1890 〜 94 年まで上海に存在した日清貿

こ の よ う に、 東 亜 同 文 書 院 に 関 す る 研 究 は

易研究所に求めることができます。また、東亜同

1960 年代に初めて登場して、以後少しずつ増加

文書院を考える場合には、その経営母体でありま

傾向を見せました。しかし、全体的に見た場合、

した東亜同文会の存在も無視できません。しかし

特に 1990 年代以前は研究が少なく、逆に 90 年代

ながら、すべてを含めて論じますとまとまりがな

以降は増加しています。特に 90 年代は、論文数

くなりますので、本報告では東亜同文書院を中心

と書籍数が各年代を通して最多です。したがいま

に述べることにいたしまして、日清貿易研究所な

して、東亜同文書院研究史のうえで節目の年代と

らびに東亜同文会は東亜同文書院に関する範囲内

位置づけることができます。
では、その研究動向の変遷について述べていき

で扱うことにしたいと思います。
まず戦後日本において発表された研究数を、論

ますが、紙面の関係もありますので、主な研究の

文を中心に見ていきたいと思います。この数は、

みを扱うことにしていきたいと思います。端的に

東亜同文書院を中心とする研究、および東亜同

述べて、1980 年代末までは中国侵略の枠組みで

文書院に言及しているものを対象としておりまし

書院を論じる性格が強かった。たとえば大森史子

て、論文の再録なども数えております。ただし書

氏が書いた「東亜同文会と東亜同文書院̶その成

評の類は除きました。それに際して引用した資料

立事情、性格および活動」という論文では、同文

類につきましては、お手元のレジュメにある最後

書院生の大旅行後に提出した『調査報告書』
、そ

のページの注 2 をご覧ください。

してそれを基に東亜同文会から出版された『支那

さて、戦後日本における研究の流れですが、

省別全誌』の内容的価値は非常に過小評価されて
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したが、このように東亜同文書院にかかわった人

います。
また、六角恒廣氏の論文「東亜同文書院の中国

物の軌跡を明らかにして再評価する著作が登場し

語教育」では、1945 年までの日本における中国

ております。これは特筆すべきものであると思い

語が、日本人が中国で政治、経済、軍事などの面

ます。

で活躍しようとするための中国語であったという

また、大旅行研究を通じて『調査報告書』の価

認識の下、東亜同文書院の中国語教育を日本の中

値を見出し、
『調査報告書』や『大旅行誌』を用

国への国家的進出という枠組みで論じています。

いて大旅行の全容を解明している藤田佳久教授の

もっとも竹内好の論考は、東亜同文会と東亜同文

一連の研究は、1987 年に発表された「中国・福

書院の成立についてわかりやすく述べております

建省ノート

し、阿部洋氏の「東亜同文会の中国人教育事業」

録の分析との関連で」という論文が最初ですが、

というタイトルの 2 本の論文のように、東亜同文

それから現在まで、東亜同文書院に限定した論文

会が行った、たとえば同文書院中華学生部などに

だけでも 13 本、研究書は 5 冊を数えております。

おける中国人教育事業について、その変遷を実証

藤田教授は、大旅行の側面から東亜同文書院を再

的に明らかにしているような研究もあります。け

評価するとともに、実証的な研究を進めておられ

れども、1980 年代末までは全体的に見て、東亜

ます。

同文書院、またその特徴を否定的に結論づける傾

東亜同文書院学生の「旅行日記」記

ほかにも佐々木亨氏や松谷昭廣氏のように、東
亜同文書院に派遣された学生、各府県から派遣さ

向が大きいように思われます。
こうした認識の背景として、戦後日本における

れた学生を扱った研究などもあります。佐々木先

中国近現代史研究の分野で、近代日本の中国・ア

生や松谷先生の研究は、各府県から派遣された学

ジア地域への侵略に対する反省が意識されてきた

生、県費生をめぐる府県の動向を分析する試みな

こと、そして、戦前の調査・研究の多くが批判の

ど、従来では見られなかったような視角が登場し

対象となったといわれていますが、そうしたこと

ています。
このように、東亜同文書院の実態を解明する

と無関係ではないと思われます。
しかし、1990 年代に入りますと、東亜同文書

動きが表れてきております。したがいまして、90

院研究は大きな転機を迎えます。この背景として、

年代以降は中国侵略という否定的な結論に持って

80 年代末から 90 年代初頭にかけて生じた冷戦の

いく研究よりも、東亜同文書院を明らかにしよう

崩壊が挙げられます。これにより、たとえば日本

とする実証的な研究、そして客観的に同文書院

の中国近現代史研究において、革命に対する見直

をとらえる研究が登場してきていることが窺えま

しが行われるようになったといわれるように、従

す。この現象は、戦後半世紀を経てようやく東亜

来の歴史像も大きく見直されるようになってきま

同文書院研究が史実をベースに本格的に開始され

した。

るようになったことを意味すると同時に、研究者

1990 年代以降の東亜同文書院研究の増加は、

が各自の問題意識、関心を持って研究を行い始め

このような歴史研究の変化と深い関係があるよう

たことを意味するものと思われます。戦後半世紀

に思われます。同時に、東亜同文書院についての

を経て、ようやく東亜同文書院が学問的に取り扱

見方にも変化が表れてきております。特に、本日

われ、議論される時期になったといえるように思

コメンテーターとして参加されております栗田尚

われます。

日中

では最後になりますが、今後の研究の展望と課

を架けんとした男たち』というご著書を出されま

題について、若干述べておきたいと思います。細

弥先生が、1993 年に『上海東亜同文書院
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かく見ていくとたくさんあるのですが、時間の関
係もありますので、1 〜 2 点に留めさせていただ

ありがとうございました。（拍手）
藤田

どうもありがとうございました。ただい

まの発表は、戦後を中心にして、日本の中での書

きます。
まず東亜同文書院の初代・第 3 代院長を務めた

院をめぐる研究史の動きを、大きく 1990 年代以

根津一の思想である「根津精神」についてです。

前と以降の二つに分けて、とりわけ 90 年以降は

この根津一の考え方の基本には「王道論」という

実証的な研究をベースにして進み始めた。それ以

ものがあり、こうした思想が同文書院生や書院関

前はイデオロギー的な研究で、結論が先にあった。

係者によって「根津精神」として語り継がれたと

私が言うとおかしいのですが、そういう研究が非

いわれています。しかし、深く掘り下げて、根津

常に多かったのではないか。そういう大きな動き

精神をさらに解明すると同時に、根津院長と他の

があるというお話でした。併せて、今後の研究課

同文書院長の思想の比較研究を行うことなども、

題も提示していただいたということです。少し時

今後の研究の課題であるように思われます。

間がありますが、何かご意見等ございますか。事

また、東亜同文書院で学んだ学生は日本人が主
体でした。中華学生部が存在した時期には、そこ

実関係の質問はありませんでしょうか。
百瀬

私の父が 25 期で東亜同文書院を出てい

に中国人も在学した時代があるのですが、もっぱ

ます。それで関心を持って話を聞いたりしていま

ら日本人が主体でした。ですが、日本人学生とい

すが、今年 2 月 18 日から半月ばかり中国の上海

う場合、彼らの中には、当時日本の植民地統治下

に行って、交通大学を見てきました。しかし、中

にあった台湾人や朝鮮人も含まれていました。管

に入って建物などを見て来なかったので、来年こ

見の限り、彼らに関しては、たとえば学術論文の

そは中に入ってしっかり見学してきたいと思いま

ような先行研究はいまのところ見当たりません。

すが、どういうところをしっかり見てくればいい

しかしながら、東亜同文書院に学んでいた台湾人

のか。そのへんをお願いしたいと思います。来年

や朝鮮人についての研究は、東亜同文書院を多角

は北京オリンピックがありますから、混んだりし

的にとらえる場合の重要な視点の一つになりうる

て見られない。その次には万博がありますね。そ

のではないかと思われます。

ういう関係で、北京オリンピックの前に行ったほ

さて、歴史研究を行うには、やはり資料が必要
不可欠です。愛知大学には、
『調査報告書』や『大

うがいいのか、あとに行ったほうがいいのか、タ
イミングはどうか。

旅行誌』をはじめとして、東亜同文書院に関す

それと、直接日中には関係ありませんが、長野

る資料がたくさん保管されています。しかし、今

県の信濃毎日新聞に「理工系豊富な人材、知財権

後の東亜同文書院研究は、日本国内に存在する資

侵害ハードル、製品開発・中国拠点」ということ

料のみならず、主に中国や台湾といった海外にも

で、
「日本の大手企業、マイクロソフト、インテ

散在する資料をも網羅していく必要があると思い

ルなど大手企業の建物が並ぶ上海市の郊外に東京

ます。同時に、東亜同文書院で学ばれていた方々

ドーム七つ分のキャンパスが広がる。江沢民前国

への聞き取りも実施していく必要があると考えま

家主席の母校として有名な上海交通大学。理工科

す。そして、今後実証研究を進展させると同時に、

系の名門で、アメリカマサチューセッツ工科大学

東亜同文書院が存在した意味を、日本およびアジ

など海外に留学する学生も多い」ということが書

ア、さらには世界の中で改めて問い直すことが求

いてあります。こういうことについてわかってい

められるものと考えます。

ることがあれば、話をしてもらえればありがたい

以上で私の報告とさせていただきます。ご清聴

と思います。上海交通大学の内容ですが。
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藤田

いまの議論の道とは少しずれていますの

いうことは許さなかった。学生たちを引き上げさ

で、このご質問に関しては全体が終わってから、

せて、同文書院が日中間の戦闘行為に巻き込まれ

交通大学の方に最近の状況を少しお話しいただく

ることを極力避けた。学生たちが戦闘に巻き込ま

というかたちにしていただきたいと思っておりま

れたり、参加することのないようにと考えていた

すので、またあとでお願いします。ほかにいかが

と思います。そういう点からすると、日中間の関

ですか。

係は安定したものであるべき、友好的な関係であ

質問者

武井先生の今後の研究の展望と課題と

いうところで、第一点として、根津一先生の「根

るべきという点では、根津院長と大内院長は共通
していると思います。

津精神」ということをおっしゃって、根津院長と

もちろん根津院長と大内院長の間には考え方の

ほかの院長との思想の比較ということを新しい研

違いもあると思われますが、それについては今後

究のテーマとして指摘されました。私は九州の出

研究を深めていきまして、またあらためてご報告

身で、大内暢三先生が院長として勤められたこと

させていただければと思います。

もありますが、思想の比較ということで、共通点

藤田

ちなみに大内さんは、近衛篤麿の秘書長

と相違点をお考えだろうと思います。もしあるヒ

みたいな役割をずっとされていた方でした。今後

ントでも与えていただければと思いまして。大内

の彼の研究に期待したいと思います。あといかが

先生との間における共通点、あるいは相違点につ

でしょうか。

いて、何か先生のお考えがあれば披瀝していただ

財団法人霞山会研究員の堀田と申しま

す。いま武井先生のご報告を拝聴し、非常に感激

きたいと思って立ちました。以上です。
藤田

堀田

ありがとうございました。根津先生と大

いたしました。霞山会は東亜同文会の継承団体と

内先生ですね。両方とも院長で、それぞれご活躍

いうことで、東亜同文会、東亜同文書院大学等の

された方ですが、お二人の共通点、あるいは相違

資料の所蔵もありますが、戦後、愛知大学に霞山

点というご質問です。

文庫というかたちで寄贈しまして、当会でも所蔵

武井

ありがとうございました。思想比較とい

している資料は少なく、欠号も多くなっています。

うことを申し上げましたが、私は、東亜同文書院

それで、当会から以前『東亜同文会機関誌総目録』

の運営に対する取り組み、中国に対する見方など

というものを発行したのですが、その中でも欠号

を、歴代院長と根津院長の思想の比較の一つの手

になっている『東亜時論』とか、現在一部確認が

段として考えました。

できない雑誌等があります。現在こちらの東亜同

根津院長と大内暢三院長との類似点、相違点で

文書院大学記念センターのほうでは、過去の東亜

すが、お恥ずかしいことに、私はこれから研究を

同文会ならびに同文書院大学が発行した刊行物、

深めるところです。あまり正確なお答えができな

パンフレット等を、網羅的に収蔵、収集、収録の

いかもしれませんが、根津院長は日中友好を考え

活動は行っていらっしゃるのでしょうか。資料収

ていたということが、まず言えると思います。大

集に関する取り組みが具体的にありましたら教え

内暢三院長は、1930 年代の半ばぐらいまで同文

てください。

書院院長を務めていたのですが、ちょうどそのこ

武井

ありがとうございます。東亜同文書院に

ろ 1932 年に第一次上海事変が起きます。このと

関する資料の収集という点ですが、同文書院で学

きに同文書院の学生も義勇兵として参加せよとい

ばれていた方々、そのご遺族の方が、ときどき記

う指示が、居留民団のほうから圧力が出たという

念センターに資料を寄贈するというかたちで下さ

こともいわれていますが、大内暢三院長は、そう

います。書籍や写真類、そして若干ですが文書類
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などがあります。この書籍類ですが、東亜同文書

と、研究がずいぶん進んでいくのではないかと期

院に在籍していたころに実際に使っていた中国語

待しております。ちょっと補足させていただきま

の教科書とか卒業アルバム、あるいは戦後ご自分

した。成瀬さん、何か言うことがありますか。

の関心に基づいて購入して読まれたような比較的

成瀬

図書館の成瀬と申します。私のほうは収

新しい本などもあります。そういった書籍類が比

書係をしておりますので、現在欠号になっている

較的多く寄贈されています。

ものは積極的に入手するよう努めています。本当

書籍について一言付け加えますと、同文書院

にうれしいことに、
『支那写真講義』の 1 〜 12 巻

28 期生に蔵居良造さんという方がいらっしゃい

を昨日ヤフーオークションで入札できました。幻

ました。この方は同文書院を卒業されてから朝日

の資料でずっと探していたのですが、昨年、普通

新聞社に就職されたのですが、その方の蔵書が現

の古本屋ではなく書画骨董屋さんで第 8 号だけ見

在熊本県のご実家に大量にあります。正確な数は

つけました。それは 8 号だけだったのですが、3

わかりませんが、数千冊あります。8 月中旬に藤

万 5000 円のところを 3 万円にまけてもらって収

田教授と私ともう一人のスタッフの 3 人で、この

蔵したんです。そうしたら、昨日のヤフーオーク

図書を受け取りに熊本県まで行ってまいります。

ションでは揃いで何と 3250 円。すばらしい価格

このようなかたちで、同文書院で学ばれていたご

で落札できました。

本人、ご遺族から定期的に資料の寄贈を頂いてお

のがありましたので、それを揃いで入れたとか、

ります。
藤田

そのほかに『華語萃編』の 1 〜 4 で欠けている

少し付け加えますと、卒業生の方からの

『清国通商総覧』は最初あったのですがいつの間

寄贈本が 1 万冊を超えております。それから、雑

にかなくなってしまって、それを補ったというよ

誌に関しましては、先ほどおっしゃっていた『東

うなことを常にやっております。以上です。

亜時論』等、本学のほうにも全部揃っているわけ

藤田

ときどきラッキーなこともあるというこ

ではなく、欠番が結構あります。それに関しては、

とです。センターとしてはデータベースを十分な

図書館の成瀬さんに積極的に収集していただい

かたちで作成し、提供していきたいと考えており

て、完璧を期そうということで大きなデータベー

ます。では時間になりましたので、これで終わら

スを作成中です。したがって、今年度中に基本的

せていただきます。どうもありがとうございまし

な雑誌文献の、特に目次に関しては、成瀬さんを

た。

中心にしてデータベースが完成します。そうする

武井

どうもありがとうございました。（拍手）

総括コメント「日中関係と東亜同文書院」
栗

藤田

田

尚

弥

以上、合計 10 人の方のご発表をいただ

栗田先生は、先ほどの武井さんの発表にもあり

きました。長時間にわたりだいぶお疲れかと思い

ましたように、東亜同文書院をもう一度きちんと

ますが、最後に 10 人の方の発表を通じて総合的

見直していこうということで、そういう点では先

なコメントをいただきたいと思っております。ご

駆的な役割を果たされた研究者です。非常に幅広

発表いただきますのは栗田先生です。正面でどう

く研究されておられ、コメンテーターとしては最

ぞ。（笑）

適ではないかということで、本日お願いいたしま
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した。ということで、早速お願いいたします。（拍

院の研究の隆盛というのは隔世の感があります。

手）

また、欧先生がいろいろご紹介くださいましたよ

栗田

栗田でございます。今日のご報告はい

うに、中国の方々が資料に基づいて書院を研究し

ずれもすばらしいもので、私ごときにコメンテー

ようという傾向が出てきたのは、本当に感慨に近

ターなど務まらないことは重々承知ですが、ご無

いものを感じます。

礼を承知のうえでいくつか意見を述べさせていた

この背景としては、もちろんソ連の崩壊、東欧
の崩壊、あるいは中国における開放政策の進展、

だきたいと思います。
いまご紹介いただきましたように、私は 1993

日本においては昭和天皇の死に代表されるような

年に『上海東亜同文書院』という本を恥ずかし気

世代交代といった、国内外の情勢が大きな影響に

もなく書きました。実はその 3 年前から 8 回にわ

なっていただろうと思います。一方、日本、中国、

たってある雑誌に、その本の基となる「東亜同文

その他諸外国において、先入観にとらわれず、マッ

書院の群像」というのを連載しておりました。こ

クス・ウェーバーの言葉ではありませんが、ベル

の当時、日本の学会の動向がどうだったかといい

トフライ（wertfrei）
、没価値で資料に基づいて、

ますと、武井先生のご報告のように非常に厳し

批判するにしても、しないにしても、まず事実を

いものがありました。
「帝国主義の先兵

同文書

見てから、同文書院なり日中関係なりを分析しよ

同文書院」という評価が過半

うと考える、若手を中心とする研究者が出てきた

数を占めていたと思います。私も大学院の同期生

ということがあるだろうと思います。そういう意

から「お前はいつから帝国主義の手先になったん

味で、ここにご出席の先生方は、どの方も研究者

だ」ということを飲んだ席で言われた経験があり

として一番必要なベルトフライの精神をお持ちの

ます。

方であると、私は思っております。特にご出席の

院」、「スパイ学校

ましてやそれ以前、80 年代、70 年代、書院を

中国の研究者の方に関しては、研究者としてのベ

研究するのがタブー視されていた時期があったか

ルトフライの精神に対して心より敬意を表したい

と思います。たとえば有名な日中関係の研究者で

と思います。

いらっしゃる橋川文三先生、竹内好先生が共編で

さて、同文書院の評価ということを簡単に申

出されている『近代日本と中国』という本があり

し上げました。中国、日本の評価は今日のご報告

ます。非常にいい本です。これは当時の一流の学

でいろいろありましたが、アメリカでも書院の研

者が一般にわかりやすく書かれたものをまとめた

究は盛んです。その代表者といってもいい方が、

ものですが、もともとはアサヒジャーナルか何か

ジョージア州立大学のダグラス・レイノルズ教授

に連載されていたものをまとめたそうです。とこ

です。私もいくつか本をいただいておりますが、

ろが、連載の段階では東亜同文書院が入っていた

近衛篤麿の思想の先駆性、あるいは同文書院の改

ものが、本にまとめるにあたって、当時の学会の

革当初の理想のすばらしさというようなことを、

動向、政治的配慮からはずされたということをう

レイノルズ教授は高く評価されています。ただ、

わさ話で聞いています。武井先生のお話をなぞる

すべて OK ということではなく、同文書院にかな

ようですが、これに象徴されるように、かつては

り厳しいことも言っていて、そこらへんが私と見

同文書院、同文会の研究は非常に危険なものであ

解の異なるところです。
レイノルズ先生とは 7 〜 8 年前にある本をご一

るという見方が多かったようです。
こういうことを考えますと、先ほどの武井先生

緒に書かせていただいたことがあるのですが、こ

のご報告にあったように、今日の日本における書

の前インターネットで調べたら、その読者の方
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が「栗田とレイノルズは、これで友情が壊れたの

割を果たしていた。そういう人的遺産を欧米の学

ではないか」と書かれていました。そこまで心配

校は果たしてどこまで残したのかという疑問も残

いただかなくても結構と思ったのですが、分かれ

ります。そういう意味で、毛先生のご報告を、非

るところはどこかと申しますと、レイノルズ先生

常に感銘を持って聞かせていただきました。

は、「同文書院は思想的な遺産を何も残さなかっ

いまの藤田先生、蘇先生、今泉先生、孫先生、

た。それに対して、
欧米が中国につくったミッショ

そして毛先生のご報告、まさに実学エキスパート

ンスクールは、その思想的な遺産を残した」とい

養成学校としての遺産を非常に高く評価されてい

うことをおっしゃっています。私は、現在でもこ

たと思います。ただ、希望としましては、特に大

の点に関してかなり批判的です。というのは、藤

旅行に関して、地理学的あるいは経済学的分析は、

田先生がご指摘になったように、同文書院の本質

藤田先生を始めとして日中ともかなり高い水準に

はやはりビジネススクールだと思います。経済の

達していると思いますが、私は元来専門が政治思

側面から日中の専門家を養成する。あるいは経済

想史ですから、思想史、精神史ということにどう

のみならず、実学に優れたエキスパートを養成し

しても目がいってしまいます。その目から『大旅

て、彼らを軸として日中の提携を図る。そういう

行誌』等を見ると、精神的なインパクト、あるい

学校だっただろうと思います。ですから、キリス

は思想的なインパクトを学生に与えている。

ト教の布教を目的の一つとしたミッションスクー

たとえば、当時日本はとにかく西欧、近代文明

ルと、ビジネススクールである同文書院を同列に

こそすべてであるという時代に、旅行する過程に

並べることに対しては、私は大いなる異論があり

おいて、近代文明というのは完璧に幸せなもので

ます。

あろうかという、西欧文明、近代文明絶対視に対

それでは、ビジネススクールとしての遺産は何

する批判精神。また、明治・大正・昭和と若い人

かといいますと、藤田先生、蘇先生、今泉先生、

にだんだん強くなってくる出世主義的愛国心に対

孫先生のご報告が本当に詳しくまとめていらっ

する疑問、不信。あるいは自分たちは中国に対し

しゃると思いますが、大旅行の持つ大きな地理学、

て深い感情を持っていても、日本のゴリゴリの商

経済学としての意味、あるいは中国語の辞書。現

人たちがやってきて、中国の人をばかにして、せっ

在でも、それを受け継いだ愛知大学の中国語の辞

かくわれわれが日本と中国の間をどうにかしよう

書というのは日本最高峰の辞書ですが、そういう

と思っても、それを全部壊してしまう。そういう

実学エキスパート養成学校ならではの、現在でも

日本のおごり高ぶりに対する疑問。そういうこと

役立つような遺産といったところに言及されてい

を、書院生は旅行の過程で深く考えたのではない

たと思います。私もまったく同意見で、こういう

かと思います。そういう大旅行の持つ思想史的、

実学養成エキスパート大学としてのすばらしさを

精神論的な意味づけをこれからぜひ深めていただ

先生方がご指摘になっておられたと思います。

きたいと思っております。

それのみならず、毛先生のご報告をお聞きして

あまり実学的云々ということを申しますと、こ

感銘を受けました。同文書院で学ばれた方々は、

こに書院出身の方が多数いらっしゃいますので、

戦後ビジネスの最前線で活躍された方が多い。戦

では書院には思想も何もなかったのかと反論され

後、非常に冷えた関係にあったときもありますが、

る方が当然いらっしゃると思います。これはとん

この方々が日本と中国との間をつなぐ架け橋役を

でもない話で、書院にはちゃんとしたバックボー

担っていた。この同文書院で学んだ実学エキス

ンがあります。たとえば書院の前身である日清貿

パートが、日本と中国の冷えたときにも大きな役

易研究所を創設した荒尾精。原初のアジア主義者
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ともいわれています。日清戦争の結果、日本の資

だきました馬場先生の山田兄弟の軌跡についての

本主義は大いに発展するわけですが、彼はその基

ご報告、そして書院創設以来の関係者について論

となった賠償金に対しては断固として反対した。

究された孫先生のご報告、また根津一についての

そして、そもそも日清戦争というのは、清朝の腐

武井先生のご報告、非常に興味あるご報告だった

敗・堕落した事実を中国民衆にわからせるための

と思います。

戦争、義戦であるから、決して領土など割譲して

こういうバックボーン、あるいは思想的連続性

はいかんということを、
『対清意見』あるいは『対

についての研究が出てきたということは、非常に

清弁妄』というようなところで論じています。あ

うれしいことだと思いますが、武井先生がご指摘

くまで不割譲精神、義の精神で中国と付き合うべ

になったように、たとえば根津一の思想をこれか

きであると。

らもっと深めていく必要があるのではないか。根

それから、書院の創設者である近衛篤麿。この

津一は「21 カ条の条約には断固反対です。こん

方は、天皇家を除けば日本で一番高貴といわれて

なことをやっていると日本と中国の関係は悪くな

いる公爵家の出です。天皇家に一番近い天皇の家

る一方で、日本は絶対に世界から孤立する」と、

臣ですが、彼はそれにもかかわらずヨーロッパ留

1945 年を見越したようなことを言っています。

学の経験もあって、イギリス流の議員内閣制の信

それから、第一次大戦後、ドイツの占領地帯での

奉者です。そして、対外的には日清戦争後の驕慢

処置が終わったあとは即時撤兵すべしということ

化する日本の中国・アジアに対する姿勢に対し、

をおっしゃっています。そういう現実に対しても、

これは非常に問題である、これから白人の帝国主

根津さんはかなり積極的に発言されている。根津

義に対して同人種が同盟しなければいけない、そ

さんに限らず、バックボーンとなられた方の思想

のための人材を養成しなければいけないというこ

史的な研究は、なお一層進められていくべきでは

とを主張していました。

ないかと思っております。

根津一は、今日何度もご報告にありましたが、

いまこの先覚の思想というものが、あくまで日

王道論という立場から教育を施したわけです。そ

本、中国、アジアとの平和を追求していくことを

して、根津は王道論の立場から孫文を高く評価し

目的として、それがバックボーンでありながら、

ています。清朝がつぶれるのは当然である。孫文

先ほどの孫先生の大旅行がだんだん変質していく

は王道論に立っているから、孫文が中心になるの

というご報告にあったように、特に 1930 年代以

は当たり前であるというようなことをおっしゃっ

降、書院生あるいは書院関係者は、結果として日

ています。それから、今日の馬場先生のご報告に

中関係と深い関連を持たざるをえなかった。極論

あった山田兄弟。まさに中国革命に一生を捧げた

するならば、やはり何らかのかたちで国策とタッ

わけです。

チしていかなければいけなかった。結果として、

そういう精神、バックボーンが、書院生には

葉先生がご報告になったように、1937 年以前に

脈々として受け継がれていったと思います。たと

おいては、交通大学と書院は非常にいい関係だっ

えば戦前における最も良心的な外交官といわれて

たものが、38 年の交通大学校舎の借用という非

いる石射猪太郎氏などは、軍部が台頭する中にお

常に不幸な事態に直面した。そして、この点に

いて、中国方面の外交官として、これに毅然とし

ついて盛先生は、交通大学の学生が非常に辛い思

て立ち向かったということもあります。このバッ

いをされたというご報告をされています。まさに

クボーンの点からも、今日は非常に興味あるご報

1930 年代、書院生の本意とは別のところで、日

告があったと思います。いま名前を出させていた

本と中国の間で、日本軍国主義の結果だと思いま
55

◦ 1741 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

すが、不幸の中で書院生は悩むことにならざるを

うると思います。最初に葉先生がおっしゃったよ

えず、ジレンマに直面しなくてはならなかったと

うに、まさに日本と中国との共同による同文書院

いうことだろうと思います。

の研究が続くとするならば、これは単に研究者同

私は、ジレンマに悩みながら、だんだん悪くなっ

士ではなく、両国間、両国民の友好促進に必ずつ

ていく日本と中国との関係の現実に直面しながら

ながると確信しております。ありがとうございま

も、悪くなっていくという与えられた状況の中、

した。（拍手）

理念と良心を保ちながら、先ほどの外交官の石射

藤田

どうもありがとうございました。短い時

さんのように、現実をできる限りプラスの方向に

間の中でコメントをお願いしまして、大変申し訳

持っていこうとする辛さというか、ジレンマの解

ないことをしたと思います。全体的なお話をいた

明が、この研究には絶対必要ではないかと思って

だきながら、また栗田先生のこれまでのお考えを

います。毛先生のご報告の中で、辛い時代に青春

併せてご披瀝いただきました。どうもありがとう

を過ごされた方が戦後活躍されたとおっしゃって

ございました。

いましたが、こういうジレンマの体験が、戦後日

以上、10 本の発表とコメンテーターの方のご

中間の架け橋になろうという強い意志に結びつい

発言が終わりました。ただいまから最後のディス

たのだろうと思います。

カッションということで、会場の皆様方とご意見、

最後になります。いろいろと生意気なことを

お考え、あるいは事実関係も含めてやりとりがで

言ってまいりましたが、東亜同文書院の研究とい

きたらと思っております。いまから少しだけ配置

うものが今日の日中関係、あるいは日本とアジア

を替えますが、すぐ引き続いてお願いしたいと思

の関係を考えるうえで、いろいろな問題を提起し

います。

質疑応答
司会

それでは、ただいまより質疑応答および

ると思います。双方の学者はそれぞれ十分に交流

総合討論を始めさせていただきたいと思います。

を行っております。いろいろな見方があっても、

現在のところ、ちょうど予定どおりに推移してお

願いは共通だと思います。われわれ中日関係が、

ります。こういった催しで予定どおりに進むのは

双方の学者の研究がそうであるように友好的に発

非常に珍しいことでして、皆様方のご協力に非常

展していくことです。

に感謝しております。それでは、いま栗田先生の

コメンテーターのまとめがありましたので、

ほうから、東亜同文書院の理念が卒業生、出身者

簡単に補充してみたいと思います。交通大学は

に与えたものを精神史的、思想史的なところにも

1896 年につくられました。いまは 111 年目です。

位置づけていくべきではないかというお話があり

交通大学は理工系の大学ですが、いま総合大学に

ましたが、これについて、代表して葉先生、藤田

生まれ変わっております。理・工・農・医すべて

先生にできましたらそのへんのお話をいただけれ

あります。学生は 5 万人で、本科生も研究生もい

ばと思いますが、いかがでしょうか。

ます。教育部の重点大学です。

葉

来賓の皆様、友人の皆様、私たちは今日朝

ここの多くの友人が交通大学においでになりた

からすでに一日会議を開いてきました。皆さん、

いということですが、連絡先は 2 カ所あります。

ご苦労様です。この交流会議は非常に成功してい

一つは、われわれが来た交通大学校史研究室です。
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もう一つ、対外的な連絡を担当している国際交流

非常に強い自信を持たれて、ご自分の意見を少し

室があります。国際的な友人との連絡、交流を担

ずつ披瀝されているところがあります。

当している部門です。いつごろかというのは、皆

多くの方々がいろいろな意見をおっしゃってい

様方のご都合に合わせて交通大学においでいただ

ますが、そういう日記の中に書院の方々の個人的

きたいと思います。上海へのおいでを歓迎いたし

な見解も含んだ記録があって、それをうまく整理

ます。以上です。

していくと、先ほどの根津先生の思想であるとか、

司会

どうもありがとうございました。先ほど

大内先生の思想、そのバックの近衛篤麿の考え方

の質問にもお答えいただき、ありがとうございま

などにアプローチできていくのではないかと考え

した。では藤田先生、お願いいたします。

ています。私は政治思想史は専門ではないので、

藤田

いきなり回ってくると思いませんでし

そういうことからアクセスすることによって、政

た。今日はいろいろな意味で初めての本格的なシ

治あるいは思想的な考え方とどこかでドッキング

ンポジウムがこういうかたちで実現して、いろい

できるような切り口、あるいは提供できる材料を

ろな各論のご発表があり、最後にコメントをいた

つかむことができる。私の側面からいうと、そう

だきました。その中で、今後の課題として、武井

いう研究が今後できるかなと思っております。

さんらが主張されたことを踏まえて発展的な意見

書院の精神は 21 世紀のアジアを考えるうえで
も非常に先駆的だったと思います。先進的な思想

をいただきましてありがとうございました。
先ほどのような時代的な背景の中、私が書院研

がたくさんあった。そのあたりを再度きちんと評

究をスタートしたころはまだ 80 年代でした。そ

価していく作業が今後非常に重要だと思っており

のころは先ほどコメントのあったような状況も

ます。以上です。

あって、とりわけ私は地理学でもありましたので、

司会

ありがとうございました。それでは、会

大旅行のほうから入りました。これはある意味非

場のほうからご質問あるいはご意見等をお受け

常にスムーズだった。もちろん学生諸君が書いた

したいと思います。本日は研究者の書院につい

文字は手書きですので、なかなか難解なところが

ての発表ということで、こちらの会場の中には東

あります。きれいな文字もたくさんあるけれど、

亜同文書院ご出身の方もおられると思いますが、

難解な文字もたくさんあり、途中で、なぜこんな

ちょっと別の視点でお話があったということだと

泥沼の中に足を入れたのかと何回も反省したこと

思います。もし何かご指摘、ご質問がありました

がありました。

ら、挙手をお願いいたします。挙手されたあと、

大旅行を見ていきますと、先ほどもコメントで
いただいたように、学生諸君の記録の中に、事実
をきちんと書かなければいけないのと同時に、ご

指名されましたらお名前をおっしゃっていただい
て、ご質問をお願いいたします。ではどうぞ。
坂下

書院の 40 期卒業の坂下と申します。私

自分の感想や意見等がちらちらと書いてある。そ

はもう年ですから聞きづらい面があるかと思い

ういうところを見ていくと、当時の書院の学生の

ますが、恐れ入ります。最初に交通大学の先生

方々が、書院でいったいどういう教育を受けてい

方に感謝を申し上げたい。われわれは 1939 年に

るのかということがわかってきます。そのあたり

入学したのですが、交通大学の校舎を使わせてい

を集約していくと、書院の神様といわれている根

ただきました。そして、菅野俊作君は、江沢民主

津院長を始め、歴代の院長の方々、あるいは書院

席が来られたときに「おゆるしください」と言い

自体が次第に発展していく過程の中、書院そのも

ました。そういう気持ちがわれわれには非常に強

のの持っている性格、ポジションに学生の方々も

かった。ですから、交通大学に行きたいと思って
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も、交通大学の方々と対等に話はできない。まず

もう一つは、1990 年代までは否定的な評価が

謝らなければいけないという気持ちが、われわれ

多かったが、それ以後、なぜ評価され直したのか。

の年代には非常に強かった。いまの先生方のお話

同文書院を引き継いでいた最後の本間学長が日本

で、1937 年以来、好むと好まざるとにかかわらず、

へ帰られて、愛知大学をつくられた。そして、愛

われわれは侵略戦争に利用された。これは否定で

知大学の藤田先生、今泉先生、武井先生などが書

きません。しかしながら、先生方に肯定面も評価

院の資料を引っ張り出して、宣伝というとおかし

されたことで非常に安堵いたしました。これから

いですが、やっていただいた。それが一つあるし、

交通大学に対して非常に安心感を持って接しさせ

栗田先生のように、卒業生のことまで聞き出して

ていただけると、われわれは考え、今日のお話を

出版していただいた。こういう功績が非常に大き

非常にありがたく伺いました。

いと思います。愛知大学に対して、われわれ卒業

2 番目に大旅行ですが、われわれの時代は点と

生は心から感謝の意を表したいと思います。これ

線といいますか、点は都市、線は交通手段です。

は滬友会全員の気持ちだと思います。以上、数点

これらは日本が占領していて、そこ以外に行く場

申し上げました。今日はどうもありがとうござい

合には自分の責任で行けということでした。私は

ました。（拍手）

包頭まで行って、それから西へ行くときには自分

司会

ありがとうございました。同文書院の卒

の責任で行けと言われました。去年、私が敦煌に

業生の方から、非常に心温まるお話をいただきま

行きましたが、唐の詩人の王維の「君に勧む、さ

した。それでは、先ほどお手を挙げていた方にマ

らに勧む、一杯の酒」というのがありますね。「西

イクをお渡ししたいと思います。

のかた、陽関を出れば故人無からん」
。こういう

渡辺

私は同文書院には関係ないのですが、愛

気持ちで包頭をあとにしました。黄河沿いに歩い

知大学が初めてできたときの学生です。あのとき

て、
ロバに乗って、
3 名の仲間と一緒に遡りました。

集まってきた人間が 360 人、おそらく生き残って

一日ロバに乗って歩いて、蒙古のパオに着きまし

いるのは 3 分の 1、若い私も 80 歳を超えました

た。そこで非常に歓待を受け、ヒツジを 1 頭殺し

ので、記憶がだんだんとなくなっていきます。

てわれわれにごちそうしてくれた。その人たちは、

同文書院の歴史は、日本の歴史がまだしっかり

日本がどこにあるかもあまりはっきりしていませ

総括されていないところにいろいろな問題点があ

んでした。そういう純粋な人たちに会って、あの

るのだと思います。近衛篤麿さんが非常に名門で、

大きな平原を見て、われわれは中国にはとてもか

しかも大アジア主義と高い理想を掲げた。そして、

なわない、中国とは永久に手を握るべきだという

その下に生まれた、いまの安倍総理よりももっと

感を強くしたわけです。

血統のいい坊ちゃん政治家、坊ちゃん宰相が近衛

それから、広州交易会がありますが、われわれ

文麿さんです。これは同文書院にも大変な影響を

の年代はあれには非常に多く参加しています。各

もたらしている。日本と中国との関係を怒濤、動

商社の広州交易会への代表はほとんど同文書院の

乱の中に巻き込んでしまった悲劇のヒーローでも

卒業生で、われわれの年代が中心でした。ですか

あります。

ら、広州へ行って同窓会も開けた。ただ、一方で

文麿さんは学習院から東京大学を経て京都大学

はそういった否定的な面を承知していますので、

へ進み、河上肇とか佐々木惣一など、天皇機関説、

大っぴらに言うことを避けたわけです。しかし、

いわゆる憲法観など新しい学問をしっかりと身に

いま先生方のご意見を聞いて、ちょっとほっとし

付けて、上海の同文書院にも新しい学風を吹き込

た気持ちになっております。

まれた。これがプラスの面になります。
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しかし、日中戦争の中、戦争拡大を防ぐための

の中ではっきりとはお答えできないのですが、た

青年宰相が、革新官僚と軍部の暴走におだてられ

だ、戦争期に内閣総理大臣になったときの近衛文

て、さらに外務官僚の大島や松岡などイタリア、

麿のイメージで、同文書院長を務めた時代の近衛

ドイツのリッペンドロップ外交に引きずり回され

文麿をとらえるのはやはり困難があると思いま

る。これも近衛内閣の悲劇です。

す。その時代、その時代における人物のあり方を

さらに、東条内閣の平和の糧として推薦した。

見つめていくのが大事になっていくと思います。

これがとんでもない目にあい、大変悲惨な戦争を

先ほど、近衛は戦争へと日本を導いたというマ

引き起こした。終戦の最後の切り札は近衛さん

イナス的なイメージでとらえられていると言いま

だったと思います。鈴木内閣を支え、日本を終戦

したが、そういったイメージで近衛の人生全体を

に導いた最大の功労者は近衛文麿ですが、顧みる

とらえることはできませんし、同文書院院長時代

ものは誰もありません。近衛文麿はさらに東久邇

の彼の思想、性格をとらえるのは難しいところが

宮内閣に、日本が生まれ変わるための憲法改正に

あると思います。これは人物研究の範疇に入って

取り組み、京都学派の佐々木惣一先生のところに

いくと思いますが、歴史の中で近衛がどういう人

入り、あるいは松本烝治先生を含めて、日本再生

生を歩んでいったか。その中でどういう思想、価

の方策を必死になって立てていたのに、マッカー

値観を持っていったかという点も、併せて深く考

サー司令部により一喝されて、ホイットニー憲法

えていく必要があるのではないかと思います。
司会

でグチャンコを起こしてしまうわけです。
近衛文麿をどう総括するか。そして、日本の歴
史を本当に振り返って何か。大隈内閣の 21 カ条
要求は国益、国益と称して、民族自決、独立自尊、

ありがとうございました。武井先生と同

じく研究史についてまとめられた欧先生、何かお
言葉はありますでしょうか。
欧

先ほどの問題ですが、確かに興味を覚え、

弱小民族に対して敬意を払わなかった日本の歴史

注目を覚えました。いまはそれについてあまり研

を本当に総括して、正しい歴史的視点をきちんと

究してきませんでしたので、今後の研究の中で注

合わさないと、同文書院の本質も生かされないの

目していきたいと思います。特に書院の院長の思

ではないかと思います。私のつまらない見解につ

想、それと時代とのかかわり合い、そして同文書

いてお導きのほどをお願いします。

院に対する影響などについては、今後の研究課題

司会

ありがとうございました。歴史にはいろ

いろな見方があると思います。これが正しいとい
うことを押し付けることはできませんが、武井先
生、いかがでしょうか。何かお話しなさることが

ざいます。
司会

ありがとうございました。まだ若干時間

が取れますので、お一方、お二方ございましたら。
劉

ありましたら。
武井

として考えていきたいと思います。ありがとうご

皆さん、こんにちは。私は愛知大学の現代

ではご指名ですので答えさせていただき

中国学部の劉柏林と申します。愛知大学で言語文

ます。近衛文麿をどう総括していくかということ

化方面の研究をしております。仕事の関係で、愛

ですが、近衛文麿というのはどちらかというと日

知大学と同文書院の特殊な関係についても興味を

本を戦争に導いたマイナス的なイメージで、中学

持っております。東亜同文書院の歴史についても

校などでは教育されていると聞きます。この近衛

少し研究、理解しております。

文麿をどう総括していくか、書院との関連の中で

東亜同文書院の発展の歴史は、中国、日本の歴

どうとらえて総括していくかというのは非常に難

史と切り離して考えることはできない非常に特殊

しい問題だと思います。ですから、この短い時間

な関係があると思います。中国・日本両国の関係、
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その他の国との関係とは違った特殊性を持ってい

日本の文化遺産でもあり、中日両国のすばらしい

ます。東亜同文書院は、中国の学校設立の中で、

文化遺産でもあるからです。この調査報告によっ

後の人たちが研究するに値するような課題もある

て、中国の近代社会の発展の変遷もわかります。

と思います。先ほど皆様方がおっしゃったような

政府、民間、普通の人々の生活などいろいろなこ

学校の指導者、その人たちの思想についても研究

とがわかります。この資料は非常に得難いもので

すべきであると思います。学生の大旅行の旅行記

す。ですから、学者の皆様方、ぜひ関連各部門と

も非常によい歴史の資料だと思います。ですから、

いろいろ連絡を取り合って、この資料の収集に力

中日両国の学者は手を取り合って、この歴史資料

を尽くしていただきたいと思います。ありがとう

を集め、研究すべきです。

ございました。

それから、書院の卒業生の皆様方、たとえば坂

司会

ありがとうございました。貴重な意見を

下さんもいらっしゃいましたが、中国について特

いただきました。では大島先生、最後にお願いい

別な感情をお持ちだと思います。7 年ほど前、先

たします。

ほどの坂下さん、小崎さん、鈴木さんなど、昔の

大島

愛知大学の大島と申します。私はいまか

卒業生の皆様方と一緒に上海の交通大学を訪問し

ら 7 〜 8 年前、『愛知大学五十年史』を編纂させ

たことがあります。黄浦江のほとりでそこを見学

ていただきました。ここ数年来、あるいは 10 年

したとき、皆様方は、自分たちが死んだあと、そ

前ぐらいから、愛知大学の前身校が東亜同文書院

の骨はぜひ黄浦江に撒いてくれというお話をされ

であると位置づけられるようになってまいりまし

ていました。毛さんもおっしゃっていましたが、

た。私は愛知大学の教師で、東亜同文書院とは何

この友好事業に参画されていた方たちです。書院

の関係もなかったのですが、東亜同文書院、前身

の卒業生の皆様方は、上海について特別な感情を

校がどのような大学であるのかを真剣に考えるよ

お持ちです。ですから、自分が死んだあと、自分

うになりました。そして、ここ 2 〜 3 年、それに

の骨を黄浦江に撒いてくれというお話でしたが、

ついて研究を始めました。

私はそれを聞いてびっくりしました。日本のお年

本日のシンポジウムで私は大変いろいろなこと

を召した方たちがそういったことをおっしゃるの

を学ばせていただきました。単に日本の研究者だ

は、上海について非常に特別な感情をお持ちだと

けでなく、中国の研究者の皆様方も東亜同文書院

いうこと。私どもはこのような精神をしっかりと

には肯定的な面が多々あったと。いろいろ否定的

研究しなければならないと思います。中日両国に

な面もあったけれど、それはいわば日本の当時の

はこのような歴史の背景があります。両国の間に

軍部や当局者によって強いられた、強制された面

このような気持ち、感情があるということは、皆

が強いというご発言があり、私は大変安心いたし

さんがしっかり研究すべきことだと思います。

ました。

それから、書院の調査報告の中には日本でまだ

しかし、二つばかりお聞きしたいことがありま

見つかっていないものがあり、中国の国家図書館

す。一つは、東亜同文書院の成立期、最初期、非

の中にあります。北京の国家図書館の中で見たこ

常に高く評価していただいていますが、その高さ

とがありますが、非常によい資料が残っています。

において、馬場先生と栗田先生ではややニュアン

しかしながら、それはまだ公開されていません。

スの違いを感じました。馬場先生は、東亜同文書

愛知大学、同文書院大学記念センターでもいろい

院あるいは東亜同文会が中国の保全ということを

ろな策を練って、ぜひこの資料を収集なさってく

言っているが、東亜同文書院の創立者は、日本は

ださい。調査報告でも、訪問記、旅行記でもいい。

台湾を植民地化し、中国分割に参加し、中国保全
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に敵対する行動を行っていないと、アジア主義に

若者たちを育てなければいけないという目的意識

ついては評価されながらも、やや低い評価をされ

から書院をつくっていると思います。ですから、

ています。

体制に迎合的であったとは私は思っておりませ

私が知る限りでは、当時のアジア主義には二
つの傾向がありました。一つは、孫文などの国民

ん。これは近衛篤麿や根津などもそうだと思いま
す。

革命を支持していくような宮崎など革命的な動き

それと、このことと絡むのですが、東亜同文書

と、もう一つは、既存の政治体制、国家体制を認

院には優秀な方が多く、県費生が多い。当時のデー

めたうえで、その了承の下に教育を行って、日中

タを見てびっくりしたのは、私が調べたころは国

の経済発展のための要員を育成しようという穏和

策学校みたいな言い方をされていたので意外だっ

な枠組みのアジア主義があったように思います。

たのですが、近衛篤麿が生きているころ、協力し

そのへん、馬場先生の評価はわかるのですが、栗

ない府県がものすごく多いんですね。何かという

田先生はどういうふうにお考えでしょうか。

と、近衛篤麿というのは血筋からして貴族の筆頭

もう一つ簡単に。昨日、私は直接栗田先生にお

ということだけで見られてしまいがちですが、当

話ししたのですが、時間がなくて聞き損ねたこと

時の藩閥内閣に対してかなり一線を画していた。

があります。先ほど渡辺さんが言いました、東亜

対中国論もそうですが、一線を画した姿勢をとっ

同文書院の一つのキーポイントといいますか、そ

ている。それから、先ほど申し上げましたように、

れをどう評価するかは、近衛篤麿ではなく近衛文

彼はイギリス流の議院内閣制、もちろん天皇制を

麿にかかっていると思います。これについての栗

前提にしたうえで立憲君主制の信奉者です。これ

田先生の本は大変参考になり、お世話になったわ

も藩閥官僚にとっては好ましくない。しかも悪い

けですが、そこに中山優についての叙述がありま

ことに、彼らには手が出ない。普通の民間人であ

して、その中で近衛文麿について若干の論述がな

ればつぶせるのですが、とにかく天皇家に一番近

されています。栗田先生の近衛文麿論を聞かせて

い方ですからつぶせない。そういうこともあって

いただきたいと思います。

おそらく息がかかっていたと思うのですが、半分

司会

ありがとうございました。時間がかなり

押しておりますので、栗田先生、いまのお話を二
つ、成立期の評価のお話と、近衛文麿の評価の話

藤系官僚が知事をやっているところです。
そういう事実からしても、政府のやり方に関し
て完璧に反対ということではなく、たとえば日露

を簡潔にお願いいたします。
栗田

ぐらいの府県が非協力的でした。山県系官僚、伊

成立期に関してですが、先ほど馬場先生

戦争のようなときは国家の大事ということで協力

のご報告を聞いて、私とちょっと違うのかなと、

はしていますが、体制べったりではない。体制内

私自身も感じました。確かに台湾を併合したとき

の一つの批判勢力としてのスタンスを保つという

は積極的、ではその後の台湾経営に発言している

ふうにとらえています。

かというと、そこを攻められると弱いという気は

そうはいっても、東亜同文会は中国に対して考

します。ただ、近衛篤麿が同文会あるいは同文書

えを持つ人たちがちょっとした違いを超えて集ま

院をつくるきっかけとなったのは、まさに日清戦

るということでできていますので、中を見ると、

争後の驕慢化する日本国内の対中国に対する見

孫文支持派、そうでない人などいろいろいます。

解、あるいは日本を含む世界の列強の支那分割へ

大きく分けると、近衛さんとか根津さんというの

の動きとそれに対する反発、そして単に言ってい

はどちらかというと孫文、あるいはその変法派で

るだけではだめで、自分の考えを引き継ぐような

すが、そうではない方々もいます。それと、メン
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バーの中でも近衛さんなどは中国ということをか

に優れている人がいる。優れた思想家であっても、

なり重点的に考えていますが、中国に出ていくの

政治の場になってくるとそのすばらしさを十分に

が日本にとって利益になるというかたちでメン

発揮できない方もいる。近衛さんのお父さんであ

バーになっている方が少なからずいます。たとえ

る近衛篤麿公爵は若くして亡くなりましたが、政

ば内田良平などもそうです。

治家としても、思想家としてもきわめて優れた方

私はある論文で書きましたが、北清事変のとき、

だった。いい意味で自分の五摂家筆頭という立場

同文会分裂の危機に直面します。というのは、北

を利用しながら、自分の理想に向けて、伊藤、山

清事変を機に、内田良平などは、中国に出ていく

県どんなものだという感じで現実に移していった

機会ではないかと。それに対して近衛はあくまで

方だと思います。惜しくも 40 歳で亡くなってし

もだめだと。北清事変が終わったとき、内田良平

まいますが。

に近い人々は、同文会の総会で近衛批判をやりま

それに対して文麿公は、思想的にはお父さんの

す。そういう意味からすると必ずしも一枚岩では

思想を受け継いでいる方だと思います。たとえば

ない。

第一次大戦が終わったあとの有名な「英米本位の

ですから、同文会の評価ということになると、

平和主義を排す」
。もちろんこれは日本の立場と

その中の右派という言葉がいいかどうかわかりま

いうこともあったのですが、ベルサイユ条約のと

せんが、そちらに重きを置くと、当然馬場先生

きに人種条項を撤廃します。あらゆる人種は平等

的な評価につながっていくのではないかと思いま

でなければいけない。これがいわゆる白人列強の

す。また、近衛さんとか根津さんのほうに重きを

圧力によって結局は講和条約に入らない。これに

置きますと、決して国策べったりではないという

非常に憤りを感じ、近衛文麿氏は「英米本位の平

評価につながってくるだろうと思います。そうい

和主義を排す」という有名な論文を書かれていま

う意味も含めて、明治時代というのは、大正、昭

す。これが孫文の高い評価を得ているのは、ご存

和になると真っ二つに分かれていくような中国観

じだろうと思います。この思想は亡くなるまで

を持ったグループが、一つの東亜同文会というと

ずっと持っていただろうと思います。

ころにまとまっている。これはまさに明治の時代

武井さんのお話のように、政治家近衛としての

というものを象徴的に物語っているという気がし

発言と、私、同文書院の昭和編をまとめるときに、

ます。

書院で話をされている近衛さんの草稿をまとめ

いずれにしても非常に難しいご質問ですが、書

たことがありますが、かなり違いがある。書院の

院に関しては、支那保全、中国保全ということを

来賓として出席されたときは、とにかく君らが頑

前面に出しながら、最後の卒業生の方に至るまで、

張って、いまの日中の状態を変えなければいけな

ある意味では日本の軍部からも白い目で見られな

いということを力説された。教育者近衛としては、

がらも、とにかく日中提携を一生懸命やろうとい

まさに思想家近衛の延長線上にある日中提携、英

う方々が多かったと思います。

米本位の平和主義を排すという理想を追求されて

二番目の近衛文麿の評価は非常に難しいと思い

いたと思います。

ます。極論すると、少なくとも昭和前期は近衛文

ただ、現実の政治のうえでそれがどうなったか

麿評価に非常にかかわってくることだろうと思い

といいますと、ご存じの方もいらっしゃると思い

ます。私は学生の前でよく言っているのですが、

ますが、近衛内閣ができるとき、あらゆる方面か

人間の適性というものはいろいろある。思想家と

ら期待されました。軍部のほうでも期待していた

して非常に優れた人もいるし、政治家として非常

し、軍部を抑えることができるのは近衛公だけだ
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ということで、あらゆる方面から期待された。そ

さんが出てきたという気が、私などはいたします。

して、失礼なことを申し上げると、結果としては

それから、戦後出た『平和への努力−近衛文麿

あらゆる方面から失望されてしまったということ

手記』はいかにも自分の立場を弁明しているかの

になるわけですが、戦争の不拡大方針ということ

ような評価が今日でもあると思います。しかし、

は理念として持っていらっしゃったと思うんです

同文会史の小編を見ているときに、私の知ってい

ね。ところが、現実的にズルズルというのは非常

る若い人が見つけてきて、私に見せてくれたので

に悪い言葉ですが、結局は押されるようにあのよ

すが、あの草稿は戦争中に書いているんですね。

うな事態になっていく。それから「蒋介石を相手

ですから、決して戦後弁明で書いたものではない。

にせず」という発言。これはあとでご自身で訂正

まさに戦争中、自分のやってきたことに対するい

されていますが、そういう発言も出てしまう。そ

らだちもお感じになりながら、ああいう手記をま

ういう面で、ご自分の理想を現実政治のうえに

とめていらっしゃる。同文書院生のジレンマを申

移せなかったという問題点はあるだろうと思いま

し上げましたが、まさに理念と現実とのジレンマ

す。

で悩む一人の政治家ということになるだろうと思

ただし、先ほどコメントのところで申し上げま

います。ただ、政治家の場合には一人で悩めばい

したが、官僚や政治家というのは思想だけで動く

いという問題ではなく、そのジレンマが即国策に

ものではありません。まさに自分が与えられてい

反映してくるところが辛さだろうと思います。

る現実を前提としたうえでいかに理想を実現して

ですから、近衛評価を簡単に言えというなら

いくか。これが政治家、官僚としての腕にかかっ

ば、思想家としての近衛は近衛篤麿の延長線上に

てくると思います。石射さんなどというのはそこ

ある人間で、登場したときは中国側も期待したと

らへんが非常に優れた方だと思いますが。近衛さ

ころがあっただろうと思います。しかし、それを

んというのは、現実をどうにかしなければいかん

現実政治の上に移せるということに関してはクエ

と思いながらも、それができなかった。そういう

スチョンかなという気がします。ただ、そういう

意味において、政治家、官僚としての近衛さんの

家に生まれなければ、思想家として立派だったか

評価は非常に難しいことになると思います。

なという気もいたします。

ただ、第一次内閣を辞めるとき、かなり厳しい

司会

ありがとうございました。丁寧にお答え

ことを言っています。ご自分に対する批判がある

いただきましてありがとうございました。これを

ことを重々承知のうえで、軍部の統帥権であると

もちまして、本日のすべてのシンポジウムを終え

か、軍部大臣現役武官制を痛烈に批判されていま

させていただきたいと思います。本日座長をお務

す。もしこの軍部大臣現役武官制あるいは統帥権

めいただきました葉先生、藤田先生、ご報告いた

というものがなかったら、俺はもっといいことが

だきました先生方、お集まりのフロアの皆様、そ

できたということを、戦後の弁明ではなく、内閣

して非常に美しい日本語、中国語の通訳をお願い

を最初にお辞めになるときに言っている。これは

しました通訳の方々、スタッフ、皆様のご協力の

本音だろうと思います。現実的には、そういうこ

下、貴重なシンポジウムを得ることができました。

とを言わなくてもできたのではないかというご批

本日のご協力を感謝いたします。どうもありがと

判もあると思いますが、理想というものをお持ち

うございました。こういったところで培われた日

になりながらも、現実政治を動かせない。これ

中の友好を基に、また東亜同文書院を日本の歴史、

を能力というのはきついところもあると思います

中国の歴史といったところに位置づけて、いろい

が、当時の日中関係の中で一つの悲劇として近衛

ろなところで友好関係を結んでいければと考えて
63

◦ 1749 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

います。本日はどうもありがとうございました。

（拍手）
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〔国内シンポジウム〕

本年度の国内シンポジウム開催にあたって

東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

当記念センターのオープン・リサーチ・センター

発表内容については、当記念センター刊「同文書

の事業でのシンポジウムは、国内と国際の両シン

院記念報」No.17 に収録したので、こちらをご参

ポを交互に行ってきた。１年目は国内シンポジウ

照いただけたら幸いである。

ム、２年目は国際シンポジウムで、中国の上海交

このあと東亜同文会は朝鮮半島での一般学校、

通大学系グループとの史実をベースにした画期的

語学学校の設置を行い、朝鮮人を対象とした教育

な東亜同文書院研究のシンポジウムを行った。そ

を行った。そして中国上海に東亜同文書院を設け、

して本年度の３年目は国内シンポジウムの年にあ

両国の貿易実務者を養成し、さらに中華学生部を

たり、実施した。

併設して中国人教育も担った。そして、中国各地

テーマは「東亜同文会の東アジアにおける教育

にいくつかの教育施設を設け、教育事業の東アジ

活動とその展開」として設定し、東亜同文書院の

ア展開を行った。東亜同文書院はその中の一つの

経営母体である東亜同文会の東アジアでの教育事

日中貿易実務者養成のビジネススクールとして設

業展開を検討するシンポジウムとした。東亜同文

けられ、のちにアカデミックな性格を備えるよう

会は教育趣旨からも東アジアでの教育レベルの向

になり、大学へ昇格するなど、東亜同文会の学校

上こそが東アジアの安定、列強による侵略への抵

経営の中でもユニークで重点化された高等教育機

抗力をつけるものであり、それに東亜同文会が中

関となった。

心になってかかわってすすめるというのが東亜同
文会会長となった近衞篤麿の考え方であった。

今回のシンポジウムは、そのような東亜同文書
院の東アジアでの教育事業の展開と、それぞれが

その最初の緒口には、近衞が院長をやっていた

成立した経緯と近代日中関係史の中での役割など

学習院のある目白に東京同文書院を開学し、清国

を、それぞれの分野の第一人者に論じていただい

の留学生を受け入れた。その経緯については、別

た。今後の研究課題に多くのヒントをいただき、

の日の講演会で保坂治朗氏による「目白にあった

刺激的であり、論者の各位とコメンテーターに厚

東京同文書院」と題した発表があり、今回のシン

くお礼申し上げたい。

ポジウムの序章の役割を果していただいた。この
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テーマ：東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開
2008 年 11 月 2 日（日）豊橋校舎記念会館小講堂

【座長・藤田】 皆さんこんにちは。ただいまか

この会場の建物は古いものですからエレベー

ら愛知大学の東亜同文書院大学記念センターが

ターが付いておりませんので、今日は３階まで上

主催しますシンポジウムを開催させていただきま

がってこられるのが大変だったんじゃないかなと

す。メインテーマは「東亜同文会の東アジアにお

思いますけれども、ひとつごゆっくりとご講演を

ける教育活動とその展開」です。今回は少し専門

お聞きいただければ幸いに存じます。

的な内容になりましたので、関心のある方でない

申し遅れましたけれども、私は現在この東亜同

とちょっと出席しにくいかなと思いましたけれど

文書院大学記念センターのセンター長をやってお

も、われわれセンターのほうにしてみますと非常

ります藤田と申します。今日は全体的な進行を私

に関心のある重要なテーマでございまして、そう

のほうでさせていただきますので、よろしくお願

いう意味で今日はそれぞれの研究をなさっている

いいたします。簡単なタイムスケジュールを申し

先端の方々をお呼びすることができました。東亜

ますと、今日は４人の方から基本的なご発表をい

同文会と言いますのは東亜同文書院の経営母体で

ただきます。順番はプログラムで予告いたしまし

もございまして、1898 年、そして面白いことに、

たように阿部先生、松田先生、水谷先生、武井先

11 月２日と言うと今日です。今日設立されたんで

生です。お１人の持ち時間は 50 分ですが、45 分

すね。そういう記念の日でもございますけれども、

ぐらいを一応目処といたしまして、あとの５分は

東アジアの教育のレベルアップを図って、東京同

会場の方から、そのご発表の事実関係に関してご

文書院という形で東京に中国からの留学生を集め

質問がございましたらお引き受けしたいというこ

ましたし、そのあと朝鮮半島あるいは中国大陸の

とです。松田先生と水谷先生の間で少し休憩をさ

ほうへ学校を作るという形で教育活動を懸命にし

せていただきます。４人の方のご発表のあと、コ

ていくという歴史がございました。東亜同文書院

メントを栗田先生からお願いします。そのあと全

および後の東亜同文書院大学も、そういう学校の

体的に、質疑がございましたら会場の皆さんから

１つとして展開してきたわけでございます。東亜

少しご意見をいただければと思います。終了時間

同文会がどのように東アジアの教育のレベルアッ

は５時半を予定しておりますが、その直後皆さん

プ、あるいは教育改革を目指そうとしていたのか

の向かって左後ろにあるリュミエールというレス

ということを、こういう形で体系的に伺えるチャ

トランで懇親会も予定しておりますので、特に講

ンスがあるというのは、非常に良いことだと思っ

師の先生とお話をしてみたいという方はぜひ積極

ております。今日はそれぞれのご専門の方々が快

的にご参加いただければありがたいと思います。

くお引き受けいただきご講演をいただくというこ

これは無料でありますので、お気軽にご参加くだ

とになりまして、大変ありがたく思っております。

さい。
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〈発表〉

１．「中国における東亜同文会の学校教育」
阿
【座長】 早速ただいまからそれぞれのご発表を

部

洋 ( 国立教育政策研究所名誉所員 )

での教育事業を活動の中心に据えて来ました。当

いただきます。まず第１番目は阿部洋先生です。

初は日本人教育が中心でした。中国人教育に本

阿部先生をごく簡単にご紹介させていただきま

格的に乗り出すのは 1910 年代の後半に入ってか

すと、1931 年福岡県のお生まれでございまして、

らのことで、具体的には 17 年から 18 年にかけて

九州大学のお勤めを終えられたあと地元福岡の大

東亜同文会が外務省に対して補助金の申請をしま

学に勤められ、国立教育研究所のほうに移られて、

す。その中身は、(1) 上海の同文書院に実業学校

そこでいろいろ教育関係のご研究を一気に進めら

を付設すること、および (2) 北京と広東に中国人

れたと承っております。幾つかの著書がございま

対象の中学校を設置することでした。

して、皆さん方もお読みになった方がおられるか

当時東亜同文会をして、このような中国人教

も知れませんが、
『韓国近代教育史』
、
『日中教育

育事業に踏み切らせるに至った要因には幾つかあ

文化交流と摩擦』
、
『中国近代学校史研究』等、東

りますが、まず第一に挙げられるのは、1915 年

アジアに関する学校教育史等の著書をたくさん出

の二十一ヶ条要求を契機とした中国における反日

版されております。現在の日本の中でも東アジア

風潮の高まりです。その結果、日本政府としては

の学校教育に関する研究者として第一人者という

これまでのような露骨な利権獲得的な政策がとり

ふうにわれわれは理解しております。それでは阿

にくくなり、むしろ教育文化面からのアプローチ

部先生、よろしくお願いいたします。

によって日中両国間の相互理解を着実に図って行
くほうが得策だ、とする認識が出て来たこと。第

【阿部】 阿部と申します。資料を二種類用意しま

二に、かつて明治の終わり頃、中国で言うと清末

した。今日のテーマは「東亜同文会の学校教育」

になりますが、一万人を超えると云われるほど多

とありますが、主として中国人対象の教育事業に

くの中国人留学生が日本にやって来たり、また数

ついて、特に 1920 年代を中心に、その展開状況

百人の日本人が中国に招かれ、各地で教師として

を中国のナショナリズムの教育的表現ともいうべ

活躍するなど、中国の教育界に対して日本の影響

き教育権回収運動との対応関係において検討した

が強く見られた時期がありましたが、この盛況は

いと思います。考察にあたっては、上海の東亜同

10 年足らずで終わります。そこには速成教育や

文書院中華学生部、それから天津と漢口にそれぞ

営利主義的な教育姿勢の問題などいくつかの要因

れ設立されました同文書院という中等学校、これ

がありますが、こうした明治期の中国に対する教

ら三校が対象になります。これらのうち上海につ

育のあり方についての反省が起こって参ります。

いてはあとで水谷さんが詳細に論じていただくは

第三に、それと時を同じくしてアメリカが中国

ずですので、ここでは天津・漢口のケースを中心

に対して教育文化面から猛烈な働きかけを始めま

とし、必要に応じて上海についても言及すること

す。義和団事件賠償金を用いて中国の留学生を盛

にしたいと思います。

んにアメリカに招いたり、あるいはミッションス

ご承知のとおり、東亜同文会は、発足以来中国

クールを各地に設立したりして精力的な教育活動
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を進めたことなどがそれで、結果として中国教育

ところで、この時期日本政府は先に見たような

文化界におけるアメリカのプレゼンスが急速にク

時代状況のもと、中国に対する教育文化政策の抜

ローズアップされる。このような深刻な事態を前

本的な立て直しを企図して 1923 年 3 月に「対支

にして、日本政府としても中国に対する教育政策

文化事業特別会計法」を制定公布します。その趣

を早急に立て直す必要を痛感することになりまし

旨については資料 (4) に示すとおりで、これは義

た。お手元にあります資料 (1) の有吉明在上海総

和団事件賠償金および山東関係の補償金年 250 万

領事の外務大臣あて上申は、こうした日本側の深

円をもとにし、主な事業内容としては、(1) 留学

刻な危機認識をよく示しております。また資料 (2)

生教育、それから (2) 東亜同文会・同仁会による

にみる当時の帝国議会での一連の対中国教育方策

中国での教育・医療活動、(3) 北京人文科学研究

に関する建議案（1918 − 1923 年）
、ことにその

所、上海自然科学研究所の設立運営などの学術研

先駆けになった第四〇議会の「日支文化ノ施設ニ

究、それから (4) 日中両国間の人物交流などがあ

関スル建議案」(1918 年 ) などは、その間の事情

り、当時におけるほとんどすべての中国関係の教

をよく示していると思われます。

育文化事業を傘下におく大規模なもので、東亜同

外 務 省 の 委 託 を 受 け た 東 亜 同 文 会 は、 早 速
1919 年春から準備にかかりますが、その作業は

文会の教育事業はその中心的な事業の一つに位置
づけられていました。

スムーズには進行しません。この年は、まさに五・

では、
「対支文化事業」のもとで東亜同文会系

四運動がおこった年です。中国人を対象にする日

の三つの教育機関の運営状況はどうだったかをみ

本人の教育事業など思いもよらないことで、東亜

ると、いずれも五・四運動を契機とする排日風潮

同文会としては準備作業を停止して事態の鎮静化

の高まりの中で多くの困難に直面していました。

を待つほかありませんでした。

第一の困難は生徒が集まらず、またその質を維持

準備作業が再開されるのは翌 1920 年のことで、

することができないという問題。たとえば中華学

その年の９月には上海の東亜同文書院に中華学生

生部は定員 50 名に対し、初年度の入学生はわず

部が開設されます。一方、北京・広東では当時ま

か６名、翌年の４月に二期生 35 名が入ってよう

だ排日の空気が強く、地価の問題もあったため、

やく体裁が保たれるという状況です。第二の困難

それぞれ場所を天津および漢口に変更して 1921

は、五・四運動の下かつての「尊師厳道」の教育

年から 22 年にかけて中学校を設立することにな

伝統が覆され、同盟休校が全国的に頻発、ことに

りました。これら三校の開設当初における状況は、

中等学校での発生が著しく、東亜同文会が掲げる

資料 (3) に見るとおりです。これによると、上海

儒教的な訓育方針を維持することが困難な状況に

の中華学生部は、日本の専門学校である東亜同文

ありました。第三の問題は施設・設備の貧困と所

書院に準じて教育を行うことになっているのに対

要経費の不足です。外務省からの補助金は以前に

し、天津・漢口両同文書院の場合、名誉院長に中

比べ多くはなったが、特別会計からの補助金額は

国人の名望家を仰ぎ、学校経営では、教育面の実

限定的で、付近の外国人経営学校に比べて施設設

務は中国側が、経営面は日本側がそれぞれ担当し、

備の貧弱さが目立っていました。

日本人監督がこれを統括するといった態勢をとっ

しかし、それらにまして学校側を悩ませた最大

ていたことがわかります。もう一つ重要な点は、

の問題は、学生・生徒による反日的政治運動でし

天津・漢口の学校はいずれも中国政府教育部から

た。最初に直面したのは「旅大回収運動」です。

正式の設立認可を受けた中等学校であるというこ

1923 年 3 月中国側の旅大返還要求を日本政府が

とです。

拒否したことを機に対日経済絶交を要求する反日
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デモが大きく高まり、中華学生部の学生も早速こ

教教育の禁止、(4) 学生の集会・結社の自由、を

の動きに対応し、学校当局が首謀学生に退学処分

要求していました。続いて少年中国学会とか中華

をとったことに反発する学生の一斉退学運動が起

教育改進社などの教育団体が相次いで教育権回収

き、在籍学生数は一挙に半減します。天津や漢口

の決議をしています。教育権回収要求の根拠、あ

でも国民外交後援会への参加をめぐって厳しい対

るいはそれをどういう方法で実現していくかにつ

立が起き、報告書によれば「以後校内の雰囲気が急

いては、資料 (5) −③全国教育会連合会の決議案

速に悪化した」とあります。新入生の募集も低調で、

にある「外国人の中国内での教育事業のもたらす

応募者は前年度の半分に満たない状態でした。

顕著な弊害」
「外国人の中国内における教育事業

これに続いて 1925 年の五・三〇事件を機に反

を取締まる方法」がこれをよく示しています。

帝国主義運動は未曽有の高まりを示します。反日・

ともあれ、教育権回収運動は五・三〇事件を機

反英デモ・ストライキが全国的な規模で一挙に拡

に一挙に全国に拡大し、各地の外国人経営学校で

大するなか、教育界では教育権回収運動、ある

同盟休校や一斉退学事件が頻発し、そのために学

いは文化侵略反対運動が大きくクローズアップさ

校閉鎖あるいはキリスト教宣教師の国外避難が相

れ、他の外国人経営学校と同じく東亜同文会系の

次ぐ事態が起こって来る。そしてこのような教育

三つの学校は真正面からこれに向き合うことにな

権回収運動の高まりを背景に、北京政府は外国人

ります。ここで教育権回収運動について概略を説

経営学校に対する規制策を打ち出します。資料 (6)

明しておく必要がありましょう。当時中国の教育

にある「外人捐資設立学校請求認可弁法」がそれ

界では、キリスト教ミッションなど外国人経営の

です。この北京政府の認可請求の方法は、教育界

学校は、治外法権にもとづいて活動している。そ

がこれまで提起して来た教育権回収の主張から見

れは中国の青少年を「外国の順民」たらしめるも

ますと極めて不徹底かつ微温的なものではありま

のであり、教育を手段とした中国への侵略行為で

すが、外国人経営学校への規制が初めて政府の施

あるから、その教育権を奪い返して国家の教育基

策として採用されたという意味で、教育権回収運

準を遵守させるべきだという、ナショナリズムに

動の前進を意味し、教育面での半植民地状況の克

根ざした考え方が盛んに提唱されていました。教

服を目指す最初の政策提示であったと云えましょ

育権回収の思想そのものは 1920 年頃から起こっ

う。

てくるわけですけれども、具体的な活動として

当然のことながら、東亜同文会系三学校はいず

展開するのは 1924 年からです。まず最初に満鉄

れもこの渦中に巻き込まれ、厳しい対応を迫られ

付属地の学校運営をめぐって教育権回収の要求が

ます。たとえば五・三〇事件の勃発に対処して、

提起され、相前後して広東の三一学校というミッ

上海同文書院では長期の休校措置を取りますが、

ションスクールで生徒の同盟休校が起こり、以後

中華学生は学校側の警告を無視して学生連合会主

各地のミッションスクールで学生・生徒による同

催の反日・反英デモに参加し、在籍学生 86 名中

盟休校や一斉退学運動が頻発してきます。この教

24 名が自主退学しています。一方天津と漢口でも、

育権回収要求運動の展開については資料 (5) −①

これまでの首謀者に対して厳重処分するという抑

②に示すとおりで、この運動をリードした広東学

圧主義一点張りの方針では対応できないことを痛

生会が教育権回収のための四つの最低基準を提示

感せざるを得なくなります。この種の運動をリー

しています。それによれば、外国人経営学校に対

ドするのは往々最優秀の生徒が多く、学校として

して、(1) 中国政府の設立認可を受けること、(2)

厳罰主義は痛し痒しのところがあった。その影響

教科目の編成で中国側の基準を守ること、(3) 宗

が入学希望者の激減という結果をもたらすことも
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経営に書院側が期待したのは、教育権回収運動の

頭痛の種でありました。
このように教育権回収運動の及ぼす影響は深刻

急先鋒たる北京大教授連を取り込んでその鉾先を

なものがありましたが、それが及ぼすインパクト

かわすこと、しかし学校経営の実権はあくまで日

に関しては、三つの学校間で微妙な違いがありま

本側で確保するという考え方でありました。

した。日本人教育を主体とする上海同文書院に付

但し、大内の共同経営案にはもう一つのより大

設された中華学生部の場合はまだしも、中国人教

きな思惑がありました。実は、
「対支文化事業」

育を唯一の事業目的とする天津や漢口の場合、こ

はすでに 1924 年 2 月の「汪−出淵協定」および

の運動のインパクトは学校の存立基盤そのものを

翌 25 年 5 月の「沈−芳沢交換公文」によって、

揺るがすほど深刻なものであったからです。その

これまでの日本単独の事業から日中共同運営の

ため、東亜同文会本部としては早くから、外務

「東方文化事業」に改組されていましたが、その

省とともに天津・漢口両同文書院における教育

運営方針をめぐって日中両国委員の間に対立があ

権回収運動の対応策について検討を行っておりま

り、文化事業の協議は一年近くストップしたまま

した。そして 1925 年春大内暢三理事を中国に派

になっていました。同文会の大内理事は、同時に

遣し、学校の立て直し策を検討させることになる

共同文化事業委員会の日本側総務委員としての立

わけです。考えられる対応策としては、四つの選

場から、暗礁に乗り上げた共同文化事業を軌道に

択肢があります。(1) 両校とも廃止して学校を中

乗せる方策として、北京大学教授グループとの学

国側に提供する、(2) 天津一校にまとめ、経費を

校共同経営を利用しようと考えていた訳です。事

重点的に使って充実を図る、(3) 中学校をやめて

実、このたびの北京大学教授グループとの協議に

純然たる日本語学校にする、(4) 中学校として残

は、北京駐在の特務機関員土肥原賢二が終始介在

しながら、優秀な卒業生を日本に留学させる予備

しておりました。

教育の機関にする、がそれです。大内が採用した

大内には更にもう一つ狙いがありました。それ

のは、この第四案をもとに、さらに学校の経営形

は学校を日中共同経営にすることで外務省からの

態そのものまで変更するという大胆な対応策でし

大幅な補助金増額を実現することです。と言うの

た。

は、
「対支文化事業特別会計法」の規定によりま

実は、この改組構想を提示するに先立ち、大内

すと、補助金に関して、日本側団体が経営する事

は周作人や沈尹黙など、北京大学の日本留学出身

業に対しては山東関係の資金からの支出のみに限

教授グループの間で細かい打ち合わせをしていま

られていました。山東関係の資金というのは特別

す。彼らは北京大学の東方文学系を充実するため

会計全体の 30％に過ぎません。従って補助金を

に、早くから日本語予備教育機関を持ちたいとの

大幅アップするには、義和団事件賠償金からの支

強い要望を持っていました。大内が打ち出した大

出が不可欠で、そのためにはどうしても事業団体

胆な現状打開策というのは、天津同文書院の東亜

を中国側の団体、あるいは日中共同組織の団体の

同文会による単独経営をやめ、これを中国側との

経営に移す必要があった訳です。

共同経営に組織替えする。そのため北京大学教授

では、天津および漢口の両同文書院の改組が具

連と一緒になって教育団体を作るというものであ

体的にはどのように進んだかをみましょう。資料

ります。この学校改組をめぐっての大内と天津同

(8) をご覧下さい。それによれば、北京大学と東

文書院江藤栄吉監督との協議内容は、資料 (7) に

亜同文会、更に天津同文書院の三者が教育団体「中

あげた外務省あて報告に詳細に見ることができま

日教育会」を組織し、共同して学校を設立する。

すが、そこにあるとおり、中国側との学校の共同

学校の名称は「中日学院」
。中日学院の経営にあ
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たるのは「校務委員会」で、北京側から馬裕藻と

北京側から相次いで出される各種改善要求は「契

陳大斎、天津同文書院側からは張庭芝と江藤栄吉、

約書を楯にした学校乗っ取り策」だとみなされる。

それに院長として北京側の沈兼士が参加します。

江藤の表現を借りれば、
「元来融合シ難キモノヲ

そして沈院長の名で 1926 年 4 月直隷教育庁に認

二ツニ合シタ為ニ起ル現象」であります。しかし、

可申請を行なっています。漢口の場合も基本的に

だからと云って北京側との関係を断絶して、抜本

は天津と同じで、その詳細は資料 (9) に見るとお

的な組織変更を行って学校を元の姿に戻すのも現

りです。ここでは「東方学会」という団体が組織

実的ではないというのが実状でした。

され、学校名は「江漢高級中学校」
。校長は陳英

その間に国民革命が進展し、1928 年 5 月には

才（東京高等師範学校出身）が就任しました。天

済南で日本が北伐軍に干渉を行い、両者間に衝突

津と漢口の違いは、武漢の場合依然として教育界

が起こります。所謂済南事件がそれです。この事

に反日的空気が強いところから、先手を打つ形で

件を契機にしてそれまでしばらく影をひそめてい

地元教育界の有力者を迎えて、諮問機関として董

た反日・排日運動が全国的規模で一挙に高まり、

事会（理事会）を組織したところにありました。

中日学院は急遽夏休み入りで対処するほかありま

以上に見たような組織変更後の天津・漢口の学

せんでした。一方、国民政府はこの事件を機に、

校の様子はどうなったのか。実は、思い切った経

共同文化事業そのものを全面的にボイコットする

営方針の転換にも関わらず、学校運営は期待通り

よう指令を発し、以後日中共同の文化事業は完全

の進展はしません。そのうえ、国民革命の進展に

に破綻し、実際上日本の単独事業に後退すること

伴う政治的・社会的に巻き込まれることになりま

になります。こうしたなか、学校の保護を理由に

す。中日学院の場合、スタートの時点から不調で、

書院側は日本軍の駐留を要請、北京側はこれに猛

書院側・北京側双方に「思惑の違い」と「相互不信」

反発し、以後学校経営に対する意欲を急速に喪失

が生じることになります。その背景には、当時北

して行きました。

京政府を牛耳っておりました奉天軍閥の教育政策

続いて起こった北京政府の倒壊、国民政府によ

があります。当時の教育総長は劉哲で、徹底した

る全国統一の完成といった中国政局の推移は、中

反動的教育政策で知られた人物です。彼はまず北

日学院をいよいよ苦しい立場に立たせることにな

京大学を危険な反体制運動の拠点とみなし、これ

ります。中日学院が中国人対象の教育事業を行お

を解体して北京にある高等教育機関と合わせて京

うとする限りは、中国の教育体制の枠内に留まら

師大学校を作ります。その結果、旧北京大学の教

ざるを得ず、当然のことながら、国民政府が打ち

授の多くが解任され、彼らは活動の本拠を失うこ

出す三民主義の教育方針、および教育権回収のた

とになりました。彼らに中日学院の生徒募集の役

めの私立学校規制策に否応なしの対応を迫られる

割を期待することは出来ません。書院側からすれ

からです。国民政府の教育方針については資料

ば、共同経営にはもともと不賛成だったが、大内

(10) に示すとおりです。国民政府は、まず全ての

の説得でしぶしぶ承諾しただけに、北京側の様子

学校のカリキュラムの中に必ず国民党の党義・党

は全くの期待はずれという訳です。一方学校は組

史を加えること、および毎週月曜日に総理記念朝

織改編にともなう経費増、ことに人件費などの膨

礼を実施することを要求します。また国民政府の

張により施設整備の整備は後回しにされる。北京

私立学校に対する取締りは、以前の北京政府のそ

側から見ると、それは「高級中学の美名を欺く」

れに比べて厳しいものがありました。例えば、外

ものであり、彼らは書院側の態度を「約束違反」

国人の校長・理事長の禁止や政府の私立学校解散

として激しく批判する。一方書院側からすれば、

権などの規定がそれです。
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こうしたなか、中日学院としては 1930 年国民
政府教育部に対して設立認可の申請を行います。

られました。
学校の機能が回復するのは、武漢政府が崩壊し

その際、学校の正式名は「私立中日中学校」とな

た同年 9 月のことです。かつて活動教育家として

ります。その一方で同校外務省のバックアップを

追放された旧理事達も復活して董事会も活動を再

得て、「選抜留学生制度」の特別枠を利用したり、

開します。しかしこれも束の間、翌 28 年 5 月に

特別助成金により施設設備の充実を図るなど、留

は済南事件が起こり、再び休校措置を取らざるを

日予備学校としての特色を強めるための措置を

得ません。学校がようやく本格的に再開するのは

取って行きます。こうして同校は 1930 年当時在

1929 年 3 月に至ってのことでした。ここで江漢

学生総数 141 名、6 学級編成の完全中学として、

中学は改めて国民政府に対し登録申請を行い、
「私

しばしの間の安定期を迎えることになります。

立江漢中学校」として正式認可されます。授業再

一方、漢口江漢中学は三つの学校の中で最も激

開にあたっては、例えば週２時間の国民党党義・

しく国民革命の政治的・社会的な激動にさらされ

党史の授業は校長陳英才自らが担当するという形

ました。武漢を占領した国民革命軍の実権を掌握

で対応することになりました。同時に日本留学予

していたのは国民党左派および共産党で構成され

備学校としての特徴を強化するという方向は天津

る湖北省政務委員会で、教育科長には当時武昌大

の場合と同じでした。

学教授だった李漢俊が就任します。彼は「湖北暫

では、上海の場合はどうであったか。東亜同文

行教育綱領」を公布し、反動教育を打破し革命教

書院自体としては中国政局に直接的な影響を受け

育を推進すべく相次いで革新的な政策を打ち出し

ることはありませんが、そのなかの中華学生部と

ます。たとえば反革命、反動的な教育家を追放し

なると事情が違います。当然のことながら国民革

ようと、江漢中学の理事長や理事数名に対して逮

命の激動の嵐にもろに巻き込まれるわけで、学生

捕命令を出すほどでした。その間の経緯について

の同盟休校が行われ、中途退学者の激増や入学者

は、斉藤重保総務長が資料 (11) に詳細に報告して

の減少といった事態が生ずるのは不可避でした。

います。こうした急進的な政策に対して、江漢中

当時の上海はまさに反軍閥・反帝国主義運動の震

学としては手の打ちようがなく、開校早々から長

源地でもあり、中華学生だけがそのなかで孤高を

期の休校措置を取らざるを得ません。例えば、資

守ることはできません。蒋介石の反共クーデター

料 (11) −②に見るとおり 1927 年 2 月「江漢高級

後、一応事態は沈静しますが、間もなく済南事件

中学校あて訓令 31 号」が出されていますが、そ

が起こり、上海では最も激しく対日ボイコットが

れによりますと、教育行政は完全に公開し、校務

展開せれることになり、中華学生も同盟休校に入

会議に学生を入れることや、校長・教師に対する

り、ボイコット運動に参加、学校当局は臨時休校

資格審査は党部で行い、また校長・教員に対して

して、そのまま夏季休暇入りの措置を取るほかあ

学生会は拒否権を持つ、といった規定がみられま

りませんでした。

す。学校は同文会本部に対して「静カニ形勢ノ推

以後、中華学生部はジリ貧状態になって行き

移ヲ観察シ、徐ニ之ニ処スルノ方策ヲ決定スルノ

ます。その要因として国民政府の私立学校規制が

外ナシ」と報告、外務省としてもこれを容認する

逐次中華学生部の存立基盤を揺るがし始めたこと

ほかありません。同年 3 月末外国人経営学校がす

を指摘する必要がありましょう。東亜同文書院自

べて閉鎖されているなか、江漢中学は学校再開を

体はもともと日本の専門学校令にもとづいて作ら

試みようとしますが、武漢学生連合会が一か月に

れ、付設された中華学生部もそれに準じており、

わたり同校を包囲するといった緊迫した状況が見

同部は中国政府に対して登録を行っていません。
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そのことは中国側の正規の学校として認可されな

との対応関係において考察して来ました。その際、

いことを意味します。しかも厳密に言えば、中華

同会の教育事業を財政・政策面で支えた「対支文

学生部は日本の専門学校令に正式にもとづいたも

化事業」の展開過程を背景として描くことも試み

のではなく、あくまでも同文書院の規定に準拠し

ました。

たものにすぎません。当然その卒業生は無資格な

ちなみに、難航を重ねる東亜同文会の中国人教

ため、反日的な空気のなか応募者が逐次減って行

育事業に決定的打撃を与えるのは、1930 年代初

く。そのため学校当局も 1929 年には入学定員 50

頭の満洲事変、およびそれに続く上海事変を機と

名の枠を半分にせざるを得ませんでした。

する全国的な抗日救国運動の高揚、その下で展開

こうした苦境を乗り切るため、東亜同文会本部

された中国人学生・生徒による総退学運動などで

は 1930 年 9 月中華学生部を廃止し、これを「特

ありますが、これらについては時間の関係上別の

設予科」に改組することを決断します。つまり中

機会に譲らねばなりません。

華学生部を東亜同文書院に入るための特別予科に
することによって、学生はこの課程修了後本科に

【座長】 どうもありがとうございました。東亜同

進み、日本人学生とともに学び、卒業生は日本の

文会が中国で経営した学校をそれぞれご説明いた

専門学校卒業生としての資格が与えられるとい

だきました。いろいろ内部の問題もございますけ

うことになりました。この中華学生部の改組によ

れども、中国のナショナリズムの動きの中で非常

り、上海の中国人教育部門は一応安泰になったか

に苦労したというお話をしていただきました。ど

に見えました。ところが、それからわずか一年後

なたかご質問等ございましたら。はいどうぞ。

の 1931 年 8 月「特設予科」は急遽廃止されるこ
とになります。その背景には、前年に起こった中

【馬場】 今日は大変詳しくお話をしていただいて

華学生および日本人学生による同盟休校事件、お

どうもありがとうございました。ちょっと簡単な

よびそれに続く日本人学生による上海上陸の練習

ことをお聞きしたいんですが、資料の「反日風潮

艦隊乗組員に対する反戦ビラ配布事件があり、背

下における東亜同文会の学校経営」というところ

後に学内での中国共産党の組織・活動があること

に「１．学校経営上の諸困難

が察知されたことから、中国人教育部門を書院に

の維持」として、ひょっとしたら私が聞き落とし

置いておくことは、本来の業務たる日本人教育事

たかも知れないんですけれども、
「学校経営上の

業そのものの基盤を揺るがしかねないとの判断が

諸困難」と「儒教的訓育方針の維持」との関係です。

あったためでした。資料 (13) に学校当局が理由と

なぜ私がその問題について関心を持つかと言いま

して上げた「支那ノ学生間ニ往々存在スル危険思

すと、ご存じのように 1910 年代中国の新文化運

想ガ日本学生ニ影響スル惧アルコト」とは、この

動、五・四運動の中で儒教というのは非常に批判

ことを指していました。こうして上海での中国人

的だった。それでも東亜同文書院が儒教をベース

教育事業は、着手 12 年目にして全面的廃止に追

にしたということに対する、１つは中国側の学生

い込まれることになります。

の反応はどうなのかということと、それから学校

以上ごく簡単ながら、東亜同文会が中国で経営
した三つの学校が、1920 年代国民革命が激しく

②儒教的訓育方針

経営上の諸困難ということと儒教的訓育方針の維
持ということの関連をお教えいただければ。

進展する時代状況の中でどのような活動を展開し
たか、その具体的状況を学生・生徒の動静や教育

【阿部】 ご承知のとおり東亜同文会の教育事業

権回収の動き、ことに中国政府の私立学校規制策

は、東京で開設した東京同文書院、あるいは最
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初のスタートは南京同文書院ですね。そして間も

判の嵐の中で持ち続けることには困難があったか

なく上海に移って活動を続けます。そこでは「尊

と思われます。中日学院組織に際しての協議で従

師厳道」の儒教的教育精神を訓育の方針とする

来の東亜同文会の教育方針を守りたいとする書院

という基本的な考え方が一貫していたように思い

側の姿勢に対して北京大学教授グループはかなり

ます。おっしゃるとおり、東亜同文会のもつ教育

クールな反応があったようです。そのようなこと

理念をそのままの形で当時の新文化運動、儒教批

でよろしいでしょうか。

中国における東亜同文会の学校教育
− 1920 年代の中国人教育事業を中心に−

（レジュメ）

２．明治日本の対華教育活動の栄光と挫折−そ

問題設定

の反省

１）東亜同文会の教育事業の展開過程を教育権回

３．アメリカの対華教育接近の成功
４．危機認識の高まり←＜資料 (1)・(2) 参照＞

収運動との対応関係に於いて考察

①有吉上海総領事の内田外相あて上申

２）考察の対象

（1918.10）

１．上海同文書院の中華学生部

②帝国議会における対華教育方策に関する

２．天津同文書院（中日学院）

建議など

３．漢口同文書院（江漢高級中学校）

③「日支文化ノ施設ニ関スル建議」
（1918.3)

３）考察時期：1920 年代を中心に

（4）準備作業の難航−柏原文太郎／宇治田直義

内容構成

１．五・四運動のさなか

→事態沈静化を待って、

1920 年準備作業再開

Ⅰ．在華中国人教育事業の沿革

２．学校の開設

Ⅱ．
「対支文化事業」下の東亜同文会系学校

←＜資料（3）参照＞

①上海同文書院付設中華学生部：1920 年 9 月

Ⅲ．国民政府治下東亜同文会の学校経営

４年制商務科
②設立場所の変更

Ⅰ．在華中国人教育事業の沿革

1. 天津同文書院：1921 年末

（1）東亜同文会活動の中心の一つ：在華教育事業

2. 漢口同文書院：1922 年 3 月

→日本人対象
（2）教育事業の本格的取り組み：1910 年代末期

③天津・漢口同文書院の運営
1. 名誉院長として中国人名望家

から

2. 日本人監督による統括のもと、以下の態勢

−外務省への補助申請（1917 〜 18 年）
１．中国人教育への事業対象の拡大

・経営＝日本側の担当

２．A. 東亜同文書院（上海）に付属実業学校

・教育＝中国側の担当
3. 修業年限４年→ 1923 年学制改革に対応、３・

B. 北京・広東での中等学校設立

３制に切り替え
３．三校の相違点

（3）促進要因
１．反日ナショナリズムの高揚 ← 21 か条要求

①：日本専門学校令に準拠
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・中華教育改進社（1924.7）／・全国教育

②・③：中国教育部の認可にもとづく中等学校

会連合会（1924.10）
③五・三〇事件（1925）を機に、全国的規

Ⅱ．「対支文化事業」下の東亜同文会

模で拡大

（1）
「対支文化事業」の趣旨と事業内容

３．北京政府の私立学校規制策

1.「対支文化事業特別会計法」
（1923.3）

←＜資料（6）参照＞

←＜資料 (4) 参照＞

・「外人捐資設立学校請求認可弁法」

2.「対支文化事業」の資金・事業内容

（1925.11）

①資金：義和団賠償金／山東関係鉄道・鉱山
等補償金（年 250 万円）

４．東亜同文会系学校における教育権回収の動

②主要な事業内容：

き

1. 中国人留学生教育事業：学資補給および

（4）東亜同文会における学校経営方針の大転換

予備教育機関の運営
2. 東亜同文会、同仁会などによる在華教育・

１．教育権回収運動のインパクト

→三校間の

程度差

医療活動への助成
3. 北京人文科学研究所・上海自然科学研究

２．大内暢三理事の対応策：天津・漢口両書院
の日中共同経営案

所など学術研究事業の運営

①教育権回収運動への対応：４つの選択肢

4. 日中両国間の人物交流
３．補助事業としての東亜同文会の教育事業

1. 両校とも廃止して中国側に提供する。
2. 天津一校にまとめ、経費を重点的に使用、

（2）反日風潮下における東亜同文会の学校経営

3. 両校の中学校制を廃し、純然たる日本語

１．学校経営上の諸困難

学校とする。

①学生・生徒数の確保と質の維持

4. 両校を中学校として残し、優秀な卒業生

②儒教的訓育方針の維持

を日本に留学させる予備教育機関として

③施設・設備の貧困−所要経費の不足
２．最大の課題：中国ナショナリズムへの対応
①旅大回収運動（1923.3） −最初に直面した

の性格も持たせる。
②大内構想：第四案をもとに、学校の経営形
態の変更に及ぶ。

反日運動

1. 東亜同文会単独経営を中国側との共同経

②教育権回収運動
←五・三〇事件（1925）を機とする高揚

営に組織変更する。
2. そのため、中国側教育者と教育団体を組

（3）教育権回収運動の展開と東亜同文会

織し、経営一切をこれに任せる。

１．教育権回収の思想
①治外法権の下での教育活動→「外国の順民」
②教育権の回収

充実をはかる。

3. 学校の共同経営にあたっては、中国側が
教育を担当、日本側は経理を担当する。

→国家の教育基準

２．教育権回収運動の展開 ←＜資料 (5) 参照＞
①運動の発端−満鉄付属地の学校とミッショ

4. 東亜同文会は施設設備を提供し、毎年一
定額の経費支出する。
③大内構想の企図するもの：その背景

ン・スクール
・広東学生会収回教育権運動委員会（1924.5）

1.「東方文化事業」の停頓打破

←北京

大学教授グループとの連携

②教育団体の教育権回収決議・宣言
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2. 学校経営基盤の強化

→「高級中の美名を欺く」（北京側）

←「特別会計」

③北京側の人事刷新要求

の制約＝「汪−出淵協定」
（1924.2）

→「学校乗っ取り策」（書院側）

←＜資料（7）参照＞

④「元来融合シ難キモノヲ二ツニ合シタル為

３．学校改組の進行

ニ起ル現象」（江藤報告）

①天津同文書院の組織変更（1925.9）

→抜本組織変更は非現実的

1.「中日教育会」の構成と宗旨

２．済南事件（1928.5）

2. 中日学院−「組織大綱」

①対日ボイコットの全国的高揚

→「校務委員会」の位置・役割

→急遽夏季休暇入りで対処

3. 発足時の主要職員（沈兼士院長）

②日本軍の学校駐留

←＜資料 (8) 参照＞

→北京大教授グルー

プ：学校経営への消極姿勢

②漢口同文書院の組織変更（1925.10)

③国民政府の「日本文化事業」拒否指令

１．
「東方学会」の構成と宗旨

（1929.6）→日本 単独 文化事業への後退

２．江漢高級中学校

３．国民政府の教育政策への対応

３．発足時の主要職員（陳英才校長）
４．諮問機関：
「江漢中学校董事会」

←＜資料 (10) 参照＞
①三民主義の教育方針：「中華民国教育宗旨」

←＜資料 (9) 参照＞

（1929.3）→・課程中に 国民党党義・党史

③上海・中華学生部の場合

／・「総理記念朝礼」の義務化
②私立学校取締の強化：原型としての広東国
民政府「私立学校規程」（1926.10）
→ ・外国人校長・董事長の禁止規定
／・政府の私立学校解散権
③国民政府教育部への立案申請−「私立中日
中学校」
（1930.5）
→留日予備校化の志向＝「選抜留学生制
度」特別枠
（2）経営方針転換後の江漢高級中学校
１．国民革命軍占領下武漢の教育状況
←＜資料 (11) 参照＞
①湖北省政務委員会（教育科長・李漢俊）
：
「湖
北暫行教育綱領」（1926.11）

Ⅲ．国民政府治下の東亜同文会の学校経営

・「反動教育の打破」「革命教育の振興」

（1）経営方針転換後の中日学院：学校運営の難航

→「反動教育家」の追放

１．難航の要因：
「思惑の違い」と「相互不信」

②「湖北私立学校取締暫行条例」「外人設立

①教育総長劉哲の北京大学解体

学校取締条例」（1926.11）

北京大教授グループ：活動本拠の喪失

→外国人経営学校の大半、休校・閉鎖に

→「期待はずれ」
（書院側）
②組織改編にともなう予算措置の不足

２．江漢高級中学校：長期にわたる休校措置
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1. 反帝・反軍閥運動の震源地としての上海：

①漢口市教育局：訓令第 31 号（1927.2）

ゼネストの頻発

←漢口学生連合会の要求

2. 革命運動進展の直接的影響

②江漢中董事長以下の董事数名への逮捕指令

激増／入学者の減少など

（「反動教育家」として）

②済南事件を機とする「対日経済絶交」の拡大

→「静カニ形勢ノ推移ヲ観察シ、徐ニ之

→中華学生の同盟休校

ニ処スルノ方策ヲ決定・
・
・」
（斉藤報告）
③江漢中の学校再開の試み

→中退者の

→武漢学生連

２．国民政府の私立学校規制策への対応

合会の攻撃目標（1927.3）

← ＜資料 (12) 参照＞
①登録拒否の影響＝学校の存立基盤を逐次揺
るがす

３．武漢政府倒壊後の学校再開（1927.8）
・済南事件による反日運動の高まり

→募集枠の半減 (1928)

②窮余の策

→学校

→「特設予科」（修業年限１年）

への改組（1930.9）

経営への打撃

・本科での日本学生との共学／・日本専門

４．国民政府の教育政策への対応

学校卒業の資格付与

①立案申請：
「私立江漢中学校」
（1929.8）
・「中学校課程標準」にもとづく教科目編成

３．特設予科の急遽閉鎖（1931.8）：その背景

→「党義・党史」は陳英才校長が担当

← ＜資料 (13) 参照＞
−「支那学生間ニ往々存在スル危険思想カ

②留日予備校化の方向

日本学生ニ影響スル惧アルコト」−
①中日両国学生の同盟休校（1930.11）

（3）東亜同文書院中華学生部の改廃

②日本学生の反戦ビラ配布事件（1930.12）

１．国民革命下の中華学生部
①東亜同文書院における中華学生部の位置

東亜同文会の学校教育− 1920 年代の中国人教育事業を中心に−（資料）
愛知大・東亜同文書院シンポジウム（2008.11.2）
資料（1）有吉明在上海総領事『東亜同文書院経営ニ関シ稟申ノ件」（1918 年 10 月）
…近年列国ノ対支政策カ主トシテ文化政策ニ傾キ、現ニ英米等ノ教育、衛生等ノ施設着々歩ヲ進メツツ
アル次第ハ夙ニ御熟知ノ通ニ有之、此間ニ処シテ現在支那本部ニ於テ我教育上ノ施設トシテ算フ可キハ、
只僅ニ当地同文書院カ不完全ナカラモ其経営ヲ持続スルコトアルノミニシテ、而カモ同校ハ単ニ支那向
日本人ノ養成ニ止マリ未タ直接支那学生ノ養成ニ従事シ居ラス候処、…苟モ対支教育政策ヲ放棄セサル
限リ、同校ノ如キ現ニ其大部分ハ公費ニ成レル特殊ノ性質ニ鑑ミ、其経営主タル団体ノ経営振リニ放任
セス、…寧ロ国家事業トシテ之カ整頓発達ヲ期セシメ…我対支経営上一層稗益不可少卜存候。然ルニ同
校ノ現状ヲ視ルニ頗ル不満足ノ点少カラス…今次議会ノ協賛ヲ経テ学生数ヲ増加シ、同時ニ支那学生多
数ヲモ収容セントスルニ於テハ、一層此点ニ付慎重ノ考慮ヲ要スル義卜存候。
（出所）外務省記録『東亜同文会関係雑纂』第 3 巻

資料（2）帝国議会における対華教育方策に関する建議など
①建議の流れ (1918 〜 1923 年 )
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1918 年（大正 7） 第 40 議会

「支那人教育ノ施設ニ関スル建議案」（3/20）
「日支文化ノ施設ニ関スル建議案」（3/23）

1920 年（大正 9） 第 43 議会

「支那共和国留学生ニ関スル質問主意書」（7/19）

1921 年（大正 10） 第 44 議会

「支那共和国留学生教育ニ関スル決議案」（3/24）

1922 年（大正 11） 第 45 議会

「義和団賠償金還付ニ関スル建議案」（3/6）
「対支文化事業施設ニ関スル建議」（3/9）

1923 年（大正 12） 第 46 議会

「対支文化事業特別会計法」議決（3/30）

②第 40 議会「日支文化ノ施設ニ関スル建議案」（1918 年 3 月 23 日 )
日支両国の文明は、既往の歴史に於て離るへからさる関係を有するのみならす、将来東洋民族の発展進
歩に至大の関係を有せり。従て両国民の思想文化の上に融合協和の途を講するは、所謂日支親善の根本
義にして、東亜百年の大計なり。近来我か国支那人教化の業漸く衰頽し、両国民の意思動もすれは疎隔
せむとす。此の際大に支那人教育の施設を盛にし、鄰邦国民の教化誘掖に努むるは、実に帝国の東亜に
於ける責任にして、併せて世界文明に貢献する所以なり。政府は速に相当の施設を講すへし。
一、日本留学支那学生の教育及び待遇に関して、一層の便宜を供するの施設をなす事
二、支那に於て、日支両国の協力に依る高等教育の施設を為すべき事
三、支那に於て日語学習の便を得しめんがために、適当なる方法を講ずべき事
（出所）『大日本帝国議会誌』第 11 巻、第 40 回帝国議会衆議院、1929 年

資料（3）開設当初の東亜同文会系三学校の概況
①東亜同文書院中華学生部（1920 年 9 月発足）
1. 設学趣旨 :「本書院興学ノ主旨ニ基キ中国学生ニ授クルニ高等実業専門ノ学科ヲ以テシ道徳ヲ尊重シ
学術ヲ精研シ人格高尚智識優秀ナル人才ヲ養成ス」
2. 学科編成 : 商務科（修業年限 4 年）
1921 年本院の昇格（日本専門学校令）に伴い、修業年限を 5 年に延長（予科 1 年、本科 4 年）
3. 入学資格：中学卒業程度
4. 教授陣 : 東亜同文書院スタッフ（部長 : 大村欣一教授）
5. 学生数 : 毎年 50 名
6. 学生募集にあたっての特徴：中国政府教育部と協定締結
・各省教育庁などからの派遣 / 推薦制度を採用
・在籍学生及び卒業生は、中国高等専門学校の学生・卒業生と同等の待遇
②天津同文書院（1921 年末開校）
1. 設学趣旨「中華民国中学校令ニ依リ普通教育ヲ完成シテ健全ナル国民ヲ造成スルヲ以テ宗旨トス」
:
（「天
津同文書院中学部章程」
）
2. 修業年限：4 年、高級小学卒業生を収容
3. 認可手続：直隷省教育庁に認可申請
4. 開校当時の主要スタッフ：
名誉院長

郭宗熙（元吉林省長、翰林）

監

江藤栄吉（前広島修道中学校長、東京高師・東京帝大卒）

督
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教務主任

張庭芝（前直隷省視学、東京高師卒）

幹

藤江直文（天津日本青年会主事、京都帝大卒）

事

5. 生徒定員：200 名
③漢ロ同文書院（1922 年 3 月開校）
1. 設学趣旨：
第一条

本院ハ中等教育ノ完備ヲ以テ升学ノ予備トナシ且社会需要ノ如何ヲ考察シ職業的知能ヲ授ク

ルヲ以テ主旨トナス
第二条

本院ハ教育部公布ノ学校系統改革令ニ依リ中学三三制度ヲ採用シ初高ノ両級二分ケ各級三年

以テ結束トナス（「（改訂）漢口同文書院中学部章程」）
2. 修業年限・教科課程 : 天津同文書院とほぼ同じ
3. 開校当時の主要スタッフ :
名誉院長

何佩容（元湖北省長）

監

斎藤重保（東京帝大卒業）

督

教務主任

楊昌寿（前襄陽師範学校長、東京高師卒）

幹

松尾豊徳（東亜同文書院卒）

事

4. 生徒定員：200 名
資料（4）「対支文化事業特別会計法」制定の趣旨
帝国政府ハ従来種々ノ機会ニ於テ、該賠償金ハ之ヲ対支文化事業ニ使用セムコトヲ声明シ来リタルカ、
我対支文化施設ヲ見ルニ、両国ノ関係緊密ナルニ拘ラス欧米諸国ノ夫レニ及ハサルコト遠ク、其ノ内若
干ノ施設ニ対シテハ政府ヨリ従来補助ヲ与ヘ之ヲ奨励シ来レル次第ナルカ、適当ナル資金ナカリシヲ以
テ今日迄文化施設ノ完璧ヲ期スルコト能ハサリシハ、政府ノ深ク遺憾トセシ所ナリキ。然ルニ客年末団
匪賠償金ノ償還再開セラルルニ至リタルヲ幸ヒ、政府ニ於テハ従来ノ声明通リ之ヲ主トシテ支那人ノ利
益ノ為ニスル文化事業ニ使用センカ為、該収入ヲ歳入トシ対支文化事業ニ関スル支出ヲ歳出トスル一ノ
特別会計ヲ設置シ、我カ公正無私ノ態度ヲ表明スルコトニ決シタリ……
（出所）外務省対支文化事務局「対支文化事業特別会計法説明」1923 年 3 月『東方文化事業調査会配付資料関係雑集』

資料（5）教育権回収運動運動の展開
①広州学生会収回教育権運動委員会「教育権回収の四つの最低基準」（1924 年 5 月）
（1）すべての外国人経営学校は、中国政府の設立認可を受けなければならない。
（2）外国人経営学校の科目編成は、中国教育行政の認可を受けねばならない。
（3）課程中に宗教を編入、教授宣伝してはならない。
（4）学生を圧迫して、集会結・言論出版の自由を剥奪してはならない。
（出所）『教育雑誌』16-6,1924.6

②中華教育改進社第 3 次年会「収回教育権決議」（1924.7）
（1）中国内における外人経営教会学校の取締り
（2）東三省における満鉄経営の中国人学校の廃止
（3）教育部による「学校登録制条例」の制定
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（出所）『新教育』9-3,1924.10

③全国教育会連合会第 10 次年会決議「取締外人国内弁理教育事業案」(1924 年 10 月 )
1. 外国人の中国内での教育事業のもたらす顕著な弊害
（1）教育は一国の最も重要な内政である。ところが外国人は国内で自由に学校を設け、わが政府
に対して届け出をなさず、また政府の考査もうけず、わが国の主権を侵犯している。
（2）各国の教育にはそれぞれ本来具うべき本義がある。外国人の民族性情および国家情勢はわが
国と同じではなく、彼らが行う教育はわが国教育の本義に反する。
（3）いわんや、外国人がわが国において行う教育事業は殖民事業と同じで、その教育を受ける者
は独立精神を喪失し、その教育はわが国の学生の国家思想を危害する。
（4）外国人の国内における教育事業の内容をみると、その幹部は宗教の宣伝か、でなければ政治
上の侵略を意図しており、教育事業はその付属品にすぎない。学校編成は任意に配置し、学科
課程もわが国の標準に合致しない。
2. 外国人の中国内における教育事業を取締まる方法
（1）登録制を実施して、国家や各省の教育法規に従わせ、地方官庁の監督指揮を受けさせる。
（2）教員に対し国家の規定した資格を要求する。
（3）政府は、未登録の学校に対して時期を定めて停止させる。
（4）儀式行事は国家の定める規定によることとする。
（5）教育事業を利用して宗教を宣伝することを禁止する。
（6）外国人経営の学校その他の教育機関は、一定の期間内にこれを回収する。
（7）今後は、外国人の新規の教育事業を認めない。
（出所）『教育雑誌』16-12、1924.12

資料（6）北京政府教育部「外人捐資設立学校請求認可弁法」（1925 年 11 月）
（1）すべての外国人設立学校は教育部頒布の各種学校法令・規程に準拠して、教育行政官庁にそ
の認可申請を行うこと
（2）学校の名称の上に「私立」の字を冠すること
（3）学校長は中国人とする。もし外国人が校長の場合は必ず中国人を副校長とし、これを以て認
可請求時の代表者たらしめること
（4）学校に董事会を設ける場合、必ず中国人が董事の過半数を占めるようにすること。
（5）学校は宗教の宣伝を宗旨としてはならない
（6）学校の課程は教育部所定の標準に遵照し、宗教科目を必修科とすることは出来ない。
（出所）舒新城『収回教育権運動』1927 年

資料（7）天津同文書院の組織変更をめぐる大内理事・江藤監督の協議（概要）
「
（江藤）ハ、之（天津同文書院の北京大学教授有志との共同経営の提案）ニ対シテ、北京大学ハ支那
ノ最高学府ニハ違ヒナイカ、北京大学ノ連中ハ一般カラ極メテ危険ノ集団卜見ラレ居ル。カカル連中ト共
同事ヲナスハ後来必ス面倒ヲ生スル基トナルト思フカラ、コレハ御再考ヲ乞ヒタイ
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ト答ヘルト大内氏ハ
危険ハ危険テスカ、其危険ナル処ニ面白味カアル。何シロ此ノ支那最高学府卜我カ学校カ連絡ヲ保ツ
トイウ丈テモ、外務省ノ人ハ満足スル。コレハ一ツ危険ヲ冒ス必要カアルト思フ。所謂虎穴ニ入ラス
ンハ虎児ヲ得ステス。
トコトモナケニ主張ヲ固執シタ。…北京大学危険論ハ藤江氏カラモ申述ヘタカ、大内氏ハ『之ト握手ス
ル外ニハ学校救済ノ途ナシ』トテ、驀ラニ北京ニ赴イテ之カ商議ヲ進メヤウトシタ。
今カラ考ヘルト、大内氏ハ最初カラ北京大学ノ人々ニ対シテハ奇貨措クヘシノ感カ動イテ居タノテア
ル。彼等ニ天津同文書院ノ経営ヲ委スコトニヨリテ其満足ヲ求メ、之ニヨリテ直接間接ニ北京ニ於ケル
文化事業ノ行詰打開ニ資スル処アラントシタノデアル・・・」
（出所）江藤天津同文書院監督より加藤在天津総領事あて「天津同文書院ヨリ中日学院ニ変更セラレタル顛末経緯」
1927.8.15『天津中日学院関係雑件』

資料（8）天津同文書院の組織変更一「中日教育会」と中日学院
①中日教育会の構成
1）北京大学側（5 名）

教授

沈尹黙・同

陳大斎・同

2）東亜同文会（1 名）

理事

大内暢三

3）天津同文書院（2 名）

監督

江藤栄吉・教務主任

馬裕藻・同

周作人・同

張鳳挙

張庭芝

（出所）江藤「天津同文書院ヨリ中日学院ニ変更セラレタル顛末経緯」前出

②「中日教育会ノ宗旨」
第一条

陳大斉、大内暢三、江藤栄吉、沈尹黙、周作人、馬裕藻、張鳳挙、張庭芝等ハ、将来中

日学術上ノ連絡ヲ求メンコトヲ欲シ、之カタメ中国青年ヲ教育シ完全ナル予備知識ヲ授ケ、他
日日本学術ヲ研究スル基礎ヲ作サシムルノ必要アルコトヲ認メ、茲ニ相互協議ノ結果中日教育
会ヲ組織スルニ同意セリ
第二条

中日教育会ハ上述ノ宗旨ヲ貫徹セムカ為メ、茲ニ東亜同文会ヨリ天津同文書院ノ経営一

切ヲ引受ケ、中華民国教育令ニ遵拠シテ中等教育ヲ施行シ、并ニ左記ニ項ノ目的ヲ達成セムコ
トヲ期ス
一、天津同文書院高級中学卒業生ヲシテ、中華民国各大学ニ入学スルノ資格ヲ得セシメ、且ツ
北京大学東方文学系入学ニ関シテハ特ニ密接ノ連絡アラシムコト
二、天津同文書院高級中学第一学年修了ノ学生ヲシテ、日本各高等学校及高等専門学校入学ノ
資格ヲ得シメ、入学ヲ許可セラレタルモノハ公費ヲ以テ学資ヲ支弁シ、留学セシムルコト
（出所）「契約書」民国
大正 14 年 9 月 4 日『東亜同文書院関係雑件』第 1 巻

③「中日学院組織大綱」
（1）校務委員会ハ中日教育会委員ヨリ若干人ヲ選出シテ組織ス。校務委員会ハ本院ノ制度章程ヲ
規定シ並ニ一切教育事宜ヲ審査ス。
（2）本院々長、教務長、総務長ハ中日教育会之ヲ推挙ス。但シ総務長ハ本院財務ヲ掌司ル日本人
ヨリ推挙ス。
（3）本院々長ハ校務委員会ノ当然委員ニシテ校務委員会ノ決議ヲ執行ス。
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（4）本院教務長ハ院長ヲ補佐シ教育訓育事宜ヲ弁理ス。
（5）本院総務長ハ院長ヲ補佐シ本院総務事宜ヲ弁理ス。
15 年 4 月 1 日
（出所）総務長江藤栄吉「 自大正
『東亜同文会関係雑件』
至大正 15 年 9 月 30 日 中日学院事業報告」

④中日学院の主要教職員構成
院

長

沈兼士

教務長

張庭芝

総務長

江藤栄吉

庶務長

藤江真文

学

馬裕藻

監

（出所）同上

資料（9）漢口同文書院の組織変更一「東方学会」と江漢高級中学校
①東方学会の構成
1）中国側（2 名）

徳 （国立武昌大学教授・東京文理大卒）
陳英才（湖北省立女子師範学校長・東京高師卒）

2）東亜同文会（1 名）

大内暢三（東亜同文会理事）

3）漢口同文書院（3 名） 斉藤重保（漢口同文書院監督）
・楊昌寿（同教務主任・東京高師卒）
・孫振（同教員・東京高師卒）
②「東方学会ノ宗旨」
第一条

大内暢三、陳英才、孫振、楊昌寿、斎藤重保、薛徳 等ハ、将来中日両国学術上ノ連絡ヲ一層

緊密ナラシムルノ目的ヲ以テ中国青年ヲ教養シ、完全ナル予備知識ヲ授ケ、且ツ日本学術ノ研究ニ必
須ナル基礎的素養ヲ与フルノ必要アルコトヲ認メ、茲ニ東方学会ヲ組織シテ学校ヲ経営スルニ同意セ
リ
第二条

東方学会ハ其宗旨ヲ貫徹センカタメ、東亜同文会ヨリ漢口同文書院ノ経営一切ヲ引受ケ、中華

民国教育令ニ基キテ中等教育ヲ施行スル江漢高級中学校ヲ経営シ、特ニ左記二項ノ目的ヲ達成センコ
トヲ期ス
一、江漢高級中学校卒業生ヲシテ、中華民国各大学ニ入学スルノ資格ヲ得シメ、且ツ武漢各大学入
学ニ関シテハ密接ノ連絡アラシムルコト
二、江漢高級中学校在学学生ヲシテ、日本各高等学校及ヒ高等専門学校入学試験ニ応スルヲ得シメ、
入学ヲ許可セラレタルモノハ公費ヲ以テ留学セシムルコト
（出所）大内暢三「漢口同文書院組織変更卜東方学会成立ノ経過」1925.11『東亜同文書院関係雑件』

③ 江漢高級中学校発足時の主要教職員
校
総

務

長

陳英才（湖北省立女子師範学校長）

長

斉藤重保（漢口東亜同文書院監督）

教務主任

楊昌寿（同教務主任）

事務主任

松尾豊徳（同幹事）

訓育主任

吾徳亮（同教員）
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図書部主任

孫振（同教員）

④ 江漢高級中学校董事会
董 事 長

何佩容（前漢口同文書院長）

董

大内暢三（東方学会会員）

事

陳英才（東方学会会員）
陳両蒼（立医科大学校々長）
陳時（私立中華大学校々長）
陳達（国立商科大学校々長）
張知本（国立法科大学校々長）
楊昌寿（東方学会会員）
孫振（東方学会会員）
能世玉（省長公署教育科長）
斎藤重保（東方学会会員）
薛徳 （東方学会会員）
15 年 4 月
（出所）『東亜同文会事業報告書 自大正
至大正 15 年 9 月 』

資料（10）国民政府の教育方針
①三民主義の教育 :「確定教育宗旨及其実施方針案」（1929 年 3 月）
「中華民国ノ教育ハ三民主義ヲ基トシ、人民ノ生活ヲ充実シ、社会生存ヲ扶植シ国民ノ生計ヲ発
展セシメ、民族ノ生命ヲ永カラシムルヲ目的トナシ、努メテ民族ノ独立、民権ノ普遍化、民生ノ
発展ヲ期シ、世界ノ大同団結ヲ促進スルモノトス」
②私立学校規制策
1. 沿革
（1）1926.10

広東国民政府「私立学校規程」「学校立案規程」
「私立学校校董会設立規程」

（2）1928.2

国民政府大学院「私立学校条例」「私立学校董事会規程」

（3）1929.8

国民政府教育部「私立学校規程」

2. 広東国民政府の私立学校取締に関する諸規程〈概要〉
（1926 年 10 月）
（1）私立学校はすべて教育行政機関の監督指導を受けるべきこと。
（2）私立学校は学校の名称の上に「私立」の二字を冠すること。
（3）登録認可を受けていない私立学校は期限内に立案申請を行わねばならない。
（4）私立学校に違法行為があれば、政府はこれを解散させることが出来る。
（5）私立学校は校董会を組織し、学校の設立・変更は校董会より主管教育行政機関に申請し、許
可を受けること。
（6）私立学校は外国人をもって校長とすることはできない。但し特別の事情があれば、顧問にす
ることはできる。
（7）特別な事情のない限り、外国人は校董となることが出来ない。外国人が校董になる場合は、
必ず中国人校董が多数を占める必要がある。
（8）外国人が董事長になることは出来ない。
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（出所）多賀秋五郎編『近代中国教育史資料』民国篇（中）、1974

資料（11）武湊政府下の江漢中学校
①斉藤江漢中総務長報告（1926 年 11 月）
…国民政府治下に於ける武漢は共産党の跳梁甚だしく…国民党の主義綱領の名の下に共産主義の宣伝頻
りに行はれ、…本校としては従来の訓育方針を全然放棄せざるべからざることと相成可申候…学生聯合
会なるものは政府の支持を受くる機関と相成り…今後は本校学生等も武漢学生連合会を背景として種々
の横暴を逞ふすることと予想せざるべからず候
次に本校董事中の主なる人々は軍閥或は反革命主義の人々なるを以て董事の改任を要求すべしとの政
府の意向なる由…武漢に於ける一般の情勢が上述の如く共産的色彩濃厚と相成学生等の跳梁甚だしく政
府の態度又排外的なるを以て外国人の学校を経営することは今後益々困難と相成可申候」
（出所）『漢口江漢中学校関係雑件』

② 漢口市教育局「江漢高級中学校あて訓令第 31 号」（1927 年 2 月）
（1）教育行政は完全に公開すること。
（2）校務会議は学生代表と教師との共同組織とすること。
（3）校長および教師は党部において考査決定すること。
（4）学生会は校長、教員に対する辞退権を有する。
（出所）高尾漢口総領事より幣原外相あて「漢口市教育局江漢高級中学ニ対シ訓令ノ件」1927.2.25、同上

資料（12）東亜同文会理事会決議「東亜同文書院中華学生部改組ノ件」（1930 年 9 月）
一、従来ノ中華学生部ノ名称ヲ廃止スル事。
一、支那学生ハ全部日本学生卜同様ニ教育スル事。
一、従来ノ予科ニ新タニ特設予科ノ名称ヲ付ス。
一、前項特設予科ノ修業年限ヲ 1 ケ年半トシ従前ノ予科ニ比シ半年延長スル事。
説明
従来中華学生部ハ院内ニアリテ独立セル形ナリシガ、此ハ我邦ノ専門学校令ニヨルモノニアラズ、支
那政府ノ学制ニ拠ルモノニモアラズシテ、卒業後ノ資格判明セズ。因テ其名称ヲ廃止シ、支那学生ハ
日本学生同様教育スル事ハ内地専門学校ノ如ク、卒業ノ後ハ完全ニ日本専門学校卒業生タルノ資格ヲ
得セシメ…
（出所）牧野東亜同会長より坪上外務省文化事業部長あて「東亜同文書院中華学生部改組ノ件」1930. 月日不明『東亜同文書
院関係雑件』第 3 巻

資料（13）
「東亜同文書院特設予科ノ中止理由」（1931 年 8 月）
一、日本学生ノ教育完成ニ全力ヲ用ユルコト。
二、従来予期ノ成績ヲ挙ルコトヲ得ス。因テ支那人ノ教育ハ之レヲ天津・漢ロノ両学校ニ於テ完
成ノ方針ヲトルコト。
三、支那ノ学生間ニ往々存在スル危険思想カ日本学生ニ影響スル惧アルコト。
（出所）牧野東亜同文会長より坪上文化事業部長あて報告、1931.8.15、同上
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２．「笹森儀助と朝鮮における教育活動」
松

田

修

一 ( 東奥日報社会部長 )

【座長】 どうもありがとうございました。では

私は、稲葉先生の研究成果を下敷きに面白い事を

引き続きまして松田修一先生です。松田先生は現

話すという程度ですので、予めお断り申し上げて

在青森県にございます東奥日報の社会部の部長で

おきたいと思います。

あります。今年の７月の下旬にわれわれ記念セン

さて笹森儀助という名前も、おそらく聞いたこ

ターのほうは山田良政・純三郎兄弟が津軽出身で

とがあるという人はそれほど多くないのではない

あるということで、弘前で山田兄弟を中心とした

かと思います。一番有名なのは写真です。単の浴

講演会と展示会を催しました。松田先生は同じく

衣のような着物を尻っぱしょりにして、草鞋を履

弘前が生んだ笹森儀助の軌跡を丁寧に追いかけた

き、首からクバの葉で作った沖縄独特の団扇を下

連載記事を東奥日報に長期にわたって連載され、

げて、なぜかそれにコウモリ傘をさしているとい

笹森儀助が朝鮮における東亜同文会経営の城津学

う珍妙な写真が残っておりまして、雑誌『太陽』

堂の校長だったことから、東亜同文会との接点が

等の表紙になったりしたこともあります。おそら

でき、記念センターへ来訪されたこともございま

く探検家の写真としては最も有名な写真ではない

す。そういうこともあり、松田先生には笹森を通

かと思います。その写真をご覧になれば「ああこ

して朝鮮における東亜同文会の学校経営のお話を

の人か」というふうに思われる方もいるかも知れ

してほしいとお願いいたしました。それではよろ

ません。そういう意味で探検家として知られてい

しくお願いいたします。

る人なんですけれども、明治 32 年５月、朝鮮半
島の北東部、現在の北朝鮮（朝鮮民主主義人民共

【松田】 松田です。どうぞよろしくお願いいた
します。東奥日報という新聞社名は初めて聞かれ

和国）の城津に東亜同文会の日語学校を開設する
ために渡ったわけです。

たという方がほとんどだと思います。電話でもよ

校長として行った割には、７月 13 日に城津に

く「東亜日報さんですか」と聞かれることも多い

着任して一ヶ月も経たない８月６日に、早くも韓

ぐらいです。余談ですが、東亜同文会の東亜と、

国、中国、ロシアの３国国境地帯、図們江（朝鮮

偶然重なってます。東奥日報は、青森県の地方

語では豆満江）が日本海に注ぐ、あの辺りの探検

紙でして、私が今ここにいるのは、笹森儀助とい

に行きます。これは９日間だけでしたが、さらに

う、東亜同文会が朝鮮半島の北東部に開設した城

９月２日から 22 日まで今度はウラジオストック

津学堂の校長をされた人の評伝を、２年半以上に

からハバロフスクの方まで足を伸ばします。その

わたって東奥日報に連載させていただいたためで

報告が『西伯利亜旅行日記』という本になってお

す。私は申し上げるまでもなく学者ではございま

りますので、探せばご覧になることもできます。

せん。また、旧韓国における東亜同文会の教育活

その旅行が 20 日間で、この時期は実は城津学堂

動に関する研究は、九州大学に稲葉継雄先生とい

を開設するのに最も忙しい時期だったわけです。

う大変立派な先生がいらっしゃいまして、実はか

開校式は 10 月５日。地元の名士を集めて盛大に

なりの論文、著作を出しておいでですので、そち

行なわれましたけれども、この開校式のわずか

らをご覧になっていただいた方が極めて正確で学

４日後、10 月９日から再び三国国境地帯の調査

術的なことがお分かりになるかと思います。今日

に出かける。今度は 34 日間という長い期間です。
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さらに明治 33 年に鏡城というところに学校を移

たようである」と指摘しております。

すための調査も行なっています。そして 10 月の

これは正しい指摘だと思うんですけれども、た

19 日から 29 日までまたまた国境地帯を調査して

だ私が思うには、もう１つは開校すること自体が

います。

非常に困難な場所であった。それと、笹森はすで

このような状態でしたから稲葉先生は『東亜同

に 55 歳になっていたわけです。あそこはご存じ

文会の韓国における教育活動』という著書の中で、

のように大変寒さの厳しいところで、笹森が東亜

「笹森の本業は校務よりはむしろ清・韓・露の国

同文会で明治 34 年４月に行った講演だったと思

境地帯や満洲沿海地区の状況視察にあったようで

いますけれども、冬にあまり寒くて鶏が何羽も死

ある」と指摘しています。また『近衛篤麿日記』

んでしまったという話が出てくるぐらい寒いと

の中に、「参謀本部陸地測量部員笹森儀助」とい

ころですので、体をいたわって早く帰ってこいと

う表記が出てくることを挙げて、
「笹森は、教育

言ったのかな、難しい開校の仕事が済んだらもう

者としての鏡城学堂長であると同時に参謀本部陸

いいんじゃないか、そういうふうなことだったと

地測量部員も務めていたのである」と述べていま

思います。
ここまで散々探検ばかりしていたという話を

す。
ちょっと話が飛びますけれども、今月の８日、

してきました。実際に、笹森は探検家というふう

弊社から『笹森儀助書簡集』が発刊されます。こ

に今までは捉えられているわけですが、実は２年

れは弘前の笹森家に残されていた 519 点の書簡等

ほど前に土曜日の夜９時から、日立がスポンサー

を活字に起こしたもので、東亜同文会、朝鮮に関

をしている「世界ふしぎ発見」というテレビ番組

わる書簡もたくさん含まれています。東亜同文会

で笹森儀助の特集をやったことがあります。その

の朝鮮における教育に関する資料は極めて限られ

時私はアドバイザーのようなことをさせていただ

ておりまして、久々の新資料ということになるか

いたんですが、その時に予め台本が来て、副題に

と思います。その中には陸羯南の手紙も含まれて

「明治の豪傑」などと付いているんです。台本を

おります。羯南は東亜同文会の初代幹事長ですの

読むと西表島やトカラ列島を探検してこいつはす

で皆さんご存じかと思いますが、新聞『日本』を

ごい男、とそういうふうな書き方になっていたわ

主宰された方で、笹森の家から 100 メートル足ら

けですが、私はそこでちょっと「これまずいです

ずの同じ町内に生まれました。その人の明治 32

よ」と進言しました。確かに笹森は探検家である

年 10 月３日の書簡が伊藤伊吉なる人物、朝鮮に

けれどもただの探検家ではない、という話をさせ

居た在留邦人だと思いますが、その人の話として、

ていただいたんですが、それはどういうことかと

「学校之方モ端緒相開候上ハ、兎角一応御帰朝可
然存候」と書いています。笹森に帰国を勧めてい

いうことをこれからちょっと申し上げたいと思い
ます。

るわけです。城津学堂の開校するちょうど２日前

話は前に戻りますが、笹森はどういう人かを

の手紙で、実は笹森を校長に推薦したのはこの陸

分かり易くするためにちょっと笹森の生涯を振り

羯南なんですけれども、推薦した本人が開校直前

返ってみたいと思います。お手元に詳しい経歴を

に帰ってこいと勧めている。そういうふうに帰国

お渡ししておりますけれども、かいつまんで申し

を勧めている人は他にも何人かおりまして、先ほ

上げます。笹森が生まれたのは青森県の弘前市。

ど申し上げた『笹森儀助書簡集』の総合解説を書

山田兄弟の家と背中合わせぐらいのところに住ん

かれた河西英通広島大学教授が、
「笹森の役割は

でおりました。ここでもまた弘前と東亜同文会の

日本語学校を開校すること、そのことにこそあっ

縁が出てくるわけですが、生まれたのは 1845 年
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。150 石取りですから田舎の弘前藩

苦しむ沖縄の人々の生活・文化・国防など、あら

としては中の上ぐらいです。1867 年（慶応３年）

ゆる分野について詳細を極める調査を行ないまし

に弘前藩の最後の藩主・津軽承昭の机の上に国政

て、それが二百数十年に及ぶ人頭税の廃止に影響

改革の意見書を置いて永蟄居に処されます。維新

を与えたということと、それから柳田国男に南島

の大赦によってそれが解けたのが明治３年（1870

談話会の結成を促したということで民俗学の嚆矢

年）ですから、武士でありながら肝心の明治維新

とも言われています。

の時に何もできないで家に押し込められていたと

さらに『南島探験』を読んだ井上馨が笹森に、
今度は奄美大島の島司、今のトカラ列島から沖永

いうことになります。
そのあと下北半島の大区長をはじめ青森県内で

良部島までの郡長のような職を委嘱するわけで

役人として活躍します。明治 14 年に中津軽郡長

す。そこで薩摩による黒糖搾取で生じた莫大な負

を自ら辞任しまして岩木山の麓に農牧社という洋

債に苦しみ、
「東洋のアイルランド」とまで呼ば

式牧場を開きます。中津軽郡の弘前は当時、青森

れた奄美の島民の救済にあたるわけです。最後に

県で最も人口が多く、旧武士の影響が大きく、政

は薩摩方との軋轢によって、結局は辞任に追い込

治的な中心であったわけで、そこの長というのは

まれます。負債を解消する目処が立ったというこ

国から派遣された県庁役人を除くと県内で一、二

ともありまして島司を辞め、今度は東亜同文会の

を争う政治行政官です。その地位をポイと捨てて、

日語学校を開設するために旧韓国に渡った。戻っ

没落士族救済のための牧場を開きます。その牧場

てくるのは明治 34 年です。その後、明治 35 年か

の東京支店を明治 19 年、東京芝に開きました。

ら１年半、第２代青森市長を務めております。

これは青森県の企業の東京進出第１号です。そこ

よくよく考えてみるといろんなことをやってい

で店の経営にあたっているうちに、明治 23 年に

て、この人はどういう人なのか、一貫性がないん

第１回帝国議会が開かれ、連日傍聴した笹森は、

じゃないかと思われるかも知れません。実はそう

地租引き下げ論をめぐって民党が政権を奪おうと

でもないんですが。この人の一番有名なところは

して国民不在の論議を繰り広げているということ

探検だったので、東亜同文会の学堂長というのも

に失望を抱き、憤慨し、明治 24 年の春に西日本

ちょっと唐突な気がしますけれども、その理由に

一周の旅に出ます。地租改正論が実態に合ってい

ついてちょっとお話ししたいと思います。

るかどうかということを自分の目で確かめること

真藤義雄という平壤日語学校長になる人とと共

が目的でした。これが彼の本格的な探検の第一歩

に朝鮮へ出発するにあたって、東亜同文会会長代

ということになるわけです。

理の長岡護美が与えた心得書の１項にこのように

翌年、今度は千島探検に出発し、カムチャッカ

あります。
「其地方ノ状況ハ二週間毎ニ一回、必

半島のすぐ手前まで行きます。ロシアの軍備を見

ス通信シ注意スヘキ出来事アル場合ハ臨時通信ス

るのが主な目的でした。結果を『千島探験』に著

ヘキ事。但秘密ヲ要スル事項ハ別紙ニ認ムルヘ

し、それを見た井上馨外務大臣が南西諸島の調査

シ」
。これを見ると笹森と真藤にははっきりと現

を依頼します。その調査の紀行記『南島探験』と

地調査の任務が与えられていたということが分か

いうのが笹森儀助を最も有名にしているわけで、

ります。実際に、笹森だけでなく真藤も東亜同文

先ほどお話しした珍妙な写真はそのときのもので

会に筆繁く報告しておりますし、笹森が探検で不

す。糖業の実態を探ってくれという依頼だったん

在の時にはその部下の助教たちも東亜同文会に頻

ですけれども、その依頼の範囲を遙かに超えて、

繁に報告しています。ここに東亜同文会がなぜ旧

有名な酷税と言われている人頭税や、マラリアに

韓国に日語学校を開いたのかという目的の１つが
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見えてくると思います。それは東亜同文会以外に

会の朝鮮での教育事業のために４万円を補助する

よる日語学校との関係にも表れています。

ことになるわけです。補助する代わりに東亜同文

旧韓国には、東亜同文会が学校を開く以前から

会が独自で学校教育事業をやりなさいという意見

幾つかの日語学校がありました。まず大日本海外

だったということになります。その結果、京城学

教育会。これは明治 27 年東北学院長の押川方義

堂に東亜同文会が毎年 1,200 円の補助をして、そ

という人と、東京英和学校（現在の青山学院）校

の他の学校については独自で開設することになり

主の本多庸一が中心になって組織したキリスト

ます。

教系の団体ですが、東亜同文会より２年早い明治

本多庸一と近衛篤麿は相談して、南北を分担す

29 年４月に、京城（現在のソウル）に京城学堂

る、つまり今まで学校がすでにあるところについ

を開設しました。それから明治 32 年５月には全

ては大日本海外教育会にお任せしますということ

羅北道の全州に三南学堂を設置しています。ちょ

に決めます。結果的に東亜同文会は朝鮮の北部を

うど笹森と真藤が朝鮮に渡る頃です。大日本海外

担当することになります。ではなぜ東亜同文会が

教育会の他に韓南学堂、これは明治 31 年 10 月に

大金を注ぎ込んで朝鮮で教育活動を行なうのかと

薬師寺知朧という人が、仁川領事の石井菊次郎ら

いう理由について、これば東亜同文会報告に出て

同地の居留日本人有志の援助を受けて忠清南道の

いますけれども、近衛篤麿は「支那は地方が富裕

江景浦に設置した学校です。それから韓語学舎。

であるから新聞・学校等の事業はこちらから資金

これは佐賀県の寺の住職で奥村円心という人が釜

を提供しなくても困窮しない。地方人と結んで自

山に東本願寺別院を開き、翌明治 11 年に日本語

奮を促す方針をとり、直接の事業は既設のものに

を教える学舎を創立しました。さらに奥村の妹の

補助するに止め、そのあと必要により同文滬報及

五百子という人が、はっきりとはしていませんが、

び南京同文書院を新設することとした。朝鮮はこ

おそらく明治 21 年に日本語教育を行なう光州実

れに反して地方が貧乏でその富力に頼ることがで

業学校を開いた。さらに達城学校というのが大邱

きないから、朝鮮部の事業はたいてい本会の独力

の前警務官補張圭遠の主唱により明治 32 年７月、

経営にする」、こう述べています。

地元有志の拠出金で学校が開かれております。開

北部のうち平壌学堂を真藤が担当し、咸鏡道（日

いたのは韓国の方ですけれども、事実上の経営者

本海沿岸の、今の北朝鮮の一番右上の辺り）を笹

は膝付益吉という日本人だったそうです。

森が担当することになった。どうしてそういう分

それらの関係で言いますと、東亜同文会が結成

担にしたのかという理由がちょっと興味深いんで

されたあとの明治 32 年早々に大日本海外教育会

すけれども、当時の咸鏡道がどういう地域だった

は、東亜同文会が行おうとしていた韓国の教育事

かを考えればおおよその推測がつくのではないか

業を引き受けたいという申し出をしております。

と思います。それは先ほどもちょっと出ましたが、

その年の３月 16 日の『近衛篤麿日記』によります

咸鏡道がロシア・中国の国境地帯で大変辺鄙なと

と、近衛は「いいんじゃないか」と承諾をしてお

ころだったということがあると思います。当初東

ります。けれども外務大臣青木周蔵（後に東亜同

亜同文会は咸鏡道の中でも中心都市の北青に学校

文会会長）が反対しました。
「天津ノ国聞報、京

を設ける方針だったんですが、笹森が現地に着い

城ノ漢城新報、京城学堂等ノ事業ハ同文会ニ引

て調査した結果、あまり適当でないと分かりまし

継タシトノ説」でした。これは、実は外務省の東

た。外交史料館の『東亜同文会関係雑纂』に、
「校

亜同文会への補助金問題が絡んでいて、ご存じの

長笹森儀助ノ実地調査ニ依リ北青ノ人情頑強驕慢

方もいるかと思いますけれども外務省は東亜同文

ニシテ学校設立ニ適セス。却テ城津ハ醇朴質実ノ
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風アリ、且ツ新火以降地ニテ日本語ノ必要ヲ感ズ

て巨万の富を築いたと言われています。最近も非

ルガ故ニ一般土民ノ学校ニ対スル感覚モ深ク、且

常に立派な宮殿跡が見つかったばかりです。また

ツ新開港場ニ日本語学校ヲ設クルハ彼我ノ親交上

蝦夷地には津軽半島や下北半島からたくさんの漁

カラ少カラサル益アルヲ発見シタルヲ以テ之レニ

業者が行っておりまして、ロシアで最初に作られ

更エリ」とあります。要するに新開港場の方がい

た日本語の辞書は下北の漂流漁師の三之助という

いのだということですね。

人が書いています。私もちらっと見たことがある

咸鏡道というのは、皆さんが時々耳するのは、

んですけれども、下北訛りがそのまま入っていて

テポドンの発射場じゃないかと思います。原子力

とても面白い辞典でした。それは余談ですけれど

施設もあったりします。そういうものがある所は

も、1799 年（寛政 11 年）に幕府は東蝦夷地を直

だいたい田舎ということになっているわけで、ま

轄領として、その警備に盛岡南部藩と弘前藩を当

してや明治 30 年代にどうだったかは推して知る

てます。19 世紀に入ってロシアの南下圧力が強

べしということになります。東亜同文会はもちろ

まってきますと、その警備の負担も非常に重くな

ん、咸鏡道がどういう所なのかほとんど知らな

るので、見返りに弘前藩は７万石から 10 万石に

かったんじゃないかと思います。さらに外務省も

高直りします。そういったことで弘前藩は非常に

ほとんど情報を持っていなかったと思われます。

警備に苦労するわけです。ちょっと横道に逸れま

だからこそ測量などを盛んにしていた。南下を急

すが、宗谷岬に行くとコーヒー豆をかたどった記

ぐロシアへの対策は当時の日本にとって最も重大

念碑があります。ご覧になった方いるでしょうか。

な懸案で、ロシア・中国と国境を接する咸鏡道は

当時ビタミン不足による脚気で弘前藩士が次々に

日本にとってロシアの防波堤とも言えるような場

死亡したために、予防薬としてコーヒー豆を支給

所でした。もしロシアが南下を開始すると最前線

したという逸話に基づいたものです。1807 年（文

になる可能性が高いわけです。実際にそうなりま

化４年）の択捉（エトロフ）事件の時にも弘前

すけれども。そういう軍事上極めて重要な所でし

藩は多数の犠牲者を出していて、そのお墓が松前

た。ところが地理的な情報すらほとんど無い。し

にあります。19 世紀初頭になると弘前藩領沿岸

たがって咸鏡道の実情に関する情報は、外務省に

にロシアの船が実際に南下してくるようになって

とっても喉から手が出るほど欲しいものだったは

きます。そこで藩主の津軽承昭は軍艦や大砲の建

ずです。外務省が東亜同文会に外務省機密費の実

造を急がせるわけです。そういう土地柄に生まれ

に半分に当たる補助金４万円もの大金を出した目

育った弘前藩士というのはみんな非常にロシアへ

的は何か、これは皆さんすぐにご想像がつくかと

の意識が強いわけです。藩が潰れるか、自分がい

思います。ではそういう所に学校を開くにはどう

つ戦争に行くかということに関わってきますので

いう人物がふさわしいか、なぜ陸羯南が笹森とい

当然の話ですけれども。陸羯南も新聞『日本』に、

う人を推薦したのか、これも皆さんだいたい見え

「日本の一大問題はロシアの南下である」という
ことをたびたび書いていますし、彼がいわゆる対

てくるのではないかと思います。
ちょっと話を変えまして、弘前藩とロシアの
関係について申し上げたいと思います。弘前藩に

外硬派の中心になったのも津軽の土地柄と無縁で
はないわけです。

限らず下北半島も含めて、青森県は古くから蝦夷

笹森という人がただの冒険家ではないと申し上

地との関係が非常に深い場所で、中世の安藤氏は

げたのは、実は笹森は陸羯南と思想的にはほとん

十三湊を根城にして蝦夷地（最近の研究ではさら

ど表裏一体のような人でした。探検に行ったのも

にもっと北の方まで）と交易していて、
それによっ

国防など対外問題をどうするかという視点がまず
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第一にある。だから千島の端っこや沖縄の方まで

人いたんですがそのうちの２人、村上三男と佐伯

行ったり、台湾にも行っているんですけれども、

達は笹森儀助の下で城津学堂の助教を務めること

そういう人ですからただの冒険家ではない。いわ

になります。さらに隈部一男、松田辰尾の２人は

ゆる植村直己さんのように危険を求めて行くとい

平壤日語学校の教師になった。こういうふうに第

うのではないわけです。分かり易く言うと「憂国

１回県費留学生が東亜同文会の教育活動に深く関

の士」であったわけです。探検といっても、どう

わっているわけです。

いう人が、どういう思想、どういう視点で行って、

ちょっと時間がないので端折ってしまいます

何を調べるかによって丸っきり違ってきます。そ

が、実は熊本と津軽というのは非常に深い関係に

の意味において先ほど申し上げた、情報がほとん

あります。たとえば最後の弘前藩主津軽承昭とい

どない咸鏡道を笹森が調査して何がいいかと言え

う人は細川の生まれです。津軽藩に嫡子がなかっ

ば、もちろんありとあらゆる苦難を乗り越えて何

たので養子に行っている。それで、これも長く話

でもやり遂げてしまう笹森の意志力の他に、調査

している時間はありませんけれども、津軽家の宗

能力はもちろん、どういう思想を持っている人で

家が近衛家です。近衛家を核として津軽家と熊本

あるかというのがとても重要だということになり

は非常に深くつながっていたのです。山田兄弟は

ます。そこで、笹森儀助という人の思想を知り尽

陸羯南のアドバイスで中国に関わることになりま

くしている陸羯南であれば、当然のように笹森を

すけれども、そういったことを含め、なぜ東亜同

選ぶということだったのだと思います。

文会に弘前の人々がたくさん関係しているか。こ

さてこれは有名な話ですけれども、最初東亜同

れを話すだけで 30 分ぐらいかかってしまうので、

文会の明治 31 年の「発会決議」では「支那を保

残念ながら今日は割愛させていただきますけれど

全す」とだけあって、朝鮮は入ってなかったんで

も、少なくとも一つだけ言っておかなくてはいけ

すが、翌 1899 年 11 月の「綱領」には「支那及朝

ないのは、津軽承昭という、開明的で進歩的で有

鮮の改善を助成す」
「支那及朝鮮の時事を討究し

名なお国柄、分かり易く言うとハイカラ志向の土

実行を期す」
「国論を喚起す」と、突然に朝鮮が

地柄の熊本の人が弘前藩主になった。その人が明

登場します。それは 1900 年（明治 33 年）２月の

治維新の時、慶応義塾や横浜、浜松、鹿児島の西

『近衛篤麿日記』に、佐々友房、長岡護美、清浦

郷隆盛の学校などに留学生を出しました。津軽と

圭吾らが外務省機密費の獲得に走り回ったという

いう東北の片田舎の藩は、学問がなくてはとても

記述が頻繁に登場することから、佐々らの働きが

生き残れないと考えて留学生を出した。その留学

あったということが明らかなわけです。佐々友房

生の中に本多庸一（青山学院の院長になる人です）

は有名な熊本の国権党を開いた人ですけれども、

がいた。この人は笹森の家から 40 ｍぐらいしか

この人は実は明治 14 年からもう熊本で朝鮮語教

離れていないところで生まれました。山田の家も

育にタッチしています。その２年前に熊本に同心

陸羯南の家も全部弘前の在府町の中にあるという

学舎というのを開校して、これは明治 15 年に済

すごい町内ですけれども、この本多庸一や、弊社

済黌になるわけですけれども、佐々の進言を受け

東奥日報を起こした菊池九郎、そういう人達が国

て熊本県庁が明治 29 年に県費留学生を朝鮮に送

内留学をして帰ってきて承昭の考えを踏襲し、学

るようになります。これは１期３年で第５期まで

制の開始によって旧藩校を潰すわけにいかないと

11 年間にわたり、県費留学生を朝鮮に派遣しま

いうので東奥義塾という私立の学校を作ります。

す。その第１期生で監督に当たったのが実は真藤

そこに津軽承昭が莫大なお金を支援して、東奥義

義雄、後の平壤学校長です。第１期生の生徒は６

塾はジョン・イングなどの米国人教師らを招くわ
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けです。その洋学から自由民権運動が発達して、

ますが、その神様が「私の神様は笹森儀助だ」と

東北の片田舎でありながら、弘前は日本でも極め

言って、毎年秋になると千島探検の時の笹森を描

て特異的な自由民権運動、キリスト教運動の中心

いた掛軸をかけ、御神酒を捧げる。それを現在も

舞台になっていくわけです。

青森県りんご協会が「りんご祭」として引き継い

そういった極めて進歩的な土地柄が山田兄弟と
か、国内外に雄飛するたくさんの人材を輩出した

でいる。それぐらい人を魅了する力があったわけ
でございます。

重要な要素になっている。したがって熊本から名

では実際にどういう教育を行なったのかという

君と言われている津軽承昭が来なかったら、おそ

ことについて言いますと、修身・語学・読書・書

らく東亜同文会との関係もなかっただろうし、弘

取・習字・作文・算術・地理・歴史・美学という、

前は今は学都と呼ばれていますけれども、教育熱

要するに日本語の読み書きを中心とする学問だっ

心な土地柄にはならなかっただろうと思っていま

たわけです。東亜同文会としては中等以上の教育

す。

を施そうという方針でしたが、実際には 12 歳で

ご存じのように東亜同文会と熊本の関係は非常

すから小学生から引き受けています。それは先ほ

に深いものがあります。その熊本と近衛も長く深

ど申し上げたように大変田舎でございまして、そ

い関係にあり、さらに津軽も近衛家と近いという

れでなくとも当時の韓国では学校制度がほとんど

ことで、三者が東亜同文会に深く関わっているわ

整っておりませんでした。一応公立学校はあった

けです。朝鮮における東亜同文会の教育活動を、

のですが、笹森の報告によると、鏡城という、後

もう一度その三者の人脈から考えていくのも面白

に学校を移転しようとした所の子供を視察した結

いかなと思っているところでございます。

果、公立学校５校で出席率は半分ぐらいだったそ

笹森は生涯、津軽弁という日本人でも分かり

うです。しかもまともな教育をしているのは公立

にくい方言を話した人でしたが、朝鮮に日本語学

学校ではなく、地元の一番の名士が富裕層の子供

校を開くと言っても全く朝鮮語ができない。ほと

だけを 30 人ぐらい集めてやっている学校でした。

んど探検に明け暮れていたので、熊本県の県費留

笹森は勉強を奨励するために公立学校の子供達に

学生だった部下がいなければとても学校は開けな

紙などをプレゼントし、学校に来るようにと励ま

かったと思います。ただ笹森の名誉のために言う

したりする場面もあったわけです。

と、笹森の最大の武器はその人格・人間的魅力と、

そういう所でしたので、同文書院と最も違うの

類まれな実践力にありました。笹森書簡集にある

はここだと思うんですけれども、東亜同文会の学

佐伯や村上、あるいは学僕の内田万人（これも熊

校というのは地元にとってみればモデル学校とい

本出身の人です）の書簡を読むと、彼らがいかに

う役割が非常に大きいわけです。公立学校が駄目

笹森を尊敬し、頼りきっていたかということが本

なものですから。たとえば城津学堂は新開港場で

当にひしひしと感じられるます。ちなみに、笹森

あまり日本人が増えず、発展しないから、城津を

はどこに行ってもそうなわけで、下北の大区長を

捨てて鏡城というもうちょっと大きい町に学校を

している時も、奄美の島司をしている時も、部下

移そうとするわけです。これは実現しませんでし

がものすごく敬愛する。たとえば奄美の島司を辞

た。ロシアの南下によって大量の難民が押し寄せ

める時には、奄美の部下達が皆でお金を出し合っ

てきて、とても学校開設どころではなくなったか

て大島紬を贈ったりしています。農牧社という牧

らです。その、学校を移そうとしたとき、城津の

場をやってる時も部下の一人に外崎嘉七という人

地元の役人代表が「何とか出ていかないでくれ」

がいて、この人は後に「リンゴの神様」と呼ばれ

と頼むわけです。逆に鏡城ではなかなか学校を開
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設できない困難な状況にあって、笹森が激怒して

【座長】 松田先生どうも大変ありがとうござい

「学校開設に協力しないならもう城津に帰る」と

ました。われわれといたしましては笹森儀助を通

鏡城の監察史（地方役人の長）に言うと、監察史

して直接城津学堂のお話を聞けると思っておりま

は大慌てで、
「いや今度は何とか協力するからど

したけれども、それを上回って津軽藩から熊本ま

うにかここにも学校を作ってくれ」と懇願される。

で出てきました。そういう意味で言いますと津軽

そういう状況でした。したがって現在の北朝鮮に

人脈の東亜同文会との関係等、いろいろ刺激的な

おける東亜同文会の日語学校が地元にとってどう

お話をいただきまして、私もメモをとるのが忙し

いう役割を果たしたかというのは、中国とは違っ

かったほどです。大変ありがとうございました。

てもっと根底的なもの、ほとんど教育というもの

どなたかご質問はございませんか。はいどうぞ。

がないところに教育をもたらしたというのが大き
【渡辺】 中国における日本教育は三民主義のナ

な特徴だと思います。
東亜同文会は日本の精神・文化を伝えるという

ショナリズムの煽りと、儒教に対する反発が強く

役割もありましたので、面白いことを一つ付け加

て難航したようですが、朝鮮の場合はどうでしょ

えますと、笹森が去った後の話ですが、学校に通

うか。修身を主体にしておりますが、儒教国家で

うのに都合がいいように寄宿舎を設けた。寄宿す

すからそれはスムーズにいったんでしょうか。そ

る人はかなりの数にのぼり、お風呂に入れたら、

れともう一つ、西洋の近代科学に全然触れたこ

今まで全くお風呂に入る習慣がなくて、すったも

とのない朝鮮民族に、明治の初めにそういう理科

んだの弥次喜多式の大騒ぎを繰り広げた、という

教育を進めていくことは順調にいったんでしょう

記述が東亜同文会の報告に出てまいります。その

か。何か示唆してくださることがあればお願いい

後、日露戦争等で一時教育活動が中断したりする

たします。

んですが、最後に朝鮮に統監府が設けられて本格
的に日本の統治が始まると、東亜同文会の日語学

【松田】 実際に教育内容が朝鮮の人々にどう受け

校は統監府による模範学校的な教育活動に吸収さ

とめられたかという記録がないので、これははっ

れていくということになります。ただ実際には城

きりと分かりません。ただ先ほどちょっと申し上

津も平壤日語学校も、校長の肩書きは変わりまし

げましたけれども、地元の方々の日語学校に対す

たがそのまま校長的な立場で教育を続けておりま

る期待というのが、少なくとも咸鏡道においては

すので、吸収されたと言うよりは東亜同文会によ

非常に強いものがあった。地元の公立学校よりも

る教育が模範学校のさらにモデル校のような役割

先を争ってそこに願書を出すという状況でしたの

を果たしたということになろうかと思います。そ

で、比較的田舎のせいで却って日本人への反発と

れからもう一つ付け加えると、たとえば城津学

いうのは強くなかったのかも知れません。ただ反

堂の卒業生は城津学堂の先生にもなっておりま

発が全く無かったわけではなくて、統監府ができ

すし、城津学堂の卒業生がその後統監府によって

て日本の教育方式が韓国中に広げられていくと、

次々に作られる学校の教師・通訳その他にたくさ

教育だけじゃなくて全てに対する抗日運動が非常

ん就職しているということで、城津学堂が師範学

に強くなりますけれども、その中で日語学校に対

校の役割を果たした。これは決して小さくないと

する反対運動も起きたようです。ただし私はそこ

考えています。

のところまではまだよく調べたことがないので、

大急ぎで雑駁な話になってしまいました。ご清

ちょっとお答えし難いです。

聴ありがとうございました。
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【渡辺】 近代科学というものに対して閉鎖的と言

あったかも知れません。ただ田舎のほうに行きま

いますか、全く経験がなかった朝鮮半島に教育を

すとそれこそ風呂にも入ったことがないという場

持っていくにしても、糸口が非常に困難であった

所で、そのレベルまではたぶん考えたことのある

と思われます。それに対して指導者達はどういう

人もいなかったのではないかと思います。トラ狩

ようなことをしたんでしょうか。

りもしなくてはならないというぐらい、本当の田
舎でしたので。適切なお答えになっていないよう

【松田】 ちょっと触れましたけれども、最初に

で申し訳ないんですが、そんなところです。

東亜同文会が学校を置こうとした北青を笹森が不
適地と判断した理由の一つは、日本人に対する感

【座長】 どうもありがとうございました。２時間

情があまり良くないと。北青は咸鏡道の中では大

続けましたのでここで少し休憩を５分ほどとらせ

きい町でしたので、大きい町ではそういうことが

ていただきます。よろしくお願いいたします。
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笹森儀助略年表（青森県立郷土館『辺境からのまなざし
元
弘化
安政
文久
慶応

号

暦

内

笹森儀助展』図録より）

容

弘前藩御目付役笹森重吉の子として弘前在府町に生まれる。
父重吉死去。儀助、父の家禄（150 石）を継ぎ、小姓組となる。
母ひさ死去。
師山田登の国政改革意見を弘前藩主に具申して蟄居を命ぜられ、家禄 100 石を
削減される。後、明治維新の大赦により許される。
明治 3. 9
1870. 9
弘前藩庁において権少属租税係に任命される。
明治 4. 7.14 1871. 8.29 廃藩置県の詔書でる。弘前藩は弘前県となる。儀助、弘前県の役人となる。
〃
4.12. 1 1872. 1.10 青森県庁の移転完了。開庁式挙行、以後、儀助は大区副区長、学田係、地租改
正掛等を歴任。
〃
7. 3.20 1874
儀助、県庁を辞し、西浜（鰺ヶ沢）において隠遁する。
〃
〃
〃
〃

2. 1.25
4. 6. 4
3
3.11

西

11.10.30
13. 1
13. 6
13. 7

1845. 3. 3
1857. 7.24
1863
1867.12

1878
〃
〃
〃

〃 14. 6.17 1881
〃 14.11.25 〃
〃
〃
〃
〃
〃

15.
15.
15.
17.
19.

2.18
3. 1
5.24
8
1

〃 19. 4
〃 19.12

1882
〃
〃
1884
1886
〃
〃

〃 23.11.29 1890
〃 24. 4. 5 1891
〃 24. 8
〃

〃 25. 6. 5 1892
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.

6.22
6.24
7. 5
8. 1
8. 6
8.18
8.28
8.31

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃 25. 9. 1 〃
〃 25. 9. 3 〃
〃 26. 2.10 1893
〃 26. 5.10 〃
〃 26. 5.11 〃
〃 26. 5.11 〃
〃 26. 6
〃
〃 26. 6.17 〃
〃 26. 6.26 〃
〃 26. 7. 5 〃
〃 26. 7. 8 〃
〃 26. 7.15 〃

日本・世界の動向
幕府、オランダに開国拒絶
米総領事ハリス、将軍に謁見
長州藩、下関海峡の外国船攻撃
朝廷、王政復古を宣言
パリで革命。共和制宣言
日清修好条規を調印
華士族・平民の職業選択自由
佐賀の乱・台湾出兵
参議大久保利通暗殺される
いわゆる 3 新法制定
金禄公債証書発行開始

中津軽郡長に任命される。
農事研究のため、函館七重の農場に研究生を入場させる。
青森県勧業課長長尾介一郎を伴って常盤野に至り、地勢を調査。
北海道開拓使払い下げ問題おこる
大道寺繁禎・芹川高正・菊池九郎らと連署の上、常盤野の土地拝借願いを青森 板垣退助、自由党を結党
県に提出する。
儀助、明治天皇の東北・北海道の御巡幸に際し、弘前方面への御巡幸を山県参議、
佐々木高行枢密院副議長らに請願。
弘前事件により中津軽郡長を辞任。
開拓使廃止。函館・札幌・根室三県を置
く
政府より農牧社起業拝借金 18,000 円貸与の指令出る。
伊藤博文、立憲帝政党結成
農牧社の仮事務所を弘前本町 2 丁目 34 番地の第五十九銀行内に開設する。
朝鮮京城で反日暴動（壬午事変）
農牧社開業。社長大道寺繁禎、副社長笹森儀助。
群馬事件・加波山事件・秩父事件等続発
家族 6 人を弘前より常盤野に移転させる。
農牧社の総会開催。役員改選の結果、社長大道寺繁禎、副社長兼場長笹森儀助 北海道庁設置。函館・札幌・根室三県廃
再任となる。
止
東京牛乳売捌出張店開設の件可決。
儀助、上京。東京芝の西応寺町 60 番地に農牧社東京牛乳売捌出張店開設。
英国汽船ノルマントン号事件起きる
儀助、農牧社の総会において、本社の事業を中畑清八郎に託し、自ら 3 年間東
京牛乳売捌出張店勤務を申し出て可決される。
第 1 回帝国議会を傍聴。のち、傍聴を断つ。
アフリカ分割に関する英米協議なる
「貧旅行」
実施。4 月 5 日東京出発。横浜より駿河丸に乗船し、伊勢に参詣。のち、保安条例により壮士 54 人東京退去処分
伊賀・大和・摂津・備前。芸州・福岡・熊本・鹿児島に至り、大隅の国に出て、
日向の細島港より汽船で神戸に渡り、それより大阪・京都・名古屋を経て 6 月
13 日、東京帰着。この年、
『貧旅行之記』を書く。
儀助、再度、農牧社あてに社長辞任の願い提出。中畑清八郎が社長となる。
ロシア皇太子、大津で襲撃される
（大津事件）
千島探検の件につき、政府の許可を得る。
第二回総選挙に際して選挙大干渉起きる
弘前を出発し、同日軍艦磐城に乗艦、千島探検に向かう。
軍艦磐城、函館に入港。同地にて千島諸島の資料調査を行う。
「万朝報」刊
儀助、磐城に乗船。厚岸〜根室において調査を行う。
磐城、択捉島紗那郡の留別港に入港。儀助、同地の調査を行う。
磐城、ホロモシリ島乙女港に入港。儀助、同地の調査を行う。
儀助、占守島に露宿。
磐城の石炭や食料が欠乏。特に食糧は 9 月 6 日分までという状態になり帰航の
途につく。
磐城、択捉島のスベトロ港に入港。儀助、同地の調査を行う。
磐城、紗那に入港。儀助、同地の調査を行う。
磐城、根室に入港。儀助、艦と別れる。（後、儀助はその時北海道を巡視中で
あった土方宮内大臣に同行するために釧路に赴き、上川・札幌を巡視して大臣
と別れ、室蘭に出、ここから郷里弘前に向かう。弘前着は 10 月 15 日）
儀助、
東京京橋区の恵愛堂より『千嶋探験』一巻を発行し、明治天皇に奏上する。郡司成忠大尉、千島探検に出る
また千島探検の結果を内務大臣井上馨に報告。
儀助、琉球諸島探検のため、弘前出発。
文部省、「君が代」を制定
儀助、青森より乗車。12 日、東京着。探検に必要な調査や準備に追われる。汽
船陸奥丸に乗船して神戸・鹿児島・大島の名瀬の各港を経て、6 月 1 日、那覇
に入港。
同地に 2 週間滞在し、那覇を中心に、首里及びその付近を調査する。
儀助、名護番所を出発し、名護・羽地・大宜味。国頭・久志の五間切、その村々
30 余を調査し、24 日、名護番所に帰着。25 日、那覇に戻る。
儀助、7 月 4 日まで那覇に滞在。無人島・琉球の歴史を調査。国道新設の必要
性を説く。
儀助、汽船大有丸に乗船し、6 日、宮古島の漲水港に入港。同地を調査。
儀助、漲水港出港。八重山石垣島の石垣港に入港。14 日まで、甘蔗、唐芋、製
糖など、産物の調査をする。
儀助、伝馬船に乗り、西表島の租納村西表番所に投宿。28 日まで同地に滞在し、
租納村・千立村・浦内村・上原村・高那村・古見村・仲間村、その他、本村・
枝村合計 15 ヶ村、外に鳩間島を加えて西表島全島を調査。
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元

号

西

〃 26. 8. 1 1893
〃 26. 8. 3 〃

明治 26.
〃 26.
〃 26.
〃 26.

8. 24
8. 27
9. 12
9. 28

〃
〃
〃
〃

〃 26. 10. 17
〃 26. 10. 24

〃
〃

〃 26. 11. 5
5. 31
5
6. 2
8. 23

〃
1894
〃
〃
〃

〃 28. 4. 27

1895

〃 28. 5. 3

〃

〃 28. 5. 11

〃

〃 28. 5. 28

〃

〃 28. 6. 4

〃

〃 28
〃 29. 3. 25

〃
1896

〃 29. 4. 7

〃

〃 29. 4. 26

〃

〃 29. 5
〃 29. 8

〃

〃 29. 9. 30
〃 29

〃
〃

〃 31. 8. 29
〃 32. 5

1898
1899

〃 32. 8. 7
〃 32. 9

〃
〃

〃 32. 10. 9
〃 32
〃 33. 5

〃
〃
1900

〃 33. 8. 15

〃

〃 33. 9
〃 33. 10. 15
〃 34. 4. 22

〃
〃
1901

〃 35. 5. 6
〃 35. 7. 23

1902
〃

〃 35. 10. 1

〃

〃 36. 3
〃 36. 12. 13
〃 36. 7. 23
〃 41
〃 41. 10. 2
大正 4. 9. 29

1903
〃
〃
1908
〃
1915

〃
〃
〃
〃

27.
27.
27.
27.

暦

内

容

日本・世界の動向

儀助、舟浮港出港。与那国湾に入港。同地に 2 日間滞在し、調査。
儀助、与那国出港。4 日、石垣港に入港。このころ、毒虫に刺された足脛の激
痛と感冒に悩まされる。24 日まで同島に滞在し、12 日より馬にて全島調査。
さらに、機那珈琲・甘蔗・糖業等の状況、吏員・出張医の状況、土人の風土病
予防並びに治療法、水田反別耕作状況、牧場の必要性、八重山群島新拓殖見込
地、言語等の調査をする。
儀助、石垣島を出港。25 日、宮古島漲水港に入港。
儀助、宮古島出港。28 日、那覇港に入港。
儀助、国頭北部を調査し、20 日、那覇に帰着。
儀助、朝日丸に乗船し、大島群島中の与論島・沖永良部島を経て 30 日、名瀬
港に入港。10 月 16 日まで同地に滞在し、産業・経済・政治・教育等を調査する。
儀助、汽船尾張丸に乗船し、名瀬港出港。鹿児島を経て、20 日、神戸港に入港。
儀助、神戸を出港し、横浜入港。直ちに上京し、陸 南、桜田大我らの知己と
久しぶりに歓談。
儀助、東京を出発し、6 日、青森到着。青森県庁や山林局に帰県の報告をし、8
日弘前帰着。
儀助、
『南島探験』発刊。
朝鮮で東学党の乱起きる
儀助、政府に「沖縄県下八重山島風土病ノ状況並駆除方法意見」を提出。
日本・中国ともに出兵。日清戦争となる
儀助、羯南の計らいで中村十作と初めて会い、『南島探験』2 冊を贈呈する。
北里柴三郎、ペスト血清発見
儀助、
『南島探験』の発刊が機縁となり、奄美大島々司に任命される（高等官
七等）
。次女つるを伴って赴任。
儀助、大島を出港して鹿児島に出、5 月 2 日まで同地に滞在し、川辺十島巡回 下関で講和会議
調査の準備をする。
儀助、鹿児島を出港して、4 日、川辺郡東南方村に至り、10 日まで同地に滞在 独・露・仏、日本に対し三国干渉
し調査。
儀助、枕崎を出港して竹島に渡り、13 日まで同地に滞在し調査。以後硫黄島（5 日本陸軍ら朝鮮でクーデター。
月 14 日〜 19 日）
、黒島（5 月 20 日〜 27 日）を調査。
閔妃を殺害
儀助、黒島を出港して、29 日 , 口之永良部島に渡る。31 日、口之島到着。6 月 日本、台湾に軍政を敷く。台湾人民これ
3 日まで同地に滞在し調査。
に蜂起
儀助、口之島を出港して中之島に渡り、17 日まで同地に滞在し調査。以後、臥
蛇島・平島・諏訪瀬島・悪石島・宝島に滞在、それぞれの島を調査。
この年、儀助の『拾島状況録』成る。
儀助、台湾調査のため大島の名瀬港出港。鹿児島・米之津川・松橋・博多・門司・ 混成第 7 旅団、台湾征伐に出発
下関を経て、4 月 3 日、五島沖を通過し、5 日、基隆に到着。同地に滞在し、調査。
儀助、台北到着。同地に滞在し、調査。更に進んで桃仔園・新竹・中港・大甲・ 韓国で親日派政権打倒される
苑里街等を経て 19 日台中到着。
三陸地方に大津波
儀助、土城仔を出発して彰化県庁に到着。以後台南を調査し、基隆を経て台北
に到着。儀助、大島に帰る。
（5 月 15 日）
儀助、
『台湾視察論』稿本を拓殖務省大臣子爵高島靹之助あて提出。
儀助、昨 28 年に川辺十島を巡回調査した際に、諏訪瀬島において談合した同
島開拓の恩人藤井冨伝の略伝を書き、鹿児島県知事子爵加納久宜の序文を附し
て刊行する。
儀助、大島で蒐集した資料 72 点を帝国博物館に寄贈。
この年、儀助、正七位高等官六等に除せられ、西郷隆盛遺跡記念碑建設運動を
起こす。
儀助、大島々司辞任。
清の戊戌変法
儀助、陸 南の推挙によって東亜同文会の嘱託となり、学堂（日本語学校）開 清、ロシアに遼東半島を租借
設のため韓国北部の威鏡道に渡る。
儀助、軍艦摩耶に乗船し、10 日間、威鏡道北関地方を巡回視察。
清で義和団事変勃発
約 20 日間、シベリア旅行。ハバロフスクに至るまでの沿岸を調査し、『西伯利 フランスが広州湾を租借
亜旅行記』を書く。
儀助、11 月 12 日まで、威鏡道北関地方及び露清韓 3 国境界線の状況を巡回視察。
この年の暮れ、城津に東亜同文会の学堂開設。儀助、堂長となる。
東亜同文会は学堂を威鏡道の首府鏡城に移転することに内定。5 月下旬、儀助、 清の義和団、華北一帯に拡大
実地調査のため鏡城に赴く。
吉州党と城津人民との間に紛争起こる。翌 16 日、儀助、学僕をつれて鏡城に 清、日本を含む列強に宣戦布告
向かう。
下旬、学堂を鏡城に移転。城津には学堂分校を設置する。
日本、軍隊 2 万 2000 を派遣
儀助、北韓各地からポシェット・琿春を巡回し、暴徒の状況を視察。
東亜同文会幹事会にて、城津の学堂を継続し、鏡城の学堂を廃止することに決 北清事変の講和なる
定。これにより儀助帰国する。
（6 月）
儀助、青森市の第 2 代市長となる（初代市長工藤卓爾の推挙による）
弘前の歩兵第五連隊、八甲田で遭難
儀助が主催者となって、八甲田山麓田茂木野において歩兵第五連隊第二大隊遭 シベリア鉄道完成
難者の慰霊祭を執行する。
儀助の提唱した青森商業補習学校（夜学校）開校式挙行。生徒数約 70 名。儀助、小学校令改正。国定教科書制となる
初代校長兼務。
儀助、内務大臣あてに青森市の水道敷設許可方を出願する。
「万朝報」変節し対露主戦論
儀助、青森市長辞任の願書提出。16 日、辞任。
幸徳秋水ら辞職
儀助、弘前第五十九銀行監査役に就任。
春、儀助、四女はまが奉職中の大阪の池田病院の会計監督係となる。
西園寺公望内閣総辞職
はま病死。11 月 11 日、儀助、はまの遺骨を抱いて弘前に帰る。
ロンドン海軍軍縮会議
儀助、脳溢血により死去。
日本、対華 21 ヶ条要求
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３．「東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役割」
水

谷

尚

子 ( 中央大学非常勤講師 )

【座長】 後半を進めさせていただきます。次のご
発表は水谷尚子先生です。水谷先生は日本女子大
の大学院博士課程を終えられ、上海の復旦大学、
それから北京の中国人民大学に留学経験があり、
近現代日中関係史と現代中国事情がご専門です。
東亜同文書院に関しましては、今日お話しいただ
きます中華学生部に関するご研究で、1998 年に
東亜同文書院記念基金会の研究奨励賞を受賞され
ています。また、先ほど（控え室で）伺ったお話
ですと、最近のお仕事では中国から亡命したウイ
グル人たちの口述をまとめた『中国を追われたウ
イグル人−亡命者が語る政治弾圧』があり、毎日
新聞社主催の「アジア・太平洋賞」の特別賞を今
月に受賞されたそうです。おめでとうございます。
図①

それではお願いします。

史惠康さん

きっかけとなったのがこのカッコイイ史惠康さん
【水谷】 ご紹介にあずかりました水谷と申しま
す。同文書院のことを研究しておりましたのは相

です。
私は上海の復旦大学歴史学科に留学した当時、

当前でして、シンポのお話を頂いてから昔読んだ

同文書院中華学生部に興味を持っていて、その卒

資料を引っぱり出して慌てて読むという状況で、

業生に会いたいと思っていたのですが、全く糸口

しばらくは「リハビリ」が必要でした。資料を見

がなかったんです。この「悩み」を私の指導教官

返して、もっと活字にしておかなければいけない

だった呉傑先生に打ち明けたところ、
「東亜同文

事象がたくさんあったのにと反省しました。これ

書院に学んだ中国人は、まだ何人か上海に生きて

を機会に今後、同文書院についても以前のように

いますよ」と紹介して下さって、その１人が上海

執筆したいと思っております。

社会科学院の経済学研究所教授、史惠康さんだっ

先ほどの阿部先生のご発表では、東亜同文会に

たわけです。この人をきっかけに、私はさまざま

よる中国人の教育事業について大学史、制度史、

な中華学生部の卒業生にめぐりあうことができま

それから経営史の立場からお話しいただいたの

した。キムタクに似た写真は、史さんが同文書院

で、私は人的な側面から東亜同文書院中華学生部

に学んだ頃に撮影したとのことです。残念ながら

を捉えて、その歴史を追っていきたいと思います。

私が出会った時の史さんはこんな感じ（図②）で

私の背景のスクリーンに「イケメンのお兄さん」

して、
「60 年前にお会いしたかった」と申したと

の写真がございます（図①）
。私は修士論文を「東

ころ、苦笑なさってました。余談ですが論文指導

亜同文書院に学んだ中国人−中華学生部の左翼

をして頂いた呉傑先生は、戦時中に京大を卒業し

学生」という題で書きました。この修論を書く

て日本語が流暢で、学内ではずば抜けて優秀な教
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本格的な聞き取りをしたのはこの史先生だったの
です。初めて会いにいく時に一生懸命中国語で質
問事項を作って、発音練習をしてから鼻息あらく
会いにいったんですけれども、開口一番同文書院
で学んだ流暢な日本語で、
「おそらくあなたの中
国語よりも私の日本語のほうが少し上手かも知れ
ませんので、日本語でお話ししましょうか」と言
われて半分がっかり、半分胸をなで下ろしました。
史先生は美しい日本語で、
「私の言葉は上海訛り
なのであなたは聞き取れないよ。それに普通話（中
国語共通語）は上手くなくてね。だから日本語で
話そうね」と仰いました。そういうわけで私にとっ
て大変思い出深い方なので、今でも机の上に、も
うお亡くなりになった史先生の写真をずっと飾り
図②

史惠康さん

続けております。

授だったのに、戦時期に周仏海の秘書を務めたこ
とが原因で、ずっと地位は副教授のままで、退職

前置きが長くなりました。まず中華学生部と

間際にやっと教授の地位を得られたという方でし

は何なのかという話をしておきましょう。ご周知

た。上海には呉先生や史さんら、日本留学組の知

の通り東亜同文書院は 1901 年上海に建設されて、

日派中国人ネットワークがあったんですね。

1945 年の日本の敗戦と同時に廃校になっていま

私が修論を書いていたのは 1993 年頃です。今

す。
「中外の実学を講じて中日の英才を教える」

からもう 15 年ぐらい前で、中華学生部で学んだ

という東亜同文書院の建学方針を文字通り実現す

中国人への聞き取りは、あまり年齢を知られたく

るため、日本人のみならず中国人学生を受入れる

ないのですが 20 歳代にしていた作業です。今か

ために、1920 年 9 月に中華学生部が設立された

ら思えば、あれが時代的に限界だったなと。私が

のですが、わずか 14 年後の 1934 年 3 月廃止とな

お会いした中華学生部関係者はあの当時で皆さん

ります。この間に入学した中国人学生数は約 400

80 歳を越えてらっしゃったので、現在はもう全

人で、卒業生は 48 人。日本人学生の場合、約 4

員お亡くなりになってしまいました。留学してい

千数百人が卒業したと言われますから、それと比

た 1990 年代初めは日中関係もまだ良好で、改革

較すれば少ない数だと言えます。

開放期の中国では文書公開が進んできていて、史

ちょっと年表を見てみてください。まず一番右

料収集にとって良き時代に上海で学べて、私は幸

の「世の中の動き」というところ。ちょうど中華

運でした。

学生部が増設される 1920 年頃というのは、日本

私は今までずっと中国人への聞き取り〜口述史

はまだ大正デモクラシーの時期で、多少なりとも

の収集〜をライフワークとしてやっていて、同文

自由な空気が残っていた時代です。しかし 20 年

書院の卒業生への聞き取り以外に、戦中戦後対日

３月には株式相場の暴落が起こり、このまま経済

工作に携わった中国人、戦争中に日本人捕虜の面

が傾いて 27 年には金融恐慌、そして 29 年には世

倒を見た中国人、最近ではウイグル人亡命者の聞

界恐慌が始まります。不況を乗り切る手段の１つ

き取りなどやっていますが、一番初めに中国人の

として日本は中国への侵略姿勢を強めていくわけ
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です。27 年に第１次山東出兵。31 年には南満洲

さて、再度、年表をご覧ください。真中の列で

鉄道で地元大物軍閥・張作霖を爆殺。32 年に満

す。線を縦に引いてあって、その横に中国人の名

洲国建国。そして中華学生部が廃止が決定される

前が書いてあります。中華学生部に在籍していた

のは 34 年です。つまり中華学生部というのは対

学生の内、経歴がはっきりと分かって、しかも特

華 21 ヶ条の要求の後、日中関係が本格的に悪化

徴的な生涯を送った人物をここに書き連ねてみま

する 30 年代までの、ちょうど隙間に設置されて

した。上から順番に紹介していきます。

いることになります。通しでわずか 15 年間です

梅電龍（図③）
・馮攸・ 雲衛の３人は、22 年

が、戦争前の何とか自由な雰囲気が保たれた時代

から 26 年まで中華学生部で真面目に学んで卒業

に存在していたということが、世界の動きから見

していった学生で、いずれも日本語の語学力を活

てとれるわけです。この間は日中両国の学生が、

かした職に就いています。馮攸は中国領事館の

語学などの授業以外では席を並べて、書院の学舎

横浜領事になり、日中戦争が終わってから、国民

で共に経済や貿易、商学を学んでいたのです。

党と共に台湾に渡りました。 雲衛も中国領事館

同文書院の日本人卒業生は、皆様ご存じのよう

の神戸領事でしたが、日中戦争後は結核で早世し

に実業界、貿易、外交、教育界、ジャーナリズム

ております。 雲衛の弟さんが当時上海にご存命

等々、様々な分野で活躍しました。そして優秀多

で、弟さんは同文書院卒業ではないんですが、お

彩な人材を輩出したことで、同校は名を知られ、

会いしてお兄さんの思い出などを聞き取ることが

歴史を語り継がれているのです。私はそんな日本

できました。弟さんは国民党の CC と呼ばれる特

人卒業生群像に対して中国人卒業生像が全く見え

務機関に勤めていたがために、中華人民共和国に

てこないことを、いぶかしく思っておりました。

なってからドイツ人の妻と強制的に離婚させられ

同文書院の日本人関係者は、個人史の類を随分

たり、十年以上に及ぶ労働改造所経験をするなど

たくさん出版しております。卒業生の同窓会であ

ずいぶん苦労をなさったようです。梅電龍は中華

る滬友会が出版した『東亜同文書院大学史』や、

学生部の歴史を語るのに重要なキーパーソンなの

卒業年度別に編纂された多くの回想録にも、日本

で、あとでゆっくりお話しいたします。

人については詳細な記述がございますが、中国人
学生に関する記述はさして多くありません。それ
から大学の学籍簿なんですけれども、私は論文執
筆時に愛知大学に探しにきたんですが、中華学生
部の学籍名簿は残されておりませんでした。日本
人学生のみならず台湾籍、朝鮮籍のような元日本
の植民地だった学生の名簿は残っておりますが、
中国籍学生の個人データというのが全然残ってい
ない。どうやら書院の校舎を国民政府が接収した
とき、中国人学生名簿も教育部が持っていったよ
うです。「手がかりは日本にはない。これは中国
で生きていらっしゃる卒業生に名前を聞いて、彼
らがどういう人生を送ったのか、一人一人しらみ
つぶしにあたっていくしかない」と腹を決め、作
図③

業を始めたわけです。
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彭盛木は 23 年から 27 年まで在籍し、卒業後は

胡宣同は、同文書院を卒業しないで中途退学の

同文書院の中国語教員となって日本人学生に中国

形で日本の慶応に留学し、帰国後は銀行員になっ

語を教えております。日中戦争期、彼は日本語の

た人です。

高い能力をかわれて日本軍と汪精衛との間の通訳

沙文漢（図④）
。この人は中華学生部に入る前

をするようになりますが、重慶の国民党に通じて

に散々左翼運動をやって、国民政府に目を付けら

いることが日本軍にばれて、青酸カリで殺害され

れていたお尋ね者で、蒋介石が共産党員を大粛清

ました。

した上海クーデターの後、身の安全を確保するた

周憲文は卒業後、京都帝大に留学し、その後は

めに一種の隠れ蓑として同文書院に入学してきた

中国人留学生を監督する国民政府の官僚となって

ので、学業にはあまり熱心ではなかったようです。

日本に残り、終戦後は浙江省出身ながら大陸には

１年半ぐらい在籍した後に除籍となり、ソ連のモ

帰らないで台湾に渡り、台湾大学で経済学教授と

スクワ中山大学に留学しております。彼はコミュ

なって一生を終えております。

ニストとして名を成した人で、中華学生部の学生

周伯棣も上海の復旦大学で経済学教授となり、
学者として名をなした人物です。周は入学時、他

のうち、中国共産党員としては一番出世しました。
最後は浙江省の省長まで上りつめております。

の学生より若干歳をとってまして、中華書局とい
う左翼系出版社に編集者として勤務しながら書院
で学んだ苦学生だったようです。
この周伯棣と史惠康さん、それに孫宜生の三人
が共著で、「関于東亜同文書院（東亜同文書院に
ついて）」という文章を発表しています。文革が
始まる 2 年前の 1964 年 5 月に政治協商会議上海
市委員会が発行した『上海文史』の中で、吉宜康
の筆名で、詳細な東亜同文書院の説明と中華学生
部の思い出を記しているのです。
「康」は史惠康、
「宜」は孫宜生、
「吉」は周伯棣のことです。ちな
みに孫宜生は中華学生部閉鎖時に在学していて、
早稲田大学に留学し、上海科技大学の日本語教授
となった方ですが、文革中に日本のスパイだ漢奸
図④

だと紅衛兵にインネンをつけられて、自殺してお

沙文漢

ります。この文章には、同文書院史、中華学生部

呉渤は版画を彫る芸術家として名を知られ、作

の教育や授業内容、日常生活と同窓生についてな

家や翻訳者としても活躍した芸術家肌の人でし

どが、いかにも学者 3 人の筆らしく淡々と綴られ

た。曹芸は人民解放軍の軍人です。呉渤も曹芸も

ていました。

書院にあまり長く在籍しておらず、満洲事変が始
まると同時に日本への抗議の退学をしております。

葉作舟も経済学者です。浙江省の生まれで、杭
州大学の経済学教授でした。この方も周伯棣と同

以上のように、史先生をきっかけとする追跡実

じように、入学時に雑誌『東方雑志』の編集者を

地調査で判明したのは、日本の学生に勝るとも劣

しながら、大学で学んだ苦学生でした。

らないほどの人材が、中華学生部の中国人学生か
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ら巣立っていたという事実でした。ただ、いまご

議のため、中国人学生が次々に書院を退学してい

紹介した中国人学生の経歴でお気づきだと思いま

きました。経営母体側も中華学生部を存続させる

すが、東亜同文書院という日本の高等教育機関に

のは不可能だと判断し、1934 年に最後の卒業生

学んだが故に、戦時中に日本軍に殺害された者、

を送り出して、中華学生部は 15 年の歴史の幕を

文化大革命の時代に「漢奸だ、日本のスパイだ」

下ろします。中華学生部は、このような時代の流

とそしられ自殺した者が少なからずいたのです。

れに大きく翻弄され、消滅したのです。

中国における知日派の苦難の歴史に想いをはせ
それでは、さらに中華学生部と中国共産党との

て、心が痛みました。

関係を追っていきましょう。
次に中華学生部の歴史を、図表左の上から順番

1921 年中国人学生募集に尽力したのは、書院
中華学生部所属の清水董三教授でした。清水董三

に見ていきましょう。
先ほど阿部先生がおっしゃった通り、時代的、

は思想的にはマルキストではありませんが、ずい

社会的背景から、中華学生部は波乱続きでした。

ぶん中華学生部の左翼学生のために頭を痛め、彼

1918 年に中華学生部の併設が決定。1920 年に開

らを庇い続けた教員です。たとえば書院の卒業生

学しますと、その翌年に中国共産党が上海で結党

で中国共産党員の梅電龍が日本国内に偽名で渡航

され、少なからぬ書院の中国人学生が、中国共産

して特高に捕まった時、身元引受人になったのは

党と深く関わっていくようになります。

清水でした。中国人左翼学生が租界警察に捕まっ

1924 年には列強の中国侵略に国を挙げて抵抗
するため、国民党と中国共産党が「第一次国共合
作」関係を結びます。この頃、中華学生部の中国

たり、日本の警察に捕まったりした時、何度も身
元引受人になった書院教授の１人です。
1922 年国共両党が共同で、革命幹部の養成を

人には、国民党と共産党の両方の党籍を取得して、

目的に上海大学という学校を作ったのですが、こ

書院に学びながら社会運動に従事していた者が沢

こに書院の少なからぬ中国人学生が聴講に訪れて

山いました。ところが 1927 年、蒋介石が上海クー

います。上海大学はいわゆる左翼学生の牙城だっ

デターを起こして共産党員を殺害し、翌 28 年蒋

たところで、学内には中国共産党支部が建設され

介石は中華民国の実権を握って国民政府主席に就

ていました。校長は于右任と 中夏、社会科学系

任。国共合作は崩壊します。この時、中華学生部

主任が瞿秋白という著名な共産党員です。上海大

の学生寮は、若い中国人左翼活動家たちのアジト

学は 1927 年に廃校となっていますので存在期間

と化していたようです。史さんは「同文書院の宿

は短かったのですが、中国においてマルクス・レー

舎の管理は緩やかで、外部から友人や家族が来て

ニン主義の伝播と宣伝に果した役割は大きく、中

も時間を気にせずに話ができた。彼らが泊まって

国共産党史に名を残しています。この学校に聴講

いっても大学から何のお咎めもなかった。欧米系

に通っていた書院中華学生部の学生には、梅電龍、

の大学にも見られない、他に類を見ない自由さが

高爾松、呉開先、袁文彰らがいます。書院で寝起

あった」と証言していました。国民政府の公安か

きをして日本語はちゃんと学ぶのだけれど、商学

らも租界警察の手からも逃れられる避難場所とし

など他の教科に関しては不真面目で、上海大学に

て、寮が機能していたようですね。そして先ほど

通い詰める学生がけっこういたと、上海大学史の

紹介した沙文漢のような学生も、書院に入学して

回想録に彼らについて述べた記録が見られます。

くるのです。

中には書院を中退して上海大学に転学する者もい

1931 年に満洲事変が勃発すると、日本への抗

ました。
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雑誌『上海学生』
（発行時期は 1923 年〜 25 年）

年に同文書院中華学生部の中に自治組織「中華学

や新聞『民国日報』副刊行物「覚悟」
（発行時期

生会」が結成されます。同じ時期にやはり中華学

は 1919 年〜 29 年）など、当時、中国共産党の息

生部の中には、中国共産党の関連組織である「中

のかかった左翼系出版物にも、書院の中国人学生

国社会主義青年団・上海第 11 支部」ができてま

の投稿が多く見られます。

して、設立時の参加者は全て書院の中国人学生

なぜこんなことになったかについて、私は先に

だったことから、
「徐家匯支部」とも「同文書院

述べた吉宜康の回想録から回答を見出しておりま

支部」とも呼ばれていたそうです。実際のとこ

す。「冬には暖をとるための火鉢や木炭が供与さ

ろ「中華学生会」と「中国社会主義青年団・上海

れ、自炊設備もあり、入浴は毎日できた。このよ

第 11 支部」はほぼ同じ組織であり、両方の会長・

うな生活の快適さに、われわれの豊かな学生生活

支部長は梅電龍でした。梅電龍は授業はちゃんと

というのは同胞から搾り取られた義和団事件など

出る、日本語も勉強する、しかし共産党の地下活

の賠償金から成り立っているのだと、若者らしい

動も盛んにするという優秀で「多芸な」学生だっ

懐疑心と贖罪意識を持った」と。実際、同文書院

たようです。この時期の書院の中国人学生運動の

の学費は非常に安くて、私が当時の出版物『教育

リーダーが梅電龍であったことは、ほぼ間違いな

雑誌』から調べたところによると、アメリカ系の

いでしょう。ちなみに当時上海にあった中国社会

滬江大学、ドイツ系の同済大学などは、学費・年

主義青年団の支部は、全部合わせても僅か 11 個

間納付金がだいたい 200 円を超えていたのに対し

なんです。その中の最後の支部が同文書院という

て、中華学生部の学費は年間わずか 50 円。４分

のは、つまり共産党にとって中華学生部は、若い

の１の金額で大学教育を受けられたわけです。宿

青年をオルグするための相当重要な拠点だったと

舎費とか諸経費を全部合わせても 140 円かからな

いうことではないでしょうか。

かった。国民党の国立大学・中央大学医学院が

翌 1925 年、
「中国社会主義青年団」は「共青団（中

260 円です。それから考えても中華学生部の値段

国共産主義青年団）
」と名前を改称します。そし

の安さが窺えると思います。吉宜康によれば「中

て、それと同時に第 11 支部に所属していた者は、

華学生部の学生の大部分は貧しかった。日本語を

全員中国共産党の党籍を得て、ここで中華学生部

学びたいと望んで入学してきたのではなく、費用

に中国共産党の正式な細胞が誕生しました。党支

があまりかからなくて生活条件が良いことに惹か

部と団支部長は梅電龍が兼任しました。

れて入学してきた学生が多かった」
。こういう学

梅電龍は同郷の著名な初期共産党員である 代

生が中国共産党や左翼思想に接近するには、あま

英の影響を強く受けており、 が 29 年国民党に

り時間がかからなかったようです。また、当時の

よって逮捕、31 年に殺害されるまでずっと行動

中国の対日感情の悪さ、排日気運の高まりが、よ

を共にしてきました。1924 年に 代英が欧米の中

けいに書院の中国人学生を「革命的行動」に向か

国侵略を糾弾する「反キリスト教運動」と「教育

わせた面もありましょう。吉宜康は次のようにも

権回収運動」を始めると、梅も同文書院の中で『非

述べています。
「学生がいくら左翼運動にうつつ

基督教』という小冊子を作成し配布します。冊子

をぬかしても、大学運営そのものを糾弾するので

の原本を私は上海市档案館で見つけました。これ

はなく、いわゆる中国の社会改革運動の限りであ

は同文書院の中華学生部寮が「反キリスト教運動」

れば、書院の先生方は鷹揚に我慢をしていた」。

の地下基地になっていた証拠となりえます。教育
権の回収運動については阿部先生もお話しになっ

ではまた、時代を追っていきましょう。1924

ていましたが、この時代、欧米のキリスト教諸
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国がキリスト教教育を行なうことによって、中国

区委員会の書記という地位にあったのが沙文漢で

人の意識を変革しようとしていたわけで、それへ

す。1930 年には書院の日本人卒業生である西里

の反対運動は欧米人の多い上海の租界地域ではな

や安斉庫治たちが、
「日支闘争同盟」の名で、日

かなかできないわけです。国民党側に知れても捕

本海軍陸戦隊の兵士に反戦ビラを配布する「事件」

まってしまう。一番安全なのは、なんと日本の教

が発生し、逮捕者を出しまして、その背景は王学

育機関ということで、東亜同文書院の中に「反・

文たちだろうと言われています。王学文の地下活

欧米帝国主義」運動の拠点の一つが築かれていた

動・・つまり東亜同文書院の両国学生に、反戦活

ことになります。1925 年の暮れ、中華学生部の

動に従事するよう働きかける工作・・は、中華学

学生部長にクリスチャンである坂本義孝が就任

生部の廃止まで続きます。日中戦争が始まると、

します。梅電龍らは坂本先生がキリスト教徒だと

王学文は中国共産党の革命聖地・陝西省の延安に

知っていても、それでも中華学生部宿舎を連絡所

赴き、日本人捕虜の思想教育を担当する役職など

として冊子を発行しました。

に就きました。

社会運動については行動的な梅電龍ですが、書
院の学舎では沙文漢と違って「よい学生」だった

1930 年書院の学校当局は、日本人学生の間に

ようです。ちゃんと卒業してますし、穏やかで物

共産主義思想が拡大することを恐れ、共青団リー

静かで、革命家と言うより読書を好む学者肌の人

ダーだった二人の中国人学生を退学処分にしま

物だったと言われております。彼は後に地下党員

す。このニュースは当時の上海の新聞に大きく報

として、国民党革命委員会の中に入り、中国共産

道されました。特に中国共産党の機関紙である『紅

党にシンパシーを持つ人を引っぱってくるとか、

旗日報』は、退学という措置を執った書院の運営

香港や南方華僑工作に従事しました。

方針を不満とする日中両学生がおこした大規模授
業ストライキを、連日のように報道しています。

1926 年に梅電龍が卒業すると、それから中華

1931 年 8 月、書院の経営母体である東亜同文

学生部の運動の指導者（リーダー）となったのが

会は、中華学生部の廃止を決定します。前年の学

王学文です。王学文は東京同文書院を卒業したあ

生ストと、日本人学生を巻き込んでの「祖国解放

と京都大学で河上肇に学び、1927 年に帰国しま

運動」への懸念による結果だと思われます。

す。1927 年は蒋介石が共産党員を大粛清し、上

1931 年は満洲事変の起こった年でもあり、同

海の中共組織が壊滅的打撃を受けた年です。王学

年秋には中国人学生が集団で授業ボイコットをし

文は表では上海法政大学などで政治経済を教えな

まして、上海の各新聞がこれを報道しました。中

がら、裏では中国共産党江蘇省委員会宣伝部の工

国人学生の自治組織「中華学生会」は新聞『申報』

作員として、沙文漢とともに地下活動を始めます。

に満洲事変への抗議声明を発表し、上海の各大学

1928 年春、王学文は、西里龍夫ら書院の日本

生が結成した大学抗日救国連合会に参加して、
「中

人学生が結成した「中国社会科学研究会」に招か

国人学生総退学」を決議しています。ところが、

れます。王は書院の日中両国学生に、反帝国主義・

あれだけ「反日、抗日」とやっておきながら、実

反侵略の運動に参加するよう呼びかけ、組織化を

は学生たちはちゃっかりしてて、何とかうまく有

手伝い、書院の学生組織と党中央との連絡係とな

名大学に転学できないか、あるいは日本の大学に

りました。1929 年には共青団の「同文書院日本

転学できないかと随分奔走しているんです。廃校

人学生団支部」が結成されています。この時期、

が決まってからの学校当局は、中国人学生たちの

同文書院のあった地区を統括する共青団上海法南

受入れ先を探すのに尽力してますし、学生も建設
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的な将来に繋がる行き先を探したのですね。ちな

ら考えたらとても良い大学だった」と話してくれ

みに史惠康さんは、満洲事変勃発時には「日本帝

たのが大変印象的でした。
「時代が時代でなけれ

国主義に反対する」とデモで旗を振ったようです

ば同文書院という学校は非常にユニークで理想的

が、廃校後は日本の大学に留学しています。

な教育機関だった。今のような平和な時代にこそ、

1932 年に発生した上海事変を機に、同文書院

国家的な野心がなく両国の若い人が学ぶこうい

の日本人学生の間で、反戦活動が再燃し、激化し

う機関があればいいと思う」と皆さん語ってらっ

ます。書院の日本人学生数名が、中国共産党江蘇

しゃいました。

省軍事委員会の指導する「中国共産党外国兵士委

中国の書物の中では「日本の侵略機関」と糾弾

員会」に所属して、日本の軍人に反戦ビラを撒く

されることも多い東亜同文書院ですが、実際に学

などの活動をしていたのです。党と書院との橋渡

んだ中国人学生は、
「そんなに簡単に一言で片づ

しをしていた中国人学生・汪孝達が国民政府に逮

けられる学校ではなかったんだよ」という評価を

捕されて、運動は消滅しました。

下したのです。
では時間ですから、この辺で、私の話は終わり

同文書院中華学生部の歴史的流れを、ざっと見

たいと思います。

て頂きました。そろそろ結論にいきましょう。
中国共産党にシンパシーを感じて、党の影響下

【座長】 どうも水谷先生ありがとうございまし

に社会運動をしていた中華学生部の中国人学生は

た。中華学生部で学んだ学生達とその後の優れた

少なくなかったのですが、全体的を見渡してみる

人材としての活躍を時代背景とともにお話しいた

と、中国共産党のトップまで上り詰めたのは沙文

だきました。何か質問がございましたら。はいど

漢ぐらいでした。梅電龍も最後はずいぶん文革で

うぞ。

叩かれて、ひどい目にあって労働改造所で殺され
るように人生を終えております。やはりそれは東

【村上】 東亜同文書院卒業生の同窓会で滬友会と

亜同文書院で学んだという経歴が、その後の人生

いうのがありますけれども、私の親父が同文書院

に少なからず影響を与えていることは確かです。

の卒業生で、私はそこの準会員です。うちの親父

1993 年に私は上海で、書院で学んだ中国人の

は 1900 年生まれですから、ちょうど同文書院が

お爺さんを集めて、
「同校会」を開きました。当時、

できた時に生まれたという関係で、18 歳で 18 期

ホテルオークラ系の花園飯店でコンシェルジュを

になりまして、そのあと中華学生部の助教授に

なさってた書院の日本人卒業生、幅舘さんという

なっております。父から聞いている中華学生部

方が出資してくださって、
叶った「同校会」でした。

の学生のうち、今先生がおっしゃった梅電龍の

その場に集まった史惠康さん、胡宣同たちが口々

名前だけは、その後もちょいちょいお目にかかっ

に言ったのは、
「同文書院は良い大学だったよ」

ているので覚えています。他の人の名前は私が記

という台詞です。私はまさか中国人から 1990 年

憶してなかったということもあるんでしょうけれ

代の前半に、そういう話を聞くとは思わなかった。

ども。もしお分かりになればお聞きしたいんです

改革開放が始まって軌道に乗った時期ではありま

が、うちの父がその当時のことを思い出して書い

したけど、「たとえそう思っていたとしても、同

ている文章の中に、
「毛沢東は彼らの視野の中に

文書院は中国侵略の先兵養成学校だったとでも、

登場していなかったが、おそらくこのあたりで学

語られるのではないか」と、先入観があったので

生運動を指導・指揮していたのかも知れない。日

す。こちらの想像に反して、彼らは口々に「今か

本では福田得三とか河上肇の時代であった。西田
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幾多郎の『善の研究』や倉田百三の『出家とその

うな年代だったと思います。

弟子』、『愛と認識との出発』が読まれていた。マ
ルクスの漢訳本がなかった中国には、西欧思潮が

【水谷】 私はどういう授業をしていたかは聞き

日本を通じて流れ込んできた。彼は後年、この時

とってなくてお答えできないので残念なのです

ほど希望に満ちた時代はなかったと語った。彼は

が、ただ経済学に関しては日本人の学生と一緒に

新しい中国の胎動を中国学生と共に呼吸した」と

学んだと。日本語の授業でどういう教材が使われ

いうようなことを書いているんですが、今挙げた

ていたかというのは、ちょっと分かりません。ご

倉田百三とか河上肇というような人達の書いたも

めんなさい。ただそれ以外にずいぶん日本の左翼

のを教材として使ったんじゃなかろうかというよ

文献を読む、いわゆる読書会というのを四六時中

うなことを、私はそれほどはっきり聞いたわけで

やっていたという話は皆さんなさってますね。そ

はないんですけれども想像しているわけです。先

れから、梅電龍は物静かな人で、日本人の学生や

生が聞き取りをなさった中で、いったいどういう

先生方とも決して対立しない人物だったらしいん

授業を受けていたのか、単に日本の語学の勉強だ

ですが、その後彼は中国共産党の地下党員として、

けだったのか、あるいはそういった日本の学問的

たとえば福建の人民政府の組織に参加したり、い

な風潮なども教えたのか。私の父親は 23 〜 24 歳

ろんなことをしていて、そのたびに現地の日本軍

ぐらいで中華学生部の助教授ということをやった

との交渉役になったり、同文書院の人脈をたどっ

と思うんですが、どういうことを教えたのか、も

て軍の中に同文書院の卒業生がいたら話をすると

し分かればお聞かせいただければありがたいと思

か、そういうことをしていたみたいです。だから

います。

日本側も彼が中国側でどういう役割か分かってい
ながら、交流を持っていたという面では、立場や

【水谷】 お父さまのお名前は何とおっしゃるんで

国や望んでいることは違っても、お互い何とか糸
口を掴もうと行動したという面では、両国の若者

すか。

とも変わらないのではないかなと思って。梅電龍
【村上】 18 期の村上徳太郎と言います。中山優
先生は 17 期でしたし、今の清水董三先生なんか

の話をし始めるとかなり長くなるのですが、なか
なか面白い人物だと思っております。

も私はよく知っています。皆さんだいたい似たよ
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東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役割
2008.11.2 中央大学非常勤講師
東亜同文書院中華学生部の歴史

水谷尚子

世の中の動き

1901 * 東亜同文書院創設（在上海）
1918 中華学生部併設決定

大正デモクラシー

1920 中華学生部増設「中外の実学を講じて駐日の英才を教え」
中国共産党結成

1921 中国人学生募集には清水董三教授らが尽力

最初の学生運動「旅順・大連回収運動」がおこり、中国人学生 4 名が退
学処分となる
1923 上海学連定期刊行物『上海学生』（23 − 25）に書院中国人学生名の投稿
が多数掲載される 書院から上海大学へ聴講に行く学生が増え、中には
上海大学に転学する者も
5 月 自治組織「中華学生会」結成 五四記念集会に学生会が参加
同月 中華学生部内に「中国社会主義青年団・上海第 11 支部（徐家ワ
1924 イ支部とも同文書院支部とも呼ばれた）」が結成される 支部書記長は
梅電龍 この頃『民国日報』副刊『覚悟』に梅ら書院生の名が頻繁に見
受けられる

梅電龍・馮攸・ 雲衛



1922 大村欣一教授、中華学生部長に就任

上海大学創設
7 月日本共産党結成


彭盛木
5.30 事件
4 月治安維持法公布



10 月世界恐慌

呉渤
曹芸

最後の学生 4 名卒業、廃止



孫宜生

1934 3 月

10 月 蒋 介 石、 国 民
政府主席就任


史惠康





卒業生 2 名 日本人学生による「中国共産党外国兵士委員会」結成・反
戦運動激化← 中国人学生が手引する
治安維持法違反容疑で書院生大量検挙・外国兵士委員会崩壊

胡宣周

葉作舟

29.6

卒業生 6 名 日本見学旅行実施
8 月廃止決定 転学先交渉が国民政府教育部と行なわれるものの難航
1931 満州事変直後の在学者は 54 名 うち 9 名退学、上海事変後に 20 名が退学
9 月 中国人学生による授業ボイコット『申報』に 9 月 21 日付で中華
学生会名義で抗日声明発表

1933 3 月

 


沙文漢

周伯様

卒業生 10 名
春、日本人学生の「中国社会科学研究会」に王学文が招かれる

卒業生 4 名 日中両学生による「日支闘争同盟」結成
学校当局が中国人学生で共青団リーダーだった 2 学生を退学処分とする
→ 中華学生部が中国共産党の書院への浸透窓口となっていたことを大
1930
学当局がはっきり認識するに至る
中国共産党機関紙『紅旗日報』に連日同文書院中国人学生授業ボイコッ
トの記事

3 月金融恐慌・
4 月上海クーデター・
国共合作解消
5 月第一次山東出兵



卒業生 5 名 日本見学旅行実施
1929 「中国共産主義青年団・同文書院日本人学生支部」結成、この時、上海
法南区共青団書記は沙文漢

1932

12 月大正天皇死去
昭和へ



卒業生 10 名 坂本教授等の引率で日本見学旅行
1927
王学文の帰国→ 日中両学生へ左翼運動を働きかけ
1928

周憲文



日本見学旅行実施

l 月第一次国共合作



最初の卒業生は 2 名。この年、中国人学生の日本見学旅行が実施され、
引率は清水董三教授。9 月大村教授の死去に伴い、12 月から坂本義孝教
授、中華学生部長となる
1925 中国社会主義青年団が中国共産主義青年団と改称、中国共産党支部が中
華学生部内に結成される
「非基督教運動」の非公開基地となり、梅電龍らが小冊子『反対基督教』
を中華学生部宿舎を「連絡所」として発行
1926 卒業生 5 名

9 月関東大震災

9 月満州事変

1 月上海事変
3 月満州国建国宣言


3 月日本は国連脱退
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４．「東亜同文書院に付設された農工科をめぐって」
武

井

義

和 ( 東亜同文書院大学記念センター P・D)

【司会】 どうもありがとうございました。では時

んでした。理由としては 10 年足らずという極め

間の関係もございますのでこの辺で。続きまして

て短期間で廃止されたために、注目を集めてこな

武井さんのほうからお願いいたします。武井先生

かったということが可能性の１つとして挙げられ

は現在、愛知大学東亜同文書院大学記念センター

るかと思います。また資料が断片的なものしかな

のポストドクターということで、大学のほうで

く、制約があるということも、理由として大きい

も非常勤講師を担当しています。かれこれ 10 年

のではないかと思います。

以上、本学の記念センターで資料整理に携わり、

ここで少し同文書院の先行研究について振り

近年は東亜同文書院関係の研究も進めています。

返ってみたいんですけれども、資料に基づいて同

2006 年には中国研究博士の学位を取得されまし

文書院の実態を解明しようという研究、また学校

た。さて、従来あまり知られていなかった中華学

や教育の視点から書院を明らかにしていくという

生部とともに、少し内容が違いますけれども農工

研究は、私が見たところ 1990 年代から現れてき

科というのが東亜同文書院にございました。その

たように思います。本学の藤田教授は大旅行の側

あたりはあまり分かっていないところですが、彼

面から東亜同文書院の中国研究や教育について明

はその研究をずっとやってきました。今日はその

らかにされており、他にも中国語教育について明

発表ということで、東亜同文書院のもう１つの側

らかにした研究などもありますが、全体的に見た

面が明らかにされると思います。

場合、教育という部分の実態解明がまだ弱いよう
に感じられます。そうした研究の動向も、従来農

【武井】 ただいまご紹介いただきました武井でご
ざいます。今日はこの会の開会にあたりまして藤

工科が取り上げられてこなかった理由の１つでは
ないかと私は感じております。

田記念センター長から、11 月２日は東亜同文会

阿部洋先生が編者となられています『日中関係

が結成された日であるというご紹介がありました

と文化摩擦』という本が 1982 年に出ており、そ

が、実は私にとりましても特別な日でございます。

の中で細野浩二先生という方が「東亜同文会の対

と申しますのも私の誕生日だからでございます。

外認識と文化工作の構図」というご論文の中で、

このような日にこうしたシンポジウムが開かれま

ほんのわずかですが農工科について取り上げられ

したこと、そして私がこのような形で発表させて

ております。どういうことを指摘されたかと言い

いただくという機会が与えられたことに対しまし

ますと、
「農工科は日本より進んだ欧米列強の経

て、主催者側の立場でございますが大変嬉しく思

済的な中国進出に対抗するために設置された」と

うと同時に、多くの皆様方に感謝申し上げる次第

いう見解を示されています。けれども細野先生は

でございます。

農工科の実態までは立ち入っておられません。農

さて早速本題に入ってまいりますけれども、今

工科を論じていくためにはまず基礎的な作業とし

回私は同文書院に設置された農工科という学部

て、資料に基づいて実態を明らかにしていくこと

についてお話をしてまいります。従来、同文書院

が必要ではないかと思います。従いまして、本報

の先行研究においてはこの農工科について、ほと

告はこの実態解明に大きなウェイトが置かれるこ

んど全くと言っていいほど取り上げられてきませ

とになるかと思います。そして余力がございまし

58

◦ 1792 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開

たら、この農工科が存在した意義を、試論という

係上小さくならざるを得ませんでした。文章が長

形で述べてみたいと考えております。

く字も細かいので、ここでお話しするのは省かせ

ではレジュメ１頁目の２．に入っていきます。

ていただきますが、真中辺と後半部分に横線を付

東亜同文会と東亜同文書院の略歴を挙げておきま

しておきました。その部分に農工科設立の理由・

した。ここは皆様ご存じと思いますので簡単に流

目的が書かれています。

しますが、東亜同文会が同文書院の経営母体です。

そのような形で設立趣旨が示され、そして実際

同文書院は 1900 年にまず南京同文書院という形

に設立されていくわけなんですが、では具体的に

でできまして、1901 年上海に移転します。21 年

どのようなプロセスをたどっていったかというの

に専門学校に昇格、39 年に大学昇格という歩み

を、東亜同文会の事業計画、そして外務省からの

をたどっております。同文書院は最初、商務科

補助金支給の流れに沿って見ていきたいと思いま

と政治科の２つの学科から出発しましたが、政治

す。レジュメ３．
（3）①「農工科の具体化のプロ

科は 1921 年に廃止されました。一方、農工科は

セス」というところで、まず農工科設置が東亜同

1914 年から 22 年までのわずか８年間だけ存在し

文会の中で具体的に固まってくるのが『対支那経

ました。あとで触れますが 1919 年に工業科と名

営助成案』という計画書からのようです。ただ私

前を改称しております。中華学生部も 1920 年か

がこの夏に外務省外交史料館に行って史料を閲覧

ら 14 年間存在しました。ですから同文書院の最

したところ、この原案らしきものが 1910 年頃に

初から最後のほうまで一貫して存在したのは商務

発案されているようです。それは 1909 年と 1910

科のみという形になります。

年の史料の間にファイルしてあったので、今その

農工科設立のあらましですが、レジュメ３．（1）

ように申し上げたのですが、ただ具体的な作成年

をご覧ください。1914 年９月に設置されています。

月日などは記されておりませんでしたので、ここ

農工科はさらに２つに分かれまして、第１部が製

ではそれは挙げておりません。いつ頃そういう案

造化学科、第２部が採砿冶金学科となっていまし

が出てきたか明確に分かるのが『対支那経営助成

た。先ほど話しましたように 1919 年に工業科と

案』です。

名前を変えますが、その翌年の５月には学生募集

ここには 14 項目の事業予定が挙げられていま

が停止されます。そして残りの学生の卒業を待っ

す。資料編の資料２に「東亜同文会春季大会での

て 1922 年６月廃止という流れになっています。

根津一の発言」という形でご紹介しておりますが、

その農工科の設立趣旨ですが、簡単に申しますと

この『対支那経営助成案』は辛亥革命後の中国に

中国に眠っている未開発の農工産物を開発するた

対して「日中間の交流を親密にし、中国の進運に

めの人材を育成することにありました。より具体

協力することに務めねばならない」という考えの

的には、東亜同文会がまとめた農工科経営状況に

もとでまとめあげられたことが分かります。事業

ついての資料にそのあたりが記されています。３．

内容は資料 3 に挙げておりますが、この中に「5．

（2）に載せておきましたが、ここには「本農工科

特種学生養成案」という項目が載っています。こ

の目的は支那特産物資について科学的な調査研究

の「特種学生養成案」の説明を見ていくと、アン

を行なう。そして支那内地開発上における技術者

ダーラインを付しておきましたが「東亜同文書院

を育成する」というようなことが書いてあるわけ

に於て従来の政商二科の外更に農工科を新設せし

です。

め、…一般学科の外農産製造学、工芸化学等を教

資料編には設立趣旨の全文をプリントして載せ
ておきました。非常に文章が長いので、印刷の関

授」するという趣旨が示されています。
「特種学生養成案」に対する政府からの補助を
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得た場合、どれぐらい補助金を支給する予定なの

助金の農工科設置に占める割合が一番高いという

かについて、１年目、２年目、３年目の補助金要

ことがここから分かります。このような形で農工

請額が示されています。まず全体として１年目に

科設置が実現化いたしまして、1914 年９月設置

要する補助金が 557,058 円、２年目が 216,991 円、

されるわけです。

３年目が 215,119 円とされています。こうした補

続きましてレジュメ４．に入りまして、農工科

助金の中でどれぐらい予算を使うのかと言います

カリキュラムと教師陣などについて話を進めてい

と、たとえば１年目は 557,058 円のうち 13,850 円

きます。この農工科は修業年限が第１部、第２部

を充て、２年目は 216,991 円のうち 7,300 円を充

共に３年、学生定員は共に 30 名ずつとされてお

てると書いてあります。この段階においては農工

りました。カリキュラムの特徴ですが、どういう

科に割り当てる補助金の額は決して高くないこと

ことを勉強していたかと言いますと、まずこちら

が分かります。おそらく 14 項目の事業が計画さ

の 4．（2）にある「東亜同文書院農工科経営状況」

れておりましたので、予算額が少なくならざるを

をご覧ください。農工科の勉強が非常にハード

得なかったのではないかと考えられます。

であった様子が浮かび上がってきます。１週間の

けれども、それから２年後の 1914 年に東亜同

授業が 48 時間、それに比べて東京高等工業学校

文会が政府に出した補助費の申請が認められまし

（現在の東京工業大学）は 39 時間、旅順工科学堂

て、これを受けて同年東亜同文会は事業費補助案

は 41 時間となっております。特に中国語、英語、

を提出しております。そこには補助予定額が 14

中国の地理、商業学などに多く時間を費やすこと

〜 15 万円とされており、内訳は中国内地の実地

が書いてあります。

調査案が６万円、農工科増設案が７万円、対支

具体的に資料４で見ていきます。比較する意

通商誘導館設立案が１〜２万円かかると計算され

味で農工科と旅順工科学堂のカリキュラムを、載

ております。つまり予算が 14 〜 15 万円必要とし

せておきました。東京高等工業学校については確

た中で、その半分強を農工科設立のために使うと

認できませんでしたのでここには載せておりませ

しているわけで、農工科設立のためのウェイトが

ん。ここにあるカリキュラムには農工科第１部、

かなり高まってきていることが分かるかと思いま

第２部ともに１週間の授業が 48 時間と書いてあ

す。

ります。倫理に始まり商業学まで、専門外の勉強

この事業費補助案はパスしまして、1914 年５

もしていることが分かります。特に中国語に割く

月４日には「命令書」が出されます。これは加藤

時間がけっこう多い。農工科と言いながらも専門

高明外務大臣から鍋島直大東亜同文会会長、根津

的な理系の勉強をするだけではなく、やはり中国

一東亜同文会幹事長に宛てられたものです。こ

語も徹底して勉強した。そして中国の地理・制度

れを見ますと 1914 年度から 17 年度まで３年間の

などについても学んでいたことが分かります。そ

補助を行なう。補助金の支給が 15 万円。そして、

の隣が旅順工科学堂のカリキュラムです。こち

事業内容とそれに対して割り当てられる補助金

らには最初の方に修身・体育・英語・清語という

額は、農工科設置としての教育事業が７万円、調

科目名が記載されていますが、以下ずっと専門的

査・重要な調査結果の編纂出版としての調査事業

な科目が続きます。旅順工科学堂も英語や中国語

が２万円ずつ３年間で６万円、対支那通商誘導事

などを勉強しますが、専門的な勉強にかなり大き

業が２万円と割り振られており、先ほどお話しし

なウェイトが置かれていたことが分かります。従

た東亜同文会の事業費補助案とほとんど変わって

いまして農工科は専門的分野だけを学ぶのではな

おりません。従いまして、政府から認可された補

く、中国語や中国の地理、商業学といった、商務
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科の学生が学ぶようなことも併せて勉強していた

院大学史』や阿部洋先生が書かれた『
「対支文化

様子が特徴として浮かび上がってきます。

事業」の研究』というご著書などから引用させて

次に教師陣とその担当科目について簡単に見

いただくに留めております。たとえば山崎百治は

てまいります。資料５は確認できる農工科の教員

農工科の教授で、いつかは分かりませんが発酵母

たちです。こちらに担当科目と載っているのは、

菌の研究で農学博士を取っております。1927 年

1920 年に出版された『東亜同文書院創立二十週

に同文書院を退職した後に宇都宮高等農林学校に

年

根津院長還暦祝賀紀念誌』から引用したもの

移っております。尾崎金右衛門は目白中学校を経

です。1920 年以前の教員の担当科目については

て同文書院に入学し、農工科（当時は工業科と名

ちょっと分かりません。農工科は東京帝大、九州

前が変わっておりましたが）の教員を経て、その

帝大、東京高等工業学校の卒業生などを採用して

後は 1931 年上海にできた自然科学研究所で研究

いたんですが、後には東亜同文書院の卒業生も採

員を務めております。ここではこの２名しか挙げ

用されています。たとえば尾崎金右衛門という人

ておりませんが、農工科が生み出した人材をごく

物は測量術を担当することになりますし、高須進

簡単に、先行研究引用という形でご紹介させてい

一、斉藤昌義という人物も農工科卒業後、有機製

ただきました。

造化学という授業を担当していたことが分かりま

農工科に入学した学生の県費生と私費生の割

す。中国語の授業科目は同文書院の卒業生が就任

合、就職先などについて資料６−１から６−３、

することが多かったと言われますが、このケース

資料７にかけて見ていきます。まず資料６−１で

が農工科でも見られたということになります。

すが、これは学籍簿をもとに調べたものです。農

では農工科で学ぶ学生はどういうことを考えて

工科の占める割合をパーセンテージで示しており

いたのか、その意識はどうであったのかという点

ます。農工科の人数も同時に挙げております。資

を見ていきたいのですが、レジュメ４．
（4）をご

料６−２では商務科、政治科、農工科各科におけ

覧下さい。『滬友』という同窓会雑誌に当時農工

る県費生、私費生の割合を挙げてみました。これ

科３年生であった人物が書いた文章の一部を引用

を見ると商務科は県費生が圧倒的に多く、私費生

しました。これを読みますと、
「中国における工

は非常に少ない。また政治科もどちらかと言いま

業資源などを開発する」というようなことが最初

すと県費生のほうが多い。それに比べまして農工

のほうに記されていて、開発した資源を「日支資

科は、最初の頃は県費生が少なくて私費生が多い

本家に提供する」
。そして「両国、国利民福を実

という逆転的な現象が生じていました。たとえば

際的に増進せんことを勉むる」
。つまり日中提携、

1914 年の第 14 期は 100％私費生です。その理由

日中の相互の利益増進を目指すべきではないかと

は、東亜同文会は最初から県費生を採る予定だっ

いうようなことが記されています。同文書院は日

たんですが、開設準備などで各府県に働きかけを

本と清国の提携を目指して誕生しましたが、その

するのが遅くて県費生採用が間に合わなかった。

理念がこうした形で農工科の学生にも受け継がれ

そのため東京で一般募集をかけて私費生で間に合

ていたのではないかと思います。

わせるという形で出発したことによります。1917

農工科は非常に短命に終わりましたが、農工科

年に県費生と私費生は半々になり、翌年から県費

が生み出した人材として教員の山崎百治、尾崎金

生が大きな割合を占めるようになっていきます。

右衛門の２名を挙げたいと思います。ただし、彼

では、なぜ最初の頃私費生が多かったかという点

らのその後の活動について知るのが大変遅く、詳

については 1914 年の時点においては説明できる

細には調べられませんでしたので、
『東亜同文書

のですが、その後の２年間についてはちょっと理
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由が分かりません。ただこういった状態であった

みたところ、おそらくその背景には、上海工業研

ということをご説明するに留めさせていただきま

究所という研究機関を設立する計画があったから

す。

ではないかと考えております。上海工業研究所は

次に資料６−３では卒業生の人数をまとめてみ

1919 年８月に立案されたもので、資料９をご覧

ました。資料６−１の入学生数と比較すると卒業

いただきますと、その補助申請書、そして研究所

生数は一致しておりません。と言いますのも、病

の中身などが書いてあります。それを抜粋してこ

気などで休学したり留年したりしたために次の年

ちらに載せているんですが、牧野伸顕東亜同文会

に繰り越して卒業したというケースや、商務科に

会長から原敬内閣総理大臣に、1919 年８月 27 日

転科した学生がいたからです。資料７は農工科を

付で「上海工業研究所設立補助申請書」が出され

卒業した学生の就職先をリストにしたものです。

ております。そこには「上海工業研究所を上海東

やはり資料６−１と比較しますと卒業生の数が必

亜同文書院内に設立し」と書いてあります。

ずしも一致しませんが、あえてそのまま載せまし

この上海工業研究所はどういった性格のものか

た。これを見ますと炭鉱とか鉱山が目立ちます。

が、
「上海東亜同文書院工業研究所」というタイ

あと、第 18 期に満鉄農事試験場、第 19 期には京

トルの添付書類にまとめられております。これを

城麻生炭鉱会社に就職した学生がいることが分か

見ますと、
「理由」の３行目に「農工科の創設あ

ります。こうした工業系の専門を活かすようなと

りて支那事物に精通せる多数の専門学士と相当の

ころに就職していった学生が多かった様子が浮か

諸設備を有す」と書いてあります。そして後に続

び上がってきます。

けて、こうした「事情を利し其の資料、設計、人

1919 年には農工科が工業科へと変わっていき
ます。そのカリキュラムを資料８に挙げてみま

員を使用し更に之に一段の力を添へて支那を学術
的に講明せしむる」と謳われています。

した。こちらを見ますとやはり第１部、第２部と

「設立要項」には上海工業研究所を「東亜同文

なっていて、中国語・英語・英会話・時文・商業

書院内に附設す」とあり、
「分析鑑定部」と「調

学、そういったカリキュラムが組み込まれており

査研究部」を置くこと、そして「工業に関する理

ます。あとは化学実験第１・化学実験第２・実習・

化学的研究及各般の調査をなし以て官公の委嘱に

調査というように、やや専門性が高まってきてい

応し所要を弁し及本邦対支商工業者の相談相手た

るのかなという気がいたしますが、英語・中国語・

るを目的とし之を公開す」と記されております。

商業学といった専門以外の科目も依然として存在

では、この「分析鑑定部」、「調査研究部」はど

しています。ちなみにこの工業科のカリキュラム

ういったことを研究していくのかという趣旨が、

の時間配分は、私が閲覧した学籍簿・成績簿など

「三、処理事項及施設」という項目に関わってき

には書いてございませんでしたので判明いたしま

ます。まず「分析鑑定部」では農鉱産物、工業原

せん。

料品などの理化学的分析鑑定を行なう。また衛生

このような形で農工科から工業科に名前が変わ

鑑定、薬品鑑定なども挙げられております。
「調

りましたが、東亜同文書院が出版した『創立三十

査研究部」は「調査課」と「研究課」に分かれま

週年

東亜同文書院史』を見ても、やはり「農工

すが、
「調査課」では農業および農産物の実地調査、

科から工業科に名前を変えた」という１行しか記

そして鉱産地および鉱業、工業原料および鉱業、

述がありません。そのため、なぜ変わったのかと

一般動力などの実地調査をおこなうということが

いう理由については分からない部分か多いのです

定められています。
「研究課」においては研究の

が、私がこの夏外務省外交史料館に行って調べて

価値があると認められるものについて科学的、応
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用的研究を行なうとし、具体的には本所員の自発

書院の財政が逼迫した。結局農工科はそういった

的研究をはじめ、一般商工業者の委嘱研究、外来

財政的な問題などもあり、最終的に廃止せざるを

特殊者の研究が挙げられています。

得なかったということが改めて分かります。

「上海工業研究所設立補助申請書」ならびに添

最後にまとめという形で話を締め括らせていた

付書類の「上海東亜同文書院工業研究所」を見て

だきます。本報告では、従来明らかにされてこな

いくと、農工科で蓄積された研究業績、またその

かった農工科の実態を明らかにするということに

農工科の存在を基盤として、さらに研究を拡大し

重きを置いて話を進めてきました。農工科の教育

ていくという考えがあったように感じられます。

を見てみますと、英語や特に中国語、そして中国

従いまして、こうした研究所を設置するために農

の地理や商業学といった専門以外の科目も勉強し

工科と上海工業研究所を連動させる、つまり学科

ており、書院の教育の特色が農工科にも反映され

と研究所をつなげるという目的意識があって、そ

ていたことが分かります。

のために農工科から工業科へと変更したのではな

農工科は 1914 年から 22 年までの僅か 10 年足
らずしか存在しませんでした。結局財政難のため

いかと、私は仮説的ですが考えております。
しかしながら、上海工業研究所は結局設置さ

に廃止されたのですが、そもそも東亜同文書院は

れませんでした。1921 年に到っても未設置事業

政治科と商務科の２つの科目から出発しました。

の１つだったことが当時の記録に記されておりま

従って文系の教育機関であると言えるわけです。

す。農工科（工業科）は 10 年足らずで廃止され

一方、農工科は理系ですので、それが設置されて

ました。その経緯は資料 10 に掲載した『東亜同

いた時期は文字通り、文系と理系の２つの学科が

文書院大学史』の記述に端的に示されていますが、

併存していた時期ということができます。従いま

そこには「第１次世界大戦後の不況と円価の暴落

して、東亜同文書院の教育史の上でも非常に特色

で書院の財政が極度に逼迫したので、1920 年４

のある時期に位置付けられるかと思います。また

月に同科の廃止を決定した」と書いてあります。

この農工科設置による人材の輩出、そして研究の

当時の状況をもう少し詳しく見ていくために、

発展ということで言いますと、今回はごくごく簡

1920 年６月３日の東亜同文会春季大会における

単に触れる程度にしか述べられませんでしたが、

幹事の発言も合わせて載せておきました。1919

たとえば教員であった山崎百治は書院で精力的に

年（第１次世界大戦が終わった年）に銀の暴騰

発酵母菌の研究を行ない、後に農学博士となって

が起きて日本円の価値が下がったとあります。

おりますし、学生であった尾崎金右衛門は後に上

ちょっと読んでみますと「銀の暴騰といふことが

海自然科学研究所の研究員にもなっております。

絶頂に達しましたので、三十三円の学資を取りま

農工科が輩出した人材や農工科で行なわれた研究

してもそれを銀に換へますと僅かに十二三弗にし

が、その後どのように発展したかという点につい

かならぬ」、したがって「書院の経営上非常なる

ては、今後の課題になっていくかと思われます。

困難を齎しました、…銀貨は益々騰貴しまして我

以上お話してきたような農工科が東亜同文書院

百円に対して上海銀元に換算しますと四十五弗に

に存在していたことは、その時期の東亜同文書院、

も換へられないやうな次第で、これと同時に金利

さらには東亜同文会の教育活動が発展したことの

がひどく高まりまして会の借入金に対して甚だ困

１つの表れとして捉えることもできるのではない

つたことになりました」と書いてあります。つま

かと思います。

り第 1 次大戦が終わった 1919 年頃は銀の暴騰で
日本円の価値が下がり、これによってかなり同文

以上で私の報告を終わらせていただきますが、
最後に１つご紹介をさせていただきたいと思いま
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す。先ほどフロアからご紹介がありました、同文

研究を進めていて感じました。従いまして農工科

書院第 18 期のご卒業で中華学生部助教授を務め

の研究をさらに深めていくには、やはり資料の発

られた村上徳太郎氏は、戦後『東西の対立を超え

掘というのも大事になってくるかと思います。そ

て』というご著書を出されております。その中に

ういう意味で村上武様には、非常に貴重なアドバ

農工科が廃止されることに反対する学生のストラ

イスをいただいたと思っております。この場をお

イキに関する記述が出てまいります。私が準備を

借りして御礼申し上げます。

していた段階でご子息の村上武様からその記述に

以上少し時間を超過いたしましたが、私の報告

ついてのご教示をいただきました。今回は残念な

をこれで終わらせていただきます。皆様ご清聴あ

がら引用できなかったんですけれども、農工科と

りがとうございました。

いうのはやはり資料が少ない分野ではないかと、
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2008．11.2 国内シンポジウム

東亜同文書院に付設された農工科をめぐって
武

井

義

和 ( 東亜同文書院大学記念センター P. Ｄ）

１．はじめに
２．東亜同文会、東亜同文書院概略
（1）東亜同文会：東亜同文書院の経営母体

1898 年成立、1946 年解散

（2）東亜同文書院
1900 年

南京同文書院

1901 年

東亜同文書院（上海）

1921 年

東亜同文書院、専門学校に昇格

1939 年

東亜同文書院、大学に昇格：「東亜同文書院大学」

（3）東亜同文書院のカリキュラム
商務科

1901 〜 1942 年

政治科

1901 〜 1921 年

農工科

1914 〜 1922 年、1919 年「工業科」と改称

中華学生部

1920 〜 1934 年

３．農工科設立の目的とその背景
（1）農工科のあらまし
1914 年９月

農工科設置（第一部：製造化学科、第二部：採砿冶金学科）

1919 年９月

農工科を工業科と改称

1920 年５月

学生募集停止

1922 年６月

農工科（工業科）廃止〔1〕

（2）設立主旨 【資料 1】
「本農工科の目的は支那特産物資に就きて科学的の調査研究を行ひ之か知議を有する卒業生を
して支那内地開発上に於ける技術者たらしめんとするにあり」〔2〕
※原文は漢字カタカナ混じり文。読みやすいように漢字かな混じり文に改めた。

（3）農工科設立までの流れ
①農工科の具体化のプロセス
A）東亜同文会『対支那経営助成案』（1912 年）
→ 14 項目の予定事業。
「五、特種学生養成案」【資料 2、資料 3】
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B）東亜同文会事業費補助案（1914 年）
14 〜 15 万円の補助を予定。
＜内訳＞
・支那内地実地調査案（3 年計画金 6 万円）
・東亜同文書院農工科増設案（農科金１万円、工科金６万円）
・対支通商誘導館設立案（１ヶ所金１万円、2 ケ所金２万円） 〔3〕
②政府よりの補助金支給
「命令書」
（1914 年 5 月 4 日）
・加藤高明外務大臣→鍋島直大東亜同文会会長、根津一東亜同文会幹事長
・1914 年度から 1917 年度の 3 年間の補助：15 万円の補助金支給
〔内容〕
調査事業：調査、重要な調査結果の編纂出版
教育事業：農工科設置

→金２万円ずつ 3 年間交付

→金７万を一時または数回に交付

対支那通商誘導事業：通商誘導館設置

→金２万円を一時または数回に交付〔4〕

４．農工科カリキュラムと教師陣
（1）修業期間、年限
第一部、第二部ともに 3 年、学生定員は各 30 名

〔5〕

（2）農工科カリキュラムの特徴 【資料 4】
・
「東亜同文書院農工科経営状況」
（1914 年９月）
「一週の教授時間は四十八時間の多数に亘り之を東京高等工業学校の応用化学科一週間教授
時間三十九時間旅順工科学堂採鉱冶金科の四十一時間に比するに頗る長時間にして毎日八時
間午前八時より午後五時迄就業することとなり居れるものなり…専門科目に費やす時間は
二十七時間にして其他の二十一時間は支那語、英語、支那地理、支那文、商業学等に費す所
なりとす」〔6〕
（3）農工科の教師陣、担当科目 【資料 5】
（4）農工科学生の意識
「余輩等の希企する処、工業発展、充実のみならず、更に、進んで大陸の山河を跋渉し、随処の地質、
形勢を踏査、研究して、未だ、著眼せざりし遺利を発見し、企業に確実なる、具体的材料を求め、
日支資本家に、提供するか、又は、自ら、之が企業を慫憊し、歩一歩、東亜百年の計を建て、両国、
国利民福を、実際的に、増進せんことを勉むる、最も、理想とする処なり。」〔7〕
※原文は圏点が施してあるが、読みやすいように引用に際しては省いた。

（5）農工科が生み出した人材：山崎百治、尾崎金右衛門を例に
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①山崎百治：農工科教授。発酵母菌の研究で農学博士を取得。〔8〕
②尾崎金右衛門：農工科実習生。目白中学校を経て 1916 年入学、1920 年卒業。
工業科教員を経て、1931 年上海自然科学研究所設立後は、同所研究員。〔9〕
５．農工科学生の県費生、私費生の割合と就職先
（1）県費生、私費生の割合など 【資料 6 − 1、6 − 2、6 − 3】
（2）就職先 【資料７】
６．農工科から工業科へ（1919 年）
（1）カリキュラム 【資料８】
（2）工業科への変更の背景
・上海工業研究所設立計画（1919 年 8 月）【資料９】
→しかし、1921 年に至っても未設置事業の 1 つ。〔10〕
７．農工科（工業科）の終焉
・第一次世界大戦後の不況と円価暴落による書院財政圧迫、農工科閉鎖 【資料 10】
８．おわりに

注
〔1〕『東亜同文書院創立二十週年 根津院長還暦祝賀記念誌』47 頁（東亜同文書院同窓会、1920 年）
、
『東亜同文書院紀要』８頁
（東亜同文書院、1923 年）、『創立三十週年記念

東亜同文書院誌』52 頁（東亜同文書院、1930 年）。

〔2〕「東亜同文書院農工科経営状況」（1914 年）、『東亜同文会史』539 頁（東亜文化研究所編、霞山会発行、1988 年）に所収。
〔3〕外務省記録『東亜同文会関係雑纂』第２巻に所収。
〔4〕送第二四三号「東亜同文会施設事業補助ニ関スル命令通知ノ件」に所収（外務省記録『東亜同文会関係雑纂』第２巻）。
〔5〕前掲『東亜同文書院創立二十週年

根津院長還暦祝賀記念誌』47 頁、前掲『創立三十週年記念

東亜同文書院誌』48 頁。

〔6〕前掲『東亜同文会史』538 頁。
〔7〕水野芳治「我が農工科論」38 頁（『滬友』紀念号、1917 年）。
〔8〕『東亜同文書院大学史』265 頁（大学史編纂委員会編、滬友会発行）。
〔9〕『東亜同文書院学籍簿』、前掲『東亜同文書院創立二十週年
研究

根津院長還暦祝賀記念誌』76 頁、阿部洋『「対支文化事業」の

−戦前期日中教育文化交流の展開と挫折−』535、539、540 頁（汲古書院、2004 年）。

〔10〕「東亜同文会事業提要」（外務省記録『東亜同文会関係雑纂』第４巻に所収）。
資料中、太字や下線は全て報告者によるものである。
また、引用資料にある「支那」などの用語は、原文のままとした。
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資料編
【資料１】「農工科新設主旨」

（出典：外務省記録『東亜同文会関係雑纂』第 2 巻）
68

◦ 1802 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開

【資料２】 東亜同文会春季大会での根津一の発言（1912 年５月）
「…此動乱後に就きまする支那に対して国家並に国民が益々奮つて対支那経営の発展に努め
ねばなるまいと思ひますので、同文会としましては国家を助け又は国民を誘導して便利を図
り日支間交際を親密にし進て支那の進運に協助することに益々努めなければなるまいと思ひ
ますので、それで其支那経営と云ふものに向つてどうしたならば此動乱後に於て会が大に尽
し得るだらうかと云ふことに就て、先づ仮に財源を構はず差当り金が出来たならばどの位の
案が必要であらうかというとに就て攻究致して置きまして、此所に十四の案を得て居ります、
…之を仮に総括して対支那経営助成案と名けて居ります、…」
（出典：
『東亜同文会史』500 〜 501 頁、東亜文化研究所編、霞山会発行、1988 年）
【資料３】
『対支那経営助成案』
１．支那通商港全部領事館設置案

８．大漢字新聞新営案

２．対支那通商誘導館設立案

９．支那国都駐在員派遣案

３．日支観光団誘導案

10．各省城ニ駐在員常派案

４．外務省書記生特別養成案

11．商工支那学生養成案

５．特種学生養成案

12．在東京支那学生指導案

＜ママ＞

６．支那調査編纂 案 版案

13．日支倶楽部創設案

７．支那内地実地調査案

14．待賢館創設案

特種学生養成案
説明
支那経営を興立せんと欲せば之れに適当せる人材を養成するを以て急務とす而して東亜同文
書院に於て従来の政商二科の外更に農工科を新設せしめ中学程度の農工学校卒業生に一般学
〈ママ〉

科の外農産製造学、工芸化学等を教授し卒業後支那の殖産 工 業の事に従はしめ且つ内地旅
行中に彙集せる各種原料を試験研究の上其結果を世に公にし日本内地の事業家を誘導すると
同時に其従業者を養成し以て支那の冨源を開発すると務むるを要す殊に農工卒業生に於ては
未来変時の場合あるか如きは其前途に於て極めて必要を感ずるものとす
※原文は漢字カタカナ混じり文。読みやすいように漢字かな混じり文に改めた。

・
『対支那経営助成案』に示される補助費と、「特種学生養成案」のそれに占める割合
第 1 年に要する補助費

557,058 円 520

第 2 年に要する補助費

216,991、520

第 3 年に要する補助費

215,119、520

第 4 年以下は之を略す
五、特種学生養成案
第 1 年補助費
第 2 年以後毎年補助費

13,850 円 000
7,300、000

（出典：
『対支那経営助成案』
、愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵）
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【資料４】 農工科と旅順工科学堂のカリキュラム
１）農工科カリキュラム

（出典：
「東亜同文書院農工科新設主旨及課程表」
（『支那』第５巻第 18 号、76 〜 77 頁、1914 年）
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２）旅順工科学堂カリキュラム

（出典：
「旅順工科学堂一覧
教育資料集成

第7巻

自明治四十五年至大正二年」24 〜 26 頁（『「満洲・満洲国」
学校要覧類Ⅰ』628 〜 630 頁、エムティ出版、1993 年復刻版）
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【資料９】「上海工業研究所設立補助申請書」（1919 年 8 月 27 日）
牧野伸顕東亜同文会会長→原敬内閣総理大臣
弊会は時勢の進運に従ひ理科学術の漸次支那経済事業と重要なる関係を加ふるの趨向に ̲ み
茲に上海工業研究所を上海東亜同文書院内に設立し以て我邦の対支那経済事業にネ卑補する
所あらんと企図し別紙予算書提出候…
「上海東亜同文書院工業研究所」
一、理由
東亜同文書院に於ては既往十数年来大規模なる計画に由り支那の調査に従事して豊富なる資
料を蔵し現に国家補助を得て該調査を継続しつヽあり又六年前より農工科の創設ありて支那
事物に精通せる多数の専門学士と相当の諸設備を有す今の時運に当り此特別なる事情を利し
其資料、設計、人員を使用し更に之に一段の力を添へて支那を学術的に講明せしむるに至ら
は我対支経済事業にネ卑益する其効果の必す顕著なるものあらんとす
二、設立要項
一、本所は之を東亜同文書院内に附設す
（中略）
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一、本所は主として工業に関する理化学的研究及各般の調査をなし以て官公の委嘱に応し所
要を弁し及本邦対支商工業者の相談相手たるを目的とし之を公開す
一、本所に左の二部を置く
一、分析鑑定部
一、調査研究部
一、本所は東亜同文書院教職員及学生をして之に従事せしむるの外別に専任者若干名を置く
一、本所は東亜同文書院の諸設備を利用すると雖も尚本所の為めに特に新なる設備をなすを
要す
三、処理事項及施設
上述理由の主旨に従ひ本所に左の二部を置く
第一、分析鑑定部
第二、調査研究部 （イ）調査課 （ロ）研究課
第一

分析鑑定部

本部に在りては一般の依頼に係る左の物品の理化学的分析鑑定に応す
（一）農産物 （二）鉱産物（三）工業原料品（四）其の他の商品
（五）水土壌等（六）衛生鑑定（七）薬品鑑定（八）裁判鑑定
第二

調査研究部 （イ）調査課

本課に於ては支那全土に亘りて左の項目に関し実地調査を行ふ
（一）農業及農産物 （二）鉱産地及鉱業 （三）工業原料及鉱業 （四）一般動力
第二

調査研究部 （ロ）研究課

本課に於ては調査課に於て研究の価値ありと認めたるものにつきて科学的及応用的研究を行
ふものとす
（一）本所員の自発的研究 （二）一般商工業者の委嘱研究 （三）外来特殊者の研究
※原文は漢字カタカナ混じり文。読みやすいように漢字かな混じり文に改めた。

（出典：外務省記録『東亜同文会関係雑纂』第３巻）
【資料 10】 農工科（工業科）の廃止が決定された頃の状況
・
『東亜同文書院大学史』
（1982 年）の記述
「農工科の運営には施設・研究に莫大な経費を必要としたが、第一次世界大戦後の不況と円
価の暴落によって、書院の財政が極度に逼迫したので、九年四月、同科の廃止を決定した」
（出典：同書 109 頁）
・1920 年 6 月 3 日の東亜同文会春季大会における幹事の発言
「…昨秋季大会
（報告者注、
1919 年 12 月）後は…銀の暴騰といふことが絶頂に達しましたので、
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三十三円の学資を取りましてもそれを銀に換へますと僅かに十二三弗にしかならぬといふや
うな有様になりましたからして書院の経営上非常なる困難を齎しました、…銀価は益々騰貴
しまして我百円に対して上海銀元に換算しますと四十五弗にも換へられないやうな次第で、
これと同時に金利がひどく高まりまして会の借入金に対して甚だ困つたことになりましたの
ですが唯今の所ではこれはずつと銀が下つて参つたので、この有様で続いて行けば大分会の
経済も楽になるかも知れませんが、現今では下つた、安くなつたと申しましてもほんの僅か
ばかり下つたばかりで御座います。…」
（出典：
『支那』第 11 巻第７号、96 〜 97 頁、1920 年）

注：資料中、太字や下線は全て報告者によるものである。
また、引用資料にある「支那」などの用語は、原文のままとした。
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総括コメント「日中関係と東亜同文書院」
栗
【座長】 それでは時間がだいぶ押しておりますの
で、引き続きコメントのほうをお願いしたいと思

田

尚

弥 ( 国学院大学講師 )

えられる立場ではございませんが、私なりの感想
ということでしゃべらせていただきます。

います。コメンテーターは栗田尚弥先生です。昨

私が 10 数年前、東亜同文書院に関する本を書

年も日中のシンポジウムについて栗田先生にお

きました時には、日本と中国の間のジレンマ、あ

願いいたしました。特に栗田先生は幅広く東亜同

るいは理念と現実との間のジレンマというところ

文書院および東亜同文会の研究をしておられまし

に視点を置いて書いたつもりでございます。今日

て、いろいろな研究書を出しておられます。そう

の阿部先生のご報告を聞きまして、東亜同文会が

いう点で全体的なコメントをお願いしたいところ

中国に作った漢口同文書院等の学校につきまし

です。では早速お願いいたします。

て、経営者と言いますか学校関係者と言いますか、
こういう方々が、中国側の教育権回収運動、ある

【栗田】 栗田でございます。今、武井先生のほう

いは国民党の党化教育の中で、いかに学校を存続

から東亜同文会と武井先生が同じ誕生日であると

させていくか、そして日本と中国との間でいかに

お聞きしましたが、実は私はきのう 11 月１日が

理念を貫くかということで非常に苦労されたとい

誕生日でございました。ですから同文会も武井先

うことを、改めて感銘深く感じた次第でございます。

生も私も、同じ蠍座でございます。蠍座の結び付

今日のご報告は 20 年代の学校ということでご

きは強いのかなというふうに思っております。今

ざいますが、1931 年代の満洲事変以降 15 年戦争

回、このコメンテーターをお引き受けすることに

の時代に入って日本と中国の関係が悪化していく

なりましたが、錚々たる方々へのコメントという

中で、東亜同文書院など東亜同文会経営の学校の

ことで、私でよろしいのかなということを、今で

みならず、海外に学校を持っている教育団体とし

も考えているわけなんですが、覚悟を決めまして

ては、中国の人を教育する時に日本思想への共鳴

私なりのコメントを加えさせていただきたいと思

者を作らなきゃいけないという圧力に耐えなけれ

います。皆様のお手元に私が作った簡単な要旨と

ばいけないわけです。東亜同文会経営の在中国の

参考資料がございますが、これは事前に先生方の

諸学校の教師がいかなる思いで、あるいはいかな

ご報告を聞いて作成したものではなく、藤田先生

る施策をもってこれに対応しようとしたのかとい

からコメンテーターのお話を頂いた時に、えら

うようなことを、また後ほどお教えいただければ

いことになったということで、１週間ぐらいアル

と思います。

コールを絶つという荒行のうえ、先生方のご論文

それと細かいことでございますが、阿部先生

や御本を拝読し、私なりに頭の中を整理しようと

がお示しになられた資料の中の、全国教育会連合

したメモ程度のものでございます。

会第 10 年次会決議「取締外人国内弁理教育事業

本論に入らせていただきます。ご報告の順に

案」を拝読いたしまして、不思議なことに、と言

コメントを力不足ながら加えさせていただきたい

うと失礼になると思いますが、東亜同文書院の根

と思います。まず阿部先生のご報告ですが、皆様

津一院長がほぼ同じようなことをおっしゃってい

ご存じの通り阿部先生は教育史の分野の泰斗でい

ます。その一部は本日の私の参考資料①（
「東亜

らっしゃいます。従って、私如きがコメントを加

同文会大正３年春季大会における根津一の報告」
）
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でもお示ししておきましたが、要するに「学校教

に「される側の視点」というのが欠落している。

育というのはそれぞれの文化的背景があるのだか

そういう意味でも、阿部先生の今日のご報告は改

ら、簡単に外国教育を受け入れていいものかどう

めて目を開かされる思いをもってお聞きいたしま

か」というようなことを根津院長がおっしゃって

した。

いる。中国の教育者と根津院長の、ここら辺の共

その次の松田先生のご報告ですが、私も前から

通の認識というのはどこから出てくるのかな、と

気になっていたことですが、東亜同文会の弘前支

いうことを先生のお話から感じました。

部というのは全国的にも非常に早く作られている

私事になりますけれども、ピーター・ドウス先

んですね。そして、人脈的にも山田良政、笹森儀助、

生と小林英夫先生が編集された『帝国という幻想

陸羯南という具合に、こういう言い方は妥当では

−「大東亜共栄圏」の思想と現実』という本が青

ないんですが青森閥・青森人脈というのがそこに

木書店から 1998 年に出ました。その本の中で私

ある。それと弘前ではないんですが、私がちょっ

とジョージア州立大学のダグラス・レイノルズ先

と興味を持っている、1960 年代までご存命だっ

生が書いたもの（レイノルズ「東亜同文書院と

たノンキャリアの外交官で米内山庸夫という方が

キリスト教ミッション・スクール」
、栗田「引き

いらっしゃいます。中国エンサイクロペディアみ

裂かれたアイデンティティ」
）が論争に近い形に

たいな方で、中国に関しては、政治、経済、文学、

なりました。お読みいただいた方もいらっしゃる

さらには自然科学まであらゆる分野に関して著作

だろうと思いますが、レイノルズ先生は要するに

を書かれています。しかし、なぜか 1945 年以降

「ミッションスクールというのは中国に思想的な、

は何も言わなくなってしまうんですが、この方も

キリスト教的な遺産を残したが、東亜同文書院は

弘前ではないんですが青森のご出身です。そうい

そういうものは残さなかった」というようなこと

う点から東亜同文会における青森は何なんだろう

を書かれました。私は、悪い言い方ですが、レイ

なという疑問を前から持っておりました。それが

ノルズ先生の論は「アメリカのミッションスクー

今日のご報告で、近衞家との関係、あるいは熊本

ル万々歳」というような印象を受けましたので、

との関係ということを先生がご指摘になられまし

それに反駁するようなものを書いたわけです。

て、なるほどそうなのかというような思いに駆ら

今日、阿部先生のご報告をお聞きして、私もレ

れました。また今日のご報告にありました城津学

イノルズ先生も、結局はアメリカ側の資料、ある

堂、これはご報告の中でお名前を出されました稲

いは日本側の資料のみから東亜同文会なり同文書

葉先生以外にはあまりおやりになっておられない

院を分析しているだけであった、と痛切に感じま

分野なので、その意味でも非常に面白いご報告と

した。分析「される側」というのはおかしいです

思いました。

けれども、当事者であるアメリカ、日本、そして

私の参考資料②の中にもちょっと付けておきま

もう１人の当事者である中国、この中国の視点が

したけれども、城津学堂の趣意書、あるいは規則

レイノルズ・栗田論争では欠如していたなと、強

の中に、
「特別科として韓国固有の文書を兼修せ

く反省せざるを得ません。これは歴史全般に言え

しむ」とあります。要するに後に問題になるよう

ることで、日本の戦後改革についても、いわゆる

な皇民化教育ではなく、やはり韓国・朝鮮の人の

「括弧付きの民主化」をする側とされる側とでは

アイデンティティー教育も行なう。これはその後

当然認識が違うんじゃないかということは左右両

の日本の韓国における学校にはなかった特徴だと

方から言われておりますが、実は日本もアメリカ

思います。それとこの趣意書のなかには、
「往昔

も、対外的な教育を考える場合に、こういうまさ

我国人文未だ開けず韓国の文化既に開けたる時に
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当りてや韓国人士我国に渡来し文学芸術を教へ以

言えるわけです。そういう意味で中華学生部の人

て我を教導したること少からざるなり、今や韓国

達がその後いかに中国で活躍されたか、あるいは

の文運衰退せんとする時に当て…」ということ

日本と中国の間で活躍され苦しまれたか、そうい

が書いてあります。要するに「かつては日本より

うことを明らかにするのは非常に大きな意義があ

も優れた国であっていろんなことを伝えてくれた

ることだと思います。単に彼らが何をやったかと

けれども現在は…」というようなことです。先ほ

いうことではなく、私も参考資料③の中で「反帝

どの『帝国という幻想』の中でピーター・ドウス

国主義の意識を持ちながらも、その身を『日本帝

先生が、日本の対韓政策についてのご論文（
「朝

国主義の学校』によって守られているという、中

鮮観の形成」
）で、明治期の日本人の対朝鮮観の

国人学生・教師のアンビバレンツな心情は自ず

基本にあるのは同じ民族であるという意識である

と日本人学生にも伝わったことであろう」という

と指摘されています。ドウス先生は、この同族意

ように、昔『東亜同文会史昭和編』に書いた部分

識が、「同じ民族なのになぜこんななのか」とい

を引用させていただきましたけれども、水谷先生

う方向と「同じ民族だから救ってやらなきゃいけ

のご報告の中にありました「自分達の意思を通す

ない」という方向に分かれたとおっしゃっていま

ためには日本人の学校で学ばなきゃいけない」と

す。しかし、この城津学堂の趣意書を見るとどち

いう彼らの忸怩たる思いが日本人学生にも伝わっ

らでもない。かつての朝鮮は１つの進んだ文明国

て、１つの書院の思想というものを作る大きな要

であったと述べている。要するに朝鮮は１個の国

因になっているのではないかと思います。その点

であるという意識で趣意書を書いています。そう

からも、この中華学生部の研究はぜひ続けていっ

いう点からも城津学堂は非常に面白いと思います

ていただきたいなと思っております。

ので、これはぜひ松田先生にご研究を続けていた

そして、その次の武井先生のご報告。この分野
もほとんど今まで研究者がいらっしゃらない、い

だきたいというふうに思っております。
その次の水谷先生のご報告なんですが、私は

やゼロと言ってもいい分野だと思います。まさに

常にくだらない不謹慎なことを考える癖がありま

新たな光を与えられたご報告です。最後に武井先

して、中央の共産党のトップまで出世した沙文漢

生がストライキのことをおっしゃっていたんです

さんが学校にはほとんど出なかった、というよう

が、実は私が一番関心があったのはその部分で、

なお話を聞くと、自分の学生時代を振り返ってみ

今日の参考資料④にも『東亜同文会史』の中から

ても試験の前に俺のノートを丸写しにコピーして

ちょっと引用しておきました。これはどういうこ

いたやつのほうが俺より出世しているじゃないか

とかと言いますと、東亜同文書院の農工科廃止を

と、そういうことを考えたりしました。中国も日

めぐる学生ストライキで、新聞社の幾つかが、こ

本も、あるいは古い時代も今も、やっぱりこの鉄

れは反根津運動であるというふうに報道したこと

則は変わらんのかなと…。ご報告自体はほとんど

に対して、ストライキをやっている当の学生たち

どなたもやられていない分野のところですね。私

が、
「いやそんなことはない。私達は根津さんを

はかつて『上海東亜同文書院−日中を架けんとし

尊敬しているんだ。だからこういう記事はやめて

た男たち−』の中で、ある学校を知るためにはど

くれ」というようなことを書いた。それを引用し

ういう人材を輩出したかを研究することも重要で

たわけです。このエピソードを見てもわかるとお

あると書きました。当時は東亜同文書院に関して

り、東亜同文会の歴史を見る上で農工科の問題と

も、その部分の研究がイマイチじゃないかと書い

いうのは無視できません。武井先生の農工科の研

たわけですが、同じことが中華学生部に関しても

究のこの後のご発展を期待したいわけです。あと、
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当時の学生さんが、何のためにこの学科はある

文書院とキリスト教」というご論文です。去年の

のかということについて、
「日支資本家にいろい

『オープン・リサーチ・センター年報』No. ２に

ろなものを提供する。それから両国国民の福利を

書いていらっしゃいます。先ほどのレイノルズ先

図る」というようなこと言っている、というご指

生と私の論争（向こうは「論争」ではないと思っ

摘も今日のご報告の中にあったと思います。1915

ているかも知れませんが）の中で、レイノルズ先

年に対華 21 ヶ条の要求が出て日中関係がどんど

生は「思想的なものは東亜同文書院は何も残さな

ん悪くなっていく中において、日本だけではなく

かった」ということを書いていらっしゃいます。

日支（日本と中国）両方の利益を図るというスタ

私は「同文書院はビジネススクールだから、その

ンスを学生が持っていたことは、やはり東亜同文

視点から見るのはおかしいんじゃないの」という

書院の持つ意味を改めて認識させてくれるもので

反論をしました。先ほど水谷先生から、中国の方

はないかなと思っています。

の反キリスト教の拠点が東亜同文書院にあったと

ちなみに根津院長は対華 21 ヶ条に対しては大

いうご報告をいただき、その中で坂本義孝先生の

反対でありまして、
「こういうことをやっている

お名前が出たわけですが、石田先生は「やはり同

といずれ日本に悪いものが返ってきますよ」と

文書院の中にもある種のキリスト教的な精神があ

いうことを書いています。時は第１次大戦の最

るのではないか。さらに陽明学（根津校長は陽明

中ですが、「とにかく仕事が終わったら日本軍は

学に非常に造詣が深い）とキリスト教との関係、

即青島から撤収すべし」というようなことをおっ

これも無視できないんじゃないか」という視点か

しゃっているわけです。この当時の根津さんの言

ら、東亜同文書院におけるキリスト教ということ

葉と学生さんの言っていることが、私の頭の中で

を書いていらっしゃいます。
アメリカやその他の国がキリスト教を使って

は重なるわけです。
武井先生は農工科廃止以降の動き、上海工業研

中国への侵出を計っていたことを、根津院長は非

究所のことについて触れていらっしゃいますが、

常に懸念していたと先ほど申し上げましたけれど

結局これは潰れてしまいます。参考資料④のほ

も、根津院長は決してキリスト教自体を軽蔑・排

うにちょっと括弧で書いておきましたけれども、

斥するという方ではなく、実はマルクス主義に対

1938 年（昭和 13 年）に東亜同文会が新たな学校

しても一定の理解を持っていらっしゃいます。た

を作るという計画案を立てておりますが、その１

だ書かれたものを拝見しますと、いろいろな民族・

つとして産業の専門家を養成するということで、

国家に或る思想が出てくるには、その国家の持っ

東亜同文産業学院の計画が入っております。理

ている歴史的な背景、必然性がある。だから無闇

念的には農工科を継いだものかという気もします

に外国の思想を入れた場合そこに大きな問題が

が、時代背景がだいぶ違いますので、そこら辺の

あるのではないかという視点で、たとえばアメリ

相違はどうなっているかというようなことも、い

カのミッション系スクールの進出なんかを懸念さ

ずれ明らかにしていただきたいなと思っておりま

れているんですね。実際、ミッション系スクール

す。

の経営者はとにかくとして、時の米政府が中国教

以上、４人の方のご報告について、私なりの

化のためにクリスチャンを使ったということは否

非常に低次元のコメントを加えさせていただきま

定できない事実ですから、そういう政策としての

したが、この場を借りて、最近ちょっと興味ある

キリスト教は非常に根津院長は警戒しますけれど

ご論文を拝見いたしましたので、私の要旨の６番

も、キリスト教自体はやはりその国の１つの文化

目に書いておきました。石田卓生先生の「東亜同

から出てきたものだという理解はされています。
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ですから誤解しないでいただきたいのは、政策と

最近でもインターネットの２チャンネルを見ます

してのキリスト教は根津院長は懸念しますが、思

と、たぶん私の授業を取った学生だと思いますが、

想としてのキリスト教に関してはまた別の見解を

「栗田って右翼だろ」と書いている人もいます。

持っていらっしゃったということです。そういう

私は進歩派のつもりなんですけれども…。そうい

意味でキリスト教というものが、陽明学とも合致

うことも書かれたりしております。まあ 15 年前

するところがあるのではないかということを、石

はそういう状況でした。

田先生は思想史的な観点から書かれています。

明治大学の学長をやられた木村礎先生という、

実は私も 20 代の大学院生の頃、足尾鉱毒事件

歴史学（特に地方史）で有名な大先生がいらっしゃ

の田中正造について書いた際に、彼はクリスチャ

います。私がつい最近読んだこの先生の自伝『戦

ンで有名ですけれども、やはり基礎には陽明学

前・戦後を歩く』（日本経済評論社）の中に、「歴

があったのではないかと指摘したことがございま

史家は神ではないのだから、裁断には慎重でなけ

す（「田中正造と陽明学」
『田中正造の世界』第３

ればいけない。主題の選択は自由にやるより他な

号・1985 年）。これは当時の田中正造を研究され

く、そこに彼の現代的立場はすでに表明されてい

ている方からコテンコテンにやられましたけれど

る。それから後はせいぜい客観的、実証的、かつ

も…。そういう思いもあって、去年のシンポジウ

謙虚にやるべきだろう」と書かれています。こ

ム（
「日中研究者による東亜同文書院研究」
）の際、

の本が書かれたのは 1994 年で、私が落ち込んで

東亜同文書院を見る場合思想史的な視点も必要な

いた翌年です。その時に読んでいたら私はもう

んじゃないかということを、武井先生ともお話し

ちょっとまともな人間になったと思うので、もっ

しましたが、まさにそういう思想史の観点から同

と早くこの本に出会っていれば良かったなと思い

文書院を見ていこうという若い方が出てきたとい

ます。要するに歴史を語る場合には、木村先生の

うのは、非常に喜ばしいことだと思います。

言葉をお借りすれば「客観的、実証的、かつ謙虚に」

いろいろなことを言わせていただきましたけれ

やることが必要だと思います。僣越ですが今日

ども、最後に私なりの東亜同文会・同文書院に対

ご報告になられた先生方はまさにこの歴史の大鉄

する思いをしゃべらせていただきます。私が『上

則、歴史学者としての原点をきちんと守られてい

海東亜同文書院』を書いたのは 1993 年でござい

て、素晴らしいご報告だったと思います。私も先

ました。もう 15 年も前になります。その当時は

ほどのレイノルズ先生と論争まがいになった時、

もちろん阿部先生のような素晴らしいご論文を発

言い訳がましくこういうことを書いています。
「結

表されている方もいらっしゃいましたが、一方で

果のみからある団体や人物を断罪することは容易

は東亜同文書院とか東亜同文会を研究するのはけ

である。だがその団体なり人物なりがいかなる理

しからんというような声もあって、私も同期の人

念や精神・思想を有し、それをいかようにして実

間から「お前はいつから帝国主義の手先になった

現しようとしたのか、さらには実現する過程にお

んだ」と言われたのを覚えています。私も正直最

いて現実とのジレンマにどのように直面し、それ

初の頃はそういう印象を持っていた時期がありま

をいかに止揚せんとしたのか、これを知ることな

すけれども、やはり資料を具体的に見ていきます

くして団体や人物を歴史上に位置づけることは不

と、「とんでもないよ」と言わざるを得ない。そ

可能である」と。その気持ちは今でも変わりはご

れで、日中の間で苦しんだ人々のことを解明しな

ざいません。その私のスタンスからいたしまして

くてはこれからの日中関係は分析できないんじゃ

も、今日のご報告は「我が意を得たり」というも

ないか、という視点であの本を書いたわけです。

のでございました。
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最後になりますが、東亜同文会なり東亜同文

して役割を果たしたのではなかったか。そしてそ

書院に関係した人々のアジアに対する意識の類型

れと相応した日本軍閥の崩壊と共に、書院生の過

化（と言うと失礼ですが、どういうパターンなん

去に行なった対支政策に厳しい批判を向けると同

だろうということ）を簡単にしゃべらせていただ

時に、一刻も速やかに書院の将来およびその使命

きます。これは私のオリジナルではなく、立教大

たるものを明らかにしていただきたい」と書いて

学の先生でいらした栗原彬先生という有名な社会

いるんですね。理念と現実のジレンマ、これはま

学者の方が、日本人のアジアへの関心型という

さに東亜同文会なり東亜同文書院の、特に 1920

のを７つの類型に分けていらっしゃいます。贖罪

年代後半以降のスタンスではないかと思っていま

型・郷愁型・偏見型・教義型というような形で分

す。

けられていらっしゃいますが、その中で実存型と

全然分野の違う例えを出して、特に東亜同文

いうことをおっしゃっています。それはどういう

書院出身の方には申し訳ないんですが、フルト

ものかと言うと、
「西欧帝国主義の追従者と、ア

ヴェングラーという有名なドイツの指揮者がい

ジアナショナリズムの先駆者、あるいは同種の対

らっしゃいました。ナチが政権を取ったあと、反

立項のいずれか一方を消去して豪傑君（中江兆民

ナチの指揮者がどんどん海外に流出（亡命）して

の『三酔人経綸問答』に出てくる人物。とにかく

いくわけですね。あとに残ったのがヒットラーの

アジアなんか侵略してしまえというようなタイプ

子分みたいに言われていたカラヤンとか、そうい

−栗田注）、あるいは洋学紳士（理想論だけを説

う人々なんですが、フルトヴェングラーは最後ま

くタイプ−同）の道につくのではなく、対立項の

で祖国に留まる。それに対して戦後さまざまな批

葛藤・緊張を保ちつつ、痛みを失わないことで透

判が寄せられるわけです。これは丸山真男先生か

徹した認識者たり得る」
、これが実存型認識だと

誰かがおっしゃっていたと思うんですが、
「そこ

おっしゃっています。私は東亜同文会・同文書院

に留まることが彼にとっては必要だった。オース

というのはこの実存型に近いのではないかと思い

トリアやドイツに留まって民族の音楽を守る為に

ます。常に理念と現実との間にあってその葛藤・

は、どんな立場にあっても政策の具になることな

ジレンマに苦しみながら、それをどうにかプラス

く、現場にいて自分のスタンスを守り抜く人物が

の方向に持っていこうとする。外に飛び出て批判

必要であった。まさにフルトヴェングラーは自ら

するのは簡単ですけれども、内部にいてその葛藤

をその立場に置いた人物であった」と…。まあ芸

の中でどうにか良い方向に持っていこうとするの

術の分野と学校あるいは団体は同一に論じられま

は大変なことだと思います。東亜同文会・同文書

せんが、私はやはり東亜同文会なり東亜同文書院

院に関係した人々はそういう実存型認識に属する

というのは、ある種フルトヴェングラー的精神を

人々ではないかと思っています。

持った団体であり学校ではなかったかというふう

1945 年（昭和 20 年）の呉羽分校の自詮録（閉
校に際しての学生に対するアンケートをまとめ

に思っております。少し長くなってしまいました。
どうもありがとうございました。

たもの）をたまたま数年前に目にしました。Ｃさ
んＤさんというふうに原文自体仮名になっていま
すが、たとえば学生Ｄさんは「われわれ書院に学
ぶ者は少なくとも感情的には支那四億の民の友で
あった。しかしながらかつてのわれわれの先輩は、
実際的には日本資本主義経済の大陸進出の尖兵と
84
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日中関係と東亜同文書院

（レジュメ）
栗

１

田

尚

弥 ( コメンテーター )

はじめに−このシンポジウムの意義−
○東亜同文会の中心事業である教育に焦点

２

阿部洋「中国における東亜同文化会の学校教育」

３

松田修一「笹森儀助と朝鮮における教育活動」

４

水谷尚子「東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役割」

５

武井義和「東亜同文書院に付設された農工科をめぐって」

（６
７

石田卓生「東亜同文書院とキリスト教」『オープンリサーチセンター年報』NO2）
最後に

○私の言いたいことは、歴史家は必然的に現代的立場に立っているのだから、それを自覚し、その立場
を過去に向って野放図にたれ流ししない方がいい、ということである。過去は本質的にそれ以前の大過
去によって規定されているのであって、現代そのものが過去そのものを規定することは絶対にあり得な
い。したがって、それぞれの現代を生きる歴史家が過去を裁断するのは、本質的にはおかしいのである。
おかしいのではあるが、歴史家たちはこれまでそれをやってきたし、これからもやるだろう（私も同
じである）
。それは、彼らが現代を生きている人間だからである。しかしながら歴史家は神ではないの
だから、過去の裁断には慎重でなければならない。主題の選択は自由にやるより他なく、そこに彼の現
代的立場はすでに表明されている。それから後は精々客観的・実証的かつ謙虚にやるべきであろう。現
代的立場を過去に向って無自覚にあるいは逆に作為的にたれ流すことは歴史叙述を宣伝文に化すること
である。そうした先例はすでに数多くある。もとより完全にはできないことだが、歴史家はその現代的
立場を抑制しつつ謙虚に過去に相対すべきであろう。過去に対する便宜主義と傲慢は歴史家にとって最
大の悪徳である。
（木村礎『戦前・戦後を歩く』日本経済評論社・1994 年）

○〈結果〉のみからある団体や人物を断罪することは容易である。だが、その団体なり人物なりがいか
なる理念や精神、思想を有し、それをいかようにして実現しようとしたのか、さらには、実現せんとす
る過程において現実とのジレンマにどのように直面し、それをいかに止揚せんとしたのか、これを知る
ことなくして団体や人物を歴史上に位置づけることは不可能である。
（拙稿「引き裂かれたアイデンティティ−東亜同文書院の精神的考察−」ピーター・ドウス、小林英夫編『帝国という幻
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想−「大東亜共栄圏の思想と現実」−』青木書店・1998 年）

○ これら種々のタイプの人々（東亜同文会に集った人々）を結びつけていたものは何なのだろうか。そ
れは中国を始めとするアジア諸国に対する「実存型」関心である。栗原彬氏によれば、日本人のアジア
ヘの関心型は、
（１）
「贖罪型」
、
（２）
「郷愁型」、
（３）「偏見型」、
（４）「教義型」、
（５）「利害型」、
（６）
「実存型」
（７）
、
「自律型」の七つに分けられるという（栗原彬「日本人のアジア像」
『歴史とアイデンティ
ティ』二一一〜二四六頁）
。そして「実存型」とは、「権力をもたぬ劣弱な個に立脚して、己れの存在証
明を求める過程それ自体が、抑圧されている第三世界とりわけアジアの人々との間に連帯感を見出す過
程に一致」させていく関心型である。そしてこの関心型は、「『西欧帝国生成の追随者』と『アジア・ナ
ショナリズムの先駆者あるいは同志』の対立項のいずれか一方を消去して『豪傑君』あるいは『洋学紳
士』の道に就くのではなく、対立頂の葛藤・緊張を保つ痛みを失わないことで透徹した認識者たりうる」
ことが出来る。東亜同文会の会員を結びつけていたものは、この「実存型」関心である。
（拙稿「解説

明治・大正期における東亜同文会の活動」東亜文化研究所『東亜同文会史』）

○日本と中国の狭間で−
重慶が同文書院を目してて特務機閣員養成所なりと宣伝したと閣いて居ります。成程書院生は血書ま
（ママ）

でして寧波、□□等への軍属として参加し、或ひは支那研究の為にあらゆる努力を払って得た情報も悪
く軍・財閥に依って帝国国策遂行の力として利用された。真に東亜を思っての上申・献策も入れられず、
書院自体第三者の客観的立場からみれば日本車の特務機関養成所也と思はれるのも無理はなかったと思
ひます。
（「呉羽分校学生課自詮録」より、学生Ｃ）

我々書院に学ぶ者は少くとも感情的には支那四億の民の友であった。而しながらかつての我々の先輩
は実際的には日本資本主義経済の大陸進出の尖兵としての役割を果たしたのではなかったか。そしてそ
れと相応した日本軍閥の崩壊と其に書院生の過去に行った対支政策に威しい批判を向けると同時に一刻
も速やかに書院の将来及び其の使命たるものを明らかにしていただきたい。
（同上、学生Ｄ）

参考資料
①
…亜米利加の風が支那の社会に段々と拡まると、其結果はどうなるかと云ふと、名教と、相容れないこ
とになりはせぬか。支那の社会の存立して居るのは名教の御蔭で其惰力の為である。其事は既に諸君は
御承知であろうが、若それに困り社会に根本的変動が起りましたならは、随分危険なことではなかろう
か
（東亜同文会大正３年春季大会における根津一の報告、東亜文化研究所『東亜同文会史』）
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②
…一半島国を以て文学夙に開け礼楽早く備り泰西諸邦の未だ野蛮蒙昧の時に当りて已に文明の光輝を発
揚したり何ぞ世界の先進国と云はざる可けんや
建国此の如く古く文運此の如く隆盛なるもの実に他国よりも先進したるの国なり

此国現今の形勢を

顧見せよ国勢萎微として文学振はず遠く後進諸邦の後に瞠若として昔日の旺盛なる面影だもなきもの是
れ何に山て然るかと云はゞ他莫し他邦は孜々として文学を勉励し教育を奨して不居不撓なるに此韓国は
独り倦怠し其進歩を中沮したるに因るもの豈に韓国の為に慨歎なる事ならずや
（中略）
日韓清の三国は地理上を以て言へば実に唇歯輔車の関係を有し史記上より言へば実に同種同文同俗なる
同胞ならずや
往昔我国人文未だ開けず韓国の文化既に開けたる時に当りてや韓国人士我国に渡来し文学芸術を教へ以
て我を教導したること少からざるなり、今や韓国の文運衰退せんとする時に当て吾人来て教へ以て与に
文明の徳沢に浴せしめ相携へて以て世界上に雄飛せんと欲するものは亦是唇歯輔車の関係あるものを互
に全ふせんと欲するが故なり否同胞の信義を重ずるが故なり
（中略）
故に曰く教育は人智を啓発し国家を富強ならしむる基礎なりと諸子よ思考して文を溝し学を究め以て何
時も倦怠すべからざるなり
城津学堂規則
第一款

総則

第一条

本学堂ハ城津学堂ト称シ大韓帝国咸鏡道城津ニ設置ス

第二条

本学堂ハ東亜同文会ノ管轄二属ス

第三条

本学堂ハ韓語及日本語ヲ以テ普通学科ヲ教授ス

第四条

本学堂ハ特別科トシテ韓国固有ノ文書ヲ兼修セシム
（以下略）
（「城津学堂趣旨」東亜文化研究所『東亜同文会史』）

③
中華学生部の学生は、本科においては日本人学生と共同授業を受けることになっていた。昭和三年か
らは、中国人学生と日本人学生は寮内において起臥を共にすることになった。また、当然のことながら、
書院で教鞭を取る中国人教師の教も多かった。そしてその中には公然と反蒋介石、反帝国主義を口にす
るものもあった。東亜同文書院の日本人学生は国内の学生よりもはるかに、中国人学生・教師と接する
機会が多かったのである。日本人学生は、授業の合間に、あるいは中国問題研究会などを通じて、例えば、
「われわれの国では外国人が勝手にやって来て、われわれの利益も習慣も無視して、彼ら自ら此国の地
面に都会を作り、工場を建てるんです。そうしてわれわれはそれを見ながら、どうすることもできない」
（郭沫若が谷崎潤一郎に語った言葉、丸山昇『上海物語』より）というような言葉をたびたび聞いたで
あろう。また、反帝国主義の意識を持ちながらも、その身を「日本帝国主義の学校」によって守られて
いるという、中国人学生・教師のアンビバレンツな心情は自ずと日本人学生にも伝わったことであろう。
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（『東亜同文会史

昭和編』活動編第２章解題［担当栗田］）

④
我等一同は書院か農工科を縮小せざるべからざる境地に立ち到たる状況に慨し日支関係の緊密なると書
院責任の重大なるとを思ひ此の際大いに書院創立の趣旨を実現し世に警醒せしむるの方法に出つるの必
要あるを認め学校当局に懇請して許可を得若干の時日を費して議を凝し候次第にて…
（中略）
若し夫れ新旧思想の衝突と云ひ或は在院生は院長として新人物を求むる心あるに因るものの如しと云ふ
に至つては何等書院の精神を知らさる者の揣摩臆測にして固より一顧に値ひせざる儀と存候我れ等一同
は熱誠を以て院長の教訓に感佩する者にして現在の新旧思想問題等に撼揺せられ世人の所謂新人物を求
めんとするか如き軽薄なる行動は断して無之候へ共恐らくは事情に暗き世人の誤解を生するなきを保せ
す茲に我書院並に我等学生の名誉の為めに敢て事件の真相を闡明し社会一部の疑惑を解かんと欲する次
第に御座候
（農工科廃止によるストライキについての新聞報道に対する同文書院学生会の反駁書、東亜文化研究所『東亜同文会史』）

（昭和 13 年１月、東亜同文会は「支那ノ新情勢二応ジ」、「東亜文化ノ復興顕揚、資源開発等、東亜恒久
平和確立ノ枢軸タルベキ諸政策ノ達成二参画シ、ソノ実現二邁進スベキ人材ヲ育成センコト期シ」て、
中国国内に既設の三学校（東亜同文書院、中日学院、江漢中学校）のほか、「東亜文化復興二開スル
教育機関」である東亜同文大学、
「資源開発二関スル教育機関」である東亜同文農工業学院と東亜同文
産業学院、
「民族親和二関スル教育機関」である東亜同文女子学院の４校を設立するための独自プラン
を作成したが、このうち東亜同文農工業学院と東亜同文産業学院は農工科と方向性が同じと思われる
が・・・）
。

【座長】どうもありがとうございました。熱のこ

そうしましたら今からリュミエールというレスト

もったコメントをいただきました。以上で全部終

ランのほうで懇親会をいたします。発表者の先生

わりまして、会場の方のご意見を伺う時間ですが、

方も皆さんご出席されますので、そちらのほうで

予定の時間を過ぎております。そこでフロアのほ

また議論を続けていただけたら幸いです。どうも

うから、この際このことは聞いておきたいという

長時間ありがとうございました。

ことがございましたら。よろしいでしょうか…。
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〔国際シンポジウム〕

欧米研究者から見た東亜同文書院
─ごあいさつ─
東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：皆さん、

た。この背景には、我々の東亜同文書院記念セン

こんにちは。ただ今より愛知大学東亜同文書院大

ターが今年４年目ですが、全部で５年計画という

学記念センター、オープンリサーチセンター国際

大きなプロジェクトを文科省に認定していただい

シンポジウム「欧米研究者から見た東亜同文書院」

たことがあります。いわゆるオープンリサーチセ

を始めさせていただきます。私は本日の司会を務

ンタープロジェクトです。広く多くの方々に我々

めます東亜同文書院大学記念センターの運営委員

がやっている事業を知っていただくという主旨で

で、かつ愛知大学現代中国学部の馬場と申します。

すが、その一環として初年度からこのシンポジウ

よろしくお願いします。最初に私どもの東亜同文

ムをやっています。

書院大学記念センターの藤田所長から挨拶をさせ

一昨年は、中国の特に上海交通大学を中心と
した研究者の方々と我々との間でシンポジウムを

ていただきます。藤田先生、お願いします。

開かせていただきました。上海交通大学は東亜
藤田佳久（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ

同文書院が1937年に校舎が焼けた後にそこへ移っ

ー所長）：皆さん、こんにちは。数日前台風が来

て終戦の年まで授業をやったという関係がありま

たときには、今日はどうなるかとだいぶ心配しま

す。初めて中国の研究者の方々が向こうに残って

したが、昨日少し台風の後始末ができて、今日は

いる書院の資料をいろいろ集めてくださって、そ

なんとか校舎の中もきれいになりました。昨日ま

れをベースにしてお話をいただいた。その中には

では枝葉がいっぱいで緑の絨毯のように変わって

1937 年までは隣同士であった書院と交通大学の

しまいまして、我々も大変びっくりしました。今

間は非常に友好関係があって、学生諸君もずいぶ

から 50 年ほど前に大きな台風がありましたが、

ん交流をされていたし、書院の仮装行列、運動会

それ以来の台風で皆びっくりしましたが、この辺

のときには交通大学の方々もたくさん見に来てい

の空気も一新してきれいになってしまったという

たというお話もありまして、新しい情報をいろい

ところがメリットかもしれません。被害を受けた

ろ得たように思いました。そういうことが一昨年

方々もおられますので。今日は交通網も含めてち

ありまして、昨年はまた国内のシンポジウムをや

ょっと心配ではありましたが、そういう中お集ま

りまして、今年はその翌年ということで国際シン

りいただきまして大変ありがとうございます。

ポジウムの年でして、これが今度のプロジェクト

今回、ここにございますように国際シンポジ

の中の最後の国際シンポジウムになりますが、今

ウムという形で「欧米研究者から見た東亜同文書

度は欧米の研究者の方々が東亜同文書院をどのよ

院」というシンポジウムを開かせていただきまし

うに見てくださっているのかというテーマでシン
7
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と。そのときは愛知大学にそういう資料があると

ポジウムを開かせていただきました。
また愛知大学は文科省のＣＯＥプログラムに採

は知らなかったから東京とか京都でいろいろ資料

択され、国際中国学センターを立ち上げて今日ま

を探されたというお話を伺ってずっと頭の中に入

で続いますが、それのデリゲーションと言います

っていたものですから、今回はぜひお願いしたい

か、ヨーロッパやアメリカへそれぞれ分かれてい

ということで。こちらも非常に親切にお引き受け

ろんな大学と提携と言いますか、学術的な交流を

いただきました。

行いたいというので、現地に行きました折に驚く

３番目はニキ・ケンジ先生です。現在ミシガ

ほど書院の評判が広がっていまして、我々も意を

ン大学でいわゆるライブラリアンとしてご活躍で

強くしたのであります。しかし愛知大学という名

す。特に日本、アジア系の文献収集はいちばん力

前はあまり知ってもらっていなくて、書院の名前

をもってやっておられます。ミシガン大学は全部

を出してその後継だということで知っていただい

で図書冊数が750万冊あるというお話で、愛知大

たという次第でした。そういう点で各大学を回っ

学は160万冊くらいですから数倍の規模をお持ち

たときには書院のおかげで非常に親切に受け入れ

です。そのアジア部門を中心にマネージされてい

ていただきました。そういう意味でもぜひ、我々

るということです。我々がこの３月シカゴで開か

としても一度欧米の研究者の方々が、では実際に

れたアジア学会にお招きいただいたときも非常に

東亜同文書院をどのように研究されてきたのかと

お世話になりました。そういう点でデータベース

いうことでシンポジウムを組んでみたい。これは

も含めて今や世界のトップで活躍されているとい

前からずっと思っていたことで、本日これがここ

うことで、今日はその先端のお話をあわせてお伺

に実現することになりました。そういう点ではお

いするということでお願いしました。心安く引き

そらく非常に画期的なシンポジウムだと思います

受けていただきました。

し、我々としても今日のシンポジウムを非常に楽

そして、せっかくの機会ですので、我々の若手
の今目覚ましく研究を進めている武井さん、我々

しみにしています。
今日は海外から３人の方をお招きしました。お

のポストドクターのポジションで研究をされてい

１人目はダグラス・レイノルズ先生、ジョージア

ますが、武井さんから全体の欧米を中心にした、

州立大学の歴史学の教授です。こちらの先生は東

特にアメリカを中心にした研究が中心かと思いま

亜同文書院研究の最初の段階で多くの作品を戦後

すが、東亜同文書院をめぐるレビューをお願いし

書いていただきました。東亜同文書院の記念賞も

ました。

受賞されています。そういう点で書院に関して非

最後にコメンテーターとして栗田先生ですが、

常に関心をもっていただいているということで、

栗田先生は毎回こういうチャンスがあるたびにお

すぐお願いしました。ちょうど東大で研究会があ

招きをして貴重なコメントをいただいています。

ったときにお目にかかったものですから、そこで

今日もいろいろ問題提起型のコメントをいただけ

すぐお願いをして、快く引き受けていただきまし

るということで期待をしています。
ということで、それぞれの分野で最も東亜同文

た。
フランスのアカデミーの学士院のマリアンヌ・

書院に近い研究者の方々にお願いして今日このシ

バステド・ブルギエール先生です。我々のほう

ンポジウムが開けるということで、大変我々とし

は先ほど申しましたＣＯＥプログラムの中でフラ

ては期待をしています。どうぞ最後までご清聴い

ンスにお邪魔したときに先生にお目にかかりまし

ただきまして、また馬場先生からご紹介がありま

て、戦後書院の研究のために日本へ来られたのだ

すが、最後には懇親会もお金をとらずにやります

8
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ので、ぜひふるってご参加いただいて、先生方と

Professor Douglas R. Reynolds, Professor,

ご交流をお願いできたらと思っています。ちょっ

Georgia State University:

と長くなったかもしれませんが、私の最初の挨拶

The title of my paper, T -A Dobun Shoin −

とさせていただきます。どうぞ今日はよろしくお

Yet another Meiji Innovation.

願いします。以上です。
It is a great honor to deliver a paper at this
馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：それ

distinguished lecture series. When Fujita

では最初にジョージア州立大学のダグラス・レイ

Yoshihisa invited me to give this lecture, he

ノルズ先生に、
「明治のもう一つの革新的パイオ

requested that I discuss T -A Dobun Shoin

ニアとしての東亜同文書院」のご報告をお願いし

（TDS）from the point of view of foreign

たいと思います。どうぞレイノルズ先生。

research and foreign perspectives. TDS, along
with T -A D -bunkai（TDK）have been

ダグラス・R・レイノルズ（ジョージア州立大学）
：

subjects of my research for more than 30 years.

ありがとうございました。ペーパーを発表する前
に少し下手な日本語で自己紹介ですが、これはキ

These two topics were ﬁrst suggested to me

ャリアの自己紹介ではなくて、生活の自己紹介で

by Professor Et Shinkichi in 1977 while I was

す。今は65歳です。私の生活の半分はアジアに住

living in Tokyo and using the archives of Gaik

んでいました。だから江戸っ子という言葉があり

Shiry kan. As I learned more about TDS, this

ますが、私はアジアっ子かもしれない。いちばん

Shanghai school came to represent in my mind

最初は２歳から６歳まで1947年から51年まで私の

an interesting but little known example of

両親は教育宣教師として中国に行って、安徽省蕪

Japan-China relations and friendship. Then, to

湖でしたが、その後は革命の関係で中国を出てア

my surprise, I came to realize that the approach

メリカへ帰って１年間、あとはフィリピンに行き

of TDS to education, so the approach to

ました。７歳から17歳まで私はフィリピンに住ん

education − which were the approaches

でいました。その後は大学院で勉強するためにア

developed by Arao Sei and Nezu Hajime − was

メリカへ行って、その後台湾は２年間、67年から

an approach that in the 1960s when I was in

69年まで中国語を勉強するためにです。元々の専

graduate school at Columbia University, it was

門は中国近代史です。博士号を取った後は日本に

an approach called area studies or chiiki kenky in

来て、76年から80年まで東京で、そのときは衛藤

America. The curriculum, the teaching at TDS

瀋吉先生のおかげで東亜同文書院、東亜同文会

was very, very much like the curriculum I was

のことを勉強するようになりました。その後アメ

studying, the program I was on, at Columbia

リカに帰って86年から88年までもう一度日本に来

University. So the ﬁeld of education known as

て、日中近代文化交流史の研究を続けて、その後

area studies developed in the US only after

もう一度アメリカに帰りました。最近は2002年か

World War II. TDS, however, developed this

ら毎年の夏休みに中国へ行きます。夏休みは中国

approach more than 50 years earlier. I was

で研究、けど研究のテーマは同じように日中文化

deeply impressed. And in 1986, I published an

交流史です。短い生活の紹介ですが、これからペ

article called Chinese Area Studies in Prewar

ーパーに入りましょう。

China: Japan s T -A D bun Shoin in Shanghai,
9
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and China: Ideology and Practice of Foreign

1900-1945.

Relations in Modern Japan ）. Two recent
Meanwhile, in 1987, in Japan, I publishedthe

English-language books on Pan-Asian thought or

article A Golden Decade Forgotten: Japan-China

Dai Ajia shugi for that time period also mention

Relations, 1898-1907. This thesis of a Golden

TDK and TDS. The titles of the two books

Decade or gon no j nen（黄金の10年）which

are Pan-Asianism in Modern Japanese History:

also appears in my book, China, 1898-1912: The

Colonialism, Regionalism and Borders, edited by

Xinzheng Revolution and Japan, this concept

Sven Saaler and J. Victor Koschmann published

was controversial among scholars in China,

in 2007. And the other book is by Cemil Aydin,

Japan and the West because it proposed that

The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions

relations between China and Japan during the

of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian

years 1898 to 1907 were fundamentally friendly

Thought also published in 2007. So it looks

and positive. A recent book by German scholar

not only at Pan-Asian thought but Pan-Islamic

Urs Matthias Zachmann, China and Japan in the

thought as a method of expressing anti-Western

Late Meiji Period: China Policy and the Japanese

feelings.

Discourse on National Identity, 1895-1904
published in 2008, so very, very recent, this book

In the summer of 2008, I joined with scholars

acknowledges the Golden Decade dimension of

in Europe in a project, Chinese Encyclopedias

relations, but it argues that cooperative relations

1870s-1920s: A Missing Chapter of Modern

between Japan and China were only one aspect

Chinese History. That is the title of the project

of a vastly complex relationship. A scholar

‒ A Missing Chapter of Modern Chinese

s conclusions, Zachmann argues, depend very

History, led by Milena Dolezelova-Velingerova of

much upon the sources that a scholar examines.

Heidelberg University with the close cooperation

In Zachmann s case, he uses Japanese newspapers

of the Chinese scholar, Chen Pingyuan of Beijing

and public reports, for the period from 1895-1904

University. This project was funded in 2005

‒ it is a very limited period but it is between the

by the Chiang Ching-kuo Foundation. The two

two wars, the Nis-Shin sens and the Nichi-Ro

project leaders in 2007 co-edited a volume, Jindai

sens . He looks at the relations that Japanese

Zhongguo de baike cishu or in English, Modern

newspapers and media reports for that time

Chinese Reference Encyclopedias, but very few

period.

copies were published of the Chinese version
because it was considered preliminary to the

TDK and TDS were among a small minority

ﬁnal English report.

of Japanese institutions interested in China
during this 10-year period. This is well

Now over the years, Milena Dolezelova-Velingerova,

s sources,

who does not read Japanese, she reads Chinese

the detailed study of Zhai Xin, called T -A D

… She has studied in China but she does not

bunkai to Ch goku: kindai Nihon ni okeru

read Japanese. She had increasingly felt the

taigai rinen to sono jissen （ T -A D bunkai

need to examine carefully Meiji Japanese

illustrated by one of Zachmann
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writings borrowed by Chinese after 1898.

zue but popular genres of household reference

In early 2008, she asked me to contribute a

works like setsuy sh or quick reference books,

chapter called Japanese Encyclopedias: Their

kinm zui or illustrated encyclopedias for the

Background and Hidden Impact on Late-Qing

people, and ch h ki or treasuries of knowledge.

Chinese Encyclopedias.

This was a new

There were dozens and dozens, and in some

research topic for me and it led me to the recent

cases hundreds, of versions of these published.

lengthy study by the Chinese scholar Pan Jun.

An excellent study of these categories of

The study is in Chinese. The English translation

material is Yayoshi Mitsunaga, Hyakka jiten

is

no seirigaku or Typologies of Encyclopedias

A Study of Japanese Reference Works.

This study in turn led me to the remarkable

published in 1972. Interestingly, in the year

study of Mary Elizabeth Berry, a scholar at the

1811, in order to gain access to useful Western

University of California at Berkeley. And her

knowledge, the bakufu created a new ofﬁce

study was called

Japan in Print: Information

to translate Western works ‒ the Bansho

and Nation in the Early Modern Period before

Wage Goy （Translation Bureau for Barbarian

1700 ‒ the early part of the Edo period. This

Writings）.

research further led me to a Japanese work
completed in 1713 by Osaka physician Terajima

After China

s Opium War of 1839-1842,

Ry an. The title of Terajima s work was

Japanese became very interested in writings

Wa-Kan sansai zue (Illustrated Japanese-Chinese

coming out of China. They translated these

Encyclopedia) published in 1713. Terajima

profusely, including the work Chikan keim

took his initial inspiration from Wang Qi who

which is a translation of an English Chinese

published Sancai tuhui or Illustrated Book of

work published in China ‒ Primer of a Circle

the Three Realms

in 1607, 100 years earlier.

of Knowledge ‒ and there are many different

However, over the course of 30 years, Terajima

Japanese editions produced after 1867. Proliﬁc

completely redesigned Wang Qi s work,

Japanese translations and writings continued

expanding and reﬁning its entries until it looks

on into Meiji Ishin, encouraged by Article 5

and feels like a modern desk encyclopedia.

of the famed Five-Article Charter Oath. The

My conclusion was that Terajima s work may

ﬁfth article reads, Knowledge shall be sought

be the world s very ﬁrst true encyclopedia

throughout the world so as to strengthen the

‒ before encyclopedias were

in

foundations of imperial rule. Starting in 1873,

the West ‒ but this hypothesis needs further

the new Meiji Monbush began to translate

research.

and publish its Hyakka zensho or Complete

invented

Work of a Hundred Disciplines of Knowledge.
The point of mentioning all this, the reason I

Under the direction of Mitsukuri Rinsh

am going into this, is that the Tokugawa period

, this ambitious project in the next 12 years

from its early beginnings was an era of proliﬁc

successfully translated and published most of

data-gathering and publication of reference

the 100 detailed topical essays in an important

works, not just the brilliant Wa-Kan sansai

source called Chambers

Information for the
11
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People which had many different editions. There

the shop established in Shanghai by another

was a fourth edition in 1857 and a ﬁfth edition in

Japanese creative innovator, Kishida Gink . An

1874-1875.

original entrepreneur, he charted many new
paths. During the three years that Arao was in

At around this same time, Taguchi Ukichi in

Hankou, he became convinced that the future

Tokyo, through his Keizai Zasshi Sha published

of Japanese relations with China lay in trade. In

new types of compilations like Taisei seiji ruiten

a report submitted to the General Staff in May

which was a translation of a work published

1889 at the end of his three years, he agreed

in London. He also published Dai Nihon jinmei

with the General Staff that more intelligence

jisho which was a ﬁrst modern biographical

information was needed about China. To help

dictionary of Japanese and he further published

accomplish this, Arao proposed the creation of

Nihon shakai jii or Encyclopedia of Japanese

a Japan-China Trading Company（Nis-Shin B

Society and this too was a new kind of

eki Sh kai）centered at Shanghai and with

publication in 1890-1892. It followed a Western

branches throughout China. Such a network

model but it looked at Japanese society, written

would combine reconnaissance, trade and

by different Japanese experts on the topics of

research without arousing Chinese or foreign

Japanese society, politics, economics and culture.

suspicions and this is the way he put it. It would

So again, the purpose of mentioning all of these

help assist Japan to

is to highlight the subtitle of my paper:

rights.

Yet

recover our commercial

Sh ken o kaifuku is the term that he

Another Meiji Innovation. Meiji Japan of the

used to recover Japan s commercial rights from

1870s and 1880s overﬂowed with intellectual and

Western and Chinese hands.

institutional innovations, rarely seen in world
history. The explosion of creative thought and

This is important also. In his report, Arao

institutional innovation during early Meiji is

also argued that peaceful trade, not a war with

reminiscent of the several decades immediately

China, was in Japan

after the American Revolution of 1776, which

Japan should seek to revive China and the rest

was also a remarkable period of innovation in

of Asia economically as a counter to Western

world history.

penetration. So in a way you could say Arao had

s best interest and that

a vision, he had a dream, of improving relations
My growing awareness of late-Tokugawa

between Japan and China while also serving

and early-Meiji innovations has forced me to

the interests of Japan. After submitting his

rethink the career and writings of Arao Sei

report in 1889, Arao resigned from the military

especially after 1886, which is the year he was

to devote himself completely to planning and

sent to China by Japan s Army General Staff

promoting his trading company and its auxiliary

（Sanb Honbu）with the purpose to gather

research institute, Nis-Shin B eki Kenky jo

intelligence. Based in Hankou for three years,

（NBK）or in English, the Japan-China Trade

1886-1889, Arao operated under the cover of the

Research Institute. When NBK opened its doors

Hankou branch of Rakuzend . Rakuzend was

in Shanghai on September 20, 1890, it had 150

12
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Japanese students enrolled for a three-year

he left Nezu in charge of NBK, declaring Nezu

program, with a curriculum heavily weighted

his second self （isshin-d tai）. Nezu s greatest

toward language study: 12 hours of Chinese and

achievement at NBK was a scholarly accomplishment.

six hours of English per week, out of 40 hours of

In 1891, for over ﬁve months, Nezu secluded

scheduled classroom instruction. So almost half

himself night and day to compile Arao s rich

of the instruction was language, mostly Chinese,

data from Hankou. The result was the landmark

but also English.

three-volume work Shinkoku ts sh

s ran:

Nis-Shin b eki hikkei or in English Commercial
Other classes included commercial geography

Handbook of China: Essentials of Japan-China

‐he called it sh gy chiri‐accounting, bookkeeping

Trade. The ﬁrst work of its kind, this compilation

and writing skills, a practicum in Chinese

was a veritable encyclopedia of information on

business methods, physical education, and in

Chinese topography, politics, ﬁnance, economy,

the second semester, economics and law. A

transport, currency and trade, ﬁlled with

mandatory fourth year required students to

insights from actual observations of Chinese

investigate trade conditions and opportunities

commercial organizations, trade practices and

at major Chinese ports and trading cities. The

travel conditions. This undertaking created in

rationale behind this ﬁnal year of ﬁeld work

Nezu a deep personal respect for ﬁeld work,

was articulated by Arao Sei in 1889 at Hakata,

which carried over to his administration of

in a speech to recruit students and this is

TDS from 1900-1923. It also shaped the rigorous

what he said: Trade is exactly like war. Just

guidelines for the ch sa dai ryok or the Big

as good ﬁghting men cannot be produced by

Research Trip of advanced students. These

classroom training without ﬁeld maneuvers ‒

guidelines, put into writing in 1904 or 1905

you have to get out and practice like on these

by Field Director Negishi Tadashi, later a

grounds before Aichi University was founded ‒

well-known China economist at Hitotsubashi

good businessmen require more than textbook

University, were fully implemented in 1907 with

learning.

the approval and funding of Japan

Arao

s school curriculum at NBK

s Ministry

showed great foresight and innovation. No

of Foreign Affairs（Gaimush ）. Negishi s

Western power in China had a comparable

instructions, well worth quoting, were very,

institution for systematically training its own

very clear, and these are his instructions:

China experts. This was a ﬁrst; an original

Record only facts, stay away from [grand]

institution.

theories, and keep out vague information of
doubtful origin.

At NBK, Arao

s right-hand man was Nezu

Hajime, also a non-commissioned army ofﬁcer

TDS in my mind is a classic case of

who had served with the Army General Staff.

another Meiji innovation.

At Arao

which was called

s request, the General Staff released

yet

My 1986 article,

Chinese Area Studies in

Nezu in 1890 to serve as deputy director of

Prewar China: Japan s T a D bun Shoin in

NBK. On Arao

Shanghai, 1900-1945,

s various trips back to Japan,

spells out what was
13
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special about it, and there is no need here to

his beloved topic of Neo-Confucianism. He loved

repeat all the details. Sufﬁce it to say that area

Neo-Confucianism and this is recollected by

studies or chiiki kenky

many graduates as a component of the Shoin

has ﬁve elements

which, in combination, make it distinctive, and

spirit.

this is what the article was about: Area studies
as exempliﬁed by TDS. First is emphasis on

The business of TDS was business primarily,

language study, with emphasis on language of

teaching business. From 1901 to 1920, TDS

current usage‐not classical Chinese but more

offered a three-year program for graduates

the Chinese of that day and that is true of area

of Japanese middle school but these students

studies. Second is emphasis on the contemporary

found themselves outside of Japan s educational

aspects of a geographical area, rather than

mainstream because the school was overseas in

the distant past. Third is multidisciplinary

Shanghai and it was under the jurisdiction of

training across social science ﬁelds like

the Japanese Foreign Ministry rather than the

economics, geography, political science, history,

Ministry of Education. In 1923 that changed.

anthropology and sociology, and also across

In 1923, when the class that had entered in

humanities ﬁelds like literature, philosophy,

1920 had completed its program, the number of

religion, and arts. Number four is specialized

TDS graduates came to 1,613 students in the

libraries with extensive native-language holdings

business division（sh muka）and 116 persons in

‐in this case, Chinese-language holdings ‒ in

the political science division（seijika）and that

support of teaching, research, and publications.

division was closed in 1919, leaving only the sh

And ﬁnally, number ﬁve is ﬁeldwork in the

muka after 1919. In July 1921 ‒ this is an important

geographical area under study.

year‐in July 1921, an Imperial Ordinance
approved TDS application to raise its status to

TDS satisﬁes the deﬁnition of an area

a more prestigious four-year senmon gakk or

studies training center even before it had been

higher school under the Ministry of Education.

invented. There was no such term as area

Between 1921 and December 1941, when the

studies. And it satisﬁes this in every respect ‐

entering class of 1938 completed its course, the

its emphasis on language（spoken language,

business division or sh muka‐which after 1921

written language, and business Chinese, plus

was the only division for Japanese students, so

English）, interdisciplinary coursework with

all Japanese students were in sh muka after

emphasis on the contemporary, a rich research

1921‐so as of 1941, the number of students

library, and extensive travel and ﬁeld research

graduated was over 1,500 students between

prior to graduation. On top of its special

1921 and 1941. The school s concentration on

curriculum and training program, its students

business, because of its sophisticated approach,

were recruited from all prefectures of Japan

in my mind does not detract from its uniqueness

and in China they developed a special

and place in area studies education.

Shoin

spirit cultivated by Nezu Hajime. In fact, one
of Nezu s great joys was lecturing students on

Then in 1939, the Japanese government
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elevated the school to the status of a university

name of the American Institute for Foreign

under the name of T -A D bun Shoin Daigaku

Trade. So the name even resembles NBK,

（TDSD）. In its new role, which was not

that trade research institute. I ﬁnd that very

unrelated to the Sino-Japanese War of 1937-1945,

interesting. Like NBK and TDS, this American

its mission was to train higher-level leaders and

institute was founded by military men with the

personnel, so its mission somewhat changed. Its

blessing of the US government. I ﬁnd that very

status was raised. After Japan s wartime defeat

interesting. Its campus, like Aichi University,

in 1945, students and faculty of this university

is a former military training base which was

were forced to evacuate Shanghai and other

decommissioned after World War II. This was

occupied parts of China. In 1946, expatriated

the Thunderbird Field which trained pilots

students and faculty from China and Manchukuo

for combat and the pilots included Americans,

joined with expatriates from Imperial

Canadians, British and Chinese for combat

Universities in Seoul and Taipei to form the new

service in World War II. Its founder was

comprehensive here, Aichi University, on the

Lieutenant General Barton Kyle Yount and he

grounds of the Reserve Ofﬁcer Candidate School

has been called a pioneer and visionary of his

of Toyohashi City. Aichi University, in Japan

time ‒ exactly like Arao Sei and Nezu Hajime.

rather than China, is an entirely different school
from TDS. But the alumni of TDS, even though

In another parallel, another similarity,

they maintain deep pride and nostalgia for their

Thunderbird has a unique curriculum based

Shanghai alma mater, recognize, and this is a

on the principle that to do business on a global

quote from TDSD I guess that was published in

scale, executives must know not only the

1982, a wonderful book full of great information

intricacies of business, but also understand

and insights. And this is a quote from that book:

the customs of other countries and be able to

A school like this probably cannot be created

communicate in different cultures. And in my

a second time, and I would agree with that. It

mind, Arao Sei, Nezu Hajime, Negishi Tadashi

was very unique.

and other vanguards of training Japanese for
China trade could not have said it better. They

So I raise the question: Is there a school

would have said exactly the same thing but

anything like the old TDS in the world today?

more than 50 years earlier. So for the sake of

Not exactly. But there is one school with

comparison and thinking across cultures and

some very interesting similarities to the three

time, allow me to end my talk by copying a

schools of NBK, TDSD and even to Aichi

brief history of Thunderbird history which I

University. And that school is Thunderbird

got online. This helps cast NBK and TDSD in

School of Global Management, which is based

a new light. Now here it is. Do I have time to

in Glendale, Arizona. It is a graduate-level

read this? Is it okay? I was not planning to read

school but this graduate-level school has mostly

this but it is quite short and it highlights the

short, one-year programs, not a long program.

similarities, and to me, it also is a reminder of

Thunderbird was founded in 1946 under the

how unique and special NBK and TDSD were.
15
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Thunderbird School of Global Management ‒

in international business education by offering

that is its name today ‒ is the oldest and largest

a cutting-edge curriculum taught by faculty

graduate management school in the United

who are recognized as global thought leaders

States focused solely on preparing international

in their respective areas of expertise. It would

business leaders. It was founded in 1946

be interesting to speculate, what if TDSD had

following World War II by Lieutenant General

survived, could have continued to operate as a

Barton Kyle Yount, the Commanding General

university and then maybe developed? It had

of the US Army Air Training Command. A

the potential to do this.

pioneer and visionary of his time, General
Yount saw a growing demand for international

The school s uniqueness draws the very

executive talent and had a dream to create

brightest and globally-minded students from

the first school of business to focus exclusively

cultures throughout the world. During any

on international management. Now there

given trimester ‒ they have three parts or

are all kinds of schools. It seems like every

three school terms each year ‒ during any

business school has a division for international

given trimester, more than 60 countries are

management. But at that time, it was a first

represented among the student body. Over the

for the US but it is a reminder of what NBK

years, the school has fostered its global presence

was doing many years before that. That dream

that now includes branches in the US, Europe,

was realized on April 8, 1946, when the school

Latin America and China. I think a lot of this is

received its charter and General Yount became

online learning but to the list of places where

the school s first president. The school was

Thunderbird has operations, I have to include

founded as a nonprofit organization known

Japan because there are also operations in

as the American Institute for Foreign Trade.

Japan, although I do not know what form they

Classes began October 1, 1946, and its first class

take but that is on their website. But as I said,

graduated June 14, 1947 ‒ just a short one-year

Thunderbird is not TDS. A school like TDS, I

program. The school has since graduated more

agree with the alumni in TDS, a school like TDS

than 38,000 students who live and work in more

probably cannot be created a second time. I

than 140 countries.

think it is impossible. It is a very special school.
Thank you very much.

Then let me just go quickly. The graduate
school was built on the site of Thunderbird

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：レイ

Field and it talks about the school s unique

ノルズ先生、ありがとうございました。ちょっと

curriculum which I talked about already. Over

お待ちください。この後若干ご質問をお受けした

the years, Thunderbird has undergone countless

いと思います。今のお話を簡単にまとめさせてい

changes including five different names but

ただくと、日清貿易研究所の根津一と荒尾精の業

has never wavered from its founding principle

績から分析されまして、特に東亜同文書院では根

nor ignored its rich legacy. Throughout its

岸佶を代表として分析されました。特に東亜同文

history, Thunderbird has remained the leader

書院を地域研究という言葉が生まれる前にすでに
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地域研究の教育機関として大変先駆的な役割を果

ー所長）
：大変興味深いお話でありがとうござい

たしたという評価をされたと思います。最後に地

ました。最後に言われたアメリカの大学の貿易ト

域研究機関としてサンダーバードスクールとの比

レーニングの大学というのは特定の地域を対象と

較をされたと思います。それで若干時間がありま

したのでしょうか、あるいは世界全体なのでしょ

すので、後でまたコメンテーターの栗田先生のお

うか。

話の後にまた討論の時間を準備していますが、そ
の前に簡単にレイノルズ先生のご報告に対してご

Professor Reynolds: According to their

質問がありましたらお出しください。いかがでし

website, yes. Their own website. I have not

ょうか。

seen the rankings but even I had heard of
Thunderbird School of Global Management. It

発言者不明：非常に小さい質問ですが、根津一先

has a very widespread reputation, and a good

生が中国に行かれたとき、士官学校ではなくて下

reputation but I have not done speciﬁc research

士官学校を卒業して、ということを言われたと思

on it. I have not seen a listing. As you said,

ったのですが、そうではなくて根津先生は陸軍大

there are listings every year of top 10. I imagine

学を途中退学して 4 年後に中国へ行かれて荒尾さ

it is, for the purposes that it serves, global

んと一緒に仕事をされたのですが、そこのところ

management, I think it is… It is not a long-term

はどうなのですか。士官学校、陸大を途中退学し

… It is a very special school. People come there

ていかれたにも関わらず、先生は下士官学校を出

mostly for one-year specialty training. Three

て、ということを言われたと思ったのですが。

trimesters, maybe nine months, maybe at most
12 months, so it is not a full graduate training

Professor Reynolds: As I understand it, he

program. It is very specialized, so it is different

was already working for the Sanb Honbu by

from other schools of management. I think other

1890 and Arao Sei asked Sanb Honbu to allow

schools of business management where you get

him to come to China. Again, as I understand it,

the MBA (Masters of Business Administration)

that was the end of his formal military service

I do not think they give an MBA. It is too short.

but I may be missing something. After that, he

So maybe it cannot be compared well with the

devoted himself, as I understand, to activities

average graduate business program but what it

related to NBK and of course then there is a

does, I think it does very, very well.

period that he was not in China or was not
involved with education, and then he became

If you are a businessman mid career, you

the Vice Head of TDS. But I would need to do

know, not starting but you have worked in

more research to answer your small question

international business for 10, 15 or 20 years,

because it is a detail I do not know. I am sorry.

I think that would be the place to go for a
refresher course, for specialty training in

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：あと

areas that would be useful. I need to do more

お一人くらいいかがでしょう。では藤田先生。

research on Thunderbird because I think it is
a very important school and I want to see how

藤田佳久（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ

it compares with TDSD. But it is really quite
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号に「義和団運動時期における直隷省のカトリッ

different. There is only one TDSD.

ク教徒」という論文を発表されています。そのほ
藤田佳久（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ

かに大変多数の論文を発表されています。フラン

ー所長）：ありがとうございました。もう一つ書

スを代表する近代史の先生です。以上、簡単です

院のほうが50年も前に地域研究のパイオニアとし

が先生の紹介とさせていただきます。本日はブル

て世界的にも評価できるという点では私も非常に

ギエール先生に「20世紀前半期のヨーロッパ人の

同感で、非常に重要なご指摘だと思っています。

東亜同文書院に対する知識と視点」という題でご

ありがとうございました。

報告をしていただきたいと思います。それではよ
ろしくお願いします。

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：それ
では時間がきましたので、これでおしまいにさせ

マリアンヌ・バステド・ブルギエール（フランス

ていただきます。どうもレイノルズ先生、ありが

学士院）
：ありがとうございます。すみません、

とうございます。引き続きまして マリアンヌ・

日本語はわかりませんので英語で話します。

バステド・ブルガー先生にご報告をしていただき

First, I want to thank Professor Fujita for

ます。少し紹介の時間をとらせていただきます。

inviting me to this symposium and I must say

実は最初藤田先生に発表者の方の紹介を全部や

that I am very glad to be again in the TDS

っていただいたものですから紹介を省いたのです

Memorial Hall. I have been interested in the

が、レイノルズ先生が自己紹介をされていますの

TDS since 1966 when I discovered that it

で、今度はちょっとバステド先生の紹介を簡単に

had been so important for pushing Japanese

させていただきます。なるべく藤田先生と重なら

inﬂuence in China. At that time, I was doing

ないようにします。

research on the transformation of modern

バステド先生はパリ大学で博士号を取得され

education in the Shanghai area and I found then

まして、1966年よりフランス国立科学研究センタ

that all the people who were involved with the

ーにおいて近現代セクションで働いていらっし

TDS activities had been very active to give

ゃいました。現在は名誉教授でいらっしゃいま

inspiration.

す。1972年よりパリ第七大学大学院などで中国史
を教授されています。そのほか1992年から96年ま

This time my topic will be about the

でヨーロッパ中国研究協会会長を務められてい

European knowledge and views of the TDK

ます。さらにフランス学士院会員を務められて

until World War I. This can be understood

います。主な著作として、フランス語なので私は

within of course the context of the different

よくわからないのですが、一応日本語に訳した意

perceptions of Japanese policy in China at the

味だけ申し上げます。
「フランス外交資料から見

time. However, another perspective needs

た 1942-1945年の日中合作」
、これが一つです。ま

to be added, which may account for some

た中国語に翻訳されたものですが、
「梁啓超と宗

striking differences in interest and evaluation

教問題」という、これは京都大学にお務めの狭間

by Europeans. This is not the one which

直樹先生が編纂された本で中国語に翻訳されたも

Professor Reynolds just evoked of the business

のです。もう１件、私ども現代中国学部が出して

school. It is the perspective of the proper

います中国21という雑誌がありますが、それの13

training and qualiﬁcations for a civil service
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or an experienced staff operating in countries

Arabic or Persian and then East Asian, was this

of different civilization and the requirements

program was attacked ﬁrst in Europe by the

for actual cultural inﬂuence, especially in the

French. In 1669, the French king established a

colonial service.

school for interpreters of Turkish and the ﬁrst
plan was to have the young people be trained in

At the very time Japan established the TDK

the foreign land. They were trained in Istanbul,

and the TDS, reforms and discussions were

not in France. Then later on, another plan was

going on in Europe about selection and training

developed which started a school in France and

of colonial civil service, and more generally,

then the British, for their own foreign service,

about cultural action abroad. A very brief

imitated this thing. That is, for the diplomatic

summary should be ﬁrst made on this point in

service for Arabic land or East Asia, the people

order to clarify the background issues. Then,

were trained in England and then they were

three stages can be noticed in the evaluation of

sent and had periods of internship but they

the two Japanese institutions. At ﬁrst, they are

were not sent at ﬁrst to the foreign land.

seen by Europeans as primarily educational. In a
second stage, they are discussed as a sprawling

Then came the problem for the Europeans

intelligence network. And ﬁnally, they appear

of training a new colonial service and in that

as just one piece in a multifaceted and complex

ﬁeld, the British led. And they ﬁrst started to

device of action in the East Asian region, like

train a colonial service for India and the ﬁrst

Japan. The main direct impact on European

step was to send the people to India and be

policies is noticeable at the initial stage, although

trained in India, exactly like it was done at TDS

it has so far not been given much attention in

and like it had been done to the diplomatic

historical literature. I wish to stress that my

service at the beginning. But then the British

survey is only preliminary. The English, German

developed an education which was based in

and Italian materials I was able to see are only

England and then later the people were sent

those which were available in Paris. I did not

to India or to other colonial countries. By the

have time to go to Berlin, London and Rome to

end of the 19th century, the practice in Europe

complete the research. Therefore, my account

was to have the colonial ofﬁcers trained in the

might well be too much biased toward French

home country and Germany, which was a late

views, though it seems that at the time, French

comer in the colonial club and had also adopted

observers were actually more interested by

this method and created special institutions

TDK and TDS than were other Europeans.

in Hamburg and Berlin to train its ofﬁcers.
However, the debate about the best methods of

I shall skip the ﬁrst part of my paper

selection and about the balance between general

dealing with European views on the training

and technical instruction in the educational

for overseas service. I shall just mention that

requirements was going on very actively and

the question of training diplomats for working

it was joined by the US which was considering

in countries with very difﬁcult languages like

the creation of a special civil service for their
19
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new protectorate in the Philippines. They went

were translated from the Japanese now to

and got the Philippines in 1898 and for this

Chinese. He stresses that this will continue the

purpose the American Historical Association

project that Kang Youwei had started, and

had commissioned one of its members to make

which was stopped by his exile to Japan, that is

a careful investigation of the method of training

the idea of translating all the major European

for colonial service in Holland, France and the

books into Chinese. The minister

British, in order to ﬁnd out the best method for

probably the earliest European notice of the

the US. The report was just published in 1900.

TDK. Other Europeans paid attention to the

s report is

TDK mostly after 1900. In August 1899, the
Now let us turn to the views of the Japanese

French military attaché in Peking, in a detailed

institution. In the late 1890s, the French minister

report on Japanese progress in China, mentions

to Japan was a shrewd diplomat with a long

a school where Japanese language is taught to

experience in East Asia. And because Japanese

Chinese in Shanghai. But he does not give the

policy had become of great concern to France,

name of the school, so it is not clear whether it

he organized the young interpreters delegation

is any school linked with the TDK.

in Tokyo to have a close look at the Japanese
press and periodicals, and to report to have

From 1899 to 1904, numerous French

a regular press review. So it is in a report of

diplomatic reports from Peking, Tokyo,

December 1898 that the minister comments

Shanghai, Chongqing, Shantou, Canton and

about the creation of the TDK and he says it

other places described the activity of Japanese

is one of the numerous initiatives taken by the

everywhere in China and the overwhelming

Japanese government and social elites to get

progress of their inﬂuence. Maps and statistics

closer to China and to wipe off the marks of

of the distribution of Japanese advisers,

war.

He translates the name of the TDK as

residents, teachers and business projects were

the association for the study of the writing and

frequently sent to the Foreign Affairs Ministry,

features common to the two countries, namely,

as well as information about Chinese visits

Japan and China, while the English translations

to Japan, and about the growing number of

of the TDK at the time often drop the idea

students sent to Japan from China. French

of common culture and just stress common

observers stressed the rapid success of Japanese

language.

action and Chinese enthusiastic acceptance of
Japanese guidance. In June 1903, the Consul

The report of the French minister mentions

in Shanghai wrote:

Japan is leading the

several other organizations, and he stresses

emancipation movement attempted by the

especially the emphasis put on having works of

Chinese in education. It is high time to create

Japanese translated into Chinese, especially all

in the regions where the Japanese are working

the works about science, politics, literature, law

on the minds, centers of French culture and of

and history, which had already been translated

French-language teaching in order to somewhat

into Japanese from European languages and

offset their inﬂuence.

20
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that the French could not use anymore the

Ministry of Foreign Affairs because that report

Catholic missionaries because at the time, the

mentioned that Chinese girls were going to

relationship between the State and the Church

Japan to study. At that time the head of the

in France was very bad, so something else had

Asia desk at the Foreign Ministry in France

to be created since the Catholic schools could

was Philippe Berthelot who had just been to

not be used anymore.

East Asia for a long travel ‒ also to Japan and
China ‒ and the scale of the movement towards

The Consul in Chengdu in Sichuan Province

Japanese education was striking to him. And

stresses in January 1905 that the advantage of

clearly the fact that Chinese girls were now

the Japanese over all other foreigners in China

going abroad for education looks to him the

is that their education is non-denominational, it

sign of a social revolution in China. On receipt

has no ties with religion, but conveys a morality

of the dispatch from Tokyo, he immediately

which is akin to the Chinese. He warns that

gives ofﬁcial instruction to the Peking and

it cannot be tolerated that our rivals should

Tokyo legations to gather more complete details

conﬁscate the minds. And he sees among the

about the means of Japanese educational action

Chinese a real clique, which is close to Japan,

in China, about the exact number of teachers,

and willing to have Japan get more inﬂuence in

number of military instructors, advisers and

China. And this clique within China works, in his

engineers in the various Chinese provinces, and

view, even more than the Japanese themselves

also about the social and geographical origin

to get Japanese predominance to be matchless.

and educational background of Chinese students

Japanese, he says, are in fact holding the press

taking Japanese education, the curriculum and

in China, both by the equipments they provide

length of studies, especially in law and political

and by their technicians who are needed to

science.

work with the new machines. The only way to
challenge the Japanese is to direct the effort

As a result, a number of more detailed

at the training of the educated middle class in

reports were sent to Paris from Tokyo, Peking

China, which in the end will decide on the fate

and various consulates in China. All the reports

of the Chinese empire. Action should aim at the

stress the fact that Japanese agents could speak

press, at education, at popularization of scientiﬁc

ﬂuent Chinese and the reports from Shanghai

knowledge and its applications. Protests and

explained that Japanese had in Shanghai a

discussions with Chinese ofﬁcials are useless, as

school of Chinese language, created in 1899,

well as charities and hospitals, which only care

where English and Japanese are taught Chinese.

for the poorest Chinese.

The school has about 150 students, two-thirds
of them being Japanese, and the others Chinese.

Among this ﬂow of information on the great

It has 14 Japanese teachers, four Chinese

strides made by Japan in China, a report of

teachers and two English teachers. The name

December 1904 from the minister in Tokyo

of the school is given in the report with Chinese

drew special attention from the French

characters in the report as 同 文 館 , an obvious
21
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mistake for 同文書院 , probably a confusion with

the TDS. The two institutions were never

the Chinese school which was created in 1861 to

mentioned either by The Times, although

train Chinese diplomats, which was in Peking.

the correspondent of The Times, Morrison,
had pushed Japan to enter war with Russia

In fact, in November 1903, an article by

in order to foster the British interest. But all

Maurice Courant, who was a specialist of

these British journalists were not interested

Korean studies and an interpreter also at the

in Japanese cultural enterprises but they saw

Foreign Ministry, had described the TDK and

what use they could make for a British purpose

three schools which had been established by

but they were not interested in Japanese

the TDK in Fuzhou, Shantou and Shanghai.

educational enterprises. So the article in Revue

The information was drawn from the Japan

de Paris was saying that Japan had not only

Weekly Mail in November 1902. In the article

an aggressive policy, they had mostly an

by Courant, the TDK was said to have been

educational policy. These articles of the Revue

founded by Prince Konoe to gather and publish

de Paris were put together in a book by the

all possible information about China and Korea,

author under his name, and the author was

in order to further closer relations of Japan

Louis Aubert. This man had studied Japanese at

with these two countries. The Fuzhou school

the university in Paris and he got a scholarship

was said to have 154 Chinese students studying

from the Paris university to travel all around

Japanese, science, history and economics. At

the world, just at the time of the Russo-Japanese

the Shanghai school, the name of which was not

War. So his articles about the TDS and TDK are

given, it was said that 150 Japanese students

based on articles which were published in the

were studying Chinese for three years. In 1902,

Japanese press and especially lectures which

most of them were heading for a career in trade,

were given by Nezu Hajime and published in

only 27 in politics. The article by Courant had

the Japanese press. So the information is rather

been published in the Revue Indochinoise, which

good. Aubert quotes the article by Nezu a lot

was mostly read by the small circle of French

and he describes the TDS as originally founded

interested in colonial affairs. It was not a widely

in Nanking by the TDK and then moved to

read journal.

Shanghai.

From February to April 1905, the very

He says it is divided into two sections, one

inﬂuential Revue de Paris（Paris Review）

political and the other commercial, with three

published several anonymous articles about

years of study. In December 1904 ‒ so it is

Japanese policy, Japan, and the Russo-Japanese

information which he himself got probably in

War. And in these articles, the author refuted

Shanghai ‒ the 56 students of the third year had

the views of the British journalist, George

just completed a visit to the Peking and Tianjin

Lynch, who had published about Japan in the

area where they had been required to write

widely read English journal The Nineteenth

reports on a variety of subjects, and he gives

Century. Lynch did not mention the TDK or

a list of the subjects. They include the system
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of foreign settlements in North China, the

educational action in China and their pressing

attitude of the local population to Christianity

demand for France to take new action in culture

after the Boxer Movement and a lot of other

and education in East Asia, an action that would

interesting subjects. He says also the plan is

stress science, law and sociology, were widely

being considered to establish another school in

echoed in the French press at the time. And a

Nanking for children from Hubei and Hunan,

clear impact of this movement of opinion among

but he stresses that in the school in Shanghai,

French colonial and ofﬁcial circles can be seen

not only Japanese are taught about Chinese,

in the initiative taken in 1904 to accept Chinese

but Chinese are taught about Japan. And so

students at the Pavie School in Hanoi.

he mentioned the plan to have other schools
for teaching Chinese about Japan in Nanking

The Pavie School in Hanoi was a school that

for Hubei and Hunan children. He says it was

had just been founded to train Vietnamese

expected that Chinese students in the political

for colonial service. So it was in the colony for

section would get leading or advisory positions

training native people for the colonial service.

in provincial and city governments, and those

The Governor General of French Indochina

in the commercial section would go into

was approached by the French Consul in

business. Both categories later certainly would

Yunnan Province because some ofﬁcials in

be principals of schools because that was the

Yunnan Province had asked to send their sons

custom in China to ask prominent businessmen

to Hanoi to learn French because the Consul

or political men to head schools. So they would

in Yunnan had protested because they were

create schools that would propagate Japanese

sending the Chinese students to Japan. So in

model everywhere, and also Japanese friendship.

order to quiet down the French Consul, they
asked to send their children to Hanoi. So it was

Aubert described also at length the wide

accepted and 25 students were sent to Hanoi

circulation of Japanese books translated into

and what is interesting is that the Hanoi school,

Chinese, including school textbooks, pamphlets

the Pavie School, had to change its program.

and all kinds of European books. He stresses

Instead of teaching only technical subjects as it

this wide educational action of Japan. Courant

did for the Vietnamese ‒ accountancy or such

s information, and it was written under TDK

kind of things ‒ it had to put law and more

and TDS, was reproduced in a long and

general principle and history, so it changed the

comprehensive article published by a famous

curriculum.

publicist called René Pinon in a very inﬂuential
journal La Revue des Deux-Mondes（The

But the program lasted only until 1908

Review of the Two Worlds）, meaning Europe

because the Chinese students did not like to

and America, in 1905. Pinon also propagates

be with Vietnamese. They thought Vietnamese

all the information about TDK and TDS. The

were low-class people, not very well educated,

general comments made by Courant, Aubert

so they resented that. They also wanted to go

and Pinon on the efﬁciency of Japanese

directly to France. So after 1908 there were
23
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still Chinese students sent to Hanoi but mostly

cultural programs.

people from Canton or Fuzhou and a small
number ‒ only 10 students a year. But many of

Berthelot launched programs of research in

them subsequently went to France for studies.

medicine and he started Pasteur Institutes in

The performance of Japanese education in China

Sichuan and Shanghai. He managed to increase

has stimulated a change in colonial education

greatly the number of students sent to France

in France, turning it from purely technical

and to provide them with adequate programs

training to more general subjects and to the

in science, law and administration in the best

requirements of liberal education for the pursuit

universities and specialized schools of higher

of higher learning and scientiﬁc research. Even

learning. At the same time, the staff of the É

a university was created in Hanoi in 1905 as

cole Française d'Extrême-Orient, the great

a result of all that. But the major impact of

research institution which had been established

Japanese education in China was on the shaping

in Hanoi in 1898 to take care of the cultural

of a new French cultural foreign policy in East

tradition and legacy of Indochina was requested

Asia.

to investigate current political and cultural
change in China, not only antiquity. All this

I shall not go into much detail on this aspect,

cultural policy was completely independent

which goes far beyond the limits of my topic

from Catholic missionaries, entirely secular and

in this paper. I should just mention that this

run by the State. During World War I, it is

new policy was conceived and worked out by

interesting to note that Berthelot was in charge

Berthelot, which I mentioned earlier, beginning

of the Propaganda Programs ‒ that is the name

in 1905. He had ordered his subordinates in

it was given ‒ of the French Foreign Ministry,

Paris to hold a full record entitled

Japanese

which eventually were transformed after the

Instructors in China with various subheadings.

war into a new department which is in charge

And he then initiated a very active policy of

of the schools run by the French government

inviting large groups of Chinese students to be

abroad, and all the institutes run by the French

instructed in French military schools, a policy

government abroad under the Foreign Ministry.

of placing French ofﬁcers as instructors and
advisers with the Beiyang Army and with the

Already by the end of 1906, some French

New Army in Hubei. He offered French law

diplomats were expressing doubts about the

professors for Peking University and for helping

success of Japanese educational undertakings in

the Chinese to revise the codes. He placed

China. The Chinese youth and Chinese public

French language teachers and teachers of

were seen as more and more violently hostile

political science, social studies and history in all

to Japanese domination and to Japanese people

important provincial universities. The Alliance

in China. Until the end of 1905, everything was

Française, that is the institute for teaching

perfect, but suddenly it changed in 1906. As one

French language abroad, started activities

of the diplomats wrote, Japan did not succeed

in China at that time, teaching language and

in having the Chinese to love her; she deceived
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them in Manchuria; her nationals compete with

very short hair. None of them have long hair.

them even in the smallest trade; and she is

Then his information about the students of

the danger for the Chinese. Comments in the

the TDS which were growing their hair in

French press were following this line; that is,

order to have their queue when they traveled

Japanese are not so much loved by the Chinese

has been reproduced in many, many papers.

anymore. This line to show that Japanese was

The Japanese spies had long hair in order to

not really a success in China had always been

have a queue and to be unnoticed in China.

the line of the British and the Germans. They

As a conclusion, the reporter reminds his

always stressed that the Chinese did not really

readers that the Japanese armies had excellent

like the Japanese. The French were unlike the

intelligence during their ﬁght with the Russians

Japanese absolutely until the end of 1906 and

and this was the result of the study travel of the

they did not see any defect.

college students. This press article was sent to
the Shanghai Consul for further clariﬁcation, and

In November 1907, the Socialist daily Le

in his reply, he gives some more details about

Matin（Morning）in Paris published an article

the TDS. He gives the names of two directors

entitled School of Spies, which described with

and I have given the Chinese characters but it

much concrete details the TDS in Shanghai. It

does not represent anything. I think he got his

said that this Japanese school is supposed to

information probably from some Chinese and it

introduce Japanese students to Chinese culture

is not very accurate.

but its real aim and the Chinese know it, is
to train investigators whose duty will be to

He says that there are 400 students, all

travel up and down China to the remotest parts

Japanese. They are admitted above primary

for collecting systematically every possible

school level and having learned some commerce.

political, economic, topographic and strategic

He said there are four Chinese teachers, who

data to be centralized in Tokyo. The curriculum

should all be Manchus from the North. One

is purposely

in order to hide its real

has been dismissed recently because he was

aim. It includes intense language training in

in fact a Manchu from Nanking and he hid it.

Chinese, and instruction on commerce and

There is an English lady who teaches English

politics, with at the end a study travel which

one hour or one and a half hours every day.

means a spying investigation, in the interior of

The remaining time is devoted to Chinese. The

China.

Consul concludes that it is a commercial school

dense

really but given Japanese policy, it also has
The reporter notes that the students leave

another aim. Of course it is difﬁcult to place

their hair grow long in order to be able to

100 shop assistants every year, so some of the

adapt a

like the Chinese when they

students must be used in other services. In 1908,

travel and to remain unnoticed during their

the British and American businessmen grow

travel. However, there is a picture with the

increasingly impatient about Japanese breaches

article which shows all the students with

of the Portsmouth Treaty in Manchuria and

queue
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the foreign press is very harsh against Japan

ambassador in Tokyo to ask him whether that

and mentions frequently the TDK as being the

was true or not. So the ambassador commented

agent or pushing force behind Japanese action

about the growing [inaudible] of the intelligence

in China. The idea of the school of spying is also

service in Japan. Those in China were diplomats

printed everywhere.

and said we have already reported 1911 it is not
true. This document has no authenticity but of

Curiously the Americans at that time are

course the Japanese have a good intelligence

mentioning for the ﬁrst time the TDS but with

service but the intelligence service is in the

a very laudatory review written by a Japanese

hand of General Aoki who is the military attach

of the Shina keizai zensho that was published

é in the Japanese legation in Peking. But the

in March 1909 in The New York Times Book

most interesting report that you can see is by

Review. In August 1911, the English monthly

the French military attaché who reﬂects about

China National Review which was published

the building of the Japanese intelligence service

in China published a big article about a

in China. And he says after all they are doing it

regulation, which was supposedly issued by

alright. They are centralizing their information

the Cooperative Association of East Asia which

into the hands of the army and as he is himself

showed that with the help of the Japanese

in military, he thinks that is a good idea. That

General Staff and the Japanese legation in China,

is the best you can do. And he stresses the

a huge organization for spying was being set up

patriotism of all the Japanese who are in China

covering the whole of China and even beyond

and who try to contribute to the progress of the

China in Korea and Indochina and Siam. The

country.

French Consul in Shenyang made a report
about that and he believed this was true and he

So now I come to the conclusion. I just want

mentioned all the activities of the Japanese in

to say that we do not ﬁnd that the Europeans

the northeast of China. On the chargé d'affaires

compare the Japanese training system to their

in Peking there was no authenticity perhaps in

own. They never directly think that they

the document, so he did not report to Paris.

could borrow from the Japanese but in fact the
Japanese did inspire them. And I tell you about

During the 1911 Revolution, all the reports

what happened in French Indochina and what

mention that the Japanese intelligence service

happened about the French cultural policy in

had been extraordinary. The Japanese knew

China. My last remark is that the information

everything well in advance of all other countries.

which the Europeans got about the TDK and

Oddly enough, in July 1913, the document about

TDS is far below the degree of concreteness,

the Japanese network of spying emerged again

of preciseness of the information which TDS

among the French because the document was

students were gathering in China. Thank you.

given by a French residing in Indochina to the
security service in Indochina, and the security

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：バス

service in Indochina sent it to the French

テド先生、ありがとうございました。非常に豊富
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な内容をお話しいただいたと思うのですが、ち

with the TDS ‒ before it was started for the

ょっと簡単にまとめますと、1906年より前の段階

French to become civil servants in the colonial

ですと、東亜同文書院の教育活動が様々な形での

service, it had started for training Cambodians,

フランスにおける植民地に対する教育、あるい

Vietnamese, to take them from their country

は地方に対する教育に大きな影響を与えていると

to France to study there and then be sent

いう。それはカリキュラムの面でもあるし、さら

again for colonial service to become part of the

には直接現地に行ってそういう教育機関を作って

colonial administration. So it has some similarity

いくところにも表れているという。ただし、1906

with what the TDS was doing of having the

年以後になると、つまり日露戦争で日本がロシア

Chinese in the same school where the Japanese

に勝って以降ですが、スパイ学校あるいはスパイ

were trained for China, and it created a link

活動という形で位置づけられて、そのような位置

between the Chinese and Japanese already at

づけは辛亥革命の後も続いているという。ただし、

the school. And Nezu Hajime insisted on the

最後におっしゃっていましたが、東亜同文書院に

importance of having Chinese at the same place.

対するヨーロッパ人の知識などは必ずしも正確で

So this was done in France in some ways.

はないというご指摘だったと思います。ただ大変
重要な、特に東亜同文書院の役割の、たとえばフ

Our colonial servants were all usually

ランスの文化政策も含めたものに対する影響とい

trained in France, not on the ground. The only

う点は非常に重要なご指摘だったと私は思いまし

institution which has some similarity perhaps

た。それではレイノルズ先生と同じように若干簡

is the École Française d'Extrême-Orient. The

単なご質問を１、２お受けしたいと思いますがい

School of the East was created in 1898 in

かがでしょうか。鈴木先生。

Indochina as an institution for learning. But
the idea was because France had become

鈴木（愛知大学）
：どうもありがとうございまし

master of Indochina, we had to take care of the

た。愛知大学スタッフの鈴木と申します。問題は

historical legacy of Indochina. We needed people

他者理解の、他者をどう理解していくかというメ

for Vietnamese archaeology. So the idea was

ソドロジーの問題だと思うのですが。先生は東亜

turned toward the past of the colonial country,

同文書院のような事例を、たとえばフランスの

not toward the present. While the TDS was

研究者のマグレブ研究のほうで発見するようなこ

directed to present-day China, it was not old

とはございますか。そういったような事例、研究

China, it was present-day China, so there are

機関やトレーニングの機関についていかがでしょ

some things which are similar in our institutions,

う。ちょっとお尋ねしたい。

but we never invented the TDS. I think that
in the creation of the TDS there was the idea

Ms. Bastid-Bruguière: Thank you for your

of training a staff, perhaps not for ruling China

question. No, because for the French, the

but to help China to be ruled. It was a colonial

problem was to create a colonial civil service.

school, not a business school. It was a business

So we created the colonial school which really

school but business was part of the colonial

started in 1886 but the colonial school was in

work.

Paris. It had ‒ and there is some similarity
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馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：鈴木

study of present day. But it is very academic.

先生の質問は確か北アフリカのマグレブ以南に同

Not practical.

じようなことをやったかどうかということでした
よね。鈴木先生、直接英語で話されたほうがいい

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：鈴木

と私は思いますが。

先生、これから休憩に入りますので、この後直接
お話しください。ブルギエール先生、どうもあ

Suzuki: I would like to… My question

りがとうございました。それではこれから15分間

mentioned about several places in the Middle

休憩に入ります。したがって３時22分から再開し

East. There is an institution for studying those

たいと思います。ちょっとご案内をします。一つ

areas. So I would like to compare with those

はこの館、今下りてきましたが、東亜同文書院の

kinds of institutions. Is it possible to compare

DVD をここで上映させていただきます。またお

with the TDS activities or not? That is my

茶が外の廊下のほうにありますので、ご自由にお

question.

飲みください。懇親会ですが、藤田先生が最初に
お話しされていましたが、無料ですのでふるって

Ms. Bastid-Bruguière: Well, the French

多数ご参加いただきたいと思います。以上です。

institutions in the Middle East, all the schools

休憩します。

which were the French schools, for instance
there is a secondary school for long time in

（休憩）

Istanbul, also in Cairo, these institutions were
directed to training the local elite, not training

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：それ

the French. Occasionally French residents

では時間になりましたので再開します。休憩後の

would send their children there but they would

最初のご報告はミシガン大学のニキ・ケンジ先生

pursue studies to enter French university,

にお願いしています。最初に簡単にニキ先生の履

not to stay there. So there was that kind of

歴を紹介させていただいます。ニキ先生は上智大

institution. Then there was another kind of

学文学部をご卒業後、1977年に渡米されました。

institution, for instance, L

institut Français du

セントジョーンズ大学でアジア学、中国近代史専

Cairo. There is the same in Damask, then the É

攻の修士号を取得されました。その後にプラット

cole Française d'Extrême-Orient and even the

インスティテュートで情報学の修士号を取得され

… These institutions are research institutions,

ています。現在ミシガン大学アジア図書館ライブ

it is true, but usually most of them, or generally

ラリアンとしてご活躍されています。今日のご報

it was geared toward the past ‒ old Japan or

告の題は「ミシガン大学における東亜同文書院お

literature ‒ not trade. I mean, generally it was

よびアジア系文献史資料のグーグル化とその利

not trade. It was antiquity. It was humanities.

用」ということす。それではよろしくお願いしま

It was not practical and that is a big difference

す。

with the TDS which is practical, I think. Later
on, for instance, recently the [inaudible] has a

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：私の名前はニキ・

program on Japanese economic development or

ケンジと申します。よろしくお願いします。本日

Japanese ﬁnancial things, so now it is geared to

は藤田先生からお招きを受けてかなり自分自身の
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中で受けていいのかちょっと苦しみました。とい

ブラリーの中にあるその大学の図書館の中のオン

うのは、私はお二方のような学者ではなくて、資

ラインリサーチをやります。そのときにキーワー

料を扱う人間なので、資料という面からしか東亜

ドで東亜同文書院と入れますと、ミシガン大学の

同文書院を見ることができなかったのです。した

OPAC は数を6000と出してきます。それだけたく

がって、海外における東亜同文書院云々という場

さんの東亜同文書院に関する日本語だけではない

合のカテゴリーにあてはまるのだろうかというこ

すべての言語の資料が存在していることを表すわ

とをまず初めに感じました。それで藤田先生にお

けです。でもこれはキーワードサーチですから、

聞きしましたらば、自分が思ったようなことをや

それがすべて別個の本かどうかということはまた

っていただいて、そのほかにミシガン大学の今グ

別の問題です。ただ、東亜同文書院というワード

ーグルの先端をいっていることを述べていただけ

を入れますと約6000のヒットが出てくると。した

ませんか、ということでしたので、お引き受けす

がって、何冊本を持っているかということに関し

ることにしました。

て私はまだ詳しく調べたことはありません。

実は愛知大学とはずいぶん昔から関係がありま

とにかく今日は、東亜同文書院は私にとっては

して、ミシガン大学のアジア図書館に私が就任し

私の修士課程の勉強が中国現代史に集中したもの

て10年になるのですが、その半ばごろに東亜同文

ですから、そのときに私は東亜同文書院の存在を

書院の大旅行史マイクロフィルム、また調査旅行

知ったわけです。それも私は日本でではなくてア

報告書マイクロフィルム、この二つの大きなセッ

メリカでそれを知ったのです。そしてライブラリ

トを国際交流基金のオープンコンペティションで

アンになりまして、コロンビア大学に就職しまし

2 年かけてプロポーザルを書いて、その二つのも

た。それが1983年です。

のを私どもほうにいただくことができたのです。
したがって日本以外のところにこの資料があるの

1983年というのは全世界の中でかつてのカード

は北米ではもちろんミシガン大学だけです。です

をめくったライブラリーのシステムがようやくコ

から。そういう意味から私は愛知大学との交流を

ンピュータを使ったシステムになりか わろうと

深めていったわけです。

していたときです。それはチャイニーズ、ジャパ
ニーズ、コリアンという CJK ラングイッジが初

2005年だったと思いますが、こちらのライブラ

めて１台のコンピュータでライブラリーのインタ

リーに招かれて、そのときにやはりこのような立

ーフェースに入力できると。そういうシステムを

場でものを申したことがあります。そのときには

アメリカが作り上げたわけです。

北米におけるアジア学の動向について述べたこと
を記憶しています。今回はそれに今の先端の、こ

それのハンズオンのときからの仕事を私は1983

れからのライブラリーの姿、あるいは学者、ある

年からコロンビア大学で始めました。したがって

いは学者になろうとしている皆さんのこれからど

今は世界中に CJK という言葉が氾濫し、CJK と

のような資料を渉猟しなければいけないか、その

いう言葉でサーチができて、すべてのインターフ

形態がどのようになるかについてちょっと述べて

ェースは CJK ラングイッジが目の前に出てくる

いきたいと思います。

と。そういうことはあのときには考えられもしな
かったことなのです。私たちが入力するときには

私どもミシガン大学の OPAC、すなわちライ

こんな大きなキーボードでいろいろな偏とか画と
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かいろんなものを入れながら漢字を作成していく

す。また、そのときにもう一つの轍を日本の博学

と。それでコンピュータの中にぶち込んでいくと

の細菌学の天才である南方熊楠、この二つの轍を

いう操作をやったわけです。私はそのときからず

私は自分の通常８時半から５時まで、たいていは

っとコロンビアの書庫にあるいろいろな書物を渉

８時から７時ごろまでの毎日の仕事の中で二つの

猟しているときに東亜同文書院のものがやはりあ

ものを自分の意識の中でどうやってやればいいか

りました。

と思って30年やってきたわけです。

ですから、私の人生の中で、要するにインテレ

それからミシガン大学に移ってから10年です

クチャル・インスティテューションのアカデミッ

が、ミシガン大学が今なぜ騒がれているのかとい

ク・ライブラリアンはどのような姿勢をもたなけ

うところで東亜同文書院と今お別れをします。そ

ればいけないか自問自答したときに、もちろんヒ

して、ミシガン大学が今世界に一生懸命宣伝しよ

ューマニティとソーシャルサイエンス、この二つ

うとしているグーグルのプロジェクトについて述

の轍で広く浅くというのが我々図書館員の一つの

べていきたいと思います。

使命なのです。けれども、先ほどのお二方の先生
たちは非常に深く、学者としての見事な対比を私

こちらにパワーポイントのスクリーンが出ます

たちは学んだわけです。でも私の立場から東亜同

から、それに沿って日本語でそれが出てきますの

文書院を見るときには、やはりそれは資料として

で、皆さんはそれを読んでいただければいいと思

どのような価値があり、どのようにして学者に対

います。グーグルとミシガン大学の馴れ初めは、

してそれをサービスできるか。あるいは大学の学

元々グーグルの副社長がミシガン大学の MBA を

生さんに対してそれをサービスできるか。そのと

取った人だと聞いています。それでミシガン大学

ころに意識がいくわけです。ですから、ずいぶん

に声がかかって、世界でいちばん最初にすべての

と違った見方をしてしまうのです。

大学の図書数百万冊をデジ化するという目的でグ
ーグルとミシガン大学は契約を結んだわけです。

私もここに招いていただくために東亜同文書院

その後ミシガン大学のすべての図書館のグーグル

に関するいろいろなことをやはり少しは深く知り

化が始まりました。でも、ミシガン大学はそこに

たいと。それで、いろいろなものを渉猟して読み

あるように、ミシガン大学そのものがグーグルと

始めたのですが、ここにいらっしゃる先生方のも

手を結ぶ前にミシガン大学の図書館だけでデジ化

のを読み始めたときに、俺は大変なことになった

を進めていたのです。

と思いました。レイノルズ先生の論文や藤田先生
とか栗田先生の本などは大変深く拝読しました。

そのデジ化を進めていたプロジェクトの名前は

しかし、私はブルギール先生のものはフランス語

MBooks と言います。ミシガン大学の M と Book

が主なので…すみません、読めませんでした。と

を一つの言葉にして MBooks と言われます。今こ

にかくそういう意味で、私自身勉強しなくては、

こに出ているのは、すべてミシガン大学にこれだ

と思っているのが現状です。

けライブラリーがあります。あの小さな田舎町の
キャンパスの中に今ナンバーで記されているのが

私はまず、ライブラリアンの姿勢として東亜同
文書院は自分のライブラリアンとしての人生での

全部ライブラリーです。私が働いているのはその
本部の Hatcher Graduate Library です。

一つの轍と決めました。それがコロンビア大学で
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今そこにありますすべてのライブラリーがほとん

co していたのですが、その間にいろいろな軋轢

どのものをすでにデジ化が終わっています。ただ、

がありまして、これではやはり良くないと。そし

サイズがあわなかったり、あるいは状態が悪かっ

てグーグルが100％ミシガンに自分たちがデジ化

たりとか、いろんな意味でそれを少しずつ改良し

したものは無料でミシガンのものとして、グーグ

ながら入れているので、まだ全部終わったとは言

ルが持つもの、ミシガン大学が持つもの、という

えないのですが。たとえば私が働いていますアジ

ふうにしてこのように二つに分けたデジ化の結果

アライブラリーは合計81万冊を超えています。そ

をシェアします。ですから、はっきりとミシガン

の81万冊のチャイニーズ、ジャパニーズ、コリア

大学は自分のところだけ持ったデジ化の記録があ

ンラングイッジのものはほとんど終了していま

ります。グーグルはグーグルで同じものを持って

す。これに関わってくるものはもちろんコピー

います。

ライトです。これがいちばん大きな問題で、それ
を外へ出せるかどうかということは問題になりま
す。しかしデジ化は内部ですでに終了しています。

ここでミシガンは MBooks から Hathi Trust と
いう一つの大きなグループのコンソーシムと言
いますか…コンソーシムを形づくって、カリフ

今日本ではこれと同じような形になっている

ォルニアのシステムの大学と、それからミシガ

のは慶應大学です。慶應大学一校だけこの方法で

ンの属しているシカゴも入るミッドウエストの辺

デジ化を進めています。大きな問題はやはり抱え

りの大学が共同で Hathi Trust という一つのグル

ていると思われます。グーグルは今、このときの

ープを形づくって、そこで自分たちがデジ化され

One Million Digitized Books とありますが、それ

たものの共同使用をやろうではないかということ

は100万冊が終わった時点での情報をここに入れ

になって、ミシガンがそこの中心になりました。

ました。これは2008年２月で100万冊が終了して

今 Hathi Trust がかなり大きく取りざたされて、

います。こういう専門的なことは私にもあまりわ

Hathi Trust が今持っているすべての記録の70％

かりません。だからどのようなキロバイトだとか、

はミシガン大学の記録です。あとの40％がカリフ

そういうことはあまり問題にはならないので、現

ォルニアステートの十いくつの大学のもの、あと

在200万冊をこの時点では終了しています。私が

五大湖を中心としたあの辺りの大学のもの、こ

来る前に200万冊を終えていますから、今は220〜

の二つのグループが一緒になって Hathi Trust を

230万冊終わっていると思われます。

作っています。いちばん最後のほうにいろいろ
な URL のサイトが出ますから、そこでお調べに

MBooks についてですが、2008年ミシガン大学
が自身のアクセスシステム MBooks を立ち上げま

なればこれに対する詳しいことがわかると思いま
す。

した。その後初めてグーグルとの契約があって、
MBooks がもっていたデジ化された情報をグーグ

次に、ちょっと文字が読みにくいですが、一応

ルは受け取って、それからデジ化されていない図

日本語になっています。私自身目が悪いのであま

書館に入ってきて、それをデジ化していくという

り読めないのですが、これは一つの例として挙げ

形でミシガン大学のグーグル化が始まったわけで

ておきます。

す。
その次に、これもちょっと…アクセシビリティ
ミシガン大学はグーグルとあまりにも密接に

というのは非常にわかりにくいのですが、アクセ
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スの許容可能範囲と訳されていますが、通常のイ

ています。だから、このように空っぽにする前に

ンターフェースを改良し、よりアクセス可能にす

若い職員が自分の専門的なラップトップを持って

ると。それはどういうことかというと、大学はバ

きて、一つのフロアに幾人かの若い職員が本を全

リアフリーと言うのですか、いろいろな意味で身

部一つ一つ抜き取っていきます。そしてそれを全

体の不自由な方々にもオープンしていますので、

部調べて、バーコードがついていないものは全部

目の不自由な方のためには大きなインターフェ

その場でバーコードをつけていくのです。バーコ

ースを使った資料が見られるということも Hathi

ードをつけたらそれを全部自分のコンピュータに

Trust のほうでは改良に改良を重ねて私たち、自

入れていきます。そういう形ですべてのバーコー

分たちだけのそういう方法を使っているというこ

ドが終わった段階でこのような書庫を空っぽにし

とです。

ておきます。それは私たちの手の届かないところ
で行われていて、それがわずか数日の間にまた元

プロジェクトワークフロー、これはもう皆さん

のように書庫の中に返ってくるのです。

がご覧になっても全然面白くないと思います。私
もこういうものは面白くないです。そして、デ

魔術のようなものですが、巨大な組織がここで

ジタル化のための選定と準備、これはバーコード

動くのです。それはアナーバーの小さな街のどこ

がほとんどのすべてを解決しますので、はじめに

かのビルにその本を運んで、そこで数百人の若い

どんな古い本でもすべてバーコードをとりつけて

技術者がそれをスキャンするわけです。スキャン

いきます。それがプロセスされているかどうかと

してそれをすべてグーグルのデジ化の記録の中に

いうことはまったく度外視してバーコードをつけ

収めていき、それをまた元の書庫にこうして返す

て、そのバーコードでその本の昔の記録があやふ

のです。だから毎日毎日何トンという大きなトラ

やなものでもバーコードをつけていき、そこでは

ックが裏の入口について、朝から夕方まで本を出

じめてグーグルの人々がそれをきちんとした記録

し入れして数日前にやられた本が返ってきます。

として塗り替えていくわけです。

それをまた何十人かが書庫に運んで、自分たちが
すべてを元のとおりに直すのです。私たちはいっ

ここでちょっと、グーグルが何百万とある図
書館の本を物理的にどのような形にもっていく

さい何もしません。それも契約のうちの一つだそ
うです。

のか、ちょっとこれを見ていただきたいと思いま
す。グーグルのプロセスがここに図式されていま

次に、今後側…右側のほうにトラックが見えま

すが、視覚的に面白くないので、まずこのような

すね。このようにしてカートに全部入れてトラッ

形で大学の書架を全部空っぽにします。これはど

クで運び去り、この裏口からまた運び込むのです。

ういうことかというと、大きなトラックが大学の

毎朝毎夜こういうことが繰り返されます。そして

図書館の裏側につきます。そこで若い職員、これ

見事なチームワークでグーグルはやるのですが、

はグーグルの職員で、ダダダーっといくつものカ

どのようなところでどのような形でやっているか

ートを持って入ってきます。そして私たちは何も

は企業秘密で、決して我々には知らされません。

知らないのです。どこで何をしているかわからな

ミシガン大学の図書館の中で知っているのはただ

い。ただ、書庫の中に入ってきて、彼らはその中

一人です。その一人の副館長だけがグーグルと渡

に全部本を一つ一つ全部積んでいくのです。その

り合って、グーグルとの会議ですべてを決めます。

ときにはすでにその本はすべてバーコード化され

ですから私たちライブラリアンは何もしないでい
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いと。要するにすべてのものはグーグルがやると

多いのです。1923年以前のものに関してはコピー

いう形でミシガン大学のものを全部グーグル化し

ライトがありません。したがって、1923年以前の

ているわけです。

ものは何の許可も必要なくどんどんデジ化してい
くということです。版権データベースにまずいろ

グーグルが不合格品として出してくるものがあ

いろな情報を保存します。それから IP アドレス

りまして、これはスキャンできないと。それはど

でフィルタをかけていくと。私も専門的なことは

んなものかというと状態が酸性してぼろぼろにな

どのようにするかちょっとつかまえてはいないの

っているとか、あるいはページが飛んでいるとか、

ですが、出版社がもうそのときには存在しないと。

彼らは 1 枚 1 枚スキャンをしますから、そういっ

そういうことが昔の本には多々あるわけです。そ

たものはそのときに選んでそれを我々のところに

ういうときにはどのようにしればいいか。グーグ

送り返してきます。送り返されてきたものの中で、

ルはそういう面倒くさいことはやらずに突き返し

我々のほうでそれをなんとかしてもう一度デジ化

てくるわけです。ですから、それはミシガン大学

できるかどうかということを調べて、できるもの

で懇切丁寧に一つ一つをクリアしていくというこ

は全部私たちが手でそれをやっていきます。

とになります。

さて、グーグルの不合格品は右にあるような形

グーグルと著作権との間の係争の問題が次に出

で全部グーグルが突き返してくるわけですが、特

てきます。これは品質調査でどのような形で、要

にバーコードや書誌の情報がない、あるいは書

するにぼろぼろになったものとか、あるいはデフ

籍の状態が悪い。そして問題が解決された場合に

ォルメしてしまった出版物をテイクケアするか。

はもう一度デジ化に踏み切ります。それは先ほど

これは大変努力のいる仕事ですが、根気よく続

説明したとおりですが。そして、ミシガン大学の

けています。Hathi Trust 対グーグルブックの検

みのデジタル化というのがそこで初めて行われま

索、要するに今ははっきりと我々が持っています

す。それはグーグルが突き返してきたものに関し

Hathi Trust というグループのミシガン大学を中

てミシガン大学だけがそれを直して、デジ化して、

心にしたグループの共有の財産のデジ化されたも

それはミシガン大学の記録であって、グーグルの

のと、グーグルをグーグルのブック検索はどう違

記録にはしないと。だから Hathi Trust のほうの

うか。左側にありますのが Hathi の考え方で、全

記録の中にミシガンのものが繰り込まれていきま

文 PDF による全体ダウンロードはなし、そして

す。その数はそれほどたいしたものではないと思

検索のみ。ごめんなさい、それで検索結果はキー

います。

ワードが含まれている箇所すべてに対して。これ
と同じ対照的に右側にいきますと…これはギーグ

さて、日本のグーグルで非常に大きな問題にな

ルとなっていますがグーグルの間違いです。グー

っていますのが著作権についてです。これは向こ

グルブック検索の考え方は PDF による全体ダウ

うでも著作権について大きな問題になりました。

ンロード付き、またスニペット、各検索キーワー

それで著作権の調査としては、1923年から64年の

ドに３スニペット、これは非常に小さな情報をそ

著者不明などのいわゆるグレーゾーンの作品を対

のまま我々はとって、それが次の段階に進むこと

象にしてもっと詳しく我々が調べ上げなくては、

の一つのギアになるということです。それで左側

このことに関しては著作権で訴えられる可能性が

が我々のやり方で、右側がグーグルブックのやり

ある。そういうものがグレーゾーンのものは特に

方なのです。それぞれに一つの欠陥、それぞれに
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次にスキャンするもの、これは今色で分けてあ

良い点があります。

ります。黄色はすべてのものがスキャンされてい
著作権のクリアに関して。追加コンテンツを

ます。緑色が2009年から2010年にスキャンするも

加える能力、あるいは長期保存へのコミットメン

の、白いものに関しては、これは要するに？？の

ト、イリノイ大学はもうすでに学術的ニーズに対

ライブラリーに関しては、すべてのものがビデオ

応して著作権のクリアを自分たちがやり始めたの

と DVD なのです。ですから、そこのものはスキ

です。著作権のクリアくらい面倒くさいことはな

ャンできないということになります。今のところ、

いと思います。

マイクロフィルムとかマイクロフィッシュのコレ
クションで私どもの持っているものも、それをデ

将来はどのようになるかということですが、

ィプリケートすることはありません。ですから、

Hathi Trust はより大きくより良くと。他の電子

東亜同文書院の二つの大きなマイクロフィルムは

コレクションをこれからどんどん複合していく、

スキャンされていません。というのが今の状態で

飲み込んでいく。そしてサービスがよく行き届く。

す。

そのグループに入っていればお金を払わないです
べてのものが読めるという形のものにサービスを

さて、このオンデマンド印刷出版の可能性とい

していく。それに対抗するグーグルに関しては、

うのがあるのですが、これはグーグルの大きな流

グーグルがデジ化したものに関しては、グーグル

れの中で、ミシガン大学が別個の段階でオンデマ

はあくまでもプロフィットオーガニゼーションで

ンドの出版の可能性として作り上げてきたものが

すから、ユーザーはそれに対してお金を払ってい

あります。そのことについてはこれからの問題に

くという形になると思われます。

なります。特に出版関係の方に関して、あるいは
大学の教職員の方の要望に関して、これはある意

さて、そのいちばん下にありますエスプレッソ・

味で革命的な一つの方法なのです。ですから、た

ブック・マシンやその他の POD オプションと書

とえば皆さんが今ライブラリーに行って本を借り

いてありますが、このエスプレッソ・ブック・マ

ます、本を読みます、返します。あるいは本屋さ

シンに関しては、次の別のパワーポイントの説明

んに行って本を買います。自分の書棚に入れます。

でしたほうがいいと思います。今はその部分を頭

こういう今までの出版と本当の関わりがこの段階

の中に入れておいてください。グーグルとどのよ

で非常に大きく崩れる可能性が出てきたのです。

うな係争があったかということです。これは2005
年、米国作家協会による訴訟が起き、2008年10月

オンデマンドということは要望の多い出版物

にグーグルは和解を発表しました。2009年９月ま

で、神田なんかのマーケットにはもうないという

でその和解は延長されています。詳しくは黄色の

本をなんとかして再販したいというのがオンデマ

ところにありますように、このサイトに皆さんが

ンドの根本的なものですが、オンデマンドに関し

行っていただけると、いろいろな情報がすべてそ

てはコピーライトとかやはりいろいろそういうこ

こに書かれています。そして、個人的な質問も、

とが関わってきます。ただ、そのオンデマンドは、

たとえば皆さんがインターネットで、E メールで

それが出版されるとかなり値段としては高いので

質問しても答えてくれます。それはもう絶対に答

す。ここにも出版社の方が来ていますからわかる

えてくれます。ただし、それは英語で質問してい

と思うのですが。ところがそのオンデマンド版で

ただきたいと思いますが。

しかも異常に安価に手に入る方法が作られたわけ
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エスプレッソ・マシンにかけます。すると、本当

です。

にすごい勢いでエスプレッソ・マシンが動くので
これはヨーロッパを中心にして作られたもので

す。動いたらドッドッとプリントしていくのです。

すが、今全世界にエスプレッソ・ブック・マシン

こんな本があっという間に目の前に出てくるので

というのが 27 台あります。これは非常に高価な

す。そして、それは自動的にパジネーションも皆

機械なのでそれほどたくさんは今のところは作ら

ついて、上の本の体裁のカバーも全部つけるので

れていません。このエスプレッソ・ブック・マシ

す。それはこんな色をした、非常に普通の紙の、

ンというのはコーヒーのエスプレッソを作るのと

もちろんハードカバーではない、そういう紙がく

同じような意味で、一つの目的に向かってぎゅっ

るりと全体をしてちゃんと綴じてあるわけです。

とコーヒーのエッセンスを搾り取るような形なの
でエスプレッソ・マシンと名づけたのですが。

それがもしもこんな太い本であれば、それは10
ドルです。このエスプレッソ・マシンで作り上げ

今アメリカの例をとりますと、1923年以前の本

た本マキシマムのお金が10ドルです。そして８ド

に関してはもうコピーライトはないわけです。し

ル、６ドル、４ドル、３ドルとその量によってお

たがって Hathi Trust にしても、グーグルは別に

金が変わります。でも、それを先生は1923年以前

しまして我々の持っているデジ化されたライブラ

のものを目の前でわずか10分ほど、先生はどこか

リー、Hathi Trustの1923年以前のもの、学者は

で講義して帰ってきました、もうできています、

そういうものをどうしても必要とします。博士課

と。それでお金を払ったら、そこでは枚数を勘定

程、あるいは修士課程の学生さんが自分の分野で

していますから、これは６ドルですと言えば、先

どうしても1923年以前のものがほしいのだけれど

生は６ドル払えばその貴重な、マーケットにない

もマーケットにはそんなものはもうないと。あっ

本を手に入れることができるのです。これが、こ

たとしたら、それは古本屋に行って高いお金を払

れからの皆さんの、特に大学の出版の、要するに

って買わなくてはいけない。そのようなものをど

大学の学者、あるいはリサーチャー、そういう人

うやったら安価に、しかも遠いところまで買いに

たちが本当に手が出るほどほしいという形の出版

いかなくてもすむか。そういう要望が多いわけで

物として脚光を浴びてきているわけです。

す。特にそのフィールドにおける学者が必要とす
今全世界に27台しかないエスプレッソ・マシン

る場合、早急に必要なのです。

の１台がミシガン大学にあります。もう１台はト
その場合に、Hathi Trustの200万ある記録の中

ロント大学にあります。北米にある大学の中では

に1923年以前に出版されたものですでに全文こち

この２校がエスプレッソ・マシンを動かしていま

らにある場合に、先生はそこでしめたと思うわけ

す。それ以外に、私にはどこのパブリックライブ

です。先生はライブラリーのところに行って登録

ラリーかは記憶にないのですが、カリフォルニア

して、私はこの本を読みたい、しかしどこにも売

のどこかのパブリックライブラリーが 1 台持って

っていない、そしてこの本を自分のものとしたい

いると。それ以外はほとんどヨーロッパです。そ

という要望をします。そうするとライブラリアン

して多くは、皆さんここに来ていらっしゃるパブ

はそれに対してコンピュータで調べるとこれはも

リッシャーと同じように、要するに出版社がその

うコピーライトも何もない。しかも私たちはこの

マシンを買って、その要望に応えようとしている

記録を持っている。それでは、ということでその

わけです。
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ですから、これからの皆さんの、要するに私

っているというだけではなくて、ライブラリーは

たちの知的な欲望を満たす材料として、インター

グーグルが来る前にすでに将来のデジ化、要する

ネットを使ったグーグルのインフォメーション、

に電子化されたインフォメーションを皆に供しよ

PDF で出てくるインフォメーション、そういっ

うという形で MBooks を始め、それでグーグルが

たものは私のように目の悪い人間には非常に読

参加して、グーグルとグーグルを別にして Hathi

みにくいわけです。１枚１枚オーダーしてはお金

Trust という、我々のグループのインフォメーシ

を払ってかえていくわけです。私にとっては非常

ョンのシェアリングの方法をとって今日まできて

に面倒くさいと思うのですが、それはないよりマ

います。

シで。すべてのものがデジ化されたときには皆さ
んはそうやって読めるわけです。しかし、やはり

さて、次に、これで一応グーグルに関しては

学者は…こういうことを言って非常に悪いのです

これからのいろいろなクエスションというのはこ

が、私もそのうちの一人ですが、非常にエゴの強

ういう形で出てきます。ですから、もしも皆さ

い人間です。だから、そういったものは自分のも

んがこれ以上のことというときには、この Hathi

のとしたい。自分のところに置いておきたい。そ

Trust ウェブサイトを探されますと、この中を通

ういう意味では４ドルとか６ドルでもうマーケッ

じますといろいろな情報が手に入り、しかもそれ

トにもないものを手に入れることができる。これ

に対して懇切丁寧にクエスチョン＆アンサーが入

はやはりこれからの知的産業を牛耳る人間として

っています。ですから、それを参考にしていただ

は福音になるのではないでしょうか。ですから、

くと大変ありがたいと思います。ましてやミシガ

こういう意味で私はこのオンデマンドの印刷のこ

ン大学の、この最後のほうに書かれていますが、

とをグーグルと話して皆さんにお伝えしたいので

ジュリア・ロベットというところに E メールで

すが、グーグルは、グーグルということとデジ化

お聞きになれば、彼女は非常に懇切丁寧に皆さん

されたインフォメーションがそのライブラリーに

に状態を知らせてくれると思います。彼女が私の

あれば、そのライブラリーのデジ化の記録を呼び

名前を使ってください、と言って私に渡したので

出して本にすることができる。もちろんそれはコ

す。ですから、皆さんは自分の質問を E メール

ピーライトと関わりますが。そのことをちょっと

で出されると、彼女のほうから必ず回答がまいり

皆さんにお知らせしておきたかったのです。

ます。一応簡単ですが、私の今日の報告はこのよ
うなものです。

さて、ミシガン大学は結局ステートのお金で経
営されています。ですから、私は公務員です。で

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：どう

すから、ライブラリーそのものはお金のやりと

もニキ先生、ありがとうございました。最先端の

りができません。ですから、アマゾンブックス

図書の電子化と言いますか、グーグルと組んだ電

トアが私たちの第三セクターとしてお金のやり

子化のお話をお聞きして、実は愛知大学も2012年

とりをすると契約を結んで、今そういう形でブッ

４月にはささしまに参りますが、そこではスペー

クオンデマンドの形でミシガン大学の Center for

スの関係で図書を全部持っていけないという問題

Japanese study の過去パブリッシュした本56冊

がありまして、今それをどうするかという問題が

すべてアマゾンのブックストアを通せば買うこと

大変重要な問題になっていますが、それに対して

ができます。でもそれは普通のブックオンデマン

も大変示唆的なお話だったのではないかと思いま

ドです。ミシガン大学はただ単なるグーグルをや

す。この中には実は図書委員会の方もいらっしゃ
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るし、ライブラリアンの方もいらっしゃるし、さ

であれ慶應大学であれ、実物の本を持っていると

らに本屋さんもいらっしゃいますので、どなたで

ころがやはり生き残る中心になるのかなという印

も結構ですのでご質問いただければと思います。

象を、今話を聞いてもちました。ということは、

いかがでしょうか。簡単なご質問。はい、どうぞ。

愛知大学は東亜同文書院関係の書物、旅行史であ

キシマ先生。

れ省別全史であれ、いろんなものを持っているわ
けですが、やはり持っているところが中心になっ

木島：愛知大学のキシマと申します。愛知大学

てこれから動いていかないといけないのかなとい

の、という以上に今馬場先生から指名を受けまし

う印象をもちました。これについては正確なお答

た図書館員をやっています。今ニキ先生が発表し

えではなくて、やはり持っている人が偉いんです

てくださったことに関して伺いたいことが二つあ

よ、という感触をニキ先生はおもちなのか、それ

ります。一つは Hathi という Trust グループに入

ともこれからは持っていなくてもよそから取り寄

ると、著作権が残っているものでも学術研究に特

せられるという世の中に変わっていくのか。その

化する、要するに売らないということであれば、

辺の感触も教えていただければと思います。よろ

Hathi Trust に入っている大学の人はどこかの大

しくお願いします。

学、Trust に入っている大学のものは自由に見ら
ニキ・ケンジ（ミシガン大学）：先に最後の質問

れると考えてよろしいのでしょうか。

なのですが、実物を持っているところが強いので
それからもう１点はこのレジメにもあります

はないかとおっしゃったのですが、それはそのと

が、検索のみという形で PDF のダウンロードは

おりだと私も思います。ただ、それだけではなく

できないと書いていらっしゃいますが、というこ

て、先ほどありましたように、将来、要するに実

とは、スキャンして画像として保存するのではな

物はミシガン大学にあります、でもデジ化された

くて、文字化してどこかに置いていらっしゃるの

ものは共有です、ということですので、それに関

かなと思うのですが。英語の場合はスキャンでヒ

してはどこもイコールだと考えられると思いま

ット率がかなり高いと思うのですが、先ほどの話

す。ただ、ミシガン大学の大学の中に在籍してい

でいきますと CJK でいくとかなり確率が落ちる

るものであれば、実物を見ることができます。で

のかなという予感ももっています。ただ、英語の

すから、もしも何らかの形でデジ化されたものに

場合、もしくはフランス語、ドイツ語もあったり

不具合がある場合は、カリフォルニアの我々の

ますと、完全に校正をして一字一句間違えないよ

グループの、Hathi のグループがそれをコンプレ

うな文字データを持たせるというのはかなり苦し

インしても実物を見ることができないわけなので

いことなのかなと思いまして。OCR でかけてヒ

す。ところがミシガン大学の学生さんや先生たち

ット率80％、90％くらいで OK ということにして

は、書庫に行って言えばそれを見ることができま

いらっしゃるのか。その辺はある意味企業秘密な

す。そういう意味で、実物を持っているところが

のかもしれないのですが、お聞かせいただければ

強いということにはなると思います。

と思います。
２番目のものですが、ちょっと私は先生のおっ
最後にもう一つは、ではどんどんよそにある本
が手元に来るとういことでいきますと、全部万々

しゃっていたことが頭の中であまり像を結ばない
のですが、もう一度要点を簡単なことで結構です。

歳のような気がするのですが、結局ミシガン大学
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木島：今日いただいたレジメのところに Hathi の

ことではなくて、うまくいっているのではなくて、

特色ということで、グーグルとの対比で、という

ローマ字でやればすべての…要するにアメリカの

ことだと思うのですが、全文（PDF による全体

すべてのシリリック・ラングイッジというものの

ダウンロードはなしで検索のみ）というふうに書

情報は全部ローマ字化された情報をまず入力する

いてある…

わけです。それプラス CJK なら CJK の言葉を分
類する段階で加味していくわけです。ただ分類す

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：わかりました。

る段階で CJK の言葉が入っていない情報もある
のです。したがって、CJK の言葉でサーチした場

木島：検索をするために文字データはどれくらい

合には、それが入っていないものはヒットしない

の正確さで持っていらっしゃるのかというところ

ということになります。ですから、いちばんいい

です。

のはローマ字でサーチすると両方のものが出てく
るということです。なぜかというと、CJK ラング

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：私はグーグルの

イッジのものをそのままぶつけてボンとカタログ

専門家ではないので、私がやっているのではない

はできないわけです。これは必ずローマ字化され

のでそのパーセンテージというのは全然わかりま

ないと。

せんが、サーチをする場合にはすべてローマ字で
やると思います。ですから、CJK の言葉を使って

だから、はっきり言いますとライブラリーコン

サーチする場合には、それがどれだけのヒット率

グレスのクラシフィケーションでクラシファイす

かというのは、私も試したことがないです。ミシ

る場合には、まず100のところがローマ字が先で

ガン大学の場合はたとえば日本のものに関しては

す。その次に100のところが漢字、あるいはひら

ローマ字を使ってやります。ただ、マーリンとい

がな、カタカナ、その次また200がローマ字、そ

うライブラリーの OPAC のシステムの中でサー

して CJK と出てきます。だから常にパラレルで

チする場合は、今は CJK の言葉を使えばヒット

入力しなくちゃいけないのです。今の CJK のカ

します。ですから、それが何十％かということは

タロガーは。ただ、それは現代なのですが、そ

わからないのではないでしょうか。というのは、

の前の情報は CJK がない場合があるのです。ミ

記録そのものがローマ字だけで書かれているもの

シガン大学で言えば1986年以降、すべての情報は

と、我々の使っているチャイナ、ジャパン、コリ

CJK を入れています。それ以前のものは全部ロー

アのスクリプトが入っているものとあると思うの

マ字です。だから、その以前のものを引っ張りだ

です。もしもそれで文字が入っていれば、それに

すときにはローマ字で入力すれば全部出てくるわ

対するヒット率は機械がやることですから絶対に

けです。現代のも出てくるし、過去のも出てくる

ヒットします。そう思います。ただキーワードサ

ということです。ただ、グーグルの場合は、グー

ーチということになれば話は別だと思います。意

グルは全部を完璧な状態でやっているはずですか

味がおわかりでしょうか。

ら、私はグーグルのほうは外部の人が使う場合、
お金を払った場合は、それは全部の情報が出ると

木島：要するにローマ字での世界ではうまくいっ

思います。ただ、Hathi の場合は私どもの持って

ているけれど CJK だけの世界では…

いる記録ですから、グーグルがグーグルしてくれ
たものと、グーグルしなかったもの、両方 Hathi

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：いや、そういう

は抱えています。だからそのパーセンテージがど
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れだけかと言われると私も考えたことはないので

ら…

すが、よろしいでしょうか。
ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：そうですね。で
木島：わかりました。たぶん慶應は考えざるをえ

すから持っているところは、要するに Hathi のす

ないことにはなっていると思いますが、ミシガン

べての、今の時点ですべての何百万とある情報の

大学の \ システムそのままでは CJK 文化圏では

中で70％のものはミシガン大学のものであるとい

簡単にはいかないのかな、という感触を私はもち

うことは、あとの30％がほかの Hathi が入れてく

ました。

れた…だからほかの Hathi のグループはまだ全部
入れていないです。彼らがもっとどんどん入れて

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：はい。OPAC を

くれれば、このパーセンテージは変わってくると

CJK でサーチすることは非常に簡単で可能性があ

思いますが、今のところミシガン大学のすべての

るのですが、その場合には OPAC の中に入って

ものを供給、出してしまったので、それで Hathi

いる以前のものは CJK の言葉が付加されていな

Trust というグループを作り上げたので、今のと

いが、しかしたとえば「夏目漱石の生涯」という

ころ70％の情報はミシガン大学のすべての情報を

のが日本語で入力されていなくてローマ字だけで

そこで見ることができる。それ以外に30％、ミシ

入力されている時代のものに関しては、漢字とひ

ガン大学が持っていないものもそこで見ることが

らがなで「夏目漱石の生涯」と入れても、理屈の

できると。だから、ほかのところから言わせれば、

上では出てこないと思われます。ただ、1986 年

30％のものは自分たちのものだけれども、あとの

以降我々が一生懸命 CJK を記録に付加しようと

70％の情報はミシガン大学のものだという。でも

やってきた記録に関しては両方入っていますか

自分たちが持っている数が少ないですから、ミシ

ら、それはたぶん出てくると思います。機械がそ

ガン大学のほうが多いですから、当然それはそう

れに関しては絶対に間違いを起こさないと思いま

だと思います。ですから、さっきおっしゃったよ

すが。

うに持っているところが偉いのではなくて、持っ
ているところが供給しなくてはいけないという形

木島：わかりました。最後の、持っているところ

になると思います。

が偉いのだということに関しては…
木島：同文書院関係のものでいきますと持ってい
ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：木島さんのその

るところはやはり愛知大学がいちばん多いのかな

ものの言い方が僕にはちょっと納得がいかないの

と。

ですが。偉いのではなくて、持っているところが
偉いというよりも要するに…

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）：そうですよ。

木島：いや、私は偉いというのよりも、むしろ持

木島：そうすると率先して公開をする努めが生じ

っているところは義務を負っていると考えないと

るのかな、というふうに感じたりもしました。

いけないのかな、というふうに今日のお話を聞い
て少し考えを変えたところです。持っているとこ

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）：絶対にあります。

ろが率先して公開の方向に進んでいかないと、持

そうしてください、お願いします。

っていないところはどうしようもないわけですか
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木島：はい。どうもありがとうございました。

関する先行研究の整理を行うものですが、その作
業を通じて、どのように同文書院を論じてきたの

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：それ

かという点をおおまかながら述べていきたいと思

では時間となりましたので。どうもニキ先生、あ

います。その上で、東亜同文書院を日中両国だけ

りがとうございました。それでは第４報告になり

でなく、欧米も関連させてより一層国際的な広が

ますが、愛知大学の東亜同文書院大学記念センタ

りをもつ研究へと発展させるための分析視覚につ

ーの武井義和さんのご報告をお願いしたいと思い

いて自分なりの見解を出してみたいと思います。

ます。最初にちょっと武井さんの略歴をご紹介し

言語問題の関係上、アメリカにおける先行研究の

ます。1995年に愛知大学文学部の史学科を卒業さ

整理が中心となりますので、この点ご了承下さい。

れまして、2006年愛知大学大学院博士後期課程を
終了されて、博士（中国研究）の学位を習得され

さて、私のテーマは「第 2 次大戦後の欧米にお

ています。2006年から現在まで継続していますが、

ける東亜同文書院研究」ですが、最初にお断りし

東亜同文書院大学記念センターのポストドクター

ておかなくてはならないことがございます。タイ

の職を務められています。主な著作として、まず

トルに欧米という言葉がついていますので、本当

博士の学位論文として「上海における朝鮮人社会

でしたらヨーロッパとアメリカの研究動向を取り

の歴史的考察

1910年から45年」という、ご存知

上げなくてはなりません。しかし、私が理解でき

のように朝鮮人は戦前の場合は大日本帝国に所属

る言語の関係上、また、先行研究を調査して本日

している日本人でしたので、それが上海にいた場

までに得られた文献の関係上、アメリカで発表さ

合にどうなるかという大変面白い問題を取り扱っ

れた研究を主に取り上げることになりますので、

ておられます。それから愛知大学の東亜同文書院

その点をご了承ください。なお、英語の論文や図

記念センターオープンリサーチセンターの 1 号に

書をいくつかご紹介しますが、その日本語訳につ

載っていますが、
「東亜同文書院に関する先行研

いてはこちらのレジメをご覧ください。

究の回顧と今後の展望」という研究史の整理をさ
れています。同じように研究史の整理で「中国に

私は今までに日本と中国で発表された東亜同文

おける東亜同文書院研究」
、こちらの場合は中国

書院に関する研究の整理を行ってきましたが、欧

のほうですが、これは愛知大学の国際問題研究所

米における研究の整理は初めての試みでした。こ

の132号に載っています。以上のように、特に愛

のシンポジウムを迎える前の時間的余裕が必ず

知大学の東亜同文書院記念センターに所属して、

しも十分とは言えない状況の中で調査を進めてま

東亜同文書院大学の研究では若手の注目株という

いりましたが、端的に言いまして、日中両国に比

ことになるかと思います。それでは今日のご報告

べて東亜同文書院を扱った研究は非常に少ないで

の内容は「第 2 次大戦後の欧米における東亜同文

す。もっとも、私は今回東亜同文書院に限定して

書院研究」ということです。よろしくお願いしま

調査を行いましたので、もう少し裾野を広げて、

す。

たとえば中国近現代史、日本近現代史という幅広
い観点から見ていけば、わずかながらでも東亜同

武井義和（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ

文書院が関連的に取り上げられている研究もより

ー）：ただいまご紹介にあずかりました武井義和

多く見い出せたかもしれません。

でございます。よろしくお願いします。私の報告
の課題は第２次大戦後の欧米での東亜同文書院に

最初にこの点に関して二つほど事例を挙げた
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いと思います。一つは今から10年あまり前になり

院という位置づけがなされているかと思います。

ま す が、1998年に「Wartime Shanghai」と い う
本がロンドンと北米で出版されました。日本語

一方、それに対して繰り返しになりますが、東

に直しますと戦時期の上海となりますが、1937年

亜同文書院そのものを扱った研究は非常に少な

から1946年までの、文字通り戦時期から戦争直後

いのです。その中で第一人者として挙げられる

にかけての上海の政治的社会的状況を複数の研

のは本日講演者のお一人としてアメリカからお

究者が論じている研究書です。この中に当時カ

越しのダグラス・レイノルズ先生です。レイノル

リフォルニア大学教授でいらしたジョシュア・フ

ズ先生は日本と中国の近現代史がご専門で、1970

ォーゲル氏が「The Other Japanese Community:

年代後半に数年日本に留学されたことがきっか

Leftwing Japanese Activities in Wartime

けで東亜同文書院研究に携わるようになったと

Shanghai」、日本語では「もう一つの日本人社会

承知しておりますが、検索の結果探し出すこと

戦時期の上海に置ける日本人左翼の活動」とい

ができた先生の主なご研究を列挙しますと、The

う訳になりますが、その中で１ページだけですが、

Journal of Asian studies という学術雑誌の1986年

東亜同文書院にふれています。1920年代から1930

11月号に掲載されました「Chinese Area Studies

年代における書院での左翼活動、それの果たした

in Prewar China: Japan's T -A D bun Shoin in

役割について概説的に述べています。

Shanghai, 1900-1945,」という論文、1989年にプリ
ン ス ト ン 大 学 か ら 出 版 さ れ た「The Japanese

二つ目はサーラ・スヴェンというドイツ人研究

Informal Empire in China, 1895-1937」という研究

書で現在上智大学準教授でいらっしゃいますが、

書に所収のご論文「Training Young China Hands:

東京にあるドイツ日本研究所に勤務していた2002

T -A D bun Shoin and Its Precursors, 1886-1945」
、

年 に「Pan-Asianism in Meiji and Taishô Japan

2001年に初版としてミシガン大学出版から出版さ

− A Preliminary Framework」という明治、大

れた「Education, Culture, and Identity in Twentieth-

正期における日本の汎アジア主義についての論文

Century China」という研究書に所収の「Christian

を記しています。これは近代日本の思想について

Mission Schools and Japan's T -A D bun Shoin」

論じた研究ですが、この研究の中で東亜同文書院

が挙げられます。

の経営母体でありました東亜同文会を事例的に挙
げるとともに、東亜同文会による東亜同文書院の

またその間、1998年にピーター・ドウス氏と小

設立についても日本の研究を参考にしながら言及

林英夫氏が編著となって出版された「帝国という

されています。ちなみにサーラ・スヴェン氏は昨

幻想」という研究書の中にレイノルズ氏のご論文

年11月に東亜同文書院大学記念センターが主催し

が「東亜同文書院とキリスト教ミッションスクー

た公開講演会で講師としてお招きしたことがあり

ル」という題名で日本語訳になって掲載されてい

ます。

ます。発表時間が限られていまして、これらすべ
てのご研究を詳細に紹介する余裕がありませんの

以上、お話ししたのはごくわずかな例ですが、

で、かいつまんで述べていきます。

東亜同文書院や東亜同文会を中国近現代史や日本
近代史について考察するための方法として取り上

まず、1986年のご論文「Chinese area studies

げている様子がそこから浮かび上がります。いわ

in Prewar China: Japan's T A D bun Shoin in

ば歴史を考察するための手段としての東亜同文書

Shanghai, 1900-1945,」、これは日本語に訳します
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と「 戦 前 中 国 に お け る 地 域 研 究、1900年 か ら

ベースとして同文書院の実態を解明しようという

1945 年、上海における日本の東亜同文書院」と

傾向になってきています。

いう訳になりますが、第二次世界大戦後にアメリ
カで発達した地域研究が、それより以前に東亜同

これは一見すると研究の分散化、個別化という

文書院で実践されていたことに関心をもたれ、東

傾向が否めませんが、いずれにしても日本でまだ

亜同文書院大学史、そして「滬友（コユウ）」と

書院研究があまり進展していなかった時期にレイ

いう同窓会雑誌、また東亜同文会が発行していた

ノルズ先生がこのような研究をアメリカで発表さ

雑誌「支那」をはじめ、様々な資料を駆使して東

れたということは、世界的規模で見れば書院研究

亜同文書院の成立から教育内容、そして卒業を翌

は日本に先んじてアメリカで最初に実態が掘り下

年に控えた学生たちが学業の集大成として毎年行

げられ、評価を与えられたということができます。

っていた調査大旅行について詳細に調べ、同文書

な お「Training Young China Hands: T -A D

院の教育を地域研究の観点から評価されているも

bun Shoin and Its Precursors, 1886-1945」、文字

のであると私は理解しています。実はこのご論文

通りに日本語に訳せば、「若い中国の官吏を教育

は洋の東西を問わず、東亜同文書院研究において

すること、東亜同文書院とその先駆者たち

画期的な意味をもつと私は考えています。なぜな

年から1945年まで」となるかと思いますが、そこ

ら、中国はもちろん、日本に先駆けて同文書院の

では戦前日本の帝国主義の中国おける発展を時期

特徴を浮き彫りにした研究と言えるからです。こ

区分しまして、その歴史的流れの中に東亜同文書

の点を明らかにするために、ここで少し日本の状

院の変遷を位置づけ、それぞれの時期における東

況についてふれておきたいと思います。

亜同文書院の特徴について論じています。

1886

1965年に竹内好によって発表された論文が我が

ところで、先ほど紹介した1998年に発行された

国で戦後初めて発表されたものでしたが、冷戦が

「帝国という幻想」という本は、東亜同文書院研

終結した1980年代末から90年代初めに至るまで、

究にとっては画期的でした。なぜなら、レイノル

東亜同文書院研究は多くありませんでした。もち

ズ先生のご論文「東亜同文書院とキリスト教ミッ

ろん実証的に研究がなされたものもありますが、

ションスクール」と栗田尚弥先生のご論文「引き

全体的な傾向としては書院の実態を解明するより

裂かれたアイデンティティ」がともに収録され、

も、戦前の日中関係史の中で同文書院を否定的に

同書においてお二人の東亜同文書院について相対

捉える研究が中心でした。したがって、調査大旅

する見解が同時に示されたからです。レイノルズ

行で得られた研究成果などもそのような位置づけ

先生は文化侵略の問題を通じて、ミッションスク

がなされていました。藤田佳久東亜同文書院大学

ールやキリスト教系教育機関と東亜同文書院を国

記念センター長は、この調査大旅行の研究成果の

際的・比較的視点から論ずることを目的とされま

価値の高さに着目しまして、1987年から調査大旅

したが、これら各種の学校の近代中国における誕

行についての研究を継続してきましたが、藤田セ

生から1945年、または1949年までの考察を通じて、

ンター長の言葉を借りれば、ベルリンの壁が崩壊

次のように結論づけられています。

するまであまり注目されてこなかったという状況
がありました。日本で一気に研究が進展するのは

つまり、1949年の中華人民共和国成立で消滅し

1990年代に入ってからです。それ以降現在まで研

たものと思われていた中国でのキリスト教が、改

究者が個人の問題意識に基づいて、そして資料を

革開放後の1980年代、1990年代に復活し、信者が

42

◦ 1858 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
欧米研究者から見た東亜同文書院

激増した事実にふれ、その背景としてかつてのミ

された図書は、私が知る限りこれが最初です。し

ッションスクールは多くの中国人にふれ、その生

かし、今述べたような意見のぶつかり合いは、見

活を変えるとともに、学校運営も中国人教師や指

方を変えれば同文書院に関する日本と西洋の研究

導者に頼り、中国人の中国人による中国人のため

の、ある種の交流とも言えるわけでして、そうし

の教育という目標に忠実だったと。そのために外

た意味でこの書物は大きな意味をもっていると考

国人宣教師が去った後も彼らの遺産は中国の教員

えています。

や生徒、教会員の信仰の中に残ったからであると
最後に、以上の先行研究の回顧を踏まえた上

述べています。

で、より国際的な視野を含めた今後の東亜同文書
そうしたミッションスクールなどのキリスト教

院、東亜同文会の研究の視覚について、試論とい

系の学校が1920年代から1940年代にかけて次第に

う形で述べてみたいと思います。東亜同文書院と

中国化していったのに対しまして、東亜同文書院

言いますと、日本人ならば日中関係という枠組を

は中国から見ていっそうの外国化、それは日本化

すぐに想像するのでしょうが、今回のシンポジウ

と換言できますが、そのような傾向を強め、教育

ムのテーマのような視点で考える場合、20 世紀

も、日本人の、日本人による、日本人のためのも

前半期における東亜同文会や東亜同文書院を通じ

のだったために、中国には中国人が懐かしむよう

てみた日本と欧米の相互認識という問題が設定で

な遺産をほとんど残すことがなく、したがって第

きるかと思います。具体的には、東亜同文書院、

二次世界大戦による日本の敗北とともに消滅した

または東亜同文会が欧米をどのように認識してい

旨述べています。

たか、一方で欧米は東亜同文書院や東亜同文会を
どのように認識していたかという問題であり、そ

一方、栗田先生は近代日中関係史における東亜
同文書院について、精神史的観点から分析し、日

れは中国を媒介としての相互認識という形で捉え
られるものではないかと思います。

中戦争期に自己のアイデンティティを喪失させら
れていく中で苦悩する東亜同文書院の姿を明らか

具体的に言いますと、東亜同文会は1898年に支

にされましたが、同時にレイノルズ先生とは逆の

那の保全などを綱領として誕生した団体です。当

観点から同文書院の位置づけをされています。つ

時は欧米列強によって中国分割が進行していた

まり、東亜同文書院は日清提携を基盤としたビジ

時期でした。それに反対するような主張を東亜同

ネススクールだったのであり、ミッションスクー

文会は示したわけです。それは欧米列強への対抗

ルのような中国人の精神を作り変えるような使命

という意識でした。したがって日清提携、今風に

感を持った学校とは異なる、と述べられています。

平たく言えば日中友好となるのでしょうか、東亜

また、去年同じこの場所で開催されたシンポジウ

同文書院はそうした理想を教育面で実現するため

ムでも、東亜同文書院とミッションスクールは同

に、東亜同文会によって開設された学校です。そ

列に論じられないとコメントされました。

うした日清提携の先に意識されていたものは欧米
列強の存在でした。また、東亜同文書院の初代、

このようにお二人の見解は真っ向からぶつか

そして第３代院長、そして東亜同文会の幹事長を

っているのですが、東亜同文書院についてその

務めた根津一も1910年代、儒教の国である中国に

ような見解を導き出す研究が同時に１冊の図書の

アメリカがキリスト教布教などの形で進出したこ

中で、しかも出身国が異なる研究者の論文が収録

とに警戒感を抱いていたことが、すでに栗田先生
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によって明らかにされています。この支那の保全

政策教育政策である。第一に教育政策に至っては

という東亜同文会の主張は、東アジア政治情勢、

清国の留学生を本国に誘致して日本的に教習し、

ひいては日本の独立という政治的危機感から、根

第二に上海に東亜同文書院を設けて盛んに本国学

津によるアメリカへの警戒感は思想的危機感から

生を清国的に教習しつつある。今後、この二者の

という違いがありますが、いずれにしても様々な

上に日本によって行われる政治上・経済上の対清

次元で中国における欧米の存在に注意が払われて

政策は恐るべきものがある。

いたということがわかります。
この第一で述べられている、清国の留学生を本
しかし一方で、西洋人も東亜同文書院や東亜同

国に誘致して日本的に教習し、というのは、東亜

文会の教育活動について、自国の中国における権

同文会が清国留学生を教育するために東京に設立

益の問題と関連づけて、やはり警戒感をもってい

した東京同文書院のことです。この学校は1899年

ました。それはイギリス人とドイツ人の記録から

に設立され、中国ナショナリズムの高まりの影響

も伺い知ることができます。1982年に出版された

を受けて入学者数が減少した1922年に廃校となる

「東亜同文書院大学史」には、1906年に同文書院

までの間存続しました。ここからはドイツが日本

を視察に訪れたイギリス陸軍軍人カートン大尉が

の、具体的には東亜同文会の教育活動に危機感を

「上海サタデイ・レビュー」紙に発表したという

抱いていた様子がわかります。つまり、イギリス

長文が掲載されています。長いのでポイントのみ

やドイツなどの西洋諸国は、中国における自国の

を述べますと、東亜同文書院の目的は日本が中国

発展について考えた際に、同文書院に対して、特

で勢力を伸ばすために必要な諸般のことを教える

にその教育方法に脅威を感じていたことが、断

ことにあった、そして中国人に扮して中国の辺境

片的ですがこれらの資料から浮かび上がってきま

まで出かけて白昼堂々と闊歩し、自国に必要な情

す。ここで紹介したのは1900年代半ばの２点の資

報を収集して回るのである、と紹介しています。

料だけですが、この問題を深く掘り下げていくに

当時イギリスは上海を中心とする長江流域などを

は、言うまでもなくそれ以後の時期に関する資料

勢力範囲としていたので、そうした自国の権益を

を調査・収集していく必要があります。また、資

いかに擁護するか、またはイギリスが中国でいか

料や文献を読みこなしていくために、英語のみな

に経済的に発展していくかを考えたときに、同文

らずドイツ語やフランス語の語学力が要求される

書院がある種のライバルとして認識されていた様

などの、容易に超えがたい語学の壁もあります。

子が浮かび上がります。

しかし、いずれにしましても、当時の中国をめぐ
る国際関係の中に東亜同文書院や東亜同文会を位

また、1907年６月に発行された第91回「東亜同

置づけ、日本と欧米の相互認識の焦点として捉え

文会報告」には、上海ドイツ領事館から本国政府

ることが今後可能性として考えられるテーマでは

へ行ったとされる秘密報告の日本語訳が掲載され

ないかと私は考えています。

ています。そのような秘密報告を東亜同文会はど
うして、どのようにキャッチしたのかという疑問

本日の報告では紹介できない研究もままござい

があるのですが、教育について興味深い記述があ

ました。そうした課題については、今後論文とし

りますので、紹介します。要約すると次のように

てまとめるなどの形で補っていきたいと考えてい

なります。日本の商工業がいかに発展しようとも

ます。以上をもちまして私の発表を終わらせてい

ドイツの敵ではないが、注目すべきは日本の対清

ただきます。皆様、ご清聴ありがとうございまし

44

◦ 1860 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
欧米研究者から見た東亜同文書院

著書及び論文がございますが、今日は時間の関係

た。

で省略させていただきます。それでは栗田先生に
馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：どう

コメントをお願いしたいと思います。よろしくお

も武井さん、ありがとうございました。ただ今の

願いします。

ご報告は特に欧米といってもアメリカの研究、と
りわけレイノルズ先生の研究を中心にお話があっ

栗田尚弥（国学院大学）
：栗田です、よろしくお

たと思います。また、日本で出された「帝国とい

願いします。アメリカとフランスを代表される近

う幻想」の中での栗田先生とレイノルズ先生の若

代史の研究者、それからアメリカを代表されるラ

干の意見の違いについては、この後栗田先生のコ

イブラリアン、愛知大学が誇る若手研究者のご報

メントの中でもまたご指摘があるかと思います。

告に対して私ごときがコメントを加えられるかど

それで最後に武井さんから、今までの日中関係

うかということがございますが、藤田先生のほう

という中で東亜同文書院を位置づけるのではなく

からやれ、と言われましたので、恥ずかしながら

て、東亜同文書院が、あるいは東亜同文会と言っ

やらせていただきます。ある程度のストーリーは

てもいいかもしれませんが、日中提携による支那

お手元にあるペーパーに書いてありますが、急い

の保全という目的を掲げたときに、当然欧米の中

で作ったもので、打ち間違い等が少しありますの

国に対する侵略ということがあるわけで、それを

で、ご容赦願いたいと思います。

前提にしているわけだから、これからは今日のシ
ンポジウムをふまえて、日本と欧米の相互認識の

まず、このシンポジウムは３回目になりますが、

焦点として東亜同文書院を考えるという視点が必

最近非常に東亜同文書院に関する研究、報告が増

要ではないかというご指摘だったと思います。時

えているようです。この愛知大学の図書館の成瀬

間がだいぶおしていますので、質問は後でまとめ

先生によりますと、お作りになった目録等は同文

て、最後のコメントの後の中に入れされていただ

書院関係目録を参考にさせていただきますと、戦

きます。武井さん、どうもありがとうございまし

前から1988年に東亜同文会の後進とも言うべき霞

た。

山会が東亜同文会誌を作った、その1988年までの
間に世に出た東亜同文書院、同文会関係の刊行物

引き続いて栗田先生にお願いしたいと思いま

は363点です。それに対して88年の同文会誌発刊

すが、簡単に栗田先生の紹介をさせていただきま

以降2004年までには68点の本が出ています。第二

す。栗田先生は1977年に中央大学法学部をご卒業

次大戦後、1945年以降に限定しますと、終戦から

され、1988年明治大学大学院政治経済学研究科政

同文会誌以前に刊行されたものは83点、これは論

治学専攻博士後期課程単位習得されて退学されて

文、あるいは評論等も含みます。それに対して同

います。現在は国学院大学文学部の講師をお務め

文会誌は68点とその比率から言えば非常に高いと

になりながら、中央大学社会科学研究所客員研究

言えると思います。

員をされています。専攻としては日本政治外交史、
及び日本政治思想史をおやりになっていまして、

この20年の間に同文会あるいは東亜同文書院に

著書としてはなんといっても新人物往来社から出

対する研究は確実に増えているといっていいと

ています「上海東亜同文書院」が、これが今まで

思います。しかも同文書院評価というのは、戦後

の同文書院の評価を変えた、そういう意味では画

長く続いてきたマイナス評価というものではなく

期的な著作だと考えられます。そのほか多数のご

て、きちんと資料を見てプラスとマイナス両方を
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ふまえた上で、ちょっと同じ発音になってしまい

て全否定したわけではありません。むしろ意見を

ますが、総体的かつ相対的に同文会とか同文書院

同じくする部分が多かったということをここで申

を歴史的に位置づけようというものであろうと思

し上げておきたいと思います。この本のみならず、

います。この傾向は日本のみならず欧米、あるい

先生のお書きになったものと私の見解は非常に意

は中国においても見られると思います。この点に

見を同じくするところがあります。

ついては武井先生が非常に詳しくていらっしゃい
ます。まさに東亜同文会や同文書院についての国

たとえば、今日の荒尾精についてのご報告なの

際的学際的研究は今高まりを見せていると。そう

ですが、どうも日本では孫文との関係が非常に深

いう中においてこの愛大のシンポジウムも非常に

くて、また左右を問わず、左翼の人にも右翼の人

大きな意味をもっていると私は思います。各先生

からも評判のいい宮崎滔天、有名な方ですが、こ

方のご報告に対して私なりの僭越なコメントを加

の方が荒尾精のことを支那占領主義者と評価して

えさせていただきたいと思います。

以降か、あるいはそれだからかどうかわかりませ
んが、どうも最近まで戦後日本においては荒尾と

最初のダグラス・レイノルズ先生のご報告です。

いうのは中国侵略主義者の先兵であるという、先

皆様もご存知のように先生が欧米における東亜同

駆者のような評価をされていたと思います。実際

文書院研究の第一人者です。今回のご報告はまさ

荒尾自身が書いたものの中で日清戦争のときに書

に江戸時代からの日本の対アジア観、対中国観、

いた「対清弁妄」というのがありますが、その中

そういう歴史の中で東亜同文会のスタンスについ

で荒尾は皆さんご存知だと思いますが、要するに

て論じられたもので、先生の日本史に対する学識

これは中国のための戦いであるので、中国に対し

の深さを物語るものであったと思います。

て領土であるとか、あるいは賠償金というものを
求めてはいけないということを書いているにも関

ところで、武井先生の先ほどのご報告によれば、

わらず、戦後は、これは宮崎滔天の影響かどうか

レイノルズ先生と私の見解は真っ向からぶつかっ

わかりませんが、荒尾は占領主義者であるという

ているそうですが、確かに小林英夫先生が編者で

評価がずっと続いてきたわけです。

やられた『帝国という幻想』ですが、ここに収め
られた先生と私の原稿を読んだ方は、武井先生の

しかし、先生は今日のご報告の中で、ペーパ

ような見解をもたれる方が多いと思います。私の

ーは英語で書いてありますが日本語で申し上げ

筆の力の及ばぬことだと思うのですが。ペーパー

ます。要するに荒尾の貿易立国論というものは

には書いていませんが、この本を読んだ読者の方

中国とアジアを再興し経済的に西洋に対抗するこ

がインターネットで書き込みをやられていて、レ

とによって日中が富むものであると。そしてまた

イノルズ先生と栗田の間に果たして友情は成り立

日清貿易研究所のような学校は西欧列強にはなか

つのであろうかという疑問を提起されている方が

ったような学校であるということをご指摘になら

いましたが、昨日はちゃんとビールで乾杯しまし

れています。そしてこの日清貿易研究所の理想と

たので、そういう心配はございません。

いうものが根津一をはじめとする東亜同文書院関
係者に引き継がれて、それが yet another Meiji

武井先生がご指摘になられた、あるいはインタ
ーネットで心配された方もいらっしゃいますが、

innovation であったというふうに論じられていま
す。

私はこの本の中でレイノルズ先生のご見解を決し
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また今回のご報告ではあまりふれられていませ

った点にあったと思います。私の筆足らずのとこ

んが、東亜同文書院を設立した近衛篤麿公爵、彼

ろがあるのですが、厳密に言うとこの点も真っ向

についても、これはいろいろと引用させていただ

からぶつかったわけではないと思います。

きましたが、簡単に申し上げますと、日中友好論
というものを考えた非常に優れた考え方をもった

そもそも学校のもつ意味は多様です。たとえ

政治家であるとおっしゃっているわけです。要す

ば中国に作られたミッションスクールというも

るに、同文書院、同文会の近衛篤麿、荒尾精、根

のは、やはり中国人の…このことはあまり好き

津一、そういうパイオニアに対するプラス評価と

ではないという方もいらっしゃいますが、啓蒙、

いうのはまったく私と一緒です。ペーパーには書

enlightenment ですね、それを一つの使命とする

いていませんが、
私が先ほどご紹介いただいた『上

学校であったと思います。それに対して東亜同文

海東亜同文書院』を書きましたときに、山本茂樹

書院、あるいはハーバードロースクールといった

さんという若い研究者の方がちょっと論評を加え

学校はいわゆる実学、ビジネス、あるいはローと

てくださいました。要するに近衛篤麿というのは

いったような実学を主とする学校であったという

今まで対ロシア強硬論という視点からのみ論じら

ことが言えると思います。それゆえミッションス

れてきましたが、栗田はこの中で、要するに良質

クールを評価する目で東亜同文書院を見るとそこ

のアジア主義者として近衛を捉え直している、近

にある種のずれが生じ、逆にビジネススクールを

衛の評価を変えた、と論じてくださいました。私

評価する目でミッションスクールを見るとそこに

は何も新しい資料を使っていません。すべて刊行

もずれが生じることになるということは私が言い

された資料で近衛論を展開したのですが、にもか

たかったことです。

かわらずあまり良質のアジア主義者としての評価
を受けていなかったと。レイノルズ先生は、私が

生意気なようですが、今回のご報告でレイノル

それを書くよりも何年も先にそういう近衛評価を

ズ先生はミッションスクールではなくアメリカン

されていらしたということです。ですから、この

ビジネススクールであるサンダーバードスクール

パイオニアに対する評価というものは、失礼だと

との比較において東亜同文書院のスタンスを論じ

は思いますが、私と一緒だと思います。

られています。非常に不遜な言い方ではあります
が、レイノルズ先生の同文書院研究がさらに深ま

武井先生がご指摘になるところの、真っ向から

ってこられたと思いまして、それに対して我々日

ぶつかっているかのごとき観を与えるもっとも大

本の研究者はいい意味で対抗していったらいいの

きな部分というところが、レイノルズ先生はミッ

かということを、論文を拝見して考えた次第です。

ションスクールが中国に思想的遺産を残したのに

ですから、現在レイノルズ先生はどう思っていら

対して、同文書院はその種のものを残さなかった

っしゃるか私にはわかりませんが、たぶん今日辺

とご指摘になられたのに対して、私は東亜同文書

りも一緒においしくビールが飲めるだろうと思い

院の性格は基本的にビジネススクールであると。

ます。

そしてそれが目指したものは日本と中国を経済に
おいて結びつける日中の人材、特に経済人を養成

２番目のブルギエール先生のご報告ですが、こ

することにより日中提携の基礎を築くことにあっ

れは武井さんのご指摘にもありましたように、私

た。それゆえミッションスクールとは同じ土俵で

も語学的な問題もありまして、私のみならず多く

論じられないのではないかと、そういうふうにあ

の日本の方がそういう問題もあって、フランス、
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あるいはヨーロッパの人々が、要するに英語圏以

私は以上のようなご指摘というのは武井先生が

外のヨーロッパの人々が東亜同文会、あるいは同

おっしゃるところの、まさに東亜同文書院につい

文書院についていかなる認識をもっていたかにつ

て欧米がどういう認識をもっていたか、そしてそ

いてはあまり知らないと思います。この点を非常

れを通じて日本と欧米の相互理解に非常につなが

に明らかにされているということが、非常に面白

るのではないかというご指摘を改めて考える次第

かったご報告です。特に東亜同文書院というもの

です。

がフランスの植民地、特にインドシナでのコロニ
アルスクールにある種の影響を及ぼしているとい

ところで、改めて考えましたのは、東亜同文会
とか同文書院に対するフランスの外交官内の認識

うご指摘は非常に刺激的でした。

が、たとえば第二次大戦中に宣伝された民主主義
全体を拝見しまして個人的に、まず第一に興味

やファシズムに対するデモクラシーの戦いといっ

をもちましたのは1905年にフランスの領事が日本

たような普遍的なものからくる認識ではなくて、

というものは宗教ではなくて道徳的な同一性を武

あるいはキリスト教的な使命感からではなくて、

器としているというご指摘でした。根津をはじめ

帝国主義の競争相手としての日本に対するある種

とする東亜同文書院関係者、それから日本の多く

の危機感から出発しているのではないかと考えま

の有識層、インテリゲンチャがそうだと思うので

した。これは非常に重要な問題ではないかと思っ

すが、そういう人々は逆にキリスト教による中国

ています。普遍的原理から同文書院を批判するの

への文化的侵略を恐れていたわけなのですが、逆

ではなくて、まさにライバルとして同文書院の存

に今回のご報告によって欧米列強は日本と中国の

在を見ていた。そういうことを考えることは非常

儒教に代表される文化的同一性を武器とした日本

に重要ではないかと思います。

の勢力拡大を恐れていたことがわかりまして、武
井先生のお言葉ではございませんが、まさにお互

また、東亜同文書院をスパイ学校として見てい

い何を思っていたかということを考える重要性を

たフランスの識者たちは、同文書院を作った…こ

改めて認識しました。

れはレイノルズ先生も非常に高い評価をされてい
るところの近衛篤麿や根津一の精神、あるいはそ

また、東亜同文会、同文書院の役割について

れに基づいた建学理念、そういうことに対する理

現地外交機関からの情報等を基に中国革命に日本

解をもっていたのかどうか。これはぜひ教えてい

の思想が影響を及ぼして、要するに新しい中国が

ただきたい点です。フランスの研究ということに

ジャパニーズチャイナとなるような認識をもつ方

ついては私は素人ですので、刺激的な研究でした。

がいらしたということも非常に興味深いご指摘で
した。さらにスクール・オブ・スパイ、要するに

３番目のニキ先生のご報告ですが、私はもうイ

同文書院がスパイ学校ということはよく言われて

ンターネットやコンピュータは素人ですので、あ

きたことですが、欧米列強においてはすでにこの

あ、すごいな、と思って聞いているしかなかった

20 世紀初頭からそういう認識がもたれていたこ

のですが、言うまでもなく同文会研究、書院研究、

とは非常に重要なご指摘であったと。このご指摘

もちろん歴史研究全般において必要なのは資料、

は、先ほどの武井先生のカートン大尉の例や、あ

データです。日本においてもインターネットの普

るいはドイツ領事館の例にも通じるものだと思い

及によって、またデータベース化によって非常に

ます。

資料の収集、公開が進んでいます。皆さんご存知
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のアジア歴史資料センター、私も度々利用します。

がそれぞれの学校を見ると、もう本質とは違うふ
うに見えてしまうところがあります。そうすると

そういう意味において、まさにニキ先生の報告

相互理解ではなくて相互誤解がさらなる大きな相

はインターネット先進国、データベース先進国の

互誤解を生じるのではないかということを考えま

アメリカにおける歴史資料の現在を教えてくださ

すと、武井先生のご指摘は非常に重要だと思いま

る非常に良いご報告であったと思います。特にち

す。

ょっと刺激的だったのは、ものすごく安い値段で
オンデマンド版ができるというところで、要する

最後に、ちょっと私に２分間いただきたいので

に良い資料を持っているというだけではもはやだ

すが、同文書院の精神的遺産ということで述べた

めになってくると。そうすると皆さんに資料が手

いと思います。端折ります。レイノルズ先生がご

に入るようになるというご指摘があったと思いま

指摘になるように、思想的な遺産、これは基本的

すが、インターネットの普及というのは学者の存

にビジネススクールであったということと、結果

在そのものを変えてくるものではないかと。要す

としておそらく８割９割の方が日本人学生でした

るに日本でも…ここにいらっしゃる方はいらっし

から、中国に思想的遺産、形而上的な遺産を残さ

ゃいませんが、単に古い資料を使っているから良

なかったというご指摘は認めざるをえないと思い

い論文だと言う方がいらっしゃいます。ただし、

ます。ただし、私はそれでは何もなかったのかと

今回ニキ先生がご報告になったような事例が進ん

いうと、そうではなくて、日本人学生に対する精

でくると、もう資料を持っているかどうかではだ

神的遺産を残されたと思います。ある学校で、僕

めであって、まさにレイノルズ先生のように切り

は先ほどビジネススクールと言いましたが、学校

口が問題になってくると。これはもう我々学者と

教育というものはいかに実学を教えるところであ

して考えなければいけないことだと思います。単

っても、精神的なものがなければだめだと思いま

に古い資料だけにものを言わせるものはだめだと

す。ある学校の教員室にいたときに私がびっくり

いうことだと思いま。

したのは、経営学の先生から、栗田先生、政治史
なんかやっていて金になるのですか、と聞かれま

時間も迫ってまいりましたが、あと 2、3 分簡

して。私はもうその人とは二度と口を聞けなくな

単に話します。ちょっと失礼なのですが。武井先

りました。そういう精神的なものは非常に重要だ

生のご報告なのですが、もうこれは事実上これま

と思います。

での報告は武井先生のご報告を基に話させていた
だいたようなものですので、改めて言うまでもな

そのときに同文書院を考えるときに二人の人

いと思いますが、ご指摘になった、まさにその研

物、近衛篤麿と根津一という人物に突き当たるわ

究というものを日本のみならず中国、そしてヨー

けです。近衛の場合はレイノルズ先生がいろいろ

ロッパ、アメリカ、それぞれの研究者が要するに

ご指摘になっていますのが、あえて私はこの言葉

相互の理解の下に研究を進めると。そして当時お

…最近覚えた言葉なのですが、ノーブルネス・オ

互いに相手をどう見ていたかということが非常に

ブ・リッチと。これは白州次郎という方が非常に

重要な問題になってくるというご指摘ですが、私

好きな言葉だったらしいのですが、要するに恵ま

もそのとおりだと思います。先ほども言いました

れたものが国家なり国民なりにそれを還元する義

が、たとえば同文書院、あるいはミッションスク

務があるのだと。ノーブルネス・オブ・リッチ。

ールというものをお互いの人が、まさにライバル

これは恵まれたものというのは単に身分があると
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かお金があるということではなくて、やはりエリ

Yes, we can.

ートというものはある種の使命感をもって国際関
係なり国民なりに尽くさなければならないという

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：どう

意味だと思います。そういう意識を具体的には申

も栗田先生、ありがとうございました。今日のご

しませんが、近衛篤麿は強くもっていた。そうい

報告の方、栗田先生も含めて壇上に上がっていた

うものがノーブルネス・オブ・リッチという概念

だきまして、それでまずフロアからのご質問をい

がやはり同文書院に残ったのではないかと思いま

ただいて、同時に最後に栗田先生の各報告者に対

す。

するコメントに対してのお答えをいただきたいと
思います。どうぞ壇上に上がってお座りください。

そしてこの考え方以上に重要なのが、まさに根

今日のご報告の順番にお座りいただきたいと思い

津一の根津精神です。これまでいろんな方がご報

ます。最初に時間を申し上げます。一応先ほども

告でご指摘になられていますが、根津先生の考え

お話ししましたように最後に懇親会を予定してい

方の中心には儒教、特に陽明学がございます。陽

ますので、ここでの時間をどんなに遅くても５時

明学というのは、簡単に言うと…東洋思想の専門

50分までにさせていただきます。したがって、最

家の方がいらして申し上げにくいのですが、簡単

初にフロアから各先生のご質問なりご意見をいた

に言うと人の痛みを我が痛み、あるいは民の痛み

だきたいと思います。それが出そろったところで、

は我が痛みというところがあるように思います。

先ほどの栗田先生のコメント、各報告者に対して

国家間で言うと、中国の痛みは我が日本の痛み

のコメントがあったかと思いますが、それをあわ

と。そういう大同論、王道論に結びついてくるこ

せて報告者の方に最後にお答えいただきたいと思

ともございます。卒業生の回想によると、根津一

います。それではどなたに質問されるか、あるい

氏は常にこの大同ということを非常に重視してい

は意見を出されるかを述べられて。はい、ではリ

たと。そういう考え方というもの、いわゆる根津

ー先生、お願いします。

精神というものが同文書院の精神、まさに近衛篤
麿のノーブルネス・オブ・リッチとくっついて一

リー（愛知大学）：愛知大学経済学部のリーです。

つの同文書院の精神になり、それが受け継がれて

レイノルズ先生に一つお尋ねします。ご存知のよ

日中間で活躍する日本人の人材が作られていった

うに東亜同文書院に関する歴史的な評価は、特に

と思います。このような人材が作られたというの

アメリカではエドガー・スノーの意見がこれまで

は日本のみならず中国にとっても非常にプラスで

支配的ではないかと。つまりスパイ学校という話

あったのではないかと私は思います。

です。特に歴史的なことを考えますと、エドガー・
スノーほど中国に関する世界的なオピニオンリー

最後の最後に30秒だけ申し上げたいのですが。

ダーはいませんので、だから彼の話はおそらく戦

繰り返しになりますが、今や東亜同文書院の研

前戦中、それから戦後のアメリカ、ひいては世界

究は国際的学際的ということが必要な時期にきて

に与えた影響が非常に大きいのではないかと思い

いると思います。そして我々はそれをやるべきだ

ます。そこで、レイノルズ先生はそれは違うのだ

と思いますし、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓

という意見を今より20年前に出されて、アメリカ

国、日本の研究者がそれを協力してできると思い

における東亜同文書院に対する評価はレイノルズ

ます。これを皆様方にぜひやろうではないかと訴

先生が本を出された当時、そして今、要するにレ

えて、このコメントを終わりにしたいと思います。

イノルズ先生の話とエドガー・スノーの話とどっ
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ちが主流をなしているのか。それはどのように変

そういう雰囲気ですが、しかし私は中国の研究者

化しているのか。その辺りを紹介していただける

まで含めて考えますと、まだ解決されていないよ

とありがたいと思います。以上です。

うに思います。

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：レイ

そこで一つ、レイノルズ先生にお尋ねなのです

ノルズ先生、ちょっとお待ちください。ほかの方

が、確かに日中戦争が始まるまでの東亜同文書院

の質問もまとめてお受けしてからお答えいただき

の本質的というか主要な側面は、商業地理につい

たいと思います。ほかにいかがでしょうか。はい、

てああいう膨大な調査をやりましたことから見て

では前のほう。

もわかりますように、これはビジネススクールだ
ったと思うのですが、日中戦争以後、1937年以降、

大沢（東洋文庫）
：東洋文庫の大沢と申します。

東亜同文書院の卒業生が告白している、証言して

今日はいろいろ面白いお話をありがとうござい

いることなのですが、その当時大旅行は日本軍の

ました。ニキ先生に質問させていただきます。私

管理の下にあって、日本軍の命ずるようなことし

も実は東洋文庫でライブラリアンをしておりまし

かできなかったということです。この37年以降の

て、非常に刺激的なお話だったのですが。Hathi

調査報告は日本にはなくて、中国の北京図書館に

Trust、これはおそらく日本ではほとんど知られ

あるのですが、そこまで含めて東亜同文書院を平

ていないと思います。Hathi Trust なのですが、

和的で自立的な教育機関、調査機関であったと言

たぶん詳細は Hathi Trust のウェブページを見れ

えるかどうかについてご意見をお伺いしたいので

ばわかると思うのですが、簡単でいいのですが、

す。

理念といいますか作った動機、あるいは歴史、あ
るいはほかにも今電子化、デジタル化のプロジェ

もう一つはブルガー先生に対してですが、スパ

クトはあるわけです。たとえばカーネギーメロン

イという言葉、これは日本では非常に暗いネガテ

のミリオンブックスプロジェクトや、インターネ

ィブな響きをもつわけですが、商業地理について、

ットアーカイブスのプロジェクトなど。なぜほか

特に今日お話しになりました第一次大戦までの中

のプロジェクトに参加せずにこの Hathi Trust と

国の商業地理についての調査を一生懸命やるとい

いうものを自分たちで立ち上げたかということを

うことまでスパイと言えるかどうか。スパイと言

お話しいただければと思います。長くなってすみ

いますと非常に軍事的な感じがするのですが、そ

ません。

の辺はフランス語、英語でスパイというとどうい
う意味があるのか。このことを解決しないとスパ

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：ほか

イというものについての厳密な定義をしておかな

にいかがでしょうか。では大島先生。

いといつまでも誤解を招き、いつまでも残ってい
くように思うのですが。すみません。

大島（愛知大学）
：愛知大学の大島です。レイノ
ルズ先生に簡単な質問を一つと、ブルギエール先

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：ほか

生にもう一つ質問したいと思います。東亜同文書

にいかがでしょうか。では前の方。

院スパイ学校説の問題はもうここでは解決済みで
あると。そんなことはなくて、ビジネススクール

発言者不明：実は私の父が東亜同文書院大学を出

であったということが支配的になっていますが、

ています。ですので、いろんな話を聞いて今日は
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参考になりましたが、ニキ・ケンジ先生に一つお

いとおっしゃっていたのですが、本当にそうでし

願いしたいと思います。これはどんなことにも言

ょうか。今後の、21 世紀の東アジア共同体構想

えることだと思いますが、今インターネットが普

においてもとても重要なヒントになる学校のあり

及してきて活字離れになってきています。特に新

方だと思うのですが、東亜同文書院のような高等

聞業界は大変だということを聞いていますが、新

専門学校のようなものが今後アジアのどこかに生

聞業界はどうですか、これからつぶれてしまいま

まれうる可能性は本当にないでしょうか。皆さん

すか。その辺を先生に判断してもらえればありが

にお伺いします。

たいと思いますが。僕も実は新聞の仕事を定年ま
でやっていたものですから、その辺をちょっと聞

二つ目は1905年の日露戦争の評価についてで

きたいと思います。本当は文献に残したり、新聞

す。日露戦争の評価と東亜同文書院という問題を

で残したり、インターネットで残したり、いろん

立てたときに、皆さんはどんなお考えをおもちで

な手段で残してもらえればいいけれど、なかなか

しょうか。一般によく言われることは、日露戦争

そうはいかないような気がするものですから、そ

までは日本の政治と軍事とアジア戦略はインテリ

の辺ちょっとお願いします。

ジェンスの問題も含めてすごくソフィスケートさ
れていたのだけれど、日露戦争に勝ってしまった

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：わか

後におかしくなってしまったと。そのおかしくな

りました。ほかにいかがでしょうか。ではスズキ

ってしまったことに東亜同文書院がブレーキにな

先生。

ったり、抑止力になったりしたことがあったよう
ですが、日露戦争の評価という問題を考えるとき

Mr. Suzuki: Good afternoon. I will speak

に、東亜同文書院の存在をどのようにお考えか、

English. My name is [inaudible]. I come from

この２点について皆さんにお伺いしたいと思いま

China, Shanghai Jiao Tong University. I have

す。

a small question to ask Professor Douglas
Reynolds. In your articles you say Aichi

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：それ

University in Japan rather than China is an

ではレイノルズ先生からフロアの質問と先ほどの

entirely different school from TDS. I want to ask

栗田先生のコメントの内容も含めて簡単にお答え

you what the difference is. Please tell me. That

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

is one. Thank you.
Professor Reynolds: Let me speak in English
馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：それ

and ﬁrst to address the question of spy schools,

では鈴木先生で一応切らせていただいて、この後

the ﬁrst time I encountered that term was

お答えをいただきたいと思います。鈴木先生、お

through Edgar Snow. And I thought he invented

願いします。

it. I did not know where it came from, and so
today, I learned so much from Dr. Bastid-Brugui

鈴木（愛知大学）
：愛知大学のスズキです。皆さ

ère s talk, including that there was a report

んに二つ質問したいと思います。すごくジェネラ

which was called School of Spies on page 15.

ルな質問なのですが。一つは、レイノルズ先生は

So it is very, very clear that at that point in

もう東亜同文書院のような学校は今後産まれ得な

time, early 20th century, that the French were
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really sensitive to all these Japanese young

a form of cultural imperialism in China. Why?

people running around.

Because Christians were not wanted. They went
in under unequal treaties and tried to change

Ms. Bastid-Bruguière: I would like to discuss

China using their special powers. That is a

that because apparently from what he said in

form of cultural imperialism. This is a term the

his report, the idea of the school of spies comes

Chinese used. When you get to the 20th century,

from a British captain, right? And you mention

that changes partly because the Chinese attitude

in 1906… it is 1906, is it? Because I do not

toward…

have your paper, so I could not check. So the
British captain is 1906. My article, in the French

The ﬁrst thing, after the Boxer Rebellion, the

Socialist paper it is 1907. So the horrible man as

Chinese government policy changed and they

usual is a British.

saw some of the beneﬁts of Christian education
and Christian mission work, medical work and

Professor Reynolds: Not the French.

so forth. So after the year 1900, the role of
Christianity in China changes, partly because

Ms. Bastid-Bruguière: They said horrible

China is changing. In the 19th century, China

things. And I will say it again and again. The

was very conservative. It wanted to preserve its

British at that time were kings for doing that.

traditional ways; Christianity was subversive of

They spread colony. You know in the tragedy

those ways. After especially the Nis-Shin sens ,

by Shakespeare and it spreads around and

the attitude of Chinese opened up. They were

it kills people and it makes people go to war.

forced to open up but in fact they realized how

So that was started by British captain who

desperate the situation was, that they had to do

probably was somebody from the intelligence

something the way that Meiji Japan had done.

service. He did it on purpose.

They had to transform themselves in order to
survive.

Professor Reynolds: You know, the term
spy as it is used in English ‒ I think it is used

And in that context, it is very, very different.

differently in the Japanese context versus in

Then in the 1920s in China, Chinese themselves

the West ‒ but the term spy is really, really

began to develop a Chinese Christianity ‒ no

tricky. Basically, if a country is regulated and

longer an imperial Christianity but a Chinese

relatively closed, and journalists come to that

Christianity. And today in China, there are so

country, they are all a bunch of spies because

many Chinese Christians but it is a Chinese

they are gathering information a lot of times the

Christianity. And Catholicism in China is Chinese

government does not want them to be reporting

Catholicism, not under the power of Rome. So

that information. So the term spy is very, very

that makes a big difference. The time makes a

tricky. It is just like the term missionary or

big difference. So with the question of spies, I

Christianity. In 19th century China, this is my

think the French were running around spying

view. In 19th century China, Christianity was

everywhere and when they saw other people
53

◦ 1869 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

spying ‒ or like you said the British. He was

it does not mean that this was really a school for

probably an intelligence ofﬁcer ‒ and so there is

spies.

an expression in English, I have no idea how to
translate it in English: It takes one to know one.

Professor Reynolds: Should I continue?

How do you translate that? You know what I

Because there was a related question. What do

am getting at. So it takes a spy to be suspicious

Westerners think of TDS? Most Westerners do

of somebody else spying. So I think this British

not know about TDS and this is hopefully going

guy and the French were trying to gather…

to change. Nicky-sensei says that the University
of Michigan, now that they have the materials,

Ms. Bastid-Bruguière: No, the French did not

there is growing interest in this school and its

believe that this was a school of spying. There

relationship with China and its role. And so

was one article in a Socialist paper and then the

gradually, just as here at Aichi University in

other French had never thought it might be a

Japan, Japanese did not use to know it or they

school of spies. They just tried to investigate.

had an idea about it but it was uninformed. And

And the answer from the people on the spot

gradually they will learn more about it. Now

from the French on the spot was of course all

Aichi University has a relationship with Jiao

Japanese are giving intelligence but it is not

Tong University in China in Shanghai. For a

really spying because spy has a bad connotation.

long time, I would bet that Jiao Tong University

There is in English, and also in French we have,

did not like TDS because they occupied their

a good word for that. In English it is intelligence.

campus but now things are changing. And

Intelligence is very good. I mean, it is very nice.

this also relates to a different question: Why

And in French we call it renseignement. That is

can

information and that is ﬁne. You can do that. It

it is impossible. TDS was a school created by

is quite legitimate. The problem is ‒ what you

Japanese for Japanese basically. They had

said is true ‒ is when one country is closed and

ideas of having Chinese students but that is a

does not want other people to know too much.

very expensive and difﬁcult thing. Now this

t there be another TDS? I really think

student from Jiao Tong University comes here
Myself, when I was a student in China, I was

or professors. If Chinese want to learn Japanese

regarded as a spy. But that was in 1964, 1966

today, they do not have to come and set up a

but it was the same for the Russians who were

special school. They come to Aichi University.

there at the time, or even the Albanians who

Or foreigners who want to learn about Japan or

were good friends of the Chinese at the time or

China they go on their own. This is a different

the Vietnamese. They were considered as spies.

world and Japan is open, China is open and they

So once you have this hat, I mean it always

welcome people.

comes back. But what is interesting I think in
the case of the TDK is to trace the date when

Some people have good experiences, some do

you see the word starting and it is after the

not, that is normal but it is a much cheaper way

Russo-Japanese War. In fact it is 1906 only. But

and there is no shoin senshin. That is what is
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missing. There cannot be. You have your own

government does not want them to be reporting

experience. It is a different kind of thing and

that information. So the term spy is very, very

that is another reason why I do not think there

tricky. It is just like the term missionary or

can be another TDS. So this is very special.

Christianity. In 19th century China, this is my

Preserve the memory, celebrate it, organize the

view. In 19th century China, Christianity was

materials and get the word out. Digitize them.

a form of cultural imperialism in China. Why?

Thank you.

Because Christians were not wanted. They went
in under unequal treaties and tried to change

Ms. Bastid-Bruguière: I would like to discuss

China using their special powers. That is a

that because apparently from what he said in

form of cultural imperialism. This is a term the

his report, the idea of the school of spies comes

Chinese used. When you get to the 20th century,

from a British captain, right? And you mention

that changes partly because the Chinese attitude

in 1906… it is 1906, is it? Because I do not

toward…

have your paper, so I could not check. So the
British captain is 1906. My article, in the French

The ﬁrst thing, after the Boxer Rebellion, the

Socialist paper it is 1907. So the horrible man as

Chinese government policy changed and they

usual is a British.

saw some of the beneﬁts of Christian education
and Christian mission work, medical work and

Professor Reynolds: Not the French.

so forth. So after the year 1900, the role of
Christianity in China changes, partly because

Ms. Bastid-Bruguière: They said horrible

China is changing. In the 19th century, China

things. And I will say it again and again. The

was very conservative. It wanted to preserve its

British at that time were kings for doing that.

traditional ways; Christianity was subversive of

They spread colony. You know in the tragedy

those ways. After especially the Nis-Shin sens ,

by Shakespeare and it spreads around and

the attitude of Chinese opened up. They were

it kills people and it makes people go to war.

forced to open up but in fact they realized how

So that was started by British captain who

desperate the situation was, that they had to do

probably was somebody from the intelligence

something the way that Meiji Japan had done.

service. He did it on purpose.

They had to transform themselves in order to
survive.

Professor Reynolds: You know, the term
spy as it is used in English ‒ I think it is used

And in that context, it is very, very different.

differently in the Japanese context versus in

Then in the 1920s in China, Chinese themselves

the West ‒ but the term spy is really, really

began to develop a Chinese Christianity ‒ no

tricky. Basically, if a country is regulated and

longer an imperial Christianity but a Chinese

relatively closed, and journalists come to that

Christianity. And today in China, there are so

country, they are all a bunch of spies because

many Chinese Christians but it is a Chinese

they are gathering information a lot of times the

Christianity. And Catholicism in China is Chinese
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Catholicism, not under the power of Rome. So

So once you have this hat, I mean it always

that makes a big difference. The time makes a

comes back. But what is interesting I think in

big difference. So with the question of spies, I

the case of the TDK is to trace the date when

think the French were running around spying

you see the word starting and it is after the

everywhere and when they saw other people

Russo-Japanese War. In fact it is 1906 only. But

spying ‒ or like you said the British. He was

it does not mean that this was really a school for

probably an intelligence ofﬁcer ‒ and so there is

spies.

an expression in English, I have no idea how to
translate it in English: It takes one to know one.

Professor Reynolds: Should I continue?

How do you translate that? You know what I

Because there was a related question. What do

am getting at. So it takes a spy to be suspicious

Westerners think of TDS? Most Westerners do

of somebody else spying. So I think this British

not know about TDS and this is hopefully going

guy and the French were trying to gather…

to change. Nicky-sensei says that the University
of Michigan, now that they have the materials,

Ms. Bastid-Bruguière: No, the French did not

there is growing interest in this school and its

believe that this was a school of spying. There

relationship with China and its role. And so

was one article in a Socialist paper and then the

gradually, just as here at Aichi University in

other French had never thought it might be a

Japan, Japanese did not use to know it or they

school of spies. They just tried to investigate.

had an idea about it but it was uninformed. And

And the answer from the people on the spot

gradually they will learn more about it. Now

from the French on the spot was of course all

Aichi University has a relationship with Jiao

Japanese are giving intelligence but it is not

Tong University in China in Shanghai. For a

really spying because spy has a bad connotation.

long time, I would bet that Jiao Tong University

There is in English, and also in French we have,

did not like TDS because they occupied their

a good word for that. In English it is intelligence.

campus but now things are changing. And

Intelligence is very good. I mean, it is very nice.

this also relates to a different question: Why

And in French we call it renseignement. That is

can

information and that is ﬁne. You can do that. It

it is impossible. TDS was a school created by

is quite legitimate. The problem is ‒ what you

Japanese for Japanese basically. They had

said is true ‒ is when one country is closed and

ideas of having Chinese students but that is a

does not want other people to know too much.

very expensive and difﬁcult thing. Now this

t there be another TDS? I really think

student from Jiao Tong University comes here
Myself, when I was a student in China, I was

or professors. If Chinese want to learn Japanese

regarded as a spy. But that was in 1964, 1966

today, they do not have to come and set up a

but it was the same for the Russians who were

special school. They come to Aichi University.

there at the time, or even the Albanians who

Or foreigners who want to learn about Japan or

were good friends of the Chinese at the time or

China they go on their own. This is a different

the Vietnamese. They were considered as spies.

world and Japan is open, China is open and they
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一緒にもっていって巨大なものを作り上げようと

welcome people.

なったわけです。その根底的なものはノンプロフ
Some people have good experiences, some do

ィット・オーガニゼーションとしてお金なしにい

not, that is normal but it is a much cheaper way

ろんな情報ができると。先ほどおっしゃったもう

and there is no shoin senshin. That is what is

一つのグループはノンアカデミックであったり、

missing. There cannot be. You have your own

アカデミックであったり、そこの価値判断が今

experience. It is a different kind of thing and

のところはできていないと思います。でも、この

that is another reason why I do not think there

Hathi に関してはすべて大学のライブラリーを中

can be another TDS. So this is very special.

心としたグループなのです。だから、そこの違い

Preserve the memory, celebrate it, organize the

だと思います。

materials and get the word out. Digitize them.
先ほどおっしゃった新聞のあれに関してです

Thank you.

が、新聞業界は絶対的に苦しい立場にあることは
馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：すみ

もう明らかなことです。というのは、今、私ども

ません、司会の不手際で報告なさった先生方、喋

のところで朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、

りたいことがたくさんあるので、時間を制限する

赤旗、全部今までコピーをとっていたのです。と

のを忘れました。大変申し訳ないのですが、これ

ころが、今はそれを飾っていても読まないのです。

から 3 分以内にしていただきたいです。

皆どうしているかというとインターネットで読む
のです。したがって、新聞そのもののコンセプト

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：それでは私が３

が変わってきているのです。だから宅配されてい

分以内に質問に対して答えます。

く、ペーパーでこうやって見る新聞というのは
本当に限定されてくるのではないかと私は思いま

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：３分

す。ただ、その業界がつぶれるかどうかは私は全

経ちましたらベルを鳴らしますのでよろしくお願

然わかりません。ただ、今の状況としては、イン

いします。

フォメーションはそのようにしていろいろな媒体
を変えて私たちのところに飛び込んできています

ニキ・ケンジ（ミシガン大学）
：東洋文庫の大沢

ので、私もほとんどペーパーを今読みません。全

氏の質問ですが、Hathi Trust に関しては、ご指

部インターネットで読みます。だから、そこのと

摘のように非常に詳しく URL に載っていますの

ころは私に判断をさせないでください。お願いし

で、それを読んでください。もう一つは、Hathi

ます。以上です。

Trust と 他 の 電 子 媒 体 の コ レ ク シ ョ ン で す が、
Hathi Trust は元々カリフォルニアベースなので

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：あり

す。それでカリフォルニアが共同で自分たちのコ

がとうございました。では武井さん、お願いしま

レクションをやろうではないかということで始ま

す。

ったのです。ただ、ミシガンは膨大なものを持っ
ていたので、ミシガンと Hathi のグループが話し

武井義和（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ

合って、それではミシガンもそれに加わろうと。

ー）
：栗田先生からのご質問ということでしょう

そのときミシガンは中西部の CIC のグループも

か。栗田先生からいただいたご質問についてなの
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ですが。日本の汎アジア主義をいかに解釈するか

お答えさせていただきたいと思います。

という流れの中で東亜同文会、同文書院が論じら
れてきたということであろうかということなので

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：栗田

すが。私がサーラ・スヴェンさんの論文を挙げた

先生、お願いします。

のは、まず先行研究を整理するという流れの中で
日本の研究は同文書院に焦点をあてて、それにつ

栗田尚弥（国学院大学）
：先ほど二つのご質問が

いて深く掘り下げる研究が多いのだけども、一方

あったと思います。同文書院のような学校がこれ

で欧米ではダグラス・レイノルズ先生以外はむし

からありうるのか。それから日露戦争をどう捉え

ろそういう扱い方をされていなくて、中国近現代

て、その中で同文書院の位置づけはどうなのかと

史や日本近現代史に関するマクロ的な歴史、それ

いうご質問があったと思います。最初の、今後同

を捉える一つの手段として東亜同文会、そして東

文書院のような学校がありうるのかどうかという

亜同文書院が扱われている、そういう傾向が強い

ことなのですが、私もほぼレイノルズ先生と同じ

のではないかということを申し上げたくて、その

ような意見でして、現在の日本の経済力をもって

一つの事例として挙げたのです。私がサーラ・ス

すれば、カリキュラム、あるいは規模、あるいは

ヴェンさんの論文を挙げた意図はまずそういうと

海外に学校を作ると。現在作っている学校もあり

ころにあります。

ますから、それは十分可能だと思います。

せっかくですので思想的な問題で東亜同文会、

問題は先ほど最後に私がいちばん言いたかった

東亜同文書院が論じられてきたのかということな

ことなのですが、まさにスピリット、精神の問題

のですが、この論文に密着して言いますと、同文

であって、先ほど一つの例を挙げましたが、あな

書院や同文会は対象には論じられていません。今

たはそんな学問をやっていて儲かるのですか、と

言ったようにむしろ近代日本の思想を考えるとい

いうような精神と言いますか、そういう教員の中

うマクロ的分析のケーススタディとして同文書院

で果たして同文書院のような制度であるとか、あ

や同文会が位置づけられています。サーラ・スヴ

るいはシステムであるとか、それは真似できても、

ェンさんは、ちなみに申しますと、初期の頃の同

そのスピリットの問題です。これは教員もそうで

文書院や同文会は愛国的な団体ではなくて、むし

すし、学生ももちろんそうですが、ちょっと恥に

ろアジアとの連帯を目指す団体であったというこ

なりますが、インターネットで公開されてしまい

とをおっしゃっています。最初はそれほど大きな

ましたが、私の母校のある先生が女子学生にある

組織ではなかったと。右翼的な思想をもっていた

ことをして首になったと。正直言ってそういうよ

けれども、それほど大きな団体ではなかった。た

うな堕落した精神の教員も…この学校にはいらっ

だ、いろいろと宣伝活動などそういうチャンネル

しゃいませんが、少なからずいるという現状の中

を通じて思想が拡大的に広がっていったというこ

で、容れ物はできても精神が作れるかということ

とを言っていたと思います。もちろんそれは東亜

です。決して私は右翼ではないのですが、精神改

同文会ではなくて、たとえば黒竜会といった当時

革なくして同文書院のものというのはちょっと難

の大きな右翼的な団体など、そうしたその他の団

しいかな、と。この愛知大学には私は期待してい

体のことを含めてそういうふうに言われてわけな

るのですが。カリキュラムの面からもいろんな生

のです。ちょっと栗田先生のお答えにまとまって

徒さんとか、あるいは若手、そしてベテランの先

いない形になってしまいましたが、そういう形で

生方と話しても愛知大学には期待しています。そ
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ういうものがいくつもあるかというと、これはゼ

さんが同文書院はどこにいってもなかなか就職で

ロという意味ではないのですが、ちょっとシビア

きなかったということですから、社会全体がまだ

に考えなければいけないなと。これは日本の教育

書院に対する役割というのは…失礼ですがあまり

界全体にとって考えるべき問題だと思います。

望んでいないと。そういう意味で書院自体が軍に
協力ということは、日露戦争の段階ではないです。

日露戦争の問題なのですが、これは意地悪な
質問をされたなと思うのですが。これは答えよう

同文会は要するに宣伝という意味で協力してい

と思えば 1 冊の本になってしまう。今学校でこの

ることは確かにあります。日本で意見を宣伝する

部分を教えるところなのですが、軽々には結論は

ということで。ただし、それも何のために協力し

出せなくて。一般的には防衛戦争であったけれど

たかを考える必要があると僕は思います。近衛の

も結果として帝国主義になってしまったみたいな

対ロシア観と絡んでくるところがあると思います

ことを言われていますが、実際はもっと複雑であ

ので、これも軽々に国策に協力したということは

って、ちょっと海外の日本への流れの中で基本

言えないのではないかと。時間もきているような

的に…ちょっとフランスには失礼なのですが、フ

ので、非常にずるい答えでちょっと勘弁していた

ランスはどちらかというとロシア寄りだったので

だきたいと思います。また後ほどいろいろお話し

すが、やはりその他の国々はアメリカもイギリス

したいと思います。

も日本支援と。のみならずアジア諸国、ヨーロッ
パの、これはロシアに圧迫されている国のみなら

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：どう

ず小国と言われている国々、大国の影に隠れてい

も５名の方ありがとうございました。報告者の

た国々はやはり日本支援であったと、日本を支持

方、まだまだお話ししたいことがあるかと思いま

していたと。ですから、全世界的に日本は世界で

すが、だいぶ時間が超過していますので、一応こ

孤立しているのではなくて、この時点は二つのパ

れにて討論は終わりにさせていただきます。最後

ターンで支持されていたと。ある種アジアの星と

に私どものセンター長の藤田所長から最後の挨拶

言いますか、被圧迫者の星としての日本と。もう

をいたします。

一つはまさによく言われる言葉ですが極東の憲兵
としての日本ということで、違った意味で世界の

藤田佳久（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ

国々から期待されていたと思うのです。その中で

ー所長）
：どうも最後までご清聴いただきまして

日露戦争の意味づけとなされるべきだと思います

ありがとうございました。本日はこういう形で「欧

が、問題は終わった後に日本が期待のどちらの方

米研究者から見た東亜同文書院」ということでい

向を選んだということになっていくと思うのです

ろんなお話をいただき、会場からもいろんなご意

が…だいたい私の言いたいことはおわかりになっ

見をいただきまして、私もいちばん前でメモを取

てくれると思うのですが、これも簡単に言える…

りながらここも面白そうだな、と20ページくらい

説明していくと 1 冊の本になってしまうので、こ

メモを取りました。そういう点では大変面白いと

の点、日露戦争の意味づけにおいてはちょっとず

いますか、書院のもっている深さと言いますか、

るいですが、こういう形でぼかします。

多面性と言いますか、あるいは時代の中でのダイ
ナミクスと言いますか、そういうものがそれぞれ

同文会、同文書院なのですが、同文書院に関し
ては、このときもう少し後に卒業する石射猪太郎

の側面からいろいろ見られるということだと思う
のです。
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目の見えない方が象に触ったときに細長いもの

話も出来ますのでこの後ぜひ懇親会のほうへご出

だとか平べったいものだとか太いものだとかいろ

席いただきたいと思います。では最後に、今日ご

いろ言われたというお話ですが、それはやたらに

発表いただきました５人の先生方に再度拍手で一

くっつけても１匹の象にはなりません。いかに象

つよろしくお願いします。いろいろありがとうご

にしていくかというのはやはり総合的な広い視点

ざいました。厚く御礼申し上げます。

がいると思います。そういう意味で言いますと、
日頃我々がやっている日本とか日中とかというレ

馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）
：藤田

ベルからさらに国際的なレベルの視点でいろいろ

先生、ちょっとひと言。解散する前に、同時通訳

議論がありました。少しそういう形も従来とは違

で大変ご苦労いただきました方、サイマルの方に

った形で見えてきたようなところもあると思いま

最後に拍手をいただきたいのですが、よろしくお

す。そういう意味で、今日我々もこのシンポジウ

願いします。これにて解散させていただきます。

ムを開いて大変良かったと思っています。この後

どうぞ多数懇親会にご参加ください。無料でござ

６時から、ぜひ皆さんあそこ少し多めに用意して

います。

あります。お金は要りませんので、先生方とのお

（了）
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〔国内シンポジウム〕

戦前海外にあった愛大ルーツ校５校の
出身学生が語るアジアと愛大
―その体験と今日の高等教育への提言―
2010年10月31日 13 : 30 ～ 17 : 30
愛大豊橋校舎記念会館３階小講堂
《司

会》

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

《挨

拶》

愛知大学学長

佐藤元彦
谷

藤助

《発表１》p. 12

旧満州・ハルピン在、ハルピン学院出身、愛大 25 年卒

《発表２》p. 16

中国・上海在、東亜同文書院出身、愛大 23 年卒

小崎昌業

《発表３》p. 19

朝鮮・京城在、京城経専出身、愛大 27 年卒

奥田廣實

《発表４》p. 22

旧満州・長春在、満州建国大学出身、愛大 25 年卒

佐藤達也

《発表５》p. 27

台湾・台北在、台北高校・第四高校出身、
創成期の愛大教授（行政法）
・台北帝国大学教授敏氏の子息

園部逸夫

《発表６》p. 31

コメンテーター

弁護士、愛大 42 年卒

髙井和伸

【司会】 それでは時間となりましたので、ただい

ターはオープン・リサーチ・センターとして文科

まから愛知大学東亜同文書院大学記念センター

省の高度化推進事業に選択されました。そして５

の、今年度は国内シンポジウムを開催させていた

か年間のプロジェクトを進めてまいりまして、今

だきます。今日は足元がお悪い中、しかも昨日は

年で最終年度を迎えます。毎年国内と国際の交互

警報が出たものですから、大学祭の第１日目です

にシンポジウムを実施しておりまして、昨年は

けれども学生諸君がほとんど準備できなくて、今

「欧米研究者から見た東亜同文書院」で、フラン

日あたふたとやりながら、いろいろ他の仕事をや

スの方やアメリカの方をお招きしてシンポジウム

りまして。学生諸君にももっと来ていただきたい

をやりましたけれども、今年は国内ということで、

と思ったんですけど、どうも大学祭のほうが忙し

今回こういうテーマで実施することになりました。

そうだということであります。しかしながら多く

今回の趣旨は「愛大ルーツ校５校の出身学生が

の方にお集まりいただきまして、誠にありがとう

語るアジアと愛大」となってますけれども、もち

ございます。

ろん東亜同文書院大学を中心に愛知大学が設立さ

あらためてまた繰り返すことになってしまいま

れたわけですけど、併せて大陸、アジア、台湾等、

すけれども、本学の東亜同文書院大学記念セン

外地にあった高等専門学校とか諸外国の方々が、
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戦争が激しくなりますと学業半ばで戦場に駆り出

とをまず大学を代表してお礼申し上げます。併せ

されたりして、志半ばにして国に帰ってこられた。

て今回のシンポジウムはすでに藤田先生からご案

そういう方々を愛知大学が受け入れまして、全部

内がありましたけれども、愛大のルーツ校５校の

で 80 有余の高等専門学校とか大学の方々が愛知

方々、５校に在籍し、その後愛知大学に入学され、

大学に集まられた。そういう方々が愛知大学の初

卒業された方々に、愛大のルーツについて語って

期の創設期の大学を作られた。そういう経緯があ

いただくと共に、チラシにもございますけれど、

ります。

むしろこのタイミングにおいて愛大の将来につい

そこで今回は、東亜同文書院の卒業生の方も含

ても大いにご示唆をいただきたいというふうに

めながら、それ以外の方々の、全員というわけに

思っているところでございます。先ほどもお話が

はいきません、学校数が非常に限られております

ありましたけれども、愛大の前身ということでよ

けれども、それを中心に当時の様子、外国での、

く語られますのは東亜同文書院、あるいは後の東

大陸での教育の仕組みとか、愛知大学での新しい

亜同文書院大学でございますが、これはご案内の

大学生活とか、それと併せて、アジアを見る目と

通り学籍簿、あるいは成績簿というものを愛知大

申しますか、その辺のところを明らかにしたいと

学から受け継いだということが１つの根拠になっ

いうふうに思っております。なお今回の企画は、

ております。しかしよく知られていますように、

このような今私が申しましたような志をもって、

それ以外の大陸・アジアのほうから引き揚げてこ

愛知大学の 42 年の卒業生で髙井さん、ちょっと

られて愛知大学に入学をされた方々もたくさんお

お立ちになってください。東京の支部長さんです。

られまして、そういった意味では愛大のルーツを

37 階の愛知大学東京事務所の隣で弁護士を開業

語るという際には、今日これからご登壇いただく

しておられ、日夜東奔西走、上から下から走り

パネリスト（小崎さん以外）の方々のお話も充分

回っておられ、ずいぶん活躍していただいてます

に踏まえなくてはいけないのかなと思っていると

けど、そういう愛知大学のルーツ校の資料を積極

ころでございます。

的に集めていただきました。今回は髙井さんのこ

チラシのほうにも書かれてありますけれども、

れまでの志をうまく生かす形でわれわれのほうも

そして私が先ほど申し上げました通りであります

それに乗っからせていただきまして、今回このシ

けれども、ルーツを語っていただくと同時に、そ

ンポジウムをやらせていただくことになりました。

れは正にこれからの愛大の将来の指針として参考

遅れましたけれども、私この記念センターのセ

にさせていただきたいというふうに思っていると

ンター長をやってる藤田と申します。今日は出席

ころでございます。その点で言いますと、最近ご

の方々にも大変お世話になりますし、特に遠路は

案内の通り日中韓大学間交流・連携推進会議とい

るばる皆さん方にお越しいただいたものですから

うのが４月に発足しております。愛知大学にも創

天候も気にいたしましたが、幸い台風も過ぎて良

立レセプションには声がかかりまして、私も出席

い日になったと思っております。ちょっと私、長

をしたところでございますけれども、愛大のルー

くなりましたけれども、会の開催に当たりまして

ツを考えてみた時に、今正に動こうとしているこ

引き続き本学の佐藤学長からお話をいただきま

と、それを愛大は先取りしてしたのではないか。

す。よろしくお願いします。

逆に言うと、これからの愛大の１つの大きな姿と
いうのは、そういったものにやはり軸足を置いて

【佐藤】 皆さんこんにちは。本日のシンポジウム
開催に当たりまして、ご出席をいただきましたこ

考えていくべきではないか。そんな感じで受け止
めているところでございます。
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中国との関係、あるいは中国についての研究と

歩き回っておられたと認識しているところでござ

いう点では、あらためて申し上げるまでもなく、

いますので、そういった点を視野に入れながら、

大きな成果を残してきたところでございます。そ

東アジア大学としての愛知大学を強化していく、

れに加えて本学には、韓国について研究される、

そんなことを実は考えていきたいと思ってるとこ

あるいは朝鮮半島について研究されるという方も

ろでございます。その点で再三繰り返しておりま

いらっしゃいますし、またハングルについてそれ

すけれども、本日のパネリストの皆さん、それか

を教授できる方がいらっしゃる。さらには韓国出

らコメンテーターとしての髙井先生のお話を充分

身の留学生も多いということを踏まえた時に、韓

に勉強させていただいて、そして今申し上げまし

国に焦点を当てた研究・教育交流というのを、

たような今後の方向性ということをさらに固めてい

いっそう重点的に進めていく必要があるのかなと

きたいというふうに思ってるところでございます。

いうふうな感じもしております。その点でいきま

以上をもちましてこのシンポジウムの、私なり

すと、今年に入りましてから本学の同窓会にお願

に理解をしている趣旨というものを少し申し上げ

いいたしまして、韓国に支部を作ってくださいと

させていただいて挨拶といたします。本日はご参

いうことを申し上げました。非常にスピード感を

集いただきまして誠にありがとうございました。

もって対応いただけまして、つい先だって、約２
週間前に同窓会のソウル支部が発足しておりま

【司会】 どうもありがとうございました。それで

す。校友課に先日問い合わせをしましたところ、

はいよいよ本題のほうに入らせていただきます。

今後さらに台湾支部の準備も始めているというこ

その前に簡単に発表形式等を少しご説明いたしま

とでありますので、同窓会を通じて先輩と後輩の

す。今日は５人のゲストの方にスピーチをしてい

つながりを強くしていただく。そのような組織化

ただきますけれど、それぞれの持ち時間・発表時

を通じて大学全体をバックアップしていく。そし

間は 20 分。大変短くて恐縮です。プラスその発

て愛知大学としては、このチラシには東アジア大

表に関する５分の時間、合計１人あたり 25 分と

学というふうに書かれておりますけれども、日中

いう持ち時間になります。５人の方の発表が終わ

韓という交流連携を中心にした大学としての展

りましたら休憩を 10 分ないし 15 分ぐらいとり

開、これを考えていきたいというふうに思ってい

たいと思います。そして後半の部は、先ほどご紹

るところでございます。

介いたしました髙井先生のほうから、コメンテー

併せて、東アジアと言いますと本学の実績でい

ターとして少しコメントをいただきたいというこ

きますとインドネシアであるとか、それからタイ

とであります。そしてそれが終わりましたら、全

の大学とも協定を結んでさまざまに交流を展開し

体の質疑を約１時間ぐらいとって行ないたい。ぜ

てるところでございますが、ベトナムがまだ交流

ひフロアの方々からいろんなご意見・ご質問をい

先としてはございませんで、ベトナムについても

ただければと思います。全体の終了時間は５時

近々大学間の交流ができるような態勢、これを準

15 分ぐらいを予定しております。そしてそのあ

備していきたいというふうな気持ちでおります。

と、こちらの梢風館というところの１階にござい

まあ東アジアと言いますと、東北アジアのみなら

ますレストランリュミエールで、５時半から約１

ず東南アジアも含めてということになろうかと思

時間ほど、今日の講師の先生方も含めて懇親会を

いますので、日中韓は中心になりますけれども、

実施したいと思います。そこで色々とお聞きした

併せて東南アジア、よく考えてみますと同文書院

い方はぜひご参加ください。なお費用は無料です

の書院生は、現在の東南アジアの調査に相当程度

ので、ぜひご自由にご参加いただければ大変あり
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がたいと思っております。このような予定で進め

いますように、1920（大正９）年の創立でして、

ますのでひとつどうぞご協力をお願いいたします。

昭和 20 年の８月に、終戦と共に廃校になる。学

では早速１番目の方からお願いいたします。谷

院の期間は 25 年。わずか四半世紀に過ぎない寿

藤助先生であります。ではご登壇いただけますか。

命でございました。そこが時代のいろいろな移り

先生はハルピン学院のご出身であり、そして愛知

変わりに従いまして、最初はここにございますよ

大学昭和 25 年のご卒業であります。その年司法

うに日露協会学校という名前で、その後満州国が

試験に合格されまして検事に任官され、公安調査

できてからハルピン学院という名前になり、そし

庁総務部長にご就任になりまして、そのあと最高

て終わりの頃には満州国に学校が移管されて、満

検察庁検事、山形地検検事正等を歴任されておら

州国立大学ハルピン学院と、こういうような形で

れます。ということで、ひとつよろしくお願いい

推移したわけです。最初の入学生、つまり大正時

たします。

代の入学生というのは、学生の定員が１学年 50
名ぐらいで、ほとんど全部が府県費生、つまり日

【谷】 ご紹介にあずかりました谷です。私は愛知

本の各県が募集して、学費を出して、その県で１

大学予科の第１期生でした。愛知大学が創設され

名ないし２名が選抜されて行くという形式でござ

た年に予科３年生の編入試験を受けて合格して、

いましたから、全部が言わば学費は県持ちで、一

その後法経学部しかございませんでしたが１年生

銭も要らずに行けた。日本の大学と違って学費が

になりまして、そこを昭和 25 年に卒業し、予科

要らないというので、相当むずかしい競争率だっ

は１期生、学部は３期生というちょっと変な形な

たようでございます。

んですが、そういう形で卒業いたしました。愛知

このハルピン学院というのは、卒業したら主に

大学に入る前には、当時満州国と言っておったん

今のロシア、つまりソ連邦とのあいだの貿易とか

ですけども、中国の東北地方、いわゆる東北三省

通商とか、そういう仕事に従事する学生を養成す

のハルピン市にあったハルピン学院という、最後

る学校でして、日本で言う外国語大学のロシア語

は満州国立大学ハルピン学院という正式名称なん

科と同じような学校でしたので、当時の日本とソ

ですけども、通称ハルピン学院というようにわれ

連とのいわゆる交易というのは、ソビエトの革命

われは呼んでおります、そこを卒業して愛知大学

によってほとんど途絶されたというような状態に

に入った。まあ簡単にはそういう経歴でございます。

なっていたので就職口がなく、相当な秀才の連中

ハルピン学院からは愛知大学ができた当時に、

がわざわざ志をもってハルピンへ行ったわけなん

私を含めて５名の者が編入試験を受けて入ってお

ですけども、卒業しても勤めるところがないとい

りまして、言わば先ほどからご説明のありました

うような状態で非常に苦労をしたし、学校当局と

愛知大学のルーツ校のささやかな１つの学校では

しても困って、50 名の定員が 30 名に減らされ、

ないかと思いますが、そのハルピン学院という学

それが当分続いたという細々とした、言わば塾的

校について簡単にお話をして、なぜハルピン学院

なような学校でした。それが昭和６年に満州事変

へ入ったかというような話を、時間内にできれば

が起こり７年に満州国が成立して、いわゆる満州

させていただきたいと思います。配布されており

国内での学生の需要もできたために、ハルピン学

ます講演資料の一番初めに「ハルピン学院につい

院という名前に変わって、そして最後には満州国

て」という講演メモがございますが、よろしけれ

の国立大学になったために、やや就職口が持ち直

ばそれをご覧いただきたいと思います。

して 30 名が 60 名になり、私達が入った昭和 18

ハルピン学院という学校はそこにも書いてござ

年には 100 名募集されるというような形で、活
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論だとか、こんなような学科を教えられる他に、

況を呈する大学になったわけです。
こういうような形でハルピン学院が成立し、そ

戦時中でしたので軍事教練が非常に盛んに行なわ

して最後を迎えることになるわけなんですけど

れた。こういうような形で私達はだいたい２年か

も、25 年という学校の歴史で、卒業生は 1,412

ら３年に進む。３年に進んだ時には、実はこの年

名という、ほんとにわずかな卒業生で、今の新し

は徴兵年齢、つまり兵隊に取られる年齢が今まで

い大学から言えば１年生の１学年の募集にも満た

20 歳だったのが 19 歳に１年短縮されるというこ

ないような、言わば塾的な学校ですから、あまり

とで、３年生の学生のほとんどは昭和 20 年の５

現在では知られていない大学と言えるのではない

月頃までには全員戦争で召集されて兵隊に行かさ

かと思います。学校の授業はちょっと申し上げま

れる。それ以外にも、どうせ兵隊に行かされるな

したようにロシア語が主でして、言わばもうロシ

らばというので、軍人の言わば幹部候補生のよう

ア語漬けと言いますか、午前中は 100 名募集さ

な試験がいっぱい陸軍にも海軍にもありましたの

れた学生を 20 名の少数のクラスに分けて、専任

で、最初からそちらのほうへさっさと行ってしま

のロシア人の会話の講師が１名と、それからロシ

う、というような形で、昭和 20 年の５月頃にな

ア語の文法の先生が１名付いて、１週間毎日、月

ると、もう学校の体をなさなくなってきたわけな

曜から土曜日までロシア語です。ロシア人の講師

んです。

には日本語を知らない人もおるし、知っておって

教職員も召集され、学生も召集され、満州の国

も日本語は絶対しゃべらないという形ですから、

立大学になってから日本人以外に約１割の中国

入学した当時からロシア語でペラペラやられて、

人、蒙古人、朝鮮人の学生もおりましたけれども、

さっぱり何を言ってるのか分からないうちに授業

それらの連中しか学校には残らなくなってしまっ

が済んでしまうというような経験をしたことがあ

て終戦を迎える。それまで日本の内地からハルピ

ります。文法もアルファベットを教えてくれるわ

ンに来たら、こんな天国みたいなところがあった

けじゃなし、いきなりもうロシア文法をどんどん

のかと。日本はもう配給制度で、ろくに食料も充

やらされるというような形で、何か分からぬあい

分ないような、言わば「国民精神総動員」という

だに１学期が過ぎると、まあだいたい優秀な学生

形で「贅沢は敵だ」というように言われておった

はロシア語がほとんど不自由しないぐらい分かっ

のが、ハルピンは物資は何でもあるし、自由に遊

てくるし、分からない連中もハルピンという町は

べてロシアのオペラのような音楽会を見たり、非

ロシア人の多い町でして、ロシア人のレストラン

常に自由な雰囲気で、こんないいところへ来て良

だとか、質屋だとか、そういうところに行けばロ

かったなと思ったんですけれども、20 年８月の

シア語には不自由しないから、だいたいできない

終戦になったら途端に天国から地獄に落ちてし

連中も１学期でロシア語が分かるようになる、と

まって、学生のほとんどは兵隊に行かされる、そ

いうような教育を受けさせられたわけです。そし

して特にハルピン学院の学生はほとんどがソ連に

て３年生からはだいたい授業がロシア語になっ

抑留されるというような、地獄の憂き目を見るよ

て、ロシアの憲法だとか経済だとか地理だとか、

うになったわけです。われわれの卒業生は先ほど

そういうものをロシア語で教えられるという、言

申しました 1,400 人のうち、238 人がソ連に抑留

わばロシア語漬けの学校でした。一般の教科は午

という数字になっております。もちろん内地に勤

後の時間に当てられて、これは日本の法学部や経

めていた人もおりますし、満州以外で勤めていた

済学部とだいたい似たような経済、法学、国文学

人もおりますから、もっと確率的には多いんです

だとか、その他に外地の学校ですから大東亜資源

けども、言わば全部の卒業生の５名に１名はシベ
13
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リアに抑留される。そして中でも私達昭和 18 年

いし府費ということで、言わば官費であったため

に入学した者は、だいたい３～４名に１名がソ連

に、非常に競争が激しかったということは私共想

に捕虜として抑留されるという運命で、長い連中

像しておりますが、同時に国内にもたとえば陸軍

は 11 年間の抑留生活を送ってやっと帰されると、

士官学校とか海軍兵学校のような全額生活費まで

そういうような形になりました。

見てくれる学校があり、海外を志望してそういう

私もやはり同じように昭和 20 年５月に召集を

ところへ行かれたと思います。今お伺いした中で

されて、そのメモにも書いてございますように、

一番最後の、愛知大学は引き揚げ者優先と書いて

璦琿というソ連の国境のところに行かされ、そこ

あったとのことですが、私共が聞いてる範囲では

で要塞の中でソ連軍と戦って終戦も知らずに過ご

東亜同文書院大学は本間先生が学籍簿を命懸けで

したわけですが、その後捕虜になってからいきな

持ってこられたので学籍が証明されたということ

りソ連軍の中へ連行されて、日本で言ういわゆる

です。ハルピン学院の場合、学力は別として、学

国際裁判の予審の通訳をずっとさせられて、満州

生であったことの証明と言うか、どういう形でハ

の各地を点々として、最終的には黒河からハルピ

ルピン学院の卒業とか在籍を認定されたのでしょ

ンまで、東海道五十三次と同じ距離なんですが、

うか。

500㎞を歩きに歩いて、３か月かかってやっとハ

【谷】 それはですね、私達引き揚げてきた当初は、

ルピンに到着し、それから日本へ引き揚げてきた。

卒業証明書は外務省が出してくれてたんです。外

引き揚げた時には栄養失調と黄疸になって、命か

務省にはハルピン学院の卒業生が勤めておりまし

らがらという状態で帰ってきた。それが 21 年の

て、その方がどうも専任の係で卒業証明書を出し

９月でしたが、さあどうしようかということで、

てくれていました。卒業証明書の申請書類はハル

たまたま家でブラブラしておったら、愛知大学の

ピン学院におられた先生の証明を必要としておっ

募集の広告を見て、学力的には全然何もできない

たんです。ハルピン学院の卒業生ですからその先

のに、引き揚げ者優先だという記事を見て、何と

生の証明であれば間違いないだろうという、その

かなるだろうということで、愛知大学の予科に編

程度のことでも戦後のどさくさですから、卒業証

入をさせてもらったという形で、その後先ほどご

明書を出してくれた。それを愛知大学に出せば、

紹介がありましたように、昭和 25 年、学部は経

愛知大学のほうで受け付けてくれた。そういうよ

済なんですけれども、何のことかたまたま司法試

うな状態だと思います。

験に受かって、検事の道を歩んできた。愛知大学

【平田】 どうもありがとうございます。ついでに

で言わば助けられて、今の状態になるまで年をと

と言っては申し訳ないですが、愛知大学には胡麻

ることができたと。こういうような形になろうか

本先生がおられましたが、谷先生の場合は胡麻本

と思います。

先生の証明ということになりましょうか。そうで

時間になりました。一応 20 分間という与えら

はないでしょうか。

れた時間ですが、このようなお話で終わらせてい

【谷】 そうではございません。私は 24 期ですけ

ただきたいと思います。ありがとうございます。

ども胡麻本先生はハルピン学院の２期の卒業生で
す。まあこんないきさつを言っていいのかどうか

【司会】 大変短い時間でほんとに心苦しい限りで

分かりませんが、当時胡麻本先生は郷里の松山の

すけれど、ただいまのお話について事実関係その

ほうから拓殖大学の講師として勤めておられて、

他ご質問等ございますでしょうか。はいどうぞ。

東京へ月に何回か出られるという非常に不便な生

【平田】 市会議員の平田と申します。全額県費な

活をされておったのを聞きつけて、胡麻本先生に

14

◦ 1882 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
戦前海外にあった愛大ルーツ校５校の出身学生が語るアジアと愛大

「愛知大学に来ませんか」という声をかけて、胡

毎日ロシア語でピーチクパーチクやりだして、全

麻本先生が「行ってもいいよ」ということで、小

然分からなくなってしまいました。偶然と言えば

岩井先生に紹介して、そして胡麻本先生に来てい

偶然ですが、その岡部先生はご消息はいかがに

ただいたといういきさつなんです。

なっておりますか。

【平田】 ありがとうございました。

【谷】 先ほど言いましたように私は 24 期で、岡

【司会】 では次の方、はいどうぞ。

部先生は 20 期の卒業生なんです。そして確か豊

【渡辺】 一番初めにロシア語を担当された岡部幸

橋の、網を作る網太という会社の役員でした。最

一先生だと思ったんですが、ハルピン学院ご出身

初入学の時私はロシア語で授業をと言ったんです

の方かと思います。先生も生徒も揃ったというこ

けど、先生がいないということでしたが、入学し

とでございますが、私もロシア語の授業を聞きに

たら岡部先生をどなたかが連れてこられて、講師

行きましたが、初歩の文法をやっとる時にいきな

として教えられた。こういういきさつです。

りハルピン学院の学生さんが大挙入ってみえて、

（注・岡部幸一氏は平成 15 年 9 月 9 日逝去）
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【司会】 はい、ありがとうございました。では

中華学生部が途中からできまして、これも満州事

ちょうど時間がまいりましたので、またあとで１

変で閉鎖されましたけれども、48 名。修業年限

時間ほど質疑がございますので、何かございまし

は３年制でしたが、21 期生から４年制になりま

たらそちらのほうでお願いします。どうもありが

す。大学としては 1939（昭和 14）年から１期生

とうございます。では引き続きまして、お２人目

が始まり、予科が２年制、学部が３年制でありま

の方は、小崎昌業先生であります。小崎先生はも

して、入学者の総数は 641 名、卒業者数は 433

う皆さんの中にもご承知の方も多いかと思います

名。1943（昭和 18）年から３年制の専門部が始

けれど、東亜同文書院大学の 42 期生。そして昭

まりまして、入学者数が 418 名。大学の 40 期生

和 23 年、旧制の愛知大学の法経学部の経済学科

から 46 期生までの総数は 1,492 名でありました

を卒業されまして、その後やはり外交官試験に通

が、1945（昭和 20）年８月の敗戦によって大学

られて外務省、ルーマニアやモンゴルの大使をさ

は閉鎖されます。

れました。なお現在、われわれの愛知大学東亜同

私は大学になってから、1941（昭和 16）年に

文書院大学記念センターの運営委員をやっていた

同文書院に入学しました。同文書院 42 期生です。

だいてるお１人でもあります。ではよろしくお願

1900 年から 1945 年まで学校で学んだ者の数は

いします。

約 5,000 名に達しております。
中国保全の綱領に則って日中揖協の人材養成の

【小崎】 小崎でございます。20 分という短い時

基礎を固めることが、書院建学の壮大な精神であ

間なので、要領よくお話ししたいと思いますが、

りました。同文書院の校舎は、兵火により炎上す

まず東亜同文書院というのはどういう学校であっ

ること２回、６度の移転はいずれも上海の租界外

たかということを簡単に申し上げますと、1898

でありました。そのうち徐家匯虹橋路校舎（1917

（明治 31）年に、近衞篤麿公を会長として結成さ

～ 1937）時代が書院最盛期であり、大学開設は

れた東亜同文会というのがございまして、この東

海格路臨時校舎（旧交通大学・1938 ～ 1945）で

亜同文会が東亜同文書院を創立したんですが、そ

ありました。学生は全国各府県から給費生が選抜

の先駆となったのは 1890（明治 23）年に荒尾精

され、部分的に私費生が選抜されました。私は滋

先生が根津一先生と共に上海に創立した日清貿易

賀県なんですが、たまたま受けた年に滋賀県は給

研究所でございます。1893（明治 26）年６月に、

費生はなかったので、その夏帰りまして県のほう

日清貿易研究所の第１回卒業生 89 名を送り出し

に文句を言いに行った。翌年から２人、そのさら

たんですけれども、日清戦争が起こったためにこ

に翌年３人と出してくれましたが、私は私費生で

の学校は閉鎖されます。

通さなきゃ仕方ないということでした。この給費

東亜同文会は支那を保全する、支那・朝鮮の改
善を助成するということを綱領にして成立し、
1900（明治 33）年、中国側の公認のもとに南京

生は、国庫および公費の補助を受けましたが返済
の義務はない。就職先も自由であります。
最高学年になると中国各地を調査旅行します。

同文書院を創立しました。しかし義和団事件が起

これを「大旅行」と言いましたけれども、中国全

こったため上海に移転しまして、翌年東亜同文書

土から東南アジアと 700 コースありました。そ

院を設立してこれに合流します。

の成果を卒業論文として提出したものが『支那経

東亜同文書院は専門学校として卒業生の総数は

済全書』、『支那省別全誌』という、十何巻もの厚

3,219 名。政治科が 116 名。商務科が 2,995 名。

い本になりました。これは東亜同文会が出版した

農工科が１科と２科と合計して 60 名。それから

のです。
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1922 年に山東省の青島に生まれた私は、滋賀

うな寮回りがありまして、東・西・南の寮の窓ガ

県の中学校を出て東亜同文書院大学に入りまし

ラスが吹っ飛んでしまうというような状況でし

た。さっきも申しましたが書院 42 期、大学は３

た。

期生で、総数が 172 名でした。全国から集まっ

翌日から同文書院独特の学生生活が始まりまし

た新入生は、まず東京九段の軍人会館に集まりま

た。質実剛健の気風の中に根津一院長の教えが浸

して、1941（昭和 16）年４月８日から 17 日に上

透して、礼儀の正しさ、先輩・後輩のあいだの親

海に着くまで、東京を始め各地の見学を行ないま

密さ、恥を知る律儀さ、好んで苦難を辞さない道

した。東京に数日おりましてその後、伊勢、京都、

義的勇気というものが校風になっておりました。

大阪等で見学会、歓迎会に臨みました。途中上海

たとえば上級生は、朝夕庭で新入生に中国語を教

に行くまでには、寮歌とか院歌を学習しまして、

えてくれる。「アー、アー、アー」とやってるも

上海の碼頭に着いた時には出迎えの上級生が校旗

んだから、これを書院ガラスと言われ、今年も新

を持って迎えてくれ、われわれとのあいだで行

しいカラスが来たなという話がわれわれの耳にも

なった院歌・寮歌の大合唱が天下にこだましまし

入ってきた。下級生は食堂のテーブルで端に座っ

た。

て上級生の飯つぎをする。これよりもうちょっと

そこからバスに乗り、国際都市上海の中心街を

幅の広い長いテーブルでしたが、６～８人ぐらい

抜けて臨時校舎の交通大学へ。交通大学を借用す

座りまして、下級生は端に座り、飯は両側に置い

る前は徐家匯の近くに理想的な書院校舎が作ら

てある。上級生の飯や味噌汁もついで出す、とい

れ、約 20 年間存続しました。その間は同文書院

うことをやりました。そういう関係でありまして、

の最盛期で、問題が少なく、順調に学校が発展し

部活動の中で生まれる親近感、教室の中だけでは

た時期でありました。われわれはこの交通大学に

ない教授との人間的なふれあい。教授は全員学内

入ったんですが、朱塗りの校門は今もあって、こ

に住んでおられましたが、いつでもやって来いと

のあいだ私も行ってきましたけれども、昔のまま

いうので、夜でもいつでも行きますと、紅茶の中

の校門をくぐり抜けて中へ入ると、広い緑の芝生

にアルコールを入れて「どうだ、濃いか薄いか」

があります。非常に美しい芝生でした。そこで上

というようなことを聞かれて、酒を飲まされた。

級生と対面式をやりましたが、その美しい光景は

それから中国全土にまたがる先輩・後輩の家族
的な関係。大旅行、運動会、演芸会、好的（ハオ

今も忘れることができません。
その夜は府県別の県人会が催されました。洗面

ダ）会というのがありました。好的会というのは

器に老酒を入れて、ふだんは褌なんか洗って垢だ

同文書院独特の造語でありまして、われわれの好

らけになってるのをちょっと洗って、紹興酒を飲

きなものを買ってきて食べる。運動部会でそうい

めということで回し飲みをさせられた。そして同

うものを食べる会。ふだん部屋では酒は飲まない

時に先輩による猛烈なクラブ活動への入部勧告が

です。部会、県人会、それから先輩訪問。上海に

あり、私もその日はラグビー部の部屋に引っ張り

は先輩がたくさんいましたので、われわれはふだ

込まれて出られない。そうしたらたまたま滋賀県

ん食べられないものをご馳走になりに、よく先輩

の先輩にラグビー部の人がおって、私が出てこな

を訪ねました。話もよく聞きました。われわれの

いのを見つけて「お前はそんな小さい体じゃ無理

夢多き青春生活は、忘れがたい貴重なものとして

だ」ということで勘弁してもらった。あとで私は

育まれたということです。

庭球部、更にボート部、それから乗馬部に入りま

また学友会には運動部と文化部が設けられ、書

した。同時にその夜は寮の窓ガラスが吹き飛ぶよ

院生は全て入学すると学友会の会員となって、毎
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日放課後は賑やかでありました。戦争の進展と共

いろ援助してくれますし、金が無いとまあ金も助

に大旅行の実施も次第に制約されましたので、私

けてくれるし、「何日でも泊まっていっていいよ」

は予科２年の夏休みに単身で、華北・満蒙、蒙古

と。書院という世にも珍しい同窓間の絆の強さに

方面の旅行に出かけることにしました。同文書院

心打たれたわけであります。

２期生の林出賢次郎という方が、外務省を辞めて

1943 年の 10 月に、教育に関する非常措置が

学生監でおられました。その方にお願いして許可

決定されて、学生生徒の召集延期は廃止になり、

証をもらいました。

徴兵検査が実施されました。12 月１日われわれ

1942（昭和 17）年６月 14 日から７月 24 日の

は南京の 61 師団に入隊しましたが、1945 年８

あ い だ に、 私 は 北 支・ 蒙 古 を 回 っ た ん で す が、

月 15 日に日本はポツダム宣言を受諾して終戦と

回ったところだけ申し上げますと、青島、徳州、

な り ま す。 学 業 半 ば に し て 動 員 さ れ た 私 は、

石家荘、楡次、平遙、汾陽、離石、太原、大同、

1946 年５月に日本へ帰ってきまして、翌年４月

包頭、厚和、張家口、北京、釜山と、それだけ回

に豊橋の愛知大学に入りました。学部の３年に

りました。その中で忘れられないような話がとこ

入ったわけでございます。

ろどころ残っております。離石は毛沢東の根拠地

ちょうど時間になりましたので。

の陝西省と境を接していましたが、そこで警察署
長に夕飯に呼ばれて、行ったら向こうの家は屋根

【司会】 質問の関係もありますけど、５分は質疑

が平べったいんですね。そこにご馳走を置いてお

時間がありますので、もしどうしてもということ

酒を飲んで。月が皓々と照っておりました。酒を

があれば。

飲んでるとその辺には匪賊、まあ共産軍がいるん

【小崎】 何かご質問があれば承りますが、私が愛

ですよ。それが発砲する銃声を聞きながら酒を飲

知大学に入った時の状況もちょっと申し上げたい

んだのは忘れられません。

と思います。愛知大学を作られたのは同文書院最

その時には中国大陸に在外公館が 37 か所あり

後の学長であった本間先生ですね。1946 年３月

ました。そのたいていのところに同文書院の出身

に帰国されて、小岩井先生らと相談されて作られ

者が勤務しておりました。その当時要職にあった

たわけですが、1946 年 11 月 15 日付で創立が認

先輩を拾ってみますと、若杉要、在米公使ですね。

められた。その時に本間先生が言っておられるの

石射猪太郎、東亜局長。ブラジル大使になりまし

は、「東亜同文書院を背景に持っていたからこそ

た。堀内干城、中国公使で東亜局長。それから山

あれだけの愛知大学ができた」と。それは事実だ

本熊一、アメリカ局長兼東亜局長。後の外務省の

と思います。あの混乱の最中で、私も豊橋を知っ

次官であり、大東亜省の次官にもなった方です。

てますが全部焼けておりました。その中で大学を

錚々たる顔ぶれですね。

作るということは、日本では愛知大学１校だけ

その当時は戦時下であり、相当危険な地帯も

だったんですね、その時できたのは。認めても

あったけれども、私は命の限界に挑戦するような

らったのはもちろん文部大臣と本間先生の交遊関

気持ちで旅を続けました。文無しでありますので

係も有ったんでしょうけれども、非常に例外的な、

南京虫の出る木賃宿に泊まって食われたり、駅で

「同文書院を背景に持ってたから愛知大学ができ

寝たり、固い椅子の列車に乗って中国人の乗客と

た」と本間先生は言っておられます。そしてそこ

弁当を分け合ったり、そういう旅でありましたけ

では新日本の担い手として民主主義に基づいて、

れども、困った時に頼りになるのは懐に入れてい

世界平和と地域社会の発展に貢献する教養ある人

た同文書院の名簿１冊でした。訪ねていくといろ

達を育成するということを目的に、大学設立趣意
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書が作られたのです。初代学長は林毅陸ですが２

田先生であります。先生は朝鮮の京城にございま

代目・４代目は本間学長、３代目は小岩井学長で

した京城経済専門学校のご出身で、愛大 27 年卒

した。初めはお金が無いもんですからわずか 100

という方でございます。愛大の法経学部経済学科

万円の基金。これは全部寄付金で賄ったと。この

を卒業されたあと、日本製鋼所に入られました。

豊橋市の非常なご援助によってできた学校であり

その後山歩きとかいろいろな生涯教育的な世界に

まして、1946 年 12 月に予科の全学年の編入試

ずいぶん入られまして、そちらのほうのご著書も

験、それから翌 1947 年４月に学部の編入試験が

たくさん出されてるということです。では奥田先

ありました。その４月期に私はここで試験を受け

生、お願いいたします。

たわけです。
合格者の出身校は、同文書院が 39％。他は海

【奥田】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

外・内地合わせて 80 校から多数の学生が集まっ

だきました、京城高商におりました奥田でござい

た。当時の校舎は、私今日見て回りましたけれど

ます。今日はこんな高いところからお話させてい

も、昔の寮はありませんでした。窓ガラスは全部

ただくようになりまして、大変恐縮いたしており

割れ、壁も至るところ崩れてるような状況でした。

ます。本日のシンポジウムは、東京支部の髙井和

そこで急遽整備作業が行なわれて、1947 年１月

伸さんを中心として、関東４支部の役員の方々が

には寮生 350 名が収容できる寮が完成しました。

企画立案されたものと伺っております。その趣旨

私は法経学部に入りましたけれども、開学直後に

は大変ご立派で、私共よりずっと後輩の方々がこ

予科１～３年、学部１～３年を持った旧制大学が

のように愛知大学の生い立ちというか、ルーツを

ここに成立したわけです。悪性のインフレと食料

大切に思っていてくださることに対し、深く敬意

難が続いて、学生にとって厳しい毎日でした。し

を表したいと思います。実は私事で恐縮ですが、

かしそういう中で学生は熱心に講義を受け、よく

最近ちょっと体調を崩しておりまして、ここでお

本を読み、日本の将来について真剣に議論をしま

話しすることを１度はお断りしたんですが、髙井

した。この頃全学的な自治会が成立しました。

様のたってのご要望で、その気迫と情熱にほださ

1947 年の末に全国有力私学の自治会、私学連が

れましてお引き受けすることにいたした次第でご

愛大で結成されます。その前年に結成された官学

ざいます。今日のパネリストは海外からの引き揚

連に続くもので、1948 年９月には私学と官学が

げ学生ということで、海外各地、各校から選ばれ

合わさって全学連ができる。最近はあんまり聞き

たわけですが、朝鮮からの引き揚げ者で、愛知大

ませんけど、ひと頃暴れましたね。あの全日本学

学に入学した人は、私の知る限りでは四方先生の

生自治会総連合、全学連を作ったわけです。

息子さんで城大予科におりました四方晨君、京城
高商で私と机を並べておりました前田耕造君、京

ここまでで終わります。

城高工（これは高等工業ですけれども）から鈴木
【司会】 はい。どうもありがとうございました。

秀信君、それと私の４人ですが、四方君と前田君

時間が短くて貴重なお話が充分聞けないという点

はもうすでに他界され、鈴木君は音信不明ですの

では本当にもったいなく思いますけど。どうして

で、結局京城組で残ってるのは私だけということ

もという方お１人おられますか。よろしいでしょ

になったようです。正に余人を以って代え難しと

うか。じゃあまた後半のほうで、ございましたら

いうことで、どなたか適当な方にとお願いしたん

お願いいたします。先生どうもありがとうござい

ですけども、京城組が１人も出ないというのは誠

ました。引き続きまして３番目の先生ですね。奥

に残念だし、私が１人残っていたものですから、
19

◦ 1887 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

京城代表として参加させていただくことになった

朝鮮第 23 部隊に入隊しました。私は兵門まで見

わけです。

送って、兵営の中に入っていく佐藤君の背中を見

京城からは、先生方は先ほどお話しした四方先

届けました。その時佐藤君を見送ったのは私だけ

生を始め、森田克己先生、戸沢鉄彦先生、松坂佐

でした。あの時の気持ちは今も忘れることはでき

一先生といった大変著名な学者先生方がたくさん

ません。そういう時代でした。今残っている者は

愛知大学に来られましたが、どういうわけかその

みんな８月に行くんだと噂されていましたが、私

割には学生は少なかったようでございます。ここ

にはついに召集令状は来ず、８月 15 日になりま

でちょっとお断りしておきますが、京城高商は当

した。１学期の学期末試験が終わっても、夏休み

時正式には京城経済専門学校と言っておりました

返上で毎日軍事教練ばかりやっていました。８月

が、今日のお話では慣れた言い方で京城高商と言

15 日、その日も午前中は軍事教練をしていまし

わせていただきますのでご了承願います。

た。珍しくラジオ放送があるというので正午に校

私が京城高商に入学したのは終戦の年、昭和

庭に整列しました。放送内容は聞き取りにくく、

20 年の４月でしたから、在学期間はわずか５か

内容不明で理解できませんでしたが、終わると直

月だけでした。その年の３月に徴兵検査が１年繰

ちに解散となりました。学校へ行ったのはそれっ

り上げで甲種合格となり、京城高商入学試験も合

きりでした。

格で大変嬉しかったことを少し覚えております。

その年の暮れに引き揚げてきました。私は引き

高商に入学した時は、３年生は北朝鮮の工場へ学

揚げ後内地の学校に転校したいと思いましたが、

徒動員されていました。当時朝鮮の産業分布は

家庭の経済的理由の他に、当時内地の学校も戦争

はっきりしておりまして、南朝鮮は農業・漁業と

によるダメージで、海外からの引き揚げ学生を受

いった１次産業、北朝鮮は鉱工業が盛んでした。

け入れる余裕は少なく、門戸は狭かったようです。

鉄・セメント・化学肥料など、日本の産業資本の

転校は半ばあきらめて村の役場に勤めていまし

進出は全て光南、兼二浦、城津、清津など、ずべ

た。その時愛知大学設立、学生募集の新聞記事に

て北朝鮮に集中しておりました。

出会いました。海外から引き揚げの教授・学生を

学校にはまだ２年生がおりましたが、２年生も

中心にした新しい大学ができるという触れ込み

間もなく動員され、残っているのは 1 年生だけと

で、一も二もなく飛びつきました。私の場合には、

なりました。当時は１年生は学徒動員に行かない

家庭の経済上の問題の他に、引き揚げ者という学

ということで、３年間のカリキュラムを１年間で

習上のハンディキャップというかコンプレックス

学ぶんだという触れ込みで、１学期は１年生、２

のようなものがありまして、何となく内地の学校

学期は２年生、３学期は３年生と、授業はびっち

の敷居は高いような気がしておりましたが、新生

り組まれていました。私は先ほど申しましたよう

愛知大学ならそういうものを感じないで、同じ境

に、高商入学の年の３月、徴兵検査を受け甲種合

遇の仲間だから安心して行ける学校だろうと自分

格となっていましたが、学校へ行っても学徒動員

で思い込んで、迷わず豊橋に馳せ参じました。

もさることながら、徴兵召集でいつまで勉強して

昭和 22 年１月、愛知大学創立と同時に予科１

いられるか分かりませんでした。当時は理工系学

年に編入学しました。そこで図らずも京城高商 1

生は徴兵延期になっていましたが、文科系は延期

年で同じ５組だった前田耕造君とばったり再会し

になっておりませんでした。同じ京城高商に同じ

たのであります。同じ学校と言っても学生数が多

下宿から通学していた同期の福岡出身の佐藤勝君

かったので、同じ組以外の人とは交渉が少なく、

というのがいました。彼は 6 月に京城竜山にある

ほとんど記憶にありませんが、前田君とは同じ組
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で一緒に机を並べ、いつも同じ授業を受け、同じ

ではないかと思います。

軍事教練を受けていました。しかもさらに新聞部

さて一方、愛知大学に入ってからの経済原論は

という部活も一緒にやり、特に親しく交わってい

どうだったでしょう。四方先生に学びました。四

たのであります。そして８月 15 日、突然学校が

方先生はご記憶の方もいらっしゃると思います

無くなりました。みんなさよならも言わずに別れ

が、いつも大学ノートの端っこがめくれたような、

ました。前田耕造君が鹿児島の出身ということだ

ヨレヨレになった古いノートを授業の時教室に

けは知っていましたが、その後の消息は知る由も

持ってきていました。おそらく城大の講義でも

ありませんでした。そこに前田君が突然現れたの

使っておられたのを大事に持って帰られたものと

であります。手を取り合って再会を喜び合ったの

思います。そこにはアダム・スミスやリカルドと

は言うまでもありません。卒業後前田君は学校に

いった古典的でオーソドックスな、自由主義的な

残り、学究の道を選びましたが、学半ばにして早

近代経済学が詰まっておりました。こんな古い

世されたのは大変悔しい思いがしております。な

ノートを後生大事にして、進歩していないなあと

お余談ですが、私共は大学創立と同時に予科１年

思ったこともありましたが、いやちょっと待てよ、

に入学し、旧制の予科３年、学部３年の計６年間、

四方先生はゴットルの経済学ではなくアダム・ス

この豊橋の地で青春を謳歌しましたので、後にも

ミスの経済学を戦前から戦後も一貫して説いてこ

先にもない一番長く豊橋で暮らした組ということ

られたんだ、立派なものだと、生意気に思ったり

になります。寮歌・逍遥歌に「沈潜ここに六星霜」

したことを今思い出しています。

とあるのは、この旧制６年制に由来するものであ

最後にちょっと大それたテーマを書いてますけ
れども、今まで私は先ほど来、京城高商の思い出

ることは言うまでもありません。
印象に残っているというか、今日ここで１つだ

話、高商でどんなことをしてきたかをお話しして

けお話ししたい授業として取り上げますと、経済

きました。でもお聞きいただいたように決して特

原論という科目があったんですが、京城高商では

別変わったことをしていたわけではありません。

確か山口という副校長の先生の授業でした。講義

決して面白いお話でも耳新しいお話でもありませ

内容はゴットルの経済学でした。ゴットルと言っ

ん。ごくありふれた、戦争時代としてはどこでも

ても多くの方はご存じないと思いますが、私もあ

そうであったような、内地の学校でも全く同じよ

らためてこの度図書館で調べてみました。世界人

うな学生生活を送っていたと思います。実はそこ

名辞典にゴットルの名前を確認しました。こうい

が問題だったと思うのです。私達は今でこそ海外

うふうに書いてありました。簡単です。「ドイツ

引き揚げ学生だと言っていますが、当時朝鮮にい

の経済学者。経済学における個人主義的、自然科

て、そこが決して海外だとは思っていなかったの

学的な方法論を排し、社会構成体を中心として経

です。日本と同じ、いや日本だと思っていたので

済活動を考え、ナチスの時代に重んじられた（こ

す。しかしここは朝鮮人の国だったのです。日本

こ大事なところです）」。要するにナチスの経済学

はこの朝鮮人の国を併合して植民地とし、朝鮮民

でゲルマン民族共同体の思想体系を支えたもの

族に対して強引に皇民化政策を押しつけていまし

だったようです。山口先生はそこから日本におけ

た。創氏改名なんていうのはその象徴的なもの

る戦時統制経済と、アジアの大東亜共栄圏、八紘

だったと思います。町には内鮮（内地と朝鮮）一

一宇の経済理論を説くもののようでした。これは

体のスローガンがあふれていました。この強制に

極端な事例ですが、今思えば高等教育と言っても

対して強い民族的抵抗があったのは当然のことで

大なり小なり当時の国策に添う皇民教育だったの

あります。
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しかし、私達日本人は日本が朝鮮を植民地とし

【司会】 どうもありがとうございました。ご質問

て支配しているということを、全く意識していな

等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

かったのではないかと思うのです。そういう自覚

特に無いようでしたら後半のほうへまた持ち込

すらなかったのです。私達は被征服者の心情を推

ませていただいて。どうもありがとうございま

し量るどころか、傲慢にもそれを踏みにじり、朝

した。そうしましたら次は４番目の佐藤先生で

鮮人を日本人に同化しようとさえしたのです。人

す。建国大学のご出身で、愛知大学にご入学さ

の足を踏みつけておいて、民族融和も内鮮一体も

れました。卒業後昭和 25 年に三和銀行に入られ

へちまもあったものではありません。私は朝鮮に

まして都内の支店長を経て、ニチイ株式会社取

いましたが、正直言って何ひとつ朝鮮のことを理

締役に就任され、現在日中貿易会社を経営され

解しようとしませんでした。朝鮮の言葉を覚えよ

ています。現在でも本当にお忙しく日中間を行

うともしませんでした。朝鮮人のアイデンティ

き来されておられます。ではよろしくお願いい

ティーなど爪の垢ほども思ったことはありません

たします。

でした。これでは朝鮮人の友人が１人もできない
のは当たり前です。そして戦争が終わりました。

【佐藤】 私は建国大学に行っておったわけでござ

その時ここは私達のいる場所ではないということ

いますけれども、建国大学はご承知かと思うんで

を初めて自覚しました。

すが日本の大学ではございませんで、満州国、中

私は朝鮮から引き揚げ、愛知大学で民主主義の

国では今、偽満（ウエィマン）と言ってるんです

教育を受けました。そして日本の近代史を学びま

けれども、満州国の大学です。従いまして学生も

した。明治維新以後、日韓関係が非常に不幸な経

日本人が 75 名、その他、中国系、あるいは蒙古、

過を辿ったことは皆さんもご承知の通りでありま

朝鮮、白系ロシア、台湾、みんな入れまして１学

す。日韓関係の歴史は日本近代史の１つの側面で

年が 150 名。従いましてちょっと創立のいきさ

あるというよりは、明治以来日本が突き進んでき

つから、学校の中の生活状況等、他の大学の皆さ

た思想と行動の軌跡が、本質的にそこに象徴され

ん方と違いますので、その辺をご紹介したいと思

ているという意味において、正に日本の近代史そ

います。設立ですけれども、日本の大陸経営の戦

のものであると言わなければなりません。そのこ

略は、日清日露両戦役の勝利の結果取得した遼東

との強烈な反省無しには、真の日韓友好はあり得

半島を中心とした旧満州、現在の東北地区を主た

ないと私は思っています。今日日韓双方のあいだ

る対象としております。中国清朝の衰退と辛亥革

で未来志向ということで友好に努力しています

命（1911（明治 44）年）による中華民国の成立、

が、まだまだもちろん充分に癒されてるとは言え

軍閥および中国共産党との内戦による疲弊と苦難

ません。私達は若い世代の皆さんに託するより他

にあえぐ国民政府を相手にして着々と満州の権益

ありません。それはアジアの友好と平和、この１

を拡大いたしました。やがて日本は、満州は日本

点に尽きるのではないかと思います。愛知大学は

の 生 命 線 だ と い う 認 識 に 立 っ て、 柳 条 湖 事 件

その創立、生い立ちの経緯から見て、誠に稀有の

（1931 年９月 18 日）を引き起こし、翌 1932（昭

大学であります。その建学の精神に立脚し、指導

和７）年には満州国を独立せしめ、清朝最後の皇

的立場に立って社会に貢献できるような大学で

帝溥儀を執政として迎え、さらに 1934（昭和９）

あってほしいなと思っております。大変僣越では

年３月１日に帝政を実施して溥儀を満州国皇帝と

ございましたが、これで私のお話を終わらせてい

して迎えたということであります。

ただきます。どうもありがとうございました。

これに対して関東軍および満州国政府は、国家
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統一の人材を育成する大学を創立する必要を感ず

第１期生 150 人、うち日本人 75 名、漢民族 50

るに到ります。当初の構想はアジア大学として、

名、その他 25 人は朝鮮・蒙古・台湾・白系ロシ

教師は世界各国の著名な学者および若干の指導者

アとなった。朝日新聞によりますと、当時学生の

を招聘し、学生も満州に居留する各民族の青年の

建大受験者は約１万名である。誠に狭き門であり

みでなく、広く中国・インドおよびアジア各国か

ました。満系 50 名の学生も、数千名の応募者の

ら青年を受け入れ、マルクス主義に反対するが帝

中から選抜されたとのことです。張景恵総理の息

国主義にも反対する、いわゆる満州国学を特色と

子は不合格になりました。

する１つの新型の大学の設立を目指したのであり

５月２日に下賜された開学勅語の中で、「建国

ます。しかし 1937（昭和 12）年７月７日の支那

大学は国の骨幹棟梁の人材を育成する。本大学は

事変の勃発により国際情勢が一変し、アジア大学

わが国の最高学府であり、政治教育の本源、文化

構想も受け入れられず、関東軍と国務院では相次

の精粋、経天地緯の学、治国平天下の道をここに

いで建国大学創設を可決。建大創設準備を着々と

教え、ここに学び、天下に及ぼし、極みなし」と

実行し、生徒の募集、教員の確保に務め、1938

述べられています。建大精神として強調されたの

（昭和 13）年５月２日、建国大学開学勅語下賜の

は、まず満州国の政治・経済・文教各方面の経営
管理の任に堪えられる人材を作ることであり、近

もとで開学式と入学式を行ないます。
建国大学創立の目的および内容ですが、建国大

代的な知識偏重教育を捨て、知行合一の精神と、

学令の第１条に次の通りあります。「建国大学は

健全な心身を持った人材を養成することでありま

建国精神の神髄の体得、学問の蘊奥を究め、身を

す。従って前期では普通の文化知識を学習し、後

以って之を実践し、道義世界建設の先覚的指導者

期では分かれて政治・経済・文教を専攻した他、

たる人材を養成するのを目的とする。学習年限は

前期後期を問わず各種の訓練と東洋・西洋の倫

６年とし、前期３年、後期３年とする。前期は高

理・道徳を学ぶことを重視しました。さらに重要

等普通教育を行ない、建国精神の理論的研究と、

なことは、各民族の学生が同じところに住み、同

軍事訓練、労働訓練に重点を置き、かつ第１、第

じものを食べ、同じものを着、同じことを学び、

２外国語の教育を行なう。後期は専門分野に分か

同じ労働をする塾生活をすることにより、民族間

れ、政治・経済・文教を学ぶ。大学は大学院およ

にある矛盾感を調和する理論と体験を会得するこ

び研究院を設立し、前者は主として実務経験のあ

とであります。

る建大卒業生の中から招致し、造詣をさらに深め

従いまして次は塾生活になります。住居は塾と

る。後者は主としていわゆる満州国学を研究し、

言い、塾は１棟ずつの平屋であり、中央に出入口

政府当局の政策を定める場合の参考になる資料を

がある。左側に寝室があり、寝室の真ん中に通路、

提供し、また建大の教育内容を充実させるための

両側に日系・満系が交互に枕を通路に向けて寝ま

教材の提供と建議を行なうものとする。」大学総

す。寝具は正確に折り畳んで積み重ね、折り目は

長は総理大臣、張景恵がこれに当たる。副総長に

常に正確。各自それぞれ歩兵銃が支給される。寝

はかつて湖北法制学院で中国人に対する教育の経

室の外側中央に銃架がある。塾頭室もここにある。

験があり、また東京大学法学部卒業でありながら

寝室の反対側に自習室がある。20 数名各自机を

経済学博士号を取った京都大学経済学部長を担当

持っています。毎朝太鼓の音と共に起床。塾毎に

したことのある作田荘一氏を適任として選定しま

養正堂の前に整列し、点呼を受ける。皇居と皇宮

す。教師は大多数は日本の各大学から招聘されま

を遥拝し、週１回建国忠霊廟に参拝。一般に午前

した。学生の募集については 1938（昭和 13）年

は教室で授業。午後は武道・軍事訓練・農業訓練
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を受ける。塾生活は各民族が共同生活する中でお

任し、関東軍退役中将の尾高亀蔵が後任となりま

互いに切磋琢磨し、お互いを理解し、次第に親近

した。学内の統制は次第に厳しくなりましたが満

感を増し、ついには友情が芽生え一体感を得るこ

系の読書活動は逆に進行し、１・２・３期から

とを目指しております。

4・５・６・７・８期と次々に引き継がれ、終戦

開学当初は日系・満系共に新満州国の最高学府

時まで続きました。関内・重慶・延安等に走る同

に学ぶことの高揚感があり、いかに建国精神を体

窓もありましたが、地下組織との連絡が付かず、

得するかについて真剣に議論し合っていました

少数に留まりました。

が、時を経るにつれ戦局と国際情勢の変化から、

終戦と愛知大学。私は 1943（昭和 18）年建大

満系のあいだに微妙な変化が見られました。建大

５期として入学。1945（昭和 20）年４月ソ満国

には研究室と図書館があって、大量のマルクス主

境の山神府に現役入隊。６月嫩江を経てハルピン

義を始めとする各種の思想関係の書物や、一部中

に撤退。日本人街で塹壕を堀り、ソ連軍を迎える

国文の出版物も蔵書されており、全ての学生に自

準備をしますが、８月 15 日戦わずしてソ連軍の

由に貸し出されていました。当時の作田副総長は、

捕虜となり、ハルピン競馬場で武装解除され、牡

満州国学の完成を目指し、それを学ぶことにより

丹江から９月末シベリアに送られました。シベリ

マルクス主義の本を読んでもよく咀嚼し、批判等

アでは１日１食。黒パンと薄いスープの食事で重

ができるならば構わない、という姿勢でありまし

労働を強いられ、不衛生から発疹チフスが蔓延し、

た。学生達は好みに合わせて手当たり次第に本を

栄養失調と相まって多数の死者（シベリア全体で

読み、孫文の「三民主義」、蒋介石の「中国の命

は６～７万と言われます）が出ました。私も１月

運」、魯迅・巴金・茅盾・ニーチェ・ゲーテ・ゴー

中旬発疹チフスにかかりましたが幸いソ連軍の巡

ゴリの作品等、あらゆる系統の書物がありました。

回女医に出会い、入院を命ぜられ、九死に一生を

彼らはこの恵まれた環境を充分利用し、次第に傾

得ました。病気は治りましたが相変わらず栄養失

向の合った者同士が集まり、組や班ができ、マル

調であったため、やがて帰国を命ぜられ、８月ナ

クス主義的思想への入門書を始め徐々に左傾的な

ホトカより乗船し、北朝鮮の咸興を経由して 12

書物の確保に努め、読書後口論を重ねて反満抗日

月佐世保に上陸。1946 年 12 月 29 日四日市の自

の思想に傾いていく者が増えてきました。

宅に帰りました。

1942（昭和 17）年３月２日、15 名が反満抗日

両親共天津より帰国済みでありました。帰国後

の政治犯容疑で憲兵隊の検挙を受ける。彼らは憲

は体力の回復に努めました。父より「豊橋に東亜

兵隊で殴打拷問を受けたが、1943 年４月満州国

同文書院の先生方が中心となって愛知大学が設立

高等法院は裁判の結果無期懲役２名、懲役 15 年

され、引き揚げ学校の受皿となっているが、お前

１名、13 年２名、10 年、８年各１名、５年４名、

も行ったらどうだ」と言われました。兄からも勧

執行猶予５年４名の刑を言い渡した。うち１名は

められ、転入学を決意。1947 年３月、学部がま

入獄して間もなく精神錯乱し、取り押さえようと

だ無かったので予科３年に編入。４月から法経学

した日本人看守長の刀傷が元で敗血症になり死亡

部に進みました。学校は旧陸軍予備士官学校（こ

しました。他の１名は獄中で病を得、医者の適当

こですね）の建物を使用。寮・教室・事務所等簡

な治療を受けられず犠牲となりました。それぞれ

素でありましたが、学生・教職員共明るく希望に

24 歳と 26 歳でありました。獄死した２名は反満

燃え、戦後日本の物資不足の窮乏に耐え、学業に

抗日の先駆者として今でも建大同窓の心の中に生

勤しみました。建大からは合計 11 名（中退３名

きております。作田副総長はこの責任を取って辞

を含む）が転入学し、私は岡崎の知人宅から通い
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ましたが、１年間でほとんど単位を取り、２年目

が、これがばれて蓋平の警察に逮捕されました。

からは名古屋の経済調査庁で雇員として働きまし

石田塾頭は大変心を傷め、瀋陽の李松林の自宅を

た。卒業論文には米国の経済力集中問題の原書を

訪問。実状を知り、蓋平に赴き保証人となり身柄

読んで作成、提出したことを覚えております。

の引き受けを致しました。戦後陳抗は寥承志事務

学内は東亜同文書院を始め大陸の経験者が多

所に着任、石田先生と会い、深い感謝の念を込め

く、戦争の反省から日中友好の校是が確立してお

て往時を語り合いました。また李松林は石田塾頭

り快適な環境であって、いずれ時が来ればまた中

の鍵のかかっていない机の引出しから、禁書であ

国との関係を持ちたいという願いを持ち続けてき

る毛沢東の『新民主主義論』を黙って持ち出し、

ました。長春に残った満系の同窓達は、大部分

リレー式に皆で書を写し、回し読みをしました。

1946 年国民政府設立の長春大学に転入し、学業

この本は毛沢東思想の啓発書で、その後毛沢東思

を継続しましたが、やがて長春は共産党が政権を

想の基礎となったものであり、どうして石田先生

掌握し、長春大学は東北人民大学となり、さらに

がこのような本を引出しに入れ鍵をかけなかった

改称され現在の東北師範大学となって、同窓生達

か皆不思議がりました。戦後李松林は大阪での同

は東北師範大学の卒業生が多い。

窓会終了後、石田先生と寝室を共にし、長い一夜

同窓会活動。正式な第１回同窓会総会は 1954

を語り明かしたことがありますが、正に感無量と

（昭和 29）年５月２日に、1938（昭和 13）年５月

のことでありました。石田先生は東亜同文書院の

２日の開学記念日を卜して、虎ノ門共済会館にお

出身で、塾頭の中で唯一、満系学生の信頼の厚い

いて開催されました。まだ海外同窓との連絡はほ

人物でありました。現在 103 歳。同窓会活動と

とんど取れず、日本のみの同窓会として発足しま

しては数多くの同窓子女の留学の世話、ビザの取

した。その後同窓会総会会報、名簿等徐々に整備

得、保証人、あるいは１人毎に 10 万円の補助、

され、海外でも韓国・台湾で同窓会が発足し、中

アルバイト、就職斡旋等、各方面で役立つように

国では地区毎にまとまり、互いに連絡をしており

頑張っています。

ます。彼らは日本の同窓会名簿を活用しておりま

私個人としては上海在住の喬世隆の息子喬海光

す。1955 年、1957 年と、陳抗（私と同じ５期）

夫婦の留学保証を行ない、卒業後共に香港に会社

が来日し、さらに LT 貿易連絡事務所の秘書長

を設立、移転後上海に今もあります。それから大

（孫平化所長の時）として 1964 年に来日。その

連の林承棟（８期）。彼が大連市の秘書長の時に、

後寥承志事務所の代表として着任。また国交回復

その頃私が勤務していたニチイが百貨店を作ると

後は大使館員として、さらに最後は初代の札幌総

いうことで、市とのあいだを斡旋して百貨店が今

領事として長年にわたって留日し、多くの同窓生

できている。あるいは魚介類の斡旋とか、いろん

との交流に努め、日中友好に大きな貢献をいたし

な面で協力をしてくれました。おととし大連へ行

ました。また日中同窓生を募り長春大学を設立し

きました時糖尿病で寝ておりましたけれども、元

たのは見事と言う他はありません。題字は元首相

気に同窓生の消息を尋ねておりましたが、その後

の李鵬氏が書きました。

残念ながら亡くなりました。

現 在 私 は 陳 抗 の 子 息 の 陳 燕 生 と 共 に、 コ ン

建大の評価ですが、日本側としては大学設立の

ピューターソフト会社を同窓の３名と共に経営し

目的は達成されなかったが、他方中国側では全国

ておりますが、同窓の縁は子々孫々まで引き継い

人民大会中央委員、吉林省書記、人民日報社長の

でいきたいと思っております。陳抗は 1944 年夏

高狄（８期）を始めとし、先ほど言いました陳抗

休みに蓋平に帰省し、いとこに禁書を貸しました

とか、あるいは５期の李孟競等外交官を始めとし
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社会科学院会員、大学研究員、教授等と多士済々

２番目としまして、愛知大学と東北師範大学と

であります。また韓国の同窓の中では姜英勲（３

の現地実習協定の締結を祝い、両校のさらなる交

期）が総理大臣になった他、軍参謀総長、政官学

流の強化と日中友好の増進を祈念し、日中友好記

経済界の名士が多い。日本と違って改名の強要の

念碑を豊橋の愛知大学構内に建立したいと現在

無かった満州国・建国大学に対する評価は韓国同

思っております。

窓生の間では悪くない。正に建国大学の創立目的

３番目として建大同窓会の子女会と、愛大同窓

である国家社会の棟梁たる人物の育成に成功した

会との交流を深め、将来にわたってこれの存続と

のではないか。

発展を図りたいと思います。

提言としまして、昨年８月 22 日愛知大学と東

以上でございます。

北師範大学は３週間にわたる現地実習活動を終
え、盛大な報告会を行ないました。大きな成果を

【司会】 ありがとうございました。最後には３点

得たと言えます。この裏には特に東北師範大学日

ほどのご提案もいただきました。これも建国大学

本語科教授の谷学謙氏の協力に負うところが多大

でのご経験を踏まえて、その後の建国大学卒業生

でありました。学長より特に谷学謙先生に感謝状

との交流の中で構想を抱かれたというふうに思わ

を贈呈され、感激の極みであります。

れます。何かご質問ございますでしょうか。はい

提言の１番目としまして、東北師範大学に寄宿

どうぞ。

制の学院を設立する。学生は日本・中国のみなら

【質問者】 建大の卒業生が在学の経験があるため

ず、アジア各国より募集し、寮に住み共同生活を

に、文革の時には相当やられたんじゃないかと思

通じ、お互いの言語・文化・習俗を学び理解し、

いますが、その点についてたぶんお聞きになりご

また一生の宝とする友人を多く作ること。グロー

存じだと思いますので、ちょっとお話していただ

バル時代には支配・被支配の無い、真に独立・自

けませんか。

由をモットーとした学園が必要不可欠だと思いま

【佐藤】 まあいろいろありましてね。いわゆる実

す。東北師範大学はすでに日本文科省の全中国公

権派というのとそうでないのと。たとえば瀋陽と

費留学生のオリエンテーション施設があり、また

長春はあんまり仲が良くない。どうも瀋陽におっ

愛知大学の過去 10 数年にわたる対中国実績より

た人達は、文革の時も恵まれた人がおった。とこ

見て、文科省もまた中国教育部も理解が早いと思

ろが長春の人はそうじゃない。私共が一番親しく

われます。学制・学部は小さく生んで大きく育て

してた凌振礼という人は、お父さんが最後は満州

たらいいと思います。また長春には東北師範大学

国吉林市の警察署長だった。ところが本人は在学

以外、前述の長春大学および陳堅（7 期）がほと

中に先ほど言いました読書会のリーダーになりま

んど独力で設立した長春工業大学人文信息学院な

して、終戦の年のちょっと前には学校から出て吉

ど、同窓の人間関係のある大学もあり、彼らの協

林のほうへ行ってたんです。従って彼は学校は辞

力も得られるのではないかと思います。森林の都

めておりますが、そういうことで新中国の、特に

と言われる長春は、今では樹木も多く、東北地方

吉林市と長春市の解放にはものすごく尽くしてる

の文化都市にふさわしく大学研究機関が多く、北

んです。尽くしてるのでお父さんが元警察署長で

京・上海等の喧騒から隔離され、落ち着いて勉学

あったにも関わらず、ほとんどお咎めもなく 90

に勤しむ条件・環境に恵まれている。なお参考ま

何歳まで存命でした。ところが本人はずーっとそ

でに上海のカナダ、イギリス等の大学は、前期２

れだけ努力をして共産党に尽くしたのに、どこと

年は上海、後期は本国で教育をしています。

なく満州国、まあ偽満の時代の建国大学だという
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ことがひとつひっかかりまして、どうも大変です。

発展して、アジアの大学としてふさわしい、良い

それで最後まで李瑞環という中央の偉い人がいた

学校ができるんじゃないかと思いまして、今提案

んですが、その人にいつも手紙を書いていた。一

を申し上げました。

応は平反と言いまして、文革の時に罪に落とされ
たのはもう許してもらってるんですけど、依然と

【司会】 はい、ありがとうございました。それで

して面白くないということで、しょっちゅう手紙

は最後５番目の園部先生であります。園部先生は

を出してたということを息子が言ってます。

台湾の台北高校のご出身です。その後四高へ行か

息子は 52 歳で、私は長春に行きますといつも

れましたけれども、創設期の愛知大学にお父様が

世話になってるんです。迎えに来たりなんかして。

教授として赴任されまして、そのお父様と共に愛

その息子の息子が、去年北京の武警大学といって

知大学の学内で生活をされたという、非常にこれ

武装警察の大学に入学する時に、親父は「お前絶

も貴重なご経験かと思います。今回この催しの中

対に警察になるな。公安に入ったら駄目だ」。ま

で、ぜひ私も参加したいということを髙井さんの

あ入ったら駄目じゃなくて、共産党のいわゆる政

ほうに強く申し入れられたということでありまし

治的な活動をするなということを盛んに言われ

て、嬉しい限りであります。そういうわけでまた

て、共産党の大学じゃなくて武装警察、いわゆる

貴重な視点からお話がいただけるかと思います。

警察とちょっと系統が違うらしいんですね、中国

ひとつよろしくお願いいたします。

の場合。そちらのほうへ行ったということを言っ
てます。だからやっぱり他にもたくさんあります

【園部】 園部です。よろしくどうぞ。今日のコメ

けど、だいたい文革の時には目を付けられた人が

ンテーターの髙井先生は、私は西新橋の法律事務

多いです。われわれの同窓生もたくさんいて、親

所に机を置いてるんですけど、すぐ近くの霞が関

日家の人が多いですけど、それでも未だに建国大

のビルに住んでおられまして、近いものですから

学のことを言う場合は、慎重に物事をはこんでい

一度この会と似たようなことを髙井先生の事務所

る。

の近くで催したことがあるんですけれども、そこ

数十人が当時のことを回想した文章を翻訳し

まではお引き受けしたんですが、そしたらついで

た、こんなに厚い文集があるんですが、それを見

にこっちも来いということでございます。私は前

ますと、やっぱり彼らは日本の侵略（建国大学を

の４人の方と違って原稿もろくに用意しておりま

作った…）についてはものすごく批判してるんで

せんで、やっつけ本番で、しかも学会のような報

す。八紘一宇とか民族協和とか、そういう言葉に

告ではなくて、漫談でございますのでいくらでも

ついて。ところが下の者同士、学生同士の平素か

伸縮自在で、時間になれば終えますので、よろし

らの共同生活の中で生まれてくる絆については非

くどうぞ。

常に高く評価してます。従って戦後すぐ向こうの

私は愛知大学も、愛知大学の予科も卒業してお

同窓といろいろ交流したりしまして、私も全部で

りませんで申し訳ないのですが。今日のお話の角

子女の数は５人なんですけど、同窓３人の保証を

度は、つまり戦前の植民地ないし満州国・中国の

して日本に留学させ、今日本で働いています。そ

高等教育がどうであったか、あるいはその後の、

の他いろんな交流が進んでおります。従ってやっ

戦後の状況はどうであったか、という観点からお

ぱり国際的な学校を１つ作って、日本人の同窓だ

話ししたいと思っています。私の父は引き揚げ後、

けじゃなく向こうの人も一緒になっていろいろ

東京の明治大学に奉職しておりましたけど、何し

やっていけば、これからの愛知大学も非常に将来

ろ戦争直後のことで住むところが無く、台湾から
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引き揚げる時は１人行李１つと千円ずつしか持っ

いの菜園があり、先生も慣れない手付きで鍬を持

て帰られなかったものですから内地に恒産もな

ち、芋畑を耕しておられた」と書いてあります。

く、仮住まい、仮住まいを続けてるうちに、もう

私も帰省する度に手伝わされまして、ここにも書

東京で住むところが無くなってしまって、これは

いてあるんですが「肥桶を担い人糞の肥料をやり」

いけない、何とかしなければと思っていたところ、

という、ここが大変なんです。ご経験ある方ある

愛知大学のほうからお呼びがかかりまして、とに

かと思いますが、肥担桶を天秤で担いでこぼさな

かく住むところがあるからやってこいという話で

いように歩くというのは大変なことでございまし

す。

て、相当バランス感覚と腰が強くないと。肥担桶

先ほど見つけたのですが、畔柳武司さんという

にはいっぱい入るんです、あれがまた。ですから

名城大学理工学部の先生の「日本近代建築史にお

ちょっと下手な動かし方をすると飛び出てくるも

ける愛知大学の建物」という論文、これが実に面

のですから、フーフー言って、これは「人糞」と

白い。ミニアチュアを作っておられまして、愛知

書いてありますけども昔は「金糞」と言った。金

大学内現存遺構というのがあったんです。少なく

糞をやり、収穫したゴンギ、私の時は野菜でした

ともこの先生がミニアチュアを作った時にはあっ

けど、野菜を家計の足しにしたという記憶がござ

たんですが、明治 41 年に建てられた古い古い、

います。今はもうそこが短大のサークルの立派な

まあ兵舎ですね。兵舎ですけどそれを改造しまし

建物になっておりまして、菜園ももちろんござい

て教職員宿舎にしたんです。これを覚えておられ

ませんし、建物も無くなっております。

る方は……愛知大学に前におられた方、平成６年

そういうわけで私と愛知大学の関係というの

に取り壊されたものですから、平成６年までは

は、こういったことの関係なんでどうも申し訳な

あったのです。私も１度だけまいりまして、ああ

いんですけど。父は３年ぐらいいたんですかね、

ここに住んでたなあと確かめたのですが。これは

ですから昔の先生の名前は覚えてて、小岩井先生、

その後短大の４号館というのになりまして、私が

四方先生、森谷先生と、いくらでも出てきます。

まいりました時は何かサークル活動の展示がして

そういう意味では大変懐かしいところでございま

あった。そうしましたらミニアチュアの中で特に

す。今日はそういうわけで私と愛知大学の関係と

この兵舎を取り出して、また別に作って展示して

言うよりも、殊に戦前から戦後にかけての日本の

ありました。大変懐かしい建物でございまして、

高等教育の状態、あるいはまあ昔はどうであった

だいたい上に２家族、下に２家族住んでおりまし

かということを、私の経験と体験によってお話し

た。

したいと思っております。

旧制の第四高等学校というのが金沢にございま

私は昭和４年に当時の朝鮮（今の韓国）の京城

して、私はそこで正確には２年半過ごし、帰省の

（今のソウル）で生まれて育ちました。父もそう

度にこの愛知大学の教職員住宅に戻って、愛知大

いうふうで育ったんですが、それは私の祖父が明

学の中で生活をしていたわけでございます。それ

治 30 年頃に岐阜で裁判所書記（当時は書記と

で愛知大学同窓会設立 55 周年記念誌というのに、

言っておりました。今は書記官と言います）をし

私と同じ昭和４年生まれ（私は昭和４年の早生ま

ておりまして、そのうちに韓国併合（明治 43 年）

れです）の井上という方が東亜同文書院大学から

となりました。先ほどもお話がありましたけれど、

来て、何か父ともいろいろ関係があったらしいで

当時韓国は立派な独立国でございまして、もちろ

すが、その思い出に「開校当時キャンパスライン

ん学校の制度もあれば、裁判官を養成する法院

や教職員用住宅と、付近にそれぞれ約 30 坪ぐら

（今だいたい中国系では裁判官は法官、裁判所は
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法院と言います）の法官養成所などというものが

の狭い狭い国土で、何とか経済的に発展していき

あったんですけども、そこへ日本が行って全く日

たいと思うとやはり外国に土地を求め、住むとこ

本的に治めることになった。最初のうちは韓国の

ろを求めず、働くところを求めると、これはまあ

人達も日本語がしゃべれるわけでなし、日本人も

植民地というのはイギリスもフランスもドイツ

韓国語がしゃべれるわけじゃない。そうすると

も、みんなそうでございますね。先進国はそうい

やっぱり裁判所側でも、日本語がしゃべれる裁判

う植民地を持つことでお互いに肩を並べようとい

官や書記官が行っていろいろやらなきゃいけない

う気持ちは充分あったのですから、明治以来の日

ということになって、私の祖父は明治時代に韓国

本の政策というのはやっぱり相当植民地政策に力

に移住したわけでございます。

を入れたわけなんです。

その時に子供が男４人、女１人生まれまして、

私の父は東大の法学部を出ましたが、その前は

私の父は長男です。二男は先ほどのお話にあった

五高と言って第五高等学校（熊本）に行っており

京城高等工業（高等商業もありました）を出まし

ました。昔の専門学校というのは、まず高等学校

た。三男は東京高等師範という、これは今はあり

がナンバースクールと言って１から８まで。１が

ませんが、教育大学になりましけども、昔は師範

東京、２が仙台、３が京都、４が金沢、５が熊本、

学校というのがございました。師範学校は中学レ

６が岡山、７が鹿児島（造士館）、８が名古屋で

ベルで、小学校の先生を特に養成する。高等師範

す。その他に富山高校とか水戸高校とか、そうい

は中学・高校。これは専門学校レベルで、卒業生

う地名の付いた高等学校がございました。この官

は中学校の先生になる。広島から東京からあっち

立の地名スクールが約 18 校ありました。その他

こっち高等師範というのはございました。東京に

に帝国大学予科というのがありまして、これが北

高等師範がありまして、私の３番目の叔父はそこ

海道大学、京城帝国大学、台北帝国大学とあった

に行っておりました。４番目は、京城中学、京城

わけです。それから官公私立の７年制の高等学校

帝国大学予科、京城帝国大学医学部に入りました。

というのがありました。尋常科４年生、高等科３

そして卒業して医師になったんですが、肺を患っ

年生で７年間、小学校を出てからずっとその高等

て、引き揚げて間もなく亡くなってしまいました。

学校まで行けるという、これが官公私立含めて９

これだけ４人の男の子を抱えていて、女の子を１

校ございました。一番最後の高等学校はさっきも

人抱えていて、大変なんですね、やっぱり、当時

お話ししたんですが、だいたい旅順高校というこ

としては。書記官の給料でどこまでやれたか分か

とになってたんですけど、その他に医専を中心と

りませんが、まあご承知のように植民地へまいり

してできあがったやはり高等学校が７校ございま

ますと、先ほどのお話では軍人は２階級上がる、

す。

それから一般の官吏はかなり特別な手当てが付く

まあいろいろあったんですけども、それが全部

わけでございました。そういうことで家庭の事情

戦前にできたものばかりでございます。戦後はお

などもあって、韓国や台湾に皆移り住んだという

そらくこの旧制の高等学校とか大学予科というの

こともあるんです。

は廃止されるのではないかという動きもあったと

今はもうそういう場所が無いし、昔はもっとそ

いうことで、戦後新しく作るということはもちろ

の他に移民などもあって、日本からたくさんの移

ん致しませんでしたが、その中で愛知大学予科だ

民が南米とかもちろんアメリカにも行ったんです

け、戦後に３年制の予科を作った。そういう意味

けど、まあアメリカでずいぶん戦争中ひどい目に

で非常にユニークなんです。だから人によっては、

遭ったのはそういう人達です。ですから日本はこ

愛知大学予科のことを忘れてると言うか知らない
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人もいて、愛知大学だけ予科３年と大学４年を

を嫌がった学生がいたと言います。この木村常信

作った、旧制の場合は大学３年を作ったというの

の長男は北大の名誉教授をしてる政治学者ですけ

は、非常に画期的なことであります。

ど、姉さんは有名な山村美紗なんですね。まあそ

私の父は五高（熊本）ですから割合と京城（ソ

ういう形でつながっています。

ウル）から行く人がいたと思うんですが、五高で

最後にもう１つだけ。私は台北の第一師範学校

は佐藤栄作と全く同じクラスでございまして、昔

附属小学校２年生に転校し、卒業しました。台北

は高等学校は独法か英法か仏法かという具合に分

第一中学校を卒業（当時は４年で卒業）すると、

かれている。文科甲類乙類、それから理科甲類乙

旧制の高等学校が台北にございます。どういうわ

類。文科の甲は英語、乙はドイツ語、丙はフラン

けか、ソウル（京城）には旧制の高等学校はなく

ス語。理科の甲類はだいだい理工系に行く人、乙

て大学予科だけある。台北には旧制の高等学校と

類はドイツ語が中心で医学部に行く人が入ってき

台北帝大の予科がございます。台北の高等学校に

たわけなんですね。ナンバースクールなどではほ

私は理科乙類と言って今の医学進学課程に入った

とんどフリーパスで帝国大学に行けた。ご承知の

んです。なぜかと言うと父親が、文科に入るとす

ように夏目漱石の頃は帝国大学というのは東京し

ぐ兵隊に取られるから理科に行けと希望するもん

かなかったので、帝大と言うと東大のことだった

ですから、あまり好きじゃなかったんですけど理

んですが、京大ができてから東京帝大と言うよう

科乙類に入りました。そうしたら理科も文科も全

になる。帝大に入るということが割合と楽に、ま

部兵隊に取られちゃって、私は 16 歳で台北の北

あ東大の場合は試験がございましたけど。最初は

の山の中で、アメリカ軍の上陸を待つ陸軍二等兵。

東大予備門なんて申しておりまして、当然帝国大

蛸壺を掘って、アメリカの戦車が上がってきたら

学に入れるという状態でございました。

それにボールの先に火薬を付けたものでドーンと

戦後アメリカがどういうわけか、急に日本の学

ぶつかって行けと。ぶつかって行って戦車がやら

制を変えようということになりまして、こういう

れたら自分は蛸壺に戻れと言う。そんなことで

状態になったわけなんです。私自身のことをあと

きっこないので、これは陸の特攻隊でございまし

２分で申し上げますと、私は京城師範付属第一小

た。

学校に２年までおりました。祖父は 55 歳で隠居

最後に結びですけど、要するにそこでもしずっ

するものですから、それからは長男の父が１人で

と兵隊をやってたら、私はあきらかにこんなとこ

全部、弟や妹の面倒を見なきゃならない。これは

ろでお話をしていないのでございまして、アメリ

大変だったと思いますけどね。それで東大を出て

カ軍の上陸する沖縄と同じ状態になっておりまし

から京城法学専門学校の教授になりました。先ほ

たところ、まあどういうわけか台湾に上陸したら

ど経済専門学校というのがあって、これは高商の

あそこには高砂族という首狩り族がいると。あれ

あとですけど、法学専門学校の前身は当時の韓国

に首切られて死ぬのは困るということを言ったと

の法官養成学校でした。韓国人の数が多くて、韓

か言わないとか。それでアメリカ軍は申し訳ない

国の人達に法学教育をして全国の裁判所や弁護士

けど沖縄に直接上陸しちゃった。沖縄ではだいた

に散らばらせるというようなことでございます。

い 16 歳の中学生、女学生、みんなああやってひ

京城法学専門学校の同僚に木村常信という先生が

どい目に遭って殺されたわけでございます。私も

いて、これがフランス語の大家だったんですけど、

16 歳の陸軍二等兵で、もしそのままアメリカ軍

後に京大の教養部の先生になって、あまり難しい

が上陸してきたら命は無かっただろうと思いま

法学入門の講義をするものだから法学部に入るの

す。そういう非常に難しい状況の下で、旧制の高

30

◦ 1898 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
戦前海外にあった愛大ルーツ校５校の出身学生が語るアジアと愛大

等学校を途中で引き揚げてまいりました。金沢に

無かったんです。どうしてかと言うとだいたい船

第四高等学校というのがございまして、ここは京

で３日近くかかりますから、高等学校を作ってお

城帝国大学の鳥山喜一という教授が校長をしてお

けばその台北高等学校を卒業したら台北帝大にだ

り、外地からの引き揚げの高等学校、予科、陸軍

いぶ来てくれるだろうという期待があったんです

士官学校、海軍兵学校等々の人達をかなり受け入

ね。ところが、台北高等学校を卒業した人のほと

れてくれたんです。ですから私の四高の友達、同

んどが内地の大学に来るもんだから、台北帝大に

じクラスには建国大学の人もハルピン学院の人も

入る人が非常に少なくて、やむを得ずあとで台北

いる。旅順高校も確かいましたかね、そういう人

帝大の予科を作ったと、そういう実状がございま

達が入ってきました。戦後の日本の高等教育とい

した。

うのはそういう状態であって、その典型的なもの

【平田】 ありがとうございます。

が愛知大学です。愛知大学は大学を作って予科ま
で作ったわけですから、これはもう日本独特の高

【司会】 どうもありがとうございました。それで

等教育を戦後展開されたということになったと思

は以上で５人の先生方のお話を終わらせていただ

います。

きます。予定した時間を少しオーバー気味ではあ

時間も制限されておりますので、とりあえずこ

りますけれど、ほぼ順調に進んでいると思います。

こで終わらせていただきます。どうもありがとう

そこで今から約 15 分ほど休憩を取り、16 時 10

ございます。

分あたりから後半の部へ移らせていただきたいと
思います。なおトイレは後ろのほうにございます

【司会】 はい、どうもありがとうございました。

し、１階ではいろいろ展示物等を販売しておりま
す。その辺りでご休憩いただければありがたく思

何かご質問ございますでしょうか。
【平田】 今お話を伺いまして、京城帝国大学には
予科はあったけども旧制高校が無かったわけです
よね。台湾には台北帝国大学の予科と台北高校と、

います。一応前半の部はこれで終わらせていただ
きます。どうもありがとうございました。
時間がちょっと過ぎてしまって申し訳ありませ

２つあったようなお話を伺いましたが、その時に

んけど、後半の部へ入らせていただきます。後半

は志願者のほうとしてはどちらへ行くのか。高校

はぜひ会場フロアの方々からのご意見等も、いろ

へ行けば大学は自由に選べる、予科へ行けばその

いろ出していただければ大変ありがたいと思いま

大学へしか行けないということですか。北大も確

す。その前に今度の企画を中心的に進めていただ

かそうだったと思うんですが。

いた愛知大学同窓会東京支部長の髙井先生のほう

【園部】 そうです。もともと京城帝大と台北帝大

から、今回の企画に到った背景を含めて、５人の

を作った時は、学生をどうやって集めるかという

発表者の方々のご発表を聞いた上でのコメントを

ことがありますから、京城帝大の場合もまず予科

お願いできたらというふうに思います。さっそく

を作って、予科にどんどん来てもらってそれから

お願いします。

大学へ行くと、そういうやり方ですね。それで高
等学校を何で作らなかったかと言うと、私の父も

【髙井】 髙井和伸でございます。今日に到った経

そうだったのですけど、要するに韓国と日本とは

緯についてはあとで言うことにして、忘れないで

地理的に近いですから、高等学校を作らなくても

おきたいことを先に言いたいと思います。園部先

だいたい内地の高等学校にみんな来るわけです。

生は財団法人台湾協会の会長をなさっておられま

台北の場合は、最初高等学校しか無くて、予科は

す。李登輝さんは台湾高校の先輩であって、そう
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いった面で今日は台湾派のチャンピオンというこ

一高の出身でありまして寮歌が大好きだった方で

とで参加していただきますし、最高裁判事という

すが、愛大予科からは本科まで６年あった、その

地位は、実は本間喜一先生は最高裁の初代事務総

愛大は旧制高校と同格であるし寮歌もあると。日

長であられますが、事務総長の上には最高裁判事

本寮歌祭というのをやってるけど入れと。こうい

が 15 人いるんです。本間先生の悔しかったこと

う命令が下りました。ところが旧制高校の連中は

は、最高裁判事になれなかったのか、ならなかっ

守旧派でありまして、なかなか入れてくれないん

たのか、分かりませんが、そういう地位では抜群

ですよ。それで谷藤助支部長以下ものすごく頑張

の差があるということが、歴史的な面では客観的

りました。愛大というのは旧制大学予科でスター

なところです。本間先生を思う度に私は涙すると

トしたんだと言っても、そんな馬の骨、どこの学

いう気分がたえずあります。それから佐藤達也先

校だか分からん、知らんと。この点は戦前の旧制

輩がおっしゃってた建国大学、実は愛大と深い関

高校の連中からすれば全然分からない話で、そう

係がありまして、建国大学の新入生が長春（当時

いう悪戦苦闘する時に東亜同文書院大学の先輩の

の新京）に赴任する時に集まった場所はここです。

話をしたり、それから今日のような話でいろいろ

第３期以降は第二予備士官学校の、この大学の前

友達付き合いがあるということから、愛大という

の旧の施設に集まって、それからたとえば伊勢神

のは俺の同級生が入ってるぞとか、旧制高校の流

宮に参って、それで新京に到る。そういう歴史的

れの中でたとえば鳥取中学の同級生が東亜同文書

なスタートの地だということを言い漏らしておら

院に行って、その後は愛大に入ったとか、そうい

れました。ぜひ紹介しておきたいと思います。そ

う話が出てきてああのこうのやってくうちに、だ

れから奥田先輩の、前田耕造先生と京城で会って

んだん今日園部先生にお言葉をいただいたよう

以後初めてここでばったり再会し、抱き合って感

な、戦後できた予科３年、本科３年、合計６年の、

激したと言うんですが、私は前田耕造ゼミの生徒

旧の体制で新の制度ができたというこの珍しい大

でありまして、今日の功あるのもみんな前田先生

学の存在を、非常にわかりやすい言葉でパチッと

が「本間先生、本間先生」「司法試験を受けろ」

した格好で言われました。

と言われて受けてから、今日の自分があるという

当時はさっぱり愛大の地位は低くて低くて、何

ようなこともありまして、私は深く前田耕造先生

ともしようがなかったんですが、私がその時弁護

の弟子であるということを皆さん方に公言して、

士の駆け出しでまだちょっと暇があったもんです

今日のこういう会があるのも京城経専（私は経専

から、一生懸命下働きしたんです。その時に谷藤

と言っております）出身の前田耕造先生のおかげ

助支部長が表舞台に出ていただいて、私は下のほ

であります。それから小崎先輩が、一番長老で

うでこちょこちょいろいろやっていたんですが、

88 歳。それから一番若いのは園部逸夫先生で 81

その中で出てきたことは、やっぱり愛大の歴史を

歳。あとのお三方は谷藤助先輩 84 歳、奥田廣實

知っていただければみんなが理解してくれるよう

先輩 84 歳、佐藤達也先輩 84 歳ということです。

になるということで、各論的な細かいことがちっ

それで今日のような話は、今まで大学史、ある

とも分かっておられない方々にこっち側からア

いは同文書院記念センターのいろんな書で、いろ

ピールしなきゃいけない、ということになりまし

んな面でたくさん残っていますけれども、私共こ

た。愛大予科が寮歌祭に出るようになったのは昭

れからどうしてこういう会になったかと申し上げ

和 62 年、天皇陛下が亡くなる１年前でございま

ますと、谷藤助東京支部長時代、私は事務局長で

して、その前に千葉の寮歌祭に出ろというので千

ございまして、その時に本間先生が 90 何歳で、

葉の寮歌祭に出て、浜田学長にも来ていただいて、
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予科帽を被って旗を振ってもらいました。学長ま

た中で特に京城帝大予科（今日も言葉の中に「城

で来て一生懸命やってる誠意を認められまして、

大」と出たのは「京城帝国大学予科」のことです）

以後学長が全部出てきてくださいました。

の方々と、やっぱり今日のルーツ校的な発想で、

そういった中でようやく参加するようになった

こういった方々と懇親会をまた開くことになりま

時に、私は愛知大学予科、というような顔をして

した。さらに城大の次もどこかやるとこがあるな

常任委員会の委員になりまして、先ほどの園部先

ということで、建国大学、佐藤先輩のところとも

生のお父さんの敏先生が出られた第五高等学校の

やりました。その次は園部先生のところの台北高

同窓会が神宮外苑の前のパシコンビルというとこ

校と台北帝大予科との懇親会も、37 階のいいレ

ろにありまして、そこへ行きまして会合に出まし

ストランですがささやかながら安い会費でやって

た。そこに到るまでに「愛知大学予科にどんな寮

おります。場所だけがいいというところで会合致

歌があるんだ、歌ってみろ」という時に、われわ

しまして、親交を重ねて今日のような会合に到達

れが「ウォーッ」と言って歌うんですよ。その時

したということであります。

の意気が、やっぱり旧制高校の連中とやり合う時

そうした中でわれわれはどんな活動をしたかと

の雰囲気が合うんですよ。「どこの馬の骨か分か

いうことは、実は先週できあがりました『愛知大

らんやつだ」なんて言ったって「ウォーッ」って

学同窓会東京支部５０年史』というやつに写真集

やるわけですよ。「お前が知らんのか」なんてこ

８頁のところ 30 頁になって、写真を見るだけで

とは言いません。そういう方々に散々いじめられ

もよく分かるのですが、京都において今日はそち

てきましたけど、とうとう愛知大学の連中がしっ

らの奥田先輩と園部先生を除いた３名の方が京都

かりやってきてきちっと歌うし、根性が座ってる

でご講演なさいました。やっぱり東亜同文書院大

し、みんな先輩達は苦労して帰ってきてるし、そ

学記念センターの愛大、その前の同文書院、同文

ういうことで愛大は上位にきました。山形高校の

書院から愛大という展示会等々の横浜スタートで

神津さんという方が今寮歌祭の委員長をやってま

やった会合ですが、横浜のスタートの時もどちら

すが、その人達にも覚えがめでたくなりまして、

かと言うと建国大学っぽいテーマがありまして、

いろんな面でつながりが出てきまして、そして最

そこでもかなりやいやいやって、講師の方と一杯

後には日本寮歌振興会の面々を、愛知大学が霞が

席をみんなで同じゅうして、50 人以上集まった

関コモンゲート 37 階に東京事務所をセットした

と思いますが、その時の勢いが「愛大は豊橋に

時に披露するということでお呼びしまして、そこ

あって面白い学校」だというようなことを、講師

で懇親会を開きました。場所もいいし、今まで寮

の方々が言っておられました。

歌祭で一生懸命働いていたというところも認めら

まあそんな中でわれわれが思うことは、やっぱ

れました。認められたという言い方をすると悔し

り愛大の歴史を定着させておかないと痛切に思う

いんですが、その精神がよく分かってる連中だと

ようになりまして、東京のほうでは「語り部の会」

いうことになりました。

というので、こういった今日のような方々２時間

それで豊橋で平成８年に予科 50 年を記念して、

か３時間かけて語ってもらうという会をスタート

日本寮歌祭的な「豊橋寮歌の集い」をやりました。

して今のところ２人こなしております。そういっ

この時は全国から 500 人か 600 人集まりまして、

たことを佐藤学長にもお願いしまして、この続き

百何十人の方に宿泊していただき、蒲郡のホテル

的なところで定着させて、それぞれに苦労なさっ

がとても良かったということで大評判をとりまし

た体験を、愛大の将来につなげ、日本の将来につ

た。それ以後安定した関係になりました。そうし

なげ、さらにアジアへの発展につなげるような方
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るようになったかということも詳しく書いてあり

向でまとめていきたいと。
そういう中で 2012 年の笹島キャンパスの話が

ますし、それから皆さん方に知っておいていただ

出まして、その笹島キャンパスの話をやるには、

きたい愛大の東京支部、あるいは関東４支部がい

今アジアへの情報発信ということが名古屋市から

ろいろ苦労してやってますよというメッセージ

土地を借りる時のコンペのテーマであって、それ

と、もう１ついえば、身分不相応にも見える霞が

をやれるのは愛知大学だと、こうのたまったわけ

関コモンゲート 37 階の愛知大学東京事務所を根

ですから、それは当然今まで言った通りの愛大の

城に、もっとこれからも頑張っていこうじゃあり

今日のテーブルにあるような皆さん方の体験があ

ませんかというメッセージがこの本に込められて

ればこそ、その財産があればこそ、採択されたん

おります。金 2,000 円でございます、どうぞお買

だろうと私は思います。甲斐一政さんなどは愛知

い上げのほどお願い申し上げます。以上です。

県庁などにおかれまして、そういった面での１つ
のチャンピオン。それで名古屋市役所にもたくさ

【司会】 はい。どうもありがとうございました。

んの愛大の同窓会がいると。そういった流れでで

髙井さんのほうから熱き思いをいろいろと語って

きてる以上は、やはり情報発信する資格が愛知大

いただきました。まあ今の 2,000 円のお話もござ

学にあるんだということを、もうちょっとがっち

いましたけど、東京へお出かけの節は愛大の卒業

りやるべしという感じがありまして、私達はジャ

生でなくても、コモンゲート 37 階の東京事務所

ンジャン頭の中が興奮してきまして、こういう会

へぜひお寄りいただいたら、皇居はほんとに上か

合になったと。私がやったような言葉になってま

ら丸見えですし、総理大臣官邸とか国会議事堂も

すが、これは愛知大学同窓会がやったのであり、

全部見えてしまうんですね。銀座・新宿・渋谷、

もう少し細かく言えば関東の東京支部と神奈川支

それから富士山まで、丸見えの世界です。ぜひ１

部と千葉支部と埼玉支部がみんなで一緒になって

度お寄りいただいて、愛知大学の東京事務所の雰

やったということでございます。私共はこれから

囲気を味わっていただけたらというふうに私から

できれば、愛知大学がアジアに向かって情報発信

もお勧めしたいと思います。東京へ行くチャンス

する資格のある大学だということを、この会合を

がありましたらぜひお寄りください。髙井さんの

通じて発信したいし、定着させたいし、後輩にも

ほうから前向きな形でコメントをいただきました

伝えたいし、先輩方にもさらに語っていただきた

けれども、５人の方々、それに今の髙井さんのお

いということで、今日の会合の後押しをさせてい

話を含めて６人の方々に、まあ時間の関係であま

ただきました。もちろん東亜同文書院大学記念セ

り細かい分野別にお話を進めていくというわけに

ンターがこれまで営々となさってきたことの後押

もいきませんので、包括的に、どういうことでも

しの１つでございます。ありがとうございました。

よろしいですのでご質問とかご意見がありました

それで『愛知大学支部 50 年史』、みんなで作り

ら。はい、じゃあさっそくお願いいたします。

ましたがタダではありません。いい本になってお

【平田】 今髙井先生から寮歌のお話を伺って非常

りまして、2,000 円でございます。東亜同文書院

に感激しました。その前に園部先生から、たぶん

との関係、引き揚げ学徒との関係、寮歌祭の関係、

愛知大学の予科というのは、予科と旧制高校と一

京城帝大の関係、三先覚（東亜同文書院の荒尾精、

括りに考えると戦後初であり、場合によっては最

根津一、それに近衞篤麿）の関係、そういったこ

後かも知れない。それから先ほどお話がありまし

とがコンパクトにまとまっておりますし、愛知大

たように、旅順高校というのは確か最後の日本の

学東京支部が寮歌祭でどうやって苦労して参加す

旧制高校だと思います。私も寮歌が好きでいろい
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ろ調べてみたんですが、旅順高校の寮歌の中に、

【佐藤】 いやうっかりしてね、名簿を持ってこな

唯一他大学、他高校のことが歌詞の中に入ってる

かったんですよ。普通私、出かける時にいつも名

のがございます。「北帰行」と言うんですけど、

簿を持ってくんですけどね、今も探してみたら名

４番に「建大一高旅高

追われ闇を旅ゆく」って

簿が無いんです。教職員、女の人から全部名簿に

いう歌詞があるんですね。小林旭の歌ったものの

入ってますから、おられれば必ずそれに載ってま

中にはそれは無いんですけども、元の寮歌にはあ

す。何でしたら帰ってから調べましてご返事しま

るということで、宇田博の作った寮歌を調べてみ

す。電話番号を教えていただけますか。

ますと、確かに４番の初めに「建大一高旅高」と

【平田】 あとでじゃあ名刺を。それで旅順高校を

いうふうにあるんですね。建大から一高、旅順高

放校になって、親のいる長春の建国大学へ行って、

校と行ったというのは不自然だと思って調べてみ

それからまた引き揚げて東京へ帰ってきて一高へ

たら、彼は旅順高校から建大の予科に行ったとい

行って、最後は TBS の常務か何かになられたん

う記録があるんですね。そこで佐藤先生にお伺い

ですね。「窓は夜露に濡れて」という寮歌の。非

したいんですが、建国大学に予科があったので

常に面白かったのは「建大一高旅高」と、まあ自

しょうか。

分の学校は別として他の学校が２つも入ったよう

【佐藤】 予科と言わずに、前期・後期と言ってま

な寮歌は他に無いなと。先ほど髙井さんがおっ

した。前期が３年、後期が３年です。だから予科

しゃったように、旅順高校が最後の日本の高校で

は前期に当たります。日本人のわれわれは前期の

あって、愛知大学の予科が戦後最初の、そして日

２年から入って、中国人は１年から入って３年間。

本最後の予科、高校であったとすれば、非常に因

１年間は日本語を主として勉強するわけです。わ

縁があるなということでお伺いした次第です。ど

れわれはまあ２年だったんですけどね。

うもありがとうございました。

【平田】 佐藤先生にお伺いしますが、「北帰行」

【佐藤】 調べてまたご返事します。

という寮歌の中に「追われ闇を旅ゆく」と言って、

【司会】 はい、ありがとうございました。発言者

夜汽車に乗って北へ帰るというのがあるんです

の方、もしお名前をおっしゃっていただいたら年

が、あれは旅順からハルピンじゃなくて長春に

報のほうに載りますけど。

行ったのかというふうに普通書かれていて、どう
して北へ帰ったかと言うと、お父さんが建国大学

【平田】 東海日日新聞に愛知大学のことを書いた
ことがあります平田超人と言います。

の教授か何かであったというふうにあるんです

【司会】 ああ、はい、ありがとうございました。

ね、伝記に。ですから建国大学に宇田という苗字

【髙井】 寮歌のことですので言いますと、小林旭
の歌は、あれはちょっとバージョンを変えてやっ

の先生がおられたでしょうか。
【佐藤】 宇田さんですか。

てますが、おっしゃる通り元の歌はそうなってま

【平田】 ええ。その作者は旅順高校を放校になっ

す。宇田博さんは最後 TBS で常勤監査役か何か

た宇田博っていうんですが、そのお父さんは建国

だったようですね。そういうところで非常にプレ

大学で教鞭をとっていた。宇田博は不良学生だっ

イボーイという言い方はおかしいですが、女性と

たということで放校されて北へ帰ったと書いてあ

の問題だとか何とかで放校されたようでございま

るんですね。その辺のところで宇田先生というの

す。

がおられたかどうか、あるいは建国大学の前期に

【平田】 女性と言うよりも、煙草吸ったり酒飲ん

宇田博という生徒がいたかどうかご存じないで

だりというふうな不埒な学生だったようで、女性

しょうか。

はたまたま喫茶店かなんかで…、
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【質問者】 何か映画館で……。

来てるんです。豊橋でやっぱりテレビじゃない、

【平田】 女性って言われると僕はファンですから

昔の写真を示して、女学校、中学校、それから公
会堂、そういうところを使って説明会をやったん

ちょっと。
【髙井】 だから正に放校されたのじゃないかと

ですが、豊橋のどこでしたか、ここの出身の方が
やっぱり同文書院におりまして、ここでやって非

思って。
【平田】 ２回放校になってます。

常に万雷の拍手を受けたということで有名な話が

【司会】 はい。あと他の方いかがでしょうか。は

残っております。各地（九州地方・中部地方・東
北地方）を何週間か学生が記念で回っていたわけ

いどうぞ。
【渡辺】 渡辺次郎と申します。度々発言して申し

で、戦争直前でしたけども、それが非常に日本で

訳ありません。愛知大学ができまして春休みにな

は有名になったということです。こういうことを

りました時に、九州の出身者が大挙故郷へ帰って

また愛知大学の学生が続けてくれるようにお願い

きまして、何をやってるかと思いましたら、各高

したいと思います。

等学校（その当時中学）、自分の出身校を回って

【司会】 はい、ありがとうございました。私、書

歩いて、「この豊橋に素晴らしい大学ができた。

院生のアンケートをやった時に、戦前の事柄の中

東亜同文書院の生まれ変わりだ。東亜同文書院と

で書院をどういうふうな形で PR したかみたいな

は」と言って延々と説き歩いて、九州の学生を

項目の中に、やはりその当時、今で言うと螢雪時

ごっそりとかっさらってくる、と言っちゃいかん

代と言うんですか、当時は名前がちょっと違って

ですがスカウトして帰ってきました。「俺はこん

たのかな、旺文社というところへ問い合わせたら

な優秀な生徒を集めてきた」と一番自慢したのが、

こういう雑誌が戦前から出てまして、その中に学

オオモリという男です。都城から甲斐一政という

生の方々が、自分の学校の PR をする座談会形式

最優秀の学生をスカウトしてきたという大自慢を

のものがあると。他の学校はみんな今の PR とお

始めたのが記憶に残っています。大学のレベルが

なじように何とか大学という形で、学部はこんな

低いとか高いとかいう問題じゃなく、東亜同文書

のがありますよ、って言うんだけど、書院だけは

院の出身者で愛知大学に来た人達が、自分の大学

学生の対談形式で出てるという非常にユニークな

をこれだけ誇りに思い、学校を支えたということ

PR の仕方であると。後に聞きましたらお１人の

を、ぜひ愛大の大学史の中へ加えていただきたい

方が全部書かれたと聞いたことがありますが。な

と提案するものであります。

かなか才能のある方々もやっぱり書院を誇りに

【司会】 はい、ありがとうございました。現代に
通じるお話かなというふうに思いますけれど。書

思っておられたんじゃないかなというふうに思い
ました。あと、先ほどそちらで手が。はい。

院の方々も何か上海から夏に帰国すると、ご自分

【村上】 私の父が東亜同文書院の 18 期でござい

の学校で演説会をしながら書院の話をされたとい

まして、その息子で村上と申します。先ほどの東

うような記録があるようですね。小崎先生ちょっ

亜同文書院の学生が内地へ帰ってきていろいろ演

と補足をされますか。

説をして回ったというような話は、私も父から聞

【小崎】 昔同文書院の学生は、夏３週間か４週間

いております。18 期の時に農工科の廃止問題が

もらって各地を遊説して回ったんですね。その時

あり、あの時確か学生がストライキをやっており

は中国の事情が日本にはよく分かってなかった。

まして、「根津先生はけしからん」というのが、

だから中国事情を説明すると同時に学生の優秀性

一転して「盛り立てない同文会の理事達がたぶん

を証明するような形になったんですが、豊橋にも

けしからんのだ」というようなことで、うちの父
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が東京へ行って同文会の理事者を激励して回った

で行って。まあ大学では中山優先生は昔は有名な

というようなことを話してました。そんなことが

方ですから、名前は私共も聞いてました。直接お

学生の身で本当にできるのかというようなことを

目にかかったことはないんですけど。

考えておりましたら、大阪へ私が行きました時、

【村上】 どうもありがとうございました。

ちょっと今ど忘れして名前が出てこないんですけ

【小崎】 中山さんは私、戦後お会いしてます。外

ど、確か田山という会社の社長さん（父と同じ

務省にもよく顔を出されて、その時は夏なんか和

18 期だった方です）が、一緒に同文会の各理事

服で袴を着けておられたと思いますが、下駄を履

者を回って、「もっと同文書院へ金を出せ」、それ

いて、よく出てこられました。本当に人格者でし

から「農工科廃止なんていうのはけしからん」と

たね。お酒が大好きで、酒を持って先生のお宅へ

いうようなことを演説して回ったと言っておられ

お邪魔して、みんなと一緒にお話を伺いました。

ました。

近衞文麿公の息子さんで文隆さんという方が、同

もう１つ建国大学についてちょっとお聞かせい

文書院の学生監として来ておられたことがあった

ただきたいと思うんですが、うちの父と親しくし

んですが、日支事変が始まってすぐ、中山さんが

ておりました中山優先生（同文書院は 17 期で

その学生監をやられた息子さんを連れて中国を回

入って卒業しておられないはずなんですけれど

られたんです。息子さんはこの際重慶まで行って

も）という熊本の方、この方は自身で「建国大学

蔣介石に会って日中戦争をやめさせよう、南京

には自分はあまり関係してないよ」というような

（あの時はもう南京を占領しておりましたから）

ことを書いておられるんですが、先だって確か横

から漢口まで出かけて行ってそういう話をしたい

浜でやった時の話の中で出てきたのか、あるいは

という話が出たんだそうですが、中山さんはこの

他の本で読んだのか分かりませんけれども、建国

重大な時に、そういうことを自分勝手に決めて

大学の一番初期の時に、学生なんかと一緒に酒を

行って、もし事故でも起きたら申し訳が立たない

飲みながら話をしてくださった中山優先生がおら

というので、連れて帰ったということです。非常

れたというようなことをちょっと読んだことがご

に人格者でした。私も敬服しております。

ざいます。実際のところ中山優先生が書いておら

【司会】 はい、ありがとうございました。中山先

れたように、「中国人の友人がいたから建大に関

生に関しては一番最初われわれのプロジェクト

係があるように言われただけだ」ということだっ

で、横浜で講演会を行いました。愛大のブースが

たのか、あるいは実際に深く、そういう学生の指

一番正面にあって、全国図書館展と一緒にやった

導にまでタッチしておられたのか、そこらあたり

から当時 25,000 人も人が来まして、人数に圧倒

のところ、お分かりでしたらちょっとお聞かせい

されたことがありました。あの時の講演でガンダ

ただきたいと思います。

ムのイメージライターをやっておられた安彦さ

【佐藤】 私は５期、昭和 18 年ですので、私がお

ん、あの方がやっぱり中山先生のファンで、いろ

りました頃はもういらっしゃいませんでしたね。

いろ講演をされて、現在１階で売ってるかも知れ

ところがやはり５期で私のごく親しい佐藤ゼンジ

ませんけど、その時の講演内容を１冊のブック

は中山先生に何と言いますか私淑しておりまし

レットとしてまとめておられますので、ご参照い

て、日本でもご自宅まで行ってよく話をしますよ。

ただければと思います。あといかがでしょうか。

満州の時にも後期だから、聞いてるはずないんだ

はいどうぞ。

けれども、おそらく先輩からいろいろ聞いたんだ

【大島】 愛知大学を定年退職しました大島でござ

と思うんですよ。それで日本でも戦後ずっと家ま

います。私は『50 年史』を編纂した１人でござ
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いまして、ちょうどこの創立期のことを執筆致し

【髙井】 詳しく述べる立場になく、生意気にも言

ました。そこでは東亜同文書院の先生方を中心に

う立場にないと思いながら、私共の同窓会で広

して、京城帝国大学、あるいは台北帝国大学の先

がってる認識は、京城帝大なしでは愛大はできな

生も結集され、学生は東亜同文書院の学生が４割

かった、これはもう絶対的な真実だと。まあエネ

ぐらいを占めていたけれども、あとは広く大陸か

ルギーだとかいろんな面では、東亜同文書院大学

らの引き揚げ者のみならず日本国内の各校から

が基本的な中心であったことは百も二百も三百も

80 校集まったと書いてるのも私、これは私が創

承知で、それはそうだろうと。しかし当時の文部

造的に書いたのではなく、もともと『愛知大学

省からすれば、引き揚げ者を収容する予算は無い。

10 年の歩み』、あるいは『愛知大学 20 年の歩み』

愛大が１人で作るという時に、京城帝大からの引

という創立期の勇気を伝える書類と言うかパンフ

き揚げの先生が多くおられた。愛知大学はこれを

レットがあったから、それに基づいて書いたわけ

引き受けてくれる大学だったという、まあ言い方

でございます。ところで皆さんも知っての通り、

をちょっと変えるとそういうことがあったんだろ

創立期には愛知大学と東亜同文書院との関係につ

うと。で私共の先ほどの京城帝大予科の同窓会と

いては一種のタブー視が起こっておったわけで

懇親会をする時に、大内武次先生という京城帝国

す。私 38 年間愛大に勤めた関係でそのことはよ

大学の法文学部長さんが愛大の第１代の予科長に

く覚えております。ところが逆に 1980 年頃から

なっておられた。その方が 21 年 11 月 15 日の認

東亜同文書院を愛知大学の前身校とするという位

可以降苦労されて、翌年の１月 15 日ぐらいに開

置づけの下に、その継承関係を非常に強調するよ

校する、その前に編入試験等々の苦労があって、

うになってきたと思うんですね。

２日前に過労死された。ということで大内武次教

そういうことを踏まえて、今日のシンポジウム

授について何もないので、われわれは大学史の

は愛大の将来計画とも関係する非常に重要な意義

『50 年史』か『60 年史』の囲みの中に小さく、

があると私、認識しておるんですけれども、いっ

過労死であることについて哀悼の意を表するとい

たい今度 75 周年の歴史、校史を書く時にはどの

う形で大学史の中に小さく入ってるのを発見しま

ように書けばいいのか。今日のシンポジウムの持

して、京城帝国大学予科の方々と懇親会をする時

ち方を見ておりますと、愛大のルーツ校５校と書

にそのことをテーマに出して追悼したか言ったん

いてある。これは東亜同文書院を除くあと４校の

ですよ。そうしたら「俺らも４月に入って８月に

名前を挙げなければならないのかというふうにも

戦争に取られて、全然教授の顔なんか知らないん

思わせるわけです。おそらくそこまでは言ってお

だ」と。そういうことをそのまま書いて出しまし

られないと思うんですけれども。いったいそうい

たら、息子さんがその記事に辿りついて読まれま

う愛大についての、特に東亜同文書院との関係に

して、「うちの親父の顔を誰も知らんというのは

ついての歴史的変遷を踏まえて、パネリストの方、

悔しい」ということで探しまくって、お姉さんの

特にコメンテーターでいられる髙井さんは、何か

遺品の中から父親の大正 15 年のパスポートを見

そういうものについての書き方について意見があ

つけ、つい先だって送ってもらいまして『愛知大

るのか修正を要求しておられるのか、あるいは

学同窓会東京支部五十年史』に間に合い、その

もっと詳しく正確に書けと言っておられるのか、

凛々しい予科長の顔を載せることができました。

その辺についてちょっとご質問させていただきた

その時に愛知大学の文章として書いてあるの

いと思うんですけど。髙井さんよろしくお願いし

は、追悼文の中に「大学創設のため特に予科編入

ます。

試験その他の準備時代、労を惜しまず尽力された
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ことは先生の亡くなられる原因となり、また少な

ただけば大内フミという名前が出てくると思いま

くともそれを急速に早めたことであろうことは間

す。大内先生の奥様が学生のために、北門前にミ

違いない」というようなことがあって、その中に

ルクホールを開いて、脱脂ミルクを朝早く学生の

もう１つ、「設立本部と旧城大教授陣との連絡に

ためにふるまってくださいました。奥様は先生が

当たられ」というところがあります。東京新聞の

なくなったあとも愛知大学の中で居住され、お嬢

小川悟さんが調べると、創立時の教授は同文書院

さんと２人でまた学生の世話をしていただいたの

が 11 名、京城帝大が 11 名、これはバランスが

は事実でございます。それから重ねていろんなこ

取れていて、それが 11 月 15 日に設立認可が下

とを言うといけませんが、とにかく愛知大学の私

りる動機になってるだろうということは、百も二

らのクラスの６割が同文書院でございました。そ

百も、客観的に見て間違いない話ですね。同文書

の他は内地から転入してきた軍関係の学生。それ

院がルーツであることは何も否定しませんけれど

から航空機関係が全滅したので名古屋工業大学の

も、京城帝大の教授陣なかりせばこんなに早くで

航空科の連中が大量に押しかけてまいりまして、

きなかったことは 99％私は確信しております。

何割かは名古屋工業大学（名工高）の連中もおり

そういった意味で書き直せという立場じゃありま

ました。またいわゆる神宮皇学館のように、マッ

せんけれども、戦後の復興という中で大学がまだ

カーサーの指令でいきなりつぶされてしまった学

たくさん作れない、予算もない、国家がない、そ

校の落人と言いますか、そんなのもおりました。

ういう中で作ってくれるという同文書院中心の連

だからいわゆる活力は全て東亜同文書院でござい

中の息吹きは、たまたま本間喜一と田中耕太郎と

ます。それから先生はフィフティ・フィフティと

いう、東京帝大松本烝治の商法の弟子がおりまし

言っておりましたが、語呂合わせ・数合わせで教

て、２人が他方は愛大を作ろうとする。他方は文

授陣が構成されたと聞いております。まあ京城帝

部大臣。当時は大学予科令ですから、総理大臣の

大の先生も素晴らしかったんですが、やはり活力

決済とらずに文部大臣が総理大臣経由で天皇陛下

は東亜同文書院だと思います。私は内地からの転

に、作りますからよろしくという直截という言葉

校生でございますから公平な目で見る場合に、や

が書いてありますが、それでできたわけですよ。

はりこの愛知大学を推進したのは東亜同文書院で

その原本も見ておりますが、そういった中で人為

あると。殊に僕の友達の大野一石さんは本当に夜

的な側面では本間喜一なかりせば愛大はできな

も寝ずに大学のために走り回った学生です。だか

かった。それから東亜同文書院なかりせばこれも

ら東亜同文書院が原動力であると私は信じており

できなかった。さらにサラッと言えば、京城帝大

ます。

の教授陣がなかりせばできなかった。こんなに早

【司会】 はいどうぞ。

く、と言うべきかもしれませんが、それは GHQ

【佐藤】 先ほどの髙井さんのお話、ちょっと補足

があったからだろうと思いますし、戦争に負けた

をしたいんですけど。私は建国大学なんですけど

からだろうと思いますし、私に言わせればあの時

ね。まあ最近東亜同文書院以外に、われわれここ

代背景の中でそういったものがミックスされたコ

におります大学の母体校であるというようなこと

ンプレックスのもとで愛大ができたんだろうと

でいろいろと、髙井さんのほうでも大事にしてい

思ってます。

ただいておりますが、私の考え方でいきますと、

【渡辺】 ちょっとすみません。

愛知大学の現在の方針・理念は、私共建国大学の

【司会】 はいどうぞ。

理念と全く同じなんですね。従いまして最近見て

【渡辺】 関連ですが、大学の職員名簿を調べてい

ますと、私共が先ほど何回も申し上げましたよう
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に、中国人が半分大学におるんですね。それでそ

もうそういうことから抜き出ておりますので、あ

の中国人と非常に交流を深め、お互い保証したり

まり心配せずに東亜同文書院、それからわれわれ

留学したりやってるんですけども、これを見ます

が母体だということでやっていただいたらいいん

と、愛知大学がこれから現代中国学部を中心にし

じゃないですかね。というふうに思います。以上

て中国に進出し、さらにアジアに飛躍するという

です。

ようなことも考えておられる。そういうことから

【司会】 はいどうぞ。

見ますと、大学を１つ、先ほども言いましたよう

【平田】 今日の案内をいただいた時にパンフレッ

に大きな大学ということじゃなくて、１つの学部

トに「ルーツ校５校」とあったので、今までずっ

ぐらいから始めてやってけばいいんじゃないか

と東亜同文書院と聞いておって、そして風が変

と。今の理念からしますと、やっぱり私共も満州

わったのかなという感じをちょっと受けたんです

から引き揚げて愛知大学に 11 人入ったんですけ

ね。実際は先ほど大島先生が言われたように、東

ど、その頃から日中友好をしたいと。そうしたら

亜同文書院大学というのは廃絶されているわけで

たまたま東亜同文書院から来られた方もみなそう

すね。継承してはいないわけで、まあ伝統とか考

いうことを考えておられるから、全く考え方は同

え方、あるいは建国大学なり東亜同文書院なりの

じです。確かに建国大学の場合は学生は 11 名お

民族の相互尊重というようなことを継承はして

りますけども先生はいらっしゃいません。学校が

おっても、先ほど誰の手柄かというような話があ

新しいですから、帰られてから他の学校へ就職さ

りましたけれども、手柄の順番でじゃあ６校目の

れた方が大部分で、愛知大学に就職された方はな

ルーツもあるはずだというふうなことになります

いです。しかしそれはあまり関係ないと思うんで

ので、愛知大学の東亜同文書院大学記念センター

す。やっぱり理念が同じであればいいんじゃない

という名前で今日もご案内があったわけですけど

かと。最初確かに京城帝大の先生方が東亜同文書

も、あそこに東亜同文書院大学記念センターと

院の方と同じぐらいいらっしゃいますので、確か

あって、他のルーツ校ではなくてただ東亜同文書

に髙井さんがおっしゃったように京城帝大がな

院とあるわけですから、一般の方は変わったのか

かったらできなかったろうというのはわかるんで

なと。ずっと長いあいだ東亜同文書院大学を継承

すけど、やっぱり作ったのは今おっしゃった東亜

したというふうに言われてきて、今案内にルーツ

同文書院の本間先生以下の皆さんの努力に尽きる

校というのがいきなり５校出てくる。私達は当然、

と思いますね。私の親父も愛知県ですから皆さん

こういう形でみんな集まってお互いに協力し合っ

が努力したことをよく知ってる。それでお前もシ

てできたと知ってましたけども、あらためてルー

ベリアから帰ったから愛知大学に行ったらどうか

ツ校５校というタイトルが出てきますと、記念セ

と言われて私は来たわけです。

ンターが何か風が変わったり、あるいは考え方が

そういうような意味で戦争直後、ご承知のよう
に東亜同文書院にしても建国大学にしても、これ

変わったのかなという先ほどの私共の質問にもつ
ながると思いますが、いかがでしょうか。

は日本のアジア戦略のための先兵というようなこ

【小崎】 東亜同文書院大学がルーツ校であること

とで中国側は認識してるんですよ。必ずしもそう

は間違いないです。本間さんは最初は東亜同文書

じゃないかも知れませんけど中国側はそういうふ

院大学の名前を使おうとしたんです。ところが

うに認識してます。だから戦後始まった頃にはま

GHQ が東亜同文書院というのはもう閉校になっ

だ若干遠慮ということもあったかと思いますけれ

てる、それを今生かそうというのはけしからんと

ども、最近の愛知大学の中国の活動を見ますと、

いうので、本間さんがいろいろと努力されてる出
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先にみんな付いて回ってそれを全部つぶそうとし

方が、大学にいて中途で退学、ということはない

たんです。それで愛大と同文書院とは関係ないん

んでしょうけど学校が廃校になっちゃったわけで

だという建前にして本間さんはこの大学を作る努

すから、当然東亜同文書院大学の先生なり学生さ

力をされたわけです。だけど陰ではやっぱり東亜

んがずいぶん多かったかも知れませんけども、

同文書院というものがなかったら愛知大学は絶対

さっきからお話が出たように朝鮮にも現在の韓国

できなかったということを何回も言っておられ

にも、台湾にも、他にもいっぱいあって今日聞い

る。その問題が消えて愛知大学は今日の隆盛を果

て勉強になったんですけれども、そういう学生さ

たしているから、もう東亜同文書院をルーツ校と

んが結局その大学の１年生なり然るべきところで

して堂々と表へ出していいわけです。他の学校を

中退みたいな格好になっても卒業されるために入

そのまま入れるとそれは違います。それで今日の

られたというふうに聞いたんですが、そういう形

テーマで他の学校をルーツ校に入れるというのは

と違ってあくまでも東亜同文書院大学のために作

ちょっと語弊があったと思います。そうじゃなく

られた愛知大学だったんでしょうか。その点だけ

てあくまでも東亜同文書院が中心です。それは間

ちょっと聞いてみたいなと思って質問させていた

違いないところです。

だきました。

【司会】 まあ主催者の記念センターとしては、も

【小崎】 国立大学にするつもりは全くなかったで

ちろん東亜同文書院がベースであるということは

すね、初めから。本間先生にはそういう気持ちは

前提の上で、当時それ以外の学生の方々も来られ

全くありませんでした。むしろ私立大学だからこ

たと。全部で 80 何校あるわけですから、そうい

そ優秀な大学になり、また優秀な学生を集めるこ

う意味で５校というのはおかしいじゃないかとい

とができるという信念を持っておられました。そ

うことですけど、特別にその中でお招きした方が

れで東亜同文書院大学が中心になってこの大学を

５校というわけで、ちょっと一般的な表現で言う

作ったんだけれども、もちろん他からもいくらで

と誤解を招くかも知れない。だけどまあ直接的に

も入ってもらいたいという気持ちでおりましたか

は今日は５校と。文章の下のほうの案内文を見て

ら、そこには制限は全くありませんでした。そう

いただきますとその辺のところは少し細かく書い

いうことです。

てございますので、まあ大きなタイトルだけ見る
と今のようなご意見が出るかも知れませんが、わ

【司会】 はい。ということでよろしいでしょうか。
はいどうぞ。

れわれは別に変節をしたわけではないということ

【質問者】 私は愛知大学の卒業生ですが、豊橋で

です。あといかがでしょう。まだ発言されてない

授業を受けたことはありません。入学から卒業ま

方と言うと。はいどうぞ。

で名古屋でした。残念ながら園部先生のお父様の

【奥田】 今お話された先生のことに関連するんで

講義を聞くことはありませんでした。しかし園部

すけども、当時はこの愛知大学を国立で作ろうと

先生のお弟子さんで台北帝大の法文学部出身の方

されたと。それで先ほどおっしゃったように、

が行政法の講座を担当しておられて、その先生の

マッカーサーの GHQ が駄目だと言ったから仕方

講義を聞きました。それで園部先生にお聞きした

なしに私立大学に作られたというふうに聞いてお

いのは、旧制高校と新制の制度と、全く違うわけ

ります。私は別にこの５つの学校とも愛知大学と

ですが、園部先生は旧制高校をどのようにお考え

も関係なく、戦前から名古屋にあった専門学校、

か、どのように評価されているのか、先生の旧制

昭和 24 年に新制大学になった学校の卒業生です

高校についてのお考えをちょっとお伺いしたいの

けども、結局８月 15 日で海外にいらっしゃった

ですが。
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【園部】 先ほどそのお話もちょっとしようかと

受けられるようにすることも大事ですが、今の予

思ったんですが時間が無くて。まあ懐古趣味とい

備校の制度とかいろんな進学校とかを見ておりま

うことではございませんが、今の日本の教育制度

すと、結局競争、競争で、いろんな大学の中でさ

というのはアメリカの制度を非常に短い期間に大

らに選択していくというようなことでは困る。

急ぎで入れたと。本当に今のような６・３・３・

やっぱり私は昔の旧制高校のような、自由で雰囲

４の制度が日本の教育制度にぴったり合ってたか

気のいい高等学校、大学予科というものをもっと

どうか、これは誠に疑問でございます。私はそう

維持すべきではなかったかと思います。

思ってます。しかしまあこれだけいろいろと変え

どうして旧制高等学校の校長会議で高等学校を

られてこんなに長く 50 年も続いた制度ですから、

廃止するということを唯々諾々と受けて、全然反

それは何とかして維持していく必要があるので

対運動が表には出なかったかというのは不思議な

しょうけれども、たとえば旧制の高等学校という

話ですけど、たとえば一高から八高まで見てみま

のはアメリカで言うとカレッジに当たるわけなん

すと、一高の先生は東大教授になるわけです。三

ですね。私も２年ほどアメリカに留学しておりま

高の先生は京大教授になる。ところが四高は金沢

したけど各大学にカレッジを作って、そこではあ

大学というできるかできないか分からないような

まり専門に分かれず、できるだけ自由な「リベラ

大学だったし、他もみんな五高だと熊本大学、七

ルアーツ」という名前が付いておりました。これ

高だと鹿児島大学になるというと、これは先生方

は正に旧制高校の理念と少しも変わらないので

の中でもだいぶ違和感があったんじゃないかなと

あって、アメリカ自身はそういう旧制の、昔の日

いう感じは致しますけども、これであれよあれよ

本のカレッジ的な制度を維持しておきながら、日

と言う間に旧制高校を廃止してしまった。私はや

本にはいきなり６・３・３・４ということで、４

はり大学の制度というのはいわゆるリベラルアー

の部分をアメリカのカレッジではなくて専門と一

ツの、ゆっくり勉強できるチャンスというものを

般教養とを一緒にしたような学部を作ってしまっ

与える日本の制度で進めるべきではなかったか

て、そこからいろいろのところへ出ていくと。そ

と。愛知大学の場合には戦後に新しい大学予科と

れで各県に全部国立の大学を作りました。果たし

いうのを作って、その大学予科の制度を維持して

てこれも良かったのかどうか。そんなにたくさん

いけばよかったんじゃないか。これは結局新制で

日本に大学を作ってどうするのだという問題もあ

はありましたけどそれはつぶれてしまった。私は

ります。

そういう意味では日本の学校制度というのはやっ

日本は新しいものを作る時はできるだけ平等に

ぱりどこか歪みがあるんじゃないかなと思ってお

たくさん作らなきゃいけないという考え方があっ

りますが、これはまあミミズのたわごとみたいな

て、たとえば私の関係で言えば法科大学院という、

もんで、今頃そんなこと言ってもしょうがない

アメリカで言うとロースクールで、これもアメリ

じゃないかと言われますけど。しかし教育制度と

カの真似をして作りましたが、私はせいぜい 30

いうのはもっと長い時間をかけてゆっくり考えて

ぐらいでいいと。アメリカだって全体の割合から

作るべきで、その点では愛知大学というのは建学

言えば各州に１つ大きなロースクールがある程度

の理念というものを戦後に作って、そのルーツが

なんだから、そんなにたくさん作ることないと

東亜同文書院か京城帝大か、それはいろいろある

言ったのに 74 も作ってしまって、実際には非常

かも知れませんけれども、やっぱり１つの国際的

に経営困難に陥ってるところがある。教育という

な感覚を持った大学を作ろうという理念によって

のは民主的にたくさんのものを作って多くの人が

できたわけですから、ぜひそういう形での建学の
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戦前海外にあった愛大ルーツ校５校の出身学生が語るアジアと愛大

理念を続けていっていただきたいと思う次第であ

と仲良くしなきゃいけないということを思い始め

ります。どうも。

てから、朝鮮で長いあいだ朴政権や全斗煥の軍事

【司会】 はい、どうもありがとうございました。

独裁政権が続きました時に、金大中を始めとして

だいぶ時間が押してまいりました。そこで最後に、

民主化運動に全てを捧げられた方々によって、今

流れの中でまだご発言のチャンスがありませんで

のように非常にデモクラティックな、われわれ日

した谷先生と奥田先生に一言ずつ、愛知大学に期

本人と価値観を同じくする新しい韓国になったの

待するというあたりのところで短めにご発言いた

を非常に嬉しく思います。韓国の人達との交流と

だけますか。まず谷先生のほうからお願いします。

いうのは非常に身近に感じるんですけど、最後に

【谷】 先ほどしゃべらせていただきました谷で

はやっぱり友好と平和ということになります。そ

す。昭和 25 年に愛知大学を卒業してから、同窓

の格好の素地は先ほど来おっしゃってた建学の精

会活動はやらせていただきましたけども、大学そ

神です。愛知大学はそこに活路と言うか希望を見

のものとの関係と言いますと、私が名古屋地検に

出す、それしかないんじゃないかなという感じが

勤務しておった当時、愛知大学の学生と卒業生に

しております。もうわれわれの時代じゃないです

対して、司法試験に合格するように車道の教室で

けれども、これからの大学、これからの若い人達

１年間講義をさせていただいたという程度でし

はそこをやっぱり志向していただきたいなと。大

て、これからの愛知大学をどうすべきかというよ

それたことを申し上げまして失礼ですけれども大

うな大きな口を叩けるような者ではございません

学の繁栄を祈念したいと思います。どうも失礼し

が、やはり特色を出すと言うならば、現代中国学

ました。

部みたいに１つの語学を中心とした特色のある大
学を作られるように努力をされるのが、このよう

【司会】 はい、どうもありがとうございました。
予定した時間を少し過ぎておりますが、

に大学がいっぱいある中ではやはり必要なことで

【髙井】 ちょっと最後に２～３分。先ほど大島先

はないかというように思っておる次第です。失礼

生その他の方々からいろんな趣旨で、今までの東

しました。

亜同文書院大学のルーツの継承校であることの方

【司会】 はい、ありがとうございました。奥田先

針を変えたのかというようなお話がありましたけ
ど、私が同窓会活動をやってきまして、建国大学

生一言いかがでしょうか。
【奥田】 先ほど最後のほうにお話ししましたよう

等の付き合いがあったり、京城帝国大学の付き合

に、私は朝鮮におりました。当時は本当に不勉強

いがあったり、それから 30 いくつの旧制高校の

で、今から思えばまだ子供だったと思うんですけ

方々との交流があったりした中で、愛知大学はア

ども、国家総動員法とかいったあの頃の戦時教育

ジアへの足場がいっぱいあるんだということを宣

にどっぷり浸かっていました。司馬遼太郎が『坂

伝しまくることが大事だということを痛切に感じ

の上の雲』で国家というものの重さということを

ております。それはこの『東京支部五十年史』の

盛んに説いてますね。今思うと、本当に国という

中にちょっと書いてましたけども、私達寮歌祭に

ものがずっしりとわれわれの肩と言うか、生活の

参加する活動の中で、旧制高校あるいは旧制大学

隅々までのしかかってきた非常に息苦しい生活、

予科の連中に愛知大学の認識をこじ開けてやっと

個人の圧殺されたああいう時代はやっぱり嫌だっ

こさ認めてもらったという思いが強いわけです。

たなあと思います。そういう中に浸かってて朝鮮

そういう中で新しい愛知大学が今度は笹島にでき

の人達のことをほんとに考えたこともなかったの

ると。しかもアジアに情報発信するということか

で、戦後帰ってきて新しい教育を受け、朝鮮の人

らすれば、５つの学校では少ないので、80 のルー
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ツ校があると言うべきだという、まあこれはプロ

いておりますが、そんなものじゃなくて、各省庁

パガンダの世界でありますが、そういう思いがも

で愛知大学の先輩がおれば、「あいつに聞けば中

のすごく募っております。

国のことは何でも分かる」と。だから厚生労働省

さらに愛知大学は、豊橋あるいは車道あるいは

で中国のことを知りたければ愛大の生徒を採れば

三好にあって、今度は笹島に行くわけですね。そ

いいじゃないかということになるというようにど

ういった中で豊橋のルーツはきっちり守った上

うしてしないんだと。これが私の敬愛する愛知大

で、やっぱりアジアへ突進していかなきゃいかん

学ロースクール初代院長の新堂幸司が私にけしか

のじゃないかと。いつまでも総合大学ではいけな

けております。「どうしてそんな愛大のいい特色

いというふうに思ったりしておりますが、総合大

を持ってどうしてそういうことをやらないんだ」

学でもいいから、法律と中国に強い、あるいはア

と。国家公務員試験を受けさせて、各省庁に送り

ジアに強い大学だということを徹底的にやるの

込んで、愛知大学の出身者を中国全部、マイナー

が、愛知大学の今までの先輩達、あるいは本間先

かも知れませんよ、それはアメリカと比べて。た

生、あるいは東亜同文書院の方々が苦労なさった

とえばアメリカ大使館の一等書記官になるのはア

ことに報いることだろうし、生きる道だろうと

メリカがいいかも知れません。マイナーな中国か

思ってます。それが世界平和につながるだろうし、

も知れません。韓国かも知れません。それから台

日本の立場を平和につなげる最大のことだろう

湾かも知れませんし、東南アジアの他のベトナム

と。その中で思うのは、われわれが各校に宣伝す

かも知れません。モンゴルはマニアとは言いませ

る時に「どこにあるんだ」と言われて、車道にも

んけども、そういったところに愛大がじゃんじゃ

あります、豊橋にもあります、笹島にもあります

ん送り込めるような立派な大学になるべきだと私

というのはなかなか辛いことなんですよ。豊橋を

は確信しておりまして、そういった面で寮歌祭を

がっちりして、名古屋校舎でガンガンやってくこ

やってきましたし、寮歌祭の連中と胸を張って

とが必要だと。それだけアジアについてガンガン

やってきました。そういう思いで今日も５つの各

やらなきゃいかんと。それが愛知大学の生きる道

校の方々に来ていただくようなエネルギーが持た

だろうと思ってます。

されておることを披露しまして、私の最後の挨拶

たとえば 29 年卒のわれわれの同窓会あるいは

とします。ありがとうございました。

東京支部長の先輩が言いました。「お前は愛知大

【司会】 はい。今日は正面に佐藤学長もお座りか

学だろう。中国に強いだろう。じゃ台湾に行け」

と思いますので、いろいろお話を参考にしていた

と。こうやって台湾の支店長になったそうです。

だいたらというふうに思います。髙井さんの先ほ

愛知大学出てれば中国に強いだろう、中国語もで

どの発言で一応まとめにさせていただきたいと思

きるだろう、中国が分かるだろうと。経済学部を

います。ということで今日は長時間にわたりまし

出ようが経営学部を出ようが、現中はもちろんの

ていろいろありがとうございました。厚くお礼を

こと、どこを出ようが愛知大学は中国に強いとい

申し上げます。じゃあこれにて終わりとさせてい

う方向性を持った大学であるということで、しか

ただきますが、このあとお腹の空いた方はリュミ

もアジアに徹底的に売り込む。ここにいらっしゃ

エールのほうで懇親会を用意しておりますので、

る谷藤助さんが悔しがってるのは、俺のあとに検

ぜひそちらのほうへお出かけください。約１時間

事が誰も愛大から任官されてない。小崎先輩が悔

の予定です。リュミエールは出て右のほうへ行き

しがってるのは、愛大から外交官試験に受かった

ますと、６号館の短大のほうに近いです。案内を

やつがその後続いてない。司法試験はいっぱい続

担当の者がいたします。
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「華語萃編」から見た同文書院の中国語教学
愛知大学東亜同文書院大学記念センター/
オープン・リサーチ・センター研究員

今泉潤太郎
司会

今日は東亜同文書院大学記念センターの講

画が本年度を含めて５年間、国際シンポジウムを

演会と致しまして、“日本における中国語教育の

はじめ実施されます。なお、昨年は横浜で全国図

源流、
『華語萃編』から見た同文書院の中国語教学”

書館展が開催され、愛知大学としては初めて展示

という表題で、今泉潤太郎先生からお話願いたい

会を関東地区で本格的に行い、大変好評を受けま

と思います。先生のご経歴或いはご業績について

した。この場を借りていろいろセンターのコマー

は後ほど説明させていただきますが、ただいま進

シャルさせていただきました。今後もよろしくご

行しております本センターのプログラム、プロジ

支援のほどお願いいたします。

ェクトにつきましてはセンター長の藤田先生から
司会

先ずお話をお願い致したいと思います。

講演に先立ちまして、今泉先生のご経歴な

らびにご業績を簡単に紹介させていただきます。
藤田

皆さん

こんにちは。本日はこの講演会に

先生は 1932 年（昭和７年）豊橋でお生まれにな

ご参加いただいて大変ありがとうございます。只

られ、51 年時習館高校をご卒業になり、すぐに

今、ご紹介いただきました東亜同文書院記念セン

愛知大学文学部に入学されました。４年間の学業

ター長の藤田と申します。お聞き及びかと思いま

を終えてご卒業になり、翌々年、この愛大の副手

すが今年度、即ち昨年の５月から東亜同文書院記

になられ、58 年には助手、59 年に講師、64 年に

念センターが文部省のオープンリサーチセンター

助教授、76 年教授に昇格されました。その後、

プロジェクト、これに選定されました。そのため

87 年非常に有名になりました中日大辞典編纂所

にいろいろなプロジェクトを立ち上げ、これから

所長になられ、95 年に大学院中国研究科科長、

５年間やっていきます。去年は第一次として、一

98 年に大学院院長を、そして2000 年から2002年

つは東亜同文書院大学の総合的な研究をする、そ

にかけまして、現代中国学部学部長を歴任された

れからもう一つは愛知大学が東亜同文書院大学と

わけであります。そして 2003 年（平成15 年）愛

どういう関わりを持って展開してきたのかという

大を定年退職されまして名誉教授になられまし

面での愛知大学の大学史をさらに進めていこう、

た。しかし、その後も中日大辞典編集主幹として、

併せてセンターの現状を充実させていこうという

今なお勤めておられます。業績につきましては多

ものであります。今は改修工事中で来年度には中

方面に亘りますが、ざっと見たところ5 つぐらい

身を、大学史の方を皆さんに新しく公開できると

の分野がございます。

思っております。こういうわけで、こういった企

一つは中国語の語学的な研究の諸論文があり、
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もう一つは中国語教育に関する諸論文がありま

リントにした資料も選択が間違っていた事に後か

す。その中には本日の講演の表題とほぼ一致して

ら気がついたりして、適切なものとも思えません

おります愛大国際問題研究所紀要103 号に書かれ

ので、あっちへ行ったり、こっちへ行ったりとい

ました1995年ですが、
「東亜同文書院における中

うことがあるかと思います。ご容赦をお願いいた

国語教学『華語萃編』を中心に」という論文がご

します。

ざいます。今日の話はたぶんそれをさらに発展さ

東亜同文書院そのものが数十年前、なくなって

せた内容でお話しになるのではないかと思いま

過去のことになったわけですが、卒業された方は

す。３番目は孫文・山田良政・純三郎兄弟関係の

多数にのぼり、当時在学中だった方も勿論おりま

資料紹介について書かれたものです。４番目には

す。本日ご参加の方の中にもおられますので、そ

これは私も一緒にやらせていただいたのですが愛

ういう方々の貴重なお話も聴かせていただきたい

知大学 50 年史の編纂執筆がございます。そして

と思います。私が同文書院に関してお話する時は、

５番目これが非常に重要でありますが愛知大学が

ほとんど書院関係の方々の記録、お話とその他に

編集いたしました『中日大辞典』
、わが国のみな

自分が調べたものをご紹介するということもあり

らず世界的にも評価されている『中日大辞典』の

ます。私自身の体験はこのプリントで言いますと、

編纂に一貫して携わってこられたことでございま

戦後の華語萃編、愛知大学で使われた華語萃編、

す。1968 年には第一版（初版）が出ますが、こ

学生のときはそれを習って、教員のときはそれを

のときは鈴木擇郎先生の下で編集委員を務められ

教えたということであり、それを継承した愛知大

ました。その後、1986 年の増訂版、翌年の増訂

学の『中文会話教科書』、これらについては自分

二版につきましては編集委員長を務められまし

の言葉でお話できると思います。

た。こう言った偉大な功績がございましたので、

それでは、プリントで大きく三つに分けており

2004年今から３年ほど前ですか、東亜同文書院

ます最初の「東亜同文書院について」というとこ

記念基金会から記念賞を授与されておられるので

ろから入ります。

あります。以上、業績について簡単にご報告いた

レジュメにキーワードを載せておきましたの

しました。それでは今泉先生、よろしくお願いい

で、まずこれについて説明します。同文書院がで

たします。

きるのは20 世紀の初め、1901 年でありますが、
その少し前、19 世紀末に「日清貿易研究所」、日

今泉

今泉でございます。今、ご紹介いただきま

本と清国との通商交易のための実地訓練所、ビジ

したが、過分なお言葉、賛辞とも取れる内容でご

ネススクールができます。これを創ったのは「荒

ざいまして、内心忸怩たるものがあります。さて

尾精」という方です。この日清貿易研究所が同文

本日の演題ですが、以前発表したものと題目はほ

書院のいわば前身といえます。これと関係が深い

ぼ同じですが、視点を変え、内容的にはそれを膨

「東亜同文会」という民間団体がございました。

らませたようなものであります。中国語について

この会長が「近衞篤麿」という方であって、「東

専門家もおられますし、何年間も学習されている

亜同文書院」はこの東亜同文会が中国の上海で経

方もおられますし、或いはほとんどご存知ないと

営する学校であります。東亜同文書院院長を創設

いう方もおられますやに思いますので、どこに絞

以来 20 年に亘って務められた方が「根津一」と

ってお話してよいのかわからなくていろいろ迷っ

いう方であり、荒尾精の親友でもあります。東亜

ています。それで配布しましたプリントを見なが

同文会はさきの敗戦により解散の憂き目に遭いま

ら楽に聴いていただければと思います。ただ、プ

す。近衞篤麿の長男でありました近衞文麿会長、
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戦争中に総理大臣を務めた方ですが責任をとり自

ここを借りて、臨時校舎として敗戦の年まで学校

殺され同文会もなくなるわけです。その後を継承

を続けるわけです。東亜同文会は、ここは中国の

する団体が「霞山会」であります。霞山というの

大学であり、それを我々が長く使うということは

は近衞篤麿公爵の号からとったのもので、現在、

よろしくないといって虹橋路校舎再建支援の請願

活動をしています。「滬友会」の滬というのは上

書を日本政府に出しておりました。また、敗戦の

海の別称でありまして、上海の同文書院でともに

頃には上海に渡る船便がない、全部アメリカの潜

学んだ同窓ということで同文書院卒業生の会を滬

水艦に撃沈されてしまいますので、昭和 20年入

友会と称しています。5,000 人弱の会員がだんだ

学の、最後の同文書院大学入学生は上海に渡れな

ん少なくなりまして、同窓生が減る一方ですので、

かったので、やむなく富山県呉羽にありました工

数年前に全国的な規模での組織は解散されまし

場を借用し開設した「呉羽分校」で教育を受ける

た。各地の滬友会や同期生会というのはございま

ことになりました。

すが、いわゆる同窓会活動としては、特別会員と

いま述べたような歴史を持つ同文書院でいった

して愛知大学同窓会の中に入って、愛知大学同窓

い中国語がどういう位置を占めていたか、これは

と共に活動しています。

改めて言うまでもないわけです。当時は日清貿易

同文書院は当初、南京にあり南京同文書院と称

でありますが、日本と中国との貿易実務を担当す

しました。義和団事件が起こり、危ないというこ

る有為な人材の育成ということがこの学校の設置

とで、翌年に上海に移り、名前も東亜同文書院に

目的でありました。中国語が最も重視されていた

改め、上海で敗戦の年まで教育をしていたという

ということは当然のことであります。１年から３

ことです。当時は清朝でありますが、最初は「高

年、または４年まで一貫して中国語を教え、身に

昌廟桂墅里（クイシュリ）」というところです。

つけさせる、体得させるということが至上目的で

当初は監獄より劣るというようなことを３期生の

ある。というよりも、実は卒業の年次に行われる

方が書いていますから、学校というよりも民間の

調査大旅行のための中国語、実際に調査旅行を可

塾のようなものであります。ここも国内の戦乱に

能ならしめる中国語の習得ということに目標を設

遭い、校舎が焼けてしまって一時的に避難をし、

定し、そのために、例えば時間割の組み方も優先

仮校舎を「赫司克而路（ハスケルロ）」というと

的に行われましたし、授業時間数も十分取れると

ころに定め学校を続けます。そして 1、2年して

いうことであります。そして、その中国語教科書

次の「徐家匯（ジョカワイ）虹橋路（ホンチャオ

が『華語萃編』であります。同文書院で唯一の中

ロ）
」というところに初めての自前の校舎、ここ

国語教科書いわば定番の教科書で、１年から３年、

での時期が同文書院の最も充実した時期、虹橋路

４年まで初集、二集、三集、四集と段階的に上げ

校舎の時期というような言い方をします。先ほど

ていって、最後に『旅行用語』で仕上げるという

ご挨拶いただきました、センター長の藤田先生が

ような形態、或いは日本人教員と中国人教員が常

された研究、中国大調査旅行によれば、これの最

にペアーで講義をするという形態、ずいぶん贅沢

も円熟した時期に当たります。その後、第二次上

と言えば贅沢です。それから教科書が話し言葉の

海事変の翌年ですが、また戦乱に遭い校舎が焼失、

問答体で構成されている。それからこの教科書を

長崎に避難する、その１年後に虹橋路校舎の隣の

使う教員でありますけれど、これは全員に同文書

「徐家匯海格路（ハイコーロ）」にあった「交通大

院の中国語についての共通認識があるというこ

学」
、当時、日中戦争のために奥地に避難し学校

と、一つの事例ですが同文書院の中国語の教員、

が空き家になり、難民が占拠していたのですが、

日本人教員は全員が同文書院の卒業生である、た
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だ一人の他校出身者を除く全員が同文書院の “た

常に高く評価している者もおりますし、逆にこれ

たき上げ” といいましょうか、華語萃編を作り、

が苦痛でいやになり夏休みに日本に帰ったら同文

また徹底的に華語萃編で訓練されて中国語を身に

書院に戻らず中退しようと思う者もおる、そのく

つけて、実際に調査旅行に参加した者であったと

らい徹底的になされていたということでありま

いうことであります。学生は華語萃編を徹底的に

す。

復習します。教室で習いますと、それを復習する

もう一つ上海にあったことの意味ですが、上海

システムがありました。２年生が１年生を指導す

は中国の中でも特殊な位置、特に重要な位置を占

るという形で、自発性を伴いますが、むしろ制度

めております。19、20 世紀にかけて、また現在

として学校教育の中に組み入れられていた。これ

もそうですが、非常に経済的に発展した大都市で、

はニエンシュー、「念書」と言いまして、これを

軽工業を中心とした各種産業、商業、金融、流通、

行うことが日課で学園生活の一部となっておりま

通信、情報、印刷、出版、文化、教育などの中心

した。

であり、また政治的にも重要な場所で、なにより

同文書院が上海にあったということ、周りが全

も外国・欧米と最も近い距離にあるわけです。同

部中国人街であったというのも重要なことであり

文書院の当時は、バンド一帯の高層ビル群の近代

ます。租界、のち国際共同租界といって、中国政

的な都市の顔と同時に、郊外に出れば古い清朝時

府の主権の及ばない地域に日本人を含めた外国人

代の名残を留めている田舎、新旧の際立つその意

は居住するのが常でありますが、同文書院は徐家

味で非常に特殊な地域であり、国際的なハイカラ

匯（ジョカワイ）海格路（ハイコーロ）、虹橋路（ホ

な場所です。これが書院生にとっては非常にいい

ンチャオロ）もそうですが、租界外にありました。

刺激になった。こういった環境の中で中国語学習

周辺が中国人に取り囲まれている、同文書院の日

が行われていたことは当然といえば当然ですが、

本人数百名がその中に孤立しているという、大げ

改めて注意しておく必要があります。

そういう環境であります。全教職員、
さに言えば、
学生が同じキャンパスで居住します。学生は全寮

では『華語萃編』についてお話いたします。レ
ジュメをご覧ください。

制でありまして、寮長は上級生なのですが、各学

「清国語」というのは、中華民国の前、大清国、

年次の者が同室、同級生同士を同じ部屋に入れな

日清貿易研究所の清（シン）です。次の「支那語」

い、出身地とか或いは部活動が同じとか、親しい

ですが、学術用語の支那という言葉自体が偏見を

者同士が入学から卒業まで生活を共にするわけで

持つわけではないのですが、現在では使用されま

すから、友情が非常に濃くてまた連帯精神、団結

せん。しかし、戦前、支那語というのはごく普通

力も強いわけです。そういうような環境で念書を

の言葉として通用しております。これをやや硬く

させるわけです。念書については同文書院卒業生

言ったのが「華語」であります。華語萃編の萃と

がいろいろな所で書いておりますし、言っており

いうのは集めるという意味で、いい中国語を集め

ますところのカラス教育です。これは早朝或いは

た教科書というような題名になっています。

夕食後、院子（ユアンツ）つまりキャンパスの中

「漢語」と言うのは、中国で言いますが、日本

庭で華語萃編を１年生が２年生から指導を受けて

でも硬く言うとき、学術用語としては「漢語」を

復習するということであります。朝早くからカー

使っております。｢ 官話 ｣ は民に対する官で、役人、

カーカーカーという「四声」、つまり中国語の発

役所の言葉、マンダリンとも言いますが、当時の

音練習がそこここで賑やかにやられる。このカラ

共通語、標準語です。それに対して ｢ 方言 ｣ とい

ス教育こそ書院の中国語教育の名に恥じないと非

うのが各地域の民間の言葉です。訛りというには
11
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あまりにも大きすぎる差がありますので ｢ 方言 ｣、

語萃編を最初に使うのが鈴木擇郎先生の 15 期生

それも使用人口の多い所では何千万、何百万とい

からであります。鈴木先生が１年生のときに初め

う人が使う言葉であります。三河弁という感じで

て華語萃編ができて、最初に使った学年です。た

上海方言を捉えるのはどうかと思います。

だ二集、三集、四集は出されておりませんので、

次の ｢ 時文 ｣ はその当時の文章という意味であ

２年生では「官話指南」を、３年になって「談論

りますが、特に清朝の末期から民国の初め、清末

新編」を、いずれも同文書院とは関係のない別の

民初の文章という意味であります。広い意味での

教科書を使った。二集は大正 13 年に２年生 22期

中国語ではありますが、専ら読む、書くための中

生から使用、三集、四集は昭和８年に出版されま

国語です。

す。セットで１年から４年まで使ったというのは

次の ｢ 尺讀 ｣（せきとく）も同じであります。

33 期以降からになります。

文語調の書簡文、役所が出す公用文、例えば省が

当時使った発音記号が次の「ウェード式ローマ

県に出す、或いは中央政府から各省へ出す、こう

字」と「注音字母」です。ウェード式ローマ字は

いう中国語の科目もあります。｢ 漢文 ｣ はふつう

清末から民国７年（大正７年）に注音字母が制定

日本で使う漢文で、中国の古典文ということであ

されるまで、その後もかなり後になるまで使いま

ります。

した。これはａ，ｂ，ｃ順でありますが、注音字

｢ 華語跬歩 ｣（かごきほ）は華語萃編以前の教

母というのはポ、ポ、モ、フォといって独特の形

科書であります。「御幡雅文」が作りました。御

をした字母を使います。ここにおられる年配の人

幡雅文は日清貿易研究所の中国語の教授でありま

はこれで習ったと思います。

した。そして創設期の同文書院でも中国語の教授

次の「漢語拼音字母」は拼音、ピンインと読み

として教えます。ただし身分はもともと上海の三

ますが、これが中華人民共和国になってからの正

井洋行の社員であり、いわばアルバイトとして同

式な発音記号であります。愛知大学でも昭和 40

文書院で教鞭をとっていた。華語萃編の前の時期

年代以降はこのピンインを使うことになります。

の同文書院中国語教科書といったらいいでしょう

「声母と韻母」ということですが、子音と母音

か、華語跬歩は片仮名を発音符号としていた時期

ということです。中国語には特有の声調というの

の日本の中国語教科書であります。同文書院の初

がありまして、「四声」ともいいますが、これを

期にはこれを使って教えていたようであります。

表す記号が二つあります。一つは圏点と言って◦

さて、御幡雅文の華語跬歩で教えられた「真島

を漢字の四隅につけます。◦は無気音、 は

と

（第２期）、或いは第４期の「松永千秋」、
次郎」

有気音を表します。もう一つのやり方が線を用い

更に「清水董三」（第12 期）らは卒業後、母校の

るもので、─、／、 、＼の記号をつけます。「四

中国語教員となります。「青木喬」は日清貿易研

声」というのは一声、二声、三声、四声（上平、

究所で御幡雅文から教わりますが、同文書院の最

下平、上声、去声）、中国語（標準語）の四つの

初の中国語教員、特に尺讀の大家で教科書もいく

トーンであります。発音記号とともにこの四声記

つか作っております。この人達により華語萃編は

号を付してその字の発音を表示するわけです。
「審

作られます。清水董三、さらに15 期の「鈴木擇郎」、

音」というのは発音を審訂、これが正しい、これ

17 期の「熊野正平」、18 期の「野崎俊平」、20期

を残して他の発音はやめましょうと、決めたもの

の「坂本一郎」などは華語萃編を修訂するわけで

です。
次の「重念」と「軽声」、特に重念は華語萃編

す。
大正５年に華語萃編初集ができますが、この華

で中国語をやった人、同文書院や愛知大学では強
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調されました。重念は、他ではあまり言いません

明治の初年、日本で活版印刷が普及する以前では

でした。現在では、ほとんどもうこの言葉、考え

普通の和綴じ本の教科書です。大正５年上海でこ

方自体がない、重念ということは専門家でも言い

の華語萃編を使って中国語を学ぶ書院生は非常に

ません。
「軽声」は今でも用います。具体例は後

格好よく感じたものと思います。これは真島・松

ほど課文を見て説明します。

永先生らが中心になって作られたものでありま

次の「簡化字」（簡体字）と「繁体字」。例えば

す。中国文はもちろん中国人の教授が書き下ろし、

台湾の「台」が簡化字で、「臺」が繁体字。中国

それを真島・松永ら日本人の教授がともに検討し

では繁体字はふつう使用しません。台湾では繁体

ながら決めるわけです。このレジュメでは中国人

字を使用します。もちろん同文書院の時代はすべ

教授の氏名は省略いたしております。その後、華

て繁体字で簡体字はありません。愛知大学では繁

語萃編は何回も繰り返し改訂をおこないます。そ

体字と簡体字を混在させた時期の華語萃編があり

の時代に合わせて、内容を微調整もしくは大きく

ますので、その頃、中国語を学んだ方達は両方と

かえる、これはある意味では当然でして、そうし

も覚えさせられましたので、今となっては都合が

てこそ、はじめて華語萃編としての一体性が保た

いいこともあるでしょう。現在、日本の学生は、

れる。同文書院定番の中国語教科書という名に恥

いや中国の学生も繁体字を習いません。

じないものになる訳であります。二集、三集、四

次の「散語」と「問答」というのは、これも後
で具体例をみますが、以前の中国語教科書ではよ

集が全て揃いますのは、昭和に入ってからという
ことは先ほど申し上げました。

くあるスタイルでした。
「問答」すなわち会話体

発音について具体的に見ていきたいと思いま

のようにクエッション、アンサーではなくて、ば

す。プリントの１であります。「華語発音表」と

らばらに、前後の文と無関係な短文を並べたもの

いうのがありますが、上が比較的古い時期の華語

を散語と言っています。「戦後の華語萃編」は、
「愛

萃編のもので、下が新しい時期、というよりも戦

知大学油印本華語萃編」のことであり、華語萃編

後愛知大学で作った華語萃編のものであります。

は同文書院とともになくなったわけではありませ

変化が著しいので、対比しました。まず、縦の欄

ん。愛大でも長年使用しましたので、これについ

は聲、子音であり、横の欄は韻、母音です。ウェ

ては後にお話します。

ード式ローマ字の発音方式と注音字母方式、プリ

それでは、華語萃編についてお話します。同文

ント１の下の「华語声韵組織表」、同じものですが、

書院の教科書、華語萃編は、初集、二集、三集、

この図を見ていただきますと、「ｂ」が上の表で

四集とありまして、大正５年にまず初集が出ます。

は「ｐ」、「ｐ」が「pʼ」になっています。これは

以来一貫して使用されてきたものであります。教

中華人民共和国になってからできました拼音字

科書の構成は最初に発音、プリント 2˝ に見られ

母、ピンインであります。同文書院の時期にはピ

るように無味乾燥と言いましょうか、同音の漢字

ンインは当然ありません。次にプリント 2́ と2˝

をずらりと並べております。次に散語、問答、そ

をご説明します。2́ 左の「声韵字母表」は「ｂ、ｐ、

れぞれ題目のついた「課文」
、巻末に付録の名詞

ｍ、ｆ」とその下にあるのが注音字母、ポ、ポ、モ、

集となっています。今からお回しするのが、大正

フォで、対比されております。これが同文書院の

５年にできました華語萃編の初版本であります。

時代の「華語萃編」であります。

手に取って見て、たいしたことはないと思われる

プリント 2˝ の右のところ、
「發音」を見ますと、

かもしれませんが、これ以前の教科書は、例えば

プリント１で見ました（a）啊から、
（ai）哀、
（an）

華語跬歩にしても最初は和綴じ本です。江戸時代、

安とあり、学生はこの字を見て発音するわけです。
13
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これに比べてプリントの2˝ で真ん中に、猫（mao）、

えます。つまり意味・内容をともなった音声とし

鶏（ji）…、黒猫（heimao）があります。この二

て練習できるわけです。更に二字語の香煙（xiang

つを対比するとまず哀は音声を表す（ai）で、哀

yan）、飛機（fei ji）、あるいは四字熟語の三民主

しいという意味を持つ言葉としての哀ではありま

義（sanmin zhuyi）、 花 紅 柳 緑（hua hong liulü）、

せん。しかし猫（mao）、黒猫（hei mao）の方は、

こういうのは一声・二声・三声・四声という四つ

ねこ、くろねこという言葉の発音を練習するとい

の声調が一つの熟語に入っている言葉を選んであ

プリント 1
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る、大きな声でいっしょに発音練習すると気持ち

どうも同文書院は、発音教育について、現在の

がいい、そういった効果があります。これは愛知

中国語発音教育のやり方から見れば、無きに等し

大学油印の「華語萃編」であります。同文書院の

い。つまり、学生の関心を高めるためにはこうし

華語萃編は、確認できたもので昭和18 年版が最

たらおもしろい、ああしたらいいとか殆んど考え

新版でありますから、19 年版・20 年版にこの形

なかった。教科書もそのように編集されていない

があったかどうか確認できておりません。

のです。発音を身体で覚えるのが当たり前、理屈

プリント 2́

プリント 2˝
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はいらぬと言わんばかりで、誤解されかねない。

この文で “雨” と “下” のところの横棒は、先ほ

これに耐えられなければやめる外ない。そういう

ど述べた重念を示すものであります。ここを強く

入学生はいない。同文書院に入学する者は、中国

読みなさい、という印であります。これが大正

語は最終的には調査大旅行のため、卒業して中国

14 年の改訂版になりますと、散語問答ではなく、

実務に携わるため、すべて中国と関連した分野で

基本散語という名称に変わりまして、課文も好（い

活用するために学ぶのである。動機付けがない者

い）、不好（悪い）、好了（よくなった）、沒有好（よ

は入ってこない。当たり前といえば、当たり前で

くなってはいない）になります。つまり、否定、

ありますが。

完了、その否定というような文法的な要素が加味

それに比べて愛大版は、丁寧に編集してある。

されています。問題がある例文は次の改訂版で訂

逆に言うと、勉学の動機付けが薄い者にもやさし

正されていきます。初集は数回の大改訂をいたし

いとも言えます。同じプリントの左にいきますと、

ます。

横書きになります。これも愛大版です。この当時、

愛知大学独自の中国語教科書が『中文会話教科

昭和30 年代後半になりますと、中国では、すで

書』で、華語萃編を継ぐものですので、参考まで

に中華人民共和国が1949 年、愛知大学ができて

に挙げておきました。プリント３の左下がそうで

３年後、新制の大学となった年に成立しました。

す。基礎篇が基本散語に当たりますが、这个好。

中国語は急速に変化します。横書きとなりました。

那个不好。（これはよい、（が）あれはよくない）

これを反映して、愛大版の横組みの華語萃編がで

这个好不好？

ます。すでに、三民主義はありません。あるいは、

れはよい）というふうになっております。文型別

家兄というような言葉も載っていません。その代

に文法的な説明をするために配慮がされているわ

专家（専門家）、百万工农（巨
りが氷箱（冷蔵庫）、

けです。下の文も同類であります。

这个很好。（これはよいか？

こ

大な労働者・農民）といった簡化字の新語であり

次に課文について見ます。プリントの４です。

ます。こういうような単語を使って発音練習をす

先に見たように散語と異なり、課文になりますと、

る場合、単純な発音練習であっても、学生は、百

特定の題目に沿った会話で構成され、華語萃編の

万工农とはいったい何か、意味もわからないと満

持つ特徴が遺憾なく発揮されていると思います。

足しないし、教える方もやりにくくなる。発音訓

各課の課文はすべて四字の熟語による標題がつい

練だけに留まらなくなる。こういった教授上の問

ております。教科書の前の方に出る初會周旋（初

題を含んでおります。

対面でのやりとり）を選んで説明します。この標

いずれにしても同文書院はこの発音の習得をご
く短時間に、大体、夏休み前までに集中的に、徹

題は硬い表現ですが、本文そのものは、すぐに応
用できるものばかりです。

底的にやって、夏休み明けてから、プリントの３

５種の課文があります。縦書きのものと横書き

になりますが、こういった文章にはいります。プ

の上のものはいずれも華語萃編で、下の初次会面

リント３の右のところは、初集初版の文例であり

（初対面）は中文会話教科書です。右から初版、

ます。一課は聞一知十（一を聞いて十を知る）と

大正 14 年改訂版、昭和 24 年（？）油印版（縦書き）

ありますが、これが終わりまして、第四課、散語

で、横書きのものは昭和 38 年（？）愛大油印版

問答とあります。先ほど言ったように、散語とは

です。まず発音面ですが、2 種類の四声記号の違

ばらばらの短文というものです。テーマとしては

いがわかると思います。そして、漢字の横の縦棒、

例えば天候でありますが、還下雨嗎？（まだ雨降

油印版（横書き）の場合は漢字の下の横棒が重念

っていますか）、還下着哪。（まだ降っています）。

を示す記号、初版にはなく改訂版から入ります。
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プリント３
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愛大油印版（縦書き）は欧文並みの各種記号が入

り、三集では通商用語、高尚な訪問応酬、外交辞

ります。

令の習得、四集になりますと、文化、教育、農工

課文の内容についてみますと、初版の豈敢、高

商、市俗の高級な会話、公の席の挨拶、講演など

雅などは改訂版以降なくなります。また三井洋行

の習得を目指すものとなっております。このよう

が三井公司になり、改訂版の東亜同文書院大学が

な段階を経て中国語の会話能力を高めてきたの

愛大油印本（縦書き）では華中銀行となり、更に

は、最終目的である調査旅行のためでありました。

油印本（横書き）では、草字や雅篆などをとって

そこで最後のプリント６をご覧願います。

おります。表現、内容とも新しい時代相を反映し

この調査旅行は同文書院最大のイベントであ

たものとなったわけです。プリント４の左下のは

り、書院生にとっての夢でもありました。創立以

愛大中文会話教科書のものですが、華語萃編とは

降、年代により実態は一様ではありません。各期

全く違うことがわかると思います。

の調査旅行を可能ならしめる中国国内の状況及び

次に、華語萃編の二集、三集、四集についてお

日中関係の影響をまともにかぶったからでありま

話します。プリント５をご覧ください。初集に引

す。藤田先生の「中国大調査旅行の研究」を引用

き続き二集が２年次、三集が３年次、四集が４年

して説明いたしますと、プリント６の下の方言地

次用のものです。見ればすぐわかりますが、漢字

図でありますが、これは 12期生が実施した調査

ばかりで、句読点などがつけてない。特に四集の

旅行コースの記録から示される言語の分布に、私

課文は漢文で言うところの白文でありまして、ど

が漢語方言図をかぶせて作ったものです。ここで

こで息を継ぐのか、文が終わったのか、すべてヽ

は、専門的な方言調査の訓練を受けてはいないで

だけですので区別がつかないわけです。学生は先

あろう書院生の調査結果と結果的にずれていない

生の読む後について発音するわけですが、先生の

ことだけ指摘しておきます。

読むのを聞きながら教科書に句読点をつけ、重念

プリントの上の「北京官話旅行用語」の著者は

の印を打つ、緊張を強いられるわけであります。

清水董三、大正 14 年初版、昭和８年に改訂版を

４年間の学習でここまでレベルを上げるのは大変

出しました。小型のポケット版です。携帯を考え

だと思います。さて、二集の目標はやや複雑な交

てのことでしょうか。内容は周旋応待、送迎、地

際応酬、言いつけ、風俗習慣を習得することにあ

方官衙、駐在軍警、地方団体、車船店脚などに亘

プリント５
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るたいへん内容の濃いものです。第29 課の見総

職員学生が中心となり、昭和 21 年豊橋市に設立

司令を例にとりました。この課は貴州省の省都貴

されました。同文書院と同じく愛大でも鈴木擇郎

陽の駐屯軍司令官に挨拶することがテーマです。

先生が華語萃編を使って中国語を教えられたのは

はじめに、当直の衛兵に警動警動（お騒がせしま

当然でしたし、中国語の先生方も全員同文書院出

す、お邪魔します）と呼びかけます。後ろに括弧

身者でありました。入試の外国語は中国語と英語

で、ふつう辛苦（すみません）と言うのだが、揚

でしたし、私の入学した昭和 26年当時は、同文

子江以南では使わない、警動、謝謝、勞你駕など

書院からの学生も在学中でしたので、念書もしっ

と言うと注釈している。また、這是我們的名片。
（こ

かり行われておりました。学生寮、下宿、食堂や

れは我々の名刺です）のところでも、南方語はふ

売店などで中国語でやり取りする学生達がさほど

つう児（アル）をつけない。だから名片児といわ

奇異に感じられなかった雰囲気があり、愛大では

ないと細かに注意をする。また、総司令は督軍の

中国語が特別な位置にあったように思います。当

ことだとか、承啓官とは清朝の頃は巡捕といった

時、「滬友」誌上で “愛大は鈴木擇郎教授が上海

など、言語面での注意の他、組織、官職などにつ

時代と同じようにやっていて、益々頼もしい” と

いても現地の実際に応じた注釈を加えています。

の投稿もありました。

旅行の際、こういったことは重要で、一つ間違え

愛大以外でも、神戸外大では坂本一郎先生など

ば身の危険を招きかねないことにもなります。同

５名の同文書院教授が勤務されたので、華語萃編

文書院の調査旅行は、中国政府の庇護の下に行わ

が使用された可能性があります。その他、霞山会

れたものであり、従って、ここで総司令に挨拶す

が主催する語学学校ではどうか。また滬友会は昭

ることは欠かすことのできない極めて重要な行為

和35 年に華語萃編初集を印刷し（原版は不明）、

なのです。プリント下の地図の左下に貴陽が示し

会員に頒布しております。

てあります。この一帯は西南官話地域であり、同

さて、愛知大学では１年次で初集、２年次で二

文書院生の記録にも比較的北京語が通じた印がつ

集と、同文書院とほぼ同様に昭和 30 年頃までは

けてあります。なお、レジュメのキーワードにあ

やってきましたが、その後は初集が１年次では終

、「支那省別全誌」、「新修支那
る「支那経済全書」

らず、２年次まで持ち上るようになります。

省別全誌」は、「調査大旅行報告書」、「調査旅行

ここでもう一度プリントの２、３、４を見てく

日誌」
、
「各期別旅行誌」など書院生の調査旅行の

ださい。愛大版では縦組みのもので現存するのは

報告を基に、これらを集大成した東亜同文会の誇

２種確認できており、昭和 24 年（？）頃のものと、

るべき出版物でありますが、説明は省きます。

昭和 32 年（？）頃のものです。発音方式は注音

さて、東亜同文書院大学は敗戦とともになくな

字母を用いているのは共通ですが、四声記号が、

りました。華語萃編も同じく姿を消すことになる

古い方は圏点、新しい方は横棒と異なります。巻

わけですが、実は戦後も愛知大学油印本として生

末に生字表（初出の漢字に発音をつけた一覧表）

きてまいりました。このことは学生としてこれを

があるのが愛大版の特徴です。学生の負担を考え

学び、後には教員としてこれを教えることになっ

ての配慮なのか、別の理由があったのか不明です。

た私自身お話できるわけです。ただ資料はさほど

内容面では前にも触れましたが、基本的には変わ

多くないので、空白の部分が埋らない。ぜひ皆さ

っておりません。

んからもご教示願いたいと思います。

さて、新中国になりますと、中国語も大きく変

周知のように愛知大学は敗戦により上海から帰

わります。1957 年に漢語拼音（ピンイン）方案

国した東亜同文書院大学の本間喜一学長はじめ教

が公布され、発音方式が変わり、ウェード式や注
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「華語萃編」から見た同文書院の中国語教学

音字母がなくなります。欧文の句読点とほぼ同じ

のになりました。会話篇は 35 課、各課文は張祿

標点符号を採用した横書き書式となります。1964

澤先生が書き下した原稿を全員で検討して決定し

年には簡化字が全面的に使用されました。

ました。初次会面その他、華語萃編と同じ標題の

これらを反映したのが、次の横組みのものです。

課が３課ありますが、課文の内容は全く違います。

昭和34 年（？）頃使用されたもので、その期間

これを２年ほど使用してわかったことは、内容量

は極めて短く、結果的には愛知大学中文会話教科

が多すぎて２年間でも完了できないことでした。

書ができるまでのつなぎです。特徴は全ての初出

他の大学でも使用できるように、１年次、２年次

字にピンインをつけたことです。課文中に発音表

ともに週３日（３時限）で十分完了する位の分量

示がある華語萃編はかつてなく、この版のみです。

に修正し、昭和 39 年、大安書店から出版したの

日本では、この頃から中国語教科書は漢字とピン

が愛知大学華語研究会編中文会話教科書でありま

インを併記するのが当たり前になったように思い

す。

ます。

中文会話教科書は愛大版の華語萃編を継ぐ定番

内容の面では、プリントで具体例を示しました

の中国語教科書として昭和 49 年頃まで使用され

が、発音練習用の単語は新語に変え、課文の削減

ます。しかし、同一の教科書を日本人教員と中国

（詢僕履歴など）などをおこない、時代の変化に

人教員がペアになり、リレー式に２年次まで教え

一定程度合わせたものとなっています。私が持っ

るという体制を維持することが決定的に困難とな

ております横組みのものは、改訂のため訂正の朱

ります。このやり方が急増する学生に適合できな

を入れ真っ赤となった課文もあり、殆んど華語萃

くなったからです。昭和 50 年以降は愛大の中国

編の原型をとどめぬものとなってしまい、結果的

語教育は良くも悪くも他大学並みになり、かろう

に改訂は取り止めました。

じて法学部と経済学部の中国法政、中国経済コー

申し遅れましたが、私は昭和 3４年には愛大中

スと文学部の中国文学専攻において、従来のやり

国語スタッフの一員となりました。愛大卒の中国

方が基本的には維持されてきました。平成 10年

語教員は私が最初です。当時の中国語専任教員は

発足した現代中国語学部では同文書院における中

鈴木先生、桑島信一先生、内山雅夫先生、張祿澤

国語教育を新しい時代に合わせて復活させてみた

先生と私でした。我々は授業担当のほか、教科書

わけで、基本的にこのやり方を再現しました。

の編集、作成、配布なども全員でやっておりまし

華語萃編は東亜同文書院において大正４年から
昭和 20 年まで約 30 年間使用された名教科書であ

た。
結局、華語萃編の改訂は不可能であり、新しい

ります。日本人と中国人が協力して編集しなけれ

愛大の中国語教科書作成へと向かいます。こうし

ば名教科書はできません。また、名教科書といえ

て中文会話教科書が誕生します。ここでプリント

ども、教える者と学ぶ者が一心となって使わなけ

の３、４をご覧ください。中文会話教科書は昭和

れば成果を挙げることはできません。華語萃編は

37、38 年頃、謄写版印刷で出ます。教科書の構

愛知大学でも昭和 21 年から昭和 38、39 年頃まで

成は華語萃編を踏襲しております。発音、発音練

使用しましたが、やはり東亜同文書院あっての華

習用単語、四字熟語、基礎篇（基本散語に当る）、

語萃編であります。

会話篇（四字熟語の題名）と付録から成っており
ます。ピンインと簡体字を使用し、練習用の単語

終わりに、二つのエピソードを紹介して、本日
の話を終わらせていただきます。

と熟語はそっくり新語に取替え、基礎篇は文法項

一つは、敗戦後、日本に逃げ帰った上官の身代

目による語型、文型に揃え、文法面を重視したも

わりとなって、戦犯収容所に囚われの身となった
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教え願います。

書院卒業生が、獄中で華語萃編と旅行用語を教科
書に使って、同じく戦犯として収容されていた台

Ａ

大学のカリキュラムも年代により変化があ

湾出身の旧日本軍兵士たちに、台湾に帰ってから

り、外国語科目の時間数も時期時期で変化があ

役に立つようにと毎日中国語を教えたという話で

り、一定していないわけです。昭和 26 年頃は、

す。この方は皆から囚人代表者に選ばれた人格者

初集は１年次で終わったと思います。１週３回

で、
小岩井淨学長や滬友会などの嘆願が効を奏し、

（３時限）です。２年次は二集を使いました。
愛大中文会話教科書は昭和 40 年以降使用しま

後に無罪が確定し釈放となりました。
もう一つ、これも書院卒業生で 65 歳を過ぎて

した。これは他大学でも使用されることを前提

から遼寧大学に語学研修留学をした方の話です。

にした内容量で、週３回（３時限）で、１年次、

夏休みに旅行してマンチューリでハルピン行きの

２年次の２年間使用しました。

切符を購入するに当たり、駅の窓口、市中の発券

Ｑ

華語萃編では文法については一切書かれてい

センターなど市中をたらい回しされた挙句の果

ません。早い段階で会話文に入っていることが

に、
最後の切符売り場の女性職員から没有（ない）

印象的です。その場合に文法的説明をされたの

と一言いわれて、ピシャリッと窓を閉められた。

かどうか、当時、品詞分類などの文法的概念が

怒りで頭がいっぱいになり、「おい、あんた、名

確立されていたかどうか知りませんが、これら

は何て言うんだ」と言うつもりで、反射的にでた

はどのように教授されていたのか、学生たちは

言葉が「喂！

どう考えていたのかをお教えください。

您貴姓？

您貴姓啊？」でした。

ご本人が滬友ニュースに投稿されています。決し
て幻ではなかった名門校、東亜同文書院の中国語
教科書『華語萃編』にふさわしい象徴的なエピソ

Ａ

その点は話の中で触れませんでしたが、大事
なことだと思います。この点について「滬友」、

「滬友ニュース」など同窓会誌、会報上で見る
と学生の意見は両極端に分かれているように見

ードだと思います。
今、東亜同文書院も華語萃編も存在いたしませ

られます。一つは同文書院の中国語教育は完璧

ん。今後、華語萃編を教科書として使うというこ

に近いものだったというもの、これが多く目に

とも無理でしょう。このような時に華語萃編をど

つきます。もう一つはまったく文法がない。お

のように取り扱うのか、単なる研究対象であるだ

よそ大学で学ぶ外国語に非ず、ただ単に暗記す

けのものなのか、複雑な思いがあります。

るだけのものだ、我々は語学を学ぶのであって、

以上で私の話を終わらせていただきます。あり

このような中国語を学ぶのではないというもの
です。しかし総じていえば学生は中国語とはこ

がとうございました。

ういうふうに学ぶものだと思って学んでいたと

質
司会

疑

応

思います。これは大学昇格以降の入学生だけで

答

はなく、それ以前の者の中にもあるのです。後
に同文書院の教授となった卒業生の方も、滬友

ただき、ありがとうございました。ここで若干

誌上の座談会で、学問的なことは何も教えてく

の時間をとって質疑応答をしたいと存じます。

れないので、このような事では中国語を教える

Ｑ

長時間にわたり、たいへん詳しくお話しい

愛知大学の華語萃編の名前は知っておりまし

立場に立った者が大変困るといっています。

たが、現物は今日はじめて拝見いたしました。

私もこの点については前々から考えておりま

初集を見ますと、53 課ありますが、授業で使

した。私の考えは具体例でいいますと、手元に

用した場合、どのくらいでこれを教えたのかお

鈴木擇郎先生の著書『中国語教本』（初版・中
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「華語萃編」から見た同文書院の中国語教学

級・高級）及び『中国語教本教授指導書』とい

得ていると言えるのではないでしょうか。

うものがあります。これは旧制の商業学校（小

先ほど紹介した「您贵姓啊？」の続きですが、

学校卒業後入学）用の中国語教科書ですが、こ

この方は同じ文章の中で、同文書院では公家さ

れは基本的な文法事項を軸に編集された教科書

ん風の上品な中国老師が、まことに高尚な北京

です。戦中、中国語の需要が高まり、商業学校

語を教えてくれた云々と書いています。よく同

で中国語を教えるところが増えたことを反映し

文書院中国語の雰囲気を伝える言葉だと思いま

たものです。他方、華語萃編は、旧制の中学卒

す。

業者を対象としたものです。ご指摘のとおり、

司会

文法的事項がまるでないものです。書院の先生

Ｑ

では最後にどなたかありますか。
昭和 22 年私が入学したときはやはり華語萃

方は同文書院生ともなれば、当然持っている漢

編で、陸軍の使った用紙にガリ版刷りの１、２

文・英語の学力、漢文法・英文法の知識を自分

枚、授業の際に手渡されたプリントを使いまし

で応用して、華語萃編を学び、中国語を習得で

た。授業のないときは上級生の下宿に行き華語

きると考えていたようです。従って、名詞、動

萃編を教えてもらいました。それが念書ですね。

詞だとか、主語、賓語とか文法事項のあれこれ

そんなものが今でも残っておりますか。

を教授することが必要であると考えていなかっ

Ａ

私が入学した昭和26 年には、製本されたも

たとしか思われないのです。ここに同文書院卒

のがすでにできておりました。これは豊橋プリ

業生の方が書いた小説で、一つは『朝上海に立

ント社で油印されたものです。昭和24 年の新

つ』
、もう一つは題名も『同文書院生』です。

制大学以降は学生数も増え、中国語履修者も一

どちらにも書院生が中国語を学んでいることを

定数が毎年確保されましたので、外部に発注し

描いています。後者は前に述べた中国語が嫌い

て作ったと思います。それ以前は鈴木先生の手

で、中国語の授業がいやで、夏休みになって日

書きのプリントだったのでしょうか。現物は見

本に帰ったらもう学校へ戻らないと考える主人

ておりません。

公が描かれています。しかし、5,000 人弱の卒
業生の大多数が、多かれ少なかれ中国とかかわ

司会

それでは以上をもちまして講演会を終了し

たいと存じます。

る分野で中国語を活用して仕事されたことを考
えますと、華語萃編による中国語教育は成果を
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小岩井淨と人民戦線
愛知大学元教授

藤城和美
司会

本日は大変たくさんお集まりいただきまし

ーコースへ進まれました。名古屋大学で１年助手

て心からお礼を申し上げます。私、大島隆雄とい

をされたあと、愛知大学に講師として戻られ、助

う者でございますが、私自身もう定年退職して１

教授、教授におなりになって、去る 2000 年３月

年半経ちますけれども、元愛知大学50 年史を編

をもって愛知大学を定年退職され、名誉教授にな

纂した者として呼び出されまして、東亜同文書院

られました。その学問の内容はいろいろな分野に

に関わる、あるいは大学史に関わるいろいろな仕

渡っておりますが、１つはイギリス政党史・政治

事を手伝わさせていただいております。

史、もう１つは韓国あるいは中国に関わるアジア

本日はそういうプロジェクトの１つの試みと致

史、国際政治史といった分野。もう１つは今日、

しまして、愛知大学の創立者、たくさん 13 名ぐ

報告になられますが、小岩井淨とファシズムとい

らいおられますがが、その中でもとりわけ際立っ

う研究を系統的にやられまして、愛知大学法学部

た仕事をされました本間喜一先生、小岩井淨先生、

の法経論集に、８回にわたって論文を書かれたわ

それから林毅陸先生に関して、伝記的なものにつ

けでございます。そのさらなる継続、あるいは締

いてはまた別に企画がありまして、ただいま準備

め括り部分について、いずれきちんとした論文、

中のようでございますが、それとは別にこの３先

あるいは本になると思いますが、今日は口頭報告

生がどのような学問をされていたのか、あるいは

という形で今までの小岩井研究の締め括り的な話

その背景にはどのような思想があったのかという

をしていただきたいと思います。後ほど質疑応答

ことを研究したいと思います。今のうちでないと

でいろいろ議論をいたしますが、まずは１時間か

なかなかそれができない。と言いますのは今日の

ら１時間半ぐらいの間、藤城先生のほうからお話

藤城先生の場合もそうですが、３先生の直接のお

し願いたいと思います。藤城さんよろしくお願い

弟子さん達がもうすでに相当の高齢になられてい

します。

るわけでございます。それで、そういう試みの１
つと致しまして本日、藤城先生からご報告を願い

はじめに

たいと思います。藤城先生につきまして簡単なご
藤城

紹介をさせていただきます。

紹介にあずかりました藤城です。愛知大学

藤城先生は1929 年のお生まれで、愛知大学を

へ入る前２〜３年結核で肋骨を取ったりなんかし

1956年にご卒業になり、さらに同校マスターコ

て療養していました。うちから通える大学という

ースを 58年に終えられて、名古屋大学のドクタ

ことで愛知大学に入りました。本当に幸いでした。
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最初の夏休みの前に小岩井先生の講義の後、教壇

いきさつについてはよく分かりませんが（37年

のところへ行って「先生、どういう本を読んだら

１月発表と判明）、そういうものを含めて載せて

良いでしょう」と言ったら、「夏休みにいらっし

おきました。なお私が見落としているものも他に

ゃい」ということでお宅にうかがいました。その

あるかも知れませんので、ご存じでしたらぜひお

時すすめられたのがヴィンデルバントというドイ

教えいただければと思います。また表２の年表が

ツの哲学者の『一般哲学史』という本で、ドイツ

あります。年月ごとに関連して、だいたいどの時

語なんかまだ読めませんから翻訳を読みました。

期の問題かという見当が付くようにしました。

これがまた難解な本で、ずいぶん苦労しました。

さっき大島先生からお話があった報告をという

そんなきっかけで小岩井先生のところへ研究会の

ことで、大急ぎでもう１回自分の書いたものを読

仲間と出入りするようになりました。ゼミも小岩

み直したりレジメを作ったり、それに関連した資

井先生のゼミでした。そういうこともありまして、

料をもう１回当たり直したりして、メモをとって

小岩井先生の仕事を専門の立場から研究しなけれ

いるうちにこんなに溜まってしまいました。とて

ばいけないと考えていましたところ、細迫先生を

も時間がございませんので、まあ私の頭の中にあ

ご存じだと思いますが、学長を辞められて山口へ

る記憶に頼って話させていただきます。ですから

帰ったぐらいの時に、小岩井先生の研究を一緒に

不正確でちょっと違っていることがあるかも知れ

やろうじゃないかと。お前は政治学をやれ。自分

ませんが、ご了承願います。

は戦前の小岩井先生の活動の問題、あるいは理論

「人民戦線」というテーマですが、ここに小岩

の問題をやると言われて、そのつもりでいたんで

井先生の略歴が３種類あります。１つは自由法曹

すけれども、当時他の仕事を抱えていて、大変不

団 の 大 阪 支 部 が 1986 年 結 成 20 周 年 を 記 念 し て

器用で仕事が遅いものですから、細迫先生が生き

「1930 年代と弁護士小岩井淨」という特集を組ん

ている間には論文を２〜３公にしただけで、共同

だのですが、その中にあるのがこの「小岩井淨の

の研究を発表する機会がありませんでした。細迫

あしあと」という略歴です（省略）。「愛知大学新

先生はあとでちょっと出ますけれども、小岩井先

聞小岩井淨追悼特集号 1940.4.10」と書いてあり

生の文献とか資料をいただきました。レジメ（前

ます。実は私は愛知大学新聞の特集号を２つ持っ

出、目次）は今日お話しすることの項目を並べた

ていました。1960 年（昭和 35 年）ですが、４月

だけですが、いろいろ準備しました。こんなにた

10 日と２月 19 日の２種類出ています。中身はほ

くさんのことはとてもしゃべれないので、ずいぶ

ぼ同じですが、若干違いがあります。それをいく

んはしょることになると思います。

ら探してもそれに当たるものが分かりません。も

表１で小岩井先生がファシズムの問題に関わっ

う１つは小岩井先生の人徳ですか、いろいろな方

ておられた昭和10 年、11 年、12 年、この時期の、

から反響がありまして、卒業生の可兒さんという

小岩井先生がファシズムや人民戦線に直接触れら

方が持っていた年表です（省略）。最後の手書き

れたと思われるものを抜き出して紹介しました。

のものは細迫先生のもので、細迫先生は小岩井淨

もちろんこの他にも論評はありますけれども。38

の戦前の左翼知識人の活動というようなテーマで

年１月の「日本ファシズムの現段階」という学生

論文を書くつもりでしてその資料としてこの表３

評論に載った論評があって、実はこの前年の 37

の年表を作ったわけです。簡単ですが細迫先生の

年６月に、人民戦線の活動に関わったということ

構想の中で作られた、そういう観点でのポイント

で検挙されるんですが、原稿は 36 年の 11 月に書

がこの年表の中に表れています。こういう機会は

かれたようです。ただ発表は 38 年１月で、その

あまりないと思いますので紹介します。
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表１
年
1935

1936

1937

月
3
6
11
1
1
2
3
4
5
5
6/1
6
7
7
7
7
9
10
10
11
12
1
4
6

小岩井淨のファシズム論・人民戦線論

「無産者運動の新情勢」社会評論
「日本ファシズムの特質」社会評論
「日本ファシズム論」エコノミスト
「社会運動の展望」社会評論
「都市・農村対立の解決者」政界往来
「ファッショは天下をとるか？」
（回答）労働雑誌
「粛正選挙の総決算」エコノミスト
「民主的自由と労働者農民」労働雑誌
「特別議会を我々はどう見るべきか」労働雑誌
「広田内閣と特別議会」社会評論
「特別議会を顧みて」時局新聞
「日本農業と資本主義」改造
「日本に於ける人民戦線の問題」 社会評論
「日本に於ける人民戦線の『綱領』の問題」三田新聞
「特別会議とファシズム」サラリーマン
「広田内閣の基本的方向」政界往来
「日本人民戦線は果してできるか？」
（回答）労働雑誌
「政府の農業政策と農民」労働雑誌
「時局概観−日本のファシズムの問題」大衆政治経済
「時局概観−最近の政局と軍部」大衆政治経済
「時局概観−議会制度改革の問題」大衆政治経済
「日本ファシズムの現段階」 学生評論
「林内閣の農漁村政策」水産公論
「社大党の躍進」政界往来

ろいろな組合の活動を援助したりしました。その

［Ⅰ］

時期に共産党の第１次の結成がありました。小岩

略歴

井先生は共産党の大阪の支部長でしたが、１日で

人民戦線というのは年表から分かりますけれど

弾圧され潰されました。小岩井先生は第１回目の

も、小岩井先生の活動からしますとごく短い期間

獄中生活を送ることになります。その前に藤田農

なんですね。ここには子供の時からの話が載って

場の農民争議の支援で逮捕されたことがあるんで

いますが、時間がありませんので省略させていた

すが、これは無罪放免になっています。それから

だきます。大変面白いいろいろな論評があって、

大きな事件・問題としては日農の提唱する農民労

ずっと読んでいきますと興味をそそられることが

働党というので政党を結成しますが、これもすぐ

たくさんあります。

に解散させられます。そのあと労農党、それから

活動について。理論活動、弁護士の活動、それ

新労農党という政党の結成にも加わって重要な役

からいろいろな労農運動。そういう活動の中の問

をやります。特に新労農党というのは共産党コミ

題として、人民戦線についての時期はほんのわず

ンテルンが組合運動、労働者運動の合法主義は日

か２年ぐらいで、その前の長い活動については皆

和見主義である、社会民主主義の裏切り路線であ

さんだいたいのことはご存じだと思います。最初

るということで否定的な見解を持っていまして、

は大学を卒業したあと、大阪で弁護士の活動に入

その新労農党に大山郁夫や細迫兼光、河上肇も参

り、そこで日農の弁護士になり、関西を中心にい

加して、共産党系の全国協議会によって裏切りで
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表２
年
1922
1931
1932
1933
1934
1935

1936

1937

1938

日本ファシズム・人民戦線関係年表

月
10
ムッソリーニ ファッショ政権成立
9
満州事変
5
５・１５事件
5
斉藤内閣成立
1
ヒットラー政権成立
7
学芸自由同盟結成
7
岡田内閣成立
10
陸軍パンフレット「国防の本義と其強化の提唱」
2
「天皇機関説」攻撃
3
「社会評論」創刊
4
「労働雑誌」創刊
5
内閣審議会・内閣調査局制公布
7 /8
コミンテルン第７回大会 人民戦線戦術
8
大阪地方無産団体協議会結成
8 / 10 政府「国体明徴」声明
1
総同盟・全国労働組合合同大会
2
「日本の共産主義者へのてがみ」
（国際通信）
2
スペイン人民戦線派勝利
2
２月選挙 無産派躍進
2
２・２６事件
3
「明朗日本のため人民戦線樹立へ」
（国際通信）
3
広田内閣成立 陸相候補寺内組閣介入
3
メーデー禁止通達
4
「新党樹立を排せ」
（国際通信）
5
労農無産協議会結成
5
軍部大臣現役制復活
5
思想犯保護観察法
6
不穏文書取締法
6
フランス 人民戦線内閣成立
7
コム・アカデミー事件
7
大阪無産団体協議会 社大党支持申入
8
「労農無産協議会と社大党への加盟問題」（国際通信）

8
左派４労組 社大党への参加申入
9
労農無産協議会 社大党への合同提議
9
陸軍官業労働組合禁止
10
社大党本部 入党に関する規準指令
10
「大衆政治経済」創刊
10
「議会制度改革に関する軍部意見」
（新聞）
12〜 人民戦線運動関係者一斉検挙
2
林銑十郎内閣成立
3
労農無産協議会 日本無産党と改称
4
総選挙 社大党躍進
5
「反ファッショ・護憲の国民運動を起こせ！」
（国際通信）
6
近衛内閣成立
7
日中戦争開始
12
第一次人民戦線事件 労農派検挙
1
第二次人民戦線事件 ( 労農派学者グループ）
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あると厳しい批判を受けます。

労農党）で立候補しますが、その時は落選します。

結局１年ぐらいで大阪の労働者の新労農党を解

そういう時期に政治活動もいわゆる労働者や農民

消し、
全協系の共産党系の労働者運動に合流する。

の支援を背景にやっていきます。人民戦線の時期、

そういう決議を大阪の執行委員会がしまして、そ

２回目の出獄をしてきたこの時期は、弁護士の資

れと一緒に小岩井さんも新労農党を解消する運動

格も生活の術も失われて、経済的な面でも思想的

をして、新労農党を除名になります。そのあと共

な面でも文字通り「冬を凌ぐ」という、非常に厳

産党系のいろいろな活動をします。労働者の救援

しい状況にありました。

組織ですね、
「モップル」（国際労働者救援会）の

とり東京へ行って、いろいろな理論活動をするわ

大阪地方委員長となり、それが原因で２回目の有

けです。まあだいたいその時期が人民戦線が問題

罪判決を受けて入獄生活を送った。入獄生活を経

となる時期です。

そういう状況の中でひ

験したあと 35 年に出されたのは「冬を凌ぐ」と
いう随筆集です。そのあとの時期に人民戦線の活

［Ⅱ］

動に入ります。いろいろな紆余曲折の活動の間に
小岩井先生の労働者や農民やそういう活動家の

日本に於ける反ファシズム運動

方々の人望と言いますか、評価が非常に高いわけ
です。労農党解体後大阪の無産団体におされて大

ここに「日本における反ファシズム運動」とい

阪市議選に当選、そしてモップル事件で獄中にい

うのがいくつか挙げてありますが、１つずつ紹介

た時にそういう人達の支援で大阪の府議選に当選

する時間がありませんのでごく簡単に紹介しま

します。衆議院選でも愛媛（労農党）、大阪（新

す。1935 年より前からですが、労働組合や農民

表３

1916
1919
1922

1925
1926
1928
1929
1931
1932
1934
1935
1936
1937
1939
1941

小岩井淨（1897〜1959）略歴（戦前）
（細迫朝夫作成）

長野県（現松本市）出身
一高入学

東大法学部入学 新人会入会
卒業 大阪へ 日農顧問弁護士（藤田農場など）
日本共産党大阪支部長
（1923 第一次共産党事件 26.5〜27.1服役）

無産政党組織準備委員会庶務 農民労働党創立
労働農民党の結党、再編
衆院選挙、愛媛２区立候補
3.15 全農結成
大阪市議当選
新労農党結成 30 解消運動
４月 モップル大阪地方委員長として検挙（32.2仮釈放）

（社会議員獄中当選）
（ママ）
横堤へ 自由農民学校 「没落宣言」
上京
『労働雑誌』、『社会評論』創刊
日本政治経済研究所創立
６月 検挙起訴（38.6仮出獄） 誠明会事務長
国民思想研究所 1940 上海経済研究所
東亜同文書院大学講師
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組合で当時いろいろ思想的・政治的に分裂・対立

言った合法左翼組合の左翼系候補も当選しまし

していたので、労働者や農民の利益を守るため統

た。そこで 23 名の無産派議員が初めて衆議院の

一しなければならないという運動が進んできた。

中に、１つのまとまった無産グループが生まれた

労働運動で特にファシズムに関連して非常に高く

ということです。この２月選挙も実は最大の得票

評価されているのが労働戦線の統一ということ

数を獲得したのは全評の委員長である加藤勘十で

で、35年に最初は大阪の港南地区の全労系と総

す。加藤勘十というのはファシズム反対をスロー

同盟の全国組織の地方組合組織が、労働組織の幹

ガンに掲げました。社会大衆党の書記長の麻生久。

部ではなくて下部の組合、これが労働組合の下部

これは実は親ファッショなんですね。軍部を支持

組織として統一すべきだとして、全国統一を目標

する親ファッショ。加藤は社会大衆党に選挙の協

に統一の戦線を作るという運動を展開する。これ

力を申し込んだんですが断られて、同じ選挙区で

の特徴は全労とか総同盟というのは実は共産系で

争って両方とも当選しますが、加藤のほうがはる

はなく、右派的な組織なんです。ここには共産主

かに得票が上まわった。加藤が全国最高得票数を

義者の働きかけがあったとも言われますが、戦線

獲得します。

統一運動をはじめる。それが将来の労働者や農民
や知識人の人民戦線につながっていく。

社大党地方組織の結成
それから左派系の組合も社会大衆党を支持する
ということもありまして、この選挙は反ファッシ

労働戦線統一運動と二月選挙
そのあと当時の左翼の組合、共産系ではなく合

ョ勢力、ファシズムに反対する勢力が大いに伸び

法左翼という、社会民主主義の左派組合、合法組

たということで人民戦線の１つの底流になりま

合。共産党というのは非合法なんです。左派の労

す。実はファシズムが問題になるというのは前の

働組合と、これを含めた今言った右派的な組合と

年の秋、34 年の 10月に陸軍パンフレット「国防

の間の総同盟や全国労働との統一運動。左派組合

の本義と其強化の提唱」で、「戦争が文化を作る。

というのは全国評議会（全評）、東京市従業員組

自由主義を廃絶して、国体の精神に基づいて日本

合（市従）
、それから東京交通組合とか東京自動

を改造していく必要がある」というような主旨の

車組合とか、そういうものが左派組合で、それを

声明を発表した。これは陸軍の正規の機関ではな

含めた全国的な労働戦線の統一を進めようという

いですが軍の新聞班の名で発表されたもので、そ

運動が35 年に起こり、一時ギリギリのところま

のあと美濃部達吉の「天皇機関説」の攻撃とか、

で話が進むんですが、結局左派組合は除外され、

内閣の「国体明徴」声明、国体論といったもの、

特に全国評議会（全評）というのは排除するとい

つまり右翼のファシズムのイデオロギーが浮上し

う立場を総同盟の幹部が固執します。それは全国

てきた。特にそのあたり軍部が先頭を切って行く

戦線統一の失敗はありますが、しかしその運動の

という流れができた。そういった中でファシズム

成果もあって、36 年２月の総選挙で実は当時無

に対する不信感が広がっていく。そういうものが

産派といわれた社会大衆党、これは無産政党とし

あって２月選挙でファシズムへの反対を唱えた加

て最大政党で労働者の数はそう多くないんです

藤が最高得票数を得たという流れになっていま

が、まあ労働者を結集してさっきの総同盟や全国

す。

労働なんかが加入しています。その社会大衆党が

そこで反ファッショ勢力の結集がポイントにな

18 議席を獲得します。その前の選挙の場合はわ

ってきます。ところが社会大衆党の書記長が麻生

ずか３〜４議席ですから一挙に18 議席。さっき

で、陸軍の主張を支持している。しかし何と言っ
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ても労働者の多数が加入しているということで、

（全評）、それから東京の市従、東京交通（東交）、

社大党の組織が各地にできてきます。それは社大

東京自動車等の労働左翼の組合の他に、全農とか

党の綱領や政策を支持しているわけではなくて、

関東工連、日消連とか、いくつかの左翼系組合が

今言った２月選挙の延長として反ファッショの労

集って。最初は東北地方の飢饉を救済する運動と

働者や農民が社大党に結集して、そこで反ファッ

して協議会。それが 36 年になりまして労働組合

ショの統一戦線を作っていく足場にしようという

法と小作法を制定するための共同組織にしようと

動きなんですね。それが全国で社大党の結集につ

いうことで、労働組合法小作法制定労農組合協議

ながってきます。その典型が岡山です。岡山全農

会という名前です。ところがその年の２月に例の

とかさっき言った全評の組織が社会大衆党の岡山

2.26 事件で戒厳令がしかれた。この中で先ほどの

支部を結成する中心勢力となります。社大党の方

合法組合、合法左翼だとか全評の加藤勘十など、

針を支持するのではなくて統一戦線、反ファッシ

東京の指導部を中心にそういった合法左翼を政党

ョの運動を作っていく。そういう主旨で社大党の

組織にしようという動きが生まれた。
その中心になっていくものの中には鈴木茂三郎

組織を作るわけです。

がいた。鈴木茂三郎は社会大衆党で、先ほど言っ
た陸軍のパンフレットが出た時に、社会大衆党の

大阪地方無産団体協議会の活動
その中で特に人民戦線運動に直接関わって大き

麻生書記長がそれを支持したわけですが、それに

な力になってきたのが大阪地方無産団体協議会で

対して鈴木茂三郎は社会大衆党の大会でそれを攻

す。これは大阪の全評とか大阪の市従とか、全農

撃して批難決議を出す。先ほどの２月選挙では社

とか、木材とか、そういった合法的な左翼の組織

会大衆党員でありながらそれに対立して出馬した

が主体になって作った。作った時期が35 年の８

加藤勘十の選挙事務長をやるんです。それで社会

月ですから２月選挙の前です。これは小岩井先生

大衆党を除名になります。鈴木茂三郎の他にも何

が獄中で府議会に当選された、その組織を再現し

人か同じ動きをとって除名になりました。その中

ようという主旨のもとに、そういう団体が集まっ

でその人たちが中心になって今言った政党化とい

て作った。これが大阪地方の労働者、農民の人民

う協議会の改組が進められます。そこで５月に、

戦線運動を進めていく母体になります。２月選挙

直ちに政党と言わないで恒常組織にしようという

でも大阪では、大阪地方の社会大衆党の国会議員

ことを決めました。単なるカンパニア組織であっ

を無産団体協議会があげて社大党と共同で支持を

て恒常組織である。ところがこれは政党化の動き

して当選させる。社大党の議員を当選させた大き

であるということで、つまり社大党に対する別個

な原動力になった。大阪の無産団体協議会という

の政党を作るということは戦線を分裂させる。戦

のは反ファッショ統一戦線。単なる労働戦線では

線統一の理念に反するという主張が出て、全農組

なく反ファッショの全国的な統一を呼びかけると

合とか関東工連とか日消連とか、こういった組合

いう活動をしています。

が脱退します。組合の内部でも社大党支持派と労
協支持派の間に対立が生まれる。そういう意味で
は労農無産協議会の結成というのは統一戦線や人

労農無産協議会４組合戦線統一運動
その次の労農無産協議会４組合戦線統一運動。
これはなかなかややこしいと言いますか問題を抱

民戦線を結成する上で路線の対立という非常に難
しい問題がある。

えていまして、労農無産協議会というのは実は労

この労農協議会は７月についに政党を結成しま

働組合の統一から除外されてしまった全国評議会

す。今まではいろいろな組合が寄り集まって協議
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会を作っていたのが、これを個人加盟にして、そ

動です。日本共産党はその当時検挙による指導者

ういった組合を幹部が個人の資格で政党化する。

の逮捕で中央はほぼ解体状態です。地方に分散し

それで反ファシズム人民戦線の推進力になるとい

て共産主義者がいろいろなところで分散して活動

う方針を定めた。社会大衆党から排除されている

していました。共産党のその当時の路線というの

いわゆる左翼の活動家（共産党以外の合法左翼）

は、いわゆる 1932 年テーゼのコミンテルンの路

を押さえて、左翼の勢力を全部結集していこう。

線における運動方針、革命方針です。32年テー

但し社大党が門戸を開けて受け入れるならば何時

ゼの特徴と言いますのは、日本は資本主義国では

でも社大党と合同します。こういう方針を出す。

あるけれども封建的な残存物と言いますか、封建

これは左翼組合の間に分裂の危機感が生まれまし

的な要素が非常に強く残っている。それに天皇制

て、そこで分裂を回避して統一運動を進めるため

つまりそういう昔からの封建的な色彩があった。

には、反ファッショの運動を進めるにはどうして

発達した資本主義と、古い封建的な寄生地主制と、

もまとまらなければならないということが機運と

それと天皇制という機構。そのために民主主義、

なって、４組合、それぞれ対立勢力を抱えていた

特に議会民主主義が発達しない。議会というのは

東京交通（東交）、加藤勘十が委員長をやってい

単にカムフラージュにすぎない。天皇制がいわば

た全国評議会（全評）、東京市従、東京自動車、

絶対主義的な性格を持つ、絶対主義的というのは、

こういった合法左翼４組合が一緒に社会大衆党に

資本家も地主も直接自分の政党や自分の政治的代

合流していこうという申し込みをしていく。それ

理人で支配しないで、天皇はブルジョア政党や地

に乗り遅れては全評が孤立してしまうおそれがあ

主の政党から超然として拘束されない独自性を持

った。労農協議会も9 月になりますが、社大党に

っている。その３つの支配勢力が支配している。

対して合同を申し込む。こういう流れになります。

したがって日本では封建的な体制をまず撤廃して

これも社会大衆党は必ずしも受け入れられない。

民主主義を実現するのが日本革命の課題であると

４組合については社会大衆党は門戸は開放してい

いうので、ブルジョア民主主義革命という課題を

るからどうぞ入りなさい。ただし社会大衆党を撹

解決し、それが実現したあとで労働者の革命運動

乱したり破壊するような分子は要りません。つま

を進める。そういう２段階革命論をとなえた。

りそれは加藤勘十とか高津正道とか鈴木茂三郎と

そこでその路線では、当時反ファシズム運動を

か、そういうのは要りませんよという意味を含め

主張していくのは天皇制に対する闘争を弱めるこ

ています。
そこで４組合の社会大衆党への入党と、

とになる。天皇制に対する闘争の方向をずらして

労農協議会の社大党との合同要求も、結局失敗に

しまう。そういう意味でファシズムに対する反フ

終わる。ただし大阪の市従とか東京の市従は、社

ァッショ闘争というのは否定的にとらえていま

会大衆党に加入していきます。そういうことで足

す。このためにヨーロッパでナチスが政権をとる、

並みは乱れてきますが、まあ社会大衆党に加入す

ムッソリーニはもっと早いですが、1933 年、32

る組合と排除された、あるいはそれに参加できな

年テーゼのあとでナチスが政権を獲得していろい

い組合との間の分裂が残ってしまう。そういう意

ろな弾圧をする。これに対して文化人とか合法的

味で人民戦線運動の流れの問題点になっていた。

左翼の労働運動などが、ナチスの弾圧に抗議する
いろいろな集会とか組織を作ろうとしても、それ
に参加することは天皇制に対する闘争をそらすこ

野坂参三と共産主義者の活動
人民戦線の問題で、理論的な意味で非常に重要

とになる。そういう運動を認めないというのがそ

な意味を持つのは、野坂参三らの共産主義者の活

の当時の態度でした。これが訂正されていくのが
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1935年７〜８月の、コミンテルンの第７回大会

からも独自に行動できる、そういう絶対主義的な

です。コミンテルンはようやくそこで公にファシ

天皇制なのか、あるいはブルジョアジー、独占資

ズムに反対する人民戦線戦術を採用するわけで

本、軍と結びついてファシズムを進める、そうい

す。その前から文化人や科学者などの分野ではそ

うブルジョアジーの政権と変わっていったのかど

ういう人民戦線の運動が進んでいるのですが。コ

うかという、そういう 32 年テーゼの路線の根本

ミンテルンがそういう方針を打ち出して、その討

問題に実は触れてしまうわけです。ところが野坂

議に参加していた野坂参三その他の日本の共産党

の場合はその点についてはあまり明確にしていな

員が、野坂参三が特に中心になってコミンテルン

い。ただ天皇制の問題は打ち出しても大衆はつい

の方針を日本に宣伝する。あとアメリカに渡って

てこないと。それで軍部との闘争という方針で人

アメリカから「国際通信」という定期刊行物等で

民戦線を主張します。

日本の革命問題、反ファッショ問題についていろ

それから野坂のもう１つの特徴は、日本の労働

いろな論評を送るようになった。それがこの時期

運動、大衆運動の中心勢力はやはり社会大衆党で

の野坂参三の活動です。最初天皇制がファシズム

ある。けれどもその指導部にはファシズムの分子

によって補強されるという論点でした。それから

がいる。いるけれども社会大衆党というのは広範

労働組合の先ほど言った非合法な活動ではなく合

な労働組合、農民組合の大衆が加入をしている一

法的な活動を重視していくべきだというようなテ

種の共同戦線党であって、その中には地方の組織

ーマでした。まだそういった人民戦線というよう

は中央からかなり自由に活動できる余地がある。

な主張は最初の頃には載っていませんが、1936

そしてファシズムを支持する一部の幹部もそれほ

年２月「日本の共産主義者へのてがみ」が日本で

ど強力ではない。それに対して中央派とそして人

はファシズムに対する統一戦線、労働者、農民、

民戦線を支持する勢力があるのではないか。そこ

それから市民、インテリゲンチャ、少し後で進歩

で社会大衆党に加入して、社会大衆党を反ファッ

的な自由主義者が加わる人民戦線が主張されま

ショ人民戦線の母体にすべきである、こういう主

す。ファシズムの主要な敵というのは実は軍部で

張を展開した。これは「共産主義者へのてがみ」

ある。
軍部が日本のファシズムの推進勢力である。

には出てまいりますけれども、さらに「新党樹立

そういう主張ですね。ファシズム論や人民戦線論

を排せ」とか「労農無産協議会と社大党への加盟

はいろいろ変わっていきますけれども、まあ軍部

問題」とかで明確にされます。そういうわけで労

がファシズムの主要な推進力、焦点になっている。

農無産協議会の政党化の動きは全く有害であると

その軍が金融資本、大資本との結びつきを深くし

いう厳しい評価を加えます。社会大衆党を中心に

ているとされます。

先ほど言った軍部を先頭とするファシズムに対抗

天皇制に対しては32 年テーゼにしたがって天

する勢力を結集すべきだというわけです。やがて

皇制が日本革命の打倒目標であるということを述

軍部が議会制度に手をつけるようになってきま

べています。しかし、まだ国民大衆が天皇制につ

す。36 年の 10月、「議会制度改革に関する軍部意

いて充分認識を深めていない。アピールをしても

見」が新聞に発表されます。議会を否定してしま

一般国民大衆はそれについて違和感を覚えるか

うような改革案ですね。議会を全く形骸化したド

ら、天皇制打倒と、天皇制を正面に掲げるのは避

イツのファシズムと同じです。これに対しては政

けるべきである。そういう戦術の提起でした。実

府のファシズム的政策を支持してきた既存の政

はこれが理論問題として問題になる点でして、果

党、民政党と政友会に地主や資本家が結びつきま

たして天皇制は封建制を片方の足で踏まえ資本家

すが、その中でも自由主義的な進歩的な分子がそ
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れに対して反対をして、各地域で集会を開いてこ

た野坂の主張と同じく天皇制については触れない

の改革案に反対する運動を進めます。その中で社

とか、帝国主義戦争反対にすら触れないほうがい

会大衆党も正面からこれを支持することはできな

いとか、大衆の身近な要求に結びつけて運動を進

くて、民主主義、議会制度を擁護するというスロ

めていく方針をとった。組織も共産党の組織とし

ーガンを出すようになります。

て規律を持った組織を作る必要はないという意見

これは 37 年４月の社大党の選挙の勝利。つま

がありまして、結局組織については意見の対立が

りそういった議会制度改革に反対する、民主主義、

あってサークル活動に終わってしまうんです。そ

議会制度の擁護の流れで大躍進となった。そうい

ういう再建準備委員会の路線は最初の活動の方針

う意味で憲政擁護、つまり議会制度擁護。議会制

は 32 年テーゼに影響されていましたが、すぐに

度そのものは32 年テーゼは全く充分な民主主義

野坂などの「国際通信」の掲げる方針に従って活

とは言えない、ブルジョア民主主義とすら言えな

動することになります。いろいろ東京や神戸や名

い、単なる天皇制をカムフラージュする、幻想に

古屋なんかにも組織や活動拠点を作って、活動し

すぎないと言っていた議会制度を擁護するため

ますが、昭和 11 年末の検挙によって破壊されま

に、軍部に対抗して全ての勢力を結集して反対す

す。

べきであるという憲政擁護のスローガンを野坂が
出す。

実は再建準備委員会というのは、小岩井先生の
大阪での活動に非常に関わりがあるんです。あと

まあこういう動きで野坂参三と、それから共産

で触れます。一般出版物、これは次に出ます「労

主義者はさっき言ったように各地方に分散してい

働雑誌」や日本政治経済研究所の「大衆政治経済」

ろいろなグループや組織で活動をしていました

などの他に、「改造」とか「中央公論」とか、一

が、これは省略します。名前もほぼ挙げられてい

般の新聞・雑誌なんかも、ヨーロッパのフランス

ます。

の人民戦線が勝利し、スペインで人民政府が成立
するなどに触発されて、そこで人民戦線の紹介記
事や、人民戦線の論文を載せるようになった。

共産党中央再建準備委員会
共産党中央再建準備委員会。これは共産党指導
部が壊滅状態で、大阪や関西の共産主義者がこの

［Ⅲ］

前の時期の共産主義者の活動がセクト的であるこ
とを批判して、共産党の中央指導部をスパイとし

「労働雑誌」
、
「日本政治経済研究所」

て攻撃する運動に加わります。これは「多数派」
というグループです。それがコミンテルンに厳し

「労働雑誌」と「日本政治経済研究所」。1935 年、

く批判されて「多数派」を解消しました。しかし

「社会評論」と「労働雑誌」が相次いで発刊され

他方コミンテルンは先ほど言ったように人民戦線

ます。「社会評論」はナウカ社から左翼知識人が

という 32 年テーゼとは違う戦術をとりますが、

中心になります。「労働雑誌」というのは左翼組

共産党の壊滅状況の下で人民戦線の運動の核がで

合の加藤勘十や髙野実、関東消費者組合運動をし

きない。ファシズム勢力に対抗して党のイニシア

ていた柳田春夫が雑誌を作ることを計画しまし

チブの下に、反ファッショ人民戦線を結成するた

て、それに共産主義者が途中から加わってきます。

め、共産党の全国組織を作る必要があるというの

編集に携わっていたのが内野壮児。これは当時全

で、再建準備委員会という共産党組織再建の運動

協系の金属組合のオルグをしていて、その前に逮

を進めるんですが、実際の活動方針は先ほど言っ

捕され投獄されていたんですけれども、出てきて
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組合オルグをしていた内野壮児を編集者に据え

なんです。36 年の後半になりますと中心になっ

た。内野壮児は共産党員ではないんです。共産党

ていた編集者内野壮児は、共産党系の全国協議会

に入党したのは戦後だと言われていますが、共産

（全協）の活動を再開したいという気持ちを持っ

党系の活動をやっている。これと合法左翼の組合

ていました。そこに関西の「労働雑誌」の支局が

指導者が合同で作った。これは労働者、大衆を啓

作られまして、そこの中心になっていたのは川上

蒙していこうと、全国的な労働者の生活実態、労

貫一です。川上貫一は戦後大阪で共産党の議員と

働条件、それから政治的な状況、それを啓蒙する

して活躍しました。共産党が議員を出せなかった

ために誰でも分かり易い大衆的な雑誌、つまり「キ

ころ、川上貫一だけは当選した。その川上貫一を

ング」という講談社で出していた大衆雑誌があり

大阪支局長にして、その中でそういった共産系の

ますが、その「キング」に相当するような大衆雑

影響力が強まっていた。中立な労働者階級に全く

誌を出そうということで発刊したわけです。お金

色のつかない大衆雑誌を望む人たちとくい違いが

は借金をし、そこで実は小岩井さんが発起人とし

生まれた。

て呼ばれるんです。発起人は加藤勘十だけではい

しかし 36 年の 12 月に「労働雑誌」は人民戦線

けないので、いわゆる共産系から小岩井さんを呼

の戦術を大衆に広めたという人民戦線路線の出版

ぼうということで内野と柳田が小岩井さんの宅へ

物として弾圧されます。「社会評論」もこれより

行って説得をする。すぐには引き受けなかったよ

早く８月に発刊停止に追い込まれます。これが小

うですけれども。小岩井さんとそれから加藤勘十

岩井先生が裁判にかけられて治安維治法違反で訴

だけでは左翼と共産系ということでこれでは労働

追される理由となります。

者、大衆を啓蒙するにはふさわしくない。もっと

小岩井先生と人民戦線の関わりの、もう１つは

右の人がいいだろうというので、社会大衆党の衆

日本政治経済研究所。これは 35 年の秋、先ほど

議院議員杉山元治郎のところへ押しかけていって

言った労働雑誌の編集をやった共産系の内野壮

頼んだら杉山元治郎はすぐ OK した。３人が発起

児、同じく共産系の立花敏男、そういう人達が小

人になって創刊する。

岩井淨を所長にして研究所を設立しようとした。

執筆者はいろいろな評論家、特に左翼評論家。

その研究所は大衆雑誌ではなく労働戦線の情勢や

小岩井さんもたくさんの解説や評論を書いていま

ファシズムについて調査研究をする研究機関とし

すし、プロレタリア文壇の有名な小説家や漫画家

て設立しようという建前でした。35 年の秋に計

とか、読み易いものにした。最初は 3,000 部を予

画し、36 年の４月に小岩井淨、内野壮児、それ

定していた。半分の 1,500 部は労働左翼の組合、

から川上貫一、木下半治、立花敏男というような、

全国評議会、東京交通などの組合員に買ってもら

共産系あるいは共産党の同調者が中心になって、

った。あとの 1,500 部は一般の書店で売るという

東京に日本政治経済研究所というのを設立しまし

ことで始めた。それはしかし好評でありまして、

た。この研究所の研究成果を発表したのが 36年

多い時は7,000 部近くまで増えました。その当時

10 月の「大衆政治経済」です。ここに東京の日

先ほど言った全国評議会とか大阪の無産団体協議

大図書館でコピーした「大衆政治経済」の全部の

会に集った組合やその他の労働団体の中に、いろ

目次を持ってきました。所長は小岩井さんで、小

いろなサークルなんかができるという役割を果た

岩井さんが冒頭に「時局概観」という論文を発表

したわけです。小岩井先生や岩間光雄、川上貫一

しています。10 月、11月、12 月と３度まで発行

らが中心になって「友の会」を作る。それから顧

されていますけれども、12 月には日本政治経済

問として執筆も担当する。担当者の原稿料はなし

研究所も弾圧で検挙されてしまう。これも「労働
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雑誌」と同じように人民戦線を推進したというこ

いろな論評をずっと通して読んでいきますと非常

とで弾圧されます。

にそれに近いわけです。「天皇制」という言葉は

この「大衆政治経済」は大阪にも支局を構えて、

めったに使いません。「日本主義」あるいは「封

多い時には6,000 部、「労働雑誌」と同じぐらいの

建的なもの」というような言葉を使っていますが、

数だけ販売しています。ですから労働者はかなり

「天皇制」を意味する封建制度、「封建的なもの」

これを手に入れたということです。この中でもう

を物理的力で支える直接的支柱が軍部であって、

１つ問題になるのは、関西支局の川上貫一などを

軍部が原動力になって、ファシズムを推し進めて

通じて小岩井先生の研究所のメンバーが共産党中

いる。それからもう１つは日本には封建制的な残

央再建準備委員会の指導者と接触をして、人民戦

存物がある。封建制の残存物が強化されるが、天

線の路線について検討し、コミンテルンつまり再

皇制の強化は小岩井先生の場合ファシズムの強化

建準備委員会の方針路線に沿って活動しようとい

につながる。つまり天皇制の強化と言っても封建

うことを検討したということが研究者に指摘され

勢力の強化ではなくて、ファシズムの強化である。

ています。そんなことも弾圧の大きなきっかけに

ファシズムというのは独占資本、金融資本、ブル

なっています。

ジョアジーの利益を追求している。つまり軍部の

共産党再建準備委員会の指導者の和田四三四と

動きも、そのために資本主義とか天皇制度を強化

いうのは 36年夏ごろ東京に行って、「労働雑誌」

しようという動きは、金融資本の利益を究極目的

の内野らに再建準備委員会の方針を説明していろ

としてファシズムの体系を作ろうとしているとい

いろ勧誘をしていたが、内野らは相手にならず、

う論理なんです。これは 32 年テーゼを路線とし

帰してしまったと言われます。川上貫一は準備委

て必ずしも否定していない野坂なんかと違う点だ

員会ともコンタクトがあったという説がありま

ろうと思います。つまり絶対主義天皇制というコ

す。

ミンテルンの、日本の資本主義分析、構造分析、
天皇制分析を大きく修正していく。そして帝国主
義ブルジョアジーの利益の追求がファシズムの究

［Ⅳ］

極の目標になってきている。戦後言われている天

小岩井淨の日本ファシズム論・人民戦線論

皇制ファシズム論というものに近いと思います。
もう１つは野坂は社会大衆党を中心に結集す

──日本の論調における位置づけ──

る、労農協議会のような新党結成に反対するとい
小岩井先生の日本ファシズムや人民戦線につい

う路線ですが、やはり小岩井先生も社会大衆党が

ての論評ですが、時間がありませんので、小岩井

中心であるという考え方は同じです。ただ労農無

先生のテーマの結論、私の考え方の結論だけを紹

産協議会を頭から批判している論述は見当たりま

介します。

せん。労農無産協議会をいかに社会大衆党と結合

「日本の論調における位置づけ」。先ほど言いま

させるかが最大の課題だというふうに評価してい

した通りコミンテルンの方針に従っていた野坂参

ます。そしてそれを実現する最大の鍵は労働組合、

三の人民戦線論ですね。天皇制は主要な敵ではな

労働戦線の統一なんです。先ほど言った総同盟と

くて軍部ファシズムを当面の敵とする。そして社

か全国労働のような全評を排除した、合法左翼を

会大衆党に結集する。それから議会制政治制度が

排除した統一でなく、それをやはり乗り越えなけ

問題となった時には護憲の勢力の結集をはかると

ればファッショ勢力を屈伏させられない。人民戦

いう考え方が特徴なんですが、小岩井先生のいろ

線、反ファッショ勢力の統一を実現するには両勢
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力の統一が必要としています。それから共通して

打倒の戦略目標をあいまいにしたと言って野坂を

いる部分としてはさらに36 年の秋以降、護憲の

批判しました。

ための反ファッショ勢力として議会制度擁護が問

そうしますと日本共産党の現在の評価は、野坂

題になってきます。広田内閣の時期、陸軍の議会

参三と共通する部分がある小岩井先生の人民戦線

改革声明以後、そういう意味で既成政党、民政党、

論とのあいだにも矛盾が出てくるわけです。野坂

政友会の自由主義分子、進歩派分子を含めた戦線

はなぜ 70 年史の中で批判されたのか。実はその

を追及していかなければならないという点です。

前に日本共産党とソ連との関係は絶縁状態で、特

最後にちょっとこれに関連しますが、実は野坂

に国際問題でソ連共産党を手厳しく批判してのち

参三の理論は現在の日本共産党からは批判されて

には社会主義と認めていない。しかしその時に至

います。共産党は 50 年史、60 年史、70 年史とい

るまで野坂はずっと共産党の組織に隠れてソ連共

う党史を出版しています。60 年史までは野坂参

産党とつながりを持っており、特にスターリン時

三は人民戦線の普及に力を尽くしたというふうに

代の粛正に加担していたというようなことで追及

肯定的に書いてあります。70 年史になりますと

され、結局除名されました。そこで野坂の組織問

野坂への批判が出てくるわけです。どういうもの

題についての曖昧さ、弱さを人民戦線の問題で取

かと言いますと、先ほど言った共産党の再建につ

り上げて付け加えたと思います。野坂はなぜ除名

いて「多数派」分派に対する態度が「妥協的であ

されたのか、それまでの野坂の地位からして一般

る」
。
「多数派」分派に対する評価が甘いと。２番

の理解を補う意味があった。ですから私はむしろ

目が社会大衆党に対するファッショと闘いうると

運動の理解としてそれが当たっていると言えるか

いう過大評価。36 年の末以後も社会大衆党に対

どうかというのは全く別の次元の問題だと思って

する評価が甘い。つまり依然として37 年になっ

います。

ても社会大衆党を人民戦線の主要な勢力として考
えている。批判がない。と言いますのは社会大衆

［Ⅴ］

党は36 年11 月の時点で社会大衆党の政策に反す
るようなつまり人民戦線を主張するような分子の

小岩井淨の思想と理論

入党を禁止するという通達を、地方支部に対して
出す。それまでは入党するというのは地方組織ご

さて小岩井先生の思想と理論ですが、小岩井さ

とに入党手続きをしていたのが、中央から通達を

んは先ほどちょっと出ましたけれども、日本の封

出してこういう点で入党を規制した。その中に人

建的な制度というのは実は農村では徐々に弱まっ

民戦線を主張する分子は入れるなという意味の、

てきている。日本の資本主義が農村にも浸透して

それを意味する項目を入れた。そこで社大党への

きている。そして農村の封建制はもちろん頑強で、

左翼運動組合の大量入党はほぼ絶望的になる。そ

資本主義の浸透に対して抵抗したり交錯したりし

してその年の末の党大会で人民戦線そのものを否

ますが、しかし徐々に崩壊しつつある。これが経

定する。そして 37 年になりますと日中戦争を支

済の法則である。いろいろな技術とか、あるいは

持する。そういう社会大衆党の流れを野坂は全く

作物の種類とか、生産技術とか、それから商品生

軽視している。つまり社会大衆党に対する過大評

産とか、作物の中のどういう品種をやるかとか。

価だという批判です。その時期に唯一日本で人民

そういう中で農民の貧困さというのはもちろん変

戦線を主張した勢力は、労農無産協議会の日本無

わらないわけで、この貧困さは資本主義そのもの

産党だとし、またこの時期32 年テーゼの天皇制

がもたらす貧困さが加わっているので、単に封建
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的な残存物で貧困であるというような、資本主義

の中で民主主義というのは段階的に、あるいは民

のそういう側面を見ないのは科学的でない。講座

主主義そのものが性格的に区別されていた。反フ

派の平野義太郎の「日本資本主義の機構」を直接

ァッショ民主主義というのは憲政擁護ですね。最

それを槍玉にあげて批判しています。これが 36

終的には憲政擁護、ブルジョア民主主義ですね。

年７月の「日本農業と資本主義」という論文です。

この民主主義の闘争はプロレタリアが進める民主

日本資本主義論と天皇制の基礎にかかわる経済分

主義の闘争と同じ質のものである。いわゆる民主

析をとりあげたものです。

主義論における１つの飛躍の契機になる。ご承知

それからもう１つは先ほどちょっと言いました

の通り現在では共産党というのは議会を通ずる社

が帝国主義ブルジョアジーとの関係で、むしろ天

会主義なんです。つまりブルジョア民主主義であ

皇制の役割や機能が変化してきているということ

る議会を否定しない。むしろ議会をもっと民主主

に当然ならざるを得ない。そこまではっきり天皇

義的に強化することで社会主義への前進をとい

制について述べておりませんし、表現としては覚

う、そういう路線をとっている。そういう現在の

えていませんから言えませんけれども、そういう

国家論の変化、かつてのレーニンの階級国家論か

文脈で論文には講座派の理論的な見解に対する批

ら、現在の民主主義論への変換のいわば出発点に

判というものが含まれている。

なった、そういう理論上の意味があると思います。

３番目に民主主義の問題がありまして、小岩井

最後にちょっと小岩井先生の判決文を紹介しま

先生は日本は封建制が非常に強く残っているため

す。小岩井先生が逮捕されたのは 37年６月で、

に資本主義は発達していても民主主義は充分確立

そこで３度目の有罪判決を受けるんですが、とい

していない。ブルジョア民主主義の確立、自由を

うのは、つまり人民戦線というのは共産党の革命

確立するという本来は先進国ではブルジョアジ

のいわば前段階で、共産主義革命の準備をするも

ー、資本のやった仕事が残されている。それをや

のということで、治安維持法違反で告発されたわ

るのは労働者、農民である。しかし当面問題にな

けです。有罪判決で、
しかし執行猶予で出獄して、

っているブルジョアが投げ捨てた自由と民主主義

そしていわゆる「転向」で国民思想研究所で宣伝

を労働者と農民が拾い上げて実現する。これは日

活動に入るわけです。第２審（大阪控訴院）の判

本の封建制の残存物に対する闘争、民主主義革命

決文の中にこういうところがあります。最初は日

の課題ですが、しかしここでファシズムを闘争課

本共産党に加盟し禁錮 10ヶ月。２回目は治安維

題としまして、ファシズムに対する民主主義のた

持法違反で懲役２年、３年間の刑の執行猶予。３

めの闘争、この闘争は今言った労働者農民がブル

回目は「労働雑誌」、それから日本政治経済研究

ジョア民主主義の未達成の部分を実現していく民

所に関わっていたということで懲役２年、３年間

主主義と少なくとも基本方向は同じである、結局

の執行猶予。その中に「労働雑誌」にどういう論

は同じもの同一のものであるという観点を述べて

文を書いたかが並べてあります。第２審の判決の

「民主的自由と労働者農民」という論文で、
います。

中でこういう文章があります。２回目の判決のと

36 年４月の早い時期に、まだ人民戦線が具体化

き、当時再度の検挙を契機として、「共産主義実

してくる以前、人民戦線が論壇に取り上げられて

践運動に絶対に参加せざるべきを決意し、これを

いく前に述べています。つまりそれ以前の共産主

実現せんと努めつつありたるも、共産主義思想そ

義者の民主主義革命論というのは、封建的な絶対

のものはまだ根本的に精算克服するを得ず」、２

主義天皇制を打倒する民主主義革命を完成し、そ

回目の検挙の有罪判決の時に共産主義の実践活動

のあとプロレタリア民主主義という２段階の革命

には参加しないという決意をしたが、共産主義の
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思想そのものは清算しない。官憲の言い方ですね。

非常に重苦しい深刻な政治状勢の中で非常に良

いつしか心の桎梏が緩んで、共産主義実践運動に

心的に活動されたのですが、才能を持った小岩

参加した。人民戦線運動ですね。心の緩みである。

井先生がいかに苦労されたか、そしてそれを何

そして共産党の目的達成に寄与するところがある

としてでも解決しようとしたかという、最初聞

のを知りながら内野らの計画に賛同した。「過去

きますと気が重たくなるようなお話だったと思

における思想的経歴の是非を別として、優秀なる

いますが、ちょっと時間が過ぎておりますけれ

素質を具有し、その人物才能が世人の敬慕、信頼

ども、５分か 10 分休憩を入れまして、そのあ

を享くるに足るものあり」。思想の如何を問わず、

と少し時間をとって質疑応答をしたいと思いま

人物に対して非常に敬慕、敬愛され、信頼を受け

す。

る人物であるということを官憲が認めています。

質問・ご意見をおっしゃる前にお名前と、所

青年学生時代は多分に人道主義的な思想傾向の上

属等ございましたらいただきたいと思います。

に、当時のデモクラシーとか社会主義の影響を受

どうぞ。

け、各種社会運動、政治活動に関与した。しかし

垣内

愛知大学国際コミュニケーション学部の垣

漸次共産主義思想に共鳴するに至ったが、今回検

内と申します。小岩井先生のお名前はよく存じ

挙にあい、
「刑務所に収容せらるるや其の老母の

ていたのですが、今のお話を聞くと何か大学人

変わらざる恩愛に感激を新たにすると共に、かつ

と言うよりも社会活動家、政治家に一番向いて

て浴したる恵澤寛典に対する自責の念に堪えず、

いる人だと思いました。東亜同文書院と関係す

日夜深刻なる苦悶反省を重ぬると同時にさきに転

るようになってしかも終戦を迎えて大学人にな

向を誓い」ます。そして畢竟共産主義思想そのも

ってしまわれました。細迫兼光さんなんていう

のを精算しえなかったその不徹底を思い致して、

のは政治家として有名な方ですね。彼等と同僚

マルクス主義理論の批判克服のために云々と。そ

だったんじゃないかと思うんですが、一方では

して国民的自覚深化のためわが国体の研究に努力

政治的な活動家から政治家になった人もいるの

するに至った。こういうようなことが書かれてい

に、小岩井先生はなぜ教育を中心に置かれるよ

ます。

うになったのか、あるいは大学人は教育の場に

この中で老母の変わらざる恩愛に感激し、とあ
ります。実は細迫先生と小岩井先生について話題

立って政治的な発言もできるので、そうしてこ
られたのかも知れませんが。

となった際、細迫先生がちょっと小岩井先生の転

私は今まで大学の歴史をあまり勉強してこな

向にお母さんの問題があったのではと言われたこ

かったんですが、どうして他の同僚と違う行動

とがあります。実はこの資料は細迫先生から借用

にいってしまったのか、まあ本人でないと分か

したものです。

らないと思うんですけど、藤城先生は小岩井先

申し訳ありません。まだ説明不十分ですがとり

生がなぜ政治家あるいは大衆活動家ではなく、
学者になってしまったのか、先生なりのお考え

あえず終わります。

があれば教えていただきたいと思います。

質
司会

疑

応

藤城

答

それは全く憶測になってしまうのでお答え

できないんですけれども。以前からいろいろな

はい、どうも藤城先生、ありがとうござい

評論活動なんかを通じて河上肇とか、それから

ました。まあ戦前のいよいよ、2.26 事件が起こ

鈴木安蔵氏とか、さっきちょっと言った木下半

って日本が決定的にファシズムへいく時期の、

治さん、愛大の教授でしたがとか、そういう人
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達との交流と言いますか、そういうものがあり

され、1930 年代に日本の左翼が雪崩をうつよ

ます。それから文章は平野義太郎とかそういう

うに転向していく過程を、小岩井さんは当然見

人達のようにアカデミックな文章ではないんで

聞きして知っていたと思います。そういう中で

すけれども、理論的な内容としてはいい加減な

小岩井さんの転向ということを考えることはで

ものではなく、非常に実証的なんです。あっと

きないものだろうかということ。つまり転向が

驚くような命題や結論をだすわけではないんで

悪かどうかという問題ではなくて、その当時の

すけれども、そこへ持ってくるための論拠が１

日本社会全体の中で日本の左翼が持っていたと

つ１つ非常に具体的な現実からの根拠をもって

言うか、転向していって、戦後はそういうこと

説いていく。イデオロギー的ではないですね。

にほとんど目をふさいだ形で、左翼運動や平和

そういう点でやはり活動家などと違う、かなり

運動が進められていった。それがずっと日本の

具体的、現実的な視点を持った評論活動だと思

社会に深い禍根を残しているんじゃないかなと

います。小岩井先生が死なれた時の葬儀で…南

いうことを、この仕事をしている中で感じつつ

原先生が弔辞を述べられた中でやはり小岩井さ

あるんですが、そこら辺、先生のお考えはいか

んの学風の１つに実証的であることが触れられ

がですか。

ています。思想的な研究もサン・シモンの研究

藤城 そう言われればそうですね。確かに左翼の

など、いろいろな発表をしました。また学会な

文化と言うか精神史と言うか、そういう流れと

んかでも実証的な報告を発表していますが、特

してそういうことはあり得るかも知れないです

に戦前の論評はそういう感じがしています。そ

ね。ちょっとその辺、そういう観点で考えたこ

れからもう１つこれは憶測でしかありません

とがないものですから今はお答えできないんで

が、やはり「転向」ということがあったと言う

すが。エピソードみたいなことで申し訳ないで

か、それを余儀なくさせたというふうに思いま

すが、細迫先生が私に、平野義太郎の転向問題

す。そこに慎重な態度も出てくるわけです。や

について文献を尋ねられたことがあります。そ

はりそれが戦後、政治家つまり実践の場で活躍

の時の会話や本の名前は忘れてしまいました。

することへのひっかかりになっていたのではな

図書館で調べようと思っています。しかし小岩

いかと思います。

井さんの場合はそういう共産主義運動の責任者

司会

はい。その他にはどなたか御質問なり、ご

ていた。それだけ大衆的な信頼と言うか人望と

意見なりありませんか。
加藤

に擬せられて、その辺がちょっと他の人と違っ

私は大学に頼まれて本間先生、小岩井先生

言うか、大阪や関西を中心にそういうことがや

の伝記を執筆中の加藤と申します。藤城先生に

はり当局にとってはものすごく希少価値があっ

は前に１度お話を伺っております。小岩井先生

た。小岩井さんはその点は非常に悔いの残るも

について書く場合の１番の問題は「転向」をど

のを持っていたと思います。小岩井先生の戦後

う扱うかということです。例えば平野義太郎と

の自分の著作目録の中には、その時期のものは

か三木清なんかが小岩井さんと同年の生まれな

一切触れられていません。学者によっては戦時

んですよね。それでこの細迫先生の作られた年

中に書いた協賛的論文を業績として戦後の自分

1935 年に「労働雑誌」と「社
表（前出表３）で、

の著作集の中に堂々とのせている人もいますけ

会評論」の創刊があります。翌年に日本政治経

ど。

済研究所創立となっていますが、その年の６月

司会

その他には。はい、どうぞ。

にコム・アカデミー事件で平野義太郎らが検挙

Ａ氏

場違いな質問かも分かりませんけれども、
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2.26 事件の時に陸軍部隊とそれから３名で天皇

藤城

私は父親が小学校に入る前に満州で戦死を

陛下にお会いして、事件の将校達は自決させる

しています。だからその時期は靖国の遺児とい

から勅使を派遣してほしいということを申し上

う名前をもらっていました。町の町長も出席し

げました。その時に陛下は「勅使の派遣なんか

て片田舎の小学校で盛大な葬式をしたのを記憶

はもっての外だ。私が中隊を率いて対決する」。

しています。父が死んだのは昭和 10 年でした。

その時に昭和天皇は35 歳か 36歳でしたね。陛

2.26 事件が昭和 11 年ですから数か月前です。昭

下が自決させよう、勅使を派遣すると言ったら、

和天皇が非常に怒って、2.26 事件の当事者達は

今の歴史は非常に変わったと思う。東亜同文書

全く容赦しなかった。これは 5.15 事件の時と全

院の人々など上海でいろいろ外地のことは詳し

く違います。5.15 事件は 32 年（昭和７年）で

く知っていた。ニュースが入ってくるから。し

すからこの４年前です。5.15 事件は、その時は

かし国内の者は何も知らなかった。どういうふ

むしろ同情的な雰囲気すらあった。2.26 事件の

うに考えられているか。もしご存知だったらお

軍部の上層部は、むしろ犯人に同情的だった。

聞きしたいと思います。当時陸軍はドイツに進

天皇は違います。殺された人の中に天皇が非常

出していましたね。ドイツから戦争の情報を得

に信頼していた側近がいた。それが直接の原因

ていた。海軍はイギリスからもらっていた。支

かどうか分かりませんが、とにかく 2.26 事件で

那事変が起きてから、あの当時は非常に難儀を

は昭和天皇は心底怒りに燃えていた。そういう

していた。武器はなくなってくるし、国内は疲

政治的に容認するような陸軍の上層部みたいな

弊していた。何とかして解決しようと会議して

発想などどこにもない。ただ大きな政治的な動

いた時にドイツは蒋介石に武器を売って莫大な

きや考え方について言うと、2.26 事件はその後

利益をえていた。それで蒋介石が上海で陣地を

日中戦争に行く、軍部がだんだん発言権を増し、

築いた。

軍部自身が 2.26 事件の首謀者の思想に段々と近

司会 今のご質問は小岩井先生がその当時の国際

づいていく、そういう大きな事件であったと言

情勢、国内情勢についてどう考えていられたの

えると思います。そんな説明からすると天皇個

かというご質問か、それとも藤城先生あるいは

人の考え方が大きな意味を持つことはない。そ

他のその当時のことを体験された人がどう考え

ういうイメージはあります。

られていられたのかというご質問ですか。
Ａ氏

東亜同文書院におられた人です。外地にお

司会

はい、どうぞ。

山田

愛知大学の山田と申します。今先生のお話

られた人はいろいろな情報を知っていたと思う

の中で野坂参三や徳田球一と小岩井先生との関

んですよ。歴史の流れで陛下がもし陸軍大臣な

係についてお尋ねします。その中で私は小岩井

んかのあれを入れて勅使を派遣すると言われた

先生を非常に尊敬していたんですけれども、戦

ら、アメリカとの戦争になったけれどもそれは

後、日本共産党が一時半非合法化されたとき、

あとからで、歴史は大きく変わったと思うんで

徳田球一が日本を脱出して中国に行く前、豊橋

すが。

で小岩井先生に会ったということを聞いたこと

司会

どなたかその辺のことをご判断になられる

方、いらっしゃいますか。東亜同文書院関係の
方は今日おいでになられますか。いかがですか。

がありますが、もしそれについて知っておられ
ましたら、教えていただきたいと思います。
藤城

会合を持たれたかどうかは知りませんけれ

私はまだ１歳か２歳で、藤城先生は５歳か６歳

ども、徳田球一が小岩井先生の共産党入党に反

ぐらいだと思いますが。

対したというのは聞いています。徳田球一や宮
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本顕治らはこの時期は自分も投獄されているん

は例の一高時代の中国旅行、大学時代のシベリ

ですね。ずっと官憲に捕まっていて、実際の運

ア中国旅行。あの時期の旅行が小岩井先生の思

動で何か対立したとか、そういうことはなくて、

想的転機となったという指摘が愛大新聞追悼特

むしろ野坂などのコミンテルンの方針の転換と

集号の中で触れられていますが、それについて

か国際情勢の転換とも言える、世界のいろいろ

は必ずしもそうではないという、小岩井先生の

な運動、民主的な運動の流れなんかを、徳田球

研究論文でそういう意見を述べている方がいま

一はおそらく充分に理解できなかった。同じこ

すけれども。中国の人達の悲惨な状況は目にし

とは神山茂夫にも言えます。その時期に投獄さ

ていますが、それよりも日本人が悪いと、そん

れた人たちはむしろ転向してああいう役割を果

なことをメモしたものがあると言っています

たしたことに強い嫌悪感を持っているだろうと

し、それからファシズムの頃の文献ですと、中

は想像できますけれども、活動それ自体小岩井

国侵略というのはあまり出てこなくて、日中戦

さんの活動自体については充分な意識はなかっ

争の前の時期、むしろシベリア対策、軍部のソ

たのではないか。徳田球一は非常に豪快で、ア

連との戦争を見越したシベリア対策と、当時の

ジるのはうまいけれども理論的にという点につ

満州、中国の東北地方、その辺に対する市場の

いてはあまり業績をあげた人ではない。

拡大、権益の拡大を意図した日本の資本家達の

山田

ありがとうございました。

意図と、それからそれに伴って、当然ソビエト

司会

はい、どうぞ。

と衝突するものがあるということで、仮想敵国

長井

愛知大学文学部の長井といいます。専門は

との間の戦争を予想して軍備を拡大した。その

全く違って中国の古い時代なんですが、非常に

時の広田内閣の予算は、国家予算の半分以上が

興味深く聞かせていただきましてありがとうご

軍備に充てられた。そういう状況で、専らソビ

ざいます。少しだけご質問があるんですけれど

エトとの戦争を準備した予算であった。中国侵

も、小岩井先生の中国観みたいなものがあった

略という言葉はそこからはあまり記憶にありま

らお伺いしたいんです。戦前の中国の状況、中

せん。あとの日中戦争の時期は別ですが。まあ

華民国あるいは、日中戦争を含めて、中国の方

ごめんなさい。
その程度の知識しかありません。

向とか、中国はどうあるべきか、どういう方向

司会

はい。それではもうお１人。

に進んだらいいかという中国観、それから戦後

山田

今もちょっと関連して出てきた問題で、も

の例えば 1949 年以降の、新中国成立以降の中

しどなたか先生にお答えいただければいいんで

国に対してどういう見方をしているかをうかが

すけれども、東亜同文書院と小岩井先生とはど

わせるような発言とか、そういう文章が残され

うくっついたんですか。ある文献によりますと

ていたら少し教えていただけるとありがたいん

小岩井先生をある方が紹介したというところが

ですが。

見つかったんですが。どうも小岩井先生の活動

藤城

専門家がいらっしゃるので…。中国と親交

から見たところでは、もしかしたら関西の財界

を持ったり友好関係、中国の研究を愛知大学が

人ではなかろうかというような気がするんです

重視してきたということは創立以来のことで、

けれども。ある人物が本間先生に紹介したとい

例えば小岩井先生のおられた頃、中国の学術視

うのを読んだ記憶があるんです。

察団の来訪とか、そのあと中国の婦人代表団長

藤城

本間先生はやはり小岩井先生を非常に信頼

の講演とか。小岩井先生自身が中国の研究をお

していたといわれますけれども、そういうきっ

やりになって論文もいくつかありますね。戦前

かけで…。

42

◦ 1947 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
小岩井淨と人民戦線

山田

ただ一高での先輩、後輩としての紹介では

ないと思うんです。どなたかの紹介ではなかっ
たかと思いますけれども。

皇支配の国、日本は優れた国であるという。
司会

よろしいですか。非常に活発に御討論して

いただきましてありがとうございます。予定し

藤城

そうでしょうね。私は全然知りませんが。

た時間を 30 分ほど超過しております。ご協力

山田

そうですか、はい。ところで「国民思想研

ありがとうございました。私共は今後ともこう

究所」とは、どのような研究所ですか。
藤城

いう形でいろいろな研究会や講演会を開きたい

これは当時の日本のファシズムの思想を宣

伝する組織です。要するに日本は天皇の国、天

と思います。本日はどうもありがとうございま
した。
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豊橋と愛知大学
愛知大学東亜同文書院大学記念センター/
オープン・リサーチ・センター 研究員・運営委員

越知

專

今日は愛知大学に研究支援課という部署がござ
いまして、ここでは愛知大学の生い立ちから現在
までの研究、
そして資料発表をいたしております。
その研究支援課の黒川さんがスライドを映写して
くれます。
黒川（智広）さんです。よろしくお願いいたし
ます。（拍手）この方が、私のスピーチの中で時折、
「はい、それ」、「はい、それ」というわけで、ス
ピーチに合った絵を出してくださいます。その作
今ご紹介をいただきました、越知でございます。

業をしてくださる方が黒川さんです。

片桐（直彦）先生から「豊橋と愛知大学」、こ

それから、その次に愛知大学と豊橋技術科学大

ういうテーマでお話をと、大変大きなテーマをい

学の講師をしております日本史の先生、佃（隆一

ただきまして、どういう程度でどういう話をした

郎）先生。

らいいか、ある新聞社の支局長にご相談をかけま

お願いいたします。（拍手）

したところ、
「越知さんねえ、講義式よりも、要

佃先生は、愛知大学の 50 年の歴史を調べ上げ

するに愛知大学と豊橋市のいろいろ本に書いてい

ている先生です。技科大学と愛知大学の講師をし

ないようなエピソードを話した方がいいよ」と。

ておりますが、主に日本史を中心に研究しており

シルバーの元気のある皆さん、もう60 歳から 90

ます。

歳の方がここにいらっしゃるわけですから、「そ

それからもう一人の方をご紹介いたしますと、

ういう方たちはもう本当に人生の達人であります

愛知大学と名古屋産業大学の講師をしておりま

から、いろいろな本を読んでおられる。だから、

す、武井（義和）先生です。この方は、主にアジ

本に書いてあることをしゃべらないで、本に書い

アの近代史を研究しております先生です。

ていない逸話をしゃべれ」と言うんだけれども、

武井先生です。よろしくお願いします。（拍手）

さあ、１時間半逸話をしゃべりっぱなしでできる

このご３人の方の協力を得まして、これから皆

かどうか、スライドを見ながら皆さんと１時間半
楽しい時間を過ごしたいと思います。

さんと１時間半楽しみたいと思います。
きょう皆さんの封筒の中に挿入してあります資
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料がございます。この３枚の紙があるかと思いま

うと、お名前をお聞きしたことがあるかないか、

すが、レジュメが入っております。このレジュメ

恐らく児童文学を勉強している人、あるいは本を

を作成した方が、やはり愛知大学の記念センター

お読みになったら必ず四方

晨さんというのは名

の RA、リサーチ・アシスタントという係を持っ

前が出てきます。その四方

晨さんと片桐先生は、

ております中西（千香）さんという方が、このレ

愛知大学の学生時代、児童劇団というので、ある

ジュメをつくってくださいました。だから、女性

いは児童のための教育、そういうのを夏休みとか

的な文もちょっと入っております。

冬休みとかに市町村へ行って娯楽で楽しませてく

そういうことで、彼女は今、愛知大学と豊橋高

る。戦後ですから娯楽のない時代ですよね。その

等学校の中国語の先生をしております。豊橋高等

ときに愛知大学の児童文学研究会という、四方先

学校というともともとは夜間の学校ですが、その

生を初め片桐さんが、市町村、あるいはそういう

高校で中国語を教えているんです。全国でも高校

ところに文化活動をしていた。その時分から愛知

で授業の中で中国語をやっているのは少ないんで

大学は地域に密着した、地域文化に貢献した大学

す。その中で、なぜ豊橋高等学校で中国語がある

と言われております。

か。おわかりになるでしょうか。それは、皆さん

だから、その時分に杉浦明平さんという方はご

ご存じと思いますが、豊橋と中国の南通市が姉妹

存じだと思います。渥美の作家ですね。あの方が、

提携を結んでおります。もっと古くは、村山談話

「東三河は文化的不毛地帯だ」という論文を愛知

というのがございまして、不幸な出来事のという、

大学の機関誌に発表しました。そのときに、今か

例の。その村山総理の秘書官をやっていたのが早

らたびたびお名前が出ます本間喜一学長が、「い

川

や、いや、愛知大学もできた。女子短大もできた」

勝、今の市長であります。だから、中国に物

すごく思いがあって、ぜひこの豊橋の高等学校で

と。今、豊橋には３つ大学がありますね。38万

中国語を教えてくれということで中西さんが選ば

都市で３つ大学がある豊橋は珍しい。そのくらい

れたと聞いております。早川さんのその中国への

文化都市になったということであります。

思いが、この高等学校の中国語の時間に当てられ

その四方

晨さんが、豊橋市の、今度、市民病

たということも一つの逸話だと思います。きょう

院の跡地に子供の関連施設ができますね。今、市

は新聞記者もいらっしゃいますが、そういうこと

民からネーミングを募集しています。最もふさわ

は今まで新聞に書いていないと思います。そんな

しい子供のための文化施設、それを四方

ようなことで、できるだけ逸話を通してお話をし

に早川さんは依頼して諮問したのが、あの今度で

たいと思います。

きる子供関連施設です。要するに、豊橋にはノー

晨さん

片桐先生は、私よりも３つ年上、80 歳でした

ベル賞の小柴さんがいますよね。ですから、これ

よね、皆さんご存じのように。私は、片桐先生の

からの日本を背負って立つ子供のためにどうして

３年後輩になります。ことし 77 歳です。愛知大

も必要だということで、早川さんが四方

学の新制の第１回の卒業生で、２・８組というメ

を諮問しました。それで企画したのが、いよいよ

ンバーで、その中に後ろにいる金田さんがいらっ

着工した子供関連施設なんです。それもあまり知

しゃいます。金田さんも愛大の28 年の卒業生で

られていませんけれども、そういう形で、愛知大

す。そういうように愛知大学にはいろいろ多種多

学と豊橋の文化的な関係というのはいろいろある

彩にわたって活躍している方がいらっしゃいます

わけです。

が、この片桐さんの友人に四方

晨（しかた・し

ん）さんという方がおります。四方

晨さんとい

晨さん

いろいろある中で、ここで一つ、豊橋市と愛知
大学の対照年表をちょっとごらんいただきながら
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年

主な出来事

対照年表
豊橋の歴史

愛知大学の歴史

1901 年（M34）

東亜同文書院が上海に設立

1906 年（M39）

豊橋市誕生

1932 年（S7）

第 一 次 合 併： 人 口
142,579人

1945 年（S20） 終戦

豊橋大空襲

東亜同文書院閉鎖（当時学長

本間喜一）

1946 年（S21）

豊橋に愛知大学設置初代学長

林毅陸

1949 年（S24）

女子学生受け入れ開始

1950 年（S25）

本間喜一第２代学長就任綜合郷土研究所設立

1952 年（S27） 日米安全保障条
約発効

愛大事件起こる

1953 年（S28）

台風 13号襲来

1954 年（S29）

豊橋産業文化大博覧会
開催豊橋動物園開園

1955 年（S30）

第二次合併

1959 年（S34）

吉田大橋開通

車道校舎設置・拡張

1959 年（S26）

本間喜一第４代学長就任

1963 年（S38） 38 豪雪

薬師岳事件本間喜一学長辞任

1964 年（S39） 新幹線開通
1968 年（S43）

『中日大辞典』完成

1969 年（S44） 東名高速開通

中学校の完全給食開始

1972 年（S47） 沖縄返還日中国
交回復

国際貿易港として豊橋
港開港

1973 年（S48）

愛大事件裁判

1987 年（S62）

終審

本間喜一氏逝去

1994 年（H6）

豊橋港、自動車輸入日
本一に

1996 年（H8）

動植物公園オープン・ 愛知大学 50周年
新市庁舎完成

1999 年（H11）

中核市へ移行

2001 年（H13）

人口 37万人を超える

東亜同文書院大学創立 100周年

2002 年（H14）

国際中国学センター（ICCS）設立

2004 年（H16）

車道新校舎完成

2005 年（H17） セントレア開港
愛・地球博開催

人口 38万人を超える

2006 年（H18）

豊橋市 100周年

愛知大学 60周年

お話をしたいと思います。

［Ⅰ］
豊橋の生い立ち

３枚目に「豊橋と愛知大学対照年表」というの
があるかと思います。それを順を追ってちょっと
簡単にご説明いたしたいと思います。

1900 年、そこから愛知大学の前身の東亜同文
書院というのが始まったんです。ですから、去年
が豊橋市制 100 周年だけれども、愛知大学は 106
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年です。そういうことで、1906（明治39）年に

美容のためにいいと言っているけれども、そうい

豊橋市ができました。それが市制100 周年で去年

う形で食べるものがなかった。

まで大変にぎやかで、豊橋はいろいろなものを発

そのときに、なぜ豊橋かということですが、そ

信しておりました。人口３万 7,635 人で豊橋市が

愛知大学をどこに決めるかということで、
の時分、

誕生して、それから昭和７年に人口 14 万 2,579 人

別府とか、鎌倉とかの候補地があったんです。と

で第１次合併が豊橋市で行われた。20 年に終戦

ころが、そのときに同文書院の先生をやっており

で豊橋大空襲。それと同時に、上海では、この東

ました方で、皆さんご存じの高浜に神谷龍男先生

亜同文書院が日本の敗戦で引き揚げなければなら

という方がおられまして、その方が、こちらのニ

ない。だから、東亜同文書院はそこで一時閉鎖を

ュースとして、師団長官舎とか、あるいは予備士

いたしました。そのときの学長が本間喜一先生で

官学校、教導学校が空くよと。ここに愛知大学を

す。

つくったらどうだという一報を本間先生に送っ

その先生が日本へ帰ってきまして、新しく昭和

た。そこで本間先生は皆さんと相談して考えて、

21 年に日本国憲法が11 月３日に制定された、そ

日本の中心にある、だから東からも西からも講師

のときに、どうしても東亜同文書院、あるいは京

を招くには最高だし、生徒を集めるのにいいとい

城帝国大学、あるいは台北帝国大学の先生方、そ

うことで、じゃ、豊橋に決めようということで、

してその学生の皆さんが、やはり日本に引き揚げ

豊橋の市長の横田

て帰るべきところ、これはどうしても必要だとい
うことで、本間先生が中心になりまして愛知大学

横田

忍さんを訪ねました。

忍市長さんというのはなかなかの人で、

「おれは三河人だ」と。これは、そのうちにスラ
イドで出てきますけれども、元気のある市長さん

をつくる方向に持っていきました。
22年には最高裁判所、これは憲法発布と同時

で、
「豊橋につくりなさい。つくれば学生たちに

に効力を発効いたしまして、三権分立、そのとき

ひもじい思いをさせない」と言って、机の上に「農

に最高裁判所の長官になったのが三淵忠彦先生で

林１号」──ご存じですか、農林１号とか２号と

す。その方と豊橋との関係は、中部ガスの神野太

かは。豊橋の人は皆さん知っていると思いますが、

郎さんが慶応大学のときに三淵先生の信託法のゼ

それを出して、「これがあるから食うには困らせ

ミで勉強していたという関係がございます。

んよ」と言ったというんですよね。これは私、直

愛知大学がなぜ豊橋にできたか、どういう縁が

接、横田さんから聞いたのではないんですが、本

あったのかということですが、最初は全然縁もな

間先生からお聞きしたんです。それと同時に、
「援

くて決まったわけです。では、どうして決まった

助もする」という約束をいただきまして、事実、

かというと、そのうちに出てきますけれども、サ

援助してくださったんです。市議会を通じて、そ

ツマイモがあるから豊橋に決まったというお話に

のときの議長が片山

なっています。

大学に寄附してくれました。それが供託金になっ

理さんで、50 万円を愛知

豊橋は、農業作物がいつも全国でベスト５に入

たのか、あるいは運営費になったのかわかりませ

っています。キャベツはでき過ぎてしまって、ト

んけれども、そういう形で、もうその時分から豊

ラクターで潰して捨てていましたよね。そのくら

橋には大変な援助をいただいておりました。

い農産物が盛んなところで、戦後、戦中、サツマ
イモは高師原でたくさんとれたんです。戦後も私
たちは食べるものがなかった時分には、サツマイ
モを食べれば、まず健康のためにもいいと。今は
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そういうようなことで教育者の資格がない。だか

［Ⅱ］

ら初代の学長は引き受けられない」ということで、
林

東亜同文書院大学から愛知大学へ

毅陸慶応大学の元総長になっていただいた。
林先生と本間先生とは姻戚関係でつながってい

そういう過程を経ながら愛知大学もできまし
て、愛知大学の初代の学長は林

毅陸さん。もと

るのか、あるいは信頼関係があって本間先生が林
先生に学長をお願いした。林先生が学長になると、

の慶応義塾大学の総長さんです。愛知大学をつく

また豊橋につながりができたんですね。（パネル

るときに、どうしても本間先生は「初代の学長は

８）

引き受けれない」と。なぜかというと、「東亜同
文書院時代に学生を戦地にやって死なせた。僕は、

豊橋には三田会というのがありまして、慶応大
学の卒業生が多いんです。力があるんです。中部

パネル８
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ガスの神野さんの親兄弟、皆さんそうです。そう

のときに愛大事件というのが起きました。当時は、

いうことから今度はお金集めに、林

毅陸さんが

日米安全保障条約が発効しまして、そして、破壊

中心になりまして、神野さんの自宅へ行ってご援

防止法活動ということのために公安審査委員会と

助願ったりなんかしています。だから、そのとき

いうのが動き出したんです。それに愛知大学の数

にも中部ガスの神野太郎さんとして連帯保証をし

人が狙われたわけです。今からのは議事録に書い

てくださったという話も後ほど出ます。

てあるんですが、その公安委員会の人は、
「分子・

そういう形で、縁がない豊橋に来てみれば、相

細胞を調査せよ」という指令を受けて、ある学生

当深い縁がつながりつつあった。そういう過程で、

に「光」10 個と 1,000 円を渡したそうです。「光」

第１代、第２代と済んでいくわけですが、第２代

と言えばもう皆さんご案内でしょうが、今の人は

パネル 19
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「光」なんて知らないよね。それで、愛知大学の

愛知大学へ警察官がどこから入ったなんていう

先鋭分子の情報とチラシポスターをいただけない

図面までありますけれども、入ってきました。そ

だろうかという話をどうもしたらしいですね。そ

して、これよというばかりに学生が警察官二人を、

ういうことが知れ渡って、「ちょいちょい豊橋の

一人は逃げてしまったんですが、とらえまして、

警察署員が愛知大学をのぞいているよ」という噂

ピストルと警察手帳を取り上げて縛り上げたんで

が立って、
「それはそのうちにまた来るぞ」とい

す。そこで今度、警察の方では、職務執行妨害と

うわけで学生たちが身構えて待っていたところ、

かいろいろ条項をつけまして、豊橋の警察署長が

ある夜、来たわけですね。それが愛大事件の始ま

指揮をとって愛知大学を 500〜600 人で包囲して、

りになる。
（パネル19・20）

そして 10 数人を逮捕した。そのときの警察署長

パネル 20
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が大野佐長さんです。その大野佐長さんは、その

３・８豪雪という、1963（昭和 38）年、山岳部

後、豊橋の市長さんになられまして、豊橋産業文

の学生が 13 人、冬山登山に行った。ところが、

化博覧会を成功させました。そのときには動物園

豪雪のときでありまして、そこで遭難をした。本

も開園しております。

間学長は、「大学がつぶれてもいいから全力で救

そういうような愛知大学の大変不幸な時期もあ

出せよ」と、こういう指令を出して、「人命は地

ったわけですが、これについては後でまたスライ

球より重い。大学は家庭と同じだ。自分の三親等

ドで細かくご説明をする時間があるかと思いま

以内の子供たちが遭難したと同じだ。そんな気持

す。
（パネル23）

ちで愛知大学が遭難者を救出せよ」と。これが全

もう一つの愛知大学の不幸な事故としては、

国の新聞に出まして、支援金がいっぱい集まりま

パネル 23
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したし、時習館高校なんかでも生徒さんが自治会

らってやる事業になりまして、私もその客員研究

に寄附に回りました。そのくらい愛大を支援しよ

員という形で今仕事をさせていただいておりま

うということで捜したというのですが、13人全

す。

員が亡くなりました。そんなことが愛知大学の二

平成６年、豊橋港ができて日本の自動車の輸
入・輸出港でトップになります。あるいは平成

つの悲しい事件としてあります。
昭和43 年になりまして、今度は一つのうれし

11年に中核都市に移行して、人口 37 万人になっ

い話があります。『中日大辞典』ができました。

たのが平成 13 年。その平成13 年に東亜同文書院

既にもう東亜同文書院大学としては辞典ができる

大学の 100 周年記念が行われました。そのときに

ように原稿のカードを14 万枚用意してあったわ

本間喜一先生の胸像ができ上がりました。上海同

けです。ところが、日本が負けたものですから、

文書院の卒業生の滬友会 5,000 人ぐらいと愛知大

そこで全部没収されて帰ってきた。「ぜひ愛知大

学の同窓生 12 万人が一体になって同窓会活動を

学に返してください。そして中日大辞典をつくり

する、それが同文書院 100 周年の記念事業でもあ

たい」ということでお願いをしたところ、それが

ったわけです。本間先生の胸像は、日展の彫刻の

返還されてできたのが出版の始まりです。

審査員になっております山本眞輔先生につくって

そして、昭和47 年に沖縄返還が日本でありま

いただきました。それが今、愛知大学の記念館に

した。その沖縄に関する本間先生のエピソードも

飾ってありますので、ぜひ愛知大学を訪ねていた

ここで申し上げたいと思うのですが、先ほど申し

だいてごらんになっていただきたいと思います。

ましたように、東亜同文書院で生徒を戦地に送り

最近では、愛知大学が校区の皆さんと協力し合

出した、その戦争責任を感じている。もう一つ、

いまして、「ふれあいマップ」というのを南栄で

あまり知られていない戦争責任を感じる一つの記

つくりました。それを今日お持ちすればよかった

録がございます。それは、「沖縄が返還されるま

んですが、ちょっと忘れてきて残念ですが、その

では、たとえ国のお祝いであっても国旗は門に飾

中に愛知大学や、あるいは南栄地区をまちぐるみ

らない」
、こういう決意をしたそうです。それは、

として、文化と史跡と自然、緑のある地区だとい

「沖縄の人たちは人身御供のようなものだ。だか

う──水口（源彦）先生がいらっしゃいますけれ

ら沖縄が返ってくるまでは僕は戦争責任を感じて

ども、南栄の主ですよね。その方の資料も含めま

いる」と言って国旗を出さなかったという、その

して、今度、マップをつくりました。そして、南

逸話は、せんだってお嬢さんから書いたものでい

栄校区は文教都市として愛知大学を中心に栄えよ

ただきました。

うではないかという、地域と一体になった大学、

そういうような本間先生のエピソードは、今後
いろいろお話をいたしますけれども、沖縄返還が

開かれた大学を強調するような運動が徐々に進ん
でおります。

行われたのが昭和 47 年です。そして、平成５年

平成 16 年、もう名古屋校舎は既に昭和 30 年に

に東亜同文書院記念センターができました。愛知

あったんですけれども、ただし、昭和 30 年には

大学には日本で唯一誇れるぐらいの資料、図書、

愛知大学の夜間部として発足した。「夜間の生徒

出版物があるんです。これが埋もれていた。これ

たちが物すごく勉強するよ」と、本間先生がよく

はもったいないという藤田佳久先生始め今泉潤太

言った。「司法試験にも彼らの方が合格率が高い

郎先生も含めて、これは資料を研究して公に発表

じゃないか」と。その車道校舎が新しく平成 16

しなければいけないのではないかということでで

年に 13階建てのビルで、そこで大学院大学とな

きたのが記念センターで、これは国から補助をも

っております。昨年は、72％の愛知大学の司法試
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験の合格率で、全国で３位です。だから、同文書

考えております。

院関係の資料、中国語辞典、あるいはロースクー

そして、去年が市制 100 周年で、皆さんも一体

ルというのが、もう愛知大学の売り物であると。

になって、「ええじゃないか、ええじゃないか、

これから、どんどんそれを豊橋から発信していか

やるまいか」ということで元気よく頑張りました

なければならないというふうにも今、愛知大学は

ね。そういうこともありますけれども、愛知大学



『豊橋と愛知大学』

ASC 第２期文化同窓会ザ・カリオン教養講座

越知

2007 年 1 月 23 日（火）
於：豊橋市民センター

專（愛知大学 S28 年卒業、愛知大学東亜同文書院大学記念センター客員研究員）

１．豊橋の生い立ち、100歳から101歳へ
江戸時代 吉田藩 松平家 東海道五十三次 吉田宿 交通の要所
牟呂 ええじゃないか発祥の地
イ）明治39年（1906年） 豊橋市誕生
明治・大正 養蚕業で栄える
軍制 第15師団設置 高師が原は訓練場として使われる
大正14年（1925年）宇垣軍縮により廃止→予備士官学校に
ロ）昭和7年（1932年）第一次合併
（石巻村大字多米・下川村・下地町・牟呂吉田村・高師村と合併）
ハ）昭和30年（1955年）第二次合併
（３月二川町・石巻村・高豊村・老津村・前芝村と合併、4 月双和村 ( 現･賀茂地区 )・杉山村を分村合併）
2006年 豊橋市100周年を迎える～そしてまた新たな 100 年へ向かって
現在 多角的産業都市（農業・国際貿易港・水産加工業など）
エコ都市 市電、５３０運動
市内に3つの大学を有す、文化都市 ( 愛知大学、豊橋技術科学大学、豊橋創造大学 )

２．東亜同文書院（大学）から愛知大学へ
明治33年（1900年）
近衛篤麿東亜同文会会長が上海に東亜同文書院を設置 初代 根津一院長
明治34年（1901年）4月 入学式
昭和19年（1944年）2月 本間喜一氏 学長就任
昭和21年（1946年）1月 東亜同文会解散
 11月 愛知大学を豊橋に設置
３．豊橋にやってきた愛知大学
愛知大学は愛知にあるからじゃない？
サツマイモ「俺は三河人だ。」
愛大事件と薬師岳遭難
壷屋と愛知大学
愛知大学と中日大辞典
４．これからの愛知大学と豊橋
愛知大学 現在 武田信照学長（専門 : 経済学史、貨幣価値形態論）
三校舎（豊橋・三好・車道）
生徒数 約11,000人 教職員数 約 500 人 卒業生総数 約 12 万人
海外提携校 10の国・地域 27校
市民に開放された学術空間 オープンカレッジ・孔子学院
豊橋市 現在 早川勝市長（大学時代の専攻 : 金融、財政学）
38万市民 姉妹都市３カ国３ヵ所（中国･南通、韓国･晋州、アメリカ･オハイオ州トリード）
誠心和気 和気百福 和気陽春 「万花咲き薫ってこそ春」
「平和・交流・共生の都市」へ
2007年 「不動如山から徐如林へ」
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は、それに呼応しまして、愛知大学 60 周年記念
の写真パネル展というのをやりました。

そういう形で、今からスライドの方に徐々に移
らさせていただきたいと思います。

というのは、実は 100 周年のときに、「豊橋の

〔※スライド番号は、P. 62 パネルの一覧表参照〕

100 年を彩る教育者」ということで本間先生が選

それでは、スライドの用意をいたしまして、ま

ばれました。そこで、これを機に愛知大学の写真

ず 36 番の近代豊橋の歴史を彩る人たち、市制 100

パネル展をやろうということになって、今はもう

周年パネル展です。（パネル 36）

愛知大学に常備展示してありますので、ウオーキ

豊橋は、皆さん豊橋に住んでいる方ですからよ

ングを兼ねて、ぜひ愛知大学をのぞいていただけ

くおわかりでありますが、ことし 101 歳になって

ればありがたいと思います。

います。江戸時代から吉田といわれて、「吉田通

パネル 36
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れば美人が二階から招く」などという東海道の要

産業都市として、農業あるいは国際貿易港、水産

衝でもあったし、慶応３年の 1867 年には牟呂地

加工業、特にエコ都市としても、資源センターが

区に御利益のあるお札が舞ってきたということ

ありますが、あそこへエコタウンとしての温水プ

で、そこから始まったのが「ええじゃないか、え

ールとか、あるいは温室とか、そういうものもや

えじゃないか」の踊りだという、そういう伝説も

っている。あるいは、市電が大正 13 年にできて、

あります。

4.3 キロを 15 の低床の車両が、人にやさしい、お

近年は、特に『早咲きの花』という映画を撮り
ましたが、あれにも愛知大学の記念館、公館が出

年寄りにもやさしい電車ということで、今、全国
に発信しております。
それから、530 運動と、よくあちこちで言われ

てきます。
それから、NHK の『純情きらり』、これも愛知

ますけれども、この 530 運動は豊橋が発祥の地で

大学の記念館や馬場が出てきまして、ロケ地にな

す。そして今、先ほど申しましたように、文化都

りました。皆さん毎朝８時15 分になるとテレビ

市になった。38 万都市で３つの大学を持ってい

の前に座って、あれをずっと見られた方もいらっ

るというのは豊橋ぐらいなものだよということに

しゃるかと思います。

なります。

明治39 年に豊橋が誕生して、昭和７年に第一

愛知大学のことについてお話をすると、先ほど

合併、そして、30 年に第二合併。だから、豊橋

申しましたように、東亜同文書院大学というのが

は吉田から養蚕業の都市になって、そして、軍都

1900 年にできた。その時分にどういう学生が行

になって文化都市になったという経過をたどりな

ったかというと、各県選抜で身体強健、頭脳明晰

がらこの100年を経過したと言っても過言ではな

な生徒が県から推薦を受けて、公費でもって勉強

いと思うわけです。

した、
その生徒さんが東亜同文書院の学生である。

100年を当たるに、果たして豊橋市がどういう
ふうに変わったかというと、今はやはり多角的な

その学力、知力、体力、３つを備えた生徒さん、
その流れを引くのが愛知大学でありまして、我々
東日新聞
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ももっと頑張らなければいけない。

日新聞の記事の中に書いてありますので、後でゆ

せんだって、愛知大学の講演会があったときに、

っくり読んでいただきたい。

東亜同文書院の最後の卒業生の方がお見えになり

その方は、中部ガスの秘書をやっておられて、

ました。その中に、これが東亜同文書院の修了証

常務をやられて、そして非常勤監査役をなさって

書だということで見せてくださいました。「これ

おられる杉山さんという方です。その方が、京都

を持って行けば、その当時、全国の帝国大学、東

大学の卒業証書と一緒に見せてくださいまして、

京大学にしろ、京都大学、大阪大学、帝国大学、

それも新聞に写真と記事で載っております。その

無試験でウエルカム、そういう書類ですよ」と、

くらい東亜同文書院というのは評価が高かったわ

見せてくれました。これは皆さんにお配りした東

けです。

パネル 30
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先ほどちょっとお話ししましたように、それで

ちがこの木の下で、なんじゃもんじゃと言って議

は、その同文書院大学で一番今資料として記録に

論してもらいたい、哲学してもらいたい」という

残っているのが、同文書院の卒業生は卒業試験の

ことでつくったのが、このナンジャモンジャの木

かわりに中国を２カ月ぐらい行脚する。そして、

です。今度、向かって左側の方には菩提樹があり

歴史、経済、そういうものを調べ上げて、それを

ます。釈尊が悟りを開いたといわれる、後光が出

論文にする。そういうものがあるからこそ、今、

ています。「だから、皆さんはなんじゃもんじゃ

愛知大学はそれを引き継いでいる。そういうこと

と議論して、議論の上でつべこべ言う人は、この

で、今度は国から見ると、大東亜戦争の戦争中は

菩提樹の木の下へ行って悟りを開いてこい」と、

スパイ活動をやっていたのではないかというよう

こう言って本間先生がこれを植えたというんで

なこともありまして、愛知大学が東亜同文書院を

す。これも逸話でしょうね。そういう具合に愛知

継承した大学であるということをあまり強調する

大学には木がある。その木もいろいろの意味を持

と GHQ につぶされそうな時期もあったわけです。

っている。だから、愛知大学も、「愛知」という

ですから、学校設立当時はあまり、東亜同文書院、

地名ではなくて、フィロソフィーを愛する愛知大

東亜同文書院とは言わなくて、しかし、宝はある。

学というふうに創立者の本間先生は考えておられ

東亜同文書院の学籍簿と成績簿、そして、『中日

たわけです。

大辞典』のカードが、三種の神器ではないですけ

今度は、17 番をお願いします。

れども、愛知大学にあるわけです。それをこれか

サツマイモの件です。さっき「サツマイモ」と

らはどんどん発表して、愛知大学は創立以来同文

いうお話をしたらちょっと笑いも出たようです

書院を継承して 106 年だということを強調して、

が、これは、愛知大学がまだ創立当時に整備をし

愛知大学の良さを知ってもらおうではないかとい

ているところで、軍隊の訓練場の跡に側溝を入れ

うことで、全国に発信をしようとしております。

たりなんかしています。そして、サツマイモを植

（パネル30）

えたらどのくらいできるなんて言っているかどう
か、それは聞いたことがないのでちょっとわかり
ませんが、その時代の本間先生です。

［Ⅲ］

最高裁判所の初代の事務総長です。
本間先生は、
最高裁判所の三淵長官が、「本間先生が事務総長

豊橋にやって来た愛知大学

を引き受けてくれなければ最高裁判所の長官は引
ところで、愛知大学という名前ですが、これは

き受けない」と。そのくらい信頼が厚かった。子

よく愛知県にあるから愛知大学ではないかと皆さ

弟の関係ですね。三淵先生というのの教え子が本

ん言われるのですが、創立したときの考え方はそ

間先生です。

うではなくて、「知＝智

フィロソフィー」を愛

横田忍さん。この中に横田さんにお会いになっ

する、哲学を愛する愛知大学。それも今、愛知大

た方もあるのではないですか。水口さんあたりは

学の旧本館の右に、春になると小さいきれいない

お会いになったのではありませんか。大変元気が

いにおいのする花が咲く、ナンジャモンジャとい

よくて、これはちょっと柴田正二さんという、漫

う木があります。そのナンジャモンジャという木

画家の清水

がこれです。これが春になると物すごくきれいに

さんが書いた漫画です。それはなかなか頑固一徹

咲くんです。これは、本間先生が明治神宮から払

な感じに見えますね。この方が甘薯のお話をして

い下げを受けてこの木を植えたんです。「学生た

います。本間先生と横田市長が初めて会見したと
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きのこと、横田市長は机の上へ引き出しから大き

いるのではないかと思います。

なサツマイモを取り出して、「この辺ではこのよ

それで、逸話を多く話した方がいいということ

うな甘薯がたくさんできます。食料についてはご

からいきますと、本間先生のエピソードで、11 番、

心配はご無用に願いたい」と。しかし、本間先生

「兎小屋賛歌と愛犬太郎」。これは上の写真が本間

は不安そうな様子で、さらに念を押すと姿勢を正

先生と本間先生のお嬢さんですが、大変美人です

して、
「俺は三河人だ」と返したと。「三河男児の

ね。奥様が愛大事件のときに、ガンで亡くなりま

歌」というのを私は中学校のときに習って、登下

した。それで、そのときの逸話として、医者が「奥

校のとき歌いながら歩いたんですね。この中にも

さんと愛大、どっちが大事か」と。しかし、本間

恐らく「三河男児の歌」をご存じの方もたくさん

先生は「僕が愛知大学へ行かなければ大変なこと

パネル 17
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になる」というわけで、愛大事件の裁判の弁護士

らじっとしていないですが、その時分、昭和 37

としてちょいちょいお見えになって、奥さんはガ

年ごろですか、アメリカの船が千葉県沖にいて油

ンで亡くなられたわけですが、それ以来、お嬢さ

を垂れ流してしていた。まだまだマッカーサーの

んはいつも本間先生と一緒で、いろいろ身の回り

力が強い、あるいは占領下の時代ですから、日本

のお世話をしていた。そのやりとりが大変愉快な

人も勝手にはそういうことは言えないけれど、垂

やりとりで、こんなやりとりもあります。

れ流しけしからん、損害賠償というわけで、４億

元旦に年賀状がきました。お嬢さんのお住まい

円取ったそうです。そのくらい勇気のある先生で、

に住んでいるものですから、お嬢さんが家主で、

これが本当の愛国心だというふうに言われていま

本間先生は、
「兎小屋

す。幾ら戦争に負けても敵に対して言うべきこと

上々吉の

ね正月」と。

外国人が日本の家を兎小屋と表したころがありま

は言う。占領されていても、そういう意気込み、

したね。GNP が高いとかなんとか言っても日本

気構えというものをあらわした一つの出来事だと

は兎小屋ぐらいにしか住んでいないじゃないか

思います。

と。そう言ったときにこういう句をよんだ。お嬢

12 番（パネル 12）。これは「好々爺からのメッ

さんが家主で、本間先生が店子の「きーさん」、

セージ」。30 年間、私のところに本間先生がくれ

そういう落語ごっこをしたと。その落語ごっこの

た年賀状の一部分です。そういうお葉書を見ても

中にいろいろな逸話が生まれております。

ユニークな感じがします。私は、もともと理容師

10 番映りますか。本間先生が裁判官時代のと

なんです。だから、本間先生の頭を刈りながらい
ろいろなお話をして、だからこうやってエピソー

きの服装です。本間先生の学歴と経歴。
本間先生は、弁護士も検事も裁判長もやってお
られまして、大変いろいろな経験を積んでおられ

ドがいっぱいあるわけです。
「今年も二三度御厄介に相成ります

もう毛が

ました。そして、全国の弁護士さんの先生と言わ

生いません」というわけです。だけど、豊橋へ来

れるほど、弁護士さんが相談に行った先生です。

て私のところへ寄ってもらうのが楽しみで、来て

全国の海苔漁業組合で顧問の弁護士をやったとき

くださった。

に、今でこそ、すぐそこで発表されるものですか

「むつかしい世の中になりました

米国の百姓

の為に日本の百姓の首を締めるとは」と、怒って
いるわけですね。これは、米の自由化のときで、
日本の百姓を大事にしろと。そういうような、要
するに社会を風刺した年賀状を毎年いただいてお
ります。
もう一つ、皆さんご存じだと思うのですが、今
からもう 40 年ぐらい前になりますか、大崎のあ
たりが埋め立てになったとき。今は、もう国際港
になって、貿易が日本一となったわけですが、そ
の時分に、愛知県の企業局と大崎の漁業組合と干
潟裁判ということで対立した。大潮、小潮によっ
て土地が出たり水面下になった。だから、水面下
土地の干潟裁判で、ここにその漁業権、あるいは
10 番の写真

大崎の漁業組合の人の所有権があるのかないの
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か。
「それは、海の水に隠れちゃうから、ない」

お見えになったのでお話をしたんですね。そした

と企業局は言うわけです。漁業を補償してもらう

ら本間先生曰く、「そりゃあ、大崎の人たちが勝

人は、
「それは俺の土地だ、固定資産税も払って

つよ」と。それも先生も、先生がご自分で経験し

いるんだ」と。そういう裁判があったときに、大

ている干潟裁判がいっぱいあるんです。
「勝つ」と。

崎の船井健一さんという漁業組合の組合長さんが

「しかし、僕は弁護を引き受けられない。それは、

私のところへいつも頭を刈りに来ていた。「越知

豊橋の市長さん（河合陸郎さん）にお世話になっ

さん、本間先生が来たら、一遍弁護士をお願いし

たから」と。そういう人なんですね。義理人情が

てくれないか」と。「どういうことですか」と聞

大変厚いというか、そういう方でした。これも一

いたら、
「干潟の裁判だ」と。それで本間先生が

つの逸話であって、そのときに「越知君、こんな

パネル 12
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短歌をつくったよ」と言うんです。「時くれば
枯れ木と見えし山陰の

桜の花の咲き匂いつ津」。

短歌をやっている先輩がいらっしゃるので、本間

それでは、せっかくですから、時間があと 30
分の間に１番からずっと 37 番までいきます。
これが、この写真のスライドの一覧表もそこに

先生の短歌がどうかわかりませんが、とにかく、

入っております。標題とコメント、どういう意味

枯れ木と見えると思ったけど、それは桜の花も咲

でこうだというのが書いてありますから、これも

くよと。もう勝つよということらしいんですね。

後でゆっくり読んでいただければありがたいと思

裁判はもう絶対勝つよと。まあ、そういうような

います。

人柄の本間先生だということであります。

では、これで黒川先生、１番からずっといきま
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旧制大学で記念館前です。こういう師団長庁舎で、

しょうか。

今、私、この部屋と隣の部屋に仕事場を持ってお
りますので、また皆さん、ウオーキングしながら

［Ⅳ］

愛知大学へ見学に来てくださればご案内しますか
ら、そのときには、50 年史については今の佃先生、

地域と共に 60年

同文書院については武井先生がご案内してくれま
これから順序よくいきまして、その都度、簡単
にご説明をしたいと思います。（パネル３）

すから、ぜひ南栄から、あるいは愛知大学前の駅
で降りて、ゆっくり散歩して、天皇陛下お手植え

これは、愛知大学ができて、昭和26 年の卒業生、

の松、大正天皇陛下、昭和天皇陛下のお手植えの

パネル３
63

◦ 1967 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

松があったり、いろいろの史跡もありますので、

そういうことで、愛知大学にはいろいろな史跡

ぜひごらんになって、それで散歩した後、午前中

とか、そういうものがありますので、ぜひ見てい

に来れば、お昼に学生と一緒に、学食というのが

こういう建物の中もご案内しますから、
ただいて、

ありますから、うどん１杯 250 円とか、カレーラ

だから、この前も校区の皆さんが寄ってくださっ

イス280 円とか、そういうのがありますから、食

たときに、ぜひ師団長の椅子に座りたいなどとい

べて、愛知大学の文化、南栄地区の文化というも

う元気のおじいさんがいらっしゃいまして、座っ

のを味わっていただきたいと思います。

た写真があったり、ほほ笑ましい写真があります

その地図は、それでは私がまたいただいて届け

し、あるいは孫文の資料ですか、そういうものも

ましょうか。南栄の栄校区の皆さんが、こういう

いっぱいありますので、ぜひごらんになってくだ

マップをつくりました。33 カ所のいろいろな史

さい。

跡、目立つところ、そういうご説明があります。

それから、下へいきますと、これが昭和 28年

愛知大学を中心に書いてあります。これを１万

の卒業生です。ここに金田さんも恐らく写ってい

2,000部つくって、愛知大学に 500 部寄贈してく

ると思います。これは愛知大学講堂で映した写真

れて、それで、町内の皆さんとか、あるいは希望

です。

の人に無料でお分けしております。栄校区の公民

もう、この人たちが愛知大学の教授とか生徒、
顔、顔、顔ということで、創成期の群像という形で。

館へ行けば、たしかいただけると思います。
そういうことで、校区の皆さんが愛知大学と一
体になって、まちおこしをやろうという元気があ
ります。そこで、では、これは放っておけんとい

こちらが初代の林学長、２代の学長、３代の学
長です。
（パネル６）
それで、その上をいきましょう。林

毅陸さん

うわけで、愛知大学として感謝状を校区の皆さん

で、左が河合陸郎市長さんです。当時は、中部ガ

に出そうということで、あさって、感謝状の授与

ス、神野さんのお手伝いをしていました。こちら

式をやります。

が神谷龍男さんといって、豊橋に絶対つくるべき
東日新聞
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だといって案内した人。これが河合陸郎さんで、
後ろの方が小岩井

浄先生、３代学長で、林

長になられた方です。

毅

この写真が、「撮影・神野信郎」と書いてあり

陸慶応大学元総長で、神野太郎さんと関係があっ

ます。今の中部ガスの会長さん。私と同級生で友

た。そして、本間先生で、神野三郎さん。こちら

達で、この前、「神野さん、写真はないかね」と

が四方さん。さっき言いました四方

晨さんのお

言ったときに、「たまたま僕のところに愛知大学

父さん。京城帝大の先生をやっていて、愛知大学

のお歴々が集まったときに、僕がローライフレッ

の教授をやって、岐阜大学の学長になられた。

クスで映した写真だ」と。だから、信郎撮影と書

それからあとは、太田英一先生と松坂佐一さん。
松坂さんは豊橋の方のご出身で、名古屋大学の総

き直した。提供ではなくて、おれが映したんだよ
って。この写真も大変貴重なもので、愛知大学で
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何か事があるときに、いつもこの写真を使わせて

ンザイ・キガセイセイシタ

いただいています。

しか書いていないです。
「万歳

ホンマ」ということ
気がせいせいした

これは、３人の学長の写真です。

本間」。これはお祝いの電報です。今はこんなふ

初代の林

うじゃないですよね、違いますね。その時分は、

毅陸さんの略歴。外交史が得意でし

たね。だから、欧州近代外交史の著書が多いので

お祝いか、お祝いでないか、袋が違うし、それか

す。

ら、配達の人も、これはお祝い電報か何か、文が

代議士時代の林

毅陸さん。

わからんというわけで、まあ、一応お祝いの電報

次が、２代・４代学長の本間喜一さん。ご長寿

にしておけというわけで、鶴亀の電報にしてきた

で、100まで生きたいと言ったんですが、97歳で

というのがこれです。同じく、鈴木擇郎先生が、

す。
ハレー彗星を２回見たとご自慢をされました。

私がいつも頭を刈っておりましたので、「越知君、

これも一つ面白い話があるんですが、この勲二

本間先生から勲章をもらったというわけで、お祝

等の勲章、本間先生が勲二等の勲章をいただいた

いだと思うけど、よく意味がわからん。万歳、気

んですけれども、「おれは要らんよ」って、犬に

がせいせいしたとはどういうことだろうか、僕は

くれちゃった。これは大変国に対して失礼なのか

直接聞けんから、君、今度頭を刈りに来たら本間

どうかわかりませんけれども、本間先生のおっし

先生に聞いておいてくれ」というものですから、

ゃる気持ちというのは何かというと、実は、昭和

聞いたわけです。

50年に『中日大辞典』を編纂した、鈴木擇郎先

そしたら、本間先生曰く「先ほど言ったように、

生という、
上海の同文書院の先生をやられた方で、

同文書院京城帝大から来た先生が愛知大学へ一た

そして、上海から引き揚げるときに、自分の身の

ん来た。ところが新制大学ができて、愛知大学以

回りよりも東亜同文書院の学籍簿や成績簿、そう

外に大学がたくさんできた。そこで国立へ移って

いうものを息子さんとご家族とともに手分けして

しまった。その人たちはもう５年も 10 年も前か

持ってきた、その先生が愛知大学にずっとおられ

ら勲章をもらっている。だから本間先生が、遅い

『中日大辞典』をつくられた。そのときに同
て、

と。遅過ぎると。だから、国は何だ、国家は何だ

文書院から出てきた人たちも一緒に愛知大学にお

と。私立大学を低くみておるのかというわけでい

務めになったんだけれども、新制大学ができたと

つも怒れていた。それで、擇郎先生が勲章をもら

きに、国立へ移った先生がたくさんいるんです。

ったので、『中日大辞典』というような立派な書

ということは、愛知大学というのはもうゼロか

物も発行した、そういう先生に対して勲章を発行

ら、お金がないところから始まって、寄附や市の

するのが遅過ぎると。だから、まあ、よかったな、

援助でできた大学ですから不安定でしょう。そこ

万歳、これで僕も気がせいせいしたという同僚思

で先生方は、やはり国立の方が給料の取り損ない

い、部下思いの一つの心情をあらわした本間先生

がないとか、それは言い方がちょっと悪いかもわ

の対応の仕方だったんですね。それで、太郎とい

からないけれども、そういう形で出て行った。そ

う電話番をする犬に勲章をやって、「僕は勲章は

して、10 年たち、20 年たつと、その業績とか年

要らない。僕よりほかの先生にあげてくれ」とい

数も含めて勲章を国からいただける。その場合、

う、そういう先生だったということです。

どうしても国立へ行った先生の方が先にもらって
しまうわけです。それで、あるとき鈴木先生が勲

もう一遍犬のところを映してください。これは
貴重な写真ですよね。

章をもらうということが出て、本間先生が鈴木擇

これは先ほど言った年賀状です。

郎先生に電報を打った。これが電報文です。「バ

小岩井先生です。ヒューマニティーにあふれた、
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農民、いわゆる貧しい人たちの味方でした。だか

院の生徒であった人が入れられたと。中俣富三郎

ら、労働問題とか、労働関係の人には大変な大先

さん、それがたまたま手紙が来た。小岩井先生は

生でした。
（パネル14）

それを「がんばれよ」といって手紙を送って、そ

これも小岩井先生のヒューマニティーらしいと

して陳情運動をやって、釈放されて日本に帰って

ころがございます。モンテンルパってご存じです

きた。そういうふうな経緯、モンテンルパの思い

よね。モンテンルパの歌って、渡辺はま子さんが

出の一片です。

歌った、あれがモンテンルパ。いわゆるフィリピ

これは上海にあった同文書院の建物です。この

ンで戦争に参加した日本人が捕らえられてモンテ

スケッチは、豊橋の今の愛知大学の正門のところ

ンルパの収容所に入れられた。そのときに同文書

です。そのとき時習館の生徒で、今、絵の先生を
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やっている竹生節男さんという人が書いた絵です

それはやっぱり何とか書かせようと思って、うそ

が、
「越知さん、これ、あげるよ」って言うもの

を言って行った人もいるわけでしょう。そういう

ですから、私がもらうのもうれしいが、これはも

輩もいたというお話が実例であります。
これが今の『中日大辞典』で、鈴木擇郎先生と
本間先生。このときに、河合陸郎さんが中国を訪
問したとき、郭沫若さんにいろいろお話しして、
そのときに『中日大辞典』の成功を祈ると、『激
濁揚清』という額をいただきました。
これは先ほど出ました、サツマイモと愛知大学
の関係はそういういきさつで、ひもじい思いを学
生にさせないぞという横田

大学展示室

忍さんの一言でもっ

て、愛知大学の本間さんが気に入ったという、こ

寮再現の部屋

こに三河人があるぞという意気込みがあった。そ
のとき、そこにいた神野さんもいろいろご教示を
賜ったそうです。（パネル 18）
これは、ベルリン大学と愛知大学の類似説とい
う新しい論説が出ました。酒井（吉栄）先生とい
う憲法学者ですが、その方が「ベルリン大学がで
きたいきさつと日本の愛知大学というのは大変に
似ていると。日本も戦争に負けて荒廃した世の中
に、物はなくても心意気はある、精神力で立派な

60 年前のスケッチ・油絵と竹生節男さん

文化国家をつくり上げようといったのがベルリン

っと大事に保管すべきだということで、今、大学

大学で、愛知大学も同じ気持ちだと。そこで、今

に保管されております。

度はそういうような論文をお書きになった。ベル

これが上海同文書院から引き揚げるときに持っ

リン大学と愛知大学のつながりはどういう関係か

てきた学籍簿と成績簿です。この学籍簿の中に、

らきたのか。そういうつながりがあるという一つ

先ほど言いました杉山好美さんの項があるもので

の論説が出ました。

すから、それに基づいて発行したわけです。そし

豊橋に杉田有窓子さんという方がおられまし

て、それを知った友達が、同文書院を卒業しなく

て、その人が大磯にある吉田

ても、もうこんなものはないものだと思って同文

の首相のところに対談をしに行って、イギリスの

書院の事務局に、同文書院の卒業証明書を書いて

ロンドンの話をしたと。豊橋とロンドンの関係は

くれといって言ってきた人があるそうです。だか

という、何か話をしたら、「そんなものは関係な

ら、こんなものはないと思っていますからね。そ

いじゃないか」と、吉田

ういう人が、
「いや、実はこういうものがあるよ」

んですね。そしたら杉田有窓子さんが、「いや、

と言ったら、その人は赤面してしまって、バレち

テムズ川と豊川は海でつながっている」と。そう

ゃったわけですね、書くに書けないわけですから。

いう縁というのを、いろいろな縁の仕方もあるの

そういうふうに、その修了証書があれば全国の帝

だなというお話がひとつあります。それはちょっ

国大学に無試験で入れてしまう。それを聞けば、

と違ったことですが、これは本当に、ベルリン大
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学ができたときの経緯、日本の愛知大学ができた

で、写真をやっていたんです。先鋭分子に私は関

いきさつというのは全く相似点で多いということ

係ないんだけれども、僕たちが愛大を使って写真

で、一つ、論文としてこれから浮き出てくるので

を焼いたりなんかすると、犯罪にすぐ狙われると

はないかと思っております。

困るので、
「越知さん、焼いてくれんか」といって、

これが、先ほど申しました警察手帳とお巡りさ
んとその時分の拳銃です。これは本物を写したん

夜、原版を持ってきたものですから、それで焼い
て差し上げた。

ですから、つくった写真ではないです。これは私

これを警察の方では、過剰防衛と同時に、これ

が写真を焼いていたから本物です。原版を頼まれ

を撮ってしまってあるから、それは犯罪だという

て、私、その時分に愛大の写真部におりましたの

わけですね。ところが、愛知大学は、そんなこと
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をしてはいかんと。だから、すぐ返せというわけ

んが聞くのはきょう初めてかもわかりません。新

で、あくる日に持って行ったんです。だから、預

聞にも出たことがない。その署長さんは大野佐長

かったんだと。預かったとか借りたというのが本

さんといいます。大野佐長さんは、そのあくる年

間先生でした。やっぱり違う。そのくらい本間先

に豊橋の市長になって、大博覧会も成功して市長

生は裁判においても、家族の一員だと思って、時

を２期８年やっています。そして、その市長さん

には先鋭分子を叱りますよ。先鋭分子に対して、

は男の子ばかり子供さんが３人おります。長男は、

その前の年には自主退学を願ったんです。おまえ

そのときに愛大の学生、次男はまだ大学生ではな

たちはやり過ぎるんだと。行き過ぎちゃいかんよ

かったので、高校から東京の大学へ行きたいとい

と。中和の精神でいかにゃいかんと言ったことも

って、お父さんの大野佐長さんに相談したと。そ

ある。だから、子供は叱るときは叱る。しかし、

したら大野佐長さんが、「そんな東京へ行かんで

悪いことをしても自分の三親等以内だというわけ

も、豊橋に優秀な先生がいて、こんなに立派な大

で、精いっぱい弁護するわけです。その一つの実

学がある。行く必要はない」と、こう言ったんで

例としても、警察は完全に「警察官の所有物を取

すね。それで、３男の方も愛大で、全部３人とも

って保持したじゃないか」と。「いや、預かった

愛大なんです。その警察署長さん、市長さんの息

んだ」と。大分違いますね。そういう考え方。

子さん。それは、やはり大野佐長としての愛大の

裁判の問題になりますとちょっと学問的になり

見方、親としての愛大の見方、先鋭分子に対して
は厳しいけれど、愛知大学を、しっかり物を正確

ますので、次にまいりましょう。
では、警察官はどこから入ったって、警察官は
またうそを言っているものですから、本間先生も
怒っちゃうわけです。これが北門で、こちらから

な目で見ていたお父さんだなと私は思う。皆さん
も、今お話しすればそう思われるでしょう。
そういうようなことで、
警察官がうそを言って、

お巡りさんが入っているんです。鉄条網がある土

怪しい者が入って行ったから追ってきたと。そう

手があって、そこをくぐって入ったので服が汚れ

じゃない、初めからスパイ行為をしようと思って

て傷になっている。それを、「ここから入ったん

やってきたわけですね。そういううそを言うので、

じゃない。向こうの北門から入ったんだ」と、こ

本間先生も学生に、だれが見た、どこで見た、ど

う言う。なぜかというと、「怪しいやつが通って

うやって入ってきたということを調べて、学生の

行ったから、
それを追っかけて入っただけだ」と、

目は輝いている、うそは言っていない目だ、よし、

こうやって言う。「いや、そうじゃない」。さっき

それじゃ、おれが弁護士をやって勝とうといって

お話ししたように、その時分、先鋭分子のスパイ

頑張った。子供を守ろう、学生を守ろう、大学の

活動を調べようと思って公安官が動いていたわけ

自治を守ろうと思って一生懸命やったということ

ですね。そういうようなことを知っていたから、

です。そういう一つの実例です。

まあ、ぼちぼちきょうあたり来るぞというわけで

これは、北門での本間先生の現場検証です。こ

待っていたら来たと。ねずみとりにはまったよう

のときに奥さんがガンで亡くなっています。奥さ

なものですね。ここで捕らえられて、手帳とピス

ん大事か、大学大事かという問題であります。ど

トルを取り上げられて、それで詫び状文を書かせ

っちも大事ですよね。

たと。それを行き過ぎだということになって、今
度は、大野署長さんが600 人の警察官を動員して
愛大を包囲して逮捕した。

これは、さっき言った、13人全員遭難をした、
薬師岳の遭難事件です。（パネル 24）
愛知大学ができたてのころは、同文書院京城帝

その署長さんは、皆さんご存じの、これも皆さ

大、大学ではよく生徒さんたちはこういうマント
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姿で、きょうも片桐先生に、この帽子をかぶって

の後援会の顧問をやっているものですから、１年

来てくださいよと言ったんですが。その時分は、

に１回こういう、マントじゃないけれども、下駄

マント姿で、
学生服の上にぱっとマントを羽織る。

をこういうふうに履いて応援団をやりますね。し

そのスケッチを書いてくださったのがさっき言っ

かし、よく議論をして歩いていたんですね。その

た竹生先生。時習館の生徒時代のときの愛大の学

議論をした、なんじゃもんじゃという、哲学を愛

生服。これは面白い。マントに裸の足で、破れた

するというのかな。それから、本やノートを必ず

帽子、厚い下駄、これは「ほうば」というのか、

持って、手拭いを腰にぶら下げていて、本当にま

今はありませんか。今は、応援団は応援団のリー

た颯爽とした形だというけれども、こういう一時

ダー公開会にはこの服を着せて、今、私は応援団

期がありました。もう新制大学になってからこう

パネル 24
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いう姿は見られませんでしたけれども、最初の時

大学は応援団を含めて、豊橋の駅の前でああやっ

分はこういう形であそこらを闊歩していた。

て見送りをやっていました。「フレー、フレー、

愛知大学は、その時分、学生たちでも社会に物

愛知大学」って、もう皆さんがたかって見ている。

すごく貢献していたんです。社会活動というか、

今、こちらは女子短大のあたりになっています

今でいう NPO みたいなものですけれども、何で

ので使っておりません。こういうふうに、名古屋

もそういう形で、例えば引揚者のお手伝いを舞鶴

の夜間部ができたときの学生たちが勉強した車道

にまとまって行ったり、そういうことを愛知大学

の校舎です。（パネル 28）

の生徒はやっておりました。

学生のこういう寮生活とか教室の姿。

愛知大学は野球とか柔道が盛んで、いつも愛知

これは、ナンジャモンジャと菩提樹の木。
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愛知大学のユニークな卒業生、三本松。平松礼

これは、中日友好協会の孫

平化さんですが、

二画伯。今、多摩美術大学から了徳寺大学の学長

本間先生が入院されたときにお見舞いに持ってき

をやっております。

た書です。（パネル 35）

これが松浦元男君といいまして、世界一で小さ

これは、写真部の東松照明氏が撮った写真を真

な 100万分の１の歯車、まだ使い物になるかどう

似して学生が撮ったんだけれども、全然違います

か、検討中。

ね。最近、写真部の学生が撮った写真、55 年前

それから、これが日本を代表する世界の写真家

と東松が撮った写真です。（パネル 31）

の東松照明氏。写真展もやりましたね。

こういう形で、今回写真展をやるについて皆さ

パネル 35
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んから資料を集めさせていただきました。

ソードなんかも、まだ話を聞いたことがない方、

ありがとうございました。

あるいはそれを言ってよかったのか、悪かったの

それでは最後に、ちょうどあと２、３分ですね。

か、ちょっとわかりませんけれども、エピソード

スライドを終わりまして、したがって、今ごらん

を中心にして、愛知大学の歴史をお話ししました。

になっていただいたように、資料に基づいてエピ

パネル 28
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平和の精神というか、和の精神を物すごくうたっ

［Ⅴ］

ている。今年でも、平和・交流・共生の都市へと
いうアピールをしました。最近は、正月の懇談会

これからの愛知大学

のときには、「動かざること山のごとし

静かな

では、これからの愛知大学はどうか。今、愛知

ること林のごとし」なんて、これは風林火山から

大学は武田信照さん、大阪市立大学大学院を出た

きているわけですが、それをもじって、山から林

学長先生ですが、この人はなかなか論客の先生で

へおりて来て、その話を東三河から湖西を含めた、

して、専門が経済学史、貨幣価値形態論の研究を

そういう広域経済圏を考えているような口ぶりの

されまして、若いとき、久留間鮫造さんと論争を

お話をされました。本間先生と早川さんがちょっ

する、そういう学究肌の先生であります。愛知大

と似ているところは、やはり、「致中和」の精神、

学は名古屋に車道校舎、三好の校舎、豊橋の３つ

「中和を致して天地位し

万物育す

天行は健な

のキャンパス、生徒数が9,800 人、教員数400 人余、

り」という言葉をものすごく大切にされているよ

卒業生12万人で、外国との提携27 校、市民に開

うで、リーダーとしては中庸を天命と心得てやる

放された基礎講座として、オープンカレッジや孔

べきだという信念を持っている。そういう形で、

子学院で生徒数が8,500 人あります。そういうこ
とで、将来も愛知大学は期待されておりまして、

朝日新聞

2006年９月 22日金

前回、
新聞でごらんになったと思いますけれども、
笹島キャンパスを名古屋市に申し込んだという記
事が朝日、中日に載っておりますし、特に愛知大
学は、さっきもお話ししましたように、ロースク
ール、大学院大学の司法試験合格率が72％、18
人中13 人受かったという愛知大学の特徴をどん
どん皆さんとともに、愛知大学とともに栄えてい
かなければならないと思っております。
豊橋の方は、早川市長が愛知大学の卒業であり
まして、財政学あるいは金融学を勉強しておりま
す。愛知大学も立教大学も特待生で、物すごい勉
強家なんです。立教大学のときには副手もやらさ
れたそうです。そういうことは、あの早川さんも
言いたがらないそうで、私が今度ちょっと話をす
るからというわけで秘書課に電話したら、あんま
り言わないでくださいよということで、なかなか
そういうことで勉強家です。そして、子供の将来
ということをものすごく考えております。それが
さっき言った、四方

晨さんに諮問委員会の委員

になってもらった。
早川さんは、座右銘が（誠心和気、和気百福、
和気陽春
「万花咲き薫ってこそ春」）というように、

中日新聞

2006年９月 22日金
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愛知大学の創立者のエピソードも加えてお話をさ
せていただきました。

11 時半になりましたので、私のお話は終わら
せていただきます。ありがとうございました。

越知專氏講演「豊橋と愛知大学」（2007.1.23

カリオンビルにて）アンケート内容（当日集計分）

感想文（一部省略・訂正あり）

性別

年齢

……愛知大学の成り立ち等知りませんでした。今日の話を孫に聞かせ皆々様のご苦労にむくいたいと思
います。愛大と中国との交流、意外でした。

女

68

地元大学の見方変わりました。有益なお話ありがとう。

男

83

愛知大学の知らない過去を初めて知りました。今年は孫が短大に受験予定で身近に感じて、合格したら
内容を教えてやりたいと思いました。……

男

69

わかりやすい話で、しかも言葉もはっきりしていらして大変聞きやすく、あきない１時間半でした。ぜ
ひ１度愛大をお訪ねしたいと思いました。

女

78

……本日は愛大に関する様々な事で初めて聞く事が多く、ありがとうございました。スライド中心で堅
苦しくなく気楽に聞けました。

男

77

……1時間半の愛知大学の流れの講演を聞き、入口に片足ぐらい入らせていただき、もう 1 度お話を伺
うともっと興味が出ると思います。校内のなんじゃもんじゃの樹木ぜひ見学したいです。……

女

68

愛大事件については、政治的・思想的背景があり、当時の国際情勢（朝鮮戦争）などとも連なっている
とも聞いている。1 度くわしく聞きたいと思う。

男

75

……学生や豊橋市民の中には、豊橋の歴史、愛知大学の歴史を知らない人も多いと思いますので、豊橋
の発展、愛知大学の発展のためにも、ぜひほかの所でも講演を開いてほしいと思います。

男

28

私も愛知大学の近くに住んでおり、渥美線を利用しており、10数年前に市の施設見学で学内をくわし
く説明していただき、また孫を連れてなんじゃもんじゃも見せていただき、ありがたい思い出が一杯で
す。よい勉強をさせていただき、ありがとうございました。

女

80

昔を思い出しながら、懐かしく楽しく聞かせていただきました。昔の先生方が骨のあったのに感動しま
した。

男

80

……たいへん有意義に過ごせました。越知講師の話しぶり、わかりやすく、ゆっくりと音声もよく、高
齢者向きでたいへんよかった。次回もよい会を開いていただきたいと思っています。

男

74

おじは同文書院の卒業生。新聞記者、中学教員となったが、戦中は警察からにらまれていた。しかしそ
の息子は、沖縄の尚学高校を創設するなど、沖縄の教育に頑張っている。講座を拝聴して、おじはすば
らしい人だったなと感動した。……

男

79

知られなかったエピソードを聞き、当時のことを思い出し楽しかった。又どこかで話をして下さい。語
り継ぐことが必要だと思います。

男

77

愛大に対してますます愛着を感じました。豊橋の文化の担い手としての愛大の認識を深めたものと、ご
努力をご評価申し上げます。

男

82

私の娘とむこが当大学卒業生ですので、今日は興味深くたいへん有意義な話を聞き、地元に暮らしてい
る私はいっそう大学を愛する気持ちになりました。当大学の発展を心より祈ります。

女

78

・愛知大学についての今までの認識を改める
・今日の講座は最高の感銘を受ける

改めて、同文書院時代からの愛大の姿、知らせていただき感動です。主人も卒業生で、誇りに思います。（女）
愛知大学の創成期からのいろいろなことを知り、うれしかったです。主人も上海にいたことがあり、同
文書院のこと、耳にしていたので身近に感じました。1 度大学の方へも参りたいと思いました。

女

80

豊橋と愛知大学とのかかわりについて、きちんとした知識はありませんでした。越知先生の話でよく分
かりました。……

男

74

愛知大学の知らないことばかりで、少しわかりかけ面白かった。

女

73

愛大のこと、知らなかったお話を聞かせていただいてありがとうございました。１度ウォーキングをか
（女）
ねてお訪ねしたいと思いました。……
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〈講演〉

『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想

東光書院院長

村上

武

【司会】 皆さんこんにちは。お暑いところ、わざ

亜神社を引き取られ、お祀りをしていただいてい

わざ遠方からもお越しいただき、ありがとうござ

ました。そういうベースのもとにいろいろな活動

います。東亜同文書院大学記念センターの進めて

をされています。皆様方のお手元に『回光』とい

おりますプロジェクトにより、本日は《
『学問の

うのをお配りしておりますが、これも毎月出され

すすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想》という

ています。すごい執筆量です。毎回いただきっぱ

村上武先生の公開講演会を行ないます。講演会に

なしで恐縮しております。こういうような形でも、

先立ちまして、本センターの代表でありプロジェ

さまざまな啓蒙活動をされています。

クトの総括責任者、藤田先生からご挨拶をいただ

荒尾精先生は東亜同文書院の歴史を語る上では
欠かすことのできない、言ってみれば創始者に当

きます。
【藤田】 皆さんこんにちは。ただ今ご紹介いた

たる方だと思いますが、この先生の著作に関して

だきました、センター長をやっております藤田と

も復刻されており、その研究をされる方々にとっ

申します。昨年記念センターが文科省のオープン

て大変参考になる、そういう仕組みも作っていた

リサーチセンターのプロジェクトに選定され、こ

だきました。今日は書院の歴史の原点と言います

れまでは展示施設が中心でしたけれども、総合

か、そのあたりを中心にお話を伺うことができる

的な書院研究を進めることができるようになりま

のではないかなと楽しみにしております。

した。また本学もその影響を受けながら、愛知大

簡単ですが私のご挨拶とさせていただきます。

学史の研究も同時に進めようということで今日ま

【司会】 申し遅れましたが、私はこのセンターの

で来ております。皆さん方のいろいろなプランを

客員研究員であります今泉と申します。よろしく

立てては、それを処理するのに大変忙しい毎日を

お願いします。村上先生の経歴を、センターのポ

送っているところです。

スト・ドクター武井研究員に紹介していただきま

今日はその一環で、村上武先生に《
『学問のす

す。

すめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想》というこ

【武井】 私の方より講師のご紹介をさせていただ

とで同文書院関係のお話をしていただきます。村

きます。村上武氏は昭和 13 年東京で誕生されま

上先生についてはあとでご紹介があると思います

した。昭和 35 年東京都立大学法経学部をご卒業。

けれども、本学の記念センターを設立する以前か

昭和 45 年に、同文書院 18 期の卒業で元同文書院

ら、いろいろな面でご協力をいただいています。

中華学生部の助教授でいらっしゃったご尊父徳太

村上先生のお父様も書院の卒業生であります。埼

郎氏が祭祀を務められた近衞篤麿、荒尾精、根津

玉県の方で独自に、かつて書院に祀られていた靖

一を祭神とする靖亜神社の祭主、並びに昭和６年
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に創立された東光書院院長を受け継がれました。

てみまして非常に短い期間であったようにも思う

平成元年にはこちらにございます「東方斎荒尾精

のですけれども、東亜同文書院は 1901 年に始まっ

先生遺作覆刻出版」を出されました。この中には

て、終戦の 1945 年にはなくなっております。愛

今日のお話にも出てくると思いますが、荒尾先生

知大学は昭和 21 年から 60 数年になっているわけ

が書いた『対清意見』
、
『対清弁妄』なども含まれ

ですが、それと比べましても村上徳太郎と村上武

ております。
『増補巨人荒尾精』
、こちらの図書は

の二人が靖亜神社の祭祀を維持してきたのは、決

戦前に出版された『巨人荒尾精』が元になってい

して短い時間ではなかったと思うわけです。

るのですが、平成５年に増補出版されました。そ

その間にいろんなことがございました。私自身、

して平成８年には靖亜神社の祭祀を、東亜同文書

靖亜神社に祀られている近衞、荒尾、根津という

院の同窓会組織であります滬友会に返還されまし

三先覚の中で特に荒尾先生に関心を持ち、研究と

た。現在は東光書院院長、東光書院の月刊機関紙

いう程のものではありませんが、先ほどご紹介い

『回光』の編集・発行者でいらっしゃいます。昭

ただいたように復刻出版などをいたしました。荒

和 21 年に『回光』が、
戦前戦中の『大日本協会報』

尾先生の思想がこの日本に定着していたならば、

に引き続いて第 88 号が発行されて以来、父上の

日本の歴史はもっとずっと大きく変わっていたの

後を受けて、毎号警世の健筆をふるい、現在に到っ

ではないかとも思います。

ております。号を重ねまして本年６月号で第 809

荒尾先生はこの尾張のご出身でございますの
で、ぜひともここで認識を新たにしていただき、

号を数えます。
なお、この愛知大学東亜同文書院大学記念セン

愛知大学を中心に荒尾先生の思想というものを深

ター設立の契機となりました孫文、そして孫文の

く研究していただいて、それを日本の政治思想の

協力者であった山田兄弟に関する非常に貴重な歴

主流になるような形に持って行っていただければ

史資料コレクションの愛知大学への寄贈は、村上

と思っております。

武先生の多大なご尽力のお陰でございます。同時
に大学記念館の展示室に展示しております根津一
院長像を始めとする、東亜同文書院に関する歴史
資料コレクションは、村上武氏が預かっておられ
たものの寄託によるものも多数ございます。

村上徳太郎（同文書院 18 期生）について
私の父親の村上徳太郎について、皆さんご存
じないと思いますので、ちょっと概略だけ話をさ

【司会】 それでは今から講演会を行ないます。予

せていただきますと、村上徳太郎は明治 33 年、

定時間は２時間となっております。よろしくご清

1900 年の生まれでございます。1901 年というの

聴願います。

は東亜同文書院ができた年ですが、九州の佐賀市

【村上】 皆さんこんにちは、村上でございます。

内の刻み煙草屋、要するに煙草の葉を仕入れてき

今日こうやってお集まりいただき、私が話をさ

て、それを自分のうちで刻んで袋に詰めて、うち

せていただくようになりましたのは、うちの父親

の父の兄さんなどが大八車を引いて各煙草屋さん

が、愛知大学の前身である東亜同文書院の中に昭

へ卸して歩くというような商売をしていたようで

和 10 年創設された靖亜神社の祭祀を、滬友会の

ございます。大した商売ではなかったと思うんで

委嘱を受けて昭和 30 年から務めており、引き続

すけれども、これも煙草が専売になってからは商

き私が父の後を継いで、合計 40 年になんなんと

売が立ち行かなくなりまして、大変苦労したとい

する歳月を二代にわたって務めてきたことからで

うことです。うちの父は村上という姓を継がされ

ございます。40 年と言いますと、私自身振り返っ

ておりましたが、元々は田中という名字のうちに
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生まれております。気が付いたら村上姓になって

京の新聞社に一応就職はしたんですが、自分は

いた、小学校に上がってそういうことに気が付い

新聞社などというところで仕事ができる男ではな

たということで、内心は非常にひねくれたと言う

いと悟り、３日目にもう辞表を出して、さっさと

とおかしいですが、何か感じるところがあったら

九州の佐賀へ帰ってしまったんです。帰ってから

しいんです。皆さんご存じだと思いますけれども

どうするかということをいろいろ考えた末に、自

『次郎物語』という児童小説がございます。これ

分は母校の同文書院に戻る以外にないということ

は佐賀中学の先生をやっておられた下村湖人先生

で、ぜひ母校の先生として採用してもらいたいと

がお書きになったものですが、うちの父は下村先

いう依頼の手紙を書いたそうです。

生に英語を習ったということもありまして、父に

ところが待てど暮らせど返事が来ない。父はし

言わせれば「あの次郎のモデルは俺なんだ」とい

びれを切らして「明日赴任す」という電報を打っ

うことを言っておりました。これは本人が言うこ

た。そうしましたらそれに対して赴任旅費を送っ

とであまり当てにならないんですけれども。

て来たと言うんです。同文書院という学校はそう

いずれにしてもうちの父は同文書院に入る前に

いう意味では非常に人情味豊かと言いますか、う

東京高商（今の一橋大学）の試験を受けまして、

ちの父が根津先生とのご縁も深かったので特に甘

見事に落っこちております。父が我々子供に話す

えさせていただいたということもあったのだろう

言い訳めいた話では、下村先生だけではないんで

と思いますけれども、生徒一人一人を大切にして

しょうけれども、要するに佐賀の田舎中学で習っ

くださった。先輩・後輩の関係も非常に大事にす

た英語は全然役に立たなかった、ディクテーショ

る学校であった。同文書院の記念センターに、確

ンで失敗したんだというようなことを言っており

か２期生の方の成績表が展示してあります。その

ました。確かディクテーションをやったのが神田

トップにあるのが真島次郎さんという、同文書院

乃武（明治・大正期の英学者、辞書や教科書を著

の先生をしておられた方なんですが、この方はや

す）と言いましたか英文学の大家で、辞書などを

はり佐賀県・佐賀市の出身の方で、私はうちの父

作っておられた方です。その方が出てきて、読み

からもよく聞いておりましたし、真島先生の息子

上げたディクテーションの問題というのは全く理

さんやお嬢さんも父のやっておりました東光書院

解できなかった、それで自分は落っこちたんだと

にしばらくおられたこともあり、私も佐賀へ行っ

いうようなことを言っておりました。

た折に真島先生の未亡人の真島いまさんともお会

そんなことがあって、同文書院の試験を受けて

いしたことがございました。

佐賀県から 1 名か 2 名採ったんだと思いますけれ

そんなことでうちの父は甘えさせていただい

ども、県費生ということで同文書院に入っており

て、恵まれた環境で同文書院の中華学生部の助教

ます。1901 年に同文書院ができる前年に生まれ

授になり、中国人の学生に日本語や、日本のい

たうちの父が 18 期生でございます。18 期生で今

ろんな社会情勢その他を教えることになる。まあ

も生きておられる方というのはほとんどおりませ

22 〜 23 歳ぐらいの若い時だったんですが、張り

ん。岩田冷鐡先生が何年か前にお亡くなりになり

切って教えたと。ところが４年目ぐらいになって

ましたが、あの方が 19 期だったと思います。そ

自分はもっと勉強したい、京都大学へ行って哲学

れから先だってここでお話をしてくださった 100

を勉強したいと考え、その当時根津山洲先生がも

歳になられる安澤さんが 23 期か 24 期ぐらいだっ

う京都に引退しておられたので、そこへまた手紙

たでしょうか。うちの父からするとだいぶ年が下

を出して、京都へ行って勉強したいと頼みました。

になります。父は同文書院を卒業してすぐに、東

ところが、かれこれしている時にちょうど上海
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に大川周明さんが来られた。確かこの時に同文書

ただ、うちの父はこの『日本』の編集兼発行人も

院でも講演をしておられるんじゃないかと思いま

３か月でやめており、４か月目からは西田税さん

す。父は上海の鐘紡の支店長をやっていた伊藤さ

の発行人になっております。何で３か月間だけで

んという方（カネボウ社長の伊藤淳二さんのお父

やめたかというのは、確かこれは安田財閥のゴタ

さん、佐賀県人）の紹介で大川さんに会った。そ

ゴタに大川さんとか満川さんとかが関係して、そ

の時大川周明さんは父に、
「上海くんだりでゴソ

んなことで内情がうまくいかなくなったという

ゴソやってる時じゃない。東京は今や革命寸前だ」

ようなこともあったと聞いております。父は「自

というような話をされた。父はそんな大川さんの

分は大川周明の徒ではなく根津山洲の弟子であっ

言うことを信じたわけではないけれども、京都へ

た。それを自覚したからやめたんだ」と云ってお

行こうと思っていたのをやめて、１年間の休暇届

りました。
そのようなことで大学寮をやめて労資協調会

を出して東京へ向かった、と云います。
東京へ来てから、大川さん、満川亀太郎さん、

に勤めたりもしたのですが、根津先生のお招き

安岡正篤さんといった有名な方々が社会教育研究

もあって京都大学に入り、1 期生水野梅暁さんと

所（猶存社とも言った）をやっていた、その大学

共に根津先生のご臨終の枕頭に侍したり致しまし

寮というところに、助教授兼寮監という形で入っ

て、結局昭和 5 年、東光書院という私塾を興しま

た。満川さんの書いている『三国干渉以後』とい

して、それ以降ずっと続けて今日に到っているわ

う本は、その当時の人達がどんなふうな文章を書

けです。

いたかということの参考にもなるかと思いますの

先ほどご紹介いただいた『回光』ですが、これ
は戦前・戦中は『大日本協会報』という名前で発

でちょっと読んでみますと、
「旧猶存社の同人が麹町区代官町なる大学寮に
立て篭もったのは大正 14 年４月からであった。
（中略）社会教育研究所は明徳親民の国士養成

行しておりました。終戦と同時に『回光』（「回光
返照の退歩を学すべし」から）と改題しました。
809 号になっておりますのは、
『大日本協会報』

機関として、新たに我々同志の手に委せられた。

の時からの計算で、計算していただけば分かりま

八代海軍大将を顧問とし、大川周明君は研究部

すが、もう何十年も、私が生まれる前からの引き

長に、安岡正篤君は教育部長になった。上海か

続きでやっているものでございます。

らは村上徳太郎君、朝鮮からは中谷武世、西田
税両君が迎えられた」
。

靖亜神社祭祀をお引き受けすることに

このようなことが書いてあります。続いて
「我々同人は、また一方において行地社を興し

なった経緯

機関雑誌『日本』を発刊した。行地社とは則天

敗戦の年の 5 月に東京にあった東光書院の道場

行地の意であり、大川君の命名に由るところで

が焼かれてしまい、昭和 29 年にようやく埼玉県

あった。大学寮は魂の道場、行地社は実践の芳

の、現在いる東松山市に東光書院の同志の方々が

盟、両々相俟ちて維新日本を建設せんとするに

金を集めてくださって、土地を買ってそこに道場

ある。『日本』の発行所は最初私の自宅に置き、

を再建しようということになりました。その話が

編輯事務は村上徳太郎君、後に西田税君がこれ

出た時に滬友会の宇治田直義（13 期）さんから、

に当った。この行地社は後日神武会を生み出す

靖亜神社があるのでそこで祀ってもらえないかと

母体となり、
『日本』は同会の機関誌となった

いう話があり、うちの父がそれをお引き受けした

ものである」
。

わけです。そんなことでできたのが戦後復活した
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靖亜神社でございます。お配りした資料の中に写

くださって、金の方はうちの父が東光書院の関係

真がございますが、1935 年（昭和 10 年）
、最初

者その他から集めて作ったわけです。

に虹橋路の東亜同文書院に造営されたこの神社は

それができましたのが昭和 30 年ですが、落成

大変立派な神社でございました。真中の写真が昭

式には緒方竹虎先生、中曽根康弘先生他、地元の

和 30 年、滬友会の依頼で東松山市に再建された

材木の寄進者など大勢の方々に来ていただきまし

靖亜神社でございます。写真で比べるとそんなに

た。この写真で山洲先生の銅像の前に立っている、

大きさが違わないように思いますけれども、真中

左側は私の父の村上徳太郎ですが、右側が緒方先

のこれは非常に小さなものです。これは滬友会か

生です。自由党の吉田さんのあとは緒方さんにな

ら依頼されまして、確か有価証券証書と言いまし

るんじゃないかと言われていましたが、12 月に

たか、５万円のお金がご神体に付いてきたという

うちへお出でくださって、翌年の 1 月でしたか 2

話を聞いております。それで本当に内内の、田舎

月早々でしたか急逝されてしまいました。それか

の家の庭の片隅に置かれてあるような神社をここ

ら鳩山内閣になったという政治の動きがありまし

に作りまして、そこで祭典を毎年続けてきたわけ

た。
隣の写真は翌 31 年でした、4 月に明徳祭と名

です。
靖亜神社が東光書院で祀られるという話になっ

づけた靖亜神社の祭典をやりました時に、吉田茂

たちょうどその時、京都にあった根津山洲先生

元総理がわざわざ大磯から３時間かけて東松山ま

の旧宅、山洲庵を、根津先生の奥さんのご親戚で

でお出でくださって、玉串を捧げていただいてい

ある藤居末乃さんという方が管理して守っておら

る写真です。これを見ていただいても分かるよう

れたのですが、これが人手に渡ることになったの

に、神社の社殿の軒先と言いますか階（きざはし）

で、藤居さんの方から、山洲庵にあった根津山洲

と言いますか、これが吉田さんの頭の高さと比べ

先生関係のいろんな遺品・資料を是非、私共の東

て祠堂が非常に小さなものだということがご理解

光書院で預かってくれないかという話がございま

いただけると思います。その隣の写真は三木さん

した。父は根津先生の養子に入られた根津義直さ

がまだ総理大臣になる前、靖亜神社に参拝してか

ん（仙台の方におられた筈です）を尋ねて了解を

ら中国へ行きたいということで、参拝くださった

得たりしまして、手順を踏んだ上でお預かりする

時の写真でございます。

ことにいたしました。それが現在この愛知大学へ

こうして祭典を重ねている間に、神社もずい

お願いして管理していただいている、私の方から

ぶん古くなり、檜の皮で葺いた屋根がボロボロに

行った資料ということになるわけです。根津山洲

なってしまったので、日本航空の松尾静磨さんが

先生と奥様真さんのお位牌や荒尾先生と十烈士の

「自分が寄進するから建て直そう」と云う事にな

お位牌も山洲庵にあったわけですが、そういった

りました。これにはちょっとした話がありまして、

ものを東光書院で預かることになったことを聞い

ちょうどその頃、全日空の飛行機が立て続けに事

た隣村（当時は菅谷村）の千住院の住職浅見覺堂

故を起こしたんです。全日空の社長岡崎嘉平太先

さんという方が、
『巨人荒尾精』を 1 冊持ってお

生は日中経済協会の代表をされたりして日中問題

られまして、自分は荒尾先生の事績に非常に感動

を非常に一生懸命やっておられ、靖亜神社にもた

し、尊敬しているんだ、その方のお位牌が来ると

びたび参列くださっていたわけですが、
「そんな

いうことであれば自分が勧進元になって、材木を

に中国問題ばかりやっているから、本業の自分の

集めて位牌堂を作ろうと発願して、大覚堂を作っ

会社の飛行機が落ちるんじゃないか」と岡崎先生

てくださいました。浅見覺堂さんが材木を集めて

が非難を受けるような空気が出てきまして、父は
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心配していました。父は「飛行機が落ちるのは日

取り組んでおられた方で、靖亜神社には毎年ほぼ

本の航空業界全体の問題であって、一人全日空だ

欠かさず参列いただきました。そして、毎年心か

けの問題ではない。これについては航空業界全体

らのご支援を続けてくださいました。その隣の写

が、本当に褌を締めて対策を考えなければいけな

真は、左側が園田外務大臣です。うちの父親が真

い時じゃないか。日中問題は日本の航空行政とは

中にいて、右側は確か高田浩運さんという国会議

また別に、どうしても真剣に取り組まなければい

員の方です。その次はずいぶん昔の写真ですが、

けない時なんだ。だから岡崎のやっていることも

宇都宮先生が歩いておられて、その後ろの若い方

大いに応援するという意味で、松尾さんに靖亜神

は近衞通隆氏、霞山会の会長です。今は近衞会長

社の社殿（と言うほどのものではありませんけれ

もずいぶん年をとられて腰が曲がったりしておら

ども）の祠堂を寄進してくれないか」と云うこと

れますけれども、この当時はまだ颯爽と歩いてお

で、寄進していただいたのがこの右側にあるお社

られました。その次の写真で宇都宮先生と話をし

です。三木さんの写真の隣は、岡崎先生と松尾静

ておられるのは根津菊恵さんと言いまして、根津

磨先生のお二人です。その隣が社殿の奉献の辞と

芳造（根津一先生の甥にあたる）さんの連れ合い

言いますか、
「お納めします」と松尾さんが神前

の方です。根津芳造さんは外交官をやっておられ

で挨拶をしておられる写真です。

た方で、この方も同文書院 3 期の卒業生です。菊

そんなことで新しく社殿ができました。ただこ

恵さんは根津先生の身内の方で、靖亜神社にも、

の社殿は松尾さんに最初に作っていただいた時に

あるいは毎年滬友会でやっていた根津先生の墓参

は、前にあった小さな社殿と同じ場所に作ったん

にも、お元気な間はずっと来てくださっていまし

ですが、昭和 60 年に、私の代になってから位置

た。

を移しました。今までの神社は東の林のほうを向

そんなことで靖亜神社の祭典は続けられて来ま

いていて、道路から入って来るとグルッと回り込

した。時代が下って、下の段の一番左の写真、こ

まなきゃいけなかったんですが、方角を変えて道

れには滬友会と愛大の関係の方々もおられます。

からまっすぐに神社に入れるようにしたい。私も

テントの端のすぐ脇で傘を持っている方は井柳

いろいろ考えまして、埼玉県の東松山市から真西

学さんと言いまして、確か愛大同窓会の副会長を

を向けるとちょうどその延長線上に上海がある。

やっておられたと思います。この当時は関東の同

上海からその先へ行けば中東からパレスチナの地

窓会の役員を非常に熱心にされて、靖亜神社の祭

まで一直線で結べるのじゃないかと。靖亜神社の

典に熱心に力を貸してくださいました。その隣、

三先覚には中国から中東まで見据えていていただ

頭のはげておられる方が岩田冷鐡さんという 19

きたいんだと云う意味合いを込めて、位置を移し

期の方で、その隣が大石明信滬友会会長、その隣

て社殿を作りました。それがこの写真です。その

が井出一太郎先生と井出一太郎先生の奥さん、そ

時には下の土台の石なども新たに積んだり致しま

れから話をしているのが私です。このような方々

した。そんなふうに神社の形も３回ほど変わって

がお見えになった。靖亜神社と云う門柱を立てて

きているわけです。

ございますが、これは靖亜神社の位置を私の代に

多くの方々にご支援いただき松尾さんに社殿を

なって変えた時、山水楼の宮田武義さん（同文書

寄進して頂いたりしてやって来たわけですが、そ

院の 12 期、100 歳を超えて亡くなられた方）に、

のあといろいろ並べてありますのは、外務大臣の

靖亜神社という字を書いていただき、それを彫っ

藤山さんと、左におられるのは宇都宮徳馬先生で

た柱を作りました。その次の写真は靖亜神社の縁

す。宇都宮先生も政治家として日中問題に真剣に

起で、その下の囲みの中に書いてある文章を書い
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て神社の前に立てました。一番右下の写真は中曽

せていただきましたし、いろいろな事があって、

根さんです。中曽根さんも一番最初からずっと東

本当に神社というのは生きて働いているんだと

光書院あるいは靖亜神社にしょっちゅうおいでく

実感しました。滬友会の方々が靖亜神社に参拝し

ださった。中曽根さんが東光書院の父のもとで坐

てくださったと云うのはこれは当然のことと言え

禅をしたり修行をしたりというような縁もござい

ばそうなんですが、昭和 60 年ぐらいから愛知大

まして、非常にお世話になっているんです。中曽

学の同窓会、特に関東支部の方々が非常に熱心に

根さんに過去の靖亜神社との関わりとか東光書院

参拝くださいまして、続いて大学関係の、今日も

との関わりなどについて、私が『回光』の 600 号

おみえになっています学長さんとか、その他いろ

記念の特集号を出した時にいろいろ話をしていた

んな方々が参拝くださるようになりました。滬友

だいた時の写真です。

会と愛知大学の気持ちが一体化して来た。それま

このように靖亜神社には 40 年の間に非常に多

では愛知大学と滬友会はそれほどスムーズに関係

くの方々が、一つの目的意識と言いますか、日

が維持されていると私は感じていなかったんです

中の友好であるとか、アジアに平和をもたらさな

が、靖亜神社に愛知大学の同窓会の方々が参拝さ

きゃいけないんだということを真剣に考え、私共、

れるようになってきたら、非常にそれがスムーズ

あるいは先輩達の呼びかけに応えて参列してくだ

に感じられるようになったのです。

さったんです。もちろん滬友会の同窓の方々も大
勢参列してくださっていました。この社殿は松尾
さんにご寄進いただいたと申し上げましたが、そ
の他に鳥居や鳥居に掲げた扁額などは、滬友会の
同窓の有志の方々が寄付してくださったものであ
りました。

東亜同文書院大学記念センターが
生まれるきっかけ
先ほど神社というのは生きて働いているものだ
ということを申し上げました。1990 年（平成２年）
にたまたま愛知大学から、その時、短期大学部の
事務長をやっておられた大野一石先生が参列して

神社は生きて働いている

くださいました。

いろいろな見方があるかも知れませんが、私は

山田純三郎さんは孫文の秘書役として大いに

神社というのは生きて働いているものだと思いま

活躍された方ですが、陳其美が山田さんのお宅で

す。ですから今、
「靖国神社」の問題も云われて

テロリストに襲われて殺され、その時の流れ弾に

いますが、小泉さんは「慰霊のために自分で参拝

びっくりして阿媽（女中）が抱いていた山田さん

するんだから、首相が靖国神社に参拝しても関係

の娘さん、小さな赤ん坊を三和土に落としてしま

ない」と云うことを言っておられるけれども、私

い、その子は頭を打って知能の発達がストップし

の見方はちょっと違って、神社というもの単なる

てしまった。そのお嬢さんも革命の犠牲者である

慰霊の対象ではない、神社は必ずそこに祀られて

と云うことで、中国の国民党の方は、このお嬢さ

いる人達の思いと、その神社が創建された時の思

んの世話をしている山田順造さんを非常に大切に

い、それを祀り続けて来た人達の思いが全部生き

しておられたと聞いております。今も今泉先生や

て現在に働き続ける。日本の神社とはそういうも

藤田先生からお話がありましたが、山田順造さん

のじゃないかと考えます。ですから靖亜神社も、

が集めたいろいろな資料がこの愛知大学に移って

私はずっと 40 年間やってきて、その間に先ほど

来るについてのきっかけは、1990 年の靖亜神社

ご紹介いただいたような荒尾先生の本の復刻もさ

の春の祭典の時に、祭典の後、大野先生と山田順
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造さんも加わって、根津山洲先生や荒尾先生のご

たら我々はいったいどこへ行ったらいいんだと云

位牌の前で直会をして一杯飲んだわけですが、そ

うことになってしまう。うちにもその頃病気の母

の時に大野先生が、

がいましたし、兄弟もいる。東光書院がなくなっ

「自分は何で本間先生から頼まれて、わざわざ

てしまうし、自分達の行き場所がなくなってしま

東京の山田純三郎先生のところへ酒を届けに

うじゃないかと。それに土台その資金は山田さん

行ったのか、よく分からない」

あるんですか、と聞きましたら、山田さんは「い

という話をされた。そうしましたら山田順造さん

や、自分の持ってる練馬の土地を売ればいいんだ」

が「それはこの靖亜神社を本間先生から頼まれた

と云われました。土地を売ると言っても病気の方

と云うことだったのか、日本へ持ち帰ったのは山

がいるし、体の調子があまりよくないという奥さ

田純三郎だから、本間先生はその感謝の意味で酒

んもおられる。
「人が住んでいるんでしょう」と

を届けさせたのではないか。
」と説明しました。

言ったら、
「いや、そのうちに死ぬさ」みたいな

その日は、大野先生は川越に宿をとって泊まられ

ことを言ってるわけです。自分だけは生き残る心

ましたが、その大野先生を私と小高圭治（東松山

算だったんでしょう。

市に住んでいて、愛知大学同窓会の埼玉ブロック

埼玉県で何とかしてくれないかというので、嵐

長をやっておられた）さんと二人で、翌日山田さ

山町の関根茂章さんという、嵐山町町長をやって、

んの家まで車で送った。山田さんの家は資料で溢

その時は埼玉県の教育委員長をやって居られた方

れており、足の踏み場もない。２階は２階で、不

のところへも二人で相談に行ってみたりしたんで

具になられて頭の発育が止まってしまったと云う

すが、最終的にどこへも持っていく場所がない。

先述の姉さん（民子さん）の病室みたいになって

資料だけはたくさんあって、どうしたらいいのか。

いる。その足の踏み場も無いような所で二人がい

ところが 1990 年（平成２年）に山田さんは「愛

ろいろ話をされた。山田さんが「資料を寄託する

知大学でもいいんじゃないか」ということを言い

には、愛知大学もいいな」と云うことを考え始め

出したわけです。と言うのは、山田さんは三菱商

られたのは、その時がきっかけだったわけです。

事に勤めておられて蒋介石と非常に縁が深かった

と言うのは、その前に山田さんは自分が死んだ

ものですから、大陸の方を毛嫌いしていたんです。

らどうするかということを考えていて、孫文の資

「愛知大学は赤だ」と最初から言っていたんです

料、それから中国革命に関する山のような資料を

から。ところがそれが大野先生との話し合いでコ

全部展示して、そこへ中国人と日本人の学生を一

ロッと変わった。それで山田さんが急逝された時、

緒に入れ、自分は寮監のような形でそこへ住み込

阿部弘さん（39 期）が山田さんのいろんな資料

める大きな建物を作りたいんだというようなこと

を整理されていて、
「何とかしたい、寄託先はど

を言っておられた。私のところへもいろいろ相談

こがいいだろう」と相談があったので、私は

に来られて、神戸の孫文記念館だとか、あるいは

「それはもう愛知大学以外にはないだろう。他

青森（山田さんの出身地）の方へ持っていったら

のどこにそんな資料を、莫大な金をかけて預か

どうだろうかとか。それから私共の東光書院の土

り、管理してくれるところがあるだろうか。た

地（靖亜神社のあった 2000 坪ぐらいの土地）へ

だ貰うだけだったらいいけれども、それを整理

建てさせてもらえないかという話をうちへも持っ

して研究してやっていくには膨大な金が年々か

てこられた。小さなものであれば私の所でも、何

かるわけですから、そんな事をやってくれると

とか援助ぐらいできたんでしょうが、あの方の考

ころは他にありはしない。だから愛知大学で、

えておられるのは膨大な計画で、そんな事をやっ

もし引き受けて下さるんだったらそれが一番い

168

◦ 1988 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想

いんじゃないか。
」
という話をしました。阿部さんが大野先生に相談

結論を申し上げておきます

しましたら、大野先生その他愛知大学の方々から

そんなことで靖亜神社というのは非常に意味の

非常に有り難いご理解をいただいて、話がスムー

深いものでありますけれども、今日の話の本題に

ズに進んだわけです。

入る前にちょっと私、話がうまく時間通りに行く

そんなことを考えますと、私はこれもやはり

かどうか分かりません。あとの話が尻切れトンボ

神様の導きと言いますか、要するに神社というの

になるかも分かりませんので、まず結論だけを最

は生きて働いているので、一番いいところ、落ち

初にお話ししておきたいと思います。

着くべきところに落ち着くんじゃないかと感じた

資料の最後のところに「結語」として書きまし

わけです。資料の２枚目に靖亜神社の合祀者芳名

たが、福沢諭吉の『学問のすすめ』あるいは『脱

というコピーを挟んでおきました。昭和 10 年靖

亜論』と、荒尾先生の思想との対比で考えてみた

亜神社が創建された時のご祭神としては近衞霞山

時、まず日本は西南戦争以降遣欧使節たちによっ

公、荒尾東方斎先生、根津山洲先生のお三方であ

て、藩閥間の勢力争いによって、当初の維新の精

るわけですが、646 名の方々が一緒に従祀されて

神を失ったんじゃないか。当初の維新の精神とい

います。このような方々を祀った神社を同文書院

うのは、日本が明治維新をなしとげた前段階では、

の中に作って、学生が日々その神社に参拝すれば、

イギリスやその他の国が清朝に対して阿片戦争を

神様の意向を受けて間違いはないだろう、同文書

しかけたり、非常に残酷な仕打ちをするのを日本

院の建学の精神から外れることはないんじゃない

は見せつけられたわけです。それでこれは大変

かということで、大内先生が靖亜神社を創建され

だ、日本もこうなってしまう。日本がこうなるだ

たわけです。ですからこの 646 名の方々、あるい

けじゃなく、今の中国の状況をそのまま見過ごし

は三先覚、それから私のところでお預かりするよ

てはいけないんじゃないか、早く維新を成し遂げ

うになった靖亜神社をこうやって熱心に参拝され

なければいけない、というような思いが維新の志

たり、いろんな寄進をしてくださったりして維持

士達にあった。惻隠の情と云うことだと思います

してくださった方々、岡崎嘉平太先生にしろ、松

が、支那の様子は可哀相で見ていられない。日本

尾静磨さんにしろ、宇都宮徳馬先生にしろ、いろ

がしっかりして支那を救いたいという気持ちが、

んな方々の思いが、今度孫文と山田純三郎関係の

当然維新の志士達の間にはあった筈なんです。こ

資料が愛知大学に来て、このような立派な記念館

れがどうも遣欧使節達の帰国で、西南戦争が争わ

ができたということの根本の力になっているので

れたり、明治維新の様相がずいぶん変わって来た

はないかと思うんです。そう云うきっかけを作る

んじゃないかと私は思うわけです。

ためには、たゆまぬ努力を続けている人がいなけ

特にそれに付け加えてご記憶いただきたいと思

ればならない。我々自分達のことを言うだけでは

うのは、当時の長州の藩閥政治に腐敗があった。

なく、それ以前に同文書院の中にあった神社をき

腐敗と抗争が非常に激しかったものですから、そ

ちっとお祀りし、自分達の財産を置いて来てでも、

れこそ、この間の松岡農水大臣の首吊り自殺では

ご神体を懐に入れて苦労して日本へ持ち帰って来

ないですけれども、生きるか死ぬかというところ

たと云うような方々のご努力が実っているんだ、

まで追い込まれて、明治の時代ですからそれがま

と私は思います。

かり間違うと江藤新平法務卿のように、自分が佐
賀の乱を治めるつもりで出ていったら、いつの間
にやら首魁だ、首謀者じゃないかと言われて、取っ
169

◦ 1989 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

捕まって首を切られて、然も、さらし首にまでさ

ている。そんなことじゃだめだ、ヨーロッパはそ

れてしまった。参議であり法務卿であり、今で言

んなことじゃ通用しないということで仕掛けたの

う大臣まで務めているような人の首をさらしもの

が、江藤新平や西郷さんなんかに対して、要する

にするというのは、如何に明治の長州人なんかの

に政界から葬り去ろう、失脚させ追っ払っておい

藩閥政治が殺伐とした、追い詰められてどうにも

て、更に征韓論に敗れた西郷さん達が鹿児島で西

ならないような所があったかと云うことです。西

南戦争を旗揚げしなきゃならないようなところま

南戦争で言えば西郷を征韓論者だというようなこ

で追い込んだ。それ以降の日本の政治は内政と外

とで追い込んでしまう。自分達は何をやったかと

政両面で、結局ビスマルク流の、いわゆる西欧列

言うと、朝鮮に対しては砲艦外交（江華島事件）、

強の覇道の政治に走ってしまったんじゃないかと

大砲を持っていって侵略しようとしてみたり、ま

私は思います。福沢の論理は遣欧使節団と同じ「弱

あ侵略と言っていいかどうか、攻撃しかけてみた

肉強食のすゝめ」であると思います。

り、というようなことをやりながら、
「西郷は征

三番目に、東方斎荒尾精先生は西郷隆盛と心を

韓論だ、
征韓論だ」というようなことを盛んに言っ

同じくして、道義外交あるいは礼譲外交で自分の

た。

誠意を尽くす、これをまず第一に置かなければい

二番目に書いたのは、福沢諭吉が『学問のすす

けないと考えておられた。日本人に対してだけ誠

め』の中で一番最初に言っている「天は人の上に

意を尽くすわけではない。中国人に対しても朝鮮

人を造らず、人の下に人を造らず」という非常に

人に対しても、あるいはヨーロッパの人達に対し

有名な言葉です。ところがこれは福沢諭吉が、だ

ても誠意を尽くして、その上で筋の通った外交交

から人間はみんな平等に、まっとうに平等の社会

渉をやらなければいけない。言ってみれば日本の

でなければいけないんだというふうには言っては

本然の維新の精神と言いますか、ねじ曲げられる

いないんですね。本来そういうものであるから、

前の維新の精神に帰ろうということを、荒尾先生

誰だって努力して一生懸命やればそう云う風にな

は考えておられたんじゃないかと思います。

れるんですよ、なれないのは努力が足りないんだ、

四番目に、孫文が神戸で講演（「大アジア主義」）

勉強が足りないんだ、だから学問をすすめるんだ

を行なった時、
「日本は世界文化に対して西方覇

と云うことです。

道の番犬となるか、東方王道の干城となるを欲す

言ってみれば大久保だとか木戸だとか長州の人

るか？」という、非常に厳しい問いかけを日本人

達がビスマルクの話を聞いてきて、ヨーロッパの

に対して行なったわけです。日本人は明治維新の

列強の中で小さな国がどういうふうに権謀術数を

本当の出発点の精神を忘れているのか。今の日本

使って生き残るかというようなことをビスマルク

はヨーロッパ（ビスマルク流の、と言っていいの

が、一生懸命日本の遣欧使節に説いたのに、彼等

かも知れませんが）の覇道の精神にそのまま流れ

は非常に感動して帰って来たわけです。福沢諭吉

てしまっているじゃないか。これを元に戻す気が

は遣欧使節団がビスマルクに云われて感動したこ

あるのかないのかということを問いかけたんだと

とと同じ結論になることを述べていたんです。感

思うんです。この孫文の問いかけに我々は答えな

動して帰って来たら日本の国内は西郷さんとか江

ければいけませんし、それは荒尾先生の思想に帰

藤新平とか、留守の連中が、まあ私にいわせれば

ることでもある。今の日本の現状を見て、日本人

西郷さんの道義外交だと思いますが、朝鮮に対し

は反省し直さなければいけないんじゃないかと思

ても支那に対しても誠意を尽くして当たらなけれ

うわけです。こんなことを一応結論として皆さん

ばいけないんだというようなことを一生懸命言っ

にお話ししたいんですが、それに到るまでの過程
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たかと言うと、私自身がうちの父親の死んだ年に

として、逐次話を進めたいと思います。

近くなってきましたし、私の息子などに靖亜神社
の祭祀を引き継いでやれと言ってもちょっとこれ

靖亜神社の滬友会への返還

は無理だろうと。もう一つには私共が委託された

靖亜神社の祭祀を 40 年間ずっと続けてまいり

本家本元の滬友会という東亜同文書院の同窓会が

ましたが、その間日中国交の回復というのが最初

もう解散してしまう、来年か場合によっては今年

のスタートでした。日中の国交が回復してからは

なくなるかも知れませんよ、という話がありまし

朝鮮半島のいろいろな出来事がありましたし、金

た。愛知大学でお祀り願えないかという話もその

大中事件などもありました。金大中さんは宇都宮

当時から出てはいたんですけれども、愛知大学で

徳馬先生のところへ来ておられて、私のすぐ下

靖亜神社をお祀りするというようなことは、今日

の弟が宇都宮先生の秘書をやっていたものですか

の大学と云う姿では、宗教的なものは無理ではな

ら、金大中さんがパレスホテルからどこかへ連れ

いかと思われましたし、神社がそのままいつの間

去られて行方不明になった時、現場へ一番最初に

にやら風化したようになってどこへ行ったか分か

飛び込んで行ったのはうちの弟だったわけです。

らないようなことでは困りますから、きちっとけ

その後捜査を要請しても日本の警察はあの時動か

じめだけは付けておこうと云うことで、平成８年

なかった。なぜ動かなかったかと言うと、結局韓

祭典を催した時、滬友会（会長は春名和雄さん）

国政府との間で何らかの連絡があったんだろうと

の事務局長賀来揚子郎さんにお話ししましたら、

思うんですが、本気になって金大中を探そうとし

私共の気持ちと実情を非常によく理解していただ

なかった。それでいつの間にやらそのまま船に乗

き、
「では神社を返してもらいましょう」と云う

せられて韓国へ連れ去られてしまったと云うこと

ことになりました。わざわざ滬友会の方から私の

があったわけです。ですからその後の靖亜神社の

父と私と兄（兄は父親の跡を継ぐんだということ

祭典では、金大中さんが殺されるというようなこ

で私以上に一生懸命やっていたんですが、27 歳

とは決してあってはならないし、韓国あるいは朝

で死んでしまったものですから、そのあと私が引

鮮半島に平和をもたらすためにはどうしたらいい

き受けたという形です）の努力に対して感謝状を

かということを、もっと真剣に考えるような雰囲

出して下さると云うことでけじめが付けられ、東

気にしなければいけないということで、それを祈

松山市で東光書院がお祭りしていた靖亜神社は平

願する祭典もやりました。あるいはまた中東パレ

成８年に無くなりました。その時に、東光書院で

スチナの PLO 東京事務所の初代代表にアブデル・

お預かりしていた根津先生の遺品（フロックコー

ハミードさんという方がなって初めて日本へ来た

トや胸像、資料など）が愛大に移管されました。

時に、ハミードさんも靖亜神社に参拝しておられ

資料 3 ページ目の関係年表というのを私が作っ

ます。と言うのはアラブの中東の出来事も、筋道

てみたんですが、これは荒尾先生だとか福沢諭吉

の通った平和をもたらすためには、どうしても靖

だとかいうような人達、あるいはいろんな人達の

亜神社に参拝して先覚の精神からスタートしなけ

行動というものを見ていても、本を読んでみても、

れば、と云うことで、来ていただいたわけです。

それが一体どういう時代にどういう風な状況の下

いろいろその年、その年の願いをもって靖亜神

にあったのかという時代的な感覚というのは、ま

社の祭典を続けて来て、そのような願いは段々と

あ私の不勉強のせいもあるかも知れませんが、な

結実して来たわけですが、平成８年に私は靖亜神

かなか掴みにくい。そこでこうやって並べてみた

社を滬友会の方にお返ししました。なぜお返しし

ら理解が早いんじゃなかろうかということで並べ
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てみました。荒尾先生に関してはオレンジ色、福

得するんだということを西郷さんは言っているわ

沢先生については空色にして、いくらかでも理解

けです。
ところがこれが結局征韓論、征韓論と、
「西郷

していただければと思ったわけです。

は自分が行って犠牲になるから、犠牲になったこ
とを理由にして日本は韓国を攻めるべきだとい

「征韓論」について

う考えを持っている」と云うふうにねじ曲げてし

そのあとの資料、西郷隆盛の論争最後の文章と

まったわけです。これは最初から軍隊で韓国を攻

いうのは葦津珍彦先生の書いた本の中にあったも

めようという意図があって、西郷さんの考えをね

のですが、「西郷隆盛は征韓論という言葉を一つ

じ曲げたんだと思うんですが、実際にはそうでは

も出してない、彼は征韓論ではないんだ」とあり

なかった。なぜ遣欧使節で帰ってきた人達と、西

ました。それをなぜ征韓論にしてしまったのかと

郷さんや留守部隊の人達との間でそういうことに

いうと、遣欧使節団がヨーロッパから帰ってき

なってしまったかということなんですが、どうも

て、まずは西郷、あるいはその他留守の日本政府

私は、山県だとか井上馨だとかいった長州系の留

の行き方に反対するため、極端な対立関係を作り

守の人達に不正疑惑があったからではないかと思

出さなきゃいけないということで、征韓論という

います。これについて江藤新平あたりが真っ向か

ことを言い出したんじゃないかと思うんです。こ

ら追及し始めた。これはもう日本で、今でもそう

れを読んでみますと、西郷さんの手紙というのは

ですけれども政治的な失脚だけではなしに、命の

「朝鮮御交際の儀」と書いてあり、
「征韓」ではな

やりとりにまで発展するというのは充分にあり得

いんです。「御一新の涯より数度に及び使節差立

ることで、それを差し止めるためにはどうしても

てられ百方御手を盡され候えども悉く水泡と相成

対立関係を強く打ち出して、西郷さんはだめだと

り候のみならず、数々無礼を働き候儀これあり」
。

いうことにしなければならないということがあっ

無礼を働いているというのは朝鮮が無礼を働いて

たのではないかと思うんです。

いるということなんですが、
「近来は人民互の商

どういう腐敗堕落があったかと言うと、井上清

道も相塞、倭館詰居の者も甚だ困難の場合に立ち

さんの『日本の歴史』
（中央公論社）の中に書い

至り候ゆえ、御拠（よんどころ）なく護兵一大隊

てあるんですが、
「留守政府では最初は参議は西

差出さるべく御評議の趣承知いたし候に付」
。西

郷、板垣、大隈の三人であったが、明治６年４月

郷さんが向こうへ使節として行く時に、護衛の

には左院議長後藤象二郎（土佐）、文部卿兼教部卿

兵隊一大隊を付けてやろうという話が明治政府で

大木喬任（肥前）、司法卿江藤新平（肥前）を参

決まっているというんですね。ところが「護兵の

議に任じ、ついで太政官の制度「潤飾」（手直し）

儀は決して宜しからず」と、西郷さん自身それを

と称して、参議の権限を拡大した。江藤はもと岩

断っているわけです。
「是よりして闘争に及び候

倉、大久保派の法制官僚であったが、岩倉が外国

ては最初の御趣意に相反し候間、此節は公然と使

へ行くと土佐派と結び、左院副議長から明治５年

節差し立てらるるが相当の事に之あるべく、若し

４月司法卿となり（それまでは司法卿は欠員）、

彼より交を破り戦を以て拒絶致す可き哉、其意底

同省の権限強化に熱中した」
。江藤新平は非常に

慥（たしか）に相顕候処迄は、尽されざるに候て

一生懸命動き始めたと言うんです。それでまた江

は、人事に於ても残る処之有るべく」
。要するに

藤新平は「陸軍卿山県有朋や大蔵大輔井上馨らの

軍隊を連れていって交渉に臨むなんていうことは

不正、汚職摘発に全力を上げた」
。山県の不正と

やってはいけないんだと。誠意をもって相手を説

は何かと言うと、かつて山県有朋の部下で長州騎
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兵隊で山県の部下であったが維新後は商人となっ

もだいぶその血を引いているだろうと思うんです

て山城屋和助と名乗っていた男（野村三千三）が、

けれども、佐賀県人というのは可笑しな性格と言

兵部省御用商人として大いに儲け、生糸相場など

うか何か癖がある。ここに佐賀の方がおられたら

に手を出して失敗し、その穴埋めに山県に頼み込

申し訳ないですけれども。私が学校を出てからし

んで、兵部省から何回かに分けて計 65 万円もの

ばらく佐賀の炭鉱で働いていた時に聞かされたの

大金を、一品の抵当もなしに借り受けた事件で、

は、「佐賀んもんは三度言う」。要するにしつこく

山城屋はその金を持って生糸市場の視察に出かけ

て、相手の嫌がるようなことを繰り返しネチネチ

ると云うことでパリに行ったけれども、65 万の

やるのが「佐賀んもん」だということを、佐賀県

金でパリで豪遊していたわけです。あまりにも派

人が言ってるんだからまあ間違いないと思うんで

手に遊んでいるので、日本の外務省から行ってい

すが。どう云うことかと言うと、東京あたりでし

た官僚が、日本人がそんなに金を持って遊んでい

たら「雨がザーッと降ってきた」と言う。普通で

るのはどうもおかしいからと調べてみたら、その

も「雨がザーザー降る」というふうに二度でとま

金の出所が兵部省であった。これが追及され、陸

る。ところが佐賀んもんは「雨がザーザーザーと

軍の公金を使っているじゃないかと山県の責任追

降る」と、三遍言うと云うんです。うちの父親の

及になって来て、江藤新平が突いたわけです。山

性格などを見ていても、私なんか息子で嫌な思い

城屋は急いで帰国して、明治５年の 12 月に、可

をしたことがあるから感じるんですが、とにかく

笑しなことなんですが、陸軍省内で切腹自殺をし

繰り返し繰り返し言って、最後に止めを刺すまで

て事件を闇に葬ったと云うんです。この間の農水

繰り返し言うようなところがあるんです。だから

省大臣は自分の議員宿舎だったから、誰も見てな

たぶん江藤新平もそれをやって、大いに長州藩の

いところで首を吊ったと云うことは分かるんです

連中をいじめたんじゃないか。やられた方がもう

が、陸軍省内で切腹して自殺したと云うなら誰か

我慢できなくなったんじゃないかという気がする

見ていた人間がいるし、止めようと思えば勿論止

んです。

められた筈です。逆に考えれば、陸軍省にノコノ

そんなこともあって、いずれにしても単なる

コ出てきた人間に責任を押し付けて腹を切らせた

征韓論だとか政策の違いだけではなしに、自分の

というのが真相じゃないかと、私なんかは思うん

身に降りかかってきた不正疑惑といった火の粉を

ですけれども。

払わなきゃいかん。払うためには征韓論で西南戦

そういうことでうやむやになってしまったが、

争でも起こさなきゃいけない。もちろん西郷さん

まかり間違えば山県の首が飛ぶし、有罪と云うこ

が西南戦争を起こしたのは、これは私独自の考え

とになれば大変な問題になっただろうと思いま

かも知れませんけれども、自分が兵を挙げて、不

す。そのあと江藤は井上馨についても突いている

平士族を黙らせ日本を安定した国家にするため

わけです。井上馨が在官中に、盛岡藩から、盛岡

のきっかけを作る。一度はこの戦争をやらなきゃ

藩が御用商人村井茂兵衛に経営を委託していた尾

いけない。そのためにはただ単に頭ごなしに押さ

去沢銅山を、政府が取り上げ、それを井上と関係

え付けるだけではなく、自分が犠牲になって腹を

の深い山口県の商人岡田平蔵に払い下げた。これ

切って、それで一件落着ということで落ち着かせ

に問題があると云うことで江藤新平が突いた。そ

たかったんじゃないかと云う風に私は思います。

れが結局江藤新平の失脚、あるいは梟首にまでさ

そんなことも勿論、不平士族の間にあっただろう

れてしまうような恨みをかった原因なんですが、

と思いますけれども、いずれにしても長州の人達

江藤新平は佐賀県人で、うちの父もそうですし私

とかその後の日本政府の官僚やあるいは政治家の
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人達には、何とかここで自分達に権力を取り戻さ

相接して相食むものに異ならず。その事実は爰

なければどうにもならないような、追い詰められ

に特に枚挙するに及ばず。この点より見れば我

たものがあった。それが征韓論になったり、ある

日本国も禽獣中の一国にして、時として他に食

いはヨーロッパ化の運動と言いますか欧風礼賛の

まるるか、又は自ら奮いて他を食むか、到底我

運動になったんじゃないかと思うわけです。

れも彼れも恃む所のものは獣力あるのみ」
と、西欧列強と同じように獣になれということを
言っているわけです。その次のところもついでに

福沢諭吉について

見ますと、

福沢諭吉の話に入りますが、福沢諭吉は大変

「今朝鮮の有様を見るに、王室無法、貴族跋扈、

な学者でありますし、ちょっと我々には考えられ

税法さえ紊乱の極に陥りて民に私有の権なく、

ないような能力の持ち主じゃないかと思うのは、

啻に政府の法律不完全にして無辜を殺すのみな

元々福沢諭吉はオランダ語の勉強をしていた。と

らず、貴族士族の輩が私欲私怨を以て私に人を

ころが横浜へ行って自分の外国語が通じないか

拘留し傷け又は殺すも、人民は之を訴るに由な

ら、これじゃだめだということで英語に切り替え

し。実に以て朝鮮国民として生々する甲斐もな

ようと、辞書を買ってきて独学で始めた。ところ

きことなれば、露なり英なり、その来りて国土

が翌年になると咸臨丸で通訳として堂々と働いて

を押領するがままに任せて、露英の人民たるこ

いる。先生もおらず、辞書だけで独学で１年かそ

そその幸福は大なるべし。他国政府に亡ぼさる

こらやった人がすぐそうやって役に立つというの

る時は亡国の民にして甚だ楽まずと雖も、前途

は大変な能力だと思うし、我々今の日本人なんか

に望みなき苦界に沈没して終身内外の恥辱中に

にはとても付いていけないと感じるわけです。同

死せんよりも、寧ろ強大文明国の保護を被り、

時に福沢諭吉という人はものすごくいろいろ文章

せめて生命と私有とのみにても安全にするは不

を書いていて、
『時事新報』にも論文を沢山書い

幸中の幸ならん」。

ています。着眼点がすごいと思うのは、これから

ここで言っているのは、要するに大国の支配下に

は人前で話ができないといけないからということ

立った方が幸せじゃないかと。だから『学問のす

で、三田で会合を開いて演説の練習をしたりして

すめ』で勉強に努めなきゃいけない、西欧の学問

いる。

を大いにやらなければいけないということを言っ

福沢諭吉は、人間は勉強すればそれなりのも

ているのはいいんだけれども、出来ないんだった

のを作り上げる、日本人だって西欧列強にひけを

ら外国に支配されている方がむしろ幸せなのでは

とらない者になれるんだと云うことを盛んに言っ

ないかと、特に朝鮮の場合について言っているわ

て、勉強しろと尻を叩いたんです。
「貧富強弱の

けですが、日本に対しても同じことを言いたかっ

有様は、天然の約束に非ず、人の勉と不勉に由っ

たんだろうと思います。ここが荒尾先生や西郷

て移り変わるべきものにて」
。人間は全て平等だ

さんと、福沢諭吉あるいはビスマルクなんかの影

けれども、努力しなければだめなんだぞというこ

響を受けて帰ってきた遣欧使節団の連中との違い

とを言っている。それだけだったら非常に立派だ

じゃないかと思います。

と思うんですが、そのあとのところへ行くと、明

私なんかはそれがどんなに贅沢三昧できるもの

治 16 年９月から連載された『時事新報』の社説

であっても、外国の支配なんていうものは一切受

の中で

け付けられない。どんなに貧乏してでも自分の力

「古来世界の各国相対峙して相貪るの状は禽獣

でもって生きていきたいというふうに思うんです
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が、福沢諭吉はそうじゃないということをここで

話ししなければいけないと思います。日清戦争が

はっきり言っている。ところが福沢諭吉先生の場

始まる１年前に日清貿易研究所が閉鎖され、荒尾

合、どうも「天は人の上に人を造らず」というよ

先生は帰ってこられましたが、日清戦争前にもい

うな「ことば」ばかりが人々の記憶の中にあるけ

ろいろと朝鮮問題なんかに取り組んでおられたわ

れども、ここらあたりの福沢の本質が忘れられて

けです。ところが『巨人荒尾精』を見ますと、福

いるんじゃないかなと思います。もうちょっとこ

岡の福本日南という人が井上雅二さんに話した言

こに目を向ける必要もあるんじゃないかと考える

葉として書いてあるんですが、どうも朝鮮でいろ

のです。福沢諭吉のように非常に影響力のある方

いろ事が起こって日清間の対立があっても、日本

がこう云うことを云うとどういう状況になって来

政府がぐずぐずしていて、清国に開戦の宣言をし

るかと云うと、井上馨の閣議における発言

ない。早く戦争を始めなきゃ駄目じゃないかと云

「けだし本大臣は、思えらく、これに処するの道、

うことで、対外硬派と言いますか、右翼的な人達

ただ我が帝国及び人民を化して、あたかも欧州

と言いますか、そんな人達が集まって、どうした

邦国の如く、欧州人民の如くならしむるあるの

らいいかと、神田の錦輝館というところで気勢を

み。即ちこれを切言すれば、欧州的一新帝国を

上げた。その時に福本日南などは朝鮮に調査のた

東洋の表に造出するにあるのみ」

めの人員を派遣しようと云うことを云い始め、福

と、要するに日本をヨーロッパの国にしなければ

本日南自身が朝鮮に行って、向こうで計画したん

ならないんだと云うことを云っているわけです。

ですが、朝鮮人で事を起こそうというような骨の

「本大臣の所見を以てすれば、我が人民をして

ある奴はいない。日本の軍隊を直接動かすわけ

欧州人民と触撃し、各自に不便を感じ不利をさ

にはいかないから、日本の民間から壮士を 100 人

とりて、泰西活発の知識を吸収せしむるにある

なり 200 人なり連れていって事を起こし、それを

のみ、即ち我が国人が、文明開化に要する活発

きっかけに日清の間で戦争を始めさせようと云う

の知識、敢為の気象をそなうるに至て、我が帝

ことを考えた。その総大将には荒尾先生が一番適

国は、始めて真に文明の域にいることを得べき

任だろう。元々軍人でもあるし、人望もあるし。

なり」

というようなことが『巨人荒尾精』に書いてあり

もっと徹底しているのは、
「日本人はもっと西欧

ます。

人と結婚して混血児を産み、西欧と一体化しなけ

そういった関係の話が全然なかったわけではな

ればいけない」ということまで言っている、と

いと私は思いますし、いろいろ研究している方が

書いてあったのをどこかで見たんですが、何か

あるんですが、ただ実際問題として『対清意見』

ちょっと日本人として、あるいはアジアの人間

などを書いておられる荒尾先生と、福本日南が話

として、自分達の自立自尊ということを捨ててし

をしている内容は、どうも両立しがたいように思

まっているんじゃないか。西欧の文明に圧倒され

うんです。
『対清意見』というのはそんなに右か

過ぎてこういう言葉が出てきたのかも知れません

ら左へすぐ書けるようなものではありませんし、

が、そこらあたりに荒尾精と福沢諭吉との違いが

書かれていることは福本日南やその他の人達の意

出て来ているのではないかと私は思います。

見とは真っ向から違ってきているわけですから、
荒尾先生が『対清意見』を書く一方で福本日南な
どの朝鮮討ち入りの計画に同調するなどと云うこ

荒尾先生の『対清弁妄』序

とは有り得ません。そうすると福本日南なんかは、

荒尾先生の言った『対清弁妄』の序についてお

自分達だけで思い上がって事を起こそうと焦り、
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荒尾先生を利用しようと考えていたんじゃないか

を日清戦争のあとで起こしているわけですが、荒

と思えます。もう一つ、根津山洲先生の伝記の中

尾先生はそのようなことには関わる筈がないと確

には、後藤象二郎伯爵のところへ朴泳孝や金玉均

信しています。アジアの人々と改革を一緒になっ

などが来て、あるいは福沢諭吉のところへも金玉

てやろうと云うことはあっても、そこに違いが

均が来て、いろいろ朝鮮の改革について相談を持

ある。やはり荒尾先生とか根津先生とか同文書院

ちかけている。それに対して福沢諭吉も何か金を

の人達との思想の違い、あるいはずっと東亜同文

用立てようというようなことで動いたという話も

書院から愛知大学へ受け継がれてきている「惻隠

あるんですが、根津先生の話では後藤象二郎のと

の情」と言いますか、維新の時に、中国がイギリ

ころでフランスの公使かなんかに話をつけて、朝

スや列強から侵略され分断され、あるいは中国の

鮮改革の資金を用立ててやろうという話があった

人々が阿片や何かで廃人にされて行くと云うよう

が結局うまくいかなかった。日本の政府の要請で

なのを見て、本当に可哀相だと感じていた人達と、

荒尾先生などは手を引いたと、根津先生は書いて

その後それを感じなくなった人達が分かれてきて

います。それが後になって、福本日南のとにかく

いる。そこらあたりをきちっと整理して見ていか

何か事を起こせば、というふうなことに繋がって

なきゃいけないと思います。

いくように思えるんですが、福本日南なんかは何
かというとすぐに刀をとって、朝鮮に押し出して
事を起こそうとするけれども、後藤象二郎とか日

根津先生の「大学之道」

本の政府とか、あるいは荒尾先生なんかはもっと

荒尾先生や根津先生というのは、本当の意味で

大きな立場でもって朝鮮の改革というのを考えて

の日本の政治の根本思想と云うものが腹の中に出

いたのではないかと思います。

来ている人であったろうと思うんです。資料の２

それに関して「朝鮮国是大令案」という荒尾先

枚目に「大学之道」というのが載せてありますが、

生直筆のものが、白岩龍平さんの資料の中にあり

これはご存じのように儒教の四書五経の四書『大

ます。何枚かの罫紙に、まず自主、それから同盟、

学』『中庸』『論語』『孟子』の中の『大学』です

あるいは王道というようなことが書いてあり、こ

が、根津山洲先生は引退されるまで、足腰が立た

れは白岩先生のところにあったのを私がコピー

なくなっても、中国人のボーイの肩に支えられな

したものです。たぶん現物は愛大に来ているはず

がら教壇に立って、この「大学之道」だけはずっ

なんです。ただ、これと『巨人荒尾精』に引用さ

と講義をし続けられたと言われております。先生

れているのとでは若干違っているところもありま

の講義を聞けたのはうちの父の 18 期ぐらいが最

す。こういうものを荒尾先生が書いたということ

後だったと思うんですが。
「大学之道」というの

だけは事実なんです。ですから荒尾先生も朝鮮の

は何かと言うと、大学の三綱領ですね。
「明徳を

改革について力を貸そうと積極的になっておられ

明らかにするに在り。民に親たるに在り。至善に

たことは確かなんですが、どうも私は荒尾先生や

止まるに在り」
。根津先生は古本大学によってい

根津先生なんかがそう云う風にすぐに刀を抜いて

たということを聞いております。父もそれを盛ん

切り込もう、とする軽挙妄動に走る筈がない。む

に言っていたんですが、朱子学ではなく古本大学

しろ、そのような日本人の動きを一番嫌ったのが

の、陽明の方の学問だったと云っていました。

根津先生や荒尾先生でなかったかと思います。そ

陽明と朱子の違いは、二番目の「親」の字を朱

の時、事を起こそうと福本日南なんかと朝鮮でい

子学の方では「新」という字に書き替えています。

ろいろ画策した人達が、閔妃の殺害事件というの

それを「新」ではなく「親」なんだと云うのです。
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した

しかも、うちの父はこれを「民に親 しむに在り」

いて荒尾先生にいろいろな意見、抗議をして来た

ではいけないんだ、民の父母でなければいけない。

人達、と云う風に思ったんですが、どうもそうじゃ

「民に親たるに在り」でなければいけないと云う

ない。特に福沢諭吉は「獣力あるのみ」、日本人

ことを、教えてくれました。
「明徳」とは何かと

も獣になりきらなきゃいけないと言っている。そ

言うと、人間が本来心の中に持っている徳である

れに対して荒尾先生は真っ向から異論を唱え、そ

と。「民に親たるに在り」というのは民の親でな

れじゃいけないんだと云うことを、福沢などに大

ければならないという自覚です。それから「至

声を上げて言っているのだと思います。

善に止まるに在り」というのは絶対の善の境涯に

また「蓋し至誠は本心の実徳なり」
。至誠は人

立ってなければいけない。根津先生は洪川・滴水

間の心の中にある徳そのものであるということか

両禅師に付いて禅を学ばれ、京都時代にはずっと

ら言うならば、「明徳を明らかにするにあり」、明

禅をやっておられたということなんですが、禅の

徳が至誠でなければならないということに通ずる

立場から言うと「明徳を明らかにするに在り」と

わけです。それで「権謀術数を以て権謀術数と闘

か「民に親たるに在り」とかあるいは「至善に止

う、是れ暴を以て暴に代うる者。此れを以て宇内

まるに在り」という、この「在」という字は、た

の雄邦強国を六合に統べ、八荒の宏猷鴻謨を包ま

だそこに有るとか無いとかいうのではなく、なり

んと欲す」と。要するに権謀術数でもって西欧の

きると云うことなんだと云います。明徳を明らか

権謀術数に如何に対応しようと思っても、これは

にするというのは自分が明徳になりきらなければ

暴力に対するに暴力をもってするというだけの話

いけない。民の親になりきらなければいけない。

ではないかと云うことで、言ってみればビスマル

自分自身が至善でなければいけないんだと云うふ

クに影響されて帰ってきた人達に対する真っ向か

うなことを、父は根津先生から教えられたと云う

らの反論なんですね。それじゃいけないんだと云

ことです。

うことを荒尾先生は言っている。だから日清戦争

そういう話をまず聞いた上で、荒尾先生の『対

の時に荒尾先生の意見が通っていれば、もちろん

清弁妄』の序文を見ると、荒尾先生は儒教の講義

領土の割譲要求はなかった筈なんですが、その当

をしたり、禅をやってどうこうという方ではない

時の日本人の気持ちは荒尾先生とは全く離れてい

んですが、根津先生が講義をされたことと全く同

た。どういうふうに離れていたかと言うと、満川

じことを言っておられる。
「そもそも皇道は至誠

亀太郎さんの書いている『三国干渉以後』という

一貫の道なり」
、至誠一貫の道というのは西郷さ

本の中に、満川さんが子供の頃京都で明治の童謡、

んの言う道義外交に通ずるものだと思います。根

三歳の童子も知らぬ者とてなかったという、李鴻

津先生の額には、
「至誠神の如し」と書いてあり

章が日清戦争のあと講和の特使として来るわけで

ますが、本当に誠を尽くす、誠になりきると言い

すけれど、それに対して子供達が何を歌っていた

ますか、元々日本人というのはそうでなければい

かと言うと、

けないんだと云う事です。荒尾先生は日本の天皇

「リ、リ、李鴻章の鼻べっちゃ、チャ、チャ、ちゃ

制を当然考えておられるから「皇道」という言葉

んちゃん坊主の首切って、テ、テ、帝国万歳大

になるんですが、
「日本人は」ということだと思

勝利、リ、リ、李鴻章の鼻べっちゃ」。

います。「日本人は至誠一貫でなければならない」

そういう歌を、繰り返し子供の時に歌っていたん

と云うことです。

だと云います。それからまた京都の円山公園では、

ここで言うところの「議者（議論している人達）」
とは、私は当初福本日南とか、荒尾先生の周辺に

遼東半島を還付すると云うことになったわけです
が、それを知らぬげに、京都の市民達は何をやっ
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ていたかと云うと、
「明治 28 年の春から夏にかけ

新聞社なんかにも取り上げられているというのを

て毎日毎夜踊りの幾十隊、幾百隊、揃いの浴衣に

見てないということなんです。しかし、これは無

笛、鉦、太鼓、かつらを被った仮装行列が酔いし

理も無いところがあります。荒尾先生は『対清弁

れた千鳥足で円山公園に繰り込むのであった」と

妄』序を達筆の自筆をそのまま載せている。当時

書かれています。何を歌ったかと言うと

の人であっても、そう簡単には読みこなせなかっ

「日本勝った、日本勝った、支那負けた、負け

たのではなかろうかと思います。ただそういった

たら降参すりゃよいじゃないか、別嬪ないか、

中で、谷干城や勝海舟は荒尾先生と同じような見

別嬪ないか、へちゃばかり、へちゃでも……す

解であった。ところがそのような意見が押し切ら

りゃよいじゃないか、踊らぬか、えらいやっ

れてしまった結果、結局遼東還付という三国干渉

ちゃ、日本勝った、日本勝った」

を招いた。その結果について日本人は、領土の割

というふうなことで、とにかく浮かれ呆けていた

譲要求なんかを欧州列強の真似をしてやったから

のです。日本人全員が福沢の「獣力あるのみ」と

いけなかったんだ、というふうに反省せず、結局、

かビスマルク流の「権謀術数」に毒され切ってい

臥薪嘗胆と云うことで済ませてしまった所に、そ

たのではないでしょうか。

の後の日本の政治の誤りや反省力のなさという

陸奥宗光の遺稿『蹇々録』の中に、その当時

のが出てきているんじゃないのか。第二次大戦後

の外務大臣として陸奥が非常に苦労したこととし

の、場合によっては今の日米関係下の政治でもそ

て、海軍の軍人達も勿論そうですが日本の世論も、

うですが、成り行き、風潮に流されて、長いもの

いかに支那から領土と資金を分捕るかと云うこと

には巻かれろ式の、見識が全く無い政治になって

で舞い上がっていたと云うことを書いています。

しまった。言うべきことはきちっと言って筋を通

台湾を取るべきだ、あるいは遼東半島を取るべき

さなければいけないのに、誰も見識を示さない社

だ、それから日本が占領した所は全部日本の領土

会になってしまったのではないでしょうか。

にしてしまえとか、場合によっては支那の政府が
潰れたら支那を全部日本が引き受けなきゃいけな
い、そういう事態も考えるべきではないか、と云

「核支配の世界」に対する見方

うようなことまで云う人もいた。たまたま 2、3

これは異論があるかも知れませんけれども、私

の有識者は、
「講和条件のあまりに過大に失する

などが考えるのは、今アメリカにしろロシアにし

は得策に非ずと言いたる人なきに非ず。例せば谷

ろ、これほどの大国がみんな核を持って対峙して

子爵（谷干城）の如きは当時一書を伊藤総理に寄

いる。その中にあって北朝鮮のたった一発の、本

せ、縷々数千言その意味を記述せり、特にこの書

当に爆発するのかしないのか分からないようなも

中に 1866 年のプロシャとオーストリアの戦争の

のを、しかも遠く離れたアメリカがああだこうだ

歴史を引用して、割地の要求はあるいは将来日清

と問題にしているのは、何かおかしいんじゃない

両国の親交を阻害すべしとまで極限せり。その説

か。北朝鮮がどこで何をやっているかというのは、

の当否を論ぜず、この間にその独特の見を発せし

小さなところですから、見つけようと思えばすぐ

は万緑叢中紅一点の感なきに非ず」と。勝海舟な

見つかると思うんですが。大国の自分達は持って

んかも同じような意見であったと云うことです。

いてもいいけれども、小さな国があとから持つの

陸奥宗光は荒尾先生の『対清意見』
、
『対清弁妄』

はけしからんと。現実にアメリカは世界中に核兵

をどうも見てないんですね。荒尾先生ほどはっき

器を持ち込んで、やれ原子力潜水艦だ、やれ原子

りとこれだけのことを書いて、しかも本にして、

力空母だと核を搭載してあっちこっち大西洋から
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太平洋まで遊弋していても、これは別に危害を加

根津山洲先生の持っておられた軍刀（軍人ですか

えてない、危険ではないから許される、ただ北朝

ら）
。もう一つは荒尾先生が持っておられた刀。

鮮が持つのは非常に危険なんだという論理は、ど

これは造りが軍刀になっていたか、あるいはそう

う考えても納得できない。それはちょっとおかし

でないかは分かりません。それからあとは近衛家

いじゃないですか。核兵器はいけないものですよ

から来た短刀。この三振りの刀が靖亜神社の宝物

と北朝鮮に言うなら、中国に対しても駄目だし、

と云うことになっていたんですが、今は行方が判

アメリカに対しても駄目なんですよと。世界中で

りません。根津先生の側近中の側近で、靖亜神社

アメリカ以外に核兵器をこれまでに使った国はな

を作る時にも中心になって働かれた山田岳陽先生

い。アメリカは、自分が広島、長崎に対して使っ

が述べておられる中に（
『支那』26 巻 12 号）
、根

て見せたから、今北朝鮮の核に怯えなきゃいけな

津家へ行って根津栄子刀自に、何か一つ靖亜神社

い。その怯えから何とか脱却するためには、アメ

の宝物としてお譲りいただけないかとお願いした

リカがまず核を放棄して、自分達も放棄するから

時に、奥様が「これは根津が生前常に佩用してい

北朝鮮もやめなさいと、核兵器なんてものは持っ

た軍刀です。ただ、根津が言うには、これは日清

ちゃいけないんですよと言わなきゃいけないん

日露の戦争の砲弾の下をかいくぐってきたけれど

じゃないでしょうか。

も、未だかつて血塗られたことのない刀であると。

日本も「核の抑止力で核兵器から守られていま

だから靖亜神社の宝物としてふさわしい」と云う

す」と言っていながら、北朝鮮に対して核を持っ

ことを言われ、山田岳陽先生は感激してこう述べ

ちゃいけませんと言うのも、理屈の上で合わない

ておられます。

んじゃないかと思うわけです。荒尾先生や西郷さ

「流石にあの秋霜烈日の如き一面を有せらるる

んなんかはきっと言うだろうと思うんですが、駄

根津先生が、幾度と無く兵馬の間に馳駆せられ、

目なものは駄目なので、大きな国だからいいとか、

危難の間に出入せられたるに拘わらず、至る所

既成事実はこうだからいいんだと云うことではな

に仁民愛物の至情を留められたる事蹟を回想

く、何が本質的にいけないのかを明らかにしなけ

し、且つかかる貴重なる御家宝の存する事は、

ればならない。明治維新の時の中国あるいはアジ

先生のご生涯を通じて東洋永安の大経綸を定

アの国々が西洋列強に侵略されている、そう云う

められる所以の大精神の現われであることに感

「侵略」は本当にいけないんだという気持ちに立

激し」

ち返って、だから日本もそうはしないと云うこと

後日、この佩刀を拝受したと云います。これは靖

をアジアの国々、あるいは世界中の国々に対して

亜神社を特集した雑誌『支那』に載っていること

言いきらなければいけないんじゃないか。そうい

です。この人間の生命を大切にすると云う根津先

う気持ちが根津山洲先生の精神の中にもあるし、

生のお気持ち、この日本人が持っている本来の気

荒尾先生の思想の中にもある。それは思いやりで

持ち、人間の思いやりの気持ちに素直になると云

もあるだろうと思います。

うことがまず靖亜神社の精神でもあるし、あるい
は同文書院の精神でもあったろうし、三先覚の精
神でもあったのではないか。これは儒教の思想で

靖亜神社のご 宝

もあろうと思いますが、そう云ったところに帰る

伊勢神宮には三種の神器がありますけれども、
靖亜神社のご神宝ということで三振りの刀が当初
はあったんです。これは何かと言うと、一つは

ことが一番大切なのではないでしょうか。
最初に結論めいたことをお話ししましたので、
ちょっとまとまりがないかも知れませんけれども
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ここらあたりで話を終わらせていただきたいと思

が、
「２、日本が清国に宣戦布告をした真意を清

います。どうもご清聴ありがとうございました。

国国民に知らしめる事」
、この「真意」というの
は結局のところ第１点だろうと思うんですけれど

【司会】 ありがとうございました。今日の前半は

も、朝鮮の独立を確かなものにするということ、

靖亜神社と、お父様である村上徳太郎先生のこと、

そのために日本は清国に対して宣戦を布告したん

そのあと諭吉と荒尾精、及びそれを巡るお話でし

だということを荒尾精は言いたかったんだと思い

たが、どちらについてでも結構です、ご質問など

ます。
「３」の点ですが、私もその間の通商の関

ありましたらどうぞ。

係をはっきり申し上げるだけの知識はありません

【大島】 愛知大学退職者の大島隆雄と申します。

けれども、ただ私が思うには、清国が西欧諸国か

いろいろ今まで知らなかったことをお教えいただ

ら非常な不平等条約を押し付けられたという点は

きまして本日は大変ありがとうございました。私

確かにあります。それと同時に、日本も欧米諸国

はこの頃愛知大学の前身校と言われるようになっ

に対して不平等条約を改めさせなければいけない

た東亜同文書院について、一年近くいろんな本を

ということで、根津先生も荒尾先生も、改めさせ

読んでおりますが、まだまだ分からないところが

るためには清国との戦争は文明的な戦争でなけれ

大変多く、先生が書かれた『回光』を二度ほど読

ばならないと言って、そのために日清貿易研究所

ませていただいて一つお聞きしたいことがござい

の卒業生とか、あるいは中国語のできる人達を大

ます。荒尾精が『対清意見』で書いていることで、

勢動員して戦争に参加させているわけです。ただ

おそらく『対清意見』を現物で読めば分かること

西欧との関係はそうであっても、こと清国と日本

かも知れませんが、読んでおりませんのでお教え

との関係においてはどうだったのかと言うと、日

願いたいと思います。
「１、朝鮮の独立を確かな

本はやはり清国に非常な不平等条約を押し付け

ものとする事」
、これは分かります。
「２、日本が

ているところもあったんじゃなかろうかと思うん

清国に宣戦布告をした真意を清国国民に知らしめ

です。ただしそれが先生のおっしゃるように、日

る事」、荒尾はどういうふうに説明しようとした

本を欧米諸国と同等に扱えという意味だったとす

のかということが分かればお教えいただきたいと

るならば、荒尾先生の真意がちょっとここでは曲

思います。それから「３、清国との通商関係にお

がってきているかなというふうにも思いますけれ

いて日本が欧米諸国に比して不利な立場に置かれ

ども、荒尾先生はそこまでは考えておられなかっ

ている事を改める事」ということですが、これは

たんじゃないか。あるいは日本はどこか清国に

少し微妙なところがあると思います。清国が当時

対しては不平等な条約を、これは徳川時代からの

欧米諸国から不平等条約を押し付けられており、

引き継ぎだろうと思いますが、そういったものが

その不平等性を回避するという内容ならば正当性

あったんじゃないかというふうに私は考えており

があると思うんですけれども、日本も欧米諸国と

ます。ご専門の方々のご研究に俟ちたいと思いま

同じように、例えば輸入関税を非常に低く押さえ

す。以上です。

る（半植民地関税）といったことを要求している

【大島】 ありがとうございます。

のかどうか。私は荒尾の正義感からしてそうでは

【司会】 その他には。

ないように思うんですけれども、この辺について、

【藤田】 どうもありがとうございました。前半の

もし分かればご説明いただきたいと思います。

靖亜神社のお話との関係で私もちょっと思い出し

【村上】 お答えいたします。
「１、朝鮮の独立を

たことをお話しします。さっき大野さんの話が出

確かなものにする事」というのはこの通りです

てまいりましたけれども、私は東亜同文書院の旅
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行記について 80 年代の後半からいくつか論文を

く」と言われて、そこで先ほどの出会いがあった

発表するようになりましたが、当時は反応がほと

んです。先ほどのお話ではありませんが、靖亜神

んどなかったんです。ベルリンの壁の崩壊が 89

社が巡り合わせてくれたのかも知れません。あの

年ですからまだイデオロギー時代とでも言います

時に大野さんがうまく言ってくれなかったら、今

か、そういう点で言いますと何の反響もないまま

頃どうなっているのかなあという気がします。亡

に、しかし私としてはあの膨大な中身に足を突っ

くなられてしまったから過去の話をしてもいいか

込んだことがいいのかどうか、どうしたらこれが

なと思うんですけれども、そういう経過がありま

成果になっていくのかと、とまどいながらやって

した。大野さんには感謝しております。

いました。その頃村上さんのところへもお参りに

【司会】 有難うございました。関係する方々に直

行ったことがありまして、特に阿部（弘、39 期）

接証言をしていただいて埋められるところがたく

さんが非常に熱心でした。何度もご案内をいただ

さんあって、今の藤田先生のお話も、私の頭の中

いて。その過程で先ほどの順造（山田）さんのお

でぽっかりしていたのが段々今日の村上さんのお

宅へ連れて行っていただいたことがあります。初

話と同時に重なってはっきりして来ました。やは

めてそこへ大学の者として入れていただいてびっ

り愛大の中では、酒を持って本間先生からの指示

くり仰天しました。すばらしい資料がたくさんあ

で山田純三郎先生のところに行ったと大野さんは

り、あの方の膨大な研究成果がファイルされてい

おっしゃった。おそらく愛大が出来た当初 21 年

た。と同時に、いろんな大学がこれを欲しがって

か 22 年、山田純三郎さんがちょっと遅れて日本

いるという話もありまして、阿部さんとしてはぜ

へ帰られましたから、その頃本間先生が事務の大

ひ愛大に持っていって欲しいんだという話を盛ん

野さんに「お前行ってこい」と言われて行った。

にされていました。

大野さんは呉羽の学生として愛大の創立には加

ちょうどベルリンの壁の崩壊直後に私はようや

わったものの、その後愛知大学の職員の立場で、

く少しずつ研究成果が実って、東亜同文書院の人

必ずしも同文書院そのものを見直していたわけで

達の大旅行の全貌を、初めて 80 ページぐらい書

はないなと。藤田さんの今のお話で、改めて靖亜

いたんです。そうしたら学内の一部とか、特に学

神社に行かれた。私も大野さんのこと、あるいは

外の人に非常に関心を持っていただいた。その時

藤田先生のことなどから触発されて、センター立

大野さんが学内におられ、
「44 期の卒業生だけれ

ち上げということを勝手に自分の使命みたいに思

どもワシはもう書院には何の関心もない」とずっ

い込み、藤田さんをはじめ他の方々と一緒に東亜

と言われていました。
「大野さん今度これを書い

同文書院大学記念センターを立ち上げたわけであ

たんだけど、一回読んでみてよ」と渡したら、２

りますけれども、失われたリンクの中のその部分

日か３日後にえらい血相を変えられて、
「書院の

が蘇ってまいりました。今の藤田先生のお話も大

方々がこんなことをやっておられたとは知らな

変貴重で、今日のご発言で記録に残りますので大

かった。これからは書院のことを一生懸命やる」

変有り難いと思っています。他に何かございます

と言われたんです。その頃ちょうど私も埼玉のほ

か。

うからまたご案内を受けていたから、
「今度大野

【松井】 愛知大学卒業生の松井と申します。個人

さん行きませんか」と。ぜひ阿部さんとかその他

的な関心があったんですが、四書五経の『大学』

の人にも、愛知大学のために何とか資料を寄贈し

を説明されたのを聞いて思い出したのは、夢野久

ていただけるように、大野さんは卒業生なんだか

作が『大学』を学校で習って、うちで「民に親し

ら僕よりも強く言えるはずだ、
とお願いしたら「行

むにあり」というところを暗誦していたら、突然
181

◦ 2001 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

父親の杉山茂丸がずかずかと入ってきてボコンと

に親しむ」というふうにあるいは読んでおられた

頭を殴り、「ばか、これは違う。
『民を親にする

のかも知れません。ただしうちの父親は「民に親

にあり』と読むんだ」という言い方をした。政治

たるにあり」と読めというふうに言っておりまし

家や王様というのは民を敬って政治をしなければ

たので、私もそう申し上げました。

いけないということを叩き込まれたという話でし

【渡辺】 愛大卒業生の渡辺と申します。早く死ん

た。このような思想が九州の一部地方で、権藤成

でしまった私の父親が非常に大衆演芸が好きで、

卿とか葦津珍彦には残っているんじゃないかと鶴

いろんな浪花の寄席の講談本なんかの原稿を集め

見俊輔さんが書いています。ちょうど今日の荒尾

ておりました。その中で明治・大正のいわゆる政

精のところにもう一つ皇国という言葉があり、こ

治漫談でかなり有名な政治評論家であった伊藤痴

れはたぶん日本の国学の影響もあるんですが、別

遊という人が、大西郷と大アジア主義の関係を

の尾張関係の郷土史の資料の一節にはそういう皇

語っている部分がありました。戦争で燃えてしま

国とか引いてあるんですけれども、最後に「三皇

いましたがその内容は、西郷が壮士たちを集めて

五帝」という支那の伝説の王様の話が引いてあっ

中国問題の討論会をやった。そして最後に西郷隆

て、日本だけではなく漢字を使う人達全般に理

盛が口を開いた時、
「おはん達は日本人の立場で

解できるようにという説明を含んでいると思いま

意見を言っている。日本人の立場でごちゃごちゃ

す。そういう思想を根津にしろ荒尾にしろ、いろ

言っていても何にもならない。本当に中国が好き

んな人達が共通に持っているような気がしたんで

だったら、今から日本人であることをやめて全部

すけど、漢学関係での繋がりというものを何かご

中国大陸へでも行け」というふうに諭したそうで

存じだったら教えていただきたいと思います。

ございます。この流れがその後の流れなんだと政

【村上】 今の「民を親にするにあり」というふう

治漫談の伊藤痴遊が言っていると言うんです。本

に読むという話ですが、うちの父親などは「民の

当か嘘かは知りませんが、何かそんなような雰囲

親たるにあり」ではなく「民に親たるにあり」だ

気があったんじゃないかと思います。

というふうに繰り返し言っていたので、これはそ

もう一つ先生が『学問のすすめ』と福沢諭吉の

れなりの思い入れがあるんだろうと思っているん

関係を言われておりますが、福沢諭吉は晩年先生

ですが、「民を親にする」という考えは私は初め

がおっしゃるように『脱亜論』を唱えたり、いわ

て知りました。ただ、いずれにしましても程伊川

ゆる帝国主義的な欧米と日本を同じにしようと。

や何かの話の中では「民に親しむ」というふうな

日本はアジアの盟主になろうというような変な思

ことだったんではないかと思うんですが、それを

想が入って来たと。殊に金玉均なんかを支援した

「民の父母である」と。帝学と為学がありまして、

のはこの東三河の地区でも非常に盛んで、一時は

帝学の立場から言うと、やはり「民の父母」でな

ここに金玉均がいた。これは福沢の援護のもとに

ければいけないんじゃないかと。しかもうちの父

あったと言うんですが、
『学問のすすめ』の中に

は禅をやっておりましたので、禅的なと言うとお

福沢諭吉は「理のためにはアフリカの黒奴にも恐

かしいんですが禅坊主くさい表現を何かとするん

れ入り、道のためにはイギリス・アメリカの軍艦

ですが、これは「民の父母」であると、父母にな

を恐れず、国の恥辱とありては日本国中の人民一

りきるんだということを言っておりました。今言

人も残らず命を捨てて国の威光を落さざるこそ、

われたような「民を親」という読み方は、私も不

一国の自由独立と申すべきなり」と述べておりま

勉強で今までちょっと触れたことがなかったもの

す。明治の初めに福沢が『学問のすすめ』を書い

ですから分かりません。まあ根津先生などは「民

た時は、まだそんな帝国主義や侵略思想はなかっ
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たと思うんですが、如何なものか先生のご意見を

東洋王道の干城になるか」と問いかけている。荒

お伺いしたいと思います。

尾先生なんかに対してそういうことを言ったら王

【村上】 伊藤痴遊の漫談の中に西郷隆盛のそうい

道一本槍ということで答えられるだろうと思うん

う話があったということですが、私はその話は存

ですが。日本人が言う大アジア主義もいろいろで、

じません。昭和になってからかも知れませんけれ

頭山満の玄洋社とその後の玄洋社とは違っている

ども、佐藤垢石の新聞小説の中に荒尾精と西郷隆

だろうと思いますし、それ以外のいろんな方々が

盛との関係を話題にしているものがあり、西郷さ

アジア主義を唱えて、あるいはそれに「大」を付

んのうちで奥さんがくどくどと愚痴っていた。
「う

けたりしているというのも、いろんな方々がいろ

ちはもう屋根が破れて雨漏りがして困る。何とか

んな立場でもって話をしているので、一人一人分

少しお金を工面してくれないか」
。その時荒尾精

析していかないと分からないところがあるんじゃ

は西郷さんのお宅の書生で、障子の陰から聞いて

ないかと考えております。荒尾先生の大アジア主

いたら西郷さんが、
「日本という国が雨漏りして

義は本当のアジア主義の原点であろうと私は思っ

いる時に、何で自分のうちのことぐらいを言うん

ている、ということだけは付け加えさせていただ

だ」と奥さんを諭しておられたと。私はこれは小

きたいと思います。

説家の作り話だろうと思います。荒尾精が西郷さ

そして福沢諭吉には帝国主義とか侵略主義とか

んの書生になった事実はありません。
『回光』に

の意識は無かったと思いますが、日本人を叱咤す

もちょっと書いたんですが、大アジア主義という

るために「到底、我も彼も恃む所のものは獣力あ

のは竹内好先生なんかもいろいろ分析して書いて

るのみ」と云った福沢の言葉が、日本人にどれだ

おられますけれども、非常に曲折があり、人によっ

け悪影響を残したかは、知っておかねばならない

ていろいろ問題の取り上げ方が違っているんだろ

ことではないでしょうか。

うと思うんです。それと時期的なことでも違って
きているんじゃないかと思います。それをむしろ

【司会】 これで講演会のほうは終了させていただ

孫文あたりは直截に切って捨てたように「どっち

きます。今日は長時間貴重なお話を承りましてあ

なんだ」と。
「西欧の番犬になるのか、あるいは

りがとうございました。
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村上氏講演の添付資料
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〈講演会〉

1880 年代〜 1920 年代の「亜細亜主義」の形成：小寺謙吉を中心に

上智大学国際教養学部准教授

【司会】 皆さんお待たせいたしました。本日は

サーラ・スヴェン

京同文書院についての講演会を行ないました。

愛知大学東亜同文書院大学記念センターの講演会

今までは東亜同文会や東亜同文書院、あるい

にわざわざお集まりいただきまして、心よりお礼

は愛知大学草創期に直接関係された人をお招きし

を申し上げます。本来ならば記念センターの所長

て講演会を開いてきたわけでございますが、本日

であります藤田先生がご挨拶すべきでございます

は少しやり方を変えまして、東亜同文書院から愛

が、藤田先生は本日どうしても欠席できない大学

知大学へという展開の歴史的背景、あるいは思想

院関係の会がございましたので、よろしくとのこ

史的背景になったお話をしていただくということ

とでございまして、私が代わりに司会など務めさ

で、上智大学のサーラ・スヴェン先生をお招きし

せていただきます。申し遅れましたが、東亜同文

てお話を聞くことになったわけです。これはまた

書院大学記念センターで客員の研究員をしており

我々にとって非常に参考になる話だと喜んでおり

ます大島隆雄と申します。

ます。

この東亜同文書院大学記念センターは２年前に

それに先立ちまして簡単にサーラ・スヴェン先

記念センターが所蔵する史資料の展示公開と、東

生の略歴と主要業績についてご紹介いたします。

亜同文書院に関する総合的研究というプロジェク

お配りいたしましたプリントは先生のホームペー

トを立ち上げ、文科省の補助金をいただきまして

ジに基づいて私が勝手に作ったものであります。

この２年半ほど活動を続けてまいりました。活動

先生の専門分野は近現代日本政治史、外交史と歴

は多様にわたるわけでありますが、今年やったこ

史記憶となっております。歴史記憶という言い方

とを申しますと、持っております史資料、特に山

は日本ではちょっと馴染みが無いんですが、我々

田良政・山田純三郎関係の史資料を展示公開いた

流に言いますと歴史認識とかあるいは教科書問

しました。７月には良政の故郷でございます青森

題といったことでだいたいお分かりいただけると

県の弘前市で行ないまして、この 11 月には 23 日

思います。ドイツは日本と同じように第二次世界

から 25 日まで、つい最近のことでございますが

大戦に敗れて、そのあと周辺諸国との間の歴史認

九州の福岡でそれをやりました。またシンポジウ

識の難しい問題を日本に比べますと首尾よく解決

ムも昨年は中国人の学者を招いてやったわけです

されてきたわけですが、そういう背景をお持ちで

が、今年は 11 月２日に「東亜同文会の東アジア

あって同時に日本のことを研究されておられます

における教育活動」ということで国内シンポジウ

ので、日韓の問題とか日中の問題についてもご研

ムを開催いたしました。それから講演会もいろい

究になり、ご発表になっておられるわけです。

ろ行なっておりますが、最近では東京にあった東

学歴のほうですが、一言で申しますとドイツの
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いろいろの大学で学ばれ、日本流に言いますと

訳が出ておりますのでお分かりいただけると思

あっちこっち大学を渡り歩いたみたいに見えます

います。私は配布資料中「業績一覧」の５番の

が、そうではなくて、ドイツではセメスターが違

単著、
『大正デモクラシーと陸軍：シベリア出兵

えば他の大学に移れるわけです。そういう非常に

期における民主主義と軍国主義』
、これが専門的

良い面を持っていまして、マインツ、ケルン、ボ

なご研究の出発点であると思います。それから１

ン大学で学ばれました。基本的にはドイツではボ

頁目の４、３、２、１番と研究を続けられてきた

ン大学で博士号を取得されているわけですが、そ

わけですが、その中には先ほど申しました歴史認

の間に日本にも留学され、とくに金沢大学や金沢

識の問題についての著作もあり、最近では『パン

大学の大学院で勉強されました。同時に学歴の後

アジアニズム・イン・モダン・ジャパニーズ・ヒ

半は日本での職歴とも重なっておりまして、金沢

ストリー』という本を共編なさったわけでありま

大学などの先生をされたわけであります。

す。私が先生の業績に注目したのはそういう英語

それからちょっとこれは分かり難いことだと思

の論文をちょっと読んだためであり、そこで先生

いますが、ドイツ−日本研究所の研究員になられ、

に講演をお願いすることになったわけですけれど

またその人文科学研究部長を務められました。ド

も、本日の講演の基礎になったのは、２頁目の一

イツ−日本研究所というのはご存じの方がおられ

番最後に書いてあります「The Construction of

ると思いますが、ドイツにある日本に関する研究

Regionalism in Modern Japan: Kodera Kenkichi

所ではなく、日本の東京にあります。1988 年か

and his

ら始まっておりまして、ちょうど 20 年ぐらい経っ

う論文でありました。

Treatise on Greater Asianism 」 と い

ているわけですが、そこにドイツの優れた日本研

そういうことで私達は東亜同文書院の歴史を研

究者が集まって研究をされている。これは政府か

究してきたわけですが、今日はそれを取り巻く歴

ら全部資金が出ておりまして、しかし研究は自由

史的背景、特に思想史的と言いますか、思想とま

に行なわれるという、非常に面白いと言いますか、

で体系化されていないということですけれども、

優れたと言いますか、研究所でございます。現在

思潮と言いますか思想の流れと言いますかそう

知り得る限りでは４つの部門がございまして、１

いうことに関して、あまり今まで日本人が知らな

つは人文科学、もう１つは社会科学、もう１つは

かった小寺謙吉という人を取り上げてお話し願い

経営経済、もう１つは日独関係という４つの部門

たいと思います。表題はこれも私が勝手に付けた

に、それぞれドイツ人が１人２人張りついて研究

ものですが、内容的には同じことでございますが

を盛んにやっておられるわけです。日本人も協力

厳密には、今日のレジュメにありますように「1880

しているようですが、そこでじっくり研究なさっ

年代〜 1920 年代の亜細亜主義の形成：小寺謙吉

たわけです。そしてそのあと東大の大学院総合文

を中心に」というご表題のもとにお話を願えるか

化研究科・教養学部で３年間准教授を務められま

と思います。先生はものすごく日本語が上手で、

して、この秋に上智大学の国際教養学部に移られ

私の日本語よりもお上手でありますから、通訳な

ました。

どの二重手間を省きますために日本語でご講演を

こういう経歴から見ますとドイツの中でも最も
優れた日本研究者であられる。しかも若手で今後

お願いしたいと思います。ではサーラ先生、よろ
しくお願いします。

どこまで伸びるか分からないぐらいの才能をお持
ちのように私には思えます。この間いろいろな著

【サーラ】 こんにちは。サーラです。今大島先生

書・論文を発表されておりますが、一応日本語の

にご紹介いただき、その中でかなり褒めすぎてる
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ところもあると思いますが、よろしくお願いしま

さまざまな形を取り、他のさまざまな思想と連鎖

す。東亜同文書院大学記念センターにお招きいた

して議論されてきましたが、それにしても果たし

だき本当にありがとうございます。光栄に思いま

て１つの傾向性に過ぎなかったのかということに

す。

ついて今日は少し考えていきたいと思います。

東亜同文書院とその母体であった東亜同文会と

今日のタイトルは「アジア主義の 1880 年代か

は、日本のアジア主義の歴史の中で最も影響力の

ら 1920 年代までの形成」ということなので、ま

ある、最も連続性を見せる団体でありました。そ

ず 1880 年代の初期アジア主義とその団体を考え

の活動は言うまでもなくアジア主義的ではありま

てみたいと思います。アジア主義の初期の諸団

したが、私達は今アジア主義的というレッテルを

体の趣意書とか設立宣言などを見てみると、確か

貼る一方で、東亜同文会そして他のいわゆるアジ

に竹内が言うようにアジア主義は漠然としたもの

ア主義的団体の活動においても、
「アジア主義」

で、１つの傾向性だけであるというような印象を

という言葉自体は意外に遅い時期になってから利

受けます。たとえばアジア連帯を唱えた最初の結

用するようになりました。東亜同文会の設立者と

社の１つである興亜会という団体は 1880 年に結

して有名な近衛篤麿の時代において、アジア主義

成されていて、その会の名前でも明らかなように、

という言葉は一切利用されていなかったのです。

この時期においてアジア主義という概念はまだ用

一般的にアジア主義という言葉が利用されるよ

いられず、他の表現によってアジア連帯論が唱え

うになったのは第一次世界大戦の時期で、その最

られています。すなわち興亜会の興亜だとか、同

も代表的な使用例としては小寺謙吉の『大亜細亜

じ興亜会の前身である振亜会というのもありまし

主義論』という本があります。今日の講演ではこ

た。そして有名なスローガンとして「同文同種」

の著書がアジア主義思想という運動の発展におい

とか「唇歯輔車」といったキャッチフレーズで

て、どのような位置を占めているのかという問題

1880 年代にアジア主義的な思想、感情が主張さ

についてお話ししたいと思います。アジア主義と

れました。この明治初期のアジア連帯論というの

いう言葉が使われたか使われなかったかというの

は、当時の国際関係における日本・中国・韓国そ

は些細な問題に思えるかも知れませんが、やはり

れぞれの立場をも反映して、まだ割と比較的平等

第一次世界大戦の時期にその言葉が創造されたの

主義的な性格を持ったものでありました。その内

にはわけがあり、その創造は思想面において大き

容は確かに竹内が言うように漠然としていてあま

な変化を表しているので、この変化は決して無視

り具体性が無く、むしろ相互に言語の習得を奨励

できないと思います。

したり、それぞれの国の事情を研究したり、その

まずアジア主義の典型的な定義から始めたいと

ようなことを目的としていたのです。

思います。今日配られてるレジメにも出ています

1898 年政治結社の東亜会と同文会が合併して

が、竹内好という有名な中国文学者が 1963 年に

東亜同文会が設立され、1900 年に興亜会（その

アジア主義をこのように定義しています。
「私の

時点では亜細亜協会と改名されていましたが）も

考えるアジア主義は、ある実質的内容をそなえた、

合併されました。この東亜同文会の設立趣旨に、

客観的に限定できる思想ではなく、一つの傾向性

興亜会よりも少し具体的な目的が取り上げられて

ともいうべきものである。右翼なら右翼、左翼な

います。その中で東アジアの地域内交流の長い歴

ら左翼のなかに、アジア主義的なものと非アジア

史を強調しながら、地域協力の基礎をなすものと

主義的なものを類別できる、というだけである」
。

して、その文化的・風土的・宗教的な共通性が強

確かに近現代史におけるアジア主義を考えると、

調されました。ただし会の目的としては「1．支那
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を保全す、2．支那および朝鮮の改善を助成す」、

has been much talk about the Yellow Peril, or

とあるように、やはり日清戦争後の東アジアで日

the possibility of a Pan-Asiatic combination; this

本が指導的な役割を果たしてきたことも明らかで

appears to me…nothing more than a senseless

あります。この時期から中国と朝鮮に対する強烈

and mischievous agitation. …」。こういう汎アジ

な指導意識と優越感が窺えるように思います。

ア的な連盟というのは無意味で悪意のある煽動

この優越感がさらに強くなってきたのが言う

であると末松謙澄は言っています。「Can anyone

までもなく日露戦争の時であります。日露戦争は

image that Japan would like to organize a Pan-

アジア主義とアジア連帯論にとっては大きな転換

Asiatic agitation of her own seeking, in which

期でありました。日露戦争後日本のアジア諸国に

she must take so many different peoples of

対する指導意識がいっそう強くなっただけではな

Asia into her conﬁdence and company--people

く、国際的にも大きな問題になりつつあった人種

with whom she has no joint interests or any

問題の影響もあって、日本を中心とする「有色人

community of thought and feeling ? 」。アジア主

種」の結集と、ヨーロッパ「白人」列強との衝突

義連盟を立ち上げるならば、日本はアジアのい

が、現実性のあるシナリオとして描かれ始めまし

ろんな民族を一緒にしなければいけない。しかし

た。「白人」列強の超大国であるロシアを破った

その諸民族と全く利害は共通してないし、全く思

日本は、いわゆる括弧付きの「名誉白人」として

想と感情における共有性が無いと末松謙澄は言っ

認められるようなところもありましたが、その一

て、アジア主義的な連盟の可能性を完全に否定し

方でさまざまな場面において日本と日本人に対す

ています。

る差別が絶えることはありませんでした。このこ

一方日本国内でむしろ野党に属する人達には、

とからいずれ日本は白人と対決しなければならな

当時人種論的な主張に基づきアジアの結集の必要

いというような主張をする声が、1905 年以降日

性を強調するような声もたくさんありました。そ

本で徐々に力を増していったのであります。

の一例はこの東亜同文会の設立者としても有名

しかし日露戦争当時を考えてみると、日本政府

な近衛篤麿であります。近衛篤麿は 1898 年に有

の公式見解はまだ全然違うものでありました。日

名な雑誌『太陽』で、
「黄色人種同盟論」という

本政府は日露戦争の時、ヨーロッパにおけるい

論文を発表しました。そして日露戦争の最中にお

わゆる「黄禍論」の浮上を防ぐために、数人の

いて有名な森 外はドイツ留学を経て日本に帰国

外交官をヨーロッパに派遣して、アジア主義的な

し、
『黄禍論梗概』という本を著して、その中で

同盟、アジア主義自体の不可能性を宣言させたわ

このように述べています。
「一般の白人は我が国

けであります。そこで有名なのはヨーロッパ、主

人と他の黄色人を一纏めにして、これに対して一

にイギリスに派遣された末松謙澄という外交官で

種の厭悪もしくは猜疑の念をなしておるのであり

あります。末松はロンドンを基礎にしたヨーロッ

ますから、吾人は嫌でも白人と反対に立つ運命を

パでアジア主義的な連盟、東亜連盟のようなも

持っておることを自覚せねばなりません」と、森

のがあり得ないということを、いくつかの講演で

外は 1904 年に書いています。

主張しています。これはもちろん日本政府の公式

さらに 1908 年には、雑誌『太陽』が「黄白人

なプロパガンダでもあり、ここで日本政府の公式

の衝突」という特集を組み、欧米列強とアジア

見解が浮上してきます。今日の配付資料に末松謙

との間に近い将来人種的衝突が起こることは避け

澄の演説の一節が載っています。彼が英語で講演

られないと警告を発しています。その中にこのよ

したものを引用して載せました。
「Of late, there

うなことが書いてあります。
「露国に対する日本
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の勝利は地方的若しくはアジア的意識よりも大な

かよく分かりませんけれども、ここで重要なのは

る意義を有する一の出来事なり。東西の文明は、

風俗習慣が非常に中国と日本は似ているので、こ

その原質を異にし、その発達の歴史を異にして、

れは自然的に接近しなければならず、欧米と戦わ

各々特有の色彩を有するが故に、人為を以てこれ

なければいけないという認識を板垣は見せていま

を調和せしむることは到底不可能のことなり。も

す。

し欧州諸国民にして白人中心の自負を以て東洋に

このように山県とか板垣が証明していた人種・

臨み、アジアの文明に代わるに欧州の文明を以て

風俗・文化に基づくアジア諸民族との親近感は、

せんとせば、その衝突はついに免がるべからず」
。

第一次世界大戦の最中からさらに体系的な地域

これは著者が無記名になっています。

意識、アジア意識の生成につながり、その時期に

このように日露戦争後の日本においていわゆる

体系的・具体的なアジア主義が形成されてくると

人種衝突論が広がり、その結果日本は白人と対立

思われます。この動きが第一次世界大戦の直中に

するアジアの盟主たるべきと主張する声が多くな

起きたのは決して偶然ではありません。その時に

り、日本人は「有色人種」の側に立つしかないと

欧米列強の新たな人種主義が表面化したこと、す

いう認識がいっそう強くなってきました。第一次

なわち大戦中の米国やカナダにおける排日移民法

世界大戦になるとこの意識は日本でさらに広がり

の制定が日本のアジア主義に好機をもたらしたこ

を見せ、野党的な政治家・評論家のみならず、有

とはよく知られています。しかしそれだけではな

力な政治家の間でも浸透していきました。その

く、第一次世界大戦当時日本がもはや弱小国では

一例はたとえば山県有朋であります。山県有朋は

なく単なる独立国以上の存在として東アジア地域

1914 年にこのような１つの覚書を書いています。

における地域大国（regional power）として国際

少し省略しますが、
「人種の競争は年一年より激

的に認知されるに到ったことも、日本の自己認識

烈を加えるの状あり。欧州の今回の大乱が終息

にとってますます重要な要素になってきました。

に帰した後に於て各国が再び東洋の利権に注目す

アジア主義の形成はまさに日本の大国意識の高ま

る。白人と有色人との競争が急激となり、白人は

りを体現するものでもあったと言えるかと思いま

みな相合して我が有色人の敵となるの時たるやも

す。この大国意識の形成があって初めて、アジア

知るべからざるなり」
。ここでは山県有朋が明白

連帯論を現実性のあるシナリオとして提示するこ

に日本人は「有色人種」であるという自己認識を

とが可能になってきて、第一次世界大戦を境にし

露出しています。

てアジア主義の具体的・体系的な構想が数多く発

さらにもう１つの例を挙げると、板垣退助も同

表されるようになりました。そしてこの時期にア

じ時期に日本とアジア諸国の共通性、特に中国と

ジア主義という言葉も言説において恒常的に用い

の親近性を強調して 1914 年にこのように書いて

られるようになりました。

います。「日支両国は遂に欧米列強の圧迫に対し

配付資料２頁の３番に、当時の出版物をリス

てその利害・境遇を一にするのみならず、固より

トアップしました。私が今までに把握している

同種同文の国にして共に家族性なる点において社

ところでは、第一次世界大戦より前にはアジア

会組織の根底を同じくし、共に菜食人種たるの点

主義であれ大アジア主義であれ汎アジア主義で

において生活の基礎を同じくし、したがって風俗

あれ全アジア主義であれ、その言葉はほとんど

習慣の相異ならざるものありて、国民相互に理解

使われたことが無かったし、使われたとしてもど

し得る点において極めて好適なる仕儀にあり」
。

ちらかと言えば否定的な意味で使われました。た

中国人と日本人はみんな菜食と言ってるのはなぜ

とえば 1913 年６月 28 日の東京朝日新聞の中でも
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アジア主義という言葉が出てきます。その前々日

で分かるように 1916 年以降 17 年、18 年と、さ

の 1913 年６月 26 日には東京日日新聞が、内容は

まざまな人達がアジア主義について雑誌や本に論

東京朝日新聞の記事とほとんど同じようなもので

文を書いています。通説では、たとえば『国史大

すが、アジア主義について言及しています。その

辞典』を引用すると、
「日本で最初にアジア主義

中で 1913 年にはご承知のようにアメリカやカナ

を標榜した政治結社は黒龍会である」と書いてい

ダにおいて排日移民法というものがあって、それ

ます。だいたいの方はそういうふうに認識してい

に対する日本の反応を示す記事です。しかし当時

ると思いますが、実は黒龍会の出版物を見てみる

の新聞を見てみると、さっき言ったように欧米の

と、1917 年以前にはやはりアジア主義という言

人種主義に対して多くのアジア主義者は、アジア

葉を一切利用していません。もちろん黒龍会はア

を結集してヨーロッパといずれ戦わなければいけ

ジア主義的な活動は行なっていますが、言葉とし

ないということを主張しましたが、日本の政府そ

ては使っていません。しかし面白いことに黒龍会

して日本の新聞はアジア主義を唱えるのではなく

も 1917 年にこのアジア主義言説ブームに便乗し

て、むしろアジア主義という論調は馬鹿げたもの

たわけであります。当時黒龍会が出した『亜細亜

であると否定しています。アジア主義を否定しな

時論』という雑誌に「吾人同士大アジア主義の鼓

がら東京日日新聞はこのように書いています。
「日

吹に従事する者多年なり」と威張って書いていま

本人は日本人の必要と信じて世途と見るところを

す。

以て日本人のために単独に行動するのみ。以て日

ところで黒龍会ぐらいのアジア主義者を私達が

英同盟の挙行に貢献せんことを切望するものであ

今想像すると、多くの場合は九州出身で民権運動

る」。日本の外交の中心に日英同盟がありまして、

との関わりが強く、しかもさっき言ったように野

これを裏切ることなく、むしろイギリスとさらに

党に属する人物であることが多いと思います。し

仲良くしていこうということを、当時の日本の新

かし小寺謙吉という人は、アジア主義を最初に体

聞、そして政府も唱えていて、アジア主義に対し

系的に論じた人物でありながら、九州を中心にす

てはむしろ否定的な態度をとっています。

るアジア主義者とはほぼ無関係でありました。小

私が今までの資料で最初にアジア主義を公的に

寺は神戸の裕福な一家に生まれ、10 年近くドイツ・

取り上げているのを見つけたのは宮崎滔天です。

スイス・オーストリア・アメリカのさまざまな大

さすがにアジア主義の中でも有名な存在でありま

学に留学して、市民法・国際法・国際関係を学ん

すが、1915 年の宮崎滔天の「衆議院議員立候補

だ経験を持つ、いわゆる欧米通であります。1908

宣言」の中で１段落目の最後のほうに「第一次世

年彼が留学から帰国すると、最年少で衆議院議員

界大戦中に日本がアジア主義を確立しなければい

に選ばれて政界に進出しました。その後まず彼は

けない」と書いています。国防の問題として、ま

国民党を経て 1912 年には立憲同志会に入りまし

た対支問題を解決するため、大アジア主義の根底

た。そして立憲同志会の後身の憲政会では総務を

を確立しなければいけないと、宮崎滔天は肯定的

務め、帝国議会での外交問題における政府攻撃の

に唱えています。

先頭にも立っていました。1916 年にこの小寺が『大

しかしこれはまだ珍しい使用例でありまして、

亜細亜主義論』という本を刊行しました。今日わ

小寺謙吉の本と少し状態が違っているのは、小

ざわざ大島先生に持ってきていただいたんですけ

寺が 1916 年に『大亜細亜主義論』という大きな

れども、このような 1,300 頁を超える大著です。

本を出すと、これはすぐアジア主義的言説のブー

これは中国語にも翻訳（少し短くなりましたが）

ムを起こしているわけです。配付資料のリスト

され、1918 年に上海で刊行されました。この大
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著の中で小寺は当時普及しつつあった「人種闘争

高明外相が押し進めた対華 21 か条の要求を小寺

構想」を中心に、日本によるアジアの結集すなわ

も支持していました。日本と中国は本来提携す

ちアジア主義の樹立を提唱しました。彼はそれま

べきだと主張しつつ、彼が抱く中国に対する強い

でのアジア主義の、いささか漠然とした性格を超

優越感が「大亜細亜主義論」の到るところに出て

克し、アジア主義の基礎を徹底的に構築しようと

くるわけであります。当時の中国において小寺が

思いました。

強く批判されたことは言うまでもないかと思いま

大亜細亜主義論の目指すものはその冒頭のいく

すが、１つ有名な批判の例を取り上げると、1919

つかの箇所で明らかになりますが、レジメに一部

年に李大 は、日本のアジア主義を批判する「大

入っていますのでご覧ください。この本の中でそ

アジア主義と新アジア主義」という論文の中で小

れまでのアジア主義的な言説を概括しつつ、とり

寺の名前まで取り上げて、日本の大アジア主義の

わけ当時の欧米で流行していた人種概念に基づく

思想を、中国併合主義をごまかす言葉として痛烈

いわゆる汎スラブ運動とか汎ゲルマン運動とか、

に批判しています。この引用は配付資料の３頁に

そういうものを積極的に評価して、日本と中国を

出ていますのでご覧ください。

中心に、東アジアでもこのような「人種的同盟」

日本のアジア主義は中国のみならず他の方面で

すなわち「黄色人種」の連合が必要であると主張

も非常に批判的に受け止められ、アジア諸国のみ

しています。小寺は外交政策のあり方としてアジ

ならず欧米列強でも、第一次世界大戦のあと、こ

ア主義を構想すると同時に、その基礎としてアジ

の日本のアジア主義に対して強い警戒が生まれて

ア主義的なアイデンティティーというものも必要

きました。その背景には日本が自国の大国意識を

であると主張しています。アジア主義という思想

欧米列強に対しても強く誇示するようになったこ

には常に思想史的な面と外交史的な面の両方があ

とがあります。第一次世界大戦中から、もはやか

りますが、小寺の特徴の１つは外交と思想として

つての末松謙澄の控えめな態度が放棄されて、日

のアジア主義を１つにまとめたことです。彼はと

本のアジア主義の正当性を英語でさえ大胆に訴え

りわけ日本と中国のさまざまな類似性によって、

るようになりました。さっき言ったように 1910

中国と日本の統合の可能性を唱えています。日本

年代以前はアジア主義的な考え方は日本政府そし

と中国の統合を将来的に可能にするために、彼は

て日本の高官から拒否され、アジア主義者という

その方策として今後日本が鎖国根性を脱却し、両

ものはむしろ弾圧を受けた経緯がありますが、第

国民の雑婚が漸次増加すべきだということを主張

一次世界大戦の国際関係における日本の地位の変

しています。また小寺は日本と中国との関係は表

化を受けて、アジア主義は第一次世界大戦中から

面上領土保全の原則に従うべきであると宣言して

海外に向けても積極的に宣言されるべきものであ

いますが、彼が言う領土とは、
「支那本土」に限

るというふうになりました。

定されたものであると言っています。そこから中

こうした日本の英語によるアジア主義的な主

国のいわゆる「外藩部」
（と彼は言っています）

張の中で最も頻繁に用いられたレトリックに、い

を除外せざるべからざるのみならず、満州・内蒙

わゆる「アジアモンロー主義」があります。これ

古は「自然の運命に属せり」
、
と主張していまして、

は 1916 年から徳富蘇峰や浮田和民らが、アメリ

これら満州や内蒙古地方において日本の特殊権益

カ合衆国がアメリカ大陸について主張したいわゆ

が認められるべきだと唱えています。

る「モンロードクトリン」に倣って、日本は東ア

先ほど言ったように当時小寺は憲政会に所属し
ていましたので、同じ憲政会に所属していた加藤

ジアでのアジアモンロー主義を宣言すべきだと唱
え始めました。ほぼ同時期に英語で「Asianism」
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という言葉もまた日本人によって英語の出版物の

is a nightmare at heart of western nations. If

中に表われてくるようになりました。実は英語や

something is not done it may some day lead to

ド イ ツ 語 で は Asianism や Pan-Asianism と い う

a war between the East and the West, and the

言葉がすでに 1900 年頃、すなわち日本語や中国

oriental people must be prepared for any such

語よりも早く、英語やドイツ語ではもちろん黄禍

emergency. A federation of all the races of Asia

論的な文脈ですが、その中で Pan-Asianism とい

will be the best way to do this; in other words,

う表現が欧米で利用されたこともあります。日本

we must realize Asianism.」。この最後の３行が

人によって初めて英語で Asianism という言葉が

最も重要でありますが、その中で沢柳は、
「欧米

積極的に取り上げられたのは、おそらく 1914 年

は相変わらずアジアを恐れていますので、このま

の、日本で刊行された英語の月刊誌『The Japan

までは西洋と東洋の衝突は避けて通れない。戦争

Magazine』 に お け る 沢 柳 政 太 郎 の「Asianism」

になるだろう」と警告しています。
「そのための

という論文であります。これも配付資料の３頁に

備えとしては、アジア諸民族の連盟が必要である」

少し引用しました。

と彼は書き、それがゆえに日本が現実政治におい

沢柳政太郎という人は教育官僚としては有名で

てアジア主義を実践・実現しなければいけないと

すが、彼も第一次世界大戦の終わり頃、雑誌『太

いうのが彼の説く論であります。さっき言ったよ

陽』や『新日本』を母体にして、
アジア主義をテー

うにこのような論調は日本国内では日露戦争以降

マとする論文を繰り返し発表していました。そし

ますます頻繁に世論の中に登場するのですが、海

て 1919 年に『亜細亜主義』という題名の本を刊

外に向けてしかも英語でこのような警告が発され

行しました。沢柳は同時にヨーロッパの汎ゲルマ

たのはこの時代が初めてであったと思われます。

ン運動、汎スラブ運動などに照らし合わせながら、

ここにはやはり日本の大国意識、そしてそれに基

近年の世界風潮に従って東アジアでも各民族を結

づく自信を見て取ることができるかと思います。

集するアジア主義あるいは東ア主義を成立させる

しかしこの日本の大国意識の誇示は、海外の日

必要があると主張しています。しかし「アジア主

本に対する警戒をつのらせ、それがさらに日本の

義はアジアの諸民族が他の民族と同等の地歩を占

アジア主義の勃興をもたらすという悪循環が生じ

めんとする主張」と言いながら、そこには日本の

たという見方もあります。第一次世界大戦末期に

台湾、そして朝鮮半島の植民地支配の説得力ある

なると、欧米列強の間では新たに日禍論、つまり

説明はもとより、そもそもそれが存在しているこ

日本のみを対象とする黄禍論が浮上してきます。

とについての指摘すらもありません。彼の書いた

その中で代表例としては、無名のオランダ外交官

論文の中でもやはりアジア連盟、アジア結集を唱

と自称する人物が、1918 年と 1919 年に発表した

えながら、アジアに対して強い優越感を表してい

『ザ・プロブレム・オブ・ジャパン』そして『ザ・
アイショレイショナル・ジャパン』という２つの

るわけであります。
彼 の 英 文 を 引 用 し て み ま し ょ う。 こ の よ う

著作があります。この著作は当時の日本ではかな

な こ と を 書 い て い ま す。
「Japan is the most

り知られていて、国会図書館の文書を見てみると、

advanced of all the countries of Asia, and she is

パリ講和会議で日本代表団のトップを務めた牧野

conscious of her responsibility toward the rest

伸顕という人もこの本を読んだし、沢柳政太郎も

of Asia. When the Kaiser invented the yellow

この本を読みました。沢柳は 1918 年に「日本の

peril

国是政策」という論文でこの『プロブレム・オブ・

bogey（黄禍論の幻想）he unconsciously

confessed western fear of Asia. This fear（恐怖）

ジャパン』という本をこのように批判しています。
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「一外人の我が日本の地位と我が日本が遭遇しつ
つある時節とを説いて、あたかもわが憂国の識者

左翼からも絶えず行なわれたわけでありまして、
それは戦後に到るまで続いていると言えます。

が国民を拡散するために論ずるが如きものあるを

しかしだからと言ってアジア主義は竹内が言う

知った。ただし著者は決して我が国に好誼を有す

ように客観的に限定できる思想ではなく、１つの

るものではない。いや我に対して大いに敵意を有

傾向性に過ぎないとまで言うことは適当ではない

し、我が国に対して国際関係上孤立無援の地位に

と思います。アジア主義はさまざまな政治目的に

立たしめようとするものである。著者は日本を目

利用されたり、空洞化してしまった時期もありま

して欧米諸国を敵として白人を迫害するもの、す

したが、最初からただの傾向性であったわけでは

なわち日禍論を力説して、しかもカイゼル（ドイ

ないと思います。明治初期から大正期の間に、特

ツ皇帝）の黄禍説の如き根拠なきものにあらずし

に外交に関する論争において、アジア主義は激し

て、現実的な日禍となすものである。もとより著

い議論の対象となり、感情的なものから少しずつ

者の撒くところは日本の力を過大視しておる。お

客観的で体系的な思想（イデオロギー）へと進化

そらくは日本を中傷するために日本の力を過大に

を遂げ、政治社会においてある程度定着していっ

書いているのであろう」
。

たと言えると思います。

沢柳は日本が世界から孤立化することを懸念し

第一次世界大戦期になると、アジア主義は大き

つつも、同時に日本は欧米との衝突を避けるべき

な変質を経験します。これらの大アジア主義を定

ではないと、さまざまな論文で書いています。先

義した例に見られるように、その意義と目的を明

の英文の引用もありましたが、1919 年の論文に

らかにする試みがなされていて、それをきっかけ

このように書いています。
「要するに日本はまず

にアジア主義は具体化・体系化していき、日本の

支那をその手に収めて、蒙古的・仏教的一大国家

アジア的なアイデンティティーの一環として定着

（なぜかドイツ語で）
『モンゴーリッシュ・ブリディ

し、思想的に重要な意味を持つようになりました。

スティシャー・シュタート』を建設し、あるいは

この変化が第一次世界大戦の時に起こったのには

米国を敵として、あるいは英国を敵として、まず

さまざまな理由があります。１つは日本の欧化に

東洋におけるその植民地を略奪して自己の富強を

対する抵抗ですが、当時内部では日本の欧化に対

致し、さらに欧州を扼せんとするのである」。さっ

する抵抗が強くなってきて、欧化の行き過ぎたと

き引用した「Asianism」という論文よりもはる

ころを咎め、日本は自国の伝統に復帰しなければ

かに踏み込んだ、大胆な構想であると思いますが、

いけないという論調は明治後期から強くなってき

やっぱりヨーロッパで普及しつつあった汎○○運

ました。言うまでもなく日本の伝統はアジア文化

動を模範とし、同時代のドイツの思想（汎ゲルマ

に基づいているものでありますので、この欧化へ

ン運動が非常に高揚していた）の影響も沢柳が受

の抵抗は間もなくいわゆるアジア回帰という形を

けているのは、この一節から間違いないと判断で

取ったとも言えるかと思います。
それと同時に日本の世界認識、そして外交にお

きるかと思います。
そろそろまとめに入りたいと思いますが、竹内

いても、日本は欧米列強と距離を置くようになり

好が言うようにアジア主義は右翼でも左翼でも異

ました。欧米列強に認められつつある一方、日本

なった形、異なった背景を持って存在していたの

は欧米人の人種主義に基づく差別を感じ続けてい

は確かであります。右翼的な黒龍会、そして左翼

ました。そのため欧米はいずれ敵になるというシ

的な和親会の例で見られるように、アジア主義を

ナリオが生まれ、
「人種」という概念を中心に、

信奉する立場からの発言は明治期以降右翼からも

文明の衝突論が具体的になってきました。その文
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明の衝突論・人種の衝突論において、日本は同じ
「有色人種」の側に立つべきだという考え方が日

【司会】 どうもサーラ先生、ありがとうございま

露戦争以降広まってきて、アジア主義の形成につ

した。ただいまのお話はだいたい皆さんお分かり

ながっていくと思われます。また第一次世界大戦

になられたと思いますし、私もこれを専門にして

当時には、アジア主義的連帯論が初めて現実性の

いるわけではありませんのでうまくまとめること

あるシナリオとして描かれるようになりました。

ができませんが、要するに 1880 年代ぐらい、初

これはさっき言いましたように日本の国力の増加

期のアジア主義と自ら名乗ったわけではないけれ

と、それに伴い日本の国際関係における地位が変

ども、いろいろな言葉で語られるアジア主義は、

化したこと、すなわち日本の大国化の結果である

まだバラバラであり、しかも重要なポイントはそ

と言えるかと思います。その現実性のあるシナリ

の体制側と言いますか政府側と言いますか権力者

オとなったアジア主義は、日本国内においてそれ

側と言いますか、の主導になっていない野党的な

まで在野的な性格であったが、それを脱却して政

性格を持っていた、というご指摘があったと思い

治の主流にも浸透し、国民の中にもある程度広が

ます。その中に右も左もあるが、そういう位置づ

りを見せるようになりました。小寺のような政党

けで見られるとおっしゃっておられます。しかし

政治家、そして沢柳のような教育官僚者によるア

その後日露戦争と、とくに第一次世界大戦と日本

ジア主義の声高な主張はこのプロセスの典型であ

がいわゆる大国になっていくに連れて、それから

ると言えましょう。

他方ヨーロッパあるいはアメリカで黄禍論と言い

アジア主義という言葉自体がこの頃に初めて継

ますか、黄色人種恐るべしという主張がなされる

続的に使用されるようになったのも、アジア主義

中で、大アジア主義と言われるものが形成されて

が具体化・体系化していった結果でありましょう。

くる。その論調はいろいろあるんだけれども、中

第一次世界大戦当時のアジア主義は、もはや無名

でも非常に重要な位置を占めるのがこの小寺謙吉

の思想ではなくて、ただの１つの傾向性でもなく

氏の『大亜細亜主義論』という本である。これは

て、具体化・体系化された内容を持ち、政治家が

私も全部を読んだわけではありませんが、体系化

現実の政治における選択肢として常に念頭に置か

された考え方を提示しております。この人は政治

ざるを得ないような思想となりつつあったのであ

家・国会議員ですが、その他教育官僚である沢柳

ります。

政太郎という人達の主張があって、一連のそうい

しかしこのアジア主義について日本がますます

うブームを巻き起こす。さらにその中でも沢柳な

自信を持つようになると同時に、アジア主義の舞

どは英語でその内容を紹介し、正当性を主張する

台と見なされていたまさにその東アジアまたは全

ようになっていく。そういう大きな流れがある。

アジアにおいて、この新しいアジア主義は日本の

日本の大国への成長に伴ってそういう自信が主張

大国意識の表れとして受け取られ、それに対する

されるようになるというお話だったと思います。

反発が急速に強まっていったのであります。日本

非常に簡潔にお話しいただきましてありがとう

の発信したアジア主義は、結局その矛盾を取り除

ございました。せっかく先生がおいでになってお

くことはできませんでした。そのあとアジア主義

られますのでこれを機会にいろいろご質問をして

は 1930 年代に入ると侵略・植民地支配の思想に

いただきたいと思いますが、ここで 10 分ぐらい

変貌を遂げ、アジアの連帯の思想として不可能に

休憩を入れさせていただきたいと思います。

なってしまいました。
どうもご清聴ありがとうございました。

【司会】 東京からせっかくおいでになりました
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し、先生と直接お話しできる機会もそうしょっ
ちゅうあるわけではございませんので、この機会

【司会】 田 先生、念のため自己紹介をお願いし
ます。

にご質問なりご意見を発表していただきたいと思

【田 】 失礼しました。私は文学部にいて定年退

います。つきましてはお名前と所属をおっしゃっ

職しました田 と申します。よろしくお願いいた

ていただきたいと思います。と申しますのはあと

します。

で講演されたものを活字化します時にいつも我々

【サーラ】 どうもありがとうございます。研究自

は困ってるわけです。皆さん張り切って、お名

体について今日はあまり話しませんでしたが、確

前をおっしゃらずにバーンとご質問を出されるわ

かにおっしゃる通りアジア主義というもの自体

けですけれども、あとでその人が誰だったかが分

が、戦後になってまず 1930 年代の戦争の正当化

からなくて、あっちこっちに電話をかけまわして

の思想、大東亜共栄圏の思想としての影が強く、

やっと確認するような按配でありますので、まず

かなり長い間タブーであったのであまりそういう

ぜひお名前とご所属はお忘れなくお願いいたしま

研究がなくて、竹内さんが資料集を出して論文を

す。ではいかがでしょうか。何かご質問はござい

１本入れたぐらいで、そのあともしばらく出ない

ませんか。

んですよね。ただここ 10 年ぐらいはかなり一変

【田 】 戦後の研究ではアジア主義というのは特

して、日本ではアジア主義に関してあらゆる方面

に日本の場合には伝えにくくて不安定で、竹内さ

から関心が出てきました。それもまた面白い現象

んが出てきてから１つ筋道ができたけど、他の人

だと私は思います。必ずしも戦争の正当化にアジ

もそれに倣うというわけにはなかなかいかない。

ア主義を使うという論調のみならず、やはりそれ

１つにはたとえば平野義太郎という人は戦前の代

は竹内にもつながっていますけれども、いわゆる

表的左翼の人ですけれども、戦争中は大いにアジ

近代というものをどういうふうに考えるかという

ア主義の旗を振った人ですね。それでまた戦後は

文脈で、最近アジア主義に関する研究がかなり行

民主主義になって、そこら辺りもちょっと問題な

なわれてきています。

んですが、日本人の多くは大東亜共栄圏とか八紘

私の研究はむしろ外交史をとりあげるもので、

一宇とかいうことでアジア主義のあとのほうの流

まあ少し思想史というのも入っていますけれど

れを戦時中受けてたもんですから、それを論ずる

も、
「近代」というものについては私はあまり関

となると自分のことに関わるということでなか

心がありません。それはなぜかと言うと、アジア

なかできないというところがある。今ではそうい

主義と近代とか近代の超克とかそういうことを考

う例はあると思うんですが、60 年経ってある程

えると、どうしても 1930 年代の終わり頃か、主

度できるということは、果たしてそれが正当な評

に 1940 年代の前半にアジア主義を限定させてし

価になっているのかどうかは問題なんですけれど

まうことになるので、そのようなアジア主義の歴

も、外からご覧になってて、日本のそういう研究

史は非常に取り扱いにくく、私的には今まで触れ

の傾向があるんですね。それはどういうふうにお

たことがありません。思想としてはそれよりずっ

感じになっておられますか。またそれと類似のこ

と早いものであって、外交面においても思想面に

とはドイツやイギリスにはないのか。たとえばゲ

おいても明治初期まで遡る発想なので、近代の超

オポリティックをどう評価するかとか、そういう

克という文脈のみで考えるのは間違いだと思いま

点などを総体的にと言いますかどんなふうにお感

す。私はむしろその概念史、概念の形成はどうなっ

じになっておられますか、お教えいただきたいと

たのかということについて考えています。

思います。

最近の日本の研究でも今でも 1930 年代のアジ
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ア主義、大東亜共栄圏との関係といったものが多

ましょうというような研究は最近あります。しか

いんですが、たとえばもう引退されましたが九州

し、先生がおっしゃったゲオポリティック（地政

大学の黒木彬文先生や狭間直樹先生の研究など、

学）が積極的に取り上げられることは未だにあま

必ずしも結果には賛成しませんけれども初期アジ

りないんです。これはあくまでも直接ナチスの侵

ア主義についてもさまざまな研究が出て、今は非

略につながってきたので、私の知ってる限りでは

常にさまざまな方面、さまざまな視点から注目を

ありませんが、汎ヨーロッパ運動はともかく、汎

浴びているものだと思います。海外の研究者（私

ゲルマン運動はある意味で国家の絶対性を疑う思

もそうですが）もまたそれに貢献したり協力した

想と取れるのではないか、というような研究はあ

り、いろいろ研究しているわけです。日本でどう

ります。

いう研究がされているかは多くの方がご存じだと

【田 】 どうもありがとうございました。

思いますが、今日の配付資料の４頁には最近英語
で出たいくつかのアジア主義についての文献を載

【司会】 はいどうぞ。

せています。かなり海外でも日本のアジア主義に

【渡辺】 愛知大学創設期の学生 OB の渡辺でござ

関する関心が高まってきたわけであります。時代

います。ヨーロッパの黄禍論、それとアジアで

が変わって少し取り扱いやすいテーマになってき

起こります大アジア主義との間、ベルサイユ条約

ました。必ずしも戦争のせいということに偏るも

の直後に、アメリカ合衆国ウィルソンの唱えた民

のは最早ないと思います。

族自決の運動が割って入ります。そのあげく日本

【田 】 ドイツでそういうドイツ植民地主義の正

が第一次欧州大戦の「火事場泥棒」として大陸に

当化やアジア主義との類似点、そういうのは、ま

対する権益に固執し、初めは圧迫された漢民族が

あイギリスでもけっこうですが、いかがですか。

ツングース（満州族）の支配から脱却するための

【サーラ】 それも結局現在の状況から歴史を見

支援をするというような格好で発生しました大ア

るということなので、多少そういう傾向はドイ

ジア主義が、大きく変わっということで、民族自

ツの歴史にもあります。ナチスの思想を見直そう

決運動は現在まで大変な禍根を残したと思います

という動きはドイツには無いんですけれども、今

が、この三つ巴の動きを先生はどのように見てお

日私が話した小寺謙吉は 1910 年代のヨーロッパ

られますか、お教え願いたいと思います。

の、たとえば汎ゲルマン運動とか汎ヨーロッパ

【サーラ】 ありがとうございます。ちょうど私が

運動もかなり最初からありましたので、そういう

取り扱った時期の大きな出来事というのは、1917

ものを倣って積極的に評価しようという動きがあ

年のウィルソンの 14 か条の平和原則とパリ講和

ります。今はヨーロッパの統合がかなり進化して

会議におけるいわゆる民族自決権という理想です

きましたが、その基礎になるアイデンティティー

が、ウィルソンが言い出したのはヨーロッパで主

は未だになかなか成り立たないんです。その結果

にハプスブルグ帝国を解体させるための発想であ

として、歴史を探ってそういうヨーロッパ的なア

りまして、これはもちろん最初から植民地の自決

イデンティティーを探す研究が、少しずつ最近は

権につながるということは前提にしていないし、

出てきています。一部の歴史学者は古代・中世ま

アジアに適用するというような思想ではありませ

で遡り、たとえばカール大帝というところについ

んでした。ただ確かにおっしゃる通り非常に影響

て論じたりすることもあって、それはちょっと分

はありました。有名なのは朝鮮半島での日本の植

かり難いものですが、たとえば 20 世紀の汎ヨー

民地支配に対する三・一運動とか、中国の五・四

ロッパ運動についてもうちょっと積極的に評価し

運動とか、ある程度民族自決権という理想から勇
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気をもらって、それを実行しようという動きだっ

かということですが、私は歴史家のつもりですが、

たと思われます。

なぜ常に歴史を勉強するかと言うと、現在の世界

日本もそれに乗って民族自決権を積極的に評価

を理解したいからです。なぜこういうことが今起

した面もありますが、今日私がお話ししたように、

こるのか、なぜこういうことはこうなったのかと

アジアの結集そしてアジアの植民地からの解放を

いうことを知りたいので。ここ 10 年間では東ア

唱えながら、自分の植民地を手放さないというの

ジアの共同体とかそういうさまざまなことが提唱

が大きな矛盾点でした。当時必ずしも植民地を手

されていて、政治学者の論文などを読むとつい最

放してはいけないという声ばかりではなく、石橋

近いきなり出てきた論調であるように思わされま

湛山のように植民地放棄論を唱えた人もいて、完

すが、果たしてそうだったのかと思っていろいろ

全に不可能な選択ではなかったということはそう

読んでみると、ヨーロッパに汎ヨーロッパ主義が

いう論調から分りますが、日本はアジア主義を唱

あったと同じようにアジア主義というのもあった

えるようになりながら植民地支配を続けて、結

ということを知り、それについて少し詳しく勉強

局植民地支配のためにアジア主義を利用したこと

しようと思いました。しかし英語ではほとんどこ

が、アジア主義の失敗につながっていくのではな

れについての研究がなく、日本でもさっきの質問

いかと思います。

にあったように取り扱いにくいところがあるので
非常に関心を持ちました。

【司会】 はい。続きましてもう２〜３人ご質問願

２つ目は沢柳の使った「文化的汎アジア主義」
という言葉ですか。この論文に具体的に何が書い

いたいと思います。どうぞ。
【張】 国際コミュニケーション研究科２年生、張

てあったかはよく覚えていませんが、彼はもうこ

梅と申します。グッドアフタヌーン。
（以下英語

の時から教育者で、アジア主義についていくつか

で質問）３点お聞きします。１つ目は先生がなぜ

の論文を書いています。元東北大学の学長や京都

アジア主義に関心を持たれたかということ。２つ

大学の学長だったか、そういう経歴を経て第一次

目は沢柳政太郎が唱えた「文化的汎アジア主義」

世界大戦の時に自由に評論家として活動していま

という言葉はどのような表現上の意義があったの

す。やっぱり教育者としての背景があるので、政

かということ。３つ目は大変シンプルな質問です

治的とか外交的なアジア主義ではなく文化に基づ

が、「東亜同文会」は英語ではどう呼んでいるの

いたものであるべきだというのが彼の考えです。

ですか。

先ほどいくつかの例を出したように、宗教（彼に

【サーラ】 ３つ目の質問は東亜同文会を英語で何

とっては仏教）とか東アジアに共通している文化

と言うのかということですね。公式的な英語名称

に基づいて東アジアを結合しなければいけないと

は無かったと思いますが、
だいたい研究では「East

いうことを論じているので、外交家・法律家（国

Asian Common Culture Assosiation」を使ってい

際法）の小寺とは少し違って、文化を強調すると

ます。たぶん２つに分かれています。
「コモン・

ころがあります。

カルチャー」または「コモン・レターズ」。
「文」

【張】 ありがとうございました。

は「文化」または「文字」という解釈なんですけ
れども、両方あります。どっちかと言うと「コモ
ン・カルチャー・アソシエイション」という訳の

【司会】 その他いかがでしょうか。東亜同文書院
ご卒業の方もお見えになっているようですが。
【田中】 私はここの大学の OB で田中幹雄と申し

ほうが一般的だと思います。
１番目の質問のなぜアジア主義に関心を持った

ます。アジア主義を考える時に、なぜ満州国が
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できたかと言うと人口問題が大きな要因で、日本

す武上と申します。今日はありがとうございます。

は島国ですから人口が増えちゃった時に行き詰ま

先生のご講演のタイトルが「アジア主義」という

る。それで人口問題を解決するために少年義勇軍

ことになっているんですけれども、本日のチラシ

みたいなもので農家の次男・三男が大勢満州へ

にあります小寺の著書の扉頁を見ますと、
「大亜

行っています。それと戦後日本人はブラジルに移

細亜主義論」となっているんですね。先生の挙げ

民して、今 150 万人の日系人がいると言われてい

てくださった文献の一覧でも「汎アジア主義」と

ます。日本が経済成長した時に今度は逆輸入で二

か「アジア主義」とかいろいろ言葉が出てるんで

世・三世が日本に戻っていますが。アジア主義に

すけれども、
「大亜細亜主義論」となっているの

はそういう人口問題を解決するための一面があっ

は小寺が最初で、あと『亜細亜時論』の２つの社

たと思いますけれども、先生はどういうふうにお

説と、堀内文次郎のものとか、まあそんなに多く

考えでしょうか。お願いします。

はないんですね。私自身は小寺が「アジア主義」

【サーラ】 ありがとうございます。確かに人口

だけではなく「大アジア主義」を初めて使ったの

問題は全ての汎○○運動で非常に大事な側面で

かということに非常に関心があります。と言うの

あると思われます。ここはドイツと日本の論調

はアジア主義そのものは先生のご講演にもありま

が似ていて、それが非常に重要視される時と、そ

したように汎スラブ主義、汎ゲルマン主義の流れ

れほどでもない時がありましたが、ドイツでは汎

を汲んでそんなに特殊なものではないと思うんで

ゲルマン運動が勃興する 19 世紀末ぐらいですと

す。それが良かったか悪かったかという問題はま

そういう論調がよく聞こえます。第一次世界大戦

た別ですが。けれども大アジア主義と言った時に

に負けてからはしばらく聞こえないんですけれど

は特殊日本的と言いますかそういう要素が非常に

も、ナチス支配下ではやっぱり東ヨーロッパにお

強まると思うんですね。たとえば孫文が亡くなる

ける Levensraum（生活圏）を確保しなければい

直前の 1924 年に行なった「大アジア主義問題に

けないという論調になります。それは日本でもこ

ついて」という講演は、実は孫文はそのタイトル

ういう波みたいな動きで出てきます。明治時代に

ではやりたくなかった。けれども神戸の主催者か

は移民がハワイに行ったりカリフォルニアに行っ

らの強い要望で「大アジア主義問題について」と

たり。そして 1920 〜 30 年代はやっぱりアジア主

いうタイトルになって、最後に有名な「王道か覇

義というものが政府の外交政策の一部になります

道か」という悲痛な叫びにも似た言葉になってし

が、そこで日本の移民がなぜアメリカに行かなけ

まうわけなんですけれども。アジア主義であれば

ればいけないのか、同盟を組まなければいけない

初期アジア主義に限らず、やはり孫文も含めてそ

アジアに行けばいいんじゃないのか、という論調

ういうアジアの連帯主義というものに望みを託し

もよく読むことができます。文化的にも近いとこ

た人達は中国にも、それ以外のベトナムにも朝鮮

ろ、そしてもちろん人口密度が低いところに移民

にもあったはずなんですね。ですから私はその大

を送らなければいけない。それはアジア主義の論

アジア主義というものの誕生と言いますか、そう

調の中で、特に満州国の設立の関係で非常によく

いう系譜というのが小寺にあるのだとすれば、彼

出てくる問題でありまして、汎ゲルマン主義の運

は後に神戸市長も務めていますし、神戸と孫文の

動などとも共通しているところがあります。

浅からぬ縁の１つということにもなって、非常に
興味深く感じましたので、先生にご質問したんで

【司会】 その他いかがでしょうか。はい。

すが。

【武上】 神戸の孫文記念館で研究員をしておりま

【サーラ】 ありがとうございます。そこは不思
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議な縁なんですけど戦後初めての神戸市長は小寺

小寺は私が思うにはおそらく 1930 年代の大ア

謙吉です。1930 年ぐらいに彼は政界を引退して、

ジア主義とか大東亜共栄圏のようなニュアンスで

あとの詳伝には軍国主義の流れに反対して引退し

はまだ使ってないと思います。
「汎」という言葉

たと書いてありますが、それは本当かどうか分か

はおそらく皆さんそうでしょうけれども日本では

りません。衆議院の選挙で落選して、というのも

あまり馴染みがないと思います。たまたま「汎」

ありますが、ともかく 30 年に引退して 45 年まで

と「Pan」という音も近いし、意味も「広い」と

は政治的な活動を行なっておらず、戦後初めて神

いう意味で非常に合うんですが、あまり普段使わ

戸市長を務めました。そこは確かに孫文との縁が

ない漢字なので「大」に変えたんじゃないかと思

ありますが、おそらく偶然だと思います。彼は神

います。意味が「汎アジア主義」と違うというこ

戸の近く、兵庫県の三田という地方の出身なので、

とは小寺の場合は無いと思います。彼は本の中で

そういう関係でたぶん神戸の市長になったと思い

説明はしていませんけれども、ヨーロッパに汎ゲ

ます。

ルマン主義があって、汎スラブ主義があって、私

私は今日のタイトルで「大」も「汎」も「全」

達は大アジア主義を樹立しなければいけないと書

も何も付けないで「亜細亜主義」と書きましたが、

いています。同じ流れで「大」を使っているので「広

これは片仮名で書いてもいいかも知れませんが言

い」という意味での「大」だと私は理解していま

葉によって微妙にニュアンスが違ってくるのは確

す。ただそれは 30 年代には大亜細亜協会とか大

かです。今日の資料で配った新聞記事で一番最初

東亜共栄圏とかいうものになってしまうので、今

に出てくる日本語の「アジア主義」には意外にも

の観点で彼の本を見てみるとちょっと違う本だと

「汎」が付いています。
「汎アジア主義」
。この新

思いがちですが、まだ 1930 年代のような侵略的

聞はロンドンタイムズに載ったマハンというアメ

な思想ではありませんでした。

リカの有名な海軍評論家（海軍出身）の記事を取

第一次世界大戦の時にはまだ概念としてあまり

り上げてそれを批判しているんですが、マハンの

定着していなかったことが、この言葉づかいにも

記事の中では「Pan‐Asianism」という言葉を使っ

出てきます。
「汎アジア主義」という言葉があっ

ていて、その訳として日本の新聞が「汎アジア主

たり、
「大アジア主義」という言葉があったり、
「ア

義」を使っています。

ジア主義」だけという人もいたり。そして大川周

さっきも言いましたように日清戦争の時ぐ

明は同じ 1917 年に「道」という自分で発行した

ら い か ら 欧 米 で は「Pan-Asianism」 と か「Pan-

雑誌の中で「全アジア主義」という言葉を使って

Asianismus」という言葉が使われてるんですね。

いますし、
「全アジア協会」というものも作って

それはもちろん「黄禍論」という文脈で、そうい

います。ですからこの時期はまだ言葉によってそ

う危険性がある、これは恐ろしいというふうに書

の内容を区別するのが難しいと思います。

いてありますが、これについて日本で書いている
場合は、この新聞のようにやはり「汎」を付けて

【司会】 はい。今日は中身のあるご質問にじっく

「Pan-Asianism」が「汎アジア主義」と訳されて

りお答え願って、非常に良い講演会になっている

います。だからと言ってこれはあまり危険性のな

と思います。ご質問をもう１人ぐらいお受けした

い思想であるとは言い切れない。それは立場によ

いと思いますが、いかがでしょうか。ございませ

ります。ただ「汎アジア主義」という言葉はたぶ

んか。こちらからあまり強要するのも何でござい

んドイツ語や英語の「Pan-Asianism」の訳語とし

ますので、それでは非常に効率的に講演なさり、

て出てきます。

ご質問もいろいろ受けまして、無事この講演会を
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終了することができますことを大変喜んでおりま

きたいと思います。もう１度サーラ先生に感謝の

す。５分前でございますけれども皆さんお疲れで

拍手を贈らせていただきます。サーラ先生ありが

ございましょうから早めに切り上げさせていただ

とうございました。
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〈東亜同文書院大学記念センター公開講演会〉

東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育について

東亜同文書院大学

第 41 期

宮田一郎

【司会】 それでは定刻となりましたので、ただい

いろんな方言を含めてずいぶんたくさんマスター

まより東亜同文書院大学記念センター公開講演会

されました。メディアのほうでもご活躍の先生で

を開催いたします。まず初めに東亜同文書院大学

す。その宮田先生の目を通しまして、宮田先生の

記念センター長の藤田佳久教授よりご挨拶がござ

その後の人生にも関わると思うんですけれども、

います。よろしくお願いいたします。

中国語教育にずっと専念されて、中国でも日本と
中国をつなぐ重要な役割を、語学を通じて果たし

【藤田】 皆さんこんにちは。朝方雨で、今日はど

てこられました。昨日の夜少しお話をするチャン

うなるかなとちょっと心配しましたけれども急に

スがありまして、私も先生のお話の中に出てくる

良い天気になりまして、夏らしい１日になって参

情報が非常に新鮮で、頭の中にどれだけ入るかな

りました。土曜日の午後、この会のためにたくさ

というぐらい満杯になってしまいました。

んの方にお集まりいただきまして大変ありがとう

そういう点で今日あらためて「東亜同文書院大
学の教育、とくに中国語教育について」というお

ございます。
ご承知のように我々の東亜同文書院大学記念

話をいただくということで、楽しみにしておりま

センターは、文科省のプロジェクトの支援を受け

す。どうぞ皆さんも最後までゆっくりご清聴いた

まして今年で４年目に入りました。５年間のプロ

だければ大変ありがたいというふうに思っており

ジェクトですけれども、毎年いろんな行事をやっ

ます。ということで簡単ですが私のご挨拶とさせ

ております。そのうちの１つに今日のこういうよ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

うな東亜同文書院関係の講演会を行なうというの

す。

がございます。毎年ずっと進めて参りました。表
のほうに今年の我々の年報が出ています。ちょっ

【司会】 ありがとうございました。続きまして今

と厚くて重たいんですけれども、もしご希望の

泉潤太郎客員研究員より、講師宮田一郎先生のご

方があれば手にとっていただきますと、昨年の分

紹介がございます。

のいろんな行事の記録が細かく載っておりますの
で、ご参考にしていただけたらと思っております。

【今泉】 皆さんこんにちは。宮田先生はご案内

今年度は本日進行をやっていただきます今泉

のように1923年（大正12年）福井市にお生まれに

先生にお世話をいただきまして、ここにお名前が

なり、県費生として同文書院に入学されます。学

載っています宮田一郎先生、東亜同文書院大学第

徒出陣で応召。終戦により現地除隊。帰国後は福

41 期の卒業生の先生ですが、文字通り中国語の

井県で県庁あるいは県立高校などに勤務されまし
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て、中国語学の研究をご自身で進められます。そ

門があるところです。交通大学はいろんな名士を

の後福井大学で中国語を教え、後に大阪市立大学

生んでおり、たとえば前の主席をしました江沢民

で教授として中国語教育に携わられ、その後も大

氏もこの大学の卒業生でございます。彼らにとっ

東文化大学、京都外国語大学、北陸大学などで教

てもあの朱の大門は非常に懐かしいものだそうで

授を歴任されます。この間８年にわたって NHK

すが、我々書院生にとりましても大変懐かしい、

でテレビ、ラジオ中国語講座の講師を担当されて

いわば青春のシンボルとも言うべきものでありま

おられます。著書については非常にたくさんあり

す。

まして、ここに書いたのはそのごく一部でありま

私たちは予科２年、学部３年の５ヶ年をそこで

すが、私共の、愛知大学中日大辞典編纂の上でも

送るはずでございましたけれども、太平洋戦争が

非常にお世話になっております。ここに挙げまし

始まって、その戦争遂行のための兵力不足を補う

た「漢語方言大詞典」
、あるいは「明清呉語詞典」

ためでしょうが、学生の徴兵猶予の制度が廃止に

を復旦大学、蘇州大学と共同編集し、その主編者

なり、昭和18年の12月、いわゆる学徒出陣によっ

としてお仕事をされておられます。現在も両大学

て、懐かしい朱の大門を後にしまして、再び学生

の顧問教授となっておられます。その他辞書もた

としてその門をくぐることがありませんでした。

くさんありまして、私の学生時代では、たとえば

翌年の９月に41期生は戦時繰り上げ卒業というこ

光生館から出ました「現代中国語辞典」など。そ

とになりまして、当時私は南京にありました金陵

の他著書も多数にのぼります。今日は中国語学の

部隊という予備士官の教育隊におりましたが、私

権威である宮田先生がこのテーマでお話をされま

の手元にも卒業証書が送られて参りました。書院

すが、少し広くと言いましょうか、ここから離れ

ともこれで終わりかと、寒々とした冷たい風が胸

て広く先生のお話を伺いたいと思います。では先

の中を吹き抜けるような思いがしたものでござい

生よろしくお願いいたします。

ます。
そういうわけで書院での生活はわずか４年にも

【宮田】 ただいまご紹介にあずかりました宮田

足らないという非常に短いものでございましたけ

一郎でございます。大変分に過ぎたご紹介の言葉

れども、しかし歳月の長さでは計れないような大

が多うございまして、穴があったら入りたいと恐

きなものを書院から学びまして、これが 86 歳を

縮しているところでございます。ご紹介にありま

越した今も私を支えてくれております。大変あり

したように私は東亜同文書院の41期、旧制大学で

がたいことだとしみじみ思っている次第でありま

ございますが大学になりましてから２回目の卒

す。同文書院というのは我々の学士号が商学士で

業生でございます。昭和15年（1940年）に上海に

ありますように、いわゆる旧制の商科大学であり

渡って入学いたしました。ちょうど17歳になった

ましたけれども、中国語教育は大きな１本の柱に

ばかりの春でございまして、来年でちょうど70年

なっておりまして、学部に進みましても商業関係

ということになります。その当時学校は、もとも

の学科、経済学関係の諸学科と並んで中国語の各

とありました虹橋路（ホンチャオルー）の校舎が

教科が組まれておりました。外国語、それに哲学

戦火によって焼失しておりましたために、内陸部

関係の教科を中心とする予科においては言うまで

に移動して空家になっていた交通大学のキャンパ

もないことでございます。学部でも「児女英雄伝」、

スを借用しておりました。交通大学は徐家匯（上

「紅楼夢」という、中国の清朝時代の口語小説で

海ではジカウェイと言っております）にありまし

ございますが、紫式部の「源氏物語」、それから

て、今でも一部残っていますが、例の朱の大きな

シェークスピアの諸作品に擬せられる作品、こう
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いう旧小説の講読が必修になっておりました。こ

展しました上海の「プートン（浦東）
」地区（国

れはちょうど商科大学あるいは商学部でシェーク

際線飛行場があるところです）に専門部ができま

スピアの作品を必修にするようなものでございま

して、先生方の中には書院中国語の伝統はこの附

して、商科大学としてはあまり類を見ないもので

属専門部に賭けるというような考え方をなさって

あろうかと思います。

いる方もおられると聞きました。大学という教育

書院はもともとビジネススクールから出発して

の仕組みの中で今まで書院がやってきた中国語教

いるわけでございますが、ビジネススクール時代

育の仕組みを全部受け入れるということは、やは

以来の実践的な中国語教育の中から生まれた会話

り制度上非常に難しい点があったのではないかと

テキスト「華語萃編」４巻がございまして、改訂

思っております。

を重ねまして高等専門学校、４年間（普通高等専

書院に入りまして中国語を初めて勉強したわけ

門学校は３年が多いわけですが）で終わる高等専

でございますが、一番驚いたのは、中国語の試験

門学校の時代もこの「華語萃編」が引き継がれ、

の方法なんです。我々はたとえば旧制中学時代、

その実践的な会話を中核にしまして文法、作文、

英語の試験は用紙に英語の文章が書いてござい

文学作品講読、古文、書簡文、方言、大旅行に

まして、それを見て訳す、それを提出するという

備えての旅行会話などが組まれておりました。大

方法でございましたけれども、書院の中国語の試

旅行というのは、当時書院では卒業学年に数名が

験の方法はそうではなく、白い紙１枚を渡される

それぞれ１つの班を結成し、旅行計画を自分達で

わけです。中国人の先生が入ってこられまして、

自由に設計いたしまして、１か月を超えるような

「ティーイータオ（第一道）」
、
「タオ」とは「道」

長い時間をかけて中国各地を旅行し調査する、そ

という字を書きますが、試験問題などを数える助

してその結果を調査報告書として提出することに

数詞です。
「ティーイータオ」、
「ティーアルタオ

なっておりました。これは先ほど開会のご挨拶を

（第二道）
」という具合に読み上げられまして、耳

なさいました藤田先生の非常に詳しい優れて学術

で聴いたのをそのまま日本語に訳していくという

的なご研究がございます。大学になりましてもほ

やり方でございました。そして全問が終わります

ぼその態勢が引き継がれておりましたけれども、

ともう点検する暇もなく、音で聴くのですから点

「華語萃編」だけは予科１年に第１巻、予科 2 年

検のしようもないわけですけれども、すぐ回収を

に第２巻をやるだけでありまして、第３巻、第４

するというようなやり方でございまして、一切漢

巻は我々の時にはもう学習することなく終わって

字を介しておりませんでした。これには大変驚い

しまいました。これは書院生の中国語の実務能力

たものです。我々は読む英語教育で育ってきてお

の低下を招くのではないかという危惧が一部にあ

りますから、外国語を聴く力で測るというやり方

り、事実その通りになったように思います。我々

は、大変新鮮ではありましたけれども最初の頃は

41期はほぼ４年書院に在学しておったわけでござ

非常にとまどいました。

いますが、４年で卒業する制度の高等専門科時代

それから出題の中の単語はテキストに出てく

の書院の卒業生先輩に比べまして、力の差をまざ

る単語が主でありますけれども、それが全部では

まざと見せつけられることがしばしばございまし

ないんですね。その語に関連して先生がお話しに

た。

なった単語・語句なども入っておりまして、授業

昭和18年に附属専門部ができまして、我々は

をさぼるのを許さないようになっていたと思って

「ジカウェイ（徐家匯）
」の交通大学のキャンパス

おります。学校では「華語月刊」という中国語の

を借りていたわけでございますが、今は非常に発

学習雑誌（その資料は東亜同文書院大学記念セン
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ターに残っております）に時々その出題と解説が

ないと思いますけれども、今から思いますと私た

載っておりまして、我々も試験対策を兼ねてよく

ち、と言うよりも私は、
「読む」力はやはり欠け

読んでおりましたけれども、同文書院のこの試験

ていたという感じがしております。私たちが予科

方法をご存じでない方は、
「何だ、書院ともあろ

を終えて学部に入る時に外国語学校、戦後学校の

うところがこんな易しい問題でテストをしている

制度が変わりまして、
「外国語大学」になるので

のか」と思われたということを聞いております。

すが、その「外国語学校」のシナ語科を卒業した

漢字で見れば何でもないようなことが、耳ではな

人が学部に編入して参りました。そして我々のク

かなか聴き取れないということがたくさんありま

ラスに入ってきたわけでございますが、
「読む」

す。私も幾つか記憶がありますが、１つ挙げます

という力では私はやっぱり彼等に譲るところが

と、予科１年の学年末の試験に出た単語がありま

あったように思っております。

す。それは
「クイチョンチイチェンダトンシ」。
「ク

私は長らく自分の生まれ故郷で高校教師をした

イチョン」は「貴重」と書きます。
「チイ」とい

後に、大学の中国語教師になったわけでございま

うのは「値する」ということです。
「チェン」は

すが、大学教員になって初めて学会に行って、こ

「銭」です。「トンシ」は「東西」と書いてこれは

の愛知大学の中国語の基礎を作られました鈴木擇

「物」ということです。
「ダ（的）
」というのは「〜

郎先生、書院時代にお習いした恩師でございます

の」ということですね。
「クイチョンチイチェン

が、鈴木擇郎先生にお会いした時に、
「日本の学

ダトンシ」、「高価な貴重品」ということでござい

校は、１つ１つの字の意味・用法を詳しく突き詰

ますが、「チイチェン（値銭）
」というのは、中国

めていく訓詁学の伝統があって、文学作品を読む

語をされる方はすぐお分かりと思いますが、
「チ

場合には１つ１つの単語の用法を歴史的に押さえ

イ（値）
」も２声、
「チェン（銭）
」も２声。としま

ながら読んでいくから、その点はよく注意して教

すと前の２声は半分しか上がらないんです。
「シ

えるように」ということを言われました。おそら

エシエ（謝謝）
」というのは皆さんご存じですね。

く鈴木先生は私の足らざる点を見抜いておられた

「シエ」というのは４声で、５から１まで下がる

のだろうと思います。

言葉です。ところが「シエシエ」と４声が２つ続

聴く力を伸ばすには言うまでもないことです

く場合には、最初のものは半分しか下へ落ちない

が、自分の発音を正しくしなければなりません。

んですね。それと同じように「チイチェン（値銭）」

正しく発音しないと相手に伝わりません。声調

は「チイ（値）
」というのが途中までしか上がり

の下がるところを上がったり、上がるところを

ませんから、その頃の私はそれを聴き分けられな

下がったりすると意味が分からなくなります。そ

い。１声にどうしても聴いてしまうんですね。そ

れに自分の発音をいつも耳にしているわけですか

うすると１声で「チイ」という音は「之」という

ら、正しくない発音に慣れている耳は人の発音に

字です。それしか頭に浮かびません。とうとうい

誤作動してしまうのです。それで発音を正しくす

ろいろ考えてもできなくて、１問フイにしてしま

るということに書院は非常に重点を置いており、

いました。非常に情けなくて、その頃若いせいも

発音教育は徹底していました。１年生の時はそこ

ありましたけれども、悔しくてその晩は寝つかれ

から始まるわけですからもちろんでありますが、

なかったような、今から思えば滑稽な思い出がご

上級学年になってもなかなか厳しかったと思い

ざいます。

ます。予科２年の時の坂本一郎先生は発音には特

このように、
「聴く」ということを非常に重ん

に厳しい先生でございました。坂本先生は神戸市

じていたわけでございますが、その理由だけでは

外国語大学の中国語学科を作られた方でございま
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す。厳しい先生で、今思い出してもゾッとするこ

（庭ですね）と呼んでいたキャンパス内を歩き回っ

とがたくさんございます。中国人の先生が読み上

ている、そういう光景があっちこっちに見られた

げられたあと、我々は続いて一斉に音読するわけ

ものであります。

でございます。40名くらいのクラスだったと思い

誰がどの新入生を指導するかは、学生の間で組

ますが、違った発音をしますと坂本先生から時々

織されておりました県人会でだいたい決めていた

短いチョークがパッと飛ぶというようなことがご

ようです。たとえば福岡県出身の人ならば福岡県

ざいました。それが３人間違えますと３人に飛ぶ

人の２年生に付いて習う、こういうようになって

んですね。そしてそれで終わるならいいんですけ

いました。私はさっきご紹介がございましたよう

れども、一斉音読が終わったあと、中国の先生と

に福井の出身でございました。ところが私が入学

一緒に、正しい音が出るまでしつこく、と言うと

した時には福井県人の方は在校の先輩にはおられ

悪いんですけど、本当に繰り返し繰り返し指導さ

なかったんです。ただ県にゆかりの人では、お母

れた、と言いますか絞られたと言いますか、そう

さんが福井県ご出身であるという 38 期生の人が

いうことがたびたびございました。

１人おられました。いろんなところにゆかりをつ

書院の発音指導ということで思い出すのは、
「書

けていくものだと感心しましたけれども、その方

院ガラス」です。
「カラス」と言っても鳥ではな

が確か弓道部だったと思いますが、自分の所属す

いんですね。書院では入学しますとまず各自が１

る体育クラブの中から予科２年の方を選んで、頼

年上の同県人の先輩に付きまして、朝食前約１時

んでいてくださいました。

間、
夕食後約１時間（１時間を超えることが多かっ

その方がちょうど明日から授業が始まるという

たですけれども）
、マン・ツー・マンで発音の指

前の日に部屋に訪ねてきてくださいまして、
「明

導を受けるということになっておりました。音読

日から始めるぞ。朝起きたら俺の部屋へ来い。寝

指導と言いましても最初の頃はやっぱり発声練習

坊していたら遠慮せずに叩き起こせ」というよう

から始まるわけでございますから、先輩のあとに

に言ってくださいました。埼玉ご出身の方で、こ

付いて「アア、アア、アア、アア」とか「カア、

れが明日から私を教えてくださる兄さんかと思っ

カア、カア、カア」とかいうようなことを声張り

てとても頼もしく感じたものでございます。昨年

上げてあちこちで言うもんですから、カラスが鳴

ですか、お亡くなりになりましたけれども、発音

いているように感じたわけでしょうね。それで「書

の大変きれいな方でございました。中国語にはそ

院ガラス」というように名づけられたわけでござ

り舌音とか、
「リ（日）
」という巻き舌音ですね、

いまして、書院の春の風物詩にもなっておりまし

パッと息を出す音、日本語ではたとえば「タタミ」

た。書院は全寮制をとっておりましたから、でき

と言う場合に２番目の「タ」はちょっと息が出る、

たのであろうと思いますが、ほぼこの状態が前期

あれよりもっと強い息が出る音がございまして、

の秋の試験が終わる頃まで続いたと思います。こ

それがなかなか出ないんですが、根気よくいやな

れは発音指導もさることながら書院生としての一

顔ひとつせずに教えてくださいました。のみなら

体感とか、そういったものを養っていったという

ず土曜日・日曜日には街へ連れ出していろいろ案

ように感じております。この先輩に付いて朝食前

内したりご馳走してくださるなど、本当に兄以上

に１時間、夕食後に１時間、大きな声を出して読

の存在でございました。予科を修了する時に学校

むというのが習慣になりまして、先輩から離れて

から褒賞されました。トップが今そこに座ってお

も自分で「華語萃編」とかその他のテキストを片

られる下村君で、私は３席だったと思うんですけ

手にして読みながら、我々が「ユアンズ（院子）」

ど、その先輩は非常に喜んでくださいました。そ
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のお顔が今も目の前に彷彿として浮かんで参りま

その第１回の時の日本側の主席通訳だったのはこ

す。

の中日学院から来た書院生です。因みに LT 貿易

終戦後は絶えてお会いすることはございません

の第１回の打ち合わせの時の日本側の通訳は、42

でしたけれども、ちょうど中国の文化大革命が終

期の、あそこに見える小崎さんと同級生の大久保

わった頃ですから、1978年かそこらだったと思い

任晴君。それから中国側の通訳も同文書院の卒業

ますが、大阪でお会いすることができました。そ

生なんです。彼は中国人ですけれどね。だから２

の時「お前のテレビの中国語講座をずっと見てる

人は顔見知りの、先輩後輩の間柄ですから、非常

よ。お前もうまくなったものだな」と、初めてお

にスムーズにいったように聞いております。私は

褒めをいただきました。その頃私はもう17歳の少

大久保君から聞いたのではないんですが、その中

年ではなくて50代後半で、鬢にボツボツ白いもの

国側の通訳の方は王宏という、中国で日本語学会

が交じろうとしている頃でございますが、その歳

の会長もした男ですが、その時のことを彼から聞

になってやっと合格点をいただいたわけでござい

きました。あの時は社会党の代議士が中心になっ

ます。誰からいただくよりも嬉しい合格点でござ

ておられたそうですが、第１回の会議はお互いに

いました。

非常に緊張していた。その第一声に日本側の委員

このような先輩の他にとても心強い友人、我々

が、
「今日はお手柔らかに」と言った、その「お

のクラスメートの中に、中国語がネイティブ並み

手柔らかに」の訳を、大久保君が咄嗟に出せず立

という人が数名おりました。これは中日学院とい

ち往生していた。それで自分はメモを書いて渡し

うところの卒業生です。中日学院というのは、東

たと。どう言ったんだと聞くと「ショウシャアリュ

亜同文書院を経営している東亜同文会が天津と漢

ウチン（手下留情）」。「リュウ」は「留める」、
「チ

口だったと思いますが、そこに作っておりました

ン」は「情け」ということです。これは囲碁の言

中国の学校制度に則った６年制の中学で、日本で

葉ですが、そういうことがあったと聞きました。

いうなら中学と高校を合わせた６年一貫教育の中

中日学院の卒業生は本当にネイティブ同様の人

学でございます。これは中国人の子弟を教育する

でございました。そういう方がクラスにおりまし

学校でございますが、そこにごく僅かでございま

た。私たちは「ポ、ポ、モ、フォ」と発声練習か

すけれども何人かが日本の小学校を卒業すると同

ら始めるんですから、彼らは中国語では我々から

時に送り込まれていたんですね。そこの卒業生で

見ると雲の上の人だったんです。何とかして彼ら

す。彼等は12歳で中国へ渡りまして、中国人と６

に追いつきたい、何とかして近づこうと、我々は

年間同じ寄宿舎で起居を共にし、中国人の中に交

それを目標に励んだものですし、彼らも本当に惜

じって６年間、中国人の先生による中国語の授業

しみなく教えてくれました。授業中聞いて分から

を聴いて中国語で試験の答案まで書いているんで

なかった時にはみんな彼らを取り囲んで、ああで

す。中国語の力はネイティブ並みだったと思いま

もないこうでもないといろいろ聞いていたもので

す。

ございます。

あまり公にはなりませんでしたから知られてお

それから「悪いこと」と言うとちょっと語弊が

りませんが、終戦後の東京裁判の時にザ・ラスト・

ありますが、辞書類にはない、普通活字にはなら

エンペラーの溥儀が参りますね、証人で。あの時

ない、したがってテキストには絶対出てこない、

の同時通訳をやったり、中国と日本と正式の国交

そういう言葉が日本でもいろいろあるでしょう。

がなくて外交がない時に、高碕達之助と廖承志の、

辞書を引いても出てこない、日本語の教科書には

いわゆるＬＴ貿易というのが始まるわけですが、

出てこない言葉がたくさんありますよ。たとえば
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罵る言葉、それから性に関係した言葉なんていう

ら１台の馬車がやってきてすれ違う、こんなとこ

のは出てこないですね。そういうのを私たちは、

ろで、と思ってお互いがフッと後ろを振り返る、

彼らから聞きました。中国語の罵語では性のモ

そうするとすれ違った馬車が引き返してくる、
「林

ラルを破壊する、乱すというようなことが中心に

出君ではないか。俺は陸軍の日野少佐だ」
。日野

なっています。そういう言葉とかいろいろなこと

少佐というのは陸軍きっての中国通と言われてい

を彼らからにたくさん習いました。私について言

た方で、中央アジアへ向っていたのでした。そこ

えば、清末の花柳界を描いた小説を読む時にずい

でどういうふうに意気投合したのか知りません

ぶん助かったものです。私はちょうどそういう中

けれども、
「林出君、俺の娘をもらってくれない

日学院の卒業生と予科寮の時にも一緒だったし、

か」
「じゃあいただきましょう」ということにな

学部寮でも一緒になりました。その関係で、他の

り、日本へお帰りになってから日野家を訪ねられ

人よりもいろんなことを彼らから聞き、学ぶこと

た。日野家は全然知らないわけですからびっくり

ができました。大変幸せだったと思っております。

した。しかも林出先生は中国満州族の風俗で弁髪

その中の２つほどをお話してみたいと思います。

だったのです。弁髪の中国人が「お宅の娘をもら

２つとも林出賢次郎という方に関わることでご

い受けることになった者でございます」と行かれ

ざいます。この林出賢次郎先生というのは、私た

たんですから、日野家ではさぞびっくりされたと

ちが在学している頃は学生監、今の日本で言う学

思いますが、その次が面白いですね。
「娘さんは

生部長のようなお仕事をなさっていた先生でござ

女学校に入ったばかりで、おかげで長いこと待た

います。私もよく門限に遅れて、学生課に呼び出

されたよ」とよくおっしゃっておられたそうでご

され、林出先生のところへ行って外出禁止の処分

ざいます。

を言い渡されておったものでございますが、先生

そういう先生でございまして、中国人の学生

はニコニコとした温顔なんですね。そんな時でも

に向かって２時間ほどコップ１杯の水で中国語で

非常に優しい温和な顔をなさっているんです。口

話をされるというような方でございましたが、そ

では「外出を禁ずる」と厳しくおっしゃるんです

の中日学院を出た私のクラスメートの話により

けれども、目は非常に優しくて、ちっとも処分を

ますと、先生は満州国ができてから満州国へ出

受けているという気がしない、そういう先生でご

向され、そして溥儀の御用掛みたいなことをされ

ざいました。先生は書院第２期の方でございまし

る、第２回の訪日に随行し、天皇陛下（亡くなら

て、明治 38 年、日露戦争の時のご卒業で、卒業

れた昭和天皇）にお目にかかった時に、昭和天皇

とともに外務省の命を受けまして、露清（当時の

が溥儀皇帝に「お懐かしゅう存じます」と言われ

中国は清と言っていました）国境を単身踏破して、

たのを、咄嗟に通訳できなくて冷汗を流したとい

今問題になっています新疆ウイグル自治区のイリ

うのです。私は話してくれた友人に「何が難しい

まで行かれた方です。後に外務省に入られまして

のか」と言いましたら、「いやあ、これは難しい。

中国語では「北の林出、南の清水」
（清水董三氏、

俺もあれこれ考えたけれども良い訳が思い浮かば

書院 12 期、南京に長く在勤され、犬養健氏の「回

ない」と。私はこの時「難しい」という意味がよ

顧録」にしばしば登場してきます）と謳われ、い

く分からなかったんです。理解する中国語力が無

ろいろ逸話も多い人だと先輩に聞いておりまし

かったんですね。
今思うとそれは難しさが違うんですね。初対

た。
林出先生が露清国境の探査を終えて日本へお帰

面の挨拶ですから「ハオチュウプチェン（好久不

りになる、天山山麓を通っている時に、向こうか

見）
」
（お久しぶりです）これでもいいわけでしょ
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う。それから「懐かしい」というのは「ホワイニェ

うな気持ちでおったんですが、夕食が済んで部屋

ン（懐念）」ですね、
「懐かしのメロディー」のこ

で復習をしている時にどうもまた分からなくなっ

とは中国語では「ホワイニェンコーチュ（懐念歌

た。それでたまたま中日学院出のその人が部屋に

曲）」と言います。
「懐かしい」＝「ホワイニェン

いたもんですから彼に聞いたら、彼もちょっとど

（懐念）」を何とか工夫すれば表現できるように思

う説明していいかと迷ったんでしょうね、しばら

われますが、林出先生の立ち往生はそんなレベル

く考え込んでいて「ああ、こういう話がある」と

の話ではないのです。この挨拶は普通の人のあい

話してくれたのはこういうことです。林出賢次郎

だではないんですね。一国の天子が一国の皇帝に

先生が定年退官されることになって、北京を経っ

対するご挨拶なんです。それでどう訳していいか、

て海路日本へ向かわれる。その時に船中の先生に、

林出先生はそこに思い悩まれたのだろうと思いま

書院の矢田七太郎学長、愛知大学の第２代目の学

す。

長になられました本間先生の前の学長ですけれど

林出先生は新疆からお帰りになる時に、今問題

も、その矢田七太郎学長から、母校の書院の学生

になっているウルムチへ立ち寄られるのです。そ

監として就任してほしいと要請する電報が入りま

してウルムチに滞在している時にそこに駐在して

した。その時林出先生は「浅学非才を恥ず」と返

いる清朝の王族に見込まれて、
「ぜひ家の家庭教

電されたんです。それを伝え聞いた北京在住の邦

師になってくれ」と頼まれる、そこで先生は「と

人連中は、
「うーん、これは正に中国語の不 敢 当

にかくいっぺん日本へ帰って外務省に報告しな

だ、さすがに林出さんならではの名言だ」と、し

きゃなりませんから」と日本へ帰られた後、すぐ

ばらくこの話で持ちきりであったということを話

にウルムチへ取って返して２年間そこで家庭教師

してくれました。私もそれが印象深くて、
「不 敢

をされ、そこで先生は宮廷用語を身に付けられる

プー カン タン

プー カン

タン

当」の味わいを非常によく表しているものだと思

わけです。宮廷というのは、日本もそうだと思い

いまして、文学作品などを学生に読んでいる時に

ますけれども、今はどうか知りませんが「おとう

この「不敢当」が出ますと、よくこの話を引用し

さま」を「おもうさま」と言うように、普通の社

ておったものでございます。

会とは違った言葉づかいをするところです。その

プーカンタン

我々のクラスにはそういう友人がおりました。

宮廷用語を先生は身に付けられたのです。それも

しかも彼らが我々の中に入って、我々と一緒に中

あって溥儀の信任を得られたわけですが、宮廷用

国語を勉強しながら教えてくれたというのは、非

語に通じておられるだけにいろいろと訳に思い悩

常に我々の、少なくとも私の助けになったと思っ

まれ、窮して冷汗を流されたのだろうと思ってお

て感謝しております。

ります。

41期生も下村さんにお聞きしましたら、予科に

もう１つ級友から聞いたのに「プーカンタン
プー

（不敢当）」という言葉がございます。この「不
カンタン

入った時には160名ぐらいいて、あとはよそから
編入になった者や、病気などの休学で前の期から

敢当」というのは今は会話であまり用いないよう

下りて来た者を合わせて180名近くになったとい

ですが、我々の時にはよく使っておりました。人

うことですが、今では40名を割りました。数年前

に褒められたり、あるいは好意ある申し出、お誘

までは例年全国の41期生会を開いておりましたけ

いとかお招きとか、そういうものを受けた場合に

れども、もうそれが開けなくなってボツボツ10年

「やあ恐れ入ります」
「どういたしまして」と返す

近くになろうかと思います。そういった同窓会を

挨拶用語なんです。ちょうどその日に授業中その

開いた時に一番よく出る話は、皆さんもそうだと

言葉の用法を教わりまして、その時は分かったよ

思いますがやっぱり恩師にまつわる話ですね。そ
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リーツ

して褒められた時よりも絞られた時の話がよく出

ましたら「梨子」というのは、言うことは言うけ

るものです。私たちの同期会でも「あの時はパン

れども方言であって、共通語では「梨」なんですね。

ペンさん（坂本一郎先生のことです。
「坂本」は

今から思うと坂本先生は、学生の我々が街でいろ

中国音では「パンペン」となりますから）に……、

んな方言を聴いて、我々の言葉が方言交じりにな

リンムーさん（鈴木先生）にも……」といつも話

るようなことを非常に恐れておられたんだろうと

が出ていたものですが、私が一番絞られたのは予

思います。だからちょっと標準的な北京語から外

科２年の時の坂本先生の授業だったと思います。

れるような言葉を言うときつく咎められたんだと

発音の厳しさはさっきちょっとお話ししましたけ

思います。親心ですね。私はそれが分からんもの

れども、授業のあいだ中国人の先生と我々学生が

ですから、あの時はちょっと先生を恨みました。

問答をする、要するによく話をさせようとされる

こんなことでみんなの前でこんなに叱られないと

わけですが、その時坂本先生は横で聞いておられ

いかんのかと。やっぱり指導は非常に厳しかった

まして、我々が使う語彙、語句、それから文法な

ように思います。そして、それは坂本先生のみで

どにも非常によくチェックされていました。いろ

はございませんでした。

いろ思い出がありますが、その１つにこういうの
があります。

リー

授業中に中国人の先生と日本人の先生と一緒に
おられるような話をしましたが、書院では中国語

果物の話の時です。梨のことを、梨は「リー」

の授業は、特殊なものは除きまして中国人の先生

と発音するので「リー（梨）
」だけでいいものを、

と日本人の先生がペアでやられていたんです。こ

私は「リーツ（梨子）
」と「ツ（子）
」を付けたん

れは非常に良かったと思います。僕は学生に「何

です。と言うのは、栗は「リーツ（栗子）」、柿は

で中国語の先生になったか」と聞かれて、よく冗

「シーツ（柿子）
」と言うものですから、梨も付く

談で「楽だろうと思ったから」なんて言っていた

だろうと思って「リーツ（梨子）
」と言いました。

ものですが、素人目には日本人の先生は本当に楽

先生はそれを聞きとがめられて、例の甲高い中国

なんですよ。出欠をとるだけですから。肝心な話

語で̶̶坂本先生は中国語をお話しになる時には、

はみんな中国人の先生がされ、日本人の先生は出

日本語を話される時よりも１オクターブ高くなる

欠をとって、時々学生の言葉じりをとらえて「け

んです。これには理由があるんです。皆さんの中

しからん」と怒っていればいいわけですからね。

にも中国語をおやりになる方いらっしゃると思い

あれで飯が食えたらいいなと、叱られた腹いせに

ますが、中国語は高い低いで意味を変えていきま

級友と話していたものですが、なかなかどうして、

すから、最初があまり低いと、高低のとりようが

そんなものでないことは言うまでもなく、自分が

ないんです。だからちょっと高めに発音するとう

教師になって思い知りました。書院では入門の時

まくいくというわけです ̶̶、そのやや甲高い中

から、授業は中国人の先生のお話を主体にしてお

国語で「お前それどこで聞いたか」とギュウギュ

りました。発音教育もそうなんです。中国人の先

ウ油を絞られました。こんなことで油を絞られる

生は発音の模範を示されるだけではなく、発声・

なんて私もちょっと意外に思いました。それが頭

発音の要領も中国人の先生が中国語で説明されて

にありまして、後年毛沢東の著作を読んでいます

いました。それを横にいる日本人の先生が時々タ

リーツ

と、その中に「梨子」が出てくるんです。何だ俺

イミングを見計らって、たとえば中国人の先生が

だけじゃない、毛沢東まで使ってるじゃないかと

「ショトウ（舌頭）」と言われると、ご自分の舌を

思いました。今度パンペンさんに会ったら言わな

指さされたり、「ツォエ（嘴）」と言われると、黒

きゃいかんと思ったのですがあとで方言を研究し

板に「嘴」と書いてご自分の口を指さされる、そ
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ういう授業でした。上級にいくに従って中国人の

いたものでございます。

先生のおっしゃること、中国語でお話しになるこ

古文・古典は中国人の先生がお１人で担当され

とがだんだん重きをなしていくということは言う

ておりました。古文を現代文に訳すものです。教

までもございません。

材には我々が旧制中学の漢文で習った唐宋八家の

それから作文もペアで教えておられました。日

文や唐詩を多く取り上げておられました。これは

本人の先生が問題を出す、それを学生が中国語で

日本人の先生のご意向が働いていたと思います。

言う、時には黒板にお前書けと言われて書いたり

予備知識があるので、中国語による説明も非常に

しますが。それを中国人の先生がその場で添削す

聞き取り易く、文語と口語の違いもよく分かって、

るというようなやり方でございました。意味不明

これに非常に興味を持っているクラスメートもお

瞭な中国語を言ったり書いたりしますと、中国人

りました。

の先生は日本人の先生に意味を確かめながら添削

それから日本人の先生が単独で教えられる授

してくださいました。今では学生は作文をみんな

業、たとえば先に申し上げました「紅楼夢」とか「児

電子辞書で調べますから、50 人いたら 50 人みん

女英雄伝」の講読ですね、これは日本人の先生が

な同じ答えになるそうですね。我々の時には電子

お１人で担当されておりましたが、これも日本語

辞書はありませんから、
「お前どこに行くのか」

に訳すというよりも、その当時の書き言葉体の話

というのでも「 上 儿去」
、
「 去 里」とか「

を、話し言葉体に直す、近世語を現代のしゃべく

到什 地方去」などいろいろ出てきます。この

り言葉に直すというような説明の仕方で理解させ

ように複数の答えが出ますと、中国人の先生が

ようとしておられたように思います。
「児女英雄

ニュアンスの違いを我々に説明してくださいまし

伝」は熊野正平先生（後に東京商科大学に行かれ

た。これは思い出しても非常に興味深いものがご

た先生です）
、それから「紅楼夢」は野崎駿平先

ざいます。

生（戦後、東北大学に行かれた先生です）にお習

それから「モオシエ（默写）
」
、今は「ティンシ

いしましたが、お２人ともそうでした。特に熊野

エ（聴写）
」とか言いますね。英語の「ディクテー

先生のほうはまるで講談を聞いているようで、聞

ション」です。これも２人ご一緒でした。その

き惚れていたものです。

時々のトピックを中国人の先生が随筆として書い

近年日本でも早い段階から「英語で英語を教え

てこられ、学生に読まれる、それを書き取ってゆ

る」ことの利点が強調されていますけれども、私

く、大変面白い授業でした。その時々のものです

はこれを聞きますと、書院時代のことをいろいろ

し、教科書にない斬新なものがいろいろあったり

思い出すわけでございます。ご意見はいろいろあ

しました。日本人の先生は介添役で、時々新しい

ると思うんですけれども、書院の中国の授業とい

単語が出るものですから、
たとえば「ノンナイ（能

うのは学生に最初から中国語をたくさん聞かせ、

耐）」、腕前とか技量というような意味ですが、初

中国語を話すことができる教育に重点を置いてい

めて出てきた新しい単語だとしますと、既習の単

たと思います。これは書院の特色です。利点もあ

語を使って「能力的能、耐久的耐（能力の能、耐

れば欠点もあるかも知れませんが……。そして書

久の耐）」という具合にしてヘルプしてください

院のこの中国語教育では中国人の先生の果たされ

ました。中国人の先生の作ってこられる随筆が軽

ていた役割は非常に大きいものがあったと思いま

妙で味わいがあると同時に、いろんな新しいこと

す。いつも丹念に準備されてきておられました。

を覚えられ、自分の聴く力がだんだん増してくる

私は戦災ですべてを消失したので「華語萃編」を

ことも実感できて、我々は非常に興味深く聴いて

あるクラスメートから譲り受けたんですが、彼は
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几帳面な男で、欄外にきちんと中国人の先生が挙

とを言います。
「国事多難をよそに、江一つを隔

げられた用法・用例をメモしているんです。それ

てたここでは亡国の調べをなおも歌っている」。

を見ますと、さっき言ったような、活字にならな

先生は朗読を始められまして、
「商女は知らず亡

いような例もやっぱり出ています。たとえば病気

国の恨み」というところで詰まってしまわれたん

でお酒をしばらく止めるというのは「チイチュウ

です。そこで声が途切れて絶句されました。しか

（忌酒）
」ですね。ところがその先生は関連して

しすぐ元に帰って、何事もなかったように朗読を

いろんな用例を挙げていて、中には「チイファン

続けられ、続いてこの説明に入っていかれました

シ（忌房事）
」などがあります。こんなのはテキ

ので、多くのクラスメートは気づかなかったよう

ストに出てきませんよ。辞典にも出てきませんし

です。ただ私たち前に座っていた３、４名はその

……。そういうふうに広く用例を集めて、熱心に

時アッと思ったんです。先生の表情が急変したの

いろんな例を準備してこられたわけです。我々は

に気が付いて、何だろうとお互いに顔を見合わせ

非常に敬愛していたものです。ただ悲しかったの

ました。それが何であったかは先生の説明を聞い

は、先生に対する敬愛の念が深いだけに、我々が

てるあいだに分かってきました。

先生の国を侵している、侵略している国の若者で

先生は秦淮の歓楽街の状況を見て国家の衰亡の

あるということ、これにはやっぱり切ない思いを

歴史がまた繰り返されるのではないかという詩人

しました。いわば我々は敵国の青年です。それに

の思いに触発されて、上海の現況に対する先生の

中国語を教えるということの、先生がたの胸中の

悲しみと憤りがこみあげたのではないかと、この

葛藤はやはりあったと思うんですね。私がもしそ

ように思いました。当時の上海というのは正にこ

うだったならばと思うと、本当に苦しいものがあ

の詩の通りの秦淮でありました。上海の周辺では

りました。当時はあまりそういうことを話題にし

もうすでに共産軍の活動があって、抵抗運動、反

ませんでしたけれども、それぞれが胸の内にそう

日行動が続いているというのに、上海の街では扇

いう思いをしていたことと思います。先生がたは

情的な歌がはやり、酒池肉林の生活にふけってい

微塵もそういうことを態度にお示しになりません

る俄大尽などもいました。しかしよく考えてみれ

でした。しかし、それだけに私たちは苦しい思い

ば、上海がこのような姿になっているということ

をしました。

に我々の祖国は全く無関係ではありません。上海

たった１度こういうことがありました。
「秦淮

がこのようになったことを突き詰めていけば、私

に泊す」という杜牧の詩です。
「烟籠寒水月籠沙

たちの祖国に行き当たる。非常に重苦しい気持ち

夜泊秦淮近酒家

商女不知亡国恨

隔江猶唱後

庭花」という詩ですが、これはこういう意味です。
「靄が寒々と流れる川に立ち籠めて、朧月が川辺

になりまして、早く授業が終わらないかなと思っ
ていました。私たちが書院におりました時にただ
１回だけあった悲しい思い出であります。

に霞んでいる。この夜秦淮河のほとりに宿を取っ

我々の書院での学生生活はこんな状況であった

たけれども、そこは酒家（お酒を飲ませる料亭）

わけですが、その当時書院で、
「中国語大辞典」

が立ち並んでいる」
。秦淮というのは夜の歓楽街

の編纂が進んでいたんですね。私たち学生はあま

です。「商女は知らず亡国の恨み」
。
「商女」とい

り知りませんでした。終戦後何年か経ったあと、

うのは歌姫です。宴席にはべる芸者衆ですね。
「あ

新聞報道で知りました。中国側に接収されていた

の芸者たちは国が亡んだ恨みを知らないのであろ

東亜同文書院の中国語辞典編纂用の14万枚のカー

うか」。「江を隔ててなお唱う後庭花」
。
「後庭花」

ドが郭沫若氏のご尽力によって今度返還されるこ

というのは国を亡ぼすようになった淫靡な曲のこ

とになり、そのカードの整理とそれに基づく辞典
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作りが、鈴木擇郎先生を中心に愛知大学で始まる

す場合に０はどう表すかまで書いてある。それか

という報道で初めて知ったのです。そして愛知大

ら数を唱える場合に、今はそのままズバリと数を

学の「中日大辞典」が発行されまして、私は今も

言うんです、１とか２とか３とか。しかし清朝の

ずっと利用いたしておりますが、利用していて強

末期、民国の初期の頃の中国人は、６なら「リョ

く感じるのは、この辞典は正に日本人が日本人の

ウユウタアシュン（六六大順）」、７なら「チイチャ

学習用に作った手作りの辞典であるということで

オ（七巧）」、８なら「パアシェンクオハイ（八仙

す。日本の多くの辞典が、中国人が中国人のため

過海）
」とか唱えるのですが、そこまで詳しく記

に作った漢語辞典の焼き直しと言うと叱られます

してあります。

が、それに近いんです。これに対して愛知大学の

これは何でもないようでございますが、このよ

「中日大辞典」は日本人の手作りによる、日本人

うな説明がないと、中国の当時の文学作品は読め

の学習のための辞典なんですね。このことを、例

ません。ただ「拳を打つ」では何のことか分から

を挙げればたくさんありますが、２つだけお示し

ない。ジャンケンをするみたいな感じになってし

したいと思います。

まいます。こういう点は愛知大学の辞典は一味違

１つは「ホワチュワン（ 拳）
」
。これはＡ辞典

うんです。これはおそらくこのカードを担当され

によりますと「拳を打つ」と書いてある。そして

た方の原稿がそうなっていると思うんですね。そ

括弧をして「宴席で行なわれる遊びの一種」と書

れを愛知大学でまとめあげてこられた。これは中

いてあります。どういう拳の打ち方かということ

国の社会に深く入り込んでいる人でなければ書け

は分かりませんから、これを引いた人はああ日本

ないことです。愛知大学の辞書にはこういう点が

の狐拳のようなものかと思うかも知れません。も

あります。こんなことを言いますと、そんな説明

う１つＢ辞典で見ますとちょっと詳しくなってお

は「辞典」でなく「事典」に任せればいいことだ

りまして、
「宴席でのゲームの一種。拳を打つ。
」

との反撃があるかも知れません。しかし外国の文

そして参考としてこういう説明が付いておりま

化に対して「事典」的な説明なくしては、外国語

す。「２人がそれぞれ任意の数の指を突き出し、

の「辞典」は成り立たないんです。その点、愛知

同時に１から10までの数を唱え、両方の指の和を

大学の辞典は中国の文化を理解する、そういう方

当てた方が勝ち、負けた方は酒を飲んだり隠し芸

向の、正に日本人が日本人学習者用に作った手作

をしたりして興を添える。
」では愛知大学の「中

り辞典なのです。

日大辞典」のところを見てください。非常に詳し

また「辞典」という点について見てみましても、

い。拳を打つのは同じですがその打ち方について

やっぱり愛知大学は非常に優れている点がありま

の説明です。指の示し方が出ていますね。指を出

す。これは私、愛知大学を贔屓して言ってるんじゃ
ないんですよ。事実を言ってるんです。
「チャイ
（拆）」というところを見てください。「１、２、３」
と意味が分けてあります。１つは「（糊付けなどを）
はがす」とか「ほどく」という意味。もう１つは
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「ほぐす」「解体する」
。３番目に「仲を裂く」と

とは妥当でありません。ただ愛知大学の「中日大

書いてある。３つ挙げております。しかし日本の

辞典」にはこういう特色がある、日本人手作りの

辞典を見ますと３を挙げてないんです。前２つだ

辞書であるという良さをみんなに認識してほしい

けなんです。もちろん説明のしかたは違いますが、

ということで取り上げたわけで、他意はございま

基本的には１と２だけ挙げて３は挙げてないんで

せん。この点はご理解をいただきたいと思います。

す。親文字のところでは挙げないで、
「チャイカ

愛大の「中日大辞典」がこういう特性を持ってい

イ（拆開）」という見出し語で初めてこの意味を

ることは、10数万に及ぶカードの特質と、それを

出してくるんです。たとえばＡという辞典が１と

整理された愛知大学の中国語のスタッフ、中国語

チャイ

２で親文字の「拆」の説明をほとんど取り入れた

の先生方の見識だと思うんです。この辞典は書院

あとに、３の１項目を増やして「仲を裂く」とい

が果たせなかった中国語大辞典の大事業の継承で

う訳語を示しています。Ｂという辞典は１、２の

あるとともに、愛知大学の中国語研究の集大成で

区別もなくて同じように意味を並べたあとに、も

もあるのです。

う１つ「引き裂く」を付け加えていますしかし、
よく考えてみますとこれはおかしいんです。これ
チャイカイ

カイ

なおこの辞典の編纂については、ここにおられ
る今泉潤太郎先生が若くして、ほとんど愛知大学

では、「拆開」というのは、
「開」というのがある

のご卒業と同時に編纂に関わられたのではないか

から「仲を引き裂く」というふうに考えますでしょ

と思います。今泉潤太郎先生は我々の恩師である

チャイ

う、みんな。そうじゃないんです。
「拆 」にそう
チャイカイ

いう意味があるからこそ「拆 開」が「仲を裂く」
カイ

という意味になるんです。
「開 」というのは「引
カイ

き裂く」ことによって間隔が開く、だから「開 」
カイ

鈴木擇郎先生のお弟子さんで、したがって私と今
泉先生とは同門ということになるわけでございま
す。この今泉先生を始めとする愛知大学のその他
の若い中国語の各先生方のご努力によってずっと

なんです。
「開」に「引き裂く」意味があるわけじゃ

改訂が進められまして、さっきお伺いしたところ

ありません。これは辞典としては根本的なミスを

では、改訂版が年内には出版されるというお話で

犯しているんです。

ございます。１日も早い出版を待ち望んでいる次
チャイ

愛大のはそうでなくして、
「拆 」という親文字

第でございます。泉下に眠る我々の恩師も、どん

の説明に「仲を裂く」という訳を付ける。これは

なにか喜んでおられることだろうと思います。偉

何でもないと思うかも知れませんが、大変なこと

業を受け継ぎ、発展させてこられた愛知大学にあ

です。日本のＡという辞典、Ｂという辞典は１と

らためて深く敬意を表すると同時に、早くこの辞

２だけで済ませている中国の漢語辞典を踏襲して

典を出していただくようお願いする次第です。

いるからそうなるんですが、愛大はそういうこと

大きなテーマを掲げながら、実際は老人の懐古

なしに書いてるんですね。これは何でもないよう

談に終わりまして、大変恐縮に存じております。

なことだけれども非常に大事なことです。中国語

この機会をお与えいただきました愛知大学東亜同

の仕組みを研究していく上で大変なポイントなん

文書院大学記念センターの先生方に深くお礼を申

です。

し上げると同時に、我が母校と縁が繋がる愛知大

そういう点で私は愛大の辞典を引くたびに「あ

学の益々のご発展をご祈念申し上げまして、拙い

あ、さすが」とか、
「やっぱりそうか」というよ

講演を終わりたいと思います。なお本講演会には

うな感じをいつも持っております。もちろん辞典

東京など遠方からお見えいただいた方もございま

というのはみんな一長一短があるんです。だから

した。改めて御礼申し上げます。長いあいだご清

１語を取り上げてその優劣を問うというようなこ

聴いただきましてありがとうございました。これ
171

◦ 2040 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

【劉】 愛知大学現代中国学部の劉柏林と申しま

で一応終わらせていただきます。

す。先ほど宮田先生の、東亜同文書院の中国語教
【今泉】 １時間半たっぷり、大変ありがたい、私

育についてお話を伺って、本当に勉強になりまし

個人的にも本当に興味深いお話を聞かせていただ

た。書院の方から私も10数年前に、中国語につい

き、ありがとうございました。それでは少し時間

ての教育というお話を初めて聞かせていただきま

がございますので、皆さんのほうから質問とか、

した。私は今愛知大学現代中国学部で中国語を教

同文書院の方々もいらっしゃいますので、お話を

えてますが、ちょっと先生のお話について２、３

伺ったりいたしたいと思います。手を挙げていた

お聞きしたいことがあります。１つは当時書院で

だけばマイクをお持ちしますのでよろしくお願い

は中国語教育を、今愛知大学では１コマ90分です

いたします。

が、当時は何分間でしたか。それから週に何コマ
（何時間）中国語の授業がありましたか。次に中

【高遠】 クンテン（宮田）さん。高遠です。久し

国語の授業はたとえば今は会話とか文法とかいろ

ぶりに宮田さんにお会いしました同級生です。お

いろ科目がありますが、当時はどういうような科

話の中に出てきた鈴木先生、坂本先生、あるいは

目がありましたか。そういうことについて教えて

熊野先生、みんな字引を作って、愛大では鈴木先

いただければありがたいです。

生が今泉先生と共同と言うか、一緒に字引を完成
された。熊野先生も、一橋大学に帰られたんです

【宮田】 書院では講義は90分でございましたけ

が、やはり字引を作られた。あなたも字引を作っ

れども、語学の授業で90分緊張状態を保つことは

ていらっしゃる。戦後僕らの仲間で中国語をここ

不可能です。やっぱり45分から50分というのがせ

まで研究した人はないと思った。あなただけです

いぜいです。だから語学の授業は、はっきりした

ね。お話に出てきた鈴木さん、僕らは「リンムー

記憶はありませんけれども講義の時間とは違った

さん」と言っていた。坂本さんも僕らは「バンペ

と思います。外国語は平生と違った頭の使い方を

ンさん」と言って、坂本さんとは言わなかった。

するわけですから45分ぐらいでヘトヘトになりま

熊野さんは「シュンイエ」はちょっと言いにくい

す。コマ数はそんなに多くなかったと思いますが、

から「チョンピン（正平）さん」と。あなたはそ

毎日ありました。８コマはあったと思います。科

の仲間だから、これから「クンテンさん」と言い

目はさっき今泉先生に当時の成績表を見せていた

ましょう。いやどうもありがとうございました。

だいたんですが、１部、２部、３部とあります。
それが何の科目を指すのかは存じませんが、１回

【宮田】 私の同期も、１級下の小崎さんもお見え

生の時は文法、作文、発音と全部ひっくるめた総

でございますから、書院の関係の話はだいたいお

合です。２回生の時には文法だけの授業がござい

答えできると思います。いずれもずっと滬友会本

ました。これは熊野先生がちょうど三省堂から文

部とか霞山会に関係しておられた方でいろいろご

法の本を出されたことと関係があると思います。

存じだと思いますから、どうぞ遠慮なくお聞きく

近世白話小説の講読とか、尺牘（書簡）文などは

ださい。

独立してありました。

【今泉】 ございますか、どうぞ。お差し支えなけ

【今泉】 どうぞ。

ればお名前をおっしゃってください。
【伊賀】 昭和38年に愛知大学を卒業いたしました
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伊賀と申します。私は
「華語萃編」
を教科書として、

派遣されている支局の中国人の社員に話していた

今泉先生に中国語を教えていただきました。今

ら、向こうはびっくりして、その言い方はダメだ

「中日大辞典」のことについて先生から大変お褒

と言う。それで「華語萃編」を示したところ、
「こ

めをいただきまして嬉しく思うんですけれども、

れもスーラ、スーラ、スーラ（死了）……」
。
「死

もう１つの財産であります東亜同文書院大学編纂

んだ、死んだ、死んだ」。言葉がみんなもう死ん

の「華語萃編」を、大変ボリュームが多いですし

でしまっていると言われたそうです。
「死 了 」と

少し古いかも分かりませんけれども、昔の伝統的

言われた言葉が全部ではございませんが、一部に

な言葉が残っているとのことで、これがこのまま

やはり復活して来ています。中国はそういう社会

無くなってしまっては大変だと思いますので、少

になりつつあると私は思います。
「我在蘇州恭候」、

し内容を精選していただいて、何らかの形で書物

これもその例です。この言葉は戦後のテキストに

として残していただくということはできませんで

は出ていませんよ。しかし中国の学長さん連中は

しょうか、ちょっとお訊ねをいたします。

使います。だから先生がおっしゃるように、今の

スー ラ

ウォツァイスウチョウクンホウ

中国社会の言葉のあり方を見て、ぜひ愛知大学の
【宮田】 ちょっとそれは容易ではありませんね。
しかし、私も先生と同意見です。と言うのは今の

方にそういう研究をなさってほしいと思います。
安部さんお願いしますよ。

中国では、社会主義社会になってから一時廃止に
なった言葉が、礼儀正しい言葉として復活してお
ります。年配の方は今のテキストに出ていない言

【今泉】 どうでしょう、ご質問ご意見、あるいは
同窓の方のお話を。

葉を使います。３、４年前だったと思いますが蘇
州大学の学長が日本に見えられまして、電話がか

【安部】 愛知大学現代中国学部の安部です。今、

かってきました。
「時間が無くてお会いできない

宮田先生から名前を言われたものですから。私は

が、いつ蘇州にお見えになるか」とお訊ねになり

今、中日大辞典編纂所の所長を今泉先生から引き

ましたので、私いつ頃また蘇州へお伺いしたいと

継いでやらしていただいておりまして、もちろん

言いましたら、
「ウォツァイスウチョウクンホウ

今泉先生は編集主幹という形で今も編集に携わっ

（我在蘇州恭候）
」
。
「恭しく待つ」という言葉をお

ていただいております。先ほどのお話の中にあり

使いになりました。
「じゃあ蘇州でお待ちしてい

ましたけれども、今年の末までに何とか第３版

ます」。今の学生なら電子辞書を使って「ウォー

を出す予定をしております。先ほど宮田先生か

ツァイスーチョートンチョニー（我在蘇州等着 ）
」

ら非常にお褒めいただいて、ますます何かプレッ

ですよ。「私蘇州であんたを待ってるよ」
。上層階

シャーが強くなったなというふうに思っており

級ではそういう敬語がだんだん中国でも復活して

ます。逆に、言い訳ではありませんが少し最近の

います。「華語萃編」の中のこういう言葉は、一

出版のことについて、この機会をお借りしてお話

時はほとんど無くなりました。私の同級に高田君

しできたらと思います。前回の増訂第２版が出た

という毎日新聞の記者がおりました。第１回の毎

のが87年ですので、もうそこから22年の月日が流

日特派員です。文化大革命の時には文化大革命の

れております。この間の中国の変化は非常に大き

報道で上田ボーン賞、記者としては大変名誉な表

いものがございまして、新しい語彙とか、先ほど

彰を受けましたけれども、当時の中国政府からは

の「死んでしまった」というような語彙もたくさ

睨まれまして国外追放になり、２度と中国の地を

ん含まれております。そういったものをどのよう

踏むことなく終わりました。彼は北京にいた時に、

に切って、新しいものを入れるかというのが大き
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な問題でして、本の厚さ自体はあれ以上増やすこ

と時間があるようですので２つほど質問させて

とができないものですから、必ず新しいものを入

いただきたいと思います。私は東亜同文書院から

れるためには古いものを捨てるしかないというと

愛知大学にどう発展していくかということを中心

ころが一番大変な点でございまして、今泉先生始

にささやかな研究をしている者なんですが、先生

めたくさんの先生方に頭を悩ましていただきまし

がちょうど東亜同文書院大学の第２期生であられ

て、何とか愛知大学の「中日大辞典」の特色を残

ることと関連いたしまして１つ質問がございます

しつつそういうことにどのように対応するかとい

が、当時東亜同文書院大学内で学生の中で学風論

うことでこれまでやって参りまして、これを年末

争というのが行なわれたということが「東亜同文

に出版すると、いろいろと従来と多少変わった点

書院大学史」に出て参ります。１つは「実学派」

も出てくるかも知れませんけれども、そういった

と言われるものと、もう１つは「アカデミー派」

ことも含めまして、今日ご列席の方々にまたいろ

と言われるもの。そしてそのアカデミー派の学

いろとご指摘をいただいて、さらにいいものに変

生に、いわばかつがれたと言いますか、彼らの精

えていきたいと思っておりますので、その点ぜひ

神的な支持者になられたのが本間先生であるとい

よろしくお願いいたします。宮田先生にもまた新

う記述も見られます。その本間先生が最後は学長

しい辞書を贈らせていただきますので、ぜひご覧

として復帰されること、そして愛知大学の創立に

いただいていろいろとご指摘をいただければとい

中心的な役割を果たされることとの流れで、この

うふうに思っております。今日は本当にありがと

学風論争ということに注目しておるんですが、実

うございました。

学派と言われる学生達と、アカデミー派と言われ
る学生のあいだには、はっきりとしてはいないけ

【宮田】 戦後日本で何種類かの中国語辞典が出

れども何らかの思想傾向の、あるいはもっと言え

版されましたけれども、改訂版が出た辞書はござ

ば政治的傾向の相違というものが見られましたで

いません。辞書の改訂というのは辞書の編纂より

しょうか。たとえばアカデミー派というのは非常

も難しいのです。そうですね、今泉先生。だから

にリベラルな人達が多かったとか、実学派という

この改訂を２回やられるというのは大変なエネル

のは当時の日本が進めております中国への戦争、

ギーですよ。これはやっぱり愛大がいかに犠牲を

そういったものに割と肯定的であったとか、そう

払っているか。先生方は教える以外に辞典の編纂

いう思想的な傾向が見られたかどうか、先生はど

をやっていらっしゃるわけですから、相当なエネ

ういうふうにご判断になられているのかお聞かせ

ルギーを使っておられるわけです。２回も30年の

願いたいということが第１点でございます。

あいだにやられるということはこれはもう大変な

第２点は、これはこのあいだ私が講演した時の
１つの議論の対象になったのですが、愛知大学は

ことです。ご成功をお祈りして止みません。

現在東亜同文書院大学の後継大学と自称している
んですけれども、東亜同文書院大学の卒業生、滬

【今泉】 その他ございませんか。

友会の中にはかなり大きな力をもって愛知大学を
【大島】 愛知大学東亜同文書院大学記念センター

東亜同文書院の後継大学とは認めないというご意

の客員研究員をしております大島隆雄と申しま

見が一時強かったんですね。詳しいことは言いま

す。私は中国語の教師でもなければ本日のご講演

せんが。先生は東亜同文書院を少し早めにご卒業

の趣旨から少し離れた質問になりますので遠慮

になって、中国で敗戦を迎えられて日本に帰国さ

させていただいておったんですけれども、ちょっ

れたんですが、愛知大学に来られて中国語の先生
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になられたわけではなくて、しばらくは福井県で

いくんですから、もう少しアカデミックに取り組

語学教員になって、後に大阪市立大学その他の大

まなきゃいけないというような気持ちであって、

学で活動なさるんですけれども、帰国直後愛知大

仲間のあいだにアカデミー派だとか実務派だと

学が創立される頃福井県におられまして、愛知大

か、そういう区別は全くなかったような気がしま

学についてどういうふうにお感じになられたの

すけどね。

か。本間先生あるいは小岩井先生らが作る後継大
学ができたなというふうに感じられたのか、それ
とも京城大学や台北帝大などの先生と一緒になっ

【宮田】 私もそう思うんですけれども。小崎さん
いかがでしょう、期がちょっと違いますが。

て新しい大学ができて、どことなく東亜同文書院
大学とは違った大学ができたんだなと感じられた

【小崎】 私もそう思います。強いて分けるとな

のか、その辺の率直なところを、今日は愛大で講

ると非常に難しい。そういう分け方は後の人が

演をなさっておられるからと遠慮なさる必要は何

いろいろ想像して、後世の学者と言うかそうい

もございませんのですが、その辺愛知大学の創立

う方々が考えられたことじゃないかと思うんです

を素直な後継大学の出現と見られたのか、それと

が。我々がおった当時は全くそういうことは考え

も本間さんあるいは小岩井さんが作られたかも知

なかったです。我々の入った運動部にはそういう

れないがちょっと東亜同文書院とは違った大学が

ことはなかったですね。運動部じゃなくて音楽部

できたんじゃないかと見られたのか、その辺のこ

だとか、座禅をやった部だとか、YMCA だとか、

とを。ちょっと微妙な質問をさせていただいて失

それから禅をやってた尚志会、そういうものの中

礼なんですけれども、実はこの問題を私、研究し

ではあり得たかも知れませんが、まあ私は無かっ

ているので、率直にお答えいただきますと大変嬉

たと思いますね。

しいです。
【宮田】 高遠さんどうでしょうか。
【宮田】 はい。第１点でございますが、これは１
つ小崎さんらのお考えを伺ってみましょう。アカ

【高遠】 私も同じような意見です。

デミック派がリベラルで戦争反対であると、それ
から実務派は体制容認で中国侵略容認であるとい

【小崎】 後世と言うか、後の人がいろんなことを

うような明確なものはなかったように思っており

言うんでしょうけれども、我々の中ではそういう

ますけれどもね。それから我々学生はそういうこ

区別は無かった。

とを討論したことはないですね。後からどなたか
がお書きになったことであって、学生のあいだに

【宮田】 学生のあいだでは無かったと思います。

は、少なくとも我々の周囲には無かったと思って
【小崎】 後からそういうことを作文しているん

おります。どうでしょうか、下村さん。

じゃないかな。ありませんでしたね。
【下村】 そうですね、私自身の感じとしては、商
務科が４年生、我々大学の１年で１期生、２期生

【宮田】 それから第２点です。愛知大学ができた

で予科になり学部ができたでしょう。そこの違い

時に我々がどう見ていたかということでございま

で、いわゆる従来の先輩達はどちらかと言うと実

すが、率直に言いまして私はやはり別個の大学が

務派だったと。我々は大学になって予科、学部で

できたというような感じがしておりました。それ
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からその後の愛大にいろんな事件が起きました。

【今泉】 それではまだあるかも分かりませんけれ

金丸一夫さんたちがやった、例の愛大事件などが

ども、ちょうど時間になりましたので、改めて講

ありましたね。そのころの愛大を見てやっぱり

師の宮田先生に拍手でお礼を申し上げたいと思い

ちょっと我々が考えている大学とは違う、書院と

ます。先生どうも本日はありがとうございました

は関係のない方向に愛大は進んでいるなというの
が正直なところ我々の実感でした。
宮田一郎（東亜同文書院大学41期生）
1923年福井市に生まれる。福井県費生として東亜同文書院大学入学。学徒出陣で応召。終戦により現地除隊。
帰国後、福井県立高校に勤務のかたわら、中国語学の研究をすすめ、福井大学で永らく中国語を教え、のち大阪市立大学教授となる。
その後、大東文化大学、京都外国語大学、北陸大学各教授を歴任。この間８年にわたりＮＨＫテレビ、ラジオ中国語講座を担当。
『漢語方言大詞典』、『明清呉語詞典』を復旦大学、蘇州大学と共同編集し、現在両大学の顧問教授。その他多数の中国語辞典を編著。
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〈東亜同文書院大学記念センター公開講演会〉

上海交通大学史の編纂をめぐって

上海交通大学校史研究室

葉

敦平

【司会】 こんにちは。ちょうど時間になりました

の、とりわけ中国では上海交通大学の関係の先生

ので、本日の東亜同文書院大学記念センター主催

が多かったんですけれども、東亜同文書院をめぐ

の講演会を始めさせていただきます。幸いなこと

る、イデオロギーではなく歴史的な史実に基づい

に今日はなかなか良い日でございまして、暖かい

た研究をしましょうというプロジェクトが立ち上

ので大変ありがたく思っております。本日の講演

がりました。この背景には東京の霞山会の北川理

は、画面にも映っておりますけれども上海交通大

事長を中心とした方々の大きな功績と、それに応

学の校史編纂室の総まとめ、その編集長をやって

じていただいた葉先生の功績が非常に大きかった

おられます葉敦平先生であります。葉先生は中国

わけであります。

の人民大学で哲学の勉強をされたあと、いろんな

数年間日本と中国との間で東亜同文書院に関す

大学を卒業されまして、現在は上海交通大学にお

る調査研究が行なわれました。その時に中国側の

られますが、中国の各大学関係者の方々と非常に

代表で葉先生にまとめ役をしていただきました。

面識の豊かな先生です。お人柄も含めて全国各地

日本側は私がやったわけですが、その成果を上海

の大学の関係者には葉先生のファンがたくさんお

交通大学でシンポジウムという形で、70 〜 80 人

られます。葉先生は数日前の１月27日（水）に、

ぐらいの参加者の前で行ないました。その成果を

東京で第16回の東亜同文書院記念基金会の表彰を

愛知大学でも皆さんに聞いていただいたほうがい

受けられました。正式には東亜同文書院記念賞と

いだろうというわけで、そのあと愛知大学でも同

言います。

じようなシンポジウムを開きました。併せて中国

皆さんご存じのように東亜同文書院と上海交通

にあります東亜同文書院関係の資料類を、非常に

大学はある時期隣同士に立地しておりましたが、

積極的に収集していただきまして、270〜280頁の

1937年に日中戦争が始まって以来、東亜同文書院

資料選集というのを出版していただきました。こ

が上海交通大学の建物敷地等を使う時代がござい

れは非常に貴重でして、これまで我々が知り得な

ました。それはそれぞれの歴史の中で非常に気に

かった中国での東亜同文書院の存在、中国との関

なる大きなできごとでございます。現在交通大学

わり、とりわけ交通大学の学生諸君と書院の学生

史の編纂事業が進んでいる中で、そのことも踏ま

との間に非常に密接な繋がりがあったというのは

えながら、東亜同文書院が中国の中でどういう存

あまりきちんと知られていなかった点であります

在であったのか、あるいはどういう形で日中関係

けれども、そういうような諸資料も含めて資料選

に関わってきたのかというようなことも含めまし

集を出していただきました。そういう点で東亜同

て、今から５年ほど前になりますか、日本と中国

文書院記念会といたしましても充分表彰に値する
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ということで、この 27 日に東京で表彰式が、書

学は交通部という上の機関が直轄していました。

院の卒業生の方々を含め 50 人余りにご出席いた

卒業生の多くが交通部門に就職していることか

だいて盛大に行なわれました。今回はせっかくの

ら、交通大学という名前を使うようになりました。

機会ですので、愛知大学までいらしていただいて、

ということで交通大学という名前が今まで続いて

現在進行中であります上海交通大学史の編纂をめ

おります。それから単なる交通だけじゃなくて、

ぐってお話をしていただきたいと申し上げました

航空技術とか船舶とか、そういう専門科目も設置

ら、快く引き受けてくださいました。

されるようになりました。現在でも交通大学と言

というこれまでの経過がございまして本日の講

えば交通と関わる専門的な大学という誤解が多い

演会に到ったわけであります。前置きが長くなっ

かも知れませんが、実はそうではなくて、多くの

たかも知れませんけれども葉先生のご講演に移ら

専門を設置する総合的な大学です。

せていただきます。葉先生、よろしくお願いいた

交通大学という名前ですが、現在の正式名称は
上海交通大学です。次に、この上海交通大学につ

します。

いてもいろいろ話すことがあります。昔は交通大
【葉】 皆さんこんにちは。私は共同研究を通じて

学という名称でしたが、1957年、交通大学は上海

藤田先生と非常に長い付き合いがあります。今回

と西安の２つの部分に分設されるようになりまし

愛大を訪れるのは２回目であります。またこうい

た。

う機会を設けていただきまして本当に心から感謝

当時の国防的な関係で言いますと上海は沿海地

を申し上げたいと思っております。今日は上海交

域でありまして、戦争が起こった時に被害を受け

通大学の校史の編纂についての問題を取り上げて

ることになるから、一部を奥地の西安に移したわ

皆さんと話し合いたいと思っております。

けでございます。そのために一部の教員と学生と

今日の話には主に２つのテーマがありますが、

教材の設備を西安に移したんです。当時の名称は

第１のテーマは上海交通大学の状況についていろ

交通大学の上海に残った部分は上海部分と言いま

いろ説明したいと思います。上海交通大学の最初

して、西安に移した部分は西安部分という名称を

の名前は「南洋公学」と言いまして、1896 年に

使っておりました。学長は１人で、卒業証書も前

創設されました。中国の大学の歴史では、主に２

と同じように交通大学でありました。

つの大学を近代的な大学として位置づけておりま

1959年になりますと、交通大学の上海部分を正

す。その１つは天津にある「天津大学」で、当時

式に上海交通大学という名前にしました。西安部

の名前は「北洋大学」です。天津大学の前身校で

分は西安交通大学となり、１つの大学が２つの大

ある北洋大学は1895年の10月に天津に創設されま

学になったわけです。今は上海交通大学と西安交

した。

通大学という２つの大学です。

上海交通大学の前身校である南洋公学は、それ

現在中国で交通大学という名前を使っている学

からちょうど半年後の1896年４月に上海に創設さ

校は全部で５つあります。それは上海交通大学、

れました。上海交通大学の名前になぜ「交通」と

西安交通大学、四川省の成都にある西南交通大学、

入っているかについて多くの方々が疑問を抱いて

北京交通大学、大陸以外に台湾の新竹にある新竹

おります。

交通大学の５つです。これらの５校は全部上海交

まず学校の名前から説明したいと思います。上

通大学とつながりを持っておりまして、特に新竹

海交通大学の創設当時は交通に関わる専門科目が

交通大学は上海交通大学の卒業生が新竹に作った

多かったんです。たとえば鉄道線路とか。交通大

新しい交通大学です。この５つの交通大学は関わ
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りを持つんですが、それぞれ独立した大学です。

ります。それに伴って医学専門も全国的に有名に

毎年この５つの交通大学の学長協議会を設置して

なりました。あと薬学もありますね。

いますが、それ以外の部分は全部独立したもので

３番目としては生物と農業です。これももとも

す。ということで、交通大学というのは中国では

と上海交通大学に農業の専門はなかったんです。

非常に影響力を持つ名称でありまして、多くの学

上海農学院を吸収したあとにこういう専門を設置

校が交通大学という名前を依然としてそのまま残

するようになりました。ここで特に強調しておき

しています。

たいのはこの４番目の人文科学です。文系のほう

今の上海交通大学がどのような専門科目を設置
しているかについて説明したいと思います。今の

ですね。この分野において、今後、愛知大学との
交流が盛んになっていくんですね。

上海交通大学は４つの専門ブロックを設置してい

以前は上海交通大学は理系あるいは工学系の大

ます。１番目は理工系で、その中に船舶機械、電

学という認識がありましたけれども、最近になっ

子（エレクトロニクス）
、これはソフトウェアの

て文系の科目設置、あるいは教育とか研究に力を

材料などの専門科目があります。理工系の中で一

入れていることで、文系の部分の成長が非常に著

番有名な専門は、船舶の中の商船です。上海は海

しく、その文系の中でこれは管理と書いてありま

の近くにあるので海運業が盛んで、商船の専門が

すが、経営（マネージメント）、法学、人文とか、

非常に力を持っております。ちなみに、中国の最

あとはメディアとかデザインとか、工業生産とか、

初の商船製造工場である「江南造船」は上海にあ

いろんな専門を設置しております。

ります。その工場の中の工場長とかエンジニアと

文系の基礎的な専門の設置も整っております。

か、あと設計している人とか、みんな交通大学の

たとえば哲学とか中国語文学とか、あと歴史とか

卒業生であります。商船以外に建築とか、土木建

の専門を設けるようになりました。特にこの中で

設とか、そういう専門も非常に力を持っています。

は交通大学の法学、法律のほうは非常に強いです。

20 年代の土木工事の専門は上海交通大学が非常

今の法学院の院長は日本から来た学者です。

に強かった。それ以降は中国各地に分散するよう

外国語教育では日本語の教育にも非常に力を入

になって、その地位を保つことはできなくなった。

れており、多くの教員は日本留学の経験を持って

もう１つ、機械動力というのは上海交通大学

おります。今までお話ししたように上海交通大学

の伝統的な専門であります。最近になって一番力

は単なる交通だけの大学ではなく、あるいは工学

を入れてるのは電子テクノロジーの分野です。電

だけではなく、文系も入れた総合的な大学です。

子テクノロジーの部分では、全国的に有名ないく

現在上海交通大学は３つの目標、スローガンを掲

つかの大学の中の１つです。昨日東京で日中大学

げています。１つは総合性を持つこと、もう１つ

フェアとフォーラムが開かれましたが、そこに招

は研究型、さらに最後は国際化した総合大学をめ

聘された上海交通大学副学長の張さんは電子テク

ざしております。

ノロジー学部の出身であります。ここに挙げてい

研究型について言えば、ただ学部生を育成す

る商船・機械・電子・ソフトウェア以外では、理

るだけではなくて、主に大学院生の育成、若手研

科とか数学も非常に力を持っております。

究者の育成に力を入れております。現在は170の

２番目の特徴ある専門分野は生命科学と医学の

博士課程と270の修士課程の専門を設置しており

ほうですね。上海交通大学はもともと医学という

ます。さらに、若手研究者を育成するためのポス

専門を持ってなかった。上海第２医学院を吸収し

トドクターステーションは26の専門を持っていま

たあとに、上海交通大学医学部を設置したのであ

す。教員数は3,000人ぐらいで、全部で50,000人ぐ
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中国人学生が入学することによって学生間の交流

らいの学生数を持っています。
20,000人ぐらいが学部生、20,000人ぐらいが大

はさらに盛んになりました。
東亜同文書院が1917年に虹橋路に移ったあと、

学院生、4,000人ぐらいが留学生です。
先ほど申し上げたように農学院と医学院を吸

37年に日中戦争が勃発するまでの20年間というの

収したあとに、現在は全部で５つのキャンパスを

は非常に関係が良かったことが、藤田先生との共

持っております。全体の面積は5,000ム、約330ヘ

同研究によって実証できました。

クタールぐらい。けっこう広い面積を持ってます。

しかし、1937年以降非常に残念なことになりま

また、先ほど申し上げた３つの目標の中で１つ

して、その関係に少し変化が見られるようになり

は国際化の戦略です。国際化を実現するためには

ました。というのは、上海交通大学の校舎は日本

海外の大学との交流を促進しないといけない。海

の憲兵隊に占拠されることになります。その後、

外で協定を結んでいるのは136の大学で、一番多

東亜同文書院の校舎が焼かれて、長崎に一時期移

い国はアメリカ、その次が日本です。日本では21

転することになりました。のちに、東亜同文書院

の大学と協定を結んでおります。愛知大学もその

は再び上海に戻ってくることになりますが、もと

うちの１つです。

もとの校舎が焼かれたので、どこで大学を存続す

私は愛知大学と上海交通大学の交流・友好関係

るかというのが課題になっておりました。

がさらにステップアップすることを確信しており

その時に憲兵隊に占拠された交通大学が候補に

ます。昨年に愛知大学の佐藤学長と交通大学の張

なったわけであります。外務省と軍部にお願いし

学長の対談がありまして、２つの大学の交流を促

て借用することになりました。そして、上海交通

進するための話し合いがなされたようです。その

大学の看板を外して東亜同文書院の名前にしたこ

中で１つ構想しているのは、愛知大学が上海交通

とについて、多くの人が不満を感じました。
こういう歴史がありましたけれども、これはす

大学に事務所を設置するということです。
上海交通大学と愛知大学の関係は非常に歴史が

でに過ぎてしまったことです。東亜同文書院の卒

長いですね。次に、その関係について若干触れて

業生の多くの方々はその後上海交通大学を訪ねて

おきたいと思います。

きて、日中関係の改善とか、日中友好のために力

愛知大学の前身校は東亜同文書院でありまし
て、東亜同文書院は上海交通大学といろんなつな

を注いだのです。彼等が望んでいるのは日中間の
真の友好関係です。

がりを持っております。20年間隣同士の関係でし

愛知大学は日本での日中友好促進する大学の中

た。東亜同文書院は南京に創設され、そのあと上

で非常に有名な大学でありまして、我々の交通大

海に移った。さらに上海の中の虹橋路に移ったあ

学も愛知大学と友好関係を保つことで、日中関係

とは上海交通大学のすぐ隣にありました。

の改善や日中友好のために少し貢献できたらとい

その時の学生間の活動は非常に盛んでした。互
いに交流したりいろんな活動に参加したりして。

うことを望んでおります。
上海交通大学のいろんな状況・概要は私が話し

時代背景から見ますと、20 世紀の初頭には中国

たい第１点です。次に話したいのは上海交通大学

共産党はまだ合法的な組織ではなかった。その時

の校史の編纂についての幾つかの問題点です。

学生の運動は主に同文書院の学生と連携しながら

大学史の研究というのは、日本は中国より遙か
に進んでおります。現在中国の上海、あるいは全

やっておりました。
東亜同文書院はご存じのように日本の学生だけ
ではなく中華学生部を設置したことがあります。

国の有名な大学は自分の大学の歴史についての研
究が非常に盛んに行なわれております。
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我々は校史の研究あるいは編纂というのは非常

た時、国語の問題が非常に難しくて、テーマは「仁

に重要な意味を持つ作業であると思っています。

は人の安定であり、義は人の進むべき道である」

校史の編纂あるいは研究は、３つの意義を持って

という題の論文でした。もう１つの科目は英語で、

いると思います。

中国の「桃源郷」という古典を英文に訳しなさい

第１、大学の高等教育と大学の発展のために、

という出題でした。当時の上海交通大学の学部受

大学の歴史を踏まえた上で発展のビジョンを設

験にこんな難しい問題があったのを見ますと、基

定するのに非常に参考になる部分が多いと思いま

礎を非常に重視するというのは上海交通大学の１

す。交通大学について言えば、３つの時代にまた

つの特色ではなかったかと思っております。

がっています。清朝・中華民国・中華人民共和国

これらのことで校史の編纂と研究についての重

の３つです。世紀も３つにわたっています。設置

要な点を述べたのでありますが、次に校史の編纂

したのは19世紀の末で、今は21世紀ですから。設

についての考え方を若干述べておきたいと思いま

置した当時は19世紀の末で、ご存じのように中国

す。

は清王朝ですから、皇帝の許可をもらわないと

上海交通大学は114年の歴史があるんですが、

いけない。その次は中華民国と中華人民共和国と

校史を編纂する上では110年間の歴史を書かない

いう、３つの時代を経ております。３つの世紀に

といけないんですね。

またがっております。このような長い間の歴史的

そこで、第１にぶつかるのは、校史の時代区分

な経験ならびに教訓は非常に価値のあるものだと

の問題です。我々は上海交通大学の歴史を概ね８

思っております。

つの時代に区分しております。

第２に、大学史の研究というのはその大学の文

ここに書いてある８つの時代区分です。１番

化・学風を作るのを非常に促進する役割を持って

目は南洋公学時期。これは1896年から1905年まで

いると思います。交通大学の文化をいくつかまと

です。この時代には小学校・中学校・高校と学部

めたことがあります。まず中国の古いことわざで、

を持っておりました。日本の近代教育も受け入れ

「水を飲む時に井戸を作った人の苦労を思ってく

て師範学校も設置しておりました。師範学校の設

ださい」というのがあります。それが１つ。もう

置は日本の経験を真似して設置したのであります

１つは祖国を愛する。母校が栄えるというのがも

が、中国で最初の師範学校を設置したのがこの時

う１つの文化ですね。いつも先端を走るというの

代でした。

は、交通大学の１つの文化ではないかということ

２番目としては工学大学を創設する時期です。

ですね。このような歴史的なまとめは、大学の１

1906年から1920年までですね。鉄道とか交通とか、

つの文化を作るのを非常に促進する役割を持って

工学系の専門がこの時期に設置されました。
３番目としては理系と工学と管理（マネージメ

いると考えております。
第３は、大学の理念や特色を出すためにも、校

ント）を結合した工学専門を設置した時代ですね。

史の研究は非常に重要でありまして、現在交通大

これは1921年から1937年の間です。この時代には

学の特色をまとめますと、スタート時点が高いと

工学だけではなくて理系も設置し、さらにマネー

いうのが１つの特徴です。もう１つは教育の基礎

ジメント学科も設置したのが最大の特徴でありま

が厚い。厳しさを求めて実践を重んじるというの

す。この時代には正式に交通大学という名前を付

が交通大学の特色であります。

けました。同時に、この時代は、上海交通大学の

ここでは１つの例を申し上げます。私の知って

黄金時代と言われております。さらに言えばこの

る有名な哲学の先生が1944年に交通大学を受験し

時代はアメリカのマサチューセッツ工科大学に因
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んで「東洋の MIT」と呼ばれていました。孫文

わる幾つかの要素ではないかと思っております。

の息子である孫科も上海交通大学の学長を務めた

第三に、校史は歴史の真実を記録するのが一番大

ことがあります。

事なことであるということです。

４番目としては戦乱の中の苦難期ですね。これ

上海交通大学の校史は110年間という長い歴史

は1937年から1949年までです。この間には２つの

でありますが、その歴史の真実を見つけるために

戦争がありました。１つは日中戦争。中国側から

たくさんの資料を収集しないといけない。収集し

は抗日戦争ですね。もう１つは45年から49年の間

た資料の信憑性を一々確認しないといけない。こ

の共産党と国民党の国共内戦期です。この２つの

れらの作業は非常に困難でありまして、多くの仕

戦争があったことで非常に苦難に満ちた時期であ

事の内容は資料の整理と、その信憑性を高めるた

りました。この戦争の中で上海交通大学は校舎を

めの作業です。その中で１つ心がけていることは、

上海市のフランス租界に移したり、重慶に移した

大きなことを強調することと、重要なことを漏ら

り、転々としていました。

さないようにすることです。

５番目としては1949年から59年までの時期です

第四に、校史であるからには教育が主要なテー

ね。この時期は新しい中華人民共和国が誕生した

マでなければなりません。長い教育の歴史の中に

ばかりで、設備や経費が足りなかった時期であり

連続性があることが非常に大事です。良かった経

ました。この５番目の時代までは交通大学でした。

験、あるいは不足しているところ、それらを全部

59 年からは上海交通大学として正式にスタート

検討することが大事であります。記述は正確であ

することになります。

り、人物評価は客観的にしないといけない。

６番目の59年から78年までは、10年間の文化革

第五に、校史というのは単に出来事について書

命のあった時代でもあり、非常に大学の発展の足

くのではなく、一番重要なのは人物を書くことで

枷になった部分が多かったと思います。

あります。人物というのは学長であり、教員であ

７番目は文化革命が終わったあとから1991年ま

り、さらに学生もその中に含まれます。上海交通
大学の114年の歴史の中で計49人の学長がおりま

での時期です。
最後は現在までの上海交通大学の時代であり

した。この49人の学長についてそれぞれ書かない

まして、先ほど申し上げたような３つの目標を掲

といけない。49人の学長の中にも、ばらつきがあ

げる国際化した世界一流の大学をめざしておりま

りまして、最長で13年間学長を務めた人物もいれ

す。

ば、数か月で退任する人もいる。さらに学長とい

これは上海交通大学の110年の歴史を時代区分

う名前で実際には何もやってない学長もいます。

として分けたのでありますが、これに関しては国

その中で一番長かったのは、第13代目の学長であ

内のいろんな研究者や学者の間にさまざまな意見

る唐文治という人物です。彼の教育の目標は「一

があります。

流の人材と一流の品格」です。才能と品格を持っ

第二に、話したいのは校史編纂についてです。

ている人材を育成することを第１の目標に掲げて

幾つかの要素を整える必要があると思いますの

いました。つまり、一流の人材はやはり一流の品

で、それについて話していきたいと思います。

格を持たないといけないということですね。一流

まず第１に学校発展の沿革です。これが１つの

の人材は才能だけではなくて、教養とかいろんな

要素、もう１つは教育と教学、次は科学研究、教

面での素質を高めることで、さらに国民や祖国の

員の育成、学生のマネージメントと大学の文化。

ために自分の力を注ぐことができるのではないか

次は学校を保障する役割。こういうのが編纂に関

と考えました。これが一番長かった唐文治学長の
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でありますが、これが本当に正しいかどうか、ま

像です。
この唐文治という先生は、後になって失明しま
すが、それにも関わらず学生に訓示をしました。
要は人材はとりあえず自分の才能を磨くことが大

た不足している部分があればぜひ皆さんのご意見
を伺いたいと思います。
そして、次に校史編纂の中で直面する幾つかの

事ですが、一方でどうやって人間として育ってい

課題について触れておきたいと思います。

くか、その大事さを学生達に伝えました。

まず最初に資料の問題です。

このような例がありまして、49人の学長をどの

校史と言っても歴史ですから、まず一番重要に

ように正確に客観的に評価するかというのは非常

なってくるのはやはり資料です。資料がなければ

に難しいことであります。

良い歴史は書けません。我々は３年間の時間をか

学長はもちろんのこと、有名な学校には必ず有

けて資料収集に努めました。校史を書く時は、ま

名な教員がいないといけない。これは１つの条件

ず歴史に対して責任を持たないといけない。次に

であります。我々がしたのは有名な教員の人名録

社会に対して責任を持たないといけない。最後に

を作って、それを相次いで出版することです。宣

読者の皆さんにも責任を持たないといけない。資

伝効果もあるし、大学にとっても非常に価値のあ

料はまず公正さと、あとは信憑性ですね。たとえ

るものです。有名な教授の名前を載せて、その業

ば回想録は正確さに欠ける部分も多々あります。

績や簡単な紹介を載せて出版するのは非常に大事

もう１つは「档案資料」と中国語では言うんです

なことであります。

が、日本語では公文書ですね。その資料を使うこ

学長と教員だけではなく、学生についても書か

とです。もう１つは新聞とか雑誌の資料を使うこ

ないといけないですね。つい最近亡くなられた、

とです。あとはインタビューです。元教員とか元

中国で有名な航空分野の専門家であった銭学森も

学長とか、彼等をインタビューすることで資料の

交通大学の出身であります。中国の主席を務めて

記録を残すことができます。

いた江沢民もこの交通大学の出身であります。こ

繰り返しになりますが、校史を書く上で非常に難

のように、科学者や教授にも交通大学の出身が多

しいことはやっぱり資料の問題ですね。たくさん

いです。

の資料を集めることと、その信憑性。偽りがある

校史の編纂の中で、人についての記述は非常に
大事なことだと思います。上海交通大学は各地に
同窓会を設置しています。改革開放以降初めて海
外との交流を行なったのも上海交通大学でした。
代表団を派遣してアメリカとの国際交流を行なっ

かどうかを判別することも非常に重要なことであ
ります。
２番目の課題としては歴史事件と人物に対する
評価の問題です。
我々が校史を編纂する中で、１つの事件あるい

たのは交通大学です。当時は冷戦状態ですから、

は１人の人物に関してさまざまな意見、さまざま

アメリカとの交流は非常に難しい面を持っていま

な評価があるんですね。これが作業の難航する原

した。いろんな連絡業務をやってくれたのは全部

因です。

同窓会でした。今は交流は簡単なんですけれども、

１つの例を申し上げますと、上海交通大学の

当時は非常に難しかった。その中で同窓会という

前身である南洋公学が設立した当初、アメリカ

のは大きな役割を果たしました。

宣教師の福開森（John Calvin Ferguson，1866〜

これらは私達上海交通大学の 110 年ぐらいの歴

1945）が、南洋公学で教員として授業をしていま

史を編纂する中で直面する問題をいろいろ考え

した。教員の海外派遣とか学生のアメリカ派遣と

た、あるいは書く内容についての私なりの考え方

か、いろんな良いことをやってくれました。当時
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の評価は非常に高かったんですが、現在では彼は

意見があります。これをどういうふうに全体的に

あくまでも宣教師であったとか、批判もいろいろ

把握するかというのは非常に難しい問題でありま

あります。その中で批判と評価をどういうふうに

す。

するか。３分が評価・７分が批判なのか、それと
も７分が評価・３分が批判なのか、これは非常に

４番目の課題は校史の研究をどういうふうに発
展させるかということです。
校史というのはただ事実の羅列ではなくて、事

難しい問題であります。
それから、もう１つの例を申し上げます。これ

実に基づいて書いた後にその規律性、歴史的教

は上海交通大学の前身校南洋公学の設立者である

訓、その中から得るものをどういうふうに反映さ

盛宣懐です。彼は南洋公学と北洋大学を設立した

せるかということが非常に重要ではないかと思い

人物で、非常に貢献が大きかった。この人物にさ

ます。

え批判的な評価もあります。たとえば、この人は

その中で１つの規律性とか普遍性を持つものが

実業家であって教育者ではないとか、あるいは半

必ずあると思います。それは羅列によって出てく

分が教育者で半分が実業家だとかいうことで、評

るものではなく、その中から汲み上げないといけ

価の高さ低さにばらつきがあってまとまりにく

ない。読み取らないといけないですね。

い。評価や批判をどういうふうに校史の中に反映

110年の大学の歴史の中で普遍的なものがどう
いう規律をもって発展してきたのか、それをきち

するかということはさらに難しいです。
これらをまとめてみますと、校史の編纂は事実
に基づくこと。主観的な判断はなるべく避けるよ

んと掴んで理解して、現在の教育にどのように生
かすかが非常に重要です。
我々は５〜６年の時間を使って校史を編纂して

うにしております。
３番目の課題は校史の全体性のことです。

きましたけれども、これは初歩的なものでありま

全体性の問題に関わって言いますと、長い歴史

して、これが本当に正しいかどうかまだたくさん

の中でその流れのメインを掴んで全体性を反映す

の疑問を持っています。それをどういうふうに修

ることが非常に大事です。

整していくかが非常に大きな課題です。

たとえば多くの学長が教育の理念を持ったり思

現在執筆中の『上海交通大学史』をいつ出版す

想を持ったりしますが、それは人によって全然違

るかについては、まだ目処が立っておりません。

います。その中でメインになるもの、最終的な目

それよりも大事なのは校史の中身・質を保証しな

的はいったい何なんだろうという、それを見出す

いといけないというのが、我々の責任です。

のが非常に重要であり、かつ難しいことです。

今日は上海交通大学の校史の編纂について自分

校史というのは繋がってる歴史ですから、その

の意見を述べてきました。校史の編纂というのは

全体性を考慮した上で、１つ１つの断続性にこだ

非常に困難な作業でありまして、時間もかかりま

わるのではなくて、それを全部連結させる、貫く

すし資料の問題もあります。私は単に自分の意見

ような歴史を書かないといけない。大学の役割と

を述べただけでありますが、以上をもちまして今

はいったい何だろうかと言うと、人を育てる、教

日の講演を終わらせていただきます。残りの時間

育というのが１つの意見です。もう１つは科学研

で皆さんといろいろ意見交換をしていきたいと思

究をメインにすべきであるという、これが２番目

います。どうもありがとうございました。

の意見です。
３番目に社会的貢献。これらの３つの課題あ

【司会】 どうもありがとうございました。ただい

るいは役割、大学の在り方についても、いろんな

まの葉先生のご発表は、上海交通大学の経緯と言
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いますか由来と言いますか、とりわけ交通という

うことを痛感しています。また今校史の編纂を、

名前をキーワードにして、今日の大学発展に到る

羅列的であったり自画自賛であったりせず、歴史

プロセスをお話しいただきました。そのもとで現

学の目から学問と教育の良心という、広範な視野

在進んでいる上海交通大学史の編纂に当たり、非

と深い視点で取り組まれていることに心から敬意

常に示唆に富んで興味深い、あるいはさらに学問

を表する次第であります。

を踏まえた上での大学史の存在をいかに客観的に

１つお伺いしたいことは、上海交通大学の110

正当化していくかという中身のお話をしていただ

年の歴史の中で、中国は非常に大きな権力の変動

きました。ともすると大学史というのは自画自賛

があったと思うんですね。その時々の権力に対し

的な形に終始するケースが見られるわけですが、

てもちろん大学は完全な学問の自由や大学の独立

先生のお話はそうではなくて、いろんな議論や見

を貫き通せたわけではなく、おそらく権力に迎合

方を踏まえながら、いかに客観的な形で校史を編

したり、あるいは止むを得ず従ったりした、起伏

纂したらいいか、すべきかということで、事例を

の多い歴史であったかと思います。日本の東亜同

交えながら説得力のあるお話をしていただけたと

文書院においても、国策によって、大学自体いか

思います。

に自由闊達な学風があったとしても、やはり日本

私もお話を聞きながら、本学の場合はこうした

が当時持っていた国家の政策の中で動いたと思う

らいいかなとか、こうしたらもっと良くなるのか

んですね。私はこのあいだ越知先生が上海同文書

なとか、我々記念センターのことも踏まえていろ

院に伺った時、校門の下に「侵略者日本」という

いろ頭の中にピリピリと刺激を受けました。そう

文字があったということを伺って、中国の歴史認

いう点で今日は刺激的なお話を聞きました。大学

識が私共のように簡単に忘れたり無くなってしま

史と言うと何となく大学の付属物みたいな感じに

うものではなくて、根強くいつまでもあるという

捉えられておりますけれども、今のお話を聞きま

ふうに思っております。それから私共日本の作っ

すと、正に大学の中の本道と言いますか、大学の

た東亜同文書院と隣同士で接せられた時があった

過去現在未来と言いますか、将来を展望する重要

わけで、そうしますとその時に日本および東亜同

な役割を果たしているという点で、我々も意とす

文書院に対する光と影と申しましょうか、良かっ

るところが大きかったというふうに思っておりま

た面、評価される面と、逆に糾弾される面とがお

す。せっかくの機会ですから、どんな部分でも構

そらく日常の学生同士の接触でもあったし、侵略

いませんのでご自由にご意見やご質問をお願いで

者としての面もあった。さまざまな面があったと

きたらと思います。よろしくお願いします。お名

思いますが、その辺のことが１つと、それから上

前と、お差し支えなければ所属もお願いします。

海交通大学そのものが110年の歴史の中で国家の
権力に対して学問の独立をどう守ったのか、ある

【ヒラタ】 たまたま機会があって東亜同文書院と

いは大学の位置がどうであったのか、というよう

愛知大学の歴史などを新聞に発表させていただい

な側面をお話しいただければありがたいと思いま

たことのある平田超人と申します。よろしくお願

す。長くなりましたが。

いします。私はかねてから私共の日常使わしてい
ただいてる漢字が、こうやって見ると本当に同じ

【葉】 まずヒラタ先生ご質問どうもありがとうご

文字（少し違うところもありますが）で、何千年

ざいます。学者間の学問の自由というのは非常に

にもわたって築きあげてこられた中国文明・文化

大事でありまして、こうして自由に意見交換でき

の影響を潤沢に受けて私共の国の文明があるとい

ることを非常に嬉しく思います。大学の存在とい
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うのは、社会あるいは社会経済の環境から脱する

はあるんですね。しかし問題は借用する文書を誰

ことはできないですね。

に出したかという問題です。それは日本の軍部と

たとえば大学史の編纂の中で１つ直面した問題

外務省です。当時交通大学は日本の憲兵隊に占拠

は、まず時代区分の問題です。当時はこの時代区

されたんですね。東亜同文書院は外務省と軍部に、

分を出す前にいろんな意見がありました。上海交

借り入れるという願いを出したわけであります。

通大学の歴史は３つの時代にまたがってるんです

直接上海交通大学に対して借用の願いは出してな

ね。その３つの時代の社会的環境に沿って時代区

いわけです。ですからこういう問題が出てくるわ

分をするべきだという意見が多かったんです。そ

けです。

れを乗り越えて我々は大学の歴史という時代区分

昨日は日中大学フォーラムがありましたけれど

をそれなりに整理しました。それが先ほど申し上

も、その中で華中理工大学の学長が１つ良いこと

げた８つの時代区分です。

を言ってました。日中大学間の交流の中でも民間

上海交通大学の校史の中で東亜同文書院と関

の交流の中でも、どうしても歴史の問題に直面し、

連して先ほどおっしゃったような、大学の校門の

歴史問題がネックになるんですね。関係が発展し

ところに「侵略」と書いてあったというようなこ

ていくことに対して。彼は「歴史は歴史でありま

とは絶対に無いと思いますよ。私の知る限りでは

して、それを事実として認めて、これからの発展

それは無いんじゃないかなと思いますけど。藤田

を考えないといけない」と。歴史をある程度認識

先生も上海交通大学に来られたことがありますの

して、これからの関係を重視することが非常に大

で、絶対無いと思います。

事なことではないかと思います。
学問的な自由、あるいは学術的な議論はまず自

【司会】 確かにそこには無いですね。まあそう

由がないといけない。特に文系では。いろんな意

いう文書がちょっとあるのは、昔の図書館を現

見が出て非常に嬉しいことであります。意見交換

在博物館にされてて、交通大学の大学史の今おっ

していく中でそれを修整していく。議論の中から

しゃってるような発展期、それから戦時中のとこ

生まれていくことが非常に大事であり、そういう

ろへ来たところで、交通大学の校舎は同文書院に

場を提供することはさらに大事です。

占拠された、そういう文面は展示の中にありまし

皆さんは中国についていろいろ知ってると思い
ますが、この場を借りて私は中国における大学に

た。ここには無いですね。

関する２つの概念、まず「211」と「985」という
【葉】 校門のところには絶対無いということを確
認できたと思います。あったとしたら我々の大学

概念について話をしたいと思います。
まず211。21世紀における100の大学を選定して、

の博物館の中で、校舎が東亜同文書院に占拠・占

その中の特徴のある専門学科を世界レベルまで育

用されたことは確かに書いてあります。日本軍

てることです。これは全部中国の教育部が管轄し

が中国を侵略した後に東亜同文書院が我々の交通

ておりまして、まず大学の基準が定められ、この

大学を占拠したという事実は確かに書いてありま

大学は211を申請してもいいということを決める

す。今日は意見交換ですから自由にできるので、

んですね。採択された後に国からたくさんの補助

これはとりあえず置いといて、まず東亜同文書院

金が入りますので、これが大学の発展のために非

が交通大学を占拠したかどうかについて、私達は

常に重要な意味を持つんですね。今は109の大学

校史を編纂する段階でいろんな資料を確認したと

が採択されてまして、国がたくさんのお金を注ぎ

ころ、確かに東亜同文書院は借用したということ

込んでおります。
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211だけではちょっと足りないので、次に出した

生の関係だけではなく、将来的に交通大学と愛知

のは「985プロジェクト」です。なぜ985かという

大学は日本語教育の交流もできるかと思います。

疑問があるかと思いますが、98年の５月という日

その点については佐藤学長と我が校の張学長が

付を付けたわけであります。211は１つの学科、

会談をしていますので、そういうビジョンも持っ

あるいは１つの専門が世界的な水準に達すること

ておられるのではないかなと思います。これから

を目標として掲げています。985というのは、１

も交流をさらに促進していきたいと思います。小

つの大学を世界的なレベルまで育て上げることが

池先生ももし機会があれば、ぜひ交通大学の外国

大きな目標です。

語学院の日本語学科に来ていただいて、実際に交

この985の補助金の額はさらに大きいです。こ
れも教育部が専門家会議を設置して宣伝しており
ます。最初にこのプロジェクトに採択されたのは

流されたら、さらに理解を深めることができるん
じゃないかと思っております。
今上海で日本語教育の専門を設置する大学は非
常に多く、交通大学はその１つでありますが、一

９つの大学でした。
上海交通大学は211にも採択され、同時に985に

番有名なのは上海外国語大学です。その日本語学

も採択されております。これは何を表している

科は非常に高いレベルであります。上海の大学は

かと言うと、交通大学は非常に良い大学でありま

ほとんど日本語教育にも力を入れています。

して知名度の高い大学であることを証明していま
す。これはついでにちょっと紹介しておきたいで

【大島】 よろしいですか。

すね。
【司会】 はいどうぞ。

次に何か質問があれば。
【司会】 他にいかがでしょうか。はいどうぞ。

【大島】 先生今日はお話ありがとうございまし
た。大変参考になりました。不肖私は今から５年

【小池】 私の質問は、いつ日本語教育が始まりま

ほど前、この愛知大学の50年史を、短期間ですが

したかということと、日本語教育の現状はどうで

編纂させていただきました。今日承りましたお話

すかということです。

ですと、私はもうちょっと公式的（フォーマル）
なお話をされるのではなかろうかと思ったんです

【葉】 日本語の教育について、上海交通大学には

けれども、お話を聞かせていただきますと、非常

外国語学院がありまして、その中に３つの専門が

に学問的に、あるいは科学的に校史（大学史）を

あります。１つは英語、１つは日本語、もう１つ

編纂されようとしていることを聞いて、いささか

はドイツ語であります。人気のある順番ですと英

驚いております。今日お話しになられました幾つ

語と日本語とドイツ語です。教員に関して言いま

かの点は、たとえば資料を広く集める、それをよ

すと、英語はかなり経験を持った教員が多数を占

く批判的に検討する、等から始まりまして、歴史

めております。日本語の教員は若手が多いです。

事件と人物評価の問題もやると。そして全体とし

日本語の教員の多くは海外、特に日本で博士号を

て貫かれた１つの方針で歴史を書く、等々ですね。

取って教員になったケースが多いですから、全体

これは私共が10年前から５年前にかけて、いや15

的にまだ若い教員が多いということです。毎年の

年前から10年前にかけて本当に悩んだ、苦しんだ

定員は 100 人ぐらいです。我々の交通大学は愛知

問題を、我々が悩んだよりもより深く、より広範

大学と友好関係を持つ協定校ですが、私と藤田先

に取り組まれている様子を伺いました。まずその
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【葉】 上海交通大学の110年も正に、発展の中で

ことを感想として申し上げます。
私共が愛知大学史を編纂する前に研究会を開

いろんな困難がありました。それは愛知大学と

き、ある有名な先生をお呼びして、大学史をいか

同様です。他の大学も全部こういう問題に直面し

に書くべきかということをいろいろ討論したんで

ているかと思います。文化大革命について言えば

す。その時の１つとして、どこの大学でも本当に

1966年から10年間で、これは大学から始まったわ

順調に発展してきたような大学は少ない。無いと

けですが、非常に難しい問題があります。我々は

言ってもいい。みんないろんな問題を抱え、困難

この文化大革命の歴史を、主に４点に重点を置い

を抱え、それを乗り越え乗り越えて発展してきた

て書きました。１つ目は文化大革命は全国レベル

んだと。従って本当は自分達も、調べるのも嫌、

のものでありまして、他の大学もその被害に遭わ

書くのも嫌だというような問題でも、それをちゃ

れてますね、交通大学だけではなくて。ですから

んと隠さずに記述して、その克服をいかにしたか、

文化大革命そのものに対しては詳細に書かないと

いかに解決したかということを書かなければなら

いうことが第１点です。２番目としては文化大革

ないと。こういうことを言われたわけです。私達

命の被害を被った部分、あるいは迫害された知識

も実は愛知大学の草創期から今日に到るまで、い

人に対して詳細に書く。これはあってはならない

ろんな問題を次から次に抱えたわけです。最初

ことですから、かなり詳細に書きました。３番目

は財政問題、次に学生と警官隊がぶつかった愛大

としては10年間の歴史の中で大学は全体にどうい

事件、山岳遭難事件、それからさらにいわゆる大

う影響があったのか、それも書かないといけない

学紛争（これは全国で起こりました）
、それから

ことです。４番目としては教育そのものに対する

三好校舎選定とその移転問題。次から次に困難が

被害です。学科の設置とか、人材の育成まで被害

起こりました。それらを本当はもうさっと流した

が及ぶわけですので、それを全部含めて詳細に書

いんだけれども、必要なので書きました。ただし

くことにしました。これは大学の発展の歴史の中

時間はかかったけれどもあまり権力の力を借りず

で非常に残念なことでありまして、歴史の教訓と

に、基本的に自分達の力で克服したんだというこ

しても、大学の将来の発展のためにも非常に重要

とを書いたんです。だから大変分厚くなり、しか

なことでありますので、詳細に書かないといけな

も読んで面白くないものになってしまいました。

い部分です。これが現代に及ぼした影響までも書

まあこれは反省でもあるわけですけれども。

いております。こういう教訓を忘れてはならない

そこで上海交通大学について１つだけお聞きし
たいのは、文化大革命の時に、中国全体の大学が

というスタンスに立って、その被害を強調しなが
ら書きました。

非常に混乱した。それから10年間学生を募集しな

この部分の文章の内容は過去10回ぐらい直して

かったということを聞いております。そういった

います。各先生方に渡して見ていただいて、いろ

問題は、全国的にどのように収拾されていったか

んな意見を伺ってますが、10回以上直してもまだ

ということは我々もだいたい聞いて知っておるん

完全原稿としてはできあがってこないですね。こ

ですが、大学レベルで大学の構成員の教授や学生

れは１つの難しさを表してるのではないかなと思

が、特にその収拾の問題にどう取り組んだかとい

います。

うのをお書きになるのかならないのか、お書きに

例えば、学生について言えば、先生を引っぱり

なるとすればどういう形でお書きになるのか、そ

出して批判することをたくさんやりました。その

の点を１つ質問させていただきたいと思います。

行動自体に対してどういうふうに評価するか、あ
るいは批判するかについて、これも難しいこと
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でありまして、我々の認識としては学生は当時若

お話を伺って、感銘を受けました。以上です。

かったし、大学の運動に対する認識も甘かったし、
曖昧な部分はたくさんありました。大きく考える

【葉】 山下先生の話を聞いて私も共通した話題が

と学生も１つの被害者の中に含まれるわけですの

できたことを非常に嬉しく思っております。私が

で、それをどういうふうに扱うかというのは非常

こういう友好関係を維持していくことが非常に良

に難しいですね。ですからそれをあまり書かずに、

いことであると切実に思っております。どうもあ

簡単に触れることにしようと心がけております。

りがとうございます。

【大島】 分かりました。ありがとうございます。

【イモト】 いいですか。

【司会】 ではあと、いかがでしょうか。

【司会】 はいどうぞ。

【山下】 もと愛知大学職員の山下と申します。今

【イモト】 僕は昭和16年（1941年）生まれで、義

日葉先生の素晴らしいお話を伺って感動いたしま

務教育しか出てないイモトと言います。縁があっ

した。特に日中戦争の時に東亜同文書院の学生諸

て愛知大学の学生さんとお付き合いさせてもら

君と上海交通大学の学生諸君が手を結んで反戦運

い、またアパートを中国の留学生に貸しておりま

動を戦ったという事実関係にまで触れていただい

す。その中で留学生の人達を今メインで預かって

たので非常に嬉しく思いました。東亜同文書院と

います。緑と土のある豊橋の校舎と、２年先に移

いうのは確かに日本軍部、日本の支配層のもとで

転予定のある鉄とガラスの名古屋の校舎に移転す

大学が運営されたことは間違いないわけですけれ

ることになりますが、そういう観点から先生の場

ども、しかし海外にあった大学であり、言ってみ

合はどう思われますかという点と、できましたら

れば総体的な独自性を持ってたと思うんですね。

次に上海交通大学の生徒さんが愛知大学の豊橋校

だから一口に帝国主義の手先としての東亜同文書

舎へ来られて、僕のアパートとご縁を作りたいな

院大学ではなかったというふうに僕は思っていま

と思うんですけどどうでしょうか。その２点をお

す。その大学の設置者の意図、権威者の考え方と

願いいたします。

は別に、そこにいた教職員、学生達はやはり中国
を愛し、中国人民と手を結んでいこうという、そ

【葉】 まず中国の留学生の面倒を見ていただい

ういう気持ちは持っていたと思います。卒業生の

て本当にどうもありがとうございます。日本と中

人達にいろいろ話を聞いてみると、そういうこと

国の学生という関係で言えば、日本政府は 30 万

を多く語っています。食糧調達で農村へ行った時

人の中国人留学生を受け入れる計画をしていま

に、泣きながら通訳をしなくちゃいけなかったと

すね。私の周りでも上海で言うと、海外に行く

いう苦心談とか、そういうことを卒業生の人達か

学生の中で一番多く行くところは日本とアメリカ

ら、先輩達から僕は聞いております。そういう意

です。将来的にたぶん日本に来る中国人はさらに

味では、今この時期にこういう形で日中の上海交

増えると思います。その中でイモトさんが下宿の

通大学と愛知大学が手を結んでいる状態は、書院

関係でいろいろ面倒を見てあげてください。日本

の人達も非常に喜んでいらっしゃるんじゃないか

に来る学生の中にもいろいろ格差があると思いま

と思います。質問とかそういうのじゃなくて感想

す。裕福な家庭の子もいれば農村出身の子もいま

ですが、先生が日中戦争の時期に触れられ、その

す。その中で良い条件の部屋もあればまた条件の
189

◦ 2058 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

悪い部屋も、いろいろ提供してあげていいんじゃ
ないかなと思いますので、これからもよろしくお

たいと思います。
なお最初にご紹介するのを忘れましたけれど
も、見事な日本語の通訳をしていただいたのは暁

願いします。

敏さんです。本学の経済学部から中国研究科の修
【司会】 どうもありがとうございました。ほぼ４

士・博士課程を歩まれまして、昨年の３月に博士

時になったんですけど、あとどなたかございまし

の学位を取られました。あまり個人情報を言って

たら簡単でいいんですが。はい。

いいのかどうか分からないけれども内モンゴルご
出身でフフホト近くにお住まいでした。元の出身

【李】 学長だけじゃなく教員、それから学生につ

は北のほうのフルンボイルで、そのフルンボイル

いても重点的に書いたということですが、取り上

の戦前における経済状況を解明に分析したという

げられた卒業生にはどのような人達がいたのか。

点で博士号の学位を取得したとお聞きしておりま

交通大学の卒業生にはけっこう歴史的に有名な人

す。そういう点では今後非常に期待される人材だ

が多いので、それを簡単に紹介していただければ

と思っております。本当に日本語がお上手で我々

と。

よりも上手だから、私もいつも敬意を表していま
す。こういうチャンスがあるとお願いしているの

【葉】 交通大学は今までに 26 万から 27 万の卒業

で、ご本人も大変だと思うんですが、これによっ

生がいます。その中で蔡 ̲ とか、銭学森とか、呉

てまた成長するということもあろうかというわけ

文俊とか、いろんな人材を輩出しております。航

でございます。

空技術とか、経営者もたくさんおります。以前交

葉先生は26日に愛知大学に来られて、授賞式を

通大学の卒業生は、就職する時に交通大学出身と

済ませて27日に東京へ日帰りの予定でした。とこ

いうだけで就職が非常に簡単だったんですね。い

ろが先ほどから話に出てる日中大学フェアという

ろいろな卒業生がいますが、この言葉が特に重要

のがあって、本学もその中に入ったと上のほうか

です。「学生諸君によく言うのは、今日は君達は

ら急に言われました。日本は49大学、中国は40の

交通大学の学生であることを誇りに思ってくださ

大学が一堂に会して、東京フォーラムという有楽

い。明日社会に出たら我々交通大学は逆に君達を

町と東京駅の左側にあるばかでかい施設（行って

育てたことを誇りに思う」
。卒業した後も交通大

みて私もびっくりしましたけれども）の地下の大

学の名前を持って社会に貢献することは非常に大

きなフロアで、各大学が９平米の持ち分に今後の

事であるということ。これは交通大学でよく言う

日中間の大学提携のための展示会をやるから出ろ

１つの言葉です。

という命令です。降って湧いたような話で、表彰
式と重ならなくて良かったなと思ってるんですけ

【司会】 ありがとうございました。今日は長時

れども。その代わり向こうからは上海交通大学の

間にわたって講演会を行ないました。４時過ぎに

副学長とか上海大学の副学長がお見えになる。両

なって、予定した時間がまいりました。今日は葉

大学とも展示施設を持ってるから本学と良い提携

先生に非常に多くの示唆に富んだお話を伺うこと

関係が持てるなと。愛知大学も記念センターを始

ができ、皆さんのご意見もそれに即した非常にい

め、中国研究の辞典も出すというようなことなの

いご質問、あるいはご意見をいただいたと思って

で、葉先生に無理にお願いしてもう一両日居てい

おります。そういう点では今日ご出席いただいた

ただき、上海交通大学や上海大学の学長さん達が

皆さん方にも我々のほうから厚くお礼を申し上げ

お見えになったら愛知大学のブースに呼んでいた
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だいて、葉先生にうまく両校との提携をお願いし

やっぱり我々もそういう度量が要りますね。そう

ていただくという大役を、どさくさに紛れてお願

いうことを痛切に感じました。今日は卒業生のお

いしちゃったわけです。

話などもありましたが、我々も大学史の展示施設

本当は昨日・一昨日とこの豊橋周辺でゆっくり

を設けて、かねがね気になっているのは本学の卒

休んでいただいて、どこかツアーで楽しませてあ

業生の人達の活躍です。大学の先生の分はパネル

げようと思っていたんですけれども。我々にとっ

に少しありますけれども、クラブ活動でも非常に

て当面の大きな目標には交通大学とのより一層の

多くの貢献をし、活躍したクラブがある。学生

友好関係ということがございます。東亜同文書院

諸君に来てもらうためにも、今後そういう人達の

大学の歩みとの関係で言いましても非常に大きな

きちんとした展示も考えて、学生諸君に１つのイ

接点を持っている大学でありますので、そういう

メージを作ってもらえるような展示の工夫も要る

点でも葉先生にお願いして昨日はその役割を果た

かなというようなことを今日のお話で改めて感じ

していただいたということで、大変ありがたく

ました。まあそういうことで、明日から葉先生は

思っております。ところが帰ろうと思ったら昨日

また東京へ出られたりして大変お忙しいんですけ

の新幹線が大変なことになって、東京駅で夕方ま

れども、この１週間は葉先生と共に大変変化に富

でずっと会議に出られていたそうで、むしろそれ

んだ毎日を過ごさせていただきました。上海に帰

が良かったと思うんですけど、お昼だったらえら

られたら今度は平穏な日々をお過ごしになります

いことだったと思います。２時間東京駅で待たれ

ように期待申し上げまして、私の最後の挨拶とさ

て、

せていただきます。どうも今日は本当に長時間あ
りがとうございました。

【葉】 ２時間半です。
【司会】 ２時間半ですか、それでしかもあわてて
乗ったためにコートを忘れてしまったということ
がございまして、大変申し訳ないことをしたんで
すが、幸いにも息子さんが明日、東京に見えてそ
のコートを受け取っていただけるというところま
で話が進んだので安心しております。おかげで夕
べは９時過ぎですか、豊橋へ着いたのは。
【葉】 ９時半です。
【司会】 ９時半ですか、失礼しました。というこ
とで実は大変お疲れだったんですね。大役を果た
していただいてまたその上、日本で極めて珍しい
新幹線の事故に遭遇された。貴重な経験ですよと
いうことを申し上げましたら、
「いや、大局的に
は非常に良いんだから、ごく一瞬のできごとだか
ら問題はない」というふうにお答えいただいて、
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海格路キャンパスは「借用」か「占拠」か

〈東亜同文書院大学記念センター公開講演会〉

ハイコー ロ

海格路キャンパスは「借用」か「占拠」か

元霞山会理事長・上海交通大学顧問教授

北川文章

【司会】 皆さんこんにちは。お待たせいたしま

うあと１年ということになってまいりました。毎

した。本日は愛知大学東亜同文書院大学記念セン

年恒例のように全国でドサ回りをやってると言い

ターの公開講演会にお集まりいただきましてあり

ますか、北は弘前から福岡まで、今年は神戸でや

がとうございます。今日は大変天気が良くて、お

りましたけど、それぞれの場所で皆さんに関心を

休みのところよくお集まりいただきましてお礼

持っていただいて、大変我々としてはありがたく

を申し上げます。私達東亜同文書院大学記念セン

思っております。来年は最後に地元名古屋へ戻っ

ターは、今年４年目に入りましたけれども、ここ

て来ようと思いますが、その前にちょっと京都

３〜４年、東亜同文書院大学記念センターが持っ

に立ち寄りたいというようなことを考えておりま

ております資料の公開と、東亜同文書院について

す。

の総合的研究というプロジェクトを行なっており

今日はそういう中、本学で行なわれておりま

まして、その一環としていろんなところでかなり

す講演会の１つとして、大島先生のほうからご斡

大規模な展示会と講演会を開いておりますと同時

旋をいただいて北川先生にいらしていただきまし

に、この愛知大学豊橋校舎におきましても年４回、

た。上海時代最後のほう、1937年の第二次上海事

公開講演会を開かせていただいている次第でござ

変の時に東亜同文書院のキャンパスが焼かれてし

います。本日はご案内の通り北川文章先生に講演

まいました。租界の外にあり、当時いろんな条件

を願いますが、その前にこのプロジェクトのまと

がございました。焼けたあと、隣にあった上海交

め役と言いますか主任という資格で、本学の藤田

通大学（中国で最初にできたもともとの名前は南

先生から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。

洋公学という学校で、今も現地に行きますとその
大きな額がかかっています）というところをお借

【藤田】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介い

りしたことがございました。それが「借用」であっ

ただきました愛知大学東亜同文書院大学記念セン

たのかどうか、これは当時戦争状態の中でのでき

ターのセンター長を務めさせていただいており

ごとですからいろんな解釈が成り立つかと思うん

ます藤田と申します。たびたび来られてる方は何

ですけれども。北川先生は最後の東亜同文書院生

度も顔を見ていただいたり、ご挨拶を聞いていた

でございます。それから愛知大学の卒業生でもご

だいてると思うんですけど、ただいま司会の大島

ざいます。こちらにおられる小崎先生も同じよう

先生のほうからご紹介がありましたように、今年

に東亜同文書院の卒業生で愛知大学の卒業生でご

で４年目を迎えております文科省がらみのオープ

ざいます。そういう点でいろいろ広く経験され、

ン・リサーチ・センターを進めつつあり、来年も

また当時の様子も生き証人としてご存じの先生で
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た。1945年（昭和20年）に東亜同文書院大学に入

ございます。
私は北川先生とは、北川先生が霞山会の理事長

学されました。最後の46期生であります。この時

をやっておられた時に、そういう問題も含めて東

は多くの入学生が上海に行けなくなって富山県

亜同文書院と中国側との問題を歴史的事実の上で

の呉羽で入学するんですが、先生はおじ様の関係

きちんとクリアできないかと、委員会を立ち上げ

があられて上海で入学されました。ご存じのよう

ていただき、私が日本からの代表みたいな形にな

に日本は敗戦に見舞われ、東亜同文書院大学は閉

って、向こうの先生方とずっと研究交流をしまし

校になっていくわけでありますが、そのあと日本

た。２年前にそのシンポジウムの成果をこちらで

で東亜同文書院関係の先生が中心になり愛知大学

皆さん方にも聞いていただきました。その前の年

を創立いたします。その時の1947年（昭和22年）、

は上海でやはり同じような講演会・シンポジウム

予科２年に転入学されました。旧制大学（1951年

を開きました。全て北川先生の非常に熱心な働き

まで存続）として入学され、51年に旧制大学を卒

かけで実現したものです。そういう意味で東亜同

業されました。そのあとは山一証券に入社され、

文書院、愛知大学、それから我々記念センターに

順次キャリアアップされまして、最後には副社

とっても非常に重要な先生であります。

長にまでおなりになりました。退任後は山一土地

北川先生は今日の履歴書をご覧になっても分か

建物株式会社の社長になられ、その頃証券の顧問

りますように、あの有名な山一証券というのがご

として中国を担当されておりました関係で上海交

ざいましたけれども、そこの副社長をされた方で

通大学の顧問教授に迎えられ、同大学でいろいろ

す。それと本学の理事もしていただいておりまし

証券問題についてご指導をされています。その後

た。本学とも非常に関わりの深い先生であり、上

1996年霞山会常任理事、そして 2002年には同会

海交通大学の先生としてもご活躍であります。非

理事長になられます。霞山会というのはもう皆さ

常にグローバルな視点でものごとを考えられ、私

んに言うまでもないことだと思いますが、元の東

も北川先生とお話をする過程でいつも気が大きく

亜同文会の戦後における後身団体であります。霞

なっていくところがございまして、多くの教えや

山倶楽部と言っていた時代もありますけれども、

刺激をいただき、感謝しております。今日は戦時

やがて霞山会というふうになります。そこの理事

中の東亜同文書院大学と、中国側の上海交通大学

長になられたわけでございます。したがってご紹

とのあいだの問題をご紹介いただけるというこ

介といたしましては元霞山会理事長ということ

とで楽しみにしております。簡単ですがこれで私

と、それから上海交通大学顧問教授ということで

の挨拶とさせていただきます。どうぞ最後までご

紹介させていただきました。経歴についてはそれ

ゆっくりとご清聴ください。

ぐらいにいたしまして、本日のご講演は「海格路
キャンパスは借用か占拠か」というテーマでお願

【司会】 ありがとうございました。北川先生につ

いしたいとと思います。このテーマは非常にいろ

きましては今藤田先生から概略ご紹介がありまし

んな問題を含んでおり、愛知大学でもまだ充分理

たけれど、講演に先立ちましてもう一言二言付け

解しきっておりませんので、その点よろしくお教

加えさせていただきたいと思います。お配りした

え願いたいと思います。では北川先生、よろしく

略歴をご覧ください。北川先生は1928年（昭和３

お願いいたします。

年）、奈良県でお生まれになりました。したがっ
てお年は80歳を少しお越しになっておられると思

【北川】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

いますが、お元気でわざわざお出でいただきまし

だきました北川でございます。私７年ほど前に脳
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別紙①

当日の北川氏作成レジュメ

梗塞を煩い、多少不便なところがございまして、

どキャンパスが隣り合わせで、距離にして 1,000m

特に発声がうまくまいりません。どうかお聞き苦

もないところにございました東亜同文書院が、日

しい点がございましたらご容赦願いたいと思いま

中戦争、続いて上海事変という戦火の中で焼か

す。そういうことで声が通りませんと具合が悪い

れまして、同文書院の学生は一時的に長崎に疎

ですから、できるだけ前のほうへ詰めていただい

開するという状況にあったわけです。交通大学

たほうが私もしゃべりやすいので、１つよろしく

の55,500坪ぐらいある校舎には、戦争による難民

お願いいたします。

が一時15,000人ぐらい収容されていました。その

後ろに貼ってあります上海の交通大学、これに

難民に出てもらいまして、そのあとに同文書院が

は中国語で「海格路」と書いてあります。今上海

入って通常の学校生活を始めました。それが1938

の地名もいろいろ変わっておりまして、当時の名

年で、言うなれば日中戦争が始まった次の年の４

前が海格路（ハイコーロ・かいかくろ）と言うん

月17日に、ここで開校式が行なわれたわけであり

ですが、今は華山路（ホアシャンロ・かざんろ）

ます。

と言います。交通大学はちょうど日本で言います

私がなぜこのテーマを取り上げたかと言います

と東京の渋谷ぐらいのところにある大学でござい

と、東亜同文書院にはちょうど45年の歴史がござ

まして、従来は理工系の大学でしたけれども、今

いまして、昭和20年の終戦と共に閉幕するわけで

や中国でも有名な、医学部も含めた国立の総合大

すが、その歴史については、まあお読みになった

学になっております。先ほどもお話がございまし

方もあると思いますがずいぶんいろんな側面があ

たように1937年、日中戦争が始まってまだ１年経

り、卒業生も非常にユニークで多方面にわたって

つか経たないかの時期に、この交通大学とちょう

おります。小説に書かれた大学というのは早稲田
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とか慶応とかございますけれども、おそらく同文

学のキャンパスに移ることになったのか。東亜同

書院は45年の歴史の割には一番多いんじゃないか

文書院はその中心の理念に中国との友好というこ

と思います。それともう１つ、45年の歴史の軌跡

とを掲げております。日中友好から考えても、空

を、『東亜同文書院大学大学史』とか、その上部

白のまま置いておくのはまずいんじゃないかと、

団体の『東亜同文会史』とか、いろいろ歴史の上

私もかねがね思っておりました。おそらく同文書

でもきちんと記録されております。と言いますの

院の関係者は、これは何とかしなきゃいかんなと

は、東亜同文書院は文部省管轄下の日本の大学で

思ってたはずでございます。たまたま私が先ほど

ございますけれども、同時に珍しく外務省の管轄

ご紹介いただきましたように、交通大学から招聘

でもあった。言うなれば外務省と文部書とで共管

を受けて金融証券の講義をするようになり、交通

される特殊な学校であったということもございま

大学側の学長を始め先生方とも親しくなりました

して、記録は非常に細かく残っておるわけでござ

ので、何とかその当時の資料を出してもらって空

います。

白を埋めたいということをお願いしました。

ただ問題は、日中戦争の直後でもあったせいか、

しかし中国も政治的になかなか複雑な側面もご

交通大学のキャンパスに移った当時の状況が大き

ざいまして、なにかと難儀をしたんでございます

なエアポケットになっております。あまり詳細な

が、
「それでは日本と中国で歴史研究をやろうじゃ

記録がなく、今残っておりますのは日本側の目線

ないか」ということになりました。先ほどご挨

による日本の記録が中心でございます。ちょうど

拶がございました藤田先生にも日本側の代表とし

戦争の最中、まだ砲煙消えやらぬ状況でございま

て出ていただき、交通大学と、もちろん他の歴史

すから、止むを得なかったということもあるんで

学者も入りましたけれども共同研究をやる。そう

しょうけれども、こちらには肝心の交通大学側の

するとその中からいろんな空白だった部分が１つ

記録が無いんでございます。と言うのは当時交通

ずつ埋まってまいったわけでございます。その話

大学は、伝聞では国民党、要するにその当時の中

を今日は私がしようと思います。お聞きいただい

国の国立大学ですから、蒋介石と一緒に重慶へ疎

てる皆さんにとっては、七十年も昔の話じゃない

開していたという説も専らでございました。そん

か、それも大学の貸し借りの問題じゃないかとい

な状況の中で日本側では「借用」したと言い、中

うことで、言うなればミクロの問題でございます。

国側では日本側に「占拠」されたと、こう言っ

しかしこのミクロの問題を詰めていく形で、当時

てるわけでございますが、キャンパスの広さは

の日中関係とか、上海の抱えていた問題点という

55,500坪ぐらいある膨大なもので、借用したとし

のが幾つか見えてくるわけでございます。私もそ

ますといわゆる通常の貸借の概念から、契約書も

ういう観点から非常に興味深く自分なりに調べて

何も残っていないはずはないと思うわけでありま

いったわけでございます。
それでは本論のテーマに沿ってお話し申し上げ

す。
しかしいずれにしましても今から70年も昔のこ

たいと思います。盧溝橋事件というのがございま

とであります。中国との交流もずいぶん長く50年

して、日中戦争（中国語では別の言い方をします

近く途絶しておりましたが、交通大学と同文書院

が）が始まりましたのが1937年（昭和12年）のこ

は隣り合わせの立地条件であり、その同文書院の

とでございます。皆さんのお手元にそういう時間

校舎が焼かれたという状況の中で、我々同文書院

的経緯を踏まえた参考資料（別紙②）をお配りし

の関係者には全く交通大学の姿・形が見えてこな

ておりますので、それをご覧いただきながら私の

い。どんな状況の中でどういう形態でこの交通大

話を聞いていただきたいと思います。今申し上げ
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別紙②

当日の北川氏作成年表（一部補訂）

たように日中戦争は1937年７月に勃発いたしまし

まいります。表の左側に東亜同文書院関係のこと

た。それから引き続いてひと月後には第二次上海

が年次的に書いてございますけれども、同じ年の

事変ということになり、戦火は上海に飛び火して、

11月に書院の虹橋路校舎焼失とございます。これ

上海が最初の戦場となりました。中国軍と日本軍

は今申し上げた交通大学の真隣にある同文書院の

が激突するわけですが、閘北（ザーペイ・ざほく）

校舎でございます。ここでは1917年から37年まで

という上海の北のほうから、だんだん交通大学や

の20年強、自前の校舎として営まれてきたわけで

元同文書院のあったほうに、主たる戦場が移って

ございます。
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同文書院の元の校舎は中国軍によって放火さ

す。

れ、１つ残らず焼失しました。ということは、先

それに対して交通大学側は、表には郊外の校

ほど申しましたように主戦場がこの地域に移って

舎とありますが、郊外と言うより交通大学のすぐ

きていたということです。同文書院は当時どうし

そばの、まあ昔の上海でないとお分かりにならな

てたかと言いますと、戦争が激しくなる前に長崎

いと思いますが、校門の真ん前にクリークが流れ

に疎開しておりましたので、焼かれた時には学生

ておりまして、その道を隔てたところがフランス

達は学校にはいなかったわけでございます。これ

租界なのでございます。租界には日本側も手を出

はどこかに再建しなきゃならないということで、

さないということから、租界にあった交通大学の

当時の外務省を中心に現地総領事館とのあいだで

校舎へ一部避難して授業をするわけです。ちょう

いろいろ文書の往来等もございました。その当時

ど校門のすぐ真ん前でございます。ほとんど離れ

から交通大学のところへ移ろうじゃないかという

てない。その校門から道を隔てた先がフランス租

流れができてきたわけでございます。その時交通

界ですから。そこに直接攻撃されるわけじゃない

大学の状況はどうだったのかということですが、

ですけど、流れ弾が飛んでくるわけなんです。こ

約55,500坪の膨大なキャンパスに、戦争による難

れは非常に危険だということで、フランス租界の

民が15,000人ぐらい収容されていました。

内部、当時の中華学芸社とか震旦大学の校舎へ移

収容されるに当たってどういういきさつがあっ

ります。その当時の状況を学長が中国の文部大臣

たかと言うと、国際難民救済会という上海にあっ

に報告しています。非常に危ないので移りたいん

た国際機関が、鉄道部長・教育部長宛に電報を打っ

だけど、当初はフランス当局もなかなかＯＫしな

ています。「難民が急増したから、どうか交通大

かった。いろいろ折衝の結果、当局も止むを得な

学の校舎を使わしてもらいたい」と。中国では部

いなということで、フランス租界内へ移ってくる

長というのは大臣のことです。要するに鉄道大臣

ことを認めた。やはりその当時の国際情勢は非常

と文部大臣宛に電報を送りまして、交通大学の校

にデリケートで、フランス側もあまり日中戦争の

舎を難民のために空けてもらいたいという電報で

渦中に入りたくないということで、すぐにはＯＫ

す。それに対して交通大学側は、そういう状況の

しなかったように聞いております。

中では止むを得ないということで、そこに10月と

まあそんなことで、今度は同文書院側の項目を

書いてございますが、学生はちょうど夏休み休暇

ご覧いただきたいと思います。同文書院側はそう

で空いてたところへ、難民救済会の要請に基づい

いういきさつもあって、その翌年の４月17日には

て15,000人ぐらいの難民が収容されました。そこ

交通大学のキャンパスへ入るわけです。そこで問

は非常にフランス租界に近いものですから、フラ

題は、開校式でその当時の院長（その時点では同

ンス側の官憲が守備をするという状況で難民が収

文書院はまだ大学に昇格しておりませんから）、

容されました。１月になってまた教育部長（文部

すなわち学長が訓示をしております。その中で「同

大臣）から黎校長（交通大学の学長）宛の電報で、

文書院は日中の融合を旨とする大学である。だか

どうも戦局が厳しくなって具合が悪いから、学生

ら借用するということは誠に忍び難いけれども、

をすぐ安全地帯へ避難させるようにという指示を

関係方面と協議懇談して、苦慮の結果止むを得

出します。先ほど申しましたように、その辺一帯

ないものとして一時的に交通大学の校舎を借りる

が戦場化いたしまして、大学の中にも弾が飛んで

ことにした。だから学生諸君はこれを大事に使っ

くるというような状況だったから、急いでどこか

て、少しでも壊すようなことがあったらいけませ

安全地帯へ避難しなさいという命令を出すわけで

んよ。できるだけ早く借りた校舎を出て自前の校
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舎を作るから」と、こういう意味の訓示をしてる

いると学長も国民党政府から任命されてるわけだ

わけでございます。

から、自分は執行権限を奪われてしまう。今後ど

しかし一方交通大学のほうは、こういう状況に

うしたものか。いっそのこと国立大学をやめて私

なってくるといったいどうしたものかと思うわけ

立大学になったらどうかということを、国民党の

です。日中の政治関係をご覧いただくと、その頃

文部大臣宛に、校長職でなく個人名義の手紙で相

日本軍は言うなれば破竹の勢いで進撃していくわ

談してるんですね。面白いのは、この意見は誰か

けですね。それで遂に南京まで行くわけです。そ

らサジェスチョンを受けたかと言うと、フランス

の当時の状況は「勝った、勝った」で、南京陥落

側からだと言うんですね。
「国立の大学だったら

の提灯行列をやるというような状況でございまし

日本と中国とは戦争してるから奪われても仕方が

た。交通大学のキャンパスは４月17日に日本側に

ない。しかし私立の大学であれば、日本政府も国

よる開校式が行なわれるのですが、その前の日に、

立の大学を取るようにはいかないだろう。だから

これもまた交通大学の学長から文部大臣宛に「大

私立の大学にしたらどうか」ということをフラン

変なことになった」と。
「今まで交通大学の校門

ス政府（租界当局）がサジェスチョンして、
「こ

に掲げてた扁額は外されて、東亜同文書院の額に

ういうふうに言われてるんだけどどうしましょう

掛け換えられた」
。これは原文をそのまま訳した

か」と文部大臣に相談してる。そういう局面もあっ

んですが、「敵に占拠された」と、電報も書面も

たわけです。

送っております。その時交通大学が出してる先は、

一覧表（別紙②）の右端に震旦大学というの

漢口の教育部長宛です。ですから重慶まで行って

が出てまいります。これはちょうど同文書院と同

ないんですね。日本軍は最後重慶まで中国を追い

じぐらいの1900年代初め、1905年にできたフラン

詰めますけれども、その当時は南京が陥落した直

スの大学でございます。交通大学はその一部の校

後でございますから、まだ教育部は漢口に残って

舎を借りて疎開するんですが、1930年当時の状況

たわけですね。だから漢口の教育部長（文部大臣）

を振り返ってみますと、当時上海にあったキリス

宛に状況報告をしてるわけでございます。それを

ト教系の大学というのは、今度は中国側から非常

事細かに読んでいきますと、面白いことが出てま

に弾圧を受けるんですね。もちろんキリスト教へ

いります。

のいろんな弾圧というのは清朝時代から続いてお

その状況の中で例の汪兆銘政権が登場するわけ

りますけれども、30年代（昭和の初め頃）の上海

でございます。もう１度日中関係の欄をご覧いた

にも、基本的にキリスト教という看板の名目で中

だきますと、1938年の１月に当時の近衛内閣が第

国を侵略するから排除すべきだ、というような動

あい て

１次の近衛声明、有名な「国民政府を対手にせず」

きがあったわけです。震旦大学もフランス系のカ

という声明を出すわけです。一方汪兆銘政権が樹

トリックの大学でございますから、30年代には同

立される。そうするともともと交通大学は国民党

じように非常に厳しい制約を受けるわけです。し

政府が作った大学であり、その当時は国民政府の

かし便法として、震旦大学は中国の文部省の制度

中国でありましたから、そこの国立大学でありま

に従いますからということで、日中戦争が終わる

す。そこへ持ってきて汪兆銘政権が登場すると文

直前ぐらいにはもう中国の文部省のルールに従っ

部省が２つできちゃうわけですね。汪兆銘政権の

て、交通大学とも非常に仲の良い大学になってた

文部省と国民党の文部省と。学長としてはどっち

わけです。震旦大学（オーロラ大学）はフランス

の言うことを聞いていいのか分からないというこ

租界の中心にございましたから、交通大学の学生

とで非常に苦しみます。交通大学が国立のままで

はそちらに避難しておりました。
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上海にはこの震旦大学以外にもアメリカ系のセ

に思っております。特に東亜同文書院というのは

ントジョン大学とか、幾つかございました。そう

どういう大学なのか。日本の文部省の制度の下に

いうところにも交通大学の学生が移っていってる

ある日本の大学でありますけれども、文部省だけ

わけでございます。そんな状況の中で同文書院は

じゃなく外務省からも共管を受けるという特殊な

交通大学に移りまして、それから約７年経って、

形をとっている。いわゆる満州事変以降、中国の

同文書院は1945年の日本の終戦と共に45年の歴史

大連にも満州にも日本の大学があったことはご案

を閉じるんでございますけれども、それまでの状

内だと思います。旧領土と言いますか朝鮮（韓国）

況は今申し上げたようなことでございました。結

にも、台湾にも、それぞれ帝国大学がございまし

局その７年間に1,500名程度がこの交通大学で起

た。しかし同文書院は古くからあって上海に立地

居を共にし、勉学に励みました。借用したのか占

していたという特異な側面を持っております。同

拠したのかはともかくとして、交通大学で終戦ま

文書院の伝統はどういうふうに続けていくのか。

で過ごしたということになります。その間に同文

形の上ではいろいろ愛知大学にも継承されてお

書院は大学に昇格いたしました。その当時のオー

ります。こうやって私がここでお話しいたします

ロラ大学とかセントジョン大学とか、キリスト教

のも、同文書院の関係者として、また愛大の卒業

系の大学はどうなったか。終戦直前に上海の租界

生として、１つの繋がりがあるご縁でお話しして

は無くなり、キリスト教系の大学も戦後新中国が

るつもりです。しかし一般論として私は、伝統を

できまして宣教師は全部追放になったということ

継承するということは非常に難しいなと思ってお

もありまして、幾つかあった外国系の大学はすべ

ります。特に同文書院の場合はいろんな切り口を

て消滅いたしました。校名が残っているのは同済

持っている。卒業生の顔ぶれを見ましても、右翼

大学のみ、同校も土木を中心とする国立大学に変

の人もおりますし、左翼もおります。実業家や外

わっております。今上海には国・市・私立を合わ

交官になった人もいます。いろんなところで活躍

せて50ほどもの大学と短大があると聞いています

してる。共通項があるとするなら中国ということ

が、外国系の大学が抱えていた学部は分解され、

です。それは上海にあったからです。レジュメ（別

これらの大学それぞれに吸収されているようで

紙①）にも書いておりますように同文書院の建学

す。一応ここまで、交通大学に移る時の顛末につ

の精神に「中外の実学を講じて中日の英才を教え、

いてお話し申し上げました。また続いてお話しす

中国富強の基を樹て、中日輯協の根を固む」と

るつもりですが、一応ここまででご質問がありま

書いてあります。中日輯協とは中日友好というこ

したら承りたいと思います。

とです。日本の大学でそういうふうに他の国との
友好を建学の理念に掲げてるところは無いと私は

【司会】 どうでしょうか。非常に複雑な過程でご

思います。それを実現するためにいろんな苦難を

ざいますので、分かりづらいところがございまし

乗り越えて上海にあったんだろうと思っておりま

たらどうぞ質問してください。ございませんか。

す。

では先生続けていただきまして、最後にまとめて。

東亜同文書院は結局1901年から1945年まで45年
間の、短いと言えば短い歴史を閉じます。日中

【北川】 はい。それじゃあ続けさせていただきま

戦争が始まってから大学に昇格するんですけれど

す。全然次元の違う話を申し上げるわけですが、

も、その間に4,700人ぐらいの人達が卒業し、そ

伝統とはそもそも何なのか。私は伝統を続けてい

の３分の１ぐらいの約1,700名が交通大学のキャ

くということは非常に難しい問題だなというふう

ンパスで勉強しています。今どれだけの人間が生
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きてるかと言いますと、だいたい500人ぐらいじゃ

ざいまして、中国人の学生が一緒にいたわけです。

ないかと思います。かく申し上げる私が今年でも

先ほど申しました同文書院の建学の精神の中にも

う81を過ぎました。私は最後の入学生ですから、

ございますように、
「中日の英才を教える」とい

私より若い人は１人もいないわけです。5,000人

うことで、中国人と日本人が一緒に勉強できた。

近く卒業生があって、生き残ってるのは500人ぐ

全寮制ですから「同じ釜の飯」を食って、肌で

らい。その人達は戦後日本へ帰ってまいりまして、

中国の文化を吸収することができた。しかし交通

どこかの大学に進学しなくちゃいけなないという

大学に移るちょっと前ぐらいからは日中間が険し

ことで、私も１、２日本の学校に移りましたが、

くなり、中華部の学生がいなくなった。またその

結局また愛大へ来て、卒業したのは愛大です。私

前の1933年には中華部の学生が中心になって左翼

が愛大に入りました頃は同文書院の同期の連中も

運動をやっておりましたから、あとで共産党に入

いましたけれども、ほとんどがいろんなところか

る連中もたくさんいた。そういう状況の中で、33

ら来た連中でした。たとえば京城帝大から来た連

年当時は上海に領事館警察というのがございまし

中もいましたし、台北から来た連中もおりました。

た。日本人の学生も同調して左翼運動をやったと

私がその時思いましたのは、その顔ぶれを見ると

いうことで、治安維持法で検挙されるというよう

１遍どこかへ移ってるんですね。移ってるけどま

な場面もございました。

た愛大へ来てる。そういう連中が多かったですね。

そんなこともありまして、大学の方針として

何が良いのか、何が他の大学と違うのか。私は今

もやはり中国人の学生を入れるということは学校

にして思うんですが、同文書院は上海、建国大学

の運営上やりにくいということもあったんでしょ

は満州と、それぞれ土地が違います。やはり日本

う。結局中国人との共学は無くなり、日本人だけ

に無い風土の中で育まれたものは特殊なものがあ

になってしまった。1920年から1934年ぐらいまで

るんじゃないかなという感じがします。言うなれ

の間は交通大学と隣り合わせだから、一緒に運動

ば複合された文化というもので、それが愛大の居

会をやったり、卓球の試合をやったり、震旦大学

心地が良かった原因じゃないかなと私は思ったん

ともいろいろ交流したりということで、上海にお

です。

いては本当に意味のある交流が行なわれていた。

まあ愛大の話は今日の本筋ではございませんか

それが、まあこれは戦争のなせるわざかも知れ

ら、同文書院の話を続けてまいりたいと思います。

ませんが、結局日本人だけの日本の学校を運営せ

先ほど来申し上げておりますように、同文書院の

ざるを得なくなっちゃった。ということで、ちょ

ありよう、またその母体である東亜同文会のあり

うど日中戦争勃発の直後に交通大学へ移転したわ

ようは、日中戦争の前と後では大きく違ってると

けでございます。日中戦争が大きな学校運営上の

思います。やはり日中戦争が同文会にとっても大

分水嶺でもあったと思っております。同文書院で

きな分岐点であり、その時の対応がその後の日中

育った連中は１つの文化を持ってまいりました。

関係を左右していった。同文書院も日中戦争の前

その文化にいろんなファクターが融合して培養さ

と後、要するに交通大学へ移る前と後ではやっぱ

れ、また独特の文化ができてくる。伝統と言って

り様相が違う。その中で何が一番の問題点かと言

もいいかもしれません。交通大学側に移ってから

いますと、同文書院はたまたま交通大学のキャン

もまだ先輩の影響というのがございましたので、

パスに移ってから、他との交流がとれなくなって

そのいわゆるＤＮＡは完全に引き継ぐことができ

きたということです。1920年から1934年まで、こ

てたと思います。しかしそれがいったん遮断され、

の間には同文書院の中に中華学生部というのがご

日本へ帰ってきて仮に違う学校を作りましても、
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なかなかそういう文化を継承するというのは難し

りますが５回目に行きました時、何回も同じガイ

いんじゃないかなというふうに思っております。

ドさんに会ってたもんですから、１度大学の構

同文書院と関連があるのは愛知大学でございま

内で写真を撮らしてほしいとお願いして、許可を

す。愛知大学はこうやってセンターも作ってそれ

取って入れてもらった。その間に、現在はこうい

なりに運営されてる。それは非常に結構なことで

う歴史の中で、亡くなった元首相の周恩来が卒業

す。同文書院は私の母校であり、愛知大学も私の

した南開大学にこちらの現代中国学部が校舎を建

母校ですので、私は卒業生の１人として母校がま

てたり交流してみえて、その関係がよく分からな

すます成長することを念願してるわけでございま

かったものですから、中に入って30分間というこ

すけれども、単純な継承は無理なのではないかと

とで写真を撮って、交通大学の事務局で通訳の人

思います。伝統を活かすということは、今日的な

に私が聞くことを通訳してもらったんですね。そ

状況の中で、今日的にそれを活かしていくことで、

の時反日と言うか対応がものすごく悪かったの

「なぞる」ことではないというふうに思っており

で疑問だったんですが、今日お話を聞いてやっと

ます。ＤＮＡが違うんですから。まして愛知大学

よく分かりました。講師の方は前理事長をなさっ

は創立して64年ですか、同文書院より20年ぐらい

てみえるんですけれども、1901年から45年と言う

長く生きてて、今日的に立派な文系の総合大学に

と45回しかないのにどうして46期生なんでしょう

なったんですから、経験を継承するということは

か。そこがちょっと疑問だったのと、現在はこの

大いに結構だと思うけれども、独自の方向で構築

上海交通大学と愛知大学との交流は全く無いもの

して新しい道を歩んでいってもらいたいなと思っ

なんでしょうか。その２つだけちょっと教えてく

てるわけでございます。

ださい。

まだまだ話し足りないことがたくさんあろうか
と思いますけれども、私の話はもう70年前のこと

【北川】 同文書院は1901年の創立でございます

で、舞台が上海でもございますので、ご理解しに

ね。それで同文書院が無くなりますのが終戦の45

くかったことがたくさんあろうかと思います。あ

年ですね。45年の歴史は結局学生が就学した歴史

とはご質問を承りたいと思います。

だと思っておりますけれども、それが45年じゃな
いかなと私は理解してるんですが。46年とはあま

【司会】 ありがとうございました。それでは質
問に入らせていただきます。所属とお名前をおっ

り言わないと思うんですが。小崎さんどうでしょ
うか。たいてい一般に45年の歴史と。

しゃってからお願いします。はいどうぞ。
【山下】 46期と書いてあったから。
【山下】 本日はどうもありがとうございました。
私はこの大学の卒業生ではないんですが、名城大

【小崎】 46期ですね。

学の卒業生で山下といいます。子供がこちらの大
学でお世話になりました。三好の名古屋校舎です

【北川】 私は昭和20年に入りまして、期数から言

けれども。中国には13回ばかり行きました。上海

うと46期なんですが、同文書院の校門をくぐって

には６回行って、今年を除いて過去５回、今お話

から出るまで実質的には３〜４か月しかございま

に出ました交通大学の前でバスを停めてガイドさ

せんでした。３〜４か月いただけで書院生と言え

んがいろんな案内をしてくれるんです。もちろん

るのかなと自分では忸怩たるものがありますけれ

乗ってるのは日本人ばかりです。10年ほど前にな

ども、しかしいたことは事実なんです。入学した
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ら何期生と呼びますからね。だから20年に入学し

というので、第１号として周恩来首相の出た南開

たのが46期です。

大学と提携したわけです。交通大学と我々の学校
との関係はいわゆる友好大学という形になってま

【藤田】 少し助け船を。書院が大学へ昇格する時

すけれども、他の人民大学や南開大学との非常に

に、それまでの東亜同文書院時代の学生の４年生

密接な関係よりはちょっと落ちています。だから

が全員すぐ卒業したら何の問題もなかったんです

数年前から北川先生が、交通大学・霞山会・愛知

けど、今流に言うと、当時は単位制じゃないけど

大学の連携をもう少し密にやっていこうと非常に

まあ少し留年生がいたんですね。その人はどうし

努力されて、今その延長上にあるということです

てもその年に卒業できないもんですから、もう１

ね。

年余分に彼等のために作った。彼等は39期生なん
です。新制予科に入ってきた時は40からスタート

【山下】 よく分かりました。

した。それで１年余分になっちゃった。そういう
【司会】 その他何かご質問ございませんか。今日

ことだと思います。

のお話が非常に重要なのは、特に愛知大学にとっ
【北川】 すみません。私はあまり厳密に考えたこ

ても重要なことですが、私の働いておりました経

と が な い も ん で す か ら。 も う １ つ は 何 と お っ

済学部の同僚蒋先生からこういうことをお聞きし

しゃったですかね。

たことがあります。今の佐藤学長がまだ学長でな
かった頃、ゼミ生を連れて交通大学を見学された

【山下】 上海交通大学の、雰囲気があまり感じが

んです。その時蒋さんが通訳されたんですが、そ

良くなかったもんですから。それと今、南開大学

こで掲示されている文面に「1938年４月から東亜

に愛知大学の拠点が置いてあるわけですね。その

同文書院大学はこの地を占拠し、そして勝手にい

関係はどんなふうになってるのかなと。どうして

ろいろ校舎を改造した」とあった。佐藤教授（当時）

そっちのほうに縁ができたのかなと思ったもんで

が「私達は交通大学から借用したというふうに聞

すから。

いている」と言いましたところ、説明していた中
国人が非常にいぶかしい顔をして不機嫌になり、

【北川】 それは私より藤田先生に聞いたほうが。

「そんなことがどうして言えるんですか」と。同
じようなことをこちらの越知研究員が行かれた時

【藤田】 ついでの集中会議で言いますと、東亜同

も感じられたんでありますが、我々は『東亜同文

文書院時代に『華日大辞典』というのを作る予定

書院大学史』等の文献により、中国側との平和的

でずっと編集作業をやってたんですね。カードが

交渉の結果「借用」したみたいな印象を持ってた。

14万枚ぐらい溜まったところで引き揚げざるを得

実は我々も思い違いをしていて、いろいろなもの

なくなって、カードを持ってこられなかった。戦

を詳しく読みますと、
『東亜同文書院大学史』にも、

後になって本間院長（学長）は周恩来首相等に対

あるいは霞山会が出しております『東亜同文会史』

して、我々の手で作りたいからカードを返して下

にも、そうでないところが出てくるんです。要す

さいという要望書を送られたんです。親日家の周

るに東亜同文会つまり東亜同文書院は、そこを占

恩来首相の下、郭沫若氏等の斡旋で14万枚がこち

拠した日本軍と外務省から借用したのでありまし

らに返され、それがベースになって『中日大辞典』

て、交通大学の側からしますとレジュメにもあり

が作られた。周恩来首相に非常に恩を受けたから

ます通り「交大全校舎敵に占拠さる」というふう
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に校長先生は向こうの文部大臣に通告しているわ

とえばこれは新聞に載ってるから言いますけれ

けです。それでこういう問題が出てくるわけでご

ども、東北大学の教授をやってた菅野さんという

ざいまして、その点に今日は触れられた。これが

人がいて、この人は東北大学で教鞭をとって定年

非常に重要なポイントであったと思います。今日

になった。退官する時に退職金の全てを注ぎ込ん

の講演の１つの中心はそういうことではなかった

で中国人のための寮を作った。実は私、ひと月ほ

かと思うんですが、皆さんお分かりいただけまし

ど前にその奥さんから、学友を通じて電話をもら

たでしょうか。その問題、あるいは他の問題をめ

いました。奥さん曰く「自分は80歳近くなって子

ぐりまして何かご質問はございませんか。

供もいない。何とか夫の遺志を継ぎたいと思うけ
ど、良い方法はないだろうか」と。魯迅が仙台の

【北川】 少し言い足りなかったことを補足させて

学校にいたので江沢民が仙台を訪問した時、菅野

いただきますと、違う文化の国の人とのあいだで、

さんもその宴席に呼ばれた。その時「自分は誠に

同文書院の関係者は非常に多様な人が育っており

申し訳ないことをした」と。中国語で「バオチェ

ます。先ほど申しましたように右翼もいれば左翼

ン」と言いますが「申し訳なかった」と涙を流し

もいる。しかし共通項としてあるのは中国志向な

て江沢民に謝ったと。おそらくそう言われた江沢

んですね。そのありようの根底にあるのは中国な

民のほうはキョトンとしたんじゃないかと思うけ

んですが、書院生に共通する善意というものを感

れども、心底その人はそう思ったんじゃないです

じてると思うんです。この善意の問題についてお

か。それで江沢民と会った翌朝だったかに亡くな

話ししたいと思います。１つは自分達が中国と友

るんですけれども。私はたまたま菅野さんの話を

好をやろうとしてるのは、もともと建学以来の伝

出しましたが、そういうふうに物事を極めて贖罪

統であるし理念である。そのつもりで対応してる。

的に考えてる人をそれ以外にも何人か存じており

そう思っているけれども、中国側から見るとその

ます。その反面全く無関心な人もいますし。

善意が非常に独善的であったり、目線が違います

要するに「借用」という一見非現実なことを、

よということになるんです。先ほど言った交通大

「そういうこともあるんだろうな」というふうに

学への移転の問題も、中国側から見ると「占拠」

理解するような、書院生に共通する善意があるん

であるし、そこで学んだ1,700名近い日本の学生

です。それを善意と呼んでいいのかどうか分かり

はみんな「借用」したということで、本来ならば

ませんが。自分達は日中のために基本的に良いこ

もっと疑念を持っていいんですが、そこへは思い

とをしてるんだという気持ちがあるんですね。だ

至らない。みんな優秀な学生なんだけど、やはり

から日中間に問題があるとすれば、やはり相手の

借りたものだという認識はおそらく共通してると

目線で物を見、相手の立場になって物を考えるこ

思うんです。交通大学と書院との人的往来は、戦

とが大事で、
「こんなことが分からないはずはな

中戦後を通じて50年ほどの空白がございます。空

い」ということが、相手にとっては分からないこ

白の中でその善意のありようが、やはりある時は

となんで、その辺の難しさというのがあるように

独善的であったり、ある時は書院生の中にも交通

私は思います。

大学への移転の実態を聞いていて、非常に贖罪的
に感じてる人もいます。大変悪いことをしたと。
普通一般の日本にいる人達よりも贖罪的に、何と

【司会】 他にご意見あるいはご質問ございません
か。どうぞ。

かしなきゃいかんというふうに感じてる。
何人かの人はニュースにもなっております。た

【藤田】「借用」の問題をめぐって北川先生のご
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意見を非常に興味深く伺いました。プリントのほ

ただ戦後間もない頃はさっきの周恩来じゃない

うはもう１枚残ってたように思うんですけど、そ

ですけどけっこう書院に対してもある程度の理解

の辺のところがなかったのは、あとは文章を見て

があって、私もここへ来て最初の頃学生達を連れ

おく、ということだろうと思いますけれども。交

て交通大学へ行きましたけど、そんなに反日的で

通大学の方々とのやりとりの中で北川先生にいろ

も何でもなくて、むしろ歓迎していただいた。書

いろセットしていただきました。やはり向こうの

院の卒業生の人達もある時代までは歓迎されたと

方々が異口同音に言われるのは、1937年以降はそ

いうようなことを聞いておりますので、やはり政

ういう「借用」の問題があった。しかしそれ以前

治体制の変化の中の問題も少しきつく利いてきて

は非常に友好的で平和的で何の問題もないという

るところがあるかなと思ったりします。まあ最近

ふうにおっしゃるんですね。長い書院の歴史の中

は上海で出た本等を見ましても、東亜同文書院は

で、大多数は平和でうまくいってたと。書院の学

日本の一番優れた秀才が集まる学校だというよう

生達と交通大学の学生達はかなり一緒になってい

な形で紹介していまして、そういう意味で言い

ろんな組織を作ったし、いろんな運動をやったし、

ますと見方が今までとはちょっと違ったりしてま

交通大学の学生が書院の運動会を見にきたりした

す。私も書院の人達の旅行記をずっと読んでいく

こともあった。しかし満州事変以降ぐらいから中

中で、たとえば辛亥革命の時に漢口で事件が起こ

華学生部の学生達も書院に対する反発等があって

るんですけど、旅行中の２班がそこに紛れ込んで

少しずつ抜けていってしまった。満州事変の頃は

しまった。両方捕まっちゃうわけですけれども、

まだそう大きな問題はなかったけれども、長い書

東亜同文書院の学生だということが分かった途端

院の歴史の中で1937年以降の「借用」の問題だけ

に２チーム共敬意を表して釈放してくれた。1911

が残った課題だと思うんですね。だから書院の歴

年ですからだいぶ前の話なんですけどね。そうい

史をもう１回、37年以前に戻って勉強しましょう

うような対応の仕方もあったし、どの情報を取る

というような話が研究会の組織の中にあったんだ

かによっていろいろ見方が違ってしまうところも

ろうと思っております。

あります。まあ大きな動きとしては37年以降の問

この辺のところは時代の変化の中で評価がいろ

題、これに関しては北川先生が一番ご苦労をされ

いろ違うかと思いますけれども、私が今日一番感

てこれまでやってこられた問題だと思います。こ

じたのは、やはり37年以降の書院が日本人だけの

のあたりの問題はすぐにはきちんとケリはつかな

社会になってしまったと言うか、その辺が一番経

いんだろうと思いますが、最後におっしゃったよ

営としては大きな問題だったんだろうなと。今日

うに、お互い相手の目線と言いますか、その立場

おっしゃった文化の問題もそういう意味で言いま

も理解しながら見ていく必要があるのかなという

すと非常によく分かる気がします。私は古くから

ふうに思っております。そういう点で私としても

の卒業生の人達との面接をずっとやってきたんで

今日の北川先生のお話は、いろいろ刺激的で参考

すけれども、その方々が書院の全体のイメージを

になり、ありがたいと思っております。というこ

持つ時に、やはり1937年以降は違うと言いますか、

とでコメントみたいになりましたけど終わらせて

そこは書院ではないというような意見を言う方が

いただきます。どうもありがとうございました。

非常に多かった。中国側にとっても日本側にとっ
ても37年というのは非常に不幸な年であった。そ

【司会】 何かもう締めくくりをしていただきまし

の背景には第二次上海事変があったし、日中戦争

たようで。時間もそろそろまいりましたのでこれ

が始まったことがあったんだろうと思います。

で終わらせていただきたいと思いますが、どうし
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てもこの際にというご質問が何かございますか。

アジア全体の中心的役割は中国だと思うんです

はいどうぞ。

よ。もう好むと好まざるとに関わらず両国が一緒
にやっていかなきゃいかん。そりゃあ問題はいろ

【劉】 こんにちは。愛知大学現代中国学部の劉伯

いろあると思うんです。無いのが不思議なんで、

林と申します。13年前に中国北京から愛知大学に

夫婦だって喧嘩するんですからね。だからいくら

まいりまして、今、現代中国学部で教鞭をとって

一衣帯水の距離感であっても、それはいろいろ問

おります。先ほど北川先生のお話をいろいろ聞か

題が起きるのは当たり前。ただやはり相手の目線

せていただいて本当に感銘いたしました。相手の

で、相手の立場になって物を考え、お互いに協調

目線で物を見る。日中両国がやはりお互いにそう

していくこと。同文書院の綱領の中に「中日輯協」

いう姿勢をとらなければいけないと思います。日

というのがあります。面白いのは、日本の学校は

本のマスコミは「中国国内では若者に反日教育を

「日中」と日本を先に言いますが、同文書院の綱

している」と騒いでいますが、中国では日本のマ

領では「中日」になっています。一時私は「輯協」

スコミをいろいろ見て、この十数年国民感情がか

という言葉がよく分からなくて、中国語なのか日

なり悪くなっているのを私は肌で感じておりま

本語なのか。要するにお互い協同し合うというこ

す。先ほどの交通大学が借用か占拠かという話に

とだろうと思うんです。これはやっぱり非常に肝

なりますと、私が交通大学へ行った時いろいろ聞

要なことで、中国がその存在感を高めれば高める

いた話では、当時どういうふうに日本の人が交通

ほど両者間が協調していかなきゃいかんと思って

大学に入ったかと言うと、日本の憲兵が来て交通

おります。

大学の人達を追い出したということです。でも日
本では借用と言います。借用だったらやっぱりい

【司会】 ありがとうございました。それでは長

ろいろ借用の手続きをするべきだと思います。今

時間にわたりましたが講演会と討論をこれで終わ

のところそういうことははっきり言えないですけ

らせていただきたいと思います。皆さんの拍手を

れども。近現代になって日本と中国との関係がい

もって北川先生をお送りしたいと思いますのでよ

ろいろ複雑になってることが多いですが、本当に

ろしくお願いします。どうもありがとうございま

相手の目線で物を見れば、日中関係はこんなにギ

した。

クシャクしないと思います。これから私も先生の
おっしゃった方法を続けて、日中友好・中日友好
を続けてまいりたいと思います。どうもありがと
うございました。
【司会】 ありがとうございました。先生何かそれ
に対してお答えになることはございますか。
【北川】 非常に心強い話を聞かしていただいて。
新中国になって60周年を迎え、今の中国は世界の
大国になりましたね。私は経済が専門ですから、
そういう角度から中国を見ておりますけれども。
しかし経済問題に関わらず、やはり中国を含めて
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〔編注〕
講演後北川氏より「参考にしてほしい」と、以下の二つの資料が送られてきたので掲載する。資料①は 1938 年２月
14 日付の、交通大学から教育部に宛てられた状況報告であり、資料②は終戦直後にあたる 1945 年８月 27 日付の、東亜
同文書院大学長本間喜一より交通大学長に宛てた書翰（返書）である。

資料①

上海交通大学の状況報告（1938年２月14日。原文一部改訂）

交通大学の概況
民国26年（1937−昭和12−）８月13日の上海での戦争（第二次上海事変）勃発の時、本校はまだ元の住所にて校務を行っていた。そ
のときはまだ夏休み期間中だったので、学生達は学校にいなかった。その後何回か教育部から授業再開準備を進めるようとの命令を受
けた。それで10月11日に校外の宿舎で授業を再開した。先に再開されたのが三・四年の二クラスだが、直後に戦局の影響で（上海西部
に移った）校外宿舎も安全ではなくなったため、フランス租界にある中華学芸社の建物を借用し、授業及び宿泊に使う。11月５日まで
に一・二年の二クラスをも再開し、教室は震旦大学と相談して借用した。その時に学校にいた教員は130名、職員は79名、在学生375名、
チエトゥ

新入生102名、借読ｉ）生89名。第１学期終わりの時点で、学校にいる学生総数は565人、学内の書類ファイル、帳簿類、図書、実験用の
各種の器具及び運搬できる機器を続々と運び出した。フランス租界の借りた場所に保管しているが、未だに一部の物品及び運搬できな
い機器が交通大学のキャンパスに残っている。第１学期の期末試験は今年２月５日に終わった。第２学期の入学登録手続きは６日から
12日までの間に行い、14日に新学期の授業が再開される予定。実験室については、機械、電機両学部生のために中法工学院及び震旦大
学のものを借りる。現在の教員数は135人いるが、授業のためにまた数名を新しく採用する。職員人数が69名で、12日まで登録手続きを
済ませた学生数が387名。まだ登録手続き期間中だし、学費納入不能が原因で入学手続きを完了していない学生も多いため、最終的な登
録人数については改めて報告する。本校の校舎が去年10月に国際救済会に第５難民収容所として貸したが、去年12月30日に日本軍憲兵
隊が進駐し、徐家匯憲兵分駐所を設立した。現在ではすでに難民を何組かに分けて帰郷させた。同文書院をそこに置くと聞いたが、実
際に占拠するようである。本校の毎月の経費については、去年10月分までしか受領しておらず、すでに底を尽き、運営維持することが
とても困難である。また、本校の事務室は本校校外宿舎に置かれているため、万が一のとき、下記宛先に送金してほしい。上海法租界
姚主教路樹徳坊３弄21号張延金（本校工学院院長）。

ｉ）

資料②

旧時、学校の移転あるいは交通の関係などで、甲の学校の学生を乙の学校に依託して学業を履修させたこと。

交通大学による校舎返還要求に対する同文書院大学長本間喜一の書面での返事（1945年８月27日）

８月21日のお手紙を拝読した。貴校代表による校舎返還要求も承知した。本校校舎は、財団法人東亜同文会が昭和14年（民国28年）
10月１日に普通敵産処理委員長（日本大使館事務所）から借用したので、
（返還に関しても）当該委員会の指示の下行う。本校は当該委
員会の指示に従い、日本大使館の命令で校舎を返還するが、下記の手続きが必要である。
一、貴校の要請で貴国政府により校舎を接収
二、貴国政府による日本大使館事務所との交渉
三、日本国大使館事務所命令による本校の返還
本校も返還の準備を進めているが、貴校も迅速に上記手続きを踏んで対応すれば、接収が早く片付く。
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〈研究会〉

東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

【司会】 お集まりいただきましてありがとうござ

今までやってきた公開研究会みたいなものは今後

います。最初にこういう研究会を持つに到った経

全て講演会で行なうことにいたしまして、もっと

過とか目的について私から報告させていただきま

じっくり地道な研究をやって、その研究会を進め

す。そのあと初めて顔を合わす方々もおられます

ていくということになり、２度ほど運営委員会で

ので、私から初めてお隣の、今日の報告者であり

報告し、議論しました結果、本日の研究会がその

ます武井さんを含めて、簡単に自己紹介をしてい

最初のものとなったわけです。これは学内的な研

ただきたいと思います。この研究会を持つに到り

究会です。

ました経過は、本学の藤田教授を研究代表者とす

なぜそれが必要かと申しますと、東亜同文書

る愛知大学東亜同文書院大学記念センターの情報

院は愛知大学の前身校とされておりまして、東亜

公開と、東亜同文書院における総合的研究の推進

同文書院と愛知大学との間にはどういう関係があ

プロジェクトというものすごい名前のプロジェク

るのかということは、当然愛大としましても究め

トがありまして、それが文科省の平成 18 年度の

なければならない課題であります。東亜同文書院

私立大学学術高度化推進事業というものに選定さ

の学生が行なった大旅行、調査報告書等について

れ、補助金が出るようになったわけです。つまり

の地勢学的・地理学的な研究は、立派なものがあ

このプロジェクトというのは愛知大学が持ってお

ります。藤田先生が次々に論文や本などを発刊さ

ります東亜同文書院に関するいろいろな資史料、

れてきました。しかしその他の分野で、東亜同文

重要な資史料もあるわけですが、そういったもの

書院が教育機関としてどういう構造や性格を持っ

をどんどん公開していくということと、今一つは

ていたのか、20 世紀前半の激烈な日中関係史の

東亜同文書院についての総合的な研究を深めて、

中でどんな役割を演じたのか、あるいは持たされ

その研究成果も発表していくという目的を持って

たのか。そういったことを地理学的な大旅行の研

おります。

究以外の面で、あるいはその頃で言う院長や、他

発足したのが事実上去年の後半からで、ほぼ１

の指導的な教員達の理念がどうであったのか、ど

年間経っておりますが、それまで公開研究会と称

んなカリキュラムを持っていたのか、学生にどう

するものを何度か行ないました。例えば藤城先生

いう教育がなされたのか、そして卒業生達がどう

の研究としまして「小岩井淨の思想と学問」といっ

いったところでどんな仕事に就き、どんな働きを

た研究会もいたしました。ところが公開でやりま

したのかといった面については、部分的な研究は

すと 35 人、40 人の人が集まって細かい議論なん

あっても全面的にはまだなされていないんです。

かはできなくなってしまった。そこでそういった、

それをしないと藤田先生の偉大な功績を補って、
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東亜同文書院の研究を全うしたことにならないと

なと考えております。よろしくお願いいたします。

いうことで、その側面に光を当てて、若い研究者

【久野】 私も大島先生同様に『愛知大学五十年

にどんどん研究してもらおうと。私のように年を

史』に携わりまして、今年３月に退職し、その後

取った者はもう１回勉強し直さないといけないと

非常勤で大学へまいっております。推進プロジェ

いう、そういう目的でこの研究会を開催する運び

クトにどういう形で実際に私が携わっているかは

になったわけです。それについてご意見がありま

ちょっと自分ではよく分からないんですけれど

したらあとで伺いたいと思います。

も、なるべく出させていただいているという状況

それでは、司会を務める私から自己紹介をさせ

です。

ていただきます。私は本学を２年ほど前に定年退

【鈴木】 コミュニケーション学部の鈴木です。よ

職しました大島隆雄という者です。専門は西洋の

ろしくお願いします。東亜同文書院は専門ではな

経済史、ドイツの経済史、自動車工業史などだっ

いんですが、大島先生に言われまして今ちょっと。

たんですが、かつて『愛知大学五十年史』を編纂

専門は国際関係、政治です。林毅陸という初代学

しました時に、文学部の田崎先生のあとを継いで、

長のことを調べなさいという官命を受けまして、

非常に短期間ですが『五十年史』の編纂に従事し

ずっと調べてまいりました。それ以外に東亜同文

ました。そういうこともあって、
『五十年史』の

書院の関連で、国際政治学の坂本義和先生が幼少

３分の１ぐらいを私が書いたと、計算してくれた

期を過ごしていたところがそこだったという、い

人がいましたが、その関係でこのプロジェクトに

ろんな諸関係がありまして、同文書院それ自体に

参加させられているわけです。つまり東亜同文書

非常に関心をもっていくと同時に、OSS（CIA の

院の結末は愛大の成立と重なるわけで、その愛大

前身）が東アジアに、元々主力はヒットラーのヨー

の成立期の研究と言うか、愛大史の始まりを以て

ロッパ戦線ですが、アジア地域に入った時にいろ

東亜同文書院の歴史も完結するという関係にある

いろ暗躍と言うか活動をしていて、同文書院の周

から、私が呼ばれた次第です。そういうことです

辺でいろいろあったらしいということで、その辺

ので皆さん率直に、あとでいろんなご質問・ご意

を調べているところです。主要なと言うか本店の

見を披露していただきたいと思います。

ほうはイスラムの研究をしております。

それでは今日の報告者であります武井さん、簡

今日はたまたま集中講義で、日米関係を専門とす
る玉本先生、この方はアメリカン大学というとこ

単に自己紹介をお願いします。
【武井】 はい。今日の報告を担当させていただき

ろで教鞭をとられていたことがあり、今はニュー

ます武井義和と申します。今この本館の裏側にあ

ヨークにあるワールド・ポリシー・インスティ

ります、木造２階建ての旧愛知大学本館にある東

テュートというところの主任研究員であると同時

亜同文書院大学記念センターで資料整理、そして

に、愛知大学でも毎年授業をしていただいていま

研究業務などに従事しております。今日の発表、

す。その玉本先生と、院生の２人、加藤さんと張

なにとぞよろしくお願いいたします。

さんもお邪魔させていただいて、いろいろと参加

【石田】 記念センターで武井さんの下でいろいろ

させていただこうと思ってお誘いしました。

と目録作りなどの資料整理をやらせていただいて

【司会】 玉本先生、自己紹介をお願いいたします。

います石田です。リサーチ・アシスタントという

【玉本】 専門は国際関係、日米関係、日中関係で

立場ですけれども、本来はここの大学院の院生で

す。あとは毎年鈴木さんのお誘いを受けて集中講

す。藤田先生に「何か書きなさい」ということで、

義で愛知大学に来ております。

こういう勉強会でもしかしたら博論など書けるか

【司会】 加藤さんどうぞ自己紹介を。
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【加藤】 国際コミュニケーション研究科２年の加

の初代院長根津一さんの精神を受け継いだ、愛知

藤と申します。本来の研究とは違うのですが、今

大学の創立者本間喜一は東亜同文書院大学の最後

いる大学について、大学にいるうちになるべく、

の学長で、上海から引き揚げてきました。その時

どういうところにどういうルーツがあって今どん

に上海の同文書院の卒業生の成績簿と学績簿を日

な大学なのか、というのを知ることができればと

本に持ち帰りました。今展示室にあります。それ

思い、今日は参加しました。

が東亜同文書院大学を継承した愛知大学の物証的

【司会】 では張さん。

な事実です。もっと言えば継承的な問題として、

【張】 国際コミュニケーション研究科修士１年張

同文書院の先生方が作っていた『中日大辞典』の

梅と申します。専攻は国際関係です。愛知大学と

原典になるカードを 14 万枚作った。それを戦後

東亜同文書院は中国に関係がありますので、今回

日本に返していただいて、立派な『中日大辞典』

参加しました。

ができた。そこにも東亜同文書院と愛知大学の継

【鈴木】 上海出身の方です。玉本さんはアメリカ
ばかりではなく中国問題とも引き寄せようという

承問題ははっきり表れております。
同時に同文書院の先生が十数人、愛知大学の先
生になっておられ、生徒もおられる。そういうこ

お考えがあります。
。
【司会】 活字にする時、発言者の名前などが必要

とで物質的にも、書物的にも、学問的にも継承し

になってきます。張さんとはどういう字を書くの

ている。精神的には根津さんの東亜同文書院の精

かということが我々分かりませんので、あとで紙

神を本間喜一さんが継承してこの愛知大学は今あ

を配りますから書いてください。越知さんどうぞ。

る。この精神的な継承の問題を解き明かそうとす

【越知】 今、張さんの話を聞いてお話ししたくな
りました。その隣の人も、国際コミュニケーショ

るのが本間喜一論である。それを今度は鈴木先生
が勉強して下さるわけですね。

ン学科で、愛知大学とはどんな大学かということ

【鈴木】 本間先生のパートは法学部の……。

を知りたいと。この会に必ずいつも出てくださる

【越知】 そういう形で、要するに本間さんの生い

とよく分かります。愛知大学はどういう大学か、

立ちから始まって、学究時代に一橋大学や法政大

そして東亜同文書院大学と愛知大学とはどういう

学の教授をし、司法試験にトップで合格し、検事

深い関係があるのか、それをちょっと私が簡単

をやる、裁判官、判事をやる。学者でもあり、弁

に、体験的なお話をしましょう。私はこの愛知大

護士もやり、裁判官もやる。そして上海の同文

学の新制の第１回の卒業生です。あなた達のおじ

書院の学長になり、戦後引き揚げてきて最高裁判

いさんぐらいにあたる年です。大学を卒業してか

所の初代事務総長になって裁判所の機構改革も行

ら豊橋の駅前で床屋さんになりました。バーバー

なっている。そして愛知大学に本腰を入れて作っ

ショップ、ヘアドレッサーです。そういうこと

て現在がある。すごい先生です。

から、愛知大学の学長本間先生以下、学長の大部

【司会】 それではせっかく今日レジメも準備され

分の人の頭を私が刈ってきました。従って愛知大

ておりますし、このオープンリサーチセンターの

学に関わる先生の頭を刈りながら、いろいろエピ

年報を見ていただきますと、今日の報告のより詳

ソードを聞きました。だからそのエピソードを、

しい内容は 77 頁に出ております。本題に入りま

物証を通じて展示会に展示しようということにな

すが、詳しくやりだすとものすごくいろんな大問

りました。その現われが愛知大学展示室Ａ、Ｂで

題がいっぱい詰まっておりますので、そういった

あり、そして今度展示室Ｃを作ります。展示室Ｃ

問題を今後我々がどう解き明かしていくかという

は本間喜一コーナーです。なぜならば、同文書院

ことにつきまして、言わば今までの研究史（我々
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の時代は「研究史」と言ったんですが、このごろ

キャブラリーカードを元にできたのが、愛知大学

は「先行研究」と言います）の渉猟をしていただ

が編纂している『中日大辞典』という中国語の辞

きました武井さんから、だいたいこのレジメに出

書です。

ておりますのでさっと斜めに読むと分かってくる

このように考えますと、東亜同文書院と愛知大

と思うんですが、さらにこれを要約したような話

学は繋がりがあるということは当然言えるわけで

をお願いいたします。どうぞ。

す。ですけれども、東亜同文書院という学校は日

【武井】 では始めさせていただきます。よろしく

本の敗戦で消滅しましたので、
「幻の名門校」と

お願いします。今日テキストとして使うのはお手

いわれてきました。後で述べるように、1990 年

元にある『オープン・リサーチ・センター年報

代以降東亜同文書院研究は増えてきました。しか

創刊号』と、ホチキスで止めてあるこちらのＡ

し、東亜同文書院について発表されてきた論文と

４サイズの紙を元にお話をさせていただきます。

か研究、それを整理している研究者が非常に少な

言っていることは内容的には同じでありまして、

いんですね。従ってここで１度研究の流れを整理

この年報の要約がこちらです。この７月末に愛知

してみようと思いました。私は研究活動に従事し

大学で、中国上海の交通大学の研究者の方々を招

たばかりで、それまで資料整理とか図書整理を専

いて、「日中研究者による東亜同文書院研究」と

らやってきたわけですが、去年あたりから同文書

いう国際シンポジウムを開催しました。こちら

院研究に本格的に入り込むようになりました。そ

の紙はその国際シンポジウムで私が使用したレジ

の第一弾として、まずは先行研究の流れを押さえ

メです。最初から詳しく述べることは時間の関係

ていこうというふうに考えまして、こちらの年報、

でできません。何回も話を聞いている方もいらっ

そして国際シンポジウムでは先行研究の歴史とか

しゃると思いますので、今日は簡単に、一体何を

発表論文の動向というテーマでお話をいたしまし

言わんとしていたかということをお話しするに留

た。ホチキス止めのプリントでいきますと１頁目

めまして、あとは皆様からのご意見を頂戴して、

になるんですけれども、1945 年に戦争が終わっ

質疑応答と全体の議論を行なうというように伺っ

て東亜同文書院は消滅するんですが、それ以降現

ております。

在まで 60 年余り、日本において同文書院を扱っ

さっそく本題に入りますが、先ほど越知さんか

た研究や書籍はどれぐらいあるかということを調

らお話があったように、東亜同文書院大学最後の

べたのが、１頁目の２番、
「戦後日本における研

学長であった本間喜一という人が、1946 年 3 月

究動向」というところに書いてあります。

に日本に引き揚げてきてから作った学校でありま

簡単に申しますと同文書院についての論考が登

す。わずか１年足らずという非常に短期間で愛知

場したのが 1965 年、戦後 20 年目にして初めて出

大学を作られた方なんですが、この東亜同文書院

てきます。以後 70 年代、80 年代と少しずつ増え

大学を引き揚げる時に学籍簿・成績簿を持ってき

てきて、70 年代には論文 3 本、80 年代には論文

ました。それが戦後愛知大学に移されました。ま

６本というふうに増加しているんですが、90 年

た東亜同文書院は中国語辞書の編纂を目指してお

代になると論文 27 本、書籍５冊、2000 年代にな

りまして、ボキャブラリーカードをたくさん作っ

りますと論文 24 本、書籍 2 冊というふうに激増

ていたんですね。敗戦時で十数万枚にものぼる

します。つまり 60 年代に初めて同文書院研究が

カードがあったんですが、それが敗戦により中国

出てきて少しずつ増えていくんですが、60 年代

側に接収されました。戦後それが愛知大学に戻っ

から 80 年代末までは緩慢な増加であったと言わ

てきて、この東亜同文書院時代の遺産と言えるボ

ざるを得ません。それが 80 年代から 90 年代になっ
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証的な研究、客観的に捉える研究が登場してきて

て一気に激増するわけです。
こうして考えてみますと、戦後日本における同

いるというふうに言えるかと思います。従って戦

文書院研究は 80 年代末から 90 年代初頭、そこが

後半世紀を経て、ようやく東亜同文書院が学問的

１つの分岐点と言いますか節目の時期であると言

に扱われ、議論される時期になってきたのではな

うことができるかと思います。80 年代までと 90

いかと私は考えています。

年代以降というふうに分けて捉えるとしまして、

そうしますと、東亜同文書院についてどういう

80 年代以前の研究が少ない時期において同文書

研究課題があるか、またどういうことが明らかに

院はどのような認識・イメージで捉えられていた

されるべきかという問題が出てくるんですけれど

のかというのが、１頁の終わりから２頁目に書い

も、これについて詳しくは年報のほうに書いてあ

てあります。簡単に言うと、同文書院というのは

りますのでご覧いただきたいと思います。簡単に

中国侵略の手先であったとか、戦前日本の軍国主

申しますと、東亜同文書院の最高責任者であった

義に貢献した学校組織であるというような認識で

歴代院長・学長の思想、特に東亜同文書院初代と

捉えられていたんですね。もちろん実証研究に基

第３代の院長を務めた人物に根津一という人がい

づいてと言いますか、けっこう資料を詳しく調査

るんです。初代・３代と言いましたが、この人だ

して、客観的に述べる研究もあったんですが、全

けで 20 年余り院長を務めています。同文書院が

体的に見るとイデオロギーが先行していたと言い

存在した時代の半分を、この根津一という人が１

ますか、資料に基づく実証研究を緻密にやってい

人で院長を務めていたことになります。根津一の

くと言うよりも、何かイデオロギー的に、中国侵

思想は「根津精神」と言って、学生達に非常に親

略に加担した学校だというふうに述べる、そうい

しまれるんですね。この「根津精神」というもの

う傾向が強かったように感じます。

が、日本の敗戦時まで、同文書院における思想と

それが 90 年代以降になると米ソ冷戦の終結な

して受け継がれていたと言われています。これに

ど、世界史的な大激変があったということも関係

ついては戦後、同文書院の卒業生が回想録などで

して、それまでの同文書院研究とは見方が変わっ

時折り「根津精神とはこういうものである」とい

ていくわけです。つまり 90 年代以降になると、

うふうに、何人かの方が論じているんですけれど

史実をベースにして実証的に同文書院の存在を明

も、学術的に根津精神を取り上げたものはあまり

らかにしよう、同文書院の内実を明らかにしよう

ないんです。従って根津精神とは何であるかとい

としていく研究が出てくる。または同文書院の院

うことをもう１度研究し直して、客観的に学術的

長とか学長の人間像を通じて同文書院を再評価す

に研究していく必要があるんじゃないかと思いま

る、そういう研究動向に変わってきています。資

した。

料を元に実証的に同文書院を研究しようとする流

あとは東亜同文書院の学生についてちょっとお

れは、これからも続いていくでしょうし、また多

話をしますと、同文書院で学んだ学生は日本人が

くの研究者が、それぞれの問題意識に基づいて、

中心です。一時期中国人の子弟を受け入れて教育

非常にさまざまな角度から研究を進めてきてい

する学部も、10 数年間ですがありました。しか

るわけです。そういったさまざまな角度から見た

しメインは日本人です。けれども中をよく見てい

東亜同文書院という研究も、これから進展してい

きますと、日本人学生と言う場合、我々のような

くのではないかと考えております。ですから、90

日本人だけではなく、戦前日本が植民地統治下に

年代以降は中国侵略という否定的な結論にもって

置いていた朝鮮人や台湾人も、日本人学生として

いくよりも、同文書院を明らかにしようという実

含まれていたわけです。同文書院というのは学校
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ですから、学校を研究する場合、学生も１つの対

になりますが承りたいと思います。

象として挙げられるわけですが、学校における学

【司会】 私ばかりしゃべるのは控えますが、今

生を考察する場合、我々のような日本人だけで

のお話は研究動向とこれからの研究課題が中心に

はなく、日本人として入学していた朝鮮人や台湾

なっておりまして、さらにその大前提として、東

人も扱っていく必要があるんじゃないかと思いま

亜同文書院がどういう意図で、どういう建学の精

す。そうすることによって、同文書院というのは

神で作られたのか、どういうふうに変遷を遂げた

日中関係や二国間関係の中で論じられることが多

のかという外郭的な歴史を知ってないと分かり難

いんですが、それプラス植民地という地域も含め

いと思います。それはあとでまた報告者のほうか

て、日本・中国・朝鮮・台湾といった広範囲の東

ら説明いただくことにしまして、今までのところ

アジア地域を設定して、
「近代東アジア地域の中

で何か、武井さんの話を聞き、あるいはこのレジ

における東亜同文書院」という形で捉え直すこと

メを見て、基本的な簡単な質問から少し複雑な問

も可能ではないかと思います。あと、いろいろと

題まで含めて、ご質問・ご意見はございませんか。

挙げなければならない今後の研究の展望・課題な

【石田】 質問ではなくて最後のところ、武井さ

どもあるんですが、それはまたこちらの年報のほ

んの歴史資料の発掘についての補足になるんです

うでご覧いただければと思います。

が、今武井さんが発表なさったところは全て、東

これからの課題ですが、歴史研究をやっていく

亜同文書院および東亜同文会の側の資料の発掘を

には資料が不可欠です。幸いなことに愛知大学に

進めていかなければならないということなんです

は『調査報告書』や、
『大旅行誌』を始めとする、

けれども、もう１つ、これは次回の研究会とか豊

東亜同文書院が行なった大旅行に関する資料が

橋市民トラムのほうで発表を用意しているんです

たくさんございます。それだけではなくさまざま

が、アメリカのほうにも外から東亜同文書院を見

な資料が記念センター、そして図書館にも収めら

た、具体的に言うと宣教師 YMCA などの協力筋

れていまして、同文書院研究を行なうには非常に

として、北米 YMCA 同盟から中国上海の YMCA

ふさわしい環境であると言えるわけです。けれど

に派遣されていた人なんかが、けっこう報告書

もこの資料は愛知大学だけではなく、例えば東京

を書いているということを確認しています。私が

の外務省外交史料館に収まっていたり、国会図書

入手したのはミネソタ大学の YMCA のアーカイ

館に収まっていたり、けっこう日本国内でも散ら

ブのところから何本か送ってもらったものだけで

ばっております。日本国内だけならいいんですが、

すけれども、そういった、外から同文書院がどう

実は中国や台湾にも散在しています。私はこちら

見られていたかということが、もう 1 つ資料発掘

の石田さんや図書館の職員の方々や記念センター

の上では重要になるかと思います。今の記念セン

長と共に、台湾へ資料調査に行きました。非常に

ターの ORC の活動でも主に日本・台湾・中国の

貴重な資料が台湾の研究所に収まっております。

みが射程ですけれども、実際には、まあ私は英語

日本国内のみならず国外にも散在する資料を、今

が満足にできないし、スタッフのほうも中国語と

後発掘して網羅していく作業、これも研究の進展

朝鮮語と日本語が専らで、アメリカの図書館事情

と共に行なっていかなくてはいけない作業である

とかもあって、なかなかそういう資料の調査まで

と考えております。

は手が回っていませんけれども、ゆくゆくはその

大ざっぱにお話ししてまいりました。詳しくは
こちらのレジメ・年報をご覧いただきまして、何
かご質問がございましたら、お答えできる範囲内

方面で見ていくと、また新しいものが出てくるか
なと期待しています。
【鈴木】 OSS のレポート、これは玉本さんから
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もらったんですが、CIA の前身のドノバンとい

かなくてはいけないと思うわけですが、その方法

う人がルーズベルトのお声掛けで作った諜報組織

として考えたのが教育です。つまり日本の若者と

があるんです。同文書院がどうかというのではな

中国の若者を互いに教育することで相互理解を育

く、周辺の中国における日本の資源対策の動向と

む、それを日中友好の基盤にしようと考えます。

か、いくつか研究があった様な気がしたのですが。

この近衞篤麿が日中友好の理念のために学校を

OSS 資料は図書館にあります。マイクロフィルム

作る時に、協力者が必要になります。協力を頼ん

で入れておきました。

だ人物が先ほどの報告で申し上げました根津一で

【武井】 では我々も見ることができますか。

す。根津はそれを引き受けて、東亜同文書院の初

【鈴木】 はい。ただ大部分はヨーロッパ関係なん

代、そして第３代の院長を務めます。従って東亜

ですが、日本占領期のアジア地域の報告に関する

同文書院は日中友好を理念としてできた学校で、

主なものがあります。

根津一が近衞篤麿から協力を要請されて院長に

【司会】 院生のお嬢さん方、東亜同文書院の大学

就任したというわけです。ただ同文書院が上海に

の設立事情とか、その後のだいたいの歴史とか、

あった時代は日中関係が激動の時代でしたので、

ほとんどご存じないでしょう。

戦争や中国の革命などで日中友好の理念とは裏腹

【加藤】 あまり知らないです。

に、校舎が４回ほど戦火に焼かれるといった不幸

【司会】 それがないと今の武井さんのお話は何の

な状況も生まれました。

ことか非常に分かり難いと思うので、ちょっとそ

【司会】 私からもいろんな質問があるんですが、

の辺を、５分で言うのは大変だろうけれども、ま

先に皆さんのほうから、プリミティブな問題から

あ根津一の話は出てきたんですけれども。

高度な問題まで、何でもけっこうです。

【鈴木】 基本的に 2 人はセンターの資料は見てい

【鈴木】 先ほど出ていた東亜同文書院の戦争協力
者説というのは、いつ頃どういうふうに発生した

るはずなんですけれども。
【司会】 ちょっと念のために５分ぐらいで。なぜ
侵略的・軍国主義的というような、かつての研究

とされているんですか。起源はどこにありますか。
【武井】 一般的には戦争中に従軍通訳として、戦
争が始まると書院生が出陣していくわけですが、

が出てくるのかということが分かるように。
【武井】 はい。東亜同文書院は 1901 年に中国上

恐らくその頃に、戦争に協力したというイメージ

海にできて、1945 年夏までありました。時代に

と言いますか、そういう説が出てきたと思います。

翻弄された学校と言えるんですが、理念は日中友

しかし戦争協力の前に、中国侵略の学校であると

好なんです。東亜同文書院がなぜできたかと言う

いうイメージはどうも 1910 年代の終わりから 20

と、当時の時代も関係しています。19 世紀の末、

年代には、中国上海の論調では出てきていたよう

正確には 1894 年から 95 年まで日清戦争がありま

です。と言いますのも、ちょっと私はまだ資料に

した。この戦争で日本は勝つんですが、それ以降

当たれてないんですが、1910 年代には五・四運

中国や朝鮮といったアジア地域を見下す、そうい

動というのがあって、次第に中国ナショナリズム

う風潮が日本の中に広がっていくわけです。いわ

が高まってくるんですね。この中国ナショナリズ

ゆるアジア蔑視という考えが蔓延していきます。

ムの高まりと共に、同文書院は大旅行に名を借り

そういう時代風潮にあってそれではだめだ、日中

てスパイ活動をやってるとか、そういう記述も表

友好を考えていかなくてはいけない、という人物

れてきたようです。

が出てくる。その人物が近衞篤麿という人です。
この近衞篤麿は日中提携・日中友好を考えてい

【鈴木】 まだ具体的にどこにその記事があるかと
いうのは調べに到っていない。
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【武井】 そうですね、先行研究の論文の中では新

り、食糧の供給を仰いだかどうか知りませんけれ

聞の名前と掲載日時が載っているんですが、その

ども、そういう意味では根津の主張は存外間違っ

論文を今日置いてきてしまったので。

てはいなかった面もあると思いましたが、従軍通

【鈴木】 ご紹介になっている中のどの部分でしょ

訳そのものの意義というのは非常に複雑でして、
ある意味で無辜の中国人を殺さないようにする、

うか。
【武井】 年報でいきますと 86 頁、右側の列の下

特に従軍通訳の大きな役割というのは、中国の正

から 14 行目、水谷尚子さんという方がいらっしゃ

規兵が便衣と称する普段着に戻ったら、誰が兵隊

るんですが、この方の書かれた論文の中に資料と

だったか分からなくなるのを区別する、それを尋

して引用されています。

問してやるということが（その他にもいろいろ役

【司会】 いろいろ私も複雑な問題を提起しようと
思うんですけれども、今ちょっと従軍通訳のこと

割があるんですけれども）
、重要な役割だったと
思うんです。

が出ておりますので、それについて私の整理なん

そういうことで言えば、中国人の、特に一般庶

ですが、まだこれは東亜同文書院ができる前、そ

民に残虐な思いをさせないということもあると思

の前身と言われる日清貿易研究所が終わった段階

いますが、しかしある意味では日本が遂行する戦

で、日清戦争が起こりますね。この時に日清貿易

争を有利にする、効果的にするという役割もある

研究所の卒業生達がやはり通訳として従軍いたし

のであって、従軍通訳イコール戦争の文明化とい

ます。それから義和団の時はどうだったか忘れま

うのはそう簡単には言えない、と私は疑問に思っ

したが、1904 年〜 1905 年、日露戦争の時に、日

ていたんです。疑問に思っていたんですが、こ

本は直接ロシアと対決・戦争したわけで、中国と

こで非常に面白いことを発見いたしました。これ

対決したわけではなく、中国はその時確か中立的

は中西功という、1930 年に学園紛争を行なって、

な立場だったと思うんですけれども、そこでは根

その後同文書院を退学させられ、いろんなすさま

津一が、従軍通訳として出征することを承認する。

じい劇的な活動をする人なんですけれども、その

この時、根津は次のようなことを言った。「従軍

人が 1932 年大内暢三院長（これは割と良心的な

通訳は、戦争を文明化するために必要だ」
。つま

院長だったと言われています）の時、従軍通訳に

り、言葉が通じないのでめちゃくちゃに戦争が残

出ろと言われて、今まで日本の侵略戦争反対を叫

虐なものになることがないようにするために必要

び、同文書院の中にいる 10 人かそこらの左翼グ

だ、という理論付けをされたようです。それから

ループの学生運動を指導してきた中西が、突然自

事あるごとにと言うか、事件に臨んで同文書院の

分達も出ると言った。中国共産主義青年同盟にも

学生は従軍通訳に出ていくわけです。

入っていた連中です。それなのに出ると言った。

もう１つは 1932 年第１次上海事変の時、50 名

一般の学生がびっくりして、
「お前達は今まで反

ぐらい出ます。ただし、これについてはあとで触

戦を叫んで、日本帝国主義反対と言っていたのに、

れますが、ちょっと複雑な問題が絡んでいる。そ

なぜ日本の行なう戦争に参加するのか」
。
「それは

れからあとは 1937 年の日中戦争に、これはもう

今に分かる」と。

大勢、３年・４年、何人か忘れましたか全部出払

彼等の目的は、日本の兵士にこの戦争の無意味

います。私は根津一の時代はまだ戦争はかなり牧

さ、馬鹿げた点を伝えることだと。それからもう

歌的（とは言っても近代戦なんですが）ですし、

１つ、日本軍がいろいろ残虐な行為をするだろう

直接中国を相手にした戦争ではありませんし、ロ

けれども、そういったことを、右翼系の学生だけ

シア軍と戦うために中国の住民を立ち退かした

からなっている従軍通訳ばかり出したのではきっ

302

◦ 2085 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望

と報告しないし、報告しても歪めて言われるから、

ども、東亜同文書院を位置づける時に国家機関の

自分達がこの目で確かめるために、左翼グループ

国家意志が目的でやっているのとやっぱり違った

の従軍通訳として参加するんだと。そういう参加

ところがあるし、その辺の評価はいろいろ分かれ

もあるわけです。これが最終的に正しかったかど

たと思うんですね。今玉本さんがちらっと指摘を

うかはまだ彼等自身も分かっていないんですが。

していますが、管轄が外務省だったというのは海

根津一は従軍通訳を非常に良心的に理論化しまし

外にあった大学だからですよね。外務省がコント

た。けれどもそんな甘いものではなくなったと、

ロールしていたかどうかというのはまた議論があ

私は疑問を持っていたんですが、左翼学生でもそ

ると思いますが、どうでしょう。

ういう問題意識のもとに参加する従軍通訳もあっ

【司会】 それは僕から。確かに直接的な管轄は外
務省です。けれども外務省は、では東亜同文書院

たということです。
【鈴木】 中国の中で欧米列強が、いろいろな形で

の教育方針とか基本方針を決めて、東亜同文書院

紛争した時に、近代はともかくとして、通訳はど

を規程していたとは言えないので、実は東亜同文

んなふうな形で行なわれていたんですか。

書院が専門学校だった時は専門学校令に従い、大

【司会】 それはあまり知らないんですけれども、

学に昇格して以後は大学令に従っておりますの

ただ欧米の人達が日本の明治維新の時もそうです

で、窓口は外務省ですけれども、基本的には文部

が、アーネスト佐藤とかいろいろ、日本よりも早

省、総理大臣を含む日本の政府がその教育方針を

く中国語を勉強してマスターする人も、阿片戦

決めていた。そう見たほうがいいと思います。と

争以後いたと思います。それからもう１つは、中

言うのは、私の資料、と言うほどのものではあり

国人がいち早く英語をマスターしたということも

ませんが見てまいりました場合、東亜同文書院が

あって、その点では日本は非常に遅れていた。日

大学に昇格する、これを許すと言うと、内閣総理

本人の中でいち早く中国語をマスターして、商売

大臣、外務大臣、文部大臣の副署があって、そし

をする上でも従軍通訳をする上でも非常に有能な

て天皇の勅令という形で出てくるわけで、そうい

学生がいたのは東亜同文書院なんです。

う意味で東亜同文書院というのはやはり文部省を

【鈴木】 他には外務省や陸軍なんかでそういう養

含む日本の政府の法令に従っている。日本の法律
のもとにある大学、あるいは専門学校である。た

成機関は……。
【司会】 ありますよ。中国語教育の。

だ東亜同文会が経営しております天津の中学、漢

【鈴木】 要するに、日本の国家機関のほうで当

口の中学がありますね、これは東亜同文会が経営

然そういう要請があったんだろうと思うんです

する学校ですが、同時に中華民国の教育令の規程

が、それと同一の人物ですね、その辺から東亜

を受けているわけです。同文書院は日本の教育令

同文書院の評価の仕方がいろいろ出てくると思う

です。

んですが、例えばイギリスの場合はロンドン大学
のソアースというところが同じく 1901 年に設立

【鈴木】 租界にあったからそういうことが可能
だったということですか。

されるんですが、明らかに侵略のために作るんで

【司会】 必ずしもいつも租界にあったわけではあ

すね、人類学者をスパイのために派遣するわけで

りませんが。それはやはり初発からその時の中国

すけれども。イギリスははっきりしているわけで

の清朝の大役人、軍閥と言うか中央政府の役人で

すが、例えばそういったオリエンタリストの一環

ある劉坤一という人の承認を得てできた。それか

として、アラビアのロレンスは中東で調査をして

ら清朝が倒れて中華民国になった場合は、日本政

諜報活動をしますし、はっきりしてるんですけれ

府が 1929 年に中華民国を承認するでしょう。そ
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のもとにあったから存立できたんです。問題が複

いうふうな捉え方で初期の 20 年を見ると、ちょっ

雑になるのは日中戦争以後です。ちょっと念のた

と過大評価に当たると思います。

めに同文書院の１点（私は１点ばかりだと思って

【鈴木】 それは分かるんですが、要するに先ほど

いないんですが）を挙げますと、日本政府が中華

の武井さんの報告にあった、80 年代まで一貫し

民国を承認したのは 1929 年ですが、院長根津一

てスパイ養成学校としてのイメージが云々といっ

は辛亥革命が成功した後、確か 1912 年には、
「清

た時の、ある種の言説を打ち破ると言うか正確に

朝が滅びるのは要するに転変を全うできなかった

組み直すためには、デファクトを押さえつつやる

不徳の致すところだ。徳を持った革命によって辛

のが筋だろうと思うし、その場合パーセプション

亥革命が勝利したのだから、中華民国が成立した

と言うか、当時の中国側からどう見られていたの

のには理由がある。中華民国の発展を祈る」とい

かということもファクトとしてお考えのようです

うことで、日本政府に先立って中華民国を承認し

けれども、学校として普通だと同時に、制度面か

ているんです。だから存立できた。

らも違っていたということをはっきり主張した上

【石田】 同文書院がどういう位置づけかというこ

で、いろいろやっていったほうがいいのではない

とだと思うんですが、まず外務省とか、中国語に

かと思うので、そんなこともみんなごちゃごちゃ

関しては先生がおっしゃったイギリスのような公

になった状態が 80 年代からずっとあったんです

的な機関では同文書院は全くなくて、それはもう

よね。要するに分かってないからそういうイメー

同文書院より遙か以前にもう外務省、あと陸軍が

ジがそのまま存続していて、イメージをそもそも

共同して、または別々に北京にどんどん留学生を

作り出したのが何だったのかということについて

派遣して語学のスペシャリストを作って、実際東

の研究はないわけですね。抗日戦争を展開すれば

亜同文書院を作った時にはそういう人に頼んで中

……。

国語を教えてもらっているという状態ですから、

【石田】 武井さんも戦前の状態について、水谷さ

同文書院は政府との関係云々よりも初めは完全な

んの論文に少し出てくると書いてあるんですが、

私立で、まあ YMCA のレポートのほうなんかで

実際問題つい最近まで中国のほうで東亜同文書

もコマーシャルカレッジとはっきり書いてありま

院を専門に扱った研究者は１人もいませんでした

すから、商業学校ということで、通訳の養成とい

し、戦前に遡っても東亜同文書院についてという

う意味ではなく、全く商業に特化した民間の専門

意味では、現在に残るような文章はありませんか

学校として作られたのが同文書院で、その初期の

ら、なぜ戦争協力の機関としてのイメージが流布

段階においては政府系の力はほとんど入っていな

したかと言うとそれはもう日本におけるイメージ

いという位置づけが正しいと思います。

で……。

大島先生が今おっしゃったようなことは、後々

【鈴木】 いや、そうじゃないでしょう。抗日戦争

どんどん法令に縛られてくるので、後になって見

のプロパガンダとして 40 年代にそういうのが実

てみると何か全部一貫した流れに見えるんですけ

際あったんです。

れども、初期の頃に関しては民間ですし、学校の

【石田】 ただ実際には東亜同文書院の存在自

中身も実際には教育レベルがかなり低い状態で、

体、中国では完全に無視されている状態ですから

学生が 80 人に対して教師が５人とか、そういう

……。

レベルでやっていたわけですから。先生がおっ
しゃったような通訳養成機関とか、政府が中国に
侵出するにあたってどういう人材を養成したかと

【鈴木】 いやそれに基づいて占領軍のアメリカは
……。
【石田】 占領軍はもちろんそうですが、研究レベ

304

◦ 2087 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望

はないんですけれども、東亜同文書院の学生が行

ルの戦後の話です。
【鈴木】 それに基づいて、抗日戦争のプロパガン

なった調査報告書、大旅行等をまとめて、必ず３

ダの一環として東亜同文書院スパイ養成学校説み

部作って（まあそれ以上にあると思うんですけれ

たいなものが一部流布していて、それが占領軍、

ども）
、１つは経営母体である同文会、もう１つ

アメリカのほうにも伝わっていって、そのアメリ

は外務省、もう１つは日本参謀本部にちゃんと納

カのほうのパーセプションが何であるかをチェッ

めている。だから外務省を通じて補助金も出るわ

クしたほうがいいと思うんですが。

けです。そういうある地域の地理的な詳しい研究

【石田】 先生がさっきおっしゃったドノバンとか

が、参謀本部を通じてどう利用されたのか。軍事

を確認してないんですが、一般的な認識としては、

的に利用されていないと確言できるかどうかとい

スメドレーが東亜同文書院についてちょっと触れ

う問題がある。

たところはまだ当たってませんが、上海にそうい

さらに、これは噂と言うよりも少し確率が高い

う学校があると。同文書院と言ったかどうか記憶

んですけれども、日中戦争が始まって以降は、東

していないんですけれども、それは同文書院のこ

亜同文書院でやる学生の調査報告旅行の範囲が、

とだろうということで。

日本の占領地域に限られてしまう。戦争している

【鈴木】 僕もまだ見てないんです。図書館に入

相手で当然ビザが出ないから。その段階で軍の情

れてありますけれども。極東軍事委員会の尋問調

報部が学生に対して、こうこうこういう点を調査

書は全部揃っています。そこで同文書院の関係者

せよ、ああいうことを調査せよと指示したと言わ

の尋問が当然いくつかあると思うので、何かそこ

れているわけです。まだ確認はできていませんが

で研究があるかどうかというのを拾って見てみる

そういう話は伝わってくる。そういう意味で、ス

と面白いと思います。時代主義的に捉える必要

パイ活動と言うよりも広い意味での情報調査活動

は全然ないと思うんですが、もし仮に 80 年代の

の形成に軍がどこまで関与したのか、そしてそれ

研究をされてないとしたら、まあそれは重要性が

で得た資料がどこまで軍事的に利用されたのかと

なかったからと言えば確かにそうかも知れません

いうことまでの検証を、やはりしないといけない。

けれども、そういう噂やイメージがその後も存続

37 年の日中戦争以降の学生の調査活動につい

してそうなっていったというのはなぜ起こったの

て、いろいろ学生に指示した内容とか、軍の情報

か、ということを解明していくと１つのポイント

将校が関わっていたかどうかという資料は、愛大

になるだろうと思ってお伺いした次第です。

には公式的にはない。実はそれは北京の国家図書

【司会】 はい。ここで１つ、東亜同文書院が一般

館にある。これを愛大と交通大学との共同研究で

に言われるようなスパイ学校だったのかそうでな

引っぱり出して、愛大が取りにいけば問題が生じ

かったのか。これはスパイ学校であったと言う人

るかも知れないけれども、交通大学が取りにいけ

達も、あるいはそうでないという人達（私はそう

ば問題ないかも知れない。そういうことを最終的

でないと思っているんですけれども）も、これは

にやらないと、狭い意味でのスパイ活動でなかっ

やはり詳しく研究しなければいけない。どういう

たことは事実であって、むしろコマーシャルス

ことかと言いますと、いわゆる軍学校におけるス

クール、ビジネススクールですが、日本の教育令

パイ教育というような、本当にスパイらしいスパ

の中にすでに国家主義が謳われている。国家の命

イを養成する、そういう学校でなかったことは事

令にはどんな教育機関であれ従わないといけない

実なんですけれども、２つのことを最初に明らか

というふうになっている。それは私が旧制大学の

にしないといけない。１つはこれは大したことで

歴史について研究し、報告した中に書いてあるわ
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けで、そういう意味で中国にあり上海にあり、そ

遼東半島を領有する、これに必要な要員をどう育

して日本軍の命令に従わなければいけなかった同

成するかという問題があった。そこで同文書院と

文書院としては、余儀なくさせられたかも知れな

ちょうど同じ頃、少し先行して拓殖大学（初めは

い。そこまではっきりしてない、単なる調査旅行

台湾協会学校と言っていた）ができましたが、こ

だ、調査旅行は軍が利用しようとどこが利用しよ

れは私の調べた限りでは、同文書院が持っている

うと構わない、科学的なものだと言い切りたいわ

ような立派な設立趣意書を持っておりません。台

けです、私なんか主観的には。けれどもちょうど

湾を取ったから、次いで朝鮮を植民地にしたから、

原爆を物理学者が作って、広島や長崎に投下され

その公私の、つまり植民地管理と、そこで活躍す

て、あんなもの間違いだったとアインシュタイン

る企業のための要員の養成学校だということで設

や湯川博士があとで大騒ぎしなければならなかっ

立された。それは 1896 年頃です。同文書院より

たのと同じような問題が、ないとは限らないと私

５年ほど早い。本当に植民地経営のための要員の

は思います。だからこれはものすごい問題なんで

育成機関だった。ところが根津一さんの偉さか、

す。東亜同文書院という１つの大学の歴史の良い

あるいは近衞篤麿さんの偉さか、両者だと思うん

ところだけ取り上げて書いていれば済むような問

ですけれども、日清修好（日中友好）の精神を基

題ではない。日中のすさまじい戦争の……。

礎にして、そのための実業の貿易とか企業的な活

【鈴木】 東亜同文書院が成り立っていた時代の空

動をする要員を育てていこうという、少なくとも

気がそういうふうになっていたんだから、そうい

表面上（実質的にもそうだった思いますが）平和

うものとしてちゃんと受け止めながら、というこ

的な建学の理念をもって発足するのが東亜同文書

とが必要だと思いますが、東亜同文書院がスパイ

院です。この違いは画然とあると私は思っていま

養成学校というなら、京城帝大や台北帝大はそう

す。日中戦争以後の東亜同文書院については私の

いう形にはならなかったんですか。他の日本の海

見解（後日発表します）は少し否定的で、特に近

外高等教育機関というのはどんな……。

衞文麿については否定的なんですけれども、初期

【石田】 帝大と専門学校とではレベルが違います

の同文書院の精神は汚れのないものだった。
【鈴木】 その場合、19 世紀の後半、まあ 20 世紀

から。
【武井】 それに京城帝大について言うと、あれは

の初頭まで、植民地経営を考えている人達は汚れ

植民地官僚の養成機関というように言われており

のあるものだとは思ってないんですよ。植民地を

ますので、朝鮮人が入学する場合、朝鮮総督府を

経営することはまさしく文明化の一助であって、

頂点とする朝鮮統治の協力者を養成するというよ

ヨーロッパ人もそうですけれども植民地化するこ

うな位置づけになると言えるわけです。

と自体について否定的なファクターはほとんどな

【鈴木】 帝国大とはレベルが違うと言うけれど

いんですよね。ですからそういう対比の仕方をし

も、当時の商科大学というのは一橋や学芸大もそ

てしまうと後づけになってしまうから、当時どう

うですが、そんなに別に帝大と格段の差があるわ

だったのかということを考えますと、志において

けじゃないですよね、高等教育機関として。高等

は拓殖大学と同じかも知れませんよ。
【司会】 ちょっとそれは私、1900 年以降は違う

専門教育機関だから。
【司会】 それは、この間、大学史のシンポをやっ

と思います。やっぱり汚れがある。

た時に森先生から出されましたので、私ちょっと

【鈴木】 多少同化していくことができなかったか

調べたんですけれども、日本が台湾を植民地にす

らというので植民地経営についてヨーロッパ諸国

る、朝鮮を植民地にする、次いで日露戦争の結果

でいろんな議論があったり、第三共和制下のフラ
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ンスでも植民地をどう扱うか、自分達のところの

が違います。しかし大まかには、日本と中国が手

領土の概念、共和制とどういうふうにするのかと

を結んで西洋列強の圧力を排除していかなければ

いう議論があって、複雑であったことは事実なん

いけない、さらに加えて、やはり日本が１歩先に

ですけれども、全体として植民地自体についての

近代化したんだから、その言わば盟主とまでは言

ネガティブな統治側の議論は、あまりその当時は

わないけれども、中心国にならざるを得ないとい

出てないんじゃないかという気がするんですが、

う点では、根津一も同じです。黒龍会の内容は私

どうでしょう。そういうことをいろいろ加味し合

詳しく知りませんけれども、その辺はアジア主義

いながら議論していかないと、議論のトーンがお

と言われる人達はみんなだいたい同じです。特に

かしくなってしまうような気がしないでもないん

日本と中国は昔から、西洋に対して一緒にやりま

です。例えば後藤新平は台湾を統治することにつ

しょうと。日本がしっかりしないことには中国も

いて何１つ疑っていませんし、まして矢内原忠雄

西洋にやられてしまうんだから手をつなぎましょ

が兵制を広げていく経緯について台湾統治や朝鮮

うと、日本が先頭に立ちます。そのうちにそれが

統治のポジティブな面についても一応言っている

日本を盟主にして、みんな日本の言うことに従え

わけです。そういう人達ですら、そういう植民地

というふうに、アジア主義が曲がっていく。それ

統治についてのスタンスを持っているということ

が大東亜共栄圏、あるいは東亜新秩序です。そう

を考え合わせながらやっていかないと……。

するとこれはもう侵略の思想であり、支配の思想

【司会】 その辺はもう少し詳しく勉強して議論し

です。根津一の時まではまだそこまで言えないと

たいと思います。ただ私の言いたいのは台湾を、

私は思います。ちょっとやっぱり自分の前身校と

そして朝鮮の次に遼東半島を日本の植民地として

言われるようになってから根津をね。

有効に支配すると言うか、統治ための要員を養成

では、根津よりも真っ向から中国に出ていくな

するという拓殖大学の考え方と、拓殖大学は最初

という意見はいつ頃から出てくるかと言うと、や

から汚れていたとは言いませんが、同文書院の建

はり 1900 年であって、幸徳秋水の帝国主義論で

学の精神と、実態はやはり違う。

す。それからそのあとは石橋湛山の経済新報です。

【鈴木】 それはその通りです。あと中国は日本

それはもう植民地を全部ほかせと。これは 1920

の言わば独立のとりでで、黒龍会の謂われがそも

年代です。根津さんの難しい哲学、儒学は私なん

そもそうですが、中国が安定しないと日本の独立

か歯が立たないんですけれども、位置づけるため

がないみたいなアジア主義的な考え方と、根津の

には。日本の政府が中国で具体的に進めていった

考え方とはどういうふうに共鳴し合っていたんで

思想・侵略主義、それから中国を分割するという

しょうか。黒龍江からロシアが南下しないことを

ものに対しては、
「中国はもう分割するな、保全

想定しながら、中国を安定化させること自体が日

せよ」と。保全と分割が対照的なんですが、日本

本の独立を担保することだというアジア主義の基

の政府は分割でしょう。例えば遼東半島のあと満

本的な論理構造があるんですが、つまりアジア主

洲を取っていく。それに対して保全せよ、取るな

義というのは日本の独立自尊を保つためのアジア

と。全体として中国をまとめて置いておけと。そ

の想定みたいなものがあって、そういったものと

れが根津さんです。賠償金をあまり取るな、こ

根津精神とが相通じているところがあると一般に

ういうやり方は反発を招くからもっと緩和せよと

は言い残されているような気がするんですか、そ

か、やるなということを根津は言うわけです。で

の辺はどうでしょうか。

はもう中国なんかに出ていくな、小日本で平和

【司会】 アジア主義というのは人の数ほど内容

に国民生活を改善すれば日本は繁栄するんだとい
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う、これはほとんど支持者を得なかったわけです

時間が限られていまして、読むのに精一杯だった

が、しかしある意味では先見の明を持った人達が

んですね。図書館の成瀬さんという方がまとめた

いたわけで、１つは左翼の幸徳秋水（あとで処刑

目録に同文会・同文書院についての図書・論文が

されますけれども）であり、小日本主義の石橋湛

あるんですが、戦後編だけで論文 289 本、図書に

山です。石橋湛山の思想は戦後の日本の状態を見

収められている論文 121 本、出版物が 200 冊ある

れば正しかったということになる。ですから、根

んです。もちろんこれ全てが研究ではないんです

津の思想は根津の哲学そのものを詳しく分析しな

けれども、非常に論文というのは数が多くて、そ

いといけない。大同主義、王道論というものを。

れを１か月、２か月弱で読んでいって、それをま

しかしそれと対応して、全部を分析するのは大変

とめていったということですので、先行研究で何

だから、例えば日本の支配的な政治的思想の潮流

を言っているのかという紹介に留まってしまった

と、支配階級と言うか政権の潮流と、根津よりも

という部分があります。ですから執筆者がどうい

もっと根本的な思想があったのかなかったのか。

う考えのもとでどういう思想の持ち主であるか、

そういう比較の中で明らかにしないといけないの

という点を踏まえての研究は今後の作業になりま

ではないかと私は思います。

す。今考えているのは、戦後日本における思想史

その前に荒尾精という人がいたでしょう、最初。

とか歴史研究認識の変遷といった中で、同文書院

これは僕は大したものだと評価しています。と言

がどのように研究され認識されてきたかというの

うのは、日清戦争に政治思想的にまともに反対し

を、もう少し詳しく見ていく必要があると思いま

た人は１人もいない。のちに東大の矢内原の前の

す。鈴木先生がおっしゃったご指摘は今後の課題

内村鑑三が、日露戦争に対しては非戦論を唱えま

として考えています。

したね。だけど日清戦争の時は少数のクリスチャ

【鈴木】 例えば現状では、石田さんと武井さんと

ンが、戦争は「汝殺すなかれ」という神の教えに

の間に何かそういった共有があるんですか。東亜

反するからしてはいけない、と反対しただけで、

同文書院の時代をめぐっての思想潮流とかについ

日本国民のどこにも、自由民権運動が盛り上がっ

てのイメージにおいて共有しているところがある

て衰退して間もないんだけれども、非戦論を唱え

んですか。石田さんはどうですか。アジア主義を

た人はいないですね。ところがそれに対して領土

どう捉えるかとか。

は取るな、賠償は取るなと真っ向から『対清弁妄』

【石田】 私が考えたのは、近衞篤麿は先生もご

で言ったのは荒尾精なんです。これは僕、漢文で、

存じだと思いますけれども、国民同盟会とか対

辞書を引きながら読みました。

露同志会、あの時代は近衞篤麿に限らずアジア

【鈴木】 武井さんがお調べになる場合、そうした

主義イコールロシアの想定です。黒龍会というの

諸々のアジア主義や戦前の潮流との兼ね合いはど

はその最たるものですけれども。それに対して根

ういうふうにバランスをとりながら調べていらっ

津のほうはどうかと言えば、東亜同文書院の中だ

しゃるんでしょう。例えばご紹介いただいた人達

けに限って言えば対ロシアという、まあさっきの

自身の立場とか傾向とかを、先行研究としてここ

根津精神・書院精神というのをどう扱うかですけ

にご紹介いただいていますが、それぞれの立場に

れども、そこまで往時の王道論とか政治思想とし

よって見え方が違ってくるだろうと思いますが、

て同文書院の中では展開してないと僕は考えてい

そういったところの傾向性みたいなものはないで

ます。あくまで教育者の立場で同文書院のほうは

すか。

やっていたということで。

【武井】 今回、実はこの研究発表をまとめるのに

【鈴木】 武井さんはその辺は共有しているんです
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カから清華大学とかに投資したのと同じようなこ

か。
【武井】 そこまでまだ深められていないんです

とを日本もしようとしたことで、年間のお金がい

が、確かに教育をベースにして根津精神と言う

くらか東亜同文会のほうに入るようになります。

か根津が発言したというのはそうだと思うんです

東亜同文書院の予算状態は東亜同文会が経営母体

が、しかし一方で中国の現状とか政治情勢を全く

で、学生の７〜８割は各府県の奨学生ですから、

意識していなかったのかと言うとそうでもないな

各府県から学費を公費として取って、それを同

と思います。ちょっと根津精神をどう扱うかとい

文書院は同文書院だけに使っていますから、先生

うのは非常に難しいところで、今自分の中でもま

がおっしゃるような意味での、外務省からお金を

だ試行錯誤の段階であるわけです。そういう回答

ズバッともらって使いたい放題使っていたかと言

しかできないので申し訳ないんですが。

うと、決してそういう状態ではないです。少し豊

【玉本】 40 数年のあいだ、どこから金が出てい

かになったのは対支文化事業部の補助が入り始め
てからで、それまではかなり自弁でやっています

たかという予算の資料はあるんですか。
【武井】 あります。

から、そういう意味では先生がおっしゃったよう

【玉本】 それで何かパターンが見えますか。

にお金の流れを押さえて、対支文化事業部の補助

【武井】 40 数年間全部は見ていませんが、外務

を受け始めたところでだいぶ活動は変わっていま

省の外交資料にあるんです。補助金と言う形で外
務省から金が下りている。それがどういう時に多
くてどういう時に少ないかというのはちょっと記
憶にはないんですが、ただ定期的に金は下りてい

す。
【鈴木】 今言った予算での先行研究というのはど
れですか。
【石田】 これは霞山会の『東亜同文会史論考』で
すね。この本の中に何本か入っていたと思います。

るわけです。
【玉本】 別の省庁からは入ってないんですか。

【鈴木】 武井さんの中には挙げてはいない。

【武井】 特別の省庁はちょっと記憶にはございま

【武井】 予算については私は挙げておりません。

せんね。あとは東亜同文書院を運営するのに東亜

【司会】 これはおっしゃるように、総合的に研究

同文会の財産と言うか資金はありますけれども、

しないといけないと思います。県費留学生がほと

省庁としては外務省です。

んどですから、各県からまず東亜同文書院にお金

【玉本】 そうすると何々研究費とか、詳しく予算

幣価値もだんだん下がっていくと思うんですけ

の資料があるんですか。
【石田】 細かく残っている年次もありますけど、

れども、県が１人 60 円納める。２人だと 120 円。
47 都道府県ですから全国でだいたい 100 人ぐら

ない年次もあります。
【玉本】 焼けちゃっている？

が入るんですね。読んだ本によると、何年か、貨

あるものを見て書

い。
【鈴木】 それは誰がどうやって話をつけたんでし

院の活動……。
【石田】 それは私達はやっていませんが、先行

たっけ。

研究の中にもあると思います。対支文化事業部の

【司会】 最初近衞篤麿が手紙を出して、その手紙

補助を受け始めてからガラリと東亜同文書院の施

を持って東亜同文会の人達が県回りをして、全部

設が充実し始めますし、活動が大島先生がさっき

承認させていった。ですからそうして入ってくる

おっしゃったような、日中戦争とシンクロする時

お金と、それから外務省からの補助金と、場合に

代になるものですから。対支文化事業部は外務省

よっては参謀本部からも出たんじゃないかな。お

の外局ですけど、これは義和団の賠償金をアメリ

そらく統一した、きちんとした会計処理はされた
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ことがあると思うけれども、それが印刷物として

今後やっぱりそういう２つの側面を、史実に基づ

残ったかどうかはちょっと検討してみる必要があ

いて実証的に研究するのが我々の課題だろうとい

りますけれども、いずれにせよ財政的な側面から

うふうに主張されています。それはその通りで私

東亜同文書院の運営を解明するのは１つの重要な

もやりたい。私も得てすればイデオロギー先行的

課題です。

な人間というふうに思われたりして、内部でも批

他に何かご質問はありませんか。私からちょっ
と聞いておきたいことがあるので。結局 80 年ま

判を受けているんですけれども、私も今後はしっ
かり史実に基づいて勉強したいと思います。

での研究はそういう、あまり資料に基づいた実

光と影という言葉をプラス面とマイナス面とい

証研究をしないまま価値的なものが押しつけられ

うふうに武井さんは言い換えております。私はポ

る。それは東亜同文書院というのは軍国主義、あ

ジティブな面とネガティブな面という言い方をし

るいは対中侵略主義というものの片棒を担がされ

たりしますけれども、同じことですね。それでそ

ていたと。ただし、それまでも竹内好のような独

のプラス面とマイナス面、光と影というのは、武

自の見解を出す者もあると。ところが 90 年以降、

井さんとしては例えばどういう点がプラスでどう

世界情勢も変わり、米ソ対立も終わり、東欧にお

いう点がマイナスなのか、もうちょっと詳しく知

ける社会主義の崩壊とか、中国自身による改革開

りたいと思います。

放が進むというようなこともあり、日本において

【武井】 言いたいことはこの馮天瑜、劉柏林先生

もいろいろ変化があって、資料に基づいた実証的

の論文に書いてあることと全く一緒でして、光と

な研究、しかも東亜同文書院の持っていた多様な

影、プラスとマイナスという表現は、意味は一緒

側面、例えば教育、あるいは調査といった面も明

なわけです。同文書院の光と言うと、日中友好を

らかになって、見直しが進んだ。その流れは基本

目指して建てた学校であるとか、また実地調査、

的には正しいと思います。

中国各地をフィールドワーク調査して、その成果

しかし中国人の研究が１つあって、これは私読

が今日の中国研究にも資料として引用されている

みましたが、年報の 87 頁に「一方書院の光と影

という側面、そういった同文書院による研究の発

の双方を踏まえて馮天瑜、それから劉柏林さんの

展飛躍、そういった部分などが光とかプラスとい

研究がある」と。東亜同文書院に光と影があると

う言葉で表現できるんじゃないかと思います。マ

いうことで、何が光かと言うと、東亜同文書院の

イナスについて言いますと、馮天瑜、劉柏林先生

やった実地調査には非常に近代科学的・実証的な

は「戦争中における大旅行などが日本軍国主義の

ものがあった。中国自身でもそんな調査はやられ

中国侵略に奉仕した側面」というふうに表現して

ていないと。ところが日本人がやった。その科学

いますけれども、例えば日中戦争が始まって従軍

的な方法などは中国人自身が評価している。それ

通訳に行かざるを得なかった状況とか、また戦争

は光と言っていいと思うんですが、そういうもの

中には学生も学徒出陣で出ていったわけです。彼

を含めて東亜同文書院の教育と研究が、日本の政

等の中には太平洋、東南アジア地域方面だけでは

策と不可分の形で行なわれたという点、軍国主義

なく、中国内地や満洲へ出征していった人達もい

的な面とか対支侵略主義的な面、そういうものも

ます。戦争に巻き込まれていった、また関わらざ

中国人は指摘しているわけで、それは影の部分だ

るを得なくなったというようなことが、影とかマ

ということです。私もそう思っているんですが、

イナスとか、そういうふうに表現できるんじゃな

それはともかくとして、この人が思うより先に私

いかと考えます。

が思っていたと言いたいんですけれども。最後に

【司会】 分かりました、あなたの考えは。そこ
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でさっきもちょっと言ったんですが、光と影を明

な仕事です。

らかにする時、実は光と影が裏腹の形で結び付い

それからもう１つあるのは、学生がどういうふ

ている場合がある。これが複雑なんです。従軍通

うに育っていって、どこに就職してどんな活動を

訳については先ほど申しましたから繰り返しませ

したのかという問題があります。これは実は多く

ん。これは光の面と影の面がそのままある。そし

の者がやはり大陸に残る。半分ぐらいは日本に行

て左翼の学生でさえも、従軍通訳は肯定的な面も

く。そして半分ぐらいは商社など普通の企業に就

あるから参加しようと言った時もあるわけです。

職する。しかし、中国との関係の深い企業に就職

要するに学生のやった調査報告、これは時代によ

する。大陸に残った者もたくさんいて、それが満

ると思うんですが、初期の頃と日中戦争後という

洲国の官吏になったり、満鉄に勤めたり、それか

段階区分も必要なんですけれども、その調査の準

ら北支の国策会社に勤めたり、極端な場合は汪精

備過程、調査した内容、それから調査報告書の利

衛傀儡政権の役人になったりもするわけです。満

用過程で、どこまで政府や特に日本の軍が関係し

洲国に勤めた人、あるいは汪精衛に奉仕した役人

たかということ、これはやっぱり徹底的に明らか

が全部悪いとは言わない。これは人によりけりで

にしないと、やはりスパイ学校説も、それを否定

す。しかし、人によりけりだと言って済ませたら

する説もすっきりしないということを言いたい。

いけないので、やはり傾向的にどうだということ

もう１つは、これは私の仕事になってくるし、

を分析しないといけない。中山優という非常に有

しないといけないと思っているんですけれども、

名な人、これは近衞の演説の草稿を書いたり訂正

東亜同文書院が支那研究部とか何とかいう研究活

したりした人ですけれども、建国大学の教授のあ

動を盛んにやる。そこから研究誌が出ている。ま

と、傀儡満洲国の南京駐在つまり汪精衛政府駐在

だ全部は見ていませんが部分的に見ました。つま

の大使になる。特命大使です。両方とも傀儡国で

り東亜同文書院の先生方がどういう研究をしてい

す、中国から見れば。それでもあまり批判されて

たか。これを見ないといけない。私はその研究誌

いない。私から見れば変な人だと思ってしまうん

はまだ充分見てないんですが、東亜同文会が発行

ですが、本当に変な人だと理解していいのかどう

した『支那』という雑誌はずいぶん見ました。東

か。私の考えから見るとやはり変な人ですね。

亜同文書院の先生方も執筆されております。それ

つまり、卒業生がどういう就職をしてどういう

を読みますと、あまり具体的に言うとどぎついか

活動をやったのか。卒業生が全部悪いとは言いま

らやめますけれども、国際法の先生が非常に日本

せん。近衞がこういう言い方をしています。有名

の政策を擁護する、つまり大東亜共栄圏を肯定す

な尾崎秀実が同文書院の左翼の学生をつかまえて

る論理の展開でやっておられる部分もあるんで

「君ら左翼活動をしてビラを張ったり、日本海軍

す。ですからこの私学的な、藤田先生の研究と同

に対する反戦活動をやるのもいいけれど、ちゃん

じような、しかしもっと小規模なものとして、
『支

としたところにちゃんと就職して、その場でしっ

那研究』（と言ったと思いますが）という、東亜

かりと長期を見通して、そういう反戦活動、平和

同文書院の先生方がやった研究をさっと読んで、

活動をやらなきゃいかんよ」と説教した。それ

ある程度分析するという課題が１つ残っているん

に従ってやった東亜同文書院の学生もたくさんい

じゃないかと思います。それは微妙でして、非常

る。だけど、逆にＢ・Ｃ級戦犯ですけど捕らえら

に良心的な実証的な研究もあり、そうでない研究

れて処刑された人もいる。大学というのは最終的

もあり、実は実証的な研究を基礎に侵略主義的な

にはどういう理念、どういうカリキュラムで運営

ことを肯定する研究もあるわけです。これは大変

されたのか、どういう教育がなされたのか、どう
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いう研究がなされたのか、卒業生はどういうとこ

ています。

ろへ行ってどういう社会的な活動をしたのかとい

【鈴木】 少なくとも国民政府の中にはそういう調

う、総合的な研究をやらないといけない。これも

査のまとめはなかったし、他の海外のイギリスや

大変です。今できているのはだいたい大旅行の地

アメリカの調査機関も中国についてそれだけのま

誌的な問題の研究と、今泉先生がやっている『華

とめはなかった。と言うことは当時の調査の最高

語萃編』を中心とした中国語教育の研究、これが

水準……。

かなりできている。あとはまだ手つかずです。
こういうことですので、皆さんいろいろ関心を
持たれて我々の研究を支援していただきたいと思

【司会】 私も全部は渉猟していませんけれども、
非常に詳しいですよ。
【玉本】 それが今１冊の……。そのレベルがどれ
くらい保たれたんでしょう。

います。
【玉本】 その調査が、軍隊や外務省に利用価値

【武井】『支那省別全誌』は 18 巻あるんです。

があって使われていたとしたら、レベルが高かっ

1920 年に出されましたけれども、これを戦争中

たんですよね。使われていなかったらレベルが低

もう１回出そうということになるんです。1941

かったということで、どちらか分かりませんけど。

年から編纂が始まるんですけれども、敗戦のため

戦後にもいろんな研究が、専門に使われていたも

9 巻でストップしてしまいます。そういう点から

のがあったとかいわれますが、全体の知的レベル、

するといい加減なもの、あまり価値の高くないも

その時の知的水準の中で、書院でやられた研究調

のを資料公開という形で本にして出したとは考え

査の結果というのはどの辺のものだったのか、判

難いので、同文書院の調査によって得られた成果

断できますか。

というのは、同文会の内外でも認められていたの

【武井】 東亜同文書院の経営母体に東亜同文会と

ではないかなと思います。

いう団体があるんですが、そこが 1920 年に『支

【鈴木】 皮肉なことに、日本は当時の中国の状

那省別全誌』という本を出しているんですね。要

況について調べられた最高水準の資料を持ちなが

するに中国に、例えば広東省とか福建省とか省が

ら、侵略するという最もアホな選択をしたという

ありますね、各省毎の経済地理を中心として、省

……。

を紹介した結構分厚い本です。これは当時の日本

【司会】 私もかじり読みですけれども、
『支那省

人に対する中国情報の提供という意味合いがある

別全誌』はエンサイクロペディアです。どこがど

んですが、それは東亜同文書院が行なってきた調

ういう地形でどういう風土でどういう人が住んで

査報告書を元に東亜同文会がまとめて、それを編

いて、人口は何人で、どういう産業があって。そ

纂出版した書籍なんです。ですから同文書院の大

ういう意味では現象形態群と言いますか。しかし

旅行で行なわれた調査の報告というのは、そうい

それが学問の出発ですよね。あるいは戦争する場

う形で公開されたということですね。当時として

合の基礎的な資料だと思いますけれども。
【久野】 学生の意識というのはどうだったんで

は非常に珍しかったです。
【鈴木】 同時代に中国側でそういうものを編纂す

しょう。それを研究したようなものは何かありま
せんか。例えば、一生懸命自分達は報告書を出し

る能力はなかったんですね。
【武井】 そうですね。やはり内戦などがありまし

て、知らないうちに利用されていたというような

たので。そういうことは国民政府の中では計画が

ことがあるわけですね。後になってからでも結構

あったようなんですが、実行できなかったり、実

ですけれども。私１度滬友会が解散と言うんで

行しても途中で挫折したり、そういうふうに聞い

しょうか、愛知大学にそれを引き継ぐというよう
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な会に出たことがあります。高齢の同文書院の卒

交通大学の中国人の学生を言わば追い出さざるを

業生の方が非常にたくさんいらしていて、愛知大

得ないような状態にしたので申し訳ない気持ちで

学の人達と祝賀会みたいなことをされたんです。

いっぱいです、私は上海に旅行した時、向こうに

滬友会の方達ともいろいろお話をしたので、知っ

行って謝りました」と。そういう同文書院の卒業

ていればそのことも聞いておくべきだったなと、

生もおられます。ですからいろいろですが、全般

今になってちょっと後悔しているんですけれど

として反省したというようなことは、ちょっと私

も、とにかく非常なプライドを持っていらしたと

は感じられない。

いうことだけは印象に残っています。その辺の、

【武井】 補足になりますけれども、卒業生の意識

若い学生の時の意識とか、戦後になってからの意

を考える場合、先ほど聞き取りと言いましたが、

識とかを研究するものがあったらと思います。そ

あと回想録もけっこう多いんです。書院生が書か

ういうものはここには出ていないようですので。

れた回想録の多くが自費出版なので、一般の書店

【武井】『オープン・リサーチ・センター年報

に並ばないような類のものなんですが、この記念

創刊号』の 90 頁をご覧いただきますと、右側の

センターにはたくさん所蔵されております。そう

列、本文の最後の４行に、本学の藤田佳久教授が

いったものを丹念に読み解いていくという作業も

アンケート調査を元にまとめられたものがありま

大事になってくると思います。

すが、やはり資料が少なくて、書院の学生の意識

【司会】 そろそろお開きにしたいと思いますが、

について研究したものというのはないですね。ご

何かこれを機会にご意見・ご要望はございません

存命の方もだんだん少なくなっていきますので、

か。院生の諸君どうですか。初めて聞いたことば

聞き取りということもこれから課題の１つになっ

かりですか。
【加藤】 ものすごく初歩的なことなんですが、歴

てくるのではないかと思います。
【司会】 そうですね、これは私も分かりませんけ

代の学長達が思想を受け継いだと最初のほうで説

れども、総じて私の持っている印象は、東亜同文

明がありました。どんな思想を受け継いでいるの

書院の卒業生は東亜同文書院に対する誇りを持っ

かなというのが非常に気になっています。まだ読

ておられる。そして根津精神で薫陶を受けたせ

み解いている途中というふうに原稿に書いてあっ

いか、相手が蒋介石、中国共産党、あるいは汪兆

たのですけれども、根津一先生の精神を受け継い

銘の区別は別にしまして、中国人に対する一般的

だという、その「根津精神」とは、初めて聞くの

な愛情と言うか尊敬と言うか、それは日本人の普

で一体どんなものなんだろうと。さらにそれを受

通の人達が当時持っていた中国人蔑視とは違う感

け継いでいるというところで、どんなものを受け

情を持っておられた。だから例えば悪い命令を受

継いでいるのかというのが気になったところで

け、あるいは従軍通訳を受けても、
「俺はお前達

す。

に対する愛情を持っているんだぞ」という感情が

【武井】 根津一には陽明学の思想があると言われ

あっちこっちに表れる。そういう記録・回想録も

ています。ちょっと僕も儒学とか哲学は詳しくな

あります。ただし、日本がやった侵略戦争を全部

いのですが、人の痛みは我が痛みという考えがど

が全部深く反省されているとは言えない。この間

うもあって、相手に対する思いやりとか、礼儀と

のシンポにも出て来られてそこで頭を下げられた

か人徳とか、そういうものを大事にしていたらし

けれども、つまり「上海交通大学を接収・利用し

いんです。思想が受け継がれていたという場合、

て東亜同文書院が続くわけですけれども、それは

例えば最後の学長であった本間喜一という人も、

悪かった」と。
「お宅の財産を借用したとは言え、

学生を本当に大事にしたと。根津一も学生を大事
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に考えていたというふうに言われるんですが、ま

と思うんですが、思想についてはさまざまな資料

あそういうところで、思想が受け継がれていたと

などを用いつつ多方面から分析していくというこ

言うよりも共通性があったと言ったほうがいいか

とに尽きるんじゃないかと思います。

も知れませんね。そういった思想・価値観という

【司会】 これは私受け売りで、自分で勉強したわ

のがずっとあった、続いていたというふうに言え

けじゃないんですけれども、明代に王陽明という

るかと思います。

哲学者がいた。その人は大同論というのを主張し

同文書院というのは全寮制の学校で、根津一が

ている。大同論とはどういうものかと言うと、世

院長をやめてからもずっと、根津精神というのが

界にいろいろ違った物があるけれども、それぞれ

継承されていくんですね。根津一というのは教壇

その存在の意味を持って、お互いに協力し合って

に立って儒学的な講義を持っているわけで、その

存在している。世界は大同論によって成り立って

根津一が辞めてからも後任の教師がそれを受け継

いるし、成り立たなければならない。例えば日本

いで、儒学の授業をずっと戦争末期までやってい

は日本の個性を持っており、中国は中国の歴史と

るわけなんです。学校の中でもそういった思想・

個性を持っていて、それぞれ持ちつ持たれつで存

価値観はずっとあったでしょうし、同文書院の歴

在し、協力し合わないといけない。そういう大同

代の院長もそういう環境の中でやはりそういった

状態に持っていくのが政策や政治の基本方針であ

思想・価値観を受け継ぐと言いますか、持ってい

り、それが王道政治なんだという考え方なんです。

たんじゃないかと思うんです。ただ、この辺は今

人の研究を読んで勝手に言っているだけですが。

後さらに深めていくべきテーマですので、ちょっ

だから平等な、あるべき国家間の関係は、戦争な

と今のところはこういったお答えしかできませ

んかしてはいけない。相手を軽蔑してはいけない

ん。

わけです。そこへ持っていくのが正しい政治や政

【加藤】 人間性が受け継がれたという点で、例え
ば『オープン・リサーチ・センター年報

創刊号』

策のあり方だという。社会主義もおそらくそうい
う考え方があると思うんですが、人はそれぞれ能

84 頁の左側の段落の真中、
「同文書院長根津一に

力に応じて働き、その労働に応じて受け取るのが

ついては」というところからなんですけれども、

良い社会だという、理想社会と言うかユートピア

これは森時彦の研究の分析なんですが、
「結論か

を描くわけですけれども、それと同じように、昔

ら言えば」という文からですけど、
「彼の思想を

は社会主義思想などということはあまり知られて

天皇至上主義、中国への侵略観として捉えるもの

いないから、こういう王陽明の哲学でもって、あ

だった」と、思想の点について言えばものすごく

るべき社会というものを空想するわけです。だか

複雑だと思うんですけれども、人間性をどう捉え

ら非常に儒学的な哲学です。ただしこれは政治哲

ていいのかなと今非常に混乱しているので、もし

学ですから、具体的な政策論は無い、と言うか不

次回……。

完全なんです。だから政治のいろんな具体的な形

【武井】 そうですね、人間の捉え方ってやはり人

が表れた時に、それに対して一応根津はいろんな

によって違うと思うので。人間は多面的ですから、

批判的な意見を述べますけれども、それが充分み

こういう見方もできるかも知れないんですが、た

んなに納得されるようなところまでいかないとい

だこれは本当に一面的な見方で、当時はイデオロ

う弱点もあるわけです。

ギー的な考えが非常に強かった時代なので、こう

【加藤】 ありがとうございました。

いう見方を森さんはされたと思うんですね。そう

【司会】 中国人は分かるでしょう、こういう考え

いう点からすると、私の説明を聞いて混乱された

方。
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【張】 ちょっと質問があります。1920 年代から
30 年代までの上海のナショナリズムを研究して
いるところです。その頃は上海で民族運動とか
いろいろあったんですが、東亜同文書院で勉強し
ていた中国人達はどういう意識を持っていたんで

【鈴木】 それは中国人の卒業生調査というのを誰
かがやっているんですか。
【武井】 それを水谷尚子さんがやられています
が、この方だけです。
【鈴木】 水谷尚子さんというのはどういう方なの
か興味があります。アジ研の人ですか。

しょうか。
【武井】 同文書院に中華学生部という学部があっ

【武井】 いえ、長年中国に留学されていまして、

たんです。この学部の学生の中に、中国共産党

今は日本に帰ってこられて、中央大学の先生をさ

の青年組織みたいなものに入って活動に加わる人

れているかと記憶しています。

もいたと言われています。中華学生部でどれぐら
いそういう関心を持ったかというのは、ちょっと
はっきりしないんですが、だいたい多くが途中で
退学していくんですね。入学はするんだけれども

【鈴木】 ちょっと呼んでお話を聞きたいと言う
か。今研究は存続してないんでしょうか。
【武井】 今は……。それ以外に書院に関する研究
論文はちょっと見ませんので。

社会主義運動とか民族運動に関与して、卒業を待

【司会】 ２時から始めて延々２時間半、休憩も挟

たずして退学していくんです。1920 年から 34 年

まずにやりましたけれども、これで閉じさせてい

までこの学部は存在するんですが、その間まとも

ただきます。次回は 10 月３日の水曜日４時から、

に卒業したのは 50 人ぐらいで、あとはみんな卒

第４会議室でまた研究会をやらせていただきま

業せずして運動に関与して出ていくと。

す。テーマは「東亜同文書院とキリスト教」とい

【鈴木】 卒業生で中国共産党にそのまま残ってい

うちょっと毛色の変わったもので、先ほど彼が発
言したと思いますが、アメリカにあるいろんな資

た人がいたんでしたっけ。
【武井】 いました。

料を使うようです。左翼学生についての研究はか

【鈴木】 その人はどうなったんでしたか。

なりありますが、クリスチャンの研究はありませ

【武井】 これは水谷尚子氏の論文に詳しく書いて

んのでそういうテーマで。また掲示しますのでよ

あるんですが、文革中に迫害で亡くなった人もい

ろしくお願いします。では本日はどうもありがと

ますし、また文革で生き残った人も、ちょっと定

うございました。

かではありませんがいたかと思います。

【武井】 ありがとうございました。
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中国における東亜同文書院研究の現状

南開大学人事処副処長

周

徳喜

【大島】 大変寒い中、定刻にたくさんお集まりい

た。現在は、南開大学人事処副処長としてお勤め

ただきまして、ありがとうございます。本日は周

であり、同時に研究を続けられておるわけでござ

徳喜先生に、中国における東亜同文書院研究の現

います。専攻のテーマは、大きくは中国近現代史

状ということでお話いただいて、若干の質疑応答

でありまして、その中で今までここでは５編しか

をしたいと思います。

挙げられておりませんが、もっと他にもいろいろ

その前に、今私達が進めておりますプロジェク

おありだと思いますが、論文を発表されました。

トの総責任者である藤田先生から簡単なご紹介と

例えば「日本東亜同文会と天津同文書院」
、それ

ご挨拶ができればと思います。

から「甲午戦争前後、日本が上海に設立した学

【藤田】 みなさんこんにちは。愛知大学東亜同文

校」、「東亜同文書院の始末」、その他「『中日大辞

書院大学記念センターは、去年東亜同文書院オー

典』と中日文化交流」といったもの、が主なもの

プン・リサーチ・センターとして文科省から選定

でございます。これらがちょうど私達がやってお

され、関係分野の研究も進めつつあります。今日

りますテーマと合致しておりますので、今日はお

はちょうど中国の南開大学から周先生が記念セン

話を聞きたいと思います。

ターに来られておりまして、もともと東亜同文書

本日通訳を担当されますのは、全般といいます

院の研究をされているということなので、中国に

か、報告の部分は暁敏さん、彼は現在中国研究科

おける東亜同文書院についての研究史をお話しい

のドクターコースで、ドクター論文の準備をされ

ただけることになりました。よろしくお願いいた

ておられる、と同時にこの東亜同文書院リサーチ

します。

センターのリサーチアシスタントでもあります。

【大島】 どうもありがとうございました。それで

後半討論の部分は当センターのポストドクターの

は周先生のご経歴を、略歴を簡単にご紹介させて

武井さんにお願いすることにしまして、早速です

いただきます。周先生は、1963 年中国天津でお

が、周先生のお話を伺いたいと思います。よろし

生まれになられました。そして、南開大学歴史学

くお願いします。

科をご卒業になり、ついで修士課程に進まれまし

【周】 今日は多くの先生方にお集まりいただきま

て、1994 年修士号の学位を取得されまして、そ

して、またこの機会を提供していただきましたこ

の後 1995 年４月から 1996 年４月まで、ここ愛知

とを本当に心から感謝しております。私の研究は

大学で研修をされました。そして 1999 年９月か

この場で発表するのは、ちょっと不十分です。た

ら、南開大学歴史学で博士取得のための研鑽を積

だ、今日の話の内容は中国の研究の現状、東亜同

まれ、2006 年 12 月博士号の学位を取得されまし

文書院の研究の現状と私の今後の研究の展望を含
317

◦ 2099 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

めてということでお話をさせていただきます。

を輩出したことにあります。例えば、根岸佶、小
竹文夫、大村欣一、鈴木擇郎、馬場鍬太郎などの

一．

学者です。

大陸の学者による東亜同文書院の研究は、1990

この論文以降、中国内における東亜同文書院

年代以前からいくつかあるのですが、だいたい

の研究が増えはじめました。1997 年１月、単冠

個々の文章とか辞典の中で触れられているもので

初先生が「東亜同文書院の政治的特徴試論̶西洋

して、主に東亜同文書院の紹介であり、本格的な

ミッションスクールとの比較」という一文を『档

研究とはいえないものです。真に同文書院を研究

案と史学』第 1 期に発表しております。彼は、日

している人はごく少数です。私が知っている限り

本の学校である同文書院と西洋の教会が中国で設

では、
90 年代以前の東亜同文書院に関する文章は、

立した大学の比較をしただけでなく、書院の全体

1964 年に吉宜康氏が『文史資料選輯』第 17 期に

的な発展過程において日本の官側が大いに物心共

発表した「東亜同文書院について」であり、これ

に支援したことと不可分であり、書院の行く方向

は 90 年代以前に私が目にした限りでは、一番全

と日本の対中国政策とは密接に関連していた。し

面的で詳細に東亜同文書院を紹介した論文です。

かしミッションスクールと国家とは一般の住民、

1980 年に『辛亥革命史叢刊』に日本の森時彦先

個人団体と政府の関係であり、政府と特別な関係

生の文章が「東亜同文書院の軌跡と役割̶根津精

ではなく、特別な義務を負っていなかった。しか

神について」というタイトルで、中国語で翻訳さ

し同文書院は中国の官民との関係が初期において

れています。1994 年に雑誌『歴史教学問題』第 2

密接で、中国の官民は東亜同文書院に対して、初

期に、中村哲夫先生の論文を華東師範大学の謝俊

期、中期には大きな便宜をはかったこと、たとえ

美教授が翻訳した「孫中山と東亜同文会」があり

反日運動の高潮があっても、一部の親日派が書院

ます。私の考えでは、1995 年『档案と史学』第 5

と密接な関係を維持していたこと、これに対して

期に発表された蘇智良教授の「上海東亜同文書院

ミッションスクールと中国官民との関係は冷淡で

述論」が、私が見た 90 年代以降最初の東亜同文

あったこと等々、この論文の中で東亜同文書院が

書院に特定した学術論文であります。しかし、愛

ミッションスクールより受けがよかった原因を分

知大学の成瀬さよ子さんの統計によれば、大陸に

析しております。

おいて 90 年代で最初に発表された論文は董超文

1998 年、中国社会科学院の房建昌先生が『档

先生の「1900 〜 1945 年上海東亜同文書院」であ

案と史学』第 5 期に「上海東亜同文書院（大学）

りますが、私はこれを見ておりません。

資料の発見及びその価値について」という論文を

蘇智良先生の論文は、比較的全面的に書院の全

発表し、両国の同文書院研究の状況を簡単に回顧

発展過程を紹介し、書院の設立、校舎の変遷、授

し、同文書院と愛知大学の淵源について略述して

業内容などを論述し、東亜同文書院に対する評価

おります。論文は重点的に、本人が発見した一千

においては、書院が中日関係史上においては重要

点の国家図書館所蔵の同文書院資料（1938 年〜

な役割を果たし、直接あるいは間接的に戦争に奉

1943 年）の稿本、校務資料および学生の卒業旅

仕したとしております。論文は大旅行が残した貴

行日記と調査報告を紹介し、この資料の同文書

重な資料は、当時の政治、経済、文化、地理、民

院研究における価値を論じております。1997 年

俗、人口、貿易などを研究する者に対して、多方

雑誌『蘭台世界』に「日本帝国主義の開設した上

面にわたり重要な資料価値を有しているとしてい

海東亜同文書院」が発表され、同文書院は中国文

ます。書院の成果は多くの中国通、中国の専門家

化侵略と中国侵略の尖兵だとしております。2001
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年『档案と史学』第 2 期に陳祖恩先生の「早期上

制約と向背を受けた。近代中日関係上の大きな出

海日本居留民と文化活動」が発表され、文中で同

来事と関連があり、特に中日戦争中、同文書院生

文書院にも言及しています。2002 年『史学月刊』

の学徒出陣と従軍通訳は事実上、書院が直接日本

第 9 期に「上海東亜同文書院と近代日本侵華活動」

の中国侵略戦争に参与したことになる。40 年余

が発表され、中日関係の新視点から東亜同文書院

の大旅行調査活動は深く大陸政策が烙印されてい

設立の背景、歴史活動および危害について検討を

た。馮論文は、東亜同文書院学生の中国大旅行調

加え、同文書院は特殊な学校で日本政府との関係

査に対して具体的に分析する必要があり、一概に

は密接であり、日本政府の支持と管轄を受けてい

論ずることはできないということを述べておりま

た。学生は旅行調査の名目で長期にわたり中国で

す。2001 年 1 月、馮天瑜主編、楊華等の訳で『上

活動し、中国の政治、経済、軍事方面の情報を集

海東亜同文書院大旅行記録̶近代日本人禹域踏査

め日本政府に報告した。中日戦争の期間を通じて

書シリーズ』が出版されました。この資料は、多

学生は従軍通訳や偽政府機関に勤務して、直接日

分中国における初めての東亜同文書院に関する資

本の中国侵略に加担した者もいた、としています。

料であります。2002 年『中山大学学報』第 1 期

2007 年 12 月 2 日、上海『文匯報』の「上海の

に桑真教授の論文が発表されております。この論

早期における外国語新聞」の中で、東亜同文書院

文は、東亜同文会広東支部について論述しており、

に言及されております。その他、上海復旦大学に

文章の中で東亜同文書院についても言及しており

留学中だった薄井由さんの『東亜同文書院大旅行

ます。

研究』に対して、少なからぬ書評が薄井さんの観

以上述べたとおり、現在中国における東亜同

点に反対しました。うち代表的なものに何琅先生

文書院に関する研究はまだ始まったばかりの段階

の発表した「たくらみをもつ研究̶東亜同文書院

で、書院について研究する人も増えつつあります。

大学大旅行の研究を読んで」があり、その観点は

しかしながら資料が限られておりまして、日本の

趙文遠博士に類似しています。

学者と比べると、とりわけ愛知大学の藤田教授を

武漢大学の著名な教授である馮天瑜先生、彼

はじめとする東亜同文書院の研究者と比べると、

は愛知大学の現代中国学部で教鞭を執っていまし

大変遅れております。主として系統的な研究が少

た。近年来、積極的に東亜同文書院、特に大旅行

なく、個別テーマ研究が多く、特に大旅行研究が

に関して関心をよせ、研究をしています。馮先生

多いが、僅かに自分の手元にある資料による研究

の書かれた「東亜同文書院の中国調査について」

ばかりであります。このため読む価値があるもの

では、同文書院の創立の背景、過程および中日全

は非常に少ないのであります。現在中国大陸にあ

面戦争以前の中国との友好関係について略述され

る東亜同文書院関係の資料は主に復旦大学、南開

ています。彼はこの論文の中で部分的に東亜同文

大学、中国社会科学院および国家図書館にありま

書院の教員、あるいは学生が中国人民の抗日戦争

す。その他、一部の省市の図書館にも索引上は記

を支持し、中国の抗日活動に参加し、日本の軍国

載がありますけれども、実際にあるかどうかは確

主義政策に反対したとはいえ、全体的には東亜同

認できないであります。以上は私個人の研究上の

文書院は日本政府の大陸政策に関連しており、書

困難であるのみならず、大陸の研究者が深く研究

院は設立当初から文部省と外務省が共管し、また

できないことのキーポイントでもあります。

軍部とも関係が密接で、以来、直接内閣の管轄下

以上紹介しました東亜同文書院に関する論文を

にあった。東亜同文書院が約半世紀にわたって維

書いている研究者は、全員日本留学の経験者であ

持されてきたが、必然的に日本政府の対中政策の

るか、かねてより研究したいと考えながら資料に
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よる苦しんでおり、ちょうど、日本訪問や交流で

の東亜同文書院に併設した中華学生部の原因を検

行った時に関係資料に触れて研究心にかられたの

討し、天津同文書院の創設過程、発展過程と結末

であります。蘇先生は日本で資料を探し、これを

について論じました。2004 年『蘭州大学報』第 5

まとめて論文にしました。単先生は今もう日本に

期に「東亜同文書院始末」を発表し、書院の沿革、

おります。房先生は東亜同文会など興亜団体の研

背景、変遷と結末の過程について論述しました。

究の中で、国家図書館収蔵の東亜同文書院の資料

2005 年『南開大学日本研究論集』に「荒尾精

を発見されました。馮先生は特に日本、中でも愛

と彼の在華活動」を発表しております。その主な

大によく来られる先生です。桑真先生は学術交流

内容は、荒尾精および彼が設立した漢口楽善堂と

で日本に来た時に、東亜同文会広東支部について

日清貿易研究所の過程について述べ、漢口楽善堂

研究した方です。趙文遠博士も日本に留学した際

のメンバーの中国における調査活動、日清貿易研

に、偶然東亜同文書院の資料を見て研究をはじめ

究所の日清戦争に果たした特殊な役割について論

られました。吉宜康先生は上海同文書院の中華学

じました。2005 年「梁啓超と近代中国社会文化」

生部の卒業生です。薄井由さんは主として日本

という国際シンポジウムで、
「戊戌政変前後の梁

で資料を探して大旅行研究を完成させました。中

啓超と東亜同文会との関係について」を報告しま

国社会科学院の汪奇生さんも愛大で学術交流をし

した。その中で梁啓超が東亜同文会の支援の下に

て、東亜同文書院の研究をされています。私も愛

日本に逃れることができ、日本で実地調査を通し

知大学に一年間留学して『中日大辞典』
、あるい

て彼の対日間が変化したことについて発表したの

は愛大と東亜同文書院研究をするようになったの

であります。天津の『今晩報』という新聞に東洋

であります。なお、私がここで紹介しました研究

学館、漢口楽善堂について短い文を発表しました。

現状は、日本に留学して日本語で発表した論文、

現在は前述の 3 論文を改定中で、まもなく完成し

例えば、 新先生などのものは含んでおりません。

ます。一つ目は根津一と東亜同文書院、二つ目は
東亜同文会と書院、最後に東亜同文書院の中日関

二．

係における地位という３論文であります。最後に、

次に、私個人の最近の論文発表について申し

私の博士論文はいま改定中で 2009 年に出版する

述べます。まず 2003 年に南開大学日本研究論集

予定です。今回の愛大の短期訪問は、たくさん資

に「中日大辞典と文化交流」を発表しました。こ

料を収集して、博士論文の補足と改定をすること

の中では主に文化交流の角度から、
『中日大辞典』

が目的であります。

が誕生した背景、製作過程と中日文化交流におけ

三．

る役割について論じました。これは愛知大学に留
学した際に、今泉先生の大学院中国研究科での講

私の博士論文について、簡単に紹介いたします。

義に出席して、得たものがきっかけとなりました。

1994 年 1 月、私は歴史学修士号をとり、同年

2003 年には『広東社会科学』第 6 期で「甲午戦争

愛知大学で 1 年間研修しました。研修分野は近百

前後の日本の上海における学校経営を論ず」を発

年来の中日文化交流です。今泉教授のご指導を受

表し、東洋学館、日清貿易研究所と東亜同文書院

け、95 年に過程を終えることができました。そ

について紹介し、主に東亜同文書院を中心に述べ

の間、愛知大学と中国の文化交流に対して関心が

ております。2004 年『歴史教学』第 5 期に「日

起きました。理由は二つあります。一つ目は今泉

本東亜同文会と天津同文書院」を発表し、主に東

先生の影響であります。今泉先生が私に『中日大

亜同文会が天津に設立した天津同文書院と、上海

辞典』の歴史について話をされましたが、より話
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題になったのはやはり中国のことです。二つ目は

割、その廃止、中国人学生と日本人学生との関係

『中日大辞典』そのものの影響です。愛知大学に

などについて述べております。その次は根津一と

来て、はじめていただいた貴重な贈り物が、この

書院についてです。主に根津一の生涯と中国にお

『中日大辞典』でした。
『中日大辞典』自身が中日

ける活動、主に書院の発展過程の中で果たした役

文化交流のひとつの縮図ではないかと思い、した

割、その教育思想が如何に書院と学生へ貫徹され、

がいまして私は『中日大辞典』を突破口として中

根津精神がまた如何に書院の発展に影響を与え

日交流を研究しようとしました。個別研究として

たか、日清貿易研究所の手法を参考としたのはど

は中国と愛知大学との文化交流とし、そのために

の部分か、時代と環境の変化の影響を受けて彼の

愛知大学で若干の資料を集め整理しました。1996

思想がどういうふうに書院に新しい発展をもたら

年帰国後、中国国内にはこういう方面での交流の

したか。その次は学生と書院であります。書院の

資料は非常に少ないことが分かり、より深く研究

主体は学生であり、授業の他に課外活動はどのよ

を進めることができませんでした。私は研究の重

うであったとか、学生と管理者の間の関係はどう

点を愛知大学の前身である東亜同文書院へと移し

だったのか。ストライキ事件が発生した深層原因

ました。ちょうどこの頃、今泉先生が南開大学を

は何だったのかについて論じました。その次に大

訪問されたので、私は今泉先生に私の研究計画を

旅行と書院についてであります。最も重要な活動、

話し、支援を得ました。先生は、帰国後、資料を

最大の目的は大旅行で、この発展過程や学生の見

１箱送って下さり、これで研究の基礎も固まりま

た中国、また大旅行はそれぞれの時期にどう変化

した。これらの資料の中には多くの藤田先生の著

したのかを論述しました。その次に東亜同文書院

作も入っていました。これらの研究の基礎ができ

の中日関係おける地位についてであります。馮天

た段階で博士論文のテーマを東亜同文書院の研究

瑜先生が述べているように同文書院は特殊な学校

に決めました。

であり、世界教育史上でも特有な学校であります。
書院が当時の中日関係からはずれて独立して存在
することができないのであり、当然の如く中日関

〈論文について〉
2006 年 7 月論文は完成し、
11 月口述試問ののち、

係と密接不可分であります。書院の学生は間接的

歴史学博士号を取得しました。論文は序論で、主

あるいは直接的に日本の中国侵略戦争に参加しま

に国内外での同文書院研究概況の紹介を行ない、

した。これは『東亜同文書院大学史』の中に記載

テーマとして選んだ意義を述べております。次に

されています。戦争反対の教員や学生はいました

東亜同文書院と上海の関係を述べております。日

けれども、これは主流ではありません。書院の大

本と上海の特殊な関係、日本が上海に開設した東

旅行調査は大量の資料を残しており、当時の中国

洋学館、楽善堂、日清貿易研究所であります。次

を研究する上で大変意義のあるものであります。

は東亜同文会と同文書院で、主に東亜同文会の設
立の背景、経過、その文化事業および書院に対す

〈今後の想定〉

る管理などについて述べました。その次は東亜同

これから中国に戻ったあとに、短期的には論文

文書院の経緯であります。全面的かつ詳細にその

に一定の補充と修正を加え、関連する内容を増強

背景と過程、校舎の変遷、内部の変化、学生の増

する必要があります。例えば上海と東亜同文書院

大などを論じました。その次は書院と中華学生部

との関係を中国の政府・民間と東亜同文書院との

です。中華学生部を設立した背景、目的とその結

関係に広げること、東亜同文会と書院との関係を

果、中華学生部の書院の中での地位と果たした役

日本の官・民間と書院との関係に広げること、そ
321

◦ 2103 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

れから東亜同文書院の教師、カリキュラム、学生

【大島】 どうも、周先生長時間お話ありがとうご

の就職について分析をすることであります。長期

ざいました。話はいろいろと多岐に渡っておりま

的には、むろん東亜同文書院は私のメインの研究

すので、せっかくの機会でございますから、若干

ですから、一生をかけて書院研究をしていきます。

質疑応答をさせていただきたいと思います。

ここでの 20 日間という短い期間では、いろいろ
な収集や、あるいは他の面から見ても、もちろん

質疑応答

時間が足りなかったです。さらに残念なことは、
藤田先生や他の先生方の指導を受けることができ

【大島】 それではですね、周先生は明日お帰りで、

なかったことです。まだ資料の収集にももっと長

連日大変ご苦労おかけしますけれど、せっかくの

い時間が必要です。私は愛知大学と藤田先生ら諸

機会ですから、質疑の時間を少しいただきたいと

先生のお力で、再度愛知大学で研修する機会を与

思います。

えて下さり、ぜひ親しくご教授下さるようお願い

お話はまず中国における東亜同文書院研究の学

いたします。私も日本語をさらに勉強すると共に、

説史と申しますか、そういうお話がありました。

今後も交流を積極的に行ない、研究資料も集めて

1990 年代以前と以後にわけてお話がありまして、

いきたいと存じます。

そのあと周先生自身のこれまでの諸研究について
報告があり、そして最近出されたドクター論文の
内容についてご紹介がありました。そして最後に

〈感謝の言葉〉
最後に、感謝の気持ちであります。前回と比べ

今後の研究についてお話がありました。

ると感じがまるで違います。今回は極めて短期間

私はこの問題についてはあまり専門的にやって

でしたが、収穫は大変大きかったです。特に藤田

おりませんので、皆さんのほうからご自由にご質

先生、今泉先生などの著作を読むことで大いに勇

問なりご意見なりを頂戴したいと思います。

気づけられました。藤田先生の著作は時間的な関

【今泉】 特に藤田先生がおられるので、さっきの

係で細かく読めませんでしたけれども、中国に持

お話のように、直接ご指導を受ける機会がなかっ

ち帰って詳しく読むことによって、藤田先生から

たということから、ぜひ藤田先生の方から質問と

間接的な指導を受けたことになるでしょう。

いうか、発言していただければ非常にいいと思い

最後にこの場をかりて、日本学術振興会の賛助、

ます。

愛知大学が提供してくださったいろいろな便宜に

【藤田】 ではいくつか。今日のお話は中国の研究

感謝申し上げます。今泉先生、藤田先生、三好先

動向として、大変参考になりました。そのうちの

生に感謝申し上げます。武井先生、研究支援課の

ある一点ですけども、日本もそうですけど、中国

山本さん、図書館の成瀬さんにも感謝いたします。

でも東亜同文書院の問題は、まずこれは大きな問

その他いろいろと力になってくださった方々にお

題ですけれども、日中間という問題に限定される

礼申し上げます。今後、より一層研究成果を上げ

ケースが非常に多いんですね。ただ最初にその書

ることが先生方に対する最大の感謝の気持ちにな

院の設立の問題を考えますと、東亜同文会そのも

ると思います。本当にどうもありがとうございま

のの性格からみても、やはり当時の東アジア情勢、

す。最後に皆さんが南開大学にいらっしゃること

それが非常に深く関わっていると思います。とり

がありましたら、感謝の気持ちで皆さんをお迎え

わけ明治の段階では日本は中国を通して、列強の

したいと思います。

アジアに進出というものに非常に脅威を持ってい

以上です。どうもありがとうございました。

たということがひとつあります。そういう点で、
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当時日本は列強の東アジア進出に対してですね、

根津の王道思想はそういう考え方がベースにあっ

何とか食い止められないか、対抗策はないかと

たんだと思うんです。これは荒尾が中国に行って、

いうことを模索していた時期だったんですね。そ

列強がどんどんどんどん出てきているっていうこ

れは世界史的な流れの中でいうと、近代史以降い

とに対する危機感が当時実感としてあったんじゃ

わゆるヨーロッパ中心の、いわゆるオリエンタリ

ないでしょうか。それでそういう新しい発想を生

ズム風の考え方、つまりアジアのほうがヨーロッ

み出していったんではないか。繰り返しますが、

パよりも劣っているという、そういう発想に対し

それが最初の原点としてあったと思うんですね。

て例えば根津さんの文献を勉強しようという話が

だから各地にいろんな学校を作ったりとか、書

あったんですが、根津さんの思想の中には、中国、

院の開設でいわゆる日中間の貿易実務者を養成

それから隣の朝鮮とチームを組むことによって、

するというのは、教育ともうひとつ経済の両面で

つまり３つの地域ぐらいを連携することによっ

もって基盤を作っていきたいという発想があった

て列強に当たれるんじゃないか。まあ言ってみれ

と思います。

ば、日本も欧米思想に傾きながらその一方では欧

一方、朝鮮に関してはそのあと日本の植民地に

米とどう対抗するかみたいな、そういう思想は当

なってしまったものですから、その朝鮮に関して

時あったと思うんですね。したがって東亜同文会

の教育活動というのは、国の体制の中でやるよう

はそのために、日本をベースにしながら朝鮮とか

になっていったわけです。したがって、日本と中

中国で、まずやはり貧しさ、それをどういうふう

国の関係の中で書院の活動が、教育事業と日中間

に克服するか、それにはまず教育がやっぱり重要

のいわゆる経済関係に絞られていって、そこから

だというわけで、それで教育事業を始めた経過が

先の 1930 年代後半からは視野が少し狭くなって

あるんです。

いったところがあります。それはなぜかといえば、

そういう意味で言いますと、ヨーロッパ中心的

そこは今日の発表であったように日本政府の関わ

な世界がアジアへ広がってくる中で、見方を少し

りといいますか、とりわけ外務省が東亜同文会に

変えますと、東亜同文会および東亜同文書院の最

資金を出して援助する中で、少しそのへんが最初

初のスタートというのは、オリエンタリズム、今

の大きな構想が少しずれていったというのでしょ

オリエンタリズムって言いますが、ヨーロッパ

うか、そういうことだったのではないかと思いま

中心で東アジアその他は皆レベルが低いっていう

す。

ヨーロッパ中心的な見方に対して、最初のアジア

だから、欧米の研究者も東亜同文書院に関して

中心で何か思想的、文化的な対抗ができないかと

非常に強い関心を持っていますけれど、これはひ

いう発想が原点にやっぱりあったと思うんです。

とつはやっぱり欧米に対して東亜同文書院が中国

そのために中国とどういうふうに、あるいは朝鮮

とつながることによって、大きな力を持ってきた。

とどういうふうに関わって提携していくか、その

対欧米戦略というのでしょうか、それに対するあ

へんのところ連携プレーでもってアジアへ、さら

る種の危惧というか、そういう発想が欧米の多く

に世界へ台頭していきたいというのがあったと思

の研究者を惹きつけた、そのほかにも書院の中国

います。これは最初の段階です。

や東南アジア研究などいろいろ関心を持ったと思

したがって、われわれが書院を見るときは、比

います。

較的限定的に日本と中国の問題というふうに狭い

そういう意味で言いますと、我々は日本と中

範囲で見てしまうんですけど、その最初の発端は

国だけの関係で書院を見がちですけど、元来、書

非常にスケールの大きな発想があって、荒尾とか

院と東亜同文会はもっとスケールが大きくて、世
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界的なスケールの中で対欧米戦略みたいなものを

関わり合いをもっと深めたんじゃないかと思うん

考えて、日中間の連携を目指してスタートしたん

です。

じゃないかと思うんです。したがって、特に中国

そのひとつが「大旅行」だったと思うんです

の方が研究される時に、中国への侵略がすぐ冒頭

けど、これももともとは東亜同文会、書院のほう

にきてしまうんですけれど、もともとはそうでな

もお金がなかったから実施できなかったんです

くて、もっと外側の世界という、もっとスケール

ね。だから「大旅行」は戦略的に行なわれたわけ

が大きくて、そのために中国とどういうふうに向

ではないんです、最初は。したがってそれが実施

き合って、あるいはお互いのコネクションを作っ

されるようになっても、学生達は調査地を選んだ

ていくか、というあたりのところがベースにあっ

り、調査項目を設定したりすることをかなり自由

たところにも関心を持っていただきたいですね。

にやってます。調査項目に関しては多少馬場先生

だから発想の視点をひとつ外側に置くと、ずいぶ

とかの指導があったと思いますが、結果的に大旅

ん東亜同文書院に対する研究が大きくなるし、書

行は基本的には学生の自由意志によって行なわれ

院が世界史的な存在になる。これは欧米の研究者

たんですね。例えば柔道部などの体力の元気な人

はもう気がついている。我々もですが、中国の研

達は、一番奥地まで競っていくとか。そういうよ

究者の方はですね、そのへんのところは少し視点

うな学生達ですから、学生の立場からいうと、な

を広げて見ていく必要があるんじゃないかなとい

るべく日本人が行ってないところへ行って物を見

う気がします。

てきてやろうという好奇心だったわけです。だか

ですから、清朝末期の政治家とか民国期の政治

らそれは見方がいろいろありますけども、結果的

家が、東亜同文書院に非常に親しみを感じていた

には中国の情報収集という視点をくっつければ確

その背景のひとつは、清朝あるいは民国が置かれ

かにそうでしょうけど、旅行というのは皆そうい

ていた当時の状況を見ればわかるのですけど、や

うことをしなければ旅行できません。旅行したこ

はりそういう大きな発想に対して非常に書院や東

とのない研究者の観念論でもあります。学生達に

亜同文会とつながっていこうというような、ある

とってみれば自分達の計画でもってやった。ただ

いは書院や東亜同文会を評価したいという背景が

その報告書を軍のほうが見たいと言う、そういう

あったんじゃないでしょうか。

ことはあったにしても、基本的には学生達が自分

そういう傾向がずれてきたのは、満州事変以来

達のプランにしたがって、先輩から後輩へ代から

日本の軍部が満州を支配し、やがて中国と戦争す

代へと受け継ぎながらやっていったのですね。主

るようになってしまったから、その中に書院の一

体そのものはかなり純粋だったんです。そのもの

部が組み込まれてしまったところがあったためな

の評価に対しては、いろんな条件が次第にくっつ

んですね。だから我々が物を見る時にそこからだ

いてくるといろんな見方があるんですけど、戦略

けを見ると、書院の悲劇的な側面しか見えなくな

的に行なわれたとはちょっと思えないところがあ

るんですけど、出発点の視点から見ると、ある意

ります。だから学生達はあんなに純粋に、いろい

味歪曲化されていってしまったところがあって、

ろ観察したことを書きまくったりしたところがあ

これは両国にとって非常に悲劇的なことでありま

るのですね。

すけど、もともとはもっとスケールの大きな発想

大旅行を指導した馬場先生は地理学の先生なん

というのがあって、もし軍部の行動がああいうふ

です。私も地理学ですけど、地理学はイデオロギー

うでなかったらですね、もう少しいろんな視点か

性を持っていない、だからああいう調査をかな

ら東亜同文会、あるいは東亜同文書院と中国との

り万遍なくやれる。だから、馬場先生が辞められ
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たあとは多少は違うかもしれません。馬場先生が

れはじめたのかについてお尋ねします。

指導されていた時代は研究者も、そして時に軍部

【周】 2000 年以前でも 2000 年以降でも、中国侵

も使えるような優れた、まだ多くの人が知らない

略との関係いう点で同文書院研究は発表されてい

世界の調査をしていたというふうに私は見ていま

ます。同文書院の学生自体は侵略とかそういう感

す。後半は大学に昇格したりしてからは少し違う。

覚はなく、特には関係なかったんですけども、日

日本でも、ベルリンの壁が崩壊するまでは、イ

本政府が中日戦争を始め、中国侵略を進め、侵略

デオロギー的な中で東亜同文書院をそのように

政策を進め東亜同文書院にいろいろと圧力をかけ

見てたんですが、これは研究をせずに、イデオロ

たところで、結局そういうことになってしまった。

ギーとして見てたところがありました。それがベ

だからご質問の回答としては、2000 年以前でも

ルリンの壁が崩壊してから書院の史料をベースに

それ以降でも中国侵略と同文書院というのは不可

して、やっぱりきっちりともう一回位置づけてい

分の関係であるという見方が中国ではあるという

こうという動きが出てきたわけです。これは大き

ことです。

な転換です。中国の研究者の方も、今までは我々

【今泉】 歴史認識としては、具体的な資料によっ

が外側から見ててもやはり少しイデオロギー優先

てなされなきゃいけない。今中国では例えば東亜

的だったと思うんですね。それが周先生のように、

同文書院大学についても、断片的なものしか出て

史料をベースにして物を言っていこうというふう

いない。そういうものだけを見て、個別の論文が

に中国の研究者も大きく変わってきたというとこ

書かれているように思う。やはり周さんの主張だ

ろが、非常に我々としても評価できると思います。

と思うんだけど、具体的な歴史事実から同文書院

そのへんのところは共同でこれから何かいろいろ

は離れることはできない。これはもう当然のこと

研究していく上で、共通の土台ができるのではな

です。だからそういう中で見る以外にはない。そ

いかなというふうに思っています。

れは学徒動員であれ、従軍通訳の問題であれ、日

だいぶ時間をとりましたので、大きなお話はそ

本政府の上海総領事館、つまり外務省を通したと

のぐらいにします。細かいのはいろいろあります

ころと密接な関係を持つ、これも離れがたい。認

けれども。

識はもう非常にはっきりしている。実際の歴史事
実と、資料との関係でいえばそれはそれできちっ

他の方からもどうぞ。
【広中】 こんにちは。私は大学院中国研究科で、
日中戦争を研究しております広中と申します。

としておかねばならない。周さんは現代中国学部
にいた馮天瑜教授の大旅行に関する見解には、自

周先生が先ほど東亜同文書院の研究の現状と

分も賛成だとさっき述べられましたね。具体的な

いうことで発表されましたけれども、その中で

個別的な段階段階で、事実をきちっとみていく必

2000 年の研究あたりで、陳祖恩先生の研究のと

要がある。一概にばっさりと論ずることはできな

ころで同文書院と中国侵略との関係について述べ

いと。

られましたが、それ以前の研究では侵略といった

【大島】 名残り惜しいのですが、先ほど今泉先生

ような説明がなかったんですよね。そうすると、

からも注意がありましたように、周先生は明日帰

この 2000 年を境にして、中国侵略と同文書院の

国なさいます。あまり引っ張り回すことができま

関係というのが注目されたのかなというのを私は

せんので、名残惜しいですが、そろそろこれにて

感じたのですが、それはそういうことなのか、も

閉会させていただきたいと思います。今後とも、

しそういう変化があったのでしたら、なぜその時

研究交流を続けていきたいと思いますので、こち

点で中国の侵略と同文書院の関係が中国で研究さ

らからもいろいろ研究が出ますから、お送りしま
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すと同時に、周先生もいろいろのこと書かれまし

と思います。本日はどうもありがとうございまし

たら、それの刷りでも、本でも、いよいよ本が出

た。（終）

るわけですから、それを是非お送りいただきたい
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〈講演会・研究会〉

東亜同文書院『興学要旨』、『立教綱領』を読む

東亜同文書院大学記念センター客員研究員
愛知大学名誉教授

第Ⅰ部

今泉潤太郎

来の漢文と読み下し文とを対比させて、どういう

講演

構造になっているかというようなことも含めてお

【司会】 時間になりましたので始めさせていただ
きます。この公開研究会は、東亜同文書院大学記

話しいただきます。では今泉先生、よろしくお願
いします。

念センターでの研究会の一環でございます。今日
は愛知大学の前身校と言われている東亜同文書院

【今泉】 学生の皆さん（李春利教授の入門ゼミ生）

がどういう建学の理念で作られたのかということ

が参加されるというのが突然だったのでちょっと

を勉強する機会でございます。私共もそういう研

戸惑っています。古い漢字にあまり関心がないと

究をしているんですが、じっくりと読んでちゃん

思うのでどうしようかと思って。それで研究員の

と理解をしていない。学生の皆さんは愛知大学の

武井さんと石田さんがおられますので読み下して

設立趣旨をチラッと見られたことはあっても、前

もらって、プリントに番号をふっておきましたか

身校の同文書院の設立趣旨・建学の精神というの

ら。できれば声を揃えて読んでいってほしいんで

はあまり知らないと思うんです。本日はそういう

す。そうするとリズムがとれますから、分かって

ことを少しでも理解していただくために、できる

も分からなくても、それらしき音を出してもらう

だけ易しく勉強していきたいと思いますが、何分

とよろしいです。プリントしたテキストは東亜同

にも原文は漢文で書かれていて、それを翻訳した

文書院大学記念センターの入口に掲げてあるもの

読み下し文は一応日本語ですけれども、それさえ

です。ただ同文書院の『興学要旨』と『立教綱領』

難しい漢語が入っていて分かり難いところがある

というのは、原本が実ははっきりしていない。そ

んですね。

んなことを言うと困りますから『東亜同文書院沿

そこで本日は、本学の名誉教授であり、東亜同

革史』という明治 41 年のものに基づいておりま

文書院大学記念センターの研究員をしていただい

す。ただこれが絶対正しいかというと疑えば疑え

ている中国語の専門家で、
『中日大辞典』の編纂

るので、とりあえず今日われわれが読もうとする

などを一生懸命やってこられた今泉先生にお願い

のは、原文に後の人が手を加えて、こう言ったほ

しました。時間が限定されておりますので要領よ

うがいいだろうとか、これはどうも間違いではな

くやらなければいけませんが、そのことについて

いか、ということを訂正したものであります。

ちょっと相談したことがありますので、その線に

最初のところだけちょっと読んでみますので、

沿って進めさせていただきたいと思います。まず

どこが訂正されているかということも、該当箇所

はとにかく今泉先生から最初の部分だけでも、本

で言います。まず大まかに言いますと、たとえば
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しん

「中国」となっているところはすべて「清国」です。
このテキストは遙か後、昭和になってから作って

せん）を追いながら、原文をチラチラと見てくだ
さい。こういうふうになります。

おりますから、
「清」と言っても分からないので

講中外實學。教中日之英才。一以樹中國富強之

「清」を「中国」に変えている。それと当時（明

基。一以固中日輯協之根。所期在乎保全中國。而

治 30 年代前半の頃）の状況と大正・昭和になっ

定東亞久安之策。立宇内永和之計。
（中国語の発音）

てからの状況（日本国内の状況も）が大きく変わ

今のは中国語で読んだわけです。読み下すとこ

りますので、用語の手直しをしている部分があり
じん

うなります。

ます。たとえば「盡忠報国」を「至誠報国」に言

中外の実学を講じて、中日の英才を教え、一に

い換えてみたりというところもあります。一番問

は以って中国富強の基を樹て、一には以って中日

題になるのは、原文とは違う文脈になってしまう

輯協の根を固む。期する所は中国を保全して、東

ように言葉を加筆したり削除したりしたところも

亜久安の策を定め、宇内永和の計を立つるにあり。

あることです。ただ全体的には変わっておりませ

今こういうふうに読み下しましたが、これはプ

んので、このテキストで充分かと思います。

た

リントの右に書いてある同文書院 22 期の山本さ

この二つの文書は東亜同文書院の設立の趣意を

んという方が読み下したのであります。細かいと

書いたものであります。
『興学要旨』のほうは建

ころですけれども、たとえば最初「中外の実学を

学の精神といったものです。それから『立教綱領』

講じて、中日の英才を教え、
」とありますが、こ

というのは、言わば教科内容（カリキュラム）を

れを「中外の実学を講じ、中日の英才を教える。」

書いている。東亜同文書院は東亜同文会という団

で切るとか、
「一には以って」を「一は以って」

体が設置しましたので、設置母胎である東亜同文

とか、細かいところで言いますと別の読み方もあ

会の考え方もここには反映されています。これが

ります。

中国語で書かれた所以は、中国で日本の専門学校

さて第１段落は、何か訳の分かったような分か

を開くにあたって、当初は中国人学生と日本人学

らないようなことだと思いますが、簡単に言って

生を、共通の目的のため一緒に同じ学校で学ばせ

しまえば中国と日本の優秀な若者を対象として東

るという趣旨でしたので、当時の清国の両江総督、

亜同文書院を開いて教育を施す。それは中日友好

江蘇・浙江の二つの省を管轄する長官の劉坤一と

の目的であり、期するところは中国の保全である。

いう人に提案・提出し、その同意を得て学校が開

これが先ほど言った東亜同文会の趣旨でありまし

かれたというところから古い中国語、つまり漢文

て、まず中国を保全するということを謳っており

で書いてあるわけです。

ます。中国（当時の清国）が西洋列強のために侵

漢文は明治の頃は教育ある者の書き言葉で、漢

略されている。何とかしっかり清国は実態を保っ

文で文章を作るというのは当時の知識階級の人

てほしい。これを「中国を保全する」というスロー

達にとって必須のことでした。中国語と漢文と

ガンにしたわけです。

ちょっと違うところがあって、漢文は簡単に言

【司会】 今の出だしの４行で、簡単なことでもい

うと古い時代の中国語の書き言葉です。中国人が

いんですが質問はありませんか。遠慮せずに。で

これを見て「間違ってる」と言うのは、実は昔の

は私からまず幼稚な質問をしますが、
「中外の」

中国語ではこうだったということです。中国語を

という「中」と「外」
、これは「中国」の意味で

習った人はこれを読んでいけば「なるほどな」と

はなく中と外という意味でしょうか。

いうことになります。皆さんは片方で読み下し文
（日本語に翻訳したものですが漢字は変えていま

【今泉】 これは中国とその他の外国という意味で
す。日本の立場から「中外」と言えば「中」は「日本」
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う だい

ゆう と

ということになりますけれども、この場合の使い

れ四百余州の広土は、宇内の雄図を尽せるに、統

方としては「中外」の「中」は全部「中国」とい

治の綱は内に弛み、四億余万の衆民は、六合の上

うことになると思います。ここは明治 34 年の原

游に拠 るに、危疑の情は外に見 わる。山 沢の富、

文も「中外」となっていて、
「清外」とは言いま

関市の利は、海外列国の羨 望奔 競するものなり。

せんので。中国語の概念として「中外」という言

且つ数十年、熙々 穰 々として、此に来往する者は、

い方をしますから、中と外という意味です。

其の幾千万人なるを知らず。然り而して疆封移ら

ゆる

りくごう

よ

あら

せんぼう ほんきょう

き

き じょうじょう

ここ

しか

【司会】 その場合「中」と言うと中国も入れば日

しこう

きんおう

ず、金甌欠くる無きは、誠に列強の均衡未だ其の
ひ

本も入るんですか、それとも中国だけですか。

さんたく

し

平を失わず、彼此形格し勢禁じ、敢えて難端を発
な

けだ

せんきん

【今泉】 中国人から言えば中国になりますし、日

すること莫かりしを以ってのみ。盖し千鈞の重き

本人から言えば日本ということになります。その

も銖両を加うれば移る。割壌の失は、尺地寸土と

すぐ次に日中の英才を教える（原文では日清の英

雖も、以って列強の均衡を動かすに足る。均衡一

才を育てる）とありますので、これは日本の優れ

たび動けば則ち列強並び起つ。その平を保持する

た若者には中国を含む外国、清国の若者について

所以を求むるは、是れ固より其の已むを得ざる所

は今度は日本を含む外国。あとでそういうふうな

なり。求めてこれを得れば、則ち中国分崩の端を

展開になります。

啓き、得ざれば則ち東亜動乱の階と為るは、是れ

しゅりょう

た

ゆえん

こ

もと

たん

ひら

な

ま

【司会】 というような単純なことを私も知らない

亦た勢の禁ずべからざる所なり。これを要するに、

わけで、皆さんそういう意味で遠慮なく、簡単な

割地の事、一たび行われては、中国の危急は救う

ことであっても質問してくださいね。他にありま

べからず、東亜の禍乱は防ぐべからず、余勢の及

せんか。

ぶところ、安んぞ以って宇内万邦の平和を攪擾す

か らん

いずく

【李】 皆１年生なんで入ってまだ２か月です。皆
さん全部分かったの。

かくじょう

るに至らざるを知らんや。果して然らば、中国を
すなわ

今大旅行記を読んでも

保全するは乃ち東亜の安全を保つ所以にして、東

らっているので、漢字ばかりで苦労しているから

亜を保全するは乃ち宇内の平和を保つ所以なり。
【司会】 ありがとうございました。若干どころか

すごくありがたい。
【司会】 それではちょっと先へ進みましょう。２

相当説明しないといけないことが多いんですが、

と番号を打った第２段落、ちょっと長いですけれ

まずどういうところを中心に説明していいのかと

ども、これをポストドクターの武井さんにゆっく

いうこともありますので、ご出席の皆さん、学生

りと読んでいただきます。日本語には違いないん

諸君も含めて何か質問ございませんか。

ですけれども非常に難しい日本語ですので。何と

【今泉】 ここは大風呂敷を広げているわけです。

なく分かったような分からないようなぼんやりし

世界の情勢と東亜の情勢と中国の情勢というもの

た理解をされると思うので、その辺どこがよく分

を、具体的なことは言わずパーッと出している。

からないか注意しながら、ゆっくりと武井さんの

そういう目で読むとそういうことかなと感じま

朗読を聞いてください。武井さんお願いします。

す。ただ出る言葉が非常に難しいですね。漢和辞

お

ほう ど

【武井】 中国の東亜に於けるや、封土民衆は並び
じゅう

そ

に什の九に居り、其の日本に於けるや、書は其の
ぎ

すなわ

文を同じくし、民は其の俗を同じくす。誼は則ち
しん し

ぐ かく

隣友、情は則ち兄弟、唇歯の形なり。虞 の勢な
きゅうせき

り。其の安危興亡は、独り中国官民の休戚たるの
か

そ

みならざるは、識者を待たずして知らる。且つ夫

典を見ても出てこないようなのがありますので。
『中日大辞典』には入っています。一応調べてみ
ました。それからここではちょっと脱落したとこ
ろがあります。誤字なのか意図的にしたのか。２
の４行目の６字目、
「開市の利」とありますね。
これはいかにも「市場を開く利益」という意味に
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取れるのですけれども、実はここは原文では「関

蹂躙されていて被征服国家であった。日本は金甌

市」
で、
外国との通交を開く場所と市場のこと。
「関

無欠であるが中国は違うと教わってきたんですけ

市」では市を閉じてしまう感じがあるので「開市」

れども、あれだけ蚕食・蹂躙された歴史を持つ国

とやると分かり易いけれども、
やっぱりこれは「関

を、なぜ日本人である根津先生は「金甌欠くる無

市」としてよかったんじゃないかなと。たとえば

き」と、事実と違う意味のことをおっしゃったん

これが先ほど言った後での訂正の一例です。

でしょうか。それともついうっかり日本のことを

【司会】 私からまた幼稚な質問ですが、２の最初、

書いてしまったんでしょうか。

「中国の東亜に於けるや、封土民衆は」ここまで

【今泉】 そうじゃなくて、ちょうどいま言われた

は分かります。
「封土」は「国土」というような

のとは逆で、
「金甌無欠ではない」と。つまりも

意味だと思いますが、
「並びに什の九に居り」、こ

う外国国家の害を受けている。西欧諸国（夷狄）

れがちょっと分からない。

の侵略を許している。日本はそれに対してなかっ

【今泉】「中国は東亜においてその十分の九を占

たんじゃないかというのが僕等の習った金甌無欠

めている」というふうに言うと分かり易いですね。

です。
「見よ東海の空明けて」に「金甌無欠」と

東亜と言っても大部分は中国で、中国は東亜その

いうのがありましたね。日本は今や金甌無欠では

ものだという、当時の根津先生の認識でしょうか。

なくなったけれども。根津先生は清国がもう金甌

【司会】 その他何かご質問は。

無欠ではなくなっている、国家の主権が侵されて

【服部】 服部です。第２段落の最後のほうで、
「東

いると言っているわけです。
「金甌無欠」という

亜を保全するは宇内の平和を保つ所以なり」とい

言葉は何も日本国のためじゃなく、中国語が先に

うのはたぶん、第１段落で宇内永和というのが世

あります。それは今言ったように領土を保全して

界の永遠の平和、というところから、宇内という

いる、侵略されていないということです。もとも

のは世界ということが分かったんですけど、なぜ

とは中国国内のいろんな小国が、外の国からの侵

東亜を保全すると世界の平和につながるのかがよ

略を受けないことをそう言ったわけですから。

く分からなかった。そこのところをもう少し詳し

【平田】 そうしますと先ほど「清」という字を「中」
と置き換えてあるとおっしゃったので、この時代

く説明していただけたら幸いと思います。
【今泉】 私もよく分からないんですがドミノと同

は清国ですね。清国自体が清族による征服王朝で

じです。１個ポンとやるとスーッといくという。

中国を侵略しているわけですから、ここで「金甌

ごく単純にそう考えています。これを書かれたの

欠くる無き」というのは何かイメージが合わない

は根津先生だと思いますけれども、東亜同文会の

んですけれども。

認識自体がそういうことだろうと思います。東亜

【今泉】 中国に入った清朝、満洲族でも、全て正

の動乱というのは世界平和を崩す一番大きな原因

統の王朝というふうに考えているわけです。つま

だという認識ですね。だからここのところの平和

り夷狄であっても中華（伝統的な中国）に入れば

を保てば、たとえば列強の侵略も止まる。従って

それ自体、
「夷」が「華」になるという考え方で

それが世界全体（宇内）の平和に通じるというこ

す。だから正統の王朝として清を入れて中国では

とではないかと思います。

二十四史なんていうのはそういう立場をとった言

【平田】 平田と言います。２番に「金甌欠くる無

い方ですよね。だから別の次元と言うか、そうい

き」とございますね、私共が習った時に「金甌無

う考え方だと思います。中国人の李先生がおられ

欠」というのは日本だけであって、中国はモンゴ

るから、ご意見を。

ルあるいは満洲族その他によってしばしば国土を

【李】 少数与党の発想だね。少数だけれども与党
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であると。少数民族政権に対しては。今風に言え

上の７字目からです。先ほど「未だ以って大計を

ばそういうような捉え方かな。征服されてから、

立つるべからず」と読みましたが、
「未だ」とい

あとになって。

う字が二つ役目を持っていて、「未だ」と「せず」

【司会】 まだまだいろいろ、掘り出したら議論が

と、一つの字で２度読んでいます。
「大計を立つる」

あると思うんですが、後からでもまた元へ戻りま

というところでひっくり返っています。
「立てる

すので、先へ進めさせていただいて。第３段落を

大計を」と。動詞と目的語というわけです。その

朗読してほしいと思います。石田さんお願いしま

上に「以って」というのがありますね。
「大計を

す。

立つるべからず」というのは「可」ではない。「不
かえり

こ

【石田】 東亜の邦を顧みるに、惟れ中国は大なり、
こ

も

そ

あ

しゅうきょう

惟れ日本は強なり。若し夫れ強と大と相い輯協し、
じ きょう

じゅう えん

内自 疆 の策を講じ、外 柔 遠 の道を修むれば、始
な

しか

いえど

めて以って東亜に為す有るべし。然りと雖も、中
か

国の国勢は彼の如く其れ衰え、国歩は彼の如く其
かん

とも

ぜいけつきっきょ

ふうに１字で二つに訓じてあります。下から上に
行ったり、ひっくり返ったり、こういうような工
夫をして、昔の日本人は漢文を日本語に翻訳した
ということです。
【司会】 またいつでも元へ戻りますので、少し進

れ艱なり。即ち与に共に提挈拮据すれば…。
【今泉】 これはミスプリントだと思うんです。
ていけつ

めさせていただいてよろしいですか。それでは武
井さん、第４段落を朗読してください。

「提挈」じゃないかと。
【石田】 提挈拮据すれば、以って小功を謀るべき
こう

も、未だ以って大計を立つるべからず、以って苟
あん

安を図るべきも、未だ以って久全を保つべからず。
たいせい

乃ち知る、今に及んで中国の頽勢を挽回し、その
あら

富強を致すに非 ざれば、則ち中日輯協の功効は、
まっと

得て完うすべからざるのことを。夫れ中日輯協せ
ずば、東亜安全の事を謀るべからず、中国富強な
らずば、中日輯協の効を完うすべからず。則ち東
なお

可」ですね。だから「未だ可ならず」。こういう

た

【武井】 富国強兵の道は一ならず。而して学校
か

し

を興し人材を養うの最も捷、且つ便なるに若くは
な

なんとなれば

莫し。何者、国の富強は民の智徳を以って本と為
し、民の智徳は士大夫の智徳を以って準と為せば
しこう

よ

なり。而して学校は、賢士大夫の由って出ずる所
なり。顧みるに、孔孟仁義の教は、中日の千百世
しょうじゅつ

ち

紹 述 尊奉し、以って修身治国の訓と為せし所の
もと

ものなり。これを天地に建てて悖らず、これを鬼
ただ

亜志士の務めは、尚中国富強の基を樹て、中日輯

神に質して疑う無し。欧米格致の学は、日本の数

協の根を固むるより急なるもの有らんや。

十年採納咀嚼して利用厚生の法と為せし所のもの

そ しゃく

【今泉】 この第３段落は中国と日本との関係を非
常に大まかに述べています。

たいせい

なり。講習の精、運用の妙は、これを泰西列国に
比して殆んど多くを譲らず。今両国の先進、協心

【司会】 ここは割と理解し易い段落じゃないかと

りくりょく

と ゆう

戮力し、大いに学校を中国の都邑に興し、両国士

思うんですけどね。難しい単語も現代語訳に、た

民の俊秀を集め、これに授くるに仁義忠孝の教、

とえば「提挈拮据」も「
（互助辛労）
」となってお

格物致知の学を以ってし、これに参うるに語言文

りますし。
「苟安」は「
（一時の安泰）
」というふ

字、官商実用の諸科を以ってし、其の徳性を砥礪

うにちゃんと出ておりますので。まあ「中日輯協」

し、其の知能を啓発せば、則ち東亜人材の勃興は

というのは中日協力と言いますか友好と言います

くわ

し れい

すなわ

ぎょうそく

し たい ふ

翹 足して待つべし。而して先達の士大夫、又従っ
き そく

か、そういうことですから。

の

て援引保薦し、これをして驥足を展ぶるを得しむ
たす

【今泉】 読み下しではないほうを見てください。

れば、則ち以って治道を輔くべく、以って利源を

読み下すと今のようになってしまうんですけど、

発くべく、以って民を化し俗を易うべく、以って

読み下すのが難しいところを一つ。３の３行目、

折衝侮りを禦ぐべし。誠に是くの如くならば、国

ひら

か

ふせ

か
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あ

殷富ならず、兵強盛ならざるを欲するも、豈に得

山本さんの解釈と言ってもいいかも知れない。西

べけんや。

欧の自然科学というふうに限定してとられていま

【今泉】 最後のところは「国、殷富ならず、兵、

すね。

強盛ならざる」と読むと思います。大まかに言い

【李】 今の「格物致知」のところで、当時の中国

ますと、口で言うと調子がいいんですよ。それは

人にとって「欧米格致」という言い方がそのまま

何かと言うと、漢字は一つの字が１子音１母音で

通用するのかどうか。どうしても「格物致知」と

できています。母音だけの場合もありますけれど

いうのは儒教の概念用語というイメージが私は強

も。つまり日本語と違って１語１音節なんです。

いもんですから、これだと一般的な現象として物

たとえばこちらに「中外實學」とありますと、あ

事を究めたという意味で使っていると思うんです

ちらに「中日英才」というふうに４字と４字、つ

けど、これをパッと見た劉坤一がそのまま欧米の

まり４音と４音で、大体（常にではないですけれ

学問のことだなと思うのか、自然科学のことだな

ども）対称的にきます。ですから非常にリズミカ

と思うのか、哲学的なほうにとってしまう誤解は

ルで調子がいい。と同時にその意味が、
「陰」と

なかったのかというところをお尋ねしたいんです

「陽」、「天地」と「万物」というふうに、相互に

けれども。

関連した語を使うというのも漢文すなわち中国語

【今泉】 難しいところですね、両方ともあったん

の特徴です。たとえば今の場合も「こくいんぷ」

じゃないですかね。３は明らかにそういうことで

なのか「くに、いんぷ」なのか分からないという

す。あとでも出てきますけれども。何を中国人の

時に、
「国」があって次に「兵」が来るから、
「国家」

学生に勉強させるかということは極めて限定的で

と「軍隊」というふうに類推できるんです。これ

す。ですから聖人の道、つまり儒教を元にすると

も漢文を読んでいく場合の一つのポイントだと思

いうのは、私の考えですけれども日本人の学生で

います。

す。それを言うことによって、あえて劉坤一（中

この段は学校で勉強するということの利点で

国の高官）の理解を得た。
「ああそうか」とすぐ

す。それは何かということうを言っています。つ

分かってくれる。現にこの時点では中国ではたぶ

まり学校を建てるという目的に合わせて、学校で

ん科挙の試験があるでしょう。聖賢の書、古典を

学ぶ利点は何ぞやということを具体的に述べてい

学んで、官吏登用試験、国家上級試験で役人を作

ると思います。

る。それが日本に学んで、日本で大学を卒業すれ

【司会】「欧米格致の学」のあとに「
（格物致知）

ばその卒業証書で科挙の試験の合格者とするとい

（自然科学）」と書いていますが、格物致知とか自

うのは、その一つだろうと思います。具体的に言

然科学というのは訳者が勝手に入れたわけでしょ

うと日本で西洋の学問、西洋の自然科学を含めた

うね。

学問を学ぶということが、科挙の内容になってい

【今泉】 勝手ではないと思いますね。どこかの漢
和辞典では「格物致知」の説明に、
「これは非常

る。ですからやはり二面性を持っていたんじゃな
いかなと思います。

に難しい」とありましたよ。つまり解釈が非常に

【司会】 最後から２行目の「以って折衝侮りを禦

難解だと辞典の編者がそのまま書いている。修身、

ぐべし」。「折衝」を漢和辞典で引きますと「敵の

斉家、治国、平天下と言いますが、その前に格物、

やってくるのを防ぐ」と書いてあるんですが、そ

致知、誠意、正心が来ます。その格物致知です。

れでよろしいんですか。
「折衝」というのは「交

これは儒教の中でも基本だと言われているところ

渉する」ことも含まれている？

です。22 期の山本さんがここに括弧をしたのは、

【今泉】 だと思います。
「衝突」だけということ
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ではなく、その後の外交上の交渉で侮りを防ぐこ

でも両方にある。香港・上海あるいは福建などの

とができるという。

宣教師をはじめとする西洋人がいろいろな言葉を

【李】 一つここに「欧米」
、中国語のほうを読ん

入れますよね。そういった言葉が当然のことなが

でも「オウメイ（欧美）
」というのがありましたね。

ら漢語・中国語として漢字で出てきますよね。直

すぐ次の行に原文のほうですが。日本語に訳した

接日本にも入ってきて、あるいは日本人が欧米で

ら「欧米格致の学」
。次の行には「泰西列国」と

学んできて作る日本語、漢字の言葉がありますよ

あるんですが、
「欧米」と「泰西」は違うんですか。

ね。それらがゴチャゴチャになってるわけではな

それぞれどのあたりを指していますか。これは授

いでしょうけど、現在では一緒になっている。一

業でも悩んでいて、答えられませんでした。

つ一つ解きほぐしていかないと、出自はいちがい

【今泉】 私も分かりませんね。
「欧米」と言えば

には言えませんね。ですから今、李先生の言われ

ヨーロッパと米国ですよね。これは非常にはっき

たような点があるんじゃないですか。政治経済以

りしている。
「泰西」と言った場合は、
「西」の中

外の、たとえば化学はどうかとか、天文学はどう

には米国も入るんでしょうけど、やっぱり中国か

かとか、いろんな分野の単語があるので。

ら見て西。大西洋の向こうにはアメリカ大陸もあ

【司会】 それでは学生諸君は２時 50 分には退席

るんだけど、入ってないんじゃないかな。どうで

されますので、もう少し進めたいと思います。『興

しょう。

学要旨』ぐらいまでは一応勉強したというふうに

【李】「泰西」は「欧州」なのか、あるいは欧州
よりもう少し広い概念なのか。今一つ日本語とし

したいと思いますので。第５段落を石田さん朗読
してくれませんか。
【李】 ここはお二人のドクターがわれわれのため

て掴めていないです。
【今泉】 だいたい「泰西」なんて日本語はこの頃

に特別にこういうふうにやっているんだよ。われ

はもう無くなりましたね。ありますかね。はやり

われがここにいなければもうちょっとやり方が変

すたりの問題もあって今は「西欧」ですね。
「欧米」

わっていたと思う。そのあたりよく理解して聞い

と「米」が入るのは、
「欧」に対して「米」の比

てくださいね。
しゅうねい

りく

重がずっと上がる 20 世紀以降じゃないかと思い

【石田】 輯寧協戮の端は一ならず。而して教育協

ます。昔は「未開地」というのがアメリカ大陸の

同の尤も功多くして失無きに若くは莫し。何をか

イメージでしょうから。
「泰西」の「泰」という

これを教育の協同と謂う。彼我の師友を以って彼

のは「極めて、とても」の意味じゃないでしょう

我の子弟を育つること是 れのみ。今夫 れ 謀 を

かね。

軍国の政に通じ、緩急相援け、内外相応ずる、こ

もっと

し

い

ひ

な

が

こ

そ

はかりごと

【李】 このあたり西洋の言葉を日本が先に漢字に

れを政治の協同と謂う。力を貨殖の業に合わせ、

訳して、それから中国が導入したという背景です

有無懋遷し、短長資補する、これを商工の協同と

よね。今、石田さんに聞いたら 1900 年に作られ

謂う。此の二者は並びに協同の重且つ大なるもの

た文章で、ちょうどいろんな言葉を漢字に置き換

なり。其の邦交を全く隣誼を敦くするの功は深く

えつつある時期だったんですね。どっちが先か、

且つ遠し。中日の一日も此 に怠るべからざるは、

むしろ日本のほうが先だったんじゃないかと思う

ぼうせん

し

ほ

か

ぎ

あつ

ここ

もと

もち

いえど

固より論を庸うる無きなり。然りと雖も、軍国の

んですけどね。そこからまた現代中国語に、留学

利害、商工の得失は、必ずしも彼我撰を同じくせ

生を通じて吸収消化されていったんですね。

ず、時に或いは権略其の間に行われ、以って人を
かくかそうよう

【今泉】 欧米の科学技術と言うか、そういった近

して隔靴掻痒の歎を有らしむ。協同の義を有する

代的な言葉が入ってくるのは、日本語でも中国語

者と雖も、往々にして免かれず。教育の協同に至
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しか

た

りては則ち然らず。其の期する所は惟だ智徳の発

学生に、
「学問研究をしようと思って同文書院に

達のみ、其の事とする所は惟だ子弟の教養のみ。

来た諸君はここから去ってほしい。研究とかそう

その進むや礼を以ってし、其の合するや義を以っ

いうものではなく、人間そのものを学ぼうとする

かいたい

てし、曽つて利害得失のこれが芥 帯と為る無し。
ま

復た何んぞ夫れ権術機略を用いん。且つ夫れ情は
な

父子よりも密なるは莫く、誼は師弟よりも厚きは
よう

者は根津と共に学ぼう」といった趣旨を述べられ
た。それで高等専門学校に入ったつもりで来た学
生が度肝を抜かれた。これは大変な学校に来たと、

莫し。師の倡道する所は、乃ち弟子の服膺する所、

また、逆にこれで新たな覚悟をしたということを

子の愛敬する所は、乃ち父の親信する所なるは、

書院卒業生が書いています。この段落はそんな根

其の情誼の然らしむるなり。今両国の先進、中日

津先生の思いがよく出ている箇所ではないかと思

よ

輯協の大義に依りて両国士民の子弟を養わば、即
ち中日輯協の大義は、独り学生の持論となるのみ
まさ

います。
【李】 一つだけ。根津先生の文章はかなり儒教的

ならず、将に両国士民の公論となるべく。掌教の

な考え方が人間の基本的なところに染みついてい

先輩、得業の上士は独り学生の愛敬する所となる

るような印象を持つんですが、あの時代にしては

のみならず、将に両国士民の親信する所となるな

彼は特別だったんですか。日清戦争の直後で西洋

あ

こ

らん。輯寧協戮の根基は、豈に此れよりも固きも

一辺倒だった当時の日本で、むしろ中国蔑視が時

のあらんや。

代の流れだったのに、その中でここまで儒教が良

【今泉】 ここのところは日本は中国に協力してい

いと言っているのはマイナーなのかどうか。

くべきであるということ。政治と経済の点で協力

【今泉】 どういうふうに解釈すべきでしょうか。

できるだろう。しかしこの両者は衝突することも

明治維新以降「ちょんまげ頭を叩けば因循姑息の

ある。それに比べて文化、特に教育にはそういう

音がする、ざんぎり頭を叩けば文明開化の音がす

点はない。この第５段落では教育の本旨、何のた

る。オッペケペッポーペッポッポー」という流行

めに教育するかを考えてほしいということを書い

り歌が流行ったそうですけれども。そういうこと

ています。儒教の師弟というようなことを言いつ

から言うとやはり儒教などは時代遅れということ

つ教育の本義はどこにあるかということを言って

だったかも知れません。だからあえて先ほど紹介

いる。

したような、東亜同文書院は一般で言う学問研究

【司会】 根津さんは文化・学問の交流というのは

をする学校じゃないよ、ということを述べられた

根本的に非常に重要であるということを言ってい

ということにつながると思います。ちなみに根津

るんですね。彼の優れた良いところが出ている段

先生は王陽明の古本大学を、院長だった 20 年の

落ではないかと思います。皆さん簡単な語句の意

間ずっと講義されました。
【司会】 時間を考慮しまして、第６段落と第７段

味を含めて何かご質問はありませんか。
【今泉】 この文章は声をあげて読むと非常に良い

落を一緒にして武井さん朗読してください。
たず

と思いますよ。真中辺にある「夫れ情は父子より

【武井】 遠く上世に遡りて彼我邦交の源委を原ぬ

も密なるは莫く、誼は師弟よりも厚きは莫し。師

れば、周漢より以って唐宋に及ぶ。彼は常に我の

の倡道する所は、乃ち弟子の服膺する所、子の愛

師表たり、彼の典章文物は常に我の模範たり、礼

敬する所は、乃ち父の親信する所なるは、その情

楽刑政教化の具より、以って医卜暦数、技芸百工

誼の然らしむるなり」
。父子の関係と師弟の関係

の事に至るまで、彼に学びて我に資せしものは、

を並べて、教育・教化の本義はここにあるという

数うるに勝うべからず。輓近国家欧米、日新の学

ことを言っている。根津先生は同文書院入学式で

術を採りて、其の精華を咀嚼し、政綱を張り、国

ぼく

た
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力を振い、人文を興し、民智を養い、これを行う
たか

こと三十年。国勢の盛んなる、文運の隆 きこと、
まさ

が

将に英露独仏に駕して其の右に出でんとす。時勢
き

ぎ

す

つ

い

に応じて機宜を制し、腐を舎てて新を取り、名を
しか

去りて実に就くの致す所と曰うと雖も、而も友邦
はんえん

の礼文数千百年蕃衍盤結し、これが根底を為す有
あら

いず

れで「トンヤア」と言った場合は、中国人から見
たら東夷のわれわれ日本人のことを直接的には指
すんじゃないかという言葉で、冒頭のところだと
東アジアにおいて中国が 90％ぐらい人口を持っ
ているという書き方をしているんですけれども、
これを当時の清朝の高官に出した場合に「トンヤ

るに非ざれば、焉くんぞ一躍して宇内雄邦の列に

ア」でそのまま日本・朝鮮・中国を含めての概念

進むを得んや。中国の徳の我におけるや大なり、

になるのかどうかというところが甚だ疑問なんで

たとえ

我の中国に負う所のものは重し。縦 令、彼我の
しん し

ぐ かく

もと

間に、唇歯の形、虞 の勢無くとも、我は固より
まさ

ゆえん

当に徳に報い恩に酬ゆる所以のものを務むべきな
こう

ちょう

り。比年中国は昊天弔せず、内外難多く、国歩日
くる

に艱しみ、上下困頓、朝野

げつこつ

、而も利用厚生の

術は未だ講ぜず、富国強兵の計は未だ立たず、殆
いわゆる

とき

ど所謂危急存亡の秋なり。夫れ人、先師の恩徳を
お

す。これは荒川先生の学術用語の研究にも関わる
かも知れませんけれども、まあ地理用語で「トン
ヤア」と言った場合にその当時の一般的なイメー
ジはどれぐらいだったのかということを、ご存じ
でしたらご教示ください。
【今泉】 私の解釈では、まさに今おっしゃった
日本と朝鮮と中国、これが東亜だったんじゃない

荷いて遺孤の危亡を救わざるは、至不仁者と雖も

かと思います。根津先生を含めた東亜同文会の人

忍びず。況んや称して東海の君子国と為す者をや。

達、これははっきりと東亜同文会の綱領の中に、

本会興学の要旨は大概此くの如し。而して東亜

日本と朝鮮と清国を保全するというのが入ってい

こうし

同文書院を設くるは、実に以って教育協同の嚆矢
えら

ます。このテキストは朝鮮を取っておりますがプ

となす。上海を択びし所以のものは、其の地天下

ロトタイプでは朝鮮が２か所出てきますけど。こ

の上游を占め、中国の咽喉に拠り、四達の衝、百

れは東亜同文会の綱領の中心となる点の一つで、

貨の会、且つ日中往来の枢区たるを以ってなり。

劉坤一両江総督には、初めから朝鮮が東亜の中に

【今泉】 ここでは興学の本旨を述べておいて、最

入っているということを述べて、それに対して劉

後になぜ同文書院は中国に尽くすのか、その意義

坤一は、それはもっともだと評価しています。東

を説いています。最後の一段は上海で開学する所

亜同文会の近衞篤麿や、この根津の文章もそうで

以を簡潔に述べています。

すが、３国を一つに考えて一種の共同体のような

【司会】 後の歴史は逆になって、中国に戦争をし

考え方に「余は賛成だ」ということを劉坤一は近

かけて侵略していくわけですが、この時はいかに

衞への返書の中で書いております。ですからやは

中国を助けるか。助けるのは長年中国からいろい

り「ファー・イースト」とか「イースト・エイシャ」

ろな学問あるいは技術・芸術を学んできて、それ

とか、そういうのではなくて、
「東亜」と言った

に対する返礼なんだ、その恩に報いるんだという、

場合は学術用語ではなく、根津さんを含めた人達

ものすごく良いことを書いていて、この辺はずい

の考えは３国が少なくとも中心で、そこから及ぶ

ぶん私もびっくりいたしましたけれども。皆さん

ところ、清国の版図と言うか中華文明の版図、た

何か字句上の問題、あるいは考え方の問題等につ

とえばモンゴルというのが東亜ではないか。それ

きましてご質問、ご意見、ございませんか。

に対して少なくとも政権担当をしている劉坤一は

【渡辺】 全文にわたって「東亜」という言葉がた

同感の意を表している。ただし、
「トンヤア」が

びたび出てくるんですけど、アジアというのはア

その頃では日本を指したものだとの解釈もあり得

ジア由来の言葉ではないものですから、しかもそ

ない事ではない。
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【司会】 いかがですか。これで一応「興学の要旨」
をほんとにざっと勉強したわけですが、全体とし

きます。
【司会】 ではちょうど段落が切れたところで李先
生のゼミ生は退席します。

て何かご意見、ご質問、ございませんか。
【平田】 大変感動いたしました。私今日ここへ

【李】 皆さんどうでしたか。いくら解説を読んで

来る前に、各大学の建学の理念等を書いたものを

も分からない。直接ストレートにオリジナルをか

ずっと読んでまいりました。およそ国家の枢要の

じるというのがいいと思います。同文書院に入門

役に立つとか、青年日本の代表者とかいろいろあ

ゼミの時間をフルに 14 回分使ってきました。今

りますけれども、これほどに教育の真髄に触れた

日は成瀬さんに用意してもらった、辛亥革命に参

言葉、もう一つは中国に対する溢れるような感謝

加して捕まった同文書院の旅行記「漢中隊」
（同

の表現は涙なくしては見られない。東亜同文書院

文書院第９期生の大旅行誌『孤帆雙蹄』中の一

という学校がこれだけ本当の意味で中国を明らか

篇）を予定していましたが、この研究会は今泉先

にして、感謝しながら建学のことを述べている、

生が企画していて、めったに聞けるものじゃない

この二つについては東亜侵略の尖兵であったよう

からこちらにまいりました。これはオリジナルの

な甚だしい誤解の中で戦後長らく幻の名門校など

中のオリジナルでした。同文書院の一番の基本。

と無視されてきた東亜同文書院の本当の姿が、こ

日本国憲法みたいなもので、いずれこの科目は最

れを勉強することによって明らかになるのではな

後に総合的なレポートを書いてもらうので、一つ

いかという感動を覚えました。ありがとうござい

は NHK スペシャル。これも対象になる。それか

ました。

ら東亜同文書院大学記念センターの見学。これら

【司会】 私も同じようなことを感じます。東亜同

とこれまでのわれわれのテキストを材料にして書

文書院とよく似た性格を持った大学として拓殖大

いてもらうので、これを大事に取っておいてくだ

学というのがあるんですが、その拓殖大学の大学

さいね。これも皆さんのレポートの材料になりま

史を勉強してみますと、日清戦争のあと台湾を領

す。最後ですが皆さん同文書院の先生方はわれわ

有して、ちょうど 1901 年、東亜同文書院と同じ

れのために実はいろいろ工夫してこられましたの

頃に専門学校として台湾協会学校を設立されるん

で、拍手をもってお礼を言いましょう。ではどう

ですけれども、そのどこを探してもこういう崇高

ぞ皆さん退席してください。ありがとうございま

な設立趣旨はないんですね。ただ植民地化した以

した。楽しかったです。

上はその植民地経営のための奉仕、つまり役員と

【司会】 どうも。またご招待します。それでは

しての、あるいは私的な企業として必要な要員を

あと 30 分ありますので研究会を続けます。せっ

育てる学校というようなことしか書いてないんで

かくテキストを用意したので『立教綱領』を最後

す。それで私はやはり両者は違うと。同文書院は

まで。どういうふうにやるかな。皆さんかなり専

非常に崇高な理念をもって作られたなと感じてお

門家で、読んでこられたと思うので、今みたいに

ります。

丁寧にやるかそれとも朗読なしにやっていきます

【今泉】 第７段落で、読み下しのほうには最後の

か。

２行があるんですが、漢文のほうはこれが抜けて

【今泉】『立教綱領』というのは具体的に同文書

おります。記念センター入口のもこれが欠けたま

院ではどういう科目をどういうふうに教えるかと

まで作ってしまったものですから、不注意でした。

いうことです。第１段落では、中国人学生には日

原文ではここにきちっと、要旨は以上ですよとい

本語および日本語に咀嚼され完全に自分のものに

うことを書いています。そのことだけ追加してお

なっている泰西（欧米）の近代的な書物を、日本
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人学生には中国語、それから中国の制度とか律令
とか商工の要を教える。１段目の一番大事なとこ
な

ろは最初の行です。
「徳教を経と為 し、聖経賢伝

ます。
【司会】 しかし日中戦争が始まる頃になるとまた
尽忠報国が出てくるんじゃないですか。

に拠りこれを施し…」
。儒教を中心にして、具体

【今泉】 そうですね。

的にはさっき言ったように根津先生の『古本大学』

【司会】 ちょうどその間と言うか，戦間期と言う

を先生自身が教えるわけです。それから「智育を

か。

緯と為し…」。これは徳育・智育・体育の智育で

【今泉】 あとテキストの比較について言うといく

す。これがさっき言ったように、研究だけをしよ

つかありまして、この前成瀬さんからいただいた

うと思って来る者は東京に残りなさいという、縦

１枚物の内容は、やや後になります。これでは今

（経）に対する横（緯）で、どちらもないと布に

のところはやっぱり「盡忠」になっております。

なりませんけど、縦と横との関係があるよという

この点では比較的古い時代のですけれども、昭和

意味です。そして中国の学生には日本語を教える。

初期のものは明らかにその他にも幾つか手直しを

同時に日本語を通して欧米の百科実用の学を教え

しています。あまつさえ手直しして誤字にしてい

る。実学ということを初めから終わりまで言って

る。正しい字を間違った字にしちゃっているもん

おります。日本人の学生は中国語、その次が英語

だから訳が分からないというのがあります。こう

もやっぱり入っている。中国語と英語。時間数も

だろうと思ってやると、実はそれが間違っている

英語はかなりあるんです。もちろん中国語ほどバ

という。ただこれが内容的に言うと２番目に古い

ラエティーに富んではおりません。同文書院では

ものです。それから「終身斉家平天下」という『大

中国語は上海語・広東語・福建語・北京語。北京

学』の文章が出てきますし、かなり難しい内容に

語以外は第２中国語ですけれども。それと中外制

なっています。前の『興学要旨』の「格物致知」

度律令、商工務のポイントを。そして１人で中国

もそうでしたね。

人と商売（貿易交渉）をやれる人を養成する。こ

【司会】 ちょっと分かり難いのは、
「二者は一に
して二ならず、二にして一ならず」。

れが最初に言っていることです。
【司会】 何かこの第１段落でご質問ございません

【今泉】 分かり難いですね。二つのものは一つで
あって二つではない。しかし二つは一つではない。

か。ここにも「中外」と出てくるんですね。
【今泉】 第２段落ですが、経とする徳教の中心は

当たり前のことを言っているんですけれども。
「二

何かと言うと、六経四子。これは注がありますの

は一にして二ならず」
。おかしいじゃないか。二

で読んでいただきたい。儒教の経書の中の基本の

者は一で、一というならば二者でない。ここらへ

基本ですね。これをやりますよと。ちょっと申し

んはこんにゃく問答と言うか、頭で考えるよりも

上げますと、
「国家有用の士は、至誠報国の大義

感得するというようなところでしょうか。ここは

を明らかにす」とありますが、この「至誠報国」

訓ずるところもそういう言い方しかやっていませ

が原文では「盡忠報国」になっています。これ

んね。二つというのは「四海万邦の形勢を審らか

は私の解釈では、たぶん昭和に入ってから尽忠報

にすること」と「救世済時の術策を暗 ずること」

国というのは何となく時代に合わないというのが

ですね。この二つは二つなんだけど実は同じこと

あって、それを至誠報国にしたんじゃないかなと

の両面である。両面であるけれども一つだ。こん

考えています。尽忠報国は明治の頃では当たり前

にゃく問答ですよね。こんにゃく問答というのは

のことであって、これを問題視するほうが逆に言

禅問答の時に分かったような分からないようなこ

うと問題であるというようなこともあったと思い

とを言うのを俗に言うんですけど、根津先生はそ

つまび

そらん
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ういう方ではないんだということを村上武さんは

ですけれども文明国ではない、学ぶべき国ではな

おっしゃっていますね。非常に明快だったと。根

いと言うか。あるいは別の意図があったのかも知

津先生のゼミは禅宗のゼミです。

れませんが。

ここのところは私は専門家じゃないので分から
ないですが、４行目ですか、２の３行目の後半、
けだ

第４段落では、しからばその西学はどういう
ふうにして学べばいいかを具体的に、中国人学生

「伝」という字がある。その前の句に「蓋 し六経

は日本語を学ぶことによってそれが達成できるん

四子は、古先の聖賢が…」
、これは「大学」の中

だということを諄々と説いています。日本語を学

ですけれども、それに対する「伝」というのはそ

べば、日本語に翻訳された欧米諸国の知識、とり

れをもう１回言っているのか（たとえば「春秋左

わけ西洋科学・近代科学が、直ちに中国人にとっ

氏伝」のような「伝」
）
。
「伝」というのは秦・漢

てそのまま知識となる。だからあえてオランダと

じょうこ

はだいたい上 古と言われている。その頃は「経」

かアメリカとかフランスとかロシアとかドイツと

そのものだった。つまり孟子の言われたその「経」

か、そういうところの言葉をもうやる必要はない

ですね、それが「伝」だった。
「経」と「伝」と

と。

は同じだった。漢以降は学問が進化してきて「経」

先ほど発言があったことと関連して、逆に中国

は「経」で、「伝」は「経」を述べる、
「経」につ

からは明治 37 年〜 38 年の日露戦争以降、特に明

いて説明するものが「伝」であるというらしい。

治 40 年代になると、万という数の留学生が来た。

根津先生のこれも、それを踏まえているとすれば。

東京では風呂屋に中国語で、風呂に入る時には湯

だけど「伝に謂う」伝とは何なのかちょっと分か

船の中で石鹸を使わないこととか、ちょうど今と

これ

もと

らない。
「諸 を身に本 づけ、諸を庶民に徴し、百
ま

世以って聖人を俟って惑わず」という、この引用
は「中庸」からと思うんですけど。いずれにして

同じように中国語で説明文があったというくらい
に。
次の第５段落では、逆に日本人学生が中国語を
学ぶことの意味、なぜこういうことをやるのか、

もこの辺は非常に難しい。
【司会】 では次の第３段落はいかがですか。ここ

それから具体的にどういうふうに学生を募集する

は割と分かり易いかな。中国には何が欠けている

のか、何のために全国から学生を採るのか。それ

かというと、西洋的な、西学的なもの。それを日

は中国通の日本人を教育して、その日本人が日中

本が早く消化したので、中国に与えると言うか、

間の架け橋となって大いに活躍することを期待し

そういうような意味のことが書かれているように

ているんだと。簡単に言えばそういうことになる

思います。

んじゃないかと思います。

【今泉】 中国人は西学を学ぶことが不可欠であ

それから第４段落の４行目に「華人」とありま

るということですね。それで日本の経験を参照で

すね。これは原文では「清学生」になっている。

きるから、ぜひ同文書院で日本語を学んでほしい

「華人」というのも２か所あるが、原文自体が「華

と。明治 30 〜 40 年代は日本がかなり自信を持っ

人」となっています。「華人」と「清」とでちょっ

てきた時代ですね。ここのところは原文ではロシ

と使い分けをしているのかなとも思いますね。で

アが欧米列強の中に入っていて、今日のテキスト

すから本当は字を改める時に、いちいち検討する

では抜かしてあるんです。その代わりにアメリカ

ことが必要になってくるんだろうと思います。

が入っています。これもおそらく時代のせいだと

【司会】 私は最初書かれたままで何の変更もなく

思います。特にロシア革命が起こって、大正〜昭

こういうふうに伝わっているのかと思ったら、時

和あたりではロシアは野蛮国、と言うと言い過ぎ

代と共にいろいろ字を入れ替えたり、書き加えた
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り、あるいは削除しているということを聞いて、
あまり文献学的になっても仕方がないけれども、
１回それだけでも少し整理して、時代的なものが

【池上】 いや、すぐ病気しちゃって同文書院にあ
まり長くいなかったもんですから。
【今泉】 昭和 17 年には少なくともこの便覧が配

どう反映しているのかということを研究する価値

布されたんですから。これはカリキュラム一覧。

があると思いました。それからもう一つは、瀬戸

愛知大学の学生便覧と同じです。校則・学則があっ

内寂聴が「源氏物語」を現代日本語に翻訳したよ

て休暇届の様式があって、図書館の使い方とか。

うに、これを本当に学生諸君にも分からそうと思

その中にこれが入っている。

えば、現代語に訳して、愛大の学生が誰でも読ん

【司会】 日中戦争が始まってから、東亜同文書

だらすぐ分かるようなものを作ることも考えてい

院の学生がこの立教の精神、建学の精神の原文と

いんじゃないかと思います。今日なんか質問した

読み下し文を作って配ったという記事があるんで

人はずいぶん進んだ学生で、そうでない人はもう

すね。それでやっぱり戦争中なので兵隊に引っぱ

何が何だか全然分かっていないと思うので（こん

られて戦争の醜い面をいろいろ見せられる。日本
（あるいは日本軍）は聖戦と言うけれども、戦争

なことを言ったらいけないけれども）
。
【今泉】 学生生徒便覧というのを昭和 17 年９月

の実態はそうじゃない。自分達が学んだ根津精神

に同文書院（大学になってから）が出していまし

と日本がしている戦争との矛盾をひしひしと感じ

て、これは読み下し文だけ載っています。今日の

たというようなことが回顧録の中に書いてあるん

テキストの読みと、この便覧の読み下しと、どち

です。だからやはりそこの大きな矛盾があって、

らかと言うと昭和 17 年の便覧の読み下しのほう

学生はちゃんとこういうものを読んで根津精神を

が私にはぴったりきました。だいたい私の時代の

知っている。自覚している。ところが時代の流れ

ものかなという。私は漢学塾で正則の漢文を習っ

で戦争に取られて、聖戦に参加したと思いきや聖

たわけではないですが、こちらのほうがちょっと

戦じゃないじゃないか、ということを述懐してい

易しく感じられます。だから現代語訳をつくると

るのがかなりたくさんあります。だからそういう

いう時は、またこれ難しいですね。ちょっと解釈

意味でこれは非常に大事なんです。

みたいになってしまう。
「…の所以なり」と「の
所以は…なり」
、
「あらんか」と「あらんや」。な

【平田】 テキストの原文ですが、一番古い形のも
のは何でしょうか。

んで片方は「か」で片方は「や」なのか。こうい

【今泉】『東亜同文書院沿革史』ですね。これが

うのはみんなちゃんと読み下しの仕方があってそ

やっぱり一番古いだろうなと。明治 41 年に印刷

れによっているんですけど、これも先ほど言った

されていて、図書館にも記念センターにもありま

テキストで変えちゃってるのがあるんですよ。本

した。これだろうと思います。今日はそれを印刷

来は「…か」とあるところを「…や」にしてあっ

してこなかったんです。内輪の研究をこれからや

て、これはたぶん変えた人が、自分の読み下しで

るとすれば原文も出したいと思います。これを一

言うとこっちのほうだと思って別の助辞を当てた

応原テキストと想定しています。

んでしょうね。終止どまりにするのか連用どまり

【司会】 何種類あるんですか。

にするのかというのもあります。

【今泉】 私の見たのでは３分類 11 種ですね。た

【司会】 池上先生、こういうのをパンフレットに

だ一つが分れて、そこから枝分かれしている。枝

して配ったというのを読んだことがあるんですけ

分かれして三つになった。当時はコピーがありま

れども、同文書院におられた頃、学生はどういう

せんので、組むたびに文選工が活字を拾っていま

形で勉強していたんですか。

すから。たとえばこういうのがあります。
「彊」
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と「疆」です。これになっているのにあっちのほ

書院の、当時東亜同文書院の幹事長だった佐藤正

うだと思い込んだ。これは「封疆」とか「富彊」

という方の趣旨にも入っている。だから『山洲根

とかの「キョウ」
、前者は境界、国境の意味です。

津先生伝』にあるように作者は根津一だとしても、

後者は「キョウ」は「キョウ」なんですけど、中

これの元になっているものは少なくとも根津一を

国音はチィヤンの有気音なんですね。
「強い」と

中心とする人達と言いますか、東亜同文会の人達

いう意味です。現在は「強」を当てる。これが２

だった。ただ根津一は初めから東亜同文会の核に

か所あります。これなんか同じところから来た間

なっていたかどうか。というのは、33 年の佐藤

違いで、文選工が間違ったと言うよりも校正した

正幹事長の辞任の後になるわけですけれども、こ

同文書院あるいは東亜同文会の方の錯覚だろうと

の辺はちょっとよく分からないところがありま

思います。これがずっと来ていて元へ戻したのが

す。愛知大学の設立趣意書を見ていますけれども、

無いとすると、そこからまたこうなって同じ誤り

小岩井か本間か林か、誰が執筆したかというこ

をしている。

とにもいろいろ説があります。今おっしゃったよ

【石田】 先生、ただ『沿革史』より前ので、1901

うに少なくとも時系列に見ていって、さっきのよ

年５月１日の同文会の報告にも『興学要旨』と『立

うな、要するに突き合わせをさせるということは

教綱領』が出ているものですからこれがたぶん…。

必要だと思います。実はまだそれには材料が不足

【今泉】 1901 年と言うと明治 34 年。

ですね。一応形の違うものとしては 11 種類かな、

【石田】 ちょうど開学の時の東亜同文会の会報

私が調べたのでは。今度はこれ（今日のテキスト）

（機関紙）です。

を作りましたので。今言った中でまあこっちだろ

【今泉】 ああそうですか、それはまだ見てなかっ

うというところですね。これが唯一だとして世の
中に出ちゃうのはどうかな。それが今日の結論と

た。
【石田】 ただこれはもちろん開学した時は東亜同

言うと変ですけど。したがってもっと研究が必要

文書院ではなくて、南京同文書院を開いて、その

だということです。現代語訳を作るというのも必

年の８月に改名して東亜同文書院になったもので

要ではあると思いますね。
【司会】 しかしあれですね、愛大の設立趣意書を

すから。
【今泉】 今日のこのテキストは東亜同文書院の名

私が勝手に一つ二ついじって変えるというのはと

前で出しますけど、それ以前は、あなたが言われ

んでもないことで考えられないけど、どうして同

たように南京同文書院というのが１年前にできる

文書院についてはそういうことが可能であったの

わけですね。もともとその時の趣旨なんですよ。

か、あるいは正当化されたのかという。

それを劉坤一に出したものがあるかと言うと、見

【今泉】 分かりませんね、ほんとに分かりません。

当たらないんですね。手紙そのものは無い。ただ

根津院長在任中の３種類中にも異同があります。

し劉坤一の返書があります。朝鮮が入って３国の

昭和 17 年の学生便覧は配布されたんですから。

間に云々、なんていうのはそこに出てくるし、原

これを入れたのが学生便覧のいつ頃からかのとい

文には出ているわけですけど、そういうことから

うこともありますし、その時何を原文にしたのか

言うとこれは 33 年に劉坤一に出したものの中に

ということもあります。さっき言ったような「盡

あって、それが 34 年の印刷物の中にもあったと

忠報国」なんかは問題からすると面白いなと思い

いうことに一応なります。それでこの原文全体は

ます。

根津一が書いたと考えますと、同類のものは『近

【司会】 はい、それではそろそろ時間になりまし

衞篤麿日記』の引用文章にも出ている。南京同文

たが、皆さんどうしても何かご質問あるいはご意
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見がおありになりましたら言っていただきたいと

はどうぞおいでください。本日はどうもありがと

思います。ないようでしたら、またこういう研究

うございました。今泉先生ありがとうございまし

会を折を見て開かせていただきますので、その節

た。
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からの義和団事件による影響を蒙り、同年８月、

研究

上海に移転せざるを得なくなり、結局は 1901 年
（明治 34）５月に開学された東亜同文書院に合併

はじめに
200 ７年（平成 19）11 月、オープン・リサーチ・

されることになります。
『要旨』と『綱領』の作者

センター整備事業の一部として、大学記念館玄関

さて、『山洲根津先生傳』（昭和５年東亜同文書

壁面に東亜同文書院『興学要旨』
、
『立教綱領』（以
下『要旨』、『綱領』と略す）が掲げられました。

院滬友同窓会編）によれば、
「…劉坤一に会見す。先生、氏に向い豫ねて作成

そこで、これを機にあらためて全文を見てみたい

し置ける東亜同文書院の綱領を示したるに…」と

と思います。

あります。作者について触れる資料で時期的に言

『要旨』と『綱領』作成のいきさつ
1899 年（明治 32）10 月、東亜同文会会長近衞

えば、最も早いものです。ここで言う綱領は、南

篤麿は欧米各国歴訪の帰途、南京に両江総督劉坤

京同文書院の綱領であるとも理解されますが、い

一を訪問し、東亜同文会の主旨を説明すると共に

ずれにしても次項以下で示すように、共に根津の

南京に設置する学校の計画を述べ、劉の賛同を得

作成したものと見なしてよいようです。
なお『近衞篤麿日記 第２巻』所載の明治 32 年

るに至りました。
この学校は南京同文書院といい、翌年の 1900

12 月２日の項に、佐藤正幹事長の「南京同文學

年（明治 33）1 月に開設され、５月に入り僅か十

堂設立意見書」（明治 30 年 11 月）が記載されて

数名の学生を収容して開校されました。ほぼ同じ

おります。内容は、第一 興立の主旨、第二 教授

頃、院長予定者であった佐藤正東亜同文会幹事長

の綱領並目的、第三 名称、第四 学科、第五 細則、

の辞任に伴い近衞会長の要請を受けて急遽、院長

別表第一部 本科学課及其程度配当表となってお

に就任した根津一は、近衞会長の意を体して代理

ります。この中で、第一 興立の主旨と第二 教授

として劉総督と会談し、
「創立南京同文書院要領

の綱領並目的は、いくつかの点で『要旨』、
『綱領』
に関連させて論じることができそうです。

興學要旨、立教綱領」を提出すると共に、東亜
同文会では将来、上海に大規模な学校を設けて南
京同文書院を併合する計画のあるとを説明し、劉

（1）『要旨』と『綱領』の一覧表
ⅰ

の共感と同意を得たのです。

または、
「創立東亞同文書院要領」（②〜④）

こうして南京同文書院は開学されたものの、折
名

称

① 創立南京同文書院要領
② 創立東亞同文書院要領

出

全称は、
「創立南京同文書院要領」
（①のみ）、

処

『東亞同文會報告』第 18 回
不明（１枚刷）

番号・略称

発行年月

① 報告

明治 34 年 5 月 1 日

② １枚物

不明（記載なし）

③ 創立東亞同文書院要領

『東亞同文會沿革史』

③ 沿革史

明治 41 年

④ 創立東亞同文書院要領

『東亞同文書院一覧』

④ 一覧

大正８年１月

⑤ 興學要旨 立教綱領

『東亞同文書院紀要』

⑤ 紀要

大正 12 年 12 月

⑥ 興學の要旨 立教綱領

『東亞同文書院創立 30 周年』

⑥ 30 周年

昭和５年１月

⑦ 興學の要旨 立教の綱領

『山洲根津先生傳』

⑦ 根津先生伝

昭和５年

⑧ 興學の要旨 立教綱領

『東亞同文書院創立 40 周年』

⑧ 40 周年

昭和 15 年６月

⑨ 興學ノ要旨 立教綱領

『學生生徒便覧』

⑨ 便覧

昭和 17 年９月

⑩ 東亞同文書院 興學要旨 立教綱領 『東亞同文書院大學史』（小型本）

⑩ 大学史（小型） 昭和 30 年７月

⑪ 興學の要旨 立教の綱領

⑪ 大学史

⑫ 興學要旨 立教綱領

『東亞同文書院大學史』

愛知大学東亜同文書院大学記念センター ⑫ 記念センター
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です。読み下しは、と。を用い、漢文は。の

を冠している。⑤以降は全て欠いています。
ⅱ

みを用いて句切りを示しています。

現在確認できたものは 12 種。うち①は南
ⅳ

京同文書院用のもの。他は東亞同文書院用の

ⅴ

⑨と⑪は漢文の読み下し。他はすべて漢文

は、各々の出処にある表記

発表の時期の古い順から並べてました。

ました。

（2）
『要旨』と『綱領』中の字句異同
ⅰ

名称

のままです。

ものです。
ⅲ

表中の

12 種類の各文に於ける字句の異同を示し
ました。

ⅲ

字句の順序は本文内に出る順によります。

ⅳ

タイトルは数字と略称で示しました。

ⅱ 『要旨』の部と『綱領』の部に分けて示し
『興學要旨』の部

※表内の ― は左に同じを表す

①報告

②１枚物

③沿革史

④一覧

⑤紀要

⑥ 30 周年

⑦根津先生伝

⑧ 40 周年

⑨便覧

⑩大学史（小型）

⑪大学史

⑫記念センター

育日清之英才

―

―

教日支英才

教中日之英才

―

―

―

中日ノ英才ヲ教フ

教中日之英才

中日ノ英才ヲ教エ

教中日之英才
中國

清國

―

―

中國

―

―

―

―

―

中国

―

日清

―

―

日支

中日

―

―

―

―

―

―

―

日本朝鮮

―

―

―

日本

―

―

―

―

―

―

―

兩漢官民

―

―

支那官民

中國官民

―

―

―

―

中国官民

畫宇内之雄圖

―

―

盡宇内之雄圖

―

―

―

―

宇内之雄圖ヲ盡シ

尽宇内之雄図

―

關市

―

―

―

―

開市

關市

開市

關市

関市

―

開市

羨望。奔競

―

羨望奔競

―

―

―

羨奔競

羨望奔競

―

―

―

―

宇内ノ雄図ヲ尽セ
ルニ

中國官民
盡宇内之雄圖

熙熙穰穰

―

―

熙熙攘攘

―

―

―

―

―

熙熙穰穰

―

熙熙攘攘

來徃

―

來往

―

―

―

―

―

―

来往

―

來往

封彊

―

封疆

―

―

―

―

疆封

封疆

―

―

列

―

―

―

―

―

―

―

―

列強

―

―

―

夫平均之

蓋平均之

―

蓋千鈞之

―

蓋シ千鈞ノ

蓋千釣之

蓋シ千鈞ノ

夫千鈞之

―
列
蓋千鈞之

當今之時

―

―

畫分之時

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

清之割讓

―

―

―

―

―

―

―

割讓ノ失

割讓之失

割讓ノ失

割讓之失

列 之鈞衡

―

―

―

列 之均衡

―

―

―

列 ノ均衡

列強之均衡

列強ノ均衡

列 之均衡

清國分崩

―

―

支那分崩

中國分崩

―

―

中國分崩

―

中国分崩

―

中國分崩

清

―

―

―

中國

―

―

中國

―

中国

―

中國

惟清爲大

―

―

―

惟中國爲大

―

―

―

惟ダ中國ヲ大

惟中国為大

惟レ中国ハ大

惟中國爲大

其 與大輯協

―

―

―

若夫強與大相輯協

―

―

―

若シ夫レ ト大ト相輯協

若夫強與大相輯協

若シ夫レ強ト大ト相輯協

若夫 與大相輯協

自彊

―

―

自疆

―

―

自彊

自疆

―

―

自彊

―

清

―

―

―

中國

―

―

―

―

中国

―

中國

清國

―

―

―

中國

―

―

―

―

中国

―

中國

日清

―

―

―

中日

―

―

―

―

―

―

―

富�

―

富彊

富�

―

―

―

―

―

富強

―

富�

根者哉

―

―

根者

根者乎

―

―

―

根ヲ…ヤ

根者乎

根ヲ…ヤ

根者乎

富國 兵

―

富國彊兵

富國 兵

富國強兵

―

―

―

―

富国強兵

―

富國 兵

而獨學校者

―

―

―

而學校者

―

―

―

而シテ學校ナル者

而学校者

而シテ学校ハ

而學校者

語言文字

―

―

―

―

―

―

語育文字

語學文字

語学文字

語言文字

―

官�

―

―

―

官商

―

―

―

―

―

―

―

不 盛

―

不彊盛

不 盛

不強盛

―

不 盛

―

―

不強盛

―

不 盛

隔靴掻痒之想

―

―

―

隔靴掻痒之歎

隔靴掻痒之嘆

隔靴掻痒之歎

隔靴掻痒之嘆

隔靴掻痒ノ歎

隔靴掻痒之嘆

隔靴掻痒ノ歎

隔靴掻痒之嘆
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徃徃

―

往往

―

―

―

―

―

―

―

―

―

和應

―

―

服膺

―

―

―

―

―

―

―

―
而養

而教養

―

―

―

―

―

而養

―

養ウ

而養

養ワバ

子弟乎

―

―

―

子弟

―

―

―

―

―

―

―

源委

―

原委

源委

―

―

―

―

―

―

―

―

教化之具

―

―

―

―

教化之興

教化之具

教化之興

教化ノ具ヨリ

教化之興

教化ノ具ワリ

教化之興

ト暦數

―

―

醫ト暦數

―

醫ト歴數

醫ト暦數

―

醫ト歴數

医ト歴数

医ト暦数

醫ト暦數

歐美

―

―

―

―

―

―

―

―

欧美

欧米

歐美

英俄德法

―

―

―

英美德法

―

―

―

―

―

英露独仏

英美德法

支那禮文

―

―

友邦禮文

―

―

―

―

友邦ノ禮文

友邦礼文

友邦の礼文

友邦禮文

支那

―

―

―

中國

―

―

―

―

中国

―

中國

清國

―

―

―

中國

―

―

―

―

中国

―

中國

富國 兵

―

富國彊兵

富國 兵

富國強兵

富國 兵

―

―

―

富国強兵

―

富國 兵

此殆

―

―

―

殆

始

殆

始

殆ンド

殆

殆ンド

殆

③沿革史

④一覧

⑤紀要

⑥ 30 周年

⑦根津先生伝

⑧ 40 周年

⑨便覧

⑩大学史（小型）

⑪大学史

⑫記念センター

『立教綱領』の部
①報告

②１枚物

清學生

―

―

―

中國學生

―

―

―

―

中国学生

―

中國學生

清英

―

―

―

中英

―

―

―

―

―

―

―

盡忠報國

―

―

―

至誠報國

―

―

―

―

至誠報国

―

至誠報國

寔存乎此矣

―

實存乎此矣

寔存乎此矣

實存乎此矣

―

―

―

實ニ此ニ存ス矣

実存乎此矣

実ニ此ニ存スルナリ

實存乎此矣

徃徃

―

往往

―

―

―

―

―

―

―

―

―

清國

―

―

―

中國

―

―

―

―

中国

―

中國

所闕

―

―

―

―

所關

所闕

―

闕クル所

所闕

闕クル所ハ

所闕

清人

―

―

―

華人

―

―

―

―

―

中国人

華人

有闕

―

―

―

―

有關

有闕

―

闕クル有リ

闕クル有リ

有闕

不備

―

―

―

―

不滿

不備

―

備ハラズ

備ワラズ

不備

不備

―

―

―

―

不滿

不備

―

備ハラバ

備ワラズ

不備

清學生

―

―

―

中國學生

―

―

―

―

中国学生

―

中國學生

宜尤

―

―

―

尤宜

―

―

―

尤モ宜シク

尤宜

尤モ宜シク

尤宜

其於科學

―

―

―

―

至於科學

其於科學

―

其ノ科學ニ於ケルヤ

其於科学

其ノ科学ニ於ケルヤ

其於科學

就其長

―

―

―

―

就至長

就其長

就至長

其ノ長ニ就イテハ

就其長

其ノ長ニ就キテ

就其長

其精

―

―

―

―

至精

其精

至精

其ノ精ヲ

其精

其ノ精ヲ

其精

―

―

各國ノ言語辭文

各国之言語辞文

各国ノ言語文辞

各國之言語辭文

是豈可

豈是可

是豈可

―

―

―

―

―

是レ豈ニ

是豈可

是レ豈ニ

是豈可

其次

―

―

―

―

至次

其次

至次

其ノ次ハ

其次

其ノ次ハ

其次

英與美

―

―

―

―

―

―

―

英ト美トハ

英与美

英ト米トニ

英與美

又其次

―

―

―

―

又致次

又其次

又至次

又其ノ次ハ

又其次

又其ノ次ハ

又其次

於法於德於伊

―

―

―

―

於德於伊

於法於德於伊

於德於伊

法ニ德ニ伊ニ

於德与伊

仏ト独ト伊ニ

於法於德於伊

各國之言語文
辭

各國之言語辭文 各國之言語文辭 各國之兵語辭文 各國之言語辭文 各國之兵語辭文

其人

―

―

―

―

―

―

―

其ノ人ニ

其人

其ノ人ニ

其人

其書

―

―

―

―

至書

其書

至書

其ノ書ヲ

其書

其ノ書ニ

其書

就其長者

―

―

―

―

就至長者

就其長者

就至長者

其ノ長ズル者ニ就キテ

就其長者

其ノ長ズル者ニ就キテ

就其長者

夫清之

―

―

―

夫華之

―

―

―

夫レ華ト

夫華之

夫レ中国ト

夫華之

清人

―

―

―

華人

―

―

―

―

―

中国人

華人

清學生

―

―

―

中國學生

―

―

―

―

中国学生

中国学生

中國學生

列國之言文

―

―

―

―

列國之言

列國之言文

―

列國ノ言文ヲ

列国之言文

列国ノ言文ヲ

列國之言文

日清

―

―

―

中日

―

―

―

―

―

―

―
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清國

―

―

―

中國

―

―

―

―

中国

―

中國

清人

―

―

―

華人

―

―

―

―

―

中国人

華人

清人

―

―

―

華人

―

―

―

―

―

中国人

華人

學日用百科乎

―

―

―

以學日用百科

―

―

―

以ッテ日用百科ヲ學ブコト

以学日用百科

以ッテ日用学科ヲ学ブコト

以學日用百科

以此也

―

―

―

以此故也

以此故世

以此故也

以此故世

此ノ故ヲ以ッテナリ

以此故也

此ノ故ヲ以ッテナリ

以此故也

動

―

相阻隔也久矣

―

危急已如彼

―

風尚
志不相通亦久
矣
危已如彼

―

―

―

―

―

動静

―

相阻隔也久矣

動

―

―

―

―

相阻隔スルヤ久シ

相阻隔久矣也

相阻隔スルヤ久シキナリ

相阻隔也久矣

動

危急已如彼

―

―

―

―

危急已ニ彼ノ如シ

危急已如彼

危急ハ已ニ彼ノ如ク

危急已如彼

日清

―

―

―

中日

―

―

―

―

―

―

―

要緊已如彼

―

要已如彼

要緊已如彼

緊要已如彼

―

―

―

緊要已ニ彼ノ如シ

緊要已如彼

緊要ハ已ニ彼ノ如シ

緊要已如彼

唇齒輔車之義

―

唇齒輔車之誼

唇齒輔車之義

―

唇齒輔車之敬

唇齒輔車之義

唇齒輔車之敬

唇齒輔車ノ義

唇歯輔車之誼

唇歯輔車ノ誼

唇齒輔車之誼

未警也

―

未覺也

未警也

―

―

―

―

未ダ警メザルナリ

未警也

未ダ警メズ

未警也

姑息之眠

―

而尚且姑息

姑息之眠

―

―

―

―

姑息ノ眠

姑息之眠

姑息ノ眠

姑息之眠

―

安之

―

―

―

―

未覺也

安之夢

―

未改也

未覺也

―

―

―

―

未ダ覺メザルナリ

未覚也

審日清之情僞

―

審日清之情實

審日清之情僞

審中日之情僞

―

―

―

中日ノ情僞…ヲ審ラカニ

審中日之情

東亞之形勢者

―

安之夢

通東亞之形勢者 東亞之形勢者

―

―

―

安ノ夢

―

東亞ノ形勢ヲ…者

安之夢

通東亞之形勢者

安ノ夢ハ
未ダ覚メザルナリ
中日ノ情ヲ審ラカ
ニシ
東亞ノ形勢ニ通ヅ
ル者

安之夢
未覺也
審中日之情僞
東亞之形勢者

於州縣

―

―

於府縣

―

―

―

―

府縣ニ

於府県

府縣ニ

於府縣

各州各縣

―

―

各府各縣

―

―

―

―

―

各府各県

各府県

各府各縣

形勢情僞

―

情實形勢

形勢情僞

―

―

―

―

―

形勢情実

形勢情実

形勢情僞

事功

―

―

基礎

―

―

―

―

―

―

―

―

精通於清國

―

通清國

精通於清國

精通於中國

―

―

―

中國ノ…ニ精通セン

精通於中国

中国ノ…ニ精通セン

精通於中國

當世之要務

―

明當世之要務

當世之要務

―

―

―

―

當世ノ要務

當世之要務

當世ノ要務

當世之要務

識利用

―

知利用

識利用

―

―

―

―

利用…識リ

識利用

利用…ヲ識リ

識利用

盡忠報國

―

―

―

至誠報國

―

―

―

―

至誠報国

至誠報国

至誠報國

漢臣民」、「各州各縣」、「盡忠報國」など。

（3）各文の特徴
①

ｂ

報告
ⅰ

旧字体の使用。

「徃徃」
、
「 」など。

頭に創立南京同文書院要領の字を冠したタ
イトルとなっています。これは②以下に見ら

ｃ 「清」、
「清國」、
「清學生」、
「日清」など、
「清」

れぬ点で、最初のもの−オリジナル−である

を統一用語として 25 例みられる。他は「支那」

ことを示すものと考えます。

が２例、「滿漢」が１例。

ⅱ 『要旨』中の最後に次の一段があります。
即ち、「本會興學之要旨。大概如比。而南京
同文書院之設。特以爲教育協同之嚆矢焉。所

②

1 枚物
ⅰ

以擇南京者。以其地據中原之樞區。爲四達之
衝舟車之會也。
」

冠に創立東亞同文書院要領とあります。南
京が東亞に変えてあります。

ⅱ 『興学要旨』の最後段は無い。その他は①

③にも上海について述べる一段がついていま
すが、この他の各文には全て欠落しています。

と同じです。
ⅲ

字句上の特徴

ⅲ

字句上の特徴

１点のみ修正しています。即ち、『綱領』中

ａ

20 世紀初頭の時代を反映した言葉の使用。

の「宜先曉各國之言語文辭。豈是可勉 於期

「清」
、
「清國」
、
「清国分崩」
、
「日本朝鮮」、
「滿

月之間而得者乎。
」の豈是可を①では是豈可
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訂正となっています。
『綱領』中に多く見ら

としている。或は誤植とも考えられます。
ⅳ

れるのも何か理由があるかとも思われます。

他のものと異なり、これのみ１枚刷りで、
ⅴ

印刷期日も、制作意図も不明です。原物は

③

30cm × 55cm と比較的大型の印刷物なので、

への影響が少ない、つまり③のみの訂正に限

単独で用いたのか、他の印刷物の折り込み用

られたものが多い（特に『綱領』中において）

なのかも不明です。

点が注目されます。
④

沿革史
ⅰ

一覧
ⅰ 『要旨』において、
「清」、
「清國」を「支那」

冠に創立東亞同文書院要領があります。

に改めたのが５例あり、
「支那禮文」
（①）は

ⅱ 『要旨』中に①と同じく最後の段がありま

「友邦禮文」と訂正しました。

す。

ⅱ

「本會興學之要旨。大概如比。而東亞同文書

文意の変更を意図したと思われる訂正がみ
られます。

院之設。實以爲教育協同之嚆矢焉。所以擇上
海者。以其地占天下之上游。據中國之咽喉。

「畫宇内之雄圖→盡宇内之雄圖」
、
「夫千鈞之

爲四達之衝。百貨之會。且日中往來之樞區也。」

→夫平均之」
、
「當今之時→畫分之時」
、
「和應

これは①の南京を上海に変えたものであり、

→服膺」、
「清國富 之事功→清國富 之基礎」

また上海は日中往来の要所である点を加えて

（以上①〜③→④）など。

います。以降のものは全てこの一段を欠いて

ⅲ

おりますが、その理由は不明です。
ⅲ

①〜⑫を通して、字句の訂正が多い割に後

③での訂正をほぼ元の①に復しています。
「源委→原委→源委」、「富國 兵→富國彊

字句上の特徴

兵→富國 兵」
、
「動 →風尚→動 」
、
「唇齒

「清」
、
「清國」
、
「清學生」
、
「日清」などすべ

輔車之義→唇齒輔車之誼→唇齒輔車之義」、

て①と同じ。但しⅱで紹介した一文中の「日

「東亞之形勢者→通東亞之形勢者→東亞之形

中」は異色であり、①〜⑫の全てにおいてこ

勢者」（以上①②→③→④）など。

れ以外に「日中」の使用例はありません。⑤
以降にはじめて「中日」が「日清」の修正と
して出てきます。
ⅳ

⑤

紀要
ⅰ 「清」
、
「清國」を廃し、
「中」
、
「中國」へ統

訂正箇所

一しました。「清」は 10 例のうち「中」が７例、

「封彊→封疆」
、
「富國 兵→富國彊兵」、「源

「華」が３例。
「清國」はすべて「中國」
、
「清

委→原委」
、
「動 →風尚」
、
「相阻隔也→志不

學生」はすべて「中國學生」
、
「日清」はすべ

相通亦」
、
「危急如彼→危已如彼」
、
「唇齒輔車

て「中日」
（「日中」ではない）、
「清人」は「華

之義→唇齒輔車之誼」
、
「未覺也→未驚也」、
「姑

人」、
「滿漢」は「中國」と訂正されています。
「支那禮文」は④の「友邦禮文」を踏襲。

息之眠→而尚且姑息」
、
「東亞之形勢者→通東
亞之形勢者」
、
「精通於清國→通清國」、
「識利
用→知利用」
、
「

安之夢→

ⅱ

安之 」、
「未覺

也→未改也」
、
「當世之要務→明當世之要務」

文字の訂正において、文意の変更を惹起す
るものがみられます。

「夫千鈞之→夫平均之→蓋平均之」
（①→④→
⑤）
、
「當今之時→畫分之時→ナシ（削除）」、

（以上①②→③）など。
これらの中で誤植の訂正は極めて少数、多く
は意図的訂正で、必然的に意味の変更を伴う
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ⅲ

①〜⑤→⑥→⑦）など。

文意を明らかにするためと認められる訂正
ⅱ

が多くあります。

結果的に後に影響を及ぼした訂正があります。

「其 與大輯協→若夫 與大相輯協」
（①〜④

「而教養→而養」
（①〜⑥→⑦）
、
「夫千鈞之→

→⑤）、「根者哉→根者→根者乎」
（①〜③→

夫平均之→蓋平均之→蓋千鈞之」
（①〜③→

④→⑤）
、
「而獨學校者→而學校者」
、
「加實用

④→⑤〜⑥→⑦）など。

百科之上。以此也。→加乎實用百科之上者。
以此故也」
、
「學日用百科乎→以學日用百科」

⑧

ⅰ

（以上①〜④→⑤）など。
ⅳ

40 周年
訂正により逆に誤りが明らかとなったもの
があります。多くは⑥によった結果とみられ

時代相を反映するもの。

ます。

「盡忠報國→至誠報國」に変更。
「英俄 法→
英美 法」
（①〜④→⑤）はロシア「俄」か

「關市→開市→關市→開市」
（①〜⑤→⑥→⑦

らアメリカ「美」に変更していますが、何ら

→⑧）、
「羨望奔競→羨奔競→羨望奔競」（①

かの意図をもってのことかとも思われます。

〜⑥→⑦→⑧）
、
「自彊→自疆→自彊→自疆」
（①〜③→④〜⑥→⑦→⑧）
、
「此殆→始→殆

⑥

→始」
、
「就其長→就至長→就其長→就至長」、

30 周年
誤字・脱字とみられるものが少なくない。

「其精→至精→其精→至精」
、
「於法於 於伊

「關市→開市」
、
「所闕→所關」
、
「不備→不滿」、
「其

→於 於伊→於法於 於伊→於 於伊」（以

於科學→至於科學」
、
「就其長→就至長」
、
「其

上①〜⑤→⑥→⑦→⑧）
、
「以此也→以此故也

精→至精」
、
「其次→至次」
、
「列國之言文→列

→以此故世→以此故也→以此故世」
（①〜④

國之言」
、
「其書→至書」
、
「就其長者→就至長

→⑤→⑥→⑦→⑧）
、
「唇齒輔車之義→唇齒輔

者」（以上①〜⑤→⑥）
、
「以此也→以此故也

車之誼→唇齒輔車之義→唇齒輔車之敬→唇齒

→以此故世」
、
「此殆→殆→始」
（以上①〜④

輔車之義→唇齒輔車之敬」
（①②→③→④⑤

→⑤→⑥）など。

→⑥→⑦→⑧）
、
「教化之具→教化之興→教化

ⅰ

ⅱ

修正を図ったもの。

之具→教化之興」
（①〜⑤→⑥→⑦→⑧）など。

「於法於 於伊→於 於伊」
（①〜⑤→⑥）は

ⅱ

語句の訂正。

「封彊→封疆→疆封」（①②→③〜⑦→⑧）。

意図的にフランス「法」を取り去ったのでしょ

ⅲ

うか。「唇齒輔車之義→唇齒輔車之誼→唇齒

誤植とも見られるもの。

輔車之義→唇齒輔車之敬」
（①、②→③→④、

「語言文字→語育文字」
（①〜⑦→⑧）
、
「各國

⑤→⑥）。ⅰに挙げた例の中にも、こちらに

之言語文辭→各國之言語辭文→各國之言語文

属するものがあるかも分かりません。

辭→各國之兵語辭文→各國之言語辭文→各國
之兵語辭文」
（①〜③→④→⑤→⑥→⑦→⑧）。

⑦

これはⅰとも重なります。

根津先生伝
ⅰ

目につく誤植を正して、元に復元していま
す。「關市→開市→關市」
（①〜⑤→⑥→⑦）
、

⑨

便覧

「自彊→自疆→自彊」
（①〜③→④〜⑥→⑦）
、

ⅰ

⑪と同じく書き下し文です。

「不備→不滿→不備」
、
「其次→至次→其次」
、

ⅱ

大きく変更した訂正。

「於法於 於伊→於 於伊→於法於 於伊」、
「此殆→始→殆」
、
「其精→至精→其精」
（以上

「清之割譲→割譲ノ失」
（①〜⑧→⑨）
。⑩以
降はみなこれに依っています。
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です。

大学史（小型）
ⅰ

なお、この一段に当るものは『綱領』の末尾

戦後初めて出されたもので、新字体を採用
しています。なお、⑩以下は全て戦後のもの

にもあり、
「本書院立教之綱領寔如此。切望學者由是而

です。
ほぼ「中国」に統一されていますが、ただ

辨盡忠報國之大義。識利用厚生之實務。通四海

『綱領』中に、
「夫華之与我」
、
「華人之学我言

萬邦之形勢。曉救世濟時之術策。以成國家有用

ⅱ

之材。當世必需之才。豈不懿哉。」

」の２か所に「華」が残りました。

これは①〜⑫の全てに所載されています。
⑪

なぜ、こちらは残り、
『要旨』の方では④以

大学史
ⅰ

戦後のもので、③と⑦に基づく原文の書き

下で削除されたのか。この理由を明らかにした

下し文です。字句に若干の改訂が行われてい

記述は無いので、推測するより他ありません。

るとの指摘が付されています。

思うに①と③のどちらを原本とするのか決め難

ⅱ 「清」、
「華」
、
「支那」は『要旨』
、
『綱領』

く感じたのではないか。①は南京同文書院の為

中のすべてにわたり「中国」に統一されてお

のものであり、東亜同文書院としてはこれを載

ります。この点は①〜⑫中で唯一のものです。

せることはできないが、さりとて原本として③
を確立するのもやや強引な感がするので、いっ
そのこと、削除するにしかずというところです。

⑫記念センター
ⅰ

ⅱ

本記念センターで作成したもので、最も新

ⅱ

①と③は共に原本としての資格を持つとい

しいものです。⑪を参照しつつ復元を図りま

うことができます。①は南京同文書院の、③

した。

は東亜同文書院のものの原本という意味にお
いてですが。③は字句の訂正をかなり行なっ

活字体も当初のものを用いています。

ており、特に『綱領』中ではかなり目立ちます。
「封彊→封疆」、「富國 兵→富國彊兵」、「寔

（4） 指摘すべき点
ⅰ

①と③（Ａグループ）及びそれ以外のもの

存乎此矣→實存乎此矣」などは単純な訂正と

と画然として差がみられるのは、
『要旨』の

いえますが、「動

末尾に以下の一段があるか無いかという点で

危已如彼」
、
「要緊已如彼→要已如彼」
、
「未

す。もっとも、①と③では内容が異なります。

覺也→未驚也」
、
「唇齒輔車之義→唇齒輔車之

全文を再度見てみます。

誼」
、
「東亞之形勢者→通東亞之形勢者」
、
「精

→風尚」、「危急已如彼→

① 「本會興學之要旨。大概如此。而南京同文書

通於清國→通清國」
、
「識利用→知利用」など

院之設。特以爲教育協同之嚆矢焉。所以擇南京

は明らかに文辞を調えることで文章のリズム

者。以其地據中原之樞區。爲四達之衝舟車之會

を整えたり、文意を明確にしたり、また文意

也。」

を変更したりするなどの意図があるとも考え

③ 「本會興學之要旨。大概如比。而東亞同文書

られます。これらの訂正箇所は④以下で①に

院之設。實以爲教育協同之嚆矢。所以擇上海者。

戻すものが数多くあるところから、①が原本

以其地占天下之上游。據中國之咽喉。爲四達之

と見られなくもありません。

衝。百貨之會。且日中往來之樞區也。
」

ⅲ

時代の変化を明らかに物語る語句に訂正さ

見ての通り、①は南京同文書院用のもので、③

れた例は⑤の「清」から「支那」そして「中

はこれを東亜同文書院用に書き改められたもの

國」へ統一されるものが代表的です。この他、
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「盡忠報國」を「至誠報國」へ訂正した⑤、

〜⑫）では、
「而教養兩國士民之子弟乎」の「教

「法（フランス）
・ （ドイツ）
・伊（イタリア）」

養」を「養」としています。この直前にある「子

を「 ・伊」だけにした⑥、
「英・俄（ロシ

弟之教養耳」では、別に訂正されていないと

ア）
・ ・法」を「英・美（アメリカ）
・ ・法」

ころからみると、名詞として「教養」を認め、

にした⑤などは、大正の末から昭和の初にか

教え育てる意味の動詞としては認めないよう

けての時期のものです。
「當今之時、清之割

であります。「寔存乎此矣」
（①、②、④）の「寔」

讓」
（①〜③）は「畫分之時、清之割讓」（④）

は まことに・まさしく の意ですが、③で「實」

となり、⑤以降は「當今之時」や「畫分之時」

に訂正されると、⑥以降では全て「實」、
「実」

を削除し、単に「清之割讓」とし、更に⑨以

となり３対９と

降は「割讓之失」とします。

す。

ⅳ

訂正した結果が、原文の意図から離れたり、

じつに

の意にとっていま

「隔靴掻痒之想」
（①〜④）が⑤以下で「隔靴

全く別の事柄を意味することになるとしたら

掻痒之歎・
（嘆）
」としたのは、思い入れが一

どうでしょうか。例えば

段と くなったように感じられます。

關市（①〜⑤、
⑦、
⑨〜⑪）と開市（⑥、⑧、⑫）

これらは訂正されたものが原文の意図から

です。
「關市」には関所と市（いち）の意味

ずれて根付いたことになったのではないで

及び市を閉じるの意味があり、
「開市」にし

しょうか。

たのは、文脈から見て市を開くことであるか

執筆者である根津院長は大正 12 年退職さ

ら「關市」を「開市」と訂正したように思わ

れる。①〜⑤は在任中に出たものであるから、

れます。原文は、
「山澤之富、關市之利」です。

根津自身の手により訂正がなされたと断定し

しかし 12 種のうち、９対３と「關市」を関

ていいものか疑問が残ります。いずれにせよ

所と市の意に理解して、敢えて訂正しない方

以上見てきたような原本との差が生じた理由

が多数です。
「而教養」
（①〜⑥）と「養」
（⑦

については詳しく調べる必要があります。
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〈講演会・研究会報告〉

上海３日間の旅
−東亜同文書院・愛知大学の原点を訪ねて−
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
客員研究員・愛知大学写真研究会名誉会長

越知

專

講演を前に
①記念センター、東三河の美術館・博物館と連携

・地下鉄に見るエコ

②近くて近い国、中国の大都市、上海同文書院跡

・街にたたずむ内山書店主・内山完造の像
⑤ 戦時下の上海、東亜同文書院大学時代の本間

地を観る

喜一（本間喜一イズムの根源）

③上海交通大学（中国一流の理工系大学）

・手紙、葉書にみる家族への愛情

・人物に見る交通大学の歴史：総長を務めた孫

⑥ 戦後、愛知大学創設後の本間喜一の行動と思

科（孫文長男）
、卒業生の江沢民
・戦争中の不幸な歴史：東亜同文書院の交通大

想
・学生に対する愛情

学借用

・国に対する愛情 本当の愛国心とは「ジャス

・科学技術の紹介：近年の宇宙開発など

ティスのために勇敢でなければならない」

・交通大学の教育 中国の教育のあり方：江沢
民の書から
④ 上海の街の様子
・活気、ハングリーパワーあふれる上海
・老人たちの生活：後期高齢者、長寿健康

・地元の人々に対する愛情（大崎の漁民の裁判）
まとめと質疑応答
まとめと質疑応答
補：近くて遠い国、国交樹立以前の韓国訪問を
めぐるエピソード（1964 年）

・最新と過去の渾然一体化
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本日のテーマは「上海３日間の旅：東亜同文書

講演会内容

院・愛知大学の原点を訪ねて」というお話でござ

司会：大島隆雄名誉教授

いまして、あまり私が前もってごちゃごちゃ言う

【大島】 大島と申します。愛知大学東亜同文書院

といけないと思いますが、越知さんが帰国された

大学記念センターにおきまして客員研究員をして

あと私がちょっとお話をお聞きした範囲では、そ

いまして、越知さんと同僚になったわけでありま

の中に非常に重要な問題が含まれている。一言で

す。越知さんについてはもう私から細かいご紹介

申せば日中歴史観の相違と申しますか、これは今

は要らないと思いますが、ここの初期の頃の同窓

日に至るまでいろいろな問題を投げかけていると

の方でありまして、同窓会を中心に非常にご活躍

思うんですが、そういうものが含まれている。具

になっているわけですが、単に同窓会関係だけで

体的な話は越知さんにしていただくことにします

なく、地域社会のいろいろな分野、新聞社から市

が、あとこういった問題をめぐりまして、いろい

の機関に至るまで、あるいはいろいろな産業界の

ろな方が今日いらっしゃると思いますので、それ

人々に広く知己をお持ちでありまして、そのため

ぞれのお立場から積極的なご意見を私は期待して

にわれわれの活動に当たって大変なご活躍を願っ

おります。それでは早速ですが越知さんよろしく

ていると同時に、またそのおかげで大変助かって

お願いいたします。

いる、そういう方でございます。
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① 記念センター

東三河の美術館、博物館と

そうもいかず、今回は愛知大学の旧職員とか、こ
れから友の会のお世話をしてくださる方を主体に

連携
【越知】 皆さんこんにちは。今日は今から２時間、

招待いたしました。どういう方がお世話をしてく

私のお話、時によっては「夜霧のブルース」とか

ださるかと言うと、東三河の美術館、郷土研究所、

「上海ブルース」を皆さんで歌うかも分かりませ

資料館など 23 か所の方です。愛知大学記念館に、

ん。その時に歌詞をちょっとコピーしてきてくだ

皆さんご存じだと思いますが立花隆さんが寄られ

さい。（９月）27 日に愛知大学の記念センターの

て、「これは素晴らしい資料がありますね」。本当

お披露目会をやりまして、全員の皆さんにご案内

に海外、内外に自慢できる資料があるんです。そ

を差し上げるといいかと思ったけれどもなかなか

の宝を今まで持ち腐れていたといっては言い過ぎ
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か、あまり愛大は宣伝が上手じゃありません。パ

ちょっとできません。将来は国宝的な、貴重なも

ブリック・リレーションという感じでどんどん言

のがありますからね。それでその場で相談しまし

えばいいんだけれども、それを行なっておりませ

て、「パネルなら貸し出します」。企画展に２、３

ん。

点品物を提供して、その上で小坂井市民の皆さん

そこで去年豊橋の美術館の館長さんと副館長さ

が「これは素晴らしい。見たい」と言うのならば、

んをお招きしました。そして館長さんと副館長さ

教育委員会でバスを借り切って、豊橋の愛知大学

んがご覧になって「これはもったいない。これか

へ見に来てください。そういう交流も大事ですよ。

らは大学と美術館が提携をして文化を高める時代

今４市２町村郡です。これが将来、広域経済圏

ですよ」。そういうアイディアをいただいたもの

あるいは政令都市になった場合は豊橋市に、とい

ですから、早速東三河全体、北設（北設楽郡）か

うことになります。豊橋は１つ。東三河も１つ。

ら南の渥美のほうまで、美術館なり資料館なりを

その中で今、経済の面では東三河一体として経済

今泉先生や大島先生と一緒に、あるいは古河課長

活動をしています。医療関係も今度は中野町にで

さん、山本主幹、山口さん、それに三遠南信セン

きますよね。夜間診療を含めて、東三河全体の医

ターの黍島先生、皆さんで手分けしてお願いしま

療関係。しかし文化はない。バラバラです。これ

したら、それぞれの美術館の館長さん、あるいは

で愛知大学を中心にして美術館、郷土資料館がま

教育委員長さんが OK をして下さいました。
「そ

とまりましたら、文化の東三河の１つの系列がで

れはいいことだ」と。東三河広域圏 70 万、80 万

きるんです。全国に発信できる材料、そういうこ

人をパックにしているわけです。天竜・豊川水域

とも含めてこの同文書院記念センターのお披露目

を。その中では言語・宗教、そういうものが似て

があった。そしてそれをバックアップしてくれる

いる。親戚関係が多い。そういうことから、ぜひ

世話人会ができた。世話人会の会長さんをどこに

東三河全体を考えてそういう資料の交換会、PR

やっていただけるのかを会員の皆さんに相談しま

会をやろう。特に小坂井の資料館に行きました

した。そうしたら豊橋の美術館の副館長さんが、

ら、「愛知大学にそんなにいいものがあるなら小

「それはやっぱり豊橋がやらなきゃいかんね」と

坂井で一度企画展を立てたい。資料を貸してくれ

のこと。市長の早川（勝）さんが「そんなに簡単

るか」。貸してくれるかと言われましても即答は

に引き受けていいか」と後藤さんに言う、
「やら
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なきゃならんでしょう」
「おおそうか、君がやる

させたわけです。そしてその原稿に赤ペンでいっ

なら豊橋が引き受けられるじゃないか」
。という

ぱい書いてある。あれを見ますと辞書作りがいか

わけで豊橋の美術館の館長以下、美術館が愛知大

に大変かということが分かるということを新聞記

学のセンターの世話人を引き受けてくれた。大変

者がよく言う。あそこを狙い撃ちして

な評価がありました。これはまだ新聞に書いてな

写すのです。みんなちょっと原稿を書いたりし

いから、そのうちに投稿しようと思っている。そ

てあとは校正。作家でも原稿用紙に赤ペンいっぱ

のぐらい愛知大学の素晴らしさが認められた。

い。辞書なんてのは一生ものだから大変なご苦労

愛知大学の前身は東亜同文書院である。大学史

です。そういうものを愛知大学がやっている。そ

の大島先生は学問的にもう実績を残しておられま

れもやはり世界に誇れる１つの物証です。そうい

す。私は物証を通じて愛知大学を、あるいは愛知

うものを私はいろいろと説明したり、それから東

大学が東亜同文書院からどういうものを継承して

亜同文書院の最後の学長として、
「東亜同文書院

いるか、その事実を説明している。例えば東亜同

の身代わりになるような学校である愛知大学の創

文書院の学籍簿・成績簿を上海から引き揚げる時

立をやりました」
（昭和 27 年６月 10 日第 13 回国

に、本間学長や中日大辞典編纂の鈴木擇郎先生の

会、衆議院行政監察特別委員会において公言）と

親子でトランクに大切に持ってきた。
世界に１つしかない。そのトランク
が最近見つかった。お披露目会に来
てください、そのトランクを持って。
そういう話がどんどんこれから出ま
す。南栄の栄フラワーの伊藤一義さ
んは鈴木擇郎先生のお弟子さんです。
中日大辞典を作られた後継者の今泉
潤太郎先生が伊藤さんからその話を
聞いて、27 日のレセプションの時に
持ってきて披露してくださいとお願
いしたけれども、ちょっと間に合わ
なかった。
そういうものがあると同時に。中
日大辞典のカード 14 万枚を既に百年
前からせっせと作ってきた。そして
愛知大学がその接収されたカードを
郭沫若さんに頼んで、あるいは河合
（陸郎）市長がお願いに行ったりして、
「愛知大学が編纂するなら与えましょ
う」「編纂します」
。それには大変お
金がかかったものですから本間先生
も心配しましたが、鈴木擇郎先生と
その後継者の今泉潤太郎先生が完成
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いう本間喜一先生の資料や、生い立ち、大学時代、

し、一方で若い人たちが、必ず席を私たちにゆずっ

最高裁判所時代、そして愛知大学時代というコー

てくれるのは儒教の影響かと思った。これが中国

ナーを１つの部屋に設けて説明しています。

の現在の地下鉄のありさまだということが、一目
瞭然で分かりました。

② 近くて近い国、中国の大都市、上海同文書

そういうことで、行く前にまず大島先生からい
ろいろな知識をいただきました。同文書院があっ

院跡地を観る
そうしたらここにいらっしゃる方が「越知さん、

たけれども、事変でどういうふうに焼かれて無く

同文書院、同文書院と言うけれど、越知さん上海

なったのか、そして一時それが上海の交通大学を

に行ったことあるんですか」とこう言われた。こ

「占領」したと言われている。いや占領じゃない、

れにはまいりましたね。上海の現場を見ていない

日本国が占領して、軍隊が東亜同文書院に貸与し

のなら、現場を見たらどうだろうかと言ったわけ。

たというふうに書いてあるよと大島先生が教えて

よその大学で、現存しない大学の大学史を研究し

くれた。そうすると両方の見方が違う。例えば今

ているところは少ない。ところが愛知大学は、東

テレビで皆さん「篤姫」というのをよく見ている。

亜同文書院は今は無いけれどもそれを継承して、

あの中でいい言葉を言う。篤姫の親子の家庭教育

愛知大学が大学史として研究しているというのは

と言うのか、素晴らしいと思う。ものごとは両方

世界に数少ないだろうという学者がいる。

の話を聞かなければいかんよとか、人にはそれぞ

さてそれでは行かなきゃいかんというわけで

れの役割があるとか、そういういろいろなことが

す。前にアシスタントで私の仕事をちょいちょい

家庭教育であると同時に一般の常識だと。それで

お手伝いしてもらっていた、中国語が流暢で、当

行く前に「越知さん、スリに気をつけて」、「水に

然大学院の博士後期課程を修了してもう博士に近

気をつけて」
。今泉先生から「本屋に行かんほう

い人である中西千香さん。彼女は中国にも２年間

がいいよ。本屋に行ったら疲れるから」
。そりゃ

留学している。広中一成君も愛大の費用でなく国

そうだよね、老眼鏡では今日だって字が小さくて

の費用で南開大学へ２年間勉強に行っている。こ

見にくい。そういうようにいろいろと、大島先生

のお２人が、お年寄り・長寿高齢者を連れていっ

からアドバイス、今泉先生からアドバイス、付い

てくれると言うものですから、それなら安心だと

ていった２人から行く前にいろいろ教育を受けま

いうことで、１週間前に急遽決まったわけです。

して、心配のあまりどうしようかと思う時もあり

これは行かねばならん、オープン前に行ってお

ました。それでも彼らが切符から全て手配してく

かないと話ができないということで。上海に行っ

れたものですから、楽しく行ってきました。

てきたから今日は自信をもって話ができるわけで

ただ上海で、歩道を渡る場合にも私たち老人は、
手をつないで歩かないといけない。怖いから。広

す。
ところが上海行きが決まると、彼らは「越知さ

中君が一番先に立って「はい、越知さん」。後ろ

ん、上海というところは危険です」と言う。スリ

に中西君。アヒルの行列みたいに。なぜかと言う

が多いからです。リュックサックって手堅いもの

と、交通ルールがあってもないようなものに感じ

ですよね。しかし中国ではリュックサックは甘い

るからです、今の上海は。信号はありますよ、赤

と。後ろに背負ってるとすられる。ヨーロッパに

も黄色も。でもわれ先にというほうが早い。経済

行ってもそうでしょう。パリなんかで、ぶつかっ

活動もそう。新規拡張する時はそうかも分からな

た途端に上からサッとチャックを開けて盗まれ

いけど。渾然一体となって和が保たれているとい

る。地下鉄では背中に背負うと被害が多い。しか

うような感じがしました。
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③上海交通大学（中国一流の理工系大学）

中にある図書館が今博物館になっている。階段な

さて本題に入ります。これが上海の地図で、こ

どは愛大の記念館のに似ています。同文書院と関

の黄色い線が彼らの指導のもとに歩かせてもらっ

係があるというイメージがある。こちらのほうが

たところ、タクシーで回ったところ、地下鉄で動

ちょっと立派ですけれども。ここが校門です。テ

いたところ。特に今回の私の目的は、東亜同文書

レビでこのあいだ出ましたね、東亜同文書院とい

院がどこにあったか、それが交通大学とどういう

うのは、戦争中は上海交通大学の校舎にあったと

関係があったか、社会的にどういうような立場で

いうのが。

作られたのか、そういうことを含めて調べる。そ

さてその記念館にいろいろなものが飾ってあり

の交通大学へ行きましたら敷地が相当広い。これ

ます、愛知大学と同じように。上海交通大学の自

をずっと回るのに３時間半。最後には口が乾いて

慢すべきところが至る所にありました。全てを写

自動販売機を探したけど、ない。愛知大学はあっ

していたら１時間や２時間ではすみませんので、

ちこっちにあるけれども。広中君が走って買いに

その要所要所について写真を撮って皆さんにお知

いってくれたが大変だった。その中で特に私が

らせしようと思いました。その中でやはり一番注

注目したかったところはこの中に残っている立

目すべきのはこの写真です。その下に中国語で書

派な図書館。百年前の図書館です。百年前に建設

いてあるのを今、広中先生に読んでいただきます。

されたので、かなり傷んでいます。ところがこの
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【広中一成リサーチ・アシスタント】 写真の下の

い。むしろ対日感情はいいなと思った。そういう

部分に何が書いてあるかと言いますと、
「1938 年

ことがこの写真で一番気になりました。また、交

４月 17 日に虹橋路が占領され、交通大学という

通大学は中国でも一流という自負を持ってるんで

看板が取り外されて同文書院という看板が取り付

すね。今、中国の宇宙遊泳が始まりましたね。２

けられた。学校の中にあったものが捨てられたり

人出ているでしょう。中国で初めての有人飛行。

壊されたり持ち去られたりした」と書いてありま

こういうロケットが模型で飾ってある。戦車も

す。

飾ってある。それから石油を掘る掘削機。今、尖

【越知】 中国の人たちは公式にそういうふうに

閣諸島で日本と揉めてるでしょう。その掘削機の

言ってるということ。あとで大島先生の学者とし

模型まで展示してある。ジェット機まで飾ってあ

てのご意見を聞かせてください。そういう見方を

る。国威高揚をものすごく宣伝している。
「わが

されてるとちょっと私達も苦しいなと。その日こ

交通大学は」と。そのくらい大学の予算を活かし

こは開いてなかったが、
。やはりどうしても見た

ている。そして孫文さんの息子の孫科さんが初代

いというわけで、中西君が申込みをしました。「ど

の校長をやっている写真、そして江沢民さんがこ

ちらから来た？」
「日本から来た」
「それでは」と

この卒業生だということで写真がいっぱい飾って

言って開けてくれた。だから思ったほど反日感

ある。江沢民さんの「百年の計」。武井先生読ん

情があらわれていないし、それほど反日的ではな

でくれますか。
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【武井義和ポスト・ドクター】「百年の大計。教

んいわゆる寮生活をしていた。この中で全部足り

育に努力して上海交通大学を一流の大学に発展さ

る。病院もある。内科、外科をはじめ、すべての

せる」というような意味のことが書いてあります。

科があり、市民も使えるようになっている。ただ

【越知】 ありがとうございました。江沢民さんは

警察官がここにいて怪しい人は入れてくれないけ

「百年の計は教育にある」と。それからこの記念

れど、そうでなければみんなフリーパス。警察も

館で思いつくところは国威高揚と、自分の大学の

あり、病院もあり、大学の先生の宿舎もあり、学

素晴らしさ。愛知大学は立派ですよ、なんて OB

生の寮もある。同文書院があった頃は、ここの正

など誰かの色紙を飾りたいね。やりましょうよ、

門に、給料日になると物乞いの人たちが集まって

課長。そういう元気さが欲しいなと思います。

きたという。これは杉山さんに聞いたほうがいい

もう１つはこの中に体育館があって、卓球台が

と思う。同文書院の学生にも国から費用がくるこ

10 台ぐらい並んでいる。江沢民さんなどの写真

とになっており、毎月決まった日に学生に学費を

がたくさんある。周恩来がピンポン外交をやった。

渡される。その時物乞いがたむろしてねだりにく

だから事実を伝えるパブリック・リレーションズ。

る。うるさいと追い払ったりするのもいるけど、

何も宣伝はしなくていい。ちゃんと国民に知って

本間先生はいつもなにがしかを与えた。だから

もらう、参会者に見てもらうという態勢のもとで

戦争に負けた時に同文書院の人達も中国の人達か

やっている。そしてこの中に交番（警察）がある。

ら取り巻かれたりいろいろ厳しかった時に、本間

今泉先生にお話したら、その交番は上海市警と連

先生を物乞いの親玉が守ったという話を聞いてま

絡をとった交番だと。それからこの辺に同文書院

す。

の先生方が住んでいた職員住宅が多くある。皆さ
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④上海の街の様子

金庫になっていて分かりにくい。この通りに同文

そういうことを考えながら３時間半ぐらい歩い

書院の人達がお給料をもらったりしたら遊びにき

て、一生懸命写真を撮って勉強してきました。こ

た。麻雀をしたりお茶を飲んで雑談したり。ここ

れが同文書院の跡地、上海交通大学のだいたい

でお茶を飲んでみました。ああここで同文書院の

の様子です。上海でやはり見たかったのは内山書

人達が余暇を楽しんだのかなと。ここで内山完造

店です。愛知大学と内山完造というのは大変関係

の銅像の説明を。

が深い。同文書院の人達が内山書店を愛し、内山

【広中】 内山完造さんは 1885 年から 1959 年まで

さんの世話になった。その内山完造の銅像が近く

生きていらっしゃって、この辺りにある内山書店

の街並木のところにポンと建っている。着物姿で

の店主だった。
「国際友好人士」というのは国際

ちょっとお辞儀した格好の、微笑ましい姿ですね。

的に友好活動をした人ということですね。魯迅先

私も年をとったらこういう顔になりたいと思う、

生の親友と書いてあります。魯迅さんがこの内山

こんな髭面じゃなくて。なぜ日本人である内山完

書店で本を買ったり、いろいろな人と雑談をした

造の像、それも中国の作家が作ったものが壊され

りした。同文書院はここにあって離れているから、

ずに置いてあるのか。それはやはり魯迅との関係

同文書院の方はバスや電車に乗って１時間ちょっ

からなんですね。だから文学を通じての親交・信

とかけてここまで来て、内山さんや魯迅さんとお

頼の厚い人達が集まった。その書店をちょっと見

しゃべりをしたと思います。内山さんは日本の岡

たかったけれども今は分かりにくくなっていて、

山県の出身で、1916 年から 1947 年までここに住

銅像だけ見て帰ってしまった。この次に行った

んで本屋さんをやっていたというふうに書いてあ

ら内山書店に行ってみたい。今そこは１階が信用

ります。
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【越知】 ありがとう。そういうふうに私達がどう

く９％とか１割とか発展してますね。そういう中

しても見たかったところ、行きたかったところは

で私のような後期高齢者は太極拳をやったり、道

だいたいこれで終わりです。しかしそれだけ見て

端でコーラスをやったり、魯迅公園でダンスを楽

いては上海の様子が分からないということで、上

しんだり、中国将棋をやったり、けっこう楽しん

海の空気を吸い、匂いを感じる。それにしても長

でいます。そういう方は病院に行かず医療費もか

江は水が濁ってますね。飛行機から写しても赤い

からない。頭を使い体を使う。そういうのが合理

濁った水と青い水の境目がはっきり見える。環境

性かも分からない。けさテレビでやっていた、ビ

汚染と言うか、経済発展と同時に汚染度は高いな

タミンを飲み過ぎて歩けなくなったっていう。ビ

という感じはしました。しかしものすごくエネル

タミンを飲めば健康になると思ってたら大間違い

ギッシュと言うのかな、ハングリー精神が強い。

で、飲み過ぎたら歩けなくなった。だから医療健

どんどんこういうビルが建っていますね。350 ｍ

康問題は、やはり医者も国も本人も考えなきゃい

のテレビ塔の上から眺めたビルの林です。今建設

かん。そこへいくと中国人の後期高齢者は素晴ら

中。オリンピックが成功したら今度は上海で万博

しいと思った。これだけ生き生きしてる。中国将

を成功させようという看板があっちこっちに出て

棋をやって、お孫さんまで連れ出してこうやって

いる。何と読みますか。

見てる。道端でたむろして話をする。こういう余

【広中】 中国語で「学習北京奥運会

辨好上海

生を暮らすのもいいかも知れない。それで声が大

世博会」。北京オリンピックを学んで上海の博覧

きい。耳が遠くなると声が大きくなるというけど、

会をちゃんとやりましょう、という看板が町中に

中国人は若い人もみんな声が大きい。

いっぱい立ってるんですね。でもまだこの時はオ
リンピックが終わってるか終わってないかの微妙

【広中】 言葉が発音的にそもそもそういうよう
な。ボソボソしゃべれない。
【越知】 そういうことで元気のある中国人。それ

なところなのに、成功したというふうに。
【越知】 過去形になっている。がんばりの気持ち
が充分分かりますね。中国の今の経済はものすご

から地下鉄に乗りました。これは地下鉄の切符で
すが、何と書いてありますか。
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【広中】 上に「乗客満意」
（
「お客さんは満足」）
、
下に「温馨服務」
（
「温かいサービス」
）とプリン

【広中】 ルールをあまり守らないようでもありま
す。スピードは遅いんですよ。歩いてる人もその

トされている。
【越知】 地下鉄にそういうことが書いてあるとい
うのは嬉しくならない？

のか、とにかくすごい。

日本の地下鉄に乗って

も切符は捨ててしまう。これは捨てないでずっと

まま歩いちゃうから、轢かないようにスピードは
そんなに出てないので、まあ大丈夫。
【越知】 国情の違いもあるし。一方こういうふう
に高層ビルのところから１歩入ると、洗濯物を干

使えるわけ。
【広中】 カードになっていて、回収されてまた繰

したり、古い家がある。その古い家も時折、ペン
キの塗り替えをしている。使えるまで使おう。こ

り返し使われるんですね。
【越知】 廃品じゃない。公衆衛生上、手垢が付い
て汚いなんて日本では言うかも知れないけど。
【広中】 今 JR で、改札でピッピッというカード
（TOICA）がありますよね。それは回収されるん

ういうような相当古い家でも大事にしている。そ
ういうところにもこういう看板がある。何の看板
か、広中先生に読んでもらいます。
【広中】 簡単に言うと「セールスマンとか物売り
の進入お断り」と書いてあります。

ですが何回も何回も使うと。
【越知】 そういう地下鉄の切符もいいものだなあ

【越知】 こういうものもある。それからこっちが

と思います。地下鉄にも乗せてもらいました。急

さっき言った同文書院近くの、あるいは内山書店

ぐ時は手をつないで、歩く時もここなんか後ろか

近くの喫茶店。なかなかゆっくりと皆さんが時間

ら RA（リサーチ・アシスタント）の中西さんが

を楽しんでいるという感じです。これが献血屋。

「まだいけない、待て！」とか「いいよ」とか言っ

日本でも赤十字で献血を募集していますね。それ

て。オートバイも飛んでくる。怪我をする奴が悪

をやるとあとでジュースを１本くれたりする。こ

い、ボサッとしてるからという具合に。自動車で

ちらは商売としてやっていて、これは何と書いて

もそう。運転なんか、機敏と言うのか危険と言う

ある？
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【広中】「彩虹献血屋」
。彩虹というのはお店の名
前で、「献血屋」というのはそのまま献血屋。日

もしあなたに愛情があるならば、花はあなたにほ
ほえみかけるでしょう」と。

本語では「サイコウ献血屋」と読むんですけど、

【越知】 摘んだら無くなっちゃうから、もしも

献血する場所ですね。ここで献血すると鞄とか傘

う一度見たかったら、花を大切にしてまたいらっ

とか鍋とか、日本のジュースよりもっと高価なも

しゃい。そういう標語を、彼女が今、豊橋の高等

のをもらう。

学校の中国語の先生、それから名古屋のほうの大

【越知】 商売屋さんですね。ちょうどその時、カッ

学の先生もやっていますから、そういうことで看

プルが通りかかった。この人たち、献血するんだ

板のこういうようなフレーズをもうちょっとたく

なと。そういうような町中の風景。地下鉄に乗る

さん撮っていた。だから今回行ったのもわれわれ

と。これを読んでください。

だけではなく、彼らの勉強のために行っている。

【広中】「健康のためならとどまるところを知ら
ない」
。まあ、
健康になりましょうということです。

彼は本屋街に行っていろいろ本を買ってきた。だ
から私は昼間だけのお付き合い。夕方頃になっ

【越知】 そんな写真もちょっとあって。

たら年寄りはホテルに置いといて、彼らは自由に

【広中】 標語がいろいろ町中にある。

いろいろ研究したり勉強したり。両者が学んで喜

【越知】 なかなか標語がうまいですね。こういう

べた。今日もこうやってお話をしたら、やはり皆

のをやっぱり日本語でも書いたらちょっと雰囲気

さんが一生懸命聞いてくれて楽しかったなあ、良

が変わってくるような気がするよね。

かったなあ、また愛大でこういう講義があると面

【広中】 公園の中に花壇があってそこに看板が
あったんですけど、そこには「花にも命がある。

白いなあというふうになったら素晴らしいと思い
ます。
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⑤戦時下の上海、東亜同文書院時代の本間喜一

に疲れしか 子は寝ねたり健かの息」。自分の息子
さん（次男の昌二郎さん）が、毎日７里の道を

（本間喜一イズムの根源）
さて上海の３日間をずっと見ました。愛知大

日本人学校へ通っている。今日も７里の道を通っ

学の本間喜一学長は最終の学長として６年間上海

て帰ってきた。しかし疲れたのかなあ、ぐっすり

におられた。その本間先生は家族や子供に対して

健やかな息を吐いて寝ている。こういう俳句を作

どういう愛情を注いだかというのを、資料ととも

るのは本間先生ものすごくうまい。いくらでもあ

にお話をする。それは言わば愛知大学の「本間イ

る。100 首ぐらいある。30 首ぐらい私が１時間で

ズム」であると私は思う。例えばこれは奥さんに

もお話しできるぐらいある。今日は２、３句読み

宛てて上海の様子を書いた絵葉書です。まあ人の

ます。第一高等学校時代の日誌にもそういう短歌

手紙を勝手に読むなという説もあります。その通

がある。本間先生は小さい時、お祖母さんの膝の

りと思う。だけど今回本間先生の家族が私にくだ

上で漢学や儒学を学んだと言ってましたね。その

さったものだから、公表したっていいだろうとい

本間先生が奥さんに宛てた手紙。
「新緑になりま

うことで、読みます。
「大日本東京市渋谷区代々

した。用も多く忙しく過ごしています。専門部開

木本町」。この字がなかなか読みにくい。これも

設のようにて４月末は上京の必要あるかと存じま

学者に頼んで訳してもらいました。
「変体仮名の

す。晟子の手紙見た。
」晟子というのはこの前愛

変体だ」と言うんです。変体仮名なら読めるとい

知大学でお父さんの話をされた長女の方です。
「鼻

う学者はいる。例えば考古学をやってる人とか、

が悪いので耳に及び、音楽に及ぶにあらざるやと

国語学者とか。
「変体仮名の変体は読めん」とい

思い」
。子供さんの耳が悪いので心配する言葉を

うわけで、実は前畑町のある本屋さんに読んで書

奥さんに宛てている。子供に対する愛情をいっぱ

いてもらいました。

い注いでいる感じがありますね。

どう書いたかと言うと、
「日に行き来 七里の道
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今度は長女の晟子さんに宛てた手紙。
「24 日、

自信を持たせる言葉。私の子供教育にも役立った

上海に着きました。今日また兵隊さん１人、殺さ

と思うけれども。こういうのをもっと公表したい。

れました。犯人はすぐ捕まりました。明日はコウ

今、本間先生、本間先生と言うけれども、どんな

ア記念日で、朝６時半に式が始まります」
。ちゃ

先生か愛知大学の人達はみんなよく知らない。愛

んと句読点のマルが打ってある。
「朝寝坊をする

知大学を作った人だ、そういうところで本間先

と困るので、目覚まし時計を 18 円 80 銭で買って

生を理解はしている。そして昌二郎さんが付いて

きました」。経済学を教えているようですね、物

行った上海はどういう姿であったか、これがもし

の値段、物の価値。それから時間を守る家庭教育。

希望の方があれば言ってください、どれでも。帰

その手紙で「高いでしょう。上海は何でも高いで

りにコピーして差し上げます。

す。２月 28 日

これは昌二郎さんが描いた上海の絵です。
「小学

晟子さん」と。子供に対する愛

情を込めて、そして教育をする。教育は愛なり、

校の生徒という立場から上海を見た姿。人力車、

を表している１文だと思う。

饅頭屋、中華料理屋、それから鯉の丸揚げ」。私

それから今度は次男の昌二郎さんに宛てた手

はこれを食べたかった、腹をこわさないかと、中

紙。
「このあいだ帰った時 たいそう良い子になっ

西さんは「それは食べないほうがいいですよ。臭

て勉強したり、うちの手伝いをしたりするのを見

いですし」と言ったけどやっぱり食べられなかっ

て、私は何よりも安心し、嬉しかった。夏休みに

た。鯉じゃなくて鮒の大きいのだったかもしれま

は上海へ連れてきてやる」これは今東京のお宅で

せん。それから「支那の大人はこういう格好をし

すね。「まるで西洋の町のようなところです。算

ている。肉屋さんはこういうふう。支那服はこう

術を始めからよく復習しておきなさい。うちでは

いうふう。支那の兵隊はこういうふう」
。克明に

みんな頭の良い血統で、算術はできる」
。子供を

描いてある。これを妹さんへ宛てた手紙に描いた。

褒める。素晴らしい教育です。
「時計はまだ壊さ

これを見て晟子さんも、ああ、今、父と兄が行っ

ないで持っているか。品物を何でも大切にするよ

てる上海はこんな姿かというのを連想したんじゃ

うに。庭に花の種を蒔いておきなさい。
」ものす

ないでしょうか。

ごい家庭教育です。物の値段と物の価値。そして
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⑥ 戦後、愛知大学創設後の本間喜一の思想と

めか」と思いながら、座ったままですぐ席を立て
なかった。そうしたら本間先生が「自治会に書籍

行動
こういう手紙の元である本間先生の素地は、先

部がない、それを考えたいということであれば、

ほど言ったようにやはりお祖母様の膝の上で学

事情は変わってくる。それなら考慮に値するかも

んだ漢学、儒教の精神にある。上海から子供さん

分からない。しかし確約はできないよ」というヒ

あるいは奥さんに宛てた手紙がその通りだと。そ

ントを与えてくれた。そこで自治会長がそういう

れは家族だけにかどうかということをお話しした

意向をもって総務課に言ったらすぐ OK が出た。

い。上海から帰った本間先生は愛知大学を作るの

びっくりした。だから学長は学生に対しても、
「い

に１銭もなくて、寄付だけでできた。今、日本

けない」
「だめだ」というだけじゃない。だめだっ

で寄付だけでできる大学はどこもない。資本家と

たら何か方法はないかを教えてくれる。アドバイ

か財産家とかビジネスマンとかでなく、本当に学

スをしてくれる。これは学問じゃない、教育であ

者だけで作った大学は愛知大学しかないと言われ

る。そういうことを本間さんは常々学生達に教え

ている。これは自慢してもいい。それができるの

ている。

はなぜか。本間先生だからできる。本間先生だか

愛大事件というのがありましたね。学生がお巡

らお金は後回し。では本間先生は社会にあるいは

りさんを捕まえてピストルと手帳を取り上げ、縛

学生にどういう言葉を言っているか。例えば今日

りつけた。本間さんは「そりゃまずい。すぐピ

寄ってこられたかも分かりませんが、愛知大学の

ストルと警察手帳を返しなさい。すぐほどきなさ

入口のところに生協がありますね。倉橋先生、生

い」
。そして北門から逃げさせてあげた。それが

協で食べてきた？

愛大事件です。しかし学問の自由だとか、大学の

あそこの下に本屋さんがあり

自治だとか、学内不法侵入だとか、大きく大きく

ますよね。
【倉橋健＝ＯＢ】 変わりましたね。自動車の修理

取り上げられた。お互いに「やってはいけないこ

工場みたいなのがあって自動車部があったところ

とをやった」、「職務執行妨害はいけない、すぐ返

ですよ。

しなさい」と言って、豊橋警察署長の大野さんに

【越知】 それは「あけぼの書房」です。自治会の

電話した。明くる日警察署長に返した。
「だから

会長が、愛知大学に本屋さんが欲しいと総務課に

警察手帳もピストルも強奪したのではない。一時

言ったけれどもだめだった。大学の責任者は学長

預かりをしたまでだ」と行政監察特別委員会（昭

だから学長に直接言って作ってもらおうと、１人

和 27 年 6 月）で本間先生は言うわけです。言わ

で学長室に行った。そして「学校内に書籍を扱う

ば法律を知ってる人がうまく社会を納得させる

ところが無いのは最高学府として大変おかしいと

ような言葉を事実として言う。これに立花隆さん

思う。ついては本屋を学内に認めてもらいたい。

が目を付けた。立花さんが愛大をルポしたいなん

アルバイトでやりたいから、ここの部屋からここ

て言ったら全国的に愛大は知名度が上がりますよ

の部屋と指定してくれ」と。その時本間学長曰く、

ね、大島先生。これはすごい。その時は愛大の良

「君、君、学生がアルバイトであそこを借りたい、

さを充分紹介しましょう。法曹界の重鎮３人（最

ここを借りたいと言ってきてそれを認めたら、僕

高裁判所初代長官三淵忠彦、2 代長官田中耕太郎、

は今度学生達に講義する場所を借りなければなら

初代事務総長本間喜一。三淵・田中とも愛大設立

なくなるよ。そうなったら君はどうするんだね」

時顧問）が愛知大学設立に協力した。だからロー・

と笑顔で聞かれた。そこで自治会長は、
「これは

スクールとして有名なのは当たり前。それから前

俺にはぐうの音も出ない。まいった。やっぱりだ

身である同文書院をこれだけ大学史として研究し
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ている学者も、学校も他には無い。このことは自

かせた。しかしこの種の事件を巻き起こすような

慢できますからね。

学生は大学にとっても持て余し気味だ。そんな手

これは本間先生が最高裁事務総長を辞めて愛知

合いを弁護してやろうなどという学長はそうざら

大学の学長になり、衆議院に呼び出された時の議

にはいるものではなかった。だが警察権力の学内

事録です。その時に言っている。
「学生は嘘を言っ

への不当介入を咎めて、警察官を捕まえた学生達

ていない。しかしいけないことはいけない。叱っ

を弁護することは、その当時の大学の責任者とし

ております」
。叱っておるけれど、はみ出るやつ

ての本間さんにとっては当然過ぎるほどのことで

もおる。警察手帳を取ったのは証拠になるけれど

ある。学生も家族の一員。三親等以内の家族だ」

も一時預かりで、すぐ返しなさいと言ったら返し

と言っている。いくら悪い子であっても、自分の

た。警察縄で手を縛ったから傷ができた。傷害事

三親等以内の家族だから守らなきゃいかん。そう

件です。その時分はレントゲンを撮らないかも知

いう家族愛を表した弁護がいっぱい書いてある。

れないけど、傷を見れば血が止まってるか止まっ

その時にメンバーとして蒲郡から出た福井勇

てないかわかる。そうしたら本間先生は衆議院の

さんという代議士がいた。福井さんが質問をして

特別委員会で「それはおかしい。傷害事件なんて

いる。
「愛知大学は愛大事件でアカの学校だと言

いうものではない。そんなものは絆創膏を貼って

われるけれど、そんなことで寄付は集まるか。5

おきなさい。２〜３日もすればかさぶたで鼻くそ

千万円愛知大学の敷地を払い下げをして、もらお

のように取れる」
。そうですよね。そのくらいの

うというけどだめだろう。今いくら集まった？」

傷は絆創膏も貼らずに唾だけ塗っておく場合も

「いや、あまり集まっておりません。やはり愛大

ある。ヨーチンを付ける場合もある。それをいち

事件が影響しています」
。福井さんが質問したら

いち傷害事件だなんて言ったら、毎日そこらで傷

本間さんはそう言った。だからその時以来愛知大

害事件が起きっぱなしだと。委員会で堂々とそう
言っている。
「私は煙草を吸わないと話ができな
い」。そう言ったら議長が「証人は煙草を吸わん
と我慢できんそうですが、吸ってもいいですか」
。
ここに書いてある。そうしたら皆さん「いいです」
と。堂々と煙草を吸った。今はだめですよね、た
ぶん灰皿も無い。それが全部ここに書いてありま
すから、あとでご覧になってもいいですよ。図書
館に全部ありますから。
同時に学生に対しては「学生の本分を果たせ。
政治運動に夢中になるな。学業を忘れるな」とい
うことを言っている。この時愛大の教授が言った
言葉がここに書いてある。これはもう言っていい
かどうか分かりませんが、まあいいとしましょう。
「昭和 27 年だったか、東大、早大の事件と並んで
この時の全学連の３大事件と言われた愛知大学の
事件が起こった。この時愛知大学の本間さんは、
自ら進んで学生側の弁護を買って出て、世間を驚
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学は、市町村の寄付は全部ストップ。商工会議

言葉や詩でいろいろ意見を言っている。

所の議員さん達もくれなくなった。その中で、駅

その１つの例。私のところに毎年くれていた年

弁を売ってる壷屋さん、松尾さんだけが寄付して

賀状をずっと取ってあってそれを展示してありま

くれた。その言葉を本間さんのコーナーの音声ガ

すが、その中の昭和 53 年のものに、
「むずかしい

イドに入れていますから聞いていってください。

世の中になりました。米国の百姓のために日本の

26 番です。29 番には本間さんの地声があります。

百姓の首を締めるとは」
。これはお米の輸入問題

そういう苦労をされたことが全部ここに書いてあ

です。そのくらい農業は大事だ。日本は農家を見

ります。そして、愛大フラクション。
「愛大フラ

捨てちゃいかん。それを言っている。それからも

クションなんて名前を使うな」と本間さんは怒っ

う１つ、皆さんご存じの「時くれば枯木と見えし

て、「町畑町フラクションに変えろ」と言った。

山陰の桜の花の咲き匂いつつ」
。これは本間先生

愛大フラクションと言うと愛大に関係があると

が私に答えとしてくれた句です。どういう答えか

思われるから迷惑している。町畑町フラクション

と言うと、大崎に今、自動車工場がいっぱいでき

なら別にいい。本間さんは「それは学生にもちゃ

ている。三河湾を埋め立てて、盛んに土地を造成

んと注意している。アカだって言われるけどアカ

する。干潟作用で大潮小潮の時に海が消えるか消

じゃない。薄桃色です」と言っている。そういう

えないかの境がありますよね。そこに地上権はあ

家族愛、お孫さんがお祖母さんから教えられた儒

るのかないのか。それで裁判を起こした。と言う

教の精神、漢学、そういうものが愛大を作るのに

ことは、漁業補償の金額に関係がある。漁業者は

も、あるいは愛大事件においても、全て表れてい

たくさんもらいたい。県はあまり金を出したくな

る。大学だけにそうだったのかと言うと、社会一

い。そこで裁判になった。

般に対する目も、痛烈な批判をしたり、柔らかい

私は理容師でしたが、大崎の漁業組合の組合長
さんがいつもうちに頭髪を刈りに来ていた。本間
先生も来ていた。漁業組合の船井健一さんが「僕
は本間先生が頭髪を刈りに来ているのを見たこと
がある。実は今、愛知県との漁業補償問題で喧嘩
している。本間先生は全国海苔漁業組合全国連合
会の顧問弁護士をしているそうだから、それを活
かして、われわれの側に付いて弁護士をやってく
れないかと、今度頼んどいてくれませんか」
。中
国地方のほうでも干潟裁判で勝った実績を持って
いるし、
「ぜひ先生のお力をお借りできませんか」
と本間先生にお願いした。そうしたら先生は、
「時
くれば枯木と見えし山陰の桜の花の咲き匂いつ
つ。これが答えだよ。僕は豊橋市には大変お世話
になっている。補助金をもらったりなんかしてい
る。君達の敵方に悪いから、僕は大崎漁協組合の
弁護士は引き受けられない」と言われる。そうい
う義理人情に厚い人です。
「だけど勝つから心配
要らんよ」
。時がくれば、枯木と見えていたよう
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な日陰の桜の花でも満開で咲きますよ。そういう

りました。こういうのが本間さんの本間イズムの

答えです。初め私は分からなかった。豊橋市に悪

一端と言えると思います。本間先生は「中和致す」

いから弁護士は引き受けられない。豊橋市は負け

という言葉が大好きだった。左も右も真中も全て

る、県は負けるに決まっているけれど、それはで

よろずよしということが一番いい。そういう考え

きない。そういうのが１つの例です。

だった。右の意見も左の意見も全てそれを要約し

もう１つもっと社会的に、
「僕は戦争に教え子

てみんなのためになるようにせよ、そういうのが

達を送ってしまった。それは同文書院の学生を通

本間さんの精神で、私はこれが本間イズムであり、

訳として派遣していたことだ。私には教育者の資

愛知大学、そして東亜同文書院から継承する愛知

格はない。だから初代の学長を私は引き受けられ

大学の精神であるというふうに感じます。だいた

ない」。これは先生なりに戦争責任を自分に対し

い東亜同文書院から、そして愛知大学へつながる

て取った表れの１つであったのであろう。沖縄が

物証を通じたり、精神的なものの継承が今行なわ

本土復帰をするまでは祝日に日の丸の旗を門に飾

れているかどうかは分かりませんけれども、本間

るのをやめていた。沖縄が返還されるまでは国旗

イズムはそういうものであるというふうに私は感

は飾らないと。
「沖縄は人身御供だ」と申してお

じます。以上で私の講演を終わります。
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て、あるいは交通大学と話し合って改築したわけ

まとめと質疑応答

ではない。だから、同文書院が勝手に占拠し改築

【大島隆雄名誉教授】 以上で越知さんの講演を一

したというふうに中国側は思う。われわれは中国

時終了といたしますが、もっと詳しく聞きたい方

側との対等な話し合いで借りて改築したわけでは

もいらっしゃると思います。そんな方にご質問を

ない。そこのところはちょっとわれわれの考えと

受けたりご意見を聞かなければなりません。つま

は違ってくる。これは日本側のいろいろな資料に

り愛知大学の前身は東亜同文書院。東亜同文書院

全部出ています。だからいっぺん中国側とシンポ

というのは文化的あるいは教育機関的な組織であ

ジウムでもやって、きちんとそれを話して理解し

る。中国の人からもずっと尊敬されてきたとわれ

合わないといけない。事実関係をきちんとしてお

われとしては思いたい。ところが中国に行って向

いたら分かってくる。このようないろんな問題が

こうの交通大学の展示館を見ますと、そういう表

あるんですけれども、ちょっと私には充分には分

現がなかったのだと私は感じました。そこで私も

かりませんので、この程度でお答えにしておきま

若干調査しておりますが、交通大学を勝手に同文

す。

書院が占拠したようなものではないんですが、非

【越知】 では今泉先生、何か中日大辞典のことで。

常に複雑で、まず日中戦争というのが入ってきま

【今泉潤太郎名誉教授】 一昨年、上海で行なった

す。（1937 年）８月以降上海付近での戦闘が始ま

霞山会と上海交通大学によるシンポジウムの報告

り拡大していった。その秋に同文書院が中国兵に

があり、そこには中国側の発掘した資料も取り上

よって焼けるという事態がある。その複雑な過程

げている。それはまだあまり充分とはいえない。

を含めまして、焼けたから何とか同文書院を再

しかし、そういうことが中国側の報告にあるから

建してやりたいという希望を持っておりましたの

といっても、全て日本軍が直接関与したのではな

で、同文書院の経営団体である東亜同文会は外務

くて、総領事館が南京政府と交渉している。こ

省、陸軍省と交渉するわけです。そうしたらこの

ういった事実経過をきちっと見ているわけではな

上海交通大学があると。ただしそれは租界の外で

い。むずかしい問題は南京政府の歴史上の評価で

中国側の領域にあったわけです。そこで日本軍は

ある。ここから離れた扱いは不可能であるという

そこにいた中国軍と中国人を追い払って、陸軍省

中国側の実態がある。

の傘下に入った。同文会は外務省、陸軍省に申請

【越知】 分かりました。そういうことでこの問題
は解釈の仕方がいろいろあるので、国と国との判

を出してそれを借り入れした。
だからわれわれはよく、同文会はそれを借用し
て新しいところで同文書院を始めた。そういうふ
うに言っておりますが、中国側から借りたわけで
はない。日本軍が占拠した、その陸軍省、外務省

断の違い、日中間でいろいろな歴史問題があるの
ではないかと思います。
【参加者】 あとは上海交通大学の図書館に東亜同
文書院に関する本は残ってると思いますか。

が借用した、ということですので、中国側にして

【越知】 そこまで見てこなかったなあ。

みればこれは日本軍が勝手に自分達から取り上げ

【今泉】 同文書院のものは全て敗戦後中華民国政

たのだと言う。同文会あるいは同文書院が取り上

府に接収されて、南京図書館に全部収蔵された。

げたのではないけれど、交通大学としてはやはり

現在は北京の国家図書館にあります。ただし残念

「取り上げられた」という表現なんですね。しか

ながら未公開です。

も資金がないので外務省から補助金をもらって改

【大島】 ではこれぐらいで。もうちょっとじっく

築する。これは何も所有者である中国と話し合っ

りした研究会にしたかったんですけれども、越知
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さんがまず記念館の充実化について、それからな

会というだけでなく、さっきも言った歌を歌うぐ

ぜ上海に行こうとされた理由とか、交通大学の図

らいのできるだけ柔らかい雰囲気で、こういう写

書館、展示館訪問から、最後は本間さんの人生哲

真を見ながら楽しく過ごしたいと思います。ご参

学にいたるまで、いろいろとお話になられました。

加くださいましてありがとうございました。また

越知さんどうも本日はありがとうございました。

この次もお目にかかりたいと思います。さような

【越知】 皆さんありがとうございました。またこ

ら。

ういう機会にどんどんお越しくださいませ。研究
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補 : 近くて遠い国、国交樹立以前の韓国訪問をめぐるエピソード（1964 年）（Ⅱ）
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北京崇貞学園と桜美林学園の創立者・清水安三を語る

黒田芳嗣
【今泉】 本日の講師は清水安三記念プロジェクト
委員の黒田芳嗣さんです。経歴を紹介しますと、
黒田さんは当地のご出身で、豊橋東高校を出て東
洋大で学ばれた後、編集企画会社 MAC に入社。
日本大学の『日大広報』や日大人口研究所などで
企画編集に携わります。仕事を通じ清水畏三先生
と知り合い桜美林大学で『桜美林大学だより』を
手がけるようになりました。退社後も桜美林学
園の記念誌などの編集発行に携わり、そのような
ことから、創立者・清水安三の記念プロジェクト

を着て修学旅行に行っていたといいます。

に参加されています。本日は清水安三および北京

②これは当時の写真で、安三先生とともに崇貞

崇貞学園についてお話していただきたいと思いま

学園をつくりあげた清水郁子先生が珍しくチマ・

す。では、お願いします。

チョゴリ（朝鮮服）を着ている姿です。対面で同

【黒田】 ご紹介いただきました黒田です。よろし

じように清水安三先生が朝鮮服を着た格好の写真
がございます。

くお願いします。
最初にお断りしておきますが、これらの写真は
李紅衛さんと清水安三記念プロジェクトが収集し
たものを使わさせていただいております。李さん
の研究成果（2009 年 2 月『清水安三と北京崇貞
学園−近代における日中教育文化交流史の一断面
−』と題し、不二出版から出版）を資料を含めて
紹介する形でお話してまいります。
まず、写真を見ていただいて説明をしていきた
いと思います。これらの写真は清水安三研究プロ
ジェクトが集めた資料の中から選んだものです。
①この写真は安三先生が遠足で子ども達を引率
している様子です。セーラー服姿の生徒達が写っ
てますが、当時の中国では珍しかったセーラー服
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③校舎の中で生徒が並んで写っています。年代

⑤これが崇貞学園の授業風景です。これは男の

ははっきりしませんが、おそらく女学校の頃だと

子だと思いますが、当時では珍しい男女共学です。

思います。小泉郁子先生が清水郁子となって日本

桜美林の名の元であるアメリカのオハイオ州にあ

人部ができ男女共学になりましたが、その前は女

るオベリン大学は、アメリカで最初に男女共学を

学校ですから女の子ばかりです。中国人がほとん

果たした大学ですが、その思想を受けて清水郁子

どです。

先生が男女共学を提唱していく形になります。

④これは自分の学校のグラウンドです。当時で
は珍しく観覧席があって、どちらかというとアメ
リカナイズされています。まだ清水先生も若いで
すね。こういう形でグラウンドというか学内の設
備に関してもかなり斬新なことをやられた。ここ
には写っていませんが体育館等にはシャワー室も

⑥これも学校風景ですね。崇貞学園そのもの

設けられています。戦前の、1940 年代の写真だ

は先ほど申し上げたようにどちらかというとイン

と思います。

ターナショナルな要素を帯びています。中国・朝
鮮（当時は日本）
・日本と、とにかく自由で、日
本国内がその頃どうでしたかはちょっと分かりま
せんが、元気に手を挙げているという感じですね。
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⑦これが崇貞学園の講堂です。クリスチャン系
の学校ですから屋根には十字架が付いています。

な格好でしたけれども、これは最初の頃ですから
子ども達がいろんな格好をしていますね。

かなりがっしりした講堂だと思います。戦前の一
ミッションスクールで、しかも大学とかそういう
大きな学校ではないところで、これだけの規模の
講堂を持っていました。かなり立派な学校だった
と思います。

⑩これも校舎です。1980 年代まで残っていま
したが、今は解体されてこういう形では残ってい
ません。安三先生の次男で桜美林学園の前理事長
でした清水畏三先生がいった時に撮られた写真で
はないかと思います。かなり立派な校舎ですね。
⑧これは卒業時の記念写真です。真中に郁子先
生と安三先生がいらっしゃいますね。けっこう中
国人の教師もいたようです。最初はどちらかとい
うと貧乏というか、極貧の中国人子女を相手にし
た学校経営をしていましたが、前列を見るとかな
り上品な格好です。1944 年ですから、かなり学
校がきちんとしてからの卒業式だと思います。こ
ういう状態の学校でした。

⑪これが現在の陳経綸中学の正門です。つい最
近うちの仲間が行った時に撮ってきたものです。

⑨少し前後します。これも年齢がはっきりしな
いのですが、崇貞学園の上のほうに崇貞女学校が
あります。先ほどの写真を見るとかなり小ぎれい
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⑫僕は中国語が読めないのですが、陳経綸中学

⑭正式な清水安三先生の胸像ですね。桜美林学

の紹介、および崇貞学園創立から 80 年の履歴が

園の胸像（同じもの）は、現在、中学校舎 1 階フ

書かれていると思います。第４女子中学とか、こ

ロアに設置されています。銅像（立像）は、現在、

ういう形で流れていて、現在は陳経綸中学となっ

学園後方にある通称復活の丘と呼ばれる斜面に立

ています。かなり有名な学校みたいですね。

てられています。学園全体を俯瞰できるビューポ
イントです。ここを学園の聖地と定めて、公園整
備されつつあります。公開は 2 年後です。陳経綸
中学ではこういう形で継承されています。

⑬私が 10 年ぐらい前にいった時に 80 周年の記
念式典があって、その時に除幕式が確かあったと
思います。これが「学而事人」
、安三先生が常に
言われていた「学んで人に仕える」という教えで
す。こちらが清水安三先生です。北京を引き揚げ
た頃の胸像だと思います。
「北京では」という言い
方だったと思いますが、日本人でこういう形で胸
像が据えられるのは初めてだというお話でした。

⑮胸像のある場所です。学内に入るとすぐ分か
ると思います。奥が校庭です。かなり立派な学校
になっています。
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以上、少し飛ばしましたが、清水安三先生はこ

ここでメレル・ヴォーリズ先生に出会います。メ

ういうことをやってきたという概略を、写真で説

レル・ヴォーリズ先生は、１つは西洋建築で関西

明させていただきました。これから話に移ります。

学院大とか韓国の梨花女子大、それから近江八幡

私が持ってきたものを回覧していただきたいので

の自分達の町づくり、洋館街、大阪教会など、伝

すが、清水安三記念プロジェクトがここ５〜６年

道者ですから教会系の建築も多いのですが、大学

にわたってシンポジウム、ワークショップを行っ

やその他いろんな建物を建てています。そのかた

た時にまとめあげたものです。李紅衛さんという

わらヴォーリズ合名会社（のちの近江兄弟社）の

方は、現在お茶の水女子大学の研究員ですが、こ

創立者の１人でもあります。近江兄弟社といえば

の方が日本で（おそらく中国でも）初めて、清

メンソレータムとすぐ浮かぶように、メンソレー

水安三先生のまとまった研究をした方だと思いま

タムの販売権を持っていろんな活動をしていらっ

す。その李さんが集められた北京市の档案館 ( と

しゃいます。その他、YMCA 活動を通し近江ミッ

うあんかん。日本でいう文書館 ) の資料です。そ

ションを設立して、牧師さんではないのですが、

の他、子安宣邦さんが最近出した本『昭和とは何

信徒の立場からプロテスタントの伝道に従事した

であったか』の中で、清水安三に初めて出会った

方です。このヴォーリズ先生との出会いは、安

ということで、感激の文章を書かれたのをお回し

三先生がキリスト教に目を転じていくきっかけに

してあります。

なったと思います。少し、安三先生が書かれたも

それでは清水安三先生から始めたいと思いま

のを読ませていただきます。
ヴォーリズ先生の開くバイブル・クラスで学

す。清水郁子先生は途中から絡んできますが。
清水安三先生は 1891 年（明治 24 年）
、近江聖

んだり、自身の悩みの解消に対し儒教の中に人

人中江藤樹の郷里に近い滋賀県高島郡新儀村（現

間性の理想（というのは藤樹のことだと思いま

在高島市）、琵琶湖の北岸にある小さな村の豪農

す）を見たが、その理想に到達するには私は力

の家の三男として誕生しました。幼少の頃はいろ

不足であった。仏教（ご実家は門徒が多かった）

いろな夢をもたれたようでしたが、藤樹 250 周忌

は私の内面的な苦悩には無関心であったのに対

の際、まず最初に藤樹になろうという夢を見ます。

し、キリスト教の教会に行くようになり、救い

後に『朝陽門外』
（1939 年刊）が朝日新聞社から

はキリストを信じる信仰を通しての恵みによる

出て戦前の大ベストセラーになり、今でも古本屋

というはっきりとした確信へとイエスが私を導

等で調べれば出てきます。

いておられる確かさに気づいた。

武士の魂として、当時の人々の最も尊んだ刀を

と、後年述懐しているように、この時期、大津の

売って酒屋を開いて、無知蒙昧の百姓の若者を門

ヴォーリズ先生からおそらく英語とかいろいろ学

弟とし、書を講ぜられた藤樹への傾倒は、安三先

んだと思うんですけれども、大津の組合派（同志

生の人格形成に大きく影響を与えたといわれてい

社も組合派です。組合派って何だといわれると、

ます。藤樹の教育理念、創学精神「耕読」は、後

教団については詳しくなく、手詰まりで何とも答

に「工読」
（Labor and Learning、工かつ読書）

えようがないのですが）白玉町にある大津教会で

となり、先ほど「学而事人」という言葉を述べま

洗礼を受けます。その影響で膳所中学から同志社

したが、それにつながる崇貞学園および桜美林学

の神学部に入学します。これが 1910 年です。
近江ミッションの中で最初の奥さんである美穂

園の原点ではないかと考えています。
安三先生は小学校を卒業したあと、滋賀県立第
二中学校（現在大津市にある膳所高校）に入り、

先生と出会います。
美穂先生は彦根藩士の上級武士の娘さんで、か
265

◦ 2169 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

なり反対を押し切って教会に来られていたのを見

に専念していた。1899 年、義和団事件でいっ

初めたというか、そこで美穂先生との出会いがあ

たんは妻子を伴って天津へ避難したが、
「羊飼

りました。その時点ではどうのこうのというのは

いが羊を忘れるのは卑怯である」と言って単身

ないんですけれども。

ホテルへ戻り、多年手がけていた教え子達のい

藤樹、ヴォーリズ先生、そしてもう一人影響を

る学校で、義和団の放つ弾に当たり殉教した。

与えた人は鑑真。特に、同窓生によると鑑真和尚

息子さんがエールにいたので、残された遺書に

に傾倒してすごい影響力を受けたといいます。卒

は「エールよ、エール、我が子ジョンを 25 歳

業時に奈良の唐招提寺に出かけてその伝記を聞い

まで育ててくれ。25 歳になったら保定に来た

た時、鑑真の偉業に感銘を受け、中国からの日本

らせて我が遺志を継がせよ」と書かれていた。

文化への大きな影響を知って、我こそは第二の鑑

エール大学の教授や学生はそれに感動したといわ

真になってやろうと、日本版鑑真になることをこ

れ、エール大学出身の牧野牧師（同志社の総長）

の時決意したという、何とも言いようのないエピ

はこのエピソードを泣きつつ語り、安三先生も泣

ソードを持っています。それで中国に傾倒してい

きつつ聞いたといわれています。
これを機に先ほどの鑑真和尚、それからこのペ

くわけですね。安三先生はこういいます。
この考えは「恩に報いる」をわきまえること
だ。日本は支那から摂取しただけで、少しも与

トキンの影響を受けて中国への伝道を決意したと
いわれています。

えることを考えなかった。これは「恩に報いる」

その他、安三先生は内面の問題で、キリスト教

をわきまえぬことだ。自分の出発はこの「報恩」

系の大学神学部卒業でありながら、文学的なこと

の観念をもってしなければならない

も卒論で書いたということも紹介しておきましょ

ということで、キリスト教の下地はあるのですが、

う。

近江ミッションの伝道活動から離れて、中国への

その内容はトルストイの貧しい人々に対する隣

伝道を思い立ちます。ただヴォーリズ先生が「世

人愛と貧農の子どもを集めて教育を施し、労働の

界の中心は近江八幡にある」といい放ったロマン

尊さを説いたキリスト教的人道主義の理想などを

は、清水安三先生の中国での伝道活動に大きな影

まとめたもので、
「トルストイの内面生活の研究」

響を及ぼすと同時に、のちに学園の資金面で苦境

というものです。

に立たされますが、メンソレータムの中国での販

卒業後、志願兵で入隊し、１年で除隊します。

売を介して、資金的な支援もヴォーリズ先生から

その後、大正６年（1917 年）に組合教会は中国に、

かなり受けていらっしゃいます。

日本人初の宣教師として安三先生を選んで派遣し

同志社大で神学部を終えますが、その時にもう

ますが、その前に大阪朝日と毎日の新聞社を訪ね、

１人、中国で義和団事件の時に殉教したホレス・

特に、大阪朝日では長谷川如是閑に「僕は支那に

ペトキンという牧師さんについて、京都の平安教

行って 20 歳代には小学校、30 歳代には中学校、

会で同志社総長であった牧野虎次郎先生が話され

40 歳代には高等学校、50 歳代には大学を建てる

たのに感動して、鑑真和尚にプラス・アルファで

つもりです」と豪語したといいます。これを長谷

「わしは殉教者になる」というようなことを考え

川さんがそのまま掲載したので、戦後に桜美林学

るようになったと思います。ペトキンについての

園を形成していく過程でもこのエピソードを評し

資料を読んでみます。

て「法螺吹き安」、
「法螺安」といわれていました。

エール大学出身のホレス・ペトキンは、現在
の河北省保定で教会と学校経営をし、伝道事業

この法螺が本当に実現したのですから、すごい先
生だと思います。
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戦後 73 歳にして桜美林大学ができるんですが、

と読ませていただきます）に起こった旱魃に対し

帰ってきたのは 56 歳ですから、すごいパワーを

安三先生は、災童収容所の建設を北京の居留民会

持った先生です。

に提案しました。渋沢栄一の日華実業協会の委託

宣教師として中国に渡り、最初に行ったのは瀋

により、北京の朝陽門外禄米倉に収容所を建設し

陽です。安三先生によれば、
「瀋陽の児童館（児

ます。収容時には飢餓に苦しむ児童 800 名近くが

童館が最初です）には、近郊から中国人が３分の

いたといいます。いわば崇貞学園の前身です。

１、朝鮮人（族）が３分の１、そして日本人が３

この災童収容所建設に影響を及ぼしたのが賀川
豊彦です。明日の豊橋の市民祭にも賀川豊彦の展

分の１」
。
これはまだ学校ではありませんが、子ども達が

示があるようですが、ご存じのように賀川豊彦の

通う児童館（セツルメントに近いもの）を作って

「一粒の麦」が映画にも採用されている方で、実

いました。これは（中国人がどうのという話）
、

は桜美林学園の初代理事長でもあります。後ほど

安三先生の文から引用したものですが、普通日本

桜美林学園のところでお話ししますが、安三先生

人でしたら日本人から書くのを、安三先生は中国

との出会いはこの頃です。

人から書き出しているということはちょっと興味

安三先生は北京に移り住んで間もなく、内山書

深いなと、私の印象ですけれども書かしていただ

店の内山完造の紹介で北京を訪れた賀川豊彦を天

きました。

橋に案内しました。中国の研究者であればおそら

この時期、最初の奥さんである横田美穂さんと

くご存じだと思いますが、天橋は当時、泥棒市場

大連教会で結婚します。美穂さんは 38 歳で亡く

といわれ、歓楽街兼貧民窟に近い状態でした。そ

なるんですが、ご夫妻でこの児童館の経営、それ

の時賀川に、
「僕が君だったら支那の貧民窟に飛

から児童館が瀋陽から北京へ移って、初期の頃の

び込むがね」といわれ、これが先ほどの華北旱

崇貞学園の経営に献身的に取り組んでいくことに

魃と相まって災童収容所建設に向かわせた要因に

なります。瀋陽に２年ぐらいいて、その後北京に

なったのではないかと思っています。
先ほど申し上げましたように、1919 年に中国

移ります。
安三先生は中国語ができたわけではないので、

で五・四運動が起こります。東京朝日を抜けた長

そのあと北京の大日本支那語同学会で北京語の

谷川如是閑が雑誌『我等』を、それから藤原鎌兄

猛勉強をします。ここから 20 数年間は中国の動

が主宰して『北京週報』を出しています。日本向

きに合わせて安三先生の動きが活発になります。

けの新聞だったと思いますが、これは今もかなり

1919 年、五・四運動が始まりますが、その頃安

残っています。この時、新進ジャーナリストの安

三先生もかなり活発に動いていきます。

三先生は、先の『北京週報』はじめ『日本及び日

1919 年春、本格的に中国語と中国研究をする

本人』
『国民新聞』
『読売新聞』などに積極的に寄

ため、北京の大日本支那語同学会で学習に励み

稿しています。特に、五・四運動の見聞記は今な

ます。学校の課業の他に支那語の教師を招いて、

お貴重な記録として評価されています。
『北京週

支那（中国）語を必死に勉強しました。1920 年、

報』への寄稿は 1927 年まで、94 篇に及んでいます。

華北で大旱魃が起き、瀋陽では児童館でしたが今

さらに 1924 年秋には『支那当代新人物』
『支那新

度は災童収容所というのを建設します。これが崇

人と黎明運動』を大阪屋号書店から出版。その中

貞学園の前身になります。ですから桜美林からす

には五・四運動の見聞記や、当時まだ名を知られ

れば前々身である学校を作り上げていくわけです。

ていなかった魯迅とその作品を日本に初めて紹介

1920 年、北支那（
「中国」といわないで「支那」

することもやってのけています。
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それから交友として、皆さんご存じだと思いま

して、以後 10 年間崇貞学園を経営していきます。

すけれども五・四運動の指導者であった胡適や、

初代校長は美穂先生。当時の朝陽門外は清朝の八

共産党創設メンバーの李大 などを紹介していま

旗兵が失業し、その失業者が住むスラムであった

す。同時に日本から来た作家や思想家など、かな

といわれています。朝陽門外は子女を売る了頭（ヤ

りの人達をそれらの人物に会わせていらっしゃい

アトウ）の地であり（これは安三先生が書かれた

ます。先ほどの『支那当代新人物』
『支那新人と

文章からそのまま引用しています）
、人間の貞操

黎明運動』では、大正デモクラシーのイデオロー

が売買される貧民窟でした。この女性達を救うた

グであった吉野作造に序文を書かせています。こ

めの教育を施す場、つまり「貞」
（貞淑）を「崇」
（たっ

れらで稼いだお金は全部崇貞学園経営のための資

とぶ）というのが「崇貞学園」の名の由来です。

金であったと解釈できるのではないかと僕は思っ

崇貞学園の教育で、まず始めたのは手芸教育で
す。午前中は普通の授業をし、午後手芸教育をす

ています。
それから 1919 年、胡適が師事したデューイも

るのですが、子女達が売春で売り買いされるのを

中国を訪問しています。安三先生の（将来の）交

救うための１つの手段だったと思います。ハンカ

友であったジョン・デューイも教育関係者の方は

チ、靴下編み、タオル織りなどを苦労しながら実

ご存じだと思いますので改めてご紹介することも

践教育し、それを主に西洋人の家々を訪問して売

ないと思いますが、プラグマティズム教育の思想

りさばいています。その後、チャイニーズ・リネ

家であって、アメリカの教育に対してはかなり影

ン、いわゆるフランス刺繍によるテーブルクロス

響を及ぼした方だと思います。デューイの宿泊先

やビューロランナーに切り替え、北京、天津など

近くに住んでいた安三先生は、自分から進んで面

の外人宅に売り出したところ、かなり売れたとい

倒を見たといわれています。崇貞学園創立には

われています。安三先生は今度はこれを日本に持

デューイの提唱する女子教育の重要性、それから

ち帰ります。ヴォーリズ先生に見せたところ全て

工読主義教育が色濃く反映しています。安三先生

買われたということです。これに自信を得て、後

が崇貞学園のモットーを「学而事人」としている

年安三先生が米国オベリンに留学した時、美穂先

こととも関連していると思います。

生も一緒に行かれ、フランス刺繍の手法を学んで

1920 年、これが崇貞学園の創立記念日に当た

取り入れ、それを売りさばいたといわれています。

るんですが、先ほどの災童収容所を解散します。

崇貞学園の建設資金獲得のためにこういう苦労も

５月 28 日、崇貞学園が開学します。これは桜美

なさいました。
美穂先生は彦根藩士の長女で、お祖母さんは井

林学園の開学記念にも当たります。
災童収容所の解散時のお礼金を元に、朝陽門外

伊直弼の奥方に仕えた豪胆女傑の方でした。美穂

に崇貞工読女学校を美穂先生と創立します。創立

先生と安三先生の次男で前理事長の清水畏三先生

当初は安三先生が、これは桜美林学園でも同じこ

は、美穂先生が 38 歳で亡くなられた時は子ども

とをしていますが、自ら広告文を書かれ、壁紙を

でしたが、京都で最後を看取られました。結核で

貼って募集しました。最初は 24 名。おそらく最

亡くなったお母さんの弱々しい姿しか思い出せな

初の頃だと思いますが、先ほどの写真の中に写っ

かったので、こんな気丈夫なお母さんだったとは

ています。教員が３人、３クラスでスタート。そ

思わなかったと後年述懐しています。

の後の募集広告でさらに人数が増え、60 人まで

安三先生との出会いは彦根教会で、同志社専

になりました。教室は化け物屋敷と呼ばれる中国

門部家政科を卒業され、1918 年大連教会で結婚。

の家屋で、それでも４棟あり、うち３棟を教室と

瀋陽（当時の奉天）で南満洲医大病院看護婦学校
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の講師を務めます。北京に移られてから安三先

でに著名人ですから、外務省とかいろんなところ

生を助けて児童館の運営に当たると同時に、ご自

が手を回して案内箇所を決めていたのですが、安

身匪賊が跳梁する地方に単身赴いたというお話も

三先生の提案そのものが気に入って、それが決め

残っています。24 年、安三先生の留学に同道し

手になって案内してもらったといわれています。

て渡米し、マクドゥエル・カレッジで洋裁（フラ

孫三郎さんは北京大の蔡元培総長をはじめ胡適、

ンス刺繍も）を学んで卒業しています。孤児院等

毛沢東等にも会っています。しかし、孫三郎さん

でも実地研修をされています。

はそういった人達に会うよりも、安三先生自身に

27 年、日本経済の不況で支援打ち切りに会い

興味を示したようです。その後、校地を拡充する

ます。安三先生はオベリン大学を卒業して帰国後、

のですが、校地の購入資金を提供しています。学

読売新聞北京特派員などを務めるほか、27 年に

園は 1922 年、工読女学校にほど近い芳草地に校

は蒋介石との単独会見に成功しています。安三先

地買収を開始し、30 年には新校舎（いろんな大

生はいろんな形で崇貞学園の募金集めをし、その

きい校舎がありました）を完成させ、31 年には

中で美穂さんは長男泰さん、長女星さん、それか

移転して中国教育局から正規の小学校に認定され

ら（前の理事長である）次男の畏三さんの子育て

ました。当然ながら初代校長は中国の方で、羅俊

に京都で専念するんですが、残念ながら先ほどい

英先生。その羅校長は魯迅が紹介したといわれて

いましたように 38 歳という若さで亡くなります。

います。

清水畏三先生は美穂先生があまりにも苦労された

この辺のエピソードは『わしの眼は十年先が見

人生であったと思っていましたが、そうではなく、

える』という、大原孫三郎伝に書かれています。

自ら進んでその道を選択され、死の直前にあって

案内したお礼に何が必要かといわれた時、
「わし

も安三先生を叱咤激励する、気丈の人であったこ

は留学したいんだ」
「じゃあ」ということでポン

とを後年知ることになります。

と、確か 2,500 円ぐらいだったと思いますが、留

先ほどいいましたように、清水安三先生は、桜

学資金を出してくれた。それでオベリン大学へ行

美林の名前の元であるアメリカのオベリン大に

くことになります。なぜオベリン大学かというと、

留学することになりますが、留学については倉敷

同志社大とオベリン大には関係があって、当時か

美術館を作った大原孫三郎から資金援助を受けま

なりの数の牧師さん達がオベリン大学に留学して

す。作家、城山三郎の『わしの眼は十年先が見え

いるんです。オベリンは長老派で、組合派ではな

る』（1994 年新潮社から文庫本も出ています）の

いんですけれども、そちらのほうに行くことにな

中にそのエピソードが書かれています。いきさつ

ります。オベリン大は当時同志社大の留学先にも

を少し紹介させていただきます。

なっていました。このオベリン大で、日本で最初

大原孫三郎さんは安三先生の米国留学への資金

に男女共学論を唱えた小泉（旧姓）郁子先生と出

援助をし、その後の生涯にわたって崇貞学園を支

会います。先ほどいいましたように中国の教育局

えていく大スポンサーでした。孫三郎さんとの出

から正規の小学校に認定されましたので、魯迅が

会いは、孫三郎さんが生涯一度だけの海外旅行と

紹介した羅先生が校長先生になるんですが、羅先

して中国を旅行された時、安三先生が北京を案内

生は日本の敗戦後、日本に協力したということで

されたんです。安三先生は阿片窟や阿片中毒診療

逮捕投獄され、その後、残念ながら消息は分かっ

所、貧民の娯楽場などを見学先に含め、上流、中流、

ていません。中国当局には分かっているかも知れ

下流の市民層の家庭訪問、大学教授や学生との懇

ませんけれども。

談などを組み込みました。大原さんはその当時す

1932 年（昭和７年）
、崇貞学園の理事会は授業
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形態を変更します。午後の手芸労働、先ほどのフ
ランス刺繍とかそういうことをやめて、全日授業

念することになります。
清水郁子先生の略歴を読ませていただきます。

に切り替えます。それに伴い授業料を取るように

1892 年、島根県の松江の生まれです。本名小泉

なります。これは手工芸販売が厳しくなって、寄

イク。東京女子師範学校（現在のお茶の水女子大

付の募集が難航したことによるといわれていま

学）の文科を卒業され、富士見町教会で受洗。そ

す。それまでは、災童収容所から発展しています

の後、長崎県立高等女学校、兵庫県明石師範学

ので授業料を取っていませんでした。翌 33 年に

校教諭などを経て、22 年に渡米します。渡米し

は３・３制初級中学校の試行を開始します。これ

たころは、明石でかなり影響を受けて最初は救世

には崇貞小学校卒で現在も北京でご健在の馬先生

軍の士官学校に入ります。そこから 24 年に安三

が協力しています。

先生と同じオべリン大学神学部へ入学され、卒業

1936 年、二・二六事件が起きたこの年に、安

後ミシガン大学の教育学専攻に進学されます。29

三先生は小泉郁子先生と天津教会で再婚されま

年に修士号を取得され、博士課程に進学します。

す。33 年に美穂先生が亡くなった３年後です。

この資料収集のためいったん帰国するのですが、

33 年から校長職にあった安三先生は崇貞学園の

時局がら再渡米することができず、青山学院女子

学園長に就任し、郁子先生が校長職に就きます。

専門部の教授になります。優秀な方ですから教頭

同年崇貞女子中学校を正式に設立します。また、

までいきます。

朝陽門外における唯一の近代的校舎群が完成しま

郁子先生は平塚雷鳥とか、当時の女性活動家と

す。校地は 7,000 坪で、講堂、理科教室、礼拝堂

も親交があって、この頃いろんな活動をしていま

と２階の教室を連結させた校舎です。それに伴い、

す。言論関係でも、３冊しか書かれてませんが、
『男

小学校同様中学校も授業料を徴収することになり

女共学論』
『明日の女性教育』
『女性は動く』とい

ます。工読女学校は崇貞学園に切り替わってまい

う本を書かれています。
『男女共学論』は崇貞学

ります。それまではどちらかというと貧しい中国

園にも通じ、後に賀川豊彦先生とぶつかった原因

の子女、朝鮮の子女等を入学させていたわけです

でもあります。賀川先生は喧嘩別れのような形で

が、授業料を徴収するということで上層インテリ

理事長職を退くのですが、賀川先生は男子学校、

の子女もたくさん入学するようになり、郁子先生

小泉郁子先生と安三先生は男女共学をいい、それ

がそれらの教育内容を整備していきます。

が喧嘩の元だといわれています。オベリンは男女

郁子先生はこういわれています。
「私はこの学

共学と、もう１つは黒人の学生を初めて入れた大

園から将来支那婦人界をリードする女性を送り出

学です。そこを卒業されていますから、そういう

したいものと願っている」
。当時の生徒数は小学

信念が一貫して流れています。

校６学級 377 人。中学校３学級 68 人。卒業生は

34 年、汎太平洋婦人会議に日本婦人代表とし

もうこのあたりで 500 余名に至っています。日本

て出席するためハワイへ赴きます。言論界でもそ

への留学先もいろんな学校があります。卒業生の

ういう形でかなり活発に話されているわけです。

名簿があとのページのほうに出ていると思います

翌 35 年には朝鮮、満洲、中国の主要都市の大学

が、そういった方々で、朝鮮の方はまだ存命で韓

で講演もされています。そして、36 年に再婚され、

国にいらっしゃいます。同志社の女子だとか女子

崇貞学園長に就任されます。これが郁子先生の概

美術だとか、そういうところに留学されています。

略ですが、当時の社会情勢を少し話してみたいと

安三先生はやはり牧師さんですから、校務は優
秀な郁子先生に一切任せて、自身は伝道活動に専

思います。
1932 年、日本は満洲国建設からさらに隣接華
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北への侵略を進め、日中戦争は長期化の様相を示

にはその英文版まで出すなど、当時の軍部はかな

し始めました。安三先生は 35 年、中国内陸地を

りのキャンペーンをやっています。東亜同文書院

長期にわたって視察しています。その見聞記の内

ではどうであったかはわかりませんが、学園がそ

容が 36 年にハワイの日系新聞『日布時事』に掲

の宣伝に利用されたのではないかという考えは否

載されましたが、長期化は避けられないと予測し

めないと、李紅衛さん達は見ています。

ています。同年、蒋介石の信任が厚かった胡適に

39 年に朝日新聞社が安三先生を「北京の聖者」

会い、戦争阻止を訴えます。また、37 年に勃発

という形で持ち上げて、
『朝陽門外』は朝日新聞

した蘆溝橋事件について、これも有名なエピソー

社から出され、ベストセラーになっていくわけで

ドですが、北京を守るため日中両軍間を奔走し、

す。対中政策の変更によってこういう形で学園が

北京にいた宋哲元軍を撤退させます。当時動いた

逆に資金援助を受けてかなり大きくなっていきま

今井武夫駐在武官の評伝が最近出ていますが、そ

す。学園は 38 年以降、校地をさらに拡大し、図

の方との関係、それからクリスチャンであった宋

書館、体育館、２階建て大型教室やスタンド付

哲元との関係もあって、
日本陸軍の北京の特務 ( 松

きのグラウンドなども整備し、最初は中国人、あ

井機関だったと思います ) と宋哲元とのあいだを

るいは朝鮮人等を入れていましたが、39 年には

行ったり来たりしながら、いろんな形で動いた。

日本人対象の３年制の中学部を併設し、日本人の

そのことはご自身のエピソードではかなり詳しく

子女を入れるようになります。学園はインターナ

述べていますが、なかなか実態ははっきりわかり

ショナルな要素を帯び、太平洋戦争が始まる 41

ませんでした。今少しずつ証言が出てきて、徐々

年当時において拡大されていくことになります。

に客観的に見られるようになってきています。

韓国併合前から朝鮮人は中国にかなりいたと李

郁子先生のほうは南京で蒋介石夫人であった宋

さん達はいっています。北京に多数いたその人達

美齢に会って戦争回避を訴えていますが、残念な

の子女が日本人対象の女子中学部に入ってきます

がらそれはできなかった。ハワイでの汎太平洋婦

が、けっこう成績は良かったということをいって

人会議に宋美齢の関係者がいたのでしょう。その

います。

関係で宋美齢に会うことができた。また、
1945 年、

安三先生は朝鮮人の子女に対してかなり愛情を

崇貞学園の接収時、蒋介石夫妻に宛てた手紙も出

もって応えていたと思います。日本人対象の女子

てきています。このように、安三先生と郁子先生

中学部の生徒の大半は朝鮮人子女で、安三先生は

が現実に戦争回避を訴えたということが、徐々に

民族の誇りを自覚させようと、創氏改名が同化政

わかってきています。

策としてあったにも関わらず、これを拒否して学

戦局がだいぶ悪化してきて、41 年には太平洋

園内（学外ではとてもできないけれども）では元

戦争が始まりますが、その 2 年前の 39 年に、安

の苗字、たとえば鈴木なにがしが玄さんというふ

三先生は崇貞学園の募金活動で訪米しています。

うに朝鮮名で呼び、しっかりと朝鮮語も学ぶよう

郁子先生は学園の整備と拡大に力を発揮します

にしていた。教会に行って、教会の中で朝鮮語を

が、その背景では日本の対中文化政策がかなり変

話せるようにしたということもいわれています。

更され、軍部だけではどうにもならなくていろん

郁子先生と一緒に民族服を身に着けたりもして、

な形で動いていきます。そのため朝日新聞社刊の

日本の敗戦が濃厚（短波ラジオで情報を入手して

『朝陽門外』とか、外務省情報部が劇作家上泉秀

いたようです）になると、朝鮮の独立後に備えて

信に『愛の建設者』
（安三先生の北京での活躍を

いっそう激励したといわれています。敗戦を予感

中心にまとめたもの）を執筆させたり、1940 年

していたということですね。
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1939 年、安三先生は校務を郁子先生に任せて、

著書目録を見ていただければわかるように、膨

自身はまた貧民救済に乗り出します。皆さん中国

大な量のものを書かれています。収集を兼ねて

に行かれていると思いますが、当時貧民窟あるい

ワークショップとかいろんなことをやってきまし

は歓楽街があった北京の天橋で安三先生はセツル

たが、なかなかうまくいっていません。遺品等は

メント愛隣館を開設します。一帯は、現在自然科

収集活動があって一次資料までは何とか整理でき

学館になっており、私が行った当時は建物が残っ

るようになりましたが、まだまだこれからも掘り

ていて、マクドナルドの販売店になっていまし

起こしを継続していかなければならないと僕等も

た。その天橋の貧民街に貧民救済施設愛隣館を開

考えています。ということで、ざっとですが話を

設して館長に就任します。学園内では中国人のた

させていただきました。どうもありがとうござい

めに崇貞教会を設ける一方、愛隣館では良質の飲

ます。

料水を供給するために井戸を掘ったり、日本人の

【今泉】 ありがとうございました。レジメを元

女医さんを常駐させて無料診療を実施したり、識

に詳しく発表していただきまして、崇貞学園と創

字教育という今のユネスコに近いことも行ってい

始者の清水安三さんと奥さんである郁子さんの経

ます。授産事業（まさにセツルメント）も手がけ

歴や人柄についても触れていただきました。これ

ました。これは終戦まで続いています。

から予定された時刻まで 30 分ほどありますので、

太平洋戦争が始まってからの活動については、
どういう活動をされたかはなかなか見えてこない
のですが、敗戦後 1945 年 11 月に北京政府により
接収され、私有財産等も全部没収されて、最終的

講師にご質問いただき、またご意見があれば出し
ていただきたいと思います。
【黒田】 答えられる範囲で答えさせていただきま
す。

に 1946 年に仙崎に帰還されます。普通でしたら

【石田】 東亜同文会に関するところで質問した

郷里へ寄ったりするのでしょうが、不思議なこと

いのですが、
「日本の対中政策の変化でだいぶ性

に東京へ直行されます。ここもまだ解明されてい

質が変わってくる。戦局は悪化するが学園は拡

ません。その翌日に再び賀川豊彦に会い、
「君、

大する」ということで、対支文化事業部との関わ

もういっぺん農民学校を開いてみないか」といわ

りがあると思います。今のご紹介では曖昧なまま

れて、軍需工場の宿舎であった片倉工業の宿舎を、

でしたが、具体的に資金的な記録とか、どれぐら

今風でいえばリニューアルする形で桜美林学園が

い日本側から資金が投入されていたとか、そうい

スタートを切ります。その間わずか１年余りです

うところは明らかになっているのかどうか。なぜ

が、どういう形で学園が桜美林学園に結びついて

かといえばこの時期に東亜同文会が北京に進出し

いくのかは、まだはっきりわかっていません。

ようとした時に、崇貞学園を女学部として吸収合

敗戦の日、８月 15 日には安三先生が朝鮮の子

併させようという案が出されました。しかし、外

女達に対して日本の罪を謝罪し、朝鮮独立万歳を

務省の対支文化事業部は「ここは独自で規模を拡

叫んだといわれています。それが卒業生達の言葉

大しつつやっているから」と。はたから見ると同

の中に残っています。46 年、中国を離れて仙崎

文会のほうがはるかに規模は大きかったはずなん

港に帰還されましたが、そのあと安三先生はあれ

ですけど、最初から同文書院が入ってきちゃだめ

だけ貢献したにも関わらず一度も中国の地を踏ま

だよということで無視された。それからすると同

ず、96 歳で生涯を閉じます。郁子先生は残念な

文書院側から見た場合には、北京地域での崇貞学

がら 71 歳で、確か大学を見る直前だったと思い

園というのは日本の軍政、占領政策の中でもかな

ますが亡くなられてしまいます。

り深く踏み込んで活動していたのではないかなと
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いうイメージがあったもんですから、そのあたり

このように安三先生の書かれたものは多数あるの

どれぐらい具体的なことが今分かっているのかを

ですが、その裏付けになるものは今のところ微々

……。

たるものです。ほんとうはそこがわれわれも一番

【黒田】 先ほどいいましたように、実はこの辺の

知りたいところです。

中国での研究がほとんどできていなかったんです

【石田】 ありがとうございました。

ね。資料にございますとおり北京の档案館で見つ

【藤田】 それに絡んで、民国政府が確立してから

けた資料などを基に李紅衛さんが博士論文として

後、たとえば旅順や大連を中国に戻せとかいう運

初めてまとめあげて、その著書が間もなく出版さ

動の中で、教育の改悛というのがあるんですね。

れるんですが、その中でもおそらく、日本からど

特に外国勢力が入ってきていろんなクリスチャン

のぐらいの資金援助があったかというのはすべて

の学校を作っていましたが、そういうものを排除

ではないように思えます。ただミッションスクー

するという動きによって欧米から来ていた学校は

ルですから自分でかなり募金活動をして集めて、

撤退していくんですけど、崇貞学園はクリスチャ

関西の財界（これもはっきりわかっていません

ン関係の学校なのにそのままそこに存在した。同

が）先ほどいいました大原さんなどからかなりの

文書院の場合はけっこう上層部と関わりがあった

資金援助を得たり、教会からの資金援助等で経営

ため免れてそのまま存続することになったんです

をやっていたという状態です。それと国からの資

けど、崇貞学園が存続したのにはどういう理由が

金援助もあったと思います。たとえば、太平洋戦

あったのかを知りたいのですが。

争が始まってからですが 1941 年に金杯をもらう

【黒田】 これはおそらく安三先生というよりも

のですが、そう意味では実のところまだまだ未整

郁子先生の関係のほうが大きかったような気がし

理というのが実情です。安三先生の書いたものも

ます。郁子先生と日本との関係ですね。安三先生

その辺は曖昧で、われわれもかなり苦労して調べ

は同志社との関係や関西の財界との関係がかなり

てはいるのですが、何せ相手国が中国で、資料は

あったようなことがいわれていますが、先ほどい

おそらく持っていると思いますが、学園の経営の

いましたように、その辺がまだ明確ではないんで

実態とか、資金などお金の問題はどうもまだはっ

すね。藤田先生がおっしゃっていることは非常に

きり分かっていないのが実情です。

わかるんですが、まだその辺まではわかっていな

実は崇貞学園の学園報のようなものがあって、

い。本来桜美林の同窓生がもう少し客観的に調べ

おそらくそのなかには全国の教会に宛てた募金活

上げていれば、たとえば、安三先生が存命中にか

動の記事もあり、募金者の名前がズラッと載って

なりの部分、聞き取りができたはずなんですが、

いるはずなんですが全号揃っていない。それから

それすらもできなかった。あまりにも安三先生へ

私が先鞭をつけた大原美術館にある大原家の倉庫

の思い入れが強すぎたために同窓生は安三先生の

の調査ですが、そこに安三プロジェクトの関係者

言ったことをそのまま信用してしまった。戦後の

が入ったのは３人目か４人目ぐらいで、まだ手つ

桜美林学園の歩みは、ある程度わかりますが、戦

かずの状態にあるようです。孫三郎の評伝で書か

前の崇貞学園に関してはほんとに手つかずに来

れたようなことは事実としてあったとしても、そ

てしまい、やっと十数年前、清水畏三先生の指示

の後終戦直後まで安三先生は終戦直後まで募金活

で、僕とか桜美林学園の先生で、牧師でもある小

動で大阪に来たりした時に孫三郎さんのところに

林茂さんにそれらを調べよということで始まった

寄ってるはずですが、3 つほどある倉庫の中には

んです。今から 20 年ぐらい前に初めて手がつい

その証拠となるような手紙類が一切出てこない。

た。その後、この研究会ができたのですが、まだ
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十数年しか経っていません。僕は廊下鳶みたいな

文書院の資料調査について話していただいたのは

感じで、個人的なことになりますけれど、あっち

今泉先生でした。その時、李紅衛さんはまだ教育

へ走り回りこっちへ走り回り、やっと中国文学の

問題に多少調査を始めるという状況であって、安

丸山昇先生（故人）を口説いてプロジェクトの委

三先生についてはまだ序の口ぐらいで、研究会の

員長になってもらった。また、榑松かほる先生が

発足と同時に李さんも加わってきて。ですから、

女性教育の問題を教育史学会でやってたものです

同時進行みたいな形ですすんできており、われわ

から、その先生も口説き落としてひとつの形がで

れも李紅衛さんが持ってくる北京の資料を見ては

きあがり、第１回目の「清水安三の思想と教育」

びっくりして、
「へえ、こんなことをやっていたの」

という形でワークショップを開くことができたと

という状況でした。李紅衛さんの経歴を若干ご説

いうわけです。

明しておきます。

中日関係の近現代史の研究者は、いるようでい

1966 年、李紅衛ですから紅衛兵の申し子だと

ないというか。先ほどお回した阪大の名誉教授で

自分でいっているように、文化大革命の頃に生ま

ある子安先生が最近出された『昭和とは何であっ

れて、無錫の江南大学の日本語学科を卒業。1996

たか』という本に安三先生の『朝陽門外』につい

年にお茶の水女子大に来られて教育学科の故小川

て触れていますが、
「初めて知った」という。『朝

先生のもとで学び、修士を卒業され、2007 年に

陽門外』はベストセラーになっているし、山崎朋

この論文で学術博士を取られて、現在はアソシエ

子さんも『朝陽門外の虹』を書いているのに、そ

イト・フェローという形で研究員をしています。

んなばかな、と思いますが。子安先生はそういう

彼女からもらった資料に朝鮮人の卒業生の略歴が

ものを全然読んでいなかった。だから満州事変か

あります。

ら太平洋戦争に至る日中関係、特に教育分野なん

その中の玄次俊さんはもう 80 歳になんなんと

かは非常にわかりづらいし、それとの関係におけ

するのですが、原文はハングル語でなく非常にき

る植民地政策なんかもわかりづらい部分がある。

れいな日本語で書かれています。ご当人が書かれ

研究者も、特に中国の関係者はできなかった時代

た文章をそのまま写しただけで、何の手も加えて

がずっと続いていたと思われるので、李紅衛さん

いません。玄さんはクリスチャンで、卒業後、北

などはこの分野では初めてだと思います。その意

京の第一高等女学校の講習科を受け、１年後、初

味で今回の出版はすごく期待しています。その出

等科訓導の免許を取って日本国民学校の教師にな

版で面倒を見てこられた阿部先生が愛大のシンポ

ります。終戦後韓国に帰り、すごいなと思うのは

ジウムにこられると聞いて、そこにも何か縁があ

警察専門学校へ入学して１年か２年、警察学校の

るのかなと思っています。

勉強をし、そのまま残って２年間事務の仕事を

【藤田】 特に日本側との関係と言うよりは民国政

しました。主婦になって 10 年前から日本語塾の

府との関係が決め手だったのではないかと思いま

講師を始めた、というようなことが書かれていま

すが、その辺はなかなか資料的にむずかしいです

す。だから崇貞でかなりきちっと学ばれたと思い

ね。

ます。僕なんかも「黒さん、黒さん」といわれて

【黒田】 李紅衛さんも北京の档案館に入るのがか

可愛がってくれます。

なり難しかったといってました。彼女は無錫生ま

２人目の朴世玉さんは韓国生まれです。お父さ

れですが、中国人ですらなかなか入れなかったよ

んは大使館に従事されていて、僕も初めて知った

うです。北京の档案館にそれらの関係資料がある

のですが、朝鮮人担当だったということです。創

ということは彼女は知ってたんだけれど、東亜同

氏改名で木村さんという名前です。在学中にクリ

274

◦ 2178 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
北京崇貞学園と桜美林学園の創立者・清水安三を語る

スチャンになっていきます。同志社の家政科に行

に行われていたのではないか。先にも言いました

かれて、玄さんと２人で日本へ来て、僕も関西旅

が、その関係で蘆溝橋事件に関しても働きができ

行なんか一緒に行ったんですが、同志社ではかな

た。先ほどの宋美齢の関係もクリスチャンコード

り懐かしく旅をされていました。

ですよね。さらに、若かりし 30 代、40 代頃は中

韓鳳梧さんはまた全然違いますが、私の師事す

国共産党の最初の頃のメンバー、毛沢東や李大

る安宇植先生のお話では、クリスチャンから朝鮮

と付き合っていて、魯迅や内山完造とも付き合い

独立運動に関わっていく人がけっこういたという

がある、というようなことで、とにかく人に付き

ことですが、この韓さんのお父さんも朝鮮独立運

合うのが上手だったなという感じをすごく受けま

動家で、15 歳から革命に参加して亡命生活をし、

すね。

37 歳の若さで亡くなられました。韓さんの日本

【大島】 大変興味深いお話や初めて聞くお話で大

名は村田さんです。この方も同志社へ行って、韓

変参考になりました。私はこの東亜同文書院大学

国へ帰って大学に編入して卒業し、高等女子学校

記念センターで客員の研究員として、
「東亜同文

で教鞭を取られました。

書院から愛知大学」という大学史をやっておりま

尹淑子さんは大連生まれです。やっぱり独立運

す大島と申します。ここでまずお聞きしたいのは、

動（三・一運動）に参加して中国へ亡命しました。

1944 年といいますと日中戦争が行き詰まってい

これも李紅衛さんが調べているのですが、卒業生

た時期ですが、北京地域は完全に日本軍の占領下

には朝鮮人が半分ぐらいいて、お金持ちか、こう

にありました。それにも関わらず崇貞学園は南京

いう形で朝鮮独立のために働いた人達が亡命して

国民政府より 100 万円の報奨金を受領している。

その子女が崇貞学園へ行っていた。崇貞学園で囲

どうしてこんなことが可能であったのかという、

われるということで、子ども達に対する民族的な

これが一番の疑問です。1921 年に崇貞学園は設

支援活動を学校内でしていたということを如実に

立されますが、それの監督官庁や、それに適用さ

物語っているのではないかと思っています。

れる教育法規などは中国国民政府の教育省の監督

あと現在まだ存命だと思いますが、崇貞学園の

を受けていると思うんです。それが続いていて、

理事にもなられた馬さんという方がいます。馬先

しかもキリスト教関係により中国人に深い人脈を

生は日本にもたびたび来られ、いろんな会話を交

持っている。今日のお話の中から考えられること

わしています。

は、キリスト教的な考えで、反戦論者ではないけ

みんな日本語がものすごく上手だし、日本人
部で英語教育、語学教育を崇貞学園は熱心にやっ

れども非戦論者であると。そのことからこういう
ことも可能になったのではないかと思います。

ていましたから、その時の英語教育が後年日本へ

これは私の受けた印象なのですが、1920 年代

帰ってきて大変役に立ったと同窓生はおっしゃっ

というのは日中戦争が始まる前で、世界的にはワ

ています。中学部で大学と同じぐらい６コマの英

シントン体制という国際関係ができあがり、日本

語教育をやっていたといわれています。１週間に

はアメリカやイギリスに対して話し合って融和し

６コマですから猛烈ですよね。なおかつ日本語の

協調していくと同時に、その圧力もあって中国に

授業もあったといいます。日本からの資金援助を

対しても協調している。そこで東亜同文会関係で

受けながら、日本ではおそらくできなかったこと

すと、東亜同文書院は一応別にして中等学校レベ

を中国の地でやられていたわけです。

ルでは天津や漢口で中学校を運営しています。経

また、安三先生と関係した人物にはクリスチャ
ンコードで結ばれており、情報交換もかなり頻繁

営は日本側がイニシアティブをとっていますが、
新たに中国の法制や教育法制に適うものに再編成
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していますね。そういう雰囲気が 20 年代にはあ

たちが東洋文庫やキリスト教関係に手を尽くして

り、崇貞学園の設立も容易であったという気がし

もなかなか出てこない。４頁ほどのものと思うの

ます。

ですが。

もうひとつ、東亜同文書院の根津先生という

その過程で、関西で個人的に持っていらした方

人は非常に尊敬に値する人だと私は思っています

がいて、その方が持っているのが唯一のものだと

が、残念なから上海には根津先生の銅像はありま

聞いています。おそらく北京のどこかにまだ眠っ

せん。あったのですが撤去された。
（内山完造の

ているのではないかと李さんもいっていますが、

銅像はありますけれども。
）それに対して崇貞学

それを調査するのもまだまだ難しい状況だといい

園の場合、これはおそらく誇るべきことだと思い

ます。崇貞学園の卒業生も東亜同文書院と同じよ

ますが、新中国になった後も存続して、その中学

うに存命されている方が少なくなって、調査も難

校が創立者の銅像を残している。これはやはり清

しくなってはきていますが、それでも何とか続け

水先生が徹底的な非戦論者で、貧しい人間だけで

てやっていきたいなと思っています。

なく圧迫されている人間を匿ったり庇護したりし

【今泉】 そろそろ時間ですので、私が最後に。中

たことを中国人が認めているということの証拠で

国国家図書館の未整理の資料をデジタル化する文

はないかと思います。同文書院の根津先生の銅像

献センターが新しく設けられ稼働したといわれて

が上海交通大学にあったらと思いますが、それは

います。そこの研究員の王広生さんという方がた

不可能かもしれませんね。

またま北京国会図書館と日本の国立国会図書館と

【黒田】 ありがとうございます。陳経綸中学とい

の留学研修協定により半年間日本に来ており、記

うのは、又聞きですが、香港の財閥であった陳経

念センターを最近訪問されました。藤田先生と武

綸という方が、個人的なお金を出された。中国で

井さんと私がお会いし、伺ったことですが、未整

はどのような仕組みになっているのかはわかりま

理のロシア語の文献と日本語の文献を新しく設立

せんが、公立の学校に陳経綸という名前が付いて

したセクションでデジタル化したいという構想の

います。

もとで始まったといいます。ですからわれわれが

安三先生と戦後の中国との関係でいいますと、

かなり前から追求している同文書院の資料や、ま

戦後１、２度中国からお招きがあったのに中国の

た崇貞学園の資料も未整理のまま所蔵されている

地を踏むことはなかった。中国から教育使節団が

とすると、公表されると言うか整理されるチャン

来られた時、安三先生は出かけられているんです

スが巡ってきたかなという気がします。しかし、

ね。お歳かなと思いますが、65 歳から 96 歳まで

期待が空振りに終わるかも知れません。同文書院

30 年間ぐらい、ヨーロッパへ行ったり、戦後ブ

関係は私が目で見ましたのでありましたけれど

ラジルまで桜美林のために募金活動に行かれてい

も、崇貞学園のものがあるかどうかは保証の限り

るわけです。それだけのエネルギーを持った方が

ではありません。しかし北京で接収されたもので

なぜ中国には行かなかったかというのは大きな疑

今のお話のような背景だとすれば、それなりにき

問です。

ちっと保管と言うか、未整理のままあるのではな

このように安三先生ご自身が書いたものはかな

いかなという気がいたします。

りあるのですが、たとえば『北京週報』にしても

さらに、これは私の感想ですが、戦前の日本

94 点も書いていながらやはり抜けていたり、『支

人が書いた中国に関するいろいろなものを、良い

那之友』という、学校経営・募金活動に関わるも

のも悪いのも全部戦後は無視されている。たとえ

のがほとんど出てこない。榑松先生や李紅衛さん

ば内山完造が書いたものもたくさんあるし、清水
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安三もそうですけど後藤朝太郎やいろいろな人が

します。われわれ自身の手でもう１回きちんと整

書いています。しかも、その当時はそれが非常に

理し確認しなければいけないなというのが感想で

大きな影響を与えたということが他の人達の話か

す。

ら出ています。それをわれわれ（私も 70 を過ぎ

時間になりましたので、まだ何かあるかと思い

たんですけど）を含めて今の若い方まで、日本人

ますが、これで終了させていただきます。本日は

が戦後無視してきたということがあるという気が

どうもありがとうございました。
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清水安三年譜
西暦

和

暦

月

日

歳

清水安三先生記録

1891

明

24

6

1

0

滋賀県高島郡新儀村大字北畑 655 番地に父清水弥七母清水ウタの三男と
して生まれる。血液型Ｏ型。

関係書誌

一般社会
大津事件（5.11）

1896

29

1

27

4

父弥七永眠

1897

30

9

25

6

中江藤樹祭 250 周忌、藤樹さんになる決心

樋口一葉没（11.23）

安井川小学校入学

義和団事件（1898 − 1900）

1898

31

4

1902

35

4

10 安曇高等小学校入学

1906

39

4

1908

41

4

1

17

1910

43

3

24

18 膳所中学校卒業

4

9

1912

45

7

8

21 彦根教会で夏期伝道

2

7

22

22 柏崎教会（新潟）で夏期伝道（ニケ月）

1913

大

1914

3

1915

4

14 滋賀県立第二中学校入学

1918

6

7

横田美穂と出会う

中華民国成立（1.1）

｢ 支那漫遊記 ]（徳富蘇峰著）を読み、唐招提寺で鑑真和尚の話を聞き、
中国へ心を向ける

同志社大学卒業。三ヶ月楼で大学設立の夢を語る

4

1917

膳所中学校と改称（4.1）

基督教世界社就任
1

宮川経輝牧師に会う

少尉任官試験に合格。故郷に錦を飾る

5

28

除隊

5

29

郷里の母に挨拶

5

30

日本人宣教師第一号として中国への送別会（日本組合基督教会本部主催）

5

31

6

8

6

14

奉天（藩陽）の満鉄小学校で第一声

6

15

張作霖に面会 ｢ 日本から嫁がせる花嫁 ｣ と紹介

7

22

藩陽基督教会開所式

1919

送別記者会見で50歳で大学設立の夢を語る
26 大連着

29

第一回日曜礼拝

28

横田美穂（24才）と大連教会で結婚式。司式磯部敏郎牧師この年児童館
を開設

25

大日本北京支那語同学学会入学

5

北京在留邦人による日本軍出兵決議に一人で反対

1

｢ 支那生活の批判 ｣（我等）
1

28

22
1920

9

10

災童収容所を作り 799 名の児童を収容（「朝陽門外」により）
｢ 若き支那に於ける諸問題 ｣（我等）

3

31

大日本北京支那語同学会卒業

5

27

災児収容所解散

5

28

朝陽門外に崇貞工読女学校を設立。校長清水美穂。生徒 26 名 ｡（日記に
よる。｢ 朝陽門外 ｣ では 24 名）

8

1921

5.4 運動（5.4）

｢ 在支外人生活の批判 ｣（我等）

1

11

シベリヤ出兵（8.2）

27 北京に移住。美穂夫人は神戸の女子神学校へ

4

12

卒論「トルストイの内面生活」

24 歩兵第九連隊に一年志願兵として入隊

5

5

第一次世界大戦（1914 −
18）

夜平安教会の初週祈祷会でペトキン宣教師殉教の話を聞き中国に行く決
心を固める

3

3

12

日露戦争（1904 − 05）

同志社大学神学部入学

23
1

Ｗ．Ｍ．ヴォーリズ先生に出会う

29

｢ 支那最近の思想界 ｣（我等）

1

｢ 支那に亡国の兆ありや ｣（我等）

12

｢ 支那を動かす迷信の力 ｣（我等）

3

｢ 支那改造の原理 ｣（我等）

278

◦ 2182 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
北京崇貞学園と桜美林学園の創立者・清水安三を語る

西暦

和

暦

月

日

5

28

7

22

歳

清水安三先生記録

関係書誌

30 長男泰（たい）誕生

11
1922

11

｢ 支那共同管理論の検討 ｣（我等）｢ 阿Ｑ正伝 ｣ 魯迅（12.）

1

｢ 北京週報 ｣ に論説掲載 1927 号
まで数十回

北京週報論説記者となる

6
10

31
14

｢ 支那反基督教運動の一考察 ｣

12

3

1924

13

7

美穂夫人と共に米国留学のため北京を離れる

9

オベリン大学留学

9

20

11

10

14

9

1926

15

5

1927

昭

2

1
19

6

1929

4

1

1930

5

7

1933

8

1936

11

1937

12

13

孫文没（3.12）
A Statement of theology by y.s.

35 次男畏三（いぞう）誕生
蒋介石と単独会見

南京事件（3.）

「支那革命史論」（旅順・南満州教
育会）

1
一時帰国
11

｢ 湖畔の声 ｣ に論説掲載 1932 号
まで数十回

基督教世界杜編集主任

38

｢ 支那基督教史論 ｣（基督教研究）
同志社大学講師（中国政治思想史、中国史、中国哲学史）野球部長
志社中学講師（漢文学）

4

内村鑑三没（3.28）
｢ 江西学に関する一考察―藤樹学
探源 ｣（キリスト教研究）

3

24

同志社大学講師辞任

3

25

近江兄弟社北京駐在員

3

20

12

19

42 清水美穂召天（38 才）

6

1

45 清水安三（45 才）小泉イク（43 才）天津教会で結婚式挙行

満州国建国宣言（3.1）

｢ 支那語読本 ｣（大阪･一書堂書店）

6

崇貞学園大増設（7000 坪の土地 ､ 講堂、理化教室）

6

戦争阻止のため胡適らと話し合う

6

同

39

7
1938

関東大震災（9.1）

37 読売新聞北京特派員となる

7
1932

その２｣（我等）

｢ 支那当代新人物 ｣（大阪屋書店）

4
7

｢ 支那の話

｢ 支那新人と黎明運動 ｣（大阪屋
書店）

34 オベリン大学卒業 ｡B.D.（神学士）受領

1

3

その１｣（我等）

崇貞学園チャペル献堂式

3
1928

｢ 支那の話

33 大阪教会で接手札を受け正教師（牧師）となる

7

1925

森鴎外没（7.9）

長女星（ほし）誕生

11
1923

一般社会

崇貞学園設立（｢ 基督教世界 ｣ による）

二・二六事件（2.26）

中国軍北京守備軍七千撤
退
廬溝橋事件日中戦争始ま
る（7.7）

46 北京を戦禍から守るため、日中両軍司令官にかけ合う
10

47

「支那の人々」（東京･隣友杜）
大津孫伝芳氏未亡人から ｢ 愛隣館敷地 ｣ の寄贈を受ける。六月会館建設
起工 ､12 月完成

1939

14

北京市天橋にセツルメント ｢ 天橋愛隣館 ｣ 設立 館長（安三）現地委員
長（郁子）となり、その経営に従事（1945.8 まで）

1
3

20

｢ 姑娘の父母」（東京･改造杜）

4

15

外務省情報部は劇作家上泉秀信氏
により ｢ 愛の建設者 ]( 東京・北星
堂書店 ) を執筆出版させた。

4

20

｢ 朝陽門外」（大阪朝日新聞社）
ベストセフー

12
1940

15

3

48 崇貞学園募金キャンペーンのため訪米の途につく
｢ 大陸の聖女 ｣（松本恵子著
東京・隣友社）

2
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歳

清水安三先生記録

関係書誌

5
7

7

49 北京帰着

16

上記上泉著の英訳 A Japanese
Pastor in Pekin 出版（東京北星
堂書店）日本人の中国での慈善を
宣伝
母清水ウタ召天（94 才）キリスト教の洗礼を受く

4
12

北京崇貞学園に日本入部設置
8

50

18
1943

18

5
8

｢ 支那人の魂を掴む ｣（東京・創
造社）

52

54 韓国朝鮮人生徒達に日本人の罪を謝罪、朝鮮国の独立万歳を叫ぶ

19

5

20

8

15

南京国民政府より 100 万円報奨金受領

8

20

崇貞学園第二学期始業式で日本帰国を表明

11

8

北京市政府教育局により崇貞学園接収、私有財産も失い無一文となる

3

15

LST（米軍上陸用船艇）に乗船、中国を離れる

3

19

山口県仙崎港に上陸一人千円づつ支給

3

22

早朝東京着、焼野原で祈る

3

23

賀川豊彦氏と神田小川町交差点で邂逅、六月二日まで林彰文堂の片瀬別
荘から通勤

3

24

東京都南多摩郡忠生村大字木曽 2693 番地に学園設立を決意

4

10

文部省に桜美林学園設立申請

5

5

桜美林学園開校式

5

29

桜美林高等女学校、英文専攻科設置認可

5

29

1947

22

3

22

55 桜美林中学校設立認町

1948

23

3

10

56 桜美林高等学校設立認可

9

1

57

12

25
14

1950

25

3

1951

26

3
7

日本敗戦（8.15）

途中生きる希望を失う

学園長清水安三、校長清水郁子
校長清水郁子

日本国憲法施行（5.3）

校長清水郁子
｢ 希望を失わず ｣ 初版本（桜美林
出版部）
｢ 中江藤樹の研究」
（桜美林出版部）

58 桜美林短期大学（英文科）設立認可

学長清水安三

桜美林学園募金キャンペーンで北米南米旅行
25

1953

28

3

61 安三・郁子帰国

30

3

63 短期大学に家政科設置
1

朝鮮戦争始まる（6.25）
｢ 希望を失わず ｣ 改訂版 The
サンフランシスコ条約
Story of Obirin"（桜美林出版部）（9.8）

60

1955

8

太平洋戦争始まる（12.8）

天皇より御内幣金拝領（手工芸…のため）

20

1945

21

｢ 支那の心 ｣（東京･隣友社）

51 日本基督教団華北布教区議長

1944

1946

北京駐在の日本憲兵隊によりドル買の疑いで取調べを受ける

18

8
1941

一般社会

｢ 開拓者の精神 ｣（東京・隣友杜）

64 学園誌「復活の丘」発刊
｢ 復活の丘 ｣ に自叙伝･聖書講義
等連載

8
1958

33

3

31

66 最初の鉄筋コンクリート校舎 ｢ 明々館」落成

1959

34

4

21

67

4

25

8

25

1960

35

1

19

1962

37

5

29

｢ 中江藤樹はキリシタンであった ｣
（桜美林出版部）
A MUSTARD SEED IN JAPAN
（W.M. ヴォーリズ著）編注（東京
･北星堂）

68

｢ 史的中江藤樹 ｣（謄写版刷り）
日米安全保障条約改訂
（1.19）
｢ 桜美林物語 ｣ 初版本（桜美林学
園）

70
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西暦

暦

月

日

歳

1966

和

41

1

25

74 桜美林大学文学部（英文科、中文科）設立認可

1967

42

4

10

75

1968

43

76 大学経済学部（経済学科）設立認可

3

15

3

28

6

10

1970

45

8

1971

46

5

清水安三先生記録

桜美林幼稚園設立

園長清水安三

77 米国オベリン大学より名誉博士号授与
79

アジア平信徒会出席のため韓国訪問、崇貞学園の卒業生と再会（死刑の
韓国青年救済が明るみに）

29

｢ 桜美林物語 ｣ 改訂版

1972

47

4

1

80 経済学部に商学科を設置

50

5

2

83 同志社大学より名誉神学博士号授与

6

2

84

1977

1978

1979

51

52

53

54

4

10

8

20

一般社会
文化大革命始まる（6.8）

｢ 中江藤樹 ｣（東京・東出版）

1975

1976

関係書誌
学長清水安三

日中国交正常化（9.29）

｢ 北京清たん ｣（東京･教育出版社）
｢ 周再賜先生の生涯 ｣ 編集（前橋・
周恩来没（1.8）
賜千会）

85 桜美林高等学校野球部が夏の甲子園大会に優勝

毛沢東没（9.9）
｢ 昭和への証言 ｣（歴史と人物・
中央公論杜昭和 52 年１月号）

1
7

25

｢ 石ころの生涯 ｣ 初版本（キリス
ト新聞社）

86

2

12

10

7

87 財団邦人善行会より金賞受賞

長男

泰

心不全のためロンドンで召天（56 才）

11

5

88 キリスト教文化協会よりキリスト功労賞受賞

1980

55

3

25

1981

56

7

20

90

1985

60

10

31

94 紺綬褒章受章

1988

63

12

11

1

17

1

30

中米国交正常化（1.1）
｢ 桜美林物語 ｣ 再改訂版（桜美林
学園）
｢ 石ころの生涯 ｣ 改訂版（キリス
ト新聞社）

桜美林学園総長
96 午後８時 20 分急性心不全のため召天 （96 才７ヶ月 17 日）
桜美林学園葬
『清水安三の思想と教育実践』より
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2007 年度 豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（1
回）
2007年度
豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（１回）

東亜同文書院の歩みと愛知大学

東亜同文書院大学記念センター長

藤田佳久

【司会】 皆さんこんにちは。豊橋生涯学習市民大

に関する研究を進めておりまして、こちらの豊橋

学トラム、愛知大学連携講座ということでお集ま

キャンパスに東亜同文書院大学記念センターを設

りいただきましてありがとうございます。私は豊

置しております。このセンターは昨年度文部科学

橋市教育委員会社会教育課の伊藤と申します。よ

省からオープン・リサーチ・センターとして選定

ろしくお願いいたします。

をされました。豊橋キャンパスに展示室を常設し

【加藤】 愛知大学の事務職員で企画広報課大学広

ております他、昨年からは全国各地で、５か年計

報係というところにおります加藤と申します。よ

画で書院に関する貴重な資料や研究成果を展示紹

ろしくお願いいたします。

介する展示会を開催しております。この連携講座

【司会】 今回の講座ですけれども 50 人の方にお

は東亜同文書院大学記念センターのスタッフが、

申し込みいただきました。ありがとうございます。

東亜同文書院と書院に集まる人々や歴史について

平成９年度から愛知大学さんと連携講座を始めま

紹介していくものです。よろしくお願いいたしま

して、これで 11 回目になります。いつもありが

す。

とうございます。本年度は「近代史の中の東亜同

それでは本日の講師の紹介をさせていただきま

文書院と愛知大学」ということで開催いたします。

す。本日は第１回ということで、本学文学部教授

よろしくお願いいたします。それでは講師のプロ

で東亜同文書院記念センターのセンター長をして

フィールの紹介を加藤さんにお願いいたします。

いただいております藤田佳久先生にご講演をいた

【加藤】 今ご紹介いただきましたように、今年の

だきます。藤田先生は地理学をご専門としておら

愛知大学連携講座はテーマを「近代史の中の東亜

れますけれども、同時に東亜同文書院大学記念セ

同文書院と愛知大学」と題しまして、愛知大学の

ンターのセンター長として書院に関わる研究を続

前身校である東亜同文書院について学んでいただ

けておられまして、書院に関する研究も著書も多

こうと思っております。東亜同文書院と言います

数ございます。本日は「東亜同文書院の歩みと愛

のは、日中提携の人材育成を目的として 1901 年

知大学」と題しまして、書院の成立・発展と背景、

に中国上海に創立された学校でございます。後に

また書院で行なわれておりました中国研究などに

大学となり、５千人もの優秀な卒業生を輩出しま

ついてお話をいただけるかと思います。それでは

したが、敗戦により閉校。後に幻の名門校と呼

先生よろしくお願いいたします。

ばれるようになります。この書院の歴史と精神を
受け継いで創立されましたのが、こちらの愛知大

【藤田】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

学でございます。愛知大学ではこの東亜同文書院

だきました愛知大学の藤田と申します。どうぞよ
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ろしくお願いいたします。今日は関心のおありに

ないました。図書館展ですから全国からお客さん

なる方にお集まりいただきまして大変ありがとう

が約２万５千人ぐらい入ったということです。そ

ございます。今もご紹介いただきましたように愛

の一番の目玉として我々のブースを置かせていた

知大学の前身的な大学である東亜同文書院大学を

だきました。全国の方々に東亜同文書院を見てい

記念した記念センターというのがこちらにござい

ただくいいチャンスになったと思っております。

ます。先ほどもご紹介がありましたように文科省

今年は愛知大学の東京事務所が文科省の隣、37

からオープン・リサーチ・センターというプロジェ

階建ての大きなビルの最上階に入ります。かつて

クトに選定されまして、とりわけ去年からより

東亜同文書院を経営していた東亜同文会が、戦後

いっそう活発な活動をしております。そういう点

霞山会と名前を変えて９階建てのビルを所有して

で今度豊橋市とトラムを計画するということで、

いますが、それも取り壊されて 37 階建てのほう

我々としては東亜同文書院を取り上げていただい

へ入るというので、10 月の終わりのオープニン

たことを大変嬉しく思っております。今全体のま

グの際に、そちらでもまた展示をやる予定です。

とめ役のセンター長をやっています。今日のお話

また、来年は福岡で開催する予定です。九州は東

は書院についての全体的なお話で、特に私が地理

亜同文書院が上海にあった関係もあって、たくさ

学をやっているせいもありまして、今から 20 年

んの方が書院に入学されています。各県から選抜

ぐらい前から、書院の方々が中国中を歩き回った

２名ということですが、途中から私費で入る学生

ところに非常に関心を持ちました。その辺のお話

さんもいました。特に福岡県は大変な激戦であり、

も真中に入れながら少し時間を過ごさせていただ

定員２人のところへ毎年 50 〜 60 人の志願者が押

きたいと思っております。

しかけました。ですから県のほうも年によっては

なお今回のリレー講義の中で、今記念センター
の整備が進んでおりますのでそのうちの１回は記

４人ほど合格を認めた時もあるようです。
再来年は、まだ決まっていませんが、関西地区

念センターの展示もご覧になっていただきます。

の京都か大阪か神戸で実施したく考えており、最

従って今日お話しすること、あるいは後半次々と

後の年は名古屋の車道校舎でやりたいと思いま

いろんな方がお話をされると思いますが、そうい

す。それによって東亜同文書院に関して多くの

うお話も記念センターの現場で再確認していただ

方々にご理解いただける良い機会を作りたいと

いたら大変ありがたいと思っております。特にま

思っております。と言うのも、現在、戦後約 60

た最近若い方にも関心を持っていただいて研究を

年が過ぎまして、書院もそうなんですが今や歴史

進めつつありますので、そういうところでぜひ改

的存在になっているところがあります。そういう

めて、現場でそれらの成果もご確認ください。

点で例えば最近の書物を読みましても、満州とか、

テーマは一応「東亜同文書院の歩みと愛知大

第 2 次大戦を含めてとりわけ戦前の昭和期あたり

学」とさせていただきました。皆さん方のお手元

も歴史研究の対象になりつつあります。そういう

にも研究報（ニュースレター）をお配りいたしま

中で東亜同文書院大学の内容も少し知っていただ

した。この中に昨年の秋以降、約半年間にわたる

いたらいいんじゃないかというふうに考えており

活動記録が載っております。現在この第２号を編

ます。

集中です。特にこの中で、現在、本学の図書館の

別の組織で文科省の COE プログラムという、

担当で文献調査のほうで非常に活発にやっていた

非常に大型のプロジェクトに、やはり愛知大学が

だいている成瀬さんの手を煩わせて、昨年横浜で

中国研究のほうで選定されまして、私もその推進

開催された図書館総合展の中で書院の展示会を行

委員に入っています。世界の大学のうちヨーロッ
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パの各大学と協定を結ぶため、その交渉に３〜４

てベルリンの壁が崩壊すると、以前から私が東亜

年、毎年出かけました。訪問したのは錚々たる大

同文書院に関して非常に関心を持ってやっていた

学です。イギリスで言うとオックスフォード大学、

研究成果をベースに、この東亜同文書院の存在が

ケンブリッジ大学、ロンドン大学のアジアアフリ

メディアで取り上げられるようになりました。当

カ学部、経済学部である LSE、それからオースト

時、日本の各大手の新聞社は書院の特集記事ある

リアのウィーン大学、ドイツではハイデルベルグ

いは連載記事を載せてくれました。中日や朝日の

大学（ドイツで一番古い大学。パリ大学から教授

ほか、日本経済新聞も５〜６回載せてくれました。

を引き抜いて作った）
、ブレーメン大学、オラン

NHK も 40 〜 50 分の特別番組を作ってくれたり

ダではライデン大学、フランスではパリの高等科

して、その反響の大きさにびっくりしたことがあ

学院など、多くのところを回りました。そこで東

ります。学内でもあまり東亜同文書院のことに関

亜同文書院と言うと皆さん知っている。これは大

心のないスタッフが非常に多かった中で、少し書

変助かりました。愛知大学の名は知られていない

院というものの存在を見直そうかという動きへの

んですね、残念ながら。だけど東亜同文書院と言

きっかけになったのではないかと思います。これ

うとすぐ反応があります。その後継大学というこ

はまた同時に日本全体でもそういうことが言える

とで愛知大学の名前を出しますとみんな快く応じ

のではないかと思っています。

て交渉の相手になってくれるんです。アメリカの

中国自体も、戦後の人民中国の時代には東亜

場合もそうで、戦前から戦時中、戦後もそうです

同文書院の存在そのものに関して観念的で、とり

が、日本以外の世界では東亜同文書院およびその

わけ江沢民政権の反日キャンペーンでは書院研究

中国研究というのはいろんな意味で注目されてい

は制約的でした。しかし、最近は中国の研究者自

たということが言えると思います。ただ日本はど

身が東亜同文書院の研究成果に対して注目をする

うかと言うと、戦後東西冷戦の狭間の中で中国に

ようになりました。書院がまとめた研究成果を中

日本の大学があったんだから、それは植民地経営

国語で出すようにもなりました。そのぐらい中身

の大学ではなかったかとか、あるいは中国をスパ

を覗いてみれば多くの研究成果があり、改めて多

イするための学校ではなかったかというようなイ

くの人がびっくりしているところがあると思いま

デオロギーによる見方とか、いろんな風聞が流さ

す。そういう点でこの東亜同文書院大学そのもの、

れたりして、東亜同文書院に関する研究は、表向

およびその中国研究（だけではなく東南アジアの

きの中からは消えてしまっていた時代が続きまし

研究もかなりやっていますが）が、今後ますます

た。

多くの方々に関心を持たれるのではないかと思っ

世界の研究者はずいぶん東亜同文書院を中心

ております。

に関心を持ち、そこの成果に関して多くの引用を

あとでご説明しますが、とりわけ中国各地の

しています。しかし日本の国内の中国研究という

調査報告というのは、清朝末期の時代から辛亥革

のは、東亜同文書院の多くの研究成果をそういう

命があって民国政府になったその時期には、国内

視点の中で省いてきたという時代がけっこうあっ

が非常に不安定な時代でしたから、そういう地域

たわけです。これは特に日本の中国研究者が戦後

調査を行なうというようなことはなかったんです

イデオロギー的に非常に固まっていた部分があ

ね。ですから戦前の、20 世紀前半の中国の事実、

り、中国の実態も調査せずに一方的な評価に片寄

実態に基づいた資料というのは、基本的には東亜

り、自由度がなかったためです。この背景にはや

同文書院の記録がほとんどだと言えるでしょう。

はり東西冷戦が色濃く影響していきました。従っ

そういうわけで現代の中国を理解する上でも、基
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本的な資料として東亜同文書院のいろんな研究

ざいます。今後さらに多くの研究者を得て、これ

成果がもう１回注目されてくる時期に、これから

が世界的に広がっていったらいいなと思っており

入っていくと思います。我々も多くの方々に注目

ます。

していただいて、いろいろな方々と併せてこの研

先走った話をしますと書院の総合調査のような
形になりますが、アメリカあたりで戦時中に、例

究が進めばいいと思っています。
第 2 次上海事変の時に東亜同文書院の校舎が戦

えば敵国日本を知り研究をするということで日本

火で中国兵に焼かれてしまい、隣の上海交通大

に関する情報をたくさん集め、ミシガン大学など

学を７年ぐらい借用します。交通大学そのものは

を拠点にしたことがあり、今日も続いています。

戦火を逃れて内陸やフランス租界のほうへ引っ越

日本は当時英語を使ってはいけないとか、野球も

していて、その空いたところを借用したわけです

日本語でやるとか言って一方的にアメリカを拒絶

が、交通大学側にとってみれば日本の大学が突然

していきますけれども、アメリカは日本の情報を

自分達の大学を占領したということで、面白くな

たくさん集めて、その中からエリア・スタディ（地

いはずです。しかしその留守に入り込んだ東亜同

域研究）という新しい分野を誕生させるわけで

文書院はそれまですぐ隣にありましたから、お互

す。これが戦後の文化人類学等に発展していきま

いに仲良くやっていた学校なんです。書院の運動

すが、書院の中国調査、あるいは東南アジア調査

会に交通大学の学生が参加したり、学生同士の組

のやり方それよりもはるかに先行していたという

織もいくつかできたりしていました。書院の交通

ことができます。そういう点で書院の中国、東南

大学使用はそういうことも全部消えてしまうぐら

アジアの「大旅行」調査は、戦時中から戦後の世

いの大きなできごとだったわけです。交通大学と

界に大きな影響を与えたのでないかと思っていま

いうのは鉄道の科学からスタートしましたから日

す。その辺はもう少しアメリカのミシガン大学あ

本で言うと工業大学です。今日、改めて書院がど

たりと共同研究が要るでしょう。前置きが長くな

んな学校だったのかということを、イデオロギー

りました。今日は用意した資料がたくさんありま

ではなく歴史的な事実を踏まえて、我々と交通大

すが、少し走りながらお話しできたらと思います。

学とでお互いに共同研究しましょうと。これは画

初年度にこのような当オープン・リサーチ・セ

期的だと思いますが、そういう研究交流をこの７

ンター年報を出させていただきました。これは

月に本学の当センター主催で行ないました。中国

先々文科省に出さなくてはいけないものです。こ

の方々も書院の研究に関心を持ち始めたというこ

の中に昨年３月までの我々のいろいろな研究活動

とが言えると思います。

の成果が収まっており、センター等でご覧いただ

私個人は書院の研究を今から 20 年ほど前、誰

くことができます。これは当記念センターの図録

もやらない時にやり始めました。私は地理学を

です。今度のプロジェクトとは関係なく、その前

やっていて、書院の中国地域調査には膨大な成果

にセンターの図録が要るということで作ったもの

があるので、それを少しでも解明したら今の中国

です。中身は歴史的な資料がいっぱいです。特に

のベーシックな部分が分かるんじゃないかという

今日は直接お話はできないのですけれども、次回

ことで研究を始めたわけです。最初はほとんど無

以降でまたそのお話もあると思います。山田兄弟

視されていた研究でしたけれども、先ほど言いま

のことです。孫文の隣にこの山田兄弟のうち山田

したようにメディアが 1990 年頃、ベルリンの壁

純三郎が写っている写真は定番です。こちらはお

の崩壊直後に一斉に取り上げてくれて評価される

兄さんの良政という方です。津軽の出身で、南京

ようになり、それでまた忙しくなったところがご

に最初同文書院ができた時の先生なんですが、こ
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の方は孫文を支持し、広東近くの恵州で蜂起した

最近はこの対岸にも大きなテレビ塔その他のビル

時それに参加して亡くなってしまいます。その遺

群ができて開発が進んでおります。ここがフラン

志を継いで弟の純三郎さんが孫文を支えたわけで

ス租界で、のちに日本が入ってきますとイギリス

す。実質的に純三郎さんは秘書をやっていました

との共同租界がこの辺にできます。書院が最初で

から多くの資料が集まり、純三郎さんの息子の順

きたのは中心地南郊のこの辺です。先ほどの建物

造さん（この方々は皆さん書院の卒業生です）が

が焼けて今度は北郊に移ります。３度目にいよい

それらを収集して孫文に関する博物館・展示館を

よ本格的な校舎をというわけで、フランス租界の

作ろうと、多くの資料を整理しておられたんです

西の外側のほうの徐家匯に作ったわけです。これ

けれども、病気でそれがうまくいかず、本学に寄

がその校舎です。これも石田君による作品ですが、

贈していただきました。そのコレクションも１つ

最初の校舎はこの程度しかなく、このぐらいの規

の大きなパートを占めております。

模でささやかにスタートしたようです。

こんな経過で孫文関係のコレクションが当記念

この書院の立役者と言いますか関わった方々を

センターに所蔵されることになりました。このよ

みますと、この写真の真中が荒尾精という人です。

うな孫文関係の資料は横浜と神戸に次いで全国で

この方は愛知県の出身ですけれども、明治の軍人

は３番目です。いろいろ貴重な資料がたくさんご

になりまして、熊本の鎮台へ行っている時に中国

ざいます。そういうものと、それから書院のこと

との接点ができました。明治 10 年代のことです。

も含めまして、この図録の中に入っております。

中国へ行って、今まで知らなかった中国を初めて

これも歴史的な資料そのものになると思っており

肌身で知ったのです。それまでの日本人の中国と

ます。見学の時にこういうことも頭に入れてご覧

言うと、漢詩・漢文ぐらいでしか知らなかったわ

になっていただくとありがたいと思います。この

けです。そこに書かれているのは南画の世界も含

辺のところはあとのほうで担当される先生方がま

めて非常にきれいな中国でして、四書五経など多

たお話をされると思いますので、あまり深入りし

くの古典で描かれる中国とともに、道徳感に溢

ないで今日は終わらせていただきます。

れるすばらしい国というイメージが強かったので

書院というとこういうキャンパス正面の写真が

す。ただ漢詩・漢文や南画などはみな中国のイン

必ず出てくるわけですね。これはカラー版ですと

テリ層の作品でして、インテリの人達が自分の才

煉瓦色の建物です。1901 年に東亜同文書院がオー

能をああいう表現の中に見出して示していくとい

プンしますが、その前の年に南京同文書院が開学

う世界でしたから、漢詩、漢文の描いた世界はあ

します。しかし義和団の乱が起こりまして、それ

る種の虚構でもあったわけです。南画もそうです。

を逃れて上海へ移り、1901 年に上海に東亜同文

ああいう世界の中には、例えば大多数を占める農

書院が設立されたわけです。最初はこういういい

民が農作業をやっているような光景を正面に取り

建物ではありませんでした。これは本学のリサー

上げるという作品は出てきませんし、農民を歌い

チ・アシスタントである石田君という方が研究を

込んだような漢詩も一切出てきません。そういう

されて書いたものですが、最初の校舎はこんな建

点では日本人の中国観というのはかなり一方的な

物で、都心からちょっと離れた一角に建物を借り

中国観だったわけですが、明治に入ってから少し

てオープンしたものです。上海に行かれた方がお

ずつ中国へ行く人も出てきて、中国の実態を初め

られると思いますが、ここがバンド風景です。昔

て知っていきます。そんな中で荒尾精はいろんな

の列強の遺産と言えますが、ヨーロッパあるいは

意味で中国に関心を持ち、中国の実態を知ろうと

アメリカの大きなビルが並んでいるところです。

したのです。そして彼がリーダー役になって、日
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本から渡って来た若い日本人達を集めて「中国の

なります。その時に荒尾精の親しい友人根津一（最

各地へ行っていろんな物産品などを見てこい、そ

初の院長）にそれをまとめさせたという経過があ

ういうのを情報として持ってこい」と言って派遣

ります。こうして日清貿易研究所は 1890 年に上

するわけです。この図はその一環を示したもので

海に設立されますが、日清戦争が始まり、この学

すが、全貌が分かったわけではありません。行っ

校は開校して５年目に日本へ引揚げ閉校になって

たきり帰ってこないとか、途中で亡くなってし

しまいます。しかし、この日清戦争というきっか

まったとか、そういうケースも非常に多かったの

けによって日本で初めてアジアとの接点ができ、

です。そのことから荒尾は指導体制や組織が失敗

アジア全体を見ようという動きが出てきます。そ

したと思っているわけです。それで後に日清貿易

れがこの東亜会とか同文会の誕生です。その他に

研究所（書院の前身のような学校）の設立に思い

もいろいろ設立された団体があって、皆さんもお

至っていきます。

聞きになったことのある明治の論客の錚々たるメ

荒尾自身は中国の中央部の漢口に本屋さんを開

ンバーもたくさん加わるのですが、その中の東亜

きます。スポンサーは岸田吟香という、日本人で

会と同文会が合体して、同文会のメンバーの中に

最初の国際商人といっていい人です。ローマ字の

いた近衞篤麿がリーダーになり、東亜同文会を設

ヘボン式というのをお聞きになったことがあると

立したわけです。

思いますが、そのヘボンから横浜で目薬の作り方

若き日の近衞篤麿はこんな感じの顔です。この

等を教えてもらい、辞書を作る時にもいろいろ教

方は貴族院の議長をやられた方ですが、明治 32

えてもらったりして、上海へ行って事業家として

年にヨーロッパから中国経由で洋行帰りをしてき

大成功します。これが若い時の岸田吟香、これが

ます。長いあいだ各地を見てきて見聞を広めたあ

晩年の岸田吟香の写真です。お子さんが岸田劉生

と、最後に中国にも寄ったわけです。この人は当

と言って、皆さんがよく見るであろうこういう絵

時の君子的スーパースターで、ヨーロッパに行っ

を描かれた方です。そのお弟子さんが豊橋の豊川

ても中国に行っても、各界名士の皆さん近衞のと

堂の高須さんで、その方が、愛大のロゴ（マーク）

ころへ集まってきてご挨拶をしたり、いろんな意

を作られた。そういう点で愛知大学は岸田と荒尾

見交換をします。この人は日記を残していまして、

との関係があったと思うところです。

それを見ますと人にばかり会っていることがわか

こうして日清貿易を中心にして荒尾の調査に基

ります。もちろんあっちこっちに行っていますけ

づき、のちに書院の院長になる根津一の手により

れども、我々ですとここまで行ったらあそこを見

『清国通商綜覧』という、今で言うと中国の商業

たらいいのにと思うようなことが多いんですが、

地理というべき本が書かれ、日本で初めて中国の

この方はとにかく人と面接するだけでも非常に忙

実態を示した本が出されました。中国の多くの商

しい。そんな時に日本の国からもいろいろな手紙・

品等もその中に入れてあります。当時の日本政府

情報が届きます。その中に東亜同文書院設立の話

はアメリカとかヨーロッパにばかり目がいってい

が少し出てきます。

たけれども、隣の中国にはこんなにすばらしいも

「東亜同文会としてはあなたの留守のあいだに

のもある、だからもっと率先して中国と貿易をす

いろんな検討をしました。南京に学校を作りたい

るべきだという提案をしていくわけです。ここに

という話が今進んでいます。その場合学校をどう

示した銅製品でもこういうものが中国にあります

いうふうにして作ったらいいかを本部としては考

よと。日本に中国の実態を知らしめた役割をした

えました」
。南京の町は真中が少し低くて両側に

人です。それが日清貿易研究所を作るきっかけに

山があるんですね。山の上に本願寺がもう進出し
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ていて、南京学堂という学校を持っている。この

そこでまず東京の目黒に東京同文書院という

南京学堂を書院として使わせてもらったらいいん

中国人留学生の受け入れ学校を作ります。ここは

じゃないかと考えたけれども、本願寺がうんと言

中国の留学生をたくさん受け入れました。さらに

わない。
「そこで我々は別に１校新しい学校を作っ

今度は朝鮮半島。当時の朝鮮半島も李朝の政権下

たほうがいいんじゃないかと考えている。これを

にあって非常に階層制のきつい国で、一般庶民は

作るについては外務大臣も大賛成で、日本の中で

教育が受けられませんでしたから、そういう子供

も支持してもらえている。お金もかかるけれども

達に教育を受けさせてレベルアップをしようとい

とりあえずうまくいくのではないか」というよう

うことで学校を建てるわけです。そんな時に津軽

なことが書かれていた手紙を上海に着いた時に受

出身の笹森儀助という方もその校長になっていま

け取るんですね。

す。この方は南東探検、要するに南洋諸島の調査

次に南京へ近衞篤麿が出かけた時に地元江蘇省

研究をやった人ですが、雪国の人が雪の降らない

（愛知県は江蘇省と友好提携をしています）の総

地域へ行って研究したというのはやっぱり好奇心

督（今で言うと知事）にその話をした。
「余は東

だったろうと思います。最初は校長になるんです

亜同文会の趣旨を述べ、南京にも学校を設けたい

が、やがて琉球（沖縄）の調査に入ってさらに南

と。そのことが非常に多くの便宜を日中間に与え

のほうへ行くんです。こんな方も東亜同文会の学

るんじゃないかということで意見交換をしたら、

校との関係があるんですね。面白いなと思います。

知事は大賛成であった」ということで早速現地で

これがなぜ分かったかと言うと、青森県の新聞社

近衞篤麿が、東京からの手紙をベースにして話を

東奥日報が、郷土の生んだ笹森儀助の行跡、彼の

した、というようなことが背景にあって、東亜同

たどったルートをずっと、１週間に１回ずつ新聞

文会を中心にして東亜同文書院構想がまとまって

に載せていまして、その中で東亜同文書院・東亜

いきます。

同文会の存在とぶつかったんですね。そこで執筆

南京の他に広東にも支持者がいたんですが、最

中の記者が愛知大学の記念センターに来られて、

終的には南京に作りましょうということで 1900

東亜同文書院の話をいろいろ聞かれたことがあ

年にできた。それが南京同文書院です。その時の

りました。その時に我々も笹森儀助がここの校長

近衞篤麿の一番の考え方は、清国を保全し、清国

だったと知って、ちょっと新鮮な驚きを感じました。

の力をアップさせ、アジアをもっと振興させるこ

そのあと前に述べましたように南京に同文書院

とです。当時はヨーロッパ等の列強がどんどん中

を作ります。ここには南京のことが書いてないで

国やアジアへ進出していましたし、日本もその圧

すけれども、それが東亜同文書院（のちに大学）

迫の中にいましたから、日中提携をすることに

ですね。途中で中華学生部に中国の学生も入れる。

よって全体としてパワーアップしたい。しかしそ

それからあと北のほうでは天津に中日学院、漢口

のためには戦争というようなことではなく、ベー

では江漢中学校、そしてずっと後になりますと北

スの部分での教育・文化事業が一番重要だ。お互

京の経済専門学校とか工業専門学校とか、東亜工

いの文化レベルを確認し合いながらレベルアップ

業専門学校とかを一部吸収合併しながら学校経営

していくことが重要だということで、東亜会側の

を中心に展開していったわけです。もちろんメイ

系統にはかなりイデオロギッシュな人達もいたん

ンは東亜同文書院です。そういう経過があったわ

ですが、東亜同文会としては教育・文化事業に徹

けです。

するということで、その一環として学校事業が具
体化していったわけです。

外国の地に学校を作ったなんていうのは世界で
も例を見ないんですね。イギリスもかつて７つの
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海を制したと言われますけれども、イギリスが海

の知事を訪問し、各県に共通の入学条件を提供し

外の植民地の中に自国の本格的な学校を作ったと

たわけです。お宅の県の学生さんを育てたい。つ

いうことはありません。クリスチャン系の学校が

いてはお金はあなたの県で持ってくれないか。各

少しあっちこっちにできたということはあるわけ

県知事を回って、２人ずつ県費生を入れましょう

ですけれども、それはそれぞれのクリスチャンの

ということで学生を集めた。最初は、お金のない

団体が作った学校であって、こういう形で堂々と

県は１人だけとか、授業料だけとか、生活費は自

他の国に学校を作ったという例は世界でもほとん

分でやってくれとか、後になるとだいたい週１ド

どないですね。今だったらそういうことはあり得

ルの小遣いまで貰えるというふうになってきまし

るかなと思いますが、100 年前にそういう企画を

た。昨年の７月に、書院を出て今 101 歳になられ

持って学校を作ったというところがなかなか独創

た安澤隆雄さんという 25 期の方に当時のお話を

的で面白い。日中間の提携をもって欧米諸国に当た

聞きました。あの方は新潟出身でやはり県費生に

ろうという背景がベースにあって、台湾もそうです

選ばれたんですけれども、新潟県としては当時新

が教育レベルが低かったので、そういうところの教

潟港を整備する必要があって、安澤さんのために

育水準を上げないとこの地域の国力はアップしない

出す予定だったお金が出せなくなった。だから自

ということを見抜いた発想だったと思います。

費で行ったそうです。そういう人も時々おられま

こうして 1901 年にできあがった学校ですが、

す。今から 10 年あまり前には書院出身の存命の

最初の頃のスタッフおよび科目を見ていただきま

方が 1,400 人ぐらいおられたんですが、今はもう

すと、語学・商学系、特に中国語は徹底して行な

半分以下に減っています。これはその方々がどの

われていたことがわかります。例えば中国人の先

県の出身かをお聞きして、回答のあった方々の県

生と日本人の先生が２人、教室に配属され、両方

別分布図を示したものです。前半の時期はまだば

の先生でより徹底的に中国語を指導しました。中

らついていますが、私費生も OK になってきま

国語が話せないと中国との取引ができません。中

すと今度は東京とか大阪とかの都市部、また愛知

国の商慣習は大変ややこしくて日本人の手に負え

県も多いですが、そういう都市部から多くの方が

るものではないという認識があったためです。こ

入ってきます。もちろん各県とも２人ずつは入れ

れを徹底的に勉強しないといけない。それに中国

たわけですけれども。

語も話せないとだめだということで、どうしても

1901 年に入った方が１期生で、34 年に入った

この調査・研究をさらに進める必要があった。そ

方は 34 期生ということになります。入学時にど

の手段としての中国語ですが、それ自体を目的と

んな夢を持って入ったのかというアンケートをし

して中国語の研究に入っていってしまう人もいま

ましたら、中国で働きたい、骨を埋めたい、ある

した。戦後引き揚げてきて日本の大学の中国語の

いは両国のために働きたいとか、中国の人のため

先生になった方々もたくさんおられます。戦後ス

にとか、中国を見たい、学びたい、中国語を学び

パイ学校だったとかいろいろ言われましたけれど

たい。そういった目的意識がかなりあったようで

も、そういうような科目はもちろんありません。

す。漠然と中国へ行ったという人もいますけれど

言ってみれば一種のビジネス・スクールだという

も。当時日本の国力・経済水準もそんなに高くあ

ふうに私は考えております。

りませんでした。高等教育あるいは中等教育を受

と言っても東亜同文会は民間団体の組織でお

けようとするとお金が要って、農業国でしたから

金がなかったんですね。理想は高いけれども現実

地主の息子さんあたりでないとなかなか帝大まで

はきびしい。そこで根津院長の発案で、全国各県

は行けないとか、大学まで行けないという状況下
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にありました。先生になる師範学校は授業料が只

う要望があった。日本政府はそう言われてもこっ

でしたけれども、実業界では授業料が不要な学校

ちに何の情報手段も持っていません。確かに日清

は書院だけでした。従ってかなり優秀な方々がた

戦争はあったと言うものの、日清戦争の戦場は沿

くさん応募されたわけです。ましてや県で選抜が

岸部ぐらいの範囲であって、中国の人でも日清戦

行なわれますから、かなり優れた方達が集まった

争があったかどうかも知らないような人がたくさ

ということが言えます。

んいたぐらいです。そういうわけで西域の情報な

いよいよみんな書院へ入ってくるわけですが、

んてほとんど分からない。そう言えば根津院長が

書院としてはお金がありませんでした。
「中国へ

やっている東亜同文書院が上海にあるから相談

来たんだからもっと中国を知りたい」という学生

してみようということで、まあ根津さんもきっと

達の声に対して、学校は中国国内の修学旅行で応

困ったと思うんですけれども、
「じゃあ何とかやっ

えたわけです。修学旅行が日本の中で始まるのと

てみましょうか」みたいなことだったんでしょう

時代的には重なるところがありますけれども。例

か。開学の直後で書院の存在感を示す良いチャン

えば１期生の場合には上海から山東半島、北京

スだと思ったのかも知れません。卒業したばかり

あたりまで船で行っています。修学旅行の実態はよ

の２期生５人を呼んで、
「お前達に行ってほしい」

く分からなかったんですが、１つだけどなたが書い

と要請したのです。当時根津院長は学生達にとっ

たか分からないけれどもこういう記録が残っていま

て神様みたいな人でしたから、
「それなら」と、

す。学生諸君はみんなプライドがあったらしく、い

５人の人達がバラバラに各ルートをたどって西域

ろんなところで「ここはつまらん」とか「ここはこ

や蒙古へ入った。

うあるべきだ」とか、文句もたくさん書いてありま

これが大変ですね、西域まで入るわけですから。

す。どこへ行ってどんなことをやったか、非常によ

行って１年、帰って１年、合計２年です。内蒙古

く分かります。学校側も学生の人達の希望を聞き入

から外蒙古へ入った人達は、一番奥のウリャスタ

れたいのにお金がないから頭を痛め、根津院長は日

イというところ。ここはウランバートルで、この

本へ行って金策をしました。自らお金を集めに行っ

西方はちょうど今、朝青龍が保養しているところ

たのですから院長さんも大変だったわけです。

じゃないでしょうか。そのあたりまで歩いて入っ

ちょうどその頃、日英同盟が結ばれました。結

たのです。それからシルクロード。日本では有名

ばれて 100 年目の時に私はイギリスにいたことが

になりましたけれども、このルートを通ってロシ

ありますけれども、イギリス人の方はほとんど無

ア国境まで。それからコプトという北のほう、ア

関心でした。日本もやはり関心があったとは言え

ルタイ山脈のほうまで入った。ということは日本

ませんが、ちょっと本が出たりしました。イギリ

人初の踏査でしょう。５人が別々のコースを通っ

スとしては日本との同盟はそんなに重要視してい

て各地へ入ったのです。みんな日記を書いたと思

なかったのかも知れません。イギリス側は、中国

うんですが、残っているのはそのうちの波多野養

西部のほうに新疆ウイグル自治区というのがあっ

作１人だけです。克明な日記が残っています。

て、ここにロシアの勢力がどんどん入り込んでき

書院の校舎の裏側に墓地がありました。中国

ているとみとめました。イギリスとしては閉鎖さ

の墓地は土盛りなんですが、その墓地の上に乗っ

れたチベットその他があって、インドは植民地だ

かって２期生が記念写真を撮ったのが残っていま

けれどもここを突き抜けて北のほうへ入るわけに

す。みんな後ろに髪を垂らした辮髪です。そんな

いかない。だから日英同盟が結ばれたことを踏ま

中で帽子を唯一被っているのが波多野養作です。

えて日本政府にその調査をやってもらいたいとい

当時の写真ではまっすぐ前を見ないであらぬほう
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を向いている人が多い。坂本龍馬の写真もこんな

クなしでは日本へ持ち込めないのですが、どうし

ふうにどこかの方向を向いていますね。空の彼方

ても持っていけというものですから風呂敷に包ん

を見ていると言うか、大志を夢見ていたのかも知

だりして名古屋空港へ着いたんですけれども、プ

れません。波多野もそうですが。八幡製鉄が八幡

ンプン匂いがして、税関から「お持ちでしょう」

へ進出する前の漁村の生まれで、地元の中学校で

なんて言われ、１つ出したら「もう１つないで

柔道をやっていました。だからきっと書院でも柔

すか」
。結局２つ取られちゃったんです。おいし

道をやっていて、お前は身体が良さそうだからと

そうな瓜はあのあとどうなったのかと非常に気に

選ばれたのかも知れません。この人が記録を残し

なったことがありました。ほんとはいけないこと

たのです。道中の道路はもちろん良くありません。

だったんですけどね。そういうような生産物も含

馬車に乗ったこともありますがガタガタ道だから

めいろんな記録を元に情報を整理できます。細か

すぐ痔になってしまう。途中でマラリアにかかる。

い話は省きますが、これは毎日の天気です。ルー

戦前の中国は揚子江沿いでもマラリア蚊がいたん

ト別の天気・気候マップを作ってみました。１枚

ですね。お尻をちょっと上げて刺す蚊が媒介しま

にまとめちゃったんですけど、当時の様子がよく

す。東南アジアなんかに行った時は注意しなさい

分かります。

と言われると思いますが、戦前は隣の中国まにも

そしてちょうどその頃はヨーロッパの列強諸国

いたわけです。日本でも太平洋戦争時まで沖縄に

が、最後の探検地として次々に中央アジアへ殺到

はマラリア蚊がいましたね。当然、波多野も熱が

した時代です。多くの仏像・壁画が削り取られて、

出て１週間記録がなくなります。熱にうなされな

ロシアとかスウェーデンとかノルウェーとかドイ

がら旅行をしたんですから大したものです。苦し

ツとかイギリスとかフランスとかイタリアとかに

くて死にそうになった時、現地に入っていたアメ

持っていかれました。日本では 20 歳ちょっとの

リカやヨーロッパの宣教師の人達に救われるんで

大谷光瑞がロンドンに留学していて、
「まさにこ

す。こんな奥地にまで宣教師がいるというので、

れは仏教遺跡の調査だ。ヨーロッパ人に仏教が分

学生達はみんなびっくりしたというのが記されて

かるわけがない。おれ達が行かないでどうする」

います。

というわけで、日本から来ていた留学生何人か

この人は途中いろいろ記録をとっていて、各町

を束ねて、強引にシベリア鉄道で行けるところま

別の人口とか、どこの国の人がいるのかとか、そ

で行って、南下して西域方面へ入ったのです。と

ういうのも細かく観察して記録しています。大し

ころが入った途端に本人自身は本願寺のほうから

たことだと思います。そういうデータを元にして

「親が危ないから至急帰れ」と言われてインドへ

分布を示すとこんな図ができます。ちょうどこれ

南下して、そのまま帰国してしまっています。あ

は河西回廊の範囲ですね。陝西省のさらに奥の哈

とに残された２人（堀という人ともう１人）が初

密という、哈密瓜で有名なところです。清朝時代

めて今のシルクロードを歩いて北京へたどりつく

の王様が大変おいしい瓜を食べた。
「これはどこ

わけです。書院の人らが行く１年前の話です。大

の産か」と言ったら「哈密」だと答えてその後哈

谷グループの 2 人は研究の準備も発掘の準備もほ

密瓜として有名になったという話です。私もタカ

とんどできてないのに行っちゃったわけです。そ

ラマカン砂漠の調査が 10 年間ぐらいありまして、

れで旅行しながら石仏などを見て帰ってきた。と

帰りに現地の人達から、
「これを日本人に食わせ

ころが書院の人達はさっきのデータにもあります

ろ。おいしいから」というので哈密瓜を２つ持た

が初めてそこへ調査をしに入った。だから日本人

されたことがありました。こういうものはチェッ

の西域調査第１号は書院の人達なんですね。これ
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はもっと評価されていいことだと思いますし、そ

望に沿って始めました。学生が行きたいところへ

ういう情報をおもてに出してもいいんじゃないか

行かせ、テーマも自由に選ばせました。東南アジ

なと思います。

アのほうもそうですが、こういうでかいビザを中

なお大谷光瑞の一行はその後第２次、第３次

国政府からもらってです。これも当センターに展

と少しずつ本格化して続けるわけですが、最後に

示してありますので見ていただくといいですね。

本願寺のほうから「もう金がない。いい加減にせ

そういうわけで各地へ出かけていきます。総

い」と言われて、ストップします。当時の膨大な

コース数は約 700、そのうちいくつかのコースを

資料を誰もきちんと保管して分析するということ

簡単にご紹介します。これは上海から出て北のほ

をしなかったために、大谷光瑞は自分の持ち帰っ

うへ行ったコースです。学生達の目的地は１つな

たものを日本、京城（今のソウル）
、台湾と、い

んですけれども、せっかくですから遠回りをして

ろんなところへ分けて置かざるを得なかったので

あっちこっち見て、帰りも遠回りして帰ってくる。

す。そのまま戦後になってしまったものですから、

だから長い人は１年いたという話です。半年ぐら

西城から持ってきたものは今でもあっちこっち

いの人もいます。多くは４か月から５か月です。

に残っているわけです。１つにまとまっていたら

５月ぐらいからスタートして秋口に帰ってくる。

もう少しまとまった研究になると思うんですが、

その後は３か月ぐらいが多くなりますが。ほとん

もったいないことをしたわけですね。現地から遺

ど農村部を歩きました。この行き先は当時の満州

物を持ってきてしまったということ自体は問題で

です。さらにソ連へ入りたいとビザ申請をするの

す。現地へ行きますと、今流に言うと「ここから

ですけれども引き受けてくれない。当時はソ連も

中国の文化遺産を盗んでいった盗賊達」と、世界

それどころじゃなかったんでしょうけど。こんな

中の有名な探検家達は一大盗賊団だ、みたいな表

感じで各地へ足を伸ばす。これは南のほうへ船で

現で博物館に名前が挙げられていて、その中の１

沿岸沿いに入って、今のベトナム（当時はフラン

つに大谷光瑞の名前が出ていました。西欧諸国の

ス領）へ出かけています。
「フランス人が非常に

ほうへ持っていかれたのはその後戦争でみんな、

いばっている」というようなことを書いています。

もったいないことに破壊されてしまっています。

しかし「東南アジアの調査をするには、後輩達は

現場にあったらよかったなと思うんです。ただ、

もっとフランス語を勉強せよ」とも書いてありま

大谷光瑞のものはあるんですが分散してしまって

したね。ここから揚子江（今の長江）の中流部へ

全貌は分からない。大谷光瑞は失望して、今度は

出て帰ってくるコースです。さらに一部の学生は

南洋のほうへ渡って農園経営者になり、仕事を変

解散後北のほうへ向かっています。現地の地図は

えていくわけです。ちょうどそういう時代的背景

当時ほとんどありませんでしたから、自分達で歩

の中で西域が注目されたわけです。日本で最初に

幅を計って実測地図を作ったりしています。

現地を調査したのは書院の学生５人です。彼等が

これは省の境目で書院生がたたずんでいる写真

関わってきた報告書をベースにするとこの地域の

です。昔の学生諸君はちょっとロマンチストが多

研究成果が分かるとともに当時の西域の様子も分

いのか、こういう写真がけっこうたくさんありま

かると思います。

す。これは潼関の写真です。
「箱根の山は〜函谷関」

そういうこともあって外務省がお礼に書院へ

とうたわれたところです。非常に荒れているのが

３万円をくれたんです。全部の学生が中国旅行を

分かります。今と比較すると貴重な写真だと思い

するのに３年分ぐらいあるだろうというので、書

ます。各地に行く時、民国政府になってからは軍

院はそこで初めて大旅行というものを、学生の希

閥が各地域を支配しているのですが、その軍閥に
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も必ず会っている。多くの軍閥は日本に留学して

時に「いろんな言葉を勉強しろ」というようなこ

いたインテリの人達で、軍閥という名前ですと大

とを後輩達へ一生懸命書いています。これは安南

盗賊団の親分みたいな感じですが、実際はインテ

王朝の宮殿の写真です。この近くに日本橋という、

リの人だったわけです。黄河をこんな筏で下った

鎖国の前の室町時代に日本人が行って町を作った

り、馬で草原を走ったり、いろいろな写真が残っ

時の橋が今でも残っています。

ています。これは船の中で過ごしている光景です。

ところが満州事変が起こって、中国政府は２年

一方東南アジアにもこういう感じでけっこう足

間書院へのビザの発給をストップします。書院の

を伸ばしています。なかなかの大冒険旅行です。

学生達はもっと中国奥地のほうに行く予定だった

今でもそう簡単にはできそうにないコースです。

のが、満州しか行けなくなってしまったのです。

これなんかも大旅行です。上海からスタートして

しかしおかげで満州の記録が残ったのです。今私

セレベスとかブルネオとかに寄りながらインドネ

も満州「大旅行」を中心とした編集を一生懸命やっ

シアのジャワ島、スマトラ島を横断してマレーシ

ていますけれども、非常に貴重な記録がたくさん

ア、シンガポールから船で帰ってくる。昨年７

残ったわけです。これがその時の記録写真です。

月にご講演いただいた 25 期生の安澤さんは、本

大興安嶺も小興安嶺も、虎が出るのに歩いて横断

当は雲南まで行って、さらに重慶へ行って帰って

しております。日章旗を掲げています。ナショナ

くる予定だったのですが、昆明で「途中には大盗

リズムではなく、こういうのを掲げていないと危

賊団が集結しているから行くな」と言われ困って

なくてしようがないという意味で掲げたのだと卒

しまいます。しようがないので雲南の昆明でちょ

業生から聞いたことがあります。これは盗賊団で

うどチベットから来ていた隊商の親分と交渉した

はありません、軍閥の親分達との写真です。彼ら

ら、「何月何日ここで待っとれ。連れていくから」

の文字は大変きれいです。だからインテリなんで

と言われて、チベットへ行けると喜んだけれども、

すね。呉佩孚とか曹 とかいうのは、当時一世を

その約束の時間にいくら待っても相手が来ない。

風靡した軍閥のトップです。

騙されてしまったのか振られてしまったのか。そ

彼等が出版する旅行記には必ずこういうような

こであらためて「どうしよう」ということで、幾

著名人（これは犬養毅です）の揮毫が掲載されて

重にも谷がある雲南奥地を越えて、ビルマへ出て

います。孫文もそうです。そういう著名な人達の

そこから帰ってくルートに変更決定したのです。

揮毫がたくさん載せられている。調査もコース別

後に援蒋ルートと言って蒋介石を援助するアメリ

からテーマ別へ次第に変わっていきます。こうい

カ軍のルートがここにできますが、その前の事です。

う変化はアカデミックに指向していく１つの大き

安澤さんは南画で大成した方でもありますが、

なきっかけになっていたと思います。ただ日中戦

若い時から絵心があってこんな少数民族の絵など

争が始まりますと次第に大旅行が中途半端になっ

をいろいろ描かれています。これは阿片の道具で

てしまいます。奥地へはなかなか行けない。1930

す。一方、当時の東南アジアの様子です。一般的

年代の終わりのほうに四川まで行った班も例外的

に言うと非常に親日的だったわけです。日本人が

にありますけれども。限られた範囲しか行けなく

各地の隅々にまでいて、地域の人達の信用を得て

なってしまいます。最後にはさらに海岸線寄りし

いました。自動車も普及していて、あっという間

か行けなくなります。せっかく大学に昇格するん

に目的地へ着いてしまう。やっぱり植民地だった

ですが、やがて最後の数年は実質的に旅行ができ

んですね。中国を旅行するのとは大違いで、日程

なくなります。

が余ってしまうぐらいだったと記しています。同

３万円のお金で５期生から行けるようになっ
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て、これは非常にいいということで３年間で終わ

省別の地誌が 18 巻。それから戦争が激しくなっ

らずに学校側も寄付を集めてずっと継続し、全部

た頃もう１回全 18 巻を予定しますが、９巻まで

で 700 コースぐらいに達します。その途中のコー

いって戦争が終わって中断してしまうわけです。

ス図を示しますと、これは５期生から 23 期生ま

その他機関誌として「支那研究」とか講座本とか、

での中国（満州は省いてあります）だけに関して

こういう類の調査報告がたくさん出ます。調査旅

示したものです。こんなふうにたくさんのコース

行の規模が拡大していく中で報告書の性格もアカ

のラインが引けます。とにかく最初の頃は、日本

デミーな方向へ、経済・商業だけではなく、地理

人が行ったことのないところをみんなで選んで行

はもちろんですが、教育・文化・歴史・民俗など

こうということでしたから、珍しいコースをたく

調査対象が広がります。指導したのが経済地理学

さん行っているわけです。どうやってコースを選

の先生なんです。馬場鍬太郎という滋賀県出身の

んだのかと、先ほどの卒業生に対するアンケート

方です。こういう経過でアカデミーのほうへ指向

で聞いたんですけど、テーマによるとか行きたい

していったわけです。このような研究誌が今で言

ところを選んだとか、かなり自由に選んでいた様

うと学内の研究紀要みたいなものでしょうか。中

子がお分かりいただけたと思います。そういう中

国、さらにのちには満州の人名辞典であるとか、

でいろいろ成果が集約されていったわけです。

年鑑類が次々と出版されました。

これは就職地です。卒業生がどこへ就職したか。

こういう成果をデータとして読み込みますとい

天津・北京・ハルピン・奉天・長安（今のチャン

ろいろな分析ができるんですね。これなどは天気

アン）。ほとんどが経済活動の活発なところの商

図です。これもいろんな産物やいろんな貨幣の分

社を中心に領事館、ジャーナリズムなど幅広く就

布を示したものです。当時中国は統一貨幣ではあ

職しております。

りませんでしたから様々な貨幣がありました。あ

ところで、そういう調査旅行の成果が実際に

る年だけの記録の中で拾いますとこんなに色々な

は書院による中国研究を進めたわけで、最初に申

貨幣が使われていたことが分かります。同じ種類

し上げた荒尾精と根津一が編集した「清国通商綜

の貨幣のところを○で囲みますとこんなふうにな

覧」、これはプリントに載せておきましたが、そ

ります。１つの経済圏がそこに浮かび上がりま

のあと２期生５名が先ほどの西域調査に行って大

す。おそらく伝統的な中国の経済圏を表している

成功しました。しかし当の５人は大変でした。そ

と言っていいでしょう。一方、これは言葉ですね。

れから調査旅行が制度化され、次第にビジネス・

方言なんですけど何語を話しているか。その言葉

スクールからアカデミックスクールのほうへ指向

を同じように囲みますとこんな形で浮かび上がり

し、これが大学へ昇格するきっかけになっていっ

ます。これは１種の文化圏を示します。では経済

たと思います。中国語を教えるにあたって実用の

圏と文化圏は同じなのか違っているのか、先ほど

教材を丸暗記させたということですが、やっぱり

の経済圏をダブらせますと、こんなふうに両者が

教科書が要る。それには一定の原理が要るという

かなりダブります。中国の基本的な地域構造と言

ことで、「華語萃編」という中国語の教科書が作

いますか地域のまとまりを、彼等のデータからこ

られたり、学生達の成果をベースにして書院の先

ういうふうに表すことができます。中央政府がい

生達もかなり調査をやります。最初は全部学生達

ろいろ命令を出しても地方はちっとも聞かないと

の手で執筆された『支那経済全書』
、これは中国

いうのがよくニュースに流れますが、それはやっ

のエンサイクロペディアというべきものでしょう

ぱりこういう強固な伝統的な地域のまとまりが今

か、
中国の百科事典みたいな本が出ます。全 12 巻。

でも生きているからだと理解できます。そういう
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流れの中で言いますと今の中国の地域構造と変わ

というふうになりました。愛知大学の名前も「知

らないといえます。

を愛する」というのがちょうど都合がいいという

これは学生達が気づいた阿片の栽培地を示した

こともあったと思うんですが、こうして東亜同文

ものです。だいたい北西部・内陸の畑作地帯が多

書院大学ではなく愛知大学という名前でスタート

い。それから旅行コースに記された強盗団である

することになったのです。戦後は GHQ も厳しかっ

土匪の分布図を作成したものです。また、これは

たし、中国との関係もシビアでしたから、少しで

1925 年に排日運動があった時の排日運動を分布

も中国と関係のあるものは全部カットされたので

図として作成したものです。昨年反日運動があり

す。そういう中で本間先生は私財も投入するなど

ましたけれども、戦前もこういう段階のものがい

非常に苦労して愛知大学を作られたわけです。こ

くつかあり、これのきっかけになる事件もいろい

のあたりの事情はセンターが出しているブック

ろありました。今日はちょっとお話しできません

レットの中にございますので、興味のある方はお

けれども。これは先ほどの軍閥が領域を拡大し合

求めいただけたらと思います。

い、潰し合ったある時点での領域を作図して示し

当時どんな先生がおられたかと言うと、非常に
著名な先生方がおられました。途中から GHQ が、

ています。
こういうのを見ていきますと、ちょうど書院の

「書院の先生と学生だけではなく、大陸にいた他

人達が研究した 1930 年頃にかけて資本主義的な

の大学の人達も入れなさい」というわけで、京城

芽生えがありました。そのあとは軍閥間の戦争や

帝大とか台北帝大とか、ハルピン学院とか、いろ

蒋介石の北伐戦争、国民党と共産党との戦争、そ

んな大学の教員や学生も入ってきました。言って

して日中戦争による混乱期に入り、戦後の人民中

みれば愛知大学は東亜同文書院を中心にしなが

国でも文化大革命があって、80 年に文化大革命

ら、大陸諸大学の引揚げ受入れ校という形で展開

が終わりようやく経済開放が進んでいくわけで、

したのです。例えば私なんかのおります文学部は、

1930 年頃と 1980 年以降へ接合することができる

京城帝大から来た先生方が主力で作られました。

と考えられます。つまり、その時に接合できるの

そういうことで愛知大学は今も書院との関わりが

はこの図のこの断面、これを 1980 年のこの断面

あります。書院時代、中国で中日大辞典を作るた

へ持っていくと、現代中国へつながるわけです。

めに 14 万枚のカードを作っていたのを、放棄し

今外国資本も入っていますが、戦前でも同じでし

て帰らざるを得なかったのですが、本間学長の返

た。そういう点で言いますと現在の中国を理解す

還の願いが聞き届けられ、戦後郭沫若が日本へ返

る上での大きな原則は変わっていない。ここを理

してくれ、その上には周恩来がいました。よって

解するのが重要だろうということになります。

愛知大学は周恩来首相の出身大学である天津の南

愛知大学の話をする時間がなくなってしまいま

開大学と初めて大学間の協定を結びました。日本

したが、今日おられる越知さん達が中心になりま

の大学と中国の大学が協定した第１号です。冷戦

して『愛知大学創成期の群像』というブックレッ

の時代にも愛知大学は少し中国との関係を持って

トを作っていただきました。この中で書院最後の

いましたから、そういうこともいろいろ評価され

学長本間先生が、引き揚げてきた日本でも東亜同

たんだろうと思います。

文書院大学として作りたかったんですけれども、

サツマイモなんて書いてありますが、食料難の

当時のＧＨＱは「中国にあった名前は一切使うな」

時代この豊橋地域ではサツマイモが教員や学生諸

ということで、
「愛知大学」となり、書院時代の

君を支えていました。これは学内のグラウンドに

中国研究所というのも使えず、
「国際問題研究所」

なる前の広場で、左方が渥美線の駅のほうです。
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向こうに今は学生のホールとかいろいろできてい

いうあたりをご理解いただけたなら幸いです。あ

ますが、こんなところを畑にしていたんじゃない

と書院の各論に関しましては次週以降の回からそ

でしょうか。

れぞれの方に順番にお話しいただけると思いま

設立趣旨からいくとフンボルト大学（ベルリ

す。もしご質問があればお答えしますが、とりあ

ン大学）と非常によく似ているというふうに書い

えずお話はこれで終わらせていただきます。どう

た酒井先生もおられます。愛知大学の設立趣旨の

もご清聴ありがとうございました。

中に、１つは国際人の養成、それから地域社会へ
の貢献というのがあります。６大都市以外に最初

【司会】 ありがとうございます。ちょっと時間が

にできた旧制大学は愛知大学だけです。そういう

過ぎておりますけれども、ご質問があればお受け

わけで地域との繋がりという特色を出したわけで

したいと思います。いかがでしょうか。

す。今は日本中の大学が国際的な視点とか地域と
の連携とか盛んに言いますが、敗戦直後 1946 年

【質問者】 先ほどちょっと聞きもらしたんですけ
れども、旅行の費用はどこが出したんですか。

の設立時にそういうことを言ったというのは、普

【藤田】 最初は外務省のお金でやれたんですが、

通だったら考えられないことです。日本国内だけ

３年間で底をついてしまったので、あとは書院

で作った大学ではそんな内容の設立目的は出てこ

のほうが最低限の費用だけ出しました。だから学

ないと思います。外地にあって国際的視点を持っ

生諸君は大変です。例えば船で行く時はデッキ・

ていた書院をベースにしたからこそ、愛知大学の

パッセンジャーで、客室に入れないんです。デッ

設立趣旨の２本立ての内容が成立したんだろうと

キの一番上でしか行けない。つまりどういうこと

思います。

かと言うと、雨が降ると濡れるわけです。中国の

愛知大学は今後もそういう設立趣意書をうまく

お客さんもお金のない人はそういうところに乗っ

生かした形で展開していく必要があります。愛知

ていましたから、彼等と一緒になって各地を歩い

大学の設立趣意書は非常に先駆的で、本物である

たわけです。最少のお金しかありませんが、まあ

というふうに我々も考えます。世の中の動きの中

学生のエネルギーがそれを上回っていたんでしょ

でそういう軸が揺らいだりしないように、設立の

うか。家からも少し仕送りをしてもらったりして

原点をいつも見ていくべきだろうと思いますし、

います。それから写真がたくさん残っていますが、

地域の方々にもそういう大学だということを知っ

これは学校側が各班にカメラ（ドイツ製のライ

ていただき、外側から見てちょっとおかしいじゃ

カ）を 1 台ずつ提供したので、それで撮影しまし

ないかという時には「おかしい」と言っていただ

た。会計係は上海を出発する時にお金を持ってい

く。あるいは「もっとこういう形でいったほうが

かなくちゃいけませんが、通貨がバラバラですか

いいんじゃないか」というご意見もいろいろいた

ら、どこでも共通してお金に変えられるというの

だいたほうが、地域の大学としてはいいんじゃな

で小さい銀の粒の固まりを、会計係が紐で結んで

いかなと思っております。

身体にグルグルに巻いて歩きました。重たくて大

まだだいぶ資料がありますが、時間がオーバー

変です。強盗団に取られないようにいろいろノウ

しましたのでまたの機会にしまして、今日は大き

ハウが後輩に伝わっていて、船に乗る時は、川辺

な流れということで、ここまででお話は終了させ

に近づくと強盗団が乗り移ってきて、身体に巻い

ていただきます。愛知大学の出自と言いますか生

ていたらすぐ取られちゃうから、その紐の先を船

まれたきっかけと、愛知大学の今のありようがど

べりの下の釘みたいなところに引っかけて水中に

こに起因しているのか、どこから来ているのかと

垂らしながら行きなさいとか。なかなか大変です。
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強盗団にばったり出会って命を失いそうになった

貧乏旅行だから可能だったと思います。
「お金がな

こともあり、読んでいるとまさにアドベンチャー

かった学校」
、それが幸いしたかも知れません。

の、大変な旅行だったと思います。１つ言えるの

【質問者】 もう 1 点、直接関係ないかも知れない

は、当時の日本人のインテリの人達も中国へ行っ

ですけれど、荒尾さんという方が亡くなったのが

ていますが、みんな都市にしか行かなかったので、

台湾だと書いてあります。どういう関係で台湾に

都市のことしか知らないのです。それが中国だと

いらしてたんでしょうか。

思ってしまっている。しかし彼等は大部分農村を

【藤田】 この方はけっこうあっちこっちへ出かけ

歩き回っていますから、中国の農民の方々との交

ていって、自分の説を出張したりしています。台

流が多かったのです。書院の人達は非常に中国を

湾は日清戦争後植民地化されていきますから、お

好きになった人が多いんですけれども、日本の当

そらくそういう点で台湾にもいろんな関心を持っ

時の学生の方々はほとんど農村出身でしたから、

ていたんじゃないでしょうか。近衞篤麿公も同じ

書院の学生も農家の方々との接点があり、共通項

ように早く亡くなってしまうんですけどね。荒尾

が多かったんじゃないでしょうか。都市だけを訪

さんと近衞さんがもう少し長生きしていたら、ま

ねたインテリの人達とは違い、書院生達は中国の

ただいぶ違った状況が書院、さらには日本全体に

実態を身体で味わっていたというところがありま

もみられたかも知れません。そんなことぐらいし

すね。

かお答えできませんが。

【質問者】 現地の人から、通りかかっただけでも

【質問者】 ありがとうございます。

「ご飯を食べていきなさいよ」みたいなことがあっ
【司会】 まだまだご質問があるかと思いますけれ

たんでしょうか。
【藤田】 なかなかそういう余裕のあるお宅はな

ども、時間が過ぎてしまいましたのでこのあたり

かったですけど、材料を農家の人達から安く買っ

でご質問を終了させていただきたいと思います。

て、あるいはもらって、自分達で料理をする。鍋

藤田先生にもう１度拍手を。ありがとうございま

釜を提げての旅行です。今みたいなホテルはあり

す。１点だけご案内をさせていただきます。お配

ませんから、自分達で全部やった。卵が入手でき

りした資料にこの東亜同文書院大学の資料展示会

たのは一番のご馳走だと書いてあります。肉など

のチラシが入っていたかと思います。お話の中に

もなかなか買えなかったようです。中国の人も食

もありましたが、東亜同文書院大学記念センター

べていなかったのですから。とにかく 5 千人近く

では毎年各地で展示会を開くことにしておりまし

の書院生が旅行して、危険な目にたくさん遭って

て、今年は東京の霞が関で、愛知大学東京事務所

います。戦争の最中、軍閥同士の争いの中にも巻

の定期展ということも兼ねて展示会を開く予定で

き込まれていますけれども、幸い命を落とした人

ございます。東京での催しですので皆さん方おい

はいませんでした。

でいただくことは難しいかと思いますけれども、

お金のない貧乏旅行だからこそそういう経験

機会がございましたら、またあちらにご用事等ご

をするチャンスがあったんだと思います。お金が

ざいましたら、よろしくお願いいたします。次回

あっていい旅館（田舎にはあまり旅館はないけれ

の講座は 10 月 13 日（土曜日）14 時よりこの同

ども）に泊まったりするのではなく、寝るところ

じ教室で行ないますので、またお越しいただけれ

は板の上で、南京虫が夜中にいっぱい出てきて、

ばと思います。それでは時間が過ぎてしまいまし

身体中が痒くてたまらないとか、今とはだいぶ違う

たけれども気を付けてお帰りいただきたいと思い

と思いますがそういう記録が残っています。これも

ます。本日はどうもありがとうございました。
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2007 年度 豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（2
回）
2007年度
豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（２回）

孫文を支援した山田兄弟

東亜同文書院大学記念センター運営委員

馬場

毅

【司会】 皆さん市民大学トラムにお越しいただき

の四男の順造さんが亡くなった時に、愛知大学に

ましてありがとうございます。本日は第 2 回目と

寄贈されたと聞いております。当時私はまだ愛知

いうことで、本学現代中国学部教授の馬場毅先生

大学のほうにお世話になっておりませんでしたけ

にご講演をいただきます。馬場先生は中国近現代

れども、大変貴重な資料でありますし、かつ両者

史、とりわけ中国近代史における秘密結社史、抗

とも東亜同文書院に関係がありますので、本日採

日戦争を専門にしておられます。今年４月より現

り上げさせていただきたいと思います。

代中国学部の学部長となられました。同時に東亜
同文書院大学記念センターの研究員も兼ねておら

はじめに

れます。本日は中国の革命家として有名な孫文と
の関わりという側面から、東亜同文書院について

まず、東亜同文書院の設立の目的を簡単に振り

お話をしていただく予定です。それでは先生お願

返ってみたいと思います。1901 年の設立趣意書

いいたします。

によれば「日清戦争後の列強からの分割の危機に

【馬場】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介にあ

際して、中国保全と日中の共存共栄を掲げ、その

ずかりました馬場でございます。今回は２回目と

ための政治経済面の実務家を養成する」というの

いうことで、藤田先生のお話に続きまして私がお

が、東亜同文書院の設立の目的でございます。日

話をさせていただきます。パワーポイントを使っ

清戦争が 1895 年に終わり、そのあと中国は欧米

てお話をしたいと思いますが、だいぶ年配の方が

列強および日本による分割の対象になっていく。

多く、字が小さくて見にくいのではないかと思い

そういう中で分割の危機に対しての中国保全、お

ます。これでもちょっと工夫をして、
一頁に６シー

よび日中の共存共栄というのが目的でありまし

ト入れるところを４シートとさせていただきまし

て、そのために人材を養成するというのが設立の

たが、同じものが大きな画面に出ますので、そち

趣旨かと思います。

らのほうをご覧いただければと思います。随時ま
たそれに説明を加えさせていただきます。

しかしながら私は、1901 年の設立の時から、
実はある矛盾があったというふうに考えておりま

本日のテーマは「孫文を支援した山田兄弟」で

す。それは中国の保全ということを言いながら、

す。山田良政および純三郎についてはご存じの方

すでに日本は 1895 年の下関条約の結果、台湾を

も多いかと思いますけれども、愛知大学の東亜同

植民地化しております。さらに台湾の対岸である

文書院大学記念センターに弟の純三郎関係の文書

福建省を自己の勢力範囲に入れつつあるという意

および資料が所蔵されております。これは純三郎

味では、中国分割に参加しているわけでありまし
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て、別の言い方をすれば、設立の趣旨である中

ならぬ対立になってしまう。設立の趣旨と日本政

国の保全ということに敵対する行動をとっていた

府の政策との対立という観点から言えばそういう

というふうに思います。設立の時から持っている

ことが言えるわけですが、ただし東亜同文書院と

このような矛盾、すなわち中国の保全を片方に掲

いう教育機関にいた人間は、今で言う左派から右

げながら、他方において政府の行動自体がいわば

派まで非常に幅が広い。そこが東亜同文書院の魅

中国の一部を植民地化しているという矛盾に対し

力でもあるし、特色でもあると思います。

て、当時の東亜同文書院の関係者が批判的な言動
を行なった事例は、寡聞にして一切見られません。

Ⅰ

自国政府の政策と大学設立の目的との矛盾が、思
想的にも充分に突き詰められていなかったという
ふうに思います。

山田良政

その中で今日お話しします山田兄弟、すなわ
ち良政と純三郎ですが、良政は 1900 年に死んで

ただし、設立の時から大まかに言って 1920 年

おります。純三郎は 1960 年に死んでおりますが、

代までは、私はこの矛盾がそんなに大きく表面化

戦後も生きております。ただし孫文との関係で

してこなかったと考えております。そのことと

言いますと、孫文は 1925 年に死んでおりますの

関連しますが、1905 年に日露戦争が終わり、そ

で、彼等の孫文との関わりという点で考えます

の後日本はさらに遼東半島を、それから 1910 年

と 1920 年代までかと思います。彼等は本当に命

には朝鮮を植民地化していく。そういう意味で

懸けで、実際に兄である良政のほうは、孫文の指

帝国主義化していく。そういう日本政府の政策は

導する革命に参加して、自ら命を捧げているとい

東亜同文書院の掲げた中国保全および日中の共存

うことがあります。そういうふうに身命を賭して

共栄と、矛盾対立が拡大していきます。とりわけ

孫文の革命運動に協力した人物です。孫文に協力

1931 年の満州事変以後はそのことが大変顕著で

した日本人というのはたくさんいるんですけれど

あると考えております。

も、それが戦後あまり中国側あるいは台湾も含め

満州事変以前の 20 年代、東亜同文書院には中

てそういうことについて言わないということにつ

国人の学生を養成するための中華学生部が設置さ

いては、私はちょっと残念に思います。いわば日

れておりました。しかしながら 31 年に満州事変

中戦争を経た時点から考えて、台湾のほうは国父

が起きると、次々と彼等は退学していき、結局中

である孫文に対して日本人が援助したというのは

華学生部は存続できなくなっていく。中国人の学

あまり言わない。台湾は孫文の創立した国民党が

生にとって満州事変以後は、いわば自国を侵略し、

非常に政権を長く持っていましたから、まだ比較

満州を領土化していく、そういう国の教育機関に

的触れますが、中国側はあまり言わない。ただ文

身を置くこと自体、当然周りの中国人からもいろ

革以後、特に 80 年代以後はそれなりに評価をし

いろ批判されるし、自らもそれを潔しとしないと

てきていると思いますけれども。従来日本人の孫

いう状況に追い込まれていきます。1920 年代ま

文の革命への支援ということは、日本側の研究者

ではとりあえず日中の共存共栄と中国の保全とい

は非常に言いますが、中国側ではあまり言ってい

う東亜同文書院の掲げた目的と、日本政府の政策

ないという傾向があります。そのような状況下で、

とは、矛盾がそれほど表面化していないと考えて

愛知大学および東亜同文書院に関係のある純三郎

おりますが、30 年代の満州事変以後はそういう

さんの資料が私共のところに保存されているとい

矛盾対立が非常に激しくなっていき、特に 1937

うこともあって、本日取り上げさせていただきた

年以後の日中戦争になると、それはもう抜き差し

いと思います。
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1900 年にこれも直接の東亜同文書院の前身に

1．東亜同文書院との関係
この写真が山田

なりますが、南京同文書院というのができます。

良政です。帽子を

そして教授兼寮の舎監（管理人）となります。そ

被っていますけれど

の後８月に孫文（別名孫中山）の率いる革命への

も、脱ぐと清朝の辮

参加のために、南京同文書院を辞します。今、台

髪をしています。山

湾も中国もあまり孫文とは言わないで孫中山と

田良政はかなり中国

言います。実は中山というのは日本人の姓です。

語をしゃべれたと

1910 年代に孫文が日本に亡命して居住した時、

思います。中国人と

いつ袁世凱の意を受けた刺客が送られてくるかも

同じような格好をし

知れない。従って孫文という名前では、家を借り

ていました。ここで

ても表札がかけられない。孫文が日本の町並みを

山田良政の略歴を簡単に紹介しますと、
1868 年（明

歩いていたら、たまたま中山という姓が日本人に

治元年）に生まれまして、1900 年に戦死をして

多いので、自分の偽名として中山樵（樵という名

おります。青森県弘前の出身です。特に東亜同文

前はあまりないと思いますが）と名乗ります。台

書院との関係では、1890 年に荒尾精らの設立し

湾でもそうですが特に大陸のほうでは、孫文と言

た、中国語や中国の商事慣行を学ぶ日清貿易研究

わないで孫中山と呼称しております。中国は今、

所（これは東亜同文書院の前身の１つです）に通っ

孫文の生まれた広東省の香山県を中山県と称して

ています。ここで中国語や中国の商事慣行を学ん

おります。孫文の故郷です。けれども中国の人は、

でいるんですが、それ以前、彼が最初に中国と関

この中山というのは孫文が日本人の姓をとったと

わりを持ったのは、北海道昆布会社に就職をして

いうことについては全く触れていない。ただ戦前

上海支店に配属され、そこで昆布等を買い付ける

孫文と一緒に行動した人達のあいだではこれは大

わけですけれども、海産物を買い付ける時に中国

変有名な話で、つまり孫文が偽名として日本人の

語や中国の商事慣行を知らなければ商売がうまく

中山というのを付けたということです。

山田良政

いかないということで、日清貿易研究所に通って
いく。これが 1890 年です。90 年と 99 年のあい

2．戊戌政変時

だに日清戦争が起きています。この日清戦争の時

良政は８月に孫文の率いる革命参加のため南

に山田良政は陸軍の通訳官として東北地方に派遣

京の同文書院を辞しています。良政が死ぬのが

されている。日清戦争が終わったあとは台湾に派

1900 年 10 月 20 日ですので、これから３か月足

遣され、そこで軍人である滝川具和と面識を得ま

らずで亡くなるということになります。彼が中

す。そしてこのあと滝川と行動を一緒にしていく

国の革命運動に関与する直接のきっかけは、1898

機会が大変多くなります。99 年７月に東亜会と

年の戊戌の変法（康有為や梁啓超達がやった改革

同文会が合併した東亜同文会（日清戦争後に中国

運動）です。これが保守派の西太后なんかによっ

と関係を持ちながら日本の国際的地位を強化しよ

て弾圧されていきます（戊戌政変）。保守派のクー

うとする）に参加しております。この会長が貴族

デターの時、改革派のリーダーを全て捕まえよう

院議長である近衞篤麿で、その号が霞山であるこ

とするわけですが、康有為や梁啓超は日本に亡命

とから霞山会という会の名前、あるいは東京の霞

します。亡命しなかった譚嗣同という人物がいて、

山会館という名称が後世付けられることになりま

彼は逃げろとみんなに勧められたんですが、革命

す。

の時に流血というのは必ずあることだからと、逃
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げないで捕まって処刑されています。保守派の
クーデターの時には変法派の人達は当然逮捕され

連中に盛んに思想工作をやっています。
平山周が 1897 年に孫文に会った時、孫文の近

るし、逮捕されれば命も危ないという状況でした。

辺に三合会とか哥老会の連中がたくさんいまし

良政は滝川具和や平山周と協力して、変法派の王

た。これは清朝から言うと非合法であるし、この

照という人物を匿います。

連中のことを秘密結社というふうに名付けた。平

滝川具和は日本大使館付きの海軍武官でした。

山周のこの本はのちに中国語に訳されました。秘

これは先ほど申し上げたように良政が日清戦争後

密結社という言葉はそもそも日本語だったと言

の台湾への派遣で知り合った人物です。平山周は

われています。それが中国語に入った。ただ現在

『支那革命党及秘密結社』
という本を出しています。

は秘密結社とはあまり言わないで、秘密社会なん

孫文の率いる「支那革命党」は、最初は 1894 年

ていう言い方をしています。この段階で平山周は

にできた興中会が、1905 年には中国同盟会（東

孫文と行動を共にする機会が大変多かった人物で

京の渋谷の近くで設立）となります。平山周は

す。この時はいわばクーデターが起きて、次々と

1897 年に孫文に会っています。その時は興中会

変法派のリーダーを捕まえようとして、清朝の役

の段階で、孫文は特に会党とも呼ばれる秘密結社

人や軍隊が動員されている。

を革命の原動力として重視していました。具体的

その時山田良政は滝川や平山と共に危険を冒し

には例えば惠州蜂起とも関係しますけれども三合

て、北京から夜、王照と共に天津に行きます。こ

会（別名天地会）
、哥老会などです。三合会とか

れは間一髪で、北京にいた時もし遅れていたら捕

天地会というのは、参加者がみんな洪という姓を

まる可能性が充分あり、かつ途中で見つかれば日

名乗るものですから、20 世紀になるとよく洪幇

本人も一緒に捕まることになります。北京から天

と呼ばれます。哥老会も天地会を真似してできた

津に行かせ、当時天津港に停泊していた日本の軍

ので、参加者はみんな洪という姓で、洪幇と呼ば

艦大島に収容します。梁啓超も日本公使館に保護

れます。後になると音が一緒である紅の字を使っ

されていたため、同じように大島に収容されて日

て紅幇と言われるようになります。三合会は南の

本に亡命します。山田良政はこの事件で、孫文を

広東省で非常に勢力が強かった。哥老会は長江流

支援していた大陸浪人と呼ばれるグループの中で

域の湖北省、湖南省、四川省あたりが中心です。

も名前が知られていきます。この場合直接的には

広東省は非常に三合会が多く、孫文はハワイで

変法派のグループですが、当時変法派を支持して

教育を受け香港に戻ってきてお医者さんの勉強を

いたグループと、孫文達のグループを支持してい

するんですが、その時の仲間に三合会の会員がい

たグループとは、この段階ではあまりはっきり分

たと言われています。そしてこの連中が一応大義

かれていません。変法派を支持している連中は、

名分として、自分達の結社の目的は反清復明だと

だいたい後になると孫文を支持するグループに変

言う。反清という点においては孫文のやろうとす

わるのが多かった。これが最初の、山田良政が中

る革命と共通だということで、孫文はこの秘密結

国革命に関与していく事件になります。

社の連中と手を組みます。ただしもう 19 世紀か

ところが孫文と変法派、つまり革命派と変法派

ら 20 世紀ですから、いくら漢民族の国家だとし

のあいだでは、今後の改革のプランが対立してい

ても、再び皇帝制の政治なんていうのは時代錯誤

ました。変法派（後に立憲派）というグループは

だと。孫文は三民主義において、三権分立（正確

清朝の存続を前提にしていまして、そのもとで改

に言うと五権分立）による欧米型の共和制国家を

革をしていく。後の立憲派の段階になってくると

目指していますから、会党と言われる秘密結社の

非常にはっきりしてきますけれども、憲法を制定
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して議会を開くという。議会を開くという点では

い熱弁だったようです。気が向けば何時間でも話

孫文と共通しています。ただ孫文は清朝の存続を

すというのが有名です。三崎町の家で孫文と会っ

前提にしていない。清朝を倒す、革命をするとい

た時の山田良政も、たぶん同じような状況だった

うことを前提にしています。1900 年以後変法派

んだと思います。そしてこれを契機にして革命派

と孫文のグループとで一緒にやろうという企てが

支援に変わっていきます。この時に弟の山田純三

あって、日本人が仲介して変法派の親分である康

郎はまだ正式に紹介されなくて、隣の部屋にいて

有為と孫文を日本で会わせて話をしようという計

障子に穴を開けて盗み見たということです。これ

画があったんですが、康有為が拒否したために、

が 1899 年７月ですが、その後 1900 年６月に上海

この両派は結局 1900 年以後対立していきます。

の旅館で孫文と会い、この時に純三郎を孫文に正
式に紹介しています。
ところが東亜同文会は外務省の下にあります

3．孫文との出会い
山田良政は 1900 年６月に上海の旅館で孫文と

ので、日本政府の政策と非常に密接に繋がってい

会って、孫文から革命蜂起の構想を打ち明けられ

る。日本人が反清の革命をやるということについ

ます。孫文に会った日本人は例えば宮崎滔天と

ては、日本政府はこの段階では反対しているわけ

いうのがいますけれども、彼の書いた有名な自伝

で、東亜同文会は外務省の意を受けて山田良政や

『三十三年之夢』の中で、孫文に初めて会った時

南京同文書院の学生の革命運動への参加を禁止し

のことを記しています。1897 年か 98 年だったと

ますけれども、山田良政は結局同文書院の禁止令

思いますが、孫文が横浜で中国人の家に匿われて

に従わなかった。そして具体的な革命に参加して

いた。ある朝孫文に会いに行くと、孫文が顔も洗

いくのが惠州蜂起です。広東省の惠州で武装蜂起

わないで、口もすすがないで、寝間着のまま宮崎

をする。この年華北のほうでは、清朝と義和団が

滔天に会い、英語で話しかける。それではあまり

８か国連合軍と戦争状態になっています。ただし

失礼だというので着替えてくる。孫文は洋装をし

当時の中国の状況では、全中国を挙げて８か国連

ております。頭をポマードかなんかで撫でつけて、

合軍と戦っているわけではなくて、南方のほうは

それで会う。宮崎滔天は孫文の名前は前から知っ

必ずしも参加していない。例えば当時李鴻章が広

ていたんですが、大変がっかりする。なぜかと言

東にいるわけですけれども、これに対してイギリ

うと「孫文は東洋の豪傑風な風采をしてなくちゃ

スの香港総督と孫文も絡んで、李鴻章をリーダー

いけない。ところが現れてきたのは西洋型の紳士

にして広東と江西の２省を独立させようという計

である」。それでがっかりするんですが、孫文に

画が、蜂起の前に練られています。ところが８か

対して今後どういうふうに革命をするのかという

国連合軍との戦いは清朝側に大変不利になって、

ことを尋ねると、孫文はまさに三民主義による共

西太后も北京を逃げ出していくという状況で、今

和革命ということを説くわけです。
「初めは処女

度は講和条約を結ばなくてはいけないということ

の如し。続いて脱兎の如し」というふうに宮崎滔

になり、李鴻章が北京に召喚されます。それでこ

天は書いています。熱を帯びたその話しっぷりに

の計画は、計画倒れに終わります。

魅せられてしまう。１日で宮崎滔天は孫文のファ
ンとなり、宮崎滔天のほうが早く死にますけれど

4．惠州起義に参加

も、死ぬまで孫文の支援者だった。だいたい日本

そのあとに起きるのが惠州蜂起です。北方で戦

人で孫文の支援者になるのはそういう形で、話を

争が起きていて、清朝は南の広東省の統治が手薄

聞くともう１日で支援者になる。孫文はものすご

になるのでその隙を突く。この時山田良政が仲介
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して、台湾総督の児玉源太郎と、台湾総督府の民

器援助も来ないということが解かった段階で、目

政長官であった後藤新平と、孫文とが会う。台湾

的を果たすことは不可能だと、軍を解散して惠州

は 95 年から日本領になっていますので、それか

に戻るんですね。惠州の東方の三多祝というとこ

ら５年後の話になりますけれども。後藤新平と山

ろで清軍に攻撃され、山田良政および参加してい

田は郷里が同じということもあって前から面識が

た三合会などの中国人を含めて６人が捕虜になり

あった。児玉総督は、蜂起した起義軍が広東省の

ます。捕虜になった時、山田良政は一言も発しな

海豊、陸豊まで来たらば、２個師団分の武器供与

かったと言われています。もし山田良政が自分は

と、日本軍人が起義軍へ参加することを約束しま

日本人だと言えば、国際問題になりますので殺さ

す。孫文の指示を受けた鄭士良が、秘密結社であ

れることはなかった可能性があると言われていま

る三合会員（広東省に非常に多い）らを率いて惠

す。ところが実際には一言もしゃべらない。どう

州で蜂起したのが 10 月６日です。約束通り日本

してしゃべらなかったかというのはいろんな説が

側が武器を供与してくれるだろうし、日本軍人が

あるんですが、有力なのは、山田良政は中国語が

自分達の軍事指揮官として参加してくるだろうと

かなりうまいですけれども、やはり日本人のしゃ

いうこと、さらに当時孫文は台湾にいましたけれ

べる中国語ですから、しゃべれば中国人ではない

ども、台湾から海を渡って孫文が参加してくるだ

と分かる。自分は日本人の１人として、児玉総督

ろうということを期待して、福建省の厦門を目指

の結果的な裏切りに対して申し訳ないと思ってい

しました。

たというふうに推測されるわけです。結局革命に

日本からの援助、すなわち台湾総督府からの

殉じて殺されます。その死体は密かに葬られまし

援助を期待して蜂起をするんですが、この時日本

たが、この時彼を殺した清軍の軍人が、清朝滅

の内閣が山県内閣から伊藤内閣に変わります。日

亡後の 1918 年には孫文の部下になっていて、弟

本が援助する代わりに福建省に日本の利権およ

の純三郎に会った時に、自分はあんたの兄貴を殺

び勢力範囲を拡大するということが、児玉総督

したということを言うわけで、そこまで行方不明

およびその背後にいる日本政府の政策だったわけ

だった。孫文の指導した革命に限定しても、何人

ですが、伊藤博文は、そのようなことをすれば英

もの日本人が実は命を捧げているわけですけれど

米あるいはロシアなどの列強から、日本が勢力の

も、山田良政は日本人で中国革命に殉じた最初の

均衡を破るのではないかと干渉されるということ

１人です。

で、児玉総督に対して、孫文への武器供与と日本

これが孫文の「山田良政先生墓碑」です。民国

軍人の起義軍への参加を禁止します。蜂起した連

二年になっていますから 1913 年で、孫文は辛亥

中は日本の台湾総督府からの援助を期待していた

革命が一応成功したあと日本に来ます。まだ良政

わけですが、実際に蜂起して清軍と戦いながら北

が死んだかどうかよく分からない時なんですけれ

上していくと、まさに２階へ上がって梯子を外さ

ども、行方不明で全然消息が分からない。たぶん

れた感じで援助が来ない。その話が山田良政およ

死んだのだろうということになっていました。墓

び孫文に伝わります。そして山田良政は孫文の命

碑を簡単に読みますと「山田良政先生は弘前の

によって、児玉総督の方針変更と、起義軍に対し

人なり。庚子また８月」
。庚子というのは 1900 年

ては臨機応変の処置をせよということを伝えるた

です。また８月というのは、この年は閏年で８

め、海を渡って起義軍のもとに行きます。これが

月は２度ある。２番目の８月は西暦に換算します

10 月 20 日です。

とちょうど９月から 10 月で、惠州起義軍が蜂起

鄭士良は、弾薬も尽きつつあり、日本からの武

している段階です。
「革命軍惠州に起こるや先生
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ただし５月に東亜同文書院を辞めて満鉄に入社し
ます。この時の満鉄の初代総裁が、兄良政とも関
係のあった後藤新平です。後藤新平からは、純三
郎は良政の弟かということで、初対面の時いろい
ろ聞かれたということです。
2．革命運動への参加
孫文との関係で言いますと、繰り返しになりま
すけれども 1899 年 7 月に兄良政が、東京神田三
崎町の家で孫文と会った時に、障子の陰から穴を
開けて孫文を盗み見た。
「大変頭のでかい男だ」
というのが孫文の第一印象だそうです。その後
山田良政墓碑

1900 年に上海の旭館という旅館で、兄良政により

挺身して義に赴き遂に戦死す。ああその人道の犠

孫文に紹介される。この写真の左側が純三郎、右

牲興亜の先覚なり。身は湮滅すと雖もその志朽ち

側が孫文です。孫文も純三郎も明治の人ですが、

ず」。孫文が山田良政を大変評価している文章だ

洋装が大変似合うと思います。孫文はたぶんこん

と思います。山田良政が 1900 年に死んだ後の話

な格好をして宮崎滔天に会ったんだと思います。

です。

辛亥革命が 1911 年の 10 月に起こりますけれども、

Ⅱ

それ以前は純三郎は直接革命運動に参加した形跡

山田純三郎

がありません。1911 年の 11 月３日、革命派の陳
其美（この人物は大変純三郎と関係があり、 介

1．東亜同文書院との関係
次に弟の純三郎のほうですが、1876 年に生ま

石の親分格に当たる人物ですが、後に上海の純三

れて、戦後まで生きました。東亜同文書院との

郎の満鉄の社宅で暗殺者に殺されます）が清朝の

関係で言いますと、1900 年に南京同文書院に入

江南機器局（武器を作っているところ）を襲撃し

学し、それが東亜同文書院になりますので、東亜
同文書院の１期生ということになります。その後
兄が行方不明扱いになっているわけですが、1901
年、兄良政の影響もあって中国革命に興味を持
ち、そのため学業に身が入らず、東亜同文書院を
成績不良ということで退学になる。そのあとが面
白いんですが、院長根津一の計らいで事務員兼助
教授になる。退学した人が助教授になっちゃうと
いうことですので、成績不振者が今度は東亜同文
書院で教えるという、今ではとても考えられない
ことが起きます。その後 1904 年５月に日露戦争
に従軍のため東亜同文書院を辞職し、日露戦争中
は福島少将のもとで通訳官をしております。その
後 1907 年１月に東亜同文書院の教授となります。

山田純三郎と孫文
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た時、実は事前に日本の総領事に話が通っていま

許可するにあたり、三井物産に優先権を与える」

した。まだこの段階では清朝が倒れていません。

という内容の条項があったため反対運動があっ

国家間関係から言えば、日本の総領事が、革命

て、この借款は漢冶萍公司の株主総会で否決され

をやろうなんていう奴に拳銃を貸します。拳銃３

てしまい、結局途中で断ち消えになります。この

丁を借りて陳其美に渡しています。純三郎が実際

漢冶萍公司の日中合弁というのは、あとで申し上

に革命運動に参加したのはこれが初めかと思いま

げます 21 か条条約で日本政府が正式に要求して

す。

いる内容で、これに対しても中国が当時の袁世凱
政権を含め、大変反対をします。ある意味で孫文
は非常に危ないことをやっているわけです。中国

3．辛亥革命後
孫文は辛亥革命が起きた 1911 年 10 月の段階で

の利権を日本側に提供する代わりに借款をすると

外国にいますが、12 月にアメリカからヨーロッ

いうことですから。まあ切羽詰まっていたという

パ経由で帰国した時、純三郎は宮崎滔天と共に香

こともあるんですけれども。結局これは成立して

港まで迎えに行き、船で上海まで一緒に行ってい

いません。これがまず１つ。

ます。孫文は純三郎が満鉄にいて、撫順炭鉱の石

それからもう１つ、山田純三郎が関与している

炭を上海で三井物産に売っているという話を聞い

ところで、満州租借を条件とする 1,000 万円の借

て、「三井と関係があるならば、三井を通してお

款というのがあります。これは 1912 年２月３日、

金を借りてほしい、その交渉をやってくれ」と。

すでに臨時大総統に就任している孫文と、三井物

当時清朝と対抗していた革命軍および中華民国政

産のまさに中心である森恪が話し合いをし、その

府（正式には 12 年の１月に成立。ただ 10 月以後

席に中国側から胡漢民、日本側から宮崎滔天、山

別の政権を樹立し清朝から独立したと言っていま

田純三郎も立ち合っています。森恪は当時の元老

すけれども）は非常に財政困難になっていまして、

であった桂太郎の内意を受けた益田孝の内命を受

武器を補給するにしても、政府の役人に対する給

け、満州保全をする。日露戦争のあとでも依然と

与にしても、とても賄いきれないので、三井物産

してロシアが満州の北部を勢力範囲にしていま

に金を借りてほしいということを純三郎に要請す

す。それ以外に例えばアメリカも出ようとしてく

る。これはある程度成功しそうになります。

る。そういう中で満州を保全する。そのために日

湖北省の漢冶萍公司は、石炭の鉱山と鉄の鉱山

本に租借をさせるということです。これもよく考

と製鉄所の３つを兼ね備えた大コンビナートで、

えると満州事変の先がけみたいなところがありま

清末の洋務運動の時の大変重要な遺産でもありま

す。けれども当時は満州保全のために日本に租借

す。当時、鉄と鉄鉱山と製鉄業は重工業の中心で

をさせる、日本に貸すという形にしておいて他の

すから、漢冶萍公司を日中合弁とする代わりに、

外国をはねつけようというのが中国側の意図で、

当時のお金で 500 万円の借款を与えるというふう

その考え方は清末から、清朝の内部でもありまし

に話が進みます。1912 年２月２日、臨時大総統

た。満州を一任するなら日本側から援助を与えよ

孫文と、孫文に次ぐナンバー 2 の黄興が借款条約

うという満州租借論を孫文は提案します。

に署名して印を押します。山田純三郎と三井物産

孫文はこの時袁世凱との和議が成立する直前

の上海支店長であった藤瀬正次郎が 300 万円の小

で、臨時大総統職は袁世凱に譲る代わりに袁世凱

切手を孫文に渡します。500 万のうち 300 万は実

は清朝を滅ぼすということを条件として、袁世

際に渡されるわけですが、借款条約の中に、「中

凱と孫文達のグループとの和議が成立する時でし

国における鉱山、鉄道、電気などの事業を外国に

た。ただ孫文は、ずっと自分に対立していた清朝
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の、そのまた中心である袁世凱に政権を譲るとい

の内閣総理がノーと言えば袁世凱の意のままには

うことは面白くないわけです。できたらそれを阻

政治ができない。それが宋教仁が狙っていたこと

止したい。ただし約束ですから臨時大総統は辞職

です。ところが宋教仁が殺されてしまう。宋教仁

しなくちゃいけない。何とか辞職する前にこれを

という人物は日本の北一輝と大変仲がいい。北一

阻止する手はないかということで、1,000 万の借

輝も辛亥革命の時には自ら南京や上海の戦場に

款を要請していたわけです。森恪のこの提案、す

行っています。宋教仁の殺されたあと子供が残っ

なわち中国側から満州を租借させるけれども、そ

たんですが、北一輝はその面倒をよく見た。北一

の代わり 1,000 万の借款を日本から与えるという

輝は宋教仁が殺されたあと自分の奥さんに、
「宋

ことを応諾します。けれども２月８日になって

教仁の亡霊に会った」ということをよく語ってい

も日本側から応諾の返事は来なかった。つまりあ

たと言います。それほど仲が良かった。その宋教

る程度出先の段階では話が付いたんですが、政府

仁が殺された。もう１つは議会にかけずに勝手に

の正式な応諾の返事が来なかったために実現しな

袁世凱が、４国との借款をしたために、とうとう

かった。中国国内でも２月 12 日、袁世凱と孫文

孫文達のグループが怒って武装蜂起をする。これ

のグループとの和議が成立します。その条件に基

を第二革命と言っています。

づいて２月 14 日臨時参議院（中国の議会のもと
になったもの）が孫文の臨時大総統辞任を認め、

4．第三革命前後

結局このような交渉は実現できなくなった、流れ

ただしこれは失敗して、孫文は日本に亡命して

てしまったということになります。これが２つ目

きます。そして先ほどの陳其美（有吉総領事から

です。辛亥革命の直後の時です。

拳銃を借りた男）が、袁世凱の背後を突こうとい

袁世凱は臨時大総統の職について、孫文達のグ

うことで、北京に都を置いている袁世凱の背後に

ループと対立を深めていきます。1912 年から 13

ある満州への工作をしようとした。1914 年 6 月頃、

年にかけて中国の最初の議会選挙が行なわれま

密かに黒龍江方面の反張作霖の軍閥から、張作霖

す。中華民国は帝政から、三権分立の共和制国家

討伐のために孫文と連絡をとりたいという話があ

に変わります。議会は二院制で、それを選挙で選

る。その結果孫文の命によって、山田純三郎と

ぶ。12 年の末から 13 年の初めにかけて、初めて

介石と丁仁傑という人物が満州に出かけます。こ

の選挙が行なわれ、
同盟会の流れを汲む国民党（後

れについては『 介石秘録』というのが台湾側か

の中国国民党とは組織的にちょっと別ですが、一

ら出ています。この時 介石が派遣されたという

応孫文達のグループが中心になっている）が議会

のは事実のようで、 介石も自ら認めていますし、

第一党になります。大総統すなわち大統領が一番

日本側の記録にもあります。山田純三郎の名前は

上にいて、内閣総理が行政の中心になるわけです

『 介石秘録』には出ていません。そのあとも純

が、内閣総理は議会の多数党がなる。国民党が第

三郎は満州に派遣されている。陳其美と戴天仇（こ

一党になりましたので、国民党の当時の議会指導

れも留学生上がりで日本語が大変うまい人物）と

者宋教仁という人物が内閣総理になることになっ

共に大連に行って、犬塚信太郎の斡旋によって満

ていました。

鉄病院を本拠に活動しましたけれども、これも成

ところが、袁世凱は刺客を派遣して宋教仁を暗
殺してしまう。もし宋教仁が内閣総理になると、

果を挙げられませんでした。
次に日中盟約という問題ですが、台湾のほうは

政府の命令は大総統がまず署名して内閣総理が副

「日中盟約というのは偽物だ、こんな文書はない」

署をして命令や法律が効力を持つので、国民党系

と言っているわけです。日中盟約とは何かという
89

◦ 2210 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

ことを申し上げますと、その内容は「中華陸海軍

身ですから、ある意味で全然責任がないんですね。

の使用する兵器、弾薬、兵具は日本と同式、およ

それよりも日本側から袁世凱打倒のための援助を

び陸海軍への日本軍人の採用、政府への日本人の

引き出せれば目的は果たせるわけですから。

採用」です。これは実は正式に申しますと大隈内

このあとで 21 か条が出るんですが、21 か条の

閣の 21 か条条約の第５号の内容なんですが、ま

第５号という当時の日本政府ですら削除した内容

ず 21 か条に対しては当時の袁世凱政権も反対し

を孫文が認めたということになってますので、台

ます。中国国内ではものすごい反対が起きます。

湾の先生は「国父孫文がそんなことをやるはずが

日本に留学した留学生達も大反対運動を起こし

ない」ということで偽物説をとっています。私が

た。そういう中で、袁世凱に対して日本が最終的

このことについて台湾で発表したら、それだけで

に兵力を用いるぞという軍事力の脅しをかけて、

国民党党史委員会の先生から集中的に質問を受け

ようやく認めさせます。

ました。これについて以前に発表した藤井先生は

ただしその中でこの第５号については、大隈

台湾で袋叩きにあったという話を聞いていまし

内閣ですら最終的に削除した内容です。私が今申

た。すなわち前日に台湾の先生が打ち合わせをし

し上げた点はまさに第５号そのもので、日本政府

て、偽物説で統一しようということを聞いていま

ですら削除した内容です。ただしそういう部分だ

したので、私は挑発に乗らないようにしていまし

けではなくて、中国にとっても有利な、日本側が

たが。台湾の人はすごく躍起になって、
「絶対偽

中国側の関税自主権を回復することとか、領事裁

物だ」と言う。私は本物の可能性が強いと思って

判権の撤廃に賛成すること、これを認めるならば

います。

日本側から援助するというのが日中盟約の内容で

中華革命党というのは、中国同盟会が第二革命

す。これについて孫文と陳其美と山田純三郎と満

で日本に亡命してきた後、いわば少数精鋭の秘密

鉄の犬塚信太郎（この段階では満鉄の理事を辞め

結社的な革命家の組織としてできました。そこで

ていました。この場所にはおらず、後に署名）
、

機関誌として上海の『民国日報』というのが出る

この４人が署名しています。実物は今、早稲田の

んですけれども、その社長に山田純三郎がなって

図書館にあると思います。これについての山田純

います。
『民国日報』では、先ほどの日中盟約の

三郎の回想ですが、
「今でも某所の金庫の中にそ

ほうが時期的に先なんですが、21 か条条約の不

の○○の○○は深く蔵されているはずだ。秋山将

当性を大々的に攻撃しています。なおかつ袁世凱

軍（秋山真之。日露戦争の時に東郷平八郎の下に

が皇帝になろうとする帝政運動を批判している。

いた参謀）が書いて、私が持っていって孫さんに

おそらく山田純三郎が社長になったのは、袁世凱

手渡した」。そこで署名したということになりま

政権の弾圧を招かないためだと思います。ただし

す。毛筆で書いてあって、台湾の先生は「この文

この後の 21 か条の中で、第５号は日本政府です

書を見ると明らかに、最後の文書の字のはね方が

らあまりに露骨なので引き下げた内容なんです。

中国人のものじゃない」と言うんですが、もとも

それを孫文が認めたことになるんですね、盟約論

と秋山真之が書いているというので、これでは偽

を本物と信じたとすると。ところが少なくとも公

物説の決め手とはならないと思います。論争中の

的には 21 か条大批判をやっているわけです。「国

決め手となる資料をまだ発掘していないので確定

父がそんなことをするはずがない」と台湾は絶対

的なことは申し上げられませんが、私はこれは結

認めない。中国側の先生は割合中立的で、本物と

ばれた可能性が非常に強いと思っています。ただ

は言わないけれども偽物とも言わない。しかし台

し孫文はまだ政権をとっていなくて日本に亡命の

湾の先生は、この盟約は偽物だと言っています。
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この時期上海のフランス租界にあった山田純三

大規模な運動になって、結局この時には青島は中

郎の満鉄の社宅は、革命派の実質的な本部になっ

国に戻りませんでしたけれども、中国は第 1 次世

ていました。先ほどからたびたび出てきた陳其

界大戦の戦勝国であるにも関わらず、自己の領土

美は、山田純三郎の家にいた時、実業家を装って

が戻らなかったと怒ったわけです。ベルサイユ条

会いにきた中国人にピストルで撃たれて殺されま

約で青島は中国に戻らないと決められていました

す。その場にいた女中も耳を撃たれて、抱いてい

ので、この態勢はすぐには変えられない。ただし

た純三郎の長女民子をコンクリートのような固い

中国の全権はベルサイユ条約の調印を拒否してい

たたきの上に落としてしまったため、民子は頭に

ます。つまり国家としてこれは認めないという意

傷を負い、一生涯不具になったというのは有名な

思表示をして中国に帰ってくる。孫文は、従来革

話です。それほど山田純三郎は孫文達のグループ

命をやる時に、日本との関係で言うと非常に危な

の内部に密着していました。

い橋を渡っているところがあるわけです。つまり
中国の利権を提供する代わりに日本の援助を、と
いうようなことですが、それが五・四運動以後そ

5．広東軍政府以後
孫文は後に広東に戻って広東軍政府というの
を立てます。1917 年９月に第１次広東軍政府と

ういう外からの力に依存する、外力依存というの
が変わってきます。

いうのが作られて、途中何度か断絶しますけれど

どういうふうに変わったかと言うと、だいたい

も、1922 年の段階で広東軍政府という形で孫文

ロシア革命と五・四を契機にして、いわば革命と

は南に拠点を築き、袁世凱（1916 年に死亡）の

いうのはみんながやらなくちゃいけないんだ、と

部下達の政権に対抗していました。22 年６月、

りわけ労働者・農民が中心にならなくちゃいけな

広東軍政府を支えていた軍閥の陳炯明が、孫文と

いんだというふうに変わってきます。そうすると

の意見の対立によってクーデターを起こし、孫文

危ない橋を渡りつつ日本の援助を期待するという

は広州の珠江に浮かんでいた軍艦永豊に逃げ込み

ことから変わってしまう。そういう中でこの犬養

ます。夏の暑い盛りで、広州市内は全部陳炯明の

宛書簡は出されます。犬養毅も一貫して中国との

軍隊が掌握しているわけですが、軍艦のところだ

関わりの強い人です。後の五・一五事件で暗殺さ

けは手出しをしなかった。その時山田純三郎は当

れますけれども。孫文の支援者の１人でもあった。

時の広東総領事藤田栄助と連絡をとって、食料を

1923 年 11 月の第 2 次山本権兵衛内閣に、その犬

わざわざ陸から孫文のところに届けたりしていま

養が逓信大臣として入閣するという話を孫文が聞

す。

くと、山田純三郎に託して犬養宛書簡を書きます。

次に犬養宛の書簡のことで当時の時代背景を申

実際 24 年１月にこれは手渡されています。

し上げると、1917 年にロシア革命が起き、1919

そこでどういうことを言っているかと言うと、

年に五・四運動が起きますけれども、山東省の青

「日本は苦しめられている人々の友となるために、

島がドイツから日本の手に継承されて中国に戻ら

第１、中国の革命を援助して成功させ、内に統一

ない。それで 1919 年の５月４日に天安門広場で

を、外には独立を可能ならしめ、列強による束縛

北京の大学生達が、青島を中国に返せというデモ

を打破すること」
。これは実は東亜同文書院の最

をやる。これは学生が中心になって、それからど

初の設立趣旨を本気になってやるなら、こういう

んどん広がっていきます。やがて学生だけではな

路線に繋がる考え方だと思います。本気になって

くて都市の商人が日本製品のボイコットをやって

というのは、日本政府の政策と対立しても、とい

いく。労働者はストライキで呼応してくるという

う意味です。それから「第 2、ソビエトロシア政
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府を列強に率先して承認すること」という内容で

書いてあるんですが、唯一ではないと思いますの

す。特に日本が中国の革命を援助するだけではな

で、これはあとでちょっと関係者の人に小さい声

く、列強による束縛を打破せよと、日本政府の対

で言っておきます。

中・対ソ政策の転換を求めました。しかし犬養は
結局この文書を公表することもなく、日本政府の

おわりに

対中・対ソ政策の転換もなされませんでした。現
在この文書は『孫中山全集』あるいは台湾の『国

最後に孫文の山田兄弟に対する評価として、孫

父全集』に収められていますが、最初に「山田純

文の文章ですが「それ革命のために奔走して終始

三郎君が来て言うことには」というふうな文章が

怠らない者は、山田兄弟、宮崎兄弟、菊池、萱野

ありまして、山田純三郎が「犬養が入閣した」と

とあり」
（
『建国方略』1918）と言っています。前

いうのを伝えている。それを聞いてこういう書簡

にも申し上げたように、大陸浪人と言われる人達

を出した。

で孫文を支援した人がたくさんいるんですけれど
も、特に五・四運動以後になると、だいたいそう
いう連中の多くが、１つは日本の利権拡大と結び

6．国共合作後
1924 年１月、国民党と共産党が一緒になって

ついて動き、純粋に中国革命を支援していないと

合作しますが、その後第二次奉直戦争で奉天派と

いうこととか、自らの売名行為のような、要す

直隷派が戦います。奉天は現在の遼寧省で、リー

るに「俺は孫文を援助して大いに影響力があるん

ダーは張作霖です。直隷は現在の河北省です。軍

だ」というようなことを吹聴し回るのがいるわけ

閥のリーダーの出身地で奉天および直隷と言って

で、そういうのが嫌になってしまった。もちろん

います。直隷派の代表的なのは呉佩孚です。段祺

そういう中で、ある種選別をし、信頼をおいてい

瑞と張作霖の２人はいわゆる親日派なんです。結

た人達もいるわけで、そのうちの１人が山田兄弟

局、第二次奉直戦争では直隷派が負けまして、段

だろうと思います。信頼を得た理由として、良政

祺瑞が臨時執政になって政権を握ります。孫文は

が大変短い間でしたが孫文の指導する中国革命に

南の広東にいて、張作霖と会談をするために北上

参加して、惠州蜂起で一命を捧げる。弟純三郎は

していく。12 月４日に天津に着いたあと張作霖

中国革命に参加することによって、今申し上げた

と会うんですが、もともと張作霖と孫文とはずっ

一部の軍人や政治家のように、見返りに会社や国

と対立していたわけで、孫文に会った時に張作霖

家の利権拡大を求めなかった。純三郎はずっと満

が孫文を捕まえないようにということで、山田純

鉄の社員で通しています。けれども彼は満鉄の利

三郎は事前に、張作霖に付いていた町野武馬とい

権拡大のために孫文との交渉をやったことは一切

う日本人に会って、張作霖が孫文を拉致すること

ない。むしろ 1910 年代に１度満鉄を辞めようと

のないようにと、孫文の身の安全保証を求めていま

しています。自分が孫文と付き合っていると満鉄

す。

に迷惑をかけるんじゃないかと考え、一個人とし

孫文は 1925 年３月 12 日に北京で肝臓癌のため

て参加しようとした。でも満鉄は懐が深いと思う

亡くなります。亡くなる時に、純三郎の従弟の菊

んですけれども、
「何も満鉄という会社は、会社

池良一、宮崎滔天（すでに死亡）の兄民蔵、それ

に出てきてする仕事ばかりが仕事じゃない。お前

から萱野長知等と共に病院で立ち合っています。

のやってることも立派な仕事だ」と言って、結局

東亜同文書院大学記念センターには、山田純三郎

出てこないで孫文の革命を支援する人間に、ずっ

は孫文の臨終の時に立ち合った唯一の日本人だと

と給料を出している。
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そういうふうに会社や国家としての利権拡大を

に繋げる思想的素地があるだろうと思っていま

求めなかったことが、孫文に信頼された理由だと

す。東アジア共同体を実現するのは非常に難しい

思います。それから山田純三郎は日本人としての

ですが、アジア主義をちゃんと見直す必要は、現

立場を利用して、中国人革命家にはできない役割

在でもあるだろうと私は思います。

を果たしました。先ほどの中華革命党の機関誌で

以上若干時間が超過しましたが、私の報告とさ

ある『民国日報』の社長になったのは、日本人が

せていただきます。どうもご清聴ありがとうござ

社長である新聞という形をとることによって、袁

いました。

世凱に手出しをさせないようにするためです。ま
た張作霖の顧問であった町野武馬と日本人同士で

【司会】 ありがとうございました。少しお時間が

事前に話をつけて、張作霖が孫文を拉致しないよ

ございますので、何かご質問のある方はお手を挙

うにという保証を得ました。

げてください。ございませんでしょうか。それで

東亜同文書院の思想というのはまさにアジア主

は本日の講座はこれで終了させていただきます。

義だと思います。ただしやはり日本中心というの

馬場先生にもう１度拍手をお願いいたします。次

が問題なのであって、脱亜入欧論に対して、つま

回の講座は 10 月 20 日（土曜日）午後２時より行

りアジアから脱け出し欧米をモデルにしようとい

ないます。愛知大学が保有しております東亜同文

う日本の国家や言論界の主流の思想に対抗しての

書院関係の貴重な資料・写真と、愛知大学創成期

アジア主義だと思います。日本中心主義というの

の歴史に関する展示をご覧いただく予定でござい

は、特に 1941 年以後、すなわちアジア太平洋戦

ます。集合場所は大学記念館という、正門を入っ

争以後の大東亜共栄圏というのでは破綻している

てすぐの白い木造の建物になりますのでご注意く

と思います。ただし日本中心でないアジア主義と

ださい。それでは以上で終わりたいと思います。

いうのは、もう１度見直す必要があるだろうと思

お気をつけてお帰りください。ありがとうござい

います。そこに現在の東アジア共同体論という形

ました。

主要参考文献
馬場毅「孫文と山田兄弟」（『愛知大学国際問題研究所紀要』第 126 号）2005 年
結束博治『醇なる日本人̶孫文革命と山田良政・純三郎̶』プレジデント社

1992 年

保阪正康『仁あり義あり、心は天下にあり̶孫文の辛亥革命を助けた日本人̶』朝日ソノラマ

1992 年
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2007 年度 豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（3
回）
2007年度
豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（３回）

展示室での講義と見学

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

2007 年 10 月 20 日（土）
、第 3 回豊橋市民大学

武井義和

亜同文会の説明から始め、歴代院長・学長の紹介、

トラムは午後 2 時から 1 時間半にわたって、記念

東亜同文書院の特徴である中国語教育や、学生同

センター展示室見学会という形式で行われまし

士の発音練習である「念書」について、教科書や

た。当日は 30 名ほどの参加者があったため、二

パネルを用いて説明しました。そして、学生生活

手に分けることにし、東亜同文書院展示室は武井

の集大成である大旅行について、パネルにして展

が、愛知大学史展示室は大学史事務室の佃隆一郎

示されている旅行コース図を用いてそのスケール

氏が担当し、45 分ほどで見学者を入れ替えると

の大きさを示し、大旅行を行った学生たちによっ

いう方法を採りました。

て記された『調査報告書』が、戦前の中国を知る

東亜同文書院展示室では、まず孫文の協力者で
あった山田良政・純三郎兄弟について、孫文の書
（「天下為公」
、
「至誠如神」
）や、孫文と山田純三
郎との間で使用された暗号表などといった、展示
されている様々な資料について解説を加えつつ、

貴重な資料として注目されてきていることを紹介
しました。
なお、愛知大学史展示室では愛知大学の誕生と
創成期を中心に説明がなされました。
参加者たちは記念センターで展示されている資

兄弟の軌跡を説明しました。また、愛知大学の前

料を興味深げに見つつ、熱心に説明を聞いていま

身である東亜同文書院に関するコーナーでは、東

した。

亜同文書院創立の背景、書院の創立母体である東

説明を聞く見学者たち
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2007 年度 豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（4
回）
2007年度
豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（４回）

東亜同文書院からみた近代の日本と中国

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

武井義和

【武井】 皆さん、こんにちは。先週は大学記念館

改善を助成す」
、
「支那および朝鮮の時事を討究し

展示室で、実際に資料をご覧頂きながら説明を聞

実行を期す」
、
「国論を喚起す」ということを掲げ

いて頂きましたが、90 分間立ち放しでしたので、

ました。

お疲れになったと思います。今日は通常の講義ス
タイルに戻りましたので、皆様お体を楽にして受

さて、東亜同文会の活動は、教育・文化活動が
中心でした。もっとも、初期の頃は清朝の改革派

講頂けると思います。
今回は東亜同文書院の歴史を見つつ、近代日

との連携・連絡や、ロシアの旧満州進出に対して

中関係の中に位置付けて捉えていくことを試みま

反対世論を喚起するなどの政治的活動も見られま

す。逆に言えば、東亜同文書院を通じて近代日中

したが、日露戦争後は教育・文化方面の活動が中

関係史を見ていくことを試みたいと思います。し

心となっていきます。そして、そうした活動は、

かし、40 数年間の歴史をくまなく見ていくこと

日中両国の友好、協力に必要な人材の養成が主眼

には限界があるので、同文書院の主な出来事を取

となっていました。例えば、主な学校を 2 つ挙げ

り上げることにしたいと思います。

ますと、東亜同文書院が設立される 1 年前に、
「東

まず、東亜同文書院の経営母体であった東亜同

京同文書院」という学校が設立されます。
「東亜

文会から話を始めます。1898（明治 31）年に誕

同文書院」と比較すると、
「亜」と「京」の一字

生した東亜同文会は、
もともとは「東亜会」と「同

しか違っていませんので大変紛らわしいのです

文会」という 2 つの団体が合併して出来たもので

が、この「東京同文書院」は中国人留学生が、高

す。
「東亜会」は 1897 年に誕生しましたが、清朝

等教育専門学校へ進むための予備校でした。864

末期の立憲君主制を目指す改革派を会員に迎え入

名の中国人が卒業し、日本語を中心に算数・地理・

れ、孫文を支持・後援する会員もいるなど、政治

英語などを教え、2 年の課程でした。

色が強い性格でした。一方、
「同文会」は 1898 年

そしてもう 1 つが、これからお話しする東亜同

に誕生しましたが、こちらは政治色を廃し、日中

文書院です。最初は 1900( 明治 33) 年南京に設立

間̶当時は清国でしたので̶日清間の経済交流の

されましたので、
「南京同文書院」と呼ばれまし

発展助長を期する、実務優先的な会でした。こう

た。しかし程なく義和団事件が発生し、政情不安

した 2 つの会が合併し、
「東亜同文会」となった

になったために上海に移転し、翌年より東亜同文

のです。この東亜同文会の初代会長を務めたのが、

書院として再出発しました。

近衞文麿の父親の近衞篤麿でした。東亜同文会は
綱領として「支那を保全す」
、
「支那および朝鮮の

他に、朝鮮半島でも学校経営を行いましたが、
日本の植民地となる過程で、数年間で中止されま
97

◦ 2216 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

した。したがいまして、中国に関する教育活動が

事件が発生し、南京の治安が悪化して流れ弾が飛

中心となります。

んでくるようになったので、上海に避難しました。
その避難先の上海で、東亜同文書院として再出発

では、南京同文書院について次に見ていきます。
南京同文書院が設立されるきっかけとして、まず

したのです。根津一は東亜同文書院でも初代・第
三代院長を 20 年余り務めました。

近衞篤麿と両江総督劉坤一との会談（1899〔明治

東亜同文書院の始まりは中国側の理解と協力の

32〕年 10 月）が挙げられます。近衞はヨーロッ

上で成立したのであり、そのことは注目に値する

パからの帰国途中、清国に立ち寄り、南京に有力

のではないかと私は思います。

政治家の劉坤一を訪ね、会談をします。その時の
様子が「東亜同文会の趣旨を述べ、今回南京にも

東亜同文書院は当初、ビジネススクールとして

学校を設くるの考あれば、万事に相当便宜を与へ

出発しましたが、1921（大正 10）年に外務省管

られんことを望むと乞ひしに、
（劉坤一は）同会

轄の専門学校となります。さらに 1939（昭和 14）

の事は既に聞知して貴邦の交誼に感じ居れり、学

年には大学に昇格します。さて、東亜同文書院が

校を南京に設けらるゝ事の如きは、及ぶ丈の便宜

存在した 40 数年間を長いと取るか短いと取るか

を与ふべし」と答へたり」と記されています。

は、人により違いがあるでしょうが、東亜同文書

そして、後に南京同文書院院長となる根津一が、

院は全部で 3 回キャンパスを移転しています。そ

設立主旨である「興学要旨」を劉総督に提出し、

れだけでなく、1913（大正 2）年と 1937（昭和

共感を得ます。この「興学要旨」は原文は漢文で

12）年には長崎にも一時避難しておりますので、

文章が長いので、レジュメの 2．
（2）南京同文書

それも含めますと合計 5 回移転しているわけで

院設立（1900 年）のところに、その書き下し文を

す。お手元のレジュメには校舎名が書いてありま

出だし部分だけ引用しておきました。

すが、大変申し訳ないことにルビを付けておりま

「中外ノ実学ヲ講ジテ、中日ノ英才ヲ教エ、一
ニハ以テ中国富強ノ基ヲ樹テ、一ニハ中日輯
協ノ根ヲ固ム。期スル所ハ中国ヲ保全シテ、

せん。ですので、校舎の変遷を地図で確認しつつ、
あわせて読んでみたいと思います。
まず、地図で①とありますが、1901（明治 34）

東亜久安ノ策ヲ定メ、宇内永和ノ計ヲ立ツル

年に桂墅里（クイシュリ）校舎が上海租界の南に

ニ在リ（以下略）
」
。

できます。しかし、この校舎は 1913（大正 2）年

この中で ｢ 輯協｣ とは「友好協力」
、宇内永和は

に中国の革命で焼かれましたので、②の赫司克而

「世界永遠の平和」という意味があります。非常

路（ハスケルロ）仮校舎に移ります。その後、③
の虹橋路（ホンチャオロ）校舎が建設され、20

に壮大なスケールを感じさせます。
これにより、根津は劉と親交を重ね、妙相庵と

年間存在しました。しかし、1937（昭和 12）年

いう寺院の境内の空き地を 20 年間借用すること

に日中戦争の兵火で焼かれたため、翌 1938 年隣

に成功しました。

接する交通大学の跡地̶交通大学は重慶に疎開し

しかし、開校しても学校には教員スタッフが満

ていたので、その跡地̶を借用して、④の海格路

足に揃っていないという状況でした。授業は主に

（ハイコーロ）臨時校舎として 1945 年まで授業を

英語と中国語でしたが、午前中に授業が終わると

行いました（資料１を参照）
。

午後にはやることがなく、相撲を取ったり、境内

しかし、特徴的なのは、上海のキャンパス全て

の池に泳いでいる鯉を住職に内緒でとって食べつ

が租界の外、つまり中国の領土内にあったという

つ酒を飲むという状態でした。程なくして義和団

ことです。これは日中友好という理念を実現する
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ためだったといえるのですが、
戦後の日本では「不

の教育を象徴するのが、大旅行でした。これは藤

平等条約をもとに建てられた殖民学校だった」と

田教授が第 1 回目の市民トラムでお話になりまし

いう認識が存在していました。

たし、先週の展示室説明会でも申し上げましたの

さて、東亜同文書院の建学精神ですが、これは

で、ここでは詳細に述べることを避けますが、彼

「興学要旨」と「立教綱領」の 2 つがありました。

らが遺した記録は、現在大変貴重なものとなって

「興学要旨」は南京同文書院のところでお話しま

おります。

したが、この 2 つは根津一の起草によるものです。

同文書院で学ぶ学生たちについてですが、彼ら

先ほどは申し上げませんでしたが、南京同文書院

は県費生が中心でした。県費生は、各府県の選抜

開学に際して、
「立教要綱」も作成されておりま

試験を受けた合格者が、府県の費用で派遣される

す。上海で東亜同文書院として再出発する際、そ

というものです。後には私費生も現れますが、や

れらは東亜同文書院の建学の精神となったのであ

はり県費生が中心でした。学生たちは東亜同文書

ります。この「立教綱領」も原文は漢文で長いの

院に入学すると寮生活を送ることになります。彼

で、書き下し文で出だし部分のみを引用してあり

らは寮でともに過ごす中で、強い絆で結ばれてい

ます。

きました（資料 3 を参照）
。

「徳教ヲ経ト為シ、聖経賢伝ニ拠リテコレヲ施

また、東亜同文書院と中国人との関わりについ

シ、知育ヲ緯トシ、特二中国学生ニ授クルニ

てですが、例えば 1920（大正 9）年は東亜同文書

ハ日本ノ言語文章、泰西ノ百科実用ノ学ヲ以

院創立 20 周年であり、同時に根津一還暦の年だっ

ツテシ、日本学生ニハ中英ノ言語文章及ビ中

たのですが、これを記念する書が梁啓超、黎元洪

外ノ制度律令、商工務ノ要ヲ以ツテス。期ス

といった当時の有力者から贈られております（資

ル所ハ、各自二通達自強シ、国家有用ノ士、

料 4 を参照）
。これだけでなく、大旅行誌にも中

当世必需ノ才ト成ルニ在リ。
（以下略）
」

国人による多くの揮毫がみられます。一例を挙げ

この内容は、知育・徳育をあわせて教育し、教

ますと、清朝の皇族であった粛親王は第 18 期生

育は儒学の古典、知育は中国人学生には日本語・

大旅行誌に「奇聞壮観」という書を揮毫しており

西欧学術、日本人学生には中国語・英語、中国・

ます。一方で、学生同士の交流も見られました。

西洋の法律・制度・経済・商務などを教え、その

1920 年代には東亜同文書院と隣接する中国の大

目的は国家に有用、現代に必需の人材を養成する、

学である交通大学が、スポーツ交流試合などを

というものです。

行っていたというようなことが、最近の研究で明

次に教育内容ですが、東亜同文書院はビジネス

らかにされております。

スクールとして出発した関係で、商務科が中心で
した。初期の頃は政治科や農工科もありましたが、

ここまで、東亜同文書院の概観をお話しして

やがて廃止され、一貫して存在したのは商務科だ

参りましたが、東亜同文書院の近代日中関係史に

けでした。商務科ですので、経済に関する勉強を

おける位置付けについて、次に述べていきたいと

したわけです。例えば、1930（昭和 5）年頃のカ

思います。近代史における東亜同文書院を考える

リキュラム表を見ますと、経済原論、簿記、それ

場合、中華学生部を挙げる必要があります。これ

から支那経済事情、商工経営などの科目がありま

は 1920 年に中国人学生を対象として設置された

す。あと、同文書院で特徴的なのは、中国人教員

学部で、1934( 昭和 9) 年まで存在しました。この

が充実していたことです。彼らは中国語を担当し

中華学生部が設置された背景には、第一次大戦後

ていました（資料 2 を参照）
。こうした同文書院

の欧米による中国に対する文化政策が挙げられま
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す。先ほど触れた義和団事件で、列強諸国は清朝

る「五四運動」が起き、1920 年代に入ると「五・

から賠償金を獲得します。しかし第一次大戦後、

三〇事件」が発生します。この五・三〇事件は、

その賠償金を使って中国で学校や病院を設立する

1925（大正 14）年 5 月 30 日に発生したのでその

という動きが現れます。特に、アメリカは早い時

ように呼ばれているのですが、上海にある日本

期から賠償金を免除し、賠償金の一部で中国人が

の紡績工場で待遇改善を要求する中国人労働者の

アメリカへ留学するための学校を設立し、多くの

ストライキで工場側の弾圧により死亡者が出まし

人を留学させるなどの活動を行いました。これに

た。これに抗議するために中国人たちが共同租界

より、中国人の対米感情が良くなったといわれて

のメインストリートをデモ行進した際、イギリス

います。

人警官隊に発砲され、死傷者が出たという事件で

日本も対中事業拡充を意識し、1918 年 3 月第

す。これにより反日・反英運動が高揚します。

40 回帝国議会で「支那人教育の施設に関する決

こうした時代の中で、中華学生部の学生の多く

議案」、「日支文化の施設に関する決議案」を議決

は革命運動、民族運動に参加していき、左翼化す

します。これをうけて、同年 5 月外務省は東亜同

る者も多くいました。結局、中華学生部には全体

文会に、「東亜同文書院の拡充および同書院に中

で約 400 名入学しましたが、今申したように革命

国人教育のための附属実業学堂の創設」を命令し

運動などに関わるなどして退学者が続出し、カリ

ました。これは東亜同文書院にとって幸運でした。

キュラムを修了して卒業した者は 50 名程でした。

というのも、
「興学要旨」
、
「立教綱領」には中国

しかし、これにより東亜同文書院の日本人と中華

人と日本人を教育するという方針が示されていま

学生部の学生との間で対立が生じたというような

したが、資金難などで中国人の教育は実現が困難

ことはありませんでした。むしろ、逆の現象も生

だったからです。したがって、中華学生部の設立

じたのです。1927（昭和 2）年頃、ある中華学生

により、中国人も教育するという理想が実現化し

部の学生が孫伝芳という軍閥の家に爆弾を投げま

たわけです。

した。彼は逮捕され死刑宣告を受けたのですが、

東亜同文書院は中国政府と取り決めを結び、学
生を毎年 50 名ずつ受け入れることが決められま

東亜同文書院全教員の助命嘆願運動の結果、死刑
は免れ軽い罪に留まったといわれています。

した。学生は中国側官庁や中国駐在の日本公館の

こうしてみますと、中華学生部を媒介とする東

推薦を受けた者たちがもっぱらでした。カリキュ

亜同文書院の存在は、中国近代史の一側面として

ラムは予科 1 年、本科 3 年で、予科では日本語・

捉えることができるのではないかと思います。

英語・商業算術・簿記などを学びました。本科 3
年間は日本人学生と授業を受けました。しかし、

やがて、1930 年代に入ると日中関係は悪化の

折角開始された中国人教育でしたが、結論から

一途をたどるのですが、1932（昭和 7）年の第一

言えば決して順調ではありませんでした。何故な

次上海事変における東亜同文書院の対応につい

ら、学生達の多くが革命運動、民族運動に参加し

て、次に見ていきたいと思います。従来、満洲事

ていったからです。

変（1931〔昭和 6〕年）と第一次上海事変は、関

当時の中国は、第一次世界大戦期にナショナ

連性があるものとして捉えられてきました。つ

リズムが高揚します。1915 年には日本が中国政

まり、1931 年 9 月に満洲事変を起こした日本は、

府 に 提 出 し た「21 か 条 要 求 」 に 対 す る 反 対 運

翌年 3 月に満洲国を樹立するのですが、欧米列強

動、1919 年にはパリ講和会議で決定された、山

の耳目を満洲国樹立からそらすため、国際都市上

東省にあったドイツ利権の日本への譲渡に反対す

海で軍事行動を起こしたといわれてきました。確
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かに、国際関係の視点からはそのように説明する

り学生の犠牲が出ることはなかったのですが、在

ことができますが、上海の日本人社会に焦点を当

留邦人の反感を呼び起こしました。1932 年 3 月、

てると、違った様子が浮かび上がります。

東亜同文会より滬友同窓会支部宛て報告では̶滬

当時、上海には約 2 万人の日本人が居住してい

友同窓会とは東亜同文書院同窓会のことで、
「滬」

ました。この日本人社会には「会社派」と「土着

とは上海を指します ̶、
「上海在留民中には書院

派」という派閥が形成されていました。会社派と

の内地引揚げを目して在留民の安危を無視したる

は、紡績会社や銀行などといった大資本層に属す

行動なりとて批議するもの多数有之候」と記され

る人々です。一方、土着派とは所謂「一旗組」と

ています。

呼ばれる人が多く、資本を余り持たない人々です。

このように、東亜同文書院が戦争に巻き込まれ

先行研究では 1930 年頃の日本人社会の構成につ

るのを避けたわけですが、しかし日中関係の悪化

いて、5％ほどの会社派、40％ほどの中間層、残

は避けられず、ついに 1937（昭和 12）年には日

りの 55％ほどが土着派であったと論じています。

中戦争が勃発します。この時代の東亜同文書院̶

満洲事変後、上海では反日運動が展開されるので

1939 年に大学に昇格しますが ̶ は、日中友好を

すが、それは従来のものよりも熾烈であったとい

理念としつつも戦争に協力せざるを得ないとい

われています。例えば、日本人と取引しない、日

う、先行研究者の言葉を借りればジレンマに陥っ

本人に物を売らない、日本人に雇用されて働いて

た時代でした。そうしたジレンマとしてまず挙げ

いる中国人には脅迫して辞めさせるなどのことが

ることができるのが、書院生による従軍通訳です。
戦争勃発直後の 1937 年 9 月 3 日、お手元のレ

あったといわれています。
こうした中で、大資本層は経済的に余裕がある

ジュメ 4.（3）①の（a）にあるように、大内暢三

ので何とか乗り切ることができるのですが、一旗

院長は次のように諭告します。「（前略）我が忠勇

組が多い土着派は資本も脆弱なので生活に困窮し

義烈の兵と雖も、現地に入りては其の言語に通ぜ

てしまいます。また、日本に帰ろうにも生活基盤

ず、また其の地理に暗きが為め多大の不便と支障

がないため、引き揚げるわけにもいきません。し

を生ずる事無きや転た憂慮に耐へざるものあり。

たがいまして、この土着派の中から、中国と一

是に於てか、敢て第四学年諸子に告ぐ。…今日深

戦を交えて状況を打開しようという好戦的な気運

くこの重大なる時局に鑑み、須く書院創立の精神

が現れます。そして 1932（昭和 7）年 1 月 28 日、

を想起し、挺身奉公の至誠を致し、決然立って時

第一次上海事変が勃発します。土着派を中心とし

難に赴く熱烈なる意気を有せらるべきを信じて疑

て多くの居留民が戦闘に参戦するのですが、それ

わず（以下略）」。こうして 4 年生が従軍通訳とし

を象徴する写真をご覧頂きたいと思います。これ

て戦地に赴き、うち 1 名が戦死を遂げました。

は「便衣隊」̶平服を着て後方攪乱などを行う兵

さて、大内院長の諭告を見ると、軍国調で表現

士のことですが̶を捜索している写真ですが、日

されており、当時の時代の影響を反映しています。

本軍兵士の背後に背広を着て銃を構え、腕に腕章

しかし、かつての第一次上海事変では学生の戦

を着けている複数の人物がいます。彼らはこのよ

闘参加を防ぎ引揚げを断行した彼が、諭告を発し

うな形で戦闘に関わったわけです（資料 5 を参

た意図や心境はどのようなものだったのでしょう

照）。

か。それを窺い知ることができる資料を、同じく

このとき、日本人居留民側から学生を義勇軍

レジュメ 4.（3）①の（b）に引用しておきました。
「…

として動員せよという要請があったのですが、大

軍方面からの軍事通訳出動要請に対し大内院長は

内暢三院長は引揚げを決断します。この措置によ

大変苦慮された由である。しかし、 軍事通訳に
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出動することは、日本軍のためだけでなく、むし
ろ中国民衆のためになる

との理由で通訳従軍を

まず、東亜同文書院は中国̶当時は清国でした
が ̶ の理解と協力のもとで誕生しました。また、

決断されたようである。…」
。日中友好を志しつ

創立後も創立二十周年・根津院長還暦に書が中国

つも、時代の流れの中で、戦争に協力せざるを得

の要人から贈られたり、隣接する交通大学との学

ない立場に置かれた大内の、ジレンマに満ちた胸

生同士の交流が行われるなど、中国人との交流は

のうちが窺えます。

長く続きました。しかし、日中戦争の時代になる

そうした中で、1939（昭和 14）年 12 月東亜同

と、国策に従わざるを得なくなります。こうして

文書院は大学に昇格し、名称も「東亜同文書院」

見てみますと、東亜同文書院は近代日中関係史と

から「東亜同文書院大学」に変わりました。この

表裏一体とはいかないまでも、かなり密接な関係

大学昇格は戦争中における東亜同文書院を考える

であり、日中関係史の流れをかなり反映していた

上で大事な点であると思います。つまり、戦争中

といえます。また、中国近代史、日本近代史とい

になぜ大学昇格を果たしたのか、その意味は何か、

う個別の歴史分野においても、東亜同文書院の存

が大事になるのですが、従来この点については殆

在というのは決して小さいものではなかったとい

ど研究されてきませんでした。この市民トラムの

うことができると思います。

最後を担当される大島先生がお話になると思いま

例えば、中華学生部の学生の多くが革命運動に

すので、私の方からは敢えて申し上げません。従

関わっていったことはお話しましたが、それは近

いまして、お手元のレジュメにも大学昇格は記載

代中国に、中華学生部を中心として東亜同文書院

してありません。しかし、戦争と東亜同文書院を

が関わっていったことを意味するといえます。ま

考える上で重要な問題であることを指摘しておき

た、第一次上海事変による書院の長崎引揚げは、

ます。

戦闘行為に参加を迫る居留民の反発を招きまし

さらに、
1943
（昭和 18）
年には学徒出陣が行われ、

たが、書院のこうした姿から、近代日本の意識や

翌 1944 年から 1945 年にかけて勤労動員も行われ

姿を垣間見ることができるのではないかと思いま

るようになります。この勤労動員では、1944 年

す。

12 月に江南造船所がＢ 29 の空襲を受け、学生 6

もちろん、東亜同文書院は戦争中には中国侵略

名が爆死するという痛ましい出来事もありまし

という国策に協力させられたのであり、こうした

た。こうした中で、日本は敗戦を迎え東亜同文書

限界は否定できないと思います。しかし、では東

院大学も閉校となったのであります。

亜同文書院が日本内地と同じくらいに完全に軍国

日中戦争期の東亜同文書院（大学）は、日中友

主義に染まっていたのかというと、必ずしもそう

好を理念とした学校が戦争に巻き込まれていった

とはいえないと思います。例えば、東亜同文書院

こと、そして戦争という国策に協力せざるを得な

で軍事教練が開始されたのが 1938（昭和 13）年

かったというジレンマに陥った状況であったとい

ですが、内地では 1925（大正 14）年に中等学校

うことができます。

以上で開始されています。また、戦争中でも東亜
同文書院の図書館ではマルクス・レーニンの著作

最後に、近代史における東亜同文書院の位置付

が閲覧可能だったといわれています。そして、当

けについて、まとめておきたいと思います。しか

時の東亜同文書院の意識を示す事例として、江南

し、40 数年にも及ぶ歴史を一言で述べるのは困

造船所での学生の爆死に対して小岩井淨がとった

難です。したがいまして、何点か指摘してまとめ

行動を挙げることができます。小岩井は当時東亜

としたいと思います。

同文書院大学教授で、戦後は愛知大学第 3 代学長
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に就任しますが、東亜同文書院大学最後の学長で、

性格を示しているのではないかと思います。戦争

戦後は愛知大学第 2・4 代学長を務めた本間喜一

中は軍国主義という時代の大きな制約があり、学

の追想文に記されていますので、ちょっと読んで

校も軍国調になっていきましたが、しかし完全に

みます。

染まったのではなく、一方でリベラル・自由主義

「数日の後小岩井先生から「学徒勤労隊の造船
所行きは中止、引揚命令を出した。その結果

的な考えが存在したのも事実といえるのではない
でしょうか。

に対しては自分が全責任を負う」との電報を

こうした書院の個性、カラーを掘り下げて書院

受取ったことであった。
（中略）果たして上海

の思想として捉え、そこから近代日本の思想、戦

海軍武官府、上海大東亜省文化部から強硬な

争や軍国主義、近代日中関係史というものを捉え

抗議を受け、蔭では同文書院をツブシテしま

直すことができるのではないかと思います。今回

えという話しさえ出たとの噂もあったが、交

はそこまでお話できませんでしたが、また機会が

渉に当つた小岩井先生の学生教育の真摯な態

ございましたら研究を深め、改めてご報告させて

度、愛情、誠意が人の心を打つものがあつた

頂きたいと思います。

ろう、海軍武官府もようやく了承したとのこ

皆様、ご清聴有難うございました。

とであつた。
（後略）
」
（小岩井淨追悼特集号編
集委員会編『愛知大学新聞

小岩井淨追悼特

【質問者】当時、上海には東亜同文書院のような
他国の学校はあったのですか？

集号』71 頁、愛知大学新聞会、1960 年）。
当時としては非常に勇気がいる決断だったと思

【武井】欧米の学校がありましたが、ミッション

いますが、こうした行動がとれた背景には自由主

スクールがありました。アメリカやイギリスの

義的な考えが存在していたということができるの

ミッションスクールはありました。
【質問者】レジュメの最後に載っている参考文献

ではないかと思います。
もう 1 つご紹介します。1945（昭和 20）年 4 月、

は、図書館で閲覧することはできますか？

学生たちが寮の中でファイヤー・ストームをやる

【武井】はい、殆ど全て図書館に入っているはず

のですが、寮の一階に駐留していた兵隊が「静か

です。また、記念センターにはこれらの図書があ

にせい」と注意に来たわけです。それに対して学

りますので、そちらにお越し頂いてご覧頂くこと

生がなんと言ったかといいますと、
「われわれは

もできます。

別に酒を呑んでいたわけでもないし、この言葉を
聞いて黙って引き下がる気持ちにはなれない。
「こ
こは書院ですよ、兵舎じゃないんだから、僕たち

※ 本報告は、当日録音を録らなかったため、報

はあなたに命令される必要はないんです。その

告者が後日メモと記憶を頼りに作成したもので

上になんですか、天皇陛下まで引っ張り出してき

ある。そのため、多少表現が異なったりする部

て」
」
（大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』

分があるが、講演の主旨に大きな影響はない。

663 頁、滬友会、1982 年）と言うわけです。

また、当日は OHC を使用して多くの写真、資

小岩井や学生のこうした言動は、上海であった
からこそ取れたものであり、また東亜同文書院の

料を映し出したが、その全てを掲載すると煩雑
となるため、ここでは必要最小限に留めた。
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東亜同文書院（大学）校舎の変遷図
出典）『愛知大学東亜同文書院大学記念センター収蔵資料図録』11 頁
（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編集・発行、2005 年改訂版）。
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資料 2

1930（昭和 5）年頃のカリキュラム表
出典）大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』
132 〜 133 頁（滬友会、1982 年）。
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寝室
資料 3

碁打ち

喫茶室

学生生活の様子を撮影した写真
出典）安澤隆雄著『愛知大学東亜同文書院ブックレット①

東亜同文書院とわが生涯の 100 年』

（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編、あるむ発行、2006 年）。

資料 4 （上）梁啓超書 （下）黎元洪書
出典）前掲『愛知大学東亜同文書院大学記念センター収蔵資料図録』9 頁。
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資料 5

第一次上海事変における便衣隊捜索の写真
出典）上海居留民団編『上海事変誌』(1933 年 )。
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〈市民トラム配布資料〉
2007 年 10 月 27 日

2007 年度豊橋市民大学トラム 愛知大学連携講座
「東亜同文書院からみた近代の日本と中国」
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
ポスト・ドクター

武井義和

1．東亜同文会の成立
（1）東亜同文会（1898 年）̶近衛篤麿初代会長
①東亜会と同文会の合併
②東亜同文会綱領
支那を保全す
支那および朝鮮の改善を助成す
支那および朝鮮の時事を討究し実行を期す
国論を喚起す

出典：東亜文化研究所編『東亜同文会史』33 頁（霞山会、1988 年）
（2）東亜同文会の活動
・教育、文化活動が中心
①東京同文書院（1899 〜 1922 年）
②南京同文書院（1900 年）→東亜同文書院（1901 〜 1945 年）
など

2．南京同文書院
（1）南京同文書院設立に至る動き
①近衛篤麿と両江総督劉坤一との会談（1899 年 10 月）
「東亜同文会の趣旨を述べ、今回南京にも学校を設くるの考あれば、万事に相当便宜を与へら
れんことを望むと乞ひしに、
（劉坤一は）同会の事は既に聞知して貴邦の交誼に感じ居れり、
学校を南京に設けらるゝ事の如きは、及ぶ丈の便宜を与ふべしと答へたり」

出典：東亜文化研究所編『東亜同文会史』199 頁（霞山会、1988 年）
②根津一、
「興学要旨」を劉総督に提示、共感を得る
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（2）南京同文書院設立 (1900 年）
・
「興学要旨」
「中外ノ実学ヲ講ジテ、中日ノ英才ヲ教エ、一ニハ以テ中国富強ノ基ヲ樹テ、一ニハ中日輯協ノ
根ヲ固ム。期スル所ハ中国ヲ保全シテ、東亜久安ノ策ヲ定メ、宇内平和ノ計ヲ立ツルニ在リ（以
下略）
」

出典：大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』715 頁（滬友会、1982 年）

３．東亜同文書院概略
（1）学校組織の変遷（1901 〜 1945 年）
ビジネススクール（1901 年）→外務省管轄の専門学校（1921 年）→大学（1939 年）
（2）近代史に翻弄される学校：校舎の度重なる移転
桂墅里校舎（1901 〜 1913 年）→大村仮校舎（1913 年）→赫司克而路仮校舎（1913 〜 1917 年）
→虹橋路校舎
（1917 〜 1937 年）
→長崎仮校舎（1937 〜 1938 年）→海格路臨時校舎 (1938 〜 1945 年）
（3）建学の精神
・学校の基本方針：根津一起草
①「興学要旨」
②「立教要綱」
「徳教ヲ経ト為シ、聖経賢伝ニ拠リテコレヲ施シ、知育ヲ緯トシ、特ニ中国学生ニ授クルニハ
日本ノ言語文章、泰西ノ百科実用ノ学ヲ以ツテシ、日本学生ニハ中英ノ言語文章及ビ中外ノ
制度律令、商工務ノ要ヲ以ツテス。期スル所ハ、各自ニ通達自強シ、国家有用ノ士、当世必
需ノ才ト成ルニ在リ。
」

出典：大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』717 頁（滬友会、1982 年）
（4）教育内容
（5）学生生活
（6）東亜同文書院と中国人との関わり

４．近代日中関係史と東亜同文書院
（1）中華学生部設置（1920 〜 1934 年）
①背景
・第一次世界大戦後の欧米の中国に対する文化政策
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・日本の対応：対中教育事業拡充を意識
（a）第 40 回帝国議会（1918 年 3 月）
「支 那 人 教 育 の 施 設 に 関 す る 決 議案」、「日支文化の施設に関する決議案」を議決
（b）外務省、東亜同文会に「東亜同文書院の拡充および同書院に中国人教育のための附属実業
学堂の創設」を命令（1918 年 5 月）
②中華学生部の教育
③中国ナショナリズムの中の中華学生部
（2）第一次上海事変（1932 年）時の東亜同文書院の対応
① 1930 年代初頭の国際関係：満州事変（1931 年）、第一次上海事変
②第一次上海事変当時の日本人社会
③大内暢三院長の引揚げ決断
（ママ）

「（前文略）諸君は支那に関する商業学を学ぶため、特に恩典をもって徴兵を猶予されている身
分である。国家の命を俟たずにほしいままに戦争に従事するなどの挙動があってはもっての
外の不忠義である。この院長の目の黒いうちは一人たりとも戦場に出ることを許さぬ。若し
強いて出たい者には、たった今、退学を命ずる。」

出典：吹春茂『白城にかかる虹 大内暢三伝』96 〜 97 頁（東兄弟印刷所、2000 年）
④上海在留日本人の認識
・東亜同文会より滬友同窓会支部宛て報告
「…上海在留民中には書院の内地引揚げを目して在留民の安危を無視したる行動なりとて批
議するもの多数有之候趣にて些か心外に感じ居る次第に有之候（以下略）」

出典：『東亜同文会史 昭和編』259 頁（霞山会、2003 年）
（3）日中戦争下における東亜同文書院（大学）
①従軍通訳出陣 (1937 年）
（a）大内暢三院長諭告 (1937 年 9 月 3 日）
「
（前略）我が忠勇義烈の兵と雖も、現地に入りては其の言語に通ぜず、また其の地理に暗
きが為め多大の不便と支障を生ずる事無きや転た憂慮に耐へざ るものあり。是に於てか、
敢て第四学年諸子に告ぐ。…今日深くこの重大なる時局に鑑み、須く書院創立の精神を想
起し、挺身奉公の至誠を致し、決然立って時難に赴く熱烈なる意気を有せらるべきを信じ
て疑わず（以下略）
」

出典：吹春茂『白城にかかる虹 大内暢三伝』108 頁（東兄弟印刷所、2000 年）
（b）
「…軍方面からの軍事通訳出動要請に対し大内院長は大変苦慮された由である。しかし、 軍
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事通訳に出動することは、日本軍のためだけでなく、むしろ中国民衆のためになる

との

理由で通訳従軍を決断されたようである。…」

出典：記念誌編集委員会編『滬城に時は流れて』53 頁（滬友会、1992 年）
②学徒出陣（1943 年）
③勤労動員（1944 年〜 1945 年）
・
「江南造船所」での学生の爆死（1944 年 12 月）

５．結語

【参考文献】
記念誌編集委員会編『滬城に時は流れて』（滬友会、1992 年）
栗田尚也「引き裂かれたアイデンティティー東亜同文書院史の精神史的考察̶」（ピーター・ドウス、小林英夫編『帝国とい
う幻想』青木書店、1998 年）
栗田尚也「近代史の中の東亜同文書院」
（『同文書院記念報』VOL.12 愛知大学東亜同文書院大学記念センター編集発行、2004 年）
大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史』（滬友会、1982 年）
『東亜同文会史

昭和編』（霞山会、2003 年）

東亜文化研究所編『東亜同文会史』（霞山会、1988 年）
吹春茂『白城にかかる虹

大内暢三伝』（東兄弟印刷所、2000 年）
など
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2007 年度 豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（5
回）
2007年度
豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（５回）

東亜同文書院生とキリスト教

東亜同文書院大学記念センター
リサーチアシスタント

【司会】 市民大学トラムにお越しくださいまして
ありがとうございます。それでは、はじめさせて

石田卓生

ります。
まず、この写真（写真 1）を御覧下さい。これ

いただきます。本日の第５回講座は、本学東亜同
文書院大学記念センターの石田卓生先生にご講演
をしていただきます。石田先生は本学東亜同文書
院大学記念センターのリサーチ・アシスタントと
して書院に関わる研究をされています。本日は「東
亜同文書院生とキリスト教」と題しまして、書院
でのキリスト教活動という、これまで注目されて
こなかった事柄についお話していただきます。そ
れでは先生よろしくお願いいたします。
写真 1

1．はじめに

徐家匯虹橋路校舎

は東亜同文書院の校舎です。この学校は戦災で

【石田】 石田です。今日はよろしくお願いします。

度々移転を余儀なくされているのですが、この写

今回で市民大学トラムも第５回目となりまして、

真は徐家匯虹橋路校舎といわれているもので、一

とう あ どうぶんしょいん

じょ か かいこうきょうろ

みなさんはすでに東亜同文書院について幅広い知

番長いあいだ東亜同文書院がおかれていたもので

識をお持ちと思いますが、今回は「東亜同文書院

す。

生とキリスト教」という、これまでの講座にくら

校舎手前に写っているのは桜です。当時、上海

べると少々奇抜な感じの題名ですすめさせていた

にはたくさんの日本人が住んでいましたから、桜

だきます。

が植えられている場所もありました。たとえば、

最初にお断りしておかなければならないのは、
題名に「キリスト教」とあげてありますが、わた
し自身はいわゆる「御東さん」でして、キリスト

さきほど「御東さん」といいましたが、
「東」で
おおたに こう

はなく「西」の方、大谷探検隊で有名な大 谷光
ずい

瑞 の上海の邸宅「無憂園」、アショーカ王（阿育

教とはまったく関係ありません。ですから、今回

王）というインドの仏教を庇護した王様の名前か

の話は、キリスト教の宗教的な面に関してふれる

らとって「Villa

ものではなく、東亜同文書院をめぐるキリスト教

の庭園にも桜が植えられていたそうです。ほかに

についての歴史的な事実を紹介していくものにな

も「六三花園」などの料亭経営の庭園にも桜の樹

Asoka」ともいいましたが、こ

ろくさん か えん
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があり、上海在住日本人に親しまれていたそうで

人が上海に学校をつくったという単純な話ではな

す。それらとくらべると、東亜同文書院の桜はさ

く、中国側に認められ支持された活動であった、

さやかな規模だっとは思いますが、この写真のよ

このことを強調しておきたいと思います。

うになかなかきれいですから、日本人にとって上
海にあっても日本の故郷をおもわせるような親し
みある存在だったのかもしれません。

3．東亜同文書院の教育
3.1．教育方針
では、東亜同文書院では、どういった教育がな

2．東亜同文書院について

されていたのでしょうか。

さて、東亜同文書院とキリスト教とのかかわり

当時の欧米優位の世界情勢を、東亜同文会会長

について話をすすめていく前に、これまでの講座

近衛篤麿は、自身のヨーロッパ留学経験などを通

のおさらいになりますが、東亜同文書院について

して肌身で感じとっていました。そこで、日本を

簡単にまとめておきたいと思います。

含めたアジアの人々が欧米の勢力に飲み込まれな

この え あつ まろ

この写真（写真 2）は近衛篤麿です。有名な近
ふみまろ

いようにするには、日本と中国が提携しながら発

衛文麿の父親です。息子

展していかなければならないと考えたのです。そ

は細面ですが、父親の方

して、これを実際に担う人材を養成しようとした

はなかなか恰幅がよいで

のです。
その頃の日本には四書五経や中国古典文学に通

すね。この篤麿が会長を
とう あ どうぶんかい

務めていた東亜同文会が

じた人物などたくさんいましたが、現実の中国を

1901 年５月、上海に開い

知っている人物はけっして多くはありませんでし

たのが東亜同文書院でし

た。
『論語』を訓読することはできるけれど、同

た。注目すべきは、開校

写真 2

時代の中国人が普段どんな言葉をしゃべっている

近衛篤麿

のか、そういうことがよくわからないのです。こ

に際して中国側の協力を
ちょうしどう

りゅうこんいつ

うけていたことです。特に張 之洞と 劉 坤 一 とい

れでは手を携えることなどできるわけがありませ

う有力な政治家の支持をうけていました。この時

ん。そのような状況をふまえて、東亜同文会は、

りこうしょう

代の中国の政治家というと李鴻章がとても有名で

日本人が中国に行って実際の中国で生活して学

すが、日清戦争後、かれの権勢は往年とくらべれ

び、さらに中国人も日本に来て日本を知ってもら

ば衰えていました。日清戦争で実際に日本と戦っ

おう、そうして互いを知り理解しあった上で提携

たのは、現在の感覚でいう国家の軍隊ではなく、

していこうとしたのです。前者が上海の東亜同文

いわば李鴻章個人のものだったといえますから、

書院、後者が東京同文書院です。そして、そこで

日本軍に自分の軍隊を打ちのめされてしまったた

日中の青年へ教育活動が行われたのです。

めに力が衰えていたのです。そんな状況でしたか

この時、上海の東亜同文書院を実際に運営した

ら、日清戦争に直接参加していなかった張之洞や

人々のなかには、日 清貿 易 研 究 所 の教職員だっ

劉坤一の勢力は、その当時の中国を代表するもの

た人や卒業生が多数ふくまれていました。この研

だっといえます。そのような二人の支持協力を得

究所は、日清戦争の前に上海にあったもので、名

て、近衛篤麿率いる東亜同文会は中国国内に東亜

古屋生まれの荒尾精という陸軍出の人物がつくっ

同文書院をつくったのです。

た商業専門の学校です。研究所自体は、日清戦争

ここで、東亜同文書院開校は、ただ単に日本

にっしん ぼうえき けんきゅうしょ

あら お せい

前夜のゴタゴタの中で閉鎖され、荒尾もはやくに
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亡くなっていましたが、その関係者たちは中国に
ついての知識と経験をもつ人材として、東亜同文
会に多数が参加しており、東亜同文書院の活動を
担うことになったのです。そのため、東亜同文書
院の授業内容は商業学校であった日清貿易研究所
と近いものとなっています。
3.2．中国語教育・中国語教科書『華語萃編』
東亜同文書院の教育で特徴的だったのもののひ
とつに中国語教育があります。学内では『華語萃

写真 3 「大旅行」山西省太原城外の景（1908 年頃）

編』という独自に編んだ教科書が使われました。
「カゴスイヘン」と読みます。
「華語」というのは

のものです。100 年ほど前のものになります。こ

中国語のことです。
「萃編」というのは選りすぐっ

れは山西省太原で撮られたもので、馬に乗ってい

たもの、アンソロジーということです。中国語の

るのが東亜同文書院生たちです。このように、と

美しい言葉を集めたのですよ、という教科書にし

きには現地の人々と交渉しキャラバンを組織して

てはとても風流な名前です。

調査をしました。

中国語の教科書というのは、戦前の日本にもた

次の写真（写真 4）は、東亜同文書院から「大旅行」

くさんあったのですが、
そうしたもののなかで『華
語萃編』は独特な性格をもつものでした。その頃
の中国語の教科書というのは、基本的には中国語
みやじま

に秀でた人物がつくものでした。たとえば、宮島
だいはち

きゅうしゅうへん

大八の『急 就 篇』のようにです。それに対して『華
語萃編』は、日本人教師と中国人教師が相談しな
がらつくりあげ、さらに実際の授業での経験をふ
まえて何度も改良されつづけたのです。現在、
『華
語萃編』への評価は必ずしも高いものではないの
ですが、このような点に注目するならば、今後よ
写真 4

り積極的に評価されることになるものだと思いま

第 30 期生「大旅行」出発

へと出発する際の様子です。この時は学校が奮発

す。

してハイヤーをよび、上海駅や港に学生を送って
いく、そこから先は学生のみ自力で旅行をしてい

3.3．
「大旅行」と「書院精神」
さらに、藤田佳久先生の御講演の中でも出てき

くのです。

ました「大旅行」も、東亜同文書院の教育を特徴

さきほどのハイヤーと落差が激しいですが、こ

づけるもののひとつです。学生だけで中国各地を

の写真（写真 5）は山東省での学生たちです。崩

調査旅行したもので、今でいうところフィールド

れかかった廃屋の前で何を調査しているのかと思

ワークです。今回はその写真から旅行の実際の様

われるかもしれませんが、実は後ろに見えている

子をみていきましょう。

のは旅館です。かれらは、ここに泊まらなければ

御覧いただいている写真（写真 3）が「大旅行」

いけないのです。学生たちの回想録を読むと、旅
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写真 5 「大旅行」山東省平原県の旅宿（1908 年頃）

写真 7 「大旅行」民船上の水浴

先の宿で南京虫に食われて寝られなかったという

のような様子になってしまいます。裸で背中を流

のがよく出てくるのですが、実際に泊まるのはこ

しあっているのが学生たちです。現地の人と見分

ういう、わたしたちがイメージするような旅館と

けがつかないほど、白黒の写真でみても黒々と日

はかけはなれたものだったわけですから、旅行と

焼けしているのがわかります。これは雲南省での

いうより冒険といっていいようなものだったよう

写真（写真 8）ですが、かなりの山奥のようにみ

です。

えます。さきほどの広東のような都会にも行けば、

学生たちはただ漠然と旅行をしていたわけでは
ありません。旅した地方の経済状況とか、文化や

このような山深い場所にまで調査に行っていたの
ですね。

社会を調査することを目的としていたました。こ
の写真（写真 6）は、旅先の広東での写真です。
店先で現地調査についてまとめているのでしょう。

写真 8 「大旅行」雲南山中の掛茶屋（1908 年頃）

御覧いただいた写真で「大旅行」の実際の様子
写真 6 「大旅行」広東潮州の客桟（報告書執筆する書院生）

こうした地道な調査は卒業論文としてまとめら

がご理解いただけると思います。このように東亜
同文書院の学生たちは、自分の脚で中国のすみず
みまで入っていったのです。

れたのですが、これは『支那調査報告書』という

また、東亜同文書院について忘れてはいけな

もので、当時の中国を知るための貴重な資料とし

いのは、同窓間に「書院精神」あるいは「根津精

しょいんせいしん

ね

づ せい

しん

て愛知大学に残っています。

神」ともいわれるものがあったことです。早稲田

「大旅行」について、もう少し写真をみていた

大学のバンカラな気風などと同じものなのかとい

だきましょう。ハイヤーで出発した後２、３カ月

えば、それとはかなり異なったもので、精神的な

も旅をつづけると、最後にはこの写真（写真 7）

結びつきのことをさすもののようです。東亜同文
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書院は、3 年制時代は全校学生 250 〜 300 名ほど

学生が中国大陸を歩き回るなど、およそ宗教色な

と規模がさほど大きくなかったということもあり

ど感じさせない学校の学生がキリスト教系の団体

ますし、全寮制で３年間、後には４年間も一緒に

である YMCA の慰問活動に協力したり、キリス

暮らすわけですから、卒業したあとも連帯感が強

ト教系人物の講演を校内でもったりするのは不思

かったのでしょう。

議ではないでしょうか。
こうした東亜同文書院とキリスト教とのかかわ
りは、みなさんがこの市民大学トラムで学んでき

4．東亜同文書院周辺のキリスト教

たことのなかにも、よく注意してみると実は見出
すことができます。

4.1．日本のキリスト教とのかかわり
さて、御覧いただいた写真や紹介してきた東亜

さきほど、日清貿易研究所とその創立者荒尾

同文書院には、キリスト教とのかかわりをうかが

精がでてきましたが、この荒尾精を援助していた

わせるようなものはなにもありませんでした。で

のが岸田吟香という人物です。かれはアメリカ人

は、どうしてわたしが東亜同文書院とキリスト教

ジェームス・カーティス・ヘボン（James Curtis

について注目するかというと、この学校に関する

Hepburn、1815 〜 1911 年）について学んでいた

事柄をよく注意してみかえしてみるとき、これま

時期がありました。ヘボンについては、日本最初

で見過ごされてきたキリスト教に関係する事実が

の本格的和英辞書『和 英 語 林 集 成 』の編纂やキ

たくさん出てくるからです。

リスト教主義教育をかかげる明治学院（現明治学

きし だ ぎんこう

わ えい ご りん しゅう せい

そのひとつに日露戦争時の日本 YMCA 同盟に

院大学）の創立者として、もっと身近なところで

よる慰安活動への協力があります。戦時、日本の

はヘボン式ローマ字の考案者としてしられていま

兵站基地が、
「満洲」つまり現在の中国東北地方

すが、実はアメリカの長老会派系の宣教師でした。

えい こう

の営口におかれており、ここで日本 YMCA 同盟

そして、ヘボンに学んだ岸田自身も、友人の大倉

は全国から募金や物資を集めて慰安活動を行って

財閥総帥大倉喜八郎に、わたしはクリスチャンだ

いました。そして、東亜同文書院の学生たちも上

と告白したというように、キリスト教信者だった

海でお金や物資を募り、その営口の慰問所に送っ

ようです。

おおくら き は ち ろ う

にいじまじょう

たと伝わっています。

次に荒尾精と 新 島 襄 という人物とのかかわり

さらにもうひとつ。これはお手元のハンドア

があります。新島はキリスト教精神にもとづく教

ウト１頁目「日本のキリスト教とのかかわり」と

育を志す同志社（現同志社大学）の創立者ですが、

いう項目にあげてありますが、東亜同文書院に

どうやら荒尾の知り合いだったらしい。この後に

は、たくさんの日本 YMCA 同盟関係者がやって

も出てきますが、東亜同文書院の院長になる根津

きていたのです。キリスト教の関係者が日本の

一は荒尾の仲人で結婚しています。この奥さんに

内地から上海にわざわざ来て、東亜同文書院の学

なった女性は、新島がつくった同志社女子学校出

生に対して講演を行なっているのです。1906 年

身者で、同校で教壇に立っていたいました。この

おおつか ひろし

ね

づ

はじめ

は日本 YMCA 同盟主事大 塚 素 、その次は 1917

根津の結婚から、荒尾と新島はなにかしら関係が

年 4 月に同名誉主事ガレン・フィッシャーと京都

あっただろうと想像できるわけです。荒尾自身が

YMCA 総主事村上正次、翌月には YMCA では

キリスト教についてどういった感想をもっていた

ひらいわよしやす

ありませんが日本メソジスト教会の監督平岩愃保

のかについてはわかりませんが、さきほどの岸田

という主に静岡で活動していた有名な牧師さんが

吟香の例とあわせると、東亜同文書院前史として

やってきて東亜同文書院で講演をしています。

とりあげられる日清貿易研究所周辺にもキリスト
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せいしょう かん

の 成 章 館（現愛知県立成章高等学校）と同じよ

教とのかかわりをみることができるのです。

うな存在でした。一時、運営に行き詰まるのです
が、プロテスタント系のメソジスト教会の支援を

4.2．山田良政、純三郎兄弟とキリスト教
本市民大学トラムの馬場毅先生の講演でとり

受けて再興します。この際、大きな役割をはたし

あげられ、また本学の東亜同文書院大学記念セン

たのが山田兄弟の母方の伯父である菊池九郎でし

やま だ よし

ターにも多くの関連資料が展示されている山田良
まさ

じゅんざぶろう

きく ち

く ろう

た。かれは初代弘前市長を経て衆議院議員となる

政、 純 三 郎 兄弟という東亜同文書院にかかわる

など青森県の名士だったのですが、実はキリスト

人物にもキリスト教との関係をみることができま

教信者でもあったのです。

す。この二人はキリスト教とのかかわりがとても
深いのです。

ほん だ よういち

さらに、菊池の親友に本多庸一がいます。かれ
もキリスト教信者で、青山学院大学の礎を築いた

この中国人と同じような格好をしている写真
とし こ

人物としてしられています。かれは青山学院で活

（写真９）の人物が山田良政、隣は妻の敏子です。

動する以前に東奥義塾の塾長をしており、ここで

結婚して間もなく良政は中国に渡り恵州蜂起（恵

キリスト教に基づく教育を行なっていました。こ

州起義）で行方不明となってしまいますから、夫

の時期に学んだのが山田兄弟です。純三郎は東奥

婦としての生活はごくごく短期間しかありません

義塾で学んでいる 1893 年、キリスト教の洗礼を

でした。しかし、敏子は夫の戦死が確認されるま

うけたという説もあります。

でずっと待ち続け、いよいよ死んだということがわ

また、後に恵州蜂起で良政が殺される際、日本

かってはじめて山田家から籍を抜かれたそうです。

人であることを告白すれば助かっただろうものを
頑として明かさなかったために処刑されることに
なったと伝えられることがあるのですが、別の言
い伝えのなかには、処刑した側の人物が、日本人
であることは気付いていた、しかもキリスト教宣
教師だろうと思っていたというものがあります。
日本人の宣教師を殺したとなれば大問題になって
しまうということで公にしなかったというのです。
では、どうして良政がキリスト教宣教師だと勘

写真 9

山田良政・敏子夫妻

相沢文蔵『津軽を拓いた人々』（弘前学院、2003 年）より

違いされたのでしょうか。ある説では宣教師が着
るようなシャツを着ていたからなどとも伝えられ

そして、この敏子はキリスト教信者でした。親

てもいますが、はっきりとはわかりません。もし

もキリスト教信者で、彼女は函館のキリスト教系

かしたら、なにかしらキリスト教との関係をうか

い あい

の遺愛学校（現遺愛学院遺愛女子中学校・高等学

がわせる物を持っていたのかもしれません。そも

校）という女学校で学び、後には英語教師になっ

そも良政自身がキリスト教信者であったと伝えら

たそうです。後に孫文が日本に来た際には、英語

れることもありますし、ほかにも実家に弟純三郎

で孫文の通訳をしたとも伝えられています。

を教会に通わせるべきだと手紙と書いたとか、上

では、山田良政の方はどうだったのでしょうか。
とうおう ぎ

まず良政とかれの弟である純三郎が学んだ東奥義
じゅく

塾に注目しなければなりません。この学校は、元々
じしゅうかん

は津軽藩の藩校で、たとえば豊橋の時習館や田原

海で日本人のキリスト教信者を集めてキリスト
教の青年会を組織していたという話もありますか
ら、宣教師とはいかないまでも、キリスト教と深
いつながりがあるととらえられる点があったとし
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今でもありますが国際労働機関（ILO）の総会に

ても不思議ではありません。

に

と

べ いなぞう

このように、山田兄弟をみてくると、端々にキ

参加したり、新渡戸稲造と共に日本の代表者とし

リスト教にかかわる形跡を見出すことができるの

て太平洋問題会議に参加したりしています。この

です。ここで注目しておきたいのが、山田兄弟と

会議は、日中戦争開始前後の時期に、なんとか日

そんぶん

関係が深かった孫文とキリスト教の関係です。あ

本と中国が戦争をしないように和平工作をしなけ

まりとりあげられることがないのですが、孫文自

ればいけないということで、YMCA つまりキリ

身がキリスト教の信者でした。また、
映画にもなっ

スト教系勢力の支援を受けて行われていた民間の

そうけい

て有名な宋家三姉妹の一人でもある奥さんの宋慶
れい

齢も、父親が宣教師でもあったことからわかるよ

運動です。
この坂本義孝とキリスト教との関係をいえば、

うにやはりキリスト教信者でした。山田兄弟と孫

かれは熱心なキリスト教の信者でした。東亜同文

文が民族や国家を超えて交流をもったことを義理

書院教授在任中には上海日本人 YMCA の理事長

人情的な美談としてとらえるむきがありますが、

となっています。そして上海日本人 YMCA が経

かれらとキリスト教との関係に注目するならば、

営する外国語学校の校長も務めてもいます。日本

ここでは同じキリスト教信者であるという精神的

の敗戦直前には、上海の「聖約翰大学」の教授に

なつながりが大きな役割をはたしていた可能性を

就いていました。漢字が読みにくいかも知れませ

指摘しておきたいと思います。

‐ ha
んけれども、中国語では「She
｀ng yue
｀n
と発音します、英名は「St. John's

5．東亜同文書院第 1 期生・キリスト教信
者坂本義孝

Da
｀ xué 」

University」、

ここではセント・ジョーンズ大学とよんでおきま
セント

しょう。「聖」が「 S t .」、「約翰」は「ヨハネ」、
英語読みで「ジョン」のことを指します。このセ

このように東亜同文書院の周辺にはキリスト教

ント・ジョーンズ大学はアメリカのプロテスタン

とのかかわりが散見できました。しかし、これは

ト系の大学です。このように、かれは東亜同文書

あくまで周辺にすぎないともいえるものです。し

院出身で母校の先生となり、しかも国際的な活

かし、東亜同文書院の内部にもキリスト教関係者

動をしていた。そして、つねにキリスト教との関

がでてきます。

係の中で活動していたことがわかります。
さかもとよしたか

なかでもわたしが注目するのが坂本義孝という

これは 1925 年ぐらいの東亜同文書院のアルバ

人物です。かれは東亜同文書院の第１期生でした。

ムに出てくる坂本義孝の写真（写真 10）です。15

後に母校の教授に就任し、さらに学内では中華学

年間のアメリカ生活

生部の部長として対中国人教育を担当することに

という感じが出てい

なります。この人は、東亜同文書院の教授陣のな

ると思います。きっ

かでもとりわけ国際派でした。東亜同文書院とい

ちりと洋服を着こな

えば、一般的にはアジア主義とか大アジア主義と

しています。1910 年

か、アジア関係の学校といったイメージがありま

ぐらいのアメリカ留

すが、かれは東亜同文書院を卒業したあとアメリ

学中に結婚時の様子

カで 15 年間生活します。その間、どういったこ

を撮ったとおもわれ

とをしていたかというと、アメリカの大学でさら

る写真（写真 11）が

に勉強をして南カリフォルニア大学の東洋科の教

残っています。隣に

授をしたと伝えられています。そしてそのあと、

見えるのが奥さんな

写真 10

坂本義孝
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居づらくなり結局は高知県に戻ってしまったそう
です。ほかにも、龍馬の一族には北海道に渡った
人たちがいるのですが、かれらはほとんどキリス
ト教の信者になっています。このように龍馬の血
筋にキリスト教信者がいたことを考えると、もし
かして坂本義孝とつながるのかもしれないと思い
たくもなります。坂本義孝は福島県の出身なので
すが、福島に果たして坂本龍馬の関係者が来てい
たのかどうか、まったくわかりません。ただ、こ
のように明治期の日本では意外なところにキリス
ト教がよく出てきます。
写真 11

坂本義孝夫妻

のでしょう。これらの様子を東亜同文書院の院長
である根津一の髭面（写真 12）とくらべるとその
弟子とはおもえないほどです。

6．「書院精神」
6.1．根津一の教育姿勢

少々話がそれます

冒頭で、東亜同文書院の特徴として「書院精神」

けれど、かれの次男

があったことをあげました。坂本義孝のようなキ

さかもとよしかず

坂本義和氏は、平和

リスト教信者たちが東亜同文書院でどういった活

学で世界的に有名な

動を行なったのかを考える際には、宗教が人間の

学者です。また、長

精神世界にかかわるものである以上、当然、それ

さかもとよしゆき

男の坂本義行氏は長

を迎える側の東亜同文書院側の精神面での特徴で

く東京の商工会議所

ある「書院精神」がどういったものだったのかと

に勤めていらして、

いうことをしっかりと把握しておかなければなら
ないでしょう。

職場の中ではどうや
ら坂本龍馬の末裔ら

写真 12

根津

一

次に、この「書院精神」について考えていきま

しいという噂が流れていたそうです。それについ

しょう。
東亜同文書院は、その実質的な創立者根津一が、

て、ご自身は肯定も否定もしなかったそうです。
試しに坂本龍馬の顔とくらべてみましょう。ど

45 年にわたる学校の歴史の中で 20 年間近く、つ

うでしょうか、あまり似ているようにもみえませ

まりほとんど半分ぐらい院長を務めていました。

ん。なぜ、こんなことをしてみるのかといえば、

その思想がそのまま「書院精神」や「根津精神」

坂本龍馬にかかわるキリスト教の話があるからで

とよばれているものだといわれます。そのかれが

す。かれ自身には子供はいませんでしたが、その

影響をうけていたのが、中国の王守仁つまり王陽

名を惜しんだ人々が血縁の男の子を養子として家

おうしゅじん

おうよう

めい

明の思想です。日本では「陽明学」とよくいわれ

を継がせます。この龍馬の養子は東京に出て、明

るものです。しかし、それが一体どんなものかと

治時代の初期には司法機関に務めていいました。

いわれても、これはなかなかの難問です。とても、

そこで何が起こったかというと、かれはキリスト

わたしではまとめることはできませんが、その思

教に改宗してしまうのです。そしてあまりに熱心

想のポイントとされることばをならべてみると、

にキリスト教の運動をするものですから、職場に

たしかに根津の東亜同文書院での教育活動と共通
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じ取る感性を磨きなさいよ、ということになるで

する部分が出てきます。
ち ごう ごういつ

まず、「知 行 合 一」とうことばがあります。認

しょう。これも、日中提携のための相互理解を必

識と体験行動は不可分であるということです。こ

要とした東亜同文書院の教育とつながるものです。

れは「陽明学」の大きな特徴といわれるものです。

王守仁の思想は、
「大同論」や「王道論」とい

「陽明学」とよく対照される「朱子学」では、ま

うような日本のアジア主義とか孫文の革命活動の

ず偉い人のいう通りに勉強しなさい、勉強して勉

思想的な基盤となっていくのですが、東亜同文

強して、そうして全てを理解してはじめて正しい

書院ではどうなったかというと、政治的な方面へ

行ないができるようになるというものです。これ

あまり進まなかった。今までの東亜同文書院の研

に対して王守仁が主張したのは、そんな悠長なこ

究では、根津一が陸軍将校出身だったことからで

とで何も進まないではないか、一歩ずつでもいい

しょうか、アジア主議者として政治活動の側面が

からとにかく進んでいくべきではないかというも

強調されるものもあり、かれが院長をつとめてい

のです。つまり、知ることと行動することはひと

た東亜同文書院についても政治的だと総括される

つのこと、行動があってこそはじめて人間は物事

ことすらあります。たしかに、かれ自身はさまざ

を理解することができるというのが「知行合一」

ま政治的発言をしており、実際そのような活動を

です。

していたかもしれませんが、学校の中で意図的に

これは、根津一の東亜同文書院での教育に通

学生に政治活動を仕向けた形跡はありません。そ

底します。根津は、中国を知るために何をしなけ

の思想は、あくまで道徳的な教え、徳育として作

ればならないのか、まずは中国に渡って中国で生

用したのだと考えます。

活しようではないかと考えた。中国の民衆を知る

それが表れているのが、根津一が東亜同文書院

にはどうしなければならないか、それには中国の

の入学式で新入生たちに述べた言葉です。少々長

大地を自分の脚で歩いて学んできなさいと指導し

いですが読んでみましょう。

た。この自分で行動し、実際にみて、自分で考え
る、といった教育姿勢は、まさに「知行合一」と

「同文書院は単に学問を教えるだけの学校では
ない。学問をやりたい者は大学に行くべきだ。
〈中略〉志を中国にもち、根津にしたがって一

いえるのではないでしょうか。
じじょうまれん

また、「事 上磨錬」ということばが「陽明学」

個の人間たらんと欲するものは、この根津とと

にはあります。これは日常での自己修養の大切さ

もに上海にゆこう。」

を説いたものです。東亜同文書院の学生は、中国

注目すべきは、東亜同文書院は日本内地の大学

を知るために中国の中に入って生活します。つま

とは違うと明言していることです。いい会社や官

り、日々、
「中国」を勉強していることになります。

庁に入って出世したいというような社会的成功を

これも「陽明学」の思想と根津一の教育活動が通

望む者が入ってくるような学校ではないといって

底している部分だと思います。

いるのです。では、なにをするのかといえば、
「人

りょうち

もうひとつが、
「良知」とよばれるものです。「陽

間たらんと欲す」
、つまりはかれが傾倒する「陽

明学」の思想は、
「知行合一」や「事上磨錬」を

明学」の思想に基づく立派な人間へと成長してい

通して最終的にどうなるかというと、民衆の苦し

くことを目指す学校だというのです。

みを感じて、民衆が安らかに暮らせる政治を実現

各県の選抜試験を通って県費生で入ってきた優

する行動をおこすことを理想とします。この民衆

秀な学生、今でいえば高校を出たぐらいの若い多

の苦しみを感じることが「良知」なのです。根津

感な世代の学生たちは、入学式で最初に「学問を

の教育では、人々の気持ちを自分のものとして感

やるだけの学校ではない」
、
「人間たらんと欲する
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ものは、この根津とともに上海にゆこう」
、とい

は家をまもるものという時代に自ら希望して上海

われるわけです。きっと学生たちは、この先生に

の東亜同文書院に行ったこともありました。こう

ついていこう、この人の下で学んでいきたい、中

いったことからすると、根津の奥さんとなる「ゑ

国のために人生を捧げたい、と感動したに違いあ

い」は、明治時代の女性としてはよくいえばとて

りません。その結果、
「根津精神」や「書院精神」

も先進的な人物といえますが、当時の感覚でいえ

というものが生まれ、同窓生たちの間に強い結び

ば相当変った人物だったように思われます。

つきができたであろうことが、よくおわかりにな

この「ゑい」さん、いよいよ結婚が決まり、相
手の根津一というのがどうにも風変わりな人らし

ると思います。

いと耳にしたとき、とてもおもしろいことをいっ
ています。わたしが結婚してこの男をキリスト教

6.2．根津一とキリスト教
根津一の徳育、教育姿勢というものはだいた

の道に導いてあげよう、もしなにかよくない点が

いおわかりになったと思います。では、これとキ

あったら正しい道へ導いてあげよう、と。ただ、

リスト教とのつながりをどこにみつけるかという

実際には、ミイラ取りがミイラになったようで、

と、ひとつに根津の妻「ゑい」の存在があります

彼女のほうが根津に心酔してしまい、写経をした

（写真 13）
。この人は滋賀県長浜の醤油問屋のお

り根津が親しんでいた禅寺に行って座禅を組んだ
り、講話を聞いたりするようになっていきます。
棄教したというような伝えられ方はされていませ
んが、結婚後はキリスト教から離れていったよう
です。しかし、さきに述べたように、結婚当初の「ゑ
い」は、夫である根津をキリスト教信仰にむかせ
ようとすら思っていたのです。このようなキリス
ト教信者を妻とし、宗教上の問題で軋轢を生むこ
となく添い遂げた事実を根津を考えるときには留
意しておかなければいけないでしょう。すくなく
とも、根津個人とキリスト教は対立するような関
係にはならなかったことがわかります。

写真 13

根津ゑい

もうひとつ、根津一とキリスト教とのかかわり

嬢さんで、おじさんがキリスト教の信者だったこ

をみていくと、明治時代のキリスト教と根津が傾

とからキリスト教を信仰するようになり、キリス

倒した「陽明学」のつながりが注目されます。
うちむら かん ぞう

ト教系の同志社女子学校に入ります。卒業後は教

熱心なキリスト教の信者であった内 村鑑 三 が、

育者になろうと、アメリカ留学を志望しつつ、学

王守仁の思想を「キリスト教に最も近いものだ」

校に残って数学や英語を教えていたそうです。結

と高く評価しています。ですから、ここに「陽明

局、29 歳で根津一と結婚したのですが、明治中

学」の影響をうけた根津一とキリスト教との接点

頃のことですから、29 歳での結婚というのはか

が出てくることになるのです。参考として、朱子

なりの晩婚だったと思います。おそらく、どうに

学を専門とする研究者小 島 毅 氏がいっているこ

かアメリカに渡りたいと機会を待ち続けていたの

とをみてみましょう。

ではないでしょうか。さらに、同志社時代には洋
装、洋食を好んでいたそうですし、結婚後には妻

こ じま つよし

「明治時代にキリスト教に入信していた知識人
の多くにとって、キリスト教の説く隣人愛は、
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別段新奇な教説ではなかった〈中略〉自己一身

いったキリスト教の活動があったのかをみていき

の栄達ではなく、隣人と共に生きることを強く

ましょう。

主張する『マルコによる福音書』のような教え

実は 1901 年の創立当初から聖書研究会（バイ

は、キリスト教への反感と偏見を拭い去ってみ

ブルクラス）といわれるものがありました。東亜

れば至極当然の教えとして受け入れることので

同文書院が雇った英語講師ハネックスという人物

きるものであった〈中略〉儒教への原理的な帰

が、授業とは別に聖書についての勉強会を開いて

依が、キリスト教、それもプロテスタンティズ

いたのです。

ムへの信仰をもたらしたのであった。彼らは陽

これまでの東亜同文書院研究では、このハネッ

明学的キリスト教徒であった。
」

クスという英語教師がいたことだけは伝えられて

内村鑑三や新渡戸稲造、
「教育勅語」の草稿を

きたのですが、どのような人物で、どのような活

なかむら まさなお

執筆した中 村正 直という人もそうですけれども、

動をしていたのかについてはまったく触れられて

当時の日本を代表する知識人のなかには、少年

きませんでした。

期に儒学を学んで、ある時期からキリスト教に変

では、ハネックスがどんな人物であったのかと

わっていく人物が少なからずいました。従来は封

いうと、上海の YMCA の協力主事だったのです。

建的な儒学の楔を断ち切ってキリスト教に昇華し

上海 YMCA 協力主事というのは、北米 YMCA

た、上昇していったというふうに総括されました

同盟から中国に派遣されている人物です。ですか

けれど小島氏がいっているところは違います。も

らアメリカのキリスト教系人物が、創立と同時に

ともと日本人の考える「陽明学」とキリスト教的

東亜同文書院で英語と共に聖書を学生に教えてい

思索には接点があり、だからこそ、内村たちは儒

たことになります。

学からスムーズにキリスト教信者になることがで

これが 1901 年から 1904 年までの記録に残って
いる聖書研究会の参加者数です（表①ハンドアウ

きたというのです。
このことは、
「陽明学」に傾倒した根津一によ

ト 2 頁）
。1901 年創立と同時に 36 名が参加してい

る東亜同文書院の教育とキリスト教との関係を考
える参考となります。さきにあげた坂本義孝は第
１期生です、つまり東亜同文書院には最初からキ

表①

全校学生数に対する聖書研究会参加者数

年度（西暦 / 明治） 1901/34 1902/35 1903/36 1904/37
聖書研究会参加者

36

25

25 〜 40 75 〜 91

リスト教信者がいたわけですが、こういったキリ

在校生数

スト教信者が「陽明学」的な根津の教育に反発を

（＊入学者数 / 卒業者数）

覚えることはないということになります。根津先

ます。第 1 期生は入学時は 79 名、卒業時には 60

生がやっていることや説いている内容はキリスト

名いましたから、その中の 36 名つまり半数ぐら

教の教えと似ているところがある、と感じたであ

いが聖書研究会に参加していたのです。翌年は

ろうと想像できます。つまり、根津の東亜同文書

少々減りますが、1903 年、1904 年になると、全

院の教育とキリスト教信者は不協和音を生むこと

校学生 200 〜 250 名の中で、やはり半数近くの

がなかったといえます。

91 名という、かなりの人数が聖書研究会に参加

79/60

175/136 243/208 248/208

していました。
この聖書研究会というのは英語で行なわれま

7．東亜同文書院のなかのキリスト教

す。今までの東亜同文書院の研究ではあまり取り
上げられていませんが、実は東亜同文書院は中国

7.1．聖書研究会
そういった東亜同文書院の中で、実際にどう

語と同じぐらいに英語教育にも力を入れていまし
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た。さきほど触れた坂本義孝は卒業と同時に営口

した。ここが資金的にも人材的にも力があった

の税関に就職しています。当時の中国の税関とい

ので、中国や日本で YMCA の活動をしたいとな

うのはイギリスに支配されていましたから、向こ

ると、資金援助をしたり人材を派遣したりして活

うの税関で働くには中国語というよりも英語が必

動が行われたのです。さきほどあげたハネックス

要だったのです。英語ができないと税関で働くこ

もその一人だったわけです。かれらは派遣先でレ

とはできません。そんな職場に卒業と同時に入っ

ポートを作って本部に送ります。それらが今もア

ているということからも、坂本義孝が東亜同文書

メリカに保管されているのです。

院で中国語を勉強したから就職に役立ったという

わたしが入手したのは、東亜同文書院創立直後

よりも、英語の勉強を一生懸命やっていたから就

である 1901 年８月の上海 YMCA 総主事ロバー

職できたということがうかがえます。当時の東亜

ト・ Ｅ・ ル イ ス の レ ポ ー ト と、1903 年 の 上 海

同文書院生は英語を一生懸命やっていた。ですか

YMCA 総主事代理ウィラード・ライアンのレポー

ら、聖書研究会参加者の中にも、聖書自体にはあ

トです。左側の写真（写真 14.1）が 1901 年のロバー

まり興味ないけれども、英語の勉強になるという

ト・Ｅ・ルイスの報告書の１頁目です。右側（写

ことで参加する者もいたと思いますが、それにし

真 14.2）のものがライアンの報告書の１頁目です。

ても全学生の半数近くが参加するということは、

ハンドアウトに、これらレポートの聖書研究会に

かなりの勢力だったといえるでしょう。

関する部分は抜き書きしてありますが、その概要

この聖書研究会は学校に認められたものだった
ようです。第 2 期生山口啓三の回想をみてみましょ

を紹介していきましょう。
ルイスによれば、1901 年８月時点では 45 名 2
クラスの聖書研究会があり、うち 3 名の学生が入

う。
「根津先生は基督教そのものに対して、一種の

信したとあります。5 月に創立したばかりの東亜

理解を持つていられたようである。二期の有志

同文書院で、3 カ月後にはキリスト教に入るもの

で作つたバイブルクラスに教室を利用するこ

がいたことには驚かされます。さらに、校舎に隣

と、集合にドンドン太鼓を叩くことなど、院長

接して聖書研究会専用の施設があったことが記さ

から一応は断られたが後には許して下すつたこ
とである。
」
このように、学生からは、どうやら根津先生は
キリスト教にも理解があるとみられ、またみてき
たように創立当初から東亜同文書院ではキリスト
教の活動が公かつ大規模に行なわれていたという
ことがわかります。
7.2．北米 YMCA 同盟文書に記された東亜同文書院
こういったキリスト教の活動というのは東亜同
文書院側のもの、たとえば愛知大学で保管してい
る資料の中には残っていません。しかし、アメリ
カの北米 YMCA 同盟の文書の中には記録が残っ
ています。北米 YMCA 同盟というのは、当時、
世界中の YMCA のリーダーシップをとる存在で
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7.3．高昌廟桂墅里校舎
さて、創立当時の東亜同文書院の平面図（図 1）
こう しょう びょうくいしゅり

をみてみましょう。これは高 昌 廟 桂墅里校舎の
ものです。

写真 14.2

ウィラード・ライアン報告書

れています。YMCA の援助があったのでしょう
か、この聖書研究会は、東亜同文書院のすぐ近く

図1

で建物を借りて活動していたのです。

開校当初の東亜同文書院

1903 年９月のライアンのレポートをみてみま

中国人街の街路の奥まったところに校門があり

しょう。週１〜２回の活動には 30 名から 40 名が

ます。校門の北側が事務棟。向かって南側が学生

参加していたとあります。そして、中国人の学生

寄宿舎と教室です。みてのとおり、とても小規模

と比べると、東亜同文書院の学生というのはとて

なものです。さきほどのルイス・レポートには事

も哲学的だったという感想が述べられています。

務棟の向かいに聖書研究会が借りた建物があった

これは、YMCA 側からみて、東亜同文書院の学

とありますから、ほとんど校内といってよいよう

生はキリスト教の活動の対象としてかなり脈があ

な身近な場所に聖書研究会があったことがわかる

るとみえていたということです。当時の中国のキ

と思います。当時の写真が少し残っていますから

リスト教系学校の学生のなかには、良い教育を受

御覧いただきましょう。

けることが目的で入る者もおり、形式的にはとも

これが、さきほどの校門です（写真 15.1）
。こ

かく実際には信仰がない者ものもいました。日本

れだけみると、学校というよりも中国の下町の街

いく た つ ふ

でも有名な郁達夫という作家がいます。この人も

路の中に入ったみたいですね。東亜同文書院は、

一時はキリスト教系の学校で学ぶのですが、その

こういった中国人街の建物を数棟使って活動して

後はキリスト教との接点は全然出てきません。つ

いたのです（写真 15.2）。これは創立の式典の様

まり、当時の中国には、質の良い教育をうけるた

子を撮った写真ですが（写真 15.3）、随分とこぢ

めにキリスト教を利用しようとする風潮があった

んまりとした場所にみえます。このように、当時

ようなのです。そういう学生とくらべると、東亜

の東亜同文書院は想像以上に小規模なものであっ

同文書院の学生は宗教的に手応えがあるように思

たようです。そして、この場所こそ、今、お話し

えたのでしょう。

てきた聖書研究会が行われていた場所だったので
す。
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7.4．聖書研究会と学生 YMCA
さて、この聖書研究会は最終的にどうなったの
でしょうか。紹介してきたようなキリスト教の活
動は、実は姿を消していきます。
「表②」をご覧ください。
表②

校内のふたつのキリスト教グループの比較
校舎

写真 15.1

高昌廟桂墅里校舎正門

時期

特徴

・学校公認の校内
クイシュ リ
活動．
高昌廟桂墅里
聖書研究会 （1901.5-1913.7） 1901-1904…？ ・北米 YMCA 系の
人物が指導．
・英語使用．

ハ

学生 YMCA

ス

ケ

ル

赫司克而路
（1913.10-1917.4）

1915 ｰ

・非公認同好会．
・神愛館バイブル
クラス参加者が
結成 7．
・学生と信者教員
との勉強会．

聖書研究会のほかにも東亜同文書院にはキリス
ト教的な集まりである学生 YMCA というものが
ありました。時期的には、聖書研究会が姿を消し
た後のものです。この時期の前後をみるならば、
聖書研究会の後継組織が学生 YMCA のようにも
思えるのですが、両者の性質を比較してみると、
かなり違うものであり関係はなさそうです。
聖書研究会の方は、みてきたように東亜同文書
院院長である根津一に認められ、学校付近に施設
写真 15.2

高昌廟桂墅里校舎敷地

を借りたり、最終的には学校の教室をすら使って
いました。これを指導していたのはハネックスな
ど北米 YMCA 同盟というアメリカ系のキリスト
教関係者たちで、そこでは英語が使われていたの
です。
それに対して、学生 YMCA というのは、東亜
同文書院の近くにあった日本人向けのキリスト教
会に個人的に参加していた学生が数名集まったも
のです。キリスト教信仰者のみの集まり、信者の
親睦会的なものだったと考えられます。主な活動
は学生同士、あるいはキリスト教信者の教師と個
人的に話をするという程度のものですから、聖書

写真 15.3

東亜同文書院開院式

研究会とは規模も性質も全く違います。
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輿論がどんどんアメリカ寄りになってしまい、中

7.5．聖書研究会の消滅
さて、聖書研究会のキリスト教の校内活動は、

国は日本よりもアメリカとの関係を密にしていく

学生 YMCA 結成以前にはすでに確認できなく

ことになってしまうのではないか、さらにアメリ

なってしまいます。では、どうして聖書研究会は

カ留学経験者が中国社会で重きをなすようになる

姿を消したのでしょうか。わたしは、その原因が

と、中国でのアメリカの影響力がますますあがっ

東亜同文書院の最高責任者つまり院長である根津

ていくのではないか、と。

一にあるのではないかと考えています。かれは東

また、このようなこともいっています。

亜同文書院の経営母体である東亜同文会の幹事長

「亜米利加の風が支那の社会に段々と拡まると，

をも兼任しており、たんなる院長という学校部門

其の結果はどうなるかと云ふと、名教と，相容

の責任者というだけではなく同会の実質的な指導

れないことになりはせぬか」

者でした。このことふまえると、聖書研究会のよ

このアメリカの「風」は、プラグマティズムの

うな学校公認の活動の消長を左右することができ

語に代表される当時のアメリカの思想的なことを

るのは、かれ以外にいないのではないかと思うの

もさすものでしょうが、もちろん、そこにはキリ

です。

スト教のプロテスタンティズムが横たわっていま

さらに、かれの発言を注意深くみていくと、聖

す。根津は、こうしたアメリカの「風」つまりア

書研究会消滅にかかわる可能性があるものをみる

メリカ社会のもつ気風が、名教つまり儒教を基層

ことができます。根津一は、1910 年代になると

にした中国社会を根幹から変質させることになる

アメリカに対して強い警戒心をいだくようになり

のではないかと危惧したのです。これは根津が傾

ました。たとえばこんなことをいっています。

倒した王守仁など日本と中国を結ぶはずの精神的

「亜米利加ガ今年ノ春突如トシテ持出シマシタ

なつながりが失われることでもあります。そのよ

満洲鉄道ノ中立問題ト曰ヒ，団匪事件ノ賠償金

うなアメリカの中国での台頭は、根津には日本に

無慮三千五百万円ヲ一昨々年学生派遣ノ条件ノ

とって大きな脅威と映ったわけです。

下ニ棒引ニシタコトゝヒ〈中略〉日本ノ対清経

そして、このように根津一がアメリカの動きに

営ニハ重大ナル関係ガアルダラウト思ヒマス」

危機感を表明しはじめた時期と同じくして、さき

当時、第一次世界大戦前夜のアメリカは急速に

ほどの聖書研究会が姿を消します。この二つの事

国力を強めており、列強諸国の中国での権益争奪

柄を結びつける直接的な資料はないのですが、東

にも大きな影響力をもつようになっていました。

亜同文書院の中に入ってキリスト教の活動をして

たとえば、日本が勢力を強めていた「満洲」地域

いた人々が北米 YMCA 同盟つまりはアメリカ系

を中立にすべきだと提言したり、義和団事件の賠

の人々であったことを考えると、この時期的な一

償金を減額し、さらに残った賠償金も全て中国人

致に何らかの関連性を想像するのは、現実から遠

学生のアメリカ留学費用に充てる政策を打ち出し

くはなれたものではないと思います。

たりしていたのです。前者は、日本の中国進出を
牽制するものですし、後者は賠償金がすべて中国
人のためにつかわれるということです。これで中

8．坂本義孝の東亜同文書院改革提言

国でのアメリカの株が大変上がりましたし、優秀

こうして聖書研究会はなくなってしまうわけで

な中国人がどんどんアメリカに留学していくこと

すけれども、次に聖書研究会があった頃の東亜同

になりました。こういった状況をみていた根津一

文書院で学んだキリスト教信者坂本義孝について

はすごく危機感を抱くわけです、これでは中国の

みていきましょう。
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校内でキリスト教の活動が大々的に行われてい

はさきほどの根津一の教育姿勢や日本の「陽明学」

た時期に学んだ坂本義孝は、アメリカから帰国し

と通底しているように読めるのではないでしょう

て間もなく東亜同文書院の教授に就任します。か

か。つまり根津時代の「書院精神」への回帰を主

れの回想によれば帰国直後に根津一と会っていま

張しているといえるでしょう。しかし、一方で、

すから、根津直々のスカウトがあったかもしれま

このことばはまったく具体性がなく精神的なもの

せん。しかし、十数年ぶりの東亜同文書院内には

でしかありません。

同好会程度の数人の集まりである学生 YMCA は
あっても、かつての聖書研究会のような大規模な
キリスト教的活動はなくなっていましたし、かれ

9．東亜同文書院の発展と対支文化事業部

の恩師であり、かつてキリスト教に一定の理解を

では、坂本が東亜同文書院はこのままでは潰れ

示していたこともある根津も間もなく引退してし

てしまうといっていた時代、現実の東亜同文書院

まいます。この学校の変化をみて、かれは東亜同

の状況はいったいどのようなものだったのでしょ

文書院が悪い方向へと大きく変化していると感じ

うか。

たようです。そこで、どうしたのかというと、学
校の改革を提言しはじめます。

坂本が「破綻を来たす事必然」と危機を叫んだ
時期、実際の東亜同文書院はそのことばとは反対

「余にとりては近年書院が外務省文部省より細

にどんどん拡張していたのです。中華学生部がで

微の点まで検束さるのでないかと疑るゝが之は

きたり、専門学校令が適用されたりしています。

余りに官庁に依頼するから厳重なる取締といふ

専門学校令適用以前の東亜同文書院というのは、

代価を支払はねばならぬのであつて〈中略〉も

いまでいうフリースクールと同じで、日本の学制

し官僚的形式主義を準して書院を経営せは内よ

の中では正式な学位を取得できる学校ではありま

りも外よりも破綻を来たす事必然である理当で

せんでした。卒業者は、実質的に専門学校に相当

ある。
」

するとして「学士」号を自称していたにすぎませ

最後の行に注目してください。今のままでは東

ん。これが正式に専門学校として位置づけられ

亜同文書院は破滅するといっているのです。この

ることになりましたから、日本内地の同等学校同

ように猛烈に東亜同文書院の現状を批判するわけ

様に卒業生の身分がしっかりと確保されることに

です。これに対してのどうすればよいのかという

なったのです。

ことについては、次のように述べています。

また、1920 年代、これは中国で軍閥が割拠し

「殉教殉道の精神あつて始めて書院の反省が意

て政治的に混乱した時期ですけれども、さきほど

義付けられ、書院の復興が実現し延いては東亜

みていただいた「大旅行」が質的にも規模的にも

の復興に及び得るのである、真に中国の為にな

最盛期を迎えます。中国の奥地まで東亜同文書

る日本人ならば日本の為になる事は勿論であ

院の学生が割と自由に調査旅行ができた時代でし

る，小我に捕はれ日本、日本といふておる所に

た。このあと 30 年代になると、ご存じのように

は日本の為にもならぬ結果を生する、書院が

日中戦争がはじまり、共産党支配地域や国民党支

思切つて反省すべきは斯点にある、身を殺して

配地域には脚を踏み入れることができなくなり、

仁を成す、これ霊界に永遠に生くる唯一の方途

日本軍の占領地域でその庇護を受けながら調査を

である。
」

するしかないという時代になってしまうのです。

字面をみればおわかりになると思いますが、と

それでも、1939 年には大学に昇格していますから、

ても宗教的な文句になっています。しかし、内容

坂本が東亜同文書院の行く末に危機感を抱いた時
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期は、現実には東亜同文書院にとっては上り調子

管理され、これが実際に機能しはじめる 1924 年

の時代、とらえ方によっては最盛期ともいえるよ

あたりから 25 年にかけて、国庫補助金が占める

うな時代だったのです。

割 合 が 1925 年 39.8 ％、26 年 51 ％、27 年 52 ％、

そうであるならば、坂本の危機感とは根拠がな

28 年 46％と収入額の半分にまであがっていきま

いものかといえば、必ずしもそうとはいえません。

す。つまり、国からの補助を受けないと運営でき

かれの危惧の根拠になることが、この時期にたし

ない状態に変わっていくわけです。もちろん只で

かにおこっていたのです。

お金をくれるわけがありませんから、この数字の

「表③対支文化事業特別会計法成立前後の東亜
同文会及び東亜同文書院の経常収入と政府補助金

上昇というのは、そのまま外務省の指導力が強く
なっていったことを示しているでしょう。
このように、東亜同文書院の発展は、日本政

の割合」を御覧ください。
東亜同文書院の学校としての発展というのは、

府の影響力が強まっていくことと同一だったので

実は日本政府の指導がどんどん強化されることと

す。これが何を意味しているのかというと、徳育

表裏一体のものだったのです。注目していただ

を基層にすえた根津一の私塾的な性格を持った東

きたいのは同表中「⑤同会経常収入に対する補助

亜同文書院が、日本の学校の制度の中に組み込ま

金割合」です。これは東亜同文書院を経営する東

れていったということです。いわば根津一個人の

亜同文会の収入に占める国庫補助金の割合をしめ

学校だった東亜同文書院が、日本の内地の多くの

しています。この割合は、1923 年あたりまでは、

学校と同じような性格をもつものになっていった

おおよそ 30％台で推移しています。1923 年 3 月「対

のです。そして、この点について、坂本義孝は、

支文化事業特別会計法」が成立し、国庫補助金が

このままでは東亜同文書院は破綻すると危惧した

外務省の関連機関である対支文化事業部によって

のです。

表③

対支文化事業特別会計法成立前後の東亜同文会及び東亜同文書院の経常収入と政府補助金の割合
年度（西暦 / 元号）

総収入

（単位；円）

1919/8

1920/9

1921/10

1922/11

1923/12

319,109.45

798,461.24

793,842.77

̶

̶

① 東亜同文会経常収入

316,566.86

402,096.87

512,653.32

582,824.11

562,327.32

②同会経常収入内補助金

116,960.00

124,010.00

171,533.00

179,533.00

182,726.00

③同会経常収入内東亜同文書院経常収入

̶

233,034.27

401,427.16

438,805.37

385,412.44

④同会経常収入内東亜同文書院向け補助金

̶

65,960.00

115,960.00

115,960.00

115,960.00

30.8%

33.5%

30.8%

33.5

̶

58%

78.3%

75.3%

69%

̶

53.2%

67.6%

64.6%

63.5%

⑤同会経常収入に対する補助金割合（②÷①）
⑥同会経常収入に対する東亜同文収入割合
（③÷①）
⑦ 同会経常収入内補助金に対する東亜同文書
院補助金の割合（④÷②）
年度（西暦／元号）
総収入
① 東亜同文会経常収入

37%

1924/13

1925/14

1926/15・1

1927/2

1928/3

̶

̶

̶

̶

̶

606,310.29

602,459.54

623,472.20

611,456.88

690,945.60

②同会経常収入内補助金

179,000.00

240,000.00

319,000.00

319,000.00

319,000.00

③同会経常収入内東亜同文書院経常収入

455,554.70

435,260.00

466,559.39

465,670.47

505,638.00

④同会経常収入内東亜同文書院向け補助金

110,000.00

153,000.00

192,000.00

192,000.00

192,000.00

29.5%

39.8%

51.2%

52.2%

46.2%

75.1%

72.3%

74.8%

76.2%

73.2%

61.5%

63.8%

60.2%

60.2%

60.2%

⑤同会経常収入に対する補助金割合（②÷①）
⑥同会経常収入に対する東亜同文収入割合
（③÷①）
⑦同会経常収入内補助金に対する東亜同文書院
補助金の割合（④÷②）
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ている当事者である日本の学校なのですから、中

10．ふたつの「書院精神」

国人向けに教育活動をしますよ、といったところ

ここで、もう一度「書院精神」ということばに

で人が集まるはずがありません。教育活動をした
くても対象となる学生がいなくなっていくわけで

注目してみましょう。
まず大本の「書院精神」
。これは根津一のもの
です。根津の思想や教育姿勢を背景としたもの、

す。
頓挫するもうひとつの要因に共産思想のひろが

かれが東亜同文書院の院長兼東亜同文会幹事長

りというのがあります。キリスト教と共産党とい

としてリーダーシップをとり、日本の外務省や大

うのは、今ではそうでもありませんが当時のマル

蔵省に乗り込んで資金を確保しながら、自主的に

クス主義者は、宗教は思想の阿片である、という

やっていた時代の「書院精神」です。

ふうにいっていましたから、概してキリスト教に

しかし、根津の引退後、それは同じままという

批判的であったわけです。キリスト教信者であっ

わけにはいかなくなります。そこででてきたのが

たかれにとっては、キリスト教的な感覚で教育を

坂本義孝のものです。根津一の教育を直接受けた

しようにも、それ自体が批判の対象となりうるよ

坂本が、アメリカ生活から戻った時、大きく変化

うな状況が生じたことになります。

しつつあった東亜同文書院をみて、創立当時に戻

このふたつは、とくに若者の間で勢力をもつこ

らなければいけないと改革を叫んだときの「書院

とになりますから、かれが教育活動をしようにも

精神」
です。そして、
もうひとつ現実に適応した「書

学生がどんどんいなくなり、どれだけ理想を高く

院精神」があります。これは実際の東亜同文書院

もっていたとしても現実には活動ができなくなっ

がたどったもので、さきほどみた学校の発展と引

てしまうのです。

き替えに日本の学制に組み込まれていくことをよ

こういったことは学生がいなくなっていくこと
以外の事柄にみることができます。たとえば、東

しとしたものです。

ほう

亜同文書院中華学生部での坂本義孝の部下に彭
あ ぼく

阿 木 という台湾出身の人物がいました。かれは

10.1．坂本義孝の理想化した「書院精神」
次に、この理想化した「書院精神」と現実に適
応した「書院精神」を比較してみましょう。

おうちょうめい

汪兆銘の奥さんの通訳なんかをして、後には汪兆
銘政府に入っていったのですが、一説には日本、

まず、理想化した坂本義孝の「書院精神」をみ

国民党、中国共産党すべてにかかわる三重スパイ

ていきましょう。さきほど紹介したように坂本の

だったのかもしれないといわれるような複雑な人

教育活動というのは、常にキリスト教と共にあり

です。最後は日本軍によって毒殺されたとも伝え

ました。ですから、かれの東亜同文書院における

られています。このような人物の存在は、坂本の

活動も、当然キリスト教信仰とひとつのものだっ

理想の身近に日中関係悪化が忍び寄っていたこと

たと考えられます。これは、結局、日中関係の悪

を象徴しているでしょう。

化と共産思想の広がりから最終的には頓挫するこ
とになります。

こうすいせい

また、かれの教え子の洪水星という人物にも坂
本の理想を打ち砕くような現実をみることができ

日中関係の悪化というのは、もちろん日本の中

ます。洪は、中華学生部卒業後、坂本の外務省へ

国侵略の激化のことです。坂本義孝は東亜同文書

の個人的な働きかけによって京都帝国大学に留学

院の対中国人教育部門である中華学生部の最高責

することができ、帰国後は上海のセント・ジョー

任者に就任しますが、日本の侵略がひどくなるに

ンズ大学の教師になっています。坂本が留学の

つれて中国人学生が集まらなくなります。侵略し

世話までしていることからすると、かなりかわい
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がっていたとおもわれるのですが、この洪が意外

この時期の日本は中国を侵略していたのです。つ

なところで出てきます。なんと満鉄調査部事件の

まり、中国を侵略する日本という枠内で活動する

調書の中に名前が記されているのです。それによ

ことを選択したといえるでしょう。これは日本の

れば、満鉄調査事件での逮捕者が、上海でマルク

中国侵略の失敗と運命をともにすることを意味し

ス主義関連資料を集めていた際、共産党員と連絡

ます。そうして、敗戦と同時に東亜同文書院はな

をつけてくれたのが洪水星だったというのです。

くなりました。ですから、いくら日中友好のため

つまり、坂本が目をかけていた教え子が、実はキ

に尽くす人材を育てたといっても、中国側からみ

リスト教に批判的な左翼系の人物であったことに

れば侵略者としての側面がでてくることになるの

なります。

です。

こうして、坂本の教育活動は、現実の前に為す
術なく頓挫していったのです。

11. おわりに
このように「書院精神」というものを軸にして

10.2．現実の「書院精神」
もう一方の現実に適応した「書院精神」は、実

東亜同文書院をみてみると、初期東亜同文書院に

際に東亜同文書院がたどった道です。日本はどん

みられたキリスト教的な活動や、その中で学んだ

どんと中国を侵略をしていきますが、この現実に

キリスト教信者坂本義孝による理想化された「書

適応しつつ活動していったわけです。これを侵略

院精神」が生じたことは注目すべきことでしょ

に荷担したと批判することは簡単ですけれど、客

う。そして、これに対して現実の東亜同文書院が

観的にみれば、そうした悪い面もあれば良い面も

たどった「書院精神」が対照的にうかびあがって

あります。

きます。

良い面としては、日本の中国侵略の方向と妥協

わたしの今回の話は、このふたつの「書院精神」

しながらも、日本人が生きた中国、現実の中国を

を並べて優劣をつけるものではありませんし、そ

学ぶ場を、1945 年の敗戦までずっと確保し続け

のようなことをしてもあまり意味はありません。

たということです。この時期学んだ人々のなかに

なぜならば、たとえ東亜同文書院が坂本の理想化

は、戦後、日中友好に尽力した人物が多数いまし

した「書院精神」の路線をとったとしても、結局、

たから、日中にわたる教育活動として評価すべき

中国侵略をおしすすめる日本の学校であった以上

ものだったといえます。しかし、日本のためだけ

は、日本人の学生を失ったことでしょう。そもそ

に中国に犠牲を強いる侵略について妥協するとい

も国庫補助金に依存していた以上、侵略を是とす

うことは、当然創立当初の近衛篤麿や根津一の志

る政府に否を唱えて学校が存続できるはずもあり

と大きく食い違ってくることになります。卒業生

ません。また、この理想化した「書院精神」は日

は中国についての専門家ですから、卒業後は意図

中友好に尽くしているようにみえても、キリスト

的だろうがそうでなかろうが、日本の中国侵略に

教信仰が基層にあった以上、当時の共産思想の興

加担することを余儀なくされます。学校の存在、

隆や中華人民共和国成立後にキリスト教系大学か

教育、そしてそれが実際活用される場面が分裂し

ら宗教色が排除された事実をふまえると、必ずし

ていくわけです。

も中国の状況と完全に合致し得たものではなかっ

そして、さきほどみてきたように、東亜同文
書院は日本内地の学制に組み込まれていくことに
よって規模を拡大し発展してきました。そして、

たのかもしれないのです。
これは大変悲しいことなのですけれども、東亜
同文書院はふたつの「書院精神」のどちらの道を
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とっても日本の敗戦と共に消滅する運命にあった

のは、東亜同文書院の歴史をみれば、日中の友好

といえます。

関係があってこそはじめて成立していることがわ

話の冒頭でわたしは、東亜同文書院の創立に

かります。このように、東亜同文書院について考

は中国側の協力があったということを強調しまし

えることは、たんに歴史的事実の確認にとどまら

た。このことが示しているのは、東亜同文書院の

ず、わたしたち自身が現在やこれからの日中関係

存在は、中国の承認があってこそはじめて成立す

を考えるとき、いろいろな示唆をあたえてくれる

るものだったということです。いくら日中友好を

ものなのではないでしょうか。

掲げていたとしても、それが日本側のみのもので
あったならば、なんら意味をなしません。活動が

以上で、今回の話を終えたいと思います。ご静
聴ありがとうございました。

日中にわたるものである以上、中国側の承認が大
【司会】 先生どうもありがとうございました。少

切なのです。
こうした東亜同文書院の姿をみることは、実は

しお時間がございますので質問を受け付けたいと

現在の日中関係を考える上でも大切なことだと考

思います。何かご質問のある方はお手を挙げてく

えます。たとえば、現在、愛知大学をはじめ日本

ださい。よろしいでしょうか。それでは本日の講

のさまざまな学校が中国でも教育活動をしている

座はこれで終了させていただきます。石田先生に

のですが、中国とともに教育活動ができるという

もう一度拍手をお願いいたします。
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市民トラム配布資料

東亜同文書院生とキリスト教
ふたつの書院精神
東亜同文書院大学記念センター
リサーチアシスタント

石田卓生

東亜同文書院とは？
この え あつまろ

そ かい

○東亜同文会（会長・近衛篤麿 1）が中国側の協力をうけて上海租界外に開校（1901.5）．
○日中提携へむけた人材養成．
あら お せい

ね

づ はじめ

ビジネス・スクール←荒尾精 2 の日清貿易研究所関係者（根津一 3 など）の参画．
か ご すいへん

中国語教育『華語萃編』
，学生によるフィールドワーク「大旅行」．
同窓間のつよい団結力→「書院精神」あるいは「根津精神」．

どうして東亜同文書院とキリスト教なのか？
○日本のキリスト教とのかかわり．
日本 YMCA 同盟の日露戦争慰問活動に参加（1904-1905），同主事大塚素（1906），
同名誉主事ガレン・フィッシャー，京都 YMCA 総主事村上正次（1917.4）
，日本メソジスト教会監督
ひらいわよしやす

平岩愃保（1917.5）
．
さかもとよしたか

○坂本義孝 4 の存在．
東亜同文書院第 1 期生，東亜同文書院教授，同中華学生部部長．
国際的活動；アメリカ留学，国際労働機関（ILO）総会，太平洋問題会議．
セント・ジョーンズ

キリスト教；上海日本人 YMCA 理事長，同外国学校校長， 聖 約 翰 大学 5 教授．

「書院精神」とはなにか？
ちごうごういつ

○王陽明の思想の影響 「知行合一」認識と体験行動の不可分．
じじょうまれん

「事上磨錬」日常での自己修養．
りょうち

「良知論」民衆の苦しみを感じとる→大同論・王道論へ .
○根津一の東亜同文書院入学式での徳育重視の教育姿勢．
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根津一をめぐるキリスト教
○キリスト教と王陽明の思想→内村鑑三の王陽明評価，「キリスト教に最も近い」．
→明治期の日本陽明学とキリスト教との親和性．
○妻ゑい．キリスト教信者，同志社女学校高等科卒業．

東亜同文書院聖書研究会とはなにか？
○英語講師ハネックス（上海 YMCA 協力主事）の聖書研究会．
表①全校学生数に対する聖書研究会参加者数 6
年度（西暦 / 明治）

1901/34

1902/35

1903/36

1904/37

聖 書 研 究 会 参 加 者

36

25

25 〜 40

75 〜 91

在
校
生
数
（＊入学者数 / 卒業者数）

79/60

175/136

243/208

248/208

○院長根津一が認めた校内での活動．

北米 YMCA 同盟報告書に記録されている東亜同文書院聖書研究会とは？
○上海 YMCA 総主事ロバート・E・ルイス報告（1901.8）資料①．
→ 45 名を 2 クラス，3 名が洗礼，校舎に隣接する聖書研究会棟．
○上海 YMCA 総主事代理 D・ウィラード・ライアン報告（1903.9.30）資料②．
→参加者 30 〜 40 名，中国人学生より哲学的な日本人学生．
○キリスト教の宗教活動を校内でおこなう東亜同文書院聖書研究会．

姿を消した東亜同文書院聖書研究会
表②校内のふたつのキリスト教グループの比較聖書研究会と学生 YMCA
校舎

時期
・学校公認の校内活動．

クイシュリ

聖書研究会

高昌廟桂墅里
（1901.5-1913.7）

ハ

学生 YMCA

ス

ケ

1901-1904…？

（1913.10-1917.4）

・北米 YMCA 系の人物が指導．
・英語使用．
・非公認同好会．

ル

赫司克而路

特徴

1915 ｰ

・神愛館バイブルクラス参加者が結成 7．
・学生と信者教員との勉強会．

○ 1910 年代，根津一はアメリカの中国進出への警戒を強める．
義和団事変賠償金をアメリカ留学費用へ．1911 年清華学堂（現・清華大学）開校．
→この時期，聖書研究会は姿を消し，書院非公認同好会学生ＹＭＣＡが成立している．

134

◦ 2252 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
東亜同文書院生とキリスト教

坂本義孝の東亜同文書院での活動はどのようなものだったのか？
○精神面からの学校改革を提唱→キリスト教信教と「書院精神」が合致．
余にとりては近年書院が外務省文部省より細微の点まで検束さるのでないかと疑るゝが之は余りに官庁に依頼
するから厳重なる取締といふ代価を支払はねばならぬのであつて [ 中略 ] もし官僚的形式主義を準して書院を
経営せは内よりも外よりも破綻を来たす事必然である理当である 8
殉難殉教殉道の精神あつて始めて書院の反省が意義付けられ，書院の復興が実現し延いては東亜の復興に及び
得るのである，真に中国の為になる日本人ならば日本の為になる事は勿論である，小我に捕はれ日本，日本と
いふておる所には日本の為にもならぬ結果を生する，書院が思切つて反省すべきは斯点にある，身を殺して仁
を成す，これ霊界に永遠に生くる唯一の方途である 9．

東亜同文書院の発展その軌跡はどのようなものだったのか？
○中華学生部（1918）
，
専門学校令適用（1921），大学昇格→根津一の私塾的存在から大日本帝国の学校へ．
○外務省指導の強化（1923.3「対支文化事業特別会計法」成立）．
表③対支文化事業特別会計法成立前後の東亜同文会及び東亜同文書院の経常収入と政府補助金の割合
年度（西暦 / 元号）

1919/8

1920/9

1921/10

（単位；円）10
1922/11

1923/12

̶

̶

総収入

319,109.45 798,461.24 793,842.77

①東亜同文会経常収入

316,566.86 402,096.87 512,653.32 582,824.11 562,327.32

②同会経常収入内補助金

116,960.00 124,010.00 171,533.00 179,533.00 182,726.00

③同会経常収入内東亜同文書院経常収入

̶

233,034.27 401,427.16 438,805.37 385,412.44

④同会経常収入内東亜同文書院向け補助金

̶

65,960.00 115,960.00 115,960.00 115,960.00

⑤同会経常収入に対する補助金割合（②÷①）

37%

30.8%

33.5%

30.8%

33.5%

⑥同会経常収入に対する東亜同文書院経常収入割合（③÷①）

̶

58%

78.3%

75.3%

69%

⑦同会経常収入内補助金に対する東亜同文書院補助金の割合（④÷②）

̶

53.2%

67.6%

64.6%

63.5%

年度（西暦／元号）

1924/13

1925/14

1926/15・1

1927/2

1928/3

̶

̶

̶

̶

̶

総収入
①東亜同文会経常収入

606,310.29 602,459.54 623,472.20 611,456.88 690,945.60

②同会経常収入内補助金

179,000.00 240,000.00 319,000.00 319,000.00 319,000.00

③同会経常収入内東亜同文書院経常収入

455,554.70 435,260.00 466,559.39 465,670.47 505,638.00

④同会経常収入内東亜同文書院向け補助金

110,000.00 153,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00

⑤同会経常収入に対する補助金割合（②÷①）

29.5%

39.8%

51.2%

52.2%

46.2%

⑥同会経常収入に対する東亜同文書院経常収入割合（③÷①）

75.1%

72.3%

74.8%

76.2%

73.2%

⑦同会経常収入内補助金に対する東亜同文書院補助金の割合（④÷②）

61.5%

63.8%

60.2%

60.2%

60.2%
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ふたつの「書院精神」それはどのような結末をむかえたのか？
○「書院精神」
；根津一の思想・教育姿勢←明治期日本の王陽明思想解釈．
○理想化；坂本義孝のキリスト教信教と一致した「書院精神」日中関係悪化→頓挫．
○現実化；大日本帝国の枠内では発展→敗戦と運命をともにする．

資料① 上海 YMCA 総主事ロバート・E・ルイス報告（1901.8）
The enterprise of the Japanese in China is very marked. They have a government college here of one hundred
Japanese students who are ﬁtting to be interpreters in consular or business ofﬁces. We are teaching 80 of these
students in daily English classes, and I have two weekly Bible classes with 45 members among graduates and
undergraduates of this and other Japanese college. As the Bible may not be taught in the class-rooms of the
college, we have rented a three-roomed tile roofed house just opposite the college buildings for a Japanese
Association House. Could you look in on Sunday morning you would see from thirty to forty men sitting, Japanese
style, on the matted ﬂoor and studying the Gospel of Mark with the American teacher, also sitting on a mat, in the
midst of then. The little house is being ﬁtted up for Association purposes, with the class-room on the left seating
(on the ﬂoor) ﬁfty students, with a reception room in the center and a reading-room on the right. Three of the class
are baptized Christians, two more desire to be; but more study and testing was my reply to this request11.
中国での日本人の事業は注目すべきものです．かれらには領事館や企業の通訳になるべき 100 人の学生を擁する
政 府 系 の 学 校〔 東 亜 同 文 書 院 〕 が あ り ま す． わ た し た ち は 毎 日 英 語 の 授 業 で こ の 80 名 を 教 え， こ の 卒 業 生 と 在 学
生 や 他 の 日 本 の 学 校 の 中 か ら 45 名 が 参 加 す る 週 一 回 の 聖 書 研 究 会 を 2 ク ラ ス も っ て い ま す． 聖 書 を 学 校 の 教 室 で
教 え る こ と は 禁 じ ら れ て い る の で， 学 校 向 か い に 3 室 あ る タ イ ル 葺 き の 建 物 を 借 り ま し た． 日 曜 の 朝 に は 30 名 か
ら 40 名 が， 日 本 式 に， 床 の 敷 物 に 直 に 座 り， そ の 真 ん 中 に 座 る ア メ リ カ 人 教 師 と マ ル コ の 福 音 を 学 ん で い ま す．
そのささやかな建物は組織の目的にふさわしいもので，左側は（床に直に座って）50 名が座る聖書研究会のもの，
中 央 に 応 接 室， 右 側 に 勉 強 部 屋 が あ り ま す． 聖 書 研 究 会 に 参 加 し た 3 名 は キ リ ス ト 教 の 洗 礼 を う け，2 名 が さ ら に
洗礼を希望したのですが，わたしはさらに学び試練をうけなさいとこたえました．

資料② 上海 YMCA 総主事代理 D・ウィラード・ライアン報告（1903.9.30）．
Not the least interesting, I trust not the least fruitful work which I have been able to do in the line of Bible
teaching during the year, was the class in the Japanese Commercial College in Shanghai. This class averaged
between thirty and forty in attendance and was conducted in English. I ﬁnd the Japanese students much more
philosophical in their turn of mind than the Chinese Students. Many most interesting questions were asked in the
class. Some of then were put in writing, and handed to me in advance. The following exract〔extract〕will indicate
the nature of these questions:
Will you kindly answer the following question please. I have heard that our Father in Heaven is omniscent
〔omniscient〕, almighty, and benevolent. But we see that there take place frequently in the world, earthquake,
ﬂood, thunder, the eruption of volcane〔volcano〕, etc. If God has no force to make calm from these disasters, he
is not omnipotent. If God did not foreknow that these matters take place, He is not omniscent〔omniscient〕. How
do you think, Sir. Please answer it.

12

興味深く，またわたしが信じているのは上海の日本の商業学校〔東亜同文書院〕で一年間に渡る有 意 義 な 聖 書 教
育 を す る こ と が で き た こ と で す． こ の ク ラ ス〔 聖 書 研 究 会 〕 の 参 加 者 は 平 均 30 名 か ら 40 名 ほ ど で， 英 語 が 用 い
られました．日本人学生は中国人学生よりも性質がきわめて哲学的です．幾多の興味深い質問がクラスでなげかけ
られました．ときには筆記された質問が前もって手渡されました．次にあげるのは，その概要です．
「 ど う か お 答 え 下 さ い． 神 と は 全 知 全 能 に し て 慈 悲 深 い と き き ま し た． し か し， 世 界 中 で 地 震， 洪 水， 雷， 噴 火 な
どが頻繁に起こります．災害をしずめる力をもたないならば，全能ではありません．問題が起こることを予知しな
かったならば，全知ではありません．どのようにお考えになりますか．先生，どうかお答え下さい．」
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坂本義孝著作一覧
「滞米印象記」『滬友』（17）東亜同文書院同窓会，1921.11．
「同じ経験から」『滬友』（17），1921.11．
「北京大会の意義」『滬友』（19），1922.7．
「公人私人」『上海』（523）春申社，1923.3.12.
「ヱルサレムにて」日本基督教青年会同盟『開拓者』18（5）
，1923.5．
「渡欧の途上より」『滬友』（21），1923.8．
「西本氏経営週報『上海』を推奨す」『滬友』
（21）
，1923.8．
「公人私人」『上海』（549），1923.9.10.
「一人一言」『滬友』（23），1924.1．
「書院の反省時代」『滬友』（24），1924.4.
「改新時代の書院」『滬友』（25），1924.7.
「遠藤保雄君を憶ふて」『滬友』（25），1924.7.
「同窓と書院新興の気運」『滬友』（26），1924.11.
「同窓会員として」『滬友』（27），1925.3.
「中国に於ける経済的非協同」東亜同文会調査編纂部『支那』16（8）
，1925.8.
「同窓会員として」『滬友』（28），1925.8．
「媽々鋪子戸籍調べ」『滬友』（28），1925.8.
東亜同文書院教職員総代坂本義孝「弔辞」「書院近状故手塚教授の追悼法会」
『滬友』
（29）
，1926.2.
東亜同文書院滬友同窓会総代坂本義孝「弔辞」
「真島教授逝去」
『滬友』
（29）
，1926.2.
「東西南北集漫言漫録」『滬友』（29），1926.2.
「五卅事件と米支両国の関係」『支那』17（8）
，1926.8.
「護憲社の性質と事業」東亜同文書院研究部『支那研究』7（2）（11）
，1926.9.
「支那に於ける教育権回収の観測」『支那研究』8（2）（14）
，1927.7.
「英雄出現と馬上統一は果して夢なる乎」『上海』
（768）
，1928.2.21.
「外人の観たる支那」日華学会『日華学報』（7）
，1928.12.
「支那の命運を傍観すべきか」『支那』21（2）
，1930.2.
「青年会は何をしているのか」上海日本人基督教青年会『上海青年』15（7）発行人古屋孫次郎，1930.7．
「上海の将来」『支那研究』9（3）（18），1930.12.
「中日親和の要諦」『日華学報』（12），1930.
「満洲問題と日支共存共栄」『上海』（899）上海雑誌社，1933.5.5.
「対支外交の要諦」『上海』（908），1933.10.1.
「非常時と我が外交政策」『上海』（913），1934.1.1.
「門下生の霞山公想い出」『支那』25（2），1934.2.
「満洲国に対し大国的寛度を持てよ」『上海』
（921）1934.5.
「支那の安全保障に就いて」『上海』（929），1934.10.1
「支那の安全保障に就いて（下）」『上海』（932）
，1934.11.20.
「日華両国提携に関する基本条件」『上海』（940）
，1935.4.5.
「対日態度に関する支那言論界の趨向」『上海』
（940）
，1935.4.5.
坂本義孝（訳）
「支那の対日言論；一、密勒氏評論報：二、中国評論週報：三、民国週刊」
『上海』
（941）
，1935.5.1.
「潜行式排日を根絶し得るや」『支那』26（8）
，1935.8.
滬友同窓会総代坂本義孝代読「滬友同窓会の祭詞」
「靖亜神社鎮座祭式典」
『支那』26（12）
，1935.12.
「根津先生十三回忌法要並に追悼晩餐及座談会」
『支那』30（3）
，1939.3.
「興亜政策の難易弁」『支那』30（5），1939.5.
「時局収拾に関する示唆」『支那』30（12），1939.12.
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インタビュー「燎原の火の如き民族精神」1942.3（木村英夫『民族の咆哮秘録・聖戦と皇軍その実態』雲母書房，
1995）．

か ざん

1 近衛篤麿．号は霞山（1863-1904）．経済・文化・政治など多方面にわたって啓蒙的活動を行う．ヨーロッパ留学経験をふまえ
日中提携こそアジアの平和安定につながると考え，東亜同文会を主催した．
2 荒尾精．または義行，号は東方斎（1859-1896）．尾張の人．陸士旧五期生．漢口を中心に情報収集活動を行い，退役後，上海
に日清貿易研究所を開設した．
3 根津一．号は山洲（1860-1927）．甲斐の人．陸士旧四期生．陸大三期生（中退）．日清貿易研究所の運営にたずさわり，後に
東亜同文会幹事兼東亜同文書院院長となった．
えいこう

4 坂本義孝（1884-1946）．福島県生まれ．営口税関勤務を経てアメリカで 15 年間生活し，南カリフォルニア大学東洋科教授を
つとめた．国際政治学・平和学者坂本義和（東大名誉教授・国際基督教大学平和研究所顧問）は次男．
5 聖約翰大学．1879-1952．上海にあったアメリカ聖公会系の大学．戦前における中国を代表する名門校．
6 聖書研究会参加者数は，池田鮮『曇り日の虹上海日本人 YMCA40 年史』（上海日本人 YMCA40 年史刊行会 1995，pp.9-10）
及び後掲資料①②にもとづく．入学者数は佐々木享「東亜同文書院入学者の群像」（愛知大学東亜同文書院大学記念センター
編『同文書院記念報』VOL.11，2003，p.10）に，卒業者数は『東亜同文書院大学史』（滬友会，1982，p.84）にもとづく．
7 神愛館．イギリス人ミス・スミス主催の上海に住む日本人キリスト教信者のための教会．
8 坂本義孝「改新時代の書院」『滬友』(25)，1924，p.18．
9 坂本義孝「書院の反省時代」『滬友』(24)，1924，p.11．
10『東亜同文会関係雑件』第一〜六巻，
『東亜同文会関係雑件 / 補助関係』第一〜三巻（外務省外交史料館所蔵）をもとに作成．
1920-1926，1928 分は各年次決算書の値．1919 分は 1920 年分予算書内記述，1927 分は予算書の値．
11 Robert E Lewis Report Letter Development in Shanghai Shanghai: The International Committee of YMCA,1901.
University of Minnesota Libraries Kautz Family YMCA Archives.〔〕内補記，訳は引用者．
12 D. Willard Lyon, Report of D. Willard Lyon for the Year Ending September 30, 1903 Shanghai: Shanghai YMCA,1903.
University of Minnesota Libraries Kautz Family YMCA Archives.
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東亜同文書院・坂本義孝・上海居留日本人キリスト教関連年表
年次

東亜同文書院関係

坂本義孝関係（年齢）

上海居留日本人キリスト教関係

その他

1871
明治 4

1 ドイツ帝国成立
7 日清修好条規
9 断髪

1875
明治 8

上海東本願寺別院
5 樺太千島交換条約

1876
明治 9

三井洋行上海支店開設
3 廃刀令

1877
根津一（17）陸軍教導団入団
明治 10

西南の役

1878
荒尾精（19）陸軍教導団入団
明治 11
1879
根津（19）士官学校入学（陸士旧 4 期）
明治 12

エジソン電灯発明

1880
荒尾（21）士官学校入学（陸士旧 5 期）
明治 13 岸田吟香（47）上海楽善堂支店開設
1881
明治 14

板垣退助（44）自由党結成

1882
荒尾（23）士官学校卒業
明治 15 岸田（49）古典の袖珍本刊行
1883
荒尾（24）熊本鎮台で御幡雅文（24）と交流
明治 16 7 根津（23）士官学校卒業
1884
明治 17
光緒 10

11 鹿鳴館開館
5.15 福島県岩城郡内郷村小島（現いわき市）
に生まれる

荒尾（26）参謀本部支那課勤務
1885
明治 18 2 根津（25）陸軍大学校入学
光緒 11 4 近衛篤麿欧州留学（〜 1890.9）

清仏戦争（〜 1885）

（1）

1886
4 陸軍将校荒尾（27）漢口楽善堂設立
明治 19
根津（26）メッケルと対立し諭旨退学
光緒 12

（2）

1887
明治 20
光緒 13

（3）

1888
明治 21
光緒 14

（4）

1 帝国大学令公布
4 日本、師範学校、小学校、中
学校令公布

日本郵船上海支店開設
宣教師エドワード・エバンス（米国）
2 大日本帝国憲法発布
上海共同租界虹口で邦人に伝道開始在
5-6 田岡嶺雲、上海東文学社講
留邦人信者約 100 名英語聖書研究会と
師就任
（5）礼拝、出席約 15 名程度

1889
2 根津（29）参謀本部勤務
明治 22
4 荒尾（30）帰国、陸軍退役
光緒 15
5 根津（30）陸軍予備役
1890
7 根津、漢口楽善堂へ
明治 23
9 荒尾（31）上海に日清貿易研究所開設（学生 150 名）
光緒 16
11 根津、研究所代理所長就任

（6）

1891
明治 24
光緒 17

同志社神学部卒業上田上海着集会所を 日本綿糸、中国進出
武昌路にうつす
シベリア鉄道起工
（7）

1892
明治 25 8- 研究所編『清国通商総覧』
光緒 18

（8）

10 教育勅語発布
11 第 1 回帝国議会

6 日清貿易研究所卒業式（卒業生 89 名）
1893
7 日清商品上海陳列所
明治 26
12 根津（33）満洲・視察後帰国、京都南禅寺近く
光緒 19
に隠棲

横浜正金銀行上海支店開設
（9）

7 根津（34）参謀本部復職し 9 月迄上海密
1894
航諜報活動、荒尾（35）京都若王子に隠棲
明治 27
8 日清商品上海陳列所閉鎖（日清貿易研究所解散）
光緒 20
10 根津第 2 軍参謀として中国上陸、後少佐

日清戦争のため上海在留邦人帰国、エ
7 日清戦争はじまる
バンス伝道中止
11 孫文（28）興中会結成
（10）

1895
明治 28 10 根津（35）退役、京都隠棲
光緒 21

エバンス宅で伝道再開
（11）

近衛（33）貴族院議長就任
1896
7 根津（36）、京都若王子に隠棲、荒尾（37）媒
明治 29
酌で同志社女子教師藤居ゑい（29）と結婚
光緒 22
10 台北で荒尾没

（12）

1897
明治 30 4 犬養毅（42）ら東亜会結成
光緒 23

（13）

1898
6 同文会結成
明治 31
11 東亜同文会成立
光緒 24

（14）

4 下関条約締結
10 孫文（29）広州挙兵
孫文（30）ロンドン清国公使館
に監禁される

2 商務印書館設立
6 戊戌変法
9 戊戌の変
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2 日本、中学校令改正、高
等女学校、実業学校令公布
エバンス帰国、後任にワット（英人） 3 日本、文官任用令改正
5 義和団蜂起
日本領事裁判権撤廃
（15）

4 東亜同文会会長近衛（36）欧米視察出発
1899
明治 32 10 近衛、劉坤一・張之洞と会談
光緒 25 11 近衛、根津（39）会談
3 南京同文書院開校
5 根津（40）上京し東亜同文会評議員・院長就
1900
任、近衛代理として渡清し両江総督劉坤一と会談
明治 33
7 根津帰国、院長代理・監督田鍋安之助（36）渡清
光緒 26
8 南京同文書院、上海にうつる
9 近衛（37）、国民同盟会結成
2 東京同文書院
5 上海高昌廟桂墅里で東亜同文書院開
校、政治科・商務科（春期入学・3 年制）
1901
明治 34 上海ＹＭＣＡ協力主事ハネックス、英語担
光緒 27 当、学生有志に聖書研究指導、常時 25 名参加
7 近衛（38）北京視察
8 聖書研究会、2 クラス 45 名参加、学外で活動

聖書研究会参加者 300 〜 400 人

（16）

福島県立磐城中学（現磐城高校）第 1 期卒業
5 東亜同文書院第 1 期商務科入学（17）

ハネックス聖書研究会、常時 35 名参加
1902
明治 35 4 杉浦重剛（47）院長就任
光緒 28 8 第 1 期生中国旅行

（18）

聖書研究会、常時 25 名参加
3 ハネックス退職
5 根津（43）院長就任
1903
明治 36 8 第 3 期生（以降 8 月入
光緒 29 学）、近衛（40）対露同志会結成
9D.W. ライアン聖書研究会、30 〜 40 名参加、学内
で活動
1 近衛没（41）
1904
聖書研究会、75 〜 91 名参加
明治 37
聖書研究会が営口日本ＹＭＣＡ慰問金品送付参加
光緒 30
5 聖約翰大学と野球試合

6 清国、列強諸国に宣戦布告
8 八カ国連合軍北京占領

7 日本 YMCA 同盟成立

日英同盟
12 日本紡績業の中国進出

東清鉄道完成

（19）

3 東亜同文書院第 1 期商務科卒業、営口税
関就職（20）

C.M. マイアーズ、長崎東山学院
から来任、聖書研究会引き継ぐ
上海居留邦人キリスト教信者、営口に 2 日露戦争はじまる
設置された日本ＹＭＣＡへ慰問金品送
る
シベリア鉄道完成
8 東京で中国革命同盟会結成
9 ポーツマス条約締結科挙廃止

1905
明治 38 6 卒業生に学士称号，聖約翰大学と野球試合
光緒 31

（21）

4 イギリス陸軍大尉カートン見学
1906
5 聖約翰大学と野球試合
明治 39
日本ＹＭＣＡ同盟主事大塚素講演
光緒 32
12『支那経済全書』刊行

日本ＹＭＣＡ主事大塚
素、同協力主事 G・フィッ
シャー上海中国ＹＭＣＡ訪問
（22）C.M. マイアーズ集会 20 名参加

上海西本願寺別院開設
11 南満洲鉄道創立

1907
第 1 回大旅行（外務省より 3 年 3 万円補助）
明治 40
夏コレラ流行
光緒 33

4.5 上海日本人ＹＭＣＡ成立（乍浦路
40 号）
（23）

5 恵州起義

1 犬養（53）来校
1908
9H. マイアーズ講師就任
明治 41
10 明治天皇より御下賜金
光緒 34
11 鍋島直大（62）、清浦奎吾（58）来校

5 アメリカ在住，住所 219JacksonSt. LosAngeles（24）

上海日本人ＹＭＣＡ夜学生 130 名登
滬杭線開通
録、聖書研究会 3 班、機関誌 1,000 部、
台湾縦貫線開通
会員 40 名

1909
明治 42 8 マイアーズ退職、第 9 期生より宮城拝観開始
宣統元

上海日本人ＹＭＣＡ正会員 30、準会 8 韓国併合
員 140、聖書研究会 12 班、月報 1,000 部、10 伊藤博文暗殺（68）
滬寧（上海南京）線開通
（25）夜学生 110、公開講演毎回満席

1910
明治 43 9 マイアーズ講師就任
宣統 2

上海日本人ＹＭＣＡ、会報を『旭光』 8 韓国併合
と改題
10 大逆事件
（26）

1911
明治 44 4 東郷平八郎（63）、乃木希典（62）来校
宣統 3

2 日本関税自主権確立
4 清華学堂（後清華大学）開校
10 辛亥革命

アメリカ在住（27）

1912
明治 45
大正元
民国 1

上海日本人ＹＭＣＡ『旭
光』を『上海評論』と改題
上海日本人ＹＭＣＡ会館、崑山花園
22 号ミッション・ビルへ移転、25 名
収容宿舎、食堂、浴室、正会員 82、
（28）準会員 111、夜学校 98

1913
大正 2

7 高昌廟桂墅里校舎焼失、長崎仮校舎
10 マイアーズ退職、上海復帰赫司克而仮校舎へ

上海日本人ＹＭＣＡ、理
事 10、終身会員 7、維持会
員 119、普通会員 83、事務室 1
7 第 2 革命
4 上海日本人ＹＭＣ
10 日本，中華民国承認
Ａ、上海商業学校開設
9 日本基督教会の指導をうけ，YMCA
から協会活動を分離，上海日本人基督
教会とする
（29）

1914
大正 3

6『華語萃編』
9 農工科設置

10 内山完造（29）ＹＭＣＡ集会参加
（30）
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1915
大正 4

1 対華 21 カ条要求
8 上海日本人ＹＭＣＡ機関誌『上海青
7 朝鮮総督府私立学校改正規則
年』創刊
公布、キリスト教教育制限
（31）

学生 YMCA 結成

1916
大正 5

南カリフォルニア大学（USC）東洋科教授，
内山（31）上海日本人 YMCA 入会
住所 216w23rdSt. LosAngeles（32）

4 日本 YMCA 名誉主事フィッシャー、
中国、新文化運動はじまる
京都 YMCA 総主事村上正次来訪
内山書店開店（魏盛里）
5 同志社社長原田助、日本メソ
3 ロシア 2 月革命
ジスト教会監督平岩愃保来訪
11 ロシア 10 月革命
北米ＹＭＣＡ同盟へ上海日本人
YMCA 会館建設援助依頼
（33）

4 徐家匯虹橋路校舎竣工、日本 YMCA 名誉主事
フィッシャー、京都 YMCA 総主事村上正次講演
1917
大正 6 5 日本メソジスト教会監督平岩愃保講演
『支那省別全誌』刊行

1918
大正 7

外務省より中華学生部設置命令．
10 支那研究部設置（学内研究所）、学生自治会成
立

1919
大正 8
1920
大正 9

アインシュタイン（37）
一般相対性原理発表
6 袁世凱没（57）

8 シベリア出兵、米騒動
（34）
第 1 回国際労働総会（ILO）日本政府代表
補佐（ワシントン）（35）

4 農工科学生募集停止
9 中華学生部設置

1 パリ講和会議
五四運動

（36）

1 国際連盟成立

4 第 21 期生（以降 4 月入学・4 年制）
6 政治科廃止
1921
大正 10 7 専門学校令適用、外務省所管
12 天津同文書院中学部（後中日学院〜敗戦迄）

8 東亜同文書院教授就任（37）

2 東亜同文会、財団法人化
1922
大正 11 3 漢口同文書院中学部（後江漢中学校）
民国 11 東京同文書院閉校

7 日本共産党成立
4 清華大学での世界基督教学
上海日本人ＹＭＣＡ前田主事、来滬中
12 ソビエト社会主義共和国成
生同盟大会（WSCF）参加
のアインシュタイン（43）を案内
立
11 第 4 回 ILO 総会参加 ( ジュネーブ )（38）

1923
3 根津（63）院長退任、大津麟平（58）院長就任
大正 12

エルサレム訪問
夏南京で林出賢次郎（41）、東京で
東亜同文会会長牧野伸顕（62）、同
副会長近衛文麿（32）と会談
10 外務省及協調会の依頼をうけ、第 5 回
ILO 総会に参加（ジュネーブ）（39）

5 外務省に対支文化事
務局（後文化事業部）
9 関東大震災
11 長崎丸（神戸長崎上海）就
航

1924
東亜同文書院維持会成立
大正 13 タゴール（63）来校

1 ベネチア滞在（40）

内山書店拡大（文化
サロン的存在となる）
3 日本共産党解党決議
11 第 1 次国共合作

7 中国共産党成立
12 日英同盟廃棄

夏大磯静養、学生と日光中禅寺
9 代議士一宮房治郎、中野正剛（39）、大内暢三（51）
湖・富士山登山、国際連盟協会で講
1925
講演、国際連盟協力理事兼慶応大学総長林毅陸（53）
演、福島県平町（現いわき市）で講演
大正 14
講演
12 中華学生部長就任（41）

1 日本ラジオ放送はじまる
3 孫文没（59）
五・三〇事件

1926
大正 15 5 近衛文麿（35）院長就任
昭和元 10 近衛来校
民国 15

夏満洲研究旅行（42）

7 蒋介石（39）北伐開始
12 大正天皇崩御（47）、昭和天
皇（25）即位

1927
2 根津一没（67）
昭和 2
12 胡適（36）特別講義
民国 16

3.26 上海日本人 YMCA 理事長とし
て上海商業学校第 12 期卒業式参加
5 東亜同文書院就職委員
6.24-7.20 東亜同文書院中華学生部日本見学
旅行引率（43）

四・一七クーデター
魯迅上海にうつる

1928
1 学校バス虹口運行
昭和 3 11 日中学生同居許可
民国 17 12 殷汝耕（43）講演

上海日本人ＹＭＣＡ理事長（44）

1929
4 陳彬 特別講義
昭和 4
6 犬養（74）、頭山満（74）講演
民国 18

4 上海日本人 YMCA 上海商業学校が
外国語学校へと改組

（45）

5『山洲根津先生伝』
1930
9 中華学生部新規学生募集停止
昭和 5
11 学生ストライキ
民国 19
12 第 1 次学生検挙事件（反戦ビラ配布事件）

4 上海日本人ＹＭＣＡ理事長、同外国語学
校長（46）

1 大内暢三（57）院長代理就任
1931
昭和 6 4 魯迅（50）特別講義
民国 20 12 大内院長就任

3.16 東亜同文書院退職
10 太平洋問題会議に新
渡戸稲造（69）らと参加
11 上海日本人 YMCA 理事長・同会館教育
部講師英語主任（47）

1932
2 第 1 次上海事変を避けて長崎引き揚げ
昭和 7
4 上海復帰
民国 21

上海日本人 YMCA 理事長（48）

4 第 2 次北伐開始
6 北伐軍北京入城張作霖爆殺
（53）
内山書店北四川路底に移転
10 世界恐慌はじまる

4 上海日本人 YMCA 外国語学校英
語上海語 143 名、新入会員 43 名
5.23 上海日本人 YMCA 第 1 回理事会
内山（45）講演部長

9 上海自然科学研究所開設、柳
条湖事件

3 停戦後、上海日本人 YMCA 会館、
上海事変日本軍陸戦隊慰問場設置
上海日本人 YMCA 会館で魯迅木版画
展

1 第 1 次上海事変
3 満洲国建国宣言
4 上海新公園テロ事件
五・一五事件、犬養毅総理暗殺
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3 第 2 次学生検挙事件
1933
6 対支文化事業部長坪上貞二に聖約翰大学
昭和 8 4 芳沢謙吉外務大臣講演
教授洪水星補助依頼（49）
民国 22 11 上海日本人倶楽部で「大旅行」学生撮影映画会
1934
昭和 9 3 最後の中国人学生卒業
民国 23

上海日本人ＹＭＣＡ理事・学校長
秋までに帰国か？（50）

1935
昭和 10 11 靖亜神社（祭神近衛篤麿・荒尾精・根津一）
民国 24

在日スイス公使館顧問？（51）

1936
昭和 11
民国 25

3 日本国際連盟脱退
2 上海日本人 YMCA
で朝鮮人会親睦会
6 上海日本人 YMCA 会館内に上海
朝鮮人会事務所及び幼稚園を設置
10 上海日本人ＹＭＣＡ理事長乾精末

2 美濃部達吉（62）天皇機関説
中国共産党抗日救
国宣言（八一宣言）
12 大本教主不敬罪

（52）

江漢中学校、中日学院へ吸収
8 徐家匯虹橋路校舎接収
1937
昭和 12 9 学生志願従軍開始
民国 26 10 長崎仮校舎
11 徐家匯虹橋路校舎焼失

（53）

1938
2.2 程樸洵講師自殺
昭和 13
4 上海復帰、徐家匯海格路仮校舎（交通大学校舎）
民国 27

（54）

1939
2 近衛文隆（24）学生主事就任
昭和 14
4 大学昇格
民国 28

（55）

1940
昭和 15 9 矢田七太郎（59）学長就任
民国 29

上海日本人ＹＭＣＡ理事長乾精末

二・二六事件
10 魯迅没（55）
6 第 1 次近衛（46）内閣
7 日中戦争はじまる
8.13 第二次上海事変
12 日本軍上海南京占領
1 近衛（47）声明（国民政府を
対手にせず」
3 ノモンハン事件
12 朝鮮創氏改名
3 汪兆銘（57）南京政府
7 第 2 次近衛（49）内
9 日独伊軍事同盟

3 東亜同文会定例講演会出席
6 東亜同文会定例講演会出席（56）

1941
昭和 16 『新修支那省別全誌』刊行
民国 30

上海日本人ＹＭＣＡ理事長川口憲一
（57）

1942
昭和 17 10 上海に東亜工業学院開校
民国 31

太平洋戦争開戦後に上海
へ、上海市政研究会勤務
3 外務省嘱託として岡崎事務所（外務省機
関）勤務（58）

4 付属専門部設置（滬江大学
1943
昭和 18 校舎）、北京工業専門学校開校
民国 32 12 学徒出陣

6 聖約翰大学教授（59）

1944
昭和 19 2 本間喜一（53）学長就任
民国 33

3 満州国帝政
10 中共長征（〜 1936.10）

上海日本人ＹＭＣＡ理事長川口憲一

7 第 3 次近衛（50）内閣
10 東条英機（57）内
閣、ゾルゲ事件
12 太平洋戦争はじまる

11 大東亜省設置

1 英米、国民政府と租界廃止条約
6 日本、汪政権に租界返還

6 上海日本人ＹＭＣＡ理事長内山（59）
（60）

北京経済専門学校開校
1945
5 富山県呉羽分校
昭和 20
9 徐家匯海格路仮校舎接収
民国 34
11 呉羽分校閉鎖

3 聖約翰大学退職
5 帰国
敗戦後上海に渡る（61）

1946
3 東亜同文会解散
昭和 21
4 学生・教職員帰国
民国 35

3.27 帰国
5.6 没（62）

5 ドイツ無条件降伏
8 日本無条件降伏

４上海日本人 YMCA 活動終了
注：人名（数字）、数字は年齢。
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2007 年度 豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（6
回）
2007年度
豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座（６回）

人物でたどる東亜同文書院から愛知大学

東亜同文書院大学記念センター運営委員

大島隆雄

【司会】 時間になりましたので始めさせていただ

始まって初めて深く研究するようになり、やっと

きます。皆様、本日は市民大学トラムにお越しく

１年半ぐらいしか経っておりません。藤田先生の

ださいましてありがとうございます。６回シリー

ような詳しい事情は知らないのですけれども、今

ズとして開催した今年度のトラムも本日が最終回

日は思い切って今まで研究した成果を幾分かでも

となります。本日は本学名誉教授で東亜同文書院

皆さんにお伝えしたいと思っております。

大学記念センター運営委員の大島隆雄先生にご講

この連続講演におきまして、皆さんは東亜同文

演いただきます。大島先生は本学在任中、経済学

書院がどういう歴史的背景で形成されたかをお聞

部教授として西洋経済史をご専門に優れた研究を

きになったかと思います。近衛篤麿とか荒尾精と

進められました。また本学の学生への教育活動の

か根津一といった人達の努力で作られたのは、何

質向上を目的とした FD 委員会の初代委員長を務

も中国が承認しない背景のもとでノコノコ出かけ

められた他、本学の要職を歴任されました。そし

ていって勝手に厚かましく作り上げたというもの

て本学の創立 50 周年に当たっては愛知大学 50 年

では全然なくて、アジア主義という観点に基づい

史の編集委員長を務められており、本学並びに東

て、つまり西洋の列強が中国のみならず日本にも

亜同文書院の歴史に関して極めて深いご造詣をお

圧迫を加えている中で、中国を保全する、それか

持ちです。本日は「人物でたどる東亜同文書院か

ら中国・朝鮮の近代化を助成・援助するという趣

ら愛知大学」と題しまして、書院と愛知大学の歴

旨のもとで東亜同文会が作られ、そして中国・清

史に登場する代表的人物に関わる興味深いお話が

朝の総督の承認と援助のもとに、その教育活動の

いただけると思います。それでは先生よろしくお

中心的な機関として東亜同文書院が作られた、そ

願いします。

れはもう既に武井さんがご紹介してくれたと思い
ますが、とにかく中国の経済発展に貢献する、ま
た延いては日本の経済発展に貢献するビジネスス

はじめに

クールとしてこれを作った。それこそが中日友好

【大島】 皆さんこんにちは。初めてお目にかかる
方々もいらっしゃるかと思います。ただいまご紹

の基礎を固めるという、非常に平和的で正当な理
由をもって作られたわけです。

介にあずかりました大島でございます。あまり造

東亜同文書院は 1901 年に創設され、1945 年の

詣が深いと言われると恥ずかしいのですが、確か

日本の敗戦まで存続するのですが、その前半期、

に愛知大学 50 年史はずいぶん苦労して編纂しま

1920 年代ぐらいまではかなり順調に発展いたし

した。東亜同文書院のほうはこのプロジェクトが

ました。日本政府と清朝との関係が日清戦争以後
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平常の状態に戻り、清朝が 1911 年に辛亥革命に

た。

よって倒れていきますが、日本の政府は新しくで

そういった時代を前半期としますと、後半期は

きた中華民国を 1913 年にいちおう国際的に承認

非常に難しいどころか、日中間で戦火を交えなけ

しますが、 介石主導の国民政府の承認は 1929

ればならない時代になってまいります。その段階

年まで延ばします。けれども東亜同文書院の根津

で東亜同文書院あるいはその関係者がどういう対

院長はいち早く、1911 年〜 12 年に辛亥革命が成

応をしたのか。難しい時期に関連する人々３人、

功し、中華民国が成立した時点でこれを承認する

近衛文麿、石射猪太郎、中西功の簡単な経歴と業

わけです。中国の華中から華南にかけては中華民

績をお話ししてその問題を考え、東亜同文書院の

国の主体となった国民党の勢力が強かったせいも

最後の苦悩と終焉の過程を調べてみたいと思いま

あって問題は起こらなかったけれども、その間日

す。日本はご存じのようにアジア・太平洋戦争で

中の政府間にはいろいろと難しい問題がありまし

敗北し、東亜同文書院が中国にいられなくなり、

た。1915 年に「21 か条」という非常に苛烈な要

中核的な 13 名ぐらいの人々が中心になって、新

求を日本が突きつけるとか、1927 〜 28 年に「山

たに京城帝国大学から引き揚げてきた先生や台

東出兵」と言って国民党軍が北伐という形で北部

北帝国大学から引き揚げてきた先生なども包含し

の軍閥を制圧しようとした時には、日本軍が山東

て、新しい時代にふさわしい新しい大学を作らな

に出兵してそれを邪魔するとか、いろいろ難しい

ければならないということで、林毅陸、本間喜一、

問題がありましたけれども、東亜同文書院と中国

小岩井淨の３先生が愛知大学創立の中心になって

とのあいだには中・南部で国民党が強かったせい

いかれました。今日の話は非常に難しい話で、学

もあって深刻な問題は起こりませんでした。東亜同

問的に研究し出すときりがないのですが、できる

文書院の黄金時代が根津一院長のもとで展開された

だけ分かり易く私の考え方を交えてお話ししたい

わけです。1923 年に根津一院長は院長を辞められま

と思っております。資料を用意しましたので、そ

す。

れらを適宜参照させていただきながら、話を進め

南京同文書院が 1900 年にでき、それが上海に

させていただきたいと思います。

移って、翌 1901 年に東亜同文書院ができた時に

近衛文麿

は、山田良政やその弟の山田純三郎といった人達
が、これは同文書院の枠組みを少し離れてしまい

東亜同文書院は 1901 年に創立され、1945 年に

ますが、清朝に反抗する孫文の革命を支持しまし

終わりを迎えます。その間 45 年ぐらいで、その

た。同文書院に迷惑をかけてはいけないというこ

うちの前半期は根津一院長のもとで日中関係も悲

とでそれを辞め、清朝を打倒する孫文の革命に参

劇的な様態にならず、ほぼ平穏に過ぎました。と

加します。しかし結果としてそれは中国の歴史を

ころが 20 年代、30 年代ぐらいに入ってくると、

進歩させる役割を果たしましたので、山田兄弟の

1931 年に満州事変が起こり、1937 年（昭和 12 年）

功績は非常に高く評価されています。こういうこ

になりますと日中戦争が本格的に始まってまい

とで荒尾精、近衛篤麿、根津一、山田良政、山田

ります。1925 年以降は言わば後半期に入ります。

純三郎、それに武井さんの話の中では日中関係が

この時期に問題になりますのは近衛篤麿の子供

ややこしくなるしばらく後まで院長を務められた

である近衛文麿という人です。だいぶお歳の方も

大内暢三の話もあったと思いますが、日中関係に

いらっしゃいますので、
「ああ文麿さんか」とい

は厳しい問題を抱えながらも、東亜同文書院は順

うことでご存じの方も多いし、ラジオでその声を

調にと言うか基本的に平穏に展開してまいりまし

聞いた方もいらっしゃるかと思うんですが、この
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人は解釈においてなかなか難しい人です。その詳

介石は武漢に都を移し、次いで重慶に都を移して

しい経歴は省略しますが 1922 年に東亜同文会の

長期抗戦の構えをとります。そして北部には延安

副会長になっています。26 年の５月には副会長

に中国共産党が本拠地を設け、八路軍が中国の正規

のまま同文書院の第５代院長になります。それで

の軍隊として認められる。そして抵抗していきます。

31 年 12 月までほぼ５年間院長を務めました。貴

近衛は残念ながらと言うか不幸にもと言うか、

族院議員であり、主に東京にいて、上海に常駐さ

日中戦争を後戻りできないところまで押しやった

れたわけではありません。上海で実際の経営に当

わけです。そしてその後２回にわたって声明を発

たっていたのは岡上梁という副院長さんです。

表します。11 月には「東亜新秩序建設の聲明」を。

しかし院長になったからには１回も顔を出さな

［資料２］を見ていただいても分かりますが、こ

いわけにはいかないということで、1926 年の 10

れは第１次声明を撤回する意図があったのです。

月に１度挨拶を兼ねて訪問し、30 年には 30 周年

と言うのは例えば、
「國民政府と雖も従来の指導

記念式典に参列するため２度目の訪問をしていま

政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の實

す。この時は上海で中国国民党の要人達とも会い、

を擧げ」れば、
「敢えて拒否するものにあらず」

さらに南京にまで足を伸ばして中山陵（孫中山つ

と第１次声明の撤回を意味するのですが、その内

まり孫文のお墓）に行って献花している。この時

容は、指導政策を一掃して人的構成を替えるなら

まではどうということはない。近衛と中国との関

ば、自分達もこれを受け入れようというものです。

係は悪くはなく、近衛の前半期、院長時代はさし

これは何を意味するかと言いますと、国民政府の

たる問題もなかったんですが、問題はそのあと

その時の重要な人物として汪兆銘（日本では汪精

です。1936 年に近衛は東亜同文会の会長になり、

衛とよく言われていた）を重慶から引き出す、重

1946 年の１月に同文会が解散されるまで、と言っ

慶を脱出させることを意図した声明であります。

ても 45 年の 12 月に彼は自決しますが、それまで

事実、汪兆銘は脱出しました。ハノイを経由して

ずっと東亜同文会の会長を務めました。同文会と

上海に行き、そして南京へ移ってまいりまして、

いうのは既にお話を聞かれたと思いますが、同文

やがて 1940 年に南京に中華民国政府を樹立しま

書院の経営母体です。その会長でありながらご存

す。これは日本の傀儡政権です。

じの通り３度にわたって近衛内閣を組織したわけ

第３次声明は汪兆銘を重慶からおびき出す声明

です。日中友好という考えは完全には捨てたわけ

の１か月後に出すわけですが、
［資料３］にある

ではなく、その考えで中国側、特に蒋介石の国民

ように「終始一貫、抗日國民政府の徹底的武装掃

党側と裏で幾度か接触を果たして平和を模索した

蕩を期すると共に、支那における同憂具眼の士と

ことも事実だけれども、基本的には軍部に引きず

相携へて東亜新秩序の建設に向つて邁進せんとす

られてどんどん日中戦争を拡大してしまった人で

るものである」
、と述べています。中国の中で日

す。「軍部に引きずられて」というのはかっこ付

本に味方してくれる人間のことを同憂具眼の士と

きで、あとで若干修正しますが、その過程で重要

言っている。具眼というのは物事の是非を見抜く

なのは 1938 年の１月に出した「国民政府を對手

力を持った、物分かりのいい人ということです。

（あいて）にせず」という声明です。これは［資

そして東亜新秩序を建設するという内容は日・満・

料１］に挙げておきましたが、もう蒋介石の国民

支です。日本と満州国と中国、この場合蒋介石の

政府を相手にしない。首都南京が陥落したのがそ

国民党と共産党は除くわけです。因みにこの共産

の前年の 12 月ですから、そのあとです。中華民

党と国民党は抗日統一戦線という形で連携してい

国政府の首都である南京が陥落します。しかし蒋

ます。そういう蒋介石の国民党と共産党を除いた
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中国との連携が東亜新秩序と言われるものです。

にそういう日中戦争の必要性、それから日本が中

あとは日中戦争がどんどん長期化していきまし

国に勝ったあとの（勝つと勝手に思っていて結局

て、近衛はその間第 2 次、第 3 次内閣を組織します。

負けるんですけれども）経営のための人員を養成

第 2 次内閣の時の 40 年 9 月、日本は北部仏印に兵

するために作られたわけです。

を進め、また日独伊三国同盟を締結しました。そし

近衛文麿についての評価は非常に難しい。彼は

て第３次近衛内閣期、日本が南部仏印に進駐すると、

非常に思慮深い聡明な人で、家柄は日本一です。

41 年 8 月にはアメリカの対日石油輸出停止が行な

藤原鎌足に遡るわけですから千数百年明確にたど

われて、結局日中戦争は日米戦争、あるいは日米英

れる五摂家の筆頭です。従って上品でエレガント

戦争、太平洋戦争へと進んでいったわけです。

な、私なんかとても側に寄れないような人です。

ところで 1939 年には、東亜同文書院はこの間

けれどもよく言われているのは気が弱い、意志薄

に専門学校から大学へ昇格します。これはどうい

弱ということです。従って軍部にどんどん引きず

う動きかと申しますと、1937 年、昇格の２年前、

られていった。彼は本当は平和主義者なんだとい

日中戦争が始まって間もなくの 9 月、東亜同文書

うことで彼を免罪しようとする歴史家、政治学者

院が一時戦火を避けて長崎に引き揚げます。院長

もいます。例えば近衛のブレーンだった矢部貞治

は大内暢三さんです。彼が決意して、これからは

という東大の先生がおられましたが、彼の書いた

ますます中国大陸で活躍する人材が必要になる。

２冊の分厚い伝記（読むのに苦労しました）は、

それから戦後（と言っても日本が勝ったあとの戦

だいたいそういう基調で書かれています。しかし

後）
の中国経営のためにも人材が必要である。従っ

多くの学者はそんなことはないと。例えば同じく

てここで思い切って専門学校を大学に昇格させ

東大の先生で岡義武という人が岩波現代文庫に書

たい。人員も増やしたい。今まで 1 学年 100 名ぐ

いておりますが、
「気が弱いということだけで責

らいだった定員を 160 名ぐらいにしたい。それを

任は免れない。気が弱いということが責任になる

1938 年に、総理でもありました東亜同文会の会

んだ」と、やはり彼は戦争を推進した人物の中に

長近衛文麿の名前で自分の内閣、近衛文麿内閣の

入るから戦争責任があると言います。

外務大臣（所管官庁）有田八郎に提出する。そし

ところで、これは私も確認できることですが、

ていろいろ審議の結果 1939 年（昭和 14 年）に認

気の弱い人が時々「俺は強いんだぞ」と自己主張

可されます。その時の総理大臣は阿部信行で、阿

することがありますけれども、そういう感じで、

部総理は東亜同文会の理事長でもありました。だ

近衛がむしろ軍部を先導する、引きずるという事

から東亜同文会の会長が総理大臣のとき大学昇格

態もみられるのです。その第 1 は、1937 年の７

を申請して、東亜同文会の理事長が総理大臣の時

月 7 日、盧溝橋事件勃発後、最初は不拡大・局地

にそれが認可されて大学になるという経過をたど

収拾方針であったのが、その 4 日後の 11 日に 3

るわけです。つまり日中戦争が大学昇格を決定し

個師団の動員が閣議決定され、
翌 12 日に近衛は
「重

ていった大きな要因であると言っても過言ではあ

大決意表明」を行い、戦争の本格的開始を宣言し

りません。

ます。これが近衛が行った第 1 の飛躍です。

日本には戦前 54 の官公私立大学が

あったわけですが、その最後のほう、51 番目に

それからもう１つは、1937 年末から 38 年初頭

大学になった例です。あとは皇學館とか、戦時体

にかけて当時ドイツの駐華大使であったトラウト

制を反映して興亜工業大学とか、大阪理工科大学

マンという人を仲介にして、何とか日中間の平和

とか、だいたい理工系の大学です。専門学校が大

をもたらそうという努力があったわけですが、日

学になるのはいいことですけれども、不幸なこと

本はこれをさっさと断った。この時は参謀本部の
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石原莞爾は満州事変の時、率先してやった人です

国人を殺した、これは被害者であると同時にやは

が、日中戦争の時は北を固めないといけない、つ

りその限りにおいて加害者でもあるという戦争責

まりソ連に対決しないといけないから、中国とは

任を負わないといけないというふうに家永さんは

全面戦争をしてはいけないという立場に変わって

言います。それからもう１つ、後に本間先生の話

いた。そういうふうな参謀本部の意見があったに

と関係してくるんですが、そういったトップリー

も拘わらず、近衛は、後戻りのできない「国民政

ダーではなくサブリーダーと言いますか、中間・

府を對手とせず」という声明を発してしまった。

下級指導者というものがいろいろいるわけです。

これが近衛が行なった第 2 の飛躍です。私の友人

いくら近衛が大演説をぶっていろんな声明を出そ

であった愛大の現代日本政治史の江口圭一教授

うとも、それはやはり町内会長とか、あるいは大

は、残念ながら 4 年ほどまえに亡くなられたです

学の学長とか、そういった者がさらに下の人々を

が、そのことを著書『十五年戦争小史』において

組織していくから、トップグループに強制された

明記しています。

と同時に、さらに下の人達を組織したという意味

教科書裁判で有名な家永三郎氏はどういうこと

で、その限りにおいて一定の戦争責任が生まれる

を言うかと言いますと、これはあとでいろんなこ

ということを家永さんは言っています。家永さん

とに関連してまいりますが、
「支配者というのは

が言っているというよりも、実は丸山眞男という

必ずしも１つのグループではない。支配グループ

東大の政治学教授がそういうふうに戦争責任を理

というのは幾つかある。日本では軍部もあれば天

論的に整理して、家永さんはそれを受け継いでい

皇的な宮廷的なグループもある。それから三井の

るわけです。

ような大資本のグループもある。その中で日本で

同文書院のことに戻りますが、同文書院は自分

は軍部が中核になっている。各グループは全体と

で大学昇格を言い出したんですけれども、結局近

して権力をもっており、国民を動員する強制力を

衛によって大学昇格の申請書を出して、同じく同

持っているから、それが犯した戦争ならば、近衛

文会の阿部内閣によってこれが認可される中で、

は気が弱い、軍部に引きずられた、責任はないん

当然日本が進める日中戦争に対して責任が出てく

だとは言えない。やはり全体としてその時権力の

るわけですから、そういうふうに進まざるを得な

側にあって、国民を動員し戦争へ導いた人達には

いわけです。
［資料４］は、近衛が総理大臣になり、

重大な責任があるという考え方です。これは私も、

同時に同文会の会長である時に、同文書院に触れ

その通りだと思います。例えば私はドイツのこと

た演説であります。卒業生は 2,800 余名に達した

を長くやっていましたけれども、ドイツではナチ

と。そして中国においてや内地において中国に関

党、軍部、それから大金融資本、こういったもの

わるところでいろんな仕事をしている。
「かつ刻

が連合して勢力を持ちます。日本では軍部が主導

下の時局（日中戦争が展開され始めたこと）にそ

です。ところがドイツではナチ党という党が主導

れぞれ多大の寄与貢献もなしつつあるのでありま

します。これはやはりナチ党が一番悪いという考え

す」と。同文書院は完全に戦争に巻き込まれて、

なんですけれども、やはりその時の権力の側にいた

その重要な一環を担う大学に公式的にはなってし

者が連帯して責任があるというふうに考えている。

まった。しかしそれに反対・抵抗する人もいろい

それからそれに動員された国民の側、これは

ろおりました。その話をこれからしていきます。

基本的には被害者である。被害者ですけれどもこ

石射猪太郎

こにもさまざまあって、例えば徴兵令を受けて軍
隊にとられた、しかし中国に行って戦争をして中

東亜同文書院関係者はみんながみんな否定的な
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人ばかりではない。むしろ肯定的な人もいろいろ

が勃発します。最初は不拡大方針、現地収拾方針

たくさんいるわけです。そこに私は同文書院・愛

ですからその立場に立って彼は文書を書き、とに

知大学史を研究していて救いを感じます。次に紹

かく中国へ行く３個師団の動員を阻止しようとし

介しますのは東亜同文書院の第５期生である石射

たわけです。そして休養先の鵠沼から帰京してき

猪太郎です。彼が持っていた同文書院精神は、
［資

た上司の広田弘毅外相を東京駅でつかまえて嘆願

料 5］に現われております。これはなかなか骨の

書を出しますが、閣議であっさり否決されてしま

ある人です。石射猪太郎は外交官試験に合格し、

う。認められない。

東亜同文書院の卒業生として最初に外交官になっ

さらにもう１つは 1938 年、外相が代わって宇

た人です。初めはいろいろ見習い的な仕事をして

垣一成になりますが、その時に「今後の事変対策

いるんですが、駐米幣原喜重郎大使のもとで３等

についての考察」という文書を書きます。これは

書記官になり、ワシントン会議でも随員をやって

今でも外務省に残っているそうです。私は現物を

います。彼が目立った活躍をするのは 1931 年（昭

見ておりませんが、国立公文書館にもあるかと思

和６年）、吉林の総領事時代です。満州事変が勃

います。内容は次の６項目です。
「寛容な態度で

発し、関東軍は「吉林を占領するから総領事の名

中国の面目を立てる」、「主権尊重」、「蒋介石の下

において、居留民を保護するために軍の吉林出動

野を要求せず」、「内政不干渉」、「国民党解体を要

を要請せよ」と依頼した。それに対して彼は断固

求せず」
。蒋介石の下野を要求せずとか国民党の

として断った。
「自分は関東軍の部下ではない。

解体を要求せずというところは、内政不干渉と言っ

外務省の部下である。外務省は不拡大方針だから

てもいいと思います。それから
「経済提携重視」
です。

そんな要請は出せません」と。しかしいよいよ吉

主権尊重、内政不干渉、平等互恵といった、戦後一

林占領が避けられないと思ったので、現地の中国

般的に認められた外交原則のうちのほとんどを網羅

軍の司令官と相談し、
「流血の惨事を起こすな。

しています。非常に画期的な内容です。ないのは日

中国人も日本人も犠牲になる」と、平和的な占領

本軍がこの際、全面撤退せよということだけです。

を仲介したわけです。関東軍は彼が言うことを聞

石射ほどはっきりした行動はしておりません

かないということで、
翌年の関東軍参謀会議で「石

が、こういった人が同文書院出身の外交官に何名

射は勝手なやつだ、辞めさせろ」という抗議文を

かおります。若杉要、堀内干城、山本熊一といっ

出している。
（電報だったと思いますが。
）石射の

た人達がそうです。石射を先頭とするこういうグ

自叙伝風の『外交官の一生』という本があります

ループをどういうふうに規定し特徴づけるかと言

が、これは面白いですよ。あまり高い本でもあり

いますと、私はこれを体制内抵抗勢力と呼びます。

ません。ただ今のところ絶版になっているようで

体制内という意味は、権力側で今までそういう積

す。自分は軍に対して「パッシブ・レジスタンス」

極外交はしない、つまり対中国強硬外交はしない、

をした。積極的なレジスタンスをしたわけではな

むしろ協調外交をしたいというのが、幣原外相等

いけれども、消極的な受身的なレジスタンスはし

を中心とする主要な勢力であったわけです。とこ

たんだと書いております。

ろが軍部がのしてきて、それから近衛が出てきて、

もう１つの頂点は、のちに彼は次第に出世して

対中国積極外交、強硬外交になっていくわけです。

外務省東亜局長になります。外務大臣、外務次官、

それを今までの外交方針で、支配勢力の内部の立

その下に欧米局とか通商局とか幾つかあります

場から阻止しようとしたわけですので、言わば体制

が、そのうちの東亜局長ですからこれは高級官僚

内の抵抗勢力であるというふうに私は規定します。

です。その時に蘆溝橋事件を発端として日中戦争

これは実は日中戦争を阻止できる可能性をもっ
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ていた最大の勢力であります。なぜかと言えば従

ないんですが、自分達の意思を示そうという形で

来の方針がそうだし、外務官僚のほとんどはそう

ちょっと跳ね上がった闘争をするわけです。これ

だし、近衛だって最初は表面的には現地収拾、不

は日支闘争同盟という組織です。

拡大方針です。天皇もその頃はそうだった。天

反戦ビラ配付に加わったと疑われて、中西は一

皇は近衛ならば軍部を抑えてくれるということで

時領事館警察に逮捕されますが、直接関係なかっ

近衛を引き上げてきた。その意味ではこの勢力が

たので釈放されて同文書院に戻ります。その後は

もっとしっかりしていれば日中戦争は阻止できた

外国兵士委員会というのに所属します。上海には

けれども、それができなかった。そういう役割の

イギリス海軍もアメリカ海軍もフランス海軍も日

要にいたのがこの石射です。これは非常に偉い人

本海軍も絶えず軍艦を停めている。上海にいるそ

だと思います。石射が、近衛をいかに痛烈に批判

れぞれの外国人は中国人（中国共産党系の人だと

しているかは、興味深くも［資料 6］が示してい

思いますが）と一緒になって、例えば日本兵士委

ます。どの本も石射を絶賛しています。その評価

員会、フランス兵士委員会、アメリカ兵士委員会、

についてはまた後に触れます。

そういった組織を作るわけです。そして盛んにビ

中西

ラを撒いたり水兵に反戦工作をやったりという活

功

動をします。日本委員会はあまり強くはなかった

次に述べる体制外抵抗勢力というのは、これも

のですけれども、フランスの外国兵士委員会など

東亜同文書院から出てくるわけです。中西功がそ

はすごいもので、桃色だか赤だかのビラを撒き散

の代表的な人物の 1 人ですが、これは言わば体制

らしてフランスの軍艦を真赤にしたというような

外抵抗勢力であって、体制の外に立って根底から

こともあり、相当活発にやっていました。中西は

日中戦争を妨げようとした人々であります。中西

その日本の兵士委員会の活動をしますが、やがて

は三重県出身で、
［資料 7］が示すように東亜同

日本へ一時戻って日本の革命勢力と連絡するよう

文書院に入りますが、２年生の時に学園紛争が起

になり、やがてあのゾルゲ事件で有名な尾崎秀実

こります。その当時本土でも帝国大学や旧制高校

の紹介で満鉄調査部に就職します。満鉄でいろい

でどんどんこういう学園民主化闘争が起こってい

ろ苦労するんですが、最後に支那抗戦力調査委員

たんですが、それに類似した形での闘争を行なっ

会のメンバーになって、支那抗戦力調査報告とい

ていました。その時東亜同文書院の中に中華学生

うのを仕上げます。三一書房によって現在復刊さ

部という、中国人の学生を教育する部門がありま

れたものは、上下２段組みで 600 頁ぐらいの大き

して、その学生が中国共産党の影響を受けていた。

な本で、私も全部読みきれず、あっちこっち拾い

そういうこともあって東亜同文書院の民主化闘争

読みをしたにすぎません。

とは一応別のことでありますが、中国共産党の影

そして中西は最後にそれを満鉄調査部としてま

響が浸透し始めていました。そこにこれは中華学

とめて、中国の北京や満州で、それから日本でも

生部の学生ではなく王学文という堂々たる人物が

1940 年に東京へ来ていろんなところで報告しま

いて、彼は日本へ留学して旧制四高から京大で経

す。その報告の内容は、詳しく紹介していたらき

済学を学び、河上肇の弟子で日本語が非常に上手

りがないんですが、要するに日中戦争は軍事的に

でした。中西功は中国研究会で彼に感化されます。

は中国を屈伏させることはできない、無理だ。こ

その後東亜同文書院の卒業生が上海に寄港してい

れを解決するためには政治力を用いる、つまり外

る日本の海軍に対して反戦ビラを撒く。非常に冒

交的な力を用いる以外にないと、こういう結論で

険主義的で、そんなことをやっても大して意味は

した。何百名と集まった陸軍省・参謀本部の将校
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の前でそれを堂々とやった［資料 8、参照］
。太

うちの 90 人ぐらいがそうです。絶対数では 1 学

平洋戦争が起こる半年前、日中戦争が完全に行き

年、同文書院の場合は５〜６人。東大のほうは約

詰まった時期です。言葉をかえれば日本軍は中国

30 人と多いですが、学生が左翼の影響を受けた

から全面撤退しなければならないということです

比率は、東大は約 6,000 人に対して約 90 人、同

から、すごいことを言ったわけです。尾崎秀実と

文書院は約 400 人に対して約 20 人ですから、東

も連絡をとっていて、尾崎もそれでいけというこ

大の場合は約 1.5％、同文書院のほうが約 5％と、

とを言っていた。

同文書院の方がずっと高いわけです。

40 年の６月ですから日中戦争も行き詰まって

なぜこんな抵抗者を成功もしないのに取り上

います。日本が北部仏印へ進駐する前で、第２次

げて強調するのか。彼等の抵抗は成功しなかった

近衛内閣ができる直前です。軍部や当局はもちろ

し、特に体制外抵抗勢力が成功する見込みはほと

ん聞く耳を持ちませんでしたけれども、もし仮に

んどなかった。しかし日本全体が結局誤った道を

この時中西などの勧告に従って外交交渉に切り換

突き進んで敗戦の悲劇を味わい、国土が焦土と化

え、日本の軍隊を撤退させていれば、日中戦争は

した時に、日本にもちゃんと「戦争はだめだ、そ

そこで平和のうちに終わり、太平洋戦争への発展

んなことをしたら日本は大変になる」ということ

は避けれたわけです。因みに中西の近衛体制に対

を言った人がいたということは非常に大きな意義

する厳しい批判については、
［資料 9］を参照し

があることです。韓国人や中国人は「日本人はみ

てください。とにかく中西の活動とその報告は貴

んな戦争責任者だ」みたいなことを時には考えが

重なものであり、家永三郎氏もこれを非常に評価

ちですが、そういう人達と話す時に私はいつも言

している。中西は左翼です。革命的左翼です。中

うんですけれども「いや、こういうこういう日本

国共産党や延安とも連絡があったわけです［資料

人もいたんだ」と。
「ああ、そうか」ということ

10、参照］。日本の左翼とも可能な限り連絡があ

で納得する。「我々は日本の支配者と、犠牲になっ

る。そういう意味で彼を体制外̶̶この場合、抵

た国民との間に明確な区別をしているんだ」と

抗運動にたいして「体制内」とか「体制外」とか

いうふうに話は進む。そしてこういう抵抗勢力は

の概念を用いるのは、私の分析方法です̶̶の抵

日本の従来のファシズム体制が崩れたあと、政治

抗勢力というふうに私は位置付けております。こ

的にも実際に非常に権威を持つわけです。名誉な

ういう学生が東亜同文書院の 26 期から 32 期の７

存在として浮かび上がる。例えば石射は政治家に

学年のあいだに 40 人ぐらいた。１学年平均５〜

はなりませんでしたけれども、こういう系列の人

６人いるわけです。１学年平均 100 人で４学年の

で幣原喜重郎は総理大臣になった。よく似た人で

専門学校ですから約 400 人としますと、そのうち

吉田茂といった人達はいずれも政界の第一線に立

の 20 人ぐらいがこういう左翼勢力ですから、東

ちました。親米協調的な吉田も戦争末期には憲兵

亜同文書院の学生はだいたい５％ぐらいがこうい

に睨まれて牢獄に放り込まれたわけでしょう。そ

う思想を持っていた。飛び抜けて多いわけではあ

れから反体制派的な勢力の人々、例えば野坂参三

りません。当時、もう少し前ですが東大には新人

は中国の延安で活動したのち帰国したし、中西と

会というやはり左翼的な学生グループがありまし

か西里竜夫、尾崎庄太郎といった人達も共産党へ

た。これは 1918 年末に民本主義の吉野作造教授

入って頑張り、中西は参議院議員になりました。

のもとで生まれて 1928 年に解散するまで、だい

ですからこういう抵抗勢力はその時成功しなくて

たい 11 年間に 350 人の左翼学生が東大にはいた。

も、従来の体制が崩れたあと飛躍的に認められる、

東大の学生の総人員は３学年で約 6,000 人、その

そういう人達です。その意味で抵抗というのは、
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たとえ負けても重要であり意義をもつものなので
す。そういうふうに私は考えて位置付けております。

林

しかし問題もないわけではない。それは彼が政
治家を辞めて大学に復帰し、1936 年、東亜同文
会の理事になってからです。彼は同文会の理事で

毅陸

すから、入学前に学生が東京に集まってきた時の

時間が迫ってまいりました。皆さんがせっかく

招見会という入学式みたいなもので挨拶したり、

来られたので最後の５分ぐらいは残して質問を受

東亜同文書院を１回訪問して講演したりしており

け付けたいと思います。ここで直接愛知大学に関

ますが、同文書院の教員にはならなかった。そし

わるお話をいたします。林毅陸先生。彼は非常に

て理事として、詳しい話は省略しますが表面上は

学問的に一生懸命研究をされた立派な学者です。

やはり大アジア主義の立場に立って日清戦争、日

彼が西欧外交史について書いた４大著作がありま

露戦争、それから満州事変、日中戦争を肯定し

すし、その他にも論文や評論が数限りなくありま

ております。［資料 11］を見てください。しかし

す。私も可能な限りは読んでおります。慶応義塾

裏面ではと言うか陰ではと言うか、建前と本音と

をトップで卒業され慶応の先生になられた。とこ

ちょっと違うところがあって、私的な懇親会、情

ろが慶応の先生になったあと約 10 年間政治家に

報交換会ではヒトラーを罵倒している。そのこ

なります。無所属で当選し、大正デモクラシー的

とが軍部に知れ、彼がリベラルであるということ

な思想をお持ちだったので、そのうち政友会に所

もあってラジオの解説者から外された［資料 12、

属します。尾崎行雄や犬養毅は政友会が藩閥的な

参照］
。しかし戦争は敗れ、彼は戦後枢密顧問官

山本権兵衛内閣に協力したのに嫌気がさして脱党

になる。当時の日本の立法府は、衆議院があり、

し、政友倶楽部というのを作ったので、林先生も

それと同等の立場で貴族院があり、もう１つ枢密

それに所属して、山本総理の施政方針演説につい

院があった。国権の最高機関である現在の衆議院

て厳しい批判的な演説をします。その中心は「陸

と違って、衆議院の地位は非常に低い。掣肘機関

海軍大臣現役武官制は憲法（旧憲法）運用上問題

が幾らもある。重要なことは衆議院で通過し貴族

がある」ということです。戦前の旧憲法では天皇

院で通過しても枢密院で否決されることがある。

が全権を持っている。その行政権を輔弼する国務

戦後はマッカーサー支配下の日本ですが、新憲法

大臣がいる。そして陸軍参謀本部と海軍軍令部が

が発布されるまではまだ旧憲法が残っている。だ

軍政、統帥権を補助する。これは截然と区別され

から重要事項は枢密院で承認しないといけない。

なけねばならない。内閣は軍部に口出しできない

林氏は新憲法の草案や教育基本法や学校教育法と

し、軍部も内閣には口出しできない。ところが陸

いった、戦後の日本に民主化をもたらした重要な

軍大臣・海軍大臣がもし現役制ですと、参謀本部、

法案を全部審議し、それを了承している。そうい

軍令部が内閣を掣肘することになる。統帥権の独

う意味でオールドリベラリストが民主的な人物に

立ならば独立でいいから、截然と区別するなら、

転換した［資料 13、参照］。そして愛大新聞の創

陸軍大臣、海軍大臣は必要だが参謀本部・軍令部

刊号に書いてあるように、
「この新しき生命を象

の言うことを聞くような現役であってはならない

徴するものこそ、我が愛知大学である。文化国家

という主張です。これはその当時としては旧憲法

の具体的実現者、学問民主化の実体的担当者、こ

の自由主義的なリベラルな解釈であり、美濃部達

れこそ我が愛知大学の使命とする処である」［資

吉教授もそのように解釈していたと思います。だ

料 14］というふうに、高らかに愛知大学の建学

から歴史家は林氏を大正デモクラシーの優れた政

の精神を彼の言葉で語っているわけです。だから

治家であったというふうに評価しています。

私はオールドリベラリスト、大正デモクラシー思
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想の持ち主林毅陸は、戦争の苦難・混乱を経て民

ります。これがその１回目です。その後弁護士を

主主義者に転換したと評価しています。これが愛

務めていたんですが、文部省の役人に気に入られ

大の初代の学長です。

て東亜同文書院の副院長兼大学教授になる。大学
昇格が決まった翌年ですから、そこで大学として

本間喜一

のスタッフの整備に努力する。しかしその時も院

次に本間先生。既に大学記念館の展示場は見学

長の矢田七太郎と意見が分かれてパッと辞める。

されたかと思いますが、まだご覧になっていない

気に入らなかったらすぐ辞めてしまう。そう言っ

方は、新たに本間喜一コーナーというのが最近で

たら本間さんに怒られるかも知れません。その当

きましたので、そのうち見てほしいと思います。

時自治会はすでに解散されてなく、学生達は何か

この人はどういう人かと言うと出身は一高・東大

ひそひそ相談して血判状まで書いて、
「先生戻っ

です。次の小岩井さんも一高・東大です。昔の

てください」ということになり、戻って学長に就

一高・東大というのは震え上がるほどの秀才であ

任し、やがて東亜同文書院の幕引きをすることに

ります。私は 1935 年生まれで新制大学卒ですが、

なります。学生達に心を動かされた。この血判状

上の兄貴などは旧制ですからその辺の雰囲気はだ

は今も記念館の大学史の中の本間喜一コーナーに展

いたい知っております。一高には並大抵の努力で

示されていますから、どうぞご覧になってください。

は入れない。そして東大も。田中耕太郎とは一高・

そして先ほど言ったドイツでのインフレ体験

東大で同年同級です。田中耕太郎は終戦直後は文

を踏まえて終戦の準備をする。必ずインフレは起

部大臣で、第 2 代の最高裁長官になった秀才です

こると、旧運動場を売却してゴールドバーに変

が、本間先生もこれと並ぶ秀才でした。司法試験

えた。事実最後に日本からの送金も途絶えた中で

（当時は高等文官試験）をトップで通り、東京を

200 名以上の東亜同文書院の学生や教職員を食べ

中心とした検事局の検事になったり判事になった

させ、無事日本に引き揚げることができたわけで

りする。しかしここが偉いところで、判事になっ

す。あとはもういろいろ聞かれたと思うので言い

て正しい判決を下すために大変迷う。そこでもう

ませんが、本間先生の偉いところは、先ほど言っ

一度、自分は法学を勉強し直さないといけないと

た体制内のサブエリートとして自分にも戦争責任

いうことで、東京商科大学（一橋大学）の予科の

があるとはっきり認めるわけです。だから自分は

教授になる。そしてドイツへ留学し、ワイマール

学長になる資格はないということで、最初は一理

憲法のもとでの民主的なドイツで、ＳＰＤ（社会

事として留まられた。戦争中はファシスト的なこ

民主党）のラートブルフ（ワイマール共和国の時

とを盛んに言っていながら戦後口をつぐんで何も

代に２度も法務大臣になった）の法哲学の勉強を

言わず、何もなかったかのように済ました教育者

する。本間先生が留学したちょうど 1923 年とい

や学者もおりましたけれども、本間先生は、
［資

うのは、伝説的なドイツの超インフレの時期で、

料 15］にあるように、
「自分は最早や学長として

最後には１兆マルクを１マルクに交換しないとい

の資格はない。毎年毎年十二月八日（太平洋戦争

けなかった。この体験が同文書院の最末期に生き

が始まった時です。私は国民学校１年でした）に

てまいります。

は宣戦の勅語を奉読し、或は壮行の辞を述べて

留学から帰ってから今度は東京商大の学部の教

多くの青年学徒を戦地に送った。その結果は今日

授になりますが、いわゆる白票事件（この内容は

の敗戦である。再び帰らぬ多くの学生たちのこと

省略しますが）で辞める。本間さんというのは筋

を考えると実に申訳のないことをしたと思ってい

の通らないことがあるとすぐ辞めるという癖があ

る。自分は最早や教育者としての自信をも失くし
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つつある。大学はできても、自分はあくまで理事

ながれていますから、実際的な指導はできないわ

者として力をつくすのみだ」と、こういうふうに

けです。ですからそれに代わって他にいろいろ社

ちゃんと自己批判をするわけです。そしてしばら

会大衆党とかの社会民主主義的な政党があります

く経って実際に新しい日本、新しい大学が建設さ

けれども、その左翼として早稲田大学の大山郁夫、

れていく中で、では表に出て仕事をせざるを得な

京都大学をもう辞めておりましたが河上肇、そ

いということで第２代、第４代の学長になるわけ

れから東京で非常に活躍しておりました加藤勘十

です。しかし本間先生の御苦労はなお続きます。

（戦後は社会党）
、こういう人達と一緒に合法左翼

第 2 代学長時代、本間先生は愛大事件に遭遇して、

のぎりぎりのところで活動します。ところが何度

学問の自由と大学の自治を守るために奮闘されま

も投獄されて２度も転向することになる。この辺

した［資料 16、参照］
。また第 4 代学長時代には、

は歴史家岩村登志夫さんの研究による評価がうま

山岳部の薬師岳遭難事件にあって、人命救助のた

くまとめております［資料 18、参照］
。

め獅子奮迅の努力をされました［資料 17、参照］
。

小岩井先生、この人も偉いです。確かに敵に屈

そこで発せられたかずかずの名言を味わってくだ

伏して転向した。
「戦争を遂行し日本にファシズ

さい。

ム的な体制を樹立した勢力に屈伏したことは本当

小岩井

に残念なことである。間違いでした」ということ

淨

を公に自己批判する。この公に自己批判するとい

次に第３代の小岩井淨、この人も少年のころ

うのが重要なことなんです。これは本当に誠実な

神童と言われた人です。松本中学に入学して、そ

人間のすることです。あの戦前のすさまじい弾圧

の頃は私も好きだった詩人石川啄木に感激してい

のもとで転向したということを誰も非難できな

る。そういう文学少年だった。そして一高・東大。

い。それを「間違ってました」と、戦後大阪で共

東大でさっき言った新人会に入ります。同期には

産党の候補を応援する中でいうわけです。以後は

細迫兼光という人がいます。戦後社会党左派で活

共産党にもちろん入れない。当時共産党には徳田

躍する人です。そして初めは世俗的な出世も考え

球一という指導者がおりまして皆さんも知ってい

て外交官になろうかと思ったんですが、弁護士に

ると思いますが、ちょっと家父長的な、あまりイ

なって社会運動に貢献しようとする。これは偉い

ンテリでもない親分肌の人でした。彼に嫌われて

ことです。大秀才でおとなしくしておれば末は次

共産党に戻れない。では自分は左翼として統一戦

官か大臣です。ところが社会運動に貢献する。大

線のために闘う。教育のために闘う。愛知大学の

阪へ行って弁護士になって、農民組合の顧問弁護

ために頑張るという形で過去の誤ちの一切を克服

士、あるいは労働組合の労働学校の建設、それか

するわけです。

ら水平社の顧問弁護士などいろいろやる。そして

むすび

この頃、1922 年に共産党が創立します。その時
に入るんです。そして大阪の支部長になる。とこ

ですから私が申し上げたいのは、東亜同文書

ろが当時の共産党は後でもそうですがまだ固まっ

院の後半はすさまじい混乱で、日中戦争を推進し

ておりません。２年後の 1924 年には解党する。

た勢力も出た。しかしそれを今までの立場に立っ

それ以後の彼は再び共産党に入ることはなかっ

て体制内から阻止しようとした石射のような人も

た。いろいろな経過は省略しますが、基本的には

出た。体制外から根本的にこれと闘おうとした中

合法左翼の最左翼として活動します。共産党はも

西、西里、尾崎庄太郎といったような人も出た。

う非合法化されていますし、多くの者が牢獄につ

そして最後に抵抗勢力は全て潰されたけれども、
153

◦ 2271 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

戦争そのものが敗北することによって今までの支

院長として上海を訪問したことだけ書いてある。

配勢力は基本的に壊滅した。その廃墟の上に東亜

そのあとのことはほとんど書いてない。最後に自

同文書院の進歩的な伝統を受け継いで、新しい理

決したということだけは出てくる。本間先生がこ

念のもとで小岩井さんが起草されたと言われる設

ういうふうに自分の戦争責任を自己批判している

立趣意書［資料 19、参照］に書かれているよう

ということもあまり言わない。まして小岩井さん

に、民主主義、世界平和主義、そして豊橋・愛知

が２度も転向しているということ、しかもそれを

県・中部地方を中心とした地方重視という理念を

自己批判したということは、愛大の正史には書い

持ってできたのが愛知大学です。同文書院は直線

てない。これでは不十分である。

的に愛大になったのではない。同文書院は一時完

人間は歴史の中でいろいろな功績もあると同時

全に潰れたので、愛知大学は法人的にも学校的に

にいろいろな過ちも犯すのであって、それはちゃ

もこれは別のものです。しかし同文会や同文書院

んと書かないといけない。ただ自虐的に書くの

の中の新しい時代を切り開こうとした人達を中心

ではなくて、それを彼等はどのように公に自己批

に、新しい理念のもとで作られたのが愛大であっ

判し克服したかということまで書かないといけな

て、その限りで同文書院の肯定的な面を受け継い

い。この分析視覚は今日の日本全体の大学史研究

で甦った大学というふうに私は感じております。

の１つの流れになりつつあります。そういう意味

ほとんど時間がありませんが、せっかくですし、

で私はずいぶん愛大の創立者なんかの消極的な面

早口でしゃべったので分かり難いところもあった

と言うか否定的な面までズバズバ言いったと思い

と思いますので、どうしても聞いておきたいこと

ますけれども、彼等は自己批判してそれを克服し

がございましたら質問してください。

ました。それが偉い。そのことが却って偉い。あ
まり神様扱いにしたらだめです。慶応の福沢とか、

質疑応答：

同志社の新島とか、早稲田の大隈とかのいいとこ

【質問者】 石射さんという方は東亜局長を辞任な
さったあと何をしていらっしゃったんですか。

ろばかり書いたら、それは物語であって歴史には
ならない。私は現在の科学的と言われている新し

【大島】 詳しい履歴をいうときりがないんですけ

い大学史の流れに拠っているつもりです。あまり

れども、そのあとはいろいろな国の大使を歴任さ

皆さん「大島先生むちゃくちゃ言ってたぞ」とい

れます。しかしまあちょっと冷や飯的なところで

うふうに思わないでください。

す。最後はビルマ大使ですが、ビルマは大東亜共

れませんでしたけれども、資料をできるだけ正確

栄圏の中に入っておりましたから、そのことで戦

に作ったつもりですので、また何かの勉強に利用

後公職を追放されました。しかし私には、例のユ

していただきたいと思います。

ダヤ人のためにビザを書きまくった杉原千畝とど

全部は説明しき

【司会】 それでは時間になりましたので本日の講
座はこれで終了させていただきます。大島先生に

こか似た感じがします。
私の話はどちらかと言うと今までの人の話と

もう１度拍手をお願いします。

ちょっと違うと思います。テーマや時代が違って

今年度の豊橋市民大学トラム愛知大学連携講座

いるせいもありますけれども、どこが違うかと

はいかがでしたでしょうか。来年度以降もより充

言うと大学史で人物を扱うと全部神格化してしま

実した講座を開催したいと考えておりますので、

う。慶応大学の福沢さんは偉い人だ、同志社大学

今後ともよろしくお願いいたします。ありがとう

の新島さんも早稲田大学の大隈さんも偉い人だ、

ございました。

と。だから東亜同文書院の正史には、近衛文麿が
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資料編
擧げ、新秩序の建設に來たり參ずるに於ては敢え

近衛文麿関係

て之を拒否するものにあらず。
（後略）
」
（下線、
アイ テ

［資料 1］ 第１次近衛声明、
「國民政府を對 手 と

ルビ̶大島）

せず」
（1938［昭和 13］年 1 月 16 日）
ナ

「帝國政府は南京攻略後尚 ほ支那國民政府の反

［資料 3］ 第 3 次近衛声明「日支國交調整方針に

シカ

省に最後の機會を與ふるため今日に及べり、然る

關する聲明」（1938［昭和］13 年 12

ミダ

に國民政府は帝國の眞意を解せず漫りに抗戦を策
ウチ

ソト

し内民人塗炭の苦みを察せず外東亞全局の和平を
ヨッ

ジ

ゴ

アイ テ

月 22 日）
「政府は本年再度の聲明に於て明かにしたる如

顧みる所なし仍て帝國政府は爾後國民政府を對手

く、終始一貫、抗日國民政府の徹底的武装掃蕩を

とせず帝國と眞に提携するに足る新興支那政權の

期すると共に、支那に於ける同憂具眼の士と相携

コレ

ドウユウ グ ガ ン

成立發展を期待し是と兩國國交を調整して更生新

へて東亞新秩序の建設に向つて邁進せんとするも

支那の建設に協力せんとす、元より帝國が支那の

のである。今や支那各地に於ては更生の勢澎湃と

ナラビ

ホウハイ

イヨイヨ

領土及主權 竝 に在支列國の權益を尊重するの方

して起り、建設の機運愈々高まれるを感得せしむ

針には毫もかはる所なし、今や東亞平和に對する

るものがある。（後略）」（下線、ルビ̶大島）

イヨイヨ

帝國の責任愈々重し、政府は國民が此の重大なる
キボウ

任務遂行のため一層の發奮を冀 望して止まず。
」

［資料 4］ 近衛文麿（東亜同文会会長）
、1938 年

（下線、ルビ̶大島）

6 月 29 日の東亜同文会会員大会での演
説「断固所信を遂行」、同内容：
「聖戦一
周年（東亞同文會の使命）
」
、
『支那』

［資料 2］ 第 2 次近衛声明、
「東亞新秩序建設の

29 巻 8 号。

聲明」
（1938［昭和 13］年 11 月 3 日）
「
（前略）この新秩序の建設は日満支三國相携へ、
ワタ

「（前略）顧みまするに、我が東亞同文會は當時

政治、経濟、文化等各般に亘り互助連環の關係を

の對支先覺者諸君が『支那の保全』
『支那及び朝

樹立するを以て根幹とし、東亞に於ける國際正義

鮮の改善助成』を圖り、其の國交を敦うし、國民

の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経濟結

相互の提携を固くせんが為めに創立せれたのであ

コ

合の實現を期するにあり。是れ實に東亞を安定し、
ユエン

ります（中略）幸にして諸君の御同情と御後援と
ヨ

帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の
ブンタン

ヨ

任務を分擔せんことに在り。帝國は支那國民が能
コタ

く我が眞意を理解し、以て帝國の協力に應へむこ
イエド

とを期待す。固より國民政府と雖も従來の指導政
イッテキ

アツ

に依つて、先覺諸公の御遺志は着々具體化せられ、

世界の進運に寄與する所以なり。

モト

ハカ

策を一擲し、その人的構成を改替して更生の實を

本會の事業は漸次發展擴大致しましたことは御同
慶の至りに存じます。殊に本會経営の同文書院は
既に卒業生を出すこと二千八百餘名に達し、其の
大半は現に支那及び満洲各地に在留し、凡そ百般
の業務に従事して大陸経濟の第一線に活躍してゐ
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マタ オオム

るのみならず、内地に在住するものも亦 概 ね對

一九四四（昭和一九）年六月末、東亜同文会の

満對支事業に關與し、直接間接に其の本來の使命

主催で、故近衛篤磨公の四十年祭が、霞山会館で

カ

ソレゾレ

達成に邁進し、且つ刻下の時局に夫々多大の寄與

行われ、式後記念の午餐会が華族会館で催された。

貢獻を為しつゝあるのであります。今日日支事變

文麿公が遺族の資格で列席した。同文会は近衛先

に直面しまして是等諸君の活動を望見致しまする

考を会長として明治三一年に組織され、現代文磨

サラナガ

ネン

時に、今更乍ら先覺諸公の御見識に對し敬服の念
サラ

更 に新たなるものがあるのであります。
（後略）
」
（下線、ルビ̶大島）

公も現に会長の地位にあって、近衛家とは二代に
わたる深い関係にある。先代篤磨公恩顧の古老や
同文会役員、その他の関係者達がおよそ五〇人ほ
どこの行事に集まった。私も列席した。
式後の午餐会で、数名の古老達から、篤磨公を

石射猪太郎関係

しのぶ懐旧談があった。近衛先考がいかに中日善

［資料 5］ 石射猪太郎の同文書院精神、
『外交官
の一生』
、中公文庫

1986 年、232 〜

隣の増進を念願したか、また先考が中日間に将来
戦争を起こさぬことを鉄則として、同文会を興し
た経緯などが語られた。

233 頁。
「私は、一総領事（1932 〜 36 年の上海総領事

文麿氏が最後に起って、この日の行事に対する

時代̶大島）の身分として世界平和のために貢献

謝辞につけ加えていった。
『古老の方々からの先

するなどという、ヴィジョンの広い理想の持ち合

考の思い出話を、感激をもって承りました。父の

わせはなく、ただ、霞ｶﾞ関外交の伝統たる国際協

そうした苦心にもかかわらず、私が総理として中

調政策の一使徒たるに過ぎなかったが、日中関係

日事変の措置を誤り、ついに今日の大事を致しま

についてはユートピア的の理想を温存していた。

したことは、先考に対しまた皆様に対し、慙愧に

それは学生時代、同文書院で培われた中日両国の

堪えず、ひたすら責任を痛感する次第であります』

シンシホシャ

唇歯輔車観念から生育したものというべきで、中
日両国が心から融け合い、各自の利害をプールし
て中日兄弟ブロックを形成し得るならば、この東
亜はいかに住みよい天地となるであろうか、また、
かくすることによってのみ、中日両国は共存共栄

私の胸はむらむらっとした。
『何をいってる、このぐうたら兵衛、今さらお
そいやい』
（中略）
それまでたびたび、私は近衛公と同席したこと

し得るのだ。理想の境地への道は遠しといえども、

があったが、表面では一応の礼をつくしても、心

到達不可能ではない。これに向って一寸でも一尺

の中では、常に公を軽蔑しっきていた。善悪を識

でも荊棘を開く、その努力は中国側にもこれを期

別する明敏な良識はありながら、善を貫くだけの

待せねばならないが、まず徳を建て範を示すべき

意志力がなく、外部からの強制力に手もなく屈従

は、強者日本であらねばならない。それは一総領

する。かかるが故に中日事変は強硬論のまにまに

事の力をもって拓き得る境地ではないが、少なく

止め度もなく拡大された。信念に不忠実も極まれ

とも自己の職域だけには、この理想を推し進めよ

りではないか。こんな人物を、非常時首相と仰ぐ

う。
（後略）
」
（下線、ルビ̶大島）

日本は禍なるかな。私は文麿公の第一次内閣中、
いつもこういって人に憤慨を洩らしていた。（後

［資料 6］ 石射猪太郎の近衛文麿評価、前掲『外

略）」（下線̶大島）

交官の一生』
、442 〜 443 頁。
「近衛文麿公と私
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［資料 9］ 中西の近衛内閣評価、前掲書、208 〜

中西功関係

209 頁。

［資料 7］ 中西功の東亜同文書院感、
『中国革命

「近衛ブレーンの責任 （前略）それは、その主

の嵐の中で』
、青木書店 1974 年、8 頁。

観的意図のいかんにかかわらず、日本の政局が諸

「東亜同文書院というところ （前略） じつは、

説紛々で行きづまっているときに出てきて、軍を

私はこの同文書院の歴史や内部事情についてはよ

中心とする強硬派に利用され、つねに戦争拡大と

く知りません。けれども、この学生生活について

人民弾圧の道をきりひらいた、もっとも巧妙な、

語るべきことや、なつかしい、たのしい思い出は

そういう意味ではもっとも悪質な内閣であったわ

いっぱいあります。しかし、ここではそれはすべ

けです。（中略）いわゆる近衛的勢力というのは、

て省略します。

軍、官僚、右翼、一部財閥、地主らを主体とす

ただ、この学校は日本帝国主義の対中国工作の

る強硬派と、それに批判的な一部財閥、重臣、官

幹部を養成する学校で、あとで述べるように士官

僚、政党勢力との中間にあって、どちらからも自

学校のような支給品制度さえあったのですが、し

分の味方にしようと働きかけられている立場にあ

かし、一面では『植民地民主主義』ともいうべき

り、その意味で『国民的人気』があり、その人気

自由主義もあったのです。当時はよくわかりませ

を基礎にして形成され、それ自体の力はほとんど

んでしたが、いまになって考えると、この学校に

もっていないものでした。
（中略）もし近衛派が

も、当時の日本の政界を二分していた『積極外交』

多少でも軍の暴走を抑える力になるためには、当

と『協調外交』の二つの方向がうずまいていたの

時、極力圧迫されていた議会主義政党勢力と手を

だと思われます。その点で、私たちの学校は伝統

握り、広範なインテリ層を結集し、それによって

的に『経済主義』や協調主義のほうがつよかった

重臣派を動かしてゆくべきだったのです。
（後略）」
（下線̶大島）

と思います。
（後略）
」
（下線̶大島）
［資料 8］ 満鉄調査部編、
『支那抗戦力調査報告

［資料 10］ 石堂清倫が敗戦後、一中国人からえ
た伝言、
『わが異端の昭和史』上、平

書』
「解説」
、
、
三一書房 1970 年、
579 頁。
「抗戦力調査委員会の代表者たちは、十五年六
月から七月末まで上京して、政府と軍関係に報告

凡社 2001 年、428 頁。
かっぷく

ターレン

「（前略）恰幅のよいその人は大人の趣があった。
チュンシ

シーリ

をおこなった。六月二十七日に参謀本部と陸軍省

自分は中西と西里の上司であった。戦中彼らは身

でおこなった報告会には、数百名の参謀が出席し

命を賭して中国革命のために危険な『調査研究』

て、一語も聞きもらすまいとして緊張して耳をか

（日本流にいえば『情報活動』）に従事した。その

たむけたとつたえられている。中西らは、軍事的

報告はすべて延安に達し、毛主席もしばしば嘉賞

解決でなしに政治的解決の道が残されていること

された。このことはいまでも深く感謝している（彼

を告げたはずである。このことは、軍人にとって

は涙をこぼしさえした）
。（後略）」（下線̶大島）

は中国本土からの日本軍の撤退を意味したのであ
る。（中略）これに対して満場は水を打ったよう

林毅陸関係

に静まり声がなかったということである。
」
（下
線̶大島）

［資料 11］ 林毅陸氏のアジア・太平洋戦争に対す
る公式見解
林氏は、1936 年東亜同文会の理事に就任後、
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同会の機関誌『支那』に多数の評論や講演記録を

令官マックアーサーの統治下にはいったことを指

のせている。それを見る限り林氏は、基本的には

摘したあと、続けて、
「且正常國交回復後に於ても、

「大アジア主義」的見解にもとづき、日清・日露

國際に於ける其の地位の大低下は必然の運命であ

カツ

戦争、満州事変、日中戦争、太平洋戦争を肯定し、

る。實に痛恨の極みなるも、因果の鐡則の然らし

また日・満・支（汪兆銘政権）による「東亜新秩

むる所、亦何をか言はん。日本國民は唯民主主義

序」や「大東亜共栄圏」構想を支持している。た

的改革を徹底的に斷行し、平和國家としての更生

だやはり学者らしく、問題を多面的に考察し、否

を期すべきである。
『力』の崇拝を棄て、正義に

定的な面があればその是正を要求している。例え

倚りて立つならば、國際の信用と尊敬とは自ら囘

ば、講演「新支那を繞る列強の趨勢」
（
『支那』32

復され、國民の真の福祉と榮光とは、自ら其の間

巻 6 号、1941 年 6 月）では、
「南京政府（汪兆銘）

より生まれ來るであろう。」と述べている。（下線、

は微力であるとはいへ、われわれは飽くまでこれ

ルビ̶大島）

マタナニ

タダ

を助けて行かねばならぬ。
（中略）それは日本の
大いなる責任であります。それには飽くまでも共

［資料 14］ 林毅陸氏の愛知大学観：『愛知大学新

存共榮の精神に基いてなすべきで、餘り欲張つた

聞』「発刊の辞」1948 年 9 月 15 日

眼前の利益を貪るやうなことをしないで、支那人

「悪夢のやうな太平洋戦争は、我が國土を無残

をして愛相をつかさせるやうなくだらないことを

にも焼野が原と化して無條件降服に終わつた、
（中

しないで、…（後略）
」
（下線̶大島）

略）
。民主國家日本、文化國家日本̶これこそ灰
のうちから芽生えた新しき生命である。この新ら
之

しき生命を象徴するものこそ、我が愛知大学であ

助、「林先生と私」、林喜三郎編『生

る、文化國家の具体的実現者、学問民主化の実体

立の記』、79 頁。

的担当者、これこそ我が愛知大学の使命とする処

［資料 12］ 林毅陸氏の戦時中の立場：星野

「
（前略）
『林会』＊は戰争の中頃迄ずつと続いた。
先生は此の席上何時もヒットラーを罵倒し、自由
マ

である。終戦以来、文化科学の大学として新設さ
れ、しかも学問的真空地域たる当地方に居を構へ

主義者としての節を抂げなかつた。軍部は既に此

たのも、故ありというべきである。
（後略）」
（下線̶

の事を察知して居て、先生とか下村海南氏とか馬

大島）

場恒吾氏の如き自由主義者のラジオ放送を禁止し
た。満洲事変以來フアッショ化した国内に於て更

本間喜一関係

に進んで、あの大戰中は自由主義者の先生には誠
に不満不遇の時代の様に見えた。
」（＊「林会」と

［資料 15］ 本間喜一氏の戦争責任に対する反省：

は、林氏を中心に慶応の卒業生たちが交詢社など
で定期的におこなっていた情報交換・親睦会。下
線、ルビ̶大島）

『愛知大学 10 年の歩み』17 頁。
「初代学長の決定 （前略）大学創立事務を始め
られてから、本間氏は常に『自分は最早や学長と
しての資格はない。毎年々々十二月八日には、宣

［資料 13］ 林毅陸氏の戦争に対する反省：『欧州

戦の勅語を奉読し、或は壮行の辞を述べて多くの

最近外交史』、慶應出版 1947 年、

青年学徒を戦地に送った。その結果は今日の敗戦

663 〜 664 頁

である。再び帰らぬ多くの学生たちのことを考え

林氏は、日本がポツダム宣言を受諾し、平和条

ると実に申訳のないことをしたと思っている。自

約によって独立を回復するまでは、連合国最高司

分は最早や教育者としての自信をも失くしつつあ
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る。大学はできても、自分はあくまで理事者とし

後も大学は 5 月まで 4 次にわたって大規模な捜索

て力を尽すのみだ』と、その心境を語られて居り、

隊を派遣し、11 遺体を収容した。しかし残る２

…（後略）
」
（下線̶大島）

遺体が、10 月になって父兄によって発見された
とき、本間は、
「親の愛は山よりも高い」と告白

［資料 16］ 本間氏が愛大事件（1952 年）に際し

した。

て衆議院行政監査特別委員会で行っ
た証言、
（第十三 国会衆議院
監察特別委員会議録

行政

小岩井淨関係

第二十六号）

「
（前略）それから学園においては、学園の自由、

［資料 18］ 岩村登志夫氏の小岩井評価、『日本人

学問の自由、これを非常に神経質に言つています。

民戦線史論』、校倉書房 1971 年、193

…（中略）…学校は真理を探究し真実を語る府で

〜 194 頁。
（ママ）

す。これが学校の生命です。…（中略）…おまわ

「小岩井 浄 の半生は大阪を中心とする労働者

りさんが入つて来て聞き耳を立て、あれはどうい

農民戦線統一にささげられた。彼はこのために何

う思想を持つておるか、あれはどういう研究をや

回も検挙投獄され延三年四ヵ月（つまり一八年の

つてどんなことを発表をしたか、どんなビラが張

約五分の一）を獄中で送った。共産党幹部が獄中

つてあるか、そんなことを何のために調査するの

に投じられたまま有効な闘争指導を困難にされ、

か。われわれは学園の自由と考えればこそ神経質

社会民主主義幹部が合法的改良主義的活動に終始

になる。学生その他教授は、そういうふうに警察

していたとき、小岩井 浄 は独自の形態で自覚的

官その他の者が聞き耳を立てて学校に入られるこ

な労働者農民大衆の組織統一と団結のために献身

とはいやだから、とにかく入つてくれるなと言う。

した。彼は農村小ブルジョアジーの家庭教育でえ

入つて来なければ問題はおきない。
（後略）」

たヒューマニズム、前期新人会活動のなかで準備

（ママ）

「
（前略）私は日本の教育は正しいことについて

した社会主義思想によって、包容力と柔軟性に富

は勇敢でなければならない。と考え、これを私の

だ活動家としての条件をみにつけ、
（中略）彼が、

教育の信条としていました、従つて学生は正しい

統一労働者政党結成のいくたびかのこころみに

ことをやることについては勇敢でなければならな

枢要な役割を演じ、日本人民戦線樹立に独自の理

い。
（後略）
」
（下線̶大島）

論的、実践的こころみをみせたのは、けっして偶
然ではなかった。」小岩井氏が、1946 年中国から

［資料 17］ 愛大山岳部が、1963 年 1 月、三・八

帰国直後、共産党復党手続をおえ、4 月の総選挙

豪雪のなか薬師岳で 13 名のパーティ

に大阪から立候補が予定されていたにもかかわら

全員を失うという登山史上最悪の遭

ず、氏をスパイ視する徳田球一の反対にあって実

難事故に遭遇したとき、本間氏が発

現しなかったと述べたあと、岩村氏は、
「そのさ

言した数々の名言

い彼（小岩井）は、
『統一戦線のために働く』意
（ママ）

本間第 4 代学長は、同年 1 月早々、遭難の可能

思を明らかにしたという（中略）。小岩井 浄 は、

性を知らされたとき、
「人の命は地球より重い」
、

大阪で総選挙の共産党候補応援の演壇に立ち、転

「たとえ愛大がつぶれてもよいから捜し出せ」と

向をきびしく自己批判して、再起を大衆に誓った。

言って、全学あげての捜査を呼びかけた。しかし

愛知大学創設以後、学長その他学内外の要職を歴

1 月 16 日、全員が絶望視されるにいたって、
「天

任し、1959 年の死にいたるまで、民主主義陣営

災地変にも責任を負う」と学長を辞任した。その

の発展に貢献することによって、自己の過ちを克
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服し、多くのひとびとの崇敬を集めた。
」
（下線̶

カク

斯 ノ如キ我日本ノ新シキ出發ニ際シテ、當面
イエド

大島）
、と続けている。

ナカンズク

解決ヲ要スル諸種ノ問題山積スルト 雖 モ 就 中 學
サカン

ユウイ

問、思想、文化ヲ旺ニ興シ、教養アル有為ノ人材
［資料 19］ 小岩井氏が起草したとされる「愛知

ヲ養成スルコトハ、其急務ニシテ最モ基礎的ナル
アイハカ

ココ

モノヽ一ト言フベキデアラウ。我等相謀ツテ茲ニ

大學設立趣意書」
ワタ

ヨッ

ユエン

カカ

「我日本ハ長期に亘 ル今次戦争ニ依 テ物質的精

愛知大學ヲ設立セントスル所以ハ、實ニ斯ル客観

神的ニ荒廢セシメラレ、殊ニ其結果ハ惨憺タル敗

的要請ニ呼應スルモノニシテ、一言ヲ以テ之ヲ謂

戦ヲ招キ、正ニ壊滅ノ危機ニ立ツト云フモ過言デ

ヘハ世界平和ニ寄與スべキ日本人文ノ興隆ト有為

ハナイ。

ナル人材ノ養成ト云フ點ニ盡キルノデアル。併シ

イ

ユウイ

テン

カカ

ココ

今斯ル壊滅ヲ免レントスルナラバ、事ヲシテ茲
フル

ニ至ラシメタル舊キ日本ノ誤レル指導ト積弊トヲ
エラ

一掃シ、新シキ日本トシテ更生スルノ道ヲ擇ブ外
ナイノデアル。
マコト

アタ

シカ

ヨ

ナガラコノ時ニ當リ、豫定スル如キ地方ニ於テ本
ツイ

大學ヲ開設セントスルニ就テハ自ラ特殊ノ意義ト
マタ

使命モ亦無シトシナイ、即チ、
第一、ニ本大學ノ所在地ハ之ヲ中部日本ノ一地

キュウライ

寔 ニ新日本ノ進ムベキ方向ハ 舊 來 ノ軍國主義
イッテキ

的、侵略主義的等ノ諸傾向ヲ一擲シ、社會的存在
ワタ

ノ全範域ニ亘 ツテ民主主義ヲ實現シ自ラヲ文化、
ヨ

方都市（愛知縣豊橋市）ニ置クノデアルガ、其ノ
理由ハ現今我國ニ於テ學問文化ノ興隆ヲ計ランガ
為メニハ其大都市ヘノ偏重集積ヲ排シ地方分散コ
イ

ガンチク

道義、平和ノ新國家トシテ再建スルコトニ依リ世

ソ望マントノ趣旨ヲ活カサントスル含蓄ニ外ナラ

界ノ一員トシテ、世界文化ト平和ニ貢献シ得ル如

ナイ、（後略）。」（下線、ルビ̶大島）

キモノタラントスルコトデナケレバナラナイ。
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新科目「大学史」とシンポジウム「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大学」について

新科目「大学史」とシンポジウム「世界と日本の大学史の流れ
の中での東亜同文書院と愛知大学」について
佃 隆一郎
〈大学史事務室〉

トにしたリレー講義「総合科目１（大学史）」が、

科目「大学史」の開設

まずは名古屋（三好）校舎で新たに開講されたの

1990年代の中ごろから、総合大学を中心とし

である（同書の出版および同科目の新設について

た各大学において「大学史」を講義科目に組み入

の詳細は、当時中心的役割を担った海老澤善一教

れる動きがさかんになりはじめている。これは、

授──当時副学長──が本編で後述）。

大学設置基準の大綱化（1991 年）によって各大
学が特色ある個性的なカリキュラム、新科目を創
り出すことが求められるようになってきたことを

科目「大学史」初年度の経過と結果

うけて、大学という教育機関を歴史の客体として

諸事情により名古屋校舎のみでの開講となった

捉えようとする気運が高まってきたことの表れと

が、初年度の「大学史」リレー講義は、2006 年

いえよう。すなわち、戦後も半世紀を過ぎ、現代

度秋学期（後期）の金曜３時限目に設定し、06

史というものが形になってきつつある中で、その

年９月 22日から 07 年１月 26 日まで、試験を含め

一面として自らの大学（さらには大学全体）の歴

計 14 回行なった。

史を見てみることが、今日の「歴史」を見て考え

担当者は、北嶋繁雄名誉教授・海老澤善一前副

る入口のひとつになるのではという問題提起が生

学長・太田明教授・大島隆雄名誉教授・小崎昌業

まれはじめたということであるが、その一背景と

氏（卒業生）・豊島忠氏（同）・山田義郎氏（同）・

して多くの大学が「50 周年」「100 周年」といっ

武田信照学長に「コーディネーター」としての佃

た大きな節目を迎え、年史や記念誌・写真集など

である（各担当テーマは後述。北嶋氏と卒業生３

の関連出版物・刊行物が、「歴史的記録」として

氏はゲストとして招聘した関係で、佃と共同の形

続々と作製されていることがあることは言うまで

で講義を行なった）。
シラバスで打ち出し、学生に伝えた「授業のテ

もなかろう。
こうした中、本愛知大学でも創立 50 周年以後、
1998年の大学史展示室新設、2000 年の『愛知大

ーマ・目標」を、学内冊子『開講科目の紹介』か
ら以下引用する。

学五十年史 通史編』刊行を契機として、本学の

諸君が入ってきている “大学” とはどのよう

歴史をより広く、一般の学生や地元の人々に知っ

なところだろうか。大学の意味や、その社会的

てもらうことの必要性が感じられはじめたのであ

な存在意義を知るためには、大学全体の歴史を

り、創立60 周年にあたった 2006 年、３月に普及

知るのが近道である。教育機関の中で最古の歴

版の『愛知大学小史 六十年の歩み』が梓出版社

史を持っている “特殊な学校” である大学につ

より刊行されたのに続き、９月には同書をテキス

いて、まず大学の起源と西洋での大学の歴史を
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愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

考えよう。次に日本の近代化の過程の中で、大

しかし後半の「愛知大学の歴史」で、OB を講

学が設立されるまでの経緯とその役割を理解し

師に招いて講義した「愛知大学事件」および「薬

よう。本愛知大学は敗戦直後の 1946 年に創設

師岳遭難事故」については、（少なくとも試験の

されたが、それから 60 年、この大学にも様々

段階で）関心を寄せて考えてくれた受講生が多い

な出来事や変革があった。その歴史を実際の体

ことがうかがえ、これからさらに愛知大学で学生

験談も交じえ、具体的に見ていくことにしよう。

生活を送っていく彼・彼女らに、この場でこれら

この講義は、諸君が所属しているこの大学の

「ドラマ」を知らせることができたことは意義が

生きた歴史と現状での課題、それから将来への

あったと信じたい（試験時の反応についての詳細

展望を理解してもらい、さらにはそこから日本

は、本編に後掲する拙文で記述）。

や世界の大学全体の歴史にもまた目を向けるこ
とで、大学生活の意義を再発見してもらうため
のものである。
（名古屋・車道校舎の「共通教育科目・教職課

シンポジウム「世界と日本の大学史の流れの
中での東亜同文書院と愛知大学」について
「大学史」講義がスタートした一方で、（本誌冒

程版」778頁）
このように本講義は、日本、さらには世界全体

頭で藤田教授・大島名誉教授が述べているよう

の大学の歩みとしての「大学史」と、自らの大学

に）「愛知大学・東亜同文書院大学記念センター

のみ対象の「大学史」とを包含した形で試みたも

の情報公開と東亜同文書院をめぐる総合的研究の

のであり、範囲やバランスの調整が第一の課題に

推進プロジェクト」が文部科学省の私立大学学術

なった（先行の他大学の中には、両タイプをすで

高度化推進事業に選定されたことを受け、東亜同

に別々の科目としているところもある）が、事実

文書院大学記念センターのもとで愛知大学史研究

上のコーディネーターとなった私としては、「２

が本格的に再開されることになった。

部構成」の講義であることを学生に理解してもら

「大学史」講義の各担当者には、このプロジェ
クトに関わっている人とそうでない人がいて、両

うよう努めた所存である。
受講生の構成としては、新編カリキュラムでの

者は今後もとりあえず別々の形で進められること

科目であることから１年次生のみで、かつ時間が

になるが、講義担当者でもある大島氏の発案によ

必修科目と重複した学部があったことから経営学

り、講義担当者グループと東亜同文書院大学記念

部生がほとんどとなったが、人数の面では137 名

センターとが共催する形での公開シンポジウム

と、比較的多数を集めることができた（学部別内

「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書

訳は、経営学部 132、法学部４、現代中国学部１名。

院と愛知大学──初の『大学史』講義を終えて

出席は取らなかったが、全体的に半数ほど参加）。

──」が実現することになり、2007 年３月 10日

しかし、
「大学史」という科目の性格上、特定の

㈯の午後１時より、愛知大学豊橋校舎研究館１階

学部に受講生が偏ることは好ましくないことは当

の第１・２会議室にて開催された。副題が示す通

然であり、次年度以降の時間割編成上の考慮もま

り、初めての試みであった「大学史」講義の報告

た課題となった。講義中の雰囲気にしても、私語

会としてのものである。

がかなり多かったことは否めず、
（教室を再三に

予定した報告テーマ・報告者（すなわち講義の

わたって変更するなど、混乱を与えた面が確かに

担当テーマ・担当者に相当）は、順に以下の通り

あったにせよ）受講生にいち早く興味と関心をひ

である（報告者はカッコ書き、敬称・肩書略）。

きつけることができたかという点には、問題を残

中世ヨーロッパにおける大学の起源（北嶋）

したと言わざるをえない。

欧米における近代大学の誕生（海老澤）
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新科目「大学史」とシンポジウム「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大学」について

日本における大学の形成（太田）

島氏の既述の通りであるが、報告の記録としては

旧制大学の歩み（大島）

各担当者の使用レジュメを、本人に原稿化しても

東亜同文書院の歩み（小崎）

らった上で掲載する。シンポに欠席した人にも講

愛知大学の創設の経緯（小崎）

義用レジュメの原稿化の理解を得られたことによ

戦後の学制改革（太田）

り、講義での全担当者分をカバーすることができ

「愛大事件」とは何か（豊島）

た。それによってシンポ当日の録音原稿は、後半

薬師岳での山岳部遭難事故（山田）

の討論の部分のみ記載することにする。

法経学部分離と三好移転（武田）

また、「大学史」リレー講義は２年目の 2007 年

教育組織の改革（武田）

度より豊橋校舎でも開講される運びとなり、春学

愛知大学60年の歩み──まとめとして──（佃）

期は豊橋、秋学期は名古屋校舎で実施されること

このうち海老澤・武田の両氏が所用のため欠席し

になった。併せてテーマの見直し及び担当者の一

たので、実際は７名が９つのテーマを報告する形

部変更をも行なうことにしたが、本編はあくまで

になった。各報告者の使用レジュメは講義時のも

初年度の報告のため、現在進行中の「大学史」講

のでも、新たに手直し・作製したものでも可とし

義についてのこれ以上の状況報告は差し控えるこ

たが、報告時間はいずれも20 分を目安とした（た

とにする。

だし、テーマが２つの太田・小崎の両氏には、合

いっぽう、「（東亜同文書院を含めた）愛知大学

わせて20 分でお願いした）。報告の司会は佃が担

の歴史」に関する新たな伝達活動として、講義や

当し、休憩後の討論の司会は大島氏が担当した。

『愛知大学小史』のほかにも写真パネル展開催や

参加者（入場無料）は全体を通じて約50 人となり、

展示室改装、創設期の人物の伝記作製などの諸事

これは予想を超えるものとなった。また、学内の

業が、創立 60 周年を機に進められているところ

教職員のみならず、卒業生や学外の方の姿も見ら

であり、講義にしてもそれらとの連関が求められ

れた。予定時間を若干超過する形で、午後５時半

ているところであるが、ここでは講義に対象を絞

ごろに終了することになった。

ることとし、他の諸活動の紹介・報告は別の機会
に譲りたい。
以上のことをご了承いただきたいとともに、よ

『愛知大学史研究』掲載にあたって

りよい「大学史」講義にしていくために、以下の

今回本『愛知大学史研究』創刊に際し、上記シ
ンポジウムの記録を掲載することにしたことも大

報告への率直なご感想・ご意見を各方面からいた
だきたい次第である。
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中世ヨーロッパにおける大学の起源

北嶋繁雄
〈愛知大学名誉教授〉

2006年度、名古屋校舎で開講された総合科目

ンドのプランタジネット王朝のヘンリー２世

「大学史」で担当した私のテーマは「中世ヨーロ

（1154‒89 在位）といった典型的封建王政時代の

ッパにおける大学の起源」でした。創立 60 年目

国王たちが封建家臣制度を集権的統治の方向へ進

にあたり、愛知大学の存在を世界と日本の大学史

めていっております。

の中で検証するという野心的な計画であったので、

「12 世紀ルネサンス」はとりわけ西欧の知的覚

中世ヨーロッパ史を研究分野としてきた私として、

醒を意味しております。この時代にキリスト教神

多少なりとも寄与できるならと、喜んで１回の講

学を中心に修道院や司教座聖堂の付属学校で研究

義を担当させてもらいました。

されてきた古典的伝統を踏まえた７自由学科（文

講義で私が留意したことは、愛知大学の設立趣

法・修辞・論理の３学科に算術・幾何・天文・音

意書に謳われている精神と中世ヨーロッパで大学

楽の４学科）の研究にアラビア語文献を通して古

が誕生してくる経過のなかに見られる大学の本質

代ギリシアの哲学や自然科学の知識がラテン語に

との比較でした。1920 年代名著『12 世紀ルネサ

翻訳されて影響を及ぼしてきます。これまでキリ

ンス』を著した米国の中世史家 Ch. H. ハスキン

スト教神学の基礎を置いた教父たちのアウグステ

ズは、
「大学は文明に対する中世の貢献であり、

ィヌス主義に対してアリストテレスの論理学や自

とりわけ 12 世紀の貢献である」といっておりま

然学が受容されるようになります、13 世紀のト

す。大学の起源は 12 世紀のヨーロッパの革新の

ーマス・アクィナスのスコラ学の大成につながっ

中に根ざしていました。

てゆきます。この新しい学問はパリを中心にペト

「12世紀ルネサンス」と私たちが名付けている
のは、この時代における西欧社会全般にわたる革

ルス・アベラルドゥスに見られるように哲学者た
ちを出現させています。

新のことで、社会経済的には農業における重量有

また、封建王政の展開の中で国王の指令・判決

輪犁の使用、三圃農法の普及による穀物農業生産

証書を起草する書記局の役割が重要になり、書記

の増大、それに伴う交換経済の発展と都市の興隆

たちの需要が高まります。彼らは当時ラテン語の

などがあり、政治的には地方の領主層から領域的

読み書きができた聖職者たちで、国王宮廷では宮

諸侯勢力の台頭、その上に立つ封建王政の展開が

廷礼拝堂の聖職者の中からこの任務に当たる者も

あります。12 世紀の後半を概観すると、ドイツ

出てきますが、国王の書記長には主要な教会の大

におけるシュタウファー王朝のフリードリッヒ１

司教がなることがありました。しかし、世俗的に

世・バルバロッサ（1152‒90 在位）、フランスの

も都市の商業活動でも文書作成が日常行われるよ

カペー王朝のルイ７世（1137‒80 在位）
、フィリ

うになり、イタリアの都市では公証人が活動する

ップ２世・尊厳王（1180‒1223 在位）
、イングラ

ようになります。この文書作成技法として修辞学
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が学ばれ、商業取引の上でも法学的知識が必要に

にキャンパスや校舎をまず建設して大学を創立す

なります。

るのではなく、町のなかに教師たちの教える教室

ローマ法はローマ帝国滅亡後も西ゴート王国に
おいてアラリック王の『抄典』などに「ローマ法
大全」の抜粋として彼らの成文法の中で生きてい

があって、そこに学生たちが集まって大学が誕生
してきます。中世の大学は「人びとで作られた」
（Ch. H. ハスキンズ）といわれる所以です。

ましたし、ガリア南部のローマ系住民の間でも生

ボローニャ大学は 11 世紀の後半、前述の法学

き残っていました。北イタリアのロンバルディア

者ペポーが「ボローニャの輝ける光」といわれ、

地方では東ローマ帝国からの伝承もあって、「ロ

学生たちをヨーロッパ各地から集めるようになり、

ーマ法大全」は11 世紀以降、学問的に学ばれだし、

12 世紀にはイルネリウス（1050頃‒1130 頃）が『学

とりわけ「学説彙纂」Digesta が法学的方法の範

説彙纂』の注釈（glossa）をおこなって、「法を最

例として研究されはじめ、ボローニャで公証術を

終的に修辞学から分離し、独立の研究対象とした」

教えていたペポーが訴訟文書のなかでそれを使用

といわれ、「法の灯明であり、われわれの学問に

したのが見られます（1075 年頃）。12 世紀になっ

光を投げかけた最初の人」と讃えられます。さら

て、ボローニャがローマ法学を取り入れた法学教

に中世教会法学の祖といわれるグラティアヌス

育の中心となりイタリアのみならずヨーロッパ各

（？‒1158）がおり、彼はボローニャのサン・フェ

地から教師や学生が集まるようになります。

リーチェ修道院の修道士でしたが、公会議の決議、

このようにして「12 世紀ルネサンス」という

教皇教書、教父の著作などの集成である『矛盾教

知的覚醒が大学の起源の前提となっているといえ

会法令調和集』いわゆる『教会法令集』
（Decretum）

ます。

を編纂します。また、皇帝フリードリヒ１世・バ

12世紀が新しい時代への転換期であったのと

ルバロッサと対立した教皇アレクサンデル３世

同様に、一つの政治的・社会的転換を日本が経験

（1159‒81 在位）も教会法学者であり、かってボ

したという意味では 1945 年８月 15 日の第２次世

ローニャで教師をし『教師ロランドゥスの注釈集』

界大戦の敗北を機とする戦後社会があります。愛

（Summa magistri Rolandi、彼は俗名ロランドゥス

知大学の設立趣意書にはこの時代の転換がいかな

でした）を著して活動していました。ボローニャ

るものであるかを余すところなく如実に記してお

で大学が生まれたというのは、教師たちが、時に

ります。私たちはこの「大学史」を学ぶに当たっ

は修道院の側廊であったりしましたが教室を開き、

て「設立趣意書」をゆっくり読みなおしてみる必

町の中に部屋を借り、下宿をも兼ねる教室もあっ

要もあるでしょう。『愛知大学小史』も「歴史の

て学生が各地から集まってきます。その結果、都

転換点においては洋の東西を問わず多くの新しい

市の人口が増え、下宿料の高騰とか居酒屋での傷

大学が創立されている」として、幕末・明治初期

害事件など、日常生活で学生たちが都市当局と対

の慶応義塾、東京大学、早稲田大学さらにナポレ

立したり、教師たちの講義への苦情の声もあがる

オン戦争に敗北した中でプロイセン王国に創立さ

ようになって、学生たちの相互扶助団体が当時の

れたベルリン大学の例をあげております。

ギルドと呼ばれた同職人組合と同じ性格をもって

本題である中世ヨーロッパにおける大学の起源
にかえって、ボローニャ大学とパリ大学そしてオ
クスフォード大学の起源についてまとめてみたい
と思います。

生まれます。Universitas と呼ばれますが Gild と同
意語です。
ボローニャ大学の成立の契機とされるのは、皇
帝フリードリッヒ１世が 1158 年に公布した「勅

ボローニャ大学にしろパリ大学にしろ明確な創

法ハビタ」ですが、その中で「学問を修めるため

立年月日を持っておりません。今日の大学のよう

に旅する学生たち、……神聖なる市民法の教師た
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ち」に「学問を修める場所に安全に赴き、そこに

及したように、ノートルダムの司教座聖堂付属学

安全に滞在しうる」ように恩恵を与えるとし、学

校、サン・ヴィクトルの修道院付属学校そしてサ

生たちの裁判権について「彼らの教師たちや都市

ン・ジュヌヴィエーヴの修道院付属学校などの教

の司教の裁判権の下に、すなわち教会裁判権の下

育研究活動の場があって、西欧各地から教師たち

におく」ことを規定しております。当時、大学の

や学生たちが集まってきておりました。そして教

教師や学生は聖職者身分として都市の世俗的支配

育の場は教会施設から市内に移り、教師や学生は

権から保護されていたわけですが、ボローニャの

セーヌ川のプティ・ポン（小橋）や川向こうのラ

法学者たちが皇帝の下を訪れて、ローマ法の権威

テン区と呼ばれる地域に拡がっていきました。こ

について伝え、皇帝権威を高めるのに一役かって

うして、教師たちの団体が姿を現したのは1170‒

おります。

80 年頃だったと言われ、上述の1200 年の国王の

学生団体（Universitas scholarium）としてのボ

特権状は明示的にパリ大学の起源を示しているの

ローニャ大学には下部団体として出身地別にロン

ではなく、この頃、パリに教師と学生が増え、ボ

バルディア人・トスカナ人・ローマ人・アルプス

ローニャでも見られたように日常的に市民との衝

以北人の４同郷団（国民団）が組織されていまし

突もあり、教師・学生の間の紛争や教育組織のこ

た。のち13 世紀にはアルプス以北とアルプス以

となどで、団体的組織が形成されたと思われます。

南の２団体になります。それらを指導する学頭

その結果、司教や市代官との争いが激しい局面を

（rector）が選ばれ、彼らが教師団や都市当局と折

迎えたといわれます。1229 年謝肉祭の日曜日、

衝を行います。ボローニャの学生団体は教師を排

郊外の居酒屋で学生たちと住民たちの傷害事件が

除しており、教師たちは自分たちの組合として

おこり、これを機に市代官と配下の者が学生を襲

Collegium を組織していました。教師たちが学生

撃して殺害すると、教師たちは1200 年の特権に

の団体に加われなかったのは彼らがボローニャ市

反するとして講義を停止し、学生たちとともにパ

民であったからで、旅する学生たちとは異なる身

リを退去（secessio）して他の都市に教育の場を

分でもあったからです。ボローニャ大学は「12

求めて移ります。例えばオクスフォード、トゥー

世紀の最後の４分の１の間にボローニャの外人学

ルーズ、オルレアンなどがその移動先になりまし

生によって始められた」（H. ラシュドール）とも

た。

いわれるのです。

このパリの大学と都市当局との対立にローマ教

パリ大学の起源と考えられるのは、1200 年国

皇グレゴリウス９世が介入し、1231 年に「諸学

王フィリップ２世が「マギステルたちとスコラリ

の父」（Parens scientiarum）と呼ばれる教皇勅書

ス た ち の 団 体 」Universitas societas magistrorum

をパリ大学に与えます。この中でパリ文書局長の

disciplorumque に保護特権状を与えた時点があり

教授免許授与の権限を規制し、医学や教養学科の

ます。この団体がパリの司教と市代官と対立した

教師の講義方法や時間、服装、あるいは学生の暴

際、学生たちを教会裁判権の下に置くことにしま

力に対して講義を停止するなど細かな規定をし、

した。即ち「国王の市代官も裁判官も、学生をい

学生には武器の不携行や授業出席義務などを定め

かなる違反ででも捕らえてはならず、学生が逮捕

ています。この頃にはパリ大学は形を成していた

されるべきような罪を犯したのでなければ投獄し

といえます。

てはならない」として、
「逮捕された場合には教

次にオクスフォード大学の起源についてですが、

会裁判官に引き渡すべきである」としております。

これについても「正確に言って、いつ始めて生ま

このパリの教師たちと学生たちの団体が形成され

れたか、誰にも分かっていない」
（Ch. H. ハスキ

る学問的伝統があったことについては、すでに言

ンズ）のです。オクスフォードはその場所として
31
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ボローニャやパリのように学問や政治の中心的役

ードの教師と学生たちはこうした場合の抗議手段

割を持っていた場所ではなく、
「たまたまそれが

である「退去」を決行し、ケンブリッジ、レディ

商業上重要であったために、交易に伴って人びと

ング、さらにパリに移動する者たちがでました。

が近づき易かった」ので、人びとの集まる場所と

ケンブリッジのストゥデウム・ゲネラーレはこの

して大学がその地に生まれたのであろうと思われ

1209 年のオクスフォードの教師たちの講義停止

ております。ここに1167 年頃、パリからイング

（suspendium clericorum）によって始まったといわ

ランドの学生たちが呼び戻され外国の学生たちも

れますが、1214 年教師・学生たちがオクスフォ

通 う 教 育 施 設 で あ る 普 遍 的 学 院（studium

ードに帰った後、ケンブリッジに学生たちが殆ど

generale）が形成された、といわれます。ストゥ

いなくなります。しかし 1229 年以後、ケンブリ

デウム・ゲネラーレは「どこでも通用する教授免

ッジのチャンセラーなる役職が記録に現れ、大学

許 licentia ubique docendi を授与する高等教育の場

組織の存在が跡付けられるといわれております。

で、教皇・皇帝といった普遍的権威 potestas ge-

さて、大学の成立の契機により、Ａ「自然発生

neralis の許可によって確認された学校」という意

的」大学、Ｂ「移動によって成立した」大学、Ｃ

味であるという見解もあります。

「創設された」大学と３つの類型に分けられるこ

この 1167 年頃の教師や学生のオクスフォード

とがあります。12 世紀のボローニャやパリ、そ

への移動の背景には国王ヘンリー２世とカンタベ

してオクスフォードはＡの類型に相当し、13世

リー大司教トーマス・ベケットとの対立があった

紀に成立したとみられる多くの大学は、Ａ類型か

ようです。1164 年国王はクラレンドン法を出し、

らの「退去」ないし「移動」によって成立したＢ

英国内の聖職者が教皇庁に上訴することを禁じま

の類型で、例えばイタリアのパドヴァ、ヴィチェ

す。これに反対したトーマス・ベケットは迫害さ

ンツァやフランスのオルレアン、ランス、アンジ

れ、フランスへ亡命します。国王はさらに聖職者

ェ、トゥールーズなど、そしてイングランドのケ

が国王及び大法官の許可なしに大陸へ渡航するこ

ンブリッジがあります。Ｃの類型「創設された」

とを禁じ、英国内に聖職祿を有する者は３ヵ月以

大学は教皇あるいは皇帝によって設立教書または

内に帰国することを命じました。当時パリにいた

設立特許状を与えられて創設された大学で、1224

聖職身分の教師・学生はやむなくイングランドに

年皇帝フリードリッヒ２世が創設したナポリ大学

帰り、オクスフォードに移動します。こうしてオ

があり、教皇が創設した大学ではトゥールーズ大

ク ス フ ォ ー ド の ス ト ゥ デ ウ ム・ ゲ ネ ラ ー レ は

学（1229）があります。14 世紀から15 世紀には

1167年前後にパリを退去し、当地に定着した教

Ｃ類型の大学が多くなります。

師・学生たちによって発足したといわれておりま

さて、中世ヨーロッパ世界はキリスト教的普遍

す。しかしながら、オクスフォードの大学は「パ

世界ともいわれ、国家の政治組織や社会組織や経

リやボローニャに較べると、1200 年には未発達

済組織も人的結合を基本としており、国家を越え

な大学に過ぎなかった」といわれます。それでも

たゆるやかなキリスト教文化の統合体であったと

この頃には教師と学生の団体的組織は町当局また

みることもできるでしょう。信仰心からの聖地巡

は国家と対峙する形で現れてきたとみられ、「ガ

礼とか上に述べたように学問研究のため、人びと

ウン」the gown と「タウン」the town との対比で

は旅を続け「路上の人」でもありました。サン・

もいわれます。1209 年、ある学生が一婦人を殺

ヴィクトルのフーゴ（1096頃‒1141）は 1128 年頃

害したことで、町長と町民たちが犯人の宿舎を襲

著した『ディダスカリコン』
（学習論）の中で「流

って、何人かの学生が逮捕され、国王が投獄され

謫の地は人間を修練する。全世界は哲学する者に

ていた学生２人の断罪に同意すると、オクスフォ

とって流謫の地である」と述べて学問する者は故
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郷を離れて世界を旅し学ぶべきである、といって

僚であった小岩井淨氏、そして京城帝大の法文学

おります。移動遍歴する「放浪学生」vagabundulus、

部長であった大内武次氏が中軸となって切られ、

goliardus の姿は中世の歌謡集『カルミナ・ブラー

精根を尽くされたのです。

ナ』に歌われております。

終わりに、「人びとによって作られた」中世の

ところで、大学の成立の契機として「移動」に

大学に通底する一つの特性を、設立期の愛知大学

目を向けると、この愛知大学もかって海外にあっ

は持っていました。1946 年、学問・教育への志

た日本の大学から引き揚げてきた教師や学生たち

のある人びとによって辛苦のすえ設立された大学

によって設立されており、
「移動」の範疇に含め

は「大学人による大学の経営は前例がなく、私立

て考えることもできるでしょう。竹内好氏は「東

大学経営の一つのテストケースになるとして文部

亜同文会と東亜同文書院」（『日本とアジア』ちく

省の強い関心と注目を浴びた」（『愛知大学小史』）

ま学芸文庫所収）の中で、東亜同文書院の継承団

のであり、教師と学生たちによって設立された大

体として、愛知大学は「東亜同文書院のほかに京

学という意識が強かったといえるでしょう。第３

城帝大、台北帝大が集まって、それぞれ３分の１

回入学式の時、本間学長は次のように告示の中で

のスタッフで構成されたもので、東亜同文書院だ

いっております。「ある敷石になるような物質的

けの後身ではない」と述べています。先日の大学

資金があって、その上に安易に建てられたもので

史シンポジウムでも出席者の一人の方からこの点

はなく、存在したものはただ知を愛するという無

が指摘されておりました。愛知大学は多くの遺産

形ではあるが熱烈な真理探究心であった。……真

を東亜同文書院から受け継ぎながら、京城帝大、

理探究に手を取り合って進むべき教師と学生さえ

台北帝大に教鞭をとっておられた先生方の協力を

あれば学校はできる。否、作ってみせるという意

得て設立されたといえるのでしょう。事実、大学

気で出来たのが本学である……。」（『愛知大学─

設立という困難な事業へのスタートは東亜同文書

20 年の歩み─』
）まさに、大学の原点からの出発

院大学の最後の学長であった本間喜一氏とその同

だったといえるものでしょう。
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近代大学の誕生

海老澤善一
〈愛知大学教授〉

私は、上掲のテーマを、典型的な近代型大学で

リッヒ・ウィルヘルム三世の設立認可を得て、既

あるベルリーン大学（Friedrich-Wilhelm-Universität

に 1809/10 年の冬学期が開講されていたからであ

zu Berlin、後に Humboldt-Universität）の創設に絞

る。設立の実質的な功労者であった宗務公教育局

って講義した。市民社会の勃興、国民国家を上か

（Department des Kultus und öffentlichen Unterrichts）

らの啓蒙という形で作り上げようとしていたプロ

の初代局長ウィルヘルム・フォン・フンボルト

イセン政府、ナポレオンの侵攻、そしてこれらの

（Wilhelm von Humboldt）は、同年６月にはウィー

情況のなかで「自由」という哲学理念を現実のも

ン公使に転じていた。

のとしようとしたドイツ観念論の思想運動、以上

ベルリーンに「高等教育機関」を設置する動き

の諸要素がベルリーン大学を誕生せしめたのであ

は 18 世紀末からあった。まず親仏派の司法長官

る。その創設の経緯は大学が時代情況と密接に結

マッソー（Julius von Massow）（宗務公教育局が

びつくものであることの好個の例であり、功利性

内務省内に新設されるまで教育行政は司法省が担

を追求する大きなうねりと、既得権の維持を目指

当した）が、1797 年、ナポレオンによって 1793

す勢力とが抜きがたく存在しているいう点で、現

年に設置されていたフランスの総合技術学校

代の大学をとりまいている情況とも酷似してお

（L’ecole polytechnique）に倣って、医師・法律実

り、本学の将来を考える際に重要な示唆を与える

務家・国民教育者（牧師）養成のための実務型教

であろう。講義は拙論「哲学と大学と国家」（本

育機関のプランを、プロイセン国王に献策してい

学文学論叢第77 輯、1984 年 12 月）を基にして行

た。マッソーがナポレオンの協力者として追放さ

った（以下の報告には講義できなかった部分も含

れた後、そのプランを継承したのは枢密顧問官バ

まれる）
。なお末尾に、かつて副学長として関わ

イメ（Karl Friedrich Beyme）である。国王から全

った「大学史」科目新設の経緯と、そのテキスト

権を与えられたバイメは創設準備にかかる一方、

である『愛知大学小史──六十年の歩み──』出

当時「無神論論争」によってイェーナ大学を追わ

版の経緯について簡単に記し、記録に留めておき

れベルリーンで国王の庇護下にあったフィヒテ
（Johann Gottlieb Fichte）に新設大学の教育課程及

たい。

び組織形態について意見を乞うた。フィヒテは
1807 年末、バイメに大部の建白書『ベルリーン

ベルリーン大学創設の経緯

に創設予定の高等教育機関についての演繹的計画

ベルリーン大学は、初代官選総長シュマルツ

（Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden

（Th. Schmalz）の下、1810 年 10 月に開学した。公

höheren Lehranstalt）』を提出した。これは、実務

式行事は一切行われなかった。前年夏にフリート

型教育機関を期待していたバイメの思惑とは大き
35

◦ 2287 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

くかけ離れたいわば「哲学大学」とでもいうべき

大学の三形態、すなわちフンボルト的大学、バイ

計画であった。バイメはこれを手元に差し置いた。

メ的大学、団体自治的大学は三竦みの関係にある

その文書が公表されたのは、フィヒテの没後、

と言えよう。第一に、学問の革新を目指す大学の

1817年のことである。

創設という点でフンボルト的大学とバイメ的大学

同じ頃、ナポレオンによるハレ大学閉鎖（1806

は利害が一致するのであり、古い「大学」の既得

年 10月）によってやはりベルリーン移住を余儀

権を確保しようとする団体自治的大学と対立す

なくされていたシュライエルマッハー（Friedrich

る。しかし第二に、専門職業的教育を目標とする

Daniel Ernst Schleiermacher）はバイメ的な実学教

という点では団体自治的大学とバイメ的大学はと

育構想に危惧の念を抱き、哲学教育を推進する（そ

もに、人文教育を目指すフンボルト的大学を敵と

の意味で「ドイツ的な」
）大学構想を展開した

見なす。第三に、国家の支配を可能な限り排除し

『ドイツ的意味における大学についての随想

ようとする点では学問の自由を本質とするフンボ

（Gelegentliche Gedanke über Universität in deutschem

ルト的大学と団体自治を守ろうとする旧来の「大

Sinne）
』を、1808 年春にベルリーンで出版した。

学」とは共通の利害を持ち、バイメ的構想と衝突

シュライエルマッハーの危惧は、バイメがシュタ

するのである。

イン首相によって同年６月閑職のベルリーン高等

旧来の「大学」は学位授与権を独占し、僧職者・

法院に更迭されたので、現実のものとはならなか

医者・官吏を特権的に生みだしてきた。彼らの存

った。

立基盤は権威となった既得権にあった。それに対
4

4

4

そのシュタインも今度は逆に反ナポレオンの廉

して、バイメ的構想は、国家が大学に積極的に介

で同年 11 月首相を罷免されるが、次のハルデン

入し、実用的知識を持った人材をより効率的に育

ベルク首相はシュタインの方針に沿って、高等学

成し、勃興してきた市民社会の要請に応えるよう

問機関と教育制度の改革にあたらせるために、人

に改革する点にあった。大学は単科大学に解体さ

文学者のローマ公使フンボルトを、1809 年２月、

れ、総合性を失う。それが基盤とするのは市民社

新設の宗務公教育局の初代局長に任命したのであ

会の功利性の原理であった。では、この二つに対

る。したがってフンボルトがベルリーン大学開設

してベルリーン大学はいったい何を基盤にして創

に携わったのはわずか１年有余にすぎない。その

設 さ れ た の か。 そ れ は「 純 粋 学（die reine

短い在任期間中にかあるいはウィーン公使転任後

Wissenschaft）」という学問の理念であった。この

に書かれた未完の覚書が『ベルリーン高等学問施

点をフンボルトの「覚書」にしたがってまず見て

設 の 内 的 並 び に 外 的 組 織 に つ い て（Über die

いくが、この学問理念は大学と国家と哲学の三者

innere und äußere Organisation der höheren

に共通する改革目標であり、これを実現しようと

wissenschaftlichen Anstalt in Berlin）』である。

する思想運動が広義のドイツ観念論であった。学

4

4

4

4

4

4

4

4

以上の経緯を見ると、ベルリーン大学がフラン

問のための学問（純粋学）と道徳国家、そして哲

スの実務型教育機関の構想との激しい闘争の末に

学教育は、当時の理想であったギリシャ的世界の

誕生したことがわかる。しかしベルリーン大学の

理念から生まれた三姉妹なのである。国家は純粋

敵はこれにとどまらなかった。そもそもバイメの

なる知を現実の生活において実現させるべき道徳

構想においても、またそれと対立するフィヒテや

的（社会制度的）側面を代表し、大学は純粋学の

フンボルトの構想においても、その教育機関が「大

認識的側面を、哲学はその知識を市民に与える教

学（Universität）
」とは呼ばれず、
「高等学問機関」

育方法の側面を代表していたのである。

ツ

ン

フ

ト

と呼ばれているのは、彼らが旧来の団体自治的な

以下、三人の文書からの引用は、フンボルトと

「大学」を排除しようとしたからである。これら

シュライエルマッハーについては、梅根悟・梅根
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栄一訳『世界教育学選集17』
（1961，明治図書）
、

る。」（210，211）

フィヒテについては、同選集 53（1970）のペー

「高等学問機関の内部組織における一切は、学

ジ数を記すが、訳文は必ずしもそれらに従ってお

問が未だ完全には発見されておらずまた完全には

らず、
私が以下のテクストから訳したものである。

発見され尽くされるものではないと考え、不断に

W. v. Humboldt Werke in fünf Bänden IV (1964,

学問を学問として追究するという原則を堅持する

Cotta), Schleiermachers Werke IV (1967, Scientia

ことにかかっている。」（212，213）

Aalen), Fichtes Werke VIII (1971, Gruyter)

これに関連して、現代のわれわれもよく耳にす
るものだが、次のような教師の苦情に彼は注意を
与えている。

フンボルトの構想

「学問を講義するたびごとに［教師自身が］自

フンボルトによれば、大学の存在理由は「学問

発的に理解しようとするのでなければ、そもそも

を学問として追究する」こと、つまり学問の自立

学問は学問として真に講義されたことにならな

ないしは純粋学の確立にある。そこから第一に「孤

い。よく耳にすることだが、講義には発見の機会

独と自由」の原則が生まれる。

がない、というのは理解に苦しむ。それに大学で

「この機関は、各人ができうる限り学問の純粋

教えることは、研究時間を中断させ研究の助けに

な理念に取り組むことによってのみ、その目的を

ならない、といわれるほど苦労の多い仕事でもあ

達成できるのであるから、孤独と自由（Einsamkeit

るまい。」（218）

und Freiheit）がそのなかで支配的な原理となる。」
（210）

教授と研究の一致は、外部的には引用にあるよ
うに学校と大学との相違を明確にするものである

「孤独」とは学問の自立を可能にする条件であ

が、同時に内部的には、大学と（高等教育機関内

り、特定の目的に奉仕するパンの学問、職業訓練

の研究組織である）アカデミーとの対立を解消し、

的な専門学科を大学から排除すること、すなわち

両者を一つにしようとするものでもある。──反

功利性から大学を意識的に隔絶させることを意味

対に、後にふれるシュライエルマッハーは『随想』

する。功利的な目的から距離を取ることによって

において、大学とアカデミーとの役割を峻別し、

こそ、
学問は人間の自己完成を目的とする「自由」

大学を「学校に続く次の課程」にして「アカデミ

な活動として位置づけられるのである。ただし、

ー予備門」（現代風には大学院か）と位置づけ、

同じく自己目的としての学問を主張しても、フン

大学には純粋な学問の教授を、アカデミーにはよ

ボルトは、ヘーゲルのように完結した知識体系で

り実用的な学問の研究を割り当てている。

ある「絶対知」は認めることはなく、学問に未完

それでは、国家官僚の一人でもあるフンボルト

結性を要求する。ここから第二に「教授と研究と

にとって国家と大学との関係はどのように考えら

の一致」の原則が立てられる。

れるであろうか。彼には新生の道徳的な国家と純

「学校（Schule）が完成した解決済みの知識の

粋学を教授する大学とが人格の陶冶という共通の

みに関わりそれを習得するところであるのに対し

理念から生まれた姉妹であるという確信が根底に

て、高等学問機関の特長は、常に学問をまだ完全

ある。

には解決されていない問題として扱い、したがっ

「内面から芽生え内面に根付くことのできる学

て常に研究を続行する点にある。それゆえ教師と

問のみが人格を陶冶できるのであって、国家にと

学生との関係はこれまでのものとは全く異なるこ

って重要なのは、人間性にとってもそうであるよ

とになろう。教師は学生のために存在するのでは

うに、知識や言葉ではなく、人格と行為である。」

ない、教師も学生も学問のために存在するのであ

（213）
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「国家はもともとこの高等学問機関に影響を及

したがって、大学は「教育機関（Erziehungsanstalt）」

ぼしてこなかったし、及ぼすことのできるもので

で あ る よ り も 人 格 形 成 の た め の「 教 養 機 関

はないこと、したがって干渉すればむしろ悪影響

（Bildungsanstalt）」であるものとされる（ 13）
。

を常に与えること、国家なしの方が上手く運ぶで

その考えに立って、彼は、「大学」の三つの専

あろうこと、このことを国家は常に肝に銘じてい

門学部、神学部・法学部・医学部を廃止し、それ

なければならない。」（215）

らの実用的知識は別に然るべき教育機関を作って

「高等学問機関がそれ自身の最終目標を達成す

それに任せるとして、新しい大学は唯一哲学部の

れば、それが国家の目的をも達成したことになる

みからなるものとする組織案を提出している（

のである。しかもはるかに優れたより包括的なそ

22 及び 28）。この哲学部の必修講義が「エンチ

して国家が動員しうるのとは全く異なった力と手

ュクロペディー」である。Enzyklopädie とはギリ

段を使いうる視点からして、そうなりうるのであ

シャ語の egculos paideia すなわち「完全なる教育」

る。
」
（215）

を語源とする。元来、完全なる教育とは、文法・

それゆえ国家は、物質的援助は別として、大学

論理学・修辞学の言語三学科と算術・幾何・音

に干渉すべきではないが、しかし団体自治的な古

楽・天文学の実在四学科、いわゆる七自由学科を

い「大学」の持っていた自治権は、少なくとも人

含むカリキュラムであった。近代では必ずしもこ

事権に関しては（他の権利に関しては、この「覚

の科目構成にとらわれず、ドイツ観念論では、特

書」が未完であるがゆえにふれられていない）
、

殊な職業的・専門的目的のための実用的知識に対

次のように全面的に否定される。
「大学」が団体

立して、知識の全体性と体系的連関性を目指す教

自治の名の下に、既得権益の擁護を目指す利益集

育のカリキュラムを意味することになる。したが

団に堕しており、新しい時代にそぐわず、学問の

ってこれには体系性への要求が根本にあるから、

進歩を阻害しているという認識が、彼にはあるか

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

「百科事典」と訳すのは拙く、「百学連環」とでも
訳すべきであろう。それは、近代に成立した諸学

らである。
「大学教員の指名権はもっぱら国家に留保され

問をも含めて、人間が獲得してきたすべての知識
を、純粋学として教授するカリキュラムである。

ねばならない。」（220）
「国家は集めるべき人員の選抜を通して、精神

その目的は、特殊な専門人を養成するためのもの

活動における富（活力と多様性）の増大に、さら

ではなく、道徳的人格を備えた善き市民を養成す

に彼らの活動の自由に、意を用いればよいのであ

るために、一般教養（die universelle Bildung）を

る。
」
（214）

教えるものであった。多くの哲学者がそのカリキ
ュラムを工夫しているが、最も整った内容は、論
理学・自然哲学・精神哲学から成るヘーゲルの大

フィヒテの構想

学向け教科書『エンチュクロペディー』に示され

大学の存在理由を実学を排除して純粋学に限定

ている。

するという点で、フィヒテはフンボルトよりさら
に徹底している。差し置かれた『建白書』におい
て彼は、
大学を「学問的に知性を行使する能力［を
涵養するため］の学校」（ 5）と規定しており、

シュライエルマッハーの構想
ベルリーン大学の実際の組織はシュライエルマ

大学は実用的知識の取得をただちに要求されるべ

ッハーの構想に最も近いものとなった。フンボル

きものではなく、知的活動全体（道徳を含めて）

トもベルリーン大学創設にあたって『随想』を参

の能力（Kunst）を育てるべきものだと考えている。

考にしたものと思われる。そこで最後にシュライ
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エルマッハーの大学構想を取り上げよう。その第

それを二つの系列に峻別するものである。つまり、

一の特徴は、フィヒテには見られないもので、国

専門人養成のために実利的な教育目標を掲げる

家に対する冷徹な観察にある。

神・法・医の専門三学部と、学問の本質である思

「国家はただ自分のためにのみ行動するもので
あって、歴史の示すように何よりもまず徹底的に

弁的能力を育てる哲学部（かつてあった教養部）
である。

利己的であり、学問に与える援助も自分の限界を

「大学においては……エンチュクロペディーす

超えてまで行おうとはしないものである。」（16）

なわち［学問の］諸領域と連関全体についての普

「思弁──学問的仕事のなかで特に全ての知識

遍的洞察が必須のものとなり、全ての授業の基本

の統一と協同の形式に関わる働きを、私はそう呼

となる。」（30）

びたい──が活動すればするほど、国家はその働

このエンチュクロペディーを教えうるものは哲

きを抑圧し、奨励・制限といった自分のもてる一

学以外にはないから、「大学にとっては哲学の授

切の影響力を行使して、実用的知識、現実に見出

業がすべての授業の基本であることが一般に認め

されるものの集合のみを、それが学問の型という

られるべきであり」、一方、専門学科の教師は一

ものが刻印されていようがいまいがお構いなし

般に「手職的伝統」に陥り、「非学問的な浅薄さ」

に、促進させようとし、それだけが認識に関わる

に堕しがちであるから、それを防ぐために彼らに

唯一の成果であるかのように思わせるものであ

も哲学を研究し講義する義務が課せられ、「大学

る。
」
（21, 22）

教師はすべて哲学部に根を下ろしていなければな

先の「純粋学」がシュライエルマッハーでは「思

らない。」（以上、53）

弁」と呼ばれる。思弁（Spekulation）とはもとも

シュライエルマッハーは、カントの大学観を受

と中世のスコラ学者や神秘家が用いた言葉であ

け継ぎ、哲学部を「学部のなかの女王」（57）と

り、彼らは観察や探求の意味を持つ speculatio に、

呼ぶ。さらに彼は入学者の選考を哲学部が握って

鏡 speculum の意味を結びつけ、鏡に映っている

いる慣行を賞賛し、その上ですべての学生は入学

被造物の内にそれを創造した神の反映を観察し、

後数年間、専門学部に振り分けられることなく、

神を探求すること、そのような知的活動を思弁と

哲学部に所属すべきことを提案している。そして

呼んだ。つまり、思弁とはある事物の内にそれの

彼はまた、これは現代の大学がたどりつつある道

不可視の原因を推論することであり、感性的実在

でもあるが、このようにして作られた哲学部がも

的経験の内で、しかもそれを超えて、その根本に

しさらに 分 科 に細分された場合、それは「学問

ある超感性的なもの、精神的なものを探求する認

的 性 格 を 次 第 に 失 い、 実 用 的 な 専 門 学 部（die

識である。したがってこれを受け継ぎ合理化され

pragmatische Institute）に近づいていくだろう」
（56）

たドイツ観念論の意味での思弁は、その思惟の働

という危惧の念を表明しているのである。

きが純粋であり全体を見渡しうるものであること
を特徴とする。こうして思弁は実用的知識と激し

ディシプリン

〔追記〕
『愛知大学小史──六十年の歩み──』出版の経緯

く対立するのである。
シュライエルマッハーは国家の求めるものが実
用的知識にあることを冷静に見抜き、その上で、
学問の本質である思弁の役割を大学の内に確保す
べく工夫をしている。彼の構想は、フィヒテのよ
うに全く新しい型の大学を創設するものではな
く、
従来からの「大学」の四学部制を維持しつつ、

『小史』の出版は 60 周年事業の一つとして常任理事会で
企画され、私が出版の責任者となった。例えば現在各界
で活躍している同窓生を取り上げて宣伝効果を高めるな
ど、いくつかの編集方針も考えられたが、歴史事実を淡々
と伝えることに徹することが最善と考えた。そこで、既
に 2000年９月に発行された『愛知大学五十年史 通史編』
を簡略にして、50周年以後の 10年の歩みを新たに加筆す
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ることにした。執筆者は客観性を保つために外部に依頼

らのアイデンティティーを確立し、かつ批判的意識を持

することとし、フリーライターの片岡優氏にお願いした。

つためにも重要なことと考えたが、自校の歴史を講義す

同氏には『五十年史』とその後の史料を渡し、それを簡

るだけでは偏りが生じかねない。そこで世界の大学史の

略にまとめてもらい、出来上がった原稿を、大学史事務

なかに本学の歴史を位置づける工夫をし、講義の半分は

室の佃隆一郎（コラムと年表を執筆）と私が点検し、常

世界と日本の大学史に割いた。しかし科目の新設は容易

任理事会構成員及び同窓生の何人かの方々に校正ゲラを

ではなかった。「大学史」の講義は「愛校心」の強制につ

読んでいただいた。助言を入れていくつかの個所で読み

ながるという意見もあったが（この考えは私にはいまだ

やすい文章に直したが、内容に手を加えることはしなか

に理解できない）、「大学史」に限らず科目の新設に十分

った。出版社は本学の出版助成制度に参加し出版点数の

な協力が得られなかった根本的理由は、カリキュラム委

多い出版社５社を選抜し、それに地元の１社を加え、６

員会（新設の教学委員会の内部組織）が外部から新設科

社間の競争入札とし、最も見積金額の低かった梓出版社

目を強制されたという思いがあったのではないかと憶測

に決定した。読みやすさと携帯性を考え、四六判、フラ

している。カリキュラム改革を行う委員会は日常的業務

ンス装とし、カバーと栞には同窓生の平松礼二画伯が描

を主とする教学委員会とは別組織にすべきであったろう。

いた本学のスケッチ画を使わせていただいた。口絵８ペ

そうでなければ今後も大胆な改革はなされ難い。その後、

ージ、総ページ 247 ページ、初版3000 部、定価は極力抑

学長と私とで両校舎の教学委員会に出向き講義の主旨を

えて1000 円とした。

説明したが、2006年度からの開設は名古屋校舎のみで、

「大学史」科目新設の経緯

豊橋校舎における講義は遅れて新カリキュラムが走り出

「大学史」講義は 2006 年度からの新カリキュラムにおけ

す 2007年度にずれ込んだ。授業の責任者は教学担当副学

る新設科目の一つとして教学プロジェクトで構想し常任

長が兼務し、実質的には大学史事務室の佃が毎回出席し

理事会を経て、その設置を新設のカリキュラム委員会の

記録を取った。答案から見ると、特に同窓生の体験に基

審議に委ねた。自校の歴史を知ることは学生にとって自

づいた講義が学生たちに深い感銘を与えたようだ。
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「日本における大学の形成」と「戦後の学制改革」

太田

明

〈法学部教授〉

学への切り替えの問題に焦点を合わせることとし

はじめに

た3）。

私の担当分は第４回「日本における大学の形成」
と第８回「戦後の学制改革」である。前者では明
治初年から大正期までを、後者では戦後教育改革
における大学法制を主とし、さらに最近の大学改

Ⅰ

日本における大学の形成（第４回）

明治初期の大学とその基本的性格

革の一部に触れた。日本の大学史という観点を貫

日本における大学の形成は、一般的には明治期

くならば、この両者の間に帝国大学を中心とする

における欧米型の近代大学の成立に求められる

旧制大学の歴史が位置づくが、この点は第５回「旧

が、かなり入り組んでいる。歴史家・大久保利謙

制大学の歩み」に委ねた。

4）
で、「わが大学の理念
はその名著『日本の大学』

講義に先立つ2006 年度校友会関係事業で「愛

が成立したのは、明治19 年に公布された「帝国

知大学 60 年のあゆみ」という講演を行う機会を

大学令」とすべきである」と指摘し、それ以前の

与えられ、その内容は「大学史をどう語るか─大

「明治初期の大学の大学」を「封建より近代への

1）
として
学史講義案─」
（以下「講義案」と略記）

過渡期の産物」として、この間の大学史を「およ

公表した。講義ではやや別の観点も付け加えては

そ二期に分つ」ている。すなわち「前期は復古主

いるが、大部分はほぼこれに基づいている。した

義の時代で、後者はその後を承けた啓蒙主義の時

がって、本稿もまた「講義案」の再録に近いもの

代である」5）。
前者の復古主義が近代的な大学と関係を持つと

になることをあらかじめお断りしておく。
「講義案」でも指摘したように、この講義は高

は想像しにくく、また実際、わが国の大学の基本

等教育史的な意味合いでの「大学史」というより

的な方向は後者によって定められた。しかし、こ

も、
『愛知大学小史─六十年の歩み─』（以下『小

こにはわが国の大学の基本的性格を規定する歴史

史』
）
［2］刊行を契機として学生の自校への関心

的条件が示されている。次の指摘は重要である。

を高めることに資するべき「自校教育」的な意味

すなわち、ヨーロッパの大学に対して「日本の大

合いを有している 。したがって、日本における

学は、その発祥において支那の大学制度を継受し、

大学の形成とその中における本学および本学前身

東洋的大学の系統を形成している。大学は始めか

校の位置づけに腐心した。そのために、明治期で

ら国家の施設として発足した国家の機関である。

2）

は日本における大学そのものの形成と私立大学の

（…）大学の目的は国家に帰一し、この意味から

関係、特に「大学令」による専門学校の大学昇格

大学自体の独立性はなかった」。しかも「この大

問題に、戦後の学制改革では旧制大学から新制大

学は、国家設立の教育機関ではあったが、きわめ
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19

内務省農事修学場 ││ 農学校 ││︵農商務省移管︶││ 駒場農学校 │┘
明治 年 月
明治 年 月
┬││ 東京農林学校 ││ 農科大学設置 ││││││││
明治 年 月
明治 年 月
明治 年 月
明治 年 月
︵内務省樹木試験場︶││︵農商務省移管︶││ 東京山林学校 │││││└
東京帝国大学
大正 年 月
経済学部設置 ││││││││

4

︵工部省工学寮︶││ 工学校 ││ 工部大学校 ││︵文部省移管︶││ 工芸学部と合併
工科大学
明治

4

︵司法省明法寮︶││ 法学校正則科 ││︵文部省移管︶
東京法学校 ││ 法学部に合併 │││││││││││││││││││││

7

7

年 月

月

2

寛政

万延元年

2

6

3

昌平坂学問所︵昌平黌︶││ 昌平学校 ││ 大学校 ││ 大
年 月
10

種痘所 ││︵幕府移管︶││ 西洋医学所 ││ 医学所 ││ 医学校 │││┘
明治元年 月 明治 年 月
┬│ 大病院 ││ 医学校兼病院
明治元年閏 月
軍陣病院 ││└

安政

4

7

2

︵大学校分局︶││ 大学南校 ││ 南 校 ││ 第一大学区第一番中学 ││︵第一大学区︶
開成学校 ││ 東京開成学校 │┘

12

︵天文方︶││︵蛮書和解御用︶││︵洋学所︶││ 蕃書調所 ││ 洋書調所 ││ 開成所 ││ 開成学校

12

6

12

5

9

7

5

11
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6

10

東京高等学校 ││└
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2
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5
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10
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東京大学の沿革
資料 1‒A

2

10

14

10

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
◦第５章

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

て狭義の限られた身分の者を養成する学校であっ

設立されたが、なお大学が最初から国家の設立に

て、いわゆる官吏養成という限定された性質を持

かかり、永く官学主義をもって鉄則としておった

っていた」
。さらに、「明治以降、ヨーロッパ風の

ことは、日本古来の伝統が強く働いておった結果

学校制度の移植とともに、ヨーロッパ風の大学が

6）
であると考えられる」
。
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その後、1886（明治 19）年３月の「帝国大学令」

なはだしい。1877（明治 10）年の東京大学を一

をもって帝国大学が発足する。東京帝国大学が設

つの画期とすると、資料1‒A, 1‒B7）から分かるよ

立されて後、しばらくは一校のままに止まるが、

うに、それは、江戸時代以来の役所、明治初期の

1897（明治 30）年に京都帝国大学が設立されると、

新たな役所・教育機関などが複雑に再編・糾合さ

それ以降、帝国大学は量的に拡大されてゆく。量

れて発足した。立花隆はこの経緯を極めて大胆に

的拡大は帝国大学だけではなく、それを補完する

「東大は勝海舟が作った」と指摘している 。

意味で各種専門学校、特に私立専門学校の拡充が

8）

進んでゆき、「大学」を名乗る私立専門学校も登
専門学校と「大学令」

場する。しかし法制上はあくまでも「専門学校」

さて、官立の東京大学に対して、この当時すで

であり、「大学」を名乗る場合でも、帝国大学と

に数多くの私立専門学校が設立されていた。しか

の間に明確な格差がつけられていた9）。明治末年

し、事実上の大学教育を施していても私立の学校

には著名な私立専門学校はほとんど大学を名乗る

は法制上は大学の扱いは受けられなかった。

ことになるが、官立の帝国大学以外、公立・私立
43
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資料２

大学一覧（昭和 18年度現在）

帝国大学

官立大学

名
称
東京帝国大学
京都

〃

東北
九州
北海道
大阪
名古屋

〃
〃
〃
〃
〃

学

部

設

立
所 在 地
法・医・第一Ⅰ・第二Ⅰ・ 明治19・３ 東 京 都
文・理・農・経
法・医・工・文・理・農・ 明治30・６ 京 都 市
経
理・医・工・法文
明治40・６ 仙 台 市
医・工・農・法文・理
明治43・12 福 岡 市
農・医・工・理
大正７・４ 札 幌 市
医・理・工
昭和６・５ 大 阪 市
医・工・理
昭和14・４ 名古屋市

私立大学
名
称
学 部
慶 応 義 塾 大 学 文・経・法・医
早 稲 田 〃
法・文・商・
政経・理工
明
治 〃
法・商・政経
法
政 〃
法文・経
中
央 〃
法・経・商
日
本 〃
法文・商経・
工・医・農
国 学 院 〃
文
同 志 社 〃
法・文
東京慈恵会医科 〃 医
龍
谷 〃
文
大
谷 〃
文
専
修 〃
法・経
立
教 〃
文・経
関
西 〃
法文・経商
拓
殖 〃
商
立 命 館 〃
法・文
立
正 〃
文
駒
沢 〃
文
東 京 農 業 〃
農
日 本 医 科 〃
医
高 野 山 〃
文
大
正 〃
文
東
洋 〃
文
上
智 〃
文・商
関 西 学 院 〃
法文・商経
藤 原 工 業 〃
工
興 亜 工 業 〃
工
大阪理工科 〃
理工

設 立
所 在 地
大正９・２ 東 京 都
〃
〃
大正９・４
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃
京
大正10・10 東
大正11・５ 京
〃
〃
東
〃
大正11・６ 吹
〃
東
〃
京
大正13・５ 東
大正14・３

〃
都
京
都
〃
京
〃
田
京
都
京
〃
〃
〃
歌
京
〃
〃
宮
浜
京
施

大正14・５
大正15・２
大正15・４

〃
昭和３・４
昭和３・５
昭和７・３
昭和14・５
昭和17・５
昭和18・３

和
東

西
横
東
布

学
部
法文・医・理工
文政・理・農・医
工
医

設 立
所在地
大正９・４ 東京都
大正11・４ 新潟市
〃
岡山市
大正12・４ 千葉市
〃
金沢市
〃
長崎市
昭和４・４ 神戸市
昭和４・４ 東京都
〃
広島市
〃
東京都
昭和４・５ 熊本市
昭和15・４ 宇治山
田市

公立大学

市
都
市
都
市
都
市
都

山
都

市
市
都
市

文部省所管外・外地の大学
名
称
京 城 帝 国 大 学
台 北
〃
旅 順 工 科 大 学
満 州 医 科 〃
東亜同文書院 〃

名
称
学 部
東京商科大学 商
新潟医科 〃 医
岡山医科 〃 医
千葉医科 〃 医
金沢医科 〃 医
長崎医科 〃 医
神戸商業 〃 商
東京文理科〃 文・理
広島文理科〃 文・理
東京工業 〃 工
熊本医科 〃 医
神宮皇学館〃 祭祀・政
経・国史・
古典専攻
科

設 立
所 在 地
大正13・５ 京 城 府
昭和３・３ 台 北 市
昭和11・４ 旅 順 市
〃
奉 天 市
昭和14・12 上海海格
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名
称
学部
設 立
所在地
京都府立医科大学 医
大正10・10 京都市
大阪市立商科 〃
商
昭和３・３ 大阪市
（昭和 19年『朝日年鑑』
『毎日年鑑』など）
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る14）。

大学は実質的にはなかったと言ってよい。
帝国大学以外の大学が名実ともに認められたの

1943（昭和 18）年時点で日本の大学は、帝国

は、第一次世界大戦下、1918（大正６）年９月に

大学・官立大学・公立大学・私立大学と文部省所

開始された臨時教育会議の答申（1919（大正７）

管外・外地の大学をあわせて、55 校を数えるに

年６月）をうけて公布された「大学令」
（1919（大

過ぎない。いずれにせよ、本学の前身・東亜同文

正９）年 12月）による。これによって、官立の

書院大学はその一角を占めることになったのであ

帝国大学の他、財団法人・公共団体による大学設

る（資料２）。

立が認められ、それらによって設置された公私立
大 学 は 帝 国 大 学 と 同 格 と さ れ た（ 大 学 令 第 ６
条）10）。

Ⅱ

戦後の学制改革（第８回）

戦前の大学一覧（資料２）11）を見ると、この大

1945（昭和20）年８月 15 日、「ポツダム宣言受

学令以降、続々と私立大学が設立され、1925（大

諾」の詔勅が下され、さらに同年９月２日、東京

正 14）年末までに総計19 校を数えることが分か

湾の戦艦ミズーリ上で降伏文書に調印がなされて

る。ただし、堂々たる総合大学の体をなした私立

日本の敗戦が確定する。

大学もあったが、多くは文科系の１〜２学部に予

これを境にして、戦後の新しい教育制度への模

科をあわせたもので、学生数は極めて少数であり、

索が始まる。文部省はいち早く９月 15 日に「新

帝国大学に比して著しく小規模であった。

日本建設ノ教育方針」を出すが、「今後ノ教育ハ
益々国体ノ護持ニ勉ムルト共ニ軍国的思想及施策

東亜同文書院大学の位置

ヲ払拭シ平和国家ノ建設ヲ目途」とするという中

本学の前身と言われる東亜同文書院は1901（明

途半端なものだった。その後、GHQ（連合軍最

治34）年５月 26 日、上海に設立され、まず商務

高司令官総司令部）は教育に関する４指令を発し、

科ついで政治科を設置した。その後、1921（大正

戦前の教育のあり方を否定する。1946（昭和21）

10）年に専門学校令による外務省の指定学校とな

年３月には、アメリカから教育使節団が訪れ、日

り12）、さらに 1939（昭和 14）年 12 月には東亜同

本の教育調査を行い、『アメリカ教育使節団報告

文書院大学に昇格する（資料３） 。

書』を出し、大まかな教育改革方針を示した。同

13）

この間の事情は必ずしも詳らかではない。『東

年８月には教育使節団に協力した日本側委員を中

亞同文書院大學史』
［8, 154‒156 頁］はこう述べる。

心にした教育刷新委員会が発足し、この委員会の

「昭和12（1937）年８月に勃発した第二次上海事

報告書をベースにして、戦後の新しい学制が議論

変により、既述のとおり同文書院は長崎へ移転し

され、1946 年 11月３日に「教育基本法」が、翌

たが、この頃から、大内院長をはじめ教職員、同

1947（昭和22）年３月 31 日に「学校教育法」が

窓の間に、書院を大学に昇格して時勢の推移に対

公布され、両法とも翌４月１日から施行された。

応すべしとの意見が起こり、在学生もまた学生大

新学制の特色は標語的に言えば、教育の機会均

会を開催して大学昇格を決議し、これを院長に提

等、普通教育の普及向上と男女の差別の撤廃、学

出するに至った」
。ただし、この後に出された院

制の単純化、学術文化の進展である。大学制度も

長の檄文に、
「大学に昇格し、規模・学生数を増

これらのほとんどすべてに関わるが、戦前のよう

大する」こと、
「学閥に左右されるわが国社会事

に高等教育を少数の特権者に占有させず多数者に

情に対応するためにも大学昇格に必要がある」と

開放する、つまり大学の数を増やし進学者を増大

主張されている点が、当時の状況・戦局だけでは

させるという点が重要である。今日まで続く大学

なく学制改革論を反映しているように思われ

の「大衆化」「マス化」が初めから志向されてい
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資料３

大学略年表

【東亜同文書院の設立から閉校まで】
西暦
月
項
目
1898
東亜同文会成立、会長近衞篤麿貴族院議長
1901
5
中国・上海に東亜同文書院（政治科・商務科）設立
1907
6
５期生より中国調査旅行開始
1916
4
同文書院中国語テキスト『華語萃編・初集』出版
1917
4
上海西郊の徐家匯虹橋路に新校舎完成
1918
7
中華学生部新設〈11 月、第１次世界大戦終結〉
1920
10
書院 20 周年式典、修業年限 4 年に延長、
『支那省別全誌』全 18巻刊行完了、
『支那研究』創刊
1921
7
専門学校令による外務省指定学校となる
1926
3
近衞文麿、院長に就任。（〜1931 年 12 月）
1930
12
書院生反戦ビラ配布、学生検挙事件
1931
4
作家・魯迅が東亜同文書院で講義
4
大学予科１回生、160 名入学
1939
12
東亜同文書院大学に昇格
1944
2
本間喜一学長就任
〈第２次世界大戦終結〉
1945
8
敗戦により閉校。中国側により接収
【愛知大学の設立】
1
旧大学令により、愛知大学設立。予科併設
1946
11 〈日本国憲法公布〉
1947
4
法経学部（法政料・経済料）開設
学制改革により、新制大学移行
1949
4
法経学部（法学科・経済学科）、文学部（社会学科）設置
文学部・文学科増設
1950
4
短期大学部第２部・法経料（豊橋・車道）
、文料（豊橋）設置
1951
3
私立学校法により、学校法人愛知大学に組織変更
1953
4
大学院法学研究料・公法学専攻、経済学研究料・経済学専攻（各修士課程）設置
1955
4
華日辞典編纂処（現、中日大辞典編纂所）設置
文学部・史学科増設／文学専攻科・国文学専攻設置法
1956
4
経学部第２部（法学科・経済学科）設置
1957
4
大学院法学研究料・私法学専攻（修士課程）増設
1958
4
文学部・哲学科増設
1959
4
短期大学部（女子）文科設置
1961
4
短期大学部（女子）生活科増設
1963
4
法経学部・経営学科、法学研究科・私法学専攻（博士課程）増設
1966
4
法学部第２部（豊橋）開講
1968
2 『中日大辞典』刊行
1977
4
大学院経営学研究科・経営学専攻（修士課程）増設
1978
4
大学院経済学研究科・経済学専攻（博士課程）増設
1979
4
大学院経営学研究科・経営学専攻（博士課程）増設
1988
4
名古屋キャンパス（三好町）開校
法経学部改組 法学部１部・経営学部（名古屋）
、経済学部１部・２部（豊橋）
、
1989
4
法学部 2 部（車道）配置
中国研究専攻（修士課程）
、文学研究科・日本文化専攻、地域社会システム専攻、欧米文化専攻（各修
1991
4
士課程）増設
1993
4
大学院文学研究科・地域社会システム専攻（博士課程）増設
1994
4
大学院文学研究科・日本文化専攻、欧米文化専攻、中国研究科・中国研究専攻（各博士課程）増設
1997
4
現代中国学部設置
1998
4
国際コミュニケーション学部設置
1999
4
文学部文学科改組。日本・中国文学科、欧米文学科配置
2000
4
短期大学部学科名称変更
2001
4
大学院法学研究科・公法学専攻（博士課程）増設
2002
4
大学院国際コミュニケーション研究科・国際コミュニケーション専攻（修士課程）設置
2002
10
文科省「21 世紀 COE プログラム」
（国際中国学研究センター）採択
2003
9
文科省「特色ある大学教育支援プログラム」
（現代中国学部）採択
車道新キャンパス開校
2004
4
法科大学院設置、法学部３・４年次生を車道キャンパスへ移転
経営学部・会計ファイナンス学科設置
2005
4
文学部改組、人文社会学科設置
短期大学部改組、ライフデザイン総合学科設置
2006
4
会計大学院設置
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という設立の趣意を全うするためには、新しい制

たのである。
新制大学の法制は学校教育法第 52 条で定めら
れた。
「大学は、学術の中心にして、広く知識を
授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、

度に対応して新制大学を設置しなければ、大学は
存続できないのである。
1948 年５月から移行のための議論を開始し、

知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」。こ

法・経・文の３学部設置と新制・旧制を当分の間

の条文は、大学は専門教育と専門研究の二つを目

併置するという新学制への転科方式を決定した。

的と規定する点や表現で戦前の大学令第１条と極

９月には予科を主にして教養部を構成し、文部省

めて類似している。しかし、法的には憲法23条「学

の方針に応じて自然科学系の充実を考慮するとい

問の自由」
、旧教育基本法第２条をもとに、学問

う大略が決定され、1949 年１月 21 日付で新制大

教育の目的が国家目的から独立させられている点

学への移行を「Ａクラス大学の折り紙つき」17）で

が決定的に異なっている。さらに、大学の修業年

認可される。新制の学部構成は法経学部（法学科・

限は４年を原則とし、また総合大学が望ましく、

経済学科）と文学部（社会学科）であるが、旧制

単科大学は例外とするなども定められた。

および別科（法政・経済・文学の別科夜間２年間）

これにもとづいて、最初の新制大学として、

の三本立てとなっていた。

1947（昭和22）年春に公私立大学 12 校が認可さ

しかし、新制大学への移行は大きな負担を伴っ

れた。それに対して、旧高等教育機関を統合して

た。第一は財政面である。新制大学の設置経費お

設立される国立大学は、その組織の管理運営問題

よび新旧の併置による大学予算の増大である。設

および旧帝国大学との格差問題が原因となって、

置に際して国からの補助はなく、最終的には学費

出遅れることになった 。1949（昭和24）年に

値上げというかたちで学生・父母に頼らざるを得

公立 71校、私立 81 校が設立され、前年度までに

なかった。その後のさまざまな事件の影響もある

設立されたものをあわせて178 校が設立された。

にせよ、財政基盤の確立が本学の経営の最大の課

15）

題として重くのしかかってくる。
新制大学としての愛知大学

第二は、新制大学の特徴的な「一般教養科目」

本学もこの時期に設立された。その詳細に関し

の設置とそれを担う教養部の問題である。もとも

ては『小史』
・『五十年史』や別講に譲るが、大学

とはアメリカの教育概念 “general education” で、

略年表（資料３）にある「1946 年１月旧大学令

新制大学に導入された高度な普通教育を意味す

により愛知大学設立」と「1949 年４月学制改革

る。1947 年の「大学基準」で外国語教育・保健

により新制大学に移行」という記述に注目しよう。

体育教育とあわせて「一般教養科目」が設定され、

これに関して第３代学長・小岩井淨は「新制大学

それらからなる教育課程が「一般教養課程」とし

というのはよかれあしかれ予期しなかったことで

て新制大学に必置とされ、その後 1950（昭和 25）

ある」と回想している 。旧大学令によって設立

年から「一般教育科目」と改称されるとともに、

認可を受け、予科および学部全学年が開講され、

外国語教育を除く普通教育科目からなるコース名

その整備に忙殺されていた時期における制度変更

称となり、定着する。当初から自然科学・人文科

である。たしかに予期せぬ事態とはいえ、敗戦に

学・社会科学の３分野によって編成されていた。

よって母体であった東亜同文会は解散し、東亜同

旧制愛知大学は文科系で自然科学の教育課程が弱

文書院大学も廃校となり、行き場を失った学生・

く、それを担う教員も不足していた。新制大学設

教職員にとっては新しい大学の設立が切実な願望

置認可書には、自然科学系図書の充実と教育組織

だった。
「外地ノ大學專門学校ニ在籍スル學徒ノ

設備の充実の２項目が設置条件として指示された

轉入學ノ困難ヲモ緩和セシムル」
（設立趣意書）

が、これに対して、自然科学の講義のために建物

16）
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一棟をあてた自然科学館を用意し、教養部を設置

な大学進学率に基づく指標でみればエリート段階

することで積極的に対応した。こうして、教養部

である。大学生はまだまだ社会のごく一握りのエ

による教養教育（自然科学・人文科学・社会科学

リートであり、大学と大学生の社会的威信は現在

の３分野と外国語および体育）と学部による専門

とは比べものにならないほど高かった。また当時、

教育という、近年まで長く続く体制が整った。し

全国の大学数はまだ200 校に足りず、中部地区の

かし、愛知大学にとどまらず、日本のすべての大

地方都市に設立されたにせよ、近隣に有力大学は

学に共通するが、一般教養・一般教育には大きな

まだ少なく、本学の威信は極めて高かったと推測

問題が含まれていた。まず、歴史的文脈では一般

される。

教育は職業教育に対比されるが、日本ではもっぱ

この後、高度経済成長期を通して、大学数も増

ら専門教育と対比して理解されがちで、大学では

加し、進学者・進学率が急上昇して、1968（昭和

補助科目として学生・教員双方から軽視される傾

43）年にはマス段階に達する。一方では高度経済

向が強く、高校教育の繰り返しであるという学生

成長が享受されるが、他方では学園紛争が全国を

からの批判、専門教育の質を下げる原因ではない

覆 う 時 代 で あ る。 そ し て、2005（ 平 成 17） 年、

かという産業界からの批判を繰り返し受ける。他

わが国の大学・短大の進学率はついに 51.5％に達

方、学生の半数を抱えるこの教育課程はいわゆる

し、専門学校を含めての高等教育機関への進学率

大学教育のマスプロ化の象徴であった。さらに、

は 75％にまで上昇した。ユニバーサル段階に完

専門学部教員に比べて研究条件・教育条件でも格

全に突入したわけである。また、少子化・18歳

差を強いられた。

人口の減少によって入学率が 100％を越えるとい

愛知大学では、教養部組織問題は設立後から

う段階もすぐ目の前に見えている。各大学がその

1955年あたりまで再三にわたって議論され、い

理念・目的に沿って、一定の水準を維持しながら

ったんは収束するが、1990 年代には新しい問題

同時に規模を維持することそのものが極めて難し

のなかで再燃する。すなわち、1991 年の大学設

くなっているのである。

置基準の大綱化によるカリキュラムの自由化と、

本学もその例に漏れない。過去の威信はもはや

少子化による 18 歳人口の減少と臨時定員返上に

通用しないが、そこから目を背けてはいられない。

ともなう大学財政強化の必要という状況の中で、

虚心坦懐に現状を受け入れて知恵を絞り、将来の

教養部を廃止し新学部を設置するという問題であ

発展を模索しなければならない。

る。主としては教学内容とその組織に関わるもの
であるが、財政問題とも密接に関連しており、こ

註

の問題の処理が現在に至るまで大きな影響─正確

１）太田［6］。

には禍根と言うべきか─を残しているように思わ

２）こうした志向は授業の目標や内容の構成に大きく影
響を与える。十分な検討が必要であろう。また、大

れる。

学史の場合には、受講者に一定の歴史学上の教養を
前提せざるをえないが、この前提が本学においてど
の程度まで満たされているかをも考慮しなければな

おわりに

らない。

とはいえ、本学（旧制・新制）設立当時の大学

３）基本的な構想は以下の通り。「大学の制度史の中で

や大学生の地位に注意しておく必要がある。昭和
25 年あたりの高等教育機関進学者数は 22万人程
度、進学率は８％程度である（資料４）18）。アメ
リカの教育社会学者マーチン・トロウによる有名

愛知大学の歴史を語るエポックとして３つの時期を
設定した。本学の前身と位置づけられる東亜同文書
院大学の時代、愛知大学の創設の時代、そして大学
改革の時代である。およそ、戦前の『大学令』下の
大学、戦後の学制改革における大学、『大学設置基
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準の大綱化』以降の大学である」（太田［6］）。第三

る檄文を発送し、大学昇格の必要を説くと共に、同

期には武田学長が担当された第 11 回「法経学部分

窓の賛同と支援を要請した。
」檄文の要旨は、
「戦局

離と三好移転」、第12 回「教育組織の改革」がほぼ

の拡大に伴い、戦後工作上わが書院の果たすべき使

対応する。

命はますます重かつ大となったが、この大使命を果

４）大久保［5］参照。大久保は「大学における日本的

たすにはまず国家に対し最も有効適切な方法を採る

性格の探求は、日本の大学史の最も重要な課題であ

べきであり、その具体的手段としてわが書院を大学

る。この問題はそれ事態としてすこぶる広汎で、結

に昇格し、規模・学生数を増大するとと共に教育面

局日本の大学史全般がこれにかかっていると考えら

の拡充を図る必要があること。今後の戦後工作にお

れる」（
［5, 序説、19 頁］）として、大学の制度的方

いて多数の人材が必要視されるが、単に縁の下の力

面と教授内容を問題にしている。

持ち的な人材の養成であってはならず、大所高所に

５）大久保［5, 324 頁］。

立って広く東亜の経綸に参画し得る人材を養成する

６）大久保［5, 324‒5 頁］。

必要があり、ややもすれば学閥に左右されるわが国

７）立花［7］上の図４（34 頁）、図５（35 頁）から作成。

社会事情に対応するためにも、大学昇格の必要があ

８）立花［7, 第１章］参照。江戸幕府の天文方・蕃書（洋

ること。また、この時期はわが書院をして中国研究

書）調所から発し、大学南校・東京開成学校に至る

の最高学府とする絶好の機会であることを強調した

洋学研究と、種痘所・医学所に発し、大学東校・東

ものだった」
。

京医学校に至る医学研究とが合流して東京大学とな

15）帝国大学を前身とする国立大学が講座制をとるのに

る。
「東大は勝海舟が作った」とは、勝が中心にな

対して新設の国立大学が学科目制を余儀なくされた

って蕃書調所を組織したという意味である。なお同

ことで、
国立大学間の格差問題が生じたからであり、

書、特に下巻には東亜同文書院関係者、愛知大学設
立に関わった人々の名が何人も登場する点を指摘し

後々まで尾を引くことになる。
16）この件は『小史』では省かれている。
『五十年史』
［1,

ておく。

88 頁］より再引用。

９）旧制「専門学校」に関しては天野［3］などを参照。

17）
『五十年史』
［1, 123 頁］。

10）新設大学の設備基準は厳しく定められ、大学の濫立

18）文部科学省中央教育審議会資料（http://www.mext.

は防止されている。たとえば、カリキュラム・教員

go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/001/0309

任用などの面では文部省に許認可権があり、設立に

0201/003/002.pdf）。

際しては供託金を国に納める必要があった。また、
議論として出ていた女子大学は時期尚早ということ
で認められなかった。
11）海原［4, 147 頁］の「大学一覧」を利用させていた
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大島隆雄
〈愛知大学名誉教授〉

敗北

はじめに

第５期：1945（ 昭 和20）年、 占 領 軍 統 治 ―1949

考察の時期と対象：ここでは明治維新後、日本に

（昭和 24）年、新制大学成立

おいて啓蒙主義的な西洋型大学が設立され、その

問題視角：大学とは、一定の学問についてその時

後それは旧制大学として発展をみるが、しかし第

代の最高の真理について研究し、それにもとづく

二次世界大戦後まもなく、1949（昭和 24）年そ

教養と専門知識と技能を教授することによって、

れが廃止されて、新制大学へ転換するまでの時期

社会の指導層（エリート）を育成する高等教育機

について考察する。その場合、３年制の旧制高等

関である。そのため歴史上の一定の社会や国家は、

学校や予科をおえて入学した本来の旧制大学だけ

その発展のために、指導者を養成する大学を創立

でなく、中等教育をおえて入学できた旧制専門学

させ、拡充させるが、それは同時にその時々の大

校をも視野にいれて、すなわち旧制の高等教育機

学のあり方を基本的に規定する。ただし最高の真

関全体を考察対象とする。その理由は、戦前すで

理を究明するためには、本来「学問の自由」とそ

に、愛知大学の前身校といわれる東亜同文書院を

れを保障する「大学の自治」が認められねばなら

ふくめて相当数の専門学校が大学に昇格している

ない。そのため大学は、その時々の社会の指導層

からであり、また戦後の学制改革で専門学校も旧

や国家権力の利害と衝突する可能性をも孕んでい

制高校も新制大学に転化していくからである。そ

る。この点で大学は、これまで歴史上しばしば「学

れでは、この時期の高等教育を法制の変化にもと

問の自由」と「大学の自治」の侵害を受けること

づき、それに教育政策の変化を加味して、次の６

があった。

期に時期区分してみてゆきたい。
準備期：1868（ 明治１）年、明治維新―1872（ 明
治５）年「学制」発布―1877（明治 10）年

Ⅰ．準備期

1868
（明治１）
年－1877
（明治10）

年：西洋型大学設立の準備期

第１期：1877（ 明治 10）年、東京大学の設立―

政治過程：1869（明治２）年の版籍奉還、1871（明

1886（明治19）
年
第２期：1886（ 明治 19）年、
「 帝国大学令」制定―
1918（大正７）
年

治４）年の廃藩置県、1873（明治６）年の徴兵令、
1877（明治 10）年の西南戦争によって、中央集

第３期：1918（ 大正７）年、
「 大学令」制定―1937

権的な藩閥絶対主義政権成立。
経済過程：殖産興業政策により西洋近代工業の移

（昭和 12）
年
第４期：1937（ 昭和 12）年、日中戦争の開始―
1945（ 昭和 20）年、第二次世界大戦の

植、官営事業設立。後に財閥となる政商もこの時
期に誕生。富国強兵政策推進。
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教育過程：最初、明治維新の復古的性格を反映、

展開、1881（明治 14）年、国会開設の勅諭によ

京都で明治元年、公家の学校、学習院開講、「大

り藩閥専制勢力は天皇制立憲主義（プロシア型の

学寮代」と改称したが、まもなく閉校。京都で明

外見的立憲君主制）を準備していた。

治２年、皇学所・漢学所設立、「大学校代」と称

経済過程：1883（明治 16）年頃から産業革命開始、

したが、明治３年廃止。以後、教育改革の中心は

鉄道（国鉄・私鉄）建設も進展する。地租改正の

東京に移り、啓蒙主義的西洋型の教育の導入にな

結果、農地の私有権は認められたが、高率地租の

る。古代「律令制」の官吏養成機関「大学」の名

ために寄生地主制が拡大した。

称のみが継承された。

教育過程：1879・80 年「教育令」
：「第５条

1871（明治４）年、文部省設置、1872（明治５）

大

学校ハ法学理学医学文学等ノ専門諸科ヲ授クル所

年、
「学制」発布、全国を８（のち７）大学区、

トス」（総合大学構想）
、「第７条

専門学校ハ専

１大学区＝32 中学校、１中学区＝210 小学校の計

門１科ノ学術ヲ授クル所トス」。

画。近代的学校体系の普及を意図。

官立大学：「教育令」に先立ち、1877（明治 10）年、

（大学設立の準備）官立教育機関の「上から」の

東京開成学校と東京医学校の合併によって東京大

創出：幕府の教育機関、漢学の昌平坂学問所、漢

学が成立。この段階では、大学はこれ１校のみ。

学と国学の紛争により1871（明治４）年廃止。

それは最初、法、理、文、医の４学部からなる。

幕府の洋学教育機関、開成所は、幾度かの改名

1885（明治 18）年、法学部は、その前年文部省
に移管された東京法学校と合併。1885 年、理学

の後、1874（明治７）年、東京開成学校。
幕府の西洋医学教育機関、医学所は、幾度かの

部から分離された工芸学部は、同年文部省に移管
された工部大学校と合併。入学資格は ､ 中学校卒

改名の後、1874（明治７）年に東京医学校。
1871（明治４）年設立の司法省明法寮は、法学

業後、予備門、または外国語学校をおえた者。こ
の時期にもなお外国人教師が大きな役割を果たし

校正則科を経て、のちの東京法学校に。
1871（明治４）年設立の工部省工学寮は、1877

たが、留学により日本人教授を漸次育成。
この段階での「大学の自治」の芽生え。総理（総

（明治10）年、工部大学校に。
1875（明治８）年、大蔵省管理の商法講習所設

長）の諮問機関、「大学諮詢会」（総会・部会）。
のち総会は評議会、部会は学部教授会になる。総

立、後の東京商業学校（一橋大の前身）に。
1875（明治８）年、北海道開拓使、札幌農学校

理は文部大臣による官選。総理はただし、教授・

（クラーク博士）設立。以上はいずれも外国人教

助教授の人事について文部大臣にたいして「具状

師による外国語での教授を中心に行なわれた。

権」（具申権）のみをもつとされた。そのための

私立教育機関：専門学校、大学に発展してゆくも

ちに文部大臣による人事への介入の余地が残され

のとして「下から」設立されたもの：1868（慶応

た。

４）年の慶応義塾（福沢諭吉）
、1874（明治７）

専門学校：

1875（明
年の聖公会立教学校（立教大学の前身）、

官立：この段階では、東京商業学校（一橋大学

治８）年の同志社英学校（新島襄）の設立。いず

の前身）、東京職工学校（東京工業大学の前身）
、

れも在野的性格をもっていた。

農商務省の東京農林学校（1890 年に帝大農科大
学になる）、東京商船学校があった。

Ⅱ．第１期

1877
（明治 10）
年、東京大学の設

立－1886
（明治 19）
年、
「帝国大学令」制定
政治過程：1874（明治７）年から自由民権運動の

公立：府県立の医学校は、長崎、宮城、秋田、
千葉、新潟、金沢、愛知等 23 校を数えた。
私立：1880（明治 13）年設立の東京法学社（法
政大学の前身）、同年設立の専修学校（専修大学
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1881（明治 14）年設立の明治法律学校（明
の前身）
、

最後通牒により基本部分を認めさせる。

治大学の前身）
、1882（明治15）年設立の東京専

教育過程：1885（明治 18）年、伊藤博文を初代

門学校（大隈重信、早稲田大学の前身）、1885（明

総理とする内閣制度が発足。伊藤の信頼をうけた

治 18）年設立の英吉利法学校（中央大学の前身）

最初の文相森有礼は、翌 86（明治 19）年、「小学

等があった。法学系が主流、後に商学・経済に拡

校令」、「中学校令」、「師範学校令」により国家主

大。官省立大学が高級行政官吏や判事・検事とい

義的な学校制度を精力的に整備、その一環として

った高級司法官吏の養成機関であったのに対し

「帝国大学令」を制定。1890（明治23）年、教育

て、これらの私学には、民権意識の向上といった

勅語（儒教的な忠君愛国、忠孝一致の精神による

時代を反映して、立身出世を目指す書生が集まり、

教育の国家統制）発布。その後は 1903（明治 36）年、

代言人（弁護士）や新聞記者などになった。これ

「専門学校令」によりその法的整備。

は、官立東京大学が日本における高等教育機関の

大学：1886（明治 19）年、「帝国大学令」、「帝国

「上から」の形成であったのに対して、その「下

大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其

から」の道であったといえる。

蘊奥ヲ攻究スルヲ以ツテ目的トス」（下線は大島、
高等教育にも国家主義強調）
。東京大学は、ただ１

Ⅲ．第２期

1886
（明治 19）
年「帝国大学令」

制定－ 1918
（大正７）
年「大学令」制定

校、帝国大学となった。その学部は６分科大学（法
科、 医 科、 工 科、 文 科、 理 科、1890〔 明 治 23〕
年 か ら 農 科 ） に 再 編 さ れ た。 こ の 帝 国 大 学 は

経済過程：1907（明治40）年頃には産業革命終了、

1897（明治 30）年、京都帝国大学の新設ととも

一定の重化学工業化、その後は財閥中心の独占資

に東京帝国大学と改名される。京都帝大（法、医、

本主義化が進展。工業と商業の発展のため多くの

工、 文、 理 ） 設 立 の 後 は、1907（ 明 治 40） 年、

技術的・経営的要員の需要が増大した。

東北（理、医）、1910（明治 43）年、九州（医、工、

政治過程：1889（明治 22）年、大日本帝国憲法

農）、1918（大正７）年、北海道（農、医）、の各

発布、反動的な天皇制立憲主義の成立。例えば

帝国大学が設立された〔付表１、参照〕
。遅れて

1900（明治 33）年、治安警察法（社会運動の取

近代化したドイツの総合大学が、ヨーロッパの中

締まり）
。だが1912（大正１）年頃から「大正デ

世大学の伝統を受け継ぎ、哲学、法学、神学、医

モクラシー」（藩閥専制政治に対する議会を基礎

学の４学部を基本としたのと比較して、日本の官

にした政党政治運動）始まる。

立総合大学の場合、神学部、哲学部はなく、文学

この間、日本資本主義は、半封建的資本主義の

部のほか工学部、農学部の設置が特徴。とくに工・

構造によって国内市場が狭隘なため、アジア大陸

農両学部の存在は日本の「上から」の近代化を表

進出を開始し進展させる。1894〜95（明治27〜

現している。各帝国大学は、この時代が必要とす

28）年、日清戦争、賠償金約２億両獲得、台湾領

る指導的人材、例えば法科は行政・司法の高級官

有、1900〜01（明治 33〜34）年、義和団の乱に

吏、工科は官庁（官業を含む）・会社の高級技術者、

始まる北清事変に大規模出兵、賠償金獲得。1904

理科と文科は大学・専門学校の教師等、トップ・

〜05 年、日露戦争、朝鮮に対する優越権確保、

エリートを養成した〔付表２、参照〕。

南樺太の領有、旅順・大連の租借、南満州鉄道と

大学の自治：1893（明治 26）年、帝国大学令を

それに付属する鉱山採掘権獲得など。1910（明治

改正、教授会の設置を正式に承認し、「帝国大学

43）年、韓国併合。1914〜18（大正３〜７）年、

官制」により教授・助教授の人事について、総長

第一次世界大戦時の山東半島における対独戦争、

の文部大臣に対する具状権を認めた。そしてまた

1915（大正４）年、苛酷な対華二十一カ条要求。

その自治権を確認し、拡大させる２事件、1905（明
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治 38）年の東京帝大の戸水事件、1914（大正３）

た中で日本における日清戦争後の実業ブームにの

年の京都帝大の沢柳事件が発生した。これらによ

り、1901（明治 34）年、同戦争後の日清貿易促

って、教官の罷免には予め当該教授会の同意が必

進要員を養成する目的で、愛知大学の前身、東亜

要とされるようになった。ただし 1899（明治 32）

同文書院（３年制の専門学校、商務科・政治科）

年の「文官分限令」──「官庁事務ノ都合ニヨリ

が設立された。

必要ナルトキ」
、教官を休職できる──は残され

国内における専門学校数（実業専門学校を含む）

た。沢柳事件のあと京都帝大のみならず各帝大に

は、1905 年の官立18、公立４、私立 41、計 63校

おいても総長の公選が行なわれるようになった。

から、1915 年の官立 25、公立７、私立 56、計88

専門学校：1903（明治36）年、
「専門学校令」発布。

校へと増大した〔付表１、参照〕。

専門学校は、「高等ノ学術技芸ヲ教授スル学校」

そして1903（明治36）年の「専門学校令」は、

として──大学のように学問の研究の課題はな

そ の 付 則 に も と づ き、1903（ 明 治36） 年 か ら、

く、主として教育のみを課題とした──法的に整

東京専門学校を早稲田大学と称することを、また

備され、中学卒業生を３〜４年間教育し、日本の

そ の 後1918（ 大 正 ７） 年 ま で に、 慶 応、 法 政、

副次的指導者（サブ・エリート）、たいていは民

中央、明治、日大等、29 の専門学校も、ともに

間の実務的人材を多数「促成的」に養成すること

大学を自称することを許した。

になった〔付表３、参照〕。これは、急速な近代化・
工業化を達成しようとした日本の歴史的発展が生
み出したもう一つの高等教育の型といえる。こう

Ⅳ．第３期

1918
（大正７）
年、
「大学令」制定

－ 1937
（昭和12）
年、日中戦争開始

して官立帝国大学を頂点とし、私立の専門学校を
底辺とする重層的なその後の日本高等教育制度の

経済過程：第一次世界大戦期、欧米列強が東アジ

ヒエラルキーが形成されることになった。

アから一時後退した隙に、日本資本主義は「成上

官立：東京外国語、東京音楽、東京美術の各専

がり者」的に急成長し、独占資本主義に転化した。

門学校、千葉・仙台・岡山・金沢・長崎の各医学

しかし1920 年代、欧米資本主義が東アジアに再

専門学校。実業専門学校（商業・工業・農業の分

進出したとき、日本経済はその過剰設備をかかえ、

野）としては、東京・神戸・山口・長崎の各高等

また弱体な競争力のため慢性的不況に陥り、労働

商業学校。東京・大阪・京都・名古屋の各高等工

運動や小作争議の高揚をもたらした。日本は対外

業学校、等。

的には第一次大戦直後には在華紡績といった形で

公立：京都府立、愛知県立、大阪府立の各医学

対中資本輸出を行なうまでになったが、その後は
貿易収支・経常収支の赤字に苦しみ、そのため米

専門学校、大阪市立高等商業、等。
私立：この時期に設立された専門学校は次の通

英からの資本輸入に依存せねばならなかった。そ

り。1886（明治19）年の関西法律学校（関西大

の結果、日本帝国主義は、貿易・経常収支改善の

学の前身）
、1887（明治20）年の哲学館（東洋大

ため、一面では製品輸出市場と安価な原料を求め

1889（明治 22）年の日本法律学校（日
学の前身）
、

てアジアを制覇しようとする侵略主義と、他面で

本大学の前身）
、1890（明治23）年の国学院（国

は、米英圏から重工業製品や原料の供給、とくに

学院大学の前身）。また同年、慶応義塾は「専門部」

資本供給を受けるため、米英協調主義を維持しよ

の上に「大学部」を設けた。1900（明治33）年、

うとする、二面性をもつようになった。

女子英学塾（津田塾大学の前身）
、京都法政専門

政治過程：1918（大正７）年９月〜21 年11 月の

学校（立命館大学の前身）
、1903（明治36）年、

原敬内閣（政友会、地主・大資本家を社会的基盤）

慈恵医院医学専門学校の設立、等が続く。こうし

は、最初の本格的政党内閣として、大正デモクラ
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シーの時代を高揚させた。その後の代表的な政党

のように続く。1924（大正 13）年、京城〔ソウル〕

内閣をあげれば、21 年11 月〜22 年６月の高橋是

（法文・医・理工）、1928（昭和３）年、台北（文

清、1924年６月〜26 年１月の加藤高明、1929 年

政・理・農・医）、1931（昭和６）年、大阪（医・

７月〜31 年７月の浜口雄幸、そして 1931 年４月

理・工）の各帝大である。これを見ると、当時の

〜32 年５月の犬養毅の各内閣である。この犬養

日本は、大日本帝国の存在を示すように、海外植

内閣は、1932（昭和７）年の軍部クーデター五・

民地にまで帝国大学を設立するようになった。

一五事件で倒され、最後の政党内閣となった。そ
の間この大正デモクラシー運動は、加藤内閣のも

しかし原敬の高等教育改革の最大の特徴は、
1918（大正７）年制定の「大学令」である。

とで1925（大正 14）年、男子普通選挙法となっ

第１条「大学ハ国家ニ須要ナル学術ノ理論及応

て結実した。しかし反面、同年にセットで制定さ

用ヲ教授シ並其蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ人格

れた治安維持法は、それまでに成長してきた左翼

ノ陶冶及国家思想ノ涵養ニ留意スへキモノ

運動を徹底的に弾圧することになった。

トス」（下線は大島、国家主義教育）。

この頃の外交政策は、1921〜22 年に締結され

第２条「大学ニハ数個ノ学部ヲ置クヲ常例トス

たワシントン諸条約（中国の保全と門戸開放、太

但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ単ニ一個

平洋の現状維持、軍縮）をできるだけ守り、対中

ノ学部ヲ置クモノヲ以ツテ一大学トスルコ

進出を抑制しようとする対米英協調主義のいわゆ

トヲ得」（官公私立単科大学可能）。

る幣原（喜重郎）外交に典型的に現われている。

第４条「大学ハ帝国大学其ノ他官立ノモノノ外

しかしこの対内的な政党内閣とそれと結びついた

本令ノ規定ニ依リ公立又ハ私立トナスコト

対外的な米英協調主義は、1931（昭和６）年の満

ヲ得」（ 多くの官公私立専門学校の大学への

州事変、1932（昭和７）年の五・一五事件、1936

昇格）
。

（昭和 11）年の二・二六事件によって打破されて

これによりこの第３期に、次のように官公私立大
学の増設がおこなわれた〔付表１、参照〕。

いった。
教育過程：日露戦争、第一次世界大戦以来の日本

官立：1920（大正９）年の東京商科大学（一橋

の急速な経済発展は、実業界・金融界を含めてい

大学の直接的前身）、1922（大正 11）の新潟・岡

っそう多くの大学・専門学校卒業生を需要するよ

山の各医科大学、1923（大正 12）年の千葉・金沢・

うになった。そのため高等教育改革をも重点政策

長崎の各医科大学、1929（昭和４）年の、神戸商

1918（大正７）年「高
としてかかげる原敬内閣は、

業大学、東京・広島の各文理科大学、熊本医科大

等諸学校創設及拡張計画」を策定し、同年の「大

学。

学令」の制定と翌 19 年の「帝国大学」の改正と
によって ､ 明治期以来の高等教育体制を刷新す
る、大学・専門学校の大幅な増設計画を打ち出し

公立：1921（大正10）年の京都府立医科大学、
1928（昭和３）年の大阪市立商科大学。
私立：1920（大正９）年の慶応義塾、早稲田、

た。

明治、法政、中央、日本、国学院、同志社の８私

帝国大学：1919（大正８）年、「帝国大学令」は、

立大学の正式認可。1921（大正 10）年の東京慈

一部改正されて、これまでの分科大学は、学部に

恵会医科大学、1922（大正 11）年の龍谷、大谷、

再編され大学としては集権化され、また新学部が

専修、立教、関西、拓殖、立命館、1924（大正

創設された。同年、東京、京都両帝大で法学部か

14）年の駒沢、東京農業、1925（大正 15）年の

ら経済学部が分離・独立したことは、時代の要請

日本医科、高野山、大正、1928（昭和３）の東洋、

を反映している。

上智、1932（昭和７）年の関西学院。ただ、しか

この第３期において帝国大学の設置はさらに次

しこれらの大学の多くは、予科の上に大学の学部
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を設けたが、学生を集めるために、従来の専門学
校の過程を「専門部」として残した。

逸郎、石浜知行、佐々弘雄３教授の各事件、1930
（昭和５）年の東京帝大の山田盛太郎・平野義太

専門学校：1920 年から 1935 年にかけて次のよう

郎両助教授事件、37（昭和 12）年の東京帝大の

に増大していった〔付表１、参照〕
。

矢内原忠雄教授事件、38（昭和 13）年の東京帝

官立：1921（大正 10）年大阪外語の設立など

大の大内兵衛教授、有沢広己・脇村義太郎両助教

がみられたが、大学昇格したものもあり、８校と

授事件、38/39 年の東京帝大の河合栄治郎教授（社

増加なし。実業専門学校は、名古屋商業など20

会民主主義者）事件であった。

校から一挙に44 校に増加。

そして1930 年代以降は、マルクス主義を生む

公立：熊本県立医学専門学校をはじめ４校から

のは自由主義であるとして、自由主義学説までも
弾圧されるにいたった。その代表例は、1933（昭

９校に増加。
私立：専門学校ないし大学付属の専門部は ､62

和８）年の京都帝大における自由主義的刑法学者、

校から100校へと増加。専門学校拡充の一環とし

瀧川幸辰教授事件であり、瀧川教授の辞任は、教

1920（大正９）年から34（昭
て、
東亜同文書院も、

授会の承認はなく、むしろ強い全学的な反対にも

和９）年まで、中国人を受入れる「中華学生部」

かかわらず、内閣により「文官分限令」にもとづ

を開設し、21 年、直接的には外務省所管とはい

き 休 職、 つ い に は 辞 任 に 追 い 込 ま れ た。 ま た

え「勅令」により「専門学校令」の適用をうけ、

1935（昭和 10）年に起こった美濃部達吉博士の「天

４年制に移行。実業専門学校数も５校から 14 校

皇機関説」──大正デモククラシーの理論的根拠

に増加。

となった──にたいする糾弾は、博士がすでに東

この間、国内の高等教育機関の学生数は、1920

京帝大を定年退官していたため、同大学自体では

年の約６万人から1940 年の約 23 万人へと飛躍的

深刻な問題にはならなかったが、これを契機に文

に増加した〔付表４、参照〕
。同期間中にその高

部省は各大学に対して、その憲法講義が美濃部説

等教育機関在学者数が当該人口に占める就学率は

かどうかの調査を実施し、幾人かの憲法学者が大

1.6％から 3.7％に上昇したが、戦前日本の高等教

学を去らねばならなかった。さらに 39（昭和 14）

育機関は、なお完全に「エリート段階」（当該人

年には、日本古代史の神話的・非科学的部分を分

口に占める高等教育機関への進学率で 15％以下）

析し批判した、早稲田大学の津田左右吉教授が辞

にとどまり、なお「マス段階」（同比率15〜50％）

任させられている。
⑵

への移行については語りえない。
しかし日本のこの高等教育の量的拡大は、なお
次のような問題をはらんでいた。

学生運動の発展とその弾圧

国際的には 1917（大正６）年のロシア革命、
国内的には 18（大正７）年の米騒動、22（大正

⑴ 「学問の自由」・「大学の自治」侵害

11）年の日本共産党の結成、慢性的不況下のもと

この第３期に集中的に、しかし次の第４期にか

での労働運動や小作争議の発展、大学・専門学校

けて、大学の生命ともいえる「学問の自由」・「大

卒業生の増加によって深刻化した就職難、こうし

学の自治」の由々しい侵害がなされていった。そ

た社会的背景のもとで、左傾化した学生運動が発

れは、まず主にマルクス主義を含む左翼学説に対

展した。1918 年の東京帝大において、その思想「民

する弾圧から始まった。それらを列挙すれば、

本主義」で大正デモクラシーを支えるもう一人の

1919/20（大正 8/9）年の東京帝大の森戸辰男助教

イデオローグ、吉野作造教授のもとでうまれた「新

授事件、23（大正 11）年の早稲田大学研究室蹂

人 会 」 や、1922（ 大 正 11） 年、23 大 学・ 高 校・

躙事件、28（昭和３）年、東京帝大の大森義太郎

専門学校の社会科学研究会を結集してうまれた学

助教授、京都帝大の河上肇教授、九州帝大の向坂

生連合会、などがそれを示している。それらは、
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労働者や農民の闘争と結びつき、また 1924（大

制定、戦時経済体制を確立した。1940（昭和 15）年、

正 13）年には「軍事教育反対全国同盟」を結成し、

第２次近衛内閣は全政党を解散させる大政翼賛会

教育の軍国主義化に反対したが、25（大正 14）

を結成し、天皇制ファシズムが確立した。

年制定の「治安維持法」にもとづき、1928（昭和

教育過程：国家総動員法と関連して、1939（昭和

３）年の三・一五事件、翌 29 年の四・一六事件

14）年、「科学動員実施綱領」が発表された。そ

などによって弾圧されていった。

の目的の一つは、軍事生産増強のために理工系の

東亜同文書院でも、1930（昭和５）年、学生の

高等教育機関を増設し、その研究を強化すること

学園民主化闘争が発生し、またその直後、中国共

である。その他にも文部省は ､ 東亜新秩序や大東

産党と結びついた卒業生・在校生による日本海軍

亜共栄圏に関する人文・社会科学的研究を推進し

に対する反戦ビラ配布事件が起こっている。

ようとした。
大学：その新設は日中戦争開始以後、全体として

Ⅴ．第４期

1937
（昭和 12）
年、日中戦争の開

始－1945
（昭和 20）
年、第二次大戦の敗北

は抑制されていた〔付表１、参照〕。
官立：1938（昭和 13）年の名古屋帝大（医・工・
理）、国体明徴運動──天皇の絶対主権を強調

経済過程：1929 年に始まった世界恐慌は、各国

──の時期らしく 1940（昭和 15）年の神宮皇学

に甚大な否定的影響を及ぼし、日本においてもと

館の２校。公立の新設はなし。

くに農業に深刻な損害をもたらした。その克服の

私立：国内では1939（昭和14）年の藤原工業、

ため、英・独はそれぞれブロック経済を結成し、

42（昭和17）年の興亜工業、43（昭和18）年の

日本も 1932年建国の傀儡満州国、ついで 1935 年

大阪理工といずれも理工系であった。しかし海外

に組織した華北の傀儡政権地域を束ねた日・満・

では愛知大学の前身、４年制の専門学校であった

支の円ブロックを結成した。しかしこの円ブロッ

東亜同文書院は、「大所高所に立って広く東亜の

ク内で日本の貿易収支は黒字であっても、対米、

経綸に参画し得る人材を養成する必要」から、

対英経済圏に対しては依然として赤字を続けたた

1939（昭和 14）年、総理大臣、文部大臣、外務

め、同ブロックを華中・華南から東南アジア諸国

大臣が副署した「勅令」によって、大学（予科２

へと拡大しようとする志向が強まった。満州事変

年・学部３年）に昇格している。こうして同文書

以降の急速な軍需生産拡大のなかで、三井・三菱

院は、戦前、国内・外にあった日本の 54大学の

などの旧財閥もあらたに成長し、また日産・日窒

うち 51 番目に大学となった。

などの新興財閥の勃興もみられ、それらの新旧両

しかし大学の科学動員は、官立・私立大学にお

財閥と軍部との緊密な関係、いわゆる「軍財抱合」

ける学部、学科、研究所の増設をつうじて勢力的

が形成され、それが日本の帝国主義的侵略主義推

に推進された。例えば、京都帝大における 1939

進の社会的基盤となった。

〜42（昭和 14〜17）年の工学部内での４学科の

政治過程：1936（昭和12）年の二・二六事件は、

増設、東京帝大における 1942（昭和17）年の第

軍部内の皇道派を抑えたものの、それを行なった

二工学部の設立、早稲田大学における 1942〜43

統制派が主流となって、日本政治を全体として支

（昭和 17〜18）年の理工学部での４学科の増設、

配するようになった。こうしたなかで 1937（昭

そ の 他、 官 立 大 学 で の1939〜45（ 昭 和 14〜20）

和 12）年６月、第１次近衛文麿内閣が登場し、

年における東京工大の資源科学研究所をはじめ

同年７月、日中戦争が勃発し拡大していく。同内

25 もの理工系研究所の設立が、それである。

閣は同年、
政府の統一的な政策立案機関「企画院」

人文・社会科学系のアジア研究としては、京都

を設け、翌 38（昭和 13）年、
「国家総動員法」を

帝大での 1939（昭和 14）年設置の人文科学研究所、
57
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同大学・経済学部付属の同年設置の東亜経済研究

労隊が編成され、上海江南造船所へ動員され、そ

所、早稲田大学での 1940（昭和 15）年設置の興

こで 12月、米軍機の爆撃を受け、６名が死亡し

亜経済研究所、東京帝大の 1941（昭和16）年設

ている。

置の東洋文化研究所、東京商大での 1942（昭和

⑵

大学の軍事化、学徒出陣

すでに 1925（大

17）年設置の東亜経済研究所などがあり、同文書

正 14）年から、中学以上では配属将校による教

院の大学昇格もこうした流れの中にあった。

練が導入されていたが、大学だけは任意の申出に

専門学校：戦時体制のもとでの大学の設立抑制・

より実施された。1927（昭和２）年から早稲田、

理工系中心のその再編の反面、手取り早く要員を

1938（昭和 13）年から同文書院で。前年にはま

供給するために、専門学校はこの間まさに粗製濫

た同文書院からは従軍通訳が出陣。1939（昭和

造されていった。

14）年、教練は全大学でも必修化。1941（昭和

官立：1937（昭和 17）年設立の東京農業教育

16）年、大学修業期間の３カ月短縮。1942（昭和

以下７校、実業専門学校は 1939（昭和14）年設

17）年、同６カ月短縮。1943（昭和 18）年 10 月、

立の室蘭工業以下９校。

学生徴兵猶予停止、20 歳以上の文科系学生はい

公立：1940（昭和 15）年設立の府立高等工業

わゆる学徒出陣、これらの過程はすべて東亜同文
書院大学にも適応された。東京帝大の学生数は半

以下45 校。
私立：専門学校または大学付属専門部は 54校。
公私立を問わず、戦時体制に即応して理・工・
医・獣医系が圧倒的に多く、しかもその設立はす

減、同文書院でも同年 11 月 27 日、学徒出陣。
戦争末期には大学・専門学校は、空襲以外にも、
勤労動員と学徒出陣により事実上、内部崩壊。

でに敗色濃い1944・45 年に集中している。
そのなかで、1941（昭和 16）年、興亜専門学校、
42 年には東洋語学専門学校と東亜専門学校が設

Ⅵ．第５期

敗北－1949
（昭和24）
年、新制大学の成立

立されているのがいま一つの特徴である。東亜同
文書院大学も 1943（昭和18）年、３年制の付属

1945
（昭和20）
年、第二次大戦の

この時期は、日本が第二次世界大戦に敗北し、
連合国により占領され、種々の民主化が急激に行

専門部を増設した。
しかしこの長期戦争の時期、日本の大学を頂点

なわれ、また広範な教育改革が実施された時期で

とする高等教育機関には、以下のようなその存立

ある。

そのものを危うくするような根本的な危機が拡

経済過程：いわゆる３大改革（財閥解体、農地改

大・深化していった。

革による寄生地主制の廃止、労働３権の確立）の

勤労動員、学徒出陣、大学の崩壊

ほかに、海外植民地の全面的放棄、財政民主化に

⑴

1937（昭和 12）年、
「国民

よる軍事予算の廃止、これらは非民主的な天皇制

精神総動員実施要綱」により学徒の勤労奉仕が導

立憲主義、転じて天皇制ファシズムの経済的基盤

入された。東京帝大では翌年から年５日間。1939

を除去した。

学徒勤労動員

（昭和 14）年から、中学２・３年以上大学生まで、

政治過程：1945（昭和20）年 10 月15 日、治安維

年15〜20 日間。1944（昭和19）年１月から、動

持法の撤廃。1946（昭和21）年11 月３日、日本

員期間は年４カ月間、さらに同年２月には今後、

国憲法の公布、翌年５月３日の施行。その精神は

年１年間とされ、そして同年３月には４月１日よ

平和主義と主権在民、象徴天皇制と議会主義、民

り１年間授業停止となった。1945 年３月現在、

主主義にもとづく広範な自由権の容認、とくに憲

大学・専門学校学徒の勤労動員率は 64％に達し

法 23 条は、〔学問の自由〕「学問の自由はこれを

た。1944年10 月、東亜同文書院大学でも学徒勤

保障する」と、高らかに明記している。
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教育過程：この時期、各大学では軍事研究はほぼ
自主的に廃止された。そして GHQ の指令にもと

む す び

づき、戦前・戦中にその思想・学説ゆえに大学を

日本は、明治維新の結果、徳川幕藩体制の封建

去らねばならなかった教員の復帰が実現した。さ

制度を打破し、欧米の半植民地化をまぬがれ、ア

らにこれまた GHQ の指令により、軍国主義・超

ジアで最初に近代国家を建設した。しかしそれは

国家主義的な学問と活動をしていた教員の公職追

「上から」近代化され、殖産興業・富国強兵政策

放もなされた。本格的な教育改革の実施や新制大

を推進するものであり、そのため経済構造におい

学発足以前であったが、国内の多くの大学が戦災

ても寄生地主制や財閥など半封建的な要素を内包

の被害にあい、入学定員の増加が見込めず、また

し、とくに政治構造において反民主的な天皇制立

海外からの引揚げ学徒も多数いたため、文部省は、

憲主義の形態をとった。しかしそのような歪んだ

GHQ の民間情報教育局（CI&E）の承認をえて、

社会的枠組みのなかでも、行政の中央集権化や司

幾つかの大学を旧制大学として認可した。東海大

法の一定の近代化、そして資本主義的な工業や商

学、愛知大学、玉川大学、等である。

業が急速な発展を遂げていった。

上海の校地・校舎を中国側に接収された東亜同

このような国家・社会の発展に必要な主な指導

文書院大学の教職員・学生が引揚げ、かれらが中

者層（高級行政・司法官吏、高級技術者、高等教

心になって新たに民主主義・国際平和主義・地方

育機関の教員、医者、ややのちには上級サラリー

1946（昭和21）年 11 月15 日、
重視の理念のもとに、

マン）の養成に応えたのが、日本の旧制大学であ

設立されたのが愛知大学（予科３年・法経学部３

り、またその官民の副次的で実務的指導層を育成

年）である。

したのが旧制の専門学校や実業専門学校であっ

その後の民主的な教育改革のなかで、
「学問の

た。この大学を上位に、専門学校や実業専門学校

自由」と「大学の自治」は、戦前と比較して格段

を底辺にもつ日本の高等教育体制は、学校数を示

に保障されるようになった。前記の憲法第 23 条

した〔付表１〕と学生数を示した〔付表４〕とを、

に加えて、1947（昭和 22）年３月施行の「教育

もう一度顧みれば明瞭になろう。しかも量的には、

基本法」では、第２条（教育の方針）で「……学

専門学校部門においてはもちろん、大学部門にお

問の自由を尊重し、……」と、第10 条（教育行政）

いても、20 世紀初頭から私立が官立を凌駕して

では「教育は、不当な支配に服することなく、国

いく傾向を示していた。

民全体に対して直接責任を負ってなされるべきも

この日本の高等教育機関は、人文・社会科学、

のである」
、と規定された。同年４月施行の「学

自然科学、工学、医学等の各学問分野において欧

校教育法」も、第 52 条（目的）
「大学は、学術の

米先進国の最新の学問的成果を積極的に急速に摂

中心として、広く知識を授けるとともに、深く専

取し、日本の国家運営や経済発展、国民の健康状

門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用の

態の改善、文化向上に効果的に寄与した。このこ

能力を展開させることを目的とする」
、と規定し

とは正当に評価されねばならない。しかしその研

ている。上記「教育基本法」第 10 条や「学校教

究と教育の仕方が、非民主主義・軍国主義・侵略

育法」第 52 条は、戦前における大学教育の国家

主義の内容をもった国家主義的原理に従属させら

主義的原理を明確に否定し、民主的な個人主義・

れ、かならずしも国民の生活と福祉の向上とは結

国民主義的原理を強調している。

び付かなかったいう側面も指摘されねばならな
い。
そしてもう一つの特徴として、女子の高等教育
への道は非常に狭いものであったということであ
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る。たしかに一部に、女子大学を名乗る日本女子

という認識であろう。

大学校や東京女子大学といった女子専門学校、そ

愛知大学の前身校、東亜同文書院専門学校と同

れに英学塾や神戸女学院などの女子専門学校、さ

大学は、中国の上海にあり、直接的な所管庁は文

らに医・歯・薬科の女子専門学校、それに東京・

部省ではなく外務省（1942 年 11 月以降は大東亜

奈良の女子高等師範が出現していた。そのため女

省）であり、学生も多くは県費生であるといった、

子専門学校の入学者数は、1920（大正９）年のわ

極めて特殊性の強い高等教育機関であった。だか

ずか 900人から、35（昭和 10）年の 4,800 人に増

らといって、それは日本の教育機関からまったく

加している。しかしそれでも同年の女子専門学校

離れた例外的な存在ではなく、東京にあったその

入学者の女子中等教育卒業者に対する比率はわず

経営母体、東亜同文会が日本の団体であるかぎり、

かに 0.05％にすぎなかった。これは、女子の高等

また日本の「専門学校令」や「大学令」の適用を

教育への進学要求がなお低く、また他の高等教育

受けていたかぎり、それは日本の文教政策や対外

機関では、原則として男女共学が認められていな

政策によって規定されねばならなかった。同文書

かったためである。

院も同文書院大学も日本の高等教育機関全体がも

大学の本質ともいえる「学問の自由」とそれを

った発展の一般性に貫かれていた。それは既述の

保障する「大学の自治」は、当時の非民主的な法

下線を引いた多くの個所からも窺えるであろう。

体系（旧憲法・不敬罪規定を含む旧刑法・治安警
察法・治安維持法・出版法・文官分限令、等）の
もとで著しく制約を受け、加えて軍部や政府が推
進した非合理的な国体明徴運動（天皇制イデオロ
ギー）の重圧が加わり、つぎつぎと蹂躙されてい
った。こうして 1919 年代以降、まず左翼学説と
それをもった教員・学生への弾圧・排除が、1930
年代以降はそれに加えて、自由主義学説とそれを
もった教員の排除さえ行なわれた。
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付表１

戦前日本の国内における高等教育機関の校数（1905〜40 年）

1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
（明治 38）（明治 43）（大正４）（大正９）（大正 14）（昭和５）（昭和 10）（昭和 15）
官
公
私

2
─
─

3
─
─

4
─
─

6
2
8

計

2

3

4

16

34

46

45

47

官
公
高 等 学 校 私
計

8
─
─

8
─
─

8
─
─

15
─
─

25
1
3

25
3
4

25
3
4

25
3
4

8

8

8

15

29

32

32

32

官
公
専 門 学 校 私

8
3
39

9
5
48

8
5
53

8
4
62

7
3
75

8
8
95

8
9
100

8
9
104

大

学

実業専門学校
高等師範学校
総

計

11
4
19

17
5
24

18
2
25

19
2
26

計

50

62

66

74

85

111

117

121

官
公
私

10
1
2

13
2
2

17
2
3

20
2
5

44
2
4

42
2
8

44
2
14

51
3
18

計

13

17

22

27

50

52

60

72

官

3

4

4

4

4

4

4

4

官
公
私

31
4
41

37
7
50

41
7
56

53
8
75

91
10
101

96
18
131

99
16
143

107
17
152

計

76

94

104

136

202

245

258

276

注）上記の数字に含まれない、文部省所管以外の外地にあった高等教育機関として、1924（大正13）年設立
の京城帝国大学、28（昭和 3）年設立の台北帝国大学、36（昭和 11）年設立の旅順工科大学、満州医科大学、
そして 1901（明治 34）年専門学校として発足し、39（昭和 14）年大学に昇格した東亜同文書院大学があ
った（──大島）。
出典：伊藤彰浩、『戦間期日本の高等教育』、玉川大学出版部、1999年、79ページより作成。
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付表２

1901（明治 34）年の東京帝国大学各分科大学卒業者の職業分布（％）
法

医

工

文

理

農

計

大学・学校
政府・官業

4.5
64.0

17.6
47.0

9.9
44.8

87.2
6.1

70.7
17.3

24.9
66.2

24.2
46.7

民間企業
専門職業
自
営

17.0
10.7
─

2.3
32.8
─

39.8
─
4.9

1.9
0.3
3.1

11.2
─
0.4

3.8
1.3
1.7

16.9
8.7
2.8

3.2
0.6

0.3
─

─
0.6

0.3
1.1

0.4
─

0.3
1.8

0.3
0.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

964

596

901

374

260

390

3,485

政
そ

治
他

の
計
人数

出典：天野郁夫、
『旧制専門学校論』
、玉川大学出版部、1993年、124ページ。
付表３

20 世紀初頭の私立専門学校卒業者の職業分布（％）
慶応⑴

早稲田⑵

明治⑵
法

政

日本⑶

商

学
校
政府・官業

1.5
2.1

9.0
6.9

0.7
22.9

─
─

3.5
6.7

6.8
32.1

民間企業
専門職業
自
営

52.1
─
10.6

24.1
1.3
45.2

14.6
10.1
29.8

51.4
─
11.1

79.0
─
3.2

16.8
6.7
31.8

─
4.1

1.5
12.0

2.2
7.4

2.1
0.7

3.2
0.8

3.5
2.3

政
そ

の

不

治
他

29.6

─

12.3

34.7

3.6

─

合計

明

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

人数

530

6,140

5,208

144

371

5,112

注）⑴ 1903（明治 36）〜1908（明治 41）年、⑵ 1909（明治 42）年まで、⑶
1917（大正 6）年まで。
出典：同書、148 ページ。
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付表４

戦前日本の国内における高等教育機関の在学者数（1910〜40 年）
1910
（明治 43）

1920
（大正９）

1930
（昭和５）

1940
（昭和 15）

官
公
私

6,025
─
─

7,347
419
3,721

21,293
1,413
20,550

23,806
903
27,531

計

6,025

11,487

43,256

52,240

官
公
私

─
─
─

701
456
6,178

1,498
950
20,058

1,941
636
22,572

計

0

7,335

22,506

25,149

高 等 学 校

官
公
私

6,341
─
─

6,631
─
─

16,051
1,199
1,001

15,287
1,304
1,128

計

6,341

6,631

18,251

17,719

専 門 学 校

官
公
私

4,260
1,662
18,852

3,656
975
17,457

3,426
1,978
54,677

4,460
3,139
82,583

計

24,774

22,088

60,081

90,182

官
公
私

6,106
443
359

7,957
655
963

19,173
568
1,610

32,007
1,202
8,266

計

6,908

9,575

21,351

41,475

官

1,145

1,591

2,403

2,843

官
公
私

23,877
2,105
19,211

27,883
2,505
28,319

63,844
6,108
97,896

80,344
7,184
142,080

計

45,193

58,707

167,848

229,608

大

学

大 学 予 科

実業専門学校
高等師範学校

総

計

注：１）大学は大学院・研究科在学者を含み、選科・予科・付属専門部・実科在学
者は除く。
２）高校は尋常科・特設予科在学者を除く。
３）専門学校・実業専門学校は本科在学者のみ。大学付属の専門部・実科を含
む。
４）外地にあり、文部省所管外の、1924（大正 13）年設立の京城帝国大学、28（昭
和３）年設立の台北帝国大学、36（昭和 11）年設立の旅順工科大学、満州
医科大学、そして 1901（明治 34）年専門学校として発足し、39（昭和 14）年、
大学に昇格した東亜同文書院大学は含まれていない（──大島）。
出典：伊藤彰浩、『戦間期日本の高等教育』、玉川大学出版部、1999年、80ページよ
り作成。
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“本学の前身”東亜同文書院大学

小崎昌業
〈卒業生〉
（書院 42 期，愛大１期）

しかし、終戦の翌年（1946 年）上海から引揚

はじめに

げ帰国した東亜同文書院の大学教員、学生が一丸

東亜同文書院とはいかなる学校であったのか。
異国中国の地に、いかなる理由で、何を目的とし
て日本の学校が開設されたのか。

となって愛知大学を 11 月に創立し、同文書院の
伝統と遺産を継承することになった。また1948
（昭和 23）年３月東亜同文会の衣鉢を継ぐべく霞

東亜同文書院を創立経営したのは、1898（明治
31）年近衛篤麿を会長として、結成された東亜同

山会が設立され、日中間の教育・文化事業を再開
することになった。

文会である。東亜同文会は当時の西欧列強の中国
侵略を憂慮して、「支那（中国）の保全」「支那及
び朝鮮の改善助成」を会の綱領に掲げ、日中提携
の人材養成を目的とする教育・文化事業に全力を

１．東亜同文会の思想的源流
⑴

荒尾精と漢口楽善堂
アヘン戦争以来続いていた中国に対する西欧列

注いだのである。
東亜同文会は、先ず 1900（明治33）年、南京

強の侵略は、真に日本に対する脅威と受け取られ、

に南京同文書院を創立したのであるが、義和団事

これを憂いていた参謀本部員荒尾精の清国行きが

件勃発のために、これを上海に移転し、翌1901年上

叶 っ た の は、1886（ 明 治 19） 年 春、 陸 軍 中 尉、

海に開設した東亜同文書院に併合したのである。

28 歳の時であった。荒尾は３ヵ年の在清任務を

ここで東亜同文会の思想的源流となったのは、

終えて帰国した後、漸く退役を許され、日清貿易研

荒尾精が 1886（明治 19）年岸田吟香の支援によ

究所設立に専念することになった。荒尾は、朝鮮

り開設した漢口楽善堂での活動であり、その活動

への宗主権を固執する清国の動向は日本の運命に

方針（1888・明治 21 年）である。また東亜同文

かかわるとの見地から渡清を熱望したのである。

書院の嚆矢となったのは、1890（明治 23）年荒

荒尾が陸士で１年上級の、志を同じくする根津

尾精が根津一と共に上海に創立した日清貿易研究

一と巡り合った事が、その後の日清貿易研究所か

所であった。

ら東亜同文会へと発展する思想的系譜の源流とな

かくて東亜同文書院は、日中関係を主軸とする

るのである。

実業・外交・報道等各界に卒業生約5,000 名を送

陸軍大学を退学し、なお軍にあった根津の渡清

り出したが、1945（ 昭和20）年８月日本の敗戦に

は、荒尾渡清の４年後の 1890（明治23）年であ

より閉校となった。また東亜同文会も 1946 年３

った。

月解散を余儀なくされ、半世紀にわたる日中間の

上海に渡った荒尾が頼ったのが、実業家岸田吟

教育・文化の栄光の歴史に幕を閉じたのである。

香であり、その後援により開設された漢口楽善堂
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近衛篤麿（号「霞山」）

根津一（号「山洲」
）

荒尾精（号「東方斎」
）

東亜同文書院の創設者「三先覚」

を拠点に、奥地に散在していた宗方小太郎ら十数

った。漸く内閣機密費支出の目途がつき、全国か

名を集め、
「楽善堂」の改組が断行され、中国調

ら集めた学生150 名を、上海に開設した同「研究

査の活動方針が決定された。

所」に送り込んだが、内定していた補助金が打ち

1888
（ 明治 21）年に定められた活動方針は、第

切られたため、荒尾は改めて金策に奔走せざるを

一にロシアの清国への勢力伸張を防遏する。第二

えず、漢口楽善堂にいた根津を呼びよせ、代理所

に漢民族を助けてその革命運動を助成する。第三

長として、研究所の混乱処理に当たらせた。十数

に東亜経論の準備として必要な人材養成のため上

年来の二人の同志関係は、ここから同じ事業のた

海に学校を設立する。第四にロシアの東侵を防ぐ

め一心同体の協力をすることになった。

ため浦敬一を新彊伊犁に派遣することであった。

日 清 貿 易 研 究 所 は、1893（ 明 治26） 年 ６ 月、

この方針にある構想は 10 年後の東亜同文会設

３年間の学業を終えた第一回卒業生 89 名を送り

立に当り、その綱領「支那ヲ保全ス」となるので

出した。しかし、日清戦争と資金難により、研究

ある。

所は閉鎖された。

漢口楽善堂の同士たちが、中国の奥地に入り、
命がけで調査した資料は、日清貿易研究所時代、
根津の寝食を忘れた努力によって、
『清国通商総

⑶

荒尾の思想と理念
東亜同文会の興亜思想・アジア主義の源流は、

1892（明治 25）年に発刊された。
覧』に編集され、

荒尾の漢口楽善堂から生まれた。楽善堂の同志た

また、荒尾が、参謀本部に提出した「復命書」

ちが血と汗によって集めた調査資料を整理分析し

（1890年、明治 23 年）は、的確な情勢分析として

たものが、荒尾が参謀本部に提出した「復命書」

20年後の
高く評価されているが、荒尾はその中で、

であり、また根津が日清貿易研究所で編纂した『清

辛亥革命と清朝転覆をはっきりと予告している。

国通商総覧』であった。
イ

⑵

日清貿易研究所

復命書

「復命書」は荒尾の在清報告書であり、清国の

荒尾は帰国と同時に軍籍を離脱し、日中貿易振

現状についての基本認識を示すもので、後年東亜

興及び中国の実情と貿易実務に通じた人材養成の

同文会結成に当って設立された綱領主意書の原典

ための学校「日清貿易研究所」の設立にとりかか

となった。
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「復命書」は、⑴清国の廟謨（国是）、⑵国内の

保全」の大幟を高く掲げて「分割反対」運動に成

腐敗、⑶人物、⑷兵事、⑸欧州四大国の対清策、

果をあげ、更に、ロシアの満州、朝鮮併合の野望

⑹（伏字６文字）である。⑹は清国に対する日本

を粉砕したのである。

の方策についての意見具申と見られる。
結局、荒尾の進言は、清国内の「反政府勢力」

⑷

の決起を期待し、これを援助することにあった。
ロ

対清意見・対清弁妄

三先覚（近衛篤麿、荒尾精、根津一）
東亜同文会設立の目的は、民間機関として日清

両国の友好親善関係の樹立増進の指導役となろう

荒尾は、日清戦争勃発２ヵ月後の 1894（明治

とするものであり、その綱領に「支那の保全」を

27）年10 月、
「対清意見」を発表した。これは戦

掲げ、具体的には「支那の改善を助成する」とした。

後処理の構想をまとめ、国民の覚悟と認識を促す

この興亜思想の源流は、近衛篤麿の 1888（明

大論策であった。

治 21）年から５ヵ年の欧州留学において見聞し

荒尾はその中で清王朝の前途はないと見限る

た、西力東漸の実態、人種対立の現実に遡ること

が、中華民族に対しては高い評価を与え、戦後処

ができるのである。このような近衛の思想が日清

理に恨を残さぬことに腐心し、講和について欠く

戦争後、いよいよ激化した西力東漸に触れて凝縮

べからざる三大要件を提示した。

したのが東亜同文会の結成であり、近衛の情勢認

これは、戦勝国として領土と賠償を求めるのは
当然だとするわが国朝野に非常な反対論を呼び起

識、思想形成の先達になったのが荒尾と根津であ
った。

こした。そのような「妄言」に対し、理非を明か
にしたのが「弁妄」であった。

しかし、東亜同文会が設立された明治 31 年に
荒尾は既に亡く（29 年ペストにより台湾で客死）、

「 対 清 弁 妄 」 が 発 表 さ れ た の は、1895（明 治

また根津は京都に隠棲していた。にも関らず、近

28）年３月で、その内容は、第一章で、
「大声疾

衛、荒尾、根津の三先覚が一体視されるのは、会

呼して日中協力団結」を訴える。

の設立に参画・奔走した人たちが、漢口楽善堂及

第二、第三章で、もし日本が領土割譲を実現す

び日清貿易研究所において荒尾、根津と寝食を共

るならば、列強がこれを黙認する筈がないと警告

にし、直接その薫陶を受けた人たちであったから

し、
「三国干渉」と列強の新たな対清侵略を予告

である。

した。荒尾は、領土・賠償に代わるものとして「三
要款」を提出した。

京都若王子にある壮大な荒尾の追悼記念碑建立
の発起人は近衛であり、その碑文は近衛の撰であ

その第一は、
「朝鮮の独立と東洋の平和を安固
にする盟約」を清国と結ぶこと。第二は、「清国

ることからも、いかに両者の関係が緊密であった
かが知られよう。

民に我国対清の真意を知らしむる」こと。第三は、
「日清通商条約の改訂」である。

東亜同文会の法灯を守る財団法人霞山会、滬友
会（東亜同文書院大学同窓会）及び愛知大学の関

このような荒尾の達見も俗論を動かすに至ら

係者は、今も毎年三先覚の命日にはその菩提寺ま

ず、関東州は三国干渉により清国に返還され、台

たは記念碑に相集い、祭祀を行ない、その遺徳を

湾の割譲と巨額賠償を見ることとなり、荒尾が憂

追慕している。

えた東亜百年の禍根を残した。
しかし、荒尾の志は、３年後に東亜同文会の創
設の理念として受け継がれることになった。荒尾
の志に共鳴した近衛篤麿は、漢口楽善堂、日清貿
易研究所以来の同志、門弟たちと相謀り、「支那

２．東亜同文会
⑴

東亜同文会の創立とその綱領
1898（明治31）年 11 月２日東京神田淡路町萬
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世倶楽部において、東亜会と同文会が合併し、近

別の関係を避けることが会の不文律となり、中国

衛篤麿を盟主として、東亜同文会が創立された。

政府の動向に左右されず、会として長く命脈を保

両会合併のきっかけは、政府補助金の獲得であ

ち得たのである。

り、
また合併に当って綱領を巡る論争が行われた。
それは「変法自彊」運動に敗れて亡命して来た康

⑵

当時の中国情勢

有為、梁啓超らを会員とし、また孫文らの清朝打

東亜同文会が結成されたのは、日清戦争から３

倒革命派を支援する東亜会に対し、
「清朝を援助

年目のことであり、この間の中国を巡る東亜の激

して列国の分割を防ぐべし」と現状肯定の立場を

しい情勢変化が日本の識者に危機感を招き、同会

とる同文会の主張が対立したからである。この両

の結成を促す気運を生んだ。

者の対立は、近衛の指導により「支那の保全」と

即ち、日清戦争によって大清帝国の更なる弱体

いうことで妥協が成立し、東亜会の会員になって

振りが露呈すると、列強の爪牙は一挙に中国を襲

いた中国人は「会友」として待遇された。

った。

かくて東亜同文会の綱領は次のように決定され
た。一、支那を保全す
を助成す
を期す

まず、露・独・仏の三国は、「三国干渉」によ

一、支那及び朝鮮の改善

って、遼東半島の日本への割譲を阻止した代償を

一、支那及び朝鮮の時事を検討し実行

清国に求め、露国は対日露清密約を締結し、東清

一、国論を喚起す。

鉄道の敷設権を獲得し、独国は山東半島膠州湾の

この綱領は東亜同文会の性格を決定する上で重
要な意味を持った。即ち、中国の一党一派との特

租借権を、また仏国は広州湾の租借権を夫々獲得
し、更に三国は天津と漢口に租界を設定した。
1898（明治 31）年、露国は遼東半島の二十五
年租借と南満鉄道の敷設権を獲得した。英国はこ
れを見て、山東半島威海衛の租借と香港の対岸九
龍半島の 99 年租借を要求し、実現した。
既にアヘン戦争以来これまでに、英国は香港島
と九龍の一部を割取し、英・仏・米三国は、清国
に不平等条約を押しつけ、治外法権を取得し、露
国は黒竜江左岸を割取し、沿海州を露領とするな
ど、中国の半植民地化が始まっていたのであるが、

徐家匯虹橋路校舎（中国上海市）

「三国干渉」を機に一挙にそれが拡大した。
このような西欧列強の中国侵略による東亜全体
の危機を前にして、日清両国の先覚者たちは、東
亜の防衛保全と中国の改革運動に立ち上った。日
本においては、これら先覚の士が大同団結し、東
亜同文会を結成して運動を開始し、清国において
は、康有為らによって変法自彊を目指す革新運動
が起り、また孫文らの興中会結成による国民革命
運動が開始された。近衛の在世中は、清朝はじめ
劉坤一、張之洞ら洋務派の大官と極めて密接な交
流が続いた。

海格路臨時校舎正門（中国上海市）

ところが 1900（明治 33）年、北清事変によって、
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首都北京は８ヵ国連合軍に占領され、西太后らは

1918（大正７）年には東亜同文書院内に中国人

西安に蒙塵し、京津地区には連合国による共同管

学生を対象とする中華学生部が併設され、また

理が実施され、更に露国は大軍を満州に投入し、

1921（大正 10）年と翌年には中国人の中等教育

朝鮮半島の安全をも脅かすに至った。

を目的とする天津同文書院（後の中日学院）と漢

この時、西欧列強の間には「支那国際管理論」

口同文書院（後の江漢中学）が夫々開設された。

が抬頭し、日本においてもこれに同調する「支那

またこの時期に強化された中国調査研究において

分割論」が生れた。

も、その成果に注目すべきものがあった。同会機

これは「支那保全」を標榜する東亜同文会にと

関誌に掲載された膨大な数の中国研究論文以外

っては、到底黙認できないことであった。９月、

に、１期から４期までの学生による現地調査報告

近衛を盟主とする「国民同盟会」が発足し、清国

の集大成『支那経済全書』が出版され、また12

保全・韓国扶助・対露対決の国民輿論を喚起する

期にわたる学生約 1,000 人の現地調査により収集

一 大 国 民 運 動 を 展 開 し た。1902（ 明 治35） 年、

された資料にもとづいて『支那省別全誌』
（18 巻）

日英同盟が発足し、露国が満州還付条約を調印し

が編纂、刊行された。

たことにより、
「同盟会」は一旦解散した。しかし、

創立から日露戦争までは「国民同盟会」や「対

翌年、露国の撤兵違約、満州占領に対し、近衛は

露同志会」の結成など政治活動が活発であったが、

改めて「対露同志会」を結成し、国民の対露決戦

その後日中戦争までは、東亜同文書院を中心とす

の決意と団結を固める国論喚起に奔走し、日露戦

る教育事業、中国研究、文化交流に集中する、い

勝利の基礎を作った。近衛は、しかし、開戦２ヵ

わば東亜同文会の黄金時代が続いた。

月前の1904（明治37）年１月に長逝した。

しかし、昭和初期に入ってからは、日中関係は
次第に避け難い衝突路線を歩み始めた。それは日

⑶

東亜同文会の動向

本が 19 世紀の苛烈な帝国主義競争を生き抜き、

近衛の逝去後、東亜同文会運営の中心となった

日露戦争の結果取得した条約に基づく満蒙特殊権

のは幹事長根津一であった。根津は 1900（明治

益の維持を求めたのに対し、中国の高揚するナシ

33）年４月、南京同文書院の院長就任のため、近

ョナリズムが国権の回復を求め、反日抗日政策を

衛に招聘されて入会したが、同年８月幹事長を兼

とり続けたからである。このような背景の中で、

任、翌年、上海に東亜同文書院を創設した後も兼

満州事変が日本軍の実力行使によって起こった。

任を続け、幹事長在任は14 年に及んだ。

その後の日本の大陸への関与は、盧溝橋事件、上

根津の時代に入ってからの東亜同文会は、創立

海事変に始まる日中戦争の拡大から大東亜戦争

当初の方針に戻り、中国の政治的問題に関与する

（太平洋戦争）への突入とその敗戦によって終わ

ことを避け、事業活動は、東亜同文書院の経営を
主軸とする教育文化事業に力を注いだ。

った。
この間の東亜同文会の立場は、石射猪太郎（書

東亜同文会が「支那の改善を助成する」ための

院５期生）に代表されるように、武力による膨張

方策として、教育事業を選んだのは、教育・言論

主義に飽くまでも反対し、日中提携、平和共存に

を重視した近衛の方針と、日中提携の基礎は、両

よる両国友好関係を確立することにあった。後に

国の「教育協同」（根津起草の「興学要旨」）にあ

外務省東亜局長となっていた石射は、盧溝橋事件

りとする根津の信念によるものであった。

の拡大、中国への出兵に極力反対した。東亜同文

1922（大正 11）年２月、東亜同文会は財団法

会会長であり、総理でもあった近衛文麿は、最後

人に改組し、会の目的が日中両国のための教育文

には三国同盟の解体と中国からの撤兵を条件に、

化事業にあることを更に簡明にした。

日米首脳会談の実現を期したが、その努力は結実
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しなかった。

事業特別会計」からの補助金が支給された。昭和

東亜同文会では、機関誌において、中国の不平

年代には、日中戦争が拡大する中で東亜同文書院

等条約改訂や治外法権撤廃をしばしば支持した。

を大学に昇格させ、また大学に専門部を付設し、

東亜同文会は、しかし激変する政治的軍事的情勢

更に北京経済専門学校、北京工業専門学校等を経

の中で、補助金を受ける外務省文化事業部の管轄

営した。

下にあり、次第に国策に順応する輿論形成活動へ

ロ

の協力を余儀なくされた。

中国問題に関する調査・研究・出版・知識普及

調査出版事業

しかし、その場合でも、東亜同文書院では、最

の面では、約半世紀にわたり絶えることなく月刊

後まで自由な雰囲気の中での教育と研究を守り通

の機関誌を発行し、また年鑑・人名鑑・経済全書

し、軍部主導の対中国政策に対する批判精神を失

その他多くの文献を上梓し、中国事情の紹介・普

わなかった。

及に大きな役割を果した。
機関誌は 1898（明治31）年の創立以来、最後

⑷

東亜同文会の人事と事業

は『支那』へと引継ぎ、47 年間に通計 620 冊とな

1898（明治 31）年11 月、東亜同文会創立時の

り、また主要出版図書は、
『清国通商総覧』（３巻）、

会員六十名の中から、近衛会長ほかの役員が選出

『支那経済全書』
（12 巻）、
『支那省別全誌』
（18 巻）、

さ れ た が、 国 庫 補 助 金 支 出 が 遅 れ た た め、 翌

『新修支那省別全誌』（９巻）その他多くの労作が

1899（明治 32）年３月春季大会を開催し、改め

刊行された。

て人事を一新し、事業計画を決定した。その時以

ハ

降の幹部人事表は（表１）の通りである。

東亜同文会は会館図書館の設置、講演会、講習

啓蒙事業

また、決定された事業計画は、中国及び朝鮮に

会等の開催により、中国に関する知識・情報を広

おいて学校を興して両国の青少年の教育に協力す

く国民に普及した。1929（昭和４）年霞山会館が

ると共に新聞・雑誌を発刊して国民の啓蒙・教育

建設されたのを機に、図書館を充実し、ここを拠

に資せんとするものであった。右のほか近衛が両

点に会員の拡大を図り、中国問題に関する各種啓

江総督劉坤一から開設援助の確約を得たことから

蒙事業を実施した。例えば昭和14 年には161 回の

上海の東亜同文書院を創立し、これは東亜同文会

各種集会を行っている。会員数 4,300 余名。

最大の事業となった。
東亜同文会の事業は、次のとおりであった。
イ

教育事業

東亜同文会最大の事業は、日中両国の友好提携

３．東亜同文書院大学
⑴

東亜同文書院の特色

に必要な人材を育成する教育事業であった。この

東亜同文書院は、東亜同文会が中国側公認の下

ため上海に東亜同文書院を東京に東京同文書院を

に、中国に開設した日本の最高教育施設であった。

設立した。同会は当初の「国民同盟会」「対露同

その歴史は 1900（明治 33）年に開設された南京

志会」等の政治活動から離れ、東亜同文書院の経

同文書院に始まり、1945（昭和 20）年に敗戦の

営を主体とする教育文化活動に会務の重点を移し

ため閉鎖した東亜同文書院大学に終わっている。

た。

存続期間は満 45年、その間学校に学んだ者は約

第一次大戦後に再開された団匪賠償金を利用し

5,000 名に達した。

て、東亜同文書院の拡充と中華学生部の付設、中

東亜同文書院は東亜同文会の「中国保全」の綱

国人教育のための中等学校の新設が求められ、こ

領に則り、「中国を富強ならしめ、日中提携の基

れらに対し、1923（大正 12）年以降「対支文化

礎を固めるため、これに必要な日中の人材を養成
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表１
年次

会

長

明31 （11）近衛

副会長

篤麿

（11）長岡

東亜同文会幹部人事表
幹事長・理事長

護美

備

考

（11）陸

実

（11）東亜同文会成立

32

（６）佐藤

正

（10）東京同文書院設立

33

（８）根津

一

（５）南京同文書院設立・院長根津一

34

（５）上海同文書院設立・院長根津一

35

（１）東京同文書院、東亜同文会直轄となる
（４）杉浦重剛東亜同文書院長となる
東京同文書院長を兼任

36

（５）杉浦東亜同文書院長を辞任。後任根津一
（６）東京同文書院長長岡副会長兼任

37 （４）青木

周蔵

（１）近衛会長死去

39 （５）鍋島

直大

（１）青木会長駐米公使となる
（４）長岡副会長死去
（５）細川護成東京同文書院長となる

40 （５）鍋島

直大

大３

（５）清浦

奎吾

（５）細川 護成
（８）伊集院彦吉

（９）小川

平吉

副会長２名
（５）清浦副会長組閣のため辞任
（９）細川副会長死去

５

（３）福島

安正

（３）伊集院副会長駐伊公使となる

７ （12）総裁鍋島直
大
（12）会長牧野伸
顕

（９）牧野

伸顕

（12）総裁・会長制

欠

８

（２）福島副会長死去
（10）白岩龍平㈹

９

（６）鍋島総裁死去・総裁制廃止

10
11 （12）牧野

伸顕

昭11 （12）近衛

文麿

（２）近衛

文麿

（２）白岩

龍平

（２）財団法人認可・人事更新

（12）岡部

長景

牧野会長辞任

（６）阿部

信行

（１）近衛内閣総辞職
（６）阿部理事長組閣

（６）近衛会長組閣

12
14
15

（１）阿部内閣総辞職
（４）阿部理事長中華民国特派大使となる
（７）近衛会長第二次組閣

16

（７）第二次近衛内閣総辞職・近衛会長第三次組閣
（10）第三次近衛内閣総辞職
（12）阿部

17

信行

（12）津田

静枝

（７）阿部副会長朝鮮総督となる

19
（12）一宮房治郎

20

（12）近衛会長死去
（３）東亜同文会自主解散

21
注）（

（11）清浦元副会長・白岩元理事長死去

）内数字は月

する」という趣旨に基づき開設された学校であっ

らず、唇歯の関係にある日本にも重大な影響を及

た。このことは 1900 年に根津が起草した「東亜

ぼす。中国現在の頽勢を挽回して富強ならしめる

同文書院創立要領」の「興学要旨」篇の冒頭に明

ためには、両国が協同し、中国伝統の経学と、日

記されている。

本が採用して成果を挙げた西洋の学術を、併せて

当時の中国内外の情勢は、まさに累乱の危機に
あった。中国の安危興亡は中国のみの利害に止ま

教育する学校を興し、両国が必要とする人材を養
成することが、「輯協の基礎を固める捷径である」
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とするのが興学の要旨であり、書院建学の精神で

より 45 年間、絶えることなく続けられた中国大

あった。このような国際関係に配慮した壮大な理

陸調査旅行のことである。「旅行に出た学生の数

想をもって建学された学校が書院最大の特色であ

は５千名にのぼり、その規模の大きさ、その足跡

った。

の及んだ地域の広さ、残された尨大な調査記録、

書院の今一つの特色は、儒学に基づく精神教育

そのいずれをとっても、かつてどこの学校もなし

を重視した点にあった。これは「興学要旨」に続

得なかった一大壮挙であり、学問的な大事業であ

く「立教綱領」篇の冒頭に「徳教ヲ経（縦糸）ト

った。」

為シ、
（……）知育ヲ緯（横糸）ト為シ」と明記

書院の学生は、毎年卒業の前年夏に、中国政府

されている。根津は当時の日本の徳育軽視の風潮

の許可証を受けて、中国内地の調査旅行を行った。

を慨嘆し、
書院において教育の理想を実現すべく、

数名単位の班が調査項目と地域を決め、約３ヵ月

「倫理」の一課を設け、院長自らが「古本大学」

にわたって行った調査報告書が卒業論文となっ

により人格形成に重点を置く教育を施した。

た。そのコースは 700 を超え、報告書の成果は「支

根津院長の存在は約 20 年に及び、その間に育

那経済全書」「支那省別全誌」等に結集されて発

まれた理想と精神は、書院の歴史の中に伝統とな

刊され、中国理解のために大きな貢献をなした。

って最後まで生き続けた。書院の学生は中国大陸

中国調査大旅行こそ他校に見られぬ書院の一大特

の中で勉学し、中国民衆の息吹きを感得し、中国

長であった。報告書の原本は、現在愛知大学に保

を理解し、中国の民衆を親愛する「書院精神」を

存されているが、まさに得難い一大文化遺産とも

形成した。

いうべく、現在も外国の大学で高い学問的評価を

更に東亜同文書院の特徴としては学生の大半が
各府県の派遣生であり、その運営が国費（補助金）

受けている。
書院の学生生活には根津院長の教えが浸透し、

と公費（各府県の派遣費）によって賄われたこと

礼儀の正しさ、先輩後輩の間の親密さ、恥を知る

である。しかし、これによって書院の教育が左右

律儀さ、好んで苦難を辞さない道義的勇気が校風

されることなく、その学内環境は、学生の自主を

となった。例えば、食堂では、下級生はテーブル

尊重した極めて自由な雰囲気であった。また、公

の端に坐り上級生の飯つぎをする。中国語の指導

費による派遣生も返済の義務がないばかりか、卒

は、上級生が下級生に毎日朝夕庭前で夏休みまで

業後の就職も全く本人の自由に委されていた。日

行い、これを「書院からす」と言った。

本が軍国主義化し、思想統制を強化しつつあった

次に学友会には運動部と文化部が設けられ、書

時も、書院では左翼思想の文献を自由に読むこと

院生はすべて入学すると学友会の会員となった。

ができた。全寮生活の中で培われた友情と団結の

野球、硬式庭球、軟式庭球、柔道、剣道、ラグビ

心は、生涯にわたり決して変わることのない同窓

ー、サッカー、バスケット、陸上競技、相撲、弓

の絆となった。

道、水泳、卓球、馬術、ボート等があって、毎日

書院で学んだ者にとって、学生時代の思い出の
中で最も印象に残るものは何か、と問われれば、

賑やかであった。
また、文化部には講演、学芸、音楽、YMCA

異口同音に「根津院長と大旅行」と答えるであろ

その他があり、例えば学芸部では中国問題を研究

う。根津院長は、書院創学の師であり、二十年間

し、会報「滬友」を発行し、また会誌「江南」へ

説かれた道は、逝去後も興亜の先覚者として、あ

の文芸作品発表などを行った。

るいは書院精神の権化として学生たちの胸中に刻
み込まれた。

1920 年代には多士済々の部員が国際都市上海
で若々しい自由な活動を行ったのであるが、1928

「大旅行」とは書院の伝統行事として、一期生

（昭和３）年には日本国内で共産党に対する大弾
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表２
院長・学長
根津

歴代院長・学長と校舎所在地

在任期間

事

項

校

舎

一

明33・５‒明34・４

明33・５
明33・８
明34・５

南京同文書院開設
上海へ移転
東亜同文書院に合併

妙相庵校舎
退省路仮校舎

⑴根津

一

明34・５‒明35・４

明34・５

東亜同文書院開設

高昌廟桂墅里校舎

⑵杉浦

重剛

明35・４‒明36・５

明35・４‒明36・５

⑶根津

一

明36・５‒大12・３

大２・８

⑷大津

麟平

大12・３‒大15・５

⑸近衛

文麿

大15・５‒昭６・12

⑹大内

暢三 昭６・12‒昭15・９

教頭菊池謙二郎院長職務代行

第二革命により校舎炎上大村へ移転

大村仮校舎

大２・10 上海へ復帰

赫司克而路仮校舎

大６・４

徐家匯虹橋路校舎

徐家匯に新校舎建設移転

大15・５‒昭６・１

副院長長岡上梁院長事務代行

昭６・１‒昭６・12 大内暢三院長代理
昭12・10 第二次上海事変により長崎へ移転、後校
舎炎上
昭13・４ 交通大学校舎借用、上海へ復帰

⑺矢田七太郎

昭15・９‒昭17・９

昭17・９

専門学校東亜同文書院閉校

⑴大内

暢三

昭15・１‒昭15・９

昭14・４

東亜同文書院大学に昇格
学長発令は昭和15・１

⑵矢田七太郎

昭15・９‒昭18・11

昭18・11‒昭19・２

⑶本間

昭19・２‒昭20・８

昭20・８

喜一

徐家匯海格路臨時
校舎

北野大吉臨時学長代理

敗戦により閉学

圧が行われ、上海でも領事館警察は書院の中国問

表３

東亜同文書院卒業者活動状況（自第１期至第 33期）

題研究グルーブの活動監視を強化した。1930（昭
和５）年に書院で反戦ビラ事件があり、学芸部員
８名が検挙退学させられ、1933（昭和８）年には
左翼学生 19 名に対する第二次検挙が行われた。
書院には右翼から左翼まで幅広く学生がいたので
ある。
⑵

長崎仮校舎

中国

東亜同文書院の専門学校としての歴史は、1901

日本

外国

合計

日 本 官 吏

93

50

82

3

228

満州及蒙疆
政 府 官 吏

─

272

─

─

272

中 国 官 吏

10

─

─

─

10

独 立 企 業

50

40

156

1

247

銀

業

42

92

75

3

212

商工業・会社

行

269

361

484

24

1,138

教

学制

満州国

育

40

18

95

─

153

新聞及通信

25

24

46

─

95

公 益 事 業

24

10

37

─

71

雑

50

17

190

1

258

603

884

1,165

32

2,684

（ 明 治34） 年５ 月 の 開 校 に 始 ま り、1939（ 昭 和

合

14）年４月の大学昇格まで38 年にわたる。（終点

計

を39 期生が卒業した昭和17 年９月にとれば41 年

学科は最初政治・商務の両科に分かれ、修業年

になる。
）この間、院長は７代６名、校舎は二度

限は共に３年であった。1914（大正３）年９月農

の戦火を蒙り、場所を移転すること六度に及んだ

工 科 が 新 設 さ れ て 三 科 に な っ た が、 政 治 科 は

（表２）
。卒業生の総数は3,219 名で、その内訳は

1921（大正 10）年６月、農工科は翌年６月をも

政治科 116名、商務科2,995 名、農工科一部25 名、

って廃止され、以後商務科のみとなった。また修

同二部35名、中華学生部48 名であった。卒業後

業年限は、大正10 年の入学生（21 期）から四年

の活動分野は大別して（表３）の通りであるが、

制となった。学科の科目は高等商業学校と同程度

日中間の貿易経済に関する商工業・会社で活躍す

の授業を目指していたが、中国語、中国関係の諸

る者が圧倒的に多かった。

学科が圧倒的に多かった。また書院で１期生から
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表４
年次

東亜同文書院大学予科・学部・専門部卒業・入学者表

期別

予科・学部入学・卒業者数

専門部入学者数

昭和14

40

117

18・９卒業者数

（大学１期）

─

─

15

41

166

19・９

〃

（

２

）

─

─

16

42

150

20・９

〃

（

３

）

─

─

17

43

172

18・10 学部入学者数 （

４

）

─

─

18

44

192

19・10

５

）

19

45

100

19・４予科入学者数 （予科６期）

20

46

177

20・４

計

〃
〃

（
（

７

433 （卒業者数）
641 （入学者数）

）

163 （専門部１期）
131 （

２

）

124 （

３

）

418

（入学者数）

（
『東亜同文書院大学史』より）

絶えることなく実施された独特かつ重要な科目は

４月内地で受験した学生は、遂に上海渡航が不可

「中国調査大旅行」であり、この成果が東亜同文

能となり、富山市近郊の呉羽分校に収容するなど
学園は全く戦時態勢一色に塗りつぶされ、敗戦に

書院の中国研究の真骨頂を発揮した。

よって遂に閉学に至り、東亜同文書院は創立45
⑶

東亜同文書院大学

年をもって伝統ある歴史の幕を閉じることになっ

東亜同文書院が予科二年、学部三年制の大学に

た。

昇格したのは、公式には 1939（昭和 14）年12 月

大学昇格後、書院に学んだのは、40 期から 46

であるが、実際には同年４月の第１回予科生の入

期生までであり、その人数は 1,492 名、内訳は（表

学に始まり、（学部は昭和16 年４月、また新設さ

４）の通りである。これら同窓の活動分野は、学

れた大学付属専門部は18 年４月に開学）
、昭和20

界、外交界、言論・報道界・実業・金融界、満鉄、

年８月の敗戦によって事実上閉学となり、翌年３

満州国その他官民各分野にわたっているが、いず

月までに上海より教職員、学生全員が引揚げ帰国

れの分野においても卓越した業績を残した者が多

したから、大学の存続期間は７年で終ったことに

く、書院出身者としての本領を発揮している。戦

なる。

前日中貿易の主役をつとめた書院出身者は、戦後

東亜同文書院の徐家匯虹橋路校舎は、1937（昭

においても表舞台で活躍したが、その数は極めて

和12）年、
第二次上海事変によって焼失したので、

多い。「文化大革命」に際し、記者交換協定によ

翌年４月近隣の交通大学（海格路）校舎を借用し、

って北京に駐在していた日本人特派員９名のうち

避難先の長崎から復帰開校した。従って東亜同文

４名が書院出身者であり、その文革報道が世界の

書院大学は、借用した交通大学でその歴史を終わ

注目を集めボーン賞が贈られた。

ったのであるが、この校舎では、大学の予科生・

戦後、東南アジア各国に駐在する商社や在外公

学部生（40 期以降）が商務科の38、39 期生と起

館に驚くほど東亜同文書院出身者が多かった。東

居を共にし、渾然一体となって、書院の輝く伝統

亜同文書院は滅んでも、その書院精神は、日本国

を受け継いだ。

民とアジア諸国民の関わりの中で、脈々と生きて

しかし、日中戦争は、昭和16 年12 月から大東

いたのである。

亜戦争に拡大し、書院生は次々と繰上げ卒業によ
る学徒出陣、あるいは軍施設への勤労動員に駆り
出され、学内に残る学生は、寥々として到底学問
の府の態をなす状況ではなくなった。昭和 20年

４．愛知大学、創設の経緯
1945（昭和 20）年の敗戦によって事実上廃校
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となった東亜同文書院大学の再興は書院同窓のひ

経済科）のみであったが、愛大は開学以来半年を

としく願望するところであったが、すでに東亜同

経ずして予科３年、学部３年をもった旧制大学と

文会は1946年３月解散を余儀なくされ、占領軍

して発足した。この年、悪性インフレと食糧難が

司令部の執拗な監視もあり、
「東亜同文書院」名

続き、学生たちにとっては厳しい毎日であったが、

を使っての母校再建は断念せざるを得なかった。

熱心に講義を受け、よく本を読み、日本の将来に

そこで上海から 1946 年３月帰国した本間喜一学

ついて真剣に議論した。

長は、小岩井淨ら書院教授たち 12 名と計り、新

またこの頃、全学的な自治会が成立した。初め

大学を創設し、東亜同文書院を中心とする海外か

は、予科・学部を含む単一の自治会として活動し

らの引揚げ学生を収容する計画を推進した。多大

ていたが、その後別組織に分離された。1947 年末、

の困難の中で、豊橋市の協力を得て旧陸軍予備士

全国有力私学の自治会を結集する「私学連」が愛

官学校跡を借用することができ、遂に同年 11月

大で結成された。その前年に結成された官学連に

15日付で文部省から愛知大学設立の認可を得た。

続くもので、1948 年９月には両組織が合同して

敗戦直後の混乱の中で、大学を創設することがで

「全日本学生自治会総連合」（全学連）となった。

きたのは、まさに奇蹟と言うべく、本間によれば、
「東亜同文書院を背景に持っていたからこそ、あ
れだけの愛知大学ができた」のである。

開学２年度には予科、学部と相次いで愛大の校
章が制定され、今も歌い続けられている寮歌（逍
遙歌）が生まれた。校章は1950 年４月新制大学

愛知大学設立の意義は「設立趣意書」に宣言さ

への切り替えで予科が廃止されるまで使用され

れている通り、新日本の担い手として民主主義に

た。また学部の徽章も 1947 年６月に採択された。

基づき、世界平和と地域社会の発展に貢献する教

苦難に満ちた初年度を過ぎ、創立一周年を迎え

養ある人士の育成である。

る日が来たが、式典用の備品は豊橋市内の諸機関

かくて 11月林毅陸初代学長（２、４代目本間

から借用したものの、式典には最高裁長官や多く

喜一、３代目小岩井淨）はじめ教職員が順次発令

の来賓の列席を得た。1948 年３月 27 日愛大最初

されたが、財政不如意な愛大は合計わずか100 万

の卒業生（13 名）（筆者在中）を送り出す卒業式

円の基金（寄付金）で発足しなければならなかっ

が行われた。

た。12月予科全学年の転入学試験、翌1947 年４

愛大は書院が上海引揚げの際に持ち帰った学籍

月学部編入試験が行われたが、合格者の出身校は

簿・成績簿を保管し、東亜同文会の委託により

書院が約39％、他は海外、内地あわせて80 校に

1948 年５月以降卒業証明書交付等の事務を行っ

及んだ。当時の校舎は、窓ガラスはすべて割れ、

た。また、霞山会館は 1945 年 12 月に進駐軍に接

壁も至る所が崩れ落ちていたが、急遽整備作業が

収されたが、11月中に同館霞山文庫所有の４万

進められ、47 年１月 10 日までに寮生350 名を収容

冊の貴重な図書は、他に秘匿され、後日愛大に移

できる寮を完成した。当初は、法経学部（法政科・

譲買収されて同大学設立に大きな役割を果した。
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愛大事件
（1952 年５月７日）

豊島

忠

〈卒業生〉

はこのために田畠君は後に逮捕される事になる。

事件の発端

５月 19 日早朝、警官約 600 名を動員して、学生

昭和 27（1952）年５月７日の夜 11 時半頃、２

寮を取り囲み強行検挙が行われた。検察は 13名

名の警官が豊橋キャンパス東側土手方向から大学

の逮捕状をとり、最終的に学生８名、講師１名、

の構内に侵入したのを、学生に発見され１名は逃

犯人隠匿で２名が逮捕された。

げ、１名は捕まった。問われても侵入の理由を答
えられず、そのため一時は縛られ、警察手帳と拳
銃を取り上げられ、謝罪文を書かされたうえ帰さ

自治擁護統一委員会の設置と全学的な抗議

れた。その場には騒ぎを聞いて大勢の寮生が駆け

連日の学生大会が開かれ、そのなかで豊橋警察

つけ、また学内の教員宿舎からは輔導部長の玉井

署の警備係が恒常的に学校に出入りし、組織的に

先生も出てこられて、その場に立ち会われた。

学内情報を収集していた実態、さらに特審局員に

翌日５月８日には八番教室で緊急学生大会が開

よる学生への金銭提供による情報収集依頼などが

かれ、出校して事件を聞いた学生も集まって、広

次々と暴露されるなど、その実態が明らかにされ

い八番教室が立錐の余地がないほど一杯になっ

るとともに、単なる警官の不法侵入にとどまらず、

た。学長も自ら出席し、当夜の状況をつぶさに問

思想、学問、研究の自由への重大な侵害にたいす

われた。そのなかで、学長は警官を最初に見た人

る怒りが高まり、学生自治会を中心に全学的な自

は状況を説明して欲しいと訴えたところ、しばら

治擁護統一委員会の結成へとすすんだ。

く間があって一人の学生が手を挙げ、侵入時の状

強行検挙のあと、自治擁護統一委員会のもとで、

況をありのまま話した。それが新一年生の田畠君

逮捕学生の救援活動が組織され、研究会、ゼミご

である。

とに討論をし、東京、大阪の各大学に説明会と支

彼は富山県出身で、４月半ばに学校へ来たばか

援依頼に出かけ、行く先々で大きな支援、カンパ

りであった、当夜高校時代の恩師で、愛大助手に

をいただいた。学生、教職員もまた手分けをして

なっていた永田成恭氏に、学内にスパイが出入り

豊橋の市内各地で事件の真相説明会をもち、ビラ

しているらしいのでと頼まれて、友人の保正君と

配布などをおこなった。

見張りにでていて、たまたま最初に警官が入って

強行検挙に対して、全学教授会は「学生の逮捕

くるところを、目撃してしまったわけである。学

は、警官の無断立入に起因し、学問の自由、大学

長にいわれ二人はお互いにお前がお前がと譲りあ

の自治の原則を脅かす重大問題である」とする抗

っていたのであるが、結局田畠君が手を挙げ、警

議を名地検に申し入れている。

官の侵入状況を見たままを話すことになった。実

この間、学長は昭和 27 年６月 10日に衆議院行
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政監察委員会において、警察と大学をめぐる紛争

第一審判決が９年後の昭和 36（1961）年８月 14 日、

問題の証人として出席し証言をおこなっている。

第二審判決がさらに９年後の昭和 45（1970）年

さらに事件後直ちに弁護士登録をおこない、長い

８月 25 日、最高裁判決が昭和 48（1973）年４月

公判闘争を通じて一貫して学生の弁護にあたられ

26 日、実に 21 年間にわたった。
愛大事件逮捕者は天野拓夫、吉村久、田村哲男、

るのである。

田畠嘉雄、高井昭吾、鵜飼義夫、宮本和彦、二階
堂憲之助、金丸一夫のほか星野文次、金洛賢の２

事件に対する検察、警察側の主張

名が犯人蔵匿罪で逮捕されている。裁判中に吉村

検察は当初から事件は日本共産党「51 年テー
ゼ」に基づく非合法統一戦線の一環で「綿密な共

久、宮本和彦が亡くなっている。
判決

同謀議による警察権への反抗」とみていた。この

第一審判決 「警官の立ち入りは警ら中挙動不審

ような観点から事件は、当初から検察主導でマス

の者が大学構内に入ったのを見て、職務質問をす

コミを利用して、共産党がらみの暴力学生事件と

る目的でなされたものと認められるから不法侵入

して世論の誘導がすすめられた。同様に豊橋市警

とはいえない。しかし当時の愛知大学が置かれた

の立場も
「自体は特種な場所において行われ且つ、

状況の下では、学生が大学関係者の一人として立

一つのイデオロギーの一環として行われたことは

入を現認した場合、立ち入りの理由を問い質し適

明瞭であるから……一挙にこれら不逞分子の検挙

宜の措置を講じることはゆるされる。二巡査の態

を断行せんとした」と報告書で述べている。（『国

度が明確を欠いていたことを考慮すれば、詰問と

家地方警察警備本部警備部資料月報』９号、119

連行を限度ではやむを得ないものといえるが、殴

頁「豊橋市警察署報告書」）

打し、縛り、謝罪文を書かせた行為は手段・方法

このように検察・警察は当初から共産党が絡ん

において相当性の程度をこえ、過剰行為としての

だ、計画的な謀略事件として断定し立件しようと

責任を免れない。したがって公務執行妨害罪、逮

した。

捕罪、強制罪が成立するが、その動機・目的に照

そのために、検察・警察は「二巡査は北門付近

らし刑法三十七条一項但書（過剰避難）を準用し

を警ら中、
挙動不審者を発見職務質問したところ、

て、刑を免除する」というものであった。（『愛知

逃走したため追跡して大学構内へ入った」即ち公

大学五十年史』p. 175）

務執行のため構内に入ったと主張した。さきに学

第二審（控訴審）「内田、遠藤両名の北門立ち入

生が目撃したように「東南隅の土手を乗り越えて

りの顛末に関する限り、右両名の供述を全幅的に

大学構内に侵入した」とする大学側の主張と、真

信用することはできない。……両巡査の構内立ち

っ向対立することとなった。これが事実認定にお

入りの場所のみでなく、立入の動機、目的も不明

ける最大の争点となった。

とせざるを得ず。このことは、ひいては、両巡査

このような検察と警察の論理は、公判の過程で

の立入後の行動の職務性についても、また、これ

破綻し、一審では共同謀議自体が否定され、さら

を認めるに由なきことに帰するほかないから、

に二審では核心とした北門侵入説自体が否定され

……両巡査の適法な職務行為の存在を前提とした

るのである。

公務執行妨害罪の点に関する限り事実誤認があ
る」としながら、学生の行為を「誤想防衛（刑法
三十六条二項）の過剰行為としての責任を負うが、

ながい公判闘争と判決

……刑を免除するのが相当である」とされた。（前

事件が起きた昭和27（1952）年５月７日から、

掲 172 頁）
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二審では、事実認定で、この事件の重大な争点

昭和 26 年に学生自治会が主催した原爆展には、

である警官の北門侵入そのものが否定され、した

１万数千人の市民がおとずれたように、様々な形

がって一審判決での公務執行妨害罪は成立しない

で市民にとけ込もうとしていた。
学生運動・自治会と森谷輔導部長の対立

としている。
一方、警察の警備活動と大学の自治との関連の

学内では当時の森谷克己学生部長（のちに輔導

問題では、一二審とも、「緊急やむを得ない事由

部長に名称変更）が学生運動をめぐって学生自治

ある場合を除き、大学内への警察官の立入は、裁

会と鋭く対立していた。昭和 26（1951）年５月

判官の発する令状による場合は別として、一応大

頃には輔導部長と厚生課長が案内して私服警官の

学側の許諾または諒解のもとに行うことを原則と

寮内立入り調査があり、輔導部長が警察と通じて

すべきである」としているが、愛大事件の重要な

いるとの理由で排斥運動が起こった。また 10月

争点である、大学の自治と警察権の限界について

には輔導部長の提議で、７名の自治会役員の退学

は、最高裁は憲法判断にふれずに上告を棄却して

処分という教授会決定がなされ、それに対して７

いる。

名の教員が “弾圧を持って教育に代えてはならな

大学の自治と警察権の限界については、本事件
を機に学内外より多くの論文が出されている。

い” と主張し、再審議で処分は撤回されるという
事態にいたった。
警察・特審局による学生への働きかけ
特審局員後藤俊と名乗る人物によって、一学生

事件の背景

へ金銭や物品供与による、学生自治会や寮生の情

当時の愛知大学は、学校創立から数年にすぎず、

報の提供、ビラ、パンフレットなどの資料収集を

学生も教職員と一体になって、学問環境や学生の

依頼し、帰省中は自宅へ直接訪れて情報の提供を

生活環境の改善に取り組んできた。学生は海外か

せまり、寮へは本人の兄名義で情報提供の依頼状

らの引揚者と、陸海軍からの復員者などで、その

が二度も三度も舞込むなど執拗な工作がなされ

殆どが戦争体験者であり、新しい社会への大きな

た。この件は本人が朝西自治会副委員長（当時）

希望と、平和と民主主義へ強い思いをいだいて入

に告白し明らかになったものである。

学してきた。ただ昭和 25（1950）年には学制改

また豊橋市警警備係野沢ほか一名が恒常的に学

革によって新制大学へ移行し、学生層は東海地方

校へ出入りしており、ビラなどの資料収集、壁新

出身者が多くなっていた。ともあれ学生自治会は

聞の筆跡鑑定から、学生大会、全寮大会での発言、

その中心になって活動をすすめてきたもので、多

各研究会の名簿、会員の思想傾向まで調べるとい

くの私学のように、旧いしがらみもないこともあ

う有様であった。自宅、下宿周辺の聞き込みなど

り、豊橋という一地方にありながら、私学では最

も頻繁におこなわれていた。

も早く、学生の全国組織である全学連の結成にも

警察、特審局などの情報収集活動に対する学生

深く関わってきたという経緯を持っている。それ

の不安と警戒感が高まっていた折から、大学構内

だけに学内問題だけではなく、当時の国の政治、

に居住する某教授宅に不審な人物が潜伏し、毎夜

社会の動向につよい関心をもっていたといえよ

11 時頃に出かけるとの情報があり、職員住宅の

う。その意味では保守性のつよい豊橋市民にとっ

方から学生自治会に調査依頼があった。学生達は

て目新しい存在であったかもしれない。逆に社

この不審な人物を捕まえようと見張りをしていて

会・政治動向の激変の中で、公安警察関係からは、

事件にまき込まれるのである。

多分に警戒の目をもって眺められていたのではな
かろうか。

愛大事件にさきだって、東大ポポロ座事件をは
じめ教育大、早稲田大学でも、警官と学生との衝
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長の証言と公判での発言の一部を抜粋し掲載す

突事件が頻発している。
小岩井淨先生は、昭和27（1952）年７月号『改
造』で「ファシズムと闘う学生群」と題して、頻

る。
１．学生について

学生のなかには、政治意識

発する学生と警官の衝突事件には深い原因や根拠

の高い学生もあれば、ほとんど無関心な学生

があるとし、それは当時の歴史的情勢が大きなフ

がいることは当然で、その点とくに愛大が変

ァクターとし、冷戦体制と朝鮮戦争にみる戦後秩

わっていたわけではない。「理論的なことを

序の大きな変化にあるとしている。そうして学生

議論するということになると、フラクション

と警官の衝突事件は「現在日本のおかれている歴

に属しているような共産主義的なものがリー

史的情勢を尖鋭・集約的に表現している」とし、

ド す る …… そ う い う 尖 鋭 分 子 が 少 数 あ る

当時の政治的激動期のなかで、「学生とは、右に

……。それから本当に勉強したい、こういう

述べてきた複雑にして深刻な情勢に直面し、これ

学生もおります。それからある者は、卒業し

を最も敏感に受け取る青年達である。日本の将来

て就職すればよいのだ、卒業免状をもらえば

に対する不安も学園の危機も身にしみじみと、彼

よい、こういう傾向の学生、これは一番多い

等は実感を以て感ずるのである」と述べている。

のではないかと思いますが、……少数ではあ
るけれども、パチンコばかりやっておるとい
うような者もある。私は現代の学生は、大体

愛大事件の意味するもの

そういう四種類にわけて見ています。しかし

当時立命館大学の末川総長や同志社大、阪大学

尖鋭分子がそのあとの三つの分子を全部糾合

長などの激励もあったが、全国一の赤い大学と誹

して一線にもって行くには、それ（彼等）に

謗され、また約束した大学への寄付を断られるな

アッピールするところの何か正しいものを持

ど、大学の存続自体を問われる状況にあった。と

ったときのみです。その人が不当なことを言

くに卒業期にあり、就職試験を目前に控えた学生

っていた場合にはくっついていきません」
（議

には深刻な問題であった。にもかかわらずこれら

事録第 26 号 18 頁）

の学生も含めて、全学的な闘いに導いたものは何

２．教職員の所属政党について 「私はどの政

であったろうか。そこには自治会執行部への信頼、

党に入っても一向にかまわないと思います。

杜撰で強圧的な警察・検察への反発など幾つか上

共産党に入っている先生であろうが、自由党

げられるが、なによりも本間学長を中心に教授会

に入っている先生であろうが……これは各人

が一体となって学生を支持したことによろう。勿

のめいめいの政治的行動の自由でありますか

論当時の激しい学生運動のあり方に対して、教授

ら、そういうことについて教育上私は別に何

会のなかにも様々な意見があったことはむしろ当

とも考えておりません。またそうあるべきだ

然であるが、それらを一つに結集しえたのは、戦

と私は信じています」（前掲 19 頁）

後新しい理念のもとに愛知大学を創立された本間

３．若者に期待する

学生に「お前たちもっと

学長と建学の同志である小岩井淨先生の力による

研究をしろ、研究しなければいかぬぞという

のではなかろうか。

ことはもちろん言いますが、しかし、明治維

事件の翌月６月10 日に衆議院行政監察特別委

新をごらんになればわかりますが、だれが明

員会で、頻発する学生と警察の衝突問題で、証人

治維新をしたか、それはみな二十代でありま

として喚ばれた本間先生の証言のなかに、この問

す……敗戦、占領下のこの苦労を経て、そう

題に対する先生の決意をみることができる。

してこの社会について何らの感じも持ってい

以下に衆議院行政監察特別委員会での、本間学
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24 頁）

７．学問・思想の自由について

私は思想の内

４．教育の信条 「長いものには巻かれろ、出

容にタッチしないことが、思想の自由だと思

る杭はたたかれる。何か正しいことを言えば

います。どの程度ということはない、どの思

損するから、あれはばかだ、それが日本の教

想でもお互いに論議しあって、それがいい悪

育だった」「私は日本の教育は正しいことに

いということを批判することが学問の自由だ

ついては勇敢でなければならない。と考え、

と思っております。決して思想の内容にリミ

これを私の教育の信条としていました。従っ

ットがあるとは思っていません。
（前掲 27 頁）

て学生は正しいことをやることについては勇

８．真実と正義を語る勇気をもて（法廷での天

敢でなければならない。何が正しいかは、こ

野弁護人との応答から） 天野「特に愛知大

の四年の間に十分勉強していくのが、本学に

学の建学の特徴というようなものについて

入ってきた目的である」（前掲24 頁）

も、一審でお述べになっておるけれども、正

５．検察の捜査協力要請に対し

そういう場合

しいことについて勇敢であれというモット

において「検察庁に対して、あの子は怪しい、

ー、そういうものが建学の一つの精神でもあ

この子はどうも変だというようなことを、私

った」本間「建学という場合、われわれとか

ども教育者として言うべきじゃないと思って

小岩井君とか学校の同志の人が日常つくづく

おる。むしろここにもある通り、三親等内の

感じておったことです。それでもしわれわれ

親族は証言を拒むことさえできる。あの精神、

が正しいことについて勇敢にものをいってお

教育者として自分の教え子に対する気持ち

ったなら、あんな戦争はあんなふうにいかな

は、三親等内の親族以上です。（検察庁は）

いですんだんじゃなかったかというような気

あのとき暴行の際にいた学生をみな何時何分

持ちさえ持っておった。これはしかし命がけ

までに出頭させよ、それができないと強権を

でなければ言えなかった。その勇気がなかっ

発動するという……それに対してはいはいと

たということについて僕は非常にざんきの念

応ずるような学校であったら、そんな学校は

に耐えないで、同文書院で学生におわびした

つぶした方がいいとわたしはおもいます」
（前

ことがある。そして私は教育官にはならない

掲21 頁）

というんで、愛大創立の時には教授の名前を

６．事件の影響について 「来年の卒業生は就

出さないでくれ、罪滅ぼしで財団法人の理事

職は非常に悪くなるだろう。現に早稲田はレ

の仕事をする……」（1969 年11 月 18 日、控訴

ッド・パージの結果２年間くらい卒業生の就

審第 31回公判調書１万8,690 枚目）

職が悪かった。……あるいは寄付金の集まり

以上の証言のなかで、本間先生はまことに淡々

も悪くなるだろう……」「私は学校を営利の

と教育者とは、また大学とはいかにあるべきかを、

ためにやっているのではないのです。従って

自らの所信として述べられている。委員会での委

金が集まろうが集まらなかろうが、気のあっ

員の鋭い、ときにはまことに意地の悪い質問に対

た人は来て勉強してくれればいいのであっ

して、毅然として答えられているのである。そう

て、決して金を集めるために評判をよくしよ

して裁判に当っては、日常の事を処するように、

うとか、人によく思われようとか、そんなこ

長期にわたる被告学生の弁護にあたられたのであ

とは考えておりません。……しかし私の気持

る。

ちに共鳴してくれる人があって、一銭半銭と

事件で被告の中心にあった田島貞雄は「愛大な

いえども出してくれる人があったら非常にあ

かりせば、検事論告求刑のごとく、“職業的闘士、

りがたいと思っております」（前掲32 頁）

左翼暴力学生の警官への理由亡き反抗、警官つる
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し上げ事件” “日共愛大細胞・中核自衛隊による

論文その他で積極的に愛大事件にかかわり、弁護

共同謀議、一斉襲撃事件” としてデッチあげられ

団の一員でもあった夏目文雄、木田純一先生など

不名誉な扱いをうけたであろう。」
（『抵抗』36 頁）

学内諸先生との協同が、事件の解明と実質勝利に

と述べている。

導いたものであろう。

事件後長身の先生が風呂敷包みを抱え、運動場

それに反して、当初壮んであった学生は、私も

で遊ぶ学生の姿を実に楽しそうに眺めながらゆっ

含めてほとんど傍観者にすぎなかった。就職その

くりと歩まれる姿を忘れえない。

他様々な事情があったにせよ、まことに忸怩たる
ものがある。

追補

愛大事件の裁判で忘れてならないのは、天

野末治主任弁護人をはじめ桜井紀、白井俊介弁護
士など自由法曹団に属する多くの先生方の尽力で
ある。
天野弁護士を中心に徹底的な事実検証に基づい
て、検察側の矛盾を一つ一つ丹念に解きほぐし、
突き崩していくことによって、事件から当初の謀
略性を排除し、さらには警官の北門侵入という、
検察が主張する唯一の事実認識すら否定されると

参考資料
『愛知大学五十年史』
「愛大事件」浅井敦
衆議院第 13回国会

行政監察特別委員会

第 26 号

『学園の自由をまもれ』愛知大学自治統一委員会編
『抵抗』愛大事件を記憶する会編

2004年３月３日

『層としての学生運動』武井昭夫学生運動論集、スペー
ス伽耶
『愛知大学新聞』1961年５月 13日

第 126・127合併号
「愛

知大学事件特集」
※注：上記『抵抗』末尾に愛大事件関係資料を掲載。

いう結果を導き出したのである。
これら自由法曹団の先生方と、三代学長を始め、
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山岳部「薬師岳遭難」

山田義郎
〈卒業生〉

愛知大学山岳部の北アルプス薬師岳遭難は、豪

Ⅰ．43 年ぶりの用語「豪雪」

雪の昭和 38（1963）年１月に発生しました。

平成 18（2006）年は北陸・信越地方を中心に

遭難の年（昭和 38、1963 年）前後の出来事を

大変な降雪で、死者 152 人（’06/12/2 読売・朝 13

拾ってみますと「’60 年（昭和 35）安保闘争を契

面「あなたが選ぶ 10 大ニュース」記事より）と

機とした政治の季節の終わりと高度経済成長の時

大きな被害がでて「豪雪」という言葉が使われま

期」（色川大吉『昭和史世相編』’90 年、小学館刊）

した。豪雪という用語の使用は「38〔サンパチ〕

の脈動を顕著に示しています。

豪雪」
（昭和38 年、1963 年、死者228 人──前出

1962（昭和 37）年

記事より）以来のことと云われ、その降雪被害の

２月１日

東京の人口 1,000 万人を突破

様子が思いやられることでした。「平18 豪雪」の

４月

名古屋テレビ開局

呼び名から蘇った「38 豪雪の経験」を振り返り、

８月12日

堀江謙一氏、小型ヨットで太平洋

手元の遭難資料を整理してみます。

横断
８月30日 わが国、
戦後初の中型旅客機 YS11、
初飛行成功
流行歌「王将」
「可愛いベイビー」、
「ツイスト」流行
1963（昭和 38）年
１月１日

フジテレビ、「鉄腕アトム」放送
開始

１月23日 「38 豪雪」。北陸地方に大雪、北陸・
上信越線全線運休。死者 228 人
３月31日

東京入谷で「村越吉展ちゃん事件」

６月５日

黒四ダム完成。「こんにちは赤ち
ゃん」流行

1964（昭和 39）年
６月16日

新潟大地震

10月１日

東海道新幹線開業

10月10 日

東京オリンピック開幕

樹林帯を行く（３月捜索、1,900m 三角点付近）
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合宿参加メンバー

Ⅱ．山岳部冬山合宿計画

13 名（敬称略、学年学科

と出身地）

──山岳部員、太郎小屋に入る

①山田脩（経４）名古屋、②林田安男（経４）
岐阜、③鈴木俊彦（経２）桑名、④加藤克宣

1952（昭和27）年創立の山岳部は、遭難当時、
23 名の部員が所属する大所帯で遭難事故が発生

（経２）名古屋、⑤春日井幹二（法２）豊橋、

した「昭和37 年度冬山合宿計画」では、この薬

⑥武藤利幸（法２）半田、⑦尾崎武彦（経２）

師冬山合宿に当初は 20 名の部員参加が予定され

豊橋、⑧鳶田郁夫（経１）春日井、⑨八橋義

ていました。これまで冬山合宿は鹿島槍周辺（東

政（法１）一宮、⑩横地哲（法１）名古屋、

尾根、天狗尾根、鹿島槍〜五竜岳）で行ってきて

⑪福島彰（経１）名古屋、⑫牛田正伸（経１）

いましたが、ヒマラヤ遠征をも視野にいれて積雪

名古屋、⑬小田和宏（経１）豊橋

期の剣岳〜穂高縦走で実力を付けておこうという

さきに述べた積雪期の剣〜穂高縦走の長期計画

長期計画の初年度で、部全体としての意気も高揚

は、剣岳から穂高岳までの間を剣岳周辺、薬師岳

していました。冬山合宿は７名のメンバーが就職

周辺、三俣蓮華岳周辺、槍ヶ岳西鎌尾根周辺、槍・

活動などその他の都合で不参加となり、結局、13

穂高岳周辺の５ブロックにわけ順次に積雪期の合

名のメンバーが 1962（昭和 37）年 12 月 25 日 23時

宿を行い、その経験のもとに積雪期・剣〜穂高岳

55分、名古屋発富山行き準急「白鳥」で出発。

の縦走踏破を狙っていました。さらには、そこで

富山から富山地鉄千垣駅（有峰口）を経由、有峰

培った実力をもとに愛知大学隊としてのヒマラヤ

林道の途中まで荷揚げにトラックを利用して、26

遠征実現の夢を描いていました。

日、有峰ダムサイトに入りました。

合宿に参加したメンバーは４年生２名、２年生
５名、１年生６名の合計13 名。所属部員の退部
によって３年生部員が欠落した変則形態でした。
さらに山岳部としては４年生の卒業を控えて２年
生部員のなかから早急に次期リーダーを選出しな
ければならないという課題をも抱えていました。
このため、今回の合宿では次期リーダー選定のた
めに２年生部員３人（鈴木俊彦、加藤克宣、春日
井幹二）をリーダー候補として選び、合宿運営は、
その３人のリーダー候補の合議制によって行い、
現リーダー山田脩（経４）はその３人の上に立っ
て合宿全体を見守ることになっていました。実際、
冬山合宿の計画、荷揚げ、偵察山行などの合宿体
制づくりは３人のリーダー候補を中心に推進して
きていました。この体制での合宿推進については
山岳部役員と OB 会役員とでもっていた連絡会で
も懸案で、最後の連絡会（12 月 15 日、名古屋広
小路・和田コーヒー店）で確認されていました。
一方、後日、愛知大学山岳部と行動をともにす

薬師岳周辺概念図
（『愛知大学同窓会設立 40 周年記念誌』61 頁）

ることとなる日本歯科大学山岳部６名は、12 月
24 日夜、上野出発、富山、土、大多和を経由し

84

◦ 2334 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
山岳部「薬師岳遭難」

て岐阜県側から27 日、有峰に入っています（両

①１/15 ㈫

15：40 ひだ２号名古屋発、富山着

20：29。同朝、ビラ撒き（中日本航空）

隊の動きについては行動表参照）。

②１/16 ㈬

Ⅲ．捜索活動の開始──「総費用１億円」とも
云われた捜索の始まり

富山発（10：04）─高山線猪谷駅、

土集落経由─跡津集落民家宿泊
③１/17 ㈭

跡津集落─大多和集落民家宿泊

④１/18 ㈮

大多和集落─有峰西谷・神高木材

㈱事務所

山岳部提出の合宿計画書によれば、下山予定日
１月６日、予備日８日間となっていました。とこ

⑤１/19 ㈯

有峰猪根平・前田建設寮宿泊

ろが全予備日を消化しきった下山予定日１月 14

⑥１/20 ㈰

──休養日──

日になっても下山の連絡はなく、即刻、同日中に

⑦１/21 ㈪

有峰猪根平─折立 BC（神高木材㈱

飯場）

大学（山岳部長・教授杉本出雲先生、監督・一柳
敏正 OB）は富山県警に捜索願を届出し、救援対

⑧１/22 ㈫

折立 BC ─ 1,900m 地点

策本部（委員長・教授胡麻本蔦一先生）を車道校

朝日新聞ヘリ、太郎小屋に強行着陸、
「来た、

舎に設置しました。

見た、いなかった（朝日、1/22、夕）」

翌15日、中日本航空㈱小型双発機「ダフ」を

〔紀元前47 年６月、カイサル（53 歳）、小

チャーターして 9：00 小牧空港発、太郎小屋、薬

アジア遠征、カッパドキア地方ゼラでフル

師岳周辺の上空捜索を行い、山岳部員宛のビラ

ナケス軍を破ったローマへの報告 “VENI,

13,000枚をまいて呼掛けを行いましたが、なんら

VIDI, VICI 来た、見た、勝った” より〕

手掛かりを得ることはできませんでした。

「太郎小屋に人影なし（中日、1/22、夕）」

同日午後、山岳部 OB ８名、現役６名が捜索隊

⑨１/23 ㈬

悪天候のため停滞

として名古屋を出発、富山で富山県警（警察官９

⑩１/24 ㈭

悪天候のため停滞

名、ガイド１名）と合流して第１次捜索救援隊を

⑪１/25 ㈮

1,900m 地点─太郎小屋に到着（薬

編成、高山線猪谷へ戻ってトラックに乗り継ぎ土

師平捜索）。太郎小屋に入った第一次捜索

集落へ。その後は徒歩でまずは有峰へ向いました

隊メンバー９名

が、来る日も来る日も浴びせかけるような雪の日

〔富山県警〕長崎、松木両氏

ばかりで、跡津〜大多和集落までは跡津集落の人

〔ガイド〕 佐伯文蔵氏（剣沢小屋主人）

たちが、大多和〜大多和峠までは大多和集落の人

〔愛知大学〕（敬称略）山田義郎（OB）、

たちが降りしきる雪の中をくぐるようにしてラセ

富田健治（法４）、花井好己（経４）、花

ッセルしていただき、不安の募る捜索救援隊には

井純（経４）、斎哲雄（経４）/ 高田光政（名

心温まる想いでした。

古屋山岳会）

これが「捜索の総費用、１億円」といわれる大

⑫１/26 ㈯

捜索の始まりでした。

太郎小屋（薬師平捜索）。本間喜一

学長・辞表提出。「たとえ大学がつぶれて
も捜索活動は続ける」

１．１月捜索

⑬１/27 ㈰

太郎小屋撤収（11：00）、午前中、

（第一次捜索救援隊出発、愛知大学山岳部関係者

薬師平捜索、これで第一次捜索活動打ち切

と富山県警合同隊 1/15‒1/30）……名古屋出発─

り。14：30 ごろ折立 BC に帰着。同日午後、

富山着─猪谷─大多和─折立 BC（ベースキャン

小屋の遺品、ヘリで富山へ

プ・神高木材㈱飯場）─1,900m 三角点─太郎小屋

⑭１/28 ㈪

第一次捜索隊の大半のメンバーは

自衛隊ヘリで富山帰着。午後、天候悪化の

─薬師平）
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２．２月捜索（第二次捜索、2/28‒3/5）
毎日、中日、産経新聞協力、鈴木重彦 OB ら。
薬師平 C3（第３キャンプ）発見
３．３月捜索（第三次捜索、3/23‒4/5）
名古屋大学春山合宿（リーダー垣田宏治氏〔文
４〕）による友情捜索。
３/23、東南稜で５遺体発見（尾崎、八橋、加
藤＋林田、小田）
徒歩で太郎小屋へ入った第１次捜索隊と折立 BC からの
サポート隊（１月 23 日ごろ、1,900m、第１キャンプで）

ためヘリ輸送中止。第一次捜索隊半数は折

３/25、２遺体発見（武藤、牛田）
３/31、薬師沢右俣森林帯で荼毘に付す。
４．４月捜索（第四次捜索、4/26‒5/8）冨田健治

立 BC 泊
⑮１/29 ㈫

部員ら 10 名

天候悪く自衛隊ヘリ飛ばず。徒歩

で帰途に着く。折立 BC ─大多和（泊）
⑯１/30 ㈬

５．捜索パトロールと捜索活動の終了（5/8‒8/20）

遺家族 / 大学関係者へ捜索報告会

（車道校舎）
⑳２/１㈮

福島、山田）。5/3 荼毘

大多和─猪谷─名古屋。16：00 救援

対策本部
⑰１/31 ㈭

4/29、5/2両 日 に ４ 遺 体 発 見（ 横 地、 春 日 井、

５月より愛知大山岳部関係者が遭難想定地域を
継続的にパトロール。

本間喜一学長へ報告（豊橋校舎）。

翌 2/2、関係者への報告会（車道校舎）。救

「大パトロール」実施

8/17‒8/20。総勢 61 名（中

日、8/17）。

援本部解散（2/2）

参加大学編成……愛知大関係 17、愛知学院
大 12、中京３、名工大10、名商大７、名市

遺体発見の東南稜/薬師沢周辺図
（『同窓会設立 40 周年記念誌』62 頁）
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大５、名古屋４、南山４、名城８＋東海地域

遭難対策本部も解散しました。しかし子どもの遺

社会人山岳会

体を野晒しにしたまま、また冬を迎えるのは忍び

１月14 日、名古屋車道校舎に救援対策本部を

ない。一日も早く子どもを親元の家に戻してやり

設立して以来７ヶ月余り、救援捜索活動に参加し

たいと願うのが親の心情です。この気持ちから始

た人数は延べ 3,000 人、ここまでの費用約 600 万

まったのが遺体がまだ見つかっていない家族によ

円に達していました。３月に東南稜で７遺体を発

る独自捜索でした。

見、さらに４月捜索で４遺体を発見処理してきて

鳶田郁夫〔経１〕君の父親俊員氏は、遭難対策

いましたが、残る２遺体は発見されないままでし

本部解散後、９月 16日より発見に至るまでの捜

た。鈴木重彦 OB の弟・俊彦君、それにこの合宿

索山行は３回目でした。発見当日、10 月14 日は

ではいつも鈴木俊彦リーダー候補と一緒にラッセ

大学と太郎小屋関係者らと鳶田氏の三者で「10

ルにでていた１年生部員・鳶田郁夫君です。５月

月 15 日には今年の捜索を終了して下山する」と

の雪解け時期をまって山岳部では現役残留部員を

約束した日の前日でした。

中心にローティションを組んで遭難想定地域のパ

鳶田氏らは、これまで組織的な捜索活動が危険

トロールを継続的に行なっていましたが、その総

地域として対象除外地域としてきていた黒部渓谷

仕上げとして８月 17 日より３日間、太郎小屋を

に入り、双眼鏡での捜索と特異物らしきものを見

ベースに名古屋地域の学生、社会人岳人あげての

付けると急斜面のガレ場をよじ登って確認すると

「大パトロール」を実施しました。

いう方法で活動を続けてきていました。当日、鳶

捜索の開始以来、薬師岳東南稜の東側、即ち黒

田俊員氏、五十島博文氏、佐伯文蔵氏ら６名は薬

部渓谷側は捜索に踏み込むのは危険であるとの判

師沢小屋の拠点を、朝、7：00に出発。黒部渓谷

断から捜索対象の地域から除外してきていまし

奥の廊下を下り立石付近、東南稜黒部側に３本出

た。稜線直下の最終ビバーク地近く P1（2,650m）

て い る 沢 の う ち 中 央 の 沢 を 約 １ 時 間、 お よ そ

地点から黒部渓谷・奥の廊下の沢芯までの標高差

500m 登った「はい松帯」の急斜面のガラ場で鈴

は約 900m あります。雪のある時期に東南稜の雪

木君、その場所よりやや上部の岩陰で鳶田君の遺

庇（セッピ）を踏み外すと一気に数百 m 転落し

体を発見したのでした（太郎小屋主人・五十嶋博

て黒部渓谷側へ落ちることになります。したがっ

文氏、講演資料「忘れられない 13 人の死」より）。

て捜索対象地域としては薬師岳東南稜より西側地

午前 10 時 30 分。まさに「親の一念」でした。

域に限定して実施してきていました。

最後に発見された２遺体は、黒部渓谷奥の廊下

「大パトロール」は、東南稜西側地域である薬

河原で荼毘に付されました。

師沢右俣を中心に行われました。３日間、そぼ降
る小雨のなか、はい松帯のなかに分け入り捜索が

７．遭難事件の清算

おこなわれましたが空しい結果におわりました。

10 月14 日、最後の遺体の発見で全 13 遺体が荼

２遺体を残したまま組織的な捜索活動を終了し

毘に付されたこととなり、1963 年 11 月10 日、約

て遭難対策本部を解散しました。

1,000 名が参列して「合同慰霊祭」（豊橋校舎体育

解散の翌8/21、参加者一同は折立登山口の慰霊

館）が行われました。対策本部長（胡麻本先生）

塔「十三重之塔」除幕式（不参加の金子公則君〔経

が経過を報告、脇坂雄治学長の弔辞を述べて慰霊

１〕父親が建立）に参列して帰名したのでした。

祭は終了しました。
その後、遭難報告書『薬師』（1968 年９月刊）

６．最終遺体の発見（10/14、10：30、鈴木、鳶田）
８月 20日をもって組織的な捜索活動は終了し

の編纂発行となります。
当初、
「１億円の捜索費」といわれた費用も警察、
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自衛隊、友情捜索、地元住民、地元企業、山小屋、

27 日、有峰到着となります。両隊は登山口の地

ガイドなどの全面的な賛助協力で実際の出費は予

点で１日のずれがありました。

想外と少なく、また社会的関心の高かった事件だ
けに各方面から多額の義捐金が寄せられました。

１．愛知大学隊

員アタックへ

義捐金名簿によれば同窓生を含め、幅広い範囲の
各種団体、会社、個人から多くの厚意がよせられ

ＣⅢ設営（薬師平）、そして全

〔12/29〕愛知大隊、富山県側有峰口より一部トラ
ック利用で入山。太郎小屋に入る。

たことにあらためて驚くばかりです。
これら愛知大学山岳部の薬師遭難に寄せられた

〔12/30〕強風、ときどき雪。薬師平へラッセル。
〔12/31〕強雪風。太郎小屋より先の行動は休止。

多くのご厚情に深く感謝する次第です。

11：45、愛知大サポート隊４名、日歯大隊６

収支報告

名（リーダー佐竹信従氏、３年、24 歳）高

収入10,300 千円
（大学拠出金1,500 千円、義捐金など8,800

山線猪谷より岐阜県大多和を経て入山。この

千円〔うち同窓会1,200 千円余、父兄会約

日、太郎小屋に入る。１階を日歯大、２階を

2,300 千円〕）

愛知大が使用と相談。
。
〔１/１〕強雪風。両隊とも行動休止（沈殿）

支出10,300 千円
（捜索活動費 8,300 千円、追悼式・報告書

〔１/２〕一時、風雪おさまる。5：40、愛知大アタ
ック隊、サポート隊ともに太郎小屋を出発。7：

1,000千円、寄付金 1,000 千円）

40、薬師平着、ＣⅢ設営。
7：20、日歯大隊、アタックに太郎小屋出発。8：

Ⅳ．遭難当日の両大学山岳部員の行動

20 頃、薬師平通過。8：35 愛知大隊、サポー

このようにして遺体収容と慰霊祭は終りました

ト要員５名を含む全13 名が日歯大隊を追っ

が、この太郎小屋を拠点に正月の薬師岳を目指し

て頂上アタックに向う。森林帯を抜けたあた

た愛知大学と日本歯科大学山岳部両パーティが、

りで愛知大隊、日歯大隊に追いつく。頂上へ

登頂を企てた１月２日を中心にどんな動きをした

の稜線上、風速 20〜30m、地吹雪、視界０m。

のか関心の深いところです。43 年前の「新聞切

両隊、稜線上を並行するようにして行く。

り抜き」17 冊と遭難報告書『薬師』を読み返し、
愛知大学隊の記録（遺品の日記、遭難誌『薬師』）

２．頂上直前から東南稜へ

と日歯大隊リーダーの行動記録報告（1/17、リー

9：20、頂上手前約 400m、先行の愛知大隊がや

ダー佐竹信従氏、朝日新聞1/18 刊ほか、遭難誌『薬

やながく留まったのを日歯大隊が追い越して頂上

師』より）の要点を抜粋して同日の両隊の行動を

へ。愛知大隊は頂上直前の留まった地点で撤退を

構成してみます（行動表参照）。

判断 9：40、帰路へ。「次薬師」より西北の風雪に

両隊の入山行程は、愛知大学隊が 12 月 25 日夜、

追われるようにして東南稜へ迷い込む。この時点

名古屋出発、
富山より富山地鉄で千垣（有峰口）へ。

では方向を間違えた意識はまったくなかった様

そこからトラックが有峰林道の途中まで利用でき

子。11：00、ビバーク（緊急露営）地点到着、風

て 26 日夕刻には全員、有峰に到着しています。

雪を凌ぐ。13：30、より適切なビバーク地点を求

これに対して日歯大隊は 24 日夜、上野発、富山

めて行動開始、２時間半後、16：00、最終ビバー

より高山線猪谷へ。バスで土集落、土からはトラ

ク地点に到着。16：20、二組に分かれてビバーク

ックを利用して入り、25 日、大多和峠・北陸電

する（山田、林田、鈴木、武藤、春日井、小田、

力㈱有峰監視所泊。26 日は神高木材事務所泊。

横地）、（加藤、尾崎、鳶田、八橋、福島、牛田）。
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1/3 の記録、
「ラジオでは北海道で遭難があった
そうだが、
われわれは絶対に帰る。その気力十分。
どうしてこんなところにこのままの状態としてお
ろう（ママ）」
（尾崎）、
「一年生が相当疲れている」
「わ
れわれは道を間違えたようだ」（林田）。
冷静さと意思のちから。のちに発見される遺体
の状況からすると遭難死に至るのは１月４日以降
の一両日と考えられます。
３．太郎小屋への帰着と下山
一方、日歯大隊は9：55〜10：05 頂上。その後、
下山開始。途中、三度、進路を失ったがその都度
サブリーダー２名が組んでルート偵察。13：00頃、
薬師平の愛知大ＣⅢを通過。
薬師平から頂上登り１時間 35 分だったところ
を下りに２時間55 分。また、薬師平 ‒太郎小屋間、
登り１時間を下りに１時間25 分をかけて太郎小

遭難現場見取図

屋に 14：25帰着。

（
『東海山岳』No. 1、1964年刊、105頁）

４．
「全員遭難」と「死地脱出」の間

峰西谷・神高木材㈱事務所に入る

愛知大隊のメンバーは１月４日以降にビバーク

〔１/７〕雪。大多和峠にでられず有峰湖畔の途中

地点（加藤、八橋、尾崎＋春日井、福島、山田）と、
東南稜の尾根筋（武藤、牛田）（林田、小田）、東

でテント泊、ラッセル腰まで
〔１/８〕雪降ったり止んだり。大多和峠・北陸電

南稜 P6 直下（横地）
、東南稜黒部側斜面（鈴木、
鳶田）をそれぞれの死地としました。
（東海山岳

力㈱有峰監視所泊。東京に電報
〔１/９〕晴のち雪。食料切れる。ラッシュタクテ

No. 1 遭難現場見取図参照）。

ィックス（速攻作戦）で脱出、大多和集落・

日歯大隊は太郎小屋から薬師頂上への登りに要

吉田長右衛門氏宅泊

した合計時間２時間 35 分に対して降り４時間 20

〔１/10〕曇のち晴、富山

分の時間をかけましたが全員が無事、太郎小屋に

〔１/11〕東京

帰着しました。

辛うじて「死地脱出」した日歯大隊と「全員遭

しかし日歯大隊の恐怖の脱出行はまだ続きま
す。

難死」した愛知大隊との間にはどんな違いがあっ
たのでしょうか。

〔１/３〕地吹雪。太郎小屋に沈殿

報道では「学校ごとの競争？（1/22、朝日）」、
「寝

〔１/４〕地吹雪、夕方に晴。食料が今夕食分しか

袋も片付けず（1/23、朝日）」、「雑然とした太郎

なく下山開始、ラッセル腰まで、1,900m テ

小屋（1/23、中日）
」、「競争心から無理を（3/5、

ントに到着できず途中の森林帯でビバーク

産経）」、
「磁石・地図、置去り（1/23、朝日）」、
「浅

〔１/５〕晴から地吹雪。途中1,900m テントを撤
収して折立飯場に入る

かった冬山経験（1/23、東京）」、「スパルタ式訓
練（1/29、中日）」、「問題になった太郎小屋の状

〔１/６〕曇のち晴。猪根平（有峰）を通過して有

況（2/18、週間新潮）」、「標旗は１本もみつから
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ず（8/22、
毎日）」、
「山岳部の性格と部員構成（8/22、

騒然となります。
週刊新潮 ’63-2/18 号特集記事は、先生方たちへ

毎日）
」などなど。厳しく批判されました。
山岳部関係者としては、たとえどんなに時間が
経過しても風化させてはならない事件として、な
んどでも反芻して検討し、反省しなければならな

のインタビューを通して当時の大学内の状況をつ
たえています。
「学長は教育者としての責任をおとりなった。

いのが、ご厚情をいただいた皆さま、遭難死した

（……）しかし、こういうことが再び起こらない

13名の山岳部員とその家族に対する務めである

ように全学的に考える。そのときに指導者として

と認識しています。

いろいろおしえていただきたい。そのために、学

大きな関心をお寄せ頂き多大なご支援を頂戴し

長のポストにふみとどまってもらいたい」、「本間

た皆さまと大学当局に対し感謝し、遺憾の意を表

先生は愛大の創立者だ。つまりオヤジだ。オヤジ

明いたしますとともに痛恨の極みながら薬師山行

はいたほうがよい。だから本間先生は愛大にいな

の敗北を認めざるを得ません。

くてはいけない」、「学校内のすべての面に責任を
負うということは中学校の校長の段階まで（……）

Ⅴ．遭難──本間喜一学長の辞任と全学をあげて
の捜索活動

学生は紳士として認められたことであり、学生は
そのことに対し、自らの責任ある行動をとるべき
（……）」、「大学の公的事業ということで、最終的

１月 22 日、太郎小屋に山岳部員たちが居なか

責任は学長にあるかもしれない。だが（……）山

ったことが朝日新聞で報道されて４日後、26 日、

岳部に本間先生がどこまでタッチしていたか

学長本間喜一先生は辞意を表明されました。

（……）ちょっと、責任が持てない状態だ」など

「全員が無事に帰ったらみんなの前であやまら

といった留任論から、「愛大山岳部は統制が厳し

せるつもりだった。しかしこうなっては私が頭を

いことで中京地区では高く評価されてもいる。何

丸めてあやまらなくてはならなくなった。学生を

がいったい起こったのか。それをまず考えるべき

預かる私たちに落度があったから、教育のやり方

だ」、「太郎小屋の状況は、大学のクラブ活動、学

に何かミスがあったからだと思うわけです（朝日

生の気質の悪いところが露呈したといえるだろ

1/29）
」との談話です。

う。私の友人は名古屋大学の山岳部のコーチをや

第１捜索隊として徒歩で太郎小屋に入った一行

っているが、その友人は、愛大の山岳部のことを、

の責任者として、報告会もそこそこ、豊橋・大学

スパルタ式でたいへん成果をあげている山岳部で

本部学長室に出頭を申し渡されました。当然、一

あると高く評価していた。しかし、不幸なことに、

喝を覚悟して階段を昇り学長室のドアノブを押し

そ の カ ゲ の 部 分 が 太 郎 小 屋 に 現 わ れ た の だ。

ました。しかし、そこに見たのは学長のにこやか

（……）太郎小屋の乱雑さは、愛大全体のもって

な笑顔と「太郎小屋の状況は新聞記事通りだった

いる弱さが出たものだ。学長のそういう考えをハ

かね」との確認。あとは労いの言葉だけでした。

ッキリ読みとらなければいけない（……）」など

覚悟のうえでの出頭だっただけに狐に摘まれた思

大学運動部が陥りがちな組織体質論。

いでした。

さらには、「だだっ子が、やっちゃいかんとい

学長の辞表提出の翌日、各学部は教授会を開き

うことをやってしまって、どえらいことになった

「学長の意思は尊重するが、愛知大学の今後のた

というケースだと思うんだ。しかし、だからとい

めに辞表は撤回していただきたい」と全教授の態

って、その父親が知らん顔ではすまされない。

度を表明します。大学内では学長留任の動きと学

（……）しかし、やめられては困るからね」とい

生の起こした事故に対する責任の取り方について

った学生だだっ子論にいたるまで。オーナー大学
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としてではなく、海外学校からの引揚げ学生と先

遭難発生以来、一貫して捜索現地の一線にいた筆

生たちで造り、大学に集まった先生方たちの共同

者には、これらのご厚意がひときわ暖かいものに

経営で学生たちとともに歩んできて 17 年。その

感じられました。

間に、さまざまな紆余曲折をへながらようやくひ

また、自衛隊、富山県警、岐阜県吉城地方（跡

とり歩きができそうな先がみえてきた時期なだけ

津・佐古・大多和集落）の皆さんらの献身的なご

に事情は深刻でした。

尽力には忘れられないものがあります。

しかし、学長の辞意は固く、結局、辞表は受理
されました。週刊誌の特集記事では、さらに「天
災地変にも責任を負う」、「学長のポストにいなく

Ⅵ．遭難の残した影響

ても、ちゃんとやっていくつもりだ」と語ってお

ヘリコプターによる大報道合戦と山岳記者の確保

られます。
「生命は地球よりも重い」「たとえ大学

薬師遭難はマスコミの各媒体で大々的に報道さ

がつぶれても救助・捜索活動は行う」（新聞談話）

れた全国規模の事件であっただけに思いも及ばな

も当時の学長の言葉で、これらの学長の言葉と姿

かった方面にさまざまな影響を及ぼしました。

勢とを基本に捜索活動は全学をあげての取り組み

積雪期には一般的には入ることが困難で、かり
に入るとしても大掛かりな取材体制を編成した専

となっていったのです。
遭難発生当初から実行責任者は対策本部長・胡

門家集団のみが立ち入ることのできる領域なだけ

麻本蔦一先生でご尽力されました。一方、本間先

に、各マスコミは知恵と経済力を背景に総力をあ

生は学長辞任後も細心の配慮を配りながら、幅広

げての取材体制をとり大報道合戦となりました。

いこれまでの人脈を駆使して影で動かれ、「最終

そのなかで出てきたのが当時としてはまだ珍しか

意志決定者」でした。

ったヘリコプターによる取材でした。各新聞社が

辞任の直後、山岳部関係者に「いっさいの弁明

富山などの基地にヘリコプターを幾日も待機させ

をしてはいけない」と一種の緘口令が本間先生か

て離陸の天気待ちをしながら現地入りのチャンス

ら申し渡されました。以来、長年に渉って薬師遭

を待ちました。そんななかで僅かな機会をつかん

難に関しては口をつぐんできました。遭難当時の

で最初に太郎小屋入りを成功させたのが朝日新聞

関係者の一人として、学長の辞任決意の鍵になっ

でした。さきに述べた朝日新聞ヘリが太郎小屋に

たのは太郎小屋で山岳部員が食事の後始末などを

強行着陸し「来た、見た、居なかった」の見出し

していなかったことであったと考えています。本

の一報を報じたのです。この見出しは現在まで語

間先生は、辞意決意に至った理由についてはひと

り継がれるほど有名です。この遭難事故を通じて

言も発言しておられませんが、食後の不始末など

ヘリコプター取材が一般化していきます。

は申し開きのできない種類の事柄であったからで

ついで遭難事件後に各マスコミが対応を急いだ
のが山岳記者の増強です。報道合戦を通じて自社

す。
全学を上げての支援体制は、大学同窓生らも加

に「山や」と呼ばれる専門の「山岳記者」が在席

わり現地対策本部の置かれた富山では富山市在住

しないことが明らかになったことによるもので

の森田明同窓会富山支部長（当時）
、富山県警本

す。また、第１次捜索取材からはスタージャーナ

部警務部長（当時）中根三郎氏らから陰に陽にお

リストが誕生しています。

力添えをいただきました。それとともに地元企業
（北陸電力、前田建設、神高木材など）及び太郎
小屋の五十嶋博文氏と佐伯文蔵氏ら通称立山ガイ
ドの皆さんに全面的なご協力をいただきました。

山小屋のヘリコプター荷揚げ
遭難取材は当初よりヘリコプターが要員、機材
の輸送で活躍しますが、その後、輸送手段として
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のヘリコプターが山小屋にとって必ずしもコスト

が発生し、山岳部は廃部届提出の止む無きにいた

の高いものではないことが明らかになってきて、

りました。その後、山岳部設立の要望はなんどか

その後は山小屋の食料、機材、資材などの輸送は

学生から大学側に出されましたが、許可されるに

もっぱらヘリコプター輸送にたよるようになって

はいたらなかったと聞き及んでいます。

いきます。小屋について「冷たいビールをまず一

以後、愛知大学には山岳部は存在しません。

杯」という贅沢もヘリコプター輸送が一般化した

日本の山岳界は、戦前から大学山岳部がながい

お陰によります。この結果、これまでの山小屋の

年月をかけて実績を積み重ねて歴史を造ってきま

ボッカによる荷揚げは消滅していきます。

した。戦後、登山が一般化するとともに岩登りを
中心に社会人山岳会のメンバーが活躍するように

県警山岳救助隊と登山届出条例

なります。大学山岳部と社会人山岳会双方の活動

遭難発生の危惧が生じた１月14 日、愛知大学

が並行した時期もありましたが、薬師遭難後の昭

は富山県警に捜索願いを提出し、富山県警では第

和 40（1965）年ころから社会人山岳会の台頭が

１次捜索から届出に対応したかたちで薬師岳遭難

目覚しく、それとともに各大学とも山岳部入部希

現場に要員を派遣しますが、それはあくまでも緊

望者が減少傾向を続け、現在では輝かしい歴史と

急の対応編成であって特別に訓練された専門集団

実績をもつ大学の山岳部でも廃部寸前の状態に追

ではありませんでした。このときの経験と反省を

い込まれているのが現状です。

生かしたかたちで富山県警では、昭和40（1965）
年３月、山岳救助隊が発足します。これは富山県
警が管内に薬師岳だけでなく剣岳、立山など登山

Ⅶ．残った者たちのその後のそれぞれ

者の多い山岳地域を担当して、それだけ遭難事故

このようにして結果的に全 13 遺体を処理して

が多いという事情によりますが、このような事情

捜索活動は終了しました。その後、遭難学生の遺

はその他の山岳地域を管内にもつ各県警も事情は

族たちのまとまりは固く、遭難学生遺族の慰霊登

同じことで、富山県警につづいて長野、岐阜、群

山活動がはじまりました。この活動は遭難学生の

馬県などの警察本部にも山岳救助隊が組織される

ご両親が元気で太郎小屋に入れるあいだながく続

ことになっていきます。

きました。

さらに翌昭和41（1966）年３月 23 日には富山

遭難の翌夏以来、春日井繁雄・はなご夫妻（遭

県登山届出条例が釼岳周辺の山域を対象に施行さ

難部員・春日井幹二君ご両親）は 23 年間の薬師

れることになります。続いて群馬県でも谷川岳周

慰霊登山を続けられた。その登山に同行していた

辺山域に登山届出条例が施行されることになりま

幹二君の妹さんは山の魅力に見せられて太郎小屋

した。

でアルバイトとして働くようになり、のち同じよ
うに小屋で働いていた夫君と結ばれて太郎小屋で

愛知大学山岳部の廃止と大学山岳部の衰退

挙式。高天原山荘（五十嶋博文氏経営）支配人夫

山 岳 部 は こ の よ う な 経 過 の な か で 昭 和39

婦して長年勤められました。

（1964）年、大学に休部届を提出し、翌年、昭和

一方、捜索活動に参加した現役部員の学生たち

40（1965）年１月に受理されました。その後、山

のなかには就職の時期を逸して１年間、就職延期

岳部員たちの熱い思いで昭和41（1966）年４月、

をせざるを得なくなったものもあり、OB 捜索隊

大学から休部状態の解除が認められ活動を再開し

員のなかには捜索活動に参加するための休暇がと

ました。しかし、その年の夏山合宿中、鹿島槍赤

りにくく在職の会社を退職し、捜索終了後、あら

岩尾根の一般登山道で新入部員が急病死する事故

ためてあたらしい会社に就職せねばならなくなっ
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たもの。捜索で山に入る日が多く会社との関係が

（注）太郎小屋は、1965年、田部重治氏書の看板設置を
機会に「太郎平小屋」と改称。

まずくなり転職せざるを得なくなった転職組もで
ました。
遭難後の長い年月のあいだでは、街の歯医者か
ら日本歯科大学病院に回されて担当歯科医グルー
プの責任者が日歯科大リーダーだったという患者
と医師の出会い、もと日歯大隊メンバーの開業歯
科医と現在ではロータリアン同士の付き合いとい
う奇遇な話もあります。

愛知大学遭難誌『薬師』
『東海山岳』No. 1（日本山岳会東海支部、1964年刊）
『週刊新潮』
（昭和 38年２月 18 日発行号）
『愛知大学通信』116号（愛知大学広報課、1996年 11 月
６日発行）
『愛知大学五十年史』
（愛知大学）

愛知大学入学後は山岳部に入部して活動したい
と希望していましたが、生憎、山岳部が休部中の
ため他の大学山岳部に育成を依頼した例もありま
した。生田浩君（故人、昭和42 年卒、名古屋校舎・
経済、日本山岳会東海支部マカルー遠征隊員）の
場合、高校時代（愛知高校）山岳部に所属、山岳
部活動にあこがれて愛知大学に入学しましたが山
岳部は遭難直後で休部中であったため、山岳部
OB の働きかけでかれの高校時代の関連大学であ
る愛知学院大学山岳部にお願いして育成してもら
った例などもありました。

主な参考・使用資料

『朝日新聞』
（1963年１月 16日、18日）
『産経新聞』
（1963年３月 25日）
『毎日新聞』
（1963年１月 19日）
『中日新聞』
（1963年１月 22日）ほか
1963年「山日記」
2002年（平成14）同窓会全国総会（豊橋）記念誌『愛
知大学同窓会 50年のあゆみ』
『近代日本総合年表』
（1968年、岩波書店刊）
『太郎平小屋』──30周年を迎えて

五十嶋文一、博文

発行、1985年刊
『東海山岳』No.1（日本山岳会東海支部、1964年 10月刊）
『決定版・昭和史』15巻（毎日新聞、1984年刊）
「忘れられない 13人の死」五十嶋博文、2006年富山支部
総会講演資料
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創立六十周年に当たって
──創立時の諸事情と現在──

武田信照
〈愛知大学学長〉

これは、豊橋グランドホテルにて 2006 年 11月 21日開
催された「第265 回産学官交流サロン」（東三河懇話会ほ
か主催）での講演記録であるが、内容が「大学史」講義
でのものと共通しているとの本人の意向により、若干の
補正を加えた上でここに掲載する。（編集部）

研究所・センターとしては、最初にできたのが
国際問題研究所で、設立当初はアジア、特に中国
を中心にする研究を行っていた。それから綜合郷
土研究所と中部地方産業研究所。郷土研はこの地
方の歴史や文化を中心に、中産研は経済を中心に
した研究所である。さらに経営学部ができた後に

創立時から現在へ──教学・研究組織の発展

総合経営科学研究所ができた。もう一つ愛知大学

愛知大学は今年（編注：講演時の 2006 年）創

にとって重要なのは中日大辞典編纂所という組織

立 60周年を迎えた。創立は 1946 年 11 月 15 日、こ

で、これは我が国最初の本格的な中日辞典『中日

の日に当時の文部省から設置認可が下りた。教育

大辞典』を刊行した編纂所である。比較的最近で

事業が実際に行われるのは翌年からで、47年１

きた国際中国学研究センター（ICCS）は、文部

月に大学の予科が始まった。４月からは学部教育

科学省の「21 世紀 COE プログラム」に採択され、

が、法政コースと経済コースの二つの分野からな

国際的な中国学の拠点として五つの分野で研究会

る法経学部一学部という形で始まっている。1949

を組織しており、また教育事業としては、中国の

年、新制になってから文学部が設置された。社会

二大学と連携し、中国と愛知大学のドクターの学

学科一学科からなる学部で、こういう形でスター

位が同時に取れる二重学位の制度を設け、若手の

トした文学部は全国でも珍しい。

研究者を養成している。東亜同文書院大学記念セ

2006 年現在は、法学部、経済学部、経営学部、

ンターは同文書院の資料の展示と歴史的な研究等

文学部、現代中国学部、国際コミュニケーション

を行う組織である。最近学術研究高度化推進事業

学部の六学部構成になっている。また豊橋には短

に採択をされ、文部科学省から金銭的な支援を受

大がある。大学院は学部を基礎に六つ。ただし文

けて研究を本格化しようしている。２年前に設置

学研究科と中国研究科は学部に関係する多くの教

した三遠南信地域連携センターも同事業に採択さ

員がまたがっており、学部横断的な大学院の形式

れて、地域連携で本格的な活動を順次展開してい

を取っている。それから法務研究科、会計研究科

る。

という二つの専門職大学院を設けている。法務研
究科は法曹を養成するロースクールであり、会計
大学院は４月にスタートしたばかりの公認会計士
あるいは税理士を養成する高度職業人養成組織で
ある。

創立の経緯と新制愛知大学
東亜同文書院は1901 年に創立された、海外で
設置された高等教育機関としては最も長い歴史と
97
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実績を持つ組織である。近衞篤麿貴族院議長が会

意書が出された。そこには、敗戦の教訓から、世

長を務める東亜同文会によって設立され、後に大

界の平和と文化に寄与することを根幹に三つの目

学に昇格する。

的が掲げられている。一つは地域の社会と文化へ

この同文会と同文書院は、当時西欧列強のアジ

の貢献。1946 年当時、中部地方には文系大学が

ア進出が行われる中、日中連携してアジアを興す

なかった。名古屋帝国大学はあったが理系の大学

という理念、一種の大アジア主義に基づいて設立

であった。そこで文系大学を設置して文系的な文

された。教育の中身は極めて実学的で、理念に相

化の空白を埋め、地域の社会と文化に貢献するこ

応しい日中連携の面で活躍する人材を多数育てて

とが第一の設立目的として掲げられた。二番目が

いる。卒業生は敗戦までに５千人を数え、外交の

同文書院の伝統を継ぐもので、国際的な視野と教

世界を始めとして、学界やジャーナリズム、実業

養を持つ人材の養成。「国際文化大学」というべ

界にも人材を送り込んだ。

きものを目指すことが趣意書の中で言われてい

実学志向と言ったが、中国語については徹底的

る。実態から言うと、この「国際」の念頭にあっ

な教育を行った。非常に大きな特徴は、最高学年

たのはやはりアジア・中国だったと思う。もう一

になると卒業論文の代わりに中国各地を踏査する

つは当時の事情を非常に反映しているが、引き揚

大旅行を行っている。卒業生が幾つかの班にわか

げ学生の収容が第三の目的として掲げられてい

れて、自ら選んだコースで短くても３カ月、長け

る。当時の学生の構成は、４割が東亜同文書院の

れば半年間中国を調査して歩く。当時の中国は大

学生で、満州・朝鮮・台湾等を含め引き揚げてき

変危険な状況であったが、あえて命の危険を冒し

た学生が過半数を占めている。

て踏査をする。全体で700 コースぐらいの調査が

第一の目的の地域主義的あるいはローカルな視

行われ、それが調査報告書にまとめられている。

点、それから第二の目的のグローバルな視点、こ

また調査の行程の日記である大旅行誌が残されて

ういう視点を設立の時期に目的として掲げた大学

いる。
これらは全て愛知大学の図書館に所蔵され、

は他に例がないのではないか。最近でこそこうい

極めて貴重な学術的資料として、今では世界の中

う側面は大学の目的として強調されるが、設立の

国研究の中で非常に大きな役割を果たしている。

中心人物に極めて先見の明があったと私は考えて

ところが、1945 年に日本は敗戦、当然のこと

いる。そしてこの二つの視点を統合して考えると、

ながら同文書院大学は閉校と引き揚げを余儀なく

最近話題のグローカル、地域を見る場合にも国際

された。

的な視点が必要であり、また国際的な視点から地

愛知大学創立の中心となったのは、東亜同文書

域の問題に接近しなければならない、そういうグ

院大学最後の学長である本間喜一先生と、同じく

ローカルな視点が浮かび上がってくる。その意味

教授の小岩井淨先生である。設置の候補地は幾つ

で、当時先進的であっただけではなく、今日でも

かあったが、豊橋に決まった。これにあたって力

この設立趣意書の意義は非常に大きい。

があったのが当時の横田忍豊橋市長で、積極的に

1946 年に設置認可を受け、その翌年から教育

愛知大学誘致のために働かれた。同文書院の教職

事業を展開するわけだが、1949 年に学校教育制

員が中心になって作る大学だから資金がなかった

度が新しい形に変わる。旧制大学は大学として引

のだが、大学設立の基金 100 万円は、豊橋市が 50

き継がれるが、高等専門学校が大学に昇格し、旧

万、
残りは豊橋の企業と個人の方が出してくれた。

制高校を中心にして新しい大学が出てくる。口の

「最初に井戸を掘った人」という中国の諺がある
が、この恩義は忘れてはならないと思う。

悪い評論家の大宅壮一は駅弁大学と揶揄した。つ
まり駅弁があるところに大学ができると。そうい

創設にあたって、建学の精神が記された設立趣

う形で新制大学が次々に生まれてくる。愛知大学
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も旧制大学だが、教育制度の変革に合わせて新制

ということで名古屋進出の問題が創立当初からあ

愛知大学に変わっていく。法経学部はそのまま存

った。最初は千種の東邦商業の校舎の一部を借り、

続し、新制大学になった時に文学部ができる。最

夜間講座を1949 年に開いた。翌年にはこれが短

初は社会学科だけで、その後学科を増やし、史学

大になる。その翌年、車道にあった現在の中京女

科・文学科・哲学科等を拡充していく。また新制

子大の校舎を手に入れ、1950 年から車道に移っ

になったのに合わせて教養部ができる。それぞれ

て夜間短大の教育が行われた。55 年からは昼間

に教授会が組織され、1989 年までの長い間、法

部が開設されることになる。しかし、手狭なキャ

経学部・文学部・教養部の三教授会体制が続いて

ンパスであり、当時の文部省から指摘された、後

いく。

で触れる教学組織上の問題もあって、それを解決
するために名古屋郊外の三好にキャンパスを移し
た。

名大合流問題と名古屋進出
次に名大合流問題について少しお話をさせてい
ただく。名古屋大学は先ほど申し上げたように理

愛知大学を揺るがした事件と遭難

系の大学であるが、新制大学になった時に文系の

愛大事件というのが1952 年に起こった。当時

学部を作ろうとした。法経学部ができるが、法学

の非常に厳しい国際・国内の治安状況を反映した

系の教授が少ない。愛知大学には法学系がある。

三大公安事件というのがある。東大と早稲田と愛

それで文部省の中から、名古屋大学と愛知大学を

知大学で起きたのだが、これは学内に入った警察

合流させたらどうかという議論が起こってきた。

官が学生に捕まったという事件である。愛知大学

そうすれば、一番確実にスタッフを揃えることが

でも十数名の学生が逮捕された。長い裁判は最高

できる。ところが、愛知大学の学生は猛反対をし

裁まで行き、1973 年が結審となった。結果だけ

て、当時の本間学長に合流反対の決議書を持って

を言うと、警察は不審者を追って大学に入ったと

押し掛ける。どうも本間先生はそれが大変嬉しか

言ったが、裁判所はそういう事実は認定しがたい

ったらしく、内心では合流に余り積極的ではなか

という判決を下した。ただし警察官を拘束して警

ったのではないかと思う。そういう事情もあって

察手帳を取り上げたのは過剰防衛で、その限りで

結局この問題はお流れになるが、その間の経緯で

は有罪、しかし罪を問うほどではないとして実質

愛大の法学系統の先生が名古屋大学の法経学部設

無罪という経緯を辿った事件である。当時は警察

立に協力をした。新しい学部ができた後、その三

の発表がそのまま報道されるので、愛知大学はど

教授は名古屋大学に移籍された。京城帝大からい

ういう大学だと、志願者も減るわ、就職も難しい

らした松坂佐一先生は名古屋大学に移られた後、

わで、大変な事件であった。そういう状況にも関

総長も務めた。しかし、愛知大学に大変迷惑を掛

わらず、本間先生は、真実と正義を語る学生を育

けたということで、名古屋大学を辞めた後、他大

て上げるということで、自ら法廷に立たれて、一

学からのお誘いを全て断って最後まで愛知大学で

審から二審、三審と判決の変化に非常に大きな貢

非常勤講師を務められた。

献をされた。

名古屋進出問題というのは、当時、愛知大学に

もう一つ、1963 年に薬師岳の遭難事故という

は名古屋地区から通っている学生が非常に多く、

のがある。昭和38 年、薬師岳に登った愛知大学

名古屋でも教育をやって欲しいという要望が学生

山岳部の 13 名が全員遭難し死亡した。遭難に当

の間から出てきた。もう一つはやはり名古屋地区

たって、本間先生は、大学の存立を掛けて救難に

はまだ文系大学の基盤が薄く、その空隙を埋める

当たれ、幾ら費用を費やしても構わないと、遭難
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救援に全力を傾けられた。幸い全国から多くの寄
付が集まり、財政の基盤を揺るがすところまで行
かなくて済んだが、結果として本間先生は責任を
とって辞職をされた。

転換期の大学と愛知大学
1990 年代に入り、大学の大転換が始まる。ま
ず 1991 年に設置基準の大綱化が行われた。それ

1968年から 72 年に掛けて、愛知大学でも非常

までは例えば教養課程で社会・人文・自然、この

に激しい大学紛争が生じた。皮切りになったのは

三分野で特定単位を取らないと卒業できないシス

東大と日大の闘争であるが、それが全国に波及し

テムだった。それが必要ない、大学で自由に考え

て愛大にも及んだ。ただ一つだけ、愛知大学の場

てよろしい、四年一貫教育で、教養教育だけでも

合は、研究館や本館の封鎖もあったが、警察の力

いいし、場合によっては専門科目だけでもいい。

を借りることなしにこれを解決した。東大でも京

というのが 91 年の設置基準の大綱化である。そ

大でも日大でも、解決に向けては機動隊の導入が

れを受けて多くの大学では教養分野の比重を下げ

あったが、それなしに解決したということは、や

るようになった。

はり大学の誇りだと思う。

もう一つ背景にあるのが 18 歳人口の動向で、
高度成長の時期は、大学生がどんどん増えていく
のに合わせて進学率も伸びた。60 年の大学進学

法経分離と名古屋（三好）校舎開設

率が大体10％だったのに対し、60年代の終わり

1970年代、愛知大学は、文学部は豊橋だけだが

には 25％。学生数で言うと20 万人から46万人ま

法経学部は豊橋と車道双方でという変則的教育を

で急増している。これが大学紛争のバックにある。

行っていた。このように同じ学部の教育を別地で

アメリカの教育学者トローの表現を借りると、15

行うのは正常な教育の在り方ではないという指摘

％まではエリート教育の大学だが、それを超える

が文部省からあった。60年代の大学の高度成長

と大衆教育、マス教育である。ところが日本の大

期、大学生がどんどん増えていく時期には黙認さ

学は、実態はマス教育の段階に入っているにも関

れていたが、段々そうは行かなくなって、ちゃん

わらず、エリート教育の体制を 60年代もそのま

とした形に戻せという指摘であった。また、大学

まずっと持ち続けていた。そのギャップが学生の

の入学定員を認可を受けずに勝手に増やしたこと

不満と憤激を呼び、大学紛争の大きなバックにな

77年に指摘があった。それから、
も、
車道は非常に

った。最近はずっと 18 歳人口が減ってきていて、

狭隘なキャンパスで、そこで一学部の１年から４

十数年前までは205 万人いた学生が、現在は133

年までの教育が行われている。しかも施設も極め

万人まで急減している。これは今大学が非常に厳

て老朽化している。70年代後半以降の愛知大学に

しい状況に置かれていることの一つの大きな背景

とって、この問題は非常に大きな課題になった。

をなしている。それとあわせて大学進学率はどん

学内で極めて長期に渡って論議が行われた結

どん上ってきている。平成 18 年では 52・3％、半

果、最終的に、先ほどの変則的教育形態の解消も

分以上が大学生である。これはトローの表現を借

併せて、法経学部を三つの学部に分離し、それぞ

りるとユニバーサル段階と言って、誰でも大学生

れ別地に配置する。法学部と経営学部は三好に、

になれる。そうすると当然大学の中身も在り方も

経済学部は豊橋に、文学部は豊橋にあったので豊

変わっていかざるを得ない。大学は大転換期に入

橋というように、両キャンパスで二学部ずつの教

ってくる。設置基準の大綱化も、そういうことを

育が行われることで変則的な教育形態が解消され

睨んだ一つの動きである。

た。併せて定員もきちんと認可を受ける形になっ
た。

旧来の大学・学部に捉われず、どんどん新しい
試みをやってもいいことになって、新しいタイプ
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の大学・学部がどんどん出てくる。同時に大学の

を作っていかなくてはならない。世界的な研究教

増設ラッシュが続く。これが大転換期の始まりで

育拠点としては、中国研究、例えば国際中国学研

ある。

究センターを更に拡充していく。２番目の高度職

そうした状況の中で、愛知大学も新しい動きと

業人養成は法曹の養成と会計人の養成に特化す

して、97年に名古屋に現代中国学部、98 年に豊

る。つまりロースクールとアカウンティングスク

橋に国際コミュニケーション学部を設置した。先

ール、二つの分野でこの機能を果たしていきたい。

ほどの四学部にこの二学部が加わって六学部体制

地域の生涯学習機会の拠点ということでは、愛知

となったわけである。それから教養部を廃止し、

大学は当初から市民講座等を開いている。その伝

教養部にいた諸先生は各学部に全部分属となっ

統を受け継いで、今豊橋と名古屋の両方でかなり

た。

規模の大きいオープンカレッジを開いている。市
民の方が合わせて 6,500 名ぐらい学んでおり、こ
の地方の大学の中で最大規模である。更に中身を

愛知大学の将来像

充実させつつ役割を果たしていきたい。それから

1998年に「21 世紀の大学像」答申で、大学審

社会貢献機能としては、愛知大学には郷土研と中

議会が 21世紀の大学の基本方向を示したが、そ

産研という地域に関わる二つの研究所がある。最

れを受けて去年の１月に中央教育審議会から、
「わ

近、研究調査の面だけではなく直接地域づくりに

が国の高等教育の将来像」という答申が出た。そ

貢献したいということで、三遠南信地域連携セン

の将来像の中では基本的な七つの大学の機能を挙

ターという新しい組織を作った。地域貢献の面を

げている。

今後も重視していきたいと思う。それから産学官

一、世界的な研究教育拠点

二、高度職業人養

の連携。産学という点では文系大学はなかなか難

四、総合的教養教育

しい点があるので、官学が今のところ中心になっ

五、特定の専門分野（芸術・体育等）の教育研究

ているが、地域連携センター等を一つの軸にしな

六、地域の生涯学習機会の拠点

七、社会貢献機

がら、可能な限り連携を図りたい。国際交流とい

能として地域貢献・産学官連携・国際交流。この

う点では、愛知大学は日本の大学の中で一番最初

七つを高等教育組織の持つべき機能だと例示して

に中国と大学間の交流協定を結んだところであ

いる。それぞれの大学がどの分野を重視するかに

り、最先進的な役割を果たして来たし、今でも中

よって大学の個性が生まれてくる。それは大学の

国を中心に世界の 26 の大学と交流協定を結んで

選択の問題であると位置付けている。

交流を盛んにしている。今や単なる国際交流では

成

三、幅広い職業人養成

これに引き付けて愛知大学の将来像を語るとど

なく、研究教育の面で国際的な共同事業を行う国

ういうことになるか。芸術や体育の学部はないか

際連携の時代に入っていると思う。ICCS はすで

５番目の機能は愛知大学は今後も持ちえない。
ら、

にスタートを切っている。以上のような形で愛知

しかし、残りの六つの機能は多かれ少なかれ備え

大学の今後を私は考えていきたい。

たいと思っている。
３番目と４番目、幅広い職業人養成と総合的教
養教育は学部教育の機能である。愛知大学は私立
大学であり、財政は学部学生の学納金に依存して
いるから、これが一番基本を成す。やはりきちん

（『MIKAWA NAVI 東三河懇話会 会報誌 2007.1.31 vol. 33』
12〜15頁より、同会の承認を得て転載。原文は縦書き
のため、一部漢数字を算用数字に改めたほか、見出しの
形式を若干変更した）

とした教育をやり中身を充実させて、大学の基盤

101

◦ 2350 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
「大学史」講義

「大学史」講義

まとめとして

まとめとして

佃 隆一郎
〈大学史事務室〉

「大学史」リレー講義開設にあたり、実質上の

制愛知大学の誕生」「学部・学科の新増設」
「『中

コーディネーター役となった私は、単独で最初と

日大辞典』の編さん」「中国との交流」「愛知大学

最後の講義（2006 年９月 22 日および 2007 年１月

事件」「山岳部薬師岳遭難事故」「愛知大学での学

12日）を担当したが、このシンポジウムでは最

園紛争」「名古屋新校舎開設と車道校舎再開発」

後の講義「まとめとして」のみが報告の対象とな

の各文（500〜600 字ずつ）である。

った 。そこでシンポの席では、最終講義に加え

むろん、学長のレジュメとまた同じようなもの

て同日実施の「講義アンケート」や２週間後（１

にしてはならないため、そこでは充分にふれられ

月 26日）実施の単位認定試験（会場での筆記式）

ていなかった箇所を補うことによって、（受講生

の形式・結果も報告してみた。よって、ここでは

から見ての）差別化を図ることにしたが、ここで

シンポで作製、使用したレジュメをもとに、2006

補い、さらには個人的に強調してみたことは、
「愛

年度の「大学史」最終講義とアンケート、そして

知大学創立までの経緯」として、
「施設としての“前

試験について以下順に述べることにする。

身”」のことにした。

1）

なお、同年度の同講義の構成・受講者などにつ

すなわち、愛知大学が豊橋市に創立された際に、

いては、この報告集の冒頭にある拙文を参照され

大学施設として転活用された旧陸軍施設の変遷に

たい。

ついて、旧陸軍第十五師団の進駐による一大施設
の建設（1908 年）、軍縮による十五師団の廃止

最終講義および講義アンケート（2007. １.12
実施）について

（1925 年）後 “空き家状態” のまま陸軍敷地とし
て存置されたこと、その一部が陸軍教導学校に転
用されて（1927 年）さらにほぼ全部が陸軍予備

当日の講義は「一連のリレー講義後半の『愛知

士官学校になり（1940 年）敗戦による陸軍解体

大学史』の復習とまとめ」を主眼に、新規に作製

まで続いたという、一連の流れを説明してみた3）。

したレジュメに基づいて、行なった。

講義の場がその「元陸軍施設」豊橋校舎でなく名

そのレジュメは、以前に武田信照学長が講演会

古屋（三好）校舎であったことから、受講生にと

用に作製（
「大学史」講義での学長の担当回でも

っては実感のわかない点が多々あったであろう

使用）されたまとめ形式のレジュメ「愛知大学の

が、最初に第十五師団司令部として建設された大

60 年」を土台に、当時設営中であった大学史新

学記念館（旧本館、1998 年文化庁より有形文化

展示室（2007 年４月豊橋校舎大学記念館内にオ

財に登録）の写真が今も愛知大学の “象徴” とし

ープン）のパネル説明文用に作製していた原稿を

て本学全体の宣伝や案内に頻繁に使用されている

加えて構成した 。その「説明文原稿」は、「旧

ことから、この補足は無駄なものではなかったと

2）
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や「限られた時間」の面から無理があると判断し

信じたい。
また、
「大学史」講義の最終回であることから、

て（関係者と相談の上、12 月の講義時に伝達す

受講生の反応や考えをできる限り把握すべく、

る形で）そうしたものの、多くの受講生を惑わす

B5 サイズ（片面印刷）の「講義アンケート」を

結果となったことは反省しなければならない。
「あ

作製して、講義開始前にレジュメとともに受講生

くまでも『予定』」と考えて事態を甘く見たこと

に取ってもらい、終了時に無記名の形で提出して

は（少なくとも私として）否めず、最後に “しっ

もらった。アンケートの設問は記述形式で、

ぺ返し” を受けたことを、今後の教訓として忘れ

問１

あなたが愛知大学を志望・受験し、合

格・入学した際、この大学についてどのよ

てはなるまい（この次に述べる単位認定試験の際、
「シラバスの変更」を改めて理由説明する形で陳
謝したことを付言する）。

うなイメージを抱いていましたか。
問２ 「大学史」の総合科目は今年度が初めて
のものでありましたが、この講義をこれま
で受講して何か感想・意見・要望はありま

単位認定試験（2007. １.26実施）について
このように、実施前にいささか混乱を招いてし

すか。

まった単位認定試験であるが、再変更をすること

の２問である。
アンケートの結果としては、当日70〜80名ほ

なく、（履修者数の関係から）２教室に分けて行

どいた出席者（全履修者の半数強であるが、出席

なった。教室の分け方および着席のさせ方は学籍

は取らなかったためあくまでも推測）中、回答（提

番号による指定席制をとり、監督は大きい方（す

出）者は 36 名と低率となったが、全体的な回答

なわちメイン）の教室は私が、小さい方（すなわ

の傾向をあげてみれば、問１については「真面目」

ちサブ）は村松幸廣経営学部教授が担当した5）。

「就職に強い」
「雰囲気がいい」
「歴史がある」な

実際の受験者は、総数137 名中 132 名とほぼ全

どの好意的なもの（受験・入学した時のものであ

員となり、欠席した５名についても１名がのち追

るが）が多々見られた一方、
「遠い」「田舎にある」

試験を受けることになった。試験の出題範囲は

「交通が不便」といった “がっかりした” ような

（本・追試とも）全講義からとし、客観・主観（論

意味合いでの批判的なもの（確かにこれらは “名

述）問題を併用したが、設問の主体は「愛知大学

古屋キャンパスの弱点” として当局に自覚されて

の歴史」として、受験者各人が思っていることを

いるようである）も目立った。

自由に述べられるような構成にした。問題の作成

そして問２（一般的な設問ともいえるが）につ

は、本講義の代表責任者である海老澤善一前教学

いては、リレー講義の “宿命” であろう「講義の

担当副学長と、コーディネーター役の私とが分担

形がさまざまで要点がわかりづらかった」旨のも

した。ちなみに、物件の持込みは一切不可とした。

のがやはりあったが、
「シラバスの内容と違った

むろん、ここで各設問や採点経過を具体的に公

のは納得いかない」という不満の声がたいへん多

表することはできないため、採点・評価の方針・

い結果となってしまった 。これは当初のシラバ

基準および、実際の答案に見られた傾向を述べれ

ス『開講科目の紹介』に、評価方法として「レポ

ば、前者では副学長の意向で「受験した者はでき

ートを予定している」と記したが（778 頁）結局

る限り通す」ことにしたことであり（よって今回

筆記試験に変更したことや、備考欄に「条件が整

の不合格者は、回答の仕方を根本的に誤認・誤解

えば、豊橋校舎への『キャンパスツアー』を実施

した者である）、いっぽう後者では、教育史につ

する予定」と記したが（同頁）実現できなかった

いての “一般常識” にやや難が見られた（予想以

ことに対するものであるが、両者とも「多い人数」

上に正答率が低かった）ものの、本学の歩みにつ

4）
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いては、今回教示した代表的出来事を積極的にと

を防ぐためにも、試験のスタイルとしては今後と

らえ、考えてくれているのでは、と（あくまでも

もこの形を、私としては継続していくことを希望

試験に際してのことであるが、少なくとも採点に

するものである。

携わった私として）うかがえたことである。
その「代表的出来事」とは、本講義でそれぞれ
１回分かけて取りあげた「愛知大学事件」および
「山岳部薬師岳遭難事故」のことであって、答案

初年度の一連の講義を終えての所感と、今後
の課題

でふれた比率は他の出来事（たとえば、名古屋校

この講義の最後をしめくくるにあたって強調し

舎の三好移転など）をはるかに上回るものであり、

た “メッセージ” は、
「受講生のみんなが卒業後、

このふたつに受験者の関心が集中したと言っても

愛知大学を卒業したことを何かをきっかけに思い

過言ではない（愛大事件には男子学生が、薬師岳

出した際、『自分がいた大学はこういうところだ

事故には女子学生が関心を寄せた傾向があったよ

った』とはっきり認識できるようになってほしい」

うである）
。事件・事故の概要・経過・結果はそ

ということである。

れぞれの担当者の報告を参照していただくとし

大学史（自らの大学の歴史）を講義の科目に取

て、感想・意見の一例を文末の付表にまとめるこ

りあげることについては、学内に反対意見も多い

とで、各人の参考に処したい 。

ようであるが、いずれにせよ大学当局が「この大

6）

採点・評価の結果と度数分布としては、前述し

学はこのような輝かしい歴史を持っているのだか

たように不合格者を極力出さない方針にしたた

ら、入学できたことを感謝しなさい」と一方的に

め、F（不可、60 点未満）は３名（全受験者の約

押しつけるようなものではあってはなるまい。
（本

２％）にとどまったが、Ｓ（特優、90 点以上）

意にせよ不本意にせよ）入学することになった学

にしても（客観問題の平均点の低さから）“該当

生一人一人が、その大学の歩みや特質を早めに知

者なし” となった。Ａ・Ｂ・Ｃについては（以下、

ることで、早めに自分の居場所を確認して主体的

パーセンテージの末尾は四捨五入）、

な学生生活を送り前向きに卒業して、その後もそ

Ａ（優、80〜89 点）……21 名（15.8％）

の大学出身であることを意識できるようにするこ

Ｂ（良、70〜79 点）……66 名（49.6％）

との手助けとなるもの、それこそが「大学史」講

Ｃ（可、60〜69 点）……43 名（32.3％）

義の意義・目的ではなかろうかということが、ま

と、ほぼ１：３：２の割合となったが、Ａ・Ｂ両

ずはコーディネーターとしての私の “第一印象”

者の合計数はこの講義の平均出席者数（これも前

となった次第である。

述したように推測であるが）に相当すると考えら

先述した不手際もあったこのリレー講義であ

れることをあえて述べたい。すなわち「ほとんど

り、開講当初の混乱の防止、役割分担の明確化、

出席しなくても単位はとれるが、たいていＣ。一

映像資料の積極的な活用、マクロ的な歴史の中で

通り出席して試験でそれなりに書けば、Ａもとれ

の位置づけなど、初年度の講義を一通り終えて問

る」との “評判” が学生の間で受け継がれれば、

題・課題が次々と浮かび上がってきたところであ

今後安易な形・気持ちでの履修の防止につながる

り、愛知大学内に定着させるまでにはまだまだ紆

ことにもなろう。そして試験の前に各受講生がレ

余曲折がありそうである。しかしすでに『愛知大

ジュメや『愛知大学小史』などを再確認すること

学小史』刊行に続き、大学史展示室も新しくなり、

によって、本学の歩みの把握のみならず、節目節

総合的な「愛知大学史」の構築、さらには啓蒙へ

目の出来事に対して各人なりに踏み入った考察を

と矢は放たれているのであり、豊橋・名古屋両校

してもらえることを念じたい。“単純な書き写し”

舎での「大学史」講義への各方面の理解と協力を
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願うものである。

橋校舎旧軍施設の変遷」として紹介した。また、第
十五師団廃止等の問題についての拙論として、「宇
垣 軍 縮 と “ 軍 都・ 豊 橋 ”」
（
『 愛 大 史 学 』 第 ４ 号、

註

1995年）や、「宇垣軍縮での師団廃止発覚時におけ
る各 “該当地” の動向」（
『国立歴史民俗博物館研究

１）シンポジウムでの報告が省略された、2006 年９月

報告』第 126 集、2006年）などを発表した。

22 日の「最初の講義」では「はじめに」として、
愛知大学当局のホームページに掲載されている年表
や、特集新聞記事（「この国のみそ

第７部

４）２問とも “代表的かつ具体的な、辛口の” 回答を述
べていた一学生の文章を紹介して、このアンケート

世界

の回答例としたい（
〔 〕はここでの補注）
。

とナゴヤ ３ 東亜同文書院」
『中日新聞』2006.9.8 付）

〈問１〉もっと近いところにあると思っていました。

などを掲載したレジュメから、愛知大学の歴史の大
まかな流れや東亜同文書院との関係などを説明し

名古屋校舎なのに、名古屋市内に無いとは思い

た。また、豊橋校舎の大学記念館など旧軍施設をロ

ませんでした。あと正直、大学としては狭いと
思いました。

ケに使用した NHK 連続テレビ小説「純情きらり」
の、

〈問２〉科目として目のつけどころは良いと思いま

該当シーン（2006.7.8 放送回）のビデオ上映も行な

したが、講師の方が回ごとに違っていたので、

った。

プリントの形式が統一されずに〔いて〕
、板書を

２）武田学長のレジュメは、2006 年度愛知大学後援会

写すべきポイントがよくわからなかったです。

総会（名古屋支部・西三河支部の合同支部総会を兼
ねて、2006 年６月 10 日に愛知大学車道校舎で開催）

５）試験時の教室の分割や指定席制の採用は、監督教員
の指名ともども名古屋校舎教務課（当時）の決定に

での同学長の講演に使用されたものであり、私もこ

よるものである。

れを手本にしたレジュメを同年６月 18 日の岐阜支
部総会、７月１日の九州支部総会、同月２日の中国・

６）別表に掲げた回答例の選択にあたっては、評点（海

四国合同支部総会での担当講演にそれぞれ使用し

老澤教授が判定）が高かったもののうち、自主的な

た。今回の私のレジュメは、その時のものが直接の

感想・意見を前面に押し出していると感じられるも

もとになっている。また、展示室用の説明文は要約

のを基準とした。むろん、本意とはいささか異なる

の上、オープンした展示室のパネル文に使用されて

“お世辞” を述べた受験者もいるかもしれないが、

いる。

薬師岳遭難事故については、
山岳部一行の計画や
（山

３）これら旧軍施設の変遷について私は先に、愛知大学
創立以後の分もあわせて同大学一般教育研究室の
『一般教育論集』第 31 号（2006 年）に「愛知大学豊
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◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
「大学史」講義

付表

まとめとして

大学史試験答案にみられた回答例

「愛大事件」に関する感想・意見
警察官２人が不法に校舎内に進入したということ。それ自体は非常に許し難いことである。法を守るべき、破っ
たものを捕らえるべき警察官が、自らそれらを犯して進入したこの事件は、私自身、愛知大学に入学して、この大
学史の授業を受けるまでは全く知らなかった。しかし、年表には記載されることの少ない愛大事件だが、大学史と
いう歴史的観点から眺めた場合、東大ポポロ事件などと並んで、非常に大きな意味を持っていると思えた。
学生たちの持つ、何者にも侵されることのない、学ぶ権利というものを、同じく、捕らえる権利を持った警察官
によって（……）奪われようとしたことは、そうした経験のない、悪い言い方をすれば、平和ボケをしている私た
ちには、現実味のない話かもしれない。しかし、当時からすれば、絶対的な権力という意味合いの強かった警官た
ちに立ち向かった愛大生の先輩たちの意志の強さは、私たちも見習うべきである。彼らのような偉大な先人たちに
よって、現在でも愛知大学の伝統と尊厳は、なお受け継がれている。( 男性）
（……）ここで１番問題となった、「大学の自治権と警察権」についてとても考えさせられる事件であり、とても
興味深かったです。深夜、警察官２名が大学の中へ侵入し、不審に思った生徒が捕える。このお互いのもつ権利の
ぶつかりあいがとても、難しく思えます。（……）確かに、私から見てみると、お互いが正当な意見を述べている
ように感じられます。不法に学内に入ることは法律上認められないことであり、しかし、生徒の被害意識の大きさ、
どちらも問題でありえます。
でも、私がここで思うのは、なぜ生徒で逮捕される者がいたのか、逮捕されるような問題であったのか、これは
少し気になりましたが、この事件の重要なことは他にあります。この事件に対して学校全体が立ち上がったこと、
これこそこの事件の本質だと思います。学校と生徒の学問に対する精神が同じになった、これはとても素晴らしい
ことだと思います。学問を学ぶ側として、学ぶ自由をみだりに妨害されたらとてもつらいことです。それを大学が
認識し、一緒に闘ったこと、これは、やはり当時の、
大学と生徒の重要な関係が見えてくるような気がします。
（……）
この事件で警察との闘いより、大学のあり方という点で私はとても興味深く思いました。愛知大学の学生の一人と
して、この愛大事件を学び考えることができてよかったし、ぜひ、愛大生であればこの事件について知る機会が多
くの人にあればなと思いました。（女性）
（……）最初に感じたことは、その当時の先生方や生徒が、本当に強い意志を持って、対処してきたのだと思い
ました。最近のニュースで、いじめ問題に教師も加わっていたという記事を目にしました。私はその記事を見て、
教師という全ての存在に失望していました。しかし、愛知大学事件での、本間喜一学長の立派であり、尊敬に値す
る態度を聞いて、心の底から感心しました。戦後間もない警察の力は、今の私たちの想像をはるかに超える権力を
持っていたと思います。それに対抗し、「大学」という存在意義を示した本間喜一学長をはじめとする愛知大学を
正直にすごいと思いました。学生が逮捕されるという事実は曲げることはできないことですが、
愛知大学事件には、
それ以上の意味があったように思います。この事件を通して私は、
大学の持つ意味を学ぶことができたと思います。
そして、愛知大学という大学にとても興味を持ちました。
この気持ちをこれからの学習にいかしていきたいです。
（男
性）
愛大事件は「事実問題」「憲法問題」「誤想防衛行為」の３つのことから成り立っているが、その３つの問題を裁
判で争うのに際して、学生と教員が力を合わせたということに驚いた。今では、学生と教員が力を合わせることな
んてほとんどないのに、そんなことができたのはそれほど当時としては大きな問題であると思った。
また、そのような大変な事件を乗り越えてきたからこそ、愛知大学は世間的に評判が良くなったのではないかと
考える。同様の事件が東京大学や、早稲田大学で起きていて、いずれも良い大学とされている。本当に良い大学と
いうのは偏差値の高さではなく、それまでの歴史、その時に起こった問題に対して、どのように乗り越えてきたか
ということではないだろうか。そういう意味で愛大事件は、愛知大学が良い大学へ近づくための重要な意味があっ
たと考える。（男性）
（……）この事件に関して自分の考えでは、（注：見回りをしていた）学生２人の対応はごく自然的なものではあ
るし、警官をしばったことはやりすぎにしても、逮捕されるほどの罪があるとはとうてい思えない。さらに、事実
を隠した警察側もそうだが、この事件を学生側の一方的な暴力事件として扱った新聞が一番の問題ではないでしょ
うか。一般の人々は（自分もそうだが─原文─）、新聞やテレビなどのメディアの情報をうのみにしてしまう傾向
がある。もちろん、この事件を新聞で見た人々は内容のままを信じてしまった訳で、愛知大学そのものの世間一般
での見方までもが変わってしまったそうです。さらに裁判も約21年も続いて、愛知大学や当の学生たちまでずっ
と苦しむ結果になってしまった。当時の社会的情景や大学の考え方など、
細かい部分は自分にはわからないですが、
やはり事実は正しく伝えなければならないと思いました。
（男性）
（……）学生が警官を取り押さえた事は、罪にはならないと思います。むしろ不法で学内に侵入し、学生を取り
乱させた警官側に非があると感じます。
しかし、そんな中で愛大の中には逮捕者が出てしまったようです。連日、テレビなどのメディアは “大学側の暴
力事件だ” と放送しました。そんな中学長の本間喜一氏は、“学生と自分達は、３親等内以上の家族のようなものだ”
と言って、学生を警察に売るような事は決してしませんでした。その姿に私は深く感動しました。生徒の事よりも
世間体を気にする教師が多い中で、本間先生は学生を守るために戦ってくださったのです。これを知って、本当に
心が熱くなり、そんな人が創ったこの大学に入学できた喜びと嬉しさがあふれてきました。愛大事件は、愛大の歴
史の中で風化させてはいけない事件だと思うし、学問の自由を語る上で重要なことではないかと感じました。
そんなすばらしい大学に入学できたので、これからも日々学問に励みたいと思います。
（……）
（女性）
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愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

愛大事件は高校の時の歴史の授業で軽く習ったことがありました。具体的に何をしたのかまでは習っていなかっ
たので、愛大に入ってから、この授業で愛大事件をしっかり習い、色々考えさせられました。（……）この愛大事
件では様々な問題が生じ、多くの人々が立ちあがり、大学の自治とは何かを追求していく大きな事件であったが、
この事件を無駄にしてはならないと思う。そのためにも、現代の私たちも大学というところが、どんなところなの
かを常に知っておき、大学というものの意義ということを考えなければならないと思う。それはとても重要なこと
だと私は思う。
私はこの事件を学び、大切なことを教えてもらいました。私がいつも通っている大学とは何か、真剣に考えさせ
られるものでありました。この事件は忘れてはならないものだと強く思った。歴史に残る、大学の価値を求める、
大きな事件であった。（女性）
愛大事件についてはいろいろ学びましたが、
（……）非常に難しい問題であると思います。この事件だけ聞くと
それほど大きくない事件であるように初めは思ってしまいましたが、プリントを読み進め授業を聞いている内に、
これは最高裁までいった非常に大きな問題になったと分かり驚きました。でも逆に言えば、そこまで学生と先生が
一体となって闘ったともいうことです。事件というと、あまり聞こえはよくないようですが、こういった事を皆で
力を合わせて乗りこえてゆくことで、団結も生まれた出来事だと思います。過去のこのような様々な事件にも、す
ばらしい人々が闘ってきたこそ、今の愛知大学があるのだと思います。僕はこの授業をうけたことで、自分の大学
に対しての愛着がうまれ、ますますこの大学が好きになりました。
（……）
（男性）
「薬師岳遭難事故」に関する感想・意見
この遭難の話を聞いて、今まで知らなかったので、とても驚いた。13人もの命をうばう自然のこわさも改めて
実感した。
この授業で勉強した中で、この 13 名は地図と方位磁針も持っていかなかった、ということと、食べ残しのまま
小屋を後にしたというのがとても印象的だった。同じ愛大生として、自然に対しての考えが低いことに少しがっか
りです。（……）13 名のうち２名は肉親によって発見されたという一連には心を打たれた。この事故でこんなにも
多くの犠牲者を出してしまった愛知大学。これはものすごい責任である。無計画な13名の行為も許されるもので
はないが、これをもう一歩、あと少し早くどうにかして防ぐことはできなかったのかと、くやしい思いでいっぱい
です。これからの愛知大学の中で、このようなことがもう二度と起こらないようにと思います。
（……）私は、こ
の遭難を聞いてとても心が痛みました。（女性）
山岳部の薬師岳遭難について、私はこの授業を受けるまで全く知りませんでした。しかし、当時の学長の「生命
は地球より重い」という言葉に大変感銘をうけました。昨今では教師の身に余る事件等がさわがれていて、教師に
対する尊敬の念なども薄れていると思います。そんな中で、学長が上記の発言や、
「大学がつぶれても探す」とい
うことを授業で聞き、こんなに学生のことを思ってらっしゃる方がいたのかと、感動に近い感情を抱きました。13
名全員がお亡くなりになったと知った時にも、引責辞任するといういさぎよさを見せていらっしゃいます。この話
を聞いて、愛知大学に入れて良かった、と私はますます思いました。
この事件を通してもう１つ感じたことは、大学、学生同士の連携です。愛知大学山岳部の13 名が遭難した時、
他大学の山岳部や東海地方からの救援がとても多かったと本で読みました。何事に関しても「我関せず」の態度を
取るのは簡単ですが、進んで危ない所へ行くなんてなかなかできたものではありません。このことから、困った時
にお互い助け合うことの大切さや尊さを学べたのではないかと思っています。学長もこの助けが精神的な支えにな
ったと思います。（女性）
（……）やはり時は残酷である。こんなにあわれなことが、たったプリント１点でおさまってしまうのだから。
このプリントには書きあらわすことができない、被害者のドラマがあったに違いない。13人全員死亡、誰も事実
をのべることができないというこの悲しさ。きっと、助けあい、励ましあい、救いあったに違いないだろう。仲間
が息絶えていくとき、残された仲間は何を思うのだろう。そう考えたとき、息が苦しくて仕方がない。
（……）今度僕らも、仲間 10 人で旅行にいく。そのとき、もしものことがあったとき、というのを、この事件を
聞いて、想像してしまった。／その想像というのはこうだ。仲間みんなで助けあい、生きのびようとみんなで助け
あうのだ。
きっと、山岳部 13 人はこのようなドラマがあったのだろう。生きて帰ってくることはできなかったが、彼らに
悔いはないはずだ。共に助け合い、仲間を大切にしたからだ。／僕は、この事件から、仲間の大切さ、助け合いの
素晴らしさのようなものを勉強させられたような気がした。
（男性）
この大学史の講義の中で１番印象に残ったのは、山岳部薬師岳遭難のことでした。自分が今通っている愛知大学
で過去にこのような大きな衝撃事故があるとは思っていなかったからです。山岳部の 13名の全員が亡くなってし
まったこの事故は、とても多くの人々が関わり、また悲しんだのだと思う。
この遭難の時、13 名は何を考えていたのだろうか。もしこの場に自分がいたらどうしていただろうか？
とても恐ろしくて想像できないが、おそらくただ黙りこみ、親や友人の事を考えていたと思う。また、13 名の
遺体もなかなか見つからず、その時の親の気持ちはどんなに不安だったのだろうか。中には遺体が見つからず、親
が立ち上がり見つけだした人もいた。（……）／このような事件をきいて、命の尊さや自然の恐ろしさを改めて考
えさせられた。自分の大学の先輩がこのように命を落としていったこと、また、命について考えさせられた事を忘
れてはならないと思いました。（男性）
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まとめとして

私はこの薬師岳遭難事故を以前耳にした事があった。私の伯父が愛大の経営学科卒業、つまり私の先輩なので、
私が愛大に入学したあと、伯父の家に母と報告しに行った時、話にその話題が出てきたのだ。この事故は伯父が入
学するよりも前の事で、くわしい事は聞かなかったのだが、自分の通う大学の昔の生徒が、遭難事故にあって死亡
しているなんて信じられないし、ひどい話だな、かわいそうにと思ったのを覚えている。
今回この大学史の授業でもっとこの事故のことをくわしく学んでみて、その気持ちは一層強まった。と同時に、
いろいろな疑問も抱いた。なぜそんな危険な状況の薬師岳へ行くのを誰もとめなかったのか、反対意見は出なかっ
たのか。その後すぐ山岳部は廃部になったのだろうか。その登山に行かなかった部員は？ 残された遺族は今⁇
授業の配布プリントの中に、遺体のうち二体は両親に発見されたとあったが、死んだ子供を “生きていてほしい”
と希望を持ち捜しに行った先で発見するなんて、どんな悲痛な思いなのか私には想像がつかない。この事故のよう
なことがもう二度と起こらないよう、部活動においてやそれ以外においても、世間みんなが気に留めていてほしい
と思った。（女性）
私は、この事故について、大学史の講義中の先輩のお話で初めて事故自体について知ったという程無知でした。
しかしこのお話を聞き、本間元学長が「無事に帰って来たら丸坊主にして、壇上から皆様に心配をかけたことを謝
らせたい」とおっしゃったことを知り、本間先生のあたたかさ、まるで我が子を想うようなその深い愛情を感じま
した。言い方はきついけれど、生徒が帰ってくることを信じながら本当に親の様に、生徒１人１人を心配している
という気持ちが伝わってきました。確かに生徒の失態（後片付けをしない等─原文─）もあり、周りからバッシン
グを受けても仕方ない状況ではあり、沢山の意見が有りますが、助からないかもしれない、手遅れかもしれないと
いう状況でも（……）バッシングを受けるような生徒であっても一生懸命捜す姿勢を聞いて、本当に大学側と学生
側のつながりが強い大学なんだなあと感じました。生徒が生徒を心配する気持ち、教員が生徒を心配する気持ち、
捜索を出来る限りやろうという動きの中で、それ等がいかに強いかということを感じました。（……）大変残念な
結果になってしまった事故でしたが、そこから見えてくる学校のあたたかさに、失礼ながら嬉しさを感じました。
生徒と教員１人１人が１人の人間として付き合える、そんな関係を築いていたことが素晴らしいし、今は少しその
関係が薄れている気もしますが、これからもそれらを受け継いでいけたら素敵だなあと思いました。
（女性）
薬師岳での愛知大学山岳部遭難事故は、本講義を通して初めて知りました。しかしこの事故の背景では、さまざ
まな人達が尽力していたということを知り、とても関心を持ちました。（……）この事故を機に山岳の怖さという
ものが改めて認知されたのではないかと思いました。また、この事故の中で私が一番強く関心を持ったのが本間学
長の言動です。本間学長は「たとえ資金が底を尽きても捜索活動は継続する」「人間の生命は地球よりも重い」と
いう発言をし、大学そのものの在り方を示されたような気がします。また、
「全員が無事に帰ったらみんなの前で
あやまらせるつもりだったが、こうなってしまっては私が頭を丸めるしかない」と自ら責任を取って学長を辞任さ
れました。ただ本間学長のすごいところは学長を辞任して、そのまま愛知大学を去るのではなく、一教授として大
学に残り、愛知大学のために尽力されたということです。この本間学長の一貫した教育理念が、今日の愛知大学を
創ってきたのではないかと私は思います。薬師岳での遭難事故を通じてさまざまな事が学べ、自分にとって得る物
がとても大きかった講義だと感じました。（男性）
〔注〕順不同（答案の選定基準は本文の尾注参照）
。
表記については、明らかな誤字・誤用以外は原文のままにしたが、薬師岳事故を「事件」と表記しているも
のは「事故」に統一した。
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［討論の部］

世界と日本の大学史の流れの中での
東亜同文書院と愛知大学
大島隆雄・加納 寛・渡辺次郎・越知 專・小崎昌業
北嶋繁雄・今泉潤太郎・森 久男・山田義郎・太田 明
河野 眞・豊島 忠・藤田佳久・鈴木規夫
まっていく、そのような問題がもう１つ。

問題提起
大島隆雄

それからもう１つ、今日は学長が来られなかっ
さて、これまでのご報告をふまえて、

たのでお話がなかったんですが、太田さんがご指

これから討論に入っていきたいと思います。しか

摘になった 1970 年以降、大学が大衆化し、ある

しご報告の内容が多岐にわたり、非常に豊富です

いはユニヴァーサル化の中で生じてくる例えば市

ので、限られた時間の中でこの討論を効果的にす

場主義の問題、大学は個性を出さなければならな

るために、私若干、恣意的ながら本日の討論のテ

い、そういった問題について大学の資源を集中的

ーマを絞らせていただきたいと思います。それは

に配分しなければならない。そういった現実的な

さしあたり、
大きくは３つに分かれると思います。

困難な問題があるわけでして、それには愛大は対

愛知大学の前史と申しますか、中世大学から始ま

処しなければならないけれども、そういった愛大

って近代的な欧米の大学が生まれ、さらに明治維

になってからの問題。その点について皆さんも討

新以降日本の旧制大学が欧米の大学の影響を受け

論していただきたいと思います。

て作られるというような段階の話です。前史はそ

最後は大学史、しかも世界と日本の大学史の流

の他に旧制大学の歴史を見る場合に時期区分をど

れの中での、東亜同文書院と愛知大学の大学史が

うするのか。何をもって時期区分するのか。さら

持っている意味と言うか意義と言うか、特に学生

には東亜同文書院および東亜同文書院大学が日本

に対して講義を行なうわけですけれども、それは

の大学史の中でどう位置づけられるのか、われわ

本当に意義があるのかどうか。意義があるとすれ

れは当然その流れのなかにあると思っております

ばどういうことをする必要があるのか。だいたい

が、それでいいのかどうか。大学史と大学の一般

大まかに３つぐらいに分かれると思うんですけれ

史からみて、それでいいのかどうかという問題。

ども、何かこの３点以外でこれはぜひ討議せよと

その他皆さんの中から議論が出ましたらその問題

いうご意見がございましたら出していただきたい

を含めて討論していただきたいと思います。

と思っておりますが、いかがでしょうか。

第２番目は愛知大学になってからの問題です。
創立期以降1970 年ぐらいまで、いろいろな困難
があるわけです。大学自治をめぐる愛大事件、大
遭難事件、それからあえて言えば学園紛争、そう

加納寛

事業運営等をめぐる問題というのは今

の第３点に含まれるんですか。
大島

はい。その他どうでしょうか。私のほう

で提起しましたけれどもその中で。

いうもので愛大の経営は非常な困難に直面します
けれども、それに愛大は打克ってその基礎がかた
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れました。お孫さんが手記を出しまして、これも

愛大創立期をめぐって
渡辺次郎

毎日文化賞をとられたと思います。森谷先生は非

愛知大学の卒業生でございます。歳

常に立派な先生でございます。殊に幾人かの先生

は 80になります。もうあまり先がない……。本

が名古屋大学へ去られた時にも、森谷先生は厳と

題からちょっと外れますが、私ちょっと不思議に

してこの学校に留まって、大学を守られました。

思っていることがあるんです。何かと申します

森谷先生のほか、それから京城大学の先生方、殊

と、愛知大学が一番初めに出発した時の職員の構

に大内先生は大学が発足した１週間後に過労のた

成は、東亜同文書院大学と京城大学から見えた先

めにお亡くなりになりました。こういう事実を無

生がフィフティー・フィフティー、半々でした。

視して大学の歴史は成り立たないと思います。こ

私の知っている範囲内で横山先生、四方先生、松

の点、愛知大学の生き証人として申し上げたいと

坂先生、あとからお見えになった秋葉先生、竹井

思います。

先生、島本先生、松葉先生、若山先生、ずっと数

大島

はい。このテーマは非常に重要だと思い

えましても、記憶が定かでない私でもこれだけの

ます。われわれもちゃんと考えなければなりませ

数を言うことができるわけです。そして森谷克己

ん。一言で申しますと、愛知大学は東亜同文書院

先生はともかく非常に卓見のある進歩的な方でご

だけでなくて、京城大学の先生も集まって作られ

ざいます。非常に力強くて、学生が騒いだ時、態

たものであって、それぞれちょっと違った性格を

度が悪いと言って叱りまして、教師と学生はいか

持っていますが、その両輪になって作られた。そ

にあるべきかという大変な状態を惹き起こしまし

れについてどう考えるか。現在では少し東亜同文

た。それを契機に学生が大騒ぎをしました。

書院、東亜同文書院と言い過ぎるのではないかと

しかし愛知大学において京城大学と東亜同文書
院は車の両輪でございます。アカデミックな雰囲

いうようなご批判がこめられていたような気もい
たします。

気をもっていたのは京城大学からこられた先生。

渡辺

別にそうではありませんから。

しかし東亜同文書院からこられた先生方、とくに

大島

ああそうですか。安心いたしました。こ

本間先生と殊に小岩井淨先生は私学としての苦し

の問題はどこで討議しますか。やはり前史の中で

み、この豊橋に溶け込もうとする努力、それから

討議しましょうか。すぐに誰かが答えますと充分

地元の優秀な学生をスカウトするべく、さんざん

まとめができなかったりしますので。

泥にまみれたような仕事も引き受けられたのは事

渡辺

車の両輪として京城大学の先生方が、と

実でございます。しかし東亜同文書院の特異性の

もかく大学においては学問的な分野と、まあまあ

みを強調して、京城大学からの先生方のそのよう

ノーマルな先生と生徒の関係という学風の形成に

なデータがひょっとすると忘れられてしまうので

貢献されました。反面、殊に東亜同文書院の先生

はないかと非常に心配しています。

方はいわゆる大学の危機、給料も払えないという

私は昭和 26 年に卒業しておりますので、愛大

時に市議会へ、あるいは日本全国への募金もあっ

事件については何も説得力はありませんが、森谷

て大変でした。それは何十億の金ですよ。その金

先生はその時の学生の左翼グループがいたずらに

を引出しに歩かれた。それで食料もない、物もな

敵を作っていく傾向がありました。森谷先生は学

い時に、経営陣はおもに同文書院系の先生が担わ

生部長を受けられたひとりでございます。あらゆ

れた。その点格好の良さだけでやっている京城大

る責任を背負って森谷先生は去っていかれまし

学のグループに対して反感が起きた。それでガタ

た。森谷先生のお嬢さんの美知子さんがミュンヘ

がきたというのが事実です。それでも森谷先生は

ン小学校について書かれて、ベストセラーを出さ

何も言わずに黙って去っていかれたのですから。
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そういう偉い教育者であったということだけは忘

イツが、新たに従来の大学の機能あるいは形態を

れると困ると私は思います。

再び変えなければならなくなっている。

大島

分かりました。それでは少し整理して議

そういう形で世界の大学史の流れは日本の大学

論したいと思いますが、愛知大学に世界の大学史、

史の流れを規定し、また今日の愛知大学の問題に

あるいは日本の旧制の大学史がどう流れ込むか。

も及んでいます。私が正しいかどうか分かりませ

それを私はやはり学生に、あるいは学生だけに限

んが、大雑把にそういうことを踏まえて各先生方

りませんがこういう形で一般の方を含めてお話し

がお話しになり、学生に理解させていただかない

する時には、
道筋をある程度つけないといけない。

ないと、どうも話ばかり大き過ぎてなんのことか

それは私はこう考えているんですが、それでよろ

理解できないような問題があろうかと思います。

しいかどうか。つまり今日、北嶋さんがお話しに

私が強引に勝手なことを言っているきらいがあり

なられたヨーロッパの中世に始まる中世大学とい

ますので、皆さんぜひそれについてご意見を頂戴

うのは、大学の始まりとして非常に重要だけれど

したいと思います。

も、それはいったんヨーロッパが近代を迎えた時

越知專

いま渡辺さんが発言されたことについ

に近代的な大学に転化した。イギリスはイギリス、

て、学問的視野に立った面でなく、事実として愛

アメリカはアメリカ、ドイツはドイツという形で

知大学の創立期を知る者として必要なことである

啓蒙主義的な、あるいは新人文主義的な思想の大

と思います。特にその中で渡辺さんのように事実

学に変化している。そこはやはり抑えておかない

を体験している人は、この中に何人いるでしょう。

といけない。その１つとしてベルリン（= フンボ

おそらく小崎さんはそういう状態をご存じだと思

ルト）大学の成立もある。

います。大変な財政的苦労をされた本間先生の生

次に日本が近代を迎えたあと、日本の律令時代

きざまを見られたのは小崎さんだけだと思うし、

の大学寮からたどることもできるけれども、主と

そういう様子を知っているのは渡辺さんだと思い

して手本になるのはヨーロッパの大学だろうと。

ます。だから今回はこれを機会に、学問的な問題

おなじように遅れて近代化したドイツの大学が手

とは別にして、そういうような愛知大学の創立の

本になったとは簡単には言えないですね。帝国大

原点はどのくらい大変であったかということを学

学はそうかも知れない（自信がありませんが）け

生に伝えるべきだと思います。あとで小崎さんに

れども、同志社とか立教などという私学はそうで

ご発言をお願いしたいと思います。事実を知って

はないと思います。しかし最後は日本流にまとめ

いるかどうか。京城大学と東亜同文書院の問題。

た。日本の具体的な歴史の中でリンクが生じて、

そして同時に大変な財政問題を克服した。特に愛

日本型の帝国大学と日本型の私立大学、私立専門

大事件の時に撮った写真を引き伸ばし焼付けまし

学校というのができたのだろう。そういう形で外

た。いかに大変だったかということ。市からもい

国の大学の流れが日本に流れ込んできた。外国の

ただいたものを中断された中で、愛知大学はどう

大学の影響はそれだけに留まらないわけで、戦後

いうふうに本間先生がお金の工面をされたか。そ

新制大学に変わる時にはアメリカの影響を著しく

の苦労談や秘話も、60 年を期にして続々と私の

受けたであろうし、それも戦後の民主的諸改革の

ところに伝わってきます。愛大事件のことについ

問題と同じように日本の内部的な発展であったと

てもそうです。お金の面についてもそうです。学

か、ないとかいう問題がありますけれども、それ

問的問題としては扱われないかも知れないけれど

でも圧倒的にアメリカの影響を受けただろうと。

も、事実として伝えるべきことはいくつもごろご

そしてまた現在のグローバル化の中で競争を強い

ろ浮いてきます。

られている。市場主義が行き渡る中で、日本やド

例えば最近、パネル展で２つの話題が出まし
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た。１つは本間先生と教え子が、東亜同文書院の

とを知っているのは、ここでは小崎さんしかいな

最後の卒業証書を持ってきて、その証書を持って

いと思います。

いけば当時の帝国大学は口頭試問だけで入学でき

小崎昌業

おっしゃる通りだと思います。私は

たんだよと。そのくらい東亜同文書院の卓識・学

今までいろいろ同文書院の話をしていて、抜けて

問は高かったんだという生徒さんがいました。こ

るなと思うことがいっぱいあるんです。それはど

れはそのうちに大々的に発表します。そのぐらい

ういうところかと言うと、今おっしゃったような

愛知大学の前身である東亜同文書院の評価が高か

点なんですね。いちいち今は思い出せないですけ

ったという事実。もう１つの事実は愛知大学事件

れども、細かい点で京城大学と愛大の間の問題、

の時に取り締まる側として豊橋の警察署長であっ

京城は先生方が多かったですね。同文書院の先生

た大野佐長さん。そのご子息が写真展を見にきま

も京城の先生方も半分ずつくらい、東北大学、そ

した。そして「これは親父です。この写真初めて

れから台北大学、その辺の先生がおられました。

見ました」
。その時分は取り締まる側の警察署長、

確かに京城は優秀な先生がおられました。今のよ

その息子さんは３人とも全部愛知大学です。愛大

うないろいろの問題があって辞められた方もある

事件があった時に長男の大野晃信君は愛知大学の

し、他に残られた方もあったんでしょうが、私は

３年生。私は友達です。次男の浩司君が、東京の

転入で、１年ほどしかおらなかったものですから、

大学に行きたいといって大野さん（署長さん）に

あとのことはよく分かりません。けれど探してみ

お話をしたら、
「愛知大学のような立派な大学が

れば、そういう話はいくらでも出てくると思うん

あるんだから、東京の大学に行く必要はない」と

です。おっしゃるように今のうちにこういう話を

言って愛大に入りました。そのお父さんはその時

集めて記録しておくことは大事なことだと思いま

豊橋の市長さんになられていました。２期やられ

す。一般的に知られている話よりも、こういう話

て大博覧会を成功させました。人気のある市長さ

が大事だと思います。

んでした。愛大事件を取り締まる側の署長さん、
そして愛知大学の全てを知っている署長なわけで
す。そして豊橋の市長になった親父さんという立

越知

抜けている話というのは具体的にはどん

なふうにお考えになっていますか。
小崎

例えば小岩井先生は非常に温情が深く

場。子供さんを３人とも愛知大学へ入れました。

て、あの人は非常な社会主義者できつい反面があ

そういう事実は本には書いてありません。これか

ると思われがちですがさにあらずで、実際は非常

らはそういう話題がどんどん出ています。いかに

に人情味の深い人であって、上海で終戦になって

愛知大学が立派な大学であったかということは、

同文書院が全部日本に帰って学校をつくるなり、

たくさんの人が見ています。同時に経済的な困難

別の学校に入いるなりしなければならない。われ

をどのように克服してきたか、それが今の渡辺さ

われには今後の日本をいかに再建すべきかという

んの発言でも分かる。この方は生き証人ですよ。

大きな問題があるが、これをどうしたらいいだろ

私初めて今日隣に座って全然渡辺さんを知らなか

うと、そういう問題についてゼミをやってもらっ

ったわけですが、あなたも愛大の卒業生ですか。

たんです。私が頼みまして内山書店の裏側のほう

渡辺

僕は創立に参加した学生で、昭和 26 年

に旧制の４期で卒業しました。
越知

に部屋を借りて、１週間に１回ぐらいずつゼミを
やってもらいました。いろんな人が来られていろ

だからこういう人達の意見を今のうちに

んな話をされましたが、その時に私は初めて、奥

テープに取っておいて、愛大の原点の記録として

さんの多嘉子さんに会いました。どういう方かな

大事にしていきたいと思います。小崎さんひとつ

と思っていたら、あとで奥さんになられたと聞き

ご意見を聞かせてください。おそらくそういうこ

ました。その時はまだ奥さんではなかったんです
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が、毎回来ておられました。そんなこともありま

る時に文部省へ出しました書類の中で法人理事の

した。

中に鹿島宗二郎という名前があります。ペンネー

それから本間先生は私が愛大に来てからですけ

ムは吉田東祐という方です。実はこの人が、上海

れども、ちょうど試験があって、われわれは私学

で昭和 13 年から14年に日中和平工作を陸軍でや

の試験だったんです。予科は前の年の 12 月に試

っていたんですが、それが２つに分かれていまし

験があって、４月に試験のあったわれわれと一緒

た。参謀本部ロシア課の小野寺機関と、支那課の

に第２年度の入学式があった。われわれは別の試

影佐機関の２つです。このロシア課の吉田東祐氏

験で来たんですけれども、「お前達、試験が終わ

はこの小野寺機関の一員として和平工作に係わっ

ったらちょっと助けてくれ」
、と言うのは小岩井

た人です。『二つの国に架ける橋』という本を書

先生の友人の某氏が選挙に出るが、非常に困って

いております。小野寺信中佐はのち、スウェーデ

いるから応援に行ってほしい。それで東北のほう

ン駐在武官となりましたが、その夫人、小野寺百

へ行ったんです。何日もいましたけれども、最初

合子氏の回想録『バルト海のほとりにて』は、吉

に行った時は何も選挙のことを分かっていないそ

田さんの書いたものを読んで、この日中和平工作

の辺の町のおじさん達が選挙対策をやっていた。

について書いております。吉田東祐さんは小野寺

それを見ていて初めわれわれは分からないから１

工作の中で働いていた人です。その時、小野寺機

日ぐらい黙って、すごいじゃないかと見ていたん

関に出入りしていた方の中に近衛文隆さんの名前

ですが、われわれのほうが遥かにその辺は上回っ

があり、近衛文隆さんから日本に帰って近衛文麿

ていた。と言うのは戦争に行って、軍隊でいろん

氏に手紙を渡すよう託され、小野寺中佐は一時帰

な危ないところを渡ってきた人間達ですから、わ

国した時、京都から帰京する文麿氏と東海道線の

れわれのほうが当然物事を分かっている。これは

車中で会っております。この近衛文隆氏について

駄目だからこうしようじゃないか、ということを

は、近衛忠大（家系的には文隆氏の孫）という方

言いまして、
そのうち小岩井さんも来られたので、

が、NHK のドキュメント「真珠湾への道」のあ

それで方法を変えまして、いろんなことをやって、

と取材した『近衛家の太平洋戦争』（NHK 出版

ついに全国区から当選されました。非常に喜ばれ

2004 年）にくわしく書かれています。鹿島宗二

ました。その他いろいろ細かい話はありますよ。

郎氏は商大卒で巣鴨高商教授を勤め、共産党シン

こんなことを大きな場所で言っていられないから

パであったが転向後、彼のレポートを参謀本部の

黙っておりますけれども。そういう話を挙げれば

ロシア課が注目し、上海行きを勧められて、現地

いくらでも出てくると思いますね。

では新聞記者として情報収集活動をしたようで

大島

ありがとうございました。

北嶋繁雄

す。どのような経緯で、どなたの推挙で愛知大学

大島さんが話されたことですけれど

も、私自身も大学創立時の時の先生方の経歴・業

の理事に名前を連ねたのか知りたいところです。
渡辺

小池という駅が渥美線にありますが、す

績をまとめてみてもいいのではないかと感じてお

ぐ前に松野という家があります。そこに下宿とい

話したわけです。例えば本間先生、小岩井先生、

うか一人暮らしをして、私の友達でしたが愛知大

玉城先生、山田文雄先生とか。それから私の知っ

学に長くいて最近死んだんですが、愛知大学の生

ている範囲で言えば丸山薫先生、高桑純夫先生な

き証人である大野一石という男が出入りしていた

ど、たくさんいらっしゃいます。先ほど越知さん

のを記憶しています。たびたび豊橋に来てはその

が見せてくださった写真集、あれは大変興味深い

松野という店の２階に住んでみえました。

ものです。ちょっと１つ当時の関係者の方がいら
っしゃるのでお聞きしたいんですが、愛大ができ

北嶋

鹿島宗二郎氏はあと国士舘大学に勤務さ

れています。
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渡辺

ああそうですか。ともかく豊橋にみえた

こないのか。これは簡単に同文書院が海外にあっ

時は小池の２階におりました。ともかく愛知大学

て、所轄官庁が外務省だから入ってこないのか、

の学生の大野一石がそこの店に出入りしていまし

それとも難しくて入れられないのか。私は入れて

た。鹿島さんが愛大に関係されたかどうかはわか

いいと思うし、また入れなければならないと思う

りません。昭和25 年以降は名前が消えている。

んですが、その辺のところで何か皆さんご意見ご

入ってない。

ざいませんでしょうか。

今泉潤太郎 『中国現代工業用語辞典』を出さ

加納

国際コミュニケーション学部の加納でご

れました。なかなかできが良かったですよ。だか

ざいます。東亜同文書院がコウモリのような感じ

らわれわれも参考にいたしました。

になってしまっている。つまり鳥でもなければ獣

渡辺

小崎さんが先ほどご発言されました山岸

でもない、というところにその原因の１つがある

多嘉子さんは、外務省に記録を残しておりますで

のではないかと素人ながら考えるんですけれど

しょうか。外務省が昭和 20 年３月 20 日に優良邦

も。世界大学史の中に東亜同文書院なり愛知大学

人として表彰状と金 20 万円を贈った山岸多嘉子

を位置づけるという講義の中で、当然近代の高等

さんです。山岸多嘉子さんは昭和 14 年６月に大

教育ですから日本の高等教育史というのが表に出

変な発言を行なっている。
「日本人であることが

てくるというのはよく理解できるんですけれど

恥ずかしい。これからは上海の貧民窟に入って中

も、それだけで言うと例えば日本であれば、帝国

国人として活躍する」と。それから戦争孤児の救

大学の歴史であればその流れの中で世界（つまり

済運動をやられている。そして先ほどのお話では

西欧）ではこうなっています、日本ではこういう

ございませんが、国家主義団体かなにか知りませ

ふうになって帝国大学ができましたということで

んが、中国と秘密ルートで和平交渉をやった厳然

いいと思うんですけれども、ある意味では特殊な

たる大ボスでございます。小岩井先生と共に弾圧

事情を持っているところで言うと、西欧の高等教

を受けた身でありながら、この愛知大学をつくら

育はもちろん重要なんですけれども、その一方で

れました。後輩の大学をいっぺん見てくれと言っ

例えば中国の高等教育だとか、あるいは京城帝大、

て関川の町へ行きまして、実際にこんな貧民窟が

台北帝大で言うならばそういった朝鮮半島の高等

あるだろうかと思われるようなすさまじい生活を

教育機関の歴史の中にもう１つ位置づけていく。

しておられました。本当に小岩井先生が何の私心

だからコウモリみたいなことをむしろプラスに考

もなくこの愛知大学をつくられた。これは驚異な

えて、もちろん日本の歴史の中に位置づけるとい

ことであって、愛知大学は先生本位、生徒本位の

うのも重要ですが、もう一方中国の中ではどうだ

大学で、これを作られた先生方の経営努力は素晴

ったのかを位置づけるという見方が今後必要にな

らしいものであったと、私は確信しています。

ってくるだろうと。その中国の中でという時に、
むしろわれわれがもうちょっと公平な客観的な史
観をそこに取り入れるということが必要なのでは

旧制高等教育における同文書院
大島

ないかと思います。

はい。いろいろ私が初めて聞くようなお

森久男

先ほど大島先生から同文書院大学が日

話がありまして、なかなか私が言うような討論に

本の旧制大学の中でどう位置づけられたかという

入って参りませんが。愛大前史としまして、世界

問題提起をされましたけれども、私は視点を変え

大学史の流れとか、もう１つこんなことは分かり

まして、戦前の植民地体制の人材養成のための教

きったことかも知れませんが、東亜同文書院大学

育機関として、同文書院大学以外に拓殖大学があ

の発展はなぜ教育学者の大学史一般の中に入って

りました。拓殖大学の前身は台湾協会学校で、そ
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の後、東洋協会学校になって拓殖大学になったの

の海軍に対して反戦ビラを撒くという。これは東

で、性格が非常によく似ている。それから、大倉

亜同文書院の学生ではなく、東亜同文書院の卒業

喜八郎が創立しました大倉高等商業学校（現在の

生で当時、上海毎日新聞に勤めていたのものがや

東京経済大学）
、そういう似たような性格を持っ

ったんですが、大変ショッキングな事件で、当時

た学校がいくつかあるので、そういう大学の歴史

領事館警察が大学に踏み込んで首謀者と目された

を調べて横に比較していくと面白い論点が出てく

安斎庫治らの学生を逮捕するが、結局彼等は直接

るのではないかという気がします。

ビラを撒いたわけではないので、釈放されます。

植民地研究というのは戦後長い間ほとんど無視

しかもその時の東亜同文書院の院長は近衛文麿

されていたんですけれども、80 年代ぐらいから

で、文麿氏はおもに東京におられた。実際にやっ

だんだん盛んになってきまして、90 年代に入り

ていたのは副院長の岡上梁という人なんですが、

まして１つの大きな特徴として、植民地教育史を

この人は非常に厳しい人で、実際はビラを撒いて

研究しようという若い人がけっこう増えてきまし

ないんだけれども、だいぶ赤いグループとしてそ

た。そういう植民地教育史研究をやっている人の

の首謀者の安斎庫治等を退学させる。

書いたものを見ていくと案外関連する方向が出て

それに対して愛大事件の場合なんですけれど
も、やはり戦前と戦後では決定的に違う。戦前は

くるのではないかという気がします。

非民主的な旧憲法と治安維持法が存在し、戦後は
新憲法であり治安維持法は廃止されている。だか

愛大史上の諸問題
大島

ら東亜同文書院の場合はいわば戦前。戦前は院

もっとこの問題は討論したいんですが、

長、副院長ですが、副院長が学生と対峙する。停

時間も限られておりますので、そろそろ愛知大学

学させたり退学させたり。そこがやはり戦後は戦

本来のところに入っていきたいと思います。愛大

前と条件が変わっておりますので、大学が一体と

事件、遭難、それから大学紛争。大学紛争はちょ

なって、学長が先頭にたって学生と大学の自治を

っとした大学ならいずれも経験するんですが、私

守ろうとする。こういう基本的な違いがある。そ

50 年史を書くにあたっていろんな大学の沿革史

ういう意味で、まあちょっと要らぬことを言い過

を読んでおりますと、どの大学も必ず初期にはい

ぎたかと思いますが、やはりこれらの事件を大学

ろんな背筋が寒くなるような問題に遭遇していま

のアイデンティティーを形成させるように一体化

す。それをどう克服していくかで評価が固まって

させていく事件として捉えていいかどうか。その

いく。そういう視点でこの３つの事件を見ていく

ように理解してよいでしょうか。あるいは愛大事

必要があるのではないかと思います。その時に私

件について、それからまた薬師の遭難事件につい

は思ったんですが、愛大事件でも遭難事件でも、

てご報告がございました豊島さんや山田さんに対

いかに学長が立派なリーダーシップをとったか。

するご質問とかご意見がございますでしょうか。

本間さんですけれども、実に立派に対処されたか
ということが非常に印象的に思い浮かびます。

今泉

今までの何人かの方々の発言と関連して

きますけれども、例えば 50 年史の資料は客観的

戦前のそういう警察と大学の紛争問題ははいく

なものとしてありますので、そのまま写真版なり

つかあるのですが。一番身近な東亜同文書院で申

にして本に掲載しております。歴史的事実のほう

しますと、東亜同文書院大学は1930 年に 30 周年

にいきますと今度の小史でもそうですけど、そこ

記念式典闘争という一種の大学紛争と言うか大学

から落ちこぼれなかたと言うよりも引き上げたも

民主化の闘争をやっています。それの直後だと思

のが、本になってしまうことになるわけです。そ

いますが、練習航海にいって上海に寄港した日本

れを例えば正史と仮に言うならば、そこから正史
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となったもの、これは面白くない。落こぼれたも

からないでしょうけど、武田泰淳の小説の中にも

の、それを野史なり外史なりと称して日本外史の

でてくるというようなことを話す。文学好きの諸

ように作ろうというのはこれも大変なものだから

君だったら武田泰淳を読んでやろうというのが出

無理です。いろんな方がいろんな形で作るしかな

てくるかも分からない。

い。ただ座談会なり何なりをやって確かにこうい

やはり大学史や小史から離れてしまうものを講

うことがあったよというのを記録に留めることは

義の中に持っていくというのは難しい。その意味

非常に大事で、それはあとあと50 年なり100 年な

ではリレー形式も今後続けていかれていいと思い

り 200年なり後に今の流行作家でも昔のことを取

ますが、やっぱり基本になるのは小史で、それ以

材していっぱいベストセラーを書けますので、貴

外のものは難しかろうと。

重なものとなる。愛知大学の場合もそういう努力

大島

を行なっている。これがきっかけとなって、いい

山田義郎

意味での記録を作ってはどうか。

ありがとうございました。
いろいろなご発言がありましたが、

同窓会の立場から一言お話をしておきたいと思い

ただ問題なのはいったい何をどういうふうに記

ます。今泉先生や先のご発言の方は、小史なり

録するか。例えば愛大事件でもそうですけれど

50 年史なりに盛り込むことができないものをど

も、さっき森谷先生のお話がありました。私も当

うやって拾っていくかというお話でしたし、今、

時１年生で森谷先生が学生部長の時、今から考え

６月頃ですか、加藤勝美さんという方が、仮題で

れば私もその後教員をやりましたので、非常に乱

すけれども『本間喜一と愛知大学、創設者の群

暴な態度で学部長室に行ってワイワイやってい

像』というのを書いていらっしゃるということ

る、本当に恥ずかしいことです。学生生活の中で

で、大変いいことだと思っているんですが、著者

は当然警察との関係が生じてくる場合がある。例

自身もおっしゃっていましたけれども、学校側の

えば、非常に破廉恥な学生が何か破廉恥沙汰にな

立場の記録あるいは証言はあるらしいんですが、

る。それを大学側がもらい受けに行って頭を下げ

学生側の証言といったものが少ない。同窓会は今

る。そういうふうにやっぱり警察に頭を下げなけ

年創設 55 年になりますので、愛知大学創立期の

ればならないこともあるんです。そういうことは

学生達の立場からということで、創設から 10年

言わないんですけど、誰でも常識的に社会生活を

間、正確に言うと 11 年位ですけれども、昭和 32

していれば多かれ少なかれ知っているわけです。

年までの期間を区切って、できごとについてのエ

当然そんなことは正史では取りあげられない。

ピソードの証言集を作るという計画をしており、

結局大学史、50 年史なり小史なりが眠ってし

間もなく執筆者に依頼をします。

まうということではいけないので、これをもとに

例えばこちらにいらっしゃる小崎さんには『同

学生への講義、大学史をやらざるを得ない。基本

文から愛知大学へ』というものを。それから愛知

になるのはやっぱり小史だと思うんです。この大

大学事件についても書いてもらうように考えてい

学史で歴史的な知識を得たであろうという学生を

ます。全く学生の側からの話・歴史を、50 人ぐ

増やす。やっぱり小史が一番手頃なものだ。それ

らいのリレー方式で作ろうと。そういう中で今の

をもとにしてやるしかない。逆に言うとここから

今泉先生やその前のご発言なんかは拾っていける

離れたものを講師となられた方々は面白おかしく

かなというふうに思っている次第です。それの推

と言うと変ですけれども、こぼれているものをそ

薦者ですけれども、各同窓会の支部長から上がっ

れぞれの立場でお話しになる。上海で同文書院の

てきたのを編集委員会で事件順、できごと順に並

教職員学生が集団生活して帰国を待っていたこと

べて、先ほどおっしゃった正史に対する副史みた

を、仮に私ならば、今の学生はこれを言っても分

いなものができるかと思いますので、ぜひご支援

118

◦ 2365 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大学

いただけるとありがたいと思います。
大島

大学史の研究法と視角

太田明

太田さんどうぞ。
先日、名古屋教学委員会でこの授業を

河野眞

自分の大学の歴史を理解するという今

含んだ新科目の検討会を行いましたが、そこでは、

回の企画は大変意義あるものと考えています。直

やはり授業の中に使える資料が少ないという指摘

接の機縁は愛知大学をその主要な前身とされる東

がありました。今回愛知大学の歴史という点で言

亜同文書院との関係を中心に整理していこうとい

いますと、確かに『愛知大学 50 年史』は浩瀚な

うことであろうと思います。もっとも、東亜同文

ものですが、私はちょっと不安なんです。テーマ

書院を本学の前身として特筆する度合いがこのと

が非常に限定的なんです、『60 年史』もテーマが

ころとみに高まっていることは、それはそれで必

非常に限定的なんです。今回の講義は『60 年史』

然性と問題性の両方があると思いますが、それは

をテキストにし、それにほぼそったかたちで講義

ともかく、身近な組織を歴史学に近い観点から理

計画が立てられています。ただ『60 年史』で扱

解することは、重要な試みで共感を覚えます。し

われているのは、本学の創立、愛大事件、薬師の

かし、またそれだけに、歴史的な事実の裏付けと

遭難、大学闘争、学長が担当された三好校舎への

なる資料を含めて、整理していくことが大事であ

移転と、そのぐらいしか含まれていないのです。

ろうとも感じています。大学史に因んで私の経験

『60 年史』は『50 年史』から取捨選択され、最近

を申しますと、自分の専門とのかかわりで、ドイ

の事項を付け加えていますが、抜け落ちているも

ツの幾つかの大学で、昔そこに在籍した教授の活

のが多い。『60 年史』の内容が非常に限定的だと

動を調査したことがございます。それも、偉人の

いう点は考えておかなければいけないと思いま

研究ではなく、ナチスに加担した大学人の経歴と

す。また講義形式でやらざるを得ないことは確か

言う観点からでした。したがって負の歴史を洗い

なんだけれども、それが適切かどうかどうかとい

直すような仕事で、それを特にハイデルベルク大

う問題もあります。

学で行いました、同大学には図書館の他に、「大

もう１つはやはり、本日も同窓生の方が講師と

学アーカイヴス」（Universitätsarchiv）があって、

しておいでになって話されています。大学の中で

大学関係者の書類や運営の記録を保存していま

行なわれてきた事柄や事件を、それを体験された

す。聞いてみると、古いもので16，17 世紀まで遡

方が語るというのは確かに意義はあります。その

るらしいのですが、もっとも、それほど古いとこ

点は認めるのですが、それが現在の学生に対して

ろでどこまで詳しい書類が残っているかは疑問で

どう伝わるのか、果たして当事者が期待している

す。しかし、文書類を意識的に保存していること

ように伝わるのかという問題があると思います。

は事実で、そこで目録を操って、あれこれの書類

時代の違いといってしまえばそれまでですが、そ

を見せてもらいました。例えば、大学人でナチス

の辺のことはやはり充分考えておかなければいけ

でもあった人物が、その観点から運営していた講

ません。特に伝え方や方法はいっそうの工夫を要

座の経費なども調べました。助手をつけることを

すると感じています。

申請している書類とか、活動のための部屋の設置

大島

ありがとうございました。この大学史と

を申請し、その際の暖房費用あるいは学生を野外

いう講座の、あるいは総合科目の意義とかやり方

実習に連れてゆくにあたっての補助金の申請とい

についてとか、テキストはどうあるべきかという

ったものです。もっとも、私が見ようとした書類

話に入っておりますので、こちらのほうも含めて

は戦後まもなく非ナチ化裁判（というものが当時

議論をしていただいて。

行われていたのですが）のために持ち出されたま
ま返却されていないものがあり、必ずしも所期の
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成果にはつながらなかったのですが、大学に在籍
した教員たちの活動を生の書類で部分的に確認す

あります。現在さしあたりそういう状態です。
豊島忠

大島先生が戦前の東亜同文書院と戦後

ることができました。またアーカイヴには専門の

の愛知大学の比較をされました。戦後では愛知大

職員がいて、外部からの調査にも親切に対応して

学の例が一般的のようにいわれましたが、その意

くれたのには、感銘を受けました。実は、日本で

見には、疑問があるわけです。当時、大変社会情

も、大学の歴史について、そうした文書の保存や

勢も悪いなか、本学は別として私立大学では学生

整理が必要ではなかろうかと思うのです。歴史的

運動家はほとんど処分された。公立大学でも例え

事実にはさまざまな側面があり、むしろそのとき

ば全学連の会合に参加というだけで、例えば地方

どきの関心によって過去の何に光を当てるかが決

大学では即座に退学処分になる。そういうふうに

まるところがありますので、目下の状況ではほと

戦後の地方大学というのは体育会系の人達が主導

んど無視されていても、時代や考え方が変われば

権を握った。だから学校の左翼化というものに対

関心の対象になるような脈絡があっても不思議で

しては非常に対抗心を持っていた。愛知大学だけ

はありません。そうしたことを考えると、今回の

がなぜそういうものに対して寛大であったのか。

ような機会に、できるだけ原資料を保存し、目録

しかも豊橋という地方にありながら極めて異例な

なども作っておくことが必要ではないかと思いま

と言うか、ちょっと考えられないような対応の仕

す。

方だなあと。そこに愛知大学創立について学長の

また話が少し飛びますが、あるいは最後に触れ
た点に関わると言うべきかも知れませんが、愛知
大学の初期の関係者でも、話題になる人は常に名

言われた大事な点があるのではないかと私は思い
ます。
藤田佳久

私はそう大して発言はできないんで

前が出るのですが、そうでない人もいます。最近

すけれども、いろいろお話を聞いて、こういう授

も、これまで学内でも頻繁に名前を挙がるわけで

業が学生にビビッドな形で受け入れられて、関心

はなかった草創期の教授が目下の憲法論議のなか

をもって愛知大学の評価とか、あるいは今後の愛

で話題になっています。節目の年代ごとに名簿な

知大学の中で学生のアイデンティティーがうまく

どが整理され、略歴がそえられでもすれば、全体

育てばいいなあと思います。そういう点では先ほ

を見渡すことができます。もっとも、略歴の整備

どからもいろいろお話があるように、既存の文献

は意外に大変で、たとえば基本データである生没

資料だけではなかなか理解できないと思うんで

年ですら難しい場合があります。特に死亡のほう

す。私は外で市町村史などの編纂をけっこうやっ

は難物で、現代人でありながら没年不詳といった

てきたことがあって、文書類だけでものを構成し

ことも起きかねないのです。私の専門は欧米が対

てきましたけれども、やはり基本的にはあまり面

象ですが、それに類した細かな情報を必要とする

白くないところがあります。私は地理学でフィー

ことが多いところから、大学史についても基本デ

ルドワークをやるものですから、歩くといろんな

ータについて感想を申し上げる次第です。

ものにぶつかります。大学史のフィルドワークも

大島

どうもありがとうございました。今言わ

考えられます。例えばいま愛知大学には３つのキ

れたような非常に細かいところまでのアルヒーフ

ャンパスがありますけれども、キャンパスの中を

はございません。ただ基本資料と言われる教授会

克明に見ても、いろんなものがそこに存在し、発

議事録、あるいは評議会議事録等は１箇所にまと

見できるということです。大学史も第何周年記念

められています。それでも誰かの昇格、誰かの採

で編集しなくてはいけないからとあわてて資料を

用、
そういったものまでは大学史にはありません。

集めるというのではなくて、日常的に資料を集め

そういうことが必要であるなら今後整える必要が

て、自主的に、佃さんが今やっている大学史にか
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かわる資料収集の役割を本格的にすすめていただ

もともとの発想の仕方というのは、その時文学部

きたいなと思っております。

を作られた方々が京城帝大から来られた先生が中

それから私は愛知大学の綜合郷土研究所の所長

心だったからだと思われます。綜合郷土研究所を

を８年ぐらいやったことがありまして、なぜああ

作られた心意気は高く、当初はガリ版印刷でニュ

いう研究所がああいうかたちでできたのかという

ーズレター、今われわれでさえ出さないような速

疑問を持って、古い資料やら古くからの先生方か

報性のニューズレターを毎週ぐらい出すという、

らも聞き取りをした結果、先ほどの話の続きにな

まあびっくり仰天してしまうような作業をやって

りますと、
書院を中心とした引揚大学と愛知大学、

いるわけです。

郷土研との関係がやっぱりあったと思うのです。

そういうものを見ていきますと、そこからいろ

あれはもともと京城帝国大学から就任された秋葉

んなものが伝わってきます。研究所だけではなく

先生が、本館の木造の１室に郷土室というのを作

てもう少しいろんなところを見ていくと、もっと

って、それを綜合郷土研究所に発展させて、後に

何かあるんじゃないかなという気がします。その

はその存在が世に出ていくわけですけれども。そ

辺のところを、佃さんも含め、ぜひうまく発掘し

の時に秋葉先生とか横山先生とか、いろいろお名

ていただいて生き生きとした資料にしていただけ

前の出た方々が大陸から帰ってきた始点から、こ

ればありがたいと思います。

れからは東アジアの大陸と日本の本土と比較がで
きるという研究をすすめたいという意気込みでし
た。だから東アジア全体をカバーできるような非
常にスケールの大きな研究ができるんだというこ

大学史講義の仕方と意義
大島

ありがとうございました。予定した時間

とで、綜合郷土研究所というのを作られ、高い心

を 10 分過ぎてしまいましたが、最後に大学史と

意気を持って頑張られた。ただお二人とも身体が

いう講座を持つ意味・意義をもう少し考えて、終

弱かったせいか、早く亡くなってしまったのが非

わりにしたいと思います。私は意義があると思う

常に残念ですけれども。そういう事柄が研究の背

んですが、その意義について書かれたものがいく

後にあって、横山先生は三河一円から、戦後緊急

つかございます。１つは佃君がこのレジュメに書

入植で農家の人達が入り込んでいく過程の中で

かれたものです、だいたい大学生は、大学とは何

次々に発見された土器の数々を集められまして、

であるのか、愛知大学とは何であるのか知らずに

あまり知られていませんが膨大な土器片が実は愛

入ってくるわけですね。そういう意味で大学史を

知大学にあります。綜合郷土研究所の展示室の中

学ぶ、あるいは愛知大学史を学ぶということが大

にも研究施設があって学生がそれを張り合わせて

事であって、それでアイデンティティーが形成さ

土器を再現したものとか、貴重品もたくさん所蔵

れる。しっかりした自分の居場所が分かるという

されています。大学史の中でもあまり表に出てき

こと。もう１つこれは大学史の権威である寺﨑昌

てないそういうものを見ていきますと、愛知大学

男氏が、２年ほど前日本私立大学協会で講演した

のその時代のエネルギーといったものが伝わって

ものがございまして、今の学生はほとんどが「不

くるような気がいたします。

本意入学」であって、なぜ自分がこの大学いるの

因みに文学部の組織というのは、その時思った

が分からない、いったい自分は何なんだという非

んですけど、京城帝大の先生方がほとんど作られ

常に不安な気持ちで座っていると。その時にやは

ている。そういう点で講座制という旧制の帝国大

り大学史を学ぶと、自分はこういうところにいる

学のシステムが文学部にそのまま再現されたとい

んだということが分かって、勉学意欲さえも湧い

う感じがいたします。専攻は今は 14 ありますが、

てくる学生が多いと書いてあります。われわれの
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今度の大学史の講座が、果たしてそこまでみんな

すけれど、その「国家」の究極的権力としての「主

の勉学意欲を湧き立たせたかどうか自信はありま

権」を前提に成り立つ「近代の大学」というもの

せんけれど、やはりこの講座は今後も続けていか

は何なのかという問題です。ご案内のように、東

なければならないのではないか。

亜同文書院や京城大学などは、「帝国」の影響下

因みに日本では 21 大学で、何らかの意味でこ

の植民地大学みたいな形で運営されていたことが

ういう大学史の講義をやっているわけです。大概

あるわけで、ネイション・ステイツの論理と、普

は自校史、自分の大学の歴史であります。この中

遍性を追究する学問の場としての大学の論理と、

の立命とか同志社とか明治大学は、近代日本にお

大学のコーポラティヴな自律性の論理など、複雑

ける立命館大学、明治大学という位置づけでやっ

に交差する点みたいなものを、その磁場のような

ている。ところがわれわれは何と世界まで視野に

ところを本大学史講座の中のどこかにきちんと位

入れてやっているわけです。これはよほどわれわ

置づけておかないといけないのではないか、と考

れがしっかり勉強しないことには、かえって学生

えるのです。

に馬鹿にされる。そこで最初に私がそういう問題

また、大学史を講じるということは、歴史を振

を提起したわけでして、そういう意味で一般的に

り返り未来を見つめるためであるとも考えられる

は大学史には意義がある。皆さんの側から何かそ

のですが、愛知大学を今後どうしていくのかとい

れについてご意見がある、あるいはやり方として

う、ビジョンの共有みたいなものがどこかにある

こうすべきであるというご意見があれば承って、

のでしょうか。

だんだんと終わりにしていきたいと思います。
鈴木規夫

現在、ご存知のように、大学の未来を考えるい

手短に発言させていただきます。近

ろんな可能性が出てきています。先ほどのネイシ

代における大学とは、基本的には「ナショナリズ

ョン・ステイト・システムの枠の中での大学とい

ムの流行」後のネイション・ステイツが、その「主

う位置づけばかりではなく、かつて東亜同文書院

権」に基づき一定の「普遍性」を体現するもので

が実現していたように、国家的な枠組みを超えた

あるということを正当化するために設立形成され

ところで、東アジア共同体を支えていく、知的な

てきたという傾向があります。ドイツのベルリン

コスモポリタニズムを追求するような大学を構築

大学がナショナリズムの産物であることは、よく

していこうということも可能です。EU における

知られているところですが、ネイション・ステイ

エラスムス・プログラムのようなものとどのよう

トが世界の究極の形態であるということを意味づ

な質的な差異をもつのか、詳しく検討しておく必

けるようなものとして立ち現れてくるわけです。

要があります。単なる「日本」という枠をこえて、

ユニヴァーシティーはもともとコーポラティヴな

東アジア地域におけるいろいろな人材育成という

「団体」でありながら、それが「永遠の相の下に」

行為が意味をもってくるような時代が到来してい

普遍を思考する基体としてのユニヴェルシタス

るのではないかとも考えられます。

は、他の団体と位相を異にして、ユニヴァースに

ご存知であろうとはおもいますが、文科省のほ

通底するのだということを、かって南原繁が説い

うでも海外に大学の分室とか別館を作ることにつ

ていたように記憶しています。そうしますと、本

いての制約がだんだん緩んできていて、外務省が

学にしても東亜同文書院大学にしても、何れにせ

管轄するのかどうかは分かりませんけれども、文

よ「国家」との関係をどう考えておくのかが問題

科省の枠の中でも海外における大学別科の設立と

として浮上してきます。コーポラティヴには「国

か、あるいは大学そのものの設立について道が開

家」という団体とは本来相対的に独立していたの

けてきております。これが「日本の帝国主義的発

で、大学自治というものが担保されていたわけで

想」によるのか定かではありませんが、何れにせ
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よ迫りくるグローバリゼーションに対応する１つ

人のセンターでの活動に対して、それは女性のメ

の対策として登場してきたものなのでしょう。そ

ンバーの中でもおっしゃったけれども、満州国必

うしますと、ますます大学史の記述には、愛知大

ずしも過去の事で老人の関心事だけではない、若

学の未来という点についても、壮大なシナリオを

い人はそういう発想・見方があるんだなあと感心

残すような仕掛けをしておかないとまずいのでな

し、さらに活発にやっていかねばならないと。
大島

いかと、ご要望申し上げる次第です。
今泉

ありがとうございました。だいぶ時間も

私が小史を中心にしろと言ったのは、今

過ぎて参りましたので、ちょっと先ほど私が言い

現在のことであって、何らかの形でテキストブッ

かけたことを言わせていただきますと、つまり大

クなるものが必要だったらということを前提にし

学史というのは学生にアイデンティティーを持た

てです。この４月以降開かれようとする講義はそ

せること、愛知大学の場合は愛大事件にしろ、遭

うではないということならば、この小史は十分と

難事件にしろ、大学紛争にしろ、そういった問題

は言えません。例えば今この記念センターで出て

を率直にお話しすることによって、愛大とはそう

いる議論の中で、先ほど越知氏を中心に作成され

いういろんな困難を経てきて今日ある、それを自

た既に百数十枚のスライド画像がありますが、さ

分の力で解決する力を持っていたという話をすれ

らに何百枚、何千枚というデータバンクを作るこ

ば、愛大の個性が何であるのかということを理解

とができるようになれば、担当講師の要望に応え

してもらえるだろうと。そういうことを含めて大

て、映像によって講師が自由に説明できるように

学史をやる意味はあろうと思います。

なる。来年あたり本格的にそのプロジェクトが動

それから今泉さんの意見と私は違っていて、
「世

き出し、一定の成果をあげれば確実に実現する。

界の中の」というのはお題目だとおっしゃるんだ

そうなりますと小史をテキストとする必要はな

けれども、実は私は愛知大学というのは探してみ

い。それは単行本で読むことができるという利点

れば酒井さんのように初期のプロイセンの大学に

がある。小史の場合はきちんとしたものを作ろう

ついてお話される人もいるし、それからフランス

と言うよりも、例えば私も 50 年史編纂の一員で

の大学のお話をされる人もいるし、それから今度

すけれども、執筆メンバーが全然知らずに適当に

新しく加わってもらいますが、ドイツの大学史に

リライトする、原文から抜粋してまとめて小史に

ついて先ほど発言された河野さんもおられるし、

したということです。ですからこれからはむしろ

そういった潜在力を持っていて、それをうまく引

映像のほうを中心にするということで、今の学生

き出すか引き出さないか、という問題が１つあり、

さんから言えばいいんじゃないかなと思います。

もう１つはそれらをうまく１つの流れとして組み

同文書院が植民地大学ということでしたけれど

立てられるかどうか、理論的な深さを持てるかど

も、だいたい中国は植民地ではありません。海外

うかという問題もある。私はそういう意味では「世

にあった日本の高等教育機関として大学で、その

界の流れの中における」というのは外してはいけ

点では上海にあった諸外国のミッションスクール

ないし、一層それを追究する必要があるというふ

系の大学、専門学校と同じです。それから藤田先

うに理解したいんですが、偉そうなことを言って

生が記念報に書かれている上海交通大学を臨時校

結局お題目になってしまうかも知れません。しか

舎として以降の同文書院について、霞山会と愛知

しまあ頑張ってみようと思います。

大学そして上海交通大学の若手の研究者達から新
しい資料提供がなされたことは、非常に私は感激
した。そういう方から将来の同文書院研究の可能
性をさぐるのは必要だろうと思います。だだ若い

それでは何か最後にご発言がございますか。は
い。
北嶋

今回この大学史講義を担当された方も大

変苦労をなさったと思いますが、できればそれぞ
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れの方がレジュメを作られた段階で打ち合わせを

名程度の履修者ですと、大部分は後ろに座ります

やって、重複があれば除くということで計画を立

から、マイクを使ってもまったく授業になりませ

てていただく。それからさっき鈴木さんがおっし

ん。私の前の海老澤さんの授業を見に行きまし

ゃった、
まあ鈴木さんもご存じだと思うんですが、

て、これでは授業にならないと思い、教室を変更

ユニバーシティーというのはもともと中世の同業

しました。しかし今度は AV の装置がないんです。

組合のことで、これはギルドの同意語 universitas

他の教室はもう他の授業で埋まっていますし、第

という語に由来しています。学生が団体を作って

４週目ぐらいになると100 名の授業の教室変更は

都市当局と対立して運営されていたという点が今

できません。受講数との関係では非常に教室設定

日の大学とは違っています。また極めて国際的で

が難しい。

あり、使用される言葉は当時の教会語であるラテ

第二に必修化についてです。この授業の設定は

ン語であったということで、教師学生たちはあら

常任理事会の提案で、各校地の教学委員会に検討

ゆる国から集まってきました。

依頼されたものです。最初は必修でどうかという

加納

ちょっとだけお話をさせていただきま

提案だったのですが、教学委員会は必修化はでき

す。学生数の見込みが大幅に違ったということが

ないというのが最初からの結論だったように思い

ございましたけれども、今度豊橋でもやられるこ

ます。つまり１学年 1,000 名に対して必修授業を

とになって、今伺っていて非常にいいお話で学生

やるとすれば少なくとも３回ぐらいの時間が必要

達に聞かせたいと思うんですけれども、豊橋じゅ

になります。それだけの時間枠を用意し、かつ講

うの１学年がドッと来たら大変なことになります

師が動員できるかというと、これは無理です。将

ね。ただ将来的にはこういうのを全学生に聞かせ

来的にどうかということは何とも言えませんが、

ていくというのは非常に重要なことだと思いま

必修化することは私はあまり意味がないと考えて

す。学生数の見込みと必修化への展望というのを

います。むしろこうした問題に興味がある学生が

伺っておきたいと思います。

切り捨てられることを危惧します。逆に言えば、

太田

私が答えるべきものではないんですが、

こうした問題に興味がある学生がもっと深く学習

学内での議論に少し触れておきます。履修者数の

できるような枠組みや内容を用意するほうが重要

問題から言いますと、一番最初に北嶋さんがお話

でしょう。

しになったこと、つまり「歴史的な知識をどこま

大島

ありがとうございました。

で前提できるか」ということと、それから先ほど

小崎

ちょっと申し上げたいんですが、愛大と

小崎先生がおっしゃったことと、
「つまり履修学

同文書院の関係は、最初は隠すようなことになっ

生に偏りがあったということ」とは絡み合ってい

ていたんです。本間先生も実際は同文書院という

ます。これは、本学の場合、開講の曜日と時間次

ものがあったからこそわれわれはあの混乱の中で

第になります。名古屋校舎の場合、金曜日の３時

創立することができた、といわれたことがありま

限という時間帯なんですが、そこに必修科目が入

す。ところがそれからだいぶ経ってから石井学長

っていない学部は経営学部だけでした。その関係

のほうから、そのままでは駄目だから同文書院の

でも経営学部の学生しか受講者がいなかった。そ

話をしてくれと言われて、平成３年でしたか入学

れに昼食後ですから、ちょうど気持ちよく睡魔に

式のあとに入学記念講演というので、１時間かけ

襲われる時間です。さらに、教室設定の問題があ

て同文書院の話をしたんです。そうしたらそれが

りました。最初に予定されたのは、003 教室でし

最初に出しましたこの小さいパンフレット、『東

た。ご存じの方も多いと思いますが、400 名収容

亜同文書院大学と愛知大学』という小冊子、あの

可能な地下の大教室、講演会場です。ここに 100

第１冊目が出たんです。それを学生の父兄に配っ
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たら反響が非常に大きかった。いろんな反響が出

史の研究週間になっておりまして、そこにも掲示

てきて、私はその記録をもらいました。いかに父

しておきましたけれども、１週間後の３月 17日

兄が感激したかということです。今まで愛大は何

㈯の 13 時 30 分から 15 時 30 分まで、愛知大学名誉

もない。何もないところでこんな大学を作って何

教授の酒井吉栄氏に「世界大学史と愛知大学」と

になるのかと思っているような父兄がおられたと

いうテーマで公開研究会をしていただきます。関

思うんですが、さにあらず、100 年以上前から既

心と時間のある方はぜひおいでください。本日は

にあった。こういう歴史があるんだということが

本当に長時間、いろいろとありがとうございまし

学生にも伝わった。それがこういうことをやる初

た。

めになったと思います。私はこういうものをずっ
と続けてもらいたいと思います。
大島

（編集部からのお詫び：せっかく非常に活発なご討論を

はい。それではいよいよこれで終わりに

したいと思います。予想以上にたくさんお集まり
いただいて、私の不手際で討論があっちに行った
りこっちに行ったりしましたけれど、ものすごく
活発でびっくりしました。やる側としまして大変
喜んでおります。１つお知らせでございますが、

いただいたにもかかわらず、録音機器の性能が悪く、ま
たそれを操作する技術が不十分であったため、鮮明な録
音ができず、活字化できなかった箇所が若干出てしまい
ました。重要部分はすべて網羅したつもりですが、発言
したのに掲載されていないと思われる方もおられると思
います。それはそのためであり、心よりお詫びをする次
第です。
）

今週から来週にかけて一種の世界大学史と愛知大
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愛知大学の創立者

本間喜一

本間喜一

──法学者としての軌跡──

石井吉也
〈愛知大学前学長・名誉教授〉

司会：大島隆雄

皆さんお待たせいたしまし

も併せて充実させていきたいということでありま

た。本日はここに掲げられているとおり石井吉也

す。それまでは東亜同文書院に関しましては展示

先 生 か ら「 本 間 喜 一 ── 法 学 者 と し て の 軌 跡

施設だけしか愛知大学の中では認められていませ

──」というご講演をいただくわけですが、現在

んでしたけれども、これを機会に研究機能も少し

私共は藤田先生を研究代表者とするプロジェク

付け足そう。それから愛知大学史のほうも年史が

ト、私立大学学術研究高度化推進事業オープンリ

いろいろ出てはおりますけれども、さらにいろい

サーチセンター整備事業というのをやっておりま

ろな視点で充実をさせていきたいということであ

して、文科省から認可されている次第でございま

ります。

す。そのこともありまして、あとでも若干私が補

そして主に大学史のほうは年史のまとめ役でも

いますけれどもまず代表者であられる藤田先生か

ありました大島先生にご登場願って、いろいろ企

らご挨拶をお願いいたします。

画を練っていただいて進めてまいります。まあこ

藤田

ただいまご紹介いただきました藤田と申

れまでもいくつかございましたけれども、今日は

します。大島先生からもご紹介がありましたよう

本学の学長であられた石井先生をお呼びしてお話

に昨年の５月、文科省のオープンリサーチセンタ

を聞くというプランを立てていただきました。本

ーによって我々のプロジェクトが選定されまし

間先生が愛知大学の経営者であるとか経営的なセ

て、このプロジェクトを、実質的には昨年の10

ンスを持っておられたとか、あるいは教育者であ

月から、それまでは準備段階とか文科省との交渉

るというようなお話はこれまでも随分ございまし

がございまして動けなかったんですけれども、半

たけれども、学問的な内容に関しましてはその陰

年間の期間ですが、昨年度の活動報告を今、年報

に隠れていた部分がございますので、石井先生の

として編集中であります。ちょっと遅れてしまっ

お話を通じましてそういった内容に関していろい

ておりますけれども。連休明けか５月中にはぜひ

ろお話を伺うチャンスでございます。どうぞ今日

出版したいと思っております。

はごゆっくりとご静聴いただきまして、またご質

このプロジェクトの中で基本は東亜同文書院の

問等ございましたらよろしくお願いしたいと思い

分野なんですが、愛知大学の成立史も東亜同文書

ます。

院とは切っても切れない関係がございます。とり

司会

今藤田先生からご説明がありました通

わけ今日石井先生にお話しいただく本間先生が、

り、愛知大学は東亜同文書院の後身大学でござい

いろんな意味で愛知大学と東亜同文書院の接点、

ますので、愛知大学、特にその初期についての研

それから本学の実質的な創設者であるということ

究をしなければ東亜同文書院の話も完結しないと

でありまして、そういう点では愛知大学史のほう

いう関係にあるかと思います。そのことで私が引
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き受けさせられたんですか、では何を研究したら

２期続いて８年間学長をされ、特に三好移転の問

よいかということになりますと、初期の愛知大学

題というのは大変な問題だったんですけれども、

の創立者、本間喜一、小岩井淨、林毅陸の３先生

ご苦労をされた次第でございます。その後平成

がおられるんですけれども、それについての学問

13 年（2001 年）に愛知大学を定年退職され、そ

的な、彼等がどのような学問をされていたのか、

の後は朝日大学に移られまして、そこの博士課程

あるいはどのような考え方・思想を持っておられ

担当者として今日に至っておられるわけでござい

たのか、そういうことをはっきりさせなければな

ます。と同時に愛知県弁護士会に所属される弁護

らない。かつて 50 年史を苦労して編みましたけ

士としても活躍しておられます。

れども、あの段階ではまだそこまで立ち入った研

先生の専門は一言で申しますと商法なんですけ

究ができておりませんでした。反面この３創立者

れども、その中でも運送法の研究というのが中心

から教えを受けた人達が愛知大学にいる。その高

になっておりまして、それはいずれも本間先生の

弟達もすでに相当の年になられている。そうしま

薫陶を受けられた結果でございますが、そういう

すと今のうちにそういう高弟達からお話を聞き研

商法・運送法、あるいは取締役の責任論といった

究するということを逃しては、あとあと我々の世

面にわたって数多くの著作・論文がございます。

代は何をしていたんだというふうに言われかねな

以上はなはだ簡単でございますが石井先生のご

い。

経歴の紹介とさせていただきました。それでは石

そこで大学としましてはそういう一連の研究を

井先生よろしくお願いいたします。

始めたわけでありまして、すでに昨年度藤城先生

◇

から小岩井さんのお話をお聞きしました。また本
間先生のお嬢様でいらっしゃると同時に秘書でも

石井

◇

◇

石井でございます。連休の始まりに大島

あられた殿岡晟子さんからいろいろなお話をお聞

先生がセットされましたが、連休にかかわらず私

きしました。今回石井先生からは少し難しい話に

の話を聞いていただくことになり感謝申しあげま

なってくるかと思いますが、本間先生の学問や思

す。本間先生には実質大学４年生の時から大学院

想にまで立ち入ってお話しいただけるのではない

を通じて、それから教員になってから、95 歳で

かと期待しております。

先生が亡くなるまで教えを受けたわけでございま

そこで石井先生のごく簡単な略歴と業績をお話

す。大学院で商法、特に手形法を専攻するという

させていただきますが、石井先生は昭和６年に三

ことで始めたわけですけれども、私にとって本間

重県でお生まれになり、愛知大学には昭和 26 年

先生は商法の先生にとどまらず人生そのものの教

に入学されました。その後マスターコース私法科

師ですので、そういう面での話は今まで色々なと

専攻に進まれまして、マスターを昭和 34 年に終

ころで話しております。今日は、本間先生の法学

えられました。その後は名城大学の非常勤講師と

者としての軌跡、基本的には法哲学者として法哲

か浜松短期大学の専任助教授とかになられたわけ

学研究と法哲学という視点から商法を、一橋大学

ですが、愛知大学には昭和 42 年に助教授として

時代及び本学でおやりになった。愛知大学の学長

戻られまして、あと 47 年には教授になられ、そ

を辞められてから法哲学研究を再開しようという

の後担当は商法でございますが順次法経学部長等

ことで、私としては自分の専攻の商法をやるのに

を務められながら昭和 62 年に学長になられまし

精一杯でしたが、先生の強い希望もありお付き合

た。これは前学長の浜田先生のあと、その残任期

いしました。残念ながら未完で終わったんですけ

間ということで半年なられました。そして特に平

れども、あとのところのフォローについては本学

成４年、第13 代学長に就任されまして、これは

の法哲学の教授である西野さんに、残された本間
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本間喜一

先生の文献から結論を出していただこうと考えて

学に来られ、学長をやられた脇坂雄治先生。この

おります。

方々も大正４年組です。先生に言わせればこの当

先ほど言いましたように私も 75 歳になり、話

時の東大は、まあ今でもそうですけれども官吏の

の途中で脱線していくことが多くなったんですけ

養成所であった。従って卒業すると大半が検事・

れども、なるべく脱線しないように話していきた

裁判官になったということです。

いと思います。本間先生の 75 歳の時といいます

どういう先生に教わったかというと、一番多く

と、まだまだ回転がはやくバリバリでしたが、脱

教わったのは松本烝治先生です。日本の商法は岡

線はよくしました。東京へ行く話をしている途中

野敬次郎から始まってこの松本烝治先生で初期の

で脱線しだして、私もその脱線の話が面白いもの

日本商法学が確立する。この松本先生のお弟子さ

ですから意識的にそちらのほうへ持っていって、

んが、先ほど言った田中耕太郎。松本先生の娘を

気が付いてみれば大阪に着いていた。先生は笑い

もらった方でありまして、最高裁の長官になりま

ながら「君そういうことだよ」と。「前田君（民

す。この松本先生に民法・商法・ドイツ法を教わ

法教授）を誘って今から飯を食いにいこう」とい

りました。憲法は天皇主権説の上杉慎吉です。先

うことで終わることが多かった。まあ今日はそう

生に言わせれば当時の東大の法科の教員の中では

いう話はさておきまして、本間先生の法学者とし

一番いい男だったと。いい男というのは色男だと

ての軌跡を手元にお配りしたレジメに従ってお話

いうことなんですけれども。ただ憲法は初めの３

ししたいと思います。

箇条しか講義しなかった。行政法は天皇機関説の
美濃部達吉です。二人は当時から憲法についての
競争講義を行い人気があった。国際法は寺尾享。

１．東京帝国大学法科大学学生時代
──明治45 年
（大正１年）～大正４年（1915）

この方は秋学期になって出ていったらいなかっ
た。孫文革命を応援するために東大を辞めて中国

若干法学者としてやり始めるまでの経緯を、な

へ行ってしまったということであります。その他

るべく簡単に触れたいと思います。本間先生は東

ローマ法は春木一郎。博学の方でこの方にもいろ

京帝大の法科大学に明治 45 年（大正１年）に入

いろ本間先生は質問しているんですね。こういう

学され、大正４年に卒業されました。入学の年か

方々に教わった。

ら東大の法科も入学試験を行なうということにな

本間先生の性格は皆さんもご存じのように、頭

ったらしいんです。それで高等学校で遊び呆けて

の回転が速いことは当然ですが、茶目っ気がある

いたのは戦々恐々として、京都大学は無試験なの

んです。それと議論好きなんです。松本先生に民

でそちらの法科のほうへ変わったという人もいた

法・商法を教えてもらうわけですが、松本先生の

ようでございます。大正４年組というのはこの時

講義が終わると毎回のように質問に行くわけで

代で一番傑出した連中が揃っていた。１期下の大

す。松本先生もそれを待ち構えている。また本間

正５年組で、本学において私も指導を受けた海商

が来るということで。質問すると「君の意見はど

法の小町谷操三先生に聞きますと、大正４年組は

うだ」と。本間先生がこうこうじゃありませんか

非常によくできた。一高、東大を通じて友人であ

と精一杯答えるわけです。そうすると松本先生は

った田中耕太郎は東大の商法教授で、それから刑

じっと聞いていて、本間先生が思いもつかないよ

法の小野誠一郎、この人も東大教授です。ただ２

うなところを指摘してポンと反論する。そして煙

人はものすごく仲が悪い。本間先生も中に入って

に巻いてしまう。本間先生はまたやられたと思っ

苦労された。その他本学で言えば海商法の、早く

ている中を松本先生は颯爽として去っていく。下

亡くなった竹井廉先生、それから裁判官定年後本

宿へ帰ってきて考え直すとどうも先生に騙された
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ということになるんですけれども、悪い気はしな

たんです。司法官試験は１番で合格し、先生とす

い。やっぱり性格がよく似ていたんですね。だか

れば裁判官のほうに回してほしかったらしいんで

ら松本先生にはしょっちゅう質問に行っては奇問

すけれども、成績のいい順に検事局に回されて予

をぶつけられて煙に巻かれたと。後年本間先生も

審検事をやらされるんです。大正６年には大きな

松本先生仕込みの奇問を私にやるわけです。先生

選挙違反事件が起こって、それは面白かったそう

が質問するとこちらは精一杯で、答えるのがやっ

です。しかし検事というのは結局慣れてくると、

となんですけど、その答えを聞いていてニコニコ

「あいつはもう落とした」とか、「まだ落ちないの

笑いながら、それじゃこういうところはどういう

か」とか、そんな話ばかりらしいんですね。非常

ふうに君考えるかと。そこまで行きません。もう

に気持ちが荒んで性格に合わない。それで当時東

きりきり舞いさせられる。すると先生が「もうち

京地裁の所長だった三淵忠彦先生に頼んで、裁判

ょっとこの方面の勉強もしたほうがいいね」と言

所のほうに代えてもらった。三淵先生は創立当時

うんです。他のところでもやっていたようですけ

本学の顧問になってもらった方ですが、初代の最

れどもそういう茶目っ気があって、決して学生を

高裁長官で、本間先生を事務総長に引っ張ってい

叱ったりすることはなく、勉強させようという気

った方です。会津藩の家老の出です。本間先生は

持ちから松本流のそういう講義をなさった。しか

米沢藩の下級武士の末裔。三淵先生とすれば隣藩

し、私も先生の性格が分かってくる。特に大学院

の将来有望な末裔が入ってきたということで本間

を出て教員のはしくれになりますと、ある程度先

先生に大変期待したと思うんです。それから三淵

生のやってくることが分かりますから、こちらは

先生の薫陶を受けることになります。本間先生に

それにパッと答えると、先生はつまらなさそうな

対する教えは、「本間君、天下の王道を大手を振

顔をするんです。先輩の前田耕造教授も本間先生

って歩こう。覇道はだめだ」。つねにそういうこ

の教えを受けていたのですけれども、ある時私に

とだった。これは本間先生の人生訓になります。

「君だめだ」と。「君を困らせるのが楽しみなんだ

いろいろなところで先生はこの「王道」という言

から、騙されたふりをせい」
。前田さんは私より

葉を使っておりますが、三淵先生を尊敬し、人生

４才ぐらい上なんですが、大物だと思った次第で

のお師匠さんであったと言っております。そこで

す。

裁判官になって裁判を担当しますが、その当時の
裁判官というのは、まあ今でもそうですけれども
先例・判例重視で、ただ先輩がやった判決をその

２．東京地検・裁判官時代

まま当てはめる。「裁判官徒弟制度」
、「化石のよ

──大正４年～大正９年３月（1920 年）

うな連中ばかりだ」ということを言っております。

本間先生は議論好きで、田中耕太郎先生と議論

当時はまだ法律が充分整備されていない。利息制

しても、
「田中君はいいものを書くけれども口下

限法もやっと大正８年に制定された。その前の段

手だから、議論では負けたことはない」と言って

階でどれだけの利息を認めていいのか。それと事

いました。それで卒業となり、そういう議論好き

実認定の点で、原告の言い分、被告の言い分、そ

ということからだと思うんですけれども弁護士を

ういうものを聞いていくとますます迷う。先ほど

志望する。当時の東大法科の卒業生としては異色

言いましたように簡単に形式的に事実認定をして

の道を歩こうとしたんです。ところが父親にそう

しまえばそれでいいんですけれども、先生は真面

言ったら、
「帝大まで行って何だ、代弁か」と。

目に誠実に取り組むものですから、判決を書くの

その当時の弁護士の社会的な地位は低かったんで

に大変苦労するんですね。そういうのが続いて、

すね。それで親孝行のつもりで司法官試験を受け

顔が痩せこけてノイローゼの寸前までいく。この
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ままいけば死んでしまいそうだと。やはり自分が

（法哲学綱要）第２版が 1922 年に出ましたが、そ

できないのは法の基本を勉強してないからだ。法

の１版 1914 年に出たのを読み始めて、「よく分か

の基本理論・法哲学を勉強する必要があるんじゃ

る」と。私も読めと言われたが私はよく分からな

ないかと思い始めた。しかし裁判官をやりながら

かったんですけれども。要するに本間先生に言わ

そういった基礎法的なものを勉強する時間は到底

せるとこのラードブルフという人は刑法学者で、

ない。その頃ちょうど東京高等商業学校が大学に

ワイマールの刑法草案を起草した実定法学者なん

格上げになって、東京商大になる。その頃に三潴

です。他方法哲学においても、いわゆる相対主義

信三という一高、東大の、先生より 10 年ぐらい

の立場から法哲学を構築する。実定法学者の法哲

先輩でこの方も米沢藩の末裔なんですけれども、

学であるのでよくわかるということなんです。こ

東大の民法の教授で、東京高商とか早稲田の非常

れに熱中するんです。昭和元年に本間先生は火事

勤講師をやっていた。本間先生も三潴先生に頼ま

で家が焼けてしまう。その時何も持たずに長男の

れて非常勤講師をやったというような関係だった

忠彦さんを連れて空き地に避難する。しかし、懐

らしいんです。三潴先生から、東京商大で商法の

に手を突っ込んだらラードブルフの１冊が入って

担当を探しているので行かないかということで、

いたという、それぐらい熱中した。このことは東

東京商大専門部に教授として赴任するんです。本

北大学の法哲学の教授で戦後名古屋で弁護士を開

間先生がもっと要領を考えた人であれば、田中先

業した広浜嘉雄先生、私は私法の１期生で広浜先

生が１番で２番は本間先生ですから、充分東大に

生に私法学原理で大変絞られたんですけれども、

戻ることができたと思うんですけれども、本間先

この広浜先生が、私が本間先生の弟子だというこ

生はそういうことを考えないんですね。勉強でき

とを知って話してくれたんですけれども、「本間

るところならいいということで東京商大に入る。

さんは法哲学について専門家顔負けの力を持って
いる」と。本間先生は東京商大で教授をしながら
東北大学のほうに非常勤講師で行っていたような

３．東京商大（一橋大学）教授時代

んです。１期下の商法の小町谷先生に頼まれて行

──大正９年～昭和11 年12 月
（1936 年）

ったんですけれども、東北大学へ行くと広浜先生

そこで商法を担当するんですけれども、それは

の研究室に入り込んできて、そこで法哲学の議論

ちょっとあとにしまして、法哲学の研究を始める。

をする。ある時東京へ帰る夜行列車の中でばった

東京商大にはほとんど法哲学の本はない。いろい

り会った。広浜先生が寝ようと思ったら本間先生

ろ苦労しながら外国文献を勉強していくわけで、

が横へ座り込んで法哲学の議論を始め、結局寝ず

まずヘーゲルの法哲学を読んだらしいんです。と

に上野駅に着いた。広浜先生は「本間先生はただ

ころがヘーゲルの言っていることは「さっぱり分

の商法学者じゃない」、「本間先生が来いと言った

からん」と。自分は法哲学もできないのかと悩む

から私はこの愛知大学に来た」。それぐらい法哲

んです。本間先生はヘーゲルをあきらめて、いわ

学についての造詣は深かったわけです。特にラー

ゆるハイデルベルクを中心とした西南ドイツ学派

ドブルフの第２版がちょうど 1922 年に出たんで

の法哲学者のほうに研究を進めていきます。ヴン

すが、これだけを持ってドイツのベルリン大学本

デルバント、シュタムラー、リッケルト、ラスク

科生に入学したというぐらいなんです。

と、そういう法哲学者のものを読みながらラード

ラードブルフの法哲学で一番本間先生に影響を

ブルフに出会うわけです。ラードブルフは本間先

与えたのは、法概念の定義方法です。これはラー

生より19歳上で1947 年に死亡しています。ラー

ドブルフが言い出したわけではなく、リッケルト

ドブルフが書いた Grundzüge der Rechtsphilosophie

の学説をラードブルフが参考にし、それに本間先
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生が共鳴したということなんです。物の概念を定

うことでみんなワアワア笑う。レポートを出すこ

Nominaldefinition
義する仕方でありますけれども、

とになると大半が、「先生の講義の中で一番面白

と Realdefinition（形式的な概念と実質的な概念）
、

かったのは赤旗と女の腰巻の話だった」と。先生

両者が合わさって１つの概念が構成される。しか

はうんざりしてあとで私に「あの話はやめたほう

し 重 要 な の は 枠 組 み を 決 め る 概 念、Nominal-

がいいか」と言うもんですから私は事例を変えた

definition のほうである。枠組みを決める選択基

ほうがいいと。ラードブルフはこの例として、狼

準をどこに置くのか。帰納法的でなく、演繹法的

と犬をかけ合わせてハーフを作る。それは犬かど

に、先験的に概念の目的を定め、目的の範囲内で

うか。犬の場合にはドッグタックス、税金の対象

中身を詰めるのが、実質的な Realdefinition。従っ

になる。ペットとして飼えば自動的に犬としての

て Nominaldefinition は王者である。範囲を決める

税金を払う対象になると、こういう例を挙げてい

わけだから自由に決められる。ただそれが学問的

るんですけれども、まあどちらのほうがいいのか、

に評価できるかどうかは別問題。この法概念の定

それは１つご判断を願いたいと思います。いずれ

義方法が、その当時本間先生に一番大きな影響を

にしても赤旗と腰巻は、先生の法学の講義を聞い

与えています。それに従って、法とは社会正義の

た連中は誰も忘れないぐらい強烈な例だったと思

実現のために作った法則だと、一応の法の概念を

います。ただ今の学生にこんな例を挙げたって赤

導き出すわけです。

旗も分からないし、女の腰巻と言っても分からな

余談になりますが昭和 26 年に私は法経学部の

い。その当時の学生はみんな知っていたんですね。

法学科に入りました。その当時教養の社会科目は

そういう点で時代を感じるわけですけれども。い

法学・本間喜一、政治学・小岩井淨、社会学・秋

ずれにしてもそういう法概念の定義方法を目的に

葉隆、社会科学概論・森谷克己。あとの２人は京

おき、その目的がどうであるのかということで具

城帝大から来られた方ですけれども。愛知大学が

体的な内容を研究していく。本間先生としては「法

発足した当時の、愛知大学を代表する方々であっ

の目的は正義。社会が正義を実現するために作っ

たことは間違いない。そういう方々が教養の法学、

た法則である」と。従って法が正義に反する場合

政治学、社会学、社会科学概論を担当した。それ

には、従うべきではないと。この点若干ラードブ

だけ大学が意気込みを持って教育にあたっていた

ルフと違うわけですね。ラードブルフも正義とい

と思うんです。本間先生は先ほど言いましたよう

うことを言っているんですけれども、目的につい

に茶目っ気があるし、冗談好きでありますからこ

ては彼は個人主義とか団体主義とか、そういうも

の法概念の Nominaldefinition と Realdefinition の、

のを挙げている。これでは統一できない。統一さ

演繹法と帰納法の違いについて、本間先生らしい

せるためには国家権力が必要であると。従って当

例を挙げたわけです。１つは赤旗。１つは女性の

然法的安定性というものが重視される。ラードブ

腰巻。この２つの概念を、要するに帰納法的にい

ルフは裁判官に対してはいわゆるローマ法以来の

けば共通するのは単なる赤い布になってしまう。

「悪法もまた法なり。裁判官は法律をそのまま適

しかしその目的から見れば、赤旗は労働者が団結

用すべきである」と言っております。本間先生の

しようという象徴としての目的を持っている。そ

場合は「悪法は法ではない。法としての効力はな

こに赤旗の意義がある。腰巻は女の人が着物の下

い」。正義に反する法律は法として認める必要は

に着けてチラッとその裾からのぞかせる。男共を

ないということなんですね。

引きつける役割がその目的であって演繹法によっ

ただ後年、ラードブルフも亡くなる前にはこの

て初めて両者の概念が明確になると。１年坊主の

点について修正をしております。「ヒトラーの作

私達はそんなことはさておいて、赤旗と腰巻とい

った法律もあなたは認めるのか」と言われてだい
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ぶ困ったということを本間先生から聞きました

あったわけです。私はこれが一番優れていると思

が、私も読んだことがあります。しかしこの時点

います。有価証券というものを体系的・学問的に

では、それでは正義の中身はどういうふうに詰め

考える場合の概念をどうするかということは、ド

るのか、法とはどういうふうに存在するのか、正

イツの昔から始まっているんですけれども、それ

義をどう認識するのか、という問題があるわけな

を目的論的な考察から構成した。私はこれを法経

んですけれども。本間先生はこの時期にはそこま

論集 120・121 合併号、これはちょうど法経が分

で入れない、せいぜい自分は商法の研究者である

離して法学部が発足することを記念して、平成元

と。商法の目的は経営経済学が目的としている経

年に記念論集を出すことになりましたので、これ

済性（少ない労力でもって最大の効果を挙げるこ

に論文として掲載しました。青山記念論文集はも

と）にあるので、それに従って商法というものを

うほとんど手に入らない。それと言葉遣いが非常

解釈していけばいい。従って正義の中身とか、法

に今と違う。しかし文献の有価証券のところでは

はどういうふうに存在するのか、なぜ人間が正義

本間喜一の名前が出てくるわけです。従って本間

を知るのかといった法哲学の基本問題の研究はこ

先生の追悼の意味もかねて、先生の所説を紹介す

の時点では打ち止めにしたというのが、戦前の、

ると同時に、現時点においての評価をしようとい

東京商大における本間先生の法哲学研究の結果で

うことで、「有価証券の概念―故本間喜一先生の

すね。もう１つは法の目的としての正義というも

所説を中心にー」を書いたわけでございます。

のが全ての場面で統一されるのか。その点につい

②の「有価証券の譲渡性（東京商大研究年報・

ても本間先生は、目的がぶつかる場合が出てくる

法学研究３、昭和９年 10 月）
」、これは①の「有

と。それを統一して調和させるのが研究者の役割

価証券の概念」をより具体的に考察したものであ

であるということも言っております。いずれにし

ります。この２つは、私が現役でいる頃までは文

ても繰り返すようですが、法哲学研究でこの時点

献に出てきていました。もう１つ今日ご紹介した

において一番本間先生が影響を受け会得したの

いのは③の「手形法・小切手法講義案」。これは

は、目的によって概念が決まるということです。

私が先生からもらって持っている古いもので、先

従ってそういう目的論的な解釈学というものを以

生のもとで勉強した教科書です。これは並の教科

て一橋の講義をやった。ただ何となく商法を教え

書ではない。近年私は会社法ばかりやっています

るのではなく、１つの明確な視点から商法、特に

から、久しぶりに読み返してみたんですけれども、

手形法・商行為法を講義されたので、大変人気だ

特に手形理論、ここには大変な時間を使ってドイ

ったと当時の人は言っています。ただゼミでは一

ツの手形学説を検討し、自分の所説を述べている。

転して実際的な、当時の高等文官試験を対象にし

それを紹介したいと思います。それから④の「新

たゼミを展開した。ですから本間ゼミからは高等

手形法註釈」、これは『法学志林』（法政大学紀要）

文官に合格した人が多く出たという、異色のゼミ

37 巻１号から、薬師寺志孝先生という、本学の

であったことも聞いております。

大学院にも非常勤で来てもらったことがある民法

本間先生が活字として残した業績の中で、非常

の先生と２人の共著なんですが、手形法 19 条で

に優れていると言われているし私もそう思うの

終わっております。残念なのは 16 条の善意取得、

が、①の「有価証券の概念について」です。これ

17 条の人的抗弁の制限、これが載ってないんで

は一橋の保険学の青山先生の記念論文集で、昭和

すね。先生に言ったら「いややっぱりそこはまだ

６年 10月に発刊されています。これは私の生ま

まだ検討を必要とするから書けなかった」と、は

れた年です。本間先生と私は 40 歳違いますので、

っきりとおっしゃっていました。

先生は当時 40 歳のバリバリの新進気鋭の教授で

有価証券という概念については、ドイツのトエ
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ール以来、延々と議論されてきたわけです。有価

階で、ドイツでも有価証券の概念を流通証券だと

証券という言葉はドイツ語の Wertpapier の訳語で

位置づけていく人もいるわけですけれども、本間

ある。有価証券という言葉は出てくるわけですけ

先生はそれではだめだと。それを法律的に考えた

れども、それはその法律の範囲内の有価証券であ

場合どうなるのか。そこで法律的に考えていくと、

って、学問体系の中での有価証券の概念とは違う

善意取得にしても抗弁の制限にしても、特色ある

わけです。それでドイツの学説からずっと検討し

制度がくっついているのはみんな譲渡だと。権利

ていくわけで、日本でもこの有価証券の概念につ

の移転だと。権利の行使というのはその付属物で

いてはいろいろな方がやっているんですけれど

あって、権利の移転こそが最小限の有価証券の法

も、ドイツのブルンナーという人が「有価証券と

律上の機能だと考えるわけです。そこでその点を

いうのは証券に権利をくっつける」
。何のために

論証するために、それでは権利の移転ということ

証券に権利をくっつけるのか。目に見えない権利

に絞った場合、権利の行使について証券が必要だ

を利用し易いようにしたのが有価証券だと。従っ

から、従って権利の移転に証券を必要とするとい

て財産権を表象する証券であって、その財産権の

う考え方と、いや権利の移転についてのみ証券が

利用に証券が必要なんだという概念を構築してい

必要なんだという考え方。それをどう整理するか。

るんです。これを我国の学説が取り入れて、権利

その点について本間先生は先ほど言ったような善

あるいは財産上の地位（株主たる地位）
、そうい

意取得とかそういうものとの関係からすれば、移

う財産権あるいは財産上の地位を表象する証券で

転こそ有価証券の目的であると。そういうことで、

ある。その証券について、権利の行使または権利

目的論的な考察から有価証券の概念を考えると、

の移転については証券を必要とする。証券を交付

それはもう権利の移転について証券を必要とする

しなければ権利の行使または移転ができない。こ

と。証券を持った者は、証券を移転した者が二重

れがブルンナーの学説を日本流に置き直した多数

譲渡することもない。また証券を持っていけば債

説なんですね。

務者も支払う。証券を持ってきた者に対して支払

4

4

4

4

4

4

ところが本間先生はそういう権利の行使または

えば免責される。こういうことになるわけで、基

権利の移転というのはおかしい、やはりもっと絞

本は権利の移転について証券が必要だという点に

って考えるべきである、と。有価証券の概念の定

行き着くわけです。従って権利の移転を有価証券

義の仕方として、単に帰納法的に株券とか手形と

の概念の基本に置くというこの立場は、本間先生

かそれらしきものを集めてきてその共通性を導き

が初めて日本で主張された。これに小町谷先生が

出し、行使あるいは移転だというのは、学問的な

すぐに賛成されるわけです。小町谷先生はどちら

定義の仕方ではない。演繹法に基づいて、有価証

かと言うと実務的な方ですので、「本間君の言っ

券に内在する目的とは何かということから始める

てるような難しいことは俺には分からんけども、

べきである。そこでまず経済的な観点から、証券

まあよく考えとるよ」と私に言っておりました。

というものがどういうふうに利用されているの

いずれにしても小町谷先生も商法の教科書には本

か。株式は投資ですね、安く買って高く売る。手

間説をとられて有価証券の概念を説明しておりま

形というのはいわゆる信用の授受です。私がやっ

す。それから京都大学の教授でのちに最高裁の判

ております運送証券・倉庫証券もそうですけれど

事になった大隅先生、この方も権利の移転に証券

も、大量の品物を船に載せる、あるいは倉庫に預

を必要とするという立場。それから東大の教授で

けておく間に、証券１枚でもってそれを売却する。

早く亡くなった石井照久先生、この方も有価証券

結局経済生活を考えていけば、流通性ということ

というものは権利の移転について証券の交付が必

になるのではないか。従ってこういう流通性の段

要だという立場であって、かかる立場は今日の有
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力説です。ただ石井照久先生は「記名証券」と、

ましたように先生の業績の中で１番のものといえ

専門的になって恐縮なんですけれども、手形を振

ます。私が書いたものについては年をとった方々、

り出す時に「裏書禁止」という文言を入れる場合、

特に本間先生に手形法を習った吉永栄助先生とか

普通は債権を譲渡する場合には債務者に通知し許

他の方々から、「自分達が書かなくちゃいかんの

可を得て初めて移転できるわけですけれども、手

に、あなたが書いてくれてありがたかった。未だ

形とか有価証券の場合にはそんな許可を得ずに、

に本間先生の目的論的解釈論は忘れられないし、

相手に裏書または交付すれば権利は移転されるこ

私も一橋で手形法を講義した時には、本間先生の

とになるんですね。けれども特殊な場合、手形の

学説である目的論的解釈論で講義をしてきた」と

振出人が裏書きを禁止する、あるいは指図を禁止

いうような手紙をいただきました。しかし、私と

するという手形を振り出すことができるわけで

同年である原茂太一教授、この方は海商法の先生

す。多数説はこれを全て有価証券と考えている。

で田中誠二先生の弟子なんですけれども、「本間

本間先生も有価証券と考えているんですけれど

先生の名前はよく知っていた」と。本間先生は戦

も、石井照久先生は、それは有価証券から外すべ

後までいらっしゃらなかったわけですから。「名

きだと。なぜならば流通性がないんだから。従っ

前は聞いていたが実務的な人だと思っていた」
。

てそういう裏書禁止手形については民法467 条の

東京商大でも初めは黙っていたんですけれども、

規定の指名債権譲渡の方式に従って、債務者に通

議論好きですから直ちに口を出す。「それならお

知または許可を得た上で譲渡する。従って証券を

前やれ」ということで、小平分校の図書館を完成

持っていたってそんなものは意味ないということ

させたり、白票事件で最後まで頑張った人ですか

で、有価証券の概念から外すわけです。ここのと

ら、そういう実務的な人だと考えていたけれども、

ころは現時点でもまだ議論が分かれています。田

私の紹介した論文を読んで本間先生が哲学的な素

中先生の弟子の鈴木竹雄先生なんかは行使および

養を持っている方ということが分かったと、そう

移転という形をとって、やはりそういう指図禁止

いう手紙をくれました。今はどうなったか分かり

の手形であっても、証券を交付することが債務者

ませんが、私の勤めていた段階では参考文献とし

をして二重譲渡の危険性をなくさせることになる

て有価証券の項目には必ず出てくる論文でした。

し、証券を持っていけば債務者はそれを支払うこ

それから②の「有価証券の譲渡性」はこの概念

とについて免責されるという効能があるのではな

を具体的に、手形にしろその他の有価証券にしろ、

いかということなんですね。しかしよく考えます

全て譲渡のために規定が設けられている、それを

と、この記名証券あるいは指図禁止手形というも

手形法その他の証券について論証していくもので

のの有価証券の機能ということを見ると、どうも

すので、これはこのぐらいにしておきたいと思い

権利行使という面から見てこれを有価証券に入れ

ます。

ておこうという立場が多いんですね。そういうこ

私が今日紹介するのは、先ほど言いましたよう

とになってきますと本間説のように権利の移転１

に「手形法・小切手法講義案」。本間先生にもら

本でいく場合、この記名証券を有価証券に入れる

ったもののひな型を見ると、手形の振出日付が昭

には、さらに一工夫が必要で、この点について若

和 10 年となっていますが、中を読んでいきます

干問題があります。しかしいずれにしても今まで

ともっと早く、大正 15 年ぐらいから使っていた

有価証券の概念を学問的に論証するという点にお

ようでございます。これは私が手形法を勉強した

いては、本間先生の書かれた「有価証券の概念に

ときの教科書で、これをもとにしていろいろ論文

ついて」は 60 年経ってもまだ参考文献として挙

なんかも書いているわけですけれども、この中で

げられる内容をもっており、私は先ほどから言い

手形基礎理論、これもドイツ人は好きなんですね。
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どういうことかと言いますと、手形行為、手形を

出人が支払人に宛てて、この手形が提示された場

振出す行為。それから手形を譲渡する行為、裏書

合には支払ってくれと支払の委託をする。その点

行為。それから為替手形の支払人は支払い義務が

を考えれば、これはドイツ民法に言う「支払指図」

ないんですね。しかし受け取った側からすれば、

だと。すなわち振出人が支払人に対して満期に手

支払人が本当に払ってくれるかどうか知りたいと

形が呈示された場合「あなたの権限で私の計算で

いうことで「満期に払ってくれるか」と。そうい

手形の支払いをお願いいたします」と、いわゆる

う場合「払います」という意思表示をするのが引

支払権限を与える行為である。受取人に対しては、

受行為。それから他の手形行為を担保する、人的

満期に「あなたの名前で手形を受け取る権限を与

保証する手形保証行為。それから手形がピンチに

える」といういわゆる二重授権を付与する支払指

陥った時に引受けるという参加引受。これらはい

図だという主張をしたわけです。裏書きについて

ずれも意思表示を不可欠とする法律行為なんです

は権利を移転する行為である。譲渡契約であって

ね。従ってこれらを１つにまとめて手形行為とは

債務負担行為ではない。その他の行為は債務負担

なにかというのを延々とやってきたわけです。松

行為だと。こういうことで手形行為を位置づける。

本先生はこの手形行為というものを統一して、債

特にこの為替手形の振出しを「支払指図」という

務を負担するという単独行為と、その手形の所有

ふうに主張したのは本間先生が最初なんです。そ

権を譲渡するという物権行為、この２つが結び合

の後この支払指図説が多くなっています。それで

わさっている手形行為、すなわち債務負担行為と

私は先生に「支払指図について、先生大々的にど

いうことで共通性を出そうとするわけです。

うして論文にしなかったんですか」と言ったら、

ところが本間先生は、そういう考え方は最初か

照れながら、「そんなもの論文なんて、死んでし

ら債務負担ということを頭に入れながら、何とか

まえば二束三文だよ」というようなことを言って

それにくっつけようとしていると。しかし手形の

笑っていました。

振出文句を見れば、為替手形の場合単なる支払い

それでは私は全く先生の立場に賛成しているか

を委託するという文句しかない。裏書というのは

と言うとそうではないんですね。手形法を教えて

権利を移転するという行為に過ぎない。それに対

もらったんですけれど、先生に質問して納得した

して約束手形の振出とか引受、あるいは保証とい

ものが多いですが、そのまま議論が継続したまま

うのは債務負担行為だと。やはりそれぞれの行為

になったものも多くあります。専門的になって恐

の目的に合わせて、どういう目的のもとに各手形

縮ですけれども、手形法７条、それから手形法

行為が成り立っているのかを検討する必要がある

32 条２項に「手形行為独立の原則」というのが

のではないか。従って統一的に債務負担行為と考

あるんです。これは手形に署名した場合、その先

えるべきではない。それではなぜ為替手形の振出

行行為が無効であっても、それに署名した者は署

人に、
不渡りになった場合の担保責任があるのか。

名内容に従って責任を負う。これが手形行為独立

裏書人に遡及義務があるのか。その点については

の原則なんです。先生は「裏書にはこれは適用し

これは意思表示の効果ではなくて、法律が手形の

ない」
。なぜならば「裏書は先行行為が有効でな

流通を促進させるために、前者に対してそういう

ければ権利というのは譲り受けられない。無効で

義務を法定効果として与えたものであると。法定

ある場合には権利は移転しない」。「それではどう

効果という考え方は現在の多数説になっていま

して後者は保護されるか」。「それは無権利者から

す。そういうことで考えていくと、約束手形の振

善意または重過失なくして手形を取得したものと

出しはこれを交付することによって債務負担行為

して善意取得の手形 16 条Ⅱ項によって保護され

が成立する。しかし為替手形の振出し行為は、振

るとする」。こういう立場を田中耕太郎先生と本
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間先生だけが主張しているんです。私は、「先生

の返還を請求すればいいんだから、何もそんなＡ

それはおかしいんじゃないですか。手形行為独立

のところで支払拒絶の抗弁を認める必要はない

の原則は正確にいえば手形債務独立の原則であっ

と。あとまだいくつかありますけれども専門的に

て、手形法７条を見れば、署名した者はその署名

なるのでやめます。しかし、いずれにしてもこの

内容に従って債務を負うと規定している」。しか

「手形法・小切手法講義案」は、未だに通用できる、

し、
「為替手形の振出とか手形の裏書の償還義務

非常にレベルの高いものであること、私が手形法

は法定効果じゃないか」と。
「意思表示上の効果

を勉強した虎の巻でもあるわけですけれども、紹

でなくたって裏書すれば自動的にそれは償還義務

介しておきたいと思います。

を負うわけですから、裏書きにも手形行為独立の

④の「新手形法註釈」、これは例えば手形法１

原則は適用されると考えるべきじゃないですか」

条についてどんな問題があるか、判例等により想

と言うんですけれども、先生は頑として「それは

定できるものを全部書き出しておく。そういう註

おかしい」
。その点でとうとう意見が一致しなか

釈学というのがあるわけです。これを薬師寺先生

った。
それからこれも専門的で恐縮ですけれども、

と交代でやったわけですけれども、しかし、手形

手形に無因性というのがある。原因関係が無効で

法 19 条で終わっている。私共が一番聞きたかっ

あっても手形関係は有効に存続していくというの

た 17 条の人的抗弁、すなわち手形を譲渡した場

が手形の無因性ですね。これは流通を促進させる

合、後者は前者を害することを知って手形を取得

ためです。この無因性について私が教授になった

しない限りそこで人的抗弁が切断される。これは

頃に新しい考え方が出てきた。ＡがＢに手形を振

流通性のために設けられたものです。私が私法の

り出す。原因関係は正常ですから有効にＢは手形

１期生として入った時にはこの人的抗弁の判例研

を取得する。ＢはこれをＣに譲渡する。しかし手

究をやらされたので、「先生がそこんところをも

形を譲渡するに到る原因関係が取り消された。し

っとやっていてくれたら」と言ったら笑っていま

かし、手形の無因性という立場からするとＣはま

した。その辺が抜けているのはちょっと惜しいん

だ手形上の権利を持っているわけです。しかしＣ

ですけれども。本間先生は松本先生とは東大を出

は本来なら原因関係が取り消されれば手形をＢに

たあと全然会ってないんですね。また松本説をほ

返さなくてはいけない。ところがＣは悪いやつで、

とんど採っていない。けれども松本先生はこの手

手形を持っていることを奇貨として関係のないＡ

形法註釈について「本間君なかなかやるじゃない

のところへ取りにいく。Ａはどうせ手形を払わな

か、あれはいいよ」と言っているのを人づてに聞

くてはいけませんから、払ってしまう。Ａが払い

いたと、本間先生は言っておりました。以上一橋

ますとＢは直ちにＣに対して不当利得による返還

時代と私が大学院で受けた講義のことも併せてお

請求というのをやる。それは面倒くさいじゃない

話ししました。

かと。従ってＣがＡのところへ取りにいった時に
Ａに手形の支払いを拒絶できる抗弁を認めてしか
るべきではないかという考え方です。最高裁もよ

４．愛知大学法経学部・大学院法学研究科教
授時代──昭和 21年11月～昭和 62年５月９

うやく権利濫用の抗弁でもって支払いの拒絶がで

日
（1987年）

きるということをあとになって認めるに到ったわ
けです。本間先生にそれを言うんですけれども本

先生は 62 年５月９日に亡くなるまで、実質的

間先生は「そんなことが何だ」と、先ほどいいま

には 88 歳までこの豊橋へ来られました。私が大

したようにＡは手形を振り出したんだから払って

学院を出て教員になった頃から法哲学研究を再開

しまえばそれでいいんだと。Ｂは直ちに不当利得

したいと思っておられた。１つのきっかけは私が
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その他大勢で法哲学の学会に入っていたんです

生はこの本をどこで探してきたか知りませんが

が、それをポロッと言ったら、「法哲学会は今何

「ヘーゲルをぼろくそに言ってるよ」。ヘーゲルが

をやっているんだ。ちょっと君報告せい」と。え

わからないほうが普通の頭だと。だから僕も普通

らいこと言っちゃったと思って、法哲学年報で「法

の頭だったんだと。２人で市井三郎さんの訳が本

の解釈」というのを出していたのでそれを報告し

当にそうなっているのかどうか、特に倫理のとこ

た。そうしたら本間先生は「何だ、僕がやってた

ろを重視して、私に「英文でそこを読め」、先生

頃と何も進んでないじゃないか」
。そういうふう

はドイツ文で２人で読み比べたんですけれども、

に言っておられた。本間先生は学長をやりながら

あまりはっきりしなかった。やはり論理学を使っ

も、やはり法哲学研究が常に頭の中にあったんで

ただけでは法の存在というのは明らかにはできな

すね。それで大学院の講義では手形法をやってい

かったということで終わりました。

たんですけれども、自分の法哲学研究に何とか結

この頃から私も管理職とかそういうものに就く

論を出そうと考えていたんですね。ラードブルフ

ものですから、それと自分の商法を教えるのに精

は 1947年に亡くなるんですが、1945 年９月 12 日

一杯ですので、どうもなかなか先生の手伝いがで

付けのラインネッカー新聞に、学生のためにドイ

きない。この間先生はいろいろ本を買われている

ツ終戦後最初に書いた法哲学的な発言として注目

んですね。西南ドイツ学派の流れを汲んだ本が大

されている「５分間の法哲学」
。本間先生もこれ

部分でありますけれども、スウェーデンのウプサ

をやはりやりたいと。法とは何か。なぜ法に従う

ラ学派の学者の書いた本まで集めて、一生懸命研

のか。法が存在するというのはどういうことを言

究をされていました。その中でハンス・ライナー

うのか。また正義というものについて中身が詰め

の Grundlagen, Grundsatze und Einzelnormen des

られるのか。全ての人が同じ正義を持つのか。そ

Naturrechts（1964）
（自然法の基礎──諸原則と個

れらを５分間の法哲学ということで、誰でも分か

別的諸規定（諸規範）──）日本語ではこういう

る言葉で書き残しておきたいと。したがって、そ

題名なんです。ドイツ語で 80 頁ぐらいのもので

れを目標にして、前田先生と３人で、門外漢です

す。最初の部分を私に読めと言われて、私がこれ

けれども先生の研究に協力することになったわけ

を読んで報告したのがたまたま残っていました。

です。

もっと多く報告していますが、みんな何回も引越

最初に、ハンス・ライヘンバッハの「科学哲学
の形成」を読みました。市井三郎さんという哲学

しするうちにどこかへ行ってしまってなくなって
いるんですけれども。

者が1951 年に訳した本です。英語で「The Rise of

要するにこのハンス・ライナーは自然法学者で

Scientific Philosophy」、従って本来ならば「科学

あって、自然法は存在する。法があるという意識

的哲学」ですが、本屋さんの都合で「科学哲学」

を持つことが自然法の特質なんだと。従って法が

になったんです。この方は生まれが 1891 年、本

あるというのは実在の Sein ではなく、意識の上

間先生と同じです。ウィーン学派で、法哲学者で

に存在するという意味で Seind und Sollend という

はなく哲学者なんですけれども、論理実証主義と

存在なんだと。そのような意識の上の Seind und

いう立場です。まずヘーゲルを例にあげ、哲学を

Sollend という認識をすることが可能なのか。そ

思弁的に、しかも自分の好みとか性癖でやる時代

の点についてライナーは、それは Vernunft、すな

ではない。科学的に、誰にも公にできる哲学をや

わち理性によるんだと。全てその理性という点に

っていく時代が来たと。この方は元は数学者です。

統一するというのがこのライナーの特徴なんで

従って幾何学（論理学）を使って哲学を明らかに

す。しかもその理性というのは、本能の一部であ

していくということをやった方なんです。本間先

るけれども、いわゆる悪いことを遮断するような
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能力を人間は持っている。本能自体ではなくて理

優れた業績を出されたと思います。けれどもこれ

性はそういう遮断力を持っているから自然に人間

も白票事件があって辞められる。愛知大学では、

はこれは正しい、これは正しくないと言うことが

残念ながら先生が目標にされた「５分間の法哲学」

できるんだと。私が報告したのはそういうところ

まではいかなかったけれども、やはり普通の商法

なんです。その点について「理性の産物であると

学者ではなかった。哲学的な１つの立場を持ちな

いう点はいいだろう。しかしその理性そのものが

がら商法を研究されたという点では、大した人で

全ての人に一致できるのか」。この点について「な

あったと思います。私は最後の教え子ですけれど

ぜ理性が一致するのか。またそれが全ての人に妥

も、先生とはちがい現代の商法研究者と同じよう

当するものとしてできあがっているのか。そこら

に、商法を実際に通用するような商法解釈学の構

についてはもっと検討する必要があるんじゃない

築ということを夢中でやってきました。今回久し

か」ということで、この時の研究会は終わってお

ぶりに読み返してみて、やはりこういう基本的な

ります。

面からの研究も必要ではないかと思いました。

先ほど言いましたが、先生が報告をされたり、

特に商法は平成 17 年会社法が大改正しました。

私が報告したものを私がいろいろ記録し、保存し

ほとんど全面的に新しく作り替えたと同じぐらい

ていたんですけれども、豊橋から三好、三好から

の改正なんです。私から見れば行き過ぎだと思う

朝日へ引越した間に、残念ながらどこかへ紛れ込

んですけれども。そうした中で今若い人達がやっ

んでしまいました。申し訳ないですけれども、大

ていることは、私がやってきたと同じような実務

学のほうに本間先生の購入された本のリストがき

的・実際的な面の解釈です。従って現在の新しい

ちっと記録されております。そういう点について、

商法を見ると、今までの旧商法では例えば「会社」

「５分間の法哲学」まではいかないにしても、最

という定義は、52 条・54 条で「営利を目的とす

終的に先ほどのような問題をどのように本間先生

る社団法人」ということになります。ところが今

は結論づけようとしたか、今日は来ておりません

回の商法では「会社は法人とする」と。それでは

けれども法哲学の西野教授にお願いしようと思っ

法人格を与える団体というのはどういうふうに考

ております。

えるのか。これはまあ一人会社を認めてきたとい

本間先生はどういうところに行っても誠実であ

うことがあって、今度始まったばかりではないん

るということは申すまでもないんですが、どこへ

ですけれども、株主が１人になっても解散しない。

行っても成功した人だろうと思うんです。東亜同

株主が持っている株式を他人に譲渡すれば複数に

文書院から１人の犠牲者も出さずに引き揚げてき

なる、そういう点で潜在的な社団だと言っていた

た、これだけでも一大事業ですけれども、引き揚

んですね。ところが今回は、合名会社であっても

げてきた昭和 21 年の２月から、５月に大学を作

１人で会社を設立することができる。そうすると

ろうということで、11 月に愛知大学を創設した、

いったい法人格の受皿をどういうふうに考えるの

これも大事業です。先生は実業界でもしかるべき

か。若い人達のうち誰がこれをやるのかと見てい

立場にいったと思うし、裁判所でやっていれば当

るんですけれども、未だにこれについて本格的に

然司法のエリートですから高裁の長官は当然のこ

論文を書く人はいない。もっとも営利性について

と、場合によっては最高裁の判事になっていた。

も、会社は法人とするというだけなんですね。こ

しかしそれも辞めてしまう。東京商大でも商法と

れは持株会社とかそういうものを想定してやった

言うと田中誠二先生一人が代表するようになって

と思うんですけれども。どういうふうに営利性を

いますが、本間先生のこういう論文を見ています

考えていくのかといった基本理論、私の学生の頃

と、そのまま東京商大でやっておられればもっと

は、田中耕太郎先生の商的色彩論から始まって、
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西原寛一先生のいわゆる企業法論とか、鈴木竹雄

おりました。

先生と松田二郎先生の間の社員権論争とか、分か

その後 50 年史を執筆していろいろなエピソー

らないんですけれどもそういう基本的な理論にす

ドを知る中で、とにかく本間先生というのは常人

ごく憧れました。その点今回こういう本間先生の

ではすぐに分からない凄さ、大きさを持った人だ

研究を久しぶりに復習してみて、やはり法学教育

ということが分かってまいりまして、先回の殿岡

は単に法科大学院で実務家を養成するだけではな

さんのお話からもそのことがいっそう裏付けられ

く、法学教育そのものについて、法学者はそうい

たと思います。すなわち本間先生はとにかく非常

った基本理論を構築すべき役割を担うべきではな

に厳しい条件の時、いろんな大変な問題が起こっ

いかということを感想として申し上げて報告を終

た時にすばらしい力を発揮する人であったという

わりたいと思います。長時間雑駁な報告で失礼い

ことを聞かされました。私は今日石井先生からお

たしました。

話を聞きまして、本間先生は単にそういう行動の
◇

司会

◇

人・実務の人であるばかりでなく、学問的にも今

◇

日に到るまでその名が残されているような、いろ

石井先生どうもありがとうございまし

いろな新しい考え方・学説を日本で最初に提起し

た。久しぶりにお話しいただき、また我々の知ら

た人だということを教えていただきました。有価

なかった専門的な面について相当詳しくお話しい

証券の概念規定の問題とか、手形法・小切手法の

ただきました。ぜひ皆さんのほうからも質問なり

問題とか、我々素人と言うか門外漢には分かりに

何なりを出していただきたいと思います。10 分

くいところなんですが、それについて独創的な見

間の休憩を挟んで再開させていただきますので、

解を持っておられたということを聞かせていただ

よろしくお願いいたします。

きました。
さらに法律学にとっても非常に重要な、根本的

それでは公開講演会を再開させていただきま
す。

にものを考える、そういう哲学（法哲学）の分野
において、完成されたかどうか分かりませんがそ

私が愛知大学に就職しましたのはちょうど石井

の正しいあり方をめぐって模索され、深められた

先生が愛大の先生になられたと同じなんですが、

人であるということも分かって、そのことは人間

私はよその大学から来ましたし、経済でしたので

的なスケールの大きさとおそらく関係していると

本間先生に直接教えを受けることはございません

私は考えるようになりました。私のつまらない感

でした。大学紛争が起こった時、その後始末で本

想と言うかまとめはこのぐらいにしまして、皆さ

間先生が委員長になられて報告書が出たんです。

んのほうからぜひこれを機会に、石井先生にもう

それをめぐって教授会で議論があり、その時に私

少し専門的な分野で、あるいは専門的でない分野

は初めて本間先生のお話を聞かせていただきまし

でもけっこうですので、ご質問があればお受けし

た。
「声が大きいからといって必ずしもそれを正

たいと思います。場合によっては討論まで全部活

しいとして採用したのではない」と、断乎として

字にいたしますので、名前や所属などもおっしゃ

おっしゃっていました。その当時学生は２派に分

っていただければ大変ありがたいと思います。よ

かれており、声が大きかったのはどちらであった

ろしくお願いします。

のか、
私はすぐには分かりませんでしたけれども、

渡辺次郎

昭和 26 年の３月に卒業いたしまし

皆さんも私もやがてそういうことは分かってき

て、先生と入れ替わりでございます。誠に老骨で

て、その時、ああこの先生はすごいことを言う人

つまらん者でございます。私はいわゆる文学系の

だ、スケールの大きな人だ、偉い先生だと思って

人間が法学部へさまよいこんだような男で、地理
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や歴史を専門にしておりますので、先生は誰もが

ともかく全国的にもレベルが認められたのは昭和

図書館で本を読んでおりまして、法学とはますま

25 年でございます。その時に法政大学の第１法

す縁が疎くなったんですが、昭和 25 年の秋です

学部長小島さんが「本間先生の第１番の弟子は俺

か、ちょうど愛知６大学の、名古屋大学との決勝

で、本間先生の学風を本当に継いでいるのは俺だ

戦を豊橋球場でやっておりました時に、本間先生

ぞ」と言って、大変なご自慢をされたのを記憶し

がバックネット裏に私を訪ねて見えまして、「野

ています。小島先生がどんな方か私は分からない

球部の運営で非常に苦労しているようだが、これ

んですが、どんな関係があったのかということを、

から困ることがあったら何でも来てくれ。ともか

もし教えていただければ幸いだと思います。

く私財をはたいてもいいが、お前がいろいろ作っ

昭和 26 年、私は豊橋市役所に入りまして、最

ている諸経費や借金のようなものがあれば俺が払

初の仕事で秋の文化祭の記念大講演会をやるから

ってやる」
。それまで言っていかれました。その

講師を頼んでこいと言われまして、困って本間先

時に本間先生が法政大学に非常にコネがある。そ

生のお宅を訪ねましたら、「仲間の田中を呼ぶ。

して名古屋大学が法政大学を迎え撃って、これを

今から田中のところへ連絡をとって田中にはウン

ともかく破って全国的な大学リーグに参加するき

と言わせるから、帰って田中耕太郎が秋の記念講

っかけを作った試合が、秋に大須球場で行なわれ

演会の講師をやると伝えろ」と言われて、私は帰

たわけですが、愛知大学も単独で法政大学と試合

って課長に「田中先生に来ていただくことにいた

をやりたいということを本間先生に申したとこ

しました」「お前気が狂ってるんじゃないか。最

ろ、
「学校の命令だからお前行ってこい」。そして

高裁の長官が豊橋の公会堂の講演なんかやるもん

「小島君」のところを訪ねるようにと言われまし

か」と言われましたが、その翌日には最高裁から

た。

「本間先生のご依頼で講師を引き受けることにし

鎌倉にお見えになる法政大学第１法学部長の小

ます。11 月に伺います」という電報が入って大

島先生のところをお訪ねしますと、
「実に愛知大

騒ぎになったわけでございます。本間先生は「た

学はうまいことをやったな。本間先生をかっさら

まにはチンチン電車に乗せてやれ。黒塗りの車な

っていってしまった。あれは法政大学が欲しい人

んかで迎えにいかんでもいい。吊り革にぶら下が

だった」
。法政大学は本間先生に逃げられて、止

って庶民の感覚を味わうように、俺も田中にそう

むを得ず大内兵衛先生に来ていただいた。本間先

言っておく」と言って、確か愛知大学の市村先生

生は東京商科大学時分に法政大学へ派遣の兼任教

が迎えにいってくださったはずでございますが、

授で見えていて、法政大学の全盛時代に野球部長

本当にチンチン電車に乗せたら、裁判所の書記官

をしてみえた、大変な野球通である。君はせっか

が怒ってまいりまして、あとで大悶着が起きたと

く来たんだから、今から清洲台行け。当時アマチ

いうエピソードもございます。まあ先生のいわゆ

ュア球界の神様と言われた福田総監督にお会いし

る前史と言いますか、前のことでございますから、

て、
愛知大学と法政大学の交流試合をお願いした。

ピントが外れて申し訳ございません。

スケジュールの関係で「愛知６大学選抜チームな

司会

ありがとうございました。法政大学の小

らばやってもいい」
。当時の法政大学は横井とい

島先生、それから田中耕太郎先生について何かご

う日本一の投手、本間選手、野村選手など大変な

存じでしたらお答えください。

スラッガーを持っておりました。とても歯が立つ

石井

小島先生は私存じ上げていないんですけ

術を持っていなかったんですが、名古屋大学は第

れども、児玉先生だと思います。本間先生の弟子

１試合に５対０で完勝しました。愛知６大学でも

です。本間先生だけでなく戦前の私学というのは、

４対２で負けましたが、
愛知大学の主力が奮戦し、

中央大学はその典型ですけれども、今で言えばほ
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とんど非常勤の先生が学校の教学を運営していた

井先生や松坂先生その他全員が反対したんです

という状況なんですね。本間先生も東京商大の教

が、やはり三淵先生との関係で断りきれない。三

授をしながら法政大学、早稲田大学、学習院大学、

淵先生の任期が２年間ですから、２年経ったら帰

そういうところの講義をしていた。東京商大を辞

ってくるということでそれまでにお金も貯めて、

め三菱財閥の顧問弁護士になり、優雅に暮らして

ちゃんとあとのことは心配しないようにというこ

いた時も、法政大学の教授をなさっていた。そこ

とで出かけられた。

でいろいろのお弟子さんを育てられているんで

最高裁の事務総長は大変な役職で、だいたい最

す。法政大学でも単なる腰掛けではなく、学生を

高裁の事務総長をやった人は悪くても高等裁判所

育てる。
育てた中にこれは教授ではありませんが、

の長官、最高裁判事、それから最高裁の長官にな

日本通運（金の延べ棒事件でおかしくなりました

る、そういう経歴のポストなんです。本間先生も

けれども）の福島さんという方には、本間先生の

最高裁の事務総長をそのまま続ければ、おそらく

関係で大学は非常に恩恵を受けているんです。と

最高裁の判事にはなったと思うんですが、２年経

言うのは中日大辞典の編纂を、本間先生が鈴木擇

ったら三淵先生の後任に自分の同級生の田中先生

郎先生に勧めて、ぜひやれと。ところがそんなも

を推薦してさっさと帰ってきたんです。田中先生

のを出して売れるのかという声が非常に多かっ

は本間先生にもう１期事務総長を引き受けてくれ

た。それで本間先生が、それでは売れ口を先に見

と言われたんですが、本間先生は自分としては何

つけてやると。福島さんがだいぶ予約して買って

とも言えないと。田中先生はこちらにやってきて

くれた。その他に毎日新聞とかそういうところで

蒲郡で小岩井先生、松坂先生、その当時の愛大の

売れ口まできちんと決めて出発した。そういう能

重鎮と膝詰め談判したけれども、やっぱり全員が

力を持っている人で、法政大学でも単なる非常勤

反対して愛知大学に戻られた。最高裁の事務総長

ではなく多くの方を育てている。しかもその時確

になって高裁の長官とか最高裁の裁判官にならな

か学生野球連盟の会長をなさっていたと思いま

かったのは、前後を通じて本間先生１人なんです。

す。愛知大学が創設された時、野球部の皆さんは

そういった地位については非常に恬淡としてい

ボールを買う金がないので、本間先生がポケット

た。それでは事務総長は飾り物だったかと言うと

マネーで硬球を買ったり。特にマネージャーをや

そうじゃないんですね。のちに最高裁長官になっ

っていた飯田さん、彼は大変本間先生にお世話に

た石田さんとか岸さん等は、先生が総長になって

なっている。そういう面倒を見ることと、先ほど

最高裁にいた時はみな課長でエリートの集まりな

いろいろお話が出ましたけれども、自分のポスト

んです。最初は「どこの田舎親父が来たかという

について執着するとかいうことはないんですね。

ような顔をしていた」。けれどもまたたく間に最

田中耕太郎先生の話が出ましたので言います

高裁の事務総局を先生がリードするんですね。そ

と、一高の独法は24 人のクラスですが、田中先

れだけではなく裁判官会議というのがあるんです

生とクラスは一緒なんです。その当時から田中先

が、最高裁の判事全員が出席してそこへ事務総長

生は友人である。田中先生は非常に個性の強いと

も出席する。議長は最高裁長官の三淵先生なんで

言うか、逆に言えばなかなか独裁的な、そういう

すけれども、持ち前の議論好きで本間先生が仕切

面を持っているんですけれども、本間先生とはず

ってしまう。そうすると三淵先生が「本間君、議

っと一高から東大と交流が続いていた。本間先生

長は俺なんだぞ」と言って文句を言われたのです

は愛知大学を作って昭和 22 年にお師匠さんの三

が、やっぱりそこでもリードするわけです。従っ

淵忠彦先生が最高裁長官になる。それで事務総長

て石田さんとか岸さんは本間先生の大物ぶりが分

として本間先生を引っ張りにくるわけです。小岩

かって、石田さんが最高裁長官に就任された時、
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烏山に居を構える本間先生にご挨拶したいと晟子

司会

本間喜一

その他ご質問、あるいはご意見、ご感想

さんのところへ言ってこられたけれども、本間先

はございませんか。池上先生、草創期からおられ

生は「会わない」と、全然寄せつけなかった。

ましたので何か１つ。では法学部の杉浦さんいか

それぐらいどこへ行っても大物で、何回も言い

がですか。

ましたように実業界へいけば社長になって実業界

杉浦市郎

愛知大学法学部の杉浦です。1980

をリードしたと思いますし、裁判官になればおそ

年石井先生に、法経学部法学科専任講師（商法）

らく最高裁までいかれただろうと思います。それ

として採用していただき、法経学部分離にともな

が潰れるかどうか分からないという愛知大学へさ

い途中から経済法に転向し、現在に至っています。

っさと帰ってきて、ここで学生を育てるというこ

１点だけお伺いしたいと思います。私が教えてい

とを最後になさったんですね。ですからまあ明治

ただいたのは京都大学の龍田先生でしたが、東京

の太い気骨が一本通っている人で、私は一番近く

大学は竹内先生でした。両先生ともえらく実務的

で本間先生を見て、本間先生に教わったんですけ

（機能的）な志向の先生です。その前は東京大学

れども、ああいう大人物は、こういう世の中では

は鈴木竹雄先生、京都大学は大隈健一郎先生です

おそらく出ないんじゃないかというのが感想であ

けれども、いずれにしても、理論的ではあります

ります。

が、やはり実務的（機能的）な志向の先生方でし

田中先生はこの大学を作る時にちょうど文部大

た。そういう商法学者の多い中で、なぜ本間先生

臣なんです。ところが例によって文部省はその当

は哲学に興味を持ったのか。変な言い方をすると

時から窓口が非常に厳しい。田中先生が「本間君、

商法学というのは哲学とは非常に縁が薄い分野で

早く持ってこい」と。だけど「だめだよ、窓口が

すので、それについてちょっと、先ほどの講演の

なかなか通さんから」
。それでも５月に東亜同文

中でお話があったかも分かりませんけれども、ぜ

書院の関係者 13 人が集まって、新しい大学を作

ひご教示願います。

ろうということで発足して、11 月 15 日に旧制大

石井

分かりました。先生の特性は一言で言え

学令で大学を認可されたんです。玉川学園の小原

ば好奇心が強く議論好きということになりますか

さんとかそういう人達も申請したんですが、みん

ね。それで出発は、東大では異色で、弁護士を志

なはねられた。愛知大学だけが旧制大学令で大学

向したんですけれども、お父さんに「帝大まで出

になった。しかも金があってオーナーとして大学

て代弁か」と言われたものですから、親孝行のつ

を作るということであればいいけれども、金もな

もりで裁判所に入った。最初は検事局に入ったわ

し。ただ本間先生を慕う人の集まりで大学を作っ

けです。成績のいいのを検事局に回すというのが

た。先生によれば、戦前の私学の紛争というのは

その当時の所の方針だったようです。けれども先

ほとんどがその経営をめぐって理事会が対立した

生には合わない。それで三淵先生に頼んだら東京

ものであったので、本間先生は、愛知大学では教

地裁に配属された。本間先生はその当時の裁判官

職員が大学を運営すると。それが愛知大学の特徴

というのは「徒弟制度」だと。先輩のやってきた

であり、今日まで、まあ今日どうなっているか分

ことを型通りにやればそれでいい。「化石の裁判

かりませんが少なくとも私の時までは、教授会が

官」という言葉で私に言っていました。先生はそ

きちっと大学運営に対しても発言するという体制

れでは済まないんですね。法律がまだ整備されて

でやってきましたが、これも本間先生の考えによ

いない。従ってその法律のない場合どうするのか。

るものであり、伝統的特長だと思います。

簡単に、適用する法律がないから原告は負けとい

お答えになったでしょうか。

うことでいいのかという悩みと、もう１つはやは

渡辺

り原告・被告の言い分を聞いていると、事実認定

ありがとうございました。
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について大変真面目に取り組まれるものですか

学で展開する。それが後輩の鈴木竹雄先生や西原

ら、
悩まれるわけです。判決がなかなか書けない。

寛一先生に受け継がれていく。僕等はそういう鈴

そういう場合、普通の裁判官で言えば原告・被告

木先生とか西原先生、大隈先生の議論に惹かれて、

の立証関係を交互に見比べながら原告の勝ちとか

分かりもしない社員権論争とか株式の本質論とか

被告の勝ちということで終わるんですけれども、

いうものに血道をあげたわけです。どういうふう

先生は違うんですね。とことんその点を自分で納

に変わっていったかと言うと、商法によらず他の

得しない限り判決が書けない。そういうことでど

分野もそうですけれども、学園紛争を契機にして

んどん痩せていって、ノイローゼ寸前までいった。

実践的な研究に変わっていった。それ自体は悪い

そこで考えることがちょっと我々と違うんです。

ことではないんですけれども、やはり最後に言い

これはやっぱり自分が法理論を会得していないか

ましたように、現在の若い商法学者がただ何とな

ら判決が書けないのではないかと。それでは法哲

くアメリカ法をやり、アメリカ法の判例を学会で

学を勉強しよう。ところがその当時、今もそうで

報告して、それを業績だと言っているのには疑問

すけれども、裁判官は１人で何十件という事件を

を感じます。もっとやはり商法の基本的な問題に

抱えているから、到底勉強する暇がない。何とか

本格的に取り組むというのが大学の教員の一つの

法哲学を勉強したいという時に、一高・東大で

役割ではないかと、そういう感想を持っておりま

10 年ぐらい先輩の民法の三潴信三先生から声が

す。

かかって、東京高商がちょうど単科大学になった

司会

はい、ありがとうございました。もしよ

時そこへ就職した。本間先生に「その時少し待っ

ろしければもう１人だけ質問をしていただきたい

て東大へ戻ればよかったんじゃないですか、先生

と思いますがいかがでしょうか。

は２番で卒業しているんだから」と言ったら、笑

池上貞一

質問ではないんですが、愛知大学が

っていましたけれども。要はその時に、勉強がで

始まり、本間先生が最高裁の事務総長になる前で

きるところへ行けばいいと。そして法哲学の研究

まだ豊橋におられた頃、私も予科の講師をやって

を本格的にやり、目的論的解釈学により、それを

おりまして、本館２階の庶務課かなんかで本間先

商法で実践した。しかし東京商大でも研究以外の

生と碁目をやった覚えがあります。どちらが勝っ

こともバリバリやったわけです。まず本の整備。

たか忘れましたけれども。それから初めの頃神谷

最初に東京商大へ行った時には、名前は忘れまし

先生という国際法の先生が、同文書院の先生だっ

たが東大から来た人が１人いて、
「ここはなかな

たんですが内地に帰っておりまして、愛知県の人

か難しいところだから、外様は会議では黙ってい

だものですから、予備士官学校の跡地があるとい

ることだ」と。初めはそれを実行していたんです

うことを見つけたりして結局愛知大学ができるこ

が、そのうちに例の先生の性格で、リードしてい

とになり、ある程度功績があったと思うんですけ

ってしまう。学長から「それじゃ本間君、図書館

れども、ただそういうことのせいかえらく張り切

長をやれ」ということで小平分校の図書館整備を

って威張っていたと言うか。その頃は全員教授会

した。その代わり学長はだいぶ本間先生の言うこ

に出ており、私も出ていました。小岩井先生が実

とを聞いて法哲学関係の本を買ってくれた。とに

質上トップでやっていたんですが、神谷先生がこ

かくその場の上っ面だけで終わる性格ではない。

とごとに噛みつくのでまいってしまって、最高裁

やりだしたらきちっとやりたいという考えがあっ

に行っておられた本間先生に何とかしてくれと頼

て、法哲学の視点から商法に取り組んだ。ただそ

んだものですから、本間先生が神谷先生を東京に

れは本間先生だけではなく、田中耕太郎先生もご

引っ張って、初めは国会図書館、そのあと国学院

存じのように商的色彩論とか、壮大な議論を商法

の教授に就任されました。そういうわけで小岩井
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本間喜一

先生もやりやすくなったんです。神谷先生を無理

ました。小岩井先生はそのもとで法経学部の研

に向こうへ連れていったものですから、小岩井先

究・教育の方向づけをやった。本間先生は自分で

生が亡くなったあと、本間先生はやっぱりちゃん

も言っていますけれども「僕がピッチャーなら小

と神谷先生を豊橋へ呼んだんですが、神谷先生は

岩井君はキャッチャーだ」と。そういう関係だと

こちらへ来てすぐに病気で亡くなられました。そ

言っていました。ただ他にもいろいろありますけ

んなことがありました。

れども。

田中幹雄

ちょっといいですか。池上先生がど

小岩井先生はいろいろ対立された。まず最初に

ういう方か知らない方がいらっしゃるから、大島

対立したのは横田忍といって、愛知大学を作る時

先生から紹介していただけますか。

の豊橋市長で、市が私学に肩入れしてよいのかと

司会

池上先生は、詳しいことまで言いますと

きりがありませんので。
石井

文部省が言ったとき、「俺は三河人だ」と言って
啖呵を切った。それに敬意を表して本間先生は常

それでは私が紹介します。池上先生は非

任理事に迎えたわけです。そうしたらえらい大き

常に異色の道を歩かれた方です。お父さんの関係

な顔をして小岩井先生と対立するものですから辞

で中国の青島で、中国人の中学校に入った。そこ

めてもらった。先ほどの神谷先生も、「俺がここ

で中国語を勉強して同文書院に入られたんですけ

を見つけた」ということで小岩井先生と対立した。

れども、結核にかかって、大府の療養所で暮らし

本間先生は小岩井先生のことを考えて神谷先生を

ていた。同文書院は上海にあるんですけれども、

国会図書館に推薦し、大学院ができた時にまた呼

東シナ海は危なくて行けないわけです。撃沈され

び戻した。とにかく一言で言えば本間先生でない

た船に乗っていた同文書院の学生もいるわけです

と何もできない。本間さんが言うことならみんな

から。それで富山県の呉羽に分校を作って、先ほ

が聞く。授業料値上げの時も８番教室の学生大会

ど出てきました国際法の神谷先生がたまたまこち

に本間先生がやってきて、授業料を上げさせてく

らのほうにいたので責任者となりました。神谷さ

れと僕等学生に言うんです。みんなが何とかかん

んが池上さんを呼んだわけです。事務の大野一石

とか言うと、「事務員をどうしても２人増やさな

さんとか、殿岡さんの亡くなったご亭主とか、そ

いといけないがその給料が出ない」。中に生意気

ういう中国へ行けなかった人々が富山にいて、敗

なのがいて、「もっと事務員を増やしたほうがい

戦になってみんな一緒になった。

いんじゃないか。１人当たりの単価を下げよう」。

先ほど言いましたように、小岩井先生は単に本

本間先生はそれを聞きながらニコニコ笑って、
「い

間先生の後輩というだけではなくて、憲兵隊から

やそこまで君達に決めてもらわなくてもいいけ

小岩井先生を追放せよと言ってくるんですが、本

ど、とにかく了解してくれ」。みんな収まってし

間先生は頑としてそれを受け付けない。そういう

まうんです。教授会もそうですし、学生もそうで

ところから単なる先輩後輩を超えて非常に本間先

す。本間先生がいることが、愛知大学の創立およ

生を尊敬し、
引き揚げる時も「小岩井君先に帰れ」

び存続の事実上の要件であったと思います。

と言っても帰らない。最後の引揚げ船で本間先生

ただ普通なら “天皇” になって威張り散らすと

が団長になって、小岩井先生がそれに付いてくる

ころですけれども、先生は愛知大学のためにやっ

わけですね。ほとんど何も持ってこない。先生に

てくださっている方については感謝し、愛知大学

言わせればバケツ１つとカブラ（船酔いに効くら

を故なく辞めていった人には大変厳しい立場をと

しいです）を持って帰ってきたと。そういう関係

った。そういうことはありますが、誰も文句を言

でやはり大学を作ったのは本間先生。私は 50 周

う人はいないんじゃないでしょうか。とにかく普

年を機会に創立者は本間先生という位置づけをし

通の人とスケールがちがう。僕はそういうふうに
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思っております。
田中

ます。ちょうど落ち着いた時分に学長先生がお見

ありがとうございました。実は私今日、

えになり、愛知大学を取り鎮められて天下が安定

池上先生と渡辺先輩を自動車でご案内しましたの

したというようなことで、戦国争乱の時だったわ

で、池上先生のことについて学生時分の一言つま

けでございます。
石井

そうでもなかったと思いますけれども。

先生は同文書院の前歴を消して、愛知大

杉浦

学生と講師を兼ねて。

学の卒業生としてここへ根を下ろすという意味

石井

それは池上先生だけじゃないんです。中

らない当時の思い出をお話ししたいと思います。
渡辺

で、昼になると急に学生服に着替えて私の１年後

国語の金丸先生も同文書院を卒業して講師の資格

輩で出てみえたんです。私が一番初めに中国語を

を持っていたんですけれども、法経学部を出ない

教えていただきにあがった時は先生でしょう。
「今

といけないということでまた法経学部へ入り直し

日からあなたの後輩になります」と私のところへ

て。金丸さんは同文書院の先生で、そのためこれ

挨拶にみえて、本当に腰を抜かさんばかりに驚い

以上は愛大の教員になってはいけないというマッ

たようなわけでございます。私の１年先輩の高田

カーサーの指令があり、そこで止むを得ず学生に

敏武、養子になって浪崎敏武、彼はもう死にまし

なられたのです。それで納得した。

たが、同文書院の卒業免状を持っておりながら、

司会

本日は長時間お話しいただき、議論もし

もう一遍やり直すと言って愛知大学の予科へもぐ

ていただきましてありがとうございました。私が

りこんで、そして卒業していきました。卒業する

初めて聞いたようなお話もございました。

時に愛知大学の先生に雇っていただきたいと小岩

越知

次は６月９日の土曜日に、もと学長の牧

井先生も残すつもりで運動されたけれども、若手

野由朗先生を講師にお招きして、「愛知大学と東

の先生とバランスがとれなくなって結局あきらめ

亜同文書院大学と私」というテーマでお話をして

ざるを得なかった。さまざまな学歴の人達が一種

いただくことになっておりますので、またぜひご

異様におりまして、ちょうど大阪落城の時の豊臣

参集いただければありがたいと思います。

方の軍勢のように、豪傑ばかりが本当に雲のよう
に湧き出るというのが、創設当時の状況でござい

司会

最後に石井先生を拍手でお送りくださ

い。どうもありがとうございました。
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愛知大学創成期からもう１つの原点を考察する
──それを生かせるかどうか［写真と資料で読む］──

越知

專

〈愛知大学写真研究会名誉会長、東亜同文書院大学記念センター客員研究員〉

司会：大島

大学に関する資料の公開と、その総

いたしましたら文科省側に選んでいただき、計５

合的研究というプロジェクトが、藤田佳久先生の

年間のオープンリサーチセンターのプロジェクト

主導のもとに補助金をいただいて始まり、２年少

を進行することになりました。今年で３年目にな

し経ってまいりました。その間いろいろな公開講

りますが、この間１つは施設の大幅な改変・整備

演会、あるいは公開研究会なども行ない、またい

がありました。それと合わせて今大島先生がおっ

ろいろな地域でその貴重な資料を展示して公開し

しゃったように、基本的な研究機能を充実させて

てまいりましたが、その間に半面じっくりと内部

いくということがございました。そこで今日はそ

で、あるいは外部の人も含めて基礎的な研究をや

ういう研究機能の一環として越知さんにお話をう

らないといけないということになりまして、ここ

かがうということです。越知さんはこのプロジェ

１年弱、私が世話させていただきまして小さな研

クトを立ち上げるに際しまして、サポーターとし

究会（と言いましても今日はだいぶ大きくなった

て上に出られる方はいないだろうということでご

と思いますけれども、これはやっぱり越知さんの

参加いただきました。予想どおりと言うか予想以

人徳のいたすところだと思います）を積み重ねて

上にサポートしていただきまして、今日も図がい

まいりました。本日はご案内のとおり、愛知大学

っぱいありますので、またいろんな細かいお話が

創成期からもう１つの原点を考察する、それを生

たくさん出てくるかと思います。こんな会を時々

かせるかどうか、写真と資料で読むというテーマ

開いておりまして、それと大きくシンポジウムと

のもとに、私が同僚にしていただいているんです

か講演会とかも合わせて、実を言いますと今、大

が、東亜同文書院大学記念センターの客員研究員

変忙しいんです。今日はそういう中の１つの研究

であられます越知專さんにお話し願いたいと思い

会ということです。最近何か越知さんに構想がわ

ます。その前にせっかくセンター長も来ておられ

きあがってきたようでして、今日はそんなお話が

ますので、藤田先生から一言ご挨拶をお願いいた

お聞かせ願えるんじゃないかと思います。ひとつ

します。

ご静聴いただければと思います。ということで私

挨拶：藤田

大島先生からお話がありましたが、

のご挨拶にさせていただきます。

東亜同文書院記念センターは今から 15 年程前に
スタートしました。旧本館の下に今展示施設を設
けてあり、それがスタートして 10 年ぐらいにな
ります。書院だけでなく孫文関係の貴重な資料と
かさまざまなものがございまして、そういうもの
を文科省のオープンリサーチプロジェクトに応募
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Ⅰ

愛知大学の創成期

⑴

創成期に学んだ学生は今

議をすればひいては１つの論文が作成されるわけ
で、皆さんも力になっていただきたいと思います。
今日はもっと気軽に話をしたいわけでありまし

──私の選んだ超著名人［愛大三本松］
越知

て、今から 55、6 年前、と言うと生まれてない人

越知でございます。一昨日豊橋グランド

が多いんじゃないかと思いますが、このように数

ホテルで産学官交流サロンがありました。その時

人の研究会でケインズの「雇用・利子および貨幣

に愛知大学の学長が講演をすることになっており

の一般理論」について研究発表をしたことがあり

ました。テーマは「愛知大学の将来について」。

ます。それを思い出しまして、55 年前へトンネ

今日お話しするのも私としての１つの見方です。

ルを逆走して 20 歳の若さに返ったぐらいでやり

それと同時にその時に「わが国の農業と食糧自給

ますので、そういうふうにお願いしたいと思いま

率について」東海農政局の局長さんもお話をされ

す。「はじめに」と書いてあるところでは、「愛知

ました。同じテーブルの私の隣に田原の副市長さ

大学の名古屋笹島進出に伴う再編成に当たって、

んが座っておられまして、５月 15 日、
「愛知大学

豊橋キャンパスの新学部はどうあるべきか。愛知

創成期からもう１つの原点を考案する」というテ

大学の歴史を創成期から振り返りながら現在の世

ーマで話をすることを農政課の小川金一課長さん

界的な環境問題、食糧問題も視野に入れて考察す

にも話したところ、「それを聞きに行ってもいい

る」と。堅苦しい偉そうなことを書きましたけれ

ですか」と言われるものですから「どうぞどうぞ、

ども、学生時分はこんなふうに偉そうなことを言

研究会で十数人だけの研究発表みたいなものです

えば偉そうに見えると思ったのかも知れない。馬

がよろしかったら。特に田原の皆さんにはおそら

鹿にされてはいけないということで書いたのかも

く関係の深い話に最終点では合致すると思うの

分かりません。第１編といたしまして「愛知大学

で、
ぜひおいでください」と返事をいたしました。

創成期に学んだ学生は今」では、話がもっと具体

また同時に今田原で農業大学院大学というのが準

的になります。私が独断と偏見でもって選んだ超

備をされており、その代表の方が石黒功さんとい

著名人３人の愛大の３本松と、彼らが学んだ法経

う私の 20 年来の友達でございます。先だっても

学部の 15 科目の教授陣とその講義内容について

そのお話を聞きまして、社長室長の大橋進吉さん

取り上げます。これをだいたい10〜15 分で終わ

が今日お見えになっています。あとでいろいろと

るようにしたいと思います。

ご質問なりしていただくと大変ありがたいと思い
ます。

まず第１に私が選んだ３人と言うと、この３人
です。ぜひ頭の中に入れておいてください。東松

ところで「愛知大学創成期からもう１つの原点

照明君。愛知大学の入口に看板が出ています。あ

を考察する──それを生かせるかどうか［写真と

るいは豊橋駅の構内に「未来を拓く大学」という

資料で読む］」という題でありまして、皆さんに

東松氏が 58 年前に撮った写真があります。これ

すると何だろうなとお思いでしょう。何だろうな

はどういうものかと言うと、英字新聞を貫いた卵

という疑問符を持つところに私は研究の意味があ

が日本の再生という意味を表している。それが彼

ると思います。けさ広辞苑をちょっとひもといて

の出世作になって、今や日本だけでなく世界の写

みました。
「論文」というところを見ましたら、
「論

真家になった。メトロポリタン美術館などで購入

文とは議論をする文である」。研究の業績、ある

している。この写真が２年間で世界を駆け回って

いは結果を記すものが卒業論文であり修士論文で

日本に帰ってくる。そういったことが読売や朝日

あるが、ただ単に論文と言えば、論議をする文で

の新聞紙上、NHK の日曜美術館でも数回紹介さ

あれば論文だと。今日はだから皆さんとあとで論

れている。彼の作品はこの大きさで１点 60 万円

98

◦ 2394 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦
愛知大学創成期からもう１つの原点を考察する

が今世界の評価価格です。豊川の桜ヶ丘ミュージ

まさに今日の返事なんですが愛大だけでなく分散

アムが８点買いました。去年豊川が買ったのは海

してくれと。やり方が遅かったのか、残念なんで

軍工廠を写した写真です。爆撃の跡。銃弾の跡。

すが。その全ての世界評価額は100 億円だそうで

防空壕の跡。そういうものを写した写真をぜひ欲

す。名古屋市の美術館が100 億のものをもらって

しいと言って長崎まで豊川のミュージアムの学芸

収蔵して展示するというのに、まごついている間

員が買いに行きました。それから一昨年の夏には

に今度は沖縄で、京都で、東京の写真美術館で、

愛知県美術館で東松照明写真展をやりましたが、

長崎で、「くれくれ」という話になっちゃって、

同等の価格のものです。８年前に豊橋の美術博物

困っているという返事が来た。

館でやりましたがその時の倍の価格です。このく
らい世界評価価格がどんどん上がっています。

それでどうするか。愛知大学と美術館だけとい
うわけにはいかず、分けなきゃならなくなったの

では彼は愛知大学でどういうことをやっていた

で、３千点ずつ分けると言う。１点 60 万円です

のか。東松君はどんなことを言っているか。大学

から３千点の写真は 18 億です。チャンスという

で学んだことはどうだったのか。彼は昭和 29 年

ものはすぐに生かさないと失う場合があるという

に愛知大学法経学部を卒業します。経済学科で学

１つの話をしまして、今から話すのも今回がチャ

んだが一向に「経済的な仕事にならなかった」と

ンスだから愛大はしっかり頑張りましょうという

言いますが、今ではネガから１枚焼くたびに剰余

ことを発表したいわけです。もう１つ苦い経験が

価値がどんどん出てるじゃないかと私は東松君を

あるんです。愛知大学に、ここは本部ですが元公

冷やかしているんです。注文があればネガからと

館の師団長官舎に師団長閣下がお住まいになって

る。剰余価値がいっぱい。彼は剰余価値を林要さ

いた。そこを愛知万博の時に迎賓館にする、お金

んに学んだ。マルクス経済学の大家です。ケイン

は僕がファンドを用意するという人が現れた。そ

ズ経済学は小幡清金さんから学んだ。愛知大学の

れで豊橋で「やらまい会」という会を数人で作っ

財政学の権威です。ところが財政学の権威であっ

た。豊橋市長も乗り気で現場を見に来て、
「やり

てもなかなか愛知大学の財政はその時分大変だっ

ましょう」とゴーサインを出したところ、その方

た。

が急に亡くなられた。契約もしてないので、もう

そういうようなことで東松君は今、世界で活躍

実現は不可能になった。それも残念だった。だか

している愛知大学卒業生の写真家の１人です。実

ら物事はスパスパッと決めないと行動を起こすこ

は去年の 10 月に東松君から電話がありまして、

とはできない。チャンスというのはパッと動かな

「越知さん、僕の写真からカメラから雑誌からネ
ガから全部を含めて、愛大を経由して名古屋市の

いと逃げられてしまう。そういうことを私は体験
しております。

美術館に寄贈してもいいんだけど、話をしてくれ
るか」。そういう話があった。私１人ではどうし
ようもないので、学長と副学長と事務局長とで、
病気持ちの東松君１人だともしものことがあった
時「いや、聞いてなかった」ということになると
いけないから、奥さんと２人一緒に話をしますと
いうことになった。「じゃあよろしく頼む」と検
討を始めたんですが、それが他へも伝わったのか
どうか、名古屋市の美術館に話をしたところ、各
地で「欲しい」
「欲しい」という美術館が出まして、
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東松照明
昭和29（1954）年愛知大学法経学部経済学
科卒業。「経済学科で学んだが、一向に経済
的な仕事ではなかった」というが、
今では「ネ
ガ」からの剰余価値がどんどん生まれている。
それらのすべてを含めて世界評価額「100 億
円」と言われている。彼の写真関係資料は、
名古屋市美術館でも、
「話が桁外れに大きす
ぎる」と戸惑う。愛知大学を通じて名古屋市
美術館に寄贈を申し入れ、
「東松照明写真資
料館」でもできれば、愛知大学の誇りでもあ
り、世界の東松を名古屋の目玉とすることも
できるだろう。
近年、長崎マンダラ、沖縄マンダラ、京マ
ンダラ、愛知マンダラ、東京マンダラと写真
展を開催していった。2007年 11 月の東京マン
ダラに合わせるように、エール大学の図録と
写真200枚余が世界を２年間かけて１周し、
日本に里帰りした写真展でもある。
愛知大学で学んだ経済学者の林要先生の経
済原論や熊沢復六先生のロシア語・映画演劇
論の影響で幅広く奥行きの深い作品を作り上
げているのではないだろうか？
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松浦元男
昭和35（1960）年法経学部経済学科卒業。学生時代はジ
ャズバンドで管楽器を演奏し、卒業後はアイセロ化学に就
職し、その後独立し、樹研工業を設立した。この会社はよ
くテレビにも紹介されているが、100万分の１g という夢の
歯車を完成させるなど、現在まだ使われていないが、医療
器具、通信機器の極小化の方向を見越して先手を打った部
品である。
学生時代はアルバイトで忙しかったようだが、愛知大学
の先生から「生涯をかけて学ぶ入口を教えてもらった」と
言い、今でもマルクスやケインズを読みあさり、随筆・経
済論評も執筆する。
彼の発想は豊かでユニーク、音楽の勢いでもあろうか、
大学の理工学部より工業高校卒業者のほうが固定概念がな
く、頭が柔らかで独創性があると言っている。そして入社
は申込順に採用するという。
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平松礼二
昭和 40（1965）年法経学部経済学科卒業。本名
邦夫であり、通名礼二である。そのため邦夫のサ
インの「富士山（初期の作品）」が愛知大学に眠っ
ていたが、気がついた職員がその絵画を補修し、
現在名古屋車道校舎 13階に展示している。
中学時代から美術関係に興味があり、いったん
は普通科の高校へ進学したが旭丘高校・美術科へ
転校した。その後愛知大学へ進学し、「夢があり、
希望があり、愛と知をまさぐりつづけた愛しき
日々」と当時を懐かしむ。彼は近年『文藝春秋』
の表紙を担当しており、日本画壇を代表する画家
である。また、現在、多摩美術大学教授を経て、
了徳寺大学学長でもある。
愛知大学車道校舎に寄贈された「日本の新しい
朝の光」のステンドグラスは自由受難と桜ともみ
じを愛し、母校愛知大学を湘南・鎌倉から見た構
図として製作したものである。
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次に松浦元男君。彼は昭和 35（1960）年に愛

そこの会社の社員は大学出は要らない。頭が堅い

知大学を卒業しました。学生時代、ジャズバンド

から。工業高校出のほうがはるかに役に立つ。

で管弦楽器をやり、ダンスホールへ行って学費を

100 万分の１g の歯車は工業高校を出たような発

稼いでいた。アルバイト学生です。卒業間近にな

想力、想像力の豊かな人が作った。今そのために

ってどういう勉強をしなきゃいけないかを聞くた

世界各国から、100 万分の１は使えないけれども

め、彼はある先生のところに訪ねていった。そう

１万分の１とかそういうのは使えるから、注文が

したら「ケインズを読め。マルクスを読め。アダ

どんどん殺到しています。あそこへ行くと工場も

ム・スミスを読め」。それが将来の基本になる入

屋根も全部黄色。夢を売る。６月 20 日の３時か

口だ、学問の入口だと。それで彼は卒業してから

ら愛知大学で講義をやりますから、その時に愛知

もそれを何遍も読んだ。その時もやはり林要先生

大学で何を学んだか、きっと本人が語られるでし

や小幡先生が出てくる。そのくらい当時の愛知大

ょうから聞いてください。

学の教授達には魅力が、学問的な魅力と人間的な

その次に平松礼二君。愛知大学の卒業生です。

魅力があった。そういうことを信じて東松照明君

この方は愛知御津のほうにお父さんがおられて、

も松浦元男君も現在があると私は思う。松浦元男

本当は絵を描きたかったけれども財政的に大変だ

さんを大橋さん知ってますか。

ったので、愛知大学の法経学部に入った。本来は

大橋

知らないです。

美術学校へ行きたかった。お金の面で「お前それ

越知

知らない。覚えておいてください。愛知

で食っていけるか」と親御さんから言われたそう

大学の卒業生です。「100 万分の１g の歯車」の。

で行けなかった。しかし絵は描かずにおられない

大橋

その松浦さんですか。ジャズとおっしゃ

て愛知大学に入った。そして能力がどんどん伸び

ったので。樹研工業の松浦さんですね。
越知

くらい好きだった。県立の旭丘高校の美術科を経

そうです。NHK でも経営学についてひ

ていって、今では日本画の重鎮になりました。大

っぱりだこです。愛知大学で経済学・経営学を学

きいのは１点が何百万です。今彼の描いた「日本

び、今 NHK や塾で講義をする講師にもなってい

の新しい朝の光」という絵の原画が愛知大学の応

る。学者であり評論家であり随筆家であり、そし

接間に飾ってありますから、帰りに見ていってく

て夢の100万分の１ｇの歯車を作った。彼は愛知

ださい。これはどういう絵かと言うと、愛知大学

大学では生物・科学、実際そんなことはあまりや

を思う絵だそうです。遠く鎌倉から三河湾を臨み、

ってない。単位を取っただけだと。しかし愛知大

愛知大学がある。僕の学んだ愛知大学が見える。

学でやった経済のマルクス、ケインズが中心にな

そこで青春の思い出を描きながら「自由受難」と

って、あるいはアダム・スミスが中心になっての

いう愛知大学のシンボルを絵に入れて、モミジと

経営学である。今この人は全国的に有名ですよね。

サクラと四季の花を入れて、太平洋の波からずっ

これは経済学原理に合っている。「最小の物を作

と日の出を見るという感じで、そういう構想で描

って無駄を少なくする」
。今の例えば環境破壊や

いた。これも今美術館なんかでひっぱりだこです。

CO2 の問題も含めて考えられることですね。ゴミ

特にこの人が絵を習う時には、名古屋の大須に万

になって樹脂は捨てられるでしょう。土に還らな

松寺という（織田信長のお父さんの墓を祀ってい

いでしょう。野菜なら還る。木なら還る。プラス

て、信長が抹香を投げたという）お寺があるんです

チックは還らない。腐らない。公害になる。だか

が、そこの伊藤治雄君という私の同級生のところ

らそういうものはできるだけ小さいほうがいい。

が面倒を見ていた。日本画の岩絵の具って高いん

まだ使われておりませんよ。将来使われるだろう

ですよ。だから材料を買うのに大変なんです。学

という夢を求めている。ロマンを求めている。あ

生なんか描けない。そういう時に面倒を見てもら
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ったというので、ずっと愛知大学への思いは深い。

もらった。お父さんにもらった千円とで久我山１
山買った。それがバブルによって評価がどんどん

⑵

彼らが学んだ法経学部の15 科目の教授陣と

高くなってきて大地主になった。「これは金融資

その講義内容（口頭および写真・資料参照）

本の弊害だ」というわけです。そういうふうに物

愛知大学の卒業生３人をご紹介しました。彼ら

の考え方でいろいろ引用の仕方があるわけです

が愛知大学で何を学んだか。愛知大学にはどんな
先生がいたのか。お２人だけご紹介します。先ほ

が、その林さん家族とも親しくしております。
それからもう１つ小幡先生の財政学。ここにも

ど言いました東松君は写真部の、私より１年後輩。

小幡先生の財政学のゼミをやった方がいらっしゃ

昭和５（1930）年生まれで年は一緒です。松浦君

いますよね。財政経済の基本は何か。学者という

も学生時代からの友達。平松君は絵をやるように

のは口で言ってるだけではだめだ、それが即市民

なってから、豊橋で初めて企画展をやった。その

のために役立たなければという。だから地方財政

時「越知さん協力してくれんか」ということでい

をやった。愛知大学が昭和 30 年代財政的に苦し

ろいろ協力してあげた。美術館からも頼まれた。

かった時に、ここに手紙がありますが、本間学長

初めての企画展だから成功させないと平松君の一

が病気で、手術をしたあと、その時に財政学の先

生にも関わる。「成功させたいのでたくさん見に

生として愛知大学の理事長・学長に手紙を出し

きてもらうように同窓会にも話してくれ」と。美

た。「いくら財政が厳しいと言っても、一括して

術館の友の会にも。それでごく親しくなった。今

全て１割減なんていうやり方はしないでくださ

は了徳寺大学の学長さんをやっています。３年前

い。それぞれの適切な評価によって１割もあり１

は多摩美術大学の教授をやっていた。３人とも全

割５分もあり５分もあるというやり方をして、正

部林要さんのマルクス経済学（金融資本論の大家

直ものが馬鹿を見ないようにしてください」とい

ですよね、この人は）の影響がある。経済の物の

う手紙です。これは了解を得ていませんけれども、

見方が大きい。林要さんというのはものすごい偉

おそらく小幡先生は「越知が見せるならいいよ」

大な人で、北朝鮮の金日成さんにご家族共ご招待

と言ってくれたと思います。そんな偉そうなこと

を受けて、１か月間国賓並みで北朝鮮を歩いてお

をなんで言うのかと言うと、実は小幡先生も私の

られた。奥さんとお孫さんのイズミさんと一緒に

ゼミの先生なんです。ケインズ経済学のほうのゼ

北朝鮮に特別招待。そして中国に行けば副主席と

ミに入っていたので小幡先生のゼミで発表した。

会ったり。そういうふうに世界的に有名な学者で

それで小幡先生の家族とも親しくしていて、先生

す。私のゼミの先生だったし、卒業してからもず

の奥さんが病気の時はうちの息子が往診に行って

っと。私の家業は床屋で、松浦君は学生時代から

いる。そのくらい小幡先生と親しくしている。だ

頭を刈りに来た。林さんは「越知、お前が床屋を

からおそらくこういうものを出しても怒らないだ

やったから俺はこれを機会に頭を刈るよ」。今ま

ろうと思いますけれども。

で刈らなかった。全部奥さんが鋏でやっていた。

小幡先生は愛知大学の教授を辞めて名誉教授に

床屋へ行ったことないけど、「君がやるなら」と

なられて、それ以後は俳句を作ったり短歌を作っ

いうことでそれから頭を刈るようになった。そう

たり書をやったりした。書でも面白い「整容」と

いうことで家族的にも親しくしていた。東京の世

いう、頭を刈ってきれいにしろということですね。

田谷区久我山に１山買っている。本間先生は「共

容姿を整えろという。武蔵の出だから武山人の雅

産党の金持ちだ」と冷やかすんです。林先生に言

号を持つ。本間先生が愛知大学を創るというから

わせると「金融資本のおかげだ」と。同志社大学

急いで、今までの住いを全部売っちゃって豊橋へ

で教授をやっていて、辞める時に千円の退職金を

来た。財政は厳しい。厳しいけれども本間先生の
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魅力に惹かれて愛知大学へ来て、財政学の先生を
やっていた。だから財政についてものすごく厳し
い。小幡清金というんですが、われわれ学生はそ
かんたん

の時分「オバキンさん」と言っていた。「間 澹。
心静かにして欲少なし」。このとおりです。そし
てその時分生活が苦しいから、奥さんが鶏を飼っ
て卵を生ませて生計の補助にしていた。これは本
当の話です。私も見たことがある。本間先生が行
ったら鶏が動いてびっくりした。
「何だこれは」と。
そのくらい教授連の家計は厳しかった。しかし本
間先生の財政の考え方は、事務職員と同じように
考えなさいということだった。働く人を大事にし

昭和 26 年、
27 年度法経学部で受講した
専門科目の担当教授と講義内容
経済原論
財政学
経済学特殊講義
経済原論
金融資本の理論
経済学特殊講義
経済史
社会政策
農業政策
貨幣金融論
景気変動論
経済統計学
政治学原論
経済政策
財務諸表論
憲法

小幡清金
小幡清金
小幡清金
林 要
林 要
林 要
森谷克己
森谷克己
三好四郎
山本二三丸
山本二三丸
郡 菊之助
戸澤鐵彦
四方 博
田中藤一郎
一円一億

ろと。学者はあっちこっちで講師を頼まれれば謝
礼をもらうだろう。だから事務職員の待遇を良く
しろというのが本間先生の考えで、今もその点で
は愛知大学の職員の給料は割合いいという評判で
す。関係する税理士が言うから。そういうことで
愛知大学は居る人をみんな大事にしようというの
が本間先生の考えです。だからここにもあるとお
り、農家姿の人と学長は並んでますよ。いろいろ
な人の話に耳を傾けて皆さんを大事にする。
２人の学者の個性と考え方をお話ししました。
あとまだ十何人あるんですがお話しすると時間が
なくなりますので、それは私が受けた授業の 15
科目にわたって資料がありますから回します。法
経学部 15 科目の教授陣とその講義内容を説明す
ると 30 分も１時間も過ぎてしまいますから、次
へ行きますので資料をご覧下さい。
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小幡清金
明治31（1898）
年８月生れ。
大正12（1923）年東京帝国大学経済学部
卒業。
昭和20（1945）年台北帝国大学教授を退
職後、22 年４月より愛知大学法経学部
（旧制）教授に。
経済原論、財政学、貨幣金融論、予科
経済通論などを担当し、理事および図
書館長にも就任。

──目

次──

第一章 経済の概念
一、経済財
二、経済行為、経済原則
三、経済組織
第二章 経済組織の発展
一、自然経済
二、単純商品生産経済
三、資本主義経済
第三章 経済学

第一節 経済学の対象及び目的
一、研究対象に属しないもの
二、研究の対象及び目的
第二節 経済学の三部門
一、理論経済学
二、経済史
三、経済政策学
第三節 〔近代〕経済学の発展
一、アダム・スミス以前
二、古典学派
三、社会主義学派

四、歴史学派
五、近代経済学
Ａ．オーストリア学派
Ｂ．ローザンヌ学派
Ｃ．ケンブリッジ学派
Ｄ．ケインズ学派
第四章 価値及び価格の理論
第五章 貨幣及び信用の理論
第六章 所得論
第七章 景気循環論
第八章 国際経済論

「経済学原理」講義要項
第一章 経済の概念
一、経済 財の分類
１．生活すること＝種々な欲望の充足──所謂「物質的欲望」と「精神的欲望」
２．財（広義）＝欲望満足手段（自由財と経済財）
３．効用＝財のもつ欲望満足能力又は財によってもたらされる欲望満足
４．限界効用、限界効用逓減法則＝財の最後に追加される単位のもつ効用（限界効用）
。財貨の限界効用はそ
の財貨の増加するにつれて逓減する。
５．経済財＝各種の用途に対して相対的に稀少な財＝従ってその獲得には労働又は代価（価格）という犠牲（費
用）を必要とする財＝交換価値をもつ財──交換の対象とならない財。
「公共財」
（道路、公園）
小幡清金先生
小幡清金先生から学んだ学科は、経済学原理、財政学、ケイ
ンズ経済学と演習である。
愛知大学が出来ると聞くや、本間喜一先生のもとへ、東京武
蔵野を引き払って三河の地へやって来た。財政学の権威である。
昭和 34 年頃、愛知大学が財政的に困難な時、それも本間先生
が病気療養中にお見舞いを兼ねた手紙の中で次の訴えをした。
「経費節減も一率ではなく、夫々の事情に応じてカットすべき、
正直者がバカを見ないように」とも書いてあった。
奥様は「ニワトリを飼って卵を生ませ、生計の一助にした」
と本間先生からお聞きした。
大学退官後は、孔子や孟子を読みあさり、短歌を作り、書を
習っていた。その書「整容」は容姿を整えることであり、
「間澹」
は「心静かにして欲少なし」である。
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財政学講義要綱
──目

次──

第一章 財政の意義
第一節 財政の概念
第二節 財政と私経済
第二章 財政学、財政学の発展
第一節 財政学の三部門
第二節 古代の財政と財政思想
第三節 近代の財政学
第四節 現代の財政学
第三章 経 費
第一節 経費論の帰属問題
第二節 経費の範囲
第三節 経費支出の原則
第四節 経費の分類
第五節 経費膨脹の傾向
第六節 経費の経済的効果（生産性）
第七節 財政々策の理論
第四章 収入の意義及び分類
第一節 収入の意義
第二節 収入の分類
第五章 本源的収入
第一節 本源的収入の財政的地位
第二節 公有財産収入
第三節 公企業収入
第四節 手数料（行政的収入）
第六章 移転的収入
第七章 租 税
第一節 租税の意義

第二節 租税の術語
第三節 国民所得と租税負担
第四節 租税の種類
第五節 課税原則
第六節 租税負担の配分
第七節 租税の経済的作用
第八節 租税の転嫁
第八章 主なる租税
第一節 収益税
第二節 所得税
第三節 財産税
第四節 相続税及び贈与税
第五節 流通税（交通税）

第六節 支出税（消費税）
公 債
公債の意義及び起因
公債の発達の条件
公債の種類
公債の起債
公債の変更
公債の償還
公債の経済的作用
歳計制度
歳計制度の意義
予 算
決 算

財政学試験問題

（26 年 10 月 23日）
次の諸問題中五題を選択して答えよ（一問各二〇点）
一、国家の経費は不生産的であるという説は正しい
か。その理由を述べよ。
二、社会的極大利益原則とは何か。
三、限界消費性向及び投資乗数とは何か。両者の関
係如何。
四、信用造出による収入とは何か。この経済的作用
を説明せよ。
五、課税に於て財政原則と公平原則といずれが優先
すべきであるか。その理由を記せ。
六、租税は各人のうける利益に応じて課するのが公
平であるか。その理由を問う。
七、課税はつねに資本蓄積を停滞せしめるか。その
理由を述べよ。
八、公債の発行は生産を阻害するという説は正しい
か。その理由を記せ。
九、外国債の利害を問う。

107

◦ 2403 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

目
次
訳者序
日本版への序
原著者序
第一編 緒 論
第一章 一般理論
第二章 古典派経済学の公準
第三章 有効需要の原理
第二編 定義および基礎概念
第四章 単位の選定
第五章 産出高および雇傭量を決定するものとしての
期待
第六章 所得・貯蓄および投資の定義
一 所得
二 貯蓄と投資
補 論 使用者費用について
第七章 貯蓄および投資の意味についての続論
第三編 消費性向
第八章 消費性向 一、客観的要因
第九章 消費性向 二、主観的要因
第十章 限界消費性向と乗数
第四編 投資誘因
第十一章 資本の限界効率
第十二章 長期期待の状態
第十三章 利子率の一般理論
第十四章 利子率の古典派理論
補 論 マーシャルの『経済学原理』、リカアドオ
の『経済学原理』、その他における利子率
について
第十五章 流動性への心理的ならびに産業的動因
第十六章 資本の性質に関する諸考察
第十七章 利子および貨幣の基本的性質
第十八章 雇傭の一般理論再説
第五編 貨幣賃金および価格
第十九章 貨幣賃金の変動

補 論 ピグウ教授の『失業の理論』
第二十章 雇傭函数
第二十一章 価格の理論
第六編 一般理論の示唆に関する若干の覚書
第二十二章 景気循環に関する覚書
第二十三章 重商主義、高利禁止法、スタンプ附貨幣お
よび過少消費説に関する覚書
第二十四章 一般理論の導くべき社会哲学に関する結論
的覚書
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林 要
明治27（1894）
年５月生れ。
大正９（1920）
年東京帝国大学法学部卒業。
大原社会問題研究所所員、同志社大学教授などを経て、
昭和 22（1947）年４月より愛知大学法経学部（旧制）
教授に。
経済原論、経済学史、経済学特殊講義などを担当。

愛知大学法経学部
経済原論

経済原論一部

要項

林要教授

第１章 経済学の対象
第２章 人間−社会−労働−生産
第３章 社会法則の一般的規定
第１節 再生産過程
第２節 生産力の諸要素
⑴ 労働力
⑵ 労働手段
⑶ 労働対象
第３節 生産様式
第４節 社会構成
第４章 生産力の発展過程
⑴ 労働食の発展過程
⑵ 労働手段の発展段階
第５章 商品生産の発展段階
第１節 減資共同社会に於ける協業と分業
第２節 減資共同社会の放壌と商品生産の発展
第６章 商品
第１節 商品の二要因としての価値と使用価値
第２節 価値形態又は交換価値
⑴ 簡単な価値形態
⑵ 拡大された価値形態
⑶ 一般的価値形態
⑷ 貨幣携帯
第３節 商品の交換価値
第７章 貨幣（商品流通）
第１節 価値尺度としての貨幣
第２節 流通手段としての貨幣
第３節 価値物そのものとしての貨幣
⑴ 蓄財手段としてのＧ
⑵ 支払手段としての貨幣
⑶ 世界貨幣としてのＧ
第８章 Ｇの資本への転化
第９章 剰余価値の生産
第１節 剰余価値はどこから生まれるか
第２節 剰余価値は如何にして生産されるか
⑴ 労働過程
⑵ 価値増殖過程
第３節 若干の用語定義
⑴ 可変資本と不変資本

⑵ 固定資本と流動資本
⑶ 剰余価値率と利用率
第 10章 絶対的剰余価値の生産
第 11 章 相対的剰余価値の生産
第１節 相対的剰余価値
第２節 相対的剰余価値の発展
⑴ 単純協業
⑵ マニュファクチャア
⑶ 機械による大工業
第３節 相対的剰余価値の生産
第 12 章 資本の蓄積
第１節 単純再生産
第２節 資本の蓄積又は資本の拡張再生産
第３節 資本の蓄積と労働力の需要
第 13章 本源的蓄積
以下金融資本論へ続く
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延豊湖畔にて
︵一九七四年六月三〇日写す︶
李先念副総理（右）と筆者（左）
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目
次
はしがき
にわとりとデモクラシー（序文にかえて）
前篇 資本のおいたち
第一章 問題はどこにあるか
第二章 社会とはなにか
㈠ 金融資本と社会
㈡ 人間および社会
第三章 資本の発生まで
㈠ 原始共同社会
㈡ 私有財産の発生
㈢ 奴隷社会
㈣ 封建社会
㈤ 商品生産と貨幣
第四章 資本の発生
第五章 資本主義的商品生産
第六章 商業資本から産業資本へ
第七章 自由競争
後篇
第八章 産業資本から金融資本へ
第九章 金融資本についての・いちおうの定義
第十章 貨幣──信用──銀行
㈠ 貨幣のむだ
㈡ 不換紙幣と信用貨幣
㈢ 流通信用と銀行
㈣ 資本信用と銀行
⑴ 貨幣資本の適期的な休息
⑵ 資本信用
⑶ 信用をつうじての銀行の支配
第十一章 創業利得
第十二章 資本の動員
第十三章 株式会社と銀行
第十四章 資本主義的所有
第十五章 独占と金融資本の形成
㈠ 産業の独占化
㈡ 独占と銀行
㈢ 金融資本の形成
第十六章 独占の波及性と独占価格
第十七章 金融資本と生産制限
第十八章 金融資本と失業
第十九章 カルテル保護関税と「国民の搾取」
第二十章 金融資本と資本の輸出
第二十一章 帝国主義と戦争
第二十二章 金融資本と諸階級
㈠ 地主階級との関係
㈡ 中間階級との関係
⑴ 中小資本家階級との関係
⑵ サラリーマン階級との関係
㈢ プロレタリアートとの関係
第二十三章 金融資本の反文化性
第十四章 あたらしい社会への展望
第十五章 金融資本の横顔さまざま
㈠ 二つの世界
㈡ 一般的危機
㈢ どこから社会革命はおこるか？
㈣ わが金融資本の横顔

附

録
資本論と金融資本論
金融資本論とその著者
⑴ 人形と人形つかい
⑵ 資本論いごの資本論
⑶ ヒルファディングの略歴
⑷ 金融資本という言葉
⑸ 金融資本の祖国
⑹ 大戦前のドイツの経済
⑺ 「城内平和」と「祖国の防衛」
⑻ 左と右へ
⑼ ヒルファディング＝ジノヴィ
エフの論戦
⑽ 「組織された資本主義」と
「超帝国主義」

林要先生
林要先生には、経済学原理、金融資本の理論、経済学特殊講義
とゼミナールを学んだ。
「ヒルファーデングの金融資本論」の翻訳者として有名。日本学
術会議会員として活躍。同志社大学で頂いたお金などで、東京世
田谷、久我山一帯と蓼科の別荘を買えたのも、「金融資本の弊害の
なせる業」ともいいながら、夏期のゼミは蓼科に学生を集めた。
日本の学者や芸術家など幅広い交流を持つと同時に、中国や北
朝鮮の首脳とも交流があり、中国を訪問したり、北朝鮮の金日成
主席に招かれて１ヵ月間、奥様やお孫さんとともに国賓待遇を受
けられている。
随筆など時折り郵送して下さったり、本間先生を訪問した事を
耳にすると、杉並の久我山と世田谷の北烏山は距離にして１キロ
ほど、「僕のところにも寄りなさい！
！」と催促のお葉書を頂いたの
である。
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森谷克己
明治37（1904）
年１月生れ。
昭和２（1927）
年東京帝国大学法学部卒業。
昭和21（1946）年京城帝国大学教授を退職後、22 年６月
より愛知大学法経学部（旧制）教授に。
社会政策、経済原論、経済史、社会科学概論などを担
当し、学生部長にも就任。
昭和27（1952）
年退職。

経済史

森谷教授

1950

歴史時代
記録文学或は国家組織の成立した時代
西洋の古代経済社会 奴隷経済時代
東洋の古代経済社会 西洋の概念は適応できない
経済史の目的
歴史時代の初期を奴隷経済とするか否か（東洋）
中国では生産的過程活動を奴隷が引き受けるよう
な量的多数は存在しなかった
奴隷の地位
経済段階
国家の発生
⑴ 階級分裂 族内的原因による国家の発生
⑵ 牧人種族が原始農民を征服 族外的原因による
国家の発生
国家成立の最初
東洋 殷王朝で多分に征服的内容を含む
西洋 ローマ国家
封建組織
国王 諸侯 家臣 農奴 隷農
ギリシヤローマ時代の奴隷経済は何故に発達した
か？
Ｊ・Ｋ・イングラム『奴隷及び農奴史』1895
中世のヨーロッパ
都市
ヨーロッパの都市の発生 ９世紀〜10 世紀（内陸に

於ける）
商人及び手工業者の定住するところ
東洋の都市発生
官僚の定着によってその周囲に手工業者又は商
人が集めおかれた
都市の機能
都市の中心として自給自足する
社会経済的組織
西洋の社会経済的組織
Guild; Zunft 協同組合体組織
東洋の社会経済的組織
前歴史時代を通じて変化していない。
官僚主義組織、皇帝は全国の主権者であり最大
の土地所有者
近代の資本主義発達三段階
⑴ Factor System; Verlags System 問屋制 14世紀
⑵ 16 世紀の頃、散在した農家の工場が資本家の元
に集まって分業的生産が行われるようになった。
手工業は変化ない。
Manufacture
⑶ Industrial Revolution 18世紀
英国 産業革命発祥地、資本主義の母国
①政治的革命
②英人の道徳的意識又は倫理的観念
③島国的地位の獲得
④資源の関係
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社会政策講義要領
──目 次──
説
Ⅰ 社会政策ということは
Ⅱ 学問としての社会政策の成立
Ⅲ 日本における斯学の発達
第一章 社会政策学の対象 任務および学問的性質
Ⅰ 社会政策の概念
Ⅱ 社会政策学の対象と任務
Ⅲ 社会政策学の学問的性質の問題
第二章 社会政策の歴史的展開
第一節 社会政策の前史
Ⅰ ヨーロッパの古代──ギリシャおよびローマ
Ⅱ ヨーロッパ中世の封建時代
Ⅲ 東洋的世界
第二節 高度資本主義的世界の成立と種々なる労働問題の発生
Ⅰ 工業資本主義の発達と高度資本主義的世界の成立
Ⅱ 資本主義に随伴して発生する種々の労働問題
第三節 労働者運動および社会主義の発達
Ⅰ 労働組合運動の発展
Ⅱ 社会主義の発展
第四節 社会政策の展開
Ⅰ イギリス的社会政策
Ⅱ ドイツ的社会政策
第五節 日本における社会政策の歴史
序
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三好四郎
明治43（1910）
年４月生れ。
昭和17（1942）
年九州帝国大学法文学部卒業。
昭和21（1946）年東亜同文書院大学講師を退職後、22年
５月より愛知大学法経学部（旧制）助教授に（のち教授）
。
農業政策、外国書研究などを担当。

農業政策第一分冊（社会構成論）
目 次
緒 言
一、社会経済的構成
二、生産諸力を構成する可能的諸要因
１、労働力の概念
２、生産手段の概念
Ａ、労働対象
ａ、天然自然に存在するところの労働対象
ｂ、原料
Ｂ、労働手段（労働要具）
三、生産力と生産諸関係との弁証法的統一
四、生産力と生産諸関係との弁証法的統一に内在する
矛盾
五、社会経済的構成交替
Ａ、原始コンミュニズム
Ｂ、古代社会
Ｃ、封建社会
農業政策第二分冊（社会革命論）
目 次
一、政治と経済との関係
二、国家の本質
三、旧国家機構の破壊
四、社会革命の一般的規定
五、新しい国家機構
六、プロレタリアートの独裁
七、プロレタリア民主主義
八、ソヴェート国家

坂出市農家調査
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山本二三丸
大正２（1913）
年３月生れ。
昭和 11（1936）
年東京帝国大学経済学部卒業。
立教大学助教授を務めた傍ら、昭和22（1947）年愛知
大学法経学部（旧制）講師に（のち教授）
。
国債金融論、貨幣金融論、景気変動論、経済学特殊講
義を担当。

貨幣金融論

山本二三丸

貨幣金融論は総論即経済原論の終了により総論に対する各論、此の中
には、貨幣論、金融論（信用論）、地代論、企業集中論（工業政論）に
入る事を原則とするのである。
経済
一家の経済→国家の経済→「政治経済」→経済学
⑴ Economy 一家の経済＝ヤリクリ＝節約→富裕を指すもの
人間と生産物の関係
⑵ Political Economy 経済学（法則の探求）
社会科学の一部分、生産における人間と人間との関係
経済学の起源（Political Economy）
政策を客観的根拠により作成
一国の経済は富の増進方法を目的とした。
Ⅰ．「富とは？」
⑴ 金銀のみとする 重金主義 Monetary System 重商主義
Commercial
⑵ 人間の生活必需品を富とするもの。重農主義
１．純生産物
⑴ 農業が純生産物を作り出す 重農主義
⑵ 一般農業に労働を加えて純生産物が増加（価値の増加）
２．Political Economy-Principal
⑴ 生産の三要素 労働＋資本＋土地
⑵ 分配＝生産に対する貢献の割合に応じて分配される。
＝労働賃金＋利潤＋地代
Principal の破算 富が増加するほど失業・恐慌が激烈
分配の不公平
①空想的社会主義 分配だけを強制するのが空想的社会主義
②科学的社会主義 生産法則により分配
３．経済の方法
⑴ 数量的変化
⑵ 質的変化（発展）
４．マルクスの経済学 古典派経済より変化 社会科学的経済学
⑴ 生産 物質＋労働＝変形＝生産物
対象物→道具→労働＝生産物
115

◦ 2411 ◦

◦第５章

シンポジウム・公開講演会・研究会事業◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

経済学特殊講義

景気変動論

1951 年度

山本二三丸

Ⅰ．景気変動論の考察方法
１．Modern Economism の方法
２．科学的に景気変動を分析するもの
３．科学的景気変動の究明の特色
４．景気変動論の目標（課題）
Ⅱ．恐慌＝景気変動
１．恐慌の社会に及ぼす影響
２．社会主義国家と資本主義国家との対照
３．恐慌と革命
４．恐慌の局面
５．恐慌の現象
Ⅲ．理論の考察方法
１．自然科学の理論
２．経済学の理論
Ⅳ．再生産論
１．労働の移転及び保存
２．労働力の価値
３．労働力の作り出す価値 労働力の価値
４．剰余価値の資本主義社会の再生産
Ⅴ．資本主義社会の再生産の特色
１．資本論の体系
２．再生産の内容的考察
３．社会的総資本の再生産
Ⅵ．単純再生産は如何に行われるか
１．実現理論
⑴ 総再生産の法則
⑵ 実現理論
⑶ 市場の理論
２．拡大再生産

３．拡大再生産の謬説
４．恐慌の可能性、必然性、現実性
Ⅶ．恐慌論
１．恐慌論考察上の注意
⑴ 価値論
⑵ 再生産論
⑶ 資本蓄積論
２．資本主義の内在的矛盾と基本的矛盾
３．恐慌の説明方法
４．マルクスの言う資本主義の内在的矛盾
５．拡大再生産の意味
６．山田盛太郎の誤謬
７．上林貞治郎の誤謬（阪大）
８．誤謬恐慌論
⑴ 再生産の条件を均衡条件として理解する説
⑵ 資本主義の内在的矛盾によって説明するもの
９．消費について
⑴ 減少消費説
10．トロツキーの恐慌論
11．正しい恐慌論
12．宇野弘蔵の恐慌論
⑴ 再生産の条件
⑵ 内在的矛盾
⑶ 批判
13．恐慌論
⑴ 恐慌の可能性
⑵ 基本的矛盾
単純商品生産と資本制生産
⑶ 世界市場を考慮に入れる
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郡 菊之助
明治30（1897）
年２月生れ。
大正12（1923）
年東京商科大学卒業。
名古屋経済専門学校教授などを経て、昭和 26（1951）
年より愛知大学法経学部（新制）教授に。
統計学、商業学、職業指導などを担当。

経済統計学 1951 年度

郡菊之助助教授

第１章

社会科学としての統計学
計量経済学
第２章 実証主義と経済研究
第３章 経済統計学の発展
第４章 経済統計の特色
１．統計調査の方法
⑴ 標本調査
⑵ 推算
⑶ アンケート（尋問調査）
２．比率の種類及び応用
⑴ 比率（単純比率）
⑵ 限界比率
⑶ 弾力性
第５章 図表統計の問題
１．棒図
２．線図
３．平面図
４．ピクトグラム
５．統計地図
第６章 予測統計の方法
１．先行的数列
２．中心的数列
３．後行的数列
４．図表による説明
第７章 予測統計の効果
第８章 統計的結論に関する注意
試験問題
⑴ 統計学と経済学との関係（色々の角度より）
⑵ 比率の種類と応用（ノート）
⑶ 比図法の原理（ノート）
⑷ 統計図表は何故左書を可とするか（ママ）
⑸ 経済統計と愛知県（産業・生産の 系 数）
⑹ 統計から見た豊橋市（経済・社会的方面）
豊橋地方に於ける生糸生産量
生糸の全国総生産高の比較（貫）
経済学と統計学との関係
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戸澤鐵彦
明治26（1893）
年８月生れ。
大正９（1920）
年東京帝国大学法学部卒業。
昭和21（1946）年京城帝国大学教授を退職後、東京産業
大学講師を経て、
同年 11月より愛知大学法経学部（旧制）
教授に。
政治学、政治史、行政学などを担当し、理事にも就任。
昭和 24 年より名古屋大学教授を務めた傍ら、愛知大学
にも兼任教授として出講。

政治学原論
人類社会生産の歴史
モルガンの推量
野蛮、未開、文明への段階的発展
（Ｌ・Ｈモルガン『古代社会』）
Government と国家の区別
血縁関係と地縁関係
文明期以前と文明期
エンゲルスの国家観
⑴ 階級対立
征服が機縁になったけれども一つの階級が他の階級を抑圧するに至った時国家は発生する。
⑵ プロレタリアートの革命的独裁
⑶ 社会主義国家は労働者農民の国家である。
⑷ 国家は共産主義の段階に達すれば死滅する。
（国際情勢によっては共産主義の段階に於いても国家は存続する）
⑸ 共産主義原則
能力に応じて働き、欲求に応じて受ける。こうなると国家はその存在理
由を失い死滅する。労働自身が生活の欲求となる。
エンゲルスはモルガンの国家観を唯物史観の立場から補強
⑴ 未開の下段 自然発生的な両性の分業で、共有財産。
⑵ 未開の中段 社会的分業（第一の分業）、奴隷制度。
⑶ 未開の上段 手工業と農業の分離（第二の分業）
、貧富の差。
諸氏族は人民に対する支配と圧迫の為の独立の機関
⑷ 文明期（第三の分業）商人、Ｇの発生。
氏族体制、分業とその結果として社会が階級に分裂する事により国家にと
って代られた（富者と貧者、この対立は調和する事が出来ず益々激化しな
ければならないような社会）
エンゲルスの結論
国家は一定の発展段階における社会の所産である。
レーニンの国家観
階級調停の機関ではなく、支配階級の機関に過ぎない。
国家は階級対立の調和し難い所から起ったものであり、その事の現われである。
社会主義国家の成行き
スターリンの国家の機能
第一機能 前支配階級であったものに対する弾圧
第二機能 外部からの攻撃に対し社会を防御する事
第三機能 社会主義経済を育成し発展させ、社会主義的精神を涵養
国家の本質
国家≠全体社会 社会の構成員の凡てからなる社会
国家＝社会の構成員の一部分が構成する機構にすぎない
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四方 博
明治33（1900）
年１月生れ。
大正12（1923）
年東京帝国大学経済学部卒業。
昭和21（1946）年京城帝国大学教授を退職後、22年４月
より愛知大学法経学部（旧制）教授に。
経済原論、経済史、経済通論、経済政策などを担当し、
理事および経済学科長にも就任。
昭和 24 年より名古屋大学教授を務めた傍ら、愛知大学
にも兼任教授として出講。

経済政策 1951 年度

四方博教授

序説

経済政策総論
本質論、方法論、政策史、政策学史
⑵ 経済政策各論
農業政策、交通政策、金融政策、工業政策、貿易政策 etc.
１．経済政策の対象及び主体
２．経済政策の成立
Ａ．重商主義経済
Ⅰ．重商主義経済政策
１．重商主義（Mercantilism）の発生
２．重商主義（Mercantilism）の五大特色
⑴ 富国強兵策
⑵ 貿易政策
① 取引差額主義（Balance of Bargain System）
輸出関係
輸入関係
③ Balance of Trade System
④ 貿易政策に関連しての産業保護政策
産業補助金
輸入禁止
輸出の禁止
技術者の輸入、外国への移民の禁止
⑶ 特権の供与
⑷ 人口増加政策
⑸ 領土拡張の問題
① 王位継承に関係しての領土争奪
② 植民地争奪戦争
植民地政策
住民の奴隷的労働による金銀鉱の採掘
特殊産物を獲得して欧州方面で販売
産業の開発
本国に於ける生産品の販売市場
３．問題点
⑴ 国家は賢者であるから人民に干渉する権利がある
とする説
⑵ 干渉する資格はないという説 自由放任主義
⑶ 哲学的基礎を与える説 国家は超越的理想的権利
がある
……

⑴
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田中藤一郎
東京商科大学卒業後、名古屋経済専門学校教授を経て、
南山大学教授を務めた傍ら、昭和 26（1951）年より愛
知大学法経学部（新制）講師に。
経理学、簿記学、財務諸表を担当。

財務諸表論

1951 年度

南山大学教授

田中藤一郎講師

第一章

財務諸表準則の推移
我が国の財務諸表準則は昭和９年８月に確定した商工商準則に始まる。
その後、昭和 16 年 11 月、企劃院の財務諸表統一協議会において企劃院準則が発表された。こ
の内容は、独乙株式法に類似している。
第二章 経済安定本部財務諸表準則の特質
企業会計原則の一般原則
①Ｂ／ＳおよびＰ／Ｌの真実性、②正規の Book-Keeping の原則、③資本取引と損益取引を明
瞭に区分する剰余金の原則、④利害関係人に対する判断を誤らせない明瞭性の原則、⑤企業会
計処理の原則および手続きを変更しない継続性の原則、⑥企業財政に不利な影響を及さない健
全な会計処理を行う保守性の原則、⑦種々の目的のため異なる財務諸表を作成する必要がある
場合、信頼しうる会計記録に基づき作成しなければならないものであって政策の考慮のために
真実をゆがめてはならない単一性の原則。
第三章 減価償却
①定額法−直接法、間接法
②定率法−直接法、間接法
③生産高比例法−直接法、間接法
第四章 商法と企業会計原則
①会計帳簿、②貸借対照表および損益計算書、③財産目録および決算貸借対照表記帳価格、④
会社の決算期と中間配当、⑤会社の監査役と證券取引法による公認会計士の監査、⑥計算処理
の作成、⑦計算処理の確定、⑧財産の評価、⑨創業費、⑩自己株式、⑪繰延資産、⑫資本準備
金、⑬臨時巨額の損失、⑭計算書類の附属明細書
第五章 財産評価
①原価主義、②時価主義、③低価主義
第六章 積立金
①法定積立金、②株主積立金、③役員賞与金、④配当平均積立金、⑤家屋新築積立金、⑥別途
積立金、⑦繰越積立金
経理学

試験問題（一時間） 田中藤一郎

１．我が国における財務諸表準則の推移につき略述せよ。
２．企業会計原則の一般原則につき略述せよ。
３．利益剰余金と資本剰余金につき略述せよ。
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一円一億
明治44（1911）
年５月生れ。
昭和９（1934）
年京都帝国大学法学部卒業。
昭和21（1946）年東亜同文書院大学助教授を退職後、22
年５月より愛知大学法経学部（旧制）教授に。
憲法、法学を担当。

前 論
はしがき
制規は、それがそのままに行われるべきものであるとして作られた
ものであるが、事情の変化や、人々の立場の相異によって、人々は時
には制規のままが行われることを欲しなくなることがある。このよう
なときには、制規は、しばしば枉げて解釈せられるものである。しか
し制規の解釈は制規に則して客観的になされなければならない。
私が以下に述べる憲法論は、現在の日本の制規たる憲法、
即わち「日
本国憲法」の解釈を主とするものである。そしてそのためには、制規
に則してこれをなそうと思う。
しかし他面、われわれは、現実の社会や国家をよりよい方向に向わ
しめることに興味と意義とを感ずるものであるから、制規たる憲法の
解釈の外に、理想の憲法や立法政策への示唆をも提供し、また、現に
抱いている社会意識としての憲法にも、必要に応じて触れたいと思う。
そしてそのためには、明治憲法や諸国の憲法についても、述べなけれ
ばならない。
右のような態度の下に、本書の論議を進めて行きたいと思う。

目
次
前 論
はしがき
第一章 国家、主権及び憲法
第一節 国 家
第二節 主 権
第三節 憲 法
第二章 近代国家と諸種の憲法
第一節 近代国家の成立と発展
第二節 近代国家の諸憲法
第三節 君主制度の変質過程
日本国憲法総論
第一章 日本国憲法制定の由来
第一節 日本国憲法成立の由来
第二節 日本国憲法制定の理由
第二章 日本国憲法概観
第一節 日本国憲法の構造

第二節
第三節
第四節
第五節

前 文
日本国憲法の基本的性格
国体の変革
国 号
日本国憲法本論
第一章 天 皇
第一節 天皇なるものの実体
第二節 象徴たる資格における天皇
第三節 象徴構成者たる資格における天皇
第四節 個人たる資格における天皇
第五節 摂 政
第六節 皇 族
第七節 余 論
第二章 戦争の放棄
附 録 日本国憲法
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日本国憲法講義要領（第二分冊・完）
目

次

第三章 国民の権利及び義務
第一節 国 民
第第二一節項 国民の権利及び義務
第一項 基本的人権の概念
第二項 日本国憲法における国民の権利及び義務
の根本的性格
第一目 権利義務の主体
第二目 自然権たる基本的人権の承認とその享
有の保障及び不可侵の権利としての保
障
第三目 基本的人権の善用及び尊重に対する国
民及び国家の義務
第四目 基本的人権と公共の福祉
第五目 基本的人権の保障の方法
第六目 余 論
第三節 個々の権利及び義務
第一項 総 説
第一目 自由権といわゆる生存権
第二目 憲法の列挙する諸種の基本的人権の類
別
第二項 個々の権利
第一目 中核的基本的人権（人として平等に尊
重される権利）
第二目 本来的基本的人権（生存及び生活に必
要な権利）
第一 基礎的基本的人権（生存に必要な権利）
第二 拡充的基本的人権（生活に必要な権利）
第三目 手段的基本的人権
第一 政治的自由に関する権利
第二 生活資材の利用及び取得に関する権利
第三項 個々の義務
第一目 納税の義務
第二目 勤労の義務
第三目 教育の義務
第四章 国 会
第一節 序 説
第一項 議会制度の意義と歴史
第二項 一院制と二院制
第二節 国会の地位
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第三節 国会の構成
第一項 国会の二院制
第二項 両院相互の関係
第三項 議 員
第四項 選 挙
第四節 国会の活動形態
第一項 国会の会
第二項 国会の内部体制
第三項 両院の議事法
第五節 国会の権限
第六節 法 律
第五章 内 閣
第一節 序 説
第二節 行政に関する一般原則
第三節 内閣の性質
第四節 内閣の組織
第五節 内閣の権限
第六節 内閣の責任
第七節 内閣の総辞職
第八節 各国務大臣及び各省大臣
第六章 司法と裁判の区別
第一節 序 説
第二節 司法機関
第三節 最高裁判所
第四節 下級裁判所
第五節 法令審査権
第六節 裁判官
第七節 検察官
第八節 裁判の手続
第七章 財 政
第一節 財政の概念とその処理の一般的原則
第二節 予 算
第三節 収入及び支出
第四節 決 算
第五節 財政に関するその他の憲法規定
第六節 会計検査院
第八章 地方自治
第一節 序 説
第二節 地方自治の規範
第九章 改 正
第十章 最高法規
第十一章 補 則
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Ⅱ

世界の食糧危機を目前にして農業関係で
地域に貢献する愛知大学

亜同文書院大学時代からやっていた。
２番目に、では新生愛知大学は農業とどういう
関わりがあったかということです。箇条書きにし

──東亜同文書院時代からの夢が叶えるか

てありますけれども、その時に特に目立ったこと

次は、「世界の食糧危機を目前にして農業関係

といたしましては、創立時代の昭和21 年に、農

で地域に貢献する愛知大学」というテーマについ

場を１万坪用意した。大橋さん１万坪と言うと農

てです。同文書院時代からの夢が叶えられるかど

家は食べていけますか。

うか。これからが大事な、田原の皆さんと力を合

大橋

いけます。

わせてやりたいというお話です。愛知大学の前身

越知

いけますか。なるほど。だいたいお百姓

は東亜同文書院大学です。東亜同文書院は元々日

さんが何坪ぐらいの田畑を持っていたら生活でき

中の友好親善、そして教育育成ということが主眼

ますか。

で、田原の皆さんに同文書院関係については詳し

大橋

作る作物、経営内容によって変わります

い方がいますから今日は省きます。その同文書院

が、今のお米ですと簡単に言いますと売値で１俵

に大正３年、農工科ができた。そして大正 11年

１万円。１反で８俵採れます。1,000 平米で８万

には廃止になった。農工科というのはどういう科

円の売上になります。

目が必要かと言うと、教科内容は農業汎論、農産

越知

愛知大学が３万７千坪の面積。その中の

製造学、有機無機化学、応用動植物学、地質鉱物

１万坪を農場に当てたんです。同時に300 坪の母

学、機械電気工学、製造科学といった科目をやっ

屋に飼育場を作り鶏や豚を飼った。農耕用シャベ

ていた。だからあなた達が今田原で考えている農

ルや鍬を 200 丁ずつ、もっこ 100 本。企業として

業大学院大学も、おそらくこれに該当する科目と

成り立つ規模かどうかは分かりませんが、そうい

それに対する教授が必要ではないかと思います。

うふうに本間先生は農業関係に意気込みを持って

同文書院時代に三好四郎さんという教授がい

いた。なぜなら昭和 21 年に新設された愛知大学

た。その時分はまだ講師でしたが、研究調査員に

の設立趣意の趣旨の１つに、「そしてこれらは日

なりまして、昭和 19 年に東亜同文書院大学の学

本の国土計画に考慮すべき事項であり、愛知県及

生の人達と中国の中央部南通あたりで、ジャポニ

びその近県は日本有数の農産県にして、また近海

カ（うるち米）とかインディカ（東南アジアの長

及び沿海岸、特に三河湾、伊勢海、浜名湖などの

くてパサパサした米）とかを研究して政府に報告

海産物が豊富にして、特に農産物、水産物の加工

した。そういう指導を、愛知大学の前身である東

研究に至って、将来日本の食糧対策上重要なる問
題を提供しおり、これらの諸見地より本学は農学
部、水産学部を設けてこれらの要望に即応せんと
欲するものなり」というのがあります。だからそ
の時分から、農産あるいは水産に関することを見
通している。将来今のように世界の食糧危機がや
ってくるのではないかとまでは考えなかったかも
知れないけれども、愛知県のそういった豊富な資
源、それから加工技術を評価して、愛知大学とし
て水産あるいは農業科をやりたいと考えていたと

１万坪の農場や飼育舎など
（愛知大学記念館内の再現模型）

いう実績がある。そういう考えを発表したのかど
うか分かりませんが、豊橋市が50 万円、それか
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だと思いますけれども、「難しい世の中になった。
アメリカの農家が日本の農家の首を締めるとは残
念なことだ」と書かれています。大橋さんこの意
味分かるでしょう。外米（カリフォルニア米）の
輸入によって、日本の米作りをやっている人を潰
していってしまう。そして国はどうしたかと言う
と、補助金を与えて「田圃を作らないようにして
くれ」。こういうつまらない農業政策をやって無
駄遣いをした。それよりも農家に自立できるよう

設立認可申請の寄付金明細

な農業指導を国としてやればいい。これからの時

じっぺい

ら富田實平さん（新城市町並の人です。富田精機

代はおそらくそうなる。

というおそらく農機具の会社じゃないかなと思い

例えば先ほど言ったマルクス経済学もケインズ

ます）が 30 万円、そして日本農産化学研究所が

経済学も今危機に瀕している。マルクス主義の崩

20 万円、合計100 万円、今の100 億円でしょうか、

壊といった本がたくさん出ています。社会主義の

そういうので愛知大学ができた。これを基金にし

崩壊と資本主義の行方。そしてマルクス、ケイン

て供託金にして愛知大学の申請認可をいただい

ズ経済学の危機であると。もっと具体的に分かり

た。

易く言えば、今までの日本経済は公共事業による

先ほど言ったように、もっと具体的に言えば財

投資、需要と供給だけで事は済むと思っていた。

団法人愛知大学設立許可申請書では農耕鎌200

需要があればどんどん供給すればいい。それが経

本、農耕用シャベル 200 本、草刈鎌 200 本、天秤

済原則で有効需要の働きだと言ってケインズ経済

棒 100本、もっこ類 100 本、そして校内敷地東北

学はやってきた。不景気になれば公共投資で金を

角に農場と家畜育場５棟建300 坪を用意した。こ

出して橋を作り、道を作る。インフラは必要です。

ういうような愛知大学の今までの経緯から考えて

そういうものをやれば景気は良くなる。これがケ

も、
これからの世界の食糧危機に当たって日本が、

インズ経済学の基本です。有効需要の発生です。

その中で東三河が、そして田原、豊橋がその食糧

それももう今は行き詰まった。ガソリン税はどう

危機を回避するとまでは言わなくても、農業生産

だ。そういうことでケインズ経済学も行き詰まっ

の自給率において、今は 39％ですが、やはり 50

ている。だから「ケインズさん、生きていたらど

〜70％にするのが国を守る根本にもなるわけで

うしてくれる」と新聞に書いてある。「あなたが

す。そういうことからぜひ愛知大学に私は農業関

言うように公共投資を盛んにして有効需要を起こ

連、環境、そういうものを含めた学科を作られて

そうと思ったけれども、有効需要が起こせる程度

はいかがなものかという提案をしたい。特に本間

ではない。足らなきゃ作りゃいいと言うけれども、

先生はやはり行動を起こす人だった。あの人は学

作れないんですよ、農家なんかは。田圃だって一

者でありながら実業家であった。殖産会社（建財

度やめたら何年かかるんですか。」そういうこと

株式会社）の社長をやっていて、そこを退職する

は大橋さんや小川さんが詳しい。小川さんは農業

時には大きい碁盤をもらった。そういうふうに本

大学出身ですからあとでどんどん質問してもらい

間さんは最高裁の事務総長、あるいは裁判官、そ

たいと思います。そういうことを考えながら、こ

ういうものだけでなくて、事業、殖産においても

れからの日本経済は世界の危機を日本自身でも守

庶民の味方という物の考え方でありました。例え

らなきゃならない。従って自給率を高めなきゃな

ば私のところに下さった確か昭和 34 年の年賀状

らない。そのためには地域の農業を大事にしなき
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ゃいけないという時代になってくる。環境問題も

いうのをうたっている。早川さんにこの前「資料

含んでいる。
環境が悪かったら農作物もできない。

を貸してください」と言ったら、
「いや、ちょっ

だから森林問題、水の問題、そういうものも含め

とあの時分の資料は」ということでした。私その

た農業、環境、農業関連科目、そういう学科を愛

うち早川さんのところからお借りしてきますか

知大学に設ければ地域に貢献できる。

ら。豊橋市もそういうことを考えた時がある。田

文化への貢献は役割を果たした。なぜならば昭
和 21年に愛知大学ができた時、田原の人は知っ

原も愛知大学と一緒にそういうことをやろうと思
った時がある。

ていると思いますが小川さんは杉浦明平さんとい

そしていよいよ最終段階に入ります。今回はそ

う人、知ってますよね。知らなかったら田原の人

ういうことを踏まえながら話をすすめます。例え

じゃない。渥美の有名な作家杉浦明平さんは本間

ば国際コミュニケーション学部が名古屋へ行く、

先生と一高東大の先輩後輩の仲良しで、愛知大学

経済学部が行く、５千人が３千５百人に減る、そ

ができた時杉浦さんは「東三河は文化不毛の地帯

して新しい文理融合学科を作るんだったら、ぜひ

だ」という論文を発表した。そうしたら本間さん

とも愛知大学に農業環境関係の学部を作っていた

が逆襲した。
「いやいや違う。田圃の中にトップ

だいたらどうか。そのためには田原の皆さんのご

モードの女性が立ったなんて冷やかしちゃいか

協力が必要です。そしていずれは道州制になる。

ん」
。本間さんは例えの仕方がうまいんです。「そ

それはもう藤田先生がお得意中の得意です。三遠

のうちに愛大の卒業生がボンボン出て、地元で県

南信地域を含めたそういう物の考え方をした時

の職員があり、町の職員があり、魚屋さんがあり、

に、豊橋だけでなく東三河全地域に対する立派な

床屋さんがあり、いろんな人達が地域の文化を高

社会貢献になるし、国際環境問題あるいは世界的

める草の根運動をやっている。そしてそのうち女

な農業危機の問題も含めてやるべきことではない

子短大ができる。そうなればもう不毛のところじ

かなというのを、私の１つの考察ということでお

ゃない。愛知大学ができたから東三河の文化は栄

話ししました。

えるよ」と反論した。これはテープが残っていま

今日田原の皆さんにおいで願ったのは、もう１

すから本間喜一コーナーで聞くことが出来ます。

つもっと具体的に話を考えた時に、例えば大橋さ

本間さんはそういうような物の考え方なんです。

んも今石黒社長も考えていて、去年からそういう

愛知大学は農業の大切さというのをその時代か

懸案を発表していますね。だけど今、担当する教

らずっと伝統的に持っている。そこで実は前に愛

授連のことも考えなければなりません。石黒社長

知大学と田原さんと共同で農業科を作る話が煮え

が藤田先生とお話して、藤田先生にご協力をもら

かかったことがあるんです。田原沿線に農場を作

えれば教授連は理学博士とか水とか環境とか、詳

って実習をやるとか、そういう話が 10 年以上前

しい先生がたくさんおりますから、そういう先生

にあったけれども、それが消えてなくなってしま

が集まれば農業大学院大学は難しい話じゃないで

った。田原を含めた東三河の農産物は日本一多か

すよと私は言ったんです。教授連も遠くから頼ま

った。豊川用水のおかげで渥美のほうにどんどん

なくても、地元の愛知大学に立派な先生がいらっ

水が行くようになった。電照菊がどんどんできる、

しゃるからお願いしたらどうですかと言ったわけ

キャベツができる。でき過ぎてトラクターで踏み

です。「遠くの親戚より近くの他人」という言葉

つぶす。そこまで生産高がよくなった。それは豊

があるでしょう。それと同じで、愛知大学に有名

川用水のおかげ。水のおかげ。その頃早川勝さん

な大先生がいるから、そういうことでやったらど

という人が第２回目の豊橋市長選に立候補して、

うか。そうすると石黒君のところでいわゆる農業

マニュフェストで「東三河に農業大学を作る」と

大学院大学の問題もある程度考えられるでしょ
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う。

メリクロンをちょっと大橋さん簡単に説明してく

それからもう１つ、では生徒はどういうふうに
集めるかという問題もあるわけです。地域貢献と

ださい。
大橋

メリクロンというのは１つの栽培手法

いう信念はいいにしても、やはり大義名分だけで

で、成長点培養という技法でして、１つの細胞か

は経営は成り立たない。収支バランスを考える、

ら同じ個体、同じ品種の物を試験管の中で大量に

学生の募集を考える、就職先を考える、そういっ

増殖させることができる技術を言います。

た包含的な経営を考えなければできるものではな

越知

そういう形でカーネーションでも蘭でも

い。だから予算を計上するに当たっても、学生が

無菌の温室で作ってしまう。大量生産できるから

何人で収入がいくら、人件費がいくらでコストが

細胞ラインの先駆者と言っている。田原でも温室

いくら、損益分岐点はどのくらいかというような

でやっているのはそれに近い形ですか。そうでは

計数的な把握がまず必要になりますね。それをや

ない。とにかく三好さんのお兄さんがそういうこ

らなければ実際に動きはとれません。それはやる

とをやっている。そういう関係もあるし、例えば

べきでしょう。では愛知大学に農業科、あるいは

安城デンパークとか、あるいは豊川の麻生田地区

環境科ができて生徒が集まるか。今はやはりネー

の栽培とか。田原でもいろいろ指導してもらって

ミングの時代ですから、「農業科」では集まらな

いる。その名残があるかと思う。しかしその時分

いでしょう。
「お前は勉強ができんで農家になれ」

の農業政策というのは、国の政策として外国との

などと言う人もいました。さらに、
「だけど農業

交流を盛んにするため輸入をしなきゃならない。

では食っていけないからトヨタ自動車に勤めたほ

だから日本の農家が成り立たない。「補助金を出

うが収入が多いよ」と言われることもありました。

すからやめてくれ」という時代だったけれども、

そんな時代だったから容易に農業を辞めてしまう

もうそういう時代ではなくなった。グローバルな

人が増えました。

地球上で物を考えなきゃならないから、適材適地

そこで今田原がやっているように、農産物の付

のところで物を生産する。だから田原、渥美、東

加価値を高める。例えば野菜にしても果物化する。

三河のそういった特性を生かしながら、これから

フルーツトマトとか。そういうふうにすれば売れ

はいわゆる自立できる農家を育てる。愛知県に

るわけです。買いますよ、うまかったら。コシヒ

10 の農業科があるんですよね。昔は農業学科。

カリだって中国の富裕層が食べている。日本人が

例えばここで言うと渥美農業学校。田口農林学校。

食べないで。
日本のトマトを中国人が買っている。

新城農蚕学校。作手農林学校。東三河に５つも６

日本の野菜を買っている。だったら日本ももっと

つもある。それがどんどん農業政策のおかげで衰

どんどん生産量を増やしたらいい。今までの国の

退しまして、勉強の好きではない人は普通科じゃ

農業政策は間違いだったわけです。なぜかと言う

なくて農業科へ入る。そういう人が愛知大学へ行

とその時分の農業政策というのは GHQ の指示に

ったら愛大のレベルが下がるんじゃないかと心配

基づいて、農地を解放せよ、大地主は小作人に土

する人がいる。偏差値いくつぐらいの人が推薦入

地を与えろと、そういう政策でした。さあお百姓

学で入ったら着いていけるのか。進路指導の先生

さんが土地をもらっても、トラクターも何もない。

もそう言われる。実はこの近くの田原に渥美農高

資産もなくて経営できるはずがない。その指導を

というのがあって、ここは推薦入学で国立の岐阜

せずにただ払い下げた。そこで三好先生は地域農

大学の農学部に推薦が受けられる。山本さん、今

業を考える。三好先生のおじいさんは大審院の院

までに何人受けましたか。

長をされていたすごい人です。三好先生のお兄さ

山本

６、７年前まで１人だけ。今は全然だめ。

んは三好メリクロンの考案者、先駆者です。三好

越知

それはやっぱり学力低下して着いていけ
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ないということですか。今は何でだめになってし

いい考えを作る、農業自給率を上げる。東海農政

まったのでしょう。そういうことを考えると、で

局長さんの話を、スライドを使って聞きました。

は愛知大学に新学部を作った時に学力不足の学生

これは大橋さんと小川さんだけですか、行かれた

を受け入れることもあるかもしれない。しかしそ

のは。自給率の問題をけっこう皆さん真剣に聞い

れは工夫したらどうだと進路指導の先生に言った

ていましたよね。だからあの時本当は私質問をし

んです。例えば愛知大学に愛知県の 10 校ある農

て、「農業大学院大学をどう思いますか」と言い

業科の生徒達の１人ずつ、２人ずつでも推薦して

たかった。大橋さんが言うかと思った。せっかく

もらって、アフターケア、例えば英数国だけを特

農政局長がいるから、見込みはどうかと。そうい

別に指導して、大学が必要とする学力のレベルま

う知恵を一度農政局長に会いに行って勉強しまし

で上げていくように努力したらどうだろうか。や

ょう、大橋さん。そういうふうにすれば先は開け

る気があったら学生は伸びますから。今の樹研工

るのではないかと思います。特に今回の北海道洞

業の社長じゃないけれども、「どんな人も環境と

爺湖サミットは食糧危機を前提に考えていますよ

チャンスを与えれば、素晴らしい能力を発揮する」

ね。世界の食糧危機。日本の果たす役割は何かと

というのを松浦君が実証している。だから農業科

いうような問題。例えば自給率は小麦13％、大

でももしそうなればそういうような方法・テクニ

豆５％、トウモロコシ０％。あるいは肉１kg 作

ックによって能力の向上は見込めるでしょう。

るのに穀物がどれだけ要りますか。例えば豚１頭

生徒数は。今大橋さん何クラス考えていました
か、大学院大学は。
大橋 １クラス 40 人です。

飼うのに。
大橋

約６、７倍。

越知

６、７倍も豚に食べさせる。その豚肉を

越知 40人では採算が合わないですね、先生

うまいうまいと食っちゃって飽食の時代、メタボ

を雇ったら。授業料対人件費の問題。その場合独

リックの時代になっている。そういうような世界

自でやったらきついけれども、愛知大学の教授に

的な問題がある。トウモロコシだってそうでしょ

お願いして、愛知大学と連携してやれば経費は節

う。ガソリンが無くなったから今度はトウモロコ

減できますね。そういうふうにして愛知大学に新

シが無くなる。穀物が無くなる。だから家畜は飼

学部ができた時にやる手もある。では愛知大学の

えない。昔は家畜は人間が残した残飯を食べて肉

卒業生はどこへ行くか。就職はどうかという問題

になってくれたわけです。だから昔の家は、家の

は、今田原でやる農業大学院大学に行く。あるい

中に家畜の部屋があった。牛なんていうのはちゃ

はそのまま企業としての農業、自立できる農業、

んと台所の横に部屋があった。私はその時代に生

そういう経営のできる企業家を育てる愛知大学

きてるから知っているけれども。家畜というのは

と、またそれを教育する大学院大学とが連携プレ

人間の残した食べ物を食べていた。今は人間の食

ーをすれば、そこで道は開けるのではないか。今

う物を食べる。今度は米を食わす。麦を食わす。

までこうやってお話をたびたび数人でやると、そ

昔の人が生きていたらもったいないと言う。人間

ういう疑問が出るわけです。生徒はどうするのか

の食う物を何で動物に食わして肉にして、１頭が

とか。その生徒の就職先はどうなのかとか。そう

６倍から７倍穀物を食べる。それじゃあ足りなく

いう場合には今私が言ったような考えもあります

なりますよ。これは本当にもったいない話ですよ

よと。だからやっぱり論議をすることによって反

ね。そういう話はあまり具体的に言わないでしょ

対意見もあるでしょう。賛成意見もあるでしょう。

う。本当は言わなきゃ分からない。昔のように野

新しい意見もあるでしょう。創造性の意見もある

菜を食べていれば通じがいいし、あまり太らない。

でしょう。そういうものを突き合わせて皆さんで

そういうようなことも含めて世界の食糧危機とい
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う問題に対処する必要がある。

いう話で終わらせていただきます。

だいたいここで説明は終わりまして、最後は「日

大島

どうもありがとうございました。熱弁尽

本に農業が生きられるか」
。地球は世界を養える

きるところがなく、大変重要な問題を提起された

のか。今養えない。だから北海道の洞爺湖サミッ

と思います。いちいち私がまとめることはありま

トではその問題が取り上げられる。環境を悪くす

せんが、要するに新しい愛大の再編成、笹島のほ

る。地球が悪くなる。東松君はそういう写真を撮

うへ行く、豊橋が空く、そのあとに新学部を作ら

っているから売れるんですよ。日本が買うんじゃ

なければならないということが現実の問題として

なくて世界の美術館で東松君の写真が高値で売れ

あるわけです。その問題を考えていく上で、愛大

る。そういう記録写真を撮っている。世界を救え

の前身校と言われる東亜同文書院にも実は農工科

るか、地球を救えるか、そういう問題。本来の農

というものがあったと。それから愛大の草創期に

業の道はどうあるべきか。そしてそれに対する水

も農学部あるいは水産学部という構想があり、現

の問題。水が無かったらできません。環境を良く

実に校舎の中に大農園があった。愛大はそういう

する。そのために森林を良くしなきゃいかん。今

問題に今まで全然無関係ではなく、むしろ非常に

は東三河が一体となって、１ｔの水に対して１円

深い関係があった、ということをお話しになられ

を寄付して NPO がフォレスト問題を考えようじ

ました。新学部では文理融合学部的なものが言わ

ゃないかと。栗原先生が先月フランスへ行った。

れており、田原市においても農業大学院大学が構

水１杯500 円だったので驚いたという。水はタダ

想されている。別々にできるのは構わないけれど

じゃないということを証明している。水をきれい

も、これはやはり何らかの協力・連携というもの

にするにはフォレスト（森林）の問題がある。こ

がないとおそらく有効ではないだろう。そういう

ういう問題は藤田先生がお得意のところです。こ

意味で愛大の中に農業や環境のことを考える、ま

ちらの役員をやっておられるから。そういう問題

たそういう学生を育てる学部を作ったらどうか。

を話して農業関連を愛知大学に設けたらどうかと

だいたいそういうお話であったと思います。

研究会の様子
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もやってこられたお百姓さん、これは正に農業学

意見交換篇

Ⅲ

博士といえるだろう。

５月 15 日は愛知大学豊橋校舎研究館で「愛知

農学部と言いますのは、バイオとか遺伝子組み

大学創成期からもう一つの原点を考察する──そ

換えといった、科学の最先端の部分や、農業経営

れを生かせるかどうか」というテーマで約１時間

と言われる、限りなく経営学に近い部分、あるい

半、そのあと１時間質疑応答や意見の交換があっ

は農業哲学という考え方の部分と、非常に幅が広

た。出席したメンバーは愛知大学東亜同文書院大

い。文理融合と言われる学問書きがあるとしたら、

学記念センター長の藤田佳久地理学博士、中日大

農学はまさしく文理融合でないと成り立たないの

辞典編纂主幹で中国社会について詳しい今泉潤太

ではないか。

郎名誉教授、愛知大学史について研究している大

藤田

島隆雄経済学博士（当日の司会者）、一橋大学大

と両方に籍を置いていた。農学部の方は世界中か

学院卒の葛谷登准教授、黍嶋久好三遠南信地域連

ら学生を集めている。渥美半島は世界の農業の先

携センター上席研究員など学内 10 人と、外部か

端であるから、世界から人を集めたら良いのでは

らは田原で計画中の「農業大学院大学」の設立準

ないか。そうしたら面白い。

イギリスの大学にいたとき、地理学と農学

備をしているイシグロ農材㈱社長室長の大橋進吉

農学部のデパートメントの名前は例えば「フー

氏（東京農大卒）や田原市の農政課長小川金一氏

ドエンジニアリング」にしてみてはどうか。そう

（東京農大卒）、田原市教育委員会前田和宏課長、

すれば「アグリカルチャー」でなく、全くイメー

同山本五夫主管などが参加した。

ジが変わってくる。その中で２つに分かれて、生

その内での各々の質疑や意見をまとめてみる。
今泉

愛知大学に農業に関する学部はなかった

産部門ともう１つは景観（ランドスケープ）部門
がある。東京農大にはランドスケープがある。イ

が、元をたどれば系譜として、脈々と続いている。

ギリスの場合は造園とは言わない。景観構成、つ

その基本は実学、虚学（純理論などを研究）とか

まり素晴らしい農村景観というものを一方で維持

いうのではなく、実際の用に便ずるための学問に

しながら食糧をどういうふうに増産するか、とい

徹するのが、東亜同文書院であった。

うことがイギリスとしては伝統的な考え方であ

実地調査など実学的な流れから言うと、愛知大

る。だからイギリスの農村を美しく整備するとい

学建学の精神でもある。

うことを国民全体が期待している。

佃

大橋

愛知大学は創設当初、農学部と水産学部の構

農学というのは非常に幅の広いところがあ

想を持っていて、昭和 21 年８月１日設立認可申

って、環境問題、それと食べ物の生産にまで及ぶ。

請にもあり、農学部設置準備委員会設置が評議会

食糧を生産出来る産業は唯一農業しかない。カル

で決められている。

チャー（アグリカルチャー）と付いているので、

大橋

全国一の生産量を誇るこの地域であって

何かちょっと文化みたいなところになるが、食べ

も、最近では農業が恒常的に儲からない産業、若

物（フード）という切り口はまさに今の「食の安

い人たちから見れば魅力のないものになって、後

心・安全」という問題から地球温暖化に関する環

継者がどんどんいなくなっている。日本の農業の

境問題まで含まれている。今の時代は日本的イメ

将来に非常に危機感を覚えている。

ージの農業と出すより、フード（食糧）のキーワ

「農学栄えて農業滅ぶ」
「稲のことは百姓に聞

ードで出した方がインパクトが強いのではない

け」
。専門的な学問だけの知識の習得に走ってし

か。

まうと、現場の農業とかけ離れていく。

今泉

農業学の専門家というと、やはり田原で何十年

学生は 18 歳、大学院は 20 何歳、そういう

のをやめて、60〜65 歳の人をも対象とするよう
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に思い切って切り換えるべきではないか。農学部

そういう方を支援していただけるような組織にな

を勉強する定員の対象を半分は若い人、半分は健

ればという希望を持っている。

康であって新しいことをやってみたいという人、

私が卒業した東京農業大学は、私たちの時代は

仮に年金が崩壊してもまだ食べていかなければな

世界に１校だけの農業単科大学と自慢していた

らない、第２の人生を考えなければという学生も

が、農学部として残っているものの、農学科と畜

集まるのではないだろうか。中国などからこれか

産学科だけで、あとは生物資源というふうに名前

らも来るのではないだろうか。ここで育てて向こ

を変えている。

うに行ったら日本向けの農作物を作ってもらう。
大橋

実際に、愛知県にもあるが、農業試験場に

今は、農学部だと学生が集まらない。非常に不
思議な名前が多い。何を専攻するのか分からない。

付随している公立の農業大学校では、本科は定員

藤田

割れだが、別科（公開講座）の方は定年帰農組の

るから、問題はそういうのをうまく使えるかどう

人々で溢れかえっているという状況である。

か。政府の資金が導入できるような体制があると、

今の日本では荒廃地がけっこうたくさんあ

いみじくも日本との関係だが、農業というもの

比較的そこへ来れば安心して帰農できるという

は小農と言われる地域と、大陸型の大農といわれ

か、営農に入っていける。農地法を変えて、何か

る地域、更に中規模のヨーロッパ型に分かれると

そういう仕組みを作る必要がある。

言われているが、小農文化圏の中では日本の農業

例えば、特区指定をしたらどうか。国にとって

技術が最も進んでいるので、こういったことを留

もプラスになる。説得力は充分ある。そういう形

学生が日本で学んで母国で農業技術を発展させ

でうまく誘導できるような仕組みを一番重要視し

る。そのための人材育成は日本でしかできないこ

て作っていかないとうまくいかない。

とだと考えている。一案だが将来的には３分の１
くらいはそういう留学生の方に入っていただき、

優良農地でさえ放置されている。渥美半島にも
あるはずだ。国の出方を待っていたらなかなか動
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かないから、農業大学だけでそれを付加すればよ

はお百姓さんを継ぐ気がありますか」と聞いたら、

い。そうしたらものすごく注目されるんじゃない

今はウズラの飼料であるトウモロコシがたいへん

か。それをやりたい人が集まってくるんじゃない

高くなって、ウズラを飼えない状況だと。なぜか

か。そこができれば自分はそういう権利がもらえ

と言うと、バイオエタノールを作るため、トウモ

るんだという。すごく素晴らしい、ステキな授業

ロコシが買い占められてしまって、飼料が買えな

だと思う。

い。だから自分には農業を継ぐ気はとてもないと

大橋

言っている。

時限的にできないだろうか。時限的に10

年間は、農業大学に無料で貸してやるという特区

昨年の暮れに、綜合郷土研究所で「ふるさと」

を認めさせたら、10 年たったらまた10 年間延長

というシンポジウムがあったが、やはり日本人の

というように。

心にとって農村は、ふるさとの原型だと言える。

藤田

そこの一番難しいところをやはりクリアー

ふるさとを守っていくことは、いろんな面で生き

しないとなかなか集まらない。今特区が流行して

方すべてに大事なことだと考えるので、今後ふる

いるから、それを大学院につけた特区などできな

さとの農業を守っていくという観点から、農業経

いだろうか。

済を充実させていくことが大切だと思う。

小川

黍嶋

田原には耕作放棄地（荒廃地）が450 ヘク

私は山中の出身なので、渥美半島だけの農

タールある。そのまま放置していたら生産性も上

業だけでなく、山間地帯の冷えきった農業も考え

がらないし、今後の食糧等の問題もあり、環境問

たい。

題と農業とを絡めて、耕作放棄地を解消する一つ

三遠南信地域連携センターで３年ほど前、飯田

の手段として菜の花を植えれば、観光客も呼びこ

から豊橋・浜松までの 56 市町村の中学生１万人

めるというものだ。

への意識調査で、その子供たちが、その地域で自

緑化推進、公園緑地、たとえば沿道花壇の花い

分たちの将来をどのように見ているかということ

っぱい運動という形でどうだろう。渥美半島全体

を聞いた時、将来の職業選択の中に「農」と「林」

が農業特区になって、これはうまくいくんじゃな

については全くなかった。なぜかというと、親の

いだろうか。「菜の花でバイオ技術を」というこ

姿を見ているから嫌だと、単純にそういう話が出

とだ。

てしまう。いくら行政が政策的にいろいろしても、

葛谷

農と林はやはりだめなのかと思う時がある。

経済学部にいますが、農業経済という分野

については研究していません。ただ一つ私のゼミ

例えば、直径10 センチ、長さ４メートルのヒ

の生徒に、渥美農業高校を卒業した学生がいて、

ノキ・杉の木が１本 100 円均一の店で買える。15

豊橋の特産物のウズラをやっているが、「あなた

年かけて４メートルの材木が100 円という世界。
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こないのではないかということである。

ことをどのように伝えていくのかという現実があ
る。

私の村では、早稲田大学とプロジェクトを組ん
で、過疎地域をどうするか、特区が出来ないかと

地域の中の農業、地域の中の林業というものを

いうことをやってみた。「その時お前たちは何で

どのように育て、守っていくか。行政でもなけれ

勝負するんだ」というと「農と林」だという。猫

ば、農協さんでもない。やはり大学が持つか、い

の額みたいなところでも農が成り立つ仕組みを作

かに地域が大学を利用していくかという仕掛けを

らないと消えてなくなる。それから先がうまく展

作らないと、何となく大学と地域とが分かれてし

開できない。そういう面でも百姓とか、
「農業が

まう。

できる人」を作るという理念はすごいと思うが、

地域側がいかに大学を使えるか、大学がいかに

やはり、もう少し現実的なものを見ていくことの

地域の壁を取り払っていくかということをやって

できる人も併せて作っていただく仕掛けとして、

いかないと、形はできても実態がたぶん浮かんで

農業大学・農業大学院大学に期待したいと思う。

参考資料①

研究会開催にあたって作成、配布されたビラ

東亜同文書院・愛知大学史
研究会のお知らせ
テーマ：
「愛知大学創成期から

もう一つの原点を考察する
──それを生かせるかどうか──」

報告者：越知

專（東亜同文書院大学記念センター客員研究員）

日

時：2008 年５月15日㈭

場

所：豊橋校舎研究館

午後１時30分〜３時 30分
１階第２会議室

お問い合せ先：東亜同文書院大学記念センター事務室
（豊橋校舎大学記念館１階、内線 1817）または

大学史事務室

（豊橋校舎大学記念館１階、内線 1490）まで
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参考資料②

研究会・講演会レジュメ

愛知大学創成期からもう一つの原点を考察する──それを生かせるかどうか──
［写真と資料で読む］
愛知大学写真研究会名誉会長・越知

專

（東亜同文書院大学記念センター客員研究員）
はじめに
愛知大学の名古屋・笹島進出に伴う再編成にあたって豊橋キャンパスの新学部はどうあるべきか、愛知
大学の歴史を創成期から振り返りながら、現在の世界的な環境問題、食糧問題も視野に入れて考察する。
Ⅰ）⑴
⑵

愛知大学創成期に学んだ学生は今。私の選んだ超著名人「愛大三本松」
彼らが学んだ法経学部の15科目の教授陣とその講義内容
（口頭および写真・資料参照）

Ⅱ）世界の食糧危機を目前にして農業問題で地域に貢献する愛知大学
──東亜同文書院時代からの夢が叶えるか──
⑴

東亜同文書院農工科の新設と廃止
1901
（明治34）
年

東亜同文書院創立。

1914
（大正３）
年

農工科新設。

1922
（大正11）
年

農工科廃止。

1939
（昭和14）
年

東亜同文書院、大学に昇格。

農工科設立の主旨は、「中国に産出する各種の農鉱産物を、科学知識を応用し研究してこれを原料と
する製造、精製のために必要な人材を養成する」ことにある。
教科内容は農業関係においても、「農業汎論、農産製造学、有機無機化学、応用動植物学、地質鉱物
学、機械・電気工学、製造化学」などがあった。
そして、農工科の運営には施設・研究に莫大な経費を必要とし、第一次世界大戦後の不況と円価の
暴落によって、書院の財政が極度に逼迫したので、大正９年４月、同科の廃止を決定した。このため
学生のスト騒ぎを引き起したが、大正11 年６月の 19 期生の卒業を待って廃止された。
そのうち、三好四郎東亜同文書院大学講師、研究調査委員は、1944（昭和19）年東亜同文書院大学
の学生たちと、南通、常熱、無錫地方の農村実態調査を行い、粳稲（ヤポニカ種）は秈稲（インデカ種）
に比して多く灌漑労力を必要とするため、多重層的な土地所有関係に喘ぐ小作農民がこの粳稲耕作を
敬遠する大きな要因となっていることを論じ、政府の推奨にもかかわらず当時の中国小作農には耕作
困難と報告しているようだ。
⑵

新設愛知大学の創立と農業との係わり
1946
（昭和21）
年11月

愛知大学新設（東亜同文書院大学の継承としての）。
愛知大学設立認可申請。創立費基金100 万円。

1946
（昭和21）
年11月

三好四郎氏、文学部助教授兼農事指導になる。

1947
（昭和22）
年10月

三好四郎氏、愛知大学付属農場主事となる。

1947
（昭和22）
年９月

安形要太朗氏（新城農蚕学校卒）、農耕関係の嘱託委嘱。昭和 23 年８月、
農場主任となる。

1948
（昭和23）
年６月

「農業問題研究会」発足。三好四郎氏指導教授、東三河をはじめ全国各地
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の農地実態調査を始める（詳細は別項の通り）。
1949
（昭和24）
年４月

学制変更により、三好四郎氏法経学部教授となる。

1951
（昭和26）
年11月

「戦後日本農業の実態分析」、「日本デンマーク地帯の経済的分析」刊行。

1962
（昭和37）
年

「農業問題研究会」消滅。

1963
（昭和38）
年10月

西尾市、幡豆地区農家実態調査。

1968
（昭和43）
年11月

静岡県大浜砂丘地帯メロン栽培農家実態調査。

1970
（昭和45）
年２月

安形要太朗氏退職。

1972
（昭和47）
年３月

三好四郎氏退職。

昭和 21年に新設された愛知大学の設立趣旨の１つに、
「地方的経済ノ発展ニ寄与尽力スベキハ文化方
面ニ劣ラザル重要性ヲ感ズルモノニシテ、コレガ為メ将来農学部及水産専門部ヲモ設置セント欲スル
モノナリ、此等ハ日本ノ国土計画上ニモ考慮スベキ事項ナルト共ニ此種施設ハ当該地方人ノ最モ要望
スル所ナリ。愛知県及其近県ハ日本有数ノ農産県ニシテ又近海及沿岸特ニ三河湾、伊勢海、浜名湖等
ノ海産物ハ豊富ニシテ、特ニ農産物、水産物ノ加工研究ニ至ツテ将来日本ノ食料対策上重要ナル問題
ヲ提供シ居リ、此等ノ諸見地ヨリ本学ハ農学部、水産専門部ヲ設ケテ此等ノ要望ニ即応セント欲スル
モノナリ。
」とある。
その証として、愛知大学は豊橋市50万円、日本農産化学研究所20 万円、新城市の富田實平氏30 万円
の出費による合計100万円の基金を土台として設立された。
もっと具体的に見れば、財団法人愛知大学寄附行為許可申請書を借りれば、農耕用鍬類200 個、農耕
用シャベル類200個、草刈鎌200個、天秤棒100 本、モッコ類100 個、そして構内敷地東北角地に農場と、
家畜飼場５棟建て300 坪まで用意したのである。
『愛知大学五十年史

通史編』に見られる如く、「愛知大学が豊橋におかれたことは偶然ではあるが、

日本の大学というものが従来東京や大阪・京都に偏在し、終戦後日本はもっと学問・文化が地方に分
散したほうがよいという考えが強くなったために、中部地方が法文系大学の空白地帯ということで、
ここに大学をおくことに意義を見出し現在の地点を選んだのである」。（同書14 頁）
※東愛知新聞５月８日付および東日新聞５月10 日付参照。
むすび
愛知大学創成期（食糧難）という時代を考えると、愛知大学と農業との関係が特に浮き彫りにされてく
るような気がする。そこで、愛知大学新学部増設に合わせて農業関連について考察した。
まず、愛知大学の前身の東亜同文書院時代、期間は短かったが農工科が存在したのであり、愛知大学設
立と同時に同大学には附属農場ができ、農業政策担当の三好四郎氏（元東亜同文書院大学講師）は、本間
喜一先生の指示のもと、新城高等農蚕学校（現

新城高校）出身の安形要太朗氏を主任に委嘱した。安形

氏は農耕関係を担当するとともに、現実の食糧難や三好氏の農業政策にも寄与することになった。
愛知大学設立の各種認可申請書（
『愛知大学五十年史

資料編』に収録）の文末にも、
「将来の計画」と

して「新たに農学部を設置する」とあり、
そのために化学実験室等も用意されていて、審査した文部省も「異
色である」と述べている。しかし、その計画は実現しなかった。
豊橋市では早川勝市長（愛知大学理事・昭和41 年卒）の平成12 年の２期目の選挙のマニフェストで、東
三河への農業大学の設置がうたわれた。また最近では、田原市に農業大学院大学を設置する動きがある。
愛知大学にも理学博士が数人いるほか、水や、農業や、環境についての権威者も大勢いる。地域に貢献
する愛知大学として、農業関連学部設置の実現を一考する必要がないであろうか。
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参考資料③

新聞への寄稿
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東亜同文書院大学から愛知大学への発展
──たんなる継承か、それとも質的発展か──

大島隆雄
〈愛知大学名誉教授〉

司会

皆様お待たせいたしました。本日は愛知

備した、と言うのが正しいでしょうか。今泉先生

大学東亜同文書院大学記念センターの講演会にお

が所長時代に核を作ってくださっていまして、そ

集まりいただきまして誠にありがとうございま

れをまた発展させたということです。その他研究

す。朝はあいにくの天気でしたが雨が止みまして

室であるとか書庫であるとか、こういうような視

何よりです。今日の講演会は愛知大学の名誉教授

聴覚室も作ったりしまして、展示施設もそれぞれ、

であり、また東亜同文書院大学記念センターの客

今の段階で整備できる点は整備してきました。今

員研究員でもあります大島隆雄先生に、
「東亜同

年は３年目で文科省のほうに中間報告を出しまし

文書院大学から愛知大学への発展」と題しまして

た。盛り沢山の内容をやってるというふうに出し

ご講演いただきます。講演に先立ちまして東亜同

たのですが、評価がどうなるのかはまだちょっと

文書院大学記念センター長の藤田佳久先生にご挨

分かりません。あと２年、来月から４月ですから

拶をお願いします。

中間報告が落選ですと、来年・再来年は補助金が

藤田

皆さんこんにちは。司会者が今も言いま

出なくなってしまうのです。もう間近に通知が来

したように急に晴れまして安心したのですけど、

るんじゃないかと思いますが、まあ今までの活動

けさほどは春の嵐という感じでどうなるかと心配

状況で言えばおそらく大丈夫じゃないかなと思っ

しておりました。少し前までは嵐の中、たくさん

ております。

お集まりいただきまして大変ありがとうございま

そういうわけで全国各地でいろいろな展示会を

す。ご紹介いただきましたセンター長の藤田と申

やったり、講演会をやったりしまして、学内でも

します。よろしくお願いします。

シンポジウムを国内・国際・国内、今年はまた国

今日はこういう催しで講演会という形でありま

際ということで、アメリカとかフランスあたりの

す。東亜同文書院大学記念センターのほうは毎度

方を呼んで、欧米の方が見る東亜同文書院研究と

枕詞みたいにご紹介していますけれども、今年で

言いますか、そういうものをやろうと思っており

３年目ですが文科省のほうからオープン・リサー

ます。その他にこういう講演会とか研究会とかが

チ・センターという形で選定されまして、いろん

ございます。

な事業を展開してまいりました。正直なところも

今日は今年度最後ということになりますけれど

のすごく忙しくて、何かイベント屋さんになった

も、ここにございますように大島先生の「東亜同

感じがしますが、あと２年間ございます。しかし

文書院大学から愛知大学への発展」、「たんなる継

この間おかげで、ここからは屋根だけ見えますけ

承か、それとも質的発展か」という副題が付いて

れど、旧本館の１階部分を大改修いたしまして、

おります。大島先生は今回のプロジェクトでは、

ミニ博物館相当の展示施設を完成させました。整

その直前まで愛知大学史の編集をずっとやってお
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られたということで、専ら愛知大学史のパートの
ほうの研究とかご指導をお願いしておりました。

いているということだと思います。
というようなことで今日、大島先生のお話を今

特に自動車産業で学位を取られた先生でありまし

から私もお伺いしたいと思います。皆さん方もぜ

て、専ら自動車が中心ですが、大学史を通して愛

ひご静聴いただいて、あとで質疑等ございました

知大学を理解する上でやはり東亜同文書院を知る

らぜひお願いしたいと思っておりますので、よろ

必要があると、このところ東亜同文書院研究に没

しくお願いいたします。簡単ですがご挨拶とさせ

頭していたというふうに、外からは見えます。そ

ていだきます。

こで今日はそういう成果が一応こういう形でまと

司会

どうもありがとうございます。続きまし

まったというお話になろうかと思っております。

て本日の講師大島先生の略歴と主要業績について

実はこの３月の終わりから我々は若い方も含め

ご紹介したいと存じます。申し遅れましたが私は

て８人アメリカへ参ります。シカゴでアジア学会

今回司会を担当いたします、記念センターの大学

というのがあって、そちらで展示会、それからシ

史事務室で大島先生と共に大学史の研究をしてお

カゴ大学のほうでやっぱり講演会を催すことにな

ります佃隆一郎と申します。大島隆雄先生の略歴

りました。世界のアジア研究者がアメリカに集ま

ですが、1935（昭和 10）年２月に大阪府にお生

ります。研究者の人達は愛知大学の名前は知らな

まれになりました。1962 年に京都大学の大学院

くても東亜同文書院大学の名前はみんな知ってい

（大学も京都大学です）文学研究科の博士課程西

ます。そういう意味で「東亜同文書院の愛知大学」

洋史学専攻を単位修得の形で出られました。５年

という名前でこれからもっていく必要があるんじ

後の 1967 年に愛知大学の当時の法経学部に着任

ゃないかなと思っていますけれども。おそらくそ

されまして、西洋経済史を担当してこられました。

こでまた「実は私もこういう研究をやっている」

2000 年に『愛知大学五十年史──通史編』が刊

とか、あるいは「やりたい」とかいう欧米の研究

行されたのですが、その時の編纂委員長を務めら

者がたくさん出てくることを期待していまして、

れました。2001（平成 13）年に晴れてと申しま

本学の記念センターがそういうグローバルな中で

しょうか、経済学の博士号を京都大学より取得さ

の１つの大きな核になって育っていってくれたら

れました。2005 年に愛知大学の現在の経済学部

いいのじゃないかなと思っております。

に 38 年間勤務されたあと定年退職されましたが、

今回のプロジェクトもそういう元々の狙いがあ

先ほどもご紹介しましたように、現在は愛知大学

りましたので、非常にいいチャンスだなというこ

の名誉教授及び東亜同文書院大学記念センターの

とでアメリカへ出かけることになりました。そう

客員研究員を務めておられます。大島先生の主要

いうようなことも含めて、あと２年ございますけ

業績といたしまして、最近の著書としては 2000

れども、本記念センターがさらに発展していった

年に『ドイツ自動車工業成立史』という本を書か

らいいなと思います。それにしても内容をいかに

れました。そして共編著といたしまして先ほど申

研究というレベルで深めていくかという、もう１

しました『愛知大学五十年史──通史編』を、同

つの非常に地道で時間のかかる作業もやっぱり要

じく 2000 年に出されました。その他専門研究論

るわけです。私もこれまでやってきましたけれど

文が多数あります。そして先ほど藤田センター長

も、このプロジェクトがあってそれはそれで良か

のお話にもありましたように、大島先生は現在同

った面もありますが、同時に非常に忙しくなって、

文書院大学記念センターで大学史関係の研究を中

なかなか私自身のことを申しますと落ち着かなく

心に進めておられまして、それに関連した論文も

毎日を過ごしているというところがございます。

同記念センターが出しております年報や紀要に、

大島先生は非常に着実にしっかりとやっていただ

毎回のように載せておられます。それでは大島先
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は、誰も否定できない、紛れもない事実でござい

生、よろしくお願いします。
◇

◇

ますので、言わば愛知大学の前提になりますのは

◇

東亜同文書院でありますから、それを知らずして
愛知大学の創立について語れないわけです。そう

はじめに（研究史と問題視角）
大島

いうことでこういう東亜同文書院ないしは東亜同

皆さんこんにちは。本日は私の講演のた

めにわざわざお集まりいただきましてお礼を申し
上げます。ただいまご紹介にあずかりましたが、

文書院大学から愛知大学へ、という研究をさせて
いただくことになったわけでございます。
ところが東亜同文書院とか東亜同文書院大学と

私は元々全然畑違いの、経済史とか自動車工業史

いうのはなかなか複雑極まりない教育機関でござ

などをやっておりまして、東亜同文書院などとい

いまして、一筋縄ではいかないわけです。若干先

うことは門外漢だったのですが、先ほども紹介し

行研究を振り返って、今までどのような人達がど

ていただきました通り、今から10 年ほど前に『愛

のような見解を述べているのかということをご紹

知大学五十年史──通史編』というものを編纂す

介しました上で、問題に対する私の見方、視角と

るようになりまして、大学史とか東亜同文書院に

言いますか、切り口といったものをお話したいと

関心を持つようになりました。10 年前のその頃

思っております。（以下、内容の理解を助けるた

は田﨑哲郎先生という方が初代編纂委員長をされ

めに、講演会で別紙の形で配付したレジュメと資

ていて、その当時の石井吉也学長から東亜同文書

料の一部を罫線で括って表示する。）

院と愛知大学との継承関係を明らかにせよという

東亜同文書院ないし東亜同文書院大学に関する

お達しがありました。我々もそれを考えたのです

研究者はこの愛知大学関係者だけではなく、相当

けれども、実は私自身東亜同文書院についてその

おられます。しかも大きく言って意見が分かれて

当時ほとんど研究しておりませんでしたので、若

おります。そこにも書いておきました通り、この

干新しい資料を用いまして書いたことは書いたの

センターのポスト・ドクターである武井義和さん

ですけれども、本格的な研究はせずに、言わばそ

が整理されており、私はそれに基づきまして、そ

れまでにありました『愛知大学十年の歩み』とか

こに名前の挙がっている人々の研究を一応読んで

『愛知大学二十年の歩み』といった、既存の愛知
大学史をリライトするという形で済ましてしまっ
たわけです。

おります。
武井さんによりますと、1990 年頃を境に研究
動向が変わるということでございます。その理由

その後私も定年退職しまして、３年ほど前から

は後で申します。野間清先生は元愛知大学の教授

藤田先生を責任者とする先ほどのプロジェクトに

でありますが、以下⑴に書かれている人々は東亜

参加させていただき、そこで初めて本格的に東亜

同文書院ないし同大学が、戦前の日本の中国への

同文書院から愛知大学というテーマに取り組むよ

経済進出あるいは部分的には政治的・軍事的進出

うになりました。今日は「東亜同文書院大学から

の要員の養成校であったというふうに、非常に否

愛知大学への発展に関する理論的・実証的研究」

定的に評価する傾向があるわけです。ところが

というちょっと仰々しいサブ・タイトルを掲げて

1990 年以降は研究動向が変わりまして、⑵に挙

いるわけですが、愛知大学史だけやっていればい

げた研究者たちは、東亜同文書院は権力から、あ

いのになぜ東亜同文書院にまで頭を突っこむのか

るいは軍部から自立した教育文化機関であるとい

ということは、これはちょっと考えていただいた

うことで、そこには非常に肯定的な面がたくさん

らすぐ分かることでございます。東亜同文書院大

あったのだというふうに変わって参ります。1990

学の有志が中心になって愛知大学を創立したこと

年というのは武井さんによりますと東西冷戦、つ
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レジュメ１

定的に描くという傾向があって、そのために東亜

研究史

（この分野については武井義和氏の諸論文を参考にした）
日本

⑴

野間清、大森史子、阿部洋、細野浩二、宮
嵜順子の各氏。宮嵜氏を除いて 1990年以

前の研究。書院は、対中国経済（部分的に
は軍事）的進出要員の養成機関であると、
否定的に評価している。
⑵ 江頭数馬、栗田尚也、藤田佳久、石田卓生
の各氏。1990 年以降の研究。書院は自立
的な研究教育機関。とくに藤田氏は、戦争
によって阻止的影響を受けながらも、その
大旅行の調査研究において優れた業績を残
したことを解明。
アメリカ D. レイノルズ氏、学生が長期に広範に行
なった調査旅行とその成果の公刊は、まれ
にみる優れた地域研究として絶賛。
中国
相当数の研究があるが、なお多数は日本の
⑴と同様、否定的評価である。しかし最近
では部分的に肯定的評価をする研究者も現
われるようになった。例、馮天瑜／劉伯林
氏：「日本帝国主義の侵略に奉仕した側面
に対する厳正な批判」の必要性の指摘と同
時に、「旅行調査に用いられた厳格な実証
科学の方法」、「蓄積された豊富な資料的価
値」を評価。欧七斤氏：日中戦争以前の中
国要人、文化人、学生との交流の存在を肯
定的に指摘。

同文書院もその１つの構成要素として否定的に評
価すると、こういうふうになっている。ところが
1990 年以降の研究は、そういう否定的な面ばか
りではなくて、戦前にも肯定すべき点がいろいろ
あったのだという見方に変わってくる。その一環
として東亜同文書院の進歩的な面、あるいは肯定
的な面も評価するようになった。これは私が勝手
に付け加えたかどうか分かりませんが、そのよう
なことが言えるんじゃないかと思います。
その動向は外国にも及びまして、アメリカのダ
グラス・レイノルズ教授、私はこの人の “Chinese
Area Studies in Prewar China” という論文を１編だ
け読んだに過ぎませんが、「東亜同文書院の学生
が行なった大旅行は非常に長期にわたり、広範囲
に及んで、しかも客観的史実を集め、最後に同文
会がそれを刊行するという、世界でも稀に見る優
れた地域研究だ」と、これは藤田先生もそういう
ことを言っておられます、と言うより藤田先生の
ほうが先に言われたんだと思いますが、そういう
ことで東亜同文書院を評価しております。中国に
おける研究につきましては、東亜同文書院をだい

まり資本主義対古典的社会主義の対立が終わる時

たい今なお否定的に見る見解、日本帝国主義の侵

期であります。あるいは中国におきまして改革開

略の尖兵になったというような見解が支配的であ

放政策などが大いに進む時期でもあるわけです。

りますが、部分的にはそうではなくて評価すべき

そういう世界史的な転換が、歴史家の歴史観を変

点もあるんだということを最近では認めるように

えるというわけです。

なりました。馮天瑜氏、劉柏林氏（ともに愛大勤

従来 90年までですと、日本のマルクス主義的

務経験）は、「調査旅行に用いられる厳格な実証

な歴史学とか、いわゆる進歩主義的歴史学という

科学の方法は評価できる」、「蓄積された豊富な資

ものが支配的であって、そういう世界分析方法と

料的価値も評価できる」と。あるいは一昨年、中

言いますかそういったものが力を失っていく。そ

国の研究者が愛大に参りまして東亜同文書院につ

れに代わって90 年代以降は多様な問題意識を持

いてシンポジウムをやりました時、欧七斤さんと

って、それまでが言わば評価先行型であったのに

いう方が発表されましたけれども、「日中戦争以

対して、そうではなく今や個々のテーマに則して

前の中国の要人・文化人・学生との交流といった

実証的な研究が進むというわけであります。つい

ものは肯定的な面として言える」ということもお

でにこれは武井さんが言っていたかどうか分かり

っしゃっていて、日本の研究がすでに述べたよう

ませんが、私の見解を付け加えますと、いわゆる

に変化するにつれて、アメリカでのように全面的

マルクス主義的あるいは進歩主義的歴史観により

に、あるいは中国でも部分的に評価されるように

ますと、戦前の日本を非常に暗く描く、全てを否

なりました。
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とくに日本については先ほどご挨拶された藤田

そこで次の問題視角に入って参りますが、私は

教授が
『中国調査旅行の研究』という本の他に、
『中

大学史をやっている関係で、東亜同文書院および

国調査旅行記録』というのを１巻から４巻まで刊

同大学を日本の高等教育の流れの中で位置づけら

行されておりまして、私もそれを詳しく読ませて

れないかという新しい見方を提起しているわけで

いただきました。藤田教授はこの東亜同文書院な

す。経営団体である東亜同文会が日本の法律に基

いし同大学は、言わばビジネススクールであった、

づく財団法人であると同時に、同文書院は日本の

権力から自立性を持ったビジネススクールであっ

専門学校令や大学令の適用を受けて、確かに直接

たというふうに規定されております。そしてその

的には外務省によって管理されているのですが、

調査旅行については４期くらいに時期区分されま

共管庁（共に管理する官庁）として文部省がある。

して、最初の開始期、肇始期というふうに書かれ

外務省と文部省は協議して東亜同文書院のことを

ておりますが、次いで拡大期、円熟期までどんど

処理するわけです。だから１つは高等教育史の流

ん発展するけれども、満州事変以降は制約期に入

れの中で考察したい。ただし東亜同文書院という

ったということで、うまく調査旅行ができなくな

のは非常に特殊性があります。内地でなくて上海

った。ビザ（護照と呼ばれておりますが）も発給

にある、やっていることは中国研究であり調査で

されなくなって、日本の軍部の支配する地域に限

ある、中国語の教授・授業が重視される、といっ

定されるようになり、この問題が深刻になった。

たことです。特殊性があるにもかかわらず日本の

もっと詳しいお話をしたいのですけれども。まあ

高等教育から外れた例外的存在とは言えない。あ

そういうふうに同文書院肯定論あるいは評価論と

くまでも日本の高等教育の流れの中に入ってくる

言いますか、の人々でもちゃんと時期区分をされ

専門学校であり大学であるというふうに思いま

て、日本の大陸支配・侵略戦争が進む中で東亜同

す。しかしもう１つの点として、今まで若干紹介

文書院の活動が制約を受けるようになったという

しましたように先行研究が多く、時期的に限られ

指摘があります。

ているか、あるいは限られていなくても時期区分

これらのことは容易に折衷できない２つの立場

をしなければならないということを言っています

であります。基本的な世界観も違うだろうし分析

ので、時期区分をしていくという見方をしたいと

方法も違うだろうし。ただ読んでおりまして１つ

思っております。

だけ折衷できる点が感じられます。これはあくま
でも折衷で、いい加減なことなのですが、1931
年の満州事変以前と以後の東亜同文書院を分け

第Ⅰ部

の理論的考察

る。前半は言わば明るい面と言いますか肯定的な
時期、
後半は少し暗くなるという時期区分をして、

東亜同文書院から愛知大学への発展

次に第Ⅰ部としまして、私のテーマが「東亜同

この両方の研究を折衷することができるというこ

文書院から愛知大学への発展の理論的考察」であ

とは言えると思いますが、それもあくまでも折衷

り、ちょっと仰々しいのですが、正直に言いまし

に過ぎません。そこでもっとよく分析して、それ

て初期・中期についてはまだ私はじゅうぶん実証

を総合的に見る見方はできないものかどうかと。

研究をしておりません。第３期についてだけ実証

総合したからと言ってどちらが良いとか悪いとか

研究をしておりまして、初期・中期につきまして

いうことではなくて、どちらにも良い面もあるし、

は主にいろいろな人の研究を参考にしながら、理

またどちらにも批判的な立場にもなるのですが、

論と言えるかどうか分かりませんが、いちおう大

そうした総合する見方ができないものかと一所懸

雑把に理論的な枠組をしたわけでございます。最

命考えたわけです。

初に申し上げたいのは、実は戦前に関するどの高
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等教育史を読んでも、「日本の大学は欧米の大学、

のですが、これも教会や国家とのながい闘争の結

ドイツの大学ともまた違って、実は国家主義とい

果です。日本では明治以降、高等教育に限らず中

うものに深く貫かれており、それが内在している」

等教育・初等教育に至るまで教育に国家主義とい

ということを指摘する研究がほとんどでありま

うものが内在している、それが日本の戦前の教育

す。たとえば国立教育研究所が編纂いたしました

体制だ、ということが言われるわけです。言うま

『日本近代教育百年史』という大きな本があるの

でもないことですが高等教育というのは中等教育

ですが、これを読みますと「戦前の日本の高等教

以上の教育でありまして、専門学校も旧制高校も

育には国家主義というものが存在する」というこ

大学予科も大学学部もそうです。それが高等教育

とが書かれております。これが私の見方の１つの

の範囲でございます。

ヒントになりました。それからもう１つは敗戦に

ではどういう形でその高等教育には国家主義が

よって戦前の教育体制が終わる。GHQ/CIE によ

あるのかということなのですが、資料１を見てい

って従来の教育体制が解体されますが、それに関

ただきますと、高等教育に関する概説書には、単

する研究を何冊か読みますと、
「日本の教育に深

に国家主義が存在した、内在したと書いてあるだ

く内在している国家主義を廃絶する」ということ

けですが、分析してみますと私は２種類の国家主

が、どの本にも書いてあります。

義というものが存在したように思います。まず

実はこの２つが私の理論的な組立てのヒントに

1886（明治 19）年の「帝国大学令」というのが

なったわけです。国家主義とは何かと言うとちょ

あります。これでもって東京大学は帝国大学にな

っとややこしいのですが、一言で申しますと、自

り、その後京都帝大、東北帝大、九州帝大、北海

立した個人が自由に学問研究・人格形成を行なう

道帝大といった形で内地にまず５つの帝国大学が

のではなくて、国家が求める、国家が重要と思う

できますが、それを規定した第１条に、「帝国大

ことについて研究・教育をすることが重要だと。

学は国家の須要に応ずる学術技芸を教授し、及び

それからまた大学・高校・専門学校の構成員は国

その蘊奥を攷究するを以て目的とする」と謳われ

家の求めに応じて行動するのであり、自由に人格
形成をするのではないという、言わば国家第一主
義です。下図はごく粗っぽい図でありますが、欧
米はこれに近いものになっていくので、これも長
い長い時間がかかって、中世以来の学問の自由と
大学の自治の闘争の結果なのです。そして学問の
研究・教育。これは国家主義であろうと大学の自
治・学問の自由であろうと、これなしには高等教
育の機能は果たせませんから、最も基本的なもの
であります。それをどう擁護するか、あるいはど
う制約するかというところで、欧米では学問の自
由と大学の自治がほぼ理想に近い状態にまで来る
大学の理想型
（欧米はこれに近似）

戦前日本の高等教育機関

学問の自由・大学の自治

国家主義

学問の研究・教育

学問の研究・教育

資料１

戦前日本の高等教育令に規定された「国家主義」

1886
（明治19）年 「帝國大學令」
「第１条 帝國大學ハ國家ノ須要ニ應スル學術技
藝ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以ツテ目的ト
ス」。
1903
（明治36）年 「專門學校令」
「第１条 高等ノ學術技藝ヲ教授スル學校ハ專門
學校トス」
。
1918
（大正７）年 「大學令」
「第１条 大學ハ國家ニ須要ナル學術ノ理論及應
用ヲ教授シ竝其ノ薀奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ
兼テ人格ノ陶冶及國家思想ノ涵養ニ留意スヘキモ
ノトス」
。
「第 20条 文部大臣ハ公立及私立ノ大學ニ對シ報
告ヲ徴シ検閲ヲ行ヒ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ
為スコトヲ得」
。
1928
（昭和３）年 改正「專門學校令」
上記第１条の条文のあとに、「專門學校ニ於テハ
人格ノ陶冶及國体観念ノ養成ニ留意スへキモノト
ス」の一文が追加された。
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ています。これは、帝国大学とは国家が非常に重

のはありますけれども、そんなにたくさんはない。

要視する、必要とする学術技芸を教授し研究する

日本にはたくさん専門学校ができます。これは日

場所というわけであります。国家が須要としない

本が遅れて近代化し、急速に発展しなければなら

学部や学科もいろいろあるのですが、この頃これ

ないために、たくさんの中級の実務的な要員、中

を制定したのは伊藤博文の盟友である森有礼であ

級技術者や中級官吏を必要としたために、専門学

りまして、彼は同時に小学校令・中学校令・師範

校が花咲くというのが日本的な高等教育の特徴で

学校令を発布します。この頃日本は中央集権的な

あります。1903 年の「専門学校令」には、「高等

国家を創ろうとして法科大学をトップの地位に置

の学術技芸を教授する学校は専門学校とする」と

き、そこで高級の行政官吏及び高級の司法官吏を

いうことが規定されたに過ぎませんでした。東亜

養成するということになるわけです。法科大学長

同文書院は1921 年にこの適用を受けます。研究

が同時に総長を兼ねるという格好になる。その他

などは専門学校はしなくてもいいというような位

工学部などではいろいろ一般的な学科がありま

置づけで書かれている。教授することが課題であ

す。
土木工学科とか機械工学科などがありますが、

ります。ところが1928 年になるとそれが改正さ

その他に造兵学科とか火薬学科というのが設けら

れまして、「専門学校においては人格の陶冶及び

れまして、これはそれぞれ陸軍・海軍の要請に応

国体観念の養成に留意すべきもの」だと。天皇制

じてつくるわけでありますが、言わば国家のもう

国家と言いますか皇国史観と言いますか、そうい

１つの課題である富国強兵という要請に応える技

う観念まで持った学生を育てないといけないとい

術者を養成しようという意図があったようです。

うところまでいくわけです。

この「国家須要に応ずる学術技芸」というもの

次に「２種類の国家主義」というところに参り

は、実は 1918年の「大学令」にも見られるわけ

ます。これを詳しく説明しておりますと私自身し

です。
「国家に須要なる学術の理論及び応用を教

ゃべっていて頭が混乱するようないろんなことが

授し」云々。全く同じことです。この 1918 年と

あるのですが、実は先ほど申しましたように日本

いうのは日本の資本主義経済が発展して、より多

の高等教育史に関しては、「国家主義」の存在と

くのサラリーマンとか中級官僚というものが必要

いうのが盛んに書かれていますが、この２種類に

になったために、今まで帝国大学しかなかったの

は分けておりません。ここまで分けたのはちょっ

が、私立大学を含め官公私立に及んで単科大学ま

と僣越ですが私が初めてではないかと思います。

で設立できるようになったのがこの「大学令」で

第１種は言わば「国家の須要に応ずる学術技芸」

す。原敬内閣の時で、日本の産業資本主義段階が

という点であります。先ほどもちょっと帝国大学

だいたい終わり、独占資本主義と言いますか財閥

の例を挙げましたが、1918 年の「大学令」に関

資本主義と言いますか、そういったものが確立さ

連して言いますと、言わばその頃は経済が発展す

れる頃であります。そういう経済・経営の担い手

る、商業が発展する、貿易も発展するということ

が社会的に需要されることに応じて、大学を一挙

で、そのために高級のサラリーマンとか中級の実

に量的に増やすことになったのが、この「大学令」

務要員といったものをたくさん育てなければなら

であります。

なくなって、それが国内に限らず植民地や海外に

そしてここで注目すべきは、
「帝国大学令」に

まで広がる中で、東亜同文書院が専門学校として

はなかったのですが、
「国家思想の涵養に留意す

認定されるという流れの中にあると思います。こ

べき」ということで「国家思想」というものが出

の国家主義の第１類は、全く自由に研究や教育が

て参ります。一方、「専門学校令」というのがそ

できるわけではなく、国家によって学問の範囲が

の間にあるわけで、実は欧米には専門学校という

限定されますが、その限定される範囲内では、場
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レジュメ２

は思います。

２種類の国家主義

戦前の高等教育機関を規定した法規には、資料１に
見られるように、２種類の国家主義がみられる。
第１類は、1886（明治 19）年の「帝國大學令」には、

「帝國大學ハ國家ノ須要ニ應スル學術技藝ヲ教授シ及
其蘊奥ヲ攷究スルヲ以ツテ目的トス」とある。また単
科大学を含めて官公私立の大学設立に道を拓いた
1918（大正７）年の「大學令」では、「大學ハ國家ニ
須要ナル學術ノ理論及應用ヲ教授シ竝其ノ薀奥ヲ攻究
スルヲ以テ目的トシ」とある。
これらは、大学に国家が必要とする学問の研究と教
育の任務を負わせ、その大学の認可、学部・学科・科
目の編成まで規制できることを意味した。これは、本
来自由であるべき大学の研究者が自律的にそれを行な
うのではなく、大学はその国策によって必要とする学
問を中心的に研究・教育するところとなる。そしてそ
の範囲内では合理主義にもとづき客観的で普遍的な真
理を追究することが可能であった。この国家主義は、

国策が貿易伸長、経済進出、文化工作などいわば「非軍
事的な」なものである時は、ソフトな形態にとどまる。
第２類は、同「大學令」には、「大學ハ……兼ネテ
人格ノ陶冶及国家思想ノ涵養ニ留意スへキモノトス」
1928（昭和３）年の改正「專門學校令」では、
とあり、

「……國体観念ノ養成ニ留意スへキモノトス」がつけ
加えられた。
これらは、教育機関の構成員とくに学生に国家主義
思想をもたせようとするものである。すなわち学生は、
自由に人格形成するのではなく、国家的課題の遂行を、
さらには天皇制国家のそれを、第一に行動する人格の
形成が求められている。またこの国家主義は、本来合
理主義的でなければならない学問の内容を歪め、圧迫
し、そして国策が、侵略戦争（超国家主義）、ファッ
ショ化になる場合には、非常にハードなものとなる。

しかし国家主義には第２の種類がありまして、
それは学生あるいは教員も含めて国家の命ずると
ころには自分を犠牲にしても従わなければいけな
いという国家主義が出てくるわけですね。こうな
りますとこれはもう学問のあり方を歪め、圧迫し、
最後には大学として、あるいは専門学校として、
最も本質的な要素、学問の研究・教育を圧殺して
しまうということになりかねません。そのような
危険な、ハードな国家主義だと思います。
そこで表１に入りますが、私はやはり東亜同文
書院大学の歴史を辿る場合には時期区分をしたほ
うがいいと思います。またぜひしなければならな
いと思います。どこで時期区分をするか。満州事
変でアジア・太平洋戦争が始まるということで２
期と３期の時期区分ははっきりしています。とこ
ろが１期と２期の時期区分は非常に難しくて、私
もいろいろ迷いましたけれども、一応1921 年か
ら 22 年というところで区切りました。と言うの
は 1921 年に東亜同文書院は法的に専門学校に認
定されます。22 年には東亜同文会が財団法人に
なります。そしてもう１つ歴史の分野で申します
と、ヴェルサイユ条約のアジア版と言われるワシ
ントン条約体制というのがここでできます。そこ
では幣原喜重郎外交というものが展開されます。
これは同文書院史と関連しては、あまり言わない

合によって国家は補助金などによってそれを促進

ですね。歴史の概説書には書かれていることです

する役割もします。けれども同時に徹底的な基礎

が、東亜同文書院関係の歴史をやっている場合に

研究までやって深く研究しなくても、実用的に役

は、まあ自明のことなのかも知れませんが、この

立つ知識は最大限客観的に集めろというように、

幣原外交体制が１つの時期を画する重要な外交体

研究の範囲に限定が生まれてくることもありま

制であるということを言わないのですが、私は取

す。だいたい日本の学問は今でもそうですが、応

り入れました。

用主義的な研究が多くて本当に基礎研究が少ない

第１期は義和団があり、日英同盟の締結があり、

のは、このことに起因していると私は思います。

日露戦争があり、辛亥革命があり、第１次大戦が

国家によって限定された範囲内では、合理的認識

あります。そして一時期非常に強圧的な「21ヵ条」

に基づいて客観的で普遍的な真理を追究すること

が中国に要求されこともありますが、中国に対す

は一応可能でありました。そういったものが東亜

る政府の政策はこの頃、東亜同文会がイニシアテ

同文書院の大旅行によって蓄積されたあの実証的

ィブを取っている面もあり、日英同盟や日露戦争

な客観的真理、事実の中に表われているように私

にみられます通り、ロシアに対しては対ロ強硬路
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表１
年

代

第１期

1901‒21年

東亜同文書院（大学）の歴史的展開
第２期

1921/22‒30年

第３期

1931‒45年

1946年‒

歴史

義和団、日露戦争、辛亥
革命、第1 次大戦、21
ヵ条

ワシントン条約体制、 アジア・太平洋戦争、 敗戦、連合国による占
幣原外交
日本型ファシズム
領、民主化

中国に対す
る国策

保全論、貿易拡大

９ヵ国条約に基づく領

同文会長
同文書院長

近衛篤麿
（幹事長根津一）
根津一

満州事変に始まる侵略
土保全、内政不干渉、 戦争、東亜新秩序、大
経済進出
東亜共栄圏
自由主義者牧野伸顕

牧野伸顕、1936年以後、 近衛文麿自決
近衛文麿
同文会解散

根津一（1923年まで） 大内暢三、
矢田七太郎、 本間喜一
本間喜一 愛大創立

同文書院内 国家主義は強くなく、
での「国家 むしろ国際主義的傾向
主義」と「研 （中日輯協・同文会綱
究・ 教 育 」 領の削除）。研究・教
の関係
育の青年期的発展

国家主義は第１類にと 国家主義は第１類に第
どまり、研究・教育の ２類が加わり、研究・
発展。大正デモクラシ 教育を圧殺していく
ーの影響もあって、学
園のリベラルな雰囲気

中国人との 政治的要人との交流
交流
（劉坤一、孫文等）

政治的要人・文化人・ 反日政治家、文化人と
学生との交流
の断絶・敵対

GHQ/CIE に よ る 教 育
の国家主義廃絶、自由
主 義・ 民 主 主 義 の 導
入、それと「研究・教
育」とが総合される

線でありますが、中国に対しては基本的に分割反

義」と「学問の研究・教育」の関係について申し

対の保全論というのが支配的であったように思い

ますと、この時期は国家が中国に対して国家主義

ます。最初に貿易が拡大されていく時期でありま

を振り回したと言うよりも、むしろ同文会が、あ

す。第２期は先ほど申しましたようにワシントン

るいは同文書院を含めて、国家の対中政策をむし

条約体制、その中で「中国に関する９ヵ国条約」

ろリードしたというような印象を私はもっており

に基づいて、領土保全、内政不干渉という立場を

ます。

取 る わ け で す。 し か し1925 年 の ５・30 事 件 や

根津さんの偉いところと言いますか、私は感心

1927・28 年の山東出兵など時々怪しくなる時も

させられたのですけれども、根津一は確かにある

あります。そしてこの時期は、貿易の拡大、資本

意味で国家主義的な思想を持っております。たと

輸出を含む経済進出が１つの政策であったと思い

えば彼が執筆した「立教の綱領」の初めに、「期

ます。第３期についてはそこに書いてある通りで

スル所ハ、各自ニ通達強立シ、国家有用ノ士、当

すが、後にやや詳しく説明します。

世必需ノ才ト成ルニ在リ」ということで、「国家

次にここからはちょっと重要なのですが、この

有用の士」にならないといけないと言っているわ

時の同文会会長や同文書院長が誰であり、どうい

けですが、彼の偉いところだと思うのは、その前

うことをしたのかという点が重要で、第１期は同

に「各自に通達強立し」というふうに書いている。

文会会長は近衛篤麿でありますから、先ほど申し

つまり各自はちゃんと強く自立してという意味で

ましたように彼は対ロ強硬路線でありますけれど

すね。さらに卒業式で彼は何度か挨拶しておりま

も、対中路線は保全主義であります。その時には

すが、記録に残っておりますのは、「ああ諸子や

幹事長として根津氏もおりました。この間いろん

一たび去って世に出んか。また朝夕相見るの機な

な人がおりますけれども、代表的な人物だけ挙げ

し。願うに人道の要は教育勅語実に是を示されて

させていただきました。そして根津一は同文書院

余りあり。諸子の世にあるすべからく夙夜眷々服

の院長でもありました。同文書院内での「国家主

膺あえてはばかることなかれ」の言葉です。教育
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勅語を守れというふうに言うのです。彼の国家主

ういう意味で国家主義は強くなく、インターナシ

義的な特徴だと思います。しかし彼はそれ以上に、

ョナリズムがむしろ強かったので、同文書院の研

ある意味で国際主義者、インターナショナリスト

究は青年期的に発展いたしまして、第１期には、

でありました。それは彼の中日輯協（日中友好）

これは同文書院が作ったと言うよりも同文会が編

という言葉に表われていますが、さらにそれを裏

纂したものでありますけれども、『中国経済全書』

づける貴重な資料が発見されました。それは今日

12 巻（1907‒08 年刊）とか、『支那省別全誌』18

ここにもご出席されています小崎昌業さんが、霞

巻（1917‒20 年刊）とかが出ました。そして『中

山会（同文会）の古い文書から探し当てられまし

国経済全書』は中国語訳さえ出されていて、中国

て、資料集『東亜同文会史』に紹介され、同じく

の人々もどうぞ使ってください、役立ててくださ

資料集『東亜同文会史』昭和編において解題され

いということを言うわけです。だから第１期につ

たものであります。

いては、総じて私は非常に肯定的に評価したいと

そこで根津は次のようなことを言います。まず

思うのです。

東亜同文会綱領というのがありましたね。「支那

第２期になりますとちょっと複雑で、ややこし

を保全す」
、
「支那及び朝鮮の改善を助成す」云々

いことが出てきます。しかし牧野伸顕が長期にわ

と。これは日本が中心になって支那を保全する、

たりまして会長を務める。彼は自由主義者です。

支那・朝鮮の改善を援助するということで、盟主

２・26 事件では命を狙われた人であります。政治

とまでは言ってはいませんが、日本を中心とする

的には西園寺公望に非常に近い立場で、東亜同文

ことを暗に意味しており、日本中心主義でありま

会の活動は教育文化活動に限定せよと言っており

す。ところが1909（明治 42）年の同文会秋季大

ます。そういうこともありまして、国家主義は第

会において、
根津幹事長は次のように提案します。

１類に留まりました。そして研究・教育はある範

「第１の支那を保全するというようなことは、支

囲内で発展する条件を得たわけです。また国内で

那人の最も嫌がる言葉で、支那をよほど下に見た

の大正デモクラシーの影響もあって、学園のリベ

るところの建前である。支那を助けて保たしてや

ラルな雰囲気が増大しました。ここにリサーチ・

るというような意味で、友邦互いに助け合うとい

アシスタントの石田卓生さんがおられますが、ク

う意味でないと、かねてから苦情を言うておる文

リスチャン教授の坂本義孝が、言わば儒教論者で

字でございます」
。だからこれを削除しますとい

ある根津と共存して、おそらく相互に理解し合っ

うわけです。
実はここで削除されたにも拘わらず、

ていたのでしょうけれども、この時期大いに活躍

その後東亜同文会の人々はそれが削除されたと思

したということを書いています。そしてこの段階

っていない節がある。これはあとで近衛文麿につ

では学生運動も発展して、学園民主化のための大

いて紹介する時に関係してきます。我々もそう思

規模なストライキも打たれます。1930 年末のこ

っていたわけです。実はここで、ある意味で国家

とです。要人との交流も続くし、胡適や魯迅が講

主義者であったにも拘わらず、根津は非常に国際

演に来るというようなことがあったわけです。

主義、インターナショナリズムに近づいた考えを

ところが第３期になりますと、アジア・太平洋

持ち、そしてその行動をとっているわけです。こ

戦争が巨歩の歩みをもって進行し始めます。その

れは立派な点だと思います。そしてこれが、東亜

時に、詳細は省きますが大内暢三院長がいろいろ

同文書院長として同院の国家主義的な発展を抑制

苦労されます。私の見るところ矢田七太郎という

したと考えられます。

人が近衛文麿側近となって派遣されてくる。本間

あとはこの時代には劉坤一や孫文など政治的要

先生と対立して両方とも辞めますが、結局、矢田

人との交流もいろいろありました。この時期はそ

七太郎氏は退いて、本間さんが学長になって帰っ
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てくるという時期であります。この時期になりま

年の６月で、もう首都南京も攻略し、漢口や広東

すと、先ほど申しました国家主義の第２類、ある

へ攻め込もうということで日中戦争が長期化して

いは国体主義というものが強まり、東亜同文書院

いく時期であります。その挨拶の最後のほうで、

内部が言わばファッショ的に再編成されることに

総理大臣として同文会に触れ、また同文書院にも

なります。そして教育・研究が圧迫されていきま

触れている一節があり、次のように述べています。

す。たとえば藤田先生が書かれた通り、大旅行が

「殊に本会経営の同文書院は既に卒業生を出すこ

自由に自発的にできなくなる、国民政府からビザ

と 2,800 余名に達し、その大半は現に支那及び満

がもらえなくなる、というようなこともあります。

州各地に在留し、およそ百般の業務に従事して大

それから 1933 年頃に始まる中日大辞典の編纂が

陸経済の第一線に活躍しているのみならず（中略）

ここでは完成せず、後にカードが愛大に返されて

かつ刻下の時局（つまり日中戦争が盛んに進行し

初めて完成するということにもなりますし、1941

ている時期）にそれぞれ多大の寄与貢献をなしつ

年から刊行される『新修支那省別全誌』が８巻で

つあるのであります」と。日中戦争に寄与貢献し

未完に終わる等々、学問の自由な研究は妨げられ

ているというわけですね。そして「今日日支事変

るどころか圧迫されてしまう。それがこの時期で

に直面しましてこれら諸君の活動を望見いたしま

す。第３期から愛大へ転換するところは次にまと

する時に、今更ながら先覚諸公（近衛篤麿、荒尾

めてお話します。

精、根津一）の御見識に対して敬服の念更に新た

非常に大雑把ではありますが、以上を第Ⅰ部の

なるものがあります」と続けている。同文書院に

理論的な考察ということにさせていただきます。

はその卒業生を含めて日支事変（日中戦争）に協

もちろん理論よりも実体のほうが重要でありまし

力してもらっているし、今後とも協力してもらい

て、理論が実体に合わなければ私は理論のほうを

たいということを言っているわけです。

変えるつもりでおります。理論を杓子定規に適用

今日は詳しく立ち入りませんけれども、近衛文

するつもりはありませんけれども、ただ一定の理

麿は評価が難しい。彼は確かに軍部とは一線を画

論的な想定をしていないと、史料を選ぶ場合でも、

しているわけですが、軍部に引きずられて日中戦

それを整理する場合でも困りますので、そのため

争を長期化させてしまった人です。だから彼は折

に勝手ながら築き上げた理論的な枠組みでござい

に触れて「私は支那事変を解決できなかったこと

ます。

に対して責任がある」と言っている。はっきりそ
れを自覚しているわけです。あまり軍部と一緒に

第Ⅱ部

するようなことを言ってはいけないと私も心得て

東亜同文書院大学から愛知大学

いるつもりですが、やはり日支事変を長期化する

への発展

役割を果たしたのではないか。東亜同文書院とか

それではいよいよ第Ⅱ部の、第３期から愛大へ

東亜同文会に関して近衛篤麿は非常に肯定的に評

転換していく時点の話に移って参ります。近衛文

価されるけれども、近衛文麿は評価し難い。だか

麿という人は非常に評価が難しい人で、私は今な

ら愛大の展示場でも写真がポンとあって簡単な経

お頭を悩ませております。1936 年に東亜同文会

歴だけ書いてある。あとは書が掛けてあるだけで、

会長になり、37 年６月に総理大臣になって第１

肯定的な説明は何も書かれていない。しかしこれ

次近衛内閣を組織する。その時も東亜同文会長は

は皆さんの中にご異論があっても結構です。これ

そのままであります。こんなことは今では考えら

は私の考えでございます。

れませんが、そうなのですね。総理大臣になって

それで東亜同文書院という専門学校は、1939

同文会会長として同文会で挨拶をするのが 1938

年の 12月に東亜同文書院大学に昇格いたします。
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資料２

を推進したいということですね。

東亜同文書院大学設立主意書

（1938［昭和 13］年 11 月）

さて表２をさっと見ていただいたら分かると思

本会ハ、上海ニ東亜同文書院ヲ創立シテ以来約四十年、

うのですが、こういう形で大学になったのですけ

其ノ間各府県ノ派遣ニ係ル多数優秀ナル青年ヲ養成

れども、日中戦争を肯定して中国経営の高級要員

シ、之レ等ハ永年ニ亘リ日支提携ノ連鎖親善ノ楔子ト

を育てるために大学になったので、カリキュラム

ケッ シ

ナリテ、平和的事業ニ従事シ、或ハ往年満洲事変、又

シャ

這回ノ支那事変ニ際シテハ、従軍シテ皇軍ノ行動ヲ助

クル等、邦家ニ貢献スルコト少カラサルトコロ、今ヤ
日支ノ関係、現下ノ事変ヲ契機トシテ劃期的変革ヲ来
シ、将来益々多数有為ノ人材ヲ大陸ニ送ルト共ニ、其
ノ育成ノ上ニモ一段ノ向上進歩ヲ必要ト認メラレルニ

なんかもどんどん変わる。東亜という名前を冠し
たものがたくさん出てくる。東亜精神史、東亜経
済事情、東亜論策、東亜民族史、東亜開拓史とか。
小岩井淨先生はこれらのいくつかを担当させられ
たのです。それから教練も必修化する。今まで体

付、従来ノ専門学校ヲ改メテ、更ニ大学ニ昇格シ、国

操だったものが日本武道に変わる。大学であれば

家思想ノ涵養、及人格ノ陶冶ニ留意シ、商業ニ関スル

教授会等いろんな教職員の会合があり、また学生

学術ノ理論及応用ヲ教授シ、並ニ其ノ蘊奥ヲ攻究シ、

についてはせいぜい自治会があっていいわけです

以テ興亜ノ指導的人材ヲ練成セントス（下線とルビは
大島）

けれども、この間たとえば自治会は解散される。
1941 年に報国隊という半軍事的組織ができる。
さらに学生のクラブの連合体、学友会が靖亜奉公

資料２はその設立主意書です。
「永年に亘り日支

会に改編される。それから最後は学徒勤労隊。こ

提携の連鎖親善の楔子となりて平和的事業に従事

れは全面的な勤労動員のための組織です。大学の

し
（ここまではいいのです）、或いは往年満州事変、

基本組織としては、教授会と自治会があればいい

また這回（今回）の支那事変に際しては従軍して

ところを、学内にこういう半軍事的あるいは勤労

皇軍の行動を助くる等、邦家（我が国）に貢献す

動員のための組織が創られるてくるわけです。

ケッ シ

ること少なからざるところ、今や日支の関係、現

それに関連いたしまして、軍事的動員が次々に

下の事変を契機として画期的変革を来し」という

行なわれていく。まず特徴的なのは 34 期生80 名

ことで、東亜同文書院は今まで平和的事業に従事

の通訳従軍です。これは東亜同文書院だけかと思

した、これは結構なことです。ところが満州事変

っておりましたら、そうではなくて拓殖大学でも

および支那事変に関しては従軍して軍事行動に参

東京外国語専門学校でも、中国語をやっている人

加した。しかしこれも共に日本国に対する貢献だ

はこういう通訳従軍に動員されております。しか

という、ここへ一致させてしまうわけです。これ

しこれほど大量に典型的に動員されたのは、もち

から日中戦争がどんどん進むから中国経営のため

ろん中国語がよくできた東亜同文書院でありま

の高級要員が必要だ。今まで中級要員しか育てて

す。そして軍事教練、これは東亜同文書院では内

こなかった専門学校ではいけないから、大学にい

地より遅れます。元々は1925 年に陸軍現役将校

たしましょうということになるわけです。そして

学校配属令というのが制定されまして、東大・京

最後にどこかで見たことのある言葉が出て参りま

大・早稲田などにどんどん導入されますが、東亜

す。
「国家思想の涵養、及び人格の陶冶に留意し、

同文書院は上海の租界外、つまり中国領内にあり

商業に関する学術の理論及び応用を教授し、並び

ましたので、日中戦争が起こるまでは日本側もそ

にその蘊奥を攻究し、興亜の指導的人材を錬成せ

こで教練をやるということは控えていたので、こ

んとす」
。これは先ほど申しました「大学令」の

の段階ではじめて教練が導入され、それはすぐに

第１条の繰り返しで、東亜同文書院については専

必修化されます。必修化されるのは日本国内の大

門分野は商業だと。その範囲で大いに研究と教育

学と同時期であります。中学は最初から必修です。
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表２

アジア・太平洋戦争下での東亜同文書院（大学）の変容

書院に内在化した日本型ファッショ
組織および行事
1937（昭和12）年

７月、東亜同文書院、従来の日中友
好の態度、敵対的な態度へ転換

10月‒38年 2月、34 期生 80 名の通訳従軍

1938（昭和13）年
1939（昭和14）年

大学の軍事的動員

11月、軍事教練導入
４月、学生自治会の解散。２名の学

４月、教練必修化、体操の日本武道への転換

生・生徒主事、３名の寮監導入
９月、興亜奉公日の導入、集団勤労
奉仕開始

1940（昭和15）年

10 月、紀元 2600 年祭

1941（昭和16）年

10 月、
「報国隊」（隊長学長、４中隊）

1942（昭和17)年

編成
11 月、クラブの連合体、
学友会を「靖
亜奉公会」に再編成

12月、卒業繰り上げ３カ月（38期生）

大詔奉戴日（毎月８日）導入

９月、卒業繰り上げ６カ月（39期生）

1943（昭和18）年
1944（昭和19）年

９月、卒業繰り上げ６カ月（40期生）
12月、徴兵猶予停止（学徒出陣、20歳以上）
３月、徴兵年齢 19歳に引き下げ
春、学生、軍米収買奉仕
10 月、
「学徒勤労隊」
（３支隊）編成、
全面的な勤労動員

1945（昭和20）年

6 月、徴兵年齢 17〜18 歳に引き下げ、
学園に残る学生、約 40人にまで減少

後は卒業を３カ月、６カ月と繰り上げて、早く兵

まず１つ目は、1941 年から43 年に、学生間に

隊に取るという措置であり、そして次にいわゆる

おける学風論争というのがあります。大学に昇格

学徒出陣となり、徴兵猶予が停止されて、20 歳

したからには内地の大学でやっているような一般

以上の学生は根こそぎ持っていかれます。さらに

的ないろんな専門的な学問を高度にやっていこう

翌年にはそれが 19 歳に引き下げられ、最後の年

というのがアカデミー派であります。もう１つは

には 17〜18 歳にまで引き下げられて、学園に残

東亜同文書院の伝統を汲んで実学的にしっかりや

ったのは病気で寝ている学生と16 歳以下の学生

らないといけないという実学派がありました。私

の約40 名になったわけです。

ははっきりした証拠はつかんでいませんが、だい

そういう軍国主義化した東亜同文書院が敗戦に

たいアカデミー派というのはあまり好戦的な人達

より廃校になって、そのままの形で愛知大学へ横

ではない。実学派の人がどちらかと言えば戦争に

滑りしたなどというものではないわけで、むしろ

関心があると言いますか、そういう感じがいたし

そういうファッショ的に再編され軍事的に動員さ

ますけれども、これはちょっと何とも言えません。

れた同文書院の中で、それに圧迫され苦しみ抵抗

そのアカデミー派のリーダーに祭り上げられるの

した人達が中心になって愛知大学ができていく。

が本間先生です。そして近衛側近と見られる矢田

そういう意味で第３期の暗い東亜同文書院（大学）

七太郎学長と対立したりして、一時両方とも辞表

をアウフヘーベン（止揚・揚棄）して愛知大学創

を提出しますが、本間さんが返り咲いて 44 年の

立に結び付く諸契機があることをここで指摘した

２月、終戦までもうあと１年ちょっとというとこ

いわけであります。５つ挙げておきました。

ろで学長に復帰いたします。東京へいっぺん帰っ
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レジュメ３

⑴

⑵
⑶

⑷
⑸

ちゃんとした兵隊にもなっていないのにお前達は

同文書院大学末期におけるのちに
愛知大学創立に結びつく諸契機

何でそういうリンチみたいなことをするのか」と

おもに学生間における「学風論争」
（1941‒43 年）：
「実学派」に対する、本間予科長を先頭とする「ア
カデミー派」の抗争、矢田学長・本間教授の辞任、
本間学長。
時として生じた軍の横暴に対する、本間学長、小
岩井教授の抗議。
1945 年４月以降の送金途絶下また敗戦後の集中
営において、本間学長が教職員・学生の生活を守
るためにとった方策に対する学園構成員の信頼。
書院大学また同専門部において、学業半ばに終わ
った多数の学生の発生。
呉羽分校長斎伯守氏が、近衛会長に送った「覚書」
（1945 年10 月 29 日付）の内容、
「……本学本来ノ使命ガ日華輯協ニ在リ中国事情
ニ対スル不偏ノ理解研究ニ……」あったとし、そ
して最後の方で、「固ヨリ本学ノ努力足ラザリシ
点モ少カラザルベシ。省ミテ忸怩タルモノナキニ
非ズト雖モ、翻ツテ考フルニ、諸種ノ外的制約ノ
取払ハレタル今後コソ本学ガソノ使命トスル所ニ
自由闊達ニ邁進シ得ル時代ナリト信ズ。」

いうことで、２人が抗議に行ったということを、
教え子は記録しております。
３番目、これは有名なことであまり話す必要は
ないと思いますが、1945 年の４月以降は東京か
らの送金が途絶しました。1,000 人近い学生、100
人近い教職員を抱えてどう生活するのか。そこで
本間教授はドイツ留学中に体験した超インフレに
学んで、旧校舎の運動場を競売に付し、それをゴ
ールドバー（金の延べ棒）に変えて食いつなぐわ
けです。そういう形で必死になって教職員および
学生の生活を守った本間教授への信頼が高まりま
す。
４番目は、大学および専門部に学業半ばに終わ
った多数の学生が発生したことであります。これ
は正確な数字が分かりません。いろんな人がいろ
んな数字を挙げておりますのを総合いたします

た本間さんに「戻ってきてください」ということ

と、だいたい 43 期生以下は確実。今日、小崎昌

をやるのが、後に愛大の教授になります杉本出雲

業さんとお話しさせていただいたところによると

氏（その当時助手）であり、小岩井先生です。こ

42 期生もほとんどで、42 期生から46 期生までと、

の２人が相談して、杉本と北出というもう１人の

専門部の２期生と３期生、合わせますと 1,000名

助手が東京まで迎えに行って本間さんを連れ戻す

近くが学業半ばに終わったわけです。本間学長は

わけです。

これらの人々に対して学問を全うさせる教育者的

２番目は、時として生じた軍の横暴に対する本

責任があるということを言いまして愛大を創立す

間学長・小岩井教授の抗議です。小岩井教授につ

るわけです。ではその 1,000 名前後の学生のうち

いては 1944年 12 月に学生が江南造船所へ勤労動

何名が愛大に来たのかと言うと、これもしっかり

員に行かされて、そこで B17 の爆撃をくらって６

した数字は分かりませんが、愛大同窓の関口忠彦

名が殉難します。その時小岩井教授は上海海軍武

氏の計算によりますと304 名。だいたい３分の１

官府と交渉しまして、そんな危険なところに学生

が愛大に入りました。

はやれないということで、かなり一方的に学生を

それから５番目、これは私非常に注目している

勤労動員から引き揚げさせた。完全に一方的であ

のですが、呉羽分校長の斎伯守氏が、自決する前

ったわけではなく、強硬な交渉の結果そうしたわ

の近衛会長に送った「覚書」というのがあるわけ

けです。それから本間・小岩井両氏が連れ立って

です。もちろんこれは東亜同文会および東亜同文

やったことは、1944 年の３月に徴兵年齢が 20 歳

書院の存続を前提にしておりまして、その解散と

から 19歳まで引き下げられ、45 年２月のこと、

か自主解散とかそういった問題はまだ浮上してお

まだ兵営にも入隊していない学生が軍事訓練を受

りませんが、ここで次のようなことを言っていま

けさせられた時に、現役の兵隊が同文書院の学生

す。「本学本来の使命が日華輯協にあり、中国事

を殴ったのですね。
「これは同文書院の学生だ。

情に対する不偏の理解研究にあった」、「もとより
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本学の努力足らざりし点も少なからざるべし。省

当する「民間情報教育局」CIE（Civil Information

みて忸怩たるものなきにあらずと雖も」と、東亜

& Education Section）という部門があって、その

同文書院大学の過去に対して一定の反省をされて

承認を得て認可されたわけです。そして翌年の

いるわけです。そして「翻って考うるに諸種の外

47 年４月 30 日にその CIE が愛知大学の現地査察

的制約の取払われたる今後こそ本学がその使命と

を行ないます。そこで愛大の最終的な設立が認め

する所に自由闊達に邁進し得る時代なりと信ず」、

られたと言っていいと思います。これを私は重視

と主張されています。外的制約が排除されたんだ

するわけです。CIE は 1945 年、終戦の年の10 月

から、今後は中国に関する研究・教育が自由にで

から 12 月にかけて、５つの重要な教育改革に関

きるようになる。そういう大学として存続したい

する指令を行ないます。それらはいずれも、日本

んだという。まあこれは愛大とは言っておりませ

の教育に内在していた国家主義や超国家主義（侵

んし、またそこまで考えられる時期ではなかった

略主義）を廃絶することを目的としていました。

のですけれども、言わば愛大につながる考え方を

CIE は、現地査察の結果愛大の設立を認めよう

言っております。

というふうになっていくのですが、その報告書が

それでは、愛大創立の特殊性はどこにあったの

英文で発見されます。発見されると言うよりも田

かということですが、東亜同文書院大学の完成年

﨑哲郎教授が国会図書館で見つけてきたのを「お

度は1943年度であります。その時、書院には常勤・

い大島、お前英語読めるだろう、読め。」という

非常勤合わせて 91 名の教員がおりました。とこ

ようなことで読まされたわけです。それを私が翻

ろがこれから愛大を創るぞといって、東京の若喜

訳しました。そこには、「上海校（同文書院）が

旅館に集まったのは 13 名です。東亜同文書院の

中国への経済的進出のための戦前日本政府の道具

先生方が 20 人、30 人と愛大に来たような印象が

の１つであったことは何ら疑い得ない」と書かれ

あるかも知れませんが、それは全然間違っていま

ています。だから戦中はもちろん戦前の同文書院

す。本間先生はその当時 55 歳、小岩井先生 49歳、

も CIE は否定的に評価している。同報告書は、
「戦

鈴木擇郎先生 48 歳、斎伯さんが何歳かはちょっ

時中には中国にあった日本の諸機関と同様、軍隊

と分かりませんでした。しかしあとは太田英一

の手先（arm of the military）にされたことである。

36 歳、三好四郎 36 歳等々で、非常に若い人が多い。

愛知大学関係者はその上海施設と関係があった。

明治維新じゃないけれども若い者が大いに力を発

しかしながらそのグループが軍国主義の復活に関

揮して創ったということが言えます。

心を持っているという証拠は何もなく、中国─日

それからもう１つは東亜同文書院や同大学には

本研究（日中関係問題）に関心があることは明白

全然関係しないことですが、豊橋のここに立地を

である」、と続けています。よって「この機関に

求めて豊橋市から、つまり当時の市長の横田忍氏

対しては自己確立すべき機会が与えられねばなら

から大きな援助を受けたという、これは設立趣意

ない」と。結論として「大学の開学は許される」と。

書にも明記されています。横田忍という名前は出

ここで初めて日本の文部省だけでなくその背後に

ておりませんが、中部地方に貢献する大学を創る

ある CIE の言わば承認の下に、「東亜同文書院の

ということが明記されている。これは当然のこと

復活ではないか」という疑いが晴れて、愛知大学

ですが同文書院にも同文書院大学にもなかったこ

が設立できたわけです。この点を私は非常に強調

とです。

したいと思います。

最後に重要なポイントを申しますが、愛知大学

あとは愛知大学に対抗する東亜同文大学と称す

は1946 年 11月 15 日に文部省によって認可されま

る大学の設立の動向についてひとことつけ加えた

す。しかしその背後には占領軍 GHQ の教育を担

いと思います。東亜同文書院の同窓会で滬友会と
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いうのがありまして、その当時の中心的なメンバ

きな声で言えなかったと思います。まあそれはと

ーとして宇治田直義というような人が思い浮かび

もかくこういうエピソードもあったわけです。

ますが、
「愛大は東亜同文書院の後身校ではない」
という考えがあったわけです。全てのメンバーで
はありませんけれどもそういう人は他にもたくさ

むすびに代えて

んおられました。そこで1959 年から61 年にかけ

最後に結論的なことを申します。では愛知大学

て、彼らの考える意味での東亜同文書院大学を再

は、結局東亜同文書院から何を継承したのか。表

建しようという動きがありまして、母校再建研究

３を参照していただきたいと思います。一番大事

委員会から準備会を立ち上げ、さらには学則、設

なのは人間的要素でありまして、教職員です。次

立趣旨まで作ります。

に学生です。あとは皆さん知っての通りのものを

その内容を読んでみますと、時代が異なって設

ずっと並べておりますが、これらはいずれもその

立の意義を現代化しようとしておりますけれど

決定的な要素を強めるだけのものであって、決定

も、東亜同文書院大学に酷似したものを創ろうと

的な要素というわけではない。たくさんあるわけ

いたしました。たとえば中国・東南アジアに対す

です。特に最後に書いております世界平和主義、

る経済関係に従事する要員の育成とか、国庫補助

愛大の抱いている世界平和主義というのは、同文

に大幅に依存するとか、県費生やあるいはいろん

書院の「興学要旨」に書かれている「東亜久安」
「宇

な企業からの委託生を受け入れるとか、そういっ

内永和」が止揚された形で潜在的に内包されてい

た内容であります。しかし一番重要なポイントは、

るというふうに考えます。これは小崎昌業さんも

かつての東亜同文会、東亜同文書院の経営団体と

同じようなことを書かれていたことを覚えており

そっくりの新東亜同文会を創ろうとしたことで、

ます。

つまり学界だけでなく財界・政界から信頼のある

継承しなかったものもたくさんあります。京城

有力者を集めて、新東亜同文会を組織しようとし

帝大から来た先生方。台北帝大から来た先生方。

たわけです。そこで候補に挙がったのがあの吉田

東亜同文書院以外の学生たち。そしてこれはあま

茂元首相であります。準備委員会委員の大倉邦彦

り言わないことですが、愛知大学は教職員が学長

さんとか滬友会会長清水董三さんは吉田さんに接

を選んで、学長が理事長になる。つまり教学優先

触しました。ところが吉田さんはその当時実は神

の経営体制です。同文会と同文書院との関係は逆

宮皇学館の再建のほうに肩入れしておりましたせ

でありまして、同文書院は同文会によって経営的

いか、乗ってきませんでした。だからこの新東亜

にも教学的にも支配されていたという関係があり

同文会の組織はできませんでした。時代は変わっ

ます。それを象徴いたしますのは、同文書院長や

て、当時はもちろん GHQ/CIE も存在しない。日

同文書院大学長を同文会の会長が任命するとい

本は1951 年以降独立している。それから55 年以

う、これは会長の専権事項でありました。何が新

降は高度経済成長期にも入っている。時代もだい

しいかと言うと、書院以外の先生を包含してやっ

ぶ保守化している。何よりも GHQ によって廃校

たということも、教学優先の経営形態になったこ

にされた皇学館の再建が成功しようとしている。

ともそうですが、何と言っても大学の質を根本的

そういう意味では再建には非常に良い時期であっ

に決めたのは、東亜同文書院と東亜同文書院大学

たけれども、新東亜同文会も東亜同文大学も実現

に残念ながら内在化していた国家主義というもの

しませんでした。成立の条件がいろいろ難しくて、

を廃絶したことです。先ほど紹介しました CIE

なかったんだと思います。もしこれができていた

が認めたように、軍国主義には全然関心を持って

ら今頃、愛大は東亜同文書院の後身大学などと大

いない、だから設立を認めるという、この点が私
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表３

愛知大学が書院（大学）または東亜同文会から継承したもの、しなかったもの
継承したもの

継承しなかったもの

・愛大教員の相対的多数（10 名）設立の推進主体
・愛大の幹部職員（庶務課主任、会計課主任）
・創立期（1946 年度）学生の基幹部分（39％）
・書院（大学）の学籍簿・成績簿の保管・管理権
・霞山文庫（約 35,000 冊）の取得、設置必要図書
・同文会清算に際しての流動資産（現金・預貯金、有価
証券）約 90 万円のうち約 37 万円
・中国に関する研究・教育の伝統
・返却された中日辞典の編纂カード
・愛大の「設立趣意書」の世界平和主義には同文書院の
「興学要旨」
（1901 年）の「東亜久安」・「宇内永和」が、
止揚された形で潜在的に内包されている。

・京城帝大
（９名）
・台北帝大
（４名）
の他、28 名の教員
・書院大学出自以外の 50％を超える学生
・同文会理事会の経営優先の経営組織
（同文書院長、
同大学長の任命は同文会会長の専権事項）
・豊橋市からの強力な精神的・財政的援助
・愛大
「設立趣意書」
において
「中部地方に対する貢献」
を
明記
・日中戦争を肯定した上で中国経営の人材養成を目的と
する書院大学「設立主意書」
（1938年）
・東亜同文書院大学がもっていた国家主義

注：教員数は、1948 年 11 月現在

の言う愛大の新しい質の決定的な要素だと思いま

意欲に基づくものである」。全く新しい、最も進

す。

歩的な、という言葉にそれが表れています。

大島がまた民主主義だとか何だとか、戦後民主

最後にこれはちょっと我々も反省すべきことで

化だとか強調しているというふうに思う人もいる

すけれども、東亜同文書院大学最後の 46 期生で、

かと思いますけれども、この特殊な時期に愛大が

愛大を卒業され、霞山会理事長を務められた北川

文部省のみならず CIE にも認められて存立を許

文章さんが、『愛知大学同窓会創立 55 周年記念

されたことによって、かえって東亜同文会および

誌』、2007 年、のなかで次のように皮肉たっぷり

東亜同文書院のいろいろな肯定的要素、表３に示

に書いています。「昨今愛知大学は東亜同文書院

したような要素を保持し、さらにそれを発展させ

の継承校と喧伝（やかましく宣伝している。耳障

ることができたわけです。もし GHQ/CIE に認め

り）している。確かに愛知大学が創立期に本間学

られなかったらそんなことはできなかった。愛大

長を始め同文書院の関係者によって生まれたこと

創立時よりも有利だと思われた 1959 年から 61 年

も、同文書院の学籍簿・成績簿を継承管理してき

にかけての時期に、東亜同文大学設立の試みは実

たことも事実だ。私は愛知大学を同文書院の継承

現しなかった。いかにも皮肉な現象であります。

校とする点に対して特に異論はない。」しかし「当

これはやはり本間さん、小岩井さんを初め愛大の

時の学友達は新たな大学を創立するんだとの意気

設立に主体的に対応された人々のおかげだと思う

込みはあっても、同文書院の継承校にするんだと

ので、設立趣意書を読み上げたいのですが時間が

いう意識はそれほど強くなかったと思う。」「同文

ありません。愛大が新しい質の大学だということ

書院の何を愛知大学のどの部分でどう継承するの

を、やっぱり当時の設立者は自覚していた。私の

か、この点が必ずしも明らかでない」ということ

ような表現では説明しておりませんけれども。設

を言っている。私の話は北川さんの疑問に対して

立申請書の中に「愛知大學概要」という文書があ

若干答えたつもりでございます。つまり簡単に言

り、その一節に次のような文章があります。「愛

いますと、愛知大学は東亜同文書院大学とは違う

知大学については若干の誤解あるが如きも之は決

新しい大学になったからこそ、かえって東亜同文

して旧京城帝大の復活に非ず、旧東亜同文書院大

書院、同大学、そして東亜同文会の肯定的なもの

学の再建にも非ず、全く新しき文科系大学にて内

を継承し発展させることができたのだということ

容充実せる最も進歩的なる新大学を設立せんとの

でございます。
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ちょっと時間が超過してすみませんでした。
◇

◇

と学業半ばにして終わった学生に対して、それを

◇

全うさせなければならないという理念であったと
思います。これは本間先生がいくつかのところで

質疑応答
司会

心的にあったと思います。それは一言で申します

述べておられることでして、たとえば１つは滬友

どうも大島先生、ありがとうございまし

会（同文書院の同窓会）代表者との会合で、新し

た。今回のご発表は本当に大島先生のこれまでの

い大学を創るから協力してほしいと言ったところ

一連のご研究の集大成だと私は感じた次第でござ

が、その頃の宇治田さんというような人達は割と

います。これからいろいろご質問をしていただき

冷たくて、「もっと事態の推移を見守らなければ

たいと思いますが、かなり時間が経ちましたし、

ならない。すぐには協力できかねる」みたいな返

皆さんも少しお疲れかと存じますので、ここで

事をしているわけです。しかし学業半ばに終わっ

10 分ぐらい休憩を入れさせていただきます。

た学生を収容しなければならないのは差し迫った

それではただいまから質疑応答を始めたいと思

ことでありますので、「すぐに創るんだ」という

います。
ご質問・ご意見のある方は挙手願います。

ことをその時言って、物別れになるわけです。も

つきましてはお名前と所属をおっしゃっていただ

う１つは初代学長を誰にするかということを決め

きたいと思います。

かねていた。本間さんは小岩井さんになってほし

高倉

豊橋中央高校の理事長・校長をしており

いと言ったのですが、小岩井さんは「一教授とし

ます高倉と申します。私は時習館から先生と同じ

て学問と研究に専心したい」ということで頑に断

京都大学へ行って、こちらの大学院にお世話にな

られた。そこで同文会の理事でもあった林毅陸先

りました。
今私も還暦の年になりましたけれども、

生（慶応義塾大学の総長を務めた人）を説得しに

愛知大学創立の時に京城帝国大学の先生方とか台

行ったわけです。その時本間さんの言った「今や

北帝国大学、あるいは教職員ならびに学生が愛大

京城や台北の大学の先生をも糾合して新しい大学

創立に関わったという話を聞いてはいました。し

を創りたいと思う。しかし学長がなかなか決まら

かし東亜同文書院の後継という形だけクローズア

ない。同文会の理事であられて、今は私と共に同

ップして現在に至ったのはなぜかなという疑問点

文会の清算人になられているあなたにぜひお願い

があったわけですけれども、今日の大島先生のお

したい。これが学業半ばに終わった学生に対する

話でだいたいその点は分かったような気がいたし

責任というものである」という言葉に、林さんは

ますので、それとはちょっと違うのですが、私も

心を動かされて、「じゃあ引き受けましょう」と

学校方面の理事長をしておりますと、私学ですか

いうことになりました。

ら創立者がどういう気持ちで学校を創ったのかと

ただやはり全般的な流れを見ておりますと、本

いうことを考えます。愛知大学は本間喜一先生の

間さんを補佐した人がいたと思うのです。１人は

理念で創られたと私なりに理解したのですけれど

小岩井さんだと思います。もう１人はこれは存外

も、大島先生はその点についてどうでしょうか。

皆さん言わないのだけれども、斎伯守さんという

同文書院の後継とかいろいろなことがあります

呉羽分校の校長だった人です。小岩井さんはどう

が、やはり大学の創立者は人間で、１人だと思う

いう点で貢献されたかと言うと、私の見方はやは

のです。それが本間先生ではないかなと。本間先

り設立趣意書を起草された人だと思うのです。ど

生の理念が愛知大学に生きているように思うので

こまで勉強されていたのか分かりませんけれど

すが。

も、ポツダム宣言や CIE の初期の教育指令、五

大島

私も本間先生の理念というのが非常に中

大指令があるのですけれども、そういうものに非
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常に準じた設立趣意書を書かれます。そのように

を撃つために中国へわざわざやってきたんじゃな

私には見えます。たとえば「日本は今次の大戦に

いんだ。もしどうしても軍部が召集令状を出して

おいて荒廃させられた。それは今までの誤った国

連れていくと言うなら、直ちに学生を日本へ帰す」

家運営の方針の結果である。よって今後日本は社

と、こう言って軍部の申し入れを蹴ったと言うの

会の全範域にわたって民主主義を実現しなければ

ですね。私達はそれを伺って、当時の軍部に刃向

ならない」というようなことを書くのですけれど

かうのは大変なことだなと、本間先生・小岩井先

も、これは CIE の教育指令に非常に表現的にも

生の度胸というのを理解しました。そういうこと

類似し、
内容的にも一致していた点だと思います。

は先生、歴史の中のどこかに出ておりませんか。

斎伯さんについては先ほど申しましたように、

大島

今本間先生の名前が出ましたが、それは

「今までの同文書院大学の過去を反省して内心忸

私初めて聞きました。ただ大内暢三院長の時にそ

怩たるものがある。今後は自由に中国に関する研

れと同じようなことがございました。1931 年に

究を展開できる時期が来たと思う」というような

満州事変が起こって満州国ができ、それを国際社

ことを言っておりますし、その他にこれは今司会

会からごまかして煙幕を張るために1932 年、上

している佃君が資料紹介してくれたことですけれ

海近郊で日本軍が仕掛けてある僧侶を殺すという

ども、本間さんが 1946 年の３月に帰ってこられ

事件を起こします。日本人自身が中国人を使って

るまで、富山県の呉羽分校の校長の斎伯さんが、

日本人の僧侶を殺して、「あれは中国人がやった

その時期の同文会や文部省の動きをいろいろ察知

んだ」ということをデッチあげるのですけれども、

しまして、本間さんの東京の留守宅に手紙や葉書

その時上海の市民と言うか日本の在留民が興奮し

をどんどん送っているわけですが、その中で「今

て中国人をやっつけろということになり、学生の

の動向はこうなっている。GHQ や文部省はこう

中にも右翼的な学生がボチボチ出ておりましたの

いうふうに動いている。今後大学を継続あるいは

で東亜同文書院の学生にも働きかけて、みんな出

設立するならば、東亜同文会、東亜同文書院の名

てこいということで、出ていこうとする動きがあ

前がなくなるような形のものでなければならな

ったのですけれども、それを大内暢三さんは身を

い」という示唆を与えておりまして、そういう点

もって制したわけです。「私は君達を君達たちの

で私は斎伯さんは非常に重要な助言をされて、本

両親から預かっている。県費生は県から預かって

間さんを助けた人だと思います。呉羽分校の学生

いる。お前達は勉強のためにここへ来たんだから

達も全部が全部他の大学に転学できなかったわけ

行ってはならない。その責任は全て自分が取る」

ですから、そういう学生への責任感を斎伯さんは

ということで、そうした学生も含めて全部、一時

持っておられたと思います。

長崎に避難いたします。そういう事件がありまし

司会

大島先生と同じ京都大学の出身として、

た。だから大内暢三さんも大変偉い人だと思いま

また学校を経営しておられる方としての、今の高

す。ただ私に言わせれば、なぜ1937 年、軍から

倉様のご質問だと存じますが、あとどなたか他に。

要請があったとはいえ通訳従軍の時には阻止でき

岩井

昭和26（1951）年度卒業の岩井透です。

なかったのか。その時も大内暢三院長です。そこ

本間先生から直接聞いた話なのですけれども、昭

に若干私は疑問を持っていると言うか、残念な気

和７（1932）年の上海事変の時、軍部から 20歳

持ちを持っております。

を越した学生に１つ協力してくれという話があり

岩井

ありがとうございました。

まして、根津先生が行ったのか本間先生が乗り出

司会

創成期の OB の方からのご質問でした。

したのかちょっと分かりませんけれども、とにか

あと現在東日新聞という地元の新聞に東亜同文書

く「学生はここへ勉強しにやってきたんだ。鉄砲

院大学と愛知大学との関係についての論文が連載
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されていて、それを書いておられる平田超人様と

を決して主張したわけでもないし、「俺達が主流

いう方が会場にお見えになっているはずですが、

でお前達は隅っこにおれ」と言ったわけでもない

何かご質問はありますでしょうか。

と思いますので、それはそれでいいということで、

平田

大変有益なお話を伺ってありがたいと思

もう１つ質問よろしいでしょうか。

います。特に一番最後に東亜同文書院を継承した

小岩井さんの件ですけどね。私は本間さんの行

のか、東亜同文書院を継承したのは愛知大学だけ

くところいつも影のように小岩井さんが支えてい

だったのかというようなことがいろいろあったと

たことを、非常にドラマティックに思っていつも

思います。それに対して小岩井さんの設立趣意書

感動しているのです。ただ１点今日の先生のお話

を読むと分かりますけれども、愛知大学が新しい

の中であったのは、本間さんが矢田学長と対立し

大学として出発する決意をして、そして新しい大

て辞めますね。確か上海か何かの飯店（ホテル）

学として出発したことが東亜同文書院を本当に継

に泊まっているところに助手の杉本さんが止めに

承したことになるんだというお話を、「止揚した」

くる。杉本さんから計画を打ち明けられた時に小

（アウフヘーベン）ということで非常に力強くお

岩井さんは「よしやれ」というふうに非常に明確

っしゃったことが今日一番の印象でございまし

に言ったと大島先生の論文に書いてあります。本

た。ただ私は映像的に思うのですけれども、日本

間学長を引き戻そうという、言わばクーデターの

が戦争に負けまして、簡単に言えば撃破されたわ

計画を打ち明けたわけですね。小岩井さんと本間

けですね。そして乗組員がみんな波に漂ってる。

さんとは６つ違いだと思うのですが、杉本さんは

漂ってる人達はある者は同文書院であり、ある者

ずっと若い助手です。そうすると本間さんが辞め

は帝国大学であり、あるいは京城帝国大学、ある

て勝手に北京に行っちゃったのに、小岩井さんは

いは代々木高校であったり、あるいは満州の軍官

じっとしてたのかと。それで若い助手が打ち明け

学校の大学生であったかも知れません。みんな投

た時に「それならやってこい」と励ましたのかと

げ出されて海に漂ってる。そこで本間さんがどう

いうふうにちょっと見えるのですけど、その前に

しても救うんだということで救ったのが、東亜同

先生の論文の中に、「小岩井の意を受けて東京の

文書院の学生だけではなく、台北帝大であり京城

自宅に行った」と書いてある。そうすると小岩井

帝大であったかも知れないというふうに思いま

さんのほうが先に「おいお前行ってこいよ」と言

す。
「継承」と言うと何かイスラム教の正統カリ

ったのか、それとも打ち明けられたから「じゃあ

フみたいな感じですね。
「おれが正統だ」という

頑張れ」と言ったのか、その辺のところがちょっ

ふうな言い方は、ちょっと距離を置いて見ると違

と相矛盾しているように見えたのですね。大島先

和感があることはあるのですね。

生はご自分でお書きになってますので、その辺は

たとえば今日、杉山好美さんがいらっしゃるの
ですけれども、東亜同文書院から引き揚げて京都

どんなだったでしょうか。
大島

あとのほうの質問からお答えしますと、

大学へ行かれてますね。そうすると愛知大学が東

これは打ち明けられて小岩井さんが「じゃあ全面

亜同文書院大学の正統な継承者だと言われると、

的に賛成だからおやりなさい」というふうに言っ

せっかく東亜同文書院で学んだのに「お前は異端

たと書かれたものがあります。だから私はそれ以

だ」ということになるのですね。そういう正統争

上に、小岩井さんが先に学生と言うか助手の杉本

いをしているんじゃないのですよね、一向に。台

や北出をオルグして「行け」と言ったというふう

北帝大や京城帝大などなんかの学生も一緒にいた

にはどうも思いません。今日ご出席の藤城和美先

わけなので、その中で同文書院の人達は「愛知大

生にもお聞きしたいと思うのですが、やっぱりそ

学の中で俺達だけが主流派だ」というふうなこと

の当時小岩井先生の身分は非常に微妙でして、治
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安維持法で有罪となり、これからはそういう社会

きっかけを掴んだように思います。

的な活動は一切してはならんということで領事館

同文書院は専ら今言ったように非常に厳しい監

警察の監視の下にあり、非常に慎重に動いておら

視の下に置かれまして、本間さんが小岩井さんを

れたというふうに、これは本間さんの令嬢の殿岡

迎える時も、当局から「こういう人物は採用する

晟子さんから聞きました。講義などの内容にも慎

な」という圧力がかかった。本間さんはそれに抵

重であったと思いますが、藤城先生何かその辺に

抗したと言います。入ってからは小岩井さんはか

ついてご意見はございませんか。

なり研究と教育に没頭されていたようですね。そ

藤城

私は愛知大学の卒業で、小岩井先生のゼ

れを杉本さんも書いています。あの当時非常に積

ミで勉強させていただいて、名古屋大学の大学院

極的・行動的な学生がいていろいろ運動していた

へ行きました。縁があってまた愛知大学で教鞭を

わけですが、小岩井さんはそういう問題で一向に

取ることになりましたが、大島先生より６つぐら

積極的に発言をしないし動きもしないというの

い年が上で、定年退職をいたしました。たまたま

で、「慎重居士」とか「グズの小岩井」というよ

大島先生のお誘いがあって、小岩井先生の論文を

うに呼ばれていたというようなことが書いてあり

書いてくれということで、論文の準備をしていた

ます。その小岩井さんに対して本間先生の辞表提

のですが。今のお話ですけれども、小岩井先生が

出問題の時に学生が動き出したのですね。助手を

亡くなられた 1959 年に愛知大学新聞が追悼号を

していた杉本さんが小岩井さんに相談に行った

出していまして、そこに今言った杉本出雲さん、

時、小岩井先生が「やりなさい。断固やりなさい」

それと本間先生も、追悼の文章を寄稿しています。

とゲキを飛ばされたと。ですからおそらくその支

どちらも同文書院時代の小岩井先生についての思

持を得て、東京へ行って本間先生にお話をしたと、

い出と言いますか、小岩井先生の人物像について

こういう順序になると思うのですね。そのあと小

かなり詳しく書いておられます。さっきのお話は

岩井先生は同文書院で論文を発表していまして、

杉本さんが書いているところによりますと、小岩

孫文の民族思想ですが、これは観念的な国家主義

井先生は非常に慎重だったと。上海へ渡ったのが

的なものは一切出て参りませんで、非常に実証的

昭和14（1939）年で、同文書院に来る前にちょ

な、学問的な研究だと思います。ただ最後の南京

っと上海の研究所におり、16 年に同文書院へ迎

政府の評価の問題で、やっぱり尾を引いていると

えられたわけです。その前に治安維持法で逮捕さ

いう問題を残しているということはありますけれ

れて転向しています。転向した当初は日本主義的

ども。そのあと大島先生が紹介されましたように、

な国体思想と言うか、そういうイデオロギーを発

爆撃で学生が死んだ時に交渉して、現地で遺体を

表しました。
かなりたくさん論文を書いています。

拾い出して葬式をしたあと学生を全員集めて「引

ところが上海に渡りまして、これは細迫朝夫さん

き揚げろ」と。そのあと予算の関係で上京してお

の見方によると、国内でのいろんな制約を逃れて

られた本間先生（その時はもう学長だった）のと

多少とも自由な雰囲気を求めたんじゃないかと憶

ころに「一切私の責任でやる」という報告の手紙

測していますけれども、ある意味で当たっている

を出した。これは本間先生の「上海時代」という

と思いますのは、上海へ渡ってから南京政府の汪

追悼文に載っています。そんなことが私の読んだ

兆銘と日本軍の占領イデオロギーなんかを論じて

文献の中に出ていましたので、多少参考になるか

いるのですが、その中で当時の中国での日本人の

と思います。以上です。

非行と言いますか暴行と言いますか、そういうも
のをかなり論じています。そこでその前の時期の
国家主義的なイデオロギーからほとんど抜け出る

司会

先ほど私のほうから指名してしまいまし

たが、手を挙げておられた方。
李

経済学部の李です。実は１年生の学習法で
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４年連続同文書院をテーマに、14 回丸々使って

いうことを言いたいのです。だからと言って東亜

やってきました。毎年苦労しているのですが、

同文書院と同じような大学ができたから継承され

100名ぐらいの学生が受講して、最後に残るのは

たのではなく、むしろ違った、新時代に相応しい

３分の１いるかどうかです。私の知識も非常に限

新しい大学ができたから継承できたのだと。

られてまして、だいたい大きいところになれば議

藤田

大島先生らしく非常に綿密で、実証を重

論が分かれているので、どっちを取るかそのバラ

んじながらいろいろと。大変勉強になりました。

ンスに常に悩まされて苦労してきたのですね。そ

ありがとうございました。今の一番の論点は副題

れで学生にレポートを出させるのにインターネッ

にもあるような継承性の問題だと思いますが、私

トで調べたら、むしろマイナスの材料がどしどし

もまだそういう資料をきちんと確認したことはな

出てきて、取捨選択に苦労しています。そこで大

いんですけれども、要するに新しい愛知大学を創

島先生に、もし私の理解が間違っていれば教えて

るにあたって本間先生が GHQ との交渉を買って

いただきたいのですが、基本的な話は要するに、

出た中で、次々と引き揚げてくる書院の先生をす

同文書院から愛知大学へ変わる時に、組織的なリ

くい上げた。GHQ との交渉で新しい大学は書院

ンケージはむしろ弱いと。組織的な継承と言うの

と無関係にやると。これは斎伯先生の示唆がきっ

は人数からしてもそうですし、また当時の新設の

とあったんだろうと思いますが、そうしないと当

プロセス、創設者の気持ち、それから審査のプロ

時の GHQ は認めないと。そのプロセスの中で今

セス、いずれもそこにやっぱり断絶があったと。

度はかつての文部省が、書院以外の教員を入れな

その断絶があったことによって、却って昔の国家

さいと。学生も入れなさいと。そこでこれ以上書

主義的なものを引きずってきたのがそこでふるい

院の人達を採るなというので、豊橋駅まで来てい

分けされて、根津時代の第１期の同文書院の比較

た人ももう入れなかったみたいな話を聞くのです

的純粋なところが継承された。精神面である程度

ね。著名な先生なんかも入れなかった。しかしそ

何かまた先祖帰りと言いますか。そのようなバラ

れで入れなかった人が書いた文章には今度は愛大

ンスで捉えてよろしいですか。

への恨みつらみがいっぱい書いてある。というよ

大島

私の話は新しい大学ができたということ

うなことで、本間先生は当時の状況の中ではやっ

を強調したものですから、リンケージが弱いとい

ぱりそのまま継承するということは言えなかっ

うふうに受け取られたかも知れません。しかし東

た。むしろ違うというところを強調したので、愛

亜同文書院の13 名の教職員なしには愛知大学は

大に入れなかった書院の先生達に逆に反発を受け

できませんでした。それと初期には東亜同文書院

ることになる。当時の同文会は解散しますけれど

出自の学生が中核的な役割を果たしました。それ

もその末裔の人達も少し反発したり、それから

なしにはやっぱり愛知大学はできなかったと思う

42 期生ぐらいかな、いろんな意味で愛大に対し

のです。東亜同文書院全体の教職員の数から見れ

てちょっと距離を置いたりするのがずっと続くの

ば 13名（教員だったのは 10 名ぐらい）というの

ですね。だからその辺のところがあったんじゃな

はリンケージが弱いと言えるかも知れませんが、

いでしょうか。

逆に東亜同文書院のその13 名、学生の 39％が推

本間先生は書院の継承を否定するという形でや

進力になったのですね。単なる量的なことではな

ったけれども、本間先生の本心は実はそうじゃな

く、
誰が愛知大学を創るかと言うと東亜同文書院、

かったというのは、今から 15〜16 年前、荒尾精

特に本間先生です。そういう意味では非常にリン

先生のお墓参りの時にはお酒も出て、そういうよ

ケージは強い。だから私は今までの通説に反対し

うなことが分かって、卒業生の一部がようやく本

ているのではなくて、愛大こそが継承校であると

間先生の気持ちがよく分かってきたと、そんな経
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過をいくつか聞いたことがあります。だからその

岩井

最後に１つだけ、ちょっと申し上げてお

辺の、戦後当時の非常に微妙な立場、さっきの小

きます。私が入学したのは創立の時ですが、あの

岩井先生のような立場があったかも知れませんけ

頃の思い出としては、やっぱり書院出じゃないの

れども、そういう中を本間先生は縫うようにして

で、何かちょっとひがみ根性があったかも知れま

愛知大学を創っていった。その真意が広くは伝わ

せん。というのは陸軍士官学校、海軍兵学校あた

っていなかったところがあったのじゃないかな

りからも入ってきてたものですから。ただ今にな

と。私も最初書院の研究を始めた時に、非常に積

ってみますと、「継承」と言われてもあまり抵抗

極的に受け入れてもらえる方と、必ずしもそうで

はありません。「質的発展」と言われてもちょっ

ない方がおられて、そのことにびっくりしたので

とピンとこなくて、まあ「総合的に発展」でいい

す。それがなぜかというのをずっと考えていった

のじゃないかと思いますが、そんなことはどうで

先に、そういう問題があるなと感じました。だか

もよくて、もうこれだけ年月が経っていろんな愛

ら書院の各先生方は、本当はここへ来たかったん

知大学としての歴史がありますから、「継承」と

だろうと思うのですが、拒絶されてしまった。当

いうことを言われても書院出でない私は何とも思

時の文部省の政策なのでしょうけれども、本間先

いません。はい。感想を１つだけ申し上げました。

生もそうせざるを得なかった苦しい立場があった

今泉

同じ研究員の今泉潤太郎です。質問と言

のじゃないかなということです。その１点だけで

うよりもちょっと私の意見を、今の質問それから

す。

大島さんのお答えと発表に関連して。いくつかあ

大島

その通りだと思います。私はそんなに詳

って細かな点を言うときりがありませんが、私の

しい微妙なことまでは知りませんでした。ただ一

書いたものとかいろんなもので言っております。

般的に言われているのは小竹文夫、久重福三郎、

たとえば細かな点で言うと同文書院滬友会の母校

この人達は最初採る予定でメンバーに入ってい

再建委員会は、『大倉山論集』に私も投稿しまし

た。ところが GHQ/CIE が「これ以上東亜同文書

たけれども、本をセンターに寄贈していただいた

院関係の教師を採ってはならない」ということで、

蔵居さんらが蔵居委員会の案で最終的に滬友会は

やむなく採れなかった。これは本当に残念なこと

断念するわけですけれども、大倉さんの委員長の

でありました。それでこれらの人々は、久重さん

時はもうすでに愛知大学がたぶん在校生 6,000か

は違うと思いますが、小竹さんは後に東亜同文大

ら 7,000 ぐらいの堂々たる私立大学として成立し

学の設立に積極的に動かれます。おっしゃる通り

ていたということが最大の点だと思います。それ

本間さんはこの人達も入れたかった。GHQ もお

ともう１つ同文会の後継団体の霞山倶楽部を認め

かしいのです。それぞれの人物を審査してこれは

ておりませんので、要するに財団を創れなかった

いかんとかいいとかいうことを言わずに、これ以

という、この２つだろうと思うのです。

上は誰であっても入れてはいかんというようなや

これは細かな点の一例なのですが、基本的なと

り方はかなり横暴だと思います。ただその当時や

ころで１つ。本間先生の存在なのですが、先ほど

っぱり東亜同文書院は国家主義的なものになって

のご報告ですといわゆる理論派と実践派ですか、

しまっていたから、それ以上その関係の教員を入

要するに根津精神の体現者であるような同文書院

れたらまたそういうふうになるのではないかとい

の伝統的な考え方と、それに対して帝国大学の教

う、国家主義に反対というところに頭がいってい

授を同文書院に引っぱってくるようなアカデミズ

て、人物それぞれについてまでは及んでいない。

ムと言いましょうか、高等専門学校のレベルから

その点などは本間さんが GHQ を非常に嫌われる

これはありまして、それがいろんな形で出ており

１つの理由だと思います。

ます。たとえば同文書院卒業生の教員給与が内地
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から来る教員の約半分から３分の１というような

いから、どうしても自分達が作らなければしょう

記録も出ております。この伝統はずっとあるわけ

がない。有志で辞書を作ってみようとなったわけ

ですけれども、本間先生は昭和 19 年に学長にな

で、きちっとした設計図で語彙収集するような、

ってわずか１年半という学長なんですが、にもか

辞書学に基づいた辞書編集とはまるで違う。十数

かわらず本間先生ほど同文書院の精神を体現した

万枚の原稿カードがあったということに価値を見

人はいないと私は思っています。

出して、敗戦した日本が戦勝国の中国からそれを

そのいくつかの例を具体的に言いますと、ちょ

返してもらおうというような発想とその実現は、

っと先ほど大島さんもおっしゃった靖亜神社とい

これも本間先生以外は絶対できないですね。鈴木

う先覚者の神社を創ります。これは当時の流行が

擇郎先生が主幹でやるのですけど、むしろ原稿が

あって、海外にいる日本人の精神的な拠り所とし

返ってきたら迷惑だと。率直に言うとそういうよ

て神社を創るというのは当たり前のことですが、

うなことも『中日大辞典』の前書きに書いてあり

敗戦で解体と言いますか、無くなる時にご神体を

ます。これらを見ても同文書院出身ではなく東京

持ってくるというようなことを考える日本人はあ

帝大法学部出身の方が、同文書院の精神というも

まりないのですね。たとえば京城神宮ですが、軍

のを何であの状況の中で体得されたかというのが

といえどもそんなことは考えてない。それをあの

私はどうしても分からない。分からないけどこれ

困難な時に、本間先生は「俺はクリスチャンだ」

をやったという１点で、これはもう愛知大学創立

ということまでおっしゃっているので、たぶんそ

の正に中心だったと思います。

うなのでしょうけれども、本間先生の個人的なお

細かな部分で言いますと、13 人と言いますが

考えがどうであろうと、ご神体というものを万難

書院教職員の九十何分の 13 ではなくて、あの当

を排して戻す努力をされますね。具体的には山田

時の焼け野原の東京で集まれる人が、結果として

純三郎さん（孫文の革命運動に協力した東亜同文

13 人だったということなのですね。切符を買う

書院出身者）が３年後に帰りますから、山田純三

こともできない。それぞれのところで食うことに

郎さんの中国人に対する非常に大きな影響力でそ

一生懸命でやってる同文書院の教職員、そのうち

れを持ってこられます。それを立案するのは本間

の 13 名が東京に集まったということです。藤田

さんなのですね。学籍簿その他の本国持ち帰りも、

さんが久重さんと小竹さんの名前を出されました

本間先生の指示がない限り絶対実現しなかっただ

けれども、私個人的にはもうちょっと知っており

ろうと思います。そこまでの見通しを持って、な

ます。それと京城帝大から愛知大学に来られた森

おかつそれを実行するというのは余人を許さな

谷克己先生のお嬢さんに、最近、越知專さんのご

い、本間さん以外は考えられないことだろうと思

紹介でたまたまお会いしました。ちょうど郷里に

うのです。

帰っていた森谷さんのところに本間先生から「愛

それからもう１つ私が今やっております『中日

知大学が豊橋にできる。ついてはあなたにも参加

大辞典』ですが、これも本間さんから言えば、と

していただけませんか」というのが来たそうです。

言うよりも滬友会の人達から言っても、同文書院

文部省の役人の助言で京城帝大の大内先生から

関係者の側から言っても、マイナーなのですよね。 「これをお使いください」と旧京城帝大のスタッ
私はそう思います。同文書院は決して『中日大辞

フの住所録を提供していただき、それに基づいて

典』を作るための学校じゃないのです。中国人の

本間さんが選んで連絡をされた。お嬢さんのお話

スタッフはおりますけれども、理論的なものより

ですとたまたま森谷さんは仕事がなかった。そこ

もむしろ卒業大旅行で学生に実践的な中国語を徹

へこの手紙が来たので本当に喜んで来ました、と

底的に身に付けさせる。その時に使える辞書がな

いうお話を聞きました。
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ちょっと長くて申し訳ありませんでした。

めて感謝の拍手をお贈りください。ありがとうご

司会

ざいました。

はいどうも。今回の大島先生のご発表は

本当に質問や意見の尽きない重要なものだと思い
ますが、これは永遠のテーマということで、今回
はこれまでにいたします。では大島先生にあらた

（本稿は、
「愛知大学東亜同文書院大学記念センターの情
報公開と東亜同文書院をめぐる総合的研究の推進プロジ
ェクト」のために、2009年３月 14日に開催された公開
講演会における講演と討論とを収録したものである。）
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世界大学史と愛知大学

酒井吉榮
〈愛知大学名誉教授〉

司会 「世界大学史と愛知大学」というテーマ

学内の評価と言いま

で３時半までお話しいただきます。その前にセン

すか、酒井先生のプ

ターの所長さんであります藤田佳久博士からご挨

ロジェクトのことは

拶をお願いいたします。

よく心得ています。

藤田

皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

今日はここにあり

だきました藤田と申します。現在東亜同文書院記

ますように「世界大

念センターのまとめ役を担当させていただいてお

学史と愛知大学」と

ります。最近こういう機会が多いものですから、

いうことで、愛知大

私の挨拶はいつも同じようなものになって恐縮な

学をどういうふうに

んですけれども、記念センターは今年度から文科

位置付けるか、ある

省のオープンリサーチセンターに選定されまし

いは東亜同文書院大

て、スタートいたしました。基本は東亜同文書院

学をどういうふうに位置付けるか。これは自分達

の研究と情報公開なんですけれども、それに関係

がやると自画自賛になってしまうところもあるの

しまして、本学は東亜同文書院と非常に強い関連

で広い視点からご講演をいただければと思いま

がございますので、その関係で旧制大学と愛知大

す。先生は特にドイツにおけるベルリン大学に詳

学ということで、そちらのほうは大島先生にお願

しく、愛知大学とベルリン大学との関係如何とい

いしております。実質半年しか過ぎていませんけ

う非常にスケールの大きな話題を伺う予定になっ

れども、精力的に研究をやっていただいておりま

ています。なかなかそのお話を今まで伺うチャン

酒井吉榮愛知大学名誉教授

す。
そこで今日はそういうプロジェクトに関わった
ことで酒井先生をお招きすることができました。
酒井先生は憲法がご専
門ですが、いろいろ広
い勉強をされていて、
先生は法学部、私は文
学部であまり接点はな
く、学問的な薫陶を受
けるチャンスがござい
藤田佳久教授の挨拶

ませんでした。しかし

講演会には多くの人が訪れた
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スがなかったので、そういう点で今日は皆さん方

テーマも堅いものですから、お話ししますけれど

にごゆっくり先生のお話を伺っていただきたいと

も、実は皆さんご存じの白足袋・袴の吉田茂さん、

存じます。

戦後の有名なワンマン総裁のところに、豊橋の不

なおお隣に大林先生がおられますので、今日は

二タイムス（東日新聞の前身）という新聞社の社

酒井先生の絶妙の補佐役をやっていただきます。

長杉田有窓子さんが、新聞記事取材のため大磯に
対談を申し込みに行きました。そして話をしてい

ということで私の挨拶は終わります。

る間に、ロンドンタイムスと不二タイムスとの関
か

酒井先生ご紹介
司会

や

係という話が出たそうです。そこへたまたま賀屋

おきのり

興宣さんが見えました。その賀屋興宣さんに「こ

それでは酒井先生の講義に入る前に、私

ちらは不二タイムスの社長さんです。不二タイム

のほうから１つお話を申し上げたいと思います。

スとロンドンタイムスとは関係がおありのようで

「大学は何でも研究する」と言われています。

ございます」と言って紹介したそうです。そうし

しかしながら大学自体の研究はあまりしていな

たら杉田有窓子が「ロンドンはテムズ川と、豊橋

い。
それは世界の大学の趨勢だと言われています。

は豊川と海でつながっています」というお話をさ

ところが愛知大学はそれに先立って昨年秋から愛

れたと。まあ１つのエピソードでございますが、

知大学史の講座が開講されました。同時にこの４

さてベルリン大学と愛知大学の関係、どういうお

月からは豊橋の校舎でも愛知大学史の講座が開か

話を酒井先生にしていただけるか、皆さん楽しみ

れます。その愛知大学の歴史をテーマにいたしま

に１時間、ゆっくりとお聞き願いたいと思います。

して、授業科目の中に設け、そしてこの愛知大学

ところで酒井先生は満 88 歳になられました。

がどういう歴史を持ってこの 60 年間栄えてきた

昨日からちょっとお風邪気味で、点滴を打たれた

か。それは物証と歴史によって伝統ある愛知大学

そうです。今日は約束事だから何をおいてもとい

の 60年の講座、ひいては同文書院から来る100 年

うことで、大林先生を従えておいでいただきまし

の歴史を、愛知大学の大学史というテーマの中に

た。大林先生は酒井先生のお弟子さんで、通訳も

収めて講義をする。

していただけるそうですので、楽しくお話が聞け

今日はその中で特に「世界大学史と愛知大学」

るかと思います。私の友人である倉橋健二先生（愛

というテーマで、いかにも大き過ぎるような話で

大大学院の昭和 48 年の卒業生）のお話を聞いて

ありますが、実は大変類似性のあるベルリン大学

いますと、大林先生と１つ違いです。酒井先生と

と愛知大学、あまり堅い話になりますとちょっと

面識もありますので、今日はこういう催しがあり
ますよとご案内をしたところ、お祝いに花を届け
ていただきましたので、事務局のほうから酒井先
生にお渡し願います。酒井先生、88 歳のお祝い
です。お受け取りください。
酒井先生の履歴についてはレジメをお渡しして
あります。詳しくお話しすると１時間にも２時間
にもなるぐらい、著作もありますし講演もありま
すので、堅いお話は抜きにしまして、酒井先生の
趣味についてお話しして、学者としての酒井先生
についてはご自身からお話をしていただきます。

司会を担当する越知專客員研究員

酒井先生は大学の憲法の勉強だけではなくて、大
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88 歳を迎えられた酒井先生にお祝いの花束が……
隣は大林先生

酒井先生の御著作『学問の自由・大学の自治研究』
『世界
大学史と愛知大学』
『アメリカにおける新しい平等の創造』

変趣味が広うございます。大学では 55 年間、ロ
ンドン大学、あるいはアメリカの大学、日本の大
学のそれぞれの歴史憲法を調べました。同時に植
物愛好家でございます。人間を愛すると同時にた
いへん植物・環境・自然を愛します。愛知大学に
このように自然に植物が保存されて生き生きとし
ているのは、酒井先生のお陰と言ってもいいんで
す。酒井先生は愛知大学で「緑のおじさん」と呼
ばれていました。20 年間緑化委員長としてご活

「緑のおじさん」たちのアドバイスによ
り愛知大学駅はユニークな姿に

躍でございまして、
「松の木１本も伐採ならん」
というぐらいで、困った時もあったようです。木
を愛するだけではなく、庭の設計もします。愛知
大学の記念館の南側に庭園がございます。枯山水
の 50 坪の庭園。その設計をしたのが酒井先生で
す。それからもう１つ、皆さん愛大駅でお降りに
なったら分かりますが、77m の、そして幅 3.5m、
5.8m のホームの中に、松の大木が11 本生えてい
ます。ホームの中に木が植えてある。木を切って
はいけないからホームの天井に穴をあけて木を生

記念館南側の枯山水（酒井吉榮設計）

かしている。ユニークな駅だということで豊橋鉄
道さんもたいへん喜んでいる。そういうような植
物愛好家でありかつ憲法学者の酒井さんです。
もう１つはこういう茶碗があります。天目茶碗。
これは酒井先生の作なんです。酒井先生に今日差
し上げます。酒井先生の先生である名古屋の陶芸
たかし

家古橋 尚 先生のところに酒井先生は６年間、毎
月２回土曜日に通っております。芦原の駅で電車

新しい校舎の間にそびえる木々は大学創立
時の精神を今に伝える
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さて私は今大学史を長年やってきまして、最近
油絵をやっているんです。それは少年の夢であっ
た芸術家というものの夢がまた再び頭をもたげて
きまして、自宅では油絵を書いています。そのた
めには模写としてピカソから始めてどのような絵
も描いており、私の家においでになりますと裸体
画があります。しかしそれ以後は自分の領域の風
景画です。これが済んだら九州に飛んで行って郷
里の名所を絵にしたいと思っています。私は風景
くらがり

画の中でも渓谷（闇刈渓谷などの）を特徴にして

自宅に飾られたコレクションの美術品と、
自作の 200 点の茶碗の一部

いるものですから、そこに行って資料を集めてき
てあとで描いています。ですから常に私の側には

に乗って、渥美線新豊橋で降りて名鉄に乗り換え

80 本の絵具があります。

て地下鉄に乗り換えて２時間。一生懸命に茶碗作

それからまた勉強する学問は色彩学というの

りに通います。古橋先生も驚くぐらい熱心で、こ

で、これは実は物理学なんですね。その他に網膜

れは先生最後の窯の作品です。卒業祝いに古橋先

の問題がありますので、眼科のお医者さんの学問

生から「越知さん届けてくれ」ということで、今

もしなければいけない。そういうことでなかなか

日は酒井先生にお渡ししてあります。

忙しい。今日の催し事に異議を唱えるわけではあ

こうやっていろいろお話ししますのは、堅い話

りませんが、ちょっと時期が遅かったかなと思い

にならずに、そして先生もちょっとお疲れ気味だ

ます。私に与えられたのは、愛知大学に関係して

ものですから、時間をちょっととらせていただく

２回目の名誉なことです。１回目は、九州大学か

ということで、ご了承願いたいと思います。

ら来たばかりの、海のものとも山のものとも分か

もう１つの趣味は最近です。油絵に熱中してお

らない青二才の私に、本間先生のお持ちになって

りまして、印象派の作品からピカソの作品までや

いた法学の講義を代わりにやれと言われた、これ

ろうというわけで今、ピカソの裸体画を複写して

は最高の名誉だと思います。第２回目は今日の催

います。たいへんユニークな先生で、絵もやる、

しであります。先ほど言いましたように、今は油

庭も作る、陶芸もやる、そして憲法学者というこ

絵に夢中になりますけど、私は今社団法人二科会

とで、今日は楽しくお話を聞いていただきたいと

から言われまして、来年の春の二科展に出品する

思います。それでは酒井先生、お願いいたします。

絵を準備しており、ちょっと大学史の問題からは

◇

◇

離れていまして恐縮であります。

◇

さて私が愛大のことに関心を持ちましたのは、
図書館の入口に愛知大学の建学の精神の碑があり

私と愛知大学
酒井

ます。あの前を通るたびに私は、この原文はどな

ご紹介にあずかりました酒井です。ちょ

たがお書きになったんだろうかということを常に

っと２、３日前から体調を崩しまして、昨日も点

疑問にしていました。しかし私の勘では、これは

滴を打っていましたが、皆さんが苦労して時間割

確かに漢学の素養のある人だというふうに睨んだ

を決められましたので、それを変えることは絶対

んです。かつてある大学で投書事件があった時に、

にできないという法律家の意地があって出てきま

今はワープロの時代ですから筆跡で鑑定ができま

した。

せんが、ちらっと思うのは文章を書いた人はおそ
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さ か い よしひで

酒井吉榮プロフィール

【経歴】
愛知大学名誉教授、北京大学客員
教授、法学博士、ハーヴァード大
学客員研究員、九州大学講師、名
古屋市立大学講師、南山大学講師

【主著作】
『近代憲法思想史研究』
（評論社，1961）
、
『アメリカ憲法成立史研究
第１巻』
（評論社，1965）
『
、アメリカ憲法成立史研究第２巻』
（評論社，
1988）
、
『憲法学講義』
（評論社，1975）
、
『学問の自由・大学自治の
研究』
（評論社，1979）
，
「アメリカにおける大学の自治」田中英夫
編『英米法の諸相』
（東京大学出版会，1980）
、
「国会の地位」清宮・
佐藤編『憲法講座第３巻』
（有斐閣，1964）
、
『憲法学原論』酒井・
大林共著（評論社，1990）
、
『比較憲法学』酒井・大林共著（評論社，
1999）
、
『アメリカにおける新しい平等の創造』
（評論社，2005）

酒井先生によるピカソの模写

らく漢学に通じている人であろうと推測しまし

30 年にわたっておりました。大急ぎで見ている

た。文章には、スタイルというのがあって、夏目

時に私を助けてくれたのが、私の孫にあたる者で、

漱石なら夏目漱石、蘆花なら蘆花、そういう人に

慶應大学の博士課程におりました。

は文章のスタイルがあるので、その人の文章を調

日誌の中に書いてあることですけれども、毅陸

べれば分かる。私は林毅陸先生だというふうに予

先生は同文書院の母体である東亜同文会の理事を

想をしまして武田学長や山本事務局長にそれを言

しておられまして、いかにそれに熱心であったか

って、慶應大学に行って調べたんです。慶應大学

ということが、愛知大学の学長を引き受けられた

の三田の本館には福澤研究所というのがありまし

原因です。もう１つは解散の清算人であったため

て、これはナンバー１の福澤先生の研究をやると
ころですが、ナンバー２は林毅陸先生なんです。
林毅陸先生は若い日に高松で漢学の素養を受け
て、恩師に子供さんがいなかったので養子に行か
れて林になられたんです。林先生については『生
立の記』というのがありまして、今まで分かりま
せんが、
それに記録もあるんじゃないかと思って、
福澤研究所で長い間書き続けられた日誌を調べま
した。それはたいへんなことでした。と言うのは
５時になると事務所が閉まりますからそれまでに
見てしまわなくてはなりません。しかし日誌は

建学の精神を伝える「愛知大学設立趣意書」碑
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愛知大学の父たち

初代学長 林毅陸と
「生立の記」

２・４代学長

「生立の記」には初代学長就任
のいきさつが書かれている

本間喜一

３代学長

小岩井淨

学に来ているんでしょう。まだその頃は愛知大学
のことは言えません。そういうことで西郷さんに

に、
これを本間先生と小岩井先生が言われますと、

もの申したのは私だけです。

初めは固辞されました林先生も断りかねた。「そ
れではあなたは、戦争が始まり、大陸にたくさん
の学生を残して、学生が卒業しないままでいる。

愛知大学の父たち

それでいいのか」ということを言われた時に、林

さてそのぐらいにして、林先生の長女の方が鎌

毅陸先生は「それでは引き受けましょう」と。私

倉に住んでおられまして、私は何度か電話でお話

はその時に勝海舟と西郷隆盛の会見に相当すると

ししたことがあるんですが、「父の林毅陸の記録

思ったんですけれども、
「西郷隆盛論」を読んで

や本がいっぱいある」とおっしゃるので、私はリ

いると、ちょっと割引して考えなければいかんと

ュックサックを用意して伺うための用意して楽し

思うんです。西郷隆盛のほうが偉いとわれわれは

みにしていたんですが、しばらくしまして「あれ

思っていましたけれども、高輪の会見は立派でし

は私の勘違いだった」と。「私は父の遺産と言う

たがそれ以外は西郷隆盛がアホだったと。私は一

べきものは慶應大学に寄付してしまった」。慶應

時西郷隆盛のことが頭にきて、九州に集中講義に

の図書館のインフォメーションに行きまして、そ

行った時に足を城山まで伸ばして西郷さんの最後

れが今ある場所が分かりました。東横線だと思う

のところを事情聴取したんですが、そのあとで西

んですが、白楽という駅です。だから皆さんの中

郷さんが作った私学校に行ってきたんです。私は

で林毅陸先生をお調べになる時には、白楽に行っ

そこで西郷さんにもの申したんです。
「あなたは

て調べられる必要があると思います。これは大島

確かに勝海舟との会見では立派なことをなさった

さんがいろいろ研究していらっしゃるので老婆心

けれども、それ以外はあんたはアホじゃ」と。

ですが、白楽に行けば林先生の書かれたもの、林

と言うのは、西郷さんは目先のことばかり考え

先生がお使いになったものが分かると思います。

ていた。さしあたり目標は熊本鎮台をやっつける

それを複写して大学研究室で参考にしたらいいと

ことにあったものですから、西郷さんの私学校と

思います。

いうのは兵士・軍人を育てるということばかり考

林先生が大物であるということを私は浅井さん

えている。私は西郷さんに言いたい。「あんたは

にも言いましたので、浅井さんは私のところに３

世界の歴史に目を開いていない。大隈とか福澤と

回ほどお見えになりました。林先生は東亜同文書

か、いろいろな人が世界に目を向けて歴史の進行

院の母体である同文会で理事をしておられました

方向を目指したからこそ今門前市をなしてその大

けれども、１回も欠席しておられない。それほど
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同文会に対して熱心であった。それから清算人で
あった。先生のお宅は渋谷の伊達町にあったと思
います。本間先生がしょっちゅう通われたという
ことを聞きました。初めはお１人だったそうです
けれども、それはおそらく建学時の用件だったと
思います。小岩井先生は最後の１回だけお見えに
なった。これはやはり趣意書を書くには相当慎重
な交流が必要だったと思います。そういうふうに
同文会を通じて同文書院に熱を入れておられたと
いうことは、やはり愛知大学を作るにあたって学

元気かくしゃく、質疑に答える酒井先生

長を引き受けられたと思うんです。これは私が帰
ってきて今泉潤太郎先生にご報告申し上げまし

ンボルト、フィヒテ、シュライエルマッヘルの３

た。

人です。

さてそれではあの建学の精神は誰が書いたかと

フンボルトは恩師の林田教授からしょっちゅう

いうのが関心があったんですが、これは本間先生

聞いていましたけれども、勉強は不足であります。

が、林先生が亡くなられて慶應大学の大学葬があ

私はロックの勉強とかエマーソンとかマディソン

った時に、愛知大学教職員代表、学生代表として

とかいうほうに行ったものですから、フンボルト

弔辞を述べておられます。本間先生が書かれた弔

のほうの勉強はせずにいたんですけれども、ベル

辞の中に、あの全文は林毅陸先生がお書きになっ

リン大学というところになるとフンボルトの勉強

たということで、初めて建学の精神が書かれたの

をせざるを得ないので、時期は遅かったと思って

が誰かということが分かったわけです。

います。

なお先ほど言いましたように林先生のことを詳

ところで私が大学史をやるに到ったのは実践的

しく調べようとなさるなら、白楽に行ってお調べ

な意味があるんです。と言いますのは、昭和44

になることが必要だということを申し上げます。

（1969）年は世界的に荒れ狂った大学紛争の年で

林先生は偉大な人で慶應大学の福澤諭吉に次ぐナ

す。その年に山田文雄先生は学長になられた。そ

ンバー２の地位にある人ですが、愛知大学につい

のあと、私は法経学部時代で、まだ私は40 代の

ても非常に貢献をなさったわけで、私は大学の父

半ば過ぎですから体力的には困らなかったんです

という言葉を使っておりますが、私が専門にやっ

けれども難問がありました。

ているアメリカ憲法史の中で、憲法の父、ファー

学生の側から出てくる問題は紋切り型で、大学

ザー・オブ・ザ・コンスティテューションという

の自治は何とかかんとかで、彼等の質問は幼稚で

言葉を使っていますが、大学関係の重要な人を、

すし、答えるのは簡単だったけれども、しかしそ

私はベルリン大学の父、愛知大学の父と呼んでい

れを機会に私に与えられた問題は、大学の歴史を

ます。

もっと真剣に勉強する、取り組まなければいけな

アメリカでは独立宣言と、それから連合規約と

いということで、私の勉強は憲法の他に大学論と

か州憲法がありますので、数えてみると 55 人に

いうことになって、その後私はいろんな大学の研

なります。そこでアメリカではその人達を「フィ

究をしました。大学史については本間先生と愛知

フティーナイン」というのがあります。大学の場

大学に限って申し上げますと、愛知大学の管理形

合はそんなのはありませんけれども、やっぱりそ

態は二元的であると。それは教授会と理事会がも

れに匹敵するものがあって、ベルリン大学は、フ

ちろん今も愛知大学はありますけれども、そうい
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う二元的な形態であります。だから大学の教授会、

学校を作った。これをドイツに強制しようとした

協議会が経営のことを云々すると、ちょっと誤る

んですが、ドイツ人はこれを拒否したんです。

ことがあるんですね。それで一番失敗したのは大

1810 年にベルリン大学が開学しました。当時、

高問題だと思います。あの時教授会が素人の教授

ドイツ国民の再建の意欲は極めて旺盛でした。そ

だったものですから失敗しまして、給料の未払い

して２代目の学長シュライエルマッヘル。シュラ

はありませんでしたけれども遅配があった。しか

イエルマッヘルは「ベルリンにおける大学の伝統」

しそれも堪能な本間先生の力によってわれわれは

とか、ちょっとタイトルは正確ではありませんが、

ちゃんと給料をいただいた。二元的だということ

これを書きました。

が愛知大学の管理形態の特徴だと思います。しか

ところでベルリン大学を論じる前に愛知大学の

し大高問題は払い下げの値段が思ったよりも高額

「知を愛する」というようなことは、慶應大学、

であったためにこの基金を利用して移転すること

ハレ大学とゲッティンゲンの大学があります。こ

ができたわけです。災いを転じて福となすという

のハレ大学、ゲッティンゲンの大学の中で「リベ

のはこのことだと思います。

ルタス・フィロソファンディー」、これはラテン

林先生に話を戻しますと、林先生は漢学の素養

語で「哲学する自由」ということですが、愛知大

があるものですから、あの文章をご覧になると漢

学の「知を愛する」はこれに共通するものがある

文調でしょう。林先生がお作りになったというこ

と思います。

とが本間先生の弔辞の中ではっきりしました。そ

それから大学研究会、これは大学史研究も大事

れを探した時はやっぱり非常に嬉しかったです。

なことで重要な課題ですけれども、これをもっと

そこで武田学長と事務局長に報告をしているわけ

総合して研究すべきであり、カリキュラムの問題

です。私はレジメの中で大事なことは愛知大学の

とか、あるいは組合がやってる給与の問題、ある
いは不幸にして非行を犯した場合の処罰、重いの

「愛知」の問題だと思うんです。

は国の裁判所がやりますが、学内では懲戒の問題
がありますから、そういうものを総括する部門を。

愛知大学とベルリン大学の特徴

私はそれについては広島大学の大学研究所をモデ

一方、ベルリン大学の特徴とは何かと言うと、

ルにしております。昨日も私のところに書類を送

ナポレオンによって敗北したベルリンの町には、

ってきましたけれども、私は広島大学の研究所の

ナポレオンの馬蹄の音が高らかに鳴っていた。そ

研究員にもなっておりまして非常に参考になる。

してナポレオンはその前にフランスで職業的専門

われわれ広島とかローカル的なものだと思うのは
大間違いで、あそこには必ず東京大学の天野郁夫
先生もおられます。広島の大学研究所をモデルに
して研究して、それを愛大の大学研究のシステム
にしたらどうかなと思います。年寄りなので余計
なことですけれども。しかし何でも言いたい。昨
日も余分なことですが事務局長に「豊橋の町もオ
ランダに似てきた」。と言うのはあっちこっちに
風力発電が出てきているんですね。そこで電気代
の採算といろいろ。ただ音がするのをうまく防げ
るかどうかが分からないけれども。愛大でも風力

酒井先生ご自宅書棚を説明

発電を考えられたらどうだと、素人が余計なこと
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長年を過ごした愛知大学に対する想いは人一倍、
桜満開の時

を言って耳を汚したわけです。

古橋先生の元で陶芸を学ぶ

さて本題に戻ります。大学史を研究することに
なったのは孫子の兵法ではなくて、クルマロジの

（模作）を持っていますので、永仁の壺よりも私

竹中半兵衛の戦術を真似したので、学生のほうに

がしたかったのは、ロダンの「考える人」を陶芸

先んじられていることが多かったわけですが、私

の作品で作りたいと思ったんです。家内の看護の

の書いた本で、タイトルは『学問の自由・大学自

ためこの夢を果たしていませんが、これは世界で

治の研究』です。これが注目されるようになった

50 個ほど同じものがあって、だいたい50 万円ぐ

のは、広島大学が中国の文部省、国家教育委員会

らいしますから、これを武田先生に買ってくださ

から招かれたことがあり、その時「中国の大学を

いと。愛大の大事なところにロダンの陶芸品を。

制度化したいと思うが、日本で読まれているのは

もう１つは豊橋の土地の赤土、これは非常に陶芸

どんな本があるか」ということで、所長が「酒井

にいいと思います。この赤土でもってこういうも

のこの本だ」と。それが中国の文部省と北京大学

のを、愛大の豊橋と三好と車道に１個ずつぐらい

の目にとまって、私は北京大学の客員教授になっ

置いてもいいんじゃないかと思っています。

たわけです。

また話は戻りますが、私の思想構造の中、学問

中国はその頃、友好関係の順位が変わってきた。

の方法論の中にはマルクス主義の影響がある。私

第１はソ連、第２はアメリカ、第３は日本だった

の憲法の発端は労働各説から始まっています。そ

のが、第１がアメリカ、第２は日本だったかソ連

の後武田先生の社会民主主義の本を読んで「これ

だったか、順位が変わったものですから、中国と

だ」と思って、社会民主主義の武田先生の本に依

しては日本のこととアメリカのことを知りたいと

拠して書いています。それから平和主義を論じる

いうことになって、私は北京大学に行って、大学

前にはやっぱり軍国主義の問題を。これは戦争中

院の学生 20 人ぐらいでシンポジウム、ゼミをや

われわれが読まされたヒットラーの「マイン・カ

りました。一般学生については講演をやったこと

ンプ」とクラウゼヴィッツの「戦争論」です。そ

があります。

してそれが日本に移ったんですね。フランスの影

ここでちょっと息抜きの話なんですが、私は退

響も強かったと思いますが、戦争中は敵国の英語

職後８年間陶芸のお師匠さんに通いました。私の

は使えないと言うけれども、フランス語は堂々と

狙いは、この方非常にうまい方で永仁の壺の模作

まかり通っていた。

を作成してほしいと思ったのです。私は永仁の壺

ところが桂太郎かなんかが、ドイツの参謀本部
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時、参謀本部の地図がその頃は一番優れていたと
言ってもいい。中国とソ連の境界辺りは曖昧だっ
た。同文書院が現地に行って調べているとこれが
一番利用し易いわけで、それを利用したものです
から同文書院はスパイの学校だというふうに誤解
を受けて迷惑をしたわけですが、のちにそんなこ
とはなかったということが分かった。
同文書院は、ただ優秀な人材を育成することに
あって、そしてそれは決してスパイの養成でも何
「中国人民のアメリカの友」エドガー・スノーの墓前で
1977 年 12 月

でもない。
そして話を戻しますが、総司令部民間情報部
（局）の調査の最も重要な結論を見ますと、愛知

をモデルにしてベルリン士官学校と陸軍士官学校

大学を作るのは京城大学の復活でもなければ同文

の軍事学もクラウゼヴィッツに頼りました。そし

書院の復活でもない。同文書院は中国研究の第一

て彼の「戦争論」
。日本もそれをモデルにして日

線を行く優秀な大学であるというマッカーサー司

露戦争を行なって勝ったと言われています。日露

令部の見解が返ってきています。マッカーサーは

戦争についてわれわれは中学校で、ルーズヴェル

日本にいる時に善政を敷いた。いいことをしたの

トが非常に好意的であったと言いますが違うんで

は２つあって、１つは憲法の平和主義を認めたこ

す。それは資本主義はいろんな矛盾から恐慌が出

と。それから愛知大学の平和主義の大学を認めた

てくる。その恐慌を解決する方法にはやっぱり戦

こと。それはマッカーサーが善政を残した結果で

争（ゲバルト）に訴えることが必要だというので、

あります。憲法はフィリピンの憲法をモデルにし

軍隊がそこにいて「俺達がお助けしましょう」と

ています。そういう点はアメリカは正直だと思い

いうので戦争になる。だから日露戦争はロシアの

ます。

南下を防ぐこともですけれども、アメリカもまた

私はハーヴァードにいる時に隣が MIT（マサ
チューセッツ工科大学）だったので、よくその当

満洲その他に投資していると思うんです。
ちょっと飛びますけれども、私は北京大学にお

時行った時に、ああ山本さんもここに留学されて

世話になった時に、外国人宿舎を右に行くと東大

いたんだなあと思って、哀悼の意を表したことが

の赤門と同じような正門がある。そこを出ると毛

ありますけれども、東郷に次いで尊敬されていた

沢東の銅像がありますが、その頃は個人崇拝はな
くなったからみんな知らんふりをしておりまし
た。正門から入って行って小高い丘があってお墓
がある。ああ中国だなあ、大学の中にお墓がある。
それはアメリカ人のエドガー・スノー。米中友好
の碑と書いてあります。

東亜同文書院と愛知大学の創設との関係
中国との関係で申し上げますと、同文書院はご
承知のように卒業論文として大旅行を行なう。当

左から藤田佳久センター長、
大林文敏教授、
山本晃司主幹と
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軍神山本五十六。彼はご承知のように、小泉さん
が総理になって「米百俵」の話をしていましたが、
あの「米百俵」の小学校の出身なんです。私は四
大私学史として慶應大学、早稲田大学、同志社大
学、そして愛知大学を書こうと思ったこともあり
ます。ですから慶應の百年誌とか同志社の百年誌
とか、そういう本をいろいろいただいております
が、これはもう私は使えませんので、皆さんの大
学研究所に差し上げます。もっとも学校には図書

日本国憲法

館への寄贈があると思いますけれども。これをお
使いになったらいいと思います。

ることをご承知なんです。第一次世界大戦のあと

なお私は今日の話を簡単な言葉で言えば、「愛

のヴェルサイユ条約によっているので、フランス

知大学外史」と呼ぼうと思っています。これは頼

のクレマンソー、イギリスのロイド・ジョージ、

山陽の「日本外史」の真似をしているわけです。

アメリカのウィルソン、こういう人達のいろいろ

頼先生に断ろうと思って電話帳を見ますけれど

な計略があって、ウィルソンの理想主義とクレマ

も、頼山陽の電話番号が載っていませんので連絡

ンソーおよびロイド・ジョージ現実主義の妥協で

をしておりません。皆さんが公式に大学の正式の

あった。一番失敗したのは、ドイツの皇帝を戦争

会議の決定でなさったのは「正史」ですね。私の

犯罪人として裁くことが決まったんですけれど

はせいぜい「外史」にあたると思うんです。だか

も、皇帝はオランダに亡命した。このため、オラ

ら今日から「日本外史」ではなく「愛知大学外史」

ンダに向い、皇帝の引渡しを要求することとした。

と呼ばせていただこうと思っています。

しかし、オランダは、その要求には応じなかった。

いろいろ話が飛びましてとりとめがありません

無論ドイツは、戦争の末、降伏したのではなく、

けれども、武田学長、山本事務局長の寛大なご好

軍部の巨頭ルーデンドルフ自身、勝利の望みを失

意によって林毅陸さんが大物だと、そしてその人

い、みずから進んで講和の承諾を促したのであっ

が建学の精神を書かれたのだということが分かっ

たけれども、当時、敵軍は、一兵たりとも、ドイ

て、その時ほど嬉しいことはなかったです。その

ツ領内に侵入したのではなかったです。一般国民

根拠が本間先生の弔辞ですからね。そういうこと

は敗戦の現実を十分感知せず、大国としての自負

が い ろ い ろ 思 い 出 さ れ ま す。 林 先 生 は 昭 和25

と意気は、なお盛んなるものがありました。ドイ

（1950）年に亡くなっていらっしゃいますから、

ツ人の気持ちと食い違いがあるんですね。

昭和 27年に愛知大学に助教授として就任した私

平和維持のための保障力、活動力が、大いに強

は、先生にお目にかかったことはありません。ま

化されています。1944 年８月 21 日より９月 27 日

だ海のものとも山のものとも分からない私に、本

まで、ワシントン郊外のダンバートン・オークス

間先生の大物の持つ法学の授業を持たせていただ

で開かれた米英ソ三国会議において、10 月９日、

いたのは最高の栄誉であり、今回の講演は第二の

米英ソ中四国の名において発表されました。1945

栄誉であります。

年６月 26 日に正式の調印がされました。1946年

平和主義の問題はやっぱり国際連盟というもの

１月 10 日から 15 日まで、第１回総会をロンドン

ができるあたりですね。国際連盟と国際連合は大

で開き、連合の中枢機関である安全保障理事会

きな違いがあります。やはり林先生は外交史の専

（security council）も同時に開催され、本式の活動

門の方ですから、愛大ができる頃国際連合ができ

を始めました。理事会は 11ヵ国よりなり、米、英、
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ました。51 条はそれをそのまま表現したもので
ある。自衛の措置は、必要な限度に限られるが、
しかし、実行にはその限度を越えて乱用される危
検性が少なくない。自衛権の発動は、安全保障理
事会が国際の平和および安全の維持に必要なる措
置をとるまでの間、認められる。安全保障理事会
が、そのような措置をとった場合には、自衛権に
もとづく措置は当然停止しなければならない。外
国の自己防衛という時に、被害国は立ち向かって
戦争をすることができるわけです。けれども国連
憲章 51 条の規定にありますように国際連合の安
全保障理事会が決定をした以上は、各国の自衛戦
争はやめなければならない。こういうことを、林

DECLARATION DES DROITS DE LHOMME
ET DU CITOYEN
「人間と市民の権利の宣言（人権宣言）」
1789 年８月 26 日に出された。フランス革命

先生は外交史の専門ですからちゃんとご存じです
ね。そういう国際法、国際外交、国際関係などに
通暁している林毅陸先生を初代学長に持ったこと

ソ、仏および中華民国の５ヵ国が常任理事国であ

は、愛大にとって幸せであったと思います。林先

り、任期２年で、非常任理事国としては、ポーラ

生について申し上げることは、非常に傑物であっ

ンド、オランダ、エジプト、メキシコおよびオー

た。慶應大学でも福澤諭吉に次いでナンバー２に

ストラリヤの６ヵ国が当選しました。

置かれるくらいです。愛知大学でこの先生を学長

そして国際連合の主要なる機関のうち、安全保

に迎えたことは幸いであると私は思います。

障理事会は、最も重要なる中枢機関であり、絶大

愛知大学設立の客観的要請は、国際的教養と視

なる機能を与えられています。国連で一番大事な

野をもつ世界文化と平和に貢献する人材を養成す

のは安全保障理事会。国際連盟の正当防衛に当た

る国際文化大学の創設である。われわれの責任は、

る自衛権というのを認めている。理事会が武力行

旧来の軍国主義的、侵略主義的第二次世界戦争に

動の決議をする場合、加盟国は、武装兵力その他

よって、招いた日本の物質的、精神的荒廃を再建

通行権を含む援助、ならびに便宜を提供する義務

することです。この点 1806 年、ナポレオンと闘

がある。理事会は、かくして、一種の参謀本部と

って敗北したプロイセンが「物質的に失ったもの

なり、
国際軍（国連軍）を動員させることになる。

を精神的なものでとり返さなければならない」と

軍事参謀委員会は、常任理事国の参謀総長または

決意したウィルヘルム三世のメーメルでの決意と

その代表をもって構成する（41 条）
。私は昭和15

同じであると思います。

（1940）年に法律の勉強を習い始めたんですが、
刑法の 36 条に正当防衛というものがあります。

趣意書に「今後の再建は、民主主義を実現し、
自らを文化、道義、平和の新国家として再建する

「自己または他人の権利を防衛するために、やむ

ことでなければならない。而して世界平和に寄与

ことを得ざるに到る行為はこれを罰せず」。不戦

すべき日本、人文の興隆と有為なる人材の養成と

条約には、アメリカがおくった自衛権の留保があ

いふ点に盡きる」と。フンボルト等によって指導

った。その中に「すべての国は、いつでも、また

された文化国家を、愛知大学は継承していること

条約の規定にかかわらず、攻撃や侵入から自国の

は明白で、その上、日本国民の願望を代弁して、

領域を守ることは自由である」という文書があり

愛知大学の父たちは、平和国家を力説しています。
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ました。この際ぜひお聞きしておきたいことが２
つございます。気軽にお答えいただきたいと思い
ます。先生のものはいろいろ読ませていただいて、
先生のご主張はかなり自分としては理解したつも
りでございます。１つはベルリン大学の創設と愛
知大学の創設との間には非常に近似性があるとい
う点全く賛成でございます。古い体制がドイツの
場合はナポレオンの侵攻によって崩壊し、新しい
国作りをしなければならない。そのためには今ま
での大学とは違った新しい大学を作って人材を養

愛知大学設立に思いをはせる

成しなければならない。こういう中でベルリン大

就中、多年の研究に蘊蓄を固めた国際法、外交史

学の理念が作られたわけです。愛知大学の場合は

の専門家である林毅陸がリードしたと思います。

第二次世界大戦に到る非常に非民主的な、あるい

そういうことで思い出すことはいろいろありま

は軍国主義的な体制が敗戦によって崩壊し、これ

すけれども、あまり時間をとるのは皆さんにご迷

からしっかり平和的、文化的、民主的な国家を作

惑となりますので、このあたりで話は打ち切らせ

らなければならない、そういう義務感から若者を

ていただきます。

養成するために創設された。150 年の時間を隔て

では長くなりましたのでこれで失礼します。ご

まして、時代は異なるけれど愛知大学とベルリン

清聴ありがとうございました。
◇

司会

◇

ているとはいえ、ある意味で非常に似通っており
大学は、同じような創造的な意味を持った大学だ

◇

というふうに考えております。

それではまだ 30 分ありますので、何か

そこで質問なんですが、愛知大学の創立者達と

ご質問がございましたらお尋ねください。話がの

言われる林毅陸先生、本間喜一先生、小岩井淨先

ってきますと次第に元気になられたので大丈夫で

生が、どなたでもいいし皆でもいいんですが、ベ

す。初めはちょっと心配しまして、今日できるか

ルリン大学の設立の経過や、あるいはシュライエ

なと思っておりましたけど。

ルマッヘルといった人達の考え方をそれまでに知

今泉

今泉です。質問ではないんですが大変面

っていて、愛知大学がそれに倣って創立されたの

白くて。88歳ということで心配しておりました

かどうか。本間先生はベルリン大学に留学される

けれども、
本当にしっかりお話ししてくださって。

んですけれども、そういうことを前もって知って

新しく知ったこともありますし、本当に面白く聞

いてその考えを愛知大学に適用されたのか、それ

かせていただきました。

ともそれほどはっきりは知らずに、ただ歴史の流

大変ありがとうございました。質問ではなくて、
脈絡がよく分かりました。
酒井

れの中で歴史の要請に応えた結果、ベルリン大学
と愛知大学に類似性が表れたのか、この点を先生

今泉先生とは同志的結合で、緑のことで

一生懸命応援してくださった他に若手の優秀な人

はどうお考えになっておられるかを、まずお聞き
しておきたいと思います。
酒井

を紹介してくださって助けられております。

脇坂先生が最初にベルリンに留学してお

司会

大島先生どうぞ。

られます。それから本間先生も。小岩井先生は知

大島

大島でございます。本日はたいへん結構

りませんがいらっしゃったんじゃないかと思いま

なお話をいろいろ伺いまして、ありがとうござい

す。あの頃は東大がベルリン大学だと思ったのは、
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院、愛知大学の最近に到るまでいろいろ講義をな
さっておられます。私もその１つを担当させてい
ただいております。もう１つは最初に藤田先生か
らご指摘がありましたように、この愛知大学、東
亜同文書院記念センターのオープンリサーチセン
ターの中に大学史という部門を設けまして、そこ
でもいろいろな人の援助を得て、協力しながら大
学史を研究しております。
いずれにせよ、ひとりよがりにならないこと。
つまり自分の大学だから悪いことはあまり触れず

愛弟子の大林文敏教授と

に、言いにくいことは言わずいいところばかり取

東大の法学部を出た優秀な人は皆ベルリン大学に

りあげて、ひとりよがりの大学史になってはいけ

行っています。ベルリン大学は東ドイツの時でも

ない。そういうご注文もありまして、いろいろな

フンボルトの名前を付けていますね。あなたがい

難しい問題も率直に出して、ただしそれを自分達

らっしゃった時はフンボルト大学だったでしょ

の力で克服していった、解決していったんだとい

う。私も思想の遍歴がありますが、イギリス革命

うことまで、ちゃんとお話ししよう。そうすれば

を書いた時はマルクス主義の影響を一番受けてい

学生達がどういう大学だ、どういう特徴のある大

たと思います。

学だということも分かるし、また教員も自分の大

大島

特にお聞きしたいのは、創立者の方々は

ベルリン大学に倣って作ったのか、それほど意識
していなかったのかという点です。
酒井

学についてアイデンティティーを持つことができ
るという観点でやっています。
そういう中で本日の酒井先生のお話は、非常に

脇坂先生と本間先生はベルリンに行って

大きな視野で世界の大学史の中で愛知大学を考え

いますけれども、林先生はフランスで勉強してい

るというお話であって、たいへん示唆に富み、い

ます。フランス語が得意でフランスに憧れて行っ

ろいろ参考になりました。おそらく酒井先生には

ていますから、ドイツのことはあまり考えてない

「もう少し若かった時、あるいは在職中になぜや

んじゃないかと思います。
大島

らんのか。今頃になって引っ張りだしよって」と

酒井先生、本日はたいへん無理を言いま

いうお気持ちもあろうかと思いますけれども、そ

して。しかししっかりしたお話をいろいろ伺わせ

れは少しご寛容を願いまして、今後ともいつまで

ていただきまして、心よりお礼を申し上げたいと

もご壮健で、またこういう機会にお話ししたり討

思います。今頃こんなことをと思われるかも知れ

論をさせていただければたいへん喜ばしい次第で

ませんが、最近愛知大学では２つの方向で大学史

ございます。酒井先生本日はたいへんありがとう

の研究が盛んに行なわれるようになりました。１

ございました。

つは講義の中身です。
「大学史」という科目も出

司会

それでは酒井先生の「世界大学史と愛知

まして、先生方がリレー講義という形でヨーロッ

大学」の講義はこれをもって終了いたします。盛

パの大学の先生から日本の旧制大学、東亜同文書

大なる拍手をお願いいたします。
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本プロジェクトは、オープン・リサーチ・センタープロジェクトの主旨を汲み、本プロジェクト全体、
各サブプロジェクトの成果を広く知ってもらうために、なるべく活字化して記録し、出版公表してきた。
以下、その刊行物を一覧してまとめて示す。
Ⅰ．本プロジェクト全体にかかわる出版物
⑴ 「オープン・リサーチ・センター年報」（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編）
これは毎年のプロジェクト事業を年報として収録して出版刊行したもの。ただし、初年度は不慣れも
あって、一部の事業の収録が出来ず、後掲の研究報（ニュースレター）に譲った部分もあるが、残りの
４年分については、ほぼ各事業を収録できた。これによって本プロジェクトの全体像を知ることが可能
になった。
第１号：2007 年３月刊行（A4 版、176 ページ）
第２号：2008 年３月刊行（A4 版、422 ページ）
第３号：2009 年３月刊行（A4 版、538 ページ）
第４号：2010 年６月刊行（A4 版、512ページ）
第５号：2011 年３月刊行（A4 版、468 ページ）
計2,116 ページ
⑵ 「同文書院記念報」
これは本プロジェクト以前から毎年度末に書院関係の史資料、研究報告などを収録し、当記念センタ
ーの小型研究誌的存在であった。これを本プロジェクトの中にも取り込んで継続刊行した。
第 15号：2007 年３月刊行（A5 版、101 ページ）
第 16号：2008 年３月刊行（A5 版、114ページ）
第 17 号：2009 年３月刊行（A5 版、99 ページ）
第 18 号：2010 年６月刊行（A5 版、87 ページ）
第 19号：2011 年３月刊行（A5 版、71 ページ）
計472 ページ
⑶ 「研究報」（ニュースレター）
これは本プロジェクト事業をより広く、迅速に知ってもらうためのニュースレターであり、年２回の
刊行をめざした。初年度は実質的には秋から事業がスタートしたため、半年分で１号のみ、最終年度は
事業が重層的にすすんだため、半年での区切りが出来ず年１回となった。２〜４年目はそれぞれ２号分
刊行し、広く読まれた。
第１号：2007 年１月刊行（A4 版、12 ページ）
第２号：2007 年 11 月刊行（A4 版、12 ページ）
第３号：2008 年３月刊行（A4 版、12 ページ）
第４号：2008 年 12 月刊行（A4 版、16 ページ）
第５号：2009 年３月刊行（A4 版、16 ページ）
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第６号：2009 年 12 月刊行（A4 版、16 ページ）
第７号：2010 年３月刊行（A4 版、12 ページ）
第８号：2010 年２月刊行（A4 版、18 ページ）
計114 ページ
⑷

リーフレット作成、刊行
これは本プロジェクトをすすめている当記念センターを広く知ってもらうためのガイド用リーフレッ

トの作成、刊行である。いくつかの種類のリーフレットを作成した。学生を含め、多くの見学者の手に
渡っており、当センターの存在を知らしめてきた。
①愛知大学東亜同文書院大学記念センターの概要版（見開き８ページ）
日本語版、英語版、中国語版をそれぞれ作成した。
②本間展示室概要版（見開き６ページ）
③愛知大学豊橋キャンパス探検マップ（表裏２面）
キャンパスは当記念センターを核にし、多くの歴史遺産があり、それらをマップ化して、学生や
一般人にキャンパスへの新たな眼と親しみを感じてもらうために作成した。原案の図は学生の漫画
研究会に作成依頼した。好評である。
④ DVD「東亜同文書院から愛知大学の歩み」作成
タイトルの主旨で、書院史から愛知大学史へ展開する本学の歴史的基盤を数々の歴史的写真を用
いて 30分に編集し作成した。学生や来訪者に分けており、これも好評である。
Ⅱ．各サブプロジェクトにかかわる出版物
⑴ 「愛知大学史研究」
東亜同文書院大学を愛知大学が継承した創設期の研究成果を年次ごとにまとめ、タイトルの誌名で３
号まで刊行した。
第１号：2007 年 10 月刊行（A4 版、197 ページ）
第２号：2008 年 10 月刊行（A4 版、265 ページ）
第３号：2009 年 10 月刊行（A4 版、195 ページ）
計657 ページ
⑵ 「本間イズムと愛知大学」（実例編、資料編）
書院最後の学長で帰国後愛知大学を創設した本間学長の言動の中から、リーダーであり、教育者であ
り、研究者である本間学長の愛知大学創設期の精神と実践を啓蒙的に示したブックレット
実例編：2009 年７月刊行（B5 版、60 ページ）
資料編：2009 年７月刊行（B5 版、39 ページ）
⑶

愛知大学東亜同文書院ブックレット
①別冊編：愛知大学東亜同文書院大学記念センター編『愛知大学創成期の群像』（写真集）
2007 年３月刊行（A5 版、53 ページ）
②第１集：安澤隆雄『東亜同文書院とわが生涯の 100 年』
2006 年 11 月刊行（A5版、66 ページ）
第２集：安彦良和『漫画で描こうとして大陸と日本青年』
2007 年３月刊行（A5版、39 ページ）

◦ 2516 ◦

◦第６章

成果出版事業◦

第３集：藤田佳久『東亜同文書院生が記録した近代中国』
2007 年３月刊行（A5 版、61 ページ）
第４集：ロナルド・スレスキー『満州の青少年像』
2008 年３月刊行（A5 版、66 ページ）
第５集：船戸与一『『満州国演義』に見る中国大陸』
2008 年３月刊行（A5 版、44 ページ）
第６集：愛知大学東亜同文書院大学記念センター編『孫文と日本

─神戸・長崎と東亜同文書院・

愛知大学─』
2011 年３月刊行（A5 版、86 ページ）
第７集：武井義和『孫文を支えた日本人

─山田良政・純三郎兄弟─』

2011 年３月刊行（A5 版、86 ページ）
第８集：Yoshihisa Fujita “Toa Dobun Shoin College̶its Development,Great Journeys and to Aichi
University”
2011 年３月刊行（A5 版、45 ページ）
③別冊編：愛知大学東亜同文書院大学記念センター編『東三河のミュージアム』
2009 年３月（A5 版、28 ページ）改訂版 2010 年３月（2009 年３月、30 ページ）
④別冊編：松原一夫遺稿『調査大旅行の追憶

─第四十回調査大旅行─』（アルバム）

2009 年６月（A4 版、93 ページ）
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１．愛知大学東亜同文書院ブックレット①
安澤隆雄（東亜同文書院第 25期生）
『東亜同文書院とわが生涯の100 年』
（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編、（株）あるむ発行、2006 年）
2006年７月 22 日、オープン・リサーチ・センター整備事業の一環として愛知大学で行われた安
澤隆雄氏の講演会の内容が、愛知大学東亜同文書院ブックレットとして刊行されました。
内容は安澤氏の生い立ちに始まり、東亜同文書院入学の経緯や、入学後の学生生活の様子、学
んだ学課、大旅行、そして東亜同文書院卒業から現在に至るまでの人生などについて記されてい
ます。特に、学生同士の結び付きが強められ、卒業後も大きな親近感をもって連絡しあうほどの
緊密な人間関係が形成された寮生活の様子や、週末に学校から小遣いをもらって上海の街中に出
掛けるといった休日の過ごし方、学んだ学課とその内容などに関する記述は、東亜同文書院で学び、
生活した学生の姿を明らかにしています。と同時に、大旅行に関しては道中で体験したことが記
されていますが、雲南から四川に抜ける当初の予定が、排日風潮の高揚によりミャンマーへのル
ート変更を余儀なくされたというような、緊迫した当時の状況も浮き彫りにされています。
安澤氏は東亜同文書院25 期生の満100 歳であり、大正末から昭和初期にかけて東亜同文書院で学
ばれました。その当時の様子については、後世に生きる我々にとっては書籍や資料でしか知るこ
とができなくなっています。しかし、『東亜同文書院とわが生涯の 100 年』は、安澤氏による生の
証言が活字化されたものであり、いわば激動の20 世紀を生きた安澤氏の、100 年におよぶライフヒ
ストリーの記録です。本文は普通の語り口で記されており、ま
た写真や図も多く取り入れられていますので、読みやすくなっ
ています。したがいまして、東亜同文書院についての詳細な理
解の一助となるだけでなく、近代日中関係史をより身近に感じ
ることができる内容となっています。
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別冊

『愛知大学創成期の群像』
（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編、（株）あるむ制作、2007 年）
2006年、愛知大学は創立60 周年を迎えました。それを記念して愛知大学東亜同文書院大学記念
センターでは、「愛知大学創成期の群像

地域とともに 60年」というテーマで、写真パネル展を愛

知大学内で開催しました。『愛知大学創成期の群像』は、その時に展示した写真パネルをブックレ
ットにまとめたものです。
東亜同文書院大学の終焉から愛知大学開学までの経緯を記したパネルをはじめ、愛知大学創成
期を指導した林毅陸初代学長、本間喜一第二代・第四代学長、小岩井淨第三代学長を紹介したパ
ネル、創成期の教授陣の顔写真、愛大事件（1952 年）や薬師岳遭難事故（1963 年）などの愛知大
学を揺るがした大事件、愛知大学と地域との交流を示すパネル、
さらには創成期当時の学生姿のスケッチなども収録されており、
視覚を通して愛知大学の歴史と発展の様子が分かるようになっ
ています。
また、愛知大学は旧陸軍施設を利用して、旧東亜同文書院大
学教職員により1946 年に設立された大学であるため、キャンパ
スには現在も旧軍時代の建物がいくつか残っており、その殆ど
が使用されています。『愛知大学創成期の群像』６、７頁には創
成期当時と現在のキャンパス図が掲載されており、現存する建
物が示されています。
愛知大学の歴史を理解するだけでなく、大学内に残る昔の建
物を見学するガイドブックとしても活用できるものと思います。

３．『同文書院記念報』VOL. 15
（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編集・発行、2007 年）
『同文書院記念報』は、愛知大学東亜同文書院大学記念センターが 1994 年以降毎年発行している
冊子で、今年で15 巻目を数えます。
主に東亜同文書院に関する資料の紹介や、東亜同文書院に関する論文、講演会やシンポジウム
の記録などが掲載されていますが、今回は公開研究会の記録をはじめとして、東亜同文書院をめ
ぐる上海交通大学との共同研究の成果についての報告や資料紹介など、内容も多岐にわたってい
ます。
「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る──ゼロからの出発

愛大創成期の秘話

──」は、オープン・リサーチ・センター整備事業の一環として、2006 年 12 月７日に本間喜一愛
知大学名誉学長の長女・殿岡晟子（あきこ）さんをお招きして、愛知大学で開催された公開研究
会の記録です。日本の敗戦と東亜同文書院大学の閉校、引き揚げ後の愛知大学の設立、そして愛
知大学創立後に発生した愛大事件 (1952 年 )、薬師岳遭難事故（1963 年）における本間氏の果たし
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た役割などについて語られました。学生を愛するとともに、大学
運営に心血を注いでいた本間氏の姿が明らかにされています。
「東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共
同研究発表会」について」は、３年に及ぶ霞山会と上海交通大学
との共同研究において日本側代表を務めた、愛知大学東亜同文書
院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター長の藤田佳
久教授の活動報告です。近年の中国側の東亜同文書院に対する認
識、東亜同文書院研究の状況などについて述べられており、中国
において従来のようなイデオロギー的見解ではなく、史実を重視
する研究が登場してきている現状が紹介されています。
「交通大学・霞山会史実共同研究事業の成果 『資料選集』を読
んで」は、東亜同文書院 41 期生の高瀬恒一氏が、霞山会と上海
交通大学の共同研究の成果として2006年にまとめられた『資料選集』について、同書所収の資料
の価値の高さに言及されたものです。
「記念センター所蔵根津家資料目録（付、寄贈資料目録①）」は、ポスト・ドクターの武井義和
が2006 年度に行った、愛知大学東亜同文書院大学記念センターが所蔵する資料の整理の成果を、
目録として発表したものです。資料目録の公開は今後も『同文書院記念報』誌上で継続する予定
となっています。
「平成 18 年度東亜同文書院記念基金会記念賞・奨励賞の推薦文」は、記念賞を受賞したテレビ宮
崎への高瀬恒一氏（書院41 期生）の推薦文、奨励賞を受賞した成瀬さよ子氏への小崎昌業氏（書
院 42期生）の推薦文が掲載されています。
テレビ宮崎は、2006 年に「新民先生──ふりかえりみて悔いなき時なり──」という題名の番
組を制作し放映したことが評価されました。この番組は全国放映ではなかったですが、東亜同文
書院出身の新名言志氏が戦争中、宮崎県の炭鉱に連行されていた中国人労働者を親身になってか
ばい、待遇改善に尽力したことを明らかにしています。
成瀬さよ子氏は、愛知大学図書館に司書として勤務する傍ら、長い時間をかけて『東亜同文書
院関係目録』を作成したことが評価されました。この目録は明治時代から 2000 年代までの 100 余年
の間に世に出された、東亜同文会・東亜同文書院関係の図書、研究論文類などを幅広く網羅した
もので、今後の東亜同文会・東亜同文書院研究に大きく役立つものと思われます。
（文責

武井義和）
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〈ブックレット紹介④〉

『満州の青少年像』

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

ロナルド・スレスキー『愛知大学東亜同文書院
ブックレット④

満州の青少年像』

（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター編

㈱あるむ発行、2008 年）

武井義和

活は彼らにとって厳しいものでした。中には自
閉症となり内にこもってしまう者や、逆に攻撃的
となり暴力事件が引き起こされたこともありまし
た。さらに、旧日本軍内部で行われた制裁と同様
に、義勇軍内部でも先輩による後輩へのイジメが

2006 年 11 月 20 日から 22 日までの期間、愛知
大学東亜同文書院大学記念センタ−は、パシフィ

あり、
「昌図事件」のように両者が武力衝突し死
傷者が出た事件も発生しました。

コ横浜で開催された図書館総合展で資料展示会を

ブックレットではこのような事例について触れ

開催しましたが、会期中の 21 日には「海を渡っ

られるとともに、例えば「昌図事件」のような流

た若者たち」というテ−マで、記念センタ−主催

血の惨事が引き起こされた背景として、少年たち

の講演会も行いました。ロナルド・スレスキ−氏

が満州について大人たちから聞かされ、想像して

も「満州の青少年像」という題で講演されました

いたことと現実が大きく違っていたこと、大人の

が、その直後の 11 月 25 日（土）に愛知大学豊橋

社会に対する反抗があったことなどが明らかにさ

校舎に来学され、同じ内容で講演されました。こ

れており、義勇軍の少年たちの心理についても触

のブックレットは、その時の「満蒙開拓団青少年

れられています。

義勇軍」についての講演内容が活字化されたもの

記念センタ−が主催する講演会の多くは、東亜
同文書院に関わる内容ですので、スレスキ−氏の

です。
1938 年に当時の拓務省によって、農村から少年

ような研究はきわめて異色のものです。しかし、

を募集して 3 年間満州で訓練させることを目的と

写真や地図も多く掲載されていますので、知識が

して創設された「満蒙開拓団青少年義勇軍」につ

ない方でも読みやすくなっています。満蒙開拓団

いて、この団体が創設され、形作られた思想的背

の悲劇はよく語られるところですが、青少年が義

景や軍事的意図に始まり、10 代の青少年、現在

勇軍に入隊した経緯、満州における義勇軍として

でいえば中学生から高校生くらいの世代の若者が

の生活の様子、そしてその生活において彼らの心

義勇軍の募集に応じ、日本国内で訓練を受けた後

理がどのようなものであったかという点は、戦前

に満州ヘ渡っていった様子、
「訓練所」と称され

日本の国家や教育のあり方を考えるとともに、旧

る現地の施設での生活状況などが詳細に述べられ

満州と日本人との関わり方などを考える上でも、

ています。

大変参考となるでしょう。

しかし一方で、3 年間親元へ帰れないという生
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〈ブックレット紹介⑤〉

『『満州国演義』に見る中国大陸』

東亜同文書院大学記念センター
ポストドクター

船戸与一『愛知大学東亜同文書院ブックレット⑤

武井義和

満州国を考える基軸として氏が設定した「大アジ

『満州国演義』に見る中国大陸』

ア主義」を取り上げ、読み込んだ資料を基に、日

（愛知大学東亜同文書院大学記念セン

本における大アジア主義の誕生に始まり、大アジ

ター編、
（株）あるむ発行、2008 年）

ア主義をめぐる日中両国の様々な考え方や、日本
の大アジア主義の虚構性などについて、日本近代

2007 年、
霞山会ならびに愛知大学東京事務所は、

史や中国近代史、近代日中関係史の流れの中に位

新しく建設された霞が関コモンゲート西館に移転

置付けて述べています。特に、大アジア主義の思

しました。それを記念して愛知大学東亜同文書院

想を有していた中国の孫文が唱えた「五族共和」

大学記念センターは、2007 年の資料展示会を 10

（五族とは漢、満、蒙、回、蔵の 5 つの民族）が、

月 27 日（土）から 29 日（月）の 3 日間の日程で、

日本による満州国建国の際に、その言葉をもとに

霞山会で開催しました。あわせて講演会も開催し

「五族協和」が唱えられたという部分は、複雑に

ましたが、このブックレットは 10 月 27 日に行わ
れた作家・船戸与一氏による講演の内容を活字化

絡み合う日中関係を浮き彫りにしています。
また、質疑応答の部分では質問者の質問に対し
て詳しく回答されており、船戸氏が満州国につい

したものです。
船戸与一氏はこれまでに多くの本を出版されて

てかなり勉強された様子が垣間見えます。

いますが、特に、現代史に関する内容に焦点を合

このテーマは多くの研究者が思想史や歴史の分

わせた作品を多く発表されています。船戸氏は現

野で扱ってきましたが、船戸氏が様々な角度から

在『満州国演義』というシリーズ小説を出版中で

述べているこのブックレットは、
「作家の視点か

すが、「資料との格闘という初めての体験」を通

らみた大アジア主義」として、氏の小説の一環と

じて執筆中の、歴史を題材にした小説です。ブッ

して読むことができるかと思います。

クレットでは、
『満州国演義』の執筆に際して、

365

◦ 2524 ◦

◦第６章

成果出版事業◦
諸事項の紹介

『愛知大学史研究』の創刊と発行について

大学史事務室

佃 隆一郎

現在愛知大学東亜同文書院大学記念センター

究』は、そこに焦点をあてた研究誌であり、そ

では、本『オープン・リサーチ・センター年報』

のため読者には本誌は、かつての『愛知大学史

と交互に出す形で、「大学史事務室」の紀要とし

紀要』の続編であるとともに、その新たな展開

ての『愛知大学史研究』も2007年より各年10月に

の姿であると理解していただきたい。

刊行している。これは、愛知大学創立50周年の時

（ⅲ頁）

期に設けられていた「50年史編纂委員会」によっ

このように、改めて世に問うことになった『愛

て、『愛知大学五十年史』編集（2000年通史編刊

知大学史研究』は、新たに

東亜同文書院（大

行）と並行して1994年より2001年まで計４回発行

学）との関連

した『愛知大学史紀要』の復活としての面もある

ことになり、さらに「同文書院̶愛知大学という

が、単なる再刊ではない。その点について、『…

狭い視野に縛られ、いわばひとりよがりの自校中

五十年史』の中心執筆者であり、今回『愛知大学

心主義の陥穽に陥らないようにするため」（大島

史研究』編集の中心を担うことになった大島隆雄

氏、同頁）、創刊号は「世界と日本の大学史の流

名誉教授・東亜同文書院大学記念センター客員研

れの中での東亜同文書院と愛知大学」と副題を付

究員は、創刊号（「2007年度版」を付記）の冒頭

した特集号として編集、刊行した。巻頭に掲載し

でこう述べている。

た酒井吉榮名誉教授の論文「世界大学史と愛知大

を前面に据えた編集方針をとる

編纂委員会も解散され、すでに５年以上の歳

学」と、100頁以上を割いて収録した2007年3月10

月が流れたが、ここに（…）プロジェクト（注、

日愛知大学豊橋校舎で開催の（副題と同名の）公

文部科学省のオープン・リサーチ・センター

開シンポジウム記録は、その２大重点としてのも

整備事業）の一環として、前身校、東亜同文書

のであった（後者は2006年度秋学期より開設され

院大学とその発展形態としての、後進校、愛

たリレー講義「総合科目 大学史」の各担当者̶大

知大学という新たな視点で、大学史を研究する

島氏や私を含む̶によるものであり、この講義は

ことが要請されるに至った。新たな視点とは、

東亜同文書院や愛知大学の歴史

のみならず、

『五十年史』の段階では、東亜同文書院大学を前

欧米や日本における大学全体の歴史をも包含して

身校として位置づけようとする、問題提起はな

いる）。

されていたが、同校についての研究がいまだ十

創刊号の全体の構成（目次）は以下の通りである。

分には進捗していなかったため、その継承関係
は明確にされないまま終わっていたからである。
したがって、今回発行する『愛知大学史研

巻頭言 ごあいさつ（藤田佳久）
『愛知大学史研究』の創刊にあたって（大島）
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と」と「愛知大学草創期がどのような状態であっ

世界大学史と愛知大学（酒井）

シンポジウム「世界と日本の大学史の流れの中で

たかを具体的に明らかにしておくこと」（いずれ

の東亜同文書院と愛知大学」

も大島氏、同号ⅱ頁）を掲げ、大島氏の論文をは

新科目「大学史」とシンポジウム「世界と日本

じめ各氏の講演・書評・史料紹介の収録で意図す

の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大

ることにした。また、『五十年史』編纂時に整理

学」について（佃）

していた、本間喜一第２・４代学長および小岩井
淨第３代学長の関連資料（両氏とも元東亜同文書

〔報告の部〕

院大学教授̶本間氏は同校最後の学長̶。小岩井

中世ヨーロッパにおける大学の起源
（北嶋繁雄）
近代大学の誕生（海老澤善一）

氏の資料は夫人の多嘉子氏のものを含む）の目録
掲載を完了させることができた。

「日本における大学の形成」と

第２号の全体の構成は以下の通りである。

「戦後の学制改革」（太田明）
旧制大学の歩み（大島）

巻頭言

本学の前身 東亜同文書院大学（小崎昌業）

ごあいさつ（藤田）

『愛知大学史研究』第２号の刊行にあたって

愛大事件（1952年５月７日）（豊島忠）

（大島）

山岳部「薬師岳遭難」（山田義郎）

論文

アジア・太平洋戦争下における

創立六十周年に当たって

東亜同文書院の変容

̶創立時の諸事情と現在̶（武田信照）

̶いわゆる「評価問題」と
「止揚の諸契機」に着目して̶（大島）

「大学史」講義 まとめとして（佃）
〔討論の部〕（大島ほか計15名）
講演

講義報告

愛知大学の創立者 本間喜一

２年度目の「大学史」リレー講義について

̶法学者としての軌跡̶（石井吉也）
史料紹介

資料目録

（佃）

日中国交回復期の愛知大学と中国との

ドイツにおける近代的大学の成立

「新証言」̶穂積七郎代議士追悼文ほ

̶ベルリン大学をめぐって̶（河野眞）

かより̶（佃）

アメリカにおける近代大学の展開（太田）

本間喜一関係資料

愛知大学キャンパスツアー（佃）
戦後の学制改革（田子健）

活動報告、編集後記

まとめとして（黒柳孝夫）
続く2008年10月刊行の第２号（「2008年度

講演

世界大学史と愛知大学（酒井）
愛知大学創成期から

版」）も、「東亜同文書院と愛知大学」の特集

もう１つの原点を考察する

号と位置づけた。「大学史」講義の構成・担当者

̶それを生かせるかどうか

が一部変更されたこともあり、創刊号と同様の観

［写真と資料で読む］̶（越知專）

点から、同講義変更分の報告および酒井氏の（前
号の論文に関連した）講演を収録したほか、新た

史料

愛知大学文学部文学科設置認可申請書

な「狙いの一つ」として、「同文書院大学から愛

書評

愛知大学同窓会創立55周年記念誌

知大学への発展を理解するために（…）アジア・

『学生たちの証言で綴る創成期の愛知大学』

太平洋戦争期における書院大学末期の変容と、そ

について（長谷川哲男）

の中で形成される『止揚の諸契機』を解明するこ

資料目録
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えば文部省への申請書類では、1950年代の未発表

小岩井淨・多嘉子関係資料

のものが数点残っている）。

活動報告・編集後記

各地の各大学でも、『大学史』の編纂や関連資
現在（2009年３月）のところ、刊行を果たした

料室の整備に呼応する形で、『紀要』の編集、刊

『愛知大学史研究』はこれら２冊にとどまってい

行が続々と行なわれていて、中には論文・資料・

るが、来るべき第３号に収録する予定のものはす

その目録などといったジャンル別に分けて刊行す

でに長編の論文が１編用意されていて、論文中心

る動きもあるようである。本『愛知大学史研究』

の構成にする計画である。いっぽう、オープン・

が、そうした各分野において充実した内容とな

リサーチ・センターの事業としての講演会・研究

り、さらなる分化と発展に至るまでにはまだ相当

会も定期的に開催していることから、それらの記

の努力と歳月を要することであろうが、十数年後

録も（センター年報との兼ね合いを考慮しつつ）

に訪れるであろう

収録を続けていきたいところであり、また愛知大

にそのいしずえとなりうるよう、着実に不断の刊

学草創期の史料についても、活字化して紹介すべ

行作業を続けていかなければなるまい。

次の愛知大学史編纂の時機

きものがこれからさらに現れてきそうである（例
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『愛知大学史研究』第３号の刊行について

大学史事務室

この『年報』に先立って、同じ愛知大学東亜同

佃 隆一郎

私の「豊橋にあった、陸軍教導学校と予備士官学

文書院大学記念センターより2009（平成21）年10

校̶愛知大学の『施設面での

月31日に刊行された『愛知大学史研究 2009年度

を、それぞれ収録した。東亜同文書院大学記念セ

版（第３号）
』は、
「
《特集》小岩井 淨」として、

ンターのリサーチアシスタントである広中氏の論

藤城和美・本学名誉教授の大部な論文「小岩井淨

は、敗戦直後に愛知大学の創設を支援した、真宗

と人民戦線̶愛知大学創立の思想的断面̶」を中

大谷派の僧侶藤井草宣氏が、戦前には東亜同文書

核に据えた構成をとった。

院で中国語を学び、日本と中国の仏教徒の交流の

藤城氏の論文はＡ４判左右２段組（横書き）で

前身 』として̶」

ために活動した実績の一端を明らかにしている。

116ページにも及び、本間喜一名誉学長とともに

拙論は副題の通り、愛知大学が豊橋に設立された

愛知大学創成期の重要人物であった、小岩井淨第

当時、その敷地・施設を転用したことで

３代学長の戦前・戦中（すなわち愛大創立以前）

の形になった、旧豊橋陸軍予備士官学校（その前

における社会運動家・東亜同文書院大学教授とし

は豊橋陸軍教導学校）についての紹介と、それら

ての思想的軌跡を追究したものである。藤城氏は

施設がどのようにして愛知大学に転活用されたか

愛知大学生時代、すでに小岩井研究を行なってい

という点を検証したものである。

前身

た細迫朝夫氏（第８代学長）のゼミに所属してそ

さらに、講演記録として収録した、大島隆雄氏

の謦咳に接したことから、愛大在職時以降小岩井

の「東亜同文書院大学から愛知大学への発展̶た

淨に関する一連の論文を発表し、講演も行なって

んなる継承か、それとも質的発展か̶」は、同氏

いた人であり、単行本に匹敵するこの論文は、
「氏

が本『年報』の第３号に寄稿した同一タイトルの

の長年にわたる小岩井研究の集大成」
（同号ⅱペー

論文に対応したものであり、オープン・リサーチ・

ジに掲載されている、大島隆雄「
『愛知大学史研

センターの大学史部門の代表研究者である大島氏

究』第３号の刊行にあたって」より）となってい

が、自ら「過去３年間の研究蓄積のいわば中間報

る。なお、小岩井淨についてはその他、愛知大学

告である」（同号 ページ、前掲「…刊行にあたっ

大学史事務室に所蔵されている同氏とその妻・多

て」
）と位置づけているものである。同氏がここ

嘉子に関する遺品等の資料のリストが、前年刊行

で結論として提示している「愛知大学が東亜同文

の同誌第２号に収録されている。

書院のたんなる継続ではなくて、敗戦後のＧＨＱ

そのほかには、論文として広中一成氏の「第二

／ＣＩＥによる教育民主化過程で、国家主義を払

回汎太平洋仏教青年会大会における中国代表団招

拭して生まれた新しい質の大学であり、そしてそ

致問題̶藤井草宣研究の一環として̶」および、

れゆえにこそ、東亜同文書院および同大学の肯定
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的諸側面を継承できた」
（同前）という一文は、

頃から編集に携わってきた私にとっても、本当に

まさに愛知大学が今後のさらなる発展のために意

残念なことであるが、短く少ないながらも両誌で

識していくべきものであると思う。

培われてきた 愛知大学史論 が、まずは本『年報』

そのあと、
報告として私の「2008年度の『大学史』
リレー講義について」を収録したほか、最後に掲

やその他学内誌に場所を移す形で、これからも継
続、深化されていくように努めなければならない。

載した目録「愛知大学刊行の歴代『年史』目次一
覧 」 お よ び「
『 写 真 集 愛 知 大 学 の 歴 史 1946−

〔付記〕

1996』使用写真一覧」は、本オープン・リサーチ・

『愛知大学史研究』の刊行休止と同様に、３〜

センターの一業務である「資料・刊行物・写真

４年前よりこれまで豊橋と名古屋（三好）校舎双

のデータベース化」の一環である。この作業はま

方で開講され、この『研究』で随時状況を報告

だ始まったところであり、当面は冊子の形で逐次

してきたリレー講義「大学史」が、2010年度はど

目録をまとめることになるが、これまでの愛知大

ちらも開講が取りやめになることに決まったこと

学史の編纂や資料整理の軌跡を知っていただく面

も、同講義の実質的コーディネーターを務めてき

で、この両目録が少しでもお役に立ちうれば幸い

た私にとって正直残念である。取りやめの理由の

である。

一つと思われることとして、担当をしていただい

このように新機軸も織り込みつつ、第３号の刊

ていた元本学教員や卒業生の方々が高齢化したこ

行を果たした『愛知大学史研究』であるが、諸事

とがあろうが、該当の方々の講義は2009年度にビ

情により2010年度は、第４号の刊行を見合わせる

デオに収録したところであり、各方面での今後の

ことになったことを、
（あらかじめご了承いただ

活用が試されよう。また、
『愛知大学史研究』に

きたいとの意で）ここで最後にお知らせすべきで

ついても、主要部をデータ化して今後もインター

あろう。むろんこれは、創刊号、さらには前身の

ネットで閲覧できるようにする作業が進んでいる

『愛知大学史紀要』
（全４号。1994〜2001年刊）の

ことを記しておきたい。
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諸事項の報告・紹介

〈諸事項の報告・紹介〉

東亜同文書院院歌ＳＰ版レコードの復刻版ＣＤ完成
東亜同文書院大学記念センター
豊橋研究支援課

2008年秋、愛知大学同窓会岡山支部総会会場に

山口恵里子

復刻版ＣＤを作成して配布することにし、ＳＰ版

て、東亜同文書院大学記念センターの支援者のお

のクリーニング、音源のデジタル化を進めました。

一人である有森茂生氏（昭和52年愛知大学卒業生）

収録内容は、東亜同文書院「院歌」や東亜同文書

から、戦前に制作された貴重な東亜同文書院院歌

院寮歌「長江の水」の復刻のみならず、東亜同文

のＳＰ版レコードが当記念センターに寄贈されま

書院を継承した愛知大学の流れも聞いていただき

した。

たく、
「愛知大学学生歌」
、愛知大学短期大学部

記念センター関係者一同、ＳＰ版から流れるメ

学生歌「梢の歌」、愛大予科逍遥歌「月影砕くる」

ロディーに思いを描いていたところ、有森氏から

も加えてＣＤに収めることができました。

は、さらにインターネットで購入された年代物の

誰もが気軽に歌いやすいように歌詞カードを付け

蓄音機も追って送付していただきました。

ることにし、滬友会が戦後刊行したカセットテー

早速、レコード盤を回転すると、ザーザー音の

プと照合しながら再現しました。レーベルは当時

中から戦前から戦中にかけて活躍した流行歌手・

の淡い桜色に決め、インナージャケットのデザイ

声楽家（バリトン）の 山 （たまき）の哀愁を

ンは、東亜同文書院時代のアルバムから学生生活

おびた歌声が、管絃楽団の伴奏と共に軽快なテン

の写真も取り込みました。
2008年の寮歌祭には間に合わなかったものの、

ポで流れてきて感動し、しばし時の経つのも忘れ

2009年１月に開催された第15回東亜同文書院記念

て聞き惚れてしまいました。
一刻も早く書院関係者に聞いていただきたく、

基金会授賞式参加者に配付できました。

レーベル
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インナージャケット

歌詞カード
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「研究報」（ニュースレター）

創刊号
2007.1
vol.1

愛知大学東亜同文書院大学
オープン・リサーチ・センターの発足
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長／愛知大学文学部教授

2006年5月、愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ターが文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事
業（オープン・ リサーチ・センター整備事業）に
選定されました。
このプロジェクトは愛知大学東亜同文書院大学記
念センターが所蔵する史資料類等の公開を主とする
目的で、5 ヵ年間の事業です。このプロジェクトに
応募するにあたり、1つは東亜同文書院関係の所蔵
史資料の単なる公開ではなく、東亜同文書院・大学
を広く世に知ってもらうための国内および国際シン
ポジウムの開催と一般講演会や研究会を行ない、そ
のベースには東亜同文書院・大学とその経営母体で
ある東亜同文会を中心にした教育システムや大旅行、
日中間の文化・教育交流などについての基礎的な研
究もすすめることにしました。そのさい、若手研究
者の育成も図るためにポスト・ドクターやドクター
在籍者の活用もめざします。そして、それらに関係
するデータベース化もすすめます。
ところで、愛知大学は東亜同文書院大学の後継大学
として、愛知大学史にもその影響が色濃くみられ、そ
の研究もあわせて行ない、シンポジウムや講演会、研

藤田

佳久

究会も行ないます。また併行して大学史のトピクスを
中心に写真、
資料を収集し、
啓蒙的な展示会も実施します。
すでに、書院関係では2006年７月に100歳を迎え
られた東亜同文書院25期生の安澤隆雄氏に講演を行
なっていただき、大好評でした。また、横浜のパシ
フィコ横浜で開催された第8回図書館総合展に愛知
大学の東亜同文書院関係文書・写真を特別展示し、
一般の方々の注目を浴び、書院卒業生やご遺族の
方々も多数来訪していただき、あわせて開催された
「海を渡った若者たち」の特別フォーラムともども
大盛況でした。あわせて関東では最初の愛知大学の
展示会にもなりました。
一方、愛大史関係の研究会も開始されるようにな
り、新たな成果が期待されそうです。
これらのうち、広く公開した催しの発表はブック
レットとして刊行し、研究会は記念センター報へ収
録し、記録の蓄積を図ります。
まだ、初年度で動き始めたばかりですが、うまく
展開していくよう努めるつもりですので、皆様方か
らのご支援やご協力をお願い申し上げます。
2007年1月

本学東亜同文書院大学記念センターの研究プロジェクトが、
文部科学省学術研究高度化推進事業に選定される
東亜同文書院（後に大學）は、
1901年（明治34年）
東亜同文会（会長近衞篤麿貴族院議長）によって中
国の上海に創立された。日中提携の人材養成を目的
とし、戦前海外に設けられた日本の高等教育機関と
しては、最も古い歴史を持つ。中国・アジア重視の
国際人を養成し、ここから日中関係に貢献する多く
の人材が育った。
1945年（昭和20年）敗戦により、東亜同文書院は
半世紀にわたる歴史の幕を閉じた。翌1946年（昭和
21年）5月、最後の学長となった本間喜一（愛知大
学第二・四代学長）ら13名の同校教職員が東京都下
に参集し、書院生をはじめとする海外諸校からの引

き揚げ学徒たちを収容する大学の新設を決意した。
同年11月15日、「世界文化と平和に寄与すべき新日
本の建設に適する国際的教養と視野を持つ人材の育
成」を建学の主旨に掲げて誕生した愛知大学にとっ
て、東亜同文書院はその前身ともいうべき存在とい
えよう。
東亜同文書院大学記念センターには、同書院関係
資料、孫文・辛亥革命と山田良政・純三郎関係資料
を展示している。
また2006年度には、研究プロジェクト「愛知大学
東亜同文書院大学記念センターの情報公開と東亜同
文書院をめぐる総合的研究の推進プロジェクト」
（研
1
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究代表者藤田佳久教授）が、文部科学省の平成18年
度私立大学学術研究高度化推進事業（オープン・リ
サーチ・センター整備事業）に選定された。
本プロジェクトは、
「本学の書院研究の成果公開
と未整理史資料のデータベース化」
「公開情報・デー
、
タベースにもとづく展示施設の整備充実」などを中
心に、あわせて研究の進展を目的としている。5カ
年の計画で、シンポジウムや公開講座の開催、およ
び全国5カ所での学術資料・研究成果の展示をはじ
め、愛知大学の若手研究者の育成もめざしている。

大調査旅行に
向かう東亜同
文書院生

※オープン・リサーチ・センター整備事業

私立大学の大学院・研究所の中から、多様な人材を受

け入れ、研究と、若手研究者や高度専門職業人などの人
材養成とを併せて行ったり、研究成果等の幅広い公開を
行うなど、オープンな体制の下でプロジェクトを推進す
る研究組織を｢オープン・リサーチ・センター ｣に選定し、

調査旅行の記録は当時の
中国を知る極めて貴重な
資料となった

総合的かつ重点的に支援を行う。
（文部科学省）

成瀬さよ子氏が
東亜同文書院記念基金会から表彰される
東亜同文書院記念基金会から2006年
度の表彰者二人のうちの一人に本学豊
橋図書館の成瀬さよ子氏が選ばれ第13
回奨励賞を受賞しました。受賞理由は
「東亜同文書院関係目録」の作成刊行
活動です。愛知大学図書館所蔵の膨大
な中国関係の図書や資料を整理目録化
したこの「目録」は、内外の研究者に
とって大きな助けとなり、研究の進展

に大きく寄与するものと期待されます。
なおもう一人は東亜同文書院卒業生
の功績を記録したテレビ宮崎が第13回
記念賞を受賞しました。

2
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横浜市で東亜同文書院大学記念センターの
展示会・フォーラムを開催
11月20日（月）から22日
（水）
まで横浜市のパシフィ
コ横浜にて開かれた｢第8回図書館総合展｣において、
本学東亜同文書院大学記念センターは特別企画の展
示会・フォーラムを開催しました。
同センターでは、本学の前身校である東亜同文書
院大学に関する研究を進めています。その一環とし
て、研究成果や貴重な資料を5 ヵ年にわたって全国
各地で展示・紹介する予定で、今回の企画がその第
1回目となります。

｢図書館総合展｣は、図書館に関わる様々な企業、
関係者を集めて最新情報の提供と情報交換を目的と
する大規模な総合展であり、今回本学は大学として
初めてブースを出展しました。
会場には3日間で過去最高の22,000人を越える来
場者があり、本学の展示ブースには延べ2,000名以
上が訪れ、愛知大学や東亜同文書院の貴重な資料・
刊行物を見学されました。また東亜同文書院大学の
卒業生、本学卒業生や在学生も多数訪れました。
21日（火）には本学主催のフォーラムを開催しま
した。講師には安彦良和氏（漫画家、神戸芸術工科
大学教授）、藤田佳久（愛知大学文学部教授、東亜
同文書院大学記念センター長）、Ronald Suleski氏
（ハーバード大学フェアバンク東アジア研究所副所
長）の3名を迎え、｢海を渡った若者たち｣のテーマ
でご講演をいただきました。定員を上回る200名以
上の参加者で会場は満席となりました。

会場のパシフィコ横浜

武田学長ら本学関係者も参加したテープカット

展示ブース

展示ブースには書院卒業生の姿も
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愛知大学主催フォーラム「海を渡った若者たち」
●開催日時：2006年11月21日
（火）13：00〜17：00
●会
場：パシフィコ横浜 アネックスホール 第5会場
第一部「漫画で描こうとした大陸と日本青年」 講師：安彦

良和

概要：『虹色のトロツキー』全８巻のモデルにもなった建国大学一期生の坂東勇太郎を中心に、中山優、藤田松
二らについても述べた。
「典型的日本浪漫派」を自称していた坂東が、大学に対する反抗的行動を択った
ことに、当時の青年の志の一端が見て取れる。

第二部「東亜同文書院生が記録した近代中国」 講師：藤田

佳久

概要：東亜同文書院では、最高学年になった学生達は２〜６名の班をつくり、夏季を中心に３ヶ月余りの踏査旅行、
いわゆる「大旅行」が行われた。中国だけでなく東南アジアへも広がった調査コースは、実に700に達し
ている。本発表では、愛知大学に保存されている手書きの旅行日誌と調査報告書をベースにして、彼らが
描いた近代中国像について述べた。

第三部「満洲の青少年像」 講師：Ronald Suleski
概要：日本の満洲移民政策のひとつに、
「満蒙開拓青少年義勇軍」がある。農場経営者になることが出来ると宣
伝されたが、実際はソ連国境地帯での予備軍的な役割を担わされた。本講演では、そうした義勇軍を通し
て見た当時の若者像を論じた。
●主
催：愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター
●後
援：愛知大学同窓会・滬友会・霞山会
●お問い合わせ：愛知大学東亜同文書院大学記念センター TEL0532-47-4139（直）

●講師の紹介

安彦 良和

（やすひこ

よしかず）

●漫画家
●アニメーション作家
●神戸芸術工科大学メディア表現学科教授
アニメーターとして手塚治虫設立の虫プ
ロダクションなどで活躍した後、テレビア
ニメ『機動戦士ガンダム』のキャラクター
デザインと作画監督を担当、アニメーショ
ンブームの火付け役となる。その後、漫画
家に転身し、神話・歴史・SFなどさまざ
まなジャンルの作品を発表している。
作品はテレビアニメ『勇者ライディー
ン』
、
『巨神ゴーグ』
、アニメ映画『アリオ
ン』
、漫画『虹色のトロツキー』
（潮出版）
、
『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』
（角川
書店）
、著書『安彦良和全仕事集』
（メディ
アファクトリー）など多数。
漫画『ナムジ』
（徳間書店）で第19回日本
漫画家協会賞優秀賞。
『王道の狗』
（講談社）で平成12年度文化
庁メディア芸術祭優秀賞。

藤田 佳久

（ふじた

よしひさ）

●愛知大学文学部教授
●愛知大学東亜同文書院大学
記念センター長
名古屋大学大学院文学研究科地理学専攻
博士課程修了、理学博士。奈良大学助教授
を経て現職。
地理学をベースにした地域研究をすすめ、
はやくから東亜同文書院大学の研究に従事
し、書院生のフィールドワーク「大旅行」
を日本における地域研究の先駆けとして位
置づける。近年はイギリス地域研究もすす
めるなど学際的な活動をしている。
著書は『東亜同文書院調査記録（全4巻）
』
（大明堂）
、
『東亜同文書院中国大調査旅行
の研究』
（大明堂）
、
ほかに『日本の山村』
（地
人書房）
『日本育成林業地域論』
、
（古今書院）
など多数。
第３回東亜同文書院賞受賞。
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Ronald Suleski

（ロナルド

シュレスキー）

●ハーバード大学フェアバンク
東アジア研究所副所長
ミシガン大学 Ph.D.
（現代中国史）
テキサス大学にて教鞭
（〜1980年）
国際交流基金（Japan Foundation）により
来日。
日本滞在中（1980〜1997年）は英米学術誌
三誌の編集長等を歴任。その後、Huron大
学東京校(本校、米国南ダコタ州)の学長に
就任を経て現職。
The Modernization of Manchuria: An
Annotated Bibliography (1994)
Civil Government in Warlord China:
Tradition, Modernization and Manchuria
(2002)
The Fairbank Center for East Asian
Research at Harvard University,
a fifty year history, 1955-2005（2005）
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催の
公開講演会を開催
戦前に中国・上海に設置された愛知大学の前身にあ
たる東亜同文書院（後に大学）の卒業生である安澤隆
雄氏（東京都八王子市）による講演会「東亜同文書院
と我が生涯の100年」が、7月22日（土）に豊橋校舎に
て開催されました。この講演会は、本学東亜同文書院
大学記念センターのオープン・リサーチ・センター事
業（文部科学省選定）の第一弾として、会場に120名
の参加者を迎えて行なわれました。
安澤氏は東亜同文書院に大正14年（1925）に入学し
た第25期生で、講演会では書院入学時から大学での寮
生活、勉強方法や内容、年中行事、卒業前の中国調査
旅行（雲南からミャンマーに至る徒歩による調査旅行）
での苦労話に加え、現在に至るまでの多彩な人生の逸
話も披歴しました。

講師の安澤隆雄氏

創立60周年記念写真・パネル展
｢愛知大学創成期の群像−地域と共に60年−｣
愛知大学の創立60周年を記念した写真・パネル展を車道・
名古屋・豊橋の各キャンパスで開催しました。前身校であ
る東亜同文書院大学の閉校から愛知大学が設立されるまで
の経緯、本間喜一(本学名誉学長)をはじめ愛知大学創立に
尽力した人々の業績、そして愛知大学と市民とのかかわり
について、約35枚のパネルを使って紹介しました。使用す
る写真・資料は、今回の展示のために一般の方々からご提
供いただいたものも含まれています。

愛知大学創立時のスタッフを示すパネル

●東日新聞

2006年12月13日
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ポ ス ト ・ ド ク タ ー 報 告
愛知大学東亜同文書院大学記念センター/オープン・リサーチ・センター

武井

ポスト・ドクター

義和

「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る」(2006.12.7)
講師…殿岡

晟子 氏

愛知大学東亜同文書院大学記念センター /オープ
ン・リサーチ・センター主催による、本間喜一愛知
大学名誉学長の長女・殿岡晟子（あきこ）氏を招い
ての研究会が2006年12月7日午後、愛知大学研究館1
階会議室で行われた。
藤田佳久センター長の挨拶の後、愛大卒業生で
オープン・リサーチ・センター研究員を務める越知
專氏の司会で研究会は進行した。講師の殿岡さんは
1時間半余りにわたって、本間喜一氏が最後の学長
を務めた東亜同文書院大学の戦争末期の状況や、愛
知大学創立、愛知大学史上大事件といえる愛大事件
（1952年）
や、
薬師岳遭難
（1963年）
などについて語った。
本間氏は東亜同文書院大学時代に日本の敗戦を見
越して、その1年前から金の延べ棒や食糧などを用
意して教職員・学生の戦後の生活に備え、1946年3月
に団長として学生たちを引率して引き揚げた際には、
書類の携帯が許されていなかったにもかかわらず、
旧東亜同文書院大学の学籍簿・成績簿を決死の覚悟
で日本に持ち帰った。帰国後、引き揚げ学生を収容
するために本間氏が中心となって大学設立に尽力し、
横田忍豊橋市長の協力などもあって準備期間わずか
半年で愛知大学が誕生したが、戦時中に学生たちを
戦場に送り出した責任を感じて、初代学長には就任
しなかったというエピソードなどが紹介された。
警察官が大学構内に立ち入ったことで学生との間
にいざこざが生じ、学生側に逮捕者が出た愛大事件
では、本間氏は学生たちの無実を信じ、裁判には毎
回出席し長期間におよぶ裁判で学生たちの弁護活動

に尽力した。冬の薬師岳で山岳部員13名が遭難した
時には、大学がつぶれても救助を優先させるという
決意と「人の命は地球よりも重い」という認識で捜
索活動を指揮し、遭難の責任を取って学長を辞任し
たという、本間氏の人格をうかがわせる貴重な話も
聞くことができた。
また、東亜同文書院大学予科で学び、戦後予科修了
証が発行されたために京都帝大に無試験で入学できた
という出席者の方が、本間氏への熱い想いを語る場面
もあった。
殿岡さんはユーモアを交えて話を進め、30余名の
学内外の参加者は時折笑みを浮かべつつ、熱心に殿
岡さんの話に聞き入っていた。

研 修 員 報 告
愛知大学東亜同文書院大学記念センター/オープン・リサーチ・センター
大学史事務室

佃

隆一郎

愛知大学の創始者の一人−その学問と思想−「小岩井淨と人民戦線」(2006.12.2)
講師…藤城

和美 氏（愛知大学名誉教授）

愛知大学東亜同文書院大学記念センターは2006年
文部科学省より「オープン・リサーチ・センター」
に選定され、各種の事業活動に着手することになっ
た。その範囲は中国・上海に敗戦まであった東亜同

文書院（のち大学）のみならず、その流れをうけ戦
後まもなく創設された本愛知大学の60年の歩み、す
なわち「大学史」関連にも及ぶものであり、この度
大学史方面の第一回事業として、本学名誉教授の藤
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城和美氏を講師に招いた公開研究会「小岩井淨と人
民戦線」が、2006年12月2日に愛知大学豊橋校舎本
館5階の第4会議室にて開かれた。
1897年長野県松本市に生まれた小岩井淨（こいわ
「歴史上の人物」として文
い・じょう、本名きよし。
中敬称略）は、愛知大学の創成を語る上で欠かせな
い人物の一人である。大正〜昭和期に社会運動家と
して活躍し、太平洋戦争突入後の1942年に東亜同文
書院大の講師（のち教授）となり、敗戦後本学教授
に創立と同時に就任して、55年第3代学長に推された
が、在任中の59年に惜しまれながら世を去った。藤
城氏は1956年に本学を卒業した、小岩井より直に教
えをうけた門下生の一人であり、名古屋大大学院修
了後本学教員となり、最近『愛知大学法学部 法経論
集』に論説「小岩井淨とファシズム」を発表した（第
150〜156号。1999〜2001年）
。今回の講演は主に同論
をもとにした、東亜同文書院大赴任前の1930年代半
ばにおける、国内のファシズム化に抗した運動の一
つである「人民戦線」の中での小岩井の役割と論調
を紹介し、歴史的に位置づけたものである。
藤城氏が今回作製・用意したレジュメ・資料は、
「日
本ファシズム・人民戦線」に関する年表や小岩井の
関連論文一覧、それに過去各人が作製した小岩井の
略年譜複数や、故郷の新聞に連載された伝記記事も
含まれ、参加者の理解に役立ったようである。ただ
し、前半の「日本に於ける反ファシズム運動」の説
明にいささか時間がかかったことなどから、最後に
用意されていた「愛知大学創立における役割」が時
間切れの形になってしまったことは残念であったが、
講演後学内外双方からの幅広い参加者と藤城氏・司
会者（大島隆雄 本学名誉教授）との間で交わされ
た質疑応答の活発さは、小岩井淨という人が今でも
強い存在感を持ち、さまざまな人々にさまざまな印

象と関心を与えつづけていることを実感させるもの
があった（参加者の中には小岩井淨の実娘ゆかりさ
んの姿もあったが、スタッフの一員としての充分な
応対ができなかったことを、この場を借りておわび
申し上げる）。
なお、大学史の事業の一つとして藤城氏の上記論
説を、加筆のうえ叢書として刊行する予定であり、
ほかにも今回の研究会にも参加したライター・加藤
勝美氏により、小岩井や本間喜一第2・4代学長を中
心とした「愛知大学の創設者たち」の伝記が、本学
創立60周年事業の一つとして現在執筆されている。
両書が上梓された暁に、この研究会（記録を紀要類
に発表予定）がガイド役として位置づけられること
を願うものである（同時期に学内で開催されていた
「創成期パネル展」で使用された、小岩井を含む写
真パネルを、現在大学記念館に陳列しているためそ
ちらも参照されたい）。

東亜同文書院に魅せられて
豊橋図書館

1995年に新設されたレファレンス係となってから、
東亜同文書院に関する質問の多さとその人達が共通し
て熱き想いを抱いている事に驚き、心が揺さぶられた。
2000年から2 ヵ年かけて東亜同文書院大旅行誌
の内容一覧表を作成したことから、事は始まった。
2004年2月、延べ2,718件のこの一覧表を検索ツール
としてWeb上に公開すると、その反響は結構大き
くて嬉しくなった。2004年9月に海外研修制度で米
5大学訪問が決まると、
『東亜同文書院関係目録』を
作成して、お土産にしようと思いついた。着眼点は
良かったが、たいした知識も無いまま始めた無謀な
行為であった。仕事終了後の調査は、疲労も重なり
何度も挫折感を味わったが、その都度多くの人達か
ら励まされ完成できた。帰国後は、記念センター主

成瀬さよ子
催の「公開報告会」を開催した。また『同文書院記
念報』Vol.13に研修報告を載せた。2005年はあちこ
ちの大学図書館で「研修報告」や「東亜同文書院」
に関する発表の機会を得た。また愛知大学60周年記
念事業として、『東亜同文書院大旅行誌』全33巻の
オンデマンド復刻出版に携わった。
2005年7月、職員提案制度で、「東亜同文書院」の
展示会・講演会を東京で開催して、全国に愛知大学
を知らしめたいとの案が了承された（その後Open
Research Center の事業に移行）。以降水面下で場
所・内容・講師など1年がかりで準備をした。2006
年11月20日〜22日、場所はパシフィコ横浜、「第8回
図書館総合展」の特別展示会として位置付けられ、
テープカットに本学から4名参加、最初に武田学長
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がご挨拶をされた。展示会は「東亜同文書院大学か
ら愛知大学へ」と「孫文を支えた書院の山田良政・
純三郎兄弟」とした。講演会は、
漫画家の安彦良和氏、
藤田佳久教授、ハーバード大学のRonald Suleski 博
士が熱演、会場は超満員となった。カリフォルニア
大学サンディエゴ校のライブラリアンから大変興味
ある内容だったと言われ嬉しかった。3日間の入場

者は、過去最高の22,087名を記録し、主催者側から
大いに感謝された。企業展の「図書館総合展」に初
めて大学が参画した快挙であるとお褒めの言葉をい
ただいた。多くの方の協力で無事大役を果たし、今
は燃え尽き症候群を味わっている。

愛知大学東亜同文書院ブックレット①
『東亜同文書院とわが生涯の１
００年』を発刊
2006年7月22日（土）、オープン・リサーチ・センター整備事業の一環として、東亜同文書院の第25期生で満
100歳を迎えた安澤隆雄氏を愛知大学にお招きし、第１回目の講演会を開催しました。この度、この講演の記録
をまとめた書籍をオープン・リサーチ・センター初の『愛知大学東亜同文書院ブックレット』として刊行しまし
た。内容は、講演会をもとに、1901年に上海に開学した東亜同文書院での学生生活や、在学中に発生した出来事、
卒業論文に代わって中国の雲南からミャンマーまでを調査した「大旅行」の様子や、その後の豊かで変化に富ん
だ人生について、貴重な写真・図版等を織り交ぜながら紹介しています。

愛知大学東亜同文書院ブックレット①
『東亜同文書院とわが生涯の100年』
安澤隆雄著
愛知大学東亜同文書院大学記念センター編
㈱あるむ発行 A5版66頁 定価800円＋税

（

）

主な内容
●『東亜同文書院とわが生涯の100年』…安澤隆雄
東亜同文書院入学／寮生活／在学中の事件／年中行事
学んだ学課／大旅行／東亜同文書院とその後の豊かな人生
●質疑応答
●安澤隆雄氏 略歴
問い合わせ

㈱あるむ…�052（332）0861 へ。

●静岡新聞
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2006年12月12日

●東愛知新聞

2006年12月4日
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「東亜同文書院大旅行誌」
第５期生〜第４０期生のデジタル化及びオンデマンド化
戦前中国・上海に設置され、本学の
前身となった東亜同文書院（後に大学）
。
実学を重んじた書院では、終戦による閉
校までの約半世紀にわたって、卒業年次
生による大調査旅行が行なわれていまし
た。その行程は中国全土から東南アジア
までに至り、総計700コースに及んでい
ます。調査結果は学生たちによって『大
旅行誌』としてまとめられ、毎年出版さ
れていました。これらは当時の社会事情
を伝える第一級の資料として、現在高い
評価を受けています。
書院から本学に受け継がれたこの貴重
な資料を、本学創立60周年記念事業とし
て出版しました。オンデマンドにより単
巻から受注可能です。また『大旅行誌』
のデータベース化も進め、誰もが手軽に
活用できるよう環境を整備していきます。
書

名

定
上製

オンデマンド版『東亜同文書院大旅行誌』33巻
㈱雄松堂出版より発売中

(

（参考）
東亜同文書院大学大旅行誌 記事検索サイト
http://hegel.aichi-u.ac.jp/tools/toa/index.html

価
並製

書

刊行年

価
並製

刊行年

第１巻 踏破録

第５期生

明治41年

9,240円

6,300円

第19巻 漢華

第24期生

昭和３年 13,650円

9,870円

第２巻 禹域鴻爪

第６期生

明治42年

9,240円

6,300円

第20巻 線を描く

第25期生

昭和４年 13,650円

9,870円

第３巻 一日一信

第７期生

明治43年 13,650円

9,870円

第21巻 足跡

第26期生

昭和５年 13,650円

9,870円

第４巻 旅行記念誌

第８期生

明治44年 13,650円

9,870円

第22巻 東南西北

第27期生

昭和６年 13,650円

9,870円

第５巻 孤帆雙蹄

第９期生

明治45年 13,650円

9,870円

第23巻 千山萬里

第28期生

昭和７年 13,650円

9,870円

第６巻 楽此行

第10期生

大正２年 13,650円

9,870円

第24巻 北斗之光

第29期生

昭和８年 13,650円

9,870円

第７巻 沐雨櫛風

第11期生

大正３年 13,650円

9,870円

第25巻 亜細亜の礎

第30期生

昭和９年 13,650円

9,870円

第８巻 同舟渡江

第12期生

大正４年 13,650円

9,870円

第26巻 出廬征雁

第31期生

昭和10年 13,650円

9,870円

第９巻 暮雲暁色

第13期生

大正５年 13,650円

9,870円

第27巻 翔陽譜

第32期生

昭和11年 13,650円

9,870円

第10巻 風餐雨宿

第14期生

大正６年 13,650円

9,870円

第28巻 南腔北調

第33期生

昭和12年 13,650円

9,870円

第11巻 利渉大川

第15期生

大正７年 13,650円

9,870円

第29巻 嵐吹け吹け

第34期生

昭和13年 13,650円

9,870円

第12巻 虎風龍雲

第16期生

大正８年 13,650円

9,870円

第30巻 靖亜行

第35期生

昭和14年 13,650円

9,870円

第13巻 粤射隴游

第18期生

大正10年 13,650円

9,870円

第31巻 大旅行記

第36期生

昭和15年 13,650円

9,870円

第14巻 虎穴龍頷

第19期生 大正11年 13,650円

9,870円

第32巻 大陸遍路

第38・39期生 昭和17年 13,650円

9,870円

第15巻 金声玉振

第20期生

大正12年 13,650円

9,870円

第33巻 大陸紀行

第40期生

9,870円

第16巻 彩雲光霞

第21期生

大正13年 13,650円

9,870円

解説巻

藤田佳久

第17巻 乗雲騎月

第22期生

大正15年 13,650円

9,870円

第18巻 黄塵行

第23期生

昭和２年 13,650円

9,870円
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昭和18年 13,650円

8,400円 6,300円
（予価） （予価）
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター/
オープン・リサーチ・センターの展示公開について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター センター長

藤田

佳久

愛知大学東亜同文書院大学記念センターは、平成18年度に「愛知大学東亜同文書院大学記念センター」の情報
公開と東亜同文書院をめぐる総合的研究の推進プロジェクトとして文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業
／オープン・リサーチ・センター整備事業に選定されました。
この「オープン・リサーチ・センター整備事業」の一環として、平成18年度から記念センターが所蔵する収蔵
品を順次、日本国内5都市で展示公開します。
平成18年度は、第8回図書館総合展の特別企画として、横浜にて開催することとなりました。第2回以降の予定
につきましては下記のとおりです。
平成19年度
会

東

場

平成20年度

京

（霞山会館）

平成21年度

名古屋

京

くるまみち

（愛知大学・車 道校舎）

都

（会場未定）

平成22年度
福

岡

（会場未定）

詳細については、下記までお問い合わせ下さい。皆様のご来場をお待ちしております。
収蔵品
・東亜同文書院史資料
・山田良政・純三郎と孫文関係コレクション
お問い合わせ
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／
オープン・リサーチ・センター
〒441-8522 愛知県豊橋市町畑町1-1
Tel.0532-47-4139 Fax.0532-47-4196
http://www.aichi-u.ac.jp/institution/05.html
愛知大学東亜同文書院大学記念館（豊橋市）

ポスト・
ドクター
紹介
たけ

い

よし かず

武井 義和
このたび、愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー（オープン・リサーチ・センター）でポスト・ド
クターを務めることになりました、武井義和でござ
います。
1998年5月に開設された常設展示室の準備段階か
ら、記念センターに関わっております。その前の2
年間も、資料整理を担当しておりました。記念セン
ターでは主に資料・図書整理などの業務を中心とし
てきましたが、今後はもっぱら研究に従事し、東亜
同文書院に関する論文執筆、研究発表を行っていく
ことになります。一方で、資料整理も継続するつも

りでおります。
具体的な研究はこれから始まっていきますが、構
想はたくさんあります。例えば東亜同文会・東亜同
文書院と外務省の関係、荒尾精・根津一の思想と東
亜同文書院への反映、東亜同文会と東亜同文書院と
の関係など、基本的かつ重要であるにもかかわらず
十分に明らかにされていない分野がまだありますの
で、そのようなテーマを追求して東亜同文会・東亜
同文書院の全体像を明らかにしていきたいと考えて
おります。
なお、私は2006年3月に戦前・戦中期の上海にお
ける朝鮮人社会についての研究で、愛知大学から博
士号を授与されました。博士論文では、東亜同文書
院の文献も一部利用しました。将来的に、従来の研
究テーマが今後の研究と結び付くようになればと思
っております。
至らない点も間々あるかとは存じますが、皆様に
はご指導、ご鞭撻賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。
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●愛知大学東亜同文書院大学記念センター/オープン・リサーチ・センター活動記録
イベント名

テーマ

（2006.5〜2007.1）

月

日

講演者

7

22

9

８〜29

11

13〜22
27〜12/16

11

20〜22

第8回図書館総合展

11

21

第8回図書館総合展
特別フォーラム

「海を渡った若者たち」

第一部安彦良和
第二部藤田佳久
第三部Ronald Suleski

パシフィコ横浜アネックス
ホール第5会場

11

25

講演会

「満洲の青少年像」

Ronald Suleski

豊橋校舎6号館620教室

12

2

公開研究会

「小岩井淨と人民戦線」

藤城和美

豊橋校舎本館5階第3･4会議室

殿岡晟子

豊橋校舎
研究館1階第1・2会議室

今泉潤太郎

豊橋校舎
研究館第1・2会議室

講演会

「東亜同文書院と我が生涯の100年」

プレ写真・パネル展

「近代豊橋の歴史を彩る人たち
本間喜一と愛知大学創成期」

創立60周年記念写真・ 「愛知大学創成期の群像
パネル展
共に60年」

地域と

7

公開研究会

1

26

公開講演会

日本における中国語教育の源流
「華語萃編」から見た同文書院の
中国語教学

7

25

10
12

内

容

豊橋・車道・名古屋各校舎

知を愛する者が集う愛知大学の展
示会−のこされた東亜同文書院大
学の資料を追う−

12

日

会

場

豊橋校舎本館5階第3･4会議室
豊橋校舎
記念会館ガーデンサロン

「我が父本間喜一と愛知大学・東
亜同文書院大学を語る」

月

会

安澤隆雄

パシフィコ横浜展示ホールC

場

●今後の予定

第１回運営委員会

豊橋校舎
名古屋校舎

本館5階3会議室
研究館2階第1会議室

14

第2回運営委員会

豊橋校舎

本館5階3会議室

6

第3回運営委員会

豊橋校舎
名古屋校舎

研究館1階第1・2会議室
研究館2階第4会議室

愛知大学
大学史公開シンポジウム開催
2007年3月10日 午後1時〜5時

愛知大学豊橋校舎研究館第１階 １・２会議室

報告：午後1時〜3時
討論：午後3時30分〜午後5時
オープン・リサーチ・
センターの構成図

東亜同文書院の総合研究室分野
愛 知 大 学 史 研 究 分 野

センター長

運営委員会

藤田

三好
章
馬場
毅
宮入 興一
加納
寛
大島 隆雄
今泉潤太郎
成瀬さよ子
越知
專
小崎 昌業 記念センター運営委員
加藤 圭朗 記念センター運営委員

佳久

大学へのアクセス

70分

新岐阜

デ ー タ ベ ー ス 公 開 分 野
一 般 へ の 広 報 活 動 分 野
研究成果の編集刊行分野
施

設

整

備

分

阜

京

都

国外

P・D

52分

新名古屋

50分

35分

名古屋
新幹線（ひかり）

JR

名鉄

豊橋

JR

名古屋
25分

65分

国内

R・A

20分

60分

学内

野

評 価 に 関 す る 分 野

東岡崎
岐

協
力
委
員

5分

愛知大学前

◦ 2545 ◦
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新幹線（ひかり）

新幹線

豊橋鉄道渥美線

12

浜

愛知大学
豊橋キャンパス

80分

東

京
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愛知大学東亜同文書院大学
オープン・ リサーチ・ センタ ーの続行
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／センター会議委員

2006 年 5 月か ら 始ま っ た 書
院オープン・ リ サーチ・ セン タ ー
は、 1993 年に 設立さ れ た 東亜
同文書院大学記念セン タ ーの活動を 文部科学省が五カ 年
にわたり 公的に認定し たプロ ジェ ク ト であ る 。
東亜同文書院と は、 いかなる 学校であ っ たのか。 異国
中国の地に、 いかなる 理由で、 何を 目的と し て日本の学
校が開設さ れたのか。
東亜同文書院を 創立経営し た のは、 1898
（ 明治 31） 年
近衞篤麿を 会長と し て結成さ れた東亜同文会であ る 。 東
亜同文会は、当時の西欧列強の中国侵略を 憂慮し て、「 支
那
（ 中国） の保全」、「 支那及び朝鮮の改善助成」 を 会の
綱領に掲げ、 日中提携の人材養成を 目的と する 教育・ 文
化事業に全力を 注いだのであ る 。
東亜同文会は、 先ず 1900
（ 明治 33） 年南京に、 中国公
認の下に、 南京同文書院を 創立し たのであ る が、 義和団
事件勃発のた めに、 こ れを 上海に移し 、 翌 1901 年上海
に開設し た東亜同文書院に併合し た。
し かし 、 同文書院の先駆と なっ たのは、 荒尾精が根津
一と 共に 1890
（ 明治 23） 年上海に開設し た日清貿易研究
所で あ っ た。 同研究所は、 1893 年日清戦争と 資金難の
ため閉鎖さ れた。
東亜同文会が結成さ れたのは、 日清戦争から 三年目の
こ と であ り 、 露・ 独・ 仏の「 三国干渉」 を 機に、 ア ヘン
戦争以来の列強の中国侵略が一挙に拡大し 、 日清両国の
先駆者たちは、 東亜の防衛保全と 中国の改革運動に立ち
上がっ た。
と こ ろ が 1900 年義和団の 乱に 起因する 北清事変に
よ っ て、 首都北京は八カ 国連合軍に占領さ れ、 西欧列強
の間には支那国際管理論が抬頭し た。 こ れは「 支那保全」
を 標榜する 東亜同文会にと っ て到底黙認でき ないこ と で
あ っ た。 九月、近衞を 盟主と する「 国民同盟会」が発足し 、
清国保全・ 韓国扶助・ 対露対決を 喚起する 一大国民運動
を 展開し た。 翌年、露国の満州占領に対し 「 対露同志会」
を 結成し 、 対露決戦の決意を 固める 国論を 喚起し た。
し かし 1904（ 明治 37） 年の近衞逝去後、 根津が幹事
目

次

オープン ・ リ サーチ・ セン タ ーの続行 ……………………… 1
国際シン ポジウム開催さ れる …………………………………… 2
大学史展示室リ フ レ ッ シュ オープン …………………………… 4
シン ポジウム「 大学史」 報告 ………………………………… 6
研究会・ 講演会報告……………………………………………… 7
セン タ ーの窓……………………………………………………… 10
ブッ ク レ ッ ト 紹介………………………………………………… 11
活動紹介…………………………………………………………… 12

小崎 昌業

長と し て東亜同文会運営の中心と なり 、 会創立当初の方
針に戻り 、 中国の政治問題に関与する こ と を 避け、 事業
活動は東亜同文書院の経営を 主軸と する 教育文化事業に
力を 注いだ。
かく し て 東亜同文会の事業は次の通り と な っ た。（ 1）
教育事業＝日本人教育機関と し て 上海に東亜同文書院、
中国人留学生受入れ機関と し て 東京に東京同文書院を
設立。 東亜同文書院に中華学生部付設。 中国人教育のた
めに天津、 漢口に中学校新設。 東亜同文書院の大学昇格
（ 1939 年）。 大学に専門部付設。（ 2） 調査出版事業＝中
国問題に関する 約半世紀にわたる 月刊機関誌発行、年鑑、
人名鑑、 経済全書その他を 上梓。 620 冊の機関誌は当時
の中国資料と し て重要。 主要出版図書は「 清国通商総覧」
（ 3 巻）、
「 支那経済全書」（ 12 巻）、
「 支那省別全誌」（ 18 巻）、
「 新修支那省別全誌」（ 9 巻） その他多数。（ 3） 啓蒙事業
＝会館図書館の設置。 講演会、 講習会等の開催によ り 中
国関係の知識情報の普及。
東亜同文書院の最大の特色は、「 中国保全」 の綱領に
則り 、「 日中提携に 必要な 人材を 養成する 」（ 1900 年、
興学要旨、 根津一起草） と する 書院建学の精神。 今一つ
の特色は、儒学に基づく 精神教育を 重視し た点（「 教育要
領」）。 根津院長自ら 、「 古本大学」 によ り 「 倫理」 を 講
じ る こ と 約 20 年間、 学生の人格形成に努力。 更に書院
の特徴と し て は、 学生の大半が各府県の派遣生であ り 、
その運営が国費（ 補助金） と 公費（ 各府県の派遣費） に
よ り 賄われたこ と 。 こ れによ っ て書院の教育が左右さ れ
る こ と なく 、 その学内環境は学生の自主を 尊重し た極め
て自由な雰囲気であ っ た。
書院で 学んだ者にと っ て 最も 印象に残る も のはと 問
え ば、 異口同音に「 根津先生と 大旅行」 と 答え る であ ろ
う 。「 旅行に出た 学生の数は約五千名、 そ の規模の大き
さ 、 その足跡の及んだ地域の広さ 、 残さ れた膨大な調査
記録、そのいずれを と っ ても 、ど こ の学校も なし 得なかっ
た」 一大壮挙であ り 、 学問的大事業であ っ た。
学制は当初、政治、商務、農工、中華学生の学部があ っ
たが、 のち商務科のみと なり 、 ま た三年制から 四年制と
なり 、 中国調査大旅行が第５ 期から 実施さ れた。 ま た大
学昇格後は、予科二年、学部三年、専門部三年制と なっ た。
書院で学んだ者は約五千名、その活動分野は、外交界、
言論報道界、 学界、 実業界、 金融界、 満鉄、 満州国等官
民多方面にわたる が、 やはり 日中貿易の主役を 務めた者
が多い。 戦後も 東南ア ジア 各国に駐在する 商社や在外交
官に驚く 程同文書院出身者が多かっ た。書院は滅んでも 、
その書院精神は日本国民と ア ジア 諸国民と の関わり の中
で脈々と 生き ていたのであ る 。
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愛知大学東亜同文書院大学
国際シン ポジウム開催さ れる
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長／愛知大学文学部教授

2007年7月28日（ 土）、 愛知
大学豊橋校舎記念会館3階の
小講堂で当オープン ・ リ サー
チ・ セン タ ーの国際シン ポジウ ム 「 日中研究者によ
る 東亜同文書院研究」 が開催さ れま し た。 こ の企画
はこ れよ り 前、 霞山会の前北川理事長の提案によ る
上海交通大学と 愛大を 中心と し た日本側研究者の間
での書院を めぐ る 史実にも と づいた 研究会が3年間
にわたっ て行なわれ、 2006年12月上海交通大学でそ
の成果発表会が行なわれたのを 、 日本でも 再現し よ
う と し て実施さ れたも のです。 と り わけ、 中国側研
究者が史実にも と づいて研究分析し たこ と は、 こ れ
ま での中国での研究のあ り 方の中でも 画期的だと い
え ま す。
書院は、 第２ 次上海事変の戦火で校舎が焼失し た
あ と 、 隣接し 、 戦争で疎開し ていた上海交通大学の
キ ャ ン パス を 1937年から 1945年ま で借用し ま し た。
こ のこ と が折から の上海交通大学史の編纂の過程で
当然取り 上げら れ、 東亜同文書院の存在と その性格
を 検討する こ と にも なっ ていま し た。
研究過程で、 上海交通大学を 中心と する 研究者は
中国側の史資料を 閲覧収集さ れ、 かなり 努力さ れま
し た。 と く に中国研究者側のリ ーダーであ る 葉敦平
教授と それを 支え た毛杏雲教授のこ の研究への熱意
が大き な成果を 生んだと いえ ま す。
当日の発表では、 葉教授が、 1937年以前、 東亜同
文書院と 上海交通大学が隣同士で共存し ていた時代

焼失後の徐家

藤田 佳久

の大学間およ びと く に学生間の連携関係が発展展開
し たこ と の指摘は新鮮でし た。 蘇智良教授は書院の
性格を いく つかの時期に分けて分析し 、 毛教授は霞
山会およ び滬友会の方々の上海交通大学と の友好関
係を 掘り 起し 、 盛懿助教授は書院の交通大キ ャ ン パ
ス 借用の事実と 実態を 示し 、 孫萍氏は書院生の大旅
行の意味、 孫氏は中国で始ま り つつあ る 書院研究史
を 整理し 、 示さ れま し た。 既存の日本側史資料も 用
いら れて おり 、 最後に武井義和氏が述べた よ う に、
日本側の書院研究の今後の発展の必要性を 強く 感じ
ま し た。
なお、 日本側では前述武井氏のほか馬場毅教授が
山田兄弟、 今泉潤太郎名誉教授が中日大辞典、 筆者
が書院の展開と 中国研究を 発表し 、 最後のコ メ ン ト
と し て栗田尚弥氏から 新たな視点から の書院研究の
展開と 視点が示さ れま し た。
会場はほぼ満席と なり 、 全国各地から の出席者も
みら れ、 こ のテーマについての関心の高さ がう かが
われ、 シン ポジウ ム と し ては刺激的で成功的であ っ
たと いえ ま す。なお開催に当り 霞山会のご 協力を 得、
星博人理事のご あ いさ つも いただき ま し た。
なお、 シン ポジウ ム の翌日は一行を 豊橋周辺（ 三
河港、 蔵王山、 二川本陣、 豊川稲荷、 ショ ッ ピ ン グ ）
その翌日は名古屋周辺（ 名古屋城、 熱田神宮、 明治
村、 ショ ッ ピ ン グ ） を 楽し ま れ、 夕食時には多く の
意見交換も 行なわれま し た。

の東亜同文書院（虹橋路校舎）

借用した上海交通大学の現在（上、下とも）
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発表者の面々。左から武井、今泉、藤田、葉、蘇、毛、盛、欧、孫の各氏。
馬場氏は午後会議で退席（途中で復帰）。

若手研究者も発表
左は欧氏、右の写真は武井氏
霞山会星理事のあいさつ

葉敦平上海交通大学教授の
あいさつ

発表する毛上海大学教授（中央）
、左は葉教授、右は孫氏

会場は満席の盛況

シンポジウム後の懇親会

すばらしい日中語を駆使した同時通訳の3人
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愛知大学東亜同文書院記念センタ ー
大学史展示室リフレッシュオープン
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープンリサーチセンター 研究員

愛知大学東亜同文書院大学記念セン タ ー（ 藤田佳
久セ ン タ ー長） の「 大学史展示室」 が、 4月19日リ
ニュ ーア ルオープン し ま し た。
愛知大学創立60年、 人間で言え ば還暦の年にも あ
た り ま す。 も う 一度、「 愛大の原点」 にかえ っ て 見
直し 発展さ せよ う と する も のと いえ ま す。
東亜同文書院大学記念セン タ ーの研究プロ ジェ ク
ト が「 平成18年度、 文部科学省私立大学学術研究高
度化推進事業」 に選定さ れ、 その事業によ り 実現す
る こ と になり ま し た。
創立10年目の秋、 11月3日豊橋文化協会神野太郎
氏は、「 蚕糸の町から 軍都の町を 経て、 文化の町豊
橋へと 移行し たが、 その中心は愛知大学であ る 」 と
称賛し ま し た。 毛筆で書かれた 顕彰文の中で、「 軍
本部を 真理探究の学府に切換え 」、「 軍都豊橋を 文化
都市に逆転さ せ」、「 愛知大学本間喜一先生への思慕
敬愛の情は市民共通のも のと なり 」、「 地方文化への
貢献を 期し て、「 国際問題研究所」、「 綜合郷土研究
所」、「 中部地方産業研究所」 な ど を 設置さ れ、「 南
の丘の上から 春風と 暖な眼と を 恵んで下さ い」、「 豊
橋を 照ら す灯台であ っ て下さ い。」 と 結んでいま す。
今回オープン し た大学史展示室ではそう し た文化
都市豊橋を 象徴する 愛知大学の変遷を 「 愛知大学創
成期」、「 愛知大学を 揺る がし た事件事故紛争」、「 国
際交流の 発展と 大学の 社会的拡が り 」、「 近年の 愛

越 知専

知大学」 の4つの テ ーマ に 分類し 、 2部屋60• •に 所
狭し と 物証を 陳列し て紹介する コ ーナーが完成、 リ
ニュ ーア ルオープン し たも のです。
こ う し た展示公開によ っ て、 市民や東亜同文書院
の関係者、 愛知大学の卒業生や家族、 中学生や高校
生など の見学者が増加し 、「 こ んなに多く の資料があ
る と は！」 と か「 愛大のお宝」、
「 愛大の重要な文化財」
（ 展示会場であ る 建物は、 建築100年を 過ぎ た文科省
の登録文化財である ） と の声も 挙がっ ていま す。
なお、豊橋市美術博物館の協力を 仰ぐ 体制も 出来、
博物館的機能と し ての充実を 図っ ていき たく 、 夢は
大き く 膨ら んでいま す。

リフレッシュオープンテープカットの大学関係者

• •主な展示物の紹介

「 愛知大学の創成」 コ ーナー

創成期の資料

左の写真は東亜同文書院。本展示室A・Bのコーナーは以下順 （左）愛知大学が発行した、東亜同文書院大学の修了証明書。
に「愛知大学を揺るがした事件・事故・紛争」
、
「中国との交流」、 （右）創設当時の愛知大学生を描いたスケッチ（竹生節男氏画）。
「近年の愛知大学」で構成。
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往時の学生寮を 再現し たジ オラ マ
旧兵舎を利用した学生寮（左下に各寮の看板を展示）は1987年
まで豊橋校舎の北側に存在した。

創立1周年・ 10周年記念の掛軸

（左）三淵忠彦最高裁長官と本学創設関係者
が揮毫した創立1周年の時のもの。
（右）本間喜一から小岩井淨への学長禅譲の
記念もこめて、地元新聞社長が寄贈し
た創立10周年時のもの。

旧制愛知大学の制帽
旧制予科・ 学部の修了・ 合格（

左が予科で右が学部のもの。それぞれの中央にある校章のうち、
岸田劉生の門下生がデザインした学部のものは、現在も使用され
ている。

卒業） 証書

学制改革前に各大学に設けられていた「予科」は現在の教養課
程にあたり、修了後学部に進学した。

薬師岳遭難学生への追悼短歌

『 中日大辞典』 関連資料

1963年1月に富山県薬師岳で遭難し、全員が死亡した本学山岳
部一行13名の合同慰霊祭後に学生部長がしたためたもの。

（左）東亜同文書院以来作成されてきた原稿カード。
（右下）原稿の校正刷り。
（右上）初版と一連の増訂版。
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シン ポジウム「 大学史」 報告
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープンリサーチセンター 大学史事務室

シンポジウムでの報告

シンポジウム

「 世界と日本の大学史の流れの中での
東亜同文書院と 愛知大学」
10年ほど 前から 各大学において、「 大学史」 を 講
義科目に組み入れる 動き が現れはじ めていま す。 こ
れは、 大学設置基準の大綱化によ っ て各大学が特色
あ る 個性的なカ リ キ ュ ラ ム 、 新科目を 創り 出すこ と
が求めら れる よ う になっ てき たこ と を う けて、 大学
と いう 教育機関を 歴史の客体と し て捉え よ う と する
気運が高ま っ てき たこ と を 示し ている と いえ ま す。
こ う し た中、 本愛知大学でも 創立50周年時の諸事
業を 契機と し て、 本学の歴史を よ り 広く 、 一般の学
生や地元の人々に知っ ても ら う こ と の必要性が感じ
ら れはじ め、 創立60周年にあ た っ た2006年、 ３ 月に
普及版の『 愛知大学小史 六十年の歩み』 が梓出版社
よ り 刊行さ れたのに続き 、 ９ 月には同書を テキ ス ト
にし たリ レ ー講義「 総合科目１ （ 大学史）」 が、 ま ず
は名古屋（ 三好） 校舎で新たに開講さ れま し た。
諸事情によ り 名古屋校舎のみでの開講と なり ま し
たが、初年度の「 大学史」 リ レ ー講義は、秋学期（ 後
期） の金曜３ 時限目に設定さ れ、 試験を 含め計14回
行なわれま し た。 担当者は、 北嶋繁雄名誉教授・ 海
老澤善一元副学長・ 太田明教授・ 大島隆雄名誉教授・
小崎昌業氏（ 卒業生）・ 豊島忠氏（ 同）・ 山田義郎氏
（ 同）・ 武田信照前学長にコ ーディ ネータ ーと し ての
佃非常勤講師が担当し ま し た。 こ の講義の特色と し
ては、 日本、 さ ら には世界全体の大学の歩みと し て
の「 大学史」 と 、 自ら の大学のみ対象の「 大学史」
と を 包含し た形で試みたこ と であ り ま す。
「 大学史」 講義がス タ ート し た一方で、
「 愛知大学・
東亜同文書院大学記念セン タ ーの情報公開と 東亜同

佃 隆一郎

文書院を めぐ る 総合的研究の推進プロ ジェ ク ト 」 が
文部科学省の私立大学学術高度化推進事業に選定さ
れたこ と を 受け、 東亜同文書院大学記念セン タ ーの
も と で愛知大学史研究が、 大島名誉教授を 責任者と
し て本格的に再開さ れる こ と にも なり ま し た。
「 大学史」 講義の各担当者には、 こ のプロ ジ ェ ク
ト に関わっ ている 人と そう でない人がいま すが、 講
義担当者でも あ る 大島名誉教授の発案によ り 、 講義
担当者グ ループと 東亜同文書院大学記念セン タ ーと
が共催する 形での公開シン ポジウ ム 「 世界と 日本の
大学史の流れの中での東亜同文書院と 愛知大学－初
の『 大学史』 講義を 終え て－」 が実現する こ と にな
り ま し た。 そし て2007年３ 月10日（ 土） の午後１ 時
よ り 、 愛知大学豊橋校舎研究館１ 階の第１ ・ ２ 会議
室にて開催さ れま し た。 副題が示す通り 、 初めての
試みであ っ た「 大学史」 講義の報告会と し て行なわ
れたも のであ り ま す。
報告予定者（ すなわち講義担当者） のう ち２ 名が
所用のため欠席し 、 実際は７ 名が９ つのテーマを 報
告する 形になり ま し たが、 報告の司会は佃氏が担当
し 、 休憩後の討論の司会は大島氏が担当いたし ま し
た。参加者（ 入場無料）は全体を 通じ て約50人を 数え 、
予想を 超え る 数と なり ま し た。 ま た、 学内の教職員
のみなら ず、 卒業生や学外の方の姿も 見ら れ、 討論
時に幅広いご 意見を いただいたこ と は、 こ の反響が
十分あ っ たこ と と 考え ら れ、 収穫と し て生かし てい
かな く て はな ら な いと 思われま し た。（ こ のシ ン ポ
ジウ ム の記録を 、 こ のたび刊行し た『 愛知大学史研
究』 創刊号に掲載し たので、 参照を お願いし ま す。）

愛知大学山岳部の薬師岳遭難事故
（山田義郎氏が報告、
1963年）
での捜索（毎日新聞社提供）
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「 研究会・ 講演会」 報告
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープンリサーチセンター ポスト・
ドクター

本間 喜一

世界大学史と 愛知大学
講師

武井 義和

－法学者としての軌跡－
講師

酒井 吉栄（法学博士・愛知大学名誉教授）

2007年3月17日（ 土） 午後、 酒井吉栄愛知大学名誉
教授によ る 公開研究会「 世界大学史と 愛知大学」 が、
愛知大学豊橋校舎で開催さ れま し た。 酒井氏はベル
リ ン （ フ ン ボルト ） 大学と 愛知大学の創立過程にお
ける 類似点に早く から 注目さ れており 、 研究会では
こ の両校の比較、 そし て世界の大学史の中での愛知
大学の位置付けについての話が中心と なり ま し た。
べルリ ン 大学は、 1806年ナポレ オン と の戦いに敗
れたプロ イ セン が、 領土割譲・ 多額の賠償金支払い
と いう 負担を 強いら れる 中で、 物質的に失っ たも の
を 精神的に補う こ と を 目指し 、 1810年に創設さ れま
し た。
一方、 愛知大学は日本が第二次世界大戦に敗北し
た翌年の1946年に創設さ れま し た。 いずれも 戦争に
よ る 敗北と いう 状況の中から 誕生し た大学であ り ま
す。 し た がっ て、 講演の主な 内容の1つと し て、 ベ
ルリ ン 大学創設に大き く 関わっ たフ ン ボルト （ 宗教
公教育長官）、 フ ィ ヒ テ（ 初代総長）、 シュ ラ イ エル
マッ ヘル（ ベルリ ン 大学学則を 構想） の3人を 「 大
学の父たち」 と 捉え 、 それに、 対比する 形で愛知大
学の初代から 第4代学長であ っ た林毅陸・ 本間喜一・
小岩井淨を 「 愛知大学の父たち」 と 捉え て、 両校の
類似点など について論じ ら れま し た。
研究会における 酒井氏のお話は、 愛知大学の歴史
を 世界史的視野から 捉え 直すこ と の可能性を 示さ れ
たも のであ り 、 ス ケ ールの大き さ を 感じ さ せる 内容
であ り ま し た。

石井 吉也（愛知大学元学長・名誉教授）

2007年4月28日（ 土） 午後、 愛知大学元学長で同
大学名誉教授でも あ る 石井吉也氏によ る 公開講演会
「 愛知大学の創立者 本間喜一 －法学者と し て の
軌跡－」 が、 愛知大学豊橋校舎で開催さ れま し た。
石井氏は東亜同文書院大学最後の学長であ り 、 戦後
に愛知大学第２ ・ ４ 代学長を 務めた本間喜一（ 1891
～1987年） から 教え を 受けた人物であ り ま す。
石井氏は、 本間喜一の 学究時代を 東大学生時代
（ 1912～1915年）、東京地裁判事時代（ 1915～1920年）、
東京商科大学（ 現 一橋大学） 時代（ 1920～1936年）、
愛知大学法経学部教授・ 大学院法学研究科教授時代
（ 1946～1987年） と 4つの時期に区分し 、 研究者と し
ての道のり を 紹介さ れま し た。 特に、 東京地裁時代
に判決に対する 苦悩が生じ 、 東京地裁の先輩であ る
三淵忠彦の勧めも あ り 、 東京商大で教授を 務める 傍
ら 、 法哲学の研究に取り 組んでいっ たこ と 、 そし て
昭和初期の東京商大時代に有価証券や手形法・ 小切
手法の研究を 深化さ せていっ た様子、 戦後は愛知大
学で1964年頃から 法哲学研究を 再開し たと いう 軌跡
を 紹介さ れま し た。
本間喜一はこ れま で 東亜文書院大学や愛知大学
の学長と いう 側面から 語ら れる 場合が多かっ たです
が、 研究者と し て歩んでき た人生が紹介さ れた講演
会は、 本間の学問や思想の形成過程、 さ ら には人柄
を 窺い知る こ と ができ る と いう 点で、 大変貴重な内
容だっ たと いえ ま す。
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「 研 究 会・ 講 演 会 」 報 告

愛知大学と
東亜同文書院大学と 私
講師

「 学問のすすめ」「 脱亜論」 と
荒尾精先生の思想
講師

牧野 由朗（愛知大学元学長・名誉教授）

2007年6月9日（ 土） 午後、 記念セン タ ー主催によ る
愛知大学元学長・ 牧野由朗氏を 招いての公開講演会が、
愛知大学研究館１ 階の会議室で開催さ れま し た。 越
知專記念セン タ ー客員研究員の司会のも と 、 佃隆一
郎愛大史編纂事務室員よ り 牧野氏の略歴が紹介さ れ
たあ と 、 牧野氏が戦中から 敗戦直後にかけて 秋田鉱
専で学んだ後、 桜丘高校（ 豊橋市） で教師を 務めつ
つ愛知大学に入学し 社会学を 学んだ経緯、 恩師の秋
葉隆教授（ 元京城帝国大学教授） と の出会い、 大学
卒業後の学長時代（ 1988～1992年） を 含む愛知大学教
員時代の様々な思い出など を 中心に話さ れま し た。
特に、 高校教師を 務める 傍ら 、「 良い教師にな る
には実力がなければ駄目」 と 、 猛勉強する 中で出会
っ た『 社会再組織の科学的基礎』（ オーギ ュ ス ト ・
コ ン ト 著、 1822年） が、 牧野氏が愛知大学に入学し
社会学を 学ぶき っ かけになっ たと いう 話し は、 本の
持つ影響力の大き さ を 改めて感じ さ せる も のであ り
ま し た。
ま た、 東亜同文書院時代の1933年頃から 作成が開
始さ れた約14万枚の中国語原稿カ ード を も と に、 愛
知大学で編纂が行われ、 1968年に出版さ れた中国語
辞書であ る 『 中日大辞典』 を き っ かけと し て、 愛知
大学は中国と の交流が盛んにな っ た こ と 、 そ し て、
中日友好協会会長の故孫平化氏は愛知大学を 高く 評
価し ていたが、 それは『 中日大辞典』 によ る と こ ろ
が大き かっ たと いう こ と が紹介さ れま し た。 牧野氏
は最後に、「 愛知大学は東亜同文書院の系統を 引く
大学であ る 。 今後、 大学は特色を 持たないと いけな
いが、 愛知大学の特色は中国であ る 」 と 、 愛知大学
の今後のあ る べき 姿、進むべき 道を 強調さ れま し た。

村上 武（東光書院院生）

2007年6月30日（ 土） 午後、 村上武氏を 招いて の
講演会が愛知大学豊橋校舎研究館で 開催さ れま し
た。 村上氏はご 尊父・ 徳太郎氏（ 同文書院18期卒、
元書院中華学生部助教授） が祭主を 務めた靖亜神社
（ 同文書院内にあ っ た 近衞篤麿、 荒尾精、 根津一を
祭神と する も の）、 な ら びに1931 年に創立し た東光
書院を 1970年に受け継がれた方です。 靖亜神社祭祀
は1996年に滬友会に返還し 、 現在は東光書院院主、
東光書院機関紙『 回光』（ 月刊） 編集・ 発行者であ
り ま す。
講演主旨は福澤諭吉の対ア ジア 認識の問題点を 指
摘し つつ、 東亜同文書院の源流であ り 上海に設置さ
れた日清貿易研究所の所長を 務めた、 西枇杷島（ 愛
知県）出身の荒尾精（ 1859～1896年）の思想と 比較し 、
荒尾の先見性を 検討する こ と で、 現在の対ア ジア 問
題を 考え る 一助と し よ う と する も のであ り ま し た。
今泉潤太郎記念セン タ ー客員研究員の司会のも と 、
ポス ト ・ ド ク タ ーの武井義和によ る 講師紹介で始ま
っ た講演会は、 ご 尊父の紹介、 靖亜神社と 村上氏と
の関係がま ず語ら れま し た。 そし て、西郷隆盛の「 征
韓論」 が実は遣欧使節団によ る 言いがかり であ り 、
西郷と し ては朝鮮と 平和的な国交樹立を 望んでいた
こ と や、日清戦争時に荒尾が発表し た『 対清弁妄』（ 当
時の清国への賠償金や領土割譲を 要求すべき ではな
いと 主張） は「 ビ ス マルク 流」 帝国主義者への反論
であ る こ と など について、 カ ラ ー印刷さ れたレ ジュ
メ を 用いながら 明快な説明を なさ れま し た。
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「 研 究 会・ 講 演 会 」 報 告

東亜同文書院大学呉羽分校顛末
－海を渡れなかった書院生たち－
講師

池上 貞一（愛知大学名誉教授）

2007年9月29日（ 土） 午後、「 東亜同文書院大学呉
羽分校顛末－海を 渡れなかっ た若者たち」 と いう 題
で、 池上貞一名誉教授によ る 講演会が愛知大学豊橋
校舎本館5階で開催さ れま し た。 池上氏は少年時代
を 青島で過ご し 、 中国人の学校で生徒と し て過ご し
た経験を も っ ていま す。 上海の東亜同文書院大学で
学びま し たが健康上の理由から 中退、 後に東亜同文
書院大学呉羽分校で中国語教員と なり 、 戦後は豊橋
市に誕生し た愛知大学で長年教鞭を 取ら れたと いう
ユニーク な経歴の持ち主です。
東亜同文書院大学は上海にあ り ま し たが、 太平洋
戦争末期には船で東シナ海を 渡る こ と が極めて困難
にな っ て いま し た。 そ のた め、 1945年7月25日、 東
亜同文書院の卒業生が副社長を 務めて いた 富山県
ね い
婦負郡呉羽村（ 現 富山市呉羽町） にあ っ た呉羽航
空機（ 株）の建物を 借用し 、斎伯守分校長（ 学長代理）
ほか13名の教職員と 新入生177名によ っ て 東亜同文
書院大学呉羽分校が開校さ れる こ と にな り ま し た。

し かし 、呉羽分校は存続期間が大変短いも のでし た。
1945年7月25日に開講し 11月15日に授業打ち 切り と
な り ま し た が、 8月16日か ら 10月15日ま で の2 ヵ 月
間は休校措置が取ら れたため、 授業が行われた期間
は僅か1 ヵ 月半程度し かあ り ま せんでし た。 し た が
っ て資料が乏し く 、 そのため呉羽分校の実態はなか
なか知ら れず、ま た明ら かにさ れてき ま せんでし た。
池上氏の 講演会は、 そ う し た 知ら れざ る 東亜同
文書院大学の歴史を 明ら か にし よ う と し た も ので
あ り 、 非常に重要なも のであ り ま し た。 今泉潤太郎
記念セン タ ー客員研究員の司会で進めら れた講演会
は、 池上氏の幼少期に始ま り 、 呉羽分校教員と し て
赴任する ま での経緯が主に語ら れま し た。 ま た今泉
氏が、 聴講者に配布さ れたレ ジュ メ に添付し てあ る
資料の解説を 詳し く 説明さ れ、 講演の補足を さ れま
し た。 一方、 会場の出席者の中には敗戦後に呉羽分
校が再開さ れる と いう こ と で１ ヵ 月だけ呉羽分校で
学んだ方がおら れ、1年生は中国語を 勉強し 、念書（ 発
音練習） も 行われていたと 、 呉羽での授業を 回想し
たり 、 ま た愛大草創期に入学し た方が、 東亜同文書
院大学出身者の中国語は上手だっ たと 当時の様子を
語る 場面も あ り 、 フ ロ ア ーから の貴重な証言が多く
飛び出す講演会と なり ま し た。

海を渡った書院生【上海

山碼頭】（昭和18年4月）

呉羽校舎（旧呉羽紡）
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センタ ー の 窓

東亜同文書院前のコ ンビ ニ
書院生たちの上海のおかあさん
愛知大学東亜文書院大学記念センター／オープンリサーチセンターリサーチアシスアント

最近の大学の近く にはだい
たいコ ン ビ ニがあ り 、 学生で
にぎ わっ ている 。 愛知大学近
く にも あ り 、 顔なじ みなのだ
ろ う 、 店員と 学生が楽し そう
に雑談し ている こ と も あ る 。
こ のコ ン ビ ニ、 よ う する に
雑貨屋のこ と だ。 24時間営業
と はいかないけれど 、 そう い
う 店はむかし から あ っ た。 も ちろ ん、 上海の東亜同
文書院の近く にも あ っ た。
高昌廟桂墅里校舎時代（ 1901～1913）、 書院生は門
前の雑貨屋で酒やつま み、 菓子など を 買い食いし てい
た。店には経和順なる 立派な屋号があっ たのだけれど 、
書院生はおかみさ んに親し みを こ めて「 媽々鋪子」（ お
かあ さ んの店） と よ んでいた。 看板娘は阿姐と 阿桂
と いう かわいら し い媽々の娘さ ん、 こ ち ら 目当て の
輩も いて店はと て も 繁昌し て いた。 そこ は書院生に
と っ ても っ と も 身近な中国だっ たのだ。
こ の媽々、 書院生にたいへん慕われていたよ う で
あ る 。 卒業生のな かには感謝を こ めて「 頌徳碑」 を
たてる べき と いっ た者も いる し 、 卒業後に学生時代
を 懐かし んで媽々を たずねる 者も 多く いた。 板東末
三（ 第１ 期生） は張作霖の顧問と なっ て後も 連絡を
と っ ていたよ う だし 、 東亜同文書院職員と なっ た遠
藤保雄
（ 第１ 期生）は媽々の息子の面倒ま でみている 。
大正末年、 店を 失い苦労し て いた 媽々のた めに、
同窓有志が慰労金を 募っ たこ と があ る 。 その発起人
はこ う いっ ている 。
「 當時の學生のみの摺子が私の處にあ
り ま す。 心當たり の方へは御知ら せも し
ま せう 總額七百三十五弗余口數八十五名
になつてゐま す一々に書出し て御立腹を
買はふと はし ないが、 理屈は拔き にし て
イ ヤ媽々か哀の一滴か、 或は桂墅里三年
の思い出料に、 幾分でも 御寄捨を 願つた
な ら ば [中略] 媽々の喜し 顔も 見れる 事
だろ う 」（ 東亜同文書院滬友同窓会編『 滬
友』 第21号、 1925年８ 月31日）
「 摺子」 と は、 つけ 台帳のこ と 。 な ん
と 書院生はつけの代金を ふみたおし てい
たのだ。
ちなみに、 媽々鋪子があ っ たこ ろ の上
海の物価は安く 、 書院生は学校から 支給
さ れる 10日に一度の１ ド ル銀貨で遊び回
カ オーチャ ン ミ ィ ヤオク ゥ イ シュ リ

マ ー マ ブ ー ズ

ア ーヂィ エ

ア ーク ゥ イ

石田 卓生

る こ と ができ た と いう から 、 ふみた おし た735ド ル
は少なく はない額だ。 だから と いっ て、 媽々がこ と
さ ら 催促し ている 様子はない。
募金発起人がつけ のこ と を いっ た のは返済を せ
ま っ てのこ と ではない。 こ のこ ろ 、 かつて店に通っ
ていた書院卒業生は30半ばから 40代の働き 盛り 、 各
界で活躍し ていた。 そんなかれら に学生時代のこ と
を ちく り と つつく のは同窓の仲なら ではのユーモア
だろ う 。
故郷から 遠く 離れ、 こ と ばも 違う 土地で生活する
書院生にと っ て、 こ の媽々はき っ と 文字通り 上海の
おかあ さ んだっ たにちがいない。
あ り し 日の媽々鋪子。 書院生たちと 媽々や看板娘
たちの光景を 想像し てみよ う 。 も ちろ ん、 そこ で日
本語が通じ る わけも ない。 く わえ て、 東亜同文書院
で 学ん だ 中国語を 使おう と し て も 、 か れら が 学ん
だのは北京語であ っ たから 、 上海の方言を 話し たで
あ ろ う 媽々たちにはそのま ま では通じ なかっ ただろ
う 。 と き には身振り 手振り を ま じ え て、 と き にはお
互いに首を かし げ困り 果て、 それでも かれら はわか
り あ っ たのだ。 なんと も ほほえ ま し く 、 親近感を い
だかせる ではないか。
な お媽々へおく ら れた 募金は銀201元だっ た そ う
だ。 わたし など は、 ふみたおし たま ま と なっ たつけ
のこ と が気になっ てし ま う 。 けれど も 、 親子関係に
損得勘定など ないのだから 、 媽々にと っ て手はかか
る けれど かわいい息子たち、 それが書院生だっ たの
かも し れない。

1920年代 徐家 虹橋路校舎付近の中国人商店。
「媽媽」の店もこのようなものだったと思われる。
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ブッ クレット 紹介

こ の ブ ッ ク レ ッ ト は、 2006年11月の 第８ 回図書
館総合展の期間中に開催さ れた記念セン タ ー主催の
フ ォ ーラ ム 「 海を 渡っ た若者たち」 で、 講師のお一
人であ っ た漫画家・ 安彦良和氏の講演内容を 活字化
し たも のです。 安彦氏はア ニメ 「 ガン ダム 」 の作者
と し て 有名ですが、 1980年代末に漫画家に転身し 、
日本や中国の近代史を テーマにし た『 虹色のト ロ ツ
キ ー』、
『 王道の狗』 と いう 漫画を 発表さ れていま す。
かつて満洲国に存在し た建国大学（ 1938～1945年）
の学生を テーマにし た『 虹色のト ロ ツ キ ー』 を 主に
取り 上げ、 こ の漫画を 描いた動機や、 登場人物を 描
いた際の失敗談など 、 漫画家なら ではの貴重な話が
記さ れていま す。『 虹色のト ロ ツ キ ー』のス ト ーリ ー
自体はフ ィ ク ショ ン ですが、 史実を ベース にし てお
り 、 安彦氏が実際に建国大学出身者に取材を し たこ
と 、 ま た安彦氏ご 自身も 旧満洲を 中心と する 日本近
代史を 勉強さ れた様子が窺え ま す。
漫画家の視点によ る 近代史と し て、 分かり やすく
楽し く 読める 内容と 思いま す。

『 漫画で描こ う と し た大陸と 日本青年
愛知大学東亜同文書院ブ ッ ク レ ッ ト ②』
安彦 良和 著
愛知大学東亜同文書院大学記念セ ン タ ー編、
• •あ る む発行、 2007年3月

こ ちら も 、 フ ォ ーラ ム 「 海を 渡っ た若者たち」 で
講師のお一人であ っ た、 藤田佳久記念セン タ ー長の
講演内容が活字化さ れたも のです。 東亜同文書院で
卒業年次生が毎年夏休みを 中心と する 時期に中国各
地を 調査し た、 いわゆる 「 大旅行」 を 中心に扱っ て
おり 、 彼ら の調査項目や観点、 そし て帰校後に調査
結果と し て ま と め、 学校に提出し た『 調査報告書』
など について詳細に記さ れていま す。
し かし 、 戦後の東西冷戦下における イ デオロ ギー
的観点では、『 調査報告書』 を はじ めと する 東亜同
文書院の実績は顧みら れま せんでし た。 ブッ ク レ ッ
ト では、 藤田記念セン タ ー長が大旅行研究を 開始し
た20年前には誰も 見向き し ない厳し い状況であ っ た
こ と 、 それが1989年のベルリ ン の壁崩壊後、 研究が
評価さ れマス コ ミ も 注目する よ う になる など 、 戦後
日本の東亜同文書院に対する 認識と その変化の様子
も 明ら かにさ れていま す。
『 調査報告書』 は戦前の中国を 克明に記録し て お
り 、 こ れら を 読み解く こ と で、 近代中国と 現代中国
を 「 連続性」 の視点で捉え る こ と の可能性について
も 言及さ れていま す。 今後の中国近現代史研究のあ
り 方を 考え る 上でも 、 大変参考になる と 思いま す。

『 東亜同文書院生が記録し た近代中国
愛知大学東亜同文書院ブ ッ ク レ ッ ト ③』
藤田 佳久 著
愛知大学東亜同文書院大学記念セ ン タ ー編、
• •あ る む発行、 2007年3月
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東亜同文書院大学資料展示会

• •2007年度

上半期の活動

• •活 動
日時
3月17日
4月28日
6月29日
6月30日

イベント名
公開研究会
公開講演会
公開講演会
公開講演会

7月28日 国際シンポジウ ム

テーマ
世界大学史と 愛知大学
法学者と し ての軌跡
愛知大学と 東亜同文書院大学と 私
「 学問のすすめ」「 脱亜論」 と 荒尾精先生の思想
日中研究者によ る 東亜同文書院研究

講演者
酒井 吉栄
石井 吉也
牧野 由朗
村上
武
藤田 佳久
葉
敦平

会場
研究館第1・ 2会議室
研究館第1・ 2会議室
研究館第1・ 2会議室
研究館第1・ 2会議室
記念会館3階小会議室

他8名

9月20日 研究会
9月29日 公開講演会

東亜同文書院に関する 先行研究の回顧と
今後の展望
東亜同文書院大学呉羽分校顛末

武井 義和

研究館第3会議室

池上 貞一

本館第2会議室

• •2007年度 豊橋市民大学ト ラム 愛知大学連携講座 －近代史の中の東亜同文書院と 愛知大学－
日時
イベント名
10月26日• •「 東亜同文書院の歩いた道と 愛知大学」

講 師
藤田 佳久 （ 東亜同文書院大学記念センタ ー長・ 文学部教授）

10月13日• •「 孫文を 支援し た山田兄弟」

馬場

毅

武井
武井
石田
大島

義和
義和
卓生
隆雄

10月20日•
10月27日•
11月10日•
11月17日•

•「
•「
•「
•「

展示室での講義と 見学」
東亜同文書院から みた近代の日本と 中国」
東亜同文書院生と キリ ス ト 教」
人物でたど る 東亜同文書院から 愛知大学」

（ 東亜同文書院大学記念センタ ー運営委員・
現代中国学部教授）
（ 東亜同文書院大学記念センタ ー P.D）
（ 東亜同文書院大学記念センタ ー P.D）
（ 東亜同文書院大学記念センタ ー R.A）
（ 東亜同文書院大学記念センタ ー運営委員・ 研究員）

豊橋校舎の樹木、 近代的な建物の陰に星のマーク を つけた鬼瓦を 当時の学生たちも 見ていた
のかな、 そんな思いを 抱き ながら 研究報2号を お届けする 。 なお、 巻頭言は書院第42期、 本学
旧制第1期卒業生で当セン タ ーの運営委員である 小崎さ んにお寄せいただいた。 上半期の主な事業と し て、 4月には大
学史展示オープン 、 7月には日中研究者によ る 東亜同文書院研究シン ポジウ ム 、 さ ら に昨年開催さ れた第8回図書館展
の際の内容を ブッ ク レ ッ ト と し て刊行など 、 種々事業を 展開し た様子が伝われば幸いです。

編 集 後 記

編集• 愛
• 知大学東亜同文書院大学記念センタ ー 〒441-8522 豊橋市町畑町1-1 • （ • 0532）47- 4139
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虹橋（ほんじゃお）の連合運動会
曲折の中、中国の友であり続けた書院生
東亜同文書院第41期卒業生

東亜同文書院の虹橋路校舎

高瀬 恒一

たのか！」
と、驚嘆にも似た思いがしてならない。

は、南洋大学
（今の上海交通大

ことに両校の連合運動会が例年のとおり開催され

学）
と隣り合っていた。虹橋路も今は徐家 （じかうぇ

た1926年5月という時期は、5･30事件の1年後のことで

い）の地下鉄駅に直行しているが、戦前は途中から曲

ある。この事件は1925年5月30日、上海の邦人経営内

がって東亜同文書院と交通大学の前を通り交通大学前

外綿紡績工場のストライキで中国人労働者に死傷者が

の交差点で終わっていた。 虹橋 。今様の言葉でいう

出、これに憤激した上海の労働者・学生のデモ隊がイ

ならばレインボゥ・ブリッジである。美しい言葉だ。

ギリス租界警察に弾圧され多数の死傷者が出て、反帝

その虹橋路に並ぶ両校は、1925年前後の一時期、親

国主義の運動を引き起こしたものであった。その1年

密な関係にあった。これは、霞山会北川前理事長の提

後に両校の連合運動会が開催されたことは特筆すべき

案により、上海交通大学と愛大を中心とした日本側研

ことだと思う。

究者の間で3年間にわたって行われた研究会の過程で

「申報」
の記事では、連合運動会後の懇親茶話会で南

上海交通大学より提供された「資料選集」により明ら

洋大学側の同文書院チームの歓待ぶりがこと細かに記

かにされた。

されている。

それによれば、
当時の「申報」
という上海で発行部数・

反帝国主義の運動を画一的にみることはたやすい。

影響力最大の新聞は、1926年5月19日記事で「南洋大

だがその潮流の中で、身近な両校の学生たちは、誰が

学は毎年春、日本人同文書院と連合運動会を開催して

敵であり、誰が友であるのか。身を持って、それを感

いる。
」
と書いている。両校が毎年春、連合の運動会開

じ取っていたに違いない。

催を恒例としていたという事実は、それより僅々 10

曲折の歴史のなかで終始、中国の友であり続けた書

年後に、交通大学の校舎を仮校舎として借用せざるを

院生の生き様の原型を、そこに見る思いが私はするの

えなかった36期以降の書院生にとっては「そうであっ

である。
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愛知大学東京事務所
霞山会館新ビル移転記念

「霞山会館新ビル」
で貴重資料の大公開
東亜同文書院大学記念センター長

2007年10月27日
（土）から同29日
（月）までの3日間、

藤田 佳久

準備を行ない、開場の午前10時になんとか間に合わせ

東京霞が関ビルの隣に官民合同ビルとして建設された

ることが出来た。初日は午後、東京事務所のオープニ

コモン・ゲート西館37階で、東亜同文書院の展示会と

ングセレモニーもあり、愛大や滬友会関係者も多数出

講演会を当記念センターの主催で行った。虎ノ門の歴

席されたが、その後の講演会と展示会にはさらに多く

史ある霞山会館の建物は戦後9階建のビルに生まれ変

の一般の方々が来館され、3日目の閉場する夕方6時頃ま

わり、この2007年10月には高層ビルの高層階へと移転

で多くの閲覧者でにぎわい、東亜同文書院への関心の高

した。すでに前の霞山会館には東亜同文書院同窓会で

まりを実感できた。

ある滬友会の事務所があり、のちに愛知大学の東京事

なお、27日午後は作家船戸与一氏の満州国関係の作

務所も開設され、両者が同居するほどに一体化してい

品執筆にからんで、
「小説
『満州国演義』に見る中国大

た。滬友会は昨夏解散したので、同事務所は愛知大学

陸」というテーマで講演が行なわれ、翌28日
（日）には

の事務所だけになったが、滬友会の方々も色んな会合

李廷江中央大学教授の近衞篤麿と清朝の要人達の交流

などに利用している。

から日本関係を研究しているベースから「近衞篤麿と

というわけで、今回の展示会と講演会は、愛知大学の
東京事務所の移転開設記念行事に共賛する形をとった。

清末中国」というテーマでの講演が行なわれ、いずれ
も多くの聴衆を集め、関心の高さがうかがわれた。

展示は初日の早朝から業者とセンターのスタッフが

資料展示会

展示資料
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�霞山会館東京事務所移転オープニング記念講演会紹介
東亜同文書院大学記念センター ポストドクター

直木賞作家

武井 義和

船戸 与一

小説『満州国演義』
に見る中国大陸
愛知大学東亜同文書院大学記念センターは、

日本が盟主になりアジアを引っ張るというもので

2007年の資料展示会を10月27日
（土）
から29日
（月）

あり、日本が満州国を建国した際には、孫文が用

の３日間の日程で、霞山会で開催しましたが、あ

いた「五族共和」
をもとに「五族協和」
という言葉

わせて講演会も２日にわたって開催しました。27

が唱えられたことなど、
「大アジア主義」
をめぐる

日には作家の船戸与一氏が、現在執筆中のシリー

東アジア地域の複雑な関係などについても述べら

ズ小説
『満州国演義』
の舞台である満州国を考える

れました。

軸として設定したという、
「大アジア主義」
をテー
マとして講演し、様々な視点から論じました。
主に、
「大アジア主義」
とは基本的には白色人種
に対する抵抗の概念でありつつ、その具現化につ

「大アジア主義」
は今までにも多くの研究者が論
じてきた、近現代史を研究する上で非常に重要な
テーマですが、船戸氏は日中両国の近代史の流れ
を押えつつ話を展開しました。

いて方法論が存在しないものであり、したがって
日本だけでなく、孫文やインドの独立運動家ビハ
リ・ボースなども主張できるような思想であった
ことが述べられました。そして、孫文の意識にも
大アジア主義はありましたが、彼が主張する「三
民主義」は多民族を抱える中国の中で漢民族中心
主義であったこと、また、日本の大アジア主義は

中央大学教授

李 廷江

近衞篤麿と清末中国
中央大学法学部教授・李廷江氏による講演
「近
衞篤麿と清末中国」は、船戸与一氏講演会が開催

明らかにしました。
結論として、近代日中関係史における近衞の役
割と影響などを考える必要性とともに、研究から

された翌日の28日に行われました。
講演では主に、19世紀末に近衞に宛てた中国人

浮かび上がる21世紀へのメッセージとして相互理

の書簡が清末改良派
（康有為・梁啓超など）
、南方

解の諸問題や、友好と協力の重要性などといった、

有力者
（張之洞・劉坤一など）
、清朝要人と外交官

未来に繋がる問題が指摘されました。

（恭親王・袁世凱など）
、留学生その他、の4つの

李氏の講演は、中国人からの書簡を題材とした

グループに分類でき、彼らの書簡を通じて、清末

内容でしたが、それは近衞の「人間関係」
を通じて、

の戊戌政変や西太后の改革には、日本が様々な形

近代日中関係史における彼の思想や、果たした役割

で関わっていたことが明らかにできると述べまし

などを明らかにする研究であるように感じられま

た。書簡が送られた背景については、近衞が中国

した。

の改革に協力していたこと、その前提には彼にア

質疑応答では

ジア問題・中国問題に対する関心と同情と理解が

会場から活発に

あり、こうした姿勢に信頼が寄せられたというこ

質 問 が 出 さ れ、

とを論じました。また、近衞に影響を与えた日本

盛会のうちに講

人として、荒尾精、白岩龍平など5名を挙げ、彼

演会は終了しま

らの中国との関わりや近衛との繋がりについても

した。
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大学記念センターを見学して
法経学部／昭和33年卒

昨年11月3日の大学祭の最中、大学記念館
（豊橋校舎）
の一新成った大学史展示室を見学しました。同館の東

中島 寛司

どが展示され、先生が目の前に居るような気がします。
「死んだとてどこへも行かぬ ここにいる 呼んでくれ
るな 返事はせぬぞ」
（白隠禅師）
。先生は今の愛知大

亜同文書院史料室も久し振りに閲覧しました。
愛知大学を知るには、ルーツ校である1901年
（明治

学をどうみているのでしょうか。

34年）に中国上海に設立された東亜同文書院
（以下書

本間喜一記念展示室から学ぶことは:本間先生の一

院）から入るのが順当かと思いますが、ここでは「愛

生は、愛知大学に収斂されたと言っても過言ではない

知大学創立者・本間喜一展示室」を中心に、私の感じ

と思います。学生を愛し、宝だと大事にされ、師弟関

たことを書いてみたいと思います。

係、師弟愛を実践で示され、特に愛大事件・薬師岳遭

生い立ちコーナーではご家族の写真や小1時代の次

難事故の際には先生の立派さが遺憾なく発揮されまし

男・昌二郎少年の父の似顔絵など、ご家庭の温かさが

た。師弟一如の精神は、ゼミ活動を通して実践され、

伝わります。先生の生まれは山形県米沢市、武士の家

その学生たちの将来に大きな力を与えています。

系に育ち、
先生の祖母が子守りの間に論語を口ずさみ、
学問の面白さを教え、また人情の機微については母親

「大学史」
を受講している学生が、記念館・展示コー
ナーを訪れた、その感想文を拝見しました。

から教えこまれたと、聞いております。立派なお人柄

こんな立派な創立者がいて、書院からの伝統のある

や周りをその気にさせる「人情の機微」が幼少期に育

大学で学べることを誇りに思う。今まで何となく聞い

み培われていたことに納得します。

ていた講義も真剣に受けたい、等々。一年次の時に小

学究時代コーナーでは一高・東大、一橋大学、検事、

判事、裁判官時代、商法小切手法の講義書、判決文な
どの関係資料が紹介されています。法曹界の現場にあ
っていつも「法の正義」
と「裁く根拠」
の正当性につい
て考えていた様子が伺えます。

書院時代コーナーでは次男の画いた上海の庶民生活

史を受講し記念館を訪れれば、授業も充実し大学生活
にも迫力が増すのではと思います。
4月からは、展示コーナーに音声ガイドや映像ガイ
ドの設備が充実されるとも聞いています。
展示コーナーから多くを学びます。歴史に学んで、
設立趣意書に沿う貢献をすべく精励したいと思います。

や街の様子、先生が登亀夫人に宛てた短歌のはがきな
ど。教員スタッフを充実させたこと、学生の信頼が絶

※展示閲覧のほか下記資料からも多くを学びました。

大であったこと、あの敗戦の混乱のなか、大インフレ

� 越知專記念センター客員研究員の新聞掲載記事

を克服し書院の引揚げ処理を見事に行なったことなど

�『愛知大学史研究』
創刊号 2007年11月

は、今も書院生から語り継がれています。

�『学生たちの証言で綴る創成期の愛知大学』

中耕太郎長官との関係図や先生の事務総長辞令、田中

�『愛知大学同窓会報』2007年6月・本間先生を語る

最高裁判所時代コーナーでは三淵初代長官、2代田

愛知大学同窓会 2007年11月

長官の本間事務総長の留任懇願記事などを展示。
先生にとって三淵氏は先輩、田中氏は親友、この信
頼関係は愛知大学創立に多大な力となりました。

愛知大学時代コーナーでは設立当時の写真、資金集

めのための各市町村長や有識者への寄付依頼書、
「実
印」
、愛大事件での「衆議院法務委員会議録」
など。先
生の経歴は、時代別に詳細に紹介されています。本間、
林毅陸、小岩井先生達が設立趣意書を作り短期間のう
ちに立派な大学を創設された功績に対しても合わせ想
起したいと思います。

人間・本間喜一の遺品コーナーでは日頃愛用されて

いた帽子、ステッキ、メガネ、実印、カバン、印籠な
4
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センター の 窓

東亜同文書院大学記念センター
草創期の想い出
大学史事務室

愛知大学豊橋キャンパス内
に2005年に建設された（新）研

佃 隆一郎

の空白期 を垣間見ることができたような感慨を覚え
たものでした。

究館のある場所に、1973年から

翌92年秋より私は中国の南開大学に約１年留学した

約30年間、
「１号館」
として鉄筋

ことで、山田家資料からいったん離れることになりま

４階建ての大学院棟があった

したが、その間
（93年５月）
に設立された書院センター

ことは、徐々に関係者の記憶の

の目玉として整理が達成された同資料には、帰国、そ

片隅へとしまわれていきまし

して博士課程進学後も

ょうが、当時１号館にお世話に

きました。その後私は本学に続いて設立された「50年

なった、私を含むもと大学院生に関しては、いつまで

お付き合い をすることがで

史編纂事務室」
の業務に携わることになり、現在また、
「大学史事務室」
として復活したその部局の一員となっ

も想い出が残るものになるでしょう。
いっぽう、2006年に文部科学省による「オープン・

ていますが、同室が書院センターの一環となった今、

リサーチ・センター」のプロジェクトに選定されて、

そろそろ山田家資料と 復縁 させてもらおうかなと、

今後大きく飛躍する責務を果たさなければならなくな

旧１号館にあった

った「愛知大学東亜同文書院大学記念センター」
（以

に残っている者として、そろそろ考えはじめていると

下
「書院センター」
）ですが、その原型がつくられたの

ころです。

草創期の書院センター が想い出

は今をさかのぼること十数年前の、1991（平成３）年
度でして、私も

末席を汚す ことになりました。そ

してその舞台となったのが、今はなき１号館の一室だ
ったわけです。
この年には豊橋校舎に大学院中国研究科と文学研究
科が新設され、私は本学文学部史学科
（日本史専修）
か
らそのまま

第一期生として急遽 文学研究科日本文

化専攻に進学できました。そして年末ごろのある日、
大学以来の指導教官でした田

哲郎教授より、
「今日

のゼミから東亜同文書院の資料を整理してもらう」と
言われまして、案内された室内に山積みされていたの
が、書院センター発足の源泉といえる「山田家資料」
だったのです。
当時 1号館の主 的存在でした大野一石氏
（東亜同文
書院大学呉羽分校出身）らのご尽力により、東亜同文
書院出身の山田純三郎
（実兄・良政ともども中国で孫
文らの革命運動に協力）の子息である山田順造氏が、
亡くなる直前に本学に寄託して下さった資料であるこ
とは、そのあと知ったことでしたが、まずは中国・文
学両研究科の各大学院生
（１年目ということで、どち
らも少数でした）で種類別に手分けして整理を（順造
氏のあとを受けて）続行することになった作業を通じ
まして、書簡類を担当した私は、純三郎が孫文没後に
おける中国国民党有力者間の武力抗争にも深く関わっ
ていたことがわかり、一般には知られていない 歴史

大学院棟であった旧1号館（写真は新築時のもの）
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大学記念館にDVD・音声ガイダンス・
タッチパネルのナレーションシステムを導入
豊橋研究支援課

職員

山口 恵里子

東亜同文書院大学記念センターナレーションシステ

ンは、日本語はもとより留学生や外国からの見学者に

ムは、東亜同文書院
（後に大学）
から愛知大学の歴史を

も対応できるように英語、中国語を加えて3カ国語の

DVDにまとめ、音声ガイドで解説し、さらにタッチ

ガイダンスで開くことができます。

パネルを使用してより解りやすく紹介したものです。
これらの３種類のシステムは、在学生はもとより卒業
生・一般市民にも広く大学をＰＲし、同時に大学記念
館映像資料として活用するために作成・導入しました。

タッチパネルで展示室と初期の愛知大学キャン
パスを紹介
タッチパネルは、DVDや展示室で紹介できなかっ

た史資料、ならびに大学記念館など戦前からの古い建

DVDで東亜同文書院から愛知大学の歩みを紹介
DVDは、受験生に対しては伝統ある愛知大学を紹介、
特に新入生に対しては、本学のルーツを知り、愛大生

物の歴史をCGに取り込み、再現した情報を、ワンタ
ッチで検索するシステムです。
目的は、書院・大学史に対する興味の範囲を広げ、

としてのアイデンティティをもつことを目的として、

より解りやすく、楽しめる部分も取り込み、学生はも

東亜同文書院が創立された1901年からの本学の歴史を

とより、近隣の小・中学生の社会見学時にも興味をも

25分余りで紹介しています。

つことができるような内容としました。

タイトルは「東亜同文書院から愛知大学の歩み−21
世紀にはばたく真の国際人の育成」
としました。
このDVDは、現
学生には大学史講
義・学習法・入門
ゼミ等の授業でも
活用し、また卒業
生・一般市民に対
しては、外部での
講演会等において

初期の愛知大学キャンパス模型とタッチパネル（右側）

も使用し、本学に

設置場所は、書院展示室に2台、大学史展示室に1台、

対する認知度を高
める意図も取り入
れました。

大学記念館2階にある初期の愛知大学キャンパス模型
の横に1台、資料閲覧室にも1台を設置し、それぞれの

DVD

音声ガイダンスで東亜同文書院展示室と愛知大
学史展示室を紹介
音声ガイダンスは、来館者に、展示資料の重要性と

特徴を打ち出すよう努めています。

おわりに

愛知大学東亜同文書院大学記念センターにおけるナ

価値を知っていただくために、東亜同文書院・愛知大

レーションシステムの導入は、オープン・リサーチ・

学史展示室にある主な展示品を紹介しています。

センター整備事業の中の「公開・情報・データベース

各部屋の特徴的なものを

にもとづく展示施設の整備充実」のナレーションプロ

選択し、書院展示室の14点、

ジェクトのひとつとして実施しました。

大 学 史 展 示 室 の13点 を ガ イ

皆さま、是非、大学記念館にお越しいただき、気軽

ダンスしています。学生歌、

にナレーションシステムに触れてみてください。きっ

梢の歌、愛知大学予科逍遥歌

と、新しい発見があると思います。

も入力しました。
音声ガイドのナレーショ

音声ガイド機
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展示室

音声ガイド
番号

書 院

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

成果出版事業◦

展示資料タイトル
東亜同文書院展示1･2･3室の説明

近衛篤麿の書と写真

近衛文麿の書
虹橋路校舎

大学史

根津一院長

『大旅行調査報告書』
念書風景

学籍簿・成績簿

山田良政

山田純三郎と孫文の写真

「天下為公」
「至誠如神」

東亜同文会における孫文の講演写真

センター内

暗号電報

通行許可証

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32

愛知大学史展示Ａ・Ｂ・Ｃ室の説明

愛知大学設立趣意書、
愛知大学設立の認可通知書（2点1組）

Ｃ
Ｉ
Ｅ
（民間情報教育局）
が作成した報告書（2点1組）

愛知大学が発行した、
東亜同文書院大学の修了証明書

マッカーサー元帥夫人代理人より小岩井学長夫人への書簡
愛大事件

旧制予科と学部の学生帽、
学生寮の看板（2点1組）

山岳部薬師岳遭難事故

『中日大辞典』原稿カード・初版・増訂版（3点1組）
各国の諸大学との協定書

行事「ユネスコの夕」ポスター

本間学長名で出された「愛知大学建設資金募集趣意書」

本間喜一遺品

学生歌

梢の歌（短期大学部学生歌）

月影砕くる
（愛知大学予科逍遥歌）

リニューアルした記念センター
東亜同文書院大学記念センター ポストドクター

文科省のオープン・リサーチ・センター整備事業採

武井 義和

られました。一方、従来は他課の倉庫だった部屋が、

択に伴い、2006年度から2007年度にかけて進めてきた

講演や学生たちへの記念センター紹介などの目的で使

施設整備事業が完了し、記念センターが生まれ変わり

用する「講義室」となり、書院研究室や大学史研究室

ました。

も設けられるなど、従来の資料展示に加えて教育機関、

愛知大学史展示室が場所も移動して愛知大学史展示
室A・Bとしてリニューアルオープンし、さらに愛知

研究機関としても充実するように施設整備が進められ
てきました。

大学創設に大きな役割を果たした本間喜一名誉学長の

音声ガイド・DVD・タッチパネルなどのナレーシ

生涯を展示する愛知大学史展示室C（本間喜一コーナ

ョンシステムも導入され、展示資料や、東亜同文書院

ー）
も、新たに開設されました。

から愛知大学にいたる100年の歴史が分かりやすく紹

また、東亜同文書院展示室は見学順路を逆にし、東
亜同文書院関係展示室を第１展示室、孫文・山田良
政／純三郎兄弟関係展示室をそれぞれ第2・第3展示室

介できるようになりました。
新しくなった記念センターへお越し下さることを、
心よりお待ち申し上げております。

と変更して、入りやすくかつ見学しやすいように改め
7
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成果出版事業◦

大学記念館正面

大学記念館入口

東亜同文書院設立趣意書（大学記念館玄関内部）

大学記念館内部
（書院研究室前から玄関方面を望む）

東亜同文書院を中心に紹介する第1展示室
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成果出版事業◦

孫文と彼の協力者・山田兄弟について紹介する第2展示室

第2展示室に連続する第3展示室

創設期などを紹介する愛知大学史展示室A

発展期などを紹介する愛知大学史展示室B

愛知大学史展示室C（本間喜一コーナー）

映写が可能で多目的利用もできる講義室
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第 1 回

成果出版事業◦

－近代史の中の東亜同文書院と 愛知大学－

東亜同文書院の歩いた道と愛知大学
東亜同文書院大学記念センター センター長

藤田 佳久

ここでは東亜同文会が1898年に設立された経緯と、近衛篤麿会長のもと、その後中国や朝鮮に対する教育・文化
事業を展開していった過程を紹介したあと、その事業の中心的役割を果したのがそれより前の1890年に一旦設立さ
れた日清貿易研究所であり発展的な後継となったのが東亜同文書院の設立
（1901〜）
であったことをまず紹介した。
当時、列強の進出の中で、日中提携することでアジアとしてまとまりを示そうとする考え方がその背景にあっ
たことも書院の精神の貴重なベースになった上で書院では徹底した中国語教育によるビシネススクール的性格を
もち、書院生の「大旅行」による中国研究が中国や東南アジア研究を発展させ、アカデミックな世界を切り開い
ていったこと、しかし、日中戦争下で書院も校舎の焼失など苦難を味い、最後の本間喜一学院長が閉学の処理を
合理的に行ない、終戦の翌年には愛知大学を設立したこととその意識などに言及した。
第 2 回

孫文を支援した山田兄弟
東亜同文書院大学記念センター 運営委員

馬場

毅

兄山田良政は、1900年5月、東亜同文会が東亜同文書院の前身の南京同文書院を開校したときに、教授兼舎監
となった。弟山田純三郎は1900年に南京同文書院に入学し、その後、東亜同文書院事務員兼助教授、教授を途中
中断がありながら1907年まで務めた。このように東亜同文書院と関係の深い山田兄弟の孫文
（中山）
の革命運動支
援について報告した。
山田良政は、日清戦争後の中国が分割の危機に直面した時に、日本軍のために調査活動をするとともに、この
ような危機を打開せんとした中国の変法派を支援し、その後孫文に会見した彼は革命派支援に立場を変え、恵州
起義に参加して、その命を捧げた。
山田純三郎は、辛亥革命直前から中国革命支援に参加し、孫文が死ぬまで彼の革命活動を支援した。孫文の臨
時大総統時代は、臨時政府や革命軍の資金獲得のために、三井物産を通じての日本からの借款工作に携わった。
第二革命失敗後は、満州での革命運動の展開に携わり、また真偽のほどが論争されている「日中盟約」にも署名
している。また第三革命中に、彼は上海
『民国日報』の名義上の社長になり、上海のフランス租界の彼の家は革
命党の本部となり、来訪中であった陳其美が袁世凱の刺客により暗殺されるという事件も起きている。彼は広東
軍政府時代以後も孫文に従い、陳烱明がクーデターを起こした時に孫文を支援したり、孫文の書いた犬養毅宛書
簡を届けたりしており、孫文の信頼が厚かった。
第 3 回

展示室での講義と見学
東亜同文書院大学記念センター ポストドクター

武井 義和

30名ほどの市民トラム参加者の方々を二手に分けて、展示室見学会を行った。東亜同文書院大学記念センター
展示室は武井が、愛知大学史展示室は大学史事務室の佃隆一郎氏が担当し、45分ほどで見学者を入れ替えるとい
う方法をとった。
記念センター展示室では、まず孫文の協力者であった山田良政・純三郎兄弟について、展示されている書や多
くの資料を示しつつ、兄弟の軌跡を説明した。また、東亜同文書院に関するコーナーでは、東亜同文書院創立の
背景や、書院の創立母体である東亜同文会の説明から始め、東亜同文書院の特徴である中国語教育や、学生同士
の発音練習である「念書」について、教科書やパネルを用いて説明した。そして学生生活の集大成である大旅行
について、旅行コース図を用いてそのスケールの大きさを示し、学生たちによる『調査報告書』が戦前中国を知
る貴重な資料として注目されてきていることを紹介した。また、愛知大学史展示室では、愛大の誕生と創成期を
中心に説明がなされた。
参加者たちは、山田兄弟と孫文の関わりや東亜同文書院の様子について、興味深げに説明を聞いていた。
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2007 豊橋市民ト ラム

第 4 回

東亜同文書院からみた近代の日本と中国
東亜同文書院大学記念センター ポストドクター

武井 義和

東亜同文書院の歴史を概観しつつ、東亜同文書院史は日中関係史や中国近代史、日本近代史の流れをかなり反
映していることを、①清末の要人の理解による南京同文書院創立、②1920年代の中国ナショナリズムが高揚した
時期に開設された、中国人を教育する学部である中華学生部で学ぶ学生たちの民族運動参加、③日中関係が悪化
し始めた時期に勃発した、日中両軍が上海で武力衝突した第一次上海事変における、学生・教職員の長崎引揚げ、
④日中戦争期に国策へ協力せざるを得なかった状況、などを例に挙げて述べた。また、自由が制約され戦争に協
力せざるを得なくなった状況の中でも、東亜同文書院の教員・学生に自由主義的な価値観が有されており、それ
を東亜同文書院の思想と捉え、そこから近代日本の思想や戦争、近代日中関係史を捉え直すことの可能性を、資
料を用いて説明した。

第 5 回

東亜同文書院生とキリスト教
東亜同文書院大学記念センター リサーチアシスタント

石田 卓生

さかもとよしたか

これまで知られてこなかった東亜同文書院のキリスト教にかかわる事柄を、母校で教授となった坂本義孝
（1期）
の活動を中心に、当時の文献や写真を用いつつ紹介した。

ね

づ はじめ

書院には「書院精神」とよばれる特徴があり、これは陽明学に傾倒していた院長根津一の教育姿勢があらわれ
たものである。当時の日本には、内村鑑三が王守仁
（陽明）
を「キリスト教に『最も近くまで達した』
中国人」
と評
価したように、陽明学とキリスト教には相互理解があり、実際、陽明学的要素をもった「書院精神」漂う書院で
もキリスト教の活動が学校公認で行われていた。
この中で学んだ学生にキリスト教信者坂本義孝がいる。彼は書院の教授となると日中友好をよびかけつつ書院
の精神面での原点回帰を叫んだ。それは、中国侵略をすすめる日本の強い影響下におかれつつあった書院の行く
先を危惧してのことで、これはキリスト教と一体化した「書院精神」
といえると思われる。
ここに書院の教育が、キリスト教的姿勢をも包み込むものであったといえる。

第 6 回

人物でたどる東亜同文書院から愛知大学
東亜同文書院大学記念センター 運営委員

大島 隆雄

同文書院およびその経営団体同文会の関係者で、主に敗戦までに活動した近衛文麿、石射猪太郎、中西功、戦
後愛大の創立にも参加した林毅陸、本間喜一、小岩井淨の6人の経歴と業績を振り返り、同文書院から愛大への
発展の道をたどろうとした。
近衛は同文会会長時代、1937年総理になり、陸軍主導の日中戦争に図らずも加担してしまった。しかし書院5
期生石射は、外務省東亜局長として戦争の全面化を必死になって阻止しようとした（体制内抵抗派）
。また書院
29期生中西は、左翼活動家として、1940年満鉄で調査報告書をまとめ、軍に対して中国の軍事的征服は不可能で
あると報告した（反体制的抵抗派）
。
大正デモクラシーの思想をもっていた林は、慶応大総長になり、同文会理事になったが、戦後は民主主義者に
なって、愛大初代学長に就任した。同文書院の最後の学長本間は、もともと民主主義的思想を抱いていたが、敗
戦による廃校、引き揚げ、戦後混乱期における愛大の創立といった、未曾有の困難の克服を指揮した。戦前左翼
的な社会活動家であった小岩井は、同文書院の教員になり、戦後は愛大創立に参加し、新憲法の前文にも似た愛
大の設立趣意書を起草した。
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リサーチアシスタント紹介
去年から愛知大学東亜同文書

この度、光栄にも愛知大学東

院大学記念センターリサーチア

亜同文書院大学記念センターの

シスタントとして、お手伝いさせ

リサーチアシスタントとして、

ていただいております、中西千香

勤めさせていただくことになり

と申します。愛大は、学士入学で

ました暁敏と申します。

経済学部に2年間、その後社会人
R・A

周知の通り、東亜同文書院に

を経て、大学院中国研究科を修

中西 千香

よる四十年以上の旅行調査活動

暁 敏

R・A

士課程、博士課程と在籍してお

は、半世紀近く続けられ、その

りました。学習環境が整ったこの愛大は、これまでの先

調査範囲がほぼ中国全土に及んでおり、大量かつ重要

輩方がつちかったものの上にあるのだと学生の頃も充実

な一次資料が収集されました。これらの調査資料は、

感で満たされていました。また、センターでの活動を通

当時中国の経済、政治、社会、風俗、文化といったよ

して、私はそれらを強く感じることができました。特に

うな分野の研究に貴重な基礎的資料を提供していると

越知研究員とともに行った過去の写真の整理を通して、

言えます。同時に、これらの資料を活用し十分に研究

愛大誕生の歴史や発展の歴史を一つ一つ映像とともに知

して利用するならば、20世紀前半期の中国各地の世相

ることができました。一人一人の先生の顔、学生の力の

を明らかにする可能性があります。自分の専門でもあ

みなぎる姿をみて、私も多くパワーをもらいました。そ

る地域経済史の分野から微力ではありますが、お手伝

して、21世紀の今日、私は教壇に立って、学生からパワ

いすることができれば幸いに存じます。

ーをもらっています。人が行き交う大学は様々なパワー
をもっているのです。このセンターの活動から学内外の

今後とも、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。

みなさんにも愛大の力を知ってもらいたいと思います。

�2007年度
月日

主な活動
活動

月日

活動

4.19

大学史展示室リニューアルオープンセレモニー

4.28

講演会「本間喜一 −法学者としての軌跡−」

石井吉也

10.6〜11.10 豊橋市民トラム
（6回開催）

6.19

講演会「愛知大学と東亜同文書院大学と私」

牧野由朗

10.27〜29

4.30

講演会「『学問のすすめ』
『脱亜論』と荒尾精先生の思想」 村上 武

7.28

国際シンポジウム「日中研究者による東亜同文書院研究」

9.20

研究会「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望」 武井義和

9.29

講演会「東亜同文書院大学呉羽分校顛末
池上貞一
−海を渡れなかった書院生たち−」

10.13

研究会「東亜同文書院生とキリスト教」

石田卓生

東亜同文書院大学の資料展示会−日中友好の原点を視る−

12.16

研究会「近衛文麿と東亜同文書院、両者の関係に
関する−試論」

大島隆雄

12.18

講演「近代中国の租界地における日本人社会：上
海と天津の比較」

武井義和

12.14

研究会「中国における東亜同文書院研究の現状」

周 徳喜

�愛知大学東亜同文書院大学記念センター構成員
センター長�藤田 佳久
【センター委員会】
顧

委

問�藤田 照男
（滬友会会長）
�近衛 通隆
（霞山会会長）
�堀

彰三（東亜同文書院基金会会長）
�安井 善宏
（愛知大学同友会理事長）
委員長�藤田 佳久
（センター長）

員�小崎 昌業
（滬友会）
・加藤 圭朗（滬友会）
�加納
�三好

寛・宮入 與一
章・馬場 毅

【センター運営委員会】

委員長�藤田 佳久
（センター長）

委

員�加納

寛・宮入 與一・三好

章

毅・成瀬さよ子・大島 隆雄
專
幹 事�近藤 修二
ポストドクター
�武井 義和
リサーチアシスタント�石田 卓生
リサーチ同シスタント�暁
敏
リサーチ同シスタント�中西 千香
委

員�馬場

�今泉潤太郎・越知

編 集 後 記

今回第3号は平成19年秋から平成20年3月までの諸活動の紹介である。それに先立ち巻頭言は同文書院第41期
卒業生の高瀬恒一さんにお願いし、「虹橋の連合運動会−曲折の中、中国の友であり続けた書院生」と題して
当時の思いを書いていただいた。それに続いて霞山会館新ビル移転記念資料展示会および講演会、6回にわたって開催した豊橋市民ト
ラム愛知大学連携講座、研究会などの様子、そして今回DVD・音声ガイダンス・タッチパネルのナレーションシステムの導入により、
展示施設を一新した記念センターの各展示を見学した感想などについて、来訪した卒業生からの投稿文も掲載させていただいた。
是非多くの方の見学をいただき、忌憚のない意見をお寄せいただければ、幸いです。
編集�愛知大学東亜同文書院大学記念センター 〒441-8522 豊橋市町畑町1-1 �
（0532）
47-4139
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◦第６章

藤田 皆さんこんにちは︒東亜同文書院大学記念センター長︑藤田佳久です︒今日は東亜同文書院大学︑本
学の記念センターの催しとして︑愛知大学を創られた本間喜一学長のお嬢さんであります殿岡晟子さんに東
京から来ていただきまして︑「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る」というテーマでお話
をしていただきます︒実は私がこういうタイトルでお願いしたいというふうに設定させていただいたところ
もあるんですけれども︒一番いいタイトルかなということでお話を伺います︒
皆さんもご存じのように愛知大学の東亜同文書院大学記念センターは今年文科省からオープン・リサー
チ・センターというプロジェクトに選定されました︒外部的にもいろいろと動いております︒書院関係の総
合的研究に加え︑東亜同文書院を継承したという観点での愛知大学の研究も併せてやっております︒大島先
生には本学の大学史のほうのご担当︑まとめ役をお願いしておりますので︑よろしくお願いします︒
外向けにもこれからいろいろなイベントをやっていきますが︑夏休み前には書院の卒業生で今年一〇〇歳

を迎えられました安澤さん︑書院の卒業生の中でもダントツに長生きをされておられる卒業生ですけれど
も︑過去のいろいろな書院時代の体験から︑その後の人生を含めて非常にお元気にお話しいただきました︒
それからもう一件︑毎回全国で開かれております全国図書館総合展というのがありまして︑今回横浜のパシ
フィコという大きなホールで行なわれることになりました︒今年が第八回目ですが︑大学としては初めて愛
知大学が参加するということで︑そのメインに据えさせていただきました︒三日間ですが︑初日が七︑〇〇
〇人︑二日目が七︑二〇〇人︑最終日はそれを上回ったと思いますが合計約二五︑〇〇〇人の方に入場してい

大違いで︑データベースをどう作るかという電子機器の展示会のような感じになっております︒その中で愛
知大学の展示は︑東亜同文書院時代の展示品を中心にし︑貴重な文書が並んでおりまして︑会場の中で異彩
を放っておりました︒そういう点で多くの人の目を引いたようで︑愛知大学の存在を初めて関東の人達に︑
いろいろと知っていただきました︒
これに関しましては読売新聞社にずいぶん好意的に扱っていただきまして︑記者の方が何度も取材をさ
れ︑全国紙に大旅行の写真と併せて書院のストーリーを書いていただきました︒パシフィコで三日間展示を
やることと︑関東地区一円に愛知大学中心の図書館展の情報も同時に流していただきました︒従って読売新
聞を見て来られた方︑つまり普通ですと図書館の関係者だけしか集まらないのに︑それ以外の方々にも来て
いただきました︒その目的はほぼ愛知大学︑東亜同文書院大学だったと思います︒そういう点では大変な盛

◦ 2658 ◦



示し︑非常に多くの方々に見ていただきました︒図書館展というので図書が並んでいるのかと思ったら今は

我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る

ただきました︒全部の方が愛知大学のコーナーに来たわけではありませんが︑中心的な場所に愛知大学が展

況でありました︒関東地区の人達に愛知大学の存在と︑併せて東亜同文書院大学の存在を大きくＰＲできた
と思っております︒これを機会にできれば来年もそういう事業を︑少し違う形になるでしょうけれども続け
ていきたいと思います︒
そして今日はその第三回目であります︒殿岡晟子さんは本間喜一学長のお嬢さんでありますが︑それだけ
ではなく実際には当時本間学長の秘書役をされておられ︑本間学長と一体になっていろいろな処理をずっと
されてこられました︒そういう点で愛知大学については多方面についてご存じの方であります︒本間学長と



成果出版事業◦
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同じように頭脳明晰で記憶も鮮明︒お話を聞くたびに︑ああ︑すごい方だなあとかねがね感心しておりま
す︒今日は創成期の愛知大学と︑その前の東亜同文書院大学の両方にかけて本間先生がつながりをつくり︑
愛知大学を創ってこられたわけですが︑その本間先生であるお父様と一緒に過ごされて︑その間のいろいろ
な経緯をご存じであるという点で殿岡さんを上回る方はございません︒今日は非常に貴重なお話が聞けるの
ではないかと楽しみにしております︒お話のあとスペシャルサービスがございます︒晟子さんは五〜六歳の
頃から中国の方に︑手相を見る天性があると判断されたんです︒その後お父様や専門の方も含めて研鑽を積
「手相を見ればあなたの人生がすぐ分かる」ということでございます︒触ってもすぐ分かるんだそう
まれ︑
です︒まさにプロ中のプロでありまして︑ご希望の方はぜひ手相を見ていただいたらと思います︒私などは
もうあまり先を生きませんので楽しみはないんですけれども︒まあでも先の短い方も長い方も︑ひとつ手相
を見ていただいて楽しんでいただきたいと思います︒そういうアトラクションもございます︒
なお本日司会をお願いします愛知大学卒業生の越知さんは写真部のＯＢでもあり︑非常に企画力に富んで

おられまして︑今回の愛知大学創設期についての展示会でもセンターのいろいろ大きなプロジェクトに関し
て大変貢献をしていただいております︒殿岡さんとは本間喜一先生のお嬢様として古くからのお付き合いが
あり︑
「豊橋のお兄さん」的な存在です︒こういう会を実現するにあたりましても越知さんに大変お世話に
なりました︒改めてお礼を申し上げます︒
司会

本題に移る前に少しだけお話をさせていただきます︒昨日こういう素晴らしいもの︑「この紋所」な

らぬ「この印鑑」が目に入らぬか︑というものを見せていただいたんですが︑今日これをお持ちの方が来て

たと言われましたが︑秘書どころではなく一〇代の時の殿岡晟子さんは︑バケツとヤカンを持って︑愛知大
学 の 事 務 員 と 一 緒 に な っ て 働 い て い ら っ し ゃ い ま し た︵ 写
真︶︒本間先生の奥様は大学へは一度だけしかお見えになら
な か っ た よ う で︑ 殿 岡 さ ん が 奥 さ ん 代 わ り と い う 形 で︑ 愛
知大学のいろいろなお手伝いとかそういうこともなさって
お り︑ 時 に は 市 長 選 挙 に 愛 知 大 学 の 理 事 の 方 の 応 援 の た め
に 馬 に 乗 っ て 応 援 さ れ ま し た︒ 幟 を 立 て て 選 挙 演 説 を や っ
た と い う よ う な お 話 も あ り ま す が︑ そ れ は 今 日 の 本 題 で は
ご ざ い ま せ ん の で︑ 一 応 本 題 か ら 入 り︑ 時 間 が あ り ま し た
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お話をあとからご本人にしていただきます︒藤田先生が︑殿岡晟子さんは本間先生の秘書役をやっておられ
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いらっしゃいます︒これがありますと昭和二一年︑帝国大学等どこの大学へ行ってもすぐ合格という︒この

ら︑あるいは質問の合間に何かそういうお話ができれば︑していただきたいと思います︒いずれにしてもパ
ネル展で四三点︑皆さん今ご覧になったと思いますが︑その中のそれぞれの部分について︑殿岡さんがすべ
て関わりがございますので︑何なりとご質問をお受けいたしますし︑主だったところにいきますとスライド
を用意いたしますので︑それを見ながら殿岡さんのお話を︑時間の許す限りご静聴いただければありがたい
と思います︒それでは殿岡さん︑お願いいたします︒



成果出版事業◦
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殿岡 殿岡晟子でございます︒卒業生の方はみんな晟子と呼んでくれまして︑こちらにいらっしゃる加藤勝
美先生などは私に郵便をくださる時には本間晟子の名前でいつも頂いております︒

Ⅰ

本間喜一の生い立ち・商法学者への道のり

何をお話ししていいか分からないくらい︑長いものについてお話ししなきゃいけないので︑同文書院が一
〇〇何年︑愛知大学が六〇年︑父が九六年間と言いますと︑この一時間半の間にどうやってそれを説明した
らいいかと思いますが︑まず父がどうして同文書院に行ったかというお話をしたほうがよろしいですか︒父
は一高から東京帝国大学に入学しまして︑卒業の時に同級生の田中︵耕太郎︑最高裁長官︑文部大臣歴任︶
さんに銀時計を取られちゃったんです︒ちょっと油断をしたため二番目になっちゃって︒その当時の文官試
験︑今で言う司法試験を頑張ったものですから全国一位になりました︒一位になりますと︑まあばらしちゃ

いますけど成績順で各地の裁判所に送られるんですね︒一番と二番は東京に置く︒鹿児島あたりに行った方
はだいたいビリのほうだということになっている︒父は小学校に一年早く入っちゃったものですからみんな
より年が一歳若かったんですけれども︑三年ぐらい裁判所でお勉強して︑その時の上司の方が三淵忠彦と
いって初代の最高裁の長官になった方です︒その方は会津の出身でいらっしゃいまして︑父は米沢の上杉藩
ですから山形です︒とてもかわいがっていただいた︒父は一三の時に東京へ出て︑親元を離れておじさんの
養子になり︑府立四中に入学した︒三淵先生は一〇歳違いの上司だったんですけれども︑いろんな法律的な

なさった方なんです︒非常に古武士的なところがあって︑父がいわゆる野蛮的な育ち方をしたのを︑常識を
持った裁判官としての品位を保つように種々教育してくださったと父は申しておりました︒よくお宅へ呼ん
でいただいて︑ご馳走ではないけれども温かい雰囲気の中でいろいろと世渡りの術を教えてもらったらしい
です︒
でも三年ぐらい経ちましたら︑父は法律って分からないと思ったそうです︒形がない︒匂いもない︒触っ
ても何もない︒それをみんなが律して︑準じて生活している︒法律って何だろうと分からなくなった︒それ
で三淵長官に「もっと勉強したい」と言ったそうです︒「ああいいよ︒じゃあ東京商科大学︵一橋大学の前
身︶で先生になったらどうだ」
︒ということで行ってみましたら︑父と年が三つしか違わないので︑生徒が
髭を生やして偉そうに見えてしょうがなかった︒一生懸命そこで勉強しまして︑今度は大学昇格の時です︒
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三淵先生はお爺様が会津藩の城代家老で︑萱野権兵衛という方ですが︑戊辰戦争では殿様の代わりに切腹
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こととか世間の常識を先生から教わりました︒

成果出版事業◦

父は一橋で︑大学はどのくらい生徒がいたらいいか︑どのくらいお金がかかるか︑どうすればいいかという
ことを身をもって体験いたしました︒ですから愛知大学を創る時に︑大学経営に携わったことのない勉強だ
けの先生よりはずっと大学を創る能力を持っていたらしいのです︒

Ⅱ

ドイツ留学、法哲学と社会を学ぶ
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それで今度は文部省からドイツへ留学に行ってこいと言われ︑ドイツとイギリスとフランスに行きまし
た︒一番長い滞在がドイツでした︒ドイツは第一次大戦の終わったあとで︑ちょうど日本の敗戦の時のよう
にごちゃごちゃの時でした︒文部省から来るお金が当時のエーベルト大統領より多かったそうです︒日本か
ら来る学者は「本棚のここからここまで」というふうに︑見ないで買って日本に送らせていた︒小町谷操三
先生︵東北帝国大学教授︶はお金持ちで︑本当に本をいっぱい日本に送ったと聞いております︒
その時に下宿したところが男爵夫人のおうちでした︒そこで父は西洋のナイトの教えを全部教えられまし
た︒外国で恥をかかないように︑とてもいい教育を受けてきたと思います︒そこでだいぶ辛い思いはしたら
しいのです︒何を勉強しに行ったかというとつまり︑法律は何だろうというので行ったんですけれども︑ド
イツのベルリン大学︵フンボルト大学︶に行きましたら︑何かもう自分がすでに勉強したものばかりだった
らしいのです︒それなら法哲学を勉強しようというので︑ランドブリッヒの法哲学を︑本を買ったりして自
分で勉強していたらしいのです︒当時留学生はドイツ語のテストを受け︑あるレベルを超えて合格した者は

学割をドイツ人と同じパーセント︑つまり五〇パーセントであらゆる生活ができたそうです︒多くの日本人
留学生は受けてはみたが合格には達せず︑父は初めての合格ラインに届いた日本人だったそうです︒日本円
の価値がだんだん低くなってきた時に学割は大変役に立ったそうです︒「お父様一番贅沢は何をなさいまし
た」と聞きましたら︑ベルリンフィルハーモニーの客席のボックスを一年間買い切ったそうです︒ああ︑そ
んなに音楽好きだったのかなあと私は思いました︒大塚金之助先生などいろいろな商大の先生方が日本から
訪ねてみえると︑その席に座らせて︑交響楽が終わって外へ出て「どうだ︑いいだろう︑大塚君」と言いま

銀総裁︑あの方もいらしていた︒あの方は頬骨が盛り上がって飛び出ていますでしょう︒そうしますとドイ
ツ人が一番嫌いな顔なんですって︒でもお金がありますからドイツの女性の方と仲良しになる︒その女の方
が父に「今日私は一万田とデートの約束をしたけど︑行くのが嫌だから︑あなたと一緒に彼がどのくらい待
つかここの喫茶店で見ていようじゃないか」と︒そういう勉強の仕方もしたらしいです︒ドイツでは一五分
間待てば法的に待ったということになる︒それを一時間半待った︒リンデンバウムの下で煙草の吸殻が足の
周りにいっぱいになっても彼は動かなかった︒それをこっち側で見てるほうも見てるほうだけれども︒そう
いう楽しい勉強の仕方もして︒
ただお金の価値がだんだん違ってきまして︑男爵夫人の部屋代が高くなっちゃったんですね︒それで安い
ところに移る︒移る時に普通日本人は「日本に帰るから」と言って出ちゃう︒でも僕はそういう嘘は嫌だか

◦ 2661 ◦
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と叩くのも給料は同じかい」と聞くと︑
「僕はいやんなっちゃった」と苦笑いたしておりました︒一万田日
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すと大塚先生が「うん！」とおっしゃって︑よっぽど良かったんだろうと思いましたら「三角の棒をチーン

成果出版事業◦

ら︑
「お前のところの部屋代が高いから安いほうに移る」と︒「だけど僕がいなくなった後あんたは困るだろ
う」
︒だからお金持ちの結城豊太郎の弟という方を連れてきて後釜に据えた︒「よっぽど『ババア』は嬉し
かったらしくて︑チョコレートを持って挨拶にきた」と言います︒「お前は本当に正直な日本人だ」と褒め
られた︒父はあまり嘘を言わない男でした︒そこでドイツに滞在しているうちに関東大震災があって︑もう
日本に帰れないと思ったらしいのです︒そうしたらニュースが入って︑大丈夫だということになって父は
ホッとしたと言っておりました︒

上海の同文書院へ、五〇歳で学長

︵パネル ︶

1

Ⅲ
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勉強して帰国してまいりまして︑一橋の先生をずっと続けてやっておりました︒一橋の中で一つの大きな
事件︵白票事件︶がありまして︑学内が全部半分︑卒業生も全部半分︑生徒さんも全部二つに分かれるくら
いの事件だったものですからポンと辞めまして︑弁護士を開業しました︒父はゼミの学生さんにはみんな弁
護士の資格を取らせていたらしいのです︒丸ビルの仲一号館のところに一部屋借りて︑夜学の学生を小使い
さんに置いて弁護士をやりました︒伊藤忠の顧問とか東京の電気局の顧問とか︑顧問を一〇個ぐらいやって
ま す と︑ 給 料 は 大 学 教 授 の 一 〇 倍 以 上 の も の が 入 っ て く る︒「 何 で 学 校 の 先 生 な ん て や っ て た ん だ ろ う 」
と︒ですからあの人はドイツで金持ちの生活をして︑弁護士になってまたお金いっぱいでいい気持ちになっ
て︑のうのうとやってる時に︑一橋の喧嘩のやりっぷりが漱石の『坊ちゃん』のように気持ちがいい喧嘩の

仕方だったというので︑文部次官の赤間という方が「喧嘩っぷりがいいから︑どうだ︑同文書院へ行って大
学昇格をやってくれないか」と言ってきました︒一橋事件の時にその赤間さんに非常に世話になったもので
すから父は断りきれないで︑
「じゃあ二年間」という約束で上海に行きました︒
行きましたら今度は一橋で喧嘩の相手のほうにいた人が公安委員になっていて︑「同文書院の院長なんか
に本間をすぐさせるんじゃだめだ」と︒許可してくれないというんです︒しょうがないので赤間さんに「副
院長で我慢してくれないか」と聞かれた父は︑「いいよ︑そんなの大学

い勉強をなさいました︒どうしてかと言うと︑一橋大学の先生方︑それ

講演中の殿岡氏

から小樽商大の先生とか︑もう父は自分の友達に全部声をかけて︑吾妻
栄とか︑高垣寅次郎︑その当時の最高の学者を集め特別講義をやらせま
した︒ですから四〇期の方々は夏休みがなかったと言います︒本当に勉
強 が で き た と︒ 皆 さ ん「 こ れ が 大 学 か と 思 っ た 」 と お っ し ゃ っ て い ま
す︒二年目になりましたら︑外交官上がりの方が院長を臨時にやってら
したのですけど︑居心地が良かったのか︑父に「あんたは院長には若過
ぎる」とおっしゃいました︒同文書院に行った時は確かに五〇歳です︒
五〇歳の学長なんて早過ぎると言われて︑まあご自分は院長を辞めたく

◦ 2662 ◦
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た︒同文書院四〇期の方がちょうどその時の大学の一期です︒ものすご

我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る

へ昇格さえできればいいんだから構わないよ」と︑大学昇格をやりまし

成果出版事業◦

なかったんでしょうね︒父は「赤間さんに言われた通り大学へ昇格しましたから︑僕は辞めます」と︒ポン
と辞めて北京へ行って蒙古に遊びに行きました︒北京飯店に泊まっていましたら︑父が着いた翌日に同文書
院の事務長がすっ飛んできました︒学長からの伝言で「どうか戻ってほしい」と︒父は若かったので少し怒
り っ ぽ く て︑
「 あ ん た が そ ん な こ と を 言 う 権 利 は な い ん だ 」 と︒「 学 長 が こ こ へ 来 て 頭 を 下 げ て︑『 ど う か
戻ってください』と言うなら僕は戻る」と言ったそうです︒そうしましたら今度は四一期の学生さん達の︑
墨で書いた綿々たる嘆願書︒血判です︒確か実物が記念館にございますね︒父は「学生がかわいかった」︒

同文書院記念報 VOL. 15  1
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それで大学へ戻りました︒

敗戦引き揚げ、大学の命・学籍簿を死守

︵パネル

︶

2

Ⅳ

戦争がひどくなって︑日本へ春に帰り︑秋に帰り︑時々は夏に帰って︑年に三回ぐらい上海と東京を往復
しました︒上海では短波が入りますから日本が負けるのは分かっていて︑最後の一年くらいはもう東京から
生 活 費 や 学 校 の 費 用 を 全 然 送 れ な く な っ て し ま い ま し た︒
「何でもいいから食べてろ」と言うそうなんで
す︒父は同文書院の持っていた土地を売りました︒売れるものはみんな売って︑敗戦の一年前から負ける支
度をしていました︒そんなことを言ったら当時は非国民になってしまいますから斎伯先生と小岩井先生と︑
それから木田さんという同文書院卒で満鉄からの派遣生︑愛大の監事もやっていらっしゃった方と︑三人ぐ
らいしか教えていなかったそうです︒父はドイツのものすごく大変なインフレを知っていましたから︑お金

で持っていたらそんなもの丼一杯のご飯も買えなくなる︒そこでどうしたと思いますか︒金の延べ棒です︒
一オンスを九六本︒ただし手に入ったのは三六本だったそうです︒それをお金に替えて︑日本人ですからお
米︑お味噌︑お醤油︑お砂糖︑小豆︑それと畳︑それを運ぶ自動車︑それを動かす代用燃料︑もう一生懸命
倉庫に隠したそうです︒敗戦の後三年は上海で暮らさなければ日本へ帰ってこられないんじゃないかと思っ
て︒
それを用意しておきましたから︑皆さん引き揚げと言うと本当にみじめな引き揚げを見ていらっしゃいま

日本人が持っていたら取り上げられちゃうからどうしようかと思って︑同文書院の古い先生方に︑「誰か信
用できる中国人はいますか」と聞いた︒そうしたら皆さん「いない」と言う︒大金を預けられるような人は
誰もいないと︒それでは一橋の時に教えたゼミの学生で台湾の方なんですけど︑上海で事業をやっていらっ
しゃった方がいる︒その方は過去に闇物資を動かしていて︑家が火事になった時︑お宅の倉庫の跡から闇物
資の釘が燃えないで山のように出てきた︒憲兵隊に引かれて首を切られちゃうところを︑「もしも日本人の
知り合いが身元引受人としてここに判子を押したら助けてやる」︒知り合いの日本人は憲兵隊が怖くて誰も
判子を押してくれない︒ハッと気づいて「本間先生」と来た︒父は卒業証書に使う大きな判子をバンと押し
てあげたそうです︒それで命が助かりました︒中国の方というのは恩義を非常に大切にするんですね︒その
男に金の延べ棒を預けました︒そうしましたらその人が毎日相場を見て︑現金に替えてきてくれた︒その方
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帰ってくる時には生ハムのサンドイッチ︑それから水筒にはジョニ黒が入っていました︒父は金の延べ棒を
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すけれども︑上海の引き揚げ︑特に同文書院関係は︑東京にいた私共のほうがよっぽど貧しかった︒皆さん

成果出版事業◦
は台湾に逃げて︑台湾のヤクルトの社長などをやり︑戦
後︑日本の父の所に何度もいらっしゃいました︒
そんなふうにして必要なお金を毎日毎日替えながら生
活しておりました︒自然科学研究所というところがある
んですけれども︑そちらは領事館からお金をもらってい
た が︑ 同 文 書 院 は も ら え な い︒ そ の う ち 銀 行 が 封 鎖 に
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なってしまう︒もう給料を払えないんですね︒一年前か
ら払えない︒外務省は同文書院に自然科学研究所へお金
を払ってやってくれと言う︒ですから父は所持金の中から持っていきました︒敗戦のあと一部の書院関係者
が収容所に入れられましたら︑その人達は外出がままならないので︑外側から食料を塀越しに投げ込んだと
言っています︒後に愛大の課長さんになった︑事務局の松藤一さんはお金も届けたそうです︒松藤さんが
おっしゃるには︑大きなリュックにぎゅうぎゅうに詰めたお札を担いで塀から投げ入れた︒自分にとって一
番お金を持った最後だったと言って苦笑していました︒
今度はあんなに金持ちの満鉄が︑やはりお金がなくなっちゃったんですね︒それで「代用燃料を少しくだ
さい」と︒父は「うん︑やれやれ」と言って︒上海で一番貧乏だった学校が︑敗戦になりましたら一番金持
ちになっちゃった︒先生方にもお給料を払い︑学生さん達にも小遣いを渡した︒学生はお小遣いを二週間分
でしたか一度にもらえたんですね︒それで勉強をしながら一年間過ごしました︒父は一九四五年︑暮れの一

カ月の大学の支払いは儲備券で二億三千万元になったと言っております︒そんなもの一括して支払い引き揚
げてきたが︑日本政府の方からは一円ももらってないんですよ︒当時フォードの新車を一台︑一月頃に八〇
〇万ドルで求めておき︑あの中国人に預けておく︑それを暮れに売ると二億三千万ドルで売れたと︒それが
ちょうど一カ月分の経費に当てられた︒もしもその時八〇〇万ドルを現金で置いておいたら︑支那そば一杯
もたべられませんでした︒父は金と物とをどういう風にして生きていくか︑それはそれは随分苦労したもの
です︒敗戦の翌年の三月に同文書院の学生さん︑上海の居留民︑父は同文書院の学生が多いので団長で帰っ

を積んだかという父のメモ書きが残っております︒それから引き揚げの時の引き揚げ証明書も︑あれだけ大
勢いますと誰かしらなくすんですね︒ですから名前を書かない白紙の引き揚げ証明書に判子だけ押したのも
あります︒そういうのが三枚ぐらい特別に用意してあります︒それで戻ってまいりました︒
二一年の三月に戻り︑東京に行きました︒引き揚げた報告を同文会へ︒戦乱のあとで何もこちらの面倒は
見てもらえなかったらしいです︒父は学籍簿だけは学校の命だから︑自分がもし捕まって中国へ戻されても
いいからと︑隠して隠して学籍簿だけは持って帰りました︒それがあるものですから同文書院の偽学生︑天
ぷら学生って出ないでしょう︒卒業生のおじいちゃま方がいかに頭が良かったか証明書を出してますでしょ
う︒ですから父は不思議な人ですよね︒土壇場の時が強いんですね︑平和な時より︒何かあった時にものす
ごい力の出せる男なんです︒不思議なことに始まりの第一回目か終わりかで︑真中があまりない︒
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帰ってはいけないことになってはいたんですけれども︑何歳の者が何人乗ってるか︑船の食料にどんなもの
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てきました︒団長になりますと相当責任が重いんです︒ここにもございますが︑書いたものは一切持って

・ ︶

帰ってきまして神谷先生なんて方はやっぱり三河人ですよね︑一生懸命お手伝いくださいました︒大学に
どこがいいかと本当は九州まで探したんです︒焼け野原で何もなくて︑でもここ豊橋が進駐軍が出たあとが
ちょうど空いてたので︑すぐここに決めました︒大学を創るってお金がかかりますよね︒何もなかったんで
す︒上海から帰ります時に船を降りて︑日本政府が一人一〇円お金をくれたんです︒その時にひどいじゃな
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◦第６章

いですか︑証書を貼らないと使えないお金ですよ︒翌日はもう使えないんです︒みんな一〇円ずつもらって
きました︒ですからお金なんかほんとに一銭もないし︑持ってたお金は波止場で正金銀行に預けなきゃいけ
なかった︒紙切れ一枚と全部交換です︒学生さん達が来てこの証明書︑同文書院の在学の証明書があった
ら︑東京帝大︑京都帝大︑どこでもウェルカムだった︒一橋にもずいぶんいらっしゃいました︒京都帝大が
一番多かったと思います︒五〇人ぐらい入りました︒
司会

杉山さんは同文書院の卒業生でこの証書の持ち主です︒

殿岡

あと︑編入学できなかった人たちも多かったんです︒締め切りに間に合わないから︒期間が過ぎてし

まって︑持っててもだめだった︒これは何とかしなきゃいけない︒大学がその学校をやめる時は学籍簿とか
証明関係︑いろいろな後の手続きを引き受けてくれるところがなければやめられないんですよ︒ですからど
うしても大学が欲しかった︒父は同文書院の卒業生じゃないんです︒どんなに国家の変動があったとして
も︑父が院長の時に同文書院をなくすということは︑卒業生に対してものすごく面子がないことです︒それ

と学生が本当に困っていました︒何とかして創ろうじゃないかということを︑先生方も帰っていらして少し
ずつ集まって相談した︒関係者達に聞きますと日本で同文書院を創る能力はもう一つもないと︒では新しい
のを創ろうということで愛知大学になった︒三月に帰ってきて︑九月に許可をもらって一一月に開校です︒
こんなにお金を使わなくて時間も使わないでできた大学なんてどこにもない︒
戦後だったものですからまだ旧制大学です︒旧制でできたのは四つあります︒軍需工場がもとで工学部が
できたのが茨城あたりにあり︑もう一つは電気の系統で東海大学︒これは逓信省ですよね︒それから愛知大

思ったんですね︒引き揚げ者でお金はないし︑学生はうろちょろして
いると︒で︑三番目に許可していただきました︒でもそれには一つ裏
があります︒文部大臣も︑各地の役所の方々も︑だいたい父の知り合
いでした︒「本間がやるんだったら」と協力を惜しみませんでした︒
ただしお金が大変です︒文部省に五〇万円供託金を調達したから︒そ
れを豊橋の東海銀行がスラッと貸してくれた︒東海銀行の支店長さん
は愛大にお金を貸してくださいますと本店の役員に大概おなりになれ
る ん で す︒ で す か ら 支 店 長 が 代 わ る た び に 脅 か し に い っ て ま し た︒
「愛大に金を貸せば将来役員になれるぞ」と︒そういうジンクスがあ

◦ 2665 ◦
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る︒本当はあちらが三番目でうちはビリじゃなかったかなと思うんですけれども︒文部省はかわいそうだと
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学と玉川大学です︒玉川大学の小原さんなんていう方は学校創りの大家で︑お金なんかわんさと持ってい

成果出版事業◦

りました︒
あと豊橋市が非常に熱心に誘致してくださいました︒横田市長が父と話してる時に︑非常に気安く引き受
けたんです︒もしかしたら︑女学校創りの気持ちで言ってるんじゃないかと︑父は心の中に疑惑が湧いたと
言うのです︒それが顔に出たのかも知れません︒そうしたら横田さんは引き出しをグッと開けまして︑中か
らお芋を一本ポンと置きまして︑食料は大丈夫︒おっしゃったお言葉は︑「私は三河人だ」︒父は「悪いこと
をしたなあ︒ちょっとでも疑ったのは悪かったなあ」と思って︑「よろしくお願いします」と頭を下げて︑
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そこで決まったそうです︒どうして「三河人」という言葉がそんなに重いのか︒志賀重昂という有名な先生
がいらっしゃって︑その先生は早稲田の先生もなさっていた︒昔早稲田の大学に行きますと︑こんなきれい
かね

な職員室なんてないんですよ︒だいたいが大きな金の火鉢があり︑その周りに椅子があって︑こうやってあ
たっているそうなんです︒そういうところに一人の学生さんが来て︑
「志賀先生︑愛知県人会の会費をいた
だきに来ました」︒そうしましたら志賀重昂さんは岡崎のご出身なのに︑「わしは愛知県人じゃない」「だっ
て先生岡崎でしょう」「わしは三河人だ」と︒そうおっしゃった︒それを若い頃父は三淵長官から聞かされ
ていた︒天下を取った岡崎の大本︑三河人だというのは大変なプライドだった︒父も「あなたは山形です
ね」と言われるとちょっと嫌な気持ちがする︒
「米沢ですね」と言われると「そうです」︒それと同じだと私
は聞かされました︒本当に豊橋はじめこの近郊の方々には大変お世話になってできた大学なんです︒

愛知大学は赤ではない、薄桃色以下だ

︵パネル

︶

6

Ⅵ

ここに愛大事件の議事録がありまして︑私︑目を通したんですけれども︑議会に呼ばれましていろいろ話
をする時に︑「お前の学校はアカじゃないか」と議員に言われる︒「本間証人」と言われて立ちまして︑
「豊
橋とか名古屋とか中部地区のいわゆる保守的なところにあるから赤く見えるのであって︑東京の早稲田の隣
とか中央の隣に行ってごらんなさい︑ピンク色です」と答えたら向こうが黙ってしまった︒父の議事録の中

と︑もう本当に大学を潰しかねないような︑愛大なんか潰しちゃえというような言い方をしています︒そう
した挑発的な発言に対しても非常にユーモアを交えながら答えていました︒
スライドですが︑これは愛大事件の時だと思います︒これは柔道部の横で北門︒「北門シャン」というの
を私と父の間でしゃべっていたんです︒「北門シャン」というのは誰かと言うと細迫先生なんですが︑もの
すごくお酒を飲むんです︒運転していると「晟ちゃん来い」なんて言って後ろから首をしめられる︒北門で
「僕ここで降りる」と言うんです︒
「だって先生歩けないじゃないですか」と言いますと︑ピンと立ってさっ
さっさとあそこの門を入るんです︒奥様の前でお酒を飲んだことないそうなんです︒あんなに酔っぱらわな
くてもいいんじゃないかって︒それで「北門シャン」というのは細迫先生のあだ名です︒
︵写真を見ながら︶頑張って一生懸命検証しています︒父は学生を信じていました︒そうでなかったらあ

◦ 2666 ◦
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け学生に対する愛情︑学問に対する自由を大切にした人じゃないかと私は思っています︒議事録を読みます
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には本当に忍耐強く︑いかに大学の自治を守るかということを︑議員さんにとくとくと述べている︒それだ

成果出版事業◦

んな長い裁判を︑一回も休まずに法廷に立つことはなかったと思います︒弁護士の資格を再登録して︒どん
なに楽しいことが家族の中であっても︑どんなにお金になる法律のいろいろな仕事があっても︑愛大の裁判
の時は必ず名古屋に行きました︒ちょっと足に怪我をして靴が履けない︒でも「僕は行かなきゃならない」︒
私はスリッパを上手に包帯で巻いて︑名古屋の裁判所に送ったことがあります︒一回も法廷を休んだことが
ないのです︒学生がかわいいんです︒母がちょうど子宮癌になりまして︑命が危ないんです︒でも「僕が愛
大にいないとだめなんだよ︒あんたが看病してくれよ」と言います︒大変でした︒私は「お父様︑学生が
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やったんじゃないの」と言いましたら「いや違う︒僕は学生の目を見た︒あれは嘘を言ってる目じゃない
よ」と︒本当に学生さんをかわいがっていましたから︒
壷屋︵豊橋駅の弁当業者︶が好きで︑こういうこともあったんです︒愛大事件があって︑公館に私と父が
おりましたらコンコンといって小岩井先生がコートと帽子を抱えて︑「先生ちょっとまた回ってきます」︒そ
れは何かと言いますと︑愛大事件が始まる前︑豊橋の商店街の皆さんが寄付してくださる約束をしたので
す︒それが愛大事件が起こったら反故になってしまった︒だから小岩井先生はそこへまた一軒ずつ挨拶して
お金をもらいに行くと言うのです︒父は「小岩井君ちょっと座ってよ」︒ウイスキーの瓶を持ってきてまず
勧め︑
「小岩井君それはやめてください」と︒
「男が一回決めたことを覆すところへ︑頭なんか下げないでく
ださい︒金は僕が東京で作ってきます」︒小岩井先生は回るのをやめました︒父はお金を作ってきました︒
うちから嫁に行った女中が言うのです︒「いつでも私証人になります」︒豊橋からいらっしゃった方は全部
「先生︑お金︑お金︑お金」なんです︒
「月給どうしましょう」︒そうすると父は「うん︒作って持っていく

から大丈夫だよ」
︒確かに最初の頃は︑こんな大きな風呂敷包みがありまして︑質屋に
持って行くのです︒
「私も行きたい」と言いましたら「女の子は行っちゃいけない」と
言って︑慶応在学中の兄が持っていってお金を作ってきました︒今︑母の古い箪笥が
あって︑開けますとビロードの宝石箱が山のようにありますが︑全部空っぽです︒小さ
い時に母がおしゃれをするのを私は見ていまして︑きれいになっていくんですね︑化け
てくるんですよ︒それを眺めていますと︑
「この帯留も︑これも︑あなたが社交界に出

私の帯留︑かんざし」と思います︒それで充分です︒母は東京麹町三番町生れの江戸っ
子です︒父と私はガラスの美術品を扱うように大切に接しておりました︒亡くなりまし
た時︑星空を見上げ「ま た︑日本から貴婦人が一人消えましたねえ」と呟いた田中最高
裁長官の声が耳に残っております︒
お金をくれたのは壷屋さんだけだったんです︒父は壷屋さんのものを褒め称えて︑ど
ん な 時 で も 必 ず 買 う の で す︒ 壷 屋 さ ん の い な り 寿 司 を 食 べ ま す で し ょ う︒「 お い し い
な」と他に聞こえるように︒
「壷屋の弁当うまいよ」と新幹線の中でも大きな声で言う
のです︒義理というものをものすごく強く持っていましたね︒約束を守らないというこ
とはなかったです︒近藤正一さんはよくご存じで︑父は曲がったこととか︑いい加減な

◦ 2667 ◦
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全部︑大学の費用に化けました︒でもいいんですよ︑愛大の建物を見ると「ああ︑あれ
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る時にみんなあげるからね」︒私はもうそれは自分のものだとばかり思っていました︒

成果出版事業◦

仕事をするのは嫌いでした︒近藤さんに電気のことは全部任せてました︒「近藤さんがやったんなら僕は安
心するよ」と︑とても信頼してました︒近藤さんには本当にいろいろお世話になりました︒カゴメのジュー
スありますよね︒あの方も確か卒業生でしたね︑蟹江さん︒方々の喫茶店に入りますと︑「カゴメのジュー
スはないのか」と必ず言うんです︒非常に恩義を持っていると言うか︑学生をかわいがると言うか︑そうい
う気持ちが強かったです︒
父は金策の上手い男でした︒大学院を創る費用は︑当時︑貴重品であったバナナを︑台湾から輸入する権
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利を取得しました︒つまり︑台湾からバナナを船に積み︑神戸の港で業者に渡す事で︑大金が動くのです︒
そのマージンで大学院を創りました︒その時︑卒業生の伊藤照志さんは︑父に頼まれて船に乗って大学のた
めに働いてくださいました︒また︑父は日本全国の米軍で使用中のタイプライターを払い下げる権利を取得
し︑物資の欠乏する日本の会社︑学校などから引っぱりだこで全部売り切れて︑結構なお金になりました︒
同文書院の卒業生で一五期の白須大順さんからご親族の会社で導入預金をしてあげるからとの話がありまし
た︒咽から手の出るようなお話ですが︑父はそれに対する裏金もなかったし︑答をしぶってましたら︑白須
さんは「心配はいらない︒この会社は有楽商事㏍という日本一の保険の代理店であり︑一〇〇〇万円銀行に
預金をするから︑大学は一〇〇〇万円借り出しなさい︑条件としては学校の火災保険を掛けてくだされば良
い」という話でした︒国から借りている大学の建物には︑必ず火災保険は掛けなければならない︑約七〇万
円の保険料で一〇〇〇万円を使うことができ︑初期の大学の大きな運営資金として大助かりでした︒
父は頭を下げず︑ひも付きでないお金を生み出す天才でした︒すべて父の人脈による金策であった事は言

うまでもありません︒

全国から市民カンパ集まる・薬師岳遭難

︵パネル

︶

7

Ⅶ

ここにあるサンデー毎日︑週刊朝日︑みんな薬師岳遭難のことが載っています︒最初電話が入った時︑私
は名古屋の事務所にいたんです︒「先生は今どちらへ」「東京よ」と言いましたら何かおかしい︒「どうした

は困ったもんだなあ︒僕なんかは山国で雪国だから︑雪が降った時は分からなくなるから穴を掘って︑吹雪
が収まるまでしゃがんでるんだよ」と︒「ちょっと代わるからね」と言って代わりました︒そうしたら怒る
どころか︑
「学校が潰れても救助をする」
︒その言葉にみんなが感激したのか︑卒業生から問い合わせがすご
かったです︒お金を送ってくるとか︒その次の父の言葉なんですよ︒「人の生命は地球より重い」︒それがま
た新聞に載っちゃいましたから︑全国津々浦々から一〇円︑一〇〇円でも送ってくださいました︒遭難の記
録を出し︑お金は富山の県警に卒業生がいまして大変お世話になりましたから︑そちらに寄付と言うかお礼
と言うか差し上げました︒
そのお役目は脇坂先生です︒
「脇坂さんにしたのはどうしてだか分かる？」と父が言うものですから「い
や分かりません」と答えました︒「脇坂は富山の名家のご出身なんだよ︒あの人が行けば富山の人はものす
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あ︑私かけますから」
︒「お父様︑何か遭難しちゃったらしい︒雪の中で」︒「雪を知らないところで育った者
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の 」 と 聞 い た ら「 遭 難 し た 」 と︒ 誰 が 父 に 電 話 を か け る か で も め て い ま し た︒ 怒 ら れ る と 思 っ て︒「 じ ゃ

成果出版事業◦

ごく嬉しいし︑大変な方がいらしてくれたと思うし︑お金も二〇〇万が五倍ぐらいに感じるんじゃないか
ね」と︑うまい考えを持ってるんですよ︒それで脇坂先生に行っていただいた︒何かやるにしてもちょっと
考えるだけじゃなく︑その先︑その先を考える︒つまりキューを打つ時︑四つ玉は難しいですよね︒何かや
るのに父は六つ玉ぐらい︵あればですが︶行き先を考えながら仕事をしていたと思います︒こちらへ行くと
この人はどうなる︑こちらへ行けばああなる︑こうなるって︑本当に先を読む︒碁で言うと一〇手ぐらい先
ですかね︑それを常に読んで動いていたと思います︒両手で頭を抱え一人で静かにしてる時は考えてる時だ
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から︑なるべく側に行かないようにしました︒それを知らないで「ねえ︑お父様」なんてやると「ちょっと
僕は考えてるから静かにしといてくれないか」と言うので︑なるほどなと思いました︒
人の気持ちを非常に大切にする人でした︒この記事だって︑上手に愛大が悪くとられないように書かせる
というのは難しかったんですけれども︑毎日新聞は政治部長をやってる方が母の友人の坊ちゃんだったし︑
同文書院の卒業生が社長でいらしたから︑そこのところはうまく記事にしていただきました︒朝日新聞は社
主の上野さんが最高裁の時に長官の秘書で︑父は本当に仲良くしていましたからそれでちょっと抑え︑法政
大学の時の教え子が資材部長で二瓶さん︒その人がいましたからそれでまた抑え︒ですから朝日も悪いこと
はあまり書けない︒怖いのは週刊新潮です︒その当時︑新潮にやられると二進も三進もいかない時だった︒
今度は週刊新潮が来るというのでハッと気付きましたら︑私の女子学院時代の大の仲良しが麻生一族の息子
のところへ嫁に行っていた︒編集次長をやっていらっしゃったと思いますが︑そこへ渡りをつけまして︑
「 新 潮 の 方 が い ら っ し ゃ る の に 私 が 何 の お 世 話 も で き な い と 東 京 へ 帰 っ て 友 人 に 顔 を 見 せ ら れ な い 」 と︒ 記

者の方が二人いらっしゃいましたから「どうか私の車を使ってください︑いらっしゃった時は私がいくらで
も方々お連れいたしますから」と言ったら︑悪いことは書けないんですよね︒私が運転してますからどこへ
行くのも全部ばれちゃいますし︒それでとってもいい記事を書いてくれまして新潮は抑えられたんです︒だ
いたい報道陣から好意的には見られておりました︒
薬師では最後のところだったんですけど︑遺体が見つかった︒父が申しました︒「親の愛情以外の何もの
でもない」
︒最後の遺体をお父様がお見つけになった方いらっしゃいましたよね︒「あれは親の愛情だよ」っ

ようかな」と言うもんですから︑私「音楽葬がいいですよ︑宗教抜きだから」︒メールクワイヤーに頼んで
『山に祈る』というのを薦めました︒
「あれは泣かせますよ︑お父様」︒曲を聞かせたら「うん︑これはいい
︒菊の花は渥美半島にいっぱいあるんだから思い切り飾ったらいい︒お葬式の時の写真があり
じゃないか」
ましてね︒メールクワイヤーの音楽で「お母さ〜ん」というところがあってみんながジャジャーッと涙を流
す︒父を見ましたら彼も私のほうを見てきました︒上手にこれもできた︒本当にいいお葬式でした︒だって
創価学会から仏教から何からみんなあるんですよ︒一三人分ですからどうしようもなかった︒父はこう申し
ま し た︒「 ほ ん と は 生 き て た ら 全 員 丸 坊 主 に し て 並 べ て 挨 拶 さ せ よ う と 思 っ た︒ だ け ど み ん な 死 ん で る か
ら︑僕が責任取らなきゃね︒世間様に申し訳ない」︒それで学長を辞めることになりました︒辞めるタイミ
ングも良かったんです︒本間喜一というのは時を見るのがうまいですね︒何か本当にいい時に派手なことを

2

やる男だった︒
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て盛んに言ってました︒お葬式が大変でした︒宗教が全部違いますから︒「困っちゃったんだよな︒どうし

◦ 2669 ◦
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植物愛好家の商法学者

愛大になんじゃもんじゃがございます︒これはどうしてここへ植えるようになったかと言いますと︑ふっ
と父が「なんじゃもんじゃが欲しいな」と言うんです︒私は老人看病のほうの専門もやっておりましたが︑
年寄りは気が長いというのは嘘です︒気が短いなんてもんじゃない︒欲しいものはすぐ欲しいんです︒それ
が分かっておりましたから「なんじゃもんじゃ︑もらってきます」「どこへ行くの」「明治神宮です」︒宮司
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さんになんじゃもんじゃの好きな方がいて︑一生懸命苗木を作っていらっしゃるという新聞記事を読んでい
ました︒
「実は大学になんじゃもんじゃの木が欲しいので︑お分けいただけますか」と言いましたら︑その
宮司さんは父のことをよく知ってたんですね︒最高裁関係じゃなかったかと思うんです︒地鎮祭やなんかで
お呼びするでしょう︒その関係じゃないかと思うんですけど︒「では差し上げます」︒苗木じゃないんです︑
け っこ う 大 き な 木 を い た だ い て︑ ト ラ ッ ク で 持 っ て 帰 っ た︒「 お 前 は よ く そ ん な と こ ろ へ も ら い に 行 け る
な」と言うもんですから︑「ください︑くださいと言うんじゃなくて︑大学に置きたいんだと言えば︑やっ
ぱり向こうだって天下の愛知大学ですから」と言ったら父は喜んじゃって︑そこに植えました︒「学生が難
しい問題をなんじゃもんじゃと考えてほしいな」と父は言っておりました︒
そ れ か ら 少 し 経 ち ま し た ら「 今 度 は 晟 子︑ 菩 提 樹 の 木 が 欲 し い な 」 と 言 う ん で す︒「 任 せ と い て く だ さ
い」と︒私は小京都と言われる世田谷の寺町に住んでいます︒私共の住んでいるところは︑泉岳寺が越して
くるところが越してこなかったので京王電鉄が分譲しまして︑住宅地なんですけど︑そこの一角に住んでい

ます︒周りに全部で二九のお寺がある︒関東大震災の時に世田谷に越してきて︒だいたい昭和二年にできあ
がっているようなお寺が多いんですね︒釣り堀があるんですけど︑そこで和尚さんが釣りをしている︒魚屋
が毎日来るんですが︑いい鮪があって「あんたこれどこへ持っていくのよ」と聞いたら「近くの寺」だと︒
「菩提樹の木が欲しい」と言いましたらやっぱりあるんですね︑お寺ですから︒すぐですよ︑父が欲しいと
言ってから一時間半経たないうちに坊さんが三本かな︑ちょうど私の背丈ぐらいのを持ってきてくれまし
た︒倉橋さんというスクールバスの運転手さんがいましたでしょう︒あの方が取りにくることになったんで

か︒私一本の棒のように包みまして︑その当時中国服を着てる女はいなかったんですが中国服を着まして︑
改札口はそんなにうるさくないです︑チョキン︑チョキンとやってる頃ですから︒側に行って中国語みたい
なのをしゃべりましたら「え？ え？」なんて言ってる間に横を倉橋さんが通っていった︒豊橋の改札は顔
なじみですから何とかなる︒乗っちゃったらこっちのもんです︒それで持ってきたのがこの菩提樹です︒父
が菩提樹を植えたのは︑職員会議で分からないことをぐだぐだ言う先生方︑あの方々に「菩提樹の下で悟り
を開いてほしい」
︑そういう気持ちでした︒そうしましたら神宮から盆栽仕立てのなんじゃもんじゃの木を
「 本 間 先 生 に 」 と 言 っ て く だ さ っ た の で 取 り に 行 き ま し た︒ お 礼 に ヤ マ サ の 竹 輪 の 一 番 大 き な 箱 を 持 っ て

2

行ったのを覚えています︒
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す︒
「自動車は事故が起こったら危ないから新幹線で行きます」︒新幹線でどうやって持っていったらいい
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・ ︶

父は勲章とかそういうものが大嫌いなんですよ︒でも父が東亜同文書院にまいります時に︑田舎の山形の
お母さんのところへ「支那へ行かなきゃならない」と言いに行きましたら︑その当時は農家の次男坊︑三男
坊はみんな満州へ出稼ぎに行きますから︑お母さんはそれだと思っちゃったらしいんです︒それで「うん︑
うん」と聞いていて︑
「お前が一人ぐらい帰ってきても何も悪いことはない︒けえってこ︑けえってこ」っ
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て言われたそうです︒「いや︑天子様のご命令で︑行かなきゃならないんだ」と言ったらやっと理解してく
れた︒それからですね︑勲章なんか頂くのは︒自分は欲しくないんです︒だけどもおっかさんが金杯や銀杯
を喜ぶから︑それでもらうんだと言ってました︒あまり国家権力のお褒めというのは好きじゃないんです︒
大学の先生というのは定年になると勲章をいただけるんですが︑申請をしなきゃいけない︒愛知大学はそう
いうことをあまりしないので︑ずいぶん皆さんも遅く頂いてるんじゃないかと思います︒鈴木擇郎先生が頂
けることになったら「万歳」という電報を打ちました︒「気持ちが清々した︒遅いけどやっともらえたね」
という︒今まで我慢してたんでしょうね︒鈴木先生に差し上げたいなと思ってたらしいです︒
今度のパネルは日中友好ですね︒こんなに染みができているのは私の責任です︒これは中日友好協会の会
長さん孫平化先生と言いまして︑現代中国の書家の一番うまい方です︒いい字でしょう︒父が入院中かな︑
病院に見舞いに来てくれるとおっしゃいました︒老人病院にいまして︑大きな病院なんですけれども︑こう
いう方がいらっしゃると右翼がうるさい︒守りきれないと言うんです︒「確か劉銘傳︵台湾の北の方のお金

持ち︑ドイツ留学経験あり︑共産党員になった︶という有名な台湾の方のお葬式の時︑私︑青山斎場で靴の
中まで調べられましたからね」と︒
「病院は開けっぴろげで鍵もかかりませんから警備が保証できません」
と病院側から言われまして︑「それじゃ私頂きにまいります」とホテルオータニへ取りに伺った︒その時に
こ れ を く だ さ っ て︑
「 本 当 は き れ い に 表 装 し て く る べ き で す が︑ 中 国 で や っ て く る と 糊 の 関 係 で 日 本 で は
反っくり返っちゃうので︑書いたまま持ってまいりました」と︒これは頂戴した時の写真です︒畳んでしま
い込んでたんですが︑どこかにあると思って一生懸命探しましたら︑何のことはない︑箪笥の上にポンとあ

す︒それで学校のほうに置いていただくことになり︑今きれいな額に入れていただいて立派に飾ってありま
すので︑ご覧いただけたらと思います︒
これは洋服だけすごいんです︒何かで私がべそをかいたんですね︒そうしたら「洋服でも作っといで」と
言うんです︒しめしめ︑
「作っといで」と言って金額も示さないなと思ったもんですから︑銀座の松坂屋に
行きまして︑ニナ・リッチのデザイナーに作らせた唯一の洋服です︒あとで聞いたら高かったですね︒父の
税金を引く前の給料を払わなきゃならなかった︒何とか払ってくれました︒たぶん弁護士をやってたお金が
入ったんだろうと思います︒きれいな布地でした︒
この犬は近所の酒屋の親父が子供の遊びにと言ってポンと置いていった︒雑種ですよ︑ラブラドールと
シェパードのあいのこだと言うんですけど︒九匹生まれて一番の残り物を寄こしたんですね︒これは父にな
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る︒南山の如く長生きしてほしい」︒南山というのは仙人がいるとこなのですが︒そういったことらしいで
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り ま し た︒ 畳 み 込 ん で い た の で 染 み が 付 い て し ま い ま し た が︑「 あ な た の お 名 前 は 北 斗 星 の 如 く 輝 い て い

成果出版事業◦

つきましてね︑年中父の側にいます︒電話が鳴ると父は耳が遠くなって電話の音が分からない︒犬がワンワ
ンと吠えると電話のところへ行く︒初め来た時は箱に入れて玄関の横に置いたんです︒そうしたら鳴くんで
すよ︒かわいそうだからうちの中へ入れる︒また鳴く︒それではと言って座敷へ入れたんです︒そうしたら
鳴かなくなったんですけど︑大きくなって暖かくなっても︑うちから出ていかないんですね︒ふと考えたら
犬はこのうちが犬小屋だと思っているらしい︒
「しょうがないじゃないか︑今さら出すのも」︒うちの座敷の
ところに柵を作りまして︑赤ん坊が歩くベビーサークルみたいな︒お客様がいらっしゃるとそこに入ってい
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ただく︒そうしないと犬の嫌いな方は困ってしまう︒私どもは鰻を出すのは一番いいお客様ですから︑鰻が
来た時はその横に座ってよだれをタラーッと垂らしながら見てるんですね︒最後の一切れをくれない時はワ
ンと怒るんです︒太郎という名前にしましたが︑犬にいい名前を付けちゃだめなんです︒ある日︑予防注射
の葉書が来ましたので見たら「本間太郎様︑喜一号の予防注射を」と書いてある︒保健所へ電話をかけたら
向こうで「ほら見ろ︑やっぱしおかしいって言ったじゃないか」なんて喧嘩してる︒
勲章を頂くことになったんですね︒もう自分の母親は死んでますし勲章なんか欲しくないんです︒だけど
愛知大学のために働いた勲章なら頂くと︒最高裁の事務総長の関係でくれる勲章なんて欲しくない︒「おっ
ぽっとけよ」
︒そうしましたら係のほうから電話が入りまして「お届けに上がります」︒「いやだめだよ︒娘
のうちにいるからね︑通すところないよ」「それではお玄関先だけでも伺わせていただきます」「いや︑犬が
いるからだめだよ︒そのうちブラッと散歩に出たらもらいに行くからね」と言ってました︒散歩に行っても
らってきたのかな︒うちに持ってきまして︑私が犬の首にかけちゃったんです︒そうしましたらこの犬が外

へ行っちゃった︒一生懸命追っかけてやっととっつかまえまして︒でも似合いますよね︒まあこの勲章は長
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男のほうに渡しましたけれども昔の勲章はしまってあります︒昔の勲章のほうが今より宝石がいいんです
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よ︒だからお兄様は新しいほうを持っていますけれども︒この犬はこのように︑いつでも父の側におりまし
た︒ですから父が亡くなって四か月ぐらい経ったらやっぱり死にましたね︒もう白内障で耳は遠く︑利くの
は鼻だけでしたね︒二〇年と九か月生きました︒
見てください︒
「あばら屋のすきまだらけのおかげにて命助かるガス漏れなし」なんて言って︒「風が入る
ところ塞ぎましょうか」「いいんだよ︑これで空気がきれいなんだから」︒私は家主だもんですから︑いつで
も「家主様」って言われる︒
「店子のキイさん」なんて言って二人で呼び合って︒非常にユーモアのある父
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で︑私が買物に行くので「お父様︑ちょっと買物に行ってまいります」と言うと︑「してして小判は持った
か」と言うのです︒あ︑来やがったな︑阿波十郎兵衛と思いますから「はいはい︑ととさんの名は阿波の十
郎兵衛と申します」と二人でふざけあって︒一二月一四日になりますと父が大好きなのは忠臣蔵で︑忠臣蔵
が何で好きかと言いますと︑大石内蔵之助が四七人をどうやってまとめたかという︒これは一橋の白票事件
の時に一三人まとまったが抜ける人がずいぶん出てきたんですよ︒あれから忠臣蔵を非常に研究し出したん
です︒それで父は「人の心をまとめるのは金じゃない︒気持ちが通じ合って︑本当に理解し合わなかったら
人間は動かないんだよ」と︒一二月の一四日になりますと私が夜中に金鋸を持ちまして︑「一打ち二打ち三
流れ︑チョンドドドドドドン︑ドンドンドン」
︒そうすると父がガバッと起きまして︑「あれを打つのは大石
内蔵之助」って二人で始まるんです︒そういうふうに年中うちの中に笑いが絶えませんでした︒
小さい時は私は父の膝の中にドボンと入りますの︒そうしますとある時は義太夫︑ある時は歌舞伎︑ある
時はオペラ︑もうあらゆるもので世界の歴史や︑いろいろなことを話してくれるんです︒私がヒエログリフ

を勉強し出したのも︑「エジプトにはロゼッタストーンがあって︑それを言語学者が見て分かったのは︑使
う字数をピックアップして言語を並べていったら『王の王︑大王の碑』と読めたんだよ」というようなこと
を聞かせてくれたんです︒
「あんたは大きくなったらロンドンに行って見ておいでよ」︒歴史やなんかはほと
んど父の膝の中で覚えました︒ですから父が亡くなりました時︑大きな図書館が四つぐらい無くなったよう
な気がしました︒どうしてかと言いますと「ちょっとお父様︑これ何でしょうね」と言うと答えてくれるん
ですね︒私が質問を忘れてしまった頃︑四時間ぐらい経ってから厚い本を何冊か持ってそれに全部しおりが

すよ︒もう嫌だなこの男︑なんて思う︒やっぱり亭主は尊敬できないとだめですね︒そんなふうで決して怒
らないし︑勉強しろなんて一言も言いませんでした︒
三人の学長となっていますよね︒初代の林学長さん︒この方はどうしてなってくださったかと言います
と︑同文書院の理事をやっていただいてたんですよ︒父はどうして学長にならなかったかと言いますと︑
「僕は学生を戦場に送ってしまった︒教育者の資格はない」︒だから学長はできない︒それで林先生にお願い
するんですけれども︑やっぱり同文書院の関係があります︒それから私の母のうちのほうに小泉信三さん
︵慶応義塾塾長︑美智子妃を宮中に推薦した︶の奥さんの兄弟が来てまして︑そんな関係でよく存じ上げて
たもんですから︑お願いにあがって︑「先生は同文書院の学生を守る義務があるんじゃないか」って申し上
げたらしいんですね︒そうしましたらご承諾くださって︒ご承諾くださったら本当によく動いてくださいま
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「さっきの質問に関連したことだから目を通しておきたまえ」と言うんです︒ですから幅広く
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した︒遠いところを︑お身体だってそんなにご丈夫
じゃないのに︑暑い最中から一生懸命できる限りの
ご援助をいただいたんです︒宿屋なんてないんです
から公館にお泊まりになるんです︒
公館は先生方が一部屋一部屋いっぱいになりまし
た︒ずいぶん部屋がありますでしょう︒奥さん持ち

けて︑そこで調理をなさるんですけど︑だいたい一
人でおいでになりますから︑ご飯出しをしなきゃい
けないんです︒そうしますと女中さんもいますけれ

公館の前で

の方はちょっと廊下の隅っこのところにお台所を付

ども︑やはりそれだけでは済まなくて︑私一生懸命
お料理を作りました︒それからお風呂を沸かして︑
まだ少女だったものですから先生方に︑この先生が
空いたら今度はこの先生にお風呂と︒そうするとお
風呂場でもってパンツ一枚でお背中流しです︒よく
サービスしちゃったなと思う︒先生が「ちょっとぬ
るい」とおっしゃると裸のまま外側へ行って薪を燃

してくるんです︒一生懸命やりました︒ご飯も作りました︒お米はないですからジャガイモです︒ジャガイ
モの蒸かしたのを置いて︑あとはお味噌汁があればいい︒小池の下に朝鮮人街があって︑そこへドブロクを
買いに行くんです︒ドブロクがあると晩御飯の後は先生方の大宴会︑と言いたいんですけれども︑いらっ
しゃるのが最高峰の先生方だからおしゃべりになることがすごい講義なんですね︒林要先生なんかもおいで
になった︒あの方はちょっとお胸が悪かったので時々お見えになるくらいでしたけれども︑窓を開けて寝
ちゃう癖があるんですよね︒そうすると寒くてたまらないじゃないですか︒

に︑
「うちでも要らねえんだよ」と押しつけられたのがその先生です︒学生さんには評判がいいかどうか分
かりませんけれども︒夜遅く帰っていらっしゃるんです︒自転車に乗っていらっしゃるから大玄関を開けな
きゃいけない︒ガラガラガラッというのでみんな目が覚めちゃう︒私︑教えたんです︒「先生︑昔の泥棒は
こっそり入るので雨戸のとこにおしっこしてスーッと開けるんだから︑先生もそこでおしっこして開けなさ
い」と言ったの︒それからなんかおとなしくなっちゃった︒朝︑先生方が大学へ講義にいらっしゃいますで
しょう︒その間にお掃除するんですけれども︑お靴がその先生のは小さいんですよ︒残っているから探して
も先生はどこにもいない︒おかしいな︒
「お靴はあるけど影も形もありません」「じゃ何か他のものを履いて
いらしたのかねえ」
︒それが九時ぐらいでしょう︒一一時過ぎに奥のトイレ︑菊のご紋章の付いた把手を開
けて中に入りますと六畳ぐらいあるんです︒重い檜の一枚板で︒そこに雪隠ネコの先生が座ってるんです︒
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それから「雪隠ネコ」ってあだなを付けたのがいるんですよ︒豊橋生まれの先生です︒立教大学からで︑

成果出版事業◦

「どうなさいました」と言ったら︑入って把手を引っ張ったら把手が抜けちゃった︒それで二進も三進もい
かない︒出るに出られない︒あれが雪隠詰なんですね︒窓には格子が入っている︒庭の隅っこですから人が
通らない︒初めのうちは「おーい」なんて言ってたんですがもうあきらめちゃって座ってる︒座禅してい
らっしゃいましたよ︒それで父が「共産党のくせに菊のご紋のところでおしっこなんかするから悪いんだ」
なんて言いまして︑
「雪隠ネコ」というあだなを付けました︒
初めの頃はみんな食料がないものですから︑外へ出て何か食べ物があったら買ってこいというわけです︒
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小岩井先生と父の写真がありましたね︒これ見てください︒税務署の人に似てるでしょう︒柳生橋のこっち
側に芋飴を作ってる工場があったんです︒そこの息子が愛大に入っていた︒野球部だったかなと思うんです
けど︒聞くところによるとあんパンを裏で売ってるというので︑二人でお腹が空いちゃって「ごめんくださ
い」とガラッと入ったら︑サーッとみんな奥へ走ってったと言うんです︒だから売る物を隠したんじゃない
かと︒
「あんパン⁝」と言ったら︑
「いいえ︑うちではそんなもの売ってません」︒「いや愛大の⁝」と言った
ら「ああそうですか︑息子がお世話になってます」なんて言って︑あんパンを裏から持ってきたと言うんで
す︒そのくらい食料がなかった︒東京に帰る時はお芋を背負って帰りました︒一等上の荷物のところに潰れ
ないように大きなトマトを一個のっけて︒母に食べさせたくて持って帰りました︒靴がなくて東京駅を下駄
を履いて歩いたのを覚えています︒そのくらい大変な時代でした︒
愛大事件の後は就職難のようでした︒卒業生の皆さんは大変ご苦労なさったようです︒そんな時︑越知さ
んは家業の理容美容業を始めたのです︒渥美線の新豊橋駅前で相当立派なお店でした︒愛大にみえる先生方

の多くが寄られるようになって床屋談義や政経談義に花を咲かせたり︑インテリ床屋さんとしてマスコミの
人たちのたまり場になったようです︒父は越知さんに「普通の床屋さんじゃなくて︑愛大を出たという特徴
のある床屋さんになりなさいよ」と言ったらしいです︒こんなにご立派になって︑父はいつも自慢してまし
た︒どこの床屋さんにも行かないんです︒越知さんのところで安心して︒そこでもってつい口がすべるもの
ですから︑
「学長は隠しどころの毛のごとく︑あって普通︑なくて間に合う」なんてうっかり書いちゃった
んですよね︒越知さんいつでもひっかかっちゃうんですけど︒そういうふうにして︑本当に父は愛大を大切

司会

書院卒業生の恩返し
時間がまいりましたので︑ここで修了証明書をお持ちの杉山好美さんに︑ちょっとその時のお話なん

かをしていただけると︒これを持っていけば帝国大学ウェルカムという︒
殿岡

何期でいらっしゃったの︒

杉山

四四期でございます︒私は越知床屋さんで本間先生と秘書としての晟子さんにお会いしたことを覚え

ています︒私は豊橋の豊中︵時習館︶から愛知県の派遣生として上海の同文書院に渡ったんです︒ところが
戦争中で︑昭和一八年に行って一九年に日本へ入隊せよという赤紙が来ましたものですから日本へ帰ってき
ました︒軍隊から昭和二〇年の九月に帰ってまいりました︒そうしたら大学はない︒富山の呉羽というとこ
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に大切に︑かわいがっておりました︒

成果出版事業◦

ろにできるからそこへ行けということで呉羽へ行きました︒それもすぐだめになりまして年末に豊橋へ帰っ
てまいりました︒
そうしているうちに先ほどお話がございました二一年の三月一日ですか︑本間先生を団長として学生が二
〇三名︑博多へ着いて︒三月二日にはもう東京の事務所へ書類がいろいろ来たという電話がありまして︑そ
の中に学籍簿と成績表があったようです︒それで私も行くところがなくなったのでどうしようという時にそ
のニュースがあり︑さっそく連絡をとりました︒三月一六日だったと思いますが︑三月をもって予科を修了
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と認めると︑本間学長の印が押してある予科終了証明書が届きました︒これを持っていけば先ほどのお話
で︑
「どこの大学でも入れる」とのことでした︒京都帝大へこれを持っていって見せたら︑先生方がいろい
ろ話をしておりましたが︑ちょっとした口頭試問がありまして︑数日してから「編入学を認める」という連
絡があり︑二一年の四月から入学できました︒ほんとにあっという間でございまして︑「本間喜一」とポン
と押したあの印の力というものはすごいなと思いました︒
藤 田 先 生 の 作 ら れ た 本 の 中 で 私 の 同 級 生 が こ う い う ふ う に 書 い て お り ま す︒「 昭 和 二 一 年 頃 は 大 変 だ っ
た︒全国に帰国した学生は︑この同文書院の終了証明書を携えて一流大学へ編入学の手続をしました︒この
時︑学籍簿などは証明の根據となる重要なものとなりました︒」この在学証明書などは本間先生と共に次男
の本間昌二郎様が大きな荷物として三つか四つにして︑持ち帰られました︒今︑昌二郎様は︒
殿岡 二︑三年前に亡くなりました︒
杉山 ああそうですか︒本当にお礼を申し上げなければいけないと︒

殿岡

同文書院の学生さん方がみんな手分けをして学籍簿を持ちました︒学籍簿を持って荷物を持った門番

の奥さんがフランス人で︑ハーフの子供を連れてたのを先頭に立ててうまく運びました︒その方々は東京の
私共のうちに当分いらっしゃいました︒行くところがないものですから︒
杉山

ということで本間先生は一生の恩人です︒

殿岡

学校で一番大切なのは在学証明書︑卒業証明書︑成績証明書なんですよ︒それが大事だというのを父

他の大学にはそういう例はなかったと思います︒

殿岡

他の大学はないんです︒

杉山

それから帰国してすぐに本間先生は愛大設立の願書を出して半年で愛大ができました︒愛大を創るの

にどれだけ苦労したか︒本当にこういうことを見事に成し遂げられたということは︑藤田先生が書いてい
らっしゃいますが︑全くスーパーマンだと思いました︒
それからもう一つ︑本間先生は大変学生をかわいがりました︒それから自由主義者としての本分を発揮さ
れたと思います︒軍隊に入る学生を集めて「お前達は絶対に死んじゃいけない︒生きて帰ってくれ」という
ことを言って見送ったわけです︒当時は小さい子供が「夢に出てきた父上に死んで帰れと励まされ覚めて睨
むは敵の空」と歌っているわけです︒そんな時に「生きて帰ってこい」なんて言う人はいなかったわけで
す︒思いはみんなそうでも︑
「死んで帰れ」と言うのが当たり前だった︒それをあえて無視してそのように
言われたことは大変偉い︑勇気あることだなあと思います︒また︑「学生は宝である」︑「人の命は地球より
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はよく分かってましたから︒命にかけて持ってきました︒

成果出版事業◦

も重い」ということもおっしゃっています︒上海で勤労学生として働いていた工場が爆撃にあって学生が死
んだというので工場への出動命令をやめさせました︒「学生が死んだ︒そんなところに学生は出せん」とい
うことで軍とやりあって撤回させた︑ということを聞きまして︑すごい人間味のある勇敢な先生だったと思
います︒以上でございます︒
司会 ありがとうございました︒
殿岡 学生さんには「生きて帰ってこい」ということを申し上げました︒ただし私の兄が四一期の方と同じ
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で学徒出陣の第一回目なんですけれども︑息子には「生きて帰れ」とは一言も申しませんでした︒「祖先の
加護を祈る」と言って出しました︒
司会

杉山さんが本間先生の「帝国大学ウェルカム」の手形を頂いたお礼はこちらにあります︒杉山さんは

京都大学を卒業されて︑愛大理事の神野太郎さんの秘書をやっておられました︒それで愛知大学を創る時の
連帯保証人の判子を押した人です︒ご恩返しはちゃんとしているようです︒
本当にありがとうございます︒それで父は「保証人の判子を押す時はこういう判を作れ」と言いまし

殿岡

て︑私には「連帯保証無効の印」というのを押してやれと言いました︒
仲六号館が爆撃でやられて代わりに丸ビルの九階の角の部屋をもらったんですが︑売れるものを売りまし
た時に︑それの権利も売りました︒あの時だいぶ高く売れたんじゃないかなと思います︒何しろお金をどこ
かから持ってくるのがうまいんですよ︒不思議な人でした︑父は︑本当に︒ですから私は「闇屋のキイさ
ん」なんて呼んでました︒次の月給を出すのどうしようというくらいだったんですから︒でもどこかからお

金をいっぱい持ってきて︑日大みたいに金の力で大学が動かされないように注意していた︒だから「あんな
ことはしたくない」といつも申しておりましたので︑今の愛大の︑じゃんじゃんお金を使えるのを知ったら
驚くでしょうね︑きっと︒
司会

ありがとうございました︒それでは一応講演会はこれで終わります︒四三点のパネルについて︑あそ

こには文字で書いてありますが︑生の声を殿岡さんからお聞きしました︒皆さんご清聴ありがとうございま
した︒
ありがとうございます︒なるべくボケないように記憶を留めたいと思います︒よろしくお願いいたし

ます︒
司会

それでは第一部をこれで終わりまして︑第二部は手相を︒殿岡先生は日本易学連合会委員︑認定鑑定

士公認一〇〇四号でいらっしゃいます︒
八〇年ぐらいの古い会です︒

司会

ご希望の方はこのままお残りいただいて︑順次手相を見ていただいてけっこうでございます︒

殿岡

よろしかったらどうぞ︒

3
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殿岡
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殿岡晟子︵とのおか あきこ︶
本間喜一学長の長女
社団法人日本易学連合会 本部委員 認定鑑定士公認
第一〇〇四号
二十一世紀占術学会 理事
東洋開運学協会
東明手相学院

副会長
名誉鑑定士

現在︑カルチャースクール二カ所で教室を持ち︑日赤
吉祥寺献血センターにてボランティアとして手相鑑定
を続け十四年目に到る︒
渋谷ヒューマックスビル内で一般人の鑑定に応ずる︑

本間喜一氏略歴
一八九一年︵明治二四年︶

一九四〇年︵昭和一五年︶
一一月 東亜同文書院副院長兼同大学教授を委嘱

七月一五日 山形県東置賜郡川西町に生まれる
一九一五年︵大正四年︶
五月 東京帝大法科卒業
六月 東 京 地 裁・ 同 検 事 局︑ 東 京 区 裁・ 同 検 事
局の司法官試補として採用︒事務修習
一九一七年︵大正六年︶
二月 東 京 地 裁 検 事 局︑ 東 京 区 裁 検 事 局 の 検 事

一九四三年︵昭和一八年︶
一一月 願により委嘱を解く
一九四四年︵昭和一九年︶
二月 東亜同文書院大学長を委嘱
一九四六年︵昭和二一年︶
三月 東亜同文会の解散により委嘱を解く
一一月 教 育 職 員 適 格 審 査 の 結 果︑ 教 職 よ り 除 去

に昇任
五月 東京地裁兼東京区裁判事
一九二〇年︵大正九年︶
四月 東京商大付属商業専門部︑同予科教授
一九二二年︵大正一一年︶
五月 英︑米︑独へ二年間の留学を命じられる

すべき条項に当たらない判定を受ける︒
財団法人愛知大学理事を委嘱
一九四七年︵昭和二二年︶
八月 最高裁事務総長
一九五〇年︵昭和二五年︶
六月 最 高 裁 事 務 総 長 を 辞 職︑ 愛 知 大 学 第 二 代

一九二三年︵大正一二年︶
一月 在外研究員として東京を出発
一九二四年︵大正一三年︶
二月 在留国にフランスを追加
一九二五年︵大正一四年︶
六月 帰国
一九二六年︵大正一五年︶
二月 東京商大教授︵兼職︶
一九三六年︵昭和一一年︶
五月 辞職
一九三七年︵昭和一二年︶
一月 第二東京弁護士会に弁護士登録

学長に就任
一九五五年︵昭和三〇年︶
一一月 学長辞任︒第三代学長小岩井淨に
一九五九年︵昭和三四年︶
四月 第 四 代 学 長 に 就 任︒ 学 校 法 人 愛 知 大 学 理



事長
一九六三年︵昭和三八年︶
四月 学長辞任
六月 愛知大学名誉学長
一九八七年︵昭和六二年︶
五月九日 死去

我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る

人呼んで「渋谷の母」と︒

『東亜同文書院大学と愛知大学』第四集より抜粋
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「史実共同研究発表会」について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

藤

田 佳

久
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一
霞山会から上海交通大学と東亜同文書院をめぐる共同研究をスタートさせるから日本側研究代表者になっ
てほしいという要請を受けたのは二〇〇四年の春先であった︒
その時はその主旨をまだあまり理解していたわけではなかったが︑上海交通大学と東亜同文書院︑それに
霞山会という三つ揃いのキーワードに曳かれて承諾することになった︒
おぼろげながらもその主旨は︑上海交通大学が一一〇周年の校史を編纂中であり︑戦後︑上海交通大学に
色々な面で友好協力関係を築いてきた霞山会が︑上海交通大学の校史編纂の中で︑かつて上海事変によって
校舎を焼失した東亜同文書院大学が臨時校舎として隣接し︑四川省方面へ学校を移動させた跡の上海交通大
学の校舎を借用した件をめぐり︑書院のその時の対応も含め︑書院についての共同研究を試みたいという内

容であった︒

議室で第一回目の打ち合わせ会が行なわれた︒
上海交通大学側の出席者は︑今回のテーマの中心となる葉先生と毛先生︑陳先生︑それに事務局兼通訳の
蔡さん︑日本側は小生︵藤田︶と霞山会理事の星氏︑それに霞山会事務局の胡さんの計七名であった︒葉先
生の計画では︑上海交通大学側ではさらに四人のメンバーを考えているということであった︒
ここでの議題と議論は︑東亜同文書院については︑上海交通大学からみれば︑南京東亜同文書院から始ま
る一九〇〇年から一九三七年までは何の問題もない時期であったが︑書院が上海交通大学へ移った一九三八
年から閉学直後の一九四六年までが両者の接点が生じた点で議論が必要であるとのこと︑また︑書院が虹橋
路に本格的キャンパスを開設し存続した一九一八年から一九三七年までの期間は︑隣同士の関 係の時期で
あったことも指摘され︑上海交通大学は関心を示していた︒
しかし︑全体としては︑霞山会が大きな役割を果してきた戦後の︑とりわけ文革後の上海交通大学との友
好的関係を評価し︑さらにそれを発展させる構図の中での共同研究であり︑書院研究を正面に据えず︑それ
に付属する関連事項的処理というに近い位置づけが表明された︒このような共同研究は上海交通大学の一部
副学長の承認事項としてすすめられることも知った︒この時は︑まだ日中関係はややセンシティブな動きは
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そして︑すぐの二〇〇四年四月五日には︑上海交通大学の関係者と一緒にわれわれの宿泊先のホテルの会

東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共同研究発表会」について

二

成果出版事業◦

あったが︑このような方向での共同研究が出来ること自体に筆者としては少し驚いた点と︑中国の変化の進
展を感じた︒とりわけ︑博識のある葉先生の史実を正確に把握していきたいという態度に強く敬意を表し
た︒
具体的な議論の詰めでは︑一九三八年から一九四六年の書院が上海交通大学に入っていた時期の資料を上
海交通大学側は積極的に調査したいということで︑北京︑南京︑西安︵戦後一時疎開した先︶︑上海などの
個々の場所が示され︑交通大学側もその点はすでに当りをつけていることがうかがわれた︒そして葉先生か
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らは交通大学のスタッフに研究は自由に任せたいとの表明があった︒あと︑交通大学側の調査日程と計画が
示され︑書院の中国人卒業生への聞き取り計画も含め︑学術交流をめざし︑かなり具体的な調査計画が立案
されていた︒

三
第二回目は同じく二〇〇四年五月一八日に交通大学で行なわれ︑張副学長との面談も行なわれた︒日本側
は霞山会の北川理事長が中心となり︑薄井さんも加わった︒
同日午後︑再び交通大学側との打ち合わせ会が開かれ︑葉先生や前回のメンバーのほかに新たに盛氏も加
わった︒中心議題はやはり書院が交通大学へ移った問題で︑それが占領なのか︑侵略だったのか︑書院の性
格は何であったのか等につき調査をすすめたいとのことで方向が示された︒

第三回目は同年一〇月一八日に開かれ︑交通大学側はわれわれの要望を受け入れてくれ︑徐家匯の図書館
に市内の図書館から書院関係の書籍を集め︑閲覧させてくれた︒遠くの図書館から市内を自転車で運んでく
れたという話も聞き︑有難くお礼の気持を述べた︒ここでは全体で約一〇〇冊ほどが収集されたが︑そのほ
とんどは愛知大学に収蔵されているものであった︒しかし︑一部に初見の書籍もあり︑五︑六冊ほどコピー
の依頼を行なった︒
そのあと︑交通大学側から書院関係の調査計画の遂行状況の報告があり︑書院に関する中国研究者への聞
き取りを含め︑国内の図書館調査などの報告があった︒しかし︑北京図書館はいくつかの理由を図書館側か
ら挙げられ︑色々手を尽したが駄目であったとの報告であった︒
なお︑二〇〇五年六月一二日には︑上海交通大学馬徳秀校務委員会主任を団長とする上海交通大学一行五
名が来名され︑愛知大学学長はじめ大学側五名︑霞山会側四名で会食を行なった︒その席上︑馬氏の大学は
次々と会社をつくるのではなく︑研究教育が中心であるべきだという発言が印象に残っている︒馬氏は中央
から上海交通大学へトップとして任命されてきたことを考えると︑江沢民後の新政権の考え方が表明された
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との印象を受けた︒

東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共同研究発表会」について

四
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成果出版事業◦

五
第四回目は︑二〇〇五年八月二日に愛知大学豊橋校舎で打ち合わせが行なわれた︒愛知万博の見学も含
め︑霞山会がセットした日本旅行とあわせた形ですすめられ︑愛知大学学長︑副学長などとの懇親会に出席
された︒
交通大学の研究者は七名︑日本側には馬場先生も加わった︒打ち合わせ会ではその後の調査経過が報告さ
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れ︑交通大学側の内部にテーマ別の研究グループがつくられ︑週一回の会合を持って研究をすすめているこ
ととその成果が発表された︒ただし︑北京図書館はその後アプローチをくりかえしたが︑やはり若干の理由
で利用出来なかったとの報告があった︒
この時期になると︑お互いに顔も熟知するようになり︑話もフランクにすすみ︑それゆえか︑筆者に対し
て書院に関する多くの資料閲覧の要望が出され︑宿題となった︒
なお︑あわせて一行には東亜同文書院記念センターと図書館の霞山文庫及び中国書のコレクションを見学
してもらった︒

六
そして第五回目が二〇〇六年一二月二日︑交通大学の旧図書館一階ホールで日中双方の発表による最終報
告会が開催された︒この報告会は折からの日中関係の影響を受け︑公式の開催については︑中国政府の教育

部の許可が降りなかったとのことであったが︑葉先生の力量により︑上海の他大学からの出席者を交え︑

日本側主催者である霞山会の星理事と事務局の胡さんは︑上海空港が軍事演習で閉鎖された影響を受け︑
午後の後半にようやく到着した︒しかし︑その代りを神戸学院大学の元学長で書院卒業生の倉田先生が独特
の個性の語り口で参加者を魅了させ︑書院卒業生の上海育ちで洗練された態度が印象的であった︒
この共同研究の正式タイトルは︑「史実共同研究発表会││上海交通大学と財団法人霞山会との交流史へ
の 回 顧 及 び 展 望 ││ 」
︵ 胡 さ ん の 案 ︶ で あ り︑ 当 日 の 交 通 大 学 側 が 示 し て く れ た タ イ ト ル は「 上 海 交 通 大
学・日本財団法人霞山会歴史関係研究交流会」であった︒書院というキーワードは表面に出てこないが︑霞
山会がそれを包容するテーマ設定となっている︒そして個別発表で書院がそのすべてで取り上げられた︒
午前九時から開会し︑葉敦平教授の司会で王宗光交通大学校務委員会名誉主任︑倉田彣士神戸学院大学名
誉教授︑呉寄南上海国際問題研究所日本問題研究室主任︑張聖坤交通大学国際教育学院院長・上海市人民代
表大会副主任らの挨拶が続き︑日中間の友好を願い︑折しも安倍総理大臣の中国訪問による今後の日中関係
の関係改善への期待が次々と述べられた︒中国側の姿勢はその点では共通していた︒なお霞山会星理事の挨
拶は前述した上海空港のトラブルで到着後に行なうことになった︒
こうして一〇時すぎから三部にわたる発表会が開かれた︒
第一部は毛杏雲教授の丁寧な司会で︑発表が少し広い視点での研究が三本行なわれた︒
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い大学院生や研究職員の数がかなりみられ︑熱気が漂っていた︒

東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共同研究発表会」について

ホール一杯六〇人ほどの中国側参加者があり︑関心の高さもうかがわれた︒とくに歴史学などに関係する若

成果出版事業◦

一番目は蘇智良教授︵上海師範大学︶による「歴史から経
験と教訓を得る」というタイトルで発表が行なわれた︒蘇教
授は日本にも滞在したことがあり︑裏社会や慰安婦研究で知

蘇教授は書院を早・中・晩の各期に分け︑書院を中国用人材
養成︑中国革命の促進︑大旅行による学生自立の教育︑中国
の多様な言語の修得などの点から評価した上で︑歴史的事実
の上に立った上での日中両国の友好が重要だと指摘した︒蘇
教授の発表は書院を中国のこれまでの紋切り型の評価から一
歩踏み込んだ評価をされた点で注目された︒
二番目は筆者が「東亜同文書院と中国研究」と題して発表
した︒日本側からこのような書院像を中国において発表する
機会は最初であり︑画期的な機会であった︒葉教授と霞山会
および交通大学との長年の信頼の上でこのような機会がいた

写真１．上海交通大学で開催された書院をめぐる
研究会における来賓と発表者。

られ︑筆者も面識があり︑なつかしく握手を交した︒
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だけたことを深く感謝したい︒
筆者の発表では書院が東亜同文会による日中の教育文化事
業の一環で設置された経緯︑その前史として中国留学生の東

京での受け入れ︑朝鮮での学校教育の普及︑そして中国での学校設立などの中での存在であること︑そして

く理解してもらえるよう多くの写真や図表を駆使した︒
そのため︑時間を少し超過し︑三番目の葉教授の発表時間に食い込んでしまった︒その点をお詫びした
い︒
葉教授は「中日の共同歴史研究による両国民の友好促進」というタイトルで︑書院をめぐる今回の史実共
同研究の進展プロセスを紹介されたあと︑書院と交通大学との関係を一九三八年から七年間の書院による交
通大学の占拠の事実に触れられた︒また霞山会と交通大学との関係の中で書院研究は十分価値があること︑
戦時下における日本政府と書院とを区別して見る必要があること︑とくに書院学生が中国の立場を理解し︑
戦後も中日友好関係を発展させる力になってきたことなどを指摘され︑今後の日中友好の正常化と恒常化へ
の期待を述べられた︒葉教授の発表の中にも︑書院を見る目の客観性とその後の日中友好とのかかわりの中
での評価という新しい視点が出された︒
このあと隣の交通大経営のレストランで昼食をとり︑和気あいあいとした一時を過した︒交通大が立派な
レストラン経営をしている点に︑大学経営の多元化がすすむ中国をかい間みた感じであった︒
午後は二時から再開し︑筆者の司会でまず四番目に日本側馬場教授による「東亜同文関係者の中国革命支
援││孫中山と山田兄弟の関係を中心に││」と題した発表が行なわれた︒その中で書院は日本政府に協力
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中で縮小を余儀なくされた末期の状況にも触れ︑全体として書院の中国研究の成果にも触れた︒いずれもよ

東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共同研究発表会」について

「大旅行」の実施過程とその記録︑およびそこから読み解ける中国近代の地域像の局面︑そして日中戦争の

成果出版事業◦

的な卒業生を生んだわけではなく︑その代表が孫中山を支援した山田良政と山田純三郎兄弟であるとし︑良
政の思想背景と孫中山への接近︑恵州起義での戦死に触れ︑次いで山田純三郎の孫中山支持へのプロセス︑
孫中山の山田兄弟への信頼の厚さなどを述べられた︒
五番目は王世根教授︵上海中医薬大学︶による「東亜同文書院と交通大学の隣接していた期間の両学校学
生関係に関する研究」と題した発表が行なわれた︒この発表は︑書院と交通大が隣同士存在していた一九一
七年以降の時期の学生間の多面的な交流を浮かび上らせた研究で︑きわめて興味深い内容であった︒またこ
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の点は従来の書院史の中ではあまり描かれてこなかった部分である︒
それによれば︑書院の学生と中華学生部の学生が︑中国側である交通大側の学生に民主化や旅大返還の運
動を誘い︑書院側学生が指導的役割を果していたこと︑そのほか五・三〇事件︵一九二五︶︑満州事変など
が日本での中国人留学生の帰国や中華学生部からの中国人学生の退学にまで発展させたが︑書院学生と交通
大学の学生は︑最も早く抗議行動を共同で行ない︑これらの運動を通じ︑当時の進歩的思想︵とくにマルク
ス主義︶が書院から交通大へ浸透したこと︑一九二五年に徐家匯に中国共産党の支部が結成されたが︑その
中心は書院の中華学生部学生と日本人学生とによるもので︑のちに交通大学に支部が独立して誕生すること
にもなったこと︑などを述べられた︒また︑書院の運動会が名物であり︑多くの人に知られていたことにも
触れられた︒
六番目は日本側の薄井さん︵長野県︶が「東亜同文書院卒業生ヒアリング調査」と題して発表され︑二五
期生で雲南からビルマへ大旅行を行なった安澤氏の経験談の聞き取りを紹介され︑あわせて書院における書

院生の共産党へのアクセスの動きを簡潔に述べられ

秘書長︶が「彼らは中日友好のために奔走した」と題
して発表された︒
そこでは書院卒業生と交通大との戦後の交流の中
で︑戦時中︑書院が交通大学を占拠した中で学業を続
けながら日本の軍国主義に批判的であったこと︑中国
への限りない親しみを持っていること︑中国の改革開
放への強い協力を果したことを示し︑戦後︑交通大学
とのかかわりを持った書院卒業生への評価を行なっ
た︒ な お︑ そ の 際︑ 聞 き 取 り 相 手 と し て︑ 宮 家︑ 秋
岡︑倉田︵当日出席︶︑前田︑吉川︑北川︵霞山会理
事長︶の日本人卒業生諸氏と梅︑高︑陳︑王など中国
人側卒業生諸氏が紹介され︑書院と交通大との戦後の
交流史が人物中心に取り上げられ新鮮で説得的で
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あった︒

写真２．当日の発表会場（交通大旧図書館一階）。
手前のメインテーブルからみた中央に陣
取った参加者たち。60 人あまりが出席した。

七番目は毛杏雲教授︵上海交通大学校史編集委員会

東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共同研究発表会」について

た︒
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成果出版事業◦

八番目は陳泓教授︵上海交通大学校史研究室主任︶が「霞山会︑東亜同文書院の学生と上海交通大学との
友好交流に関する略述」と題して発表が行なわれた︒
ここでは今度は霞山会との交流に焦点が置かれ︑具体的な学生交流事業︑霞山会五〇周年記念時の交流事
業︑国際学会開催時の相互協力︑科学技術をめぐる協力交流など︑中国の発展の中での交通大の発展プロセ
スを支援する形での霞山会の重要な協力交流が順次紹介された︒そんな中でも愛知大学卒業の吉川信夫氏に
よる交通大での日本語教育など献身的な協力交流も指摘された︒
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そして︑丁度この発表が終了しかけた頃︑霞山会星理事長と胡氏が会場へ到着し︑この発表のあと星理事
から挨拶が行なわれた︒
このあと隣接する別室で休憩がとられ︑落ち着いた和気あるティータイムとなった︒
そして最後の第三セクションに入った︒座長は前掲陳教授である︒この第三セクションはいずれも上海交
通大校史研究室に属する若い研究者達の発表で︑書院をめぐる事実関係を明らかにしようとする発表であっ
た︒
まず九番目は盛懿助教授による「東亜同文書院の交通大学キャンパス占用に関する考察」と題して発表が
行なわれた︒
そこでは日中戦争下︑日本軍飛行機が空を飛ぶようになり︑交通大は危険を感じて重慶などへ移り︑現地
で校舎を借りて授業を再開したこと︑そのあと日本憲兵隊が交通大のキャンパスを占拠し︑そのあと書院が
そこへ入ったが︑交通大との間には賃借の関係はなかったこと︑書院は交通大キャンパス内の建物を改修

し︑銅像を壊したこと︑一九四五年︑終戦前に交通大は教育部へ校舎返還を求めたが無駄であったこと︑そ

一〇番目は孫萍氏の「一九三七年〜一九四五年東亜同文書院の旅行に関する研究」と題する発表が行なわ
れた︒
その中で︑書院生の「大旅行」は四〇年間にわたり延五〇〇〇人の学生による七〇〇コースの大旅行で︑
三二冊もの旅行記が刊行されるなど重視されてよい成果であるとした上で︑中国の学術界から近年評価がみ
られるようになりつつあること︑交通大占用時の一九三七年〜一九四五年の「大旅行」については︑旅行指
導が制度化され︑規範化され︑日本政府の目的と関係を強めたとして︑外務省文化事業部や軍部への報告書
提出︑日本七三部隊の通行証をもっていたことを三五期小泉氏の発言から裏付けたとした︒そして戦時下の
資料提供は現地日本人からのみとなり︑期間も一ヶ月へ縮小したことを何人かの書院卒業生から聞き取った
とした︒それだけに一九三七年からの「大旅行」は︑近代中日関係の複雑な様相を示したものであるとし
た︒
最後の一一番目は欧七斤氏の「東亜同文書院の中国方面の研究に関する概要」と題しての発表が行なわれ
た︒
ここでは中国側の書院研究の動きが紹介され︑一九九〇年代から始っているがまだ初歩的な段階にあると
した上で︑一九〇〇年から一九三一年までの書院と東亜同文会と中国とは︑清末に高官が書院設立に協力し
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発表された︒

東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共同研究発表会」について

れが終戦になり書院が撤退したことにより︑交通大は元のキャンパスへ戻れたこと︑など具体的事実経過を

成果出版事業◦

たり︑魯迅や胡適が書院で講演をしたこと︑また民国府政も書院生の「大旅行」にビザを発行したりして良
好な関係にあったこと︑一九六〇年代に刊行された中国人関係者の記録では書院が多くの貴重な記録を残し
てくれたこと︑また︑外務省管轄の特殊組織としてみなしていたことがあった︒現在までに中国人研究者に
よる若干の書院研究があり︑個別的にみると︑東亜同文会を政治的団体と位置づけたり︑書院の卒業生は評
価出来るが︑書院は中国の侵略を意図したとしたり︑また書院の歴史的評価としては︑日本人による中国学
の基礎をつくり︑日中国民の交流に役割を果し︑中国革命を支援し︑大旅行で貴重な資料を残したとする研
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究もあるとして︑中日戦争以前は概して中国政府と書院は良好であったとする研究などがある︒また大旅行
の調査はそれなりの評価はあるが︑時期により評価は異なること︑中国語教育や商業調査はかなり肯定的に
とらえられていること︑などが紹介され︑今後︑研究資料収集につとめたいと結ばれた︒
このように書院をめぐる中国側研究者による研究紹介があったこともきわめて新鮮で︑まだ初歩段階とは
いえ中国側の研究視点がうかがわれた点で貴重であった︒
すべての発表が終了したあと︑若干質疑の時間があり︑日本側馬場教授から︑孫氏の発表の中にあった戦
時 下 の 書 院 卒 業 生 が 特 務 機 関 に 従 事 し た か ら ス パ イ 行 為 を し た と す る 指 摘 に 対 し て︑「 特 務 機 関 」 の 意 味
は︑中国語ではスパイ活動だが︑日本語では民生安定化などの目的であり︑内容が違っているので︑中国語
で解釈するのは間違いだとの指摘があった︒研究会後も馬場教授と孫氏は親しく議論しており︑共通理解に
達したのではないかと推測した︒
以上が終了して夕刻六時すぎ︑閉会式が行なわれ︑筆者と葉教授がそれぞれにお礼の言葉を述べたあと︑

霞山会の星理事がお互いの議論をぶつけ合い︑その上で相互の考え方を理解できれば日中間の友好へもつな

いていたことは︑この書院問題への関心があったという新しい雰囲気を感じた︒
今後︑中国側の研究をサポートし︑また︑日本側も中国側からサポートしてもらいながら︑相互に研究が
深まることを期待したい︒最後の懇親会はそんな雰囲気に満ちていたことを報告し︑三年間にわたった日中
間での書院研究を総括しておきたい︒
なお︑最後にもう一点付記すれば︑上海交通大側は中国側で見出した書院関係の文書︑新聞記事などをま
とめて一冊の資料集として刊行された︒これをまとめる努力を払われたことに敬意を表し︑これが今後の書
院研究への貴重な一里塚になることを確信した︒

七
最後に︑わずか三年間ではあったが︑このような企画とその実現を行ない︑われわれにこのような機会を
与えていただいた霞山会北川前理事長︑星理事︑胡事務局担当の方々︑また上海交通大学ではとりわけ経験
豊かで器量の大きい葉敦平教授︑そしていつも笑顔で最高の雰囲気をつくっていただいた毛杏雲教授には厚
くお礼申し上げたい︒また両教授を支えられた交通大学の陳泓教授をはじめ盛懿︑欧七斤︑孫萍の諸氏にも
厚くお礼申し上げ︑今後も相互に研究を深めていけることを期待したい︒
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究会としては盛況で成功裡に終了したといえる︒若い学徒もかなり出席し︑最後まで長時間熱心に発表を聞

東亜同文書院をめぐる上海交通大学との共同研究と「史実共同研究発表会」について

がるのであり︑とくに若い人達にそれを期待し︑日中友好をさらにすすめて欲しいとの感想が述べられ︑研

成果出版事業◦

交通大学・霞山会史実共同研究事業の成果
『資料選集』を読んで
東亜同文書院四一期生

高

瀬 恒

一
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二〇〇七年︵平成一九年︶一月一八日開催の滬友会賀詞交換会席上︑霞山会星博人常任理事が上海交通大
学と霞山会の史実共同研究事業の成果のひとつである「上海交通大学と財団法人霞山会の歴史関係に関する
研究『資料選集』」
︵上海交通大学学校歴史研究室編集・二〇〇六年一一月︶という本を披露した︒
この共同研究事業とは︑二〇〇四年︵平成一六年︶五月︑日中友好関係の発展︑促進及び上海交通大学と
霞山会の今後の関係強化のため︑霞山会と上海交通大学との間に「霞山会と上海交通大学の交流史︑現状と
今後の発展趨勢に関する共同研究」として発足したものである︒研究期間は二年半ということで︑これまで
各地各方面で地道な研究が続けられた︒右の資料選集という本は︑この共同事業によって生まれたものであ
る︒
この資料選集には︑滬友同窓諸兄にとってもおそらくはじめて目にするであろう資料が少なくない︒
その二︑三を紹介しよう︒

南洋大学と同文書院の対抗試合
一九二六年五月一八日開催 南洋・同文聯合運動会 ︵「申報」︵後記注参照︶五月一九日記事︶
「両校得点各四五点︒個人最多得点陳君︒
南洋大学︵交通大学の前身︶は毎年春︑日本人同文書院と聯合運動会を開催しているが︑昨日南洋のグラ

メートルは三位まで南洋︒長距離と槍投げは同文︵一六種目の競技詳細があるが省略︶︒」

競技係りの同文書院側として宮本・川戸愛雄︵二三期︶・原口輝雄︵二四期︶・香川英史︵二四期︶諸先輩
の名前が載っている︒
競技後の懇親茶話会の模様も詳しい︒
競技結果の一覧表もある︒八〇〇メートルの一位河島︵河嶋次馬︵二五期︶？︶・二位久重・三位宮本な
ど同文書院側入賞者の名前もある︒

一九二六年一月一三日開催 マラソン競技 ︵
「申報」一月一五日記事︶
「徐家匯南洋大学のマラソンチームは当地ではもともと有名で各大学のトップ︒上海の外国大学連合のマラ
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校児童が担当し混乱は皆無︒南洋は短距離が得意︑同文は耐久競技に優れていた︒一〇〇メートルと二〇〇

交通大学・霞山会史実共同研究事業の成果『資料選集』を読んで

ンドで恒例により開催︒午後一時開始︑午後七時をすぎてようやく閉幕となった︒会場整理は南洋付属小学

成果出版事業◦

ソンチームも南洋には勝てない︒東亜同文書院も︑もともとマラソンを重視していることから︑南洋と友好
のマラソン競技を一三日午後三時から行った︒この日は曇り午後は小雨︑道路は濡れていたが︑同文の諸君
も南洋の諸君も勇躍出場︑道に並ぶ応援隊の歓呼のなか南洋校門をスタート︑虹橋路に入り同文書院校門を
経て徐家匯駅・天主堂を経てスタート地点まで三マイル半を競争した︒優勝は南洋の張君︒両校選手各六名
には記念品が贈られ︑競技終了後︑茶話会が開かれた︒南洋チームは張益・巌・周・邱・張瑞鍳・徐の諸
君︑同文書院チームは趙・河島・永井・以・黒田・竹田の諸君とのことであった」
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このほか両校卓球部対抗試合︵一九三〇年一一月︶や庭球部対抗︵一九三〇年一一月︶・野球部対抗︵一
九三四年四月︶の記事もある︒

五・三〇事件直後にもかかわらず、この両校の親密さ
南洋大学︵交通大学︶と東亜同文書院の聯合運動会が例年のとおり開催された一九二六年五月という時期
は︑五・三〇事件の一年後のことである︒この事件は諸兄ご承知のとおり︑一九二五年五月三〇日︑上海の
邦人経営内外綿紡績工場のストライキで中国人労働者に死傷者が出︑これに憤激した上海の労働者・学生の
デモ隊がイギリス租界警察に弾圧され多数の死傷者が出︑反帝国主義の運動を引き起こしたものである︒
その事件の一年後に︑両校の聯合運動会が前記のように親密な雰囲気の中で行われたことは特筆すべきこ

とだと私は思う︒
聯合運動会後の懇親茶話会では︑南洋大学フィールド競技チームが体育館のホールにご馳走を用意しホス
ト役を務め同文書院チームを歓待した︒南洋チーム代表がまず︑本日は貴校のご参加をいただき技術を磨く
うえで多大の得るところがあったと挨拶︒次いで同文代表が貴校からお招きをいただき感謝にたえないと答
辞を述べた︒最後に南洋を代表してスタート係り蒋君が挨拶︒本日は盛会だったことは感謝にたえない︒特

れている︒

いいことばかりではない︒書院を侵略の手先・スパイ養成学校視する論文や記述も少なくない︒だが︑そ
れらを考慮してもなおかつ︑先入観を排し冷静に諸般の客観的事実を受け止めるならば︑それらが偏見であ
ることを了解するに足る資料がこの本には集められていると思う︒
この資料選集には︑孫文の東亜同文会における講演・魯迅や胡適の書院における講演︑孫文など名士の各
期大旅行誌に寄せた題詞︑書院設立二〇周年に寄せた中華民国大総統祝辞などもある︒校舎関係についての
資料も豊富だ︒また戦後︑交通大学を訪問した滬友同窓関係の記録や交通大学を支援した同窓諸兄︵吉川信
・宮家愈氏︵四三期︶ほか︶の友好活動記録もある︒
夫氏︵四五期専︶
これらの資料を一読して︑私は東亜同文書院の原型を見た思いがした︒
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好で︑両校の平素の運動・体育重視の鍛錬の成果をあげたことは︑すばらしいことだ︑と述べたことが記さ

交通大学・霞山会史実共同研究事業の成果『資料選集』を読んで

筆すべきこととして︑まず選手各位がスポーツマンシップに則り競技に臨んだこと︑そして競技の結果も良

成果出版事業◦

一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて︑東亜同文会・東亜同文書院と中国︵清朝︶とが蜜月の一時期を共
有したと一部の学者が説いているが︵東亜同文書院記念賞を受賞したダグラス・レイノルズ教授︶︑この資
料選集には︑そのことをまざまざと物語る資料がこめられていると私は感じたのである︒

南洋大学・東亜同文書院両校の定例春季連合運動会の記事に現れる諸先輩は︑くしくも今年一〇一歳を迎
え今なお健在︑さる一月二七日にはＮＨＫ「百歳バンザイ」に登場した安澤隆雄氏︵二五期︶と同じ時期に
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◦第６章

書院に学んだ方々である︒八〇〇メートル一位の河嶋次馬先輩︵故人︶は安澤氏と同期である︒
安澤隆雄氏は二〇〇六年︵平成一八年︶七月二二日愛知大学豊橋校舎で講演をした︒その講演録「東亜同
文書院とわが生涯の一〇〇年」が愛知大学内の東亜同文書院大学記念センターから出版された︒実にすばら
しい内容である︒書店でも求めることができる︒八四〇円︒
だが︑その講演録に載っている質疑応答の項を読んで私は感じたことがある︒
「里見先輩︵一三期︶のことを知っているか︒アヘンの取引商で有名だが」とうい質問があった︒また︑
「満州国という傀儡国家︑汪兆銘という傀儡政権に書院卒業生がかかわった︒安澤さんがそういうことにか
かわらなかったのはなぜか」という質問もあった︒
質問者は︑そういう負の面が東亜同文書院の教育のあらわれと受け取っているのだろうか︒もしそうだと
したら︑そういう方にはこの本の一読を薦めたい︒︵もっともこれは中文で書かれているのではあるが︶

なお『資料選集』ご希望の方は滬友会︵逢坂さん︶あてに連絡願いたいとのことである︒

75

交通大学・霞山会史実共同研究事業の成果『資料選集』を読んで

︵注︶
「申報」は近代中国で発行期間最長の中国語新聞︒一八七二年イギリス人により創刊︑一九〇七年経営は中国人に移り︑
上海では発行部数・影響力最大の新聞になった︒一九四五年終戦とともに国民党政権に接収され︑一九四九年五月上海解
放前日に終刊となった︒

◦ 2693 ◦

成果出版事業◦

記念センター所蔵根津家資料目録
（付、寄贈資料目録①）
武

井 義

和
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◦第６章

今 回 は︑ 愛 知 大 学 東 亜 同 文 書 院 大 学 記 念 セ ン タ ー︵ 以 下︑「 記 念 セ ン タ ー」 と 略 ︶ が 所 蔵 す る 資 料 の う
ち︑
「根津家資料」と題して︑東亜同文書院初代・第三代院長を務めた根津一︵一八六〇〜一九二七年︶に
関するものを中心とする資料の目録を紹介する︒また︑二〇〇五年から二〇〇六年の間に記念センターに寄
贈頂いた資料の目録もあわせて掲載する︒
根津一は東亜同文書院だけでなく︑その前史においても重要な役割を果たした人物である︒彼は東亜同文
書院院長就任の前︑盟友である荒尾精が︑日中の貿易振興を図り中国の事情に通じる人材を育成する目的で
︵

︶

1

上海に設立した「日清貿易研究所」
︵一八九〇〜一八九四年︶の経営に尽力していた︒その後︑東亜同文会
︵一八九八年設立︑初代会長は近衞篤麿︶によって︑日中両国の学生を収容し教育することを通じて︑将来
の日中提携の基礎を作ることを目的とした「南京同文書院」が南京に設立されることになると︑その準備に
参加し︑一九〇〇年の設立とともに院長に就任した︒しかし︑「南京同文書院」は程なく発生した義和団事

件による治安悪化のため上海に移転︑翌一九〇一年に東亜同文書院として再出発することになった︒根津は
新たな学校でも初代・第三代院長を務めることになったのである︵一九〇一〜一九〇二年︑一九〇三〜一九
︵

︶

2

︒
二三年︶
「南京同文書院」は「日清貿易研究所」をモデルとしたビジネススクールの性格であり︑それは東亜同文
︵

︶

3

書院設立後も継続していたが︑根津が院長に在任中の一九二一年には︑東亜同文書院に専門学校令が適用さ
︵

︶

4

れ外務省管轄の専門学校になるなど︑学校組織としての地位向上の実現化もみられた︒ところで︑彼の院長

︵

︶

5

校まで残っていたと見て差し支えない」と指摘される所以である︒事実︑根津の思想が「根津精神」とし
︵

︶

6

て︑東亜同文書院出身者や関係者により語りつがれてきたことを考えるならば︑同文書院︑そして書院生に
与えた思想的影響は少なくないものがあったと言えよう︒
根津一は︑東亜同文書院の前史に位置付けられる︑「日清貿易研究所」︑「南京同文書院」の運営に大きな
役割を果たしたのであり︑また東亜同文書院の基盤を確立した人物ということができるのである︒
その意味で︑今回紹介する「根津家資料」は写真類や書簡類︑文書類︑書画類などの多岐にわたる様々な
史資料で構成されており︑これらが思想を含む根津一の全体像を更に解明する大きな手掛かりとなるだけで
なく︑東亜同文書院研究に大きく貢献するものと信じて止まない︒なお︑これ等の貴重な史資料類は︑根津
一の薫陶を受けた故村上徳太郎氏︵書院一八期︶が︑一九五四年頃に根津の晩年の住居である山洲庵から寄

◦ 2694 ◦

77

占める︒「⁝⁝四十数年の書院の歴史で半分は根津院長時代である︒従って根津の思想的影響力は書院の閉

記念センター所蔵根津家資料目録（付、寄贈資料目録①）

生活は合計二〇余年の長きに及んだが︑それは東亜同文書院の存続期間︵一九〇一〜一九四五年︶の半分を

◦第６章

成果出版事業◦

︵７︶

一九九六年八月に村上武氏より記念センターに寄託された︒現在︑記念センター所蔵資料の中でも非常に重
要な位置を占めている︒村上氏には厚く感謝を申し上げる次第である︒

寄贈資料目録①は︑
『同文書院記念報』

︵記念センター発行︑二〇〇六年三月︶に掲載された「愛
Vol.14

知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵資料目録」の続編である︒したがって︑資料番号は前号に続いて
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たける

託を受けたものである︒その後︑故村上徳太郎氏とご子息 武 氏の親子二代にわたって管理されてきたが︑

いる︒寄贈資料目録は今後も継続して紹介していく予定である︒寄贈者の方々に厚くお礼申し上げる次第で
ある︒
なお︑今回掲載に間に合わなかった資料が一部あるが︑それは次回改めてご紹介することにしたい︒

︵凡例︶
①年号は原則として西暦で統一した︒
②漢字は原則として当用漢字を用いた︒
③歴史上の人物と位置付けられる人々の氏名は︑原則として敬称略とした︒
④寄贈資料目録中︑寄贈年月日は資料が記念センターに到着した日を示している︒

79

︵１︶『東亜同文書院大学史』二三〜二六頁︵滬友会︑一九八二年︶
︒
︵２︶ 同前︑七七︑七九︑八二︑八三頁︒なお︑根津の院長在任期間については同前︑七四頁を参照︒
︵３︶ 藤 田 佳 久「「 幻 」 で な い 東 亜 同 文 書 院 と 東 亜 同 文 書 院 大 学 」 五 四︑ 五 六 頁︵『 東 亜 同 文 書 院 大 学 と 愛 知 大 学 』︵ 六 甲 出
版︑一九九三年︶︒
︵４︶ 前掲『東亜同文書院大学史』一二〇頁︒なお︑一九三九年には大学に昇格した︵同書︑一五四頁︶
︒
︵５︶ 栗田尚弥「東亜同文書院の復権││最近の研究動向に則して││」七四頁︵『大倉山論集』第五十一輯︑二〇〇五年三
月︶︒
︵６︶ 同前︑七五頁︒
︵７︶『回光』一九九八年五月二五日号︒

記念センター所蔵根津家資料目録（付、寄贈資料目録①）

注

◦ 2695 ◦

◦第６章

成果出版事業◦

付

内

1‒1

1901 年５月 26 日

東亜同文書院開院式

1‒2

1901 年５月 26 日

東亜同文書院開院式

1‒3

1901 年５月 26 日

東亜同文書院開院式

1‒4

1901 年５月 26 日

東亜同文書院開院式後の饗宴

1‒5

1901 年５月 26 日

饗宴会場（準備中か）

1‒6

「東亜同文書院全景」
。虹橋路校舎

1‒7

「東亜同文書院本館」
。虹橋路校舎

1‒8

「東亜同文書院」
。虹橋路校舎

1‒9

荒尾精書「人の本心は善にして」の写真

1‒10

集合写真

容

差出人

集合写真

1‒11
1‒12

1901 年４月30 日

東亜同文書院第１期生入学式写真

1‒13

1902 年４月18 日

東亜同文書院第２期生入学式写真

1‒14

1901 年？

集合写真（東亜同文書院開院式後に撮影か）

1‒15

1902 年６月上浣

集合写真（東亜同文書院教員と学生）

1‒16

集合写真（東亜同文書院教員と学生、桂墅里校舎時代か）

1‒17

集合写真（東亜同文書院教員と学生）
1923 年５月

集合写真（東亜同文書院教員と学生、虹橋路校舎本館前にて）

1‒21

集合写真（東亜同文書院教職員と家族）

1‒22

日清貿易研究所の教職員と学生たちの写真か

1‒23

学生集合写真。年代不明

1‒25

1918 年２月４日

記念写真。
「大正七年二月四日於
大阪滬友同窓会関西支部」

1‒26

1924 年６月22 日

記念写真。「贈呈 根津先生叙勲祝賀会紀念撮影
滬友同窓会関西支部」

1‒27

1915 年

東亜同文書院での学内弁論大会写真。ハスケル路仮校舎時代

大阪網島鮒宇撮影

根津一

根津院長来阪紀念写真
ママ

ママ

大正拾参年六月弌拾弌日

藤居すえの氏か。山洲庵で撮影か

1‒28
1920 年

根津一家族写真

1‒30

東亜同文書院講堂における根津一追悼式写真

1‒31

東亜同文書院講堂における根津一追悼式写真

1‒32

海格路臨時校舎、文治堂における根津一追悼式写真

1‒33

東亜同文書院講堂における根津一追悼式写真
大連における根津一追悼式の写真

1‒34
1939 年２月18 日

滬友同窓会京浜支部主催の根津一十三回忌追悼座談会写真

1‒37

1920 年代後半？

東亜同文書院講堂での根津一追悼式写真

1‒38

1927 年２月 22 日

奉天興禅寺における根津一追悼法会写真

1‒39

1927 年２月 22 日

奉天興禅寺における根津一追悼法会写真

1‒40

1927 年２月 22 日

奉天興禅寺における根津一追悼法会写真

1‒41

1927 年２月 22 日

奉天興禅寺における根津一追悼法会写真

1‒42

1927 年３月 23 日

東亜同文会主催による、芝増上寺での根津一追悼会写真

1‒43

1933 年２月 18 日

東亜同文書院講堂における根津一七周忌祭典写真

1‒44

1939 年２月

根津一十三回忌記念写真

1‒45

1893 年６月

日清貿易研究所卒業写真

1‒46

1896 年９月 23 日

上海で挙行された、日清貿易研究所出身の楠南友次郎、福原林平の追悼式写
真か

東亜同文書院講堂での根津一追悼式写真

1‒36

1‒47

呂海寰

会合写真か。場所・年代不明

1‒24

1‒35

山洲根津先生

根津一前院長、大津麟平新院長歓送迎会時の教職員家族集合写真

1‒20

1‒29

東亜同文書院学
友会

集合写真（東亜同文書院教員と学生の集合写真）

1‒18
1‒19

受取人

記念センター所蔵根津家資料目録（付、寄贈資料目録①）

１．
写真類

日

呂海寰写真

◦ 2696 ◦
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№
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根津家資料目録

◦第６章
呉佩孚写真
1916 年11 月17 日

1‒50

日清戦争従軍通訳官の集合写真

1‒51

日清戦争従軍通訳官の集合写真

1‒52

集合写真（青松禅寺門前にて）

1‒53

日本人と中国人の集合写真

1‒54

閩報館前で撮影された写真

1‒55

集合写真（荒尾精の姿あり）

1‒56

集合写真（藤居ゑい（後の根津一夫人）の姿あり。同志社女学校の教職員と
学生）
1906 年４月 30 日
1928 年２月 11 日

昭和天皇・皇后写真。大阪朝日新聞付録

1‒60

河本黙堂写真

1‒61

石川伍一写真

1‒62

①「三烈士墓碑」（昭和十六年十月三十日高輪泉岳寺境内ニ建立）
②三烈士写真（山崎羔三郎、鐘崎三郎、藤崎秀）
③写真を切り抜いた三烈士顕彰状（1936 年 11 月）

1‒63

王陽明像の写真か

1‒64

葬列または祭礼写真か

1‒65

根津一墓碑写真

1‒66

根津一墓碑裏面写真

1‒67

根津一銅像写真

1‒68

根津一銅像の題字、および根津一を顕彰する内容の漢詩

2‒1

1899 年３月５日

結納の品々の目録（熨斗、帯料、末広の記載あり）

桜井一久

藤井太一郎

2‒2

1920 年10 月24 日

目録（紋服一重を根津先生の還暦祝いに贈った、という内容）

東亜同文書院同
窓会

根津先生令夫人

2‒3

1924 年６月22 日

目録（叙勲記念として肖像画を一画贈呈する、という内容）

上海東亜同文書
院 同窓会大阪
支部

根津先生

2‒4

1895 年５月23 日

勲六等叙位・瑞宝章授与証書

大給恒、横田香
苗、藤井善言

根津一

2‒5

1895 年５月23 日

「領票」

根津一

大給恒

2‒6

1895 年７月

「叙勲者履歴届出心得」

賞勲局

2‒7

1895 年９月20 日

単光旭日章授与証書

大給恒、横田香
苗、藤井善言

根津一

2‒8

①1895 年９月 30 日
② 1895 年７月

①金鵄勲章授与証書
②
「叙勲者履歴届出心得」

①大給恒、横田
香苗、藤井善言

根津一

2‒9

1895 年10 月８日

「従軍記章佩用者心得」

2‒10

1895 年11 月18 日

「明治廿七、八年従軍記章ヲ受ケタル者届出心得」
大給恒、横田香
苗、藤井善言

根津一

領収証（無記載）

2‒11
2‒12

1895 年11 月18 日

2‒13

①1896 年 11月27日

①旭日小綬章授与証書
②「領票」

①大給恒、横田
香苗、藤井善言

荒尾精

2‒14

1924 年５月31 日

勲二等叙位・瑞宝章授与証書

仙石政敬、郡山
智、伊手衡

根津一

家族書1 通、親類書1 通

根津一

高畠千畝

目録 2 通

2‒15

「日本帝国明治二十七八年従軍記章之証」

2‒16

1915 年７月23 日

根津一

高畠千畝

2‒17

1923 年５月 27 日

「根津先生送別記念贈呈書籍目録」

東亜同文書院職
員一同

根津一

2‒18

1923 年５月27 日

「記」（銀3 万ドルを書斎建築費として献呈する、という内容）

東亜同文書院職
員一同

根津一

◦ 2697 ◦
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河原家墓碑写真

1‒69
２．
書簡類

日露戦争観兵式写真
昭和天皇・皇后写真

1‒58
1‒59

根津老先生
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1‒57

呉佩孚

芝青松寺における黄興弔祭会の写真
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1‒48
1‒49

成果出版事業◦

2‒19

1939 年

領収証（７月 15 日付）と寄付金の礼状（７月 17 日付）

白岩龍平、牧田
武

根津エイ

2‒20

①1929 年９月 11 日
②1931 年９月 28 日

継続火災保険料領収証2 通

田中達郎

根津義直

大阪逓信局長

根津エイ

竹田穎川

根津恵以

伏見第一新聞販
売所 本店 各
配給所

根津

東亜同文書院院長時代の根津一直筆原稿
（第一次広東軍政府成立前後の状況について）

2‒21
2‒22

1936 年４月 22 日

2‒23

1938 年11 月 28 日

2‒24

1950 年

「聴取無線電話私設許可書」
金銭寄贈の仮受納証
「昭和二十五年度桃山婦人会々費領収帳」。藤井美満子のもの
京都新聞・毎日新聞代金領収証（1951 年６月分、計 2 枚）

2‒25

2‒26

1951 年

税金支払用紙

2‒27

1952 年７月24 日

電灯料金領収証

関西電力株式会
社

藤井太郎

2‒28

1952 年９月 18 日
（消印）

現金書留の封筒（中身なし）

市川静代

藤居末乃

2‒29

1952 年10 月

2‒30

1952 年11 月１日

九烈士碑復旧建立への支援に対する礼文

滬友会京都支部
井沢孝治

藤居末乃

2‒31

1955 年３月16 日

「九烈士碑修建及同碑並荒尾先生碑周辺修理費概算」
封筒のみ

藤居末乃

村上徳太郎

2‒32

封筒のみ（表に「御菓子料」
、裏に「金拾円」とあり）

根津

嵯峨御寺

2‒33

十円札一枚

2‒34

包み紙（
「おそまつ

2‒35

包み紙（
「暑中御見舞

3‒1

根津一による陸軍通訳官藤島武彦ら７人の見認証書

3‒2

草稿綴（添削された中国語の作文か）

真様」とあり）
粗品

大塚美知」とあり）

草稿綴（添削された中国語の作文か）

3‒3
3‒4

「普通選挙実行準備ニ関スル卑見」

3‒5

「卑見」
（帝国軍人、国防関係の内容）
日清間外交文書の写しか。日本語・中国語あり

3‒6

草稿綴（国民同盟中央大会声明または定議）

3‒7
1920 年10 月下澣

「滬游同人靖亜表紹之塔」

3‒9

東亜同文書院設立の意義、経過、実績などについて（中国語）

3‒10

封筒のみ 11 枚（裏面に「東京市赤坂区溜池町二番地
根津一」とあり）
日清戦争中、特殊任務に就き犠牲となった 10 名の名簿

3‒11
3‒12

1939 年12 月上浣

3‒13

1923 年

『金蘭抄

東亜同文書院第十五期生会』

新聞切り抜き
箱﨑志津摩（同文書院第１期生）への弔文の草稿 （東亜同文書院長根津一
撰）

3‒14

「陸軍」「八旗」

3‒15
3‒16

財団法人東亜同文会

1927 年２月

「香奠帳」
。根津一葬儀の際のもの
「日支満蒙新協約案」

3‒17

ノ−ト１冊（書籍のメモ）

3‒18

「卑見」
（草稿。帝国軍人、在郷軍人団のあり方について）

3‒19
3‒20

高見武夫が日清戦争中に処刑される様子を記したものか（複写、断片３枚）

3‒21

「九月一日震災ニ就テ（大正十二年十一月十五日調） 滬友同窓会京浜支部会
員消息調」

3‒22

1914 年５月

『対支那経営助成案』東亜同文会

3‒23

1900 年12 月

「恩給請求書」「履歴書」
「青銅紀念碑

3‒24

根津一

一基」
。山﨑羔三郎の死を悼む青銅紀念碑文面の草稿か

3‒25

1923 年頃

『新学制ニ関スル説明書』天津同文書院

3‒26

1939 年２月 18 日

『根津先生第十三回忌法要

3‒27

江藤栄吉

芳名録』

『清国大臣書翰』
。劉坤一らより近衞篤麿らへ宛てた書簡の写し

◦ 2698 ◦

第一師団長
男爵川村景明
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3‒8

大塚美知
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3‒29

「大学古本」２部

3‒30

『天源禅味学』
（写本か、インク書き）

3‒31

1924 年９月頃

「対支変乱措置卑見」
（草稿）

3‒32

1924 年９月頃

「卑見」（対支変乱措置卑見）

3‒33

「政治意見」
（普選後施政意見）

3‒34

「教化意見」
（普選後教化意見）
1897 年

「関東租借地及南満安奉鉄道の期限に関する問題の経過」

3‒37

「科学的興業研究所設立案」、
「日支会館設立（秘・案）」（1924 年１月 19 日）、
「曲阜経典大学設立案」

3‒38

「普通選挙実行準備ニ関スル卑見」（２部。うち１部は校正用）

3‒39

1895 年５月18 日

3‒41

「対露主戦意見」の草稿

3‒42

「支那人内地雑居卑見畧」

3‒43

1904 年９月

根津一による戦後事業経営提案書（２部）
和歌

3‒44
3‒45

1896 年３月 11 日

「大日本忠勇顕彰会設立主旨」

3‒46

1895 年10 月

「故石川伍一居士廿六名殉難亡友追薦法会の疏」（護持清衆）

3‒47

1945 年12 月

『日立上海東亜同文書院大学交接書』（コピ−）

3‒48

荒尾精『対清弁妄』のコピ−（レイアウト用）

3‒49

荒尾精『伝記材料

3‒50

荒尾精『媾和締盟ニ対スル鄙見』

４．
表、
4‒1
設計図面
4‒2

1912 年11 月

第二』

「上海東亜同文書院卒業生・在学生現况一覧表

大正元年十一月調」（３枚）

虹橋路校舎設計図面（英文・３枚）
① The New Proposed Store For TungWen College
② The New Proposed Dininghall For TungWen College At Zikawei
③ The New Proposed Dormitory For T.W.C. At Zikawei

5‒1

名刺46 枚

5‒2

名刺42 枚
名刺543 枚（複数の人名を書き連ねた紙１枚を含む）、故品川子爵追吊会案内
（1900 年 12 月）

5‒3
6‒1

三等嘉禾勲章

6‒2

勲二等瑞宝章

6‒3

勲四等単光旭日章（中身なし、箱のみ）

6‒4

明治二十七八年従軍記章

6‒5

功五級金鵄章

6‒6

勲六等瑞宝章

6‒7

勲四等旭日小綬章

7‒1

漢詩（計７枚）

7‒2

画（節句のものか）

7‒3

画（蓮花）、白龍山人写
亀崎桂州書幅

7‒4

「西湖全図」

7‒5

「清国形勢地図」
（掛軸状）

7‒6
7‒7

1908 年

「黄帝内経素問上古天真論」「四時調神大論」の写し

7‒8

1920 年２月 25 日

「孝経」
、曽田文甫写
墓誌銘拓本

7‒9
7‒10

1920 年

范源廉寿幅

7‒11

1920 年

陳世光・楊念祖書「盛会称觥」
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７．
書画類

「請願書」
（日清戦争中に処刑された高見武夫を殉難の士として、大本営に登
録の請願）
写経５部と写経用原稿用紙２部。「故根津姉君在世中ノ写経」とあり

3‒40

６．
勲章

「創立金陵同文書院要領」
（草稿か） 東亜同文会

3‒36

記念センター所蔵根津家資料目録（付、寄贈資料目録①）

3‒35
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日清および日中間などで締結された各種条約の写し

3‒28

５．
名刺

成果出版事業◦

◦ 2699 ◦

８．
銅像、

成果出版事業◦

7‒12

1920 年

許洪寿幅

7‒13

1920 年

岑春煊寿幅

7‒14

1920 年

黎元洪書「寿考作人」

7‒15

1920 年

黎元洪書「東亜同文書院創立二十年紀念

7‒16

1920 年

海軍総長薩鎮冰書「相観而善」

7‒17

1920 年

一道同風
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黎元洪」

梁啓超書「寿考作人」
書見机（黒壇１基）

8‒1

肖像画類等 8‒2

根津一銅像（立像）、台座、題字「山洲根津一先生像」
根津一銅像（胸像）、赤壇の台座

8‒3
1924 年11 月

8‒4

根津一肖像画（油絵、
「滬友同窓会関西支部謹呈」とあり）

8‒5

根津ゑい夫人写真

8‒6

根津一書「至誠如神」

8‒7

荒尾精書「人の本心は善にして」

8‒8

山田学陽書幅

8‒9

題字「根津一先生之像」

９．
衣類

9‒1

フロックコート

10．
雑

10‒1

滬友同窓会
関西支部

根津一

鏡
1913 年 12 月

10‒2

トラ画（印刷物）

10‒3

衣服の一部（ワイシャツの袖、詰襟のカラーか）。合計 11 部

10‒4

赤色のネクタイ２点（「感謝状」と記された包みの中にあり）

10‒5

甲斐物産商会水晶篆刻印譜

付、寄贈資料目録①
日

付

内

容

差出人

寄贈下さった資料〔10‒25 から 10‒31〕の説明

10‒24
10‒25 （年不明）
12 月29 日

『人間の碑』を読んで感動したことなどを記した書簡。島田氏は島
田孝夫氏（書院 34 期）のこと

受取人

阿部弘氏

2005 年１月６日

島田

阿部弘

同上

同上

同上

同上

同上

同上

『人間の碑』関係資料 ( 目録、名簿）

10‒27

寄贈年月日

記念センター

中国の蝶の見本（阿部氏が中国の知人に土産としてもらったもの）

10‒26

寄贈者氏名

阿部弘

10‒28

台北の国父記念館学芸員からもらったＤＶＤ

同上

同上

10‒29

核通信、パンフレット類

同上

同上

10‒30

2003 年正月

10‒31

同上

同上

①写経 ( 計９枚、2004 年 10 月）、写経の理由を書いたはがき１枚
②上村美希雄「特別寄稿 宮崎兄弟資料館の開設に参画して」の
コピー

深谷敬一

阿部弘

同上

同上

島田孝夫氏より阿部氏に贈られた色紙

同上

2005 年３月 25 日

10‒33

中国・西安大雁寺塔慈恩寺への写経奉納資料

同上

同上

10‒34

阿部氏の記念センター宛書簡と写経（2006 年、計９枚）

同上

2006 年１月 13 日

10‒35

記念センター宛書簡、村岡正三氏 ( 書院 36 期）のタイ・アユタヤ
のスケッチ（2004 年 11 月 18 日の日付け入り）

同上

2006 年４月 24 日

10‒36

焼き物の皿と資料

同上

2006 年７月３日

10‒37

陸羽『茶経』。阿部氏の解説メモ付き

同上

同上

般若心経の写経２部（2006 年７月の寄贈図書に挟んであったもの）

同上

2006 年７月 10 日

同上

2006 年７月 14 日

10‒32

10‒38

2004 年

年賀はがき。深谷氏は書院42 期

2006 年７月６日

『毎日新聞』夕刊（2006 年６月 27 日）

10‒39
15

15‒4

華日辞典原稿カード14 枚（書院時代のもの）

今泉潤太郎氏

2006 年 11 月

23

23‒1

岡村正文氏 ( 書院 20 期）の書院時代の中国語ノート

中村重男氏

2006 年５月８日

24

24‒1

25

25‒1
25‒2

『東亜同文会章程』(1899 年 11 月）のコピー
2005 年

松田修一氏

2006 年５月８日

南画（題名は「三峡下り」
）

安澤隆雄氏

2006 年７月

原稿コピー２部（愛知大学で行われた安澤氏講演会（2006 年７月
22 日）の際、氏が用意された原稿を記念センターでコピーさせて
頂いたもの）

同上

同上

◦ 2700 ◦
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平成一八年度東亜同文書院記念基金会
記念賞・奨励賞の推薦文

平成一八年一二月八日に表題の授与式が東京の霞山会館で行なわれ︑テレビ宮崎が記念賞︑成瀬さよ子氏
が奨励賞を受賞しました︒両者の方々への推薦文をご紹介します︒

推薦の辞
東亜同文書院記念賞
テレビ宮崎殿
東亜同文書院大学四一期生

高瀬恒一

テレビ宮崎におかれては「新民先生││ふりかえりみて悔いなき時なり││」という番組を制作放映され
ました︒平成一八年︵二〇〇六年︶五月三〇日深夜放送が最初だったと思います︒残念ながらこの首都圏で

は放送されなかったのですが︑東海地方では先般深夜放送されたそうで︑愛知大学のある教授の方がそれを
見て大変感動したということを伝え聞きました︒
私がこの番組の企画を知ったのは本日ここにお出になっているテレビ宮崎の馬原さんから︑実はこうこう
いう番組を企画しているが︑新名さんという東亜同文書院出身者のことを知っている方がいないか︑或いは
何らかの資料はないか︑というメールをいただいたのが最初でした︒愛大ＯＢ山下さんからの紹介でした︒

この番組のねらいとか︑制作過程でのご苦労とか︑詳しいことはこのあと︑テレビ宮崎の方からお話があ
ると思います︒新名君の名前がどうして浮かんできたかなど大変興味あることも聞けるのではないかと思い
ます︒
それはさておき私が感じたのは︑これはひとりの日本人青年のことではありますが︑そのルーツを辿る
と︑そこには彼が教育を受けた東亜同文書院という特殊な教育機関があることを発見し︑それを掘り下げた
ことであります︒
新名君があの厳しい戦時下に中国人労働者を親身になってかばったことは︑大変に勇気がいることであり
ます︒勇気なくしてはなしえないことであります︒とはいえ身近に中国人たちの窮状を見て︑新名君と同様
の心情に駆られるのは東亜同文書院に学んだ者共通のことではないでしょうか︒
戦後︑日中友好という言葉が生まれました︒しかし東亜同文書院の教育や伝統はそれと同じレベルではな

◦ 2701 ◦
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りしたことがあります︒そのほかにはお役に立つことができなくて申し訳なく思っております︒

平成一八年度東亜同文書院記念基金会記念賞・奨励賞の推薦文

私は︑書院大学史のなかに新名君が剣道部で活躍したという記述があることを見つけ︑そのコピーを送った

成果出版事業◦

いと私は思います︒中国革命の父孫文を身命を賭して支えた大先輩山田良政・純三郎兄弟にみられるよう
に︑中国国民の憂いをわが憂いとする︑そういう精神であり伝統であります︒日中関係の現状を見る日本
人・中国人の大多数にとっては︑あの戦争の強烈な認識が頭を占め︑まさか一〇〇年前︑一九世紀から二〇
世紀の半ばにかけて︑そういう教育をした日本の学校が上海にあったとは思いもよらないことに違いないで
しょう︒
テレビ宮崎さんがここに光を当て掘り下げようとしたことに私は深い敬意を表します︒
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伝え聞くところでは︑取材対象の人物の多くがすでに世を去り︑かつまた制作費用の制約もあり︑取材に
は多くの困難があったようであります︒その困難を乗り越えて制作放送されたこの番組に対し︑外部の有識
者から成るテレビ宮崎の番組審議会では︑
・槇峰鉱山のことは知っていたが︑一方でこういう方が宮崎にいらしたことはとても嬉しい︒
・こういう偉人がいらしたことを広く県民に伝えるためには︑もっといい時間があったのではないか︒
・埋もれかけた素材を取り上げていて︑これこそメディアの良心だと思った︒今考えなければならないテー
マを与えてくれた︒
・日中の共存共栄を初志貫徹した人柄が十分に表れていた︒勇気ある行動は心打つものがあり︑若い人たち
にぜひ見て頂きたい︒
などの意見が出たことがインターネットに載っております︒
テレビ宮崎殿に対してぜひ東亜同文書院記念賞を贈っていただきたく推薦申し上げた次第であります︒

推薦の辞
東亜同文書院奨励賞
成瀬さよ子殿
東亜同文書院大学四二期生

小崎昌業

は︑その愛知大学に中国関係の図書や資料がいかに豊富に存在するかに驚き︑さらにそれらに対する学外の
研究者の関心が高いことにも驚いたそうであります︒
そしてこれらの豊富な図書や資料が東亜同文会の旧蔵書すなわち霞山文庫であること︑今もなお東亜同文
書院の卒業生やご遺族が愛知大学図書館所蔵のこれらの資料に深い関心を寄せておられることを知ったそう
です︒
ではその東亜同文書院大学というのはいったいどういう学校なのか︒またその大学の志が愛知大学に承継
されているということはどういう関係なのか︒そのことに成瀬さんは大きな関心を持ち︑ぜひそれらを明ら
かにしたいと考えたそうです︒
そしてまず手始めに東亜同文書院生たちが残した大旅行誌の目録作成にとりかかられました︒一九〇七年
の第五期生から一九四三年の第四〇期生に至る延べ二七〇〇名余りの分をリスト化したとのことです︒これ

◦ 2702 ◦
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大学図書館に入られたのはまだ愛知大学の歴史が比較的浅い時期であったろうと思われますが︑成瀬さん

平成一八年度東亜同文書院記念基金会記念賞・奨励賞の推薦文

成瀬さよ子さんは︑愛知大学の図書館に司書として長く勤務しておられる方であります︒成瀬さんが愛知

◦第６章
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は容易ではない大変な作業です︒
その作業からさらに進んで今回の東亜同文書院関係目
録 に 着 手 さ れ ま し た︒ そ れ は 膨 大 な 資 料 を 時 系 列 的 に あ
るいは項目別に整理する作業でさぞかし大変であったと
推 測 さ れ ま す︒ そ し て さ ら に 成 瀬 さ ん は︑ 海 外 の 研 究 者

た め に ア メ リ カ の 有 名 大 学 五 校 を 訪 ね 視 察 さ れ た︒ 二 〇
〇 四 年 九 月 一 〇 日 よ り 一 ヶ 月 間︑ ハ ー バ ー ド 大︑ プ リ ン
ストン大︑ミシガン大︑カリフォルニア大バークレー校︑
ハワイ大マノア校の各校を訪ね視察と意見交換を重ねら
れ ま し た︒ そ れ に よ り 海 外 研 究 者 の 東 亜 同 文 書 院 に 対 す

受賞の挨拶をする成瀬氏

の東亜同文書院に対する関心はどうであるかを確かめる

る関心度が極めて高いことを身をもって体験したそうで
あ り ま す︒ ま た︑ 東 亜 同 文 書 院 か ら 戦 後 愛 知 大 学 に 引 き
継がれ完成した中日大辞典はアメリカの諸大学でぼろぼ
ろになるまで使われていることを目の当たり見てきたと
い う こ と も 聞 い て お り ま す︒ そ の 辺 の こ と は あ と で 成 瀬
さんご自身から詳しいお話があると思います︒

私が感銘を受けたのは︑成瀬さんが単に膨大な資料を整理し目録化しただけではなく︑東亜同文書院の
志︑つまり書院の建学の精神が愛知大学に受け継がれ二一世紀に向かって発展しつつあることを実証的に確
かめるという明確な目的意識を持って作業を続け成し遂げられたことであります︒これは誠に有意義な作業
であり︑その業績は高く評価されるべきものと考えます︒
この目録は︑これからの東亜同文書院についての内外の研究者にとって大きな武器となり︑研究の進展に

成瀬さよ子さんに対し本日東亜同文書院奨励賞を贈っていただけたことを大変嬉しく感じる次第でありま
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す︒成瀬さん︑どうか今後ともお元気でご研鑽を続けて下さい︒

平成一八年度東亜同文書院記念基金会記念賞・奨励賞の推薦文

大きく寄与するであろうことは疑いありません︒
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二〇〇六年度記念センター開催行事

講演会・研究会・シンポジウム
︵土︶豊橋校舎本館５階第３・４会議室

22

06

・７・

同文書院二五期生・百歳の安澤氏が書院︑そして豊かな人生について
話した︒百名を超えた参加者は興味深そうに聞き入り︑そのお元気な
姿にパワーをもらったようだった︒
︵火︶パシフィコ横浜アネックスホール第５会場

21

・

11

06

・

図書館総合展特別フォーラム
「漫画で描こうとした大陸と日本青年」安彦良和氏
「東亜同文書院生が記録した近代中国」藤田佳久氏
「満州の青少年像」ロナルド シュレスキー氏

後輩の歌を聴く安澤氏

「東亜同文書院と我が生涯の一〇〇年」安澤隆雄氏

「海を渡った若者たち」をテーマとして︑三名がそれぞれに当時の中
国の様子や若者像を論じた︒定員を超える二百名以上の参加者で大盛
況だった︒
620

号館 教室
6

︵土︶豊橋校舎

25

・

11

06

・

「満州の青少年像」ロナルド シュレスキー氏
図書館展フォーラムと同内容の講演を愛知大学豊橋校舎で行なった︒
︵愛知大学国際中国学研究センター︶主催の国際シンポジウム
ICCS
に参加していた国内外の研究者も来場し国際色豊かなものとなった︒
講演後の質疑応答も盛んに行なわれた︒
・２︵土︶豊橋校舎本館５階第３・４会議室
12

06

・

・７︵木︶豊橋校舎研究館１階第１・２会議室
12

06

・

「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大学を語る」殿岡晟子氏
開催中であったパネル展の画像を使い︑本間学長の公私にわたるエピ
ソードを長女殿岡氏が語った︒ユーモアを交えた軽妙な語り口に三十
余名の参加者からは笑いがあふれていた︒
︵金︶豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

26

07

・１・

「『華語萃編』からみた同文書院の中国語教学」今泉潤太郎氏

97

学内外からの参加者三十名は中国語の素養のある方が多く︑時折中国
語を交じえての今泉名誉教授の説明に熱心に耳を傾けていた︒質疑応
答では実際の授業方法についてなどの質問が出された︒

二〇〇六年度記念センター開催行事

小岩井先生の教え子である藤城名誉教授が︑小岩井先生の人民戦線で
の論調や経緯を語った︒講演後︑四十名ほどの参加者は熱心に意見を
交した︒

今泉氏講演会の様子

「小岩井淨と人民戦線」藤城和美氏

◦ 2704 ◦

︵土︶豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

10

07

・３・
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「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大学」
││初の「大学史」講義を終えて││
本年度︑大学史の講義を担当した講師が順次報告を行なった後︑討論
の時間がもたれた︒学内教職員の参加が多く︑今後の講義や大学史の
あり方など様々討議された︒
︵土︶豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

17

07

・３・

愛知大学の初期から教鞭を執っていた酒井名誉教授が︑世界と愛知大
学 の 創 設 や 大 学 史 に つ い て 話 し た︒ 三 十 数 名 の 参 加 者 は 静 か に 聞 き
入っていた︒

展示会
日︵金︶豊橋校舎記念会館ガーデンサロン

29

06

・９・８︵金︶〜

写真パネル展・豊橋図書館

「世界大学史と愛知大学」酒井吉栄氏

プレ写真・パネル展
「近代豊橋の歴史を彩る人たち

本間喜一と愛知大学創成期」

本間名誉学長の足跡や創成期の愛知大学を紹介するパネルを作製し︑
豊橋一〇〇祭実行委員会と共催した︒夏休みの明けた学生も多く見学
に来た︒

13

22

12

16

13

11

11

27

06

06

・ ・ ︵月︶〜 ︵水︶豊橋校舎図書館 車道校舎 階ロビー第３
会議室
・ ・ ︵月︶〜 ・ ︵土︶豊橋校舎ガーデンサロン 名古屋校舎
図書館
創立六十周年記念写真・パネル展
「愛知大学創成期の群像 地域と共に六十年」
更にパネルを充実させ︑各キャンパスで展示した︒懐かしそうに見学
する卒業生の姿が多く見られた︒展示したパネルは三校舎分作製し︑
その後も学内行事等で利用されている︒
日︵水︶パシフィコ横浜展示ホールＣ
のこされた東亜同文書院大学
―

99

同文書院関係の史資料を学外で展示・紹介し︑書院の卒業生︑ご家族
も多数来場された︒会場への入場者数も過去最高を記録し︑普段見て
いただく機会の少ない一般の方々にも東亜同文書院・愛知大学の名を
アピールできた︒

二〇〇六年度記念センター開催行事

図書館総合展
「知を愛する者が集う愛知大学の展示会
」
の資料を追う ―

図書館総合展

22

︵月︶〜

20

11

06

・ ・

◦ 2705 ◦
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編集後記
愛知大学東亜同文書院大学記念センターの「記念報」第十五号をお届けします︒
本号では︑本間学長の御令嬢である殿岡晟子様に︑父上の本間学長と愛知大学を語っていただいた講演録を︑まず掲載させ
ていただいきました︒殿岡晟子様は︑本間学長が東亜同文書院の最後の院長時代から︑戦後すぐ愛知大学を設立され︑愛知大
学の学長にも就任されていた時代に事実上の秘書役を務められ︑また父上である本間学長の愛情も一杯に受けながら育たれた
ため︑本間学長を学長として︑父として︑そしてそれを通して当時の愛知大学についての情報や経験を沢山お持ちでありま
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す︒
本年度︑当記念センターが文部科学省により「オープン・リサーチ・センター」として認定され︑書院の総合研究や︑それ
にかかわる愛知大学史の研究も出来るようになり︑殿岡晟子様にもご講演いただくチャンスが出来たものです︒その講演は歯
切れのよい語り口と記憶力の素晴らしさに︑感動的でありました︒また終了後は︑ご専門でトップレベルにある手相の分析を
希望者に施され︑好評でありました︒
講演内容のテープ起こしの原稿は︑わざわざ東京から本学までお越しいただき︑関係の方々とチェックしていただき︑万全
を期していただけました︒その点で︑この講演録が愛知大学史における貴重な資料になったことを︑ありがたく思っていま
す︒内容については︑ぜひお読みいただき︑ご感想がありましたら︑当センターへお伝え下されば幸いです︒
次いで︑筆者の文章ですが︑ここ三年間︑霞山会のサポートにより︑愛知大学と上海交通大学との間で︑史実としての東亜
同文書院研究をすすめてきましたが︑その途中経過と︑二〇〇六年十二月に上海交通大学で行なわれた最終報告会の様子につ
いて︑紹介させていただきました︒第二次上海事変で校舎を中国兵に焼かれた書院が︑隣接し疎開していた上海交通大学の
キャンパスを借用して東亜同文書院のキャンパスとして利用していたことがありました︒それは色々手続き上の問題はありま
したが︑上海交通大学側にとっては不本意なことであり︑この件に関する上海交通大学側の視点は厳しいものがありました︒

このたび︑上海交通大学史を新たに編纂するにあたり︑上海交通大学と密接な友好関係を築いてきた霞山会がベースとなり︑
中国側の書院研究もスタートすることになりました︒中国側の資料や聞き取りも含め︑従来のようなイデオロギー的見解でな
く︑史実を重視する研究会が実現出来たことは︑画期的でした︒個々の内容は︑本文をお読みいただけたらと思います︒な
お︑これに関係し︑上海交通大学側の葉教授を中心とした研究グループが︑書院の中国側に残る資料を刊行しています︒従
来︑知られていない情報も多く︑日本文への翻訳も考えています︒
これに関して︑四一期の高瀬氏がこの史料集の中から書院と交通大学との交流状況を浮かび上らせていただいたお手紙をい
ただいたので︑それも掲載させていただきました︒
また︑ポスト・ドクターで博士号も二〇〇六年三月に得た︑武井義和氏が当センターの所蔵する史資料について︑その出自
も含め一覧表化した成果を収録させていただきました︒色々参考になるものと期待しています︒
そして最後に二〇〇六年度の東亜同文書院記念基金会・記念賞と奨励賞の推薦文も掲載させていただきました︒心よく掲載
をお認めいただいた高瀬恒一氏と小崎昌業氏にお礼申し上げます︒
次年度は「オープン・リサーチ・センター・プロジェクト」が二年目を迎えます︒より盛り沢山の事業もすすめる予定で
す︒この記念報もより充実したく考えていますので︑皆様方には色々ご協力をお願いしたく思っています︒

二〇〇七年三月二十五日
藤

田

佳

久
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター長
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時間になりましたので︑ただいまから池上先生のお話を聞かせていた

だきます︒私は司会を務めます越知でございます︒「海を渡れなかった書院
生たち」という何かユニークな副題で︑どんなことだろうなというふうなイ
メージが湧くと思います︒今日は雨の中を皆さんたくさんお集まりいただき
ま し て︑ 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す︒ そ れ で は ま ず 最 初 に 藤 田 佳 久 セ ン
ター長のご挨拶をお願いします︒
藤田

皆さんこんにちは︒ただいまご紹介いただきましたセンター長の藤田

と申します︒愛知大学東亜同文書院記念センターが昨年より文科省のオープ
ン・リサーチ・センターに選定されました︒元々ずっとやってきた活動がある
んですが︑それにさらに輪をかけていろいろな啓蒙活動︑あるいは研究会活

動と︑幅広い分野でいろいろな行事を催すことになりました︒運営していくのになかなか忙しいんですが︑今
日は多くの皆さん方のご協力を得て︑せっかくのチャンスですので東亜同文書院時代のこと︑あるいは書院
が引き揚げてきたあとの愛知大学との関わりなど︑多面的な範囲で︑いろんな観点からお話を伺い︑研究会を
持ち︑あるいはさらに今後研究を進めていく手続きをとっていきたいというようなことを考えております︒
今日の池上先生のお話は「海を渡れなかった書院生たち」です︒私も東亜同文書院大学の研究を始めた
頃︑いろいろあちらこちらの現場を見に行きました︒私は元々地理学をやっているものですから︑どうして
も現場の臨場感がないとなかなかものがイメージできないところがあります︒呉羽分校は富山県にありまし
たが︑戦前は呉羽紡︑戦時中は飛行機を作る会社になったそうです︒ちょっとだけ地理学的に話しますと︑
富山県は真っ二つに東西に分かれています︒日本海から南のほうに向かって真中に小さな丘陵︵呉羽丘陵︶
があり︑その東が呉東と称され富山市が中心都市︑西が呉西と称され高岡市が中心都市です︒西側は加賀藩

的に強かった高岡市は全国の鐘を作っていますが︑そちらは県庁所在地になれなかった︒ですから両方の都
市が︑かつての長野市と松本市のように一つの県の中で競い合っている︒長野県ではお互いに県庁所在地を
あっちにやったりこっちにやったりして︑その度に火を付けて燃やしたりというすさまじいことがありまし
た︒富山県もいろいろと競争をしていますが︑最近はどうも富山市のほうが分がいいようですね︒
ちょうどその真中に呉羽丘陵があって︑それで名前を付けたのが呉羽紡です︒最後東支那海を渡れなかっ
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た地域だったんですが︑明治維新直後富山県がまとまった時に︑県庁が富山市に置かれます︒それまで伝統

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

ですね︒富山のある東側が富山藩︒これは新しくできた︑地域としては氾濫も多くそれほど豊かではなかっ

た東亜同文書院四六期生が︑そこの社長さんの伊藤忠兵衛氏の厚意で工場の建物を借り呉羽分校として学ぶ
ことになります︒池上先生はそういう時代からの関係者でありますし︑戦後愛知大学でもずっと先生として
ご活躍をされた経験の持ち主です︒そういう点では前からぜひお話を伺いたいと思っておりまして︑ようや
く本日実現いたしましたので︑いろいろなお話が聞けるのではないかと楽しみにしております︒ぜひ皆さん
ご清聴いただければ大変ありがたいと思います︒簡単ではありますがご挨拶とさせていただきます︒
司会

ありがとうございました︒呉羽と言うとやはり呉羽紡績は分かるんですが︑どういう意味であるいは
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東亜同文書院とどういう関係があるのかということを︑今藤田先生が大変丁寧に説明され︑地理学の先生で
理学博士の藤田先生はやっぱり言うことが違うと︒これで呉羽が分かったと思います︒呉羽が分かったとこ
ろで呉羽分校の真髄を今から池上先生にお話し願うわけですが︑その前に愛知大学の非常勤講師でポストド
クターの武井義和先生から︑池上先生の略歴をご説明させていただきます︒
武井

武井でございます︒よろしくお願いいたします︒池上先生の略歴については︑お手元にあります資料

④の略歴を読ませていただく形でご紹介させていただきます︒
池上貞一先生は一九一八年︵大正七年︶八月二〇日︑愛知県でお生まれになりました︒一九二三年から一
九三三年までは中国北部の青島で︑そして一九三三年から一九三九年までは同じく中国北部の天津でお過ご
しになりました︒一九四二年︵昭和一七年︶三月︑東亜同文書院大学予科を二年で中退されまして︑一九四
五年︵昭和二〇年︶七月︑東亜同文書院大学臨時講師として翌年一月までお勤めになりました︒翌昭和二二
年︑愛知大学予科講師を勤められましたあと︑一九六一年︵昭和三六年︶には愛知大学法経学部教授に就任

されております︒その後一九六九年︵昭和四四年︶一二月には法経学部長︑一九七六年︵昭和五一年︶七月
には図書館長︑一九八五年︵昭和六〇年︶五月には中国学術交流委員会委員長を歴任されております︒一九
八八年七月から一〇月までの三か月間︑中国へも留学されております︒その翌年一九八九年︵平成元年︶三
月三一日に愛知大学を定年退職されました︒翌四月一日︑名誉教授となられました︒以上でございます︒
司会

ありがとうございました︒以上が池上貞一先生の略歴でございます︒実は先週愛知大学の研究支援課

のほうに池上先生のご子息からお電話がありました︒そしてそれを受けたのが研究支援課の主幹︑山本さん
です︒どういうことかと言いますと︑「父が講演をするということだが︑どういう会場でどういう人数でど
ういう講演をするのか」というようなお問い合わせだったそうです︒今先生のお年を聞くと八月二〇日で満
八九歳になられた︒すでに米寿をすまされておられ︑おめでとうございます︒そういうことからやはり心配
「ご心配要りません」と︒「今日の講演会は本当にホットな感じで︑愛
で山本主幹のところに電話をされた︒

お耳には入っていなかったようですが︑ご子息の︑子供が親を思う気持ちが表れております︒今日は中日大
辞典編纂所の主幹であり︑同文書院のことについては右に出る人がいないというぐらいで︑啓蒙と言うかそ
ういう運動もされている今泉潤太郎先生がお側におりまして︑池上先生のお話を盛り上げるようですので︑
楽しみながら和気藹々のうちに一〜二時間を過ごしたいと思います︒先生は八九歳になられますますご健康
でありますが︑皆さんからあとでご質問をお受けすることもあります︒その場合もちゃんと今泉先生がそこ
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を今泉先生が用意されています︒ですからご安心ください」と山本さんがお答えになったそうです︒先生の

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

知大学を愛し︑東亜同文書院を愛する人達の集まりですから︑気軽にやっていただけます︒すでに資料など

にお控えになっておりますので︑安心して充分に呉羽時代の東亜同文書院についてお話しいただきたいと思
います︒では先生お願いいたします︒
池上 ただいま紹介をいただきました池上です︒息子も私がいったいどんな話をするかと心配しているわけ
ですが︑まあそういうわけで何を話すか︑あまり自信はありませんけれども︑この当時のことを知っておら
れる方も少ないものですから︑少しは役に立つかと思って話をさせていただきます︒
私は豊橋で生まれたんですけれども︑父が第一次大戦後青島に行きましたので︑小さい時からずっと青島
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で過ごしました︒日本の小学校を出た時に︑たまたま小学校を出たか中学一年ぐらいを終えた者を中国の学
校に入れて中国をよく知る日本人を養成しようという制度が外務省にできました︒最初は満州とか青島と
か︑外地にある日本の小学校を出た連中が推薦されて︑天津の中日学院︵天津同文書院と言っていたと思い
ます︶という︑日本の東亜同文会の経営している中学・高校を一緒にしたところへ入学する︒私もこれに推
薦されて行くことになっていました︒そこの日本人の責任者が青島へまいりまして︑私ともう一人︑もう一
人の者は体も大きいし健康そうですから天津のほうへ行ったんです︒私は体が小さいだけではなくて︑あま
り病気をしたことはなかったんですがちょっと弱そうに見えたのか︑青島で中国の学校へ行けと言われまし
た︒天津へ行った者はちゃんと日本人の責任者もいて︑きちんと中国語も習いましたけれども︑私はただ青
島へ行けと言われただけで︑あと何もしてくれなかったので︑その点ではかなり苦労しました︒青島の中国
の学校に二年いて︑それから父が内地へ帰ってきたので︑ようやく天津の学校にかわったわけです︒
天津の中日学院の途中で一年病気で休みましたけれども卒業し︑今度は外務省のほうで上海の同文書院に

行けと言われて︑同文書院に行って︑また肺浸潤ですか胸がちょっと悪くて︑結局内地へ帰り療養所に入っ
て休学しました︒そのまま二年が過ぎたので除籍になり︵同文書院の休学は二年までなのです︶その療養所
であと嘱託をやったりして︑それからまた同文書院が内地へ来て富山で分校を開いた︒そこから中国語の教
員をたのまれて終戦となります︒その後︑同文書院は廃校となり︑ちょうど豊橋の予備士官学校のあとが空
いたので︑そこで愛知大学がやることになりました︒私の天津時代の一年後輩の者がすでに同文書院の先生
をやっていたんですが︑彼は東京の人間で︑内地へ帰って東京の法政大学へ勤めた︒中国語の教員が足りな
くなって︑私に「来い」というものですからちょうどいいと思って︑愛知大学に勤めさせていただいて︑ま
あいろいろありましたけれども︑どうにか定年を迎えて︑その後は割合体も元気で今日に到っているわけで
す︒
話 が 横 道 に そ れ ま し た け れ ど も︑
「 東 亜 同 文 書 院 大 学 呉 羽 分 校 顛 末 」 と い う 題 で す が︑ も と へ 戻 し ま す

ていて︑同文書院に行ってもまだそれが悪かったので︑愛知県の大府の療養所にずっといたりしたわけです
が︑同文書院の先生は上海におられまして︑若干の先生が内地に帰っておりましたけれども︑分校は中国語
の教員が足りなかったので「お前来い」ということになり︑あまり自信はなかったんですけれども呉羽に行
かせていただいたわけです︒
そういうことで同文書院の呉羽分校の話をせよということなんですが︑なぜ呉羽紡績に同文書院が行った

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

と︑私は今言いました天津の学校を出て上海の同文書院に行ったんですが︑天津時代からちょっと胸をやっ



かと言うと︑呉羽紡績の副社長が書院の先輩で︑そういうこともあってそこに新入生が行かせてもらったわ
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けです︒その頃は終戦のちょっと前で︑ご承知のように食糧事情が悪く︑食堂︵学生も教員も一緒です︶に
行って食事をする時︑入れ物にちゃんと食事が入っているんですが︑我々教員も少し多いのを選んで取って
食べるような状態でした︒呉羽に行ってすぐ︑翌日ぐらいでしたか富山が空襲されました︒従って学生達は
すぐ動員され︑富山に行って空襲の後始末をしたりしましたし︑私は現場には直接行かなかったんですけれ
ども︑富山の側の川の辺では亡くなった死体を焼いたりしておりました︒
ちょうど呉羽紡績には伊藤忠の社長がおりまして︑二回ぐらい私も呼ばれました︒そこでは期間が短かっ

同文書院記念報 VOL. 16  10

◦第６章

たので︑主に中国語をやり︑あとは勤労動員です︒呉羽紡績では翼なんかが木製の飛行機を作っていまし
た︒飛んだわけではありませんが︒八月に陛下の話を呉羽紡績の庭で聞きました︒あまりはっきりは分から
なかったんですけれども︑どうやら戦争が終わるという内容だと聞かされ︑それで我々教員も学生も︑それ
ぞれ自分の郷里のほうへ帰っていったわけです︒しばらく経ってからまた呉羽で学校を開くということで学
生が集まってきたり︑在学途中で兵隊に行っていた連中も帰ってきたりして︑一応解散していたのがまた一
〇月か一一月に呉羽に集まってきたんですが︑マッカーサー司令部のほうから︑同文書院は中国に対して良
くないことをしていた︵「侵略」という言葉は使っておりませんけれども︶という言い方をされ︑結局同文
書院は閉校︑解散になったわけです︒本来の先生方は幸い東京の本部にいくらかお金があったので退職金な
どをいただいたんですが︑私は臨時の教員ですからそういうものは全然いただきませんでした︒
東京に同文書院を経営していた東亜同文会の本部があり︑そこがアメリカ軍に接収されるということがあ
りました︒それは仕方がないけれども︑東亜同文会にかなりの本がありまして︑アメリカ軍は別にそれを無

理に接収しようという意図はなかったようですけれども︑取られてはかなわんというので私なんかも行っ
て︑同文会本部にあった本を︑牧田先生という同文会の監事の方の家に運ぶため︑トラックに乗せるのを手
伝った覚えがあります︒
さっきも言ったように終戦直後に一度解散して︑また集まったんですけれども︑同文書院は良くないとい
うことで結局本格的に解散してしまいました︒呉羽分校では授業も主に中国語だけで︑期間もそう長くな
かったので呉羽の思い出はそれほどないんですが︑伊藤忠兵衛さんも呉羽にちょうどいて︑二〜三回昼食か
なんかに呼ばれたことがあります︒昔蒙古のほうにいて︑商売でいろいろ苦労したというような話をしてお
られました︒
その後はご承知のように豊橋の︑今愛知大学のある予備士官学校のあとが空くので︑そこへ同文書院の代
わりの愛知大学を作ろうという話になりました︒ちょうど神谷龍男先生という愛知県出身の同文書院の先生

すが︑京城帝大から来た先生方はちょうど名古屋大学に経済学部ができることになって︑引き抜かれたと言
いますか︑何人かが名古屋大学のほうに行ってしまいました︒
呉羽に集まった書院生達は︑かなりの者がよその大学に編入されたりしたんですけれども︑よその大学に
いて︑また愛知大学ができるというので︑その大学をやめて愛知大学に帰ってきた人もいました︒ですから
愛知大学は言わば東亜同文書院の後を継いだ大学だということです︒同文書院の先生方︑特に中国語の先生
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できました︒最初は京城帝大とか︑満州国にあった日本のいくつかの大学の学生や教員も集まっていたんで

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

が内地にいましたので︑その方がいろいろ活躍され︑豊橋市も応援してくださって︑愛知大学が今の場所に

成果出版事業◦

方が愛知大学に来られ︑中国研究や中国語教育が愛知大学の中でかなり重点的になったという点もありま
す︒
ちょっと話が短くて終わってしまいそうですが︑あとは何か質問を受けて答える形でやっていきたいと思
います︒
今泉

それでは今のお話を聞かれてご質問のある方︑それからここには同文書院の呉羽分校の方も上海の方

もおられますので︑ぜひご自身の体験も含めてお話し願いたいと思います︒私のほうからも今日資料を皆さ
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んのお手元に用意させていただきました︒時間がなくてまだ目を通されてない方もあると思いますので︑私
から要点だけ説明をさせていただきます︒終わりましたらご質問やご意見ということでお願いいたします︒
最初の資料①の『呉羽物語』
︑これは愛知大学で私の先輩である井上さん︵旧姓藪田︑呉羽から愛大へ来
た︶が︑書院四六期生の専門部の方の出されている文治報に載せたものです︒ご出身が富山ですから非常に
詳しいことが書かれています︒ぜひご覧願いたいと思います︒
二番目の池上先生のものにつきましては︑先生は昔から非常に控えめと言うか︑もっと言っていただきた
いのに押さえてしまわれますので︑ご本人を前に補足というのも変ですけれども︑なぜ同文書院の呉羽の中
国語講師に臨時講師という形で招聘されたか︒先生は同文書院を卒業されてはいないんですが︑日本の学校
であった青島小学校を出てすぐに青島の禮賢中学校︵初級中学と高級中学があります︶という中国の学校に
入り︑それから天津の中日学院に行かれます︒これは同文会の経営する︑中国人を入れる中学校です︒それ
から同文書院へ︒つまり同文書院で中国語を習う前から︑中学生の数年間中国語で勉強されている︒禮賢中

学校当時の思い出は資料④の『大陸に生きて』という冊子︵愛知大学で出しています︶に詳しく載っている
んですが︑これは絶版になっていますので図書館で見ていただきたいと思います︒私はインタビューの聞き
手でした︒また禮賢中学校に行く前︑中国の学校は夏開講で︑日本の小学校が終わるのは三月ですから︑四
〜五か月間︑これまた中国人の家庭教師に付いた︒その教科書たるや「孟子」なんです︒「孟子」の何をさ
れたのかはちょっと分かりませんが︑ご存じの通り「孟子」は日本では︑明治あたりまではともかく︑普通
小学校でやるものではありません︒それを日本人の小学六年生の子に中国人の先生が中国語で教えるわけで
すから大変面白いと言いますか興味があります︒
禮賢中学校の学習は︑これも面白いんですけど試験が文語文なんです︒つまり漢文・文語文で出題され文
語文で解答する︒例えば遠足なんかすると︑それについての感想を記せというので︑池上少年が︑とにかく
漢文で作文する︒天津の中日学院では逆に口語文だったと言っておられますが︑そういう教育を受けられて

その呉羽分校につきまして少し史実的なものが資料②③にあります︒②のほうは『東亜同文書院大学史』
からコピーさせていただきました︒「教授陣は次の通りであった」というところを見ていただきますと︑そ
の最後に「予科講師︑池上貞一︑中国語」とあります︒呉羽では主として中国語は坂本一郎先生︑同文書院
の鈴木先生の次の次におられた方ですけれども︑戦後は神戸外国語大学の学部長で︑神戸外大の中国語科の
基礎は坂本先生が作られました︒それから中ほどにあります山口左熊先生︵中国語︑中国事情︶︒この方は
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萃編を学ばれた︒そういうことがあって呉羽分校の中国語講師として採用されたということです︒

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

同文書院に行く︒一年ちょっとですけれども︑そこで中国語を本格的にと言いましょうか︑同文書院の華語

成果出版事業◦

愛大で昭和三〇年に中日大辞典の編集が始まった時︑鈴木擇郎先生が招聘された方ですが︑ご都合で愛大に
は来られませんでした︒それから池上先生︒呉羽ではこれらの方々が中国語を教えられました︒最近関口さ
んという︑その後愛知大学に来られた呉羽組の方から︑呉羽で使っていた『華語萃編』︑ガリ版刷りの一枚
一枚のペラペラのもので︑持つとボロボロとなりそうなんですが︑これを寄贈していただきました︒私は前
にここで『華語萃編』について報告させていただきましたけれども︑見比べると非常に面白い︒この元に
なったのは昭和一八年︑一九年︵呉羽は二〇年︶の『華語萃編』なんですが︑これとも違う︒そのままガリ
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版で刷ったものではない︒そうしますとこれは私の推測で︑池上先生にお聞きしたいんですが︑あのガリ版
の︑呉羽で使った『華語萃編』を︑坂本先生と山口先生︑池上先生などが手持ちの何年版かの『華語萃編』
を元に稿を起こされたものなのか︒昭和一八年の『華語萃編』がここにあるんですけれども︑それと比べて
も違う箇所があるわけです︒ですからこれは呉羽の坂本先生方が手直しをされたのではないかと︒まだはっ
きりはしていませんので詳しく調べなくてはいけない︒私にとっては非常に面白い研究材料がまた増えたと
いうことです︒
さてこの呉羽分校の経緯につきましては︑先ほど池上先生からも概要紹介がありましたが︑資料③を見て
いただきますと︑呉羽分校長齋伯先生︵学長代理︶のチーム一三名と書いてあります︒これは昭和二〇年に日
本内地にいて入学したものが渡航できない︑上海へ行けない︑それを集めて呉羽で分校を開くわけです︒そ
のための要員として︑すでに本間同文書院学長が上海で二〇年の初めに︑同文会からの連絡もあったかも分
かりませんが分校を開かざるを得ないということから︑二四名の教職員を派遣するという決定をします︒た

だ︑もうその頃︑同文書院の教職員の家族を内地へ引き揚げさせるという方針も︑現地の居留民や軍の意向も
あってか︑非国民扱いにされてなかなか帰国の許可が下りない︒二四名の要員も本間先生が日本軍の南京総
司令部へ行って︑これは特別だからと︑枠外として了承を得たのですが︑それすら全員が日本に派遣できず︑
結局一三名が派遣されます︒それに内地留学でいた神谷先生︑内地におられた池上先生等を集めて︑この名簿
に載っている教職員が分校の教授陣として確定しました︒八月一五日に敗戦でいったん廃校になるわけです
が︑外務大臣に対して東亜同文会からも齋伯分校長からも︑これを再開したいという申し出をします︒外務大
臣 が よ ろ し い と 言 っ て︑同 文 書 院 呉 羽 分 校 が 再 開 さ れ る の が 一 〇 月 一 五 日 で す︒ そ の 間 に 教 職 員 は 先 ほ ど
言ったように一部は帰りますが︑一部はここにありますように教授会︵と言っても一三名しかおりませんの
で実質何名だったか分かりませんが︶から齋伯分校長名で︑資料③のような文章で上申書が行くわけです︒
これが再開要望の五項目ですが︑内容を見ますと非常に意味深いものがある︒とりわけ二においては︑財

い︒肝心の東亜同文会はもう解体寸前ですけれども︒私が一番注目する四では︑同文書院の存在意義を堂々
と述べている︒日本帝国主義の先兵とか︑スパイ学校︵軍探学校︶というような誹謗中傷の類は全く当たら
ないという主張です︒下段で具体的な問題について反論しています︒帝国主義云々というのはむしろ内地大
学にこそ︑その鋒を向けるべきではないか︒つまり帝国大学︵とは書いてありませんが︶に対してそういう
ことを言うべきではないか︒同文書院はどういう大学であったかというのは︑外務官僚を見ても分かる︒大
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出すようにということです︒三の理事選出というのは︑呉羽分校からも東亜同文会の理事を選出させてほし
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政措置を要求しております︒東亜同文会からちゃんと金を送ってくれと︒それから一部退職者には退職金を

成果出版事業◦

使・公使︑つまりキャリア組は数えるほどしかいない︒大部分は現地の中国人と在留邦人とのあいだを円滑
にさせるための領事︑非常に苦しい地方の現場で働く領事︑そういったところで︑外務省に入った同文書院
の卒業生は黙々として働いていた︒それからマスコミ関係は逆に同文書院の卒業生が多く就職していた︒そ
ういう役割をしていたのであって︑同文書院はむしろ自由主義的大学と見られていた︒日本軍当局から︑あ
るいは上海領事部から︑自由主義の温床だと言われて︑居留民団からも非国民と言われていた︒この事実は
支那事変以来︑戦争中に同文書院がどういう対応をしたかということを語っている︒五では︑同文書院は中
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国を対象とする大学であり︑最高学府である︒これは今後も持続されるべきである︒中国国内では無理だと
いうことならば︑後継大学として国内に置くべきである︒以上は『東亜同文会史・昭和編』からの抜粋です
が︑占領下にあって控えめではありますけれども︑主張を堂々と述べた文章ではないかと思います︒
それから資料⑥に︑内地留学中に呉羽分校の教授として︑さらに愛知大学の創設にも活躍された神谷龍男
先生が『愛大通信』に書かれたものを参考までに載せておきます︒
この他︑分校長の齋伯先生から東亜同文会本部︑あるいは本間同文書院学長に出された報告書の生原稿が
大学に残っております︒本間先生が鈴木擇郎先生に預けられた資料が段ボール箱に入っていた︒図書館の成
瀬さんからの連絡で最近になって分かりました︒私が見た記憶のあるのも一つ二つあるんですが︑これをい
ずれ公開したいと思います︒ここにコピーしたもの以外に︑まだ公表されていない貴重なものがあります︒
それに関連して霞山会の三万冊を︑神谷先生の努力によって愛知大学がその後購入し︑今現在霞山文庫と
して所蔵しております︒これに池上先生も行かれているんです︒池上先生はこれについて︑自分も行ったと

いうことを一言書いてはある︒神谷先生のこの文では︑「池上君もおられたということを池上君から聞きま
した」なんて書いてあります︒代弁するわけではないんですけれども︑その後愛大の事務員をされておりま
す大野一石さんも学生として一緒に行っております︒そのことがありますので︑神谷さんの文章もここに載
せておきました︒これは︵二︶がありまして︑
︵二︶では愛知大学の創設時︑とりわけ豊橋市役所関係者と
のやりとり︑当事者としての神谷先生の活躍ぶりが描かれております︒
以上蛇足でありますが補足させていただきました︒では池上先生へのご質問を︒
殿岡 ちょっと今のお話に補足させていただきますけれども︑ダンボール箱が図書館で見つかったというの
は︑今大学誌を作っています加藤先生がいろんな書類を探していらして︑それで成瀬さんが「こんなのがあ
るよ」と図書館から出してくださったんです︒そこに何でそういう重要なものが入っていたかというのは︑
研究館の中に父︵本間︶の部屋がございました︒だいぶこちらへ来られない時がありまして使わなかったこ

した︒
「先生が来ないのに研究室を占領している︒研究室が足りなくて困るので片づけてください」︒そうい
う文面でした︒それで石井先生がいろいろ父の世話をしてくださって側にいた人ですから︑石井さんにそれ
を見せましたら︑「誰にも言うな」と言うんですね︒「先生これどういう人が書いたんですか」︒それが最近
分かったんですけれども︑村長先生でした︒石井先生に「どうしましょう」と言ったら︑「それじゃあ」と
いうことで大慌てで父の荷物を段ボールに入れてどこかに片づけてくださった︒それをどこに置いたかおっ
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知っていてくださる方々ばかりですから申し上げますけれども︑今でも文面を覚えています︒汚らしい字で

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

ともあるんですが︑学内の不思議な方から私のところへ葉書がまいりまして︑ここはたぶん父のことをよく

成果出版事業◦

しゃらないんです︒図書館の中にその段ボールがあったのが︑ほんとに最近分かったんです︒そうしました
ら中に父の研究していたノートや何かも全部入っていまして︑今大学史を調べなかったらそういう重要な書
類は日の目を見ないでずっとどこかにしまわれていたと思いますし︑成瀬さんの熱意がなかったら浮かび上
がってこなかったと思います︒ですからいろんな重要なものは父の研究室にあって︑わけあって石井先生が
図書館へ持っていったということなんです︒まだまだいろんなものが出てくると思います︒
退職金のことなんかが載っていますけれども︑終戦の年の一年間は東京から上海にお金がこないんです︒

同文書院記念報 VOL. 16  1

◦第６章

費用が何もない︒ですから父は東京に帰ってきた時に同文会に行って︑一年分のお金はこちらにプールして
あるわけだから︑それをせめて︑無一文で帰ってらした先生方に退職金であげてくれないかという交渉をし
ました︒野崎先生とか鈴木先生はお古いから五万円ぐらい差し上げられたし︑皆様に退職金として分けられ
たんです︒その時に同文会の理事の方が︑同文書院がみんなお金を使っちゃったということをおっしゃっ
て︑もめたということがあるんですけれども︑父からしてみれば一年分の費用は東京にプールしてあるはず
だと確信していたものですから︒それで先生方には︑小使いさんに到るまで計算してちゃんとお金をお渡し
したそうです︒
司会

ありがとうございました︒今大変詳しいお話を知っている方がいらっしゃったんですが︑どなたかと

いうことをご存じでしょうか︒ご紹介します︒本間先生のお嬢さんです︒
殿岡

ごめんなさい︑殿岡晟子でございます︒

司会

本間先生のお嬢さんですから詳しいんです︒また後ほどいろいろご紹介します︒次の方どうぞ︒ご質

問があったら︒
今泉

呉羽におられた杉山さんとか齋伯さんとか︑ぜひそういう関係者の方から︑質問でもお話でもお受け

したいです︒
司会

ご遠慮なさらずに︒センターとしては去年︑二五期の︑一〇一歳になられる安沢隆雄さんにお話をし

ていただきました︒先だっては四四期の杉山好美さんから︑同文書院の最後の時代のお話をビデオで収録さ
せていただきました︒今日は池上先生から呉羽のお話を聞きました︒現在愛知大学には︑例えば同文書院の
成績証明書のように︑物的に継承している資料がいろいろありますが︑精神的な面でどういうふうに継承さ
れているかということは︑安沢さんのお話︑杉山さんのお話︑池上先生のお話でだいぶまとまるような気が
いたします︒本間先生のご長女殿岡晟子さんが今お話をされましたが︑本間先生が亡くなられて以降︑その
資料がどういうふうに保存されていたのか︑どういうふうに拡散してしまったのか︑大変今になって残念な

着々とその準備をしております︒チームを作って展示の方法や資料の収集に務めておりますが︑今日はこう
いう機会ですから︑本間先生のお嬢さんが持ってきてくださった貴重な資料をちょっとご覧いただいて︑本
間喜一コーナーはどんなものかと皆さんが思い描いていただければありがたいと思います︒これは最高裁判
所の事務総長の辞令です︒そして国会図書館の館長︑それから最高裁のこういう資料も全部展示します︒本
間先生がご次男の昌二郎さんと一緒に上海に行った時に︑お嬢さんの晟子さんに中国はこんな様子ですよ
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一一月三日に愛知大学の全国総会がございます︒そこで本間喜一コーナーというのを作りますので︑今

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

ことがいっぱいあるわけです︒

成果出版事業◦

と︑今で言う絵手紙を書いてくださったものとか︑あるいはお父さんの似顔絵とか︒
それからもう一つ︑これは愛知大学が昭和二五〜二六年頃から︑愛知大学の敷地を国から払い下げてもら
うために五千万︑市町村から寄付をお願いした文書です︒これも展示します︒その時に愛知大学事件が起き
ました︒そして愛知大学はアカだと呼ばれるようになって︑市町村からの寄付金はストップしてしまいま
す︒大変本間先生はご苦労されたと思います︒そういう時の資料︑そしてその次に今度は愛知大学事件の逮
捕状︒こういうものを展示します︒まあこれは大変和やかな︑本間先生の息子さんが小学校一年生の時に描
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いた本間先生の似顔絵です︒それから本間先生が愛大事件について行政管轄委員会の特別委員会に呼ばれて
お話をした︑愛大事件の内容全てが書いてあります︒これも今度展示します︒そして本間先生が愛大の自治
を守る︒学生を守る︒学生を自分の三親等以内の家族だと思って︑必死になって裁判を成功させる︒しかし
学生は本分を忘れるなと言って学生をたしなめた︒そういう資料も展示します︒同時に豊橋市︑あるいは文
化協会としても︑本間先生に感謝状を出して︑いかに豊橋が愛知大学によって軍都から文化の都市に転換し
たかという感謝の気持ちがいっぱい入っております︒これも展示します︒
これはちょっと面白い︒この印籠は紋所はないですが︑本間先生の煙草入れとキセル︒それから実印で
す︒履歴書︑借り入れの保証書までこれを使ったという︑こういうものも展示しまして︑愛知大学の宝︑豊
橋の文化の象徴を表すような本間喜一コーナーを作ります︒これらの集積を︑本間先生の生い立ちの記︑学
究時代︑上海の東亜同文書院時代︑それから最高裁事務総長時代︑そして本間先生の人柄を偲ぶ等︑コー
ナーに分けて展示をいたします︒それもただ愛知大学の目から見たものだけではなく︑豊橋市の美術博物館

館長さん︑副館長さん︑そして主任学芸員にも協力してもらいまして︑立派なものを作りたいと思います︒
そういうことでぜひ一一月の三日を楽しみにしていていただきたいと思います︒
それではまた続いて質問をお願いします︒呉羽時代におられた方はいらっしゃいませんか︒杉山さんは呉
羽に行かれましたか︒杉山さんは豊橋出身︑同文書院の四四期の卒業生で︑この前もビデオで収録させても
らいました︒その時分の上海の様子とか︑同文書院の精神とか︒
杉山

池上先生︑大変よく分かりました︒資料②のところに呉羽に行った人の数が載っています︒四四回生

で三二名行きました︑この中に私も入っております︒合計二四〇名が最終的に呉羽へ行って︑そこでスター
トしようということでした︒私は兵隊に内地で入隊し︑九月に除隊してうちへ帰っていたら︑呉羽のほうで
継続してやるからそちらへ行きなさいというご案内がありました︒そこで布団を一組み作って呉羽へ送りま
した︒行く時はいいんですが︑帰りに無くなってしまった︒向こうへ行って同級の仲間がちょいちょいやっ

生活ができればいいじゃないかということで我慢していて︑食事も充分できていたと思います︒一一月に
行って︑楽しい青春時代が一二月まで続いたわけです︒そのあいだ先生方がいろいろご苦労をなさっていた
ようなことは全然分かりません︒とにかく止めになったよという情報だけしかないものですから︑なければ
帰りましょうということで荷物を全部また送り返したんですが︑特急の汽車の米原辺は大変なところでして
ね︑荷物が無くなって︑うちへ帰っても無いからまた見に行ったんですが︑全然分からない︒米原の辺まで
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先生達のご苦労の内容は全然分かりませんが︑とにかくここはいいところだな︑なんてことで︑ここで大学
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てきまして︑最初は一〇人ぐらい︒二〇人〜三〇人まで確か増えていったと思います︒ごろごろしていて︑

成果出版事業◦

は来たらしいんですが︒私の衣類は終戦直後のどさくさで全部パアになってしまった︒
それはともかくとして上海から引き揚げて︑今度は呉羽から引き揚げて︑やっと帰ってきた次第です︒勉
強していないんですがなぜか情報があって︑先生方のお名前は全部分かっております︒大野一石君は後輩
で︑彼はよくちょこちょこやっていましたね︒先生方の動静は︑池上先生がいらっしゃったのはよく分かり
ませんでしたが︑だいたい懐かしい先生の名前ばかりです︒授業はあまり出たことなくて︑とにかく遊ぶの
に忙しかった︒同級生が来て「よく生きとったなあ」という話ばかりしていて︒そんな思い出があって︑今
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日初めて内幕が分かったわけでございます︒大変参考になりました︒当時学生は授業も一部していました
ね︒僕等はあまり授業に出られなかったと思うんですが︑どうでしょうか︒二か月前後滞在していたんです
けれども︒自由に参加して授業をやったのかどうか︑その辺も記憶にない︒予科専門科主体でやっていて︑
学部のほうはなかったのかも知れませんね︒
司会

池上先生どうでしたか︑授業のほうは︒

池上

授業をやったかなあ︒

殿岡

私の主人の殿岡も呉羽へ行ったのですが︑中国語の勉強はやったと言っておりましたれども︒それも

新入生に教えたと︒
杉山

新入生は真面目にやっていた︒大野一石君たちはやっていたんですが︑我々は威張っちゃって︑遊ん

でいたのかも分かりません︒とにかく先生もスタッフもこれだけ大勢揃っていらっしゃるんですからね︒一
円一億先生︑若江先生︒若江先生のところに行ったかな︒坂本先生も知ってます︒道上先生は柔道部の先生

で良い先生だった︒その後愛大には？ 来なかったんですか︑そうですか︒
殿岡 フェンシングを教えていらした︒
杉山 私も柔道部にいたものですから懐かしいんです︒愛大は柔道着を寄贈しましたね︒柔道部は同文書院
も強かったですよ︒私は一番下のほうにおりましたが︑道上先生は黒帯でやっておりました︒西願寺守君
か︑彼も大変柔道が強くて︒豊橋に来たようですね︒
渡辺

職員になりましたよ︒

杉山

非常に懐かしい思い出が出てまいりました︒感謝申し上げます︒以上です︒

司会

ありがとうございました︒今杉山さんからいろいろ同文書院の呉羽時代のお話を聞かせていただきま

杉山

予科だけ︒卒業証書はいただきましたが︑本当は卒業していない︒

司会

京都大学には無試験で合格︒そういう形で卒業しまして︑中部ガスにずっとお勤めになって︑最後は

常務取締役監査役で地元に大変貢献しております︒ もう一つは愛知大学がお金に困って借り入れをする時
に︑中部ガスの社長の印鑑を杉山さんが持って連帯保証の印を押していた︒
杉山

社長の秘書をやっていましたから当然です︒

司会

まあそういうふうに︑愛知大学と深い関係のある方です︒

杉山

一番大きいのは︑卒業生を私から毎年採用することに決定しまして︑毎年入っております︒それが恩
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返しのつもりでございます︒
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した︒杉山さんは同文書院を卒業して京都大学に行かれた︒

◦ 2718 ◦
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成果出版事業◦

実は昨日おじさんが書院の卒業生という方が見学にいらっしゃいました︒おじさんから東亜同文書院

の い ろ い ろ な お 話 を 聞 い て い た の で︑ 懐 か し く て 見 に 来 た と︒「 で は 見 ら れ て ど ん な 感 じ が い た し ま し た
か︒おじさまは東亜同文書院のことをどんなふうに話されていましたか」という質問をしたら︑「何しろ東
亜同文書院の生徒はよくできたそうですね︒同文書院を不合格になると東大や京都大学へ行った」と︒「そ
うですか︒そういう言い伝えがありますか︒おじさんからそんな話を︒その証明がありますからご覧くださ
い」と言って︑今の杉山さんの︑同文書院の卒業証書︑本間喜一の印を見せてあげました︒そうしたら納得
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しました︒
「やっぱりおじさんの言ったことは本当か」︒その修了証書・卒業証書を持っていけば︑当時東京
大学も京都大学も無試験でフリーパス︒「ウェルカム」と言われたそうです︒それを喜んで見てお帰りにな
りました︒また「在所は九州だから ︑来年あちらのほうでセンターが講演会をやると聞いたら︑親族一同を
︒だから愛知大学の大学史は大変貴重な存在であるということになるかと思います︒
集めようと思います」
続いて質問をお受けします︒まだ先生︑時間はいいですね︑
池上

はい︑いいです︒

司会

今日はご心配要りませんね︒愛知大学ＯＢの田中さんがお迎えに行って︑帰りもちゃんとお送りして

くださる︒だから私達は安心して最後まで先生のお話を聞くことができます︒田中さんありがとうございま
す︒ではゆっくりと︑和気藹々のうちに話題を進めましょう︒はいどうぞ︒
渡辺

私は同文書院とは関係がないわけですが︑愛知大学オープニングの昭和二二年の一月︑愛知大学に来

た限りは中国語を徹底的にやり直そうと思って︑ひょっこり教室へ行ったのが︑実は池上先生の教室でした︒

ところが私が内地で習った中国語は有気音・無気音の区別が完全に言えません︒四声という中国語の抑揚も
全然なってない︒それからいわゆる白話│現代文と言いますか︑漢文をやっていますから読むほうは普通に
できるんですが︑ヒアリングが全然耳に入ってこない︒しかし上海から︑呉羽から集まった同文書院関係の人
がみんなペラペラなんです︒内地で三年やってきた連中なんか全然ついていけない︒どうやってそんな訓練
をされたのか︒学徒動員︑食糧難と学校の存在も危うい中で︑どうして中国語がこんなにまで根付いたのか︒
中国語がだめだからというので私はロシア語に行きました︒初めのうちは岡部先生という先生に付き︑特
殊なロシア語のＡＢＣから始めて勉強していたんですが︑ハルピン学院の生徒が復員して帰ってきて︑今度
は全部ロシア語で授業が始まり︑内地組は全然お手上げで︑だめになってしまいました︒仕方がないからド
イツ語のカンニングをして逃げて学校を卒業したような有様でした︒どうしてあんな混乱の中で有気音・無
気音・ヒアリングをあれだけ訓練されたのか︑僕はちょっと不思議に思うんですが︑池上先生ご苦心談があ

池上 誰か他の方答えていただけませんでしょうか︒
今泉 池上先生は中国人に習っているからちょっとその辺のことは⁝⁝︒同文書院ではどうだったんでしょ
うか︒愛知大学でも教えられるわけですけれども︒
渡辺 いわゆる「上海にカラスが鳴く︒アア︑アア⁝⁝」というやつですか︑実際に富山でもあれをやられ
たのかどうか︒それから私が入学した時に各寮で︑いつも「アア︑アア⁝⁝」やっていました︒

2

殿岡 富山でもやっていたそうです︒

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

れば一つ聞かせていただきたいと思います︒
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成果出版事業◦

杉山

先輩が後輩に教える︒これは書院から受け継いでやっていました︒

渡辺

では愛知大学がオープンした時に朝便所へ行くと︑ウンチでウンウンうなっているような声が聞こえ

て便所が全部占領されていましたが︑あれもやっぱり同文書院の流れですか︒愛知大学が一番初めにオープ
ンした時に︑全寮制を復活するかどうかということで第一回の学生大会がもめにもめたことがあります︒実
際は「アア︑アア⁝⁝」を復元しようと思っていたグループがあったということですね︒とても内地組には
ついていけなかった︒一番初めに池上先生の教室へ行ってあきらめてしまいました︒まあそれは怠け者の学
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生の標本である私の体験談ですけれども︒
今泉

池上先生のように中国人の発音が耳から入って学ぶというのは︑我々普通の日本人にはちょっと無い

ですからね︒先生が書かれていますが「内地から同文書院へ行って︑初めて入った一年生のクラスでこんな
に差があるので」ばかばかしくて︑とは書いてないんですけれども︑非常に真面目にと言うか︑「そういう
ふうにする必要が無かった」と︒
「一年生が終わったら病気になって帰ってしまったから︑自分は同文書院
の正規の教育についてあまり言えないんだ」と書いておられます︒だけどぜひおっしゃってください︒
池上 私は中国の青島というところに小さい時からおりました︒外務省のほうで満州や青島などの日本の小
学校を出たばかりの連中若干名を中国の学校に入れる制度ができまして︑校長の推薦なんかがあって︑どう
かと言うんです︒私は総理大臣が一番偉いと思っていたものですから親父に「中国の学校に入って総理大臣
になれるか」と聞いたら「なれる」と言うもんですから︑それなら行ってみようかと思って︒天津に東亜同
文会の作っている中日学院という︑中国人の入る中学・高校があり︑一人はそこに行きました︒私はちょっ

と体が弱そうに見えたので青島に行けと言われ︑青島で中国の学校に入りました︒ただ行けと言うだけで︑
お金は出してくれましたけれども何も世話はしてくれなかった︒
一種の外務省の留学生のようなもので︑いくらかプライドみたいなものを持っていましたが︑中国語がう
まくなろうという考えは全然ありませんでした︒それでも毎日通っているわけですから少しは聞いたりしま
すが︑やっぱり中国語をやる場合は小学校を出た後ぐらいからきちっと習わないと︑帰れば日本人の社会の
中にいるものですから︑中国の学校へ行ったからと言ってそれだけではうまくならないわけですね︒私は実
は中国の学校に行っておりながら自分の中国語は本物ではなかったと思っています︒むしろ定年後七〇歳ぐ
らいになってからもう一回自分で勉強してみて︑ちょっと自信ができましたけれども︒それまではまあ頻繁
に使う言葉はしょっちゅう聞いているからいいんですけれども︑少し複雑な言葉なんかは特に覚えようとも
思わなかったし︑せっかく中国の学校に行っておりながら実はだめだったと言っていいと思います︒語学と

藤田 呉羽時代の教室は︑工場の中のここでやっていたというのを現地へ行き聞いたことがあります︒今は
東京の音楽大学やの練習室なんかになっている︒でも建物は昔のままでした︒当時はそういう工場の中に︑
書院用に教室をいくつか区切ったりしたんでしょうか︒どんな様子だったんですか︒
池上 あまりはっきり授業のことは覚えてないんですけどね︒
藤田 ものすごく広いところでやったんですか︑あるいは狭いところでやったんですか︒

◦ 2720 ◦
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司会 他にございませんか︒藤田先生お願いします︒
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いうのはそういうものかというふうに︑あとで自分で感じたわけです︒
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期間が短かったせいもありますけれども︑記憶がないですね︒
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成果出版事業◦

ただ食堂に行って︑皿に盛ってあるのを教員も学生も取って食べるわ
けですけれども︑我々もやっぱり︑なるべく大きいのを︑たくさんあ
るのを見ながら取った︒そんなことを覚えています︒
藤田

やっぱり食べることが一番重要だったと︒

池上

伊藤忠兵衛さんと二回ぐらい一緒にご飯なんかを食べさせてい

ただきまして︒
チ ラ シ の こ の 写 真 は 私 が 行 っ た 時 に 撮 っ た も の で す︒ 今 と は

ちょっと雰囲気が違っているかも知れませんけれども︒
池上 いや︑こんな感じです︒
藤田

呉羽校舎

藤田

今は工場の広いのがいいと言って音楽の練習場になっているそ

うです︒歌を歌ったりピアノを弾いたり︒屋根がギザギザになってい
るのが音響にいいんだそうです︒あと東京の東亜同文会へ本を運びに
いった方は何人ぐらいおられたんですか︒
池上

二〜三人です︒初めはそこから出して牧田先生の家へ運んだん

です︒その本はあとで愛 知大学へ︒
藤田

当時東亜同文会にあったそういう図書関係はその時全部出され

たわけですか︒残っているのはなかったんですね︒
池上

たぶんなかったと思います︒

藤田

資料を見ますと︑神谷先生の書かれた文章の中には東亜同文会の前にあった満鉄の東京支社の分はそ

のままだったと書いてありますから︑これはみんなアメリカへ行っちゃったんですかね︒
池上

それは知りませんけれども︒小岩井先生が来られて愛大の責任者になったんですが︑神谷さんがもの

すごく張り切っていて噛みつく︒本間先生はすぐ最高裁のほうへ行っちゃったんですが︑小岩井先生が何と
かしてくれと︒神谷さんは本間先生に言われて東京のほうへ行き︑あとで国学院の先生をなさった︒小岩井
先生が亡くなられた直後に本間先生が神谷さんに︑また愛大︵の客員︶に来いと言ったんですけど︑その
後︑すぐ神谷先生が亡くなってしまいました︒本間先生としては無理に神谷さんを愛大から追い出すような
形で向こうへ連れていった手前があるものですから︑小岩井先生が亡くなってこちらへまた呼び戻したつも

た神谷先生のお力が相当大きかったんですか︒
池上 と思いますね︒
殿岡 神谷先生が見つけてらしたんですよ︑ここが空いてるよと︒神谷先生のお宅は高浜ですから︑ご実家
に帰る時にここを通りますし︒それで名古屋の財務局に行ったら︑今名大からも申し込みがあるので早く先
に申し込めと言って︒便箋も何もないのにどうするんだと言いましたら︑係の方が紙をくださって︑そこへ

◦ 2721 ◦

2

藤田 もう一つだけお聞きしたいのは︑結局愛知大学が豊橋に決まることに関しては︑やっぱり今お話の出

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

りだったんですけれども︒

成果出版事業◦

父がバーッと書いて出したんです︒そのあとに名大で︑ほんとに一足違いなんですって︒ここは進駐軍が
入っていたらしいです︒それが出ていっちゃったあとで︑その受付をやった財務局の係の方が一橋で父の教
えた人だった︒ですから「先生早く︑早く」と︒ほんとにタイミングですよ︑皆様の協力と︒
今泉

さっきちょっと名前が出た大野一石さんが呉羽組で愛大の事務長をやっておられた︒愛知県人会で神

谷先生が高浜の方で︑大野さんが豊橋︒そういう点で大野さんのほうから言えば親しみを感じておられた︒
それで呉羽が解散になって豊橋へ帰ってくる︒池上先生は清算をするというのでまだ浅野庶務課長と呉羽に
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おられたんですね︒大野さんは帰ってこられてからも高浜におられた神谷先生のところに顔を出されてい
て︑同文書院を日本で続ける場合は豊橋のここが空いているという話を持っていかれた︑ということを神谷
さんが書かれています︒神谷さんのほうとすると大野さんとはあまり学生としては親しみがなかったらしい
節もありますね︒他の学生のほうがむしろ親しい関係にあった︒けれどもやはり豊橋のこの校舎に決まった
のは︑神谷先生のところに情報を持っていった大野さんの功績が大きいと思います︒
藤田

さっきの続きで豊橋に決まる前︑呉羽の齋伯先生と本間学長との手紙のやりとりの中で︑最初の頃の

文面を見ていると︑日本へ帰ってからまだ愛知大学という名前ではなく東亜同文書院大学にしようというこ
とだったんですけど︑大分県の別府あたりも候補地と書かれていたんです︒
殿岡

そうそう︑卒業生がいたんです︒それでこっちへおいでと言われて︑あっちもこっちも見たんです︒

でもあちらにすると東京とか名古屋辺の良い大学の先生を講師として使えないわけです︒だからやはりこの
辺のほうが︑私学は文系が無いし︑碁の石を置くのと一緒で︑先生の良いのがいないと大学は生徒が集まら

ない︒坂本先生も大分ですからね︒
今泉 これは『東亜同文書院大学史』でも触れていて︑他にも本間先生が書かれていますが︑新しい大学を
作ろうと一五人が最終的に東京・神田の何とかという旅館に集まった︒永倉さんという別府出身の方がい
て︑大分・別府が有力な候補として出たんです︒別府市長が上京する時︑同文会事務所に立ち寄って売り込
まれたこともあります︒ただそれと並行して︑先ほど言ったように二一年になりますと大野さんが高浜の神
谷さんのところに情報を持ってきます︒五月に東京では新しい大学を作るという話が進行するわけですけれ
ども︑神谷さんのほうはそれとは無関係に︑と言うか本間先生が帰ってこられるのは春ですからそれ以前
に︑神谷さんはお父さんの関係もあって愛知県下に有力なコネを持ち︑どこがいいかとアンテナを張りめぐ
らされていた︒とりわけ豊橋との関係では大野一石さんも有力な情報を持っておられたので︑神谷先生が書
いておられますけれども︑経済的だけではなく政治的にもコネをフルに活用されて︑この豊橋を大分・別府

原本も豊橋の先ほど言いました成瀬さんの方にあるんですが︑神谷さんがどの段階で本間学長とコンタクト
を取られたのか︑それが明らかではないんです︒設立趣意書とかそういう最終的な段階になる前に豊橋が決
定するというのは︑絶対に神谷先生の努力があったからだということは︑客観的な資料もあって述べられる
んですが︑本間先生との間のコンタクトがいつ取られたのか︒
殿岡

殿岡が学生のくせに神谷先生と父とのあいだをすごく行き来したんです︒父は本当にかわいがってま

◦ 2722 ◦
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私が知りたいのは︑本間先生が四月に帰って報告書を出されるというのは『同文書院大学史』にもあり︑
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よりも先に具体的に︑例えば豊橋市長と会ったり踏み込んで交渉されている︒

成果出版事業◦

したよ︑私と結婚するまでは︒結婚してからはあまり良く言わなくなったんですけど︒もううちに入り浸り
でしたもの︒大学を作る時も︑何で一介の学生があんなに動くかと思うくらい︒ですから学校を作る時は先
生方も一生懸命でしたけど学生さん達もみんな一生懸命やったと思います︒
今泉

これは貴重な情報です︒ありがとうございました︒そろそろ時間だものですから︑一つだけ申し上げ

ておきますと︑同文書院呉羽分校というのは︑名前は分校ですが非常に重要な位置を占めています︒その実
態は外務省が許可して呉羽で七月二五日に正式に開校され︑講義が始まります︒一つの資料によれば学生一
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七七名︑教員一三名です︒八月一五日に終戦です︒一六日に休校措置です︒これで約三〇日間です︒学生は
帰省させるということで︑教職員は若干遅れたという説明がさっき池上先生からありました︒一部の者には
退職金か何かそういうものが出た︒それでもう一回東亜同文会宛に学校存続再開の要望書が出される︒それ
が許可され︑外務大臣が了承したのが一〇月一五日です︒そこでまた学生は集まります︒八月一五日以降日
本国内に帰国した者や︑杉山さんのように内地除隊した同文書院の学生がそこに入るわけです︒つまり新入
生と学部生と言いましょうか︑上級生も構成員になります︒一〇月一五日に授業が再開されたと思うと︑一
一月一五日にはもう授業打ち切りです︒三〇日間です︒つまり夏休み前︑敗戦前に三〇日間︑敗戦後に三〇
日間という学校だったんですね︒ですからその中でどういう授業が行なわれたか︑若干の記録はありますけ
れども︑先ほどの杉山さんのお話にもあるように明確な記録は明らでない︒それから池上先生の︑よく覚え
てないというのも︑当時の状況下ではこれまた実によく分かる︒八月一五日という混乱した状況の前三〇
日︑後三〇日ですから︒こんなことを言うこともないんですけれども︑五〇年後の今︑我々がああだこうだ

と言っていても実はよく分からない︒そういうものですね︒
今まとめのようなことを申し上げましたけれども︑実は当初︑今日の資料①にあります井上さんの文章を
拝見しまして︑これは面白いというので︑呉羽のことについてご報告を願いたいと一昨年来お願いしてきま
した︒その後どうも体の調子も悪いということで︑お蔵にしておりました︒その後先ほどの越知さんのお話
で︑藤田さんのほうからぜひ池上先生に呉羽のことについてお話を︑という提案がありまして︑私もそれに
賛 成 し た ん で す が︑ 一 〇 数 年 前 に 池 上 先 生 が 発 表 さ れ た も の で か な り 詳 し い も の が あ っ た り し た の で︑
ちょっと池上先生に申し訳ないなと思いながら︑敢えてこの演題で今日お話を伺いました︒池上先生には休
養中のところ︑無理に出てきていただいてこう
いうお話を伺い︑申し訳ありません︒心からお
礼を申し上げます︒今日は池上ゼミの人達も多

ります ので︑よろしくお願いします︒本日はま
ことにありがとうございました︒
司会

ありがとうございました︒では本日の講

演会はこれをもって終了させていただきます︒
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誠にありがとうございました︒
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数おりますので︑個人的にお話をしたい人もお
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成果出版事業◦
ようやく開校

呉羽物語
さえきまもる

四六期予科

渡航待機中から漸く昭和二〇年七月二五日に至り︑齋伯守分

井上方弘︵旧姓藪田︶

校長︵学長代理︶ほか教職員︵一三名︶と希望に満ち溢れた内
一九四五年︵昭和二〇年︶︑四月同文書院最後の入学生・四
六期︵予科・専門部︶は︑上海組︵上海中学・上海商業・北京

地入学生︵予科・専門部︶一七七名によって呉羽分校が開校さ
れた︒

中学・満鉄派遣等中国で上海の本校に入学した者︶を除き︑同

当時戦時下の事でもあり︑大阪方面から無蓋車に乗って来た

期生のほとんどが渡航出来なかった呉羽組に分かれる結果と

者も居り︵小生もその中の一人︑氷見線から高岡駅で北陸線に

なった︒昭和二〇年四月と云えば︑上海周辺に対する米軍機の

乗換え︑大門・小杉・呉羽と三つ目︶呉羽駅で下車︑プラット

爆撃が激化し︑もう東シナ海は制空権・制海権共に米軍に抑え

ホームの陸橋を渡って駅前に出ると広場左手に木が一本︵先日

られて︑上海

六月下旬に行って見ると大木になっていた︶ポツンとあり︑右

−

長崎間の航路は米軍の潜水艦等によって極めて

手に日通の大きな看板が印象的に目に入った︒駅から徒歩五分

危険な状態であった︒

位の所に正門があり︵元呉羽紡績の厖大な敷地は現在富山市民

分校がなぜ呉羽の地に？

芸術創造センターと︑桐朋学院大学・桐朋オーケストラ・アカ
ね

い

先ず東亜同文書院大学呉羽分校が北陸の地富山県婦負郡呉羽

デミーと︑富山県立呉羽高等学校の三つに区分されている︶右

村小竹︵現在富山市呉羽町︶にどうして誕生したのだろうか︒

手の三階建事務所や︑その他工場も一九二〇年代ヨーロッパで

呉羽分校は旧呉羽紡績︵当時呉羽航空機㈱︶の寮・工場の一

流行したと云われる直線を基調としたアールデコ様式のもので
あ っ た︒ そ れ に 引 換 え 寮 は 大 き い 割 に︑ 元 紡 績 工 場 の 女 子 寮

部を借りて開校された︒
伊藤忠兵衛社長の大建産業㈱︵三興・呉羽紡績・大同貿易が

だったせいか木造二階建の稍々お粗末な感があった︒一階は専

合併して作った大企業であり︑その当時の三興は丸紅・岸本商

門 部 生︑ 二 階 は 予 科 生 が 入 り︑ 小 生 の 部 屋 は 二 階 中 央 に 位 置

店・伊藤忠の三商社合併によるもの︶グループの一つであった

し︑ 畳 敷︵ 何 畳 間 だ っ た か 覚 え て い な い ︶ の 部 屋 に 七 名 だ っ

くぬぎ

呉羽航空機㈱は︑昭和二〇年当時書院生︵七期︶の大先輩功刀

た︒

寅次氏が副社長であった︒三興︑丸紅︑大同貿易︑伊藤忠の上

寮生活は戦時中学徒動員体制下でもあり︑呉羽航空機工場で

層部に書院生が多く︑この様な人脈によって呉羽分校が開設さ

約四時間の作業︑授業は約三時間と云う具合だった︒工場の別

れたと思う︒

棟へは女子挺身隊の女学生も動員されて来ていた︒庭は広々と

して前に藤棚︵現在も富山市民芸術創造センター横に一部残っ

り︑何の気力もなく只呆然と佇む人も見られた︒赤く焼け爛れ

ている︶があり︑小さな池を挟んで八角亭︵現在建直しされ立

た赤ちゃんを背負い泣き乍ら歩き回っている若い母親︑溝に逆

派なものになっている︶があり︑友達同士がよくここで語らい

さ に 填 ま っ て 死 ん で い る 人︑ そ れ は 地 獄 絵 と し か 云 い 様 が な

︵談論風発︶をしていた︒

い︒屍体処理︑焼跡整理︑そして食糧配給︵塩のみの三角おに

寮食堂は幅広い階段を降りて左手方向に︑渡り廊下を工場の

ぎ り 一 人 ニ ヶ 宛 ︶ の 救 援 活 動 を 行 っ た︒ 市 内 は 焼 け 野 原 と 化

方ヘ数十メートル行った所の大きな鉄筋の吹貫風建物だった︒

し︑その中に大和百貨店と北電本社の電気ビルだけがポツンと

入って右手奥に大きな鉄釜が三台据え付けられていた︒云うま

建っていた︒
死

二︑七〇五人

者

︵この中に︑小生家内の実兄が含まれる︶

飯は未だましの方で︑サツマイモの葉︑大豆入りの雑炊等がア
ルミの食器に盛られて左側の大きな食台にずらりと並べられ︑

負傷者

七︑九〇〇人

一緒に並んだ教職員の方も少しでも多く入った盛りの良いもの

罹災者

一〇九︑五九二人

をと手を伸されていた姿は︑今でも目に浮かぶ︒

罹災所帯数

先輩との出会い

に帰り食料を運んできて呉れた人もいた︒菅井君とは工藤先輩

小生の呉羽物語にどうしても欠くことの出来ない人物︑それ

︵詳細 後述︶から紹介状を頂いて会ったので︑すごい同期生が

は四四期工藤昌伸先輩との出会いである︒渡航不能で待機中︑
氷見駅︵富山県氷見郡氷見町＝現在氷見市︶へ出かけると︑突

いるものだと感動し︑尊敬の念を持った︒

然「君︑書院生かね」と声をかけられた︒それは︑小生が被っ

富山大空襲と救援活動
29

一 七 四 機︵ サ イ パ ン 島・ イ ス

』と書いたバッジを見られたか
ていた登山帽に手製の『
らだった︒工藤先輩はご母堂様︵工藤光園︑小原流家元に継ぐ
ナンバー２の方︶と二人で氷見郡藪田村にありご親戚へ東京か
ら疎開して来ているとの事であった︒偶然とは云え︑先輩の疎

街 地 の 九 九・ 五 ％ を 焼 き つ く し た︒ 翌 二 日 学 生 救 援 隊 を 組 織

開先ご親戚の家は︑小生中学生時代の軍事教練指導教官小澤少

し︑呉羽山を越えて連隊橋︵現富山大橋︶を渡り︑市街地での

尉のお宅であった︒
︵当時の配属将校小笠原大尉とは異なり︑

救 援 に 向 う︒ 神 通 川 の 河 原 に は 焼 け 焦 げ た 死 体 が 累 々 と 重 な

穏健な紳士であった︶
︒

29

一九〇機中︶が富

山を襲い︑爆弾・焼夷弾を雨霰の如く投下し一夜にして富山市

レー飛行場配備の米軍第七三航空団所属Ｂ

◦ 2724 ◦
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が︑親分肌の菅井和夫君︵千葉県小見川村︶のように度々故郷

二四︑九一四戸
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近所の農家へ出かけ甘藷を分けて頂く者も少なからずいた

35

でもなく食糧事情は極めて悪く︑サツマイモを刻んで混ぜた御

昭 和 二 〇 年 八 月 一 日 夜︑ Ｂ
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工藤先輩のご好意で︑毎日の様に疎開先である小澤宅へ訪問

上って「這是白薯НЦПАШПв」と答えた︒坂本先生からご

し︑中国語の発音・声調︵四声︶を書院カラス方式︵先輩と一

褒美に貴重な白薯︵サツマイモ︶を頂いた︒授業の合間に「何

対一の指導︶で特訓を受けた︒発音の記号は︑勿論現在の拼音

日君再来」のご指導も受けた︒

ではなく注音符号である︒特訓を受ける場所は小澤家のすぐ裏

この事があってから︑部屋では同僚︵特に年上の静岡県人広

庭の富山湾有磯海に突き出た小さな防波堤の上であった︒這是

瀬君等︶が机と椅子を引張り出して無理矢理座らせられ︑発音

甚麼？︵これは何ですか？︶這是柿子︒這是白薯︒等々簡単な

練習に先輩扱いされた︒中学四年卒業で而も早生まれの小生は

会話もご指導頂いた︒特訓は厳しいの一言に尽きるが︑一生忘

同期生が皆先輩面に見えたが︑広瀬君︑丸山君︑成瀬君︑中谷
君︑佐藤君︑戸郷君の諸君が机の前の畳の上に座り込み︑書院
カラスの真似事をした事が昨日の様に思い出される︒

子』や︑夏目漱石︑長谷川如是閑︑西田幾多郎︑三木清等の文

同室だった丸山武彦君からは︑翌年︵二一年︶一月に︑長野

学書や哲学書の読書の推選を受け︑氷見町立図書館へ出かけ何

の イ ン ド リ ン ゴ︵ 特 大 ︶ の 木 箱︵ 四 貫 目 入 り ︶ が 送 ら れ て き

冊か読んだ︒

て︑家族一同︵特に病気療養中の叔母が涙を流さんばかりに︶

授業再開
終戦と同時に全員帰郷・待機していたが︑一〇月一五日に授
業が再開された︒神谷龍男先生の国際法︑齋伯守先生の漢文︑

感謝して食した︒お礼に氷見の特産イワシの味醂干し等を送り
友情を暖めた︒

寮大会のこと

等 の 授 業 が 頭 に 残 っ て い る が︑ 大 半 が 中 国 語 の 授 業 だ っ た 様

一〇月下旬だったか︵はっきり日時の記憶はないが︶夜寮大

だ︒中国語の授業は池上貞一先生︵後に愛知大学教授︶と坂本

会 が 開 催 さ れ た︒ 寮 大 会 の 目 的 は 何 だ っ た の か 明 確 で は な い

一郎先生︵後に神戸外国語大学教授︶で担当されていた︒

が︑懇親会の意味もあって各県から代表で一人づつ︑歌でも話

坂本先生の授業の時︑最前列の先生の目の前の座席に陣取っ

でも良いからやれとの事︑富山県代表で指名され田舎の民謡を

た︒先生はある日︑突然紙袋からサツマイモを取り出し︑這是

歌ったのを覚えている︒その夜は外地からの引揚げ︑又は復員

甚麼？︵現在は簡体字で这是什么？︶と質問された︒発音・声

した先輩方︵地元新湊出身四三期の明昌保先輩も出席︶も多数

調を中心に習って来ているから︑いきなりの会話質問は全員に

出席されていた︒未だ廃校は決定していなかったが︑書院の将

分る筈はなかった︒然し小生にとっては︑工藤先輩に特訓を受

来についての不安があり︑存続についての話も論ぜられた︒

け た 際 に 習 っ た 数 少 な い 会 話 の 一 つ で あ っ た︒ 手 を 挙 げ︑ 立

終戦後の混沌とした状況下で︑同文書院の経営母体である東

亜同文会は連合国側から厳しい批判の目にさらされ︑先行き不

者からこの企画も大変喜ばれた︒特に四五期の殿岡先輩が翌年

透明で経済的困窮と食糧事情の悪化︑加えて北陸の地での冬越

他 界 さ れ た の で︑ 殿 岡 令 夫 人 に と っ て 最 後 の 思 い 出 の 旅 行 に

しに備えての燃料不足等々難問題が山積で︑結局一一月一五日

なったと︑その後何度もお礼をいわれた︒

で授業打ち切りとなった︒存続への情熱は学生以上に齋伯守分
校長はじめ教職員の方々が東奔西走された事を後日知る事と
なった︒

呉羽四六期大会のこと

寮歌祭のことなど
小生の呉羽物語の続きとして︑寮歌祭に触れておきたい︒呉
羽 で の 生 活 は 僅 か 数 ケ 月 に 過 ぎ な い が︑ 小 生 に と っ て 書 院 生
︵滬友会会員︶としての絆を深く感じ︑全国寮歌祭︵日本武道

一九九一年︵平成三年︶六月一五日︑四六年振りに呉羽分校

館︑日比谷公会堂︶や︑神戸寮歌祭︑仙台寮歌祭にも参加させ

のあった呉羽の地にて四六期の総会︵小生幹事役︶を開いた︒

て頂き︑萩原七郎︵三四期︶先輩︑上海から来られた王宏︵四

出席者は別紙名簿の通り︑四六期三一名と︑滬友会本部副会長

四期︶先輩︑菅野俊作︵四一期︶先輩等数多くの諸先輩方との

大串先輩︵三二期︶等特別参加者九名計四〇名で懐かしく楽し

交流を通じ︑青春の情熱を燃やして︑暴虎馮河の勇を顧みずに

い一時を送った︒富山駅の日通富山支店前で呉羽ハイツ専用送

一途信念に向って突き進んだ先輩達の書院魂を回顧するは︑感

迎バスに乗り込み︑先ず分校のあった東洋紡呉羽工場︵この当

無量であり︑忘れ得ぬ宝でもある︒
ス

ス ホイ

時は呉羽紡績から東洋紡績に変更されていた︶へ出かけ︵当日

尚︑二〇〇二年︵平成一四年︶一〇月二五日︑四四会全国大

は会社休日にも拘らず事前折衝で特別開門して頂いた︶昔のま

会が小生の生まれ故郷氷見の「国民年金保養センターひみ」で

まの正門と右手の三階建事務所︑寮から食堂・工場へ行く渡り

開催された時︑楠瀬勝先輩︵富山大学名誉教授︶から手伝いを

廊下前の藤棚を眺め︑又前庭の八角亭もそのままにあり︑廊下

依頼され︑全国から参加された五二名の先輩方と懇親会や翌日

の扉を開け食堂の鉄筋吹貫風の建物もその奥の大きな鉄鍋もそ

の高岡国宝瑞龍寺︑五箇山・白川郷の世界遺産の見学を通じて

の ま ま に な っ て お り︑ 呉 羽 組 の 連 中 は 皆 懐 し そ う に そ の 前 に

交流が出来︑改めて書院の絆の深さを噛み締めた︒この時芥川

立って四六年前の頃を思い出していた︒木造の寮は取り壊され

賞作家の大城立裕先輩と元毎日新聞論説委員江頭数馬先輩から

ていたが︑礎石がはっきりと分り︑それを踏みしめ︑寮から眺

夫々の自作書を贈られ本当に感動した事を追記しておく︒

めた大木がいまだにすくすくと伸びていて四六年前の我々青年

最 後 に︑ す で に 鬼 籍 に 入 ら れ た 諸 先 生︑ 先 輩 方︑ 同 期 生 の

を迎えてくれている様で嬉しく思った︒翌一六日は大串先輩夫

方々のご冥福を心よりお祈りすると共に︑中国との草の根交流

妻はじめ宇奈月からトロッコ電車で黒部峡谷に出かけた︒参加

に微力を尽くしたい所存である︒

◦ 2725 ◦
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先 輩 か ら 中 国 語 だ け で な く︑ 倉 田 百 三 著 の『 出 家 と そ の 弟
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││││││││
同期︵四六期滬友会幹事︶の嶋田純一君から「実は福原先輩
︵四五期︶から戦後六〇年に当り呉羽分校のことを掲載したい
のでと︑記事を依頼されたが︑俺は上海組で呉羽の事は余り知
らないし︑君は富山の地元でもあり︑四六期の全国総会を呉羽
の地で世話してもらった経緯もあり︑呉羽組として何か書いて
もらいたい︑頼む」と電話があった︒福原先輩の名前を耳にし
て︑小生東京勤務の折︑書院生の溜まり場だった銀座の『つま
み御料』で時々杯を酌み交わした事もあり︑帰宅の際も横浜ま
で一緒に京浜急行で帰ったことを思い出し︑拙文も省みず『呉
羽物語』をお引き受けした次第である︒
︹文治報第二三号︵平成一七年一二月︶より︺

資料②

東亜同文書院大学及北京経済専門学校内地開講の件

︶呉羽分校開廃の経緯
募集セル末渡航ノ新入学生約一八〇名ヲ主トシ︑之レニ内地

会社︵旧呉羽紡績︶の工場と宿舎を借用して開校することとな

滞留者並ビニ内地ニ於テ復員セルモノ等一二〇名ヲ加ヘ総計

り︑当時内地留学中であった神谷龍男︵二九期︶︑石川正一教

約三〇〇名︑至急各所属学校ニ復帰セシムベキ筈ニ有之候へ

授 が 開 設 準 備 に 当 た っ た が︑ そ の 整 備 を ま ち︑ 昭 和 二 〇 年 七

共︑現状ノ下ニアリテハ到底実現困難ナリ︒サレバトテ此レ

月︑上海から分校長斎伯守教授ほか一三名が着任し︑新入学生

等ノ学徒ヲ無為ニ過サシムルコトハ好マシカラザルニ付

一七七名を収容して開校した︒課業は︑学徒動員体制下にあっ

キ︑先ニ勤労動員ノタメ出動セル富山県婦負郡呉羽村所在ノ

たから︑午前・午後の二班に分け︑学科授業三時間︑工場勤労

呉羽航空機株式会社ノ工場ヲ借リ受ケ之ヲ収容シ︑幸ヒ教員

四時間の割合で行ったが︑中国語の学習は毎週十時間の課程を

ノ内地ニアルモノ二十余名ヲ以テ不取敢来ル十月十五日ヨリ

守った︒

開講致度候間︑御認可相成度此ノ段奉申請候︒

八月一日︑呉羽とは神通川を挟んで隣接する富山市が空襲に

一〇月一五日︑この日は裏日本には珍らしい好天気で︑地元

より潰滅︑呉羽工場にも爆弾数個が落下したが︑幸い教職員・

官民の参列を得て開校式を挙行した︒当日までの復帰学生数は

学生に被害はなかった︒翌二日︑学生救援隊を組織して富山市

五五名︑翌一六日には一二〇名に増加したが︑この中には復員

へ 出 動︑ 屍 体 処 理︑ 焼 跡 整 理︑ 羅 災 者 へ の 食 糧 配 給 等 に 従 事

した先輩学生の姿も見られ︑二〇日には一五八名に達した︒

し︑市民から感謝されたが︑一五日終戦︑このため一六日から

教授陣は次の通りであった︒

休校してとりあえず帰郷待機する方針をとり︑一九日までに学
生全員が帰郷︑二〇日には教職員も呉羽を後にした︒
︻分校の再開︼ 敗戦により母校の存続は不明となったが︑斎
伯分校長は呉羽分校の再開を強く期待し︑同文会津田理事長に
対して母校の内地移転存続の必要性を訴えた︒九月二〇日︑同
文 会 は 呉 羽 分 校 を 一 〇 月 一 五 日 よ り 再 開 方︑ 主 務 官 庁 外 務 省

学

部

教

授

斎伯

守

学長代理兼予科
長代理

同

坂本一郎

専門部長代理

同

太田英一

教務課長

中国語︵時局講座︶
経 済 原 論︑ 英 語︑
時局講座
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︵外相吉田茂︶に次の通り申請し︑認可を受けた︒

倫理
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本会経営東亜同文書院大学及北京経済専門学校ハ︑本年新ニ

呉羽分校は︑富山県婦負郡呉羽村小竹所在の呉羽航空機株式
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教務課

同

石川正一

会計主任

経済政策︑英語

同

一円一億

専門部教務主任

法学通論︑政治

同

神谷龍男

研究部長代理

国際法︑特別講義

同

大木隆造

学生・生徒主事

同

山口左熊

同

中国語︑中国事情

若江得行

予科教務主任

英語︑英会話

同

桜川影雄

学生課長

哲学

同

五味

教務課

教

授

同
予

科

講

師

一

小橋嘉平

学生課事務主任

道上

学生・生徒主事

伯

池上貞一

期別

学

部

予

科

専門部

合

計

三回生

六

―

―

六

四回生

一四

―

―

一四

五回生

三二

―

―

三二

―六回生

一〇 二回生

一四

二四

―七回生

九六 三回生

六八

一六四

八二

二四〇

総計

五二

一〇六
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科
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同

予

事

43

幹

44

広江貞助

専門部教授

45

学部助教授兼
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学生の帰郷は一一月二〇日にはおおむね完了したので︑同日
開催の教授会において︑今後の問題につき種々協議が行われた
が︑結局は見通しが立たず︑ただ一方的な期待感に終始する中
中国語

で︑内地における書院大学復活の候補地として︑福岡県糸島郡
小富士村にある海軍航空隊跡の払い下げ︑あるいは貸与が真剣

︻分校の閉鎖︼ しかしながら︑分校経営の前途は︑母体であ

に討議された︒

る同文会の先行きについての見通しは立たず︑外務省の指導方

一二月六日︑占領軍総司令部︵ＧＨＱ ︶より大規模な戦犯容

針も不明であって︑経営財源の確保は見込みのないことが明ら

疑者の指名と逮捕令が出された︒その中に同文会長近衞文麿公

かとなり︑絶望視されるに至った︒教授会は︑現地における食

の名も含まれていたので︑斎伯分校長はただちに上京したとこ

糧事情や冬季の燃料不足から生ずる経営難をも勘案し︑ついに

ろ︑外務省当局より同文会並びに同文書院大学の存廃に関し重

一一月一五日をもって授業の打ち切りを決議︑その旨を学生に

大な内示を受け︑また︑同文会からは呉羽分校の閉鎖につき最

通達した︒この時点の在学生数は二四〇名で︑その内訳は次の

「本学の閉鎖は
終的な通告を受けた︒よって︑全学生に対し︑

通りであった︒

いまだ正式な決定発表なきも︑廃校は確定せる運命なれば︑各
自必ず転入学の措置を採られたし︒なお東亜同文会の本部たり
し霞山会館は進駐軍に接収され︑一二月一五日より神田の日華

学会に移転」した旨を通告した︒
一二月二五日︑斎伯分校長は︑校舎の所有者大建産業の伊藤
忠兵衛社長あてに呉羽分校閉鎖の経緯と会社の厚情に対する深
甚な謝辞を述べた挨拶状を送付︑その後の残務整理は池上講師
︵四〇期︶︑および浅野庶務主任が担当したが︑昭和二一年二月
一〇日︑すべての清算事務を終え︑一時は書院存続希望の種で
もあった呉羽分校は遂に解消した︒
︻霞山文庫の図書確保︼ これより先に︑分校の閉鎖が決定し
た一一月︑同文会所有の霞山会館が進駐軍に接収される情報が
伝わり︑教授会は同会館霞山文庫所蔵の約四万冊の貴重な文献
を確保するため︑神谷教授︑浅野研究員両名を急遽上京させ︑
同文会牧田武常務理事諒解の下に︑同会職員村上計二郎・佐藤
義雄ほか数名の献身的協力を得て図書全部を成城学園の牧田常
務理事宅に搬入した︒この措置により︑霞山会館は一二月一五
資料②

日進駐軍に接収されたが︑霞山文庫の図書は無事難を逃れ︑後
日愛知大学に移譲買収されて同大学設立に大きな役割を果たし
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︹『東亜同文書院大学史』より︺
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資料③
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金ヲ此際確立シ置クベシ︒従来満鉄ヲ初メ外地関係会社等ヨ

2
−
15
−
3

東亜同文書院内地開校の要望︵昭
和二〇年一〇月︶

リ派遣セラレ居ル給費生︑或ハ戦災ニ依リ父兄ヲ喪ヒ︑或ハ
ソノ家計ニ子弟育英ノ余祐ヲ失ヒタル私費生ニ就テモ亦同様
ノ用意ナカルベカラス︒事変以来大陸ニ起居シテ貴重ナル思
索ト体験トヲ重ネ来レル教職員︵及ソノ家族︶ニ就テ︑蔵書

東亜同文書院大学要望覚書五項目ノ件

其他ヲ上海ニ置キタルマヽ内地ニ赴任シ居ル者︑及現ニ困難
昭和二〇年一〇月二九日

ナル事情ノモトニ上海ニ在リテ将来帰航スベキ者ニ対シテ相

東亜同文書院大学分校学長代理

斉伯

守

財団法人東亜同文会長
公爵 近衞

文麿

ソノ何レニセヨ国家ヨリノ補助金ニシテ当然本学ノ為メニ
殿

今般東亜同文会ノ改組断行サルヽ由仄聞致候ニ就テハ︑東亜
同文書院大学ノ意向ヲ伝達致シ之ガ具現ノ一日モ速カナランコ
トヲ期シ度ク︑茲ニ左記五項目ノ覚書ヲ提出致シ御考慮ヲ相煩

充当セラルベクシテ未ダ現地ニ送金サレズ従ツテ費消サレザ
ル金額少カラザル今日︑一応之ヲ学校経営ノ基金トシテ別途
ニ確立シ置クコトヲ喫緊事トス︒
右ニ「一応」ト言ヒシハ︑文化国家平和国家ノ建設ニ当リ
テハ︑今後︑本大学ノ如キニ対シテ国家又ハ民間ヨリ一層ノ

一︑本学ノ方針

財政的援助アリテ然ルベシト考ヘラルヽニヨル︒
三︑理事選出ニ関スル要望

本学トシテハ現ニ分校ニ集合シツヽアル本年度新入生︑内

更ニ︑新理事会︵中枢機関︶ニ対シテハ本学教職員ニシテ

地復員学生︵約三百名︑明春五百余名トナル見込︶ノ授業継

唯一人ノ理事モ選出シ居ラレザル今日︑少クトモ一名ノ理事

続︑将来大陸ヨリ帰還スベキ外地新入生及復員学生ヲ温ク迎

ノ 内 地 在 住 教 職 員 中 ヨ リ 選 任 サ ル ヽ コ ト 当 然 ナ リ ト ス︒ 然

フベキ母校ノ存続ニ最モ重大ナル関心ヲ有ス︒

モ︑時代ノ新動向ニ応ゼン為メニハ別ニ若干名ノ本学ヨリノ

ニ︑応急処置
右ノ見地ヨリ分校ノ存続発展ニ飽クマデモ邁進努力スベ
ク︑今後ニ於ケル財政緊縮ノ為メニ府県費制度ノ実施ガ万一

参加者ラモ増員スベク︑更ニ大学教育ニ理解アル新時代人ノ
一般又ハ常務理事ニ新任サルヽコトヲ要望ス︒
四︑本学存続ノ意義

犠牲ニ供セラルヽガ如キコトアルモ︑府県ニ代リテ広ク全国

本学ノ性格ニ関聯シテ新事態ニ即応スルタメニハ宜シク解

ヨリ優秀ナル学徒ヲ募リ之ヲ給費生トシテ教育スルニ足ル資

消スベシトノ論モ一部ニ生ジツヽアルヤニ仄聞スルモ︑ソノ

論ノ当ラザルコト最モ甚シ︒

トシテノ監視ヲ日本軍務当局ヨリ受ケ来リタルコトハ悲シキ

或ハ軍探学校視サレ或ハ日本帝国主義ノ大陸進出ニ人材ヲ
供給シタルノ故ヲ以テ解消ヲ主張スル論者アリトセバ︑吾人

事実ナルト同時ニ︑一般国民ニ︑又中国人ニ特ニ理解ヲ迫リ
タキ事実ナリ︒

ハ従来ノ日本ノ支配者ノ下ニ如何ナル機関ガソノ権力的利用

固ヨリ本学ノ努力足ラザリシ点モ少カラザルベシ︒省ミテ

ヲ免レ得タルヤヲ逆問セザルベカラズ︒軍探学校視サレタル

忸怩タルモノナキニ非ズト雖モ︑翻ツテ考フルニ︑諸種ノ外

ハ︑本学ガ偶々大陸ニ存在セシ為メ右ノ利用ガ中国側ニ直接

的制約ノ取払ハレタル今後コソ本学ガソノ使命トスル所ニ自

触目サレタルニ過ギズ︑本学本来ノ使命ガ日華輯協ニ在リ中

由闊達ニ邁進シ得ル時代ナリト信ズ︒単ニ語学ヲ教フルニ止

国事情ニ対スル不偏ノ理解研究ニアリタルハ︑本院卒業生ニ

ラス︑単ニ学理ヲ授クルニ止ラズ︑更ニ隣邦各般ノ事情ノ教

知己ヲ有スル中国人ノ進ムデ認ムル所ナルベシ︒事情ハ在華

育研究ニ専任スル最高学府トシテノ本学独特ノ存在ハ︑仮令

欧米宗教︑教育機関ノ一般ニ就キテモ略同様ナルコトヲ敢ヘ

不幸ニシテ現地存続ヲ認メラレザルニ至ルコトアリトシテ

テ付言スル要モナカルベシ︒

モ︑毫末モソノ意義ヲ喪失セルモノニ非ズ︑タヾ従来官庁ヨ

日本帝国主義ノ大陸進出ニ人材ヲ供給シタル非難ニ至リテ
ハ︑寧ロ内地大学ニソノ鋒ヲ向クベキナリ︒蓋シ書院ノ卒業
生ハ従来長ク所謂学生様タル官僚幹部ノ下ニ手足ヲ伸バシ能

リ強制セラレ誤解ヲ招キ易キ字句等ヲ学則ソノ他ヨリ抹殺ス
ルコトハ当面ノ急務ナルベシ︒
五︑今後ノ対策

ハ ザ リ シ 実 状 ニ 在 リ タ ル コ ト 周 知 ノ 如 シ︒ 右 ノ 非 難 ニ 反 シ

今ヤ時局ノ推移事象ノ変化予断シ難キモノアリ︒書院ノ現

テ︑中国ヲ愛スル者中国ヲ知ル者トシテ本邦ニ於ケル対華与

地存続ハ或ハ不可能ナラムカヲ恐ル︑宜シク一日モ速カニ内

論ノ啓蒙是正ニ重大ナル役割ヲ果シ来リタル評論家ナドノ殆

地移存ノ大計ヲ確立サレ︑基金ノ設定︑校舎ノ選定等ニ邁遺

ド全部ガ書院出身者ナルコトハ大新聞社ノ東亜関係記者ノ陣

漏ナカランコトヲ期セラレタリ︒本学モ亦ソノ要請ニ応ジテ

容ヲ一瞥シテ明白ナルベシ︒

全面的革命ニ着手スル用意アリ︒

以

上

最近ニ至リテモ支那事変以来本学ガ大陸ニ在リナガラ特ニ
︹『東亜同文会史・昭和編』より︺

目醒シキ活動ヲナサザリシ事実ヲ以テ本学ノ無能無力ノ証左
トシ進ンデ無用論ヲ唱フルガ如キ者アリトセバ︑却テカヽル
事実コソ本学ガ困難ナル事情ノ下ニアリナガラ克ク大学トシ
テノ自由ナル立場ヲ可能ナル限リニ於テ堅持シ得タル何ヨリ
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ノ証明ナリト答ヘザルベカラズ︒本学ガ「自由主義ノ温床」

資料③

書

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

申上候︒
覚

応ノ方途ヲ確立シ置クコト緊急ナリ︒
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資料④

池上貞一先生略歴

ていいち︶

一九一八︵大正七︶年八月二〇日

愛知県に生まれる︒

一九四二︵昭和一七︶年三月

東亜同文書院大学予科二年中退

一九四四︵昭和一九︶年一月

日本医療団大府荘嘱託︵四五年六月まで︶

一九四五︵昭和二〇︶年七月

東亜同文書院大学臨時講師︵四六年一月まで︶

一九四六︵昭和二二︶年九月

愛知大学予科講師

一九六一︵昭和三六︶年四月

愛知大学教授︵法経学部︶

一九六四︵昭和三九︶年八月

イギリス留学︵六五年一月まで︶

一九七六︵昭和五一︶年七月

図書館長︵八〇年九月まで︶

一九八五︵昭和六〇︶年五月

中国学術交流委員会委員長︵八八年七月まで︶

一九八八︵昭和六三︶年七月

中国留学︵八八年一〇月まで︶

一九八九︵平成一︶年三月三一日

定年退職

四月

一日

禮賢中学入学の時昭和６年９月

池上貞一︵いけがみ

名誉教授

池上貞一氏に聞く

けですね︒工場に行ってやるよりは︑まだその方がいいんじゃ
ないかと思って︑それで呉羽に行ったんですよ︒しかし中国語

池上 ずっと体をこわしていたというような事情があってね︒

も非常に初歩的なものでも︑教えるとなると︑ただしゃべって

中国人の中にいたし︑四六時中中国語を聞いているから︑慣れ

いるのとは違ってガッチリと理解していなければ駄目ですね︒

はあるけれどもね︑自分から︑うまくなってやろうという大志

それから発音なんかも︑きっちりやっていなかったからね︒慣

がなかったからね︒萃編の中には難しい単語やら知らないのも

れてはいてもね︒

あどっちかというと︑はりきって来たわけだし︑一生懸命覚え
ようとしたからね︒まあ︑そういう連中から見るとそういうこ

──そうすると︑そのままで終戦ですか︒
池上

そう︒呉羽で終戦を迎えました︒

──帰国︑療養されて⁝⁝︒

と言えるんじゃあないかな︒ただぼくなんかも軽く見ていたと

池上

は思うけれども︒しかし︑私の場合は最初にガッチリやってい

も︑ 私 が 療 養 所 に い る 時 に︑ 父 が 休 学 延 期 願 で も 出 し た の か

ないわけだ︒基礎をね︒

ぼくは別に同文書院をやめるつもりはなかったけれど

な︒ あ れ︑ 休 学 に も 期 間 が あ る で し ょ う︒ 二 年 と か な ん と か

昭和二〇年の終戦の年ね︒あの国際法の神谷先生が︑ちょう

ね︒そんなこと︑ぼくはなにも知らなかったし︑父がたぶん出

ど内地に帰っていてね︒昭和二〇年の新入生は︑船がなくて現

したんだと思いますよ︒そしたら︑そのころ︑本間喜一さんが

地 に 行 け ん も ん で す か ら ね︒ 内 地 で︑ 勤 労 動 員 で 呉 羽 紡 績 に

学長になっていてね︒ぼくは見たこともない本間学長の名義で

行ったわけですが︑本間さんから神谷さんが勤労動員隊の隊長

除籍を命ずるという辞令が来ましたよ︒二年経っても復学しな
なかったからね︒だから一年行って休学し︑除籍になって︑そ

彼が︑内地で療養したことを知っていて︑ぼくが天津中日学院

の後で同文書院の非常勤講師をやったわけです︒それから終戦

卒 業 で 当 然 中 国 語 が う ま い と 決 め て か か り︑ 神 谷 さ ん も そ う

になって家に帰りましたが︑九月ごろにまた呉羽に復員した書

思っていて︑それで中国語の教師を︑私にやってくれんかって

院生や新入生が集まり︑そこでまた三か月ぐらいいたかな︒

の嘱託をやめたわけですよ︑工場にでもいいからと︑あてはな

池上

そう︒呉羽に行ってすぐ終戦になって︑で一度帰郷︑ま

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

いので︑除籍にしたんでしょうね︒こっちも︑それどころじゃ

いんだけどね︒やめて家に帰ると間もなくそういう話が来たわ

た 呉 羽 で 同 文 書 院 を は じ め る ん だ︑ そ れ で 来 い と い う 連 絡 が
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になれって頼まれたのですね︒そしたら私より少し後輩の愛知
県人の書院生がやっぱり体を悪くして帰っていましてね︒その

資料④

たくさんあるわけですよ︒ところが天津から来た他の連中はま

いうわけでね︒ぼくも︑療養所にいつまでおっても︑きりがな
いからね︒少しお国のために働こうかと思いましてね︒療養所

──一九四〇年にお帰りになってからずっとそのまま︑日本
で︒

◦ 2729 ◦

あって︑また行きましたが︑そこで解散になったわけです︒
──呉羽には︑かなりいたわけたですか︒

成果出版事業◦
たわけです︒
──豊橋に大学ができるっていう時に︑先生はなにか関係が

池上 いや︑あまりいないですよ︒あの︑八月の終戦直後に︑

⁝⁝︒

一度呉羽から引き揚げたんですよ︑それで︑復員した学生なん

池上

かが集まってきたからね︑またやるんだってね︒それから若干
先生も増えてね︑中国から帰ってきた先生もいるから︒
──呉羽には学生は︑相当おったんですか︒
池上

──偶然に自分の故郷っていうか︑そこに愛知大学ができた
ために︒
池上

一 〇 〇 名 以 上 は い た で す ね︒ あ っ そ う か︑ も っ と い た

いや︑関係していない︒

そうです︒神谷龍男さんが愛知県にいて︑ここに予備士

官学校の跡があるということを本間さんや小岩井さんに伝え︑

か︒最初は同文書院の予科と専門部の一年生で二五〇名ぐらい

両先生のもとで神谷さんが馬車馬的にがんばっていたんです

でしょ︒それから北京経済専門学校が全員だったか︑とにかく

ね︒

一〇〇名くらいいたかな︒それぐらいいたですよ︒一度終戦で
帰郷し︑それで同文書院だけ︑またやるんだといって︑先輩で
復 員 し て き た 連 中 も 集 ま っ た り し て︒ あ れ は︑ 九 月 か 一 〇 月

──小岩井先生は︑先生が書院に入学された時は︒
池上

いなかった︒

──教員じゃなかったんですか︒

だったかも知れません︒それから一二月ぐらいまでやって︑そ

池上

れで解散させられたのかなあ︒

だから愛知大学ができるまでは知らなかったんです︒
池上

富山県︒

若江得行先生が同文書院へ赴任する時は︑ぼくと一緒で
さい き

した︒斉伯さんのお父さんもね︒

──それは動員されて⁝⁝︒
池上

まだいませんでした︒本間さんも小岩井さんも︒ぼくは

──昭和一六年以降っていうわけですね︒

──呉羽って場所はどこですか︒
池上

え え︑ 呉 羽 紡 績 に は 同 文 書 院 の 先 輩 が い て︑ 副 社 長 を

──先生が入学される年に⁝⁝︒
池上

やってたんです︒そういう関係で︒

ええ︒同文書院に赴任されたんです︒
︵このインタビューは︑一九七六年三月に行った︶

──それから︑どうされたんですか︒解散になって⁝⁝︒
池上
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マッカーサーの命令で解散になって︑それで代わりに今
︹『大陸に生きて』︵池上貞一先生に聞く︶より︺

度は豊橋に愛知大学ができることになって︒中国語の教員が︑
三 名 要 る の に︑ 尾 坂 君 も 来 る 予 定 だ っ た の が︑ 法 政 大 学 が 決
まったもんだから一人空いてしまってね︒それで︑私が拾われ

資料⑤

もその方が長所を生かすことになると思い︑書院大学予科の非

︵一︶呉羽時代

常勤講師になることになった︒
法経学部教授

池上貞一

わたしは昭和六年三月︑中国の青島にある日本小学校を卒業
し た が︑ そ の 時 点 で︑ 外 務 省 は 少 年 の こ ろ か ら 中 国 の 学 校 に

わたしに課せられたテーマは︑愛大初期のころの思い出を書

入って中国をほんとうに理解する人間を養成しなければならな

けということであろう︒ところで愛大創設には︑上海東亜同文

いという主旨で︑外務省文化事業部第三種補給生という「少年

書院大学を敗戦後の日本内地で再開しようとしたことが駄目に

留 学 生 」 制 度 を 設 け︑ わ た し は そ の 第 一 期 生 と し て︑ 同 年 九

なった結果︑それに替わるものとして設立されたという経緯が

月︑青島の禮賢中学校︵四人組一派の康生︑南開大学外事処長

ある︒そこで書院の内地での再開の準備的役割の一端を果たし

も同校出身︶という中国人の中学に入学した︒その年九月に満

た「呉羽時代」のことについて若干の思い出を記させていただ

州事変が始まったために︑わたしは同校で中国の海軍士官から

きたい︒それは︑呉羽がわたしの愛大に奉職するいとぐちにも

毎日のように軍事訓練を受けるはめになった︒

大府の結核療養所︵後の二年は嘱託として勤務︶を出て︑豊橋

会の経営する中学︵初級三年︑高級三年︶で︑中国人学生のほ

の実家に帰ることに決めていた︒ところが︑その二〇日未明︑

かに若干の日本人留学生︵文学部非常勤講師の尾坂徳司氏もそ

豊橋は大空襲を受け︑市街のほとんどが灰燼と化した︒もう実

の一人︶がいた︒東亜同文会は同文書院大学のほかに︑天津中

家も焼けてしまったのではないかと思いながら︑当日午後四時

日 学 院︑ 漢 口 の 江 漢 中 学︵ 故 若 江 教 授 も 書 院 の 前 は 同 校 に い

ごろ︑わたしは豊橋駅に着き︑一面焼野が原で方角も定かでな

た︶
︑終戦の年には北京工業専門学校︵文学部の川越教授の前

く︑地面がまだほてっている道路をさまよって︑焼け残った実

任校︶を設置して経営していた︒

家に幸いにも辿りつくことができた︒

わたしは中日学院の寄宿舎に入ると︑すぐに結核に感染し︑

わたしは軍需工場にでも働きにいこうかと思って療養所を辞

爾来三十数年間︑体が本調子ではなかった︒昭和一二年には盧

めたのではあったが︑帰宅後間もなく︑書院の新入生が渡航の

溝橋事変が勃発し︑もともと中日学院を終えて中国の大学に学

船が相次ぐ撃沈でなくなって上海に行けず︑富山県の呉羽紡績

ぶ予定であったが︑外務省の意向で東亜同文書院大学への入学

で勤労動員に参加することになったが︑中国語教師がいないの

を指示された︒その上海では再び胸が悪化し︑帰国して大府の

で来てくれないかという連絡を受けた︒わたしは軍需工場より

療養所に入ったのであった︒

◦ 2730 ◦

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

月には天津の中日学院に転校した︒同校は書院と同じ東亜同文
資料⑤

その一年半後に︑父親が内地に帰国したために︑昭和八年九

昭和二〇年︑敗戦の年の六月二〇日に︑わたしは五年間いた
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なったからである︒
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話を元に戻し︑昭和二〇年七月初旬ころだったろうか︑呉羽

以上が呉羽時代の前半であるが︑同年一一月初めごろだった

紡績には書院予科︑専門部︑北京工専の内地で入学した一年生

か︑呉羽で書院を再開するから出てこいという知らせを受け取

︵現地で入学したものを除く︶二百数十名が全国から集まっ

り︑わたしも再び呉羽に出かけた︒呉羽には書院の予科と専門

た︒隊長は書院の神谷龍男教授︵本学の創設に参加︑一時は国

部の一年生のほかに︑軍隊から復員してきた上級生もかなり来

学院大学に行かれたが︑再び本学客員教授になられ︑昭和五七

ていた︒学長代理には斉伯守教授︵後に愛大予科教授︑逝去︶

年逝去︶であり︑浅野巧美さん︵本学の最初からの庶務課長︶

がなられ︑ほかにも復員または帰国した教師一〇名前後が来ら

が事務責任者であった︒少し遅れて若江得行教授も来られた︒

れ て い た︒ 授 業 は あ ま り や ら れ て い な か っ た よ う に 記 憶 す る

学生も教職員も全員が呉羽紡の寮に宿泊した︒同工場ではベニ

が︑神谷教授は「支那研究部」の部屋を設け︑そこには大野一

ヤ板を用いた木製戦闘機を試作中であった︒中国語の授業を少

石君︵現教務課長︶や愛知県人の学生がたむろしていた︒一二

しやったほかに︑学生たちは仕事の手ほどきを受けていた︒当

月のいつのことだったろうか︑東亜同文書院大学の存続を認め

時は食べ物が極端に不足していたが︑工場の近くに一軒だけ小

ないというマッカーサー司令部の通達を呉羽のわれわれも知っ

料理屋があり︑呉羽に滞在していた伊藤忠社長の伊藤忠兵衛氏

た︒こうして一二月の二〇日ころだったか︑呉羽に結集した書

が二︑三度招待してくれたことがあり︑忠兵衛氏がその昔中国

院の教員も学生も呉羽を後に再び郷里に帰っていった︒そのこ

の奥地にまで商売に出かけた話を聞きながら︑牛肉などの料理

ろ︑東京の東亜同文会の建物である霞山会館︵それを壊して︑

をごちそうになると︑とたんに元気が出たことを思い出す︒ま

いまの霞山ビルが建った︶が米軍に接収される知らせが来たの

た富山市空襲の翌朝︑神通川の川辺の砂上での死体焼却の煙を

で︑その際︑霞山文庫︵愛大創設時の蔵書となる︶を取られな

横に見ながら︑トラックで富山市の清掃に出かけたこともあっ

いように疎開させるために︑神谷教授に同道して大野一石君や

た︒学生の一人︑二人が工場内にあった固型葡萄糖を失敬した

わたしも︑呉羽紡で用意してくれた大量の片面印刷された大版

ことから︑工場駐在の軍人数名が怒鳴ってきたのに対し︑神谷

のザラ紙を包装用に持参して東京に赴いたのであった︒
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◦第６章

教授が負けずに怒鳴り返して︑相手をたじろかせたことも思い
出される︒八月一五日の陛下の放送をわれわれも工場の広場で

︹愛知大学通信第四六号︵昭和五九年一二月一〇日︶

拝听し︑聞き取れなかったがどうやら戦争が終結したらしいこ

「私の追憶」より︺

とを知った︒伊藤忠兵衛氏が途中で困った時には物々交換に使
えといって学生の一人一人にくださった綿糸二︑三束を有難く
受取り︑学生たちは郷里に帰っていった︒

資料⑥

替で屋根に見張りを出していたが︑西の空に金属性の音がきこ

愛知大学創設前後 一
(

)

法経学部教授︵兼任︶神谷龍男

えてきたと知らせてきた︒いままで︑そこにいた伊藤社長は︑
いつ︑行ったのか︑全くすばやく︑姿を消していた︒学徒隊は
日頃︑警防団との打ち合わせた訓練では︑整列して︑正門から

この春︑昭和五一年四月一九日︑愛知大学通信編集部の光松

避難することになっていたが︑いざという時には︑それでは間

さんから︑本間先生からの御依頼だということで︑愛知大学創

に合わないので︑緊急の場合には︑夫々︑三三五五と工場の塀

設のころの思い出を書いてもらいたいといってこられた︒本間

を乗り越えて避難するようにしていた︒伊藤社長の逃げるのも

先生からの御依頼であれば︑書かないわけにもゆかず︑お引き

速かったが︑学徒隊の方も五分としないうちに︑一人残らず︑

受けした︒何しろ︑約三〇年も前のことであるから︑はっきり

工場外に出てしまって︑警防団は学徒隊は一体︑どこへ行った

覚えているものもあれば︑忘却してしまったものもあり︑およ

のか︑正門から出てこないのでさがしていたという︒

街道を越して︑たんぼの畦道に逃れついた頃︑その頭上を澄み
わたる北陸の夜空にＢ

は編隊をつらねて︒幸い︑呉羽の工場

た︒そこに呉羽紡績があり︑当時はまだ戦争中で︑呉羽航空と

り︑元気のよい学生達は︑ほとんど全員一睡もしないまま︑爆

いっていた︒そこには︑伊藤忠兵衛社長がきており︑東亜同文

撃をうけたばかりの戦災生々しい富山へ救援のためトラックで

そして︑このあたり一面の水田に蛙の声がやかましくなり︑

県費生で︑元気な彼と神通川の橋を語り歩いた︒また︑昭和一

夏草がおおい茂げるようになった夏の或る夜のこと︵それは八

七年︑愛知県費生として予科に入学︑途中︑帰国して︑そのま

月一日の夜のことになるのであるが︶伊藤社長がゆかたがけで

ま渡航できず︑郷里︵吉浜︶にいた加藤敏夫君も呉羽に特別参

東亜同文書院大学呉羽分校顛末

はほとんど被害なく︑一夜明くれば︑また︑三三五五と皆な戻

学徒隊に話しにきておられ︑その最中︑かねてより学生達は交

加して助けてくれていた︒終戦後までいて︑八月の終り頃には
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羽 は 青 々 し た 緑 に も え︑ 呉 羽 山 は 柔 ら か な 緑 で つ つ ま れ て い

資料⑥

昭和二〇年五月︑富山湾では「ほたるいか」のとれる頃︑呉

による富山の大空襲であった︵それは八月一日夜

から二日午前〇時にかけての由︶
︒なに街道といったか︑北陸

29

一 呉羽の思い出

これがＢ

29

そ︑月日はさだかでないものが多い︒

書院の大先輩功刀さんが副社長をしていた︒そんな関係で︑東

出 掛 け て い っ た︒ 今︑ 同 窓 会 の 名 簿 を み る と︑ そ の と き の 予

亜同文書院大学予科生︑専門部生︵昭和二〇年四月入学︶を中

科︑専門部の消息不明者が実に一四七名の多数にのぼっている

心とした約四百名が学徒動員された︒伊藤社長も暇をみては︑

のが目につく︑どうしたことかと思うのである︒

よく学徒隊に話しにこられた︒

呉羽での印象に強く残っている人に猪瀬君がいた︒栃木県の

◦ 2731 ◦

郷里で静養する身となり︑その年の暮れ︑惜しい哉︑不帰の客

成果出版事業◦

となってしまった︒また︑呉羽には例外的に参加していた若干

︶
︑本は除かれていた︒それなら
books
ば︑ 書 物 は 移 動 し て よ い と 判 断 し︑ 翌 朝︑ 牧 田 理 事 が み え る

の人達がいた由︒その一人が殿岡君で︑彼は昭和一九年の予科

や︑取り急ぎ︑そのことを申し上げ︑即日︑同文会三階にあっ

入学︑東京からきていて︑情報にくわしかった︒東京方面に関

た霞山会の和漢洋の事書三万冊余りを書架共に︑三階よりおろ

する情報は主に彼から得ていた︒

し︑トラックに積み込むまでのお手伝いを皆んなで協力した︒

た︒なぜか︑ブックス︵

呉羽は一〇月は快晴の秋日和が続き︑呉羽山山麓には︑みば

人手のないときであり︑一刻をあらそうときであったから︑こ

はともかく︑とてもおいしい水島柿が実のった︒一一月からは

の苦しい労働は大変であったが︑お役に立ったことだろう︒か

天候がくずれ︑みぞれが多く︑毎日のように雪まじりの雨で︑

くて︑これらの書物は無事︑成城の牧田理事の家に運ばれた︒

曇天が続き︑寒くなっていった︒そして︑いつしか一二月とな

同じ頃︑進駐軍の接収命令は︑同文会の向い側の満鉄東京支社

り︑本部の東亜同文会がどうなっているか︑行ってみようとい

にもあった筈で︑そこにあった何十万冊かの書物については︑

うことになり︑私︑浅野さん︵元愛知大学事務局長︶その他︑

その冊数が余りに多くて︑手配する人と暇がなかったのだろう

二︑三名︑その名前は思い出せないが︑計四︑五名で︑昭和二

か︑進駐軍に没収されてしまった︒霞山会の三万余冊は右の次

一〇年一二月上旬から中旬にかけ︑急ぐ気持で上京した︒戦後

第で︑没収されずにすんだが︑あのときタイミングよく運び出

間もなくのことで︑引揚者でごった返えす︑足の踏み場もない

していなかったら︑やはり没収されていたことだろう︒これら

北陸線で︒

の書物は︑後にといっても︑早くも翌年︑昭和二一年︑愛知大

そして︑同文会では︑二階広間の長椅子に︑オーバーを着た
ま ま︑ ご ろ 寝 し た︒ そ の 頃︑ 同 文 会 は︑ す っ か り 人 が い な く
なってしまっており︑昼間︑牧田理事一人がみえるだけくらい
で︑あとは庶務の佐藤さんと用務員一人といったくらいであっ

学設立の文部省への申請に︑基礎的書物となったことだろう︒
昭和五一年六月一九日

神谷龍男教授︵兼任︶
︵現国学院大学教授︶

かった︒用務員の人が進駐軍の将校がきたといって知らせてき
校は入ってきており︑英文の書類を渡していった︒それが進駐

神谷龍男

執筆者紹介

た︒ 同 文 会 に 着 い た 最 初 の 晩 だ と 思 う︒ 冬 の こ と で︑ も う 暗
た︒正面玄関入口は閉じていたので︑裏口からアメリカ軍の将
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◦第６章

先生には︑現在本学教授︵兼任︶として国際法を担当してい
ただいている︒

軍による東亜同文会建物接収の書類であった︒それをみると︑

本学創設後は︑永らく専任教授として︵初代図書館長︶とし

椅 子︑ テ ー ブ ル な ど 移 動 し て は い け な い も の が 列 挙 し て あ っ

て学生指導に当っていただいたが︑先生について特に触れてお

かなければならないことは︑創設時前後︑先生がおられなけれ
ばこの地に本学が創設されていなかったことであろう︒
本欄で︑先生が「追憶」として︑つぎつぎと明らかにされて
いく予定とお聴きするが︑それは︑二点ある︒一つは︑大学開
設にとって缺かされない蔵書を大量三万五千冊入手するという
橋渡しの役をしていただいたことである︒二つには︑現豊橋校
地をその候補地として積極的に推薦されて︑借用の運びの労を
とられたことである︒
今にして思えば︑感無量であり︑この「追憶」に記されるこ
とごとくが脳裏に甦って来る︒
︹愛知大学通信第一〇号︵昭和五一年八月一日︶「私の
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資料⑥

追憶」より︺

◦ 2732 ◦

成果出版事業◦

「日中研究者による東亜同文書院研究」シンポジウム
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

藤

田 佳

久
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◦第６章

一
二〇〇七年︵平成一九年︶七月二八日︵土︶
︑午前一〇時から午後五時にかけて︑愛知大学豊橋校舎記念
会館三階小講堂で「日中研究者による東亜同文書院研究」のテーマによるシンポジウムが開催された︒
このシンポジウムは二〇〇六年一二月に中国・上海の上海交通大学で開催された︑史実に基づいた日中両
国の研究者による書院研究のシンポジウムをベースにしている︒その概略は︑本誌前号に掲載したので︑参
照いただければ幸いである︒
上海交通大学で開催されたこのシンポジウムは︑従来イデオロギー色が濃かったり︑主義の講演的発表が
多かったのに比べ︑歴史的史資料に基づいて相互に研究し︑それをふまえて成果を出そうとしたものであ
り︑したがって︑書院に関する新たな知見も得られたりしたため︑日本においてもぜひ再現するチャンスを
つくりたいと考え︑企画したものである︒

幸いにも︑今回の中国側グループのまとめ役である葉先生と毛先生はこの主旨を快諾して下さり︑再現す
ることになったもので︑両先生には厚くお礼申し上げたい︒
とはいえ︑完全な再現ではなかった︒中国側では二人の研究者が体調不良で来日できなかった︒そこで
リーダー役の葉先生にお二人の分もあわせて発表いただけるようお願いをした︒後述するように葉先生はこ
ちらのお願いを心よくお引き受けいただき︑そのお願いをふまえた形で発表していただいた︒
また︑日本側でも変更があった︒上海でのシンポジウムの日本側の発表者は馬場教授︑薄井由さん︑それ

新たな開催ということで︑「中日大辞典」の編纂に深くかかわってこられた今泉潤太郎先生︑それに本学東
亜同文書院大学記念センターでポスト・ドクターの若手研究者である武井義和氏に︑日本における東亜同文
書院研究史の発表をお願いし︑特に武井氏には中国側の東亜同文書院についての研究史を担当する欧七斤助
教授と対応する形で発表をお願いした︒
そして︑全体のコメンテーターとして︑これまで東亜同文書院研究を中国側と同様にイデオロギー的対象
としてきた従来の諸研究から脱却させ︑まさに史実による新たな視点で再評価しつつ研究をすすめてこられ
た栗田尚弥先生にコメントをお願いした︒
二
当日は愛知大学東亜同文書院記念センター運営委員の加納准教授の司会によってすすめられ︑愛知大学の

◦ 2733 ◦

53 「日中研究者による東亜同文書院研究」シンポジウム

に筆者︵藤田︶の三人であったが︑うち︑薄井さんは移住され︑出席できなかった︒しかし︑愛知大学での

成果出版事業◦

武田学長のあいさつ︑次いで︑今回の日中間の書院をめぐるシンポジウ
ムを推進した霞山会の星理事のあいさつ︑そして中国側を代表して葉教
授 が あ い さ つ を さ れ︑ 本 論 へ す す ん だ︒ 第 一 と 第 三 セ ク シ ョ ン は セ ン

武田学長のあいさつ

ター長の筆者が担当し︑第二セクションは葉教授が担当した︒
会場となった愛知大学記念会館三階の小講堂︵定員二五〇名︶は︑二
〇〇名あまりの来場者で埋まり︑地元はもちろん︑東京や大阪など全国
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◦第６章

各地からの来場者がみられ︑「東亜同文書院」に対する近年の急激な関

心の高まりをうかがわせることとなった︒
三
十人の発表内容のうち︑八人は昨年の上海交通大学での発表とは基本
的 に 同 じ で あ り︑ 前 述 し た よ う に︑ 本 誌 前 号 に 簡 潔 な が ら 紹 介 し た の

で︑ここでは省略し︑それを参照していただきたい︒また︑具体的な発表内容は「愛知大学東亜同文書院大
学オープン・リサーチ・センター年報」第二号︵二〇〇七年度版︶に収録されているので︑あわせてそれも
参照していただきたい︒
そのような中でなお補足すれば︑まず︑葉教授は︑欠席された中国側研究者の二人分の内容をカバーし︑
東亜同文書院が上海交通大学と隣同士に位置した一九三七年以前の相互交流史︑とりわけ学生達の政治的グ

ループや運動から︑スポーツの交流までを紹介し︑一種の蜜月時代が存在していたことを中国側に残る諸資
料を用いて発表された︒しかし︑その関係が第二次上海事変による中国兵による書院校舎の焼失によって︑
書院が疎開した上海交通大学の校舎を借用することになって︑崩れていったことは︑第二セクションで盛助
教授が上海交通大学側からの視点で発表された︒従来︑書院の校舎借用問題は︑書院側からの視点での言及
はあったが︑上海交通大学側の視点で述べられたことは新鮮であった︒
また︑今回新たに発表者に加わった今泉潤太郎先生は︑書院の中国語教育で用いられた中国語教科書『華

の間は使用されたこと︑書院時代に作成された華日辞典作成用のカード一四万枚が本間学長の返還願いに
よって返還され︑
『中日大辞典』として刊行されたこと︑などが発表された︒
また武井義和氏は日本における東亜同文書院研究史を時期別に区分されること︑一九八〇年代までの書院
をスパイ学校視するようなイデオロギー的研究が一九九〇年代に入ってから史実に基づいた研究へと脱皮し
ていったことを発表した︒このことは近現代の中国研究は︑日本においても︑史実に基づいた研究がイデオ
ロギー優先の時代の中で遅れていたことを︑書院研究の側面からも明らかにしたといえる︒
そのような視点は︑コメンテーターの栗田先生によっても指摘され︑書院の実体をふまえた書院の再評価
による書院研究の再編成の必要性を︑設立主旨や指導者の思想︑教育カリキュラム︑一九三七年以降の書院
側の悩みなどの視点からコメントされた︒
発表後の質疑では︑今後の日中研究者の書院研究への協力要望︑書院にかかわる近衞文麿のポジション︑

◦ 2734 ◦

55 「日中研究者による東亜同文書院研究」シンポジウム

語萃編』が︑中国人教員の手も加えられた実践的内容として優れ︑戦後︑愛知大学になってからもしばらく

成果出版事業◦

その他が活発に行なわれた︒
四
終了後の「リュミエール」での懇親会︵無料︶には多くの出席者が参加され︑にぎやかに和気あいあいと
した雰囲気の中ですすめられた︒途中で豊橋市飯村地区のみやび会の人達による津軽三味線の演奏もあり︑
場を盛り上げた︒
翌七月二九日︵日︶は︑快晴の下︑中国側一行をバスツアーでもてなし︑豊橋駅から自動車輸出入の三河
−

−

蔵王山頂︵田原︶からの三河港や大平野の眺望 二川本陣資料館 豊川稲荷と門前町を巡り︑豊川門前
−

港

町で和食を夕食に︑懇親を深めた︒特にツアーで日本の伝統文化に触れられたことの喜びとお礼が伝えられ
た︒なお︑途中︑豊橋市内のイトーヨーカドーでのショッピングも楽しんだ︒
翌七月三〇日︵月︶は霞山会が招待して︑雨天となったが︑名古屋市内︵名古屋城︑熱田神宮︶と明治村
を訪れ︑名古屋市内のショッピングも楽しんだ︒

◦ 2735 ◦
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成果出版事業◦

平成一九年度東亜同文書院記念基金会
記念賞推薦のことば・受賞挨拶
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平成二〇年一月二九日︑霞が関コモンゲート西館
三七階の霞山会館において︑東亜同文書院記念基金
会授賞式が行なわれました︒第一四回の記念賞受賞
者 は 東 亜 同 文 書 院 四 三 期・ 愛 知 大 学 卒 業 の 浅 川 義
基氏です︒
徳井清太郎氏の推薦人のご挨拶と推薦理由は直
筆の原稿で掲載させていただき︑続いて浅川氏の受
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平成一九年度東亜同文書院記念基金会

授賞式の様子

賞の挨拶文を掲載させていただきます︒

◦ 2736 ◦

成果出版事業◦

記念賞受賞の挨拶
浅

川

義

基

本日はご挨拶かたがたご報告いたしたいと思います︒まず自己紹介をいたします︒
私は東亜同文書院四三期生として︑昭和一八年一二月︑内地学生同様︑学徒出陣を命ぜられ︑現地入隊し
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ました︒初年兵教育後︑南京予備士官学校へ入学︑同校の第一中隊は書院の四一︑四二︑四三期生がほとん
どを占めておりました︒士官学校卒業後︑見習士官を経て陸軍少尉任官︑蘇州郊外駐屯部隊小隊長を務めて
おりましたときに終戦となり︑学半ばにして帰国し︑愛知大学学部二年に転入学いたしました︒昭和二四年
旧制経済学部を二期生として卒業︒対中国経済分野での活躍を希望し︑商社に入社しました︒大正一二年生
まれ︑今年八五歳になります︒
昭和二九年︑今から五四年前ですが︑日本政府は貿易再開を宣言し︑商社︑マスコミ︑船会社社員にパス
ポートを交付しました︒さっそく申請し︑中国大陸に最も近い香港駐在の為︑米軍管理の羽田空港よりＢＯ
ＡＣプロペラ機で九時間かかって香港に到着いたしました︒当時の日記を見ますと︑五五人乗りのプロペラ
機に乗客は一五名のみ︑のんびりした空の旅を楽しみました︒
香港に着きまして︑地場取引をしたのみならず︑中国情報入手の為に中国政府の出先機関である華潤公司
を頻繁に訪問し︑土産物の買付︑機械類の売込に成功しました︒その後︑韓国の李承晩大統領は日本の商品

を一切輸入禁止にしましたので︑香港経由韓国向け取引が活発になり多忙を極めました︒日本の本社からは
香港を訪れる取引先幹部の接待指示がテレックスで次々入ってくる︑朝から夕まで客先を廻り︑夜は宴会が
二つ三つ重なる始末︑これでは体がもたないと考え︑書院硬式庭球部出身であることを思い出し︑短い時間
でもテニスをして体を鍛えました︒テニスには三〇〜四〇分あれば充分汗がかけるというメリットがありま
す︒単身駐在の場合︑優秀なクラークを採用することが重要です︒私も単身赴任でありましたが︑幸いにも
書院二八期生の福建省出身の羅振麟先輩の息子さんが香港にいるという情報をキャッチし︑英語も堪能な優
秀な青年でしたので彼にクラークを頼み︑二人三脚で業務を推進できました︒書院出身のメリットでありま
した︒その後︑支店を開設し︑国内からと現地とスタッフも充実し︑三年駐在して帰国いたしました︒
帰国後︑中国大陸への入国を狙っておりましたところ︑中古の大型タグボートの買付団が来日し︑入札に

まず︑香港から国境を歩いて渡り︑深圳から広州まで汽車に乗ったわけですけど︑車中では大きな声で
「批林︑批孔」と宣伝している︒
「林彪を批判せよ︑孔子を批判せよ」この宣伝を盛んにやっている︒それか
ら︑広州駅のホームの着きますと出迎えの人が待っていて北京まで案内してくれる︒えらい親切だなと思っ
たところが︑この方は公安の方で私の行動をチェックするために北京まで付いてきた︑ということが後で分
かりました︒北京に着いた夜は暗くて外に出ない︑することがないと申しましたら︑毛沢東語録を渡されま
してこれを勉強しなさいと︑そんなものできるかと言おうと思いましたが︑黙って受け取りました︒帰りは

◦ 2737 ◦
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に出張の機会ができました︒文革最後の時期に経験したことは次のようなことです︒

平成一九年度東亜同文書院記念基金会

参加しました︒幸いにも三隻の中古船を契約できましたので︑現地引渡しのため︑天津港︑上海港︑広州港

成果出版事業◦

広州に寄りまして︑朝ウォーキングで公園へ行きますと︑坂のところに石が積んであり︑よく見ると石には
字が彫ってある︒墓石なんです︒墓石も全部壊して階段として利用されている︒恐る恐る上りました︒
一九八〇年代に入りますと鄧小平が復活し︑改革開放政策をとります︒彼は国賓として日本へ来た時に︑
新日鉄と松下の工場を見学して驚いたわけです︒それで彼が言ったのが白猫黒猫論︒白猫でも黒猫でも鼠を
よく捕るのがよい猫だ︑つまり社会主義でも資本主義でも経済が成長し民度が上がればいい︑と言いまし
た︒そして先富論︑可能な者から豊になれ︑少しの人民でも裕福になれば後は付いてくる︒この二つの理論
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をもって鄧小平は改革開放を大胆に進めました︒その結果︑私も経済交流と体育交流︑両方面の交流と架け
橋の仕事ができるようになったわけです︒
経済交流をみますと︑まず北京にビルメンテナンスの合弁会社をつくるという話です︒これも書院四二期
の日下部先輩が日本航空の北京乗入れのために長期滞在しておられて︑北京市政府から北京には新しいビル
はどんどん建つが︑その後のメンテナンスのノウハウがない︑日本の合弁会社をやってくれないか︑という話
でやることになったので君も参加しないかと声を掛けていただき︑この合弁会社の事業に参加しました︒こ
の新会社の副総経理を一三年に亘ってやりましたので︑この間いろいろな交流ができるようになりました︒
このプロジェクトの成功した理由は︑まず︑日本のビル管理の会社のトップが中国へ興味を持ち︑どんど
ん先行投資をしたこと︒二番目には︑技術供与というのは日本の技術者が中国へ行って教える方法と︑向こ
うから研修生を呼んで教えるのと二つありますが︑現場の仕事が多い場合は研修生を日本に呼んだ方が良い
と私が提案し︑一年に二〇名ずつ六ヶ月から一〇ヶ月実地研修させて帰した︒五年間続けたので一〇〇名の

研修生が帰国し各現場の責任者となり︑うまくいきました︒この経験を基として上海や︑蘇州でも同じよう
に合弁会社をつくり成功いたしました︒
そのプロジェクトの副総経理として春と秋二回の役員会議への出席︑一〇月の終わりには国際元老テニス
大会と年に三回︑定期的に中国へ行く機会がありましたので︑両プロジェクトの相乗効果によって︑二〇年
に亘り日中交流と架け橋の仕事を実施可能となったのです︒
現在の役職
一︑北京国際体育交流中心顧問
二︑北京体育総会国際交流部名誉会員
三︑日中友好九九人委員会委員

六︑日本シニアテニス連盟名誉理事

以上のなかで日中友好九九人委員会について一言ご連絡したいことがございます︒
この委員会は一年おきに日中関係シンポジウムをやっており︑本年は第四回目で一一月に愛知大学におい
て開催する予定でおります︒経緯を申し上げますと︑この日中友好九九人委員会というのは書院四四期の秋
岡君が創設者で代表者です︒彼は朝日新聞特派員で文革中に北京に駐在しました︒他の新聞社の特派員は全

◦ 2738 ◦
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五︑明治神宮外苑テニスクラブ大正会会長

平成一九年度東亜同文書院記念基金会

四︑北京三幸物業管理㈲顧問

成果出版事業◦

部追い帰されましたが彼はずっと駐在しておりました︒そのため現在は「人民日報」海外版の在日本印刷発
売権を持っています︒この委員会は学術︑報道︑経済︑文化︑音楽︑体育︑その他︑各界の長年に亘る日中
関係貢献者がメンバーになっています︒
＝久久︵チュウチュウ︶︑永く続くようにという意味もあります︒資金の裏付

99

この名前は中国語発音で

けもなく︑単なる任意団体と思っておりましたが︑王毅前大使が熱心で︑一昨年九九人委員会全員を大使館
に招き︑これからも民間のベースで日中関係を深めるよう尽力願いたいと︑盛大なパーティーを開きまし
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た︒大使が招待会を開催したということは︑中国政府が認めた団体であると確認できたのです︒
中国側の相手はどこかといいますと︑外務省の外郭団体で国際友人研究会という︑外務大臣を辞めた方や
各国の大使をされている立派な方々が相手で︑そこの座長の楊振亜元駐日大使︵勲一等を受章しておられ︑
私も以前に交流があります︶から二年前に私に相談がありました︒次期シンポジウムを東京以外の場所でで
きないかと︒そこで私は現代中国学部もあり︑中国研究も進んでいてシンポジウムの設備も揃っている愛知
大学をぜひ利用して下さいと提案しました︒二年前の霞山会賀詞交換会の日に愛大学長に基本的承認を得ま
した︒そういうことで︑今年のシンポジウムは一一月に愛知大学で行なわれます︒

一、第一回北京国際元老テニス大会に参加した経緯と二一年間連続出場の理由
一九八五年書院硬式庭球部三二期雨宮先輩より「来年度から北京国際元老テニス大会が開催されるので︑

君も参加しないか︑パートナーは同じ硬式庭球部三三期近藤君を推薦する」とご連絡がありまして︑一九八

敗れましたが︑その後の参加への自信を得ました︒

−

六年第一回大会に近藤先輩とペアを組んで米国の強敵と対戦し︑８ ８のタイブレークに持ち込み︑最後に

それ以降二一年間連続参加し︑日中交流︑架け橋を果たし得たのは︑書院硬式庭球部の諸先輩の全面的ご
指導と励ましに依る結果であり︑その過程に於いて困難に遭遇した際は常に書院建学の精神を思い出して克
服したものと信じております︒
直接ご指導を頂いた先輩の方々は久重福三郎先生︵一六期・書院教授・戦後︑神戸外語大教授︶︑雨宮治
良先輩︵三二期︶近藤敏三郎先輩︵三三期︶
︑佐原元一先輩︵三五期︶︑藤田照男先輩︵三六期︶︑村岡正三
先輩︵三六期︶
︑深水邦基先輩︵四〇期︶の方々です︒

元老テニス大会出場

バード大学へ研究に行かれて︑帰って来られて書院で教授をされ︑その
時テニスの指導は全部久重先生がなさっていました︒戦後︑引き揚げて
からは神戸外語大学の教授になられまして︑やはりテニスの指導をされ
て い ま し た︒ 芦 屋 の グ ラ ン ド ベ テ ラ ン テ ニ ス 大 会 で も 優 勝 さ れ て い ま
す︒ 東 京 へ 来 ら れ ま す と 硬 式 庭 球 部 の 同 窓 を 集 め て 指 導 し て い た だ い
た︑一番の大先輩でございます︒
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に 復 帰 さ れ︑ 硬 式 庭 球 部 の 部 長 で ご 指 導 い た だ き ま し た︒ そ の 後 ハ ー

平成一九年度東亜同文書院記念基金会

特に申し上げたいのは久重先生で書院の一六期です︒学生時代︑対外試合に活躍され︑卒業後︑再び学校

成果出版事業◦

二、第二一回大会までの経過

一

一九八九年天安門事件後の大会

−

二

ＢＯＡ放送や香港情報は天安門広場で二〇〇〇人死亡したと報道したので︑世界各国より参加申込がある
わけがない︒たまたま私は同年八月︑北京経由で瀋陽へ一週間出張する機会があったので北京では情報収集
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や現場を検証した結果︑天安門広場で一人も殺されていないということが分かりました︒学生達を追い払う
ために上向き発砲︑空砲だったと︒もちろん︑その他の場所では死傷者三一九名と正式に北京市長が公表し
ております︒それなら参加しようと決意し︑申し込みましたが︑私を含め
て日本より五名のみでした︒他は一二ヶ国の大使館員から参加者を集め大

が開催できました︒この恩は一生忘れません」と涙ぐんでいました︒
二 二

第一〇回記念大会の祝辞

−

第 10 回記念大会

会を行ないました︒主催者の張総経理は「あなた方五名が来てくれて大会

一九九六年一〇回記念大会宴会で張総経理の要請があり︑一〇年連続参
加した者として祝辞を述べました︒北京飯店の大会場で中国語で英語の通
訳付きの祝辞は︑拍手喝采を受けました︒

祝辞の要旨は
一︑初めから一〇年連続出場は考えず︑翌年も来ると約束した事を思い出し︑それを毎年履行した︒
二︑毎年︑同じ時期︵一〇月末︶︑同じ場所︵北京︶に来て︑史上初めて行なっている社会主義市場経済の
実情に接し︑驚きと称賛の眼で検証する楽しみがあった︒
三︑七三歳だった当時︑七年後に八〇歳になったとき北京の八〇不老テニスチームと対戦したい︒これは可
能だと思っておりました︒何となれば︑前年テニスが終わってから主催者側は山東省の名山である泰山
に案内してくれました︒泰山の頂上を極めたものは寿命が一〇年延びる
と聞きましたので︑必ずできると思っております︒
この祝辞は自分で中国語の辞書を引きながら作り︑その後︑四四期生

を受賞されています︒毎年中国へ行った際にはお会いし︑食事をしなが
ら情報交換をして二〇年交流を続けています︒
二 三

第一九回大会の優勝と第二〇回記念大会

二〇〇五年一九回大会で八〇歳ブロック優勝︑金メダルを受賞しまし
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特派員︑帰国後は中日友好協会などの理事をされており︑第四回基金賞

67

かげで名文の中国語になりました︒陳弘先生は︑戦後は人民日報の東京

−

第19 回大会優勝

の陳弘先生に添削をお願いすると︑真っ赤になって返ってきました︒お

成果出版事業◦

た︒
理由としては
一︑日本より八〇歳以上の参加者がなく︑中央民族大学のテニスの上手な球友朴時英教授がパートナーだっ
たこと︒
二︑それまでの参加経験が長く︑大会に慣れている︒
三︑近藤先輩の遺訓「八〇過ぎても︑テニスをやりたければ足を鍛えよ」を実行していたこと︒
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二〇〇六年二〇周年記念大会には二〇年連続参加貢献賞ナンバーワンを受賞いたしました︒

三、日中交流の実績
以上のテニスを交流の手段として︑上は政府︑党の最高幹部と︑下は一中国少年との交流まで行なうこと
ができました︒

−

三 一 中国政府︑党の最高幹部との交流
ＶＩＰグループがありまして︑私も日本の団長と共に参加いたしました︒ＶＩＰの方々は鄧小平時代の万
里副首相︑呉邦国全人代常務委員長︑李瑞環全国政協会議主席︑李鉄映文部大臣などで︑当初はＳＰに囲ま
れ登場して試合が終わればすぐに帰るようなことで︑話す機会もありませんでしたが︑五︐六年しますと︑

顔を覚えていただき声をかけてもらうようになりました︒
こ の 中 で 万 里 副 首 相 と よ く 交 流 し ま し た︒ 訪 米 し た 際 は
ブッシュ元大統領︵父︶とテニスをし︑ブッシュ氏が中国へ
李瑞環氏と

来ると一緒にテニスをする︑とおっしゃっていました︒ここ
の新霞山会館の入り口に一九八三年に人民大会堂での万里副
首相と近衞会長の写真がありまして拝見しました︒その三年
後に万里副首相と会ったので︑写真を見ていればその話もで
きたのにと思いました︒
李瑞環閣下は非常に熱心であり︑準国賓待遇で来日した際

コートで二晩ともプレーされて感謝されました︒
北京市国際体育交流中心との交流

−

三 二

第一回大会より一〇年出場し︑国際試合に相応したルール︑エチケットを助言してきました︒そのため正
式顧問に要請され︑第一一回大会より就任いたしました︒まず︑この大会をＩＴＦ︵国際テニス連盟︶の公
認試合にすることを提案し︑川延ＩＴＦ副会長に交渉して公認され︑一九九四年よりＩＴＦ公認大会となり

◦ 2741 ◦
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で︑施設も充実し︑八面ある室内コートは雨でも夜でも利用できる︒東京滞在中は公務終了後︑夜間室内

平成一九年度東亜同文書院記念基金会

は︑私が大正会会長をやっております神宮外苑テニスクラブを紹介しました︒名実共に日本最高のクラブ

成果出版事業◦

ました︒
もう一つ︑元老ゴルフ大会の開催を提案し︑二〇〇〇年に霞山会︑近衞会長に団長になっていただき︑愛
大同窓の中島君が幹事役で行きました︒中国側はゴルフ協会会長や元大臣︑次官クラスといったそうそうた
るメンバーでありましたが︑平素は秘書官等とプレーをしております関係上︑ルールやエチケットの違反が
多いと日本側参加者から大分文句を言われました︒近衞会長にお聞きしましたら「中国とは一〇年はゴルフ
できませんな」と笑っておられました︒五年後に六ヶ国が参加した元老ゴルフ大会を開催しましたが︑日本
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の参加者に聞くと︑
「今回はそんなことはなかった」ということで︑解消したなと感じた次第です︒

−

三 三 「北京八十不老テニスクラブ」との交流および架け橋プロジェクト
一九九二年に中国では八〇歳以上の政府や党の旧高級幹部︑老将軍を会員として上記クラブが発足しまし
た︒一方︑日本シニア連盟を鈴木会長が私財を提供し設立し︑国際シニア親善テニス大会を開催し︑滞在費
は主催者負担なので各国から多数参加するようになりました︒ところが日本テニス協会から横槍が入り私へ
連絡がありました︒国際大会は認めない︑協会が主催者にならないシニア連盟の国際大会の仕事から手を引
けと︒私は日中関係の仕事を長くやってきており︑今回も中国側招待の手伝いからは手は引きませんとはっ
きりと断りました︒
八十不老会長の何純渤先生︵元電気省次官 現九〇歳︶と長い時間交渉して︑北京八十不老テニスクラブ
は第一回に参加し︑その後隔年参加しています︒私は不老チームが参加するときの滞日中のアテンドを鈴木

会長より依頼され︑毎回中国チームの面倒をみて
おります︒
中国少年との交流

二〇〇〇年五月︑何純渤会長は返礼として︑鈴
木会長と秘書の女性と私の三名を北京へ特別招
待して︑親善試合をして︑接待の限りを尽してい
ただきました︒

−

三 四 中国少年との交流
一九九三年一〇月︑テニスの試合終了後︑天安門広場を見学していたとき︑ハルピンから来ていた三︑四

す︒まさか来ないだろうと思っていましたが︑翌年︑夜行列車に乗って北京まで応援に来てくれました︒
二︑三年に一度は応援に来てくれるようになり︑その子に一度ハルピンに来てくれと言われました︒「その
内に」と約束したままになり︑いつまでも不実行はいけないと考え︑二〇〇四年六月︑家内同伴でハルピン
に行ってまいりました︒元共産党幹部の婦人のお祖母さんにもお会いしましたが︑立派なご家庭でした︒
その後︑二〇〇五年の第一九回大会優勝戦に立ち会って応援してくれ︑既に身長一七五センチになり︑ラ
ケットを持参していて二人で打ち合いテニスを楽しみました︒本年︑大学へ入学しました︒

◦ 2742 ◦

71

たい」と寝言まで言うようになり︑お父さんはそれなら北京へ連れて行ってやれとお母さんに言ったそうで

平成一九年度東亜同文書院記念基金会

才の男の子と出会い︑撮った写真を送った為︑交流ができました︒その坊やは「日本のおじいちゃんに会い

成果出版事業◦

小学生時代は共産党青年団本部発行の全国新聞「中国少年報」に︑中学生時代には︑同「中国中学生報」
に︑ハルピン行った際には「ハルピン新晩報」に新聞報道されました︒本大会「二〇周年記念誌」の友誼篇
に二頁に亘りこの件が掲載されました︒
以上で報告を終わります︒

最後に愛大学生卒業生に特にお願いしたいことは︑書院の建学の理念である︑日中交流の架け橋となる人
材を養成するという精神を継承され︑愛知大学の学生︑卒業生が活躍されることを願いまして私の挨拶とさ
せていただきます︒ご静聴ありがとうございました︒

◦ 2743 ◦
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記念センター所蔵寄贈資料目録②
武

井 義

和
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今回は︑二〇〇七年度に愛知大学東亜同文書院大学記念センター︵以下︑「記念センター」と略︶に寄贈
に掲載された目録の続きとして紹介する︒

15

14

された資料を︑
『同文書院記念報』ＶＯＬ． ︑ＶＯＬ．

以下︑資料の概要について主なものを取り上げ簡述してみたい︒
滬友会寄贈資料は︑二〇〇七年七月に滬友会が解散したことをうけて︑同会所蔵の資料が記念センターに
寄贈されたものである︒表札や会旗など︑滬友会を象徴する貴重なものが含まれている︒また︑三期生・石
川信也氏をはじめとする学生の個人写真︑集合写真が多いが︑それらは東亜同文書院創立当時の資料が非常
に少ない現状にあって︑その空白域を埋める貴重な存在である︒
阿部弘氏は個人的な書簡をはじめ︑新聞・雑誌のコピーなど︑様々なものを寄贈して下さった︒阿部氏か
らは今までにも多くのものを頂いている︒これらは全部が東亜同文書院に関する歴史資料というわけではな
いが︑阿部氏個人の意識や書院生の卒業後の人生を考える上では︑ライフ・ヒストリーを考察する手掛かり
としても︑大変貴重である︒

村井瀞一氏の資料は︑日中国交回復以前の一九五〇年代半ばから二〇〇〇年代までの半世紀の間に︑日中
間で行われた様々な交流を示すものが中心で︑この中には名古屋市を舞台として中華人民共和国との交流活
動が行われたことを示す︑非常に貴重な資料が多く含まれている︒この中には︑村井氏が一九六〇年代に旧
ソ連や文化大革命中の中国を訪問した時の写真なども含まれている︒文書・写真類が非常に豊富で︑戦後日
本と中国との関わりを地元愛知県という視点から考察する上では︑第一級の資料といえよう︒村井氏は同文
書院の卒業生ではないが︑豊橋陸軍予備士官学校︵現在の愛知大学豊橋校舎︶で訓練を受け︑戦後は本学教
授で第三代学長を務めた小岩井淨と面識を持つなど︑愛知大学とは少なからぬ縁を持った方である︒
百瀬直志氏の寄贈資料は︑東亜同文書院教員だった久保田正三氏が︑百瀬氏の母校の校長を務めていたこ
とを示す資料や︑滬友会長野県人会名簿コピーなどである︒東亜同文書院関係者の戦後の活躍を知る手掛か
『東亜同文書院大学史』
︑『滬友』などが挙げられるが︑百瀬氏提供の資料は︑地方にある旧東
りとしては︑

紹介した︑滬友会寄贈資料に含まれる写真資料と関連するものである︒
関口忠彦氏の寄贈資料は︑東亜同文書院大学呉羽分校時代のガリ版刷りの中国語教科書『華語萃編』︑戦
前のハルビン市街地の絵葉書のコピーである︒記念センターには何冊かの『華語萃編』があるが︑それらは
上海時代のものである︒したがって︑存続期間が大変短い呉羽分校時代のものは非常に貴重であり︑その様
子を窺い知ることができるものということができる︒折から二〇〇七年九月二九日︑呉羽分校で中国語教員

◦ 2744 ◦
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市川吉也氏の寄贈資料は︑東亜同文書院三期生だったご尊父・市川信也氏が写った集合写真である︒先に

記念センター所蔵寄贈資料目録②

亜同文書院関係者の活躍する様子が示された︑われわれが普段目にする機会のないものである︒

成果出版事業◦

を務め愛知大学教員として長年勤務された池上貞一氏の講演会が︑「東亜同文書院大学呉羽分校始末││海
を渡れなかった書院生たち││」という題で行われた︒資料の制約などの関係で︑従来あまり取り上げられ
ることが少なかった呉羽分校であるが︑池上氏の証言とともに︑この『華語萃編』はその様子を明らかにす
る大きな手掛かりになるといえよう︒
蔵居淳氏の寄贈資料は︑父上である書院二八期生・蔵居良造氏の所蔵されていたものである︒蔵居良造氏
は卒業後朝日新聞社に勤務され︑多くの蔵書を遺された︒二〇〇七年夏︑記念センターは蔵居淳氏からこれ
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ら膨大な量の図書の寄贈を受けた︒現在︑記念センターで整理登録中であるが︑「蔵居文庫」として公開さ
れる予定である︒その中には手帳のコピーもあり︑そこには︑大旅行に関する記述などが記してある︒大旅
行研究に大きく役立つと思われる︒
佐野晃氏の寄贈資料は︑東亜同文書院の写真絵葉書である︒記念センター所蔵資料で︑東亜同文書院を撮
影した写真はあるが︑この種のものは所蔵が皆無である︒写真資料と合わせて︑非文字資料として東亜同文
書院を知る貴重な存在になろう︒
久野輝夫氏の寄贈資料は︑東亜同文書院校医住宅の写真である︒記念センターには︑今回滬友会や市川吉
也氏寄贈の写真を含めて︑東亜同文書院を撮影した写真が以前に滬友会から寄贈を受け保管されている︵拙
︑二〇

14

稿「愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵資料目録」三九頁︑『同文書院記念報』ＶＯＬ．

〇六年を参照︶
︒久野氏寄贈の写真は︑それらとともに︑東亜同文書院の当時の様子を窺い知ることができ
るものである︒

愛知大学図書館の成瀬さよ子氏から寄贈された資料は︑南京同文書院教職員住宅図である︒古書を購入し
た際︑中に三枚ほど挟まっており︑そのうちの一枚を︑提供受けたものである︒記念センター所蔵資料の中
で南京同文書院に関するものは皆無に等しいため︑今後︑南京同文書院に関する研究で大きな役割を果たす
であろう︒将来的には︑展示することを検討中である︒

の続きとなっ
15

以前にも寄贈して下さった方の資料番号は︑通し番号として『同文書院記念報』ＶＯＬ．

ている︒また︑資料は基本的に記念センター到着の年月順に記されているが︑整理の関係で多少前後してい
る箇所がある︒今回も貴重な資料を寄贈下さった方々に︑厚くお礼申し上げる次第である︒

なお︑今回の資料整理と資料リスト作成は︑愛知大学大学院文学研究科地域社会システム専攻修士課程一

︵凡例︶
︵一︶年号は原則として西暦で統一した︒
︵二︶
漢字は原則として当用漢字を用いた︒
︵三︶
歴史上の人物と位置付けられる人々の氏名は︑原則として敬称略とした︒
︵四︶
差出人︑受取人の氏名は︑資料に記載されている通りとした︒
︵五︶
漢字は原則として当用漢字としたが︑一部旧字体の箇所もある︒

77

︵六︶
目録中の寄贈年月日は︑資料が記念センターに到着した日を示している︒

記念センター所蔵寄贈資料目録②

年生の浅井理孝氏が担当したことを付記する︒

◦ 2745 ◦

内容

差出人

受取人

寄贈者氏名

寄贈年月日

滬友会表札（２枚）

滬友会

2007 年９月 29 日

5‒64

清水菫三（書院 12 期生）の書院在学時の江南各地のス
ケッチ紙

同上

同上

座っている男性写真

山口啓三

市川氏

同上

同上

5‒66

男性写真

澄川生

市川学兄

同上

同上

5‒67

二人の男性写真

同上

同上

5‒68

男性写真（７期生西村潔氏か？）

同上

同上

5‒69

男性写真

同上

同上

5‒65

1905 年１月14 日

石田氏本人の写真

石田栄

市川信也

同上

同上

5‒71

1905 年３月

登水氏本人の写真

登水

市川兄

同上

同上

5‒72

1905 年４月

男性写真

市川氏

同上

同上

5‒70

5‒73

眼鏡をかけた男性写真

同上

同上

5‒74

男性写真

同上

同上

5‒75

男性写真

同上

同上

5‒76

男性写真

同上

同上

5‒77

男性写真

同上

同上

5‒78

男性写真

同上

同上

5‒79

男性写真

同上

同上

5‒80

男性写真

同上

同上

眼鏡をかけた男性写真

5‒81
5‒82

1905 年４月12 日

同上

同上

茂木一市

市川信也

同上

同上

同上

同上

富田安兵衛

市川氏

同上

同上

男性写真

5‒83
5‒84

茂木氏本人の写真

1906 年１月９日

富田氏本人の写真

5‒85

男性写真

同上

同上

5‒86

男性写真

同上

同上

5‒87

男性写真

同上

同上

5‒88

男性写真

同上

同上

5‒89

男性三人の写真

同上

同上

同上

同上

植木を前にした男性五人の写真

同上

同上

在学同窓会の集合写真

同上

同上

5‒93

男性写真

同上

同上

5‒94

男性二人の写真

同上

同上

5‒95

男性五人と子供一人の写真

同上

同上

5‒96

集合写真

同上

同上
同上

5‒90

1905 年３月

5‒91
5‒92

1937 年５月

男性写真

市川信也

男性五人の写真

同上

5‒98

1906 年８月 20 日

市川氏が寺坂において撮った写真

同上

同上

5‒99

５月10 日寄贈

男性二人の写真

同上

同上

5‒100

1904 年１月 28 日

市川氏本人の写真

同上

同上

男性写真

同上

同上

5‒97

5‒101

男性写真

5‒102
5‒103

信也君

1906 年４月２日

左、市川氏、右、森田氏の写真

森田元次郎

市川信也

同上

同上

同上

同上

5‒104

男性五人の写真

同上

同上

5‒105

山口啓三、平塚澄、小路真平、茂木一郎、石田栄、市川
氏の集合写真

同上

同上

5‒106

集合写真

同上

同上

5‒107

集合写真

同上

同上

5‒108

集合写真

同上

同上

5‒109

市川信也（市君）、藤村俊房または藤本一二郎か？（藤
君）、西田安次郎（西君）、河内利盛（河君）、不明（江
君）の写真

同上

同上

5‒110

5‒109 と同一の写真

同上

同上

1905 年３月 27 日

◦ 2746 ◦
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同上

同上

集合写真

同上

同上

5‒113

集合写真

同上

同上

5‒114

男性写真

同上

同上

5‒115

集合写真

同上

同上

5‒116

集合写真

同上

同上

5‒117

集合写真（前列に学生、後列に欧米系の人）

同上

同上

5‒118

杭州西湖、霊隠寺の写真

同上

同上

5‒119

杭州西湖湖畔か？

同上

同上

5‒120

杭州西湖周辺の写真か？

同上

同上

5‒121

杭州西湖湖心亭の写真か？

同上

同上

5‒122

杭州西湖寺社の境内の写真？

同上

同上

5‒123

杭州西湖魚楽園の写真

同上

同上

5‒124

杭州西湖四照閣の写真

同上

同上

5‒125

杭州西湖周辺の写真か？

同上

同上

5‒126

杭州西湖周辺の写真か？

同上

同上

5‒127

杭州西湖周辺の写真か？

同上

同上

5‒128

集合写真

同上

同上

5‒129

集合写真

同上

同上

5‒130

全校生徒集合写真

同上

同上

5‒131

全校生徒集合写真

同上

同上

5‒132

集合写真

同上

同上

5‒133

湖広旅行の際、長沙に寄ったときに、合地巡撫衛問で
撮った写真

同上

同上

5‒134

集合写真

同上

同上

5‒135

集合写真

同上

同上

5‒136

滬友会旗（２枚）

同上

2007 年 10 月２日

油絵「上海徐家匯天主堂付近の景」清水菫三画

同上

同上

水墨色紙額装「蒼松倚石老不洞」戊戌秋、東翠

同上

同上

阿部弘氏

2006 年８月８日

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

2006 年９月 27 日

同上

同上

同上

同上

同上

同上
2006 年 10 月？

1905 年11 月21 日

1929 年

5‒138
10‒40

2006 年８月８日

寄贈資料（10‒41、42）の説明の手紙

10‒41

2005 年 11 月 10 日

日本記者クラブ会報「モンテンルパ、ベトナム、そして
中国」
、中俣富三郎（書院生）

10‒42

2006 年５月 12 日

中俣氏の近況を伝える手紙

中俣富三郎

阿部弘

資料送付の際に使用した封筒

10‒43

非核ネットワーク通信106 号（１部）、107 号〜 109 号
（各６部）、非核ネットワーク申し込み案内（３部）、核
兵器核実験モニター５月号、９月号、
「みんなでいきる」
４月号（各１部）

10‒44

10‒45

般若心教写経（16 枚）

10‒46

寄贈資料（10‒44、45）の説明の手紙

10‒47

阿部弘

記念セン
ター

2006 年９月 27 日

資料送付の際に使用した封筒

阿部弘
阿部弘

記念セン
ター

10‒48

核兵器・核実験モニター 06 年 10 月号、「みんなでいき
る」9、10 月号、はとぽっぽ通信「食のまちづくりと原
発」2006 年10 月号

同上

10‒49

非核ネットワーク通信 110 号（8 部）

同上

2006年11月12日

10‒50

資料送付の際に使用した封筒

同上

同上

SAPIO 党秘密文書を発掘「南京大虐殺」は国民党宣伝部
のプロパガンダだった、東中野修道のレポートコピー

同上

2006年11月24日

同上

同上

同上

同上

10‒51

2006 年５月 24 日

10‒52

般若心教写経（２枚）

10‒53

寄贈資料（10‒51）の説明の手紙

10‒54

資料送付の際に使用した封筒

同上

同上

10‒55

毎日新聞「青い地球を守る」
（13 部）

同上

2006年12月15日

同上

同上

10‒56

阿部弘

寄贈資料（10‒55）の説明の手紙

阿部弘

◦ 2747 ◦

記念セン
ター
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10‒57

資料送付の際に使用した封筒

同上

同上

10‒58

玉川八十八ヶ所霊場名簿（裏に対応する地図・そのコ
ピーも 1 部）

同上

2007 年２月６日

10‒59

1996 年３月 23 日

玉川八十八ヶ所霊場巡り記（阿部氏によるもの）

同上

同上

10‒60

1932 年８月

愛知県公報（豊橋市下地町、高師村、下川村と石巻村の
多米地区を編入した際のもの）

同上

同上

10‒61

2005 年４月 25 日

町畑町の町名の由来に関する資料提供の依頼に対する返
答の文書

同上

同上

10‒62

2006 年２月４日

資料寄贈の際、阿部氏の近況についての手紙

同上

同上

同上

同上
同上

豊橋市役所
総務部行政
課
豊橋市役所
総務部行政
課

阿部弘

10‒63

豊橋市役所から（資料10‒60、61）の送付に使用された
封筒

10‒64

資料送付の際に使用した封筒

同上

10‒65

有楽町思いつきの店にて柔道部友会写真

同上

2007 年４月 22 日

10‒66

般若心教写経（２枚）

同上

同上

10‒67

寄贈資料の写真（10‒64）の説明と近況の手紙

阿部弘

記念セン
ター

同上

同上

10‒68

資料送付の際に使用した封筒

阿部弘

記念セン
ター

同上

同上

10‒69

寄贈した本（本は登録済み）の説明、①「地球の暮らし
方」
、②「ケルト巡り」
、③「石原莞雨」

阿部弘

記念セン
ター

同上

同上

10‒70

2007 年賀状

張 戒（Jong
Chang）

阿部弘

同上

同上

10‒71

寄贈資料（10‒71）の説明、千の風になっての詩、般若
心経写経

阿部弘

記念セン
ター

同上

2007 年５月 29 日

阿部弘

10‒72

1976 年

村岡正三氏詩書「嗚呼望郷盧」

同上

同上

10‒73

2007 年７月15 日

毎日新聞切り抜き、ドイツ軍人メッケルに関する記事

同上

2007 年７月 17 日

10‒74

カレンダー（孫文の書「博愛」
）

同上

同上

10‒75

寄贈資料（10‒77）説明の手紙

同上

同上

10‒76

上海交通大学（旧東亜同文書院）の校舎のスケッチ、村
岡正三氏（書院36 期）

同上

2007 年７月 18 日

寄贈資料（10‒76）説明の手紙

同上

同上

10‒78

山田家資料の愛大への引渡し備忘録

同上

2007 年６月 30 日

10‒79

東亜同文書院大学記念センター展示室オープン記念テレ
ホンカード（２枚）

同上

2007 年９月 29 日

10‒80

岸田吟香（新聞記者）の紹介と荒尾精との関係を書いた
覚書

同上

同上

10‒81

山田良政の年表、生い立ちについて（２枚）

同上

同上

10‒82

愛大同窓会報 vol. 102「滬友会──山田忌に寄せて」（阿
部氏による記事）

同上

同上

10‒83

日本経済新聞「ボルドーの古武士（連載）」道上伯（元
書院助教授）について（4 枚）

同上

同上

10‒84

般若心経写経（２枚）

同上

同上

10‒85

翟新氏（名刺）

同上

同上

山田家墓参の写真（５枚貼り付け）、説明の手紙つき

同上

2007年10月18日

同上

同上

同上

同上

10‒77

2006 年６月

10‒89

中山先生による書画「狛江宅」コピー

同上

同上

10‒90

クリスマスカード

同上

2007 年９月 29 日

同上

同上

パンフレット「さばく」34 号、日本沙漠緑化実践協会

同上

同上

記念センター所蔵寄贈資料目録②

2001 年７月31 日

緑の協力隊資料

同上

同上
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古田氏の中山先生に関する絵が見つかったため、それを
送る際に書いた手紙（封筒つき、絵は 10‒88,89）

10‒87
10‒88

10‒91

1976 年８月 25 日

2002 年９月 28 日

10‒92
10‒93

2002 年

古田修吾

阿部弘

『騒友』
134号解説文などのコピー（小山寛二氏の文章、3
枚）

山田順造が来宅した際に撮った写真（４枚）とそれを説
明する手紙

◦ 2748 ◦

上野

阿部弘

2007 年６月 30 日

村上武氏の講演の写真（4 枚）

10‒95

1999年？5月６日

村岡氏による故中山先生の講演記録の本を送る旨の手紙

同上

同上

同上

同上

中国沙漠についての地図やメモ（手紙）

同上

同上

玉川八十八ヶ所霊場巡り記（阿部氏が書いたもの）

同上

同上

広東省地図（250 万分の１）

同上

同上

沙漠研究（ノート）

同上

同上

アイルランド自転車旅行記原稿

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

漢詩「長江文水」
（２枚、内１枚は日本語訳付き）

同上

同上

漢詩「如月探春」加治屋俶郎記

同上

同上

10‒107

東亜同文書院の先生であった口田康信の五十年忌に阿部
氏が書いた文書

同上

同上

10‒108

般若心経の現代語訳

同上

同上

10‒109

山田岳陽及びその教えを受けた岩田冷鐵氏の紹介文コ
ピー（同一物４枚）

同上

同上

10‒110

「孫文と私」と題した、阿部氏と孫文に関係する人々に
ついて書いた文書（同一物４枚）

同上

同上

10‒111

荒尾精の書簡について返送していなかったお詫びの文章
をつづった寒中見舞い

同上

同上

10‒112

山田岳陽の生い立ちについてのコピー（同一物２枚）

同上

同上

10‒113

荒尾精の生い立ちについてのコピー（同一物３枚）

同上

同上

10‒114

翟 新「 荒 尾 精 の 中 国 観 ── 東 亜 同 文 会 の 思 想 的 源 流
──」
（
『法学政治学論究』第29 号）

同上

同上

10‒115

荒尾精の遺作（
「講和締盟ニ封スル鄙見」と題してある）
原本のコピー

同上

同上

10‒116

山水桜において賀来楊子郎一周忌で奥様に対し、村岡正
三氏が送った漢詩（原文のコピー、全文を打ち出したも
の、その説明文、各１枚ずつ）

同上

同上

10‒117

2001 年 ５ 月 10 日 生成通信（和平神繆斌顯彰碑前慰霊祭齋行愚人亡国に赤
発行
枠）

同上

同上

10‒96
10‒97
10‒98

1986 年 10 月

10‒99
10‒100

1993 年
９月11 〜 28 日

10‒101

1994 年５月

10‒102

2002年7月29日刊 「日本を護った軍人の物語」岡田幹彦、コピー

今泉先生

ジョージ・ハンロン氏による阿部氏の自転車旅行の記事
（英文）
緑化という名の自然破壊、梅棹忠夫

10‒103

「対清意見の自序に替えた友人より贈られた古侍一編」
荒尾精先生自筆コピー（封筒に上記の様に記載）

10‒104
10‒105
10‒106

阿部弘

2003 年３月 15 日

浅沼一道

阿部弘

10‒118

「イスラム教とどうつきあうか？」宮田律著の要約

同上

同上

10‒119

「般若心経」地球仏教からの再発見（一部コピー）

同上

同上

同上

同上

10‒121

「宮崎兄弟資料館の開設に参画して」上村希美雄のコピー

般若心経写経（2 枚、それぞれ封筒つき）

同上

同上

10‒122

「辛亥革命」

同上

同上

「愛大緑の協力隊実施要項」

同上

同上

遊記山人歌集より「仁風」

同上

同上

同上

同上

10‒120

10‒123

1995 年

10‒124

「繆斌工作成らず」横山三著、一部コピー

10‒125
10‒126

漫談「私の履歴書」の原稿（阿部氏によるもの）

同上

同上

10‒127

漫談「私の履歴書」
（打ち出し）

同上

同上

10‒128

2004 年４月７日

思い出話（執筆は阿部氏）原稿

同上

同上

10‒129

2004 年４月７日

思い出話──感謝をこめて──（打ち出し、同一物２枚）

同上

同上

10‒130

？年10 月18 日

同文書院学生が東家に対して借りたお金の帳面を探して
ほしいとのお願いをした手紙

同上

同上

10‒131

1998 年１月27 年

六十年ぶりの上海游記（島田孝夫氏執筆）

同上

同上

10‒132

『醇なる日本人』送付のお礼、孫文研究に大いに役立つと
1993 年４月15 日
いう意見、書籍中の８箇所の誤りの指摘（コピー４部）

李吉奎

阿部弘

同上

同上

10‒133

1995 年12 月５日

①書簡草稿（日本語）、②張戒氏からの返信の写し

阿部弘

張戒

同上

同上

？年10 月15 日

阿部氏の依頼（帳面に関する情報）についての返事、中 幅 館 卓 哉
阿部弘
国語訳付き
（書院44期）

同上

同上

般若心経写経３枚（2000 年１枚、2004 年２枚）

同上

同上

10‒134
10‒135

◦ 2749 ◦
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浅野秀夫

阿部光

「原子力のタブーを打破しよう」村田光平（同一物 2 部）

同上

同上

同上

同上

10‒139

資料 10‒138 の英訳（８部）

同上

同上

10‒140

資料 10‒138 の中国語訳

同上

同上

10‒141

般若心経写経３枚、写経下書き１枚（写経のうち 2 枚
は、1999 年10 月７日、1999 年 10 月 17 日の日付けあり）

同上

同上

10‒142

安沢隆雄氏（書院 25 期生）のプロフィール、同一封筒に
般若心経コピー

同上

同上

10‒143

2001 年に行なわれた東亜同文書院100 周年事業に関する
手紙とその新聞記事のコピー（毎日・中日・読売）

脇水達夫

阿部弘

同上

同上

返信が遅れたお詫びと近況報告、山田良政に関する記念
論文集のお礼、孫中山記念館作成 DVD を送るという内
容

劉碧蓉

阿部弘

同上

同上

翟新「東亜同文会の中国調査活動── 一九〇七年〜一九
二〇年──」

翟新

阿部弘

同上

同上

荒尾精から川上繰六への清国状況報告（復刻版）

同上

同上

①資料 10‒146 のコピー、②『対清意見』（村上武氏復
刻）目次のコピー

同上

同上

荒尾精書「石鹸」を掲載した本の一部（切り取り）

10‒138

10‒144

2001 年 10 月６日

10‒145
10‒146

1891 年９月25 日

10‒147

同上

同上

10‒149

「東亜同文書院大学史創立六十周年記念誌」の切り取り
か？（虹橋路・海格路校舎、根津一書、山田岳陽書）、２部

同上

同上

10‒150

①荒尾精「対清意見」
（村上武氏復刻、1989 年）表紙コ
ピー、②同上書序文コピー

同上

同上

10‒151

荒尾精直筆「朝鮮国是大令案」コピー

同上

同上

10‒152

東海村原発事故時に海外に取り上げられた記事（イン
ターネットに掲載されたもの）

同上

同上

10‒153

録音テープ（中山先生の話、吟詩、登芝展）

同上

同上

10‒154

録音テープ（中山優先生の中庸講義）

同上

同上

10‒155

阿部氏による荒尾精の紹介のスピーチ原稿？

同上

同上

同上

同上

10‒148

「暮るゝ禹域のーわれらが上海の青春」、ほか同文書院や
愛大の校歌など

10‒156

同上

同上

中国春秋時代の地図（手書き）、裏面に般若心経の写経

同上

同上

2005 年１月元旦

般若心経写経１枚

同上

同上

26‒1

1977 年４月 25 日

中華人民共和国展覧会友好訪日代表団レセプション開催
のご案内

三宅重光

村井瀞一氏

2006 年 11 月 16
日

26‒2

1968 年３月 25 日

御礼状

P. バラフタ

村井瀞一

同上

同上

村井瀞一

同上

同上

10‒157

2003 年11 月20 日

10‒158
10‒159
26

阿部氏が送った餃子に対してのお礼のメール

同上

手紙（荒尾精の姪・井深八重の本の紹介など）

阿部弘

島田孝夫

26‒3

1977 年

中華人民共和国展覧会の開幕式と祝賀パーティーの招待
状（２枚）

中華人民共
和国展覧会
開幕招待会

26‒4

1957 年７月 17 日

封筒のみ

中国紅十字
会代表団歓
迎委員会

伊藤長光

同上

同上

26‒5

４月16 日

今後の物産展のあり方について

松本

村井社長

同上

同上

26‒6

1986 年

日中経済交流協会の訪中の組織化の案内状（2 枚）

同上

同上

同上

同上

26‒7

1977 年５月２日

大展覧会の激励の電報

ホヅミ七ロ
ウ

ムライセイ
イチキツケ
チュウゴク
テンランカ
イ

26‒8

1979 年
１月６日消印

封筒の中に年賀状

中日友好協
会

中国医学研
究会花田信
次郎

同上

同上

26‒9

1979 年 11 月 29 日

一九七九年度中国医学研究協会全国総合招請状

中国医学研
究協会本部
大森真一郎

役員各位

同上

同上
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26‒10

1986 年３月 18 日

全国日中中小企業経済交流協会案内状（裏面にメモ書き
あり）

愛知商工連
盟協同組合
田中恭一

同上

同上

26‒11

1986 年４月 14 日

以前の会合の記録の送付の旨を書いた手紙

田中恭一

同上

同上

出入国カード（中にお土産リスト）

協和交易株
式会社

同上

同上

中華人民共和国側出席者名簿（中華人民共和国展覧会関
係か？）

同上

同上

開幕式座席表（中国展覧会関係か？）

同上

同上

中国輸出商品交易会招待状（ワッペン、劇場のチケッ
ト、参観券あり）

同上

同上

26‒12

1968 年

26‒13
26‒14
26‒15

1968 年 ４ 月 15 日
開催

村井社長

募金額の一覧表

同上

同上

26‒17

1976 年10 月４日

中国展基本計画図

同上

同上

26‒18

1960 年ごろ？

被爆者救援運動実施大綱（案）

同上

同上

26‒19

原水爆協会の指導体制と実務体制の反省の文章？

同上

同上

26‒20

日中懇話会の結成と会の趣意書（東海日中懇話会につい
て記述あり）

同上

同上

26‒21

1945 年〜 1970 年までの世界・中国・日本・愛知県内の
年表（主な出来事）

同上

同上

26‒22

日中懇話会の開催について

同上

同上

ライオンズクラブ名古屋南第６回理事会案内

同上

同上

日中懇話会出席者名簿

同上

同上

日中技能者交流センター設立趣意書、概要

同上

同上

同上

同上

同上

同上

日中経済交流協会入会申込書（10 部）

同上

同上

中国貿易経済技術交流の訪中団結成準備会の案内（23 部）

同上

同上

第二報告要旨（原水爆禁止運動関係）

同上

同上

同上

同上

26‒16

26‒23

1990 年 10 月17 日

26‒24

1990 年 10 月17 日

26‒25

日中経済交流協会入会金及び、会費、賛助会費について
（10 部）

26‒26

26‒27

1986 年５月10 日

26‒28
26‒29

日中経済交
流協会名古
屋事務所代
表藤木一美

1986 年８月１日

26‒30

日中経済交流協会入会のお願い（10 部）

日中経済交
流協会会長
山本幸一

全学連中央
執行委員会

全学連中央執行委員会の日本原水協への陳謝の下書き

日本原水協

26‒32

1959年？ 8 月 6 日

第 5 回原水爆禁止世界大会本会議一般報告

同上

同上

26‒33

1959 年８月７日

第 5 回原水爆禁止世界大会階層別自治体協議会次第及び
議題

同上

同上

26‒34

1960 年９月３日

第 6 回世界大会県代表団総括会議の事録原水爆禁止山梨
県協議会

同上

同上

26‒35

1960 年９月３日

「原水爆運動にたいする全学連の態度に関する資料の補
足」

同上

同上

26‒36

原水爆禁止茨城県協議会による阿字ヶ浦射爆場撤去要求
呼びかけのビラ

同上

同上

26‒37

「軍備全廃促進核武装・軍国主義打破被爆者救援国際共
動行動月間」について

同上

同上

26‒38

第 6 回原水爆禁止世界大会参加外国及び国際代表氏名名
簿等（28 カ国 119 名10 国際団体）

同上

同上

26‒43

役員名簿（名古屋近辺の医学関係のものか？）

同上

同上

26‒44

中部地区中国医学研究会会則（案）計３部

同上

同上

記念センター所蔵寄贈資料目録②

1960 年９月

26‒45

第 6 回原水爆禁止世界大会代表一覧

同上

同上
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26‒39

1960 年８月８日

「学生協議会の流会および全学連の脱退声明にいたる経
過報告とそれにたいする日本原水協の態度」

同上

同上

26‒40

1976 年７月15 日

愛知県訪中友好使節団と中国国際貿易促進委員会との会
談要求

同上

同上

中国医学研究協会規約

同上

同上

同上

同上

26‒41
26‒42

1972 年８月 21 日

中国医学研究会中央治療院開設趣旨書（計９部）

◦ 2751 ◦

中国医学研
究会

1991 年11 月

趣意書、中国残留孤児・婦人の方々への公募建立・奉賀
についての援助のお願い
名古屋サウス LC 内視及び細則一部改訂（案）1990 年 10
月15 日会則及び付則委員会作成

26‒48

26‒50

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

中部電力に対する経営批判運動に関するチラシ

同上

同上

中部地区中国医学研究会入会案内（10 部）

同上

同上

「針麻酔」日本語版の発刊に寄せて（医療本）

26‒49

日中友好手
をつなぐ会
扶桑会愛知
県支部伊藤
力

同上

26‒51

1972 年４月

26‒52

1977 年 9 月 15 日 論文「坐骨神経痛について、特に指圧に重点をおく」愛
発行
知県山本一男

同上

同上

26‒53

長沙第一師範学校抗日軍政大学記念館詔山記念館八路軍
弁事処を見学した際のメモか？（４部）

同上

同上

26‒54

陳毅副総理と東海日中友好貿易商社代表団」との特別接
見の記録書

同上

同上

26‒55

中小零細企業に関する意見書のメモ

同上

同上

「今はなき陳毅副総理との会見記」
（原稿用紙６枚）

同上

同上

関西中国医学研究会発足にあたっての呼びかけ文書

同上

同上

26‒58

レニングラードの歯科診療所を見学して（村井瀞一氏に
よる報告記）

同上

同上

26‒59

研修会のお知らせ（中国医学研究協会本部）

同上

同上

26‒60

中国研修生派遣要請企業一覧表

同上

同上

26‒61

中国医学研究協会友好訪中代表団派遣要綱（中国医学研
究協会本部）

同上

同上

26‒62

カンボジア国際会議日本委員会入会のしおり（中に申込
書）

同上

同上

講演会「平和と友好への道──アジアにおける反覇権の
戦い──」案内

同上

同上

26‒64

中ソ共産圏に対する運動のチラシ、葉隠機関中国支部

同上

同上

26‒65

住所等のメモ書き

同上

同上

階層別被害者協議会基調報告問題提起要旨の文書

同上

同上

26‒67

原水爆禁止大会および行進団の費用実態に関する報告、
護国団中国地方本部

同上

同上

26‒68

原水爆禁止平和行進団の実態に関する報告のチラシ、護
国団中国地方本部

同上

同上

26‒69

1971 年〜 1974 年の年表

同上

同上

26‒70

座談会書き起こし記録

同上

同上

26‒71

座談会書き起こし記録

同上

同上

26‒72

平和運動に関する配布資料、砂川町基地拡張反対同盟

同上

同上

26‒73

「第五回原水爆禁止世界大会に対するわれわれの態度」
1959 年７月29 日
広島県労働組合会議

同上

同上

26‒74

1959 年８月７日

起草委員会「日本国民の訴え」

同上

同上

26‒75

11 月25 日

友好史座談会第（1）巻

同上

同上

26‒76

1986 年

趣意書（計８部）、日中経済交流協会

同上

同上

26‒77

1998 年？

現代中国の秀作画展によせて（展示会の案内）中国画巡
回展実行委員会

同上

同上

日記

同上

同上

同上

同上

26‒56
26‒57

26‒63

26‒66

1972 年４月２日

1983 年９月 18 日

８月７日

26‒78

『日中友好協会第八回全国大会関係綴』東海産業経済調
査所

26‒79

1958 年７月

26‒80

1957 年６月〜
『中国赤十字会代表団関係資料』東海産業経済調査所
1958 年６月

同上

同上

26‒81

1961 年 11 月

『中国文化友好代表団関係綴』東海産業経済調査所

同上

同上

26‒82

1954 年 11 月

『中国赤十字会代表団関係綴』東海経済懇話会

同上

同上

26‒83

1959 年２月

『日中貿易関係綴』東海産業経済調査所

同上

同上
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26‒84

1952 年６月

『日本中国友好協会資料──日中貿易促進関係──』日
中友好東海地方連絡会議

同上

同上

26‒85

1949 年５月

『中日貿易促進会関係書綴『東海産業経済調査所

同上

同上

26‒86

1952 年７月７日 『日中貿易関係資料綴──帆足、宮腰両氏歓迎報告大会
〜８月６日 ニュース・その他──』東海産業経済調査所

同上

同上

26‒87

1954 年８月４日
『中国赤十字会訪日代表団関係綴』東海産業経済調査所
〜 11 月 14 日

同上

同上

26‒88

1957 年１月８日
『中国商品展覧会関係綴』東海産業経済調査所
〜６月７日

同上

同上

26‒89

1956 年 10 月〜
『訪中親善使節団関係綴』東海産業経済調査所
1957 年２月

同上

同上

26‒90

1956 年８月〜
『愛知県訪中平和親善使節団関係資料（一）』東海産業経
1958 年 10 月 済調査所

同上

同上

26‒91

1964 年１月〜
『日中友好協会関係綴』東海産業経済調査所
1965 年 12 月

同上

同上

26‒92

1949 年５月

同上

同上

同上

同上

同上

同上

『中日貿易促進会（準）資料』東海産業経済調査所
日中経済交流協会

26‒93

『帆足・宮腰両氏歓迎報告大会関係資料』東海産業経済
調査所

26‒94

1952 年７月

26‒95

1964 年２月〜
『日中国交回復関係資料綴』東海産業経済調査所
1965 年12 月

同上

同上

26‒96

1956 年７月〜
『愛知県訪中平和親善使節団関係資料』東海産業経済調
1957 年４月 査所

同上

同上

26‒97

1953 年8 月7 日〜
『日中貿易関係資料（一）
』東海産業経済調査所
1954 年５月28 日

同上

同上

26‒98

対外経済技術会作項目紹介（計３部）

同上

同上

26‒99

中国企業名、概要およびその企業との合作内容一覧

同上

同上

26‒100

中国企業との合作項目の一覧および内容

同上

同上

26‒101

瀋陽市案件目録、瀋陽市案件

同上

同上

同上

同上

26‒103

1972 年４月 20 日

預り証源符（９枚分）

同上

同上

26‒104

1975 年６月１日

集合写真（於石和温泉）

同上

同上

26‒105

1971 年8 月撮影？

オリエンタル中村じゅうたん展示会資料写真（10 枚）

同上

同上

26‒106

1954 年 11 月５日

中国赤十字会訪日代表団関係記念写真

同上

同上

26‒107

1952 年２月〜
1953 年 12 月

日中貿易平和運動関係記念写真

同上

同上

26‒108

1955年４月13 日、
中国貿易代表団関係（記念写真）
14 日

同上

同上

26‒109

1954 年 12 月

中国赤十字会訪日代表団記念写真帖

同上

同上

26‒110

1961 年ごろ

訪日中国婦人代表団（記念写真）

同上

同上

26‒111

1971 年
９月21 日〜 26 日

中華人民共和国写真展・大物産展写真アルバム

同上

同上

26‒112

1966 年

1966 年度中国経済貿易展覧会名古屋会場写真集（一）

同上

同上

26‒113

1966 年

1966 年度中国経済貿易展覧会名古屋会場写真集（二）

同上

同上

26‒114

1973 年10 月

中国経済貿易友好訪日代表団（2）写真アルバム

同上

同上

26‒115

1972 年ごろ

日本中国交流文化展に関する写真・新聞の記事・資料

同上

同上

26‒116

1973 年10 月

中国経済貿易友好訪日代表団（1）写真アルバム

同上

同上

第一回日中活動家代表訪中歓送会写真アルバム

同上

同上

陳楚中国大使愛知県訪問写真アルバム

同上

同上

中国現代画家作品展の写真アルバム、定陵地下宮殿宝物
展のポスターあり（１枚）

同上

同上

26‒120

1973 年ごろ

中国日本友好協会訪日代表団関連の写真アルバム

同上

同上

26‒121

1960 年代

中国関係アルバム、中国訪問時の写真

同上

同上

26‒122

1960 年代

中国関係アルバム、中国訪問時の写真

同上

同上

記念センター所蔵寄贈資料目録②

1986 年10 月 ８ 日 大連市 1986 年外資利用対外発展工作項目表目録、大連市
受付
1986 年外資利用対外発展工作項目表

1970 年代？

日中関係アルバム、定陵展記念写真あり（オリエンタル
中村にて 1973 年４月）

同上

同上
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26‒117
26‒118

1973 年８月７日

26‒119

26‒123

◦ 2753 ◦

1960 年代？

26‒126

同上

同上

ソ連訪問時の写真アルバム

同上

同上

日中関係（3）写真アルバム、藤山愛一郎氏訪中報告会
写真含む

同上

同上

写真アルバム

26‒127

1974 年ごろ？

同上

同上

26‒128

1971 年９月 21 日 中華人民共和国写真展・大物産展写真アルバム（同一物
〜 26 日 2 冊）

同上

同上

26‒129

1959 年12 月28 日

蒋介石総統と吉田茂元首相（中華民国総統府にて）

同上

同上

26‒130

1998 年10 月15 日

朝日新聞のコピー（現代中国の秀作画展の欄に赤枠あ
り）、中日新聞のコピー

同上

同上

26‒131

1993 年５月 23 日

中日新聞サンデー版（
「アマゾン森林破壊の実態」）

同上

同上

26‒132

1992 年３月 15 日

中日新聞サンデー版（
「朝鮮半島全データ Part １」）

同上

同上

26‒133

1992 年 10 月４日

中日新聞サンデー版（「コロンブス到達 500 年アメリカ大
陸の悲劇」
）

同上

同上

26‒134

1992 年９月18 日

朝日新聞（別冊特集日中国交正常化 20 年友好の歩み永く
広く）

同上

同上

26‒135

1992 年１月19 日

中日新聞サンデー版（
「旧ソ連 15 共和国全データ Part ３
市民生活」
）

同上

同上

26‒136

1992 年２月２日

中日新聞サンデー版（
「世界に広がる日本人」）

同上

同上

26‒137

1992 年２月９日

中日新聞サンデー版（
「北東アジア新時代」）

同上

同上

26‒138

1992 年７月５日

中日新聞サンデー版（
「激動の東南アジア Part １」）

同上

同上

26‒139

1996 年６月２日

中日新聞サンデー版

同上

同上

26‒140

1978 年９月17 日

中日新聞

同上

同上

26‒141

1976 年２月７日

中日新聞夕刊

同上

同上

26‒142

1976 年６月３日

毎日新聞

同上

同上

26‒143

1977 年６月９日

中日新聞夕刊

同上

同上

26‒144

1975 年12 月７日

中日新聞

同上

同上

26‒145

広州市文物商店（名刺）

同上

同上

26‒146

金物酒店（名刺）

同上

同上

26‒147

株式会社東上エンジニアリング会長東條義男氏（名刺、
26‒147 〜 154 は同一封筒に）

同上

同上

26‒148

北嶋工業株式会社代表取締役高山正春氏（名刺）

同上

同上

26‒149

立石産業株式会社代表取締役立石良衛氏（名刺）

同上

同上

26‒150

日本海買液済会理事名古屋液済会病院長太田元次氏（名
刺）

同上

同上

26‒151

財団法人名古屋公衆医学研究所所長加藤勝也氏（名刺）

同上

同上

26‒152

ムツミ工業株式会社取締役社長近藤辰次氏（名刺）

同上

同上

26‒153

株式会社アイリン林義一氏（名刺）

同上

同上

26‒154

株式会社林伯専務取締役林徳彦氏（名刺）

同上

同上

中国大物産展の葉書（６枚）

同上

同上

26‒156

1978 年９月 29 日

日中平和友好条約締結祝賀愛知県集会会員権

同上

同上

26‒157

1979 年９月29 日

中国京劇院訪日公演チケット

同上

同上

中華人民共和国展覧会駐車カード

同上

同上

航空チケット（名古屋→香港→名古屋）

同上

同上

26‒160

振込用紙（受取名、中日経済交通代表小田桐信夫様、計
11 部記入なし）

同上

同上

26‒161

東洋美術センター案内資料（中に葉書〔未記入〕あり、7 枚）

同上

同上

同上

同上

同上

同上

26‒155

26‒158
26‒159

26‒162

26‒163

1968 年
４月 10 日〜 28 日

1986 年５月12 日

日中経済技術協力シンポジウム商談会案内、申込書

中国対外経済貿易法規総覧購入案内（3 通）

◦ 2754 ◦

日中経済技
術協力シン
ポジウム商
談会実行委
員会

株式会社中
部歯科技術
研究所村井
芳松
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同上

同上

26‒165

日中友好映画会「侵略──語られなかった戦争」案内チ
ラシ（２枚）

同上

同上

26‒166

講演会「中国の婦人たち」──女性差別と闘った彼女た
ちの歴史──案内チラシ

同上

同上

26‒167

中国映画会「五人の娘」広告チラシ

同上

同上

26‒168

中国映画会「不屈の人々」広告

同上

同上

26‒169

愛知県訪中平和親善使節団手ぬぐい（５枚）

同上

同上

26‒170

カレンダー 1986 年（「人民中国」別冊付録）

同上

同上

26‒171

カレンダー 1985 年（「人民中国」別冊付録）

同上

同上

26‒172

カレンダー 1983 年（「人民中国」別冊付録）

同上

同上

26‒173

カレンダー 1982 年（「人民中国」別冊付録）

同上

同上

26‒174

カレンダー 1981 年（「人民中国」別冊付録）

同上

同上

26‒175

カレンダー 1974 年（「人民中国雑誌社」）

同上

同上

26‒176

カレンダー 1979 年（
「人民中国」）

同上

同上

26‒177

訪中代表団愛知県歓迎委員会歓迎旗「中国日本友好協会
訪日代表団歓迎！」の文あり

同上

同上

大中国物産展広告チラシ（９枚）、ポスター（６枚）

同上

同上

中華人民共和国展覧会シール（５× 2 枚）

同上

同上

26‒180

飛騨国古地図カラーコピー（お菓子の包装紙か？）

同上

同上

26‒181

中国海洋運輸株式会社のアドレス

同上

同上

26‒182

愛知県訪中平和親善使節団シンボル旗（11 枚）

同上

同上

26‒183

1997 年中日新聞加藤新聞店カレンダー（１月、２月に予
定のメモあり）

同上

同上

26‒184

オリエンタル中村中国展ポスター。①大中国展（５枚）、
②中華人民共和国写真展物産展（４枚）

同上

同上

26‒185

中国上海舞劇団劇団上演ポスター

同上

同上

26‒186

写楽大判大首絵額装版購入申込ポスター

同上

同上

26‒187

中国各都市の絵が描かれたカレンダー

同上

同上

26‒188

大中国展のポスター（４枚）

同上

同上

同上

同上

26‒178
26‒179

26‒189

1977 年５月

1997 年

1977 年
中華人民共和国展覧会ポスター（大４枚、中６枚、小１
５月３日〜 23 日 枚、A4 封筒の中に15 枚）

26‒190

レコード11 枚（メモ在中）革命歌関係

同上

同上

26‒191

中国絵画1974（× 2）、1977、1979（× 3）

同上

同上

26‒192

中国語で書かれた書

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

26‒193

1991 年３月

カンボジアデー十周年祝賀の集いへの参加協力のお願い

カンボジア
国際会議日
本委員会代
表岡田春夫

26‒194

1967 年９月 20 日

中華人民共和国成立十八周年挙行酒会招待状

孫平化

26‒195

1967 年12 月８日

越南民主共和国出国商品展展覧団

26‒196

26‒197

1999 年３月９日

26‒198

1999 年10 月10 日

26‒199

1967 年１月28 日

26‒200

村井瀞一

河南林県紅旗渠

廖承志辦事
處駐東京聯
絡事務所首
席代表孫平
化

村井瀞一

同上

同上

村井氏の俳句が張女史氏によって書されたことの報告の
手紙

谷洋二

村井先生

同上

同上

谷洋二

同上

同上

無事に中国へ帰国したことのあいさつと訪中の感想

中華人民共
林井瀞
和国全国姐
（ママ）
女聯合会

同上

同上

年賀状

廖承志辦事
處駐東京聯
絡事務所

同上

同上

◦ 2755 ◦

村井瀞一
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26‒201

1996 年12 月12 日

中国江蘇省桃源鎮、呉学明先生ご一行の経済視察団友好 （株）妙香園
交流歓迎会のお礼状
田中富治郎

26‒202

？年12 月７日

辞別酒会の招待状？

中華人民共
和国東方紅
雑技団

26‒203

1998 年11 月14 日

豊田での展覧会における作品購入のお礼の手紙

谷洋二

26‒204

1978 年１月 19 日

年賀状

中華人民共
和国駐日本
国大使館

川島芳子関係の手紙

篠方廉子

商談会仮参加申込書、カタログ展ご案内、提案項目リスト

日中経済技
術協力シン
ポジウム商
談会実行委
員会

26‒205

村井瀞一

同上

同上

同上

同上

村井瀞一

同上

同上

村井瀞一

同上

同上

同上

同上

村井芳松

同上

同上

中国国際貿
易促進委員
会

村井芳松

同上

同上

26‒206

1986 年６月 25 日

26‒207

？年６月３日

26‒208

2005 年12 月24 日

新年の年賀状

鎮江新区管
理委員会

藤本一美

同上

同上

26‒209

12 月 31 日

年賀状

中国北京歌
舞団

村井瀞一

同上

同上

26‒210

1981 年 12 月 23 日

1982 年年賀状

韓秋芳

黒田マサ子

同上

同上

上海世博有
限公司

日中経済交
流協作会名
古屋事務所

同上

同上

26‒211

2005 年１月６日

「共同声明」調印式出席依頼

第15 回中国華東輸入商品交易会のご案内

26‒212

日本社会党左派準備会メモ

同上

同上

26‒213

役員名簿（中部地区中国医学研究会のもの？）

同上

同上

26‒214

中部地区中国医学研究会会則

同上

同上

26‒215

紅灯記プログラム（中国京劇院）

同上

同上

26‒216

第 2 回全国活動家会議

同上

同上

26‒217

1978 年９月２日

日中友好運動「日中友好の核として県民会議を強化発展
させよう」日中友好愛知県民会議

同上

同上

26‒218

1967 年

熱烈慶祝毛主席発表二十五周年のカード中国人民対外文
化友好協会

同上

同上

上海歌劇団についての事務局会議のノート

同上

同上

26‒219

中部地区中国医学研究会設立趣意書

同上

同上

26‒221

1971 年秋

佐藤栄作総理大臣を糾弾告発する（2 枚）

同上

同上

26‒222

1967 年 12 月

革命現代京劇「智取威虎山」パンフレット

同上

同上

26‒223

基調報告、日中友好協会（正統）中央本部会長黒田寿男

同上

同上

26‒224

盲人は勧善して紅い太陽を見る盲人を鍼治療で治す、日
中友好協会（正統）兵庫県本部

同上

同上

26‒220

1970 年５月

訪日代表団との合意点を書いた文書

同上

同上

1978 年５月

東海地方訪中医療参観団団員募集のご案内

同上

同上

26‒227

1978 年３月

愛知保険医協会中部地区中国医学研究会東海地方医療参
観団趣意書

同上

同上

26‒228

1972 年４月

中部地区中国医学研究会準備会からの入会案内

同上

同上

同上

同上

26‒225

26‒230

パンフレット（広州起義烈士陵園歴史簡介）

同上

同上

26‒231

村井氏関係の写真ファイル？

同上

同上

26‒232

自転車「Flying

同上

同上

26‒233

自転車の写真

同上

同上

26‒234

毛沢東同士青年時期革命活動陳列館前の集合写真

同上

同上

記念センター所蔵寄贈資料目録②
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26‒229

1978 年３月

愛知保険医協会中部地区医学研究会東海地方医療参観団
趣意書・団員募集案内（各４枚）

Pigeon」の写真

◦ 2756 ◦

愛知県保険
医協会会長
阿久根睦

26‒236

上海市友好訪日歓迎会での写真（村井瀞一氏が写ってい
る）

同上

同上

26‒237

灕江煙雨、白暁軍作（桂林市美術家協会副主席）

同上

同上

26‒238

蘇州郝恵芳作

同上

同上

26‒239

1967 年

行進中の村井瀞一氏

同上

同上

26‒240

1967 年

行進する人々（訪中団一行か？、村井瀞一氏の姿あり）

同上

同上

26‒241

1967 年？

集合写真（国民革命軍に関する建物の前で撮影か？）

同上

同上

26‒242

1967 年ごろ

訪中団一行（待合室で撮影か？）

同上

同上

26‒243

1967 年ごろ

集合写真（訪中団一行）

同上

同上

26‒244

1967 年ごろ

集合写真（訪中団一行と現地の人々、場所不明）

同上

同上

村井氏と男性（同一写真4 枚在中）

同上

同上

集合写真（訪中団一行左端に村井瀞一氏）

同上

同上

中国訪問中の村井瀞一氏（少年宮で撮影か？、場所年代
不明、同一写真２枚在中）

同上

同上

26‒245
26‒246

1967 年ごろ

26‒247
26‒248

1971 年？

中華人民共和国写真展の写真

同上

同上

26‒249

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒250

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒251

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒252

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒253

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒254

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒255

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒256

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

26‒257

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

同上

同上

招待状？

26‒258

中国国際貿
易促進委員
会

封筒の中に写真

村井芳松

26‒259

1971 年？

中華人民共和国写真展の写真

同上

同上

26‒260

1971 年？

中華人民共和国大物産展の写真

同上

同上

1985 年５月

難民代表、ナセル博士との記念撮影（左端村井氏か？）
のネガ、車のネガ同封

同上

同上

26‒262

名刺（村井瀞一氏 31 枚、村井芳松氏 15 枚）

同上

同上

26‒263

名刺（29 枚）

同上

同上

26‒264

名刺ファイル（名刺90 枚）

同上

同上

26‒265

バッジ（中国関係 13 点、原水爆禁止世界大会９点）

同上

同上

26‒266

中国関係のバッジ（72 点）

同上

同上

26‒267

1990 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒268

1991 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒269

1992 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒270

1993 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒271

1994 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒272

1995 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒273

1996 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒274

1997 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒275

1998 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒276

1999 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒277

2000 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒278

2001 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒279

2002 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒280

2003 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒281

2004 年の村井氏の手帳

同上

同上

26‒282

2005 年の村井氏の手帳

同上

同上

同上

同上

26‒261

26‒283

2000 年10 月 26 日

現代中国の秀作画展などのポストカード（５枚）

◦ 2757 ◦

谷洋二

村井瀞一氏
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27‒1

1987 年

滬友長野県人会名簿コピー（２部）

百瀬直志氏

2006 年７月

1943 年９月15 日

海軍兵学校卒業証書コピー

同上

同上

27‒3

1962 年 10 月７日

①松商学園高等学校クラスマッチ大会優勝のコピー
②同校の明治31 年から昭和31 年までの沿革
③「校友」復刊号に寄す（久保田正三校長による文書）

同上

同上

27‒4

1986 年

深志同窓会会員名簿コピー、百瀬清治の所に赤丸と下線

同上

同上

27‒5

1968 年

松商学園校友会名簿（六代校長久保田正三の所に赤丸、
同氏写真に赤線、沿革の同氏就任に赤線）

同上

同上

東亜同文書院と愛知大学のコピー（大学昇格時のスタッ
フの久保田正三の欄に赤線）

同上

同上

27‒7

1964 年９月 16 日

松商学園新聞コピー（編集人に百瀬直志氏の名あり）

同上

同上

27‒8

2006 年７月 22 日

市民タイムス（新聞）

同上

同上

同上

同上

27‒9

1998 年８月７日

百瀬直志氏へのお礼の文書と学習院大学での写真のコ
ピー

27‒10

1991 年３月１日

第一勧業銀
行代々木支
店支店長江
下茂男

百瀬直志

校友波田コピー、松商校友会波田支部

同上

同上

27‒11

長野県県歌「信濃の国」のインターネットからのコピー

同上

同上

27‒12

波田町観光パンフレット類（計10 枚）

同上

同上

同上

同上

市川吉也氏

2007 年６月４日

27‒13

1965 年５月 17 日

松商大学新聞コピー、新入生一覧に百瀬直志氏の名前あり

28‒1

2007 年５月30 日

父信也氏の遺品の写真（28‒2）の寄贈の際の説明の手紙

28‒2

1906 年４月９日

市川吉也

記念セン
ター

同上

同上

29‒1

『華語萃編』（中に成績表含む）

関口忠彦氏

2007 年６月 29 日

29‒2

「哈爾濱州街より馬家溝方面の遠望」絵葉書コピー

同上

同上

29‒3

「哈爾濱驛前旅客の慰安完備せるヤマトホテル」絵葉書
コピー

同上

同上

29‒4

「哈爾濱新市街大直街の秋林百貨店」絵葉書コピー

同上

同上

29‒5

「哈爾濱新市街のニューハルビンホテルと中央寺院」絵
葉書コピー

同上

同上

29‒6

「哈爾濱モストワヤ街の丸商百貨店」絵葉書コピー

同上

同上

29‒7

「哈爾濱繁？を極むるキタイスカヤ街」絵葉書コピー

同上

同上

29‒8

「都市哈爾濱驛」絵葉書コピー

同上

同上

29‒10

①1941年11月27日

30‒1

31

31‒1

①新満州国要覧（東京朝日新聞附録）、②宛名のコピー

①井川敏

『華語萃編初編』

29‒11
30

集合写真

「哈爾濱地段街登喜和百貨店付近」絵葉書コピー

29‒9

32

同上

27‒2

27‒6

28

同上

藏居良造氏手帳のコピー
10 月17 日

「『東亜同文書院』全景写真同封します」との手紙

31‒2

東亜同文書院の写真絵はがき（無記入）

32‒1

「在上海東亜同文書院（其九）校医住宅」

佐野晃

①関口忠彦

同上

同上

同上

同上

同上

同上

藏居淳氏

2007 年７月 23 日

佐野晃氏

2007年10月19日

同上

同上

久野輝夫氏

2008 年１月

成瀬さよ子
氏

2008 年１月 22 日

33

33‒1

南京同文書院教職員住宅図
※愛大豊橋図書館に同一物あり

34

34‒1

簿記棒（丸定規）

清水利治氏

2008 年 2 月 21 日

粛親王書「秀實芳聲」

伊藤哲夫氏
夫人（総務
課経由）

2007 年３月

35

35‒1

◦ 2758 ◦
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柏涛書「毛主席給日本工人朋友題詞」（1972 年８月北京
で認められたもの。村井瀞一氏に贈られたもの）。

26-284
27
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二〇〇七年度記念センター活動記録

国際シンポジウム
︵土︶豊橋校舎記念会館 階小講堂
3

28

・

7

07

・

「日中研究者による東亜同文書院研究」

牧野氏講演会の様子

1

4

名︑日本側 名・コメンテーター 名
6

報告者＝中国側

公開講演会
1

会議室

2

︵土︶豊橋校舎研究館第 ・

28

・

4

07

・

石井吉也氏︵愛知大学元学長・名誉教授︶
「本間喜一

2

会議室

1

︵土︶豊橋校舎研究館第 ・

9

6

07

・ ・

││法学者としての軌跡││」

牧野由朗氏︵愛知大学元学長・名誉教授︶
「愛知大学と東亜同文書院大学と私」

1

会議室

2

︵土︶豊橋校舎研究館第 ・

30

・

6

07

・

村上武氏︵東光書院院主︶
「『学問のすすめ』
『脱亜論』と荒尾精先生の思想」
︵土︶豊橋校舎本館第 会議室
2

29

・

9

07

・

池上貞一氏︵愛知大学名誉教授︶
「東亜同文書院大学呉羽分校顛末
││海を渡れなかった書院生たち││」

研究会
3

︵木︶豊橋校舎究館第 会議室

20

・

9

07

・

「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望」／武井義和氏

「東亜同文書院生とキリスト教」／石田卓生氏

「近衞文麿と東亜同文書院

││両者の関係に関する一試論││」／大島隆雄氏
4

︵金︶豊橋校舎究館第 会議室

14

・

12

07

・

4

︵木︶豊橋校舎究館第 会議室
6

・

12

07

・

「中国における東亜同文書院研究の現状」／周徳喜氏

◦ 2759 ◦
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4

︵水︶豊橋校舎究館第 会議室
3

・

10

07

・

成果出版事業◦
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展示会
︵月︶

29

︵土︶〜

27

・

10

07

・

28 27

27

37

霞山会館︵霞が関コモンゲート西館 階︶
「牡丹の間」
日は愛知大学東京事務所移転記念式典も行なわれた
講演会 霞山会館「霞山の間」
︵土︶「小説『満州国演義』にみる中国大陸」／船戸与一氏︵直木賞作家︶
︵日︶「近衞篤麿と清末中国」／李廷江氏︵中央大学法学部教授︶
902

階Ｋ 教室
9

︵土︶車道校舎

8

・

12

07

・

「天津資料展示会と講演会」
講演「近代中国の租界地における日本人社会 上海と天津の比較」／武井義和氏

その他
愛知大学史展示室リニューアルオープンセレモニー
19

4

07

・ ・ ︵木︶大学記念館正面玄関前
武田学長︑藤田センター長︑大島客員研究員 挨拶︑テープカット︑応援団エール
豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座「近代史の中の東亜同文書院と愛知大学」
610

号館 教室
6

豊橋校舎
6

︵土︶「孫文を支援した山田兄弟」／馬場毅教授
︵於・大学記念館︶／武井義和ＰＤ
︵土︶「展示室での講義と見学」
／武井義和ＰＤ
︵土︶「東亜同文書院からみた近代の日本と中国」
︵土︶「東亜同文書院生とキリスト教」／石田卓生ＲＡ
︵土︶「人物でたどる東亜同文書院から愛知大学」／大島隆雄名誉教授

◦ 2760 ◦
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トラム第２回 馬場教授

17 10 27 20 13

・
・
・
・
・

11 11 10 10 10

10

︵土︶「東亜同文書院の歩いた道と愛知大学」／藤田佳久教授

・

成果出版事業◦

記念センター施設整備改修報告

文科省のオープン・リサーチ・センター整備事業採択に伴い︑二〇〇六年度から二〇〇七年度にかけて進
めてきた施設整備事業が完了し︑記念センターが新しく生まれ変わりました︒
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二〇〇六年度には大学史展示室が移転し︑内装も行い「愛知大学史展示室」Ａ・Ｂとしてリニューアルし
ました︒内容を「愛知大学創成期」
︑
「愛知大学を揺るがした事件事故紛争」︑「国際交流の発展と大学の社会
的広がり」
︑
「近年の愛知大学」の四つのコーナーに分け︑パネルや書︑文書などで大学の歴史を紹介すると
ともに︑昔の学生生活をイメージした学生寮の部屋が再現されました︒
また︑従来は他課の倉庫だった部屋が︑講演や学生たちへの記念センター紹介などの目的で使用する「講
義室」になり︑書院研究室も設けられるなど︑従来の資料展示に加えて教育活動︑そして研究活動を充実さ
せるべく施設整備が進められました︒
二〇〇七年度の改修としては︑展示室の更なる充実を挙げることができます︒まず︑愛知大学創設に大き
な役割を果たした︑本間喜一名誉学長の生涯を紹介する愛知大学史展示室Ｃ︵本間喜一コーナー︶が新たに
設けられました︒一方︑東亜同文書院展示室は見学順路を逆にし︑東亜同文書院関係展示室を第一展示室︑
孫文・山田良政／純三郎兄弟関係展示室をそれぞれ第二・第三展示室と変更して︑入りやすくかつ見学しや

すいように改められました︒
また︑東亜同文書院大学記念センターが入っている「大学記念館」の玄関両側には︑二〇〇七年一一月二
日に東亜同文書院設立趣意書︵興学要旨︑立教綱領︶と愛知大学設立趣意書が掲げられ︑両校の設立の理念
を︑視角を通じて見学者の方々にご紹介する運びとなりました︒
第一展示室として書院関係や日中の近現代史を中心に配架していた図書室の整備も進みました︒場所を事
務室の前︵旧大学史展示室︶に移動し︑名前も「書院図書資料室」と改め︑多くの書籍を配架できる書庫が
誕生しました︒なお併設する形で資料閲覧室も設けられました︒
大学史研究室もでき︑愛知大学の歴史についての研究環境が整ったことも︑二〇〇七年度の改修の大きな
成果として挙げることができます︒
音声ガイド・ＤＶＤ・タッチパネルのナ

文書院から愛知大学にいたる一〇〇年の歴
史を分かりやすく紹介するシステムも整備
されました︒新しい記念センターへお越し
下さることを︑心よりお待ち申し上げてお
ります︒
︵武井義和︶

◦ 2761 ◦
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講義室

東亜同文書院研究室

レーションシステムの導入により︑東亜同

◦ 2762 ◦
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東亜同文書院第３展示室

東亜同文書院第１展示室

東亜同文書院設立趣意書（入口）

東亜同文書院第２展示室

愛知大学史展示室 Ｃ（本間喜一コーナー）

愛知大学史展示室Ａ
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愛知大学史展示室Ｂ
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編集後記

「同文書院記念報」一六号をお届けする︒
平成一九年︵二〇〇七︶度はオープン・リサーチ・センターの二年目となり︑多くの事業活動や研究活動
がより活発に行なわれた︒そのうち︑特筆されることは︑東亜同文書院と愛知大学史の展示室を大幅にリ
ニューアルし︑展示室も六室となったことである︒とりわけ︑書院最後の学長で︑実質的な本学の創設者で
ある本間喜一先生の一室を新設できたことは︑本学の精神的基盤を具体化した画期的事業ともいえる︒しか
も︑各展示のコーナーには日本語︑英語︑中国語の音声ガイドシステムを設置し︑統一的な説明を聞けるこ
とになり︑この世界では本学が先進的地位を得ることになった︒また︑定員四〇名弱の講義室も完成し︑Ｄ
ＶＤによる「東亜同文書院から愛知大学の歩み」も完成し︑上映できるほか︑新入生と卒業生に配布するこ
とにもなった︒研究会や会議もできる部屋になり︑今後の利用の高まりが期待できる︒
また︑念願の書庫と閲覧室が設けられ︑既存の書院卒業生の方々からの寄贈書や資料に加え︑昨年夏には︑
熊本の蔵居良造氏の御遺族からの五千冊に及ぶ書籍と雑誌も収蔵でき︑「蔵居文庫」のコーナーも誕生した︒
『愛知大学史研究』が創刊されたのも︑今後の愛知大学史研究の礎をつくったといえる︒

本号では︑いくつかの研究会活動のうち︑本学名誉教授の池上先生に書院生最後の学年が過した富山県の
呉羽分校の貴重な経験発表分を収録させていただいた︒次いで︑最後の国際シンポジウムとなった「日中研
究者による東亜同文書院研究」の概要を収録した︒これは昨年度︑本誌で収録した上海交通大学でのシンポ
ジウムの日本での再現版であり︑詳細は本年度の年報をご参照いただきたい︒また︑平成一九年度東亜同文
書院記念基金会の受賞者浅川氏の関係の文面と推薦者の一文を収録した︒浅川氏がテニスを通じて︑中国の
人々や指導者と交流し︑交友関係を築いていったことが伝わってくる︒そして︑武井氏による当センター所
蔵資料目録の継続分も収録した︒最後に当センターのこの一年間の活動記録と前述した当センター施設の整
備状況をお示ししたので︑ご一覧いただければ以上の状況が伝わることと思う︒
本年度も福岡︵一〇月︶と弘前︵七月︶での展示と講演会をはじめ︑多くの諸事業︑活動が目白押しであ
る︒当センターの発展に今後とも御声援︑御協力いただけたら幸いである︒

二〇〇八年三月二五日

藤

田 佳 久

113 編集後記

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長
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お詫びと訂正

「同文書院記念報一五号」の本文に誤りがありました︒お詫びして訂正いたします︒
誤「吾妻」↓ 正「我妻」
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私の東亜同文書院大学時代
東亜同文書院大学四二期生

︻司会︼

倉

田

俊

介

同文書院記念報 VOL. 17

4

◦第６章

本日は梅雨時ですけれども見事に雨が降らずにすみました︒ただ東北地方で地震があったよう

ですけれども︑その中お越しいただきまして誠にありがとうございます︒本日の講演会は横浜から倉田俊介
先生をお招きして︑﹁私の東亜同文書院大学時代﹂というお話をいただきたいと思います︒その前に当セン
ターのセンター長藤田教授からご挨拶を申し上げます︒

︻藤田︼

皆さんこんにちは︒それぞれご多用中︑本日はたくさんの方にお集まりいただきまして大変あり

がとうございます︒今日は倉田俊介さん︑東亜同文書院大学の四二期生の方ですけれども︑﹁私の東亜同文
書院大学時代﹂という形でご講演をお願いすることになりました︒今日のチラシにも東亜同文書院大学記念
センター公開一〇周年記念というふうに書いてあります︒実はこの愛知大学東亜同文書院大学記念センター
はそれよりもっと前にオープンしていますが︑いわゆる展示施設として正式に公開に踏み切ってからちょう
ど一〇年目ということになります︒早いもので一昔前にオープンして今日に到っています︒

最初は展示施設を中心に︑特に初代の今泉先生のセンター長の時代にいろいろ整備をしていただいたり
しました︒二年と少し前︑文科省のオープンリサーチプロジェクトというのに選定していただきまして︑こ
の記念センターの行事がいっぺんに多様化いたしました︒ひとつは今日のような講演会です︒昨年は中国の
方々と合わせて一〇人ぐらい︑日中間で書院をどういうふうに見るかというような研究会も行ないました︒
その他内部的な研究会という形で︑書院研究と︑それから書院に影響されている愛知大学史のほうの研究︑
そういうものを進めてきております︒盛り沢山になりまして︑昨年一年間の活動報告とかこういう講演会︑
シンポジウム等の記録が三百数十頁になっています︒見ていただければ大変ありがたいと思います︒
それとは別にせっかくのこういう事業ですので︑オープンという意味も兼ねまして︑こういうような講演
会の他に︑私共のセンターとしては全国行脚をしております︒一昨年は横浜で行ないました︒全国の図書館
総合展というのがございまして︑本学の図書館の成瀬さんにずいぶんご尽力いただき︑その中のメインイベ
ント事業として初めて本学のセンターの展示を行なわせていただきました︒総入場者数が二万五千人という

両方の名前を関東地区で初めて知っていただきました︒
昨年は文科省の新しい建物の後ろにコモンゲートとして二本︑三〇数階建てのものが建ちました︒その西
側の建物に前ありました霞山ビルをつぶして︑霞山会と︑その中に入れていただいていた愛知大学の東京事
務所が三七階に引っ越したということもございまして︑移設記念と申しますか︑そういう事業を東京の霞が

5

関のど真ん中で三日間実施いたしました︒講演会を二本組みましたけれども︑これもずいぶんたくさんの方

私の東亜同文書院大学時代

ことで︑その全部の方がご覧になったわけではありませんが︑多くの方に見ていただき︑書院と愛知大学の

◦ 2766 ◦

が最後の最後まで来ていただき︑見ていただきました︒
今年は弘前と福岡︒弘前のほうは記念センターの展示をご覧になった方はご記憶かと思いますが︑特に孫
文との関係で山田純三郎兄弟の資料が本学に寄贈されていまして︑大きな目玉の展示品になっております︒
純三郎のお兄さんに当たる良政という方が津軽・弘前のご出身なので︑津軽のほうで我々の展示を見てい
ただき︑併せて講演会もやろうということで︑七月の下旬に弘前のほうへ出かけます︒幸いなことに弘前の
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方々︑それから青森県・弘前市等々︑あるいは二つの新聞社から非常に歓迎を受けまして︑ぜひやっていた
だきたいということで二日間実施いたします︒もうひとつ福岡で︑秋に三日間ほど実施します︒書院の卒業
生で県別出身者と言いますと福岡県は一位です︒それ以外の九州の方々もけっこう書院に進学された方が多
い︒そういう点でこの企画を思った時に九州の卒業生の方々からも﹁早くやってほしい﹂というご要望があ
りましたし︑我々のほうも日程を一年早くして福岡でやってみようということで︑今年の秋は福岡のほうへ
まいります︒これは実は大変なことでありまして︑展示施設の部分をかなりごっそりと移動いたします︒そ
して本物を持っていこうとすると保険料金がものすごくかかるものですから︑我々のほうも資料を複製にし
たり︑いろいろ工夫をしながら展示会をする計画を立てております︒
できれば私個人としては国内のほうで東亜同文書院大学を改めて広く知っていただきたいということと︑
併せて愛知大学も知っていただきたい︒同時に来年は欧米人を中心にした国際シンポジウムを企画しており
まして︑世界の東亜同文書院というような形でも提供できたらと思っております︒本学の別のプロジェクト
であるＣＯＥのプロジェクトで中国学術センターを作った時に︑私はヨーロッパのデリケーションと言いま

すか︑そのまとめ役でヨーロッパの各大学︵かなり有名大学が多い︶を回りましたら︑みんな東亜同文書院
をよく知っていました︒愛知大学は知らなくても﹁そのあとの学校か﹂というので︑我々も大変恩恵を受け
たことがございます︒アメリカも同じで︑改めて東亜同文書院の存在の偉大さというのを他の国で実感した
次第です︒
こういうプロジェクトを我々はあと三年続けるつもりでおりますので︑ぜひご理解いただいて︑またこう
いう機会がございましたらぜひご参加いただければ大変ありがたいと思います︒今日の倉田さんは四二期生
ということですが︑これまでお願いした方々はもう少し前のほうの方が多かったんです︒戦局が少し厳しく
なってきかけた時期に書院に入られまして︑正に波瀾万丈の学生生活とその後の人生を送ってこられた方で
す︒倉田さんにぜひお話をいただきたいということを去年の秋に申しまして︑快く引き受けていただきまし
たので︑半年経ちますけれどもようやく今日倉田さんのお話をこの場で聞けることになりました︒もうすで
に原稿は書かれておられ︑私も拝見いたしましたが︑非常に盛り沢山の内容であります︒その全部をお聞き

くお話していただけるのではないかと思います︒
ちょっとご挨拶が長くなりましたがもう一点だけ言いますと︑私は東亜同文書院の旅行記をこれまでいろ
いろ編集して四冊出しています︒あと一冊︑今満洲編を編集していますけれども︑その過程でいろいろ分か
らない単語・文字等をみんな倉田さんに教えていただきました︒非常に博学でありまして︑私としては本を

7

編集する上で大変ありがたく︑感謝しております︒そういう点でもこの機会に倉田さんのお話が聞けるのは
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できるかどうか時間の問題がありますけれども︑今日はその辺のところを︑倉田さんのことですから要領よ

◦ 2767 ◦

ありがたいと思っております︒ぜひゆっくりとお話をお聞きください︒
︻司会︼

本日の司会を仰せつかっております国際コミュニケーション学部准教授の加納です︒よろしく

お願いいたします︒本日の進行といたしましては今から倉田先生のお話をいただきまして︑その後時間の関
係もありますが質疑応答の時間をなるべくとりたいと思っております︒一六時終了の予定ですのでよろしく
お願いいたします︒倉田先生の略歴につきまして今藤田センター長のほうからもご紹介がありましたがもう
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一度ご紹介申し上げます︒倉田俊介先生は一九二一年︵大正一〇年︶のお生まれでございます︒一九三九年
︵昭和一四年︶に刈谷中学をご卒業になられまして︑一九四一年︵昭和一六年︶に東亜同文書院大学に入学
されました︒一九四三年︵昭和一八年︶に学徒出陣をされましてその後中国大陸における作戦に参戦されて
います︒一九四五年︵昭和二〇年︶に終戦を迎え︑その後引き揚げられてから大阪の日商産業株式会社︵現
在の日商岩井︶に就職され︑その後日商岩井の業務にさまざま勤務されておりまして︑その間インドネシア
のジャカルタ所長としても海外に赴任されています︒一九七六年︵昭和五一年︶には滬友会幹事に就任され
て現在に到っています︒先ほど藤田教授のほうからもご紹介がありましたように四二期生ということで昭和
一六年のご入学ですけれども︑東亜同文書院が大学に昇格したのが一九三九年のことですから︑その二年後
のご入学です︒そのあたりのナマのお話をお伺いできるのではないかと考えております︒では倉田先生︑よ
ろしくお願いいたします︒
︻倉田︼

私は刈谷中学を出ており︑御年数えの二歳から刈谷で生活しました︒同文書院にやっと合格して

通い︑それからいろいろやったわけです︒ルーマニア大使や蒙古の大使をやられた小崎昌業さん︑愛大の第

一期生の人で︑これと同期です︒小崎君はいっぺんで同文書院に入ったかも知
れませんけれども︑私のほうは秀才にもかかわらず二年も苦労して同文書院に
入った︒同文書院というのは相当厳しい選抜をするんだなということでお聞き
いただくとちょっと面白いかなと思って︑一番最初に二年間の苦労話を申し上
げます︒
来年は卒業だな︑どこか学校に入らなきゃいかんなという時︑お袋は専門学
校までしかやらんと言う︒いい手はないかなと思って︑旺文社の﹃蛍雪時代﹄
とか入学手引きとかをいろいろ調べましたら︑満洲に建国大学というのがある︒
これは官費で只なんです︒その代わりあそこは朝︑陣太鼓で起きる︒東を向い
て朝礼して︑それから学校の授業がある︒それを読んで︑ああこんな軍国主義
的なのはだめだ︑只でも行かないぞと︒パラパラッとやったら今度は同文書院︒何と﹁魔都﹂上海にあって︑

という非常に楽しいスケジュールがある︒学生時代に中国の行きたいところへ行け︑その代わりそれを卒業
論文にせよというシステム︒この﹁魔都﹂という言葉と大旅行にポロッといかれまして︑他の学校へ行く計
画︵東京商船へ行こうか︑神戸商船へ行こうか︑三重高農がいいか︑岐阜高農がいいか︑名古屋高商がいい
か︶が全部消えた︒絶対只でこんないい学校へ行けるんなら同文書院だとそこで腹が決まった︒
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昭和一三年の五〜六月頃︑中学の広瀬という教頭に廊下でばったり会ったので︑﹁先生同文書院ってご存
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上海そのものが東洋の国際都市のピカイチだということが書いてあり︑しかも同文書院というのは大旅行

◦ 2768 ◦

じですか﹂﹁うん知っとる﹂︒それで﹁私︑県費生を受けますので︑学校には案内があるでしょう︒倉田が
受けると届けてください﹂と言ったら︑何とその先生がお忘れになった︒私は一一月頃になったら県費生が
あると思って︑ビクビクしているより名古屋は刈谷から近いじゃないかということで汽車で県庁へ行った︒
そうしたら県庁の学務課の課長さんに怒られた︒﹁お前今日試験をやってるのに今日来て試験を受けさせろ
と言ってもだめじゃないか﹂︒それでその日はパアになった︒それでもうあかんなと︒試験は始まっちゃっ
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ている︒廊下をとぼとぼ歩いていたら︑岐阜県恵那郡に現在住んでいる鵜飼達哉というのに会った︒愛知学
院中学という坊さんの学校がありますが︑あそこの秀才です︒私がだめになった試験を受けて合格したか︑
とにかく私の入ろうと思った年に受かっちゃった︒同文書院に入ってから﹁お︑鵜飼がいる﹂と︒私より二
年前の四〇期に入った︒そういう思い出があります︒これが同文書院生の第一ですね︑いちばん最初にぶつ
かった︒
それから私は名古屋高商を受けるわけです︒名古屋高商に英語のヒアリングの試験があった︒ペラペラと
先生がしゃべったのを︑何を今しゃべったか大意を書けという︒先生がもう一度同じ文章をペラペラとおや
りになる︒中学に三人英語の先生がおりましたけれども︑全然発音が違う︒さっぱり分からない︒ヒアリン
グが名古屋高商にはあるんだとびっくりした時からもう負けですね︒先生が読んだってさっぱり分からない︒
それで白紙答案を出した︒時間に余裕があったので私は何を解答したかと︑他の学科の控を全部取っておい
た︒やっぱり白紙答案を出すと落ちるんですね︒その教授が﹁俺の答案に白紙を出した﹂と落としちゃう︒
他はよかったんですよ︒それで俺は県費生をふられたんだから私費生を受けてやると︑東京へ出た︒今のホ

テルオークラの裏あたりの山手のところに︑高千穂高商という私立の高商があった︒そこを借り受けて︑同
文書院に入りたいやつは来いと︒行きましたら何と二〇〇〇人ぐらいいた︒それでも僕はまだ受かるつもり
があった︒受かったらどうしようと︒私費生に受かってチャイして来年の県費生を受けさしてくださいとい
うことができるかできないか思い思い受けました︒そうしたら見事になしのつぶてで何も来なかった︒
あとから考えてみると県費生が難しいか私費生が難しいか分からない︒私費生は三〇人か五〇人しか取ら
ないのに応募者が二〇〇〇人いるわけです︒県費生は三人取るのに四五人ぐらいしか集まらない︒我こそ秀
才なり︑というのが︒私費生で受けたか県費生で受けたかは中に入ってしまうと全然問題にしない︒問題に
しないのは当り前で︑あれだけ難しい私費生を通ってきたんだから県費生そこのけというようなもんです︒
そういう経験がありました︒浪人第一年目はいろんな参考書がありますから家でお金をかけずに勉強しよう︑
参考書を全部マスターすれば今度は受かるということでやったけれども︑よくある﹁小人閑居して不善をな
す﹂で︑勉強してるんだかしてないんだか分からない︒そうしたら﹁お前何か聞くところによると同文書院︑

系で︑松坂屋の伊藤次郎左衛門の出資で青島の四方というところで耐火煉瓦の立派なのを作っていた︒その
社長が自分の息子が日本から戻るから一緒に来いと呼んでくれた︒それで渡りまして︑中国というところが
いかに汚い厳しいところかというのが︑青島に行って初めて分かりました︒
豆粕という︑パイナップルの輪切りをうんと大きくしたようなものを一五〜一六枚苦力が背負う︒普通の

◦ 2769 ◦
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窯業という会社の社長です︒山東窯業と言うと︑昔︑日本陶器と名古屋陶器と二つあったうちの名古屋陶器
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同文書院とうわ言のように言ってるらしいな︑ちょっと中国を見に来い﹂と叔父さんが言った︒叔父は山東

人間では背負えません︒苦力だから背負える︒岸壁がピカピカに光っているのは何かと言うと痰です︒中国
人というのはすぐパッパッとやる︒それを見て︑﹁東洋のナポリ﹂青島は遠くから見るときれいな町だけど︑
岸壁についたら参った参ったでした︒
叔父さんのところは昔のドイツ式の住宅です︒そこへ行った︒そうしたらまた同文書院にぶつかった︒そ
の叔父さんの甥が︑飛鳥井雅信と言って三三期︒青島中学の秀才です︒青島中学から同文書院に行かしてく
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れということで︑同文書院のほうは喜んだわけです︒大陸にいる中学生はたいてい日本に行ってしまう︒そ
れを同文書院を狙うというのはよほどウイやつです︒それで合格して入った︒
叔父貴が﹁お前偉そうに︑たかだか刈谷中学の上のほうにいるからと言って︑そんな甘い学校と違うぞ︒
雅信だって青島中学の秀才だから入れたんだ﹂ということを︑口で言うと悪いと思って現物を見せたんだと
思う︒それでせっかく中国に来たんだからということで︑青島から済南につながる鉄道︵膠済線︶で済南ま
で遊びに行こうと︑孝保という叔父の長男と一緒に出かけたわけです︒そこで中国の貴婦人が僕の座ってる
真ん前にお座りになって︑我々二人に花リンゴという小さいリンゴをくれました︒﹁お食べ﹂ということで
すがその女性が全然ニコッともしないんです︒品があって︑泰西名画から出てきたようなものすごい別嬪さ
ん︒中国人ってこんな別嬪さんかなと︒その人がニコリともしないのでまずショックを受けた︒何か悩みが
あるんだろうなと︒
もう一つは沿線に子どもが一二〜一三人汽車を追っかけてくる︒汽車がそんなに速くないですからね︒そ
のお腹がポンポンに張っちゃって︑腕や足はえらくヒョロヒョロしている︒それが﹁シーサン︑シンジョ︑

シンジョ︵先生︑お恵みを︶﹂と言う︒日本人はもう見ちゃおれんというわけで窓から投げます︒その二つ
を見た時に︑しばらくして俺が同文書院を狙うのはこのためだと︒中国のやつに笑顔を戻してやろうと思っ
た︒やることがあるじゃないか︒叔父貴は山東窯業でしっかりやってるし︑その兄貴のほうがまた弟に呼ば
れて博山で窯業をやっている︒そこも間に訪問しました︒その叔父貴は早稲田を出たけれども︑窯業をやっ
てみたら面白くてしようがないと入れ込んでいた︒博山で一晩泊まったら︑八路か匪賊か知りませんが夜
中にパンパンと鉄砲の音がする︒叔父さんもえらいところでやってるなと思いました︒最初にパンパンとい
う音を中国で聞いたのは博山でした︒済南に行き着いたら 泉湖という池があった︒済南の名所で︑そこへ
行ったら鯉を食べろとか蓮根を食べろとかいう︒中国料理が出てきて︑鯉のほうはまあまあでしたが蓮根は
おいしかったですね︒確か湯がいてさっと水に通したもので︑それをいまだに印象深く覚えています︒
青島から帰ってきたら途端に同文書院がものすごい高い山に思えて︑これはいかんと名古屋の河合塾に
行った︒名古屋高商の︑試験場では会っていませんけれども河合逸治という名古屋高商の有名な英語の先生

というのは思ったよりごっつい学校だなと︒それでそこへ通って一生懸命勉強した︒私は中学の二年の頃か
らいわゆる虚無感というやつに憑かれていて︑勉強とか剣道とかをやってる時は何ともないんですが︑自分
自身に戻るとスーッと人生いかなるもんだと︒まるで華厳の滝から飛び降りた藤村操みたいな気持ちになっ
ちゃう︒それが突如として河合塾から刈谷に帰る熱田の駅で起こったわけです︒正にここからそこぐらいま

◦ 2770 ◦
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島から帰ってきて︑怖くて河合塾に入って︑もう一一月に試験ですからね︒これはえらいことだ︑同文書院
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が塾長で︑それが河合塾の初めなんです︒瑞穂にできあがった河合塾へ行きました︒九月の初めぐらいに青

で汽車に近づいた︒ところがその時に︑お前が消えたらお袋がどうなっちゃう︒それがパンと来た︒お袋が
これだけ俺をかわいがっていたのに︑﹁はい︑さようなら﹂とこっちが先に行けるか︒それともう一つは︑
あの頃虚無感に入ると何か宗教的な︑祈りみたいな気持ちになるんですが︑その時に︑ああ︑祈って甲斐が
ないのが人生だ︑人生はそんな甘いもんじゃない︑祈ったらすぐお返しに戻ってくるようなもんじゃない︑
それほど人間は無力だ︑という二つの答が出た︒機関車が迫ってくる直前で足が止まった︒
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そんな事件もあって︑期限が来て受けた︒受けたら今度は朗報が入っちゃった︒県の学務課に︑刈谷中
学の校長さんの息子で中学だけで学務課へ行った方がいたんですが︑その方が﹁やった！刈中受かった﹂と
言う︒刈中は私一人しか受けてないんですから︑これは受かったと︒河合塾のおかげか︑一人で勉強したお
かげか︒そうしたらもう待つだけだなと︒待てど暮らせど来ない︒四〜五日経った時に今度はそのどんでん
返しの悲報が入った︒倉田は中学時代級長も副級長もやったことがない︒学校のためにお役に立っていない
と︒だから落とされちゃった︒それを聞いた時にガックリしまして︑お袋に胸の内をぶちまけた︒俺は他の
学校を受ける予定をしていたけれども︑﹁もうやめだ︑同文書院と心中だ︑来年受けさせてくれ︒一年で浪
人をやめようと思ってた︒受けたら受かる学校があるかも知れないけど︑県費生に引っかかっといて落ちた
というのは癪だ︒受けさせろ﹂と︒お袋は﹁ああ︑いいよ﹂と何も文句を付けなかった︒それで東京に府立
の五中と言って︑一高とか一橋とか東京工業︵いわゆる蔵前の高工︶とか︑一流校だけ狙う予備校があった︒
そこを受けてみたら入っちゃった︒ところが入った時に何と言おう︒愛知県の県費生と言っても意味ない︒
第三高等学校という一高と同じレベルのが京都にある︒一高は行きたくないから﹁三高を受けます﹂と︒先

生が模擬試験の度に受かるか受からんか教えてくれる︒努力の甲斐あって毎度﹁受かる﹂と言う︒学校の授
業も非常にけっこうな授業で︑片一方は落合直文の息子が﹃徒然草﹄を教えてくれた︒参考書なんか何も使
わない︒この本を読めと﹃徒然草﹄をもらった︒英語の先生はジェローム・Ｋ・ジェロームの﹃アイドル・
ソーツ・オブ・アイドル・フェロー﹄︵﹃閑人閑話﹄︶︒よく日本語に訳してある英国人の随筆です︒そう
したら高等学校の生徒になったような気持ちになる︒
それがうまいこと効いて虚無感が抜けたんです︒熱田で曇ってた気持ちが︑東京へ行ったらサッと晴天
に戻っちゃった︒あれ以来私は虚無感は無くなった︒一一月に県費生を受けるまでは︑例えば一高の生徒
になったような気分ですね︒受ける度に三高が受かると言うから︑悠々として東京をエンジョイして︑ささ
やかな一高生気分を味わった︒それで今度県費生をやってみた︒中学は終わっちゃったから︑もう級長︑
副級長をやれるはずがない︒その時の四五人みんなが級長か副級長に見えた︒これで俺受かるかな︑点数だ
けじゃだめかなと受けたら︑今度は合格した︒東京へ帰った時に合格の通知があったので︑先生とか受験仲

そんなことでゴタゴタ言わず早く刈谷に帰れ﹂︒その一喝で同文書院というのはそれほど難しい学校か︑い
いとこに受かったなと︒第一志望ですからね︑いいに決まってます︒
それで刈谷に帰って体調を整えていたら東京へ出てこいという︒皆さんにパンフレットが行っていると思
いますが︑こんな白髪のおじいちゃんじゃなくて学生服の写真が載っている︒近衞文麿さんが霞山ビルとい
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﹁お前同文書院の県費生とは大したものだ︒このあいだ海兵のやつの入学祝をやったから二番目の入学祝だ︒

私の東亜同文書院大学時代

間に﹁三高受かるということになると︑県費生受かっちゃったよ︒どうしようかな﹂と言ったら怒られた︒

うビルを持っていた︒そこの屋上で招見式をしている︒﹁よく来た︒お前ら日本と中国のために不佞を捨て
る気があるか︒とことんやる気があるか﹂︒というのが招見式で︑その時の一番右の後ろに写っているのが
その写真です︒だからちょっとインチキして︑紅顔の美少年みたいな顔をして先生役をやっている︒六七年
も経つとやっぱり人生ごまかせませんね︒これぐらい白髪になってスケスケになる︒ここまでが同文書院に
入るところまでですね︒
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大学の歴史に行きます︒荒尾精さんは枇杷島の士族の出です︒だから愛知県費生はよその県費生よりたく
さんいる︒いっぺんに三人取ってくれるのは︑たぶん荒尾精のおかげだと思う︒他の県は三人も只で学校へ
やってやるなんていう気前のいい県はあまりございません︒名誉だけ与えるけど︑﹁君半分学費を持て﹂と
いう県が多い︒県費生にしてやるけれども学費は半分よ︑という︒県費生にしてやるけれども学費は出さん
よ︑という県もある︒ところが愛知県費生は全額で︑週にいっぺんずつ小遣いまでくれます︒その小遣いも
けっこう遣いでがあるんです︒中国の安いものを食っていたので︑だいたい小遣いで足りる︒
荒尾先生は軍人でした︒ところがこんな馬に乗ってサーベルを付けて︑何が国がもつか︒こんな小さな国︑
金の無い貧乏な日本が︑世界の列強が中国を荒らし回ってる時にその向こうを張ってやるには︑まず金だ︑
中国と仲良くなっちゃうことだというので日清貿易研究所を作ります︒サーベルなんかポイだ︑捨てちまえ
というのが荒尾さんなんです︒岸田吟香︵岸田劉生という絵描きの親父です︶が上海に先に渡って︑お薬と
かいろんなものを売っていた︒それに縁を付けて︑漢口に上海楽善堂の支店のようなものを作って経営する︒
経営に入る前に三年ほど中国を渡り歩いた︒あっちへ行ってみる︒こっちへ行ってみる︒中国人に接して体

験したことを元にして︑どうしたらうまく清国と日本は貿易して︑両方が栄える道がとれるかと︒あるじゃ
ないか︑仲良くして両方の学生を作ればいい︒日本人も中国を知らなすぎる︒中国人も日本を知らなすぎる︒
それなら両方に相手の国を教えればいいんだというのが日清貿易研究所︒どうやったら貿易の仕事ができる
かという手ほどきをした学校です︒ところがすぐ日清戦争が起こって続けられなくなった︒それから今度は
南京の同文書院になって︑上海の東亜同文書院になる︒
荒尾さんははっきりと言う︒﹁サーベルなんかで何の役に立つか︒こんな小さな四つの島から出ていって︑
サーベルでチャンチャンバラバラやって何の足しになるんだ︒軍隊はやめ﹂と割り切っちゃうわけです︒し
かし参謀本部なんかにもサービスはしてますよ︒﹁お前軍人になると言ったんだからこれぐらいのことは手
伝え﹂といって手伝わされる︒だけどそれを終わったら﹁はい︑私は本来のところ︵貿易︶に戻ります﹂と
いうことで陸軍のほうからも許可が出て︑正式に始める︒それが日清貿易研究所ですが︑途中でおじゃんに
なって南京︑上海と学校を何遍も作り替えなければならなかった︒

酒もそらんじていた︒お酒を六歳ぐらいから飲んだ︒これがあとで同文書院に効いてくるんですよね︒同文
書院の人でお酒を飲めないやつは﹁お前だめだ﹂︒私も入って苦労した︒お酒の飲めない家から行ったんで
すけど︑飲めないと仲間に入れてもらえない︒一生懸命勉強した︒
横浜にヘボン式ローマ字で有名なヘボンが師範学校を作っていて︑根津さんはそこへ入った︒そこから
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山梨県日川村の旧家から出られた︒小さい時からいわゆる四書五経︑漢籍はそらんじていた︒その代わりお

私の東亜同文書院大学時代

根津さんは荒尾さんより一年上のはずですね︒二人は非常に意気投合しておられた︒根津さんというのは

陸大に入った時︑教官のドイツ人のメッケルが﹁一個師団あれば名古屋から東京まではペロリだ︒日本の侍
どもがいくらかかってきても﹂と言ったのに根津さんがカッときた︒実践の演習をやった時︑根津方式はこ
うだと言って︑メッケルの方式を使わなかった︒論争をやって︑では陸大を辞めましょうと言って辞めてし
まった︒
明治二三年に荒尾先生と合流すると︑根津さんは最初に︑いわゆる誰でも分かる中国の貿易﹃清国通商綜
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覧﹄というのをおまとめになる︒それをベースに学生を呼んでやろうという時に︑根津さんは非常に面白い
お考えを持つわけです︒ものすごく難しい︑中国人とツーカーやる時には漢文がいいでしょうけれども︑今
の我々のレベルで読むといったい何が書いてあるのかというような難しい漢文で︑﹁興学要旨﹂と﹁立教綱
領﹂という二つのものをお書きになった︒簡単に平語で言いますと︑内外の実学を講義して日華︵日本と清
国︶の英才を集める︒これを教育してそれぞれに相手の事情が分かれば手を結ぶだろう︒それで基盤を固め
ることができる︒中国を兄貴と言っているんです︒日本は弟だと︒昔に遡れば日本は中国から学んでいるん
だ︒だから兄貴と弟の仲じゃないか︒何でこんな状態で今いるのか︒兄貴のほうはいろんな国に割り込まれ
てオドオドしている︒日本はその間に西洋の学問を勉強しました︒三〇年か四〇年はお宅との差ができまし
たよ︒だいたい世界のなべての国とお付き合いして西洋の実学というのを勉強したので︑これを中国の方に
教えましょう︒日本人は中国語をしゃべれずに中国をうろつけない︒日本人には英語と中国語だけは必須で
教える︒この二つの語学を中心に︑あと足らないことは国際法とか︑商業をやる時に必須の科目だけは教え
る︒いわゆるビジネススクールを作ろうとされたわけです︒

それで根津さんと荒尾さんのコンビでいくわけですけれども︑荒尾さんのほうは台湾で︑三七歳でペスト
にかかって亡くなってしまう︒だからあとは荒尾さんの意向を受けて根津さんが︑荒尾だったらこう考える
だろう︑俺と荒尾はそう違わんはずだということでやられたのが同文書院です︒根津精神︑根津精神とよく
言いますが︑朱子学・陽明学で言うと根津さんはどちらかと言うと王陽明の陽明学です︒その線でまず中国
は孔子・孟子の国じゃないか︒徳育が一番の根本である︒それからあと実学を身に付ける︒人格のほうをま
ず鍛えて︑それで力が余ってるだろうから実学のほうを勉強する︒だから大旅行なんかをやれというあの発
想も︑実際は現地に行かなきゃ分からんだろう︒自分の足で踏んで勉強しなさい︒それから考えなさい︒実
際を見てから考えろというのは王陽明と一緒なんですね︒そういうふうに教えたのが根津です︒
次は大学生活です︒私は上海に渡った時に皆さんみたいに驚かなかった︒中国は汚いところ︒岸壁は真っ
黒けで痰ばかり︒それは青島で覚悟ができていた︒ところが日本から初めてきた人はびっくりしたわけです︒
揚子江の水が東シナ海を黄色く染めていた︒それでまずびっくりして︑今度は上海の匯山碼頭に上がったら︑

借りていたわけですが︑赤門の中に入るとお酒の匂いがプンプンして︑相当荒くれた先輩諸氏が︑私なんか
体がでかいから﹁お前ラグビー部がいい﹂﹁柔道部がいい﹂﹁相撲だ﹂これにまいった︒私は本来体が弱い
のでこんなおっさん等とやったら︑何のために同文書院に入ったか分からない︒あ︑そうだ︑中学三年まで
剣道をやっていた︒剣道部がどこかにいないかな︒ちゃんとデスクに構えていた︒そこへ飛び込んでいって︑
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うが︑私が一番驚いたのは同文書院の学校の門を入った時です︒と言うのは︑交通大学という大学のあとを
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うわあ︑岸壁はこんなに汚いのかと︒苦力はフーフー言って働いている︒これを見てみんなは驚いたでしょ

﹁私ちょっと剣道をやってたんですが︑入れてくれませんか﹂﹁おう︑よう来た︒志願して来たやつはお前
が初めてだ﹂︒それで取ってもらいました︒そうしたらあとはボート部が来ようが何が来ようが﹁私もう剣
道部に決めました﹂と言えば終わりです︒だからそれからはやれやれと︒この学校って勉強しなくて酒ばっ
かり飲んでるのかな︒本当にそれぐらい酒臭い︒
﹁今度は寮を案内してやる﹂︒予科寮というのが東と西と南にある︒私は南で︑四人一組の部屋です︒愛
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知県の県費生を受けた時に私を蹴散らした︑明倫中学の級長か副級長をやってた寺沢衛が僕を迎えてくれた︒
僕は蹴散らされたやつの部屋に入っていった︒一年ぶりの邂逅です︒もう一人は鳥取県の先輩が︑たぶん青
森の人の面倒を見ていたと思う︒その四人で住んだ︒さすがに全寮制というのは立派なもんだなと︒自習部
屋がちゃんと一部屋あるし︑隣には寝室がある︒蚊の多いところで季節を問わず蚊帳が吊ってある︒ベッド
がちゃんと四つあって仲良く寝られる︒ところが寮回りと言って︑酒をうんと飲んだやつが一つ一つ部屋に
来て﹁おお︑大歓迎﹂と︒こっちが挨拶に行くより先輩が挨拶してくれる︒﹁よく同文書院に来た︒これか
らとっちめてやるから﹂︒えらい学校だなと︒最初そういう経験をしたら︑何と鳥取県の山本宏さんという
のが傑物で︑その上級生の先輩連中を捕まえて寝台に正座し︑﹁この時局に何事ですか﹂とやっちゃった︒
先輩はいっぺんに酒の酔いが吹っとんだ︒﹁あそこに行ったらあかん︒あの部屋に行くと酒を飲んだか飲ま
んか分からん﹂と︑それから来なくなった︒山本様々です︒私が寮回りにやられなかったのは山本様のおか
げです︒非常にいい部屋に入った︒
まあ相当荒っぽい学校です︒寮雨というのがある︒全寮制の寮に雨が降る︒これはもう説明しません︒想

像してください︒たいてい当たるでしょう︒寮の雨です︒もう一つは瞼盆の回し飲み︒瞼盆と言うと洗面器
です︒こんなに大きい︒褌を洗う時も洗面器︒靴下を洗う時も洗面器︒お顔を洗う時も洗面器︒垢がずっと
回っている︒それにお酒をバーッと︒それで飲めと言う︒先輩が持ってきて飲めと言うのに要らんとは言え
ない︒いやいや飲む︒私は寮回りと瞼盆飲みが無かった︒たぶんあそこへ行くと酔いが醒めるという山本宏
さんのおかげで︑それを自分では経験していない︒ところが柔道部の同級生が要らないと言うのに飲まされ
て︑仕返しだと言ってあることをやった︒﹁先輩に要らないものを頭から被せられて黙っておられるか﹂と
言って︑わが同級生︵相当偉くなったやつですよ︶が何をやったかというのは︑あとで根掘り葉掘り聞かれ
るならしゃべりますけど︑今はしゃべりません︒
大学生活はそんなふうで︑本当に国際都市だなあと思ったのは︑我々の学校を出てずっとペタン路を歩い
ていきますと︑霞飛路というのにやがてなって︑それはフランス租界です︒英国租界のほうは南京路と言い
ます︒それからガーデンブリッジを越していくと虹口というのがある︒三つの大きな盛り場があった︒その

ところがある︒私も食うに食えないやつを食ったことありますよ︒洋車引きが食べる湯麺︵おつゆの入った
麺︶を虹口マーケットというところで︑どんなものを食べてるんだろうと思って食べたら︑とてもじゃない
けど食えたもんじゃない︒ギラギラの脂が浮いてて︒まあお金を出した以上食べちゃいましたけどね︒向こ
うの親父が︑学生服を着たやつがよくこんなものを食いよるなというような顔をして見ていた︒そんなレベ
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ハイレベルばかりかと思うと﹁魔都﹂上海ですから︑ローレベルの食うに食えないようなやつでも食える

私の東亜同文書院大学時代

中に公園もあればいろんなコーヒー店もあれば︑何でもかんでもある︒国際都市ですからハイレベルです︒

ルの食事もあれば︑本当に王様のお料理みたいな立派な中華料理もある︒ピンからキリまで︑無いものを探
すほうが難しいぐらいです︒
なぜ﹁魔都﹂上海かと言うと︑この頃上海に行かれる方は浦東というところへ行くでしょう︒浦東地区︑
黄浦江の東側ですね︒あそこは我々の行った頃はススキ野原で︑何とそのススキ野原から生まれた男が杜月
笙︑青幇紅幇の親分です︒それが我々の学生時代︑同時代にいたんです︒中国のヤクザですね︒すぐ裏側に
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アヘンがくっついているような︒その弟分が大世界︵ダスカ︶という有名な︑歓楽街をビルにしたようなと
ころを作った︒もう一つ新世界︵シスカ︶というのもある︒そこへ行くといわゆる崑劇とか越劇とかいうの
をやっていて︑中国語がうまかったらこいつが分かるかなと思って敢えて見たことがありますが︑これが分
かるようなやつは大したものです︒どっちを向いてもいい︑ピンでもいいしキリでもいい︒そういう世の中
なんですね︒
それから私が人間を見る目が変わっちゃったのが︑南京を歩いてたら女性のくせに鼻の下にヒゲがあるん
ですよ︒骨格と言えば男みたい︒お尻だけがポタタン︑ポタタンと女性のお尻をしてる︒白人というのはハ
イレベルと思ったらあかんなと︒民族とか種族によってハイレベルとか低レベルというのはない︒中国人を
見る時だって私と同じレベルでフラットに相手を見る︒その中から良いやつと悪いやつを見分ける︒種族に
よってお前は良い種族︑こっちは悪い種族なんて︑絶対世界にはあり得ないということを感得した︒人間を
見る時にはお国柄がどうのとか︑黒いとか黄色いとか白いとか言って見分けるものと違う︒本当に付き合っ
てみて︑いやこいつは大したやつだなあと思ったら︑黒かろうが何しようが脱帽すればいい︒それを学び

取ったのが上海です︒これはあとで仕事をする時にものすごく役に立った︒
僕は中国人とは上海にいた期間だけの小さなお付き合いですが︑中国人というのは頼りになるなと思った︒
いっぺん話して﹁よっしゃ﹂と引き受けたらその通りやってくれる︒だからインドネシアで所長をやった時
に二人中国人を本物にしましたけれども︑向こうも喜んでくれた︒私が試験官で採った男が一人前になりま
して︑もう一人はよその会社で勤めていたのが︑﹁所長といくら話しても話がつかない︒こんなに安っぽく
見られた︒私はこれぐらいの給料をもらえる男だ﹂﹁よしお前の言うことを信じてやろう︒だけど待てよ︑
お前があの所長の下にいるところを俺は引き抜けんよ︒もういっぺん言いたいことを所長に言ってみろ︒こ
れが最後ですよ︑この給料をくれなかったらバイバイですよと言ってこい︒言ってだめだったら俺がお前の
言い値で採ってやる︒だけどお前が向こうを蹴って俺のところへ来て︑僕が知らんよと言ったらお前は宙に
浮いちゃう︒それがお前のリスクだ︒俺を信じるならやってみろ︒相手の所長と喧嘩してこい﹂︒それで喧
嘩して辞めてきました︒そうしたらそいつが見事に働いた︒インドネシアのボゴールというところには機械

した︒だからその二人だけは僕がＯＫと言って一人前の中国人にした二人なんです︒二人ぐらい本物を作れ
たからまあいいんじゃないかな︒
インドネシアで一番大きかったのはプルタミナという石油の会社です︒僕はインドネシアに行けと言われ
てからインドネシアの勉強ばかりしていて︑語学の勉強はあまりやらなかった︒中国語ではあんなに苦労し
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負けたらいかんというので一〇社が全部総替えした︒大商いです︒それで給料をやっただけの元は会社に返
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を動かして織物をやっている繊維会社が一〇社ぐらいあるんですが︑それの総替えの時期で︑一社替えたら

たけれども︑たった五〇〇〇語しかないインドネシア語は行けばできるだろうと思っていた︒けれども仕事
のほうが忙しくなっちゃって勉強なんかしている暇がない︒上海で英語をやっておけばよかったけどあまり
基礎的にやらなかった︒中国語も同文書院で中途半端で終わっている︒困っちゃった︒社長を直接口説けな
いないので︑社長の右腕の中国人に目をつけた︒中国人のミスター・ウトモ︒﹁実は俺︑気持ちは急いでる
んだけれどもあんたの社長をよう口説かん︒あんたちょっと顔を貸さんか﹂と︒一日ゴルフやっただけです
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よ︒それでも来た︒私と女房と︑おっちゃんと︑その女房とで一日ゴルフをやっただけで︑大きな仕事がバ
ンときた︒ジャバ島にパイプラインを敷く︑四千億かそこらの仕事だったかな︒それぐらいの金額で驚くか
と︑やったわけです︒そうしたらシェルという会社がプルタミナにはくっついている︒それを日商岩井が新
しい軍勢でやられたらシェルとして困る︒プルタミナの長い付き合いのシェルが妨害に出て来た︒新規参入
組の弱さで本件は初動作業だけですぐダメになった︒しかし本件はプルタミナに日商岩井は大規模な仕事で
も起用出来る会社との印象だけは植付けた︒ＬＮＧ︵液化天然ガス︶と言って︑日本でインドネシアのプル
タミナのＬＮＧの大仕事をしたのは日商岩井です︒それをやったのは海部八郎と塩田淑人という二人の功績
です︒そのお橋掛り役をやったのは僕と言えるでしょう︒
この日商岩井のインドネシアＬＮＧ輸入の大仕事には︑私にとっては予想もしなかった結末があります︒
私の同期にシンガポールの航空隊に配属したが飛行機がなく︑インドネシアに医薬品をたっぷり携行して宣
撫工作を命ぜられ︑戦後も現地に残ってついにインドネシアに帰化した人物ムハンマド白川正雄がいます︒
彼が戦時中近衛三連隊︑五連隊と行違いがあり︑モスク側に沢山の死傷者を出し︑結局は焼失したインドネ

シア︑アチェ州バイユ村の回教寺院︵モスク︶を再建する事を一種の使命としてやりとげようとした︒それ
を同じ旅順中学卒の田中上と私が日本から応援する事にして滬友会全員から応援を受けて近衛組だけでは不
足していた基金を満額にする事に成功した︒昭和六三年六月一九日には現地で竣工式が行なわれ︑滬友四二
期一六人を含む総勢六二人が現地訪問し︑大歓迎を受けモスクの一室に白川・田中・倉田三人の大きな写真
が功労者として永久保存される事となりました︒その旅行の途中︑白川の息子が幹部社員をしているアルー
ンのＬＮＧ基地を訪問する事が旅程に組まれました︒日本人の寄付で出来たインドネシア唯一のモスクも不
思議なら︑その席に予想もしなかったアルーンのＬＮＧ見学も不思議な印象だなあとつくづく感じました︒
昭和一九年の五月一四日に湘桂作戦に参戦しました︒武昌から出陣しました︒私は軍隊でちょっと同文
書院らしく意地を張ったもんですから乙幹になっちゃった︒甲幹になって死のうと思っていたのが運悪く
乙幹になった︒乙幹は戦線に駆り出される︒五月の一四日に出て︑私は途中でいらんことをしました︒徴発
があった時︑俺は体が弱いからなと思って馬力の付きそうなものを自分の軍袴︵ズボン︶の中に隠した︒そ

で運ばれたと思います︒長沙から武昌まで護送される︒途中何があったかさっぱり分からない︒そこを退院
した時にはもう戦線は全部終わってまして︑長沙で激戦︑衡陽で大激戦︒これは日露戦争での奉天の大激戦
より大きい︒日本軍が三六万人出ていて︑その戦闘でだいぶ失うわけです︒長沙戦に参加していたら多分戦
死していたでしょう︒結局桂林まで押せ押せで行っちゃう︒私は病院に入ってたから︑桂林の部隊をあとで
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暗になりまして︑何をやってるか全然分からなくなった︒武漢大学に総合病院があって︑そこまでトラック

私の東亜同文書院大学時代

れを戦線で食べたら大下痢をやっちゃった︒長沙戦の前に戦列から離されて野戦病院に入って目の前が真っ

追っかけるわけです︒追っかけて桂林まで行ったら︑一晩泊まっただけで反転だと言う︒
あとで分かったんですけれども︑上海地区へ陣地を作ってアメリカのＭ四︵タンク︶とやり合うと︒上海
に上がってくるはずだからそれを零距離で撃てば︑一か所だけＭ四に穴が開くところがある︒それを狙う︒
もし失敗したら地雷を持って竹竿でボン︒どっちみち死ぬわけです︒その陣地を作る︒そういうことで上
海に反転する︒行きのほうは途中で病院に戻っちゃったけれども︑治ったなと思った時に准尉さんが﹁俺に
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付いてこい︒原隊を追う﹂︒下士官が三人︒五人でチームになる︒長沙で鉄橋が壊れていて︑そこを通る︒
鉄道隊と言ったら兄貴の部隊だ︒鉄道隊は日本で千葉の一連隊と二連隊しかなかったから︑兄貴がおるかも
知れん︒﹁中隊長の名前は何と言うんですか﹂﹁倉田宗一さん﹂︒兄貴がいる︒准尉さんに許可をもらって
兄貴と会いました︒戦地ですから水牛の肉をステーキにして食わしてくれた︒そんなことはどうでもいいん
ですが︒今度は兄貴が﹁髪の毛が伸びとるぞ︒刈ってやる﹂︒その時は嫌だったですね︒この戦争だったら
どっちか死んじゃうだろう︒その兄貴がペタペタ私の首筋を触ったり頭を触ったり︑散髪してくれる︒もう
ちょっとさっぱりやれんかいな︒だけど兄貴のほうは情愛でしょうな︑弟がこれで死んじゃうと︒兄貴とさ
よならしてもまだ触られたあとがペタペタして︒兄貴は俺の髪の毛を将校の鞄に奥深くしまったか︑いっそ
一思いに全部捨てちゃったか︑どっちかだっただろうなと︒それで部隊を追っかけていった︒
その時の部隊で准尉さんがバカでね︑長沙の兵站を出たすぐのところで左に折れて︑軍公路を二㎞ぐらい
離れたんです︒そうしたら左側の土手のところに煙草の苗かなんかがきれいに植わっている︒僕のほうがは
るかに中国勘があります︒こんなにきれいに畑ができてるところは敵地だ︒准尉はモーゼルを持ってるかも

知れないけど︑僕等は蓮根銃のパンパンとやるピストルを持ってるだけ︒三八の騎銃を持っている︒そんな
ものでもパッと囲まれたら終わりですよ︒この准尉はバカだなと思ったけど︑皆さんおわかりでしょうが︑
この地が毛沢東の出身地ですよ︒やっとそこは無事に出て︑ずっと追っかけていった︒戦線に中国人の正規
兵の死体がある︒草が青く生えていたら﹁草むす屍﹂です︒あれ︑草があるなと思って行ってみると︑やは
り死体がある︒三遍ほどぶつかった︒五人ともみんな殊勝な気持ちです︒中国兵だと言ってもやっぱり日本
人は手を合わす︒かわいそうになと︒三体目を見た時にはうんざりして︑もう出てくるなと言ってお祈りを
する︒そのあとは出なかった︒それで中隊へ帰った︒
桂林のすぐそばに白沙甫というところがある︒そこへ帰って﹁倉田候補生ただいま原隊に復帰しました﹂
とやったら︑僕が野戦病院に入る時に送ってくれた伊藤曹長というのが僕の足下ばかり見ている︒変なおじ
ちゃんだなと思って︑全部済んでから﹁曹長殿︑何で私の足下ばかり見ているんですか﹂﹁いやお前知らん
のか︒ここは戦線だから化け物話のデマがいっぱい出る︒お前化け物じゃないかと思って足が付いてるか付

が買われてしまった︒軍隊の設営をやれと︒泊まるところ︑泊まるところでお前が交渉して泊まれるように
しろと︒ところが中国は広いですよ︒桂林からずっと北上するわけ︒一つずつ町が変わったら言葉が変わる︒
四〇㎞ぐらい歩いて︑今日はここへ宿営となって︑しゃべっても︑分かってくれたのかくれないのか分から
ない︒ちょっと日の高いうちに設営しますから︑夕方になってもし違っていたらそれからあわてりゃいいと
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かったわけです︒それがよく生きていた︒それで帰りの︑今度は上海へ行く時に︑何と同文書院生の語学力
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いてないか見ていた﹂︒と言うのは僕を野戦病院に送った時にこいつは死ぬと思っていたと︒それほどひど

思って︑三遍同じことを言うことにした︒俺がやってもらいたいこと︑君らがやったらいかんことを︒わし
ら実弾を持ってますよ︑だから変にちょっかいを出すなというようなことをしゃべるわけです︒それで夕方
になったらちゃんとできてるんですね︒面白いもんだなあ︑同文書院の北京官語というのは全国に通ずるん
だな︒向こうのしゃべることがこっちに分からんだけだということで︑設営に失敗したことはなかったです︒
白沙甫から北上する間︑一六〜一七歳ぐらいの正規兵の捕虜の面倒をお前が見ろと言われた︒中国語がで
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きるし︑何かこいつがゴネてもお前だったらやれるだろうと︒私も考えてこんな若いやつに泣きつかれたら
情が移って︑まあ一人ぐらいいいかと逃がしたらえらいことだ︒こいつが大事だということは日本にも捕虜
がたくさんおるぞ︑こいつはえらいタマだから逃がしちゃいかん︒不寝番には︑俺が寝てる間お前こいつを
逃がしたらパアだぞということで毎晩︑それが一番怖かった︒そうしたらこっちはだんまりでしゃべらない
し︑その捕虜もうまいことおしゃべりでない︒全然黙っている︒私は優しい班長さんよ︑ということだけ態
度で分かるようにして︑あとはしゃべったら情に引かれるから︒長沙は出発点に近い︑揚子江に近いところ
です︒そこに行ったらやっぱり捕虜を早く出せと言う︒すぐに捕虜交換です︒捕虜と一緒に全行程ウシちゃ
んの面倒を見た︒それを長沙に着いたら直ちに解体してみんなでお食べになった︒死骸を見たらジストマと
いう吸血虫がダーッと付いている︒戦地だなあと思った︒これだけ吸血虫が付いてる肉だってたいてい食べ
てしまう︒自分も食べさせられたけれども︒
上海に移動する間に︑揚子江の近く津浦線にある蚌埠︵バンプー︶というところでカーティスホークに
狙われました︒それも運がいいんですが私の三〇㎝横を弾が飛んでいった︒狙われたと思って大慌てで起

きた︒ところが野砲隊ですから長靴を履いている︒滑って畑が走れない︒五︑六歩行ってまた伏せた︒また
三〇㎝のところを弾が飛んでいく︒麦の穂がパッパッと飛んでくるのが分かる︒あれがもし当たっていれば
今の私は無い︒そこで二等兵が戦死するのを見た︒軍隊で初めて人様がお亡くなりになるのを見た︒私が目
をつけた中国の民家に入っていったら︑機関砲というこんなに太いのがあった︒弾もこんななので︑あれに
当たったら︑かすっただけで腕が折れてしまう︒私にピッタリ当たっていればあの場で粉々です︒何でそん
なところへ私逃げたのか︒初年兵はこれだから困る︒飛行機がこう来たら︑直角に逃げないといかん︒飛行
機が撃ってくる線と直角にできるだけ遠くへ︒これが基本なんです︒私は飛行機の撃ってくる線の前に見え
る民家へ逃げた︒飛行機は何を撃ったか︒私ではなく機関車を撃った︒機関車に穴が一〇個ぐらい開いて煙
が立っていた︒あとでああバカだなあと思った︒この線に逃げれば弾が飛んでくるのは当り前だ︒二回で済
んだからよかった︒友軍機がカーティスホークを追っかけた︒カーティスホークのほうがはるかにスピード
がある︒こっちを狙うぐらいだったら友軍機をパシャパシャとやればいいのに︑お命大事ですよ︒友軍機が

軍隊に行く時︑ああもうあかんなと思った︒私は商船学校を狙っていた時代があったので︑郵船や商船の
名前をたくさん知っていた︒学徒出陣するなら現地入隊が決っているので親元に挨拶してから行こうという
説が勝って上海丸に乗った︒それが揚子江を出た途端に軍用船にぶつかり︑上海丸は沈んでしまう︒軍用船
に乗り移った時︑バカな水夫長がいるもんです︑軍の秘密をしゃべっちゃいかんのに︑ベラベラしゃべるか
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遊んだあげくに逃げていく︒それぐらい戦況は我に非だった︒
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やっと追いついたと思ったら逃げていった︒ということは遊んでるわけです︒我々めがけてパタパタやって︑

ら僕は船の名前を一五〜一六次々に言ったら︑あれはどこで沈んだ︑これはどこで轟沈した︒最後には﹁君
らも危ないんだぞ︑この軍用船の一番下には爆薬が積んである︒アメリカの魚雷がポンと当たれば二つに折
れちゃう︒まあ俺は海に五回放り出されたけど︑やっと命があるんだ︒戦争なんてそんなもんだ﹂︒これで
日本の︑海のほうの状況は全部分かった︒軍隊に入った時一番最初にああ︑これはもう俺は死ななきゃしょ
うがないと思ったのは︑三八式歩兵銃︑三八式騎銃︒騎兵がやるのは短く︑歩兵がやるのは長いけれども︑
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みんな明治三八年の銃です︒明治三八年の兵器で戦争するんですから︑よっぽど国民はおとなしい︒一銭五
厘︵召集令状︶で﹁行け﹂と言われて︑﹁わしゃ嫌だ﹂という人はあの頃はいなかった︒それを甘く見て兵
器のほうに力を入れなかったのが日本の軍隊です︒だから三八で戦うと知った時に僕は︑これはもう生きて
帰ってこられない︑というのが軍隊での覚悟でした︒
上海のすぐ近くの李家宅というところでＭ四とやると言う︒今度は陣地作りの苦力の隊長が私なんです︒
苦力の隊長だから﹁ご苦労さん︑ご苦労さん﹂と中国語で言ったらよく働いてくれる︒何と言うか人気が
あった︒その時Ｍ四で僕はいかれてもいいけど︑村の人達も巻き添えになるのか︒どうにかしてうまく逃
げてくれんかなと︒やっぱり同文書院だったらそう考えますな︒中国を愛する気持ちと︑日本を愛する気持
ちを半々に持っているから︒こんな野砲ぐらいでＭ四がどうやって押さえられるんだ︑たかが知れてるなと
思っていました︒それが私の軍隊の最後なんですね︒
それで八月一四日になった︒郷長が来て︑中国語で︵兵隊に分かったらいけないから︶﹁リーベンチュ
ンウーティアオチェンシャンフーラ︵日本軍無条件降服了︶﹂と言われて︑分からなかった︒何を言ったん

だろう︒もう一遍言ってくれと︒二回言わしたら﹁ウーティアオチェン﹂が分かった︒無条件︒三遍目の時
は分かった︒﹁危ないから気を付けて帰れよ﹂︒衛兵を下番して中隊に戻ってきた︒そうしたら古年次兵が
﹁班長は中国語が分かる︒私のやつは半かじり︒班長に確認すれば負けたかどうか分かる﹂と︑僕に聞きに
きたわけです︒僕はバカだから﹁お前も聞いたか﹂︒そうしたら﹁班長が確認した﹂と中隊へ帰ってワーッ
と言った︒倉田班長が確認した︒日本は負けた︒もう一気に兵営の中は泣きじゃくりですよ︒﹁何のため
に友達を殺したんだ﹂︒それで僕は泡食っちゃって︑一五日は謹慎です︒中隊長にコラ︑と引っ張り出され
たら︑戦線で兵隊の士気を落としたわけだからどんな目に会うか分からない︒ピリピリしていた︒そうした
ら一五日が無事済んだ︒一六日に初めて中隊長から︑﹁実は玉音放送があって︑非常に聞きづらい放送だけ
れども︑要は日本はポツダム宣言を受けた︒これはもう確認してよろしい︒ところでお前ら現地除隊をした
いやつはおるか﹂︒私は手を挙げた︒﹁お前ついでにみんなに挨拶していけ﹂と言うから︑﹁軍隊では皆さ
んにお世話になりました︒しかしこれからは私の天下ですよ﹂︒同文書院︒天下︒偉そうにそこまで言って

ものがない︒スットコドッコイの兵隊の格好で上海に戻ったらシュッとやられるんじゃないか︒ところがそ
こでまた同文書院︒こんなことで怖くなったからと中隊に戻っていくようでは同文書院じゃない︒一か八か
で行った︒途中で馬を返しちゃったからトラックで︒そうしたら蒋介石が﹁以徳報怨﹂︒徳を以て怨みに報
いる︒日本人というのは恨めしいやつだけれども︑ここで徳政をしくと布告した︒それが効いて上海は思っ

◦ 2779 ◦
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たより安定していた︒
上海に入った時はまず大学︵交通大学︶を狙って帰った︒そうしたらみんな同じですね︒向こうに着いて
みたらもう三〇〜四〇人いるんです︑近いところから帰ってきたのが︒その時には本間学長には会えなかっ
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んな話があって︑海軍の酒保に顔の利く人がいたのでウイスキーの良いのはいくらでも入ってくる︒一か月
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も身の保養をした︒そうしたら本間学長が突如現れて︑﹁交通大学が学校を返せと言うから︑お前らはすぐ
移動することになった﹂︒その時本間学長というのはど偉い大人物だなと思った︒余裕綽々で︑何が起こっ
たって驚かん男だなと︒我々は用意してくれた虹口のほうの青年会館に移った︒青年会館というのは本当は
武徳殿と言って︑警察や陸戦隊と同文書院が一緒にやった︑剣道も柔道もできる道場です︒本間学長が﹁お
前ら一つだけ忘れてはいかんことがある︒俺は学長だから︑日々の飯がない︑金がないと言って困らせる
ようなことはしない︒それだけのことは俺がちゃんとやるから︒しかしそれをのうのうとして︑遊んで食っ
てなんていうことは許さない︒今日から働きなさい︒金をとる仕事をやれ︒敗戦の民だよ︒その気持ちがな
かったら学校生活をやっていても無意味だ﹂︒それで私が手を挙げて︑﹁たぶん日本人は困っていますよ︒
日本人は管理されているんだから︑管理事務所に申請書を書かないといかんでしょう︒翻訳所を作る﹂︒Ｏ
Ｋと言う︒﹁それから新聞が読みたいでしょう︒新聞班というのを作る﹂︒それもＯＫ︒まあ一人で二つも
できるはずない︒﹁私と高田実︵僕と同期で︑京都の桃山中学︶の二人で引き受けます﹂と︒
本間さんの許可が出て︑日僑管理事務所の隣の車庫が空いていたので︑そこで翻訳所をやった︒﹁お前

は帰れ︑工場は返せ﹂と言われた人が上海にたくさんいた︒あそこは共産軍と国府軍が上海を取り合って
いたので︑こっそり夜中に来て機械が使えないようにしちゃう︒国府軍のほうに工場が行ったら︑すぐ稼働
して力になるでしょう︒それをさせないためにネジを外したり機械の主要部分を取っていく︒工員を放し︑
工場も接収されて動かすのをやめた人が管理所に﹁接収するんなら早くやってください﹂と申請する︒﹁現
実に来て機械が稼働すれば︑私が見ている前で工場が動きます︒私が作って子供みたいにかわいがっている
工場が︑こんなふうに泥棒に入られて使えなくなっていったら︑あんた達に渡せない︒早く持っていってく
れ︑ここに来て働いてくれ︒私も工員を失い機械もお返ししたら食べていけない︒一日も早く日本へ帰して
くれ﹂と︒こういう申請書を持ってくる人には我々は只でサービスする︒煙草もあるしお菓子もある︒その
代わりそういうのでない人︑紳士淑女︑その人達は日本にお金を持って帰れないことが分かっているから札
束です︑ポンと︒稿料は決まってますからそんなに要らんと言ったら︑﹁あんた達学生でしょ︑持っときな
さい︒何かの役に立つ﹂︒そうしたらそのお金が役に立った︒新聞班とか若い学生が︑翻訳所に行くと一杯

つ次々に中華料理を︑この店あの店と回る︒そうしたら本間さんが結局︑﹁日本人はみんな帰ってくれ﹂と
いうことになっているから︑二一年三月頃団を組まれた︒その時本間さんは学籍簿とか何とか学校の重要な
書類を全部みんなに持たせて日本にお帰りになった︒私はちょっと遠い親戚がもう一人上海にいたものです
から︑本間さんに﹁悪いけどこっちの面倒を見ていいですか﹂と言ったら﹁ああ︑そういうことなら君居残
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飲めると︑夕方になると自然に集まってくる︒すぐ近くに虹口マーケットというのがあって︑そこで一晩ず

◦ 2780 ◦

日本へ帰った時︑一般居留民だから二〇〇〇円くれた︒日本は草を食ったり木の皮を食べて生活してる
と上海で聞いてたものですから︑博多はどんなところだと︒何と銀メシを駅弁みたいに売っている︒一箱
一〇〇円です︒二〇〇〇円も持っていたからいい気になって使った︒それで銀メシにありついたけど︑頭が
冷えてみたら二〇分の一弁当に使っちゃったわけです︒あとの一九〇〇円は絶対手を付けちゃいかんとベル
トにしまいこんだ︒それで家に帰ったらお袋が︑大阪は空襲を受けてますから︑送ってくれた時の元気は全
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然なくて︑もうそろそろ死んじゃうかというような憔悴した格好に見えた︒ここが思い切りの時だなと思っ
て︑﹁同文書院はご苦労だったから東大と京大と神戸大学と一橋大学が受け入れる﹂というニュースが入っ
ていたけれども︑いやもう勉強じゃない︑家のものを食わせるのが先だ︒また翻訳をやったら︑私の友達に
ちょっと左がかったのがいて︑中国の資料がいくらでも入ってくる︒日本で翻訳するとこれほど切ないもの
かと思った︒書いても書いてもほとんど金にならない︒私が上海から帰ってきた時は︑中国料理を毎晩食っ
て︑飲めない酒を付き合って︑九〇㎏にまで太っていた︒大阪に帰ってこっちの翻訳をやりだしたらみるみ
る痩せて六〇㎏ぐらいになっちゃった︒六〇㎏になるとさすがにアルバイトする元気がなくなる︒私のお祖
父さんを知ってる人がどうしたことか私のところを訪ねてきて︑﹁実は私の娘の亭主は日商という会社の専
務をやっている︒貿易会社だ﹂︒貿易と聞いて︑あ︑また中国と縁ができる︑貿易なら海が渡れる︑それな
ら受けてみようということで受けにいった︒そうしたらその日に採ってくれまして︑それから今度日商の社
員生活︒日商の社員生活を話すと長くなりすぎますのでこの辺で︒﹁お前こんなことをしゃべれ︑ここんと
こが抜けてるぞ﹂というのがあったら一つ二つ︒

︻司会︼

ありがとうございます︒同文書院で培われた精神とか︑中国語︑中国観︑そういったものが軍隊

生活あるいはその後の日商岩井で活きていったというお話をいただきました︒皆さんの中でこんなお話をま
だ伺いたんだけれども︑ということがありましたらぜひリクエストをお願いします︒
︻大島︼

愛知大学東亜同文書院大学記念センターの研究員をしております大島と申します︒ちょうど最近

書きました論文を今校正中でございますので︑今日の倉田さんのお話と関係するところでできれば一つ二つ
教えていただきたいと思います︒今お話しいただいた壮大な問題に比べますとやや細かい話なんですが︑四
〇期から四三期までの同文書院生がいずれも回顧録で書いていることがございます︒それは学風論争という︒
つまり実学派かアカデミー派かの論争が︑学生を中心に行なわれたという話があるんですが︑それをご存じ
ありませんか︒
︻倉田︼

学風論争なんてことではなくて︑同文書院というのは赤裸々な学校で︑風呂は一緒に入る︑飯は

一緒に食う︒隣のやつが左と言って︑こっちが右と言う︑それが一緒に飯を食う学校ですから︑そんな分か

それは結構なんですが︑そのうちのアカデミー派︑つまり大学らしい大学にせよという人達が︒

︻倉田︼

みんな大学らしい大学にしようという︑それはもう間違いないです︒どっちかと言うと中国語が

まずいんでしょうな︒あれが重くのしかかってるんです︑同文書院には︒日本で勉強してきてないですから
ね︒同文書院で中国語が六〇点以下だと落っこちる︒私︑愛大に学籍簿があったので無理してもらったら︑
中国語六〇とか六五です︒低空飛行ですね︒台湾の人は中国語を褒めてくれたのに︒

◦ 2781 ◦
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れてというのはないと思います︒

分かりました︒その時本間先生がアカデミー派に大変信頼されて頑張ると言うか︑そういう話が

書かれておりまして︒
︻倉田︼

本間さんは最初から学長になるおつもりでいたら︑矢田七太郎さんが非常にいい学校だと︑本間

君若すぎるじゃないか︑俺にもうちょっと学長をやらせろよ︑というような雰囲気でもじもじしておられた︒
そうしたら本間先生も︑二年の約束で来て二年はちゃんとやったし︑大学昇格のお膳立ても俺がやったんだ
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から︑そうやってどうしても譲りたくないというのがいるんだったら俺がバイバイだよと言って︑北京かな
んかに行っちゃうんです︒そいつを我々の期は血判を押しませんでしたけれども︑四一期ぐらいからの連中
が︑あれだけの大玉が来て大玉に帰られちゃう︑これからアカデミックになるという時にこれはえらいこっ
ちゃというので︑一〇数人で血判を押して︑本間さんのところへ行くんです︒
︻大島︼

そのあたりのことはだいたい知っておりますが︑では端的に質問させていただきますと︑矢田七

太郎学長は︑学生からどのように評価されておりましたか︒
︻倉田︼

矢田さんというのは案外かわいいところがあって︑運動会なんかになったらウサギみたいにピョ

ンピョン跳んで︑学生と一緒になって騒いでお喜びになったところもあるけれども︑あの人本当に総領事か
なと︑いったいどういうお力があって我々の学長になってるのかなという︑学生からはクエスチョンマーク
の付いたままの学長だった︒
︻司会︼

よろしいでしょうか︒では後ろの方︒

︻平田︼

今日はお話ありがとうございました︒ちょっとお伺いしたいんですけれども︑先ほど予科全寮制

と伺ったんですが︑そうすると本科と言うか大学のほうへ入った時は寮制ではなくて⁝︒
︻倉田︼

いやいや大学も全寮制︒

︻平田︼

そうしますと昭和二〇年八月一五日に負けましたよね︒そしていろんなところから帰ってくる︒

それから上海交通大学から明け渡しの要求を受ける︒そして上海青年会館とおっしゃいましたね︑虹口の︒
そこは住むところがないと思うんですが︑皆さんどんなところに住んでおられたんですか︒
︻倉田︼

武徳殿といいましてね︑畳が敷いてあるんです︒柔道場ですからこれぐらいの大きさがあります︒

それにいろんな施設が付いてますから︑あそこで相当のキャパがありました︒
︻平田︼

それからもう一つ︒倉田さんがお入りになった頃の同文書院の予科は一学年何人ぐらいでしたか︒

︻倉田︼

小崎昌業さんがこの間こんな立派な本を出した中に︑同文書院を活字にしてものすごく正確に書

いておりますが︑あの中で一か所だけ小崎さんもどこを見ましたかちょっと違うなと思うのは︑我々の四二
期は一七三名がいわゆる同文書院プロパー︒そこへ一二名︑内地の専門学校を出られた方が入ってきて︑全

︻司会︼

小崎先生のほうから︒

︻小崎︼

いやいや︑僕は一七二名︒

︻倉田︼

一七二名に一二名を足すと一八四名︒

︻小崎︼

それは予科に入った時に一七二名であって︑学部に進学する時に日本の専門学校以上の修了者が
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部で一八五名︒小崎さんの本では一五〇名になっている︒
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︻倉田︼

あんたのやつ俺︑昨日読んだんだよ︒よく書いてあるなと思って︒ここの数字だけ違うの︒

︻司会︼

はい︑ありがとうございました︒後ろの方もう一問何かありますか︒

︻平田︼

先ほどのお話の中で︑県費生とおっしゃったでしょう︒要するに公費で行けたわけですか︑同文

書院には︒愛知県が三名と言われましたが︑そうすると全国の都道府県で人数を割り当てて成績順に取った
んでしょうか︑それとも一般の旧制高校みたいに入学試験があって成績のいい者から取っていったのか︒
︻倉田︼
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激しい成績順です︒ものすごい激しい成績順で︑しかも私が説明したように︑級長も副級長も

やってなくて点数だけで通ったやつより︑級長・副級長をやってるやつのほうが上なんです︒と言うのは県
にプライドがあるわけで︑俺のところは級長も副級長もやってないようなボンクラを送ったわけじゃないよ
と︒こいつは副級長をやってるな︑こいつは級長をやってるな︒点数では僕に負けたって︑こっちを取ろう
というぐらいの︑一種のプライドを持っていた︒
︻司会︼

よろしいでしょうか︒では一番前の方︒

︻渡辺︼

私達実は愛大開校の時の学生でございまして︑だいたいクラスの六割が同文書院︑そしてあと

四割は内地からの落ち武者組ですね︒みんなで酒を飲んでいて自己紹介をする時に︑僕の同級生の三竹とい
う男が何度聞いても﹁上海同文書院の専門部の三竹でございます﹂と必ず言うんです︒確か本科と専門部が
あったと思いますが︑東京の早稲田大学とか明治とかいろんな学校はみんな専門部というのを隠すんですね︒
︻倉田︼

同文書院の専門部の人は﹁我こそは同文書院だ﹂と︒

︻渡辺︼

誇り高い︒そして何と言おうとも専門部を繰り返しておりました︒この専門部で卒業する比率と︑

学部へさらに編入されていく比率と︑なぜ専門部はあれだけこだわってプライドが高いのか︑私は疑問だっ
たんです︒
︻倉田︼

我々県費生やなんかで入った組のあとから専門部ができてきましたので︑どっちかと言うと我々

より上のクラス︑大学プロパーに入ったやつのほうは厳しい試験で︑専門部は専門部なりに若干ゆるい試
験の中で入ったんじゃないかというようなニュアンスを︑県費生なんかで通った連中がちょっと匂わした
ような形跡がある︒それに対する専門部のものすごい反発があった︒俺らこそ同文書院だと︒あれは滬友会
と言って我々は全部をグループにして上海の友達と言った︒﹁滬﹂というのは本当は﹁魚籃﹂︵魚を入れる
籠︶の意味です︒そいつがいつの間にか﹁上海﹂という意味になった︒上海の友達の会ということで︑同文
書院を出たやつは同窓会にオートマティカルに入っちゃう︒その連中からすると︑大学も専門部も一緒だと︒
同じ﹁滬友﹂じゃないかという気持ちで受けたけど︑あまりにも専門部が﹁俺は専門部﹂とやったものだか
ら︑片や予科大学で片や専門部︑同じ四四期でもちょっとこうなるようなことはあった︒まあ専門部の方が

︻司会︼

ありがとうございました︒

︻池田︼

一言よろしいですか︒私の父親は昭和八年に東亜同文書院を卒業した二九期生でございます︒今

先生のお話を聞きまして︑私が自分のことを﹁ポンキュウ﹂と言っておりましたが︑それは先生どういう意
味なのか聞かしていただきたいと思います︒自分のことを﹁レイコがね﹂と言う前に﹁ポンキュウ﹂と言わ
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されておりました︒

私の東亜同文書院大学時代

特に声を大きくして﹁俺は専門部﹂と言うのは分かりますね︒

◦ 2783 ◦

︻田中︼

先生︑地名で﹁ホンキュー﹂というところはありますね︒

︻倉田︼

ホンキューは﹁虹口﹂と書いて︑日本人街です︒

︻池田︼

ああそうですか︒主人と結婚しました時に﹁お前︑同文書院︑同文書院と自慢するな︒あれはス

パイの養成所だったんだ︒優秀には違いないけれども︑卒論に民服を着て︑中国中を回ってそれを材料にし
た﹂︒朝日新聞にちょっと連載されたことがあるものですから︒中国の政情を︑さっき先生がおっしゃった
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ように⁝
︻倉田︼

同文書院はスパイだと言った方はもう既に生きておられんでしょう︒

︻池田︼

いや︑私の主人︑ハズバンドで︑昭和五年生まれでございます︒

︻倉田︼

ユア・ハズバンド？

それは極めて面白い説であって︑中国語をなめたらいけません︒そんなに

簡単に日本人が中国人に化けられるかと言うと︑小崎さんが一生懸命勉強しても中国人と変わらんぐらい中
国語がしゃべれるか︒僕らがあれだけ戦線で使ってみたけど︑中国人と同じように中国語は使えなかった︒
そこを振り返って考えてみれば︑同文書院一クラス一八〇人として︑一生懸命勉強してもスパイになってバ
レない人というのはまず五︑六人でしょう︒そんなに簡単にスパイなんてできるもんじゃないです︒スパイ
なんて言って同文書院を高く評価するけど︑そんなに簡単なものじゃない︒我々の大先輩の楠内とか鐘崎と
か本当にスパイをやられた方でも︑無事帰ってこられなかった︒それほどスパイって難しいんです︒

︻司会︼

ありがとうございました︒議論は続きますけれどもいったんここで打ち切らせていただきます︒

まだ先生はこちらにいらっしゃると思いますので︑議論が尽きない方はぜひここでお話しいただく︑あるい
は旧交を温めていただくということでお願いいたします︒
今回四二期の倉田先生より︑非常に生き生きとした同文書院のお話︑まず同文書院に入学することの難し
さ︑これほど優秀な方であっても二回浪人しなければならなかったといったところから︑同文書院で得られ
た精神︑中国語︑あるいは中国観︑そういったものが以後の生活でいかに活きてきたか︑そういったお話を
いただきました︒本日はご参加い
ただきましてどうもありがとうご
ざいました︒これで終了させてい
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ただきます︒

◦ 2784 ◦

成果出版事業◦

目白にあった東京同文書院
保

︻司会︼

坂

治

朗

同文書院記念報 VOL. 17

42

◦第６章

それでは定刻となりましたので︑記念センター講演会を始めさせて頂きます︒皆様お忙しい中︑

記念センターの講演会にご参加くださいまして誠にありがとうございます︒本日は元中央大学附属高校教員
の保坂治朗先生をお招きして︑﹁目白にあった東京同文書院﹂のテーマでお話頂きます︒それに先立ちまし
て︑東亜同文書院大学記念センター長の藤田佳久先生より一言ご挨拶がございます︒よろしくお願いいたし
ます︒
︻藤田︼

皆さんこんにちは︒只今︑ご紹介がありましたように今日は保坂治朗先生に﹁目白にあった東京

同文書院﹂というお話をして頂きます︒われわれ東亜同文書院大学記念センターといたしましては専ら東亜
同文書院の研究をしておりまして︑東亜同文書院ができる直前に︑中国の留学生を中心にして東京同文書院
の実体についてはあまり知られてなかったのですね︒われわれのほうとしても情報がこれまであまりありま
せんでした︒昨年︑愛大の東京事務所が霞山会と共に三七階建ての官民合同のビルに移ったので︑われわれ
のセンターが記念の展示会と講演会を開催しました︒その時先生に来て頂いて︑実は東京同文書院の研究を

なさっているという情報を頂き︑これは非常に貴重だということですぐ﹁唾を付けて﹂︑ぜひ講演をして頂
きたいとお願いしてまいりました︒そして本日こういう形でご講演頂くことになりました︒東京同文書院の
お話を聞くのはわれわれ一同初めてのことで︑そういう点で非常に関心のあるテーマで︑しかも同文書院の
歴史的な原形を知る上で貴重なお話になるのではないかと考えております︒
実は一一月二日にも東亜同文会の経営した大陸のほうの教育機関のシンポジウムをやりますが︑そちらに
併せてご発表頂ければよかったかなとも思いますけれども︑今日はそれとは別立てで︑先生独自のお話をし
て頂きます︒今日はたくさんの資料を作って頂きまして︑楽しみにしております︒よろしくお願いいたしま
す︒なお先ほどお昼に次郎柿を頂きましたので︑お名前の﹁治朗﹂とは字が違いますけれども頭の中に刷り
こまれました︒なおこれらの斡旋は本学図書館の成瀬さんに一生懸命やって頂きました︒保坂さんとの交渉
も一手に引き受けてやって頂いて実現することになりました︒そのことだけご紹介しておきます︒というこ
とで私のご挨拶に代えさせて頂きます︒では先生よろしくお願いいたします︒

よろしくお願いいたします︒

︻保坂︼

只今︑ご紹介頂きましたように私は東京の小金井にあります中央大学附属高校の教員を一九六四

年からやっていまして︑二〇〇四年に退職しました︒丁度︑四〇年間この学校の︑それも平凡な︑どこにで
もいる教員︵主に歴史です︶でした︒とにかく人前に出るとか写真に撮られるとか︑目立つことが大嫌いな

◦ 2785 ◦

目白にあった東亜同文書院

ありがとうございました︒では早速保坂治朗先生にご講演をお願いしたいと思います︒保坂先生︑

43

︻司会︼

のです︒今︑この会との関わりのご説明がありましたけれど︑去年
こちらで霞山公︵近衞篤麿︶の展示会があるのを︑私の勤めていた
公演中の保坂氏

学校で聞きまして︑そこに僅かばかりの資料を持っていったのが運
の尽きでして︑あれを持っていかなかったらこんな︑と言っては失
礼ですけど︑こういう場所に立たなくてよかったのではないかと︑
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つくづく後悔しています︒
藤田先生から﹁どうか﹂と言われた時に︑断わる気でいましたし
断わったつもりでいました︒私は話がものすごく下手です︒誰が何

と言おうと下手なので︑こんな下手な話を︑まして今日は二時間ですから︑一〇分なら我慢できますが︑二
時間もお付き合い願うというのは申し訳ない気持ちです︒本日は豊橋祭ということで︑こんな良い天気の日
に屋内でこんな話を聞くというのはある意味でもったいないですね︒今でもやめて外でゲームでもしましょ
うという気分なのです︒話が下手な上にこのことについて私はほとんど見識とか知識がありませんので︑去
年︑言われた時は断わったつもりでいたのですが︑今年になってそこにいらっしゃる図書館の成瀬さんが電
話をかけてくださったときは︑所用もありましたのでお断りしたのですが︑成瀬さんは大変粘り強い方で︑
止むを得ずお受けしました︒
私が定年で辞めたのは二〇〇四年ですけれど︑その二年前頃から私の勤めていた学校の校史︑まあ中央大
学附属高校と言えば世間ではかなり立派な学校︵虚名ですけど︶だから校史ぐらいあるだろうと思われてい

る方がいますが︑私立学校の裏側というのは必ずしも立派なものではなく︑まとめた校史もありません︒そ
こで︑当時の校長に呼ばれて校史を書けと言われました︒正式には断わりましたが︵私は断わるのが好きな
ので︶︑﹁ただし学校の費用でやると責任があるので︑自分の趣味でやるならできますよ﹂と言い︑職務で
はなくという条件で二〇〇二年から校史のための資料収集を始めました︒
中央大学附属高校が現在の武蔵小金井の地に移ったのが昭和三八年︵一九六三年︶︑私が勤め始めたのが
その翌年で︑中央大学附属高校そのものが僕の人生と一緒ですから︑だいたい書けるのですけれども︒中央
大学附属高等学校というのは︑その前は中央大学杉並高等学校という校名でした︒中央大学杉並高校は私の
恩師の鈴木俊という著名な東洋史学者が校長でしたので知っていましたから︑それもある程度書ける︒問題
は﹁中大﹂の冠の無い﹁杉並高校﹂というのが戦後ありまして︑それが昭和二七年︵一九五二年︶に︑どこ
の私立学校も戦後そうなったのですけれど︑特に頭に冠の無い学校は大変で︑生徒が来なくなりました︒た
またま中大の理事が︑戦後︑大学予科が無くなるので附属高校がほしいということで︑潰れそうな﹁杉並高

その前が今日のテーマの﹁目白中学﹂ということで︑これは全く分かりませんので︑やっぱりやめようかと
思いました︒二〇〇二年に作業を始めてから︑一応古い資料を探しましたが︑旧制杉並中学︑その前の旧制
目白中学の資料は本校には皆無に等しい状態でした︒あったのはごく僅かの卒業アルバムで︑杉並中学は少
しあったのですが︑その前の目白については︑あったのが今日皆さんにお渡しした資料の中の写真︑これは

◦ 2786 ◦
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そこからは︑ある程度書けるのですが︑問題は中大に関係のない時代の杉並高校︑その前が旧制杉並中学︑

目白にあった東亜同文書院

校﹂を事実上買収して﹁中大杉並高校﹂にしました︒

東京同文書院があったことを示す︑オーバーに言えば本校に残された唯一の資料でした︒﹁民国三年七月留
日同文書院全体撮影﹂︒日章旗と五色旗があります︒中華民国は後に青天白日旗になりますけれど民国の始
めはこの五色旗を使っています︒その旗の前に当時の教員と生徒が写っている写真です︒廃棄寸前でしたが
これが出てきました︒私が調べ始めた時は資料といえるものは︑ほとんどこれだけでした︒
そのあと︑目白中学時代のアルバムが四〜五冊出てきました︒その中に配布プリントの一番上にある二つ
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の写真︑今日︑実は白状しますと︑今日の講演会のパンフに使ってある写真には︑からくりがありまして︑
嘘なんですね︒あえて嘘の写真を載せました︒目白にあったというと︑このような姿で目白にあったと皆さ
ん思われると違います︒パンフビラの写真は練馬の校舎です︒これと同じものがプリントの右の写真で︑校
門に目白中学校と東京同文書院と書かれている︑これを使っています︒では本当に目白にあった校舎はとい
うと左側の写真です︒一見︑非常によく似ています︒うちの教員達に見せるとたいていの人は同じものでは
ないかと思うのですが︑よく見るとやっぱり違うのですね︒本来なら今日のパンフビラには左のものを使う
べきなのですが︑あえてこういうふうに使わせてもらいました︒別のプリントの上のほうに練馬中学校の写
真があります︒目白中学︵東京同文書院︶の校舎が練馬に移ったのは昭和元年︵大正一五年︶ですけれども︑
移ってから︵当時は板橋区で︑練馬区はなかった︶︑昭和一〇年になくなります︒学校としての機能がなく
なって廃校になり︑私はそこで校舎を潰したのかなと実は長いあいだ思っていましたけれど︑インターネッ
ト等を使ったりしていろいろな情報を探しましたら︑あの校舎は他の人の手に渡ったとありました︒ある鉄
道学校が買ったという話もあるのですが︑その鉄道学校はどこなのかはまだ分かっていませんので︑もしそ

ういう情報をお持ちの方は教えてほしいのです︒この校舎は鉄道学校の後︑昭和一八年頃︑官立無線電信講
習所になりました︒この講習所は東京の電通大学の前身です︒現在︑電通大学の古い卒業生の中には︑この
校舎を懐かしむ方もいらっしゃるようです︒この校舎︑戦後どうなったのか︑潰したのかなと思っていまし
たら︑これも偶然ですが東京に練馬中学というのがありまして︑今は鉄筋の普通の校舎なんですが︑そこの
資料室に同じ校舎の写真がありました︒これが︑そのコピーです︒練馬中学の校舎になっていました︒大正
になってから造り替えた目白中学の校舎は戦後︑練馬中学まで使われ︑昭和二〇年代に壊されて︑この校舎
はこの世にないのです︒目白中学はそういう歴史を辿ってきました︒
目白にあった東京同文書院の校舎は︑最初に申し上げましたように︑資料二枚目の上の︑左手の校舎でし
た︒どちらにしても大変モダンで風格があるというか︑たぶん当時は目白で威容を誇っていたのだろうと思
います︒目白中学については残された資料はこの写真だけだと言いましたが︑いろいろなところを探すと︑
どこからかゴミのようになった文書が出てきます︒そういうゴミの中から目白中学の設立申請書が︑これも

侯爵という爵位を持った人が校長という学校は︑男爵の神田乃武が校長の正則中学を除けばこの目白中学だ
けでした︒侯爵様の校長というのは特別な格を持つようでした︒申請書に設立者︑細川護成他一名とありま
す︒これが今日のメインなのですが︑他一名というのは柏原文太郎です︒柏原文太郎についてはあとで少し
時間を頂きたいのですけれども︑細川護成と柏原文太郎が文部大臣小松原英太郎に申請してできたのが目白

◦ 2787 ◦
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明治時代︑東京には多くの中学校ができます︒有名な麻布中学を含めいろいろな中学ができましたけれど︑

目白にあった東亜同文書院

ほとんど廃棄寸前だったのですが出てきました︒目白中学は明治四二年︵一九〇九年︶に設立されました︒

中学です︒これが一九〇九年ですので︑今年で満九九年です︒中央大学がこの歴史を大事にしてくれるなら︑
中大附属高校は来年︑満一〇〇周年になるわけです︒ところが︑目白中学からの一〇〇周年を認めたがらな
い人もいて︑目白なんていうのはもう消えた学校だから︑一〇〇年史にするかどうかで︑ちょっとまだ難航
しています︒とにかく私がいた学校の端緒がこの目白中学だとすれば︑まもなく一〇〇周年だということで
す︒
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こんなわけで︑目白中学ができるのですが︑そのことを少し当時の背景の中でお話ししたいと思います︒
長いあいだ歴史教師をやってきたものですから︑つい年表というものを作りたくなります︒最初にお配りし
た﹁東京同文書院・目白中学﹂と書いてある年表は中大附属高校一〇〇年史のために作ったもので他の条件
は入っていませんから︑追加年表と両方をご覧になって頂くと説明が分かり易いかと思います︒年表を追っ
てみると︑初代の校長は細川護成︑旧熊本藩主細川護久の長男です︒ただこの方はいわゆる正妻の子ではあ
りません︒長男なのですけれどもいわば妾腹のお子さんです︒翌年に柏原文太郎が生まれています︒柏原は
﹁成田歴史上の一〇〇人﹂の一人ということで︑調べ始めた時に柏原文太郎の名前しか私は知りませんでし
た︒校内では﹁かしぶん﹂と言われていて︑何かすごい人かなあ︑ぐらいだったのですが︑調べ始めてみる
と今の私の気持ちでは﹁柏原文太郎伝﹂とかいうのが出ても不思議ではないほどの人物なのですね︒空港の
ある成田市の新勝寺︑あの近くで生まれたのです︒数年前に成田市が柏原を顕彰する意味で︑これは成田市
の広報紙ですけれども︑こういうものを市内で配ったようです︒簡潔に書かれていますのでちょっと読んで
みます︒

﹁日中親善と東南アジア民族の自主独立に生涯をかけた政治家﹂こういう見出しに最初は誇張があるので
はないかと思ったのですけれど︑誇張どころではなく︑彼の活動を調べてみると命をかけている︑そういう
人ではないかと思います︒彼は成田の寺台というところに生まれて︑早稲田の前身の東京専門学校に入りま
す︒この人が早稲田の出身であるということから︑これから出てくる人脈は早稲田の人間が非常に多いので
すね︒それが影響としてあります︒早稲田大学でいわゆる﹁大隈賞﹂︵優等賞︶をもらった方で︑早稲田の
陸上部の生みの親ではないかという人です︒早稲田の学生のために舎監をしたり︑英語の本を訳したりとか︑
大変な秀才で︑そういう彼の才能を見込んで大隈重信とか犬養毅が認め重用します︒私は社会科の授業で犬
養毅をよく教えるのですけれど︑彼と柏原文太郎がこんなに近い関係だということは初めて知りました︒柏
原は犬養毅の股肱之臣というべき人だったのですね︒柏原は日本に亡命して来た康有為を今の早稲田大学の
近くに家を借りてやったりして助けています︒康有為はある意味︑あの孫文以上の人物なのですね︒柏原と
康有為の交流は生涯続きます︒柏原の交友関係では︑ヴェトナムの独立の志士ファン・ボイ・チャウ︵潘佩

なぜ五回目に落選したかというと︑原敬︑皆さんよくご存知ですね︑原敬というと庶民宰相だから︑庶民の
味方だとみんな思っているし︑一部︑私もそう思うのですけれども︑この人が小選挙区制を導入してしまい
ました︒小選挙区制になると一位以外は全部落ちるわけです︒柏原は大選挙区とか中選挙区の時は当選した
のですけれども小選挙区制で落ちてしまい︑四回で辞めましたが︑どちらにしても犬養を支える千葉県選出
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あると同時に政治家で︑千葉県から出て衆議院議員選挙に合計四回当選して代議士になっています︒ただ︑

目白にあった東亜同文書院

珠︶も注目されます︒彼はヴェトナムの孫文と言われるような人です︒柏原は目白中学の設立者で教育者で

の国会議員として大変活躍しました︒成田市の広報の説明は目白中学を建てて云々と書いてあります︒成田
へ行って調べたのですけれど︑この人のことを知っている方が︑﹁柏原文太郎さんが偉いのではなくて︑安
喜子さんが偉いのだよ﹂と︑妻の安喜子のことばかり言う︒もしかしたら安喜子さんのお陰で柏原は活動で
きたのかなあと思ったりしました︒
柏原は明治二六年に東京専門学校︵早稲田︶を出て︑犬養の紹介で近衞篤麿に会う︒明治二九年
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︵一八九六年︶に東京専門学校の講師兼舎監になる︒もし柏原について今日の話で関心をお持ちになった方
がいらっしゃいましたら︑成田の新勝寺のそばに成田山仏教図書館というのがあって︑そこには彼について
の資料が多く所蔵されています︒柏原文太郎が翻訳した﹃国民銀行論﹄というのがあります︒まだ若いのに
あれだけのものを翻訳したかということで大変驚きました︒ですから柏原は政治家であると同時に相当な語
学力もあった人です︒
一八九七年に東亜会が発足︒これに触れているとまた長くなりますけど陸羯南︑三宅雪嶺︑志賀重昂と︑
これは大雑把に言えば愛国心を日本人にと︑ヨーロッパの侵略には負けないぞという青年をつくろうという
人達だと思います︒一八九八年に同文会ができた︒たぶんこの愛知大学にも九八年一一月二日を特別の日と
思っている方がいると思いますけれど︑この日︑東亜会と同文会が合併して東亜同文会が発足しています︒
この東亜同文会を根っこにして翌一八九九年︑中国人留学生のために東京に東京同文書院が開校します︒今︑
東京同文書院のことを知っている人は皆無に等しく︑インターネットで調べても東京同文書院の情報は入っ
てこないのです︑今や幻の学校となっています︒しかし︑先ほど藤田先生が言われましたように︑東亜同文

書院創立の二年前にでき︑その姉妹校であったということは相当な意味があったのだろうと思います︒
一八九九年になぜ東亜同文会が東京同文書院をつくろうとしたか︒日本に中国の留学生が来るようになっ
たのは︑大雑把に言えば中国が日清戦争に負けたからです︒そして一番留学生が多かったのは日露戦争で日
本が勝った頃です︒私は世界史の教師を長くやっていまして︑生徒にいつも︑﹁バルチック艦隊は負けた︒
ロシアというのは強い国だったのに︑それに日本が勝ったということは︑いろいろな見方はあるけれども︑
とにかくすごいことだ﹂と話してきました︒アジア人に与えた影響︑インドのガンジー︑ネルーとか︑イン
ドネシアのスカルノとか︑中国の孫文とかには驚天動地のことでした︒若い方がいらっしゃいますけれど︑
今︑私達が思っているほど当時の日本は大きな強い国ではありませんでした︒極東のちょっとした島国なん
ですね︒それがあの大ロシア︑日本の数十倍の土地を持つ国に勝ったという驚きは︑ヨーロッパ人に虐げら
れていたアジアの人々にとっては本当に驚くべきことだったのです︒日本は一躍アジアの光と言いますか︑
そういう印象を持たれたのですね︒個人的に言うと︑この時が日本の分かれ道だと私はよく思うのです︒そ

でいる人々も︑この日本の勝利をだいたいみんな歓迎したわけです︒白人の支配が終わるのではないかと︒
しかし︑日本はこの期待に背を向けてしまいました︒
一九〇五年は日本にアジア人︑とりわけ中国人の留学生がいっぱい来ました︒どれぐらい来たかという数
なのですが︑早稲田大学の教授・実藤恵秀さんがいろいろな数字を挙げています︒少なく見て八〇〇〇人︑
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資料には出ていませんけれど朝鮮の人達にしても︑あるいはヴェトナムの人も︑あるいはフィリピンに住ん

目白にあった東亜同文書院

の時のアジアの人達の気持ちをずっと繋ぎ止めていたら︑今の日本はどんな国になっていただろうと︒この

多く見て一万人ぐらいの人が来たと︒東京の神田界隈にいっぱい集まっている︒大変な数ですね︒日本に来
て有色人種のための革命をやろう︑みたいな熱気に溢れていたと思います︒ここが一つの境目になります︒
当時の清朝が日本に留学生を派遣するようになったのは︑日清戦争で日本に負け︑悔しいけど日本に学ぼ
うということで︑中国人の中にも日本に留学生を送ろうという動きがありました︒個人的なことですが柔道
の嘉納治五郎に少し関心があります︒嘉納さんは柔道・柔術だけではなく︑大変な教育者だったのですね︒

52

成果出版事業◦

同文書院記念報 VOL. 17

◦第６章

教えることが大好きな方だったようです︒それが留学生のための学校︵塾でしょうけれども︶︑亦楽書院と
いうのをつくるんですね︒亦楽︑もしこの中でちゃんと読み方を知っている方がいらしゃいましたら教えて
ほしいのですけれど︑一応﹁じらく﹂と読んでいます︒なぜ﹁亦楽﹂なのかと思ったら︑いかにも嘉納さん
らしいのですが︑﹁朋あり遠方より来る︑亦楽しからずや﹂から取ったようです︒そこに︑ほんの数人の学
生を入れて︒それがどうも清国︵中国︶人の教育機関の嚆矢︵初め︶だったようです︒
それが明治二九年で︑その二年後︑中国は大変な時代になりました︒戊戌の変法︑光緒帝が何とか中国も
﹁明治維新﹂をやろうとしたのですが︑悪名高い西太后がこれを失敗に陥れます︒変法派の康有為︑梁啓超
らがいわば中国の明治維新をやろうとした︒この梁啓超というのは大変な方で︑学者としても超一級だと思
います︒その二人が変法派であるということで西太后に追われて日本に亡命してきます︒それを柏原文太郎
が親身になって守ってあげた︒戊戌の変法は西太后のクーデターで弾圧されるのですけれど︑やはり中国の
近代化をどうしてもなさねばというので洋務派︵中体西用︶の張之洞︵両広総督︶は日本への留学を勧め︑
そのために近衞篤麿に会います︒﹁中国の子供を教育してくれないか﹂という張之洞・近衞会談で︑東亜同

文会は東京同文書院をつくることになります︒こちらの大学の資料を見せて頂いたら留学生一三名とありま
した︒張之洞から頼まれた子供を受け入れて︑東京同文書院は一八九九年︵明治三二年︶にできたわけです︒
最初の校舎は新宿牛込の早稲田の近くにできました︒どんな建物かは分かりませんが︑学校と呼べるような
ものではなかったようです︒それでも嘉納治五郎の学校︑あるいは東京同文書院というように徐々に中国人
留学生を受け入れるところができたのですが︑明治三三年︵一九〇〇年︶にあの義和団︵排外主義︶の乱が
起きて︑彼らが北京を包囲する︒日本を含む八ヶ国軍が北京を総攻撃する︒日本に来ていた清の留学生はい
たたまれなくて帰ってしまう︒日本留学はこの動乱で頓挫するのですけれど︑これが終わると︑また勉強し
ようというので二年後にかなり増えてきます︒明治三五年には清国の留学生五〇〇人ぐらいが来て︑神田駿
河台に清国留学生会館ができました︒会館といっても大した建物ではなかったと思います︒この年︑東京同
文書院は神田錦町に校舎を造って︑少しましな校舎になって︑徐々に学生は増えてきます︒留学生のための
教育体制は少しづつ整備されてきました︒愛知大学の資料を見せて頂くと︑一九〇三年第一期東京同文書院

トを書かされていました︒そこに書いた陸宗輿を思い出し︑陸が東京同文書院の卒業生と知り驚いた次第で
す︒陸宗輿は後に中華民国の時代に偉くなって駐日公使になり︑大隈さんとか犬養さん︑あるいは資本家の
渋沢栄一と昵懇になります︒中国人から見れば陸宗輿は完全な親日の官僚です︒第一次世界大戦が始まると
日本は中国に対華二一ケ条という︑今から思えば言わなければよかったというようなひどい要求を中国に突
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した︒陸宗輿︑劉崇傑という名前がある︒私は五〇年ほど前︑学生でして︑大学で﹁五・四運動﹂のレポー

目白にあった東亜同文書院

の卒業式があって︑卒業生にはどんな人がいるのかなというのが私の関心事だったので︑調べてみて驚きま

きつける︒その時の日中交渉の中国側の代表に陸の名前があるのですね︒彼は一九一九年の五・四運動で糾
弾され退任します︒当時の北京大の学生は曹汝霖︑章宗祥とともに陸宗輿を売国奴の一人として糾弾し︑罷
免してしまいます︒東京同文書院卒業の秀才が︑後に中国では残念ながら売国奴と呼ばれてしまったわけで
す︒劉崇傑も駐日公使館参事を経て民国外交部次長になる有能な人物だったようです︒
話は戻りますけれど︑とにかくこの頃︑留学生がどんどん増えますので︑今︑東京に語学校ができるよう
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に︑質が悪かろうと何だろうと語学校をつくれば儲かるというので︑東京には中国人に日本語を教える学校
が多くできます︒東京同文書院の他に早稲田︑法政︑明治などの大学にも留学生のための促成科ができ︑そ
こにも学生が集まってくる︒そして︑さっき申しました日露戦争の勝利で東京を中心に大変な数の中国人が
集まる︒この頃︑清朝は隋・唐の昔からの科挙を廃止します︒すると中国の若者は日本にどうしても勉強に
行かなければならなくなります︒ところが︑清朝政府の東京にある大使館が日本政府に対して︑留学生の中
に相当過激な奴がいるから取り締まれ︑ということで日本政府は﹁清国留学生取締規則﹂というのをつくる
んですね︒真面目な清国の留学生にしてみればとんでもない中身なのですけれども︑日本政府と清朝の在日
大使館が一緒になって︑そういう清国の学生の学問の道を奪うような動きがあると見たものですから︑留学
生たちは同盟休校で抗議します︒その中で一九〇五年の暮れに︑法政大学の留学生促成科の学生・陳天華が
抗議自殺をする︒これがさらに大きな波紋を呼んで︑留学生が一斉に帰国します︒当然︑東京同文書院の学
生の数も激減するわけです︒しかし︑ともあれアジアの人々にとっては憧れの東京でした︒ヴェトナムはか
なり前に事実上フランスの植民地にされていました︒ヴェトナム人の名はご存じのとおり︑今は日本ではか

な文字︵ヴェトナムではローマ字︶で書いていますけれど︑かつては漢字︑漢文をよく学び︑ホー・チ・ミ
ンにしてもよく漢字を書いていました︒そういうヴェトナム人が日本に憧れを持って︑東遊︵トンズー︶運
動というのを起こしました︒先ほどちょっと触れました潘佩珠が最初に日本へ来て︑そのあとクオン・デと
いう︑嘉隆帝の直系で世が世ならヴェトナムの王位を継ぐ人物が︑尊敬する潘佩珠が来たということで来日
します︒
そして︑日本はだんだんアジアを友にするのではなくヨーロッパと手を組むというふうにならざるを得な
かったのでしょう︑為政者にとっては︒日本はアメリカと協定を結んで︑アメリカはフィリピンを取っても
いい︑その代わり日本は朝鮮を取るよという密約をする︒日仏協約︑これはフランスがインドシナ三国を取
るのを日本は認めるから︑日本が朝鮮に手を伸ばすことに文句を言うな︑みたいなことになっている︒そう
いう日仏政府の協約によって︑当然︑日本政府は日本の中にいる反フランス的なヴェトナム人を追放しなけ
ればというので︑かなり激しい弾圧をすることになっていく︒それが一九〇七〜〇八年です︒

業させた︑例えば魯迅とか陳独秀を卒業させた嘉納さんの宏文学院︵﹁弘﹂が乾隆帝の諱なので﹁宏﹂に変
えた︶ですが︑三〇〇〇人以上を卒業させたこの学校は潰れ︑翌年には早稲田︑明治の留学生部も廃止され
てしまう︒そうすると東京同文書院だけが中国から来る人のための教育機関として残ることになります︒そ
ういう意味で良い悪いは別にして東京同文書院の存在価値は一九〇九年に大変高まるわけです︒そして目白
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中学ができたのも︑この年です︒

目白にあった東亜同文書院

だんだん留学生に対する弾圧が激しくなる中で︑一九〇九︵明治四二︶年︑最も多くの中国人留学生を卒

◦ 2791 ◦

一九一一年の辛亥革命︑私の想像ですけれども︑日本にいる中国人留学生にとっては大変な血湧き肉躍
るような喜びだったでしょう︒留学生はほとんどが帰ってしまう︒もう中国人留学生がいなくなるのでは
ないかという状況でした︒ところが︑ご承知のとおり辛亥革命では孫文の政権がすぐには確立せず︑袁世凱
に権力が移ってしまう︒せっかく中華民国ができても︑若い中国の学生にとっては我慢できなかったようで
す︒また一九一三年頃になりますと日本には留学生が増えてくるという状況です︒この時︑中国の民国政府
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は日本政府と交渉して︑民国の国益に従ってこういう学生を育ててほしいという依託学生を送ってきます︒
一九一三年︑東京同文書院へ中国各省の依託学生が入って来る︒この数はけっこう多くて三〇〇名に及びま
す︒その内一〇〇名近くは武官です︒武官という将校軍人になる人が︑東京同文書院に入る︑そのために︑
ご存じの村田銃を購入します︒誰が彼らに軍事教練をしたかも分かっています︒
この一九一三年は孫文の日本への亡命とか︑いろいろなことがあった年です︒東京同文書院の学生数は
二六〇名ほどいました︒全在日留学生は五〇〇〇〜六〇〇〇人︒ところが第一次世界大戦が始まり︑先ほど
陸宗輿のことで触れましたが対華二一ケ条で留学生が帰る︒こうなると中国人で同文書院に入ろうという人
がいるほうが不思議になります︒だんだん学生数は減り︑帰国学生が増える︒同文書院学生は一七名になっ
てしまいます︒大正七年︵一九一八年︶に世界大戦が終わる︒中国人が民族意識に目覚めて五・四運動が始
まる︒こうなるともう一年毎に学生の数が減る一方で︑遂に一九二二年︵関東大震災の前年︶︑東京同文書
院に入る学生はいなくなってしまう︒東京同文書院の歴史は一九二二年に終焉したといっていいと思います︒
不思議に思うのは︑一九二二年に東京同文書院は学生ゼロになったのに︑なぜ移転した練馬校舎の校門には

目白中学と並んで東京同文書院と書いてあるのかと︒もう東京同文書院は無くなっているのに校名はあった
のです︒配布プリントに﹁大日本職業別明細図﹂というのを載せました︒昭和一〇年のものです︒そこには
目白中学も書いてありますし︑東京同文書院もあります︒学生がいなくなっても柏原文太郎は東京同文書院
がここにあるぞということを示している︒一九二二年には学生もゼロになってしまっているのに︑柏原は練
馬に移した学校にも東京同文書院の看板を掲げていた︒柏原の心中が何となく察することができるような感
じです︒
お話したいことがいっぱいあるのですが︑時間はあと一時間ぐらいです︒本題の東京同文書院の話の前に
ちょっと変わった資料をお見せしたいのですが︒これはたぶん公開するのは初めてだと思います︒東京同文
書院と東條英機は関係あるのかというと何もないのですけれども︑せっかくおいでになった方にお土産話と
いうことで︑この話を少しさせて頂きます︒そこにいく前にこれを念頭に置いていて頂いて話を続けます︒
どうも学校の教師をやっていた者の習性で︑資料を全部説明しないとまずいという変な義務感があります︒

なだったのだろう︑どんな先生がいただろう︑というのをちょっと調べてみたのですね︒そうしたら大変驚
きました︒
明治三三年の講師に金井保三という︑今では知る人が少なくなりましたが﹃日本俗語文典﹄﹃日語指南﹄
などの著書を出した方で︑留学生の語学教育の第一人者ともいわれています︒
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話がまた戻って恐縮ですが︑東京同文書院時代︑つまり目白中学ができる前の東京同文書院はいったいどん

目白にあった東亜同文書院

いっぱい字の書いてあるところ︒これを全部読むと何時間もかかりますから︑かいつまんで説明をします︒

新村出︑後に﹃広辞苑﹄を編纂する新村さんが︑たとえ短い期間とはいえ中国の若者に教えていました︒
猪狩又蔵︑昭和天皇の皇太子時代に教育勅語を進講した杉浦重剛の﹃小伝﹄を書き︑日本中学校長なった
人です︒杉浦重剛は東京同文書院と東亜同文書院の院長を短期間やっています︒
明治三四年の講師に杉村広太郎という名前が出てきて驚きました︒中央大学はもともと英吉利法律学校と
言って︑日本で英法を勉強したければ東大ではなく︑ここへ行けというぐらいの学校でした︒杉村広太郎は
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その英吉利法律学校に入ったということで︑中央大学では中大の生んだ偉い人というと長谷川如是閑と杉村
楚人冠︵広太郎の号︶が挙げられています︒楚人冠は朝日新聞に入り﹁日本新聞学﹂の先駆者で中央大学に
新聞学科つくろうとしたといわれています︒
次に片山正夫︑宮沢賢治を知らない方はいらっしゃらないでしょうけれども︑賢治はもともと化学者で︑
彼の愛読書の中に片山正夫の書いた﹃化学本論﹄というのが出てくるんですね︒この本は図書館で探して見
たことがあります︒こんなすごい本を書いた片山正夫さんも中国人に教鞭をとっていたのです︒
副島知一︑この人は国学院を卒業し熱田神宮︑橿原神宮等の著名な神社の宮司を歴任した神主さんの世界
では有名な人のようです︒
明治三五年︑前田元敏︑この人を知っている方は少ないでしょうが︑東京外語で新渡戸稲造︑内村鑑三の
同窓で明治・大正時代の英語の世界では大変な人で︑英文の随筆が素晴らしかったと言われています︒そん
な人がここで先生をしていた︒
三六年には宮崎民蔵︑あの宮崎滔天︵寅蔵︶のお兄さんで︑兄弟それぞれ偉い︑民蔵も東京同文書院で短

い期間ですけれども教え︑﹁土地均分﹂を唱え︑孫文と親交を結び辛亥革命に深く関わった人です︒
小林萬吾︑東京美術学校で黒田清輝に師事し︑白馬会に所属し後に東京美術学校の教授になる一流の洋画
家です︒こんなに優れた画家が中国人に絵を教え︑目白中学でも教えていました︒
亀田次郎︑この人は大著﹃日本文学大辞典﹄﹃国語学概論﹄などで知られる国語学の大家です︒東京同文
書院には︑そう長い期間ではありませんが素晴らしい先生がいました︒
今日の私の話は分かりにくいと思いますので︑十時弥︵ととき・わたる︑九州柳川の人︶が明治三八年
一一月一九日︑東京同文書院の下落合︵目白︶新校舎開校式で報告した文が次にあります︑これをお読み頂
ければ東京同文書院の歴史が簡潔に分かると思います︒これは十時弥が明治時代の半ば過ぎに書いた﹃社会
学撮要﹄の表紙をコピーしたものです︒中身を見て驚きました︒明治時代は儒学とか︑どちらかと言うと観
念的なものが多かった中で︑社会学という社会科学の開拓・紹介者だったのです︒この中に社会学の開祖と
もいえるオーギュスト・コントのことが書いてあるのです︒そういう学者で︑目白中学の事実上の教務主任

伝﹄というのが︑柏原とヴェトナム︵昔は安南とも言った︶の関係を一番よくまとめて書いてあると思い
ます︒省略すると意味が通じないので一応その部分を全部写してきました︒お読み頂ければと思います︒柏
原がヴェトナムからの若者を大変大事にしたので︑ヴェトナム人が柏原夫妻を日本のお父さん︑お母さんと
慕った︒ごく僅かな日本にいるヴェトナム人も柏原に特別な感謝の気持ちを持っていたようです︒
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その次に︑先ほどから柏原文太郎のことを申し上げていますけれど︑黒龍会が出した﹃東亜先覚志士記

目白にあった東亜同文書院

にもなった人ですが︑東京同文書院時代から関わっていました︒

同文書院の教頭・十時弥は目白中学を設立してまもなく︑第三高等学校の教授になったあと︑廣島高等学
校︑熊本の第五高等学校の校長になっています︒十時弥や難波田憲欽︵なんばた・のりよし︶︑この難波田
という人は調べると面白いです︒ここにも書いてありますけれども日露戦争に参加して胸に貫通銃創を受け
て退役した︑日露戦争の退役軍人なんですね︒それが目白中学に職を得て︑今で言えば生徒指導をしたわけ
です︒難波田は東京同文書院に入ってくるヴェトナム少年︵もっとも柏原はヴェトナムの少年を全部中国人
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として登録していました︒ヴェトナム人というと捕まってしまうので︒顔立ちはほとんど中国人と変わりま
せんから︑名前も中国風にして中国人のふりをさせました︶に鉄砲の撃ち方なんかを空き地で教えたと書い
てあります︒さきほど村田銃を購入し中国人に訓練したと言いましたが︑難波田は中国人と共にヴェトナム
人の若者にも軍事訓練をしていたわけです︒難波田の息子・難波田龍起︵たつおき︶は父の勤める目白中学
に入り図画教師・清水七太郎の指導を受け︑後に﹃火の人﹄岡本太郎に対し﹃青の人﹄といわれる日本を代
表する抽象画界の双璧となり文化功労者として表彰されてます︒この難波田らに指導された少年・青年達が
ヴェトナムに帰って反仏運動・独立運動をしようとするんですけれどもなかなかうまくいかなかった︒うま
くいけばベトナムは独立できたのですが︒
とにかく柏原は彼らを本当に慈しんだので︑お父さんお母さんといわれました︒この文章の終わりに︑
明治四一年五月︑陳東風︵彼はヴェトナムでは金持ちの息子だそうです︶が日本政府の厳しい追及とか︑自
分の父親への誤解とかで遂に自殺をするという事件があって︑私にはこう話は応えるんですね︒そのお墓に
十数年前に出かけたのですが︑今どうなっているかなと思って︑こちらへ来る前にもう一回︑早稲田大学近

くの雑司ケ谷の墓地へ行って確かめてきました︒﹁同胞志士陳東風之墓﹂とありまして︑周りのお墓に比べ
ていかにも古く︑かなり荒れたお墓でしたけれど︑どなたか分からないのですが花を供えてありました︒こ
れは最近の写真です︒この墓は誰が建て︑今︑どなたが管理していますかと墓地事務所に聞いたのですが︑
誰も知りません︒それよりもっとひどいのは﹁困っているんですよ﹂なんていう︒﹁墓地はちゃんとお金を
払って頂かないと出ていってもらいたいのですけれど︑なかなかそういう人はいない﹂と言ってました︒
この墓を建てたのは︑さっき申しましたヴェトナムの王族クオン・デなのですね︒そのクオン・デという
人は潘佩珠と違って大変気の弱い方だったのかなと思います︒日本に来たり︑母国に出かけたりするのです
けれども︑最後はヴェトナムには戻らず︑結局第二次大戦中ずっと日本にいました︒クオン・デを日本の軍
部が利用して傀儡に︑ちょうど日本が満洲国建国で︑溥儀を利用したと同じようにしようとする派もあった
ようですが︑クオン・デは見捨てられてしまう︒見捨てられたクオン・デは犬養毅とか日本の軍部に助けて
もらい母国復興をしようとしたができなかった︒戦争が一九四五年に終わって︑彼は尾羽打ち枯らした感じ

その次に目白中学校創立は︑資料を見て頂ければお分かりになると思います︒
目白中学草創期︑著名な講師陣で目白中学は﹁官立の一中か私立の目白中学か﹂といわれるほどになりま
す︒著名な講師については桂五十郎の名をみて私事ですが驚きました︒昔︑学生時代︑少し漢文を習ったこ
とがあります︑今は全く忘れましたけれども︑桂の名は覚えています︒その桂五十郎は早稲田の出身で︑早
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デがまだ少しお金があった時に︑陳東風のために建てたのがこの墓ということです︒

目白にあった東亜同文書院

で東京に住んでいました︒最後︑クオン・デは昭和五一年杉並の荻窪で寂しく亡くなります︒そのクオン・

稲田大学には漢学の伝統があり︑優れた漢学者がいました︒桂はその中で三本の指に入るといわれた漢学者
です︒桂五十郎の﹃漢籍解題﹄は中国の古典を大変簡潔に解説した便利な書です︒桂は森鴎外の漢文の先生
でもあります︒
木下利玄︑木下藤吉郎︵秀吉︶の系譜につながっている家なのですね︒これもやはり目白中学初期の国語
の講師でした︒木下利玄は歌人ですね︒目白中学で教鞭をとっていたのは四年間ぐらいです︒この講師時代︑
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教師として詠んだ歌があるかと思って探したのですが︑未だに見つからないでいます︒たぶん利玄は教師と
しては熱心ではなかったのかなというような感じがします︒
その次に紀平正美︑年配の方で少し哲学好きな方は︑西田幾太郎の西田哲学といえばピンときますね︑
﹁西の西田︑東の紀平﹂と言って︑もし日本が軍国主義でそのままいっていれば紀平のほうが有名になって
いたかも知れません︒この人は歴史の流れの中で︑いわば皇国思想だとか国家主義だとかいうことで否定さ
れますけれど︑哲学者としては相当な人で︑こんな人も目白中学の生徒に教えていました︒
それから清水起正︑これも古い英語好きの方は﹁清水起正の英語﹂としてご記憶だと思います︒
校史をいろいろ調べていて驚いたことがずいぶんありますが︑その中でも驚いたのは河合塾です︒率直に
いって河合塾とか代々木予備校なんていうと︑私は予備校が嫌いですからほとんど関心ないんですね︒ただ
河合塾は昭和八年に河合逸治という人が建てた塾で︑それが今日のようになるとは誰も思わなかった︒
︻渡辺︼

豊橋の人です︒

︻保坂︼

そうですね︒たぶん︑この豊橋でお話をするにはこれが一番うけるのではないかと思っています︒

河合塾の創始者で河合逸治︒実はうちの学校に目白中学の教員名簿が残っていました︒見ていましたら河合
逸治とあったので︑もしかしてあの河合塾の︑と思ったので河合塾に電話をかけたのです︒河合塾の方は大
変喜んで︑さっそく河合逸治伝というのを私に送ってくださった︒市販されていない河合塾の創始者の伝記
が手に入りました︒それで知ったことがここに書いてあります︒読んでみて大変助かったのは︑同じ校舎の
中で︑今の中学生ぐらいの中国と日本の子供が喧嘩しないはずはないから︑そういう資料がないかなと思っ
ていましたら︑河合逸治が英語の主任教授だった時に見たことが書いてあった︒ちょっと二〜三行読むと︑
﹁ある時ふとしたことから︑目白中学の生徒と支那人の学生とが喧嘩をして︑東京同文書院の学生三〇〇人
︵この時は東京同文書院の全盛期ですね︶のストライキが勃発した﹂︑たぶん中国人が日本人に馬鹿にされ
ていることへの怒りなのでしょうけれども︒﹁私は学校当局者が困りぬいているのを傍観しているのに忍び
ず︑進んで支那学生の慰撫に努めた﹂と︒あとはお読み頂きたいのですが︑そんなことがありました︒これ
を跡づけたかったので︑当時の新聞をいろいろ調べてみましたら︑読売新聞の同じ時期に﹁目白中学の喧嘩

これは日中の学生の喧嘩騒ぎなんですが︑また別のものを探したので載せておきました︒それは中国人が
目白中学に入ってどんなことを感じたのかというのを調べてみたのです︒その中で民国の要人で湯化龍のお
子さんの湯佩松が目白中学に入学し目白中学での経験を回想記に書いてます︒﹁日本へは船で行きました︒
ちょうど第一次世界大戦の頃でね︑天津から一五日かけて行きました︒東京に着くと民国の人が迎えてくれ
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やっている頃の中国人学生と︑それを迎えている日本人学生の雰囲気を伝えるもので︑参考になりました︒

目白にあった東亜同文書院

騒ぎ﹂というのがあって︑ちょっと内容は違うのですけれども︑どちらにしてもちょうど中国が辛亥革命を

ました︒官邸に住まず市内に部屋を借りました︒雑司ケ谷に一戸を借りました︒目白中学というのは貴族階
級の子供が通う学校です︒︵細川さんは貴族ですから︶云々⁝⁝﹂と書いてあります︒学校では湯佩松は先
生の日本語は少ししか分からなかったけれど︑日本人生徒からはそんなに差別は受けていない︒特に日本の
先生方は差別をほとんどしなかった︒ただ︑どういうわけか武道︑特に剣道は教えてくれなかったと︒この
ことは︑何となく分かるような気がします︒私は昭和二〇年四月に小学校に入ったのですけど︑八月に敗戦
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となり︑アメリカ占領下で柔剣道は禁止されました︒アメリカは強い日本人は困ると思ったのでしょう︒同
じような発想で中国人の湯佩松に剣道を教えなかったのかなと思います︒河合逸治のことや読売新聞の記事︑
湯佩松の思い出などで︑少しは︑この学校の雰囲気を知ることができます︒
最初の校長・細川護成が亡くなると次の校長に異母弟の護立がなります︒もし細川家のことをお知りにな
りたければ永青文庫にお立ち寄りになるといいと思います︒山手線の目白で降りてタクシー︑または歩いて
もけっこうです︒﹁彼は国宝保存会会長︑東洋文庫理事長云々﹂と書いてある中で﹁文京区目白台一丁目永
青文庫﹂とあります︒博物館に関わる人で知らない方はいらっしゃらないと思いますが︑早稲田大学からは
歩いて行けます︒
護立は先年首相をやった護煕のお祖父さんです︒体が非常に弱い方だったので目白中学の校長なんていう
のは彼にとってはどうでもいいことで︑ほとんど学校との関わりはなかったようです︒病弱だったというこ
とで︑骨董だとか美術だとか︑文学に大変関心を持っていた︒護立は﹁白樺派の会計係である﹂と息子の護
貞によくもらしていたという︑木下利玄︑志賀直哉︑武者小路実篤はずいぶん助けられていたようです︒目

白中学はそんなわけですごい先生方︑あるいは侯爵様の学校ということで発展し︑大正一四年の全国中等学
校野球東京大会決勝で早稲田実業に敗れたとはいえ︑甲子園一歩手前迄進んだこともあって順風満帆という
感じなのですね︒先生方は創立期の十時弥が去ったあとは﹃日本倫理史﹄などの著書で知られる倫理学者の
有馬祐政︒それからギリシャ・ラテン語に興味のある方はよくご存知の田中秀央︑﹃羅和辞典﹄の編纂者︑
この人がいなければ日本のラテン語の研究はずいぶん遅れたと思います︒田中は若い時は生活に苦労してい
ました︒そこで目白中学の英語の講師となったわけです︒田中は五年間ほど目白中学の講師したあと他の学
校に移ることになり︑目白の後任に友人の金田一京助を推薦しました︒実はこれを調べたのは︑金田一京助
が目白の先生になったいきさつが分からなかったからです︒たまたま田中秀央に関わる本を読んでいました
ら﹃自叙伝﹄にこのことが書いてありました︒金田一京助はいうまでもなくアイヌ学とか国語学とかで知ら
れる学者ですね︒目白では英語を教えていました︒目白中学はこれらの優れた先生方のおかげで何人も優秀
な卒業生が出しています︒今日の皆さんの中にキリスト教徒の方がいらっしゃるかどうか分かりませんが︑

になります︒その足跡は﹃熊野義孝全集﹄一二巻に収められています︒
何人もの卒業生の中でもう一人︑杉木喬︵よく杉本と間違えられますが︶がいます︒一時︑日本の学生に
よく読まれたコールドウエルの﹃タバコロード﹄を翻訳した人です︒
それからアカデミックではないところで︑中央大学の附属になってから同窓会会長をやってくださった中
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あとで読んで頂ければと思います︒熊野は東京神学大学の教授を長年勤め日本を代表するキリスト教神学者

目白にあった東亜同文書院

いわゆる新教プロテスタントの世界では有名な熊野義孝という人がこの学校の卒業生です︒興味のある方は

嶋忠三郎という人がいます︒ご存知の方はいらっしゃらないと思いますが︑ただ︑この人の書いた﹃西武王
国﹄という本が数年前に本屋に山積みになって意外によく売れました︒近年︑堤康次郎とその子供達の会社
が破綻します︒現在︑堤康次郎といっても知る人も少なくなりましたし︑知る人の中には彼に好意を持たな
い方も多いと思いますが︑好き嫌いを抜きにすれば鉄道・都市計画・住宅建設などの事業家としてはやはり
トップレベルの人だったと私は思います︒堤康次郎は早大出身なのですね︒目白は早稲田大学に近い︒堤は
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苦学している中嶋忠三郎に︑﹁お前が自分の家へ来れば学費はいつでもやるよ﹂と言ったという︒それで中
嶋忠三郎は堤康次郎を尊敬するんですね︒そんなわけで中嶋と堤の関係ができます︒
お話してきた︑これらの先生方以外にどんな方がいたのだろうと資料を見て頂きますと︑羅列で面白くな
いのですが︑今井喜孝︑生物学・遺伝学で知られた人︒あと飛び飛びでいくと長谷川貞一郎︑この方は学者
としてはそれほどの評価はないのでしょうけれど夏目漱石と熊本の五高で同僚だったとか︑そういう人もい
ました︒それから僕は歌が歌えないのですが聞くのは大好きです︑﹁遠足﹂という童謡︵唱歌︶の作詞家が
佐野保太郎︑丹波篠山の出身で山形高校︑高知高校の校長を歴任した方です︒早稲田の教授で日本英文学会
会長にもなった日高只一が英語を教えていた︒受験英語で有名な野原三郎も教えていました︒受験勉強で苦
しんだ方は覚えておられるかも知れません︒ここにある三〇名ほどの講師はそれぞれの分野で名を残す学者
でした︒目白中学の先生は今の名も無い普通の高校の先生とは比べものにならない大先生ばかりでした︒
先ほど︑お土産話とか言いましたけれど︑清水七太郎と東條英機と何で結びつくのかということをお話し
して終わりたいと思います︒

金田一京助︑国語辞典をつくったりして私達にとっては神様みたいな人です︒金田一さんはいうまでもな
く石川啄木の親友ですね︒その後輩に宮沢賢治もいますね︒三人とも盛岡中学の出身です︒盛岡に行きます
と先人記念館という啄木とか金田一とか賢治を顕彰する建物があります︒これは先年︑私がそこに行って得
た情報です︒
目白中学の絵の先生は︑たぶん専門家でもほとんど知らないと思うのですけれど︑目白には赤い鳥社︵童
謡や童話に詳しい方はご存じでしょう︶というのがありました︒大正デモクラシーを象徴するものの一つが
目白通りにあった鈴木三重吉の赤い鳥社なのです︒赤い鳥社は﹃赤い鳥﹄という雑誌を出します︒その赤い
鳥社と目白中学は道路を挟んで歩いても何分のところにありました︒当時︑目白中学に就任してきた清水七
太郎は盛岡中学出身で啄木の後輩になります︒盛岡の先人記念館に行きますと清水七太郎の画と経歴が展示
されています︒清水七太郎は目白中学で画を教えながら︑生徒に画を描かせて雑誌﹃赤い鳥﹄に送っている
んです︒いつか﹃赤い鳥﹄を開けて頂けると︑目白中学の生徒の絵がずいぶん載っています︒﹃赤い鳥﹄の

ものはそれほど超一流ではないのですが︑独特の雰囲気をもつ画風です︒東京美術学校の西洋画科を出て文
化服装学院の前身の先生︑目白中学の講師をやったりしました︒彼は目白中学の在職中に毎年のように教え
子を東京美術学校に送り出しています︒さきほどの難波田龍起の他に児童教育画家の湯川尚文︑東京美校を
首席で卒業した彫刻家の片山義郎も七太郎の教え子なのです︒東條英機と清水七太郎の関係はといいますと︑
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とはほとんど世間では知られていません︒もう少しは知られてもいいのではないかと思います︒彼の絵その

目白にあった東亜同文書院

挿絵画家は清水良雄が有名ですが清水七太郎は彼とは友人ですが︑良雄ばかりが有名になって︑七太郎のこ

東條英機自身は東京育ちなのですけれど︑お父さんの東條英教は盛岡藩士の出身です︒会津とか仙台とか東
北地方の人達はみんな薩長に対する反発もあって一生懸命勉強していたのでしょう︒盛岡出身の東條英教
はやはり一生懸命勉強して陸軍大学を首席で出たのですが︑東北出身なるがゆえに陸軍大将になれなかった
ようです︒その悔しさを抱いて息子の英機が後に首相になるわけです︒私は英機と言えばヒトラーかムッソ
リーニみたいな感じなのですが︑彼個人の書いたものを読むとどうもヒトラーとは違うようです︒東条と清
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水との関わりは︑清水が自分の子供を戦争で亡くします︒そんな中で清水七太郎が東条に画を贈っています︒
これは盛岡市先人記念館で見せてもらって︑写真に撮ってコピーしたものです︒漢文調です︒文中の最明寺
入道は鎌倉幕府の執権で北条時頼のことですね︒それを清水が描いて東條英機に贈った︒それに対する感謝
状です︒この書状の下に東京裁判での英機の姿がスケッチされています︒その時︑七太郎はたぶん市ケ谷の
法廷に行ったのでしょうね︒スケッチが二〜三葉残っています︒それがその一枚です︒これだけは︑本邦初
公開だと思います︒
目白中学の全盛期は大正の中頃から終わり頃で︑柏原自身は中国に出かけて学校を建てたりして︑病気に
なったりと︑ほとんど目白中学にいないのですが︑学校はどんどん良くなって八〇〇〜九〇〇名という︑当
時としては大きな学校になっていました︒これは︑やはり良い先生がいたからですね︒受験生のバイブルと
された﹃代数初歩﹄﹃幾何精義﹄の著者・岩切晴二︑学習院女子高等科長になり﹃高等数学提要﹄などの著
書がある古賀軍治とか有名な人が先生がいたからです︒このままでいけば麻布や開成のような名門校になっ
ていたかも知れません︒ところが︑近衞篤麿さんが早く亡くなって後を継いだ文麿さんは大変な土地を持っ

ていました︒その一部に東京同文書院︵目白中学︶を建てたのですが︑華族の生活は派手ですから意外に財
政は厳しいようで土地財産を処分せざるをえなくなります︒そこに目白中学とその周辺の土地を買う人が出
てきました︒それが堤康次郎で箱根土地株式会社︵後のコクド︶の名で土地を買収し目白文化村︵大正時代
らしいネーミングです︶というのを分譲します︒そこへ近衞家は目白の土地を売ってしまいます︒名門校に
なった目白中学ですが︑校地を売られてはどうしようもなく練馬に移転しました︒今はもう練馬は人口密集
地ですけど︑当時は田畑も多く人口はまだ少なく通学には不便でした︒しかし移転時は目白時代からの生徒
がまだいたので何とかやっていけましたが︑入学試験のたびに受験生は減り︑そのうえに昭和恐慌が重なっ
てしまい︑昭和八年〜九年になると︑最後は受験生一人ということになりました︒その頃︑柏原の病は重く
ほとんど動けないということで校長を退き︑まもなく亡くなるわけです︒昭和一一年八月一〇日︑六七歳で
永眠し︑成田の永興寺に葬られました︒
柏原文太郎について︑私との関わりで驚いたことがあります︒それは︑柏原には実子がいないので養子が

ことはほとんど知らず関心もありませんでした︒知り始めて見ると柏原の存在の大きさと共に何やら私と深
い縁があるような気がしています︒柏原文太郎がいなければ東京同文書院はともかく目白中学は存続されず︑
したがって私が勤めることになる現在の中大附属高校は当然存在しないわけですから︒これで今日の私の話
を終わらせて頂きますが︑もし何かご質問がありましたらどうぞ︒どうも長時間ありがとうございました︒

◦ 2798 ◦

69

は僕の父は柏原文太郎だ﹂と言うのを聞いて驚きました︒私は校史の資料収集を始めるまでは柏原文太郎の

目白にあった東亜同文書院

継ぐのですが︑私の通った東京池袋の中学の一年後輩に柏原という人がいました︒先年︑その柏原君が﹁実

保坂先生ありがとうございました︒東京同文書院︑目白中学校についての貴重なお話をして頂き

ました︒本日配布されたレジメのプリントを拝見しますと︑詳しくまとめられておりまして︑保坂先生のご
研究の深さが窺えるように思いました︒ではあと一〇分ほど時間が残っておりますので︑質疑応答に移りた
いと思います︒ご質問等ございましたら挙手をお願いします︒
︻田崎︼

事実関係ですが︑細川護成と長岡護美の血縁関係はどうなりますか︒

︻保坂︼

叔父さんです︒もともと細川家なんですね︒長岡家に入り子爵になってます︒この細川家の人は
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ほとんど﹁護﹂という字を入れますね︒私も長岡護美のことは詳しくないのですけれど︑本を読んでいると
よく出てきます︒東京同文書院院長もやっています︒
︻田崎︼

もう一つ︑桂五十郎は新潟の国学者の一人ですが︑平田国学で有名な桂誉重の系譜ですか︒かな

り有力な地主さんと言うか︒
︻保坂︼

それはちょっと︑よく分かりません︒そうかも知れませんね︑豪農の家です︒ただいい加減なこ

とは言えませんので調べてみます︒それから今日少しお持ちしたのですけど︑東京同文書院についての資料
は本当に少ないんです︒宣伝になりますけれど︑ここの愛知大学の資料はすごいですね︒私が研究者ならこ
ちらに移住して二〜三年︑ここに留学したいくらいです︒先ほど記念センターで見せて頂いた孫文の資料は
たぶん日本で一番か二番かあるのではと思います︒
︻藤田︼

それぐらいあるかも知れません︒

︻保坂︼

私もさっきよだれが垂れるようなのを見せて頂いて︑この近くにお住まいの方が羨ましいと思い

ました︒これは本物ですね︒東京にも多くの資料がありますがたいてい偽物です︒そういう意味で大変参考
になりました︒だいたい学校は途中で潰してはだめですね︒目白中学について調べてみるとなかなかすごい
のですけれど︑潰れそうになってしまうと︑その学校の教員はみんな逃げ腰になるんですね︒資料を整備保
存してから出ていこうというような先生はまずいません︒ですから目白中学が潰れた時には文書などはほと
んど廃棄してしまいました︒そういうことを聞いています︒現在も日本中で学校が潰れたりしますけれど︑
学校の文書︑教材︑書籍などは文化財なのですね︒潰れそうな学校の文化財もどこか保管するところがない
かと思います︒目白中学について残されているのは︑先ほどの写真と︑私が探し出した反古紙化した校舎の
見取図と︑こういうものしか残っていないのです︒東亜同文書院についての資料保存︑愛知大学がぜひ永久
に続けて頂ければ︑この地域のためにもなるのではないかと︑ちょっと生意気ですけどそう思いました︒
︻渡辺︼

愛知大学は昭和二一年の開学でございます︒実はオープンの記念式典の時に︑先生のお話に出て

きました例の朝日新聞で天声人語を書いて︑長いことジャーナリズムで親しまれました長谷川如是閑先生が︑

お見えになって︑実は愛知大学の新聞部がその内容などを収録している︒長谷川先生の記念講演の速記録が
残っているようです︒まずこのことが一つ︒それからもう一つ︑これは先生のお話に出てまいりました河合
逸治さんのお話ですが︑河合先生は確か名古屋高等商業︑第八高等学校の英語学の先生をしてみえまして︑
ドイツに第一次欧州大戦の直後に留学をされました︒ドイツの猛烈なインフレを経験してみえて︑河合先
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います︒なお長谷川如是閑さんがここでされた講演について質問しましたら︑研究していらっしゃる先生が

目白にあった東亜同文書院

オープンの時の記念講演をされています︒それが学校と先生のお話とが有力に結び付く一つではないかと思

生が何をやられたかと言うと︑送ってきた資金は全部本屋へ行って︑自分は食うや食わずでも︑古本を丸ご
と本棚ごと買ってはどんどん日本へ送った︒これが第八高等学校や名古屋高等商業の原書のコレクションに
なっていったわけです︒河合逸治先生は第二次欧州大戦が勃発してヒトラーがポーランド進撃を始めた時に︑
塾生をみんな集めてこのような講演をされました︒
大変な事態が起きたと︑塾にある金額を全部持っていって紙を買いました︒印刷の機械を揃えました︒ど
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んなに戦争が苦しくなっても絶対にこの塾は閉じません︒最上級の西洋半紙を配られました︒そのようにし
て河合塾に学ぶ人間だけは河合先生のお陰で紙に困らずに終戦を迎えたわけです︒終戦後︑私が市の公会堂
の勤務をしておりました時に河合先生がお見えになって︑これからこの施設を利用して郷土のために何か事
業をやりたいが相談にのってくれというお話がありましたので︑河合逸治先生が豊橋の出身者であることを
確認しました︒この話は私の人生と結び付くことでございます︒まあ年ばかりとっておりますが︒
︻保坂︼

いえいえ︑ありがとうございました︒僕のまずい話が長引いて後の祭なんですが︑ほんとは一時

間ぐらいかけてこういう話をしたほうがいいですね︒中央大学は皆さんにとってどれぐらいイメージがある
か分かりませんけれど︑学内で問題なのは︑早稲田の大隈とか慶応の福沢みたいな人物が中大にはいないの
ですね︒創立一二〇周年ということで何とか中大の名前を高くするような人物を顕彰しようと︑長谷川如是
閑についてずいぶん研究させて学内に広げようとしたのですけれど︑なかなかうまくいきません︒私も長谷
川如是閑については関心があるものですから︑今のお話大変参考になりました︒こちらで講演された如是閑
の記録が残っているのですね︒河合逸治さんのことはこの校史を調べて初めて知りました︒大変偉い人です

ね︒
︻今泉︼

一つだけお伺いします︒目白中学校は今の設置の写真でよく分かりましたが︑同文会の記録では

﹁目白中学校なる日本学生部を併設し⁝﹂という︑東京同文書院のほうの記述がありますが︑これについて
お教え願いたいと思います︒
︻保坂︼

こういうことは観念的にお答えできませんので︑これもこの講演のために少し前こちらに伺って

大学の資料を見せて頂いた時に出てきたものなのですけど︑このようにに書かれています︒明治四二年の東
亜同文会の報告です︒東京同文書院の中学併置﹁本会は東京同文書院に中学を附設して︑日本学生をも養成
するの必要を認め二月五日評議委員会に提議せしが︑評議委員会は更に細川︑曽我︑伊沢︑池辺︑沢柳︑箕
浦︑中西の七評議員︑大原︑柏原︑両幹事を擧げて調査委員となし︑委員調査の結果により︑二月一六日︑
再び開会し該提議を承認せり︑是に於て侯爵・細川護成氏の名を以て中学設立を文部省に申請せしが︑三月
三〇日認可の通知に接したるを以て︑愈︑四月一日より学生募集を開始し同四月一日開校式を挙行せり﹂と

ではもう一方だけ︑最後のご質問ということで︒

︻藤田︼

非常に細かくお話し頂いて大変ありがとうございました︒われわれも改めて︑目白中学と併せて

再認識させて頂きました︒お互いの関係みたいなものはなかなかむずかしいですか︒たとえば目白中学の著
名な先生方が︑書院のほうとどう関わったか︒授業をしたとか︒
︻保坂︼

いや実はそれは私がお聞きしたいぐらいです︒先ほどの例の湯佩松という人の文章を読むと︑

◦ 2800 ◦
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︻司会︼

目白にあった東亜同文書院

書いてあって︑﹁附設﹂となっています︒私の調べた限りでの文書はこういうことです︒

同文書院の学生は中国人の彼を意識していなかったように書いてありますので︑そんなに学生間には境界は
なかったのではと思います︒目白中学の古い卒業生に一人だけにお聞きしたのですけれど︑その時はもう中
国人学生はほとんどいなくなっていましたので︑大正初めの三〇〇人ほどいた時の教室などの雰囲気は正直
いって分からないですね︒分からないことだらけなのです︒何故︑同文会が目白中学と東京同文書院の経営
から手を引いたのかとか︒同文会と柏原との間を往復した文書がありますけれど︑とにかく財政難というこ
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とで︑同文会は目白中学と東京同文書院を切り捨てたのではないかと思います︒その後︑目白中学も東京同
文書院も柏原個人のものになります︒目白中学はその後も学生数は増えていきますが︑東京同文書院は大正
一一年には学生数は零となり事実上消滅します︒しかし柏原は無くなった東京同文書院が在るかのように︑
校門には目白中学校と並列して東京同文書院の看板を外しませんでした︒昭和初期の板橋区の地図には東京
同文書院と書きこまれています︒東京同文書院は法制上は存在し続けたことになります︒柏原が廃校届を出
すのは昭和八年のことです︒東京同文書院は柏原と共にあった学校です︒それを法的にも完全に消滅させる
のは耐えがたかったと思います︒その二年後には目白中学も無くなります︒
︻藤田︼

先ほどの図面で言いますと︑校舎の中で両方が接合できそうな設計は見られるのですか︒

︻保坂︼

どうもこの図面の校舎は増築のようですね︒明治三八年の東京同文書院校舎建設以来︑目白中学

の設立︑学生の増加などで何回か増築しています︒この図面では書院生用の教室は一室だけです︒書院生が
どんどん減ってしまったからだと思います︒このことは︑まだ新しい資料が出てくればと︒愛知大学の隅っ
こにないかなと思っているんですが︒

︻藤田︼

われわれのほうもいろいろ気を付けてみます︒ありがとうございました︒

︻保坂︼

私は先月︑角川文庫の﹃クオン・デ

もう一人のラストエンペラー﹄︵森達也著︶という本を買

いました︒今日︑私がお話ししたことがほとんど書いてありました︒クオン・デや潘佩珠のことや︑それか
ら私が下手な話で説明したところを実に簡潔に︑たとえば﹁慶応義塾や法政促成科など大量の留学生枠を設
け︑更に東京同文書院や士官学校予備校だった振武学校など数多くの学校が︑アジアからの留学生を積極的
に受け入れた⁝云々﹂と︑留学生の問題とかほとんど全部この本に入っています︒五九〇円の本です︑まだ︑
どこでも買えると思いますので︑本屋の回し者ではありませんけど宣伝しておきます︒それから︑これは
﹃ヴェトナム亡国史﹄という本ですが︑東洋文庫というのはご存じでしょうか︑平凡社から出ています︒本
文は潘佩珠が書いたものですが︑この本には解説に柏原の伝記が載っています︒この二冊は私の種本ではな
いのですけど︑たぶん今日の話の大部分は入っています︒古い本ですが図書館には必ずあると思います︒こ
れをお読みになると私の下手な話が分かりますので︑もしよろしかったらお読み頂ければ幸いです︒そんな

︻司会︼

ありがとうございました︒では時間となりましたので︑以上をもちまして保坂治朗先生の講演会︑

﹁目白にあった東京同文書院﹂を終了させて頂きます︒皆様︑今一度︑保坂先生に盛大な拍手をお送りくだ
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さい︒保坂先生ありがとうございました︒

目白にあった東亜同文書院

ことで終わらせて頂きます︒長時間ご静聴ありがとうございました︒
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近衞文麿と天皇﹄︵日本経済新聞社刊︶を著したノン

フィクション作家の工藤美代子氏に授与されました︒授賞式は︑平成二一年一月三〇日︵金︶︑霞山会館三
彩の間に於いて近衞通隆霞山会名誉会長ご臨席のもとに執り行われました︒
工藤先生は︑この著作の中で︑近衞文麿公について︑数多く残された各位の日記類や関係資料にもとづき︑
また︑その後の内外の秘密文書公開による新しい資料を精査されて︑優柔不断のイメージや多くの誤解や謎
を解れました︒文麿公の再評価をされ︑顕彰されたことが受賞理由になりました︒
私は︑前著作を参考に近衞文麿公の五五年の生涯を検証するために︑便宜上四期に分けてみました︒
第一期は︑誕生から大学を卒業され︑内務省地方局に入り︵見習的に︶︑組閣前まで︒一九一七年︵大正
六年︶には︑﹁英米本位の平和主義を排す﹂と言う論文を公にされ︑これは一九一九年︵大正八年︶のパリ
講和会議に牧野伸顕全権が人種差別の撤廃と各国民に対する公正を強く提案したことと通じる考えと思いま
す︒この時に︑文麿公は準随員として同行しています︒

第二期は︑第一次〜第三次までの組閣期間として︒一九三七年︵昭和一二年︶から一九四一年︵昭和一六
年︶まで︒一次と二次の間には︑平沼︑阿部︑米内内閣が組閣されていますが︑この間には︑盧溝橋から始
まった日中戦争の不拡大の努力︑日米開戦回避への努力などは︑ゾルゲなどのコミュンテルンの陰謀︑統帥
権︑その干犯などの中にあって︑どれだけ可能であったことでしょうか︒
第三期は︑首相を退いた以後から終戦まで︒早期終戦の工作を憲兵に監視されながらも試みております︒
昭和二〇年二月一四日 には︑決死の上奏文が出ております︒天皇に情報が達しない中での上奏でした︒
第四期は︑終戦から昭和二〇年一二月一六日に自らのお命を絶たれるまで︒文麿公は︑終戦直後東久邇宮
内閣の国務相として︑マッカーサーに早々に会い︑日本や世界情勢について情報交換し︑憲法の草案作りな
どを始めますが︑突然一二月六日に戦犯逮捕令が出ました︒この背景にも︑ハーバート・ノーマンや都留重

これらの各期間を通して︑あの憲法下にあって文麿公の思考・言動は﹁弱い文麿公﹂の評価ではなく﹁強
い文麿公﹂であったと結論付けられました︒﹁近衞文麿公と言う日本人がいたと言うことを︑日本人として
誇りに思う﹂と工藤先生をして言わしめました︒
工藤先生は︑前著の次に﹃近衞家の昭和

七つの謎﹄を四月頃ＰＨＰ研究所から出版予定と伺っておりま
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す︒文麿公のほかに文隆氏の中国やシベリア抑留の数々の謎も解いて頂けるものと思います︒
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人氏やコミュンテルンの陰謀が想定されております︒
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東亜同文書院記念基金会について
平成三年に︑滬友会︵東亜同文書院大学の同窓会の呼称︶の有志によって設立︑この趣旨に賛同して霞山
会と愛知大学の多額の出捐を得て今日に至っています︒愛知大学所蔵の同文書院の学績資料に加え当基金会
の趣旨を発展させて﹁東亜同文書院大学記念センター﹂が豊橋・大学記念館に︑平成五年設立されました︒
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授賞式ご出席の書院生の皆様には︑書院同窓をご縁に︑文麿公
の黙して語らなかった心情に思いを馳せ︑多くの邂逅を重ね︑ご
満足な人生に︑縷々想いを巡らせていることと思います︒

受賞の挨拶
工藤美代子でございます︒今︑大変素晴らしい論評をいただき
まして身に余る光栄に思っております︒
本日は名誉と伝統ある賞を計らずも頂戴いたしまして︑心から
御礼を申し上げます︒先年私は﹃われ巣鴨に出頭せず﹄という単
行本を上梓いたしましたが︑それがこのようなお褒めにあずかり︑

思いもよらない嬉しさがこみ上げてまいります︒それと申しますのも実はこの本を書くきっかけというのは︑
近衞文麿公に対する言われなき誹謗や中傷が戦後何年経っても終わるばかりか︑時には近年も総合雑誌や単
行本でひどい扱いを受けていたのを見るにつけ︑一度きっぱりとここは言っておかなければいけない︑と考
えたからでした︒そのためにロンドンのナショナルアーカイブ公文書館にも足を運び新資料を発掘して書き
上げたものです︒近衞公のお父上の時代から中国と日本の文化交流や留学生の制度の確立など戦前︑戦中を
通じた東亜同文書院の業績はもっと多くの皆さんに知られるべきことだと感じてまいりました︒
そういう中で実は偶然なのですが︑私はこの四月に﹃近衞家の昭和﹄と題して前作の続編というべき本を
出版することになっております︒この本の中では文麿公とそのご長男の文隆さんの東亜同文書院でのことと︑
その後のソ連強制抑留と極めて不審な文隆さんの死の謎についても論文に書きました︒アジアと日本の歴史

されるべきだと私は祈ってやみません︒
そういう折に東亜同文書院記念基金賞を頂戴し︑ますます勇気が沸いてくる気がいたします︒私の仕事の
一歩が︑京都大徳寺に眠っておられる文麿公や文隆さんの名誉のために少しでも役立てればこんなに嬉しい
ことはございません︒心より賞の運営に関わられた先生方︑そして関係者の皆様方に御礼を申し上げたいと
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思います︒本日は誠にありがとうございました︒
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が正しい目で見直され︑良いことは良い︑反省すべきことは反省するという普通の国の付き合いが今こそな
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今回は︑二〇〇八年度に愛知大学東亜同文書院大学記念センター︵以下︑﹁記念センター﹂と略記︶に寄
贈された資料を紹介する︒以下︑主な資料について簡述していく︒
阿部弘氏は近衞篤麿より頭山満に宛てた書簡︵一九〇〇年一〇月二五日付︶のコピー二部と解説三部を
はじめ︑東亜同文書院一二期生の宮田武義氏が主催していた慈航観音会発行の冊子と︑そのコピーなどの寄
・ 10̶162
︶︒宮田氏は東京で﹁山水楼﹂という中華料理店を経営しておられた
贈を頂いた︵目録 No10̶161
が︑一方で一九六九年に東京の高輪泉岳寺に慈航観音堂を建立され︑毎月法要を修め︑布施を続けた程の信
︵１︶

仰深い方であった︒したがって︑冊子とそのコピーは︑書院生の卒業後の人生における内面を知ることがで
きる資料といえるであろう︒なお︑宮田氏は書家・歌人・篆刻家として多くの芸術作品を発表された方でも
︵２︶

ある︒
有森茂生氏は愛知大学卒業で︑愛大同窓会岡山支部の方である︒二〇〇八年四月から貴重な資料を記念
センターに寄贈下さっている︒特に︑レコード︵目録 No36̶︶
2 には東亜同文書院院歌と寮歌﹁長江の水﹂

たまき

が︑戦前から戦中にかけて活躍した流行歌手の 山 の美声で吹き込まれている︒最近このレコードをもと
に︑愛大学生歌なども含めた復刻版ＣＤが製作された︒この経緯については﹃研究報﹄第五号︵記念セン
ター発行︑二〇〇九年三月︶に掲載の山口恵里子﹁東亜同文書院院歌ＳＰ版レコードの復刻版ＣＤ完成﹂を
ご覧頂きたい︒一方︑目録

No36̶か
5ら

No36̶は
9 ︑二〇〇八年一一月に有森氏が記念センターヘお越しに

なった際︑寄贈下さったものである︒この中には︑東亜同文書院中華学生部の中国人学生たちがデモ行進す
る様子を撮ったものも含まれている︵目録 No36̶︶
5 ︒一九二〇年から一九三四年の間︑中国人を教育する
目的で設置されていた中華学生部に関する写真資料は︑管見の限り皆無に等しい︒また︑中国人学生たちは
その多くが民族運動に関わり︑退学していったといわれるが︑この写真はそうした意味で資料的な価値があ
るとともに︑学生たちの姿を現代に生き生きと伝える一枚である︒豊橋陸軍教導学校時代のアルバム︵目録
No36̶︶
8 は︑愛知大学豊橋校舎の敷地の歴史を知る上で大変価値がある︒現在の豊橋校舎の敷地は︑一九

どっている︒アルバムには今でも大学構内に現存し活用されている建物も載っており︑旧軍時代の様子が手
に取るように分かり誠に興味深い︒
倉田俊介氏からは日中教育協会関係資料と︑二〇〇八年六月一四日に記念センター主催で行なわれた倉田
氏講演会の直筆草稿が贈られた︒前者は倉田氏が中国とどのように関わったかを示す資料である︒後者は既
述のように講演草稿であり︑もともとは講演会の準備のために事前に下さったものである︵目録 No39̶︶
2︒

◦ 2807 ◦
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場所に陸軍教導学校が置かれ︑さらに一九四〇年に陸軍予備士官学校となって敗戦を迎えるという経緯をた

記念センター所蔵寄贈資料目録

〇八年に陸軍第一五師団が駐屯したことで形作られた︒師団は一九二五年に廃止されるが︑二年後に同じ

しかし︑当日の講演は時間の関係で東亜同文書院入学の経緯から敗戦で日本に引揚げるまでの話が中心と
なったが︑草稿には引揚げて入社してから現在までのたどった人生についても詳細に記されており︑まさに
ライフ・ヒストリーの記録といっても過言ではない貴重なものである︒
いずみ涼氏は陸奥新報社常務取締役で退職された後︑現在は郷土作家として活躍されている︒青森県出身
で満洲国高官であった工藤忠を題材とする﹁皇帝の森﹂という記事を︑長期にわたって執筆︑陸奥新報紙上

88
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で連載されていたが︑その中で孫文や山田兄弟についての連載分を︑二〇〇八年七月二六日の弘前講演会当
日に頂いた︵目録 No40̶︶
1 ︒いずみ氏は﹁私が描く山田兄弟と津軽﹂という題で講演されているので︑関
心のある方は﹃オープン・リサーチ・センター年報﹄三号をご覧頂きたい︒
なお︑翌日の七月二七日には山田良政・純三郎や東亜同文書院についての資料展示会を開催し︑多くの方
が来場されたが︑その中には目録 No41̶に
1 示されるような︑山田純三郎に関わる資料をお持ちになった方
もいらっしゃった︒ No41̶の
1 資料は︑リサーチアシスタントの一人がご本人の承諾を得て会場でコピーを
取らせて頂いたものである︒戦争中の山田純三郎の活動を知ることができる資料と位置付けられる︒
辻純三郎氏は二〇〇八年一一月に青森県から記念センターヘ見学にいらっしゃった際︑一九五二年に青森
県浅虫温泉で撮影された︑山田純三郎︑佐藤慎一郎︑辻平八郎氏︵辻純三郎氏の御尊父︑青森県出身︑書院
二九期生︶などが写っている写真︵複製︶を寄贈下さった︵目録 No42̶①
1 ・②︶︒辻平八郎氏は山田純三
郎と書院在学時代から親しくされていたそうである︒山田純三郎について語る場合︑孫文の秘書役として活
躍した一九一〇年代から一九二〇年代までが中心となるが︑戦後の山田についてはあまり言及されない︒活

躍の舞台であった中国と日本の関係が戦後途切れてしまったこと︑彼自身が高齢に達していたということな
どが大きな理由と考えられるが︑山田純三郎という個人を研究対象として捉えた場合︑戦後の彼を取り巻く
状況も︑やはり研究テーマとなり得るのではないかと思われる︒係る意味で︑辻氏ご提供の写真は戦後の山
田の人的関係︵ネットワーク︶を知る︑大きな手掛かりになるものといえるだろう︒
藤田照男氏︵書院三六期生︶から寄贈頂いた資料は︑﹃滬友第三六期生通信﹄と﹃滬友卅六期生会出納
簿﹄である︵目録 No43̶・
1 43̶︶
2 ︒前者は二〇〇一年から二〇〇八年までの間︑同期生や滬友会︑愛知大
学の情報を同期生やご遺族に知らせることを目的に︑藤田氏を含む三六期生会世話人の方々が出し続けられ
た﹁同期生通信﹂が︑ファイルされたものである︒後者は一九五九年から二〇〇八年までの︑およそ半世紀
に及ぶ三六期生会の出納記録が詳しく記された帳簿である︒書院生の絆の強さはつとに有名であるが︑この
二つの資料はそれを示すものといえるだろう︒なお︑三六期生会は一九八六年から一九九九年までの集いの

書帳﹄と﹃身辺随想﹄は現在︑記念センターの書院図書資料室に配架されている︶︒
福島守氏は︑記念センターが二〇〇八年一一月二三日から二五日の日程で︑福岡市で開催した資料展示会
にお越しになり︑後日御尊父・福島重信氏︵書院一四期生︶の大旅行アルバムの複製︑ならびに大旅行記の
中から︑御尊父の班の記録を摘出して作成された複製などを寄贈された︵目録 No44̶・
2 44̶︶
3 ︒これらの
資料は︑今後の研究や展示会などで活用させて頂ければ幸いである︒
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五月︶も発行しており︑書院時代に結ばれた絆が戦後も脈々と続いていたことを我々に教えてくれる︵﹃楽

記念センター所蔵寄贈資料目録

記録として﹃楽書帳﹄︵一九九九年︶︑回想から近況まで様々なことが綴られた﹃身辺随想﹄︵一九八九年

なお︑目録の最後には愛知大学史事務室より移管された資料四点を掲載した︒これらは愛知大学史事務室
で保管されていたものであるため︑寄贈資料の類ではないが︑移管後に所蔵資料として加えたことから︑合
わせてご紹介する意味で目録を掲載することとした︒
の続きとなって
以前にも寄贈して下さった方の資料番号は︑通し番号として﹃同文書院記念報﹄ VOL.16
いる︒二〇〇八年度も実に貴重な資料が多々寄せられた︒寄贈して下さった方々に厚くお礼を申し上げる︒
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注：
︵１︶﹃白寿

遊記山人書展作品集﹄九五頁︵慈航観音会発行︶︑﹃東亜同文書院大学史

創立八十周年記

念誌﹄三八五頁︵滬友会︑一九八二年︶︒
︵２︶前掲﹃東亜同文書院大学史
山人書展作品集﹄︑﹃白寿

創立八十周年記念誌﹄に同じ︒なお︑宮田氏の作品は前掲﹃白寿

遊記

遊記山人之書﹄︵慈航観音会発行︑一九八九年︶を参照︒

︻凡例︼
︵一︶年号は原則として西暦で統一した︒
︵二︶漢字は原則として当用漢字を用いたが︑一部旧字体の箇所がある︒
︵三︶歴史上の人物と位置付けられる人名については︑敬称を略している場合がある︒

︵四︶ 目録中の年月日は︑資料が提供または寄贈された日時︑もしくは記念センターに到着した日時を示
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No
10

日

付

差出人

受取人

寄贈者氏名

寄贈年月日

10−161

高輪泉岳寺・慈航観音会発行の冊子

同

上

同

上

10−162

高輪泉岳寺・慈航観音会発行の冊子のコピー

同

上

同

上

10−163

阿部弘氏による般若心経写経１枚（10−161に挟んであったもの）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

阿部弘氏

①『風信』第41号（2007年７月７日、牧野登氏発行、保科近悳についての記事）
②牧野氏より阿部氏に宛てた添状（国立ハンセン病資料館に資料を寄贈する、
『風信』第41号をご笑納下さい）

10−165

浙江省地図

36−1

「在上海東亜同文書院新校舎全景」（虹橋路校舎の様々な建物の写真を掲載）

36−2

東亜同文書院院歌・寮歌レコード

36−3

『支那省別全誌

予約出版』（東亜同文会）

レコードプレーヤー

36−4

「同文書院中華学生部」の横断幕も見える、デモ行進する中国人学生たちの写真

36−5

2008年12月９日

有森茂生氏

2008年４月７日

同

上

2008年９月６日

同

上

同

上

2008年９月24日

同

上

2008年11月８日

同

上

36−6

デモ行進する中国人女性たち。36−５と同じ時に撮影か

同

上

同

上

36−7

青天白日旗と青天白日満地紅旗が翻る上海の街角の写真

同

上

同

上

豊橋陸軍教導学校アルバム

同

上

同

上

同

上

同

上

36−8

39

容

近衞篤麿より頭山満宛書簡（1900年10月25日付）のコピー２部と解説 3 部

10−164

36

内

10−160

1936年

36−9

36−８のアルバムに挟んであった写真。「豊教校第一中隊長

39−1

日中教育協会関係資料（ファイル１冊）

早川少佐」とあり

倉田俊介氏

2008年６月６日

39−2

倉田氏直筆の講演草稿（2008年６月15日に愛大で行われた倉田氏講演会の草稿）

同

40

40−1

いずみ涼「皇帝の森」（『陸奥新報』連載、2008年３〜４月、2009年３月）、山田
兄弟と孫文の登場分の記事 計７枚

いずみ涼氏

2008年７月26日

41

41−1

公爵桂太郎の名刺、陳中孚・山田純三郎より弘前市の木村源三郎に宛てた「日
本同志援助中国革命追念会」参列礼状（1941年12月上浣）のコピー 同一内容
計４枚

木村忠資氏

2008年７月27日

42

42−1

1952年５月８日

①山田純三郎、佐藤慎一郎、辻平八郎氏（辻純三郎氏御尊父）らが写る写真（複製）
②上記①の裏面コピー 2 枚（写真中の人物名記載）

辻純三郎氏

2008年11月６日

42−2

1982年７月27日

東奥日報記事「東亜同文書院と県人」（コピー）

同

上

2008年11月11日

藤田照男氏

2009年１月９日

43

44

43−1

『滬友第 36 期生通信』

43−2

『滬友卅六期生会出納簿』（1959年から2008年までの出納記録が記載）

同

御尊父・福島重信氏（書院14期）の大旅行アルバム（江蘇直隷班）と旅行記の複製、
守氏が幼少時にいた漢口日本租界の様子を示すアルバムコピーを送る、という 福島守
内容

44−1

記念センター長
藤田佳久

上

同

上

同

福島守氏

上

上

2009年１月９日

44−2

大旅行アルバム（福島家アルバム）の複製

同

上

同

上

44−3

旅行記の複製（『風餐雨宿』所収の「皖豫齊燕紀行」、江蘇直隷班）

同

上

同

上

44−4

家族写真コピーと漢口日本租界の様子を示すアルバムコピー
ス留め）

同

上

同

上

計５枚（ホチキ
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愛知大学史事務室よりの移管資料

1

日

付

内
『現代

中華民国

満洲国

容

差出人

人名鑑』（昭和七年版）

※破損箇所あり

2

富山県呉羽分校跡地訪問時の写真アルバム

3

東亜同文書院が登場する連載漫画２ページ分のコピー（『ビッグコミック』
1995年６月25日号所収の「YELLOW」、小学館発行）

備

考

2008年９月８日移管
2008年10月18日移管

『故大矢信彦氏旧蔵資料リスト』

93

4

計２冊

受取人
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国内シンポジウム
11

08

年 月２日︵日︶豊橋校舎記念会館３階小講堂
﹁東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開﹂

シンポジウム

松田氏

発 表
阿部 洋氏︵国立教育政策研究所名誉所員︶
﹁中国における東亜同文会の学校教育﹂
松田修一氏︵東奥日報社会部長︶
﹁笹森儀助と朝鮮における教育活動﹂
水谷尚子氏︵中央大学非常勤講師︶
﹁東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役割﹂
武井義和氏︵東亜同文書院大学記念センターＰＤ︶
﹁東亜同文書院に付設された農工科をめぐって﹂
コメンテーター
栗田尚弥氏︵国学院大学講師︶
﹁日中関係と東亜同文書院﹂

公開講演会

42

14

08

年６月 日︵土︶豊橋校舎本館第３・４会議室
倉田俊介氏︵東亜同文書院大学 期生︶
﹁私の東亜同文書院大学時代﹂

15

08

年５月 日︵木︶豊橋校舎究館第２会議室
越知 專氏︵東亜同文書院大学記念センター客員研究員︶
﹁愛知大学創成期からもう一つの原点を考察する そ
̶れを生かせるかど
うか ﹂
̶

◦ 2811 ◦
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研究会

95

14

09

年３月 日︵土︶豊橋校舎本館第３・４会議室
大島隆雄氏︵愛知大学名誉教授︶
﹁東亜同文書院大学から愛知大学への発展 た
̶んなる継承かそれとも質
的発展か ﹂
̶

福岡講演会

29

11

08

年 月 日︵土︶豊橋校舎研究館第１・２会議室
サーラ スヴェン氏︵上智大学国際教養学部准教授︶
﹁一八八〇年代〜一九二〇年代の﹃亜細亜主義﹄の形成 小
̶寺謙吉を中
心に ﹂
̶

やなせ氏

510

18

10

08

年 月 日︵土︶豊橋校舎５号館 教室
保坂治朗氏︵元中央大学付属高等学校教員︶
﹁目白にあった東京同文書院﹂
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17

08

年６月 日︵火︶豊橋校舎究館第１・２会議室
今泉潤太郎氏︵愛知大学名誉教授︶
﹁東亜同文書院﹁興学要旨﹂︑﹁立教綱領﹂を読む﹂
10

08

年 月２日︵木︶記念センター講義室
越知 專氏︵東亜同文書院大学記念センター客員研究員︶
﹁上海３日間の旅 東
̶亜同文書院・愛知大学の原点を訪ねて ﹂
̶
17

10

08

年 月 日︵金︶豊橋校舎究館第１・２会議室
黒田芳嗣氏︵清水安三記念プロジェクト委員︶
﹁北京崇貞学園と桜美林学園の創立者清水安三を語る﹂
弘前展示会

21

09

年２月 日︵土︶記念センター講義室
暁 敏氏︵東亜同文書院大学記念センターＲＡ︶
﹁書院生によるフルンボイルに関する調査報告について﹂

展示会
27

26

26

08

年７月 日︵土︶〜 日︵日︶
弘前駅前市民ホール
﹁津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって 津
̶ 軽︑東亜同文書院︑
孫文 ﹂
̶
講演会
日︵土︶
﹁東亜同文書院とその歩み﹂／藤田佳久氏
﹁孫文が支援した山田兄弟﹂／馬場 毅氏
﹁私が描く山田兄弟と津軽﹂／いずみ涼氏
﹁ 愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史資料について﹂／武井義和氏

25

23

23

11

08

年 月 日︵日︶〜 日︵火︶
アクロス福岡 円形ホール
﹁東亜同文書院大学の資料展示会 日
̶中友好の原点を探る ﹂
̶
講演会
日︵日︶ アクロス福岡 大会議室
﹁アンパンマンの正義﹂／やなせたかし氏
﹁東亜同文書院の歩みと中国大旅行﹂／藤田佳久氏

97

09

現地研修会
年３月１日︵日︶
田原市博物館・豊橋市美術博物館・豊川市桜ヶ丘ミュージアム
バスにて３ヶ所を回り研修

2008年度記念センター活動記録

27

08

お披露目の会
年９月 日︵土︶豊橋校舎大学記念館・記念会館
オープニングセレモニー︵挨拶・テープカット︶・展示室説明会
友の会世話人委嘱状交付・講演・交歓会
﹁娘から見た学長本間喜一と愛知大学﹂／殿岡晟子氏
﹁一〇〇年前に大学記念館をつくった祖父たち﹂／木全敬蔵氏

お披露目の会

その他

テープカット

29

26

30

09

年３月 日︵木︶〜 日︵日︶
アジア学会 シカゴ シェラトンホテル
﹁ The Materials Connected with Toa Dobun Shoin and Aichi University
﹂
講演会
日︵日︶ シカゴ大学 図書館セミナールーム
藤田佳久氏・成瀬さよ子氏

◦ 2812 ◦
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同文書院記念報第一七号をお届けする︒本号も実り豊かな内容をお届けすることができたと思っている︒
まず︑倉田氏の﹁私の東亜同文書院大学時代﹂は︑書院が大学へ昇格した時期の書院生活とその時代環境を
語っていただいた講演録である︒先に愛知大学東亜同文書院ブックレットの一号として一〇〇歳になってもお元
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編集後記

気な安澤隆雄氏の講演録を刊行させていただき︑その興味深い内容とともに︑今日なおお元気な話しぶりに会場
は驚嘆したが︑倉田氏もなかなかお元気で︑書院生の存在感を存分に感じさせていただいた︒書院卒業生の中で
も後期︑日中戦争下での書院生活を語っていただけたのは大変貴重な講演録だといえる︒倉田氏は書院関係の行
事にはほとんど出席され︑大きな体躯に大きな声で目立つ存在であり︑まさに動く東亜同文書院とでも称してよ
いほどお元気であり︑ぜひ安澤氏に負けず御長命であることを願っている︒
次いで︑保坂氏の﹁目白にあった東京同文書院﹂はやはり講演録である︒平成一九年︑新霞山会館︑愛知大学
東京事務所移転記念の書院展示会にお出かけいただき︑東京同文書院の研究をされていることが伝えられた︒従
来︑われわれにとって空白部分であり︑ぜひ講演をお願いしたく実現したものである︒限られた史資料を発掘さ
れた御努力には敬意を表したい︒これもまた︑従来知られていない東亜同文書院史の貴重な記録である︒
そして次に︑第一五回東亜同文書院記念基金会授賞式の推薦された中島寛司氏と受賞者である工藤美代子氏の
ご あ い さ つ 文 を 掲載 さ せ て い た だ い た ︒ 授 賞 対 象 の ﹃ わ れ 巣 鴨 に 出 頭 せ ず 近 衛 文 麿 と 天 皇 ﹄ の 中 で 工 藤 氏 が 綿

密な調査を行ない︑物言わず自ら命を絶った近衞文麿の意志を表現されたことに高い評価を得た︒本年は四名の
候補が挙げられたが︑その中で論証性への努力が最もうかがわれた点で記念賞に選ばれた︒授賞式の最後にあい
さつに立った近衞道隆氏があいさつの途中で思わず絶句したことにも︑この授賞のもう一つの側面があったとい
える︒
最後に本記念センターポストドクターの武井氏による︑センター所蔵資料の目録一覧が連載された︒地道な仕
事であるが︑これもきわめて重要な労作である︒
本年︑暖冬とされ春の気配が早く︑桜の開花も早かった︒しかし︑折からの新たな世界恐慌が進行中︒歴史は
くりかえすが経験は伝わらないようだ︒それだけに記録にしっかり刻み︑後世へも伝えるわれわれの作業は最も
基礎的で︑最も価値あるものと考えている︒次号以下もぜひ御期待いただきたい︒

二〇〇九年三月二五日
藤

田

佳

久
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター長
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荒尾精先生の書幅発見について
北方心泉顕彰会・相談役
東亜同文書院大学四十二期生

三

田

良

信

︵一︶常福寺・北方心泉記念館
金沢市の名勝兼六園に程近い小将町に︑慶長十二年︵一六〇七︶開

歴代の住職は夫々に文藝についての造詣︑関心が深く︑代々伝えられ
※

て来た文物は数多い︒特に第十四代の住職北方心泉が二度に亙る渡清
で︑布教の旁ら清末の学者や文人達との交流を通して将来した詩・書
・画・篆刻等は︑いずれも中国の文化の薫り高い逸品揃いである︒金
沢市の教育委員会では︑これ等文物を高く評價して平成十一年に︑金
沢常福寺歴史資料調査委員会を組織して︑
﹃金沢常福寺歴史資料目録﹄
を作成︑続いて平成十三年に︑この目録中より約五〇〇点を選んで

常福寺（本堂と心泉記念館）

基祐念によって創建された真宗大谷派に属する北方山・常福寺が在る︒

﹃金沢常福寺歴史資料図録﹄を作成して世に問うた︒寺でも平成十三
年に庫裡の改築を機に︑これ等文物を広く一般の方にも観て頂けるよ

うにしたいとの配慮から︑﹃北方心泉記念館﹄を併設し︑毎年
七月二十九日の心泉忌日を中心に催す特別展の外︑常時展覧に
供している︒
※ 北方心泉は﹁南京同文書院﹂設立に関与した︒

︵二︶野村家所蔵の心泉書について
平成二十一年十一月に︑金沢木越町在住の野村さんと仰しゃ
るご婦人から︑以前心泉記念館を訪ねたことのある者だが︑自分の処にも心泉の書が幾幅か伝わっているの
で読んで欲しいとの依頼があり︑早速事務局から出向いて写真に撮り小生の所へ持参された︒写真は六枚で︑
内三枚は明らかに心泉の書で︑

君告別動游情︑分明昨夜同携手︑月色潮聲到滬城﹂と言う七絶が書いてある︒明治二十三年に清国へ赴く野
はなむけ

村聞楽君の送行会で贐に詠んだもの︒
次は︑﹁甲午之夏︑心泉曽蒙書於月荘西軒﹂とあって︑所謂﹁螳螂捕 ・黄雀在後﹂の人口に膾炙した語
句を四行書にしたもの︒
三枚目は︑﹁三十年十一月︑心泉曽蒙并記﹂とあって︑大字で﹁佛﹂字が書かれ︑その下に聞楽氏の弟野

5

村忠栄氏が憲兵として台湾の土匪の乱に出役して戦死したのを悼んで︑兄の聞楽氏の依頼によって書いた旨

荒尾精先生の書幅発見について

一枚は為書に﹁野村君聞楽将游清国賦以代贐︑時庚寅晩秋︑心泉迂衲﹂とあって︑﹁島佛從来慣遠行︑因

◦ 2816 ◦

成果出版事業◦

6

記してある︒
以上三枚が心泉の書で︑他の一枚には︑
﹁加州道々作︑榕陰道人﹂とあって︑坦々とした加賀平野を皚々
たる白山を眺め乍ら歩む感懐を詠った七絶︑落款印が押してあるが写真では判読不能︑現物を見ることとす
る︒

同文書院記念報 VOL. 18

◦第６章

︵三︶荒尾精書幅発見に至るまで
五枚目は草体で書かれていて難読︑落款印と関防印が押してあるだけで署名は無い︒字数を数えてみると
二十八字︑最後が﹁中﹂字なので︑平声上一東韻の七言絶句であろう︒六枚目の写真に書幅を納める箱の箱
書きを写してあり︑上部が写っていないが﹁尾君冨嶽縱目七截立幅﹂と読めるので︑多分五枚目の書幅のも
のであろう︒そこで改めて落款印を拡大鏡で覗いて見ると︑なんと上は﹁東方齋﹂下は﹁荒尾精印﹂とある
ではないか︒私は一瞬我が目を疑ったが紛れもなくこれは荒尾精の書幅であるということだ︒一刻も早く現
物を見て釈文を完成したいと思い︑事務局から連絡をとって頂いて野村氏宅を訪ねることとした︒

︵四︶荒尾精先生書幅との対面
平成二十一年十二月十二日︑市の北郊︑木越団地にある野村氏宅を訪問︑挨拶もそこそこに︑早速と現物
を出して頂く︒初めに心泉の書三幅を用意した釈文をお渡しし乍ら説明する︒為書に﹁野村君聞樂﹂とある
のは﹁野村喜一郎﹂の号であると分かる︒次いで︑榕陰道人の﹁加州道々作﹂を見る︒落款印に﹁僧連城印﹂

﹁號曰榕陰﹂とあり︑直ぐに西本願寺の僧赤松連城の書であることが判明した︒
次は愈々荒尾精の書幅である︒先ず関防印を見る︒﹁盡忠報國﹂という印︑いかにも曽っての軍人荒尾精
らしい︒次に韻字を見る︒結句の﹁中﹂から想定した通り︑起句は﹁窮﹂︑承句は﹁雄﹂と平声上一東韻で
あることが確認できた︒起句冒頭の﹁薩海﹂
︑承句の﹁蜻 ﹂︑結句の﹁巴蜀﹂﹁指顧﹂と判読したのに誤り
はなさそうである︒一と通り書幅を見終え一応目的を達したので辞去しようとすると︑これに野村喜一郎の
経歴などが入っているのでご参考になればと︑﹃共潤會雜誌﹄という合本三冊を差出された︒私はこの雑誌
の第一号の表紙の﹃共潤會雜誌﹄の書体を見るなり︑北方心泉の書と直感したので︑早速に拝借して野村家
を辞した︒

︵五︶荒尾精先生と野村喜一郎氏の接点を探る ﹃
̶共潤会雑誌﹄を通し

̶

孤獨ノ不遇及ヒ不慮ノ災害ニ罹リタル者ヲ救済ス〟とあり︑また雑則の項に〝本会ノ目的ヲ拡充シ成績ヲ発表
スル為メニ演説会ヲ公開シ又ハ雑誌ヲ発行ス〟とある︒この﹃共潤會雜誌﹄は明治二十年十一月一日に第一
号が発行されていて︑その第一号には︑
巻頭を飾って赤松連城の
〝慈善会に於いての演説〟が掲載されており︑また巻末には〝共潤会紀事〟に共潤会
設立の首唱者として野村喜一郎の名が挙げられ︑〝会員名簿〟欄には︑名誉会員として赤松連城師︑特別会員

7

に野村喜一郎︑雑誌賛成員に北方蒙︵心泉︶の名が夫々挙げられている︒これによって赤松連城と野村喜一

荒尾精先生の書幅発見について

抑々﹃共潤会﹄とは︑その会則の目的の項に︑〝会員互ニ力ヲ戮セテ孝子貞婦義僕等ノ操行ヲ発揚シ鰥寡

◦ 2817 ◦
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また︑合本三冊目の末尾に︑大正元年十二月に野村喜一郎が刊行した﹃対岸之貿易﹄と題する本の﹁自叙﹂
が謄写印刷されていて︑その中に︑
明治十九年時ノ本県工業学校長納冨介次
郎氏ハ日清貿易ノ急務ヲ唱道ス予家業素ト
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郎の関係が判明︒

水産ニ関スルニヨリ意大ニ動キ相呼應シテ
以テ為ス所アランコトヲ計ル尋デ二十二年
故荒尾精氏ハ東洋ノ大勢ニ鑑ミ日清貿易研
究所ヲ上海ニ起シ本県ニ遊説シテ研究生ヲ
募集スルニ会ス︑予因リテ熱心ニ其ノ挙ニ
声援ヲ与ヘ県当局者ニ迫リテ要請シ遂ニ県
会ノ決議ニ基キ研究生ヲ各郡市ヨリ一名宛
即チ計九名ヲ留学セシムルコトヽナリ翌二十三年適キテ入学ス以テ予ハ県市ノ嘱托ニヨリ同年暮上海ニ航シ
貿易ノ状態ヲ観察シ留学生ノ将来ニ関シテ調査スル所アリ︑云々︒とあり︑ここに荒尾精と野村喜一郎の接
点のあることが判然した︒
日発行︶には︑

28

11

年 月

23

また︑﹃共潤會雜誌﹄第四拾号︵明治

〝本会々幹野村喜一郎氏の送別会〟
という標題で︑日清貿易視察として上海へ渡航する野村氏の為本会々員が

発起したる送別会が去る九日本市野田寺町鍔甚樓に於いて挙行され来会者五十余名の多きに上った︒席上北
方心泉氏が野村氏へ贈れる一絶は左の如し︑と先に心泉書幅の冒頭に掲げた七言絶句がそっくりそのまま記
載されている︒
18

年３月 日発行︶の〝外報〟欄には︑野村喜一郎氏の〝清国上海

24

次いで︑﹃共潤會雜誌﹄第四十三号︵明治
通信第一回〟が掲載され︑この中で︑

日清貿易研究所は英租界大馬路にあり︑昨廿三年九月の設立にして生徒現時百四十余名に上り而して其所
長及教師は左の如し︑
荒尾 精︵歸朝中なり︶仝代理

木下賢良

周吉

森

竹添治三郎
清人 桂

助教 濱田弘道
片山敏彦

安治

田中二郎

林

英人 ウヰイリヤム・ムヲリナン

以上

また︑﹃共潤會雜誌﹄第四十五号︵明治

※

日発行︶の〝外報〟欄には︑〝清国上海通信第三回〟が掲

年４月

載され︑
日清貿易研究所教員及職員は盍し左の如し
荒尾

精

教頭

猪飼麻次郎

教諭

御幡 雅文

教諭

草塲謹三郎

9

所長

荒尾精先生の書幅発見について

白石

乾︵荒尾氏歸朝中の代理にして仝氏歸校の節は漢口に赴由︶

23

教員 御幡雅文

根津

24

所長

◦ 2818 ◦
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元吉

教諭

森

助教

小濱為五郎

助教

片山

教師

清國人 桂

教師

英國人

幹事

安田

林

彌藏

安治

10

藤木

敏彦
ボリチニー

副幹事

芥川規矩二

庶務掛兼教諭 青木岩態

會計掛

三池親信

給与掛

原

病室掛

森

炊事掛

米津佐太郎

評議員

中川

冬得

評議員

宗方小太郎

評議員

小山

元三

定吉
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安治

は﹃共潤會雜誌﹄第四十四号が欠落している為不明︒
※ 因みに〝清国上海通信第二回〟
﹃共潤會雜誌﹄の合本第三冊は明治二十五年六月十五日発行の第五拾五号が最後であるが︑その後に﹃金
沢の実業﹄第一號が綴じてあって︑その
〝雑報〟欄に
〝縣費遊学生の歸朝〟
の見出しで
明治二十三年中︑本県会の決議により︑県費を以て清国上海なる日清貿易研究所に入学せしものは︑
那部 武二︵江沼︶
︑ 小槌

芳

金島文四郎︵金沢︶
︑ 丹羽

次吉︵河北︶
︑ 小泉市太郎︵羽咋︶︑

坪江

︵能美︶
︑ 土井 伊八︵石川︶︑

太︵鹿島︶
︑ 加藤菊次郎︵鳳至︶︑ 山岸 淺吉︵珠洲︶

の九氏なりしか︑坪江︑加藤の両氏は中途にして退学し︑他の七氏は本年六月三十日を以て仝所々定の学科

※

を終了し而して那部︑土井︑金島の三氏は尚ほ清国に留りて実地の研究に從事せらるゝ由︑小槌︑丹羽︑小
泉︑山岸の四氏は海陸共に恙なく︑去る八月上旬を以て目出度歸朝せり︒また︑右四氏は本月中旬を期して
金沢に来り︑日清貿易上の事に関し計畫する所ある由︑因に記す︒曩に日清貿易視察のため︑清国に渡航し
て親しく其事情を見聞せし野村喜一郎氏も︑四氏の挙を賛成し大に尽力し居るとそ︒
※土井伊八は研究所が併設した日清商品陳列所︵華名﹁瀛華広懋館﹂︶で実地練習に従事︒その後︑日清戦
争勃発で閉鎖された陳列所を継承して﹁瀛華洋行﹂を経営した︒

おわりに
以上記述が我乍ら冗長に過ぎたが︑要は何故に荒尾先生の書が野村家に存在するかを究めたかったからに
外ならぬ︒今回の荒尾先生の書幅発見は偶然と言えば偶然だが︑平成十六年︵二〇〇四︶七月の十三︑四両

惨憺採拓したことと思い合わせて︑なんとなく因縁めいたものを感ずるのである︒︵拓本は霞山会が保管︶

11

では最後に荒尾先生の書幅の写真と七言絶句の釈文を掲げ︑先生の当時の感懐に思いを馳せたい︒

荒尾精先生の書幅発見について

日をかけ京都若王子・熊野神社境内に立つ近衞篤麿公撰文の〝荒尾先生之碑〟の拓本を仲間の協力を得て苦心

◦ 2819 ◦
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◦第６章

︿釈文﹀
﹇盡忠報國﹈
さつかいかんわん

薩海舘湾眼底窮

薩海舘湾︑眼底に窮まる

何處得仲雄

蜻 何處にか仲雄を得ん

蜻

せいてい

ちゅうゆう

ふ よう

試從芙蓉峰頭望

試みに芙蓉峰頭從り望めば

巴蜀山川指顧中

巴蜀の山川︑指顧の中

はしょく

﹇東方齋﹈
﹇荒尾精印﹈

︿注釈﹀
﹇薩海舘湾﹈鹿児島湾と函舘湾︒
﹇蜻 ﹈

蜻 州︑秋津島︑日本国の古称︒

﹇仲雄﹈

仲熊︒漢・王符︽潜夫論・五徳志︾⁚〝世に才子八人有り︑伯奮・仲堪・叔獻・季仲・伯虎・仲熊・
叔豹・季狸；忠肅恭懿︐宣慈惠和︐天下の人︑之を八元と謂う︒〟ここでは優秀な人材の譬え︒

﹇芙蓉峰﹈ ここでは鹿児島の薩摩半島の南東端に位置する所謂薩摩冨士即ち開聞岳を指すか︒
﹇巴蜀山川﹈﹁巴蜀﹂は四川省の古称︒明治十九年に渡清した荒尾精は上海で楽善堂主・岸田吟香の知遇を
得て後︑四川の中心地漢口に楽善堂支店を開設し︑活動の拠点とした︒この漢口の地に思いを
馳せたのであろう︒
﹇指顧﹈

指で指し示し目で見る︒

本書は︑荒尾精先生が︑日清貿易研究所設立に当たり︑北は北海道から南は九州まで日本全国を︑優秀な

各郡市当局を説得して回り︑県会の同意を得て九名にも及ぶ学生を派遣するのに尽力をした︒
この書は︑その時の感謝の意を籠めて︑荒尾先生から野村氏に贈られたものと思われる︒
なお︑昭和九年には野村喜一郎氏を敬慕する有志によって〝野村翁報思鳥居碑〟が︑金沢市民の台所であり
観光名所にもなっている近江町市場に程近い市姫神社境内に建てられ︑荒尾先生と日清貿易研究所のことに
も触れて野村喜一郎氏の輝かしい業績が今に伝えられていることを附記してこの拙稿を閉じることにする︒
︵二〇一〇年一月十七日記︶

◦ 2820 ◦
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に︑金沢の有力な実業家であった野村喜一郎氏が︑荒尾先生の日清貿易研究所設立の趣意に賛同し︑県内の

荒尾精先生の書幅発見について

人材を求めて学生募集の遊説をされた折の感懐を︑七絶に託されたのであろう︒石川県では先に記したよう
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南京同文書院設立の経緯

平成七年の初め頃︑北國新聞紙上に︑金沢市教育委員会が︑金沢市小将町にある常福寺所蔵の文物調査を
開始する旨の報道がなされ︑その内容は同寺に古くから伝わっているものは勿論であるが︑中心をなすもの
は第十四世住持北方心泉が東本願寺上海別院在院中に本務の傍ら清國の文人達との交流により招来した詩・
書・画・印等である︒北方心泉はこの他本願寺が南京に日清の子弟教育を目的とした〝金陵東文学堂〟を開設
するに際し当時の清國要路との折衝にあたり︑初代の堂長となったほか︑近衛篤麿が会長をつとめる東亜同
文会が計画した東亜同文書院の設立にも尽力したというものであった︒この報道を見て私は︑北方心泉なる
人物が他ならぬ私の母校同文書院の設立に関係したということは︑初めて耳にすることなので︑是非これを
確かめたいとの思いで早速常福寺を訪れました︒来意を告げると現住持北方匡師が快く受け入れて下さり︑
そんなことならいっそ調査委員のメンバーに入って協力してほしいとのことで︑いつの間にやら北方心泉顕
彰会にも入会を許されて今日に至った次第です︒この問︑一九九九年には︑調査委員会による調査結果が︽金
沢常福寺歴史資料目録︾として刊行され︑続いて二〇〇一年に︽金沢常福寺歴史資料図録︾が野上史郎先生
と小生の共著で完成︑引続き二〇〇四年には︽北方心泉碑文集︾が︑山中美智子・上田北山両先生の共著小

生の監修で刊行されました︒
さて︑前置きが長くなりましたが︑北方心泉が〝東亜同文書院〟設立にどう関わったかについては︑肝腎の
調査︑執筆の間の余暇をみて行ないましたので︑中々進捗しませんでしたが心泉の日記やノートに断片的に
出て来る記事によって私なりの判断をし︑確証を得ないまま月日を過ごしておりました︒

◎北方心泉の日記︵明治三十二年︶の記録
七月三十一日
前
̶略 ︑
̶次一橋通廿一東亜同文会ニ田鍋安之助君ヲ訪フ在ラス
八月一日
田鍋君電話午後訪問スヘシト云即一時来訪セラレ同文会ノ事情ヲキヽ此方ノ事情ヲモ詳細セリ明日午後三
時有楽町日本倶楽部ニテ長岡副会長及佐藤小将会晤ノ申込アリ

早朝田鍋電話ニテ本日ノ約ヲ午前ニセント申来レトモ此方ハ先約アレハトテ断ル 中
̶略 午
̶ 後三時帰リテ
田鍋ヲ訪ヒ明日午前十一時ヲ約シテ帰ル
八月三日
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

前
̶略 ︑
̶佐藤小将ヲ訪ヒ南京学堂ノ件ノ要求ニハ頗ル困却セリ四時帰寓︑石氏︵石川舜台︶在ラス不得

15

止出直ヲナシ六時ノ急行ニテ帰西ノ途ニツク

南京同文書院設立の経緯

八月二目

◦ 2821 ◦

◦第６章

成果出版事業◦

4

4

4

4

同文書院記念報 VOL. 18

4

16

八月十日
4

南京学堂譲与ノ件ニ付上申書ヲ上海へ回ス
以
̶下略 ̶
八月二十四日
上海ヨリ同文会事件ノ主教ノ書局長方へ来ル︑直ニ送り示サル

◎北方心泉のノートの記録︵明治三十二年︶
圭教ヨリ南京件電案

※慧日院大谷勝信ナラン

︵ユツレ︶此ハ條件ヲコチラヘ御マカセノ事
︵ユテカミ︶此ハ譲ルニ付︑主教ノ條件ニ付御手紙ヲ即便ニテ参ルコト
︵マテ︶此ハ條件ニカヽハラス該件ハ主教認メサルモノ
一︑名称継続ノコト
二︑従来生徒ノ級等ヲ用ユルコト
三︑本人ノ望ニヨリ教員ヲ継続セシムル
四︑内外生徒ヲ帰宗セシムルコト
五︑杭︑蘇学堂ハ本宗ノ専有トシテ同文学堂ヲ開クトモ生徒ヲコヽニ托スルコト

◎北方心泉の日記︵明治三十二年︶の記録
十月三日
昨日同文会ヨリ長岡子爵電話ニ云︑本日午前十一時日本倶楽部ニ来臨ヲ請フトノコトニ付︑時刻ニ赴キ子
4

4

4

4

4

4

4

爵ト晤スルコト三時間︑平穏ニ局ヲ結ビ将来ヲ約シテ別ル︑洋食ノ饗アリ︒
以上︑日記及びノートの記述を綜合しての私見は︑東亜同文会は南京に於いて学校を経営する為︑先に東
4

4

4

4

4

4

4

4

本願寺が清国政府の許可を受けて開設した
〝金陵東文学堂〟の譲渡を本願寺に要請したが︑條件が合わず不調
4

4

4

4

に終った︑というものである︒このことを裏付ける記録として︑本願寺発行宗報第三十号︵明治三十四年一
月十五日付︶に

丁︑海外布教
イ︑清国

巌圓誠南京東文学堂長として赴任す︒

◎近衛篤麿の日記︵明治三十二年︶の記録
曽って東亜同文書院の院長をされた大内暢三先生の子孫に当たる大阪在住の大内洋友氏が昨年五月に常福

◦ 2822 ◦

17

という記事が記載されていて︑
南京東文学堂はこの時点に於いても存続していたことが証明されるからである︒

南京同文書院設立の経緯

北清事件に付留学生一柳智成外十名帰朝す︒

寺を訪問されお会いする機会を得た︒何でも九州八女の大内家に大内暢三先生が持ち帰ったと思われる鄭板
橋の書画があり︑板橋の書画には贋物が多くあると聞くので︑真贋の程を確かめたいと思っていたところ︑
偶々インターネットで金沢の常福寺に鄭板橋の書画の存在を知りアドバイスを頂きたく尋ねて来たとのこと
であった︒現物は屏風仕立てになっているので写真を持参されたが︑略真物と見てよいのではないかと思わ
れた︒

18
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談偶々大内暢三先生と親交のあった近衛篤麿公の話になり︑大内家に近衛公の日記が全巻揃って保管され
ていることをお聞きし︑早速お願いして︑明治三十一年〜明治三十四年のものを拝借することとした︒
明治三十二年
十月二十日︵金︶
一︑東亜同文会本部より来状があり︵別記︶
拝啓︑欧州御漫遊を終え御無事清国に御着被遊︑大慶至極に奉存候︒本会事業は着々実行仕居候間︑御安
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

意被成下度候︒ 中
̶略 南
̶京は対清政策上重要の地に御座候間︑同地に鞏固なる根拠を作らん為の学堂を設
4

立し︑本会派遣の留学生及支那学生を教育する事に致し︑佐藤小将自ら進んで之れが経営に当たる筈に御座
候︒
右経費は凡そ六千円の見積にて︑内三千五百円は三井より寄附し呉るゝ筈︑残り弐千五百円は本会支那部
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

予備費中より支出致見込に御座候︒初め新に学校を同地に設立するは経費も少からず︑且つ南京には既に本
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

願寺別院の設立にかかる南京学堂ありて︑同じく本邦人の設立する同種類の学校を増設するは如何かと存候

4

に付き︑本願寺より其学堂を引受くるを得ば彼是得策ならんと本願寺と種々交渉致候処︑別院当事者の不承
4

諾に由り交渉遂に纒不申候得共︑右予算にて創立の経費には大丈夫に御座候間︑断然別に一校を設立する事
に決定致候︒本会にて別に一校を設立する事に付ては本願寺も之れに反対不致︑却って協和助力する筈に御
座候間︑其辺は御配慮被下間敷候︒ 以
̶下略

̶

右十月二十日付の日記により︑私が心泉の日記及びノートの記録によって推測していた︑南京金陵東文学
堂を東亜同文会に譲渡する件が不調に終ったことが確証された次第である︒次いで
十月二十九日︵日︶
一︑午前三時半南京に着︑直に上陸す︒端艇の混雑名状すべからず︒道台より差廻はされたる一官吏出迎ふ︒
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

外に本願寺東派出張所の一柳外両三名︑三井組の留学生等もあり︒ 中
̶略 六
̶時半過南京の市街に達し︑先
4

づ本願寺出張所に入る︒少時休息す︒其間に井手︑宗方︑白岩︑佐々木等は洋務局に至り︑総督と会見の事
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

等を打合はす︒暫時にして帰来る︒一行先づ朝飯を喫し︑同出張所構内なる金陵東文学堂の状況を聴き︑教
4

4

4

4

4

4

見は午後四時なりとの事に付︑昨夜の睡眠不足を補わん為暫時眠る︒三時半褥を離れ︑服を大礼服に変ず︒
四時一行皆轎に乗じ総督衛門に至る︒開門の号令と共に門は左右に開かれ︑三発の礼砲は響き︑一方には奏
4

4

4

4

4

楽の声を聴き︑両側に総督の親兵整列して捧銃す︒又︑一門あり︑これを出づれば総督劉坤一︑自から幕僚
を随がへて出迎ふるあり︒相互の礼終りて︑総督自から導きて客殿に入る︒ 中
̶略 余
̶ は更に東亜同文会の

◦ 2823 ◦
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でて接す︒総督との会見は午後なるべければ︑午前中に多少の見物を為す事とす︒ 中
̶略 本
̶ 日総督との会

南京同文書院設立の経緯

場等を一覧す︒夫より同所を出でて洋務局に至る︒訳官某に導かれて客殿に入る︒洋務局総弁道台汪嘉棠出

趣旨を述べ︑今回南京にも学校を設くるの考あれば︑万事に相当の便宜を与へられん事を望むと乞ひしに︑
同会の事は既に聞知して貴邦の厚誼に感じ居り︑学校を南京に設けらるゝ事の如きは︑及ぶ丈の便宜を与ふ
べしと答へたり︒
さて︑近衛公が側近と密かに日本を抜け出して欧州漫遊の旅に出たことは有名な話だが︑この旅の帰路に
清国に立寄ったのである︒北方心泉はこの時既に帰国して南京にはいなかったが︑近衛公が会談した劉総督
じっこん

20
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とは詩書画をも通して昵懇の間柄で︑心泉日記の明治三十二年二月八日には︑
劉制軍ヨリ洋務局員廖欽元ヲ使者トシテ賀寿ノ答礼トシテ雨前茶両籠︑佛手蓮子各一籠︑蓮花式磁器一対︑
冬笋両籠
ヲ贈ラル︑冬笋ノ一半ヲ楊︵仁山︶ニ頒送
とあることからもそのことが窺える︒因みに劉総督より贈られた蓮花式磁器は今も常福寺に大切に保存され
てある︒
近衛公と劉総督の会談が成功裡に終った背景に私は北方心泉の陰ながらの尽力があったと信ずる︒心泉は
表には現われていないが︑南京同文書院︑ひいては東亜同文書院の設立の陰の功労者として銘記すべき人物
である︒
二〇〇六年一〇月四日記
三田良信著作﹃一か八か﹄より転載

三田良信 ︵一九二二年二月十四日生︶
︽学 歴︾石川県立金沢第三中学校卒業︒在上海︑東亜同文書院大学豫科終了︒同大学学部二年在学中︑徴
兵延期制度廃止により応召︒一九四六年二月特別措置により同大学卒業資格付与︒
︽職 歴︾一九四七年㈱大和入社︑本社勤務を経て以後︑大和食品︵出向︶︑大和高岡店︑大和新潟店︑東
京∴日星商事︵出向︶
︑再度本社勤務︑大和長岡店開設を終えて大和富山店と終始経理を担当す︒
昭和四十四
︵一九六九︶
年二月石川日産自動車販売㈱に出向︑常務取締役就任︒同四十九︵一九七四︶
年六月︑石川日産自動車販売㈱常務取締役辞任と同時に㈱大和退社︑二十七年間の大和勤務に終
止符を打つ︒同年十月︑学校法人北陸学院理事︵総務部長︶に就任し︑平成元︵一九八九︶年三
月︑停年により北陸学院退職す︒
︽教職歴︾学校法人北陸学院在任中︑金沢大学の要請により教養課程の中国語を十年間︑また北陸大学外国
語学部創設と同時に中国語を十二年間夫々非常勤講師として教える︒

21

る漢字検定受験の為の
〝講師養成講座〟の講師を二〇〇六年三月まで二十五回に亙り担当す︒

南京同文書院設立の経緯

日本漢字能力検定一級合格︑日本語教育研究所研究員となる︒毎年春夏︑日本語教育研究所によ
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わが青春の悩みと立志
東亜同文書院大学四十二期生

第一章

西

好

隆
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◦第６章

わが青春の悩み

私の故郷大分県下毛郡耶馬渓町大字山移という所は︑私の敬愛する福沢諭吉の出た奥平藩の城下町中津
市から奇岩連なって深い渓谷をなす仙境耶馬渓を更に奥に入った深耶馬渓の山々に囲まれた静かな山村であ
る︒
ク

ス

これを更に奥に踏み込んで行くと玖珠町︑宝泉寺温泉を経て神韻漂う九重の重畳たる山並みに入り︑更に
大を噴く阿蘇の連山に連なるのである︒
私の先祖は熊本から阿蘇を越え︑九重から深耶馬に入って来た様で︑私の家は小さな造り酒屋であったが︑
収入の主体は田地の地主としての収入︑そして山林の収入であった︒
この辺りは昔︑隠れキリシタンの村があったと言う話であるが︑祖先の一人が家業が嫌になり︑雲西寺と
いう浄土真宗の寺を建てて別家し︑私の祖父も出家していたが︑姉婿の養子を離縁せねばならなくなり︑家

業を継ぐものが居なくなり還俗して家業を継いだし︑叔母もお寺に嫁し︑福岡県から大分県にかけて親戚は
浄土真宗西本願寺系のお寺が多い︒
長男であった父は田舎を飛び出して神戸の旧居留地で時計のオメガの親戚だと言うスイス人のハウゼアさ
んと︑ハウゼア・ニシカンパニーという貿易業を営んでいた︒
こういう環境の上に︑これらの寺の子弟で京都の龍谷大学に入っていた連中が常時︑神戸の我が家に出入
りし︑兄弟のように育ったので︑自然に仏経や哲学に深い関心を持つようになり︑神戸一中の四︑五年のこ
ろは神戸商科大学︵神戸大学の前身︶一期生だった叔父の哲学書や彿教書を読みあさっていた︒
当時︑日本は昭和四年の失業者溢れる世界大恐慌に巻き込まれ︑神戸でも川崎造船所︑三菱造船の大量解
雇︑大整理があり︑小学校の同級生の家庭の苦しみを数多く見たのであったが︑昭和五年には恐慌深刻化の
中︑政府は軍部に抗して軍縮を目指し︑ロンドン海軍条約を成立させて浜口首相が狙撃され︑また前蔵相井
上準之助が極右翼の血盟団員小沼に射殺された︒
昭和六年には陸軍関東軍による満州事変起こり︑昭和七年には海軍青年将校達を中心とする勢力に一部陸

ていったのであった︒
満州では対ソ防衛国家︑五族協和を目指す満州国が建設される一方︑軍は万里の長城を越えて華北に侵出
する他︑上海に於ても中国軍と激突して上海事変起こり︑軍は更に中国奥地に兵を進めようとしていた︒

◦ 2825 ◦
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を射殺するという所謂五・一五事件起こり︑政党政権時代は終わりを告げ︑徐々に軍主導型の政治態勢に入っ

わが青春の悩みと立志

軍青年将校︑井上日召の血盟団や橘孝三郎の農本主義愛郷塾の青年達が合流︑首相官邸に乱入し︑犬養首相

昭和八年︑日本は欧米と対立し︑国際連盟を脱退︑左翼弾圧強まり︑昭和十一年︑二・二六事件起こり︑
今度は陸軍の青年将校達がそれぞれ部隊を率いて岡田啓介首相︑斎藤実内大臣︑渡辺錠太郎教育総監︑高橋
是清大蔵大臣︑鈴木貫太郎侍従長等の政府の要人を襲い殺害し︑政治︑軍政の改革を要望する大規模のクー
デターが実行された︒
天皇は激怒され︑鎮圧︑処刑されたが︑それでも下から突き上げられて暴走気味の軍の力を圧えることが

24
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出来ず︑翌昭和十二年には中国との戦争が南京︑武漢︑広州にも広がり︑全面的︑長期の日中戦争となり︑
私の中学卒業前の昭和十二年には国家総動員法が制定された︒
国内の激動が続き︑満州国建国で微かな希望の光が見える他は中国戦線は益々戦闘が激化し︑国際的圧力
も強まる中︑すべてが大きく変わろうとしていた︒
昭和十二年︑跡取りである父親の長男の私が帰国して︑家業を継ぐことを望んでいた祖父の葬儀を大分の
故郷で済ませて夜行で神戸に帰り︑その足で中学の期末試験に臨んだ朝︑突如神戸・阪仲間を襲った六甲山
系の大山崩れが起こり︑神戸一中五年生の夏休みは生き埋めになった死体掘りや︑崩壊家屋や道路の土砂処
理等に明け暮れしたのであった︒
何となく無情を感じながら昭和十四年の春の卒業が迫り︑人生の進路を決める上級学校の選択に臨み︑私
が飛び出して祖父の死後祖母が寂しく守る家業を思い︑戦争の拡大化で貿易が次第に難しくなり︑ブラジル
支店も閉めざるを得なくなって苫悩している父の様子を思い︑また戦争の激化から田舎の幼友達にも応召︑
戦死者も出始め︑人生進路に悩み︑戦争を考え︑生死を思い︑果ては人生を考え︑これからの人生如何に生

さればよいかと迄考えるのであるが︑激動の中何を目指し︑何をやれば良いかが判らず︑志が立たないので
ある︒
そして人生に対し︑社会に対する︑自分の無知︑無能︑無力に打ちのめされたのであった︒いっそ仏門に
と思い仏教大学の願書を取ったところ︑母に見付かり泣いて頼まれ︑断念したが︑右翼の大物大川周明の弟
子だと言う第五高等学校柔道部の金澤一郎先輩から貰った短刀を返し︑第五高等学校入学を捨て修業憎の如
く日本各地を放浪した︒

修道の中︑仏と交流し神力を得る
エ

ゲ ヤマ

家に在るときは毎晩︑勉強を終えた深夜︑神戸の家の近くの会下山という小山に登り︑冥想を重ねながら︑
抱えすぎた諸々の悩み︑雑念を払うのを常としていた︒
たまたまそこに一寺あり︑境内に憤怒の形相凄まじく︑右手に剣を掲げ︑背に燃え盛る光背を背負って立
つ不動明王の立像あり︑強く引き付けられるものを感じ︑以後雨の日も風の日も欠かさず毎日深夜明王と対

捨身で明王に向かい︑
﹁無智無能無力な私に力を与え給え︑諸々の悩みを断ずる力を与え給え﹂
と懸命に祈願し︑そして冥想自省を重ねていた或る日︑突然︑対峙していた明王の魂が動いた形で﹁一切を

◦ 2826 ◦
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激しく動く世間に対する自分の無智無能︑そして人生を生きる上での無智無力を感じながら素裸になり︑

わが青春の悩みと立志

峙した︒

捨てよ﹂という雷声と共にドーンと私の体に飛び込んでこられた感じがした︒驚いて雷に撃たれた様な感じ
を噛みしめていると︑全身に力が満ちてきて︑なんとなく恐いものが無くなり︑矢でも鉄砲でも持ってこい
と思う様になった︒不思議なことに生まれて初めて作った次の様な漢詩が出来た︒
捨
眼前屹立鉄壁門

喝呼撃附全肉血

散紅忽化万朶桜

貫通徹門共春風
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以後︑不動明王に護られ︑導かれた︑名利を捨て︑不正不理と強く戦いながら生きる︑我ながら不思議な
人生を歩くことになったのである︒

第二章

志

立つ

その頃の春︑北海道帝国大学医学部の講師をしていた叔父が学会で京都に来て︑学会終了後久し振りに神
戸の我が家に立ち寄った︒
若い私の行動を陰ながら心を痛めていたのであろう両親が﹁この子は変わった奴だからロマンのある北大
だと気に入るかも知れぬ︑連れて帰って北大に入れて医者にでもしてくれ﹂と叔父に頼んだ︒
叔父と二人︑北海道を目指して旅立ったが︑東京まで特急つばめ号で八時間︑札幌まで遠いので東京・西
荻窪の親戚吉村家に三泊し︑また二人汽車に乗り︑ゴットンゴットンと東北本線を走り︑青函連絡船に乗っ

て青黒い海を渡り︑函館︑小樽を経て十七時問かかって遙々と︑残雪残り︑ポプラ並木美しく︑清楚なアカ
シヤやスズランの花の香り漂う北国︑北海道の札幌に降り立ったのであった︒
幽玄な山重なる九重︑火を吹く阿蘇や桜島の南国九州や白砂青松の須磨や異国情緒漂う神戸に育った私に
は静かに沈んだ美しさを持ち︑残雪を抱いて広々とどこまでも広がる北国は︑今迄休験したことのない異境
であった︒
この美しく沈んだ異質の自然の中を歩き回り︑静かな孤絶を味わっていたが︑或る日︑叔父の家の近く

に

ある広々とした中島公園の芝生に大の字になって青空を見上げ︑去来する白雲を眺め︑豊平川の雪解けの急
流の音に耳を傾けている裡︑突然﹁動乱の地中国上海に投じよ﹂との啓示が天声の如く閃いた︒そして私の
中に入り︑私の守護仏となってくれた不動明王の指示だと感じた︒
翌日︑叔父の研究室へ行って上海行きの決心を話すと叔父は呆れてそして怒り出した︒
叔父は自分も経験のある若いものの悩みを多少理解し︑いろいろの角度から私の将来を真剣に考えてくれ
て養育を引き受けたのであるから怒り心配するのは当然である︒

激論しても決着がつかず︑済まないと思いつつ翌日叔父の留守中に置手紙を残し︑中国・上海の東亜同文
書院大学入学を胸に上京し︑友達の下宿へ転がり込んだ︒
翌年︑念願通り東亜同文書院大学予科に入学したが︑両親は驚き﹁日本に一杯立派な学校があるのに何を

◦ 2827 ◦
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から突き上げてくる心の蠢きにはどうしようもないのであった︒

わが青春の悩みと立志

〝不動金縛り〟
と言う言葉があるが︑自分でも頭で判っていて非常識と思うのであるが︑見えないところ
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好んで知り合い一人も居ない戦乱の外地の学校へ行くんだ﹂と悲しんだ︒
〝迷える一匹の仔羊〟としてクリスチャンの神戸一中の池田多助校長には二年間色々と心配を懸けたの
で︑心固まり上海の東亜同文書院に入学したことの報告に赴いた︒
池田校長は非常に喜んでくれて
﹁目標が見付かって良かったね︑神戸一中の生徒は東大指向が多いが︑私はむしろ色んな学校を目指し︑

同文書院記念報 VOL. 18
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社会の色々な方面で才能を生かして活躍してくれる人材を育てたいと思っているのですよ﹂と言われた︒
また私を心配された池田校長が︑東京で浪人生活中︑西君の面倒を見てくれと依頼してくれた萩原光男先
輩からは﹁獅子児獅子吼の時来たる﹂と過分な激励のお手紙を戴いた︒
鹿児島出身の数学の松崎先生は同じ九州気質で肌が合うのか︑九州式指導で私の数学が満点に近い成績
が取れるまで引き上げてくれた人である︒私の東亜同文書院入学を聞いて﹁〝男子志を立てて郷関を出ず〟
だ︑五高をスベッタと言っていたが︑私は嘘だと思っていた︒その様な事で悩み迷っていたのか︒よかった︑
よかった︑人間は目標を立てて生きねばならぬ︑青年は志を立てて飛び立たねばならぬ﹂と非常に喜んでく
れた︒
両親も始めは驚いたが︑貿易仲間や大阪の繊維紡績業者から同文書院のことを聞き︑多少は納得し安心し
たようであった︒

第三章

中国へ飛び込み︑魔都上海・動乱の中国で多くを学ぶ

昭和十六年三月︑軍事色濃厚となりその華やかさを
消しつつあった神戸︑長崎を経て玄界灘の荒波を渡り︑
船が中国に近づくにつれ海が黄色に変化してきたが︑

いたのであった︒
見知らぬ中国にこれから取り組むことになるのであ
るが︑世界は広い︑既成観念を捨てて取り組まねばな
るまいと思い︑大きな期待と希望が膨らんできたので
あった︒
やがて船は揚子江の支流黄浦江に入った︒中国の褐
色の帆を揚げた大きなジャンクや︑物資を運ぶ多数の
小船の中を日本︑欧米の大きな船が静かに往来し︑ま
た米国︑英国の国旗を掲げた海防艦がたまに波を切っ

◦ 2828 ◦
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岸が見えない︒その想像を超えた大きさに再び舌を巻

29

い海を走る事四︑ 五時間︑揚子江の河口に入ったが両

1930年代の上海・外灘（バンド）

生まれて初めて見る黄色い海にまず驚いた︒その黄色
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て走行しているのが戦時中のことなので少し気になった︒
約二時間︑黄浦江を遡るとアジアに類を見ないという江辺に建並ぶ高楼︑ビルディング群の偉容が見えて
ワイザンマトウ

来た︒我々は日本郵船の匯山 頭に上陸し︑バスを連ねて英国式建て物が並び︑日本人の多く住む共同租界
を抜けてガーデンブリッジを渡り︑中国百貨店やケバケバしい中国式看板を掲げた中国商店の建並ぶ南京路
を横目にフランス租界に入った︒
シャフェイロ
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フランス租界に入ると街容は三転してガラッと変わり︑霞飛跡という美しい名前の広い道幅が一直線に東
西に走り︑大きく茂ったプラタナスの街路樹が美しく︑フランスクラブやハイアライ場︑瀟洒な西洋風喫茶
店やレストラン︑高級商店︑ホテル︑それに緑樹茂る内庭を抱えたフランス人や中国人の豪邸が静かに連な
り︑私も行ったことのないフランスの街はこの様なものであろうと思われるムード溢れる見事な町並を形成
していた︒
ジカウエイ

この道を走り抜けフランス租界が切れた処に又々一転して徐家匯という中国田舎街風の商店街・部落が現
われ︑その中心に昔の上海交通大学が在り︑これが蒋介石政権と共に重慶に移り︑趾が中国難民︑貧民に占
拠され荒れていたのを上海事変で中国兵に校舎を焼かれた同文書院が借り受けて整備し︑大学の業容を保持
したのであるが︑我々はその交通大学跡の青い瑠璃瓦に朱塗りの校門美しく︑広々とした芝生の院子︑大き
な樹木生い茂る十万坪のキャンパスを持つ東亜同文書院大学に中国での第一歩を踏み入れたのであった︒
匯山 頭に上がり︑バスで国際的大都市上海の街を縦断しただけで︑英国調の建物の中では日本調を醸し
ダ

ス

カ

出している共同租界︑南京路︒福州路︑大世界の中国人のムード︑そしてフランス租界の一転した風光︑そ

して︑戦禍を内蔵する交通大学跡の東亜同文書院と上海の持つ国際的繁栄と華やかさの中に何か上海という
大都市の複雑さや奥の深さ︑そしてその陰に隠れた悲哀に似たものを感じたのであった︒

特異な学校東亜同文書院
天啓によって選んで飛び込んだ学校であったが︑〝出世金儲けを捨てて日中・東亜のことに挺身せよ〟
とい
う校風を持つこの学校は﹁捨﹂の神示を得た私にとって最適の学校であった︒
コノ エ アツマロ

この学校は昔の貴族院議長近衛篤麿公の主催する東亜同文会の教育事業の一環として明治三十三年南京に
開設され︑義和団事変により翌明治三十四年上海に移転し︑昭和二十年日本の大東亜戦敗戦により廃校とな
る迄日中激動の中を四十五年間存続し︑日中の人材五千人を輩出したのである︒
東亜同文会は明治三十一年︑貴族院議長近衛篤麿公を会長に民間の対中国団体を統合し︑言論界︑政治家︑
中国現地活動家を網羅して結成された団体で︑次の様な綱領を掲げた︒
︵一︶中国保全

︵四︶国論の喚起
そして日露間の朝鮮分割活動を潰し︑清朝の露清満州利権割譲の密約を潰す等の対露日清両国国論喚起運
動も実施したが︑同時に教育事業も重視して中国留学生受入れの東京同文書院︑中国現地に上海同文書院︑

◦ 2829 ◦
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︵三︶中国朝鮮の時事の討究と実行

わが青春の悩みと立志

︵二︶中国及び朝鮮の改善の助成

天津同文書院︑漢口同文書院等を作ったが︑五・四運動等のその後の排日運動により︑上海の東亜同文書院
以外は皆︑中国側に譲ったり︑廃校にしたりして消滅した︒
その後︑東亜同文会は政治活動から手を引き︑上海同文書院の経営と出版文化活動に専念することになっ
た︒
東亜同文書院は東亜同文会の﹁中国保全﹂の趣旨に則り︑﹁中国を富強ならしめ︑中日提携の基礎を固め
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るに必要な日中の人材を養成する﹂という趣旨に基づいて開校された学校で︑近衛公は勿論︑当時の有名な
中国人学者康有為や梁啓超︑清国要人の張之洞や両江総督劉坤一等にも信望の厚い︑儒学を究め︑禅にも徹
した哲人根津一を初代学長とし︑彼らの賛成協力を得て開校した︒
﹁中日両国が協同し︑中国伝統の経学と︑日本が採用して成果を挙げた西欧の学術を併せて教育し︑日中
友好協力の基礎を固める﹂として発足した︒
動乱の地中国︑そして国際情勢渦巻く上海の真っ只中で勉強するのであるから︑頭だけの勉強でなく︑身
をもって勉強する実学的傾向が濃厚であった︒
勿論︑国際的立場も生じるので私学であるがその主旨に賛同した日本全国の県から選別された県費生︑満
鉄や毎日新聞等の企業組織から選別されて派遣された学生︑朝鮮総督府︑台湾総督府で選別してくる朝鮮人︑
台湾入を含めて約半数が厳選された日本全国の秀才︑英才であった︒残りは私費生である︒勿論︑多数の中
国人学生もいたのであるが︑日中戦争激化の中で次第にその教は減って行き︑我々の時は台湾出身者だけに
なっていた︒

﹁興亜﹂という志を強調する以外は文部省管轄
でなく外務省管轄で︑内地の学校の様な文部省や
軍の規制の介入が無く︑自由奔放の気に充ちてい
た︒
そして卒業まで全寮制で︑教授方も家族共々皆
学部寮、正面の碑は「飲水思源」の碑

学内に住んでおられた︒前述のように卒業迄全寮
生で気質・言葉・風土の異なる日本全国から集まっ
た英才・豪傑共が﹁興亜﹂の旗印の下︑毎日切磋
琢磨するから大変である︒
教授達も動乱の現地で学生と共に学内に居住
し︑志を持った学生が体当たりで迫って来るから
内地の教授達の様なごまかした講義は出来ない環

わが青春の悩みと立志

境雰囲気であった︒
新 入 生 が 寮 に 入 る と︑ 一 年 上 の 上 級 生 が 夕 方︑
中国語の四声を初めとする発音指導を夕食迄散歩
しながらやってくれる慣習になっており︑また彼
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そして勉強していると︑教育のためであろう︑毎晩酒を提げて酔っ払った先輩達が寮廻りと称して次々と
現われ︑新入生は酒の相手をさせられる︒対応が悪いと机を引っくり返して怒鳴る︒彼らの言うことを総括
すれば﹁中国関係に一生を捧げようと志すなら︑出世︑金儲けは諦めよ︒馬鹿になって中国に飛び込め︒小
手先の理屈は第二にして︑酒でも飲んで馬鹿になる第一歩を踏み出せ﹂と言うことであると解釈したが︑そ
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の接し方を色々と教えてくれたのであった︒

の後︑中国と深く関わるにつれ︑先輩達が伝統として残したであろうこの様な考え方はなるほどと感じるこ
とが多かったのである︒

尚志会 大
̶きな愛国心研究
入学後間もなく︑私が少し変わった雰囲気を持っていたせいか︑同文書院の中でも特に身を捨ててでも純
粋に興亜に邁進しようとする豪傑共の集まったグループがおり︑そういう気風の故に学内でも右派と見なさ
れ︑日本の右翼とも連絡がある尚志会という会に引っ張り込まれた︒
この会は書院の先輩で満州国副総理を務め︑また大同学院の教授であった中山優さん︑この人は書院時代
授業にあまり出ず︑図書館に籠もって万巻の書を読み︑後に一切を捨て四書の大学によって開眼したと言う
哲人で︑この人の指導により出来たという事である︒
私が入会したときはこの中山さんや満州国建国に携わった人達の推薦で広島文理科大学教授を辞して王道
による理想国家を満州に造る事に挺身され︑後︑東条英機関東軍参謀長に満州を追われて同文書院の教授に

なられた口田康信先生の指導を受けていた︒
先生は日本共産党の佐野学氏と机を並べて勉強した東大の同期生であるが︑マルクス研究のため先ずヘー
ゲルを研究され︑その後これに関連して仏教哲学に入り︑儒学の研究の方に幅を広げて行かれたようである︒
私の目指そうと考えていた方向と同じであると思った︒
エアンズ

学校で先生の東亜精神史の講義を聴くほか院子︵庭︶での団欒の中で話を交し︑また共同租界五条ヶ辻の
御宅で貧乏な先生にスキ焼の御馳走を賜りながら色々の教えをいただいたのであった︒
尚志会の先輩連は魯迅の親友で中国の底辺をよく理解されていた内山書店の内山完造氏や小川愛次郎氏等
の中国関係先覚者の御宅へ伴ってくれて︑体当たりで本音の指導を受ける機会を作ってくれた︒また満州協
和会や北支の新民会に携わる人々を紹介してくれて日本の治安活動の実体を知り︑日中如何にあるべきかの
思考を深める上の指導をしてくれたのであった︒
五・一五事件や二・二六事件の聖書となったと思われる北一輝の国家改造法案や支那革命外史や東大の歴史
教授平泉澄氏の右派歴史書や儒学者安岡正篤氏の著書等が流れてきて輪読して意見を交した︒

調査に当たりその土地の農民との心の交流を計る催しをやったが︑親しくなるにつれ農民の婆さんやじい
さん達から日本軍の程度の低い暴虐の話を聞き︑身の縮まる思いであった︒話をし親しくなると日本の百姓
と接しているのと少しも変わらないと私は思ったのであったが︑日本兵も自国の農民に対してこの様な破廉
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時々実施した︒
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尚志会では先輩達の協力を得て色々の機関から資金を調達し︑上海近郊の大倉や松江で農村実態調査を

恥な行動は取れないだろうと考えれば︑戦争とは言え日本人の文化レベルが低いと思わざるを得ず︑いくら
皇道だ︑聖戦だといっても意味が無い︑天皇の軍隊として恥ずかしいと思ったことであった︒
昭和十八年のこのとき︑満州では中国人の民意を考えず︑また同文書院出身外交官や新しい理想国家建設
を目指した人々が前述の口田先生のように次々と満州を追われ︑満州国皇帝の秘書を務め︑中国の宗教結社
紅卍会の最高顧問を務めた同文書院出身奉天総頷事林出賢次郎氏が反軍的であるとして関東軍参謀長東条英
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機中将に満州及び外務省を追われるようなことが相次ぎ︑満州協和会も次第に初期の理想と離れて行き︑民
意を失っていった︒北支の新民会もまた同じであり︑中支の清郷工作に至っては日本の威令︑汪政権の威令
は都市だけに限られるに至り︑農村では編んだ膨大な竹の垣を張り巡らせて︑その中だけを清郷とする有様
で話にならず︑子供の政治ではないかと情けなくなった︒
尚志会では激論の末︑中国人に信望の厚い人を県長に据え︑その下で我々が学校を休学して犬馬の労を取っ
て民政をやり︑それで成功すれば模範県に見習えと次々に中支で広げて行こうと言う決議に達し︑軍の協力
理解を受ける必要があるとして︑南京総軍辻参謀まで代表を送ったが︑辻参謀南方出張中で会えず︑後日返
答すると言われたがうやむやとなった︒
以上の様に日本の軍政︑汪精衛政権が中国人特に農村で民意を失って行く姿を見︑その陰で次第にこれを
補完し力を付けて行く中国共産党の動きを感じ︑尚志会ではマルクス理論と中国共産党の研究をやらねばな
らぬと感じ始めた︒

マルクス主義の研究
予科の時は運動部本位の寮生活になるので硬式庭球部のキャプテンとして庭球部の仲間と朝夕を共にした
が︑学部に入ると研究会︑ゼミナール本位の寮生活になるので︑予科のときから入っていた尚志会の本部の
部屋に席を移し︑熊本県出身の四十期生の徳永速美氏と同居した︒
当時︑中国共産党との関係を伝統として持っているのは講演部で︑当時は元京都大学教授の左翼教授陣内
先生の指導を受けており︑その活動は激しく︑書院右派と見なされていた我々尚志会と自然︑激しい論争を
交すことが多くなった︒
我々は日本の右翼とも多少連絡がありマルキストから見れば明らかに右派であろうが︑中国との関係から
見て中国に尊敬される右派であらねばならぬと思っているし︑日本を愛するという立場であっても日本中心︑
日本独善の愛国者に対しては批判的であった︒
左派マルキストの言う事を聞いていると︑マルクス理論が絶対で︑これを以て中国も日本も革命的に抜本
的に変えなければならない︑天皇制も孔孟の教えも吹き飛ばさなければならないと確信的である︒そこで彼

思ったりしたが︑中国共産党のことも研究せねばならぬので徳永氏と二人マルクス主義も研究しようという
事となり︑日本国内では売っていないマルクスの資本論と共産党宣言を上海の街の中国人の古本屋から買っ
て来て徳永氏と二人ねじ鉢巻で勉強し︑読破した︒

◦ 2832 ◦
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み合わない︒彼らの確信的態度の中に︑右翼の一部に見る様な狂信的な要素を感じ︑マルクス新興宗教だと
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らの拠って立つ哲学︑唯物論に対し唯心論的に対抗して行くと彼らはそこ迄深く勉強してないから議論は噛

マルクスはすばらしい分析力と構成力を持った西洋科学思想で︑世界を覆っていた資本主義を批判した︑
経済理論︑社会理論には資本主義経済の研究が進んでいない私には大いに参考になった︒しかし私には納得
できず︑間違っているのではないかと思われる点が三つあった︒一つはマルクス主義を実現できれば人間の
理想社会︑共産社会が実現すると断じたことであり︑二つ目は精密に構成された論理によって切り捨てられ
た人間の心︑精神︑神︑宗教である︒いわゆる唯物論である︒そして三つ目は自分が拠って立つ日本の国を
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無視することであった︒
私の宗教的体験︑勉強は相当進んでいたのかマルクスの唯物論は間違いであり︑マルクスの目指す共産社
会は人間の精神面から考えた場合︑実現可能かどうか疑問を感じざるを得なかった︒
徳永氏は研究の結果マルキストとなり︑彼の故郷の福岡県八女市の共産党の重鎮となり︑尚志会の仲間で
東大の極右教授平泉澄氏の流れを汲む純粋な人柄の野田強君も兵隊から帰国後︑一転して九州の炭坑の鉱夫
となり︑共産党に入党して九州の中小炭坑の組合長として労使の信頼を得ていたが︑なぜか又共産党を脱党
して一市民となった︒
中国に在って日本軍政の暴走を憂慮し︑軍を支持し︑或いは便乗する右翼に反発して左翼に走ったのであ
ろうが︑私がキャプテンをしていた硬式庭球部も共産党に入党したものも多かった︒しかし或る者は中共派
として締め出されたり︑脱党したりしたものが相次いで共産党に残っているものは殆ど居ない︒
先生の中にも小岩井浄さんといって︑徳田球一氏達と共に初期の日本共産党に弁護士として参加した先生
が転向されて同文書院で教鞭を取っておられた︒先生はキリスト教社会主義者から自然に共産党に入られた

が唯物論的な考えや目的のためには手段を選ばぬ共産党の人の心を無視した考えに次第に耐えられなくなっ
たのか︑共産主義信奉を捨てない妻子とも離別し︑我々と共に妙心寺上海別院で座禅に打ち込み︑私達と同
様中道の愛国者の道を模索されているようであった︒
私に小岩井ゼミのセンターになる様先生からの要望があったが︑すでに口田先生の指導を受けているので
信頼のご好意は有難かったが謝辞した︒先生は後に五・一五事件に参加した山岸中尉の姉で上海浦東地区で
の難民救済活動で有名だった山岸たか子氏と結婚し︑戦後︑同文書院の分身愛知大学の設立に挺身した最後
の書院院長である本間喜一学長のあと第三代の学長となった︒
さて中国共産党は尚志会の農村実態調査や寧波地区で共産党解放軍新四軍との軍隊での交渉や戦闘を通じ
て共産軍が中国を制するのではないかと予感したが︑その通りになった︒
私の上海学生時代︑中国は欧米自由主義国家の応援する蒋介石政権︑欧米の東洋植民地化侵略に反発し︑
東洋人による東洋の解放を目指し日本が応援した汪精衛政権︑ソ連が応援する中国共産党との三つ巴の激し
い抗争を見てきたが︑各派共︑中国を統一して世界になめられない大中華建国を目指しての愛国心というの

これに比べると日本人の愛国心なるものは底が浅いと思われ︑中国共産党もその中華的愛国心に基づいて
中国統一改革の手段としてマルクス主義を利用したと私は考え︑中国共産党政府は必ず中国文明を取り入れ
た中国式社会主義国家となり︑民主︑自由化が行なわれ︑そして観念的共産主義者日本共産党とは合わない
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か愛民族心というのか︑その精神的高揚は凄まじいものであった︒
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そして日本の右翼は日本中心で独善的で国際的視野がなく︑日本のマルクス主義者はマルクス理論あって
日本なく︑共に私の取るべき道ではなく共に日本を愛し憂うる資質を欠くものであると思ったのであった︒
ヨ

﹁両頭を切断すれば一剣天に倚つて寒し﹂
と不動明王の叡智の剣の輝きを感じながら天地自然︑神の道は人為を越えた中道に在ると思ったことであっ
た︒
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禅に参ずる
この尚志会の連中は禅の達人であった初代院長根津一先生にあやかろうとしたのか︑殆ど皆座禅に参じた︒
座禅の会を無我会と称した︒
私は前述のように縁有って密教の世界に分け入ろうとしていたが︑周辺には密教の先達なく︑本願寺の寺
には貧乏学生は近寄り難いのでやむなく尚志会の先輩達の強引な勧めに従って禅の勉強をしてみることにし
た︒
上海虹口にある妙心寺上海別院に先輩達につれられ初めて参禅したが︑妙心寺派は臨済禅で︑公案をもら
い︑座禅をし︑問答を交し激しい︒曹洞宗派は只管打座︵しかんたざ︶只ひたすらに座り続ける︒
当時の私にはそんな区別は分からない︒公案﹁隻手︵せきしゅ︶の声﹂をもらい︑座り方︑呼吸︑瞑想の
仕方等をおしえてもらい︑ひたすら公案に迫ろうとする︒心が落ち着いてくると別院の近くのダンスホール
の音楽がやけに耳に障ってくる︒右側に座っていた人々は静かに次々と立っては鐘をチンと打ってはどこか

へ行くようである︒
ようやく心が更に静まってダンスホールの音が気にならなくなりかけたころ︑私の前に役憎が座って何事
かを促す︒今ちょうど調子に乗りかけているので動きたくない︒座り続けて今少し何物かをつかんでから和
尚前に出たいと思い︑パスしてと私は言い動かぬ︒だめだと相手は言う︒しびれを切らした役憎が私の胸倉
を取って引き出そうとした︒私は思わず座蒲団をつかんで禅堂を引き回された︒立ち上がらぬので役僧二人
掛かりで私を押え込みにきた︒こうなれば騎虎の勢いである︒二人を相手に大立ち回りを演じ︑力尽きて二
人の役僧に担がれ︑和尚の部屋に放り込まれた︒
腹が立つやら馬鹿馬鹿しいやらで和尚に無言で一礼して自席に戻ったが︑静かで半分眠ったような座禅が
一転︑真剣な空気に包まれたのを肌で感じたのであった︒
座禅が終わって老師の説教が始まったが︑開口一番﹁本日ここに神聖なる道場を冷やかしに来たものがお
る︒以後いっさい当道場への参入を断わる﹂ときた︒以後兵隊で入隊するまで約三年間︑座禅を続けてしまっ
た︒和尚の一言に引っ掛かってしまったのである︒

久保任晴君がある日︑当時の中国三大名僧の一人︑圓瑛禅師の下に私と禅に参じていた小岩井浄先生を連れ
て行ってくれた︒
私は禅とは何かと質問したところ︑さらさらと一筆書いてくれた︒

◦ 2834 ◦
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形を変えて吸収されたもの以外は︑禅宗だけが中国各地に残っているような感じを受けていたが︑同期の大

わが青春の悩みと立志

中国では︑印度から伝わった仏教は永年のうちに日本や韓国︑チベットへ素通りしてしまい︑道教の中に
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禅宗之法是廻光返照断妄證真之法
静坐時不思善不思悪但看一句話頭
︵父母未生以前如何是我本来面目︶
不起分別堵截意識不行提起︑自心
本有一段智光︑驀直照去照到心空
境寂自有豁悟時節

圓瑛

禅は己︵おのれ︶の中に仏性有り︑只管打座︑自己を具性せよと言う︒
昭和十六年十二月八日︑この日はお釈迦様が悟りを開かれた日として禅宗では十二月一日から八日まで
ロウハチセツシン

臘八接心と称して八日の行を行なう︒
われわれも学校の許可を得て夜妙心寺別院に一泊し︑夜から早朝にかけて連日︑行に参加した︒
八日になった早朝︑座禅をしていると︑砲撃か爆撃か分からないが連続して腹に響くような凄まじい爆音
が響いてきた︒重慶か英米の爆撃かも知れないと思ったが︑じたばたしても始まらないと思って座禅を続け
ていたが︑座禅終了後参禅していた海軍少将から︑日本がいよいよ英米を相手に戦闘を開始した︑先程の轟
音は日本海軍が欧米の艦船に対して行なった砲撃であるとの説明が有った︒いわゆる大東亜戦争の始まりで
ある︒
小田雪窓老師は接心明けの説教に当たり﹁十二月八日は釈迦如来大悟の日である︒この日に米英を相手に
破邪の戦争が開始されたのは誠にめでたい︒この聖戦は必ず勝つ﹂と興奮して喜色満面である︒

反対に私は上海で中国の政権抗争の裏で繰り広げられている世界に連なる凄まじい謀略や中国全土に広が
り泥沼化して手を焼いている日本車の情況や満州ノモンハンでソ連戦車部隊に完敗した事実を隠し︑それに
対して正しい対応がなされていない情勢等を多少知っていて憂国の情を抱いていたので︑﹁何と馬鹿な︑単
純で︑思い上がった小国日本が世界を相手に︑精神論だけで勝てるものか︑和尚も小さい︑世界を知らぬ﹂
とがっくりしたのであった︒
それから二年後の昭和十八年︑日本海軍主導の下に陸軍も植民地解放を旗印に英米に封鎖された石油を初
めとする資源獲得を目指して東南アジア全域に戦線を拡大し︑北方のソ連が欧州でドイツと抗争中で東洋に
手が出せなかったのも幸いしてそこそこの成果を挙げたのであった︒しかし思い上がって前進ばかりで引く
ことを知らぬ日本は東南アジア︑中国で米英︑中国との話し合い︑妥協のチャンスを逃し︑中国でも泥沼の
様相いよいよ深まり︑東南アジアでも戦線を拡大し過ぎた付けが各所に現われ始めて暗い影が射して来つつ
あった︒
この時︑戦時非常措置による学生の徴兵延期は打ち切られ︑我々は学業途中で兵役に参加する事となった︒

昭和十八年十二月一日︑南京に入隊する事となったが︑奇しくも上海の妙心寺別院でお釈迦様の大悟にあ
やかって行なっていた臘八の接心開始の日であった︒
入隊の日を間近に迎えたある日︑一人妙心寺別院に赴き︑戦場に赴き生死の問題との対決を胸に小田老師
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に禅問を投じた︒

わが青春の悩みと立志

学徒出陣第一回である︒

◦ 2835 ◦

成果出版事業◦

44

﹁老師︑釈迦と天皇とどちらが偉い﹂小田老師黙して答えず﹁チョット待て便所へ行ってくる﹂
以後ようやく禅を離れて無より不動明王により縁を得た密教の捨の精神を深める努力をしようと決心した︒
小田雪窓老師は後大覚寺の管長となられた︒

密教研究
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死を覚悟せねばならぬ入隊に際し︑即身成仏を説く密教のほうが禅より直截的だと感じた︒
この世にはお釈迦様の説く生老病死の四苦の他矛盾︑不合理︑悩み︑苦痛は大小数知れず渦巻いている︒
早い話が戦争である︒馬鹿なと思ってもやるしかない︒その中で禅を組んで空を求めて解決するのか︒南無
阿弥陀仏の称号であの世を目指し逃避して自分が数われるのであろうか︒上海に本願寺のお寺があるが戦乱
に悩む中国大衆を救えるのであろうか︒
私は再び不動明王からぶち込まれた﹁捨﹂の哲理を深く噛みしめたのであった︒
二年半︑縁有って禅の道に精進してきたが︑我々一般人にとって﹁己を捨てる﹂﹁捨身﹂﹁欲を捨てる﹂の
だとか捨の哲理を身近かの問題にぶつけて空の世界に近付いたほうが︑いきなり空を求めるより入り易いの
ではないかと思った︒
そして日本の国の安泰を願うため︑家を捨て︑家族を捨て︑自分を捨てて戦うしかないと私の不動明王の
教えにしたがって戦場兵役に臨む決心をしたのであった︒
私は若いとき︑縁有って不動明王と結縁したが︑密教の事は殆ど知らなかった︒しかし中国へ留学して同

じ中国留学生﹁空海﹂に深い関心を持った︒
密教はインドから中国にもたらされ︑唐の時代未曾有の国難﹁安禄山の変﹂をインド僧金剛智の弟子不空
が修法で鎮定し︑その法力を発揮して以来︑密教は大唐の枢要な宗教となっていた︒
八〇五年︑遣唐使の第一船に乗り︑留学僧として入唐した空海は数々の奇跡に近い天才を発揮して︑当時
世界の文化が集まっていた唐の先端文化を短期間ですべて習得し︑宗教に関しても梵語︑バラモン哲学︑儒
教︑道教︑景教︑イスラム教︑ゾロアスター教︑マニ教︑各寺院を訪ね︑その思想を見聞研究し最後に真言
ア ジ ャ リ

第七祖︑唐朝より﹁三朝国師﹂と仰がれ︑弟子一千人を数える青龍寺の恵果阿闍梨の門を叩いた︒
タイゾウカイカンチョウ コンゴウカイ

デンポウ

最短でも十年はかかると言われる大法を空海三ヵ月の間に胎蔵界灌頂︑金剛界灌頂︑阿闍梨位の伝法灌頂︑
つまり密教のすべてを恵果阿闍梨より授けられたのであった︒
在唐僅かに一年四ヵ月︑その間にその学識を聞いた順宗皇帝に面接︑書を以て皇帝を驚かせているのであ
る︒この超人︑大天才の空海により密教の本流は日本にもたらされたのであった︒
空海は恵果から託された使命を果たすため二十年留学せよとの朝命に抗して．一年半の留学で日本に帰国
ミツゴンジョウド

や人々を救済するため生まれ出てきた釋尊や日蓮や親鸞等の﹁応身仏﹂から仏法を学び救いを得る︒これ等
は顕教と呼ぶようだが密教は報身仏や応身仏を成り立たせている宇宙の根源仏︑これを﹁法身仏﹂といい︑
これから直接人間には見えない大宇宙︑天地自然の理知を得て解脱しようとする︒空海も﹁即身成仏﹂を目

◦ 2836 ◦
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密教以外の宗派は薬師如来や阿弥陀如来のように過去世に於て積んだ善業の報いで仏となった﹁報身仏﹂

わが青春の悩みと立志

し︑密教を以て衆生を救う﹁済生利民﹂と日本を﹁密厳浄土﹂にするため挺身した︒
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この﹁法身仏﹂を大日如来とし︑本体は形なく︑それは宇宙を成り立たせる原理そのものであり︑原理そ
のものから溢れ出た大宇宙世界そのものと理解されている︒
我が不動明王は密教に於て如何なる解釈をされているか調べてみると︑﹁不動明王の本体は大日如来﹂と
なっている︒
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指したようである︒

大日如来が普通一般の衆生を救済されるときは般若菩薩の姿をとって現われ︑普通の説法では救い難いよ
ゴウキョウナンゲ

フンヌギョウ

うな剛強難化の衆生には忿怒形の不動明王となって現われるとされている︒
ギョウヨウ

ゴウ

剛強難化の私を折伏した明王の形容は拝するものの魂まで貫き通すような恐ろしい忿怒の相貌で右手に降
マ

ジョウジュ

ケンサク

カ

魔の智剣を持ち︑左手に衆生を救い導く摂受の羂索を持ち︑大磐石の上に或いは立ち︑或いは坐行して︑火
ショウザンマイ

トンヂンチ

生三昧に住してその光背は貪瞋痴一切の煩悩を焼き尽くして燃え上がる勢いを感じさせる︒しかし衆生の苦
ヌボク

しみを共に憂うるような奴僕の姿︑額の三本の深い横皺等のせいか何とはなしに忿怒の形相の中に慈悲の心
を感じるのであった︒
不動尊と言うインドの仏は︑中国を経て空海により初めて日本に招来された仏であり︑中国留学生である
私は中国へ留学した空海の中国での勉強の仕方︑行跡に深い感動を覚えるのであるが︑空海も密かに不動明
王を自分の守護仏にされていたのではないかと感じた︒

江蘇省南通で中国を学ぶ

一︑豪族徐則宗氏と義兄弟となり︑そして真の日本人となる決心をする
私にとって南通は忘れ難い土地の一つである︒
学部一年になった夏休み︑南通の鐘紡病院の清水院長が私の神戸の幼友達の叔父であり︑中国に知人の少
ない私に一度遊びにこいとの連絡を受けていたのを実行する事とし︑上海から南通行きの汽船に乗った︒
中国民衆の実体を知るには農民達の乗る四等船室のほうが良かろうと思い農民や行商人達のうごめく船底
の四等船室に潜り込んだ︒これからが面白い︒船が進むにつれ︑あちこちで博打が始まるが麻雀しか知らな
い私には訳の分からない博打であり︑各自持ち出して食している点心類も珍しく︑また彼らの話している言
葉が上海語とも異なって全然分からない︒後で知ったが上海とは揚子江を北へ渡ったところなのに大きな河
を隔てただけで上海の人間が南通の言葉は分からないと言っていた︒
いろいろ観察を深めようと思っているうちに日本憲兵が検問に下りてきた︒ずーっと見渡して書院の学

二等に乗ることになっておるのを知らんのか﹂﹁全然知りませんでした︒私は学生で金もないし︑中国庶民︑
農民の研究も兼ねて安い四等に乗りました﹂﹁金が無い？よし︑仕方がない︑船長に話をつけるからついて
こい﹂一緒に上に行くと一等の個室しか空いていなかったので︑そこへ入れてくれた︒そしてその個室には
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食事もついているのには驚いた︒

わが青春の悩みと立志

生服を着ている私のところへ来た︒
﹁貴様は日本人だろう﹂﹁そうです﹂﹁日本人は体面を保つため︑一等か

◦ 2837 ◦

さて南通に着き︑鐘紡病院の清水院長の家に泊めてもらったが︑院長が﹁西君︑君に良い人を紹介しよう﹂
と言って南通の豪族の息子で日本の陸士を出て汪精衛政府軍の少将で南通地区の司令官をしている徐則宗氏
を紹介してくれた︒後で判ってきたが実際は蒋介石直系の国府軍の大佐であるが父親の死亡により家事整理
のため蒋介石総統の了解を得て帰郷して現在の職に在るようであった︒
翌日時間を決め︑徐の豪邸を訪問したが徐氏が開口一番﹁西君︑君は何をしに中国へ来たのか﹂と切り込
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んで来た︒
﹁何をしに中国へ来たのかと言われても恥かしながらはっきりとした目的を持ってきたのではありません︒
日本での青年の若き悩みの中で︑他国で動乱の地上海に身を投ずれば何か目指すものがつかめるのではない
かと考え︑中国へ飛び込んで来ました︒そしてこの一年半余り中国で暮らすうち︑四千年の文化を持つ中国
人というのはやはり偉大なものを持っているなと感じ始めています︒それに引きかえ︑日本の軍人や中国に
来ている一部の日本人は︑威張っている割りに人間として程度が低く恥ずかしいと思っております︒今現在
私の心を割って取り出せば︑中国人に対して恥ずかしくない日本人になってやろう︑いや努力せねばならぬ
と思っている段階です︒これから勉強して行くうちに何をやったら良いのか分ってくるでしょう﹂と答えた︒
その間︑中国人らしくない鋭い目で私を見ていた彼は︑破顔一笑ぬうーと大きな手を私に差し出して握手を
し︑﹁それでよい﹂
﹁今日から君は私の弟になった︒夏休み等は日本に帰らず︑自分の家と思って私の家に来
い﹂と言ってくれ︑以後ときどき訪問したがいろいろのことを教え指導してくれた︒

二︑南通開発の優れた歴史
チョウケン

清朝の末期︑南通に張騫という秀才が出て進士の試験に通り清朝に仕えたが︑清朝末期の政治の混乱によ
り致仕して故郷に帰り︑南通地区の発展に力を注いだ︒
南通地区の土地は塩分が多くて物の実りが少ないのをなんとかしたいと考え︑いろいろ研究の末︑塩分に
強い綿花を南通地区一帯に植えて綿花地帯とし︑それが成功すると交通の便を考え長江に近いところに紡績
工場を造り︑製品を上海に出荷して多くの利益が出るようになり︑南通一帯は街︑農村共大いに栄えたが︑
張騫は更に船着き場を整備し︑汽船を購入して江北の豚やアヒルや鶏︑その他の土産物を上海に出荷し︑そ
の金で上海の文物を購入して南通文化の興隆を計るほか︑紡績で挙げた利益で学校を建て︑農事試験所を造
り︑病院を建て︑民生福祉面でも目覚ましい成果を挙げ︑蒋総統時代は模範県とされ︑他の地域は南通に学
べと言われたものだった︒そして驚いたことに昔︑南通という田舎町の中学で既に日本語を学ばしていた事
であった︒
ところが今その紡績工場は軍の委託か何か判らぬが鐘紡が経営しており︑病院も鐘紡病院になっている︒

に還元すべきだと思うが︑君はどう思うか︑だれか鐘紡の有力な者を知らぬか︑説得できぬかと徐氏は言う︒
書院の北野大吉教授の経済学説史の講義の中の英国の社会経済学者ロバート・オーエンの学説と南通の発
展指導が似ていると思ったこともあるのであるが︑普通に考えても徐氏の言うことももっともと思ったので︑
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街は昔の繁栄の面影はない︒日本が真に中国と手を携えて行こうとするならば︑利益の一部をもう少し民生

わが青春の悩みと立志

そして紡績工場の利益は日本へ持って行くのか︑日本軍へ行くのか分からぬが民生に還元されぬので南通の

書院の先輩で鐘紡南通工場に在籍している人を見つけ出し︑訪問して協力を要請したが︑もっと上層部の政
策に基づくことなので︑その先輩の手に負えぬと断られた︒そして私の非力を嘆くばかりであった︒色々動
き回っている裡︑私が南通の埠頭に上ると尾行が付くようになった︒

三︑中国の願望・大中国統一の三つの方法
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或るとき︑彼は真剣な顔付きで語り始めた︒
中国は国土広大で民族多く統一が非常に難しい︒清末以来いろいろの大変化の中で中国の全民衆が苦しん
でいるが︑中国の識者愛国者が悩み抜いた末一様に考えている本音を君に教えようと言って次のように語っ
た︒
一つは日本の明治維新以後の近代国家への脱皮を学び︑東洋人同志手を携え中国を統一しようという考え
方︒これが汪先生の考え方である︒
二つ目はアメリカの自由主義国家建国方式によるユナイテッド・ステイツ・オブ・チャイナ方式︒これは
蒋総統の目指す方式︒
三つ目はソ連のやったマルキシズム・社会主義により︑四千年の歴史の垢を大掃除してから近代国家を建
設する︒中国古代からあった大同思想︑古代秦の始皇帝がやった改革に少し似ているが︑毛・周の中国共産
党の方式である︒
これからの中国は絞り込まれた三の方式が世界の思惑を巻き込みながら中国人の悲願である中国統一を目

指して激突して行くであろうから頭に入れて置けと言われた︒
その後の中国の情勢は彼の言うとおり展開し︑日本の敗戦と共に汪政権消え︑蒋政権も農民︑貧民︑若人
を味方にした中国共産党政権に破れ︑徐則宗氏自身もこの大波の中で消えてしまった︒
しかし彼の教示があったため︑その後の複雑な中国の大変動の中に在って︑私は正確に情勢判断が出来︑汪︑
蒋政権の消滅の原因︑中国共産党の成功の原因も予測出来たのであった︒
そればかりではなく︑私は中華人民共和国成立直後︑神戸華僑有力者の前で中国共産党政府は十年か二十
年後には必ず自由化すると断言し︑また中共に連動して動き初めて神戸共産党の支部長が日中友好協会初代
支部長の委嘱に私のところに来たが︑愛中国民族のためマルキシズムを利用した中国共産党とマルキシズム
に心酔して日本︑日本民族を消し去っても仕方ないと考える日本共産党とは全然合わないと断言した︒二つ
とも私の予言は的中したがこれは皆︑彼の教示が頭にあったのと中国人の心︑体質を実地で膚で学んだ結果
であり︑戦後の日本の復興に対する日本の共産党︑社会党の動きの功罪に対する私の一貫した行動も中国で

或る日︑徐則宗氏は多忙であったので部下の少佐に義弟の私を中国風呂に連れていって接待するよう命じ
た︒彼と一緒に中国風呂に入り︑心身共に寛いだ︒中国人は日本人のように毎日風呂に入らない︒身体を温
水か冷水で拭くか︑高級者はシャワーを浴びるだけである︒風呂に入るのは日本人が慰安で温泉に入りに行

◦ 2839 ◦
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四︑中国風呂でピストルを突き付けられる

わが青春の悩みと立志

学び︑体得したものが基礎となっているのである︒

くのと同じ感覚で︑中国人が中国風呂に入りに行くときは風呂に入って心身共に弛め︑手足の爪を切り︑こ
んなに垢が出るのかと思うほど独特の方法で垢取りをやり︑マッサージをやり︑そして休息の間にも煙草
は勿論のこと︑簡単な酒や点心を取りながら仲間と談笑する︒大変な贅沢なのである︒一緒に行った少佐は
初対面であり余り物を言わぬ男であったが気にもしていなかった︒色々やってもらって最後の仕上げにシャ
ワーを浴びて完全に寛いで休息室に入ったところ︑先に上がっていたその少佐が椅子に座ったまま拳銃を私
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に向けてきた︒寛いだ気持ちになっていたので驚いたが︑何故そういう態度を取るのか納得出来ないので﹁要
開火打開火﹂﹁我可不明白有什麼理由﹂
﹁不能理解 的想法﹂撃つなら撃て︑しかし俺は理由が分からん︑君
は何を考えているんだ︑
と言うと彼は﹁我是交通大学畢業的﹂俺は交通大学の卒業生だと言ってニヤリと笑っ
て拳銃を納めた︒以前︑上海交通大学と東亜同文書院とは近くにあった関係で上海の抗日学生運動の旗頭で
あった交通大学に抗日運動の標的にされたことがあった様であり︑その後同文書院は兵火に焼かれ︑交通大
学は教授︑学生共に蒋介石政権と共に重慶に移り︑難民に荒らされていたのを同文書院が借り私達はその上
海交通大学の校舎で勉強していたのであった︒江沢民も上海交通大学の卒業生である︒
彼の一言で彼の屈折した気持ち︑その奥に潜む縁に繋がる一筋の親愛の情を感じたのであった︒しかし複
雑な中国に在っては心が通じなければ何が起こるか分からないのであった︒

五︑中共軍に脱出・参加する人
また或る日︑夏の暑い日差しの中を田舎町南通の大通りを歩いていると︑先方からやって来た背の高い中

国人に突然声を掛けられた︒
﹁君は書院生ではないか︒何期生だ︒こんな処で何をしている﹂
聞けば同文書院三七期卒業の飼手久雄という人であった︒驚いた︒こちらのほうがこんな処で何をしてい
るのかと聞きたいくらいである︒
﹁その辺で一杯やろう︒ついて来い﹂と言うので︑彼について小さな中国
料理屋の二階の小部屋に上がった︒
理屈ぽい話し振りの中にマルキストだと感じた︒兵庫出身でしかも二中出身でラグビーをやっていたとい
う︒私が神戸一中出身だと知り彼も奇遇に驚いていた︒徐則宗氏の事も知っていた︒
ヌノグツ

やがて彼は金の延べ板の小片を取り出し木槌で薄く打ち延ばし︑これを布鞋の底を剥がして縫い込み始め
た︒そして今夜これから中共軍に参加するんだと言う︒
彼は徐則宗氏と私との関係を知り︑政治情勢のことはあまり詳しく話さなかったが︑滔々と自分の信じる
マルクス理論を私にぶつけ︑君が脱出前の最後の日本人だと言って奇遇を喜んでくれて別れたが︑神戸の家

当時︑日本は汪精衛政権を全面的に支援せねばならぬ立場から中国経済の運営を担わなければならなく
なっていた︒
一ッ橋経済学三羽烏の一人中山一郎氏は汪政府の経済顧問に︑また杉村広造氏は上海商工会議所の会頭に︑
そして泰斗の一人高垣寅次郎氏は東亜同文書院大学の教授となり︑半年間の集中出張授業で我々に経済原論

◦ 2840 ◦
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経済の原理・原論を学ぶ
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族への連絡依頼等は一切なかった︒後日︑彼は中共軍の砲兵隊長となり戦死したと風の便りに聞いた︒

◦第６章
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同文書院には一ッ橋からは北野大吉氏が経済学説史を教え︑中国ギルド社会に対して英国のロバート・オー
エンの学説を対比させて講義されたが︑中国経済の実践的分析研究に非常に参考になったし︑神戸商大から
は欧米への研究留学が不可能になっていたためであろう新庄博氏︑宮下忠雄氏︑戸田義郎氏等の新進気鋭の
若い教授達が経営学︑会計学︑簿記等を教えた︒その他に東大我妻教授の民法︑元広島文理大学教授で満州
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の講義を行なった︒

国建国に参画した口田康信氏の憲法︑日本共産党創成期弁護土として参加して後転向した小岩井浄氏の日本
精神史︑同文書院大先輩小竹文夫氏の中国経済論や鈴木択郎氏︑熊野正平氏︑坂本一郎氏︑魚返善雄氏等の
日本一の中国語教育陣に加え各学科共一流の人物︑志有る気鋭の人物を集めた教授陣は充実していた︒
高垣寅次郎教授の経済原論の講義の始まった或る日︑秋は老酒を一本手土産に学内の先生の宿舎を訪問し
た︒そして質問をぶつけた︒
﹁私は中国問題に取り組む為に同文書院に入りましたが︑勉強の対象は広大で奥深く︑経済学だけに時間
を割く訳にはゆかぬのです︒ついては︑経済を学ぶに当たり︑その本質︑原点を知り長期勉強の基礎にした
い︒経済学の本質は経世済民ですか？﹂先生曰く
﹁えらく難しい問題をぶつけてきたなァ﹂
﹁私が一ッ橋助教授の時︑研究留学の為欧州に赴いた︒英国かド
イツか迷ったが結局︑オーストリアで三年間︑心理学を勉強して帰って来ました︒経済の勤き︑現象の元は
人間の心理です︒西君はこれからずーっと中国で生きる人ですから中国人の心理を勉強しなさい﹂
流石は大家︑本質を掴んでおられると納得した︒そしてこの教示は以後の人生に於いて大いに役に立った

のである︒

第四章

中国人の経済心理

一︑国や政府のやる事を信用しない
暫くして中山一郎氏が経済顧問をしていた汪精衛政府が日本の応援を得て通貨を発行する事となり︑日本
チョビケン

円一円に対して儲備券五・五元との交換率の発表があった︒
それ迄は我々学生は毎日の相場を見て日本円の高いときに中国元に替えて買物をしていたのでこの固定相
場制が成功するかどうか学生間で論議が交された︒
私は高垣先生の中国人の経済心理研究の手初めに︑政府政治を信用しない中国人の心理により成功しない
ほうに賭けたが︑この決定が発表される直前になると日本人の私には驚くべき事が起こった︒
街にめぼしい品物が無くなってしまったのである︒中国人の金持ちから貧乏人迄総ての人が買い溜めに

部屋は皆品物で埋まっていた︒
日本人の我々に考えられない買い溜めの凄まじさである︒激動︑政変に揉まれてきて政府を信用しない中
国大衆の自衛本能の発現であろう︒勿論インフレーションである︒物価は値上がりし︑闇のレートは一円が

55

八元か九元迄跳ね上がった︒

わが青春の悩みと立志

走ったのである︒中国人の金持ちの友人の家に行くと︑三階建て十数室の家で家族は二部屋に集まり︑他の

◦ 2841 ◦
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高垣先生の言われた中国人の心理の勉強の必要を痛切に思い知らされたのであった︒
その後の私の人生に於て︑日本人が中国人の心理の勉強が足らず︑否中国人だけでなく外国人の心理︑そ
れに根差した社会︑経済︑政治の面の勉強が足りない為めに起きた失敗を無数に見てきて︑狭い日本人的感
覚を改める必要を痛感してきたのであった︒
そしてマルクス・レーニンの頭の理論より︑人間の心理の勉強のほうが大事だと改めて思った事であった︒
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二︑信を求める心
中国は儒教の国である︒孔子は戦国時代︑儒教を説いて世を治めようとした︒儒教の教えの中に五常とい
うのがある︒礼︑義︑仁︑智︑信である︒この中で一番︑中核となるのが信である︒信なければこの世の一
切は成り立たない︒
当時は西欧の東洋進出により清朝滅亡して欧米を後ろ楯とする蒋介石国民党政府とソ連が指導する中国
共産党と日本の応援する注精衛政権とが中国の統一を目指しての激しい国際的抗争を繰り広げていた時代で
あった︒
かかる乱世でも人々は生きねばならず経済活勤は色々の形で盛んに行なわれていた︒
Ａという中国の超財産家が居た︒欧米日の大会社がこれと取り引きしようとして契約書作成の段となると
Ａは頑として契約書にサインしない︒トップ同志の口約束だけで充分である︒文書を作る事そのものが相手
を信用しないことの証拠であり︑約束が破られることを前提に作った文書は意味がないと言って頑として聞

かず取り引きが成立しないのである︒一方︑欧米日の大会社は書類の形にして上司の許可や横の協力を得な
ければならぬから︑口約束だけで契約文書なしと言う訳には行かぬのである︒皆弱っている処へＢという西
欧事情に明るい中国人の金持ちがいて︑ＢはＡと口約束︑中国式腹芸による信用取引を行ない︑欧︑米︑日
の会社にはＢが契約書を交して取り引きを実施し︑Ａと欧米日の大会社との間に立って大きな取引を仲介︑
マイパン

成立した形になった︒このＢという存在をコンプラドーと言い︑中国名では買弁と称したが︑戦前︑中国と
の取り引きでは買弁という存在が陰で大きな活躍をしていたのであった︒
ラオパン

︵主
我々の尚志会に坂本浩という青森県出身の大酒飲みの豪傑が居た︒彼の使いで徐家匯の酒屋に行き老板
人︶に坂本さんの使いだと言うと快く注文の酒を持たせてくれた︒代金は出世払いであった︒腹の太い話で
ある︒
中国の民衆の中にも儒教の信の思想が生きていたのか︑私も幾度かこれに似たような中国人の腹の太さを
体験したのであった︒

前述の様な信用とか義理人情は底辺では生きているのであるが︑命に次いで大切な金の取引に付いては根底
に商売戦争︑経済戦争の様な凄みが感じられる︒そして信義︑信用をこえ戦略︑謀略の匂いもし︑彼らが子
供の時から親しんでいる三国志の戦いや謀略︑孫子の兵法を感じることすらある︒

◦ 2842 ◦

57

戦争︑災禍を幾度となく潜り抜けてきた中国の零細な庶民にとって命に次いで大切なのは金である︒勿論︑

わが青春の悩みと立志

三︑商売は戦争である

或る時︑私の友人の年寄りに︑息子が初めて商売をやり椎茸を売り込みたいと言っているので君は中国人
に顔が利くから神戸の中国人の海産物屋を紹介してやって欲しいと頼まれ︑紹介した︒その後︑彼がごまか
され損をしたから助けてくれと私の所に来た︒事情を聞くと︑取り引きの最初に先方が﹁俺が看貫をするか
ら︑君は袋を運び︑俺が読み上げた貫目を記帳し計算してくれ﹂というからそれに従って取り引きしたら貫
目が思った以上にショートし損をした︒秤に何か細工してあったとしか考えられないと言う︒
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私は椎茸の取り引きに関しては素人だから偉そうなことは言えぬが︑日本の仕入先も干し椎茸に湿っ気を
持たせて貫目を増やすような事はなかったのか︒又中国人の秤に仕掛けがあったとして︑君が不審に思った
ら何故その時秤を検査するなり︑今一度今度は君が看貫をやるよう提案しなかったのか︒中国人は商売は戦
争と思っている節があるが︑君は戦争に負けたのだから諦めよ︒そして自分の甘さを自戒し︑次からの商売
に生かせ︒と説教を垂れた︒説教を垂れながら中国人やスラブやユダヤ等海千山千の外国人に対する日本人︑
私もその一人であるが︑甘さを自戒自覚したのであった︒
関帝廟は中国各地で中国一般庶民︑特に商売人に商売の神様として尊崇を受けている︒
関帝廟の祭神は三国史演義で名高い蜀の武将﹁関羽﹂である︒戦いの大将が何故商売の神様となるのか︒
随時代にはその誠忠武勇を買って天台宗が仏教の守護神とし︑道教も﹁伏魔大帝﹂と名付けて神の列に加
えて随末の文弱乱世に活を入れようとし︑明時代には人民統治の必要から誠忠︑信義︑民衆に対する仁が強
烈で神に値するとし明の神宗は﹁三界伏魔物神威遠鎖天尊関聖帝君﹂と帝位を贈った︒
その後︑三国演義物語が世間に広がるにつれ関帝の人気は高まる一方で︑大衆の中では︑その忠︑信︑義︑

チュウバツハンギャク

仁︑悪に対する勇を敬するほか治病除災︑誅罰叛逆︑延長長寿︑果ては招財進宝︑庇護商賈の功徳をもたら
すとされた︒
清朝時代には順治帝が﹁忠義神武霊佑威顕護国保民精誠 請翊賛宣徳関聖大帝﹂の神名を贈り皇室が守護
神として祭ることとなった︒
この様にして大武将関羽が商売と言う戦争に於ても神となるのであるが︑中国人の経済意識の根底に儒︑
仏︑道に通ずる人生哲学が根を下ろしていると私は思うのである︒
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中国文化は奥が深い︒表面だけで判断しては誤りが生ずると思った事である︒
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西

好隆氏の略歴

○大分県出身︑神戸で育つ一九二一年生まれ︒
○神戸一中卒業後中国を志し上海東亜同文書院大学入学︒
○南京で入隊︑歩兵砲小隊長として浙江省寧波地区で終戦を迎える︒
○帰国後伊藤忠兵衛氏・宮崎彦一郎両氏秘書として伊藤忠商事︑丸紅の創業を手伝う︒
○宮崎彦一郎氏神戸商工会議所会頭に任ずるに伴い︑宮崎氏バックアップのため東洋のマッチ王元貴族院
議員瀧川儀作氏の秘書となる︒

○戦後の日本人貿易禁止の中︑華僑を通じて神戸の貿易再興を計り︑瀧川儀作氏を会長に戴き︑日中財界
人を集めて神戸日華実業協会を再編事務局長となり︑戦後初めて神戸貿易の突破口を開く︒
○中国共産党政権となる変化により︑協会を辞し神戸商工会議所秘書課長に任じ︑戦後の神戸市復興に関
わる︒
○昭和二八年瀧川儀作氏のすすめにより︑丸紅神戸商工会議所を辞し︑経済修業のため大阪の鉄鋼中小業
者㈱シーヤリング工場に投じ︑戦後大激変する日本の鉄鋼業界の中で大商社︑大メーカーと戦い︑或は
総評等と斗い世の矛盾と斗って業界一の加工業者となる︒
○過労で倒れて事業を住友金属に託し︑昭和五八年住金日向会長の支援により㈱西商会を作り︑斗病と中
国研究を志し今日に至る︒
中国編﹄︵あさひ高速印刷㈱出版部︶より転載
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西好隆著作﹃日中憂国風雲録
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︻司会︼今回の授賞式の開催に当たりましてご案内申し上げましたところ︑多くの皆様にご出席いただきま
してありがとうございます︒厚くお礼を申し上げます︒
私は本日の司会進行を務めさせていただきます愛知大学豊橋研究支援課の田邉と申します︒よろしくお願い
いたします︒
それでは早速ですが記念賞を授与させていただきます︒葉敦平様︑どうぞ前へお進みください︒基金会よ
り賞状と副賞を贈呈いたします︒

︻佐藤︼賞状 第十六回東亜同文書院記念賞

葉敦平殿

貴方は上海交通大学で活躍される過程で︑とりわけ霞山会との友好関係には多大な支援をいただき今後の
日中友好関係の発展という目標のために︑史実に基づく東亜同文書院研究を中国側からの視点で組織的に研
究し︑日本側研究者との座談会を開催する機会を作っていただきました︒またその時編集された中国におけ
る東亜同文書院資料選集は︑今後の日中関係発展のための貴重な資料になるものと思います︒

ここにそれを高く評価し︑当会は貴方に東亜同文書院記念賞を贈りこれを顕彰します︒
平成二十二年一月二十七日
東亜同文書院記念基金会

会長 佐藤元彦

それから副賞の目録でございます︒おめでとうございます︒

︻司会︼それではここで佐藤東亜同文書院記念基金会会長︑愛知大学学長からご挨拶を申し上げます︒

︻佐藤︼皆様こんにちは︒お忙しい中多数お集まりいただき
まして本当にありがとうございます︒心から感謝いたします︒

葉先生への授与というのは︑私は愛知大学の歴史を考える上
でも極めて画期的なことであると認識をしているところでご
ざいます︒東亜同文書院と上海交通大学︑これはやはり非常
に深い関係がありますけれども︑どちらかと言うと今までは
東亜同文書院の研究について︑愛知大学と上海交通大学とで
協力をするという態勢には欠けていたというふうに認識して

◦ 2845 ◦
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ほど賞状を読まさせていただいたんですが︑今回の記念賞の
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また葉先生︑この度はどうもおめでとうございます︒実は先

おります︒その点で︑その基礎が葉先生のご尽力によって築かれた︑これは非常に画期的なことではないか
というふうに認識しているところでございます︒
実は昨年の秋に︑日中学長会議というのが天津でございました︒南開大学が会場でございました︒日中学
長会議と︑南開大学の創立九十周年の式典が連続して行なわれるという機会がございまして︑愛知大学がど
ちらにも招待されて︑私が出席させていただきました︒日中学長会議というのは二年に一回開催されるんで
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すが︑これまで愛知大学に声がかかったことはありませんでした︒なぜだろうというふうに皆さんも思われ
るかも知れません︒その背景については私も充分に理解をしておりませんけれども︑いずれにしましても昨
年が第六回目であったと聞いております︒日中学長会議のほうから愛知大学に招待があり︑それに参加がで
きたということは非常に良いことではなかったかというふうに思います︒これは日本側も中国側も︑大学と
してはだいたい二十数校ということでありまして︑日本側は国立大学法人がほとんどでございました︒私立
大学は早稲田︑慶応︑立命館︑中央︑そして愛知︑この五校だけだと記憶しております︒昨年の秋に参加で
きただけではなくて︑今後愛知大学には毎回声がかかるということも学長会議の最後に確認がなされました︒
来年は日本で開催されることになりますけれども︑そちらについても愛知大学が正式メンバーとして参加を
することになります︒
少し日中学長会議の話が長くなったんですが︑実はその日中学長会議の折に︑上海交通大学の学長先生と
特別に時間を設けていただきまして︑約三十分ほどお話をさせていただきました︒なぜかと言いますとやは
り私もかねがね愛知大学と上海交通大学との関係のことが気になっておりまして︑上海交通大学はどちらか

と言うと理系重視ということで︑文系の愛知大学との協力関係を深めるということはこれまでなされてこな
かったんですね︒しかしながら︑そうだとしても東亜同文書院との関わりにおいて愛知大学が上海交通大学
と関係を深めていくことはどうしても必要であろうということを私はかねがね考えておりまして︑何とか先
方の学長さんとお話をする中でその取っかかりができないかということを考えたわけです︒幸いに上海交通
大学さんのほうは今法律その他文系社会科学系の充実ということに努めておられまして︑法律関係ではすで
に一定の成果が収められているという話を聞きましたので︑これならば今後愛知大学と協力関係を深めてい
くことができるぞという感触を持ちましたし︑おそらく学長先生にもそのように受け止めていただいたとい
うふうに私は認識しております︒
また︑これは別の形ではあるんですけれども︑愛知大学が中国に事務所を構えるのかどうかということに

えているところとしてどこがあるかということについて情報収集をしまして︑その結果近いところでは名古
屋大学さんが事務所を構えているということが判明しております︒しかも︑名古屋大学さんは上海交通大学
さんの中に事務所を構えているということも判明いたしました︒そこで日中学長会議には名古屋大学さんも
出席されておりましたので︑担当の方にその場で私は︑名古屋大学さんの上海事務所はどういう使われ方を
しているのかという話を聞きまして︑その上でそこを愛知大学が共同利用させていただく可能性はないのか
どうかということについてお伺いを立てさせていただきました︒その結果︑実は他の大学からも共同利用と

◦ 2846 ◦
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懇談する機会を持ちまして︑同支部の方々のご意見をいただきました︒併せて上海に他の大学で事務所を構
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ついてこの間私なりに検討いたしまして︑実は日中学長会議の前に上海を経由し同窓会の上海支部の方々と

いう点で持ちかけはあるんだけれども︑今までは断ってきた︒しかし愛知大学さんは交通大学さんともゆか
りがあるし︑そして近いということなので︑名古屋大学としては一度検討してみたい︑そういうご返事をい
ただいた次第です︒
その後名古屋大学につきましては本学の国際交流センターを通してアプローチをし︑併せて上海交通大
学さんの中にある名古屋大学さんの事務所について︑これはちょっといろいろ情報の行き違いがあってま
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だ実現していないんですけれども︑同窓会の上海支部の方に一度見学に行っていただくと︒そして︑現場サ
イドでどういう共同利用の可能性があるのか︑共同利用するとすればどういうやり方ができるのか︑その辺
について詰めてきていただいて︑それを大学に持ち帰って検討するというようなことを︑今年の前半で予定
したいと考えております︒最終的にどうなるかは分かりません︒しかし名古屋大学上海事務所の共同利用に
加えて︑上海交通大学との関係を深めていく︑これは何とか今年中に取っかかりを掴みたいなと私自身は考
えている次第でございます︒そのことの延長線上と言ったら大変失礼なんですが︑今回葉先生が︑しかも東
亜同文書院についての組織的な研究の手がかりを作られたということは︑今申し上げましたこととの関係に
おいても非常に重要なできごとであったというふうに考えております︒中国については他にも申し上げたい
ニュースがたくさんありますけれども︑本日は葉先生の受賞に関係したところだけを申し上げさせていただ
き︑あらためて葉先生の受賞を心からお祝い申し上げまして︑私からのご挨拶とさせていただきます︒どう
も本日はありがとうございました︒そして葉先生おめでとうございます︒

︻司会︼ありがとうございました︒それでは引き続きまして霞山会理事長山田正様からご祝辞をいただきた
いと存じます︒山田様よろしくお願いいたします︒

︻山田︼ご臨席の皆様おはようございます︒財団法人霞山会はこの東亜同文書院記念基金の構成員になって
おります︒日頃から私共霞山会一同は葉先生のことを非常に尊敬申し上げて︑先日の受賞者をどなたにする
かという会合の際に︑全員一致で葉敦平先生に本年の記念賞を謹呈するということが決まりました︒私共霞
山会の一同もこのことを非常に嬉しく存じております︒誠におめでとうございます︒
ところで日本と中国との関係が年毎に緊密になっている喜ばしい情勢の中で︑このような葉敦平先生のご
研究がようやく社会の目にも触れる状態になってきたということは大変意義深いことだと思います︒東亜同

いうことを心から喜ぶものでございます︒先生のご研究の成果であるとか︑ご研究の方針︑それからご研究
に取り組むご態度︑そういうようなものがいっそう広がるように念願する次第でありますが︑そのきっかけ
にと言いますか︑すでに始まってる動きに葉先生の研究がいっそう拍車をかける︑そういう位置づけを持つ
ということではないかと思います︒そのようなことでございますので︑日中間の関係の成熟と言いますか︑
そういうものに先生のご研究が必ず役に立っていくということを確信いたします︒ささやかな賞ではござい
ますけれども︑先生のご研究に基金会の賞をもってお報い申し上げることができるのを︑私共は非常に名誉
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文書院という組織の経営母体であった東亜同文会の後継組織である財団法人霞山会といたしましても︑葉先

なこと︑光栄なこと︑嬉しいこと︑そのように存じております︒どうぞお気持ち良くお受け取りいただくよ
うにお願い申し上げます︒粗辞ではございますが先生のご研究に敬意を表し︑ご挨拶とさせていただきます︒
ありがとうございました︒

︻司会︼ありがとうございました︒今回の受賞に関しまして推薦の言葉をいただきたいと存じます︒藤田東
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亜同文書院記念基金会理事運営委員長︑よろしくお願いいたします︒

︻藤田︼あらためまして皆さんこんにちは︒ただいまご紹介いただきました東亜同文書院大学記念センター
のセンター長をやっている藤田と申します︒ここずっと出席させていただきまして︑今日も皆さん方のお顔
を拝見できて大変ありがたいと思っております︒特に葉先生に中国から飛んできていただきまして︑感謝申
し上げます︒では推薦文を一応文書にしてありますので読ませていただきます︒
葉教授は上海交通大学校史編纂室にあって︑現在一二〇周年記念史の編纂責任者として活躍中です︒
先生は大学で哲学を学ばれたあと︑多分野での実績をふまえ︑中国各地の大学を横断的に活躍されてこら
れました︒そして中国教育界では多くの研究者や教育者との交流をされ︑そのバランス感覚のある人格は多
くの人々を惹きつけ︑葉教授のファンが数多くおられると聞いています︒
上海交通大学での活躍により︑先生に対する大学当局の信頼は厚く︑高く評価されていることは︑今日な
お大学に席を置かれ︑研究室を持っていることからもうかがえます︒上海交通大学で活躍される過程で︑と

りわけ霞山会との友好関係には多大なご支援をいただいてきたことは特筆されます︒
そして︑現在進行中の校史編纂事業の中で︑一九三七年から一九四五年までの東亜同文書院の上海交通大
学キャンパスへの移転をめぐり︑一九三六年までの上海交通大学と東亜同文書院との隣人同士の友好関係を
ふまえ︑今後の日中友好関係の発展という目標のために︑史実にもとづく東亜同文書院研究を中国側からの
視点で組織的に研究していただき︑日本側研究者との座談会を開催する機会をつくっていただきました︒そ
の時編集された中国における東亜同文書院の資料選集は︑今後の日中関係発展のための貴重な資料になるも
のと思います︒
以上のごとく︑先生が今後の日中関係発展のために果された役割はきわめて大きなものがあり︑それらの
これまでの点をまた高く評価することができます︒

︻司会︼ありがとうございました︒それではここで受賞されました葉敦平様からご挨拶を賜りたいと存じま
す︒通訳は愛知大学東亜同文書院大学記念センター︑暁研究員でございます︒それではどうぞよろしくお願
いいたします︒

︻葉︼ 天我很高 从上海 程接受 知大学

同文 院 念中心的授 ︒
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以上からここに授賞者として推薦させていただきます︒

后︐在上海交通大学 期从事哲学教学和研究工作︒ 在参与上海

交通大学校史研究和 纂工作︒
了

中 日 友 好︑ 了 促 上 海 交 通 大 学 与 霞 山 会 在 文 化︑ 教 育 等 方 面 合 作 与 交 流︐ 我 双 方 的 努 力︐

于二〇〇四年六月上海交通大学与日本霞山会 署了︽
︐研究

︐并成立了 合研究小 ︐中方

法人霞山会与上海交通大学的交流史︑ 状及展望︾

由我担任︐日方

由 知大学

同文 院 念中心藤
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田佳久教授担任︒
︐在

我与藤田教授共同主持研究

程中

︐日本在中国

南京 移到上海︐并于一九一七年搬到虹 路新校舍︐从此 校

的

同文 院︐曾于一九〇〇年从

︐ 校学生互相支持︐共同参 活 ︐延

了二十年之久的友情︒
二〇〇六年︐

完成相

文十篇︐

并在上海交通大学︑ 知大学分
了延
行

︽上海交通大学︑

段友情︐ 了促成今日双方学者的交流︐ 加互 机会︒二〇〇七年中方

段友情︐双方一直在努力着︐ 校的交流一直

并

︾一 等︐

行了学 研 会︒

︑ 座︑交流︒二〇〇九年校史研究室年青学者到日本

其 ︐

法人霞山会 史 系研究 料

成

同文 研究中心 行交流

知大学邀
︒ 追 和延

着︒ 此︐我甚感欣慰︒

是中日双方共同研究的集体成果︐ 个 是 我 大家的肯定和 励︐功

于中日 校的同仁︒

次授 ︐我代表大家表示衷心的感 ！
我 上海交通大学校史研究的学者︑同仁会

献︒

中日友好作出努力︐ 今后 行学 交流︑合作研究作出

大家！

上海交通大学校史研究室教授

叶敦平

二〇一〇年一月二十七日
︵葉教授の用意した挨拶︶

︻通訳︼霞山会の山田理事長︑佐藤学長︑東亜同文書院卒業生の皆様︑ご臨席の皆様︑こんにちは︒
私は一九六〇年に中国人民大学の大学院を卒業した後︑上海交通大学で長きにわたって哲学の教育と研究
の仕事に従事してまいりました︒現在は上海交通大学の校史研究と編纂の仕事に携わっております︒
私は個人的に日中友好関係に対して非常に関心を持っておりまして︑交通大学は霞山会との間に長きにわ
たって交流関係を持っております︒二〇〇四年に霞山会と上海交通大学の校史研究室の間で共同研究の協定

二〇〇六年になった頃︑共同研究グループを組織して私が中国側の責任者として︑日本側の責任者は藤田
先生が担当することになりました︒
愛知大学と交通大学の共同研究によってその研究と調査を通じて︑愛知大学と交通大学が深い歴史関係を
持っており︑東亜同文書院と交通大学も深い歴史関係を持っていることが分かってきました︒一九〇〇年に
東亜同文書院は南京から上海に移設し︑一九一七年に虹橋路新校舎に移転した後は上海交通大学の隣にあっ
たわけです︒それから二十年の長い間友好関係が続けられていて︑学生間の交流が盛んで︑両校の学生は共
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にさまざまな活動に参与してきました︒

第16回東亜同文書院記念基金会授賞式

書を結ぶことになりました︒

◦ 2849 ◦

二〇〇六年に日中共同研究グループは十本の論文を発表し︑上海交通大学と霞山会の歴史関係という資料
集を刊行することができました︒それから上海交通大学と愛知大学でのシンポジウムの開催も実現すること
ができました︒これらは社会的に高い評価を受けました︒
二〇〇六年をもちまして共同研究が一段落したんですが︑研究と交流はまだ続いておりました︒二〇〇七
年に中国側のメンバーは愛知大学の招請を受けて︑研究発表と学術交流を行ないました︒二〇〇九年に当研
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究室の若手研究者は愛知大学東亜同文書院大学記念センターでの研究交流を行ないました︒
実は共同研究の成果は日中双方のグループの成果でありまして︑このような賞をいただいたことは私個人
を含むメンバー全員に対する一つの評価と奨励であります︒その功績はむしろ日中両大学のメンバーによる
ものであると思っております︒そして特に霞山会と愛知大学のご協力のもとで実現できたと思います︒この
度この場を借りて私はみんなを代表して心より感謝を申し上げたいと思います︒
私はもう七十歳を過ぎておりますが︑ここにご臨席の皆さんはもっとご高齢の方々がお見えになっており
ますので︑私達がこの霞山会と上海交通大学の交流関係をずっと継続させるために︑さらに愛知大学と上海
交通大学の交流関係を継続させるために︑私を含めて自分達の力を注ぎたいと思っております︒どうもあり
がとうございました︒
また︑今日の授賞式に愛知大学の佐藤学長と霞山会の山田理事長にご参加いただき︑同文書院の卒業生の
皆様にもご臨席いただいたことに心からお礼を申し上げたいと思います︒どうもありがとうございました︒
︵葉教授当日挨拶の日本語訳︶

︻司会︼ありがとうございました︒以上をもちまして第十六
回東亜同文書院記念基金会記念賞授賞式を閉会いたします︒
ここで東亜同文書院記念基金会の平成二十年度決算につきま
してご報告申し上げるところでございますが︑追って基金会
ニュースを刊行いたしましてお送りする予定でございますの
で︑そちらでの報告に代えさせていただきたいと存じます︒
よろしくお願いいたします︒それでは引き続きこの会場で懇
親会を開催いたします︒準備が整いますまでしばらくお待ち

霞山会館 三彩の間︺
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︹平成二十二年一月二十七日

第16回東亜同文書院記念基金会授賞式

いただきますようお願いいたします︒

◦ 2850 ◦
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今回も前号に引き続き︑東亜同文書院大学記念センター︵以下︑﹁記念センター﹂と略記︶に寄贈された
資料を紹介する︒二〇〇九年度に寄贈された資料が中心であるが︑それ以前のものも含まれる︒以下︑主な
資料のみを取り上げて簡述する︒
石原実氏からは︑海格路臨時校舎で撮影された御令兄の写真などを頂いた︒御令兄は書院出身ではないが︑
戦時中上海で日本の商社に勤務されていたそうで︑当時の上海在留邦人が書院生とどのように接していたか
について考える上で興味深い︒
松下哲男・信子御夫妻からは根津一院長の写真︑ならびに書院二三期生戸津茂雄氏の御遺族が所有してお
られた写真を頂いた︒根津院長の写真は在りし日の御姿が現在に蘇えるように思えるほど鮮明である︒また︑
戸津茂雄氏の御遺族所蔵の写真は東亜同文書院での運動会や仮装行列などを撮影したものであり︑学生達の
生き生きとした様子が伝わってくる︒
百瀬直志氏からは︑米国の日系人社会で発行されていた﹃ユタ日報﹄研究会の案内類を頂いた︒

有森茂生氏はこれまでに貴重な資料をたくさん寄贈頂いているが︑今回も一九三〇年から一九三一年に
かけての︑近衞文麿や牧野伸顕らの東亜同文書院卒業式祝辞・告辞草案文︑王正廷中華民国外交部長の卒業
式祝辞文をはじめ︑宮内省からの下賜金御沙汰書︑虹橋路校舎時代に建立された﹁滬友同人靖亜表紹之塔﹂
に関する資料などを頂いた︒これらは大変希少価値の高いものである︒今後︑研究に活用させて頂ければ
幸いである︒あわせて︑満洲国や新中国に関する資料︑さらには﹃改版
部︑一九二〇年︶
︑田鍋安之助編﹃亜富汗斯坦

支那貿易﹄︵東亜同文会調査編纂

全﹄︵東亜同文会調査編纂部︑一九三〇年︶︑﹃霞山会館図書

室図書分類目録︵昭和一二年九月末現在︶
﹄
︵霞山会館︑一九三八年︶などの図書も寄贈頂いており︑これら
も貴重な資料として記念センターで大切に保管させて頂く所存である︵図書類は別に登録のため︑後掲の目
録には含まれていない︶
︒
東亜同文書院代六代院長︑大学昇格後の初代学長を務めた大内暢三︵在任一九三一〜一九四〇年︶の遠縁

られるとともに彼の内面がうかがわれる︒またそれとあわせて︑雑誌﹃支那﹄も二〇冊余り寄贈頂いた︵こ
ちらも図書類として登録済みのため︑目録には含まれていない︶︒その際︑西日本新聞社の取材を受けたので︑
関心のある方は﹃オープン・リサーチ・センター年報﹄三号︵記念センター発行︑二〇〇九年︶に掲載の関
係記事を参照されたい︒
青木光利氏からは︑
﹁前出師表︑後出師表﹂の拓本や︑東京新聞記事コピー︑書院四二期の中俣富三郎氏

◦ 2851 ◦
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に︑会場で書幅類を寄贈して頂いた︒大内が﹁白城﹂の号で認めた書﹁知足以自誡﹂は︑字に力強さが感じ

記念センター所蔵寄贈資料目録

に当たる手嶋明子氏からは︑記念センターが二〇〇八年一一月に福岡市で資料展示会・講演会を開催した際

が書いた文章のコピーなどが送られたほか︑日中人材交流協会資料やそれに関する﹃文献目録データベース﹄
の寄贈を頂いたが︑同氏は残念ながら去年亡くなられた︒この場をお借りして御冥福をお祈りしたい︒なお︑
日中人材交流協会資料については拙稿﹁故青木光利氏寄贈資料について﹂として︑﹃オープン・リサーチ・
センター年報﹄四号に掲載予定である︒
︵一︶

近衞篤麿書幅は︑日本銀行総裁や貴族院議員などを務めた山本達雄に贈ったもので︑名古屋の陶芸家・古
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橋尚氏がネットオークションで入手し︑越知專記念センター客員研究員に贈られたものが︑さらに記念セン
ターに寄贈されることになったものである︒現在第一展示室に展示してあり︑来館者はどなたでも観ること
ができる︒
一方︑書院卒業生の御遺族である落久保博明氏や高橋千枝子氏からは︑書院卒業アルバムや︑書院時代に
撮影された多くの写真を収録したアルバムが寄贈された︒落久保氏寄贈のものは︑もともと一二期生だった
クイシュリ

御祖父様が所有しておられたものである︒一二期生は桂墅里校舎が一九一三年の第二革命で炎上︑長崎県大
ハ

ス

ケ

ル

村に一時避難するという激動に直面した学年であり︑アルバムの中には大村仮校舎や赫司克而路仮校舎での
授業風景も収められている︒激動期の卒業アルバムという点で貴重な存在である︒高橋氏が所有されていた
二冊のアルバムは︑一九期生だった御尊父様のもので︑福岡市で資料展示会・講演会を開催した際に会場で
貸与され︑後に寄贈頂いたものである︒運動会や仮装行列などの︑書院で撮影された様々な写真や大旅行の
写真などが多く収録されており︑書院生の学生生活をつぶさに知ることができる点で大変価値が高いもので
ある︒

切手シート二部は︑二〇〇八年五月七日に台湾のテレビ取材班とともに愛知大学を訪問した台湾中央研究
院台湾史研究所の許雪姫所長︑鐘叔敏副所長一行が記念センターを訪問した際に頂いたものである︒
以上が大まかな資料紹介だが︑詳細は目録を御覧頂きたい︒
なお︑末筆ながら今回の目録に掲載した資料を寄贈して下さった方々に︑厚くお礼を申し上げます︒

注︵一︶﹃講談社日本人名大辞典﹄
︵二〇〇二年第四刷︑講談社︶を参照︒

︻凡例︼
︵一︶年号は主に西暦で表記したが︑元号で表記した箇所もある︒
︵二︶漢字は原則として当用漢字を用いたが︑旧字体の箇所もある︒

︵四︶﹁差出人﹂﹁受取人﹂の欄に記載されている人名︑ならびに歴史的な人物と位置付けられる人名につ
いては敬称略となっている︒
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︵五︶﹁寄贈年月日﹂は資料が寄贈された︑もしくは記念センターに到着した時を示している︒

記念センター所蔵寄贈資料目録

︵三︶以前にも寄贈頂いた方の資料番号は︑通し番号として登録している︒

◦ 2852 ◦

日

16

16-2

18

付

内

容

差出人

受取人

寄贈者氏名

寄贈年月日

御令兄・石原嘉雄氏の関係写真 6 枚

石原隆氏

2009年10月28日

18-15

根津一院長写真

松下哲男・信子御夫妻

2009年10月10日

18-16

書院23期生戸津茂雄氏の御遺族・在雄氏提供写真 計12枚（戸津茂雄氏、集合
写真、運動会、仮装行列）。戸津在雄氏の名刺もあり

27

27-14

36

36-10
36-11

『ユタ新報』松本研究会案内類

計２部

資料コピー一式（No.36-12 から 36-17 のコピー、計８枚）
2009年４月26日

36-12

資料送り状

有森茂生

藤田佳久

近衞文麿院長の東亜同文書院第26期卒業式告辞草案文

36-13
36-14

1930年３月２日

36-15

1931年３月１日

36-16
36-17

同

1930年３月２日

近衞文麿院長の東亜同文書院第27期卒業式告辞草案文

同

上

同

上

東亜同文書院卒業式告辞、祝辞が入っていた封筒か（東亜同文書院の封筒を使用）

同

上

同

上

王正廷中華民国外交部長の東亜同文書院第26期卒業式祝辞文

同

上

同

上

同

上

2009年５月７日

同

上

2009年５月20日

徐家匯警所
（代発）

亡骸を故郷で埋葬する通知状（東亜同文書院の封筒付）

④1927年12月４日
1927年12月４日

36-26

1935年８月26日付

36-27

1936年

同文書院院長
先生

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

①開院記念日（５月26日）の紀念祝賀式式次第

同

上

同

上

②滬友同窓会代表石崎良の祝辞

同

上

同

上

①「滬友同人靖亜表紹之塔設立主旨書」

東亜同文書
院学友会

同

上

同

上

②滬友同人靖亜表紹之塔設立募金依頼状

東亜同文書
院学友会

同

上

同

上

同

上

同

上

③滬友同人靖亜表紹之塔設計図・予算書

36-25

上
上

東亜同文会

②1921年4月1日

同

上

東亜同文書院略図

①1921年4月1日

上

同

宮内省

36-24

2009年４月28日

同

同

下賜金御沙汰書

①1927年5月20日

上

上

東亜同文書院大
学記念センター

36-23

2009年４月14日

同

上

有森茂生

1920年２月21日

2009年10月10日

有森茂生氏

同

資料送り状

36-22

百瀬直志氏

同

資料コピー一式（No.36-20 から 36-25 のコピー、計 11 枚）

1908年10月８日

上

牧野伸顕東亜同文会会長の東亜同文書院第26期卒業式祝辞草案文

36-19

36-21

同

牧野伸顕東亜同文会会長の東亜同文書院第26期卒業式祝辞草案文

36-18

36-20

上

④「滬友同人靖亜表紹塔鎮魂式祭典順序」

同

上

同

上

近衞文麿東亜同文書院学友会会長の滬友同人紀念塔祭辞

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

熱河省公署警務庁長による、治外法権撤廃に関する対策意見の草稿
満洲国関係文書草稿

計32枚

計18枚
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2009年11月12日

①ハルビン市税電灯電熱消費捐の邦人適用に関する文書
②日本領事館員の個別捐納入に関する文書
③貿易緊急統制法、 税法の日本人適用に関する文書
④無尽業法等による有価証券指定の件の日本人適用に関する文書
⑤在満日本大使館警務部の恩給関係による人事工作計画
新中国に関する論文・文書類、中国の新聞雑誌の邦訳など
①「社会主義経済の下での「基金（フオンド）」の問題について」
②「石橋･周共同コミユニケ（全文）」
③厳毅沈「生産手段、消費物資の生産と財政収支の関係について」（中京―経
済研究誌第７号所載）

⑤通商局「輸出入取引法の一部を改正する法律案要綱（試案）」昭和34年８月
３日
⑥軽工業部部長李燭塵「軽工業は総路線の輝きのもとに飛躍発展している」
（『人
民日報』1959年10月10日の邦訳）
⑦中国人民銀行行長「十年来の金融事業について」（『人民日報』1959年11月１
日の邦訳）
⑧農業機械部部長陳正人「人民公社の所有制度及び分配制度を論ずる」（『人民
日報』1959年10月18日の邦訳）
⑨「業務関係問題点研究専門委員会検討の経過と主要点」（昭和34年11月13日）
⑩「来日中国国営公司の活動状況」（２枚）
⑪「当面の基本建設における重要問題」

記念センター所蔵寄贈資料目録

④梁治、雷金和「生産手段および消費物資の生産と財政収支の関係に関する初
歩研究」（経済研究第５号― 1959 所載）

79

36-28

◦ 2853 ◦

成果出版事業◦

80
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⑫「世界主要国の対中国貿易における新動向」（1959年６月30日）
⑬「或る中国共産党末端組織支部書記の活動記録」（昭和34年７月７日）
⑭段雲「流動資金、信貸資金およびその管理の諸問題」（昭和34年７月７日）
⑮河南省河市銀行趙慶樹「信用部の良い娘」
（『大公報』1959年５月22日の邦訳）
⑯「中国最近の物価動向について」
⑰中央大学講師江副敏生「新中国の金融制度の形成過程（一）」
⑱中央大学講師江副敏生「新中国の金融制度の形成過程（二）」
⑲中央大学講師江副敏生「新中国の金融制度の形成過程（三）」
⑳通商局「輸出入取引法の一部改正について（仮案）」（昭和34年12月16日）
中国人民銀行総行国外業務管理局「10年来のわが国外貨工作の巨大な成果」
（『中国金融』1959年10月９日の邦訳）
37

37-1

拓本「前出師表、後出師表」（最初のページ欠落、学長への送り状３部付）

37-2

『岳飛書前後出師表』

2007年10月愛大着、
2008年記念センター着

同

上

37-3

2008年２月16日

『文献目録データベース』を愛知大学へ寄贈する内容の書簡

青木光利

今泉潤太郎

同

上

同

上

37-4

2008年４月６日

『岳飛書前後出師表』（No.37-2）の送り状

青木光利

今泉潤太郎

同

上

同

上

はがき（礼状到着、書院卒業の中俣氏から送られた「東京新聞」記事のコピー
青木光利
を送付するという内容）

今泉潤太郎

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

37-5

2008年５月２日

37-6

東京新聞記事コピー４部（「記憶
に関する記事）

37-7

中俣富三郎「モンテンルパ、ベトナム、そして中国」（『日本記者クラブ会報』
2005年11月発行）のコピー

38

38-1

切手シート２部

45

45-1

書幅「知足以自誡

45-2

双幅

戦後62年」2007年12月23、25〜27日。書院

白城書」

①小鍛冶の画。春風作。「至誠通天

白城書」とあり

②松の画。昭和 4 年初夏、春風作。

46

46-1

近衞篤麿書幅「渉江湖者然後知波濤之洶湧

47

47-1

47-2 以下の資料の送り状

登山岳者然後知踵徑之崎嶇」

落久保博明

東亜同文書院大
学記念センター

2008 年４月８日

2008 年５月13日

台湾中央研究院
台湾史研究所

2008 年 5 月７日

手嶋明子氏

2008年11月24日

同

上

同

上

同

上

同

上

古橋尚氏、越知
專氏

2009年４月７日

落久保博明氏

2009年８月26日

47-2

『卒業記念写真帖

東亜同文書院第拾弐期生』

同

上

同

上

47-3

『卒業記念写真帖

東亜同文書院第拾弐期生』データ収録の CD-ROM

同

上

同

上

①賞状、②卒業式答辞草稿、③広島大学での集合写真

同

上

同

上

コピー計３部

48-1

書院19期生の書院時代のアルバム

48-2

書院19期生の書院時代のアルバム

高橋千枝子氏
同

上

2010年１月
同

上

記念センター所蔵寄贈資料目録

47-4

81

48

青木光利氏

◦ 2854 ◦

成果出版事業◦
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二〇〇九年度記念センター活動記録

国際シンポジウム
日︵土︶豊橋校舎記念会館３階小講堂

10

月

10

09

年

﹁欧米研究者から見た東亜同文書院﹂

ニキ氏

表

ダグラス・Ｒ・レイノルズ氏︵ジョージア州立大学︶
﹁明治のもう一つの革新的パイオニアとしての東亜同文書院﹂
マリアンヌ・バステド・ブルギール氏︵フランス学士院︶
世紀前半期のヨーロッパ人の東亜同文書院に対する知識と視点﹂

20

﹁

ニキ・ケンジ氏︵ミシガン大学︶
﹁ミシガン大学における東亜同文書院

シンポジウム

発

およびアジア系文献資料のグーグル化とその利用﹂
武井義和氏︵東亜同文書院大学記念センター︶
﹁第２次大戦後の欧米における東亜同文書院研究﹂

コメンテーター
栗田尚弥氏︵国学院大学︶

公開講演会
日︵土︶豊橋校舎記念センター講義室

25

09

年４月

平田超人氏︵文芸雑誌﹃果樹園﹄同人︶

日︵土︶豊橋校舎本館第３・４会議室

25

宮田一郎氏︵東亜同文書院大学

期生︶

41

09

年７月

宮田氏

﹁学外者から見た愛知大学﹂

日︵土︶豊橋校舎研究館第１・２会議室

28

期生︶

2009年度記念センター活動記録

北川文章氏︵東亜同文書院大学

46

月

11

09

年

講演会

﹁東亜同文書院大学の教育︑とくに中国語教育について﹂

﹁東亜同文書院大学の上海交通大学への移転
海
̶格路キャンパスは﹁借用﹂か﹁占拠﹂か ﹂
̶

葉

日︵土︶豊橋校舎本館第４会議室

30

10

年１月

敦平氏︵上海交通大学教授︶

83

﹁上海交通大学史の編纂をめぐって﹂

◦ 2855 ◦

成果出版事業◦

84
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日︵木︶豊橋校舎究館第１会議室

21

09

年５月

同文書院記念報 VOL. 18

研究会

広中一成氏︵東亜同文書院大学記念センターＲＡ︶
﹁藤井草宣と中国﹂

日︵水︶豊橋校舎記念センター講義室

24

09

年６月

大島隆雄氏︵愛知大学名誉教授︶

月５日︵木︶豊橋校舎記念センター講義室

10

09

年

神戸展示会

﹁根津一の政治観﹂

欧七斤氏︵上海交通大学校史研究室︶
研究報告会

展示会
月２日︵月︶〜４日︵水︶

11

09

年

神戸国際会議場
﹁孫文
講演会

神
̶戸︑長崎そして東亜同文書院・愛知大学 ﹂
̶
３日︵火︶

﹁東亜同文書院とそのあゆみ・大旅行﹂／藤田佳久氏
﹁孫文と神戸﹂／安井三吉氏︵孫文記念館館長︶
﹁孫文と長崎﹂／横山宏章氏︵北九州大学大学院教授︶
﹁孫文と東亜同文書院・愛知大学﹂／武井義和氏

その他
小坂井町文化展︵パネル資料を提供︶
北川氏

21

日︵土︶〜 日︵日︶

20

09

年６月

小坂井町中央公民館

講演会

﹁東亜同文書院のあゆみ 上
̶海から豊橋へ ﹂
̶

﹁変貌する日中の大学 グ
̶ローバル大競争・連携時代を迎えて ﹂
̶出展
日︵土︶

30

日︵金︶〜

29

10

年１月

東京国際フォーラム

85

愛知大学のブースで資料を展示

2009年度記念センター活動記録

日中大学フェア

◦ 2856 ◦
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成果出版事業◦

同文書院記念報第十八号をお届けする︒
本号は四本の作品を収録した︒
まず︑三田良信氏︵書院四二期︶の報告は︑地元金沢の常福寺の所蔵史料目録作成にかかわり︑第十四代住職
北方心泉が後述するように清末の文人らと交流した時に得た文物の存在や﹁南京同文書院﹂の設立にかかわった

同文書院記念報 VOL. 18

86

編集後記

ことを知ったこと︑またそれに関係して心泉の書を所蔵する野村宅で荒尾精の書幅を発見したこと︑その背景に
は荒尾精と野村喜一郎が﹃共潤会雑誌﹄を介して関係がみられたこと︑など興味深いご報告をいただき収録させ
ていただいた︒
また︑同じく三田氏の﹁南京同文書院設立の経緯﹂は︑常福寺の所蔵史料目録の作成にかかわる中で︑北方心
泉が上海の東本願寺上海別院在院中にさらに南京へも進出して﹁金陵東文学堂﹂を開設したこと︑またその折︑
東亜同文書院開設を中国の要地である南京に目論んだ東亜同文会近衞篤麿理事長からの﹁金陵東文学堂﹂を譲
与してほしいとの依頼を断ったこと︑しかし︑東亜同文書院を新たに南京に開設するに当っては北方心泉が清国
の劉総督との親しいつきあいの中で︑近衞理事長と劉総督との間での話合いにより南京同文書院の開設が可能に
なったこと︑などを明らかにできた︑とする興味深いものである︒
この作品は三田氏の私家版として出版された﹃一か八か﹄に収録されたものであり︑広く目にふれないので本
号に転載させていただいた︒
次の西好隆氏︵書院四二期︶の作品も同様な状況にあり︑転載させていただいた︒元のタイトルは﹃日中憂国
風雲録﹄で︑戦後の神戸で日中間の貿易取引が行えなかった時代に︑神戸の華僑の貿易商達と組んで日中間の貿
易を実現させるプロセスを描いた文字通り風雲録である︒そのうち︑東亜同文書院入学を志し︑入学した書院で

の生活やその時代背景の記述が大変興味深いのでここに収録させていただいた︒
三本目は第十六回東亜同文書院記念基金会授賞式の様子を掲載した︒今回は上海交通大学校史編纂室の責任者
である葉敦平先生が受賞された︒霞山会の中国改革開放後のご尽力もあって︑上海交通大学は霞山会と友好関係
を築いてきたが︑その中で校史編纂にかかわり︑中国で記録された史実にもとづいた東亜同文書院についての日
中間での共同研究をすすめられた︒その成果をあげるとともに書院への相互理解の進展にも大きく寄与されたこ
とへの表彰となった︒共同研究の日本側の代表は筆者が担当したが︑葉先生の人間的なあたたかさにもふれ︑葉
先生の受賞は大きな喜びである︒
四本目は毎号続いている武井氏による記念センター所蔵となった寄贈資料目録であり︑同氏の努力の成果であ
る︒
最後に記念センターの活動記録を掲載した︒活発化している当センターの多様な活動を知っていただけたなら
幸いである︒
以上︑編集の立場から各作品を紹介させていただいた︒
二〇一〇年度も多彩な活動をセンターは予定している︒全国巡りの展示・講演会は︑京都︵七月十七〜十八
日︶︑米沢︵八月二八〜二九日︶︑名古屋︵十一月二七〜二九日︶を予定している︒そのほかシンポジウム︑講
演会︑研究会︑出版活動などがそれである︒それぞれにご理解いただきご協力いただけたらと願っている︒
また書院卒業生や関係者による本誌への投稿もお願いし︑本誌をさらに盛り上げていただいたらとも願ってい
る︒
二〇一〇年四月十五日
藤

田

佳

久
87

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

◦ 2857 ◦
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『東方齋荒尾先生之碑』について
信

◎

はじめに
京都市の東郊︑鹿ケ谷の疎水沿いに有名な〝哲学の小徑〟がある︒『東方齋荒尾先生之碑』はその南端︑

若王子・熊野神社の境内に樹林を背景に屹立している︒老生が此の碑の存在を知ったのは︑平成十六年の三
月初めに︑滬友会事務局から︑荒尾先生の〝碑前の儀〟を行なう旨のご案内を頂戴してからである︒それに
は︑碑文は近衞霞山公の撰文で︑漢文で綴られていて難解とあり︑余計に探究心が掻き立てられた︒折よく
三月中旬に︑老生が関わっている日本漢字能力検定協会の講師養成講座が京都で行なわれたので︑時間を割
いて碑を訪ねた︒一見するなりその偉容に圧倒され︑早速と碑文をカメラで写し撮って帰り︑写真から碑文
を書き写した︒碑文は後で詳述するが︑総字数一六七六字から成る長文で︑台座を含めて高さ五メートル近
くもある︒管見ではあるが︑磨崖碑は別として大きさ内容共に第一級の石碑に数えられると思っている︒後

日仲間を誘って高所作業車を使って拓本を採るこ
とになったのも︑この石碑に魅了されたからに外
ならぬ︒生涯忘れ得ぬよき体験であった︒
こ の 程︑ 愛 知 大 学 東 亜 同 文 書 院 大 学 記 念 セ ン

と の ご 要 請 を 受 け た︒ 曩 に︽ 同 文 書 院 記 念 報

18

ターより『荒尾先生之碑』の碑文を解説するよう

号 ︾ で 報 告 し た が︑ 旧 臘︑ 金 沢 の 旧 家 で 偶 然 に
も︑荒尾先生が日清貿易研究所創設に際し︑学生
募集の全国遊説を終えた後の感懐を七絶に託され
た書幅を発見するという喜びに邂逅することが出来たこととも思い併せ︑浅学菲才をも顧みずご要請にお応

荒尾先生が退居後︑〝対清意見〟や〝対清弁妄〟などを執筆された寓居も︑この碑と咫尺の間に在り︑是
非この地を尋ねて往時に思いを馳せて頂きたい︒以下に碑文と読み下し文及び注釈を付記する︒

5

︵二〇一〇年一二月一八日記︶

『東方齋荒尾先生之碑』について

えすることとした︒この格調高い霞山公の撰文をご理解頂く一助ともなれば誠に幸いである︒

◦ 2860 ◦

文
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◎

碑

成果出版事業◦

6
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︵篆額︶
︻東方齋荒尾先生之碑︼
荒尾先生之碑
貴族院議長從二位勲三等公爵近衞篤麿撰
清光祿大夫尚書銜陝甘總督升允製銘并書
荒尾君諱精︑初名義行︑號東方齋︑尾州枇杷島人也︒考諱義齋︑世仕尾州藩︑著名於時︒君幼而沉毅︑有大
志︑年十二入外國語學校︑又受經芳野金陵之門︑夜則學劍講武︒明治十一年入陸軍教導團︑翌年任陸軍軍
曹︑入大阪鎭臺︒十三年入陸軍士官學校︑十五年冬畢業︑任陸軍少尉︒先是君在士官學校按中外圖史觀東西
國勢︑以謂西力東漸若河決下流︑東亞舊邦之命︑譬之一髮引千鈞︑脣亡而齒寒︑虢破而虞危︑此豈我儕優游
之時乎︒因慨然有救濟志︑及畢業乞暇遊清︑以不得命未果︒十九年春乃由上海溯長江深入内地︒時少壯慕志
來會者有二十餘人︑君與分道四出︑南極閩粤滇黔︑西入秦隴巴蜀︑北窮蒙古伊犁之疆︑東渉満洲三省之野︑
崎嶇閒關︑備嘗艱苦︑久之據其身自經歴及獲同人探討者︑悉得禹域九州形勢︒於是相謀創日清貿易研究所於
上海︒二十二年四月︑君東歸告諸朝野識者曰︑東亞之計莫善乎聯日清兩國合其心力以爲富強久遠之規︑其事
權輿於通商︑顧兩國通商之未盛者︑非無物可貿遷無人能經紀也︒誠能於清國要津開一大學堂講習商務以造成
人才︑豈非當今急務耶︒時相黒田・松方諸公皆韙其言︑而岩村農商務大臣尤以爲有補商政︑約爲設法給經
費︑君乃遊説府縣招募生徒︒明年四月適有勸業博覧會之擧︑商工輻湊︑都下乃開日清貿易研究會︑大招府縣

紳董︑臚列彼我百貨︑俾老事者數人指示需給之多寡︑販運之利害︑君亦登場演説日清通商之款竅︑慷慨淋
漓︑移晷始罷︒當此時擧世滔滔心醉泰西文物︑偶一談及清事輒目之爲迂︒一朝君倡西力東漸東亞危急之説
也︑所在官民傾聽感悟始注心目於東亞時局︒他年國計民生豫爲前定不跲不困者實君爲之地也︒既而府縣子弟
應募進京者三百餘︑君爲考試取優才篤志者百五十人︑別掄教導才得二十餘人︑九月到上海擧開教儀︑經營累
月將漸就緒︑而度支常絀艱窘萬狀︑岩村大臣又以疾去官︑不得履給費之約︑而君意氣加鋭纔立苟完計︑衆心
恟恟不保朝夕︑君乃推赤誠定衆志︑汰職員節經費︑尋移校舍︑擧創立記念之儀︑於是紀綱重張校運復振︑又
開編纂局修清國通商總覧︑據同人積年所蒐集︑參以古今著録數十種︑督衆員分部校定︑期年而成︒二十五年
夏哥老會匪滋擾江上︑上海洋人日夜恇怖︑各結團備不虞︑獨研究所教學自如不肯附和︑洋人怒愬之我領事︑
君乃貽書團帥曰︑研究所者聚千金子弟授千金學術之學堂也師弟心力不敢輕與他事︑抑自知宜盡同舟之義︑果
有警急我師弟自當獨力從事︑中外士商聞之咸知邦人尚義寖加敬畏云︒二十六年七月研究生畢業︒即開日清商

國議會︑君乃歷説政黨首領大隈板垣品川三氏並得賛同︑加以海内紳商千餘人︑爲之創立員︑區處粗定提議有
日而議會解散事竟未行︑朝鮮亂起鄰好遂破︑君上疏具陳敵國情勢攻伐善後方略︑薦故舊門生二百餘人於大本
營任偵候通譯等事而自退居於洛之若王子山︑力圖誘掖後進造就通才︒和議既定出遊清國視戰後情狀︑逾月而
還︑屢會朝野有力者︑盛説日清商工同盟之急︑又欲遊臺灣視南門鎖鑰︑經鹿兒島大島琉球至臺北︑時新舊吏
民情意未洽︑彼此交疑動相乖離︑君爲設紳商協會以融和之︑將遂巡視全島以及福州厦門香港︑會鼠疫大行先

◦ 2861 ◦
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商權︑二則協輯兩國和好︑萬一中外有事則居間解紛以省國際爭議之煩也︒時首相伊藤伯聞之大悦欲以提議帝

『東方齋荒尾先生之碑』について

品陳列所令生員習實務︑尋欲設東方通商協會併合研究陳列二所︑擴張規模推廣事業︑其所期︑一則收回東亞

發三日病六日卒︒實明治二十九年十月三十日也︒君生於安政六年四月某日︑享年三十有八︒君於東亞時事見
機察微︑知無不言︑億則屢中︑當隣隙初啓也︑著對清意見︑將議和也著對清辯妄各書︑及見搆和約條之有所
妨也親臨全國商工大會俾以利害建白於政府見韓廷再擾也勸當路定對韓要策︑凡其所謀雖不盡用於當時而其所
慮無一不驗於後日焉︒君既卒︑清韓二邦變故百出︑強鄰環伺︑陵邀萬端︑大局安危靡所戻止︑中外志士益服
君見機之早︑慮患之遠而深惜其志業之不終︒近者清國懲毖多難興革變通取範於我︑禦侮捍患︑倚重於我︒凡
我朝野同憂之士及與君有舊者方且追君遺志並効力於持危扶顚之策︑而輔車之勢將以成矣︒天若假君以年使得

8
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◦第６章

乗此機運經綸大局其所貢献於邦家者未可限量也︒奈何苦其心志勞其筋骨︑空乏其身︑拂亂其所爲︑又從而奪
之年︑徒使其卒然死於窮荒之域︑瘴癘之郷而不知其死之有關於世運之安危興廢也︑悲夫︒

銘曰
扶桑舊邦 明治維新 篤生俊乂 親仁善鄰
兄弟鬩牆

外禦其侮 非我族類 奇拔奚取

形上者道 形下者器 長治久安

惟德與義

常人從衆 哲士前知 誕告多方

視此豊碑

︵碑陰︶

『東方齋荒尾先生之碑』について

故舊同志曁門人等建立

9

大正五年六月

◦ 2862 ◦
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︹篆

額︺

九字

︹題 字︺

六字

︹撰者名︺

一八字

︹書者名︺

一八字
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︵碑文の字数︶

︹本 文︺ 一五五九字︵一行七〇字・二三行︶
︹銘 文︺
︹

六六字︵
「銘曰」＋四言一六句︶

計 ︺ 一六七六字

◎

読み下し文

︵篆額︶東方齋荒尾先生之碑
︵碑文︶
いみな

ちち

荒尾君 諱 は精︑初め義行と名のり︑東方齋と号す︒尾州枇杷島の人なり︒考は諱は義齋︑世々尾州藩に仕
へ︑名を時に著はせり︒君は幼にして沈毅︑大志有り︑年十二にして外国語学校に入り︑又︑経を芳野金陵
の門に受け︑夜は則ち剣を学び武を講ず︒明治十一年陸軍教導団に入り︑翌年陸軍軍曹に任ぜられ大阪鎮台
おわ

に入る︒十三年陸軍士官学校に入り︑十五年冬業を畢りて陸軍少尉に任ぜらる︒是に先んじ君士官学校に在

お

も

ごと

りて中外の図史を按じ︑東西の国勢を観︑以謂へらく︑西力の東漸すること河の決して下流するが若し︑東
これ

せんきん

たと

くちびる

かく

ぐ

われら

亜旧邦の命之を一髮千鈞を引くに譬う︑ 脣 亡びて歯寒く︑虢破れて虞危し︑此れ豈に我儕優游の時ならん
おえ

めい

やと︒因って慨然として救済の志あり︑業を畢るに及び暇を乞いて清に遊ばんとするも命を得ざるを以て未
すなは

よ

さかのぼ

だ果さず︒十九年春 乃 ち上海由り長江を 溯 りて深く内地に入る︑時に少壮にして志を慕い来り会する者
とも

びんえつてんけん

しんろうはしょく

もうこ い

り

二十余人あり︑君与に分道四出︑南は閩粤滇黔を極め︑西は秦隴巴蜀に入り︑北は蒙古伊犁の疆を窮め︑東
わた

き

く かんかん

つぶさ

な

たんとう

は満洲三省の野を渉り︑崎嶇間關︑ 備 に艱苦を嘗む︑之を久しくして其の身自らの経歴及び同人の探討よ
ことごと

う いき

り獲たるものに拠って︑ 悉 く禹域九州の形勢を得たり︒是に於いて相謀りて日清貿易研究所を上海にて創
これ

つら

めんとし︑二十二年四月︑君東帰し諸を朝野識者に告げて曰く︑東亜の計は日清両国を聯ね其の心力を合わ
な

けん よ

せ以て富強久遠の規と為すより善きは莫し︑其の事通商に権輿す︑顧みるに両国通商の未だ盛んならざるは
ぼうせん

あら

けいき

ようしん

物の貿遷す可き無きに非ず︑人の能く経紀する無きなり︒誠に能く清国の要津に於いて一大学堂を開き︑商
あら

や

よし

而して岩村農商務大臣尤も以て商政を補するありと為し︑為めに法を設けて経費を給せんことを約す︒君乃
たまたま

ふくそう

ち府県を遊説して生徒を招募す︒明年四月 適 勧業博覧会の挙ありて商工都下に輻湊す︑乃ち日清貿易研究
しんとう

ろれつ

た

会を開き︑大いに府県の紳董を招き︑彼我の百貨を臚列し︑事に老けたる者数人をして需給の多寡︑販運の
かんきょう

き

や

利害を指示せしめ︑君も亦登場して日清通商の 款 竅 を演説す︒慷慨淋漓︑晷を移して始めて罷む︒此の時
とうとう

たまたま

すなは

う

いっちょう

に当たり︑挙世滔滔︑泰西の文物に心酔し︑ 偶 一たび談清事に及べば 輒 ち之を目して迂と為せり︒ 一 朝
とな

君西力東漸東亜危急の説を倡うるや︑所在の官民傾聴感悟始めて心目を東亜の時局に注ぐ︒他年国計民生

◦ 2863 ◦
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務を講習し以て人才を造成するは︑豈に当今の急務に非ず耶︒時の相︑黒田・松方諸公皆其の言を韙とす︑

◦第６章
こう

め前定を為して跲せず困せざるは実に君が為せるの地なり︒既にして府県の子弟応募して京に進む者三
えら

百余︑君為めに考試して優才篤志者百五十人を取り︑別に教導の才を掄んで二十余人を得︑九月上海に到り
かさ

まさ

たくし

ちゅっ

かんきん

開教の儀を挙げ︑経営月を累ねて将に漸く緒に就かんとす︒而して度支常に 絀 し艱窘万状︑岩村大臣又病
ふ

わず

こうかん

きょうきょう

を以て官を去り︑給費の約を履むを得ず︑而して君意気鋭を加へ纔かに苟完の計を立つるも︑衆心 恟 恟 朝
よな

つ

夕を保たず︑君乃ち赤誠を推し衆志を定め︑職員を汰ぎ経費を節す︑尋いで校舎を移し創立記念の儀を挙
ぐ︒是に於いて紀綱重張し校運復振う︑又編纂局を開き清国通商総覧を修む︑同人の積年蒐集せる所に拠
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予
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り︑参ずるに古今の著録数十種を以てし︑衆員を督し部を分かちて校定し期年にして成る︒二十五年夏︑
かろうかい ひ

じじょう

きょうふ

哥老会匪の江上を滋擾するや︑上海の洋人日夜恇怖し各々結団して不虞に備う︑独り研究所のみ教学自如肯
うった

おく

て附和せず︑洋人怒りて之を我領事に 愬 う︑君乃ち書を団帥に貽りて曰く︑研究所は千金の子弟を聚めて
そもそも

千金の学術を授くるの学堂なり︑師弟心力敢えて軽々しく他事に与からず︑ 抑 ︑自ら宜しく同舟の義を尽
まさ

みな

くすべきを知る︑果して警急あらば我師弟自ら当に独力従事すべしと︒中外の士商之を聞きて咸邦人の義を
ようや

お

尚ぶを知り 寖 く敬畏を加うと云う︒二十六年七月研究生業を畢う︒即ち日清商品陳列所を開き生員をして
つ

実務を習はしむ︑尋いで東方通商協会を設けて研究陳列の二所を併合し︑規模を拡張し事業を推広せんと欲
きょうしゅう

す︒其の期する所︑一は則ち東亜の商権を収回し︑二は則ち両国の和好を 協 輯 す︒万一中外に事有れば則
ち居間解紛以て国際争議の煩を省かんとするなり︒時の首相伊藤伯之を聞き大いに悦び︑以て帝国議会に提
議せんと欲す︒君乃ち政党首領大隈・板垣・品川三氏に歴説し︑並びて賛同を得︑加うるに海内の紳商千余
く し ょ ほぼ

つい

人を以て之の創立員と為し︑区処粗定まり︑提議日あり︑而して議会解散︑事竟に未だ行われず︒朝鮮の乱

ぐちん

起り隣好遂に破る︒君上疏して敵国の情勢︑攻伐善後の方略を具陳し︑故旧門生二百余人を大本営に薦めて
つと

ゆうえき

ぞうしゅう

偵候通訳等の事に任じ︑而して自ら洛の若王子山に退居し︑力めて後進を誘掖し︑通才を 造 就 せんことを
こ

しばしば

図る︒和議既に定まり出でて清国に遊び戦後の情状を視︑月を逾えて還る︒ 屢 朝野の有力者と会し盛んに
さやく

日清商工同盟の急を説く︑又︑台湾に遊び南門の鎖 鑰を視んと欲し︑鹿児島・大島・琉球を経て台北に至
うちと

こもごも

やや

かいり

る︑時に新旧吏民情意未だ 洽 けず︑彼此 交 疑い動もすれば相乖離す︒君為めに紳商協会を設け以て之を
まさ

たまたま そ えき

ひろ

融和す︒将に遂に全島を巡視し以て福州・厦門・香港に及ばんとす︒ 会 鼠疫大いに行まり︑発するに先ん
しゅっ

ずること三日︑病むこと六日にして 卒 す︒実に明治二十九年十月三十日なり︒君は安政六年四月某日に生
おもんぱか

ま れ︑ 享 年 三 十 有 八︒ 君 の 東 亜 の 時 事 に 於 け る 機 を 見︑ 微 を 察 し︑ 知 り て 言 は ざ る 無 く︑ 億 れ ば 則 ち
しばしばあた

屢

りんげき

中る︒隣隙初めて啓くに当たりてや︑対清意見を著わし︑将に和を議せんとするや対清弁妄各書を著わ
こうわ

す︒搆和約条の妨ぐる所あるを見るに及んでや︑親しく全国商工大会に臨み︑利害を以て政府に建白せし

いえど

おもんぱか

かんし

と 雖 も︑而も其の 慮 る所一として後日に験せざるなし︒君既に卒す︒清韓二邦変故百出︑強隣環伺︑
りょうよう

れっし

な

陵 邀 万端︑大局の安危戻止する所靡し︒中外の志士益々君が機を見るの早き︑患を慮るの遠きに服す︑而
ちょうひ

こうかくへんつう

ぎょぶかんかん

して深く其の志業の終らざりしを惜しむ︒近者︑清国は懲毖多難︑興革変通︑範を我に取り︑禦侮捍患︑重
なじみ

まさ

か

じ

き ふてん

きを我に倚る︒凡そ我朝野同憂の士及び君と 旧 ある者︑方に且つ君の遺志を追い並びに力を持危扶顚の策
いた

ほしゃ

も

か

よわい

に 効 し 而 し て 輔 車 の 勢︑ 将 に 以 て 成 ら ん と す︒ 天 若 し 君 に 假 す に 年 を 以 て し︑ 此 の 機 運 に 乗 じ て 大 局 を
けいりん

いかん

経綸するを得せしむれば︑其の邦家に貢献する所は未だ限量す可からざるなり︒奈 何ぞ︑其の心志を苦し

◦ 2864 ◦

13 『東方齋荒尾先生之碑』について

め︑韓廷の再擾するを見るや︑当路に勧めて対韓要策を定めしむ︒凡そ其の謀る所尽くは当時に用いられず

◦第６章

成果出版事業◦

しょうれい

卒然窮荒の域 瘴 癘 の郷に死せしめ︑而も其の死の世運の安危興廃に関する有るを知らざるなり︒悲しきか
な︒

銘に曰く︑
扶桑旧邦 明治維新

しゅんがい

篤生 俊 乂 親仁善隣

形上者道 形下者器 長治久安 惟徳与義

◎

注

げきしょう

兄弟 鬩 牆
常人従衆

外禦其侮

哲士前知

非我族類
誕告多方

奇抜奚取
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いたず

め︑其の筋骨を労し︑其の身を空乏し︑其の為す所を払乱し︑又従って之が年を奪い︑ 徒 らに其れをして

視此豊碑

釈

︹光祿大夫︺官名︒文官の一︒
︹銜︺命を奉ずる︒
︹陝甘︺陝西省と甘粛省︒
︹諱︺死んだ人の生前の名︒
︹考︺死去した父︒先考︒
︹沉毅︺落ち着いて意志が固い︒
︹陸軍教導團︺明治二九年以前︑下士志願者に教育を施した所︒後の教導学校︒

︹鎭臺︺明治前期の陸軍の軍団︒後の師団︒
︹圖史︺図書と史籍︒
︹西力東漸︺西欧の勢力が次第に東亜の地に影響を及ぼして来たことを指す︒
︹一髮引千鈞︺出典は韓愈︹与㍼
孟尚書㍽
書︺︒一筋の髪の毛で千鈞の重さのものを引く︑極めて危険な状態
にあることの譬え︒
︹脣亡而齒寒︺出典は︽左伝・僖公五年︾︒唇が歯を保護するものであることから︑互いに助け合う者の一
方が亡びれば他方も危うくなることの譬え︒
︹虢破而虞危︺出典は︽左伝・僖公五年︾⁚「晋献公假道虞国・出師伐虢国・滅虢後・又回師滅掉虞国」
の「滅虢取虞」に拠る︒即ち︑甲国を攻撃する時︑先に乙国を穏住させて置き︑甲国を滅掉した後に
又︑乙国をも滅亡させるという謀略を言う︒

︹秦隴巴蜀︺今の陜西・甘粛・四川︒
︹伊犁︺今の新疆維吾尓︒
︹崎嶇閒關︺道が凸凹で険阻で歩行に難渋するさまを言う︒
︹禹域九州︺中国の別称︒禹王が洪水を治め︑九つの州の境界を正したという伝承︒
︹權輿︺物事の始め︒
︹貿遷︺交易する︒

◦ 2865 ◦

15 『東方齋荒尾先生之碑』について

︹閩粤滇黔︺今の福建・広東・雲南・貴州︒

◦第６章

成果出版事業◦
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︹經紀︺管理する︒
︹韙︺正しいと考える︒同意する︒
︹紳董︺地方の勢力と地位のある人物︒
︹臚列︺並べる︒
︹款竅︺秘訣︒
︹慷慨淋漓︺感情が溢れ出て意気盛んなさま︒
︹晷︺日ざし︒
︹前定不跲不困︺出典は︽礼記・中庸︾⁚
「言前定則不跲・事前定則不困・行前定則不疚・道前定則不窮」︒
つまず

「前定」
は〝預先確定・事前有所準備〟︒即ち︑事を為すに当たり前以て準備をして置く意︒
「跲」は 躓 く︒
︹爲之地︺出典は︽韓非子・説難︾⁚〝有欲矜以智能・則爲之擧異事之同類者・多爲之地〟で︑人に事物
の道理の根拠を提供すること︑人を幇助すること︒
︹度支常絀︺支出の計算が常に不足する︒
︹苟完︺おおよそ完備した︒
︹恟恟︺恐れおののくさま︒
︹期年︺満一ヶ年︒
︹哥老會︺太平天国の乱の後︑職人︑破産農民︑脱落軍人等が集まり「反清復明」を目標にして長江流域
に活動した結社︒

︹滋擾︺事件のきっかけを作って騒乱を進める︒
︹自如︺＝「自若」
︒心が落ち着いて動ずるところがないさま︒
︹寖︺益々︑漸々の意︒
︹區處︺物事を分別して取り計らう︒
︹誘掖︺脇から導き助ける︒
︹造就︺養成する︒
︹通才︺事理に明らかで才能のある人︒
︹鎖鑰︺軍事的重要地点︒
︹乖離︺離れ離れでしっくりしないさま︒
︹鼠疫︺ペスト︒

︹隣隙︺隣国との紛争︒
︹變故︺＝「事変」
︒重大な突発的出来事︒
︹環伺︺取り囲んで様子を窺う︒
︹陵邀︺欺侮と邀迎︒侮蔑と迎合︒
︹萬端︺方法︑形態などさまざまであること︒
︹懲毖︺必前の教訓を戒めとして今後の行動に注意する︒

◦ 2866 ◦

17 『東方齋荒尾先生之碑』について

︹億則屢中︺出典は︽論語・先進︾で〝推測するとよく適中した〟︒

成果出版事業◦

︹興革變通︺創建と臨機応変な改革︒
︹禦侮捍患︺侮りを防ぎ︑患いを防ぐ︒
︹持危扶顚︺出典は︽論語・季氏︾⁚「危而不持・顚而不扶」︒危ない局面に手を貸して助ける意︒
︹輔車︺頬骨︵輔︶と下顎の骨︵車︶︒両者が相互依存し同じ利害関係にある譬え︒
︹經綸︺制度計画を以て天下を治める︒
︹拂亂︺さからい乱す︒自分の思い通りにならない︒
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◦第６章

︹瘴癘︺南方の熱病︒マラリヤの類︒
︹扶桑︺日本を指す︒
︹俊乂︺才徳のある人︒
︹兄弟鬩牆

外禦其侮︺出典は︽詩・小雅・常棣︾で︑内輪で兄弟喧嘩をしても︑外部に対しては兄弟協

力して︑侮りを防ぐ︒
︹非我族類︺出典は︽左傳・成公四年︾で︑同族でない人を言う︒〝非我族類・其心必異〟
︹形上︺
「形而上」
︒無形︑抽象︒出典は︽易・繋辞上︾
︹形下︺
「形而下」
︒実在︑具体︒〝是故形而上者謂之道・形而下者謂之器〟
︹誕告︺広く告知する︒

263.5
190.8

103.8
22.0

42.0

197.5

252.0

59.3
25.0
38.0

19 『東方齋荒尾先生之碑』について

︵側面︶

︵正面︶

128.0

東方齋荒尾先生碑の形状と寸法

497.8
353.5

◦ 2867 ◦

成果出版事業◦
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◦第６章

恩師大村欣一敎授を憶ふ
恩師大村欣一敎授を憶ふ
大正十四年十一月十七日發行の上海日報に「恩師大村欣一敎授を憶ふ」と題し︑東亞同文書院學生
中濱義久氏が追懷文を掲げられしが︑稍︑欣一兄が性行の梗槪を知るに庶幾乎と思へば之を抜萃印
舎弟 重松

刷に附し舊知諸君の一讀に供す︒

恩師大村欣一敎授を憶ふ

22

東亞同文書院 中 濱 義 久︵ 期︶

一︑
なんなん

恩師大村先生逝いて旣に七旬に 垂 とす︒日々の敎壇に︑先生の風貌を見るを常とせし我等︑今日只敎卓

に限りなき薀蓄を傾け我等を導かれてありし先生の幻想を見るのみ︒
懐古すれば︑先生に最後の授業を受けしは過ぎにし五月十六日の午前なりき︒先生痩軀を運びて壇上に立
ち︑正に中原踏破の旅に巢立たんとする我等に︑恵に滿てる御敎訓をば垂れ給ひし︒嗚呼︑先生の胸中欣喜
幾何なりしぞ︒過去三年間養育せし雛鳥の漸く大空へ飛び立たんとする刹那︒爾来我等は︑或は北漠に︑或
は南

に︑天文地曠の大陸を渉破せり︒而して新凉九月︑又先生の膝下に歸らんと樂しみにしていたるに︑

九月も三日︑訃報忽ちにす︒何たる愚かさぞ︑恩師灼熱の中に病み給ふも知らで旅を續けしとは︒天の命數
盡きたるものと観ずるも︑師が病褥に奉侍だにせざりし我等は︑師が子弟としてとるべきの法なかりしか︒
うと

されど我等には院命の重大なるあり︑如何なる情の存すればとて︑苟くも院命を疎 んずるを許されず︒嗚
呼︑この秋︑天忽然と我師の生を奪ひ給ふ︒何たる無情ぞや︑我等泣かんとするも泣く能はず︒我師︑元々
かりそめ

あつ

持病を有し給ひしにはあらず︑唯苟旦の病に歿し給ふ︒師が病正に篤き時︑恰も上海事件突發の際なりし︑
先生これが爲︑上海の病院に治療を受くるの自由すら得させられず︑靜かに天の命數を算ぜられしと聞く︒
しじま

にわ

ひ︑半夜我茫然として我を失ふが如くなり︒今俄かに筆を執らんと欲する所以のもの︑少しだに憂愁を發し

21

て悶へを開かんとするに出づるのみ︒

恩師大村欣一敎授を憶ふ

雁の聲深夜の靜寂を破る時︑想ひをこゝに走らせば︑如何にしても黙止する能はず︑無限の血涙兩頬を傳

◦ 2868 ◦

成果出版事業◦

二︑
今は故人なる大村敎授に関して第一に追懷せらるゝは︑その學識の豊富なることなり︒敎授の︑その支那
歴史に對する薀蓄は何人と雖も之に追從するを許さず︑更に︑現代史實に對する論評の如きは︑全く敎授が
天分に屬せしものならん︒その論斷の痛快なる︑その所信の斷乎たる︑我等常に方丈の敎室に天馬空を驅く
けいけい こ

るの思ひを走らせしめたり︑その烱烱乎たる観察眼と不覊獨立何人の前にも忌憚なくその所信を告白し得る
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◦第６章

勇氣とは︑實に敎授にのみ存する真面目たりしなり︒
ただ

今日に於いてこそ︑支那と銘打てる書籍の汗牛充棟も啻ならずとするも︑十數年前に於ける敎授の支那政
治地理誌は︑實に當時の支那研究家の指南針たりしなり︒混沌乎たりの一語を以て評し去らんとせし當代史
むべ

家の説を破り︑あの精細極りなき大著は全く晴天の霹靂とも稱すべきか︒宜なり︑同著の現今に至るも群書
中に燦たる光彩を放つ︒爾来︑先生は支那通商史と支那政治事情の稿を草せられしと聞く︒然るに鴻業未だ
その半にもならざるに先だち︑先生忽焉として逝き給ふ︒これを以て観じ来れば先生の死は決して先生一家の
御不幸に止まらず︑同文書院としては︑代り求むべからざる敎授を失ひ︑江湖の支那研究家は︑その研究家
中に爛爛と輝く北斗星を失へるなり︑實に︑日本は︑支那に對する明鏡の一を失ひたるかな︒先生逝きては︑
誰か眼前に展開する史實を収拾すべきものぞ︒又︑何人かあって東亞再興の旗幟に︑眠れる大國に鞭打たん
とする︒然りと雖も︑斯くの如きは只先生の大たる所以にあらず︑斯くの如きは先生の敎授たる片手間に世
俗の夢を破らんがため志したる一業のみ︒言ふ迄もなく先生事業の大部分は︑同文書院學生の熏陶に存して

あるなり︒先生の口端より洩るゝ片言隻句は盡く吾人に偉大なる決意と勇猛力とを與へたり︒先生の講義は
表は單なる一史實のみ︒然れどもその裏に潜める先生の核髓に至っては︑吾人は忽ちにして先生と同一體なる
に至れるなり︒直ちに以て衰へたる東亜文明に血涙を注ぐなり︒一度東亜民族の奮起するあらんか︑その文明
力の慄然たるを敎へたり︒更に歐亜文化一結して世界文明の形成せられざるべからざるを説けり︒その支那に
對する多大の尊敬とそれに伴ふ多大の畏怖とは︑眞に現代支那を知ると豪語する史家の︑支那に對する侮蔑
と安心とは同日に論ずべからざりしものなり︒嗚呼︑支那よ︑汝も遂に眞に汝を知れる友一人を失ひたりしな
り︒日支携ふべきの契の一端は確かに先生の死によりて破られたり︒豈に唯に先生の死は吾人に迷路を與ふる
さもあらばあれ

ものに止まらんや︒ 遮 莫 ︑吾書院は敎授の努力によりて完成の一階梯に進みたるは疑ひもなき事實なり︒
敎授の支那事情の講義は眞に書院の使命を注入するものなり︒否︑それのみにては止まらず︑日本の極東に
ひもと

於ける地位を確然たらしむるものなり︒先生旣に逝きし後︑靜かに先生の講義の一半を 繙 けば︑露支交渉の
一端に終る︒先生は必ずや露國の亜細亜に於ける將来につき吾人に敎へんとする所なりしなり︒もしこの講の

思ふに敎授の學識は一書院一敎室の中に發揮せるものとしては餘りに強大なりき︒その烈々たる活力は靜
︵ママ︶

穏和平なる規矩準繩裡に現されんにも寧ろ強大にすぎたり︒敎授の急格はその活動の場面として更に大なる
場面を要したり︒然るにこれを知るやなしや︑敎授はその生涯の全部をあげて書院に捧げたり︒靜かに我師

23

の脳裡を想ふの時︑無限の感慨胸心を射さずんばやまず︒

恩師大村欣一敎授を憶ふ

完結しあらば︑吾人は敢て今日謎の露國として驚驚駭駭たるの事やあらん︒然りと雖も我師や今はなし︒

◦ 2869 ◦

成果出版事業◦

三︑
次で敎授について追憶されるべきは︑その人物の高潔にして意志強固なる點にあり︒現代の人物批評眼を
以てすれば︑名利にあまりに恬淡たりし︑敎授はむしろ小人なりと評するあらん︒評さば評せ︒我師は實に
徹頭徹尾正義の士なりしなり︒功名に誘はれ良心を枉ぐるが如きは︑敎授に於て夢にだに見る能はず︒今の
俗流に投じ天下の文々者流の人と共に方便主義の人たらんには︑敎授は貧弱なる書院の一敎職にありしの間
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◦第６章

あまりに長かりしなり︒將た又︑博士の稱號を有せざるはあまりの不思議なり︒然れども先生の知見はあま
りに聰明にして︑その信念はあまりにも嚴粛なりしなり︒この一事を思ふたびに俗惡極まりなき現世に︑敎
授の如きその信念はあまりにも心ゆかしくは感ずるなり︒
更に又︑敎授は主義の人なりし︒自信なき現世に於いて敎授はあくまで自信の人なりき︒奢侈は一代を風
靡し人は虚榮に憧るるの中に︑研究室の一室に深き硏鑽に世のすべて忘れ給ひし敎授は︑思へば思ふほど心
ゆかしの念に打たるゝかな︒
敎授の信念を重んずるや︑時に或は狂者の如きものあり︒大正二年支那第二革命の勃發に際し書院の兵火
に遭ふや︑世論紛々漸々書院再建の無要を説く︒この秋︑敎授肥前大村の假校舎に憤激措くところを知ら
ず︑短刀を腹中に擬したりと聞く︒これを聞くの日吾人は慄然たらざるを得ざるなり︒先生の信念の如何に
日本の將来を憂ふるにありしか︒當時頑迷の世人の今や漸く支那問題の自己の生死存亡に關するを知るを得
たる︑先生の信念のよりて来たる結晶たらずんばあらず︒

日は照らすものにその德を思はしめずとかや︒我師亡き後︑その高潔なる信念には敬服止み難きもの存す
るあるかな︒

四︑
更に敎授に對し敬仰止まざる所は︑敎授の詩人としての一事なり︒先生の作る所にかゝる院歌の一章を誦
するもの誰れを︑先生の極まりなき詩の天分に追せざるものぞ︒

一︑崑崙の
峰より落つる萬里の流
大空ひたし東にそゝぐ

恩師大村欣一敎授を憶ふ

比處江南に来りて學ぶ
健兒の數は三百人
勇ましや大和男の兒
二︑東海の
たゞさす朝日芙蓉の雪の
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八千代に消えぬ光は遠く

◦ 2870 ◦

◦第６章

成果出版事業◦
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草より出でゝ禹域の原を
千里に照らす月高し
磨けよや清きこゝろ
三︑見よや友
右手うち翳し亞細亞の空を
天府の富は北斗をしのぎ
我同文の四億の民の
平和の策はこゝに成る
いさお

いざ樹てや高き 績
四︑起てや友
ひとたび

一度呼べば百千の星も
皆我が方へ靡きて伏し
ふたたび

再度呼べば歐亞を分つ
文明こゝに統一す
輝かせ東亞の光

この詩を誦するもの︑何人と雖もこの中に無限の真理と育訓を藏するを知る︒更に又︑我書院の使命の如

いにしえ

何に尊きものあるかを知れるなり︒而してこは師が明治四十年の 古 に旣にこれを誦し給へるものなり︒
再び先生の旅行誌の序文とせられしものを引き来れば︑その一節に曰く︑

君聞かずや︵＊１︶
新豐折臂の翁
大石を持って臂を折り
始めて征戌に從ふを免かる
此の臂折れてより六十年
一肢廢すと雖も一身全く
且つ喜ぶ老人今獨り在るを
又聞かずや︵＊２︶

恩師大村欣一敎授を憶ふ

石壕村下吏夜に人を拉す
老婦の前んで詞を致すを聞くに
三男は鄴城の戌に從ふ
一男書を附し来り
二男は新たに戰死す
ぬす
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存者は暫し生を偸むも

◦ 2871 ◦

◦第６章

成果出版事業◦

而して余は︑先生の試驗に解答する所を知らず︑先生所作の詩の一片を引来りてその答案を作りしに︑先生
これに與ふるや過分の評點を與へ給ひしこともありし︒されど今より以てすればこれも一場の夢なるかな︒
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や

死者は永久に已むと

五︑
近時に於ける支那研究界の敎授の學識によりその指針を示されつゝありしは事實なり︒しかして敎授は︑
この事業のためにその死期を早められし事實を知るに及んでは︑誰れか敎授の人物に對し祟敬の情を加へざ
らんや︒敎授は實に夭折せり︒敢て夭折にあらずして何ぞや︒
吾人をして敎授の悲しき死を語らしめんか︒敎授初めて病を得しは今春風未だ寒き三月の頃か︑一時危期
に瀕せられしも五月︑上述の如く吾人旅の門出を送り給へり︒然るに六月入りて再發遂に鬼籍に入るの已む
なきに至らしめたり︒今にして思へば︑吾人出發前の小康は︑天の先生に與へし吾人に對する永遠の暇なり
しか︒銘記せよ︒死は往々にしてその人の傳記を語る︒讀者よ︑敎授の如何に生きたらんかを知らんと欲せ
ば︑請ふ︑先づ敎授が如何に死したるかを見よ︒
古思原頭に靜かに秋月の高きを望むのとき︑故人の在りし日の姿を眼前に髣髴して去りもやらず︑この秋
この時︑この想ひを懷くもの豈に一人に止まらんや︒

あとがき
滬友四二期生

三

田 良

信

大村欣一先生は金沢のご出身で︑ご実家は老生が関与している北方心泉顕彰会の在る真宗大谷派・常福寺
のご門徒であり︑代々印刷業を営んで来られ今日に及ぶ旧家である︒大村印刷株式会社の現会長大村精二氏
及び社長大村一史氏は共に老生と三桜同窓会々友の誼みで昵懇の間柄でもある︒聞くところに拠れば︑大村
欣一先生はご長男で︑本来は家業を継ぐべきところを弟の重松氏に委ね︑ご自身は学究の道を選ばれて四
高・東京帝大を畢え︑東亜同文書院で敎鞭を執るようになられたということである︒
曩に︑ご家族筋の大村秀雄様のお宅で︑大村先生の遺された書画幅を拝見する機会があり︑その折にこの

して少しでも多くの滬友及び関係者︑更には愛大同窓の方々にも大村欣一先生の思想と業績の一端を知って
欲しいとの願いを籠めた︒尚︑原文の中不適切と思われる箇所︑新聞より転載の折の誤植と思われる箇所
数ヶ所を訂正した︒また先生が旅行誌の序文に引用された詩文二篇は出典があるので︑大方のご理解の一助
にと考え此の際次に補注として記す︒但し︑二篇とも長文なので引用文に対応する箇所のみを掲げることと

◦ 2872 ◦
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るが︑先生逝きて既に八十五年の歳月を経ており︑このまま忘却の彼方へ放置するに忍びず︑再度印刷に付

恩師大村欣一敎授を憶ふ

『大村欣一敎授を憶ふ』の一文を頂戴した︒弟の大村重松氏が兄欣一氏を追慕して印刷に付されたものであ

◦第６章

成果出版事業◦

〈補

同文書院記念報 VOL. 19  30

する︒
注〉

＊１ 出典は︑白楽天︽新豐折臂翁︾の一部
しんぼう

新豐老翁八十八

新豊の老翁︑八十八

偷將大石搥折臂

偷かに大石を将て︑臂を搥き折り

從茲始免征雲南

茲に從り始めて免がる︑雲南に征くを

此臂折來六十年

此の臂折れ来りて︑六十年

一肢雖廢一身全

一肢廃すと雖も︑一身 全 く

且喜老身今獨在

且つは喜ぶ老身︑今も獨り在るを

ひそ

も

よ

ひじ

たた

まぬ

ゆ

い っ し はい

まった

か

＊２ 出典は︑杜甫︽石壕吏︾の一部
せきごうそん

暮投石壕邨

暮に投ず︑石壕邨

有吏夜捉人

吏ありて夜人を捉らう

聽婦前致詞

婦の前みて詞を致すを聴くに

三男鄴城戍

三人の男︑ 鄴 城 の戍り

一男附書至

一人の男︑書を附して至すに

二男新戰死

二人の男︑新たに戦死

存者且偷生

存する者︑且しは生を偷むも

死者長已矣

死せる者︑ 長 に已むと

と

すす

ぎょうじょう

まも

いた

しば

や

恩師大村欣一敎授を憶ふ

︵二〇一一年一月三〇日誌す︶

31

とこしえ

ぬす

◦ 2873 ◦

成果出版事業◦

東方斎・荒尾精の生涯
東亜同文書院大学四二期生

小

崎 昌

業
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◦第６章

二〇一〇年七月十八日︵日︶午前十一時より京都市熊野若王寺神社内の近

京都熊野若王子での追悼式

衞篤麿公撰文による荒尾精先生の顕彰碑前において︑東亜同文書院大学︑霞
山会︑愛知大学の関係者二十数名が集まり︑荒尾先生の追悼祭祀を行い︑日
清戦争九烈士碑に挨拶し︑荒尾先生旧宅跡を訪問し︑然る後社務所内部に移
動して昼食をとった︒その前日十七日よりコープ・イン京都において︑東亜
同文書院大学の資料展示会及び講演会が行われ︑丁度祇園祭りの最中であっ
たが︑多くの来会者を得て盛会であった︒荒尾先生の京都追悼式は︑戦後暫
くの間は︑滬友会︵東亜同文書院同窓会︶が毎年実施していたが︑今やその
会員数も激減したので︑今後の実施は霞山会︵戦前の東亜同文会︶︑愛知大
学にお願いせざるを得なくなった︒

この機会に荒尾先生の生涯について以下の通りとりまとめることとした︒

一、荒尾精と漢口楽善堂
荒尾精は明治維新後の新しい日中関係開拓の先駆者である︒彼の大陸渡航は明治十九年︑二十八歳の時で
あり︑二十九年︑三十八歳の若さでこの世を去った︒その大陸における活躍は十年に満たなかったが︑残し
た足跡は大きく︑今も脈々と生き続けている︒
︵一︶ 荒尾精の略歴
荒尾は安政六年︵一八五九︶四月︑尾張藩士義済の長男として生まれた︒幼名一太郎︑のちに義行︑また
精と改め︑東方斎と号した︒明治四年上京︑菅井誠実家の書生となった︒彼は︑身体︑頭脳︑意志ともに強
壮で︑仏語︑漢籍︑剣道を学び︑明治十一年陸軍教導団に入学︑十三年陸士︵旧五期︶に入学︑ここで一期

︵二︶ 漢口楽善堂の活動
荒尾が大陸に第一歩を印し︑上海の岸田吟香と初めて会ったのは︑明治十九年四月︑時に荒尾二十八歳︑
岸田五十歳︒そこで岸田の全面的支持の約を取り付けた荒尾は︑漢口に居を定め︑楽善堂の看板を掲げ︑上
海より精錡水などの薬剤︑書籍︑雑貨を取り寄せ販売した︒それは本業の任務である中国の実体調査の資金

◦ 2874 ◦
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本部支那課に転任︒漸く中国問題に近づく︒十九年︵一八八六︶官命により現役のまま清国に派遣された︒

東方斎・荒尾精の生涯

先輩の根津一と相識り︑終生刎頸の同志となった︒十五年卒業︑少尉に任官︒翌年熊本に赴任︒十八年参謀

成果出版事業◦

を賄うためであった︒荒尾の呼びかけに応えて︑すでに中国各地を周遊していた志士たちが漢口に集まっ
た︒のちに日清貿易研究所・東亜同文会・東亜同文書院設立の支柱となる宗方小太郎・井手三郎ら三十余人
である︒荒尾の功績は︑これら分散していた志士たちを一定の方針のもとに協力せしめたことである︒楽善
堂の白人の侵略を防ぎ︑アジア人の提携によるアジアの復興を念とする根拠であった︒
その頃北方よりのロシアの脅威︑シベリア鉄道敷設計画が伝えられたことは︑彼らに強い衝撃を与え︑明
治二十一年︵一八八八︶楽善堂は次のような活動方針を決定した︒
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◦第６章

①ロシアがシベリア鉄道により清国に勢力を伸張することを防遏する︒
②清朝は腐敗し︑わが国を敵視す︒故に同士は︑漢民族を助けてその革命運動を助成し︑遅くも十年以内
に中国の改造を断行し︑日中提携の実現を期する︒
③東亜経倫の準備をして必要な人材を養成するために上海に学校を設立する︒
④ロシアの東侵を防ぐため︑浦敬一を新彊伊犁方面に派遣する︒
漢口楽善堂は支部を北京︑重慶︑長沙︑天津︑福州に開設し︑各地のロシアの動きにも注目している︒彼
らは中国人と同じ辮髪をつけ︑中国服をまとい︑中国人大衆の中に入っていったが︑外国人に対する強い反
感と猜疑のなかで︑交通不便︑事情未詳の内地深く潜行し調査研究に当たった︒
︵三︶ 荒尾の帰朝復命書
荒尾は漢口に駐在すること三年︑明治二十二年︵一八八九︶四月に帰朝したが︑五月には駐在中に見聞・
調査した資料・情報に基く六章︑二万六千余字からなる復命書︵報告書︶を参謀本部に提出した︒その大要

は次の通りである︒
①清国の廟謨︵国是︶
アヘン戦争以来︑清国は対外政策に力を入れ︑国防・軍備を拡充し︑近代化の面でも鉄道・通信の整
備︑経済︑産業の開発に成果をあげている︵北洋艦隊にもふれている︶が︑反面︑「内治ハ実ニ腐敗ノ極
ニ達シ⁝⁝大厦ノ傾ク一木ノ能ク支フル所ニアラズ」と政治腐敗の実情を指摘している︒
②内治の腐敗
清朝の最大欠患は少数の満州民族が多数の漢民族を支配しているところにある︒そのため政治機構は複
雑な二重構造をとり︑漢満両民族間の差別感︑猜疑心を増長する︒
特に官吏登用制度である科挙の弊害は甚だしく︑貧官汚史の風は政権衰亡の最大原因であり︑「私金ノ
額ハ国庫収入額ノ三倍ニ上ルベシ」と指摘し︑ひとたび革命起これば清朝の天下は保し難いと断じてい
る︒

して相竭きると警告している︒
④兵事
専門家の立場から︑戦法・武器・将兵・軍紀・編制の各般にわたり詳細を極める︒国家予算の三分の二
を投入し︑兵器の近代化を急いでいるが︑将兵に老齢者多く︑軍紀の紊乱はその極に達していると指摘し

◦ 2875 ◦
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漢人の高級官僚陣を批評し︑いづれも保守派か西欧心酔派であり︑皆老年であって︑今より十年を出ず

東方斎・荒尾精の生涯

③人物

成果出版事業◦

ている︒
⑤欧州四大国の対清策
英・仏・独・露各国の対清侵略状況を具体的に記述している︒
⑥□□□□□□
前記各章の所論を総括して結論を述べたものであるが︑日清貿易研究所の設立を献言している︒ここで
は日清両国が運命共同体であることを強調し︑この清国に対し和親策をとるも実行は難しく︑強攻策をと
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れば︑短期戦で領土か賠償金を得んとしても各国の反対強く実現容易でなく︑長期戦となれば我が国力を
衰耗するのみと予言している︒最後に荒尾は︑清朝内部において正々堂々政府打倒の義兵の決起を期待し
ている︒孫文がハワイで興中会を結成した五年前のことである︒
︵四︶ 荒尾の日清貿易研究所設立運動
荒尾は明治二十二年五月復命書を提出した後︑二十三年九月日清貿易研究所を上海に設立するまでの間︑
対清貿易振興案である「日清貿易商会」の設立を主張した︒
この構想は︑
まず上海に
「日清貿易商会」
なる一大商社を設け︑
清国二十五の開港場に支店を置いて相互に連携
し︑更に日本の各商工業者と連絡して両国貿易の振興を図ろうとするもので︑
その任に当たる者には最も適任者
を必要とするため︑
別に日清貿易研究所なる附属研究所を附設して︑
ここで養成するというものであった︒
当時日清両国は通商条約を締結してから二十年近くなるが︑貿易は遅々として進展せず︑その貿易も殆ど
清国人の手に握られていた︒他方上海に進出している日本商社は三井洋行のほか数社にすぎず︑交通面でも

日本郵船が横浜│上海間に週一回の航路を運航するに過ぎなかった︒このような実状をふまえて︑荒尾は︑
清国における我が商権を拡張し西欧諸国の経済的侵略に対抗し︑日清両国の経済的提携によって共に富強を
図り︑東亜の防衛を達成しようとした︒
荒尾の構想に同志根津一も賛同したので︑荒尾は大いに確信を得︑朝野各方面の遊説を開始したが︑資金
の調達は極めて困難であった︒そこで「商会」の設立は後日に譲り︑まず人材養成のための日清貿易研究所
の設立に努力した︒
この案は黒田首相以下の賛同を得たので︑荒尾らは約一カ年全国を遊説して約三百名の応募者を集め︑その
うちから百五十名を選抜することが出来た︒うち公費生は石川・福岡両県のみで︑他はすべて私費生であった︒
研究所の開設資金については︑岩村農商務相が北海道の山林払い下げにより約十万円調達の見込みがつい
たが︑同大臣が病に倒れ︑この計画は水泡に帰した︒窮地に陥った荒尾は急を川上参謀次長に訴え︑漸く内
閣機密費から四万円が支出されることになった︒

随所で蜂起していた農民暴動に投じ︑武昌に浸入する動きがあるとの情報が伝えられ︑外務省にはこの四万
円交付を中止せよとの強硬論も現れた︒事態を憂慮した外務当局は根津の出馬を要請︑軍当局の特別の計ら
いもあって︑根津は急遽漢口に向かった︒この思わぬ事態が年来の念願であった根津の清国行きを実現させ
た︒楽善堂の騒ぎは根津の説得で漸く平静を取り戻し︑補助金問題も落着した︒
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かくて一行の渡航準備が整い始めた頃︑漢口領事から外務省に対し︑漢口楽善堂に残った青年らが︑当時

東方斎・荒尾精の生涯

︵五︶ 研究所開設に根津の協力

成果出版事業◦

日清貿易研究所は二十三年九月に開設されたが︑根津は同年十一月以来所長となり︑資金調達等のため帰
国不在となっていた荒尾に替わり︑二十六年六月の閉所に至る三年間︑実質上の所長として苦難の続いた研
究所の運営に当たった︒二十五年には大著『清国通商総覧』を編纂刊行した︒
この研究所の経営が機縁となり︑後年根津は東亜同文書院の院長となった︒東亜同文書院は︑根津によっ
て︑日清貿易研究所及び荒尾精とのつながりを持ったことになった︒
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二、日清貿易研究所の概要と経営状況
︵一︶ 教育方針と学科
明治二十三年︵一八九〇︶九月三日︑百五十名の学生と研究所職員︑日清貿易商会関係の役員等合わせて
約二百名に近い一行は︑荒尾所長に引率され︑横浜より出帆︑九日に上海に着いた︒研究所は競馬場の近く
で︑中国家屋十軒を三棟に改造接続したものであった︒
開所に当たり︑荒尾が示した研究所の「教育精神」︑「教育要旨」と学科は次の如くであった︒
︵二︶ 教育の精神︑︵前略︶島国狭小の池魚を転じて汪洋たる大陸の江湖に溌溂たらしめ︑⁝⁝公同協成の
大局に通達せしめ︑⁝⁝忍耐力を強大ならしめ︑重きを徳育に置くと雖も亦必ず厚く力を其の知育に致し︑
⁝⁝縦い処を異にし事を同じくせざるあるも⁝⁝先ず人情の近づき易き卑近の実際より入り︑東洋の乾坤に
誓って特色の一新紀元を制し︑静かに彼我均霑の福利を享有するに至らしめんとす︒

︵三︶ 教育の要旨︑︵前略︶教育は専ら日清間の貿易に資するの事項にあり︒⁝⁝夫れ信用なるものは⁝⁝
商業社会に在りては其の盛衰一に此に在り︒⁝⁝我が国将来の貿易を盛大にし︑国家経済に資せんとせば︑
⁝⁝務めて其の気宇を汪洋濶大ならしめ︑⁝⁝剛毅不撓の性を具へしめざるべからず︒生徒成業の後︑⁝⁝
我国貿易の一大隆昌を計らんとせば︑実業家をして能く相結合協力せしめざるべからず︒⁝⁝此の故に本所
生徒の養成に於けるや︑人自ら之を畏愛し︑之に帰依する温良の性を発達せしめずんばあるべからず︒
︵後略︶
︵四︶ 学科の大要
研究所の修学年限は三年で︑その学制と教科は法規によったものではなかったが︑独自に「規則要綱」を
設け︑日本内地の高等教育機関にならっている︒
更に「生徒心得」二十五ヵ条︑
「寄宿舎規則」四十四ヵ条を定め︑厳しく学生の心得を規定している︒特
に生徒心得において「国際環視の中にあるので︑⁝⁝清国人は固より各国人に対しては︑決して軽薄の動作
を為すべからず」と戎しめている︒

①運営資金の枯渇
荒尾は二十三年十一月政府の補助金受領交渉のため帰国し︑漢口から根津を迎え︑代理所長として後事
を託した︒政府は研究所に対する年間一万円の支出を内定していたが︑当時開会された第一議会において
は︑野党より政府の財政政策を攻撃され︑予算の大削減を強いられ︑約束の補助金支出は実現出来なく
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なった︒

東方斎・荒尾精の生涯

︵五︶ 開設当初の経営難

◦ 2877 ◦

成果出版事業◦

②熱病の大流行
一方︑開学早々から学生の間には気候風土の変化と食事の不慣れにより︑下痢患者が多数出た︒また当
時上海附近には湿地が多く︑熱病が多発し︑研究所も二百名近い職員︑学生が殆ど羅病して︑莫大な臨時
出費を余儀なくされた︒
③学生の動揺と刷新
研究所が荒尾から資金の早期調達不能の通知を受けたのは︑二十三年の暮れのことであった︒幹部協議
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の結果︑上海の商習慣に従って︑取りあえず向こう三ヶ月払いで迎春用品を買い込み︑その補填は楽善堂
の信用によって多量の苧麻を購入︑更に三井洋行の力を借りて荷為替を取り組み︑現金に換えることで急
場を切り抜けた︒
このような財政窮迫の事態はいち早く学生等に察知され︑過激分子と所長擁護派が対立︑騒然とした状
態になった︒荒尾は二十四年二月十五日東京から帰所し︑学生一人ごとに会って説得し︑納得しない三十
名の退学を命じて事態は一段落した︒
これを機会に研究所経営の大改革を行うことになり︑日清貿易商会関係の業務を廃して研究所一本にし
ぼり︑冗員を淘汰し︑新たに教頭を迎え︑人心の刷新を計り︑研究所の運営は逐次軌道に乗った︒
︵六︶『清国通商総覧』の刊行
研究所の課程は︑三年間で一応の教科を終え︑卒業後更に一年間商業の実践をさせた後実務を担当させる
規定であった︒この実務につく機関が日清貿易商会であるが︑これには多大の資金を要し︑商会設立の計画

は延期の状態にあった︒
そこで商会を設立するには︑まず我が国事業家の眼を清国に向けさせる必要があり︑それには清国に関す
る知識を普及し︑その有望な所以を知らしめることが第一であった︒そこで研究所は清国事情啓蒙の書とし
て︑
『清国通商総覧』を刊行することとし︑根津がその編纂を担当した︒同書の基本資料になったのは︑荒
尾が漢口に居た明治十九年から二十二年に至る四年間に︑荒尾の同志たちが︑四百余州の山川荒野を命がけ
で跋渉した中国の奥地の実体報告であった︒そこには「生きている中国」の姿があり︑世界に中国の実像を
紹介する最初の文献として高く評価されるものであった︒
根津は代理所長として教務を統べるかたわら︑この編纂に当たったが︑五カ月余にわたるその身心の労苦
は言葉に尽くせぬものがあった︒その間楼上の書斎に閉じこもり︑愛飲の酒すら断ち︑食事は室内で鶏卵と
牛乳ですまし︑睡眠もきりつめ︑辛酸を重ね︑菊版二千余頁︑全三巻の大冊を完成︑二十五年八月に出版し
た︒根津三十三歳の時であった︒

述されている︒中国大百科辞典とも称すべきもので︑これにより研究所の声価を大いに高めることが出来た︒
︵七︶ 学生の卒業と実習
しかし︑日清貿易商会の設立は依然困難であったので︑これに代わり「日清商品陳列所」を設けた︒これ
は大阪の豪商の出資により設けられた︒学生は二十六年六月に八十九名が卒業した︒卒業生は引き続き商品
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中国渡航・奥地旅行の心得に至るまで詳述され︑第二編では工芸品・陸海各種の物産について細大もらさず記

東方斎・荒尾精の生涯

同書は二編に分かれ︑第一編では地勢・政治・財政・経済・交通運輸・金融・貿易更に商業組織︑商慣習・

成果出版事業◦

陳列所で実習に当たることになっていたが︑多くが帰国し︑実習に従事した者は約四十名であった︒
二十七年八月︑日清戦争が起こり︑実習生は三十一日出航帰国し︑研究所は一期生のみで︑三カ年の短命
に終わった︒

三、荒尾の対清意見と早逝
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二十六年に帰国した荒尾は︑「東方通商協会」の創立などに奔走したが果たさず︑二十七年八月に始まっ
た日清戦争においては︑京都若王寺に退居して後進の指導に務めるかたわら︑戦後の処理策に想を凝らして
いたが︑十月『対清意見』を公表し︑
「戦後の締盟上︑欠くべからざる三大要件」として︑次の通り主張し
た︒
第一︑
︵前略︶清国ヲシテ盟約セシメタル条約履行ノ担保トシテ︑我ガ国ハ渤海ニ於ケル最要の某軍港ヲ
預リ置クベシ︒
第二︑
︵前略︶清国ノ鄙都人民一般ニ我ガ宣戦ノ大旨ヲ説明シ︑之ヲシテ遍ク我ガ国ノ真意ヲ了解セシム
ベシ︒
第三︑
︵前略︶従来通商上我ガ国ガ受ケタル不便不利ヲ一掃シ︑欧米各国ニ比シ テ更ニ優等親切ナル通商
条約ヲ訂結スベシ︒
第一は開戦の主眼である朝鮮の独立を確実ならしめる対策であるが︑当時の世論であった領土割譲には賛

同せず︑第二では当時では予想外の文化宣伝戦の構想を力説し︑第三は最恵団約款がないため︑開港場数・
内地通行権・物品通過税賦課等につき︑我が国が欧米各国に比して不利な扱いを受けているのを是正しよう
としたものである︒
当時連勝に意気揚った我が朝野は︑領土の割譲を当然の講和条項としていたから︑荒尾の領土割譲反対論
は大いに論難攻撃された︒そこで荒尾は二十八年三月︑更に『対清弁妄』を公にし︑極力領土割取論を排撃
し︑
「環望する諸国は果たして袖手黙坐以て我が国の為すに任すべき乎」と三国干渉を予見し︑「我国が領土
割譲を求むるの時は︑即ち列国が禹域分食の素志を行う」と清国の四分五裂を喝破し︑やがてロシアの満州
侵略となったこと世人周知の通りであり︑ここに東亜問題における荒尾の精神的後継者ともいうべき近衞篤
麿公の蹶起を必要とした︒
日清講和条約成り︑日本は賠償金と台湾を獲得したが︑露・独・仏の三国干渉によって遼東半島は還付し
た︒荒尾は二十九年山居を出て上海から新領土台湾に向かった︒渡台早々内台人の関係融和を急務として︑

み︑四十度を超える発熱にかかわらず︑正座して客を招き︑大に談論したが︑口にするのは何れも東亜大局
の事ばかりであったという︒
荒尾の長逝から六年後の明治三十五年︑京都若王寺の旧寓居に近く︑友人・門弟らの手によって表彰碑が建
てられ︑
冒頭に述べた通り現存する︒二千数百字からなる碑文の撰は近衞篤麿︑書は陝西省辨升允の筆になる︒
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らずも病魔︵ペスト︶の冒すところとなり︑十月三十日忽然として行年三十八の若さで世を去った︒死に臨

東方斎・荒尾精の生涯

紳商協会の設立を提唱し︑十月十九日その結成式を終えた︒かくて台北を出発し南下しようとした時︑はか

成果出版事業◦

四、東亜同文書院
東亜同文会が貴族院議長近衞篤麿公爵を中心に結成されたのは︑明治三十一年︵一八九八︶十一月であ
る︒それは日清戦争から三年目︑露・独・仏の三国干渉により︑まさに荒尾が『対清弁妄』において︑領土
割取は列国の侵略を誘発すると警告した通りのことが現実となった︒近衞は日中経済提携に重点を置く荒尾
の同志や門下生の主張を容れて「支那の保全」を会の綱領とした︒これを実行する人材養成のために三十三
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年︵一九〇〇︶南京同文書院を開設したが︑北清事変により上海に移転し︑翌年これを吸収して東亜同文書
院を設立した︒
根津は近衞に会った三十二年より東亜同文会の中心的存在となり︑同文書院の院長は二十二年の長きに
渉って務めた︒根津は「書院創立要項」の中に︑「中外の実学を講じて中日の英才を教え︑一にはもって中
国富強の基を立て︑一にはもって中日輯協の根を固む︒期するところは︑中国を保全して︑東亜久安の策を
」と述べている︒
定め︑宇内永和の計を立つるにあり︒
漢口の楽善堂︑日清貿易研究所以来の考えを東亜同文書院が踏襲したものに︑学生の中国調査旅行があっ
た︒学生を数人ずつのグループに分け︑三ヶ月から半年に及ぶ大旅行で︑その成果が『支那省別全誌』とし
てまとめられているが︑同文書院の衣鉢を継ぐ愛知大学においてもこの調査旅行が踏襲されている︒
︵完︶

谷藤助先輩からのオーラルヒストリー記録
愛知大学同窓会東京支部長

髙

井 和

伸

過日︵二〇一一年二月一六日︶愛知大学同窓会関東四支部の行事として「語り部の会」第五回を開催し

１

谷藤助︵ハルピン学院二四期︶︵ちなみに︑日本寮歌祭でハルピン学院の常任委員だった栗田一寛は
二三期︶

︹谷と同期︺
２ 鳥井︵河合︶優︵岡崎市出身で税理士︶
︵学部で一緒︶
３ 大村充︵国鉄に就職︶︵学部で一緒︶
︹谷の後輩︺
４

池田三郎︵東京都庁に就職︑妻は越路吹雪の妹︶︵一年後の学部で一緒︶
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ハルピン学院からの愛大への転入生五名︑谷を中心にして述べると

谷藤助先輩からのオーラルヒストリー記録

た︒語り部は「谷藤助」先輩︒以下その時の話が中心に草創のころの愛大風景︒以下敬称略︒

成果出版事業◦

５ 山本二蔵︵大石ゼミ︑三菱信託銀行に就職︶︵一年後の学部で一緒︶
谷の頃のハルピン学院は︑一学年は府県派遣生三〇人︑その他七〇人︵私費生︑満鉄等の国策会社派遣
生︑外務省派遣生等々︑谷は私費︶︒
谷藤助は︑昭和二一年一一月一五日に勅裁により設立された愛知大学予科の転入試験に同年の一二月八日
の試験を受けた︒ハルピン学院の卒業証書︵繰り上げ卒業︶を外務省で発行してもらい愛大に提出︒試験の
時 に 外 国 語 は「 ロ シ ア 語 で 受 験 さ せ ろ 」 と 小 岩 井 教 授 に 談 判 し た︒「 ロ シ ア 語 の 先 生 が い な い 」 と 断 ら れ
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た︒後に胡麻本教授︵ハルピン学院の二期生︑ロシア語︒谷はハルピン学院で胡麻本教授にロシア語を教
わっている︒胡麻本教授はポーランド語もでき︑語学の天才とのこと︶が愛大に赴任する前のこと︒翌年昭
和二二年一月一五日に予科三年生となり︑同年二二年三月に予科卒業四月に旧制の愛知大学法経済学部経済
科に入学︒法経学部は一一〇人︑経済科七〇人︑法政科四〇人︒三年後の二五年三月に卒業︒法経学部には
法政科もあった︒卒業単位は二五単位︒卒論も一単位︑刑法総論も一単位︑行政法も一単位︑民法債権法一
単位︑という単位︒二五単位のうち︑経済科の必修科目は一〇単位︑したがって︑上記のうち卒論は必修単
位︑刑法総論・行政法・民法債権法は選択単位︒刑法は花村美樹教授︑行政法は園部敏教授︑民法債権法は
松坂佐一教授︒
こうした草創当時の授業科目は法経学部としては︑開講されている授業をこなしてゆく過程を見ると︑経
済科の谷藤助が司法試験︵六期︶に合格した背景がわかる︒同年に三名が合格した︒後の二人は伊藤公︑藤
本勝好︒伊藤は大阪の商社に就職︵のちに司法修習を経て弁護士登録︶︑藤本も京都の日新電機に就職して

司法修習を受けずじまい︒翌年には外交官試験に小崎昌業も合格して︑国家公務員試験の上級職には合格者
がいて︑国家試験のビッグスリーは東海地方では愛大の卒業生が独占していた︒
英語のゼミは三人のみで︑荻野茂彦助教授の研究室で「ウオールデン森の人」の外書購読をした︒︵この
外書はヘンリー・デイビット・ソローの『森の生活』のことであろう︒︶三人は谷︑蟹江︵一忠︑後のカゴ
メの社長︶
︑勝田︵吉太郎︑後の京大教授でロシア政治思想史の専門家︑愛大に一年いてその後京大に移っ
た︒
︶ で あ っ た︒ 荻 野 助 教 授 は「 こ れ を や っ て お い て 下 さ い 」 と
いってテキストを渡しておいて︑そこは離れ︑終わりのころにコー

途中にコーヒーブレイクだと言ってコーヒーをとって飲んだりし
た︒髙井の体験︶
以上の原稿で︑参照した文献は︑
『愛知大学同窓会東京支部五十
年史』︑都築利治『一途︵ず︶の人︵ひと︶』︵私家版︶︒都築本には
愛大草創の教授三四名のきれいで︑懐かしい写真がある︒
国際コミュニケーション学部と東亜同文書院大学記念センターの
手によって︑上記の谷藤助の「語り部の原稿」が検証されて︑愛知
大学草創の歴史が記録文献になることを願っている︒

◦ 2881 ◦

谷藤助先輩からのオーラルヒストリー記録

授に引き継がれている︒ゼミ生がお茶を入れてもらったり︑ゼミの
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シンポジウムで発表する谷藤助氏

ヒーを入れてくれた︒︵この風習は昭和四〇年ころの前田耕造助教

成果出版事業◦

平成二二年一〇月三一日に愛大豊橋校舎の記念会館三階講堂で開催されたシンポジウムで谷藤助は二〇分
程度の発表であったが︑冒頭の「語り部の会」では延々二時間を使っても終わらず︑続会をすることになっ
たが︑こうした「オーラル・ヒストリー」を愛大の財産として確保する作業が今急がれている︒谷藤助の話
を聞くにつけ︑愛大の草創の歴史をしっかり身につけた卒業生は︑「混乱こそ吾が命」として︑諸先輩の活
動を自分の血肉として社会に打って出ていくこと間違いない︒
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あやの

賞式が行なわれました︒
今回は作家・小坂文乃氏と愛知大学中日大辞典編纂所の二組が記念賞を受賞されました︒
小崎昌業氏︑高瀬恒一氏による推薦のことばと︑小坂文乃氏︑愛知大学中日大辞典編纂所所長・安部悟愛
知大学現代中国学部教授の受賞の挨拶を紹介させていただきます︒

推薦の辞
東亜同文書院記念基金記念賞 小坂文乃先生
東亜同文書院大学四二期

小崎昌業

『革命をプロデュースした日本人』を著した︑小坂文乃先生を記念賞受賞の対象者として推薦します︒小

◦ 2882 ◦
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平成二三年一月二六日︑霞が関コモンゲート三七階の霞山会館において︑第一七回東亜同文書院記念基金会授

第 17 回東亜同文書院記念基金会記念賞推薦のことば・受賞挨拶

第一七回東亜同文書院記念基金会
記念賞推薦のことば・受賞挨拶

成果出版事業◦

坂先生は︑中国四千年の歴史を覆す︑辛亥革命を導くに功のあった孫文先生に対し︑多大の援助を与えた梅
屋庄吉の生涯を表裏にわたり明らかにされ︑その持つ歴史的意義を強調されました︒その内容は︑「君は兵
を挙げたまえ︒我は財を挙げて支援す︒
」と云うものでした︒
幼少時から奇行に富む梅屋庄吉が中国や東南アジアを放浪し︑香港で写真館を開いていた時︑孫文に会
い︑共に中国の親善︑東洋の興隆について全く所見を同じくし︑その実現の道程として︑先ず大中華の革命
を遂行せんとする孫文先生の雄図と熱意は︑甚だしく庄吉の壮心を感激せしめたのであります︒
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広東生まれの孫文は︑幼時からハワイ︑広州︑香港で学び︑一八九五年の広州起義失敗から日・米・英へと
亡命し︑更に︑革命の拠点を日本に移し︑犬養毅︑宮崎滔天ら多くの同志との接触が始まります︒孫文が結成
した
「中国革命同盟会」による一九一一年一〇月の武昌蜂起成功の際︑孫文は米国に在り︑日本では庄吉らが︑
人・物・金の援助を続けていました︒同年一二月︑南京で孫文は臨時大総統に選出され︑翌年一月一日中華民国
を樹立しましたが︑
難問山積のため︑
清朝皇帝退位を条件に袁世凱に臨時大総統の地位を譲ったのであります︒
一九一三年二月︑孫文は︑全国鉄路総弁として日本を公式訪問し︑世話になった山田良政や近衞篤麿公ら
の墓参をしました︒ところが革命の同志宋教仁が袁世凱の刺客に会い︑袁による国民党一掃作戦が展開さ
れ︑第二革命の幕が切って落とされました︒孫文らは︑八月から二年八ヶ月にわたり日本の庄吉邸に亡命し
ました︒その際︑姉に代わって孫文の秘書となった宋慶齢が多くの反対を押し切って孫文と結婚しました
が︑これを取り仕切ったのは︑梅屋トクでした︒
一九一五年二月︑日本は二十一ヵ条を中国に対して要求しましたが︑反袁活動が全国に展開され︑六月に

袁は病没し︑その後の十二年間は︑地方軍閥抗争時代に入り︑孫文は広州に軍政府を樹立し︑北京・広州二
政府体制となりました︒一九一九年一月パリ講和会議︑五月北京学生の五四運動︑一九二四年北京でクーデ
ターが起き︑馮玉祥から孫文に政局指導を要請してきました︒孫文は北京へ向かう途中︑日本に立ち寄り︑
一一月二八日神戸高女で「大アジア主義の演説││欧米に覇道︑アジアに王道があるが︑日本はいずれを取
るか」と孫文は獅子吼し︑翌年三月一二日北京で病没しました︒

文の近代国家建設の重要な柱でありました︒孫文と日本の関係では︑
「革命運動の避難所・根拠地としての日
本」が重要であり︑九年間の在日亡命期間中に︑革命勢力の結集︑組織作り︑資金集め︑武器・弾薬の調達等
は︑ほとんど全て日本で行われたものです︒
「対日依存から対日批判への転換」は︑孫文の革命運動の目標が
最初の清朝打倒から共和制国家・中華民国の樹立︑そして民主的な国家建設のための軍閥との闘いへと変化す
るにつれ︑列国からの援助を屡々要請しております︒一九一九年の始め頃まで︑孫文は主として日本の政府・
軍部・民間人から援助を受けることに努めています︒
「孫文に関わった人々」のうち︑最初の梅屋︑萱野︑宮
崎︑山田兄弟の五人は︑特に孫文に対して純粋な︑私心のない援助を与えた特筆すべき人々です︒
梅屋庄吉は︑革命運動の隠れた援助者として︑極力名前が出ることを避け︑あくまでも縁の下の力持ちに
徹し︑孫文の革命資金の大部分を支えた実業家です︒日活映画の創始者であり︑莫大な利益のほとんど全て
を孫文の革命運動に提供しております︒また︑孫文の死後は銅像を四体作り︑中国の四カ所に寄贈して︑時

◦ 2883 ◦
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て︑現代中国近代化の先駆者「国父」の評価を得ております︒山峡ダム︑幹線鉄道︑道路網などの建設は︑孫
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近代政治家の中で︑孫文ほど日本と関係の深い人物は居りません︒又中国・台湾双方において︑革命家とし

成果出版事業◦

の総統蒋介石はじめ︑日中両国の革命関係者に喜ばれています︒
庄吉の「一切口外シテハナラズ」とする陰徳の生涯を明らかにする︑小坂先生の論作は︑難しい現今の日
中関係にすら曙光を与える程の功績があり︑両国に於いて高く評価されるものと考えます︒

記念賞受賞挨拶
作家

小坂文乃
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皆様こんにちは︒ただいま名誉ある東亜同文書院基金会から本当に大切な賞をいただきまして︑ありがと
うございます︒中国とゆかりの深い東亜同文書院から賞をいただくことは本当に光栄に思っております︒あ
りがとうございます︒先ほど小崎様から詳しく梅屋庄吉のお話をいただきましたけれども︑私は梅屋庄吉の
曾孫にあたります︒梅屋庄吉は明治元年生まれですが︑ちょうど私はその一〇〇年後に生まれております︒
梅屋庄吉と孫文先生の歴史は︑近代日中史の底に埋もれてしまった歴史でございます︒しかし昨今本当に誰
もが隣国中国と向き合っていかなくてはならないという中で︑経済だけの繋がりではどうしてもしっくりこな
い︒そういう中で日本人と中国人がお互いに助け合ってきた歴史に光が当たるようになったのではないかと思っ
ております︒日本では孫文先生をお助けした日本人と言えば宮崎滔天が非常に有名でございますけれども︑な
かなかこの梅屋庄吉の名前が出てきませんでした︒それは先ほどお話しいただいたように︑梅屋庄吉は本当に陰
の人間として接していた彼の人生哲学もございましたし︑また
「我のなしたることは孫文と我の盟約にてなせる

なり︒これを一切口外してはならず」
という遺言を残しましたので︑
その後戦争があったり︑
なかなか日本と中国
の国交が回復しないあいだは︑
私共子孫はその遺言を守って︑
この交友関係を明らかにしてまいりませんでした︒
しかし国交が回復しましたあとは︑私の手元に今残されておりますこの歴史的な交流は︑日本と中国に
とって大事な大事な歴史なのではないかというふうに思いまして︑少しずつ学者の先生だとか︑取材だとか
の度に資料を公開することを始めました︒なかなかそれでもご興味を持っていただけませんで︑ある学者の

年以上続きました︒私は手元にある資料を見る度に︑おかしいな︑こ
んな大事なことをどうしてもっときちっと取り組んでいただけない
んだろうという思いがずっとございました︒それでも私の父と母も歴
代の中国大使の皆様には必ず私共の資料をお見せするということを
続けて参りました︒その歴代の大使が中国にお帰りになると外交部の
上のほうの立場になられ︑そして共産党の上の方達は梅屋庄吉と孫文
の交流の歴史を知っていただけるようになりました︒そのことが二〇
〇八年︑胡錦濤国家主席が一〇年ぶりの︑当時国家元首として日本を
訪問された際に︑どういったプログラムにしようかと日本側︑中国側
双方がいろいろ知恵を出した中で︑まず最初に一〇〇年前の孫文先生

◦ 2884 ◦
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ていただけない︑もしくは本も出していただけないということが二〇
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先生は「金を出したなんていうのは大したことない」と言われたこともございまして︑なかなか論文も書い

成果出版事業◦

と梅屋庄吉の交流の歴史を︑現在の国家主席と当時の日本の福田首相の二人が︑孫文と梅屋庄吉の歴史の資
料を見るところから訪日をスタートさせようという運びになりました︒ですから二〇〇八年︑胡錦濤国家主
席が来日されました時もまず︑私が今松本楼︑父の小坂家が代々経営しているというところにおりますが︑
そこに胡錦濤国家主席と福田首相をお迎えして︑この歴史資料をお見せいたしました︒
ただ二〇〇八年のその段階においても日本のマスコミは︑松本楼で胡錦濤先生は何を召し上がったのかとか︑
どんなワインを飲んだとか︑そんな報道ばかりでございまして︑私がすごい熱弁をふるって大変な歴史の資料を
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ご覧になったというくだりは全部カットして報道されたりして︑なかなか一般的には孫文先生と梅屋庄吉のこと
は取り上げていただけませんでした︒そのような中で福田元首相が首相をお辞めになられたあと︑もう一度あの
資料をよく見たいということで私の家にいらっしゃって資料をご覧になりました︒私がその説明をしていたら︑
「小坂さん資料の説明がそれだけできるんだったら本にしなさいよ」というふうに福田先生がおっしゃってくだ
さいました︒本にするということは全く私の頭の中になくて︑いつかこの大事な話は有名な作家の先生か︑有名
な学者の先生が書いてくれるだろうと思っていたんですが︑なかなか書いていただけないという中で︑そうか︑
私が書くという選択もあるんだなということで︑福田先生のお言葉で私が曾祖父のことを︑曾孫の立場としてい
ろいろ家族で伝え聞いた話とかもございますので︑そういったものを交えながらこの本を書くに到りました︒
ちょうど今年が辛亥革命一〇〇周年になります︒長い間ご興味を持っていただけなかった中で︑急にこの
ところ菅総理の所信表明演説とか外交演説の中に︑辛亥革命一〇〇周年だとか梅屋庄吉という名前が出てま
いりました︒驚いているわけでございますけれども︑一〇〇年前の日本人と革命家孫文先生︑あるいは孫文

先生だけではございません︑たくさんの皆さんが関わった中で︑日本人と中国人が心を一つにして協力し
合ったというこの歴史が︑今年一年︑ちょうどいい機会でございますので︑日本と中国のあいだはどうして
も戦争という大きな大きな影がございましてそれがなかなか越えられないんですが︑同じ歴史で言うならそ
の少し前に︑助け合ったいい歴史があったんだということを︑私は特に若い世代の人達に伝えていきたいと
思っております︒反日のデモなんかを見る度に梅屋庄吉の子孫としては心が痛むわけでございます︒

海万博に皆さんいらしてたわけですが︑どうして自分達の国父・革命の父である孫文のことを日本館で展示
してるのかと︒つまり孫文先生が日本にいらしたということも︑今の一般の中国の方達は全然知らないわけ
ですね︒そこでまず私は︑上海の復旦大学︑同済大学の皆さんの学生ボランティアを募って︑まず学生さん
達にこの歴史を学んでいただいて︑ボランティアで運営を手伝ってもらいました︒一般の︑何で孫文先生と
日本人の展示がこの日本のパビリオンにあるんだろうという方達に︑まず入口のところから︑非常に孫文先
生は日本にゆかりがあったんだよということの説明から始まって︑展示と映像でこの交流の歴史をご紹介い
たしました︒その後北京などでも展示をいたしました︒そういうことをしてるあいだに尖閣の問題が起こり
まして︑辛亥革命の場所である武漢での展示が少し延期になったんですが︑また年が明けて今年になりまし
てから︑やはり辛亥革命一〇〇周年だということで︑今度は中国のほうが︑自分達が主催して「孫文と梅屋
庄吉展」をやりたいと︑孫文先生の生まれ故郷である広東の中山市︑そして孫文と梅屋庄吉が出会った香港
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が日本館の隣の施設で︑「孫文と梅屋庄吉展」という展示をさせていただきました︒中国の一般の方達が上
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そういった中で私は︑本も書きましたけれども︑昨年上海万博がございまして︑そこで一週間だけでした

成果出版事業◦

などからも要請が来ております︒子孫としてはこの交流の歴史を多くの方に伝えていけるのが財産です︒梅
屋庄吉は全部使い果たして何も資産が残ってないんですけれども︑この交流の歴史を伝えていって︑日本と
中国の方に少しでも何か心の中に温かいものを感じていただければ︑それが私に残された財産じゃないかな
と思って︑毎日ここのところ活動しております︒
本日は本当にすばらしい賞をいただきまして︑心から感謝いたしております︒ありがとうございました︒
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推薦の辞
東亜同文書院記念基金記念賞
愛知大学中日大辞典編纂所殿
東亜同文書院大学四一期

高瀬恒一

一九三〇年代に東亜同文書院鈴木択郎先生ほか諸先生によって東亜同文書院中国語教育のシンボルともい
うべき辞典編纂が計画され︑資料カード約一四万枚が蒐集されましたが︑書院は閉校となり︑カードは接収
され断念のやむなきに至りました︒戦後カード返還を受け編纂事業は愛知大学に承継され︑爾来︑編集委員
長鈴木先生のもとで一九六八年『中日大辞典』刊行︑次いで同今泉先生のもとで一九八六年第二版刊行︑さ
らに同安部先生のもとで二〇一〇年二月第三版が刊行されました︒編纂所の諸先生が心血を注いだ結果︑三
十年代に書院の鈴木先生らが播いた一粒の種は初版の刊行までに三十五年︑第三版の刊行までに実に七十七

年の歳月を経て︑今や見事に実を結ぶに至ったのであります︒
大阪市立大学元教授宮田一郎君は書院四一期生︑中国語辞典を編纂し出版しておりますが︑先般愛知大学
での講演において宮田君は特に『中日大辞典』を取り上げそれが他に類を見ない優れた辞典であることを具
体的に明らかにしました︒
京都大学元教授尾崎雄二郎君は書院四四期生︑中国語音韻史研究・論語の研究などで知られますが︑漢和

中日大辞典編纂所安部悟先生はじめ諸先生の業績は︑東亜の教育文化の交流と発展に寄与し以て東亜同文書
院建学の精神を継承発揚することを目的とする東亜同文書院記念基金の趣旨に合致するものでありここに東
亜同文書院記念賞候補として推薦申し上げます︒

記念賞受賞挨拶
中日大辞典編纂所所長

安部 悟

本日はこのような栄えある記念賞をいただきまして︑中日大辞典編纂所の代表としてお礼を申し上げます︒
先ほどの高瀬先生のお言葉にもありましたように︑一九三三年に東亜同文書院の華語研究部で鈴木擇郎先
生を中心として華日辞典の編纂が始まりました︒語彙カードを蒐集することから始まり︑最終的には一四万枚
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であるかを語ったことがあります︒労多きこの編纂事業に献身的に取り組まれ︑今日第三版の出版に至った

第 17回東亜同文書院記念基金会記念賞推薦のことば・受賞挨拶

辞典も編纂し出版しております︒尾崎君はかつて私に辞典編纂はいかに労多くして報われること少なきもの

成果出版事業◦

ほどのカードが作成されましたが︑日本の敗戦で接収されました︒その後多
くの方々のご努力でそれらが戻り︑愛知大学で編纂を行うことになりまし
た︒本格的に編纂が開始されるのが一九五五年で︑この時に華日辞典編纂所
が設立されました︒そこから考えますと今の中日大辞典編纂所は五六年目
に入るわけで︑かなり長い歴史がございます︒その中で六八年に初版を出
し︑八六年には第二版︑八七年には増訂第二版という形で版を重ねてまいり
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ましたが︑この間︑その中心となられた鈴木擇郎先生や今泉潤太郎先生の
ご努力はもちろんのこと︑本当に多くの方々のご尽力︑ご支援をいただいて
編纂作業を進めてまいりました︒そして昨年︑何とか第三版を出すことがで
き︑私も非常に嬉しく思っておりますし︑正直ほっとしております︒
この第三版につきましては︑今考えられる我々の力をすべてその中に注
ぎ込んだつもりでおります︒辞書というのは厚さに制約がございまして︑あれ以上厚くすることはできませ
ん︒今回の辞書編纂の中で一番苦労しましたのは︑前回の改訂以後新しい語彙が飛躍的に増えているという
ことです︒皆さんもご承知のように︑改革開放路線以降の中国の変化は目まぐるしいものがございまして︑
その中で中国語の語彙もどんどん変化しております︒その新しい語彙をいかに取り込んでいくのかというの
が非常に大きな問題でありました︒新しいものが出たのなら古いものは捨てたらいいというわけにはまいり
ません︒辞書はやはりどうしても必要な語彙というのがございます︒初版本で言いますと少し古い時代の語

彙がたくさん入っておりました︒増訂第二版では︑文化大革命中の語彙がかなり含まれております︒これら
の語彙をどのように残して新しい語彙を入れていくのかというのが非常に難しいところでありまして︑この
点につきましては編集主幹の今泉先生のご判断で︑本当にきちっとした形︑つまり古いものでも残すべきも
のは残す︑どうしても必要な新しいものは入れるという考えのもと︑今回の第三版は作られております︒
華日辞典編纂所は一九五五年にできておりますが︑私も実は一九五五年生まれで︑中日大辞典編纂所と同

名古屋校舎のほうに移転いたしまして︑私はその時から所長をやらせていただいております︒ただ先ほども
申し上げましたが︑第三版の出版は編集主幹の今泉先生のお力に負うところが多いですし︑今回はこれまで
ご尽力いただいた多くの方々を代表していただいたものと思っております︒これまで我々は︑東亜同文書院
からの伝統をしっかり受け継いでやってきたつもりでおりますが︑今回の受賞は︑これからもその伝統を受
け継いでしっかり頑張ってやっていけという励ましのお言葉だろうと私は理解しております︒来年から笹島
に移転することになりますが︑これまでの諸先輩方や多くの先生方のご努力を引き継いで︑さらに発展した

59

ものにしていきたいと念じております︒本日は誠にありがとうございました︒
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じ年を経てきており︑これも何かのご縁かなと思っております︒豊橋にございました編纂所が二〇〇三年に
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成果出版事業◦

記念センター所蔵寄贈資料目録⑤
ポスト・ドクター

武

井 義

和
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今回は二〇一〇年度に寄贈された資料を紹介する︒資料のリストは後に掲載するので︑まずはそれぞれの
資料について簡単に述べておきたい︒
故青木光利氏に関係する資料として︑中国技術研修生日本語弁論大会の様子を撮影した写真が新たに追加
された︒故青木氏は通産省退職後の一九八五年に︑中国研修生を受け入れるための日中人材交流協会を立ち
上げられたが︑各企業での一年間の研修成果を日本語で発表する弁論大会が一九九〇年から二〇〇〇年まで
の一〇年間︑愛知大学豊橋校舎で開催され︑中日大辞典編纂処長の今泉潤太郎教授が審査委員長を務められ
ていた︒今回追加された写真は︑その審査発表の光景である︒なお︑日中人材交流協会については『オープ
ン・リサーチ・センター年報』四号掲載の拙稿「故青木光利氏寄贈資料について」を参照されたい︒
落久保博明氏は二〇〇九年にも御祖父様にあたる落久保半一氏の書院一二期生卒業アルバムを寄贈頂いた
が︑二〇一〇年には半一氏の卒業証書︑賞状︵いずれもコピー︶のほか︑一九〇八年の広島県告示「清国留

学生規程」や『読史方輿紀要』︑
『天下郡国利病書』も寄贈頂いた︒「清国留学生規程」は︑各府県の東亜同
文書院への県費生派遣について考える際に大きな手掛りとなるものである︒恐らく︑半一氏が書院受験に際
して参照されたものと思われる︒また︑『読史方輿紀要』︑『天下郡国利病書』は半一氏の卒業成績が優秀で
あったため書院から贈られた記念品であり︑立派な木箱に収まっているものである︒『読史方輿紀要』は顧
祖禹︵一六三一〜一六九二年︶が︑『天下郡国利病書』は顧炎武︵一六一三〜一六八二年︶がまとめた地理
︵

︶

1

書であるが︑半一氏が東亜同文書院から贈られたものは︑共に「光緒二十七年」︵一九〇一年︶に図書集成
局から刊行されたものである︒この写真は『オープン・リサーチ・センター年報』五号︵二〇一一年︶に資
料紹介として掲載している︒
多田徳茂氏と松山功氏からは︑中村満津氏に関する写真を頂いた︒多田氏と松山氏は親戚同士であり︑中村氏
が孫文の協力者だった山田純三郎と交流があったかもしれないとの事で︑記念センターを訪問された際に頂いた

講演会「大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院」で︑講演者のお一人として「ハルピン学院と
私」という題でお話頂いた︒その際︑ハルビン学院の当時と現在の様子を示すパネルを九点準備された︒会
期中は講演会場と展示会場で展示したが︑その後記念センターが拝受したものである︒東亜同文書院と同様
に︑現在は存在しないハルビン学院の様子を知ることができる︒
荒尾精書幅は︑前述の京都での資料展示会・講演会の際に︑金沢で書幅を発見された書院四二期生の三田
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ハルビン学院出身の谷藤助氏は︑記念センターが二〇一〇年七月に京都で資料展示会とあわせて開催した

記念センター所蔵寄贈資料目録⑤

ものである︒残念ながら現在のところ大きな手掛かりはないが︑
山田をめぐる人間関係を考える上で興味深い︒

成果出版事業◦

良信氏が金沢から会場まで直接ご持参下さったものである︒三田氏によれば︑日清貿易研究所が設立される
一八九〇︵明治二三年︶頃に︑学生勧誘のために日本各地を遊説した感想を認めたものであろうとのことだ
が︑東亜同文書院の源流と位置付けられる日清貿易研究所の創立期における荒尾の書幅ということで︑まさ
に大きな価値がある大変貴重なものである︒なお︑三田氏が書幅を発見された経緯︑そして右記に挙げた書
幅 の 解 説︑ さ ら に 書 が 残 さ れ た 金 沢 と 荒 尾 と の つ な が り な ど に つ い て は︑ ご 自 身 が『 同 文 書 院 記 念 報 』
︵記念センター︑二〇一〇年︶に記されているので︑是非合わせてご一読頂きたい︒なお︑二〇一
VOL.18
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〇年秋に名古屋市のマツザカヤホールで巡回資料展示会・講演会を行ったが︑テーマの一つに荒尾精を挙げ
ていたため︑その書幅も展示した︒彼は幕末に尾張藩士の子として現在の名古屋市東区で生まれたため︑地
元名古屋で荒尾について広く知ってもらう絶好の機会でもあった︒書幅は非常に大きく迫力があり︑また地
元紙『中日新聞』でも紹介されたため︑多くの見学者の注目を集めていたことを︑合わせて記しておく︒
書院四五期生の三好駿一氏夫人・初生氏からは駿一氏が所蔵されていた品を頂いた︒滬友会名古屋支部会
計簿は︑かつて各地で開かれていた書院同窓会の様子を知ることができる資料である︒また︑東亜同文書院
の記念手拭いや︑滬友会製作の法被などは卒業後長年経っても母校を忘れていなかったことの証であり︑書
院生の意識を知る資料と位置付けられる︒
三好駿一氏と同期だった武富健治氏からは滬友会名古屋支部会員名簿を寄贈頂いた︒すでに物故者が殆ど
を占めるが︑どのような職業についていたのか︑何期生から何期生まで在籍していたのか︑などを知る上で
興味深い︒滬友会名古屋支部会計簿とともに︑戦後の書院生が日本の各地域でどのような暮らしをし︑同窓

生としてのつながりをどのように有していたのかを知ることができる︒
書院四一期生の富永貞夫氏夫人・静江氏は貞夫氏が大切にしておられた根津一院長の顔写真︑手作りの根
津一院長塔婆を寄贈頂いた︒根津院長写真については静江夫人の書簡に︑同窓会があるたびに飾って根津院
長を偲んでいた様だと記されている︒夫人の書簡から︑貞夫氏は滬友会佐賀支部に所属されていた様なの
で︑同支部の集まりの際に飾っていたと思われるが︑根津院長の法名が書かれた手作りの塔婆の模型とあわ
せて︑貞夫氏の根津院長に対する深い尊敬の念︑さらに書院生の根津精神に対する強い尊敬の念を感じさせ
てくれる資料である︒これらもやはり書院生の内面を知る上で重要な資料である︒
末筆ながら︑今回の目録に掲載した資料を寄贈下さった方々に︑厚くお礼申し上げます︒
なお︑旧年亡くなられた三好駿一氏と富永貞夫氏のご冥福をお祈り致します︒

︵凡例︶
㈠

年号は主に西暦で表記したが︑元号で記した箇所もある︒

㈡

以前にも寄贈頂いた方の資料番号は︑通し番号として登録している︒

㈢

歴史的な人物と位置付けられる人名については︑敬称略となっている︒

㈣ 「寄贈年月日」は資料が寄贈された日︑もしくは記念センターに到着した日を示している︒
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三
︑『天下郡国利
– ︑一九五三年︶
病書』については井上進『顧炎武』︵白帝社︑一九九四年︶を参照した︒詳細はこれらの文献をご覧頂きたい︒

記念センター所蔵寄贈資料目録⑤

注⑴『読史方輿紀要』については海野一隆「読史方輿紀要とその地域論」︵『史林』三六

47

49

日付

内容

差出人 受取人

寄贈者氏名

寄贈年月日

37–8

「中国技術研修生日本語弁論大会」の
様子を撮影した写真（壇上に今泉潤太
郎教授〔当時〕）

今泉潤太郎名誉教授
より資料整理の委託

2010 年秋

47–5

「清国留学生規程」（四十一年県告示第
二十号）広島県の規程

落久保博明氏

2010 年５月 22 日

47–6

1915 年６月 27 日

落久保半一の東亜同文書院卒業証書
（コピー）

同上

同上

47–7

1915 年６月 27 日

落久保半一の東亜同文書院賞状
（コピー）

同上

同上

47–8

「商品目録」（47–7、47–9 の関連資料）

同上

同上

47–9

「読史方輿紀要」、「天下郡国利病書」
二林斎校本

同上

同上

ま

つ

49–1

中村満津と女児が写る写真

多田徳茂氏、
松山功氏 2010 年６月 21 日

49–2

中村満津ら６名が写る集合写真
計２部

同上

同上

49–3

49–2 のコピー（人名書き付）

同上

同上

同上

同上

49–4

『 同 文 書 院 記 念 報 』VOL 4 の コ ピ ー
（中村泰吉氏らしき年賀状が掲載され
たリストの箇所）

50–1

ハルビン学院関係パネル 計９点
①ロシア文字の校名、②校旗、校長な
ど、③昭和 18（1943）年の校舎、④ 21
期生集合写真、⑤ 21 期生～ 24 期生集
合写真、⑥旧校舎（1991 年８月）
、⑦
ハルビン学院記念碑、⑧記念碑収納
品、⑨旧校舎と記念碑銘文

谷藤助氏

2010 年７月１日

荒尾精書幅

三田良信氏

2010 年７月 17 日

50

51

51–1

52

52–1

滬友会名古屋支部会計簿（昭和 59 ～
平成２年分）

三好初生氏

2010 年９月 17 日

52–2

上海交通大学ネクタイピン

同上

同上

52–3

東亜同文書院創立百周年記念ネクタイ
ピン

同上

同上

52–4

東亜同文書院・愛大予科の記念手拭い
計 14 点（書院 12 点、愛大予科２点）

同上

同上

52–5

滬友会製作の法被

1890 年頃

同上

53–1 1987年６月１日現在 滬友会名古屋支部会員名簿

計３点

武富健治氏

2010 年９月 17 日

54

54–1

富永静江氏の書簡

富永静江氏

2010 年 11月

54–2

東亜同文書院記念基金会寄付申込書

同上

同上

54–3

手作りの根津一院長塔婆
法名「精進院徹道一貫居士」あり

同上

同上

54–4

根津一院長顔写真

同上

同上

65

同上

53
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二〇一〇年度記念センター活動記録

国内シンポジウム

「戦前海外にあった愛大ルーツ校５校の出身学生が語るアジアと愛大
││その体験と今日の高等教育への提言││」
講師
25

谷藤助氏︵ハルピン学院出身・愛知大学 年卒︶
23

小崎昌業氏︵東亜同文書院出身・愛知大学 年卒︶
25 27

奥田廣實氏︵京城経専出身・愛知大学 年卒︶
佐藤達也氏︵建国大学出身・愛知大学 年卒︶

シンポジウム講師と佐藤学長

31

10

10

年 月 日︵日︶
豊橋校舎記念会館３階小講堂

園部逸夫氏︵台北高校出身・京都大学卒︑
台北帝大・愛大教授の子息︶
コメンテーター
年卒︶
42

髙井和伸氏︵愛知大学

展示会
日︵土︶
17

日︵木︶〜７月

20

10

年５月

豊橋校舎大学記念館展示室
大学史企画展示
「愛知大学生・卒業生の活躍のあゆみ」

日︵日︶

18

日︵土︶〜
17

10

年７月

大学史企画展示 岩瀬投手のパネル

「豊橋校舎の地が軍隊の敷地だった頃」

コープ・イン・京都
「大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院」
日

17

講演会

「建国大学と私」／佐藤達也氏
「ハルピン学院と私」／谷藤助氏

2010 年度記念センター活動記録

「東亜同文書院︵のち大学︶と私」／小崎昌業氏
「東亜同文書院のあゆみと中国大調査旅行」／藤田佳久氏
「東亜同文書院に入学した京都府出身者
││明治・大正期の府費生を中心に││」／武井義和氏

東方齋荒尾先生之碑前

67

熊野若王子神社

日

18

東方齋・荒尾精先生追悼式

◦ 2891 ◦

日︵日︶

29

日︵土︶〜

28

10

年８月

成果出版事業◦
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米沢市東部コミュニティセンター︵山形県︶

日︵土︶

28

講演会

「米沢地方の歴史風土と本間喜一」／山田邦明氏
「私の父

本間喜一を語る」／殿岡晟子氏

「本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛知大学」／藤田佳久氏

松坂屋名古屋店

日︵月︶

29

27

日︵土︶〜

11

月

10

年

マツザカヤホール

「東亜同文書院から愛知大学へ
││近衞家︑荒尾精︑孫文︑中国アジア大旅行︑日中交流││」
日︵日︶

28

講演会

大盛況だった名古屋展示会講演会

「置賜が生んだ本間喜一をめぐって
││東亜同文書院大学から愛知大学 そして最高裁判所││」

「近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめぐって」／工藤美代子氏
「東亜同文書院から愛知大学へ││オープン・リサーチ・センター
プログラム事業にも関連して││」／藤田佳久氏

研究会
20

11

年１月 日︵木︶
豊橋校舎究館第１会議室・名古屋校舎研究館第４会議室
若手研究者研究発表会
佃隆一郎氏
「愛知大学記念館について││歴史︑史料︑これまでの研究││」
武井義和氏
「創立前後の東亜同文会京都支部について」

暁

世紀前半期の内蒙古の地域像」
20

「『大旅行』からみた

京都展示会

高木秀和氏

敏氏

「書院生のフルンボイル調査を中心に」
広中一成氏
「内田茂二︵書院４期︶の華北硝石資源調査」
2010年度記念センター活動記録

その他
全国大学史資料協議会東日本部会二〇一〇年度総会
日︵木︶豊橋校舎研究館第１・２会議室

20

10

年５月

69

総会・記念センター見学・情報交換会

◦ 2892 ◦

成果出版事業◦

編集後記

『同文書院記念報』第十九号をお届けする︒
本号はまず︑
二〇一〇年七月︑京都で記念センターの展示会と講演会を開催した際にあわせて行なった荒尾
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精先生追悼式の時の三田良信氏の解説的な講話と︑この追悼式を指揮した小崎昌業氏の荒尾先生の生涯を含
む追悼の辞を収録させていただいた︒折しも京都の祇園祭が終了した直後の夏の暑い日ではあったが︑多く
の書院および愛大卒業生が出席され︑盛大に行なわれ︑東方齋荒尾先生も深い眠りから覚めたことであろう︒
それとは別に︑三田氏は書院の大村欣一教授逝去の際に二二期生中濱義久氏が追悼文を上海日報に寄稿し︑そ
れを大村教授の弟重松氏が印刷した文章をここに再録し︑それについての「あとがき」として記していただいた︒
大村教授は大旅行に出かける書院生を鼓舞し︑書院生の偉業に感激の情をあらわすほどで︑多くの書院生にも慕
われていた︒
髙井和伸氏の寄稿は東京事務所で愛大創設期に入学した書院生だけでなく︑大陸や台湾にあった他大学や
高等専門学校生の状況をオーラルヒストリーとしてすすめつつあるもので︑今回はハルピン学院におられた
谷藤助氏についてのオーラルヒストリーについて言及された︒今後の展開により愛大創設期の再評価につな
がるものと期待される︒

本年度の第十七回東亜同文書院記念基金会記念賞は曾祖父梅屋庄吉と孫文とのかかわりを描いた『革命を
プロデュースした日本人』の著者小坂文乃氏と中日大辞典第三版を編集出版した愛知大学中日大辞典編纂所
が対象となった︒その推薦理由と受賞者の挨拶を掲載した︒小坂氏の書は二〇一一年が辛亥革命一〇〇年の
年であり︒より多くの人の注目を集めよう︒また愛知大学中日大辞典編纂所の中日大辞典第三版は︑変化の
激しい中国を適確にフォローした辞書として高く評価されるものと思われる︒
あとは︑記念センターＰ・Ｄ武井義和氏によるセンター所蔵の資料目録紹介のつづきを収録した︒
本号もこれまでの時代と現代の時代を刻み込んだ歴史の生き証人となるような内容となった︒読者の方々
からの御投稿も期待している︒
なお︑
二〇〇六年からスタートした
「オープン・リサーチ・センター」
プロジェクトは五年目の本年︑
終了する年と
なった︒
書院に関する多くの企画を実践し︑
それなりに成果を収めることが出来たと思われる︒
そこで次年度からの
新たなプロジェクトも応募することになった︒
うまくいけば本誌もまた豊かな実りを結ぶことであろうと思われる︒
最後に記念センター長を務めた筆者もこの三月に定年退職することになった︒多くのお世話になった方々

二〇一一年三月一五日

藤

田

佳

久

71

愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

編集後記

に心よりお礼申し上げたい︒今後のセンターにも何らかの形でお役に立つことが出来ればと願っています︒

◦ 2893 ◦

◦ 2894 ◦
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專

（愛知大学写真研究会名誉会長 )

越知

愛知大学東亜同文書院大学記念センター 客員研究員・運営委員

― そ の真髄 を実話から学ぶ ―

愛知大学

本間イズム と
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目

豊橋と愛知大学

幻の名門校

上海の本間喜一

◦ 2897 ◦

愛知大学の誕生

本間喜一の人物像

■頭髪の美学
■オチ理容館のお客様
■弁護士本間喜一
■大崎の干潟裁判
■本間先生からの年賀状
■哀しみを越えて
■お嬢さんと一緒に

第五話

■愛知大学の誕生
■本間先生の元に集った人々
■初代学長は？
はやしきろく
■林毅陸学長と地元経済人
■最高裁判所事務総長に
■愛知大学農学部
■創成期の学生像

第四話

■本間喜一先生とは
■上海のパパより
■東亜同文書院大学最後の学長として
■引き揚げの苦労
■日本に引き揚げて

ほ ん ま き い ち

第三話

■東亜同文書院大学とは
■東亜同文書院の卒業生
■後継大学として

とうあどうぶんしょいん

第二話

■兵隊さんの町
み か わ だ ん じ
■三河男児と愛知大学

第一話

愛知大学の語り部として ･･･

次

25

18

11

8

4
6
愛知大学事件

原点を訪ねて
■東亜同文書院大学の原点を訪ねて
■上海交通大学で歴史を感じて
■同文書院が占拠？
■中国一流の理工系大学から学ぶ
■同文書院の面影を訪ねて
■日中友好の架け橋、内山書店へ
■エネルギッシュな町 上海を歩いて
■終わりに

第十話

■市制功労者 本間喜一
■栄校区「ふれあいマップ」
■東亜同文書院大学記念センターの完成
■美術館・博物館とのネットワーク
■大学に遊びに来て下さい

開かれた大学に

異色な愛大の卒業生

第八話
第九話

私が学んだ先生方

第七話

■「中和致す」
■愛知大学事件
■ 1952 年 5 月７日
■弁護に立った本間学長
■法廷が教室に
■衆議院特別委員会
■愛大事件による痛手
■いなり寿司と弁当の壺屋
■学生への愛
■意外な理解者

ちゅうわいた

第六話

■愛犬太郎とバンザイ電報
■２度目のハレー彗星

54

40
46
49

33
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念や、様々な理想がありました。図書
館の入口に「自由受難の鐘」が立って
いますが、これはかつて始業・終業の
合図に鳴らした鐘です。その台座には
「新日本の担い手として民主主義に基
づき、世界平和と地域社会の発展に貢
献する教養ある人士の育成」を宣言す

また愛知大学の語り部として何度か講

演の機会を頂いています。学生や地域

の方々に、もっと愛知大学を知っても

らうためにはどうしたらよいか、日々

頭を悩ましております。

皆さんこんにちは。越知專といいま

す。昭和５（1930）年に豊橋で生まれ、

創立間もない愛知大学を昭和 28 年に

卒業しました。OB としてはかなり古

いほうです。学生時代は写真部でカメ

ラに夢中。同級生、先生方、なんでも

◦ 2898 ◦

にしっかりと謳われています。話が難
しくなりますので、ここからは私の知
るエピソードや思い出をお話ししたい
と思っています。

ことができるのではと、2006 年に愛知

大学創立 60 周年を記念して、写真パ

ネル展を企画しました。これはとても

好評で、翌年これをまとめた『愛知大

学創成期の群像

数年前から、愛知大学では大学の歴

史が本格的に研究され始めました。そ

こで当時をよく知る私にその手伝いを

するよう、お声がかかりました。創立

間もない時期の大学生活の記憶や写真

4

本間先生の写真と共に

学生証

の人々に愛され、利用されるようにな

は愛知大学が開かれた大学として地域

係があるからです。さらに、これから

展は「豊橋のまちづくり」と密接な関

のあることです。愛知大学の誕生と発

域に暮らす人々にとっても大きな意味

生・卒業生だけでなく、豊橋やこの地

愛知大学の歴史を知ることは在学

子が大学から出版されました。

成績通知書

会の発展に貢献することは建学の精神

写真を中心に、愛知大学の歴史を探る

ますかな？

旧学長室にて

神を読んで頂きたく思います。地域社

費出版した事がありました。この時の

えば当時の写真部のレベルが想像でき

写真集』という小冊

み込まれています。ぜひこの建学の精

からの思い出写真文集』という本を自

真家になった東松照明がいます、と言

うた

る、と愛知大学の「建学の精神」が刻

とうまつしょうめい

私は以前（1996 年）『愛知大学創成期

カメラに収めました。同窓に世界的写

おちまこと

収集と整理の手伝いをしております。

愛知大学は私立大学ですから、大学
を創った先生方にはしっかりとした理

現在は愛知大学記念館に通い、他の

ることを望むからです。

となっては歴史的史料という訳です。

部で撮ったちょっとしたスナップも今

OB や地域の方々に声をかけ、資料の

愛知大学の
語り部として…

卒業証明書

本間イズムと愛知大学

5
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けていたのです。

◦ 2899 ◦

られています。このような歴史的な経

治 40
（1907）年に明治政府が 15 番目の

師団を増やすことになった時、製糸業

しか産業のなかった豊橋は「ぜひ豊橋

に」と名乗りを上げ、十 五師団の誘致

かんしょ

うより「米沢人だ」といわれた方が感
国から若い学生が集まる。軍 都から
学都に転換できる。横田市長はこの絶
好のチャンスを逃がさないように、決

ます。その時私は 16 歳の少年でしたが、

焼け野原になった豊橋駅から公会堂ま

でが見渡せたことを覚えています。

も増え、町は賑やかになります。この

前年、豊橋は「町」でしたが「市」に昇

格し、豊橋市が誕生します。

田市長は本間先生と挨拶を交わすと
「大学は豊橋につくりなさい。豊橋な
ら学生たちにひもじい思いをさせな
い」と言って、机の上にサツマイモを
出したそうです。それは「農林１号」

いましたが、閉鎖され敷地は空っぽで

した。豊橋の政財界人は、軍施設だっ

た吉田城周辺や予備士官学校の敷地を

有効利用できないかと考えますが、何

から手をつけたらよいのか分からない

令部庁舎として建てられたもので国の

文化財に指定されています。

2006
（ 平 成 18）年 に 豊 橋 市 市 制 100

周年を記念して製作された浅丘ルリ

子主演映画『早咲きの花』や、同年の

6

その決め球はサツマイモでした。横

十五師団は陸軍予備士官学校となって

所に作られ、今の愛知大学記念館は司

め球を用意したのです。

同年８月に日本は戦争に負けます。

十五師団の本部は愛知大学のある場

本間喜一先生

本間イズムと愛知大学

横田忍市長

7

をとった「三河人」のプライドや、豊

市長の言葉の中に徳川家康と共に天下

じがわかると回想されています。横田

の本間先生は、俺は「山形人だ」とい

ある自治体は数少なかったのです。全

で市内の 70％が焼失、焼け野原となり

人口が増え、旅館や食堂、洋服屋など

がくと

田市長を信じます。後に、山形県出身

学といわれる今と違って、当時大学の

年６月、賑やかだった豊橋の町は空襲

で、兵隊さんが全国から招集されます。

ぐんと

りませんが、本間先生はその態度で横

にぎ

言っても、ぴんと来たかどうか、分か

がちです。

メージやランクは上がります。駅弁大

に初めて来た本間先生に「三河人」と

相手の方から豊橋を候補にしてくれて

上前からある古い大学のように思われ

いる。豊橋に大学ができれば、市のイ

意味でしょう。山形県生まれでこちら

た。そこに大学の建設話です。しかも

緯を知らないと、愛知大学は 100 年以

さて話は戻りまして、昭和 20（1945）

やるといったらやるんだ」そういった

いのだろうと、ため息ばかりついてい

「男に二言はない、俺は三河人だ。

すね。

は三河人だ」と一言返したと言うんで

したそうです。すると横田市長は「俺

のとは違いますよ」と、さらに念を押

不安そうに、
「大学は女学校をつくる

しかし、そういわれても本間先生は

刻な問題でした。

分からんこともない。食料の確保は深

いつも腹ぺこを経験しておりますから

面 白 い 話 で す が、 私 は こ の 頃 16 歳、

芋が決め球なんて今聞くとちょっと

と重ねて言います。

山できるから、食うには困らせんよ」

「この辺では甘藷（さつまいも）が沢

腹を満たしていたサツマイモでした。

といって戦後の食糧難の中、市民の空

に成功します。十五師団ができたこと

じゅうごしだん

なった豊橋は、これからどうしたらい

しだん

色々考えたと思います。焼け野原に

ており、御手植えの松の記念碑が建て

露戦争では大活躍しています。また明

て

子だった頃、ここを訪れ松を植えられ

という歩兵部隊があり、日清戦争や日
お

横田市長はこの話をまとめるために

させます。大正天皇と昭和天皇が皇太

18 年（1885 年）に配置された十 八連隊

じゅうはちれんたい

ます。迎えるは横田忍豊橋市長。

よこたしのぶ

をしていた、木田彌三旺の２人が訪れ

でいますし、正門や副門も歴史を感じ

さ

られた太い黒松や銀杏がぐるりと囲ん

み

の町、軍都と呼ばれていました。現在、

だ

豊橋市役所や吉田城のある所には明治

き

と、その片腕で同大学を卒業し、講師

大学の周りには 100 年以上前に植え

ぐんと

た。豊橋は生糸の町、そして兵隊さん

きいと

とうあどうぶんしょいん

お

前は陸軍の兵隊さんが厳しい訓練を受

された、豊橋で最初にできた大学です。

いちょう

元東 亜同文書院大学学長の本 間喜一

施設だったのです。愛知大学ができる

年、太平洋戦争の終わった翌年に設立
ほ ん ま き い ち

長室に、上海から引き揚げたばかりの

業高校なども、かつてはすべて陸軍の

があります。愛知大学は昭和 21
（1946）

戦前、豊橋に大学はありませんでし

昭和 21 年７月１日。豊橋市役所市

ある南部中学校、時習館高校、豊橋工

学・豊橋技術科学大学・豊橋創造大学）
みかわだんじ

ます。さっそく当時の市長が動きます。
■三河男児と愛知大学

検討しているという話が舞い込んでき

いる 259 号線や渥美線も、大学の南に

くる土地として、予備士官学校跡地を

や公館、馬術部の馬場が撮影の舞台に

豊橋市には現在３つの大学（愛知大

昭和 21 年６月頃、上海から引き揚
げてきた大学教授が、新たな大学をつ

の地方での出来事で、愛知大学記念館

虚脱感が町中を覆っていました。

きょだつ

説『純情きらり』は、昭和 19 年頃のこ

宮崎あおい主演のＮＨＫ連続テレビ小

なっています。愛知大学の前を通って

■兵隊さんの町

第１話
豊橋と愛知大学
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たちが教えていた東亜同文書院大学と

は、一体どのような大学だったのか。

た、とうれしそうに話してくださいま

した。

営母体となって東亜同文書院が創られ

ました。「東亜」とは日本・中国などの

地域を総称する東アジアのことです。

じて 50 万円を愛知大学に寄附してく

れました。２日後の 7 月 3 日には市役

所の隣にあった兵舎跡に愛知大学設立

◦ 2900 ◦

学校だったのです。1899 年には中国

精神の一つとしています。

8

柴田正ニ）

養成するために設立された、高等専門

のために大学を設立することを建学の

「俺は三河人だ！」（絵・豊橋の風刺漫画家

国の言葉や経済に通じた優れた人材を

人の卒業生を送り出したと言われてい

戦で閉学するまでの 45 年間で、約 5,000

てくれる、とあって難関校でした。敗

合格すれば全寮制で費用は全額負担し

な学生が受験します。何と言っても、

を受けて日本各地から選抜された優秀

た。その上海で学ぶため、県から推薦

上海は当時東洋一の国際都市でし

東亜同文書院大学に昇格します。

14）年の大学令により東亜同文書院は

設けられました。その後、1939（昭和

からの留学生のために東京同文書院も

た。東亜同文書院大学というのはその

ならなかった時代、20 世紀に向け、中

愛知大学もこれに応え、東京や大阪

など大都市ではなく、地方の文化発展

上海にあった東亜同文書院（大学）

くらい評価が高かったのです。

学の卒業証書も一緒に見せてくれまし

た杉山好美さんです。同時に京都大

その方は、中部ガスの常務になられ

見せてくれました。

エルカム。そういう書類ですよ」と、

大阪大学等、旧帝国大学は無試験でウ

行けば、東京大学にしろ、京都大学、

こられ、終戦直後には「これを持って

業生と言われる方が修了証書を持って

先日、東亜同文書院大学の最後の卒

■東亜同文書院の卒業生

者、政治家などになって活躍しました。

から、卒業後は外交官や貿易商社、学

済、地理に明るい国際人となりました

などにも通じており、中国の歴史、経

ラ、他に英語やフランス語、ロシア語

ます。卒業生は皆、中国語はペラペ

東亜同文書院は日中間で貿易もまま

だったかが分かります。

でしょうか。

「書院」とは私立学校というような意味

を頂いておりました。豊橋市にとって

大学の誘致がいかに期待の大きなもの

使用する文字が同一であることです。

それ以降も豊橋市からは大変な援助

「同文」とは異なる民族または国家で、

族院議長を会長とする東亜同文会が経

約束を頂きまして、事実、市議会を通

事務所が設置されております。

1901
（明治 34）年、上海に近衞篤麿貴

それと同時に「援助もする」という

このえあつまろ

さて愛知大学の前身、本間喜一先生

とうあどうぶんしょいん

■東亜同文書院大学とは

第二話
幻の名門校

ですが、横田市長の一言で豊橋に決め

外にも何箇所か候補地を考えていたの

た話です。このとき本間先生は豊橋以

この話は本間先生から直接お聞きし

う気迫を感じたのでしょう。

橋に何としても大学を誘致したいとい

本間イズムと愛知大学

ンドがあったのです。

9

は、それほどの権威といいますかブラ

亜同文書院を卒業しているということ

帝国大学に無試験で入れてしまう。東

ように、修了証書さえあれば全国の旧

うです。バレちゃった訳ですね。この

る」と言ったら、その人は赤面したそ

ていたから、
「実はこういうものがあ

す。まさか学籍簿はないだろうと思っ

いてくれと言ってきた例もあるそうで

て同文書院の事務局に卒業証明書を書

学生が、今更分からないだろうと思っ

きたのです。逆に卒業していなかった

で卒業証書を発行してもらうことがで

るものですから、それに基づいて、後

す。この中に杉山好美さんの名前があ

績証明書を持ち帰っていらっしゃいま

揚げてくる際、苦労して学 籍簿と成

がくせきぼ

東亜同文書院の先生方が日本に引き

◦第６章
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は、素晴らしい特長であるので、今後

はこの事ををどんどん世の中に発信し

なきゃならん。と、OB としては言い

たいのです。

渡って広大な中国や東南アジアを歩い

て、系統的に調査した。このような論

文集は世界的にも例がないと言われて

います。この貴重な卒業旅行論文は愛

◦ 2901 ◦

うですが聞いてください。

生は口をつぐみ、東亜同文書院のこと

10

学籍簿と成績表

を引き継いだ大学なのですが、このこ

愛知大学は本来、東亜同文書院大学

た。

から「幻の名門校」なんて言われまし

左：高垣寅次郎一橋大学教授

間先生のお話をしますので回り道のよ

うになってしまいます。そのため書院

右：本間先生

は語れないと思います。ここからは本

やっていたのではないかと言われるよ

上海時代

体験、これをお話ししないと愛知大学

たことが戦後、戦争中にスパイ活動を

はあまり知られていません。そのこと

一先生の生き様、激動の時代の先生の

東亜同文書院大学最後の学長、本間喜

ところが、日本の大学が中国にあっ

とができます。

さて、愛知大学の歴史を話す時には、

が東亜同文書院の後継大学であること

あるでしょうが、卒業生が数十年に

知大学の図書館にありますから見るこ

いう時代になってきました。愛知大学

代に中国全土の各地の少数民族を含む

す。個人的な研究者が調査したものは

いたのです。

し、発信していかなければならないと

東亜同文書院とは言わないようにして

国各地を「旅行」しています。あの時

態などを調査し論文として残したので

学校設立当時はあまり、東亜同文書院、

２カ月ぐらいフィールドワークで、中

現在は愛知大学を新しい角度で検証

になる、そういう時期もありまして、

同文書院の学生は卒業試験のかわりに

歴史や民俗、各地の商習慣、農村の実

とを強調するとＧＨＱにつぶされそう

■後継大学として

たまにわ

正装した本間喜一

長に就任します。

19 年に最後の学

兼教授に、昭和

院大学の副院長

年に東亜同文書

東京商大教授を経て、昭和 15（1940）

その間、独・米・英・仏に留学。

た」と東京商大予科教授となります。

卑しくなる」「もっと勉強したくなっ

ことになじめなかったようで「自分が

れたそうです。しかし、人が人を裁く

の考え方、男としての在り方を教えら

わいがられます。身のこなし方、もの

ての最高裁判所長官三淵忠彦さんにか

みぶちただひこ

をします。その時の先輩で、戦後初め

トップで合格し、東京地裁で司法修習

ます。現在の司法試験に当たる試験を

四中から一高、東京帝大法科に入学し

小学校から抜群の成績で、東京府立

してお話されたそうです。

きされずにすんだ」と、晩年冗談めか

ぐにオギャアと大声で泣いたから間引

南陽市）で生まれました。
「生まれてす

15 日、山形県米沢市の近くの玉庭村
（現

本間喜一先生は明治 24（1891）年７月

ほんまきいち

■本間喜一先生とは

第三話
上海の本間喜一

本間イズムと愛知大学

※こちらのユニークな漫画は
本間先生の次男昌ニ郎さん
制作の紙芝居「本間喜一
一代記（1980 年作）」
より転載させて頂いております。

秘 マンガ
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ロ事件、物価について、小さいお嬢さ
んが相手でも、なかなかしっかりした
家庭教育をされていたようですね。先
生の理念である「教育は愛なり」を表
している手紙だと思います。

ごしています。専門部開設のように

て４月末は上京の必要あるかと存じま

す。晟子の手紙見た。鼻が悪いので耳

に及び、音楽に及ぶにあらざるやと思

い」[ 手紙① ]

いた手紙をご家族から寄贈していただ

きました。本間先生の人柄と上海での

生活がうかがわれますのでご紹介しま

す。

◦ 2902 ◦
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手紙①

いました。次のように書いてあります。

前畑町にある本屋さんで解読してもら

い」と言われてしまいました。最後は

「変 体仮名の変体だね。これは読めな

へんたいがな

者さんに読んでもらおうとしたところ

り、読むのに大変苦労しました。学

ただ、本間先生の字は独特の癖があ

たりするのを見て、私は何よりも安心
し、嬉しかった。夏休みには上海へ連
れてきてやる。まるで西洋の町のよう
なところです。算術を始めからよく復

和歌にしています。こういう和歌を作

るのが本間先生はうまいんです。そし

て日本にいる娘の晟子さんの鼻が弱い

ので心配している手紙です。

本間先生と、妻の登亀、長男の忠彦

「24 日、上海に着きました。今日また
兵隊さん１人、テロに殺されました。
こうあ
犯人はすぐ捕まりました。明日は興亜
記念日で朝６時半に式が始まります。
朝寝坊すると困るので目覚まし時計を
18 円 80 銭で買ってきました。高いで
しょう。上海は何でも高いです。２月
28 日 アキコさん パパ」 [ 手紙② ]

書かれています。

紙。子どもに対してなのでカタカナで

手紙②

なって勉強したり、うちの手伝いをし

した。疲れてぐっすり寝ている様子を

今度は長女の晟子さんに宛てた手

「このあいだ帰った時 大そう良い子に

次は次男の昌二郎さんあての手紙。

里離れた日本人学校へ毎日通っていま

上海に連れていった息子さんが、７

しょうじろう

くなってきたのでしょう。上海でのテ

あきこ

は上海での日本人の生活も安全ではな

上海時代の本間先生が東京に住む家

新緑になりました。用も多く忙しく過

昭和 17（1942）年の手紙です。この頃

寝ねたり健かの息

「日に行き来 七里の道に疲れしか 子は

族（奥様と３人のお子さん）にあてて書

■上海のパパより

本間イズムと愛知大学
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◦ 2903 ◦
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次男昌二郎さんの描いた上海の風景

手紙③

た時に、ぜひ食べてみたかったんだが、
同行者に「食べないほうがいいですよ。
臭いですよ。」と言われた。おなかも弱

まだ壊さないで持っているか。品物は

何でも大切にするように。庭の畑に種

を蒔いておきなさい」[ 手紙③ ]

喜一一代記」
を載せました）

の小冊子にも昌二郎さんの漫画「本間

らっと面白い絵を描いてしまう。（こ

昌二郎さんは絵が上手で、さらさ

白いので紹介します。

二郎さんが描いています。こちらも面

当時の上海の様子を小学生だった昌

います。

上海について行き、向こうの学校に通

しました。次男の昌二郎さんはこの後

であまり出ていなかったので、ご紹介

うです。

る」と、言って国旗を出さなかったそ

てくるまでは僕は戦争責任を感じてい

身御供のようなものだから沖縄が返っ

されていました。
「沖縄の人たちは人

も国旗は門に飾らない」という決意を

るまでは、たとえ国のお祝いであって

お嬢さんの話では「沖縄が返還され

胸の痛みとしておられました。

と、さらに戦争責任そのものを生涯の

者として多くの学生を戦場に送ったこ

本間先生は同文書院大学時代に教育

どに駆り出されていました。

と同様に同文書院の学生も学徒出陣な

がくとしゅつじん

行のような活動は中止され、日本本土

争の渦中にありました。先ほどの大旅

ですが、すでにこの頃、同文書院も戦

をされていたのは昭和 19（1944）年から

本間先生が東亜同文書院大学の学長

■東亜同文書院大学最後の学長として

いでしょうか。

な姿か」というのを想像したんじゃな

あ、今、父と兄が行ってる上海はこん

たそうです。これを見て晟子さんも
「あ

この絵は妹さんへ宛てた手紙に描い

ん・・・克明に描いてあります。

上海の人々の服装、兵隊さん、肉屋さ

いのでやめておきました。それから

の丸揚げをしている。私は上海に行っ

の良い血統で、算術はできる。時計は

父親としての本間先生の資料は今ま

人力車、饅頭屋、中華料理屋では鯉

習しておきなさい。うちではみんな頭

本間イズムと愛知大学
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本間家の人々 [ 前列 ] 本間夫妻、[ 後列左から ] 真理子 ( 長男妻 )、
忠彦 ( 長男 )、昌ニ郎 ( 次男 )、看護婦さん、晟子 ( 長女 )
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本間先生が中心となり、日本のどこか

績簿を中国語教授の鈴木擇 郎先生は、
自分の身の回りの物よりも優先させ持

代わって活躍したのは言うまでもな

いことです。本間先生が机上でなく活

きた学問をしていたことの証になる話

什器備品すべてが戦勝国中国の管理と

なり、先生や学生は日本に引き揚げな

ければならなくなります。

◦ 2904 ◦

ご苦労があったそうです。敗戦国です

から帰国者の荷物検査は厳しく行わ

れ、出国の中国では接収、帰国時は米

軍の没収という危険があったようで

す。

院大学がフォードの新車を購入しま

す。また、運動場等の不動産を売却し

た代金を「金の延べ棒」で受け取りま

した。本間先生はドイツ留学中、第一

次世界大戦後のインフレを体験してい

16

上海の風景が入った絵葉書

無事に日本に帰るには他にも大変な

た。

上げ費用に充てることができたのでし

だと思います。これらを日本への引き

切った行動に出ています。東亜同文書

本間先生は大学の経営者として思い

ピソードを話します。

余談ですが、この頃の本間先生のエ

いて利用できます。緑に囲まれ大学の
環境としては願ってもない立地条件が

れは東亜同文書院だけでなく、韓国に
あった京城帝国大学、台湾にあった台

Ө҅ࠔܖٻŪ

ிʣӷ૨ᨈܖٻŪ

ᝅ

局本部、体育館、正門、副門も残って

入れ先が日本にはなかったのです。こ

ʮ؉ࠔܖٻŪ

場は運動場に、兵舎は学生寮に、事務

同文書院大学は、先生も学生も受け

本間イズムと愛知大学

創立されることになりました。

17

豊橋市長と面会し、愛知大学が豊橋に

このような経緯で本間先生が横田忍

り、生徒を募集するにも好都合。

中心。東からも西からも講師を招いた

揃っていたのです。しかも日本列島の

官学校の教室はそのまま教室に、練兵

いうニュースを持ってきます。予備士

官舎や予備士官学校があくらしい」と

龍男先生が「豊橋市で旧陸軍の師団長

そんな中、愛知県高浜市出身の神谷

地があったそうです。

別府、半田、鎌倉、宇都宮などの候補

い大学の候補地を探します。久留米、

務所で残務処理に当たりながら、新し

翌日から本間先生らは東京神田の事

なったのです。

ところが、中国で生まれ育った東亜

200 余人は博多に引き上げます。

３月 1 日、本間学長以下教職員、学生

このようにして、昭和 21（1946）年

■日本に引き揚げて

の唯一の繋がりになっています。

いることが、東亜同文書院と愛知大学

この学籍簿と成績簿が今日まで残って

ご家族とともに手分けしたそうです。

ち帰って来られました。量が多いので

に新しい大学をつくろうということに

ました。そこで、東亜同文書院大学の

収されてはならない大切な学籍簿と成

た。金の延べ棒が下落した日本紙幣に

大学は中国側に接収されます。建物、
きじょう

受け入れ先が必要だということになり

ました。そのような中、大学として接

は購入時の 30 倍近くで売却できまし

の管理下に入ります。東亜同文書院
たくろう

ても、帰るべきところがない。新たな

稿カードも中国側に接収されてしまい

です。予想は的中し、フォードの新車

じゅうき

学も同じことでした。日本に引き揚げ

辞典（華日辞典）の約 14 万枚に及ぶ原

敗戦後の超インフレを見通していたの

北帝国大学、その他大陸にあった諸大

へんさん

東亜同文書院で編纂していた中国語

学長に就任してから１年数ヵ月で日

ました。その経験からでしょうか、

本は無条件降伏し、中国全土は中国軍

■引き揚げの苦労

◦第６章
成果出版事業◦

らと威張ったりしない。下の写真は用
務員さんと楽しそうに並んでますよ。
全然偉そうにしてないんですね。いろ

は「本間先生が愛知大学を創るという
から急いで、今までの住まいを全部
売っちゃって豊橋へ来た。財政は厳し

ば、なるほどとうなずけます。この時

の文部大臣田中耕太郎は本間先生の第

一高等学校、東京帝国大学時代からの

る田中耕太郎、最高裁判所初代事務総

まった」といわれています。

という考え方もありました。学者は
あっちこっちで講師を頼まれれば謝礼
をもらうだろう。そういうものがない

た大学、と言うことです。このような

大学は愛知大学しかありません。これ

はとても自慢できる話です。

日本農産化学研究所 20 万円と合計 100

万円の寄付金が集まります。さらに豊

橋市は机と椅子を 1500 人分、黒板は

◦ 2905 ◦

18

正門

学は、またたく間にできたのでした。

れます。戦後の混乱期とはいえ愛知大

され、同年 11 月 15 日に大学は認可さ

大学の認可も他の新設大学より優先

の補助を約束してくれました。

てくれ、５年間にわたり毎年 10 万円

26 枚、寝台や畳などは 700 人分貸与し

グラウンド

す。私たち学生は「オバキンさん」と

財政学の小幡清金先生もその一人で

おばたきよかね

の申請書類に名前を連ねています。

した。当時のそうそうたる学者が大学

いて、駆けつけた有名教授も沢山いま

本間先生が大学を創るという噂を聞

■本間先生の元に集った人々

しろ、教授も事務職員と同じように」

付だけでできた大学、学者だけで作っ

50 万円、新城市の富田実平氏 30 万円、

造成中の校内を回る（左：本間先生 右：用務員さん）

学に居る人をみんな大事にしようとい

本間先生の考えでした。それは愛知大

事務職員の待遇を良くしろというのが

これは本間先生の「働く人を大事に

された大学設立資金は一銭も無く、寄

じっぺい

必要な 100 万円の資金も、豊橋市から

教授連の家計は厳しかったようです。

とがあるんですが、本当に愛知大学の

助にするような状況です。私も見たこ

特筆すべきことは、愛知大学は準備

愛知大学の門出を祝ったのでした。

長になる本間喜一と最高裁のトップが

で大学設立認可申請書を作成・申請に

生が横田豊橋市長と面会、８月 1 日付

昭 和 21
（1946）年 7 月 1 日 に 本 間 先

給料が安く、生活は苦しいので、奥さ

判所長官三淵忠彦、後に二代長官にな

し、人材が必要な時は自然に人が集
んが鶏を飼って卵を生ませて生計の補

た理由を話されていました。しかし、

顧問として名を連ねたのは初代最高裁

あり、「金が必要な時は誰かが金を出

本間イズムと愛知大学

い学長を探すことになりました。
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うことです。そこで別に誰かふさわし

初代の学長は引き受けられない」とい

なことで教育者の資格がない。だから

やって死なせた。僕は、そういうよう

「東亜同文書院時代に学生を戦地に

いと言われるのです。なぜかというと、

ませんでした。しかし、先生はできな

知大学の初代学長にふさわしい人はい

亜同文書院最後の学長本間喜一ほど愛

受けられない」とおっしゃられた。東

本間先生はどうしても「学長は引き

■初代学長は？

事にしたんです。

らばと太鼓判を押してくれます。また、
みぶちただひこ

いろな人の話に耳を傾けて皆さんを大

惹かれて愛知大学へ来た」と愛大へ来

同級生で大親友。本間君の創る大学な

本間先生には豊富なネットワークが

たなかこうたろう

うものです。本間先生は偉い学者だか

言っていましたが、そのオバキンさん

これは本間先生の太い人脈を見れ

い。厳しいけれども本間先生の魅力に

■愛知大学の誕生

第四話
愛知大学の誕生
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（元・豊橋商工
会議所会頭）

本間喜一 （２・４代学長）

（初代学長）

林

毅陸

小岩井淨 （３代学長）

（元・豊橋市長）

河合陸郎

（愛知大学教授）

神谷龍男
博

（元・豊橋商工
会議所会頭）

神野三郎

神野太郎

◦ 2906 ◦

３代の小岩井学長が、元豊橋商工会議

所会頭の神野太郎さんのお宅を訪問し

た時の写真です。３人の学長が一緒に

は、新大学を創るために一肌脱いで欲

しいという本間先生の意気に感じたも

のでした。

河合陸郎さん。後ろ隣が小岩井淨先生、

林毅陸学長、本間先生、隣中央が神野

太郎豊橋商工会議所元会頭と神野三郎

す。豊橋には慶応大学卒業生の同窓会

組織「三田会」があります。会員の多

くは財界人でした。特に豊橋商工会議

岐阜大学学長になった四方博先生。後

の名古屋大学学長松坂佐一先生と太田

英一先生。

太郎さんは慶應時代に林先生のゼミ生

だったそうです。そんなことから今度

はお金集めに、林毅陸学長が中心とな

20

帝大教授から愛知大学の教授を経て、

さんの親兄弟は三田会の役員で、神野
しかたひろし

元豊橋商工会議所会頭。その隣が京城

所の重鎮であった中部ガスの神野太郎

かみの

神野太郎さんの親友で後の豊橋市長

大学と豊橋に新しいつながりができま

かわいろくろう

スを報告した神谷龍男先生。その隣が

豊橋に空いた陸軍施設があるとニュー

写っている珍しい写真です。左から、

林先生がお見えになったことで愛知

■林毅陸学長と地元経済人

代の林学長、２代・４代目の本間学長、

す。林先生が初代学長を快諾されたの
こ い わ い

上の写真は創成期の３人の学長、初

に深い縁ができていくわけです。

豊橋が、次第に本間先生の人脈で相当

そういう形で、縁がないと思われた

姻 戚関係で信頼関係があったそうで

いんせき

者です。また林先生と本間先生とは

経歴からいっても申し分のない大学

林毅陸先生でした。

はやしきろく

たという話もあります。

（愛知大学教授）

同文会理事・前慶應義塾大学総長の

松坂佐一

助願ったり、連帯保証をお願いに伺っ

（愛知大学教授）

てたのは、また大学者でした。前東亜

太田英一

り、神野太郎さんの自宅へ伺い、ご援

（愛知大学教授）

本間先生が初代学長に白羽の矢を立

神野家を訪れた創立時のスタッフ（写真撮影：神野信郎氏）

四方

大学には法曹界の重鎮をはじめとする
日本トップクラスの輝かしい教授陣が
いたのは間違いない事です。

忠彦という人です。本間先生にとって
は司法官試補として採用された時の上
司で尊敬する恩師に当たる方。その人

くることが謳われていました。

生は退官されます。最高裁判所の事務

ɤฅ ࣙࢠ

最高裁判所初代長官

ဋɶ᎓ٽᢹ

元文部大臣（愛知大学設立認可時）

最高裁判所ニ代長官

本間イズムと愛知大学
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湖などの海産物も豊富である。この農・

今から思えばもったいないような気が

最高裁判所初代事務総長に

農産県であるばかりか、三河湾、浜名

にできる大学の学長になるというのは

本間の親友

可申請書には、この地方は日本有数の

このような方が愛知県の片田舎、豊橋

本間の恩師

昭和 21
（1946）年の愛知大学設立認

総長といえば、大変な出世コースです。

うた

来構想として農学部のような学部をつ

いう報道記事に市民は驚きます。

を務めておられます。余談ですが２代
任し、引継ぎの３ヵ月を終え、本間先

れます。農学部のような学部を創ると

憲法の下で、最高裁判所初代事務総長

しかし元々、愛知大学は創立時の将

い、という構想があると新聞に発表さ

目長官には同級生の田中耕太郎氏が就

育、環境の問題を扱う学部を設立した

きったのが本間先生だったのです。
このようなことから、本間先生は愛

います。そして豊橋校舎には農業、食

淵忠彦長官自身が右腕として信頼し

知大学設立の翌年から３年間だけ、新

話は飛びますが、愛知大学は 2012
年に名古屋駅前笹島に移転を計画して

き受けない」と言われたそうです。三

てくれなければ最高裁判所の長官は引

が「本間喜一君が事務総長を引き受け
■愛知大学農学部

ていたのです。事実、この当時の愛知

みぶち

裁判所の初代長官になったのは、三淵
ただひこ

日本一の大学を創ろうという夢を持っ

しかし、本間先生は敗戦後の日本に、

します。

ます。三権分立の司法のトップ、最高

戦争に負けて日本は憲法を大改正し

■最高裁判所事務総長に

◦第６章
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しい大学に対する企業や地元の要望で

もあったのです。さらに東亜同文書院

農学部や水産専門部を置きたい、とい

うことが記載されます。

◦ 2907 ◦
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愛知大学建物配置図

東亜同文書院の農工科課程表

新制大学に移行するまでは、同文書院、
京城帝大等、旧制大学の学生たちは学
生服の上にぱっとマントを羽織って町

突飛な構想ではなく、愛
知大学らしいと言えるか
も知れませんね。

は見られませんでした。しかし、応援

昭和 28 年以降になると、こういう姿

囲気があったのではないでしょうか。

いう服装にもかかわらずインテリの雰

たちはびっくりしたでしょうね。そう

学生たちを初めに見たとき、豊橋の人

あったのです。大声で話しながら歩く

橋の街を歩く時、こういった風景が

して歩いたことです。愛知大学生が豊

今と違うのは、学生同士でよく議論

く描かれていると思います。

げ、颯爽とした形。当時の雰囲気がよ

さっそう

ノートを持って、手拭いを腰にぶら下

た帽子、素足に厚い下駄、手には本や

こういうマント姿です。マントに破れ

を闊歩していました。そのスケッチが

かっぽ

11 月から 24 年４月、学制改革により

い、大学で保管してもらっています。

将 来「 農 業、 食 育、 環 境
するという構想も、全く

れはもっと大事に保管すべきだと思

と考えた時、豊橋校舎に
愛知大学ができた昭和 21（1946）年

あげるよ」って言うものですから、こ

の問題を扱う学部を設立」

学の風景です。
「越知さん、この絵を

そんな彼が毎日、目にしていた愛知大

米についての研究を行っています。

意されていました。また、日本農産化
愛知大学が東亜同文書

にある時習館高校に通っていました。

中国農村のジャポニカ米・インディカ

院を引き継ぐ大学である、

生節男さんは、当時愛知大学の目の前

は農業政策を担当）が学生たちととも

の農機具、化学実験室、飼育場まで用

すき

坪の農場用地が予定され、農耕用鍬等

たけおさだお

やっている竹生節男さんの絵です。竹

三好四郎教授（当時講師・愛知大学で

チが残っています。豊橋で絵の先生を

ここに当時の愛大生を描いたスケッ

どうだったのでしょうか。

愛知大学創成期の愛知大学の様子は

■創成期の学生像

書には、約３万８千坪の敷地内に 1 万

にも一時期（8 年間）
「農工科」があり、

不明）からの 20 万円の寄付なども、新

本の食料対策上重要であるから将来、

実際、愛知大学の土地建物使用計画

学研究所（農薬会社という説もあるが

水産物の加工研究をすれば、将来の日

本間イズムと愛知大学

議論する愛大生（竹生節男さんのスケッチ）

マントに下駄履きの愛大生（竹生節男さんのスケッチ）

愛知大学正門・本館（竹生節男さんのスケッチ）
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うになり、地元にもなじみ出した頃で

もを入学させるか」などと言われるよ

先生方がいるらしいから、うちの子ど

年の卒業です。
「愛知大学には立派な

私は新制大学の第一期生で昭和 28

な下駄履き姿を披露しています。

応援団のリーダー公開会にはこのよう

大学応援団の後援会特別顧問ですが、

団には引き継がれています。私は愛知

◦第６章
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引揚者や復員軍人へのボランティア活動（昭和 20 年代）

◦ 2908 ◦
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当時の卒業写真

市に溶け込んでいたんですね。

市民の距離が身近で、愛知大学は豊橋

たかって見ているんです。大学と豊橋

学」って、もう通行人が山見のように

いました。「フレー、フレー、愛知大

の前で、写真のように見送りをやって

う時など愛知大学の応援団が、豊橋駅

の強豪として知られ、全国大会に向か

催し物を PR するポスター・チラシ（昭和 20 年代）

学生企画の原爆展に集まった人々（昭和 20 年代）

当時の新聞記事

抜き記事をご覧下さい。本間喜一先生

社会活動に拍手を送ったものです。

また、愛知大学は野球、柔道、卓球

を継ぎ理容師になりました。下の切り

い文化や思想を知ろうと、愛知大学の

大学を卒業し、社会に出ています。

夏期講座を市民向けに開校していま
昭和 28 年、大学卒業後、私は家業

が学長に就任します。この頃には私も

名古屋など各地に出向き、文化講座や

す。市民も戦争後の開放感から、新し

昭和 30 年に第３代学長として本間
先生が最も信頼をおいた小岩井淨先生

豊橋市はもちろんのこと浜松、安城、

述する愛知大学事件が起きます。

から来る引揚者の手伝いに、舞鶴港に

行ったりしていました。大学としても

られます。２年後の昭和 27 年には後

ものですけれども、学生は中国やソ連
民衆駅・豊橋駅頭にて（昭和 20 年代）

（1950）年に本間先生が第２代学長にな

いきました。今でいうＮＰＯみたいな

応援団による壮行会

やがて林学長が亡くなられ、昭和 25

■頭髪の美学

第五話
本間喜一の人物像

り、大学も学生も熱心に社会に入って

化や学問への要望が高かったこともあ

一の文科系大学として、地域社会の文

この当時の愛知大学は、中部地区唯

若者が入学するようになります。

す。静岡や岐阜、三重等の近県出身の

本間イズムと愛知大学

智」
はペンネームです。

25

なか格好良く撮れているでしょう。
「裕

ラント方式でライティングさせ、なか

た。もちろん撮影も私。助手にレンブ

学の先生方をピックアップしてみまし

から私の店に来て下さっていた愛知大

色々なヘアースタイルを紹介。その中

界の人までモデルになっていただき、

です。近所の子どもから東三河の政財

美学」というコーナーを頂いていたん

などと面白がられ、地元紙で「頭髪の

ました。
「大学出のインテリ床屋さん」

で技術指導や経営講習などを行ってい

全国理容連盟の講師をしていて、地方

が書いた記事なんです。この頃の私は

の「なで上げカット」
。実はこれ、私

◦第６章
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て、薫 陶を受けました。愛知大学の、

まさしく「頭脳」を散髪しながら、様々

が、愛知大学の先生方が代わる代わる

来てくれるようになりました。

◦ 2909 ◦

た。本間先生の弁護士としての活躍の

て下さった…。

すぐに新聞に発表されて、マスコミも

大騒ぎですが、当時の日本人は敗戦国

ですから声を大にして言えなかった。

そこで、本間先生の登場。正義感も勇

なってほしい」とおっしゃり、私のこ

とを応援して下さった。だから私もは

りきって理容業界の発展のために、豊

橋青年会議所に入会したり、愛知県や

26

与えたことがありました。今でこそ、

した。アメリカの船が千葉県沖で油を

時には、感激してしまいました。

た若者たちに、地元を支える人材に

漁業組合の顧問弁護士をやられていま

とのなかった本間喜一学長が来店した

垂れ流して、海苔漁業に大変な損害を

占領下の時代。本間先生は全国の海苔

て学生時代は恐れ多くて口も利いたこ

本間先生は常々「愛知大学を卒業し

まだまだ、マッカーサーの力が強い

マニズムにあふれています。

当にありがたく感じたものです。そし

り、私の店を宣伝してくれました。本

お話を聞くと、本間先生らしいヒュー

訴訟の相談に乗った弁護士の先生でし

に頭を刈るよ」と、店に通うようになっ

たくさんの方が頻繁に通ってくださ

本間先生は弁護士さんたちの難しい

■弁護士本間喜一

ような思い出をお話します。

な教えを受けました。ここからはその

前が床屋を始めたから俺はこれを機会

もらった事がなかったのに「越知、お

林 要 先生は奥さんにしか散髪して

かなめ

いつもお洒落でした。

「オバキンさん」こと小幡清金先生は

おばたきよかね

大学の先生方とちょくちょくお話し

当時は冷ややかな目線もあったのです
くんとう

こういう訳で私は大学卒業後も愛知

の活動を積極的に行ってきました。

岐阜県商工会連合会の講師を行うなど

大学を出てから理容師になるなど、

「越知君が駅前で床屋をやっとる」

■オチ理容館のお客様

いる。補助金を貰ったりしている。君
達の敵方に悪いから、僕は大崎漁協組
合の弁護士は引き受けられない」と言
われる。そういう義理人情に厚い人で
す。
「だけど勝つから心配要らんよ」時
がくれば、枯木と見えていたような日

大崎の漁業組合の所有権が有るのか、
無いのかが裁判で争われました。企業
局は「この土地は海の水に隠れちゃう
から、所有権が無い」と言う。漁業組
合は「それは俺の土地だ、固定資産税
も払っているんだ」
という。

す。

補償問題で喧嘩している。本間先生は

てくれませんか」
と言いました。
勝った実績を持っていました。そこで

本間イズムと愛知大学
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本間先生から、毎年欠かさず届く年

とがありません。

素振りや偉ぶったことは一度も見たこ

をやってくれないかと、今度頼んどい
本間先生は中国地方でも干潟裁判で

本間先生は一言で言えば大秀才。経
歴も華やかな先生ですが、そのような

かして、われわれの側に付いて弁護士

護士をしているそうだから、それを活

■本間先生からの年賀状

みの長い長いおつきあいが始まりま

ことがある。実は今、愛知県との漁業
全国海苔漁業組合全国連合会の顧問弁

この頃から本間先生との、家族ぐる

ういう答えでした。

先生が頭髪を刈りに来ているのを見た

漁業組合の船井健一さんが「僕は本間

陰の桜の花でも満開で咲きますよ。そ

ことで豊橋市には大変お世話になって

なったりしますから、水面下の土地に

いつもうちに頭髪を刈りに来ていた

つ ” これが答えだよ。僕は愛知大学の

小潮によって土地が出たり、水面下に

桜の花の咲き匂いつ

と見えし山陰の

とが干潟裁判で対立しました。大潮、

やまかげ

お願いしてみました。

展した豊橋市大崎町の海が埋め立てら

すると本間先生は、
「“ 時くれば枯木

先生のお力をお借りできませんか」と

れた時、愛知県企業局と大崎漁業組合

私は先生がいらっしゃった時に「ぜひ

もう一つ、皆さんご存じだと思うの

本間先生の散髪をする筆者

ですが、日本一の自動車輸出入港に発

■大崎の干潟裁判

です。

う。戦後間もなくの、本間先生の活躍

強いものに対して言うべきことは言

ら戦争に負け、国が占領されていても、

で、４億円を勝ち取ったそうです。幾

らん、損害賠償を請求する、という訳

気もある先生です。垂れ流しはけしか
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米
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のです。

にしろと、要するに社会を風刺したも

米の自由化の時で、日本の百姓を大事

という年賀状が来た年は、ちょうど

るとは」

国の百姓の為に日本の百姓の首を締め

「むずかしい世の中になりました

て NHK が取材に来たこともあります。

会を作ったことがあります。面白がっ

げを生やしておられて、共にヒゲ愛好

髪はさておき、本間先生は立派な口ひ

思わず吹き出してしまいました。頭

もう毛が生いません」

「今年も二三度御 厄介に相成ります

ごやっかい

えてありました。

賀状には、いつも気の効いた一言が添

本間先生からの年賀状「米国の百姓のために…」

りました。愛知大学を支援しようとい
う運動が起こり、第三次、第四次と大
捜索が行われますが、結果 13 人全員
が亡くなっていました。その年、本間
先生は学長を辞職します。

に尊敬し、本物の大学を創る志を一つ

にしていただけに、心痛は極みあるも

のでしたでしょう。昭和 34（1959）年、

本間先生は第４代目学長に就任されま

す。しかし愛知大学にとってもう一つ

本間先生と娘の晟子さん

民の胸を打ち、全国から支援金が集ま

ました。東亜同文書院時代から互い

薬師岳

さらに、本間学長の「人命は地球より

本間イズムと愛知大学
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の上で漢詩や儒教を聞いて育ち、落語、

本間先生は幼い頃はお祖母さんの膝

事を考えていたと。

い」賑やかで、周りの人を楽しませる

んに言わせると「落語家にしたいくら

うに呼び合っていたそうです。お嬢さ

「きーさん」と、そういう風に落語のよ

お嬢さんが家主で、本間先生は店子の

たなこ

にて 命助かる ガスもれもなし」

「あばらやの

すきまだらけのおかげ

よんだ。

テレビも始まったばかりで、電話など

通信事情も悪いこの時代の事件です。

を「家 主様」と呼んで、こういう句を

国注視の大事件に発展します。まだ、

やぬし

本間先生はお嬢さんのお住まいに住

させていただきます。

着陸します。新聞記者の「来た。見た。

んでいるものですから、お嬢さんの事

2 人のやりとりが大変愉快なので紹介

日新聞のヘリコプターが同小屋に強行

で発行され、愛知大学の遭難事件は全

しゃるのはお嬢さんなんですね。その

合っているだろうとの期待を背に、朝

いなかった。」というスクープは号外ま

から本間先生の事を一番知っていらっ

生達は山頂の「太郎小屋」で体を寄せ

兎小屋賛歌が書かれた色紙

はいつも本間先生と一緒で、いろいろ

日を過ぎても音信不通という事件に日

身の回りのお世話をしていました。だ

生ゆずりの明るい性格です。お嬢さん

遭難するのです。１月６日の下山予定

本国中が注目します。猛吹雪の中、学

本間先生の愛娘、晟子さんは本間先

部 13 人全員が北アルプスの薬師岳で

昭和 38
（1963）年１月３日に、山岳

あきこ

で救出する」というメッセージは全国

ますが、４年後に 62 歳で亡くなられ

■お嬢さんと一緒に

じだ、大学がつぶれてもいいから全力

の哀しい事件が起こります。

三親等以内の子供たちが遭難したと同

昭和 30
（1955）年、本間先生の親友、

重い」
「大学は家庭と同じだ。自分の

小岩井淨先生が第３代大学長に就任し

■哀しみを越えて
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い方が悪いかも

知 れ ま せ ん が、

国立大学の方が

生のユーモアあふれる人を楽しませる

お話はそういった深い教養から生まれ

たんですね。

から更に 13 年の年月をかけ、昭和 43
（1968）年、ついに中日大辞典を完成さ

合、どうしても国立へ行った先生の方

が先にもらってしまうわけです。

勲章をいただいた。

りも東亜同文書院の学籍簿や成績簿、

そういうものをご家族とともに手分け

がありませんでした。そのため経営が

不安定で、給与も出なかったりしまし

◦ 2911 ◦
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中日大辞典の初版と、返還された原稿カードの一部

鈴木擇郎先生

31

た。そのような中で自分の身の回りよ

本間イズムと愛知大学

ます。

の原稿カードを没収されてしまいまし

愛知大学はゼロから始まって寄附や

市の援助でできた大学でしたのでお金

本間先生から届いた電報

わけです。

りうる金字塔を建てた」と賛辞を送り

に、長い年月をかけて作ってきた辞典

に、という気持ちがあった。

鈴木先生は上海から引き揚げるとき

させた鈴木擇郎先生がいます。

鈴木擇郎先生は、私がいつも頭を

間先生には他の先生が頂いていないの

て失礼なのかもしれないけれども、本

刈っておりましたのでお店に来て言う

てきたそうなんです。

いの電報にしておけと鶴亀の電報にし

い。わからないけど、まあ、一応お祝

れはお祝い電報か何か、文がわからな

いるようにも思える。配達の人も、こ

がつけてありますが、なんだか怒って

一応お祝いの電報として鶴と亀の絵

毎日新聞はこの辞書の出版によって

たくろう

これしか書いていないです。
「万歳 気がせいせいした 本間」
。

ホンマ」

「バンザイ・キガセイセイシタ

「日本は中国に関して世界の学会に誇

にくれちゃった。これは大変国に対し

しかし「おれは要らんよ」って、犬
せます。

心とする編纂グループは、返還されて

され国から勲章をいただける。その場

昭和 40
（1965）年、本間先生は勲二等の

愛知大学には『中日大辞典』を完成

を始める事ができます。鈴木先生を中

もう一つ面白い話があるんですが、

好のためにと返還され、再び編纂事業

へんさん

します。昭和 29（1954）年に両国の友

学に返してください」と中国側に要望

大辞典をつくりたいので、ぜひ愛知大

いることを気にかけておられ、
「中日

カード 14 万枚が、中国で保管されて

そういった先生方は業績や年数を評価

くん

愛犬太郎

木先生の元に本間先生から電報がとど

意気に惚れて頑張ってきた。
きます。これがその電報文です。

章をもらえることが発表されると、鈴

い大学を創るんだという本間先生の心
本間先生は、『中日大辞典』の原稿の

昭和 52
（1977）年、鈴木擇郎先生が勲

して持ってきたばかりか、豊橋に新し

ました。そして、10 年たち、20 年たつと、

■愛犬太郎とバンザイ電報

そういう理由で

心な方だったそうです。

愛知大学から国立大学に行った人がい

い が な い と か、

の物理の教科書を読んでいた。勉強熱

給料の取り損な

方 の 中 に は、 言

ずさんでいたといいますから、本間先

とにかく 95 歳になってもお孫さん

た。 そ こ で 先 生

浄瑠璃、バイブル片手に般若心経を口
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派な書物を発行した鈴木先生に対して

勲章を発行するのが遅過ぎると。だか

ら、
「よかったな、万歳、これで僕も

気がせいせいした」という同僚思い、

部下思いの心情がこもった本間先生の

言葉であったと分かったわけです。

らお祝いだと思うけど、万歳、気がせ

いせいした、とはどういうことだろう

か、僕は直接聞けんから、君、今度頭

を刈りに来たら本間先生に聞いておい

てくれ」というものですから、私が聞

いたわけです。

年、ハレー彗星を見ることが出来るの

です。長生きして本当に良かった」
。

ると国立へ移ってしまった。その人た

ちはもう５年も 10 年も前から勲章を

◦ 2912 ◦
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本間昌二郎氏作

起こります。これは学生劇団の公演に
紛れ込んでいる警察官を見つけた学生

位し、万事育す」という言葉から来て
います。「右の意見も左の意見も、全
てそれを要約してみんなのためになる
ようにせよ」そういうのが本間さんの
精神です。私はこれを本間イズムと呼
んでいます。

た。嬉しいことです。この写真は 2004

年から大学記念館内の旧学長室に掲げ

られています。

本間先生の肖像写真（昭和 39 年５月撮影）

の２月、東京大学で東大ポポロ事件が

『中庸』に出てくる「中和を致して天地

い写真だ」とご家族に言っていただけ

33

こったのです。
本間イズムと愛知大学

大学で、５月９日に早稲田大学で起
いのです。

で大騒ぎになっていました。
君、教職員諸君、また地域の方々に、
である愛知大学の精神を知って頂きた

治に対する国家権力の干渉ということ
思っています。愛知大学の若い学生諸

これと同じ事件が、５月７日に愛知

たというものです。この事件は大学自
継承され、愛知大学の精神となったと

ぜひ東三河から愛知県の文化の発信地

らが警察手帳を取り上げ、暴行を加え
私は本間イズムが東亜同文書院から

新聞紙上を賑わせていました。この年

大学などでは学生運動が活発になり、

昭和 27
（1952）年、東京大学、早稲田

事件です。

いう、争点で最高裁判所まで争われた

らって、なごやかな表情をしているい

ちゅうよう

本 間 先 生 は「 中 和 致 す 」と い う 言
葉が好きでした。これは中国の古典

いただきました。
「生徒に撮影しても

り、自由に警察官は出入りできないと

学には「大学の自治」というものがあ

遺影として私の撮影した写真を使って

多くの人の共感を得た本間先生。

日に大学葬が盛大に営まれましたが、

自由」に違反するのではないのか。大

とは、この憲法で保障された「学問の

きぜん

す。95 歳でした。愛知大学では６月７

「生命は地球より重い」
「学生は宝」
薬師岳遭難事故での毅然とした対応で

和 62
（1987）年５月９日に亡くなられま

だから本間先生は、遅い、遅過ぎる

官が無断で学内の様子を探りに来たこ

もない頃でした。国家権力である警察

由を保障する」という規定がされて間

す。明治憲法にはなかった「学問の自

た警察官を、学生達が捕らえた事件で

であった愛知大学の様子をさぐりに来

愛知大学事件とは、学生運動が活発

■愛知大学事件

す。

本間先生の姿勢に見て取れると思いま

という「大学に自治を守る」運動での、

就任して２年目に起きた愛知大学事件

分かるのは、本間先生が第２代学長に

この「中和致す」の精神が最も良く

長引き受けなかった本間先生。

育者の資格はない」こういって初代学

として派遣していたことだ。私には教

まった。それは同文書院の学生を通訳

「僕は戦争に教え子達を送ってし

た本間先生。

い日本の若者を育てる教育現場を作っ

うか。上海から引き上げ、豊橋で新し

の人物像が分かったのではないでしょ

ここまでお話して皆さんも本間先生

ちゅうわいた

■「中和致す」

第六話
愛知大学事件

と。国家は何だ。私立大学を低くみて

こういった言葉を残して、翌年の昭

人生においてもう１回、76 年目の今

ど愛知大学以外に大学がたくさんでき

もらっている」。

昭和 61
（1986）年の年賀状では「私は

大学へ一旦来た。ところが新制大学な

や京城帝大から帰国した先生方が愛知

■２度目のハレー彗星

それで、
『中日大辞典』というような立

く意味がわからん。勲章をもらったか

そしたら、本間先生曰く「同文書院

おるのかといつもやきもきしていた。

「越知君、本間先生からの電報が、よ
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年5月7日

大学のイメージは大きなダメージを受

けることになり、全国の新聞紙上でも

大々的に取り上げられます。

コ 10 個と 1,000 円を渡し、過激な学生、

いわゆる「先鋭分子」のチラシやポス

ターなど、学生運動の情報を集めてく

◦ 2913 ◦

自治と警察権」という重い課題をめぐ

り、学生数人を被告とする裁判が行わ

れた。そして事件から長い長い裁判が

行われ、21 年後に、起訴された９人の

うち７人の刑は免除、２人の無罪、２

人の犯人隠匿による５千円の罰金とい

愛知大学をのぞいているよ」という噂

が立つようになります。そして「その

うちに来るぞ」と、身構えて待ってい

たところ、５月７日の夜、本当に警察

官が来たわけですね。それが愛大事件

の始まりになります。

す。愛大事件につきましては、研究

者による色々な見解が出ており、当時

の時代背景など様々な問題をはらんで

人は逃げてしまったんですが、縛り上

げて、拳銃と警察手帳を取り上げ、詫

び状文を書かせます。

はこの時に、いかに本間学長が学生を

守ったかというお話をしたいと思いま

す。

ので「越知さん、焼いてくれんか」と

いって、夜に同級生の１人が拳銃と警

34

察手帳の写真の原版を持ってきたもの

いるため、私は見解を述べません。私

私は直接事件と関わっていたわけで

はないのですが、その時写真部にいた

わ

これが愛大事件の大体のあらましで

判決」が言い渡されます。

よというばかりに捕まえてしまう。１

て来たのを見つけた学生たちは、これ

う「有罪だが実質無罪という不思議な

全面的に弁護します。そして「大学の

真夜中の学内で２人の警察官が入っ

毅然とした態度で立ち向かい、学生を

す。このことが学生の間で知れ渡って、

「最近ちょいちょい豊橋の警察署員が

本間学長は、直ちに弁護士登録し、

行われたのか、と思われるわけです。

れないか、という話をしたらしいので

事が起こったのか、どれ程重大犯罪が

が逮捕されます。制服警官が 600 人も

多く元気でした。

関係者はある学生に「光」というタバ

包囲します。そして最終的に 10 数人

院大学の後継大学として優秀な学生が

生運動を調査していたようです。公安

揮をとり 600 人もの警官が愛知大学を

授陣が揃っていましたし、東亜同文書

大学に入るのですから、愛知大学で何

項をつけまして、豊橋の警察署長が指

日本の言論界にも一言ある進歩的な教

この年、公安関係者が愛知大学の学

後日、職務執行妨害とかいろいろ条

に寄贈してあります。

いう事がありました。この写真も大学

ですから、それで焼き増しした。そう

使っていたのでしょう。愛知大学には

の大学でしたが、公安関係も神経を

愛知大学は東京の大学ではない地方

■ 1952

警官・学生

それぞれの主張

ところに、警察官が初めからスパイ行

実際は、学生たちが待ち構えている

服が汚れて傷になっていたのです。

手があって、そこをくぐって入った。

んです。しかし本当は鉄条網がある土

だけだ。北門から入った」と言い張る

行ったから、それを追っかけて入った

と質問すると「怪しいやつが通って

しかし、警察官はどこから入ったか

が犯罪だと言ってきた訳です。

防衛と同時に、手帳と拳銃を奪った事

取って保持したじゃないか」と、過剰

しかし警察は、「警察官の所有物を

をお返し」したのです。

が取りに来られ、
「預かっていたもの

す」と。そして手帳と拳銃は警察署長

をお預かりしているので、お返ししま

連絡を入れます。
「学生が手帳と拳銃

叱ったそうです。そしてすぐに警察に

事件の直後、本間学長は学生たちを

■弁護に立った本間学長

現場検証に立ち会う本間学長
本間イズムと愛知大学
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て愛大事件のために奔走されました。

かなければ大変なことになる」と言っ

たが、本間先生は「僕が愛知大学へ行

んと愛大、どっちが大事か」と言われ

ガンで亡くなりました。医者が「奥さ

たりしていたのですが、この頃奥様が

あり、しょっちゅう豊橋と行ったり来

本間先生のご自宅はもともと東京に

に話されたそうです。

生を信用するよ」そのようにお嬢さん

の話を聞くと、目を見ると君、僕は学

を始める。
「僕はわかるんだ、学生達

長自らが先頭に立って学生の弁護活動

てきたか、ということを調べます。学

が見た、どこで見た、どうやって入っ

す。本間先生は学生に聞きます。だれ

すから、本間先生も怒っちゃうわけで

警察官がこういった嘘を言うもので

すからね。

為をしようと思って忍び込んだわけで

◦第６章
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弁護に立つ本間先生

持ちを理解してくれませんでした。保
守的な豊橋の土壌に本間先生は次のよ
うな言葉を残します。
「アカだって言

おかしい。傷害事件なんていうもので
はない。そんなものは絆創膏を貼って
おきなさい。２、３日もすればかさぶ

じたのです。こうして一審判決は破棄

されます。

寄付は全部ストップ。商工会議所の議
員さん達も寄付をしなくなります。

く場合もある。ヨーチンを付ける場合
もある。それをいちいち傷害事件だな
んて言ったら、毎日そこらで傷害事件
が起きっぱなしだと。本間先生は委員

す。この記録も面白い（別冊・『本間イ

ズムと愛知大学資料編―国会証言から

真髄を学ぶ―』をご参照下さい）。

信議員等ですが、役者が違うと言いま

の福井勇、内藤隆、鍛冶良作、志田義

府特審局の古橋次長、質問者は自由党

間学長と名古屋地検の安井検事、法務

愛大事件は愛知大学に対する悪いイ

■愛大事件による痛手

会で堂々とそう言っています。

事件以来愛知大学に対する市町村の

傷は絆創膏も貼らずに唾だけ塗ってお

証人として本間先生は呼び出されま

委員会に出頭を命じられた証人は本

なら薄桃色です」
しない。そうですよね。そのくらいの

つぼや

本間イズムと愛知大学

も豊橋駅の中にあるお店です。
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んだけが寄付してくれたのです。現在

れます。駅弁屋「壺 屋」の松尾元二さ

しかし、愛知大学に対する味方も現

■いなり寿司と弁当の壺屋

われるけどアカじゃない。東京なんか

たで鼻くそのように取れる」と相手に

また衆議院行政監察特別委員会にも

■衆議院特別委員会

当時の社会はなかなか本間先生の気

件だ」。すると、本間先生は「それは
ばんそうこう

しています」
と答えています。

ら傷ができた。だから「これは傷害事

この本間学長の論旨によって、裁判

官は警察官の供述の信頼性に疑問を感

募っている最中でした。福井代議士の

から後でご覧になってほしい。

ておりません。やはり愛大事件が影響

金」として近隣市町村や企業に寄付を

す。愛知大学の図書館に全部あります

まった警察官を警察縄で手を縛ったか

した。

裁判官に向かって「ダニエルの裁判の

です。愛知大学では「愛知大学建設資

質問に本間先生は「いや、
あまり集まっ

ていたからである。という弁論を展開

書に記録されております。本間学長は、

げて貰うことになっていた金額のこと

集まった？」

よ。そうしたら皆さん「いいです」と

の姿が全部この記録に書いてありま

おうというけどだめだろう。今いくら

質問する。議事録に書いてあるんです

たぶん灰皿も無い。そういう本間先生

円愛知大学の敷地を払い下げしてもら

が、吸ってもいいですか」と委員達に

有地であったのを 5,000 万円で払い下

なことで寄付は集まるのか。5,000 万

煙草を吸わんと我慢できんそうです

たというのです。今はだめですよね、

アカの学校だと言われるけれど、そん

5,000 万円とは愛知大学の敷地が官

しています。
「愛知大学は愛大事件で

そう言います。すると議長が「証人は

答える。本間先生は堂々と煙草を吸っ

井勇という代議士が次のような質問を

本間先生は衆議院特別委員会で「私
は煙草を吸わないと話ができない」、

こんな事も言っておられます。捕

当局はこの事件を手ぐすねひいて待っ

判に立ちます。これは第 36 回公判調

できない。そしてこのような調査がな

介されていましたので、お話します。

された原因は、当時の時代背景にあり、

るのを困難にした。２人の証言は信用

判の流れを変えた本間先生の弁論が紹

本間学長は弁護人本間喜一として公

合せができており、真相を明らかにす

本間先生でした。『愛知大学小史』に裁

供述をしたかもしれない。しかし当時

のです。

２人を並べて調べたので２人の間で打

たら、２人はどこかの部分で矛盾した

害にあたるけど…刑は免除、というも

８年後、第二審でこれを覆したのが

この物語を愛大事件に当てはめて考

え、もし２人の警官を別々に調べてい

ます。

官が不信人物を発見し、これを追跡し

適法であり、学生の行為は公務執行妨

する２人の嘘を見抜いて女性は救われ

面的に信頼されていました。２人の警

大学に入った。従って立ち入り行為は

ダニエルは質問をしたが、同じ答えを

員会のメンバーとして蒲郡から出た福

事なものです。

けますが、第一審では警官の証言が全

的にピンチに陥ります。衆議院特別委

あった本間先生の堂々たる論陣は、見

官」の話をするのです。

無実の女を告発した２人の男に対し、

メージを残しました。愛知大学は財政

すか、数年前まで最高裁事務総長で

法則」という旧約聖書にある「名裁判

いた長い裁判について詳しい解説はさ

昭和 48
（1973）年の最高裁判決まで続

■法廷が教室に
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はなかった」。

によると、お爺さんは「困った人がお

◦ 2915 ◦

生は自分にとって三親等以内の家族で

あると。本間先生にとって学生たちは

それだけ守るべき存在であったと思う

わけです。世間に非難されても、どん

くださいました。困ってくれた時に助

けてくれた、駅弁の壺屋さんへの恩義

は本間先生にとって決して忘れられな

いものだったのです。

38

豊橋駅構内の壺屋と愛知大学記念センターの音声ガイドを聞く松尾まさ江さん

本間学長はよく言っておられた。学

続けたんでしょう。
」このように話して

るな」と呼びかけます。

どという学長はそうざらにいるもので

ンスを聞いていかれました。お孫さん

大事件の後も中傷を物ともせず寄付を

だ。そんな手合いを弁護してやろうな

センターにお見えになり、このアナウ

政治運動に夢中になるな。学業を忘れ

学生は大学にとっても持て余し気味

たら、わざわざ東亜同文書院大学記念

気のある性格の人であった。だから愛

かしこの種の事件を巻き起こすような

当時の壺屋の奥さんとお孫さんに話し

一方学生には「学生の本分を果たせ。

護を買って出て、世間を驚かせた。し

す。26 番です。それで最近このことを、

れば助けるのは当たり前。そういう男

が「本間さんは自ら進んで学生側の弁

ナーの音声ガイドに収録してありま

員・学生の先頭に立ち、捕らわれた学

たそうです。

ある愛大の教授が書いている言葉です

大学は、その学長の本間先生は、教職

い」と他の乗客に聞こえるように言っ

学記念センターにある本間さんコー

だったかも知れません。ところが愛知

い、おいしい、壺屋のお弁当はおいし

生の弁護をします。事件当時を知る、

退学にして、終わりにするのが一般的

いたそうです。そして大声で「おいし

このエピソードを、東亜同文書院大

普通であれば、このような事件に大

学は関与したくないものです。学生を

に乗る時は必ず壺屋のお弁当を買って

■学生への愛

しょうね。壺屋さんに感謝して、電車

本間先生は本当に嬉しかったんで

愛知大学新聞第 33 号より

たのです。

の姿勢は愛知大学全体の思いでもあっ

う事もあったそうです。この本間先生

宗のご自宅にかけつけられた。そうい

豊橋にいましたが急遽東京の杉並区成

29 年 9 月 16 日には、愛大事件のため

た。最愛の奥様が亡くなられた昭和

弁護活動はそれからもずっと続きまし

は大学を卒業しましたが、本間先生の

しょうね。愛大事件から１年後、私

を心配するような思いがあったからで

通って下さった事も、今思えば我が子

卒業後、一学生であった私の店に

てきます。

読むと、そういう家族愛がいっぱい出

守らなきゃいかん。本間学長の弁護を

な悪い子であっても自分の家族だから

本間イズムと愛知大学
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次男は高校生で東京の大学へ行きたい

まして、長男はその時に愛大の学生。

大野さんには３人の息子さんがおり

歴史に残る市長です。

トも成功させ、２期８年市長を務めた

なって、豊橋大博覧会という大イベン

方です。愛大事件の翌年に豊橋市長に

時の豊橋警察署長で、大野佐長という

が判りました。それは、 愛大事件当

が愛知大学に好意を持ってくれたこと

愛大事件の後日談として、意外な人

■意外な理解者

のです。

間イズム」として愛知大学にはあった

こういった人間に対する優しさが、
「本

モアで返し、誠心誠意を尽くす姿勢。

も、あるがままに受け止め、時にはユー

物の考え方。いかなる主義主張、立場

しさ。その要となっていた本間先生の

き合いの中で、愛知大学の持つ素晴ら

本間先生を始めとする関係者とのお付

らなかったが、それから何十年も経て、

学生時代にはこういう事がまだ分か

です。

代に教授方や学生達で築いた伝統なの

か、愛知大学創成期といわれるこの時

持つメンタリティーの一つと言います

視の精神なのです。これは愛知大学が

代表されるような、人間尊重、人格重

行きます。本間学長の学生への愛情に

学を象徴する言葉としてずっと使って

ズム」という言葉は、これから愛知大

この本のタイトルにもある「本間イ

◦第６章
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しい先生方をご紹介します。当時の写

真研究会のメンバーが撮影した写真も

含まれていますが、先生方がリラック

スして非常に良い表情をしています。

また、当時の私たちの教科書は右の

立場で先鋭分子に対しては厳しいけれ

ど、学長自ら学生を守ってくれる愛知

大学をとても評価していた。自分の息

子を３人とも通わせていた。しっかり

と、正確な目で見ていた人物だなと私

◦ 2916 ◦
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思い出を語る大野佐長氏次男

左：大野佐長豊橋市長（元警察署長）中：神野太郎（商工会
議所会頭）右：本間喜一学長

ゼミで発表を行う学生時代の筆者

心にご紹介しております。

私が在籍していた法経学部の教授を中

さんいらっしゃいましたが、ここでは

愛知大学には素晴らしい先生がたく

していただいています。

新設されたため、すべて寄贈し、展示

ルの際、愛知大学創設期のコーナーが

東亜同文書院大学記念館のリニューア

これらを大切に保管して来ましたが、

刷でした。なかなか味があるでしょう。

写真のように先生の手書きやガリ版印

した。ここからは私の学生時代の懐か

です。愛大事件の時は警察署長という

は思います。

学の素晴らしい先生達に指導を受けま

愛知大学事件を横目に、私は愛知大

第七話
私が学んだ先生方

三男も愛大で…結局３人とも愛大なん

行く必要はない」と。それで、次男も、

がいて、こんなに立派な大学がある。

東京へ行かんでも、豊橋に優秀な先生

んの答えがふるっています。「そんな

と望んでいました。ところが、大野さ

経済統計学のノート

経済原論の教科書

本間イズムと愛知大学
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お ば た きよかね
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の「 金 融 資 本 論 」 の 翻 訳 者 と し て 有
名。日本学術会議会員として活躍。同
志社大学で頂いたお金などで、東京世
田谷、久我山一帯と蓼科の別荘を買え
たのも、「金融資本の弊害のなせる業」
ともいいながら、夏期のゼミは蓼科に
学生を集めた。日本の学者や芸術家な
ど幅広い交流を持つと同時に、中国や
北朝鮮の首脳とも交流があり、中国を

出来ると聞くや、本間喜一先生のも

とへ、東京武蔵野を引き払って豊橋

の地へやって来られました。財政学

の権威です。昭和 34 年頃、愛知大学

が財政的に困難な時、それも本間先

生が病気療養中にお見舞いを兼ねた

手紙の中で次の訴えをしました。
「経

費節減も一律ではなく、夫々の事情

に応じてカットすべき、正直者がバ

間先生を訪問した事を耳にすると、杉
並の久我山と世田谷の北烏山は距離に
して１キロほど、
「僕のところにも寄
りなさい！！」と催促のお葉書を頂い

は容姿を整えることであり、「間澹」

は「心静かにして欲少なし」であり

ます。
「武山人」は小幡先生の雅号で

す。
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筆など時折り郵送して下さったり、本

ていらっしゃいました。右の書「整容」

たのでした。

もに国賓待遇を受けられています。随

を読みあさり、短歌を作り、書を習っ

小幡先生の書

かれて１ヵ月間、奥様やお孫さんとと

ました。大学引退後は、孔子や孟子

訪問したり、北朝鮮の金日成主席に招

ル を 学 び ま し た。 ヒ ル フ ァ ー デ ン グ

と演習です。小幡先生は愛知大学が

小幡先生のご自宅で

林要先生には、経済学原理、金融資
本の理論、経済学特殊講義とゼミナー

小幡清金先生から学んだ学科は、経

カを見ないように」とも書いてあり

要 先生

かなめ

本間イズムと愛知大学

訪朝 金日成首相（当時）と林先生ご家族

訪中 李先念副総理（右）と林先生
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明治 27
（1894）
年５月生まれ。
大正９
（1920）年東京帝国大学法学部卒業。
大原社会問題研究所所員、同志社大学教授などを経て、
昭和 22（1947）
年４月より愛知大学法経学部（旧制）
教授に。
経済原論、経済学史、経済学特殊講義などを担当。

はやし

■林

済学原理、財政学、ケインズ経済学

明治 31
（1898）年８月生まれ。
大正 12
（1923）年東京帝国大学経済学部卒業。
昭和 20
（1945）
年台北帝国大学教授を退職後、
22 年４月より愛知大学法経学部（旧制）教授に。
経済原論、財政学、貨幣金融論、予科経済通論などを担
当し、理事および図書館長にも就任。

■小幡 清金 先生

◦第６章
成果出版事業◦

44

もりたに か つ み

◦ 2918 ◦

明治 30（1897）年２月生まれ。
大正 12（1923）年東京商科大学卒業。
名古屋経済専門学校教授などを経て、
昭和 26（1951）年より愛知大学法経学部
（新制）教授に。
統計学、商業学、職業指導などを担当。

■ 郡 菊之助 先生

こおり き く の す け

大正２
（1913）年３月生まれ。
昭和 11
（1936）年東京帝国大学経済学部卒業。
立教大学助教授を務めた傍ら、昭和 22（1947）
年愛知大学法経学部（旧制）講師に（のち教授）。
国際金融論、貨幣金融論、景気変動論、経済学
特殊講義を担当。

やまもと ふ み ま る

■山本 二三丸 先生

明治 43（1910）年４月生まれ。
昭和 17（1942）年九州帝国大学法文学部卒業。
昭和 21（1946）年東亜同文書院大学講師を
退職後、22 年５月より愛知大学法経学部
（旧制）助教授に
（のち教授）。
農業政策、外国書研究などを担当。

■三好 四郎 先生

みよし しろう

明治 37
（1904）年１月生まれ。
昭和２
（1927）年東京帝国大学法学部卒業。
昭和 21
（1946）年京城帝国大学教授を退職後
22 年６月より愛知大学法経学部（旧制）教授に。
社会政策、経済原論、経済史、社会科学概論
などを担当し、学生部長にも就任。
昭和 27
（1952）年退職。

■森谷 克己 先生

明治 40（1907）年４月 26 日生まれ。
京都帝国大学文学部文学科卒業。
関西大学教授、東海大学教授を経て、
昭和 22 年、愛知大学教授。
図書館長、文学部長
昭和 56 年４月勲三等瑞宝章を受章。
専攻は独文学。

いたくら と も ね

■ 板倉 鞆音 先生

明治 44（1911）年５月生まれ。
昭和９（1934）年京都帝国大学法学部卒業。
昭和 21
（1946）年東亜同文書院大学助教授
を退職後、22 年５月より愛知大学法経学部
（旧制）教授に。憲法、法学を担当。

いちえんかずお

■一円一億先生

本間イズムと愛知大学

明治 33（1900）年１月生まれ。
大正 12（1923）年東京帝国大学経済学部卒業。
昭和 21（1946）年京城帝国大学教授を退職後、
22 年４月より愛知大学法経学部（旧制）教授に。
経済原論、経済史、経済通論、経済政策など
を担当し、理事および経済学科長にも就任。
昭和 24 年より名古屋大学教授を務めた傍ら、
愛知大学にも兼任教授として出講。

し か た ひろし

■四方 博 先生

明治 26（1893）年８月生まれ。
大正９（1920）年東京帝国大学法学部卒業。
昭和 21（1946）年京城帝国大学教授を退職後、
東京産業大学講師を経て、同年11月より
愛知大学法経学部（旧制）教授に。
政治学、政治史、行政学などを担当し、
理事にも就任。昭和 24 年より
名古屋大学教授を務めた傍ら、愛知
大学にも兼任教授として出講。

と ざ わ てつひこ

■戸澤 鐵彦 先生
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東松照明「皮肉な誕生」1950 年作 学生時代の出世作

うコピーを入れて、東松君が 58 年前

に「未来を拓く大学

君。最近まで愛知大学を紹介する広告

今や世界の写真家になった東松照明

□ 東 松 照 明君

とうまつしょうめい

話をしてみましょう。

ます。愛知大学のユニークな卒業生の

済学を学んだのに別部門で成功してい

を「三本松」と名づけています。皆経

出身者が 3 人がいます。私はその三人

私の友人で名前に「松」のつく愛大

三本松の話

第八話
異色な愛大の卒業生

何かと面倒を見ていました。そして才
能がどんどん伸びていって、今では日
本画壇の重鎮になりました。近年月刊
誌『文藝春秋』の表紙の絵を担当して
おり、皆さんも目にしたことがあると

さんと二人一緒に話をしますというこ
とになった。「じゃあよろしく頼む」と
検討を始めたんですが、それが他へも
伝わったのかどうか、名古屋市の美術
館に話をしたところ、各地で「欲しい」

た。彼の作品は外国のコレクターが１

点 100 万円以上の値をつけると言われ

ますが、これが世界の評価価格だそう

です。豊川市立桜ヶ丘ミュージアムが

1945 年８月の豊川海軍工廠被爆の写真
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う絵だそうです。彼の解説によれば、
ね。お金の面で「お前それで食ってい

本間イズムと愛知大学

飾ってあります。これは愛知大学を思

は美術大学に行きたかったのでしょう

平松礼二「日本の新しい朝の光」

という絵の原画が愛知大学の応接間に

知大学の法経学部に入りました。本当

車道校舎 13 階に展示してあります。

君です。

彼の描いた「日本の新しい朝の光」

して、その絵を補修し、現在名古屋の

愛知県立旭丘高校の美術科を経て愛

の初期の作品じゃないか」と気づきま

２人目は多摩美術大学教授から了徳

員が「その絵は今をときめく平松礼二

寺大学の学長になった画家の平松礼二

□平松礼二君

学に眠っていたことがありまして、職

た彼の初期の作品「富士山」が愛知大

りました。

真から、カメラから、雑誌から、ネガ
ひらまつ れ い じ

です。そのため「邦夫」
のサインが入っ

になりました。そんなエピソードがあ

話がありました。
「越知さん、僕の写

から全部、愛大を経由して名古屋市の

本名は平松邦夫で、通名が礼二なん

大だけでなく分散してくれということ

実は 2007 年の 10 月に東松君から電

思います。

が、名古屋大須の万松寺の住職ですが、

ということになるといけないから、奥

の日曜美術館でも数回紹介されまし

「欲しい」という美術館が出まして、愛

い。私の同級生で伊藤治雄君というの

８点を購入しています。

かなか買えないので、日本画が描けな

があった時「いや、聞いてなかった」

彼の写真家としての世界的評価と

活躍は読売新聞や朝日新聞紙、NHK

いるものです。

日本画の「岩絵の具」が、高くてな

ずにおられないくらい好きだった。

ました。１人ではどうしようもないの

メトロポリタン美術館などが購入して
気持ちの東松君１人だともしものこと

で、行けなかった。卒業後も絵は描か

をしてくれるか」
。そういう話があり

た。この写真は若い頃の彼の出世作で、
で、学長と副学長と事務局長とで、病

けるか」と親御さんから言われたそう

美術館に寄贈してもいいんだけど、話

に撮った写真を使わせて頂いていまし
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というのです。100 万分の１グラムの

歯車は工業高校を出た発想力、想像力

の豊かな人が作ったのです。

ずっと日の出を見るという感じ」で描

いたそうです。
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2007 年には栄小学校校区の皆さんが
した。その中でこの校区は豊橋の中で

栄地区「ふれあいマップ」をつくりま

されました。マップには愛知大学のこ
とが沢山紹介されています。このマッ
プからは栄の住民が愛知大学を中心と
した文教都市として栄えて来たし、こ
れからもそうしようとの思いが見て取
れました。

ら「ケインズを読め。マルクスを読め。

アダム・スミスを読め。それが将来の

基本になる入口だ。学問の入口だ」と

言われます。林先生や小幡先生、そし

て平尾敏先生がそうアドバイスしたん

でしょうね。愛知大学の先生から「生

きが徐々に進んでいます。

分の１グラムの歯車を作った起業家と
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かれた大学」づくりをしようという動

でいるそうです。松浦君は夢の 100 万

本間イズムと愛知大学

体となった大学」や「地域の人々に開

彼は今でもマルクスやケインズを読ん

して全国的に有名になりました。NHK

るために、愛知大学自らが「地域と一

た」と言っています。

涯をかけて学ぶ入口を教えてもらっ

このような地域の人々の機運に応え

家水口源彦先生達が中心になって制作

生のところに訪ねていった。そうした

びん

このマップは南栄在住の郷土史研究

をしなきゃいけないかを聞くため、先

豊橋市の制作した本間喜一の紹介パネル

と好評でした。愛知大学のある栄小学

文が殺到しているそうです。

ドで管弦楽器をやり、ダンスホールへ

1/1,000,000 グラムの歯車を開発

いない地域の歴史を知ることができた

うのは使えるので、世界各国から、注

として紹介しています。

とめた本も出版され、意外と知られて

えないけれども１万分の１とかそうい

彼 は 昭 和 35
（1960）年 に 愛 知 大 学 を

卒業しました。学生時代、ジャズバン

■栄校区「ふれあいマップ」

も「文化と史跡と自然、緑のある地区」

そうと、小学校の校区ごとに歴史をま

作っているのです。100 万分の１は使

会社社長の松浦元男君。

の意識が変わってきたようです。

した。卒業間近になってどういう勉強

また 100 年を機に地元の歴史を見直

ず使われるという夢とロマンを求めて

ことに市制 100 周年を機に地域の人達

来なかった気がします。しかし幸いな

地域の人を対象としてはあまり考えて

験生用のパンフレットはありますが、

を積極的に行ってきませんでした。受

の人達に自身の宣伝や大学史の紹介等

す。ところが、愛知大学が市民や地域

欠くことが出来ないものとなっていま

知大学は豊橋や地域の歴史を語る上で

このように、60 年もの歴史を経た愛

との関わりが載っています。

校校区編には、愛知大学の歴史と地域

行って学費を稼いだアルバイト学生で

て唯一、本間喜一先生を紹介しました。

はまだ使われていませんが、将来必

３人目は世界一小さな 100 万分の１

パネル展で、教育者の部の功績者とし

化など各分野で活躍された方々に新た

行われました。政治、経済、教育、文

を迎え、それを記念して様々な催しが

グラムの歯車を開発した樹研工業株式

□松浦元男君

松浦君の考えている歯車は、実際に

た。豊橋市は市への功労者を紹介する

大学出より、はるかに役に立つからだ

と四季の花を入れて、太平洋の波から

まつうらもとお

なスポットが当てられ注目されまし

卒が多い。それは高卒の方が頭の固い

愛知大学のシンボル、モミジとサクラ

本間喜一

着順に採用するとか、社員は工業高校
2006 年に豊橋市は市制施行 100 周年

目されています。入社試験はなく、先

い出を描きながら『自由受難』という

■市制功労者

松浦君はユニークな会社経営でも注

しています。

があり、愛と知をまさぐりつづけた愛

だ愛知大学が見える。そこで青春の思

たり、頼まれて随筆や経済論評も執筆

み、愛知大学がある。夢があり、希望

第九話
開かれた大学に

しき日々と当時を懐かしむ。僕の学ん

や若手企業家志望の経営塾で講義をし

「現在住んでいる鎌倉から三河湾を臨
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東亜同文書院大学記念センターリニューアルオープン

校区ふれあいマップ

施設や教育委員会も賛同してくれ、愛
知大学を中心にした美術館、郷土資料
館のネットワークを作る事ができるよ
うになりました。豊橋美術博物館が愛
知大学記念センターを宣伝する世話人
代表を引き受けてくださっています。
このことは、愛知大学が大学という枠
を超えて、地域の仲間になり、東三河
の歴史や文化の魅力を一緒に発信する
役割を担うことになったと思います。
同年にジャーナリストの立花隆さん

域に一般公開しよう」という考え方か
ら記念センターをリニューアルしまし
た。従来の東亜同文書院大学の資料だ
けでなく、豊橋で新たに出発した愛知
大学創立時の資料を展示しました。こ
こでは、本間喜一先生の創立時のご苦
労が偲ばれる資料や、印刷事情の悪い
中ガリ版で出版した当時の教科書、学
生の寮生活の様子等が展示されていま
す。この時から音声ガイドが設置され、
本格的な歴史資料館として恥ずかしく
ないものになっています。

創立 100 周年記念に、愛知大学旧本館

に愛知大学東亜同文書院大学記念セン

ターを設立しました。

設立の経過は、東亜同文書院大学（卒

業生 5,000 人）の同窓会組織「滬 友会」

と愛知大学（卒業生 12 万人）の同窓会

が一緒に活動をするようになる中で、

東亜同文書院の記念資料館を創ろうと

いうことになりました。愛知大学には

明治以降の日中関係では日本で随一と

誇れる貴重な図書や出版物等がありま

す。孫文と東亜同文書院の関係資料、

度は全国的に上がると思います。それ
を知って、全国から来て頂ければ、愛
知大学や東三河はもっと有名になると
思います。

う」。というアドバイスを頂きました。
そこで、記念センターの職員が、北
設楽郡から旧渥美町までの東三河の美
術館・資料館を廻り、記念センターと

す。しかし、この記念センターは、愛

知大学関係者以外に広く知られていま

愛知大学創成期の品を集めた新設コーナー
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を紹介するようになれば、愛大の知名

市民に利用してもらうようにしましょ

のが東亜同文書院大学記念センターで

本間イズムと愛知大学

全国的に活躍されている方が愛知大学

からは美術博物館と愛大とが提携して

表しなければいけないと、設立された

立花隆さん来館

ていただきました。立花さんのように

てもらわなければもったいない。これ

これら貴重な資料を研究し、広く発

訪れた人を案内する大学史研究の職員

「素晴らしい資料がありますね」と褒め

「これは素晴らしい資料館だ。広く知っ

行記等も図書館に埋もれていました。

せんでした。

料に目をとめておられました。そして、

開館してから、豊橋市立美術博物館
の館長さんたちをご招待したところ

同文書院の中国大陸調査の卒業記念旅

件での戦いの記録や、小岩井先生の資

が見学に来られて、本間先生の愛大事

を強めようというお願いです。どこの

こゆう

広域圏の資料の交換や施設宣伝の提携

2008（平成 20）年に、
「愛知大学の存

の提携のお願いに行きました。東三河

在は地域の歴史の一端であるから、地

■美術館・博物館とのネットワーク

1993
（平成５）年、東亜同文書院大学

の完成

■東亜同文書院大学記念センター
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徒数が増えています。法曹界を目指す

人達のロースクール（法科大学院）の司

携も 27 校に及び、アジア、ヨーロッパ、

アメリカから留学生が通っています。
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レッジ」や中国語講座「孔子学院」も生

教員数 400 人余で、外国の大学との提

後ろに見えるのは旧本館（東亜同文書院大学記念センター）と新本館（2004 年開設）

又、社会人に開放された「オープンカ

ナンジャモンジャの木

卒業した人達も 12 万人になりました。

ンパスがあります。学生数は 9,800 人、

愛知大学に通い、学生生活を満喫して

舎、三好校舎、豊橋校舎の３つのキャ

現在の愛知大学は名古屋の車道校

ご案内します。

がします。これは、ナンジャモンジャ

◦ 2922 ◦

から、これを食べながら、愛知大学の
文化、南栄地区の文化というものを味
わっていただきたいと思います。

を愛する大学、哲学を愛する大学とい
う意味を込めて、
「知を愛する（フィロ
ソフィー・哲学）大学＝愛知大学」と名

本間イズムと愛知大学
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安くておいしいメニューがあります

は愛知県で創立したからではなく、知

愛知大学取材探検に訪れた近所の小学生

ん１杯 250 円、カレーライス 280 円、

植えたというんです。愛知大学の命名

学生食堂で食事を楽しむシルバーカレッジの皆さん

午前中に散策し、お昼には学生と一
緒に学食に立ち寄ってください。うど

見てください。

議論の上でつべこべ言う人は、この菩
い」と、こう言って本間先生がこれを

すが、こちらは目をこらして真面目に

提樹の木の下へ行って悟りを開いてこ

文の資料など、小難しいものもありま

ださい。

のが、このナンジャモンジャです。そ

さんはなんじゃもんじゃと議論して、

みえましたが、気軽な気持ちで来てく

してもらいたい」ということで植えた

たといわれる菩提樹があります。
「皆

もあります）」という元気なお爺さんが

もんじゃと議論してもらいたい、哲学

逆に、中国革命の父ともよばれる孫

ター内元学長室は、戦中の師団長室で

す。「学生がこの木の下で、なんじゃ

の東側の方にはお釈迦様が悟りを開い

「師団長の椅子に座りたい（記念セン

明治神宮から払い下げを受けたもので

以前、校区の皆さん遊びにみえて、

と思います。できれば建物の中も私が

咲きます。花は小さくとても好い匂い
という木です。この木は、本間先生が

史跡などを一度見に来ていただきたい

ぜひとも、愛知大学にある建物や植物、

さて、この話を聞かれた皆さんには

るとまるで雪が積もったような花が

愛知大学の旧本館の南側に、春にな

■大学に遊びに来て下さい

名からもナンジャモンジャの木が必要

合格（2007 年度）
しています。
と思ったんでしょうね。

づけられたのです。本間先生はその命

法試験合格率は 72％で 18 人中 13 人が
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員研究員・中国研究者で中日辞典編纂）

や２人の若者から上海での注意事項な

ど、いろいろ教育を受けまして、心配

のあまりどうしようかと思う時もあり

た。同行したのは中国に留学経験のあ

る中西千香さんと広中一成君。この２

人が、長寿高齢者を連れて行ってくれ

たのです。
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てきました。

あるものです。また今泉潤太郎先生（客

同行をお願いして夫婦で行ってきまし

ました。同文書院が上海事変でどのよ

るよ」と教えてくれた。色々な見方が

いかんと、中国語の流暢な若者 2 人に

してくれたものですから、楽しく行っ

亜同文書院に貸与したという記録があ

これには参った。それでは行かなきゃ

大学史研究者）から色々な知識を頂き

かった。日本国が占領して、軍隊が東

たことあるんですか」とこう言われた。

ました。でも彼らが切符から全て手配

生に言わせると、「いや、占領じゃな

院と言うけれど、越知さん上海に行っ

出発前に大島隆雄先生（客員研究員・

た」と言われている事。これは大島先

文書院が上海の交通大学を『占領』し

うに焼失したのか。今の中国では「同

ある時「越知さん、同文書院、同文書

ここからは上海に行ったお話です。

■東亜同文書院大学の原点を訪ねて

第十話
原点をたずねて

上海交通大学博物館

ます。とても残念なことですね。

拠した」
、公式にそのように言ってい

中国ではやはり「東亜同文書院が占

れたりした」と書いてあります。

のが捨てられたり壊されたり持ち去ら

取り付けられた。学校の中にあったも

り外されて東亜同文書院という看板が

が占領され、交通大学という看板が取

ば「1938（昭 13）年４月 17 日に虹 橋路

ホンジャオロ

は次の写真です。中国語の解説によれ

した。その中でやはり一番注目すべき

の自慢すべきところが至る所にありま

博物館の展示室には、上海交通大学

■同文書院が占拠？

す。

はここに東亜同文書院があったので

ども。右上の写真は校門です。戦争中

通大学のほうがちょっと立派ですけれ

念館に似ていて親しみを感じます。交

います。入り口の階段などは愛大の記

博物館として見学できるようになって

かなり傷んでいました。この図書館は

同文書院があった頃の建物の一部で、

所は百年前に建てられた図書館です。

上海交通大学で私が注目したかった

いにいってくれました。

ちこちにあるのに。広中君が走って買

たけど、ありません。愛知大学にはあ

時間半、口が乾いて自動販売機を探し

した。敷地が広く、一通り回るのに３

文書院大学があった交通大学へ行きま

上海に到着すると、さっそく東亜同

■上海交通大学で歴史を感じて

れておりました。
本間イズムと愛知大学
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までの歴史がずらっとパネルで展示さ

他にもこの交通大学の創立から現在

の写真が一番印象に残りました。

いなと思った。そういうこともありこ

思ったほど反日的ではない。むしろい

と言って開けてくれました。だから、

ら来た？」
「日本から来た」
「それでは」

君が頼んでくれたのです。
「どちらか

たんですが、どうしても見たいと中西

実は訪れた日は、開館していなかっ

う事はありませんでした。

たのですが、実際に来てみるとそうい

情が強いのではないかと心配もしてい

そのような歴史がある以上、反日感

「看板が付け替えられ東亜同文書院に占拠された」と記される
※バックの絵は誤用と思われる

交通大学正門にて
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た。そんな話を思い出しました。

時に、本間先生を物乞いの親玉が守っ

の人達が中国の人達から取り巻かれた

た。だから戦争に負けた時に同文書院

本間先生はいつもなにがしかを与え

る。うるさいと追い払う人もいるけど、

の時、物乞いがたむろしてねだりにく

まった日に小遣いが渡されました。そ

同文書院の学生には、国から毎週決

うです。

内山書店近くには店主内山完造の像がある

本間イズムと愛知大学

内山書店の裏通りの喫茶でお茶を楽しむ一行

57

いを馳せました。

あります。これら施設は同文書院の先

ずらりと並ぶ卓球台

んな風に余暇を楽しんだのかな、と思

あり、内科、外科をはじめ全ての科が

内山完造（1885-1959）の像

たりお茶を飲んで雑談したり、ああこ

いるそうです。この敷地内には病院が

「教育は国家百年の大計」を揮毫する江沢民

料をもらったら遊びにきた。麻雀をし

生方の職員住宅があった頃の名残だそ

が、この通りに同文書院の人達がお給

大学の構内に交番（警察）がありまし

に乗って１時間ちょっとかかります

同文書院からここまではバスや電車

りしたんでしょうね。

買ったり、いろいろな人と雑談をした

る そ う で す。 魯 迅 は 内 山 書 店 で 本 を

人士」で魯迅先生の親友、と書いてあ

でした。像のプレートには「国際友好

６）年から 1945 年まで内山書店の店主

内山完造は岡山県出身で 1917（大正

らなんですね。

るのか。それはやはり魯迅との関係か

国の作家が作り、壊されずに置いてあ

なぜ日本人である内山完造の像を中

髭面じゃなくて。

こういう顔になりたいと思う、こんな

た。この交番は上海市警とつながって

■同文書院の面影を訪ねて

したね。

てあるんですね。内山書店の近くに内

の世話になった。

が来校した写真がたくさんある。

ロケットの模型と展示室

院の人達が内山書店を愛し、内山さん

ト機まで飾ってある。江沢民さんなど

いる。周恩来がピンポン外交をやりま

完造と仲が良かったそうです。同文書

の掘削機の模型です。それからジェッ

この辺りは歴史的な道なのかあちこ

教授になる前から通って、店主の内山

閣諸島で日本と揉めてるでしょう。そ

ちに昔の生活を再現した人物像が造っ

通っていたし、本間先生も同文書院の

りました。石油を掘る掘削機。今、尖

もう１つ気になったのは大学の体育

インテリが集うサロンでした。魯迅も

が出ているでしょう。戦車も飾ってあ

館です。卓球台が 10 台ぐらい並んで

ぜひ、訪ねてみたかったのが内山書
店です。東亜同文書院の時代に上海の

ケット。今、中国では２人宇宙飛行士

■日中友好の架け橋、内山書店へ

物姿で日本式にお辞儀した格好の、微

入り、利用できるようになっています。
笑ましい姿ですね。私も年をとったら

山完造の銅像がポンと立っている。着

今では、市民もフリーパスで構内に

模型が展示してありました。まずはロ

誇る科学技術を示す最先端の乗り物の

学という自負を持っています。大学が

交通大学は中国でも一流の理工系大

■中国一流の理工系大学から学ぶ
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後ろに流れるのが長江
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公園で結婚写真を撮影する新婚さん

建設中のビル群

は太極拳をやったり、道端でコーラス

そういう中で、私と同じ後期高齢者

ものすごいですね。

ビルの林です。中国の今の経済発展は

のテレビ塔の上から眺めたら、上海は

んどんビルが建っていますね。350 ｍ

魯迅公園のコーラスグループ

上海万博のマスコット「海宝」

れば良いと思いました。

かし、ものすごくエネルギッシュと言

を発見されると思います。

を基に、まとめたものである。

本間イズムと愛知大学

３. 愛知大学・東亜同文書院の原点、上海を訪ねて―本間イズムについて―

２. 愛知大学創成期からもう一つの原点を考察する―それを生かせるかどうか―

１. 豊橋と愛知大学

また愛知大学東亜同文書院大学記念センター客員研究員として行った３回の講演会

59

でも多くの方が愛知大学の新たな魅力

す。このブックレットを読まれ、一人

来を背負う後輩への伝言でもありま

を支えて下さった地域の皆さんや、未

の記録は親愛なる我が同窓、愛知大学

このブックレットを制作しました。こ

目撃した私は、その真実を留めるべく、

次々と起こった困難。それらを間近で

る教授陣の情熱と英知、大学創成期に

岳父のごとき本間喜一先生を始めとす

がくふ

私が創立間もない愛知大学に入学
し て か ら 60 年 の 歳 月 が 流 れ ま し た。

このブックレットは、愛知大学在学中から卒業後に撮りためた写真や寄贈された資料、

んです。

きな声で話をします。元気がある国な

れない。それから若い人も年よりも大

こういう余生を暮らすのがいいかも知

活き活きしている。見習いたいですね。

齢者は素晴らしいと思った。これだけ

大問題になりますが、中国人の後期高

日本でも健康問題は、これから先、

頼って健康になるなんて変な話です。

いう話が紹介されていましたが、薬に

ンを飲み過ぎて歩けなくなった」って

んね。テレビで「健康のためにビタミ

かからない。一番合理性かもしれませ

使うからお年よりは健康で、医療費も

う楽しんでいました。頭を使い、体を

んだり、中国将棋をやったり、けっこ

■終わりに

スカッションし、お互いを理解し合え

度が高いという印象を持ちました。し
をやったり、魯迅公園でダンスを楽し

者がともに研究を重ね、とことんディ

り見えました。経済発展と同時に汚染

うのかな、ハングリー精神が強い。ど

越えるために、これからは日中の研究

赤く濁った水と青い水の境目がはっき

ます。東亜同文書院大学の後継である

もあり、活気がありました。

愛知大学としては、不幸な歴史を乗り

な歴史問題があるのではないかと思い

長江は水が濁っており、飛行機から

のですが、日中間には今でもいろいろ

まあ、このように色々と回ってきた

最後に活気ある上海の様子をご紹介

上海を歩いて

します。2010 年の上海万博前という事

■エネルギッシュな町
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地域広報活動事業

本プロジェクトがもつ、大学の有する資源の広報の目的に沿う一つの取り組みとして、地元にかかわ
る地域広報の実践活動にも取り組んだ。それが「友の会」の組織化と発足である。
大学が有する資源で、本プロジェクトを主催する、愛知大学東亜同文書院大学記念センターの所蔵諸
史資料は、一般の地域の人々にとって必ずしも強く関心を持つ存在ではない。しかしこのセンターの展
示施設については、地元隣接中学校が生きた社会科歴史教材として、毎年中学生の実地教育の場にして
いるほか、回を重ねるたびに当センターのシンポジウムや講演会、公開研究会に参加した方々が関心を
もち、いわば記念センターファンも増え、日中関係、孫文と山田兄弟、書院、そして愛知大学の歴史な
どのキーワードの諸内容への関心も高まってきた。
そこで、それら地元の方々の間に、「友の会」のまずは世話人会を組織し、当記念センターの催しな
どに協力いただき、一層理解を深めてもらうこととし、さらにあわせて豊橋キャンパスのある東三河地
域の博物館、美術館、図書館など24 団体も加えた。2008（平成 20）年には、展示施設完成のお披露目
会の時に「友の会」の設立を宣言し、各団体に委嘱状を交付した。また、各団体とのネットワーク化を
図るために『東三河のミュージアム』という、各組織を含めて紹介したブックレットを作成し、広く一
般へも配布した。その結果、当センターを核として情報公開と相互連携が進むようになった。
そのほか、
「友の会」の直接的活動としては、隣町であった小坂井町（現在は豊川市に合併）文化祭
への当センター所蔵資料の出展参加、また市町村での出前授業を行ない、それらをサポートするために
記念センターの各種リーフレットや豊橋キャンパス「探検マップ」を作製した。
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東亜同文書院大学記念センター 「リニューアル・オープン」お披露目会

〔お披露目会〕

東亜同文書院大学記念センター 「リニューアル・オープン」
2008 年 9 月 27 日

【司会】 それではただいまから講演会に入りたい

愛知大学にとって、あるいは愛知大学のブラン

と思います。講演会に先立ちまして主催者側の愛

ド形成にとって、東亜同文書院はなくてはならな

知大学長からご挨拶を賜りたいと思います。よろ

い存在でございます。東亜同文書院という前身が

しくお願いいたします。

あって今日の愛知大学もあるということで、その
関係について、あるいは前身である東亜同文書院

【佐藤】 皆様こんにちは。愛知大学の佐藤でご

について、やはり大学の関係者だけではなく広く

ざいます。本日は愛知大学東亜同文書院大学記

社会的にご理解をいただく、そういう機会をもっ

念センターの展示室、それから大学史展示室の

ともっと増やしていきたいと考えております。そ

リニューアル・オープンということで、お披露目

の点でも今回のリニューアル・オープンは非常に

の会を主催しましたところ、このように大勢の方

意義深いものであると了解しています。

にお集まりいただきまして本当にありがとうござ

本日は後ほどご講演いただく殿岡様、あるい

います。大学として今回のリニューアル・オープ

は木全様、このお二方にもずいぶんご協力をいた

ンを心から喜んでおりますと同時に、皆様にお集

だきましてこの講演会を開催することができまし

まりいただきましたことを心から感謝申し上げま

た。お二方には大学を代表して改めてお礼を申し

す。先ほどのテープ・カットの際にセンター長の

上げたいと思います。併せて今後、これも後ほど

藤田教授から説明がございましたけれども、今回

説明があるのかも知れませんけれども、
「友の会」

の整備、リニューアルにつきましては 2006 年度、

というものを結成いたしましてセンターをさらに

文部科学省学術研究高度化推進事業のオープン・

盛り上げていく、そういう予定でございますので、

リサーチ・センター整備事業というプロジェクト

こちらのほうにつきましてもぜひ地域の皆様にご

にセンターが申請をし、採択されたことがきっか

協力いただければ、というふうに考えている次第

けになっております。私立大学がさまざまな形で

でございます。

文科省から補助金を得ることがあるわけですが、

このような場で私事にわたるのはあまり適当

センターが受けた補助金につきましては、競争的

ではないかと思いますが、実は私は東亜同文書院

な資金であることに加えて、施設設備の建築建設、

にゆかりのある山田兄弟と同じ出身地（青森県弘

こういったものに補助金が使えるところが特徴的

前）でございます。７月下旬、弘前において東亜

でございます。その点は通常の研究補助金とは少

同文書院関係の展示会と講演会を開催いたしまし

し性格が違い、これに採択されたことによって、

て、当時学長代行という立場でございましたけれ

約２年かけて整備をすることができたということ

ども、駆けつけてご挨拶を申し上げる機会を得ま

です。

した。

さて改めて申し上げるまでもないことですが、

それからこれもある意味ではどうでもいい話な
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のかも知れませんけれども、学長に就任いたしま

舎の展開もあるというふうに理解しておりますの

して先般霞山会のほうに伺い、近衞会長様、山田

で、今後もこの豊橋校舎の発展ということを、こ

理事長様、それから山下事務局長様にご挨拶をい

れは最低限進めなくてはいけないと感じておりま

たしました。山下事務局長様には実は５年前に１

す。そのことと併せて、やはり学生全員がこの展

度お世話になったことがありまして、まさか霞山

示室を見学し、愛知大学の拠って立つところを理

会の事務局で再会するということは当時は全く考

解しておく、そういう機会をぜひ設けたいと思っ

えておりませんでした。５年前、外務省の関係で

ております。これもおそらく皆さんのお力を借り

パプア・ニューギニアに赴き、パプア・ニューギ

なくてはいけないだろうと思いますので、その辺

ニアの国会議員とか大学生向きに講演をしたこと

のご協力もこの機会にお願い申し上げておきたい

があるんですけれども、その時のホストが、当時

と思います。

パプア・ニューギニアの大使をされていた山下様

長くなってしまいましたけれども、個人的にも

でした。パプア・ニューギニアの大使をされてい

先ほど申し上げましたような関係がございますの

た方と霞山会で再会をするなんていうことは露ほ

で、本日のお披露目の会をたいへん喜んでいると

ども考えておりませんでしたので、これも何かの

ころでございます。以上をもちまして私の挨拶に

縁なのかなと、そんな感じがしております。今後

させていただきます。どうもありがとうございま

東亜同文書院、あるいは霞山会、そういったとこ

した。

ろとさらに関係を深めながら愛知大学の発展を考
えていきたい。そんな気持ちを新たにしていると

【司会】 ありがとうございました。続きまして藤
田センター長からのご挨拶です。お願いいたしま

ころでございます。
ルーツとしての東亜同文書院等々について在学

す。

生が知る機会を、これまで大学としてきちんと整
備してきたかと言うと、おそらく充分ではなかっ

【藤田】 ただいまご紹介いただきました愛知大学

たというふうに考えています。大学史という授業

東亜同文書院大学記念センター長の藤田と申しま

が 2006 年あるいは 2007 年から設けられ、その一

す。先ほどもテープ・カットの時にご挨拶いたし

環として、受講生が今日皆さんにご覧いただいた

ました。それに今学長から記念センターに対して

展示室を見学するということはなされているんで

も非常にご理解のあるご発言をいただいて、大変

すけれども、これはあくまでも受講生だけでござ

嬉しく思っております。そういう点ではなるべく

いますので、愛知大学の学生全員が愛知大学とは

重複しないようにしてお話を進めさせていただこ

どういう大学だったのか、愛知大学のルーツとは

うと思っております。

何かといったことを考え、理解する機会がなかっ

今回こういうお披露目の会を開けるようになっ

たというのが正直なところだと思います。その点

たプロセスは、先ほど学長がおっしゃったように、

で私自身はやはりそういった機会を、愛知大学の

文科省のオープン・リサーチ・センターのプロジェ

学生全員に提供したいと考えている次第です。

クトに選定していただいたことで、一気にわれ

昨今の愛知大学の中ではどうしても名古屋新校

われのほうもここまで盛り上げることができまし

舎のことが話題になりがちでありますけれども、

た。とりわけ本学の学生諸君に、先ほどお話があ

やはりルーツとしての豊橋校舎、あるいは私は

りましたように書院を、さらにはそれに関連した

敢えて「正史」と申し上げますけれども、正史と

愛知大学史を物でみせる、形で見せるというチャ

しての豊橋校舎の発展があって、新しい名古屋校

ンスが今までありませんでしたので、これを機
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会に見せられるというのが１つで、もう１つは東

ポジウムをいたしましたが、来年は欧米の人達を

亜同文書院というのは確かに愛知大学のルーツに

交えた国際シンポジウムを考えております。世界

なった重要な大学なんですが、また本学の大学史

的な存在感というものを浮き彫りにしながら、こ

だけの問題ではなくて、今から約 100 年前、1901

の豊橋の地を拠点として発展していきたいもので

年上海に設立されたということ自体、半世紀続い

す。視野は広く、それと同時に地域にはいろんな

て非常に多くの事業をこの東亜同文書院および東

博物館、美術館、資料館等がございますので、そ

亜同文書院大学は蓄積してきた。とりわけ日中関

れはそれで連携をしながら、地域の方々にもこの

係にいろんな意味で果たした役割が大きいという

展示を通してお互いに交流ができないだろうかと

点で言いますと、本学の枠を超えた世界的な存在

いうことで、
「友の会」というのをこれから発足

でもあります。

させていきます。ミクロスケールからメソスケー

本学がやはり文科省から認定された大きな事

ル、さらにマクロスケールまで、ちょっと欲ばっ

業である COE のプログラムで、私もヨーロッパ

ていますけれども、そういう形でこの東亜同文書

の各大学を回ったことがございますけれども、各

院大学記念センターがうまく発展できたらいいな

大学は東亜同文書院と言うとすぐ分かってくれま

と考えております。本日こういう形で皆さん方に

す。言ってみれば世界的に知名度のある名前なん

もお披露目できるところまでようやくたどり着き

ですね。しかも歴史的な名前でもあります。愛知

ました。今後ともご理解ご協力をいただけたら大

大学というのはなかなか直接には理解してもらえ

変ありがたいと思っております。

ないんですが、東亜同文書院の名前を出しますと、

この後、お二人の講師の先生方にお話しいただ

その後継大学ということですぐ応対をしていただ

きますけれども、殿岡さんからはお父様の本間学

けるんです。おそらくそれがなくて愛知大学だけ

長先生のお話を通じて愛知大学の創設期のお話が

でしたら、なかなかヨーロッパでもアメリカでも、

伺えると思っております。併せて先ほど申しまし

各大学はそう簡単にはいい関係を結ぼうという話

たようにこの記念センターの建物、その他いくつ

には乗らなかったと思うんですけれども。東亜同

かの木造の建物が今愛知大学に残っていますが、

文書院というのは世界的なレベルでも知名度があ

ちょうど 100 年目なんですね。100 年目を記念し

り、そういう点で多くの方々が関心を持っている

まして、ゆかりの深い木全先生にも今日は奈良か

世界的な存在として研究対象にもなってきたこと

ら来ていただきました。先生は奈良国立文化財研

を考えますと、東亜同文書院は大学の中、および

究所にお勤めになっておられました。それから地

国際的なところでつながりを持った、今の言葉で

元の豊橋東高校のご出身ということで、地元にも

言いますと１つの重要な「キーワード」的な存在

縁の深い方でございます。このお二人のお話の中

であると言えます。

で思いを広げていただければ光栄かなと思ってお

そういう意味でこの東亜同文書院大学記念セン

ります。せっかくの今日の時間ですので楽しみな

ターを充実させることで、私の考えでは世界的な

がらお話をお聞きいただければ幸いです。そうい

研究の中心拠点としても、本学がしっかりとその

うことで私のご挨拶とさせていただきます。どう

軸を定めていくことができたらいいんじゃないか

も失礼いたしました。

なと考えております。去年は中国の方々とのシン
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世話人として、共に地域文化の向上を果たせるよ

・・・友の会発足・・・

う委嘱させていただきます。2008 年９月 27 日、
愛知大学東亜同文書院大学記念センター、セン

【司会】 ありがとうございました。ただいま藤田
先生からもお話がございましたけれども、記念セ

ター長藤田佳久。
」以上です。どうぞよろしくお
願いいたします。

ンターは現在、
「友の会」を発足します。そこで「友
の会」の世話人の方々にただいまから委嘱状を交

【司会】 ありがとうございました。よろしくお願

付させていただきたいと思います。それぞれの博

いいたします。代表以外の方につきましては今日

物館名、資料館名等をこちらで読み上げさせてい

交歓会終了後、委嘱状をお渡ししたいと思ってお

ただきますので、壇上にお上がりください。代表

りますので、よろしくお願いいたします。それで

者にセンター長から委嘱状をお渡しいたしますの

は大変お待たせいたしましたが、ただいまから講

で、よろしくお願いいたします。

演会に入りたいと思います。初めに「娘から見た

それではただいまからお名前を呼ばせていただ

学長本間喜一と愛知大学」ということで殿岡さん

きます。豊橋市美術博物館様、豊橋市二川宿本陣

にご講演いただきます。殿岡さんは皆さんご承知

資料館様、小坂井町郷土資料館様、豊橋市自然史

のように本間喜一学長のお嬢さんでありまして、

博物館様、御油の松並木資料館様、豊川地域文化

長年愛知大学の創設期のことをよく聞いておりま

広場桜ヶ丘ミュージアム様、豊川市中央図書館様、

すし、また愛知大学のことについてもいろいろな

田原市博物館様、蒲郡市博物館様、新城市設楽原

お話をお聞かせいただけるんじゃないかと楽しみ

歴史資料館様、設楽町郷土資料館様、東栄町花ま

にしております。それでは殿岡さんよろしくお願

つり会館様、長篠城址史跡保存館様、社団法人豊

いいたします。

橋青年会議所様、豊橋観光コンベンション協会様、
豊橋鉄道様、東愛知新聞社様、東海日日新聞社様、
豊橋市南栄校区総代の塩沢様、豊橋市町畑町の石
垣様、豊橋市弥生町の杉浦様、豊橋市南栄の水口
様、豊橋市南栄の吉田様、以上 23 名の方に世話
人をお願いしております。本日諸事情でお見えに
なられていない方もおられますが、壇上に上がら
れた方に愛知大学東亜同文書院大学記念センター
の「友の会」の世話人をお願いしたいと思います。
代表して豊橋市美術博物館の後藤様に委嘱状を受
け取っていただきます。
【藤田】 今日は皆様方ご苦労さまです。ひとつよ
ろしくお願いいたします。では委嘱状を読ませて
いただきます。
「豊橋市美術博物館殿。あなたを
愛知大学東亜同文書院大学記念センター友の会の
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〈講演〉

娘から見た学長本間喜一と愛知大学

本間名誉学長

長女

殿岡晟子

【殿岡】 皆様、ごきげんよう。記念センターの
本間喜一展示室にある資料などをご覧になります
と、父ってずいぶん体制派の堅くて面白味のない
男かとお思いになりますが、とんでもないんです。
本当は落語家にしたいくらいの賑やかな、会話の
好きな笑いの絶えない男でございます。私が生ま
れた時はもう長という名前の付く役職におりまし
たので、父の若い時のことは本人から聞いたこと
が多いのですが、若い時は「喧嘩の本間」と言わ
長男忠彦と父本間喜一、母登亀さん

れたくらいで、それは議論の上のことですが、い
ろいろと討論するのが好きだったらしいのです。

から勉強しろと言われたことがないのです。点が

父は 13 歳の時に中学入学のため東京へ出てまい

悪くてはだめだとかいうことも一切言われたこと

りましたが、それまでは山形の米沢で上杉藩の

がない。父が申しますには、
「自分から進んで勉

侍の家に育ちまして、上杉藩の素朴な、人間形成

強したいと思わなければだめなんだ、そういう環

に役に立つ謙虚で質素な暮らし方をしておりまし

境を作ってあげなきゃいけない」と、そういう言

た。父の父親は、14 歳の時に上杉藩の一番の年

い方でございました。皆さん勉強部屋は南向きの

少で戊辰の戦に出陣しております。父によく戊辰

暖かいところがいいと思われるでしょう。でも父

の戦のことを話してくれたそうです。非常に厳し

は、勉強するところは北向きの、少し寒いところ

い家だったのですが、父親は厳しくて母親は温か

がいいと。父の勉強部屋は確かに北向きの、昔だっ

いという、戦前の日本における一番典型的な育ち

たら書生部屋でしょうか、玄関の横の部屋で、昔

方でございました。

の家ですからそこまで暗い廊下をずっと渡ってい

私が生まれ育ってきた父との家庭は、本当に

かなきゃなりませんので、子供の時は父の部屋に

明るいんです。女中達もいつでもニコニコしてい

行くのが恐かったように覚えております。でも襖

ますし、書生さんもニコニコしている。なんであ

を開けて「パパ」と言って膝の上へ乗っかると、

んなに人を楽しませるのがうまいのかなというの

そこはもう春のように暖かい、楽園のようなとこ

が、私の父に対する一つの見方です。人に嫌な思

ろでございました。引き出しを開けると中にチョ

いをさせたことがないと思います。人に恥をかか

コレートとか、薬屋のおまけの品などちょっとし

せないということもございます。ですから私は父

たものが入っているのが常でした。私は引き出し
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を開けるのが楽しみでした。不思議なことに、次

また父は大変お金にきれいな男で、お金を集

兄も私も猫も犬も一人ずつ、一匹ずつ父の部屋を

めるのも、また使うのもうまいんですが、お金に

訪れました。父の愛情にどっぷりと漬かりたかっ

対して人から指をさされたことがありませんでし

たのです。

た。いつも申しますには、
「男が失敗するのは金
と女だ」と。だから注意しなきゃいけないという
ことを言っておりました。また人を喜ばせたり楽
しませたりするのには、家庭の中が楽しくなきゃ
だめじゃないかと。ですから細君を喜ばすのがう
まかったですね。母なんかだまされっぱなしじゃ
なかったかなと思います。上海の東亜同文書院に
行く前に北京のほうに仕事がございまして、どう
いうわけか存じませんけれども内山書店のおじい
さんの方（内山完造）とも仲良しだったんですね。
内山書店のお店が上海にありました時に父がまい
りましたら内山さんが「あれ、奥さんご一緒じゃ
ないんですか」と聞いてとても残念がったという
母宛の葉書がございまして、その隅っこに「美人

本間家族
前列左 父 本間喜一
母 登亀
後列左より長男忠彦・満里子夫婦
中央 次男 昌二郎 看護婦さん
晟子筆者

は得だね、覚えられて」と括弧して書いてあるん
です。昔の男の方で奥さんにそんなこと書く人っ
ていないでしょう。それをちゃんと書くんです。
だから母はすっかり嬉しがっちゃう。そういうと
ころもございました。

父は武士の情けの分かる人間だったと思って

また嘘をつかない男でございました。これは子

おります。喧嘩相手に逃げ道を開けておくような

供に対しても、絶対（という言葉は神以外使っちゃ

情けがありました。とことん相手が立ち上がれな

いけないんですけれども）嘘を言わない。何でも

くなるようなことはしなかった。最高裁にいる時

約束したことはやってくれました。一つの例とし

もそうでしたし、弁護士の時もそうなんですけれ

て、私が自動車のライセンスを取得したらキャデ

ども、いい仕事とかお金になる仕事はお弟子さん

ラックを買ってあげると申しました。数年後、本

とか友達に向けていました。それで友達が喜ぶ

当にさる大会社の社長のキャデラックを私にも

のを心の底からすごく嬉しがりました。また大学

らってくれました。日本に数台しかない車でした。

生当時の先生方を始めお世話になった方々を一生

キャデラックは大学に置き、愛知大学の威光を必

忘れない男でございまして、その方々がお亡くな

要とした時に乗りつけました。私は自分用にオー

りになったあとのご家族の面倒をずっと見ていま

スチンを使っていました。実業家の梅村理事の令

した。自分が老いてきますと、遠いところは私が

嬢の結婚式に京都まで運転手の倉橋さんと父と三

一人で盆暮れの挨拶に行くようにと申し付けまし

人で名神ハイウェイーをドライブしたのが良い思

た。私はよく小田原の三淵忠彦最高裁長官の未亡

い出でございます。ですから豊橋にこの大学を作

人のところをはじめ、いろいろ関係のあるところ

ります時も、豊橋の市長さん始め皆様方には、嘘

にご挨拶に行くのが常でございました。

をついていないと思います。
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た。夏になりますと山形の温泉にまいります。そ
の時の計画の立て方、それから荷物に何を持って
いくかというのを１、２、３、４と番号をふって
書いてあるんですね。それに従って自分で荷物を
作っておりましたし、私もそれを見せてもらうと
ああこれが必要なんだ、あれが必要なんだと物を
鞄に入れることができました。こんなものまで書
かなきゃならないかなというようなものまで細か
く書いてある。ですから大学を作る時も、勢いに
任せてバッバッと作ったのではございません。同
文書院の学生さん達がみんな戻ってらして、行き
場所がない、どうしよう、どうしようというその
盛り上がりを、まるで波乗りの波の山に乗るよう
に父はうまく乗ったなという感じがいたします。
大学を作る時はたいてい金持ちの人がお金を
持ってきて、お金に糸目なく作りますでしょう。

愛娘の晟子さんと（昭和 40 年）

父は引き揚げてまいりまして上陸の時に国から
豊橋の女学校も、助けてくださいと言えば理事

日本円札をもらいましたが、翌日はそれに切手を

になって助けたり、女子短大についても豊橋市に

貼らないと新札として使えないんですね。使えな

対するお礼の意味を含み設立しております。豊橋

いお金と分かっていてその日本円札を政府は引揚

にとってはマイナスな男ではなかったと私は思っ

者に渡したのです。父は憤慨しておりました。で

ております。

すから帰ってきた時はもちろん無一文です。父が

それから非常に人生に緻密な計算をする男でし

持ってきたのは大きなバケツの中に大根と人参と
蕪など、生でも食べられるものが入っておりまし
て、それにゾリンゲンのナイフが１つ。そんな物
をぶら下げて帰ってまいりました。ですから大学
を作る時はほんとに皆様のご援助と、学生達の大
学がほしい、作ってほしい、作りたいという信念
と、作ってあげたいという気持ちだけが渦を巻い
ておりました。東京には何も建物が残っていませ
んから東京ではとても無理なんですね。食べ物も
ありませんから。豊橋のここが空いているという
のは同文書院の学生で大野さんという方がこちら
の御名家の出でいらっしゃって、嗅ぎ付けた。そ
れを神谷さんという同文書院の先生でやはり三河
の御名家の方に話し、神谷先生がすぐ東京へすっ
飛んできて「今なら空いてるよ」と。ですからこ

父本間喜一氏の想い出を語る筆者

こへ入れたんです。それも御当地に御挨拶に伺っ
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た時にあの堂々たる横田市長さんが引き受けてく

けないと思っておりますし、こんな素晴らしい場

ださらなかったらとてもできないことで、それは

所というのはもう２度と手に入りません。市民の

もういつの時代になっても豊橋市の方々の熱意を

方々ももっとフルに愛大を活用していただいてい

忘れては申し訳ないと常に父は思っておりました。

いのじゃないかなと思いますので、今度、
（愛知
大学東亜同文書院大学記念センター）友の会がで
きたということで大変安心しております。
また父はいつも明日を考え、来年のことを考
えていると言うんですね。常に先のことを考えて
いないとやっていけなかったらしいですよ。それ
はそうでしょう。何しろ授業料だけしか頼りにな
らない。その授業料を安くしなきゃ学生さんに気
の毒でございましょう。ですからギリギリなんで
す。物価は上がってきますし、その中でみんな我
慢して、毎日未来を考えながらゆくというのが初
期の頃の愛知大学でございました。ですから最初

100 年前建造物（国文化財登録）の元学長室には 200
× 150cm のジャンボ肖像写真が飾られている

の頃は給料体系が、事務とか用務員さんのほうが
学長より高かったはずです。逆さまになっていま

当時の文部省は、お金がなくても大学ができ

した。父に言わせると、上の人達はどこかからか

るんだなというのが初めて分かったというんです

貰い物があるだろう、だから何とかやっていける

ね。係りの役人は、畏敬の眼差しで父を見ていま

んじゃないかなということで。でも、今月はいい

した。驚いたことに愛大の教授の中に
「愛知大学っ

けど来月のお給料はどうしようというくらい大変

て新制大学じゃないんですか」とおっしゃる方が

でございました。昔からいた女中がいつも申しま

いるので私はエーッと思いましたが、私は大声で、

すが、豊橋から来るお客は「お金お金、先生、お

声高らかに申し上げます。
「愛知大学は旧制の大

金」ということばっかしだったと。そうすると父

学でございます」東海６県と言っていいのか、三

は「大丈夫だよ、僕が作って持ってくよ」と。そ

重から富山まで入りますし静岡を入れる時もござ

れで安心して庶務課長や会計課長がお帰りになっ

いますが、だいたい東海６県に大学は理系の名古

ていったのをちゃんと見ております。父の友人の

屋大学だけでございまして、文系の大学はなかっ

安倍能成先生だって戦後、学習院院長におなりの

たんです。ですからここに作ればこの地方の人達

時は、知人の顔をみると「寄付をして下さい」と、

は大学の恩恵にあずかれる、地方の文化が発展す

「寄付」、
「寄付」とおっしゃるものですから、人々

るんじゃないかと、そういう意味もありましてこ

から「安倍能成…号を寄付と称す」と笑われたそ

こに決めたんですね。ですから豊橋は発祥の地で

うです。どこの大学も台所は火の車でした。今は

あり、どんなことがあっても忘れてはいけないと

こんなふうに、溢れるばかりのお金じゃないとし

ころです。何か豊橋の方々は大学が名古屋にみん

ても自由にお金が使えるようになって、名古屋の

な行ってしまうんじゃないかと心配なさっている

新校舎もどんどん計画が立てられ、何とも言えな

ということも時々伺うんですが、そんなことはあ

い幸せだと思っております。父がもしも生きてい

りません。御当地豊橋は愛大の生みの親でござい

たらどんなにかうれしがりましょう。やはり計画

ますから、大事に大事にさせていただかなきゃい

をしっかりと立てていたからこういうふうに少し
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ずつでも豊かになっていったのではないかなと思

と言われて父の洋服と時計を見た途端、もう何も

います。上に立つ人間が儲けを自分の懐に入れて

言えなくなった。あの時にボタニーの、イギリス

いたら、それこそ人は付いてきませんからね。会

サージの上等な背広にすごい時計でもしていれば

計は学生さんにでもお見せできるような仕組みで

授業料値上げに噛みついてやろうと思ったと。そ

ちゃんとやっておりました。これが父の方針でした。

ういうところが父のうまいところかも知れません
が、
「いいんだよ、僕は清潔でつぎがあたってれ
ばちっとも恥ずかしくないんだ」
。と申しており
ました。
卒業生の方々が記念に金一封をくださるんです。
そうしますと全部学校に寄付しちゃうんです。そ
れが分かってきたもんですから卒業生の方々もお
利口になって、今度は名古屋の丸栄の紳士服売場
のところで洋服を作る条件のもとに商品券をくだ
さるんです。ですから名古屋に行って紺の背広を
作ってきました。嬉しくて嬉しくてもう、ばか猫

新しく出来た本間喜一展示室には、生いたちから学寮
時代、上海時代、最高裁判所時代、愛知大学長時代の
資料が並べられている。

あれは授業料値上げの時なんですが、学生の

が初めて鼠を取って振り回し、あちらこちらに見
せて回るように、新しい背広を着ては「これは卒
業生がくれたんだよ、これは卒業生がくれたんだ
よ」とあっちこっち、文部省にまでも言ったこと

親分の方が学長室にバンとお入りになった。今は

を覚えています。

父の大きな写真が飾ってありますあの部屋に。そ

父の鞄の中にピンクの可愛い封筒がありました。

して値上げの文句を言おうと思ったらしいんで

父は女子校の理事の給料を同校の図書館に寄付を

す。そうしますと父はどんな方にも同じ言葉で相

して来ますので、学生達からの御礼の手紙でした。

対するのが本筋でございましたから、上は陛下か

「僕は清潔にさえしていればいいんだが、
（ここは

ら下は最高裁の事務員さんまで「あなた」と言う

内緒なんですが）他の大学とか他の人達が父を見

んですね。「おまえ」とかそういう言葉は使いま

た時に、大学がこんなに貧しいのかと思われたら

せん。「あなたどうぞお掛け下さい」と手を差し

嫌だから、あなただけはしっかり贅沢していいよ」

伸べました。その学生がふと見た父の背広の袖口

と言われまして、お陰様で私はだいぶいいものを

はかがってあるんですよ、すり切れたところを。

着させてもらいました。いつでも方々へ行く時に

私、一生懸命直しましたから覚えています。ワ

私を引っぱって歩くんです。自分と私とを対比さ

イシャツの袖と襟は破れたら裏返しにすればいい

せて、質素だけれども金はありそうだと思わせて

んだと。それも私、直しておりました。時計はス

たのじゃないかなと思います。文部省とか私学団

テンレスのまあ時間がはっきり分かればいいとい

体とか、いろいろなところに連れていってくれま

うような安い時計でございます。その手がグッと

した。それは私に人物ウォッチングをさせるため

伸びた途端に学生は頭を深々と下げて出ていって

だったかなと思っています。それで会合に出たあ

しまった。その学生御本人からこのあいだ私は伺

と「あなたはどう思う？」って聞くのですね。私

いましたが、月謝値上げに怒鳴り込んでいこうと

は自分の思った通りのことを言いますと「うーん

思ったと。その時に「あなたどうぞお掛け下さい」

なるほどな、そういうふうにとるかな」と言って、
97

◦ 3353 ◦

◦第７章

地域広報活動事業◦

「あの人はかくかくしかじか、こんな経歴の人物

にいろいろな新しいことを覚えられなくなってい
るらしいんですけれども、毎日使っていればそれ

だ」と教えてくれました。
なぜ父が長生き（95 歳まで生きました）でき

なりの記憶力が養われているそうです。父は勉強

たかなと言いますと、父の生活習慣が老化の進

することによって自分を老化させないように努め

展を遅らせたのだろうと私は思います。奥さんを

ていたように思います。

60 歳の時に亡くしておりますから、だいたい独

それから目標というものを常に持っていたよう

り身になりますと男というのはバッタバッタと老

に思います。今度愛大のあれはこうなるといいな、

化して死ぬのが早いんですけれども、95 までボ

こっちのほうは建物をどうしたらいいかなとか、

ケずに生きられたというのは父なりの生活習慣の

学生はどういう配分にしたらいいかなとか、ほ

結果だと私は思っています。よく体を使いました。

んとにいろいろな目標を持って考えて、その通り

父の手紙を見ていますと、豊橋から何日に東京に

やっていくんですね。そういうのもやはり老化を

行く。それで何日は名古屋の法廷に立つからまた

防いでいたかなと思います。それから結果が出ま

帰らなきゃならない。本当に１週間の間に名古屋

すととても嬉しがりましたね。豊橋から東京に報

を２往復なんていうのはざらなことですし、それ

告の電話がありますと、
「よかったな、よかった

から東京で裁判があればまたチョコチョコッと上

な」と言ってまた当分の間楽しんでいるようでし

京します。体を非常に動かしていました。散歩も

た。何かそういうふうに結果が出ることによって

よくしておりました。常に現在の生活を嫌だとい

ドーパミンとかが増えるんですってね。そのドー

うふうには一言も申しませんで、現在に幸せを感

パミンが出るとアルツハイマーにならないという

じる男でした。
「生きてて楽しい」
と言うんですね。

ので、なるほど彼がボケないのはそういうところ

明日が楽しいと。人にとても感謝をするのがうま

かなと思っております。本を読む習慣を常に持っ

かったですね。
「ありがとう」という言葉のみな

ておりました。白内障の手術をしたものですから

らずその人が喜ぶような言葉を言うんです。生半

昔は牛乳瓶の底のような厚い眼鏡をかけないと調

可な言葉ではございませんで、その人の一番喜び

節できなくて、片目で見ていたはずなんですが、

そうないいことを前もって調べていましたね。外

本はよく読んでおりましたし、物事を「まあいい

交官になればよかったのじゃないかと思うくら

や」と言っておっぽりだしたりしない人間でした。

いに詳しくいろいろと調べて、その方が歯の浮く

「何でお父様長生きおできになるの」と聞きまし

ようなお世辞じゃないんですけれどもそこまで自

たら、クスッと笑って「ばかな子を残して死ねな

分を見てくれてたかなということ、それから奥様

いよ」と言うんです。なるほどなと思いまして、

のこと、お子さんのことを本当によく調べて、人

私がいろいろ親不孝をするのは父を長生きさせる

を喜ばすのが上手な男だったなと思っております

ための１つの手段だと思って、いつも私は甘えて

し、また人が喜ぶことで自分も楽しんでいたよう

おりました。

に思います。好奇心を持っていて、常に脳を動か

愛大というものにものすごく信頼と愛情を持っ

して考え事をしている。その考え事も面白いんで

ておりました。健康診断で老人病院へ行かなけれ

すね、あんな年になっても化学の勉強とか物理の

ばよかったと考えます。院内感染で肺炎が移って

勉強が好きで、孫の教科書を取り上げて一生懸命

あれあれという間に亡くなりました。だいぶ悪く

本を読んでいました。学習の習慣を続けておりま

なってから「お父様がんばってよ。こんなことで

したから記憶力が保たれたのじゃないかなと思い

晟子１人残したらどうするの」と言いましたら、

ます。私達は年を取るとどうしても若い人みたい

「君、大学があるよ、卒業生があるよ」と言って
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分の兄弟だと思っております。ですから大学の発
展をずっと見させていただきたいと思います。教
会で葬式をいたしましたが、父はクリスチャンで
はありません。法哲学者ですからバイブルは牧師
よりも深く読みこなしておりました。父は般若心
経が大好きで、よく口ずさんでおりました。軍の
理不尽から学生を守り、学問の自由を大切にし、
アメリカ占領時代 GHQ の横暴にも屈せず、トン
平成 13 年 5 月 25 日 本間喜一名誉学長胸像
除幕式に招待された、本間三兄妹
胸像右 長男忠彦氏、左長女 晟子（筆者）、
次男昌二郎氏

チで切り抜け、天下の王道を堂々と歩んだ父は、

くれたんですね。今つくづく父の言葉が身に沁み

そう思っていただけたらと思います。拙い話でし

ております。いつでも何か助けてくださるのは大

たが失礼いたします。

まことに真実味のある、約束を守る、武士の情け
の分かる、あったかみのある男でした。皆様にも

学であり、
卒業生の方々です。お年をお召しになっ
ても「晟子さん大丈夫かい」とおっしゃってくだ
さって、いつも楽しませてくださいます。ですか
ら私にとって愛大は、父が死んだからといってま
るっきり縁の無くなる大学ではないと思います。
父が子供のように大切にしていた大学を、私は自

昭和 62 年 5 月 9 日、95 才で亡くなる丁度１ケ
月前に筆者が詩んだもの

記念セレモニーお披露目のテープカット
中央佐藤元彦学長、右隣筆者
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〈講演〉

100 年前に大学記念館をつくった祖父たち

木全敬蔵
【司会】 ありがとうございました。殿岡さんに「娘

おります。

から見た学長本間喜一と愛知大学」ということで

1982 年〜 1995 年の 13 年間毎年夏と冬に集中

ご講演いただきました。本来ならば質問をお受け

講義のためここへお邪魔していました。そのとき

したいところですが、ちょっと時間が迫っており

藤田先生との雑談の中で「ここの本館は祖父兵藤

ますので、このあとの交歓会でまた個人的にお聞

耕次郎が建てたと聞いている」というような話を

きになっていただきたいと思います。本間先生の

したことがあります。それは私が中学生のころ母

武士の情け、あるいは人を喜ばすことが上手だっ

のお供をして、草間の母の叔母の家に行く途中、

たという、本間先生のお人柄が充分ご理解いただ

大学の前を歩きながら、母が本館を指差して「こ

けたと思いますが、交歓会でさらにご理解を深め

れはおじいさんが建てたんだよ」と言ったことを

ていただければ幸いです。どうもありがとうござ

覚えていたからです。藤田先生から「本館を建て

いました。続きまして「100 年前に愛知大学記念

たという貴方のおじいさんの話をしていただけな

館を作ったお祖父さん」ということで、木全先生

いか」と電話を頂いたときに「承知しました」と

からご講演をいただきたいと思います。木全先生

気軽に引き受けたものの、考えてみれば私の祖父

は先ほどセンター長からご紹介がありましたよう

についての知識は前述の母の一言が唯一だったの

に豊橋東高等学校を卒業後、東京教育大学を卒業

です。これは大変なことを引き受けたものと反省

され、奈良国立文化財研究所に勤めておられまし

をして、母の話は私の思い込みではないことを確

た。また愛知大学の地理学の先生もされていたと

認するために兄に「愛大の本館はおじいさんが建

聞いております。木全先生よろしくお願いいたし

てたという話を母から聞いたことがあるか」と尋

ます。

ねると「母からも、伯父からも聞いた」という返
事で、これは我が家に伝わる祖父についての情報

【木全】 ただいま紹介いただきました木全です。

であることが確認されました。さらに従兄、又従

先ほどの本間学長のご立派なお話を伺って反省す

兄に頼み、祖父と伯父の建築に関わる資料を送っ

ることしきりです。私が大学を受ける頃、ここの

てもらい、ようやくこの場に立つことができまし

大学の或るサークルから愛大に来ないかと誘われ

た。

ました。当時はもう東京のほうに目が向いていま

兄が伯父と言うのは、耕次郎の長男弥之助のこ

すから、豊橋にいるのはごめんだというのでお断

とです。耕次郎の家系を簡単に記しておきました。

りしたんですが、今考えてみればあんな立派な先

耕次郎は六兵衛の四男となっていますが、三人の

生のもとで勉学できたらよかったかなと反省して

兄については知られていません。妹の一人は草間
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の叔母で、もう一人は今この会場に出席されてい

るそうです。豊橋最初の西洋風の意匠を取り入れ

る『南栄町物語』の著者、水口源彦さんのおばあ

た規模の大きい近代建築に関わったことは、弥之

さんです。

助の「初めてと西洋風（ハイカラ）」にこだわる

耕次郎のつれあい、はるは越前永平寺の近くで

性格形成に大きく影響したであろうと思います。

生まれ育ったそうです。豊橋生まれの耕次郎と越

耕次郎が 54 歳で亡くなり、22 歳の弥之助が兵

前生まれのはるがどうして結ばれたかは謎です。

藤組を継ぎました。弥之助は先ず屋号兵藤組を現

母や伯母の話によると、耕次郎が東京の大きな屋

代風に兵藤工務店に名称変更しました。
「建築業

敷の普請に手伝いに行ったとき、屋敷に居た働き

で工務店という呼称は竹中工務店より、俺の方が

者のお手伝いさんが気に入って、豊橋へ連れ帰っ

早い、日本で最初だ」と自慢していました。その

たということです。祖母は恋愛結婚したのに娘は、

兵藤工務店は余程順調だったようで、30 歳前に

自分が見つけた婿を無理強いして、嫌がると豊川

13 歳年下の妹と 16 歳年下の妹を豊橋高女へ入れ

に飛び込んで死んでやると脅したと、母と伯母は

ています。ただ可愛い妹に学問をつけさせようと

ぼやいていました。

女学校へ行かせたのではなく、豊橋高女の制服が

耕次郎は文久３年（1863）に生まれ、大正６年

当時としては大変斬新なデザインでしたから、弥

（1917）54 歳で亡くなりました。本館建築の年明

之助のハイカラ好みが、妹に豊橋高女の制服を着

治 41 年は 45 歳でした。耕次郎は宮大工だったと

させたくなったのではないかという気がします。

伝えられています。その唯一の記録が進雄神社の

「ある日、学校帰りに車が近寄って来て、乗れ

棟札に「大工 豊橋市 兵藤耕次郎」の名があるこ

という運転手を見ると兄だったので驚いたが、友

とです。本館が建築された明治 41 年は師団司令

達に自慢したくもあったので、友達を誘って乗

部だけでなく歩兵連隊、砲兵連隊、騎兵連隊、陸

り込んだら、直ぐエンコして恥かいちゃった」と

軍病院、兵器廠等、第 15 師団を構成する部隊、

母が語ったことがあります。車は施主さんからも

機関等の建設が同時に進められたので、豊橋市の

らったフォードだったそうで、豊橋で最初のオー

歴史上最大の建築ブームだったと思います。そん

ナードライバーだったことも弥之助の自慢の一つ

な時ですから宮大工の耕次郎も軍隊施設の建築に

です。
資料にある大野銀行豊橋支店が描かれた図は、

駆りだされたものと推察します。
弥之助は、明治 28 年（1895）中世古に生まれ、

私の高校の同級生伊奈彦定さんの画集『市電のあ

小学校卒業後父親耕次郎に弟子入りしました。当

る風景』からコピーしたものです。最初のページ

時の小学校は尋常科 4 年、高等科 2 年制ですから

には後姿ですが、豊橋高女生が描かれています。

12 歳でした。3 歳年上の花田工務店の創業者花田

この画集を弥之助のつれあい（伯母）に見せたら、

勝蔵さんも同じ年
（本館建築の 1 年前の明治 40 年）

これは弥之助が建てたものだと懐かしそうに言い

に耕次郎に弟子入りしました。二人とも本館建築

ました。洋風好みの弥之助にふさわしいデザイン

の現場を入門早々に経験することになったと推量

だと思います。
写真は額田銀行ビル、通称額ビルの落成時に撮

しています。
水口さんから頂いた資料（豊橋技術科学大学

影されたものです。地下 1 階、地上 5 階、エレベー

小野木重勝教授の日本建築学会での報告）による

ター付の豊橋最初の鉄筋コンクリートの高層ビル

と、基礎部分のレンガ積はイギリス積、外壁はド

でした。弥之助の息子申一の父親評は「無鉄砲で

イツ下見板張り、玄関入口はイタリアのトスカナ

オッチョコチョイ」でした。初めてが好き、洋風

風等西洋風の意匠がふんだんに取り入れられてい

が好き、さらに無鉄砲とオッッチョコチョイが一
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気に噴出し、豊橋で俺がやらなきゃ誰がやるとば

ていただきます。どうもありがとうございました。

かりに、大企業の清水組に競り勝って落札したが、
知識・技術・経験いずれも不足の仕事で、結局大

【司会】 どうも木全さんありがとうございまし

きな負債を作って豊橋の業界からの撤退を余儀な

た。兵藤耕次郎さんの宮大工時代のことを踏まえ

くさせられました（昭和 3 年）
。

まして、今の大学記念館は当時の言葉で言えばハ

申一は弥之助の跡を継がず、物理学者になっ

イカラということで、イギリス風・ドイツ風・イ

てしまい、一人っ子でしたから兵藤組、兵藤工務

タリア風のモダンな建物だったという、貴重なお

店は耕次郎と弥之助の二代で終わってしまいまし

話をありがとうございました。本日お話しいただ

た。しかし数年を経たないで、公会堂をはじめと

いた殿岡さんと木全さんに、改めて拍手をさせて

し新川小学校など大型の鉄筋コンクリートの建物

いただきたいと思います。どうもありがとうござ

完成が見られることは、兵藤工務店の額ビル挑戦

いました。それでは講演会はこれで終了させてい

が豊橋の近代建築の発展に少しは貢献したのでは

ただきまして、これから１階で交歓会に入りたい

ないかと思います。そして豊橋の建築界の近代化

と思います。交歓会の席でまた今の殿岡さんのお

の原点はこの本館であったと言えると思っていま

話、あるいは木全さんのお話等を踏まえながら楽

す。

しく過ごしていきたいと思います。それでは１階

15 分という約束でまとめてきましたので、こ
れで耕次郎・弥之助、２代の棟梁の話を終わらせ

のほうに移動していただきます。よろしくお願い
いたします。
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〈報告〉

「友の会世話人会」設立に係わって

東亜同文書院大学記念センター
客員研究員・運営委員

越知

專

1997（平成９）年愛知大学の旧本館が、大学記

ろう」と豊橋市栄校区の皆さんが「栄校区まちづ

念館と命名され、1998 年２月 12 日、文化庁によ

くりを考える会」を中心に活動を始めた。まちの

る国の有形文化財として指定登録、これを機に同

ボランティアは、自前のハンドマイクを持参して

年５月９日（本間喜一名誉学長の命日にもあたる）

のハッピ姿で愛知大学校庭や大学記念館を案内し

東亜同文書院大学の関係資料や孫文・辛亥革命と

てくれる。まちの郷土史研究家は、近くの中学校

山田良政・純三郎関係の展示室が公開された。

の生徒を引率して大学記念館を見学しながら社会

2008（平成 20）年９月 27 日には、文部科学省
のオープン・リサーチ・センター整備事業として、

科授業の一環として紹介してくれる。
2006（平成 18）年、まちづくりを考える会では、

2006 年から２ヶ年をかけて再整備、100 余坪の総

豊橋市制 100 周年に合わせて愛知大学を組み込ん

面積７部屋に、同文書院関係、孫文を支援した山

だ「文教のまち」
「国指定の文化財や史跡を見て

田良政・純三郎兄弟（同文書院関係者）の遺族か

歩こう」というウォーキングコースを策定し、新

らの貴重な資料をもとに、
音声ガイドシステム（日

聞大のポスター 12,000 枚も作成した。

本語・中国語・英語版）40 台と、タッチパネル

こうした行動は、市民を自然発生的に「愛知大

５台を設置し、同文書院から愛知大学への継承を

学は我がまちの誇りだ」と自覚させ、校区皆さん

紹介している。それと同時に研究関係では、機関

の連帯認識となり、
「ファンの会を創ってはどう

誌やブックレットの発刊や公開講座によって、広

か」という方向に向かってきた。

く市民に知られることになり、見学者が次第に増

そんな意気込みを感じた愛知大学側はこれに対
し、
「2004（平成 16）年以来地区市民の発意に基

加してきた。
明治から大正、昭和の初期、軍都豊橋時代にお

づく自然と文化と歴史が共生する開かれた大学が

いて、陸軍第 15 師団司令部や陸軍予備士官学校

地域と一体になったパンフレットや看板を製作し

などの関係者遺族の方々、東亜同文書院の遺族、

た」ことに対し、2007（平成 19）年感謝状を贈

愛知大学のＯＢの方々が、郷愁にひたりながら見

呈している。

学され、その数も急増した。また、ウォーキング

もともと文部科学省にこの補助金を申請したと

コースの中に組み込まれた愛知大学の歴史建造物

きの経緯から「市民との共生」は歓迎されるべき

（建築後 100 年余）や史跡記念碑など 31 ヶ所を巡

こと、オープン・リサーチ・センターとしても重

る老若男女の見学者が増加の一途をたどってい

要課題として検討会を開いてきた。
東亜同文書院大学記念センターには、既に賛助

る。
こうした中で、
「地元愛知大学をもっとよく知

会員制度があり、その重複をどう考えるか。各種
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友の会、ファンの会のように著名人を顧問に据

繰り返しながら、東三河地域全体の美術博物館や

えた幅広い会によるのか、会員を集めた場合のメ

郷土資料館などとの連携を進め、地域とのつなが

リット・デメリットは何か。勝手連のファン会の

りを強化することにした。24 の団体施設が一体

ように善良な市民の自然発生的なルールを基に規

となって「友の会世話人会」への発足に向かった

約を作成するのがよいのかどうか、と審議もした。

のである。

開かれた大学として性善説に基づいた一般市民

そうして、2000 年代から「愛知大学を校区の

が、大学に自由に出入りできる会員証を発行する

誇り」として認識を高めている「まちづくりを考

ことができるのかどうか。入退会も自由にするの

える会」の５人の協力メンバーは、自ら「友の会

か。愛知大学同窓会や後援会との関係はどうか。

世話人会の実働部隊」と称して協力してくださる

度重なる検討会を校区の皆さんも交えて会議を開

し、その世話人会代表には豊橋市美術博物館の館

いてきた。

長が就任してくださることになった。

そんな時、豊橋美術博物館の館長や副館長さん

2008（平成 20）年９月 27 日、愛知大学東亜同

が、記念センターを見学に来られ、アイデアを出

文書院大学記念センターのリニューアル整備完了

していただいた。
「これからの時代は、大学と地

の「お披露目の会」で、正式に「友の会世話人会」

域の美術館や博物館、郷土史館などとの連携が重

が発足、世話人一同に「世話人委嘱状」が贈呈さ

要だ」と教えられた。

れ、本格的に活動が始まったのである。

こうした考えをもとに、いろいろと試行錯誤も
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大学記念館を紹介する４種類のパンフレットと
愛知大学探検マップを発行
東亜同文書院大学記念センター
豊橋研究支援課

大学記念館リュニーアルに伴い、東亜同文書院
大学記念センターを紹介する４種類のパンフレッ
トと豊橋キャンパスを分りやすく案内した愛知大

山口恵里子

タッチパネルのナレーションシステムを取り上げ
ました。
愛知大学創立者・名誉学長本間喜一展示室パン

学探検マップを作成しました。

フレットは、愛知大学創設者・名誉学長（第 2 代・

1. 東亜同文書院大学記念センター （日本語）

第 4 代学長）の本間喜一の生涯を、生い立ち・人

2. 東亜同文書院大学記念センター （英語）

間性、学究時代、東亜同文書院大学時代、最高裁

3. 東亜同文書院大学記念センター （中国語）

判所事務総長時代、愛知大学時代の５つのテーマ

4. 愛知大学創立者・名誉学長本間喜一展示室の

にまとめ、そして、本間喜一愛用の品や関係する
さまざまな史資料を用いて紹介しました。

ご案内（日本語）

愛知大学探検マップは、東亜同文書院大学記念

5. 愛知大学探検マップ（日本語）
東亜同文書院大学記念センターパンフレット

センター来館者や豊橋キャンパスの歴史について

は、大学記念館の各展示室の主な資料・写真をキャ

の質問に答えるよう、
「愛知大学１００年の歩み

プションで分かりやすく紹介したもので、日本語

〜３１ヵ所めぐりに行こう！」をテーマに、愛知

版はもとより外国からの来館者にも対応できるよ

大学漫画研究会会長丸畑雄揮さん、副会長の小出

うに英語・中国語版も作成しました。

奈緒さん達のイラストの提供を受けて作成しまし

主な内容は、東亜同文書院大学記念センター展

た。

示室案内、特に第 1 展示室では東亜同文書院大学

表面は、豊橋キャンパスの１００年余りの歴史

について紹介し、第 2・第 3 展示室では孫文・中

の中で３１ヵ所の探検地を選択し、イラストで分

国革命と山田良政・純三郎兄弟関係史資料を紹介

りやすく紹介しています。また裏面の探検マップ

しています。また、愛知大学史展示室案内では、

解説では、３１ヵ所をそれぞれ簡単に紹介しました。

２展示室の内、展示室Ａでは創成期の愛知大学の

これらのパンフレットは、何れもオープン・リ

歩みを紹介し、展示室Ｂでは現在の愛知大学に至

サーチ・センター広報プロジェクトメンバーによ

るまでの道のりを紹介しています。そして、大学

り作成しました。

記念館案内図を入れ、ＤＶＤ・音声ガイダンス・

509

◦ 3363 ◦

◦第７章

地域広報活動事業◦

パンフレット ( 日本語）（英語）（中国語）（本間展示室パンフ）

愛知大学探検マップ（表面）

（裏面）
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〈諸事項の報告・紹介〉

記念センター友の会小坂井町文化展へ初出展
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
客員研究員

1998年（平成10年）５月９日（昭和62年５月９
日は本間先生の命日）に初めて、愛知大学記念セ
ンターの資料が展示公開され、賛助会員の募集も

越知

專

増やす企画運営には人手と経費が重要な問題にな
る。
そこで、人的、経済的にも負担をかけずに協力
してもらう体制、ボランティアのような友の会の

始まった。
2007年（平成19年）本間喜一展示室も出来てフ
レッシュオープンした。筆者は平成10年来の賛助

立ち上げを考えた。
まず、豊橋市美術博物館にお願いしたり、田原
市博物館や豊川桜ヶ丘ミュージアム、新城市や東
栄町、蒲郡市博物館など16施設と連携することに
した。また『東三河のミュージアム』を愛知大学
東亜同文書院ブックレットとして出版した。
研究支援課全員が手分けをして、友の会メン
バー加入の説得をした。
「経費の負担はかけませ
ん。人手も多くはかけません。お互い資料の交換
や PR をし、東三河が連携して文化の向上につと
めましょう」とお願いした。
その中で、小坂井町郷土資料館長から「愛知大

豊橋市美術博物館で運営の勉強をする

学東亜同文書院大学の資料の貸出しが可能かどう

ファン（友の会）のメンバー

か」と尋ねられた。それが、愛知大学東亜同文書

会員であり、平成16年から終身会員になった。当

院大学展」が目玉企画として、小坂井町（平成22

初は、賛助会員は百数十名、終身会員三十余名で

年２月１日から豊川市と合併した）中央公民館で

あったが、今は減少気味である。

賑やかに開かれ地域の文化会に初めて参加貢献し

しかし、2006年（平成18年）文部科学省による

たのである。

オープンリサーチセンター事業に選定されて、運

このように地域の文化施設との交流が盛んに行

営の経費は或る程度豊かになった。これを良しと

なわれることを希望すると共に、地域住民による

してはいけない。自らのファン、友の会を立ち上

大学との町づくり（栄校区グループ）や愛知大学

げて隆盛を計らなければならない。今までの賛助

東亜同文書院大学記念センターの応援団や（まち

会員制や大学や同窓会との関係、会費会則などい

はたクラブ）のファンの会などが活発に行動する

ろいろと討議した。美術館や資料館に出向いて（平

ことが、支援実動隊として望ましいと思うがどう

成21年３月１日）勉強会もしたが、リピーターを

か。（P449頁に関連記事あり）
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〈諸事項の報告・紹介〉

出前事業について
愛知大学東亜同文書院大学記念センター
客員研究員

越知

專

2001年（平成13年）愛知大学写真研究会部会長

ところが、それだけでは物足りないと感じ、東

の関谷有加（当時３年生）さんから、
東松照明（昭

亜同文書院時代から数えて、
100年以上の伝統を持

和29年卒写真部ＯＢ）に名誉顧問の、筆者宛（昭

つ愛知大学の歴史や特徴を紹介し、
「愛知大学を

和28年卒写真部ＯＢ）に名誉会長の委嘱状が届いた。

志す若者の入学が増える」ことを希望して、パネ

それより以前、愛知大学学生課長や事務局長の
計らいで、愛知大学のクラブ活動の代表者の懇談

ルやテキストを用いるようになった。
それは、愛知大学東亜同文書院大学記念セン

会が開かれ、ＯＢ達の支援が話題になり、それが

ター発行の『本間イズムと愛知大学

実例編−そ

実を結んだようだ。

の真髄を実話から学ぶ−』と『同資料編−その真

それ以来、筆者は愛知大学写真研究会と応援団

髄を国会証言から学ぶ−』であり、前書は語り口

（平成15年から応援団後援会特別顧問）のメンバー

調で漫画や写真をふんだんに取り入れ、中学生・
高校生のみならず家族揃って読んで頂くよう編集

と密接なつながりを持つようになった。
それによって、愛知大学応援団と写真部は一体

（アンケートに事例とし、その結果があらわれてい

になって活動を始め、東三河の中高校にエールの

る。
）し、後者は法律や社会情勢に興味を持ち、本

送り方や演舞の指導、人間関係の礼儀奉仕の精神

間イズムを称讃する学者や企業の有識者などを対

を子供達と語り合って来たこの10年間50回以上の

象に編集。これらの人々からのアンケートが多い。

出前授業を行なって来たのである。

愛知大学の精神は「教育は愛なり」
「欣然愛人」
のもとで「致中和」の精神を学んだ本間喜一名誉
学長が実学を通し実行した言葉である。
そんな時2009年（平成21年）９月、本間喜一先
生の直筆の手紙２通が見付かった。一つは、愛知
大学設立以前、64年前の手紙であり、愛知大学設
立にかける思いや、苦労とその決意をしたため毛
筆４枚であり、起業家や事業経営者に役立つ資料
であり（参考事項

頁にあり）一般社会の人達に

も参考になる書簡である。
もう一つの手紙は大正時代ドイツ留学時代、実
家の甥（16才）に当てた「中学校生の勉強の仕方」
であり、
「漢文、国語、英語、数学、地理、歴史、
報道された出前授業

博物」などについて詳しく説明してある。
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中学校生の勉強の仕方」

そのうえ、
「小さいうちは誰か教えて呉れます
が、私共の様になると、もう教えてくれる人はあ
りません」「小さい時分から自分で進んで勉強す
る習慣をつけなければなりません」と書いてあっ
た。
法曹界の３人の関係

何故なら、早稲田の大隈重信（政界）、慶應の
福沢諭吉（財界）、同志社の新島襄（宗教的教育
者）などは広く世間の認知するところであるよう
に、司法界に強い（このとろ司法試験の合格率の
実績）愛知大学、法曹界重職（三淵忠彦、田中耕
太郎、本間喜一）の創った愛知大学、中国とのパ
イプの強い愛知大学（中日大辞典はバイブルのよ
うに世界中の人々に役立っている）として全国レ
ベルの大学になるべく、質の向上と本間イズムの
啓蒙に邁進すべきではなかろうか。

中学生からの御礼のアンケート

従ってこの手紙は中学校出前授業の教材として
も使えそうなものであると思っている。
このように出前授業のいろいろの教材が出揃っ
たのである。こうなると最早「まちはたクラブ」
の「本間喜一イズムを啓蒙する会」だけでなく、
愛知大学当局や同窓会本部としての支援をもって
「三位一体」でやるべきではなかろうか。
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ここでは、本プロジェクトが行なってきたさまざまな活動や会議の年次報告や、記念センターの展示
施設への年次ごとの来訪者数の動きなどをとりまとめた。
近年は、本大学の講義で記念センターに、入門用ゼミなどのレベルで学生達の来訪するケースが増え、
P.D. や R.A. が学生らに展示の説明をする仕組みがつくられるようになり、学内での当センターの位置
づけや役割が出来上がりつつある。来訪者数のデータは記帳者のみに限られるため、非記帳者数はデー
タ化されていないことから、実際の来訪者はさらに多いものといえる。学外者や外国からの来訪者も増
えつつあり、外国メディアの取材も増えてきている点は、当センターの認知度が、本プロジェクトとの
関連で高まりつつあるといえそうである。
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でしか知ることができない内容についても活発に

１．安澤隆雄氏を招いての講演会

質疑応答がなされました。

愛知大学の前身にあたり、戦前に中国・上海に

最後に花束贈呈と、元書院生の方々による「嵐

あった東亜同文書院（1939 年大学に昇格）の卒

吹け吹け」（最上級生が大旅行に出発する際に後

業生である安澤隆雄氏（東京都八王子市に在住）

輩が校門で贈る歌）が熱唱され、感動と盛会のう

による講演会「東亜同文書院と我が生涯の100年」

ちに講演会は終了したのでした。

が、2006 年７月 22 日（土）に豊橋校舎で開催さ
れました。この講演会は、本学東亜同文書院大学
記念センターのオープン・リサーチ・センター事
業（文部科学省選定）の第一弾として、会場に
120名の参加者を迎えて行われました。
安澤氏は東亜同文書院に 1925（大正14）年に
入学した第 25 期生で、講演会では書院入学時か
ら大学での寮生活、勉強方法や内容、年中行事、
卒業前の中国調査旅行（雲南からミャンマーに至
る徒歩による調査旅行）での苦労話に加え、現在
に至るまでの多彩な人生の逸話も披歴しました。

２．第８回図書館総合展における特別展示会
とフォーラムの開催

特に、大旅行の部分は、1928（昭和３）年５月
に発生した済南事件によって排日気運が濃厚とな

2006 年 11 月 20日（月）から 22 日（水）の期間、

る中、当初の予定だった、雲南から四川へ抜ける

横浜市のパシフィコ横浜で開催された「第８回図

コースをミャンマーに変更した経緯が語られ、歴

書館総合展」で、東亜同文書院大学記念センター

史的な緊迫感が感じられました。

は特別企画の展示会・フォーラムを開催しまし

講演後、会場からは活発に質問が出され、安澤

た。記念センターは、2006 年度よりオープン・

氏の講演、さらには東亜同文書院に対する関心の

リサーチ・センター事業の一環として講演会のほ

高さがうかがわれました。特に、大旅行時の予算

かに、記念センターが所蔵する東亜同文書院（大

についてなど、文献に記述が少なく、当事者の話

学）関係資料、ならびに孫文・辛亥革命と彼の協
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記念センター収蔵資料図録』などは完売となりま
した。
21 日（火）には本学主催のフォーラムを開催
しました。講師には安彦良和氏（漫画家、神戸芸
術工科大学教授、藤田佳久氏（愛知大学文学部教
授、記念センター長）、ロナルド・シュレスキー
氏（Ronald Suleski、ハーバード大学フェアバン
ク東アジア研究所副所長）の３名を迎え、「海を
渡った若者たち」のテーマでご講演頂きました。
定員を上回る 200 名以上の参加者で会場は満席と
なりました。

３．ロナルド・シュレスキー氏を招いての
講演会
図書館総合展の本学主催フォーラムで講演され
た、ロナルド・シュレスキー氏は図書館総合展終
了直後の 11 月 25 日（土）、愛知大学豊橋校舎に来
学し、「満州の青少年像」という題名で再び講演
会を開催しました。
満蒙開拓少年義勇軍（1938 年１月に拓務省に
よって創設）として、満州の国防強化、国土開発、
国内農村の人口問題を解決するという目的で、日
力者だった山田良政・純三郎兄弟に関わる資料の

本の農村から満州に送り込まれた数え年 16〜19

公開展示も、５年間にわたり国内各地で行ってい

歳の青少年たちが、過酷な労働や粗末な食事など

く予定であり、図書館総合展への出展がその第1

の劣悪な環境の中で生活していたという実態が明

回目となります。

らかにされました。また、こうした困難の中で

図書館総合展は、図書館に関わるさまざまな企

1939（昭和 14）年 5 月に義勇軍同士が衝突した ｢

業、関係者を集めて最新情報の提供と情報交換を

昌図事件 ｣ についても言及され、義勇軍に参加し

目的とする大規模な総合展であり、今回愛知大学
は大学として初めてブースを出展しました。会場
には３日間で過去最高の22,000 人を超える来場者
があり、本学の展示ブースには延べ2,000 人以上
が訪れ、展示資料や刊行物を見学されました。ま
た、東亜同文書院（大学）の卒業生や遺族の方、
本学卒業生や在学生も多数訪れました。
記念センター出版物も人気で、今回ブースで販
売した図書のうち、『愛知大学東亜同文書院大学
148
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た青少年たちの過酷な姿が鮮明となりました。

オープン・リサーチ・センター活動報告

も重い」という認識で捜索活動を指揮し、遭難の

シュレスキー氏は流暢な日本語で講演しまし

責任を取って学長を辞任したという、本間氏の人

た。また、
愛知大学名古屋（三好）校舎の ICCS（国

格がうかがえる貴重な話を聞くことができまし

際中国学研究センター）招聘の中国からの研究者

た。

や、本学で学んでいる中国人留学生も参加し、通

講演中、東亜同文書院大学予科で学び、戦後予

訳を務める留学生によって日本語から中国語に翻

科修了証が発行されたために京都帝大に無試験で

訳されるシュレスキー氏の話を聞いていました。

入学できたという方が、本間氏への熱い想いを語
る場面もありました。
殿岡さんはユーモアを交えて話を進め、30余

４．殿岡晟子さんを招いての公開研究会

名の学内外の参加者は時折笑みを浮かべつつ、熱

2006年12 月７日（木）午後、「我が父本間喜一

心に殿岡さんの話に聞き入っていました。

と愛知大学・東亜同文書院大学を語る」と題して、
愛知大学東亜同文書院大学オープン・リサーチ・
センター主催による、本間喜一愛知大学名誉学長
の長女・殿岡晟子（あきこ）さんを招いての公開
研究会が愛知大学で行われ、本間喜一氏が最後の
学長を務めた東亜同文書院大学の敗戦前後の状況
や、愛知大学創立、愛知大学史上の大事件といえ
る愛大事件（1952 年）や、薬師岳遭難（1963 年）
などについて語られました。
本間氏は、敗戦後の1946（昭和 21）年３月に
団長として学生たちを引率して引き揚げた際、書
類の携帯が許されていなかったにもかかわらず、

５．今泉潤太郎氏を招いての公開講演会

旧東亜同文書院大学の学籍簿・成績簿を決死の覚

2007 年１月26 日（金）午後、愛知大学オープン・

悟で日本に持ち帰ったこと、帰国後は引き揚げ学

リサーチ・センター主催の公開講演会が愛知大学

生を収容するために大学設立に尽力し、横田忍豊

で開催され、今泉潤太郎愛知大学名誉教授が「「華

橋市長の協力などもあって、準備期間わずか半年

語萃編」から見た同文書院の中国語教学」という

で愛知大学が誕生したこと、しかし、戦時中に学

題で講演されました。

生たちを戦場に送り出した責任を感じて、初代学

東亜同文書院の概略が説明された後、同文書院

長には就任しなかったというエピソードなどが紹

の中国語教師による「華語萃編」について説明が

介されました。

なされました。「華語萃編」は初集（１年生）、第

また、警察官が大学構内に立ち入ったことで学

二集（２年生）、第三集（３年生）、第四集（４年

生との間にいざこざが生じ、学生側に逮捕者が出

生）の４冊があり、しかし当初は全てが揃ってお

た愛大事件では、学生たちの無実を信じて裁判に

らず、全学年が初集から第四集までを通して中国

毎回出席し、長期間におよぶ裁判で学生たちの弁

語を勉強するようになったのは 1930 年代になっ

護活動に尽力したこと、冬の薬師岳で山岳部員

てからであったということ、発音表記も初めはウ

13名が遭難した時には、大学がつぶれても救助

エード式ローマ字だったのが注音字母（ポポモフ

を優先させるという決意と、「人の命は地球より

ォ）に変わったというような、知られざる「華語
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の客体として捉えた「大学史」講義は、数年前か

萃編」の歴史が明らかにされました。
同文書院の中国語教育については、文法解説に

ら各大学で実践されはじめていますが、対象を自

よる教育よりも文章の暗記が要求され、特に重念

らの大学に絞ったものと、日本、さらには世界全

を強調した暗誦は学生にとって極めて厳しいもの

体の大学の歩みとして位置づけているものとに分

であったことが述べられました。

かれているようです。本学ではまず双方を包含す

また、
「華語萃編」は敗戦で東亜同文書院大学

る形で試みたものでして、前半は欧米及び日本に

が閉校となっても消えることはなく、戦後の愛知

おける大学の形成過程、後半は東亜同文書院を含

大学でも油印本として使用され、縦書きから横書

めた愛知大学の歩みについて、各方面の関連教員

きへ、発音表記も戦後の中国で登場したピンイン

のみならず、それぞれの節目に立ち合っていた卒

に変化しつつも、1963 年まで中国語教科書とし

業生も交えて報告がなされ、その後活発な討論が

て使用されたというような、「華語萃編」の歴史

展開されました。
続いて１週間後の 17日（土曜日）には、研究

的変遷についても紹介されました。
公開講演会には愛知大学で中国語を担当してい

会「世界大学史と愛知大学」が、法学博士・酒井

る教員や中国人教員、中国語を研究している大学

吉榮名誉教授を講師にして行われました。酒井氏

院生なども参加し、東亜同文書院での中国語教育

は早くより大学史に着目し、欧米近代大学の原型

などについての質疑応答が行われました。

的存在のベルリン（フンボルト）大学と、本愛知
大学のそれぞれの成立過程には近似性が見られる
との学説を提示していた人でして、ここではそこ
から世界の大学史の中での愛知大学の位置づけに
ついての紹介をしました。また、60 年を経た現
在においても輝きを失わない先見性があると評価
されている「愛知大學設立趣意書」（豊橋・名古
屋両校舎の「自由受難の鐘」の下に、同書の文言
を刻んだ石碑があります）の起草者について、
『愛
知大学五十年史』などの公式の年史とは別の説を
展開しました。ただ酒井氏はすでにご高齢のため、

６．大学史方面の二つの研究会

講演・質疑応答とも予定より若干早く切り上げる

2006年度末の３月、東亜同文書院大学記念セ
ンター「大学史」部門（責任者

ことになりましたが、参加者に考えさせるものが

大島隆雄名誉教

多い講演でありました（酒井氏の娘婿でもある大

授）によるふたつの公開研究会が、同じ愛知大学

林文敏愛知大学教授が、会場で酒井氏の介助を務

豊橋校舎研究館の同じ会議室を会場にして、２週

めて下さったことを付言します）。

連続で相次いで開催されました。

両会とも関係者の助力もありまして、予想以上

まず 10日（土曜日）に、2006 年度秋学期より

の参加者を得たことは収穫でありましたが、共通

新たに名古屋（三好）校舎で開講された総合科目

のテーマ「世界的な大学史と本学史との関連性・

「大学史」
（リレー講義）の報告会として、シンポ

整合性」については討論の際疑問の声が（本学関

ジウム「世界と日本の大学史の流れの中での東亜

係者によって）あがったりして、まだまだ検討や

同文書院と愛知大学」が、同講義の担当者７名に

議論の余地のあるところでありましょう。しかし、

よって行われました。大学という教育機関を歴史

本学での「大学史」講義は今年度より豊橋校舎で
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2006 年度愛知大学東亜同文書院大学記念センター

オープン・リサーチ・センター活動報告

もスタートすることになり、またシンポジウムで

でに矢は放たれているのでありまして、これを機

の討論や酒井氏の学説が大学史紀要『愛知大学史

により多くの関係者に「大学史」への関心や理解

研究』に掲載されることが予定されている今、す

を持ってもらうことを願うところです。

「大学史」講義シンポジウム

酒井氏を講師に招いた研究会
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター活動記録（2007.4 〜 2008.3）
月 日 曜

内

容

会

場

備考
学長、藤田、大島各先生
挨拶 ﾃｰﾌﾟｶｯﾄ 応援団ｴ
ｰﾙ 出席者 30 名

19 木 大学史展示室リニューアルオープニングセレモニー

記念館正面玄関前

28 土 講演会「本間喜一

豊橋校舎
参加者
研究館 1 階第 1・2 会議室

35 名

豊橋校舎
参加者
研究館 1 階第 1・2 会議室

37 名

講演会「『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想」／ 豊橋校舎
参加者
村上武氏
研究館 1 階第 1・2 会議室

35 名

4

9

−法学者としての軌跡−」／石井吉也氏

土 講演会「愛知大学と東亜同文書院大学と私」／牧野由朗氏

6
30 土

7

28 土 国際シンポジウム「日中研究者による東亜同文書院研究」

豊橋校舎
記念会館３階小講堂

200 名参加
リュミ
エールで懇親会

20 木

研究会「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望」豊橋校舎
／武井義和 P.D
研究館 1 階第３会議室

10 名

29 土

講演会「東亜同文書院大学呉羽分校顛末
た書院生たち−」／池上貞一氏

32 名参加
え子多数

9
−海を渡れなかっ 豊橋校舎
本館 5 階第２会議室

3

水 研究会「東亜同文書院生とキリスト教」／石田卓生Ｒ . Ａ

6

土

豊橋校舎
研究館 1 階第 4 会議室

7名

トラム「東亜同文書院の歩いた道と愛知大学」／藤田佳久教 豊橋校舎
授
6 号館 610 教室

30 名

13 土 トラム「孫文を支援した山田兄弟」／馬場毅教授

豊橋校舎
6 号館 610 教室

30 名

20 土 トラム「展示室での講義と見学」／武井義和Ｐ . Ｄ

豊橋校舎
大学記念館

30 名

10
27 土

記念センター

トラム「東亜同文書院からみた近代の日本と中国」／武井義 豊橋校舎
和Ｐ . Ｄ
6 号館 610 教室

27 〜
東亜同文書院大学の資料展示会−日中友好の原典を視る−
29

池上先生の教

20 名

27 日は愛大東京事務所移
霞山会館（霞が関ｺﾓﾝｹﾞｰﾄ
転ｵｰﾌﾟﾝｾﾚﾓﾆｰﾊﾟｰﾃｨｰの出
西館 37 階）「牡丹の間」
席者も参加

27 土 講演会「小説『満州国演義』にみる中国大陸」／船戸与一氏 霞山会館「霞山の間」

250 名参加

28 日 講演会「近衞篤麿と清末中国」／李廷江氏

霞山会館「霞山の間」

150 名参加

10 土 トラム「東亜同文書院生とキリスト教」／石田卓生Ｒ . Ａ

豊橋校舎
6 号館 610 教室

20 名

17 土

トラム「人物でたどる東亜同文書院から愛知大学」／大島隆 豊橋校舎
雄氏
6 号館 610 教室

40 名

6

木

研究会「近衞文麿と東亜同文書院−両者の関係に関する一試 豊橋校舎
論−」／大島隆雄氏
研究館 1 階第 4 会議室

7名

8

「天津資料展示会と講演会」
車道校舎
土 講演「近代中国の租界地における日本人社会：上海と天津の
９階 Ｋ 902 教室
比較」／武井義和Ｐ . Ｄ

11

12

14 金 研究会「中国における東亜同文書院研究の現状」／周徳喜氏
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター会議記録（2007.4 〜 2008.3）
月

5

日

曜

内

容

会

場

15

火

第 1 回事務連絡会

大学記念館２階事務室

22

火

第１回運営委員会

豊橋校舎 本館５階２会議室（TV）
名古屋校舎 研究館２階第４会議室（TV）

29

火

第 2 回事務連絡会

大学記念館２階事務室

16

土

センター委員会

豊橋校舎

26

火

第 3 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

10

火

第 4 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

24

火

第２回運営委員会

豊橋校舎 本館５階２会議室（TV）
名古屋校舎 研究館２階第４会議室（TV）

17

火

第 5 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

31

火

第 6 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

21

火

第 7 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

14

火

第 8 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

25

火

第 9 回事務連絡会

研究館 1 階第 2 会議室

9

火

第 10 回事務連絡会

研究館 1 階第 2 会議室

23

火

第 11 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

13

火

第 12 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

27

火

第 13 回事務連絡会

大学記念館２階会議室

11

火

第 14 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

25

火

第 15 回事務連絡会

研究館 1 階第１・2 会議室

8

火

第 16 回事務連絡会

研究館 1 階第 3 会議室

22

火

第 17 回事務連絡会

研究館 1 階第 3 会議室

12

火

第 18 回事務連絡会

大学記念館講義室

26

火

第 19 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

11

火

第 20 回事務連絡会

研究館 1 階第 3 会議室

22

土

第 3 回運営委員会

研究館 1 階第 3 会議室

本館 5 階第２会議室

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3
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東亜同文書院大学記念センター展示室利用状況 （2007 年度）
2008 年 3 月 31 日現在
学 内

学外
4月

個人

64

（団体数）

ゼミ

56

107

計

5

( うち外国人）

227

6

（ゼミ 5 クラス）

5月

229

7

56

7

292

10

（ゼミ 3 クラス）

6月

231

20

146

13

397

4

（ゼミ 5 クラス）

7月

99

16

21

1

136

19

（ゼミ 1 クラス）

8月

19

1

0

1

20

0

9月

12

5

0

0

17

0

10 月

95

5

0

3

100

1

11 月

231

9

70

9

310

5

12 月

66

10

0

2

76

1

1月

35

8

0

0

43

5

2月

31

6

0

1

37

0

3月

64

18

0

2

82

11

1,176

161

400

43

1,737

62

計

（ゼミ 3 クラス）

※授業での利用はすべてゼミとする。

〈予約参観記録〉
（敬称略）
5 月 17 日

ザ・カリオン（14 名）

10 月 8 日

三遠南信（13 名）

5 月 28 日

書院生家族（1 名）

11 月 3 日

同窓会総会（100 名）

6月2日

短大ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ（51 名）

11 月 12 日

南部中 3 年生（12 名）

6月5日

高師如月会（18 名）

11 月 20 日

東三高校 PTA 指導者（20 名）

6 月 10 日

とよはし歴史探訪（30 名）

11 月 28 日

親和会（23 名）

6 月 11 日

南部中 3 年生（5 名）

12 月 10 日

全国短大学生指導教職員連絡会（10 名）

6 月 16 日

桜丘中 土曜科（15 名）

2 月 17 日

6 月 19 日

南部中１年生 （10 名）

3月3日

6 月 30 日

三河市民生協 （22 名）

7月3日

南部中 1 年生 （3 名）

400

愛知高校（8 名）
愛知県東三河事務所（10 名）

月間利用者推移

350
300
250

計
学外
個人
ゼミ

200
150
100
50
0
4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

※ 以上は事務室で確認できたものに限る。
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター / オープン・リサーチ・センター活動記録（2008.4 〜 2009.3）
月 日 曜日

内

容

会

研究会「愛知大学創成期からもう一つの原点を考察する
−それを生かせるかどうか−」／越知專氏

5

15 木

6

14 土 講演会「私の東亜同文書院大学時代」／倉田俊介氏

6

17 火

7

9

お披露目の会
27 土 「娘から見た学長本間喜一と愛知大学」／殿岡晟子氏
「100 年前に大学記念館をつくった祖父たち」／木全敬蔵氏

10

2

10 17 金

研究会「上海３日間の旅
−東亜同文書院・愛知大学の原点を訪ねて−」／越知專氏

11

2

日

国内シンポジウム
「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開」

23
福岡資料展示会・講演会
〜 25
東亜同文書院大学の資料展示会−日中友好の原点を探る−
（日〜火）

豊橋校舎
研究館 1 階第 2 会議室
豊橋校舎
本館 5 階第 3 ･ 4 会議室

青森県
弘前駅前市民ホール
オープニングセレモ
ニ ー（ 挨 拶・ テ ー プ
カット）・展示室説明会
友の会世話人委嘱状交
付・講演・交歓会

豊橋校舎
大学記念館
記念会館
豊橋校舎
記念センター講義室

豊橋校舎
５号館５１０教室
豊橋校舎
大学記念館

3 階小講堂

講演会「1880 年代〜 1920 年代の『亜細亜主義』の形成
−小寺謙吉を中心に−」／サーラ スヴェン氏

2

21 土

研究会「書院生によるフルンボイルに関する調査報告につい 豊橋校舎
て」／暁敏氏
記念センター講義室

3

1

3

14 土

3

3

現地研修会
（バスで近隣の美術館等 3 館を巡り話を聞く）
講演会「東亜同文書院大学から愛知大学への発展
−たんなる継承か、それとも質的発展か−」／大島隆雄氏

26
アジア学会「The Materials Connected with Toa Dobun
〜 29
Syoin and Aichi University」
（木〜日）
講演会「The Development of Toa Dobun Shoin College in
Shanghai from 1901 to 1945, and Their Great Journeys for
30 月 Regional Researches on China」／藤田佳久氏
「On the Data Base of Toa Dobun Shoin College and
University made by Aichi University ／成瀬さよ子氏

リュミエールにて懇親会

福岡県
アクロス福岡

11 29 土

日

考

研究会「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者清水安三を語る」豊橋校舎
／黒田芳嗣氏
研究館 1 階第 1・2 会議室

10 18 土 講演会「目白にあった東京同文書院」／保坂治朗氏

11

備

研究会「東亜同文書院「興学要旨」、「立教綱領」を読む」／ 豊橋校舎
李春利先生学習法学生
今泉潤太郎氏
研究館 1 階第 1・2 会議室 も参加

弘前資料展示会・講演会
26
〜 27 津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐって
（土・日）−津軽、東亜同文書院、孫文−

木

場

豊橋校舎
研究館 1 階第 1・2 会議室

田原市博物館
豊橋市美術博物館
豊川市桜ヶ丘ミュージアム
豊橋校舎
本館 5 階第 3 ･ 4 会議室
アメリカ シカゴ
シェラトンホテル

シカゴ大学
レーゲンシュタイン図書館
523 セミナールーム
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諸事項◦

愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター会議記録（2008.4 〜 2009.3）
月

日

曜

内

容

会

場

4

8

火

第 1 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

13

火

第 2 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

27

火

第 3 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

10

火

第 4 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

14

土

第１回運営委員会

豊橋校舎 本館５階２会議室（ＴＶ）
名古屋校舎 研究館２階第４会議室（ＴＶ）

14

土

第１回センター委員会

豊橋校舎 本館５階２会議室（ＴＶ）
名古屋校舎 研究館２階第４会議室（ＴＶ）

24

火

第 5 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

1

火

第 6 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

8

火

第 7 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

15

火

第 8 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

16

火

第 9 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

30

火

第 10 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

7

火

第 11 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

28

火

第 12 回事務連絡会

大学記念館 1 階記念センター講義室

11

11

火

第 13 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

12

16

火

第 14 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

6

火

第 15 回事務連絡会

研究館 1 階第 1 会議室

13

火

第 2 回運営委員会

豊橋校舎 研究館 1 階第 1 会議室（ＴＶ）
名古屋校舎 研究館２階第４会議室（ＴＶ）

27

火

第 16 回事務連絡会

研究館 1 階第 2 会議室

2

17

火

第 17 回事務連絡会

大学記念館 1 階記念センター講義室

3

10

火

第 18 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

5

6

7

9

10

1
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諸事項◦
諸事項の紹介

東亜同文書院大学記念センター展示室利用状況 （2008年度）
2009年3月31日現在
学外
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
計

69
130
504
86
120
155
243
284
55
51
36

学 内
（団体数）
個人
ゼミ
19
349
11
36
101
10
23
67
15
30
48
3
6
0
3
1
27
3
19
40
5
10
23
5
7
0
1
11
0
1
5
0
1

57
1,790

13
180

0
655

0
58

計
437
267
594
164
126
183
302
317
62
62
41
70
2,625

うち
(外国人
)

8
16
4
9
22
1
13
30
2
7
0

（ゼミ10クラス）
（ゼミ5クラス）
（ゼミ3クラス）
（ゼミ2クラス）
（ゼミ1クラス）
（ゼミ1クラス）
（ゼミ1クラス)

3
115

※授業での利用はすべてゼミとする。

<予約参観記録> (敬称略）
5月7日 台湾中央研究院台湾史研究所(8名)
9月27日
5月10日 書院生家族（1名）
10月3日
5月14日 愛大卒業生グループ（8名）
11月11日
6月19日 短大オープンキャンパス（40名）
11月19日
6月7日 カレッジワン（15名）
11月21日
6月20日 全国大学博物館学講座協議会（150名）12月13日
6月21日 日本展示学会（15名）
1月24日
7月26日 愛大卒業生グループ（11名）
8月4日 国際共同シンポジウム参加者（25名）
8月26日 愛大卒業生（1名）
8月28日 私大連盟（60名）
600

長野県波田町教育委員会 見学会（30名）
東三河懇話会 午さん交流会(30名)
愛大卒業生（2名）
文学を楽しむ会（25名）
日中関係討論会 訪日団（15名）
評議員（15名）
免許法研究会（6名）

月間利用者推移

500
400
計
300

学外
個人

200

ゼミ

100
0

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

1月

2月

3月

※ 以上は事務室の確認できたものに限る。
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諸事項◦
諸事項の報告・紹介

愛知大学東亜同文書院大学記念センター / オープン・リサーチ・センター活動記録（2009.4 〜 2010.3）
月 日 曜日

内

容

会

4 25 土 講演会「学外者から見た愛知大学」／平田超人氏

場

備

考

記念センター講義室
豊橋校舎
研究館１階第 1 会議室

5 21 木 研究会「藤井草宣と中国」／広中一成氏

名古屋校舎
本館第 2 応接室

6

20・21 展示会
（土・日） 東亜同文書院のあゆみ−上海から豊橋へ−

6 24 水 研究会「根津一の政治観」／大島隆雄氏

小坂井町中央公民館

小坂井町文化展へパネ
ル資料を提供

記念センター講義室

講演会
7 25 土 「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育について」 本館 5 階第 3 ･ 4 会議室
／宮田一郎氏
10 ５ 月 欧七斤氏研究報告会

10 10 土

11

記念センター講義室

国際シンポジウム

豊橋校舎

「欧米研究者から見た東亜同文書院」

大学記念館 3 階小講堂

２〜４ 神戸資料展示会・講演会
（月〜水）「孫文

−神戸、長崎そして東亜同文書院・愛知大学−」

講演会
キャンパスは「借用」か「占拠」か−」／北川文章氏
29・30 日中大学フェア「変貌する日中の大学−グローバル大競
（土・日） 争・連携時代を迎えて−」出展

1 30 土

神戸国際会議場

豊橋校舎

11 28 土 「東亜同文書院大学の上海交通大学への移転−海格路

1

リュミエールで懇親会

講演会
「上海交通大学史の編纂をめぐって」／葉敦平氏

研究館１階第 1・2 会議
室

東京国際フォーラム

愛知大学のブースで
資料展示

本館 5 階第 4 会議室
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諸事項◦

愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター会議記録（2008.4 〜 2009.3）
月

日

曜

4

14

火

第 1 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

12

火

第 2 回事務連絡会

研究館 1 階第 4 会議室

土

第１回運営委員会

土

第１回センター委員会

4

木

第 3 回事務連絡会

10

水

第 2 回運営委員会

30

木

第 4 回事務連絡会

23

木

第 3 回運営委員会

5

内

容

会

豊橋校舎

場

研究館 1 階第 3 会議室（ＴＶ）

名古屋校舎

研究館 2 階第 4 会議室（ＴＶ）

16

6

7

豊橋校舎

研究館 1 階第 3 会議室（ＴＶ）

名古屋校舎

研究館 2 階第 4 会議室（ＴＶ）

研究館 1 階第 4 会議室
豊橋校舎

研究館 1 階第 1 会議室（ＴＶ）

名古屋校舎

研究館 2 階第 1 会議室（ＴＶ）

研究館 1 階第 4 会議室
豊橋校舎

研究館 1 階第 1 会議室（ＴＶ）

名古屋校舎
豊橋校舎

研究館 2 階第 1 会議室（ＴＶ）

9

17

木

第 2 回センター委員会

名古屋校舎
車道校舎

2

金

第 5 回事務連絡会

6

火

第 4 回運営委員会

水

第 6 回事務連絡会

水

第 5 回運営委員会

火

第 7 回事務連絡会

研究館 1 階第 1 会議室（ＴＶ）
研究館 2 階第 4 会議室（ＴＶ）
応接室１（ＴＶ）

研究館 1 階第 4 会議室

10

11

1

豊橋校舎

研究館１階第 1 会議室（ＴＶ）

名古屋校

舎研究館 2 階第 1 会議室（ＴＶ）

本館 3 階第 1 会議室

25

12

豊橋校舎

本館 3 階第 1 会議室（ＴＶ）

名古屋校

舎研究館 2 階第 1 会議室（ＴＶ）

研究館 1 階第 4 会議室
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諸事項◦
諸事項の報告・紹介

東亜同文書院記念センター展示室利用状況
31
2010年3月25日現在

学外
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
計

89
98
169
143
26
24
208
260
50
36
73
32
43
1,208
1,219

学 内
（団体数）
個人
ゼミ
25
178
9
21
303
7
16
70
5
11
20
2
4
150
0
2
0
0
6
23
3
7
26
3
13
0
1
4
0
0
3
0
1
21
0
0
25
133
770
31
137

（2009年度）

計
292
422
255
174
180
26
237
293
63
40
76
68
53
2,111
2,126

うち
(外国人
)

15
25
0
6
1
1
25
5
1
3
3
6
8
91
93

（ゼミ7クラス）
（ゼミ5クラス）
（ゼミ3クラス）
（ゼミ1クラス）
（職員研修会）
（ゼミ1クラス）
（ゼミ1クラス）

※授業での利用はすべてゼミとする。

<予約参観記録> (敬称略）
5月29日 フェニックステレビ
（香港）
取材
（2名） 10月28日 栄小学校4年生2クラス（75名）
6月6日 短大オープンキャンパス（60名）
10月31日 孔子学院協議会（45名）
6月15日 南部中3年生（13名）
11月2日 栄小学校4年生2クラス（75名）
6月17日 春夏秋冬叢書取材（2名）
11月16日 南部中3年生（14名）
3月19日 ＮＨＫ取材（4名）
7月1日 菜の花ライオンズクラブ（20名）
7月11日 書院生家族（4名）
7月25日 本間学長親戚（6名）
8月31日 事務職員研修会（150名）

500

月間利用者推移

400

300

計
学外

200

個人
ゼミ

100

0

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月 12月

1月

2月

3月

※ 以上は事務室の確認できたものに限る。
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諸事項◦

アメリカ日系誌JINA Bulletinに掲載されたシカゴ展示と講演会記事

〈諸事項の報告・紹介〉
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諸事項◦
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アメリカ日系誌JINA Bulletinに掲載されたシカゴ展示と講演会記事
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アメリカ日系誌JINA Bulletinに掲載されたシカゴ展示と講演会記事
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諸事項◦
諸事項の報告・紹介

愛知大学東亜同文書院大学記念センター / オープン・リサーチ・センター活動記録（2010. 4 ～ 2011. 3）
月 日 曜日
5 20 木

5/20（木）
～7/17（土）

7

8

内

容

会

全国大学史資料協議会東日本部会 2010 年度総会

学・情報交換会
36名・24大学参加
全国大学史資料協議

大学史企画展示
愛知大学生・卒業生の活躍のあゆみ
豊橋校舎の地が軍隊の敷地だった頃

豊橋校舎大学記念館展

会 東 日 本 部 会2010

示室

年度総会にあわせて
企画展示

米沢資料展示会・講演会

熊野若王寺神社にて

コープイン・京都

追悼式を開催

米沢市東部コミュニティ

置賜が生んだ本間喜一をめぐって
―東亜同文書院大学から愛知大学そして最高裁判所ー
国内シンポジウム

10 31 日

考

総会・記念センター見

研究館1階第1・2 会議室

17～18 愛知大学東亜同文書院大学の京都資料展示会・講演会

（土・日）

備

豊橋校舎

（土・日） 大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院
28～29

場

戦前海外にあった愛大ルーツ校 5 校の出身学生が語る
アジアと愛大―その体験と今日の高等教育への提言―

センター

本間喜一胸像贈呈式
殿岡晟子氏による手
相占い
本学同窓会関東4支

豊橋校舎
大学記念館 3 階小講堂

部が支援
リュミエールで懇親会

愛知大学東亜同文書院大学記念センター資料の名古屋
27～29 展示会・講演会
松坂屋名古屋店 8 階
11
（土～月） 東亜同文書院から愛知大学へ―近衞家、荒尾精、孫文、 マツザカヤホール

本学名古屋校舎で学
ぶ学生達も見学

中国アジア大旅行、日中交流―
豊橋校舎
1 20 木

若手研究者研究発表会

研究館 1 階第 1 会議室

発表はテレビ会議シ

佃・武井・高木・暁・広中

名古屋校舎

ステムで開催

研究館 2 階第 4 会議室

愛知大学東亜同文書院大学記念センター / オープン・リサーチ・センター会議記録（2010. 4 ～ 2011. 3）
月 日 曜日

内

容

4 21 水

第 1 回センター委員会

3 29 火

第２回センター委員会

10 9

土

第 1 回運営委員会

12 16 木

第 2 回運営委員会

2

第 3 回運営委員会

9

水

会

場

豊橋校舎 研究館 1 階第 1 会議室

備

考

藤田、小崎、高瀬、宮入、加納、ク
サカ、長井、阿部、田邉、山口

豊橋校舎 研究館 1 階第 1 会議室

藤田、小崎、宮入、クサカ、阿部、

名古屋校舎 研究館 2 階第 1 会議室

馬場、田邉、山口

豊橋校舎 5 階第 2 会議室
車道校舎 本館応接室 2

藤田、三好、クサカ、田邉、山口

豊橋校舎 研究館 1 階第 1 会議室

藤田、阿部、クサカ、長井、三好、

車道校舎 本館応接室

田邉、山口

豊橋校舎 研究館 1 階第 1 会議室

藤田、阿部、長井、三好、加納、宮

名古屋校舎 研究館 2 階第 1 会議室

入、山口
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諸事項◦

東亜同文書院大学記念センター展示室利用状況 （2010 年度）
2011 年 3 月 31
12 日現在

学 外
4月

学

内

個人

37

（団体数）

ゼミ

15

116

（うち
外国人）

計

8

168

3 （ゼミ7クラス）

5月

148

10

76

11

234

25 （ゼミ5クラス）

6月

171

21

510

27

702

4 （ゼミ24クラス）

7月

182

15

32

4

229

71 （ゼミ2クラス）

8月

9

5

0

0

14

0

9月

93

8

0

1

101

3

10月

131

6

20

1

157

5 （ゼミ1クラス）

11月

182

11

0

3

193

12月

28

20

0

0

48

0

1月

102

5

0

2

107

73

20

2月

58

4

0

0

62

2

3月

63
34

12
7

0

1
0

75
41

3

1,204
1,175

132
127

754

58
57

2,090
2,056

209

計

※授業での利用はすべてゼミとする。

〈予約参観記録〉（敬称略）
4月9日

中国駐名古屋総領事館（14名）

9 月15日 短大基準協会（4名）

5 月20日 全国大学史協議会（40名）

9 月28日 米沢日報（2名）

5 月22日 書院生家族（2名）

10月 1 日

東海テレビ取材（3名）

5 月22日 栄校区自治会（20名）

10月15日

中国中央テレビ取材（5名）

6月5日

東南アジア学会（8名）

11月 1 日

南部中（15名）

6月5日

短大オープンキャンパス（40名）

11月 2 日

孫文フォーラム参加者（9名）

6 月21日 南部中（16名）

11月 4 日

東稜中（36名）

7月2日

名古屋テレビ（1名）

11月26日 豊川高校（24名）

7月6日

台湾高校生（20名）

1 月21日 長春市立第１１高等学校（34名）

7 月11日 オープンキャンパス（50名）

700

1 月21日 長春東北師範大学付属小学校中信校（39名）

月間利用者推移

600
500
400

計
学外
個人
ゼミ

300
200
100
0
4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

※ 以上は事務室の確認できたものに限る。
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〔諸事項の報告・紹介〕

５ヵ年のオープン・リサーチ・センター活動総括（敬称略）

2008 年 11 月 29 日

【講演会】
2006 年 7 月 22 日

日本における「アジア主義」の系譜

「東亜同文書院とわが生涯の 100 年」 安澤隆雄

―とくに小寺謙吉に注目して―」

2006 年 11 月 25 日

サーラ・スヴェン（Saaler Sven）

「満洲の青少年像」
ロナルド・シュレスキー（Ronald Suleski）
2007 年 12 月 8 日
「近代中国の租界地における日本人社会

上海

と天津の比較」 武井義和

「東亜同文書院大学から愛知大学への発展」
大島隆雄
2009 年 4 月 25 日
「学外者から見た愛知大学」 平田超人
2009 年 7 月 25 日

【公開講演会】

「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育

2007 年 1 月 26 日
「日本における中国語教育の源流 「華語萃編」
から見た同文書院の中国語教学」 今泉潤太郎
2007 年 4 月 28 日
「本間喜一

2009 年 3 月 14 日

法学者としての軌跡」 石井吉也

2007 年 6 月 9 日
「愛知大学と東亜同文書院大学と私」 牧野由朗
2007 年 6 月 30 日
「
『学問のすすめ』
『脱亜論』と荒尾精先生の思想」
村上武
「東亜同文書院大学呉羽分校顛末―海を渡れな
2008 年 6 月 14 日
「私の東亜同文書院大学時代」 倉田俊介
2008 年 10 月 18 日
「目白にあった東京同文書院」 保坂治朗

2009 年 11 月 28 日
「東亜同文書院大学の上海交通大学への移転」
北川文章
2010 年 1 月 30 日
「上海交通大学史の編纂をめぐって」 葉敦平
【研究会】
2007 年 9 月 20 日
｢東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後

2007 年 9 月 29 日
かった書院生たち―」 池上貞一

について」 宮田一郎

の展望｣

武井義和

2007 年 10 月 3 日
｢東亜同文書院生とキリスト教｣

石田卓生

2007 年 12 月 6 日
｢近衞文麿と東亜同文書院、両者の関係に関す
る一試論｣

大島隆雄
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「「大旅行」記録からみた 20 世紀前半期の内蒙

2007 年 12 月 14 日

古の地域像」 高木秀和

「中国における東亜同文書院研究の現状」

「書院生のフルンボイル調査を中心に」 暁敏

周徳喜

「内田茂二（書院 4 期生）の華北硝石資源調査」

2008 年 5 月 15 日

広中一成

「愛知大学創成期からもう一つの原点を考察す
る―それを生かせるかどうか―」 越知專
2008 年 6 月 17 日

【シンポジウム】

「東亜同文書院「興学要旨」
、
「立教綱領」を読む」

2007 年 3 月 10 日
国内シンポジウム「世界と日本の大学史の流れ

今泉潤太郎

の中での東亜同文書院と愛知大学―初の「大学

2008 年 10 月 2 日
「上海 3 日間の旅―東亜同文書院・愛知大学の

史」講義を終えて―」
「中世ヨーロッパにおける大学の起源」

原点を訪ねて―」 越知專

北嶋繁雄

2008 年 10 月 17 日

「近代大学の誕生」 海老澤善一

「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者清水安三

「「日本における大学の形成」と「戦後の学制

を語る」 黒田芳嗣

改革」」 太田明

2009 年 2 月 21 日

「旧制大学の歩み」 大島隆雄

「書院生によるフルンボイルに関する調査報告

「“ 本学の前身 ” 東亜同文書院大学」 小崎昌業

書について」 暁敏

「愛大事件（1952 年 5 月 7 日）」 豊島忠

2009 年 10 月 5 日

「山岳部「薬師岳遭難」」 山田義郎

「上海交通大学の校史研究について」 欧七斤

「創立六十周年に当たって―創立時の諸事情
と現在―」 武田信照

【公開研究会】

「「大学史」講義

2006 年 12 月 2 日

まとめとして」 佃隆一郎

「小岩井淨と人民戦線」 藤城和美
2007 年 7 月 28 日

2006 年 12 月 7 日
「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大

国際シンポジウム「日中研究者による東亜同文
書院研究」

学を語る」 殿岡晟子

「中日の共同歴史研究による両国民の友好促

2007 年 3 月 17 日

進」 葉敦平

「世界大学史と愛知大学」 酒井吉栄

「東亜同文書院と中国研究」 藤田佳久

2009 年 5 月 21 日

「歴史から経験と教訓を得る」 蘇智良

「藤井草宣と中国」 広中一成

「東亜同文書院関係者の中国革命支援―孫中

2009 年 6 月 24 日

山と山田兄弟の関係を中心に」 馬場毅

「根津一の政治観」 大島隆雄

「彼らは中日友好のために奔走した」 毛杏雲

2011 年 1 月 20 日

「華語萃編と中日大辞典」 今泉潤太郎

若手研究者研究発表会
「愛知大学記念館について―歴史、史料、これ

「東亜同文書院の交通キャンパスの占用に関
する考察」 盛懿

までの研究―」 佃隆一郎

「1937 ～ 1945 年東亜同文書院の旅行に関す

「創立前後の東亜同文会京都支部について」

る分析」 孫萍

武井義和
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「東亜同文書院の中国方面の研究に関する概

2010 年 10 月 31 日
国内シンポジウム「戦前外地にあった愛大ルー

要」 欧七斤

ツ 5 校の出身学生が語るアジアと愛大」

「東亜同文書院に関する発表論文の動向」

谷藤助、小崎昌業、奥田廣實、佐藤達也、園

武井義和

部逸夫

（総括コメント）「日中関係と東亜同文書院」

（コメンテーター）高井和伸

栗田尚弥
2008 年 11 月 2 日

【2007 年度豊橋市民大学トラム 愛知大学連携講座】

国内シンポジウム「東亜同文会の東アジアにお

10 月 6 日 「東亜同文書院の歩いた道と愛知大
学」 藤田佳久

ける教育活動とその展開」

10 月 13 日 「孫文を支援した山田兄弟」 馬場毅

「中国における東亜同文会の学校教育」

10 月 20 日 「展示室での講義と見学」 武井義

阿部洋

和・佃隆一郎

「笹森儀助と朝鮮における教育活動」

10 月 27 日 「東亜同文書院からみた近代の日

松田修一

本と中国」 武井義和

「東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役

11 月 10 日 「東亜同文書院生とキリスト教」

割」 水谷尚子

石田卓生

「東亜同文書院に付設された農工科をめぐっ

11 月 17 日 「人物でたどる東亜同文書院から

て」 武井義和

愛知大学」 大島隆雄

（総括コメント）「日中関係と東亜同文書院」
栗田尚弥

【資料展示会・講演会】
（資料展示会）

2009 年 10 月 10 日
国際シンポジウム「欧米研究者から見た東亜同

2006 年 11 月 20 日 ～ 11 月 22 日

文書院」

コ横浜

パシフィ

「明治のもう一つの革新的パイオニアとして

第 8 回図書館総合展「知を愛する者が集う愛

の東亜同文書院」ダグラス・R・レイノルズ

知大学の展示会―のこされた東亜同文書院大
学の資料を追う―」

（Douglas R. Reynolds）
「20 世紀前半期のヨーロッパ人の東亜同文書

2007 年 10 月 27 日～ 10 月 29 日

「東亜同文書院大学の資料展示会―日中友好

院に対する知識と視点」

の原典を視る―」

マリアンヌ・バステド・ブリュギエール

2008 年 7 月 26 日～ 7 月 27 日

（Marianne Bastid-Bruguière）
「ミシガン大学における東亜同文書院およびア

弘前駅前市民

ホール
「津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐっ

ジア系文献史資料のグーグル化とその利用」

て―津軽、東亜同文書院、孫文―」

ニキ・ケンジ（仁木賢司）
「第２次大戦後の欧米における東亜同文書院
研究」 武井義和

霞山会館

2008 年 11 月 23 日 ～ 11 月 25 日

アクロス

福岡
「東亜同文書院大学の資料展示会―日中友好

（コメンテーター）栗田尚弥

の原点を探る―」
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2008 年 7 月 26 日
「東亜同文書院とその歩み」 藤田佳久

（シカゴ、シェラトンホテル）

「孫文が支援した山田兄弟」 馬場毅

「The Materials Connected with Toa Dobun

「私が描く山田兄弟と津軽」 いずみ涼

Shoin and Aichi University」

「愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史

2009 年 11 月 2 日～ 11 月 4 日 神戸国際会議場

資料について」 武井義和

「愛知大学東亜同文書院大学の神戸資料展示会
孫文―神戸、長崎そして東亜同文書院・愛知

2008 年 11 月 23 日
「アンパンマンの正義」 やなせたかし

大学―」
2010 年 7 月 17 日 ～ 7 月 18 日

「東亜同文書院の歩みと中国大旅行」

コ ー プ・ イ

ン・京都
「愛知大学東亜同文書院大学の京都資料展示会

藤田佳久
2009 年 3 月 30 日

「東亜同文書院のあゆみと大調査旅行」

大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文

藤田佳久

書院」

「愛知大学の東亜同文書院関係データベース

2010 年 8 月 28 日～ 8 月 29 日
「愛知大学東亜同文書院大学の米沢資料展示会
置賜が生んだ本間喜一をめぐって―東亜同文

について」 成瀬さよ子
2009 年 11 月 3 日
「東亜同文書院とそのあゆみ・大旅行」

書院大学から愛知大学そして最高裁判所―」

藤田佳久

2010 年 11 月 27 日～ 11 月 29 日

「孫文と神戸」 安井三吉

「愛知大学東亜同文書院大学記念センター資
料の名古屋展示会
知大学へ

「孫文と長崎」 横山宏章

東亜同文書院大学から愛

－近衞家、荒尾精、孫文、中国ア

ジア大旅行、日中交流－」

「孫文と東亜同文書院・愛知大学」 武井義和
2010 年 7 月 17 日
「建国大学と私」 佐藤達也
「ハルピン学院と私」 谷藤助

（講演会）

「東亜同文書院のあゆみと中国大調査旅行」

2006 年 11 月 21 日

藤田佳久

第 8 回図書館総合展特別フォーラム

「東亜同文書院に入学した京都府出身者～明

「海を渡った若者たち」

治・大正期の府費生を中心に～」 武井義和

「漫画で描こうとした大陸と日本青年」

2010 年 8 月 28 日

安彦良和

「米沢地方の歴史風土と本間喜一」 山田邦明

「東亜同文書院生が記録した近代中国」

「私の父本間喜一を語る」 殿岡晟子

藤田佳久

「本間喜一がつないだ東亜同文書院大学と愛

「満洲の青少年像」 ロナルド・シュレスキー
（Ronald Suleski）
2007 年 10 月 27 日

シカゴ大学

知大学」 藤田佳久
2010 年 11 月 28 日
「近衞文麿公の『われ巣鴨に出頭せず』をめ

「小説『満州国演義』にみる中国大陸」

ぐって」 工藤美代子

船戸与一

「東亜同文書院大学から愛知大学へ

2007 年 10 月 28 日

－オー

プン・リサーチ・センタープログラム事業に

「近衛篤麿と清末中国」 李廷江

も関連して」 藤田佳久
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【刊行物】

【写真展・パネル展】

愛知大学東亜同文書院ブックレット①

2006 年 9 月 8 日～ 9 月 29 日
プレ写真・パネル展「近代豊橋の歴史を彩る人
たち

2006. 11. 15 発行

本間喜一と愛知大学創成期」

『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター 研究報 創刊号』

2006 年 11 月 13 日～ 11 月 22 日、

2007. 1 発行

2006 年 11 月 27 日～ 12 月 16 日
創立 60 周年記念写真・パネル展「愛知大学創
成期の群像

地域と共に 60 年」

『同文書院記念報 vol. 15』

豊橋市美術館、豊川市桜ヶ丘ミュージアム、田
原市博物館

2007. 3. 31 発行

「娘から見た学長本間喜一と愛知大学」 殿岡晟子
「100 年前に大学記念館をつくった祖父たち」
木全敬蔵
パネル展：宝飯

郡小坂井町中央公民館

東京国際フォー

ラム
日中大学フェア「変貌する日中の大学―グロー
バル大競争・連携時代を迎えて―」に愛知大学
のブースで資料展示。
全国大学史資料協議会東日本部会 2010 年度総
会・記念センター見学・情報交換会

愛知大学東亜同文書院ブックレット③
藤田佳久著『東亜同文書院生が記録した近代中国』

『愛知大学史研究 2007 年度版 創刊号』
2007. 10. 31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター 研究報 2 号』
2007. 11 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
2008. 3 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレット④
ロナルド・スレスキー著『満州の青少年像』

2010 年 5 月 20 日～ 7 月 17 日
特別展。全国大学史資料協議会東日本部会 2010

上海交通大学へ出張。

2007. 3. 31 発行

スレター 研究報 3 号』

2010 年 5 月 20 日

2011 年 1 月 7 日～ 1 月 11 日

安彦良和著『漫画で描こうとした大陸と日本青年』

愛知大学東亜同文書院大学記念センター

明治大学

全国大学史展「日本の大学」―その設立と社会―

上海交通大学へ出張。

愛知大学東亜同文書院ブックレット②

2007. 3. 31 発行

「東亜同文書院の歩み―上海から豊橋へ―」

2010 年 9 月 23 日～ 9 月 27 日

愛知大学東亜同文書院記念センター
創刊号』

2008 年 9 月 27 日 「お披露目の会」

年度総会に合わせて企画展示。

2007. 3. 25 発行
『オープン・リサーチ・センター年報 2006 年版

【その他】

2010 年 1 月 29 日～ 1 月 30 日

『愛知大学創成期の群像 写真集』
愛知大学東亜同文書院大学記念センター報

2009 年 3 月 1 日

2010 年 1 月 15 日～ 2 月 14 日

愛知大学東亜同文書院ブックレット 別冊
2007. 3. 20 発行

【研修会】

2009 年 6 月 20 日～ 6 月 21 日

安澤隆雄著『東亜同文書院とわが生涯の 100 年』

2008. 3. 31 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレット⑤
船戸与一著『「満州国演義」に見る中国大陸』
2008. 3. 31 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センター報
『同文書院記念報 vol. 16』
2008. 3. 31 発行
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越知專著『本間イズムと愛知大学 実例編―その

愛知大学東亜同文書院記念センター
『オープン・リサーチ・センター年報 2007 年版

真髄を実話から学ぶ―』
2009. 7. 15 発行

第 2 号』

越知專著『本間イズムと愛知大学 資料編―その

2008. 3. 31 発行

真髄を国会証言から学ぶ―』

DVD「東亜同文書院から愛知大学への歩み

2009. 7. 15 発行

『21 世紀にはばたく真の国際人の育成』」作製

『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー

2008. 3 発行

スレター 研究報 6 号』

タッチパネルコーナー新設
2008. 4 より

諸事項◦

豊橋校舎大学記念館各展示室内

リーフレット『東亜同文書院大学記念センター
『愛知大学創立者・名誉学長本間喜一展示室のご

『同文書院記念報 vol. 18』

『愛知大学探検マップ』

2010. 6. 10 発行

2008. 7 発行

『オープン・リサーチ・センター年報 2009 年版

『愛知大学史研究 2008 年度版 第 2 号』

第 4 号』

2008. 10. 31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー

スレター 研究報 8 号』

2008. 12 発行

2011. 3 発行

CD『東亜同文書院寮歌』

愛知大学東亜同文書院大学記念センター報

2009. 1 発行

『同文書院記念報 vol. 19』

愛知大学東亜同文書院ブックレット 別冊
『東三河のミュージアム』愛知大学東亜同文書院

第 5 号』

2009. 3. 25 発行

2011. 3 発行

愛知大学東亜同文書院大学記念センター報

愛知大学東亜同文書院ブックレット⑥

『同文書院記念報 vol. 17』

『孫文と日本―神戸、長崎そして東亜同文書院、愛

2009. 3. 31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー

愛知大学東亜同文書院ブックレット⑦

2009. 3 発行
『オープン・リサーチ・センター年報 2008 年版

2009. 6. 20 発行

知大学』愛知大学東亜同文書院大学記念センター編
2011. 3 発行

スレター 研究報 5 号』

愛知大学東亜同文書院大学記念センター編

2011. 3 発行
『オープン・リサーチ・センター年報 2010 年版

大学記念センター編

『調査大旅行の追憶―第四十回調査大旅行―』

2010. 6 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー

スレター 研究報 4 号』

愛知大学東亜同文書院ブックレット 別冊

2010. 3 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センター報

案内（日本語）』

2009. 3. 31 発行

『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター 研究報 7 号』

（日本語）（英語）（中国語）』

第 3 号』

2009. 12 発行

武井義和著『孫文を支えた日本人 山田良政・純三
郎兄弟』
2011. 3 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレット⑧
藤田佳久著『The Development and Great Journeys
of Toa Dobun Shoin』
2011. 3 発行
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諸事項◦
2006年度 東亜同文書院大学記念センター活動報告

2006年度～07 年度７月
東亜同文書院大学記念センター活動報告
（ゴシック体は大学史部門に主に関連したもの）

「愛知大学と東亜同文書院大学と私」牧野由朗氏

［講演会・公開研究会］

2007.６.９㈯

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

「東亜同文書院とわが生涯の100年」安澤隆雄氏
2006.７.22㈯

豊橋校舎本館５階第３・４会議室

「『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想」

たける

村上 武 氏
図書館総合展特別フォーラム

2007.６.30 ㈯

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

（テーマ「海を渡った若者たち」
）
「漫画で描こうとした大陸と日本青年」安彦良和氏

［シンポジウム］

「東亜同文書院生が記録した近代中国」藤田佳久氏

「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と

「満洲の青少年像」ロナルド・シュレスキー氏

愛知大学──初の「大学史」講義を終えて──」

2006.11.21㈫

北嶋繁雄・太田明・大島隆雄・小崎昌業・

パシフィコ横浜アネックスホール第５会場

豊島忠・山田義郎・佃隆一郎氏
「満洲の青少年像」ロナルド・シュレスキー氏
2006.11.25㈯

2007.３.10 ㈯

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

豊橋校舎６号館620教室
「日中研究者による東亜同文書院研究」

「小岩井淨と人民戦線」藤城和美氏
2006.12.２㈯

葉敦平・藤田佳久・蘇智良・馬場毅・毛杏

豊橋校舎本館５階第３・４会議室

雲・今泉潤太郎・盛懿・孫萍・欧七斤・武
井義和・栗田尚弥氏

「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院を語る」

2007.７.28 ㈯

豊橋校舎記念会館

殿岡晟子氏
2006.12.７㈭

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

示

会］

プレ写真・パネル展

「
『華語萃編』からみた同文書院の中国語教学」
今泉潤太郎氏
2007.１.26㈮

［展

豊橋校舎研究館１階第1・２会議室

「近代豊橋の歴史を彩る人たち

本間喜一と愛知大学

創成期」
2006.９.８㈮〜29 ㈮

「世界大学史と愛知大学」酒井吉榮氏
2007.３.17㈯

豊橋校舎記念会館ガーデンサロン

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室
創立60 周年記念写真・パネル展

「愛知大学の創立者
跡──」
2007.４.28㈯

本間喜一 ──法学者としての軌
石井吉也氏

「愛知大学創成期の群像

地域と共に60 年」

2006.11.13 ㈪〜22 ㈬

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室

豊橋校舎図書館、
車道校舎13 階ロビー第３会議室（同時開催）
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諸事項◦

愛知大学史研究（創刊号、2007 年）

愛知大学東亜同文書院大学記念センター報

2006.11.27㈪〜12.16㈯

『同文書院記念報 vol. 15』

豊橋校舎記念会館ガーデンサロン、

2007.３.25 発行

名古屋（三好）校舎図書館（同上）

愛知大学東亜同文書院記念センター

図書館総合展

『オープン・リサーチ・センター年報 2006 年版

「知を愛する者が集う愛知大学の展示会
──のこされた東亜同文書院大学の資料を追う──」
2006.11.20㈪〜22㈬ パシフィコ横浜展示ホールＣ

［刊

行

創刊号』
2007.３.31 発行

物］

［施設・設備］
（いずれも大学記念館内）

愛知大学東亜同文書院ブックレット①

講義室新設（倉庫を改造）

安澤隆雄著『東亜同文書院とわが生涯の100 年』
2006.11.15、㈱あるむ より発行（定価800 円＋税）

書院研究室新設（書院第１展示室を改造）
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュース
レター『研究報 創刊号 2007. １ vol. 1』

大学史展示室Ａ，Ｂの新設、従来の展示室からの移転、
新コンセプトによる展示

愛知大学東亜同文書院ブックレット別冊

2007. ４.19 にリニューアルオープン

『愛知大学創成期の群像 写真集』
2007.３.20、㈱あるむ より発行（非売品）
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諸事項◦
2007年度 東亜同文書院大学記念センター活動報告

2007年８月～08 年７月
東亜同文書院大学記念センター活動報告
（主要分）
武井義和氏

〔公開講演会・研究会〕

2007.９.20 ㈭

豊橋校舎研究館第３会議室

「東亜同文書院大学呉羽分校顚末
──海を渡れなかった書院生たち──」 池上貞一氏
2007.９.29㈯

豊橋校舎本館第２会議室

2007.10.３㈬

「小説『満州国演義』にみる中国大陸」

石田卓生氏

豊橋校舎研究館第４会議室

「近衞文麿と東亜同文書院

船戸与一氏（直木賞作家）
2007.10.27㈯

「東亜同文書院生とキリスト教」

霞山会館（東京都・霞が関コモンゲ

──両者の関係に関する一考察──」
2007.12.６㈭

大島隆雄氏

豊橋校舎研究館第４会議室

ート西館）
「霞山の間」
「中国における東亜同文書院研究の現状」
「近衞篤麿と清末中国」

2007.12.14 ㈮

周徳喜氏

豊橋校舎研究館第４会議室

李廷江氏（中央大学法学部教授）
2007.10.28㈰

霞山会館「霞山の間」

「愛知大学創成期から、もう一つの原点を考察する」
越知專氏

「私の東亜同文書院大学時代」

2008.５.15 ㈭

豊橋校舎研究館第２会議室

倉田俊介氏（東亜同文書院大学42 期生）
2008.６.14㈯

豊橋校舎本館第４会議室

「東亜同文書院『興学要旨』『立教綱領』を読む」
今泉潤太郎氏

「東亜同文書院とその歩み」
2008.７.26㈯

藤田佳久氏

豊橋校舎研究館第２会議室

青森県・弘前駅前市民ホール

「孫文を支援した山田兄弟」
2008.７.26㈯

2008.６.17 ㈫

〔展

馬場毅氏

示

会〕

「東亜同文書院大学の資料展示会

弘前駅前市民ホール

──日中友好の原点を視る──」
「私が描く山田兄弟と津軽」
2008.７.26㈯

いずみ涼氏（作家）

2007.10.27 ㈯〜29 ㈪

霞山会館「牡丹の間」

弘前駅前市民ホール
「天津資料展示会と講演会」

「愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史資料につ
いて」
2008.７.26㈯

武井義和氏

究

車道校舎９階 K902 教室

（武井義和氏講演「近代中国の租界地における日本
人社会──上海と天津の比較──」も実施）

弘前駅前市民ホール

〔研

2007.12.８㈯

「弘前資料展示会・講演会」

会〕

2008.７.26 ㈯〜27 ㈰

「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望」

弘前駅前市民ホール

（講演は既述）
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諸事項◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

〔刊

行

DVD「東亜同文書院から愛知大学への歩み

物〕

『21 世紀にはばたく真の国際人の育成』」作製
2008.３発行（ナカシャ クリエイティブ㈱と編集・

愛知大学東亜同文書院大学記念センター
『愛知大学史研究 2007 年度版 創刊号』

制作）

2007.10.31発行
タッチパネルコーナー新設
愛知大学東亜同文書院ブックレット④
『満州の青少年像』

2008.４より

豊橋校舎大学記念館各展示室内

ロナルド・スレスキー氏

2008.３.31、㈱あるむ より発行（定価800 円＋税）

豊橋市民大学トラム
愛知大学連携講座

愛知大学東亜同文書院ブックレット⑤
『
「満州国演義」に見る中国大陸』

「近代史の中の東亜同文書院と愛知大学」
船戸与一氏

①「東亜同文書院の歩いた道と愛知大学」
藤田佳久氏

2008.３.31、㈱あるむ より発行（定価800 円＋税）
2007.10. ６㈯
愛知大学東亜同文書院大学記念センター報

豊橋校舎６号館 610 教室

②「孫文を支援した山田兄弟」

『同文書院記念報 vol. 16』

2007.10.13 ㈯

豊橋校舎６号館610 教室

③「展示室での講義と見学」 武井義和・佃隆一郎氏

2008.３.31発行

2007.10.20 ㈯

豊橋校舎大学記念館内

④「東亜同文書院からみた近代の日本と中国」

愛知大学東亜同文書院大学記念センター

武井義和氏

『オープン・リサーチ・センター年報 2007年版 第２号』
2007.10.27 ㈯

2008.３.31発行

豊橋校舎６号館610 教室

⑤「東亜同文書院生とキリスト教」

〔そ

の

他〕

2007.11.10 ㈯

石田卓生氏

豊橋校舎６号館610 教室

⑥「人物でたどる東亜同文書院から愛知大学」

本間喜一展示室新設
2007.10より

馬場毅氏

大島隆雄氏

豊橋校舎大学記念館内

2007.11.17 ㈯

豊橋校舎６号館610 教室

（愛知大学関係者の肩書は略しました）

264

◦ 3422 ◦

◦第８章

諸事項◦
2008年度 東亜同文書院大学記念センター活動報告

2008年８月～09 年７月
東亜同文書院大学記念センター活動報告
（主要分）
研究会「書院生によるフルンボイルに関する調査報

〔公開講演会・研究会〕

告書について」

講演会「娘から見た学長本間喜一と愛知大学」

2009.２.21 ㈯

暁敏氏

豊橋校舎大学記念館１階講義室

殿岡晟子氏（本間喜一名誉学長の長女）
「100年前に大学記念館をつくった祖父たち」

講演会「東 亜 同 文 書 院 大 学 か ら 愛 知 大 学 へ の 発 展

木全敬蔵氏（前国立奈良文化財研究所）
2008.９.27㈯

─たんなる継承か、それとも質的発展か─」

豊橋校舎記念会館３階小講堂

大島隆雄氏
2009.３.14 ㈯

豊橋校舎本館５階第４会議室

研究会「上海３日間の旅─東亜同文書院・愛知大学
の原点を訪ねて─」
2008.10.２㈭

越知專氏

講演会「愛知大学の東亜同文書院関係データベース

豊橋校舎大学記念館１階講義室

について」

成瀬さよ子氏

「東亜同文書院のあゆみと大調査旅行」
研究会「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者清水安
三を語る」

黒田芳嗣氏

藤田佳久氏
2009.３.30 ㈪

（桜美林学園清水安三記念プロジェクト委員）
2008.10.17㈮

アメリカ合衆国、シカゴ大学レーゲ
ンスタイン図書館セミナールーム

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室
講演会「愛知大学とその使命」

講演会「目白にあった東亜同文書院」

平田超人氏（文芸雑誌『果樹園』同人）

保坂治朗氏（元中央大学附属高等学校教員）
2008.10.18㈯

2009.４.25 ㈯

豊橋校舎大学記念館１階講義室

豊橋校舎５号館510 教室
研究会「藤井草宣と中国」

講演会「アンパンマンの正義」

2009.５.21 ㈭

広中一成氏

豊橋校舎研究館１階第１会議室

やなせたかし氏（作家）
2008.11.23㈰

福岡市、アクロス福岡大会議室

研究会「根津一の政治観」
2009.６.24 ㈬

大島隆雄氏

豊橋校舎大学記念館１階講義室

講演会「東亜同文書院の歩みと中国大旅行」
藤田佳久氏
2008.11.23㈰

講演会「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教

福岡市、アクロス福岡大会議室

育について」

宮田一郎氏

（中華人民共和国、復旦大学・蘇州大学顧問教授）
講演会「1880年代〜1920年代の
『亜細亜主義』の形成

2009.７.25 ㈯

豊橋校舎本館５階会議室

─小寺健吉を中心に─」
サーラ・スヴェン氏
（上智大学国際教養学部准教授）
2008.11.29㈯

豊橋校舎研究館１階第１・２会議室
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諸事項◦

愛知大学史研究（第３号、2009 年）

〔シンポジウム〕

〔刊

「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開」
座長：藤田佳久氏

行

物〕

『愛知大学史研究 2008 年度版 第２号』
2008.10.31 発行

コメンテーター：栗田尚弥氏（國學院大學講師）
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュース

「中国における東亜同文会の学校教育」
阿部洋氏（国立教育政策研究所名誉所員）

レター 研究報 ４号』
2008.12 発行

「笹森儀助と朝鮮における教育活動」
松田修一氏（東奥日報社会部長）
「東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役割」
水谷尚子氏（中央大学非常勤講師）

愛知大学東亜同文書院ブックレット 別冊
『東三河のミュージアム』

「東亜同文書院に付設された農工科をめぐって」
武井義和氏
「日中関係と東亜同文書院」

2009.３.25 発行

栗田尚弥氏

豊橋校舎記念会館講堂

2008.11.２㈰

愛知大学東亜同文書院大学記念センター 編

愛知大学東亜同文書院大学記念センター報
『同文書院記念報 vol.17』

〔展

示

2009.３.31 発行

会〕

「東亜同文書院大学の資料展示会

『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュース

─日中友好の原点を探る─」
2008.11.23〜25

レター 研究報 ５号』

福岡市、アクロス福岡円形ホール

「The Materials Connected with Toa Dobun Shoin and
Aichi University」
（第61 回アジア学会での展示）

2009.３発行
『オープン・リサーチ・センター年報 2008年版 第３号』
2009.３.31 発行

2009.３.26〜29 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ
市、シェラトンホテル

愛知大学東亜同文書院ブックレット 別冊
『調査大旅行の追憶─第四十回調査大旅行─』
愛知大学東亜同文書院大学記念センター 編

〔その他の会・活動〕

2009.６.20 発行

東 亜 同 文 書 院 大 学 記 念 セ ン タ ー 完 成 記 念 講 演 会、
お披露目会、友の会世話人設立準備会
2008.９.27

『本間イズムと愛知大学 実例編

愛知大学豊橋校舎内（講演会は前出）

─その真髄を実話から学ぶ─』

越知專 著

2009.７.15 発行
現地研修会

豊橋市美術博物館、豊川市桜ヶ丘ミュ

ージアム、田原市博物館を順に見学

『本間イズムと愛知大学 資料編

2009.３.１ （貸切バスにて移動）

─その真髄を国会証言から学ぶ─』

越知專 著

2009.７.15 発行
小坂井町美術展（同町文化協会・教育委員会主催）
へ展示資料提供

（愛知大学関係者については肩書略）

2009.６.20〜21 宝飯郡、小坂井町中央公民館
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本プロジェクトの実施・過程・運営については、まず学内における自己点検による評価が毎年行なわ
れており、また、2007（平成 19）年には大学基準協会による認証評価を受け、順当である。2008 年に
はマスコミ、経済界、博物館・美術館、友の会メンバーなどからの外部評価を受け、多くの多面的な評
価を得た。その点についての詳細も、この章に収録している。そこでは概して高く評価されているが、
大きく見ると、記念センターの所蔵資源に充分な価値を認め、さらなる広報活動に取り組むべきという
意見が多い。これらを参考に改善に取り組んできた面もある。全国各地での展示会の実施については、
外部業者への委託量を減らし、多くのイーゼルパネルの作成をはじめ、自前のみでの展示に関する工夫
を行ない、実践力をかなり備えることが出来たようにも思われる。
本プロジェクトの実施進行とともに、学内や地元の地域だけでなく、全国や外国からの来訪者も増え
ており、これも当センターへの評価につながっているように思われる。それだけに、多方面での来訪者
の方々の意見・評価も得ながら、今後もよりよいハード・ソフトの展開を進めたいと願っている。
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東亜同文書院大学記念センター事業の外部評価の概要について

東亜同文書院大学記念センター事業の
外部評価の概要について
東亜同文書院大学記念センター
豊橋研究支援課

愛知大学東亜同文書院大学記念センターでは、
２００６年度より「展示室のリニューアル」
「収

山口恵里子

愛知大学東亜同文書院大学記念センター
事業評価の内容

蔵史資料の全国各地での啓蒙的広報展示会･講演
会」「書院卒業生寄贈図書・支那雑誌などのデー

【Ⅰ】展示室のリニューアル

タベース化」
「活動研究成果年報・大学史研究報・

＜評価できる点＞

ニュースレター等の出版」
「地域広報としての友

A 全体としてだいぶ改善されている。各種資料が

の会」の５つの事業を柱に活動を進めてきました。

充実してきており、とりわけタッチパネルが

今回、こうしたオープン・リサーチ・センター事

よい。写真と説明が丁寧になり、音声による

業活動をマスコミ、経済界、美術博物館関係、友

ガイダンスもよい。朝日新聞などの関係者を

の会メンバー他の方々に以下の印刷物等を送付し

案内した時も評判がよく、もっと広く周知し

て事業評価お願いしました。

てほしいともいわれた。

なお、事業評価の内容は「私立大学学術研究高

B (1) 現存する資料を中心に、大学の概要をきち

度化推進事業」に係る中間評価（平成２０年度分）

んと紹介できている施設である。今後はもっ

に伴う研究進捗状況報告書に盛り込み提出しまし

とテーマ別に資料収集や展示の幅を広げてい

た。

けると思う。
(2) ポストドクター、リサーチアシスタント等

〈印刷物等〉

研究者の活動を広げる場ができたことは大き

1. オープン・リサーチ・センター年報

創刊号

く評価できる点である。

2. オープン・リサーチ・センター年報

第2号

(3) 外部に対してきちんと説明できる施設がで

3. 愛知大学史研究

創刊号

4. 愛知大学史研究

第2号

きたことが大きい。
C (1) タッチパネルで DVD や展示で紹介できな

5. 研究報

創刊号

かった史料等をコンピューターグラフィック

6. 研究報

第2号

を使いながら情報を検索するシステムを取り

7. 研究報

第3号

入れた点がよい。

8. 新聞掲載記事

(2) 中央の美術館や博物館が使用している音声
ガイドを積極的に取り入れ、日本語・中国語・
英語で聞くことができる点もよい。
D 同文書院の中国関係の資料も面白く、孫文との
7
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評

価◦

K 愛知大学の創立過程を提示した意義は大きい。

かかわりなど貴重なものである。
E 見て聴いてふれる楽しみを感じるリニューアル

縁あって愛大に学ぶ学生と教職員が展示室か

である。プレゼンテーションは格段にアップ

ら得るものは、学び方によれば人生観を変え

した。リサーチ・センターを「オープン」に

るほどになる。

する点で、大学全体の熱意が感じられる。

東亜同文書院設立当時の時代にあって、近衞

F (1) 展示室の順路変更により、さらに分かりや

篤麿公ほか先覚の日本を思い、中国を思う志

すくなった。

を知り、書院の実績や書院生の活躍を知れば、

(2) 音声ガイダンスに英語と中国語を加え、利

感得計り知れず、日常の勉学や職務にも迫力

用しやすくなった。

を与えることができる。

G センター内、とくに本間喜一記念室については、

L オープン・リサーチ・センター年報 2007 年度

たくさんの寄贈された遺品の中から限られた

版の「大学記念館の改修工事」及び「記念館

スペースの展示のために非常に精選されてい

に DVD・音声ガイダンス・タッチパネルのナ

る。展示室内の内装、照明、ケースなども落

レーションシステム導入」の各部に詳細報告

ち着いて、昭和の雰囲気をかもし出していて、

済みであり、成果はよく出来ている。

違和感がない。本間学長の人柄までが、感じ

M 東亜同文書院大学と辛亥革命、特に孫文との
係わりを示す展示はきわめて貴重なものとの

られる展示、空間ですばらしい。
H よく整理されており、以前より分かりやすく展

感を深めた。
愛知大学の展示を記念館の東側に集約・充実

示してある。
I (1) 近代的な技術を使って、参観者の便宜を第

によって、愛大五十年の歴史を際立てること

一とする説明方法を積極的に取り入れて、タッ

になった。特に大学創立以来の功労者である

チパネル・音声ガイド・DVD などを設置した

本間喜一先生の展示は圧巻である。

事は、参観者の関心と興味を一段と高める効

見学者用の音声ガイド、またタッチパネルの設

果があり、評価出来る。

置はまことに好都合である。

(2) 貴重な資料等の永久的保存を図るために

＜改善が必要と思われる点＞

レプリカによる展示を進めている事は、将来

A スペースの関係もあるが、同文書院の所蔵品の

を見据えて手間ひまと経費をかけているので

展示およびネット上の公開を促進すべきなの

あって、目には見えない所での努力が尊いも

ではないか。特にデータベース化されたもの

のである。

の公開に努める必要がある。

J 今迄の展示室は品物が並べてありますと言う室

B 多くの方にみてもらい、感想や評価を集めて次

ばかりだったが、リニューアルによって品々

の改善につなげていく必要がある。

に血が流れ品物に生命が宿ったように思え、

書院展示室と大学史展示室の差をなくす（パネ

見学者には展示品から声を掛けられるような

ル・明るさ・導線）工夫が必要。

気がする。お金と時間があるだけでは人の心

以前の大学史展示室にあった「学生生活」の資

を打つものは生まれてない。展示に携わる先

料を展示していけると良い。今後の予算化と

生方の熱き念（オモイ）がこの様なすばらし

計画的な改善を。

い展示室に変化出来た。
音声ガイドがすばらしい。

C 来館者を短時間で効率よく見学してもらうため
の導線が必要。見学順路番号を付した矢印を
入れた案内板（手作りでもＯＫ）を展示室前

8
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東亜同文書院大学記念センター事業の外部評価の概要について

へ置く。併せて愛知大学探検マップのように

あり、関係者の努力が詰まった展示会である。

館内案内図・見学順路矢印を印刷されたもの

また、大学卒業生に対し大学を見直すきっか

を用意して見学者の利便に供したらどうか。

けを作る大きな機会を作った。受験世代を子

D 愛知大学創設期の指導的人物として本間先生の

供にもつ 40 前後の世代にもっとアピールでき

資料展は当然として、その他小岩井先生など

るようにすることで、大学に直接的なメリッ

同文書院から愛知大学へ転換する過程で役割

トも与えることができる。

を果たした方々の資料展示もあればよい。ま

C 遠隔地にもかかわらず東亜同文書院の縁の地・

た、創設以後の中国とのかかわりを記録する

弘前などで広く史料の公開が行われた事はよ

資料の展示も考えられる。

い。

E 学外の人々への、いわゆる集客アピールを考え
たイベント（娯楽化するのではなくて）を企

D 積極的な活動、敬意を表したい。
E 豊橋から全国への発信として、大変でしょう
が画期的なことである。展示会と共に収集さ

画するのもよい。
F 大旅行のスタイルの実物展示が望ましい。

れるであろう情報を記念センター等に有効に

J 後に続く大学関係者が先生方の想いを忘れない

フィードバックすればさらによくなるだろう。
F 豊橋・名古屋だけでなく、全国の主要都市に出

事を祈る。
H (1) 学生は入学年次に、教職員は早期に、展示

かけて展示したことは大いに意義がある。書

室の見学閲覧を義務化すれば、その後の活動

院のシステムが全国都道府県の派遣であった

意欲促進に効果的になる。

ことを想起したい。

(2) 談話コーナー、談話室なども設けて、閲覧

G 愛知大学の歴史上に登上する人々の業績をわか

の感想など語り合うのも効果的になる。

りやすく、また、その人物の関連した土地（例

(3) 記念館の隣接屋外に、記念碑（東亜同文書

−山田兄弟−弘前）での展示講演は大学ばか

院大学から愛知大学へ（仮称）
）を建立すれば

りでなく、グローバルな視点から、社会教育

さらに記念館の重みが増す。書院の草創から

という意味でも、非常に意義のある事である。

愛知大学の現在までを、簡潔な名文で刻めば

H 同文書院は日本全国からの学生の集まりであっ
たので、全国的な PR 活動は大変有意義である。

と期待したい。
I 1 階及び 2 階になお空室があるが、今後同文書

I 同文書院記念センターに収蔵されている史資料

院関係資料を更に広く展示できるように活用

は、中国清末から中華民国、中華人民共和国

されたい。

へと移行する過程の、中国の実情と日本人が
それに如何にかかわったかの資料である。こ

【Ⅱ】収蔵史料の全国各地での啓蒙的広報展示会・

の当時の中国の実態は当時の日本人が知らな

講演会

かったばかりでなく今日の日本人も理解して

＜評価できる点＞

はいない。対戦中に多くの日本人が大陸に従

A 孫文・山田兄弟が活躍していた日本のゆかりの

軍したとは言え、中国の実態を理解したとは

地をはじめ、積極的に啓蒙的広報展示会・講

言えない。今日、双方にある誤解をとく為に

演会の開催に敬意を表したい。本物は説得力

も、展示会を数多く開く事は必要である。今後、

が違うので、これらの種撒きの活動は必ず実

日本国内だけでなく中国国内に於いても開く

を結ぶ時が来ると思われる。

事が出来るならば、大変良い結果を生むと思

B 開催地区にあわせた企画内容と講演者の選定で

う。
9
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J 現在はテレビ、パソコンで手軽に知識を得られ
る時代だが、やはり各地で広報活動をする事
によりお客一人一人が受け取る意味が違って

評

価◦

支部の活性化も。
C 予算の都合が許せば、公開場所を 1 年 1 箇所で
なく複数会場で行ったらどうか。

来る。また来場者の意見も聞けるから大変に

D 県費生システムの紹介が有益と考える。

良いことだ。

E 実施後の報告的資料の展示などがあればよい。

K 全国から選抜された戦前書院生は夏季休暇を利

F 人数があまり多いと困るが、一般客からの質問

用し、母校で書院のアピールの講演を自発的

を集め（学者のみならず）次の展示会、講演

に実施し、後輩に宣伝した。それが各都道府

会の味付けに使うことも必要か。

県県費生の質や人数に影響した。従って今後

G 日程が決定したら早めに、広く告知した方がよ
い。大学、同窓会のホームページへの掲載や

は全国に及ぶことが望ましい。
L 愛知大学より東亜同文書院の方が、名前が知ら

同窓会報への掲載も必要である。

れている面もあり（国内外とも）
、書院資料展

結果についても、効果や反響を含めての報告の

示は愛知大学の名声を高め知らしめる効果は

偏よりをなくした方がよい。同窓生への、同

大きい。

窓会報を通しての報告も必要にして重要であ

各地での展示は、ご当地偉人（弘前：山田兄弟、

る。

福岡：大内、名古屋：荒尾）達の顕彰を通して、

H 展示の数を更に増やしたい。

該当各地の人達に歴史を学び、誇りを感得す
る機会を提供している。教育関係者・郷土史家、

【Ⅲ】書院卒業生寄贈図書・支那雑誌などのデー

報道関係への感化も大きい。

タベース化

M 横浜では図書館総合展の中で唯一の大学関係

＜評価できる点＞

展示であったので、一般の注目を惹き、講演

A デジタル化時代にはデータベースが大きな力

会も超満員であった。東京は新築ビル 37 階

を発揮するし、それがまた大学の貴重な知的

での展示と講演会であったので、書院への関

財産になる。今後、国際化、グローバル化が

心と注目度が更に高まった。弘前では孫文と

進むなかで、インターネットを通じてデジタ

特別の関係にある山田兄弟に関する展示と講

ル資料・情報の交換が国際交流の柱の一つに

演が注目され、特に貞昌寺にある孫文と蒋介

なると思われる。

石によって建てられた山田兄弟の碑が異彩を

B データベース化で端末から貴重情報にふれる機
会を作れた点、パソコンを使って多くの人に

放った。
N 同文書院の関係者が辛亥革命を援助したこと
を、日本人のみならず中国人に知ってもらう

見せることができた点がよい。
C (1) 膨大な資料を短時間で検索できる点がよい。

機会ともなれば、日中友好上きわめて有意義

(2) 資料の保存という意味ではＰＤＦ化するこ

である。

とにより現物は収蔵され、安全に保管される
点とＰＤＦからもコピーをできる点がよい。

＜改善が必要と思われる点＞
A そのうち、愛知以外で展開してきた各種の活動

D このデータベースが真に意義を発揮するために

の映像記録のエッセンスを大学内にフィード

は、それを活用した研究がぜひとも必要。大

バックさせ、教育・研究活動に活かせたらよい。

学院での研究や卒論でテーマを見つけ出して

B 開催地区での広報、周知、計画的な準備を。そ
のためには地域での同窓会等と連携するなど、

新たな中国研究、日中関係史に活かしてほし
い。じっくり読めば非常に発見の多い資料で
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K 書院卒業生からの図書提供は、書院生の愛大へ

ある。
E データベース化事業に大いに期待する。

の想いと希少価値図書としての二面から有効

F たいへんたくさんの図書類のデータベース化と

である。これらのデータベース化は研究者に

いう多大な努力を必要とする仕事が成されて
おり、研究のための環境を整える姿勢、熱意

とっては待望の資料となろう。
L 記念センターの図書・雑誌などのデータベース

には敬服した。

化は、まだ個々の所蔵情報を入力している段

G よく出来ている。

階であり、まだ詳細な目録等を公表すること

H 書院の卒業生は日中関係の実業面で活躍した方

は不可能である。但し、図書館関係の「支那

が多く、又、大変な勉強家揃いである。その

経済全書」、「支那省別全誌」、「新修支那省別

方たちの蔵書や資料は貴重なものである。こ

全誌」は作成されており、また「支那」、「支

れらを収集してデータベース化する事は、一

那研究」
、
「東亜研究」の 3 誌はデータベース

般研究者に貴重な資料の閲覧を可能として、

化されていて、利用価値は大きくなった。

利便性を与える事であり、大変有意義である。

＜改善が必要と思われる点＞

これからも多くの資料を収拾して活用できる様

A 大変手間暇のかかる作業なので、とても忍耐と
努力のいる作業である。今後寄贈図書・資料

にしてほしい。
I あちらこちらの図書館では、本の紙がいたみ見

をベースに同文書院記念書庫を作ったらよい。

せてもらうのも気がひけるような本（たかだ

B 外部に周知して利用してもらう。

か 50 年前位）が多くみられるが、書院関係の

C どの位の人が利用するのかという点に関して費

本など世界でもめずらしい書籍はデータベー
ス化する事で多くの学者や学生達の役に立つ
と考えられる。大変な仕事だが、今でないと

用対効果について研究の余地あり。
D 研究として取り組む若い人の出現には地道な研
究会を願いたい。

出来ない事なので従事されている方々には頭

E インターネットの無料公開を期待したい。

が下がる。

F (1) 書院建学の精神は帝国主義的侵略の目的で

本当に良い時にデータベース化ができた。チャ

はなかった事が明白になりつつあり、これを

ンスをうまくつかんだと評価したい。

さらに推進する。

J (1) 東亜同文書院の建学の精神を明らかにし、日
中提携の人材を養成する目的で創設された事

(2) グローバルに書院から愛大精神の宣伝をす
る。実現を計る。
G 寄贈提供された図書目録の活字化をされたら、

を実証したことがよい。
(2) 在学中の中国旅行誌から書院生と中国の老

その中から活用したい資料もあるのではと思

百姓との友好関係、中国大陸、中国人に対す

われる。

る愛情が鮮明に記録されていることがよい。

重複している図書資料は、霞山会や大倉精神文

(3) 山田良政・純三郎と孫文との交流を明らか

化研究所へ寄贈されたら有効に生かされよう。

にし、山田兄弟の中国革命への貢献を顕証し

ただし、書院大学史に関するもの、その他書

たことがよい。また、青森の山田家の現状を

院の学績に関する図書資料を対象とします。

確認できた点がよい。

大倉精神文化研究所の書院関係資料の目録も

(4) 書院から愛大への歴史、本間喜一学長の功

ありますが収蔵は微々たるものである。

績が実証された。将来更に顕賞されるべきで
あろう。

H 今後、本格的に図書・雑誌などのデータベース
化を進める必要がある。
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また 2011 年以降のランニングコストを手当す

ももちろんあるが、愛知大学の歴史のドラマ

る必要がある。

チックな事、大きな事件の特異性、それに関
係した人々の心情的な面名なども網羅されて

【Ⅳ】活動研究成果年報・大学史研究報・ブックレッ

おり、サーガ（大河小説）のごとく読ませて
頂いた。

ト・ニュースレター等の出版
＜評価できる点＞

大学創設時代の不明部分についての酒井名誉教

A これは特に高く評価してしかるべき事業であ

授の論文の紹介などは研究の起爆剤としての

る。オープン・リサーチ・センターに選定さ
れてから、同文書院関連の出版物・講演録・
各種研究論文および報道系が格段に増えたこ
とは特筆すべきことである。古い資料・情報

役割も担っているのではないかと感じた。
H 出版物は丁寧に整理されて、毎年出版されてい
るので驚いている。
I 記念センターの研究報は、活動状況をコンパク

の発掘とともに、これらのオリジナルな研究

トに伝えるものとして非常に有意義である。

成果は貴重な知的財産になる。

望むらくは発行の間隔を密にして回数を増や

B 論文、ニューストピックス、写真中心の解説な

して頂ければ良い。

どそれぞれ特長のある出版誌として良いもの

オープン・リサーチ・センター年報で、講演

になっている。

内容等を記録として残すことは意義深い。

C 広く一般に活動成果やお知らせ等が PR できる

愛知大学史研究は大学の歴史を伝えるだけでな
く、それぞれが取り組んでいる勉学、研究の

ようになったことがよい。
D 系統的かつ多面的な研究会シンポジウムの開
催、年報、大学史研究など出版活動、感銘を

厚みを自覚させる効果も大きい。
J 一般の人々に取ってブックレット及びニュー
スレターの出版は手軽に目に出来る本で、自

受けている。
E 年報、ブックレット、大学史研究はおのずと読

分のみならず知人とセンターの話をする時に、

み手の範囲が違い、これだけ積極的に刊行さ

自分の言葉足らずを助けてくれる最高の本で

れるのは驚きであると共に後々に活きてくる

ある。しかも、キャッチフレーズが良く、女

に違いないと続刊を楽しみにしたい。

性のバックにも入る大きさ、うすさが良い。

F (1) 交通大学との共同研究結果の紹介は史実を

K 思考を整理し、またこの運動を発展させるため

基礎としたもので非常に成果があった。

の研究報、年報等は評価出来るし、今後も続

(2) 書院創立から戦争発生時までの「原型期」

けて欲しい。

（1901 〜 1937,8）と戦時の「変容期」
（1938 〜

L 年報・研究報ほか何れの資料も高く評価できる。

1945）を分けて考えたい。その点で原型期の

大学史や近現代史の貴重な資料になる。これ

分析（書院一般・大旅行）が見られるは評価

らを基に研究者のさらなる積み上げが期待で

できる。

きる。

（オープン・リサーチ・センター年報 2006 年

この様な資料を他の学部・機関でも活用して欲

版

しい。

p.7 〜「華語萃編〜」
）

（オープン・リサーチ・センター年報 2006 年
版

M オープン・リサーチ・センター年報創刊号・
第 2 号、愛知大学史研究創刊号・第 2 号、研

p84.85 竹内好氏の紹介）

G 非常に綿密に記録された最新の研究発表の様子

究報創刊号、第 2 号、第 3 号及びブックレット・

などで、一般人には専門的すぎて難解な箇所

ニュースレター等がすべて出版実施されてい
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から画や写真が随時はいる事が必要だと思う。

る点がよい。
N いずれも充実した内容で、非常に読み応えを感

ただし、現在の型を変える必要はない。
H 既刊の論文内容については、何れも評価できる。

じている。
＜改善が必要と思われる点＞

これらの資料を基に公論を経て、更に論旨の

A これらの出版物も実は紙ベースのみならず、

発展を誘導して欲しい。

一定の条件のもとでインターネットやホーム

また、テーマ毎に、分野毎にシンポジウムなど

ページ、データベースとともに公開してほし

を企画してほしい。
I 今後、研究の余地ある点に着手してほしい。

い。
B 大学史研究やセンター年報などでは実績記録と
しては必要なので最低部数の印刷でよいと考

【Ⅴ】地域広報としての友の会

える。それよりも広く一般に知ってもらうた

＜評価できる点＞

めのブックレットや研究報をわかりやすくし

A 友の会として第一歩をはじめた点がよい。
地域の文化施設との協力体制もよい。

て増刷したらどうか。
C なお、大島先生のお話もあって、小岩井淨先生
の社会、政治思想の形成、転換の過程を跡付

B 大学を広く情報発信できるという観点からは友
の会設立は意味のあることである。

けた論文を執筆しています。愛知大学の創設

C 愛知大学が豊橋に本拠をおく意義を保証してゆ

の「建学の精神」と密接に関係していると考

くのは、このような活動の広がりによるもの

えている。愛知大学創設期の先生方の社会的

と思う。笹島の「トビ地」が生きるか枯れる

学問的研究をテーマとした叢書の刊行を希望

かも根と葉・花の関係をうまく構築できるか

している。

にかかっていると思います。そういう点でも

D 流通（配布）の仕方にもうひと工夫が必要。ま

友の会の発想は貴重。

た地元豊橋ないし県内への有効な働きかけを

D 今後の活動が期待される。

若い力と結んでできないか。同種の問題は何

E 大学創立の時に当地方の文化の発展を願った意
味を考えれば、大学が出来てこの地が軍の町

処でもかかえて悩んでいることではある。
E 変容期をことさらに取り上げる（愛知大学史研

から文化、学問の市に変化した事は大きな仕

究 2008 年版）のは、(1) 戦時の変容は内地大学

事をなしとげたと思う。

同様一般的なことであった。(2) ことさらに特

軍靴と号令の代りに書籍と勉学の姿は「孟子三

殊な事例をとりあげている感がある。
（35 期生

遷」の教えと同格だと思う。

の「大旅行は真の大旅行ではなかった。軍の

F 各種催事の告知・広報、また催事結果の報告・

委託があったから」とか、靖亜神社の斉事を

反響など露出は評価できる。その努力を評価

神職が行なったとか。キャンパスが兵舎化し

する。

たとか̶これは戦地に置かれた学校としてむし

G 記念センターに対する地域の人々の理解と行事

ろ被害を受けたものである。
）ことから望まし

への協力を得るために 24 の施設団体に「友の

くない。原型期の書院と対比させるのが望ま

会」世話人を委嘱したものであり、文化発信

しい。

の施設として地域とのつながりを強化するも

F もう少し図版や写真、カラーが組み込まれると、

のである。
H 地元の栄校区に友の会の目を向けて下さったこ

より読みやすくなるのではないか。
G 本のページ全部が文字だけでなくやはり視覚

とを嬉しく思う。
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価したい。

＜改善が必要と思われる点・要望したい点＞
A 体制がまだ不完全で、今後、より多くの人に参

E 地元新聞（東日、東愛知）では毎月のように大

加してもらえるよう期待したい。

きな記事として、この記念センター関連のこ

独自性があり小さな組織でもいいので地域に根

とが報じられ、また、中日新聞や朝日新聞に

付く組織がよい。

も時々記事として扱われているのは、他の大

B 24 の施設・団体が世話人となっていても日が
経てば、有名無実化しやすいので、時々は世

学ではあり得ないことで評価できる。
F このセンター事業は所長の高度な学問への探
究心が若き学者達の心を掴み、大きな力を終

話人会を開催する必要がある。
C 会が頭デッカチとならないようにやはり友の会

結した。まるで 100 年間に 1 回しか咲かない、

のすみずみまで目が届くような暖かみのある

めずらしい花が咲き誇って来たように思う。

友の会にしてほしいし、会員の声を大切にし

G オープン・リサーチ・センター整備事業として
文部科学省に選定されて以来、俄然、記念セ

てほしい。
D 会員の希望されるであろう多くの情報を適宜
発信し、会員や地域の知的好奇心を更に誘い、

ンターの活躍が拡大発展してきた。
H 私は平成 9 年度より豊橋市立南部中学校のボラ

記念センターとの出会いに感謝されたいもの

ンティア教師として「郷土史」を教えており、

である。

実地見学として毎年この記念センター及び貴

E 今後の活躍・発展を大いに期待したい。

大学の学長公舎（在山田石塚町）を見学させて

F 福岡校区は大学に隣接した校区であり、栄校区

いただいております。前・後期平均 10 名ぐら

の親校区で同じ南部中学校区である。福岡校

いで本年で 12 年になりますのでこれまでに約

区からも「友の会」の会員を選任していただ

250 名の生徒を案内したことになります。毎年

く必要がある。

感想文を提出してもらっておりますが、大い
に関心を持ってくれるようで、連れて行くの

【Ⅵ】広報活動

に張り合いを感じております。今後ともよろ

その他全般

しくお願いします。

＜評価できる点＞
A オープン・リサーチ・センターの認定を受け

以下中学生の感想文一部抜粋

て、広報活動が本格化したことは高く評価す

u 愛知大学にある大学記念館はとてもすごかっ

べきである。それにともない、国内外の訪問

たです。いろいろな歴史あるものが展示され

客、利用者が格段に増え、オープン・リサーチ・

ていて楽しかったです。説明は難しい言葉が

センター事業の主旨にそった展開になったと

たくさんあって少し理解できない所もあった

思う。

けどだいたいの内容は分かったので深い話だ

B 新聞社等を有効に使いながら PR しているのが

なと思ったりもしました。
u 愛知大学の昔のことが分かったし、大学の中

よい。
C 市民トラムをはじめとする学外活動、地域との

までみることができて、とてもうれしかった

つながりを自覚した活動全体、グローバル化

です。愛知大学はかなり昔からあるというこ

がよい。

とが分かり、すごいと思いました。

D 書院を過去の歴史的事実としてだけでなく、学

u 愛知大学は南部中学校ともものすごく近くて

ぶべき教育方法として（現代中国学部学生の

いつも見たりしているのに、そんなところで

現地調査にみる如く）生かす努力は大いに評

日本的にも有名なことがおこったり、すごく
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東亜同文書院大学記念センター事業の外部評価の概要について

活躍した人がいたりとおどろきばかりだった。

された個々の資料の記録性を高めると同時に、

（略）とくにすごいと思ったのが孫文を支援し

研究報や年報等が発刊された折には、その内

たことです。孫文は社会の授業でも習った本

容などにも触れて愛大のホームページ等で広

当に有名な人で、そんな人を支援していたん

く知らせる事が良いのではないか。
E 日本近代史の中で若い人々があやふやな歴史観

だから本当にすごいなあと思いました。
u 愛知大学の展示のところに行った時などは、

を持って終わりとしないように、ぜひ近郊の

本間という人は初めて知ったけれど、こんな

中高生にも押し付けでなく、勉強の一端とし

に偉大な人物だったんだということを知って

て見せてあげたい。また、外国の人々に見せ

歴史が楽しくなりました。
（略）今は何でもか

たい。

んでも建物を建てようという中でまだこうし

F 各種の催事または成果資料などは、地域に限ら

て昔のものが残っていたりするととてもうれ

ず広く関心・関係ある機関への配布を希望し

しいし、親近感がわきます。

たい。順次つくられた情報網は研究者の育成、

＜改善が必要と思われる点・要望したい点＞

シンポジウムへの相互参加に繋がり、国内外

A 多部署にわたって参加できる体制を望みたい。

を問わず、同文書院実績の検証・顕彰は当該

それには一般ＯＢなど協力者（＝友の会）な

学問分野の発展にも貢献しよう。

どをもっと活用していくことである。

東亜同文書院大学記念基金会の運営・活動にも

B 学生や教職員など学内の PR についても積極的

積極的な参加・参画を期待したい。表彰のみ
の活動に留まらず、書院の学績顕彰や書院的

に行なってほしい。
C 市民トラムをはじめとする学外活動で、トラム
はなくとも諸都市（岡崎・豊田・名古屋ほか）

分野の研究に必要とされるなら、基金からの
支出も歓迎・評価されよう。
G この勢いを今後持続したい。

でも企画できないか。
D 今日はインターネットの時代であるから、発行
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〔学習法で学んだこと〕

「東亜同文書院」について学んで

経済学部１年

私は、学習法の時間に習った「東亜同文書院」
から学んだこと感じたことをまとめました。

浅井幸正

2. 書院生の意識
東亜同文書院は、東亜同文会が中国側公認の下

1. 東亜同文書院と創設者たち

に、中国に開設した日本の最高教育機関でした。

まず、東亜同文書院は 1901 年に中国の上海に

しかし、学生を入学させる十分な資金がなかった

設立された、日中提携のための人材育成を目的と

ために、県の資金でもって学生を集め、各県を回

する高等教育機関であり、1945 年の敗戦により

り県知事に一県あたり二人の給費生を送るように

閉学するまでに 5,000 人もの卒業生を送り出しま

依頼し、見事実現させました。

した。日本人が海外に設立した学校の中でも古い

県からの派遣生であり、北海道から沖縄まで幅広

もののひとつである。
つぎに、東亜同文書院創設に関係のある人物の

l 荒尾

l 根津

精

一

く分布しており、中国や朝鮮まで広がっていたこ
ともわかりました。

説明をします。
l 近衛篤麿

東亜同文書院の特徴としては学生の大半が各府

東亜会と同文会が合併して生ま

そして、初代院長根津一は徳育や知育、さらに

れた東亜同文会の初代会長であ

日中友好の実務に役立つ人材育成と人材形成に主

る。

眼を置き、書院の学生が中国大陸の中で勉学し、

上海に日清貿易研究所を設立し

中国を理解し、中国の民衆を親愛する伝統的な「根

民間人の立場から大陸研究を主

津精神」、「書院精神」をうみ、のちに書院生に大

導。日清貿易研究所は彼の死後

きな影響を与えることになります。彼の存在は約

設立された東亜同文書院の前身

二十年に及び、その間に育まれた理想と精神は、

となりました。

書院の歴史の中に伝統となって最後まで行き続け

軍人として日清戦争に従軍する

ました。

一方、上海の日清貿易研究所の
運営にあたり、また東亜同文書
院の初代、第三代院長として日

3. 書院生たちの中国大旅行
書院生たちの中国旅行の始まりは「西域大旅行」

中間で活躍する人材の育成に努

からでした。学生は北京や漢口以外にも行きたい

めました。

と思っていたが学校にはお金がないと言う困った
状況が初期にはあったが、日英同盟が結ばれたこ
とによりイギリスから日本政府にロシアがいまの
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西域に入り込んできたため調査が依頼されまし

かったためとても重要。

た。政府には手段がなかったため、根津院長に頼

『支那省別全誌』は、西域調査が成功した後、中

みました。そして、
「西域大旅行」が成功したこ

国や東南アジアの調査が行

とで外務省から報奨金として３万円が渡され、中

われるようになり、地誌と

国旅行ができるようになりました。書院生の旅行

して全 18 巻が刊行された。

ができるようになったのは 1907 年からです。み

これが、大学へ昇格する一つのきっかけとなり

な頭だ袋を持って、ゲートルも学校が提供してく
れて、各チームにライカのカメラを一台ずつ渡さ
れた。だいたい 2 人から 6 人の班が毎年 10 班、5
月から 9 月頃まで旅をします。船や鉄道にも乗り
ますが、彼らはほとんど歩いていました。

ました。

5. 東亜同文書院のその後と愛知大学
敗戦にともない東亜同文書院大学は廃校にな
り、経営母体の東亜同文会も解散を余儀なくされ

また、中国の各知事が書院生の護衛のために兵

ました。その後、残務整理を経て上海から引き揚

隊を提供してくれました。そのおかげもあり、現

げてきた本間喜一学長などの関係者は、1946 年

地で病死した人が何人かいましたが、それ以外

５月、旧学生・教職員を収容する新大学を国内に

の事故でなくなったということはありませんでし

設立することを決定しました。

た。しかも、当時軍閥間の激しい戦争もあり、ま
た強盗団の土匪も出没していたのでなおさらです。

しかし設立にあたって、ＧＨＱが東亜同文書院
大学そのままの大学では認可できないと条件をつ
けたため、旧書院側は「新大学は東亜同文書院と

4. 書院生の中国研究

は無関係」との声明をよぎなくされました。そし

書院生たちは、農村を中心に歩きました。当時

て、設立されたのが愛知大学です。また、東亜同

中国のインテリ層の人たちは、農村に偏見を持っ

文書院の伝統はどういう風に残っているかという

ていたので、中国の研究者は調査をしていません

と、本間学長の指示で持ち帰られた学籍簿その他

でした。だから、彼らの記録はとても重要な資料

が保存されています。中日大辞典も刊行しており、

となったのです。そして、旅の記録はすべて写真

中国に残してきたカードと一緒に返してほしいと

と図や絵で残してあります。
〈どれくらいの人口

中国政府に直訴し、周恩来首相に送ってもらいま

があって、どんな人が住んでいるか〉などさまざ

した。

まです。そしてその記録は今でも本として残され

そして、愛知大学は、周恩来首相が卒業した南
開大学と協定を結び、日本の大学で初めて中国の

ています。
『清国通商総覧』は、日清貿易研究所の学生に

大学と協定しました。そういう形で今でもいろん

よって集められた商取引

な中国の大学やそのほかの国の大学と交流してい

やその他の情報をベース

ますが、やはり中国との交流が強いようです。

にのちに根津一によって
書かれた商業地理本であ
る。

【感想】

『支那経済全書』は、学生の調査報告がそのま

僕がこの大学に入学したとき東亜同文書院があ

ま出版された。都市・農

ることや大学の歴史の中でとても重要なものであっ

村・人口など当時中国は

たことは知らなくて、興味もありませんでした。

このような実態報告がな

授業内での話や教科書を読んでいくうちに東亜
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「東亜同文書院」について学んで

同文書院の創設者の中国との友好的な関係を持と

かし、大旅行が成功したのは中国の協力があって

うとする気持ちや書院生の中国へ対する思いに感

こそだと思います。
これからも協力し合ってお互いに協力し合って

心しました。
あと一番印象に残っているのは、書院生の大旅
行のときに中国側が護衛の兵士を提供したことで
す。当時、日中関係はよかったとは言えません。

いってほしいと思います。
また、東亜同文書院についての貴重な講演会も
聞けたのでよかったです。

普通なら手助けする意味もなかったはずです。し
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私が見た東亜同文書院

〔学習法で学んだこと〕

私が見た東亜同文書院

経済学部１年

わたしは「創設者たち」
、
「大旅行」
、
「愛知大学」、

言葉がついてしまったのです。

「幻の名門校」
、
「東亜同文書院設立要領」の 5 つ

創設者たち

のキーワードから東亜同文書院について皆さんに
説明したいと思います。

服部吉紀

近衛

篤麿：東亜会と同文会が合併して生まれた

東亜同文会の初代会長で、アジア主義的色彩の強

はじめに

い立場に立脚し、中国・朝鮮の保護と日本の権益

東亜同文書院とは、1901 年に中国上海で設立

保護のため、外務省と密接に提携しながら、1900

された、日中連携のための人材育成を目的とする

年に南京同文書院（後の東亜同文書院、その後身

高等教育機関であり、1945 年の日本敗戦により

愛知大学）を設立するなど対中政治・文化活動の

閉学するまでに 5000 人もの卒業生を出しています。

推進を図っていった人物
荒尾

精：上海に日清貿易研究所を設立し民間人

の立場から大陸研究を主導。
日清貿易研究所は彼の死後設立された東亜同文書
院の前身となる。
根津

一：軍人として日清戦争に従軍する一方、

上海日清貿易研究所の運営にあたり、また上海の
上海に東亜同文書院が存在してい
た時期の中で一番充実した

東亜同文書院の初代、3 代院長として日中間で活
躍する人材育成と人格形成に努めた。また、彼が

また、東亜同文書院は現在では、
「幻の名門校」
とも呼ばれています。それは歴史に深く関係して

言った「建学の精神」は、根津精神や書院精神と
いわれ、後の書院生に大きな影響力を与えた。

おり第二次大戦時、きっかけは英国からの現地調
査の委託で書院の学生が中国の国土を調べてい
たということがありました。また、東亜同文書院
の最大の財産ともいえる調査報告書は 4 部複写式
で、現在、愛知大学と中国が所有している事が判
荒尾

明していますが、一部は、すなわち軍部にも渡っ
ていたという事実になってしまい、書院はスパイ
学校と呼ばれ、名門校だった書院に「幻」という

精

近衛

篤麿

根津

一

この三人は東亜同文書院を語る上で外すことのできない
人物です！
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なくて、願わくば自身を愛せよ。

大旅行

このように、大旅行にはさまざまなことが書かれ

東亜同文書院を語る上で外すことが出来ない

ています。

ものは大旅行だと思います。大旅行とは、書院生

現在の愛知大学

たちが自分たちで中国の行きたい場所を選び、計
画し、その地域を調査したり見たりします。今で

日本の敗戦後、東亜同文書院も閉学になったが、

いう修学旅行のようなものでした。しかし、修学

書院の教員や学生は書院の復活を望んでいた。し

旅行と違うことはおそらくその月日だと私は思い

かし、ＧＨＱにより、東亜同文書院の復活は認め

ます。現在の修学旅行では、せいぜい二泊三日く

られなかった。そのため、東亜同文書院最後の学

らいが一般的でしょう。しかし、書院では 3 か月

長であった本間喜一は自らの資材を投げうって、

から 6 か月かけて中国を旅します。また、閉学に

愛知大学を設立しました。しかし、愛知大学はＧ

なるまでに、書院の大旅行はほぼ中国全土にも及

ＨＱからのがれるために、東亜同文書院とはまっ

び、ロシアや中東のあたりにまで足を伸ばしてい

たく関係のない学校としてはじまることにならざ

ます。それを記録した大旅行誌は現在でも中国研

るをえませんでした。しかし、現在の愛知大学は、

究のトップクラスの研究資料となっています。

書院の精神を受け継いでいます。たとえば、中国
研究科の大学院であり、孔子学院や現代中国学部
などがいえます。

本間喜一

また、愛知大学の中にある東亜同文書院記念セ
ンターでは根津一が書いたという、東亜同文書院
大旅行誌の原本

設立要領というものがあります。
（まだセンター
に行ってないので・・・実物はみていませんが）

東亜同文書院大旅行誌５「孤帆雙蹄」より一部抜粋

これは大きく「興学要旨」と「立教網領」の 2 つ

自分たちが郷を出た時に、萬斛に綺愁胸にあ

からなり、東亜同文書院の精神ともいっていい重

る。武漢市10月になって秋も老けてきて、叛く気

要文献です。

はないが、動く男心。我が先祖の軒轅が世を去っ

感想

て、星霜に移る四千年、美しい河や山400の洲、今、
東胡のまえにおののいている。崑崙の峰、千年の

私はこの春の授業の学習法を通して、東亜同文

雪に永遠の光がある。洞庭湖の水、萬重の波色昔

書院について調べていくうちに、最初は愛知大学

に變らないけど、あぁ河や山、今は我らのもので

自体滑り止めできたので、愛知大学歴史すらしら

はない。韃虜関に入って三百年。大きい虐待の日々

なかったけれど、入学式のときのビデオで愛知大

を受け、漢聲四野にかすかにある。鳴き声、革命

学は昔、東亜同文書院という学校であったことを

の悲歌、われ、これを聞くのに堪えることができ

しって、とても伝統ある学校だと思いましたし、
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私が見た東亜同文書院

藤田先生が書いた最初の本を読んだときに、東亜

化に取り組んでおり、とてもすばらしいとおもい

同文書院の創設者や学生には、そうそうたる人物

ました。

たちが名をつられており、また現在の世界史、特

また、
「幻の名門校」東亜同文書院の軌跡を見て、

に中国関係の大きな事件は必ずといっていいほど

入学式に見たビデオとは違う観点で東亜同文書院

東亜同文書院の学生たちがかかわっていることを

について放映されていて、いままで勉強したこと

しって、とてもおどろきでした。

もあって、自分なりに東亜同文書院が見えかけて

ほかにも一度授業を中断して、東亜同文書院

いたところでこのビデオを見たことで、今までの

設立要領の読み下しを聞いた講義でまだ私たちは

自分の考えとは違う、新たな方向からも東亜同文

記念センターにいってないので実物の東亜同文書

書院を見ることができて、私自身東亜同文書院を

院設立要領を見たわけではないけど、日清戦争な

また別の方向から見られるようになりました。

どがあって中国への反発が強いなか、根津一はこ

最後に、この学習で東亜同文書院（愛知大学）

こまで中国のことを思っていたことをしって、そ

に興味を持つことができました。もし、またこう

の時代背景を考えると根津一に対して反発などが

いう機会があれば、東亜同文書院について、考え

あったかもしれないのに中国の平和と経済の活性

ていきたいです。

501

◦ 3441 ◦

◦第９章

評

価◦
記念館展示室より愛知大学の原点を知り学ぶ

記念館展示室より愛知大学の原点を知り学ぶ
̶資料の前に立って̶
東亜同文書院大学記念センター／
オープン・リサーチ・センター客員研究員・運営委員

５年に一度の愛知大学同窓会全国総会が、11
月３日豊橋で開かれた。1,280 人が、愛知大学記

越知

專

のスライドを使っての授業体験を記しみよう。
葛谷先生は一橋大学院の社会学修士、本間喜

念館や、懇親会場の日航ホテルを埋めつくした。

一一橋大学名誉教授についても見識が深い。従っ

愛知大学東亜同文書院大学記念館にも 300 人余が

て、受け持ちの学生に対して、筆者の講義に対す

見学に来た。昨年春リニューアルオープン（詳細

る「事前質問」をまとめて下さった。

は別項で紹介）した大学史展示室（Ａ）
、
（Ｂ）に

以下はその主な質問例である。

つづいて展示室（Ｃ）は、愛知大学名誉学長本間

（1）当時の愛知大学は、周りからどのように見

喜一コーナーとして新設され、11 月１日に完成

られていたのですか。（賢い大学、中国系

した。

の大学など）

これを機に 議論発想山本ゼミ （豊橋）や 黒
柳ゼミ （名古屋） 大学史の講座

を受講する学

（2）当時は学生食堂はあったのですか。
（3）愛大事件について詳しく聞きたい。
（4）今と昔で愛知大学が変わっているところ。

生で賑わった。
（詳細は別項で紹介）
東亜同文書院や孫文の資料、愛知大学 60 年の

（5）充実した学生生活を送るために心がけるこ
とはありますか。

歴史コーナー、特に卒業生が関心を持たれたのは
愛知大学事件と薬師岳遭難の事故であり、そうし

（6）愛知大学の一番良いところは何ですか。

た事件事故を精力的に処理した中心人物本間喜一

（7）一番印象に残った出来事は何ですか。

名誉学長の手腕行動力を賞賛する声が高かった。

（8）行きづまった時はどのようにして乗りきり
ましたか。

資料を見ながら「凄い」
「鳥肌が立った」
「こんな
事実があったのか」とたくさんの意見が寄せられ

（9）仕事で一番大切な事は何ですか。

たが、今回は在校生の生の声を記してみる。

（10）本間喜一先生はどんな人ですか。一番印

平成 19 年から愛知大学では、共通教育科目と
して「大学史」の講座が開かれて、大学史の一般

象に残っていることは何ですか。
そこで筆者は次のレジュメを作ってこと細かに

論、
愛知大学の設立（東亜同文書院大学の継承）と、

紹介した。
（詳細講義内容はテープに保存してあ

その後の歴史を講義している。
「自分が入学した

るので何かの機会文書化する。）

愛知大学とはどういう大学」であるか、をしっか

６月 27 日（水）１時限

経済学科一年

̶事前問を３項目に集約した̶

り認識するためのものでもある。
平成 19 年６月 22 日、准教授葛谷登先生担当の

（Ⅰ）愛知大学（創成期・現在）の社会的・客

経済学科一年生に対して、筆者が行った約 40 分

観的評価
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としており興味深い」

（Ⅱ）愛知大学事件と社会的背景
本間喜一名誉学長の人間像

（10）
「豊橋キャンパスは交通の便が良く愛知大学

（薬師岳遭難事故）

前駅に隣接し、名古屋キャンパスの学生に

（Ⅲ）創成期の学生気質と現在生

とってうらやましい」
（11）「名古屋キャンパスに比べて緑も多くゆとり

次に、昨年 11 月１日名古屋三好キャンパスの
学生達が、愛知大学東亜同文書院記念館を見学し

があり、愛大の本部と呼ぶにふさわしい」
（12）
「短大本部跡旧偕行社が現在物置状態になっ

た時のレポート。用紙にして 50 枚弱、文字にし

ている。歴史的価値を持つ建築物であるので、

て 25,000 字以上の文や対話の中から抜粋してみ

何らかの形で活用していただきたい」

よう。

（13）「私がこの科目をとった動機は、最初は単に

（1）
「自分が入学した大学はどういう大学か良く

とる科目がなかったからで、安易な気持ち

分かり、どうして愛知大学を選んだのか改め

で講義に出席したが、いつしかこんな気持ち

て確認した」

は消え去った。本間喜一名誉学長をはじめた

（2）「自分の好きな学部を選び、専門的な資格取

くさんの方々が築いた愛知大学の精神を学ぶ

得や研究する」

こと、書院の学生に負けないよう勉強してい

（3）
「不本意だが偏差値によって入学を決めた」

きたい。そんな気持ちで大学生活を送りたい。

（4）「交通の便が良いという選択もあったが、伝

今回のキャンパスツアーに参加して今後の自

統に魅せられた」

分に活かせるものを得たと感じている」

（5）「同文書院時代の学籍簿、成績簿を終戦時に

（14）「戦後法曹界の三人の重鎮、三淵忠彦初代最

何よりも優先してリュックサックにつめて日

高裁長官・田中耕太郎２代長官・本間喜一初

本へ運んできたことに感動し、さらに同文書

代最高裁事務総長の図。恩師・同窓の関係と

院時代の 14 万枚の中国語カードが返還され、

愛知大学との繋がりを見て、愛大がロースク

日中大辞典の編纂に至ったことに日中友好の

ールの評価が高いことを知った」

絆がますます強まっていると感じた」

（15）
「このキャンパスツアーに参加して感じたこ

（6）「1952 年の愛知大学事件では、当時の本間学

とは、愛知大学とはこれほど歴史があり誇り

長が、学生は私にとって３親等以内のものと
いって病気の妻を娘に任せ、大学や学生を守

の持てる大学なのだと確認できた」
（16）「ガイドの方々がとても熱心に説明しており、

ったことに感動した」

はじめはなぜこんなにも一生懸命なのか戸

（7）「薬師岳遭難事故では、生命は地球よりも重

惑ったが、皆さんが大学に誇りを持っており、

い、といって生命の大切さ、学生を大事にす

僕たち学生にも同じ気持ちになってほしいの

る本間学長の思いにとてもすばらしく暖かい

だということを感じた」

ものだと思った」

（17）
「特に本間喜一名誉学長は二度と名前を忘れ

（8）「一番印象に残ったのは本間喜一先生だ。先

ないほど頭に残った。人の上に立つ人間とし

生はどうしてそれまでしてというぐらいに愛

て、最も素晴らしい人だと感じた。また、応

知大学に生涯を捧げた。それほどまでに愛知

援団には目が丸くなるほど驚いた。愛知大学

大学を愛していたのだろう」

にいる以上応援団の存在を知っておいた方が

（9）
「地域に貢献するという郷土研究所は、愛知・
岐阜・三重・静岡・長野南部まで研究エリア
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記念館展示室より愛知大学の原点を知り学ぶ

〈A〉

〈写真説明〉
Ａ．薬師岳遭難事故の本間学長の「おわびの手記」は本間
イズムを如実に現わすもの、全国の市民・学生・会
社などから救援資金がぞくぞくと寄せられた。
Ｂ．薬師岳遭難事故で、当時富山県警本部の警備部長とし
て、救援活動に全面協力した中根三郎氏（28 年法卒）
右と当時の写真資料について語り合う筆者（28 年経
卒）。
Ｃ．本間喜一名誉学長について説明する葛谷准教授（新設
された音声ガイダンスシステムを持つ記念館講義室に
て）。
Ｄ．名古屋校舎の学生に講義する客員研究員の筆者（本間
喜一名誉学長展示室にて）。
Ｅ．名古屋校舎の学生から寄せられたレポート。

〈B〉

〈C〉

〈D〉

〈E〉
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〔学習法

総括レポート〕

東亜同文書院について学んだこと

経済学部１年

山村友香

・第３代院長として学校運営に

学習法の時間に学習した「東亜同文書院」につ

あたるだけでなく、教科「倫理」

いて学んだこと、感じたことをまとめました。

を自ら講義し書院を学問追求の
場ではなく人間形成の場とし、

東亜同文書院と創設者たち

日中間で活躍する人材の教育に
つとめた。

＊東亜同文書院
東亜同文書院は、1901年（明治34年）東亜同文
会によって中国の上海に創立された。中国・アジ
アで活躍できる有為の人材の育成を目的とし、戦
前海外に設けられた日本の高等教育機関として
は、最も古い歴史を持つ。中国・アジア重視の国
際人を養成し、ここから日中関係に貢献する多く
の人材が輩出された。

大旅行

＊創設者たち
以下の３人は東亜同文書院の歴史を語る上で外
せない方々である。
☆近衞篤麿
☆荒尾

☆根津

精

一

1902年、外務省から根津一院長に対し、中国西
北地方におけるロシア勢力の浸透状況についての

東亜会と同文会が合併して生ま

調査が要請され、根津は第２期卒業生の５人を現

れた東亜同文会の初代理事長。

地調査に派遣した。これを「西域大旅行」という。

当時中国人との直接貿易が難し

彼らの報告書に対し外務省から支払われた謝礼金

かったため、荒尾は中国との貿

を基金として、５期生以降は卒業論文のための中

易要員が必要と考え、中国の上

国調査旅行、すなわち「大旅行」が制度化される

海に日清貿易研究所を創設し、

こととなった。学生たちは数名から５・６名のチー

民間人の立場から大陸研究を指

ムを組んで各地へ３ヶ月から半年までの旅行を

導した。日清貿易研究所は東亜

し、その範囲は中国本土にとどまらず東南アジア

同文書院の前身となった。

にも及んだ。調査コースは中国国内の政治情勢に

日清貿易研究所の運営にあたっ

大きく左右され、始めの頃は安定しており比較的

た。また、東亜同文書院の初代

安全であった。しかし、辛亥革命などの様々な軍
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動」
）

が、戦闘などによる犠牲者はいなかった。それは

東亜同文書院は「日中友好」、「中国アジアの理

政府が執照（パスポート）を発行し、学生を保護

解」などを目指しており、
「スパイ養成学校」で

したからである。大旅行は43期で終わるが、合計

はなかったことは明らかである。

すると中国と東南アジアで約700コースにもなり、

( ※ ) ハ ー バ ー ト・ ノ ー マ ン は 第 2 次 世 界 大 戦

その調査テーマも商取引だけでなく教育、文化、

後、アメリカからの要請によりカナダ外務省から

歴史と様々なものが取り上げられた。調査結果は

GHQ に出向し、連合国軍占領下の日本の民主化

学生たちによって『大旅行誌』としてまとめられ、

に携わった人物である。

毎年出版されていた。そして、彼らが収集した地
域情報をもとに1915年から1921年にかけて『支那
省別全誌』全18巻が刊行された。当時の中国には

大旅行誌と安沢隆雄

実態報告がなかったため、戦前の前半期の中国を

＊大旅行誌（『金聲玉振』）

知る上でこの『支那省別全誌』は貴重な価値があ

東亜同文書院の学生は卒業前、数人単位で中国

ると言える。

国内を旅行し、地域社会の実情を調べた。半世紀
にわたるその調査報告書は33巻の『大旅行誌』に
まとめられた。この貴重な資料の一つである20期

スパイ容疑

生が書いた『金聲玉振』
（大正12年７月発行）を

東亜同文書院は始めの頃は中国政府の多大な
支持を得ていたが、日中戦争が泥沼化するにした
がって、しだいに中国側の反感を買いはじめるよ

学習法の時間に取り扱った。そこで『金聲玉振』、
「長安の月を戀ひて」から読み取れることを紹介
する。

うになる。東亜同文書院が毎年行っていた大旅行

大旅行は夏季に行われたということと、ほとん

調査で学生がカメラを持っていたことが、中国に

どの移動が徒歩であったということで、学生たち

対するスパイ行為ではないかと捉えられるように

は疲労が溜まっていただろうが、その中で木陰に

なったことが原因の一つである。東亜同文書院に

腰をおろし水などを飲んだりする休憩が旅行中の

対して「スパイ養成学校説」を言いふらいたのが

快楽であった。また、執照や荷物を調べられるよ

（※）ハーバート・ノーマンである。ハーバート・

うなこともあり、警察へ連れて行かれそうになっ
たこともあった。危険な土匪から学生を守るため

ノーマンは自身の論文にこう書いた。
「荒尾は漢口で働いたのち、日本の清国侵出を

に護兵をつけて旅をすることもあった。さらにど

押し進めるためのより野心的な事業を立案した。
」

んな旅館に泊まり、どんな食事を摂ったのか、何

日清貿易研究所の卒業生の「多くは日清戦争のあ

時にどんなことをしたのかなども事細やかに書か

いだに密偵や官庁の通訳となり、あるいはいわゆ

れている。

る『支那浪人』の群に身を投じた。……その性格
は不明であり、その機能を定義することも困難で
あるが、半世紀にわたって日本の陸軍、外務省な
いし侵略主義団体のために芳しからぬ仕事を行っ
たことはたしかである。
」
（ハーバート・ノーマン全集２巻「日本政治の
封建的背景

第５章福岡玄洋社

８対外諜報活
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創成期の３人の学長は寄付金集めに奔走した。

＊安沢隆雄
安沢氏は東亜同文書院の第25

☆林

毅陸

元慶応義塾大学塾長であり、1936

期生で、100歳を超えた現在も

年より東亜同文会理事を務め 、

水墨画家として活躍している。

1946年愛知大学初代学長となっ

安沢氏は調査旅行で雲南からビ

た。

ルマの方向へ進んだ。これは大

☆本間喜一

東亜同文書院の最後の学長であ

変難しいコースで、後の日中戦

り、愛知大学第２・４代学長を務

争時にアメリカ軍がつくった援

めた。東亜同文書院時代に日本の

蒋ルートである。その後シンガポールへ向かう船

敗戦を見越し、その１年前から金

で客に病人が出てみんな消毒のために足止めをく

の延べ棒や食糧などを用意して教

らった。旅行中は様々な人々に関心を持ち、細か

職員・学生の戦後の生活に備え、

く観察し、たくさんの絵を描いた。この絵は生々

1946年３月に団長として学生たち

しい記録であるため大変参考になる。安沢氏は、

を引率して引き揚げた際には、書

恩師・先輩の墓参りには積極的に出かけ、かつ後

類の携帯が許されていなかったに

輩の面倒には労を惜しまない、大変素晴らしい私

もかかわらず、旧東亜同文書院大

たちの大先輩である。100歳を迎えた誕生日の後

学の学生簿・成績簿を決死の覚悟

に愛知大学で講演した。

で日本に持ち帰った。帰国後、引
き上げ学生を収容するために本間
が中心となって大学設立に尽力

愛知大学と３人の学長

し、豊橋市長の協力などもあって

＊愛知大学

準備期間わずか半年で愛知大学が

1945年（昭和20年）太平洋戦争の終結に伴い、

誕生した。しかし戦時中に学生た

東亜同文書院は半世紀にわたる歴史の幕を閉じ

ちを戦場に送り出した責任を感じ

た。翌1946年（昭和21年）５月、
最後の学長となっ

て、初代学長には就任しなかった。

た本間喜一ら13名の同校教職員が東京都下に参集

☆小岩井淨

愛知大学第３代学長を務めた。大

し、書院生をはじめとする海外諸校からの引き揚

正〜昭和期に社会運動家として活

げ学徒たちを収容する大学の新設を決意した。設

躍し、太平洋戦争突入後の1942年

立にあたって、従軍通訳などの軍部への協力や

に東亜同文書院の講師となり、敗

スパイ活動の疑いで GHQ が東亜同文書院大学そ

戦後愛知大学教授に設立と同時に

のままの大学では許可できないと条件を付けたた

就任し、1955年に学長に推された。

め、旧書院側は「新大学は東亜同文書院とは無関
係」との声明を余儀なくされた。そして同年11月
15日、愛知県豊橋市の地に愛知大学は創立された。
設立時の学生・教職員の大半は東亜同文書院関係
者で占められた。
＊３人の学長
1946年、愛知大学設立はゼロからの出発だった。
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とができてよかったです。大学記念館を見学した

感想

際は、本間が持ち帰った当時の学籍簿・成績簿や

私は学習法で東亜同文書院について学ぶまで、
その存在自体知りませんでした。東亜同文書院に

卒業証書などを自分の目で見るという貴重な体験
もできました。

ついて学んでいくうちに、東亜同文書院ができ愛

また、東亜同文書院時代の学生が行った大旅

知大学設立に至るまでに多くの人物が携わり、困

行は常に危険との隣り合わせであったが、日中友

難を乗り越えてきたとても伝統のある大学である

好や中国アジアの理解のために続けられたもので

ということがわかりました。中でも本間喜一は常

あったにもかかわらず、スパイと疑われたのには

に学生・教職員を第一に考えており、死を覚悟し

納得がいかない気持でいっぱいになりました。

てまで学籍簿などを持ち帰ったことには感心しま

最後に、東亜同文書院について学んだことで今

した。日本に帰って来てからも、愛知大学を設立

までの愛知大学の見方が変わり、素晴らしい伝統

するために自身が奔走し尽力したからこそ、現在

がある大学で４年間を過ごせることを光栄に思い

の愛知大学が存在するわけで、その経緯を知るこ

ます。

【参考資料】
・藤田佳久 『東亜同文書院生が記録した近代中国』 あるむ
・愛知大学東亜同文書院大学記念センター編『愛知大学創成期の群像』
・愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュースレター『研究報』創刊号 2007.1 Vol.1
・第12期生編『金聲玉振』「長安の月を戀ひて」
・東亜同文書院大学同窓会

滬友にゅーす

http://members2.jcom.home.ne.jp/koyukai/
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〔学習法

総括レポート〕

東亜同文書院について用語解説と感想

経済学部１年

１

森田麻子

麿と旧加賀藩主で侯爵・前田慶寧の三女・衍子の

創設者たちについて

間の長男として、東京市麹町区（現：千代田区）

東亜同文書院には三人の創設者たちが居ます。

で生まれた。その名は、長命であった曽祖父の忠

まずは荒尾精。愛知県出身で明治になってから軍

煕による命名で、読みは「あやまろ」では語呂が

籍に入り、熊本鎮台に勤務するとき中国に渡りま

悪いので「ふみまろ」とされた。文麿は皇別摂家

した。その中国の実状に関心を持っていろいろな

の生まれであり、父系をさかのぼると天皇家に行

調査を行い、日本はもっと中国に注目すべきであ

き着く。しかし母は文麿が幼いときに病没、篤麿

ると提案した方です。いわば同文書院を設立する

は衍子の妹・貞を後妻に迎えるが、文麿はこの叔

最初の考えを持った方でしょう。そしてその意思

母にあたる継母とはうまくいかなかった。

を継いだのが根津一です。そして近衛文麿の父で
あり初代理事長でもある近衛篤麿。

父の篤麿はアジア主義を唱え、東亜同文会を興

この三人が主に重要な人物ですが、もう一人欠

すなど活発な政治活動を行っていた。ところが、

かせないのが岸田吟香です。彼は英和辞典を作っ

1904年（明治37年）に、篤麿は41歳の若さで死

たりヘボンに目薬の作り方を教えてもらうといっ

去。文麿は12歳にして襲爵し近衛家の当主とな

た今の私たちの生活に大きく関わることを行った

るが、父が残した多額の借金をも相続することに

人物です。彼の息子は岸田劉生という有名な画家

なった。近衞の、どことなく陰がある反抗的な気

ですが愛知大学のロゴを作ったのは彼の門下生の

質はこのころに形成された、と後に本人が述懐し

高須光治です。このようなところから見て、東亜

ている。

同文書院は日本の重要な歴史的人物とも関わりが
あったことを見ることが出来ます。

1916年（大正５年）
、満25歳に達したことによ
り公爵として世襲である貴族院議員になる。1918

２

年（大正７年）に、雑誌『日本及日本人』に論文

近衛文麿について

「英米本位の平和主義を排す」を執筆。1919年（大

初代理事長である近衛篤麿の息子の近衛文麿は
日本史の教科書に載るような重要な人物ですが、

正８年）のパリ講和会議には全権西園寺公望に随
行し、見聞を広めた。

実際はどのような人であったのか調べてみまし
た。

その後、1927年（昭和２年）には旧態依然と

1891年（明治24年）10月12日、公爵・近衛篤

した所属会派の研究会から離脱して木戸・徳川家
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達らとともに火曜会を結成して貴族院内に政治的

先の五人の二年間の西域大旅行によって外務

な地盤を得るとともに、次第に西園寺から離れて

省から報奨金として三万円が渡されたため、その

院内革新勢力の中心人物となっていった。

三万円で少なくとも三年は学生たちがやりたがっ
ていた中国旅行が出来る様になりました。始まっ

また五摂家筆頭という血筋や、貴公子然とした
端正な風貌（当時の日本人にあっては長身であっ
た）に加えて、対英米協調外交に反対する現状

たのは1905年の入学生が３年生の時なので1907年
となります。
出発時の写真は今でもたくさん残っています。

打破主義的主張で、大衆的な人気も獲得し、早く

学生たちはみんなアフリカ探検隊の様です。各

から首相待望論が聞かれた。1933年（昭和８年）

チームに一台ずつライカのカメラが渡され、５〜

貴族院議長に就任。

６人で一つの班が組まれました。毎年10班あまり
が５ヵ月間くらい旅行をしていたようです。

（昭和12年）６月４日に、元老・西園寺の推薦
の下で、各界の期待を背に第１次近衛内閣を組織
した。７月７日に盧溝橋事件をきっかけに日中戦

４

大旅行の内容

争（支那事変）が勃発。７月９日には、不拡大方

西域大旅行を含めて、書院生達の旅行はとて

針を閣議で確認。７月11日には現地の松井久太郎

も大変なものであったようです。山奥の農村部を

大佐（北平特務機関長）と秦徳純（第二十九軍副

周ったため道は悪く、歩くのも一苦労、馬車に乗

軍長）との間で停戦協定が締結されたにもかかわ

ればすぐに痔になってしまう。また当時の中国に

らず、内地三個師団を派兵する「北支派兵声明」

はマラリア蚊が居たためすぐにマラリアにかかっ

を発表。しかし、その後の国会では「事件不拡大」

てしまっていた様です。

を言い続けた。７月17日には、1,000万円余の予

マラリアは高熱が続く病気ですが、たびたび宣

備費支出を閣議決定。７月26日には、陸軍が要求

教師に助けてもらっていた様です。また、当時治

していないにも拘らず、9,700万円余の第一次北

安の悪かった中国では強盗もたくさん出たため警

支事変費予算案を閣議決定し、７月31日には４億

戒して歩いていたようです。
このように大変な旅だったのですが、書院生た

円超の第二次北支事変費予算を追加した。

ちは本格的に調査をしていました。当時中国に行
「Wikipedia- 近衛文麿 - より抜粋

くといったら大都市を中心に廻るのが主流でした

URL///http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF
%91%E8%A1%9B%E6%96%87%E9%BA%BF」
この後、第二次第三次内閣を形成し、第二次世

が、彼らは主に農村部を廻りました。中国のイン
テリ層は農村部に対して偏見があるので、このよ
うな調査はほとんどといっていいほどしません。

界大戦へ。そして戦犯容疑をかけられ最期は自殺

それに比べて彼らは自分の足で歩き、どこにどの

してしまいます。

ような村があるのか、何を作っているのか、そし
て農村部の人と直接会話して調査していたので、

３

とても貴重な資料となりました。

書院生達の大旅行
創設者たちにより東亜同文書院は開設され学

生達の生活が始まるわけですが、その最も注目す
べきことはやはり大旅行でしょう。

５

まとめとその後の愛知大学

まず近代的な中国が芽生えたのは1910年代から
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1930年。それが戦後の文化大革命で遮断されて、

国と関わりがあることは知りませんでした。調べ

1980年以降再び資本主義的な色彩が復活してきま

ていくと、受験の時に勉強した近衛文麿の父であ

した。1910年代から1930年代の動きは中国を見る

る近衛篤麿が初代理事長であったりして、自分は

上で一番重要な理解すべき部分となります。その

とても歴史的に重要なところに入学したんだなぁ

ような面でも東亜同文書院生の残した記録は中国

と初めて実感しました。もし今回学習法で調べた

を理解する上でもとても重要な価値を持っている

りしなかったらこのような事実も知らないで４年

ことがわかります。書院を継承した形で設立され

間過ごしてしまっていたと思います。東亜同文書

た愛知大学もそれぞれの学部、コースにそれが受

院の生徒は学ぶことに生き甲斐を感じて旅をして

け継がれてきていることが分かります。

いたのだと思います。私は娯楽のためにしか旅行

そのほかにも学籍簿や中日大辞典の刊行など多

に行ったことがないけど、書院生のように自分の

方面で東亜同文書院の伝統は残っています。愛知

知りたいと思うことに時間をかけて旅をするのも

大学は日本では中国の大学と協定を結んだ最初の

いいなと思うようになりました。今の自分は学ぶ

大学となりました。

ことに対して意識が低いと思うので、今回東亜同
文書院のことを学んだことをきっかけにして自分
の意識も変えていきたいです。

感想
愛知大学に入った時、現代中国学部があるのは
知っていたけど東亜同文書院の名前もここまで中
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最終実施年度となった、２００９年度「大学史」リレー講義

〔諸事項の報告・紹介〕

最終実施年度となった、2009 年度「大学史」リレー講義
佃 隆一郎

大学史事務室
くぬぎ

ない就任した功刀由紀子氏に代わったことである

はじめに

（太田氏はさらに他大学へ転任）。これにより責任

本愛知大学創立 60 周年にあたった 2006（平

者は初年度以来、結果的に毎年交代することに

成 18）年に名古屋（三好）校舎で開設され、翌

なったが、功刀氏のもと改めて策定された各講義

年度より豊橋校舎でも学部・短大合同の形で行な

と、それぞれの担当者は以下の通りである（シラ

われてきた「大学史」リレー講義（名古屋校舎で

バス記載時のもの）。

は「総合科目１」の名で開講）であるが、先のカ

〔講義全体の流れを構成するもの〕

リキュラム見直しにより 2009（平成 21）年を

はじめに：「大学史」の解題：功刀副学長

もって、両校舎とも打ち切られるにいたった。初

愛知大学の創設の経緯：今泉潤太郎氏
（元教員）

年度より「実質的コーディネーター」として同講
義にほぼ毎回関わってきた筆者にとって、この打

愛知大学創設の理念：大島隆雄氏（元教員）

ち切りはやはり残念であったが、2008 年までの

本学の前身「東亜同文書院」の歩み

各年度の「大学史」講義についての紹介・報告を
（07 年３月に実施された関連シンポジウムを含め
て）、『愛知大学史研究』（これも 09 年で刊行打ち
止めになったが）創刊号から第３号まで掲載して
きたことから、今回この（直接の関係はないもの
の、大学史部門をも包含している東亜同文書院大

①東亜同文書院大学から愛知大学へ：小崎
昌業氏（卒業生）
②東亜同文書院大学の「大旅行」
：藤田佳久
教授
「愛大事件」とは何か：豊島忠氏（卒業生）
薬師岳での山岳部遭難事故：山田義郎氏
（卒業生）

学記念センターの）『オープン・リサーチ・セン
ター年報』での場を借りることで、最終実施年度

大学紛争と大学改革：武田信照氏（元学長）

となった 2009 年度「大学史」講義についての、

大学の起源と展開

豊橋・名古屋両校舎双方での実践の概略を報告し

①大学の起源―西欧中世大学―：北嶋繁雄
氏（元教員）

たい。

2009 年度の実施概略と、これまでとの変更点
まず述べておくべきことは、当初から教学担当
副学長が担当することになっている「講義責任者」

②ベルリン大学と日本の大学：河野眞教授
③日本における大学の発展：未定（従来担
当者の転任による）
愛知大学の現在：佐藤元彦学長

が、同副学長を務めていた太田明氏の辞任にとも
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2009年度春・秋両学期それぞれの、実際の進行
前の年度以来受講者数の減少が見られたことで
時間変更による持ち直しが図られた、秋学期の名

（卒業生）

古屋校舎での講義であったが、実際はさらに履修

中本氏は現在テレビ愛知で報道制作局アナウン

者が減少して実質 10 人余に落ち込むことになり、

ス部長を務めている、名古屋（現車道）校舎法経

とりわけ（東亜同文書院の歴史を特に教示すべき

学部法学科を 1986 年に卒業した本学 OB であり、

である）現代中国学部生が事実上受講ゼロとなっ

前年度より導入された「社会で活躍している同窓

てしまったのは、（原因についてはさておき）大

生の講演」で今回招聘した方である（人選は校友

きな誤算であった。一方で春学期の豊橋校舎はさ

課による）。また、「未定」としてシラバスに記載

らに増え、200 人余にも達したことで、両校舎で

された分の担当者は、その後の教学委員会での審

は決定的な “ 温度差 ” が生じることになった。

議で東亜同文書院大学記念センター・ポストドク

履修者数に大きな隔たりが生じたものの、各担

ターの武井義和氏に決まり、併せて武田氏の担当

当者の講義は両校舎でほぼ同じ形で行なわれた。

辞退をうけて、同氏の担当分は筆者が行なうこと

１回目の功刀新副学長による講義は、パワーポイ

になった。その他の担当者は前年度と同一である

ントを用いた “ 愛大史クイズ ” となり、受講生の

が、同じく豊橋で春学期、名古屋で秋学期のいず

関心をある程度ひいたようであった。併せて同じ

れも金曜４限目（名古屋の「…キャンパスツアー」

時間の後半には、筆者が豊橋・名古屋それぞれで

のみ木曜午後）に設定されたこの講義の日程・ス

別個のアンケートを実施したが、これは前々年度

ケジュールを、続いて以下別掲する。

より行なっていた（当時の第１回は筆者単独で担
当）ものである。従来と同様、春の豊橋では１年

回

豊橋校舎
学部・短大

1

功刀（4/10）

功刀（9/18）

なっている「不本意入学者への対処」（寺﨑昌男・

2

今泉（4/17）

今泉（9/25）

3

大島（4/24）

大島（10/2）

元東京大学教授が提起した問題であり、これが

4

佃

小崎（10/9）

5

小崎（5/8）

藤田（10/16）

6

藤田（5/15）

豊島（10/23）

7

豊島（5/22）

山田（10/30）

で学んでいて」というテーマで小作文を書かせた。

8

山田（5/29）

佃

（11/5）

9

中本（6/5）

佃

（11/6）

秋の名古屋では、当時の１年生が 2012 年春に予

10

佃

（6/12）

中本（11/20）

11

北嶋（6/19）

北嶋（11/27）

12

河野（6/26）

河野（1/ ８補講）

13

武井（7/3）

武井（12/11）

14

佐藤（7/10）

佐藤（12/18）

（5/1）

名古屋（三好）
校舎学部

両校舎での担当割り当て

（カッコ内は実際の担当日）

生が入学直後ということで、各大学共通の課題と

「大学史」講義が各地の大学に導入される契機と
なった面があった）に関連して、１年生には「愛
知大学に入学して」、２年生以上には「愛知大学

定の “ 三好キャンパスの笹島（名古屋市街地）へ
の全面移転 ” の対象となり、２年生以上にとって
も “ 今来ているキャンパスが卒業後消える ” こと
になることから、「三好の愛知大学に在学して」
というテーマで書かせた。両校舎の受講生がそれ
ぞれ無記名で提出したアンケート作文の主要部
を、文末の【別表】１・２に掲載する。
なお、春学期の各講義のうち、元教員および卒
業生が担当した各回については原則、情報メディ
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アセンター職員によるビデオ撮影が、担当者の了

おわりに

承を得た形で行なわれた。これは前年度より計画
されていた事項であり、“ 生き証人 ” としての各

以上のように、履修者数の面では豊橋校舎は

氏の講義をアーカイブズ化することにより、今後

“ もったいなく ”、名古屋校舎は “ 残念な形で ”、

各方面に活用することを目的としたものである。

幕を下ろすことになった感のある「大学史」講義

また、中本克樹氏による「同窓生の講演」は、

であったが、「本学の歴史への限定と導入科目へ

功刀副学長と同じくパワーポイントを用いながら

の組み込み」という形で「独自科目としては廃止」

（同様のシステムは、ほかにも藤田教授が使用）、

となったのであって、具体的には、“ 本学創設の

“ チャンスをつかむ ” ことを自らの就職活動や入

理念教示 ” や “ 記念館見学 ” といった点について、

社後の体験から語って下さり、とりわけ「就活」

各専任教員が新入生を対象に行なっている「入門

を控えた２・３年生に感銘を与えたように思えた

ゼミ」「学習法」などの “ オリエンテーション的

（実際豊橋では、講義後何人かの受講生が中本氏

講義 ” で触れるという形で、一応受け継がれるこ

まで詳しい話を聞きに来た）。武井氏の講義は、

とになったようである。ただしこれは、あくまで

受講生に語りかける姿勢が際立つものとなり、本

も筆者が一部該当教員から聞いた限りでの話であ

人の誠実かつ積極的な人柄がここでもうかがえ

り、今後その方針が明確にとられていくかという

た。なお、武田元学長に代わって筆者が担当した

点は何ともいえないが、豊橋校舎では記念館や展

回は、基本的に同氏がされてきた内容を踏襲した。

示室の見学は確かに何度か実施されたところであ

いっぽう、2007 年度より筆者が担当してきた

り、筆者も「大学史」講義の延長線上のものとし

「キャンパス案内・ツアー」は、それまでと同様

て 2010 年春学期に、両校舎で新たに担当するこ

な形で（名古屋校舎では教学課と協同で）行なっ

とになった教職課程「日本史」において、大学史

たことから、詳細は『愛知大学史研究』第２号の

の要素をできる限り取り入れてみた（これは豊橋

拙稿「愛知大学キャンパスツアー」を参照された

校舎への新学部設置に関連して、今後は方針を変

いが、今回は豊橋校舎での受講生が単独では案内

えざるをえなくなったが）。

しきれないほど増えたため、前記の武井氏とで引

講義で「大学史」を取り上げることは、やはり

率を二手に分けることにした（功刀副学長が普段

地味でマイナーなことであるかもしれないし、扱

は名古屋校舎にいるための措置でもあったが、同

い方には注意を要しよう（本学では「過度の自校

副学長はその時を始め、春・秋を通じて多忙なな

史礼賛」につながるとして反対した教員が多かっ

か極力各講義の場に来て下さったこともここで述

たのも事実のようである）が、名古屋笹島地区へ

べておきたい）。実施後参加者に提出させた「案

の進出が視界に入った今、愛知大学の新たな歴史

内・ツアー感想文」について、春の豊橋校舎参加

を教職員・学生・卒業生が一丸となってつくって

者の「テーマ一覧」を【別表３】に、秋の名古屋

いくために、短いながらも本学に存在した「大学

校舎参加者の「内容抜粋」を【別表４】に、それ

史」講義が少しでも何かの際に参考となれば、こ

ぞれ掲載する。

れまで同講義を担当・記録してきた筆者にとって

学期末試験（筆記）については両校舎とも、功

幸いである。

刀副学長が問題を作成し、同氏と筆者が監督を務

（最後に、初年度以来「大学史」講義に協力し

めた。前年度とは「持込み可」とした点で変更が

て下さいました皆様に対しまして、衷心より感謝

あったが、内容は大きな差異はなかった。

の意を申し上げます）
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【別表１】2009 年度春学期「大学史」第１講での小作文
「愛知大学に入学して」（１年生用）
「愛知大学で学んでいて」（２年生以上用）抜粋 （「不本意入学」関連）
以下各【別表】とも、原文のまま表記するとともに、文中の注記は〔

〕内に記し、「〔…〕」は中略を、「／」

は改行を詰めたことをそれぞれ示す。
僕は国公立に落ちて愛大に入学しました。いわゆる不本意入学です。でも入学したからには、講義もちゃんと
受けて、教職の免許や行政書士などの資格をとりたいです。【文１年】
不本意入学ですが、勉学に対する意欲は十分なので大丈夫です。今日初めて行ってみましたが、図書館がすご
いです。〔…〕地理学の藤田佳久先生に同文書院の話をきいたので、興味もわいてます。【文１年】
僕も指定校で入学したので、入学するための受験勉強などに力を入れて取り組んでこなかったので、「不本意
入学者」にあたるのかもしれませんが、入学してみて、思っていたよりも良い大学だというイメージをもちま
した。だから、今からでももっと勉強をがんばりたい。【文１年】
不本意入学生ですが、精一杯大学について学ぼうと思いました。大学の歴史は奥が深いので驚きました。愛大
は、いろんなレベルの生徒が集まっているので安定しているんだと思いました。【文１年】
不本意で入ってしまったが友達ができたのでよかった。
大学では文武両道を目指したい。【文１年】
第二希望でしたが後悔は全くありません。家から近い所にある愛知大学は環境的には理想的です。
講義内容についても、90 分が短く感じるものが多く、また、豊橋キャンパスにある図書館の蔵書数は大変魅
力的で、毎日通いたいと思います。【文１年】
僕は、本当は、ここに入るつもりではなかったが、何かと理由があって、愛知大学に入学した。
僕は愛知大学で、日本史学を学びたいと思う。
また、愛知大学がこういう歴史を持った大学だ、と知って、ここで日本史学を学んだのだ、と卒業して誇れる
ような大学生活を送りたいと思う。【文１年】
愛知大学は、自分の志望大学の中で、とても下位の方にありました。
しかし、愛知大学にしか受かることができず、あきらめて来ることにしました。自分は不本意入学者ですが、
これからは、自分のやりたいことなど、大学で見つけていきたいと思っています。【文１年】
私は正直「不本意入学者」で、愛知大学への出願も締切２日前に決定したので、あまり大学に対しての知識や
興味がありませんでしたが、今日まで約一週間授業を受けてみて、講義内容が魅力的なものが多かったり、自
分の学びたいことが国公立の大学よりも深く学べることに気づいたので、これから４年間、愛知大学でしっか
り学んでいきたいと思います。【文１年】
私は公募推薦で合格したので、不本意入学者ではありませんが、この愛知大学豊橋校舎にも少なからずそう
いった人がいるのは事実だと思います。
しかし愛知大学は先生や先輩のふんいきも良く、環境も中々整った所だと思うので、たとえ不本意な入学で
あっても、時間が経てば楽しい生活を送れると思います。
私自身たのしい４年間を過ごせるように努力はおこたらないようにしたいです。【文１年】
自分は、不本意入学したのだけど、まだ、自分の就きたい職への夢を閉ざされたという状況でないので、これ
から、やりたい職業に就くために頑張って勉強していきたいです。【文１年】
私が愛知大学に入学したのは、講義でも言っていたように不本意入学でしたが、今は愛知大学で学べてよかっ
たと思います。１、２年生でしっかりと語学や教養科目も学習し、３年生で専門的な学習にはいるという形は
私にとってぴったりでした。〔…〕【文３年】
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最終実施年度となった、２００９年度「大学史」リレー講義

心理系のことを学びたくて、他大学を志望していたけれど、愛知大学しか受からなかった不本意入学者の一人
です。受験した時は心理学専攻があることを知らなかったのですが、入学し、なんとか専攻に入れました。こ
ののどかな雰囲気の愛大が、今では好きになりました。【文３年】
私はこの講義でいわれていた不本意入学者だと思っています。自分は文学が苦手で、特に英語は特に苦手なの
ですが、２年生で英語圏専攻になってしまいました。今でも多少後悔していますが、先生にも恵まれ、一生懸
命勉強したいと思います。【文３年】
私は愛知大学は第一志望ではありませんでした。しかし入学決定後、同じ愛知県内という安心感を得ました。
電車に片道１時間半ほど揺られて通っていますが、程良い距離で、緊張をときほぐしてくれます。都会から離
れているので静かでもあります。じっくりと勉強でき、ゆったりと休憩できます。周りの人もとても優しく、
サークルなどですぐにいろいろな話もできました。とても良い大学です。【経済１年】
自分も含め「不本意入学生」は最初のうちは気分が沈みがちで、本命で受けた人に差をつけられてしまうと思
います。だからこの先、この愛知大学に自分の居場所を見つけ、モチベーションを上げて文学〔勉学の誤りカ〕
にはげみたいと思います。【経済１年】
自分はすべりどめで愛大をうけただけだったので、最初に行くことが決まったときは浪人しようか迷うほどで
したが、いろいろしらべているうちに浪人して一年使うより、愛大で一年間勉強すればいいと思いだしたので
入学しました。／友達もたくさんいたので、資格などをたくさんとれるようにがんばって、入学したことを後
悔しないようにしたいです。【経済１年】
ぼくも、第一志望に落ちた不本意入学者の一人ですが、実際、愛知大学まで足を運んでみると、愛知大学でよ
かったかな、とも思い始めています。優しい先輩方や熱心な先生の講義をきいていると、ますますそういった
気持ちになります。／これからは、せっかく入った大学だから、大学史で大学のことも詳しく知っていきたい
と思いました。【経済１年】
自分は、愛知大学は第３志望でした。入学が決まったとき、正直不安や複雑な気持ちでした。でも入学してみ
ると、とても楽しい場所で、毎日が充実していると思っています。〔…〕これからどんな生活がまっているか
は、今は、あまり分かりませんが、楽しみです。将来は、教職をとって、教員になりたいと思っています。４
年後、愛大に入ってよかったと思えるように、何事も全力で取りくみたいと思っています。【経済１年】
〔…〕クラブやサークルはどの部も盛んに行われていて設備もしっかりしている。ボクは第１志望の大学に残
念ながら落ちてしまいここになってしまったが、今はここに入って良かった。【経済１年】
ぶっちゃけ僕自身が不本意入学生です（笑）。でも愛知大学はけっこう地元のひとや、会社からも評判がいい
と聞くので、全く後悔などはしてません。
とりあえず、友人・知人０の状態で浜松から来たので、まずはたくさん友達作りたいデス。【経済１年】
私は他の大学を第一志望にして、受験勉強をしていました。最終的にはその大学に落ち、愛知大学に入学する
ことになりましたが、歴史あるこの大学で学べるので、受験失敗とはとらえていません。がんばっていこうと
思います。【経済１年】
私は愛知大学に第１志望で入学したわけじゃありません。だから入学する前は今思えば少しがっかりした気持
ちだったかもしれません。でも私がやりたかった旅行関係の仕事に役立つ語学力をこの大学で身に付けられる
ことを知って、少しこの大学に期待がもてました。今はサークルや勉強や友達作りなど楽しみなことがたくさ
んあるし、早く自分の居場所というものをこの大学で見つけて充実したキャンパスライフを送りたいと思いま
す。〔…〕【国コミ１年】
入学する前に愛知淑徳大学と愛知大学に合格して、どちらに入学しようか悩みました。偏差値からみると、淑
徳の方が高いので、そちらにしようかと思いましたが、周りから歴史のある愛大の方がいいと言われ、歴史の
深さは、ずば抜けていると思う。【国コミ３年】
最初は正直言ってマジメに入ろうと思って入った学校ではありませんでした。でも興味のある授業や歴史が多
く、この学校に入ってよかったです。なので今は編入を目指しています。〔…〕【短大２年】
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【別表２】2009 年度秋学期「大学史」第１講での小作文
「三好の愛知大学に在学して」抜粋 （笹島移転関連）
今は大学から近いからいいけど、四年になったらささしまに行くので、すごく大変だと思った。【経営１年】
長い歴史を持った三好校舎がなくなってしまうのはさみしいですが、笹島への移動は賛成です。県内で１番名
古屋駅に近いということで、就職活動などに便利になりますし、高校生からの人気も上がり、受験者が増え、
偏差値が上がると思います。【経営１年】
４年生になったら「ささしま」に移動することになり、３年間学んだ校舎がなくなってしまうのは、残念に思
います。【経営１年】
三好の愛知大学に在学していて、とても通学に時間がかかります。でも、車などが通っていないため、静かに
学習ができる場所です。でもやっぱり早くささしまキャンパスに行きたいと思います。【経営１年】
私の家から三好のキャンパスは遠いので、通学が嫌になることがある。ささしまに移転してもらうと、今、１
時間半ぐらいかかる時間が 30 分くらいになって、定期代も今の半分くらいになるので、三好よりもささしま
に大学があると助かる。【経営１年】
入学当初は田舎の大学にあまり良い印象を受けなかったが、今では慣れてきた。移転するのは少し残念な気も
する。【経営２年】
〔三好の校舎の長所・短所をあげた上で〕この大学は、無くなって欲しくない。【経営３年】
駅からバス or 歩いても 15 分程度なので他大学と比べれば便利が良いと感じる。自然にも囲まれているため
良い環境だとは思うがもう少し、栄えてほしいと思っていたら…笹島移転。色々、問題点もあげられているが、
更なる発展を期待したい。【経営３年】

【別表３】2009 年度春学期「キャンパス案内感想文」テーマ一覧
（学籍番号順）
学
学

部・
年

性別

題

名

内容

文学部
１年

女

軍都豊橋だった頃の愛知大学

旧軍施設

女

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

展示室

男

大学史・キャンパス案内の感想レポート

旧軍施設

男

オリエンテーションのかんそう

中国との関係

男

キャンパス案内

旧軍施設

女

大学案内感想文

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

愛知大学のイメージ

展示室

女

愛知大学キャンパス案内

同文書院・豊橋校舎

女

大学案内の感想文

旧軍施設

女

豊橋校舎キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・同文書院

男

キャンパス案内

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内感想レポート

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

女

キャンパス案内レポート

旧軍施設
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最終実施年度となった、２００９年度「大学史」リレー講義

学
学

部・
年

性別

名

内容

女

豊橋キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

豊橋校舎キャンパス案内

愛知大学の歴史

女

キャンパス案内の感想

東亜同文書院

男

キャンパス案内の感想

施設・同文書院

女

豊橋校舎キャンパス案内の感想

本間喜一

男

大学を探検してみて

旧軍施設

男

大学史

旧軍施設

男

オリエンテーションの感想

中国との関係

男

感想文

旧軍施設

男

キャンパス案内についての感想

本間喜一

女

大学案内感想文

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内

展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・同文書院

男

キャンパス案内感想文

愛知大学の歴史

男

愛知大学散策講習についてのレポート

旧軍施設

女

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内

愛知大学の歴史

男

キャンパスを歩いた感想

展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

キャンパス案内レポート

施設・同文書院

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

女

５月１日の大学キャンパス案内について。

施設・展示室

女

大学案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内感想

施設・同文書院

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

中国との関係

女

豊橋校舎キャンパス案内感想文

旧軍施設

女

愛知大学内見学の感想

施設・展示室

男

愛知大学の散策

愛知大学の歴史

男

愛知大学を見学した感想

施設・展示室

男

キャンパス案内感想

旧軍施設

男

キャンパス案内

旧軍施設

女

２年

題

「大学史」キャンパス案内レポート

旧軍施設

男

キャンパス案内

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

施設、中国との関係

男

愛知大学探検を終えて。

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

女？

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想

展示室

男

リレー講義レポート

展示室

女

キャンパス案内感想レポート

旧軍施設
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名

内容

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

大学史レポート

施設・展示室

男

キャンパス案内感想文

施設・展示室

男

感想レポート

施設・展示室

女

学内見学を終えて

愛知大学の歴史

男

豊橋校舎キャンパス案内感想文

施設・展示室

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

展示室

女

豊橋校舎キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパス案内感想

展示室

男

キャンパス案内の感想

展示室

男

キャンパス案内をして

施設・展示室

女

大学のキャンパス案内をしてもらって。

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

キャンパスツアーの感想

展示室

男

キャンパス案内の感想

展示室

女

大学記念館を見学して

展示室

男

キャンパス案内感想

施設・展示室

男

キャンパス案内感想

施設・展示室

女

サークルの歴史の感想

展示室

男

リレー講義「大学史」

施設・展示室

キャンパス見学

愛知大学の歴史

経済学部
１年

女？
男

「キャンパス案内」に参加しての感想

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

愛知大学について

展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内

豊橋校舎全体

男

豊橋校舎キャンパス案内レポート

展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内

旧軍施設

男

キャンパス案内

展示室

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

豊橋キャンパス案内

旧軍施設

男

キャンパス案内

旧軍施設

男

豊橋校舎キャンパス案内

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内レポート

豊橋校舎全体

男

豊橋校舎キャンパス案内レポート

施設・展示室

男

キャンパス案内

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内レポート

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

豊橋校舎キャンパス案内

展示室
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最終実施年度となった、２００９年度「大学史」リレー講義

学
学

部・
年

性別

題

名

内容

男

豊橋キャンパスを見学して

施設・展示室

男

豊橋キャンパス案内についてのレポート

豊橋校舎全体

男

豊橋校舎キャンパス案内感想文

旧軍施設

男

豊橋校舎キャンパス内案内

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

展示室

男

キャンパス案内の感想

豊橋校舎全体

男

大学記念館と自分の考察

旧軍施設

女

キャンパス案内の感想

東亜同文書院

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパス見学を終えての感想

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

豊橋校舎全体

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内

旧軍施設

男

豊橋校舎キャンパス案内レポート

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

豊橋校舎キャンパス案内

施設・展示室

男

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

豊橋校舎キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

展示室

女

キャンパス案内の感想

展示室

男

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

男

豊橋校舎キャンパス案内

展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内レポート

展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内レポート

施設・展示室

男

キャンパス案内

施設・展示室

男

大学見学の感想

施設・展示室

男

見学の感想

施設・展示室

男

リレー講義「大学史」

愛知大学の歴史

男

キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

リレー講議〔ママ〕

施設・展示室

男

キャンパス案内

豊橋校舎全体

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内について

施設・展示室

男

大学史キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパスツアーの感想

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内の感想

旧軍施設

男

大学史レポート

施設・展示室

男

キャンパス案内

東亜同文書院
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男

キャンパス案内感想レポート

施設・展示室

男

感想

旧軍施設

男

キャンパス見学を終えて感じたこと

施設・展示室

男

キャンパス案内

豊橋校舎全体

男

リレー講義「大学史」豊橋校舎キャンパス

展示室

男

大学案内の感想

愛知大学の歴史

男

愛知大学見学

旧軍施設

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内を終えて

愛知大学の歴史

女

キャンパス見学

愛知大学の歴史

男

大学資料館を見学した感想

施設・展示室

男

愛知大学内フィールドワーク

展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内感想レポート

旧軍施設

男

キャンパスツアーの感想

展示室

男

キャンパス案内のレポート

旧軍施設

男

愛知大学を見学した感想・意見

旧軍施設

男

リレー講議〔ママ〕レポート

施設・展示室

男

大学見学の感想

施設・展示室

男

大学史キャンパス案内レポート

施設・展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内

施設・展示室

男

キャンパス案内、感想

展示室

男

大学キャンパス案内を終えて

東亜同文書院

男

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

愛知大学・記念館を見学した感想・意見

愛知大学の歴史

女

キャンパス案内の感想

豊橋校舎全体

女

キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

キャンパス見学

愛知大学の歴史

男

大学見学での感想

旧軍施設

男

キャンパスツアーの感想

中国との関係

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

キャンパス案内を終えて

施設・展示室

女

愛知大学を見学した感想

旧軍施設

女

愛知大学・記念館を見学した感想・意見

豊橋校舎全体

女

日中の偉業

中国との関係

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

男

キャンパス案内について

豊橋校舎全体

女

キャンパスツアーレポート

展示室

男

豊橋校舎キャンパス案内感想文

施設・展示室

女

キャンパスツアーレポート

施設・展示室

国際コミュニ
ケーション学部
１年

２年

３年

422

◦ 3461 ◦

◦第９章

評

価◦

最終実施年度となった、２００９年度「大学史」リレー講義

学
学

部・
年

性別

題

名
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短期大学部
１年

女

大学史レポート

展示室

女

大学史

旧軍施設

女

キャンパスツアーの感想

展示室

女
２年

〔無題〕

展示室

女

キャンパスツアーの感想

展示室

女

大学史

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想

展示室

大学史

施設・展示室

女
女

「大学史」キャンパス案内の感想

愛知大学の歴史

女

愛知大学キャンパス案内感想

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想

施設・展示室

女

キャンパス案内について

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想。

施設・展示室

女

キャンパス案内の感想

中国との関係

【別表４】2009 年度秋学期「豊橋校舎キャンパスツアー」感想文での記述
（内容別に抜粋）


・豊橋校舎に関する主な感想
私は法学部なので今まで名古屋〔三好〕キャンパスと車道キャンパスにしか行った事がなかったのであるが、
それらのキャンパスとは少し異なっていてキャンパスの至る所から歴史や風情が感じられた。まず驚いた所は
キャンパス内に乗馬のためのグラウンドがあった所である。私は今まで本物の馬を身近に見た事がなかったの
でその大きさと風格に感動した。乗馬のサークルなど歴史がなければ存在しないだろう。自分の在学中の大学
を自分で誇りに言うという事などあまり言いたくはないけれども、とにかく圧倒的な歴史と存在感を感じた。
【法４年】
大学内を回っている時に感じたことは〔午後の講義がない〕木曜日だったからかもしれませんが、部活が三好
よりもとても盛んだと思いました。〔…〕また、豊橋校舎は校内を自転車で移動している生徒が多くて、三好
〔名古屋〕校舎では考えられないと思いました。ただ自転車で校内を移動することに憧れを感じました。そし
て、校内に坂道等がなく、自分が高校生だった時に想像していた大学の姿が豊橋校舎を探索して思い出されま
した。【法４年】
今回愛知大学豊橋校舎に行き、自分たちの大学の歴史がわかったのでとても貴重な経験ができたと思います。
／この授業で初めて豊橋校舎に来たけど愛知大学の歴史はとても深くまだまだ知らないことが多くもっと知り
たいと思ったのでまた豊橋校舎に来る機会があったらいいと思いました。／愛知大学の記念館を見て、自分は
この大学に入学できてよかったと思いました。【経営３年】
〔名古屋キャンパスには愛知大学の歴史についての資料は身近にないが〕キャンパスツアーに参加して豊橋キャ
ンパスの歴史ある建物や大学史に関係する資料に触れることにより、今まで感じていた漠然としたものをあら
ためて身近なものとして感じることができました。【法２年】
今回のキャンパスツアーで初めて私は豊橋校舎を訪れたのですが、感想として最初に感じたのは、広い敷地に
立派な門や旧日本軍の使用していた建物などの歴史あふれる雰囲気の豊橋校舎にただただ圧倒されたというこ
とでした。また、校舎を一通り見て回り大学記念館や図書館などの建物を見て、まさしくこれこそ私が思い描
いていた大学という場所だと思いました。【法２年】
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私は正直名古屋校舎より豊橋校舎に通いたいと思ってしまいました。豊橋校舎は大学という言葉がぴったりの
雰囲気を持ち合わせていますし、また、それを肌で感じさせてくれる程の空気が漂っていました。私は愛知大
学名古屋校舎に入学した当初は、名古屋校舎が自分が想像していた大学というイメージとはかけ離れており、
不満を抱いていましたが、豊橋校舎を訪れたことによって、少し不満が解消された気分になりましたし、自分
はもしかしたら素晴しい大学に入学したのではないかと思うようになりました。【法２年】
愛知大学の豊橋校舎には戦争当時だったころから軍の施設として利用されていた建物も残っていて、当時の雰
囲気をすこし感じることができたとおもいます。当時、軍の施設として使われていた建物には陸軍のマークが
現在でも残っていて、当時から何十年とたっているにもかかわらずこのような歴史が残っているのはすごいな
と感じました。【法２年】
豊橋校舎の印象は名古屋校舎とはかなり違った印象を受けました。〔…〕／豊橋校舎は愛大で一番最初にでき
た校舎だけあって、歴史や伝統がとても多く立派な記念館や校舎が多く初めて行ってみて驚く点がとても多
かったです。【法２年】
豊橋校舎についてすぐ、〔愛知〕大学前の駅が目に入ってきました。過去には大学内を線路が通っていたとい
うのはすごい事実だと思いました。〔…〕／豊橋校舎はもともと日本陸軍の施設に使われていたこともあり、
床も木でできているところがあり、外見にも非常に歴史を感じました。古くから残っている線路（電車）や、
古く伝統のある校舎をこれからも大事に守っていくことが必要であると思います。【法２年】
今回愛知大学の豊橋キャンパスの見学ツアーに参加させてもらって、愛知大学に在籍しながら歴史など知らな
かったことがたくさんあることに気づきました。〔…〕／豊橋キャンパスの建物の歴史の古さ、重要さを痛感
しました。歴史のある建物を維持・保存することのすごさにも気づきました。またさまざまな記念に植えられ
た木にも時代を感じました。【法２年】
初めて豊橋校舎に行って感じたのは、普段通学している名古屋校舎に比べてかなり敷地が広くて歴史を感じる
大木であったり、大学記念館などは、何も愛大の歴史を知らなかったとしても、これは歴史があるんだなと感
じるような風情がありました。【経営２年】
〔豊橋校舎の〕雰囲気としては、グラウンドが広くて、私たちの名古屋キャンパスよりすごく活気がある感じ
がしました。名古屋キャンパスと面積はさほど変わらないと聞きましたが、平地にあるためすごく広く思えて、
移動がしやすいという感じを受けました。また、電車の昇降口が大学のすぐ脇にあり、すごく便利だと思いま
した。【経営１年】

・記念館・展示室・東亜同文書院に関する主な感想
私は最初に資料〔記念〕館と聞いて結構新しい建物だと勝手に想像していたのだけれども非常にこれも風情が
あって素晴らしい建物であった。国指定の重要文化財になっているというのもなるほどうなずける話だなと
思った。【法４年】
豊橋校舎キャンパスツアーを通し、一番心に残ったことは東亜同文書院と愛知大学のつながりを示した学籍
簿と成績簿を自分の目で見ることができたことです。〔…、敗戦時〕外地にあった日本の学校でこれらを持ち
帰った事例は他にないといわれているとあり、自分たちの荷物よりも学籍簿、成績簿を優先させて持ち帰っ
た東亜同文書院大学の教員と学生の人たちのすごさが伝わってきました。〔…〕とても尊敬の思いでいっぱい
になりました。こうやって歴史は伝わっていくのだと改めて感じたし、愛知大学の歴史のとりこになりました。
【経営３年】
記念館に入りすぐ東亜同文書院大学の記念センター室に入り、多くの掛軸がありその字は昔の書き方でとても
歴史を感じました。この第一展示室は東亜同文書院から大学になるまでの歴史の資料がたくさん展示されてお
り、次の展示室は世界的にも有名な近代中国の革命家である孫文を支援した山田兄弟という日本人の兄弟を通
じて、中国近代史を紹介していて日中関係について触れることもできました。また、これからの日中関係につ
いて考えることができたと思います。【経営３年】
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最終実施年度となった、２００９年度「大学史」リレー講義

最初に見学した大学記念館では、〔前の〕授業中の説明で歴史のある建物だと認識はしていましたが、戦後ア
メリカ軍が来る前に取り外したシンボルがあった場所や有形文化財指定と書いてあるプレートを確認して本当
に歴史ある建物であり、それ自体が貴重な歴史的資料であることに改めて気付かされた。〔…〕中の資料を見
て愛知大学の東亜同文書院時代からの歴史やその中で起こった事件社会に与えた影響を感じ、また中国の革命
にも関係していたといった資料や、孫文から贈られた掛け軸などの貴重なものを見て中国との関係の深さを改
めて認識した。【法２年】
〔初めて豊橋校舎を訪れた〕その時は、まだ大学史を受講していないので、愛知大学がとても凄い大学である
ということを知りませんでした。しかし、今大学史を受講して、それが確信へと繋がりました。愛知大学の
前身である東亜同文書院大学が当時の日本では、狭き門であり、また各地の優秀な学生が集まったエリート
校であったことも、その大学で教鞭を取っていた教師陣もまた当時の有名な方々であったのも知りませんでし
た。愛知大学の前身が東亜同文書院であることは、私がこれから生きていく人生の中で自慢できることです。
【法２年】
豊橋キャンパスにある愛知大学記念館は、まずその建物から歴史を〔感じ〕させられました。この記念館の建
物は戦後に建てられたものではなく、戦争当時からある建物をそのまま記念館としてつかわれています。この
記念館の中には現在、数多くの愛知大学の歴史に関するものが展示されていて壁にはプレートで大まかななが
れを説明したものもあり、愛知大学の歴史を知るうえではかかせないものではないかなとおもいました。記念
館を見学していくなかで「愛知大学事件」と「薬師岳遭難事故」というおおきな２大事件に興味をひかれまし
た。【法２年】
東亜同文書院の学生たちが行う大旅行では中国全土をまわっていたが、当時交通の便があまり良くなかったで
あろう中国をどのようにして大旅行をしていたのか気になりました。大旅行の道のりがパネルになって展示さ
れていましたが、今の愛知大学の現代中国学部の学生も卒業論文の代わりに昔のように大旅行に行き、「調査
報告書」を書いてもらったら良いのではないでしょうか。【法２年】
大学記念館があんなに古くから建っていることにとても驚きました。二階にある旧学長室は階段をあがって
真正面にあって、その階段のつくりや、学長室の配置などとても時代を感じさせるつくりのように感じまし
た。大学記念館〔、〕東亜同文書院・大学史展示室にはこれまでの愛知大学のできごとや写真が並べられてい
て、歴史の深さを感じました。この大学記念館に菊御紋章の跡や陸軍星マークが残っていることがすごいなと
思いました。そしてこの大学記念館〔…〕が旧日本陸軍第十五師団司令部庁舎として使われていたこと、国登
録文化財になっていることに非常に驚き、こんな由緒ある愛知大学に通っていることに感動を覚えました。
【法２年】
私は愛知大学に入学してから、あと少しで二年になります。しかし、愛大事件や東亜同文書院のことはほとん
ど知りませんでした。知らなかったというより、興味がなかったというほうが正しくなるかもしれません。私
に比べて当時の教員・学生たちは大学に対する大きな愛情があり、大学を守るために生徒・教員を守るために
多くの活動をしてきました。大学が無くなってしまうという危機感があったからという理由があるかもしれま
せんが、今の学生と比べたら大きく違います。〔展示・説明を見聞きして〕私も当時の学生のように大学に愛
情を持ち、大学を守りたいと思えるような学生生活にしたいと思いました。【経営２年】
豊橋校舎に実際に行き、記念館のような歴史的建造物を見学し、館内の記念品や展示品を見ると愛大にも長い
歴史があったのだと実感できました。分厚い学籍簿もそれを物語っていました。【経営２年】
歴 史 館〔 記 念 館 〕 で は 愛 知 大 学 の 古 い 時 代 の 資 料 を た く さ ん 見 た が ど れ も 興 味 深 い も の だ っ た。

中でも、中国から自分の私物をあきらめてまで持ち帰ったといわれる成績表などはただならぬものを感じた。
【経営２年】
最初に訪れた大学記念館は、〔…〕国登録文化財に指定され、ペンキの色などはきれいになっていましたが雰
囲気はとてもレトロで、100 年の歴史を感じることができるような建物でした。中の造りも洋風になっていて
現在、博物館となっていました。中国にあった東亜同文書院の当時の卒業アルバム、学籍簿や成績簿など数多
く残っていて、当時の時代背景などが感じられました。〔…〕違う部屋では、愛知大学自体の歴史や、私たち
のいる名古屋キャンパスができあがるまでの様子も知ることができました。そして授業でも聞いた「薬師岳遭
難事故」のブースもあり、事故についてすごく生々しく感じることができました。【経営１年】
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・本間喜一ら、当時の教員・学生に関する主な感想
私はこのキャンパスツアーを終えて恐縮ながら〔…〕愛知大学に〔…〕本間先生の守りたかった物は今もある
のだろうか、と考えてみた。私は残念ながら薄れてきているのではないかという答えになってしまった。大学
生の本分はやはり学問であると思う。しかし、私も含めて今の大学生の本分は遊びになってしまって〔…〕本
間先生の守りたかったものはもう無いのではないのかと思う。ではどうしたらいいのだろうか。私はこの大学
に入学した新たな入学生にキャンパスツアーとして豊橋キャンパスの資料館に行かせてみる事がいいと思う。
資料館で愛知大学の建学の精神や本間イズムに触れてみるのが一番いいと感じる。私自身、資料館に行く前と
行った後では一日の過ごし方がかなり変わってとても有意義な生活が出来ていると思っている。これはやはり、
資料館で〔…〕このままではいけないなと感じたからであると思っている。私はこの愛知大学で学べている事
を誇りに思い、また感謝しながら学んでいきたいと思っている。【法４年】
記念館の資料を見て行く中で本間喜一先生の発言や行動にとても感銘を受けました。私が１番すごいと思った
ことは学生の成績等の資料を命懸けで持って帰ったことです。自分が命の保障が確実ではない時にはたして本
間先生のような行動がとれるのかと自問自答をしてしまいました。また、至る所に本間先生を記念して作られ
たものがあり、愛大には必要不可欠だと感じました。そして、自分のことを犠牲にしてまで学生や大学を守る
姿勢に本間イズムを感じました。また、私はそのような歴史ある大学に通っていて良かったと資料を見ながら
思い〔…〕残り少ない学生生活を頑張ろうと思いました。【法４年】
記念館の最後に本間喜一学長の部屋を見ました。山岳事故では学生で命を落とした人がいて本間学長は「学生
は宝」とおっしゃっていてほんとに愛大生を大切にしていた人なのだと思いました。本当に本間学長は学生に
愛され周りの人にも愛された人であると感じました。【経営３年】
東亜同文書院の 100 年の記念に植えてある記念樹もありました。菩提樹は「会議などで先生方が行き詰った
ときにこの木の下で思考を深め、よりよい愛知大学に導いてほしい」という本間喜一先生の思いから植えられ
ていて、本間喜一先生の愛知大学への思いを感じる木でした。【法２年】
学籍簿と成績簿は、日本敗戦の翌年に旧東亜同文書院大学の教員・学生たちが引き揚げる際、自分たちの荷物
よりも優先させて持ち帰ったものなので、とてもきれいなまま保管されていました。外地にあった日本の学校
でこれらを持ち帰った事例は他にはないようで、当時の教員・学生の学校に対する愛を感じました。私も含め
て今の学生は、このような当時の学生に比べて愛知大学に対する愛というものは、皆無に等しいと思います。
特に大学を大切にするわけでもなく、ただ単に平凡に授業を受けにくる場所のようなものになっていると思い
ます。今の学生と当時の学生との違いも感じることができました。【経営２年】
愛知大学事件は、入学したての時にも聞いたことがあり、改めて聞いたが当時の学長が、自ら先頭に立ち学生
を守ろうとした事を聞いていい大学に入ったなと強く思いました。／今でも、中国と親交あるのはそうした今
までの努力があり、今の愛知大学につながっていると感じました。【経営２年】
山岳部「薬師岳遭難」、この悲惨な事故の裏に本間先生の本当の人柄が浮き彫りになっている。／〔…〕／こ
の事故を重く見た、本間学長は「たとえ大学がつぶれても救助・捜索活動は行う」や「ひとの命は地球より重
い」などの言葉を残して、学長を辞任したのである。そのような本間先生の決断や人柄の良さが、自衛隊、友
情捜索、地元住民などの全面的な賛助協力に拍車をかけたのであろう。／辞意決意に至った理由については一
言も発言しておられませんが、それも本間先生の、人柄の良さである。【経営１年】

・ツアー全体に関する主な感想
キャンパスツアーを終えて思ったことは、来年には社会人になり働くので、このようなキャンパスツアーとい
う機会がとても良い経験だと思った。また、社会人になって自分の大学について聞かれた時は自信を持って答
えられるようになったと思う。また、キャンパスツアーにあたり、色々なところで準備をして頂いた方々にと
ても感謝したいと思います。また、積極的にキャンパスツアーに参加できたことはよかったです。【法４年】
豊橋校舎に行って、大学の歴史を教科書で見るだけでなく実際に見て感じることができました。歴史があり、
いろいろな出来事を乗り越えてきて現在の愛知大学があることを知りました。またＯＢの多方面にわたる活躍
は就活をしている自分にとってとても励みになりました。普段の大学生活では、大学の歴史やＯＢのことなど
知ることはできないのでこの講義やキャンパスツアーを通していろいろな話を聞くことや実際に見たりするこ
とができました。【経営３年】

426

◦ 3465 ◦

◦第９章

評

価◦

最終実施年度となった、２００９年度「大学史」リレー講義

今回のキャンパスツアーではこの現存する創立当時の建物で明治の面影を残す木造２階建ての大学記念館はド
ラマのロケにも利用されたなど、記念館をはじめ、豊橋キャンパスには日本近代建築史の証人ともいうべき建
物がたくさん現存していて、旧陸軍施設と、その植栽樹を受け継いで出発した愛知大学は、百年を越す樹齢の
木々に囲まれた明治以来の建物と新しい施設が協調して大学の機能をサポートしている。短い時間でしたが非
常に居心地が良かったです。機会があればまた豊橋キャンパスに行きもっとゆっくりと見学したいです。この
キャンパスツアーでまた一つ愛知大学の古き歴史に興味を持ち、愛知大学を誇りに思うことができました。
【経営３年】
愛知大学の歴史を学生自身が知りそれを大切にするべきだと思った。また、キャンパス移転について自分には
関係ないといわずにもっとそのことがもたらす変化や影響を知り、反応するべきだとおもった。【法２年】
〔愛大事件・薬師岳遭難事故という〕痛ましい事件を越えてきた愛知大学はすばらしい強さをもち、歴史を感
じさせる大学だと思いました。この愛知大学豊橋キャンパスを通して、愛知大学創設までの過程やそれに関
わった人々の苦労を知り、自分の知らなかった愛知大学の一面を知ることができ、また実際に当時の資料など
をみたりすることで当時の雰囲気を感じることもできて有意義な体験であったと思います。【法２年】
「大学史」の授業を通して思うことですが、自分の通う大学の歴史や伝統を何も知らないまま卒業してしまう
のは、大変もったいないことであると思います。／この授業で少しでも多くの愛知大学の歴史を学んだ上で卒
業して行きたいと思います。／今回豊橋キャンパスを見学に行けて本当に良かったと思います。【法２年】
大学史の授業で習ったことを今回のツアーのような形で実際に見て触れることは非常に大切なことであると思
います。このツアーによって、私の東亜同文書院大学、愛知大学に関する歴史についてさらに興味を深めるこ
とが出来ました。【法２年】
愛知大学には愛知大学事件や薬師岳遭難事故なども乗り越えて現在の愛知大学を形成していると思います。そ
んな歴史ある大学を今回見学することができて再認識したこと、新たに発見したことなど有意義な時間を過ご
すことができました。【法２年】
キャンパスツアーで愛知大学の歴史を学ぶだけではなく、当時の教員・学生の人間的な部分まで学ぶことがで
きたことは、本当に今後の学生生活に生かしていけると思います。私自身も、愛知大学の一人の生徒として、
当時の学生のように行動であらわし、学生生活のなかで愛知大学に何か恩返しができるといいと感じました。
このキャンパスツアーで学んだことを自分自身で考えるだけではなく、愛知大学の歴史を知らない今の学生た
ちにも伝えていきたいです。【経営２年】
今回の愛知大学豊橋キャンパス見学によって、今私自身が通っている愛知大学を深く知ることができ、愛知大
学を大切にしていかなければならないと痛感することができました。さらに愛知大学を誇りに思うことができ、
非常に大きい経験を積むことができました。今後の学生生活を更に有意義なものにしていきたいと感じること
ができ、新たな目標も見つけることができました。愛知大学を誇りに学業に努めていきたい。【経営２年】
〔豊橋校舎の便利さを見て〕このキャンパスツアーを通じてささしま移転は本当に正しいのかと少し感じるこ
とができました。／豊橋キャンパスツアーでは昔の建物を実際に見て感じ、大学の歴史にも触れることができ
たので、非常に良かったと思います。そのため、この歴史的に価値のあるものが今後もこの形のままで残して
欲しいと思いました。今回豊橋キャンパスを見学し、他のキャンパスを見ることですごく新鮮な気持ちになる
ことができました。このキャンパスツアーで学んだこと、感じたことを生かして、また新鮮な気持ちで愛知大
学に向かおうと思いました。【経営１年】
豊橋キャンパスツアー全体の感想として、今まで授業で学んだことが展示してある資料などにより、より知識
がついたと思います。豊橋キャンパスは、名古屋キャンパスとは違い、身近に愛知大学の歴史を感じることが
できるキャンパスでした。愛知大学の学生として今回のキャンパスツアーはたくさんの愛知大学の一面を見る
ことができた、とても良いツアーになったと思います。残りの授業は今回のツアーで学んだことを参考にして
いきたいです。【経営１年】
〔注〕各項目ずつ、学部（法→経営）、上級学年、学籍番号順に掲載（学部の順番は本学の通例上のもの）。同一学生の感想を複
数掲載したものも生じたが、あくまでも内容に基づく選定の結果であって、学部・学年・各人の別による作意はない。
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２年度目の「大学史」リレー講義について

２年度目の「大学史」リレー講義について

佃 隆一郎
〈大学史事務室〉

2006年度秋学期に名古屋（三好）校舎でスタ

12．大学紛争と大学改革（武田信照）

ートした、本愛知大学の新科目「大学史」
（講義

13．経営体としての愛知大学（堀彰三）

名「総合科目１」
。リレー形式）は、２年目の

14．まとめとして（黒柳孝夫）

2007年度には豊橋校舎でも開講されるに至り（講

このうち新規の担当者は、河野、今泉、田子、堀、

義名「大学史」。リレー形式は同様）、当初の “片

黒柳の各氏であり、河野、太田、今泉、田子、堀

翼” 状態は解消された。

各氏の担当分および私の「……キャンパスツアー」

それとともに、両校舎ともに構成・スケジュー

が、新規および担当者変更の講義である。当時学

ルを全面的に見直すことにして、初年度の同講義

長の武田氏および、当時副学長の堀氏（経営担当）

で種々浮かび上がった問題点を是正することに努

と黒柳氏（教学担当）は、それぞれの立場から担

めた。これによって、2007 年度の「大学史」リ

当した（ただし秋学期の当該時には学長・副学長

レー講義は、春学期の豊橋校舎、秋学期の名古屋

とも任期満了となり、堀氏が学長に、太田氏が教

校舎ともに、以下の構成で行なわれた（カッコ内

学担当副学長にそれぞれ就任）。

が担当者、敬称・肩書略。初年度の構成は、『愛
知大学史研究』創刊号、26〜27 ページ参照）。

なお、私と連名になっている第２、５、６、８、
10、11講は、担当各氏（名誉教授および卒業生）

１．はじめに（佃）

をゲストとして招聘した関係によるものであり、

２．中世ヨーロッパにおける大学の起源

実質的には各氏が単独で行ない、私は “現場のコ

（北嶋繁雄・佃）

ーディネーター” として補助業務を担当した（各
ゲストとの連絡は、豊橋および名古屋の教学課

３．ドイツにおける近代大学の誕生と展開
（河野眞）

── 2007 年４月まで教務課──が担当）。また、

４．アメリカにおける近代大学の展開（太田明）

秋学期の名古屋校舎では、一部担当者の都合によ

５．日本における旧制大学の歩み

り、講義の順序を若干入れ替えた。

（大島隆雄・佃）

今回の変更の主な点は、初年度に果たせなかっ
た「豊橋校舎キャンパスツアー」を両校舎ともに

６．“本学の前身” 東亜同文書院の歩み
（小崎昌業・佃）

実施して（もっとも、豊橋校舎でのものは「ツア

７．愛知大学キャンパスツアー（佃）

ー」ではなく「案内」と称すべきであったが）、

８．愛知大学、創設の経緯（今泉潤太郎・佃）

講義総数の１回分増加（本学全体での変更）に対

９．戦後の学制改革（田子健）

応したほか、“大学全体の歴史” の分野でアメリ

10．
「愛大事件」とは何か（豊島忠・佃）

カ大学史を追加するとともに、“愛知大学の歴史”

11．薬師岳での山岳部遭難事故（山田義郎・佃）

の分野で経営体としての側面をクローズアップし
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愛知大学史研究（第２号、2008 年）

て、初年度よりの講義と調整した。

次生のみ137 名）より大幅減となった。両校舎で

2006年梓出版社より刊行の『愛知大学小史
六十年の歩み』をテキストにしたことには変更は
ないが、新たに参考資料集として、同じく 06 年

の試験の実施内容と結果については、黒柳元副学
長が後述する。
以下本号では、今回のリレー講義で新たに構成

の秋に開催した展示会「愛知大学創成期の群像」

し実施された各講義（担当者変更分を含む）のう

で使用した写真パネルをもとにした、同名の写真

ち、河野、田子、黒柳の各氏と私の分を、それぞ

集（愛知大学東亜同文書院ブックレットの別冊と

れの担当者により報告することとする（初年度よ

して2007 年３月、
「あるむ」より刊行。同年同月

りおよび初年度のみの講義の報告は、『愛知大学

の卒業式より、同式および入学式時に無料配付）

史研究』創刊号の〔報告の部〕参照。また、2008

も使用することにし、両書を必ず持参するよう受

年３月愛知大学一般教育研究室より刊行された

講者に呼びかけた。受講者の総数は春学期の豊橋

『一般教育論集』第34 号収録の、太田明氏の「大

校舎（短期大学部を含む）が１年次生のみ 88 名、

学史をどう語るか──大学史講義案⑵──」でも

秋学期の名古屋校舎が１、２年次生合わせて 50

2007 年度の「大学史」講義についてふれている

名であったが、２年度目の名古屋は初年度（１年

ので、併せて参照されたい）。
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ドイツにおける近代的大学の成立
──ベルリン大学をめぐって──

河野

眞

〈国際コミュニケーション学部教授〉

たからである。またその議論は、その後、各国の

はじめに

大学作りに大きな影響をあたえた。それは、東京

大学の歴史とそれを理解することの特異性：
個々の事物や団体の歴史（産業や個別企業の歴史、

帝国大学の設立にも影響したところがあるほどで
ある。

事物の歴史など）とは違った難しさがあるのは、
社会の一部門であると共に、常に学問論・知識論
がからむことにある。組織編成や立地や建物の経
緯をたどっても、大学の歴史にはならないが、学

設立時点の状況
──ベルリン大学は近代大学のモデルとされた

問論に偏り過ぎると、過去の大学と現実の差異を

1810 年 10 月開学（但し前年夏に国王の認可を

見落とすことになりかねない。学問論には、社会

得て 1809／10 年の冬学期が開始されていたので、

的背景への視点を組みあわせることが必要であろ

特に公式行事はなかった）
設立の重要な推進者：ヴィルヘルム・フォン・

う。
また大学という名称が継続してきたことと、他

フ ム ボ ル ト（Wilhelm von Humboldt 1767‒1835

方で、歴史的にも現在の様相においても大学と呼

Department des Kultus- und öffentlichen Unterrichts

ばれるものが多様であることも考慮する必要があ

の初代局長であった）

る。すなわち過去の大学と現在の大学のあいだに

開学時の構成

は、連続性と非連続性があることを念頭におく方

・教授陣 58 人

がよいであろう。

・学生 256 人（内、自プロイセン出身者 152 人）
・４学部構成：神学部、法学部、医学部、哲学部
（他の３学部と同格）

ベルリン大学の成立

趣旨：

1810年にベルリン大学が設立されたことを以
って、世界の大学の歴史の大きな節目とするのは

・学問の批判的研究と教授することを２つの柱と
する自治的共同体

一般的な見方であるが、なぜその前後に作られた

cf. 教授することが趣旨となったのは、学問

他の大学ではなく、ベルリン大学がそれだけ注目

原理は教授することが可能か、という議論が

されるのであろうか。それは、ベルリン大学の設

あったことと関係している。

立をめぐっては、市民社会において大学とは何か

・研究・教授を自主・自立的に遂行するための

という深刻な議論がなされ、現実には多少割り引

「大学の自由」（出版の権利を含む）／学生の学

いたところがあるにせよ、その議論の現実化だっ

習の自由と転学の自由（領邦大学ではなくドイ
47

◦ 3469 ◦

◦第９章

評

価◦

愛知大学史研究（第２号、2008 年）

の時代に照応していた（ルターの場合はヴィッ

ツ全土的・国民的大学）
但し、教授の人選権は国家が有した（大学が

テンベルク大学の設立者たるザクセン選帝侯に

獲得するのは1838 年以降）

よる絶対主義的領邦国家の強化）。同じ動きは、

研究・教授への国家の介入の排除は２段階を

カトリック教会圏や司教領国においても推進さ

擁した（1848 年と 1866 年）

れ、大学は領邦国家の精神的な砦となると共に、
そのための人材をも育成した。

前

・しかし領邦国家との結びつきは、やがて因習化

史

し沈滞していった。

cf. 中世以来の大学の基本となってきた４学部

これに対して、17、18 世紀前半には、学術・学

構成

藝の刷新活動は、むしろ大学の外で生み出された。

○学藝学部（下級学部）
：七学藝（７種類の教養

すなわち、当初は学者の私的団体であったアカデ
ミーであり、またそれはやがて領邦国家を超える

科目）教授はマギスター
初級３科目：文法、修辞学、論理学

ものである国家の支援を受けた（やや特殊例なが

学生は14、5 歳から４年間でバ

ら、国語アカデミーからフランス・アカデミーが

チュラー

成立した）。

上級４科目：数学、幾何、音楽、天文学

18 世紀後半から大学は硬直化の度合いがつよ

続いて４年間でマギスター

まり、近代国家時代に有為であるような施設では

○３専門学部（上級学部）：神 学、 法 学、 医 学
（独）教授はドクター
ドクターまでは６年から10 年

なくなっていった。そして、大学の存廃と意義を
めぐって異なった見解が呈され、論議される時代
になった。

（話題）後世「新しい学のあり方」（『新学問
原理』
）の定礎者と評価されることになるジ
ャンバッティスタ・ヴィーコ（Giambattista
Vico 1668‒1744）はナポリ大学の修辞学の教
授で、法学部の教授への昇格を望みつづけた
が果たさなかった（願望の背景として、給料

大学のあり方をめぐる議論
因襲化し、学知の機関としては意義が低下した
大学をめぐって、３つの選択肢が論議された。
１．大学という機関自体が時代遅れであること
から、より歴史が新しく情熱的な研究活動

に大きな格差があった）。
中世の終焉を画するのは宗教改革であるが、宗

の拠点となっていたアカデミーに委ね、ま

教改革者マルティーン・ルターは大学のあり方を

た市民社会にみあった実利的な職業専門教

変革したことにおいても特筆すべき存在で、その

育施設を新設し、大学自体は廃止という啓

改革になるヴィッテンベルク大学は多くの大学の

蒙主義の官僚たちの考え方。

模範となった。

２．同じ観点を、大学の徹底した改革によって
達成すべしとの考え方。

・ローマ教皇とローマ・カトリック教会の影響か
らの脱却：ラテン語とスコラ学を中心とするこ

３．時代にみあった知のあり方を見極め、それ

とを止め、聖書研究から、聖書の原典の言語で

にそった構成に大学を変革すべしとする、

あるヘブライ語・ギリシア語・ラテン語を重視

新人文主義・ドイツ観念論哲学者たちの意

した。言語の種類が、すでに中世的な権威を排

見 ── 結果は、この方向が実現して、ベ

した自由な研究を意味していた。

ルリン大学が創られた。

・それは、教皇の権威から、絶対領邦国家の確立

1792 年の段階ではドイツ語圏の大学は 42校（う
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形式によって、今や学問的対象の全体が有機的

ち、今日のドイツ地域は37 校）。
それ以後ベルリン大学の創設までの 18 年間に、

統一において、高等教育機関（＝大学）で把握

ドイツ諸国の敗戦・ナポレオン＝フランスによる

され研究されねばならないであろう。そうすれ

占領の期間に今日のドイツ地域では 13 の大学が

ば、何が学問的対象に属するか属さないかがは

廃止された。

っきり了解され、学問と似非学問のあいだに厳
密な境界が引かれるだろう。さらに、この対象
の諸部分が内的に関連し合っていること、およ

大学論に哲学者たちの議論から

び相互的秩序のもとにあることが各側面から理

フムボルト（Wilhelm von Humboldt 1767‒1835）：

解され、その点からしてその対象が学問機関に

学問の未完結性、学問は人格の陶冶でもある。

おいて十分に扱われているか否かを評価できる

「高等学問機関の特徴は、常に、学問を未だ完

ようになるであろう。また各部分はどんな順序

全には解決されていない問題として取り扱い、

で、あるいは同時に扱うのが最も適切か、さら

従って常に研究中であるところにある。それに

に下級学校はそれらをどの点まで教育するか、

対して学校は、完成した解決済みの知識にのみ

そして上級機関はどこから始めるのが適切かが

かかわり、それを学ぶのである。それゆえ教師

分かり、さらに上級機関においては学問的能力

と学生の関係は、これまでのものとは全く異な

者という称号に要請される一切のことがらを、

ることとなろう。教師は学生のために存在する

どの点まで育成すべきかも、そしてそれに対し

のではなく、教師も学生も学問のために存在す

て専門的実用的科目のための特殊教育にはどれ

るのである。」「高等学問機関の内部組織にお

だけの時間が必要で予定しておかねばならぬか

いては、一切は、学問を未だ完全には発見され

が分かってくる。以上のことは、学問全体の哲

ておらず、また決して完全には発見し尽される

学的エンチクロペディが明らかにするのであ

ものではないと考え、不断に学問を学問として

り、それはすべての特殊な学問の活動のための

追及するという原則を堅持することにかかって

不動の基準となるであろう。」
シェリング（Friedrich Wilhelm von Schelling 1775‒

いる。
」
シュライエルマッハー（Friedrich Schleiermacher
1768‒1834）
：
（当時の大学の閉鎖性や限界を考慮

1854）：次のような構想を提示した。
「個々の専門のための特殊教育の前に、諸学の

した面があるが）大学は学校の次の課程

有機的全体の認識が先行しなければならない。

（Nachshule）
にしてアカデミー予備門
（Vorakademie）

一定の学問に貢献しようとする者は、その学問

と考え、アカデミーには実用的学問の研究を、大

が全体のなかでどの位置を占めるのか、その学

学は純粋学を教授するものとした。これに対して、

問に生命をあたえる精神は何か、またその学問

フィヒテ（Johann Gottlieb Fichte 1762‒1814）：従

を調和的構造と結びつける学問的方法は何か、

来の神学・法学・医学の３専門学部を解体し、そ

を知らなければならない。したがってまた、そ

の実用知の部分は他の適当な教育機関を設立して

の学問を奴隷のようにではなく、自由人として

それに委ね、残りすべてを哲学的エンチクロペデ

全体的精神でもって考えるにはどのように対処

ィーの授業へ改革し、ただ一つ哲学部だけから成

すべきかを知らなければならない。」

る大学を作るべきであるとした。そのエンチクロ

ヘ ー ゲ ル（Georg Wilhlem Friedrich Hegel 1770‒

ペディーはどのようなものとして考えられていた

1831）：シェリングは指針にとどまったが、それ

か。

を具体的に提示したのはヘーゲルの『エンチクロ

「涵養された哲学的精神、すなわち知識の純粋

ペディア』（1818 年）であった。
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対的に独立した特権・権益を擁する都市などと

プロイセン王国によるベルリン大学の設立の

も通じる旧勢力・旧制度の一部であり、近代国

経緯

家が本格的に確立されるには、見直すべき対象
であった。

設立したのは、ドイツの有力国家であるプロイ
セン王国であった。プロイセン王国は当時ナポレ

・見直しの要点

近代を規定するキイワードで

は、

オンに敗北し、ナポレオンの干渉を受けつつも国
家の建て直しを急務としており、国家組織と社会

市民社会

制度の全般にわたって改革が課題となっていた。

民族（国民）国家

その一環として、高等教育機関の整備がめざされ

国家（の時代）

に相応しい大学
しばしば

以上の３つのキイワードは、 屢 、同列に論じ

たが、それは期せずして当時の思想界の指導的な
人々による本格的な議論に発展した。直接・間接

⎫
⎬
⎭

られるが、３者は微妙に異なるところがある。

に関係した人物としては、シェリング、フィヒテ、

ベルリン大学設立につながる大学論のなかで

シュライアマッハー、ヘーゲル、ヴィルヘルム・

は、市民社会と国家の区分が大きな論点になった。

フムボルトなどである。W. フムボルトは設立に

たとえば、フィヒテは、市民社会とは利害団体・

おける行政の担当者であり、構想者でもあったた

個人の集積であるのに対して、それを超越するも

めに、ベルリン大学は、早くからフムボルト大学

のとして国家を位置付け、したがって、大学は市

の通称を得てきた（東独下でそれが正式の名称と

民社会のためのものではなく、国家のためのもの

なった）
。

でなければならないとした（哲学的大学の構想）
→

エンチクロペディの提唱

近代大学設立の前史と前夜
・当時も大学はかなり多数存在したが、それらと

哲学部の成立

訣別したものであることが新大学には期待され

ベルリン大学の構成上の特色は、哲学部が、中

た。ヨーロッパの諸大学は、中世にまで遡る伝

世以来の上級専門部門である神学、法学、医学と

統をもつことによって高い評価を得ているが、

同格とされたことにあった（哲学的大学という構

その後の歴史のなかで大学は必ずしもポジティ

想からは、折衷的であった）。

ヴな施設とばかりとは言えなかった。

・設立に至る論議では、むしろ哲学部が大学の中

・中世以後では特に宗教改革者マルティーン・ル

核とする構想が新人文主義の哲学者たちによっ

ター（Martin Luther 1483‒1546）が制度・教育

て提起された（次の３つの要点）。

内容の改革をヴィッテンベルク大学で行ない、

自由な人格としての市民

同大学は 16 世紀中ばから後半には諸大学も模

ギリシア・モデル

範となった。しかし、その改革の成果も 17 世

理念的であること

紀を通じて因習化していった。教授陣と学生団

・哲学部

従来の下級学部の役割はギムナジウム

体からなるツンフト的な組織や、領邦国家（江

に譲り、学の体系的認識と学問研究の方法が核

戸時代の藩のようなもの）の統治に奉仕する人

になった。

材の養成機関でもあり、地域主義の視野の狭さ

・学の体系的把握は、哲学部の教授内容として「エ

の一翼を担ってもいた。その点では、生産にお

ンチクロペディア」が提唱された。これ自体は、

ける封建的は手職団体（親方・徒弟制度）、種々

理念性の勝ったものであったが、大学が後に学

の特権をもつ教会・修道院、同じく国家から相

知の綜合性へと発展する芽となった。フィヒテ
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によるエンチクロペディアの構想はヘーゲルに

こに、ドイツの大学論は、高邁な理念から出発す

よって教科書として実現した。

ることと、国家の主導による理念の実現の二つを

・また個別的には、言語学と歴史学（また両者と

骨子とすることになった。それはまた、国家を、

の関連で後には地理学も）が重視されたことは、

その中核的構成員（王室・官僚・軍隊）の実態よ

神学と法学を土台について批判の土台を作っ

りもはるかに理想化したものとして描き出すこと

た。

をも結果した。しかしまた、当時のプロイセン王

・自然科学との関わりでは、哲学部には、直接的

国は、危機的状況を背景に、伝統的な指導層であ

には医学の基礎部門という建て前を借りつつ、

る世襲貴族も含めた支配者層が国家全般の改革に

物理学、化学、生物学が導入された。

使命感をもち、進取有能を発揮した時代でもあっ
た（シュタイン Karl Freiherr von und zum Stein
1757‒1831、 ハ ル デ ン ベ ル ク Karl August von

ベルリン大学設立構想の一側面

Hardenberg 1750‒1822 などの政治家、シャルンホ

──実務ではなく理念（フランスとの対比）

ルスト Gerhard Johann David von Scharnhorst 1755‒

フランスでは、フランス革命の後、人間が実務
によって有為であることが重視され、それゆえ封

1813、グナイゼナウ August Gneisenau 1760‒1831
などの国軍の指導者、フムボルトなどの官僚）。

建遺制の一新にあたっては、実務的専門教育機関

（理念）ベルリン大学に結実するドイツの大学

の整備という観点からの施策が進められた。ドイ

論議は、以上のような社会的な構図のなかで、そ

ツの議論はそれを視野に入れながら、敢えて違っ

れに照応する形で展開した。

た道を選んだところがあるが、そこには両国の条

上記では、フランスとの違いを強調することに

件の違いがあったであろう。フランスでは大革命

なったが、土台となる基本的な状況ではイギリス

とナポレオンの執政下で、アンシャンレジームを

もフランスもドイツも市民社会の進展が基本的状

支えた諸機構は壊滅させられ、代わって現実に照

況という限りでは共通していた。したがって、差

応した市民社会が前面に出てきていた。それに対

異と言っても、共通した土台の上での程度問題に

して市民社会の未成熟なドイツでは、実務を重視

すぎない。しかしまたその僅かな差異が、それぞ

することは前代からの遺制の温存に繋がりかねな

れの方向において、そこに含まれる可能性を極限

かった。つまり、足が地についた実務論を行なう

まで達成したのは、西洋文化の厚みである。それ

環境にはなかったとも言える。そのため、ドイツ

はともあれ、基本的な状況では、人間が自由な人

での議論は、勢い思想性の勝ったものとなった。

格であることが原理となった時代であった。大学

いわゆる観念論であるが、観念論とは空論のこと

論においても出発点はこの人間観にあり、またそ

ではない。あるべき理念を設定し、その現実化を

れはルネサンスに遡る。ルネサンスは人間を神の

図る革新運動であった。見方によれば、理念から

似姿とも写し絵ともみる視野を開いて近代を切り

始める方が、事態が整理しやすかったのである。

拓き、やがて啓蒙主義思想のなかで社会観や政治

しかし、それは、社会的な諸勢力の抵抗を排して

思想となっていった。

進める以上、それをなし得る唯一の力の所在たる

ドイツでは近代的な人間への目覚めは、社会制

国家と提携するのでなければ実現の見込みが立た

度の刷新（ジョン・ロック「市民政府論」）や社

ないことを意味してもいた。つまり実務論から入

会原理への考察（ルソー「社会契約論」）よりも、

ると、遅れた社会に引き戻される恐れがあった。

先ず個人の成長という考え方と結びついた面があ

またそれほどしぶとい社会の現実に変革をもたら

った。根底にあるのは、近代の人間である自由な

すには、国家の高権に期待するしかなかった。こ

存在としての人間であり、自由な人間が本然のも
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教

哲学や新人文主義の観点からの言語学が重視され

養）である。生育はまた、それを人為による媒介

たが、時代の趨勢は大学での自然科学の研究・教

（人為の性格には論者によって異なるが）から見

授を必要とするようになり、1860 年前後から実

ると、教育（Erziehung）である。それは、理念

験科学が導入されて、大学は大きく変化した。ま

が自己を現実のものとする過程に他ならない。し

たそれが精神科学（人文科学）にも影響して、国

かも、高等教育はその完成段階である。自由な人

家経済学（先鞭はテュービンゲン大学1817 年、

間がその可能性を完全に現実のものとする場所で

ミュンヒェン大学1826 年）などが定着した。ま

ある。それは、人間社会がその可能性のすべてを

た自然科学部の設立はテュービンゲン大学（1863

展開し、究極の綜合に到達するものとしての国家

年）が最初となった。

のを完全に実現してゆくのが生育（Bildung

とパラレルでもある。あらゆる特殊性を綜合する
ものである国家は、全体知が自己を全体知として

単科大学の成立（特に工科大学）

実現したものであるが、それは道徳的側面におい

ドイツでは、ベルリン大学が哲学大学の構想に

てである。それに対して、全体知の実現の認識的

よって成立し、それがモデルとしてはたらき、そ

側面が大学である。およそ、かかる思考の脈絡に

れが早くも伝統化したため、大学が応用科学や専

おいて近代国家の大学としてベルリン大学は設立

門技術者の育成に関わることが難しかった。しか

された。なお言い添えれば、国家とパラレルな関

しそれらの部門は時代が求めるものであったた

係に立つ全体知の担い手として一国家には一つの

め、19 世紀後半には応用科学の分野で専門技術

大学という主張もなされたが、これは言説にとど

者の育成を目的とする単科大学が成立した。モデ

まった。しかしこれも含めて、そうした理想と高

ルになったのはパリの理工科学校で、カールスル

踏が大学のその後のあり方の長短両面に陰に陽に

ーエ（1865 年）、ミュンヒェン（1868 年）、アー

影響した。

ヘン（1870 年）、ベルリン（1879 年）など各地に

4

4

4

4

4

4

4

4

工科大学が設立された（1910 年までに 11 校）。
単科大学では商科大学（ライプツィヒ1898 年

その後の推移から

が最初）、農学、林業・鉱山科なども設立された。

哲学的大学の変質

有力な総合大学であるフランクフルトは商学の

ベルリン大学は、当初、ヘーゲルなどの思弁的

単科大学から出発した点で特異な経歴をもつ。
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アメリカにおける近代大学の展開

太田

明

〈法学部教授〉

成中心型カレッジと 19 世紀ドイツの学問研究中

はじめに

心型大学が結びつき、さらにそれが新大陸の諸条

2007年度「大学史」における担当は「アメリ

件やアメリカ人の必要性によって修正を受けて独

カにおける近代大学の展開」 であった。後述す

自性が形成された、ということである。この性格

るように春学期・秋学期ではやや構成を異にする

が明確に姿を現すのは 19 世紀末からであり、こ

が、その部分を除いて両者に差はない。また、今

こを境にしてアメリカ大学史は２分されると言わ

回の講義は大学史論として私自身の見解をほとん

れる。

1）

ど含まないので、以下では授業時に配布したレジ
ュメのタイトルおよび参考資料を掲載するに止め
る2）。

この特徴をさらに区分すると少なくとも次の４
点が指摘される4）。
１．大学の大衆化とそれにともなう大学の役割

本節は「大学史」の構成の中では世界大学史の
１つと位置づけられる。昨年度の「大学史」では

の多様化
２．社会奉仕、特に大学が立地する地域社会へ

中世ヨーロッパ大学と近代のベルリン大学には触
れたが、アメリカの大学に関してはほとんど言及

の奉仕の強調
３．大学の学外者による管理（レイマン・コン

するところはなかった。しかし、アメリカ型大学

トロール）

がわが国の戦後大学改革に対して与えた影響は極

４．アメリカ的デモクラシーの刻印

めて大きく、また現代の学問研究や大学改革の動

この観点から、春学期は以下（pp. 56‒59）のよ

向を鑑みるとアメリカの大学を無視することがで

うな内容を用意した。

きない3）。現代の高等教育制度に対するアメリカ

しかしながら、春学期の授業を行って痛感した

の大学の圧倒的な影響、これが「大学史」に「ア

のは、大学をも含んだ学校系統に関する説明不足

メリカにおける近代大学の展開」を取り入れた理

である。「学校系統」とは、各段階の学校の修業

由である。

年限、下級学校から上級学校への入学資格・入学
者選抜、各学校段階の学歴の社会的価値などを定
めるものであり、いわゆる「教育制度」とほぼ等

アメリカ型大学の特徴

価である。学校系統のタイプは国や地域によって

アメリカの大学（以下、
「アメリカ型大学」と

違いがあり、当然のことながら、大学の発展と密

いう）の特徴は多様であり、一概することは容易

接に関連している。これを見ることで、ヨーロッ

ではない。おそらく最も重要なのは、アメリカ大

パ、アメリカ、日本の大学の発展と現在の状況が

学型の基本的性格が、17 世紀イギリスの人間形

よりよく理解でき、また本講義の世界大学史部分
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を横断することができると考えられる。

５）今日の世界各国における教育改革を論ずる際に、こ
うした学校系統とその歴史的展開の議論は不可欠で

ヨーロッパ諸国では、中世以来の伝統を持つ大

ある。とりわけ、ヨーロッパもまたその歴史的蓄積

学と古典語文法学校に、近代国民国家が創設した

を考慮しつつ「段階型」的要素が取り入れられてい

義務制初等学校が接続して、19 世紀後半にいわ

る。これに関しては岩木［2］
、
金子［8］などを参照。

ゆる「分岐型」
（「複線型」）の学校系統が成立する。
それに対してアメリカでは、初・中等教育と高等
教育とがそれぞれ別個に発展し、事後的に両者が

講義案では岩木の図式を参照した。
6］で触れたことがある。
６）この点に関しては太田［4，
７）トロウ［11］が原型であるが、それを精緻にした喜
多村による図表１・２［12，pp. 266‒7］を参照した。

接続することでいわゆる「段階型」（
「単線型」
）

トロウ［11］の図式では、①進学機会に対する態度、

の学校系統をつくり出してきた。

②高等教育の機能、③カリキュラムと授業形態、④
学生の修学形態、⑤制度の形態・特性・境界、⑥権

日本は、
ヨーロッパ諸国ともアメリカとも違い、

力と意志決定の場、⑦学問的水準、⑧進学と選抜、

明治期における近代化の最初から、初等学校と大

⑨管理運営の形態という９項目をかかげ、それによ

学が中等学校によって分岐型で接続された学校系

って高等教育像の段階を描き出している。したがっ

統を採用し、その下で量的拡大を図ってきた。そ

て、この図式にしたがってアメリカにおける大学の
発展を説明するという講義案も考えられる。
ただし、

れが戦後の教育改革では、学校系統は単線型に変

６章］が注意しているように、トロウがモ
天野［1，

更された5）。とはいえ、大学の組織、特に国立大

デル視していたアメリカの高等教育を念頭に置いて

学のそれはおおむねドイツ型の講座制をモデルと

おく必要がある。すなわち、トロウが叙述している

して発展してきており、そこに今日にまで繋がる

もの、特に「ユニバーサル高等教育」は「1970年

日本の大学における改革の困難が起因すると見る

代のアメリカで目にしていた、形成途上のそれ」で
あり、また、「なによりも多様性と開放制を特質と

こともできる 。他方、アメリカ型大学の特徴で
6）

するアメリカの高等教育システム、とりわけカリフ

挙げた「大学の大衆化とそれにともなう大学の役

ォルニア州のそれ」
、
高等教育の「三層構造」である。

割の多様化」は実にここから生じている。

カリフォルニア州の高等教育システムはカリフォル

この点の理解に資するために、秋学期では学校

ニア大学（UC）、カリフォルニア州立大学（USC）、
コミュニティ・カレッジという三種・三層からな

系統の概念図（p. 62）を追加した。

り、それぞれエリート・マス・ユニバーサルという

また、大学の発展類型の著名な研究であるマー

３つの「理念型」に対応する。これは同時にアメリ

チン・トロウの発展図（pp. 60‒61）を資料とした。

カの高等教育システム全体の基本的な構造であり、

大学史一般という観点からして極めて重要である

進学率がユニバーサル化の指標に近づきつつある多
くの国がもつことができずにいる「きわめてアメリ

が、時間的制約もあり、アメリカの大学史に関す

カ的な特質」である。

るセクションでは十分には扱いきれなかった7）。
註
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〔資料〕
「大学史」

アメリカ大学史
2007.11.13
愛知大学・法学部
１

アメリカ大学の基本的性格

1.1

２つの性格の重ね合わせ＋独自性

1.2

アメリカ大学の特徴

２

初期のカレッジと学外者管理の慣行

2.1

ハーバード・カレッジ（Harvard Collage）

2.1.1

太田 明

設立

・1638年、
カレッジ開校。財産の一部を蔵書を寄贈した牧師ジョン・ハーバードの名にちなんでハーバード・
カレッジと命名。
2.1.2

カレッジ創設の意図

・狭い意味での聖職者養成ではなく、学問ある、強力な権威ある知的指導者層一般の養成。
・マサチューセッツはピューリタンの理想を純粋に実現しようという〈神政〉一致を目指す共和国。
2.1.3

ハーバード・カレッジの性格

・社会の上層部以外に門を閉ざすものではなく、広い層からエリートを選抜。
2.1.4

ハーバード・カレッジの管理機構

・管理機関・監督委員会（Board of Overseers）学外者（つまり教育の素人）たちが管理運営（レイマン・シ
ステム：layman system）を行う。
・学外者が教育活動までも監督することはできないので、学長・会計責任者・正教員からなる評議会
（corporation）を設置（1650）
：ハーバードの「二院制」。
・設立主体となったピューリタンの一派「会衆派」
（組合教会派）
（Congregationalist）の教会管理方式を踏襲。
カトリック教会とは違って、教会は聖職者だけが管理運営するのではなく、一般信者の「会衆」によって
管理運営される。
・「教員の機関であった間は権限を持たず、管理権限を持つようになった時には学外者の機関になっていた」
。
2.2

イエール・カレッジ（Yale Collage）
（1701 年設立）の性格と管理機構

・初めから一元的な管理機関をつくり、学長の任免からすべての人事・財政にほとんど無条件の決定権を与
えた。初めは学長も含まれない。
「教授会の自治」「教員の自立」という考えはなかったようである。
・これが後のアメリカ型大学の管理運営方式の原型になる。20 世紀半ばまで一貫して続く。
３

伝統的カレッジの教育内容と方法

3.0.1

教育内容

・ハーバード・カレッジ設立から独立までの間に９つのカレッジが設立される。
・教育内容と方法には大差なし：ヨーロッパ大学をモデル。リベラル・アーツ（liberal arts）、特に古典語重視。
初期はヘブライ語に力点が置かれる。
・18世紀後半から変化：数学、自然科学、英語、英文学、近代外国語。
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・ただし、ヨーロッパに比べてずっと低く、アメリカのカレッジは事実上ヨーロッパの中等教育機関の役割
も果たさねばならなかった。
3.1

カレッジ在学者の年齢

・在学者の年齢も一般的に低く、入学年齢資格はほとんど問題にならない。
・通常は 15歳から18歳までの４年間在学。
・18歳から21 歳までを通例とするようになるのはハイスクールが整う1880 年代以降。
・このことが専門教育が大学院レベルで行われる一つの要因になる。
3.2

カレッジの教育内容と方法

・カレッジは４年制。
・入学年度別に編成されたクラスに組み入れられ、全員が同一必修カリキュラムをクラス担任教師から学ぶ。
・教員は自分のクラスに１年を通して全教科を教える。
・暗誦練習（レシテーション）が教室の課業の大部分。
・講義方式（中世大学以来の）は補助的な教育方法。ドイツ大学のように最新の研究成果を発表する場では
ない。
こうしたあり方（古さと狭さ）は19世紀後半に破られていく。
・高等教育修了者の活躍の場が広がり、知識人に求められる教養の質が変化し多様化していく過程。
・伝統的な人文的教養を必修とする単一的性格から、近代的実用科目を中心に選択履修する多様性への変貌。
・同時に、公立の地域短期大学から専門職養成の大学院までの巨大な高等教育の全体構造が出来上がる（19
世紀末）
。
４

州立大学の成立と高等教育機会の拡大

4.1

最初の州立大学

バージニア大学（1819年設置決定、1825年開校）
・トマス・ジェファーソンの高等教育改革思想。
・当初は母校ウィリアム・エンド・メアリー・カレッジを州立に移管し、近代的な科目の程度の高い教育を
行う大学にする提案（1779年）
。
・財政的基盤・管理運営方式も州立。
・州立大学設置はなかなか困難。
─既存の宗派立カレッジを州政府への移管は宗派が反対。裁判所も反対を支持。
4.2

カレッジの学生生活の変化

・19世紀前半における変化：貧しい学生の進出。
・奨学金対称が教師やエンジニアに及ぶことで、進学志望の貧しい学生がいっそう増加。
・全寮制と共同食事制の崩壊。
・カレッジの学生観・教育観と学生との溝は生活指導でもカリキュラムでも大きくなる。
─人文的教養ではなく、実社会が求める実際的知識：大学は社会からの要求にどう対応するか。
５

地域社会に奉仕する大学
1862年「モリル法」成立。
・「土地下付カレッジ」
（Land-Grant Collage）。
・永続的な財政基盤としては十分ではないが、州立カレッジを作る大きな心理的呼び水。
・土地下付カレッジの果たした役割：地域社会への奉仕：農業生産性を高める技術的知識を求めていた自営
農民とその子弟の要望に添う。
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・しかし、実際的効用が一般に認められるまでには時間がかかる。
・州立大学の地位は主に西部諸州で徐々に安定してゆく。
・カリキュラムの多様化：あらゆる用途に応ずる多様なカリキュラムを用意：州立大学の実学志向。
これらを背景にして、19 世紀末の人口増大のなかでアメリカの大学生数・比率は増大してゆく。
６

研究者・専門職業人養成と大学院
高等教育の大衆化と並行して、他方では高度研究者と専門職業人養成のための大学院レベルの教育の組織化

が進む。
・大学院教育＝卒業後教育（graduate education）
・学部教育＝学士課程教育（under graduate education）
6.1

大学院

・ジョン・ホプキンス大学（John Hopkins Univ.）1876 年創立。
・大学院教育の隆盛。
・ドイツ大学をモデルにし、かつアメリカ的修正。
・ハーバードにおける大学院教育の拡大。徐々にシカゴ大学など豊かな私学や州立大学にも広がる。
・改革は新設機関で試みられ、その成功が古い伝統ある機関を動かしてのち、初めて普及・定着してゆくと
いう大学改革のパターン。
6.2

19世紀後半の大学院学生数の増加

特に 1880年代以降。さらに質的に向上、20世紀前半の世界の科学と技術をリードするようになる。
・大学院での専門育。
・医学教育。
─ドイツの医学教育に範をとる基礎科学重視。
─そのためには、入学者が自然科学の基礎を修得している必要→学士号取得を入学要件に。
・法学教育。
─ドイツの影響をあまり受けない。
─ 1870年ハーバード・ロー・スクール学部長になったラングデル（学長：エリオット）の主張：大学
での研究は科学の方法に基づかねばならない。
─入学資格に学士号を要求（1909）
。
・ビジネス・スクール。
─もっともアメリカ的な特徴のある高等教育。
─ 1908年ハーバード・ビジネス・スクール設立。
─問題解決学習の高等教育版としての「ケース・メソッド」。
─現場でしか覚えられないというビジネスを大学院レベルに定着させる。
─社会の実践的要求に即応しようというアメリカ高等教育観。
７

専門教育への批判と一般教育

7.1

専門教育への批判

大学院の発展とともに、それに対する反発や反省が起きてくる。
・専門教育の内部で広い知識や全体への視野をもつ専門家を養成しうるカリキュラムを拡大する努力。
・専門教育偏重への批判：一般教育（general education）の主張。
・専門主義への批判。
・自由選択科目制度への批判。
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・さまざまな解決提案。
─ 一律必修化もはや不可能：学生と学問の多様化。
─修正された選択科目制度。
＊主専攻と副専攻（major and minor）。
＊分散と集中（distribution and concentration）。
7.2

一般教育運動の出現

・1930年代の一般教育運動。
─現代諸科学の専門分化に基づいて蓄積された知識内容を総合する基礎学科科目。
─現代社会に切実な主題を取り上げてさまざまな科学の迫り方を学ぶ総合コース。
・一般教育運動の性格。
─伝統的なリベラル・アーツ思想との共通性。
─現代の自然科学と社会科学の成果をカリキュラムの中心にする。
7.3

日本の大学への影響

新制大学ではアメリカ型大学の影響が大きい。
・学校教育法。
・「大学基準」
（大学基準教会）
。
特に各大学の教育課程に「一般教育」
（general education）が導入された。
・人文科学・社会科学・自然科学の３領域、外国語、体育という科目区分と必修単位の定め。
・1991年の大学設置基準大綱化によって大幅に変更されるまで。
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図表１
高等教育システ
ムの段階
全体規模（該当
年齢人口に占め
る大学在籍率）

M. トロウによる高等教育システムの段階移行に伴う変化の図式
エ リ ー ト 型

→

マ

ス

型

→

ユニバーサル
・ア ク セ ス 型

15％まで

15〜50％まで

50％以上

イギリス・多くの西欧諸
国

日本・カナダ・スウェー
デン等

アメリカ合衆国

高等教育の機会

少数者の特権

相対的多数者の権利

万人の義務

大学進学の要件

制約的（家柄や才能）

準制約的（一定の制度化
された資格）

開放的
（個人の選択意思）

高等教育の目的
観

人間形成・社会化

知識・技能の伝達

新しい広い経験の提供

高等教育の主要
機能

エリート・支配階級の精
神や性格の形成

専門分化したエリート養
成＋社会の指導者層の育
成

産業社会に適応しうる全
国民の育成

教育課程（カリ
キュラム）

高度に構造化（剛構造的）

構造化＋弾力化（柔構造
的）

非構造的（段階的学習方
式の崩壊）

主要な教育方法
・手段

個人指導・師弟関係重視
のチューター制・ゼミナ
ール制

非個別的な多人数講義＋
補助的ゼミ、パートタイ
ム型・サンドイッチ型コ
ース

通 信・TV・ コ ン ピ ュ ー
タ・教育機器等の活用

学生の進学・就
学パターン

中等教育修了後ストレー
トに大学進学、中断なく
学習して学位取得、ドロ
ップアウト率低い

中等教育後のノンストレ
ート進学や一時的就学停
止（ ス ト ッ プ ア ウ ト ）
、
ドロップアウトの増加

入学期のおくれやストッ
プアウト、成人・勤労学
生の進学、職業経験者の
再入学が激増

高等教育機関の
特色

同質性
共通の高い基準をも
った大学と専門分化
した専門学校

多様性
多様なレベルの水準
をもつ高等教育機関、
総合性教育機関の増
加

極度の多様性
共通の一定水準の喪
失、スタンダードそ
のものの考え方が疑
問視される

高等教育機関の
規模

学生数 2000〜3000 人
共通の学問共同体の
成立

学生・教職員総数３万〜
４万人
共通の学問共同体で
あるよりは頭脳の都
市

学生数は無制限的
共通の学問共同体意
識の消滅

社会と大学との
境界

明確な区分
閉じられた大学

相対的に希薄化
開かれた大学

境界区分の消滅
大学と社会との一体化

最終的な権力の
所在と意思決定
の主体

小規模のエリート集団

エリート集団＋利益集団
＋政治集団

一般公衆

学生の選抜原理

中等教育での成績または
試験による選抜（能力主
義）

能力主義＋個人の教育機
会の均等化原理

万人のための教育保証＋
集団としての達成水準の
均等化

大学の管理者

アマチュアの大学人の兼
任

専任化した大学人＋巨大
な官僚スタッフ

管理専門職

大学の内部運営
形態

長老教授による寡頭支配

長老教授＋若手教員や学
生参加による “民主的”
支配

学内コンセンサスの崩
壊？ 学 外 者 に よ る 支
配？

該当する社会
（例）

M. トロウ『高学歴社会の大学』（天野郁夫・喜多村和之訳、東京大学出版会、1976）により訳者
（喜多村）が図表化した。
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図表２
時期区分

1936 年

1940 年
1970 年

高等教育システム
の発展段階と方向
⑴エリート型（elite
higher education）
↓
⑵マス型（mass
higher education）

高等教育シス
テムの規模
該当年齢層に占
める就学率

基本的性格

高等教育システム
のための主要施設

１〜15％まで

限定された少数者の
特権としてのエリー
ト教育

リベラルアーツ・カ
レッジ

16〜50％

能力ある多数者の権
利としての高等教育

カレッジ、
総合大学、
短期大学、放送大学
等の高等教育機関

↓

⑶ユニバーサル・ア
クセス型
（universal-access
higher education）

2000 年

アメリカにおける高等教育の発展段階

50％以上

↓
⑷ユニバーサル・ア
テンダンス型
（universalattendance）？

万人の義務としての
高等普通教育の機会
の開放
第１段階……大学適
齢人口層への教育機
会の開放
第２段階……全年齢
人口層への教育機会
の開放
万人が実質的に高校
以後段階の教育機関
に就学

高等教育機関と、誰
でもいつでも学べる
生涯教育機関（非大
学機関）との組み合
わせ
大学
各種学校・企業・組
合・軍隊
地域団体その他

下記の文献より作成。
M. Trow: Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education, 1973.
Carnegie Commission: Priorities for Action, 1973.
Carnegie Commission: Toward a Learning Society, 1973.
喜多村和之『カーネギー高等教育審議会──その実績と評価』
（民主教育教会、1976）
喜多村和之『現代アメリカ高等教育論』
（東信堂、1994）
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愛知大学キャンパスツアー

佃 隆一郎
〈大学史事務室〉

と豊橋との関わりはどのようなものであったの

はじめに

か」という観点をまず学生に示して、学内に残る

新科目「大学史」リレー講義の目玉と位置づけ

「旧軍施設」の存在を意識してもらおうとしての

て、開講初年度はシラバス『開講科目の紹介』で

ものである（本愛知大学が豊橋の軍施設跡に創設

予告までしながらも、諸般の事情により実現に至

されたことは、第１講「はじめに」で前もって私

らなかった「豊橋校舎キャンパスツアー」は、２

が説明）。その際資料レジメの配付も行なったが、

年度目の2007年度には、各方面の意欲と協力の

資料には当時の豊橋地区の（軍敷地のウエイトの

もとに、豊橋・名古屋（三好）両校舎とも実施す

高さがうかがえる）地図を載せたほか、この年に

ることができた。以下、春学期（前期）の豊橋校

井上靖氏原作の『風林火山』が NHK 大河ドラマ

舎で実施したいわば「自校舎ツアー」と、秋学期

で放送されていたことから、同氏の自伝的小説『し

（後期）
の名古屋校舎で実施した「豊橋校舎ツアー」

ろばんば』（新潮文庫版）での、父親が軍医とし

について、順に報告した上で、担当者としての私

て赴任していた「軍都豊橋」について述べた箇所

の所感を述べてみたい。

も盛り込んでみた。
そのあと教室を出て、中盤の 30 分間にはキャ
ンパス内を引率・一周する形で、学内の旧軍施設

春学期豊橋校舎での“自校舎案内ツアー”

（一部遺構を含む）を順次紹介した。ルートは次

豊橋校舎では開講初年度となった、2007 年度

ページの通り、教室のある６号館から、旧短大本

春学期のキャンパスツアー（別稿で先述したよう

館、第二体育館、研究所棟、教職員組合事務所と

に、同じ豊橋校舎の学生が対象のため「ツアー」

反時計回りのコースをたどって、大学記念館に至

よりも「案内」と称すべきであったが）は、スケ

るものとした（その結果、産業館への立寄りは見

ジュール半ばの第７講にあたる６月１日に、通常

送り）。このうち第二体育館については、前年に

の曜日・時間帯で実施した。

これも NHK の連続テレビ小説『純情きらり』で、

当日は90 分の時間を３等分した “３部構成”
の形をとることとし、まず序盤の 30 分間は通常
使用の教室にて、
「今君たちがいるまち、豊橋」

記念館ともども陸軍駐屯地でのシーンの撮影に使
用されたこともふれてみた。
終盤の 30 分間は、到着した大学記念館で館内

の歴史について、戦前・戦中の「軍都」としての

の東亜同文書院大学および愛知大学史の展示室

側面を紹介した。これは「豊橋キャンパスは軍隊

（５室分）を観覧させたが、記念館内全体（の立

の敷地がもとであり、今も軍の建物が残っている

ち入り許可区域）を自由に見てもらう形をとるこ

が、そもそもなぜ軍が豊橋に来たのか。そして軍

とで、館内のムードを感じ取ってもらうことにし
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ޙюૡᇉ

①受付・守衛室 ⑤留学生室 ⑥中部地方産業研究所付属産業館
⑦博物館学芸員課程実習室 ⑩８号館（教室） ⑫女子トイレ
⑬２号館 ⑮エネルギーセンター ㉒科学館
… 旧陸軍建造物

㸢㸢㩷… 当日の案内コース

最初のキャンパスツアー（2007.6.1）でのルート
（愛知大学当局の案内図をもとに作製）
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たため、展示の細かい説明は行なわなかった。も

化を見た。

っとも、受講生（先述の通りこの年度はすべて１

まず時期としては、名古屋校舎の学園祭が始ま

年次生）のうち経済・国際コミュニケーション両

る直前の 10 月下旬〜11 月上旬（これもスケジュ

学部の学生については、同時期に「学習法」
「入

ール半ば）に設定することになり、他講義に影響

門ゼミ」という講義で展示室を参観し、東亜同文

を来たさないように、原則授業のない木曜日午後

書院大学記念センター職員の説明を聞くことにな

に実施することにもなったことから、当該時期の

った者も少なからずいたはずである。

木曜日にあたる 11 月１日に決定した。なお通常

豊橋校舎の受講生にはこのツアーにより、入学

の本講義は金曜日であるため、この週は２日連続

後まもないうちに（学生が普段行き来している場

で「大学史」の時間が設定されることになった（翌

所からは少し離れた所にある）記念館とその周辺

日は今泉潤太郎名誉教授担当回）。

の存在を知ったことにインパクトがあったようで

このように早目に骨子が固まったため、第２講

ある。なお、当日の出席はカードの配付、回収の

にあたる９月 28 日（北嶋繁雄名誉教授担当。私

形で行なった。

もコーディネーター兼補助員として参加）の段階
で、教学課が作成した実施通知及び参加登録の用

秋学期名古屋校舎での「豊橋校舎バスツアー」
豊橋校舎（文、経済、国際コミュニケーション

紙（まとめて１枚）を配付することができた。そ
の用紙を次ページに別掲することで、設定した実
施要領について確認されたい。

の各学部および短期大学部）と三好の名古屋校舎
（法、経営、現代中国の各学部。ただし法学部３・

②

実施当日の状況

４年次は名古屋市内の車道校舎）にそれぞれ所属

当日の 2007 年 11 月１日は、まず 13 時に名古屋

している学生にとっては、両校舎間の交流が普段

校舎第一研修室に集合させることにしたが、同室

ほとんどないことから、一方の校舎を知らない（行

がいささか見つけにくい位置にあることから、正

ったことのない）まま卒業してしまうことになる

面出入口（本館前ロータリー）にも集合させた。

のはむしろ普通であるようである。よって同じ愛

そのため、教学課各職員と私が研修室と出入口と

知大学であっても、両校舎には学内の雰囲気のみ

で分かれて待機・案内にあたった。それぞれに集

ならず、学生の気質や感覚にも相違がみられると

合した参加者を合流させ、待機させていた観光バ

私は思えるが、（だからこそ）「一方の校舎へ一度

ス１台に乗せて 13時 20 分ごろに正面出入口を出

は行ってみたい」という希望を持っている学生は

発し、途中名古屋校舎最寄り駅の名鉄黒笹駅に立

少なくないことは、初年度の豊橋校舎ツアーが実

ち寄り、校舎まで来る時間のなかった参加者を乗

現しなかった際、受講生からのクレームが多かっ

せた。そのあと東名三好インターチェンジから高

たことが示していよう。

速道路に入り、一路豊橋校舎に向かった。随行者

“約束” を果たすべく、2007 年度は本腰を入れ
て実施することになった「名古屋校舎から豊橋校
舎へのバスツアー」は、まず事前の実施通知から
始まった。

は私のほか、教学課長と同課職員１名の計３名で
ある。
やはり「豊橋校舎へは初めて」という参加者が
多かったようで、車内の雰囲気は華やいでいた。
豊川インターチェンジで一般道に出て、豊橋校舎

①

名古屋教学課による実施通知

にさしかかろうとした時、「愛知大学」の看板を

ツアーの立上げは、黒柳孝夫教学担当副学長（当

見て「ここにもあるぞ」と歓声をあげた学生たち

時）と名古屋教学課長の連携によって早期に具体

がいたことは、私にとって印象的であった。豊橋
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総合科目01「大学史」豊橋校舎
日

キャンパスツアー実施要領

時 2007年 11月１日㈭ 13：30（出発）

集合場所

名古屋校舎

第１研修室（13：00 集合）

１．スケジュール
13：00

集合

13：15

大学出発

13：30

黒笹駅出発

15：00

豊橋校舎

15：10

豊橋校舎内キャンパスツアー

到着

旧本館、情報メディアセンター、図書館など
16：30

豊橋校舎

18：00

名古屋校舎

出発
到着

２．出席
授業への出席扱いとする。
３．レポート提出
11 月16日㈮までに名古屋教学課窓口に豊橋校舎キャンパスツアーの感想などレポート
提出すること。
４．名古屋校舎

中央教室棟３階

第１研修室を集合場所とするが、黒笹駅を経由する予

定ですので、10月15日㈪までにバス乗車場所を名古屋教学課まで必ず届けること。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

切り取り

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
年

学籍番号
住

月

日

氏名

所

携帯電話（

−

−

）

乗車場所 （該当する欄に○を付してください）
名古屋校舎 （

）13：15発

黒笹駅

（

）13：30発

豊橋校舎

（

）直接、豊橋校舎に行く場合も提出すること。

※個人情報については、この講義実施以外の目的には使用しません。

校舎の正門脇に駐車してもらったあと、同校舎で

担当者との確認や案内の準備を行なった。春学期

集合させた（豊橋地区在住の）受講生もいったん

とは逆に、先に 15 時ごろより大学記念館内の展

乗車させ、参加者（計 33 名）の確認を車内で行

示室を参観させたあと、15 時 40 分ごろより学内

なった。

のその他旧軍施設を案内したが（ルートは春学期

豊橋校舎には予定より早く到着したため、しば

と同一）、展示室の説明は新たに東亜同文書院大

らく車内で待機させたが、その間に豊橋校舎側の

学記念センターのスタッフの協力を得ることがで
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き、愛知大学史展示室に増設されたばかりの本間

により広い視野に立って、卒業までの学生生活を

喜一コーナー（展示室）は越知專客員研究員が、

積極的かつ有意義に過ごしてもらいたいものであ

同文書院関係は武井義和ポスト・ドクターが、そ

る。

れぞれ熱く歴史のエピソードを披瀝した。
学内を回って記念館前に戻ってから、16時 20
分ごろより豊橋校舎応援団が学生歌やエールを参

おわりに

加者に送る “儀式” がとり行なわれた。これは黒

本『愛知大学史研究』の創刊号の拙文（25ペ

柳副学長と越知客員研究員の熱意と連携により実

ージ）で、「大学史」を講義科目に組み入れるよ

現したものであり、参加者に大きな感動を呼び起

うになった大学が近年増えてきていると記した

こした。予定通り16 時 30 分にバスに乗車し、名

が、その一つとして例えば（旧帝国大学の）九州

古屋校舎に18 時ごろ到着して解散した。

大学では、国立大学法人化以前の 1998 年度から、

（このツアーについて記した越知氏の寄稿が３
週間後の 11月 22 日、地元紙『東日新聞』に掲載

他キャンパスへのツアーを含めた「大学史」講義
を実施している。
その初年度の報告書『試行授業「九州大学の歴

された）

史」に対する学生の反応について』（新谷恭明・
③

実施後の感想文提出

折田悦郎編）で、報告文の締めくくりに引用され

また、実施通知の用紙に記した通り、後日（学

ている一受講生の言葉「やはり自分の通う学校の

園祭による休講期間終了後）参加者に「キャンパ

ことぐらいは知っていた方がいいに決まってい

スツアーの感想レポート」を名古屋教学課まで提

る。」（10 ページ）と、本学での今回のキャンパ

出させた（その後関係各所に回覧）。

スツアー感想文の一編の末尾にあった「自分の通

レポートで記されていた事象は、“もうひとつ

う大学を知ることは、当たり前で必要なことだと

の愛大” としての「豊橋校舎」、前身校としての「東

感じた。」（経営１年男子）との記述とは瓜二つで

亜同文書院」、創設者としての「本間喜一」とに

ある。偶然の一致にせよ、まさしくこれは、「大

大別された。それぞれに関する代表的な記述を、

学史」講義の意義目的（受講生に何を気づかせる

ツアー全体の感想も併せて〔付表〕にまとめたの

か）のエッセンスといえるのではなかろうかとい

で参照されたいが、参加者の全般的な反応として

うのが、担当者の私としての感想である。また、

は、
「普段の学内での生活では知りえない “愛知

単なる「仕事」を超えた協力を下さった、越知研

大学のさまざまな顔” を今回知った」と感じ、印

究員や武井ポスト・ドクターをはじめとする各関

象に残した者が多い傾向があったように思える。

係者に、衷心より感謝の意を表する次第である。

もっとも、豊橋校舎について「自分たちの名古

2008 年度のキャンパスツアーは、春学期の豊

屋校舎より広い」と感じた者が結構いたような、

橋校舎では「キャンパス案内」と実状に即した呼

事実とはいささか異なる認識（両校舎とも総面積

称に改めた上で、日程を繰り上げて４月 25 日に、

は約 20万平米なのであるが、豊橋は建物が分散、

07 年度と同様の形で実施した。秋学期の名古屋

名古屋は集中している形になっていることからそ

校舎では、やはり木曜日である 10 月 30 日に実施

う “錯覚” したのであろう）が見られた点は是正

する予定である。

（2008 年６月記）

させなければならないが、参加者にはこれを機会
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〔付表〕 2007 年度秋学期「豊橋校舎キャンパスツアー」参加学生の主な感想
（内容別に抜粋。文中の「
（…）
」は中略を、
「／」は改行を詰めたことをそれぞれ示す）

豊橋校舎に関する主な感想
豊橋校舎の大学記念館を見て、
ドラマのロケに使われたことに納得した。木造２階建てのレトロな建築物が、
周囲の樹木と調和して独特の雰囲気を醸し出している。作り物ではない。１世紀を見つめてきた「生き証人」
であるからこそであろう。／（…）渥美線の駅が敷地に隣接しているのを見ると、名古屋校舎の学生として
はうらやましく思う。豊橋校舎の敷地は高低差がないためか、校舎からどこへ行くにも坂を上り下りしなけ
ればならない名古屋校舎と比べてゆとりがある。愛大の「本部」と呼ぶにふさわしい。／（…）大学記念館
に入ると、内装は意外と趣向を凝らしているというのが最初の感想だった。（…）所々に趣向を凝らしつつ、
派手さを感じさせない適度な重厚感を感じさせている。記念館として公開されているのも頷ける。
（法１年男）
豊橋キャンパスに行って、まず初めに驚いたのは愛知大学前という駅があることと、キャンパスの敷地の広
さだった。名古屋キャンパスしか知らない自分は、豊橋キャンパスを見て愛知大学の大きさと歴史を思い知
り、私はこんな大学に入ったのだと改めて感じた。明治の面影を残す木造の大学記念館や第二体育館など、
見るだけで歴史を感じさせるものがたくさんあった。（経営１年女）
まず、何といっても大学の広さに圧倒された。
（…）／そして大学記念館がなんとも言えない昔の面影を残
した造りになっていて、その外観もさることながら、中も昔に戻ったかのような感じになった。あそこだけ
ほんとに不思議な空間だった。／記念館内は、昔の教科書や制服などが展示されていて歴史を感じた。とて
も貴重なものばかりが置いてあった。／これを機会に車道にも行きたいとおもった。（経営１年男）
第一印象にとても大きいという驚きだった。中はとてもキレイで伝統のある学校に見えた。／愛知大学の歴
史が保管されている記念館に入ると、外とは違い、神聖な雰囲気がただよっていた。書物など、大切に置か
れていて、過去にあった出来事などが詳しく書いてあり、昔の情況などがよくわかった。（経営１年男）
（大学記念館の─編注─）他にもキャンパス内を回ったが、昔ながらの建物に加え、草木が多く、どこか素
朴な感じのする印象が強かった。私の地元もどちらかと言えば、都会という方ではなく田舎よりだったので、
見学していて懐しい感じがした。
（経営１年男）
愛知大学豊橋キャンパスへついてまず驚いたのは、大学の大きさだった。名古屋キャンパスよりとても大き
く見え、これが本当の大学といわんばかりのキャンパスだった。大きさだけでなく、学生たちの様子、はり
紙などの活動など、名古屋キャンパスにない愛知大学だ。／大学記念館などの旧校舎には驚かされました。
タイムスリップをしたかのように思えるほど古そうな建物の教職員組合事務室（産業館の誤りか─編注─）
は、いかにも壊れそうであった。大学記念館はまだペンキがにおうほど新しく、古いものが新しくきれいだ
という矛盾があったが、ここで愛知大学の説明を聞けてとても良かった。（経営１年男）
今回はじめて豊橋キャンパスに行ってまず思ったことは、広い！
！ ということです。それに記念館があるこ
とにも驚きました。いくつか古い建物もあり、三好キャンパスでは味わえない歴史を感じることができまし
た。／対照的にとてもきれいな建物もありました。ビジネスビルみたいにガラス張りで高かったです。中に
入れなかったのが残念です。／ものすごく古いトイレやシャワー室や開かずの扉など、不気味なところもあ
りました。いろんなところを見て回り、いろいろ発見して楽しかったです。（経営１年女）
今回のキャンパスツアーの中でまず最初に感じたこと、それは同じキャンパスの中に歴史ある建物と近代的
な建物が入り交じっていることに対する驚きです。最初は雑然とした印象を受けてしまったのですが、慣れ
てくるとその光景が愛知大学の歴史そのものを表しているような気もしてきました。自分としては、名古屋
キャンパスよりも豊橋キャンパスのほうが大学らしさを残しているという面で気に入りました。
（経営１年男）
豊橋校舎に着くまでに、車窓から見ていて印象に残ったのが、路面電車と愛大前の看板でした。愛大前の看
板に関しては、少しうらやましい気がしました。豊橋校舎の印象は、いろいろな種類の木々があり、自然豊
かで、新旧の建物がうまく調和しているように感じました。（経営１年男）
長い歴史を持っている豊橋キャンパスには、いまも現存する創立当時の建物があります。明治の面影を残す
木造２階建ての大学記念館（旧本館─原文─）をはじめ、豊橋キャンパスには日本近代建築史の証人とも言
うべき建物が現存している。
鬱蒼とした樹木にとけこんで懐かしさに満ちた建物にも目を向けてみたいです。
（現代中国１年男、留学生）
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東亜同文書院に関する主な感想
東亜同文書院。これが愛知大学の前身の大学である。それは上海にあり、全国各都道府県からそこの知事の
推薦により、入学できる大学である。当時、陸軍士官学校などと同じくらい人気があったそうだ。学校とい
うものへの執着心のようなものは、今の私たち学生よりも数段あったと感じられる。また、そのような学生
の勉学に対するまじめさはほかの面でも見られた。「念書」という中国語の勉強である。（…）学生たちは一
日何時間も中国語の発音に費やしていたそうだ。その際に朝早くから学生たちで集まって、上級生がお手本
となり、中国語を練習していたそうだ。今の私ならめんどくさいなどと言い、だらだらとしてしまうだろう。
たとえ私が当時、現地に行っていたら喋れるように努力するしかないが、その過程での努力の仕方に脱帽す
る。今の大学生の講義を受ける態度は、あまり静かではない。講義をサボる人もいるくらいだ。東亜同文書
院の学生の勉学に対する姿勢は、大学進学が当たり前になっている現代の大学生（…）とは比べ物にならな
いと実感した。今の自分の大学生活を振り返り、後ろめたく感じた。（法１年男）
東亜同文書院については（…）詳細を知る機会はあまりなかった。しかし、今回のキャンパスツアーで大学
記念館において東亜同文書院の展示室を短い時間ながら見学できたことは非常に良かった。特に、東亜同文
書院が誇る大旅行の報告書は、はるか昔の先輩方が残した偉大な学業の成果であり、現代の大学生として見
習うべきことも多い。現在の大学では、フィールドワークやインターンシップのような実地活動の重要性が
盛んに叫ばれているが、東亜同文書院では数十年以上前から大々的にこうした活動が行なわれていて、その
ような学校で学んだからこそ、卒業生の方々が日中両国で活躍されたのだと思う。（法１年男）
（大学記念館の─編注─）中には愛知大学の前身ともなった東亜同文書院大学の資料・軌跡が残されており、
みる度に目を凝せられたと思います。中国への旅は歩くだとかで、今の学生には勉強の為にそこまで根性が
すわった事ができるのかと思うくらいまでの資料がありました。彼らは、お金がないのに中国へ行き、そこ
で働いている先輩などをアテにして、
旅をしたと聞いて、貪欲になるべきだと思わされました。（経営２年男）
（19世紀末─編注─）当時「日清戦争」があり、日本がこの戦争に勝利したことから、中国を目下と考えて
しまった。このことから日中関係が悪化していってしまったそうです。それを近衛篤麿氏が友好関係をしっ
かりしようとして、東亜同文書院の設立にいたったのです。／しかし、今の世の中の人ですら中国の方を批
判することがあるのに、当時この思想の中で日中友好関係を結ぼうとするのには、相当な努力が必要だった
のではないか。／まず初めに日中友好関係で必要なことは何だろうか。と考えた時、それは「言語」である。
言葉がわからなかったら、友好関係も何も始まらない。当時の学生たちは、朝から晩まで中国語を勉強して
いたそうです。
（…）文を丸暗記することで中国語を覚えたそうです。そして朝５時から後輩が先輩に発音
を教えてもらっていたので、周りの人からはカラスが鳴いていると言われたそうです。（経営１年男）
（東亜同文書院の─編注─）学生達はそれぞれ「調査報告書」を作成して、それが卒業論文となっていたこ
とが驚きです。いずれも中国の実態を知る資料として貴重なものになっています。僕らの大先輩にあたる人
達が歴史の参考になるようなものを作成し、世界に貢献していたと思うとすごいことだと思う。／また、当
時は毎朝学生達が集まり、外で中国語の発音練習をしていたというエピソードを聞いた。それだけ、当時の
学生が日中交友に努めていたことがうかがえる。そういう気持ちは見習わなければならないと思った。／い
ずれも、この記念センターでは現代の日本や中国および両国関係を解明する多くの視点を提供してくれた。
（経営１年男）
愛知大学の現代中国学部がすごく力を入れているのも、東亜同文書院大学の頃からの影響が強いのだと感じ
ました。／当時の学生たちは休み時間や朝、授業後にも中国語の勉強をしていて、非常に熱心な姿勢に心う
たれました。／また、今でも学籍簿や成績簿が残っているのには驚きました。さらに驚かされたのは、その
資料は、自分たちの荷物を捨ててまで持ち帰ってきたことです。その資料を置いて帰れなかった先生や学生
たちの思いに感動しました。
（経営１年女）
（東亜同文書院の─編注─）日本人学生は中国語を学ぶために、毎朝、中国語の発音の基本となる「mｿ mﾀ
mﾁ mﾂ」を大声で練習していたので、それが「カー カー カー カー」とカラスの鳴き声に聞こえたというのが
おもしろかったです。でも中国の大学で学ぶというのは並大抵の事ではなかったと思います。「学籍簿」「成
績簿」は、日本敗戦の翌年に大学を引き揚げる際、自分たちの荷物よりも優先させて持ち帰ったもので、現
在は愛知大学以外では保管されていないと聞き、貴重な物を見せてもらったんだと、あらためて感じました。
（経営１年女）
大学記念館では（…）勉強になりました。特に現代中国学部が現在も行っている現地プログラムが、東亜同
文書院時代に行われていた大規模な現地調査に由来しているという話には非常に驚きました。また、その際
の調査結果が現在も貴重な歴史資料として現存し、当時の中国を知る上で役立っているというのも、愛知大
学の学生としては嬉しいことであると思いました。（経営１年男）
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本間喜一に関する主な感想
愛知大学におけるさまざまな出来事に触れて、私は本間喜一という人物の偉大さを知った。本間喜一学長は、
弁護士、東亜同文書院での教授、裁判官での活躍をへて、愛知大学長になった。特に本間喜一学長の偉大さ
を知ることができるのは、愛大事件と薬師岳遭難事故である。本間喜一学長は、
「学生は私にとって３親等
以内のもの」といい、学生の弁護に努めたそうだ。今の教員の中には生徒にセクハラやわいせつ行為、いじ
めへの加担などどうしようもない人もいる。そんな中で、学生を大事にする本間喜一学長の思いは、この大
学に入学してよかったと私を思わせた。こんな素晴らしい人が自分の大学の学長だったと知れて、感動を覚
えた。薬師岳遭難事故でも本間喜一学長は、「生命は地球より重い」「学生は宝である」といい、人命救助に
全力をあげた。結果的には最悪となったわけだが、私は本間喜一学長の人としての器の大きさを知ったのと
同時に、
「生命は地球より重い」という言葉が心に強く残った。（法１年男）
本間喜一先生の話をきかされ、先生が思っている事が、今の愛大に反映されているかと言ったらそうではな
いと感じ、とても残念だと思いました。先生の熱意は学生の学問の自由を何事にもいかなる時でも優先され
ているような感じでした。愛知大学という学ぶ場所では、昔警官がのりこんで逮捕された時、本間先生は学
問と学生に対する行動をすばらしい言葉で弁護してくれたのを聞いて感動しました。今回豊橋校舎に行った
事で、僕は学問に対する自由と良さを学びました。（経営２年男）
（薬師岳遭難事故での本間学長の─編注─）信念と方針は間違いなく周りの心を動かしただろう。生命の大
切さを思い、学生を大切にするという真情が愛大人全体の心であったというのはとても素晴らしく、暖かい
ものだと思った。／先生は教育者というだけでなく、弁護士でもあった。しかし学長就任後は本当に愛知大
学に全てをささげてくださった。愛知大学の歴史の中で、尊敬する人物は彼だけではないが、このような素
晴らしい大学を創立し、成長させてくださった先生方に感謝をし、その大学に在籍していることをこれ以上
に誇りに思いたい。
（経営１年女）
今の愛知大学が成り立っているのも、本間喜一のおかげであると言っても過言ではないと、私は考える。ま
た、1952年に起こった「愛大事件」の発生に際して、これに本間喜一が関わっているのだが、ここで彼が
示した姿勢は、「学生は私にとって親族である」と言っていたように、学問と学生に対する誠実さに溢れる
ものであった。／記念館にある本間喜一の一室に、大きな写真が展示してあるが、その写真から感じとれる
風格や、掴むにも掴めないようなオーラのようなものに感動したのを覚えている。（経営１年男）
一番感動したのは本間先生の姿勢です。学生を大切にする姿、信用する姿、熱心に取り組む姿…。愛知大学
を思う気持ちが誰にも負けてないと思った。／ここまで愛知大学を愛した人が他にいるだろうか。自分が通
っているこの大学に誇りをもてる気がしました。（経営１年女）
林毅陸学長や本間喜一学長、
小岩井淨学長の３人の偉大な学長の話は印象的であった。特に本間喜一学長は、
二度と名前を忘れないほど頭に残った。
（…）学生を何よりも大切にして、人の上に立つ人間として素晴ら
しいと思った。やはりこういうことをやれば、周囲から理解と信頼を得ることができるのだと再確認できた。
（経営１年男）
本間喜一学長はすごく立派な人だと思いました。愛知大学に日々尽力をされ、愛知大学事件では「学生は私
にとって三親等以内のもの」と、学問と学生を守るため（とった─編注─）毅然たる姿勢は、学生を信じ、
誠実さあふれるものでした。薬師岳遭難事故では、自ら責任を負い辞任し、「命は地球より重い」「学生は宝
である」という、生命の大切さ、学生を大事に思う心に私はとても感心しました。愛知大学が今も絶えず栄
えているのは、土台をしっかり造りあげた本間喜一先生のおかげだと私は思います。（経営１年女）
キャンパス内に植えられていた（なんじゃもんじゃの─編注─）樹にも “議論して思考を深めてほしい” “隙
間から射す光のように温かく見守ってほしい” “よりよい愛知大学へ導いてほしい” など多くの思いが込め
られていた。樹にまで思いが込められているとは思わなくて驚いたが、とても温かい気持ちになった。また、
本間喜一先生の偉大さも感じた。同僚や後輩、学生たちを思う気持ちが人一倍強かったのではないかと思っ
た。
（経営１年女）
豊橋の先生が本間喜一さんについてものすごく熱弁していたけど、本間さんの活躍をみると熱弁したくなる
気持ちがわかります。学生の育成に熱意をもち、素敵な信念をもち、暖かい人柄である本間さんが設立した
大学に通っているということが、とても誇らしく思えました。弁護士にも就任した本間さんが創立した愛大
だから、愛知県内で法学部の質のいい大学と言われているのかなと思いました。（経営１年女）
創設者である本間喜一先生は、最高裁判所の事務総長を務められた立派な方で、早稲田の大隈重信や慶応の
福沢諭吉、同志社の新島襄と引けを取らない大先生だと教えられました。そう考えると、本間喜一先生が創
立者であることが、誇らしいような気がします。（現代中国１年男）
もし、本間喜一学長がいなかったら、今の愛知大学はないと言える。本間喜一学長のために愛知大学はその
困難な時期を越えて、今まで成長してきた。だから、我々は今愛知大学で勉強できる。「ここで、本間喜一
学長に心から感謝します。
」
（現代中国１年男、留学生）
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キャンパスツアー全体に関する主な感想
今私がこの講義を勉強する理由は、本間喜一学長をはじめたくさんの立派な方々が築いた愛知大学の精神を
学ぶことである。また、東亜同文書院の学生に負けないように勉強していきたい。そんな気持ちで大学生活
を送りたい。今回のキャンパスツアーに参加して、今後の自分にいかせられるものを得たと感じている。（法
１年男）
自分が学んでいる大学がどのような背景を持つのかを知ることは学生にとっても有益だと思う。自分の大学
の「カラー」を知ると、普段の講義にも奥行きを感じることができる。何気なく履修登録をした大学史であ
るが、１年次にこの科目を履修して今回のキャンパスツアーに参加できたことは非常に幸運であった。大学
生活は残り３年余りであるが、このキャンパスツアーで見たこと、知ったことを忘れずに、愛大生の名に恥
じぬよう多くのことを学んでいきたい。
（法１年男）
私は豊橋出身で今も豊橋から通っています。／地元ということもあり、愛知大学の豊橋校舎にはオープンキ
ャンパスや文化祭、本を借りに行ったことも何度かあり、何回か入ったことがありました。／でも、東亜同
文書院大学記念センターや綜合郷土研究所・中部地方産業研究所には初めて入りました。
（…）豊橋校舎の
ことは知っていると思っていましたが、私が知らないことをいろいろと学ぶことが出来、良かったです。（経
営２年女）
今回の豊橋校舎キャンパスツアーに参加できたことで、様々なことを学び、感じることができ非常によい経
験となった。今回参加できなかった友人などにも伝えたいと思った。また機会があれば豊橋キャンパスを訪
ねてみようと思う。
（経営１年女）
豊橋の校舎に行き、自分の知らない愛大のことを知りさらに好きになった。まだまだ知らないことがたくさ
んあるだろうから、また豊橋に行きいろいろ知りたいと思った。／そして自分の大学にもっと誇りを持ちた
いと思った。
（経営１年男）
今回、豊橋キャンパスに行ってみて、自分が通っている大学である愛知大学に対する考え方が大きく変わり
ました。こんなに長い長い歴史があるなんて初めて知ったし、本間喜一さんや林毅陸さんの大きな努力がな
かったら、愛知大学は誕生していなかったのかもしれない…。そうしたら今自分の周りにいる友達にも出会
えてなかったかもしれない…。そう考えると本当に本間さんや林さんに感謝です。このようにとても長い歴
史を持った愛知大学の学生であることを、とても誇りに思います。これからはこのような素晴らしい大学の
学生として、恥ずかしくない行いをしていこうと思いました。（経営１年女）
今回豊橋キャンパスツアーに行ったことによって、愛知大学の歴史の偉大さに気付かされました。
（…）愛
知大学はこれからもっとすばらしい大学にしなければならないと、今回のツアーで思った。それには学生一
人一人の日々の努力なしには実現しないことなので、これから自分を限界まで磨き上げたいと思います。（経
営１年男）
名古屋と豊橋とでキャンパスが離れているのに、つながりが深いと感じた。名古屋校舎の学生を温かく迎え
入れてくれ、訪れた側の自分も気分が良かった（豊橋キャンパスの先生方や、応援団の方々の接待など─原
文─）
。自分の大学の歴史を学ぶことで、今の大学が現存し、自分が進学、在学できることのありがたみを
知った。その意味では、今回のキャンパスツアーは自分にとって多くのプラスとなった。（経営１年男）
今回の豊橋キャンパスツアーを通して、多くの事を学ぶ事ができました。中国との関わりの事、事件の事、
このツアーや授業を受けていなければ、全然分からなかった事です。実際に豊橋校舎に行き、話を聞き、愛
知大学の魅力を知り、愛知大学がもっと好きになりました。／大学の歴史は、なんだか身近な歴史に感じて、
学んでいても楽しかったです。これからも、
先生方の話を聞いて、様々な事を学んでいきたいと思います。
（経
営１年女）
今回のキャンパスツアーを通して、今まで知らなかった愛知大学の歴史や、普段は見られない愛知大学の一
面を直に体験することができ、充実した一日になりました。また、その中で愛知大学の一員としての誇りと
自覚を改めて確認することができたのではないかと思います。（経営１年男）
このキャンパスツアーは力の入れがとても強いことを改めて実感しました。／現在この記念館にある書物は
中国だけでなく、世界各国が注目していることに驚きました。私はそんな愛知大学に入学し、私も現地プロ
グラムのような愛知大学でしかできないことを学び、それをこれからの人生で役立てていけるようにしたい
と考えています。私はこの講義で歴史だけでなく、本間喜一のような人物の考えを知ることができて、今回
の講義に来てよかったと思いました。
（現代中国１年男）
〔注〕 各項目ずつ、学部（法→経営→現代中国）、学年（２年次→１年次）、学籍番号順に掲載
（学部の順番は本学の通例上のもの）
。
同一学生の感想を複数掲載したものも生じたが、あくまでも内容に基づく選定の結果であって、
学部・学年・男女（表記したのは参考としてのもの）・国籍・個人の別による作意はない。
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戦後の学制改革

田子

健

〈文学部教授〉

はじめに

１．戦後教育改革以前

今から約 60 年前、1949（昭和 24）年に現在の

戦後教育改革とは、戦後改革と総称される第２

大学制度は発足した。いくら見直しても、僅か

次大戦後の統治構造の変化と国民主権のもとでの

60 年前である。当時の新聞は、帝国大学時代に

日常生活の再出発の両側面に対応する教育の大き

は顔を見ることが出来なかった女子学生が真剣な

な改革の全体をいうもので、その詳細を論ずるこ

まなざしで講義の最前列に座っている姿を報じ、

とは他に譲るほかないが、まず、戦後教育改革ま

新しい時代の到来を写している。それから 60 年、

で日本の教育はどう進んできたか、について述べ

この頃の学生は現在 80 歳前後を迎え、時代はま

ておこう。

た移り変ろうとしている。

1872（明治５）年アジアで最初の近代教育が開

大学にとって、この 60 年間とは、大学を卒業

始され、「国民皆学」を実現すべく諸学校の建設

した人々が社会のすみずみにまで活動の範囲を広

が急がれた。しかし、1890（明治 23）年に「国体」

げていった史上初めての時代であった。21 世紀

の形成を教育目的として定めた教育勅語が公布さ

の大学を構想しようとする場合、こうした経験が

れることで、その影響は当初限定的であったが、

現在の大学の「土台」となっていることを忘れて

次第に国家主義と総称される教育の構造が決定づ

はならないだろう。

けられることとなった。その後、制度形成の面で

本稿では、1947（昭和 22）年３月、教育基本

は、明治後半期における「修身」を筆頭教科とす

法が制定され、戦後改革の要のひとつ戦後教育改

る小学校教育の義務制実施、大正期に入って、中

革がスタートし、いわゆる６３３４制といわれた

学校、高等女学校が都市部を中心に拡充整備され、

新しい学校制度が発足した時、大学改革が主要な

また実業・技術教育の本格化など、教育の普及発

テーマであったのかどうか、を考えることで、21

展を進めていった。

世紀を迎えた日本の大学制度を考える際に必要な

そのなかに、帝国大学としての大学は、国家体

視点のいくつかを示してみようと思う。なお、こ

制の有機的な、それも主要な制度であって、国家

の新しい学校制度の形成から発足を、しばしば学

の意思決定においては、時の重大問題にあたり東

制改革と言い表しているので、タイトルにも用い

京帝国大学総長に相談に訪れる首相の車列が、厳

た。

かに大学構内に入っていく風景を学生たちは眺め
ていた。
かつて、イギリスの思想家 B. ラッセルが、日
本の教育を二重構造として特徴づけたが、これは
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大学と大学以外の、特に初等中等教育段階の教育

も成り立つ。これに従えば、ようやく戦後15年

とが一体連続のものではなく、大学が大衆的な学

を経て、大学は発展のためのスタートラインに立

生を受け入れて「教育」を行うということとはほ

ったともいえる。しかも、次節で触れるような旧

とんど無縁であったことを言い表したものと理解

制度では中等教育機関であった師範学校（正確に

できる。

は戦時期に高等教育機関とされた）まで大学とし
てなお、である。いかに第２次大戦による人的物
的な損失の大きかったことかが想像される。４年

２．戦後教育改革

制 大 学 へ の 進 学 率 は1960 年 8.2 ％、1970（ 昭 和

第２次大戦後の GHQ・CIES 統治下の日本政府

45）年17.1％である。今日（2005 年現在）44.2％

の行う教育行政は、1946（昭和 21）年頃までは

であることと比較すれば、昭和戦後の大学は今日

相当混乱していたが、翌年教育基本法の制定に及

とは隔世の感がある。

んで、その進むべく方向性が明らかとなった。戦

図２に示すように、昭和後期から平成に入った

後教育改革とは、「教育を受ける権利」を保障す

1990 年代に高等教育制度の第２の画期があり、

ることを目指した新教育のもとで、誰もが中学校

国レベルの高等教育計画原理の転換、生涯学習の

以上の学校で学ぶ自由を手に入れ、青春を謳歌し

普及本格化などを背景に、高校後の教育段階、つ

た、類まれなできごとを結果した改革であった。

まり大学・専門学校への進学率および留学生数の

単線型といわれる連続した学校制度の開始、とり

急激な上昇が見られ、今日の大学がある。

わけ中学校義務制の実施が焦眉の課題であったこ
とはいうまでもない。少なくとも規模の面からだ
けいえば、教育改革の名に値する唯一といっても

３．戦後教育改革と大学
いわゆる戦前戦後の新旧教育制度を比較する

よい改革であったことは間違いない。その後、
1950 年代半ばまで戦後教育改革の実際は進んで

と、旧制度では小学校以上の学校が多岐にわたっ

いった。

たことである。特に、専門学校系統の学校種が多

それでは、大学と戦後教育改革との関係はどの

かったのに対し、戦後の教育制度は高等学校から

ようなものであったのか。一言でいえば、初めて

大学へ極めて単純化されている。一般に戦後教育

町の小学校と大学とが繋がった瞬間が戦後教育改

改革とは、新たに義務教育となった中学校の設置

革である。それまでは、男子の通う旧制中学校（４

が最大の課題であった。この新しい中学校は前提

年制が原則）からの「世界」であったものが、小

となる学校種がなく、各地で青年学校等からの校

学校から大学まで連続した教育制度のもとで運営

舎の転用が可能であればよいもののそうではない

される一連の学校（学校教育法第１条に規定され

ケースが頻繁にあり、発足の苦労は一通りではな

るため、しばしば１条校という）が出現し、その

かった。こうした問題を超えて、高等教育改革が

上位の段階の学校として大学は位置づくこととな

社会全体の関心事になっていたとはいえないが、

ったのである。

あるいはそのために、戦後教育改革における高等

しかし、その後の発展の実際はゆっくりとした
もので、例えば大学進学率をみると、戦前期の高

教育の改革については、まだ未解明のことがらが
多い。

等教育進学率を回復するのは、1960（昭和35）

実は、新制大学の形成過程も「謎」である。戦

年から1962（昭和 37）年にかけてである（図１）。

前の大学は、高等学校および大学予科と一体のも

通常は行わない比較だが、旧制高等学校、大学予

のであり、両者とも高等教育機関であった。大学

科は高等教育機関であったことからこうした見方

で学ぶには、当然ながら準備教育級が必要との認
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識である。ところが、戦後教育改革によって、結

としてみたい。

果的に多種多様な中等段階から高等段階の教育機
関が、帝国大学や旧大学と並んですべて大学とな
ったのである。

４．教育のあり方と大学教育の将来像

戦後長く文部省にあって高等教育行政を担当し

安倍首相（当時）の提唱による教育再生会議（懇

た大崎仁によれば、米国教育使節団報告は、６３

談会─現在）の設置は2006 年 10月であった。同

３つまり新しい高等学校までは改革の必要を展開

年 12 月には、60 年ぶりの教育基本法の改正がな

しているが、大学レベルについては、学制上の変

され、「愛国心」、「公共の精神」など、教育の価

更について展開していない。そればかりか、第２

値的な問題が久々に登場して大いに世論の関心と

次使節団報告では、「第１次訪日アメリカ教育使

なったことは記憶に新しい。1977（昭和 52）年

節団は、高等教育について勧告するにあたって、

学習指導要領改訂により登場した「ゆとりの時間」

現在の教育機関の組織のままで望ましい改革をす

に始まるゆとり教育は、次第に学校教育の全体を

ることに注意の大半を傾けた」「しかし、日本人

リードする概念となり、「生きる力」を育てる教

はこれらの諸機関を改革しようとする場合、高等

育は広く国民の支持を得ていた時もある。しかし、

教育の全制度を改組することが必要であると考え

ユニセフ（国連児童基金）「豊かな国々の子ども

た。そして、この改組を外形的な面において急速

の幸福度調査」（2007 年２月）によれば、「孤独

に成し遂げた」
（大崎による引用、大崎22 頁）と

を感じる」
（15 歳）──１．日本 29.5％、２．ア

して、６３３に続く４を生んだ主体は日本側にあ

イスランド 10.3％、３．フランス 6.4％、４．イ

るという相当明確な記述を残している。

ギリス 5.4％、また「場違い、仲間はずれを感じる」

高等教育段階の専門学校自体、高等専門学校第

──日本 18％となっていて、ともに日本は第１

４、５学年以外実在しない（第１条校においての

位である。果たしてゆとり教育は真に行われてい

意味：筆者注）今日では、その概念も理解しにく

たのか。また、この間の学力低下は著しい。

い。しかし、専修学校制度の発足（1976 年）か

さらに、いじめ・自殺、教科未履修問題、教員

ら近年の高大連携の普及までをみると、大学準備

の資質、教育委員会のあり方、給食費未払いにみ

級である「教養」形成の教育機関との接続・連携

る親のあり方、国・地方自治体レベル両方の教育

による国際水準の教育を実現可能な大学と、特定

予算等々、課題が山積している。一方、特別支援

の技術技能などを専ら扱う高等教育段階の専門学

教育の開始、つまり普通教育と特殊教育という教

校との両方が、ひとつの国の教育制度として求め

育区分の終了という新たな教育構想の実施の試み

られていることは明らかである。後者のほうは、

もある。教育は、今、非常に大きな転機にあるこ

高等段階の専門学校を第１条校として設けようと

とは明らかなことである。

いう動きは弱く、それよりも大学教育改革の課題

家庭生活の環境、父母・保護者の労働環境も多

として、大学内高校ないし専門学校とでもいうよ

様であり、本来子どもを見守るべき社会の安全・

うな教育空間を構築することに腐心している。だ

安定にも課題が多い。受験と学校とで、学習目標

が、すべてを大学という組織に統一したことの歴

が異なる空間を行き来する生活から、子どもたち

史的な省察をもとに課題を整理しない限り、今日

本人の生き方にも、理想の狭さ・弱さがある。学

において、学生が大学で学ぶ独自の意味はますま

校生活を送る子ども相互の関係にもバーチャル、

す希薄になると考えられる。なお、６３３に続く

メディア空間での関係との二重性を伴うことな

４を生んだ日本側の主体についてとその評価な

り、精神面の疲れ・不安定さもある。

ど、具体的な経緯については、機会を改めて続稿

仲良しの子どもの世界、正義感という緊張感を
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持つ高校生・青年の世界、真理を探究することが

れからの教育の全体像であるとすれば、大学とは

生きることそのものである大学生の世界、社会を

まさにその両者を繋ぐ絶好の位置にある。上に見

形成し、人間として生きることを真剣に考える社

た、よいとはいえない生活環境、教育空間をしば

会・家庭の回復こそ、今世紀の教育が取り組むべ

しば体験してきた現代の青年がそれでもなお大学

き課題である。道徳、集団での生活習慣の育成と

に進学してくることは、まさに人間の素晴らしさ

生きた学力の結びつき、また理性・認識能力と感

を無言のうちに表すものである。そうであるなら

情・感性、社会性が結びつきながら育っていくと

ば、大学に学ぶ学生の学力・人間性・専門性が癒

いう教育古典の教えるセオリーを回復するため

され、回復し、そして高まるように、さまざまな

に、まず大人が自分を見直し、生活を変えていく

仕掛けを持つ人知による最高の空間をわれわれは

ことから始める必要がある。大人が学ぶこと、考

創造する責任がある。その場合、鍵的概念となる

えること、理想を持ち直すこと、そして前向きに

ことは人格と教養の形成である。また、成人の学

元気に生きることである。そうすれば、日本の教

ぶ大学づくりも求められる。学制改革から 60年

育は変わる可能性は充分にある。

を経た今日の課題である。

では、このなかで大学はどうあればよいのだろ
うか。人間となっていく素晴らしさと人間である

参考文献

ことの厳しさを初めて学ぶ〈学校教育〉〈家庭教
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黒柳孝夫
〈短期大学部教授〉

「大学史」の授業は2006 年度から豊橋・名古屋

戦直後の1946 年に創設されたが、それから61 年、

の両校舎で開講されたものである。2007 年度私

この大学にも様々な出来事や変革があった。その

はたまたま教学担当副学長の任にあった関係か

歴史を実際の体験談も交え、具体的に見ていくこ

ら、本講義の企画・まとめ役を務めた。ただ毎回

とにしよう。

の講義には東亜同文書院記念センターの佃隆一郎

この講義は、日本や世界の大学全体の歴史にも

研究員にコーディネーターと運営をお願いした。

目を向けながら、諸君が所属しているこの大学の

授業はコーディネーターのもとに現職の教員の

生きた歴史と現状での課題、それから将来への展

ほか、元教員・卒業生も担当するといったリレー

望を理解してもらい、さらにはそこから学ぶこと

講義である。受講生（名古屋校舎）の感想文にも

の意味や大学生活の意義を発見してもらうための

「毎回、様々な講師の先生方のお話を聞くことが
でき、変化に富んだ講義内容でとても興味深かっ
た。愛大の卒業生の方が講師になられた回では、

ものである。」
授業の内容と担当者は次のとおりである。豊橋
校舎と名古屋校舎の講義内容は同じである。

大先輩として今とは大きく異なる愛大の様子を教

１．はじめに

えていただいた。また通常の講義では受けられな

２．中世ヨーロッパにおける大学の起源

い他学部の先生の講義を受講できた。これは総合
科目という分野ならではだと思う」とあるように、

佃

隆一郎氏

北嶋

繁雄氏

３．ドイツにおける近代大学の誕生と展開

担当者の熱意と授業に対する取り組みが学生達に

河野

も好感をもって受け止められたようである。授業

４．アメリカにおける近代大学の展開

担当者に、まず感謝を申し上げたい。
2007年度「大学史」の授業のテーマ・目標は

太田

明教授

大島

隆雄氏

５．日本における旧制大学の歩み

次のように掲げた。
「諸君が入学した “大学” とはどのようなとこ

眞教授

６．“本学の前身” 東亜同文書院の歩み

ろだろうか。大学の意味や、その社会的な存在意

小崎

昌業氏

義を知るためには、大学全体の歴史を知るのが近

７．愛知大学キャンパスツアー

佃

隆一郎氏

道である。教育機関の中で、最古の歴史をもって

８．愛知大学、創設の経緯

今泉潤太郎氏

いる “特殊な学校” である大学について、まず大

９．戦後の学制改革

田子

健教授

学の起源と西洋での大学の歴史を考えよう。次に

10．「愛大事件」とは何か

豊島

忠氏

日本の近代化の過程の中で、大学が設立されるま

11．薬師岳での山岳部遭難事故

山田

義郎氏

での経緯とその役割を理解しよう。愛知大学は敗

12．大学紛争と大学改革

武田信照学長
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13．経営体としての愛知大学 堀

彰三教授

った出来事などが数多くある。この愛知大学

孝夫教授

に長い歴史があり、素晴らしい出来事や、痛

テキストは愛知大学小史編集会議編『愛知大学

ましい出来事など様々なことがあった。一つ

小史』梓出版社を用い、写真などのビジュアル教

一つに印象深いものがあったが、私にとって

材も積極的に活用された。

最も印象深かったものは、1963 年１月３日

14．まとめとして

黒柳

私の担当授業「まとめとして」は、両校舎とも

の薬師岳遭難事故である。富山県の北アルプ

本授業のねらいとその流れのおさらいをし、その

ス薬師岳で愛知大学山岳部の冬山合宿に参加

後、
「大学史を受講し最も印象に残った内容と考

していた 13 名が遭難し、全員が死亡すると

え」を受講生全員に３分間スピーチの形式で順に

いう非常に痛ましい事故であった。当時の本

発表していただいた。学生達の講評では「あまり

間喜一学長の「生命は地球より重い」という

の突然で驚いたが、他の人の考えや感想が聞けて

言葉を基本として、全学をあげて救援・捜索

とてもよかった」と書いてくれた。学生達の真面

活動を行った。救援・捜索活動を行うにあた

目な発表が授業を充実したものにしてくれたと思

って、13 名全員が絶望したと認められるに

う。

至ったとして父兄へのお詫びや多くの方に多

大学も 21 世紀に入り、大学全入時代を迎えて

大な迷惑をかけたことなどを理由に、１月

いる。学生の質や入学動機も様々である。大学は

26 日に本間喜一学長は辞表を提出した。本

社会から独自性・公共性を求められている。入学

間学長の「天災地変にも責任を負う」という

してきた学生の学びの目標や意欲を見失わせない

言葉は、広く社会に「責任論」についての議

ためにも初年次教育は大切である。様々な動機付

論を呼び起こし、学内に辞表撤回の声もあが

けの一つに大学の歴史や伝統、教学の指針を学び

ったが、２月 17 日に辞任が承認された。救援・

あうことの意義は大きいものと考える。

捜索活動は１月 15 日から５月７日まで四期

人間は何をきっかけに自身の立ち位置、将来の

に分けて行われたこの間に 11 名の遺体は発

展望を発見するかわからない。高等学校までの学

見されたが残る２名の遺体の手がかりがつか

校と家庭中心の消費者型の生活、受験勉強中心、

めず、対策本部としては組織的かつ連続的な

読書量の寡少さ、過度の情報では自らに問いかけ

捜索は 10 月 15 日を限度として打ち切り、後

る時間が少ないのが現状である。自分自身の情報

は山岳部や遺族による自主的捜索になった。

を客観化する機会も少ないと言わざるをえない。

10 月に入り、奇跡的に残る２名の遺体が我

試験問題は豊橋・名古屋校舎とも「大学史で学

が子を思う父親によって発見された。1995

んだ授業の中から各自テーマを設定し、まとめて

年６月に山岳部員13名の 33 回忌法要が行わ

みなさい」というものであった。学生のえらんだ

れた。この日の法要をもって愛知大学として

テーマを項目別に豊橋学生分で整理すると次のと

の薬師岳遭難事故の公式な行事は終ることに

おりであった。薬師岳事故26 名、愛大事件 18 名、

なった。私はこの遭難事故に対する本間喜一

大学史全体15 名、本学創設５名、ドイツの大学

学長の行動や言葉に非常に感動した。常に学

５名、米国の大学３名、教育改革２名、大学紛争

生のことを一番に考える学長だと思った。本

２名、全入時代２名、大学経営１名、その他、で

間喜一学長の「生命は地球より重い」という

ある。この傾向は名古屋学生分も同様である。そ

言葉を大切にして、二度とこのような痛まし

の中の答案を紹介する。

い事件が起きないようにしなければならない
と感じる。また、今生きていることに感謝し

「薬師岳遭難事件について」（原文のまま）
私はこの大学史の講義を受けて、印象深か
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一学長のような素晴らしい人間になりたい。

体の発見、朝日新聞社の記者がヘリコプター
で山小屋に強行着陸をしたが、「来た、見た、

「二大事件から得た愛知大学の精神」

いなかった」と報じた。時間が経ち11 名の

（原文のまま）

遺体は発見されるものの、残りの２遺体が見

まず、私がこの講義を受けることにした理

つからない。しかし、発見されない我が子を

由を述べたいと思う。それはまだ私が愛知大

何が何でも見つけると父親が山登り未経験な

学へ入学するか迷っていた時のことだ。両親

がら６度も登山し、探し続けた結果、２遺体

や祖父母が「愛知大学は歴史のある学校だか

を発見することができた。それは捜索打ち切

ら知らない人はいない」と言われた。後に入

りの直前のことだった。心を痛める事件だっ

学を決めた時、その「歴史」という言葉に惹

た。私がこの二つの事件を通じて言いたいの

かれたと思う。そして時間割を考えた時、父

が、まず当時の学長であった本間喜一氏の態

に「大学史を受けて自分が４年間過ごす学園

度である。愛知大学事件の時は、司法の場で

を知って来い」そんな言葉がきっかけだった。

堂々とした紳士的態度、そして薬師岳遭難の

私が14 回の講義の中で特に心に残ったのが

時は素早い対応と、そして「天災地変にも責

やはり「愛知大学事件」そして「山岳部の薬

任を負う」と言い、辞職した姿。この人がい

師岳遭難」の二つである。まず「愛知大学事

なければ今の愛知大学は存在しなかっただろ

件」について、愛知大学事件は 1952 年５月

う。そしてもう一つは本間喜一学長を先頭と

７日深夜、愛知大学豊橋キャンパスに立ち入

して教員・学生が一丸となって学園に尽くし

った理由・意図不明の制服警察官２名と学生

ている所である。中国上海で始まった東亜同

との間に生じたいざこざが端を発し、「大学

文書院から戦後豊橋へ愛知大学とし、そして

自治と警察権」についての問題が司法判断の

今に至る60年の間にいろんな事件が起こっ

必要となる刑事裁判まで発展した事件であ

たが、特に「愛知大学事件」
「薬師岳遭難」

る。
「学園内の自由を守るための行動」と「公

を風化させてはいけないし、同時にこの裏で

権力の思想言論の調査取締り」が真っ向から

は本間喜一氏、愛知大学教員・学生の姿があ

対立した「大学自治」をめぐる典型的事件で

ったからこそ今もここに愛知大学があること

あり、愛知大学の主張の正当性が認められた

を忘れてはならない。そしてその精神を受け

事件でもあった。これは最高裁判所の判決を

継いで私達は大学生活を満喫すべきであると

得るまでに21 年もの歳月を有したのであっ

思った。

た。時期が同じくらいであった東大ポポロ座

薬師岳の山岳部遭難事故、愛大事件での本間名

事件、早大事件と学園内を舞台とした三大事

誉学長の対応が最も学生達に印象深く受け止めら

件として注目を浴びたものであった。次に「山

れたようである。

岳部の薬師岳遭難」について。1963 年１月
３日、富山県の北アルプス薬師岳で愛知大学

「大学史の授業を受講した感想をまとめてくだ
さい」では、次のようなものがあった。

山岳部の冬山合宿に参加していた 13 名が遭

愛知大学に入学してから大学の歴史につい

難、そして全員が死亡するという最悪な事態

て知ることは、まったくありませんでしたが、

に陥ってしまった痛ましい事故だ。当時の学

半年間の授業や豊橋キャンパスツアーを通し

長本間喜一の「生命は地球よりも重い」とい

て、長い愛知大学の歴史を学ぶことができて、

う言葉から教員、学生達が一丸となって救援

本当によかったです。特に豊橋キャンパスツ

捜索をした。折からの三八豪雪で難航する死

アーでは実際に歴史ある豊橋校舎へ行って、
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愛知大学東亜同文書院記念センターの中を見

が、このことから愛知大学に学ぶ学生としての自

学したりして、授業では学べないことがたく

覚、両校舎の学生達との間にあらたな友情と絆が

さんあり、自分が通う大学について誇りを持

生れればと考えたからである。

てるようになりました。

学生達は両校舎とも真剣に受講した。答案も「持

上記感想文にもあるように、今年度から名古屋

込物不可」であるにもかかわらず、たくさんの内

校舎の学生達にも豊橋校舎キャンパスツアーを実

容を書いてくれた。授業の内容や講義方法の改善

施できた。それは大学の歴史を目と耳、そして肌

はこれからも怠ってはならないが、この「大学史」

で感じて欲しかったからである。キャンパスツア

という科目が今後ますます充実し発展していくこ

ーの最後に重厚な雰囲気の漂う愛知大学記念館の

とを願わずにはいられない。学生の答案からその

前で応援団の皆さんから見学の学生達にエールを

ことの意味をますます感じた次第である。

贈っていただいた。ささやかな企画かもしれない
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2008 年度の「大学史」リレー講義について

佃 隆一郎
〈大学史事務室〉

を行う（名古屋校舎からは木曜日にバスツア

本愛知大学では 2006 年度よりまず名古屋（三
好）校舎で始まり、翌 07 年度より豊橋校舎でも

ーを予定）。

開設された「大学史」リレー講義（半期ずつ。春

〔中

学期─前期─は豊橋、秋学期─後期─は名古屋で

・現役で活躍する同窓生の講演を入れる（でき
れば毎年替えたい）。

開講）は、試行を重ねつつ現在、４年目の春学期
試験を終えたところである（2009 年７月末記）。

略〕

・「設立趣意書」の解説を１回分設ける（武田〔信
照〕前学長の提案）。

この『愛知大学史研究』では 2007 年の創刊号
より同講義について、各担当者による各講義の報

という、新たな試みが複数盛り込まれた（〔 〕内

告や関連シンポジウムの記録とともに、全講義に

は今回の補注）。

出席している “実質コーディネーター” としての

これら引用項目の２点目にある「〔豊橋校舎へ

私による講義全体の報告を掲載していることか

の〕バスツアー」については、初年度は実施でき

ら、今回も前年度、すなわち2008 年度の「大学史」

なかったものの２年度目（すなわちこの方針が策

講義について全体報告をすることにしたい。

定された年度）に実現し、参加学生からは概ね好
意的に受けとめられたものである（詳細は本誌第
２号の拙稿「愛知大学キャンパスツアー」参照）。

2008 年度の講義方針

また、４点目にある「設立趣意書」は、本学設立

「大学史」リレー講義の責任者である教学担当

にあたって当時の文部省に1946（昭和 21）年８

副学長が、任期の関係で2007 年 11 月より太田明

月１日提出された『愛知大學設立認可申請』の冒

法学部教授に交代して、翌 08 年１月には同教授

頭に掲げられた、新大学の理念と方針を明記した

によって新たな「2008 年度

文章である（本講義のテキストにしている『愛知

大学史（講義案）」

が作成され、各関係者に配付された。そこでは冒

大学小史』、同史編集会議編、梓出版社刊、2006 年、

頭に「方針」として、授業の曜日・時間を両校舎

の 12ページに全文を掲載しているほか、豊橋校

とも金曜日４時限目に統一することに続いて、

舎内の大学記念館入口などにも掲げられている）。

・大学史の一般論は軽めにし、自校史に重点を
移す。
・⑴愛知大学の設立、⑵本学の前身「東亜同文
書院大学」、⑶大学史のなかの愛知大学、⑷

2008年度の講義内容
以上のように策定、了承された新方針のもと、

愛知大学の重大事件、⑸愛知大学の現状、と

固められた 2008 年度「大学史」講義（秋学期の

いう順序で配列し、中間にキャンパスツアー

名古屋校舎では「総合科目１」として設定）のス
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ケジュールと各担当者（敬称略。肩書はシラバス

12．薬師岳での山岳部遭難事故：山田・佃

公開時）は以下の通りである。

13．大学紛争と大学改革：武田前学長

【春学期（対象……文・経済・国際コミュニケ

14．愛知大学の現在と将来：佐藤副学長

ーション学部、短期大学部各１・２年生）】

15．試験（筆記）

１．はじめに：太田明（教学担当）副学長・

このように、2008 年度の第一の “目玉” とし

佃隆一郎

て取り入れた「現役で活躍する同窓生の講演」
（シ

２．愛知大学創設の経緯と理念：大島隆雄・佃

ラバスでの表現）は、ラジオ番組などで人気のパ

３．本学の前身「東亜同文書院」の歩み⑴：

ーソナリティーであるつボイノリオ氏（本名：坪

小崎昌業・佃

井令夫。1972 年名古屋─現車道─校舎法経学部

４．愛知大学キャンパス案内：佃

経営学科卒）と、独自の経営手法や製品開発が各

５．本学の前身「東亜同文書院」の歩み⑵：

方面より注目を集めている㈱樹研工業取締役社

藤田佳久

長・松浦元男氏（1960 年豊橋校舎法経学部経済

６．大学の起源と展開⑴：北嶋繁雄・佃

学科卒）を招聘でき、つボイ氏には春・秋両学期、

７．愛知大学での学生生活⑴：

松浦氏には春学期での講演をしていただくことに

つボイノリオ・佃

なった（連絡・交渉には私は直接関係する立場で

８．大学の起源と展開⑵：河野眞

はなかったが、快諾して下さった両氏及び、資料

９．大学の起源と展開⑶：田子健

提供等のご協力を下さった方を含む関係各氏に

10．
「愛大事件」とは何か：豊島忠・佃

は、この場を借りて感謝申し上げる）。

11．愛知大学での学生生活⑵：松浦元男・佃

ほかのリレー講義での新規担当者は、学長代行

12．薬師岳での山岳部遭難事故：山田義郎・佃

をへて 2008 年８月学長に就任することになる佐

13．大学紛争と大学改革：武田信照前学長

藤経済学部教授と、東亜同文書院大学記念センタ

14．愛知大学の現在と将来：

ー長の藤田文学部教授であり、佐藤氏にはいよい

佐藤元彦（経営担当）副学長

よ正式発表となった “名古屋校舎の笹島移転” を
含めた本学の現況を、藤田氏には東亜同文書院が

15．試験（筆記）
【秋学期（対象……法・経営・現代中国学部各

毎年実施していた「中国調査大旅行」をそれぞれ

１〜３年生）】

取り上げていただくことになった。また、「設立

１．はじめに：太田副学長・佃

趣意書」の解説については、大島名誉教授の担当

２．愛知大学創設の経緯：今泉潤太郎・佃

回のメインに据えられた。

３．愛知大学創設の理念：大島・佃

なお、春学期と秋学期で講義の順序が少し異な

４．大学の起源と展開⑴：北嶋・佃

っているのは、春のキャンパス案内（自校舎での

５．大学の起源と展開⑵：河野

ものになるため「ツアー」でなく「案内」と呼称）

６．大学の起源と展開⑶：田子

を大型連休のはざ間にあてることで、受講生を呼

７．愛知大学キャンパスツアー：佃

びとめることを意図したことと、併せて東亜同文

８．本学の前身「東亜同文書院」の歩み⑴：

書院についての２回分をそのあとに移したことに

小崎・佃
９．本学の前身「東亜同文書院」の歩み⑵：
藤田

よるためである。また、秋のバスツアーのみ前年
度より木曜日に実施しているが、これは木曜午後
には原則として講義がないため、受講生が他講義

10．愛知大学での学生生活：つボイ・佃

と重ならない形で参加できるよう考慮したためで

11．
「愛大事件」とは何か：豊島・佃

ある。
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想より少なかったことは、両氏に対して申しわけ

講義の実際の進行と、今後の課題

なかったところであり、今後は公開講義の形にす

こうしてマイナーチェンジを施したうえで、ま

るべきかもしれない（少なくとも「あの卒業生○

ず豊橋校舎で始まった 2008 年度「大学史」講義

○氏来たる」というような宣伝チラシを作製し、

であるが、受講者数の面で両校舎に隔たりが生じ

掲示して履修者以外の学生にも来室を呼びかける

ることになった。すなわち、豊橋では２年生も履

べきであろう）。もっとも、出席した学生の間では、

修できるようになったことによってか、約150 名

学期末のアンケートで「おもしろかった」「大物

と前年度の倍近くに増えたが、名古屋では３年生

が来てくれてうれしかった」といった、（具体的

まで履修できるようになったのにもかかわらず、

なものではないが）両氏の講演に対する感想を記

50 名を割ってしまうことになった。加えて名古

した者も目についたことを述べておきたい。

屋校舎の場合そのほとんどが経営学部生となり、

この “学期末アンケート” は各講義とも実施が

（愛大事件や東亜同文書院に関心を持ってもらう

義務づけられているものであるが、それとは別に

ことが期待される）法および現代中国学部生が極

本講義では初年度より、私も担当している最初の

端に少なかったのは問題であった。

回に、私の意向により独自のアンケート作文を書

講義がスケジュール通りに行なえたかという点

かせている。テーマは校舎や学年によって少し分

については、春の豊橋で小崎氏（東亜同文書院大

けているが、全体の骨子は「愛知大学に入学し、

学・愛知大学両方の卒業生）の日程の都合上、同

学んでいる」ことについての所感としている。と

氏の回と私のキャンパス案内とを入れ替えること

りわけ春学期の１年生には、“受験の結果この大

になり、前述した “ゴールデンウィーク特集” と

学に入った” ことへの不安感を正直に述べている

しての意味づけはなくなったが、新入生に対して

ものが多く、
「大学史」講義が各大学で行なわれ

はオリエンテーションとしての役割を（４月に実

るようになった目的の１つである 「
“ 不本意入学

施したことで）変わらずに果たせたことと思って

者」（東大ほかで教授を務めた寺﨑昌男氏による

いる。また、河野国際コミュニケーション学部教

定義）に自分の居場所を見つけさせる” ことにつ

授の回（
「ベルリン大学と日本の大学」）もやはり

なげさせたいところである。このアンケートで見

同氏の都合から、次の田子文学部教授の回（「日

られた回答の具体的な紹介はまたの機会に譲りた

本における大学の発展」）と入れ替えとなったが、

いが、ここでは2008 年度秋学期の第２回講義の

秋の名古屋校舎については、予定通りの日程で実

前に、太田副学長の意向によってさらに実施した

施できた。

アンケート「開講科目の紹介に示した各回につい

そして、卒業生２氏の「スペシャルゲストご講

て、あるいは “大学史” 全体を通して、受講者と

演」と銘打った講義であるが、つボイ氏は “愛知

して知りたい事柄は何か」への回答一覧を別掲す

大学生の頃の、時代状況もあっての偶然が、今の

ることにする。

自分の地位をつくることになった。皆さんも時代

太田氏が出題した筆記試験の問題（１題のみ。

の変化に敏感になりつつ、チャンスを確実にもの

持込不可）は、四十数年前の本学の宣伝文を資料

にしてほしい” との、また松浦氏は “結果はあと

として挙げて、それを参考に “現在の愛知大学の

からついてくるもの。卒業後にもつながる学生生

宣伝文” を書かせるというものであり、各受講生

活を送ってほしい” との旨などの、“後輩へのア

にとって将来 “愛知大学を卒業した” ことを説明

ドバイスおよびメッセージ” をいずれも熱意をこ

する時が訪れた際、この経験はきっと役に立つこ

めて語って下さった。ただし、学期の中盤過ぎと

とであろう。しかし太田氏は、（教学担当から経

いう時期的なこともあってか、実際の出席者が予

営担当に移ったあと）2008 年度後半に副学長を
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大学史講義アンケート
「『開講科目の紹介』に示した各回について、あるいは“大学史”全体を通して、

受講者として知りたい事柄は何か」
（2008.9.26、名古屋校舎で実施）全回答一覧
学部・学年

内

容 （ほぼ原文のまま）

経営学部１年 せっかく、自分のいる大学だから、もっと愛大を知っておこうと思い、当講義をと
（順不同、
ったので愛大史について知れれば、と思う。しかし、愛大史を細かく覚えることが
以下同） 中心な授業に期待するのでなく、愛大の各歴史を事柄を、外部から見て、理論的に、
理解しながら学んでいきたい。その中に、生々しい人間ドラマや、講義者しか知ら
ないエピソードをまじえながら、話してもらえれば、と思う。
愛知大学は歴史のある大学ですし、自分の通う大学なので、この授業を通して、大
学の歴史などを知り、覚えていこうと思います。
愛知大学の歴史について少し知りたいと思った。キャンパスツアーは行ってみたい
と思いました。名古屋キャンパスとの違いを発見したい。
豊橋キャンパスと名古屋キャンパスの違いを見たい。
東亜同文書院のあった所は、今どうなっているんですか？
ですか？

なにか建物とかあるん

愛大のできた経緯。
有名人はどんな人がいるか知りたい。
どうして愛大は中国と関係しているのか？
愛知大学 OB のハト派とタカ派の抗争について。愛大キャンパス移転を猛反対して
いる人たちは、どんな人たちか。
学部生と予科生とのちがい。
入学式の校歌は、いつの時代に、どのような状況でつくられたのか。
今まで起こった大きな事件について。
どうして名古屋キャンパスなのに、三好にあるんですか？
愛知大学事件と薬師岳での山岳部遭難事故。
もう少しためになる事を教えて下さい。
愛知大学にはなぜ理系の学部がないのか？
関東地方、主に首都圏での愛大の認知度。
ヨーロッパの大学のスタイルと日本の大学のスタイルでは
何か違う点はあるのだろうか。
現代中国学部
１年

東亜同文書院時代、大旅行がありましたが、その時の話をくわしく知りたい。

経営学部２年

ツアーに行っていつも通っている大学を違った視点で見ていろいろ普段見つけられ
ないような大学の歴史を知りたいです。ところで一番のポイントはどこですか？
一度だけ豊橋キャンパスに行ったことがあるのですが、名古屋キャンパスとは広さ
やサークル会館などの規模がこんなにも違うのはなぜですか？

経営学部３年

大学史の中では特に、開学してからどのような形で発展していき、今に至るかにつ
いて詳しく知りたいと思う。
愛知大学はどのように変化していったのか。
愛知大学がどのように発展していったか。

辞任し、愛知大学自体もこの年度末で退職して他

〔付記〕堀彰三・太田明両教授により遺されたもの

大学に転任されたことで、
「大学史」講義の責任

本稿の対象時期である 2008 年度には担当者に

者としては１年限りのものとなったが（ほかにも

入っていないが、前年度の春学期（2007 年７月）

田子氏が転任し、武田氏が定年退職）
、2009 年度

に経営担当副学長として「大学史」講義の第13

「大学史」講義は
は功 刀由紀子現副学長のもと、

回「経営体としての愛知大学」を担当された堀彰

豊橋校舎でさらに増えた受講生を迎え、また構成

三経営学部教授が、その後第15 代学長就任、辞

を新たにして進められている。秋学期の名古屋で

任をへて2008 年７月に他界されたことにも、こ

の受講者数の増加に期待したい。

こでふれておかなければならないと思う。

くぬぎ

166

◦ 3507 ◦

◦第９章

評

価◦
2008年度の「大学史」リレー講義について

この年から豊橋校舎でも始まった「大学史」の

者としての役割を果たすことになっている教学担

新たな試みの一環であった堀氏の講義は、愛知大

当副学長は、諸事情により毎年交代しているのが

学が他の私立大学とは少し違った独特な経営形態

現状であり、方針を定めるという面で、「大学史」

をとっていて、昨今の大学全体が直面している諸

講義にも確かに影響を与えかねないものがある。

問題に本学なりに対処していることを体系的に学

しかしそれは、さまざまな可能性を試行する機会

生に教示するものであった。創設期の労苦や愛大

が毎年与えられているともいえるはずであるか

事件、さらには薬師岳遭難事故といったテーマに

ら、太田氏が “最後のご決断” の時まで示された

比べ、堀氏が担当した分野は地味なものと映った

姿勢を継承すべく、未開拓の分野が多く残されて

かもしれないが、最後に “個人経営でない特別な

いるはずの「大学史」講義で、私たちはさらにさ

私大であることを誇りに思ってほしい” と話を結

まざまな試みを続けなければならない。

んだのは、
少なくとも私にとって印象的であった。 （堀氏のご冥福と、太田氏の新天地でのご活躍を
しかし、同年秋学期での講義計画変更に加えて健

心よりお祈り申し上げます）

康を害されたことで、堀氏の本講義担当はその時
が最初で最後になってしまい、
（前述したように
経営学部生が受講者の大部分を占めている）名古
屋校舎で実現を見なかったのがとりわけ残念なと

註
太田明氏はまず2006年９月に学内誌『一般教育論集』
第 31号（一般教育研究室）に「大学史をどう語るか─

ころであるが、ならばこそ、わずかな間ながらも

大学史講義案─」を発表し、同年同月より始まった「大

堀氏が講義された “大学経営史論” は、今後の「大

学史」講義では第４回「日本における大学の形成」と第

学史」講義の一つの方向性を示すものとして無駄
にしてはなるまい。
ま た、 こ れ は す で に 述 べ た が 太 田 明 教 授 が
2009 年に他大学に移られたことは、同氏が本講
義の多方面において開設初年度から積極的に取り
くまれ、関連の論文も複数発表されただけに（註）、
本学での「大学史」講義にとって “痛手” となっ
た点があることは否めない。実は、本講義で責任

８回「戦後の学制改革」を担当した。続いて 2007年に
は『一般教育論集』第 32号に「大学教員の職名・組織
変更の大学史的意味─愛知大学の教員組織の整備との関
連で─」を発表し、
同年度の「大学史」講義は第４回「ア
メリカにおける近代大学の誕生と展開」
を担当している。
さらに 2008年に、『一般教育論集』第33号に「大学史を
どう語るか─大学史講義案─⑵」を発表した（この年の
「大学史」担当講義は本文参照）。2006・07年の各講義
の内容は、本『愛知大学史研究』創刊号及び第２号で紹
介されている。

つボイノリオ氏の講義風景
2008 年度秋学期・名古屋校舎でのもの（撮影：筆者）
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