濱一衛の北平留学
――外務省文化事業部第三種補給生としての留学の実態――
中里見 敬
はじめに
近代日本の中国留学については、その全体像を論じた桑兵氏の研究1、外務省派遣による留学全
体を論じた孫安石氏・大里浩秋氏の研究などがあるものの2、個別留学生の実態に対する考察は必
ずしも十分に行われていない。中国人の日本留学に関する個別研究が豊富な蓄積を有するのと好
対照といえる。そのため本稿は、筆者による九州大学附属図書館濱文庫の整理・研究の一環であ
ると同時に、個別事例をとおした戦前の日本人の中国留学、外務省文化事業部による補給生の留
学実態の検討という点でも、些かの意義を有するのではないかと思う。また、別稿で周豊一（魯
迅の実弟で著名な文学者・作家であった北京大学教授・周作人の長子で、旧制浪速高等学校で濱
一衛の後輩にあたる）の回想録に基づき濱一衛の留学生活を考察するのに対して3、本稿では外務
省外交史料館の資料をとおした客観的な事実に即して、濱の北平留学を若干の時代背景も含めて
叙述してみたい。
濱一衛（1909～1984）は外務省文化事業部の在華本邦第三種補給生として 1934 年から 2 年間、
北平に留学した。それに先立つ 1930 年 11 月、外務省文化事業部は「将来東方文化研究上の中心
となり且つ日支両国文化提携上の楔子となる人物を養成する為、在支本邦人留学生に対し」、第一
種から第三種までの補給制度を発足させた。第一種補給生が小学校卒業生、第二種が中学校卒業
生（旧制）を対象としたのに対して、第三種は「日本の大学若しくは専門学校卒業生又は之と同
等以上の学力ある者で、中国の大学、大学院、専門学校若しくは其の他に於て修学研究する者」
とされている4。以下、濱一衛の北平留学を具体的に見ていこう。
１．外務省外交史料館に所蔵される濱一衛の留学に関する資料
濱一衛の留学に関わる資料は、外務省外交史料館の「外務省記録＞Ｈ門
学費補給、諸補給＞７項

東方文化事業＞５類

在華本邦留学生＞０目」にあり、アジア歴史資料センターにより公開

されている。濱一衛に関する文書を簿冊ごとに列挙すると、次のとおりである。
（1）JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B05015598500、在華本邦第三種補給生関係
雑件／推薦関係 第一巻（H-5-7-0-1_1_001）（外務省外交史料館）
（2）JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B05015561900、在華本邦第三種補給生関係
雑件／選定関係 第一巻（H-5-7-0-2_1_001）（外務省外交史料館）
（3）JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B05015634800、在華本邦第三種補給生関係
雑件／補給実施関係 第三巻（H-5-7-0-5_1_003）（外務省外交史料館）
以下、この 3 つの簿冊から引用する際には、レファレンス番号および「推薦」
「選定」
「補給実施」
の略称のみを注記することとし、それ以外の簿冊については改めて出典を明記する。
２．推薦から選定まで：研究事項と推薦理由
昭和 9（1934）年 2 月 23 日、京都帝国大学総長松井元興より文部省専門学務局長赤間信義あ
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てに提出された濱一衛の推薦書には、研究事項として「現代支那ノ社会生活ヨリ見タル国民性ニ
就テ」と書かれており、のちに濱の研究テーマとなる中国演劇研究で申請したのではなかった。
推薦理由は当時の濱一衛の姿を伝える貴重な内容なので、全文を引用する。
（引用に際して、漢字
は常用字体に改め、送り仮名に濁点を加え、句読点を適宜追加した。以下同じ）
右濱一衛ハ、資性和順、尤モ常識ニ富ミ、浪速高等学校ヲ経テ本学ニ入ルヤ、専ラ支那語
学支那文学ヲ攻メ、就中支那語学ニ練達ス。平生日華両国間ニ於ケル諸種ノ紛争ハ、多ク両
国国民ガ互ニ理解ヲ缺ケルニ由リテ起ルコトヲ痛感シ、自ラ身ヲ挺シテ其ノ精神的融合ノ楔
子タラムコトヲ期シ、夙ニ中華民国学生ノ京阪ニ在留スルモノト友誼ヲ結ビ、特ニ北京大学
教授周作人、沈尹黙諸氏ガ其ノ子弟ヲ送リテ浪速高等学校ニ遊学セシメタル際ノ如キ、終始
之ヲ庇輔シヨリテ、以テ其父兄等ノ信頼ヲ博シタリ。本学在学中曾テ文化事業部ノ補助ニヨ
リ一度北平ヲ見学シタレドモ、時日短促ニシテ未ダ意ヲ尽シ難キモノアルヲ憾ミ、既ニ卒業
ノ後、前記諸氏ノ勧説ニ本キ、再ビ北平ニ赴キ、進ミテ現代支那ノ社会ヲ観察シテ、其ノ国
民性ヲ闡明シ、即イテ以テ両国ノ親善ニ資センコトヲ希望セルモノナリ。抑々支那ノ社会ハ
極メテ情偽多ク、表面ニ於テハ外賓ヲ歓迎スルガ如ク見ユト雖モ、其ノ實ハ深ク蔵シテ露ハ
サズ。交ルコト久シク、信ズルコト篤キニ非ザレバ、竟ニ其ノ底蘊ヲ盡スヲ得ズ。此レ在来
ノ観察ガ多ク皮相ニ止マリ、核心ヲ逸シタル所以ニシテ、邦家ノ為深憂ニ堪ヘザルモノ亦此
ニ存セズンバアラズ。濱一衛ノ如キハ既ニ語学ヲ善クシ又交遊ノ経験ニ富ミ、加之北平地方
ニハ盟友モ少カラズ。必ズヤ所定ノ時日ヲ以テ所期ノ効果ヲ達成シ、聊カ在来ノ缺陥ヲ補苴
スルコトアラム。此レ濱一衛ヲ以テ在華第三種補給生派遣ノ主旨ニ該当スル者トシテ推薦ス
ル所以ナリ。5
4 月 30 日の面接を経て選定の結果6、5 月 4 日に内定通知があり7、5 月 9 日決裁の文書で正式
に採用が決定された。補給金額は 70 円、当分の間月手当 30 円が上乗せされ、期間は 2 年である
8。同期に採用された第三種補給生

13 名の中には、九州帝大出身の山室三良も含まれている。山

室は「対支文化事業」の一環として 1936 年 12 月に設立された北京近代科学図書館の館長代理と
なり、同事業に深く関わることとなる9。
なお推薦書は、濱一衛が京大在学中に文化事業部の補助によって北平を訪問したことに触れて
いる。それは 1931 年夏休みのことで、周豊一「憶往二三事」に言及がある10。
３．出発と北平到着
濱一衛の北平留学への出発は、これまで「濱一衛教授略歴および研究業績」
（『文学論輯』第 20
号，九州大学教養部文学研究会，1973）における「昭和 9 年 5 月 13 日 京都帝国大学派遣外務省
文化事業部留学生として二ヶ年北京留学」という記述に基づいて、1934 年 5 月と考えられていた。
ところが、濱一衛は文化事業部あてに「六月六日神戸出帆長城丸ニテ出発致度」との予定を届け
出ており11、さらに「六月十一日神戸発、同月十五日北平ニ到着致候」との「到着届」を提出し
ていることから12、実際には 1934 年 6 月 11 日に神戸を出港し、6 月 15 日北平に到着した事実が
確認される。この「到着届」には「中華民国北平東城西堂子胡同中華公寓」という住所も記され
ており、北平到着後、最初の寄宿先が判明した。中華公寓については、当時の次のような記述が
ある。
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公寓といふのは、北方で発生したもので、日本で言へば下宿屋、気どつて言へばアパートに
相当するものである。中華公寓、北京公寓、迎賢公寓、尚賢公寓、燕京公寓、大興公寓等々、
大なるは百人、二百人を収容するものから、小は十人、十五人のものまで、学校街を中心に
枚挙にいとまのない夥しい数である。ところで、招君公寓といふのに移つた熊田さんである。
折角支那に留学したんだから、支那人の中で生活して見ようといふ殊勝な気持で、公寓生活
をはじめて見て驚いた。
（中略）わが熊田さん、壁紙一枚で仕切られた両方の部屋の、さうし
た物騒がしさを聞かせられてゐる中に、とうとう神経衰弱になり、半月ばかりの間に四貫目
も体重が減つてしまつた。13
留学当初の濱一衛は「東城のある狭い貸間を一間借りて勉強してい」たと周豊一が回想しており14、
また桂太郎について「中華公寓に寓し、朝食は焼餅を買ひ、中食は東安市場、晩食は公寓にてな
せりと云ふ。之に比すれば我が生活の如き奢れりと云ふ可し」と同時期に北平に留学していた九
州帝大法文学部助教授・目加田誠が日記に記している15。桂太郎は京都帝大の支那哲学出身で、
同じく文化事業部第三種補給生として濱の前年に留学を開始していた。濱一衛は京大の一学年先
輩である桂太郎を頼ってまず中華公寓に落ち着いたが、居住条件はあまり快適ではなかったもの
と推察される。
４．濱一衛による「研究経過報告」
留学開始から 1 年余りが過ぎた 1935 年 8 月、濱一衛は「研究経過報告」を外務省文化事業部
長あてに提出している。具体的な留学生活がよくわかるものなので、以下に全文を引用する。
研究経過報告
京都帝国大学文学部所属第三種補給生
濱
昭和九年六月十五日
八月

一

衛

一日

北平到着西堂子胡同中華公寓止宿
同学会語学校速成班第一学年入学

八月十五日

試験の結果正科第二学年に編入さる

九月

北京大学教授周作人先生の推薦にて同大学に聴講す

十一月卅日

同学会語学校退学

十二月一日

西城新街口八道湾十一号周作人先生宅に転居

着平以来、努めて嘗て日本の高等学校や大学に於て同学であった支那人を中心として交際
を開始したが、何れも昔友達として大に歓待して呉れ、甚だ心強く感じた。旧交を温め、彼
等の得意の日本語を聴いて居る中に、自分の話す支那語が彼等の日本語に較べてどんなに劣
って居るかに気付いた時、殊の外支那語の根本的練習の必要を痛感した。其の結果、同学会
語学校に入学し、更に語学の個人教授を受くる等、支那語の練習に努力した。十一月末に到
り、高等学校の同学たる周先生の息豊一君の勧めで周宅に転ずるに及んで、地理的関係の為
同学会語学校を退学せざるを得なくなったが、意を読書に或は北京大学の講義に十分用ふる
を得る結果となった。
此くの如くにして支那人の家庭に住み、親交を結べる支那人を始めとして、北京大学の学
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せらるる数十
の状態等より
り、常に支那
那人の国民性
性に注意する傍、周先生に毎月寄贈せ
十種の雑
生の
誌を
を通読する等
等、所期の目
目的に努力を
を拂って来た。
此
此れより前、特に戯曲小
小説の類より 支那の国民
民性の根底を識るのが得策
策ではあるま
まいかと
の疑
疑問を抱いて
て居た。尤も
も文化事業部
部の試問の席
席上でも此点に言及した のであったが
が、茲に
支那
那に学ぶに及
及んで、聴戯
戯の想像以上
上に支那人の
の生活上不可欠のもので ある事知り、
、支那戯
劇が
が其の国民性
性を正しく反
反映する鏡で
であると確信
信するに到った。母校京都
都帝国大学講
講師傅芸
子先
先生は、嘗て
て劇関係の刊
刊物に関係せ
せられたる程
程にて豊富なる知識を有せ
せられ、其の
の弟に当
られ
れる傅惜華先
先生は斯の道
道の権威であ
あり、又北平
平劇界の有力者斉宗康先生
生の息暎君は
は吾が友
であ
ある。各々誘
誘掖せらるる
る所が少くな
ない。
最
最後に学界文
文芸界に多方
方面の知友を
を有せらるる周先生が、学者等の紹介
介に常に利便
便を与へ
られ
れ、又豊富なる蔵書を随意
意に繙くを許
許さるる等、多々の好意
意を示されつ つあるを感謝
謝して、
此の
の報告を結ぶ
ぶこととする
る。
昭和十年八
八月
外務
務省文化事業
業部長殿16
以下、この「研究
究経過報告」に基づき、 4 点にわたっ
って考察を加
加えてみたい
い。
「八月一日同
同学会語学校
校速成班第一
一学年入学、八月十五日試験の結果 正科第二学年
年に編入
４．１．
さる」
会語学校の前
前身は、1903
3 年に設立さ
された支那語
語研究舎にま
までさかのぼ
ぼる。濱一衛の留学時
同学会
は東単三
三条胡同で「中国語重点
点主義の私塾
塾型教育が行
行われていた
た」17。濱一衛
衛がまずこの
の日本人
の運営す
する学校に入
入った理由は
は、
「中国語を
を学習する人
人にとって、コノ同学会
会は、ちょうど、東京
に笈を負
負うた若者が
が、英語を勉
勉強するのに
に恐らく誰で
でもが入学したであろう、
英語学校
、あの正則英
といった
た地位を占め
めていた。しか
かも同学会の
の場合は、日本人の老若
日
若男女が入学す
学するばかりで
でなく、
中国人で
でさえも、北
北京語に上達
達しようとし て在学する」
」18というこ
ことに加えて
て、後述するように、
1931 年の満洲事変後
後、中国の大
大学が日本人
人の聴講を認
認めていなか
かったためで
でもあった。
衛は一旦、速
速成班第一学
学年に入学し
したものの、すぐに「試験の結果正科
濱一衛
科第二学年に編入」
れていることからわかる ように、留学
学時には
され
かな
なりの程度、中国語を使
使うことができた。先
に引
引用した推薦
薦書にも「就 中支那語学ニ
ニ練達ス」
とあ
あったとおりである。し かし、かつて
て日本に
留学
学していた中
中国人と北平
平で再会し旧
旧交を温
める
るうちに、「自分の話す支
支那語が彼等
等の日本
語に
に較べてどん
んなに劣って
て居るかに気
気付いた
時、殊の外支那
那語の根本的練
練習の必要を痛感し
は本心に違い
いあるまい。
た」というのは
ここで京大時
こ
時代の濱一衛
衛（1930 年入
入学、1933
図 1 北京同学会
会語学校 1934
4 年 12 月 30 日
中央に楊樹
樹達、前列左端は目加田誠（東谷明子氏 所蔵）
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年卒
卒業）の中国
国語学習を見
見ておこう。濱
濱在学時
の助
助教授倉石武
武四郎（1926 年着任、189
97～1975）

は、1928 年より 2 年間の中国留学から帰国後、
「訓読を玄界灘に投げすてて来た」と称して、漢
文を中国語音読方式によって読み下すことを実践した19。倉石の授業については、小川環樹が以
下のように回想している。なお、小川環樹は 1929 年の京都帝大入学で、桂太郎と同学年、濱一
衛の一学年先輩にあたる。小川も京大の上野育英会奨学金により、濱と同時期に北平に留学した20。
大学に入った二年めの秋、倉石武四郎先生が中国の留学から帰られ、授業を開始されたこと
は、私だけではなく、当時の在学生に一大衝撃を与えた。先生は従来の漢文訓読を全くすて
て、漢籍を読むのにまず中国語の現代の発音に従って音読し、それをただちに口語に訳する
ことにすると宣言されたのである。この説はすぐさま教室で実行された。私どもは魯迅の小
説集『吶喊』と江永の『音学弁微』を教わった。これは破天荒のことであって、教室で中国
の現代小説を読むことも、京都大学では最初であり、全国のほかの大学でもまだなかったろ
うと思われる。21
さらに、濱一衛は 1932 年に嘱託講師となった傅芸子から生粋の北京語を習ったに違いない。倉
石武四郎は学生に対する傅芸子の影響を次のように述べている。
傅先生がみえて、京都大学の学生といつも一緒におられるようになりましてから、学生の現
代語熱がうんとたかまり、先生を極度まで利用してくれました。そのおかげで学生の中に中
国に関心をもつものがふえ、自然、中国旅行にいきたいとか、中国人と話をする機会がほし
いといって苔岑会（わたくしの命名ですが）をつくるとか、たいへんな活気を呈しました。22
傅芸子（1902～1948）は、1932 年から 1942 年まで東方文化学院京都研究所（1938 年より東
方文化研究所）で研究に従事するとともに、京都帝国大学文学部で中国語教育にあたった。東方
文化学院もまた、文化事業部による「対支文化事業」の一環として設立された研究機関である。
傅芸子は 1931 年に梅蘭芳、余叔岩、斉如山らとともに北平国劇学会の創立メンバーに加わり、
同会が編輯発行した『戯劇叢刊』の「発刊詞」を執筆するなど、演劇についても造詣が深かった。
倉石武四郎は以下のように記している。
昭和七年度から、東方文化学院京都研究所において、北京から傅芸子氏を聘して専任講師と
し、京都帝国大学においても講師を嘱託したのは、更に支那語学の改革に拍車をかけた。京
都帝国大学では、傅講師に毎週十二時間の講義を依頼し、第一回生には
現代小説（3）

孟子（1）

唐詩（1）

を、第二回生には
長生殿（2）

詞選（2）

毛詩（1）

華語萃編、国語翻訳（2）

を課し、ここに、支那語学の新体制が開かれた。
（中略）わたくしは、毎時間かならず出席し
て、講師と学生との間に立つて、学習の効果を挙げることに努めた。
（中略）
講師に対する親睦は、必然的に支那人に対する親睦となり、京都帝国大学の支那留学生諸
君との交歓会が、極めて自然に成立した。23
濱は 1933 年の卒業後も副手として京大に残っており、傅芸子の「現代小説」や「長生伝」の講
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読を受講していた可能性が高い。傅芸子の授業は、自ら編纂した教科書『支那語会話篇：一名「小
北京人」』
（東京・京都：弘文堂書房，1938）によりその一斑を窺うことができる。留学から帰国
後、中国語教授として松山高等商業学校に赴任した濱一衛は、『中国話教本：北京導游』（松山：
松山高等商業学校，1939）を刊行する。本の体裁から内容まで、傅芸子『支那語会話篇』ときわ
めて類似しており、濱が倉石・傅の中国語教育を模範としていたことがわかる。
４．２．「九月

北京大学教授周作人先生の推薦にて同大学に聴講す」

周作人の推薦により北京大学での聴講が可能になったことは、周豊一と濱一衛の交友関係が作
用した結果であった。他の資料とあわせてその間の事情を読み解いてみよう。
1934 年 9 月 5 日の『周作人日記』に｢上午濱一衛君同舟岡並河二君来訪｣（午前、濱一衛君が舟
岡、並河両君とともに来訪す）という記載がある24。周作人は同年 7 月 11 日より信子夫人ととも
に日本を訪問し、日本文壇の歓迎を受けて、9 月 2 日北平に帰着したばかりであった。周作人の
帰平を待ちかねたかのように濱が訪問したのは、留学開始の挨拶のためであっただろう。以下の
小川環樹や目加田誠の記述から考えると、この面会時に北京大学聴講のために便宜を図ってもら
うよう願い出た可能性は低い。小川環樹は後年、次のように語っている。
、、、、、、、、、、、
ベイダア
北大の講義は、それもなかなか聴かしてくれなかったんだけどね、最後に周作人に頼んで紹
、、、、、、、
介してもらって、それでやっと聴講できるようになったんですけどね。そのころは第一その、
「満洲事変」よりあとでしょ、だいぶもう両国の関係が悪くなりつつあるときでもあったし、
聴講生でも試験するとかなんとか言うからね。試験を受けてもよかったんですけど。あとで
ね、ぼく北京大学の入学試験の問題を見たら、あんな易しい問題だったらぼくもできると思
ったけど。そのときは難しい試験をしやはるんだろうと思ったから恐れをなしてね。（中略）
そのときの文学院長は胡適ですからな、それでまず彼を訪問してね。敬意を表しなければな
らんということで、聴講できることになった何人かの友人といっしょに胡適先生を訪問しま
した。（傍点は引用者による、以下同じ）25
同時期に文部省から派遣されていた九州帝大助教授・目加田誠の『北平日記』より、講義傍聴に
関する記述を抜き出すと、以下のようになる。
九月十日

午後、北京大学、中法大学、輔仁大学に九月以後の課目を調べにゆき、（後略）
、、、、、、、、、、、、、、、、、
九月十一日 午後、中国大学、師大文学院にゆく。中国大学は旁聴生を許可し種々便宜也。

各校の課目を調べ出し旁聴のつもり。北大は黄節、馬廉、魏建功など。中国大学は孫人和、
呉承仕など。文化事業にゆく。
九月十五日

午後、小川、山室二君と北京大学にゆく。

、、、、、、、、、、
九月十七日 午前中、小川君と北京大学旁聴の件につき公使館にゆきしも駄目。文化事業に
、、、、、、、
至り、橋川氏にたのむ。
九月二十三日（日）中秋節

午後、文化事業にゆく。橋川氏に先日頼みをきし孫人和、呉承

仕、馬廉氏の講義旁聴の件、孫、呉両氏は快く引きうけ、且つ中国大学なる故問題なきしも、
馬廉氏はやや難題なり。馬廉氏は北京大学にて「小説史の問題」を講ずる也。馬衡氏等は対

6

、、、、、、、、、、、、、、 、、、
日感情殊にあしく、馬偶卿氏亦面白からざる如し。十五日が旁聴生の締切なりしを、小川君
、、、、、、、、、 、、、、、、、、、
と共に知らざりし故、益々不都合になれり。
（中略）三時より、大興学会に於ける銭稲孫氏の
講演をきく。
九月二十四日

午後、小川君と中国大学にゆきしも、方氏不在。更に方壷斎の方宅を訪へど

も留守。
九月二十五日

夜、西四、同和居にて宴会。東京研究所の人々、銭稲孫、周作人、楊樹達、

鄭穎孫、傅惜華、徐鴻宝、楊鐘美、岳男、其他、及橋川、小竹、高岡等の諸氏。愉快なる会
合なりき。
九月二十六日

夜、周豊一君来る。

九月二十八日 小川、浜、桂諸君と一緒に北大にゆく。周豊一君わざわざ迎へに家まで来て
、、、、、、、、
くれる。聴講の手続終れり。余は黄節、馬廉氏を聴く。
九月三十日

帰宅後、小川君と共に周作人氏を訪問。

十月二日

周豊一君来り、北大旁聴料領収書を持参。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
十月二十九日 夜、北大旁聴について骨折りをたのみし周君を招き、小川、浜君達とロシヤ
アパートにて食事。26
これらの記録から、目加田誠ら日本人留学生は、北平市内のいくつかの大学での聴講を希望し、
9 月 10 日頃より行動していたことがわかる。中国大学には傍聴制度があり許可を得られたが、北
京大学からは聴講許可が下りなかった。そこで目加田誠は 9 月 17 日、日本公使館や文化事業部を
訪ねて橋川時雄に援助を請うも、9 月 23 日時点でなお不調だった。ところが事態は急展開し、26
日夜の周豊一の訪問は、聴講許可を知らせるためであったと推測され、28 日に北京大学での聴講
が認められ、周豊一の案内で小川環樹、濱一衛、桂太郎らとともに登校、さっそく授業を聴講す
る。この件に関して『北平日記』には 9 月 28 日以前に濱一衛の名前は現れず、目加田はおもに小
川とともに奔走し、橋川時雄ら日本側有力者の力を借りようとしていたように見える。
『周作人日
記』からこの時期の関連する記述を引くと、以下のようになる。
9 月 23 日

上午、銭稲孫来訪。

9 月 25 日

上午十時、往北大、午返。下午橋川君同東京研究所之五人来訪。

9 月 26 日

上午十時、往北大。（中略）又至文化事業会訪橋川及東京研究所之諸君。

9 月 28 日

上午八時、往北大上課。十時、阿部、服部、橋川三君来。

9 月 30 日

目加田、小川二君来訪。27

周作人は 9 月 25 日または 26 日に北京大学へ出勤した際に、文学院長の胡適とこの件を協議した
ものと推測される。9 月 30 日の目加田と小川の訪問は、聴講許可に対する周作人へのお礼のため
であったに違いない。
その間の事情をつなぎ合わせると、以下のようになろう。小川環樹の「最後に周作人に頼んで
紹介してもらって、それでやっと聴講できるようになった」という回想から、周作人の力で事態
が好転したことは確実である。さらに、目加田誠の「北大旁聴について骨折りをたのみし周君」
という記述から、濱一衛の友人であり当時北京大学の学生であった周豊一をとおして、その父・
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周作人に斡旋を依頼した経緯が判明する。これより先、6 月 15 日北平に到着した濱一衛は、早速
6 月 18 日小川環樹に連れられて目加田誠を訪問し、周豊一も加えて共に食事をしている28。これ
が目加田と濱、豊一の初対面であった。したがって、周豊一に仲介を依頼して功を奏したのは、
濱一衛と周豊一の交友関係が大きく与って力あったといえる29。最終的には文学院長の胡適が聴
講を許可し、小川環樹と何人かの学生はそのお礼のために胡適を表敬訪問し、同じく 9 月 30 日に
は周作人宅を訪問して感謝を申し述べている。
一方、目加田誠から相談を受けていた日本公使館では、北京大学の聴講許可を承けて、早くも
10 月 5 日に若杉要がこの件を本省に報告している。満洲事変以降、困難になっていた日本人の北
京大学における聴講が、
「周作人、銭稲孫両教授の尽力に依り無試験にて」第三種補給生 5 名に許
可されたこと、とりわけ留学終了後は外務省で採用することが決まっている西、樫山の 2 名を法
学院に送り込むことができた成果を、日本公使館一等書記官若杉要は誇らしげに外務大臣廣田弘
毅に報告したのである。
満洲事変以来、第三種補給生ニシテ当地支那大学ニ入学セルモノハ、武田煕ガ北京大学文学
院ニ聴講生トシテ入学セルニ過ギザリシ処、本年九月ノ新学期ニ於テハ周作人、銭稲孫両教
授ノ尽力ニ依リ無試験ニテ左記五名聴講生トシテ入学ヲ許可セラレタリ。右ノ内、法学院ニ
外国人ノ傍聴ヲ許可セルハ今回ガ初メテナリトノコトナリ。
西由五郎（第三種Ｂ）

北京大学法学院

銭教授紹介

樫山

北京大学法学院

同教授紹介
周教授紹介

弘（第三種Ｂ）

桂

太郎（第三種Ａ）

同

文学院

濱

一衛（第三種Ａ）

同

同

木村重充（第三種Ａ）

同

銭教授紹介30

一方、周豊一の回想録は、日本人学生聴講のために父・周作人に話を通じたことには触れず、
自転車で通学する濱一衛の姿がよほど印象的であったのか、二度もそのことを記している31。
なお、9 月は東城の中華公寓から沙灘の北京大学へ通っていた濱一衛だが、10 月には東城棲鳳
楼卅七高吉方へ転居している32。
４．２．１．当時の時代背景
北京大学聴講許可に至るまでの経緯は以上のとおりであるが、この顛末を考えるにあたっては、
当時の状況を理解しておく必要がある。
満洲事変（1931）から盧溝橋事件（1937）にいたる間の 6 年間は、「表面的には比較的おだや
か」33であったにもかかわらず、日本による華北分離工作は着々と進行し、それに対する中国人
の反感は高まっていた。阿部洋によれば、
「満州事変以後、日本の中国に対する軍事的進出は急ピ
ッチで進行した。すなわち東北四省を確保した軍部は華北への浸透工作を着々と進めて中国側と
の間で軍事衝突を繰り返し、一九三五年には河北省の東端に殷汝耕を首班とする冀東防共自治政
府なる日本の傀儡政権を作りあげ、また北京に冀察政務委員会を成立させるなど、強引に華北分
離工作を進めていた」のである34。こうした状況の中で外務省の「対支文化事業」も方針を変更
する。再び阿部洋によると、
「軍部主導による日本の対華北進出という時代状況のもと、外務省に
おいては、
「対支文化事業」のあり方に関して、これまで自らが掲げてきた「当面の政治、外交か
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らの超越」
「純学術研究重視」の基本方針が現状に適合しなくなっており、日本の華北進出という
現実を前提にしてこれを抜本的に再検討し、大胆な方向転換をはかるべきではないか、とする動
きが浮上して来ることに」なった35。
1935 年 9 月に在華日本大使館の参事官若杉要が外務大臣廣田弘毅にあてた「対支文化事業改善
案並北平ニ於ケル文化事業振興案ニ関スル件」には、若杉の「対支文化事業」への考え方がよく
示されている。
（一）根本方針ノ変更
我対支文化事業ハ、従来政策的見地ヲ離レ、純学術研究ヲ主眼トシテ遂行スルノ方針ヲ取リ
居リシモ、重大ナル変局ニ際会セル今日、右方針ハ之ヲ根本的ニ変更スルノ必要アリト認ム。
（中略）依テ我文化事業部ハ日満支提携ニ依ル東洋平和確立ノ経倫ニ基キ、政策的見地ニ立
チ、支那ニ於ケル文化開発並日支文化連繋ヲ目標トシテ活動スルノ方針ニ改ムベシ。
（二）事業対象ノ変更
我対支文化事業ハ、現在留日支那学生ニ対スル補給ヲ除キテハ、殆ド我国内ニ於ケル支那学
研究助成ヲ以テ主タル事業トナシ、東京及京都ノ東方文化学院研究所ニハ多数ノ邦人学徒ヲ
収容シテ、支那学ノ研究ニ当ラシメ、北平ニ於ケル研究所ハ四庫全書ノ提要ヲ続修シ、傍ラ
支那ノ古典ヲ蒐集シ居ル処、右学術上ノ価値如何ハ暫ク措キ、右ハ何レモ現代ノ支那及支那
人ト連絡ヲ有セズ。全ク支那ト遊離セル学者ノ学問研究ニ堕シ居ルノ感アリ。
（中略）苟クモ
対支文化事業ト名ヅクル以上、飽ク迄現代支那ノ実状ニ即シ、支那ノ文化的開発ト之ニ基ク
日支ノ文化的連繋ヲ主トセザルベカラズ。
（中略）此ノ重大ナル時機ニ於テ、支那ニ対シ何等
為ス所ナク、漫然学者ノ古典研究ニ没頭シツツアルハ、誠ニ惜シムベキナリ。36
若杉要および外務省のこのような考え方を、外交官の学問に対する無理解と決めつけるには留
保が必要であろう。事実、若杉は 1934 年当時、東方文化事業総委員会の日本側代表 7 名のうち
に含まれる「当然委員」を務めており、内部事情に相当通じていたはずである37。また最近の研
究でも、東方文化事業について若杉と同様の観点から評価する学者は少なくない。例えば、佐伯
修は上海自然科学研究所と比較して、「北京人文科学研究所の中心的事業は「四庫全書続修」で、
それはそれとして重要な事業ではあるが、それがはたして激動期の中国の現実と切実に関わるテ
ーマだったかと言えば疑わしい」と述べ38、山根幸夫も「もっと中国の現実に即したテーマを選
び、日中双方の学者が協力して、研究を促進すべきであったと思う」という39。
濱一衛ら文化事業部の在華本邦補給生、およびそれ以外の日本人留学生も、上述したような状
況の中に置かれており、若杉要をはじめとする外務省「対支文化事業」の方針および方向転換と
無縁ではなかったことに、我々は十分留意する必要があるだろう。事実、この時期を境にして、
第三種補給生の半数は「将来外務省官吏になるべきもの」が占めるようになった。濱一衛と同期
の 1934 年採用第三種補給生 13 名のうち外務省内定者は 2 名に過ぎなかったのに対して、1935
年には 12 名中 6 名、1936 年には 11 名中 5 名と半数を占め、さらに 1937 年には 17 名中 10 名
と過半数を占めるに至る。1935～37 年採用の外務省内定者 21 名のうち 6 名は「蒙古語及蒙古事
情」研究のため海拉爾などの地に派遣されるなど、満洲国での勤務を想定した人材養成も進めら
れるようになる40。
昭和 11（1936）年 9 月 4 日決裁の「在支第三種補給生規程改正ノ件」は、外務省官吏として採
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用する第三種補給生に対しては、留学前（在学中および準備期間）2 年間の学費援助を含めて、
最大 5 年の学費補給でいっそうの優遇を図る内容となっている。
在支第三種補給生規程中左ノ通改正ス
九、本補給生ニ対スル学費補給期間ハ、通常準備期間ヲ通シテ五年以内トス
改正理由
外務省留学生ニ準ズル第三種補給生ハ、従来東亜同文書院、東京外国語学校、大阪外国語学
校、拓殖大学ノ卒業者中ヨリ採用シ来レル処、近年右学校ノ支那語科及蒙古語科卒業者ハ満
洲方面ニ需要多キ為カ、志願者少数ニシテ、且優秀ナル者無キニ因リ、前記学校及哈爾賓学
院在学中ニ於テ補給生ヲ選定シ、二ケ年以内ヲ準備期間トシ学費ヲ補給シ、卒業後三ケ年以
内支那ニ留学セシムルコトトセバ、優秀ナル補給生ヲ得ラルベシト思料セラルルニ付、本規
程ヲ改正セントスルモノナリ。41
1930 年 11 月在華本邦補給制度の制定時、
「将来東方文化研究上の中心となり且つ日支両国文化
提携上の楔子となる人物を養成する為」と謳われた目的は、
「対支文化事業」全体の方向転換に伴
い、わずか 5 年程度でその目的を半ば外務省官吏の早期確保・育成へと大きく舵を切ったことが
見て取れる。1937 年に「在支特別研究員」制度を新たに発足させたのは、おそらく学術目的の第
三種補給生枠が半減したことへの補填措置であったと思われる42。
４．３．「十二月一日

西城新街口八道湾十一号周作人先生宅に転居」

濱一衛が周作人邸に下宿を始めたのは、留学開始から半年後の 1934 年 12 月 1 日である。
『周
作人日記』同日に「下午濱君来寄宿豊一之西屋」
（午後、濱君が来て豊一の西屋に寄宿す）という
記述のあることが最近、呉紅華氏によって指摘されていたが43、今回新たに「研究経過報告」お
よび「転居届」によって、この事実が裏付けられたことになる44。
また、周作人邸に移るよう濱一衛を誘ったのは周豊一であることも、
「高等学校の同学たる周先
生の息豊一君の勧めで周宅に転ずる」という濱の記述、および豊一による以下の回想から見て確
実である。
官費といっても決してほしいままに使える金ではなかった。豊かな生活を送ることが允さ
れなかったのは勿論のことである。間借や喰代で大変だろうと思って、浜兄に家に泊ってく
れ、食事も両親などと一緒にしてくれと話したので、悦んで私の家へ来てもらったわけだ。
あの時、空屋は数間あった。表の長屋のように建てられた前罩房といった九間の内、真ン
ひ と ま

中の三間を私は使っていた。その西にある三間の一間を浜兄の起居室にしてもらったが、出
入口は必らず私の室を通らなければならない。そして後程お客様達と夕食をとったその部屋
から、庭へ出る門があって、浜兄と二人で一つ屋根の下を一年以上潜ったわけだった。45
こうして濱一衛の留学生活は、周家の温かな支えの中で、順調に推移することとなった。とりわ
け周作人に「毎月寄贈せらるる数十種の雑誌」と「豊富なる蔵書を随意に繙くを許さ」れたこと
は、濱の研究の進展を大いに助けたであろう。
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４．４．留学中の演劇研究
濱一衛は文化事業部での面接時に、
「戯曲小説の類より支那の国民性の根底を識るのが得策では
あるまいか」との問題意識を述べていたが、実際に北平で劇場に通ううちに、
「聴戯の想像以上に
支那人の生活上不可欠のものである事知り、支那戯劇が其の国民性を正しく反映する鏡であると
確信するに到った」と記している。文化事業部による留学生補給の「日支両国文化提携上の楔子
となる人物を養成する為」という趣旨に照らして、演劇をとおして中国人の国民性を探ることを
研究目的にしたと考えられる。だが、帰国からわずか半年後には中丸均卿との共著『北平的中国
戯』
（東京：秋豊園，1936）を刊行していることから、本格的な中国演劇研究に向けた準備を留学
中から行っていたことは疑いない。周豊一の回想録によると、劇場の興奮冷めやらぬ濱が、京劇
には門外漢の豊一に対して俳優評を一席ぶつのが常であったという46。現在、九州大学附属図書館
に所蔵される濱文庫の資料がこの留学中に収集されたことは、濱一衛がいかに精力的に演劇研究
に取り組んでいたかを何よりも雄弁に物語っている。
濱一衛の「研究経過報告」には、周作人のほかに、傅芸子、その弟・傅惜華、斉宗康（如山）、
その息子・暎の名前が挙げられている。斉如山、傅惜華はいずれも北平劇界の大立て者であり、
若き留学生・濱一衛が京大での傅芸子との師弟関係をもとに、こうした学者に親しく教えを請う
ことができたのは幸運であった47。
５．研究旅行
濱一衛が提出した研究旅行の計画書によると、
「昭和十一年二月ヨリ三月ニ至ル約五十日間」の
予定で、
「各地ノ史蹟及図書館博物館等ノ文化機関ノ見学ハ勿論、各地民俗演劇ノ現状ヲ視察シ予
テ敬服セル各地諸学者ヲ拝訪スルヲ以テ目的トス」るものであった。予定の「旅行順路」は、
「北
平、保定、鄭州、洛陽、西安、漢口、南京、揚州、蘇州、上海、杭州、大連、旅順、奉天、北平」
となっている48。
現在確認できるのは、1936 年 2 月 29 日より曲阜、徐州、開封、洛陽、西安への旅行に行って
いること、そして同年 4 月から 5 月にかけて北平、天津、大連、奉天、大連、上海、杭州、蘇州、
呉興を巡っていることである。前者の旅程については、濱の直筆による「曲阜徐州開封洛陽西安
旅行記」および「同メモ帳」（浜文庫／日文戯曲／21）が濱文庫に残されている49。一方、後者の
行程について旅行記は残されていないものの、後年の論文や随筆で触れている50。
これらの旅行により、開封における河南墜子、河南梆子（豫劇）、および呉興での仙霓社の旅巡
業「文全福」による南方崑曲の上演記録という貴重な成果が生まれた。また董康（1867～1947）
の紹介状を携えて、呉興南潯鎮にある蔵書家劉承幹（1882～1963）の私設蔵書楼・嘉業堂を訪問
している。当時北京大学法科教授の職にあり、司法総長、財政総長等を歴任した著名な法律家・
政治家である董康に紹介状を書いてもらえたのは、もちろん周作人の紹介があったからであろう
が、恩師・倉石武四郎がかつて京都で董康の世話をしたことも濱一衛にとっては有利に働いたは
ずである51。
濱一衛は京都および北平での恵まれた人間関係を十分に活かして、青木正児が先鞭をつけた上
演史研究を発展させていったのである52。
６．帰国、および最終報告書
濱一衛の北平留学からの帰国は、従来「濱一衛教授略歴および研究業績」に記された「昭和十
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一年六月十五日

帰朝」という記述に依拠してきたが、今回の外務省公文書により 6 月 10 日に塘

沽から大阪商船の長城丸に乗船し、1936 年 6 月 13 日に帰国したことが判明した53。
帰国後の濱一衛は、昭和 12（1937）年 3 月 31 日付けで留学の最終報告書「現代支那人ノ生活
ヨリ観タル国民性」を外務省文化事業部に提出した54。残念ながら、報告書の本文は外務省資料に
含まれておらず、現在見ることができない。
おわりに
五四運動からまもない 1921 年に北京へ渡って同学会に入り、幼少時に身につけた中国語に磨き
をかけた川喜多長政（1903～1981）は、北京大学を受験して「外国人学生なので別に難しい試験
もなく、胡適教授の口頭試験で、文学部の哲学科に入学を許された」
。彼の留学の目的は「学問を
すると言うより、同年輩の友人や同志を得ることだった。
（中略）しかし、その様な友人も同志も、
この環境の中に求めることは不可能だった。学校へ通いながら、無駄な時日を過ごしていること
が苛立たしかった」という55。中国語に堪能で、後に中華電影を設立するなど映画界で国際的に活
躍した川喜多でさえ、排日感情の強い中国の大学で友人を得ることは容易でなかった。済南事件
のあった 1928 年から満洲事変前の 1931 年まで留学した中国文学者で後に京都大学教授となる吉
川幸次郎（1904～1980）も、
「向こうから私にたいして仲よくしようとする学生はなかったね。ま
あ日本人留学生というのは自衛隊員みたいな感じなんでしょうな。
（――とくに親しくなった学生
はありませんでしたか。
）残念ながらございません」と回想している56。
これに比して、濱一衛は推薦書にあった「資性和順、尤モ常識ニ富ミ」という本人の資質に加
えて、周作人・豊一父子の温かい支えもあり、本稿で見てきたようにその留学生活は順調で、多
くの師友から学び、劇場での観劇経験を積むことができた。その成果は、帰国直後から中国演劇
の上演史研究で新分野を開拓する著書・論文として続々と結実することになったのである。
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