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日本外務省所蔵資料から解く郁達夫の訪日�1

李　　　麗　君

はじめに

1913年（大正２）18歳で初来日、「正則学校」、「一高特設予科」、「八高」、東京帝国大学という
コースを経て、1922年（大正11）27歳で帰国した郁達夫は、九年間を日本で過ごした。その長い日
本留学は、郁達夫の「作家形成」にとって極めて大きな意義を有する。郁達夫は、懸命に近代化へ
向かって走る日本に身を置いて、自国と大きく異なる社会形態、思想文化、時代的雰囲気、生活ス
タイルに接し、文学をもって自己の世界を表現する方法等を身につけ、個性的な作家として華やか
にスタートを切った。日本留学期は、郁達夫の作家としての予備期と同時に出発期でもあったに違
いない。それ以降、1930年代前半になって、ようやく安定した生活のできる、人気も名声もある職
業作家にまで上り詰めたのである。

その間、様々な日本人と出会い、日本の文学界・学界とも深い関係を持ち、現代中国の著名作家
として日本で認められるようになったのである。帰国して十四年後の1936年、郁達夫は再度日本を
訪れる。それは彼にとって最後の日本訪問、それも一カ月半程度の短期訪問であった。

郁達夫の日本留学については、日本でも中国でも先行研究はかなり多い。しかし、1936年の訪日
については、郁達夫本人が一度もその詳細を語ったことがなく、関連資料も極めて少なかったため、
これまで長い間、「日本滞在中の郭沫若への帰国の催促」説や「福建省政府のための印刷機械購入」
説などが唱えられてきた。前者は郁達夫の親族友人によるもので、後者は郁達夫の知人である小田
嶽夫（1900～1979）の回想に出てくるものである。

この他に、人々によく知られているのは、当時日本滞在中で郁達夫の訪問を受けた郭沫若による
数編の記述、「達夫的来訪」（上海：『宇宙風』35期552-556頁、1937年２月）、「論郁達夫」（上海：

『中国文学』第１巻第１期 1-4 頁、1946年６月）及び「再談郁達夫」（上海：『文訊』７巻５期221-225
頁、1947年11月）であろう。しかし、当時の郭沫若はすでに十年以上郁達夫に会っていないし、上
の回想にも郁達夫訪日の詳細についてほとんど触れていないのである。

今回、幅広く史料調査、確認作業を行った結果、以下論述するような訪日の具体的事実に近い報
道がすでに当時の段階で存在したことが判明した。1936年10月20日、11月13日の『小民報』（福州、
夕刊紙）には、それぞれ「郁達夫将由滬東渡講学、時期両個月、報酬二千元」（郁達夫は間もなく上
海から日本へ講義に向かう、期間は二ヶ月、報酬は二千元）、「郁達夫赴日講学、豫定勾留一月帰途
将赴台湾（郁達夫は日本へ講義に赴く、滞在は一ヶ月の予定、帰途台湾に向かう）と報道されてい
る�2。実際に郁達夫は、1936年12月下旬、日本から福建省に帰る途中、予定通り台湾に立ち寄り一週
間の訪問をしている。その時、台湾新民報社主催の文学座談会に於いては、「今回は外務省文化事業
部の招聘に拠りまして内地各地を視察講演されての帰途台湾に立ち寄られて約一週間島内を御視察
される御予定でありますのを特にこの会合に御出席願ったやうな次第であります」�3�というように、
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招聘者や訪日目的などを明らかにする紹介がなされた。この紹介は『台湾新民報』にも掲載された。
さらに、郁達夫が台湾を訪問した時、彼と親しく接触した黄得時（1909～1999、当時台北帝国大学
三年生）の「郁達夫先生評伝」（1947）には、次のような証言がある。「その年、郁先生は日本外務
省の招待を受けて、福建から東京に行った。また、東京から福建への帰途わざわざ台湾視察に来ら
れたのである」�4。その他、在日台湾人歴史研究者の戴国煇（1931～2001）氏も触れているように、
台南視察をした時、郁達夫と接した文学青年郭水潭（1907～1995）もその「憶郁達夫訪台」（『台北
文物』第３巻第３期、1954年12月）で同様な証言をしている�5。しかし、1936年の郁達夫の日本訪
問の詳細は、上述のような様々な説が存在する中、なぜかこうした事実に一番近い証言がこれまで
ずっと看過され、謎のベールに包まれたまま今日に至ったのである。

近年、外務省外交史料館などに所蔵されている公文書がデータベース化されて、ネットに公開さ
れるようになり、かつて簡単には見られなかった貴重な資料が、手軽に利用できるようになってき
た�6。公開された「外務省記録」には、「JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.B05015770000」、「外
務省外交史料館→外務省記録→ H 門〈東方文化事情〉→第６類〈講演、視察及び助成〉→満支人本
邦視察旅行関係雑件／補助実施関係　第十九巻→13　支那学者郁達夫」（B-H-06-01-00-04-02-00-19）

（外務省外交史料館）」�7�という、郁達夫に関する関連書類、往来電報、公信、記録及び添付資料（郁
達夫の講演原稿、講演記録翻訳、関係の報道記事など）、計48画像（表紙を含めて82頁にも及ぶ）が
含まれ、それによって、我々は1936年当時の郁達夫の日本訪問の全貌解明にとって最も確実な直接
資料を目にすることができるようになったのである。

一　郁達夫訪日の背景と周辺

1936年の郁達夫の日本訪問は、これまで明かされてこなかった経緯がその背景に存在した。即ち、
それは、当時の日本政府（外務省）運営の「東方文化事業」（日本国内では「対支文化事業」とも呼
ばれる）の助成を受けて実現したものだったということである。

郁達夫の二度目の訪日を語るには、その背景、即ち「東方文化事業」について振り返ってみる必
要がある。「東方文化事業」に関しては、すでに佐伯修『上海自然科学研究所：科学者たちの日中戦
争』（宝島社、1995年）、阿部洋『「対支文化事業」の研究：戦前期日中文化交流の展開と挫折』（汲
古書院、2004年）、山根幸夫『東方文化事業の歴史：昭和前期における日中文化交流』（汲古書院、
2005年）などの優れた研究がある。ここではその概要を簡潔にまとめておく。1920年代、中国では
激しい列強排斥運動が起こり、日本政府は、反日感情の緩和を目的に、またアメリカのやり方にも
倣い、1923年、義和団事件の賠償金を基金に外務省管轄の事業として「東方文化事業」をスタート
させた。また、1925年からは日本・中国（中華民国）の共同運営となった。しかし1928年日中関係
の悪化により中国側が運営から脱退し、以後日本単独の事業となった。事業内容としては中国での
日系諸団体による社会活動への資金援助や、日中間の交換留学・人的交流の促進であったが、特に
中心になったのは北京人文科学研究所・上海自然科学研究所・東方文化学院などの学術研究機関の
設立運営であった。

郁達夫の訪日は、「東方文化事業」「支那及び満州人」「講演、視察」助成の枠に入っており、彼の
訪日の実際の姿を知るためには、「助成」プログラムの全体状況を把握しておかねばならない。筆者
は、視察講演助成事業全体の関連資料を調べた結果、この部類の助成は毎年度実施するもので、年
平均数十件程度であることが分かった。更に「外務省外交史料館→外務省記録→ H 門〈東方文化事
情〉→第６類〈講演、視察及び助成〉→満支人本邦視察旅行関係雑件／補助実施関係　第18、19巻」
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を精査したところ、郁達夫来日の1936年１月から12月までの一年間、団体、個人を合わせて、計32
件の助成が実施されたことも判明した。次の表は、筆者が調査内容を整理して作成したものである。

1936年度日本視察訪問助成リスト（李作成）

助　成　対　象　　 人数 名目・金額　　 申　 請　 先　　
１、錦州教職員日本内地教育視察団 21 視察、1680 錦州総領事館
２、北平大学理学院教授曾昭倫ら  8 視察、2400 北平大使館
３、浙江医薬専科学校教授趙競初  1 視察、400 杭州領事館
４、中華民国学者江亢虎  1 講演費、300 日華学会
５、北平中国学院教務長方宗鰲  1 視察、400 北平大使館
６、��上海「セントフランスザビヤーカレツヂ」教授 

馮夢覚ら  2 視察、600 上海総領事館

７、哈爾賓高等工業学校職員 藤武久男ら 10 視察、2500 ハルビン総領事館
８、広東私立敏存職業学校長源敏存  1 講演視察、300 広東総領事館
９、北平大学農学院教授赴日視察団 劉伯文外九名 10 視察、3000 北平大使館
10、宗貞女学校教員羅俊英  1 視察、300 北平大使館
11、上海工部局立華童公学教員兪彭齢ら  4 視察、1200 上海総領事館
12、河北大学教授李達才ら  4 視察、1600 鄭州総領事館
13、��社会教育習得為派遣ノ満州国留学生  厖典聲外

八名  9 修学旅行、2250 満州国駐日本大使館

14、留東戯劇研究会々長常静仁ら 10 講演視察、200 日華学会
15、上海東南学院教授 湯蠡舟外一名  2 視察、600 上海総領事館
16、河北省立法商学院教授林夢視觀  1 視察、400 天津領事館
17、広東省立励勤大学教授林克明外一名  2 視察、1000 広東総領事館
18、北平教育文化記者協会赴日参観団  8 視察、2400 北平大使館
19、私立北平民国学院教授盧愛知  1 視察、300 北平大使館
20、中華民国奉哈両省政府教育庁第一科長高希裴  1 視察、300 北平大使館
21、浙江医薬専科学校章志青外一名  2 視察、800 杭州領事館
22、国立曁南大学実験中学教員朱濤外一名  2 視察、600 上海総領事館
23、上海曁南大学訓育主任呉修  1 視察、500 上海総領事館
24、冀祭外交委員会参議蒋天勲  1 視察、400 北平大使館
25、天津市立三十七小学校長李硯田外一名  2 視察、460 日本全国聯合小学教員会
26、北平市立北平芸術科職業学校夏晨中  2 視察、400 北平大使館
27、第三十八回九州医学会参列支那学者  3 視察、2800 日本九州医学会
28、医学博士黄丙丁  1 視察、500 福州総領事館
29、支那学者郁達夫  1 視察、1000 福州総領事館
30、興安北省新巴爾虎左翼旗立小学校長ト徳  1 視察、400 海拉爾領事館
31、支那天文学者紫金山天文台長余青松ら  2 視察、1400 日本東亜天文台協会
32、第十二回日本学術大会出席満州国学者  2 視察、500 日本学術協会
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中国（「満州」地区を含める）関係者の日本視察訪問に対し、助成支援を行い、種々の便宜を図る
ことは、「東方文化事業」の内容の一つである。そういう意味で、郁達夫の訪日はあくまでも事業の
宗旨に沿って行なわれたもので、それほど特別なものではなかったと考えられる。しかし、彼に提
供された助成金額は明らかに他の人より高かったことも確かである。それは、一ヶ月半にもわたっ
た長い訪問期間、日本本土の他、台湾にも訪問すること、東京帝国大学留学出身者・著名作家であ
る上、福建省政府公報室主任という政府役人の身分、さらには多くの日本人の知人（杭州総領事館
領事松村雄蔵、福州の華字紙『閩報』社長松永栄、特に訪日発案者の福州総領事館総領事中村豊一
など�8）を持ち、日中親善にふさわしい人物と考えられたこと、及び領事館等の日本側の思惑など、
いくつかの重要な理由が重なったためであると考えられる。

郁達夫訪日の背景や全貌を解明するために、筆者は、郁達夫訪日関係以外の周辺資料調査も行っ
た。そこで、外務省外交史料館→外務省記録→Ａ門　政治、外交→１類　帝国外交→１項　対支那
国→帝国ノ対支外交政策関係一件� 第八巻（レファレンスコード B02030162900、外務省外交史料館
請求記号 B-A-1-1-097）を調べた時、1936年３月、上海で開かれた日本外務省主催の駐中国総領事
会議で、福州総領事館総領事中村豊一から提出された「福建省ノ現状及我国ノ対福建発展策」�9�とい
う報告書に行き当たった。その報告書は、「福建省事情→第一、福建ノ政情� 一、福建省ト南京政府
トノ関係、二、福建省に於ケル陳儀ノ地位、三、西南ト福建省ノ関係、→第二、福建省ト日本トノ
関係、→第三、陳儀ノ日本ニ対スル態度、→第四、福建省ニ於ケル諸外国ノ勢力」という四つの部
分で構成され、冒頭で、「殊ニ省主席陳儀ハ日本留学生出身ニシテ日本人ニ多クノ知己ヲ有シテ又日
本ニ対シ深キ認識ヲ有シ中央カ親日ヲ標榜スルニ於テハ之ニ拍車ヲ掛ケテソノ徹底ヲ期スル用意ア
リ」「仮ヘ中央カ日本ニ対シ冷カナル態度ヲ示ス場合ニ於テモ出来得ル限リ我方トノ円滑ナル関係ヲ
保持スルニ努ムヘキモノト予想セラル」と、陳儀をはじめとした福建省政府が比較的親日的な立場
にあると分析している。近代以来、日本と福建省とは一貫して比較的緊密な関係を保ってきたとい
う大きな背景があり、総領事の福建省情勢分析と福建省での親善工作強化の意向は、後の郁達夫訪
日に大きく関わってくることが容易に想像される。また、２月、即ち郁達夫が福建省に来たばかり
の時には、すでに総領事の中村豊一と知り合っている。後に中村豊一から外務省に提出された三件
目の公信には、上の報告書と同じ趣旨が述べられていることはこの点を明確に表していると言えよ
う。こうした新出の資料は郁達夫訪日の遠因と近因の解明に大きな意味を有するものとなる。

ちなみに、この時期の郁達夫の生活や活動は以下の通りであった。1933年春、郁達夫は上海を離
れ杭州へ引っ越したが、1936年２月、福建省政府主席陳儀に招かれ、福州へ赴き、すぐに福建省政
府参議を委ねられ、さらに６月には福建省政府公報室主任に任命された。その４月に、福州総領事
館から郁達夫の訪日助成申請関連書類が外務省へ提出されたのである。

二　記録「13　支那学者郁達夫」の正体

「13　支那文学者郁達夫」に含まれた48画像（82頁）の資料は、時系列に綴られたものでもなく、
その一部には作成あるいは提出時期の記載もなかった。考察に入るための基礎作業として、上記の
背景及び周辺状況調査に合わせて、資料の中味を吟味し、資料の順序確定を行った。それに続いて、
それぞれの資料内容を検討し、日付にしたがって19件に分類し、平易な説明を加えた。

【資料１】H-0595/0273-0274　画像8-9
昭和11年（1936）４月20日付け福州総領事中村豊一より外務大臣有田八郎宛の公信「機密第一五八

号」の「中国人ニ対スル視察費補給ニ関スル件」である。そこでは、福建省主席陳儀の日本留学出
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身者採用情況、特に郁達夫の状況を紹介した上、「就テハ此際同人ヲシテ台湾、更ニ日本ヲモ視察セ
シムルコトハ日支親善上、適切且ツ有効ナルベク被存ニ付キ三月二十八日文化一機密令第四〇二号
満支人ニ対スル講演視察費補給ノ件ニ準ジ文化事業部ヨリ視察費金一千円ノ高補給方御詮議相仰度」
と、郁達夫の訪日助成支援の旨が述べられている。

【資料２】H-0595/0272　画像7
同年５月８日付け外務省から上の公信への許可返電。

【資料３】H-0595/0270-0271　画像5-6
同年６月24日付け中村豊一より外務大臣有田八郎宛の二件目の公信「機密第二六四号」の「中国

人（郁達夫）ニ対スル視察費補給ニ関スル件」である。内容としては、郁達夫が故郷帰省中である
こと、閩報館記者に福建省政府転覆運動に参加したとの嫌疑がかかり、閩報館による郁達夫の日本
派遣は一旦ストップとなった報告、郁達夫の訪日名目は、福建省政府派遣の日本・台湾視察へと変
更すること、外務省への訪日中の講演招待斡旋の依頼などの項目がある。

【資料4、 5】H-0595/0301　画像36　　H-0595/0299　画像34
同年７月８日付け中村豊一より外務省岡田文化事業部宛、林第一文化課長宛公信である。内容は

同様で、【資料１】の簡略版とも言える。
【資料６】H-0595/0276　画像11

同年10月14日付け中村豊一（在広東日本領事館）より文化事業部宮崎申郎宛公信。内容は、講演
場所などの手配依頼である。

【資料７】H-0595/0275　画像10
同年10月16日付け「有田大臣」より「福州内田総領事」宛電報。郁達夫の出発日程報告を指示。

【資料８】H-0595/0300　画像35
「資料７」の電報への返信として、同年10月20日付け「福州総領事内田五郎�10」より「外務大臣有

田八郎」宛に送付した公信。郁達夫と黄丙丁（もう一人の助成対象者）は10月末に上海から日本へ
出発、11月10日頃に東京到着予定の報告。

【資料９】H-0595/0268-0269　画像3-4
同年10月27日付け内田総領事より外務省宛の電報（第198号）。郁達夫の訪日日程詳細を報告した。

10月20日に福州を立ち、途中杭州にしばらく立ち寄り、11月７日頃、上海に到着予定、黄丙丁は10
月28日も福州を出発、上海で郁達夫と合流して、ともに日本へ向かう。11月10日すぎ、東京到着の
予定。

【資料10】H-0595/0267　画像2
同年11月２日付け外務省文化事業部による、「1936年10月28日起案」「1936年11月２日決裁」「支

那学者郁達夫ニ対シ本邦視察手当補給ニ関スル高裁案」、その主文は以下の通りである。「中華民国
福建省政府ニ於テハ今般支那著名ノ文学者郁達夫ヲ同省参議に聘シ文学方面ヨリ同国青年ノ日本ニ
対スル認識ヲ深カラシメント試ミ同人ヲシテ本邦学界其ノ他各般ノ現状視察ノ為十月二十日福州出
発十一月中旬着京ノ上本邦各地ヲ旅行致サセ度ニ付視察手当補給アリ度旨在福州総領事館ヲ経テ当
方ニ願出アリタリ。同人ハ東京帝国大学出身者ニシテ元浙江大学教授ノ傍諸雑誌ニ執筆シ同国青年
間ニ多数ノ崇拝者ヲ有スル文学者ニシテ同人ヲシテ本邦各地ヲ視察セシムルコトハ文化事業トシテ
有意義ト認メラレルニ付昭和十一年度対支文化事業特別会計事業費ノ項講演及視察費ノ目ヨリ視察
手当トシテ金一千円也ヲ支出シ前記郁達夫ニ交付スルコトト致度、右仰高裁。」

【資料11】H-0595/0277　画像12
同年11月13日付け長崎県知事田中広太郎より「日本内務大臣、外務大臣、警視総監並びに神奈川、



60

言語文化論究 336

大阪、兵庫、山口、福岡各庁府県長官」宛報告書。報告書では、郁達夫は「昨十二日上海ヨリ入港」、
「今回外務省文化事業部ノ招聘ニヨリ二ヶ月ノ予定ニテ学校図書館其ノ他文学方面ノ視察ヲ兼　支那
ノ文化、哲学、文学ニ関スル講演ノ為渡来シタリト称ス在福洲日本官憲ヨリ文化事業部其ノ他関係
部ニ宛テタル　紹介状ヲ所持シ居リテ格別容疑ノ点ナク即日鉄路東京市ニ向ケ出発シタリ」と通報
している。

【資料12、 13】H-0595/0292-0294　画像27-29
昭和11年（1936）11月14日付け外務省文化事業部より宮内省図書寮頭渡部信宛、東洋文庫主任白

鳥倉吉宛、静嘉堂文庫主任諸橋轍次宛の見学紹介状。
その内容から見ると、郁達夫本人も同じものを所持していたようである。

【資料14】H-0595/0295-0298　画像30-33
同年11月26日付け「警視総監石田馨」より出された一件目の「内務大臣、外務大臣、陸軍大臣、

各庁府県長官及び在上海内務書記官」宛報告書「文化視察ト称スル中国左翼作家（「左翼作家」に点
を付けている―李注）並ニ医学視察ト称スル中国人医師ノ動静ニ関スル件」（外秘第二九〇〇号）。
具体的には、郁達夫と黄丙丁の東京到着後の行動及びその後の予定を記している。「郁ハ中国左翼作
家ニテ嘗テ上海ニ於テ『大衆文藝』ヲ主宰シ、又中国左翼作家聯盟ニ加盟セルコトアリ千葉県市川
市外須和田弁財天居住ノ左翼作家郭沫若等トモ親交アル人物ニテ在京左翼文士学生等トモ接触スル
虞レアルヲ以テ其ノ言動厳秘注意中ニ有之」、及び「前朝鮮総督宇垣一成、陸軍大将松井石根、陸軍
中将坂西利八郎等トモ会見方希望シ居ル状況ナルカ」という記述はとりわけ注目すべきであろう。
報告書の附録としては、二人の略歴書及び郁達夫の講演原稿「支那の現状に就テ」が付されている。

【資料15】H-0595/0288-0289　画像23-24
同年11月27日付け外務省岡田文化事業部長より台湾総督府坂本外事課長宛「郁達夫ニ対シ便宜供

与ノ件」、主文は次の通りである。「今般福建省政府参議郁達夫ハ同政府ノ命ニ依リ文化視察ノ目的
ヲ以テ来邦シ好印象裡ニ各般ノ視察講演ヲ続ケ居レル処来ル十二月十九日神戸発朝日丸ニテ渡台視
察スヘキ予定ナルカ同人ハ東京帝国大学ニ留学セシコトアリ且中国当代ノ文学者ニ有之陳儀ヨリモ
信任を享ケ居ル人物ナルニ付同人着台ノ節ハ諸事便宜供与方御配慮相成様致度此ノ段紹介傍御依頼
得貴意候」。

【資料16】H-0595/0278-0287　画像13-22
昭和11年（1936）12月４日付け「警視総監石田馨」より出された二件目の報告書「中華留日学生

講演会ニ於ケル郁達夫ノ反日講演ニ（「反日講演ニ」に点を付けている―李注）関スル件」（外秘
第三〇〇二号）。その主文は次のような内容が記されている。「本月二日午后四時ヨリ同五時三十分
ニ至ル間、日華学会楼上ニ於テ中華留日学生学術講演会ヲ開催シタルカ聴衆ハ中国留学生約五〇〇
名ニシテ邦人文士佐藤春夫、中国左翼作家郁達夫ハ別記要旨ノ如キ講演ヲ為シ特ニ郁達夫ノ講演ハ
反日扇動的ナルモノアリシニヨリ之レカ言動厳密注意中」。報告書には、「別記　講演要旨」として、
佐藤春夫「一　日本文壇ノ分野及其批評」、郁達夫「二　現代中国文壇ノ概況」、郁達夫ノ中国語原
稿「廿五年十二月二日（ここには「於日華学会」という五文字が審査関係者によって入れられてい
る―李注）郁達夫講中国文壇」及びその日本語訳「郁達夫講演概訳」が附されている。

【資料17】H-0595/0290-0291　画像25-26
1936年12月８、９日『時事新報』に掲載された、一戸務執筆「来朝中の郁達夫」（上下）の切り

抜き二点、と外務省関係者が作成した郁達夫についての報告文章「私見」（手書き）からなる。「私
見」の主旨は、上の一戸務の記事をもって郁達夫が左翼作家でなく、人生の苦悩や哀愁を詠う者に
過ぎないと主張している。そこには興味深い内容が記されており、以下、その全文を引用する。
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　私見
筆者一戸務ハ東京帝国大学附属図書館嘱託ニシテ本年七月我文化事業ヨリ視察手当ノ補給

（六〇〇円）ヲ得テ満支各地ヲ旅行セルモノナリ。
尚右一戸氏ノ述ベタル別紙切抜時事新報掲載郁達夫紹介文ニ依レハ郁達夫ハ、里見弴、佐藤春
夫、新居格、林芙美子、久保田万太郎、フィリップ（仏蘭西）、葛西善蔵等ノ作家ニ私淑シ又ハ
ソレラノ作家ノ作品ヲ愛読スル趣ナルカ、以上ノ作家ハ我ガ文壇ニ於ケル中堅作家ニシテ、一
ハ個人主義的人道主義ニ立チ真心哲学ヲ説キ一ハ唯美至上派ニ属シ一ハツツマシキ人間ノ小市
民的ナ憂ヲ唄ヒ一ハ下町ニ於ル明治末期ノ哀愁ヲ奏デル等各人各色ナルモ皆退嬰的ナ、然シ正
統派的正道ヲ歩ク作家ナルヲ想ヘバ、郁達夫ノ思想情緒モ思半ニ過グルモノアリ、結局同人モ
亦「人世の裏街を歩む苦悩の哀愁を慕ふ」作家ノ一人ニシテ、「所詮氏の文学の妙味は哀愁に漂
ふ詩」ニ在リ、凡ソ左翼運動等ノ如キモノトハ縁遠キ作家ナルベシト思惟セラル。

総合的に見ると、おそらく外務省関係者は、先の警察の「左翼作家」郁達夫の動向に関する報告
書にプレッシャーを感じ、大金をもって支援しているのが左翼作家だという印象を人に与えてしま
うことを恐れて、この説明文章を作成したと考えられる。

【資料18】H-0595/0304-0313　画像39-48
昭和11年（1936）12月11日付け「警視総監石田馨」より出された三件目の報告書「文化視察と称

スル中国左翼作家郁達夫ノ言動ニ関スル件」（外秘第三〇六一号）及び別記「支那の現状に就て」。
報告書の主な内容は次の通りである。

右者ノ反日的言動ニ関シテハ対号既報ノ処其ノ後主ナル言動左記ノ通
リニ有之引続キ注意中

　記　
一、� �十一月二十六日正午ヨリ麹町区三年町一霞山会館ニ於ケル東亜同文会主催ノ招待午餐会ニ

出席シ席上『支那の現状に就て』ト題シ出席者本多熊太郎、太田宇之助、五百木良三、大
竹貫一、高橋雄豺、八角三郎、古島一雄、有賀長文、赤地濃、木村鋭市、菊池武夫等、計
七十五名ニ対シ（一）支那ニ於ケル士ノ階級ノ衰微没落、（二）軍閥ノ跋扈、（三）農村疲
弊ノ状態、（四）支那ニ於ケル知識階級、（五）日支ノ互恵平等的提携ノ必要等ニ就キ大要
別記ノ如キ講演ヲ為セリ。

二、� �十二月五日午后二時ヨリ神田区西神田二ノ二日華学会三階講堂ニ於ケル中国文学研究会（事
務所芝区白金今里町八九番地）主催ノ講演会ニ臨ミ出席者竹内好外十三名ニ対シ『中国の
詩の変遷』ト題シ講演予定ナリシ処対号既報ノ如ク本月二日午后四時ヨリ右日華学会楼上
ニ於ケル中華留日学生学術講演会ノ席上講演セル言動中反日煽動的ナルモノアリタルニ鑑
ミ仝会主事高橋君平ヨリ好意ノ忠告ヲ受ケシ為任意右講演ヲ中止セリ。

三、� �十二月十三日午后二時ヨリ右日華学会ニ於ケル中華留日明治大学校友会主催ノ第二次学術
講演会ニ出席シ『文学的時代性』ト題シ講演ヲ行フ予定ナリ。

【資料19】H-0595/0302-0303　画像37-38
昭和11年（1936）12月22日付け「警視総監石田馨」より提出された四件目の報告書「文化視察ト

称スル中国左翼作家並ニ医学視察と称スル中国人医師ノ動静並ニ退京ニ関スル件」（外秘第三一五八
号）、郁達夫の日本訪問に関する資料群の最後である。報告書の主な内容は次の通りである。

……郁達夫ハ本月十五日午后六時ヨリ麹町区丸ノ内陶々亭ニ於ケル大亜細亜協会幹事中谷武世
主催ノ座談会ニ出席次テ仝十六日午后六時ヨリ麹町区丸ノ内三丁目生命保険会社協会々館内「A

Ⅰ」ニ於ケル日本ペンクラブ主催ノ招待晩餐会ニ出席（状況別報ノ通リ）セル外特異ノ行動ナ
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ク本月十七日午前九時東京駅発列車ニテ京都ニ向ケ退京帰国セルカ途中京都奈良ヲ観光ノ上台
北ニ赴キ台湾総督府ニ坂本外事課長ヲ訪問仝人ノ斡旋ニテ仝地ニ於テ中国ノ現状等ニ就キ講演
ヲ為シ明年一月十日頃帰国ノ予定ニシテ。

以下、外務省外交史料館所蔵1936年郁達夫日本訪問関係資料の考察に基づき、郁達夫の日本訪問
経過を表にした。

外務省所蔵資料は、東京を離れ関西へ向かうところで終わっている。今回の調査・研究作業で、
前述した「日本留学時代の郁達夫―八高・東大同期生よりの聞き書き」には、今回の訪日に関係

1936年における郁達夫の日本訪問経過

期　　日 日　程　内　容　　　　　 所 出 資 料　
1936年４月20日 福州総領事より郁達夫の訪日助成発案 資料１
1936年５月８日 外務省より許可電報、助成金額１千円、現地払い 資料２
1936年６月24日 福州総領事より、郁氏の近況、秋渡日等、計画進捗報告 資料３
1936年７月８日 福州総領事より、文化事業部担当責任者宛報告 資料４、５
1936年10月16日 外務省より、要郁氏訪日日程電報 資料７

20日 福州総領事より、訪日出発期日報告 資料８
1936年11月２日 外務省郁達夫訪日助成発案決栽 資料10

12日 郁達夫は「上海丸」にて長崎着 資料11
13日 郁達夫は鉄道にて東京着、万平ホテル入り 資料11、14
14日 文化事業部より宮内省図書寮等見学紹介状発行 資料12、13
15日 中国大使館、留学生監督処訪問、明治神宮見学 資料14
16日 改造社山本実彦社長訪問 資料14
17日 外務省文化事業部訪問、視察日程確認等。 資料14
18日 茗渓会館移動 資料14

26日 警察総監より１件目の動向報告書、東亜同文会主催招待会出席、講演
（一回目）を行う。 資料14、18

27日 台湾視察紹介状発行 資料15
1936年12月２日 日華学会で「問題講演」（二回目）を行い、警察の厳密注意を招く 資料16

４日 警察総監より２件目の動向報告書、２日の講演に言及 資料16

５日
中国文学研究会主催の講演会で「中国の詩の変遷」と題して講演（三
回目）を行う予定だったが、先に反日講演をしたという理由で事実上
当局により禁止された。

資料18

（？）10日 文化事業部より郁達夫に関する所見報告作成 資料17
　　　11日 警察総監より３件目の動向報告書 資料18

　　13日 明治大学校友会講演「文学的時代性」（四回目） 資料18
　　15日 大亜細亜協会座談会出席 資料19
　　16日 日本ペンクラブ招待会出席 資料19
　　17日 東京を離れ、京都着、京大楽友会館宿泊。 資料19
　　22日 警察総監より４件目の動向報告書 資料19

� （上の表は、李作成）
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する記録もあったことが分かった。それは八高と東京帝大を通してともに学んだ親友である稲吉鍈
治の回想であった。「郁文とは少しも外国人という意識のないうちとけた友人であった」、「戦争中、
昭和十四、五年頃（？）（記憶の誤り－李注）名古屋駅のフラットフォームに立っていたら、下り列
車がはいってきて車窓から郁文が顔を出し、“イナヨシ君”と手を挙げてよんでいた。思わぬ対面
だった。そのとき貰った名刺に“浙江省政府省長秘書”とあったので、“郁君キミは政治家になった
のか”と聞いたら郁文は苦笑いしていた。東京での公用を終え、直ちに帰任しなければならない由
で下車する余裕がなく、停車中五、六分の短時間の会見に終わったことは残念だった」�11。どちらに
とっても思いがけない、久しぶりの再会で、感慨深いものがあったに違いないだろう。ところで、
東京以後の訪日日程については、日中台の同時代資料、及び伊藤虎丸・稲葉昭二・鈴木正夫編『郁
達夫資料』、王自立・陳子善編『郁達夫研究資料』、戴国煇「郁達夫と台湾―中国新文学の一断面
―」等の資料を照らし合わせたものを、以下、詳細に提示する。
12月17日、朝９時発の「つばめ」で京都へ向かう。午後４時25分京都着。当時京都帝国大学学生

の小川環樹から出迎えと案内を受け、京都帝国大学の楽友会館に宿をとる。（伊藤他『郁達夫資料』）
12月18日、奈良で法隆寺見学、志賀直哉宅を訪問、東大寺を案内してもらい、京都に戻る。夫人

王映霞宛、当日の様子を記す「従鹿囿傳来的消息」を書く。（外務省資料、郁達夫）
19日、神戸より日本郵船「朝日丸」乗船、台湾に向かう。（外務省資料、戴国煇）
22日、午後、基隆到着。（外務省資料、伊藤他『郁達夫資料』）
23日、午後、台北鉄道ホテルで開催された台湾新民報社主催の「郁達夫氏に訊く」文学座談会に

出席、夜、同じホテルで講師として台湾日日新報社主催の文化講演会に出席、「支那文学について」
で講演を行う。（伊藤他『郁達夫資料』、戴国煇）

24日、台北帝大東洋文学会主催の歓迎会（台北鉄道ホテルにて）に出席する。出席者、島田謹二、
神田喜一郎、矢野峰人、原田季清、稲田尹、黄得時、呉守礼、田大熊の８名。（戴国煇）

26日、台北から台中、嘉義を視察、阿里山を遊覧。（伊藤他『郁達夫資料』、戴国煇）
27日、午後、台南到着、市内見学、文学青年らと懇談。（伊藤他『郁達夫資料』）
28日、台南から高雄到着。（伊藤他『郁達夫資料』）
29日、台南鉄道ホテルにて特高監視のもとに中華会館代表及び数人の文士・文学青年と面会する。

（戴国煇）
30日、高雄から、福建丸に乗船、厦門に着く。午後、厦門大学、南普陀山見学。（伊藤他『郁達

夫資料』）
31日、鼓浪嶼に渡り、弘一法師（李叔同）を訪問。午後、厦門青年会で講演。（伊藤他『郁達夫

資料』）
1937年１月４日、陸路で福州に帰任。（伊藤他『郁達夫資料』）

三　関連問題の考察

郁達夫関係資料が、日本政府の公文書として、80年以上も人に知られることなく、整った形で保
存されてきたことは実に意義深いものである。これらの資料は、まず日本近代史研究、日本外交研
究、近代における日中関係史研究など、様々な分野の研究にとって、歴史的学術的価値がある。特
に「13　支那学者郁達夫」は、郁達夫研究に存在した謎の解明にとって決定的な意味を持つもので
ある。

これらの資料によって、郁達夫の訪日の由来、経費の出所、日程詳細、重要活動、及び警察から
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の干渉を引き起こした「問題講演」などは明らかになったが、一方、いくつかの疑問も残されるこ
とになった。資料の記載期間は訪日発案の1936年４月に始まるが、最後は12月17日で、東京を離れ
るところで終わっている。関西での二日間余り及び台湾での一週間余りについては、事前の予定記
載の他、一切記録が存在しない。おそらく訪日の主要日程と行事はすべて東京に集中するため、東
京での日程が終了すると、あとの日程は相対的にトラブル発生の「危険度」が低く、重要性が薄れ
る。その結果、資料は現在のような形になったとも推測されるのである。

しかし、東京以後については、書面の記録がないとはいえ、実際には目に見える形、見えない形
での「注視」「監視」が依然として行われていたようである。台湾訪問の関係行事に参加した当事者
の回想では、郁達夫の台湾訪問日程は事前に当局関係者と相談して決めたもの（もちろん、日本訪
問全体もそのようであった―李注）で、訪問中には政府関係者の尾行監視もあったという�12。

外務省記録資料には、日本上陸から東京における訪問まで、警察側による訪問者動向報告書が計
四件も存在する。これは、郁達夫の訪日が「官憲」から大変な注目を受けたことを示している。特
に多人数を対象とした「講演」のような行事の場合、講演者の「反日言動」の有無を「監視」した
り或いは内容に干渉したりすることもあった。筆者の調査では、同年同じ「対支文化事業」の助成
を受けた個人や団体の訪日関係文書には警察による報告書はなく、書類の数も少なく、内容は領事
館・外務省関係と訪問者関係の報告のみであった。郁達夫の場合、それらとは異なり、高額の助成
と周到な準備を伴う招待を受ける一方、警察側の介入もあり、用心深く審査・注視・監視された点、
他の訪問者とは異なる部分があったのである。

いま一つ、興味深く感じさせられた点がある。記録資料、特に警察側の報告書を詳細に検討した
ところ、そこには「問題講演」を中心に、反日的だと思われる言動が比較的詳細に記されてはいる
が、他の活動記録は概ね事前に提出された日程表の記載のままであった。郁達夫の私的行動として
は、中国では長く議論されてきた郭沫若訪問は、記録資料に何の痕跡もない。中国の学界では、郁
達夫の訪日の目的が「郭沫若の帰国催促」にあるという説が昔から言われてきた�13。郁達夫の訪日
日程を確認すると�14、1936年11月13日、東京到着、16日、改造社社長山本実彦（1885～1952）が郁
達夫歓迎会を開く機会に、郭沫若宅を訪問再会し、24日、郭沫若とともに中国文学研究会主催の歓
迎会に出席し二回目の再会をし、29日には、また郭沫若宅を訪問し、郭沫若一家並びに日本人の知
人友人を神田の中国料理屋に招待しているが、12月６日、改めて郭沫若宅を訪問した。しかし、こ
の四回にも及んだ郭沫若訪問面会については、日本の警察は郁達夫が「中国左翼作家ニテ上海ニ於
テ『大衆文藝』ヲ主宰シ又中国左翼作家聯盟ニ加盟セルコトアリ千葉県市川市外須和田弁財天居住
ノ左翼作家郭沫若等トモ親交アル人物ニテ在京左翼文士学生等トモ接触する虞レ」（【資料14】）が
あると認識しながら、実際の記録資料には全く記されていないのである。こうした資料から、我々
は何を読み取るべきなのであろうか。政府当局側、特に警察側からの「注視」「監視」というもの
は、どういう形、どの程度のものであったのか、郁達夫の訪日に対する特別の「関心」が一体何に
よるものなのか、などは更に調べる必要があるだろう。

おわりに

郁達夫の生涯において、一回目の日本留学は彼を作家人生へと導いた。そして、二回目の日本渡
航は大きく成長した作家の姿を「故地」に示すことにもなった。郁達夫自身は、その日本訪問の詳
細について多くを語ってはいないが、概ね満足していたようである。彼の福州役人時代の部下には、
次のような回想がある。「帰国後、郁達夫先生は次のように我々に語った。日本では、いたるところ
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で熱烈な歓迎を受けたが、それは決して過去の中国の一地方政府の公報室主任が享受しうるもので
はなかった。その言外の意味は、彼個人の日本社会での名声が極めて高かったことを言うものであ
る」�15。前述のように、郁達夫が今回の訪日を語ることは非常に少ないが、1940年、読売新聞社から
送られてきた新居格（1888～1951）の手紙への返信「敵我之間」（中国語による。1940年６月１、３
日シンガポール『星洲日報』学芸欄「晨星」に掲載）の中で、懐かしげに訪日を語る一段がある。

最後になりますが、私には日本の友人が本当に多くいます。四年前に訪日した際、彼らの歓待
を受けたことは、今もありありと心の中に思い浮かびます。なかでも京都で下車するやただち
に奈良の志賀直哉邸に向かったために、護衛に責任を負う京都の警察庁が保護の相手を見失い、
大慌てさせたことは、今でも申し訳なく思っています。お返事のついでに、ここでそのことを
記し、謹んで友人たちの健康を祈りたいと思います�16。

� 1940年、戦時中という厳しい状況の中でも、訪日の際に日本の友人たちが自分を暖かく迎えてく
れたこと、今でも心から日本の友人たちに感謝している心情を素直に述べており、また警察に緊張
を走らせたエピソードも披露している。

本稿の主旨は外務省外交史料をはじめとした新しい資料に対する検証によって、郁達夫の訪日の
背景、周辺、具体的姿を明らかにすることにあるということは、上記に述べた通りだが、ここで、
改めてこれまでの考察の流れをまとめておきたい。

外務省資料「13　支那学者郁達夫」の出現で、郁達夫の訪日そのものに直接関連した事項、即ち
発案申請から決定までの経過、訪日の主要日程内容、関わる部門や関係者等が明らかになった。本
研究では、これら新資料に着目し、整理・分析を加え、さらに考察範囲を広め、より多くの背景資
料周辺資料の調査を通して、外務省資料には直接書かれていない部分も含め、郁達夫訪日の実像全
貌に対する解明を行なってきた。

1936年時点で、郁達夫は、著名作家、日本に精通した東京帝大出身者、各界で多くの親交をもつ
社交的「紳士」として、中国はもちろん、日本でも関係者によく知られていた人物であった。日本
はとりわけ福建省と緊密な関係があったこと、福州総領事館も福建省での「親善工作」を発展させ
ようという強い意向があったこと、あるいは郁達夫本人にも日本訪問の希望があっただろうという
ことなど�17、いくつかの要素が絡み合い、彼の訪日は実現したのではないだろうか。訪日の詳細は
すでに「13　支那学者郁達夫」に示されているが、今回の拡大調査によって、同じ時期の同系列の
訪日との違いも明らかになった。「13　支那学者郁達夫」に対する考察では、史料そのものの整理
分析を行なうと同時に、他の同時代の一次資料についても調査、確認を行い、いくつかの問題提起
をした。これは、今後の研究の発展に繋がるものと考えている。

注

1 � 公開された外務省外交史料館所蔵の関係資料を利用する先行研究では、三点の中国語による論
文、寇振鋒「関於1936年郁達夫訪日」（『名古屋大学中国語学文学論集』第21輯、2009年12月）
と「釈読新発見的郁達夫訪日時的“問題”講演稿」（名古屋大学大学院国際言語文化研究科国際
多元文化専攻『多元文化』第10号、2010年３月）、武継平「1936年郁達夫訪日史実新考」（『中
国文化研究』2010年春之巻、2010年２月）がある。本論文の趣旨は、上記の研究で行われた作
業の他には、第一に、外務省所蔵郁達夫訪日資料の全体に対して詳細な検討を加えることに努
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めた。第二に、郁達夫以外の外務省資料にも考察範囲を広げ、多様な周辺資料を調査・分析し、
それらの資料の検討と照合を通して、郁達夫の訪日実態の全貌を浮かび上がらせることを心が
けた。

2 � 廖久明「郁達夫1936年底的日本之行与郭沫若帰国関係考」（北京：『中国現代文学研究叢刊』2010
年第２期）に基づく。『小民報』に関しては、王植倫・潘群『福州新聞誌・報業誌』（福州：福
建人民出版社、1997年）参照。

3 � 引用は、「附録Ⅷ『台湾新民報』所載記事座談会記事」（『郁達夫資料補編・下』、東京大学東洋
文化研究所附属東洋学文献刊行センター、1974年、219頁）による。

4 � 黄得時「郁達夫先生評伝」、『台湾文化』1947年第２巻第６～８期による。
5 � 戴国煇「郁達夫と台湾―中国新文学の一断面―」（春山明哲他編『戴国煇著作選Ⅱ　台湾史

の探索』、みやび出版、2011年）参照。黄、郭両氏の証言に対して、戴国煇氏は、郁達夫の訪
台が日本政府からの招待を受けてのものではなく、台湾総督府の独自な招きによって実現され
たものではないかという推測を述べている。

6 �「国立公文書館」による「アジア歴史資料センター」の「センターの紹介」参照。URL ＝ http://
www.jacar.go.jp/center/center.html。

7 � レファレンスコード B05015770000 で、外務省外交史料館請求記号は次の通りである。
B-H-06-01-00-04-02-00-19。

8 � 掲載の郁達夫の書簡や日記（1935年９月～36年３月の半年足らずの間に断続的に書かれたもの）
だけでも、これらの知人友人との付き合いは、10回以上記されている。『郁達夫全集』第５巻
参照。

9 �「外務省外交史料館→外務省記録→Ａ門　政治、外交→１類　帝国外交→１項「対支那国」→帝
国ノ対支外交政策関係一件 第八巻」参照。レファレンスコード： B02030162900

� 所蔵館における請求記号： B-A-1-1-097（所蔵館：外務省外交史料館）。
10� この時点で、中村豊一は「駐広州総領事館総領事」へ転任しており、その後任は内田五郎であった。
11� 魯迅研究会『魯迅研究』32号、1963年10月。
12� 陳松渓「郁達夫的台湾之行」、北京：『新文学史料』1985年第３期参照。
13� 郁達夫「為郭沫若氏祝五十誕辰」（初出1941年10月24日シンガポール『星洲日報・晨星』、『郁

達夫全集』第３巻）、郁飛「雑憶父親郁達夫在星洲的三年」（北京：『新文学史料』第５輯、1979
年11月）、王映霞『我与郁達夫』（南寧：広西教育出版社、1992年、70頁）、蒋授謙「我与達夫
共事」、蔡聖焜「憶郁達夫先生在福州」、陳文瑛「郁達夫先生与先父陳儀」（陳子善・王自立編

『回憶郁達夫』、長沙：湖南文芸出版社、1986年）参照。以上の資料を総合すると、「郭沫若の
帰国催促」が郁達夫の訪日の直接目的だとは言えないが、少なくとも郭沫若召還の件について
政府当局から相談されたり郭沫若への伝言を頼まれたりしたことがあったと推測され、ある程
度の関与があったと考えられる。

14�『郁達夫資料総目録附年譜』（下）、東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献刊行センター、1990
年、261頁。

15� 前掲、蔡聖焜「憶郁達夫先生在福州」、陳子善・王自立編『回憶郁達夫』368頁。
� 达夫先生返国以后曾对我们说，他在日本时，所到之处，备受热烈欢迎，绝非旧中国一个地方政

府公报室主任所能享得的。言外之意是说明他个人在日本社会中声望颇高。
16�『郁達夫全集』第９巻、207頁。
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� 最后，我在日本的友人，实在也是很多；我在前四年去日本时所受的诸君的款待，现在也还历历

地在我的心目中回旋。尤其是当我到了京都，一下车就上了奈良，去拜访了志贺直哉氏。致令京
都的警察厅起了恐慌，找不到他们要负责保护的旅客的一层，直到此刻，我也在抱歉。因覆书之
便，我想顺手在此地提起一笔，敬祝友人们的康健。

� �「敵我之間」については、鈴木正夫「晩年の郁達夫―シンガポール時代を中心として」（前
掲、『郁達夫―悲劇の時代作家』）、西村正男「新居格と中国―あるアナキストにとっての

「国境」―」（『徳島大学国語国文学』第16号、平成15年３月）等に触れられており、参照され
たい。

17� 郁達夫「秋霖日記」「1935年９月７日」の項を参照。『郁達夫全集』第５巻、385頁。
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从日本外务省所藏档案看郁达夫访日

李丽君

近年来，日本外务省保存的战前官方档案逐步公开，其中所包含的1936年郁达夫访日卷宗，尤其

引起郁达夫研究者的高度关注。这份卷宗的出现，解开了人们多年来的很多疑惑。包括郁达夫访日从

缘起到决定的整个经过、访日的主要日程和内容、相关部门及人员等等。本文在对这批档案资料进行

系统整理分析的基础上，进一步扩大考察范围，深入探讨郁达夫卷宗未曾涉及的周边背景，发掘出若

干新资料，还原了郁达夫访日的完整面貌。


