
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

資料調査 : 上海のユダヤ人難民社会の医師

阿部, 吉雄
九州大学大学院言語文化研究院国際文化共生学部門 : 教授 : 国際共生学

https://doi.org/10.15017/18369

出版情報：言語文化論究. 25, pp.171-176, 2010-03. 九州大学大学院言語文化研究院
バージョン：
権利関係：



171

Studies in Languages and Cultures  No.25

資料調査：上海のユダヤ人難民社会の医師

阿　部　吉　雄　

初めに
第２次世界大戦を含む約13年間（1938 ～ 1951年）、中国上海に中欧･東欧系ユダヤ人の難民社会

が存在した。彼らは1938年３月のナチスドイツによるオーストリア併合から1941年６月の独ソ戦開

始に至る時期に、ナチスによる迫害やドイツ軍の侵攻に追われ、当初入国ビザが不要だった上海租

界に逃れた約１万7000人のユダヤ人である。

彼らの多くは蘇州河以北の、当時日本軍が管理していた虹口･揚樹浦地区に居住した。第２次上

海事変で被害を受けたこの地区は家賃が安かったからである。1943年２月の日本軍の布告により、

市内の他の地区に住むユダヤ人難民も虹口･揚樹浦の中の約２平方キロメートルの指定地域（いわ

ゆる上海ユダヤ人ゲットー）に居住および就労を制限され、1945年８月の終戦までそこに留まった。

この 1 万 7000 人のユダヤ人難民は共通の宗教、文化、言語（大部分の難民がドイツ語圏の出身であり、

それ以外のポーランドやチェコスロバキア等から逃れた者もイディッシュ語を理解した）、迫害や

強制移住の体験を持ち、緊密な難民社会を形成した。

上海ユダヤ人難民社会の特徴
上海のユダヤ人難民社会にはいくつかの特徴がある。

１）男性が全体の６割を占め、特に難民社会形成の初期は男性が多かった。ナチスは1938年11 月

９日の水晶の夜事件に代表されるユダヤ人迫害において、成年男性を逮捕拘禁した。彼らが釈放さ

れる条件はただちにドイツを出国することだった。そのためユダヤ人男性たちは強制収容所から釈

放されるため、もしくは逮捕を逃れるために、単身で移住し、その後家族を呼び寄せるケースが多

かった。しかしヨーロッパから上海への旅費は約200ドルを要し、家族の分の旅費を工面すること

は容易でなかった。またユダヤ人たちが上海へ大量に流入し始めた 1938年12月の翌年（1939年）９

月にはドイツがポーランドに侵攻し、第 2 次世界大戦が始まったため、ドイツ船籍の船による渡航

が不可能になる。1940年６月にはイタリアが参戦し、海路による移住はストップした。さらに 1941

年６月には独ソ戦が始まったため、シベリア鉄道を利用した陸路によるドイツ脱出も不可能になり、

上海ユダヤ人難民のヨーロッパに残された家族の多くは強制収容所に送られる運命になった。

２）中高年が多い。当時、ユダヤ人を進んで受け入れようとする国は世界中にひとつもなく、ビ

ザを入手するにも多額の費用がかかった。上記の高額の旅費と合わせて、外国のユダヤ人組織から

の資金援助を得られる場合を除けば、経済的に移住が可能なユダヤ人は、事業に成功し財産を持つ

中高年に限られた。（ナチスもそのような人々から事業や財産を没収しようとし、迫害により国外

に移住させる標的にした）。能力の面でも、他国に受け入れられる可能性が多少なりともあったのは、

農業分野の労働力になれる青年層だったため、中高年は移住後の生活設計が立ちにくい上海を選ば

ざるを得なかった。
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３）医師が多い。高度な専門知識を必要とする職業にもかかわらず、ユダヤ人医師の移住は

容易でなかった。その理由は移住先の国々の医師組織が反対していたからである。移住先を探

すユダヤ人のために1938年にベルリンで出版された『PHILO-Atlas. Handbuch für die jüdische 

Auswanderung（PHILO 地図。ユダヤ人移住のためのハンドブック）』の「中国」の項にも「医師

にとってチャンスは乏しい」と記されていた。注１それにもかかわらず、多くの医師が上海に移住した

のは、もはや移住先を選り好みする余裕がないほど、彼らが追い込まれていたことを示している。注２

調査の目的
本稿ではいくつかの資料を基に、上海ユダヤ人難民社会における医師について動態調査を行う。

その目的は以下の２つである。

１）上海のユダヤ人難民社会における人の異動を跡付ける。上海のユダヤ人難民社会に関して

は２種類の大規模な名簿が存在する。1939年11月に The New Star Company という出版社から発行

された『Emigranten Adressbuch（移住者住所録）』と、ユダヤ人難民たちの多くが住んだ虹口･揚

樹浦地区を管轄する提籃橋分局特高股が1944年８月24日付けで作成した『外人名簿』である。前

者には5351件の個人および法人が紹介され注３、後者にはのべ 1 万4794人の外国人（日本人を除く）

が記載され、そのうちの 1 万 2309 人がユダヤ人難民とみられる。注４多くの人々がこの２つの名簿の

両方に掲載されているが、同姓同名が多く見られ、さらにほとんどの難民が住所を変更している

ため、５年弱という両名簿の作成時期の間に上海のユダヤ人難民社会で起こった変化を個々人の

観点から跡付けることが容易でない。『移住者住所録』は主にヨーロッパでの職業を、『外人名簿』

は上海での職業を伝えているが、ヨーロッパと上海との経済環境の違いから、職業によって人物

を同定することにも大きな困難が伴う。その点、医師という職業はその特殊性から両名簿の間の

変更が少ないことが予想され、医師という集団を手がかりに上海のユダヤ人難民社会の変化を調

査することが可能になると期待される。

２）上記の『外人名簿』には、1943年２月の日本軍の布告により居住および就業を虹口東部･揚

樹浦西部の指定地域（ユダヤ人ゲットー）に制限されたユダヤ人難民が記載されている。この『外

人名簿』に記載されていないユダヤ人医師は指定地域への移住を猶予されたと考えられ、その数

を明らかにすることにより、ゲットー設置の意味や上海のユダヤ人難民社会においてユダヤ人医

師たちが果たしていた役割をある程度理解することができる。

上海のユダヤ人難民社会における医師の活動自体に関しては、稿を改めて論じることとする。

複数の資料の比較分析
調査対象として『移住者住所録』と『外人名簿』に記載されている医師たちの他に、比較対象

として歯科医とその他の医療関係者という２つのグループを選んだ。その内訳は以下の通りであ

る。（『外人名簿』には男女の区別が記載されているため、男女別と合計の人数を挙げる。）

『移住者住所録』 合計 『外人名簿』 男性 女性 合計

医師注５ 192 医師注６ 121 6 127

歯科医注７ 106 歯科医注８ 87 10 97

医療関係者注９ 124 医療関係者注10 100 121 221
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上の表の数値は意外な印象を与える。1939年11月に出版され、5351人を記載する『移住者住所録』

よりも、1944年８月に作成され、１万2309人を記載する『外人名簿』の方が、医師の数が３分の 1

少ないのである。一方、医療関係者は増加しているが、この２つの名簿を照合したところ、医師が

医療関係（者）の仕事に転職しているという事実は認められず、後述するように『移住者住所録』

に記載されている医師の名前が『外人名簿』に見当たらないというケースが多い。『移住者住所録』

から２ヶ月後の1940年１月に作成された上海のドイツ総領事館による１万40人分の職業統計によれ

ば、医師193人（男性181人／女性12人）、歯科医135人（男性126人／女性９人）であり、医師の数は『移

住者住所録』とほぼ同一である。歯科医の場合はこの３つの資料において106人→ 135人→ 97人と、

ドイツ総領事館による調査結果から『外人名簿』への減少が大きくなっている。医療関係者に関す

るドイツ総領事館の調査では 173人（男性 108 人／女性 65人）であり注11、124人→ 173人→ 221人と

増加傾向にあることが確認できる。

医師の居住地域について『移住者住所録』の住所を基に調べてみると、（虹口港という名の河川

以東になる）虹口東部･揚樹浦地域が 69人、（虹口港以西の）虹口地区が 16 人、（蘇州河以南の）

共同租界が 66人、フランス租界が41人であり、医師の半数以上がアメリカ人、イギリス人、フラ

ンス人など上海の欧米人社会を対象に医業を行っていたことが窺える。1941年１月に日本の興亜院

華中連絡部が作成した『上海ニ於ケル猶太人ノ状況（主トシテ歐洲避難猶太人）』には、日本領事

館が1939年11月１日現在で調査した「中歐避難猶太人就業統計表」が含まれている。注12 そこにはユ

ダヤ人難民の就業地域別人数が（日本軍が管理する）蘇州河以北、（共同租界を意味する）蘇州河

以南、フランス租界の別で示されており、医師･歯科医･医療関係者ごとにまとめたのが以下の表で

ある。

蘇州河以北 蘇州河以南 仏租界 合計

医師注13 29 67 7 103

歯科医 33 23 1 56

医療関係者注14 26 5 3 34

このデータからも、医師の７割（歯科医の４割）が共同租界やフランス租界で働いていたことが

分かる。『移住者住所録』のデータに比べてフランス租界の割合が低いが、共同租界はオフィス街、

フランス租界は高級住宅地という性格があったため、共同租界で診療し、フランス租界に居住した

というケースが考えられる。

1943 年２月の日本軍によるゲットー設置の布告により、ユダヤ人難民たちは虹口･揚樹浦の中の

約２平方キロメートルに居住および就労を制限される。共同租界やフランス租界の快適な外国人用

住居に住んでいたユダヤ人医師たちも、水洗トイレやシャワーのない粗末な住居への引越しを迫ら

れた。しかしすべてのユダヤ人医師がゲットーに移住したわけではなかった。指定された地域への

移住期限である 5 月 18 日の前日の時点で、ユダヤ人難民の総数 1 万 5342 人のうち、指定地域内に

居住する者は未だ半数に過ぎず、残りの半数は依然指定地域外にいた。上海総領事の矢野征記が大

東亜大臣青木一男へ宛てた 1943 年７月 21 日付けの「難民猶太人移動後ノ現況ニ関スル件」では「移

動完了日タル５月 18 日迄ニハ従来指定地域内居住中ノ 7,216 名ニ加フルニ移動許可ニヨリ地域内ニ

移住セシ者 6,299 名ヲ合スレハ 13,515 名ノ多キニ達セルカ更ニ７月７日現在迄ノ移動数 1,163 名ヲ

加フレハ現在 14,678 名ニ達シ指定地域外居住者所謂猶予者ハ僅カニ 617 名ノミ」と伝えている。矢

野総領事が「指定地域外居住者所謂猶予者」と呼んだ、日本軍からゲットー外に居住することを必
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要と認められ、移住を免除された人々について、ユダヤ人難民を監督管理する無国籍避難民処理事務

所が1944年３月末に作成した「無国籍避難民特定地域移転猶予者名簿」によれば「診療所ヲ有スル医師」

41 件 68 人（家族を含む）、「病院勤務看護婦薬剤師等」９件12人（家族を含む）となっている。注15

『移住者住所録』に記載されたユダヤ人医師192 人のうち、53％にあたる102人の名前が『外人名

簿』に見当たらない。注16 地域別に見ると、虹口東部･揚樹浦地区 69 人のうち 29 人（41％）、虹口地区

16 人のうち 11 人（69％）、共同租界 66 人のうち 35 人（53％）、フランス租界 41 人のうち 27 人（66％）

となり、ユダヤ人ゲットーを含む虹口東部･揚樹浦地区に居住していたユダヤ人医師に比べて、他の

地域にいた医師のゲットーへの非移住率が高いことが分かる。この 102 人のうち、上記の「無国籍避

難民特定地域移転猶予者名簿」による「診療所ヲ有スル医師」41件68人（家族を含む）を除いた

34 ～ 61人はどこへ行ったのだろうか？それは上述の『移住者住所録』と『外人名簿』の医師数の

差 65 人の行方の問題と同じである。決定的な証拠がない以上、推測するしかないが、１）死亡した、

２）1941年 12月の日米開戦前に中国を離れた、３）内陸へ移住し、中国軍や欧米のミッショナリー

に参加した等の可能性が考えられる。多くは２）のケースであろうが、３）の例として 1939年強

制収容所に入れられ、上海へ移住し、その後共産党軍に参加したウィーンの医師 Jakob Rosenfeld

が有名である。注17 この人物と思われる「Rosenfeld, Jakob, Dr.」が『移住者住所録』に記載され、『外

人名簿』には名前がない。

年齢について言えば、当然のことながら1944年８月に作成された『外人名簿』において30歳未満

の医師や歯科医はいない。それに対して上海到着後も職業を習得できる医療関係者は、子供の時

に移住し、上海で学校を卒業した15歳、16歳の者も見られる。また性別は医師の 95％、歯科医の

90％が男性であるのに対し、医療関係者では 55％が女性である。これは看護師の多くが女性であ

ることによる。出身地は上海の他のユダヤ人難民と同様、旧オーストリア国籍の医師はほとんどが

ウィーン出身であり、ドイツ国籍の医師もベルリンに集中している。

終わりに
上海のユダヤ人難民医師の存在意義についてはその活動内容を基に論じる必要がある。しかし難

民社会における一集団として見た場合、ユダヤ人医師は上海への到着時期が1939年４月以降に集中

したこと、ユダヤ人難民が多く住む虹口東部･揚樹浦ではなく、他の外国人が多い地域で居住･就業

することが多かったこと、当初いたユダヤ人医師の約半数が1943年５月に設置されたゲットーに移

住しなかったことなど、他の集団とはかなり性格が異なっていたことは明らかである。それは太平

洋戦争開始以前における日本を含む上海租界当局、および日米開戦後の日本軍がユダヤ人医師たち

をどのように評価し利用しようとしたか、またユダヤ人ゲットーを設置した目的を理解する上でも

一定の意味を持つと考えられる。
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注

 1．„PHILO-Atlas. Handbuch für die jüdische Auswanderung“. PHILO G.M.B.H., Jüdischer 

Buchhandlung. Berlin 1938. S. 42f. 「China」の項：「東アジアの共和国。ビザが必要。ビザは旅

行目的および定住の可能性の説明に応じて中国領事によって与えられる。通常、5000 ライヒ

スマルクの資金を証明することが求められる。中国領事によるビザが日本の勢力地域の官庁に

おいて認められるのは例外的な場合だけである。中国国内の国際的な地域への定住においては

中国のビザは不要。（そこへ中国のビザなしに入国するのは海路によってのみ可能）。国際的な

地域においてチャンスがあるのは、資金があり外国語ができる少数の商人、外国語ができる速

記タイピスト、（バンドを組んだ）音楽家、工業の少数の分野における実業家、専門家、技術

者。医
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
師にとってチャンスは乏しい。生計を立てる可能性を前もって検証せずに赴くことは厳

に戒める。ユダヤ人は 1 万～ 1 万2000 人。うち約半数は上海。他に天津、漢口、香港、開封（13

世紀からの伝説的な起源とシナゴーグを持つコミュニティ）。」（傍点は阿部による）。

 2．上海在住のユダヤ人たちによるユダヤ人難民支援組織が 1939年４月15日までに行った難民の職

業登録によれば、3116 人の登録者のうち医師は 57名、歯科医は13名に過ぎず、後述する『移

住者住所録』や『外人名簿』に記載された医師や歯科医の人数に比べて非常に少ないことから、

ユダヤ人医師の多くは 1939 年４月以降、上海租界当局がユダヤ人の流入制限を始めた 8 月ま

での短期間の間に上海に到着したことが推測される。拙稿：「上海のユダヤ人に関するドイツ

総領事館の報告（1940 年１月）」『言語文化論究』（19）2004 年、九州大学大学院言語文化研究院、

113 ～ 124 頁。

 3．拙稿：「資料調査：上海のユダヤ人『移住者住所録』（1939 年）」、『言語文化論究』（17）2003 年、

九州大学大学院言語文化研究院、141 ～ 157 頁。

 4．拙稿：「資料調査：上海虹口地区『外人名簿』（1944 年８月）に見られるユダヤ人難民」、『言語

文化論究』（21）2005 年、九州大学大学院言語文化研究院、147 ～ 163 頁。

 5．その中には医師（Arzt）、呼吸器･心臓疾患専門医（Arzt f. Erkr. der Atmungsorgane u. Herz）、

内蔵疾患･婦人病専門医（Arzt f. innere u. Frauenkr.）、眼科専門医（Augenspezialist）、脚･足専

門医（Bein- u. Fussspezialist）、美容整形（chir. Kosm.）、外科医（Chirurg）、専門医（Facharzt）、

皮膚･毛髪･泌尿器･性病専門医／レントゲン･電気治療専門医（Facharzt f. Haut-, Haar-, Harn-, 

Geschlechtskr. Roentgen u. Elektrotherapie）、産婦人科医（Frauenarzt）、耳鼻咽喉科医（Ohren-, 

Nasen-, Halsarzt）、皮膚病･性病専門医（Spez. f. Haut- u. Geschlechtskr.）、皮膚･泌尿器専門

医（Spez. f. Haut u. Harn）、胃腸専門医（Spez. f. Magen u. Darm）、腎臓･膀胱専門医（Spez. f. 

Nieren u. Blasen）、整形外科医（Orthopaede）などが含まれる。

 6．その中には医師（Doctor; Med. doctor; Physician）、外科医（Opera Surgeon; General Surgeon）、

整形外科医（Orthopaedic）が含まれる。

 7．その中には歯科医（Zahnarzt）、口腔外科医（Dental Surgeon）、歯科療士（Dentist）が含まれる。

 8．その中には歯科医（Dentist）、口腔外科医（Dental Surgeon）が含まれる。

 9．その中には救急診療助手（Ambulanzgehilfe）、薬剤師（Apotheker）、包帯製造業者（Bandagist）、

化学製薬工場（chem. pharmazeutische Fabrik）、歯科デポー製剤（Dental Depot）、薬店主

（Drogist）、治療師（Heilpraktiker）、看護士（Krankenpfl eger）、調剤助手（Laborant）、薬学

士（Magister Pharmazie）、マッサージ師（Masseur）、医療器械（Medizinische Instrumente）、
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神経看護士（Nervenpfl eger）、看護士長（Oberpfl eger）、レンズ（Optik）、眼鏡制作者（Optiker）、

衛生助手（San. Gehilfe）、看護婦（Schwester）、歯科技工士（Zahntechniker）が含まれる。

10．その中には歯科技工士（Dental mechanic）、歯科助手（Dental asst.）、看護師（Male nurse; 

Nurse）、医療助手（Assistant Surgeon）、足治療師（Chiropodist）、トレーナー（Trainer）、医療マッサー

ジ（Med. masseur）、医療所助手（Med. Lbr. assistant）、医療品（Medical Manufacter（ママ）; Medical 

supply）、歯科用品（Dental supplies）、薬局店主（Pharmacy owner）、薬剤師（Chemist; Druggist; 

Pharmacist）、薬剤師助手（Chem. Asst.; Pharmacy assistent）、製薬･化学（Pharmacy & Chem.）、

薬品製造所従業員（Laboratory Employee）、薬品製造所助手（Assistant in laboratory; Labarotry 

assistant）、献血サービス経営者（Blood donor service manager）、眼鏡屋（Optician）が含まれる。

11．その中には化学者（Chemiker）、調剤助手（Laborant）、獣医（Veterinär）、薬剤師（Apotheker）、

薬店主（Drogist）、眼鏡制作者（Optiker）、看護士（Krankenpfl eger）、看護婦（Krankenschwester）

が含まれる。拙稿：「上海のユダヤ人に関するドイツ総領事館の報告（1940 年１月）」。

12．拙稿：「上海のユダヤ人『移住者住所録』（1939年11月）と興亜院華中連絡部の『上海ニ於ケル

猶太人ノ状況（主トシテ歐洲避難猶太人）』（1940 年１月）」、『言語文化論究』（18）2003 年、九

州大学大学院言語文化研究院、111 ～ 127 頁。

13．その中には各科兼業、呼吸及心臓科、眼科、脚足科、外科、電療科、産婦人科、皮膚科、内科、

小児科、結核科、胃腸科、耳鼻咽喉科、神経科、整形科が含まれる。

14．その中には獣医、看護婦会、マッサージ、整形器具、歯科材料、薬局、医薬化学品製造、消毒

所、医療器具製造が含まれる。

15．拙稿：「上海のユダヤ人ゲットーへの移住」、『言語科学』（44）2009年、九州大学大学院言語文

化研究院、113 ～ 120 頁。

16．一方、『移住者住所録』に医師として記載されておらず、『外人名簿』にのみ名前があるユダヤ

人医師が約 40 名存在する。

17．Gerd Kaminski: „General Luo Genannt Langnase. Das abenteuerliche Leben des Dr. med. Jakob 

Rosenfeld“. Wien (Löcker Verlag) 1993.

本稿は平成21年度科学研究費補助金基盤研究（C）「人間の安全保障の観点による上海のユダヤ人

難民社会の研究」（研究代表者：阿部吉雄）による研究成果の一部をまとめたものである。
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