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北海道大学留学生センタ一紀要 第 6号 (2002) [研究論文]

大日本軍宣撫班編 r日本語曾話議本』の

執筆者をめぐる一考察

中村重穂

要 岡田

ノj、論は、日中十五年戦争期の大日本軍宣撫班編纂教科書 f日本語含話

讃本』の成立について、特にその執筆者像に焦点を当てて論究したもの

である O その際、これまでの研究では殆ど顧みられなかった戦前の中間

語教育との関連性に着目し、教授i去、教科書の構成・内容、時代背景を

検討した結果、執筆者を善隣書院系の中国語教育を受けた南満洲鉄道株

式会社か中国語教育の関係者と推定した。さらに、同書裏表紙の図版を

他の資料と比較した結果、特に『巻二」第三版は陸軍多田部隊によって

改訂された可能性が高いことを指摘し、最後に、今後の課題として、宣

撫班設立及び『日本語含話譲:本」の使用実態に関する資料探索の必要性

と、日本語教育史の研究領域の拡大の必要性を挙げた。

〔キーワード〕大日本軍宣撫班、『日本語含話讃本巻一/巻二」、華北

占領地、宣撫工作としての日本語教育、中間語教育

1. はじめに

F日本語含話讃本巻ーJj W同 巻二」は、日中十五年戦争期に華北占

領地に於ける宣撫工作の一環としての日本語教育のために大日本軍宣撫班

(以下宣撫班と略)によって作成された日本語教科書である O 筆者は、中

村 (2002) に於いてこの教科書の紹介と、執筆・刊行年代の推定、性格の

析出を試みたが、史料上の限界から執筆者の特定には至らなかった。その

後の調査によっても執筆者名を明らかにする史料の発見には至っていない

が、本稿では、現段階で参看し得る史料から同書の執筆者と成立事情に可

能な限り接近し、併せて今後の研究の方向を提示してみたい。なお、小論

に於いて、「中国」は、円前泌!国」以外の!日中華民国を指すものとする O ま

た、小論中に現代では不適切と忠われる表現が現れることがあるが、当時

の意識を表す史;r-lとして敢えてそのまま表記することとした。 I日漢字・旧
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仮名の史料名や引用は漢字のみ新漢字とし、 r日本語舎話語本 を~J f問

巻二」はそれぞれ「巻~J! i!巻ニャとした。

2. 先行研究とその掴題点

『巻一i!巻二-~に関する先行研究としては、駒込(1989) と中村 (2002)

がこれらを取り上げており、また、徐 (1996:241) と関(1997:57) に

及がある O

駒込(1989:184) は、「巻~J!巻二」の中国語対訳に着目し、それが「初

めからある程度高度な会話を取り上げることを可能にする」と述べている。

これについて、筆者は、中村 (2002:105-106) で、当時 (1937 (昭和12)

年~1938 (昭和13)年)の華北占領地の実状、特に識字率の{尽きに対応せ

ざるを得なかった宣撫工作の実態に合致した見解であることを評価した

が、駒込の;

「したがって、後者[Ii巻一」 引用者註]は「ヨイ オテンキ デスネ」

「タイヘン アタタカク ナリマシタ J と第 1課で完了型の文が登場す

る。」

という指摘には疑義がある O 中村 (2002:102/107) で指摘したように、こ

の教材はそれが想定する教授法が判然とせず、それどころか何らかの教授

j去を想定していたかどうかも疑わしいものである O そのような教材に於い

ては、「高度な会話」の可能性の実現形態として「第 1課で完了型の文が

登場する」ことが「したがってJ という接続表現で結びつけられるか否か

が問題とされねばならない。さらに言えば、駒込の言うように「高度な会

話を取り上げる」意図のもとにこの教材が作られたとして、それなら何故

第l課の丈法項目(の一つ)が「完了型」なのかということについて、駒

込は何の説明も与えていない。このような問題について、さらに異なる視

点からの探求が必要とされよう。

中村 (2002:105) では、「巻一~ Ii巻二J の使用実態、を太田字之助 (1942)

と太旧義一(1943) の二点のみと報告したが、その後の調査で、興車院華

北連絡部 (1940) i!華北ニ於ケル日本語普及状況其ノ五(最終編)J!に r日

本語会話読本」使用の報告があることが判明した。同書によると、山西省

では教育資料を提出した15県の小学校27校中日校、「宗教学校J3校中 1校、

「日語学校日語講習所J 14校中 6校で、河南省、で、は小学校9校中 5校で、

「北京特別市」では「私立職業学校J 13校中 1校の計27教育機関で r日本
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語会話読本」が{吏用されている (J巻一~ r巻二」の区分は不明)。この史

料は、宣撫班解体(1940(昭手口15)年 3月)後の報告であるが、今後の調

査によってさらに多くの情報が明らかになることが考えられ、それにより、

特に、『日本語会話読本」を宣撫官1)1間人の宣撫工作との罷連で論じてい

る中村 (2002) の枠組みも、今後は、「学校教育」という「制震」の中へ

の F日本語会話読本」という宣撫工作吊教科書の侵蝕、という観点から再

検討される必要ーがあると考えられる。

そこで、次章からは、上記の問題点と新たな史料を踏まえ、「巻-1 [f'巻

二」の成立事情を考察することとしたし、。

3. í'巷一~ i'巻二」の執筆者について

3.1 考究の前提一史料上の限界と小論の芭標一

中村 (2002)で参看した宣撫工作史料や元宣撫官の田想録2)では、「巻ー」

r巻二』の執筆者については明らかではない。筆者は、中村 (2002) で引

用した「黄土の残照」の著者で元山西省宣撫官の村上政日Ij氏(1915 (大正

4 )年生・宮崎県在住)に書面で「巻~ i'巻二」の執筆者について何か

ご在じではないか問い合わせたところ、同氏よりご自身が使用された教科

書について;

「六十数年前のことで書名や作者は全く分りません。当時北支那方面軍

第四課が宣撫班担当でしたから多分そこで発刊したものと思います」

というご回答を頂戴した (2002年 5月15日受信)。これは、刊行元に関す

る有力な情報の一つであるが、なお問題は残る O というのは、北支那方面

軍第四課刊行とすれば、それは『巻ー~ i'巻二」初版つまり「宣撫班本部編J

の刊本ではなく、 F巻二」第三版(i'巻一」は未発見)つまり「大日本軍編」

の刊本である可能性が高く、初版の執筆者についてはなお探索する必要が

あると考えられるからである O

しかしながら、上述のように、これまでの史料中に執筆者の手がかりが

ない以上、現段階では史料の摂界を踏まえた上で執筆者そのものではなく

執筆者“像"を解明していくことを小論の当面の目標とする O その場合の

史料の位置づけは「状況証拠J に止まらざるを得ず、今後新たな史料の発

掘により、小論の暫定的結論が棄却される可能性があることをここに明記

しておく。
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3.2 執筆者像の考究

では、執筆者“像"解明の手がかりが全くないのか、というと必ずしも

そうではなし、本節では、それを幾つかの点に分けて指摘することにする。

3.2.1 中国語教育との関連(1)一戦前の中菌語教育の実態一

まず、 r巻-jJ ，'?巻二J そのものに立ち戻って、再度その内容を検討して

みることにする。中村 (2002:102) で指捕したように、「巻ー~ r巻二』は、

現代の文法シラパスによって作成された教科書ではないと考えられる。ま

た、教授法、というより学習者の学習法として、その「緒言」に於いて;

「会話上達ノ要訣ワ、基本的会話体文章ノ暗記ニ在ル。会話ノ上達ヲ願

ウ者ワ、文法オ云々シ、単語オ覚エタル前ニ完成サレタ )v会話オ暗記ス

ベキデアル。単語ワ文章ノ中ニ含マレタママオ覚エテ始メテ価値ガアル。

学者[ニ学習者のこと一引用者註]ワ本書オ反復練習シ暗記ニ努メラレ

ヨoJ

とし寸教科書の「丸暗記」という方法を提唱している点から、一見、如何

なる語学教授法とも無縁であるかのように見える。 (i単語ワ文章ノ中ニ含

マレタママオ党ヱテ始メテ価値ガアルoJ という一文は、今日のトッフ

ダウン処理的な語棄の学習i去を想起させるが、今日そのような学習法を採

る教材は、決して教材本丈の「丸暗記」を学習者に要求することはないで

あろう。)

ところが、中村 (2002:108-109)でも示唆したように、このような学習

i去を行っていた語学が戦前の日本に存在した。それは、当時の中国語教育

である。

安藤 (1988:43) によれば、戦前の中国語教育の中心の一つであった善

隣書院の中国語教育は、院長・宮島大八が1904(明治37)年に刊行した教

科書「君、就篇」を用いたものであったが、その内容は;

「…初級コースの教材には、もちろんこの F急就篇J を用い、半年でこ

れを終えると、中級コースの『官話指南』に進んだ。これを半年で終え

たあとは、近世文学の「今古奇観』や「柳斎志、異」を読むクラスに進み、

さらに F曾文正公家書」を読むコースに入る。…(中略)…これらのテ

キストを、先生に就いて朗々と読みあげ、日音諦するのである。」

というものであり、安藤自身も早稲田大学第一高等学院で蕎隣書院出身の

渡俊治から i急就篇」一冊を三年がかりでアタマから暗記させる、とい

ハh
u
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う授業J (安藤(1988:8)J を受けたと述懐している。

このような「暗諦/日音記」による中国語教育を、六角 (1984:24-25) は、

「言語学的方法論が中国語の中に座をしめる余地がなく、その教育法はい

つも経験主義的教育法そのもの」で、「教師から教えられたことを丸のみ

にして、それをいかに自分のものとして温存しておくか、ということが、

明治以来の中国語の学習であった」と批判 あるいは断罪 している O

ここからは、こうした中国語教育を受けた後、窪箪軍人となり中国占領

地域の宣撫工作計幽に関係することになった人間が、『巻一一j r巻二J の執

に関与したのではないかということが考えられる。というのは、安藤

(1988:20)にこの宮島と善隣書院について、次の記述があるからである;

「こうして外国語学校にかれ〔宮島大八一引用者註]の影響がったわる一

方、善隣書院の弟子たちが東京高等師範学校(今の筑波大学)、陸軍の

諸学校、慶際、早稲田その他で教職に就き、かれの著になる問答体の教

科書「急就篇~ (一九O四年干1]) の普及と栢まって、民鰐私塾の塾頭で

ある宮島大八が、中田語教育の中心的存在になっていったのである。」

ここから、善隣書院で「暗諦/暗記」型中国語教育を受けた人間が一安藤

の師であった渡俊治と同様に 教師として赴任した軍学校でもこうしたや

り方での中国語教育を「拡大再生産」し、このやり方が後年日本語教科書

作成にも持ち込まれたという想定は、あり得ないことではないであろう。

3.2.2 中国語教育との関連(日_r簡易軍用支部言晶君をめぐって一

前節では、 F巻一_~ iI巻二』の教授i去/学習i去に着目して中国語教育との

関連を述べたが、この想定に関わる別の記述が安藤(1988:103) にある;

「陸軍は戦争中、とくに麗溝構事件(一九三七年)以後、占領地の「宣

撫j 工作には多少とも中国語がわからないとどうしようもないことがは

っきりしてきた。そこで、各部隊でテキストが刊行されたが、そのほと

んどは下士官用とみてよいようである。そのひとつ、北支那派遣軍寺内

部隊宣撫班本部編 T簡易軍用支那語」という小冊子をみると、単語編と

会話編にわかれ、小型ながらも語句の選択もなかなか実用的にできてい

るけ

この「寺内部隊宣撫班本部」とは中村 (2002)で紹介した「⑫宣撫工作

指軒」を作成した斑である。陸軍には、安藤が述べているように中国語教

科書作成の歴史があり、その中で、福島安正のように自ら教科書を執筆す
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る人物が現れ、また、上記の「簡易軍用支那語』の他に播本泰治郎(1941)

「軍用支那語会話Jj (尚兵館)等の教科書も刊行されている O これらから、

個々の部隊にも教科書作成の経験・知識を持った他人/集団があったと考

えられる。

前記の「簡易箪用支那語」は、揖成や内容を見ると、 r巻コ『巻二」に

はない「単語編」と「会話編」の!K分があり、また、会話丈が「基礎問答」

という章を除いて全て箪事行動に直結した内容(例:行軍、宿営)になっ

ていることから、「巻-J W巻ニ』との直接的な対応関係一一方が他方の完

全な転用であることーを想定するのは難しい。しかし、寺内部隊宣撫班本

部が教科書作成の経験を持ち、かつ、「⑫宣撫工作指針』を作成し、占領

地住民に対する宣撫工作としての日本語教育の必要'生を挙げていることを

想起するならば、日本語教科書作成への志向と潜在的能力を持っており、

中国語だけでなく日本語の教科書を実需に作成した可能性も考えられない

ことではない。

3.2.3 中国語教育との関連(司ー「完了型」の提出をめぐって一

ここまでは、主と Lて T巻-.JJ r巻二」の教授法/学習j去を軸に叙述を

進めてきたが、本節ではその内容に立ち入ってみることにする O

まず、駒込 (1989)に対する疑義として先に触れた、「巻一』第一課の「完

了型J(=~マシタ)の問題について考えてみたい。前述のように、これは、

駒込によれば「初めからある程度高度な会話を取り上げること」の実現形

態の一つであるが、何故「完了型」なのかについては説明されていない。

しかし、筆者は、前節で見た中国語教育との関連で見たとき、これにつ

いても説明し得るのではないかと考えている。前述の宮島大八の中国語教

科書仁急就篇.JJ3)は、「名辞J r問答之上J r問答之中J r問答之下J r散語J

という構成から成っているが、この「問答之上J の冒頭 謂わば第1課ー

には;

(一)来了醸(来ましたか) 来了(来ました)

(二)走了癌(行きましたか)走了(行きました)

(日本語訳は筆者。以下略)

と、最初から完了時制の会話(問答)が続いて現れ、以後、形容詞、動詞、

数認を導入する形で内容が展開していく。この「急就篇J の構成、特に冒

頭の完了時制の提示が「巻-Jj W巻二J の執筆者に影響を与えたのではな

0
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来ルカ(来タカ) ょ~不来(来了~)

いかと考えられる。このように書くと、僅か 1冊の教科書の冒頭の例文だ

けでそのような想定は早計であるという批判が生じるかもしれないが、以

ドの理由により、この想定が全く成立し得ないものではないことを示して

おきたし~

まずーっは、宮島の F急就篇』が、当時の中国語教育界に非常な影響力

を持ち、かつ、その内容や構成が後の教科書に踏襲されていったという事

実がある O 六角(1984:96) は、『急、就篇J 干Ij行以後の状況について;

「その議各種のテキスト類がさまざまな人の手によってつくられたが、

その多くは、この「官話急就篇」の模倣であり、はなはだしいものは、

本の大きさから赤いクロースの背まで、そのまま真似たものさえ出たoJ

と記しているc と[rfJH与に、その問題点として「だが、こんにち、その内容

を語学的にみるならば、全体の文章の配列には難易や文法的考慮はなされ

てはおらず…(後略)J という指摘も加えている〔六角 (1984:97)J 0 これ

らの指摘を前述の完了時H日jの提示段階と併せて、既述の『巻一~ w巻二J

の内容と重ねてみるならば、筆者の前記の想定が成立する余地は皆無で、は

ないとJfえる O

さらにもう一つの理由として、 3.2.2で挙げた寺内部隊宣撫班本部『簡

易軍用支那話協との関係を示しておきたい。 3.2.2では、「巻-JJ W巻二」

と「簡易軍用支那語」との聞に直接的な対応関係を見出すことが難しいと

指摘したが、本節での検討の対象である「完了型J について言えば、 F簡

易軍用支那語~ I会話編」の一一 基礎問答」の冒頭、の会話がまさにこの「完

了型」であり;

来マス(来マシタ 来マセン) 来未了没来)

行ッタカ ; 定了豆

行キマシタ(行キマセン 走 了 (i支定j

(同書38ページ・日本語・中国語は原文のまま)

となっている。しかも、この会話(問答)は、既に見たようにア急就篇J

のそれと殆ど問ーであり、さらに言えば、この「一 基礎問答J (全31問答)

の問答は、これ以下の問答も含めて、『急、就篇~ I問答之上J (全102問答)

の最初の20問答のうちの13問答を(一部違いはあるが)ほぼそのままの形

と配列で踏襲しているのである O ここから『簡易箪用支部語J の執筆者が

r急就篇~ (の一部)をモデルにして同書を書いたことはほぼ間違いなく、

Q
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構成の面でも「単語編」が最初に配量される点は「急、就篇」と類似してい

る。そして、寺内部隊宣撫班の「寺内」即ち寺内寿ーが1937(昭和12)年

8月26日に北支那方面軍首令官に就任していること、及び前部末で述べた

ように、この寺内部隊宣撫班が日本語教科書を作成した可能性を考え合わ

せると、「急、就篇」…d簡易軍用支那語」→『日本語会話読本~ (または F急、就

篇」→ [u簡易軍用支那諾J 十 F日本語会話読本~J) という形で、導入部分の形

態が引き継がれていったと考えられ、「完了型」の第1課での出現は、駒込

が指摘した「ある程度高震な会話」の実現形態とのみ言い得るものではな

いと考えられる O

3.2.4 中菌語教育との関連体)_r巷二」初版第四諜「訊問」をめぐって一

本節では、「巻一JI r巻二」一特に後者一の内容を、前節までと同様中国

語教育との関わりから検討してみることにする。その際の手がかりとなる

のは、『巻二」初版と第三版の異向、即ち前者には掲載されているが、後

者では削除された初販第28謀、「訊問」である O

まず、この「訊問」の会話を全文掲載(但し、 }vピ・中国語訳は省略)

する。

二十八訊問

「オ前ガシタノワ分カッテイルノダ。早ク白状シナサイ。」

「何卒オ許シクダサイ。私ワ何モ存ジマセンoJ

「オ前カ、素直二、白状スレパ、許シテヤルガ、白状シナイト、拷問ニカ

ケルゾ。」

「拷問ニ掛ケルノダケワ、オ許シクダサイ。皆白状致シマス。」

「私ノ家ニワ、病気ノ父ト三人ノ子供ガ居テ、食ウノニ悶 yテイマス O

ドオゾオ慈悲ヲ願イマス。」

この会話には、表記の不統一('オ慈悲2J)や不適切な 'Jの使い方(最

後の発話は前の発話につながるもの)が見られるが、そもそも日本軍占領

地の中国人に教える日本語会話としてその内容の適切性が疑われる会話で

ある。宣撫工作の自的が日本軍に対する「畏敬ヨリ和親ヘ、和親ヨリ協力

へノ気運ヲ誘致シJ (寺内部隊宣撫班本部(1938:3)J ょうというものであ

った以上、このような会話は、守口親J '協力」どころか中国人の抗日意識

を一層強化するものになりかねない。だからこそ、この会話は第三版で削

除されたと考えられるのが至当で、あろう(未発見の第二版で削除された可
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能性もある)。

当初このような会話が掲載された理由として、 1939 (昭和14) 年から中

国人宣撫官の募集が始まったこと〔青江 (1970:327) Jを考えると、出領

地の中国人から宣撫官を養成する必要があったからであるとも考えられ

る。しかし、そうだとすると、第三版で削除する必然性はなくなるので、

ここでは前述の通り、その内容の不適切さゆえに削除されたと見るのが適

当であろう O

ところが、中国人に対する E本語教育に於し、ては不適切と思われるこの

「訊問」とし寸場面(とこれに類する場面)は、当時の日本人向け中国語

教科書には度々現れているのである。ここでは、筆者が参看し得た範囲で

「巻_j 11巻二」とほぼ同時代のもの及び軍用会話教科書に限って実例を

挙げておく O なお、紙幅の都合上、中国語を省略し、段組を変更した。ま

た、一部には「満iJ+1国」成立後「i誌が十i語」として扱われているものも含ま

れている O

1 )寺内部隊宣撫班本部「簡易軍用支書1)語』

三訊問

止マレ誰ダ/オ前ハ何処ノ者ダ/姓名ハ何ト云フカ/何処カラ来タカ

/何ノ用事ガ有ツテ来タカ/何処ニ泊ツテヰルカ/何日来タカ/何日

帰ルカ/此ノ包ノ中ニ何カ入ツテルカ/着服ヲ脱ゲ/コレハ何ダ/正

直二言へ/デタラメヲ言フナ

2) 11兵用日支会話」

四、軍用語 ( lJ)札開(諜報調査ヲ含ム)4) 

オイ 止マレ オ前ハ誰ダ/オ前ハ何処ノ者ダ/何ヲシテ居ルモノカ

/何処ニ住ンデ居ルカ/オ前ノ姓ト名ヲ云へ/現住所モ皆云ヘ/何処

カラ来タカ/此処へ来テ何ヲスルノカ/何ノ用件デココヘ来タカ/此

処カラ何処へ行クノカ/我箪情ヲ探1)ニ来タノダロウ/何故二三日比

処ニ泊ッテ居ルノカ/オ前ノ云フ事ハ甚ダ暖味ダ/コレカラ我司令部

へ護送シテ取調ヘル/コノ兵ニ眼イテ行ケ/コノ荷物ヲ開ケ/貴様裸

体ニナレ/着物カラ靴迄皆脱ゲ/偽ヲ云フナ速ク本当ノ事ヲ云へ/マ

タ強情ヲ張リ白状ヲセヌカ/コレ丈ケノ証拠ガアルテ守ハ無イカ/云ハ

ナケレパオ前ノ命ヲ貰フ

(以下略)

3) JII瀬侍郎(1938) 11増補かなっき日満会話j 大阪屋号書庖)5) 

- 61 -



第四篇談話篇第ト三軍情

(1 ~ 16略)

17 お前は此の辺の者らしくない係だが一体何処の者だ

18 私は山東清南府の者で昨年来たばかりです

19 お前その風呂敷をほどいて見せろ

20 私の自の前で調べろ

21 着物を脱げ、靴もだ!

22 此は某国の文字だなぜ偽を言ふんだ

23 お前の言葉がなんて暖味なんだろう

24 知らなし寸辰するな

25 憲兵に命令して彼れを訊問する

26 本当のことをいへ、若し虚言を言ふと命が危ないぞ!

27 はい私はどうして虚言を申上げられませう

28 仕打が非常に'匿しいのだ (r仕草」の誤植か? 引用者註)

29 お前はどんなにしても己れの眼を摘ますことはl出来ない

30 逃げると打殺すぞ

(以下略)

4 )橋本泰治郎(1941) u軍用支那語会話.J (尚兵館)

第十七課説実話! 本当のことを言へ!

このピストルはどうして手に入れたか? 拾ひました

どこで子合った?

拾った!，! 瞭つけ 17

あっさり本当のことを言へ!

草原の中で拾ひました

私は本当に拾ひました

i嘘は決して申しません

これでもまだ白状しないか I? 兵隊さん! どうかゆる

先に銃殺、話は後だ! して下さい。

5 )高宮盛逸(1944) !l実用簡易対訳日満会話~ (満iJ+1事情案内所)6) 

会話篇第八十八軍隊用語(訊問) (一)

1 オ前ノ姓ハ何カ O

3 名ハ何ト云フカ。

5 オ前ハ今年何才カ O

7 私ハ土地ノ者デス。

9 郷里ハ山東デス。

11 オ前ハ日本語ハ出来ナイノカ O
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2 私ハ王トイイマス O

4 オ前ハ字ヲ知ツテ居ルカ 0

6 オ前ハ何処ノ者カ O

8 郷里ハ何処カ。

10 今何処ニ住ンデ居ルカ O

12 モウ一度云へO



同第八十九軍諒用語(訊問) (二)

1 オ前ハ何日此処へ来タカ。 2 私ハ昨年来マシタ。

3 オ前ハドンナ品物ヲ持ツテ居ルカ。 4 皆取1)tHシテ見セロ O

5 オ前ハ荷物ヲ関ケテ見セロ。 6 己ハオ前ノ身イ材先査ヲスル。

7 此ピストルハドウスルノダ。 8 只護身用ニ持ツテ情マス 0

9 虚言ヲ云フナ。 10 真実ヲ云ハヌト打ツゾ。

11 オ前ハ吃度寵賊ダラウ 12 私ハ真実ニ商売人デス。

年代や学習言語が異なるのでここには引用しなかったが、これらの他に足

立忠八郎(1918)~北京官話実用日清会話~ (金刺芳流堂)7)、江川金五(1939)

「かなっき広東語会話~ (大板屋号書庖)、下永憲次(1932) "日蒙会話」

(JII流堂)にも「訊問」及びこれと同種の会話が掲載されている o J2Ltの

会話を見ていくと、「自白強要J と「脅迫」という表現意図が含まれてい

る点では、「巻二」も含めていずれの教科書もほぼ同様の作りであること

が看て取れる。

このような会話が掲載されているのは、当時の日本と中国の政治的・軍

事的な関係及び日本人の中国人に対する意識のあり方にもよるものである

と考えられるが、他方、戦前の中国語教育、分けてもその教科書作成の事

情も大きな影響を与えていると考えられる。六角 (1984:27)は、これに

ついて;

「一九四五年(昭二0)までの中国語テキストのほとんとミ大部分は、す

べて同様な内容をもち、発音の説明から内容の配列まで、全く相似した

もので、どれもみな同一の著者の手に成った感がある。著者それぞれの

独創もなければ、新規の工夫もなく、そうしたものが数かぎりなく出版

されている。この点から考えると、日本の中国語教師はもとはひとりの

始祖から始まって、次第に弟子から弟子が出てきたかの感がする。」

と述べている O

r巻二J 初版の「訊問」という会話は、既;7¥¥の中国語教育との関係を勘

案するならば、六角が指摘するような中国語教科書の作成事情を背景とし

て、学習者の相違や内容の適切性が全く考麗されないまま既存の何らかの

中国語教科書の内容や配列を踏襲して執筆されたものであると考えられ

る。

付言しておくならば、当時の他の日本語教科書:ー但し、筆者が参看し得

た範囲で一、例えば中村 (2002)で筆者が提示した大出正篤(1937-1942) 
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「効果的速成式標準日本語読本」と在満日本教育会教科書編纂部(1937)

r初等日本語読本(改訂版)~にはこのような会話はなく、さらに興味深

いことには、前の5) Ii実用簡易対訳日i前会話』の著者、高宮盛逸もその日

本語教科書 U"r.ti番教授新編初等日諸課本JJ (1937・満洲電信電話株式会社)

にはこうした会話を採り上げていない。これらの点を考えると、中国人に

教える教科書:としては、 f巻一~ Ii巻二J 初版がしミかに拙速に書かれたかを

窺うこともできる O

3.2.5 中国語教曹との関連(5)一中国語教育鴎係者と日本語教育一

前篇までは「巻---21 :r巻二J が中国語教育の影響のもとに書かれたと推

定される根拠、あるいは「状況証拠J を積み重ねてきた。今まで述べてき

た事柄の他にも 「巻ー~ 11巻二J との直接的な関わりはより薄いと思わ

れるが一、当時の日本語教育、特に教科書作成に中国語教育関係者が参画

していた事実があり、これが f巻っ『巻二』の背景にあると考えられる。

まず、植民地台湾に於ける臼本語教育を指導した伊深修二は、地方では

中国語の発音とその学習法に関する著作を多く著している。しかしながら、

彼の業績は、その「科学的・実証的態度」ゆえに「当時の停滞した中国語

界とは対照的であり、J r当時の中国語界ならびに現在の中国語学に直接の

影響をおよほしてはいないJ [六角(1984:188) Jとも言われている O とは

言え、日本語教育と中国語教育がその初期に於いて既に何らかの結びつき

を以て開始されたことは、後の両者の関係を考えたとき注目に錯する。

後に「満州国」が建国され、中国に於いて日本の箪事占領が進む中で、

様々な中国語教育関係者が日本語教育にも関与するようになる。備えば、

3.2.1で挙げた早稲田大学第一高等学院の渡俊治は、 1934(昭和 9)年に『速

成日語輯要.! (尚文堂)という日本語教科書を刊行し、また、東京外国語

学校の神谷衡平は、「華詩集刊JJ (蛍雪書院)という中国語学習雑誌を編集

する一方で r日語指南d1 (同)という中国入学習者向け日本語学習雑誌に

も主幹として関わった(実際の執筆の中心人物は、同じく中国語教育の岩

井武男)。さらに、日本語教師として F対訳速修日本語読本Jl (1926・東方

文化会)や「日語会話宝典JJ (1928・東方印書館)等の教科書を執筆した

旅順第二中学校校長の銀河道雄も元は中国語教育畑の人間であり、「現代

支那語読本JJ (1 923 ・大阪屋号害届)や F新式支那語入門~ (1924・同)

の著書を出版している。その他、先の岩井武男や、秩父由太郎、田中慶太
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郎等中国語教育から出て日本語教育や教科書執筆に携わった人物は少なく

なし、。

このような事実は、本節冒頭に記したように、直接に「巻- j "巻二」

の執筆者推定に関わる晴報ではないが、これらが執筆された背景のーっと

して検討される必要があるものとしてここに挙げておく。

3.2.6 ~巷一~ "巷二」と問時代の日本語教科書との関連性の再考

前節までの叙述から『巻ー~ "巻二」の執筆は中国語教育関係者の手に

よって為されたものであるという推定が可能となる(勿論、あくまでも一

つの可能性として)。しかし、ここに一つの問題が浮上する O それは、『巻

--JJ "巻二」と、同時代の日本語教科書との関連性(の有無)の再考とい

うことである。

中村 (2002) に於いては、『巻一JJ "巻二』と形態上類似する教科書と L

て大出正篤(1937-1942) "効果的速成式標準日本語読本Ji (以下 T速成」

と略)を、また、表記が向ーの教科書として在満日本教育会教科書編纂部

(1937) "初等日本語読本(改訂版)~ (以下「初等J と略)を挙げたが、

T巻一~ "巻二」が学習法として「丸暗記」を提示している点に鑑み、こ

れらの類似は、差し当たり表面上のものに過ぎないと判断した。

ただ、ここで問題となるのは、 r巻一.!l "巻ニ」が、上記のような点を持

ちながらも「速成』と r初等』という、ある意味では当時の最も先進的な

教科書の特長 『速成」の「補充語」と r初等」の表音式仮名遣い を、

中途半端な形ではあっても共有していることであり、これに関連して、

3.2.4の中国語教科書調査からは別の見方も可能となってくる O

中村 (2002) で指摘した『巻ーJi "巻二J 課末の「練習資料」という関

連語棄と r速成J 課末の「補充語」との形態上の類似については、「速成」

のそれが殆ど代入練習のために提示されているのと比較すると、「巻一つ

『巻二』の場合、一部は『速成』同様代入練習のための語義であるが、一

部は場面練習用の場面指示の語葉であると考えられ、 F速成J と一致しな

い上に、両者の諾棄が混在している点でも一貫した方針が認められず、さ

らには、『速成』のような「会話練習」もないことから、中村 (2002) で

指摘した通り F速成J からの影響や関連性を明確には認めがたい。

他方、表記に関しては、今回新たに3.2.4で見た、当時の1) -5)の

中国語教科書(及び追記した『北京官話実用日清会話」、「かなっき広東語



会話」、「日蒙会話J])の仮名表記が全て旧仮名遣いである点を勘案すると、

f巻二Jは、「初等」と向じく表音式仮名遣いを採吊している点で、

前述の中国語教科書の系列とひとまず切り離して考えられる可能性が生じ

るO しかも、中村 (2002) に於し、て指摘したように、その仮名遣いは、両

者とも「オ段十ウ」のみを「オ段十オ」と表記するが長音記号による「オ

段十一」という表記を採用せず、「エ段十イ」を「エ段十エ」や「エ段+一」

という表記にしない等表音式表記が部分的である点で全く問ーであり、

T巻一.lW巻二二J執筆者が T初等JJを参看した可能性が考えられる O そして、

かかる可能性に着目すると、『巻…J] ~巻二』の執筆者像についてさらなる

手がかりを得ることが可能となる O

既述のように、「初等」の編者は在満日本教育会教科書編纂部であるが、

この組織の前身は南満ìJ+1教育会教科書編輯部で、あり、南満ìJ+l~失道株式会社

(以下満鉄と略)が深く関わっていた。 満鉄は1914(大正 3)以来日本語

教科書編纂を行い、 1922(大正11)年の南満州教育会教科書編輯部設震に

当たって「編集部に対して専任五名を派遣し、関東庁の倍額の補助金を支

出J [徐 (1996:157) Jするなどして1932 (昭和 7)年一1933 (昭和 8)年

の『第二種 初等日本語読本」に結実する直接法のノウハウを蓄積してい

たのである。本節で採り上げた F初等』は、この r第二種 初等日本語読

本」の改訂版である O

さらに、重要な事実として、そもそも宣撫班の成り立ちが、青江 (1970:

12)の記述によれば「満州事変にともなう熱河作戦(昭和七年)に満鉄総

局愛路主幹、八木沼丈夫を班長とし、愛路担当者松倉和乗、三沢治夫、朱

善寺春三等を班員として編成された」ということ、また、同じく青江 (1970:

325-371)に資料として添付された多田隊本部宣撫班 r昭和十五年三月十

日現在宣撫班員名簿J に掲載されている宣撫官2，808名中満鉄社員が829名

(今29.5%) を占めているということがある。

これらの、「巻-Jj ~巻二』と f初等』の表記の同一性及び宣撫班と ìl前鉄

との密接な結びつきを考え合わせると、「巻一JJ 11巻二』の執筆者として、

r初等」を参看し得る立場にあった満鉄の関係者で、宣撫班に出向してい

た人物、ということも考えられる O 但し、この人物は、前述の南満洲教育

会に派遣されていた人物とは考えにくい。既に見てきたように、 F巻ー」

F巻二」は中国語教育の影響を受けていると考えられ、それは当時の南満

洲教育会が蓄醸していた直接j去のノウハウとは無縁のものであり、仮に南
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i前洲教育会に派遣されていた人物がこれらを執筆したのであれば、「丸暗

記」を学習法として推奨するような教科書は作成しないであろうことが想

{象されるからである O

加えて、先に述べた宮島大八『急就篇』と満鉄との関係についても、安

藤 (1988:44) に「これ[D"急就篇』 引用者註]を暗記すれば、満鉄(南満

州鉄道株式会社)の三等通訳試験に合格した」という記述があり、満鉄が

その会社の性格から中国語に堪能な人聞を必要として独自の通訳試験を実

施していたことを考えると、「急就篇」を丸暗記して通訳試験に合格し、

宣撫班に出向した満鉄社員が「急、就篇』による中国語学習の経験を土台に

して『巻一J r巻二』を執筆したという推慨も成り立つ。 f巻-.Jl r巻二J

の成立を考える上で、華北占領地と「満州国J と場所は異なっても、満鉄

という巨大な国策会社、あるいはシンク・タンクの存在は、看過できない

ものと考えられる。

3.3 小括ー『巻一.Jl D"巷二』の(暫定的)執筆者像一

これまでに『巻一JJ D"巻二』について、戦前の中国語教育を執としなが

ら様々な角度から執筆者像に結びっく情報を検討してきた。本節では、こ

れらを統合して、現時点の史料から考え得る r巻一.Jl r巻二」の執筆者像

を纏めてみたい。それは、以下のようになるであろう。

「北支那方面箪寺内部隊宣撫班に所属し、善隣書院系の教師から宮島大

八『急就篇」による中国語教育を受け、在溝日本教育会教科書編纂部「初

等日本語読本(改訂版).Jlを参看し得る立場にあった人物で、 i祷鉄から

の出向者または中国語教育関係者J

繰り返して述べておくが、この執筆者像はあくまでも現段階での暫定的

なものであり、今後さらに新資料の発掘と批判的検討を経て確定されねば

ならないものであることを強調しておきたい。

4. r巻二』第三版の改訂者について

本章では、特に「巻二』第三版の改訂者について新たな調査をもとに考

察してみたい。既に中村 (2002:101) で述べたように、「巻二」初版と第

三版の開には、 3で述べた初版第28課「訊問J の削i訟という異同の他に、

体裁上も幾つかの相違がある O その最も顕著なものは、第三版に於ける編

者の変更(，宣撫班本部」から「大日本軍」へ)、「華北・筆中・華南完全
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安定」という日本軍占領地の地図の付加、そして、裏表紙中央の日満支三

カ国国旗と「建設東亜新秩序」というスローガンを組み合わせた函(図1)

の掲載である O これらが有する「視覚的プロパガンダ、」という特質につい

ては中村 (2002:107寸08) で既に述べたが、今回新たな調査により、これ

らが第三版の改訂者に関する情報となる可能性が認められたので、それに

ついて触れておくことにする O

筆者は、中村 (2002)執筆後、新たな宣撫工作関係史料として多田部隊

報道部編(1939) rr宣伝宣撫参考手帖~ (以下 r手11恥と略)及び同 (1939)

r宣伝宣撫参考手冊d (以下『手冊』と略)を参看する機会を得た。とこ

ろが、この史料の裏表紙に図 lと大きさは若干異なるが国案としては同ー

の図が印刷されているのを発見した(図 2/3)0 この史料の編纂者である

多田部隊は、中村 (2002:105) で「巻-J u"巻二二J の執筆者を推定する際

に参看した、「日語会話読本』作製の記録を含む史料 r昭和十五年三月三

ト一日 宣撫班教化工作実施概況jJ (以下 F概況』と略)を編纂した部隊

であり、「多田」とは1939 (昭和14) 年 9月12日に北支那方面軍司令官に

著任した多国該窪軍大将で、ある O これらの史料に「巻二』第三版裏表紙の

ものと同ーの闘が印刷されていることから、『巻二J 第三版の改訂者は多

田部隊関係者であることが想定された。しかし、同一の閣が地の史料にも

印尉されている可能性があるため、筆者は、北支を中心に f巻_jJ u"巻二」

の執筆・刊行時期と重なる1937 (昭和12)年末から1940(昭和15)年まで

の、部隊編纂・発行史料を参看し、図 1及び閤 2/ 3と同一の図が印刷さ

れているものがないかどうか調査した。対象とした史料は以下の13点で、

これらの所蔵先は、 Cが札幌市・市英堂書面、 Jがアジア経済研究所図書

舘、 iがー構大学経済誹究所図書館、 mが北海道大学国書館、その他が防

寵!T防衛研究所図書館である O

a 久保i岳部隊(1937-1938) rr陣中美談集 第一号』

b 後宮部隊本部(1938) rr馬市山軍の状況』

c 岡村部隊 (1938) u"支那事変従軍獣医部将士体験記事蒐録」

d. 杉山部隊参謀部(1939) rr方参特報第一号 共産軍の民家に対する教

化工作J

e 足立部隊本部 (1939) rr警備隊長会報報』

f.岡村部隊 (1940) rr岡村部隊関係続』

g. 藤山部諒・市来部隊(1940) rr高平作戦ニ於テ得タル教訓IJJ

- 68一



h. 舞部隊本部(1940) w春季昔南作戦ノ教訓I~

1. 今井部掠(1940) []巽南の反掃蕩戦 重慶の西北経営の動向」

J. 杉山部隊報道課 (1940) r宣伝宣撫参考手帖」

k. 多国部隊(1940) "'中共中央北方局の晋察翼辺匿に対する目前の施政

綱領J

1.多田部隊経理部 (1940) []北京ニ於ケル雑穀・緬粉・綿糸・綿布及外

油相場表:十月二十五日一四月二十日」

m 山阿部|塚本部(1940-1944) u山西省大観」

参看の結果、上記史料のいずれにも国 1及び凶 2/3と同一の図は印刷さ

れておらず、ここから『巻二」第三版の改訂者は多田部隊であると考えら

れる。

ただ、史料k、 !と先に挙げた「概況」も多田部隊編纂であるが、これ

らには図が印制されていない。これは、史料の性格や配布対象者の違いに

よるものであると考えられる。まず、 r巻二』第三版、 r手帖」、「手冊」は

宣撫工作関係史料であるが、 kとlはそうではない。また、「巻二-.i第三版、

『手帖』、「手情』と r概況」は全て宣権工作関係史料であるが、前三者が

直接宣撫官や市領地住民の手にi度り、宣撫工作に使われ、人目に触れる機

会が多い文書であるのに対し、 F概況」は陸軍に提出された報告書であり、

扉に「極秘」のスタンプが押されていることからも明らかなように、直接

占領地住民に配布されたり読まれたりする文書ではない。そのため、前述

のように宣撫工作上「視覚的プロパガンダ」の道具として重要な意味を有

していた図 l及び図 2/3は、直接的な宣撫工作を目的としない文書には

特に印刷する必要がなくなり、その結果、 k、 !と f概況」にはこの図が

搭載されなかったものと考えられる O

以上から、 F巻-JJ Ii巻二J は、寺内部隊宣撫班によって作成され、多国

部隊によって F巻二J第三版の改訂が行われたと推定される O このことは、

同じ表題を持ちながらも、 jの杉山部隊の「宣伝宣撫参考手帖」にはこの

図がないことによっても傍証されよう O 但し、「巻一~ Ii巻二」の第二版が

発見された場合、この推定が訂正される百I能性があることも付言しておく。

5. おわりにー今後の課題一

「巻-JJIi巻ご』の執筆者像に関しては前主主までで論じたので、ここでは、

r巻コ「巻二J に関する今後の研究の方向について、中村 (2002:108) 
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で指摘した文献学的調査・研究及び関係者に対するインタビュー等の調査

の必要性に加えて、三つのことを述べておきたい。

まず、小論で述べた執筆者橡を確定するためのさらなる調査が必要とな

る。これは、宣撫班創設期の構成員のプロフィールに関する、特に満鉄関

連の史料の探索が第一の目標となる。

また、 2で述べたように、「巻一日巻二」の{吏用実態がさらに広範囲にわ

たる可能性があり、これについてもさらに史料を謂査していく必要がある O

もう一つの、そして最も重要なことは、日本語教育史の研究領域の拡大

である O 小論では、日本語教育史を中国語教育との関連で考察してきた。

しかし、従来の日本語教育史研究に於いては西洋の言語教育理論との関連

は多く論じられているのに対し、中毘語教育との関連を論じたものは僅か

に市瀬(1997)があるのみである o (ついでに言えば、国語教育との関連も、

芦田恵之助や輿水賓への言及はあるものの、決して多いとは言えない。)

このような事態になっている原因は、小論でも見たような戦前の中国語教

育それ自体に内在する問題点によるものであろうし、また、市瀬 (1997:25) 

が指摘している、日本語教育の側からの山口喜一郎による当時の中国語教

育への批判等の事態も何らかの影響を及ぼしたと考えられる。

しかし、小論で見てきたように、 T巻一~ [f巻二」の成立事情には戦前の

中国語教育との結びつきを、蓋然的なものではあるが窺うことができる。

今後の日本語教育史研究に於トいては、このような、従来顧みられることの

なかった領域にも視線を向けることによって新しい発見の可能性を開拓し

ていくことが緊要であると筆者は考える O

翼料:

函1:了巷二J 第三版 図2: r手帖」 国3:手冊」
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註:

1 )中村 (2002)では「宣撫班員」と記したが、正式な呼称は「宣撫官」

であるため、小論ではそのように記す。

2 )史料名は以下の通りである。

@寺内部隊宣撫班本部(1938) w⑫宣撫工作指針」

@多旧部隊本部 (1940) w宣撫班教化工作実施概況』

@青江舜二郎 (1970) r大日本軍宣撫官ーある青春の記録-~芙蓉書房

@村上政則(1983) r黄土の残照 ある宣撫官の記録鉱脈社

・防衛庁防衛研究所図書館(編年不明) r宣撫資料綴」

3 )初版は1904 (明治37)年。ここでは1930 (昭和 5)年の第109版を参

看した。

4) 目次では「訊問」となっているが、ここでは本文に従って「札間」と

する。

5 )初版は1933 (昭和 8)年。

6 )初版は1940(昭和15)年。

7)初版は1904(明治37)年。ここでは1918(大正7)年の訂正第 5版を

参看した。
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A Study of the authorship of the Nippongo Kaiwa 

Tokuhon (Reader for ]apanese Conversation) edited 

by the ]apanese Military Placation Squad 

N AKAMURA， Shigeho 

This paper investigates the authorship of the NiPpongo J(aiwa Tokuhon 

(Reader for Japanese Conversation) edited by the JapanesεMilitary 

Placation Squad during the Sino-Japanese War from 1931 to 1945 

Examination of the teaching methods， structur巴sand contents of these 

textbooks and the historical background in this paper leads us to focus on 

the relation between J apanese language teaching and Chinese language 

teaching before 1945， a topic which so far has gained little attention. As a 

res山， it is s昭 gestedthat the author (s) of these textbooks were staff of 

the South Manchurian Railway Co. Ltd. or teacher (s) of Chinese language 

who learned Chinese by the teaching method of Zenrin-Shoin. 

Further， comparing the figure on th巴 backcover of vo1.2 of th巴 3rd

edition of these textbooks with other textbooks suggests the possibility that 

the 3rd edition was revised by the Tada military unit 

Finally， as remaining issues， documentation on the establishment of the 

Military Placation Squad and the conditions of use of Nippcηgo J(aiwa 

Tokuhon needs to be found， and the field of study of the history of Japanεse 

language teaching needs to be further extended 
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