
戦中日本着教授者の活動

｢桑木務の 1941-42年の活動と｢紀元節｣の概要一

羽目 誉子芙 (横浜琶立大学)

i;j4日約

1930年代にドイツで学んだ日本人留学生の中には､留学期間を終えて､または､留学の

半ばで､講師として冒本譜や日本文化の教授に携わる者がいたOこの背景には､1935年 8

月 且臥 外務省欧亜局に文化事業部第二課が組織され､日本語 中日本文化教授機関への助

成が活発化L,たこと,Y互9.38年 且1月25臥 ｢文化的協カニ開スルE3素因数逸国間協定｣

が締結されたことにより､日本関連講座がドイツ各地に開設され､教授者への助成金が

支払われるようにな,つたことがある 日き0日本関連講座の新規開講は､同じころ､北欧フ

ィンランドにおいてもあったむLこのフィンラン守の講座に携わったのはら日独交換学 生 と

しての留学期限が切れるにあたり､ハニ/ブルダ東学の日本語講師職を紹介されていた桑 乗

務 拍鋸 か望OOC,:)である｡ハエ/プルダ殖民研究所時代からの伝統を持 つ E3奉 学科は､当時グ

:,デルトが主任を勤め.b日本丸講師とともに日本語講座が運営されていたが､この講師fJrTj

帰国にともない､後任をベルリン日本大使館が探していたのである｡桑乗はグンデルトに

面会したが '1'2)勺この話を辞退し､ヘルシンキに渡ったe

且9後且年9月､桑木はフィンランドに赴任したが.第二次ソヴィニトやフィンランド戦争

の最中で､大学の授業は行われておらず､授業が再開されたのは翌年であったV本稿では､

第一節で､桑木の 且941年の着任から大学の正式な授業がはじまる 且942年秋までの主な活

動について紹介する｡第二節では､この期間に行った講演 8講義のうち､且942年 望月 11

日に在ヘルシンキ日本公使館で行ったスピ-チ｢紀元節｣の概要を紹介するo

1. 1941年から42年までの活動

1941年 1月 15日付の手紙で､在フィンランド百太公使館の昌谷忠は､ヘルシンキ大学

総長スオラハティ教授宛に次のような提案をした｡その内容は､両国の交流を活発化し､

E3本の精神文化や国家に関する学識を深めることを目的に､ヘルシンキ大学に日本文化講

座を開設し､日本政府の費用で客員教授を派遣するというものであった｡総長はこれを受

諾し､同年 5月､ヘルシンキ大学の評議会において､日本文化講座の開講と講座担当者に

関する日本公使館からの通知を､正式に承認したことが報告された (小川2003:13)｡桑木

は､5月5日日独交換学生として滞在していたドイツからヘルシンキを訪れた(3)｡翌日総長

スオラハティ教授を表敬訪問し､後に､学長のリンコラ教授との間で､講座名を日本文化

講座とすること､身分は客員教授とすることに合意した｡また､同年の秋学期から講義す

ること､また,日本文化の中でも､思想文化についての講義を行うことを昌谷公使に報告
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した (桑木 1981:78)｡

しかし､赴任した 9月は,第二次ソヴィエト･フィンランド戦争の真っ只中で､教員も

学生も動員され大学はもぬけの殻だった｡これは､同年 6月､フィンランドが前の戦争で

ソヴィエトに割譲した地域の奪回を求めて第二次ソヴィエト･フィンランド戦争 (いわゆ

る継続戦争)を起こしたためである(4)｡17日に新学長のネバンリンナ教授､30日に総長ス

オラハティ教授に全うが､本年中の開講は見通し困難との判断が下された｡

赴任から正規の授業が始まる 1942年11月まで､フィンランドやドイツを拠点にヨ-ロ

ッパ各地を訪問し､講義や資料収集をした｡主な講義や講演は次のものである｡

まず､1941年 11月24日に､ストックホルムのグランドホテルで､瑞日協会主催の講演

会が開かれ,主賓として｢日本史の基調｣と超し英語で講演を行った(5)0 1942年 2月 11日

には,在ヘルシンキ日本公使館のレセプションにおいて,｢紀元節｣についてドイツ語でス

ピーチを行った｡この模様は､ドイツの新聞に紹介された (6)｡1942年2月13日には､ヘ

ルシンキ学士院でのへイスカネン教授との学術講演会があり､｢日本史の基調｣というタイ

トルで,ドイツ語で講演を行った｡一方､ヘルシンキ大学では,一般市民を対象に ｢現代

の日本｣というタイトルで3月31日より､3回の連続講義を行った｡当時の慣例で,大学

における講義は､講義の案内と要旨が新聞に掲載されることになっており､新聞や雑誌に,

内容紹介とともにコメントが掲載された｡

こうした記事の掲載とともに､桑木自身が新聞記者等から取材を受けることもたびたび

あった｡記事の中では､客員教授としての任務や現代日本事情を紹介し､継続戦争でソヴ

イエトと戦うフィンランドを激励し､また､日本とフィンランド両国の交流発展を訴える

姿が紹介されている｡赴任の際､ストックホルムからトウルクに船で入るが､到着した 9

月 14日の晩にトウルクで行われたインタヴューは､翌日､UusiSuomi(新生フィンラン

ド)に次のように紹介された｡

｢ヘルシンキ大学で日本を教える｣

自分は､El本文化の講師としてやってきた｡日本とヨ-ロツパの哲学は大きく異なる.日

本は他国のよいところを融和しようとしている｡2600年の古い歴史があるが､70年前にヨ

-ロツパと接触を始めた｡融和するのは､今生きている私たちの使命であるが､すでに仏

教と儒教を融和した｡日本では､フィンランドのスポーツ､たとえば､Nurmi(陸上長距

離選手 :筆者注)などが知られている｡両国は良好な関係にあるが､交流や協力がさらに

必要であるCそのためには､日本文化の講義が必要であり､特に,歴史､文化､文学につ

いて､一般市民にも話をしたいと思っているOすでに日本語に訳されたカレワラを読んだ｡

(UusiSuomi1942年9月 15日)

次は､大学での連続講義 ｢現代の日本｣開講の直前に行われたインタヴューである｡
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｢フィン日関係を深めることは私の願いの一つだと桑木が語った｣

桑木は若いが､ヨーロッパに3年滞在し､文部省を代表して活動を行ってきた｡この間,

ドイツやイタリア､ハンガリー､そして､フィンランドも数回訪れた｡2月i3日には､ 日

本史の特徴について講義をした｡今回は昌谷公使の招待を受けてやってきた｡当初､学期

を通して講義を行う予定であったが､戦争のため取りやめになった,これから､｢現代の日

本｣について 4回講義をする予定だ｡(以下講義の詳綿の説明絡)フィンランドの友人とな

った桑木は､フィンランドに敬意を示すともに､生活に必要な手段としてフィンランド語

を習っているOすでに新聞も読めるoEヨ本ではフィンランドのことがよく知られているO

スポ-ツ､芸術､科学､ソヴィエト戦､そして､数年前に､森本覚舟によってカレワラが

都訳された｡キヴィ､シランペ一､タイヴィオなど､フィンランドの文学者もE3奉でよく

知られている｡東京には日本フィンランド協会があり､フィンランドを日本に紹介する数々

の活動を行っているO両国の関係を深めたいが､戦時下の今は難しいO両国の友好関係を

深めることこそ私の願いの一つだと興奮して 言 った｡今できることは限られているが､最

車を尽くす-I)もりだ｡私自分はパイオニアだと自認しているO次の人は私の仕事を引き継

いでくれるだろう｡現在､フィンランドの学者と関係を構築しつつある巧2-3年後,言葉

や文化について教える日泰学科ができるだろう,何も決まってはいないが学科設立の叢が

もちあがっているG最後に､戦後乎亭細雪訪れたとき､より協力的な開係が築かれることを

確信していると結んだ｡ (uus呈鮎omi且鋼2年 3月 29削

国外での資料収集や情報交換も行ったり日独交換学生時代のベルリンの下宿を足場に､

講義の資料収集のため､ヨ-ロツパ各地を回り､日本人留学生､日本語講座の担当者らと

の情報交換を行った (7)｡且942年 5月2臥 ハイデルベルグ大学では,日本語を教えていた

岩倉異音を訪問し (8)､E3太語の授業を見学したeまた､パリではサツマ会館 (現在のパリ

日本館)を訪問し､イタリアでは､日独伊学生会議に参加した後,10月2日にはローマ大

学の日本研究室を訪問し､資料収集にあたった｡

一方､ヘルシンキでは､日本公使館内に机が与えられていたG自宅ではお茶会を催し､

大学関係者､日本関係者を招いた｡親日的なフィンランドにおいて､1942年 11月に開講

された講座には､同年 3-4月に開講された連続講義｢現代の日本｣と同様､さまざまな職業

の聴講者が参加することとなる｡

3.講義録

本節では､1942年 2月 11日に,在ヘルシンキ日本公使館のレセプションで行われた講

演 ｢紀元節｣の内容を紹介する｡本稿で扱う資料は､ ドイツ語でタイプが打たれた講義録

の原本である｡余白には､ ドイツ語､及び､日本語による書き込みが見られる｡日本語の

固有名詞は､日本式表記法で記されているが､固有名詞の表記を含め､表現の原文に忠実
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な形で再現を試みる (9)｡

SpeechaboutKigen-setsu

ByProf.TutomoKuwakionll.02.1942inHelsinki

ExcellenciesandGentlemen!

Itisagreathonorformetobeallowedtotalkinyourpresenceontheoccasionof

thesettingupoftheJapaneseEmpire.Japancelebratesits2602ndanniversary

today;thedaywhenZimmu･Tenno,thefirstJapaneseemperor,climbedthethrone

atKasihara-PalaceinYamato.ButtheJapanesepeopledonotattachgreat

importanceonthedurationof26centuries,butonthefactthatourpeopleexisted

forsolong,inthesamearea,underthesamecontinuousdynasty,keepingits

nationaltraditionoftheprincipleofstate,whichstartedwithZimmu-Tennoand

whichisalsoatthistimeresponsible丘)rtheEmpire'sfatefulness.Thatbasic

principleoftheJapaneseEmpirewasforthefirsttimeexplicitlyshowninthe

"Nippon-Syoki",thechronicleoftheJapanesehistory,publishedin720AD.

Iwouldliketogiveyouashortexplanationof"Nippon･Syoki"now,becauseitisone

oftheoldestauthenticdocumentsofJapanesehistory."Nippon-Syoki"iscollectedin

thirtyvolumes.The丘rstthreevolumesdiscussthetimebeforeKami(mythological

period),'thenext18volumesdiscussthetimefrom Zimmu-Tennooto the

Taika-reform (646AD),landtheotherninediSCuSSthetimefromtheTaika-reform

untiltheendofZitoo-Tennoo,soalmosttotheendofthe7thcentury.Itisacollection

ofmyths,legendsandstories.

Wewillbeholdhowtheprincipleofstateisexplainedin"Nippon-Syoki".Inthefirst

twovolumes,whichdiscussthemytl10logicaltime,itisshownthatJapan'ssetting

upwasspontaneous｡

Theislandssprungupoutofchaos.Thepurerandclearerelement女)rmedthesky

andtheheavieranddenserelementformedtheearth.Theland,socon丘gured,was

called"0-Yasima"or"TheGreatEightislands".Thelordshipofthislandwas

bequeathedbyAmaterasu-OIMikoto,thegoddessofthesun,tohergrandson

Ninigl･nO-Mikoto.HereweseethebeliefthattheEmperorisofgodlikeorigin.

Inthethirdvolumeitisshownthattheholywillcometruethroughtheascentof

the holy throne (TakamikuTa) by Zimmu Tennoo, a descendant of

Amaterasu-0-Mikami.Themythsdiscussthe"eighthundredmyriadsgods"who
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descendedtogetherwithNinigino-Mikotofromheaven,theancestoroftheJapanese

people.

SofirstthereistheTennoo,descendedbygod,thentheland,whichhebringspeace

arldTOr-｡erilT呈1EiiLSreign,anrl員naiiyiJin.epeople,whic-1hcamer.downf'TOrn"eig弘もhundiQed

myriadsKami".Thenceitisobviousthaも地etrinityofTennoo,land,andpeopleare

prvefi琶uredbygod-descendedunity.

Ontheヮthday,ofthe3rdmonth,intheyearT血 notoHituzi,sointhedescriptionof

N｡S.inthethirdvolume- accoydingもothelegendarychTOnOl喝y662BC W

Kammu-Yamato-Ⅰwarehiko(a鮎rZimmuTennoo)enactedtheorder:"SixyeaTuq

e互apse遠siFLCeOufもぞaCiLio-fiもO払eeasもan疫becauseoftheassi如anceof.thegodswe

fo喝hもenemieso漉 SuTe,もheTeiss庖且且waT豆no-urわoTdeTS,-buもin洩emi舶 iet i m

Yama転 地eTeisno且ongerTeS揖essness∴Aもoncetb野 SもaTte銅f)+軸組離heTeS i 鮎 n c だ

KaSihaTain洩eso雨hofUnebiMoumtai説 .琵ammWYam魚もO-‡W汲糟hi故oassumed i /h e

軸 e且畳紙O紺 ebTuaTy6甜 B C JaccoT漁in欝もo 地 e 廃 en戎aiqyC払和mぬ gy)ゆ

il

iquSbayldry-am捜bandieTa免 姐eveAOPe盈毎.弧粗野 an遠洩e韻鎧もiveam捜pmm巌ve

A,lt);川eSPCu..Lt･ul･PCこImeOff.TlletTr-くJnpLlneSeti!ie(iricCかids三一n(jlJSPd如,,言う､,fl

mainlyfromagyicu且もuge｡The旨Odlygenderand蝕epeop呈epTayedもo洩eir払eaveniy

UrGo舶essin汰ehopeofagOO捜harvesも;and汰at払edistTeSSOfwindaridwateで

willaヽ･ertthem.Thesafetyandwelfareofthepeopledependeduponf,heprayersto

theUr-Goddess.Theywereseenasthefoundationofthepublicwe王11.Sotllel､Thole

administra払onworkedbecauseofthiseonsistencebetweengod-cultandhusbandry.

Andindeedthiswayofthinkingdevelopedintothereligiousideaofadorationofgod

andlpOrefatheTS,the"SintoiSmuS",WhichJapanese壬laVeitenderedpfTiOmageeVef

Sユ.nee.

SuchcultsremainedaftertheEmpire'ssettingupandwereembeddedfirmlyinthe

faithofthepeople.EventodaytherearesuchceremoniesintheEmpire,likethe

"Tosigoi-no-Maturi"onthe4thofFebruary,whichasksforayearofrichharvest,and

"KannameandNiiname-Maturio"andsoon.

TheimperialfamilycelebratestheseceremoniesundertheaegisoftheTennoo;and

alsobyもhefarmersinthefields,whoaskthegodsforagreatandrichharvest.

ThesouloftheJapanesepeoplepresentedthefollowingindividualcharacteristics

duringhistory:

1)ourpeoplestandfirmOnthegroundofmoralitytokeepfaithwiththeTennoo

-22-



andwiththelovetotheirparents,becauseoft,heint,imateadorationofthe

spiritsandancestors.

2)I)urinethemiddleAgesakindofchivalrydeveloped,acodeofhonorforthe

warrioroutoftherankofwarriors.Itstressedtheimportanceofhonoringones

family.ThiscodeofhonorissinceProf.Nitobe'sfamousworktheworldoveras

"Bushido".

3)Ourpeoplearefu1丘11edbyloveofnature.Theyarepoeticallyassessedaswesee

bytherichpoeticsof"Waka"and"Haiku".

4)Ourpeopleshowultimatebraveryandwarrior'Scourageintimeswhereweare

haTdup｡Andtheyliveamicablelikeabigfamilyinpeacefultimes.

5)Ourpeoplewereabletointegrateforeignculturesandtoassimilatethem into

ourculture.Theydiditinthepastandtheyarestillabletodoit.

TheJapanesepeopleadheredtosuchcharacteristicsfor25centuries.Aftertwobig

reformations,646and1333,JapancelebrateditsmostimportantRenaissancein

1868.AnewmovementappearedduringthelasttimeinJapan.Itwillreanimate

the spirit of the Meizi-restauration.A returning to the spirit of the

Meizi-restauration slgnifiesareturningtotheclassicalspirit,inwhich the

JapaneseEmpirewasfounded,tothepromotionforfreedom andself-gloryofthe

JapaneseEmpireandtotheclarificationofJapanesespiritinourEmpire.

Japanisatthismomentamidstabigchange.

注

1｡文化的協カニ閑スル日本国独逸国間協定は､日独防共協定締結二周年にあたるこの目

に調印された｡(外務省 1995)

2｡WilhelmGundert(1880-1971)､ KarlFlorenzの弟子で｢能における神道｣で博士論

文を書く｡1936年ハンブルグ大学就任､1945年政治的理由により解雇されたが､

1950年社会復帰した｡(西-祥 1991｢ドイツにおける日本学の歴史と現状｣『国際関

係研究』､ベルト･ヴォルム 1994｢ナチス時代の日本学研究｣『ベルリン日独センタ

-報告書』)

3.ドイツに滞在中でありヘルシンキでオーケストラの指揮をすることになっていた近

衛秀麿子爵 (近衛首相実弟)に同行したOヘルシンキ到着の晩は､近衛子爵ととも

に､日本公使館官邸で歓迎会が催され､5月8日には､外相代理の情報部長から､蓄

彼勲章贈呈の申し出があった｡蕎夜勲章は､文化的責献のあった者に贈られるもの

だが､桑木はこれを辞退した0

4.その後､戦況が悪化し､フィンランドは 1944年8月ソヴィエトと単独講和は踏み切
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る｡9月にはフィンランドと日本の国交が断絶されたのに伴い､桑木は抑留され帰国

することになるe

5｡ドレスコード指定のフォ←マルなもので､講演のあとは晩餐会､ダンスパーティと

続いた｡(Ogawa2002b)

6白フランクフルト新開の記事(桑木 di98旦:iOL̂j)の一部を抜粋するO｢この日の意義を理

解してもらうために日本の客賓教授がドイツ語で永い帝国の歴史を筒にして要をえ

た講演をおこなった.われらのヨーロッパ伝来の古い文化を,彼は高く評価したが､

極東のそれには及ばないようにわれらには思えたO(..)彼はいう､『日本はいつも他

国の文化を尊敬し,受容し､同化する周意と能力を備えているC日本の生成過程は､

目下なお進行中である』｣

7.赴任前の且94且年6月には､ブタペストでハンガリ-語を勉強中の徳永康元を訪問し､

ヘルシンキ大学の桑木の後任候補者としてウラル串アルタイ学を学ぶ徳永が適任で

はないかと説得にあたったというo徳永康元は､且9複0年から且9連盟軍までブタペス

ト大学講師兼交換学生としてハンガリ-に滞在してい た O

告｡岩倉県賓は､且9嶺乱撃から且9逢5年まで鉦イデルベル グ 大学で目本譜を教えたO

9.原本は桑凍土恩子様よVTJ拝借し､使周の許可をいただいたO原稿は､ドイツ語では

なく､広く読まれるであろう英語で紹介するO英訳は Deも葺evStyuve氏の協力を得

たが､文責は筆者にあるC時代性や原文のニェアンズを損なわないために､可能な

限り原文の表現をそのまま使ったO
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