
ヨーロツパにおける戦前の日本育講座

一学習者と学習動撒-

小川 f子美

1.はじめに

ヨ-ロッパ各地で開設された拳明期の日本語講座は1,地域や時代のニ-ズに応えるべくそれ

ぞれの使命を担ってし1たが,戦間期になるとこれらの講座に対し日本側2が関わるようになったo

日本側の関与を示す最初の記録は. 1930年代初頭のドイツに対するものである.その後,イタ

リア,ハンガリ-,フインランド,プルガリア等にも広がった.いわゆる枢軸国3を対象とした

のである.ヨ-ロッパにおける枢軸国の日本語講座には,日本人講師が教壇に立つが.日本側は

この諦師の人事権を持つとともに給与の-部を支援した.また,日本研究所や日本語講座の開設

を働きかけた4o

こうした日本語講座支援の全体像を包括的に記述するためには.実態,すなわち,講師く現地

講師と日本人講師I,学習者,教科書や教材を含む授業の内容を明らかにすると同時に,支援を

促した社会的背景,本研究の場合,日欧関係,支援を可能にした制度や協定.目的.理念と現実,

及び,現地の反応等を資料的に明らかにするという,教育の実態と制度という両面からの作業が

必要となろう.本稿では,支援の全体像の包括的解明をEl的に,学習者に焦点をあて, 1930年

から45年までの当該地域の各機関の学習者の特徴と学習動機について述べるo

2.学習者

日本がヨ-ロツパの日本語講座に関わったという最初の記録は.確認できる範囲では, 1930

年のフランクフルト大学の北山浮友に対する給与の助成であるoその後戦争終結の1945年まで,

枢軸国の日本語講座に立つ日本人講師の人事権を事実上掌握し,給与の支援をしていた.こうし

た人事関係の記録は若干外務省資料に残されているものの,クラスの様子はほとんど窺い知るこ

とができないo従って,実態を把撞するために.当時の書簡や回想録に加え,欧州側の史料を参

1オ-ストリア,オランダ,フランス,イタリア,ドイツではすでに19世紀に開講されていた.

2 本稿では日本政府および民間企業.団体を指す.
3

ヨ-ロッパの枢軸国の中で.この時期.日本語講座が開設されたのは,ドイツ.イタリア.ハンガリ

-.フインランド.ブルガリア.チェコである.
4

IJIJrlく2005aI INH く2005bl小川 く2005dJ小川 く2006cl小川 く2007cl他参照.
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考にした5.これらの記録を合わせると,断片的な中にもある程度の傾向は窺えるo まず,学習

者数については,報告されている機関を地域ごとに年代順に並べると次のとおりである.

ドイツ

■

イタリア

■

ベルリン大学

ボン大学

フランクフルト大学

ライプチヒ大学

ハイデルベルク大学

40名以上く1938年冬学期新入生1

10へ.12名く1938年1

5名 く1940年,

14J-5名 く1940年J-44年の平均1

50余名 く1941年夏学期入門講座開講時l

30名 く1941年冬学期新規の入門講座l

ヨアヒムスタ-ル.ギムナジウム12名 く1944年9月I

ロ-マ大学

. ナボリ東洋大学

その他

12-16名 く1934年,前田の報告による1

22名 く1942年4学年総数.野上の報告による1

12名く1936年4学年総数I

. ブタペスト高等商業学校 12名く1935年開設時I

. ウイ-ン領事養成学校

. ソフイア大学

.

へルシンキ大学

16名 く1936年入門講座開講時l

約200名 く1943年開講時,のち数十名1

25名 く1943年12月1学期終了時I

13名 く1944年11月以降学習を継続した者l

5 参考にした資料館は以下のとおりである.

日本こ外務省外交史料館

ドイツニ

O Archiv der Universitat Frankfurt

O Bundesarchiv in Berlin

O Bundesarchiv in koblenz

O Staatsarchiv Hamburg

O Universitatsarchiv Bonn

O Universitatarchiv Heidelberg

O Universitatsarchiv, Humboldt-Universitat zu Berlin

O Universit豆tsarchiv Leipzlg

フインランドニ

O Archives
ofthe

Finno
IUgrian Society

O Arcllives ofthe University
ofHelsinki

O Helsinki University Library, Manuscript Section

O National Archives
ofFinland

オ-ストリアこ

O Archiv der Universitat Wien
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戦時下であっても講座が継続.新規に開設され,必修ではない自由選択科目くハンブルクやヨ

アヒムスタ-ル.ギムナジウム以外lである日本語を,終戦間際まで学んでいた受講生が少なか

らずいたのであるo 中でも, 1943年に開講されたソフイア大学の初回の日本語クラスに, 200

人の受講者が集まったという報告があるが,日本語講座としては他に例をみない数字である.

-方,受講生の中で.ハンブルク大学やロ-マ大学など日本語を必修科目として履修する学生

はむしろ少なく, -般学生や大学生以外の参加が多数であった.正規学生以外の-般聴講生の職

業.身分については,次のように報告されている.

ライプチヒ大学 銀行貞,牧師夫人,大学教授

ハイデルベルク大学 医学部の学生.女子学生が半数,教授の夫人.高校生

ウイ-ン領事養成学校 官吏,弁護士,実業家ら有職者が多い.

へルシンキ大学 軍人.牧師,商店主,天体学者,大学教授,弁護士.教師

ソフイア大学 育年将校含む

ハイデルベルク大学で報告されているように,医学部の学生や女子学生が目立ったのは,特

に戦時下は出征を免れたため,物理的に可能であったということである.これは,日本語講座に

限らず.大戦下の-般的な傾向であったということが回想録からうかがえるo例えば,守屋謙二

はミュンへン大学の講義に女子学生が大勢参加し積極的に発言をしている様子を取り立てて記

しているo

3.学習動横

学習者の日本語学習の動機に直接の記載は見当たらないが,前節の内容を踏まえ,若干の考察

を加えたい.動機を個人的要因と社会的要因に分け考察するoなお.個人的要因については, -

般聴辞生と正規学生では若干異なるので,.別々に扱うo

3.1個人的要因

日本語といえば,表記体系や文法構造が異なることから,ヨ-ロッパでは,最も難易度が高い

言語の-つとされてきたが,来日の予定もなく,束洋研究を目指すわけでもない人々が.目本語

を学ぶ動機とは何であったのだろうか.講師らの回想録や前節で見た学習者の職業を参考に,当

時の受講生の特徴をまとめると次のように言えるo
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1.時間的余裕のある富裕層

2.すでに複数の非印欧語をこなすボリグロツト

1.の人々にとって日本語学習は知的な訓練であると同時に,母語話者と接することのできる

まれな機会でもあったと推測される. 2.については,ナボリ東洋語学校の摩寿意善郎が,成緯

優秀者三人の日本派遣を打診してきたが,うち二人の学生は, 4-6カ国語を操る学生であったo

また,へルシンキ大学で,教科書を作成したケラヴオリも, 5ケ国語を自由に駆使した.すでに,

いくつかの言語学習の経験があり,また非西洋語もこなせるボリグロットにとって,日本語は難

易度が高いとされているからこそ.挑戦の甲斐があったと推測される.

次に,学生や研究者の場合,次のような動機があったと思われる.

1.専門飯域で日本の研究が紹介されているため

2.中国研究の文献を読む手段として

l.について岩倉具実くハイデルベルク大学lは.医学生の受講者が多い理由に,徴兵を猶予

されていたことに加え,当時のハイデルベルク大学では,日本の医学研究が盛んに紹介されてい

たことをあげている6o 2.は,レオン.ド.ロニ-が1863年の日本語講座の開講式でr日本語の

効用Jにあげた,中国研究の手段としての日本語学習に通じるものである.日本における中国研

究の充実ぶりは,早くからヨ-ロッパで注目されていた.そのため.中国研究者らは日本におけ

る中国研究の成果を参照するために,日本語の読解力が必要とされたのであるo当時から,ハン

ブルク大学では,日本学を専攻する者も中国学を専攻する者も日本語と中国語は必修であったo

現代においても.中国語と日本語を必修とする東洋学講座は珍しくない.

3.2.社会的要因

1930年代後半からの特記すべき傾向として,枢軸関係強化を図る社会機運の影響が絶大だっ

たことが推測されるoこうした影響を裏付けるものに次ぎのような報告がある.先に述べた,ブ

ルガリアのソフイア大学で1943年に開講された初回の日本語の授業に200名を超える聴講生が

参加したという報告,大戦下のドイツの場合,べルリン日本研究所が主催する-般市民を対象と

した日本紹介講演が全国で開催され, 500人から700人の聴講者が参加したという報告, 1942

6岩倉く1971こ3681.

-28-



年にへルシンキ大学で開諦された-般向けの講演には. 300名から400名の聴講者.つまり.

全市の人口の1000人に-人が聴講したという公使館からの報告である. -方,ベルリン大学で

教えた芳賀檀によると,ウイ-ン大学で開催された日本文化に閑する講演会には. 2000名を越

える学生が集まったという7o 戦間期や大戦下の欧州各地では日本語諦座のみでなく,このよう

に日本に関する講演会が頻繁に開催され.大勢の聴衆を集めたoおそらく動貞された人数もここ

には含まれていようo ここでのテ-マは,日本精神の宣揚.相互の信頼関係の確認.互いの戦況

に対する応援.支持などであり,その盛況ぶりは現地の新聞に報じられ.日本の外務省にも報告

されているo

-方.ヨアヒムスタ-ル.ギムナジウム く1944年10月日本語諦座開講Jで選択必修科目とし

ての日本語を学んだHermannStrege氏によると8,ギリシヤ語と日本語のこつの選択肢から日本

語を選択したのは. 10歳の生徒自身ではなかったことがわかった.役所から生徒の父兄に送ら

れてきた手鰍こよって9.日本語講座の開設が知らされ,日本語を選択した場合.の将来の仕事の

可能性が示され,ギリシヤ語と日本語のどちらを選択するかは.両親が決定したという.古典語

の教養を重んじるエリ-ト校でギリシヤ語ではなく日本語を選択した背景には.ドイツ側の働き

かけがあったのである.もっとも中等教育課程に日本語が選択科目としておかれた背景には,両

国が戦争に勝った暁にはドイツでは英語にかわって日本語が第-外国語科目になるという計画

があったという.目本語講座や日本紹介講演の盛況ぶりには,社会的な枢軸機運とともに相手国

の働きかけがあったからに他ならなかったのである.

-九 こうした同盟機運高揚は,中埜他く1987Iによれば, 20世紀初頭から1945年までの

ドイツのジヤ-ナリズムの論調を辿れば.その変化の中にもうかがえるというo日清戦争以降ド

イツのジヤ-ナリズムに登場した日本は.黄禍論やダンピング等で国際社会の間題児としての日

本が描かれる傾向が強かったが, 1930年代半ばにはこのような論調は影を潜め.もっぱら,日

本精札祖先崇軌愛国精札尚武の精神などが好意的に紹介されるようになったというoこれ

は-当時のドイツが国民の中に作り出そうとしていたイメ-ジであり,こうした側面の好意的な

報道が日本への関心を高め.受講生の増加にもつながったと思われる.

このほかの社会的要因による学習動機として,上の世代の学習者については.次のようなこと

が指摘されているoへルシンキ大学で教えた桑木は,最も好成績を残した受講生ケラヴオリ

7芳賛く1943ニ721.

8
2006年3月31臥重盛千香子氏とケルンのご自宅で行った聞き取り調査による.

9シュトレ-ゲ氏本人の記憶では.文部省か外務省からの手紙であり,校長からのものではなかったとい

う.
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くMar-ta Keravuorilの日本語学習の動機について.次のように推測する10o

r当時ロシア領だったウウシカウプンキに生まれ,年頃になってはるかに日露戦争を経験し

たo 大学を終えてから,祖国の独立を目の当たりに眺めたので,その原動力ともなった日

本へのあこがれが多分にあったことと察せられるoJ

ケラヴオリは, 10代のころ日露戦争を経験し,へルシンキに日本公使館ができると公使のフ

インランド語教師をつとめ,日本関係の図書を入手していたoへルシンキ大学に日本語講座が開

設されたのは. 50歳半ばをすぎたころであったが,ある程度の基礎知識を持ち桑木のもと日本

語学習を始め教科書も作成している.ケラヴオリとほぼ同世代の者に,メツゲル.フエルディナ

ンドくMetzger FerdinandJがいるoメツゲルは,脇水鉄五郎く東京帝国大学教授..地質学Iがブタぺ

ストの地質学研究所で地震学の研究に従事していた1912年に.個人的に日本語を習ったが.日

本語学習の動機については次のように述べているo

r私が何故に日本語を学ぼうとしたのか.それはプッチ-ニの蝶々夫人が理由ではあり

ませんo まだ私が中学生だった頃, F新報Bという新聞を刷っている印刷所の脇を登下校

のとき毎日通りました.ちょうどその頃.ハンガリ-でのマスコミをもっとも脹わせて

いたのは, 1904-5年の日露戦争でしたo私は霊感に促されて毎日の記事に目を配るよ

うになり,乃木大将,黒木大将,大山元帥,津島元帥,東郷平八郎海軍大将,明治天皇,

旅順口といった名前に魅惑されました. 133年前,ハンガリ-民族は独立戦争に-旦は

勝利したものの.その栄光のせつなにヴィラ-ゴシュではロシア軍がハンガリ-軍を降

伏させていましたoオ-ストリア人は13人のハンガリ-の将軍を絞首刑に処しましたo

私は乃木さんや東郷さんがロシアの世界的野望をくい止めることによって正義を行った

のだと感じました.私は武士道と愛国心の真価を認識することを学びました.J ll

ハンガリ-やフインランドをはじめ,ソヴィエトに隣接し.当時ロシア帝政下にあったいわゆ

る東ヨ-ロッパ諸国では.小国日本の勝利がひときわ歓善をもって迎えられたという12.ここに.

10 桑木 く1981こ162l.

11目本東欧関係研究会 く1982ニ103lo

12ロシア帝政下のフインランドのコンニ.ジリアクスくKonniZilliacusIは,日露戦争時に日本と協力閑係

にあったoまた,ボ-ランドのヨゼフ.ピウスツキくJ6zefKlemensPilsudskiンらは, 1904年にボ-ラン
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日露戦争における日本の勝利は,日本語学習動機としても影響を与えていたということが確認で

きるのである.

このほか- 日本認識の形成に影響を与えたと思われる次のような史実も無視できないoまず.

帝政ロシア下に独立を求めて武装蜂起をし,シベリアに流刑囚として流された東欧の人々らが日

本を経由し保護を受け無事帰遼したという史実,第-次世界大戦EP.青島戦で敗れたドイツ軍捕

虜を受け入れ.好意的な扱いをしたという史実であるoこのときのドイツ軍捕虜には.ドイツ人

のみでなく-ハンガリ-人オ-ストリア人ボ-ランド人チェコ人が多く含まれていたoこ

うした史実が語り継がれ.中には,帰国徽友好協会を設立し日本との交流活動に関わった者も

いたo日洪文化協会を設立したハンガリ-のメゼイ.イストヴァンは, 1937年1月18臥

KBSに招待された席上でr私の見た日本Jというスピ-チを行ったが,この中で.第-次世界

大戦中の捕虜に対する扱いに触れている.また,彼が発起人となり設立した日洪文化協会はのち

に日本語講座を開設し,日洪交流及び日本文化発信の基地ともなるのである.

以上のように-単に枢軸機運高揚の中で向けられた関心だけではなく, 20世紀初頭からの日

欧関胤すなわち-日本に串ける直接体験はその後も語り継がれ,こうした史実により形成され

た日本観が学習動機に影響を与えたであろうという点も指摘しておきたいo

4.まとめ

戦前の海外における日本語教育に対する日本側の施策の全体像を把握するためには,従来日本

語教育史の分野で研究されてきたアジアを中心とした日本語教育に加え,今後.非アジア地軌

すなわち-南米-ソヴィエトを含むヨ-ロッパやオセアニアの日本語教育の実態も同様に解明し

ていく必要があろうo日本語教育の現場の解明という作業は,施策を明らかにするのと異なり,

その史料の入手はひときわ困難なため-難航することが多い.戦後60年以上が過ぎてしまった

現在一聞き取り調査の可能性は極めて限られているoしかし,現場から見えてくるものは,現代

の教育に携わる者にさまざまな課題を提供してくれるo同時に,こうした史実を共有することに

より-現代の日本語教育の抱える課題がより鮮明に浮き彫りになるであろうo今後のあり方を検

討するにあたっても-歩んできた過程を振り返ることは.決して遠回りではないと筆者は考える.

ド独立に対し日本の協力を求めて来日している.
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