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一、はじめに

｢満洲国｣は1932年に成立して、1945年8月に滅亡した傀儡国家である。この傀

儡国家を支配する日本植民主義政権と｢南満洲鉄道株式会社｣などの｢国策会社｣は

思想統制とプロパガンダ政策を実施するために、数多くの書籍・雑誌・新聞を刊

行した。さらに、｢満洲｣在住の日本人文学者も相当な数の同人雑誌を創刊し、作

品集を出版した。｢満洲国｣が滅びた後、これらの出版物の多くは焼失或いは処分

され、戦利品としてソ連軍に持ち去られた。幸いにして戦火を免れて中国東北地

方の各図書館に接収されたのはわずかである。中国東北地方の大型図書館に所蔵

される日本語新聞は61種類、日本語雑誌は今769種類である。中には、文芸雑誌

は30種類、文芸欄を設けた雑誌は百余りである1。これらの日本語文学資料は

｢満洲国｣政府による思想統制の実態・｢満洲国｣文壇の全貌・知識人の心理状態を

把握する上で、不可欠な文献である、しかし、中日戦争が終ってから70年余り

経った今は、大部分の資料は整理されないまま、中国の図書館の隅に置かれてい

る。公開された資料は、管理不備のため、紛失したり破損したりすることに

なった。よって、本論文は中国東北地方と日本の図書館に所蔵される｢満洲国｣時

代の日本語文学資料の保存と整理の状況を分析した上で、今後の課題を提出して

いる。

二、中国東北地方の図書館に所蔵される｢満洲国｣時代の日本語文

学資料

中国東北地方の図書館の多くは｢満鉄｣の図書館の蔵書を引き継いだ上で成立し

たものなので、｢満鉄｣の図書館の歴史を考察しなければ所蔵される｢満洲国｣時代

1 東北地方文献联合目录

编辑组编 東北地方文献

联 合 目 录  第 一 辑报

(1981).
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の日本語文学資料の状況を把握できない。

日本は、日露戦争において、ロシアに勝ち、関東州(旅順・大連を含む遼東半

島)の租借権及び長春・旅順間の鉄道の所有権を獲得した。翌年の1906年は、｢南

満洲鉄道株式会社｣(略：｢満鉄｣)を設立した。｢満鉄｣は長春・旅順間の鉄道と付属

施設を経営する鉄道会社より、｢政府代行機関｣として｢満洲経営｣という侵略政策

を実施する｢国策会社｣である2。1907年4月、｢満鉄｣は本部を東京から大連に移し

てから、大連を拠点にして、南満洲鉄道に沿って北上し、鉄道沿線の土地を植民

地として自分の支配下に置き、中国東北部の石炭・鉄鉱石および木材・食糧を略

奪していた。経済・交通だけではなく、｢満鉄｣の初代総裁後藤新平は｢文装的武

備｣という方針を打ち出して、中国東北地方の文化に対しても全面的な干渉を

行った。その一環として、数多くの図書館を創設した。1907年、最初の｢満鉄｣図

書館である｢満鉄｣閲覧場が設立され、1935年に、大連から長春までの｢満鉄｣付属

地において、31箇所の図書館と別館が創設された3。中でも、大連図書館・奉天

図書館・ハルビン図書館は三大図書館である。｢満鉄｣が図書館を設立した目的は

四つある。一つ目は、｢満鉄｣沿線に住む日本人の教養と生活を豊かにするためで

ある。二つ目は、プロパガンダ政策と社会教化を実施するためである。三つ目

は、中国及び東アジアの｢善本｣図書資料を収集、研究するためである。四つ目

は、日本植民主義者に情報を提供するためである。｢満鉄｣図書館は文化施設とい

うより、情報収集と文化政策宣伝の拠点となった。

(1) 大連図書館

1907年10月に大連市児玉町の本社三階に30坪にも足りない図書室が設立さ

れ、これは大連図書館の前身であった。ここから、｢満鉄｣の図書館事業が始まっ

たという。これも創業時代の｢満鉄｣本社が図書室を設置することは、大連在住の

日本人及び中国人のために設置した文化施設ではなく、その調査部の業務の一部

分として設置したものであるといえる4。｢満鉄調査部資料室｣が設立したこの図

書閲覧室は翌年の1月に｢満鉄大連図書館｣と改称し、大連東公園町に施設を建て

た。1918年から大連図書館と奉天図書館は｢満鉄調査部｣が経営した重要な図書館

として、日本植民者の侵略政策を制定する情報資料センターと文化浸透の拠点と

いう役割を果たしていた。これらの図書館は日本の研究者たちに利用される一

方、日満融合の宣伝を宗旨とする場所ともなった。調査によると、1936年に大連

図書館の図書費用は28館の｢満鉄｣図書館(ハルビン図書館を除いて)の総経費の

28.6％を占めた5。｢満鉄｣のいわゆる指導を受け、大連図書館は｢南北関連｣・｢陸

水両通｣という交通要道にある地域特色を十分に果たして、東洋文化の文献の調

査主な使命としており6、調査機関及びその資料機構・調査業務と互いに関連し

ながら、｢表裏一体｣的に図書館の業務を運営していた7。｢満鉄｣大連図書館の支出

は｢満鉄｣の資料総費用の10％を占め、｢満鉄調査部資料課｣の費用と同じ位といえ

2 苏崇民｢序言｣( 满铁史 

中华书局, 1990), p.1.

3 冷錦繡  ｢満鉄｣図書館

研究 (遼寧省人民出版, 

2011), p.24.

4 加藤一夫他 日本の植民

地図書館 (社会評論社, 

2005), p.153.

5 冷錦繡, 前掲書, p.105.

6 冷錦繡, 前掲書, p.106.

7 冷錦繡, 前掲書, p.27.
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る8。｢満鉄｣は全方位的な資料収集の大本営として、その日本語文献も高い歴史研

究の価値を持っていたのである。現在、大連図書館に所蔵された｢満鉄｣時期の日

本語文献は94115種類あり、合計179416冊ある。その內、雑誌は1906種類、

22017冊あり、新聞は160種類(日本語新聞：104種類)。これらの資料は文学、社

会科学、宗教哲学、産業、交通、地理、医学、芸術、軍事等の｢満蒙文庫｣(中国東

北地方文献研究)に関する資料を含んでいるので、当時の日本人が日本、中国及

び東南アジアを研究した重要な文献であるといえよう。日本問題の研究資料は

28000種類余りがあり、その內、文化類は13000余りあり、文学類は8800余りあ

る。文学類は評論から史伝、和歌、俳句、小説、戯曲まで広い領域でさまざまな

文献が集められている9。

大連図書館の歴史はもっとも古く、当時の読者と管理者の多くは｢満鉄｣の関

係者であり、数多くの若い｢満鉄｣社員はその後｢満洲｣時代における有名な作家に

なった。例えば、1915年4月に東京日比谷図書館から移った｢満鉄｣社員の柿沼介

は、1926年5月の就任から1940年3月までに、この15年間に大連図書館長と参事

を担った。1934年から1937年までに司書主任を担当していた橋本八五郎、司書を

担当した田口稔、青木実、長谷川四郎も挙げられる10。大連図書館、新京図書館

の要職を務めた竹内正一は、後に｢満鉄｣ハルビン図書館の主事として、図書館を

長年運営していた11。したがって、｢満鉄｣図書館の設立は日本の植民文化政策が

中国に浸透したことを象徴しているといえよう。1925年に大連図書館が雑誌 書

香 を創刊し、この雑誌はあの特殊の歴史時期にある産物であり、1944年12月の

終刊までに合計158号が発行された12。これは一々早く業務を拓くためであると

思われる。

日本が敗戦した後、ソ連軍が大連に進駐し、｢満鉄｣はソ連に把握され、｢満鉄｣

大連図書館から中長鉄道大連図書館と改称された。大連図書館はソ連人の管理の

下に、一部分の日本人を留用して館内の所蔵された文献を整理させたのである。

今日の大連図書館に所蔵された｢満洲時代｣の図書は30万冊あり、中国におい

て｢満州｣の関連資料が一番多く収蔵された図書館であるといえる。日本語の文藝

雑誌は、 沙河口図書館報 ( 図書館新報 )、 満蒙 、 大陸生活 、主な文学雑誌

の文芸は1932年に創刊された 満洲グラフ 、 満洲映画 、 新満洲 、 満配月報 、

 放送文化 、 開拓 などが挙げられる。また、 満洲報 、 奉天日日新聞 、 遼寧

新報 、 ハルビン日日新聞 、 新京日日新聞 、 満洲日日新聞 、 満洲新聞 な

どが所蔵されている。

この図書館は日本における最大の仏教組織、即ち｢満洲国｣時代に東北に活躍し

ていた東本願寺の門主・大谷光瑞が寄付した5300冊以上の資料による｢大谷文庫｣

を保存している。大谷光瑞は日本の宗教学者であるだけではなく、中国の文化を

より深く理解し、｢昭和年間において彼は宗教を基本として 興亞計画 を提唱し

て、戦争中、政治活動を夢中にしている｣。1900年に彼はヨーロッパへの宗教考

8 加藤一夫他 日本の植民

地図書館 (社会評論社, 

2005), p.153.

9 冷錦繡, 前掲書, p.118.

10 冷錦繡, 前掲書, p.101.

11 呉佩軍｢雑誌 北窓 の

｢北方志向｣｣( 外国問

題研究, 2015年3月), 

p.45.

12 冷錦繡, 前掲書, p.138.
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察に派遣され、帰国の機会を利用して西域へ探険考察に行ってしまい、大量の西

域に関する国際的な考察資料を収集した。

大連は｢満鉄｣の拠点であり、また大連への日本移民が多いことに加え、前述

した｢満鉄｣大連図書館以外に、1908年から1915年までに大連市内に館名に｢満鉄｣

をつける一連の図書館が続々に設立され、例えば、日本橋図書館、埠頭図書館、

近江町図書館、沙河口図書館、伏見児童図書館などが挙げられている。その中、

1915年9月10日に設立された｢満鉄｣伏見児童図書館は代表的であり、設立された

理由は少ない図書を利用しながらも当地の民衆の読書する興味を引き起こして順

調に植民的な教育を推進することであるといえよう。したがって、この図書館

はやはり思想の植民政策を宣伝するために設立された図書館の一つではないかと

考えられる。永田主らが記した 伏見児童図書館略史 によれば、1937年の統計か

ら見ると、この図書館が収蔵した新聞は 満洲日日新聞 、 大新京日報 、 奉天

毎日新聞 など6種類があり、日本語雑誌は 満洲児童 、 日本少年 、 朝鮮と満

洲 、 女性と満洲 、 満洲グラフ 、 新天地 、 満蒙 など15種類がある。それ

以外、文学や戯曲、言語等に関する図書が1000種類に達する13。中には、｢満洲国｣

で有名な作家の青木実・浅川四郎・浅利勝・稲葉亨二・坂井艶司・城小碓・工清

定・永原稲子・廿地満・古川賢一郎・町原幸二・丸山海介・加納三郎・高木恭

造・赤城沙塔・大間知篤三などの作品がある。

(2) 遼寧省図書館

遼寧省図書館の前身・東北図書館も当時の特定時期における歴史の産物であ

る。戦後、関内からやってきた中国共産党の部隊が1947年にこの図書館の設立の

計画を立てて、1948年8月15日にハルビンに正式に開館され、1949年2月に東北

局の所在地である瀋陽に転じられ、1955年に遼寧図書館と改称された。この図書

館は中国共産党の指導の下に設立された始めての大型公共図書館であり、｢満洲

時代｣の資料を7万冊所蔵している。その內、新聞は 満洲新聞 、 満洲日日新聞 

 大新京日報 、 奉天日日新聞 、 新京日日新聞 などがあり、雑誌は 女性と満

洲 、 朝鮮及び満洲 、 旅行満洲 、 満洲浪曼 、 満洲芸文通信 、 満洲文話会

通信 、 月刊満洲 、 満洲国語 、 書光 、 大吉林 、 芸文 、 北窓 、 収書月

報 、 新天地 、 新満洲 、 満洲写壇 、 読書会雑誌 、 満洲評論 、 満配月報 

などがある。特に、 満洲日日新聞 の所蔵数量は中国の東北においても一番多い

といえよう。また、大場白水郎・小林実・田口稔・竹内正一・長谷川濬・日向伸

夫・武藤富男・山田健二・山田清三郎・松本定男など、｢満洲国｣時代の有名な作

家によって編集された作品集がある。

(3) 瀋陽市図書館

瀋陽図書館は1910年11月から建て始められ、当初はただ｢満鉄｣本社が奉天尋

13 冷錦繡, 前掲書, p.167.
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常高等小学校内に設置した一つの小規模の図書閲覧場であり、1920年に｢満鉄｣奉

天図書館と改称された。この図書館の経費は｢満鉄｣本社に頼り、｢満鉄｣大連図書

館と同じく｢満鉄｣の直接な管轄の下にあったのである。奉天図書館が開館したば

かりの時に、主な蔵書は小説や講座類の通俗図書であり、それ以外に多くはない

が娯楽類の図書もある14。統計によると、1922年の年末には、この図書館の蔵書

は13358冊あり、その内、三分の一は文学類の図書であり、合計4100冊。一方、

大連図書館の蔵書は奉天図書館の蔵書の五倍以上であり、合計69537冊、その中

に12%は文学類の図書であり、合計8129冊15。遼寧省と奉天市は周辺にある様々

な鉱蔵資源が開発されるとともに、重工業の都になっており、多くの日本人が入

り込んできた。一時的に重工業会社が雨後の筍のごとく生まれたため、日本侵略

者は東北各地の鉱蔵・資源を狙い始めたのである。したがって、大規模の調査計

画が実施され、いわゆる｢満蒙｣の文化などの方面への研究ブームがおとずれ

た。この社会状況からの影響を受け、｢満鉄｣植民政策に駆使され、省内にある各

図書館は｢満蒙文庫｣の設立という長い計画を立てていた。このような書籍をよく

利用したのは軍部、｢満鉄｣社員と｢満洲｣に来たばかりの日本人である16。日本の

敗戦まで、この図書館は重工業と｢満蒙｣に関する資料への収蔵を特に重視してい

た。この傾向はある程度日本人の読書趣味に刺激を与えていた一方、日本が中国

を侵略することに拍車をかけていた

1932年｢満洲国｣政府は、宣統元年に建てられ、蔵書が10万冊に至った遼寧省

立図書館を｢満洲国満州国立奉天図書館｣にした。1934年｢満洲国｣政府は奉天文遡

閣、東北大学図書館、馮傭大学図書館、この三つの図書館を合併させ、｢国立満洲

国図書館｣を設立した。統計結果により、｢満洲国｣の傀儡政権が成立した後、東

北三省における｢満州国｣系の名に変更させた図書館は以下の通りである。黒竜江

省4館、間島省5館、北安省5館、通化省4館、三江省4館、牡丹江省3館、奉天省27

館、浜江省4館、錦州省4館、熱河省2館、興安省2館、新京特別市3館。その時期、

日本全国図書館第31次大会は中国の長春に挙げられた。その大会の後、日本人で

ある仙田正雄が 図書館研究 第10巻で文章を発表し、中国の東北三省にある図書

館を日本全国図書館統計リストに入れた17。

国立奉天図書館が設立から1939年までに発行した刊行物は20種類ある18。1938

年に｢満鉄｣大調査部が成立され、大連、奉天、ハルビン三大図書館はこの大調査

部の下にある文献収集と研究の拠点になった。1942年の太平洋戦争が勃発した時

に、この図書館は｢満鉄｣調査局奉天調査室の所在地となり19、清代皇族の発祥地

としての奉天に対して特に興味が増え、歴史的古籍などを資料収集の重心として

いたのである。｢満洲事変｣の後、東北大学の沢山の図書資料が関東軍に奪われて

なくなり、戦後になってから、これらの図書は東北大学に戻されることになっ

たのである。

九一八事変の前、東北大学図書館の蔵書の数はすでに10万余りになり、九一八

14 冷錦繡, 前掲書, p.189.

15 加藤一夫他, 前掲書, 

p.159.

16 冷錦繡, 前掲書, p.189.

17 農偉雄, 関建文 陥落

時期の図書館―日本

侵華戦争が中図書館

事業の破壊 , p.93.

18 冷錦繡, 前掲書, p.210.

19 冷錦繡, 前掲書, p.188.
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事変の後、図書館が南の北平へ移り、七七事変の後は西の陝西へ移動した。ま

た、1939年には四川の三台に遷移した。その時点では1.5万冊ぐらいになってし

まった20。

また、西への遷移に遅れた図書館は、軍事の指揮機関にされたり、兵舎や倉

庫あるいは病院にされたりし、抗日志士を拘禁する監獄にもなる。1931年日本軍

が東北三省を占領した後、そこの陸海軍図書館は兵舎にされた。その図書館は

1910年に東北三省の総督であった徐世昌などによって建てられたのである。｢軍

事、学術に関する国内国外の書籍は、軍人の研究のためにすべて集められてい

た。｣それは我が国の図書館歴史上に第一の専門だった21。

奉天図書館が運営していた一世紀の中に、 盛京時報 の元社長・佐原篤介と

｢満鉄｣理事総務部長・石本憲治と日本漢学家・小平総治の三人が寄付した書籍及

び金石文献をそれぞれ彼らの名前を流用しながら、｢佐原文庫｣、｢石本文庫｣、｢小

平文庫｣という三つの文庫を完成させたため、これらの貴重な文献がよりよく保

護されたのである22。

東北の図書館の中で、奉天図書館の地位は大連図書館の下にあるだけであ

る。日本が敗戦する直前に、日本植民者はこの図書館の所蔵した貴重な文献をほ

かの所に移動しようと思ったが、当時の良心ある中日の館員に反対されたため、

実施できなかった。1946年に中国共産党は｢満鉄｣奉天図書館の蔵書を受け取り、

館名も｢国立瀋陽図書館｣と改称した。現在の蔵書は190万冊余りであり、｢満洲時

代｣に出版された図書は3万冊ある。その中に、 収書月報 、 満洲グラフ 等の日

本語雑誌も含まれている。1920年から奉天図書館の主事を担い、1942年に図書館

館長を辞任した作家・衛藤利夫は｢満洲｣在住の20年間に多くの作品を書き、｢満

洲時代｣における代表的な作家であるといえよう。

(4) 吉林省図書館

吉林省図書館は1909年に設立され、館舎は当時の吉林省の省都所在地である吉

林市にある。1932年に｢吉林省政府｣のある部門は1930年に吉林省政府教育庁が指

定した 吉林省民衆図書館办法大綱 の第一条｢民衆図書館は党化教育を宣揚し、民

衆に常識を教えることを宗旨とする｣を｢民衆図書館は王道精神を宣揚し、民衆に

常識を教えることを宗旨とする｣と書き直したことによって、図書館は一転し

て｢日満親善｣｢東亜共栄｣｢王道楽土｣などのファシズム文化を標榜したのであ

る23。1936年に吉林省図書館は｢建国｣資料室を開設し、｢満洲国｣建国以来に書か

れた図書を670種類収集したのである24。

日本の植民主義政権が成立した直後、全東北を日本化させようとする訓令が発

表された。中国の地図を掛けることを禁止、｢中華｣という文字の使用も禁止、学

校は中国の教科書を使ってはいけない、事前の許可がないなら集会、結社、遊

行、出版することも禁止である。1939年9月 治安警察法 が公布され、12月 出版

20 農偉雄, 関建文, 前掲

書, p.90.

21 農偉雄, 関建文, 前掲

書, p.91.

22 冷錦繡, 前掲書, pp.193 

-194.

23 杨伯林主编 吉林省図

書館百年館慶記念文集 

( 吉 林 人 民 出 版 社 , 

2009), p.5.

24 杨伯林主编, 前掲書, 

p.6.
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法 が成立し、中国人民の自由が厳しく支配されている25。

日本軍国主義は｢思想犯｣、｢政治犯｣と言う名を借り、逮捕、監禁および殺害な

どをして中国人民の意識を壊そうとしていた。その時期、社会文化の教育組織で

ある図書館は数量が多くなったが、実際は日本軍国主義の工具となっている26。

｢満洲国｣政権は民族意識を宣揚した書籍を禁止し、日本の刊行物を強引に輸入

させた。1932年3月から7月までの4カ月、東北では650余りの本が禁止された。

1934年1月29日、36種類の刊行物が東北地域へ輸入することは禁止され、ほぼ全

部が我が国の関内刊行物であり、旧ソ連の 真理報 、 ニュース報 などもある。

そのような刊行物が年々増加し、監察が非常に厳しい27。

また、その間、革命や抗日、民主思想にかかわる書籍が東北地域で刊行する

ことが禁止されている。 満洲年鑑 の記載によると、1935年から1938年までの4

年間、｢満洲国｣の統治者が7445の新聞の発行を禁止し、56091の新聞を押収し

た。2315の雑誌が発行禁止になり、13664の雑誌が取り押さえられた。禁止され

た一般的な出版物が3508冊、924852冊が没収された。1939年輸した出版物はた

だ｢公共安全｣を理由とし、743種類の雑誌が発行禁止になった。1937年の後、中

国関内から東北への出版物が少なくなった。それと反対に、日本本土で軍事ファ

シズムの思想を宣伝する出版物が絶えず東北へ流入し、当時の東北の輸入出版物

の80％や90％以上になる28。

1939年にこの図書館は膨大な費用をつかって日本内地の大手書店から図書を

購入した。これにより、｢慶祝紀元二千六百年記念文庫｣が増設されるようになっ

た。当時、館内に所蔵した図書を選別したことがあり、｢満洲国の事情｣に適合し

た図書が所蔵されたり、流通されたりすることはできるが、それ以外の図書は

没収されたり、破壊されたりしたのである。さらに、1942年には新京(長春)に

｢国家図書館学会｣を設立した29。｢満洲国｣の末期に至って、蔵書は6.3424万冊に

のぼったのである30。

新中国が成立した後の1954年に、吉林省の省都の変遷(長春は省都になった)

に伴い、この図書館が長春の人民大街に移された。吉林省図書館の現在の蔵書は

300万冊あり、｢満洲｣に関する資料は5万冊あり、歴史的価値が高いと思われる。

その中の日本語文芸雑誌の刊行物には 新京図書館月報 、 満洲芸文通信 、 芸文 、

 断層 、 収書月報 などがある。日本語の文学作品集は｢満洲文芸家協会｣の主席

である山田清三郎と有名な開拓文学の代表的作家の小林実・八木杜郎などの作品

集が含まれている。

(5) 長春市図書館

長春市図書館の前身は1910年に｢満鉄｣付属地室町小学校の校内に成立された

｢満鉄長春閲覧場｣である。これは｢満鉄｣が一番早く付属地に設置した五つの閲覧

場の一つである31。1922年に｢長春図書館｣と改称され、1932年11月に正式に｢満

25 吉林省政協文史資料委

員会編 東北の陥落及

び抗戦 第六巻・文化

(吉林人民出版社, 19 

14), p.47.

26 吉林省政協文史資料委

員会編, 前掲書, p.48.

27 吉林省政協文史資料委

員会編, 前掲書, p.48.

28 吉林省政協文史資料委

員会編, 前掲書, pp.47 

-48.

29 吉林省政協文史資料委

員会編, 前掲書, p.49.

30 杨伯林主编, 前掲書 , 

p.6.

31 冷錦繡, 前掲書, p.250.
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鉄新京図書館｣と改称され、1933年にまた｢新京特別図書館｣と改称された。それ

とともに、元長春市公立図書館は1933年に｢新京特別市立図書館｣と改称された。

1938年5月に以上の二軒の図書館が合併され、｢新京特別市立図書館｣という名で

統合されたのである。この図書館の管理権が直接日本人の手にあるため、新京図

書館の蔵書は主に市政関係や植民関係などの方面の図書を収集した。この図書館

は特殊な地理位置にあるため、大量の｢満洲時代｣の図書を保存してきた。その中

に、中国語刊行物は約80種類あり、日本語刊行物は約100種類ある。日本語文芸類

においては、 新天地 、 新京図書館月報 、 満洲 、 女性満洲 、 暁鐘 、 満

洲公論 、 放送月報 、 収書月報 などが挙げられる。これらの雑誌は日本の中

国東北に対する植民地支配という時期に文化的支配を行った一番直接かつ有力な

証拠である。他には、大内隆雄・北村謙次郎・小林実・高山照二・筒井俊一・冬

木羊二・古川賢一郎などの作家の作品がある。

(6) 黒竜江省図書館

黒竜江省図書館は1961年に創立され、開館する時に80万冊書籍を収蔵して、

何十年を経て、現在はもう264万冊蔵書を持っている。そのうち、｢満洲国｣資料

は2万冊である。中には、城所英一の 満洲の土に根ざす (1933)、島田一男の 満

洲の呼び声 (1936年、満洲日日新聞社出版)、林司郡の 建国の烽火 (1945)、小此

木壮介の 奸細記 (1945)、甲斐巳八郎と関屋牧の文学作品がある。日本語文芸雑

誌の刊行物は 農事合作社報 、 北满合作 が所蔵されている。

(7) ハルビン図書館

｢満鉄｣ハルビン図書館は二つの源流がある。一つは1923年に開館されたハル

ビン図書館で、もう一つは1935年に接収された中東鉄道の付属施設である中東鉄

道中央図書館である。

1918年のシベリア出兵と共に、ハルビンに進出した日本商社が増え、そこに

移住した日本人も急増した。増えてきた日本人移民の子供の教育のため、1923年

5月、ハルビン在住の日本人と｢満鉄｣は共同で出資して、ウチヤストコワヤ街の

北に、新しい日本人小学校の校舎を建てた。同年6月10日、｢満鉄｣は旧校舎を利

用して、｢満鉄｣ハルビン図書館を設立した。初代館長は栗栖義助であった。｢満

鉄｣ハルビン図書館が成立したばかりの時、蔵書は2768冊しかなかった。大連図

書館の重複ロシア語図書館や巡回書庫図書の保管転換によって、10年後の1933年

3月末には、約10倍の2万5932冊になった。この数は、当時、大連図書館・奉天図

書館に次ぐ｢満鉄｣図書館第3位の数で、分野としては、ロシア・中国・満洲・蒙

古関係資料が22.7%で最も多い32。

前述したように、｢満鉄｣ハルビン図書館のもう一つの源流は1935年に接収さ

れた中東鉄道の付属施設である中東鉄道中央図書館である。中東鉄道中央図書館

32 加藤一夫他, 前掲書, 

p.172.
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の歴史は1902年に遡れる。1902年、8人のロシア人の出資により、スンガリ市図

書館が創設された。スンガリ市図書館は中東鉄道クラブができた時に、このク

ラブの図書館になった。その後、1925年までは、専門の司書を置くこともな

く、もっぱらハルビン在住ロシア人が、古典文学を読むために利用する図書館

であった。蔵書数は1925年当時、約2万2000冊であった。1925年10月3日、中東

鉄道クラブ図書館は中東鉄道中央図書館として再出発した。これを機に、図書の

収集整理にも力を入れるようになった。1935年には、蔵書は約11万冊になった33。

1935年3月、日本植民地政権による圧力をかけられたソ連はやむを得ず、１億4千

万円という安い値段で中東鉄道を｢満洲国｣に売った。｢満洲国｣内の鉄道は、｢満

鉄｣が受託経営することになっていたので、中東鉄道も｢満鉄｣が経営し、同時

に、鉄道付属の施設としての中東鉄道中央図書館を接収した。1936年4月、中東

鉄道中央図書館は｢満鉄｣ハルビン図書館の本館となり、1923年設立の同名の｢満

鉄｣ハルビン図書館は別館となった。新しい｢満鉄｣ハルビン図書館は所蔵のアジ

ア関係のロシア語資料を整理して、 亜細亜文庫図書目録｣を刊行した。1937年、

この図書館は155種の雑誌を所蔵して、中には日本語の雑誌118種、中国語の雑誌

5種類、ヨーロッパの言語の雑誌42種。日本語の雑誌は内容別に見れば、社会研

究雑誌43種類、美術関連19種類、言語関連4種類、文学関連6種である。新聞は39

種類、中には日本語の新聞16種類、中国語の新聞10種類、ロシア語の新聞6種

類、英語の新聞6種類である34。

｢満洲国｣が崩壊した後、｢満鉄｣ハルビン図書館を接収した上で、ハルビン市

図書館が成立した。｢文化大革命｣が起きる前までは、ハルビン図書館は日本語の

本・新聞・雑誌を合計10万冊所蔵していた。1966年｢文化大革命｣が起きた後、4

0％以上の日本語の書籍がパルプの原材料として製紙工場に運ばれて処理され

た。改革開放後、ハルビン図書館はようやく正常な状態に戻った。今日のハルビ

ン図書館は ハルビン日々新聞 ・ 芸文 、 北窓 、などの新聞と雑誌を所蔵して

いる。

(8) 東北師範大学図書館

東北師範大学の前身は1946年に成立した東北大学であり、また東北地区にお

いて中国共産党が成立した最も早い総合大学である。1949年、東北大学はジャム

ス市から長春市へ移り、国民党が成立した吉林大学、長春大学と合弁した。同時

に、国民党が成立した大学は建国大学、師道大学、新京工業大学、新京医科大学

などの学校の図書を受け取ったという。よって、東北大学図書館は当時日本語書

籍を収蔵していた最大の大学図書館となった。残念ながら、建国後数回の政治運

動の影響で、これらの日本語書籍が無用な物として扱われてしまい、かなりの

数が流失し、さらに製紙工場の原料として溶かされたりした。幸い保存された書

籍は、ほとんど図書館の地下書庫の隅に置かれた物に過ぎなかった。21世紀以

33 加藤一夫他, 前掲書 , 

p.173.

34 冷錦繡, 前掲書, p.265.
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降、東北師範大学図書館は専門的に東北歴史文献センターを成立した。現在、図

書館は｢満洲｣時期の10万冊ほどの日本語書籍、60種以上の雑誌を収蔵している。

その中には、 満洲行政 、 大吉林 、 芸文 、 新天地 、 満洲公論 、 書光 、 書

影 、 書香 、 満配月報 などの雑誌をはじめとする文芸作品がある。

(9) 吉林大学図書館

吉林大学図書館の前身は、1946年にハルピンで成立した東北行政学院図書館で

ある。1948年、この図書館はハルピン大学図書館と合弁した。そして、1952年

に東北人民大学図書館に改名し、その後学校の改名と共に吉林大学図書館に改名

したという。吉林大学図書館は｢満鉄｣ハルピン図書館の｢亜細亜文庫｣を受け取っ

た。｢亜細亜文庫｣とは、1935年｢満洲｣政府が中東鉄路中央図書館の外国語文献を

受け取った後、35000種のヨーロッパの言語で書かれた文献から中国の東北地

区、ソ連のシベリア、モンゴル及び東アジアの他の国家と地区に関わる重要な

文献5000種、約10000冊を選択して、建成した文献書庫である。これらの文献資

料は1956年に吉林大学図書館に移された後、ほぼ無傷で保存されて、流失したこ

ともない。満洲と東北アジア問題を研究するために、正に貴重な歴史文献であ

る。

長期的に中国東北また全中国を侵略するために、日本帝国主義は絶えず｢満鉄｣

図書館の機能を強化させ、｢満鉄｣に属している各図書館の書籍の収穫範囲につい

て分業し、その場所にあわせて重点を置いた。例えば、水陸の要塞に位置してい

るから、大連館は一般書籍のみならず、公的な書類、また軍事機密の書類に至る

まで集めることになる。瀋陽に設置された図書館は主に中国の古書および関内の

地方誌、長春の図書館は東北地域の地方文献を収集し、ハルビンの図書館は満蒙

に存在するロシヤ語文献および旧ソ連に関する東北地域の文献を集め、特に東ア

ジアの文献や情報が重点となっていた35。

1937年治外法権の取り消しに従って、｢満鉄｣は形式上その沿線付属地の権力

を｢満洲国｣に譲った。数多くの｢満鉄｣図書館が旧満洲図書館と合併していき、

1939年日本人に支配されている傀儡組織―｢満洲図書館協会｣が成立された。｢新

京図書館月刊｣を含め、協会はたくさんの刊行物を出版した。その刊行物はおも

に日本語で出版され、その内容はほぼ各図書館の動きの紹介であり、東北民衆を

奴隷とするような侵略の企てを貫き通している36。

｢満鉄｣図書館は東北でほぼ40年ほど経営され、様々な手段を通じて書籍を収

蔵していた。｢満洲国｣の末期には、各図書館の蔵書総量が70万余りに至った37。

戦争情勢が激しく変化し、1942年12月から東北三大図書館はすべて｢満鉄調査

部｣に統轄されるようになった。組織の調整に応じて、図書館の業務範囲も調整

され始めた。｢満鉄｣大連図書館は｢東アジア国際関係を探求する総合学術専門図

書館｣とし、奉天図書館は｢交通を中心とする工業図書館｣とし、ハルビン図書館

35 吉林省政協文史資料委

員会編, 前掲書, pp.49 

-50.

36 吉林省政協文史資料委

員会編, 前掲書, p.50.

37 吉林省政協文史資料委

員会編, 前掲書, p.50.
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は｢北満洲および北部に関する文献の専門図書館｣という植民地主義的な図書館と

している38。そして、奉天図書館の中にある西洋学にかかわる文献および中国古

書などは大連図書館へ運ばれた39。

三、日本における｢満洲国｣時代の文学資料の保存の状況

｢満洲国｣時代の文学資料は主に日本の東洋文庫、日本貿易振興会アジア経済研

究所図書館、北海道大学北方文庫、日本近代文学館、愛知大学図書館、国立国会図

書館、国際日本文化研究センター図書館に保存されている。ほかには、｢満洲｣文

学の研究家、西原和海氏と西田勝氏を代表とする植民地文化研究会も大量の資料

を収集した。

アジア資料の収蔵を専門にしている図書館として、東洋文庫は日本最大の規

模を持っていると同時に、日本の三大重要漢学研究拠点の中の一つであり、中国

及び中国文化を主に研究している図書館兼研究所でもある。この文庫は東京に、

1924年11月に設立された。1917年に岩崎久弥氏が購入したモリソン文庫に基づ

いて、岩崎文庫、藤田(豊八)文庫、小田切(万寿之助)文庫、河口(慧海)文庫などが

次々と増加されていた。1948年に東洋文庫が日本国立国会図書館の支部となり、

読書部と研究部を設置している。蔵書は約70万冊あり、中国、日本、朝鮮、モン

ゴル、シベリア、中央アジア、西南アジア、エジプト、インド、東南アジアな

どの国及び地域の図書資料を含んでいる。その中、 蒙疆文学 、 満州日日新聞 、

 新天地 などの雑誌を含め5万冊の｢満洲国｣時代の資料が含まれている。

京都国際日本文化研究センター図書館は1987年に創設され、2005年に日中歴

史研究センターからの3万5千冊の図書を受け取った。また、吉林省資料館に収蔵

された｢満州｣政治に関する縮刷版マイクロフイルムの549巻を購入して日中文庫

を設立した。その後、様々なルートを通じて｢満州｣時期に出版された日本語の図

書と雑誌を多量に入手した。この図書館は｢満洲行政｣(創刊号)、｢月刊満洲｣、｢満

洲通信俳句｣、｢満洲短歌｣、｢戎克｣、｢興農｣、｢満洲芸文通信｣、｢蒙疆文学｣、｢満

洲公論｣などの文芸雑誌を所蔵している。

愛知大学は1946年に設置され、前身が東亜同文書院である。愛知大学図書館の

蔵書は172万冊に達し、その中の10万冊は｢満洲｣時期に出版されたものである。

四、｢満洲国｣時代の文学雑誌の復刻について

｢満洲｣の歴史研究は中国の陥落区研究の重要な構成要素であるが、長い間軽視

されていた。1979年に、姜念東氏、呂元明氏、解学詩氏、張輔林氏らが共同で

38 加藤一夫他, 前掲書 , 

p.155.

39 冷錦繡, 前掲書, p.109.
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 偽満洲国史 という専門書を出版し、｢満洲｣歴史研究の時代を開いた。しか

し、｢満洲｣史料が国内戦争及び解放してからの政治運動の中に紛失したため、｢満

洲｣歴史研究の資料の基盤を弱くさせた。｢満洲｣の文化、芸術はますますそうで

あり、文献と史料を発掘することも非常に困難である。本世紀に入ってから、日

中両国の｢満洲｣文学研究界がこの問題に関心を持ち始め、｢満洲｣の文化的、芸術

的中国語資料を掘り出して整理し、価値がある代表的な刊行物が相次いで翻刻さ

れているとともに、系統立てて整理、研究されることも得られている。

長春市図書館のもとの館長である劉慧娟氏が長年の努力を経て、ついに2015

年に 東北陥落時期文学作品と史料編年集成 を編集し、出版した。今まで東北陥

落区文学作品を最も多く、最も全面的収録したシリーズものの書籍として、 東

北陥落時期文学作品と史料編年集成 が長春市図書館に所蔵されている70余りの

｢満洲｣作家の1万篇余りの文学作品を収録し、160種余りの｢満洲｣時期の文芸刊行物

を紹介してくれた。しかし、このシリーズは主に｢満洲｣時期の中国作家及び中国

語の刊行物を収録したが、日本の面では殆ど言及してくれなかったのである。

日本においては、不二出版社、緑蔭書房、龍渓書舎、ゆまに書房が多量の｢満

洲｣刊行物を復刻した。ゆまに書房は東京都の千代田区に位置して、主に戦前に

出版された日本近世史、近代史に関する書籍と雑誌を復刻している。その名前は

フランス語の｢HUMANISME｣から生まれてきて、人道主義を発揚することを理

念としている。ゆまに書房が 芸文 、 満洲浪曼 、 満洲公論 、 満洲グラフ 、

 満洲映画 などの文芸雑誌、そして 朝日新聞 、(満洲版) 大阪朝日 (満洲版)な

どの新聞を復刻した。不二出版社は主に学術著作を出版し、様々な雑誌を復刻す

る出版社である。この出版社によって復刻された｢満洲｣雑誌は次のようにあ

る。 偕拓 、 開拓月報 、 開拓協和 、 開拓 、 満洲事情 、 満蒙 、 開拓満

蒙 、 新満洲 、 宣撫月報 など。大部分は｢満洲拓植公社｣、｢満洲国政府開拓総

局｣、｢満洲国協和会｣、｢満鉄｣、｢満蒙文化協会｣などによって出版した｢開拓｣を

宣伝する政治宣伝の性質をつけている雑誌である。龍渓書舎は 満洲評論 と 北

京満鉄月報 を復刻した。緑蔭書房も復刻を主とする出版社である。復刻したの

は 協和運動 、 北窓 、 沙河口図書館報 ( 図書館新報 )、 収書月報 、 書香 、

 ハルピン図書館新報 、 満洲放送年鑑 など、満洲協和会及び各々の図書館に出

版された雑誌がある。ほかには、葦書房も｢満洲文話会｣の刊行物である 満洲文

芸年鑑 四巻を復刻した。

韓国には、皓星社が戦前に出版した雑誌である 朝鮮及び満洲 を復刻し、ア

ジア文化社が 満鮮日報 (韓国学文献研究所編集整理)、 大連日日新聞 を復刻し

た。
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五、｢満洲国｣時代の文学図書の復刻について

20世紀80年代になって、学術視野が広がり｢満洲国｣時代の文学の研究も新し

い段階に入って、中国研究者の著作は大量に出版し、一時ブームになった。この

時期、日本でも韓国でも｢満洲国｣で出版された日本人作家の日本語著作が復刻さ

れた。代表的なものは次のようなものである。

ひとつは1998年11月－2000年10月に山下武が監修、日本の大空社が出版した

 リバイバル｢外地｣ 文学選集｣全20巻である。中には群司次郎正の作品 ハルピン

女 、 発声満洲 にある。中西伊之助の 満洲 、竹森一男の 黑龍江 、竹森一男

の作品 黑龍江 , 島木健作の作品 満洲纪行 , 小泉菊枝の作品 満洲少女 など。

二つ目は河原功、白川豊、杉野要吉が監修し2000年9月ゆまに書房が刊行した

 日本植民地文学精選集 第1期全20巻、2001年9月に刊行した第2期全27巻であ

る。全47巻にはそれぞれに｢満洲｣の作家、朝鮮半島の作家、台湾の作家、樺太お

よび南洋島国の作家の作品が収められた。

第1期は主に複数作家の合集、第2期は個人の創作集のようなものである。地

域によって見れば、第1期の1巻から6巻までは｢満洲｣文壇作家の選集である。

第1卷は1940年に浅見淵が編集し竹村書房が出版した｢満洲作家九人集｣であ

る。第2卷と第3卷には1942年、1944年に川端康成など編集し創元社が出版した

 満洲国各民族作家創作集 である。この2巻は当時の｢民族協和｣というイメージ

の｢国策文学｣を販売するものである。4巻と5巻には大内隆雄が翻訳、編集し三和

書房が出版した 満人作家小説集 第一輯(1939)と第二輯(1940)の復刻したもので

ある。大内隆雄は｢満洲｣の中国語翻訳者の第一人者であると言われた。第6巻に

は1941年に砂子屋書房が刊行した日向神夫の小説集 第八号転轍機 である。この

小説集は最初の｢日満協和｣関係を表現したものである。

第2期の第21―26巻は｢満洲｣作家創作集である。第23巻｢満洲文芸家協会｣主席

山田清三郎が編集した 日満露在満作家選集 である。他には作家個人の創作集で

ある。それぞれに牛島春子、野川隆、今村栄治、塙英夫、打木村治、大滝重直、

桧山陸郎の作品が収められた。

3番目は2015年に西原和海が監修し、ゆまに書房が刊行した 満洲開拓叢書 全

6巻である。中には｢満州開拓｣と関連する｢満蒙開拓青少年義勇軍の現地訓練｣、

｢満洲の栞｣、｢開拓地衛生読本｣、｢満洲開拓の沿革と概貌｣及び開拓民生活を描い

た福田清人, 大滝重直などの作品が収められた。｢満洲国｣の時代に代表的な日本

人作家作品と見られるものである。

4番目は前述した西田勝が主宰編集した ≪満洲国≫文化細目 である。この著

作は2005年に不二出版社が出版した。西田勝は植民地文化研究会の数十人の学者

を率いて15回も中国に探訪した。中国東北地域の各都市図書館を調べ、古丁、山

丁、梅娘、張赫宙なども含め中、日、ロ、朝280人の600部の偽｢満洲国｣と関連す
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る作品の結集である。この著作の特徴は収めた作品について詳しい説明と分析を

行ったことにある。この著作の出版は極めて東アジア植民地文学の研究を促進し

たのである。

5番は1995年12月から1997年5月にかけて韓国景仁文化社が出版した 満蒙地理

歴史風俗誌叢書 である。この全200巻の大きなプロジェクトは東亜最初の日本軍

国主義満蒙地域を狙う研究記録である。日本植民主義者はあらゆる知識人と旅行

者および官僚を動員して中国の東北地域の豊かな資源と風土風俗を展示した。こ

れを餌として大量の日本人移民の目線を導いて日本軍国主義者が民衆を動員し中

国東北地域を占領する野望を実現しようとしたものである。

20年前に韓国ではこのような歴史の真実記録を結集、出版した。これに対し

て同じ軍国主義の被害者である中国ではこころから感服の意を示さざる得ないと

ともに、恥を感じるようになった。と言うのは、いままでは中国では歴史の陰

を明ける教科書のようなものはないのである。

このシリーズ｢地理歴史風俗誌｣という題名のもとに様々な内容を収め、｢満洲｣

作家の代表作も含めた。例として、奉天図書館長衞藤利夫の 韃靼 、今枝折夫の

 満洲異聞 、伊藤整の 満洲の朝 、金丸精哉の 満洲の四季 、 満洲歳時記 、 満

洲風雲録 、石渡繁胤の 満洲漫談 , 春山行夫の 満洲風物誌 、加藤郁哉の 満洲

こよみ 、福田清人の 大陸開拓 、転向作家山田清三郎の 一粒の米を愛する心 , 

農民作家島木健作の 満洲紀行 、田口稔の 滿州旅情 、著名な歌人与謝野寛・与

謝野晶子の 滿蒙遊記 、千田萬三の 満洲文化史・点描 など挙げられる。

これらの作品は特定の歴史時期に｢満洲｣の地理歴史風俗面貌を展示しなが

ら、もっとも著しい支配民族の一人である日本侵略者の妄想した内面の世界を現

わす。

六、｢満洲国｣時代の文学資料の研究と整理

中国においては、中国語の資料を整理するのは主に钱理群氏、張毓茂氏、張

辅林氏、李春燕氏、馮為群氏、劉慧娟氏、張泉氏、劉暁麗氏等がいるのに対し

て、日本語の資料は吕元明氏、西田勝氏、西原和海氏、鈴木貞美氏、劉建輝氏な

どによって整理されている。

钱理群氏が 中国陥落区文学大系 (広西教育出版社, 1998~2000)を主編した。中

に 新文芸小説巻 (範智紅選編)、 通俗小説巻 (孔慶東選編)、 散文巻 (謝茂松、

葉彤選編)、 詩歌巻 (呉暁東選編)、 戯劇巻 (朱偉華選編)、 評論巻 (封世輝選

編)が含まれ、どの巻にも｢満洲｣時期の刊行物が関連している。これと類似する

のは張毓茂氏が主編した 東北現代文学大系 である。多くの｢満洲｣文化歴史の研

究資料を提供した。また、馮為群は 東北陥落時期文学国際学術シンポジウム論



｢満洲国｣時代に刊行された日本語文学資料の保存と整理  203

文集 (瀋陽出版社、1992年)、 東北陥落時期文学新論 (吉林大学出版社、1991年)

を出版し、｢満洲｣時期の刊行物を整理してくれた。2012年に、劉暁麗氏が出版し

た 偽満州国文学及び文学雑誌 は全面的に東北陥落時期において中国語雑誌の成

因及びその社会的動向を展示した。

近年、日本にも当該領域の資料を整理し始めた機構が数多く出ている。

｢満洲時代｣から保存された貴重な日本語資料を収集・整理する過程の中に、日

本植民地文化研究会の法人代表・西田勝氏のことをここで申しあげたい。西田氏

は1928年静岡県生まれ、東京大学に就学した1952年、学生会の主席を担当した。

当時、彼は学生たちを指導し、｢五一｣国際労働節の祝い活動を組織したため、日

本の警察に逮捕されたことがある。1998年に彼は法政大学から退職した後に｢西

田・平和研究室｣を設立したのである。

千葉県安氏にある日本植民地文化研究会(現植民地文化学会)は2001年10月を

もって成立し、左派に向けた思想があって、日本の侵略史と植民地の統治史を研

究する文化団体となる。植民地文化研究会は成立し始めた時に組織の方針を明ら

かにした。それは、｢近代の日本歴史は文学と思想の領域を含め、もしただ日本

の内部から観察を行えば、究明することができない……日本がアジア各国に対

する侵略、占領、植民地化などの歴史を研究しないと、日本が近代においての発

展も正確に認識できない｣40。2015年までの統計によって、当組織の会員は日

本、韓国、中国、ロシア、台湾の本籍を持って、100人程度の規模があるので、

日本最大の植民地文化を研究する組織となった。理事代表である西田勝氏を中心

として、日本及び中国の植民地文化研究者、反侵略研究者たちは植民地問題を

巡って研究を幅広く展開した。植民地文化研究会は 植民地文化研究 という雑誌

を拠点とし、前後15回の座談会などの学術活動を通じて、｢満洲｣の文学研究文献

の発掘についての討論、交流を行った。

 植民地文化研究 は2002年に創刊されてから2015年までに、19種の｢満洲｣の

日本語雑誌及び新聞(文芸欄)目録を掲載した。中に雑誌が15種あり、即ち、 新天

地 、 満洲映画 、 大吉林 、 興農 、 満洲行政 、 芸文 (満洲芸文連盟機関

誌)、 北窓 、 燕人街 、 作文 、 満洲文話会通信 、 満洲芸文通信 、 満洲公

論 (満洲公論社出版)、 満洲浪曼 、 北満合作 、 芸文 (芸文社出版)である。新

聞文芸欄は四種があり、即ち、 大新京日報 、 ハルピン日日新聞 、 満洲新聞 、

 農事合作社報 である。他には、 作文 の同人が出版した 文話 の目録も掲載さ

れた。｢満洲｣の新聞、雑誌に関する論文が14篇あり、それぞれが 大吉林 、 燕

人街 、 満洲行政 、 北窓 、 短歌精神 、 作文 、 満洲芸文通信 、 満洲文話

会通信 、 満洲浪曼 、 芸文 の特徴、文学史における地位、読者層、作家など

に対して評価を与えた。

1998年夏以来、西田勝氏は植民地文化研究会の研究者を率いて、10回以上にわ

たって、中国東北を訪れた。最初のころは、困難がそれほど多くなかった。そ

40 ｢創刊の辞｣( 植民地

文 化 研 究  創 刊 号 ,

2002年7月).
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の後、中国でも｢満洲国研究ブーム｣が起きて、関連資料を探す人が急に増えてき

た。このような背景の下で、複写料が数倍も上がった。

西田氏は以下のように述べていた。彼らは中国の東北に｢満洲国｣時期に出版

された刊行物を十年ぶり考察しつつあった。一冊の本の閲覧費は1元から5元まで

値上げされ、一枚のA4紙コピーは8元、一枚の写真撮りも10元から60元までかか

るようだった。この事情に対して彼は非常に不平で、日本｢日中友好協会｣による

援助がなければこのような大事業は無かったと話したことがあり、西田氏はこ

の話をしたのは2005年だった。彼は中国の国情も十分了解していなかった。実

は、当時、｢満洲｣時期の資料のコピー費はすでに12.5元一枚になったのである。

それにもかかわらず、このような局面も続けられなかった41。3年前から今日ま

で、長春市図書館と吉林省図書館は工事等の理由で｢満洲国｣時期のすべでの資料

を閉鎖したまま閲覧は不可能である。

吉林大学も貴重な資料の保護という理由で、閲覧は禁止されるようになっ

た。一方、東北地方における蔵書が最大である大連図書館は2003年に｢資料整理

中｣の理由で資料の開放を禁じたのである。ここから見ると、西田氏は良い目を

持つと思われる。高価でもこれらの資料を複写してきたのは何よりである。こ

れらの複写した資料は復刻を通じてまた世に見られるようになった。しかしな

がら、悲しいことに、｢満洲国｣時期に出版されたこの貴重な中日文の文学資料が

公開してからの十数年の後、図書館に所蔵されたたくさんの図書資料がなくなっ

たのである。

京都国際日本文化研究センターは日本のもう一つの重要な拠点として満洲文化

を研究している。呂元明氏、鈴木貞美氏、劉建輝氏とは｢旧満洲共同研究班｣を組

み立てて、2002年に 満洲浪曼 (巻一~七)を復刻して出版した。2003年に研究論

文集 満洲浪曼・別巻——｢満洲浪曼｣研究 を出版した。2007年から2008年までに

は、 芸文 (巻一~七)(芸文社出版)を復刻して出版した。2011年に 芸文 (巻一~

七)(満洲芸文連盟機関誌)を復刻して出版した。

｢満洲｣文学研究者である田中益一氏は1991年 朱夏 という雑誌を創刊し、今

年まで合計22号刊行した。 朱夏 も｢満洲｣文学を研究する文章を掲載し、｢満洲｣

文学研究の拠点となった。

七、今後の課題

1970年代末から今日までは、｢満洲国｣時代の文学と芸術についての研究は推

し進められ、数多くの成果が挙げられてきた。しかしながら、資料の不足が研

究の展開に大きな支障を与えている。資料の発掘も大きな課題となっている。

まず、中国東北地方の各図書館に所蔵される日本語の新聞・雑誌および作品集

41 植民地文化研究会编

 ≪満洲国≫国文化細目 

(不二出版社, 2005), 

pp.793-794.
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を発掘する必要がある。1980年代は、中国東北地方の各図書館は共同で 東北地

方文献連合目録 を刊行したが、収録したのは各図書館が所蔵する｢満洲国｣時代

の新聞・雑誌の一部分に過ぎない。｢満洲国｣時代の資料を全面的に整理するため

に、多くの研究者は資料の整理に取り掛かっている。例えば、1990年代後半、中

国のある学者は長春市図書館に所蔵される｢満洲国｣時代の資料の整理活動に携

わって、当該図書館の書庫にて雑誌｢作文｣を見つけたようである。｢作文｣は｢満

洲国｣時代における存続時間が最も長い雑誌である。この雑誌は1932年10月に創

刊、1942年12月に廃刊、合計55号刊行した。雑誌の同人は最初は大連在住の文学

人に限られたが、｢満洲国｣の植民支配システムの確立と共に、多くの同人は｢満

鉄｣の職員或いは政府の官吏として奉天・新京・四平街・ハルビン・チチハルな

どに転職した。それと同時に、数多くの文学者も｢作文派｣に参加して、｢作文｣の

同人が百人余りに達した。このように、｢作文派｣は地域文学団体から｢満洲国｣全

域に影響力を持つ団体になった。言い換えれば、｢作文派｣は｢満洲国｣文壇の中核

的流派と言える。雑誌｢作文｣はこの流派および｢満洲国｣時代の日本人文学者の研

究にとって欠かせない資料である。しかしながら、この雑誌は同人向けに発行

し、発行部数が少なく、しかも、戦争と中華人民共和国成立後の数回の政治運動

によって、破壊されて、残ったのはわずかである。日本の｢満洲国文芸｣研究者

の西原和海氏はたゆまぬ努力によって23号を収集し、その上、整理した目次を

 植民地文化研究 に発表した。そのほかの22号はどこにあるのか、今でも謎で

ある。

資料を調べるときに、1936年11月に出版した 満鉄新京図書館報 の分類目録

の上に、この図書館が｢満洲国｣時期の著名な作家青木実の 花筵 (1934)と大連詩

書クラブが出版した 広場 (1932)、大連アカシア短歌会が編纂した 寒檠集 

(1934)および内山義雄が編集して、大連短歌会が出版した 満洲短歌新選 (1929)

という3部の詩歌集を収蔵していることを発見した。現在、これらの作品集はま

だ国内学者の注意を引き起こしていないが、しかし日本早期移民研究の重要な参

考資料である。また、例えば1928年~1931年に発行した同人俳誌 葦芽 は、｢満洲

国｣時期にめずらしい鞍山製鋼所従業員たちの創刊した清書本で隔月刊詩歌誌で

あり、それは日本植民地主義が横領し、独占する中国東北資源の侵略悪行の研究

に対して、必ず多くの参照フレームを提供することができる。

次は、民間の収集家に所蔵された資料を調査する必要がある。｢満洲国｣時代

の資料は民間に散逸して、その一部分が収集家に所蔵されている。例えば、｢満

洲国｣時代の文学雑誌である｢高粱｣は民間の収集家に所蔵されている可能性が高

い。｢高粱｣は1932年9月創刊、1936年10月に停刊した雑誌である。この雑誌は奥

一によって四平街で創刊され、青木実・佐和山一郎などが同人として活躍してい

た。これらの同人は｢高粱｣を拠点にして、｢満洲文芸家協会｣を成立した。｢高粱｣

と｢作文｣は北満と南満の代表的な文学雑誌として、｢満洲国｣の文壇を支配して
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いた。

｢満洲国｣時代の貴重な資料を整理した上で、データベースを作る必要があ

る。｢満洲国｣文学と芸術の研究者はこのデータベースを利用して、より多くの研

究成果を挙げられる。
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