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研究ノート

新域新蔵と日本の東方文化事業

一一上海自然科学研究所長時代の活動を中心に一一

はじめに

新城新蔵 (1873~ 1938) は近代日中文化・

術交流史における特筆すべき人物である O 京都帝

国大学の第八代目総長 (1929 年 3 月~ 1933年 3

月)を務めた経歴をもっ新城は、日本近代天文学

の権威であり、同大学の狩野直喜や内藤湖南ら漢

を受け、のちに東洋天文学研究に没頭

し、『東洋天文学史研究j(1928年)をはじめ、

数多くの功績を後t世に残している O

1934年の末、新城は外務省から上海自然科学

研究所の所長に任命され、翌 1935年 2月、赴任

のため上海ヘ渡航した o 1938年 8月の急死まで、

新城は三年半にわたり研究所長の織にあった。上

海自然科学研究所は、日本政府が 1923年 3月に

制定公布した「対支文化事業特別会計法Jに基づ

pて実施されていた対中国文化事業一一「東方文

化事業J(または「対支文化事業」と称す)の重

要な一環として、 1931年 4月から 1945年 9月に

かけて中国において設立・運営管理されていた自

然科学に関する研究機関である O

東方文化事業というのは、戦前日本が行なった

対中国の文化事業であり、外務省文化事業部の管

轄下で行なわれ、清国政府の B本政府に対する

和国事件賠償金及び山東関係の公有財産等の補償

金を運用資金として賄われていた。上海自然科学

研究所のほか、中国留学生に対する日本留学の学

十上海大学歴史系博士課程・ 日語系講師
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費補給事業、北京の人文科学研究所ならびに日本

国内の東方文化学院のいずれも東方文化事業に属

している O この事業は関連事業の数および資金額

の彪大さにより、第二次世界大戦の終鴬まで日本

の対外文化事業の中で群を抜いていた。

新城新蔵に関しては、従来、近代天文学ならび

に迷信打破における役割を中心に論議されてき

た(1)。しかし、近代自中文化・学術交流史におけ

る新城の活動状況、とりわけ彼が上海自然科学研

究所長に就託するに至った経緯や所長として果た

した歴史的役割については、じゅうぶんに検討が

なされたとは吉えなt~ (2)。そこで、本稿は京都大

学理学研究科宇宙物理学教室付属図書館の「新城

文庫J資料(ぺ上海自然科学研究所機関誌『自然J

第八号「新城所長追悼号」および「外務省記録J

等の一次資料を軸にして、新城新蔵の上海自然科

学研究所長在任中の活動について初歩的な考察を

試みる O

一刻上海自然科学研究所長就任前の新城新蔵

新城新蔵は、 1873年 8月20日、会津若松市の

酒屋新城吉右衛門の六男として生まれた o 1892 

年 9月、常国大学理科大学物理学科に入学、

後同大学院に進学した。田中館愛橘、長岡半太郎

らの指導のもと、日本と中国、東南アジアにおけ

る重力測定調査と地磁気測定活動に参加した O
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1900年 6月には、京都帝国大学理工科大学助教授

に就任した。 1905年 1月から二年間、 ドイツのゲ

ッチンゲン大学に留学、帰国後、京都帝国大学理

工科大学教授となり、 1909年 5月、同大学から理

学博士号を授与された(心。

教授に就任した頃の新城は、一般物理学から天

文学や中国古代天文学史へと、研究の幅を広げよ

うとしていた。天文学においては、宇宙進化論に

力を注いでおり、宇宙物理学 (cosmophysics) と

いう講座を設立したのはこの頃であったへまた、

中国古代天文学史に関する研究は主に同大学文学

部の狩野直喜や内藤湖南らの影響によるものであ

るO 文科大学ができた当時の京都帝国大学では、

教官の数が少なく、また殆どが大学キャンパスの

周辺に住んでいたことから、専門分野の遣いに拘

らず互いに親しい交際があった。当時、文学部の

教授と学生を中心とする「支那学会Jでは、

会や親睦会などを頻繁に関かれ、新城はオブザー

ノすーとして、よくこれらの活動に参加していたへ

長偶半太郎によれば、新城が狩野、内藤両教授

と「互いに支那の古代天文学を検討し、頗る得る

ところがあったJという例。狩野産喜本人も後に

新城新蔵について、こう回想している O

私が新城君と非常に親密になりましたのは、

同君が支那の天文に興味を持つ様になられて

からであります。(中略)支那古代の天文学

を研究されるに就きましては、今は亡き内藤

並に私が相談に輿ったものでありました O そ

れは問題の古典が何時頃出来たものである

か、信用すべきものであるか何うかなどにつ

いてでありまして、新城君は常に己を空しう

して開かれたものであります。(中略)私は

天文のことは余り知りませんが、或は研究が

新城君の吉ふ所と一致するやうな場合もあっ

て、非常に益を受けたことが少なくなかった

様に思ひます(針。

1928年、新城の中国古代天文学史に関する代表
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作 f東洋天文学史研究jが上梓された。その自序

に、「私が東洋天文学の歴史の研究に着手したの

は、明治四十一、二年頃に狩野博士より尭の年代

の問題を提供されたのに始まる」と研究に至る経

緯が紹介されている o 1933年、上海の

が『東洋天文学史研究jの中国語版を出版した O

その訳者はのちに新城の推薦により上海自然科学

研究所の所員になった沈埼であり、彼は「新城所

長追悼号」において『東洋天文学史研究jの翻訳

経緯を詳細に書き記している O

新城先生と私は誼接の師弟関係ではありませ

んでしたが、東京大地震の歳の末頃、即ち大

学卒業の直ぐ前、元東京天文台台長平山信先

が私に「京都の新城君のもとで支那古代天

文学の研究をやらないかJと勧めました。私

は近代天文学を専攻したく γ度其の頃は卒業

の後、東京武蔵高等学校の数学講師に就くこ

とを巳に内諾したので私の志を平山信先生に

申し述べてお断りした訳であります。此の後、

確かに幾日も立たず、新城先生が東京麻布区

飯倉の天文台に御見えになり、初めて親しく

御自に掛かりました O その時、先生は「私は

支那吉代の文化に興味を持ち、特に天文暦法

に関しては近代自然科学の理論を以て大に其

の真偽を確めることが出来るので、此の方面

に関する私の研究を支那の学者に批評し

いたいから漢訳して呉れないか」との様なこ

とを仰せられました(ヘ

ところで、新城の中国古代天文学史に関する研

究は中国学界との交流を促すきっかけとなった O

そのことは、 1920年代の中国側学者との頻繁な手

紙のやりとりから窺い知ることができる O 例えば、

中華学芸社からの 1925年 11月28日付けの書簡に

は、同社学術視察団の訪日の際、新城の用意周到

な招待に対し謝意が表されている(ぺまた、 1927

年 7月、北京師範大学長張飴恵は、新城が日本外

務省文化事業部を介して同大ヘ物理学の実験機材
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を寄贈したことに対する感謝状を送っている(凶。

さらに、 1928年 8月、清華大学国学研究院在学中

の戴家祥(ロ)はその書簡において、新城の賜初年代

をめぐる研究について、「東洋史における重要な

問題を解決するもので、先師も九天にて喜ぶで、あ

ろうJと言平している(臼)。

1925年 5丹、新城新蔵は日本外務省から「対支

文化事業」上海委員会委員に任命された (14)。対支

文化事業は翌 1926年の 7丹、中国側の要望により

「東方文化事業」と改名された(日)。前述のように、

東方文化事業は戦前日本の対中国文化事業であ

り、第二次世界大戦の終罵まで日本最大規模の対

外文化事業であった。この事業には、北京の人文

科学研究所を運営・管理する総委員会ならびに上

海の自然科学研究所を管轄する上海委員

されている。上海委員会は当初、 9名の日本人委

と10名の中国人委員により構成されている (16)。

発足後の第一回委員会会議は、 1926年 12月5日

から 9日まで上海で開催された O この会議で、ま

ず「上海自然科学研究所組織大綱Jが定められた。

その主な内容はu、下の如くである O

(1)上海自然科学研究所は自然科学の純粋学理

を研究するを以て目的とする O

(2)上海自然科学研究所は支那人の高速なる自

然科学研究の能力を増進することに

し、以て支那の自然科学の発達を図る O

(3)研究所は理学部と法学部に分け、理学部に

物理学、化学、生物学、地質学を、また

学部に病理学、細菌学と を設ける(げ)。

また、新城新蔵主導の「重力及び地磁気の測定J

を含む研究所の予備研究事項 7件が決定され

た(18)。そして翌年 1927年 8月14日、予備研究実

施のため、新城新蔵と上海委員会中国側委員文元

模、それに京都帝国大学理学部と日本文部省測地

学委員会委員ら計 9人からなる調査団が京都を発

った。最初に向かったのは朝鮮であり、途中、北

京師範大学の察鐘漏が、私事のため調査活動に参
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加不能の沈藩の代わりに調査団に加わった。中国

での測定活動は 8月28日奉天から本格的に始ま

って、その後、熊丘城、旅'1償、大連、遼陽、鉄蛤

の各地で行われ、 9月15日をもって終了した(凶)。

この調査は具体的成果を見なかったものの、中国

側の学者と共同で科学研究を行なおうとする新城

の意欲はじゅうぶん窺い知るであろう O

しかし、 1928年 5月に起きた済南事件および

10月の蒋介石の国民政府樹立により、新城の願望

は水の泡となり、東方文化事業は事実上、日本の

中国における単独事業と化してしまった O 上海自

然科学研究所はこうした「逆境J下に限定された

性格を帯びて、 1931年4丹、国際都市上海のフラ

ンス租界に関所した O 開所当時の研究員は 40名

で、内訳は日本人 33名、中国人 7名であった(制。

初代所長は東京常国大学医学部名誉教授横手千代

之助だった (21)

新城は研究所関所後、東方文化事業上海委員会

として、数回にわたり上海に赴いて実地視察

と予備研究の指導に取り組んだ。例えば、 1932年

12月9日から 17日にかけて、上海、南京、杭外|

に滞在し、上海においては、上海自然研究所の他、

東亜伺文書続、日本入居留民間、国立中央研究所

理工科部、プランス系の徐家陸天文台 (ZikaweI

Observatory )などを訪問した。南京では、国立中

央研究院気象研究所長竺可棋や同院天文研究所長

余青松などを歴訪した(幻)。その問、新城は学界に

おける研究業績と教育行政の手腕が認められ、 19

29年3月に京都千長国大学第八代総長に任じられて

いる O 任期は四年で、 1933年 3月までであったベ

1934年 10月、新城は東方文化事業総委員会か

ら横手千代之助の後任として、上海自然科学研究

所長への就任要請を受けた。当初、新城は

が重すぎるjと「健康上の理由jを口実に断った

が、総委員会委員入津達古らの勧誘により、最終

的に翌年 3月以降の就任を前提として研究所長の

職を引き受けた(制。
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新城の上海渡航は 1935年 2月27日で、同伴の

横手前所長および新城夫人、メイドらと共に上海

の場頭に着いた。新城は、就任後直ちに各方面と

の接触をはじめた。日本総領事館、日本入居留民

間、日本人倶楽部、日本医師会、東亜同文書院と

いった日本の諸機関・団体のほか、中国科学社、

フランス租界の行政当局となる

局、イギリスのヘンリー・レスター研究所 (Henry

Lester Institute of Medical Research)等々現地に

おける中国と外国の団体と機関をも訪ね回った O

当時の新城の註記には、慌ただしい毎日の活動ぶ

りが細かく記録されている O 例えば、 3月5日に

は、午前中、思立中央研究院長の禁元培と面会、

正午は上海市長呉鉄城の昼食会に参加、そして夜

日本紡績同業会理事船津辰一郎(お)主催の宴

会に出席している(制。

3月12日、新城は上海自然科学研究所一行を率

いて南京に向かっている o 13日には国立中央研究

院歴史言語研究所-を訪れ、気象台に竺可棋を表敬

訪問した。その後、中央大学に赴いて羅家倫学長

に挨拶し、夜は羅家倫主催の晩餐会に招待されて

いる o 14 Bには、午前中、国民政府教育部長王世

傑と会見した。その際、王部長は「御令名は巳に

良く存じて居り、上海自然科学研究所の実状をも

瞭解致して居ります。併し唯今中国政府の役人と

して庚子賠款の一部分を経費にして居る研究所の

現状は全く日本の一役所の様になって居りますの

で何らの御援助を申し上げることは出来ません

が、私人としては上海自然科学研究所の事業に対

して非常に同情と興味をもって居ります。今後時

機を見まして御相談に与りませう」と古い、午後、

新城が国民政府行政院の注兆銘院長と面会した

際、王部長の話を持ち出したら、注も同じ趣旨の

と回答を述べたという(問。

3月23日、新城所長着任披露の茶会が研究所内

で開催された。日中両国および諸外国の約 160人

が招かれた O 日本からは有吉明在中華民国大使、
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石射猪太郎上海総領事などの要人、中国からは察

丁文江、伍連徳、胡剛復など国立中央研究

院物理、心理、化学、工程等々の研究所の所長そ

れに中国科学社をはじめとする各民間教育団体の

関係者、そのほか、イギリスのヘンリー・レスタ

ー研究所長 H.G.Earleやフランスの徐家陸天文台

長などが出席した(刻。

ニ阻上海自然科学研究所長就任後の新城新蔵

新城新蔵は所長就任後、前京都常国大学総長た

る手腕を発揮し、研究所の業務に関する様々な新

しい試みを行なった O 研究所員の回想によると、

新城は就任早々、各学科のスタップから研究所の

現状および今後について意見を聞くことを毎司の

日課としたという O また、上海在住の東方文化事

業上海委員会の会合を企画、一回目の会合は 1935

年3月に開催され、新城のほか、石射猪太郎上、海

総領事および東方文化事業上海委員船津辰一郎、

前委員の東亜i司文書院長大内務三などが参加し

た。 以降、会合は毎月一回、開催されることとな

ふ (29)

マコ Jー O 

新城は研究所の知名度アップのため、また中

の学界・文化界との交流・提携をはかるべく、精

力的に指導活動を行なった。まず、打ち出したの

は「学術講演会」の開催であった。一回目は 1935

年 4月 13日に行われ、新城が率先して講壇に

って、「自然科学と陰陽五行説jと題する報告を

行なった O 沈議が会場で中国語への通訳に当たっ

たO その日、来場者は 350人余り、うち約 100人

が中国人だった。大同大学、大夏大学など現地の

大学の関係者だけでなく、国立中央研究続、中

科学社、中華医学会等々これまで研究所を敬遠し

てきた中国のアカデミズム団体もこぞって参加し

たo I学術講演会」はその後、月に一回のペース

で研究所内にて開催され、 1937年7月、日中戦争

の勃発までに合わせて 22回の講演会が開かれて

pる(30)。
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また、「学術講演会」の参加者層は当初は学者

のみであったが、次第に日本入居留民や研究所周

辺の一般中国人民衆、さらにはフランス租界の行

政当局の関係者へと拡大していった O 例えば、

1935年 10月1目、上海自然科学研究所からプラ

ンス租界の公董局衛生処宛てに、 10月5日午後 3

時から 5時まで開催予定の「学術講演会」の招待

状が送られている O 講演テーマは「動物分布と揚

子江の特異性」で、講演者は生物学科の研究員木

村重、使用吉語は日本語で、中国語の通訳付きで

あったという O この招待状は中国語とフランス

で書かれ、研究所へのアクセス用地図が同封され

ていた O また、参加者の入退場;はま白由でで、あると付

記されてもいた(附3幻凶1υ)

次に、研究所内の各学科の研究活動を互いに伝

え合う場として、新城は月 「学術談話会」を

けることに決めた O 第一回は 1935年 4月27日

に関かれており、生薬、地質、細菌、生物の西学

科の研究スタップがそれぞれの研究成果報告を口

頭で行なった。この談話会は 1937年 7月16日ま

でに、合計羽田行われた(制。

新城のこうした精力的な活動は、従来、日本の

対中国文化事業に一貫して反対の姿勢をとってき

た中国科学社をはじめとする中国側のアカデミズ

ム団体に変化をもたらした(制。例えば、 1935年 4

月21日、上海で開かれた中国科学社の第 124回

理事会において、研究所の研究員御久江犬(植物

、大内義郎(見虫学)、木村重(魚類学)、木

村康 4 の四名が中国科学社の正式メン

パーとして認められ、入会することとなった刷。

また、同年 8月 12月からお日にかけて、中国広

西の南箪で中国科学社、中国工程師学会、中国化

、中国地理学会、中国動物学会、中国植物学

会の六学術団体による連合年会が開催された際

も、研究所から木村重、大内義郎、速水頒一郎、

東中秀雄、木村康一、曽広方の六名が参加してい

るO 速水と東中は地理学組で、木村康 A は動植物
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組で、それぞれ口頭で学術発表を行なった O 連合

年会の主席竺可棋は開会の式辞でこう述べてい

るO

今回の年会に多くの外国人会友が参会してい

ることは、連合年会の国際化の証しであると

えるでしょう O そもそも科学に国境なし。

科学上の発明は人々に利益を与えるものであ

ります。却ち、科学者のまなざしを世界観に

なしでもよいのではないかと思っていま

す。周知のように、ナポレオン時代、英仏交

戦の真っ最中に、イギリスの化学者デーヴイ

ー (HumphryDavy) がフランスを訪れたと

ころ、盛大な歓迎を受けた。なぜかというと、

科学者の目標は真理の探究であり、真理は国

家を超えるものであるからです(刻。

以上のような状況のもと、新城は研究所内外の

交流をいっそう増進するために、研究所倶楽部側

の半公的機関誌『自然Jの刊行を決めた。『自然j

の創刊号は 1935年 6月10Bに発行されたが、新

城は「発刊の辞」として次のようなことばを寄せ

ている。

我が研究所員数卜名、其集団生活の内容を

にせんがために、相謀ってクラブを作り次

で其機関としてーの会誌を発行せんとするに

ったのは、回より自然の勢であるが、やが

て其会誌の命名を予に求められたので、

右考、遂に窮余の一案として、自然科学研究

所の頭の二字を取り「自然Jと命名する

ったのは、果たして自然的なるや否やを知ら

な~) 0 忠、ふに花に鳴く鷺、池に住む蛙、いづ

れか歌を詠まざりける O 相携ヘて共に東洋の

自然を研究せんとする人々の昧嘆感J慨の発す

る所、柳桜をこき交ぜて春の錦を織り成すに

らんことは、極めて自然の勢として期待さ

るる所であらう O 拙詠一首、巻頭に記して新

会誌の自然的発達を祈る O もろこしの柳の緑

色増しぬ/桜かざして行かんとぞ思ふ(幻)
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ここの柳とは中国のこと、そして桜は日本のこ

とをさしている o r自然Jをとおして、日中の交

流・提携を推し進めようとする新城の思いを察す

ることができるであろう O

『自然Jは日中戦争勃発後も継続的に公刊され、

1944年 11月までに通算十四号が発行された O

(1935年 6月)から五号 (1937年 5月)まで

表紙を飾った題字は魯迅によるもので、雑誌編集

者の研究所図書館可書・西村捨也が内山完造を介

して魯迅に依頼したという(犯)。雑誌の内容は、日

中両国研究所員の随筆エッセイ、紀行、評論、

歌、学術論文等々多岐にわたり、これら自然研究

者の芸術文化や社会への強い関心の一側面を物語

っている(制。

新城もしばしば f自然Jに寄稿していた o 1937 

年 5月刊行の第五号に掲載された「瀬縁逆縁Jと

いう文のなかで、新城は自身を取り上げ、これま

で学術において挙げた業績には主に二つの要素が

あると説いている O 一つは個人による努力、もう

一つは逆縁の相手の存在で、特に逆縁の相手があ

るからこそ、研究の原動力が生まれてくるのであ

るとする O そして文章の最後で、以下の結論を下

している O

大観すれば、国家大の団体に就ても、「敵国

外患なきものは亡ぶ」といふことは吉はれて

り、手頃の好敵手があって、常に若干の刺

激を与へつつあるといふことは、逆縁と

へ、寧ろ必要にして歓迎すべきものではある

まいか。我が研究所としても、創設以来、或

は満州事変、或は上海事変などがあり、周囲

の空気が常に緊張して居るのは、必ずしもこ

れを悲観するのみにして止むべきではないで

あらう O 私には、其間に自ら逆縁の効果が、

既に有りなほ今後も有るべきものの様に忠は

れる (40)。

こうして、新城のリードのもとで、上海自然科

学研究所内外の学術交流は未曽有の活況を皇しは
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じめた。その結果、例えば、 1935年 12月14日に

開カ亙れた中国薬学会第七回年会において、研究所

生薬学科の曽広方と注良寄が学会の理事に推挙さ

れた。曽は学術理事のほか、国民政府教育部薬学

教青委員会委員にも選ばれた o 12月 16日には、

年会に参加した中国薬学会会員の一行が上海自然

科学研究所に赴き、研究所生薬学科を見学した後、

日中両国の研究スタップと交流をしている (41)。

1936年 5月9日、研究所は関所五周年を記念し

て、所長官邸内において茶会を開催した。その日

は、日本の対華二十一カ条要求に反対する「国辱

記念日」と重なっていたにもかかわらず、中国債Ij

からも約 150人、合わせて 400余名の出席者が研

究所に駆け付け、午後 2時から 5時まで茶会が行

われた O そして、翌日は午前 9時から正午まで、

各研究室、実験室と図書館が一般公開された O

候に恵まれなかったにもかかわらず、 800人以上

が研究所を訪れた。その大半は中国人で、主に上

海の各大学、研究機関の教職員と学生であった(制。

当時、上海の大手日系新開『上海毎日新聞jには、

その盛況ぶりが次のように書き記されている O

開放されたる科学殿堂には、人間の神秘や、

各国より蒐集した生物、鉱物、植物等の進北、

徽菌の養殖試験、鉱植物分析等参会者は所員

の説明に初めて見る科学の粋に驚異の目を艦

った (43)。

1937年に入ると、日中関係は次第に緊張が高ま

ってきた。しかし、研究所は大きな影響を受けな

かった o 3月、新城が外務省文化事業部に送った

には「中国側トノ聯絡ハ漸次良好ナ 1)内外

人ノ研究所参観者モ増加ノ傾向アリ従テ標本及文

献ノ閲覧ヲ希望スルモノ多シ」との楽観的な記述

がみられる(叫)。

4月1日、研究所の南側に、クリークを踊てて

新築された中山病院および国立上海医学院の開院

式が行われた O 孔祥熊夫妻、王世傑、呉鉄城など

の要人が参加した(お)。開院式をかねて、
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会の第四回年会が同時に開催された。新城はこれ

を中国医学界との絶好の交流機会と見て、翌 2日

に研究所で盛大な茶会を寵した O この催しの経緯

と成果・意義については、研究所から外務省文化

事業部ヘ送られた 15日付けの「中華医学会招待

茶会Jに詳しく記載されている。

当日ハ幸ヒ好天ニ恵マレ、午後三時半頃ヨリ

ノ1続々来所シ、新城所長ハ玄関入口ニ於

テ一々接客セルガ、午後四時半ニ歪リテハ五

百余名ヲ容ル、講堂ハ満員トナリタルヲ以テ、

四時間十分新城所長ハ拍手ニ迎ヘラレテ

ニ起チ、英語ヲ以テ約十分ニ丘リテ歓迎ノ

ヲ述ベタリ O 演説中ニ於テ所長ハ中華医学会

ノ当研究所講堂ニテノ御集リハ今回ノ

目ナルガ、学術研究ノ目的ヲ有スル雷令員ノ

御来所ハ最モ光栄欣幸トスル所ニテ、嘗テ披

セルガ如ク全国三千二及ブ中華医学会員ニ

対シテハ、当研究所ハ常ニ解放シ居ルコト並

ニ国民生活安定ノ基調タル中華医学界ノ進歩

発展ノタメ相共ニ協力シテ遇進シタキヲ強調

シ、本日ハ所内各研究室ヲ十分ニ参観セラレ

タキ旨ヲ述べ、歓迎ノ辞ヲ結ビタリ O 本演説

ハ多大ノ感動ヲ与へ、所長降壇ニ際シテハ拍

シ止マザリキ。演説終了後、生物学科生

理学研究室ニ於テ作成セル「動物ノ体色変化

ト其ノ機構」ナル活動写真ヲ映写シ、観覧ニ

供シタルガ、多大ノ興昧ヲ与ヘ、香港ヨ 1)来

会セルー会員ノ如キハ本写真の被写ヲ入手シ

タキ旨申出デタル状態ナリキ O 写真終了後ハ

中央図書室(欧文、中国研究室)、衛生学研

究室、病理学科、生薬学科、細菌学科、生物

学科生理学研究室ノ!頼序ニヨリテ各研究室ヲ

参観案内セルガ、多数ノ会員ガ一時二押寄セ

タル為多少ノ混雑ハ免レザリキ O 各研究室ニ

ノ1其ノ現況ヲ示セル説明図、国表、標本類ヲ

陳列シ、出版物及其ノ目録等ヲ希望者ニ頒布

セリ o (中略)本招待会ハ中国側ノ諸新開ニ
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ヨリ逸早ク報道セラレタルガ、中国側特ニ医

ノ感想ヲ総合スルニ、何レモ当研究所

ノ努力ヲ多トシ、真撃ナル研究事業ノ進行ヲ

シタルガ如ク、極メテ良好ナル無形的効

果ヲ収メタルモノト思惟スル次第ニテ、今後

コノ方面ノ中国側トノ接触、交渉、努力ノ

ニ関満ニ遂行シ得ノレ気運ヲ醸成セリト信ズペ

王国第二次上海事変後の上海自然科学研究

所と新城新蔵

1937年 7月の虚溝橋事件および8月の第二次上

海事変の勃発は、中国学術界との交流を深めつつ

あった上海自然科学研究所に甚大な打撃を与え

た。第二次上海事変勃発直後の研究所の様子につ

いては、 1942年に刊行された『十周年紀念誌jに

その詳細が記述されている O

昭和十二年八月十三日自中両国間の戦闘開始

と同時に邦人の密集せる北四川路、呉淑路、

東部紡績地帯は連日激烈なる市街戦、砲撃戦

が行はれ、十五日には遂に当研究所上空近く

にでも空中戦を演ずるに至った。当所の南方

約一キロの地には中国軍隊が屯して飛行機の

爆撃高射砲の応戦の轟響は耳を撃き本館窓ガ

ラスを四六時中振動せしめた。市民は大混乱

に陥り瓦斯会社は空爆を恐れて十六日より瓦

斯の供給を中止した。ために研究室には甚大

なる影響を与へたが厳として既定方針に遜進

し一日たりとも研究を中断することはなかっ

た(4ヘ
さて、研究所の長たる新城新蔵はその問、どの

ようにこの時局に対応していたのだろうか。新城

の日記から当時の状況の一端をうかがうことがで

きょう O

八月十二日、夕七時半までに日本人は租界内

に引き上げの命令あり O 同文書院より約四十

ニ人(婦人、使用人等とも)引上げ来る O 婦

人は編輯室及び図書室に収容する事とし、講
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堂の両側を を院長及び教室

室に、講堂に寝台を置きて寝室にあてる事と

する O 八月ト三日、昨夜は間北方面にて終夜

日支両軍対持の姿勢にて過したる由。午前、

を開きそれぞれ役割を定める O 午後、

どちらから発砲したか、戦闘関かる O 夕方よ

りフランス共九名警備に来る O 門の外側には

巡査の警備あり O 八月十四日、終日空中戦。

高射砲の音。雲の切れ間を利用せる支那側の

何となく支那側優勢の如く見え、不安

なり O 海軍砲の響、これは日本側。八月十六

百、幹事会。情報、警備其の佑の掛りは大体

事務所側にて当り、忙しき時には一般研究員

に頼む事とし、研究室は主として研究を続け

る事とする O 八月十七日、空中戦、海軍砲。

いくらか宛日本側勢ひよき様思はる。但し虻

橋辺には敵の砲弾の落下激しく、人心極度に

不安の由。八月十八日、所員家族の半分位帰

国。八月十九日、フランス側より、或はモッ

ブの恐れあり、危急の時の用心になるべく中

央館に移られたしとの注意あり O 此夜より

階物理図書室に宿泊することにする O 八月一

十日、 00、00両氏より、此へんにて引

げ、研究所を閉鎖しては如何との注意的意見

を聞く O 八月二十一日、再び00氏の

多くの所員の家族、書続の家族引上げ。八月

日、 00氏の意見大分落ち付いて来た

から当分このままにてと Lリ1意見。八月

日、昨夜より今朝早暁三時頃までにて陸軍

呉浴の左右に上陸せし由。八月二卜四日、

院の人々は今日より明日までの聞に大部分帰

朝することとなる O 所長室の窓より見る爆弾

投下。 I臼城内か、南市か。八月二十五日、幹

を開く O 研究所の関関問題:(a)所長と

しては、当今の状況にては研究所は平常通り

開き、各自研究を続けることにする。これは

所長の決定。 (b)各自の都合により帰朝した
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き人は事由を具して、それぞれ所長に中出ら

れたし。場合を考慮して決定。八丹二十六呂、

今朝より虹口方面との交通の為、毎朝八時一

回自動車をプランス巡査の保護付にて出す事

とする。此朝、総領事と民団長に挨拶に行く O

八月二十七日、朝九時、書院全体を集め、孔

子祭のこと O 又此際研究所は閉鎖せぬこと、

等々、築城間の仕事等に関し訓示す(制。

以上が戦争勃発後二遊間の新城日記の主な内容

である O 特に注目すべきは、新城が研究所閉鎖に

断固として反対し、全研究員と共に研究所にとど

まろうという強い意志を示している点である O の

ちに東方文化事業上海委員会委員・

名誉教授慶松勝左衛門宛てに書いた手紙に、

態未だ研究を停止する状態に非ず」という研究所

閉鎖反対への強い決意が表明されている O また同

じ手紙で新城は、当初、研究所内部から関鎖の意

見が出されたことに触れ、「苦慮、しながらも、周

囲の空気を危険と感ずる認識とあくまで支那の土

地にかじりつきたいと pふ熱心さとの比重だ」と

回想している(制。

第二次上海事変は三か月に及んだが、 11月8日

蒋介石が撤退命令を発し、中国軍は翌 9日より

に上海から撤退しはじめた O そして 12日、

海はついに陥落した。当時の研究所周囲の状況に

ついては、地質学科研究員佐藤拾三が日本にいる

妻に送った手紙から知ることができる O

九日には、日本軍が迫って来たので楓林橋附

近は大混乱になり、正午頃には支那兵の負傷

、敗残兵が一般の民衆に混って入り、或は

時は五、六十人が雪崩の如くに仏蘭西の警備

線を突破して入り込み銃声も起って物凄い有

様になりましたが、夕方になるにつれて人数

も希薄になり租界外は殊に人影がまばらにな

り、日本軍の進撃が進んだことが解りました。

午後、日本の戦車が中山病院後方を動くのが

よく認められ、その中、歩兵が現れるだらう
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と思って居る中に四時過、楓林檎の向ふ側に

日本軍が来たので一向歓呼して飛び出し、国

旗を持出すやら写真器をつかむやらして支那

人を押分けて橋を渡って万歳を。十日には、

歩兵も続々行進を起し、旧市政府前の海道測

の屋上は砲兵の観測所となり、砲撃が

徐々に開始され楓林橋から十町程東の第一線

では銃声もしきりに起って、息づまるような

緊張の夜となりました O 十一日には、朝から

重砲野砲の砲撃と重爆、軽爆の爆撃が物凄く

始まって話もなにも間こえない位のひどさで

す。小生も初めて戦争の物凄さを知りました。

午前十一時頃が最もひどい時で、その後は僅

かな銃声のみ聞こえ、戦線はいつのまにか城

内の方に進んで、しまって再び静寂にもどりま

した (50)。

12月、研究所の発行した『自然J第六号に、

新城は「日支文化提携」という一文を寄せ、文化

提携についての「最高方針」三点を提唱している O

、中国の文化開発は従来の欧米派のようなやり

方ではしゅ=ぬ。必ずや同種同文の日本人の手によ

り、その体験に基づくものでなければならなt'10

二、中国の民衆の幸福のためには、生活の合理化、

科学化によらなければならなt) 0 従って、文化施

としては科学方面に重点を置き、好学青年に対

しては理科、工科、医科、農科等の実地科学方面

の門戸を広くして、利用厚生のために人材の養成

をせねばならぬ。三、中国民族の指導精神として

は、国民党の三民主義は当を得なt) 0 その代りに、

古くから民族精神に織り込まれている孔子の教え

に依るべきである(印。

以上の「方針」を見ると、新城の「孔子の教えj

に対する敬慕が明らかであり、実際、毎年 8月27

日に研究所で行われた「孔子祭」はその証左であ

ったと言えよう O 無論、儒学と漢学の薫胸を受け

た‘明治人たる新城の孔子学に傾倒する気持ちは

理解し得るが、しかしながら、孫文の三民主義を
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国教にする当時の中国において、三民主義を全面

的に否定し、しかも B本の中国に対する侵略行為

を無視したまま、如何にして中国と「文化提携」

をしていくというのであろう O こういった認識不

足は文化事業に携わる新城にとって、まさに致命

的なものであったと言えよう O

一方、日中戦争勃発後、日本国内では上海自然

科学研究所に対する批判が目立ってきた。 1938年

4月に新城が書いた文章は、それらの批判を次の

~ 1-に要約している O 一つは、研究所の研究はあ

まりに理論的方面に傾き過ぎているから、時世の

要求に応じてもっと利用淳生的方面に向かうべき

こと O もう一つは、多額の国費を費やし多数の日

本入所員の努力により成立された研究所は、もっ

と直接に日本の国策に応じる方向に研究を統制す

べきこと(問。前者の批判は、すなわち時局に鑑み

て生産、軍事誼結型の応用研究機関への転換を迫

るもの、二つ日は古うまでもなく、研究所を日本

J 国のための国策研究機関に変身させようという

ものであった。実際、この種の意見は研究所関所

当初から既に出ていたものである O 細菌学科研究

の黒屋政彦がこう回想、している。「満州事変以

後に於いて世の中の風潮が非常に実利的になって

来たために、誼接人々に利益を与えるものでない

と認められなくなって来たのでありますy則。新

城はこういった批判に対し、研究所の仕事は主と

して中国の国土民衆に関する基礎的科学研究に従

ることとし、手近な応用方面の仕事はやがて

自然に発展し派生するに任せるべきであり、また

研究所の経費に関しては、研究所の事業は中国の

文化と学術の発展を目的として行われるべきであ

り、旦つ日本が中国から受領する団陸賠償金の一

部によって支弁するのだから、多額の国費を濫費

することにはならないと反論している(制。

しかし、戦局の拡大に伴って、新城の抵抗反対

は次第に力を失わざるを得なくなる O ことに 1938

年 3月28日、{鬼(晶政府の中華民国維新政府が南
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京にて樹立されてからは、実用性の強い事業への

協力要望が相次いで研究所に寄せられるようにな

った。主なものは次の如くである。一、占領地区

内の図書文件の接収保管。二、占領地区内の学術

標本の接収保管。三、占領地区内の医事関係。四、

t海臨時防疫委員会への参加。五、海港検疫。

綿花改長試培。七、河川の水位および気象の調査。

八、獣医部の細菌検査。九、化学試験の引受。十、

中国教育文化の調査。十一、電離層の測定。

衣糧薬剤方面の研究など(日)。

雄新政府が成立した 1938年 3月、新城は日本

に帰朝しでほぼーか月滞在した O その問、彼は弟

子の能回忠売に研究所長辞任の考えを漏らしてい

るo r僕も狩野さんの様に早く閑散な立場に帰っ

て出来たなら此の四月位に何もかも辞して京都に

帰り君等と一所に漢書律歴志でも読みたかった

な」。ところが、新城は続いてこうも諮っている O

「此の問、東京ヘ行く持狩野さんから詩を戴きま

してね、その詩を見ると今まで色々自分のやって

来たことが恥しい様な気がしますJ。能田は後に

新城の遺品を整理した際、狩野直喜から贈られた

という漢詩を見つけた。その全文は次の如くであ

るo r'tl我応時経術a、善隣長策寛如何。者来堪

向空山路、欲読人間無用書J(56)。

1937年 12丹、新城は箪特務部から図書文献接

収保存委員に委鳴された。その後、彼は杭州、蘇

州、無錫、常州、鎮江、南京の各地に赴いて、中

国側の残存文献資料および学術標本類の収集・保

管作業に取り組んだ。そうしたなか、 7月の下旬、

連日の作業による過労のため倒れ、まもなく不帰

の人となった。享年 66歳であった(問。

2ヶ月後、日本外務省はついに東方文化事業改

革の方針を囲めた。これまでの名ばかりの日中共

同運営を完全に放棄し、事業全般を外務省の直営

に改め、その建物、財産を国有財産に編入すると

ともに、東方文化事業総委員会、向上海委員会な

らびに上海自然科学研究所などを全て在北京B本
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大使館の命令系統のもと くこととした(関 o 19 

39年 1月、研究所は前年末に対中間中央機関とし

て設立された興亜院に移管され、さらに、 1942年

11月、その管轄先が東条内閣により設置された大

東亜省に移ることとなった O 以上の変革を経て、

上海自然科学研究所は完全に日本の国策機関と化

したが、 1945年 8月の日本の降伏とともにその全

歴史を閉じた。

むすび

新城新蔵の上海自然科学研究所における所長期

の活動経緯について、以上のような史実を確認す

ることができた O その中から、彼が担うことにな

った任務と性格を歴史の文脈の中に位置づけてみ

たい O

明治初期生まれの新城は、同時代の日本の学者

と同様に、中国の古代文化なかんずく儒学と

に対し、深い造詣を持っていた。のちに、中国古

代天文学史の研究に傾いた背景には、

内藤湖南をはじめとする「支那学J京都学派の重

鎮らとの親交のほか、上述のような事情が大いに

働いていたと思われる o 1920年代、日本政府が

「対支文化事業特別会計法jの制定・公布を契機

に、対中国の文化事業である東方文化事業を本格

的に開始すると、新城は直ちに同事業推進の担い

になった。長年にわたる大学での研究活動およ

び京都帝国大学総長などの貴重な経験・経歴が、

新城の学術研究と教育行政における能力を高めた

のみならず、中国側の知識人・ との交流の機

会をつくりあげたのである。また、それこそが

1920ないし 1930年代、日中両国の文化・学術の

架け橋になっていた新城の存立基盤であったと

えよう O

1935年の上海自然科学研究所長就任後、新城は

その手腕を発揮し、前任者とは遣って精力的に中

国の各分野における学術、教育団体との交流を図

った。新城の様々な努力により、それまで日本の
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対中国文化事業に一貫して反対の姿勢をとってき

た中国科学社をはじめとする中国側のアカデミズ

ム団体に変化が現れた。研究所の研究者がこれら

の団体・組織の正式メンバーとして認められたの

みならず、当時としては珍しく学術年会に招かれ、

研究成果の報告を要議されることさえあった O 上

海自然科学研究所はまさにその「黄金期jに入っ

たO

新城は「大陸の土になるjという覚悟を抱き、

積極的に研究所の改革を行ない、多くの新たな拾

を講じた。月に一回の「学術談話会Jと「学術

講演会Jの開催により、これまでフランス租界の

一角にひっそりと作んでいた研究所が外部ヘ開か

れ、研究所の名も次第に広く知られるようになっ

た。そして、研究所の日中研究者が互いの研究活

動やその成果を伝え合うことが可能となった。ま

た、機関誌『自然Jの発行が、研究者たちの文化

教養増進に役立つとともに、日中両国の文化交流

を促進させたことも紛れもない事実である O しか

し、新城のこうした努力による成果も、日本の中

国侵略が本格化するとともに次第に失われていっ

た。それと同時に、研究所に対し従来の「純粋学

理の研究jから 「応用科学の研究Jに

シフトすべきだという意見が日本国内から相次い

で突き付けられるようになった O 新城は自身の信

念と研究所の従来の研究方針を貫き通そうとした

が、結局は失敗に終わった。

他方、新城は f日支提携Jを座右の銘としてい

たのではあったが、日本の中国侵略を直視できぬ

まま、中国民衆の抗日行動を三民主義のせいにし、

「日支提携Jの基盤はほかならぬ孔子学であると

の主張を超えることがなかった。このような認識

不足は当時の日本の知識人や学者の間に共通した

ものとはいえ、文化事業に携わる新城にとっては

致命的だったと言わざるを得ないであろう。
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科学社、 1935年 9月30日o IrtJ国科学社第二十次

『科学j第 19巻第 10期、中国科学社、

1935年 10月O

(36)研究所倶楽部とは、横手前所長時代に結成され
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いる。前掲、佐伯修『上海自然科学研究所:

者たちの日中戦争j、127~ 128 

(37)新城新蔵「発刊の辞Jr自然J創刊号、上海自然

科学研究所倶楽部学芸部、 1935年 6月、 1

(38) 1編輯後記Jr自然j創刊号、 上海自然科学研究

所倶楽部学芸部、 1935年 6丹、 112
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学東洋文化研究所には創刊号から、東洋文庫には

2号から等、比較的まとまって保存されている O

(40)新城新蔵 1]1慎縁逆縁Jr自然J第 5号、 上海自然

科学研究所倶楽部学芸部、 1937 年 5 丹、 2~4

(41)静思『中国薬学会史略(1907~ 1986) J 、中国医

薬科技出版社、 1987 年、 4~7

(42) ]ACAR (アジア歴史資料センター)Ref. B050151 
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83100、上海自然科学研究所関係雑件第一巻/研究

室開放並茶会開催ノ件昭和十一年五月(外務省外

交史料館)。

(43) 1千余名の参会者、科学の粋に驚嘆:自然科学研

究所アットホームJr上海毎日新聞J1935年 5月

10日付け。

(44) ]ACAR (アジア歴史資料センター)Ref. B050151 

79500、 上海委員会関係雑件・日本側委員打合会関

係/昭和十二年三月九日(外務省外交史料館)。

(45) ]ACAR (アジア歴史資料センター)Ref. B050151 

84000、上海自然科学研究所関係雑件第一一巻/中華

医学会員招待茶会状況報告昭和十二年四月(外務

省外交史料館)。中山睦院志編纂委員会『復旦大学

附属中山医院大事紀J、2007年、 3

(46) ]ACAR (アジア歴史資料センター)Ref. B050151 

84000、上海自然科学研究所関係雑件第一巻/中華

医学会員招待茶会状況報告昭和十二年四月(外務

省外交史料館)。

(47)前掲 f上海自然科学研究所十周年紀念誌J、21~ 

22頁。

(48) 新城新蔵 f上海時局日記(1937 年 8 月 9 日~ 19 

37年 10月3日)、京都産業大学大学史編纂事務室

所蔵。

(49) 1捨るな研究の城:新城博士空爆ドに死守」

朝日新開J1937年 9月 18汀付け。

(50) 1佐藤捨三より、消印 1937年 11月16日」、佐藤

恭彦氏提供。

(51)新城新蔵「日支文化提携Jr自然j第 6号、上海

自然科学研究所倶楽部学芸部、 1937 年 12 月、 4~

9頁。

(52)新城新蔵「方針Jr自然J第 7号、上海自然科学

研究所倶楽部学芸部、 1938 年 6 丹、 2~6

(53)黒屋政彦「上海雑感Jr同{二』第 11巻第 1号、同

仁会、 1937年 1丹、 24

(54) 前掲、新城新蔵「方針」、 2~6

(55)前掲 f上海自然科学研究所十周年紀念誌j、25~ 

27頁。

(56)能田忠売「新城先生を偲ぶJr自然j第 8号、上

海自然科学研究所倶楽部学芸部、 1939年 3月、

140 ~ 144 
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(57)荒木俊馬「新城所長年譜Jr自然J第 8号、上海

自然科学研究所領楽部学芸部、 1939年 3月、 87~ 

105頁。 1954年 1丹、日本民主主義科学者協会幹

-生物学者の柘植秀臣が中国人民世界和平保

衛委員会に招かれ北京を訪問した。当時の中国科

学院副院長竺可禎と面会した際、竺は新城新蔵が

戦前、中国側の学術資料散逸を防ぐために努力し

たことを評価していたという O 柘植秀臣 fわが内

なる中国j、亜紀書房、 1971年、 207~ 208 

(58) ]ACAR (アジア歴史資料センター)Ref. B050151 

64000、総委員会関係雑件第二巻/総委員会名義ノ

敷地及建物ヲ国有財産ニ編入方ノ件昭和十三年十

月(外務省外交史料館)。
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〔附記〕本稿執筆にあたり、京都大学人文科学研

究所石川禎浩先生ならびに上海大学歴史系徐有威

先生より有益なコメントを頂戴した。また、京都

大学「新城文庫」資料の閲覧と被写の便宜を図っ

て下さった京都産業大学名誉教授荒木雄豪先生お

よび京都大学理学研究科富田良雄先生、さらに、

上海自然科学研究所員佐藤拾三の上海時代の個人

資料を提供して下さった佐藤恭彦氏の各位に対

し、深謝の意を申し上げたい。




