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1. はじめに 

  2018年 9月下旬、郵趣会の山名さんにお会いしたら、「甲斐市の教会で『杉原千畝 

展』（図 1）を開催していて、今日が最終日だからこれから観に行く」、というので、 

畑に行くのを後回しにして、ついて行った。 
 

この夏、病気見舞いや葬儀で名古屋に行った帰りに杉原の故郷・岐阜県八百津町近 

くの中津川市に宿泊した時や夏休みの孫を連れて「ニホンオオカミのはく製」を見学 

に岐阜県立博物館を訪れた際、近くの展示施設で「杉原千畝展」を開催していたので 

見る機会はあったのだが、見逃していた。 
 

1940年夏、杉原千畝がバルト 3国の 1つリトアニアの日本領事館で発行した日本 

通過ビザは、行き先を失い、大量 虐 殺
ぎゃくさつ

（ホロコースト）の危機に直面していた 

約 6,000人のユダヤ難民の命を救い、『命のビザ』と呼ばれている。（図 2） 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 展示内容 

  この展示会は、ほぼ同じ内容で全国各地を巡回して 

開催していて、私が中津川市や岐阜市近くで見ようと 

思ったのもこれと同じものだったと思われる。 
 

  今回は、教会の礼拝室に次のような内容で展示して 

いた。（図 3） 
 

  ・一枚の「命のビザ」（図 3） 

  ・リトアニアのカウナスへ赴任 

  ・ソリー少年との出会い 

  ・「命のビザ」発給の決断 

  ・ユダヤ難民 9,600キロの逃避行 

  ・「命のビザ」をつないだ人たち 

   ほか 
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図 2 杉原千畝が発給した日本通過ビザ 

（敦賀に上陸本邦経由カナダ行き） 

【「杉原千畝よくわかるテキスト」より引用】 

 

 

 

図 1 「杉原千畝」展パンフレット 

 

 
 図 3 展示会場 

  （「一枚の『命のビザ』」コーナー） 

 

 



3. 運命の地「リトアニア」に赴任まで 

  ● 誕生～青年時代 

     杉原千畝は 1900年 1月 1日、岐阜県加茂郡八百津町
やおつちょう

で生まれた。西暦の 

下 2ケタがそのまま満年齢になる。 

公務員だった父の転勤に伴い、小学校で 2度目となる 2年生の時に名古屋市

に転校する。「全甲（オール 5）」の小学校の通知表が残されている。 

     名古屋市にあった愛知県立中学（高校）に進学、1917年 3月卒業した。公務 

員をやめ、朝鮮京城（現ソウル）で旅館業を営んでいた父の薦めで、京城医学 

専門学校を受験する。気が進まず「白紙答案」を提出し不合格となり、勘当同 

然で京城の家を去り上京する。 
 

     広い世界にあこがれ、「将来は英語を使う仕事をしたい」、との希望を叶える 

ため、1918年 4月、無試験で早稲田高等師範学校英語科に入学した。1919年 

    5月下旬、学費を貰いながら語学研修できる外務省留学生制度があることを知 

り受験を申込み、7月初旬の試験に向けて猛勉強し合格する。 

 当初スペイン語を選択していたが、採用枠が少ないので、やむなくロシア語 

を専攻することになる。 
 

  ● ロシア語を習得・陸軍に志願 

     1919年 10月、留学生として学費月額 

120円を支給され、満洲ハルビンに赴任、 

ロシア人家庭に下宿しロシア語を習得す 

る。（図 4） 

しかし、1920年 12月から 1922年 3月 

まで、志願兵として陸軍に入隊、朝鮮 

京城府の龍山に配属される。突然の入隊 

の理由はこの間に京城の母親が亡くなっ 

ていることに関係あるのだろうか。 

 1922年春除隊、4月ハルビンのロシア人 

家庭でロシア語の個人授業を受ける。 

10月、午前中は日本総領事館に勤務し 

ながら、日露協会学校特修科の聴講生と 

して学ぶ。 

 1923年 3月、日露協会学校特修科を 

終了、ソ満国境の満洲里に転学する。 
 

  ● ハルビン通訳官時代 

1924年 2月、満洲里在勤の外務省書記生 

に任命される。 

白系露人クラウディア・アポロノフと結婚（1935年協議離婚）。ハルビン 

在勤となる。 

 1926年 12月、「ソヴィエト聯邦国民経済大観」（608ページ）を編纂、本省

でも高く評価され、翌年刊行された。 
 

  ● 満洲国外交官時代 

 日露協会学校の講師を嘱託される。1932年 5月、ソ連在勤大使館 2等通訳官 

を任命されるが、依願退官。6月、建国間もない満洲国外交部に勤務する。 

 ソ連から北満鉄道を買い取る交渉に携わり、1935年 3月、ソ連の言い値の 

1/4の 1億 4千万円で決着させる成功を収める。 
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図 4 杉原が活動した中国・朝鮮

【1931年ごろ】 

      

 

 

北満鉄道 

 



  ● 本省（外務省）勤務 

 留学生としてハルビンに渡って以来、16年過ごした満洲・朝鮮を去る。後年 

「 驕 慢
きょうまん

、無責任、出世主義、一匹狼の年若い職業軍人の充満する満洲国への 

出向三か年の宮仕えが、ホトホト嫌
いや

になった」、と書き残している。 
 

 1935年 7月から 1937年 8月まで本省勤務となる。仕事は人事課、情報課等 

必ずしも持てる力を発揮できる部署ではなかったが、1936年 4月に菊池幸子
ゆきこ

と 

結婚し、9月に長男が生まれるなど、私生活は充実していた。 

 

  ● ソ連から拒否されたモスクワ大使館赴任 

 1936年暮れ、モスクワ大使館の 2等通訳官に任命される。しかし、2月に 

なってもソ連から入国ビザは届かなかった。「杉原は過去にソ連と敵対する 

白系ロシア人と通じていた“Persona
好 ま し か ら

 non
ざ る

 grata
人 物

”だ」、との通告があった。 

重光 葵
まもる

駐ソ大使も交渉に乗り出すが、ソ連の態度を変えられなかった。 
 

（ 1935年に白系ロシア人の妻と離婚したのは、このような動きを予想しての 

 ことだったのだろう。 ） 

 

  ● 北欧・フィンランドに赴任 

1937年 8月、杉原は北欧フィンランド 

公使館の 2等通訳官に任命される。 

ソ連通過ビザを取得できないため、 

アメリカ大陸を横断、ニューヨークから 

大西洋を越えてドイツに渡り、1937年 

9月、フィンランドに着任する。 

 

以降、1947年 4月に日本に帰国する 

まで、9年余りをヨーロッパで外交官 

生活を送ることになる。（図 5） 

 

     杉原が着任した時の世界情勢は、 

    まさに、“第 2次世界大戦の開戦前夜” 

だった。 

     

 

 

 

 

 

     アジアでは、1933年 3月国際連盟から脱退した日本は、1937年 7月、 

盧溝橋事件をきっかけに日中戦争に突入する。 

1937年 11月、日独伊三国防共協定（軍事同盟）を締結し太平洋戦争への 

道をたどることになる。 
 

1939年 5月、日本軍は満蒙国境のノモンハンで近代化したソ連軍と交戦し 

大きな損害を受け、1941年日ソ中立条約締結に至る。 
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図 5ヨーロッパにおける杉原の活動拠点 

【「杉原千畝よくわかるテキスト」より引用】 

 



 ヨーロッパでは、1933年 1月、ナチス党を率いるヒトラーはドイツ首相に 

就任、翌年 8月全ての権限を持った総統＝独裁者になった。（図 6） 
 

ヒトラーには、全ヨーロッパの支配とユダヤ 

民族絶滅の 2つの目標があり、1935年 9月、 

「ユダヤ人は劣等で、諸悪の根源である」、 

として「ニュルンベルク法」を制定し、ユダヤ 

人への差別・迫害・追放や市民権剥 奪
はくだつ

を推し 

進め、これが大量虐殺（ホロコースト）へと 

エスカレートする。 

 

    1938年 11月 7日、17歳のユダヤ系ポーランド人少年が 

パリのドイツ大使館書記官を殺害した。ナチスは 9日夜～ 

10日未明にドイツ、オーストリアに住むユダヤ人の商店や 

教会堂などを一斉に焼き討ちした。 

 破壊されたガラスが街頭や月明りであたかも水晶の 

ように輝いていたので、 

“クリスタル
水 晶

・
の

ナハト
夜

” 

と呼ばれている。 
 

この事件への反省を 

込め、1988年に東西両 

ドイツから 50周年記念 

切手が発行された。（図 7） 
 

4. リトアニア・カウナス赴任から晩年まで 

  ● 運命の地「リトアニア」に赴任 

 杉原は、1939年 7月 20日、リトアニアの領事代理として、カウナスに領事館 

を開設する命を受け、8月 28日に着任する。 

 その直前、8月 23日、ドイツとソ連は、独ソ不可侵条約及びポーランド分割と 

バルト 3国領有に関する秘密協定を結んでいた。 

これでソ連の脅威がなくなったドイツ軍は、1939年 9月 1日、ポーランドに 

侵攻した。英仏両国はこれを非難するとともに、ドイツに宣戦布告し、第 2次 

世界大戦が始まった。 
 

  ● 日本領事館領事代理としての職務 

杉原の任務は、2人のポーランド 

軍人の協力を得てドイツとソ連の情報 

収集だった。 

杉原が着任した 1939年 8月の段階 

では、リトアニアは独立を保っていた 

が、バルト海沿岸のクライペダ地区は 

ドイツが、本来の首都・ビリニュスは 

ポーランドが実効支配していた。 

そのため 2国の情報収集には最適 

だった。（図 8） 
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  西ドイツ        東ドイツ      

   図 7「水晶の夜」50周年【1988年】 

 

 

 

本来の首都 

● 

 

リトアニア 
 

● 

臨時首都 

 

ドイツが 

実効支配 

 

図 8 リトアニア地図 

（白い部分が現在のリトアニア） 

ポーランド領 

 

 図 6 ヒトラーの横顔を描く 

 

       



臨時首都のカウナスには政府機関、 

諸外国の公館、旅行会社が集中して 

いた。しかし、杉原一家以外に日本人 

は一人もいなかった。 
 

着任時、一家はホテル住まいだっ 

たが、バイツガンタス街に一軒家を 

借りて領事館を開設した。（図 9） 
 

一家は、10月半ばにここに移り 

住んだ。 
 

 

  ● ソリー・ガノール少年との出会い 

 1939年 12月、ユダヤ人のハヌカの祭りが 

近づいていた。この祭りはユダヤ人の自由と 

解放を祝う『光の祭り』とも呼ばれ、子ども 

たちはお小遣いを貰えるので、とても楽しみ 

にしている。 

 11歳になるソリー少年がお小遣いを貰いに 

叔母さんの店に来ていたのに居合わせた杉原 

は、「君のおじさんだと思ってほしい」、と 

言って 1リタス銀貨を渡した。（図 10） 

 ソリー少年は、「僕の家のハヌカの祭りに 

来てください」、と杉原を招待した。 

 

 ハヌカのパーティに招待された杉原は、ユダヤ人たちが 2,000年間守ってき 

た歌や祈りに溶け込み、祝いの料理をいただきながら楽しい時間を過ごした。 

 ソリー少年が切手を集めていることを知り、後日領事館で日本の切手をプレ 

ゼントした。 
 

  ● ナチスによるユダヤ人迫害を知る 

 このパーティで、ワルシャワから命からがら逃げてきたユダヤ人のローゼン 

ブラットから「ユダヤ人がナチスに迫害されている」、と聞いた。彼は杉原に 

「どうか、日本を通過するビザを私達に発給して欲しい」、と懇願した。 
 

 杉原はこの時は、「日本の外国人入国令では、最終行先国の入国許可証と 

十分な旅費がないと発給できない」、と型通りの説明をするしかなかった。 
 

  ● 『命のビザ』発給 

 杉原がソリー少年と会って 7ケ月後の 1940年 7月 18日（ごろ）の早朝、 

日本領事館の前に 100人を超えるユダヤ難民が押し寄せていた。その中には 

女性・老人・子どもの姿があった。 

 杉原は、ハヌカのパーティで会ったローゼンブラットの話から、難民たちが 

何を求めているか、察しがついていた。 
 

   ■ なぜ、ユダヤ人たちはカウナスに逃れてきたか 

 ドイツのポーランド侵攻に呼応するかのように、1939年 9月 17日、ソ連も 

東ポーランドを占領し、ポーランドが実効支配していたビリニュス（図 8）を 

一旦リトアニアに返還した。これによって、一時的にポーランドとリトアニア 

の国境線が消え、ビリニュスからカウナスに自由に移動できるようになった。 
 

この状態は、9月 17日から翌 1940年 6月 18日ソ連がリトアニアに侵攻し、 

    7月15日に親ソ政権が成立するまでの9ケ月あまり続いた。 
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図 9 カウナスの日本領事館 

「杉原千畝よくわかるテキスト」より引用】 
 

 

図 10 リトアニアの硬貨 

1リタス銀貨 

2リタス銀貨 10ツェンタス銅貨 



 この間に、ナチスとソ連の魔の手を逃れるため、ポーランドやドイツから 

1万 5千から 2万とも言われるユダヤ人を主とする難民が中立国リトアニアの 

ビリニュスを経由してカウナスに流入してきた。 
 

 命からがらたどり着いたリトアニアだったが、もともと反ユダヤ主義が根強 

く、ソ連軍の動きから命の危険を察知したユダヤ難民は、まずアメリカ大使館 

に行ったが館員はすでに脱出し不在だった。 

 次にオランダ領事館に行き、6月 16日ヤン・ツバルテンディク名誉領事に 

会い、窮状を訴えオランダ入国ビザ発給を依頼した。領事は、「オランダ本国 

がすでにナチス・ドイツに占領されていて、移住は不可能だ」、と説明した。 

 

   ■ 奇策『キュラソー・ビザ』 

“万事休す“、かと思われたが、領事（図 11） 

に一つの奇策が 閃
ひらめ

いた。カリブ海のオランダ領 

キュラソー島への入国許可証（ いわゆる 

『キュラソー・ビザ』 ）を発給する事だった。 

 正確には、『スリナム、キュラソーをはじめ 

とする南米のオランダ領への入国はビザを必要 

としない』証明書を持って、日本領事館に行き 

日本の入国（通過）ビザを取得すれば、シベリア 

鉄道経由でリトアニアを脱出できると 

考えた。 
 

ドイツやポーランドのユダヤ人たちは、反ユダヤ主義が根強いドイツ、ソ連、 

ポーランド、リトアニアなどを避けながらパレスチナへの逃避ルートを探す。 

西欧諸国がナチスに占領され西へのルートはすでに閉ざされ、南へのルート 

はイギリスがパレスチナへの移住を制限し、トルコも通過ビザを制限するよう 

になり南方ルートも閉ざされる。残された手段は、シベリア鉄道で満洲や日本 

に向かう東方ルートだけだった。（図 12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■ ユダヤ人代表との交渉 

杉原はユダヤ難民の事情を把握するため、代表者 5人を領事館に招き入れた。 

後にイスラエルの宗教大臣になるゾフラ・バルハフティクが代表の中心だった。 
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 図 11 ツバルテンディク領事 

【「杉原千畝よくわかるテキスト」より引用】 

 

 図 12 ユダヤ難民の脱出ルート 

上海○ 
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上海 


