
 代表が「キュラソー・ビザがあるので、日本の通過ビザを発給して欲しい」 

と訴えるのを聞き、杉原は「窮状はわかったので何とか援助したいがこれだけ 

大勢のビザ発給には本省の許可が必要なので、3、4日待ってほしい」、と答え 

た。 
 

 当時、外務省から各領事館にはビザ発給要件に関する通達が出されていた。

難民代表の主張と対比して示す。 
 

① 最終目的地のビザを有する        「キュラソー・ビザ」がある。 

② 日本への入国及び出国のための乗車券を有する。 

③ 十分な旅費を有する。 
 

 厳密な意味でこの 3要件を満足するユダヤ難民はほとんどいなかった。 
 

   ■ 『命のビザ』発給の決断 

     杉原は本省に通過ビザ発給を電報で 3回問い合わせている。本省からの回答 

は、いずれも「外国人入国令の遵守」という、原則論にもとづいた指示だった。 

     つまり、上記 3要件を満たさない避難民にはビザを発給しないというものだ 

った。 
 

この間、カウナス在住のソ連領事と会い、日本通過ビザがあればユダヤ難民 

がシベリア鉄道でソ連領土を通過できることを確認した。 
 

杉原は 10日間悩み、考え抜いた末、7月 26日（ごろ）、決断した。 

 

「 私を頼ってくる人々を見捨てるわけにはいかない。でなければ神に背く 

ことになる。私はビザを出すことにする。 」 
 

日本通過ビザの発給は、7月 26日（ごろ）から本格化し、領事館を閉鎖した 

と思われる 8月 31日（または 9月 3日）まで続けられた。 

発給手数料は一通当たり 2リタスだった。手書きでは時間がかかるので、 

途中からスタンプによって事務処理が飛躍的に進んだ。 
 

【余談】 

1940年ころ、1リタスは約 0.2ＵＳドルだった。当時、1ドル＝約 4.2円 

だった。1リタス＝0.8円だ。現在 62円のはがき料金は当時 2銭（0.02円） 

だから、1リタスは現在の 2,500円に相当し、手数料は 5,000円だった。 

 杉原が 11歳のソリー少年に渡した 1リタスの小遣いは妥当な額だろう。 

 

杉原がカウナスで発給したビザは 2,139通（実数 2,140通）に及んだ。 
 

  ● カウナスの領事館退去命令 

ソ連は 1940年 8月 3日、杉原に 8月 30日までにカナウスを退去するよう 

通告してきた。 

本省は 8月 29日、杉原に総領事代理としてチェコのプラハ在勤を命じた。 

杉原は宿泊したホテルやカウナス駅の待合室、そしてベルリンに向けて出発 

する列車の中で、ビザに代わる「渡航許可証」を発行した。 
 

  ● プラハ赴任とビザ発給 

1940年 9月 12日にプラハに到着し、1941年 3月初めまで滞在する。この間 

    『命のビザ』を 72通発給した。 
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} 神戸やアメリカのユダヤ

人協会が用立てる。 



 

  ● ケーニヒスベルクからブカレスト、そして帰国 

   ■ ケーニヒスベルク 

リトアニアの南隣東プロイセンのケーニヒスベルクに 1941年 3月 6日に着 

任した。ここでの杉原の任務は、ナチス・ドイツとソ連の情報収集だった。 

カウナス時代に協力していた 2人の軍人を伴った危険な任務だった。 
 

   ■ ブカレスト 

1941年 11月 27日、公使館一等通訳官として、ルーマニアのブカレスト在勤 

を命じられ、12月 10日に着任した。日本がハワイ真珠湾を攻撃した 2日後だ。 
 

   ■ 9年半ぶりに日本帰国 

1945年 4月、ヒトラーは自殺、5月ドイツが降伏した。1年前の 6月 20日に 

    ヒトラー暗殺未遂事件が起きた。この事件に関わり殺された人々を慰霊する 

切手が発行されている。（図 13） 

 ヒトラーの肖像を描く切手は「追放切手」に指定され、顔を塗りつぶしたり、 

格子を加刷して使用された。（図 14）後者はまるでヒトラーが牢獄に入れられ 

たようなので、“Hitler
牢 獄

 in
の

 j a i l
ヒトラー

”、と呼ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月に日本も無条件降伏し、杉原一家はソ連軍によって、ルーマニアの兵舎 

に収容された。1946年 11月、日本に帰れることになったが、ソ連の収容所を 

転々として、博多港に着いたのは 1947年 4月 5日だった。 
 

  ● 戦後の杉原千畝 

   ■ 外務省退職 

     帰国して 2ケ月後の 1947年 6月、依願退職の形で外務省を去る。この理由 

    として、カウナスでのビザ発給（訓令違反）が影響しているとする伝聞情報が 

    あるがハッキリしていない。 
 

   ■ 外務省退職の歩み 

     杉原は転々と職を変えたが、得意とする語学を生かせる場で働き続けた。 

1960年に川上貿易のモスクワ支店代表として赴任し、1975年に名前を国際貿 

易と変えた同社を退職するまで、15年間モスクワ生活を続けた。 

杉原はモスクワから帰国後、鎌倉で残りの人生を送り、1986年 7月 31日に 

永眠した。 

  ● 杉原千畝探しと顕彰 

   ■ “Sempo
センポ

”探しと再会 

 杉原の行為が脚光を浴びるようになったのは、1940年 7月カウナスの領事館 

で会ったユダヤ難民代表との再会だった。 
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 図 13 ヒトラー暗殺事件 50周年小型シート 
塗りつぶし     格子加刷 

図 14 追放ヒトラー切手 

 

 

 

       

 

       



 代表の一人、ニシュリは戦後杉原千畝を探していた。外務省に問い合わせて 

も、「該当する人物はいない」、と冷たい対応だった。 

 杉原は、「現地の人たちが“千
ち

畝
うね

”と発音しにくいので“Sempo
センポ

”と名乗って 

いたからだ」、と外務省の対応を擁護しているが、1940年にリトアニアにいた 

杉原といえば一人しかいないのだから、直ぐわかりそうなものだ。 
 

  

 1968年にニシュリは杉原をやっと見つけ出し、『命のビザ』を見せ、感謝の 

言葉を伝えた。 

 

 1969年、招待されて杉原はイスラエルを訪れ、カウナスのユダヤ難民代表の 

中心人物、ゾラフ・バルハフティクと再会した。彼は国会の立法議員と宗教大 

臣を務め活躍していた。 

 バルハフティクは、杉原が本省の訓令に背いて『命のビザ』を発給したこと 

を知る。1998年、バルハフティクはインタビューで次のように発言している。 

「日本政府の許可なくビザを発行したということを私たちが知ったのは、 

1969年に再会したときだった。杉原氏が訓令に背いてまでビザを出し続けて 

くれていたとは再会するまで考えられなかったので、とても驚いたことを覚え 

ている。日本政府が素晴らしい方（杉原）に何もしていないことに疑問を感じ 

る。賞を出していないのはおかしい。表彰していないのは残念だ。」 
 

真実を知れば、誰でもが感じる素朴な疑問だろう。 
 

■ 「諸国民の正義の人」賞受賞 

1985年 1月、杉原は「諸国民の正義の人」（ヤド・ヴァジェム賞）に認定され 

る。この賞の認定基準は次の 3点だ。 
 

 ・ユダヤ人でない。 

 ・自分の生命、自由、安全の危険を冒して救出した人 

 ・金銭の報酬を伴わないで、ユダヤ人を死や絶滅収容所への移送の脅威から 

  救出した人 
 

 杉原が、訓令に背いてまでして『命のビザ』を発給し続け、約 6,000の貴い命 

が救われたことが顕彰された。 

 1998年 4月 27日、イスラエルは杉原を含む「ユダヤ人を救った外交官」5名 

を描く切手を発行した。切手のタブと FDCのカシェには『命のビザ』が描かれて 

いる。（図 15） 

       
 

図 15「ユダヤ人を救った外交官」FDC 
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■ リトアニアが杉原千畝を顕彰 

 『命のビザ』発給の舞台カウナスがあるリトアニアでは、旧日本領事館を整備 

し、「杉原記念館」として 2001年 10月に公開した。敷地入口にある左側の門柱 

には日本語、右側のにはリリトアニア語で、「希望の門 命のヴィザ」と書かれ 

たプレートがはめ込まれている。 
 

ここは、子どもたちの課外学習の場として利用されるとともに、海外から多く 

の見学者が訪れているようだ。（日本人の観光スポットの一つ） 
 

 2004年 6月 19日、リトアニアは“第 2次世界大戦中、ユダヤ人に通過ビザを 

発給した日本人外交官“として、杉原を描く切手を発行した。FDCのカシェには、 

「杉原記念館」（旧日本領事館）の入口が描かれ、プレートに書かれた文字も読 

める。（図 16） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 16 「ユダヤ人に通過ビザを発給した日本人外交官・杉原千畝」 

 

   切手を発行し杉原千畝の勇気ある行動を称
たた

えている国々が他にもある。（図 17） 
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図 17 杉原千畝の勇気ある行動を称えて発行された切手 

 

【ガンビア 2002.4.29】 

 

 

【モザンビーク 2011年】 

 

 

【ソマリア 発行年不明】 



■ 日本での杉原千畝の評価 

    一方、杉原千畝という勇気ある外交官がいたということが日本国内で知られる 

ようになったのは、1986年に亡くなって数年後の1990年代になってからだった。 

  その直接のきっかけは、1985年 1月に杉原が「諸国民の正義の人」（ヤド・ 

ヴァジェム賞）を受賞したことだった。 
 

    杉原千畝の家族は、「本省の意向に逆らってビザを発給した責任を問われて 

外務省を“首になった”」、との思いを抱き続け、外務省関係者との交流を一切 

断っていた。 

 1990年 6月に出版された千畝の妻幸子さんの著書『六千人の命のビザ― 

ひとりの日本人外交官がユダヤ人を救った』を読んで感激した鈴木宗男政務次官 

（当時）は、ソ連から 51年ぶりに独立したバルト 3国との外交関係樹立のため 

に訪問するのを前にして、「不幸なことは今回の外交関係樹立を機に終わりにし 

たい」、と関係者に呼びかけた。 
 

1991年 10月、鈴木政務次官と杉原幸子さん、長男弘樹氏が会談し、鈴木政務 

次官が遺憾の意を伝達し、44年ぶりに和解がなった。 
 

 

 杉原千畝生誕 100周年となる 2000年 10月、外交史料館で行われた杉原千畝 

顕彰プレート（図 18）の除幕式で、河野外務大臣は、「『勇気ある人道的行為を 

行った外交官』知られる故杉原氏・・・・・外交政策の決定においては、いかな 

る場合も、人道的な考慮は最も基本的な、また最も重要なことであると常々私は 

感じております。・・・・・このような素晴らしい先輩を持つことができたこと 

を誇りに思う」、と挨拶した。 

    
 

図 18 杉原千畝 顕彰プレート 
 

 2000年 4月 21日に「20世紀デザイン切手シリーズ」第 9集の 1枚として、 

杉原千畝を描く切手が発行された。（図 19） 
 

 「杉原千畝副領事がビザ発給」とシートには説明書きがある。これも遅ればせ 

ながら、政府として杉原を顕彰する動きの一つだろう。 
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図 19 杉原千畝（20世紀シリーズ 第 9集） 

 
    

 



5. おわりに 

■ キュラソーの 敵
かたき

を甲斐市で 

   2016年 6月 24日～25日、「地球一周の 

旅」でカリブ海のキュラソー島を訪れた。 

キュラソーがどこにあるのかどころか、 

そんな国があることをこの旅に出る直前に 

なって知ったくらいだった。 

郵便局を訪れ、カラフルな熱帯魚を描く 

切手を貼った実逓便を妻、家族、友人宛に 

送った。（図 20） 

 

  この島の訪問記をインターネットに 

公開しようと調べていると、「ユダヤ人の命 

を救ったリトアニアの日本国領事（代理） 

杉原千畝が発行した日本国通過ビザの目的地はキュラソー島になっていた。この 

逃亡のためのビザは、『キュラソー・ビザ』とも呼ばれる、と最近知った。」、と 

書いた。 
 

  それ以来、杉原千畝についてまとめてみたいと思いつつ延び延びになっていた。 

地元の山梨県甲斐市で開催された展示会を訪れ、永年の念願を叶えることができた。 

誘っていただいた山名さんに感謝している。 

 

■ 日本の外交 

   外交が主務の外務大臣だけでなく首相も頻繁に外国に出かけている。しかし、 

その成果が全く見えてこない。それどころか、トランプ大統領とあれほど仲良くし 

ているとされるのに TPPは反故
ほ ご

にされ、2国間経済交渉を迫られる始末だ。 

モリカケ問題はじめ国内での追及をそらすため、蜜 月
みつげつ

を“演出”していた、と 

  しか思えない。 
 

私の記憶に残る外交で目覚ましい成果は、田中角栄首相の日中国交正常化だ。 

この時もアメリカの後追いだったが、それまでに日中間では財界人はじめ親密な 

交流があった。 

このことを踏まえ、1972年田中首相を迎えた周恩来首相が「「喝水不忘掘井人」 

(水を飲むとき,井戸を掘った人を忘れてはならぬ）と述べた。 
 

 日中の関係改善や北朝鮮の拉致問題解決をアメリカや韓国首脳にお願いする 

しかないのは、井戸を掘る人がいない、日本外交の致命的な欠陥だ。 
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図 20 キュラソーから送った絵はがき 

【2016 年 6 月 24日消印】 
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