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はじめに 1

　2021年の年頭に、またひとつ歴史的な判決が出された。日本軍「慰安婦」
被害者と遺族ら12人が日本政府を相手に損害賠償を求めていた訴訟で、ソ
ウル中央地方法院（地方裁判所）は1月8日、日本政府に一人当り1億ウォン 

（約950万円）の賠償を命じる判決を下した1。日本政府が控訴しなかったた
めこの判決は確定した。
　判決文ではまず、裁判成立の可否を決定する「国家免除」2に関する国際
法理論について次のように論ずる。「国内裁判所が外国国家に対する訴訟
について裁判権を有しないという国際慣習法」にもとづく主権免除論は、
国家間の友好関係の維持等の理由により19世紀末まで広く支持されてきた。
ところが、「19世紀末から徐々に制限され、多数の国家は、私法的・商業
的行為等については、国家免除が適用されないという内容の国内法を制定
したり条約に加入したりしている」。とくに、「反人倫的・反人権的犯罪行
為に対する訴訟」の場合には、主権免除を認めてはならない、という学説
も提起されている。
　それゆえ主権免除論は、「恒久的で固定的な価値」ではなく、欧州条約、
国連条約、米国、日本などの法律でも「個人の権利を保護する方向」に向
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1 서울중앙지방법원34민사부판결／사건2016가합505092손해배상（기）。以下の引用はこの判
決文からのものである。

2 日本語では一般的に「主権免除」が使用されているので、以下、引用を除いて「主権免除」
とする。
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かっていること、「絶対規範（国際強行規範）3に違反し他国の個人に大きな
損害を与えた国家が、国家免除理論の背後に隠れ、賠償と補償を回避でき
る機会を与えるために形成されたものではない」こと、本件が「日本帝国
により計画的、組織的に広範囲に行われた反人道的犯罪行為であって国際
強行規範に違反するもの」であることなどから、本件には主権免除は適用
されない。
　その上で判決は、次のように判示した。日本の「慰安婦」制度の下での
原告らの強制動員、および「慰安所」での「常時的暴力、拷問、性暴行」
などの一連の行為は、「当時日本帝国の韓半島と韓国人に対する不法な植
民支配及び侵略戦争の遂行と直結した反人道的不法行為に該当」し、そう
した「不法行為により原告らが被った精神的苦痛を、金銭的にでも賠償す
る義務がある」。
　判決は補論として、1965年の日韓請求権協定による請求権消滅の有無、
および「2015年日本軍慰安婦被害者問題関連合意」による請求権消滅の有
無についても言及し、いずれも請求権は消滅していないとした。つまり前
者については、原告らの「損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含ま
れるとみなすことはできない」ので、「請求権協定により原告らの被告に
対する損害賠償請求権が消滅したということはできない」。2018年10月の
韓国強制動員被害者事件の大法院判決（以下、2018年大法院判決）を踏襲する
内容である。後者は「韓日両国間に「慰安婦」問題に関する国家対国家と
しての政治的合意があったことを宣言する」もので、「別途の委任や法令
の規定なしに個人の権利を国家が処分することはできない」、したがって 

3 「法規の適用が絶対的に強行され、個別当事者間でも逸脱を許されない規範」。国連国際法
委員会では、奴隷取引・海賊行為・ジェノサイドの禁止などすべての国家がその防止に努
めるべき規則が強行法規として例示されたが、それを同定する基準は明示されなかったと
いう（国際法学会編『国際関係法辞典 第2版』三省堂、2005年）。同辞典については、同
志社大学司法研究科の深谷格氏より御教示いただいた。
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「合意」により「原告らの損害賠償請求権が最終的、不可逆的解決をみた
と断定することはできない」、とした。
　今回の判決は、被害者への暴力が「反人道的不法行為」だったと認定し、
国家中心の国際法秩序や国家の権威よりも個人の権利を大きく重視するも
のだったと言える。日本軍「慰安婦」訴訟で代理人団長を務めてきた李
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弁護士の以下のコメントは判決の射程を的確に捉えている。日本軍「慰
安婦」問題は、「日韓だけの問題ではなく、アジア全域に関わる問題」で
あり、判決は「どんな国家も国家の暴力から自由ではない」ことを示すも
のである。「日本を攻撃しようというものではな」く、「国家暴力を量産す
る制度とシステムに対し問題を提起するものであって、人類がどうやって
責任を負うべきかという観点から、この問題に取り組んでいる点を知って
欲しい」4。
　この判決に対して日本の加藤勝信官房長官は、「国際法上の主権免除の
原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟
は却下されなければならない」、「慰安婦問題を含め、日韓間の財産、請求
権の問題は、1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済み」で、 

「2015年の日韓合意において、最終的かつ不可逆的な解決が日韓両国政府
の間でも確認されている」と反発した5。大方のメディアや論評でも、「国
家間の明確な合意を、内政事情で一方的にないがしろにすることは許され
ない」6、「「主権免除」認めぬ不当判決だ」7など、批判的な論調が目立った。

4 ジャーナリスト徐
ソ

台
テ

教
ギョ

氏の李相姫弁護士へのインタビュー「「日本への攻撃ではない」「ICJ
は恐れない」…慰安婦訴訟の代表弁護士が語る “日本政府賠償判決” の全て」（2021年1月14
日）（https://news.yahoo.co.jp/byline/seodaegyo/20210114-00217560/）（最終アクセス日：2021年
2月16日）。

5 『한겨레』2021年1月8日（『ハンギョレ日本語版』2021年1月9日（http://japan.hani.co.kr/arti/
international/38786.html）（最終アクセス日：2021年2月16日））。

6 『毎日新聞』2021年1月9日、朝刊、社説。
7 『讀賣新聞』2021年1月9日、朝刊、社説。
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　とくに日本政府の批判は、2018年大法院判決時のように、「国際法違反」
「解決済み」を繰り返すことに終止し、判決の内容をふまえて問題点と根
拠を示すものではなかった。紋切り型とも言える用語を反復したのは、対
話を拒否する問答無用の態度にもみえる。主権免除不適用を人権重視とい
う観点から説得的に述べた判決に、主権免除原則論を繰り返すだけでは反
論にならない。あるいは世界的な人権重視の潮流への対応不可能さの露呈
なのかもしれない。
　ここで日本軍「慰安婦」判決とそれに対する日本政府やメディアの対応
を取り上げたのは、判決の内容に可能性を見出し、既存の「日韓関係」の
枠組みを考え直したいからである。日本政府やメディアの言動から浮かび
上ってくるのは、判決が「日韓関係」に反するという論理だ。「慰安婦」
問題については、1965年の日韓請求権協定と「2015年日韓合意」がその「日
韓関係」の中心に位置づけられている。
　日韓請求権協定は、日韓間の財産・請求権問題が「完全かつ最終的に解
決された」ことが記された条約で、日韓の政治外交的努力の産物だった。
旧宗主国日本の経済協力によって旧植民地韓国の経済開発を推進し、資本
主義の優位性を示すという米国の東北アジア冷戦戦略に日韓両政府が呼応
したことによって築かれた法でもあった。他方で、植民地支配下の戦時動
員被害者らは国際関係と政治外交の主体となりえなかった。被害の真実も
究明されず、責任の追及、謝罪、賠償、歴史記憶の継承を内容とする「過
去の克服」もなされなかった。それゆえ韓国での政治的民主化後の90年代
初めに、被害者らは声をあげ、闘いを開始した。
　「2015年日韓合意」は、盧
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鉉政権下の2005年に日本軍「慰安婦」被害
者らが日本政府に損害賠償を請求したことに端を発する人権や尊厳にかか
わる問題が、日韓政府間の交渉によって外交的に合意されたものだった。
当時のオバマ政権による対中国および北朝鮮に対抗するための日韓安保体
制の強化をめざす政策がその背景にあった。つまり、被害者らとの十分な
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対話を基礎とし、被害者らの人権や尊厳を重視したものではなく、国際関
係や政治外交が優先された合意だったのである。被害者らが提訴したのは
そのためだった。
　今回の判決は、「慰安婦制度」下の戦時動員体制と「慰安所」での暴力
の歴史を叙述することから始め、それらの行為が「反人道的な犯罪」だと
認定し、その「精神的な苦痛」に対する損害賠償の支払いを命じている。
問われているのは、被害者の人権や尊厳を重視しない国際関係や政治外交
によって築かれた「日韓関係」なのである。判決を批判して韓国政府の責
任を問うばかりで被害者の人権は眼中にないかのような日本政府や大方の
メディアの反応に、そうした「日韓関係」が透けて見える。
　学問分野としての「国際関係」や「政治外交」からの「日韓関係」研究
においても、同様の傾向がみられる。日韓の対外政策や国交正常化交渉の
政治過程、日韓をとりまく国際関係などを主な内容とする「日韓関係」研
究では、植民地支配下の戦時動員被害者らの冷戦下における生活やアイデ
ンティティ、政治的民主化後に被害者が主体として取り組んだ運動と国家
との対抗関係など、後述する植民地主義の継続については、ほとんど関心
がはらわれなかった。
　本書で考えようとするのは、冷戦下において植民地支配と戦争の暴力を
覆い隠そうとした国際関係や政治外交をも批判の俎上にあげる「植民地主
義、冷戦から考える日韓関係」である。
　植民地主義と冷戦については、これまで多くの議論がなされてきた。中
野敏男によると、帝国主義・植民地主義は、「近代的な政治社会権力とし
て既存の社会関係を解体再編し、人々からそれまでの生活基盤を奪い取っ
て生活圏から駆り立てながら、他方では人々に「皇民」であることを要求し、
その自発性を促して、労働へ、開拓へ、戦場での挺身へと向かわせるとこ
ろの動員する暴力

0 0 0 0 0 0

として作動した」。さらに、そうした動員は「大量の人
間の移動を生み出し、家族や共同体を移動させ離散させながら、この地域
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の権力構造をつくりかえ、社会経済的・文化的な連関を再配置」していっ
た8。こうした植民地主義のシステムは、敗戦と解放後においても残り続
けた。
　さらにこの継続する植民地主義の上に、東西冷戦による覇権争いが重なっ
た。とりわけ韓国においてはアメリカの冷戦戦略の下で、日本の経済協力
による開発や産業化が推進された。こうした植民地主義と冷戦の中で「日
韓関係」が立ち上がり展開していったのである。
　ただし、植民地主義と冷戦は、固定的なものでもなく、あらかじめ決め
られているものでもない。植民地主義と冷戦についての上記の概略的な説
明は、これまでの研究の暫定的な整理であり、今後の研究課題を示すもの
でもある。それゆえ今後も植民地主義、冷戦とは何であるのかという問い
を発し続けることが必要で、本書もそうした問い直しの作業を進めようと
するものである。
　さしあたって本書では、1945年の「敗戦」「解放」前後から1970年代に
かけての、日本と朝鮮半島の人々の植民地支配・戦争の経験や記憶、人や
モノの行き来、地域・コミュニティの様相、思想的交流などについて検討
することになる。
　本書は、2016年度科学研究費助成事業の基盤研究（B）「日韓国交正常化
交渉および戦後日韓関係に関する基礎的研究」（課題番号：16H03481）の成
果の一部であるが、この科研についてもこの場を借りて紹介しておきたい。
2016年4月から4年間実施されたこの科研では、大きく二つの作業が行なわ
れた。

8 中野敏男「東アジアで「戦後」を問うこと―植民地主義の継続を把握する問題構成とは」
岩崎稔／大川正彦／中野敏男／李孝徳編『継続する植民地主義―ジェンダー／民族／人
権／階級』青弓社、2005年、17頁。
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　一つは、「日韓会談文書全面公開を求める会」（「求める会」）9の取り組みに
よって公開された日韓会談文書（1951年10月から1965年6月まで日本国と大韓民国

の間で行われた日韓国交正常化交渉の過程で作成された日本の公文書）の書誌情報
をデータベース化し、検索システムを構築する作業である。その作業は「日
韓会談文書等管理委員会」と共同で進められ、また多くのアルバイトの方々
の支援を得て行われ、2020年3月31日に検索システム「日韓会談文書　情
報公開アーカイブズ」を公開することができた（http://www.f8.wx301.smilestart.

ne.jp/nikkankaidanbunsyo/index.php）。この検索システムは、おもに日本の外務省
が2006年から14年までに公開した日韓会談文書1916ファイル（約6万ページ）

を、文書名、作成年月日、キーワードなどで検索できるようにしたもので
ある。今後も新しい文書が開示されれば追加していく予定である。
　もう一つの作業は、研究活動である。当初設定した研究の目的は以下の
二点だった。「（1）国家対国家の外交関係研究を越えて、植民地支配・戦争
の経験や記憶、人やモノの行き来、日韓条約締結後の交流などの日韓の諸
関係を植民地支配と冷戦の側面から明らかにすることにより、戦後日韓関
係史研究の基盤を構築するともに、豊かな戦後日韓関係史像を描き出す」、 

「（2）先行研究が戦後日韓関係史を日韓の関係史としてのみ叙述する傾向
が強かったのに対して、本研究では、日韓関係史を南北関係や日朝関係、
東アジア、世界史の中に位置づける」。こうした趣旨の下、京都（同志社大 

学）とソウル（おもに民族問題研究所）を往来しながら15回の研究会を開催し 

た。そして、その研究の成果が本書ということになる。
　本書は三部で構成されている。第一部は、日韓会談の前後に作成された
史資料や上記の日韓会談文書を用いた研究からなる。西村直登論文は、

9 「求める会」は2005年に発足し、2016年12月23日に解散した。現在、HP「日韓市民でつく
る日韓会談文書・全面公開を求める会」（http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/）は「日韓会
談文書等管理委員会」が管理している。
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1953年頃に日韓会談に向けて作成されたと推定される「日本震災時被殺者
名簿」に注目し、その内容と作成経緯について論じる。申

シン

載
ジェジュン

浚論文は、
日韓会談において日韓両国が相互に異なる立場から経済「協力」を志向し
ていたが、最終的には「日本の意図（請求権の解決）」が貫徹され、「韓国の
意図（貿易不均衡の改善）」が挫折した過程を描く。宮本正明論文は、筆者が
古書
しょ

肆
し

で入手した新資料や日韓会談文書などをもとに、財産請求権問題に
おける「解決」対象の「処理消滅」を定めた法律第144号の成立過程を明
らかにする。
　第二部には、冷戦下の地域と経済について論じた研究を収録した。板垣
竜太論文は、京都韓国学園の銀閣寺用地移転が頓挫した事件から、韓国学
園と韓国政府の思惑、銀閣寺周辺の地域社会が抱えていた問題、冷戦イデ
オロギーなど、複数の歴史的脈絡が交差した構造を考察する。成田千尋論
文は、沖縄の韓国人慰霊塔が1975年に建立されるまでの経緯を、沖縄と韓
国を規定した冷戦体制を軸に、復帰前後の沖縄の社会状況、慰霊塔建設に
関与した複数の組織や個人、北朝鮮政府の認識にも注意をはらいながら論
じる。福岡正章論文は、「敗戦」「解放」直後から1950年代にかけての日韓
の密貿易の実態をさぐり、貿易の形態や取引された商品について、植民地
期との連関、冷戦下での変容の有り様を検討する。
　第三部は、近代および植民地支配に対する知識人や市民の認識、省察に
ついて論じた論考を集めた。宋

ソン

炳
ビョングォン

巻 論文は、アメリカの対朝鮮政策文書
の作成過程に大きな影響を及ぼしたとされる、グライダンチェフ（Andrew J. 

Grajdanzev）の植民地朝鮮経済に関する著作『現代朝鮮（Modern Korea）』とそ
の書評を分析し、アメリカの戦後信託統治構想につながる植民地朝鮮認識
の原型を探る。洪

ホン

宗
ジョン

郁
ウク

論文は、1960年代初頭の日本に台頭した近代化論
に対抗する議論として、ナショナリズムやアジア主義に込められた民衆の
エネルギーに可能性を見出した竹内好と梶村秀樹の「民衆の発見」につい
て論じる。太田修論文は、1973年金大中拉致事件後に日本で起こった救援
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運動が、当初はナショナルな主権侵害論によって展開されたが、しだいに
日本社会変革論と植民地支配責任論による日韓連帯運動へと変容していっ
た様相を描く。
　韓国強制動員被害者の慰謝料請求を認めた2018年大法院判決、そして冒
頭で紹介した日本軍「慰安婦」判決をめぐる日韓の対立は、すぐには解消
されそうにない。「国際関係」「政治外交」を重視して性急に解決しようと
するのではなく、問題の根底にある植民地支配と冷戦の歴史をとらえ直し、
「過去の克服」に向けた努力を進めていくことが必要ではないかと思う。
本書があらたな日韓関係を構想するための助けになることを願ってやまな
い。

（謝辞）本書のもととなった研究会の半数がソウルの民族問題研究所の会議室で開催さ
れた。同研究所学芸室長の金

キム

丞
スン

垠
ウン

さんと、当時研究員だった趙
チョ

時
シヒョン

顕さんにはたいへんお
世話になった。本書を出すにあたって、執筆者の一人でもある西村直登さん（同志社大
学）には、「コリア研究叢書」3に続いて、編集の補佐をお願いした。また装填は、「コ
リア研究叢書」1～3に続いて、大本幸恵さんが引き受けてくださり、素敵なデザインを
提供してくださった。ここにあわせて感謝申し上げる。
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1 関東大震災朝鮮人犠牲者名簿の生成 11

はじめに

　2013年6月、駐日本国大韓民国大使館（以下、駐日韓国大使館）の移転作業
のなかで、1950年代に大韓民国（以下、韓国）政府が作成した「日帝強占期
被害者名簿」（以下、被害者名簿）67冊が書庫から発見された。そして同年11

月19日の報道によって、被害者名簿の存在が世に明らかとなった1。被害
者名簿とは、「日政時被徴用者名簿2」（以下、日政徴用名簿）、「3．1運動時被
殺者名簿3」（以下、3．1名簿）、「日本震災時被殺者名簿4」（以下、震災名簿）の

1 関東大震災朝鮮人犠牲者名簿の生成

西
にし

  村
むら

　直
なお

  登
と

1 『연합뉴스』2013年11月19日。
2 日政徴用名簿は2014年に国家記録院の HPで初めて公開された。以降、現在まで数回リ 
ニューアルされており、「倭政時被徴用者名簿」（1957～1958年）や「被徴用死亡者連名簿」
（1970年代）などとともに、現在は「강제동원자 명부」（強制動員者名簿）（https://theme.
archives.go.kr/next/victimSearch01/viewMain.do）において、各名簿で明らかになった強制動員
被害者の名前を統一的に検索することができる。しかし2020年12月現在、インターネット
上での原本の閲覧は個人情報保護上、不可となっている。また、「강제동원 명부 통합 데
이터베이스」（仮）が2023年までに構築される予定となっている（『韓国・国家記録院 報
道資料』2019年12月23日）。

3 3．1名簿は2014年3月1日に国家記録院の HPで公開され、現在まで数回リニューアルされ
ている。現在、「3．1운동 시 피살자 명부」（3．1運動時被殺者名簿）（https://theme.archives.go. 
kr/next/victimSearch02/viewMain.do）において、インターネット上で閲覧可能となっている。

4 震災名簿は2014年6月1日に情報公開請求によって原本の開示が可能となり、同年7月以降、
国家記録院 HP上でも「日本震災時被殺者名簿」として公開され、閲覧が可能となった。
その後、数回のリニューアルを経て、現在「관동대지진 피살자 명부」（関東大震災被殺者
名簿）（https://theme.archives.go.kr/next/victimSearch03/viewMain.do）において公開されている。
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各名簿綴を指す。駐日韓国大使館は、これらの名簿を外交部や国家報勲処、
国務総理所属対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援
委員会5（以下、強制動員委員会）等の確認を経て国家記録院に移管した。被
害者名簿は現在、国家記録院で保管・公開し、インターネットでも閲覧可
能となっている。
　被害者名簿のうち、3．1名簿と震災名簿は、それぞれの分野における初
めての名簿ということで注目を集め、特に震災名簿に関しては、関東大震
災90周年を迎えた2013年に発見されたこともあり、韓国社会において大き
な関心が寄せられた。

本稿では、国家記録院の分類における名称「日本震災時被殺者名簿」を「震災名簿」と略
して用いる。

5 強制動員委員会は、「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関す
る特別法」に基づいて、2010年3月22日に発足した。戦時期強制動員における被害の真相
を究明して歴史の真実を明らかにし、1965年に締結された「大韓民国と日本国間の財産及
び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」（日韓請求権協定）と関連して、
国家が韓国国外の強制動員の犠牲者とその遺族等に人道的レベルから慰労金等を支援する
ことによって、かれらのこれまでの苦痛を治癒し国民和合を図る目的で活動していた（「위
원장 인사말」『대일항쟁기강제동원피해조사 및 국외강제동원희생자등지원위원회』HP 
（http://www.jiwon.go.kr/）（最終アクセス日：2015年6月27日））。現在は、2015年12月に委
員会が解散したことにともなって、ホームページが閉鎖されている。関連ホームページと
して、「韓国政府行政安全部過去事関連業務支援団」HP（http://www.pasthistory.go.kr/）（最
終アクセス日：2020年10月15日）があり、同委員会の概要が掲載されている。

表1　被害者名簿の主な内容

日政徴用名簿 3．1名簿 震災名簿

作成時期 1953年頃 1953年頃 1953年頃

構成 65冊・18,322枚 1冊・217枚 1冊・109枚

掲載人数 228,724名 645名 289名

記載項目 姓名、生年月日、住所
など

姓名、年齢、住所、死
亡日時、死亡状況など

姓名、本籍、年齢、死
亡日時、死亡状況など

（出典）『韓国・国家記録院 報道資料』2013年11月19日、2014年2月28日、2015年1月19日。
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　これまで発掘・公開されている名簿6は、「どこで」「何人」虐殺されたの
かを調査したものがほとんどであり、例えば、大韓民国臨時政府機関紙『獨
立新聞』（1923年12月5日）の調査（6,644人7）や Koreans in the Korean Independent 

Movement（執筆者：張
チャン

建
ゴン

相
サン

）（1924年3月）の調査（23,059人）などが挙げられる。
　そして日本政府が震災当時におこなった数少ない調査のなかに、司法省
により作成された「震災後ニ於ケル刑事事犯及之ニ關聯スル事項調査書」
（1923年11月30日）8がある。この調査書には「第四章 鮮

マ マ

人ヲ殺傷シタル事犯」
という項目があり、「第三 被害人員表（大正12年11月30日現在）」で明らかに 

なった朝鮮人被害者は、東京36名、横浜2名、浦和94名、千葉74名、宇都
宮7名、前橋18名と記載されており、その合計は231名となっている。また
「第四 犯罪事実個別的調査表」には、それぞれ「庁名」〔警察管轄地域名〕「日
時」「場所」「犯人氏名」「被害者氏名」「罪名」「犯罪事実」が記載されて
いる。ところが、「被害者氏名」に書かれた名前のうち、ほとんどが「鮮

マ マ

人
〇名」「氏名不詳」となっており、実際に名前が書かれているのは28名と 

なっている。そのうち「殺人未遂」「傷害」などの事例を除くと、殺害され

6 これまでの犠牲者調査については、次の文献を参照（姜徳相・琴秉洞編『現代史資料（6） 
関東大震災と朝鮮人』みすず書房、1963年、326～488頁；姜徳相『新版 関東大震災・虐
殺の記憶』青丘文化社、2003年、225～238頁；山田昭次『関東大震災時の朝鮮人虐殺―
その国家責任と民衆責任』創史社、2003年、163～211頁）。

7 『獨立新聞』では合計数を「6,661名」と記載しているが、計算しなおすと「6,644名」であっ
たため、訂正した（山田昭次、前掲書、2003年、171頁）。

8 司法省刑事局「震災後ニ於ケル刑事事犯及之ニ關聯スル事項調査書」（1923年11月30日現 
在）（『山岡萬之助関係文書』学習院大学法学部・経済学部図書センター／法務図書館所蔵、
I-108）。また、アジア歴史資料センター（https://www.jacar.go.jp/）においても、防衛省防衛
研究所所蔵の同文書が公開されているが、「犯人氏名」に該当する日本人の名前については、
黒塗りの状態で公開されている（『大正十二年公文備考 変災災害附属 巻十二』（防衛省防
衛研究所所蔵）（JACAR（アジア歴史資料センター）、Ref.C08051013700～ C08051014000））。
また姜

カン

徳
トク

相
サン

・琴
クム

秉
ビョン

洞
ドン

が編纂した資料集『現代史資料（6） 関東大震災と朝鮮人』には、
1923年11月15日現在の調査が掲載されており、朝鮮人被害者の数を233名としている。し
たがって、本稿では、学習院大学法学部・経済学部図書センター／法務図書館所蔵のもの
を参照した。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係14

た人数で名前が明らかになっているのは19名にすぎない。このような司法
省調査は、当時日本政府が徹底的に隠ぺいして生まれたものであり、「被害
鮮
マ マ

人ノ数ハ巷間傳フル所甚タ大ナルモノアリト雖不法ニ殺傷セラレタルモ
ノニシテ明確ニ認メ得ヘキモノハ別表ニ示スカ如ク其ノ數三百ヲ超エス9」
と自ら記載しているように、被害の実態には程遠いものであった。
　このように、これらの調査には、虐殺された場所と犠牲者の数が中心に
記載されており、朝鮮人の名前などの具体的な情報は分からないものが多
い10。ところが、韓国政府が作成した震災名簿には、「姓名」「本籍」「年齢」
「死亡日時」「死亡状況」などが記載されており、誰が犠牲となったのか
を確認できるという点で重要なものだといえる。そして韓国政府が初めて
調査したという点においても注目すべきであろう。
　震災名簿は2014年に公開されて以降、新聞報道のみならず、研究者のあ
いだでも注目されてきた11。それらの調査・研究、そして社会が着目して
いるのは「虐殺された朝鮮人の数はどれくらいなのか」ということである。

9 前掲「震災後ニ於ケル刑事事犯及之ニ關聯スル事項調査書」。
10 2013年に震災名簿が発見される以前から、虐殺された朝鮮人の名前を明らかにしようとい
う調査活動が続いている。長年、関東大震災朝鮮人虐殺に関する調査と活動をおこなって
きた西崎雅夫によれば、現存している史料からフルネームで確認できる朝鮮人犠牲者の数
は71～87人だという（西崎雅夫氏作成「犠牲者氏名判明リスト最新版」（2012年2月23日現
在））。虐殺された朝鮮人が6,000人以上といわれている中で、震災から100年近く経過して
いる現在、犠牲者の名前を確定させる作業はきわめて難しいといわざるをえない。このよ
うな貴重な調査資料を提供していただいた西崎雅夫氏に深く感謝申し上げる。

11 例えば、韓国・東北亞歴史財団主催で開催された国際学術会議『청암대학교 개교 60주년 
기념 재일코리안연구소 국제학술대회：관동대지진과 조선인 문제 연구』（於：東北亞歴史
財団11階 中会議室、2014年8月29日）において、震災名簿に関して、金度亨（独立記念館
韓国独立運動史研究所専任研究員）の報告「관동대지진 희생자 명부의 내용 검토와 역사
적 성격」、それに対して、鄭

チョン

惠
ヘギョン

瓊（当時：強制動員委員会調査第1課長、現在：日帝強制
動員・平和研究会代表研究委員）の討論・コメント「‘관동대지진 희생자 명부의 내용 검토
와 역사적 성격’에 대하여」がおこなわれ、活発な議論がおこなわれた。また、強制動員
委員会による2014年11月末時点の調査報告が学術誌に紹介されたこともある（우영송「〈자
료소개〉한국정부 생산 일본진재시피살자명부〔日本震災時被殺者名簿〕」『한일민족문제
연구』27号、2014年12月）。
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2015年1月に公表された強制動員委員会の中間調査報告によると、名簿に
記載された289名中18名と、現地調査による3名（名簿未掲載）の合計21名が
関東大震災における「被殺者」であることが明らかにされた12。そして同
年12月には、強制動員委員会の第1次調査報告が公表され、震災名簿28名、 

3．1名簿2名、名簿未掲載10名の合計40名が関東大震災の「被害者」だとし、
韓国政府が公式的に身元を確認したという13。ただ、2015年12月末の強制
動員委員会の解散にともなって、韓国政府機関による調査はいったん終了
せざるをえなかった14。
　学術論文においては、金

キム

度
ドヒョン

亨が震災名簿と3．1名簿を比較検討しながら、
それぞれに震災による犠牲者が含まれていることを明らかにした。そして、
各名簿に記載された犠牲者のうち、震災名簿204名、3．1名簿22名、合計
226名がそれぞれの名簿上で確認できるとした15。また李

イ

眞
ジ

姫
ニ

は、埼玉で
虐殺された姜

カン

大
デ

興
フン

に対する日朝にまたがる記憶を、かれの名前が記載され
た3．1名簿の分析を通して明らかにした16。

12 『연합뉴스』2015年1月18日。これに関する報道資料ならびに調査報告書は管見の限り、公
表していないようである。なお、「日政徴用名簿」の調査報告に関する報道資料については、
公開されている（『韓国・国家記録院 報道資料』2015年1月19日）。

13 『연합뉴스』2015年12月16日。これに関する報道資料ならびに調査報告書は管見の限り、
公表していないようである。なお、韓国・聯合ニュース HPには「연합뉴스 TV」の映像
も公開されており、そこには強制動員委員会が作成した「일본진재시피살자명부 조사・분
석 제1차 결과보고」が紹介されている（https://www.yna.co.kr/view/AKR20151216030700004）
（最終アクセス日：2020年11月1日）。

14 2020年12月10日に、韓国で第二期となる「真実・和解のための過去事整理委員会」の活動
が始まった。2020年6月に改正された「真実・和解のための過去事整理基本法」に基づく
もので、震災名簿の調査をはじめとした強制動員委員会の調査・活動がどれだけ引き継が
れるのかについても注目される。

15 김도형「관동대지진 한국인 피살자 명부 자료의 분석」『北岳史論』12輯、2020年7月。
16 이진희「간토대학살의 기억과 냉전・식민주의의 망령」도시환ほか『한일협정 50년사의 
재조명Ⅴ -한일협정 50년의 성찰과 평화공동체의 모색-』역사공간、2016年。この調査に 
よって、現在、さいたま市見沼区染谷の常泉寺の墓地に墓が建立された姜大興の遺族の消
息が韓国で確認された（『東京新聞』2015年9月5日）。
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　このような調査・研究活動は、真相究明のみならず、虐殺の責任追及や
被害者・遺族に対する補償などのためにも必要不可欠なものであるといえ
る。しかし一方で、これまでの調査活動ではあまり重要視されなかった「震
災名簿がどのようにつくられたのか」については、検討する余地が残され
ているのではないかと考える。また震災名簿に記載された朝鮮人が「虐殺
されたか否か」で、名簿の史料価値を判断することよりも、震災名簿その
ものの歴史的な意味をいま一度考えるべきではないだろうか17。
　そこで本稿では、2014年に公開された被害者名簿18のうち、主に震災名
簿を取り上げて、①植民地期から解放後の朝鮮社会における虐殺の記憶を
たどり、②震災名簿の誕生とその内容、③その後の震災名簿をめぐる日韓
関係について分析をおこなう。このような作業を通じて、これまで十分に
検討されてこなかった震災名簿がつくられていく過程に注目し、その歴史
的意味についても考えてみたい。

1．朝鮮社会における虐殺の記憶

（1）植民地支配下における記憶の場
　震災から戦後／解放後、そして現在に至るまで、日本や朝鮮半島におい
て関東大震災朝鮮人虐殺事件に対する追悼・慰霊活動がおこなわれてきた。
山田昭次や田中正敬の整理によると、朝鮮人による関東大震災朝鮮人虐殺

17 ウ ヨンソンは、震災名簿の史料紹介・調査・分析をするにあたって、「検証がおこなわれ
ていない名簿は史料ではない。紙くずと同様である」と述べている（우영송、前掲論文、
2014年、248頁）。たとえ震災名簿に「虐殺」された朝鮮人の名前を確認できなかったとし
ても、あるいは「虚偽」の事実が含まれているとしても、震災名簿にはあらゆる歴史が含
まれている可能性があり、それを排除するような「検証」作業であってはならない。

18 被害者名簿のうち、強制動員被害者名簿「倭政時被徴用者名簿」の作成過程に対する考察
については、한혜인「한일청구권협정 체결 전후 강제동원 피해의 범위와 보상논리 변화」 
（『사학연구』113号、2014年3月）を参照。
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事件の追悼・慰霊活動は、戦前では1937年を最後に、史料上は見られなく
なるという19。
　では、植民地期の朝鮮社会ではどうだったのだろうか。前述の山田昭次
や田中正敬でも少し言及はあるが、いままで着目されてこなかったものも
含めて、いくつか事例を取り上げて見てみよう。
　例えば、『朝鮮日報』では震災1周年の1924年9月頃に朝鮮各地（慶

キョンサン

尚南
ナム

道
ド

・晋
チン

州
ジュ

、慶
キョンサン

尚北
プッド

道・金
キム

泉
チョン

、全
チョルラ

羅北
プッド

道・淳
スン

昌
チャン

）で開催された追悼式を紹介して
いる20。そのほかの地域でも、咸

ハムギョン

鏡南
ナム

道
ド

北
プッチョン

青郡では旧暦の9月1日に合わ
せた1924年8月3日に追悼式が開催され、7～800名が参加した21。仁

イン

川
チョン

で
も同年9月1日、仁川労働総同盟会の主催で「震災残滓同胞追悼会」が仁川
公会堂で開催された。北青の追悼式と同じく800名ほどが参加したなかで、
仁川では「追悼歌」が読まれ、時代日報仁川支局や佛教振興会、朝鮮女性
同友会などの各団体からの「追悼文」の朗読、さらに「追想談」なども語
られた22。多くの朝鮮人が虐殺の記憶を重く受け止め、受け継いでいこう
としている様子が見られる。
　とはいえ、追悼式の開催をめぐっては、咸

ハムギョン

鏡北
プッド

道・清
チョン

津
ジン

では参加者の
朝鮮人2名が検挙されたり23、全羅北道・群

クン

山
サン

では追悼文が没収されたり
することもあった24。このように、治安当局の監視下で追悼式が開催され

19 詳細は、山田昭次『関東大震災時の朝鮮人虐殺とその後―虐殺の国家責任と民衆責任』
創史社、2011年；田中正敬「関東大震災時の朝鮮人虐殺とその犠牲者をめぐって」専修大
学人文科学研究所編『移動と定住の文化誌―人はなぜ移動するのか』彩流社、2011年を
参照。朝鮮人留学生による追悼活動については、裵姈美「関東大震災時の朝鮮人留学生の
動向」関東大震災90周年記念行事実行委員会編『関東大震災　記憶の継承―歴史・地 
域・運動から現在を問う』日本経済評論社、2014年を参照。

20 『朝鮮日報』1924年9月5日。
21 『朝鮮日報』1924年8月7日。
22 『毎日申報』1924年8月14日、1924年9月3日。
23 『時代日報』1924年9月8日。
24 『朝鮮日報』1924年9月6日。
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25 『東亞日報』1926年8月9日。田中正敬は、植民地朝鮮における追悼式が早い段階で新聞な
どに掲載されなくなったことについて、「推測」と断った上で、朝鮮社会に追悼碑がなかっ
たためであり、追悼碑の存在が追悼式にとって重要だったからではないかと指摘している
（田中正敬、前掲論文、2011年、108～109頁）。

26 例えば、『朝鮮日報』1931年9月2日；『東亞日報』1934年9月5日；『朝鮮中央日報』1935年9
月8日など。

27 拙稿「関東大震災下における朝鮮人の帰還」『社会科学』47巻1号、2017年5月を参照。

（出典）『朝鮮日報』1923年11月28日。
於：全羅北道淳昌郡淳昌邑・小作人相助会館前

図1　植民地朝鮮における追悼式

（出典）『時代日報』1924年9月15日。
於：ソウル慶雲洞・天道教中央大教堂

ていたことを垣間見ることができる。
　また北青では、在日本東京青

チョンウ

友懇談会の有志が震災追悼碑を建立しよう
という動きもあった25。しかしながら、おそらく追悼碑は建立されなかっ
たのではないかと推測される。
　こうして植民地朝鮮においても、追悼活動がおこなわれていたが、朝鮮
人を対象とした追悼式は1928年以降、史料上確認することができない。お
そらく、治安当局の妨害や弾圧などによって、公の場での活動が難しくなっ
ていったのではないかと考えられる。ただ、東京などで開催されていた朝
鮮人による追悼式の様子は、朝鮮語新聞でも報道されていた26。
　また震災後、被災地で生き延びた朝鮮人や関東地方以外に在住していた
朝鮮人の多くが朝鮮への帰還を余儀なくされた場合があった27。新聞報道
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のみならず、かれらがもたらした情報が朝鮮社会での記憶を形成するのに
重要な役割を果たしたと考えられる。
　植民地支配下にあった朝鮮では、公の場で虐殺の記憶を想起させること
は難しくなっていった。とはいえ、公の場で想起できなくても、家族や親
族などとのあいだで細々と記憶が受け継がれていったことも考えられるだ
ろう。朝鮮社会で虐殺の記憶がふたたび想起されるには、震災から22年後、
日本の植民地支配からの解放を待たなければならなかった。

（2）解放空間における「歴史」の想起
　1945年8月15日以降、日本の植民地支配から解放された朝鮮では、多く
の朝鮮人たちが街頭に出て、解放の歓喜を叫んでいた。例えばソウルでは、
「国民服やモンペをやめて白衣をきた多くの朝鮮人が、町に出てゆうゆう
と歩いて」おり、「いたるところに朝鮮独立を明示する太極旗がひるがえり、
トラック・自動車・電車には民衆が鈴なりに乗って太極旗をかざし」て、 

「独立万歳、解放万歳」を叫んでいたという28。それはまさに「長い間の
鬱水が堤を決して激発する大洪水」のようだった29。
　そうしたなかで、新しい国づくりのために過去の歴史を整理する作業が
開始された。日本の植民地支配下に置かれた朝鮮民族がさまざまな苦難を
味わい、そして民族解放のためにどのような闘いがあったのかを、多くの
朝鮮人が語り始めたのである。
　それらを整理した外村大によると、解放直後の朝鮮で出版された歴史書
のなかに関東大震災朝鮮人虐殺を記述しているものが見られるという30。

28 森田芳夫『朝鮮終戦の記録―米ソ両軍の進駐と日本人の引揚―』巌南堂書店、1964年、
75～77頁。

29 中保與作『新朝鮮の政治情勢』協同出版社、1946年、15頁。
30 外村大「日本史・朝鮮史研究と在日朝鮮人史―国史からの排除をめぐって」宮嶋博史・
金容徳編『近代交流史と相互認識Ⅲ 1945年を前後して』慶応義塾大学出版会、2006年、
259～270頁。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係20

例えば、1945年12月に出版された金
キム

鐘
ジョン

範
ボム

・金
キム

東
ドン

雲
ウン

『解放前後の朝鮮眞相』
を見てみると、「驚くべき朝鮮同胞大虐殺事件」の項目において、①間

カン

島
ド

朝鮮人虐殺（約3,500名）、②シベリア出兵における朝鮮人虐殺（約3,000名）、
③3．1独立運動（約7,000名）とともに、④関東大震災朝鮮人虐殺（約5,500名）

が挙げられている31。また1946年2月に出版された崔
チェ

南
ナム

善
ソン

『朝鮮獨立運動小
史』では、「上 併合過程」、「中 三一運動」、「下 臨時政府」という構成で植

図2　鄭芝溶 
「東京大震災餘話」
（出典）『國際新聞』

1948年9月1日。

民地期の歴史が描かれており、関東大震災朝鮮人虐
殺については、新潟県中津川朝鮮人虐殺（1922年）と
ともに、「下 臨時政府」のなかで取り上げられている。
そこでは、自警団によって銃剣・竹槍で朝鮮人を殺
し、女性を「裸辱」し、子どもを「爛

マ マ

搗」したことを
述べた上で、「中世ヨーロッパのユダヤ人虐殺より
もひどい蛮行であり、実に日本人の残忍な本性を赤
裸々に表現するものであった」と述べられている32。
　また関東大震災当時、京都の同志社大学に在学し
ていた鄭

チョン

芝
ジ

溶
ヨン

も、解放後に震災の記憶について書
いている。『國際新聞』に掲載された「東京大震災
餘話 上・下33」には、流言蜚語の内容や虐殺の状況

31 金鍾範・金東雲『解放前後의 朝鮮眞相』（第1輯 總督政治의 罪惡暴露）朝鮮政經研究社、
1945年、94～95頁。括弧内の数字はこの書籍に書かれた犠牲者数である。

32 崔南善『朝鮮獨立運動小史』東明社、1946年、51頁。なお、外村大の前掲論文では、書籍
名を『朝鮮独立運動史』としているが、筆者が確認した韓国・国立中央図書館所蔵本（初
版）には、『朝鮮獨立運動小史』と記載されているため、本稿では後者の表記にしたがっ
て用いた。

33 『國際新聞』1948年9月1日；『國際新聞』1948年9月2日。「東京大震災餘話」は、翌1949年1
月にソウルで出版された鄭芝溶『散文』（同志社、1949年）に初めて収録された。その後、
鄭芝溶の多くの作品については長いあいだ韓国社会で「発禁」処分を受けていたが、1988
年にかれの作品に対する規制が解除された。「東京大震災餘話」をはじめとした多くの散
文は、김학동編『鄭芝溶全集 2 散文』（民音社、1988年）にあらためて収録された。
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を描いている。そして鄭芝溶は、「日本人がどれだけ無実の僑胞を虐殺し
たとしても、われわれは仇を恩で返すべきだ」と主張し、震災当時に日本
人朝鮮人を問わずに救済活動を展開した李

イ

商
サン

在
ジェ

や尹
ユン

致
チ

昊
ホ

などの行動を記憶
しなければならないと述べている34。その一方で、当時相愛会で活動をお
こなっていた朴

パク

春
チュン

琴
グム

を批判していた35。そして「餘話」として、1926年に
発生した三重県木本町における朝鮮人虐殺事件についても言及している36。

（3）脱植民地化と冷戦の交錯
　そして、朝鮮人の訴えは書物だけにとどまらなかった。
　日本社会では戦後まもなく、在日朝鮮人を中心に追悼式が各地で開催さ
れた37。それらの追悼式を主導していた代表的な団体のひとつが、当時在
日朝鮮人運動の中心を担っていた在日本朝鮮人聯盟（以下、朝聯）である。
1946年9月1日、朝聯は日本共産党などとともに、「関東大震災虐殺犠牲者
追悼大会」を開催した。第一会場を宮城前広場、第二会場を神田共立講堂
として開催し、約5,000人が参加した。大会では、朝聯の南

ナム

浩
ホ

栄
ヨン

が司会を
務め、布施辰治や野坂参三、中野重治などの日本人が登壇したほか、日本
共産党でも活動していた金

キム

天
チョ

海
ネ

や朝聯中央総本部委員長の尹
ユン

槿
グン

が「当時の
虐殺の真状を仔細に暴露」し、徳田球一が「両国人民の団結を強調」して

34 『國際新聞』1948年9月1日。なお、植民地朝鮮における救済活動については、김강산「관
동대학살에 대한 조선인들의 인식과 대응 -사건 이후 조선에서 결성된 단체를 중심으로-」 
『사림』60号、2017年6月；拙稿「関東大震災に対する朝鮮社会の反応」『コリア研究』10
号、2020年3月；성주현「관동대지진과 의연금 모금」同『관동대지진과 식민지 조선』선인、
2020年を参照。

35 『國際新聞』1948年9月2日。
36 『國際新聞』1948年9月2日。鄭芝溶と三重県木本町朝鮮人虐殺事件に関する考察については、
정종현「관동대지진의 ‘추억’」『제국의 기억과 전유 -1940년대 한국문학의 연속과 비연속』
어문학사、2012年、347～351頁を参照。

37 戦後日本社会において、日本人が本格的に追悼・調査活動を開始したのは、震災から40年
が経過した1963年以降のことだった（山田昭次、前掲書、2011年、242～245頁）。
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閉会した38。
　また朝聯は1945年10月の結成後から、ソウルに委員を派遣し、朝鮮との
往来を活発にしていた39。1946年1月末から開催された朝聯の第4回中央委
員会において、朝鮮に出張所を設置することを可決、のちに朝聯ソウル委
員会と改称されることになる40。そして1946年9月2日、朝鮮においても、
朝聯ソウル委員会と反日運動者救援会41は共催で「東京震災被虐殺同胞追
悼式」（新聞によっては「日本関東大震災虐殺同胞追悼会」などの名称が用いられてい
る）をソウル・鍾

チョン

路
ノ

の基督教青年会館で開催した42。その様子については、
朝鮮各紙がいっせいに報道している43。

38 解放後の在日朝鮮人による追悼活動については、山田昭次、前掲書、2011年、246～247頁；
鄭栄桓「解放直後の在日朝鮮人運動と「関東大虐殺」問題―震災追悼行事の検討を中心 
に」関東大震災90周年記念行事実行委員会、前掲書、2014年；鄭永寿「解放後在日朝鮮人
運動における「関東大虐殺事件」の真相究明・責任追及（1945-49年）」『在日朝鮮人史研究』
47号、2017年10月を参照。また、1946年10月19日に開催された朝聯第8回中央委員会の『第
八回中央委員会議事録』に収録されている「総務部経過報告」には、当時の追悼式の様子
が記録されている（朴慶植編『朝鮮問題資料叢書』9巻、アジア問題研究所、1983年、109
～110頁）。

39 在日本朝鮮人聯盟（委員長：尹槿、副委員長：金正洪）の結成大会（1945年10月15～16日）
において、ソウルに本国派遣団を派遣することを決定している。派遣団の目的は、解放直
後の祖国の状況把握、朝聯とのつながりの確立、在日朝鮮人運動の紹介、在日同胞の帰国
と生活の便宜のためだったといわれている（呉圭祥『ドキュメント 在日本朝鮮人連盟 
1945-1949』岩波書店、2009年、72～73頁）。

40 鄭永寿、前掲論文、2017年、137頁。
41 1945年10月5日に結成された朝鮮革命者救援会が前身。1946年1月に反日運動者救援会に改
称。1947年2月の組織改編によって、委員長には成

ソン

周
ジュ

寔
シク

、副委員長には南
ナム

景
ギョン

薰
フン

が任命され
た。組織綱領は、①朝鮮革命完成のために経済的・政治的救援活動の完全を期すること、
②革命運動者・革命運動犠牲者および家族に対する救援を期すること、③国際革命運動救
護事業の完全提携を期することだった（윤시원「반일운동자구원회（反日運動者救援會）」
『한국민족문화대백과사전』（http://encykorea.aks.ac.kr/）。

42 鄭栄桓、前掲論文、2014年、116～117頁、121～122頁；鄭永寿、前掲論文、2017年、140
～141頁。以下、ソウルにおける活動については、鄭

チョン

栄
ヨンファン

桓、鄭
チョン

永
ヨン

寿
ス

の各論文で明らかと
なった事実関係をもとに、新たに資料を加えて分析をおこなった。

43 『漢城日報』1946年9月1日；『現代日報』1946年9月1日、1946年9月2日、1946年9月3日；『朝
鮮日報』1946年9月3日；『東亞日報』1946年9月3日；『自由新聞』1946年9月3日；『獨立新報』
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　司会は朝聯ソウル委員会の裵
ペ

哲
チョル

が務め、愛国歌合唱と黙とうを捧げた
上で、民主主義民族戦線（以下、民戦）議長の許

ホ

憲
ホン

が「24年前、数万のわが
同胞たちを虐殺した白色テロが解放された日。南朝鮮には、同じような反
動白色テロが横行し、民主陣営を破壊しようとしています44」、「想い起こ
そう！24年前の9月1日、日帝の凶暴な虐殺に倒れた同胞たちを想い、日帝
の残滓徹底駆逐を誓おう45」（代読）という開会辞を寄せた。そして反日運
動者救援会の洪

ホン

鶴
ハク

植
シク

が追悼文を、民戦議長団の張建相・劉
リュ

英
ヨンジュン

俊が追悼辞 

を、また朝聯の金
キム

正
ジョン

洪
ホン
46が「被虐殺真相略史」を朗読したという47。

　「被虐殺真相略史」がどのような内容だったのかについてはよく分から
ないが、金正洪は「関東大震災記念日に」という談話を『現代日報』に寄

（出典）『自由新聞』1946年9月3日。

図3　解放後朝鮮における追悼式

（出典）『朝鮮日報』1946年9月3日。

1946年9月3日；『水産經濟新聞』1946年9月3日；『釡山新聞』1946年9月3日；『大東新聞』
1946年9月3日；『서울신문』1946年9月4日など。

44 『現代日報』1923年9月3日。
45 『自由新聞』1946年9月3日。
46 金正洪は朝聯の副委員長を務めるなど、組織のなかで重要な役割を担っており、堅実で信
頼できる活動家であり、朝聯を実質的掌握していたほどの人物であったという（呉圭祥、
前掲書、2009年、16～18頁）。また、1947年10月に開催された朝聯第4回全体大会での報告
によれば、金正洪は民戦事務次長の職に就いたという（鄭栄桓、前掲論文、2014年、121頁）。

47 『朝鮮日報』1946年9月3日；『東亞日報』1946年9月3日；『自由新聞』1946年9月3日；『現代
日報』1923年9月3日。
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せている。その一部を紹介しておこう48。

24年前の9月1日から数ヶ月間は、われら同胞数万名あまりが〔中略〕

残虐な政府の内務大臣水野錬太郎の指揮の下、白色暴徒によって竹槍
や棍棒、小刀で虐殺された日である。これまでにない大量虐殺につい
て、われわれはその真相を調査することもできず、その憤怒を雪辱す
ることもできず、その痛みを訴える自由もなかった。この日を記念す
る自由さえもなかったのだ。われわれはただ、この抑えられた侮辱と
憤怒をひたすら胸中に抱き、臥薪嘗胆に20年あまりという時日を経過
してきたのだ。〔後略〕

この文章からは、震災後から解放に至るまで、虐殺の真相を調査し訴える
ことすらできなかった悔しさや怒りの感情を読み取ることができる。
　そのような在日同胞の悲痛の訴えに対して、朝鮮社会ではどのように受
け止めたのだろうか。例えば、朝聯と反日運動者救援会が加盟していた民
戦は、この追悼式を受けて、次のような談話を発表した49。

東京震災時のわが同胞の虐殺は、震災による破壊混乱の責任を朝鮮同
胞へ転嫁させ、難局を打開しようとする凶悪な日本人官憲の計画であ
り、日本人と朝鮮人

サラム

の離間策として、革命的連帯を分裂させようと
いう謀略であった。
われわれは震災と虐殺により犠牲となった同胞の英霊に謹んで黙想を
捧げると同時に、日本帝国主義に対する憎悪感を切実に感じる。いま
だ日帝の残滓により、人民が塗炭のなかで呻吟し、自主独立の妨害と

48 『現代日報』1946年9月2日。
49 『自由新聞』1946年9月3日。
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なっている現実に照らし、徹底的にこれを粛清することは、民族的任
務であると信じるものである。

民戦の談話は、在日朝鮮人たちの訴えを受け止めて、「日帝の残滓」の「粛
清」を徹底的に進めることが「民族的任務」だと認識している点が特徴的
だといえる。
　そして一部の新聞では、実際に被災し虐殺光景を目撃した人の体験談を
掲載しているものもある。例えば、震災当時に東京商科大学（現在の一橋大
学）予科に在学していた白

ペク

南
ナムン

雲は、「東京震災回顧」と題した体験談を語っ
ている50。また当時、在日本東京朝鮮 YMCAの幹事を務め、震災後には「在
日本関東地方罹災朝鮮同胞慰問班」で犠牲者調査活動もおこなった崔

チェ

承
スン

萬
マン

は、「毎年記念式をおこない、はやく記念塔を建てなければならない」と
述べていた51。
　一方で、解放直後の朝鮮各紙において、震災に関する社説を掲載した新
聞は『自由新聞』のみだった。その社説「日本東京震災の回顧」を紹介し
ておこう52。

いまから24年前の1923年9月1日は、日本・東京に■〔判読不能〕無な
大地震が発生した日である。この日の天変にあたって、それよりも数
倍の残忍な日本人による虐殺がわれわれ同胞の数万の生命を奪った日
である。かれらのこの恐ろしい罪悪を犯したことには、その背後にお
いて、この機会に近づく自国内の政治的混乱と不安な民心がもたらそ

50 『서울신문』1946年9月1日。
51 『漢城日報』1946年9月1日。植民地期、解放後、そして現在に至るまで、朝鮮半島におい
て関東大震災朝鮮人虐殺を慰霊する碑を建立しようという動きはあるものの、実際に建立
されたことは確認されていない。

52 『自由新聞』1946年9月3日、社説。
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うとする反政府的暴動と反抗の鋭鋒を、朝鮮人
サラム

に向かっていこうと
する陰謀がある〔中略〕かれら愚民の残忍をとがみ、よりむしろ、か
れらを操縦し、かれらの蛮行を指導した当時の政治家について、切歯
腐心せずにはいられないだろう。〔後略〕

上記の社説では、関東大震災朝鮮人虐殺を日本のみの特殊な状況だとみな
さずに、「いつも政治的危機において、自らに有利な秩序を維持するため 

に」起きたものとして、このような支配者の「陰謀」が「日本人が当時最
初に創案した残忍な手法ではなく、歴史上、その類例をいくらでも見るこ
とができる悪徳政治家の常用手段」であると糾弾している53。さらに、「卑
劣で残忍な政治的手段の謀

マ マ

陷〔陰謀〕と謀略の戦術が、いま建国期朝鮮に
おいて、血が血を洗う方法でおこなわれている事実」を非難している54。
そして、「大衆が権力にしたがえば、目をつぶる罪名を背負い、あるいは

令
ママ

 吾
ママ
で、あるいは避難所で、その怨恨を抱くようになることがあれば、

これは人類の幸福のために、ひとつの根深い罪悪を朝鮮政治家の手でつく
ること」になるだろうと、『自由新聞』は社説で警告している55。
　つまり、関東大震災朝鮮人虐殺を民族的な受難史として記憶するだけで
とどめず、日本と朝鮮のみならず、人類の普遍的な出来事として、国家権
力を批判しようとしているのではないかと考えられる。
　そして1947年9月は、日本では追悼式が開催されたものの56、朝鮮では
追悼式が開催されたかどうかについては、史料上確認することができない。
ただ、朝聯ソウル委員会が同年9月1日に「震災記念日」として談話を発表

53 同上。
54 同上。
55 同上。
56 鄭栄桓、前掲論文、2014年、116～117頁、122～124頁；鄭永寿、前掲論文、2017年、143
～145頁、148～149頁。
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し、「一、関東震災虐殺事件の真相の発表と日本政府に謝罪を要求する。 

一、日本警察の在日同胞の弾圧干渉を絶対反対する。一、在日同胞財産の
一切を自由に搬出できるよう主張する。」の3点を日本政府に要求してい 

た57。また、新聞によっては、9月1日を前に「関東大震災に虐殺された同
胞の惨状を想い起こそう！」と紙面で呼びかけているものもある58。
　翌1948年9月は、南北分断が現実となり、朝鮮半島の政治状況は日に日
に緊張感が高まっていった。そのような状況下において、民戦が以下の談
話を同年8月31日に発表している59。

今日われわれは、当時無残に虐殺された数多くのわが同胞たちの怨恨
を想起し、わが民族に対する日帝の悪徳な支配に対して、憤怒をあら
たにせざるをえない。
日帝期が敗亡した後も、わが民族の不俱戴天の元帥、親日反逆分子た
ちの新主人を迎えて、単政〔南朝鮮単独政府〕を組織し、祖国の臨時分
割〔南北分断〕を固定化し、あらたな隷属下の大蛇にしておこうと、売
国的な策動を敢行している。これはわが民族に対する最大の侮辱であ
り、この侮辱を退け、外帝〔外国帝国主義〕の再侵略を止め、祖国の危
機を救うことは、ただ祖国の統一と自由独立を勝ち取ることにある。
われら朝鮮人民は、全国的・人民的な総選挙を通じて、最高人民会議
を創設し、これを土台に統一中央政府を樹立しているのである。われ
われはこれを激烈に支持・援護し、民族を挙げて、最後の勝利をもた

57 『自由新聞』1947年9月2日；『中央新聞』1947年9月2日；『大韓日報』1947年9月2日；『水産
經濟新聞』1947年9月2日；鄭栄桓、前掲論文、2014年、122頁；鄭永寿、前掲論文、2017年、
145頁。

58 『民衆日報』1947年8月31日；『中央新聞』1947年8月31日；『大東新聞』1947年8月31日；『漢
城日報』1947年8月31日。

59 『朝鮮中央日報』1948年9月1日。
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らさなければならない。民族の怨恨の記念日を迎え、われわれは日帝
とその残滓である親日反逆者に対する憤怒をあらたにし、統一を勝ち
取るために、決死的な闘争を展開する決意をあらたにしなければなら
ないだろう。

1947年までの状況とは異なり、「祖国」が南北に分断される「危機」の状
況下において、朝鮮を「統一」して犠牲者へ「報答」しようとする当時の
民戦の時代認識を読み取ることができる。一方で、1947年の朝聯の談話と
比べると、虐殺の問題がほとんど言及されていない。それよりも、新朝鮮
を建設し、「祖国の統一と自由独立を勝ち取」るために、民族の「怨恨」
を想起させる震災記念日を通じて、民戦をはじめとした左派側の結束を高
めようとしているとも読める。また前年と同じく、9月1日を前に、虐殺の
記憶を想起しようと紙面で呼びかけているものも見受けられる60。
　こうして、脱植民地化と冷戦がせめぎ合うなかで1949年9月を迎えると、
例年と同様に、虐殺の記憶を想起しようと紙面で呼びかけているものもあ
るが61、朝鮮社会では追悼式の開催のみならず、談話の発表さえも見られ
なくなる。日本政府による激しい弾圧の下にあった朝聯をはじめとした在
日朝鮮人社会においても、以下の風刺画を掲げる程度であったと考えられ
る。朝聯はこれらの対応に追われながらも、「記念行事は例年と違って各
地方及び各下部機関で盛大または簡単ながら厳粛に追悼式を進行させる」
ことを指示していた62。しかしながら、このような状況下において、大規

60 『國際新聞』1948年9月1日；『獨立新報』1948年9月1日；『婦人新報』1948年9月1日。
61 『朝鮮日報』1949年9月1日；『自由民報』1949年9月1日。
62 鄭永寿、前掲論文、2017年、155頁。また、当時在日朝鮮人社会で発行されていた『解放
新聞』では、社説「朝鮮人大虐殺の日「大正震災」記念日にあたって」を掲載している（『解
放新聞』1949年9月1日）。このあと朝聯は、9月8日に団体等規正令により解散指定され、
強制的に解散させられた。
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模な追悼式を開催することは難しかったものと推測される。日本や朝鮮を
はじめとした東アジアでは、冷戦下におけるそれぞれの政治闘争の「危機」
が迫っていたのである。
　このように、朝鮮社会における虐殺の記憶は、植民地期から断片的に語
られ受け継がれていきながら、虐殺の真相を明らかにできず、虐殺された
同胞たちへの想いが、解放空間の朝鮮社会で一気にあふれ出ていった。と
ころが、1948年の南北分断、その後の朝鮮戦争勃発によって、朝鮮半島に
おいても冷戦／熱戦が本格化することになる。
　脱植民地化と冷戦がせめぎ合う当時の朝鮮社会において、虐殺の記憶は
ふたたび下火にならざるをえなくなった。しかし、「対日賠償」という「上
から」の要請によって、虐殺の記憶はふたたび注目されることになる。

2．震災名簿の誕生

（1）韓国政府による調査
　南北分断、朝鮮戦争の勃発を経て、朝鮮戦争の最中の1952年12月15日午
後2時、当時大韓民国臨時首都が置かれた釡

プ

山
サン

の大統領臨時官邸で第109回

図4　日本政府に対する批判の風刺画
（出典）『解放新聞』1949年9月3日。
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国務会議（臨時会議）が開催された。この会議には、大統領の李
イ

承
スン

晩
マン

のほか、
国務総理署理、内務、国防、財務、法務、文教、農林、商工、社会、保健、
交通、逓信、無任所、総務、公報、法制など16名の官僚が出席していた。
その会議の場において、李承晩は10件の「諭示」を出し、10件目の案件と
して、植民地期の人的被害や経済収奪の状況に対する調査や集計をするよ
う指示した。具体的な内容は以下の通りである63。

（十）己未年〔1919年3．1運動〕殺傷者数、日本関東震災犠牲者、第二
次大戦時徴用者及徴兵者中死傷者数、倭政下愛国思想運動者としての
餓死者数、米穀掠奪量、金銀、国宝拠出量、国債、保険金等、債権的
性質のものを調査・集計せよ。

　このように李承晩は、植民地期の人的被害として、3．1運動時の殺傷者数、
関東大震災における犠牲者数、戦時期の強制動員および徴兵者の死傷者数、
餓死した独立運動家の数を調査するよう指示を出した。また経済収奪とし
て、米や金銀、国宝等の文化財搬出などに対する調査・集計もするよう、
あわせて指示をしていた。
　また李承晩は、9件目の案件として以下のような「諭示」も出している64。

（九）對日關係は相互平和維持が原則であるが、日人〔日本人〕らが
在韓財産の八五％が自分たちのものだと主張することは不當であると

63 『제109회 국무회의록』1952年12月15日（韓国・国家記録院、管理番号：BA0085167）。韓
国の国務会議録は、国家記録院の「국무회의기록」（http://theme.archives.go.kr/next/cabinet/
viewMain.do）で公開されている。しかしながら、2020年12月現在、該当の会議録は上記デー
タベースから削除されており、閲覧することができなくなっている。本稿では、筆者が
2014年に閲覧・保存したものを参照する。

64 前掲『제109회 국무회의록』。
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いうことを、大大的に宣傳する必要がある。

つまり、植民地期の人的・物的被害状況に対する李承晩の「諭示」という
のは、第1次日韓会談が決裂した原因のひとつとなった「在韓日本人私有
財産請求権」という日本側の「請求権」に対抗する意味合いがあったので
はないかと考えられる。
　その後、李承晩はクラーク（Mark W. Clark）国連軍司令官とマーフィ（Robert 

D. Murphy）駐日アメリカ大使の招待を受けて訪日した。アメリカ側が日韓
の仲介をしようとしたのは「〔日韓〕両国間の秩序正しい関係こそ、〔朝鮮〕

戦争の遂行にとって緊急に必要だった65」からであり、それはまた「共産
主義に対する共同戦線を計画し〔中略〕反目している両国を結合させよう」
というアイゼンハワー（Dwight D. Eisenhower）次期アメリカ大統領の極東政
策の思惑でもあったためだといわれている66。しかし、当時首相だった吉
田茂は乗り気ではなかったようで、吉田茂はマーフィ大使が主催した昼食
会を欠席し、クラーク司令官の官邸で開かれた茶会にだけ出席したといわ
れている67。吉田茂は「李〔承晩〕に対する彼の個人的な嫌悪の念があまり
にも強烈なため、たとえ短時間の会見にしてもその気持を隠すことはでき
ない」として昼食会を欠席したという68。とはいえ、日本政府側も「韓国
との関係を未調整のままにしておいて「民主諸国家との連携による東亜の
安定」という外交方針を強調することは出来」ず、「これまで両国間に話
合いのついている国交開始に関する条約を結んでとりあえず国交を開始し

65 ロバート・マーフィ、古垣鐵郎訳『軍人のなかの外交官』鹿島研究所出版会、1964年、
447頁。

66 高崎宗司『検証 日韓会談』岩波新書、1996年、41頁。
67 李鐘元「戦後日韓関係の始まり」李鐘元ほか『戦後日韓関係史』有斐閣、2017年、53頁。
68 ロバート・マーフィ、前掲書、1964年、447頁；李鐘元、前掲論文、2017年、53頁。
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たい」と期待していた69。
　こうして1953年1月6日、日韓首脳会談が開催された。会談にあたって、
李承晩は吉田茂に対し、「日本は40年にわたる朝鮮統治を韓国に謝罪すべ
きである」と述べた。それに対し吉田茂は「それは日本軍閥のやったこと
だ」と答えたといわれている70。しかしその一方で吉田茂は、日韓両国は
共産主義の侵略の危機に直面しているので友好関係を進展させるべきだと
強調し、李承晩もその点を評価した。最終的に、当時決裂していた日韓会
談の再開を両首脳が合意している71。
　他方、会談実施を前に、『ソウル新聞』は当時「李大統領の特命により
日帝侵略罪相

ママ

調査　十個項目別に資料蒐集」と題して、次のような記事を
掲載した72。

［釡山分室発］政府では最近、李大統領からの特命により、過去36年間
にわたる日本帝国主義（日帝）の統治下で韓国国民が被ったさまざま
な受難事項を調査・収集中だという。つまり政府関係各部処では、〔中
略〕10項目にわたって調査を進めていたという。このような調査は、
李大統領の訪日計画が発表される約3週間前〔1952年12月15日〕に開催さ
れた〔第109回〕国務会議において、李大統領が特命で下達したものだ
という。同10項目の資料収集の進捗状況は、現在ほぼ調査を完了して

69 高崎宗司、前掲書、1996年、41～42頁。
70 高崎宗司、前掲書、1996年、42頁；太田修『日韓交渉―請求権問題の研究』クレイン、

2003年（新装新版：2015年）、102頁。朝日新聞は当時、「韓国の対日感情好転」という見
出しを付けて、両首脳の会談の内容を紹介している（『朝日新聞』1953年1月10日、夕刊）。

71 高崎宗司、前掲書、1996年、42頁。
72 『서울신문』1953年1月5日（國史編纂委員會編『資料大韓民國史』28巻（1953年1-3月）、
國史編纂委員會、2008年、33頁；鄭晉錫編『6・25 전쟁기간 4대신문：서울신문，경향신문，
동아일보，조선일보』（서울신문 2：1952．4．1～1953．2．28）LG상남언론재단、2009年、
562頁）。
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いるところであるが、李大統領の訪日スケジュールにあたり、収集し
た調査資料を持ち出すのかどうかについては、まだ発表されていない。

　ここで注目すべき点は、上記の日韓首脳会談を前にして、震災名簿をは
じめとした植民地期の被害状況調査が、国務会議が開催された1952年12月
15日から3週間程度で「ほぼ調査を完了している」ことと、「収集した調査
資料を持ち出す」ことが検討されているということである。
　被害状況調査の進捗状況については、李承晩の「諭示」から3週間とい
う短い期間で名簿を作成することは難しいものと思われ、1953年1月初旬
に「ほぼ調査を完了している」とは考えにくい。それ以前から、ある程度
の調査がおこなわれている、把握されている状況でなければ、この時点で
調査を「完了」させ、被害者名簿を作成することはおそらく不可能だと考
えられる。
　実際、1953年1月における日韓首脳会談の開催後にも、調査を引き続き
おこなっている地域も見受けられる。たとえば、李承晩の「諭示」が出さ
れた翌日、内務部長官は「日政時被徴用者及愛国運動者等調査に関する件」
という文書を各道知事宛に送付し、調査項目を4つの様式にしたがって報
告するよう指示を出している73。これを受けて、京

キョン

畿
ギ

道
ド

知事は内務部長
官宛に調査報告をおこなっているが、その日付は、以下の通り、1953年1

月21日となっている74。

73 内第574号「日政時被徴用者及愛國運動者等調査에 關한 件」（1952年12月16日）。本文書に
ついては、筆者は未確認であるが、朴

パク

杰
コル

淳
スン

によれば、3．1名簿に添付された京畿道知事の
報告文書のなかで確認することができるという（朴杰淳「3・1운동，국가의 기억과 기록 
-『韓日關係史料集』과『三一運動被殺者名簿』-」『한국근현대사연구』87輯、2018年12月、
31頁）。震災名簿の性格をより正確に把握するためにも、さらなる資料調査が求められる。

74 日政時被徴用者名簿には「日政時 被徴用者 及 帰還 및 未帰還 状況」（慶尚北道栄州郡）（韓
国・国家記録院、管理番号：CA0333191）が添付されており、該当の文書が添付されてい
るという（김도형「『3・1운동시 피살자 명부』를 통해 본 화성지역 3・1운동」이계형ほか
『화성 독립운동연구』화성시청 문화유산과、2019年、107頁）。
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京文社 第 號
檀紀4286〔1953〕年1月21日
京畿道知事　㊞
内務部 長官　貴下
「日政時被徴用者及愛国運動者等調査に関する件」
　　對（〔檀紀〕4285〔1952〕年12月16日付　内第574号）

首題之件に関して、別紙の通り追加報告する。

　またソウルでも、同じように内務部長官に調査報告をおこなっている75。

ソウル市では日政〔植民地〕時代に市民として日本政府による被害を
受けた人員数を〔1953年2月〕11日、内務部に報告したが、その内容を
見ると、徴兵された852名中77名がいまだ帰還できておらず、徴用さ
れた1,672名中103名が行方不明だという。
そして3．1運動当時には、12名の市民が日本の機関によって殺害され
たということである。このような調査は、これから開催される日韓会
談に備えて、政府側の基本調査となるだろう。

この報道には、1952年12月に内務部長官が各地の知事宛に出した通達にも
とづいた調査結果の具体的な数字が出てきており、興味深い。そして1953

年4月に再開される第2次日韓会談のために調査がおこなわれていることも
示唆される。
　こうして見てみると、朝鮮戦争中という制限された状況のなかで被害者
名簿を作成するにあたっては、「ほぼ調査を完了」したとしても、十分な

75 『朝鮮日報』1953年2月13日。



1 関東大震災朝鮮人犠牲者名簿の生成 35

調査をおこなうことができなかったのではないかと考えられる。
　では、「収集した調査資料を持ち出す」こと、調査した史料を日本側に
提示しようとしたことは果たしてあったのだろうか。1952年4月に決裂し
た第1次日韓会談で、韓国側は「韓日間財産及び請求権協議要綱」（対日請
求8項目）を提示し、第2次日韓会談では具体的な議論をおこなうことになっ
ていたことを考慮すると、韓国政府はおそらく、これらの調査および名簿
を第2次日韓会談再開のために準備し、日本政府側に提示する予定であっ
たと考えられる。
　また、前述の『ソウル新聞』や『朝鮮日報』などの一部のメディアでは、
韓国政府からのリークがあったのか、調査中の時期にもかかわらず、被害
者名簿の存在を知っていた。この点を考慮するならば、こう着する日韓会
談を打開していくために、対日外交のみならず、韓国政府が韓国国内世論
を「利用」しようとしていたのではないかとも考えられる。
　以上のように、震災名簿の調査過程やその目的などは不明確な点が多い。
ただし、震災名簿がつくられた当時の時代背景を見てみると、見逃しては
いけない点がある。解放後の朝鮮社会では、植民地支配や戦争の被害補償
を求める声が相次いでいた76。1949年頃に作成されたとされる『対日賠償
要求調書77』の「序文」には、以下のような文言が書かれている78。

1910年から1945年8月15日までの日本の韓国支配は、韓国国民の自由
意志に反する日本単独の強制的行為として、正義・公平・互恵の原則
に立脚しない、暴力と貪欲の支配であった〔中略〕わが大韓民国の対

76 解放直後の朝鮮社会における人びとの被害補償要求については、太田修、前掲書、2003年、
29～36頁を参照。

77 『対日賠償要求調書』の内容と意義については、太田修、前掲書、2003年、47～59頁を参照。
また本史料を提供していただいた太田修氏に感謝申し上げる。

78 外務部政務局『対日賠償要求調書』外務部政務局、1954年、1～2頁。
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日賠償要求の基本精神は、日本を懲罰するための報復の賦課ではなく
犠牲と回復のための公正な権利の理性的要求にある。

　当時の「対日賠償」は「犠牲と回復のための公正な権利の理性的要求」
にあったのであり、被害者名簿をはじめとした調査は、まさにそのために
あったのではないかと見てよいだろう。
　そして、『対日賠償要求調書』の第三部「中日戦争及び太平洋戦争に起
因する人的物的被害の部」に示されているように、解放後における米軍政
下での対日賠償要求には、植民地支配や戦争で被害を受けた朝鮮人たちの
補償要求が直接あるいは間接的に受容され、それが結果として、不十分で
ありながらも、かれらの要求も「反映」されていたのである79。
　このように生成された震災名簿の目的は、筆者が確認した史料を見る限
りでは、『対日賠償要求調書』における「人的物的被害」の範囲に震災の
被害が含まれていなかったとしても、当時の日韓会談における「対日賠償」
を請求するために作成されたものだと考えられるだろう。しかし果たして、
震災名簿というのは、こう着する日韓会談を打開するためにつくられたと
いうことのみで評価してもいいのだろうか。確かに韓国政府という国家が
作成し、「対日賠償」のために生産されたものというのは否定できない事
実ではある。それはまさに、第1次日韓会談決裂後、「請求権」や「李承晩
ライン」をめぐる問題をめぐって、日韓関係が悪化していた時期において、
震災名簿は国家によるナショナリズムと冷戦構造のなかで生まれた産物で
あるといえよう。
　ところが、「どのようにつくられたのか」という震災名簿の生成「過程」
に着目してみると、上記で示した震災名簿の性格とは異なるものが見えて

79 太田修、前掲書、2003年、58～59頁。



1 関東大震災朝鮮人犠牲者名簿の生成 37

くる。次に、震災名簿の中身を見てみよう。

（2）名簿に記載された「被殺」者
　震災名簿には289名、3．1名簿には645名の朝鮮人の名前が刻まれている。
震災名簿を調査地域ごとに死亡時期・場所を集計し直したのが表2である。
まず、当時調査した地域を確認してみると、韓国政府が調査したこともあ
り、朝鮮半島南部の地域に集中している。特に慶尚南道が圧倒的に多いこ
とが分かる。植民地期の渡日者には慶尚南道出身者が多かったことも考え
られるが、当時、朝鮮戦争の最中であり、地域によっては不安定で混乱し
ていたところもあったことを考慮すれば、調査・資料収集できた地域は限
定的にならざるをえなかったのではないかとも考えられる。

表2　震災名簿における犠牲者数
（単位：人）

京畿 江原 忠北 忠南 慶北 慶南 合計
3．1運動 2 33 35

震災 60 119 179

戦時期 3 1 4 5 4 17

不明 2 13 20 35

その他 1 6 1 7 8 23

合計 6 8 1 5 85 184 289

（出典）「일본진재시피살자명부」（韓国・国家記録院、管理番号：CA0333224）
（備考）「被殺場所」が「関東地域」、かつ「被殺日時」が「1919～1930年」に該当する場合、

あるいは「被殺場所」が「不詳」あるいは「空白」、かつ「被殺状況」が震災による
虐殺事例に類似している場合には、「震災」に分類して集計した。「被殺日時」「被殺
状況」が「不詳」あるいは「空白」の場合には、「不明」に分類した。また、ソウル
該当者は京畿道に分類した。

　震災名簿に記載された「被殺日時」「被殺状況」に着目してみると、名
簿には、関東大震災のみならず、死亡時期を3．1運動や戦時期の年月日と
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して記述されている朝鮮人犠牲者の数も含まれていることが特徴的であ 

る80。例えば、「震災」を「戦災」と間違えて回答した場合もあったり、各
地方行政の担当者が資料を収集し集計するにあたって、該当の名簿がその
ほかの史料と混在して綴られたりする場合もあったのではないかと考えら
れる。また、仮に死亡時期が「〔檀紀〕4252〔1919〕年」と記載してあった
としても、死亡場所が日本の関東地域であれば、死亡年を間違えて回答し
てしまった可能性が高い。3．1運動の時期に該当するとはいえ、死亡場所
を朝鮮ではなく、日本の地域名を回答することは考えにくいため、おそら
く震災による死亡者とみてよいだろう。朝鮮戦争中という混乱している当
時の状況のなかでは、調査や収集、集計や整理などは十分にできなかった
と考えられる。震災名簿に記載されている犠牲者のうち、179名が震災に
よる「被殺」者だと考えられる。

表3　震災名簿・3．1名簿における関東大震災犠牲者数
（単位：人）

京畿 江原 忠北 忠南 全北 全南 慶北 慶南 合計

震災名簿 － － － － － － 60 119 179

3．1名簿 － － － － － 17 － 6 23

合計 0 0 0 0 0 17 60 125 202

（出典）「일본진재시피살자명부」（韓国・国家記録院、管理番号：CA0333224）
（備考）各名簿に記載された被殺日時のうち、「1919～1930年」であれば、「関東大震災」時に

死亡したと推定した。－はその他の犠牲者のため、記載をしなかった。

　そして、3．1名簿にも震災の犠牲者が含まれている。3．1名簿を確認して
みると、全

チョルラ

羅南
ナム

道
ド

における調査の「日本震災時日本人によって被殺された
者」のなかには、東京35名のほか、その他の地域17名（北海道2名、京都1名、

80 忠
チュンチョン

清 南
ナム

道
ド

における犠牲者のうち、「その他」に分類したのは、金沢の刑務所で獄死した
独立運動家の尹

ユン

奉
ボン

吉
ギル

である。
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大阪5名、岡山1名、広島2名、四国1名、福岡4名、長崎1名）の犠牲者52名が記載さ
れている。そのうち、東京で死亡、かつ死亡時期を1919～1925年と記載さ
れた者が17名である。慶尚南道咸

ハマン

安郡の調査6名と合わせると、表3の通り、
3．1名簿には23名が震災による「被殺」者として記載されていることを確
認することができる。
　つまり、被害者名簿の震災名簿、3．1名簿に記載されている犠牲者のうち、
合わせて202名が震災による「被殺」者だと推定される81。

（3）「下から」つくられる名簿
　このような名簿の特徴ゆえに、被害者名簿を歴史資料として扱うには、
関連資料の制約もあり、慎重にならざるをえなくなることは理解できる。
ところが、被害者名簿のうち、震災名簿、3．1名簿のつくられ方をあらた
めて確認してみると、ある特徴が浮かび上がってくる。
　震災名簿、3．1名簿の記載項目をよく見てみると、調査した地域によっ
て若干の差異がみられるが、基本的には「本籍」、「姓名」、「被殺当時年齢」、
「被殺日時」、「被殺場所」、「被殺状況及び認定者の住所、姓名」の項目が
記載されている。
　ここで着目しておきたい点は、「被殺状況及び認定者の住所、姓名」と
いう項目である。図5・6の表紙の写真を見て確認できるように、震災名簿
は「被殺」者の名簿でもある。図7の名簿の項目を確認してみると、「被殺」
を証明するために、遺族や知人などが「申告」することによって震災名簿
がつくられていたということが分かる。

81 同じく震災名簿・3．1名簿を分析した金度亨によれば、震災名簿に記載された震災被殺者
数を204名としている（김도형、前掲論文、2020年、213～215頁）。おそらく、震災名簿に
記載された「不詳」あるいは「空白」をどのように分類・集計するかによる違いだと考え
られる。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係40

図5　震災名簿の表紙と各地の調査（慶尚北道）
（出典）「일본진재시피살자명부」（韓国・国家記録院、管理番号：CA0333224）
（備考）朝鮮人の名前、住所の一部については、筆者がマスキングをおこなった。

図6　3．1名簿の表紙と各地の調査（全羅南道）
（出典）「3．1운동시피살자명부」（韓国・国家記録院、管理番号：CA0333223）
（備考）朝鮮人の名前、住所の一部については、筆者がマスキングをおこなった。
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　図7における慶尚南道密
ミリャン

陽郡の調査を見てみよう。密陽では、「日本震災
時日本人により被殺された者」として、2名の犠牲者の名前が記載されて
いる。例えば、李□□〔筆者によるマスキング〕の場合、檀紀4256年〔1923年〕

9月3日、東京で「群衆に襲われて殺害された」ことを確認することができ
る。「被殺状況及び認定者の住所、姓名」を見てみると、密陽在住の金□
□〔筆者によるマスキング〕という人物が李の被害を「認定」していること
も読み取れる。この李と金の関係性については史料上分からない点が多い
が、家族・親族、あるいは出身地域の住民などの知人同士だったのではな
いかと考えられる。
　「被殺」された当事者はもちろんこの世に存在せず、関東大震災から30

年近く経った当時、「被殺」を証明するためには、別の記録された史料が
必要となる。しかしながら震災後、「誰が虐殺されたのか」について、十
分な調査をおこなうことができず、解放後においても同様だった。震災名
簿がつくられようとした際も、史料などはほとんど整理されていなかった

図7　慶尚南道密陽郡における調査と名簿
（出典）「일본진재시피살자명부」（韓国・国家記録院、管理番号：CA0333224）
（備考）朝鮮人の名前、住所の一部については、筆者がマスキングをおこなった。
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だろうし、また「虐殺」ゆえに史料が記録されず、隠ぺいされやすかった
というのもあるだろう。したがって、人びとの口コミや記憶にもとづいた
関係者の「証言」が重要な証拠資料となったのである。
　このように、「対日賠償」という「上から」（＝国家）の論理だけでなく、 

「下から」の声、つまり人びとの被害の訴え、補償要求が無ければ、震災
名簿、3．1名簿は生まれることはなかったのである。

3．震災名簿をめぐる日韓関係

　こうして、第1次日韓会談と第2次日韓会談との中断期間に、震災名簿が
李承晩政権によって整理されてつくられた。しかしながら、その後の日韓
会談で震災名簿が提示されることや、関東大震災朝鮮人虐殺の問題が日韓
両国のあいだで議論された形跡は、管見の限り確認することができない。
　ただ、第4次日韓会談（1958年4月15日～1960年4月19日）の時期に作成された
韓国側の内部文書を見てみると、在日朝鮮人の「帰国」問題に関連して、
在日朝鮮人の歴史を説明しているところがあり、そこに関東大震災朝鮮人
虐殺事件に関する言及がある。『在日韓人北韓送還及び韓・日両国抑留者
相互釈放関係綴 1955-60』という文書綴に含まれている李承晩大統領の「諭
示」の中に「1923年東京大震災当時、日本人によって虐殺された韓人に対
する補償問題をどのようにすべきか研究せよ」という指示があったことが
確認できる82。1950年代後半においても、「対日賠償」問題の基礎的な資
料として関東大震災朝鮮人虐殺の問題を扱おうとしていたということだろ

82 「대통령 각하의 유시」（1958年6月11日）（『오무라（大村） 수용소에 수용중인 북송희망자의 
석방문제，1958』）（『재일한인 북한송환 및 한・일 양국억류자 상호석방관계철，1955-60』
第1巻（分類番号：723.1 JA、登録番号：765））（『한일회담외교문서』（東北亞歴史財団） 
（http://contents.nahf.or.kr/id/kj））。
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うか。これに対して、「1923年日本震災当時に虐殺された韓人に対する補
償問題を扱う場合、在日韓人の法的地位問題委員会よりは韓国請求権委員
会が適当だと考えられる」という政務局の見解が添えられている83。
　また同じ文書綴のなかに収録されている外務部政務局亜州課が作成した
文書「在日韓人北送問題に対する政府の立場」（1959年7月1日）には、日本
政府による在日朝鮮人の「帰国」事業を批判する中で、次のような文言を
確認することができる84。

〔前略〕このような日本の新しい「人道主義」はわれわれに、過去
1910年から1918年の間の日帝の土地政策による農業人口の過剰をつく
りだすようになり、日本に渡って行った40万名余りの韓国人農夫たち
を想い起こさせる。日本は1923年の東京大震災の時、数十万名の韓国
人を大量虐殺した事実と、過去数年間に罪名も裁判もなく、またいつ
釈放されるのかという希望も与えず、数多くの韓国人を強制収容所に
閉じ込めておいた事実に対しても、弁明だけをしに来たのである。

　当時の在日朝鮮人の「帰国」事業を日本政府による「自由意志による送
還」だと批判するために、「数十万名の韓国人を大量虐殺」という少し誇
張された表現があるが、植民地期の朝鮮人の渡日に言及しながら、関東大
震災朝鮮人虐殺を想起させようとしている点が興味深い。
　とはいえ、韓国政府内部における議論であるにもかかわらず、震災名簿
の作成以降、1950年代後半の時点でも、そのことが言及されていないのは

83 同上。
84 外務部政務局亜州課「재일한인 북송문제에 대한 정부의 입장」（1959年7月1日）（『재일한
인 북한송환，1959.1-8』）（『재일한인 북한송환 및 한・일 양국억류자 상호석방관계철，
1955-60』第2巻（分類番号：723.1 JA、登録番号：766））（前掲『한일회담외교문서』）。
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よく分からない。数年後にはすでに「忘れられた」ものとなってしまった
のだろうか。あるいは、震災名簿は「対日賠償」の基礎的資料とさえなり
えなかったと、当時の李承晩政権は判断したのだろうか。
　こうして日韓会談が開始されて10年以上が経過した1962年、吉田茂元首
相は非公式ながら、駐日韓国代表部の裵

ペ

義
ウィファン

煥大使に会ったことがある。
最後に、そのやり取りを紹介しておきたい。吉田茂は1962年8月1日、裵義
煥と会談し、次のような発言を述べたことがある85。

日韓国交正常化に向けた会談を行うことにおいて法理論を基準とする
ことは不合理なことであることを考えながら、前回外相会談の際に小
坂外相が独島問題を提出したのは常識はずれなことだと思う。国交正
常化のための会談なら、目標を遠ざけても大胆に（おおざっぱに）解決
しなければならない。韓国側が請求権という条項で要求することも、
日韓問題を解決する上で妨げになると考える。かつては、日本政府が
韓国及び満州に巨額の資本を投じていたため、日本の財政は困窮した。
しかし今では韓国または満州に投資する必要がないため、日本の財政
は健全になりつつある。

　これを受けて、裵義煥は以下のような回答をおこなっている86。

　韓日問題は将来を見据えて大胆に解決しなければならないという点
は、私もそうなることを希望し賛成するところである。第1回外相会

85 한일대（정） 第305号「“요시다”전수상과의 면담내용 보고」（1962年8月2日）（『1-3차．1962. 
8.21.-29』）（『제6차 한・일회담．제2차 정치회담 예비절중：본회의，1-65차 1962.8.21.-64. 
2.6』第1巻（分類番号：723.1 JA、登録番号：736））（前掲『한일회담외교문서』）。

86 同上。
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談で政治的に解決しようという韓国側の主張も、韓日問題を政治的に
大胆に解決しようという主張だった。〔中略〕

　請求権問題に関して韓国が不合理または無理な要求をしているとい
うが、“property claims” という言葉が第1回韓日会談の時から使われて
きたが、これを翻訳すれば財産請求権になるのだ。〔中略〕

　あなたたちは韓国〔朝鮮半島〕に来て、いろいろ良いことをたくさ
んしたと主張するが、韓国人の立場からすると、物心両面にわたって
耐え難い被害を受け、圧迫を受けてきたということをあなたたちは理
解しなければならないと思う。1919年の3．1運動当時に殺された者、
あるいは光州学生事件および東京震災時に殺された人びとと家族の日
本に対する感情は良くない。したがって、韓国の国民感情からすれば、
請求権の要求する術がないのだ。あなたが言う韓国及び満州に対する
投資云々で日本の財政が困窮したというが、植民地に投資する征服者
の立場として、その投資に関する果実を計算せずに投資することはな
く、韓国の例を挙げれば、〔日本にとって〕投資の報酬はあまりにも潤
沢だったことを証明することもできる。先程あなたが述べたように、
韓日国交正常化のためには、遠大な目標として大胆に解決しなければ
ならないということが、まさに我が〔韓国〕政府の希望だと信じる。 

我々が大局的見地云々というのは、東西が分かれた現在の世界で、西
側の団結が必要であることを感じるからであり、これがまさにあなた
が要望する外交路線だと私は信じている。

　非公式の会談ではあるが、植民地支配の被害のなかで、3．1運動、光州
学生運動とともに、関東大震災朝鮮人虐殺のことが言及されたのである。
特に1950年代の韓国政府が、植民地支配の問題として、関東大震災の朝鮮
人虐殺を取り上げようとしていたことは興味深い。また裵義煥個人の見解
ではあるが、韓国社会の人びとの震災による被害経験を無視しえない様子
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も見受けられる。ところが、吉田茂は裵義煥に対して、日韓関係がいまだ
解決できていないのは、私にも責任があると述べた上で、次のような返答
をしている87。

〔前略〕以前総理をしていた時に、李〔承晩〕博士が東京に来ていたが、
李博士と私とのあいだに感情的に対立したことがあった。このような
ことが、これまで問題解決が遅れた理由となったひとつであることは
事実である。先ほど述べたが、日韓問題は法的理論のような点に拘束
されず、大胆に解決されなければならないと考え、韓国でも譲歩する
態度で妥結ができるよう努力しなければならないと思う。私も死ぬ前
に解決できるように努力する。

　結局、吉田茂は植民地支配の被害については何も語らないままであった。
この会談後、金

キム

鍾
ジョン

泌
ピル

韓国中央情報部長と大平正芳外務大臣とのいわゆる 

「金・大平合意」（1962年11月12日）があり、その後日韓両国はたがいに「譲
歩」し「妥結」に向かいながら、植民地支配の被害の清算がなされぬまま、
日韓関係が「正常化」したのである。
　このように、植民地主義と冷戦が複雑に絡まるなかで、関東大震災朝鮮
人虐殺問題について日韓両政府のあいだで公式的に議論されることは、震
災名簿を提示することも含めて一度もなかった。現在に至っても、関東大
震災において犠牲となった朝鮮人やその遺族に対する補償は一切おこなわ
れていないのである。

87 同上。
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おわりに

　本稿では、震災名簿がどのようにつくられていったのかという過程を、
当時の朝鮮社会や日韓関係の背景なども踏まえて、分析をおこなった。
　戦前、関東大震災朝鮮人虐殺事件に対する追悼・慰霊活動は日本や朝鮮
でもおこなわれていたが、公に記憶を想起させることは難しかった。また
虐殺された朝鮮人の名前を記録することも非常に困難であった。
　そして、植民地支配が終焉し解放を迎えた朝鮮では、植民地支配や戦争
に対する被害への補償要求があちこちで見られるようになり、その内外に
おいて、関東大震災朝鮮人虐殺に対する追悼や責任追及がおこなわれてい
た。板垣竜太は、植民地支配責任論の系譜を構築する上で、「その時代の
権力関係と政治的な闘いのある局面において、過去のことが想起され、調
べられ、語られてきた」点を重要視すべきだと指摘しているが88、本稿が
関東大震災朝鮮人犠牲者名簿の「生成」に着目したのは、まさにその点を
重要視するためである。
　その後、南北分断、日韓会談の開始、朝鮮戦争が勃発する中で、植民地
主義と冷戦の思考が複雑に絡まり合いながらも、韓国政府によって被害者
名簿が作成された。そのなかに関東大震災の朝鮮人犠牲者が含まれている
ことが明らかになった。ところが、これらの名簿が作成された後の日韓会
談において、結局名簿は提示されなかっただけでなく、関東大震災朝鮮人
虐殺事件について「議論」された形跡は確認できない。
　震災名簿は関東大震災のみに特化したものではなく、3．1運動や戦時期
の犠牲者も含まれている。また記載された内容も正確な事実にもとづいた
ものではなかったといえるかもしれない。ただそのことをもって、震災名

88 板垣竜太「植民地支配責任論の系譜について」『歴史評論』784号、2015年8月、25頁。
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簿に史料的価値がないともいえないだろう。震災名簿をはじめとした被害
者名簿は、日本の植民地支配や戦争に対する朝鮮人たちの被害補償要求、 

「下から」の訴えがなければ、つくられることはできなかったのである。
その歴史的意味をあらためて考える必要があるだろう。
　このように、震災名簿をはじめとした被害者名簿は、解放空間、植民地
主義、冷戦などが入り混じる複雑なポリティクスのなかで生まれたものだ
といえる。まさに脱植民地化と冷戦の産物だった。

［付記］
　本稿は、筆者が2019年11月に提出した博士論文「関東大震災朝鮮人虐殺をめぐる朝鮮
人の生と記憶」の第5章「つくられていく記録と記憶」、JSPS科研費「日韓国交正常化
交渉および戦後日韓関係に関する基礎的研究」第15回研究会（2020年3月25日、於：同
志社大学）における報告をもとに、大幅に加筆・修正したものである。
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はじめに

　20世紀の日本と韓国は、文字通り「近くて遠い」関係にあった。このよ
うな関係は、アジア太平洋戦争の終戦により、両国間の植民地－被植民地
関係が終わってから70年以上が経った今日でも変わらない。1965年に国交
を再開して以来、両国は政治、経済、社会、文化など、諸方面で交流を拡
大し友好関係を築いてきたが、その関係はいまだに不安定かつ心許ない状
態にある。
　その心許なさの原因であると同時に、1945年の解放以後、いまだに有効
であり続けている日韓関係の重要な争点または課題の1つに、植民地期の
支配－被支配関係の清算という問題がある。1951年以降、14年間にわたっ
て行われた日韓会談と、その結果としての1965年の国交「正常化」は、ま
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―国交「正常化」前、日韓両国の経済「協力」論の変容と屈折―

＊ 筆者は、「日韓国交正常化交渉および戦後日韓関係に関する基礎的研究」（科研基盤研究 
（B）（一般））の一環として、太田修教授が主催されている戦後日韓関係研究会の第6回研
究会（2017年9月）において、「国交正常化以前における日韓経済協力論の3つのコンテキ
ストと含意」というタイトルで発表を行った。そのとき作成した発表文は、大幅に修正を
加えたうえ学術誌に掲載し（「국교정상화 전，한일경제협력 논의의 전개와 성격」『歴史學
報』238輯、2018年6月）、また、その一部を博士論文（「1960년대 한국의 대일청구권 및 ‘경
제협력’ 교섭 연구」ソウル大学校国史学科、2019年8月）に含めた。本稿は同志社コリア
研究叢書の趣旨や、本書第1部のテーマ（過去をめぐる葛藤）に合わせて、上記研究会の
際に作成した発表文に、上記の雑誌論文および博士論文の内容、新たに発掘した資料を加
えて、再構成したものである。
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さにこの問題を扱った、あるいは扱おうとしていた場であった。それとと
もに、国交「正常化」は、植民地期の支配－被支配関係の清算という問題
をめぐる日韓両国の合意の産物でもあった。
　また、1945年から1990年にかけての冷戦期における日韓関係の重要な分
岐点になったという点でも、日韓会談と国交「正常化」1は大きな意義を有
している。過去事の清算という課題が不完全な形で封印されるいっぽうで、
両国の関係は、かつてのような形式的な関係から、政治、経済全般にわた
る実質的な関係に変わりはじめた。さらに、ここに米国のアジア戦略まで
重なり、日韓関係は、安全保障を含む、より重層的かつ複合的な性格に変
わっていった。
　このように歴史的、現実的な層位が重なる現代の日韓関係を象徴する断
面が、経済協力である。両国が過去を埋

うず

める代わりに取り出したのは、互
恵平等の原則にもとづく友好協力関係の促進であった。修交直後、最も注
目を浴びたのは経済分野における協力であった2。対日屈辱外交を批判し
たり憂慮したりするいっぽうで、自主的な協力や実利外交の可能性を擁護
したり模索したりするなかで、請求権資金をはじめとする、借款や貿易な
ど一連の経済協力は、日韓関係の方向を決める舵になった。したがって、
両国の今日について理解するためにも、その淵源とも言える国交「正常化」
を前後する時期、両国政府間で行われた経済協力をめぐる議論の様相や性
格について考察する必要がある。
　1960年代初めの日韓関係については、すでに多くの研究がある。例えば、

1 1965年、日韓両国が基本条約を締結して外交関係を樹立したことを、しばしば国交「正常
化」と表現する。断絶していた国どうしの関係が再開したという点では、政治的、外交的
に「正常化」したと言うこともできるであろうが、そこに過去事の適切な清算まで含まれ
ているのかは疑問である。1965年に両国は果たして関係を「正常化」したのか。この問い
は、本稿の根底を流れる問題意識であり、議論の出発点でもある。

2 日刊紙のなかには、国交正常化後10年間の日韓関係は、経済関係に象徴されると書いてい
るものもある（「韓・日「國交正常化」10年」『東亞日報』1975年12月19日、3面）。
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日米韓3国における新政府の発足など国際政治的な背景を分析した研究3、
日韓会談の交渉過程を分析した研究4、両国の経済関係を分析した研究5な
どを挙げることができる。とりわけ、これらの研究によって明らかにされ
た、両国が植民地清算という問題を棚上げにして、いわゆる経済協力とい
うやり方で、日韓会談を妥結するに至った過程に対しては、多くの研究者
から注目と批判が寄せられた。
　もっとも、「経済協力」の名のもとで、両国政府が交わした議論の内容や、
そこに込められた双方の意図、またそれが貫徹したか、それとも挫折した
か、などについては、これまであまり注目されてこなかった。以下で述べ
るように、経済協力は、請求権会談を妥結するための政治的手段として日
本が韓国に対して提案したものであった（1章）。しかし、韓国は日本の提
案をそのまま受け入れることはせずに、議論の性格を変えることを試みて

3 代表的な研究としては、以下の研究を挙げることができる。이종원「한일회담의 국제정
치적 배경」민족문제연구소編『한일협정을 다시 본다』아세아문화사、1995年；李鍾元「日
韓会談の政治決着と米国─「大平・金メモ」への道のり」李鍾元・木宮正史・浅野豊美
編著『歴史としての日韓国交正常化Ⅰ 東アジア冷戦編』法政大学出版局、2011年；이원
덕『한일 과거사 처리의 원점：일본의 전후처리 외교와 한일회담』서울대학교 출판부、
1996年；박진희「한・일협정 체결과 ‘지역통합전략’ 의 현실화 -한・미・일 3국의 인식과 
대응을 중심으로-」『역사와 현실』50巻、2003年12月；박태균「한일협정 과정에서 나타
나는 미국과 일본의 이해관계와 그 특징」한일관계사연구논집 편찬위원회編『해방 후 한일
관계의 쟁점과 전망』경인문화사、2005年。これら以外にも、数多くの研究がある。

4 請求権会談の場合、오오타 오사무、송병권・박상현・오미정訳『한일교섭 -청구권문제 
연구』선인、2008年（原著は『日韓交渉：請求権問題の研究』クレイン、2003年（新装新
版：2015年））；木宮正史「韓国の対日導入資金の最大化と最適化」李鍾元・木宮正 
史・浅野豊美、前掲書、2011年；장박진『미완의 청산 -한일회담 청구권 교섭의 세부 과정』
역사공간、2014年；吉澤文寿『戦後日韓関係：国交正常化交渉をめぐって』クレイン、
2005年（新装新版：2015年）；유의상『대일외교의 명분과 실리：대일청구권 교섭과정의 
복원』역사공간、2016年などを挙げることができる。

5 류상영「한국의 경제개발과 1960년대 한일 경제관계 -민간 경제외교를 중심으로」『한국정
치외교사논총』24巻2号、2003年2月；이현진「박정희 정부 초기 대일경제협력정책의 추진
과정」한국정치외교사학회編『한국 근현대 정치와 일본Ⅱ』선인、2010年；이현진「국교
정상화 이후 한일경제협력 논의의 전개과정」『사림』35号、2010年2月などを挙げることが
できる。
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いた（2章）。韓国のこのような意図をよく示しているのが、「先国交、後経
済協力」の原則と貿易問題である。もっとも、結果的に、韓国の意図が日
本に受け入れられることはなく、交渉は異なる様相を見せながら展開して
いった（3章）。
　「協力」という言葉には肯定的なニュアンスが含まれている。そのため、
一見すると「経済協力」という言葉にも、肯定的、友好的な意味が込められ
ているかのように感じられるかもしれない。しかし、この時期の日韓関係
において、経済協力をめぐる議論のコンテキストは極めて多様であり、そ
の含意も多面的であった。したがって、日韓会談が妥結に至る過程、ひいて
はそこから始まった日韓関係の性格を吟味するためには、このように、経済
協力をめぐる議論の様々な層位を分けて考える必要がある。また、これは
日韓会談や日韓関係の歴史性を批判的に明らかにするための作業でもある。

1．登場：請求権会談妥結のための政治的手段という日本の構想

　日本の植民地統治、ひいては戦争遂行に動員されたことに対する韓国か
らの被害補償要求または賠償要求は、日本と連合国との間の講和条約の締
結を経て、民事および財政上の債権債務関係を意味する「請求権」に縮小
ないし圧縮された。しかし、それさえも1950年代、日本が韓国に対して逆
請求権を主張したことにより、議論の進展はもはや期待できなくなった。
このように膠着ないし小康状態に陥っていた問題の解決の糸口になったの
が、1960年代に登場した「経済協力」の論理である6。

6 政府が行うか、民間が行うかを問わず、援助を、無償または贈与の性格が強い資本や技術
の移転と定義するとすれば、経済協力は、これに加えて、商業上の直接投資や輸出信用な
どを含む、より包括的な概念として定義できる（國際經濟研究院編『戰後國際經濟 30年
史（3） 經濟協力篇』國際經濟研究院、1977年、4頁、15～16頁）。日本政府も概ねこのよう
な分類方法に従っている（通商産業省編『経済協力の現状と問題点』通商産業調査会、
1966年、38～44頁）。
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　経済協力の論理が登場した背景には、遠くは国際経済協力を重視する世
界的な趨勢が7、近くは米国の対外経済政策の変化や日韓関係の回復を強
く求める態度があった。1961年に発足した米国のケネディ（J. Kennedy）政
権は、累積債務の減少を目的としてドル防衛政策を経済政策の基調に据え
た。それにともない、軍事援助と経済援助との明確な区別、経済援助中心
の援助計画、援助から借款方式への切り替え、バイ・アメリカン（Buy 

American）政策の強化など、対外経済政策にも修正が加えられた8。
　その延長でケネディ政権はアジアの低開発国における経済開発を重視し
た。これにより、韓国に対する経済政策も、軍事援助を中心とする「安定」
に重点を置く政策から、「成長」を誘導する、より積極的な政策に変化した。
韓国社会に蔓延する不正腐敗を指摘し、米国の対応を促した、在韓米国経
済使節団（U.S. Operations Mission, USOM）副団長ファーリー（H. Farley）の作成
にかかる報告書は、このような認識の転換を象徴している9。その直後、
大統領の指示によって組織された韓国問題緊急対応チーム（Korea Task 

Force）は、国家安全保障会議（United States National Security Council, NSC）に提出
した報告書のなかで、「国家開発計画」を策定し、これを積極的に支援す
べきであると訴えた10。
　いっぽうで、ケネディ政権は、アイゼンハワー（D. Eisenhower）前政権の

7 国際経済協力は、第2次世界大戦前後に作られたものであり、米国が自由陣営国家に対し
て政治的な目的で提供した「贈与」援助がきっかけであった。1950年代後半以降、先進工
業国の海外投資が活発になるにつれ、経済的な性格が強くなり、1960年代になると、援助
が中心であった1950年代と比べて、「協力」の性格がより強まった。1961年に国連総会が
1960年代を「第1次国連開発の10年」と設定したことは、このような流れをよく示してい
る（國際經濟研究院、同上書、32～34頁、41～42頁）。

8 國際經濟研究院、同上書、32頁；財務部・韓國産業銀行編『韓國外資導入30年史』財務部・
韓國産業銀行、1993年、63頁。

9 「팔리 보고서」（1961年3月15日）국가기록원編『1960년대 초반 한미관계：1961～1963 
（상）』국가기록원、2006年。
10 박태균『원형과 변용：한국 경제개발계획의 기원』서울대학교 출판부、2007年、257頁。
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対外政策であるニュールック戦略（New Look）を、オールドルック（Old 

Look）であると批判し、積極的に対外政策を展開していくことを明らかに
した。最初の対日政策に関する基本文書では、「低開発国の経済発展に対
する日本の貢献と責任分担」を求め、特に「韓国に対して大規模な経済援
助を奨励すること」を具体的な行動指針の1つに挙げていた11。
　また、当時、ベトナムへの軍事介入を拡大していた米国にとって、日韓
国交樹立は、自国の負担のさらなる軽減を意味していた。ラスク（D. 

Rusk）国務長官は、NSCにおいて、米国は日韓関係の正常化に、より積極
的に取り組む必要があると指摘し、マコノギー（W. McConaughy）駐韓米国
大使も、離韓レポートのなかで同様の意見を示した12。日韓関係に対して
米国は、公式的には不介入の立場を取り続けていたが、水面下では、国務
部やソウルおよび東京の米国大使館を中心に、関与の幅を広げていった。
　日本でもこのような変化を受け入れる体制が整えられた。まず、1960年
7月、岸信介の後を継いで池田勇人が第58代内閣総理大臣に就任した。池
田政権は「低姿勢」や「所得倍増」に集約される経済重視政策を標榜した。
そのいっぽうで、安保闘争により退陣した前政権を意識して、革新勢力の
反対を引き起こすおそれのある外交懸案については極めて慎重に扱った。
日韓会談についても「第2の安保闘争の火種」になることをおそれ、当初は
積極的に対応しようとしなかった13。もっとも、外交面では対米協調を基本
原則としていたため、韓国問題をめぐる利害調整の余地は残されていた14。

11 이종원、前掲論文、1995年、46～49頁。
12 “Telegram From the Embassy in Korea to the Department of State” (1961.04.11), FRUS 1961-63, Vol.
ⅩⅩⅡ, China; Korea; Japan.

13 이종원、前掲論文、1995年、50頁；이원덕、前掲書、1996年、133頁。
14 これに先立つ1960年1月の日米安保条約において、ケネディおよび池田勇人の前任者であ
るアイゼンハワーおよび岸信介は、両国の経済協力を促進することに合意した。この直後
のカナダ訪問でも、岸は、日本は後進国の開発において積極的な役割を担っていくと発言
した。米国の低開発国（後進国）の援助政策が変化するなか、このような日本の役割の変
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　さらに重要なことは、経済面でも日韓間の経済交流の活性化が必要であっ
たということである。1950年代半ばから1960年代初めにかけて、日本経済
は、1958年前後のなべ底不況を除けば、「建国」以来といわれる神武景気と、
それを凌ぐといわれる岩戸景気とを経験した。経済成長率がプラスの範囲
で推移する「成長率循環」の段階に入っており、朝鮮特需に依存しなくて
も、国際収支が均衡している「自立」を達成した。「もはや戦後ではない」
という、よく知られたフレーズが登場したのも、このときである15。
　もっとも、外貨の蓄積が不十分であったため、成長の壁または「国際収
支の天井」に周期的にぶつかった。財界ではその克服を重要課題とみなし
ていたため、日本と隣り合っている韓国との国交再開や経済交流にも興味
を示した16。関西地方の財界や在日韓国・朝鮮人の経済人を中心とする日
韓経済協会は、韓国経済を調査し研究するとともに、数度にわたって経済
視察団を派遣するなど、民間経済交流を主導していった17。

わっていく兆しを、当時の韓国人も敏感に感じ取り、注意深く見守っていた（「美・日 新
協定의 調印」『思想界』80号、1960年3月）。

15 다케다 하루히토、최우영訳『고도성장』어문학사、2013年、101～104頁（原著は、武田
晴人『シリーズ日本近現代史⑧ 高度成長』岩波新書、2008年、80～83頁）。

16 吉澤文寿、前掲書、2015年、147頁；木村昌人「日本の対韓民間経済外交―国交正常化
をめぐる関西財界の動き―」『国際政治』92号、1989年10月、117～118頁。この時期、
日本で発行された様々な雑誌からも、このような関心（否定的な見方も含む）を読み取る
ことができる。このような記事としては、小木曽功ほか「特輯：滑り出す日韓経済協力」
『エコノミスト』40巻12号、1962年3月；「シンポジウム「日韓経済協力」の問題点」『朝
鮮研究月報』23号、1962年3月；中保与作「日韓経済協力の進路―忘れてならない対日
警戒心」『世界週報』45巻3号、1964年1月；小木曽功「日韓経済協力と韓国経済再建」『コ
リア評論』6巻6号、1964年9月；「日韓経済協力の思想―日本の潮」『世界』226号、1964
年10月、などを挙げることができる。

17 日韓経済協会の活動については、先に挙げた木村昌人（1989年）の論文や、日韓経済協会
編『日韓経済協会30年史』日韓経済協会、1991年を参照されたい。韓国経済協議会を中心
とする韓国経済界も、日韓経済協力に積極的に参加していた（전국경제인연합회編『전경
련 40년사』전국경제인연합회、2001年）。もっとも、このような流れや政財界の積極的な
態度と比べると、政府の立場は相対的に慎重であったと言える（이현진、前掲論文、2010
年、285～287頁）。
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　政治的にも日韓関係の改善を求める声が徐々に高まっていった。とりわ
け、自民党右派を中心に、積極的な対韓政策を求める動きが活発になって
いった18。韓国の失敗は極東の自由主義陣営全体の危険につながるという、
いわゆる釡山赤旗論または反共防壁論が、彼らの論理であった。1961年4月、
石井光次郎自民党副総裁を中心に自民党内に日韓問題懇談会が設置された
が、その初会合ではこのような積極的な対韓経済援助の方針が確認され 

た19。
　日本政府もこのような意見を次第に受け入れるようになっていった。
1961年6月20日から21日にかけて、ワシントンで開かれた日米首脳会談で
は韓国問題についても取り上げられた。会談では日本から先に、韓国と修
交したいという旨の意思表明がなされた。また、反共体制を維持するため
には経済援助が不可欠であるが、修交に先立って日本が韓国に援助を申し
出れば、かえって韓国の反発を引き起こす恐れがあること、日本の対韓援
助のきっかけを米国が準備してくれるならば、日本はそれに沿って援助を
進めることなども明らかにされた20。

18 岸信介もその1人であった（金東祚『回想 30年 韓日會談』中央日報社、1986年、214頁）。
19 오오타 오사무、前掲書、2008年、215頁〔太田修、前掲書、2003年、152頁。以下では、
韓国語翻訳版の該当頁の横に、日本語原著の該当頁を〔　〕に入れて表記する〕。

20 このような発言は、日韓関係に積極的な集団の世論を受け入れたものであると同時に、対
米経済交渉における協商手段の1つとしての意味も有していた（이원덕、前掲書、1996年、
135～136頁）。浅野豊美の最近の研究によれば、この会談において日米両国は、約20億ド
ルに達する日本のガリオア対米債務を大幅に減額する債務返済協定（日本国に対する戦後
の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定）に原則的に合意した。
これは、日本が海外経済協力に積極的に乗り出すことに対する実質的な対価であると同時
に、日韓間の請求権および経済協力に関する枠組みを作る有力な背景にもなった（浅野豊
美「日韓国交正常化の原点―法的請求権と政治的請求権、そして異次元の経済協力との
併存」吉澤文寿編『歴史認識から見た戦後日韓関係：「1965年体制」の歴史学・政治学的
考察』社会評論社、2019年、141～148頁）。また、浅野は、1961年、1962年頃から、日本
政府内に対外経済協力審議会が設置されるなど、国家全体の経済政策の一環として経済協
力を行おうとする動きが見られるようになるが、これが請求権問題につながっていったと
も指摘している。
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　経済協力は、このような流れとともに、より直接的には、日韓会談にお
ける請求権交渉を突破するための日本の構想として登場した。日本は敗戦
後、対日講和条約に基づいて東南アジア各国に戦後賠償を行った。この過
程で、日本はビルマ（1954年）、フィリピン（1956年）、インドネシア（1958年）、
南ベトナム（1959年）と賠償協定を結び、ラオス（1958年）およびカンボジ
ア（1959年）とは経済技術協力協定を、タイ（1962年）とは経済協力協定を
結んだ。協定の名称にかかわらず、これらの協定ではいずれも、発電所や
ダム、上水道の建設や、船舶やトラックの供与など、機材や役務を数年に
わたって分割供与することが定められた21。
　外務省が刊行した『日本の賠償―その現状と問題点』というパンフレッ
トからは、日本政府が、賠償を、単に借りを返すことではなく、求償国と
の間に政治経済関係の礎を築き、そこに日本の輸出市場を確立すること、
求償国の経済発展に寄与することを通じて、当該国国民の対日感情の好転
を図ること、と認識していたことが分かる22。外務省と同様に通商産業省 

（以下、通産省と称する）も、経済協力を通じて、低開発国との経済交流や
貿易を拡大するという見解を有していた23。賠償を経済協力という形で解
決し、さらにこれを自国の経済発展につなげるという構想は、何ら新しさ
のない戦後日本の経済政策の根底をなすものであった。
　日本政府は、このような構想を請求権問題にも適用した。1960年10月か
ら始まる第5次会談に先立ち作成された外務省の内部文書には、請求権問
題はひとまず保留にし、会談妥結のため一定の経済協力を行うという構想
が見られる。つまり、対日請求権の放棄を条件として、謝罪の意味を含ま

21 もっともフィリピンの場合、戦争未亡人や孤児に対する慰労金名目で一部、金銭賠償を行っ
た。日本が各国と結んだ賠償協定や、戦後賠償の内容については、永野慎一郞・近藤正臣
編『日本の戦後賠償：アジア経済協力の出発』勁草書房、1999年を参照されたい。

22 吉澤文寿、前掲書、2015年、149頁。
23 通商産業省編『経済協力の現状と問題点』通商産業調査会、1963年、序。
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ない経済協力を行うということである24。当時、外務省条約局長を務めて
いた中川融は、後日、NHKのインタビューにおいて、日本の金ではなく、
日本の役務として支払うということであれば、経済発展にむしろプラスに
なると考えていた、と当時を振り返った25。
　1960年9月、伊関佑二郞外務省アジア局長は、関係部署との事前協議に
おいて、文化財や船舶などの一部贈与や、経済援助の実施を持ち出すこと
で、請求権問題への直接的な言及を避けた解決策を打ち出した。続く10月
に外務省で開かれた会議では、請求権問題を修交後の課題として持ち越す
のではなく、経済援助を活用して相互放棄に持ち込むという、より大胆な
構想も飛び出した26。実際に、第5次会談後の請求権交渉において、日本は、
法理論や根拠書類の有無を盾に韓国からの請求権要求を無力化するととも
に、請求権の代わりに経済協力で折り合いをつける方向に交渉を導いていっ
た。

24 外務省北東アジア課「対韓経済技術協力に関する予算措置について」（1960年7月22日）；
오오타 오사무、前掲書、2008年、212頁〔150頁〕；吉澤文寿、前掲書、2015年、149～150頁；
이동준 編訳『일한 국교정상화 교섭의 기록（일본 외무성 편）』삼인、2015年、410～411頁、
1992年。NHKで放送されて以来、一部ではあるが、内容が知られていたこの文書の全文
を発掘したのは太田修である。太田は九州大学図書館の森田芳夫文庫でこの文書を発掘し
た。この文書の筆写本は、日韓協定締結直後、森田芳夫がまとめた「日韓国交正常化交渉
の記録 総説7」にも掲載されている（太田修「日韓財産請求権「経済協力」方式の再考
―植民地支配正当論、冷戦、経済開発」吉澤文寿編、前掲書、2019年、115～118頁）。
なお、日本政府がこの文書を全面的に公開したのは、2020年2月のことである。この資料
をもとに、太田は、日本政府内において請求権問題に対する経済協力方式が初めて提起さ
れ、本格的に議論され始めた時期を1960年7月以降とした。

25 오오타 오사무、前掲書、2008年、212～214頁〔151頁〕。
26 장박진、前掲書、2014年、539～541頁。
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2．	変容：「先国交、後経済協力」の原則と貿易問題を前面に押
し出した韓国の対応

（1）「先国交、後経済協力」の原則
　このように膠着状態にあった請求権問題を解決するための手段として、
日本は経済協力を持ち出してきたが、これに対して韓国はどのように対処
したのであろうか。まず、当時の韓国の国内情勢について見る。1959年に
は、日本との対立が臨界レベルに達しただけでなく、2・4保安法波動や進
歩党事件などを経て、米国との対立も深刻な状態に陥った。韓国が国を挙
げて反対していたにもかかわらず、日本が在日韓国・朝鮮人の帰国事業を
行ったことについて、韓国の友邦国であるはずの米国は、韓国ではなく日
本の肩を持つという認識も韓国国内に広がった。
　しかし、1960年の4月革命以後、それまで李

イ

承
スン

晩
マン

政権がとってきた強硬
一辺倒の外交政策に対して、批判的な見方が登場してきた。つまり、外交
の基本は国力であり、「脅迫や恐喝を通してでは」なく、冷静な現実認識に
もとづいて行われなければならないという主張が、力を得るようになった
というわけである27。それにともない、在日朝鮮人の帰国事業に対抗する
ために中断していた日本との貿易も再開した28。許

ホ

政
ジョン

過渡政権の全
チョン

澤
テク

珤
ポ

27 「社説 對日關係가 보여준 外交活動의 拙劣性」『東亞日報』1959年2月17日、1面。このよう
な例として「微妙해지는 韓・美・日 三角關係」（『思想界』82号、1960年5月）や田靜「韓
日會談에 提議한다」（『思想界』87号、1960年10月）を挙げることができる。これら2つの
記事の筆者は、李承晩政権は「形勢がどちら帰すかも理解せず無謀な行動」対外的に取っ
ており、また「感情的であって、科学的根拠に乏しく」、「論理にも条理がなく、冷静さも
欠いて」いる主張をしているが、このような対日外交は、「新たな外交担当者によって一 
掃」されなければならないと批判した。

28 韓国は、日本政府による在日韓国・朝鮮人の帰国事業に対抗するため、1959年6月、対日
通商を中断した。しかし、対日輸入の財源は、米国を媒介とする国際協力局（ICA）によ
る援助資金に大きく依存していたため、実質的には、全面中断の効果は薄かった（신재준
「1959년 이승만 정부의 대일통상중단조치와 미국」『역사비평』115号、2016年5月）。
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商工部長官は、日韓通商のさらなる自由化を明らかにし29、後任の呉
オ

禎
ジョン

洙
ス

長官も、外交と交易とは分けて扱うことを明らかにした。6月には、コメ3

万トンの輸出契約が結ばれるなど、具体的な進展があった30。
　また、新たに成立した過渡政権とそれに続く軍事政権は、対日関係全般
にわたって改善の意向を示していた。過渡政府は、5つの施政方針のうち、
日韓関係の正常化を最重要外交課題に挙げ、相互理解を深めるため、日本
の新聞社に勤務する記者の入国を許可すると発表した31。1960年7月29日
に行われた第5代総選挙の後、民議院で行われた国務総理就任演説のなか
で張

チャン

勉
ミョン

は、日韓会談を再開することを明らかにした32。このような協力
的な雰囲気は、同年9月の、日本の閣僚としては初となる小坂善太郎外相
の韓国訪問につながった。1961年5月に成立した軍事政権も、日韓会談を
再開して課題を迅速に解決したいという立場であった33。
　それだけでなく、張勉政権および軍事政権は、対内的に経済第一主義を
標榜し、経済成長を優先課題として設定していた。特に軍事政権にとって
は、クーデターの正当性がかかった問題であった。いっぽうで、1950年代
の韓国経済を支えていた米国からの援助は、1957年をピークに減少に転じ
た。1950年代後半から、輸出の増大方法や、減少分の援助の補填方法など

29 「韓日通商擴大에 重大轉機」『東亞日報』1960年5月1日、1面。1954年以降、事実上禁止さ
れていた一般外国為替による交易を認める方針も明らかにされた。1961年2月、韓国政府
は外国為替による対日輸入制限を廃止したことを伝えた（이동준 編訳、前掲書、2015年、
447～448頁）。

30 「對日外交와 通商政策分離」『東亞日報』1960年6月4日、1面；「쌀輸出覺書 24일에 調印」 
『京郷新聞』1960年6月24日、1面。コメの輸出は、帰国事業中の1959年末から1960年初め
にかけて、抑留漁民の釈放と引き換えに提案された問題である（이동준 編訳、前掲書、
2015年、334～336頁）。

31 「虚勢를 버리고 實質的 反共態勢強化」『朝鮮日報』1960年5月3日、1面。
32 「「統韓・유엔加入」外交強化，韓日會談再開도 急務」『東亞日報』1960年8月28日、1面。
33 「軍事革命으로 自由와 民主救出 金外務會見談」『京郷新聞』1961年6月29日、1面。
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について模索しなければならないという認識が広がり始め34、「朝野の識
者たちの切実な関心事」になった35。外資の導入がこれまで以上に切実に
求められるようになるなか36、日韓関係の経済的側面を重んじる見方が台
頭してきた。
　政府記者団の会見において、張勉は、経済を発展させるため、米国以外
の自由主義諸国とも相互協力する意思があると語った。とりわけ、経済発
展に協力するという日本の提案については、韓国経済に「有助の道を開く
もの」であると信じており、日本政府が具体的な計画を提示すれば検討し
ていきたい旨を明らかにした37。「日本が誠意をもって無条件の経済援助
をするというならその提議を検討した後に受諾するだろう」と述べたので
ある38。軍事政権は、5・16軍事クーデターの直後、崔

チェ

德
ドク

新
シン

を団長とする
特使団を日本および東南アジアに派遣して経済協力への道を模索した39。
　しかし、このように経済協力が取りざたされるようになるにしたがい、
それに対する懸念も自ずと高まっていった。特に韓国では、経済協力と請

34 「外資를 끌어 오자면」『思想界』72号、1959年7月；「外援削減의 影響과 對策」『思想界』
77号、1959年12月；高承濟「轉換期에 선 韓國經濟의 展望과 課題」『思想界』79号、1960
年2月；夫琓爀「經濟援助의 反省 -方式과 運營의 合理化를 爲하여-」『思想界』84号、
1960年7月。

35 夫琓爀「美國의 對韓援助史（上）」『思想界』88号、1960年11月。
36 禹容海（経済企画院外資導入局長）「외자도입은 왜 서둘러야 하는가」『비지네스』2巻1号、

1962年1月。
37 「“日의 經濟協調 提議，우리에 有助 使節派韓 反對않는다”」『東亞日報』1960年8月21日、1
面。

38 『東亞日報』1960年9月8日記事（오오타 오사무、前掲書、2008年、193頁〔137頁〕を再引用）。
39 5・16軍事クーデターの直前の1961年5月6日から12日にかけて、衆議院議員8名が韓国を非
公式訪問している。彼らは訪韓に先立ち、各界人事と日韓関係全般、とりわけ経済問題に
ついて話し合いたい旨を明らかにし、彼らと経済4部長官との面談では、様々な経済問題
について議論した。なお、日本の議員団は、野田卯一、田中角栄、田中龍夫、田中栄一、
福田一、金子岩三、床次徳二、田口長治郞議員の8名および秘書1名、伊関佑二郞外務省ア
ジア局長および北東アジア課事務官2名の計12名であった（『일본 중의원 의원단 방한，
1961．5．6～12』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：858、分類番号：724.52））。
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求権との関係や、それが請求権に及ぼす影響などが大きな注目を浴びた。
国交を正常化するためには、何よりも、植民地支配に対する適切な清算が
必要であり、請求権はその象徴であった。経済協力という波が押し寄せる
場合、請求権の問題が経済協力に押し流されてしまうかもしれない、とい
う不安や危機感が韓国社会に大きく広がっていた。しかし、これは単なる
杞憂ではなかった。
　1960年12月の段階で、韓国の一部マスコミは、日本が対日財産権の放棄
を前提として韓国に約6億ドルの資金および技術の援助を非公式に提案し、
米国もその受け入れを韓国に要求しており、しかも韓国政府もその受け入
れを非公式に検討している、という政府の高位関係者の伝言を報道してい
る。翌年3月には、請求権問題で妥協する場合、日韓経済協力の原則に基づ
き、日本が提唱した経済援助の範囲も同時に決定して公表しようという意
見が、日韓会談の代表団の一部から出されているという報道もなされた40。
　そのため、第5代国会（1960年8月8日～1961年5月16日）では、閔

ミン

寬
グヮン

植
シク

をは
じめとする野党議員30名余りが「外交行政等に関する質問要旨書」を民議
院に提出し、小坂外相の訪韓声明のなかに謝罪が見られないことや、修交
を急ぐあまり韓国が一方的に譲歩していることなどを批判した41。また、
新民党は、政府の対日借款交渉は時期尚早であると批判するとともに、借
款交渉に先立ち、賠償問題を解決し、国交を正常化すべきであると主張し
た42。

40 「韓國의 財産請求權抛棄前提 日，6億弗援助를 提議」『東亞日報』1960年12月12日、1面； 
「“財産請求額數 本會議서 決定 豫備會談은 극히 順調” 兪代表歸國談」『東亞日報』1961年
3月23日、1面。太田によれば、後者の記事は請求権と経済協力を結び付けた代表団の解決
方案について、最初に報道した記事である（오오타 오사무、前掲書、2008年、194頁、
198～199頁〔138頁、141頁〕）。

41 「제37회 국회 민의원 속기록」第9号、民議院事務処、1960年9月12日（오오타 오사무、前
掲書、2008年、202頁〔143～144頁〕を再引用）。

42 「對日借款은 尚早」『東亞日報』1961年1月10日、1面。
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　1961年初めには、対日資本の導入をめぐって与野党が激突するという事
件も起きた。その発端は、与党民主党の政策委員会が、修交前であっても
在日韓国・朝鮮人の財産持ち込みや、民間貿易における売掛を認めるとい
う方針を立てたことであった43。それに先立ち、張勉および国務委員は、
国会に出席して、修交に先立って援助や借款を導入することは考えていな
い、もっとも「対日経済協力または日本資本の導入」と通商とは異なるも
のであり、通商を妨げるものではないと明らかにしていたが44、野党は既
存の約束を正面から覆すものであるとして批判した。
　1961年2月に民議院で可決された「日韓関係に関する決議文」は、この
ような流れのなかで生まれたものである。同決議では、「自由陣営の結束
強化という冷戦の観点から、日韓関係の改善と守護に全的に賛同しつつも
……互恵平等の原則の貫徹という民族を挙げての要求と必要に応じて解決」
する必要があると主張されている。また、現行の通商以外の経済協力につ
いては、どのような形であれ、正式に国交が結ばれた後、国家の統制のも
とで、経済発展計画と照らし合わせながら、国内産業が浸食されない範囲
でのみ行われなければならないと主張されている45。
　野党やマスコミからの激しい反発を受け、政府も釈明せざるを得なかっ

43 「産銀法改正案 月末까지成案」『京郷新聞』1961年1月22日、1面。日本の経済的侵略と、
それによる従属に対する不安が強かったこの時期、相対的に注目されていたのが在日韓 
国・朝鮮人の資本であった。日韓関係という大きな枠組みから、在日韓国・朝鮮人経済界
と接触し、彼らの財産を国内に搬入しようとする試みが活発になされていた。詳しくは、
신재준「1963～65년，박정희 정부의 교포재산반입제도 운용」『한국문화』69号、2015年3
月を参照のこと。

44 「韓日問題・地方選擧 등 報告」『京郷新聞』1961年1月14日、1面。
45 「제38회 국회 민의원 속기록」第18号、民議院事務処、1961年2月3日（오오타 오사무、前
掲書、2008年、204～205頁〔144～145頁〕を再引用）。このほか、対日国交は「制限外交」
から漸進的に「全面外交」に進展させなければならないということや、「平和線」は尊重
され守られねばならないこと、両国間の歴史的および重要な懸案の解決、とりわけ日本の
植民地支配による損害や苦痛の清算がなされた後でなければ、正式な国交は樹立不可能で
あるということが決議された。
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た。張勉は、郭
カヮク

尚
サン

勳
フン

民議院議長に対して、「国民が望むのであれば、国交
正常化に先立ち、日本から資本を導入したり、大規模な経済視察団を招き
入れたりすることはしない」と約束した。クーデター直前にも、張勉は同
様の立場を数度にわたって確認している46。
　このような政策の基調は軍事政権にも引き継がれた。クーデター直後、
金
キム

弘
ホン

壹
イル

外務部長官は、修交に先立って日本と経済協力をすることはないと
いう立場を明らかにし、6月には、請求権などの懸案の解決なくして国交
正常化はないという方針も確認した。また、経済援助は、財産請求権とは
別の問題であり、これらを混同してはならないと訴えた47。朴

パク

正
チョン

煕
ヒ

議長も、
就任後初の訪米および訪日の直後に行った記者会見で、請求権と経済協力
とは別物であるという政府の姿勢に変わりはなく、経済協力は請求権を解
決し、国交が正常化された後になってはじめて行われるものであると述べ
た48。

（2）貿易問題の提起
　韓国は日韓会談の早期妥結を懸念する国内世論を反映して、いわゆる「先
国交、後経済協力」という原則を打ち出した。いっぽうで、貿易問題では
新たなカードを取り出し、対日交渉に当たった。すでに1950年代から、対
日貿易は激しい入超の不均衡状態に陥っていた。1960年から1962年にかけ
ても、対日輸入は輸出の3～4倍を記録していた（表1）。是正が必要である

46 『東亞日報』1961年1月24日および5月10日記事（오오타 오사무、前掲書、2008年、195頁、
197～198頁〔139～140頁〕を再引用）。

47 丁
チョン

一
イルグォン

權商工部長官も、日本の対韓援助説は修交後に検討すべき問題であるとして、歩調
を合わせた（『東亞日報』1961年5月27日、6月17日、6月18日、6月24日記事（오오타 오사무、
前掲書、2008年、241～242頁〔175頁〕を再引用））。

48 「革命政府는 自由民主主義를 信奉 朴議長，7日 内外記者와會見」『朝鮮日報』1961年12月7
日、1面；「美援助規模 數日内判明 “民主政治엔 經濟復興이先決” 朴議長，訪美歸國後最初
의記者會見」『東亞日報』1961年12月8日、1面。
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という問題意識は、かなり早い時期から存在した。
　これに関して、5・16軍事クーデター直後の1961年7月、軍事政権が外交
政策、特に対米交渉の状況や方針などを確認するために組織した対米交渉
案作成特別委員会の報告書を詳しく見る必要がある49。同委員会は日韓関
係についても検討していたが、以下の点は注目に値する。
　まず、日韓関係に関する問題を、財産請求権に関するものと、通商およ
び経済協力に関するものの、大きく2つに分けているという点である。こ
れは請求権問題がうやむやにされることをおそれる社会的不安を反映した
ものである。次に、経済協力についての認識である。委員会では貿易不均

表1　韓国の年間輸出入額および対日輸出入額の推移（1960～1962年）
（単位：100万ドル）

年度 輸出額＊1 対日輸出額
（総輸出額に
占める割合）

輸入額＊2 対日輸入額
（総輸入額に
占める割合）

対日輸出入
の割合

1960年 32.8 20.2（61.6％） 343.5 70.4（20.5％） 1：3.49

1961年 40.9 19.4（47.4％） 316.1 69.2（21.9％） 1：3.57

1962年 54.8 23.5（42.9％） 415.2 109.2（61.0％） 1：4.65

（出典）韓国銀行『経済統計年報』1960年度～1962年度、「輸出入総括」、「国別の輸出」、「国
別の輸入」をもとに作成。

（備考）（　　）内の数値および対日輸出入比率は、資料をもとに筆者が計算。一部の原資料
では、数値の単位を1,000ドルに設定しているが、本稿では読みやすさを重視して、
100万ドルに設定した。

＊1 一般貿易、保税加工貿易、その他を合わせた総額。
＊2 公共援助、借款、救護、その他を合わせた総額。

49 『대미경제관계 교섭안내용 각항에 대한 연구보고서』（1961年）（韓国・外交部外交史料館、
登録番号：1271、分類番号：751.1）。報告書では、米韓関係や、米国の援助についての概
況および援助運営方式の再調整、長期経済開発計画支援および失業者就業対策などが最初
に検討されている。後半部では、米国商品購買政策の廃止、特別安定基金2,000万ドルの
使用条件撤回、米韓間における諸協定の再検討および是正、日韓関係の再調整を懸案とし
て扱っている。
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衡の改善を主要課題として挙げていた。1950年以降、対日貿易は毎年入超
を記録していたが、その主な理由について、委員会は、輸入禁止から数量
制限、関税障壁に至るまで、日本が様々な方法を使って韓国からの輸入を
制限しているためであると判断していた。このような状況に手を打たない
まま、援助や借款について論じることは矛盾であるというわけである。
　したがって委員会は、韓国の国際的地位や経済状況の向上を日本が心か
ら望んでいると言うのであれば、「韓国への経済協力について云々」する
前に、韓国製品の輸入制限を緩和すべきであるという結論を下した。また、
日本が輸入を制限している海苔や、鮮魚、冷凍魚、無煙炭、黒鉛、畜産物
などの輸入自由化交渉を提案した。つまり、韓国は、経済協力の意義を互
恵平等の原則に基づいた貿易の増大に求め、この点を日本政府に要求しよ
うとしていたのである。
　日韓新政府間の貿易問題が初めて議論されたのは、翌8月、5・16軍事クー
デター後の韓国政情を視察するため、前田利一外務省北東アジア課長が韓
国を訪問したときのことであった。前田の訪韓に先立ち、外務部は、経済
協力問題について韓国から先に話を切り出す必要はなく、経済関係部処で
もこの問題については一切言及してはならない、と通達した。前田のほう
から話を切り出してくれば、日本が考える経済協力の内容とは具体的に何
であるのかを聞き返すという戦略であった。また、前田から経済関係の発
言を求められた場合、1次生産物に対する輸入制限の緩和を強く求めると
いう方針を立てた50。
　経済企画院、商工部、外務部の関係者との会談で、前田は韓国の経済再
建を支援するため経済協力を行いたいという原論的な立場を明らかにした。

50 外務部政務局「일본 외무성 마에다 과장 방한 시 토의할 사항」（1961年8月7日）『마에다（前
田） 일본 외무성 동북아과장 방한，1961．8．7-16』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：
864、分類番号：724.62）。しかし、実際には、前田利一との会談の席で、韓国の経済関係
部処の官僚は、経済協力などについても話し合っていた。
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また、国際協力局（International Cooperation Administration, ICA）からの援助資金
を使って日本製の肥料を購入することも要請した。これに対して韓国は、
海苔などの大量輸入を求めるとともに、韓国の対日輸出が増えれば、自ず
と対日輸入も増えるであろうと答えた。
　このような提案に対し、前田はおおむね賛意を示し、できるだけ早く輸
入制限を緩和できるよう努めるが、日本国内の零細製造業やその他中小企
業の問題、経済関係省庁間の意見の相違など、乗り越えるべき課題がない
わけではないと付け加えた。事実、この発言のポイントは、後半部に置か
れていた。可能な限り協力すると言いながらも、具体的な成果や目標につ
いては触れないというのが、日本の対応の特徴であった。

3．	対日経済協力をめぐる議論の屈折：「善意の民間資本」の導
入方針と、先延ばしされた貿易問題の解決

（1）「善意の民間資本」の導入方針
　張勉政権と軍事政権はともに、請求権と経済協力とは別物であること、
経済協力は修交後に推進すること、の2つの主張を前面に押し出していた。
しかし、経済開発計画を推進するにあたり莫大な資金を必要としていた軍
事政権の内部では、経済協力の可能性について早い時期から関心を示して
いた。
　そのような意向が初めて明らかにされたのは、1962年のことであった。
年頭の施政演説において、朴正熙議長は、請求権問題を解決した後に国交
を正常化し、その次に経済協力を検討する、という対日交渉の原則を再確
認した51。しかし、この頃から、このような原則とは異なる動きが見られ
るようになる。1月末、日本のマスコミは、韓国の経済開発計画に協力す

51 「朴議長施政演説全文」『東亞日報』1962年1月6日、1面。
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るため、日本政府は目下、経済調査団の派遣について検討中である、と報
道した。修交前であっても広範な経済協力が必要であるという日韓問題懇
談会の見解を石井自民党副総裁が池田首相に伝え、決断を促したという報
道もある52。
　その直後、池田首相は、衆議院予算委員会における社会党からの質疑に
対して、民間調査団の韓国訪問を政府が妨げることはできないと応答した。
ひとまずは現状調査をするだけであり、訪韓と出資ないし投資とは別問題
ということであった53。修交に先立ち経済協力を進めているという疑惑が
浮かび上がるや、政府ではなく民間の活動という論理で、疑惑追及の矛先
をかわそうとしたわけである。折悪しくも、このような論理は、韓国に引
き継がれることになる。
　2月初め、蔚

ウル

山
サン

工業地区の起工式に出席した朴正熙議長は、経済協力は
修交後に行うという原則に変わりはないが、民間の友好的な協力であれば、
修交前であっても差支えないと述べた54。これがいわゆる「善意の民間資本」
の許容方針である。続く同月20日、「国交正常化以前における、日韓間の
民間経済協力に関する政府方針」（韓国語の原題は、閣議議決案件第326号「國交

正常化 前 韓日間民間經濟協力에 관한 政府方針」）が、閣議において採択された。
従来の方針どおり、政府間の経済協力は修交後に行うが、特定の前提条件
を満たす場合には民間の経済協力も認められうることを骨子としていた55。

52 「日、對韓經協 摸索」『京郷新聞』1962年1月26日、1面；「對韓經濟協調檢討 日、調査團派
遣도 考慮」『東亞日報』1962年1月26日、1面。

53 「調査團 派韓과 投資는 別個」『東亞日報』1962年1月30日、1面。
54 「國交正常化前이라도 日民間投資門戸開放 朴議長、蔚山에서記者會見」『東亞日報』1962
年2月4日、1面。彼は2月17日、光州で行われた記者会見でも、我々にとって役立つ民間経
済協力は、日韓会談に影響を及ぼさない範囲で受け入れる心づもりであることを再度明ら
かにした（「韓美行政協定 早速 締結할터 朴正熙 議長、光州서記者들과會見」『東亞日報』
1962年2月18日、1面）。

55 「국교정상화전 한일간 민간경제협력에 관한 정부방침（안）（제14회）」（1962年2月20日）（『각
의상정안건철（제12회～14회）』）（韓国・国務会議記録）。
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　もっとも、この段階では、このような方針が政府レベルで追認されてい
たわけではなかった。この発言の直後、複数の外務部関係者が「完全に理
解しているわけではないため」、自信はないが、自分たちとしては「従来
の原則に変わりはないとしか申し上げられない」と述べている56。1961年
12月、外務部の内部で経済外交政策が検討された際にも、主務部署である
通商局は、日韓会談において請求権問題を解決した後でなければ、日本と
の経済協力に関する公開議論は不可能であるという立場を取っていた。要
するに、上記の朴正煕の発言は、内部での十分な検討をもとにしたもので
はなく、最高権力者の意向を一方的に表わしたものであった。
　早期の外資導入を切実に望んでいた権力集団の本音がさらにくっきりと
浮かび上がってきたのは、1962年11月の大平正芳－金

キム

鍾
ジョン

泌
ピル

会談であった。
周知のように、この会談で両国は、無償3億ドル、有償2億ドル、民間商業
借款1億ドル以上で請求権問題を解決することに合意した。いわゆる経済
協力方式である。特に、民間商業借款は即時実行可能とされたため、ここ
に経済協力をめぐる本格的な議論の口火が切って落とされることになった。
　しかし、対日交渉を主管する外務部は、民間借款の導入をめぐる政府レ
ベルでの交渉に際しては慎重を期さねばならない、という態度を維持して
いた。先に述べた1962年初めの閣議議決からも分かるように、民間借款交
渉に政府が直接介入することはできなかった。また、外務部は、対日外資
の導入については、法手続の問題だけにとどまらず、政治的側面、つまり
日韓会談における請求権交渉との関係についても考慮すべきであると考え
ていた。会談の最中であるため、慎重に行動する必要があるということで
あった57。

56 「援助대신 登場한 經濟協調」『東亞日報』1962年2月5日、1面。
57 外務部「일본의 민간차관 획득을 위한 정부간 교섭」（1962年11月8日）『대일본 의암수력발
전소 건설자재 차관 도입』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：1661、分類番号：761.65）。
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　もっとも、流れを変えることは困難を極めた。すでに両国の財界を中心
に、様々な形での経済協力が模索されはじめていた。その1つとして、
1962年1月、日本の閣議が、韓国に対する無為替・延払い取引を認める決
定をするなかで浮上した保税加工貿易を挙げることができる。閣議の直後、
韓国を訪れた日韓保税加工調査団は事前調査まで行っていた58。これ以外に、
借款と類似する資本財の延払い取引も挙げることができる59。三

サム

星
ソン

物産と
神戸製鋼による蔚山肥料工場建設の件や、和

ファ

一
イル

産業と日綿實業による衣
ウィ

巖
アム

水力発電所建設の件のように、政府の動きをいち早く嗅ぎ付けて動き出し
た業者を中心に、資本財の導入をめぐる商談が相当な段階まで進んでいた。
韓国の国営企業である韓国電力が、日本の民間企業である丸紅と接触した
昭
ソ

陽
ヤン

江
ガン

水力発電所の件もあった60。経済政策を統括する経済企画院は、上
記案件に関する対日交渉を、外務部と駐日代表部とが直接取りまとめるよ
う要請した。
　1963年初めになると、日韓会談でも資本財の延払いの問題が議論される
ようになった。3月、首席代表による予備会議の席で、日本は、修交に先
立ち対韓延払い輸出を検討しているという池田首相の発言に言及しながら、
それに対する韓国の見解を問うた。韓国は、外務部に対して正式な報告が
行われたわけではないが、報道によれば、商工部長官は、長期延払いを条
件とする資本財であれば歓迎するという立場であるようである、と答え 

58 「日實業人團入京」『京郷新聞』1962年2月20日、1面。
59 延払いとは、代金の決済を一定期間遅らせることを意味し、厳密には貿易取引の一種であ
る。しかし、導入対象が資本財という点において、借款の一種と見ることもできる。この
時期、日韓間の経済協力が、借款ではなく延払いの形で議論されていたのは、当時の韓国
の国内法では未修交国との資本取引が不可能であったためである。

60 蔚山肥料工場建設については『대일본 비료공장건설 차관도입』（韓国・外交部外交史料館、
登録番号：1291、分類番号：761.65）を、衣巖水力発電所建設については前掲『대일본 의
암수력발전소 건설자재 차관 도입』を、昭陽江水力発電所建設については『대일본 윤활유
공장 건설 차관 도입』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：1662、分類番号：761.65）を
参照されたい。
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た61。
　駐日代表部は、近い将来、日本から具体的な提案がなされるであろうと
判断し、本部に交渉方針の策定を要請した。報告に接した外務部は、「日
本の対韓投資、借款、経済協力の範疇に属する延払い輸出」は、現行法上、
国交正常化後でなければ不可能であるが、近年、日本政府が実施を検討し
ている延払い輸出が、純粋に貿易形式のものであるならば、具体的な条件
や内容について検討した後、方針を定めることも不可能ではないと答えた。
民間企業による商談や、日本政府からの質疑、韓国の経済関係部処からの
要請など、一連の状況は、韓国政府に対して、はっきりとした立場を政府
レベルで打ち出すことを要求していた62。
　1963年4月、外務部は、修交に先立つ経済協力の方針を具体化するため、
経済外交調整委員会の招集を要請した63。この時点では、外務部も、経済

61 駐日代表部－外務部「한일 예비절충 제29차 회의 회의록 송부」（1963年3月7日）（한국학
술정보編『한일회담 청구권 관련문서』（以下、『청구권 관련문서』）34号、2005年、191～
193頁）。

62 なお、韓国の国内法令にも解決しなければならない矛盾があった。当時、関連法である「外
資導入促進法」と「長期決済方式による資本財の導入に関する特別措置法」とでは、外資
の導入対象に関する規定が異なっていた。前者は、法の適用対象を、韓国と外交関係があ
る国の国民および外国に10年以上永住する韓国国民（在外同胞）に制限することによって、
未修交国である日本を排除したのに対し、後者は、国民経済の発展のために必要であると
認められる事業の場合には、閣議の議決を条件として、未修交国の国民も対象に含めてい
た。それゆえ、対日経済協力を開始するためには、政府が一元的な方針を確立し、制度的
にもそれを裏付ける必要があった。

63 外務部「경제외교조정위원회 회의 소집」（1963年4月16日）、外務部「경제외교조정위원회 
회의자료」（1963年4月20日）『국교정상화 이전의 한・일본 경제협력정책』（韓国・外交部
外交史料館、登録番号：1270、分類番号：761.1）。これらの文書は、太田（2008）や吉澤
（2015）の研究でも紹介されている。吉澤の研究では、これらの文書も含めて、1963年か
ら1964年の借款交渉についても詳細な分析が行われている。もっとも、本稿は以下の点で
太田らによる先行研究と違いがある。まず、文書の作成経緯をより詳しく明らかにしたと
いう点である。本文および脚注64において述べているとおり、これらの文書は、外務部が
能動的に作成したものではなく、経済的企画院の要求や政府の方針にしたがって作成した
ものである。次に、当時の韓国政府の経済協力方針についての強調点が異なっているとい



植民地主義、冷戦から考える日韓関係76

関係部処の立場にしたがう方向に方針転換をしていたものと思われる。外
務部は、準備した会議文書のなかで、対外的には、日本がコロンボ計画や、
開発援助委員会（Development Assistance Committee, DAC、1961年9月に発足した OECD

の下部機関）など、様々な国際機関において援助国として活動しているだ
けでなく、アジア地域の経済協力にも大きな比重を占めるようになってき
ていること、対内的には、経済開発計画が進められていることを考えると、
対日協力は避けられないと述べている64。
　同年5月、経済企画院は、「国交正常化以前における対日外資の導入方針
（案）」を作成し、調整委員会に上程したが65、ここでは以下の4つの原則
が定められていた。まず、政府事業および政府企業事業のための対日外資
導入につき、事業の適格性や対日外資交渉の資格の有無は、経済閣議での
議決を経て認められる、ということである。次に、民間事業のための外資
については、政府から外資導入適格事業として選ばれ、しかも、対日交渉
が認められた場合にのみ可能である、ということである。第3に、民間事
業の外資導入については、請求権とは関連させず、契約上もこのことを明
記する、ということである。最後に、対日交渉については、駐日代表部と

う点である。太田や吉澤、李
イ

眩
ヒョン
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（이현진）（2010）などの研究では、概して、韓国政府
が経済協力（借款）交渉に乗り出しながらも、それと請求権とは別物であるという原則を
固守していたという点が強調されている。また、そのため借款交渉においても慎重な立場
を取っていたと評価されている。しかし、本稿では、韓国政府が「先国交、後経済協力」
の原則を放棄して、経済協力に積極的に乗り出した過程に注目した。

64 もっとも、外務部がそれまでの慎重な態度を完全に捨てたわけではなかった。文書の全体
的な趣旨は、対日外資導入に関係する国内制度の矛盾や、外資導入が日韓会談や国内経済
に及ぼす影響などを鋭意検討し、経済協力の範囲や対象に関する方針を事前に明確にする
必要がある、というものであった。つまり、修交前であっても経済協力を推進するという
方向に政府全体が傾いているなかで、外務部も交渉担当部署として経済協力の推進に必要
な手続きの準備に取りかかるということを明らかにする立場に近かったと言うことができ
る。

65 経済企画院「국교정상화 전 대일본 외자도입 방침」（1963年5月23日）（前掲『국교정상화 
이전의 한・일본 경제협력정책』）。
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協力しながら進め、日本滞在中の活動については、駐日代表部に随時報告
する、ということである。
　請求権と民間外資の導入とは別物であるという原則は、依然として有効
であったが、経済閣議議決など政府審議により、実質的には政府、民間事
業ともに外資導入が可能になった66。政府（駐日代表部）が、外資導入商談（交
渉）に直接関与するという方針も確認された。同案は、7月4日の第50回次
官会議（「国交正常化以前における対日外資の導入方針」（韓国語原題は「國交正常化 

前 對日本 外資導入 方針」、案件第815号）を経て、7月30日の第76回閣議において、
「対日長期決済方式による資本財の導入手続」（韓国語原題は「對日本長期決
濟方式에 依한 資本財 導入 節次」）として議決された67。
　このように、韓国政府は、内部での検討を経て、対日資本財導入のため
の制度を作り上げた。その後、外交経路を通じた民間借款交渉の支援にも
積極的な動きを見せた。このようにして修交に先立って経済協力は行わな
いという当初の原則は形骸化されるに至った68。

（2）先延ばしされた貿易問題の解決
　貿易問題については、以前からしばしば韓国が問題提起をしていたが、

66 いっぽうで、商工部は、対日経済協力の受け入れ原則や、国内経済に与える影響、状況計
画などを細かく検討しなければならないという趣旨で部処の立場を返信した。経済関係部
処の立場も一律的なものではなく、対日従属を危惧する見方も依然として存在したことが
分かる（商工部「국교정상화 전 한일 경제협력（회보）」（1963年5月27日）（前掲『국교정
상화 이전의 한・일본 경제협력정책』）。

67 「국교정상화 전 대일본 외자도입방침」（1963年7月30日）『차관회의록（제49회-79회）』（韓
国・国務会議記録）；「대일본 장기결제방식에 의한 자본재도입절차」（1963年7月30日）『각
의상정안건철（제55회-76회）』（韓国・国務会議記録）。

68 もっとも、すぐに目に見える成果が出たわけではなかった。他の先進諸国との競争関係な
どを考慮し、対韓経済協力の早期実施が望ましいと考えていた外務省の立場が、相対的に
消極的であった大蔵省や通産省などの経済関係省庁の反対にあったためである。民間での
商談をもとにした政府レベルでの資本財導入交渉が本格化するのは、1964年半ば以降のこ
とである。詳しくは、신재준、前掲論文、2019年、84～97頁を参照されたい。
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1964年6月以後、日本が提案した対韓緊急援助について議論する過程で再度、
問題になった。緊急援助は、1964年6月の日韓会談反対運動（6・3抗争）に
より韓国の政情や日韓会談の先行きが不透明になったことをきっかけに、
日本が提案したものである69。6月11日に行われた首席代表の非公式会議に
おいて後宮虎郎外務省アジア局長は、政府高官や外務省を中心とする事務
当局が、韓国の急を要する経済状況に対する協力方式として、消費財の緊
急延払い輸出を検討していることを明らかにし、韓国に意見を求めた70。
　注目すべきは韓国の反応である。資本財の延払いとは異なり、韓国が積
極的に対応することはなかった。裵
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煥大使は即答を避け、日本がプラ
ントを韓国に輸出し、貿易においても韓国からの輸入を増やせば、韓国人
の対日感情も少しは和らぐであろう、と述べた。また、韓国における対日
経済協力の第1指令は、輸出の増大であり、貿易不均衡をある程度、是正
する必要があると付け加えた。同席した李
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参事官も、過去15年間、両

69 同様の性格の議論はこれ以前から存在した。例えば、1963年初頭、外務省は、韓国が経済
的困難を克服するために消費財の延払いまたは後払いを求めてきた場合、中国共産党やイ
ンドネシアに対して行った先例と同等のレベルでこれを行うという方針を準備していた 
（外務省「対韓無償及び有償供与実施大綱（試案）」（1963年2月21日）국민대학교 일본학
연구소・동북아역사재단編『韓日會談 日本外交文書』60巻、선인、2010年、333～341頁。
なお同書に掲載された資料は日韓会談文書等管理委員会が管理する「日韓会談文書 情報
公開アーカイブス」（http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nikkankaidanbunsyo/index.php）でも
閲覧可能である。文書番号は1891。以下では『韓日會談 日本外交文書』の掲載頁の次に、
同アーカイブスで公開されている文書番号を〔no.○○〕という形で併記する）。また、
1963年9月～10月頃には商品援助についても議論された（外務省経済局アジア課「韓国よ
りの肥料延払輸出要請に関する件」（1963年9月20日）、同上書、64巻、88～90頁〔no.1904〕、
外務省経済協力局経済協力課「在京韓国代表部李参事官の甲斐経済協力局長来訪に関する
件」（1963年10月5日）、同上書、64巻、91～95頁〔no.1904〕）。

70 「대표부-외무부（제8차 수석대표간 비공식회담 보고）」（1964年6月11日）『청구권 관련문서』
44巻、2006年、336～337頁、339～344頁。外務省のこのような提案の根底には、韓国が共
産化せず、日本に友好的な国家として存在することが、日本にとっては国家的利益である
という考え方、換言すれば韓国を反共国家として維持するという対韓政策の目標があった
（外務省「韓国に対する当面経済協力問題に関する基本的な考え方」（1964年7月29日）、
前掲『韓日會談 日本外交文書』68巻、297～307頁〔no.1908〕）。
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国の貿易関係は正常でなく、根本的に相互主義の原則にしたがうべきであ
ると述べた。
　次の会議において、韓国は、対日経済関係の基本方針は、貿易赤字の是
正を通じた経済の体質改善であることを明らかにした。緊急援助の申し出
はありがたいが、食糧事情もさほど深刻ではなく、そのうえ、消費財の導
入が韓国経済の発展に根本的に寄与するわけでもない、と付け加えた71。
その後も韓国は、首席代表はもとより、事務方など様々なルートを通じて、
赤字改善についての必要性と希望を日本側に伝えた72。
　貿易不均衡を改善するための措置として韓国が重視したのは、1次産品
の輸出増大を妨げている日本政府の輸入禁止ないし制限を廃止または緩和
させることであった。その理由は、当時、韓国は貿易構造上、農水産物や
鉱産物など1次産品の輸出の割合が全体の半分以上を占めていただけでなく、
これら1次産品の多くが日本に輸出されていたためである73。
　これらのうち海苔について見る。植民地期、海苔は、主に日本に移出さ
れていたが、解放後、日本への輸出が減少したことにともない、養殖業は
困難に直面した。そこで韓国は、現在の輸入割当制（年間100万束）を廃止し、

71 「대표부-외무부（제9차 수석대표간 비공식회담 보고）」（1964年6月24日）『장기결재방식에 
의한 대일본 자본재도입』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：1293、分類番号：761.66）、
346～349頁、351～358頁。

72 外務省アジア局北東アジア課「経済協力問題等に関する韓国側申出について」（1964年6月
25日）、前掲『韓日會談 日本外交文書』68巻、222～224頁〔no.1908〕。例えば、裵義煥－
黄田多喜夫（外務省次官、6．15）、金
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哲 （行政計画調査委員会委員長）・裵義煥－吉田
茂（6．30）対談などがある（「대표부－외무부」（1964年6月15日、7月1日）、前掲『장기결
재방식에 의한 대일본 자본재도입』）。

73 例えば、1964年当時、水産物の輸出における対日依存度は68％であり、鉱産物は73.5％に
達した。対米依存度が高かった生糸（76.6％）、合板（97.9％）、衣類（62.5％）などとは、
項目がはっきりと分かれている（韓日經濟共同調査團編『韓日經濟協力의 方向과 그 背景』
韓國生産性本部日本經濟調査協議會、1965年、298頁、400頁）。水産物のなかでも特に対
日輸出の割合が高かったのは、活魚、魚介塩辛類、海苔であり、ほぼ100％日本に輸出さ
れた（商工部編『商工白書』商工部、1971年、440～446頁）。
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自由化するか、少なくとも割当量を500万束に増やすことを要求した。また、
関税の引き下げも要求事項の1つであった。当初、日本は輸入価格に対し
て15％の関税を賦課（従価税）していたが、1961年6月、1束につき200円の
関税を賦課（従量税）する方式に課税方式を変更した。1束200円という従
量税は、従価税に換算すると40％以上になる。つまり、1961年6月を境に
税率が一気に跳ね上がったのである。さらに、輸入時期に関する制限の廃
止（日本は、日本における海苔の生産期間を避け、輸入時期を4月から9月に制限して

いた）や、複雑な流通構造の改善も要求事項の1つであった74。
　また、製造業分野では、保税加工貿易に関する様々な制限措置の改善を
要求した75。保税加工は、契約を通じて、契約締約国から原料または半製
品を無償で輸入し、これを保税工場または保税地域において製品化し、委
託国に再輸出または第3国に輸出する貿易形態をいう。当時、韓国は、保
税加工の原料を主に日本から輸入していたが、実際には無償ではなく、有
償で輸入することが多く、日本への加工品の再輸出も極めて少なかった。
つまり、名称とは異なり、実質的には一般加工貿易と大して変わらなかっ
たのである。そのため、韓国は原材料や機械の無為替輸入（輸出）や、日
本への再輸出時にかかる関税の引き下げを要求したのである。それ以外に、
日本政府が両国の漁業の競合や、「平和線」（李承晩ライン）、漁船拿捕など
を理由として、1950年代初めから事実上禁止していた漁船や漁具の輸出許

74 海苔は、日本海苔輸入協会を通してのみ輸出することが可能であったが、中間流通経路が
複雑なため、日本での卸・小売価格と輸出価格との間には大きな差があった。例えば、
1963年の場合、韓国における海苔の輸出価格は1束当たり1.2ドルであったが、これに対して、
日本国内の卸売価格はほぼ2倍に当たる2.31ドルであり、小売価格は卸売価格の1.8倍の4.08
ドルに達した。つまり、韓国としては海苔を安価で輸出しながらも、日本での小売価格が
高いため、価格メリットを生かせない状態にあったというわけである（신재준、前掲論文、
2019年、101～102頁）。

75 1960年代初めまで、保税加工が総輸出に占める割合はさほど高くなかったが、これといっ
た資源や資本がなくとも加工賃を得ることができるという点で、業界はもとより、政府レ
ベルでも育成に対する意思が強かった。
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可も重要な要求事項であった。
　以上のような、赤字改善のための要求は、駐日代表部だけに任された課
題ではなかった。外務省の職員が、政情を視察するため韓国を訪問した際、
外務部の鄭
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東北アジア課長は、緊急援助も重要である
が、この種の協力は請求権資金の事前授受に当たると野党から常に批判さ
れてきた、と述べた。そのため、大幅に増やさなくとも、輸入を増やすこ
とが重要である、と彼らは強調した。特に、日本は貿易の自由化を促進し
ながらも、韓国からの輸出品の大部分を非自由化品目に指定していたため、
韓国国内にはこれを対韓規制、あるいは高圧的な立場から交渉を有利に導
こうとする措置とみなして、不満の声を上げている者も少なくないと指摘
した76。
　貿易の拡大均衡をめぐる議論のコンテキストについて注目する必要があ
る。外務部の関係者は、対日経済協力は日本による経済支配につながる、
という韓国人の不安を和らげる必要があると強調した。そのためには、対
日輸出を増やす必要があった。まさに対日輸出の増大こそが、貿易と経済
協力とを結びつける鍵であり、韓国が一貫して望んでいた経済協力のあり
方であった。
　米国、とりわけ駐韓米国大使館関係者も、この問題について日本の決断
を促していた。1964年7月11日、バーガー（S. Berger）駐韓大使は、米国へ
の帰国途中、日本に立ち寄り、黄田多喜夫外務省事務次官と韓国事情や日
韓関係について意見を交わした。また、黄田との対談に先立ち、外務省を
訪問して後宮外務省アジア局長とも意見交換を行った。バーガーは、韓国
人の日本観を改善するためにこれまで日本が努力してきたことについて尋
ねるとともに、1次産品はもとより、合板やラジオなども少しずつ輸入す

76 広瀬節男外務省アジア局参事官、小和田恆同省条約局事務官「韓国視察出張報告」（1964
年7月25日）、前掲『韓日會談 日本外交文書』68巻、491～529頁〔no.309〕。
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るようにし、韓国人の雇用増大に努めるよう勧告した。彼は、韓国の収入
額の増大に大きく寄与するわけではないが、韓国人の対日不信感を減らす
ための措置として、合板やラジオなどの輸入は非常に効果的であるだろう、
と述べた。また、韓国人の印象に残るよう、毎回大きく宣伝するとともに
ドラマチックに演出すべきである、という助言もした77。
　このような提案を受けて、日本政府は、経済協力方案を大まかに検討し
た（表2）78。しかし、日本の態度は全体的に消極的なものであった。1次産
品の場合、その輸入が韓国人の対日感情の緩和に役立つのであれば、国内
の需給事情にしたがい、韓国の要求にある程度応じることは可能である、
という立場であった。しかし、このような立場は、状況によって変わる余
地があり、それまでの措置を根本的に変えようとするものではなかった。
これと同様に、保税加工についても、可能な措置について引き続き検討す
ると述べるだけで、具体的かつ可視的な措置が取られることはなかった。
漁船についても、拿捕事件が発生していない場合に限るという条件を付け
て輸入の増大を「検討」した。成果と言えるものがあるとすれば、一連の
議論において、韓国が要求した貿易会談の開催に合意したことくらいであ
る。
　韓国にとって、この時期の貿易問題は、請求権問題を経済協力方式によっ
て解決しようとする日本の動きに対抗するために提起した問題であった。
この点において、貿易不均衡の改善は、韓国の意図、または韓国が望んで

77 バーガーは、日本は韓国と比べて何といっても大国であるため、日本が先に譲歩しなけれ
ばならないと付け加えた。いっぽうで、駐韓米国大使館のドハティ（E. Doherty）公使や
ハビブ（P. Habib）参事官も、交渉の進展を図ろうとするならば、貿易拡大を真剣に考慮
すべきであると述べた（外務省アジア局北東アジア課「前駐韓バーガ米大使との内話に関
する件」（1964年7月13日）、前掲『韓日會談 日本外交文書』68巻、377～392頁〔no.1682〕）；
前掲「韓国視察出張報告」、前掲『韓日會談 日本外交文書』68巻、377～392頁〔no.309〕。

78 外務省北東アジア課「韓国に対する援助問題 (第2改正案 )」（1964年6月29日）、前掲『韓
日會談 日本外交文書』68巻、225～238頁〔no.1908〕。
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表2　日本の対韓経済協力（貿易）案（1964年7月、外務省）

品目 先方第1次希望 第2次希望 わが方措置案

1．農産物、
畜産物、鉱
産物輸入

のり

①自由化
最低限年間500万
束輸入割当
②関税を従価税
15％以下とする
③輸入時期制限 
（4～9月）の撤廃
④輸入業者指定制
度の撤廃

250万束輸入割当
本年度追加割当50
万束（割当済を加
えると250万束）

するめ

自由化
少なくとも本年10
万ピクル（約250
万ドル）輸入割当

8万ピクル（約200
万ドル）輸入割当

本年度追加割当
200万ドル（割当
済を加えると300
万ドル）

ぶり 自由化 130万ドル

さんま 自由化

その他 FA
魚介類 自由化

あじ
さば 自由化 数万ドル輸入割当

生牛
生豚
枝肉

自由化
検疫期間短縮
検疫頭数増加

生豚年間3万頭位
の長期契約

生豚年間3万頭程
度の輸入を可能な
らしめるよう外貨
割当増大
検疫制度は現行制
度維持

無煙炭 自由化 30万トン輸入割当 30万トン輸入割当

鱗状黒鉛 関税低減 関税低減 現在のところ関税
低減困難

土状黒鉛 自由化 自由化困難

葉煙草 自由化 500トン買付 500トン試験輸入

米 14,000トン買付 14,000トン買付
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いた経済協力の形である、と見ることもできる。しかし、日本の意図、す
なわち請求権問題の解決方法として持ち出してきた「経済協力」が、「請
求権および経済協力」という形で、日韓協定の締結によって実現されたの
とは異なり、韓国が意図していた「経済協力」、すなわち貿易問題はすぐ
には解決されなかった。1965年以降毎年、日韓間では貿易会談が開かれた
が、会談の議題が経済全般に拡大されただけでなく、両国の利害も食い違
いを見せたため、成果を出すことは容易でなかった。
　目に見える成果を挙げることができなかった根底には、経済協力をめぐ
る両国の同床異夢があった。韓国のある日刊紙も指摘しているように、「対
日交易における大幅な入超を是正できるよう、日本が韓国製品を大量に購
入すること」を、韓国は経済協力の根幹に据えていた。これに対して、日
本は「工業化を進めている韓国に、自国のプラントを輸入させる」ことに
重点を置いていた。したがって、「両国が考える経済協力の距離を縮める
努力を抜きにしては、単なる空念仏に終わる公算」が高いという懸念を、

品目 先方第1次希望 第2次希望 わが方措置案

2．漁船輸出 漁船、漁具の輸出
許可

漁船輸出の適否性
について検討を続
ける
漁具については輸
出を禁止していな
い

3．保税加工輸出関係

－原材料、機械の
無為替輸出承認
－半製品輸出許可、
とくに金属洋食器
類
－製品輸入関税低
減

韓国側保税加工促
進につき日本政府
が措りうる措置に
つき検討を続ける

（出典）経済局アジア課「対韓国経済協力（第2次案）（貿易関係）」（1964年7月28日）『韓日會談 
日本外交文書』68巻、선인、2010年、225～238頁〔no.1908〕。
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杞憂であるとして一蹴することはできなかった79。貿易不均衡を改善しよ
うとする韓国の試みと、自身のまた別の経済的関心事の解決を優先しよう
とした日本の立場は、修交後も鋭く対立することになった。

おわりに

　本稿は、1960年代初め、日韓関係が反転するきっかけになった「経済協
力」を素材にして、両国政府がそれを名目として展開した議論の様々な層
位を区別することにより、当時の日韓関係の歴史的性格を批判的に吟味し
ようとした試論である。
　1960年代、経済協力は国際的な趨勢の1つであった。しかし、日韓関係
において経済協力は、請求権問題を解決するための政治的手段ないし方法
として登場した。それは基本的に日韓会談の膠着状態を打開し、妥結へと
導こうとしていた日本政府の能動的な意図、すなわちイニシアティブによっ
て生み出された論理であると同時に、本格的な経済開発を目指していた韓
国政府が、最終的に受け入れることになる論理でもあった。
　もっとも、韓国政府が、このような論理を最初から素直に受け入れてい
たわけではない。それは国民感情からしても不可能であった。経済協力と
請求権とは別物であると強調したり、会談妥結後でなければ経済協力はで
きない、すなわち「先国交、後経済協力」の原則を主張したりしたことは、
韓国のこのような立場をよく示している。それだけでなく、韓国は「経済
協力」をめぐる議論の性格を変えうる、新たな問題や論理も導き出してい
た。「均衡貿易こそが真の経済協力である」という考え方を正当化の論理
として用いながら、両国の貿易不均衡の改善という問題を提起していた。
これは「経済協力」をめぐる議論において、韓国の姿勢を守りから攻めに

79 「社説 韓日經濟協力에 대한 雙方의 見解差異」『東亞日報』1964年7月22日、3面。
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変えることを可能にする手段でもあった。
　しかし、結局、修交よりも先に経済協力をすることはしないという韓国
の意思は、早い段階で打ち砕かれた。経済開発のための資本調達を急いで
いた韓国政府首脳部は、「善意」または「友好」という、曖昧な基準を掲げ、
日韓会談の妥結とは別に、できるだけ早く、日本の資本を受け入れようと
した。その過程で、比較的慎重な立場を見せていた外務部の声は小さくなっ
ていき、「先国交、後経済協力」という原則は、事実上、なし崩しにされた。
貿易不均衡を改善しようとした意図も貫徹されることはなかった。双方の
立場を調整するため、貿易会談を開くことで合意したが、これは後々まで
続くことになる問題の幕開けに過ぎなかった。
　この時期に登場した、経済協力が複数の文意を持っているという事実は、
とても興味深い。日本の意図（請求権の解決論理）と、韓国の意図（貿易不均
衡の改善論理）または見方とが異なるという点も興味深いが、それ以上に興
味深いのは、前者は現実になったのに対し、後者は長期未済になった、と
いう相反する結末である。要するに、前者は実質的に貫徹されたが後者は
挫折した、というわけである。このような事実は、この時期の経済「協力」
の範囲が、部分的ないし限定的であったことを示唆している。つまり、請
求権の解決という面では協力的であるが、貿易不均衡の改善という面では
非協力的であるという、いわば選択的「協力」であった。さらに、このこ
とは、選択的あるいは部分的な経済協力が媒介した国交「正常化」のプロ
セス自体が、相互に対等ではない、日本に傾いた状況で展開された可能性
があることを意味している。このように「傾いた正常化」が1965年以降、
両国の関係にどのように反映されたのかについても、吟味してみる必要が
あるであろう。
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はじめに

　本稿は、財産・請求権・経済協力に関する日韓協定締結（1965年6月22日

調印、12月18日発効。以下、日韓請求権協定）に伴う日本の国内法である「財産
及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国
との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関す
る法律」（1965年12月17日公布、12月18日施行。以下、法律第144号）の成立過程に
つき、その一端の把握を試みるものである。
　この法案は1965年10月の国会（日韓条約の批准国会）において日韓基本条
約締結の承認請求とあわせて、日韓請求権協定・漁業協定・法的地位協定
締結に伴う国内法案の一つとして一括審議され、当該法案については特に
質疑・修正なく通過、法律第144号として成立している。
　法律第144号は3つの項から構成されている（末尾の【史料編】参照）。椎名
悦三郎外務大臣による提案理由の説明によれば、第1項は「韓国または韓
国民の日本国または日本国民に対する債権及び日本国または日本国民の有
する物または債権を目的とする担保権を消滅せしめること」の規定、第2

項は「日本国または日本国民が保管する物の帰属」に関する規定、第3項
は「証券に化体される権利について、韓国または韓国民がその権利に基づ

3 「大韓民国等の財産権に対する措置法」
（法律第144号）成立過程の一断面

宮
みや

  本
もと

　正
まさ

  明
あき
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く主張をすることができない旨」の規定である1。
　この法律の存在意義は、1990年前後よりあいついだ戦後補償裁判におい
て明確にあらわれた。韓国人を原告とする「アジア太平洋戦争韓国人犠牲
者補償請求訴訟」2や「旧日本製鉄大阪訴訟」3などで、原告側の主張を退け
る判決の根拠の一つとされたのが法律第144号である4。小林久公氏は、法
律第144号が「様々な戦後補償裁判で、損害賠償や未払い賃金の支払いを
認めてこなかった法律的根拠」であることから、「戦後補償と和解の道」
を開く実践的な課題として法律第144号の「改廃」へ向けた取り組みの必
要性を訴えている5。また、山本晴太氏は、日本政府による日韓請求権協
定の解釈の変遷を跡付けるなかで、法律第144号が戦後補償裁判のなかで
果たした具体的な役割を明らかにしている6。
　他方、法律第144号がどのような経緯を通じて成立するに至ったのかと
いう点については充分に明らかにされているとは言いがたいように思われ
る。本論で展開するように、法律第144号の成立過程を考えるにあたっては、

1 「第50回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録」
第2号（その1）、1965年10月25日、12頁。

2 1991年12月6日提訴、2001年3月26日東京地裁棄却、2003年7月22日東京高裁棄却、2004年
11月29日最高裁棄却（山手治之「《判例研究》アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事
件―日韓請求権協定2条の解釈を中心に―」『京都学園法学』2・3号、2005年3月；石
村修「判例研究　戦後補償裁判において憲法的問題解決が否定された事件―アジア太平
洋韓国人戦争犠牲者補償請求事件―」『専修ロージャーナル』2号、2007年2月）。

3 1997年12月24日提訴、2001年3月27日大阪地裁棄却、2002年11月19日大阪高裁棄却、2003
年10月9日最高裁棄却（出石直「戦後補償訴訟における元徴用工問題と日韓関係」『現代韓
国朝鮮研究』15号、2015年11月、39頁）。

4 法律第144条については「BC級戦犯公式陳謝等請求事件」の最高裁判決（2001年11月22日）
などで合憲の判断が下されている（山本晴太「韓国大法院判決と日韓両国の日韓請求権協
定解釈の変遷」山本晴太ほか『徴用工裁判と日韓請求権協定』現代人文社、2019年、105頁）。

5 小林久公「「韓国人財産請求権措置法」改廃の取組み提起について」（2009年2月12日）（李
洋秀「霧の中に消えた日韓会談の中の［個人請求権］」（2009年2月11日）（「日韓会談文書・
全面公開を求める会」（http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/kiri/kirinonaka.pdf））。

6 山本晴太、前掲論文、2019年、104～108頁。
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日韓請求権協定の本文そのもの（特に第2条）の成立過程をふまえる必要が
ある。協定本文第2条の成立過程に関しては張

チャン

博
バク

珍
チン

氏が、個人請求権問題
に対する日韓両政府の認識の度合いに留意しながら、日韓双方の公開文書
を駆使してその詳細を明らかにしている7。本稿は国内立法措置の扱いの
推移に検討の重点を置くものであるが、本論の展開上、協定第2条の文案
の作成過程にも触れざるを得ず、張博珍氏の研究をふまえて言及している
面があることをお断りしておきたい。
　本稿における依拠史料（末尾の【史料篇】参照）としては、「日韓会談文書・
全面公開を求める会」の多大な尽力によって日本の外務省から引き出し
WEB上での公開を実現した外務省の開示文書、国立公文書館所蔵の『経
済協力・韓国・32　国内法関係（想定問答他）』簿冊8、そして筆者が古書

しょ

肆
し

で入手した『日韓問題（1）』と題する簿冊の所収文書を活用する。この2

点の簿冊については、末尾の【史料篇】に所収文書の細目を掲げているが、
いずれも法律第144号につながる国内法制定関連の書類綴りであることが
うかがえる。国内法制定関連の史料群としては『経済協力・韓国・32』の
ぼうがメインであり、『日韓問題（1）』には『経済協力・韓国・32』所収
のものを部分的に補完する内容が含まれるものとなっている。

1．法律第144条の趣旨・内容

　ここでは、法案として提出するにあたって作成されたと思われる概要説
明書【史料43・44】や想定問答にもとづいて、国内法制定の趣旨と内容につ
いて見ておきたい。

7 장박진「한일 청구궈협정 제2조의 형성 과정 분석（1965．3-6）：개인청구권 문제를 중심으 

로」이원덕ほか『한일국교정상화 연구』대한민국역사박물관、2016年。
8 小林久公氏がこの史料の存在を確認された（山本晴太、前掲論文、2019年、105頁）。
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　立法目的としては、日韓請求権協定の第2条により「韓国の対日請求権
問題」について「過去のいきさつをすべて水に流し、今後は一切その主張
をさせないものとして解決された」9という認識にもとづき、協定第2条の「趣
旨を国内法的にも実効あらしめ」、「国内法的にも問題を将来に残さず完全
解決することを図ったもの」10とする。協定との関係で国内法が必要とさ
れた理由は、次のように説明されている。

協定では韓国側の請求権放棄も日本側のそれと同じ形の規定となって
いるので、協定上は韓国側の権利についても外交保護権の放棄にとど
まるから、協定だけではわが国内法上は韓国側の権利は消滅していな
いことになるので、完全に消滅の効果を確保するためには、わが国内
法上韓国側の権利（財産権）が消滅する旨を規定した国内法を制定す
ることが必要となる。このため本件「請求権協定第2条の実施に伴う
韓国等の財産権に対する措置法」（案）が準備されることとなったの
である。11

　協定本文の直接的な効果が「外交保護権の放棄」にとどまり、本文規定
のみをもって「韓国側の権利」が「完全に消滅」しているわけではないと
いうことが、国内法制定の前提となっている。
　ついで、当該法律案では、韓国側（国・国民）の財産権（「財産、権利及び
利益」）を対象として、以下の形で具体的な措置を規定している。

9 「韓国側財産権消滅措置法案の概要」（大蔵省国際金融局『経済協力・韓国・32　国内法関
係（想定問答他）』（国立公文書館、請求番号：平12大蔵03377100）。

10 「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の
協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律（案）について」
（前掲『経済協力・韓国・32　国内法関係（想定問答他）』）、1頁。

11 前掲「韓国側財産権消滅措置法案の概要」。
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①日本側（国及び国民（法人を含む））が保管している韓国側（国及び国民）

の物12は日本側保管者に権利が帰属する（第2項）。
②韓国側の日本側に対する債権（及び担保権）は消滅する（第1項―2項該

当の保管物以外のケースについて）。
③韓国側の有する株式は、その権利に基づく主張ができない（第3項―

有価証券のうち債権を表彰するものは1項に該当するので、本項には株券＝株式の

みが該当）。13

　概要説明書によれば、当該法律案で「消滅」などの対象としているのは、
財産権のうち「債権、担保権、株式」にとどまり、「物権（所有権、用役物権）、
無体財産権等については触れていない」14が、この内容をもってすれば「こ
れにより韓国側が8項目の請求で支払を要求し問題となっていたものはま
ず完全に権利を消滅させえたことになるものと考える」15としている。こ
こで言及のある「8項目の請求」とは、日韓国交正常化交渉（日韓会談）に
おいて日本側に対する請求権の具体的内容として韓国側が提示した、いわ
ゆる「対日請求8項目」を指す。そのほか、「法案で除外された権利関係は
日韓交渉における韓国の対日請求でも問題にされておらず、また今後両国
及び国民間でトラブルを生ずるような問題のものではない」16という説明

12 「物」とは「動産、不動産等の有体物」としている（谷田正躬・辰巳信夫・武智敏夫編『（時
の法令別冊）日韓条約と国内法の解説』大蔵省印刷局、1966年、117頁）。

13 前掲「韓国側財産権消滅措置法案の概要」。ただし、協定第2条2をふまえて、「終戦後（20
年8月15日以後）の通常取引により取得した財産権」および「在日韓国人（21年8月15日以
後引続き1年以上日本に在住したことがある者）の財産権（終戦前取得の分を含む）」につ
いては、当該法律案による措置の対象から除外するとしている（同前）。

14 前掲「韓国側財産権消滅措置法案の概要」。
15 同上。
16 前掲「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との
間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律（案）につい
て」。
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も見られる。
　一方、外務省条約局で用意された当該法律案の想定問答は、その内容が
多岐にわたっているが、ここでは、「問1　韓国民の財産権を処理するにつ
いては、憲法上補償を必要とするのではないか。」、「問2　この法律を制定
する理由いかん。（協定だけでは何故十分でないか。）」、「問6　この法律の措置
の対象となるものとならないものは、それぞれ何か。その総額及び内訳を
示せ。」の3点に限定してとりあげる。
　「問1」に関しては、「憲法による財産権の保障は、原則として、外国人
にも及ぶ」としつつも、「国家の存立を維持し、国家・国民の正当な利益
を確保する国際関係処理上の国家的目的を達成する必要上、外国人に対し、
外国人なるがゆえに、その財産権について〔日本〕国民と異なる国法上の
取扱いをしなければならない場合がある」とする。そして、日韓の「国交
回復」にあたっては財産・請求権問題の「解決」が不可欠であり、協定に
よって「相手国及びその国民の主張をその信ずるところに従つて処理する
というそれぞれの国の立場を認め、そのような処理については両国の国際
関係において問題として取り上げないことを約束し、これによつてこの問
題が「解決されたことになる」ものとした」こと、その財産等を「消滅させ
る」など、韓国人にとって「不利益な」国内措置に伴って補償が必要であ
るとするならば、「財産、請求権等についての日韓両国の従来の紛争にお
ける韓国側の主張をわが国が承認したのと実質上異ならない」ため、それ
では「両国の意図が達成されない」こと、こうした国内措置によって韓国
人に対し「〔日本〕国民と同様の憲法上の補償が与えられていない結果とな
る」が、それは「憲法の容認するところ」であることが述べられている17。

17 外務省条約局「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓
民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律に関
する擬問擬答」（1965年10月18日）（前掲『経済協力・韓国・32　国内法関係（想定問答 
他）』）、1～4頁。
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　「問2」に関しては、協定第2条3によって相手国とその国民の「財産、
権利及び利益」に対して「具体的にいかなる国内的措置を執るかは当該締
約国の決定するところにゆだねられている」ことから、「大韓民国及びそ
の国民の実体的権利をどのように処理するか」について国内法の制定が必
要となったとする。他方、当該法律案には「請求権」についての明記がな
いが、これに関しては、「第二条3後段にいう請求権については、実体的権
利ではないので、国内法によつて処理する問題は生ぜず、したがつて国内
法を制定する必要はない」と説明されている18。
　「問6」に関しては、当該法律案による措置の対象として、「協定第二条
3の財産、権利及び利益に該当するすべての種類の動産、不動産、債権、
証券に化体されたその他の権利」が挙げられ、「無体財産権」はその対象
から除外されている19。また、対象となる財産権の各府省別の項目と金額 

（「備考」欄の記載省略）については、以下の形となっている20。（金額について
は一部に「朝鮮人分不明」とされるものを含む）。

◎総理府
・「恩給」…8億4800万円

◎法務省
・「供託に係る金銭及び有価証券（外国人等に対する債務弁済のために行
なう供託）」…「現金」1億0780万8663円・「有価証券」2095万8250円

18 同上、8頁。
19 同上、14頁。
20 同上、15～20頁。列挙される項目自体は前掲『（時の法令別冊）日韓条約と国内法の解説』
の記載とほぼ同じである（111～112頁）が、金額の明記はない。なお、文部省所管の「著
作権」と通商産業省所管の「工業所有権（特許権等）」については「措置の対象とならな
いもの」とされている（同前、21頁）。
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◎外務省
・「朝鮮関係特別会計（朝鮮総督府、朝鮮簡易生命保険及び郵便年金、朝鮮
食糧管理）…「不明」

◎大蔵省
・「預貯金」…「不明」
・「金融債」…「不明」
・「金融機関その他の債務（借入金、保証、保護預り、担保その他の預り
物件）…「不明」
・「損害保険」…〔記載なし〕

・「生命保険」…「保険金額」11億1000万円・「責任準備金」1億
6000万円
・「閉鎖機関、在外会社に係る財産、権利及び利益」

1　「本邦内負債」…「供託分」16万7176円23銭・「新会社承継」
1億5840万4806円（朝鮮人分不明）

2　「残余財産分配金又はこれに代わる株券」…3604万6593円 

（「金銭」783万2493円・「株券」2018万0100円の「供託分」、「新会社保管」

803万5000円）　※金額はママ
・「国債、貯蓄債券、報国債券」…「不明」
・「税関保管物件」…1710万0579円（「省令第八八号に基づくもの」1637

万8202円・「政令第一九九号に基づくもの」72万2377円）

◎厚生省
・「未帰還者留守家族等援護法等による旧軍人軍属に対する未払給
与金」…9136万4001円
・「引揚者給付金等支給法による引揚者給付金、未帰還者に関する
特別措置法による弔慰料、戦傷病者特別援護法による葬祭費等」…
「不明」
・「船員保険法等による保険給付の受給権」…「不明」
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◎農林省
・「旧農業会、旧森林組合、旧水産会の持分払戻請求権」…「不明」
・「旧農業保険、旧家畜保険、森林保険、旧漁船保険の保険金請求権」
…「不明」

◎運輸省
・「応徴船員に対する未払給与等の供託金」…323万2346円

◎郵政省
・「郵便貯金（朝鮮記号）」…12億円
・「郵便振替貯金（朝鮮口座）」…1億8000万円
・「簡易生命保険及び郵便年金」…「不明」

◎労働省
・「朝鮮人労働者に対する賃金、退職金及び事業主が保管している
各種預金通帳等」…1700万円

　以上の説明を通じて、日韓請求権協定の本文のみをもって「韓国側の権
利」が「完全に消滅」していないことから国内立法措置が必要とされたこ
と、国内立法措置では「対日請求8項目」が主たる「消滅」対象として意
識されていたこと、国内立法措置は協定の規定にある「財産、権利及び利
益」の一部に限定され、「請求権」についてはその対象外とされているこ
となどが確認される。

2．	国内立法措置の不要と協定本文案への「処分権」の明記	
―1965年4月中旬～5月上旬

　1965年4月3日に請求権、漁業、法的地位の各協定の仮調印がなされ、日
本の外務省は請求権協定文案の起草作業を進めた。4月中旬から財産・請
求権問題についての「基本方針案」が作成され、数度の修正を重ねている
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ことが確認される。
　そのいずれも、「請求権解決」については協定文そのものによるものとし、
国内立法の措置を別途とらないとする姿勢で一貫している【史料①～④】。
ただし、「解決」に関わる用語として、4月20日付の方針案【史料③】までは
「処理消滅」「処理・消滅」という字句を用いていたのが、4月28日付の方
針案【史料④】では「処理」とされ、「消滅」の語が消えている。これは後述
する法制局・外務省による4月20日の「予備的な話し合い」での修正を反映
していると見られる。4月20日付の案文に加筆を施し、日付を「二〇」から
「二七」に改めた別文書（「法制局□□□〔□＝判読困難箇所。以下同様〕行ったも
の」との記入あり）では、「処理消滅せしめる」を「処理する」、「処理・消滅
させる」を「処理する」へと修正している。この点は既に張博珍氏による
言及があり、「消滅」の意識的な「撤回」が図られていると指摘している21。
　4月中旬以降、協定本文の文案の作成・修正が繰り返されるとともに、
関係各省をまじえた検討も進められた。1965年4月下旬～5月下旬の期間の
場合、4月20日付の「基本方針案」にもとづいて4月20日に外務省・法制局
との間で「予備的な話し合い」がおこなわれ22、4月28日付の案文【史料⑥】

を各省に送付してその意見を加えた23うえで、5月1日と5月4日に法制局お
よび関係各省との協議の場が設けられている24。
　当該時期の一連の案文【史料⑤～⑪】においては、文面が一定しない点が

21 장박진、前掲論文、2016年、68頁。
22 佐藤正二の証言。「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉―合意事項
イニシアル後協定調印まで」（アジア局北東アジア課内交渉史編纂委員会、1969年1月）（日
韓会談文書（日本側）、文書番号：11）、3～4頁。

23 福田博の証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、5～6
頁。福田博は1964年8月から1967年6月まで外務省条約局条約課事務官。同じく福田博の証
言によると、4月28日付の案文は、4月27日案（4月24日案に条約局が修正）に対し外務省・
大蔵省・法務省の関係者会議を経て修正したものだという（同前、5頁）。

24 前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、6～7頁。
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あるものの、「財産、権利及び利益」に関する「請求権放棄」および「処
分権」の明記を軸とする形で作成されている。外務省関係者の後日の回想
によれば、「最初に「処分する」といつていたのは是非ともこの条約でお
しまいにしてしまいたい、別途の立法はしないという考え方が裏にあつた」
という25。「請求権」などの問題について協定本文中に明確な規定を入れ
ることと国内立法を新たにおこなわないということはセットであった。
　特に関係各省の検討・協議に関わる4月28日付の案文【史料⑥】と5月1日
付の案文【史料⑨】については、両者とも第2条第1項の前段に「すべての
財産、権利及び利益」に関する「すべての請求権を放棄」すること、その
後段にサンフランシスコ平和条約の規定にならい26、「差し押さえ」「留置」
「清算」など「何らかの方法で処分する権利」を相互に承認することが明
記されている。これは5月4日の協議で「請求権放棄」と「処分権」を「別
項」として分離することが提起され【史料⑩】、同日の協議をふまえた275月
6日付の案文【史料⑪】では前者が第2条の第1項、後者が第2項として実際
に分離されている。サンフランシスコ平和条約の規定にならう形で「処分
権」としたのは、外務省関係者の回想によれば、「平和条約と同じ表現を
使つておけば、平和条約の場合とまつたく同じ説明ができるという気持で
あつたから」【史料46】とする28。

25 黒河内康（1964年12月から1967年6月まで外務省北東アジア課首席事務官）の証言。前掲 
「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、13～14頁。

26 サンフランシスコ条約の第14条（a）項の2（Ⅰ）…「次の（Ⅲ）の規定を留意して、各連
合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生の時
にその管轄の下にあるものを差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する
権利を有する」。

27 福田博の証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、9頁。
28 「「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉―合意事項イニシアル後協
定調印まで」追録（小和田恒書記官談話）」（アジア局北東アジア課内交渉史編纂委員会、
1969年7月）（日韓会談文書（日本側）、文書番号：12）、13頁。小和田恒は1959年7月から
1965年8月まで外務省条約局法規課勤務。
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　また、外務省側は5月1日の協議【史料⑧】において、前述の「基本方針案」
にあった「消滅方式」を採用しなかった理由として「実際には消すことが
できないものが極めて多いこと」と「先例がないこと」を挙げて、「放棄
形式」をとったと説明した29。そして、この「放棄」については、「前段
は外交保護権の放棄を定め、後段は処分権を□□る」としているところか
ら、「外交保護権の放棄」が想定されている30。5月4日の協議でも外務省
側は「南北関係で保留する分が多い」ことなどを挙げ、「消滅方式」への
消極的な姿勢を重ねて示した【史料⑩】。
　国内立法との関連では、外務省としては「条約は平和条約のような形に
して処分権だけを規定する、そして各省に個別立法を作つてもらい、それ
で消滅してもらう」【史料46】ことを考えていた模様である31が、各省は総
じて条約による「解決」を求め、国内立法措置については個別対応の困難
さからそれを回避するよう希望した。4月20日の協議32では「請求権は全
て消滅すること及び新立法を不要とする内容にしてほしい旨の要望があっ
た」【史料⑧】とされ、5月1日の協議でも「なるべく、条約で解決をした方
がよいということは、大方の希望のようである」【史料⑧】という発言が見
られる。同じく5月1日の協議で外務省は「処分権」について、「国内法的
措置をとることをばくぜんと云おうとしたものである」とするかたわら、 

「この規定により国内法が不要となると云〔ヵ〕いき〔ヵ〕れるかどうか
疑問がある」とする【史料⑧】。ついで5月4日の協議では、大蔵省側が「国
内的処分に一々国内法を立法せねばならぬのは具合が悪くないか」「個々

29 장박진、前掲論文、2016年、42頁にこの点の言及がある。
30 장박진、前掲論文、2016年、42頁にこの点の言及がある。
31 前掲「「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉―合意事項イニシアル
後協定調印まで」追録（小和田恒書記官談話）」、7頁。

32 佐藤正二の証言によれば、4月20日の協議については「その会の記録はとつていない」と
いう（前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、4頁）。
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の請求権を一々 checkして消すことは無理である」と国内法の制定に改め
て強い難色を示し、「政治的責任をもって条約でやってくれないと困る」
として条約文による「解決」を主張した【史料⑩】。この一連の協議に参加
していた大蔵省関係者の回想によれば、「最初のうちは、私的な債権債務
まで消滅させてしまおうという乱暴な措置だから法律ではとても無理で、
条約で一挙に処理するほかないと考えていた」【史料49】とする33。
　なお、5月4日の協議の際、大蔵省側があわせて「国会では一切消えるこ
ととなるので国内立法もきちんとやると答弁しているので、そうしないと
具合が悪い」と述べている【史料⑩】。例えば、大平正芳・金

キム

鍾
ジョン

泌
ピル

の合意 

（1962年11月12日）を受け、1963年2月に、森本靖議員（日本社会党）の質問に
対し、大平正芳外務大臣が「一切の懸案を片づけて、あとにもんちゃくを
残さぬようにいたしたいと思うのでございます。ただ、今御指摘のように、
国と国との間に約束ができましても、個人の請求権が残るではないか、そ
れは裁判所に出てきた場合にどうするかという問題が理論上あり得るわけ
でございます。その場合、私どもの念願といたしましてはあとに問題を残
さぬようにいたしたい。従って、要すれば国内立法のことも考えなければ
ならぬのじゃないかと思いますが、しかし、ただいま、まだそういうこと
を具体的に考える段階まで参っていませんので、すべての懸案が解決がつ
いて協定をつくるという段階において、今御指摘のようなことは考えなけ
ればならぬ場合があろうかと思います」と答弁している34。
　この国会答弁では個人の請求権に関する裁判所への提訴について言及さ
れているが、1965年5月4日の協議においては、その点を想定した議論もか

33 渥美謙二「日韓会談における請求権問題について」（アジア局北東アジア課内日韓国交正
常化交渉史編纂委員会、1969年11月）（日韓会談文書（日本側）、文書番号：18）、26頁。
渥美謙二は1964年7月から1966年3月まで大蔵省理財局外債課長。

34 「第43回国会衆議院予算委員会議録」第15号、1963年2月27日、7頁。
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わされている。5月4日の議事メモによると、外務省では、「処分権」を規
定しても実際に「債権について国〔ヵ〕が何か処分していないと裁判所は
債権は存在しているとして訴を受理してしまい却下しないのではないかと
いう心配」があり、「どういう書き方しても私人間のものまで殺すことは
できないという考え方」が存在することから「裁判所が私人の権利を認め
る可能性がかなりあり」、そうなると条約について鼎

かなえ

の軽重が問われると
いう懸念を抱いていた35【史料⑩】。外務省関係者の回想においても、「単に
国家ないし政府の財産や請求権を消滅するのみならず、個人に属する請求
権や財産権もお互いに消滅することになるので、その法律上の規定ぶりを
よほど固めておかないと、将来関係私人の提起した訴訟の場において政府
が敗訴するがごときことになれば、その混乱は図り知れざるものがある」
【史料48】とある36。
　裁判所への提訴については、例えば1963年2月に田中幾三郎議員（民主社
会党）が国会で、「日本によって不法行為をされた」などの事由で「韓国人
が日本人を相手どって訴訟を起こす場合」、日本で裁判を「起こしてくる
こともあり得る」とし、「消滅するけれども、その請求権は各国において、
日本は日本、韓国は韓国においてこれを処理するという一つの取りきめを
やっておかなければ、やはりあとにしこりが残っていくのではないか」と
述べている37。このように、韓国人を原告とする訴訟の可能性が既に指摘
されてはいた。ただ、協定案文作成の段階においては、第三次在外財産問
題審議会（1964年7月設置、1966年11月答申）において在外財産問題をめぐる審
議が進行中であったこともあり、日本政府部内ではむしろ日本人側からの

35 장박진、前掲論文、2016年、71頁にこの点の言及がある。
36 後宮虎郎「日韓交渉に関する若干の回想」（1965年7月）（日韓会談文書（日本側）、文書番
号：16）、65頁。後宮虎郎は1962年から1966年まで外務省アジア局長。

37 「第43回国会衆議院予算委員会議録」第11号、1963年2月11日、15頁。
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提訴が意識されていたと見られる。外務省や大蔵省関係者はともに、在外
財産の補償問題がとりあげられて議論される当時にあって、この「請求権
協定の書き方いかんによつては「国が権利を放棄した」ということにな」
り38【史料49】、「日韓で新たに在韓日本人の財産について補償しなければな
らないとなると、大変な政治問題になる」39【史料46】という危惧があった
ということを、協定文案の作成にあたって重視したことの一つとして回想
で挙げている。

3．「国内措置の効力承認」への転換―1965年5月上旬～下旬

　5月4日の協議を経て作成された協定本文の案文においては、ある転換が
見られるようになる。5月7日付の案文【史料⑫】・5月8日付の案文【史料⑬】

以降、案文から「処分権」が消え、新たに「財産、権利及び利益」に関す
る相手国の既存の「国内措置の効力を承認」すること、そして、相手国に
対しその措置に関わって「主張をなしえない」とすることが、文面として
登場してくる。ただし、「処分権」についても5月18日付案文【史料⑮】で
は残存しており、当該時期の検討の視野から完全に外されているわけでは
ない。
　しかし、5月19日付の案文【史料⑯・⑰】以降は「国内措置の効力承認」
および「請求権の放棄」という方向で文面が収斂していく。5月19日には、
法制局第三部主催で外務省・大蔵省の関係者をまじえて5月19日付の案文
が審議された。外務省関係者による回想によれば、「処分権」から「国内
措置の効力承認」へと転換した契機を5月19日の法制局審議にあると見て

38 渥美謙二、前掲「日韓会談における請求権問題について」、23頁。
39 前掲「「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉―合意事項イニシアル
後協定調印まで」追録（小和田恒書記官談話）」、2頁。
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いる【史料45】40。その後、5月20日付の案文【史料⑱・⑲】を経て、5月21日付
の案文【史料⑳】（同日午前10時頃）・同 A案【史料㉑】（同日昼ごろ）・同 B案【史
料㉒】（同日午後）が作成されている41。この5月21日付の複数の案文におい
ては、「国内措置の効力承認」の対象として、既存のものだけでなく「今
後執ることのあるの措置」も加えられている。これは5月24日付の案文【史
料㉓】でも同様であり、張博珍氏は「将来にわたる日本政府の裁量範囲を
拡張することを狙った」ものと指摘している42。
　ついで、5月24日には協定本文の第2条に関する関係各省の協議が開催さ
れた。そこでは5月21日付 B案に修正を加えた435月24日付の案文【史料㉓】

が提示され、外務省側が4月28日付の案文【史料⑥】と対比しながら説明を
おこなった。その際の議事メモ【史料㉔】によれば、「処分権」をとらなかっ
た理由として、そのよりどころとしたサンフランシスコ平和条約が賠償問
題を前提とするため日韓間の協定にそのまま組み込むのは支障があるこ 

と44、「日本側の事情で実際にはどうにもならないものが多い」ことが挙
げられた。また「財産、権利及び利益」と「請求権」を同一の項のなかで
並列させていたのを「分けて書」く形としたのは両者の「法律的性格」の
相違を考慮したためとし、「国内措置の効力承認」についてはサンフラン
シスコ平和条約の第4条（b）項45、「請求権の放棄」については同条約の

40 佐藤正二の証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、16
頁。

41 それぞれの案文の作成の時間帯については福田博の証言による。前掲「日韓会談における
請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、15頁。

42 장박진、前掲論文、2016年、73頁。
43 福田博の証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、17頁。
44 장박진、前掲論文、2016年、73頁にこの点の言及がある。
45 サンフランシスコ条約の第4条（b）項…「日本国は、第2条及び第3条に掲げる地域のいず
れかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財
産の処理の効力を承認する」。なお、「国内措置の効力承認」という表現がサンフランシス
コ条約の第4条（b）項に依拠している点については장박진、前掲論文、2016年、73～74頁
に言及がある。
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第19条46にそれぞれ依拠していると述べている。
　なお、「請求権の放棄」について外務省側は、「放棄」の対象の「典型」
は「外交保護権」であると言明し、それは「国民対国民のものまで外交保
護権の放棄で足りるかという疑問もあるが平和条約第19条は外交保護権の
放棄であると従来政府は一貫して答弁してきた」ことによるものとしてい
る47【史料㉔】。「日本国及びその国民のすべての請求権を放棄」するという
平和条約第19条について「外交保護権の放棄」として説明してきたという
のは、日本人の原爆被害者による提訴（1955年）などに対して、国家補償
の回避とセットで打ち出されたものである48。
　国内法との関連では、外務省側が「処分権」をとらなかった別の理由と
して、案文を検討するなかで国内法が必要であれば別途検討せざるを得な
いという形になり、「国内立法をしないという立

ママ

前」の維持が困難になっ
た点を指摘している。あわせて外務省は、案文中の「措置」とは「合法的
な措置をいうのであるから、それを執るためには国内法をつくることが必
要となる」と述べた。この段階では外務省側も立法形式を「包括立法」と
するか「個別立法」とするか見極めあぐねているものの、「個別立法」を
困難と見ていた【史料㉔】。
　これに対し、同じく「個別立法」に難色を示した大蔵省側は、「包括立法」
が必要であると主張している【史料㉔】。この点につき、当日の会議に出席
していた大蔵省関係者の回想では、個別立法では「おとしもれができてし

46 サンフランシスコ条約の第19条（a）項…「日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存
在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国およびその国民
のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれ
かの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄す
る。」　なお、「請求権の放棄」という表現がサンフランシスコ条約の第19条（a）項に依
拠している点については장박진、前掲論文、2016年、74頁に言及がある。

47 장박진、前掲論文、2016年、74頁にこの点の言及がある。
48 山本晴太、前掲論文、2019年、102～103頁。
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まう」ということのほか、財産関係の法律が一般的に「権利・義務の保全」
を目的とするのに対し、当該立法は「協定に立脚して韓国側の権利を消滅
させてしまうという趣旨の立法で、内容的に全く異例なもの」であること
から「日韓協定という特別な措置に基づく包括立法でするより仕方がない」
という判断になったとしている49【史料49】。なお、この大蔵省関係者の証
言によれば、当初は「条約で一挙に処理するほかない」と考えていたもの
の、「研究して行くと協定案にいろいろな権利を書き並べて消滅させよう
にも前述したように何が出てくるかわからず協定でおちができても具合が
悪い点があり、協定自体で消すことは補償問題ともからむし、結局協定で
は「最終的には国内法で何でもできる」ことにしておけばよいということ
に意見が一致し」たのだという50【史料49】。
　「消滅」対象となる韓国側の「権利」を満遍なく協定本文に入れ込むこ
とが困難であること、「日本側請求権の放棄の仕方」に関して「請求権協
定の書き方いかん」によっては日本国内で補償問題の惹起が危惧されるこ
と【史料49】などから、協定本文による財産・請求権の「処分」や「消滅」
という方式は放棄を余儀なくされるとともに、国内立法措置の必要性が現
実のものとなった。そして、国内法による措置に関しては、いわば「白紙
委任」51を相互に認めるという形で条文化が進められることになった。
　6月2日に開催された「請求権及び経済協力委員会請求権分科会」第1回
会合において、日本側は協定文案を韓国側に提示した。その案文の第2条
中には「他方の締約国がすでに執り又は今後執ることのあるすべての措置
の効力を承認し」という一節が含まれており、日本側はこれについて「す
べての措置には、財産権、債権等を消滅させる措置のみならず、相手国国

49 渥美謙二、前掲「日韓会談における請求権問題について」、33～34頁。
50 渥美謙二、前掲「日韓会談における請求権問題について」、26頁。
51 장박진、前掲論文、2016年、82頁。
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民が請求をもち出してもこれを却下する措置なども含むと解釈するものと
する」と説明している。これに対し、韓国側は「今後執ることのあるすべ
ての措置」について、「日本側の説明によれば法廷で却下することなどが
考慮されているようだが、本来この種のことは協定で触れる要はなく、権
利、利益について今後何等の措置もとらぬかぎり無限にペンディングの状
況になる」こと、「実例は思いつかないが、包括的な規定の仕方では可哀
想なケースもありうる」ことを挙げつつ、「当然起案段階で考慮したであ
ろう措置の対象と内容」について具体的に提示することを求めた52。ついで、
6月3日の同分科会・第2回会合において、日本側は「今後執るべきことの
あるすべての措置」について、当初は「処分権」や「消滅の方式」を考慮
したが、「消滅方式では事柄がギラつくのでこれを避け相互に相手国政府
の裁量に処置をまかせる方式が適当であると考え」たうえでの案文である
としつつ、「今後とるべき措置と云う表現には、措置をとらぬこともあり
うることがインプライされている」と述べるにとどまっている53。

4．国内立法措置の策定過程―1965年7～9月

　5月24日付の案文【史料㉓】は関係府省にも配布され、各府省から意見が
寄せられた。それらを集約した文書【史料㉕】には「案文の可否」と「国
内立法関係」に関する各府省の意向が整理されている。「国内立法関係」
について見ると、「包括立法」を希望する声がほとんどである。
　国内法の制定について、法律の形式・進行予定・主管などが確定するの

52 北東アジア課「第7次日韓全面会談請求権及び経済協力委員会請求権分科会第1回会合」 
（1965年6月2日）（日韓会談文書（日本側）、文書番号：81）、4・10・12頁。장박진、前掲
論文、2016年、79～81頁に当該史料の引用も含めてこの点に関する言及がある。

53 北東アジア課「第7次日韓全面会談請求権及び経済協力委員会請求権分科会第2回会合」 
（1965年6月3日）（日韓会談文書（日本側）、文書番号：81）、2～3頁。
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は、1965年8月5日の「事務次官等会議申合せ」【史料32】によると見られる。
そこでは、「個別立法」ではなく「法律案1件」にまとめ、関係各大臣によ
る「共同請議」とすること、8月末日までに成案を固めて9月早々に閣議決
定という予定で進めること、外務省が中心となって法案のとりまとめをお
こなうことなどが確認された。あわせて、8月10日から23日にかけて、各府
省から「国内措置」の対象となる請求権関係の具体的項目が提出された54。
　なお、国内法の制定を外務省が担うことになった背後には、法案の主管
をめぐる各府省間・外務省内部のせめぎあいがあった。外務省関係者の後
日の回想によると、外務省では、「国内立法を必要とすることになれば法
制局を原局としてやつてもらわねばならない」（佐藤正二）【史料45】として、
法制局を主管として想定していたが、法制局では「自分で法律を作るよう
なことはしないという立場論を強く主張し」て（小和田恒）【史料46】これを
拒んだ。ついで、外務省は法務省・大蔵省・総理府に依頼した（松永信雄）
【史料47】が、果たせなかった。大蔵省は「他省の分まで引受けて包括立
法をするような立場にはない」という姿勢であったという（小和田恒）【史
料46】。そこで、外務省で引き受けざるを得なくなった。外務省内でも、
官房かアジア局か条約局かという形になったが条約局に要請がなされ、条
約局内でも条約課か法規課かというなかで法規課は「国内法の関係はない」
として（松永信雄）【史料47】、最終的に条約局条約課が担当することになっ
たという55。

54 「日韓請求権協定署名に伴う関係法律の整備について」（1965年8月5日）に続く書類（日韓
会談文書（日本側）、文書番号：1226）。各府省から提出された請求権関係項目、吉澤文寿
『日韓会談1965―戦後日韓関係の原点を検証する』高文研、2015年に「日本政府各省庁
に関わる韓国側の個人請求権消滅対象項目一覧」としてまとめられている（118頁）。

55 佐藤正二の証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、8頁。
前掲「「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉―合意事項イニシアル
後協定調印まで」追録（小和田恒書記官談話）」、8頁。松永信雄（1964年5月から1967年8
月まで外務省条約局長）の証言。「日韓交渉の回顧―条約課の立場から（松永課長を中心 
に）」（アジア局北東アジア課日韓国交正常化交渉史編纂委員会、1971年11月）、64頁。
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　国内立法措置の準備作業については、史料上では、法律の形式などが確
定する前にあたる7月の段階と、各府省から請求権関係の具体的項目の提
出を受けた後にあたる9月の段階において見出される。
　前者については、7月中に「検討試案」として複数の「特別措置法案」
が作成されている。日付の明記のある案文としては、7月16日付【史料㉘】・
20日付【史料㉙】・29日付【史料㉚】・30日付【史料㉛】の4点が確認される。 

「財産、権利及び利益」に対する具体的な措置の表現に関しては、7月16

日付の案文では「財産、権利及び利益」が「消滅したものとする」、7月20

日付の案文では「これらに係る権利及び利益が失われたものとする」、7月
29日付・30日付の案文では政令により「その権利を失わせることができる」
という形となっている。また、この段階での案文では、朝鮮民主主義人民
共和国領域の「住民」（7月16日付の案文では「当局及びその住民」）の「財産、
権利及び利益」に関する規定が入っている。7月16日付と7月20日付の案文
では「権利の行使及び主張をすることができない」とされているのに対し、
7月29日付と7月30日付の案文では政令により「その権利を停止することが
できる」「その権利の行使を停止することができる」とされている。
　9月に入り、外務省を中心として法案の作成作業が進められた。日付の
明記のある案文としては、9月13日付【史料34】・15日付【史料35】・17日付【史
料36】・18日付【史料37】・20日付【史料38】・21日付【史料39】・22日付【史料40】・
24日付【史料41】・30日付【史料42】の9点が確認できる。
　9月13日付の法案要綱案には、「郵便貯金、郵便為替及び郵便振替」をは
じめ15の項目を列挙したうえで、それらの「財産、権利及び利益」に関す
る「すべての権利を失うもの」とし、その「すべての権利」は「国に帰属
する」ものと規定された。これに対し、9月15日付の法案要綱案のほうは、
政令により「その権利が失われたものとする」対象が18項目となり、国へ
の帰属に関する規定が消えている。朝鮮民主主義人民共和国領域の「住民」
の「財産、権利及び利益」については9月13日付・9月15日付ともに規定が
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あり、「当分の間、その権利の行使を停止する」とされている。この朝鮮
民主主義人民共和国領域の「住民」に関する規定は9月17日付以降の案文
では姿を消している。
　ついで、9月17日付以降の案文について見ていくと、まず、法案のタイ
トルに関しては、「要綱（案）」の文言が削除され、9月17日付の案文では「韓
国人の財産に関する特別措置法案」となっている。これは、9月18日付の
案文から「大韓民国の債権等に関する特別措置法案」に変わり、9月30日
付の案文において実際の提出・成立時の名称である「大韓民国等の財産権
に関する措置に関する法律案」となっている。形式面では、9月17日付か
ら21日付までの案文では「条」ではじまるのに対し、9月22日付の案文か
らは「条」がなくなり、「項」「号」で構成されている。
　「財産、権利及び利益」に関する具体的な措置については、9月17日付
の案文では、日韓の国家－国家間および国家－国民間の債権に関するもの
と、日韓の国民－国民間の債権に関するものとを条文として分け、前者は
「その権利が消滅したものとする」、後者は「その権利が主張できないも
のとする」とされている。9月18日付の案文では、日韓の国家－国家間、
国家－国民間に加えて国民－国民間の債権も「その権利が消滅したものと
する」とされたほか、これらの債権以外の財産権に対して政令により「そ
の権利を消滅させ又は国へ帰属させることができる」と規定されている。
9月20日付の案文では、日本側（国・地方自治体・国民）に対する韓国側（国・
国民）の「債権及びその目的たる物」と、それ以外の韓国側（国）が保有
する「すべての物」および日本側（国）が保管する韓国側（国・国民）の「物」
とに条文を分けて、いずれも「その権利は消滅したものとする」とされ、
その他の財産権については18日付の案文にあった「国へ帰属」という文言
は見られず、政令により「その権利を消滅させることができる」としてい
る。
　9月22日付以降の案文は、先述の通り「条」のないものとなった。そして、
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22日付・24日付の案文はそれまでのものに比して内容が整理されている。
9月22日付の案文は、日本側（国・国民）に対する韓国側（国・国民）の「債
権及びその目的たる物」の権利、それ以外の韓国側（国）保有の「物」の
権利、日本側（国）保管の韓国側（国民）の「物」の権利の三つを挙げて「そ
の権利が消滅したものとする」とし、「株式、出資」などの権利について
は株券・出資証券などを「保管する日本国又はその国民に帰属するものと
する」と規定されている。9月24日付の案文は22日付のものとほぼ同様で
あるが、「その権利が消滅したものとする」対象として、日本側（国・国民）

に対する韓国側（国・国民）の「債権及びその目的たる物」の権利（22日付

のものと同様）と、韓国側（国）が所有・保管する「物」および日本側（国）

が保管する韓国側（国民）の「物」の権利との二つに整理した形で挙げら
れている。依拠史料における一連の案文のうち最後のものとなる9月30日
付の案文は、一部に異同があるものの、法律案として国会に提出されたも
のとほぼ同じ内容に至っている。

むすびにかえて

　日韓間の「財産・請求権」問題における「解決」対象の「処理消滅」（後
に「消滅」を削除）にあたっては協定自体によるものとし、国内立法の措置
を別途にとることはしない、というのが日本政府の当初の方針であった。
各省の意向もまた総じて、個別対応が困難であることから、協定本文によ
る「解決」方法の明記・国内立法の回避を要望するものであったが、外務
省では国内立法の可能性を排除していなかった。1965年4月下旬から5月上
旬にかけて外務省が作成した協定案文では、「財産、権利及び利益」につ
いてはサンフランシスコ平和条約の規定にもとづく「処分権の承認」を協
定本文に明記する一方、「請求権」については一部案文を除いて「消滅」
を採らず、外交保護権の放棄を念頭に置いて「請求権の放棄」が用いられ



3 「大韓民国等の財産権に対する措置法」（法律第144号）成立過程の一断面 113

た。5月上旬の案文からは、「国内措置の効力承認」および「請求権」の主
張不可という形態が登場した。5月中旬段階の一部案文では「処分権」も
存置されていたが、5月中旬以降は、過去及び将来の「国内措置の効力承 

認」へと収斂していく。そこには、協定本文のなかに網羅的な形で韓国側
の財産・請求権の「処分」や「消滅」規定を明記することが困難という判
断や、日本側の財産・請求権に関する協定本文の内容によっては日本国内
における在外財産補償問題につながりかねないという懸念などが見られた。
後者に関しては、「日本側の財産請求権は政府が直接消滅させたという形
には絶対にしたくない」という点と、「韓国側の財産請求権に関しては、
きちつと消滅させておかないとあとで厄介なことになつては困る」という
点の、「全く矛盾する二つの要素」を協定本文の中でいかに両立させるか
という問題（小和田恒）【史料46】が介在していた。関係各省による協定案文
の協議・検討を通じて、協定本文による「解決」方法の明記・国内立法の
回避という道筋は断念されるに至り、国内立法措置の実施に迫られること
になった。8月初頭に法律の形式・進行予定・主管などが確定し、個別立
法ではなく、包括立法とされた。法案の準備は7月段階より確認され、こ
の時点では朝鮮民主主義人民共和国側の「当局」・「住民」に関する規定も
見られた。9月の中旬から下旬にかけて法案の作成・修正が本格的に進み、
10月の国会提出・12月の通過・成立に至っている。
　法律第144条の成立過程に着目する所以の一つとして、成立過程そのも
のの検証を通じて、今日なお引き継がれている戦後補償問題へ向き合う上
での手がかりをそこから探るということが考えられる。本稿では法律第
144号の成立に至るおおまかな経緯は提示できたかもしれないが、一連の
文案における個々の変化・修正が法的に意味するところは何か、その変化・
修正にまつわる思惑はどこにあるのかといった点を明確にできなかったこ
とをはじめ、多くの不備を残したままである。本稿がはなはだ不充分な概
括的把握にとどまったことをご容赦いただきたい。
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【史料篇】
◎法律第144号（「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国
と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する
法律」1965年12月17日公布・同年12月18日施行）全文

1　次に掲げる大韓民国又はその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産権であつて、
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との
間の協定（以下「協定」という。）第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、
次項の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日において消滅したも
のとする。ただし、同日において第三者の権利（同条3の財産、権利及び利益に該
当するものを除く。）の目的となつていたものは、その権利の行使に必要な限りに
おいて消滅しないものとする。
一　日本国又はその国民に対する債権
二　担保権であつて、日本国又はその国民の有する物（証券に化体される権利を
含む。次項において同じ。）又は債権を目的とするもの

2　日本国又はその国民が昭和四十年六月二十二日において保管する大韓民国又は
その国民の物であつて、協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、同
日においてその保管者に帰属したものとする。この場合において、株券の発行され
ていない株式については、その発行会社がその株券を保管するものとみなす。
3　大韓民国又はその国民の有する証券に化体される権利であつて、協定第二条3の
財産、権利及び利益に該当するものについては、前二項の規定の適用があるものを
除き、大韓民国又は同条3の規定に該当するその国民は、昭和四十年六月二十二日
以後その権利に基づく主張をすることができないこととなつたものとする。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

◎「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との
間の協定」第2条（1965年6月22日調印）
第二条

1　両締約国は、両締約国及びその国民（法人を含む。）の財産、権利及び利益並び
に両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条（a）に規定された
ものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2　この条の規定は、次のもの（この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執
つた特別の措置の対象となつたものを除く。）に影響を及ぼすものではない。
（a）一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日
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までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
（b）一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年
八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の
管轄の下にはいつたもの

3　2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び
利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措
置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての
請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もす
ることができないものとする。

◆関連史料（抜粋）　※史料中の〔　〕は宮本による補記

①　〔処理方針〕（1965年4月17日）
＊「処理方針」との手書記入あり。

二　請求権解決の処理
［方針］
1　協定はこれに基づいて国内処理を可能とするための新たな立法措置は必要とし
ない程度に self-executing〔自動執行〕なものにすることとする。（もつとも個個の具
体的財産及び請求権を処理消滅せしめるための実施措置として政令、省令、ないし
通達等の行政措置を講ずることは必要となろう。）

②　「財産及び請求権問題解決協定の基本方針（案）」（条約局、1965年4月19日）
二　解決請求権の処理

1　協定による解決の対象となる財産及び請求権は、協定自体により処理消滅せし
めることとし、新たな立法により処理、消滅させることとはしないとの方針をとる
こととする。

③　「日韓財産及び請求権問題解決協定の基本方針（案）」（条約局、1965年4月20日）
二　解決請求権の処理

1　解決の対象となる財産及び請求権は、協定自体により処理消滅せしめることとし、
新たな立法により処理消滅させることとはしないとの方針をとることとする（手続
法令は別）。

④　「日韓財産及び請求権問題解決協定の基本方針（案）」（条約局、1965年4月28日）
＊「各省に提示し。〔ママ〕検討依頼。」との手書記入あり。
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＊「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉―合意事項イニ
シアル後協定調印まで」（アジア局北東アジア課内交渉史編纂委員会、1969年1月）
所収の「日韓財産及び請求権問題解決協定の基本方針（案）」（1965年4月28日）
と同一内容（55頁）。

二　解決請求権の処理
1　解決の対象となる財産及び請求権は、協定自体により処理することとし、新た
な立法により処理することとはしないとの方針をとることとする（手続法令は別）。

⑤　「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決のための協定（案）」
（1965年4月24日）
第二条

1　いずれの一方の締約国も、次に掲げる者のすべての財産、権利及び利益でこの
協定の署名の時にそれぞれ自国の管轄の下にあるもの（千九百四十五年九月二日後
に行なわれた取引、契約その他通常の法律行為に基づく関係から生じたものを除く。）
をこの協定の署名の時にさかのぼつて差し押さえ、留置し、清算し、その他何らか
の方法で処分する権利を有する。
（a）他方の締約国
（b）千九百四十五年九月二日以前からこの協定の署名の時まで引き続き当該一
方の締約国に居住する他方の締約国の国民を除く当該他方の締約国の国民

第三条
いずれの一方の締約国も、それぞれ自国及びその国民が、他方の締約国又はその国
民に対しこの協定の署名の時において有する請求権（千九百四十五年九月二日後に
行なわれた取引、契約その他通常の法律行為に基づく関係から生じたものを除く。）
をこの協定の署名の時にさかのぼつて放棄する。
第四条
この協定の規定の結果として、両締約国及び両締約国国民の財産並びに両締約国及
び両締約国国民の間の請求権に関連するすべての問題は、完全かつ最終的に解決さ
れたこととなる。
〔中略〕
第二条及び第三条の代案
一方の締約国及びその国民が他方の締約国の管轄の下にある財産に関して有するす
べての権利、権原及び利益並びに一方の締約国及びその国民が他方の締約国又はそ
の国民に対して有するその他のすべての請求権（千九百四十五年九月二日後に行な
われた取引、契約その他通常の法律行為に基づく関係から生じた権利、権原、利益
及び請求権を除く。）は、この協定の署名の時にさかのぼつて消滅するものとする。
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ただし、一方の締約国の国民で、千九百四十五年九月二日以前からこの協定の署名
の時まで引き続き他方の締約国に居住するものであるときは、この限りでない。

⑥　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定（案）」（1965年4月28日）

＊「各省に提示。検討依頼。」との手書記入あり。
＊4月27日案（4月24日案に条約局が修正）に対し外務省・大蔵省・法務省の関係
者会議を経て修正のうえ各省に送付されたもの（福田博の証言。前掲「日韓会談
における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」5頁）。
＊第二条の2の規定中〔　〕の加筆箇所の前後については、前掲「日韓会談にお
ける請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「財産及び請求権に関す
る問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定（案）」（1965

年4月28日）では「…1にいう財産、権利及び利益以外のいかなる請求権をも…」
となっている（60頁）。

第二条
1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）のすべ
ての財産、権利及び利益でこの協定の署名の時にそれぞれ他方の締約国の管轄の下
にあるものについてのすべての請求権をこの協定の署名の時に放棄し、当該他方の
締約国がこれらの財産、権利及び利益をこの協定の署名の日をもつて差し押え、留
置し、清算し、その他なんらかの方法で処分する権利を有することを承認する。
2　いずれの一方の締約国も、それぞれ自国及びその国民が、他方の締約国又はそ
の国民に対しこの協定の署名の時において有する1にいう財産、権利及び利益〔「に
ついての請求権」加筆〕以外のいかなる請求権をもこの協定の署名の時に放棄する。
3　1及び2の規定は、一方の締約国の国民で、千九百四十五年九月二日以前からこ
の協定の署名の時まで引き続き他方の締約国に居住するものには、適用しない。
4　1及び2の規定は、千九百四十五年九月二日の後に行なわれた取引、契約その他
通常の法律行為に基づく関係から生じた財産、権利、利益及び請求権には、適用し
ない。ただし、同日の後この協定の署名の時までにそれぞれの締約国において施政
当局がとつた措置の対象となつた財産、権利、利益及び請求権については、この限
りでない。

⑦　財産請求権・経済協力協定第二条・別案（1965年4月30日／「昭和四〇・四・三〇
（消滅したとの案）」）

＊「大蔵が外交保護権放棄の案文と一緒に省議にかけたいというので作成した案
文」との手書記入あり。
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第二条
1　いずれの一方の締約国も、他方の締約国が、当該一方の締約国及びその国民（法
人を含む。以下同じ。）のすべての財産、権利及び利益でこの協定の署名の時にそ
れぞれ当該他方の締約国の管轄の下にあるものをこの協定の署名の時に消滅したも
のとして取り扱い、これらの財産、権利及び利益をこの協定の署名の日をもつて収
用し、差し押え、留置し、清算し、その他なんらかの方法で処分する権利を有する
ことを承認する。いずれの一方の締約国もこれらの財産、権利及び利益についてな
んらの請求権をも有しないものとする。

⑧　「日韓財産及び請求権問題解決協定について」（1965年5月1日）
＊法制局における基本方針案・協定案の審議の際の議事メモ。

〔前略〕
2　まず、条約課長〔松永信雄〕より協定案について要旨次のとおり説明があった。 

〔中略〕
［4］第二条について
　前回の会議〔4月20日第1回会議〕において請求権は全て消滅すること及び新立法を
不要とする内容にしてほしい旨の要望があったが、消滅させるといっても実際には消
すことができないものが極めて多いこと、また、消滅方式は先例がないので、結局□
□□〔□＝判読困難箇所。以下同様〕は放棄方式を採用した。
1について
　前段は外交保護権の放棄を定め、後段は処分権を□□る。処分権についてはこの規
定により国内法が不要となると云〔ヵ〕いき〔ヵ〕れるかどうか疑問がある。〔中略〕
2について
　1にいう以外のもの―不法行為賠償に係る請求権―を含めるためこの規定を設けた。
　ここに入るものとしてはだ捕漁船についての請求権があげられよう。〔中略〕
3　以上に引き続き、質疑が行なわれた。〔中略〕
［2］第二条について
　第1部長―1項前段で放棄を後段で処分権を規定しているが両者の関連はどのように
なっているか。
　条約課長―前段後段互いに overlap〔重なる〕してはいるが両者が全く同一というこ
とではない。
　第1部長―その点が気になる。別のことであれば解るがどの程度 overlapするか疑問
である。
　条約局長〔藤崎万里〕―あまり論理的ないい方ではないが、前段で切り離して、後
段は国内法的措置をとることをばくぜんと云おうとしたものである。
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〔以下略〕

⑨　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定（案）」（1965年5月1日）

＊5月1日に作成した基本方針案・協定案について同じ5月1日に法制局で審議がな
され、その際の意見をふまえて改めて5月1日付の協定案が作成された（福田博の
証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、6～7

頁）。史料⑨がいずれの段階のものであるかは確定できていない。
第二条

1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）のすべ
ての財産、権原及び利益でこの協定の署名の時にそれぞれ他方の締約国の管轄の下
にあるものについてのすべての請求権をこの協定の署名の時に放棄し、当該他方の
締約国はこれらの財産、権利及び利益をこの協定の署名の日をもつて差し押え、留
置し、清算し、その他なんらかの方法で処分する権利を有するものとする。
2　いずれの一方の締約国も、それぞれ自国及びその国民が、他方の締約国又はそ
の国民に対しこの協定の署名の時において有する1にいう財産、権利及び利益につ
いての請求権以外のいかなる請求権をもこの協定の署名の時に放棄する。
3　1及び2の規定は、一方の締約国の国民で、千九百四十五年九月二日以前からこ
の協定の署名の時まで引き続き他方の締約国に居住するものには、適用しない。
4　1及び2の規定は、千九百四十五年九月二日の後に行なわれた取引、契約その他
通常の法律行為に基づく関係から生じた財産、権利及び利益並びにそれらについて
の請求権には、適用しない。ただし、同日の後この協定の署名の時までにそれぞれ
の締約国において施政当局が執つた措置の対象となつた財産、権利及び利益並びに
それらについての請求権については、この限りでない。

⑩　協定案に関する各省協議記録（1965年5月4日）
＊法制局における協定案の審議の際の議事メモ。

〔前略〕
　外債課長〔渥美謙二〕―国内的処分に一々国内法を立法せねばならぬのは具合が悪
くないか。
　第3部長―なるべく、条約で解決をした方がよいということは、大方の希望のよう
である。
　外債課長―大平・金メモで文句をお互いにいわなくなった。また、南北鮮〔ママ〕
の問題もある。このような事態で個々の請求権を一々 checkして消すことは無理であ 

る。他方、国会では一切消えることとなるので国内立法もきちんとやると答弁してい
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るので、そうしないと具合が悪い。この二つの要素をどのように組合せるか。いずれ
にせよ通常の立法形式でやることは困るので、政治的責任をもって条約でやってくれ
ないと困ると思う。
　第□部長―□項にいう「についての請求権」を放棄するとはどういうことか。桑港
条約14条 a2には後段しかない。
　熊谷事務官―最初の案では後段しかなかったが、外交保護権の放棄をはっきりいう
ためにはその前にいう必要があるというので前段がでてきた。〔中略〕
　第1部長―日本が勝手に抹消すると日本では補償問題が起る。
　第2部長―お互いに補償は他方の国がやるとすればよいではないか。
　第1部長―いずれにせよ何らかの形で補償問題が出てくるのは避け得ないであろう。
　条約課長―1項2項共に双務的な書き方をしているが実質的に8項目を消すことをはっ
きりさせたい。1項で処分権を書いているが、これについて8項目を確認すればそれは
消えるといえるのでないか。〔中略〕
　条約課長―外交保護権の放棄□□□□□〔のみであるヵ〕から□□□放棄していな
い。1項後段で処分権を〔ヵ〕いっているが□いわれた□□□□□□□□□□□□債
権について国〔ヵ〕が何か処分していないと裁判所は債権は存在しているとして訴を
受理してしまい却下しないのではないかという心配□残る。〔中略〕他方、どういう
書き方をしても私人間のものまで殺すことはできないという考え方がある。条約局長
は、裁判所が私人の権利を認める可能性がかなりあり、そうなれば条約自体の軽重が
問題となり困るということを考えている。
　第1部長―それは補償を与えれば何とかなるのではないか。
　条約課長―いずれにせよ対象がはっきりしないこと、及び消す方法が具体的にはっ
きりしないことのためこのような書き方になった。一切〔ヵ〕消すという立場をとる
と、それがどういうことになるかと□も解らないというのが条約局長の考えである。
条約上消したこととして、それが実際上復活することを国内法上認めることはどうか
ということについて討議したが、条約局長はここにいう処分権は国家間のものを消す
ということで実体は□□□□□であり、この方が　説明しやすいと考えている。また
消すといっても南北関係で保留する分が多いので、消滅方式をとるとそれまで不安定
な関係となるおそれ□あるといえる。結局□項で「についての請求権」ということは
おかしい□□1項は財産権利利益だ□とし請求権は別項とすることがよいのではないか。
その場合1項は桑港条約14条的に処分権とのみとし2項でそれについての請求権放棄と
した方がすっきりしないかと考える。
〔中略〕
　第3部長―いずれにせよ国内法が必要なのであるから、「日韓間の請求権問題が解決
されるべきこと」という前文の趣旨を国内法に入れることとしてはどうか。
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〔以下略〕

⑪　協定第二条案文（1965年5月6日）
＊「五月四日の法制局審議の結果作成したもの」との手書記入あり。
＊当該案文は法制局・大蔵省・法務省に手交された（福田博の証言。前掲「日韓
会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、9頁）。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月6日）と同一内容（62頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、他方の締約国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）
のすべての財産、権利及び利益でこの協定の署名の日にそれぞれ自国の管轄の下に
あるものを差し押え、留置し、清算し、その他なんらかの方法で処分する権利を有
するものとする。
2　いずれの一方の締約国も、この協定の署名の日において自国及びその国民が他
方の締約国又はその国民に対して有するいかなる請求権をも放棄する。
〔「3」（適用除外規定）は省略〕

⑫　協定第二条案文（1965年5月7日試案）
＊法制局での審議をふまえ条約課長が作成した試案（福田博の証言。前掲「日韓
会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、9頁）。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月7日）と同一内容（64頁）。

第二条
1　両締約国は、この協定の署名の日に両締約国及びその国民の間に存在するすべ
ての財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された
ものとみなすことを合意する。
2　いずれの一方の締約国も、他方の締約国の有効な支配の下にある領域における
施政当局がその管轄の下にある当該一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利
益についてこの協定の署名の日までに執つた措置の効力を承認し、その措置の対象
となつた財産、権利及び利益についてのすべての請求権を放棄する。
〔「3」（適用除外規定）は省略〕

⑬　大蔵省案（1965年5月8日）
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収のも
の（66～69頁）。
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日本国及び大韓民国は、両国及び両国民の財産並びに両国及び両国民の間の請求権に
関するすべての問題を完全かつ最終的に解決するものとし、
〔1．（a）…日本側の対韓請求権（拿捕漁船・米軍政庁法令第33条による措置を含む）
について「一切の主張をなしえない」ことを確認〕
〔1．（b）…韓国側の対日請求権について「一切の主張をなしえない」とともに「対
日請求8項目」に関わる請求権を「放棄」〕
2　両締約国は、大韓民国の日本国よりの分離に関連して生じた財産、権利及び利益
並びに請求権に関する問題を処理するため、それぞれの締約国において施政当局が他
方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益について執った措置の効力を承認し、
その措置から生じた請求権に関する主張をなしえないこととする。
〔「3」は省略〕

⑭　協定第二条案文（「試案」／1965年5月17日）
＊「松永案」との手書記入あり。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月17日）と同一内容（70頁）。

第二条
1　両締約国は、この協定の署名の日に両締約国及びその国民の間に存在するすべ
ての財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された
ものとみなすことを合意する。
〔「2」は省略〕
（第二条に関する交換公文の内容）
一　大韓民国政府は、次の財産、権利及び利益が日本国により取得されることを承
認し、大韓民国及びその国民がこれらについていかなる主張をもなしえないことを
確認する。〔以下「対日請求8項目」に関わる内容を列挙〕
〔「二」は省略…「だ捕漁船請求権の放棄」の確認〕

⑮　協定第二条案文（1965年5月18日）
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月18日）と同一内容（72～73頁）

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、他方の締約国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）
のすべての財産、権利及び利益でこの協定の署名の日にそれぞれ自国の管轄の下に
あるものを差し押え、留置し、清算し、その他なんらかの方法で処分する権利を有
するものとする。
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2　いずれの一方の締約国も、この協定の署名の日において自国及びその国民が他
方の締約国又はその国民に対して有するいかなる請求権をも放棄する。
〔「3」「4」（適用除外規定）は省略〕

（第二条に関する交換公文の内容）
　協定第二条に関し、
一　大韓民国政府は、次の財産、権利及び利益について大韓民国及びその国民がい
かなる主張をもなしえないことを確認する。〔以下「対日請求8項目」に関わる内容
を列挙〕
〔「二」は省略…「だ捕から生じたすべての請求権」に関する規定〕

⑯　「法制局第三部長案」（1965年5月19日）
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「法
制局第三部長案　第2条（案）」（1965年5月19日）と同一内容（75頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、この協定の署名の日において他方の締約国又はその
国民に対して有するすべての請求権を放棄する。
2　いずれの一方の締約国も、その国民（法人を含む。以下同じ。）のすべての財産、
権利及び利益でこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるもの及びその
国民がこの協定の署名の日において他方の締約国又はその国民に対して有するすべ
ての請求権（債権を含む。）について、当該他方の締約国が執ることがあるすべて
の措置の効力を承認する。

⑰　第二条案文（1965年5月19日）
＊5月19日、法制局第三部主催の外務省・大蔵省関係者による会議で審議された
案文（福田博の証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関
する交渉」、15頁）。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月19日）と同一内容（76頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）のすべ
ての財産、権利及び利益でこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるも
のについて、当該他方の締約国が執ることがあるすべての措置の効力を承認し、こ
れに関連して自国及びその国民が有することがあるいかなる請求権をも放棄する。 

〔以下の適用除外規定は省略〕
〔「2」（両国が放棄する財産・権利・利益・請求権の内容）は省略〕
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⑱　第二条案文（1965年5月20日）
＊「五月十九日午後法制局第三部長主宰の会議（条約課長、外債課長出席）にお
いて作成されたもの」との手書記入あり。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月20日）と同一内容（79頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、この協定の署名の日において自国が他方の締約国又
はその国民（法人を含む。以下同じ。）に対して有するすべての請求権（債権を含む。
以下同じ。）を放棄するものとし、自国及びその国民のすべての財産で同日に他方
の締約国の管轄の下にあるもの並びに同日において自国の国民が他方の締約国又は
その国民に対して有するすべての請求権について他方の締約国が執ることのあるす
べての措置の効力を承認する。
〔「2」（適用除外規定）は省略〕

⑲　「第二条（案）」（1965年5月20日／「昭和四〇・五・二〇－一」）
第二条（案）

1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民のすべての財産及び請求権（債権
を含む。以下同じ。）で千九百四十五年九月二日以前から他方の締約国の管轄の下
にあつたものについて他方の締約国がすでに執り、又は今後執ることのあるすべて
の措置の効力を承認するものとし、また、いずれの締約国も、他方の締約国に対す
るすべての請求権を放棄する。
〔「2」（適用除外規定）は省略〕

⑳　「第二条（案）」（1965年5月21日）
＊5月21日の朝10時ころに佐藤正二（官房審議官）・松永信雄（条約課長）・小和
田恒（事務官）等が作成したもの（福田博の証言。前掲「日韓会談における請求
権・経済協力協定第2条に関する交渉」、15頁）。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月21日）と同一内容（81頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民の財産及び他方の締約国又はその
国民に対する請求権（債権を含む。）について他方の締約国がすでに執り又は今後
執ることのある措置の効力を承認し、また、この協定の署名の日に自国が他方の締
約国に対して有することのあるすべてのその他の請求権を放棄する。
〔「2」（適用除外規定）は省略〕
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㉑　5月21日付第二条案文 A（1965年5月21日）
＊「条約局長室会議（21日朝）の結果、案文にしたもの」との手書記入あり。
＊条約局で5月21日の昼ごろに作成したもの（福田博の証言。前掲「日韓会談に
おける請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」、15頁）。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月21日 A）と同一内容（82頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民の財産、権利及び利益であつて他
方の締約国の管轄の下にあつたか又は現にあるものについて他方の締約国がすでに
執り又は今後執ることのある措置の効力を承認し、また、この協定の署名の日に自
国及びその国民が他方の締約国及びその国民に対して有するすべての請求権を放棄
する。
〔「2」（適用除外規定）は省略〕

㉒　5月21日付第二条案文 B（1965年5月21日）　
＊外務省条約局長と法制局長官との会議をふまえ条約局で5月21日の午後に作成
したもの（福田博の証言。前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条
に関する交渉」、15頁）。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月21日 B）と同一内容（84～85頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民（法人を含む。）の財産、権利及び
利益であつて他方の締約国の管轄の下にあつたか又は現にあるものについて他方の
締約国がすでに執り又は今後執ることのある措置の効力を承認する。
〔第2項（適用除外規定）省略〕
3　いずれの一方の締約国も、この協定の署名の日以前に生じた事由に基づく他方
の締約国及びその国民に対する自国及びその国民のすべての請求権を放棄する。

㉓　第二条案文（1965年5月24日）
＊「五・二一 B案に佐藤〔正二〕審議官、条約課長〔松永信雄〕が手直しを加
えたもの」「5月24日各省会議（3.00pm 420号室）において配布」との手書記入あり。
＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「第
2条（案）」（1965年5月24日）と同一内容（86～87頁）。

第二条（案）
1　いずれの一方の締約国も、自国及びその国民（法人を含む。）の財産、権利及び
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利益であつて他方の締約国の管轄の下にあつたか又はこの協定の署名の日にあるも
のについて他方の締約国がそれぞれすでに執り又は今後執ることのある措置の効力
を承認する。
2　前項の規定は、次のものには適用しない。ただし、この協定の署名の日までに
それぞれの締約国が執つた措置の対象となつた財産、権利及び利益については、こ
の限りでない。〔以下、除外項目は省略〕
3　いずれの一方の締約国も、この協定の署名の日以前に生じた事由に基づく他方
の締約国及びその国民に対する自国及びその国民のすべての請求権を放棄する。

㉔　「第2条に関する各省会議」（1965年5月24日）
〔前略〕
2、出席者に対し5月24日案（第2条）を手交し、これに対し、佐藤〔正二〕審議官及
び条約課長より要旨次のとおり説明した。
佐藤審議官―前回4月28日に各省にお渡しした基本方針案及び協定案と比較して特
に変っている点は、4月28日案においては財産等の処分権を考えていたが、日本側
の実情で実際にはどうにもならないものが多いので、当方が執る措置（執るか執ら
ぬかは日本側の自由である）について韓国から文句をいわせないという形に変えた
ことが第□に挙げられる。
条約課長―先方との交渉のタイミングもあり、経済協力の基本協定とあわせ、5月
24日案をできれば今週中に韓国に提示したいと考えている。4月28日案と比較して5

月24日案が異なる点は以下のとおりである。
（1）4月28日案では処分権ということをうたっている。これは平和条約第14条に
倣ったものであるが、これは賠償問題を念頭に入れているので、今回の協定にそ
のまゝ入れることについては問題がある。また条約発効後の国内措置に必ずしも
そぐわない。4月28日案は国内立法をしない立前であったが、国内法としての効
果は結局どういう措置をとるか等の〔ヵ〕点で出〔ヵ〕て〔ヵ〕こないという結
論に達し、国内立法は必要があれば別に考えざるを得ないという結果になった。
（2）4月28日案では請求権と財産、権利、利益を同じところで捕えたが、この二
つを一緒にすることは法律的性格にも差異があることから問題もあるので分けて
書くことにした。
（3）5月24日案について逐条別に説明すれば次のとおりである。
ⅰ）1項について―請求権と財産等を区別し財産が物に化体するような権利利
益のみをあげた。配当請求権等はこれに当然入ることとなる。1項では平和条
約4（b）の規定に倣い、措置の効力を承認することとし、措置を執る時期は広
くなっている。このため2項で除外例を設けることが必要となる。
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ⅱ）2項について―〔中略〕
ⅲ）3項について―請求権の放棄を規定したもので、平和条約第19条の規定〔連
合国側に対する日本側の「すべての請求権を放棄」〕をほぼ取り入れたもので
ある。放棄するものとしては外交保護権が典型的なものとしてあげられる。国
民対国民のものまで外交保護権の放棄で足りるかという疑問もあるが平和条約
19条は外交保護権の放棄であると従来政府は一貫して答弁してきたのでそのよ
うにした。結局1、2項が財産権利利益に対するものであり3項が請求権放棄と
なる。〔中略〕
ⅳ）〔中略〕管轄の下にあったかあるものと書いたのは、有効な支配を行なっ
ている地域に限定するためこのように書いたものである。それ以外は管轄の下
になければ措置は執れないからあまり意味はない。なおここにいう措置は合法
的な措置をいうのであるから、それを執るためには国内法をつくることが必要
となる。2項で「の対象」としているが全部カバーできるか疑問の点も残らな
いではない。いずれにせよ終戦後の閉鎖機関等の措置を考えその対象について
はこれを消すということを考えている。国内法について今後どうするか―法務
省の意見では包括立法を考えることは法務省の□□外であるということである
が、もし包括立法が無理であるとするも、個別立法を□□□困るかもしれない。

3、以上に引き続き討議を行なった。〔中略〕
外債課長―各省で立法することになればどれだけ立法できるであろうか。
条約課長―南北問題もあるので個別立法は現実の問題として難しいかもしれない。
外債課長―閉鎖機関、無記名国債、総督府特別会計の対韓国人債務（もし総督府が
日本のものとすれば）等あり個別立法はむずかしい。
条約課長―そこまでいわず、もしあるとしても日本に対する権利は行使できないと
いう一般的な形でこの際はにげれる。
外債課長―しかしそういう包括的な立法はどこかにいるのではないか。
〔後略〕

㉕　「五月二十四日案に対する各省の反響」（1965年5月27日）における「国内立法関係」
の記述

＊前掲「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」所収の「5

月24日案に対する各省の反響」（1965年5月27日）による（88～92頁）。
総理府恩給局…「包括立法としたい」
大蔵省外債課…「包括立法を内閣でやつてもらいたい。」
運輸省船員局厚生課…〔記載なし〕
郵政省貯金局…「包括立法としたく是非内閣又は大蔵省が中心となつて取りまとめら



植民地主義、冷戦から考える日韓関係128

れたい。」
労働省総務課…「包括立法としたい。（イ）労働省関係では民間事業所の未払賃金の
問題が大部分で、これは政府は直接タッチしておらず、その大部分は時効にかかつて
いると思われる。（ただし昭25政令22で供託されたものは時効が停止しているのでそ
の手当が必要となろう）いずれにせよ内容的に多岐にわたる点が多く、また不明の点
も多いので個別的に対象を洗い出して立法することは困難である。結局一般債権債務
の問題として法務省あたりで包括立法願いたい。（ロ）なお、他に労災保険の問題が
あるが、これについては包括立法の際、十分協力したい。」
厚生省…「包括立法が望ましい（未払給与の問題あり）」
郵政省簡保局…「包括立法が望ましい　内閣でやつてほしい。」
法務省…「包括立法を内閣でやつてほしい。協力はする。」
通産省総務課…〔記載なし〕
文部省著作権課…「韓国人について著作権を取り上げる意向は全くない。」

㉖　「問題点」（日付なし）
一、協定案第二条に基づき韓国及び韓国人財産を処分するにつき国内立法の必要があ
ると考えられるが、
（1）国内立法が可能か（法律上、事実上、技術上）
（2）立法可能として、この協定案でよいか。
（イ）権利消滅方式
（問題）　（a）解釈上とれるか（協定条文の表現）

（b）第三者保護にかける
例、債権質／株主権（株式質）

（ロ）国庫帰属方式
（問題）　（a）国有財産管理が厄介。

（b）時効の点解決の要あり。
（c）一般的処分か個々的処分か。

二、法務省所管韓国人財産
（1）国外居住外国人（韓国人）に対する供託
（2）戦前の朝鮮総督府における供託
他省では　郵便貯金　恩給などあり。

㉗　「国内法（案）」（日付なし）
1　韓国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産、権利及び利益（次に掲げる
ものを除く。）で、昭和四十年　月　日に本邦の管轄の下にあるものについては、政
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令で定めるものを除き、韓国及びその国民がこれらに基づく権利及び主張をすること
ができないものとする。

a　韓国の国民で昭和二十二年八月十五日から昭和四十年　月　日までの間に本邦
に居住したことがあるものの財産、権利及び利益（ただし…）
b　昭和二十年八月十五日以後に本邦及びその国民と韓国及びその国民との間の通
常の接触の過程において取得され又は本邦の管轄の下に入った韓国及びその国民の
財産、権利及び利益（ただし…）

2　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3　前二項の規定は、日本国との平和条約第二条に掲げる地域（韓国を除く。）の施政
を行なっている当局又はその住民（住民であった者その他の者で政令で定めるものを
含む。）の財産、権利及び利益について準用する。

㉘　「韓国との請求権問題の解決等に伴う特別措置法案（検討試案）」（法制局第三部長室、
1965年7月16日）

1　韓国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産、権利及び利益（次に掲げる
ものを除く。）で昭和四十年六月二十二日に現に本邦の管轄の下にあったものは、政
令で定めるものを除き、同日において消滅したものとする。
一　韓国の国民で昭和二十年八月十五日から昭和四十年六月二十二日までの間に本
邦に引き続き一年以上在住したものの財産、権利及び利益
二　昭和二十年八月十五日以後における本邦と韓国との間並びに両国民間の貿易そ
の他通常の接触の過程において取得され、又は本邦の管轄の下に入った財産、権利
及び利益

2　日本国との平和条約第二条 aに掲げる地域（韓国を除く。）の施政を行なっている
当局及びその住民（法人その他政令で定める者を含む。）の財産、権利及び利益で昭
和四十年六月二十二日に現に本邦の管轄に下にあったものについては、当該住民と本
邦の国民との間の通常の接触の過程において当該住民により取得された財産、権利及
び利益その他政令で定めるものを除き、当該地域に係る者がこれらに基づく権利の行
使及び主張をすることができないものとする。
3　前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
　附則
この法律は、条約の効力発生の日から施行する。

㉙　「韓国との〔「日韓」との加筆〕請求権問題の解決等に伴う特別措置法案（検討試案）」
（1965年7月20日）

＊「（題名）～協定の実施に伴う韓国人等の財産に関する特別措置法案／実施の
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ための韓国財産の処理等」を加筆
1　韓国〔加筆により「大韓民国」〕及びその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産
及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協
定（以下「協定」という。）第二条3に規定する財産、権利及び利益で昭和四十年六月
二十二日に現に本邦の管轄の下にあつたもの（協定第二条2に定めるものを除く。）に
ついては、同日においてこれらに係る権利及び利益が失われたものとする。ただし、
政令で定めるものについては、この限りでない〔「…（協定同条2に定めるものを除く。）
については、」以下の文章を「政令で定めるところによりその権利を失わせることが
できる」へ修正〕。
2　日本国との平和条約第二条（a）に掲げる地域（韓国を除く。）の住民（法人その
他政令で定める者を含む。）の財産、権利及び利益で昭和四十年六月二十二日に現に
本邦の管轄に下にあつたものについては、政令で定めるものを除き、これらに係る権
利の行使及び主張をすることができないものとする〔「日本国との平和条約第二条（a）
に掲げる地域（韓国を除く。）の住民（法人その他政令で定める者を含む。）の財産、
権利及び利益で前項に規定する財産、権利及び利益に相当するものについては当分の
間、政令の定めるところにより、その権利を停止することができる」へ修正〕。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㉚　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う韓国人等の財産に関する特別措置法案（検討試案）」（1965年7
月29日）

1　大韓民国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産及び請求権に関する問題
の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定（以下「協定」という。）
第二条3に規定する財産、権利及び利益で昭和四十年六月二十二日に現に本邦の管轄
の下にあつたもの（同条2に定めるものを除く。）については、政令で定めるところに
よりその権利を失わせることができる。
2　日本国との平和条約第二条（a）に掲げる地域（韓国を除く。）の住民（法人その
他政令で定める者を含む。）の財産、権利及び利益で前項に規定する財産、権利及び
利益に相当するものについては、当分の間、政令の定めるところにより、その権利を
停止することができる。
3　前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める〔削除線記入〕。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
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㉛　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う韓国人等の財産に関する特別措置法案（検討試案）」（「法制局
試案」と手書記入、1965年7月30日）

1　大韓民国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）の…協定第二条3に規定する財産、
権利及び利益で昭和四十年六月二十二日に現に本邦の管轄の下にあったもの（同条2

に定めるものを除く。）は、政令で定めるところにより、その権利を失わせることが
できる。
2　日本国との平和条約第二条（a）に掲げる地域（韓国を除く。）の住民（法人その
他政令で定める者を含む。）の財産、権利及び利益でその項に規定する財産、権利及
び利益に相当するものは、当分の間、政令で定めるところにより、その権利の行使を
停止することができる。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㉜　「日韓請求権協定署名に伴う関係法律の整備について」（事務次官等会議申合せ、
1965年8月5日）

1．日韓請求権協定署名に伴う関係法律は、各府省別の個別立法によらず、法律案1件
にとりまとめて行なうこと。
2．右法律案は、8月末日までに成案を得、9月早々閣議決定を経ることを目途として
準備を進めること。
3．右法律案の立案その他取扱いについては、
（1）右法律案の閣議請議は、関係各大臣の共同請議とすること。
（2）右法律案は、外務省が関係府省と共同して作成に当たり、その結果をまとめ
るものとすること。
（3）右法律案の国会における提案理由説明は、外務大臣がこれに当たること。
（4）右法律案に関連ある各府省所管事項に関する想定問答及び個別事項の答弁資
料の作成は、各府省が行なうこと。
（5）右法律案にある関連ある各府省所管事項に関する国会答弁は、関係大臣がこ
れに当たること。

㉝　日程メモ（「日韓問題（1）」文書17の裏面に記入）
8月5日 次官会議で申合せ
8月20日 とりまとめ（各省）
〔9月ヵ〕 13、14〔日〕 要綱草案
 15〔日〕 法制局に考え方の説明
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 16、17〔日〕 法案第一次案起草
 18〔日〕（土） 法制局第一次審査
 19日 　　　 〃
 20日
 21、22〔日〕 法案手直し（関係各省と相談）
 23〔日〕 法制局
 25〔日〕まで 法制局審査完了／（政令〔ヵ〕案準備）
 26-29〔日〕 最終調整
 30〔日〕-〔10月〕4〔日〕　党関係
10〔月〕・4〔日〕　次官会議
10〔月〕・5〔日〕　閣議／国会提出

㉞　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う韓国人等の財産に関する特別措置法案の要綱（案）」（1965年9
月13日）
一　大韓民国及びその国民（法人を含み、昭和二十二年八月十五日から昭和四十年六
月二十二日までの間に本邦に引き続き一年以上居住したことがあるものを除く。）は、
昭和四十年六月二十二日に本邦の管轄の下にあつた次の財産、権利及び利益（昭和二
十年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は本邦の管轄の下
に入つたものを除く。）について、すべての権利を失うものとする。

1　郵便貯金、郵便為替及び郵便振替
2　簡易生命保険及び郵便年金
3　銀行預貯金、手形法及び小切手法上の債権、送金為替、掛金、貸出金その他の
債権並びに保護預り、担保その他預り物件
4　損害保険の未払保険金、契約の無効、失効、解除等に伴う返戻保険料及び再保
険取引の収支尻並びに生命保険の解約返戻金
5　閉鎖機関、在外会社の供託物及び新会社保管分
6　税関保管物件
7　法令、就業規則、労働契約等に基づく賃金、退職金、旅費、労災扶助料等の未
払金及び事業主が保管する積立金、貯蓄金、有価証券等で未返還のもの
8　恩給
9　国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令に
基づく供託金
10　未帰還者留守家族等援護法、未帰還者に関する特別措置法及び戦傷病者特別援
護法に基づく援護（12に掲げるものを除く。）を受ける権利
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11　戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金
12　引揚者給付金等支給法による引揚者給付金及び遺族給付金
13　戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金
14　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金
15　軍人及び軍属等に対する未払給与

二　一の規定は、同項の各号に掲げる財産、権利及び利益のうち次に掲げる法令（改
正を含む。）に基づく措置の対象となつたものについては、同項の規定にかかわらず、
すべての大韓民国国民に適用されるものとする。

1　大蔵省令第八八号（二〇・一〇・一五）
2　軍事郵便貯金等特別措置法（二九・五・一五法第一〇八号）
3　朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令（二六・政
令第四〇号）
4　閉鎖機関令（二〇・三・一〇勅令第七四号）
5　旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 

（二四・八・一政令第二九一号）
6　国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 

（二五・二・二八政令第二二号）
7　蔵外為第一六七号（二〇・一〇・一八）
8　蔵外為第八一二号（二一・四・八）
9　蔵管第一〇七号（二四・二・二二）
10　蔵銀第一七七号（二一・三・一九）
11　金融機関経理応急措置法（二一・八・一五法第六号）
12　金融機関再建整備法（二一・一〇・一九法第三九号）

三　一及び二に掲げる条件に該当する他の財産、権利及び利益で政令で定めるものに
ついては、一及び二の規定を準用する。
四　一、二及び三の規定の適用を受けた財産、権利及び利益についてのすべての権利
は、国に帰属する。
五　日本国との平和条約第二条（a）に掲げる地域（大韓民国を除く。）の住民（法人
その他政令で定める者を含む。）の財産、権利及び利益で一、二及び三に定める財産、
権利及び利益に相当するものについては、当分の間、その権利の行使を停止する。
六　この法律の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
　附則
この法律は、協定発効の日から施行する。
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㉟　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う韓国人等の財産に関する特別措置法案の要綱（案）」（1965年9
月15日）
一　大韓民国及びその国民（法人を含む。）の次に掲げる財産、権利及び利益であつ
て財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との
間の協定第二条3に該当するものについては、政令で定めるところによりその権利が
失われたものとする。

1　郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金
2　簡易生命保険及び郵便年金
3　銀行預貯金並びに手形法及び小切手法上の債権、送金為替、掛金、貸出金その
他銀行に対する債権
4　損害保険及び生命保険
5　閉鎖機関又は在外会社の新会社に対する債権
6　税関保管物件
7　賃金、退職金、旅費、労災扶助料等の未払金及び事業主が保管する積立金、貯
蓄金、有価証券等で未返還のもの
8　恩給に関する給付
9　国外居住外国人等に対する債務の弁済のための供託金
10　未帰還者留守家族等及び戦傷病者に対する援護を受ける権利
11　戦傷病者、戦没者遺族に対する障害年金及び遺族年金
12　引揚者給付金及び遺族給付金
13　戦没者等の妻に対する特別給付金
14　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
15　軍人及び軍属等に対する未払給与
16　農業保険
17　朝鮮総督府、朝鮮鉄道用品資金、朝鮮簡易生命保険及び郵便年金並びに朝鮮食
糧管理の各特別会計に係る債権
18　その他政令で定めるもの
二　一に定める財産、権利及び利益で、昭和四十年六月二十二日において第三者の権
利の目的となつていたものについては、一の規定を適用しない。
三　日本国との平和条約第二条（a）に掲げる地域（大韓民国を除く。）の住民（法人
その他政令で定める者を含む。）の財産、権利及び利益で、一に定める財産、権利及
び利益に相当するものについては、当分の間、その権利の行使を停止する。
　附則
この法律は、協定発効の日から施行する。
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注　問題点
1　一般私人間の債権債務
2　時効の問題
3　終戦前の貸与財産の返還請求
4　消滅した権利の帰属
5　北鮮〔ママ〕関係の財産についての権利の停止

㊱　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う韓国人の財産に関する特別措置法（案）」（1965年9月17日）
第一条　日本国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）に対する大韓民国のすべて
の債権並びに日本国に対する大韓民国の国民のすべての債権であつて、財産及び請
求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定（以
下「協定」という。）第二条3に該当するものについては、その権利が消滅したもの
とする。

第二条　日本国の国民に対する大韓民国の国民のすべての債権であつて、協定第二条
3に該当するものについては、その権利を主張することができないものとする。た
だし、債務者が任意に弁債を行なうことを妨げるものではない〔「妨げない」に修正〕。

第三条　前二条に定める債権を除くほか、大韓民国及びその国民の物件〔「物権」に
修正〕その他の財産権（持分を含む。）であつて、協定第二条3に該当するものにつ
いては、政令で定めるところによりその権利を消滅させることができる。

第四条　前三条の規定は、当該債権、物件〔「物権」に修正〕その他の財産権が、昭
和四十年六月二十二日において第三者の権利の目的となつていた場合には、その権
利が存続する限りにおいて、適用しない。

第五条　この法律の適用〔「実施」を加筆〕に関して必要な事項は、政令で定める。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㊲　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う大韓民国の債権等に関する特別措置法（案）」（1965年9月18日）
第一条　日本国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）に対する大韓民国のすべて
の債権〔以下「及び（その目的物たるものを含む）次条まで同じ」を加筆〕並びに
日本国に対する大韓民国国民のすべての債権であつて、財産及び請求権に関する問
題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定（以下「協定」と
いう。）第二条3にいう財産、権利及び利益に該当するものについては、昭和四十年
六月二十二日においてその権利が消滅したものとする。
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第二条　日本国国民に対する大韓民国国民のすべての債権であつて、協定第二条3に
いう財産、権利及び利益に該当するものについては、昭和四十年六月二十二日にお
いてその権利が消滅したものとする。ただし、債務者が任意に弁債〔「弁済」に修正〕
を行なうことを妨げない。
第三条　前二条の規定は、昭和四十年六月二十二日において第三者の権利の目的とな
つていた債権については、その権利が存続する限りにおいて、適用しない。
第四条　第一条及び第二条に定める債権を除く大韓民国及びその国民の物権その他の
財産権であつて、協定第二条3にいう財産、権利及び利益に該当するものについては、
政令で定めるところによりその権利を消滅させ又は国へ帰属させることができる。
（ヽヽヽヽさせるものとする。）
第五条　この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㊳　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う大韓民国の債権等に関する特別措置法（案）」（1965年9月20日）
第一条　日本国並びにその〔「地方」に修正〕公共団体及び国民（法人を含む。以下
同じ。）に対する大韓民国のすべての債権及びその目的たる物並びに日本国及びそ
の〔「地方」に修正〕公共団体に対する大韓民国国民のすべての債権及びその目的
たる物であつて、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本
国と大韓民国との間の協定（以下「協定」という。）第二条3にいう財産、権利及び
利益に該当するものについては、昭和四十年六月二十二日においてその権利が消滅
したものとする。
第二条　日本国国民に対する大韓民国国民のすべての債権及びその目的たる物であつ
て、協定第二条3にいう財産、権利及び利益に該当するものについては、昭和四十
年六月二十二日においてその権利が消滅したものとする。ただし、債務者が任意に
弁済を行なうことを妨げない〔「ただし」以降の一文に削除線記入〕。
第三条　前二条の規定は、昭和四十年六月二十二日において第三者の権利の目的とな
つていた債権については、その権利が存続する限りにおいて、適用しない。
第四条　第一条に掲げるもの以外の大韓民国のすべての物並びに日本国が保管してい
る大韓民国及びその国民の物であつて協定第二条3にいう財産、権利及び利益に該
当するものについては、昭和四十年六月二十二日においてその権利が消滅したもの
とする。
第一条、第二条及び本条第一項の適用を受けるもののうち、株主権の処理について
は次のとおりとする。
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第五条　第三条に定める債権及び物を除く大韓民国の国民の物権その他の財産権であ
つて、協定第二条3にいう財産、権利及び利益に該当するものについては、政令で
定めるところによりその権利を消滅させることができる。

第六条　この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㊴　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う大韓民国の債権等に関する特別措置法（案）」（1965年9月21日）
第一条　日本国並びにその地方公共団体及び国民（法人を含む。以下同じ。）に対す
る大韓民国及びその国民のすべての債権及びその目的たる物であつて、財産及び請
求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定（以
下「協定」という。）第二条3にいう財産、権利及び利益に該当するものについては、
昭和四十年六月二十二日においてその権利が消滅したものとする。

第二条　第一条に掲げるもの以外の大韓民国が保有するすべての物並びに日本国が保
管している大韓民国（及びその）国民の物であつて協定第二条3にいう財産、権利
及び利益に該当するものについては、昭和四十年六月二十二日においてその権利が
消滅したものとする。

第三条　前二条の規定は、昭和四十年六月二十二日において第三者の権利の目的とな
つていた債権については、その権利が存続する限りにおいて、適用しない。

（第四条　前三条に定める債権及び物を除く大韓民国国民の物権その他の財産権であ
つて、協定第二条3にいう財産、権利及び利益に該当するものについては、政令で
定めるところによりその権利を消滅させることができる。）

　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㊵　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定の実施に伴う大韓民国の債権等に関する特別措置法（案）」（1965年9月22日）
　次に掲げる大韓民国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産権であつて、
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間
の協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものについては、昭和四十年六月二
十二日においてその権利が消滅したものとする。ただし、株式、出資その他これに準
ずる権利については、当該株券、出資証券その他これに準ずるものを保管する日本国
又はその国民に帰属するものとする。
一　日本国及びその国民に対する大韓民国及びその国民の債権及びその目的たる物
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（物に化体されている権利を含む。以下同じ。）の権利
二　前号に掲げるもの以外の大韓民国が保有する物の権利
三　日本国が保管する大韓民国国民の物の権利
前項の規定は、昭和四十年六月二十二日において第三者の権利の目的となつていた債
権及び物については、その権利が存続する限りにおいて適用しない。その権利が担保
権である場合において、その実行があつたときも同様とする。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㊶　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定第二条の実施に伴う大韓民国の債権等に関する特別措置法（案）」（1965年9
月24日）
　次に掲げる大韓民国及びその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産権であつて、
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間
の協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものについては、昭和四十年六月二
十二日においてその権利が消滅したものとする。ただし、株式又は出資については、
その株券、出資証券その他これに準ずるものを保管する日本国又はその国民に帰属す
るものとする。
一　日本国及びその国民に対する大韓民国及びその国民の債権及びその目的たる物
（物に化体されている権利を含む。以下同じ。）
二　前号に掲げるもののほか、大韓民国が所有し又は保管する物及び日本国が保管
する大韓民国国民の物についての権利
前項の規定は、昭和四十年六月二十二日において第三者の権利の目的となつていたも
のについては、その権利の行使に必要な限りにおいて、適用しない。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㊷　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律（案）」	
（1965年9月30日）

1　次に掲げる大韓民国又はその国民（法人を含む。以下同じ。）の財産権であつて、
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間
の協定（以下「協定」という。）第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、次
項の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日において消滅したものと
する。ただし、同日において第三者の権利（同条3の財産、権利及び利益に該当する
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ものを除く。）の目的となつていたものは、その権利の行使に必要な限りにおいて消
滅しないものとする。
一　日本国又はその国民に対する債権及び債権の目的たる物（これに化体される権
利を含む。次項において同じ。）
二　担保権であつて日本国若しくはその国民の所有する物又は前号の債権を目的と
するもの

2　日本国又はその国民（法人を含む。以下同じ。）が昭和四十年六月二十二日におい
て保管する大韓民国又はその国民の物（不動産にあつては、同日からこの法律の施行
の日までその保管がされているものに限る。）であつて、協定第二条3の財産、権利及
び利益に該当するものは、同年六月二十二日（不動産にあつては、この法律の施行の
日）においてその保管者に帰属するものとする。
3　物に化体される権利であつて協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、
前二項の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日以後これを行使する
ことができないこととなつたものとし、その帰属については、政令で定めるところに
よる。
　附則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

㊸　「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と
の間の協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律（案）に
ついて」（日付なし。抜粋）

1（この法案の趣旨）
　この法案は、韓国の対日請求権問題は過去のいきさつをすべて水に流すこととして
解決し、今後韓国側は一切の主張ができなくなるものとした請求権協定第2条の趣旨
を国内法的にも実効あらしめる目的で立案されたものである。
　すなわち、協定上は韓国及び韓国民の財産権であって協定署名の日（昭和40年6月
22日）にわが国の管轄内にあるものについてわが国が執る措置に対し韓国側は今後い
かなる主張もなしえないと規定するにとどまり、これらの財産権について具体的にい
かなる国内措置をとるかということは、わが国の決定するところに委ねられているわ
けである。このため、わが国としては上記請求権解決の趣旨に則り協定の対象となっ
た韓国側財産権の帰趨を規定する法律を制定することとして、国内法的にも問題を将
来に残さず、完全解決することを図ったものである。
2（法律の構成）
　この法案は3項より成り、協定第2条3に該当する韓国及び韓国民の一切の財産権の
うち、次の権利を対象としてとり上げ、これについての帰趨を定めている。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係140

（1）日本国及び日本国民が保管している韓国及び韓国民の物（証券上の権利を含む）
は、日本側の保管者に帰属する。（第2項）
（2）韓国及び韓国民の日本国及び日本国民に対する債権と日本側の所有物又は債
権を目的とする担保権は消滅する。（第1項 ---第2項の保管物以外のケースについて）
（3）韓国及び韓国民が有する株式については、韓国及び協定第2条3該当の韓国民
はその権利行使ができない。
（従って、債務者が日本国又は日本国民以外の者に対する韓国側の債権や日本国又
は日本国民が保管するもの以外の不動産の所有権その他の物権、あるいは著作権な
どについては協定第2条3に該当するものがあっても、この法案による消滅の対象と
されなかったわけである。）

3（協定との関係）
　協定上はわが国の管轄内にある韓国側の一切の財産権が措置の対象となることが規
定されていながら、この法案でとり上げたものがその一部に限定された形となった点
については、法案で除外された権利関係は日韓交渉における韓国の対日請求でも問題
にされておらず、また今後両国及び国民間でトラブルを生ずるような問題のものでは
ないから、この法案の内容は日韓間の請求権問題を完全に解決し将来に問題を残さな
いという協定の趣旨を十分実現しているものと考えられる。
〔以下、省略〕

㊹　「韓国側財産権消滅措置法案の概要」（日付なし）
1　必要性
　韓国側請求権の処理については、同国の8項目の対日請求に対し個別項目を査定、
積上げて国庫がまとめて支払うという当初の方針が、両国の法的見解の対立、事実関
係の究明困難等の理由により行きづまりとなり、これを日韓国交正常化のために大局
的見地から解決することとした大平・金了解の線に沿い、日韓親善のための前向きの
経済協力の供与と併行して、請求権問題は過去のいきさつをすべて水に流し、今後は
一切その主張をさせないものとして解決された。従ってその趣旨に従い、韓国側の主
張してきた対日請求権は今後一切消滅するとの効果を確保することが必要となった。（従
来の国会答弁でも政府は消滅に必要な措置を講ずる旨答えてきている。）
〔以下、数行分にわたりマスキング処理〕
　協定では韓国側の請求権放棄も日本側のそれと同じ形の規定となっているので、協
定上は韓国側の権利についても外交保護権の放棄にとどまるから、協定だけではわが
国内法上は韓国側の権利は消滅していないことになるので、完全に消滅の効果を確保
するためには、わが国内法上韓国側の権利（財産権）が消滅する旨を規定した国内法
を制定することが必要となる。このため本件「請求権協定第2条の実施に伴う韓国等
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の財産権に対する措置法」（案）が準備されることとなったのである。
2　法案の内容
　協定第2条3に該当する韓国側財産権、すなわち韓国及び韓国人（法人を含む）の財
産権で協定署名の日（昭和40年6月22日）にわが国の管轄内に存在しているもののうち、
㋑終戦後（20年8月15日以後）の通常取引により取得した財産権、㋺在日韓国人（21

年8月15日以後引続き1年以上日本に在住したことがある者）の財産権（終戦前取得の
分を含む）（たゞし㋑、㋺に該当しても戦後わが国でとられた特別措置の対象となっ
たものは除く）以外のもの（権利関係としては債権のみならず一切の財産権を含む）
について
①日本側（国及び国民（法人を含む））が保管している韓国側（国及び国民）の物
は日本側保管者に権利が帰属する（第2項）。
②韓国側の日本側に対する債権（及び担保権）は消滅する（第1項―2項該当の保管
物以外のケースについて）。
③韓国側の有する株式は、その権利に基づく主張ができない（第3項―有価証券の
うち債権を表彰するものは1項に該当するので、本項には株券＝株式のみが該当）。

と規定し、保管物に係るものを除く一般的な形では、債権、担保権、株式のみを規定
し、物権（所有権、用役物権）、無体財産権等については触れていないこととなる。
　しかし、法案の内容程度に規定されれば、これにより韓国側が8項目の請求で支払
を要求し問題となっていたものはまず完全に権利を消滅させえたことになるものと考
える。
〔以下、6枚分にわたり全面マスキング〕

㊺　「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」（アジア局北東アジ
ア課内交渉史編纂委員会、1969年1月）
「3、5月1日、4日、法制局で審議
〔中略〕
　佐藤〔正二〕：日韓条約の関係で法制局の審議の際法制局長官が出たのはこの第2条
の審議だけである。その理由は第一に、第2条に関して国内立法を必要とする可能性
があつたことと、もう一つは、これに関係する省が多くあつたからである。自分達の
考えとしては、国内立法を必要とすることになれば法制局を原局としてやつてもらわ
ねばならない。それには最初から法制局をひきずり込んでおいて最後は向うに押しつ
けようと思つていた。こちらは once for all〔最終的に〕で全部の請求権をつぶそうと
いう考えだつたから、つけおとしがあつてはいけない、権利のあるものは日本の国法
上の権利だから日本の法律をよく知つている法制局のようなところでないとわからな
いという意味もあつた。しかし最終的には外務省が負けて法律を作ることを外務省が
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やらねばならなくなつた。
　黒河内〔康〕：法制局は新立法はやらないという方向で徹底的に押していた。
　福田〔博〕：あとで実施に伴う法律を条約課が作らねばならなくなつたときに大分
議論があつた。外国との協定に関連してこれに□する国内立法を条約課でやつたこと
は他に例がない。
　佐藤：最初にして最後の事例だろう。外務省がやることになつたのは条約を署名し
た時点になれば実際問題として一番事情をよく知つていたからだ。」（7～9頁）
「5、変つていつた請求権に対する考え方
　佐藤：第2条の審議では「請求権」の取扱い方が大きな問題だつた。最初の案では 

「財産、権利、利益」と入れたのだが、それと「請求権」が観念的にあまり分離され
ないでいた。法制局で審議したころから一体請求権とは何だという話になつた。「財 

産、権利、利益」は国内法上 establish〔確立・規定〕されたものであつて、「請求権」
がそれ以外のものだという観念ならば一種の「いちやもん」をつけるような権利では
ないかというような話になり、そこでいわゆる処分の対象になるものはそのいちやも
ん権ではなくて、むしろ「財産」「権利」「利益」の実体的な権利を処分の対象にすれ
ばいいではないかと、だんだん考え方がはつきりしてきた。このように考え方がはつ
きりするのに従つて案文も変つてきている。それでもなお請求権は残るではないかと
いう議論、たとえば、殴られて裁判継続中で実体的にはまだ損害賠償請求権が発生し
ていないけれども文句はいつているというようなものまでつぶしておかないといけな
いからあとに「請求権」という字句を条文に入れたわけだ。〔中略〕
　福田：5月初め頃の案文と5月終り頃の案文とを比較してみて考え方でかなり違うの
は最初は条文の規定ぶりがお互いに「処分することができる」といういわゆる処分権
だつた。ところが北鮮〔ママ〕とか時点などで、とても実際問題として処分なんかで
きない。だから「相手がやることには文句をいわない」という言い方になつている。
　佐藤：それは大分あとだ。5月6日案もまだ処分権だ。処分権の考え方は平和条約第
14条の考え方でいわゆる賠償は一般的に支払わないが、日本からみて敵国だつた国は
自分のところにある日本人の財産は全部処分することができるという、その時に使つ
た「差押え、留置し、清算し」という言葉をそこで使つた。それで処分権を考えてい
たのだが、ところが各省にきいてみると処分できない分があるといい出した。それで、
こちらはそう書いてもだめではないか、国会に持つていつた時に書いてあつてもやれ
ないというのでは答弁できないという話になつて、結局最後には何をやられても文句
をいわないという思想に変つていつた。
　黒河内：最初に「処分する」といつていたのは是非ともこの条約でおしまいにして
しまいたい、別途の立法はしないという考え方が裏にあつた。しかし、やつはり洩れ
るものがあるから別途いずれ処置をとらざるをえないだろうということになつた。」 
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（11～14頁）

㊻　「「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉―合意事項イニシア
ル後協定調印まで」追録（小和田恒書記官談話）」（アジア局北東アジア課内交渉史編纂
委員会、1969年7月）
「1、考慮をはらつた3点
　請求権問題の交渉をする時にわれわれが最大の考慮をおいた点が3つあつた。
　第1は北鮮〔ママ〕との関係である。〔中略〕
　第2の点は、在外財産問題審議会があつて在外財産一般の補償問題をとりあげており、
当時在外財産を補償せざるをえないのではないかという空気がかなり強かつたために、
日韓で新たに在韓日本人の財産について補償しなければならないとなると、大変な政
治問題になる、これを何とか避けようと考えた。
　大蔵省がこの問題に強い関心を示し、われわれとしてもその点は十分気をつけなけ
ればならないし、法制局も非常に慎重であつた。
　第2条の案の順序が変つたり、同じことを1項にしたり3項にしたりしているのは、
主としてその考慮からである。
　要するに、平和条約でとりきめた範囲のことならば日韓協定で定められても平和条
約批准のときと同じ説明がつくわけである。すなわち、今まで平和条約については、
政府が個人の請求権を放棄したものではなく、外交保護権の放棄であるという説明を
してきているし、これは日韓条約についてもあてはまる。
　しかし、平和条約とちがつた表現を使つて、しかも請求権を放棄したということに
なると、補償しなければならないという議論が強まることも予想され、そのためにそ
の表現のしかたが最後まで日本側の内部でもめた。韓国と交渉する前の各省との打合
せの段階における各省の関心は専らこの点にあつたといつても過言ではない。
　在外財産との関係が非常に厄介だつたのは、一方において日本側の財産請求権は政
府が直接消滅させたという形には絶対にしたくないという要請があつたのに対して、
他方、韓国側の財産請求権に関しては、きちつと消滅させておかないとあとで厄介な
ことになつては困るという全く矛盾する二つの要素があつた。それをどうやつて両方
とも満足させるかということが条文を作る時の一番大きい問題であり、これが最後ま
で残つた問題であつた。
　第3の点は、技術レベルの問題であり、第2の点と関連するが、条約によつて消滅さ
せてしまうか、それとも条約では処分権だけにして、その処分権に基づいて法律を作
る。法律を作るとすれば包括的な立法1本だけにするか、それとも各省ごとに立法す
るか、この点が各省との折衝で非常にもめた。
　技術的な問題の第2点としては、財産、権利、利益、請求権が考えられる中で、原
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則は全部消滅させるのであるが、その中で消滅させることがそもそもおかしいものが
ある。例えば戦後の通常の貿易から生じた債権、債務関係などを消滅させるわけにい
かないとすれば、一体理論的にいつてどこまでのものを消滅させ、どこまでのものを
生かしたらいいのかという問題と、政策的にいつてどこまでのものを消滅させなけれ
ばいけないかという問題である。この点、外務省は理論的なものにしか関心がなかつ
たが、大蔵省などは、なるだけ広くすべてを消滅させたいという気持が非常に強く、
その大蔵省の要望をどの程度いれるかという技術的問題があつた。」（2～5頁）
「2、「3、5月1日、4日法制局で審議」（P・6～ P・9）に関連して
　法制局長官がわれわれとの会議に出られた理由は、北鮮〔ママ〕との関係が国会で
やかましいという点もあつたが、さきにのべた三つの点がいずれも関係があつたと思
う。その中でも、自分の感じでは、第2の在外財産との関係で請求権放棄をこの際ど
ういう形でするのかということが法制局として最大の関心であつたという気がする。
　国内立法をすることになつたのは、最終段階であり、条約で消滅させてしまうか、
それとも条約は簡単にしておいて国内立法にまかせるか、国内立法にまかせるとすれ
ば包括立法をするか、各省に法律を作つてもらうかという点は最後までオープンに残
つていて、法制局と話をした段階でそれが段々はつきりしていつた。実体の方からみ
て先ず条約で全部消滅した上で包括立法をしてさらに具体的に消滅してしまうという
ことにしなければ、手のつけようがないだろうということで、最終的にそう決つたの
であつて、法制局にもち込んだ段階では、そんなことは全く決つていなかつた。
　外務省としては、むしろ条約は平和条約のような形にして処分権だけを規定する、
そして各省に個別立法を作つてもらい、それで消滅してもらう、例えば郵政省なら貯
金についての措置をとつて消滅してもらう、大蔵省についても同様というふうに考え
ていた。ところが、各省がそんなことは実体的に不可能だといい出して、われわれも
そういう感じを強くしてきたものだから、それではやはり包括立法でやるより仕方な
いということになり、包括立法でやるときは、各省全体にわたる問題だから個別の省
にやらせるわけにはいかない。可能性があるのは、法制局、大蔵省、外務省である。
大蔵省は自分の所は個別的な問題をたくさんかかえてはいるけれども、他省の分まで
引受けて包括立法をするような立場にはないというので、大蔵省はおち、法制局は自
分で法律を作るようなことはしないという立場論を強く主張した。結局、それではし
ようがないから外務省がやろうかということになつた。
　条約局長と松永条約課長が法制局と交渉して外務省がやるということになり、外務
省の中で官房がやるのか、北東アジア課か、条約局かという問題になつて、条約局長
が官房に行つて話をして条約でやりましようということになつた。条約局の中でも条
約課がやるのか法規課がやるのかという問題になつて、結局条約課が引受けたという
経緯であつたと聞いている。」（6～8頁）
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「4、「5、変つていつた請求権に対する考え方」（P.11～ P.16）に関連して
　佐藤条約局長の話は、当時の模様を正確に reproduce〔再現〕しているので、自分
が付け加える必要はあまりない。局長が「『請求権とは何か』、『請求権を放棄すると
いうのはどういう意味か』ということが非常に問題になつた」といつておられるのは、
第2の在外財産の補償問題との関連で、それが非常に厄介だつたからだと思う。法制
局案や条約局案で、同じ条文が前に出たり後に行つたりしているのは、はじめに「い
かなる主張もなし得ないのだ」あるいは「処分しても文句はいわないのだ」というふ
うにいつておいて、そのあとで「請求権を放棄する」といえば、最初のが一般原則で
あり、その結果として国は外交保護権を行使しないというニュアンスが強くなるのに
対して、はじめに「請求権を放棄する」というと、平和条約の規定以上のことをやつ
たのではないかという印象が強くなつてくるのが心配であつたからである。
　平和条約第14条と同じように、最初処分権の形でいろいろ規定を作つているのも平
和条約と同じ表現を使つておけば、平和条約の場合とまつたく同じ説明ができるとい
う気持であつたからである。ところが最後に法制局が、これは主として実体上の理由
からであるが、「処分権」としてしまうと、処分する権利があるだけであつて、処分
されるまでは権利は intact〔無傷・手つかず〕に残つてしまう。そうすると具体的に
各省が個々の具体的な問題について処分する措置をとらなければならないことになる
が、それは実際問題として不可能である。従つて「処分権」という書き方では国内的
に収拾がつかなくなるという実態があつたために、法制局がふみ切つて「請求権は消
滅する」と書き、説明として外交保護権の放棄であるということにした。そこで若干
すつきりして順序が入れかわり処分権の方式ではなくなつたのであつた。」（12～14頁）

㊼　「日韓交渉の回顧―条約課の立場から（松永課長を中心に）」（アジア局北東アジア
課日韓国交正常化交渉史編纂委員会、1971年11月）
「（4）協定第2条実施に伴う国内法制定の主管課
　松永：協定第2条の請求権消滅事項の実施に伴う国内法案を作る際に、その主管を
どこにするかで、大変なさわぎだつた。各省会議を開いて、私の方から法務省に、大
蔵省に、また総理府に主管になってくれと頼んだが、みんな逃げられてしまい、外務
省ということになつた。外務省内のどこがやるかということになつて、官総かアジア
局かといつたが、条約局でひきうけてくれという話になり、これまたみんなで極力抵
抗したが成功せず、さらに「条約局が引き受けるなら法規課がやるべきだ」という議
論を随分したのだが、法規課は国内法の関係はないといつて、とうとう逃げ、結局、
条約課で主管した経緯がある。」（64頁）
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㊽　後宮虎郎「日韓交渉に関する若干の回想」（1965年7月）
「（8）請求権の解決に当つて今ひとつ重大な問題は、経済協力を提供することによつ
て消滅することになる財産権や請求権の範囲いかんという問題であつた。これは単に
国家ないし政府の財産や請求権を消滅するのみならず、個人に関する請求権や財産権
もお互いに消滅することになるので、その法律上の規定ぶりをよほど固めておかない
と、将来関係私人の提起した訴訟の場において政府が敗訴するがごときことになれば、
その混乱は図り知れざるものがあるからである。この意味において4月合意事項のイ
ニシアルの後において韓国側等において合意事項の条文化を早急に行なうべき旨のプ
レッシャーが強かつたけれども、この点について関係各省（郵便貯金、簡易保険、恩
給、一般労務者の未払い労賃、船員の未払い労賃等々、関係省はおよそ10省に近くな
る。）および法制局等との間に権利、義務関係の実体およびこれが消滅についての規
定の仕方等について慎重な検討を重ねた後、条文化した次第である。」（65～66頁）

㊾　渥美謙二「日韓会談における請求権問題について」（アジア局北東アジア課内日韓
国交正常化交渉史編纂委員会、1969年11月）
「3、協定作成の準備と問題点
〔中略〕
　もう一つ別の観点になるが、経済協力の随伴的結果ということによつて韓国側の一
切の請求権は消滅すると謳つているが、この協定を締結した上でさらに日本側が追加
払いをするようなことになつては困る。終戦後、日本で特別な終戦処理をいろいろや
つているが、これは非常事態であつただけにかなり無理もやつている。そこで米軍政
法令33号でやられた分は仕方がないにしても個別の権利として「これを返してくれ」 

「あれを返してくれ」という話が出てくる余地がある。とくに通常の債権債務その他
の財産権とちがう処理となるので、あとでクレームをつけられては困るという気があ
つた。
　またもう一つの重要なポイントとして日本側請求権の放棄の仕方の問題があつた。
たまたま当時は在外財産補償問題が大きく議論されている時代であつた。これについ
ては従来「外交保護権の放棄」という答弁をしていたのであつたが、この請求権協定
の書き方いかんによつては「国が権利を放棄した」ということになる。平和条約の時
は敗戦という非常事態の結果だからバツクグラウンドがちがうけれども、韓国との協
定の場合には非常事態であるというようないい逃れはできない。しかも韓国にあつた
日本人財産について国に補償義務があるということになるとすれば、他の地域の在外
財産全般にもその解釈が及ぶことになる。その点からも協定の条文の書き方を十分に
注意しなければならなかつた。
　一般的に双方の請求権あるいは韓国側要求の8項目は消えたということでは個別的
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権利を消したことにはならない。また個別の権利を消す方法には協定もしくは立法に
よる方法があるわけだが、具体的な個別的権利を消すには技術的なことも考えなけれ
ばいけない。それにはまず一体どんな権利があるかを検討しなければ協定文を考える
にしても考えようがない。そういうように考えてくると、逆に第三者に対する影響を
考えなければいけない。あるいは有価証券はどういう方法で権利を消滅させるように
するか、土地所有権はどうなるか、その後確立した経済の安定をこの措置によつて揺
がしてはならないとかのややこしい問題が出てきて、われわれが気がつく範囲のもの
を書きならべても、なおかつその他にそういう権利が残る可能性もあるという非常に
難しい作業があつた。
　これ等の点につき大蔵省としていろいろ研究していたところ、4月下旬に入つて協
定も急いで作ろうという話になつた。このころから完全に条約局の方が主体となつて
いろいろ案がねられ、大蔵省と条約局との間は密接な連絡がとられ、松永条約課長も
私も基本的には大体同じ考えだつたから、いろいろな外務省原案を相談しながら進め
て行つた。5月8日の大蔵省案（資料11）は松永条約課長から電話でこんなところでど
うかという話があつたときに参考までにこちらにもこういうのを書いたのがあるとい
つて、当時大蔵省として考えていた試案を出したのであり、そのほかにもいろいろ案
を出したような気がする。
　それまではよく「理財局長よりアジア局長へ」というような申入れがあつたりした 

が、協定文の作成の段階では外務省との間で形式ばつて文書の連絡をした記憶はない。
時間もなかつたし、事実上の連絡ということで進められたと思う。
　また条約局の方から逆にどんなものがあるのか並べてくれという話もあつて作業を
した記憶もある。とに角、私は毎日のように条約課長と連絡していた。最初のうちは、
私的な債権債務まで消滅させてしまおうという乱暴な措置だから法律ではとても無理
で、条約で一挙に処理する他ないと考えていたが、研究して行くと協定案にいろいろ
な権利を書き並べて消滅させようにも前述したように何が出てくるかわからず協定で
おちができても具合が悪い点があり、協定自体で消すことは補償問題ともからむし、
結局協定では「最終的には国内立法で何でもできる」ことにしておけばよいというこ
とに意見が一致して、この方針のもとに進められた。その進められ方は外務省作成の
「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」（44年1月）や小和田
君の同追録（44年7月）のとおりだと思う。」（22～27頁）
「4、国内立法について
　国内立法をどこでやるかということは内閣法制局に関係省庁全部集まり、そこで外
務省にお願いすることにきまつた。大蔵省が引受けなかつた大きな理由は、この協定
に記されている債権、財産権の中で大蔵省が関与している部分は相当あるが、他省庁
の分も相当ある。これらの財産、請求権の消滅を個別立法で処理するか包括立法で処
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理するかの問題があつたが、個別立法ではおとしもれができてしまうから包括立法に
せざるをえない。ところで一般に財産関係の法律は権利・義務の保全のための法律で
あり、それを変えるためには何らかの経済的理由があつてそういう論理のもとに変え
ていくわけである。ところがこれは協定に立脚して韓国側の権利を消滅させてしまう
という趣旨の立法で、内容的に全く異例なものである。そうすると、やはり日韓協定
という特別な措置に基づく包括立法でするより仕方がないわけで、日韓国交正常化と
いう大局的見地から協定締結を進めた外務省にやって貰う以外ないので、大蔵省です
るのは不適当ということであつた。
　国内立法については、大蔵省も一諸〔ママ〕に検討をしたが、法律事項にする場合、
一般の法務省関係の株券だとか、債権とか土地所有権とかの扱いが難しかつた。」（33

～34頁）
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―日韓会談期京都の民族学校と地域社会―

図1　京都韓国学園移転に反対する住民たち（1962年頃）
（出典）京都国際学園提供。

はじめに

　「韓国中学校建設反対　銀閣寺地域に三十八度線をひくな。」これは、
1962年に表面化した京都韓国中学の銀閣寺地域への移転に対して、地域住
民が展開した反対運動のなかで掲げられたスローガンである。当時の写真
（図1）には、背広を着た男性たちや割烹着を着た女性たちが、建設に反対
し、ピケを張って座り込んで工事の進行を妨害している様子が映し出され
ている。なぜ「38度線」なのかといえば、これより早く1958年、このすぐ
近くに京都朝鮮中高級学校が移転してきていたからである。朝鮮学校の 
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キャンパスは北白川外山町で、韓国学園の移設予定地が現在の浄土寺小山
町である。当時の航空写真（図2）を見ても、八神社のある小山を挟んです
ぐそばにあり、直線距離にしてその間300mほどである。通学路も重なっ
ていた。地域社会に朝鮮半島の「南北対立」が持ち込まれることへの反対
―住民のスローガンはさしあたりそのような意味だということは理解し
得る。
　だとしても、さまざまな問いが浮かび上がる。銀閣寺は京都の、さらに
は日本の「歴史」と「伝統」を代表する寺院の一つであり、この一帯は風
致地区にも指定されてきた。そもそも、そのような場所に、なぜ、いかに
して朝鮮学校は移転し得たのか。朝鮮学校の存在は地域にどのように受け
止められていたのか。逆に、なぜ、いかにして韓国学園は排斥されたのか。
確かに朝鮮戦争の停戦からまだ10年も経っていなかったので、住民が両者
間の対立を懸念するのも理解できないわけではない。ただ、この反対運動

 

北白川下池田町

浄土寺小山(町)

北白川
仕伏町 北白川外山町

八神社

銀閣寺前町

銀閣寺町

銀閣寺

京都韓国学園移設用地

京都朝鮮中高級学校

図2　京都韓国学園移設用地と京都朝鮮中高級学校の位置関係
（出典）国土地理院・空中写真 CKK7414-C12-28（1975/03/04）

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do
（備考）空中写真は1975年3月撮影。この時点で既に京都韓国学園はこの用地を手放して

おり、住宅用地としての工事が進んでいる。
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は、写真にも表れているような体を張った住民の工事阻止運動や、さらに
は毎年8月に開催されてきた地域伝統行事である大文字送り火の点火中止
騒動にまでいたった。そうした運動の結果、韓国学園はこの地域への移転
を断念せざるを得なかった。そこまで運動がエスカレートした原因の説明
として、そうした近隣住民の漠然とした「不安」だけで済ませるのは明ら
かに不十分である。
　本稿は、この小さな地域で起きた大きな事件について、そのプロセスと
構造を解明しようとするものである。このあと徐々に明らかになるが、こ
こには南北朝鮮の対立に加え、京都の地方政治における保守／革新をめぐ
る葛藤、さらには銀閣寺周辺の地域社会が抱え込んでいた問題などが入り
交じっていた。すなわち、朝鮮学校と朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）

の 脈
コンテキスト

絡 、韓国学園と大韓民国（韓国）の脈絡、戦後京都政治史の脈絡、
地元の脈絡、これら複数の脈絡が交差したところでこの事件は起きていた。
これらの歴史的脈絡は通常別々に研究されがちである。朝鮮学校と韓国学
園が同時に研究されることは稀だし、ましてやそれが日本の地域社会とど
う絡まり合うのかという観点はまずない。脱-植民地主義、脱-冷戦の観点
からあらためて民族学校史と地域社会史を同時に捉えながら、埋もれた資
料と記憶を紡いでいく必要がある。
　京都朝鮮中高級学校の設立（1953年）と、円町キャンパスから銀閣寺キャ
ンパスへの移転（1958年）は、それだけで少なくとも1本の論文となるほど
の重要な主題である。これについての詳細は稿を改めるとして1、本稿で
は韓国学園移設反対運動の背景説明として必要な事実関係に限定して述べ
る（1）。そのうえで京都韓国学園の銀閣寺移転問題のプロセスを詳細に追
い（2）、最後にその複雑な脈絡が交差している構造について考察する（3）。

1 同志社大学社会学科の社会調査実習の報告書『朝鮮学校と銀閣寺：京都朝鮮中高級学校と
地域社会との関係をめぐって』（板垣竜太編、2019年）でその一部を論じた。
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1．銀閣寺の朝鮮学校

　京都朝鮮中高級学校は1953年、京都朝鮮中学校として京都市中京区西ノ
京に開校した2。その最寄りの市電の駅から「円町キャンパス」とか、通
りの名前をとって「御

おん

前
まえ

の学校」などと呼ばれてきた。もともとは京都工
学校（私立各種学校）があった場所で、1948～50年には朝聯（在日本朝鮮人聯盟）

西陣支部により京都朝聯小・中学校が運営されていた。しかし朝聯の強制
解散（1949年9月）にともない、この学校も閉鎖措置の対象となり、1950年3

月までに廃校させられた。その場所に、再び学校が開校したのである。
　京都朝鮮中学校も、その設立母体である学校法人京都朝鮮教育資団も、
いずれも1953年5月に京都府により認可を受けた3。朝鮮学校を設立する団
体が学校法人として認可を受けたのは、これが全国ではじめてのことであ
る。その背景には、西陣織・友禅染という京都の繊維産業で財を成した在
日朝鮮人らを中心とした財政基盤と4、1950年に誕生した革新系の蜷川虎

2 京都での朝聯系学校の閉鎖から京都朝鮮中学校設置までのプロセスを、主に教育行政文書
をもとに論じたものとしては、松下佳弘「京都における朝鮮人学校閉鎖期（1948～1950）
の状況―府・市による閉鎖措置と公立学校への転校の視点から」『世界人権問題研究セ
ンター研究紀要』13号、2008年3月；同「朝鮮人学校閉鎖措置以降の私立学校設置詔可
―京都府の事例から（1949年～53年）」『世界人権問題研究センター研究紀要』24号、
2019年7月；同『朝鮮人学校の子どもたち―戦後在日朝鮮人教育行政の展開』六花出版、
2020年、第8章。

3 設置認可書類は京都府立京都学・歴彩館に所蔵されている。法人認可書類「学校法人京都
朝鮮教育資団の設立について」は文教課の簿冊『学校法人設立』（簿冊番号：昭30-0018）に、
学校認可書類「各種学校「京都朝鮮中学」の設置認可について」は文教課の簿冊『昭和三
十一年 設置廃止 自六 至十五』（簿冊番号：昭31-0005-002）にそれぞれ綴じられている。

4 学校法人設立時の13名の理事・監事のうち「織物業」が8名、「染色業」が1名いる。うち 
「染色業」は友禅染であろうが、あとの「織物業」はほぼ西陣織であると考えられる。
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三府政下の状況があったと考えられる5。また、後述のように、先に韓国
系の東邦学院が財団法人として認可されていたこと（1951．12）も、多少影
響していた可能性がある。
　1953年の京都朝鮮中学校設立時には1、2年生のみ、合計75人が入学した。
その翌1954年に中学校は全校281人に急増した（図3）。そして翌1955年3月
には中学校第1期生が卒業し、高校進学の年を迎えることになっていた。
市内の2階建の建物では収容能力が不足することは目に見えていた。

図3　京都朝鮮中高級学校の生徒数の変化（1953～60年）
（出典）교또조선중고급학교『학교 연혁사』1966年、59～60頁より作成。
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5 1950年に発足した全京都民主戦線統一会議（京都民統）は、蜷川府知事らを当選させたの
ち短期間で瓦解したが、その活動期に在日朝鮮人と共闘していた様子が垣間見られる（小
柳津恒『京都民統の思い出』私家版、1977年、137～141頁、205頁）。たとえば1953年のメー
デーで朝鮮戦争の停戦促進運動を決議したのをうけ、5月18日、20団体の集まる「朝鮮停
戦促進協議会京都準備委員会」が発足したが、そこには総評、新産別などの労組のほか、
京教組、中教組などの教職員組合、さらには市教委、府教委なども名を連ねていた（『解
放新聞』1953年5月26日）。
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　そうしたことを見据え、キャンパスを移転、拡大し、高校を併設する計
画が進んだ。高校建設に向けた具体的な動きが確認されるのは1954年のこ
とである。3月18日に開催された西陣地区 PTA連合会結成大会で、民族学
級の増設などとともに、「京都朝鮮中学校に高等学校も設置すること」を
決議した6。これを受け、7月20日には200余名の同胞が集まるなか、高等
学校建設期成委員会が開催され、1300万円の予算規模で600名収容可能な
学校の建設方針が決議された7。これを受け、9月に李

リ

愚
ウジョン

宗を委員長とする
京都朝鮮高等学校建設委員会が、建設趣旨書と事業計画書を策定した8。
ただし、この段階では土地の取得や工事の着工は確認できず、まだ銀閣寺
地域は移転先として想定されていなかったと考えられる。そうしているう
ちに第1期生が中学を卒業する時期となり、さしあたり同じキャンパスに
高級部を併設し、学校名を京都朝鮮中高級学校と改称した（1955年4月）9。
　朝鮮学校の高等学校建設委員会が銀閣寺のそばに土地を入手し、本格的
に新キャンパスの建設をはじめたのは1955年6月のことだった。銀閣寺付
近の北白川外山町の山林を民間人から購入し、測量もおこなった10。9月
25日には整地工事の着工式を挙行した11。
　この土地は、もともと山と山に挟まれた谷間となっており、北白川と銀
閣寺町を結ぶ小道があった（図4）。木々が生い茂るその小道の脇には名も
ない池があり、子どもの遊び場にもなっていた。1945年に銀閣寺町に生ま
れた長谷川綉二さんによれば、ここは「子どものいい遊び場」だった。そ

6 『解放新聞』1954年4月1日。
7 『解放新聞』1954年8月12日。
8 京都朝鮮高等学校建設委員会「京都朝鮮高等学校建設趣旨書 및 事業計画書 自一九五四年
九月 至一九五五年三月」（朝鮮大学校朝鮮問題研究センター所蔵資料；以下「朝大資料」
と略す）。

9 교또조선중고급학교『학교 연혁사』1966年、14頁。
10 『解放新聞』1955年6月18日。土地登記簿によれば6月17日に売買が成立した。
11 『解放新聞』1955年10月4日。
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こに棲んでいたイモリやスッポンなどを子どもらが獲り、新京極の漢方屋
に売って小づかい稼ぎをするような場所だったという。
　逆にいえば、山林と沼地という、およそ学校の敷地になるとは思えない
ような土地を朝鮮学校は手に入れ、切り拓いてキャンパスとしたのである
（1坪当り236円程度の土地だった12）。この土地が学校になるまでには越えられ
るべき大きなハードルが、少なくとも3つあった。
　1つは工事の難航である。このような土地をキャンパスにするためには、
木々を伐採し、池を埋め立て、整地して平地をつくりださなければならな
い。ブルドーザーが入るには道が狭すぎたし、測量や設計のミスもあって、
工事が難航した13。そうなると資金もはじめに想定していた以上に必要となっ
た。当初は1956年開校というようなスケジュールもあったが、そう順調に
は進まなかった。

図4　学校移転前の北白川外山町（1953年頃）
（備考）「京都市都市計画基本図」（1953、近代京都オーバレイマップ）より作成。点線

で囲った部分は、のちに京都朝鮮中高級学校の校舎が建つおよその位置である。
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12 土地登記簿によれば、このとき入手した山林は13,368坪であり、収支明細書によれば土地
の代金は3,150,000円である（「京都朝鮮高校建設基金収支明細書 1954．8～1957．10．1」朝
大資料）。

13 前掲『朝鮮学校と銀閣寺』、74～75頁。
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　このことに関連して、2つ目の乗り越えるべき当初のハードルとして、
住民の反発があった。近隣住民のなかでも、そのコアな集団は銀閣寺町に
古くから住む人々である。銀閣寺町は、近世には浄土寺村の一部だった。
近世を通じて銀閣寺門前の集落の世帯数は50軒足らずで、農業が主な生産
手段だったところ、市電開通などにともなって1929年以降に宅地化が急速
に進んだ14。この旧浄土寺村の住民が、京都を代表する盆行事である五山
送り火の1つ、大文字送り火を世襲で担ってきた。この地縁と血縁によっ
て結びついたコアな住民集団との関係構築抜きに、学校の建設は事実上不
可能に近かった。長谷川綉二さん（大文字保存会の現会長）によれば、朝鮮
学校の銀閣寺キャンパスの工事がはじまった当初は、やはり地元で反対運
動が起きていた。当時小学生だった綉二さんも、地域の大人に連れられて、
ドラム缶に火を焚いてピケを張っていたのに参加した記憶があるという。
子どもがいた方が手出ししにくいという理由で連れられていったのだろう
と語る。反発のきっかけはどうやら建設用地へと続く坂道（図4参照）の拡
幅工事だったようである。工事用車両が通るには、この坂道はあまりに細
すぎたため、朝鮮学校側は拡幅を進めようとした。もともと北白川の方（北
側）を正門にすると地元では聞いていたのに、それを銀閣寺側（南西側）に
変更し、工事車両が通ることになったことが地元での反発理由だったとい
う。
　そして第3のハードルは、運動体の組織上の問題だった。1955年5月、民
戦（在日朝鮮統一民主戦線）は総聯（在日本朝鮮人総聯合会）へと路線転換した。
軍事基地反対や民主化などといった日本の政治的課題へのコミットをやめ、
北朝鮮の海外公民としての運動に注力するという運動方針の大きな変更だっ
た。ただ、京都は路線転換がスムーズに進まず、転換方針に反対する者が

14 京都市編『史料 京都の歴史8 左京区』平凡社、1985年、195～197頁。
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当初「圧倒的多数」だったとまで言われる15。このことは学校建設事業の
遅滞として現れた。当時の資料でも、遅滞の原因として、財政上の困難に
加え、「路線転換以降における組織内の意思不統一」があげられていた16。
このような状況は生徒数にも影響を及ぼし、1955年～57年には減少傾向に
転じた（前掲・図3）。
　ただ、以上のようなハードルを朝鮮学校側はクリアしていった。キャン
パスに続く坂道の拡幅については、銀閣寺町住民の同意を間もなく得たの
だろう、一部の土地については大文字保存会の共有地の貸与を受けること
になった17。これについては、自治会長だった長谷川栄次郎の役割が大きかっ
たようである。栄次郎は植木屋で「長谷川造園」を営んでいた。戦前には
満州に行ったこともあった。綉二さん（栄次郎の甥）によれば、栄治郎は「怖
い」人で、町内で何かもめごとがあったときには、栄次郎が「うるさい！」
と一言いえばまとまったという。すぐあとに述べるように栄治郎は1958年
の落成式で祝辞を送っているが、このような地域のボス的な自治会長がい
ずれかの時点で理解を示したことが、建設事業推進を促すことになった。
　整地と校舎建築の推進にあたっては、在日朝鮮人のみならず地域の日本
人、特に革新系の人々や団体の協力があったことが分かっている。まず設
計に際しては、京都大学の建築学科で当時助教授だった西山夘三が「主務」

15 朝聯・民戦・総聯を通じて京都でイルクン（活動家）をつとめた林春基さん（1924～
2019）が私に寄せた文章（2017年10月20日）によれば、「京都での路線転換については困
難を極めました。京都地方は路線転換反対が優勢な地方の一つでありました。反対が95％
程ですから圧倒的多数派でした」という状況だったという。

16 「京都중고등학교 건설사업보고 및 교사건축을 완성하기 위하여」1957年3月31日（朝大資料）。
17 坂道の土地所有は3つの部分に分かれている。①京都市の市道（銀閣寺経1号線）、②個人
の私有地を朝鮮学園側が分筆して購入した部分（銀閣寺町21-2）、そして③大文字保存会
のメンバーである旧・浄土寺村の住民47名の共有地（銀閣寺町21-2）の賃貸である。③の
ような共有地は各地に点在しており、相続による名義人を変更していない家が多いため、
分筆も売却もできない状態が今も続いている。②は登記簿より1955年10月10日に購入した
ことが分かるので、おそらく③もそれに前後した時期に賃貸がはじまったのではないかと
考えられる。
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を務めた18。西山は、庶民住宅の研究や革新的な建築運動で著名な建築家
であり、その研究室が関与したことは大きかった。また、京都市・府職員
組合、教職員組合、日朝協会などの団体が、建設当初より支援していた19。
　こうして予定より遅くはなったものの、1956年12月に整地工事が完了し、
1957年7月から校舎の建築に着手し、1958年3月末に木造校舎が2棟竣工し
た20。4月には京都朝鮮中高級学校の銀閣寺校舎の落成式が挙行された（図5）。
この落成式で注目されるのは「長谷川〔栄次郎〕氏をはじめとした20名の
日本の町民と各界人士と来賓」が参加していたことである。長谷川栄次郎
は次のような談話を寄せた21。

由緒深い我が国の文化財保管区域内に教育の殿堂が備わると、町内も

18 『朝鮮民報』1958年4月8日。
19 『解放新聞』1955年10月4日。
20 교-도조선중고급학교 건설위원회「교-도 조선 중고급학교 건설사업보고」1958年5月17日 
（朝大資料）。その後1961年7月に4階建の鉄筋校舎が竣工した（前掲『연혁지』、19頁）。
1960～61年頃に通った卒業生によれば、鉄筋校舎ができるまでの間、不足する教室はバラッ
クの仮校舎でやり過ごしたという。

21 『朝鮮民報』1958年4月12日。

図5　京都朝鮮中高級学校の落成式（1958年4月）
（出典）『朝鮮民報』1958年4月12日。
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より一層発展するだろう。私は今まで朝鮮の方たちとそれほど関わっ
たことがなく、彼らの感情もよく知らず、教育に対する熱意も知らな
かった。どの国の人であろうと子どもたちに対する愛情はひとつだと
思う。私は朝鮮の方たちが自分の子どもたちを教育しようとする、涙
ながらの努力と愛情に感激し、このような見地から朝鮮の方たちの感
情も次第に理解するようになった。

在日朝鮮人とほとんど関わったこともなかった長谷川栄次郎が、その「教
育に対する熱意」を知るにいたったということは、その間に京都の朝鮮人
活
イ ル ク ン

動家たちが彼を共感させるような説得などを盛んにおこなっていたこと
を示唆している。
　こうした勢いは、京都朝鮮中高級学校の生徒数の増加となって現れた（前
掲・図3）。1957年4月には北朝鮮からの教育援助費の送金が開始された。こ
れは子どもを通わせる親たちの経済的負担軽減と学校の財政安定に大きく
寄与した22。1958年8月からは在日朝鮮人の「帰国運動」が広まり、1959

年12月には大規模な「帰国事業」がはじまった。次々に北朝鮮へと「帰国」
していったが、それを上回る規模で生徒が入ってきて、1964年には全校 

1,000人を突破した。こうして「銀閣寺の学
ハッキョ

校」は地域で急速に存在感を
増すことになった。

2．韓国学園の移設反対運動の展開

　以上を背景として、京都韓国学園の銀閣寺用地への移設計画とそれに対
する反対運動を追うことにしよう。

22 たとえば1957年度の京都朝鮮中高級学校の収入を見ると、祖国教育費が授業料収入の1.4
倍にも達していた（「在日本朝鮮人京都府教育会第二次定期大会報告書」1958年4月20日、
朝大資料）。
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　京都韓国学園（現・京都国際学園）は、これまでに何度か学校の沿革をま
とめてきた23。その歴史叙述のなかで学校移転問題は大きな位置を占めて
いる。というのも、銀閣寺用地を断念したのち、韓国学園は1969年末に新
たな建設用地を本多山に取得するが、そこでも住民の反対運動が巻き起こ
り、それから新校舎への移転（1984年）までにさらに15年の歳月を要した
からである。銀閣寺用地の取得（1961年）から数えれば足かけ24年である。
その移転のプロセスが「長く遠い道」と呼ばれる所以である。ただ、銀閣
寺用地への移転をめぐる問題については、まだよく分かっていないことが
多かった。
　そこで私は本格的に調べてみることにした。まず当時の『京都新聞』を
めくったところ、重要なディテールを伝える数多くの地方記事が見つかっ
た（以下、『京都新聞』記事については、たとえば1962年8月12日夕刊を示すときには「京

620812夕」と略す）。京都国際学園（旧・京都韓国学園）の所蔵資料も調べたが、
なかでも作成者不明の謄写版資料『京都韓国学園建設問題』は1964年に経
緯を整理した内部資料で、多くの情報が盛り込まれている（頁番号がふって
あるので、以下この文献を参照するときは「建04」のように略す）24。また、韓国学

23 『開校40周年記念誌 마늘』京都韓国中・高等学校、1987年；『長く遠い道：京都韓国学園
本多山新校舎建設の歴史』京都韓国中・高等学校、1997年；『京都国際学園 開校70周年記
念誌（1947-2017）』学校法人京都国際学園、2019年。

24 日本語で書かれ青焼で複製された B4判全27頁（＋表紙）の資料で、京都国際学園で保管
されているファイルに綴じられている。表紙には「京都韓国学園建設問題」とだけ書かれ、
作成主体も作成時期も明記されていない。資料は、経過の概要が簡潔にまとめられた「紛
争問題のあゆみ」（1～2頁）、関係者名などが整理された「基礎事項」（3～6頁）、詳細な経
過が年表形式で整理された「建設問題の経過」（7～27頁）から構成されている。経過の記
述は「地元」「韓中」「市」など、関連主体の言動が日時別に整理されている。「地元」と「韓
中」のどちらか一方の立場が強調されているわけではないため、行政側が作成した資料と
も弁護士が作成した資料とも思われるが、詳細は定かでない。経過年表の最後の時期が
1964年9月20日で終わっており（その直前の日付が2月19日であることから、おそらく「2
月20日」の誤記であろう）、1964年に作成されたと考えられる。傍証が可能な事項も多く、
客観的な資料としての信憑性は高いと判断される。
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園側が整理した『開校27周年記念誌 마
マヌル
늘』創刊号（1974年。以下たとえば同

文献の46頁を示すときは「マ46」のように略す）にも、そこにしかない情報が見
られる。もう一つ重要な資料は韓国の国家記録院にある「京都韓国高等学
校設立認定」であり25、そのなかには京都韓国学園が韓国の文教部長官に
提出した「高等学校認可申請書」（1965年7月21日）が綴じられている（以下「高
校認可申請」と略す）。こうした文書資料のほか、関係者へのインタビューも
多少実施した。
　その結果、全貌を把握できたとまでは言えないが、実情にある程度接近
することができた。そこで、本稿では以下次の時代区分にもとづき、この
移設と反対運動のプロセスを明らかにする。
（1） 1962年7月～8月：最初の大文字点火中止騒動。
（2） 1962年8月～1963年8月：韓国学園建設反対期成同盟（「反対同盟」
と略す）の結成（1962年11月）から解散（1963年8月）まで。この時期が
反対運動のピークである。

（3） 1963年8月～1969年12月：京都市が他地への移転に態度をかため、
最終的に工事の不許可を決定した（1964年2月）。その後、紆余曲折
の末、韓国学園は最終的に銀閣寺用地を断念し、本多山用地を取得
した（1969年12月）。

（1）韓国学園の銀閣寺用地取得
　京都韓国中学の前身にあたる京都朝鮮中学校（京都朝鮮中・高の前身とは同
名の別校）が、京都朝鮮人教育会によって北白川東平井町の文理高等学院
校舎を借用して設立されたのは、1947年5月のことだった（マ17）。しかし
財政危機のため、1949年2月、京都朝鮮人教育会は民団京都本部に学校経

25 문교부 보통교육국 교육행정과「경도한국고등학교설립인정」（1965年）（韓国・国家記録院、
管理番号：BA0230291）。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係168

営権を譲り渡した（マ19）。1949年10月以降、朝聯系の学校は一斉に閉鎖さ
れるが、民団傘下の京都朝鮮中学校は明らかに朝聯系ではなかったため、
閉鎖を免れた。
　朝鮮戦争最中の1951年3月、「北韓共産政権を意味する反国家的名称」を
避けるため、京都韓国中学校に改称した（マ20）。しかし財政問題は続き、
その関係で財団法人東邦学院の設立認可を受け（1951年12月）、韓国中学が
所有していた財産を譲り受けた。学校名も1952年1月に東邦学院中学校に
改称したが、1953年5月には再び京都韓国中学校に戻した（マ21）。1958年、
賃貸していた校舎を購入取得するとともに（マ22）、財団法人たる東邦学院
を廃止し、新たに学校法人として設立認可を受けた京都韓国学園が京都韓
国中学を設置するということで、京都府知事の認可を受けた26。こうした
新たな取り組みを受けて、1958年以降、韓国中学の生徒数は増加していっ
た（図6）。

26 京都府立京都学・歴彩館所蔵。韓国学園の認可（1958年4月4日）は「学校法人京都韓国学
園寄附行為の認可について」（文教課『学校法人寄附行為認可一件』簿冊番号：昭32-
0172）、東邦学院の解散（1958年6月2日）は「財団法人東邦学院の解散、認可」（文教課『各
種学校認可一件』簿冊番号：昭39-0226）。

図6　京都韓国中学校の在籍者数（1947～62年）
（出典）『開校40周年記念誌마늘』80頁より作成。
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　この頃、本国である大韓民国（韓国）も北朝鮮への対抗という観点から
日本の韓国系学校への支援を強化した。1958年度に韓国（李

イ

承
スン

晩
マン

政権）の文
教部は、国庫による模範学校を日本に設置する計画を立てた。その目的は、
「北韓傀儡集団の手先きである朝総連の暗躍」に対する対策の一環と表明
されていた27。先述のように、1957年から北朝鮮の教育援助費送金がはじ
まり、朝鮮学校の建設が各地で活発になっていたが、そうした流れへの対
抗手段として韓国政府は在日僑胞教育政策を強化したのである。帰国運動
や帰国事業については、韓国政府はこれを「北送問題」と呼び多方面で反
対運動を展開した。そうした取り組みの一環として、文教部長官自らが
1960年はじめに「在日僑胞教育を強化」すると表明した28。
　ところが1960年の4．19革命により李承晩大統領が政権を追われて亡命し、
こうした政策も一旦中断する。とはいえ、新たに成立した第2共和国も、
従前の在日僑胞教育政策をほぼ継承し、8月に各地の韓国学園教員を招い
て講習をおこなうとともに、東京の「モデル・スクール」建設を本格化さ
せた29。11月には民議院でも、文教部の予算に「東京、大阪、京都、神戸
などに在日僑胞のための「モデル・スクール」の設立」等を目的とする在
日僑胞教育予算を盛り込んだ。京都韓国中学もこの流れに乗り、「今後、
高等学校を設置し、五、六百名の学生数に達すれば、同校をモデル・スクー
ルに発展させたい試案」を策定した30。そして韓国の文教部は1961年5月、
京都韓国中学を正式に認可した31。

27 『民主新聞』1958年8月20日。『民主新聞』は在日本大韓民国居留民団中央総本部機関紙で、
その継続後紙は『韓國新聞』、さらにその後身は『民団新聞』である。また次の記事もある。
『경향신문』1958年8月6日。

28 『民主新聞』1960年1月19日。
29 『民主新聞』1960年9月7日、1960年9月14日。
30 『民主新聞』1960年11月16日、1960年11月23日；『동아일보』1960年11月12日。
31 『경향신문』1961年5月11日。京都韓国学園の「高等学校認可申請書」（14頁）に5月11日付
の文教部長官「学校認可」の書類の写しが添付されている。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係170

　そこへ再び韓国で大きな転換が起きた。1961年5月16日、当時陸軍少将 

だった朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

の首謀するクーデターにより、韓国は軍事政権へと移行し 

た。民団中央は早速それを受けて方針を立てるが、引き続き「二世教育施
設」の「大規模な拡張」の計画を推進することになった32。1961年10月に
は「政府が多大な外貨を投じて」建設を推進した地上4階建ての東京韓国
学園の模範校舎が「モデル・スクール第1号」として落成した33。この「東
京のモデル・スクール建設の第一計画」と並び、第二の模範学校計画とし
て進められたのが京都韓国学園だった34。こうして京都韓国学園は、高等
学校の新設とより広いキャンパスへの移転を急ピッチで推進することになっ
たのである。
　このような流れから、京都韓国学園が銀閣寺用地（浄土寺小山1-1）の土地
売買契約を中京区在住の会社重役・長谷川小三郎と結んだのは、1961年10

月のことである（マ32）35。別の資料によれば、「法人理事長呉沂煥先生と親
しいある日本人が所有していた」土地で、総面積約3,300坪、坪当たり約8

千円、総額2,200万円余での購入だったという36。土地選定の経緯は不明だが、
わざわざ朝鮮学校に近い所を選んだとは、さすがに考えがたい。それより
も、市電の最寄り駅がほぼ変わらない範囲で新たな校地を探したところ、
同地が浮上したというところだろう。

32 『民主新聞』1961年6月14日。
33 『民主新聞』1961年10月15日。
34 『韓國新聞』1962年3月21日。
35 売買契約が1961年11月という記録もある（建08）。いずれも根拠は不明である。
36 京都韓国学園、前掲『長く遠い道』、4頁。不動産登記簿によれば、浄土寺小山1-1の山林1
町9畝29歩（＝3,299坪≒10,906㎡）は、慈照寺（銀閣寺）の所有から、1937年3月に長谷川
小三郎の名義に移転された。1962年12月28日付の長谷川小三郎から学校法人京都韓国学園
への「寄附」契約にもとづき、翌1963年1月16日に所有権の移転登記がおこなわれた。し
たがって1961年の売買契約がいかなる性格のものかは不明である。なお、現在の浄土寺小
山町の土地はほぼ全てこの浄土寺小山1-1の土地を分筆して宅地化したものである。
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図7　駐日代表部での建設補助金伝達式
（出典）『韓國新聞』1962年1月24日。

　年が明けて1962年1月23日、韓国の文教部は京都韓国学園を「模範学校
建設校」に指定し、駐日本韓国代表部の裵

ペ

義
ウィファン

煥公使を通じて、呉
オ

沂
ギファン

煥理
事長に建設補助金の前渡金5万ドルを渡した（図7）37。当時の韓国民団の機
関紙は次のように報じている。

政府は早くから京都韓国中学校に模範学校設置を決定し、校舎の新築
を計画していたが、校地の準備が整のわず、建築に着手できなかった。
しかし昨年秋に入り校地買収の契約が締結され、さらに現地僑胞の事
情もその後、模範学校をうけ入れる態勢ができたものと認定されたの
で速かに建築を進行させるため、特別措置として建築費に策定されて
いる総額十六万七千ドル（六千万円）中、五万ドルを先払することに 

なった。

37 京都韓国学園「高等学校認可申請書」（12頁）所収の「學校沿革」および『韓國新聞』
1962年1月24日による。
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このように韓国政府は模範学校建設のために、総予算の3割ほどの資金を
先払いで送ってきたのである。
　京都韓国学園の土地造成申請（1961年12月）に対し、京都市は1962年3月、
当該地域が東山風致地区であるという理由から代替地を提案した。しかし
条件が芳しくなく、既に土地の売買契約も済んでいるため、学園側はこの
提案を拒んだ。結果的に市は、5月23日に13項目の条件付で「韓国中学校
敷地造成」の現状変更を許可した（建08）。「風致上必要と認めるとき」は
工事の制限、中止、整備などを命令できるとしたり（条件1）、樹木や植栽
に関する細々とした制約を付けたりなど（条件3～8）、細々とした条件は付
いていたが、市は学校移設の工事を認めたのである。総工費は1億5千万円、
施工は在日同胞が取締役をつとめる川島工業（宇治市）が受け持つことに 

なった（建05）。

（2）最初の大文字点火中止騒動（1962年7～8月）

　地元の反対運動がはじまったのは1962年7月のことである（建10；以下し

ばらく同頁）。6月に、建設用地の管理者・長谷川栄次郎（当時、大文字保存会長）

に売買契約の通知があった。これが発端となり、7月7日、地元代表14～15

名が、自民党市議団の斡旋により市役所に陳情に行き、松嶋吉之助助役と
面会した。7月25日、韓国学園は整地工事を着工し、まず立木の伐採から
はじめた。30日、地元代表は再び市役所に建設反対の陳情をしに行った。
地元側は高山義三市長と松嶋助役に次のような反対理由を述べた。

1．地元に相談もなく許可を行なった．
2．風致地区の現状変更はそんなに簡単に取扱ってもよいものか．
3．工事のためには道路が狭く危険である．
4．北韓の学校が近くにあってトラブルのおきるおそれがある．
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これに対して高山市長は「正当な反対理由にならない」としながら、「話
合いを持つよう仲介してもよい」と答えた。
　この抗議を受けて8月2日に工事は一旦中止されるものの、8月9日にはブ
ルドーザーを用いた工事がはじまった。これに対し、地元では「約五十人
が作業を阻止」し、「学校側関係者と押し問答」となった。この頃から「市
当局の出方いかんでは大文字を点火しないとの強い態度」が表面化した（京
620810）。
　8月12日、すなわち送り火点火のわずか4日前に、銀閣寺町の八神社で大
文字保存会の緊急総会が開催された（京620812夕）。当時の会長は、4年前に
落成した京都朝鮮中高級学校の受け入れには歓迎のコメントを寄せていた
長谷川栄次郎だった。参加した保存会員45名が大文字の点火について投票
したところ中止賛成32票、点火賛成13票となり、4日後の点火の「中止」
を決議してしまった。
　なぜ、そのような決議が下されたのか。京都新聞の解説（京620813）に
よれば、この日は朝から山道の整備や火床の補修などの作業をおこなうこ
とになっていたが、人の集まりが悪かった。加えて、送り火が京都市の「風
物詩」となり、観光関連産業も潤わせているというのに、当時の市からの
補助金は10万円しかなかった。保存会の事業は毎年赤字運営しており、会
員のなかに「地元だけが犠牲になる」という意識がつのっていた。そこに
火をつけたのが韓国学園移設問題であった。「市が地元に承諾もなく、韓
国中学の許可したのは納得できない」という声があがっていた。そうした
状況で12日に作業のため集まったものの、「整備作業の前に、韓国中学、
大文字補助金問題などを討議すべきだ」との意見が強く、急遽総会を開く
ことになった。総会では「市側が地元の意向を無視、韓国中学の建設を許
可したことに不満が集中した」という。長谷川栄次郎会長は同日、保存会
の状態を「混乱」と論評したうえで、「私としては大文字点火をさせる方
向で、働きかけて行くが、反対が強ければ中止もやむを得ないだろう」と
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コメントを出した。
　翌8月13日朝、京都市観光局が五山送り火保存連合会との最終打ち合わ
せをおこなったが、大文字保存会は欠席した。他の四山（鳥居形、左大文字、
船形、妙法）は点火を決め、大文字保存会に対して「点火に努力してほしい」
との要望を発することになった（京620813夕）。一方、同日朝、銀閣寺町と
銀閣寺前町の地元代表約70人が京都市役所を訪れ、松嶋吉之助助役に対し
「韓国学校の移転問題について京都市が努力すべきだ」と強く要望した（図
8；京620813夕）。地元側の主張は次のとおりである。

韓国学校建設については京都市、川端、下鴨両署長、学校当局、地元
で話し合いをすることになっていた。これは付近に北

マ マ

鮮の学校がある
ので南北の対立感情がもち込まれてトラブルがおこるのを恐れたから
だ、しかしこの話し合いがもたれないうちに京都市側が一方的に学校
建設の許可を与え、学校側も工事の準備をはじめた。このため地元と
しては学校側と話し合い、工事の中止を要望、十四日夜七時から八神
社で話し合うことにしている〔。〕

図8　銀閣寺町住民らと京都市助役との話し合い（1962年8月13日）
（出典）『京都新聞』1962年8月13日、夕刊。
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このように既に地元に朝鮮学校がある状況で、それと政治的に対立する韓
国学園まで来てほしくない、というのが住民側の言い分であった。こうし
た住民の膝詰め談判に対して、助役は「京都市に学校の立ちのき強制権は
ない」「地元側の意見を学校側に伝え他の適当な場所に移転してもらうよ
う要望する」と答えた。一方、市側は、都市計画局命により風致課長が川
島工業社長に対し、「地元の反対もあるので紛争拡大防止の見地から取り
あえず工事を中止するよう」要請した。川島工業はこれに応じ、作業員を
一旦引き揚げさせた（建10-11）。
　この13日の晩から14日の朝にかけて、大文字保存会では徹夜の緊急役員
会議を開いた。さらに大前三五郎ら「長老」3人と保存会役員3人が3組に
分かれて反対派の説得工作をおこなった（京620814夕）。また、「大文字を消
さないで」という市民が市役所や京都新聞社に寄付金を寄せはじめるとと
もに、「大文字」は「日本の火」だという世論が高まっていた（京620814）。
こうした情勢の変化を受けて、8月14日夜、保存会は臨時総会を八神社で
再度開催し、「①もともと点火意思は全員にあった、②京都市の経済援助
も増額期待が濃くなった」ということを確認したうえで、2日前の決議を
覆し、満場一致で「点火」を決定した（京620815）。
　このどんでん返しを受け、15日に開かれた五山送り火点火行事功労者表
彰式で、大文字保存会の2名が高山市長から表彰を受けるとともに、長谷
川栄次郎会長も47名の会員を代表して感謝状を受け取った（京620815夕）。8

月16日晩、無事この年も大文字の送り火が京都の夜空に煌々と輝いた。
　こうして事態は一段落したものの、葛藤の火種は依然として残ったまま
だった。

（3）韓国学園建設反対期成同盟の結成から解散まで（1962．8～1963．8）

　1962年8月の送り火点火中止騒動から翌年の送り火までの時期、反対運
動はピークに達した。地元で反対同盟が結成されたこと（1962年11月～1963
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年8月）が、この時期の中心的なできごとである。以下、この1年をさらに3

期に細分して記述する。

① 反対同盟の結成（1962年8～12月）

　1962年夏の送り火点火をもって、問題は一件落着とはいかなかった。地
元は対市陳情を繰り返したが（8月22日、8月23日、8月25日、9月17日）、この間
に「地元」を構成する主体は銀閣寺町のみならず銀閣寺前町さらには北白
川地区にまで拡大していた。9月22日には、市助役、地元代表、韓国学園、
市会関係者26名が集まって京都会館で協議会を開催した。27日には、市が
学園側に代替地として岩倉と鳴滝の2案を提示するが、学園側は検討の結
果「不適当」と結論づけた。代替地の調整が進まない状況で、11月1日に
市は特殊自動車の運行を認定した（建11）。
　工事用車両の運行が認定されたという知らせを受け、地元の反発は再燃
した。同日（11月1日）、銀閣寺町・銀閣寺前町の代表6名は市役所と韓国中
学を訪れ、「市役所の不誠実に抗議し、着工に対してはピケを張って絶対
阻止する」「反対同盟をつくり着工は絶対に阻止する。この結果、流血事
件などが起きても市と韓国中学側に責任がある」という決議文を渡した 

（京621102）。このあたりから工事阻止運動は急に熱を帯び、物騒な雰囲気
になってくる。
　11月7日朝10時ころ、予定どおり学園側がブルドーザーを入れて整地作
業を着手しようとすると、地元側は実力阻止に出た。「銀閣寺前町の道路
に町内の主婦ら五十人が集まり「銀閣寺地区に三十八度線をひくな」の立
て看板を立て、ピケをはった」（京621107夕）。この日は、ブルドーザーの
車幅に比べて道幅が狭いという理由で、川端署が乗り入れ中止を勧告した
め、夜8時ころには車両を引きあげ、ピケも解かれた（京621108）。
　この頃から、共産党や社会党などの革新系政党や、日朝協会などの日朝
友好運動団体の姿が目に付くようになる。11月7日には現場に日本共産党
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の寺前巌議員が現れ、「地元民を指導する言動を行な」った（建12；図9）38。
11月8日には、寺前議員の紹介により、住民が公安委員長に対し、前日の
ブルドーザー搬入について「北韓の学校の至近距離に南鮮の学校が建設さ
れることは禍根を残す結果となるので、建設計画について再考するようあっ
せん願いたい」という申入書を提出した（建12）。さらに翌9日には、住民
が京都市会に対し「銀閣寺前町の韓国中学建設敷地を変更する等の請願」
を提出した。その請願の要旨は次のとおりである39。

（1）韓国中学の敷地は指定風致地区で設置により美観が損なう。（2）設
置予定地と近接した所に北

マ マ

鮮中学があり思想的混乱が憂慮される。 

（3）予定地にいたる道路が狭隘で、災害が発生すると住民生活に影響
がある、等から現状変更と整地許可の取消を願う。

38 寺前巌は左京区選出の府議会議員で、浄土寺真如町に住んでいた（『京都民報』1962年11
月1日）。

39 『昭和37年第8回　京都市会（定例会）会議録』第2号（11月10日）、99頁。

図9　地元府議（共産党）の移設反対運動への関与
（出典）『京都民報』1962年12月11日。

（備考）写真には「韓国中学建設反対、住民の要求に応え、先頭に立ってたたかう共産
党寺前府議（銀閣寺、ブルドーザーの前で）」とキャプションがついている。
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この請願は全く同じ件名と内容で2件提出された。1件は銀閣寺前町在住の
木下五郎が安井信雄（共産）、神野七五三男（共産）を紹介議員として提出
したもの、もう1件は銀閣寺町在住の長谷川栄次郎が大原純吉（無所属）、
末本徹夫（社会）、山田幸次（共産）を紹介議員として提出したものだった。
ここにいたって、移設反対運動は地方議会を巻き込んでの運動となったの
である。その背景には朴正熙政権下で進められた日韓会談に対して高揚し
ていた反対運動や、京都の府・市間の政治的葛藤があったが、その点につ
いては後述する。
　また、この11月上旬までに「韓国学園建設反対期成同盟」（以下「反対同盟」）

が結成された。議長は銀閣寺前町在住の木下五郎、闘争委員長は同じく銀
閣寺前町に住所地表記のある大津新一である。また反対同盟の名簿（建
06）には、この2名と長谷川栄次郎（銀閣寺町）の計3名の名前がまず並んで
いて、その他の10名がその下に記されている。その内訳は、浄土寺地区の
東田町と西田町が各1名、北白川地区の下池田町が3名、仕伏町と別当町が
各2名、上池田町1名である（図10）。この13名のうち、大文字保存会に関わ
るのは長谷川栄次郎のみである。すなわち、大文字保存会の枠組をこえて、
浄土寺（浄楽）・北白川の学校周辺地区を巻き込んで反対同盟が組織化され
ることになったのである。
　こうした地域住民や議会の動きに対し、当時の市行政当局は、住民に対
して移設への理解を求める方向で応じていた。11月10日、市は高山市長名
で反対同盟に文書によって回答した。その内容は次のようなものだった（京
621111）。

自己の所有地に合法的な建築をしようとするものに対し、市はこれを
中止させる理由もないし、行政上の権限もない。地元側で、想像をも
とに、南北両国の紛争に基づく混乱をやたらにうんぬんすることは、
独立国に対する侮辱である。風致地区の現状変更の問題は、風致審議



4 銀閣寺の38度線 179

会が慎重に検討したうえ、結論を下している。韓国中学側は明春四月
の開校をひかえ、これ以上、工事を延ばせない現状だ。ことに京都市
が国際文化都市である以上、外国人の教育施設の建設には当然に協力
すべきであり、これを阻害する行為は許されない。

断固建設推進といった調子である。また、翌朝には左京区役所職員8名を
動員し、銀閣寺町・銀閣寺前町の全232世帯に、上記の市長名義の文書と
同じ趣旨のビラ「銀閣寺地区の皆さんへ　韓国中学校の建設について」を
配布した。そこには「皆さんにおかれましては、一時の感情にとらわれる
ことなく国際文化都市の市民である誇りをもって、大所よりご協力下さる
ようお願いします」などと書かれていた（マ23-24；京621112夕）。のちに韓
国学園側は、その後の「市当局の消極的態度」と比べると「隔世の感」が
あると評している（マ24）。
　11月12日には、再び「ピケさわぎ」が起きた。ブルドーザーの侵入を防

図10　反対同盟の構成員の地理的分布
（備考）地図は国土地理院・空中写真（1968年5月21日）MKK682-C5-1による。『京都韓

国学園建設問題』の反対同盟の構成員の居住地名に●印をつけた。
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ぐために、「約百人が赤ダスキをかけ」、「反対声明の立て看板を銭湯に陣
ダイコを鳴らしてピケ、道路でにすわり込みの構え」を見せた。川端署の
署長が「合法的に工事が行われる以上、このままピケを放置できない」と
警告するも、地元側は全く動こうとしない。午後になって京都市会建設消
防委員会の高木耿委員長が視察に訪れ、「〔先に住民から市会に出された〕請願
書に基づき、結論をだしたいので、きょうの工事は一旦見合わせてほしい」
と韓中側に要請した。韓中側はこの仲裁を受け入れ工事車両を引き揚げた
（京621112夕，621113）。
　しかし市会に提出された請願書は、11月14日の建設消防委員会で不採択
と決められた40。住民らは同日夜に八神社に集まり、町民約200人で緊急
対策協議会を開いた。「市側の対応に対する不満の声」が高まり、「地元民
が結束してあらゆる手段を講じても、阻止することを申し合わせ」るなど、
さらに反対闘争を強化することを確認した（京621115）。

② ブルドーザー搬入をめぐる葛藤（1962年12月～1963年2月）

　師走に緊張は最高に達した。12月6日、主婦らを含む約200人が金ダライ
を鳴らしながらピケをはるなか、府警の機動隊と川端署員の約170人の警
官隊が工事妨害者を排除し、韓国学園側のブルドーザーが搬入された（図
11）。呉沂煥理事長は、新聞の取材に「こんな事態は悲しいことだが、い
まとなっては、来春の新学期に間に合うよう、早く工事にかかりたい」と
コメントした（京621206夕）。地元側は、機動隊も導入した有無を言わせぬ
実力行使に対して川端署や市に抗議した（建13）。8日の晩には、ブルドー 

ザーの前につけるショベルを建設現場に持ち込もうとしたところ、地元民
がブザーと太鼓で約400人の住民を動員し、騒ぎになった。行政局長、学

40 その後、市会の定例会で不採択が決定された。『昭和37年第9回　京都市会（定例会）会議
録』第1号（11月26日）、10頁。
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園理事長もかけつけ、派出所で話し合った結果、ショベルを一旦撤去する
ことになった（京621209）。9日に整地作業がはじまると、地元民約80人が
ドラム缶などを叩きながら抗議し、「山の上と下でにらみ合い」となった 

（京621209夕，621210）。また、同日に施工業者が建設用地北東にある竹藪の
竹を伐採したが、住民はそれを長谷川栄次郎の所有する造園用の竹だと主
張して伐採に抗議するとともに、工事作業員が住民に暴行したとして川端
署に告訴状を提出した（建13）。
　一方の韓国学園は、12月10日、工事現場で関係者約70人を集めて起工式
をあげた（図12）。「地元民とのトラブル」を避けるために、30分ほどの簡
素な式だった。呉沂煥理事長は、「京都市ならびに市民の協力で起工式を
あげることができた。今後ともわれわれの気持ちを理解してもらうように
努力し、この学校開設を通じて日韓の友好親善につくしたい」と挨拶した
（京621210夕）。式自体は平穏に終わったが、反対する住民は、同日のうち
に長谷川栄次郎の私有地とされる土地に通行止めの杭を打ち込んだ。これ
により工事を進めることが事実上困難となったため、学園側は12日、杭打
ちに対する妨害排除の仮処分を地裁に申請した（建14）。

図11　住民ピケの強制排除（1962年12月6日）
（出典）『京都新聞』1962年12月6日、夕刊。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係182

　緊迫した雰囲気のなか、今度は京都府議会でこの問題が取り上げられる
ことになった。共産党の灘井五郎議員が12月12日、社会党の佐川一雄議員
が翌13日に、府議会の定例会の質疑でこの問題をとりあげた41。特に灘井
議員は「長講2時間の大演説」だった。それも「韓国中学建設反対同盟の
百人、京教組の三十人が傍聴席を埋める」なかでの演説だった42。その主
張の一部を紹介すれば、次のようなものである。
　朝鮮学校は「社会主義がますます発展」している北朝鮮を背景に「自分
の力で」建てられたもので、祖国へ帰る日まで真剣に勉強している。韓国
中学はそのすぐそばに移転することで「朝鮮人
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学校の切り崩しをやろう」
としている。風致審議会の小委員会だけで審議し市長決済で現状変更が簡
単に認められたのは、京都市と韓国中学のあいだに金などの「特殊な関係」
があるのではないか。12月6日から警察の態度が急変し、民主的な京都府

41 『昭和37年12月　京都府議会定例会会議録』第2号（1962年12月12日）、第3号（1962年12月
13日）。

42 京都府議会史編さん委員会編『京都府議会史（昭和三十年～昭和三十八年）』京都府議会、
1973年、858頁。演説の内容を見ると、傍聴していた地元住民には長谷川栄次郎が含まれ
ていたことが分かる。

図12　京都韓国学園の起工式（1962年12月10日）
（出典）『京都新聞』1962年12月10日、夕刊。
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政を蹂躙した。韓国中学側は暴言を吐いたり、長谷川氏の小屋を破壊した
りした。財産が破壊されているのに、工事を援護するというのは、「一体
どこの警察ですか。いつ韓国の警察になったのですか。」地元は代替地も
示すなど、話し合いをしようとしているのに工事を強行した。長谷川氏の
竹も切ったのに警察が動かないのを見ると、本部からこの問題に立ち入る
なという命令があったと確信する。韓国中学側からは損害額を言えと言っ
てきているが、これは「朴政権」や「アメリカ帝国主義や日本の独占資本
のやり方」だ。ボヤの原因を地元に押しつけるのは「ヒットラー」の国会
焼き討ちのやり方だ。「北
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鮮の人々」が話せて、「韓国の人々」が話せない
のは、「人間が人間を尊重し〔中略〕社会主義を目指して進んでいる国」と
「軍事政権が人民の力を弾圧して力でもって権力を維持している朴政権」
の違いだ。正義は必ず勝つ。「日本の国が侮辱をされ」ている。あの小山
には天皇の墓があると言われているし、大文字の火をつけられないと地元
では言っている。「暴力によって先祖代々からの山が荒らされ」ている。
文化財を守らなければならない。「銀閣寺の人々の気持ちと、〔アメリカの〕

軍事基地に取り上げられた人々の気持ちは全く同じ」だ。「本当に民族を
愛し、文化を愛するこの人々が一致し団結をして、そうして銀閣寺問題を
解決したい」。
　北朝鮮や朝鮮学校への賞賛と、アメリカ帝国主義論にもとづく韓国や韓
国学園への容赦ない非難、そして地元の伝統文化と社会主義を結びつける
愛国主義を基調にした演説で、排外的左翼民族主義とでも呼びたくなるよ
うな内容である（その背景については3で分析する）。この灘井議員の質疑に対
して蜷川府知事は答えなかった。大野健雄警察本部長は、「警察は韓国の
味方では決してない」と切り出した。韓国中学の建設は「極めて適法」だ。
警察の暴行は「全くない」。壊した小屋も竹も学校が購入した土地にあっ
たもの。警察は「厳正中立」に対処しただけだ。そう答弁した。湯浅佑一
公安委員長も、不偏不党で不法行為を取り締まるだけだと答弁した。
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　佐川議員の方は、あえて灘井議員とは違う論点、すなわち「何らかの第
三者の調停」が入らなければ解決し得ないという点に絞って論じた。ただ
し「調停」といっても、銀閣寺用地への移転を前提とした条件闘争ではな
く、適当な代替地の斡旋をめぐる調停であって、学園側の銀閣寺移転への
思いは一顧だにしていない。これに対し、今度は蜷川府知事が答えた。知
事は、まずこの問題に「無関心ではございません」と前置きする。そのう
えで、「一口に行政措置で正しい手続きをしたから」済むものではないと
言う。すなわち、まず「行政以前」の問題としては「住民の皆さんの御理
解と御協力」が大事である。それに「行政以後」の問題としては、「過た
れば改むるに憚ること勿れ」という姿勢が必要である。こう述べて、暗に
高山市政の態度を非難したのである。ここには府政と市政のあいだの政治
的葛藤も見て取れるが、これについても後述する。
　地元側は、物理的な工事妨害以外の戦術も駆使した。反対同盟は、記録
や口伝などから実はこの「小山」は後高倉院の御陵だという主張を展開し
はじめた。また、大文字保存会との連名で、風致地区の現状変更を認めた
市への抗議の一環として、大文字の火床を埋めて付近の雑木を伐採・植林
するという現状変更を市に申請するとまで決めた（京621213）。12月21日、
大文字保存会は、行政局長・観光局長に対し「韓国中学問題を善処しない
限り来年からの大文字送り火は絶対点火しない」という声明書を、会員総
意にもとづく意見として提出した（京621222）。同日には京都市役所で、左
京区議員団が代替地（西大路四条の新三菱重工の南4,000坪）の斡旋をめぐり、
市（行政局長、都市計画局長、左京区長）、議員団、韓国中学（校長）の三者会
談が開かれた。学園側は価格条件などからその場で難色を示したが、一度
持ち帰ることになった（建14-15；京621222）。
　年が明けて1963年1月14日、学園側は、仮処分申請の結果を待ちきれずに、
地元側の打ち込んだ杭と材木置き場を撤去した。金
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校長は、新聞の取
材に「四月開校を目標に、工事を本軌道に乗せるには、妨害物を排除する
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以外にない」と語った。このあと数日にわたり、杭の抜き差しの攻防が続
いた（建15；京630115）。結局、2度にわたる非公開の審尋（1．24、2．1）を経て、
韓国学園側が申請した仮処分（整地作業の妨害の除去）を京都地裁が決定し
たのは2月9日のことだった。2月16日には地裁の執行吏が障害物を強制撤
去したが、この際にはトラブルもなく静かに作業は終わった。学園側は「四
月開校はむつかしくとも、今後の工事は急ピッチにすすめられる」とコメ
ントした（建16；京630216夕）。このあとしばらく陳情などの小競り合いはあっ
たものの、整地工事が順次進められた。

③ 整地工事の開始と中断（1963年2～8月）

　整地工事はようやく進展したものの、京都韓国学園は、北白川から動く
ことのできないまま、1963年4月16日、京都韓国高等学校を中学に併設し、
第1学年を2学級開設した。先述のように、北白川校舎は1958年の学校法人
設立に際して買い取っていたが、文理高等学院の元寄宿舎に人が引き続き
住んでいた。1960年にその住民の立ち退き裁判に勝訴して南側校舎を確保
していたため、そこを改造して高等学校教室としたものだった（マ22）。た
だ、これはあくまでも「銀閣寺の新校舎が完成するまでの臨時教室として
考えられたもの」であって、韓国学園側は「まさか、この教室がその後長
期にわたって高校用教室として使われようとは夢にも思わなかった」と四
半世紀後に振り返っている43。
　工事をめぐる状況が再び揺れ動きだしたのは6月のことである。6月8日、
八神社で大文字保存会の役員会が開かれ、「点火か拒否か、重大な問題だ
から全保存会員の意志決定が必要だ」と合意して散会した（建18）。6月15日、
浄土院で大文字保存会の総会が開催され、48名の会員が出席した。韓国中
学建設問題で市側が何らかの善処策を示さない限り点火を取りやめるとい

43 京都韓国学園、前掲『開校40周年記念誌 마늘』、25頁。
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う意見が支配的だった一方で、韓国中問題と点火は別問題との意見も出て、
合意をみないまま流会となった（京630616夕；建18）。
　前年に続いて大文字の送り火の雲行きが怪しくなってくると、他の「四
山」の保存会が乗り出した。四山側は大文字保存会の会員52名に点火要望
書を送るなど働きかけを続けていたが、7月14日には四山の保存会長が高
山市長の了承も得て大文字保存会理事を招いて点火を説得した。招待した
理事・相談役11名のうち出席したのは5名に過ぎなかったが、3時間にわた
る話し合いの末、出席した理事は「伝統の火を守るためこんご努力するこ
と」を申し合わせた（京630715）。
　そしてついに7月24日、大文字保存会は韓国中学問題と切り離したうえ
での送り火点火の意向を表明した（京630725；以下、しばらく同日記事より）。
この日、四山による斡旋会議が民主会館で開かれ、各山の会長、大文字保
存会役員代表（阿尾房吉、大前正雄）、京都市会の藤井英一議長が参加した。
その2日前（7．22）に開かれた大文字保存会役員会で全てを一任されていた
阿尾代表は、この日、「市民の期待にこたえるため点火する」との態度を
表明し、声明を発表した。
　保存会内部の事情については、京都新聞の同記事は次のように解説して
いる。

この運動に総評など各種団体が参加したことから「政治的な色彩が強
い」としてさる二十二日の役員会で保存会の自主性を主張、反対同盟、
総評などに対して強い姿勢に出た。つまり、あくまでも “静かな抗議”
を主張してきた保存会としては反対同盟の過激な動きについていけな
くなったわけで、いままで激しい運動の波のなかで、主体性を失って
いた保存会がようやく “自己の道” を見つけたともいえる。

この観察が正しいとすると、保存会は革新系の政党・団体による利用主義
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に反発して同盟から離脱したようである。このようなタイミングで、藤井
英一議長（自民）や川井正雄議員（自民）らが四山と組んで解決に乗り出し
たというわけである。反対同盟からすれば、中核団体が離脱し、梯子を外
された格好となった。実際、大津新一（反対同盟代表）は、「阿尾、大前両
氏が役員会の代表として会議に出席したのは事実だが、役員会では点火そ
の他の権限をいっさい委託していないはずだ。これは阿尾氏の独走」だと
主張した。一方、高山市長は、我が意を得たりといった調子で、「かねて
から韓国中学建設問題と送り火点火問題をいっしょにするのはおかしいと
考えていた。これについて一部の政治的なふくみのある人は別だが、伝統
を守ってきた人たちはよく理解してくれるものと信じてきた」とコメント
した。
　送り火は点くことになったとして、肝心の学校建設工事の方はどうなっ
たか。同じ記事は、藤井議長が四山斡旋会議と同日（7．24）に韓国学園の
呉沂煥理事長と会見し、「教育の場としてふさわしい環境を求めてはどう 

か」と「善処を申し入れ」、それに対し学校側が「構想をあらたにして学
校建設の趣旨をつらぬきたい」と答えた、と伝えている。その2日後の7月
26日、呉沂煥理事長は川島工業に2週間の工事中止を指示した（建19）。こ
のことは、学園側が銀閣寺移転を諦めたものとして一般に理解された。
　これに沸いたのは共産党だった。日本共産党中央委員会の機関紙は、7

月29日、「一年以上もねばり民主勢力が勝利」「京都「韓国中学建設」やめ
さす」との見出しで、これを報じた。その認識によれば、「地元の反対同
盟と京都地評、社、共、平民共闘、日朝協会などで構成した「大文字を守
る会」が中心となって」たたかった「大衆運動」の「勝利」と位置づけら
れた44。この会の実態はこの記述以上に分からないが、後述のとおり、こ
の共闘のかたち自体は当時の日韓会談反対運動の枠組に他ならない。

44 『アカハタ』1963年7月29日。『京都民報』1963年8月1日も同趣旨の記事を掲載している。
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　そして大文字保存会という中核を失った反対同盟は解散となった。8月3

日、浄土院で大津新一、木下五郎ら地元約50名が参集して反対同盟の会議
が開催された。解散は時期尚早との一部の声もあったが、「大文字保存会
を中心とする解散派が同盟の存続必要なしとして大勢を押し切った」ので
ある（建19）。8月10日、反対同盟の大津新一名義で「解散」の挨拶状が配
布された（建19-20）。

去る7月24日、藤井京都市会議長の特別の御配慮と韓国中学校理事の
御賢明なる御判断により、この予定地の小山に韓国中学建設を中止さ
れましたことは誠に喜びに堪えません。〔中略〕韓国中学建設反対同盟
は一応ここにめでたく解散致しましたので、書面にて失礼ながら御報
告かたがた御挨拶申し上げます。

（4）膠着状態と断念（1963年8月～1969年12月）

　だが、少しも「めでたく」ないのは韓国学園だった。銀閣寺用地への移
転がうまく進まなかったため、京都韓国学園の理事会執行部も「京都同胞
社会の不信の声と責任追

マ マ

求に対して責任をとる形で何度も交替し、極度の
困難に陥ち入った」。実際、理事長も1961年9月から務めていた呉沂煥から、
1963年8月12日には金
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、さらに同年11月1日には梁
ヤン

在
ジェ
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グン

へと次々に交替
した45。
　金子産理事長時代には、「本年中に建設着工にふみきらなければ本国か
らの建設補助の関係その他に影響する」として、9月24日から整地作業を
再開した。しかし、市の都市計画局は、9月26日、学園が提出した造成工
事完了期間延長許可願について、「学校建設についての話合いの筋と異な 

る」として返却した（建20）。「話合いの筋」とは7月に前理事長と市会議長

45 京都韓国学園、前掲『開校40周年記念誌 마늘』、26頁、84～85頁。
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表1　京都韓国学園の対京都市交渉（1962年9～10月）

日 目的 場所 参加者 発言要旨
9.26 非公式会

談
市長公舎 韓 長、副、理5、

校長
適当な代替地が見当たらず、理事会で現在地と
いう意見が強く出ている

市 藤井議長、
松嶋助役、
他2名

「教育の場として反対や問題の多いところへ強
行するということは〔中略〕果して平穏に運営
できるかどうかということが一番問題」「今は
辛抱しても先を考えるという方向にかえてほし
い」

10.9 工事期間
延長許可
申請をめ
ぐる抗議

京都市会
議長室

韓 副、理3 現状変更許可があったのに工事延長を拒むのは
なぜか。市が認めないなら代替地を斡旋せよ。

市 藤井議長 申請を認めないのは「話し合いの筋が異るから
である」。「市の責任として代替地をあっせんせ
よというのは筋が通らない」。

10.14 非公式会
談

監察委員
室

韓 副、理3 前執行部は秘密会議で理事にも知らせないこと
があり、そこでの話し合いは納得がいかない。
代替地がないなかでは現在地で建てるというこ
とで協力してほしい。

市 川井議員 執行部が変わったから現在地での建設に協力し
てほしいというのは「筋が通らない」。他に適
地を見つけるということなら市としても協力し
たい。

10.16 工事延長
許可願の
提出

都市計画
局

韓 理1 申請書を受けとってほしい
市 局長 議長との話し合いの最中に、事務当局が申請書

を受理するわけにはいかない。
10.25 非公式会

談
市役所 韓 副、理3、校長 「現在地に学校建設を認めよ」

市 助役、都市計
画局長

「学園建設は絶対に認められない。現在行って
いる工事を即時中止せよ。」

（出典）「京都韓国学園建設問題」20～24頁。
（備考）参加者の「韓」は京都韓国学園側、「市」は京都市側、「長」は理事長、「副」は副理事長、

「理」は理事を意味する。「理3」は理事3名の意味である。

とのあいだで合意したとされる代替地探しの方向性のことである。このあ
と5度にわたって学園理事と市当局との交渉がおこなわれるが（表1）、京都
市の態度はすっかり硬直化していた。本国（大韓民国）からの建設推進の
要請と、京都市側の頑なな態度のはざまで耐えきれなくなったのか、11月
1日に学園の理事長・副理事長が交替した。それでも整地工事自体は続い
ており、地元女性3名の要請により助役・都市計画局長とともに11月10日
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に現場視察に訪れた藤井議長は、「現在行っている整地工事は防○
ママ

的措置
から中止させることができないので、完了するまで黙認する。しかし韓国
学園は絶対に立てさせない。今騒ぐとマイナスだから私を信じて静視して
ほしい」と述べた（建24-25）。
　ここまでの京都市側の態度は、既に風致地区の現状変更申請を認めてい
るのに、校舎建設工事には許可を出さないという矛盾を抱えたものだった。
ところが1964年2月、ついに京都市は風致地区のこれ以上の現状変更を認
めない旨を学園側に通知するにいたった。経緯は次のとおりである。
　2月5日、韓国学園は既申請計画を設計変更した風致地区現状変更許可申
請を出すため、松嶋助役のもとを訪れた。3月からの建設工事を目指した
ものだったが、助役は「受けとれというのであれば受けとるが、市の態度
は不許可に決定している」と一蹴した。しかし学校側は内容証明郵便で申
請書を送った（建25）。
　こうした学園側の新たな動きの背景に本国や民団中央からの働きかけが
あったことは疑いない。前年の選挙により大統領に就任した朴正熙は、前
国務総理の金

キム

顕
ヒョンチョル

哲 を「自由友邦」各国に特使として送った。特使として
の最後の訪問地となった日本では、日韓会談の促進のために池田勇人首相
や閣僚らと面談した（2月12～17日）。訪日中の2月15日、金顕哲は非公式に
京都を訪問し、韓国学園の建設現場を視察した。同行取材していた朝日新
聞の報道46によれば、鉄筋3階建の校舎と体育館の2棟を建て、9月の学期
がはじまるまでには一部使用できるよう工事を進めるという計画を学園側
は立てていた。金顕哲は「韓国中学校問題のもめたことは報告書で知って
いた。この学校建設によって生徒が大勢来るのだし、ひいては日韓両国の
親善になるので、京都市当局をはじめ、みなさんの暖かい協力をお願いし

46 『朝日新聞』1964年2月15日夕刊。また、金顕哲の訪日については『경향신문』1964年2月
14日、1964年2月17日。
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たい」とコメントした。梁在根理事長は、「京都市のあっせんで適当な代
替地があれば、ほかにいってもよいと思ったことがあるが、こんな場所は
ほかにないし、予定通り着工することになった。教育の場ができるわけだ
し、地元も納得してくれると思う。法的手続きは完備している」と述べた。
このように大統領特使も現地訪問するという状況下で、学園側はあらため
て工事を進めようとしたのである。
　この朝日新聞の取材と記事により、学園側が3月着工を目指しているこ
とが明らかになったことで、問題が再燃した。同記事で、藤井市会議長は
「理事長名でかわした約束がいま新理事長に破られることはありえない」
とコメントした。
　京都市の判断は実に素早かった。2月18日付で敷地造成の変更および風
致地区内現状変更を不許可処分とする旨を決定し、19日には学園に整地工
事中止を命じたのである（建26-27）。理由としては、変更許可を受けずに
既許可の設計図と著しく異なる施工をしたこと、道路・敷地以外の樹木は
伐採してはならないと許可条件を付したのに残すべき樹木を伐採したこと、
敷地造成の変更が許可できない以上学校校舎新築も許可できないことが挙
げられた。梁在根理事長は新聞に次のようなコメントを出した（京640219）。

学園としては、どこまでも市当局の方針にさからうつもりはなく、そ
の指示通りにやっている。中止命令が出れば素直に一時中止して、こ
んごは市の指導に従う。緑地の問題は、設計者と相談して、整地のた
めに一時は樹木を伐採しても、将来は植えるつもりをしている。わた
したちは、苦しい母国から学校建築のため十八万ドルもの大金を送っ
てくれた気持ちも考え、一日も早く学校を建てたい。

理事長らは2月19日に京都市長、助役、行政局長ともかけあったが、処分
の撤回はかなわなかった（建26-27）。4月18日、韓国学園側は建設大臣に行
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47 京都韓国学園、前掲『長く遠い道』、4頁。
48 京都韓国学園『開校50周年記念誌 보자기』（1997年）掲載の卒業アルバムを見ると、1966-

70年卒業の生徒は体育祭を「銀閣寺運動場」で実施していたことがわかる。

図13 京都韓国中・高等学校
『学校案内 1965』

（出典）高校認可申請66頁。

図14　銀閣寺用地での体育祭
（出典）京都韓国学園『開校50周年記念誌 

보자기』1997年、100頁。

政不服審査請求をおこない、不許可処分の撤回を求めた（マ24）。
　こうして銀閣寺用地での学校建設は事実上不可能になったが、京都韓国
学園は移転をすぐには諦めなかった。1965年1月頃に作成された京都韓国中・
高等学校『学校案内』の裏表紙にある「通学案内略図」は、銀閣寺用地が
「新建設用地」として明記されている（図13）。また宅地造成も進み、運動
場はほぼ完成していたため、「生徒たちの運動競技と体育祭大会場として
利用することができる」状態だった47。実際、この頃の卒業アルバムには
銀閣寺用地で開催された体育祭の写真の数々が残されている48（図14）。

　日本の地域社会の拒絶に遭う一方、京都韓国学園は、日韓条約の調印 

（1965．6．22）が目前に迫っていたことを背景に、韓国政府や韓国社会への
働きかけを強めた。金聖誾校長と梁
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師親会長は1965年4月下旬に韓国
を訪問し、丁
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權国務総理をはじめ文教部やマスメディアに問題を直接
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訴えた（図15）。文教部の李喆熙文芸体育局長は、新聞の取材に「ひきつづ
き高位層で交渉中だが様子を見なければならない。日本は自治制であるだ
けに、文部省や外務省と交渉してもうまく処理できない」と答えた49。こ
うしたアピールの結果なのかは不明だが、第12回アジア映画祭のために京
都を訪れていた韓国の俳優（車
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ら）は5月11日、京都韓国学園を激励のため訪問し、銀閣寺
用地にまで行ってムクゲの苗木20本の植樹をおこなった（図16）50。

図15 京都韓国中・高校師親会の丁一權
国務総理接見（1965年4月23日）

（出典）韓国・国家記録院文書（공보처 홍보국 
사진담당관、管理番号：CET0049597）。

図16 韓国俳優の銀閣寺用地での
ムクゲ植樹（1965年5月）

（出典）『동아일보』1965年5月15日。

49 『동아일보』1965年5月1日。
50 『동아일보』1965年5月15日。

　さらに1965年7月、学園は韓国の文教部に「高等学校認可申請書」を提
出した。この認可申請書に対し、文教部教育行政局は次のように起案した。

日本国の法により設立認可された日本国内に存在する僑胞学校に対し、
これを大韓民国の国法により設立認可をすることになるのは、法的見
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地からみるとき、本国政府の認可行為が何ら日本国内で効力を発生し
うる要件となり得ない点（いまなお在日僑胞教育全般に関する韓日両国間の
協定が正式に締結できずにいる）と国内法上の認可または認定しうる法的
根拠がないが、北韓の朝総連系の不当な浸透工作に対抗し60万在日僑
胞を安全に保護育成しなければならない国家的な責務と考慮から、法
的に効力が及びえない「認可」行為を避ける代わりに、僑胞教育の育
成強化という政策的な見地から本件学校の日本国における設立を政府
として正式に「認定」する方向で解決しようと考える。

この案は長官以下の決裁を受け、京都韓国高等学校は1965年9月16日に本
国政府から「認定」を受けた。
　同書類には「新建設校舎及運動場配置図」（図17）や「模範学校校舎完成
模型写真」（図18）が書類として添付されており、銀閣寺用地への移転とキャ
ンパス拡張を前提として認可を受けようとしたことが分かる。しかし、こ
うした本国への働きかけによっても、京都市を動かすことはできなかった。
　その後の1966年1月6日、京都韓国学園は行政不服審査請求を取り下げた。

図17　京都韓国中・高等学校『学校案内 1965』
（出典）「高等学校認可申請書」66頁。
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学園側の認識（マ24-25；32-33）によれば、請求を取り下げたら工事再開許
可を与えると市当局が言ってきたためだという。実際、市側は2月4日に「工
事中止命令の一部解除　植樹工事命令」を下したため、学園側は命令どお
りに植樹を完了した。しかし建設工事再開の許可がおりることはなかった。
学園側からすれば市当局に裏切られた格好だが、既にどうしようもなかっ
た。そこで理事会は4月29日、銀閣寺用地ではなく北白川校地で建設する
案を一旦決議した。
　しかし権

クォン

在
ジェ

淑
スク

への理事長の交替（1966年7月19日）を経て、11月8日には
理事会内部で銀閣寺用地への建設案を再び決議した。1967年1月に韓国学
園は、生徒数700人規模の新校舎を翌68年3月に竣工する予定だと、民団の
機関紙に完成予定図付で発表した51。そして市当局に「行政不作為に対す
る異議申立」（1967年7月4日）、建設大臣に「緊急請願書」を提出し（1967年8

月22日）、工事中止解除のための「闘争委員会」も結成し（1968年3月30日）、
川村フク子弁護士に行政訴訟の依頼（1968年4月13日）までおこなった。し
かしながら結局にっちもさっちも行かなかった。
　ここで学校移転の停滞に業を煮やした本国が梃子入れに入った。1968年

図18　模範学校京都韓国中・高等学校校舎建築完成模型写真
（出典）「高等学校認可申請書」78頁。

（備考）銀閣寺用地を南側上空から撮った校舎の俯瞰写真

51 『韓國新聞』1967年1月28日。
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に学園の理事会は解散となり、新理事の選任が駐日韓国大使館に一任され
た。新たに500万円以上の建設寄付金が出せる「在京の有力経済人」を理
事選任の基準と定め、それにもとづき1968年11月22日に新理事会が発足し、
互選によって崔

チェ

永
ヨン

五
オ

が理事長となった。崔永五は新理事だけで1億5千万も
の建設寄付金を集め、早速11月26日、阪急桂駅西側の樫

かたぎ

原
はら

に約6千坪の用
地を確保した（西山用地）。しかし進入道路がないといった問題が浮上し、
ここも断念し、翌1969年12月に約1万5千坪の広大な本多山用地を確保した
（マ25）52。
　これが現在の京都国際学園のキャンパスとなるのだが、その新たな用地
で建設を進めようという際にも住民の激しい反対運動が起きた。本多山移
転に取り組んだ学園の事務長（当時）の曺

チョ

昌
チャン

淳
スン

さんが、住民の反対委員会
の中心人物だった奥田茂からのちに聞いた話によれば、本多山の反対運動
側は銀閣寺の反対運動から直接学んでいた。すなわち、学園側が住民運動
を「民族差別だ」と批判するや、本多山の委員会は銀閣寺の関係者を訪問
した。そこで、民族差別ととられないようにするためにはどうすればよい
かについてアドバイスを受け、その後、「自然破壊反対」といったスロー
ガンを掲げるようになったという。銀閣寺の反対運動が本多山へと受け継
がれたのである。最終的に校舎が完工して学園が移転できたのは1984年の
ことだった。本多山用地取得から15年、銀閣寺用地の取得から数えれば23

年の歳月が経っていた。だからこそ、京都韓国学園は本多山新校舎建設の
歴史をまとめた冊子に「長く遠い道」という題をつけたのである。

52 京都韓国学園、前掲『開校40周年記念誌 마늘』、26～27頁。韓国学園は、本多山用地の購
入代金を確保するために、1969年12月27日、関西相互銀行からの融資を得たが、銀閣寺用
地はそのときに根抵当権が設定された。最終的に、銀閣寺用地の売買契約を市内の株式会
社と結んだのは1972年9月16日、売却したのは1973年3月10日のことである（マ34；不動産
登記謄本）。
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3．「銀閣寺の38度線」の構造

図19 京都韓国中学の銀閣寺移設反対同盟結成期（1961年11月～1962年8月）の
構図
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　ここまで京都韓国学園の銀閣寺移転計画の発端から断念までのプロセス
を時系列で追ってきた。銀閣寺用地移転がいかにして頓挫したのか、ここ
までの叙述を通して浮かび上がってきた諸要素を敷衍しながら、その構造
を考察しておきたい。特に最も激しく反対運動が展開された反対同盟結成
期（1962年11月～1963年8月）について、その基本的な構図を図示すれば図19

のとおりである。ここには複数の 脈
コンテキスト

絡 が重なり合っており、同床異夢と
もいうべきものも含んでいる。以下その脈絡別に整理しておこう。

① 韓国学園と韓国政府の脈絡
　既に述べたように、京都韓国学園が銀閣寺用地に移転し、拡張する動き
が促進されたのは、韓国政府からの積極的なアプローチだった。また北朝
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鮮の在外公民への教育支援や日本での帰国運動の展開に対抗し、韓国政府
は李承晩政権末期から韓国学園への支援策を徐々に強化していった。1960

年の4．19革命、1961年の5．16クーデターを経て、朴正熙政権下において、
この動きは強化された。「革命政府」は、1962年1月、「民族教育の発展強化」
策の一環として、奨学官および模範教師を日本へと派遣するとともに、駐
日代表部で全国の韓国学園長会議を開催した（京都の校長も参加）。その場で
挨拶した李公使は、僑胞教育の意義について、まず自尊心と愛国心の堅持
などをあげたうえで、「それにもまして、このような在日僑胞の教育を協
力に推進することによって、日本を拠点とするところの共産主義の侵略も
粉砕することができる」ことを強調し、前政権の「放置」を批判した53。
　このような動きは日韓会談（国交正常化交渉）推進とも重なっていった。
1961年10月には中断していた日韓会談が再開し（第6次会談）、11月には朴
正熙自身が訪日した。日韓会談のなかでも在日韓国人の法的地位に関連し
て、韓国学園その他の教育問題が交渉の議題にあがっていたことが知られ
ている54。一方で日韓の国交正常化を見越しながら、他方で北朝鮮および
朝鮮学校への対抗策の一環として、韓国政府－民団は韓国学園の振興策を
強めたのである。京都韓国学園での高校設置やキャンパス移転・拡張は、
こうした状況の産物だった。
　ただ、1970-80年代の京都学園の本多山移転問題のときには、それでも
京都韓国学園建設促進連絡会議をはじめとして、地域で日本人を含む支援
団体が複数できて、住民らによる建設反対運動と対峙した。それに対して
銀閣寺移転問題のときには、韓国学園側に立つ動きがほとんど見えてこな

53 『民主新聞』1962年1月8日。このような会議は3月にも開催された（『韓國新聞』1962年3月
21日）。

54 マキー智子「「外国人学校制度」創設の試み―日韓会談期における在日朝鮮人対策の模
索―」『北海道大学大学院教育学研究院紀要』118号、2013年6月。
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い。それには間違いなく日本社会側の問題が第一にあるが、ここでは韓国
学園側の脈絡を見ておきたい。
　銀閣寺移転問題は1960年代前半のできごとなので、私は当時を知る人が
まだいると考え、京都国際学園の関係者に複数当たった。しかし本多山移
転問題については知っていても、銀閣寺移転問題を直接知る人には出会え
なかった。当時直接関与していた方々も多くが故人となっていたからだが、
それだけではなく、どうやら民団内部でも銀閣寺キャンパスについてはご
く少数の人しか関与していなかったようである。実際、1963年10月14日の
学園理事と市側との非公式会談で、学園側は「前執行部はよく秘密会議だ
と言って理事にも知らされない点が多くあった」と吐露していた（建22）。
　この点に関連して、1959年に京都大学に入学し、1969年から京都韓国学
園の事務長を務めた曺昌淳さんの話を紹介しておこう。曺昌淳さんは、こ
の移転問題が起きたころは京都の韓学同（在日韓国学生同盟）で活動していた。
韓学同は韓国－民団系でありながら、朴正熙の軍事クーデター（1961年）

を契機に、それに反発して本国や民団中央とは距離をおいた活動をおこなっ
てきた学生運動団体である。当時の曺昌淳さんからすれば、京都韓国学園
は「民団の体制派の拠点」であり、「うさんくさい存在」だと思っていた。
それでも銀閣寺の建設問題で立ち往生しているという話は耳にはしていて、
理不尽なものは感じていたという。このように銀閣寺移転問題が若い在日
の学生であっても遠目に見ているような状況だったとすれば、地域社会側
にはなかなか支援の動きは期待できなかったと考えられる。

② 地元の脈絡
　「地元」と一括りにしても、そのなかには位相の異なるものが混ざって
いる。すなわち、まず大文字保存会があり、町としては銀閣寺町と銀閣寺
前町、さらにそれ以外の銀閣寺用地の近隣の町が関係している。ここでは
さしあたり大文字保存会と反対同盟のそれぞれの脈絡を見ておこう。
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　既に述べたように、1958年の京都朝鮮中高級学校の銀閣寺キャンパス移
転に際しては、大文字保存会は受け入れの姿勢を示していた。にもかかわ
らず、その4年後に韓国学園の移転に強く反対に出たのはなぜか。長谷川
綉二さんは、のちに次のような父の発言を聞いたことがあるという。

韓国〔学園〕がそういうこと〔＝銀閣寺にキャンパスを移転すること〕を考
えてるんやったら、何で先に言わんかったんや。それやったら、朝鮮
〔学園〕に「すまんけど韓国言うてるさかいに」、言うて断ったのに。
あとから持ってくるからややこしくなってん。〔中略〕いわゆる西側〔陣
営〕、同盟国としてやね。そりゃ断り方もあったと。ピケ張るとかで
なしに。「韓国があるから、朝鮮の方で引いてくれ」と。「役所がだい
たい悪いねん」と最後は役所のせいにしよる。〔中略〕こういう話があ
んねんやったら、はよ言え、と。

このように住民としては、イデオロギー的に社会主義に共感を持っていた
わけではないとしても、先に朝鮮学校が来ている以上、韓国学園が来たか
ら「どけ」とは言えない。学校を受け入れるのはいいが、両方受け入れた
ら「お宮さん〔＝八神社〕のとこが38度線になる」。争いになったときに地
元は誰も止められないし、責任を負いきれない。だからこそ韓国学園の移
設には強く反発したのだろう。そのように綉二さんは推測する。
　ただし、この地元の韓国学園移設反対は、それ単独のイシューというよ
りは、大文字送り火をめぐる保存会の困難と京都市政への不満の一環と見
るべきだろう。京都新聞の解説（京620813）によれば、「最近は、サラリー
マンが多く、労力奉仕をするときは勤めを休まなければならない。若いも
のが奉仕作業をいやがるのでいまのままではいずれは中止しなければなら
ない運命に追い込まれていた」という。産業構造の変化にともない、昼間
に会社に仕事に出る若い世代が増え、送り火の維持が難しくなりつつあっ
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たというわけである。これに関連して、元毎日新聞記者だった岩田英彬に
よれば55、保存会内部でも先祖が代々おこなってきたことだからやらねば
ならぬという「年長者の伝統論」と、観光の手段と化しつつ合った送り火
の状況から、観光関連業者や市への反発の強まる「若い世代」との対立が
あったという。
　岩田の言うところの「時代の変わり目」の状況で、保存会自体は赤字運
営なのに、京都市の観光関連産業は行事のおかげで潤っていて、しかも市
の補助金がわずかなものであることから、地元では「国際文化観光都市」
を謳う高山市政に不満が募っていた。その市が地元の頭越しに大きなキャ
ンパスの建設計画を許可したことで、保存会の怒りの矛先が韓国学園問題
へと向かうことになったのである。だからこそ保存会の陳情相手は、ほぼ
常に韓国学園ではなく市当局だった。保存会は、市当局を動かすための政
治資源として活用できるものは何でも活用しようとした。そこで、大文字
送り火の点火が、市当局や世論に向けた強力なカードとなった。さらに、
府議会で灘井議員が地元の思いを代弁したところによれば、「もうこの問
題を防ぐためには赤だろうと黒だろうと何でもよろしい、一切の力を振り
しぼってこれを阻止しなければならないというのが地元の人々の考え方」
だった56。そこで右であろうが左であろうが、動いてくれそうな議員に声
をかけた。次の③で述べるように、ちょうどこれが日韓会談反対運動の高
揚期と重なったことから、革新系の政党・団体がこれと移転問題とを結び
つけて盛り上がった。しかし、それが保存会の思いをこえて動き出したこ
とについていけなくなり、1963年7月には韓国中学問題と送り火問題とを
切り離すにいたったのである。
　一方、反対同盟の中心にあった2人（大津、木下両氏）はいずれも銀閣寺

55 岩田英彬『京の大文字ものがたり』松籟社、1990年、158～161頁。
56 前掲『昭和37年12月　京都府議会定例会会議録』第2号、99頁。
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前町の住民で、保存会メンバーではなかった。銀閣寺前町は韓国学園の銀
閣寺用地の目の前にあり、学校ができれば通学路が町を横切るような位置
にあった。銀閣寺前町はもともと浄土寺石橋町の一部で、1920年代までは
農地だった。つまり銀閣寺前町の住民は、反対運動当時からさかのぼって
も30年ほどのあいだに引っ越してきた人々だった。長谷川さんによれば、
銀閣寺前町の辺りには京大の教員や市役所の職員など「弁の立つ」人々が
住んでおり、反対運動のなかではそういう人たちが「口でしゃべる人」と
なっていた一方で、保存会の人々は「頭がねえから実力行使の方」を担当
することになったという。学区としても、第三錦林学区の銀閣寺町とは異
なり、銀閣寺前町は北白川学区だった。そういう意味では、銀閣寺町を拠
点とする大文字保存会（旧浄土寺村住民）と、反対同盟の中心にあった銀閣
寺前町住民は、歴史的・社会的にかなり異なるポジションにあったと見ら
れる。
　それ以外の町からの反対同盟参加者がどのような人物なのかは不明だが、
いずれにしても、こうした新住民であり知識人であるような人々の論理と、
地元の論理とがすれ違う部分も相当あったと考えられる。反対同盟が9ヶ
月しか続かなかったのは、以上のような事情も関係していると考えられる。
　地域住民の反対運動の背景にある要素を、もう1点指摘しておきたい。
この頃の『京都新聞』をめくっていると、当時の地方政治文化とでも言え
るようなものが目につく。一つは、郊外化（いわゆるドーナツ化）の進展に
ともなう都心周辺地域の宅地開発が急速に拡大するとともに、それに合わ
せて道路開発なども進んでおり57、そうした急速な開発に対して地域住民
からの反発が各地で起きていたことである。たとえば、送り火をめぐる葛
藤を伝える京都新聞の記事の隣では、伏見地区都市改造事業に対して反対
同盟が結成され、「強行測量」をめぐって怒号ともみ合いのトラブルが起

57 京都市編さん所『京都市政史料3　京都市住宅行政史』1968年、35～37頁。
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きていたことを報じている（京620826）。もう一つは60年安保から間もない
時期でもあり、政治的抗議の作法が市民の間に広まっていたことである。
労働争議のなかで用いられてきた「ピケを張る」という手法や用語が新聞
にしばしば登場していたし、集団陳情やビラ撒きなども頻繁におこなわれ
ていた。そうした当時の地方政治文化に置いてみれば、韓国学園建設反対
運動の表出のされ方は確かに激しいものではあったが、決して突出したも
のではなかった。中心的なターゲットが行政当局だった点でもそうである。
ただ、それは運動の形式に注目した場合そう言えるということであって、
内容は独自の政治的、歴史的な意味合いを持っていた。

③ 地方政治と冷戦イデオロギーの脈絡
　ここに地方政治と冷戦の脈絡が重なった。
　既に述べたように、当時、京都府知事は蜷川虎三、京都市長は高山義三
である。両者とも、1950年に成立した社・共の統一戦線である全京都民主
戦線統一会議（京都民統）の後押しで当選した。京都民統自体は間もなく
瓦解するが、その後蜷川は7期（1978年まで）、高山は4期（1966年まで）にわ 

たって首長を続けた。しかし高山は社・共および労組などの支持基盤との
対立を契機に、市長就任わずか2年目にして社会党を離党して保守に転じ
たため、その後、革新府政と保守市政とのあいだに政治的緊張関係が生じ
ることになる58。学校（高校以下）の設置認可等の管轄が府であるのに対し、
風致地区の現状変更や建築許可などの管轄が市であることもあいまって、
韓国学園移転反対が高山市政批判という形をとることになった。これは戦

58 京都市市政史編さん委員会編『京都市政史 第2巻　市政の展開』京都市、2012年、51～53頁。
いつから言われているのかは不明だが、府政と市政を互いに揶揄する表現として、「釜座
幕府」対「御池商事」と言い合っていたと、元府議から聞いたことがある。釜座通にある
権威主義的ないし秘密主義的な雰囲気の革新系府庁、御池通にあって商売のことばかり考
えている保守系市役所、といった意味だろうか。
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後京都政治史の脈絡である。
　これに加えて、この時期にこの問題特有の大きなインパクトをもたらし
たのが日韓会談反対運動である。日韓会談自体は1950年代から続いていた
が、日本でその反対運動が最初の高揚期を迎えるのは1962年後半～1963年
初めのことだった59。日韓会談を「第2の安保」（米・日・韓軍事同盟）の一環
として、また資本主義の対韓経済進出の一歩として位置づけ、その粉砕の
ために共・社・総評などが「民主勢力」として共闘した。京都でも1962年
10月13日、「日韓会談を全民主主義勢力の団結で粉砕しよう」を一つのス 

ローガンとして、円山音楽堂に8千人が集まる決起集会を開いたのち、市
役所までデモ行進をおこなった60。12月14日、府庁内に2千人をこえる人々
が集まり「日韓会談粉砕・府民の生活と権利を守る府民集会」を開き、庁
内デモのあと、各団体の要求毎に対府交渉をおこなった。その際には教組
や自治労、解放同盟などに混じって、「韓国中学建設反対同盟」も参加し
ていた61。先述の府議会での学園移転問題に関する質疑もちょうどこの頃
におこなわれていたものであり、だからこそ灘井議員はこの問題について
「実は日韓会談の縮刷版であるし京都版であると私どもは思います」と位
置づけていたのである62。
　当時の「民主勢力」による反対運動は、冷戦イデオロギーの二項対立的
構図の影響を色濃く受けていたため、かつての日本の植民地支配の清算を
めぐる問題や朝鮮人蔑視などの差別問題が周辺化されがちだという問題を
抱えていた63。反対運動のなかにも「俺は朝鮮人は嫌いだ」と吐き捨てる

59 吉澤文寿『戦後日韓関係：国交正常化交渉をめぐって』クレイン、2005年、第8章。
60 『京都民報』1962年10月21日。
61 『京都民報』1962年12月21日。
62 前掲『昭和37年12月　京都府議会定例会会議録』第2号、98頁。
63 拙稿「日韓会談反対運動と植民地支配責任論―日本朝鮮研究所の植民地主義論を中心に
―」『思想』1029号、2010年1月。
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ように言う者もあった時代であっただけに、そのスローガンとしても「国
民の血税を浪費する日韓会談反対」とか「朴

ぼく
〔正熙〕にやるなら僕

ぼく

にくれ」
といった国民主義的エゴイズムともいうべきものが氾濫していた64。韓国
学園に向けられた日韓闘争が排外主義的な形をとったのは、そうした時代
の産物である。こうした反対運動の目に見えていたのは、そこに通う子ど
もや関係者の姿ではなく、朴正熙軍事政権でありアメリカ帝国主義だった。
そうでなければ韓国学園の建設を「やめさす」ことをもって「民主勢力の
大きい勝利」などと評価できるわけがない。分断された片方の「本国」を
投影することによってしか在日を認識することができず、外交的な問題を
目の前の民族学校に対する非難や在日に関わる公的機関への陳情として処
理しようとすることは、今日の朝鮮学校に対する排外主義的態度に通じる
ものがある、と私は思う。
　なお、私がこれまでインタビューしたかぎりにおいて、朝鮮学校の生徒
その他の関係者は、日韓会談反対運動には盛んに参加していたが、韓国学
園の銀閣寺移設反対運動に参加したという話は一切出てこなかった。さら
に調べる必要があるものの、韓国学園の前に立ちはだかった「38度線」が
あったとすれば、それは朝鮮学校というよりは、むしろ冷戦の地政学を内
面化した日本人だったというべきではないか。

おわりに

　以上のような複数の脈絡が重なり合ったところに、京都韓国学園移設問
題が起こっていた。そのなかで最も翻弄されたのは京都韓国学園であり、
その子どもたちだった。

64 佐藤勝巳「『日朝中三国人民連帯の歴史と理論』への私の意見（1）」『朝鮮研究』90号、
1969年、9～10頁。
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　1962年12月27日、京都府内の高校に通っていた金
キム

晃
ファン
（当時16歳）は、『京

都新聞』の「窓」欄に「韓国中学建設問題に思う」という1文を投書した。
金晃は韓国学園でも朝鮮学校でもなく地元の小中学校を出た一高校生だっ
たが65、当時の状況を鋭く突いている。それを引用することをもって本節
を終えることにしよう。

◇これが韓国中学でなく、欧米系の学校であったなら、地元はこんな
に強く反対しなかったでしょう。われわれ朝鮮人は、日本人から平等
な人間として受け入れられていないのです。社会は朝鮮人が生活する
には、あまりにも冷たすぎます。〔中略〕だからぼくたちは劣等感をも
ち、いじけてしまう結果になります。〔中略〕

◇ぼくは父母から朝鮮人らしい教育もうけず、日本人と同じように育
てられ、朝鮮語も朝鮮の習慣も知りません。〔中略〕こういう問題を解
決するため、朝鮮人の親たちは、自分の子を朝鮮学校に入れたがって
います。だから韓国系か北朝鮮系かの別なく、教育機関はとても重要
なのです。
◇日本は世界に誇る文明国で、信用もあるといわれています。しかし、
これは見かけだけではないでしょうか。外国での黒人差別には、日本
国内にも反対の声はあります。しかし、まだ朝鮮人の差別に反対する
日本人の声は聞いたことがありません。この点を日本人によく考えて

65 甥の金龍周さんによれば、金晃さんは向日町の小・中学校を出て、市内の洛陽工業高校を
卒業した。立命館大学で歴史学を学んだが、在学中は桂にあった留学同の寄宿舎に住んだ。
卒業後はソウル大の大学院に進学したのち、韓国放送公社（KBS）に就職した。のちに京
都韓国学園の理事長も務めた。2018年11月におこなわれたインタビュー（聞き手は学園の
金一恵先生）のなかで、金晃さんはこの投稿をおこなった頃の自分について、「その時は
韓国人としての自我が出始めた時です」と回想している（京都国際学園『京都国際学園 
開校70周年記念誌（1947-2017）』2019年、138頁）。
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もらいたいものです。ナチドイツがユダヤ人を軽べつしたように、日
本人が朝鮮人を軽べつするという国民性は、はやく消えてほしいと思
います。

この投稿は、朝鮮学校か韓国学園かといった単純な二分法をこえて、日本
社会の問題として学校移転問題を捉えている。果たして、この時代から日
本社会はどれほど「冷た」さを克服し得ただろうか。

（謝辞）本稿の執筆にあたり、多くの方々のお世話になった。以下、感謝をこめて、お
名前を記させていただく（敬称略）。［京都国際学園］金龍周、金永哲、金一恵、曺昌淳、
［在日韓人歴史資料館］李成市、［大文字保存会］長谷川綉二、［朝鮮大学校朝鮮問題研
究センター］金哲秀。
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はじめに

　本稿のテーマとなる韓国人慰霊塔は、1975年に沖縄県営平和祈念公園の
一角に建立されたものである。訪れる人は多くはないが、6月23日の「慰
霊の日」に関連して取り上げられることが多く、現在に至るまで、沖縄戦
の中で多くの朝鮮半島出身者が犠牲となったことを伝え続けている。この
慰霊塔の周辺は、現在は「韓国人慰霊塔公園」となっており、入り口近く
には、韓国の詩人李

イ

殷
ウン

相
サン

が作成した「英霊たちに捧げる歌」という韓国語
の詩とともに、日本語、韓国語、英語によって、以下のような説明文が刻
まれている。

　1941年　太平洋戦争が勃発するや多くの韓国青年達は日本の強制的
徴募により大陸や南洋の各戦線に配置された。この沖縄の地にも徴兵、
徴用として動員された1萬余名があらゆる艱難を強いられたあげく、
あるいは戦死、あるいは虐殺されるなど惜しくも犠牲になった。
　祖国に帰り得ざるこれら冤魂は、波高きこの地の虚空にさまよいな
がら雨になって降り風となって吹くであろう。この孤独な霊魂を慰め
るべく、われわれは全韓民族の名においてこの塔を建て謹んで英霊の
冥福を祈る。
　願わくば安らかに眠られよ。

5 沖縄の韓国人慰霊塔建立と冷戦体制
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図1　韓国人慰霊塔公園の入り口近くの様子
（2019年6月23日、筆者撮影）

（備考）左から順に英語、日本語、韓国語の説明文及び李殷相の詩が
刻まれた石板が設置されており、その奥に慰霊塔がある。

図2　韓国人慰霊塔の 
正面から撮った写真

（2019年6月23日、筆者撮影）

図3　平和の礎に刻まれた 
朝鮮半島出身者の名前

（2019年6月23日、筆者撮影）

　その奥に進むと、朝鮮半島の方向を指し示す矢印が置かれた円形の広場
があり、その後ろに韓国各地から集められた石を周りに置いたドーム型の
石塚がある。塚の前にある碑には、朴

パク

正
チョン

煕
ヒ

大統領の揮毫による「韓国人
慰霊塔」の文字が刻まれている（図2）。韓国政府が建立に関与しているこ
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とから、冒頭の説明文にある「1萬余名」は、沖縄戦中に犠牲となった朝
鮮人数を「1万人」とする根拠にされることもある。
　一方、韓国人慰霊塔から少し離れた場所にある、沖縄戦で亡くなった全
ての人々を追悼するために沖縄県が1995年に建立した「平和の礎」にも、
朝鮮半島出身者の名前が出身地別に「大韓民国」と「朝鮮民主主義人民共
和国」に分けられて刻まれている（図3）。しかし、その数は2020年6月現在
でも464名でしかない。沖縄戦に動員された朝鮮人についての調査・研究
活動を積極的に行っている NPO法人「沖縄恨之碑の会」の HPによれば、
朝鮮人の刻銘が進まない理由は、①死亡者の調査が進んでいないこと、②
韓国、北朝鮮国内で、沖縄の「平和の礎」への刻銘事業がほとんど知られ
ていないこと、③遺族自身が、肉親が沖縄で死亡したと知らない場合も多
いこと、④一部では日本の慰霊塔に名前を入れたくないとする遺族がいる
こと、⑤沖縄県の刻銘基準では、沖縄戦で死亡したことが証明できる正式
な書類が必要条件となっているが、朝鮮人の犠牲者は殆んどが「行方不明」
とされ、いまだに正式な戦死認定を受けていないということなどがあると
されている1。同会の会員である沖本富貴子氏は、竹内康人編『戦時朝鮮
人強制労働調査資料集2』（神戸学生青年センター、2012年）などに記された動
員数をもとに、3461名が動員され、701名が死亡したことを明らかにした2。
名簿自体がない場合や、名簿に記載されていない場合もあることを考慮す
れば、名簿から分かるのは最低限の数字であると考えられるが、やはり1

万余名という数字とは大きな開きがある。沖縄戦に動員された朝鮮人の実
態については、未だに未解明な部分が多い中、韓国政府はなぜ1975年に沖
縄にこの碑を建て、そこに「1萬余名」という数字を刻んだのだろうか。

1 「NPO法人 沖縄恨之碑の会」HP（https://hannohinokai.jimdofree.com/）の「県内の朝鮮人に
関する慰霊塔」のページ「平和の礎」（最終アクセス日：2020年10月28日）。

2 沖本富貴子編著『沖縄戦に動員された朝鮮人―軍人・軍属を中心にして―』アジェン
ダ・プロジェクト、2020年、8頁。
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本稿は、韓国人慰霊塔が沖縄に建立されるまでの経緯を、日本に復帰した
直後の沖縄の社会状況や、韓国と沖縄の関係を規定してきた冷戦体制との
関わりから明らかにすることを目的としている。
　この韓国人慰霊塔の建立事業については、近代から現代に至る韓国と沖
縄の関係を検討した辛

シン

珠
ジュ

柏
ベク

の論文において、在日本朝鮮人総聯合会（以下、
朝鮮総聯）が沖縄に慰霊塔を建立するために募金活動を行っているという
情報を得た韓国政府が、北朝鮮との体制優越競争の中で北朝鮮を排除し、
勝利しなければならないという次元で建立したということが、塔建立に関
わる韓国の外交文書などの分析から既に明らかにされている3。ただし、
この論文は慰霊塔建立事業そのものに対する分析は目的としていないため、
実際に沖縄に慰霊塔が建立された経緯については、明らかにされていない
部分がまだ多く残されている。また、沖縄戦で犠牲となった朝鮮人の慰霊
碑（塔）・追悼碑についての調査と考察をまとめた研究ノートも存在して
いるが、韓国人慰霊塔の建立目的については、韓国政府が「「北朝鮮の沖
縄浸透阻止」を主要目的に、慰霊事業を対北朝鮮戦略の一環として行った」
という、前述の韓国外交文書の内容を報じた琉球新報の記事を引用するに
とどまっている4。復帰前後の朝鮮人に関する言説と沖縄の社会状況の関
係については、近年呉

オ

世
セジョン

宗の研究5において考察が行われており、韓国人
慰霊塔については、やはり朝鮮半島の南北対立との関係を指摘し、「韓国

3 신주백「한국근현대사와 오키나와 -상혼과 기억의 연속과 단절」『한국민족운동사연구』
50号、2007年3月。また、小林聡明氏も同じ韓国外交部の文書を検討されており、研究会
で報告されたレジュメをご本人から提供して頂いた。また、その一部は2011年6月号の東
北亞歴史財団『ニューズレター』に「오키나와 반환과 한반도」（https://www.nahf.or.kr/
webzine/view.do?cid=26986）として発表されている。

4 金美恵「沖縄戦で犠牲となった朝鮮人の慰霊碑（塔）・追悼碑に関する研究ノート」『地域
研究』20号、2017年12月。

5 呉世宗『沖縄と朝鮮のはざまで―朝鮮人の〈可視化／不可視化〉をめぐる歴史と語り』
明石書店、2019年。
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という国家体制の重視、そして反共イデオロギーがベースとなったため、
被害にあった人々を南北分断の下で不可視化する性格を帯びることとなっ
た6」と分析されているが、同慰霊塔建立事業に対する詳細な検討は行わ
れていない。本稿では、これらの先行研究の成果を踏まえつつ、第二次世
界大戦後の沖縄と朝鮮半島の関係の変化の中で、韓国人慰霊塔建立事業に
ついて検討し、この塔がいかなる政治状況の中で建立されたのかを明らか
にすることを試みる。沖縄県内の他の数か所にも朝鮮人に関する碑や塔が
建てられているが7、韓国政府が建立を推進したのは韓国人慰霊塔のみで
あり、沖縄が日本に復帰してから間もない時期であったという点において
も、いかなる状況の中で建立されたのかを明らかにすることには意味があ
ると考えるためである。史料としては、日韓の外交文書及び沖縄の新聞、
在日本大韓民国居留民団（以下、民団）及び朝鮮総聯関係者が発行した新聞
等を使用した。

1．米軍統治下における沖縄と朝鮮半島の関係

（1）沖韓関係の変遷
　本節では、沖縄の日本復帰後に韓国人慰霊塔が建立されることになった
前提として、米軍統治下の沖縄と朝鮮半島の関係がいかなるものであった

6 呉世宗、同上書、276～278頁。
7 具体的には渡嘉敷島にある「白玉之塔（1951年・渡嘉敷村遺族会）」及び「アリラン慰霊
のモニュメント（1997年・モニュメントをつくる会）」、宜野湾市の嘉数の丘にある「青丘
之塔（1971年・日本民主同志会）」、久米島の「痛恨之碑（1974年・沖縄在・在日朝鮮人久
米島島民虐殺痛恨之碑建立実行委員会）」、糸満市摩文仁の丘にある「平和の礎（1995年・
沖縄県）」、石垣島の「留恨之碑（1998年・大田静雄）」、読谷村の「恨之碑（2006年・アジ
ア太平洋戦争・沖縄戦被徴発朝鮮半島出身者恨之碑の建立をすすめる会）」、宮古島の「ア
リランの碑（2008年・宮古島に日本軍「慰安婦」の祈念碑を建てる会）」（（）内は設置日
及び設置者）である。
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のかを概観する。また、韓国人慰霊塔建立の機運を生み出したと考えられ
る、久米島の朝鮮人虐殺事件が1960年代後半にクローズアップされたこと
にも焦点を当てる。まずは、終戦直後から復帰までの時期の沖縄と韓国の
関係について検討する。
　第二次世界大戦中に日米の激戦地となった沖縄は、その帰属は明確でな
いまま、終戦後も米軍の占領下に置かれることとなった。一方、日本の植
民地支配から解放された朝鮮半島は、米ソの進駐により南北に分断された。
そして、1949年10月の中華人民共和国の成立と、1950年6月の朝鮮戦争の
勃発が、米国政府が沖縄を排他的軍事統治する方針を決定づける要因とな
る。朝鮮戦争前後から沖縄の基地建設工事は本格化し、米軍は沖縄基地を
補給・出撃基地として使用した。1952年4月にサンフランシスコ講和条約
が発効すると、1950年12月に設立された琉球列島米国民政府（United States 

Civil Administration of the Ryukyu Islands: USCAR）がその第三条を法的根拠とし、沖
縄の排他的統治を継続することとなった。
　一方、1953年7月に朝鮮戦争の休戦協定が締結されたが、10月に韓米相
互防衛条約が締結されたことにより、米国の統治下に置かれていた沖縄は
同条約の適用地域となった。このため、朝鮮戦争中から沖縄の安全保障上
の重要性を認識していた韓国政府（李

イ

承
スン

晩
マン

政権）は、その後も沖縄を自国の
安全保障にとって重要な地域と見なすようになってゆく。沖縄を安全保障
上の理由から重視していたのは、中華民国の蒋介石政権も同様であり、両
者はアジア民族反共連盟（Asian Peoples’ Anti-Communist League: APACL）への琉球
代表参加の試み、沖縄との交易関係樹立の試みなどにより、反共産主義の
観点から沖縄との直接的な連携を模索することとなった8。

8 高賢来「1950年代の韓国・沖縄関係―反帝国主義、独立、そして米軍基地」『琉球・沖
縄研究』4号、2013年3月；成田千尋「日韓関係と琉球代表 APACL参加問題」吉澤文寿編
著『歴史認識から見た戦後日韓関係―「1965年体制」の歴史学・政治学的考察』社会評
論社、2019年などを参照。
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　李承晩政権の退陣後、軍事クーデターによって政権を掌握した朴正煕も、
1960年代前半には李承晩政権と同様に貿易の拡大、領事館の設置などによ
る沖縄との関係強化を意図した9。1965年の日韓国交正常化後、1966年に
一時的に沖縄に残留した朝鮮人の存在に一時的に注目が集まったが10、そ
の後日米間で沖縄返還交渉が本格化したことにより、朴正煕政権は沖縄基
地の機能維持を求め、中華民国政府などとともに日米両政府に働きかける
ことに注力した。
　一方、同時期の沖縄においては、1952年から1967年にかけて、琉球政府
の長である主席は USCARによって任命されていたため、琉球政府と韓国
政府の間には、USCARの管理のもとで主に通商を通じた関係が構築され
た11。しかし、住民の間には韓国に対する関心はみられず、徐々に日本復
帰運動が拡大していった。1968年11月の初の主席公選選挙において、「即
時無条件全面返還」を主張する屋

や

良
ら

朝
ちょうびょう

苗 が主席に当選すると、基地の撤
去を求めた琉球政府と沖縄の基地機能維持を求める朴正煕政権とは、間接
的に対立するような状況に置かれた。このような中で、沖縄返還が具体化
するにつれ、返還に伴う在沖韓国・朝鮮人の身分の変化が問題になり、
1970年11月には、戦前からの在住者、米軍関係機関の勤務者を中心に在日
本大韓民国居留民団沖縄県地方本部（以下、沖縄民団）が結成された。こう
して、沖縄返還が近づく中で、沖縄における韓国人の存在が少しずつ可視
化されていくことになった。

9 나리타 치히로「한국 정부의 대（對）오키나와 인식의 변화에 대한 검토 -1948 년～1975 
년을 중심으로」『제14차 코리아학 국제학술토론회 논문집』2019年、第2章を参照。

10 임경화「오키나와의 아리랑 -미군정기 오키나와의 잔류 조선인들과 남북한」『大東文化研 
究』89輯、2015年3月、555～558頁。

11 나리타 치히로、前掲論文、2019年、第2章、第3章を参照。
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（2）北朝鮮の沖縄認識
　それでは、北朝鮮は同時期の沖縄をどのように認識していたのだろうか。
韓国政府が安全保障上の観点から沖縄基地を重視し、琉球政府と直接的な
関係を構築しようとしたのに対し、韓国と対立する北朝鮮は、沖縄基地が
自国の安全保障にとって脅威になると捉えていた。1963年2月に開催され
た第3回アジア・アフリカ会議において、「米軍の継続した沖縄占領に反対
し、沖縄の即時日本復帰、米軍基地撤収を目標とした日本人民の闘争を全
面的に支持」し、「4月28日を “沖縄の日” とし国際的行動を取るよう全て
のアジア、アフリカ人民に訴える」という決議が採択された際、朝鮮労働
党中央委員会の機関紙『労働新聞』は「沖縄は日本に帰属しなければなら
ない」という論説を発表し、その後も北朝鮮では沖縄が返還されるまで「沖
縄の日」を祝う行事が行われた12。
　1960年代後半に沖縄返還交渉が本格化すると、北朝鮮は日米の沖縄政策
に対する批判を強めた。特に、1969年に日米共同声明が発表された際、『労
働新聞』は、「極東で戦争策動を激化させようとする米日反動の凶悪な陰 

謀」と題した論評を掲載し、「アジア人民と世界のあらゆる革命的人民は、
侵略と戦争の元凶である米帝に反対し、激烈に闘争すると同時に米帝の忠
実な同盟者であり、米帝のアジア戦略の共同執行者である日本軍国主義者
に反対し、積極的に闘争しなければならない」と主張した13。
　金

キム

日
イル

成
ソン

主席はその後、翌年4月に中国の周恩来首相を北朝鮮に招待して
首脳会談を開催し、共同声明において「米帝国主義の積極的保護の下に日
本軍国主義はすでに復活」しているとして、反米闘争を進めると同時に、

12 임경화「‘분단’과 ‘분단’을 잇다 -미군정기 오키나와의 국제연대운동과 한반도-」『상허학 

보』44輯、2015年6月、247頁。
13 「극동에서 전쟁책동을 격화시키려는 미일반동들의 흉악한 공모」『로동신문』1969年11月

24日、4面。
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日本軍国主義に反対する闘争を強化する決意を表明した14。米中接近後も
北朝鮮は沖縄返還に対する批判を続け、1971年12月に沖縄返還協定が衆参
両院で批准された後は、北朝鮮外務省のスポークスマンが、沖縄返還協定
の強引な批准を「（政府と人民は）わが国とアジアへの再侵略をいっそう急
速に促す悪らつな策動としてきびしく断罪し、この「協定」に反対する日
本人民の正義の闘争に固い連帯を表する」として、「侵略的な「沖縄返還
協定」は即時破棄され、沖縄は日本人民に無条件に返還されるべきだ」と
いう趣旨の声明を発表した15。5月15日の沖縄返還にあたっても、平

ピョン

壌
ヤン

の
各紙は沖縄返還の欺瞞性を糾弾し、『労働新聞』は、沖縄返還を批判し、
日米安保条約の廃棄と沖縄の無条件全面返還を求める日本人民に、朝鮮人
民が「固い戦闘的連帯性を示している」と報道した16。このように、沖縄
の安全保障上の役割をめぐる南北の対立構造が明らかになる中で、沖縄は
再度日本の一県に組み込まれることになったのである。

（3）久米島事件への注目の高まり
　これまで確認したように、朝鮮半島の南北双方が異なる立場から沖縄に
目を向ける一方で、日本復帰が現実化する中、沖縄では1960年代後半から
民衆の立場から沖縄戦を再構成する記録運動が開始され、住民の戦争体験
証言の中に沖縄戦中の朝鮮人についての証言が登場するようになっていた。
これに加え、1969年以降に沖縄の新聞社が久米島の朝鮮人虐殺事件を大き
く報道し、このことが社会的にも関心を集めるようになった17。この事件は、

14 「日本に軍国主義復活　すでに危険勢力」『朝日新聞』1970年4月9日、夕刊、1面。
15 「「沖縄協定」は即時廃棄され沖縄は日本人民に無条件全面返還されるべきだ」『朝鮮時報』

1972年1月8日、4面。
16 「일본인민의 리익을 끝끝내 저버린 사또일당의 추악한 배신행위」『로동신문』1972年5月17
日、5面；「「沖縄返還」の欺まん劇糾弾」『朝鮮時報』1972年6月3日、4面。

17 沖縄の記録運動及び久米島事件の詳細については、呉世宗、前掲書、2019年、56～64頁、
176～184頁を参照。
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終戦直後の8月20日、久米島で日用雑貨の売買などによって生計を立てて
いた具

ク

仲
ジュン

会
フェ

一家5人を、鹿山正元曹長が米軍のスパイ視し、その命令によ
り日本軍が虐殺したという悲惨な事件であり、米軍関係の放送記者として
沖縄で勤務していた金

キム

東
ドン

善
ソン

によって1966年に韓国で初めて報道された。当
時の久米島では、朝鮮人一家だけではなく、島の住民も15人が同様にスパ
イ視されて殺害され、自死や餓死に追い込まれた者も含めれば、70名余り
が鹿山隊によって命を奪われることとなった。しかし、復帰直前の1972年
3月25日に琉球新報が再度久米島の虐殺事件について報じ、殺害命令を下
した鹿山による自らの行為を正当化する発言を掲載したために、沖縄では
折から問題視されていた自衛隊配備問題とも重なり、大きな反発が生まれ
た18。北

きた

中
なか

城
ぐすく

村
そん

議会が「戦争犯罪人・鹿山を極刑にせよ」という趣旨の
決議を3月30日に全会一致で採択したのに続き、4月3日には久米島・具志
川議会で鹿山の責任追及・謝罪要求などを求める決議が採択された。沖縄
選出の国会議員である上原康助、喜

き

屋
ゃ

武
ん

真
しん

栄
えい

、瀬長亀次郎らもこの事件を
国会で取り上げ、日本政府の責任を追及した19。しかし、日本政府の答弁は、
調査を行った上で各省にその調査結果を移し、それぞれ担当する官庁にお
いてそれに対する解決策、処置の方法を明確にしたいというものであり20、
実際に調査が行われたものの、8月になっても明確な方針は示されなかっ
た21。
　このような中、韓国の『東亞日報』が8月17日に久米島事件に関連する

18 呉世宗、前掲書、2019年、189～191頁。「「残酷な旧日本軍」告発へ動く」『朝日新聞』
1972年3月30日、23面。

19 呉世宗、前掲書、2019年、191～192頁。国会会議録検索システム（https://kokkai.ndl.go.jp/） 
より「第68回国会　衆議院 決算委員会　第3号」昭和47年4月4日付、「第68回国会　参議
院 予算委員会第5号」昭和47年4月5日付、「第68回国会　衆議院 内閣委員会第9号」昭和47
年4月12日付などを閲覧。

20 「第68回国会　衆議院　沖縄及び北方問題に関する特別委員会第8号」昭和47年4月14日付。
21 「第69回国会　衆議院　沖縄及び北方問題に関する特別委員会第3号」昭和47年8月8日付。
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記事を掲載したことを契機として、具仲会の甥である具
ク

滋
ジャ

植
シク

が釡
プ

山
サン

にある
支社を訪ね、その後釡山の総領事館を訪問し加害者の処罰及び遺骨の返還
を求めたことから、外務省はこの問題を再度検討する必要に迫られること
となった22。外務省が法務省刑事局に照会した結果、加害者である鹿山曹
長の訴追及び処罰は、既に時効が完成しているために法的にはできないと
された。一方、遺骨の引取りについては、厚生省援護局に照会した結果、
秋に沖縄に遺骨調査団を派遣する予定があるため、その際に調査に当たる
という返答がなされた。全般についての「応答振り」は、「本件が戦時中、
しかも米軍の沖縄上陸後といういわば一種の極限状態のもとで一人の兵曹
長によって行われたという事情があるのはともかくとして、政府としては
この種事件が現実に存在したことについては心から痛ましく思っておる次
第であり、不幸にして亡くなられた方の御遺族の心中を察するとき、衷心
よりお悔みとお詫びの言葉を申し述べたい」とされた23。釡山総領事が9

月28日に遺族代表である鄭
チョン

甲
ガプ

出
チュル

を招致し、上記の内容を伝えたところ、
鄭は遺骨の引取りに関し、出来る限り好意的に取り計らうことと、弔慰金
ないし見舞金等何等かの形で日本政府の気持ちを示すことを要望した24。
その後の展開については第3節で扱うこととするが、沖縄が日本に復帰し
たのは、このように、沖縄戦中の日本軍の残虐行為の行為が明るみに出、
その責任が問われるようになった時期でもあったのである。

22 「遺族인 친조카 나타나」『東亞日報』1972年8月18日、7面；在釡山田村総領事→大平正芳
外務大臣、電報第696号「沖縄虐殺事件韓国人被害者遺族の陳情について」（1972年8月30 
日）『旧軍関連案件（久米島における旧日本軍による韓国人虐殺事件）』（外務省外交史料館、
分類番号：2010-4108）（以下、『旧軍関連案件』と略記）。

23 大平正芳外務大臣→在釡山田村総領事、電報第351号「沖縄虐殺事件韓国人被害者遺族の
陳情」（1972年9月13日）、前掲『旧軍関連案件』。

24 在釡山田村総領事→大平正芳外務大臣、電報第804号「沖縄虐殺事件韓国人被害者遺族の
陳情」（1972年10月2日）、前掲『旧軍関連案件』。
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2．慰霊塔建立への機運

（1）第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺調査団の訪沖と韓国領事館設置
　それでは、前節で確認したような南北の対立構造は、日本返還後の沖縄
に対する両国政府のアプローチにどのような影響を与えていたのだろうか。
そして、沖縄返還前後から沖縄戦中の朝鮮人に関する注目が沖縄で集まり
始めたことは、どのように「韓国人慰霊塔」建立に結びついていったのだ
ろうか。本節では、沖縄返還後、韓国政府によって韓国人慰霊塔の建立が
決定されるまでの経緯について検討する。
　沖縄が日本に返還されるにあたり、韓国政府及び沖縄民団にとって大き
な懸念材料となっていたのは、これまで USCARによる厳格な出入域管理
政策によって渡航を妨げられていた、朝鮮総聯の沖縄訪問が可能になるこ
とであった。沖縄民団は、1972年4月23日の第二回定期大会において、「〔前
略〕来る5月15日に予定された沖縄の日本復帰とともに我々全団員は朝総
連〔朝鮮総聯〕の挑戦を受けるという新たな状況に置かれることになるで 

しょう。しかし、我々全団員は鉄石のように団結し、勝共国是を奉じ、彼
らと戦い勝つ覚悟です」という文章を含む朴正煕大統領に対するメッセー
ジを採択し、可能な限り早い領事館あるいは領事出張処の設置を訴えた25。
また、駐日韓国大使館職員も、1971年7月頃から数度にわたって沖縄に出
張し、沖縄民団の実態の把握、同組織の強化問題などを協議し、外務部に
領事館の設置を建議していた。設置の必要性としては、「安保問題と関連
した現地状況の迅速な報告、輸出市場の開拓、旅券、査証など領事事務の
迅速な処理」に加え、「民団組織活動強化と総聯系浸透工作の阻止」が挙

25 「朴大統領閣下에게 보내는 멧쎄지」（1972年4月23日）『재외공관 설치 -나하（오끼나와，
일본）영사관』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：5820、分類番号：722.31）（以下、 
『재외공관 설치』と略記）。
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げられていた。その理由は、「沖縄には左翼勢力の組織が強く、現地人た
ちは大部分韓国と北朝鮮に対する正確な認識を持つことができていない実
情であるため、朝鮮総聯及び北朝鮮の浸透を容易にする素地があるために、
住民たちに正しい韓国観を認識させ、朝鮮総聯と北朝鮮の浸透工作を阻止
しなければならない」とされていた26。ただし、領事館設置のためには日
本政府の許可が必要であったが、日本側は沖縄に在留している韓国人数が
少ないことを理由に、近距離にある福岡総領事館が沖縄を管轄することを
提案し、1972年7月の段階ではまだ許可は出していなかった27。
　1972年8月15日から9月4日にかけて、日本弁護士連盟人権擁護委員会の
弁護士である尾崎陞

すすむ

を団長とした、「第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐
殺真相調査団」（以下、真相調査団）が沖縄を訪問すると、韓国側の危機感は
強まった。ここに尾崎を含む日本人4名に加え、朝鮮総聯からも4名が参加
したためである28。真相調査団の活動は、その後に続く朝鮮人強制連行に
関する全国的な調査につながることになる。沖縄から調査を開始した背景
には、沖縄の返還が実現し、在日朝鮮人が戦後初めて沖縄に渡航できるよ
うになり、朝鮮人と日本人の合同調査が可能になったということがあっ 

た29。真相調査団は、沖縄戦中の朝鮮人に対する虐待、虐殺の実態と真相
を調査することにより、「ふたたびくり返されようとしている日本軍国主
義の再侵略の意図をくじき、在日朝鮮人の基本的人権を擁護すると共に、
日朝両国人民をはじめとするアジア諸国民の友好関係の一層の増進をはか
ること」を目的としており、沖縄側も屋良沖縄県知事をはじめ那覇市長、

26 「오끼나와 상주공관 설치에 관한 건의」（1972年5月19日）、前掲『재외공관 설치』。
27 「출장보고서」（1972年6月3日）、前掲『재외공관 설치』；外務部長官→駐日大使「文書名
なし」（1972年7月20日）、同前文書綴。

28 신주백、前掲論文、2007年、142～145頁。
29 山田昭次・柳光守（対談）「強制連行の実態を明らかにした朝・日合同の現地調査」『月刊
イオ』196号、2012年10月、25頁。



5 沖縄の韓国人慰霊塔建立と冷戦体制 223

労働組合、各民主団体が協力し、県内でも高い関心を集めた30。同年10月に、
真相調査団による『第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団報告
書』が発表され、朝鮮人に対する差別、迫害があったことが具体的に明ら
かにされるとともに、数字を確定できる総合的な史料はないが、沖縄現地
の研究者の間では強制連行されてきた朝鮮人数を数万人と推定しているこ
となどが公表された31。
　また、調査が終了した直後の9月6日には、朝鮮総聯沖縄県本部が発足し、
屋良知事、平

たい

良
ら

良
りょうしょう

松 那覇市長、革新系の人民党、社会党などが祝電を送っ
た32。初代委員長になった李

リ

相
サン

胤
ユン

は、「沖縄県民との連帯の輪を広げ、同
胞の諸権利を守り、米帝、日帝のたくらむ基地化と闘い、平和国家の建立
路線を千

チョン

里
リ

駒
マ
〔原文ママ〕のスピードで走りたい」と沖縄県民と連帯する

談話を発表した33。翌日には那覇市民会館で在日朝鮮中央芸術団の公演、8

日には「朝鮮民主主義人民共和国創建24周年記念パーティー」が開催され、
屋良知事をはじめ沖縄の自民党代表を含めた各政党、革新団体が参加する
など、沖縄県民との交流を深めるイベントが持たれた。翌年9月には、「朝
鮮の歴史は、日本近代史の中で沖縄が位置づけられてきた歴史的経過と、
共通するものが」あり、「米軍事占領下に苦しんできた経験も共有してい 

る」という認識のもと、朝鮮との交流を意識的に進めるために沖縄県日朝
協会が結成され、平良那覇市長が会長に就任した34。
　朝鮮総聯が沖縄の革新系の人々と連帯を強めつつあることは、もちろん

30 第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団編『第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐
殺真相調査団報告書』第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団、1972年10月、1
～2頁。

31 第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団、同上書、58頁。
32 「朝鮮総聯沖繩県本部を結成」『朝鮮時報』1972年9月23日、4面。
33 「朝鮮総聯沖縄県本部初代委員長になった李相胤」『沖縄タイムス』1972年9月10日、5面。
34 福木詮「沖縄から韓国を見る」『法学セミナー』232号、1974年12月、98～100頁。
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韓国政府にとって望ましいことではなかった。韓国側の積極的な交渉の結
果、外務省は、11月14日に韓国側に領事館設置に同意することに決定した
と伝えた35。その後、正式な手続きを経て、1973年3月15日に、那覇に韓
国総領事館が設立されることとなった。

（2）富村順一による「痛恨之碑」建立
　韓国、北朝鮮の双方が沖縄に対する関心を強める中、個人の立場から、
沖縄戦中に犠牲となった朝鮮人を追悼するために碑を立てようとする動き
が現われた。その主体となったのは、後述する「東京タワー占拠事件」に
より名を知られるようになった、富村順一であった。富村は、1930年に沖
縄県本

もと

部
ぶ

町
ちょう

に生まれ、小学生の時に天皇の肖像画に最敬礼をしなかった
ことにより退学処分となり、その後は鍛冶屋や農家の手伝いなどをしつつ
暮らすこととなった。彼が沖縄や日本に存在する朝鮮人差別に関心を向け
るようになったのは、久米島朝鮮人虐殺事件の犠牲者となった具仲会と幼
少期に一時的に交流を持ったほか、伊江島で働いている際に、当時基地建
設などを請け負っていた国場組の関係者が、基地建設のために働かせてい
た朝鮮人軍属を虐待している様子を目撃したことがあったとされている。
さらに、終戦後にも、沖縄の売春街などで朝鮮人の身分を隠して生きてい
る朝鮮人から話を聞くなどして、日本及び沖縄に存在する朝鮮人差別に対
して問題意識を持つようになった36。その後、富村は1955年に本土に渡航し、
転々と仕事を変える中で「沖縄の現実と、戦前・戦時・戦後の日本政府が
われわれ沖縄人民にとった真実」を話したが、訴えに対する反応がなかっ
ただけでなく、職場の人々との関係が悪くなり、窃盗や公務執行妨害など

35 駐日大使→外務部長官「文書名なし」（1972年11月15日）、前掲『재외공관 설치』。
36 富村順一『死後も差別される朝鮮人―沖縄で虐殺された朝鮮人の慰霊塔を建立するため
に』私家版、1973年9月。
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によってたびたび刑務所に入所した37。1969年3月に最後の刑事事件の刑
を終えて出所した後は、富士製鉄の下請労働者として働き、貯めた蓄えに
よって購入したテープレコーダーに沖縄差別に対する自身の考えを吹き込
んで皇居前広場などで再生したり、「沖縄の売春婦に幸福な生活を！」と
記したゼッケンをつけて盛り場に出るなどして沖縄の問題を訴えようとし
たが、いずれもうまくいかなかった。このような過程を経て、富村は1970

年7月に東京タワーを占拠し、沖縄に対する日米の植民地主義及び朝鮮人
差別を告発するという事件（東京タワー事件）を起こすことになる38。
　富村はこの事件により再び入所したが、富村の行動は本土在住の沖縄出
身者などに衝撃を与え、公判にあたっては支援グループが結成された。富
村自身は、事件を起こすまでは読み書きができなかったが、獄中で意思疎
通の手段として文字を覚え、その中で書かれた手紙・手記は『わんがうま
りあ沖縄』という書籍として出版された39。富村はその後、1973年3月に
刑務所を出所し、文集の出版などにより募金活動を行い、久米島事件の犠
牲者の慰霊塔建立に向けての作業を開始することになる40。9月に発行さ
れたパンフレット『死後も差別される朝鮮人―沖縄で虐殺された朝鮮人
の慰霊塔を建立するために』には、上で述べたような自身の経てきた経験
とともに、慰霊塔を建立しようとした経緯が綴られており、「非人道的差
別と目を覆う虐待を受け酷使され、遂には沖縄で虐殺された朝鮮人の「慰
霊塔」を、その殉難の地沖縄に建立することは、永年の私のいのちの悲願
であり、東京タワー決起も、その悲願のしからしめた業でありました」、
と事件と慰霊塔建立の関連が述べられ、「この世から不当きわまりない差

37 井出孫六「行為の語る思想―富村順一の獄中手記によせて」『思想の科学 第6次』8号、
1972年9月、29頁。

38 井出孫六、同上論文、31～32頁。
39 井出孫六、同上論文、29頁。
40 上江洲盛元編著『太平洋戦争と久米島』私家版、2005年、57頁。
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別をなくし、二度とこのような悲劇をくりかえさない」という決意が記さ
れていた41。
　1974年1月には「痛恨之碑」建設実行委員会が結成され、富村は同年4月
に徳島に住む鹿山元曹長を訪問している。続いて6月には沖縄敗戦記念集
会を主催し、痛恨碑建設を訴えるとともに、『哀号！あきよう！天皇！！』
という新たなパンフレットを刊行した。このパンフレットに寄せて書かれ
た「悲しむべき民族」という文章の中には、「私の目的は痛恨碑をたて、
ただ犠牲となった沖縄人・朝鮮人の霊をなぐさめるのが目的ではない。な
ぜあのような犠牲者のでるような原因をつくったのか、その原因を追究し
たいのが最終目的であります42」とあり、富村がさらに考えを進めた様子
がうかがえる。ここで富村は、虐殺を指示した鹿山や手を下した兵士だけ
を問題にするのではなく、久米島事件が長きにわたり放置されてきた原因
が、アジアの人民を殺害しても当然とした皇民化教育、そしてそのような
教育を生み出した国家・天皇にあるとし、戦争の責任を根本から問おうと
していた43。
　1974年8月に久米島に「痛恨之碑」を建立した後、富村は「痛恨之碑実行
委員会」の数人のメンバーとともに、日本政府に対し遺族への謝罪と国家
賠償要求する行政訴訟を起こすことも計画した44。久米島訴訟を支える会
事務所が発行した『久米島の虐殺』に記された「久米島訴訟の運動経過45」
によれば、1976年6月23日に「久米島訴訟を支える会」が発足しており、

41 富村順一「〈慰霊塔〉建設カンパのお願い」、前掲『死後も差別される朝鮮人』。
42 富村順一「悲しむべき民族」沖縄在朝鮮人久米島々民虐殺痛恨碑建設実行委員会編『哀 
号！あきよう！天皇！！』沖縄在朝鮮人久米島々民虐殺痛恨碑建設実行委員会、1974年、
20頁。

43 富村順一、同上文、1974年、20～22頁。
44 桑田博「沖縄の虐殺に国家賠償を」『現代の眼』16巻7号、1975年7月、211～212頁。
45 久米島訴訟を支える会事務所編『久米島の虐殺』久米島訴訟を支える会、1979年、56～58
頁。
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その後も活動が続けられたようであるが、活動の詳細は、現在手元にある
資料からは把握することができない。
　以上のように、富村の慰霊碑建立運動及びその後の訴訟運動は、富村の
個人的な経験及び思いから実施されたものであったと考えられる。しかし、
富村の募金活動が真相調査団の来沖時期のすぐ後に開始されたことから、
韓国政府に思わぬ誤解を与えることとなった。すなわち、韓国政府は富村
の活動を朝鮮総聯の活動と直結したものと捉えたのである。次は、同時期
の韓国政府の反応について詳しくみていくこととする。

（3）韓国政府による慰霊塔建立計画の検討
　富村が募金活動を開始してから1年後の1974年3月、韓国外務部は、北朝
鮮が第二次世界大戦中に徴兵あるいは徴用された朝鮮人の虐殺事件につい
て探知し、慰霊塔を建立しようとしているという情報を入手した。外務部
長官は、駐日大使館に情報確認のための沖縄現地調査を指示するとともに、
情報が事実である場合は、現地住民の意見と関連した諸般事情を考慮し、
対策を建議することも依頼した46。これを受けて、駐日大使館の梁
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の戦没者慰霊碑や朝鮮人一家が虐殺された久米島を
訪問したのに加え、沖縄県史編纂室で資料の調査などを行った47。梁龜燮 

は、沖縄県史編纂室の専門家から、第二次世界大戦中に沖縄にいた韓国人
数は1万人から2万人であること、第二次世界大戦中に犠牲になった韓国人
に関する総合的な調査資料は朝鮮総聯などが発行した報告書のみであるが、

46 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年3月11日）『오끼나와 한국인 위령탑 건립．
전3권 V.1 1974년』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：8016、分類番号：722.6）（以下、 
『V.1 1974년』と略記）。

47 駐日大使→外務部長官「文書名なし」（1974年3月16日）、前掲『V.1 1974년』。
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それは多少の誇張や政治宣伝があるものの信憑性が高いものであるという
ことなどを確認した。また、北朝鮮による慰霊塔建立計画については、「朝
鮮総聯が日本人 “富村” に慰霊塔建立基金募金をさせていることは事実だが、
その具体的な計画と同計画の進度に関しては調査中である」とした。ここ
で別添として富村の活動に関する参考として添付された資料名は「慰霊塔
建立のための募金のための冊子」とされており、実物が添付されていない
ため、梁龜燮がどのようにそれを朝鮮総聯と関連づけたのかは判断するこ
とができないが、これは韓国側が富村の慰霊塔建立運動を朝鮮総聯と関連
づけて認識する根拠となったと考えられる。そして、梁龜燮は「専門研究
者の意見によれば少なくとも1万人前後が犠牲になったと考えられる」と 

し、朝鮮総聯が慰霊塔を建立する前に韓国側が慰霊碑を建てることを建議
した48。ここで報告された「1万人前後」が、後に碑文に刻まれる「1萬余名」
の根拠となったと考えられる。
　この報告を受け、韓国外務部は3月22日に「沖縄での韓国慰霊塔建立の
主な目的は、亡魂を慰労し、北朝鮮に機先を制して韓国が同地域に慰霊塔
を建立することで北朝鮮の沖縄浸透の余地と口実をなくそうとすることに
ある」として、駐日大使館に慰霊塔の建立地域や個数、規模、所用経費な
どについて、至急報告することを求めた49。次いで、3月26日にも、「意図
的な口実で沖縄に浸透を目論んでいる北朝鮮の策動を完全に封鎖する」こ
とを主目的として、韓国がまず慰霊塔を建立するために、駐日大使館に敷
地の選定、経費の試算などを指示した50。その後、駐日大使館の指示を受

48 駐日大使→外務部長官「오끼나와에서의 한국인 희생자등에 관한 조사보고」（1974年3月19
日）、前掲『V.1 1974년』。

49 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年3月22日）、前掲『V.1 1974년』。なお、「亡
魂を慰労し」及び「口実」「至急」は後から挿入されており、北朝鮮よりも早く慰霊碑を
建立することが最重要視されていたことがうかがえる。

50 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年3月26日）、前掲『V.1 1974년』。
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けた沖縄総領事館によって迅速に現地調査などが進められ、3月28日には
以下のような事項が外務部に伝えられた。

1．慰霊塔建立地域：摩文仁地域に全犠牲者を慰霊する塔1個を建立す
るのが良いと考えられる。
2．塔の規模：各県が建立した慰霊塔と同じくらいの規模の慰霊塔建
立を要する。このためには敷地500ないし600坪（坪あたり約1万5千円）

を要し、塔建立のための施行費と材料費は最小限800万円を要する〔中
略〕。また同地域は国定公園であるため、土地所有者から土地を買収
した後日本中央政府、沖縄県知事、戦死者遺族会、慰霊塔奉安会の許
可を得なければならない51。

　これを受けて、外務部では慰霊塔について検討がなされ、対策として①
朝鮮総聯の慰霊塔建立阻止のため、日本政府が建立許可をしないよう交渉
すること、②韓国の慰霊塔建立については、一次的に民団が建立するよう
にし、民団からの経費負担が困難であれば、外務部から経費を支出するこ
とが決められた52。外務部は、上記の内容について駐日大使館に協力を求
めるとともに、沖縄地域で犠牲になった韓国人は、第二次世界大戦時の日
本政府による徴兵または徴用、あるいは終戦後の日本軍による虐殺によっ
て亡くなったということを理由に、敷地を無償で使用できるよう日本政府
と交渉することも求めた53。これに対し、駐日大使館は、沖縄県が維持し
ている摩文仁が丘に慰霊塔を建立する場合、県庁と土地使用問題などを交
渉しなければならないが、「革新系知事と革新勢力が強い県庁との交渉に

51 駐日大使→外務部長官「文書名なし」（1974年3月28日）、前掲『V.1 1974년』。
52 「오끼나와 韓国人犠牲者慰霊塔建立問題」（作成年月日不明）、前掲『V.1 1974년』。
53 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年4月2日）、前掲『V.1 1974년』。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係230

多くの難関と秘密漏洩が予想される」として、外務部の指示を求めた54。
外務部は、土地使用について許可を得る対象が何なのかを明確にするとと
もに、日本政府と地方自治団体の双方の許可を得なければならないとすれ
ば、「交渉上難点の多い県庁よりは政府当局との交渉に重点を置き、民団
による塔建立用の土地を無償で使用できるよう引き続き努力してほしい」
と指示した55。また、4月18日に、①慰霊碑建立のための経費については
大部分は政府が負担し、一部経費のみ民団が負担する方針下で速やかに塔
を建立すること、②日本政府に引き続き敷地の無償使用を積極的に交渉し、
無償使用が可能かどうか、買収せざるを得ない場合はそれが容易かどうか
を調査するよう指示し、これまでの経緯を大統領にも報告した56。以上み
てきたように、韓国政府は北朝鮮よりも先に慰霊塔を建立し、北朝鮮が沖
縄に浸透する余地と口実をなくすことを最大の目的として、韓国人慰霊塔
の建立事業に着手したのである。

（4）日韓舞踊団による慰霊塔建立計画
　ところが、4月14日に、思いがけない団体が、韓国人戦没者慰霊塔を建
立しようとしていることが明らかになった。地元紙の沖縄タイムスが、韓
国国立民俗舞踊団（以下、韓国民俗舞踊団）及び日本創作舞踊団が中心となっ
て韓国人戦没犠牲者慰霊塔建立委員会（仮称）を発足させる予定であり、
那覇市議会議長の協力を得て建立予定地の糸満市に協力を要請し、糸満市
も霊地の提供作業に取り掛かったと報道したのである。報道によれば、両
舞踊団は、慰霊塔の建立費は一般の寄付の他、両舞踊団が各地で公演キャ

54 駐日大使→外務部長官「文書名なし」（1974年4月4日）、前掲『V.1 1974년』。
55 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年4月8日）、前掲『V.1 1974년』。
56 外務部→大統領「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립 문제」（1974年4月18日）、前掲『V.1 

1974년』。



5 沖縄の韓国人慰霊塔建立と冷戦体制 231

ンペーンを行い、その純益金などをあてるとしていた57。これに対し、4

月18日に李相胤朝鮮総聯沖縄県本部委員長が、①過去日本の朝鮮侵略の過
誤は今も繰り返されている、②第二次大戦の犠牲者は朝鮮人であり、韓国
人ではない、③朝鮮人の慰霊碑があるのに58、新たに塔を建てるのは、犠
牲者を冒とくすることだ、④慰霊塔の建立は朴政権の支援につながり、北
朝鮮への敵視策になる、などの理由で反対声明を発表したことも報道され
た59。では、この慰霊塔建立計画は、どのように推進されてきたのだろうか。
　両舞踊団が塔建立を推進しようとした背景には、韓国民俗舞踊団を同年
2月に日本に招請した国際協力技術研修財団の高尾常彦事務局長が、旧日
本軍人として沖縄戦を体験していたということがあった。高尾は、沖縄に
連行された朝鮮人が病死、戦死したことを何度も目撃し、「仲間の一人と
してまた戦友の一人として」沖縄の現地に慰霊塔を建立しようと決意して
いた60。高尾は、1973年に日本創作舞踊団の一員として韓国を訪問した際、
韓国民俗舞踊団の趙
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元団長と朝鮮人犠牲者について話し合うとともに “魂
魄” と題した舞踊を振り付け上演しており、「韓日が友情を結ぶには日本
人としてしなければならないことがある」と考えていた61。韓国民俗舞踊
団が2月13日から公演のために来日した際、高尾は趙澤元の斡旋により、
翌日韓国民団中央本部の金
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団長と会い、沖縄戦で戦死した韓国人の

57 「韓国人戦没者慰霊の塔　摩文仁に建立」『沖縄タイムス』1974年4月14日（前掲『V.1 1974
년』に所収）。

58 既に復帰前に朝鮮人犠牲者をまつった「白玉之塔」、「青丘之塔」などが建立されていたこ
とを指すと思われる。

59 「“韓国人戦没者慰霊塔” の建立を阻止」『沖縄タイムス』1974年4月18日；「「韓国人戦没者
慰霊塔」に反対」『琉球新報』1974年4月18日（どちらの記事も前掲『V.1 1974년』に所収）。
なお、両紙に掲載された委員長の声明の内容は少し異なっているが、声明の原文は確認で
きていない。

60 「沖縄に “韓国人慰霊塔をつくりたい”」『統一日報』1974年2月6日；「韓国人戦没者　沖繩
に慰霊塔」『韓国新聞』1974年2月16日。

61 「沖縄に “韓国人慰霊塔をつくりたい”」『統一日報』1974年2月6日。
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霊を慰める慰霊塔を建立する計画があり、韓国民俗舞踊団の日本での公演
収入金を慰霊塔建立基金として献金する予定であると明らかにした。これ
に対し、金正柱団長は、民団の全組織を動員、基金カンパを展開して慰霊
塔建立を積極的に支援することを約束したとされる62。その後、高尾は
1974年5月に東京で韓国人犠牲者の慰霊塔建立計画に関する第一回発起人
会を開催し、建立に向けての準備を始めた、6月には会長を元拓殖大学理
事長の西郷隆秀、副会長を藤木優、事務局長を高尾常彦とした無窮の塔建
立委員会が結成された63。
　韓国外務部はこの報道を受け、両舞踊団との協力も視野に入れ、真偽を
確かめるよう4月27日に駐日大使館に指示した64。このため、梁龜燮参事
官は呉
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民団中央本部事務総長とともに、再度5月8日から14日にかけ
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天沖縄総領事と慰霊塔建立に関する
事務協調を行った後、5月9日に糸満市を訪問した。一行は糸満市長から慰
霊塔建立に対する協力を取り付けた後、摩文仁地域を踏査し、同地域には
国有地がないため、所有者から買収しなければならないことなどを確認し 

た65。その後、東京に戻った梁龜燮は、土地の買収が至急であるとすると
ともに、土地の使用許可を得るためには、「朝鮮総聯や日本の革新系が妨
害するのを防ぐため、なるべく遺族代表や日本人篤志家を交渉の一線に立
たせることが良い」と外務部に建議を行った。その一環として、5月13日
に比

ひ

嘉
が

佑
ゆうちょく

直那覇市議会議長を訪問し、韓国の慰霊塔建立申請時の許可取
得への協調を頼み、「最善を尽くす」との確約を得たことも報告された。
梁龜燮によれば、比嘉自身もまた沖縄戦に参戦し重傷を負い、九死に一生

62 「韓国人戦没者　沖繩に慰霊塔」『韓国新聞』1974年2月16日。
63 尹英九編『鎮魂』韓國人慰靈塔奉安會、1978年、173頁。
64 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年4月27日）、前掲『V.1 1974년』。
65 駐日大使→外務部長官「文書名なし」（1974年5月10日）、前掲『V.1 1974년』；「梁龜燮参
事官沖縄出張報告」（作成年月日不明）、同前文書綴。
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を得た経験があるため、戦争中の犠牲の大きさを知っており、速やかな慰
霊塔の建立を奨励したとされる66。加えて、梁龜燮は朝鮮総聯はまだ県庁
などに慰霊塔建立許可申請をしていないが、「朝鮮総聯及び一部革新系日
本人が韓国側の機先を制するために形式的で小規模な慰霊塔を建てる可能
性もある」として、「久米島事件の被害者である具仲会の遺族を渡日させ、
現在那覇市に奉安されている具氏の遺骸を韓国に奉安し、久米島に小規模
な慰霊塔を速やかに建立させるように措置するのがよい」と建議した67。
この報告からは、遺族の気持ちをほとんど斟酌せず、南北の対抗関係の中
でのみ慰霊塔建立を計画していたことがうかがえる。
　この調査結果を受け、沖縄総領事館、駐日大使館、外務部の間で必要経
費などについてさらに詳細な検討が行われ、5月30日に慰霊塔の建立の方
針について以下のような建議が行われた。

駐日大使館と民団幹部で構成された慰霊塔建立委員会を日本東京に設
置し、塔建立のための一切の事務を管轄させ、定款作成と運営及び本
件推進の細部事項に関しても、政府監督下に同委員会に一任するが、
本件慰霊塔が民団によって自律的に建立されるという認識を対内・外
に与えるよう努力し、このような努力の一環として委員長を次のよう
に〔委員会創設時から工程の80％進行時までは駐日大使が委員長、工程の80％以

後完工時までは民団団長が委員長〕駐日大使と民団団長とを交代させる68。

　これは、実質的には駐日大使館が最初から最後まで実質的に委員会を運
営するが、対内外的には民団が自律的に建立している印象を与えるよう努

66 駐日大使館→外務部長官「위령탑 건립을 위한 조사」（1974年5月14日）、前掲『V.1 1974년』。
67 同上。
68 「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립 문재」（1974年5月30日）、前掲『V.1 1974년』。
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力するという方針であった。さらに、塔建立に使用する私有地の買収のた
めに、韓国政府が所要総額中の米貨10万ドルを政府予備費から補助し、残
りの所要経費全額を民団の募金運動を通して充当するということなども建
議された69。この方針は6月13日に朴正煕大統領によって裁可され、その
際に朴大統領自らが「建議のように政府で即刻支援措置をとること」と特
別に指示したことから70、外務部は1週間後に関係者を集め、実務者会議
を開催することとなった。
　会議では、使用資材、設計及び施行業者、碑文作成及びその翻訳、土地
購入経費などについて議論が行われ、その内容が「慰霊塔を最短期日内に
竣工させなければならない必要があるため、この点に特に留意してなるべ
く今年度内にでも完工させるよう最善を尽くしてほしい」という言葉とと
もに駐日大使館に伝達された71。さらに、外務部長官は6月26日に金
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駐日大使に向けた手紙で、沖縄の慰霊塔建立については「安保問題とも関
連し、当初から大統領閣下の特別な関心事であったため、青瓦台でその進
行が非常に気がかりに考えられている」として、あらゆる権限を与えられ
ている駐日大使が敷地買収から即刻着手し、「最小限年内に竣工できるよ
う最善の努力を傾注してもらいたい」と再び要請した72。これを受け、駐
日大使館は不動産業者を通して土地の価格を確認するなど、塔建立のため
の準備に乗り出した。大使館はその後、土地買収については、「沖縄県知
事が同地に慰霊塔新築を許可しない最悪の場合を考慮して」民団団長の名
義で仮契約することを提案した。また、慰霊塔新築許可を得る際は、「沖
縄が革新勢力が強い地域であり、朝鮮総聯の熾烈な妨害工作が予想される

69 同上。
70 外務部長官→駐日大使「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립」（1974年6月17日）、前掲『V.1 

1974년』。
71 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年6月24日）、前掲『V.1 1974년』。
72 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年6月26日）、前掲『V.1 1974년』。
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ため、民団団長及び最近結成された日本人篤志家の集まり（仮称無窮の塔建
立委員会）の会長である西郷隆秀の両人の名義とするのが許可取得に有利
である」とし、許可申請時には両者に政府の推進計画を周知し、慰霊塔建
立推進に協調させるようにする必要があると建議した73。
　以上のように、韓国政府の慰霊塔建立計画は、富村順一の個人的な動機
による慰霊塔建立運動を前年に行われた沖縄への朝鮮総聯の進出と結び付
け、北朝鮮の浸透を防ぐという目的のために推進された。そして、同時期
に計画された日韓の舞踊団による慰霊塔建立計画は、革新勢力の強い沖縄
県との交渉を有利にするために利用されることとなったのである。

3．慰霊塔建立の推進

（1）慰霊塔建立計画の具体化
　それでは、慰霊塔建立事業は実際にどのように推進されていったのだろ
うか。本節では、慰霊塔が実際に摩文仁に建立されるまでの経緯及び、第
一節で言及した久米島事件の被害者の遺骨返還が実施された経緯について
確認する。
　6月20日に開催された実務者会議において、碑文作成に関する業務は文
化広報部が担当し、碑文は詩人として有名な李殷相が担当することが予定
された74。文化広報部担当者は、碑文作成にあたり、再度外務部に対して
慰霊塔建立の具体的な趣旨及び目的、碑文に含まなければならない内容な
どについて問い合わせた75。その回答は、以下のようなものであった。

73 駐日大使→外務部長官「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립 문제」（1974年7月9日）、前
掲『V.1 1974년』。

74 外務部亜州局「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립 문제 관계원 부처 실무자 회의」（1974
年6月20日）、前掲『V.1 1974년』。

75 文化広報部長官→外務部長官「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립」（1974年7月10日）、
前掲『V.1 1974년』。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係236

　〔前略〕韓国政府において入手した情報によれば、北朝鮮は革新勢力
が強い沖縄に、第二次大戦中犠牲になった韓国人慰霊塔建立を推進中
であるが、政府においてはこれを阻止し沖縄に北朝鮮及び朝鮮総聯の
浸透を防止する一方、北朝鮮よりも先に慰霊塔を建立することで大韓
民国政府の正統性と唯一性を誇示することに慰霊塔建立の目的がある。
　この慰霊塔碑文は建立推進目的がこのようなものであることを勘案
し、碑文内容にはこれを明らかにする必要がなく、一般的に日帝に 

よって強制徴兵、徴用されていった同胞として、第二次大戦中に沖縄
で犠牲になった同胞の霊魂を慰労する内容が含まれればよいと考えら
れる76。

　ここでは、慰霊塔の建立目的に「韓国政府の正当性と唯一性を誇示する」
という新たな文章が加わっている。しかし、「碑文内容にはこれらを明ら
かにする必要がない」と書かれていることから、これはあくまで政府の内
部で共有すべき目的であったこともうかがえる。ただし、碑文作成のため
の経費が得られなかったため、碑文作成は10月以降に延期されることになっ
た。
　また、この間、韓国側が慰霊塔建立を予定していた土地が、7月20日に
一度売買契約をしたにもかかわらず、1975年に実施予定の海洋博覧会に使
用されるために使用できなくなったことが判明した。ただし、早く建立す
ることが重要視されていたことから、10月11日に開催された実務者会議で
は、建立予定地は駐日大使館が沖縄県庁と事前折衝し、建立許可を得られ
る土地を選定し、仮契約したことが報告され、慰霊塔関連経費10万ドルは
10月14日に駐日大使館に送金され、碑文作成経費がそこから支出されるこ

76 「위령탑 건립」（1974年7月29日）、前掲『V.1 1974년』。
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とも確認された77。経費は同日駐日大使館に送金され、李殷相は碑文の作
成を開始した78。その他、慰霊塔の公式名称は文化広報部との協議により 

「韓国人慰霊塔」と決定され、10月30日には沖縄県庁からも慰霊塔建立許
可を取得できたため、外務部は慰霊塔の即時建立が可能になったと判断し、
これを朴正煕大統領に報告した79。
　準備が整った後で問題となったのは、建立許可の取得のために協力して
きた両舞踊団の日本人の役割であった。8月に開催された無窮の塔建立委
員会の理事会では、塔の建立予算並びに建立募金目標、募金方法などが協
議された。その後、韓国政府の要請により、10月には高尾が沖縄に出張し、
関係者に慰霊塔建立の趣旨を説明し、敷地の確保に協力を要請した80。こ
れによって、建立許可は民団団長の尹
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及び無窮の塔建立委員会会長の
西郷隆秀の名で取得されることになったが、韓国側は秘密維持を目的とし
て、日本側に韓国側の計画については具体的に伝えていなかった81。外務
部はここに至り、慰霊塔建立は日帝によって犠牲になった韓国人を慰霊す
るためのものであるということを理由に、「どこまでも韓国国民によって
推進されなければならない」という原則を持ち出し、日本人の関与を必要
最小限にしなければならないとして、駐日大使館に西郷や発案者の高尾の
これまでの協力内容と必要性を具体的に報告することを指示した82。
　これに対し、塔建立委員会の構成を練っていた駐日大使館は、両者に対
しては秘密維持のために具体的な韓国政府の慰霊塔建立計画は知らせてい

77 外務部亜州局「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립 문제 관계원 부처 실무자 회의」（1974
年10月11日）、前掲『V.1 1974년』。

78 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年10月14日）、前掲『V.1 1974년』。
79 外務部→大統領「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립문제」（1974年11月6日）、前掲『V.1 

1974년』。
80 尹英九編、前掲書、1978年、173頁。
81 前掲「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립문제」。
82 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年11月19日）、前掲『V.1 1974년』。
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ないが、建立許可取得において積極的に協調してきたとして、「今後建立
工事を雑音なく進捗させるために彼らの継続的な協調が必要であるため、
今新たに発足した『慰霊塔建立委員会』にも参与させる必要があると考え
られる」と報告した83。また、同じ電文においては、11月28日に委員会の
創立総会が開催される予定であるが、建立委員会は、民団現役幹部を中心
として構成し、西郷を顧問、高尾を副会長（3名中の1名）に選任することで、
極めて形式的に事業に参加させるのみにし、どこまでも韓国側の主導下で
推進することが伝えられ、委員会の会則及び構成名簿も添付されていた。
　しかし、これを確認した外務部は、「慰霊塔建立の趣旨は、太平洋戦争
中 “徴兵”、“徴用” などの名目で強制連行され、日帝のために無念にも犠牲
になった全ての韓国人の冤魂の冥福を祈ろうとするものだ」として、委員
会設立の趣旨文などにあった「戦没」、「日本人（戦友）」という単語は削除
するよう指示した。また、「慰霊塔は韓国人の手によって建立されるのが
当然であり、会長級に日本人が含まれることは望ましくない」として、高
尾は顧問などにすることが望ましいと示唆した84。これを受けて、無窮の
塔建立委員会は発展解消し、西郷、高尾の両人は顧問とする形で、11月28

日に委員会が発足することとなった。この段階で、韓国側が建立費、日本
側が建立のための官庁との諸手続き及び建立用地の確保と全ての交渉を担
当することが内定し、慰霊塔の正式名称は「韓国人慰霊塔」とされること
が決定された85。このように、発案者が高尾であったにもかかわらず、韓
国政府が関与することにより、日本人関係者が従属的な位置に置かれると
いう側面も出てくることになった。
　また、この間に李殷相が碑文を送付したために、文化広報部が主催する

83 駐日大使→外務部長官「한국인 위령탑 건립 위원회 창립총회 개최」（1974年11月21日）、
前掲『V.1 1974년』。

84 外務部長官→駐日大使「文書名なし」（1974年11月26日）、前掲『V.1 1974년』。
85 尹英九編、前掲書、1978年、174頁。
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86 外務部長官→駐日大使「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 건립 문제」（1975年1月7日）、前
掲『오끼나와 한국인 위령탑 건립．전3권 V.2 1975년』（韓国・外交部外交史料館、登録番号：
8017、分類番号：722.6）（以下、『V.2 1975년』と略記）。修正された碑文は、この電文に
添付されている。

87 前掲「오끼나와에서의 한국인 희생자등에 관한 조사보고」。ただし、真相調査団による報
告書では、慶良間諸島などで朝鮮人軍属に対する虐殺（処刑）があったことは明らかになっ
ていた。

図4　石板に刻まれた李殷相の 
「英霊たちに捧げる歌」
（2019年6月23日、筆者撮影）

（備考）10行目と11行目の間にあっ
た部分が削除された。

「ここに徴兵、徴用された人々が1万余
名　無数の苦衷を経ただけでなく、惨忍

4 4

無道な日本人たちの手によってみな集団
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

虐殺されてしまった
4 4 4 4 4 4 4 4 4

」という文の傍点部
分（韓国語原文は장인 무도한 일본인들의 손에 

위하여 모두 다 집단 학살을 당하고 말았었다） 

が、「あるいは戦死もし、あるいは虐殺
され、惜しくも犠牲の祭物になってし 

まった（혹은 전사도 하고 혹은 학살도 당하여 

아깝게도 희생의 제물이 되고 말았다）」と修正
された。虐殺事件の有無については、梁
龜燮参事官も沖縄現地を訪問した際に調
査しているが、久米島の虐殺事件以外に
虐殺事件は見つかっていないとしている
ことから87、沖縄に連行された朝鮮半島
出身者が「みな集団虐殺された」という
のは事実とは異なると判断したものと考
えられる。詩については、原文にあった

諮問委員会が12月26日に開催された。李殷相が送付したのは、詩の形式を
とった「英霊たちに捧げる歌」（図4）と、本稿の初めに引用した説明文の
2種類であったが、そのどちらにも修正が加えられた86。説明文については、
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「祖国のために十字架を背負い、屈服を嫌い死を甘受し（조국 때문에 십자가 

등에 지고 굴복이 싫어 죽음을 달게 받으며）」及び「狂った犬のように暴れた悪
夢の歴史　正義の溶鉱炉の中で灰となり（미친 개처럼 날뛰던 악몽의 역사 정의

의 용광로 속에 재가 되고）」という部分が削除され、最初に削除された部分に
続いていた「마지막 외마디（最後の一声）」が「祖国に向かって（조국을 향하

여）」に変更された。この部分が削除・変更された理由が分かる史料は現
在のところ見つかっていないが、実際の塔に刻まれた詩も、削除・変更後
のものとなっている（図4）。
　その後、在日朝鮮人の設計士の鄭

チョン

寿
ス

相
サン

が設計図を作成し、1975年4月9

日には慰霊塔の起工式が開催された。ここには在日韓国大使館、那覇市議
会、民団中央本部などから約80人が参加し、民族舞踊団も公演を行った。
これに対し、朝鮮総聯は日朝国交正常化沖縄県民会議の名前で、韓国人慰
霊塔建立に反対する声明を発表した88。また、評論家の藤島宇

う

内
だい

は、雑誌 

『現代の眼』に「「韓国」と沖縄を結ぶ心理作戦」という論考を寄せ、「か
つての朝鮮に対する旧日本帝国主義の植民地支配の犠牲者を、今日の新し
い日本帝国主義の「韓国」に対する再侵略と関係をつけずに、過ぎ去った
昔の話として慰霊することは、朴政権の心理作戦の一つであり、日本政府
や大企業や軍国主義勢力もそれに協力している」と批判した。「新しい日
本帝国主義の再侵略」は、日本企業の韓国への進出を指しており、過去を
「慰霊」、「反省」するという「良心」の煙幕で新たな植民地主義をごまか
すことで、「過去の侵略の代償という口実によって朴政権はより多くの「援
助」を日本政府から出させることができるし、それによって日本の企業は
対「韓」経済侵略をよりいっそう行うことができ、日本の「韓国ロビー」

のふところも大いにうるおう」という見方に基づくものであった89。藤島は、

88 駐日大使→外務部長官「文書名なし」（1975年4月9日）、前掲『V.2 1975년』。
89 藤島宇内「「韓国」と沖縄を結ぶ心理作戦」『現代の眼』16巻6号、1975年6月、143頁。
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真相調査団の一人として朝鮮人強制連行虐殺調査に加わっていたが、「韓
国人慰霊塔」建立については、非常に批判的であったのである。しかし、
工事は順調に進み、8月半ばには完工するに至った。

（2）慰霊塔除幕式の開催
　それでは、この慰霊塔の除幕式はどのような場となったのだろうか。除
幕式の開催日は、当初は同時期に沖縄で開催されていた海洋博覧会で設定
された「韓国週間」の時期に合わせ、10月3日とすることが予定されてい
た90。しかし、朝鮮総聯や左翼系の過激分子が塔を破損しようとする動き
があり、そのための警備は韓国側で担当する必要があること、また8月中
は海洋博覧会のために航空券の予約が不可能であり、9月後半は他の行事
のために参加者が少なくなるということから、期日は9月2日（後に3日）に
変更された91。さらに、外務部は「慰霊塔は民族の精神を反芻する（되새기
는）永遠の記念碑であるだけでなく、閣下（朴正煕）の特別な関心と配慮に
よって建立されたものである」ということから、慰霊塔建立の意義と性格
に照らし、政府要人として高

コ

在
ジェ

泌
ピル

保健社会部長官が参加することを提案し、
8月28日に大統領の裁可を受けた92。
　このような経緯を経て9月3日には慰霊塔除幕式が開催され、在沖韓国人、
戦友、県代表、関係者など約120人が参加した。ただし、朝鮮総聯が事前
に声明を発表したため、朝鮮総聯や革新系の人々の妨害を恐れ、300人以
上からなる厳重な警備態勢が敷かれた。声明の内容は、「沖縄県民が二度
と再び戦争を引き起こさないという強い決意と願いをこめて」造った戦跡
公園に、「好戦家であり、人民弾圧の元凶で〔ある〕朴正煕一味が、‘韓国’

90 「沖繩의 韓国人위령탑」『中央日報』1975年8月7日（前掲『V.2 1975년』に所収）。
91 駐日大使→外務部長官「文書名なし」（1975年8月9日）、前掲『V.2 1975년』。
92 「오끼나와 한국인 희생자 위령탑 제막에 즈음한 아국 정부대표 파견」（1975年8月26日）、前
掲『V.2 1975년』。
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人慰霊塔を建立したことは大変な問題」だとしたものであり、具体的な問
題点としては、①朴政権が強制連行された人々は「韓国」人ではなかった
のに、それを「朴ファッショ政権が政治の道具として利用しようとして」
おり、それでは彼らの霊は慰められず、真の慰霊は朝鮮が自主的平和統一
を達成した後に行われるべきこと、②朴政権が軍事的な意図から沖縄に対
する接触度を密にしており、慰霊塔を日本政府援助引き出しの道具として
利用しようとしていることなどが挙げられていた93。これは、先に見た藤
島の指摘とも共通する見方であった。
　一方、除幕式においては、民団本部民生局長による開会辞が述べられた
後、国民儀礼、慰霊読経、関係者による除幕に続き、関係各者がそれぞれ
記念辞を述べた。冒頭に挨拶した尹達鏞民団団長は、高尾、西郷らの慰霊
塔建立への支援について、「真の韓日親善が実を結んだ」と高く評価しつつ、
「韓国の安保は日本の安全に直結する重要な課題である。韓国安保に関連
の深い沖縄に韓国人慰霊塔が建立された意義もそこにある」と述べた94。
安保と沖縄の関係については、外務部が当初から言及していたことであっ
たが、民団にも同様の意識が共有されていたことは興味深い。一方、政府
代表として参加した社会保健部の高在泌長官は、「この慰霊塔の建立を契
機にこの地上で再び戦争の悲劇を起こさぬことを改めて確認し、韓日両国
間の協力関係をより強固なものにすることが犠牲者に報いる道であり、こ
こに慰霊塔建立の意義がある」と述べ、安保との関係は口にしなかった95。
　このような中、最後に沖縄戦生存者代表として挨拶した高尾常彦の追悼
辞は、戦場での朝鮮半島出身者との出会いについての回想も交えた、亡く
なった「戦友」への思いにあふれたものであった96。後に韓国人慰霊塔建

93 「“政治の道具に利用”」『琉球新報』1975年9月3日、2面。
94 「「韓国人慰霊塔」を除幕」『韓国新聞』1975年9月6日、1面。
95 「沖縄　韓国人慰霊塔が除幕」『統一日報』1975年9月5日、3面。
96 尹英九編、前掲書、1978年、193～196頁。
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立を記念して出版された『鎮魂』の建立趣旨の部分にも、以下のような文
章が含まれている。

　〔前略〕私共戦火の中から苦難を共にしてやっと生き延びた同志達は、
亡き韓国出身犠牲者の霊に思いをはせ慰霊塔を建立し、その霊をお慰
めしたいと考えました。
　これは日本人が過去の悲惨な戦争を再び繰り返えさないとの決意と、
戦争がやゝもすれば過ぎた日の悲劇として忘却されようとしている現
在、自からの反省と平和への祈念であらしめたいと思うためでありま
す。そして進んではこの韓国人慰霊塔の建立が日韓両国民の心からな
る友好親善のシンボルであらしめたいと思うのであります97〔引用文は

原文ママ〕。

　趣旨文には、この計画が終戦後沖縄で韓国人犠牲者の遺骨収集に当たっ
た時からの懸案だったが、諸般の事情で実現できなかったところ、韓国政
府と民団の全面的な賛同と協力により建立できたということも記されてい
る。こうして、関係者の様々な思惑が交錯する中、慰霊塔は完成した。

（3）具仲会一家の遺骨返還
　最後に、一連の出来事の発端にあった久米島事件の被害者である具仲会
一家の遺骨の返還が、どのようになされたのかということを確認しておき
たい。
　第1節（3）で述べたように、釡山総領事が9月28日に遺族代表である鄭
甲出を招致し、秋に沖縄に遺骨調査団を派遣する予定があり、その際に調
査に当たることなどを伝えた際、鄭は遺骨の引取りに関し、出来る限り好

97 尹英九編、前掲書、1978年、171～172頁。
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意的に取り計らうことと、弔慰金ないし見舞金等何等かの形で日本政府の
気持ちを示すことを要望していた。その後、厚生省が11月24日に具仲会一
家の遺骨が那覇市の八幡神徳寺に安置されていることを確認し、12月に援
護局係官を沖縄に派遣し、沖縄全県の遺骨収集調査を行う予定であり、そ
の時に一家の遺骨を東京に持参する意向であるとして、外務省に遺族の意
向を確認することを求めた。ただし、具仲会の妻であった沖縄人の知念ウ
タの遺骨については、すでに知念の遺族が引き取ることが決定されていた。
具仲会及びその子供の遺骨については、援護局係官が東京に持参した後、
韓国に送り届ける予定であったものと思われる98。
　しかし、釡山総領事館職員が日本側の意向を具仲会の遺族に伝えたとこ
ろ、遺族側は事件調査などのために沖縄を訪問することを希望し、日本側
の援助を求めた。総領事館職員が援助は不可能であると伝えると、遺族側
は、遺骨の引取りにあたっては日本側の補償金あるいは見舞金が出るべき
であり、そうでなければ今後マスコミを通じ世論に訴えるとともに裁判所
にも提訴すべく弁護士と相談中であるとして、これに応じなかった99。
　釡山総領事から報告を受けた外務省は、厚生省と協議した上で、遺骨に
ついては当分の間那覇に安置しておくという方針を決定した。また、具仲
会の遺族の沖縄訪問に対する旅費の支給については、日本人遺族の場合で
も先例がないため、要望には応じ難いとし、補償問題についても、援護法
の適用対象とならず、現行法令では救済の根拠法規がないとして、従来遺
骨の引渡しに際し交付してきた大使ないしは総領事からの寸志以上のこと
はできないとした100。援護法の適用とならない理由は、甥である具滋植が

98 大平正芳外務大臣→在釡山田村総領事、電報第198号「沖縄虐殺事件韓国人被害者の遺骨
引取り」（1972年11月25日）、前掲『旧軍関連案件』。

99 在釡山田村総領事→大平正芳外務大臣、電報60921号「オキナワぎゃくさつ事件韓国人ひ
害者の遺こつ引取り」（1972年12月5日）、前掲『旧軍関連案件』。

100 大平正芳外務大臣→在釡山田村総領事、電報第206号「沖縄虐殺事件韓国人被害者の遺骨
引取り」（1972年12月12日）、前掲『旧軍関連案件』。
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韓国人であること、遺族給与金支給対象となりうる具仲会の直系尊卑属で
はないことであり、条約上は昭和40年12月発効の日韓請求権協定2条第1項
によって両国間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されたこと
が確認されているため、遺族は日本政府に対し何らの請求権も持たないと
解されるとされた。ただし、「人道的見地からみて極めて同情に値する事
件であること、韓国国民感情に強く訴えるところがあること、日本国内に
おいてもこの種事件が国会で追及され、さらには日弁連等の調査活動の動
きもあること等諸般の事情にかんがみ」、できれば関係各省間で何等かの
救済方法を検討したい、とされた。また、韓国国民世論に与える影響を考
慮したうえ、必要以上のパブリシティを与えないよう念押しがなされた101。
　外務省に所蔵されている久米島事件関連の史料はここで途切れているた
め、その後関係各省間で救済方法が検討されたのかどうかは確認すること
ができない。しかし、結論からいえば、遺骨の返還は、1977年12月末に持
ち越されることとなった。この遺骨の返還に尽力したのは、韓国人慰霊塔
奉安会の事務局長となった高尾常彦であった102。さらに、甥である具滋植
及びその妹が久米島を訪問することが可能になったのは、そこからさらに
10年を経た1987年11月末となった。訪問当時、具滋植は77歳となってい 

た103。

おわりに

　以上みてきたように、韓国人慰霊塔の建立は、韓国政府、民団、高尾常
彦を中心とした日本人有志の様々な思惑が重なり合う中で実現したもので

101 大平正芳外務大臣→在釡山田村総領事、電報第208号「沖縄虐殺事件韓国人被害者の遺骨
引取り」（1972年12月19日）、前掲『旧軍関連案件』。

102 「33년만에 “無言”의　歸郷」『東亞日報』1977年12月26日、7面。
103 「「むごい」泣き伏す遺族」『朝日新聞』1987年11月25日、30面。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係246

あった。冷戦体制の中で、北朝鮮との関係を強く意識していた韓国政府に
とって、慰霊塔建立の目的は「沖縄に北朝鮮及び朝鮮総聯の浸透を防止す
る一方、北朝鮮よりも先に慰霊塔を建立することで大韓民国政府の正統性
と唯一性を誇示する」ことであった。また、北朝鮮と沖縄の革新勢力の結
びつきを警戒していた韓国政府の認識によれば、慰霊塔建立許可を得る対
象である沖縄知事及び沖縄県庁職員は革新系であるため、韓国政府に許可
を出さない可能性があるとみなされた。このため、同時期に浮上した日韓
両舞踊団による慰霊塔建立計画に便乗し、民団及び高尾、西郷のような日
本人篤志家を前面に立てることになった。当時沖縄では韓国政府が沖縄を
安全保障上の理由で重視しているということは、一般的にはあまり認識さ
れていなかったため、韓国政府が単独で慰霊塔の建立許可を得ようとした
場合に、屋良及び沖縄県庁職員が韓国との対立関係を理由にこれを許可し
ない可能性があったかどうかは疑わしいが、韓国政府だけではなく、日本
側、沖縄側からも協力が得られたことは、滞りない塔の建立につながった
と考えられる。
　一方、発案者の高尾にとっても、韓国政府及び民団の援助は得難いもの
であったと考えられる。舞踊団の資金力はそれほど大きくなく、募金を集
めたところでも、韓国政府の10万ドルの支援を上回る金額を集められたと
は考えにくい。高尾が追悼辞で「われわれは地下に眠る皆様の魂に代って、
慰霊塔建立に協力して下さった方々に対して心の底から感謝を申し上げま
す」と述べているように、韓国政府の意図がどうであれ、高尾にとっては
塔の建立が実現したこと自体が喜ばしいことであったと思われる。高尾は
その後も1977年に久米島事件の犠牲者である具仲会の遺骨の返還に協力す
るなど、日韓親善のための努力を続けた。冷戦体制の中で沖縄と韓国の関
係が規定されていた中、沖縄戦の記憶を媒介として日韓の友好が模索され
ていたことは、注目されるべき点ではないだろうか。
　また、民団にとっても、慰霊塔の建立は望ましいことであったと考えら
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れる。高尾が慰霊塔建立を提起したのと同じ日に、詩人の李
イ

沂
ギ

東
ドン

が寄稿し
た「沖縄に同胞の慰霊碑を」という文が掲載され、その中でおそらく1973

年の2月に全
チョン

世
セ

均
ギュン

沖縄民団団長と会い、沖縄の慰霊碑建立について話し合っ
たということが書かれているためである。ただし、この文の最後に書かれ
ているのは、「民団でやらなければかならずこの慰霊碑の件は総聯でやる
もの」という認識で二人が一致したということであった104。民団に関して 

も、韓国政府と同様に朝鮮総聯との対抗意識から、熱心に協力した面があっ
たといえるだろう。
　韓国政府の韓国人慰霊塔の建立に対する積極性は、同時期に広島に建立
された「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」と比較することでより明らかになると
思われる。広島の慰霊碑は、自身が被爆者であり、原爆によって子ども及
び甥3人が犠牲となった、広島市在住の尹

ユン

炳
ビョン

道
ド

が提起して建立された。尹
は、戦後二十年になるのに韓国人犠牲者のための慰霊碑がないことを嘆か
わしく思い、2年がかりで70人の発起人を集め、広島市長の協力も得、建
立基金は募金活動によって集めた。当初は朴正煕大統領に碑文の揮毫を依
頼したが、多忙のため李

イ

孝
ヒョ

祥
サン

大韓民国国会会議長国会議長が揮毫すること
になり、碑の除幕式には金

キム

在
ジェグォン

権公使らが参加することとなった105。1970

年は、朴正煕政権が在韓米軍撤退問題で揺れていた時期であり、慰霊碑の
建立に関与する余裕がなかったとも考えられるが、いずれにしても当時の
韓国政府にとって最重要であったのは、安全保障問題であったといえるだ
ろう。
　このような中で、本来ならば最も重視されるべき沖縄戦の犠牲者及び被
害者、そして犠牲者の遺族は、具滋植の例のように、置き去りにされるこ

104 「沖繩に同胞の慰霊碑を」『韓国新聞』1974年2月16日。
105 「全国在日朝鮮人教育研究協議会・広島」有志，ピカ資料研究所編『資料・韓国人原爆犠
牲者慰霊碑』碑の会、1989年、26、28～30頁。
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ととなってしまった。沖縄の摩文仁という激戦地に韓国人慰霊塔が建立さ
れたことは、沖縄戦中に朝鮮半島出身者が犠牲になったことを後世に伝え
る上では意義があるものであり、そこには高尾常彦のように真摯に犠牲者
の慰霊のために碑の建立に取り組んだ人物がいなかったわけではない。し
かし、朝鮮半島の南北の対立という体制が続く中で建立された塔の政治性
や、犠牲者が等閑視されてしまった点は、見直される必要があると考えら
れる。また、富村順一が提起したように、沖縄戦中に朝鮮人が多数犠牲と
なったことを把握しつつも、時効などを理由として明確な対応を取ってこ
なかった日本側の責任も、問い直す必要があるだろう。
　近年、第二次世界大戦の終戦前に、朝鮮人の遺骨が日本人の遺骨と共に
沖縄県本部町健堅に仮埋葬されていたことが発見され、2020年2月には韓 

国、台湾、日本の民間団体の共同作業により、発掘作業が行われた106。遺
骨を発掘するには至らなかったが、このような取り組みに対する関心が広
がることが、植民地体制、そしてその後の冷戦体制の下で不可視化されて
きた人々への、本当の意味での慰霊につながるのではないだろうか。

［付記］
　本稿は、JSPS科研費（研究課題番号18J00693）による成果の一部である。また、本稿
の執筆にあたっては、編者の太田修先生の科研研究会の他、2019年度同時代史学会大会、
朝鮮史研究会関西部会例会等でも報告の機会を頂き、参加者の方から貴重なコメントを
頂いた。しかし、時間不足のために十分に反映させることができなかった部分が多いた
め、今後の課題としていきたい。コメントを下さった方々には、この場を借りて改めて
深くお礼を申し上げたい。

106 本部町の朝鮮人遺骨発掘の背景や経緯については、沖本富貴子、前掲書、2020年、48～
57頁；「本部町健堅の遺骨を故郷に帰す会」記録集編集委員会編『埋められた歴史・記憶
を探し求めて―本部町健堅で出会った東アジアの人々の記録』「本部町健堅の遺骨を故
郷に帰す会」事務局、2021年を参照。
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はじめに

　本稿の課題は、日本の敗戦直後から1950年代にかけての日韓の密貿易を
検討し、その性格を明らかにすることである。密貿易とは、貨物の輸出入
を規定する法律に違反した海外との取引を指すものである。そもそも日韓
の貿易関係について説明すると、日本の貿易制度は、1945年から49年まで
のあいだ、国営管理貿易制度と特徴づけられていた。日本政府は、総司令
部と交渉しつつ貿易計画を策定し、貿易取引を貿易庁の管理に委ねていた。
1947年ごろから民間貿易への移行がはじまり、1950年に日本は民間貿易へ
移行した。しかし、その後も輸出面では政府の承認が必要な品目が存在し、
輸入面では外貨予算制が存在するなど、貿易に対して規制が設けられてい
た。
　一方、韓国の貿易制度は、1947年から輸出入物資の許可制が開始され、
49年9月から国際収支の均衡と産業保護を目的として輸入割当制が実施さ
れた。当初、輸入に必要とされる外貨は、輸出によって獲得されたものが
割当てられていたが、1952年に国連軍貸与金の償還金を原資とした特別外
貨貸付制が実施された。この特別外貨貸付制は、1955年の FOA（アメリカ

対外活動本部）援助の実施に伴う援助物資の自由競売制の導入により廃止さ
れた。
　こうした制度を背景にした日韓貿易は、1945年から60年までのあいだ、
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不振を極めた。1949年と50年に第一次および第二次日韓通商協定が締結さ
れた。協定の内容は、日韓両政府が貿易計画の策定すること、日銀に清算
勘定を開設することであった。しかし、1953年の「久保田発言」により第
三次日韓会談が決裂すると、韓国政府は54年に特別外貨貸付制や FOA援
助による物資調達先から日本を除外する措置をとった1。さらに、1955年
に日本が中華人民共和国と貿易協定を締結した報復として、韓国政府は対
日通商関係の断絶を表明した。この措置は、1956年に解除されるものの、
韓国政府は対日収支均衡の原則のもと、日本からの輸入に対する支払を日
本向輸出によって獲得したドルによってのみ行った2。また、韓国政府は
1959年に在日朝鮮人の北送問題で対日貿易の中断措置をとった。以上のよ
うに、1950年代における日韓の正常貿易は、政治的混乱により安定化しな
かったといえる。日韓間で密貿易が行われた背景には、こうした正常貿易
の不振があった。
　密貿易に対する先行研究は、1950年代後半、とりわけ朝鮮戦争の復興期
における日韓間の密貿易商品、担い手などが明らかにされている3。復興
期に韓国の密貿易が増加した要因は、国内の消費者の消費欲求が高かった
にもかかわらず、国内の生産が貧弱であったためであったと指摘されてい
る。この指摘は、1950年代後半において妥当な指摘であるものの、密貿易
の要因やその性格は段階的に変化している。そこで本稿では、1945年から
朝鮮戦争勃発、朝鮮戦争期、朝鮮戦争停戦後からの復興期と、3つの段階
に区分しながら密貿易のありかたを分析する。また、先行研究では、密貿
易を国家の経済制度によって包摂することができず、国家の法や制度と摩

1 李鍾元『東アジア冷戦と韓米日関係』東京大学出版会、1996年、188～189頁。
2 丁振聲「1950年代の韓日経済関係―韓日貿易を中心に―」日韓歴史共同研究委員会 
『第1期日韓歴史共同研究報告書　第3分科』2005年、101～128頁。

3 차철욱「1950년대 한국-일본의 밀무역구조와 상품」『역사와 경계』74輯、2010年3月、
221～250頁。
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擦を引き起こしたとしたうえで、当時の経済的な現実が生み出した物資交
流の1つの形態として理解してきた4。本稿でもこの視点を引き継ぎ、密貿
易を倫理的に評価するのではなく、1945年から50年代にかけての日韓密貿
易の段階的変化や特徴を明らかにすることが重要であると考える。分析す
る資料は、昭和財政史資料の『植松文書』を利用する。この文書は、主に
税関関係の資料で構成されている。

1．日韓における取締制度の展開

（1）日本における貿易関連法制の展開と密貿易取締
　日本の敗戦直後は、物資の移動より通貨の移動に関して規制が設けられ
た。1945年9月22日に Supreme Commander for the Allied Powers Directives to the 

Japanese Government, SCAPIN’s 44.（連合国最高司令部指令、以下 SCAPINと略）「金、
銀、有価証券及び金融証書等の輸出入統制」、SCAPIN 第45号「金融取引
の統制」が発表され、総司令部の承認がない限り、金、銀、その他支払手
段の輸出入、外国為替取引も原則として禁止された5。日本政府は、これ
らの指令に基づき、法制度を整備した。海外からの日本人引揚者が持帰る
通貨・証書類が制限され、在日朝鮮人の帰還の際も日銀券の持帰り輸出が
1,000円までに制限された6。以上から、日本人引揚者の携帯品の検査は、
どの程度おこなわれたのか不明であるものの、物資交流（密貿易）そのも
のは、取締られることはなかったといえる。
　1946年5月に「関税法の罰則等の特例に関する勅令」（勅令277号）が公布

4 차철욱、同上論文。
5 大蔵省財政史室編『昭和財政史―終戦から講話まで』第15巻、東洋経済新報社、1976年、

3～6頁。
6 大蔵省財政史室編『昭和財政史―終戦から講話まで』第6巻、東洋経済新報社、1982年、

487～488頁。
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された。これにより、朝鮮半島などの旧外地を関税法上、課税面を除いて
「外国」とみなすとともに、罰則を強化して密貿易の取締がおこなわれ 

た7。取締は、関税法上の禁制品、無免許輸出入に対しておこなわれ、重
罰主義と両罰主義が採用された。すなわち、禁制品輸入者、無免許輸出入
者に対しては、罰金や科料を課す通告処分を経ないまま検察に告発するこ
とが可能となり、事業者のみならず、使用者も処罰の対象になった8。た
だし、関税逋

ほ

脱
だつ

犯に対しては、科料が課されただけであった9。
　関税逋脱犯に対する刑罰は、「所得税法の一部を改正する等の法律」（法
律第107号 1948年7月公布）で懲役刑が導入された。その後、禁制品輸入や無
免許輸入に対しても法定刑が引き上げられた。税関吏、税関長の直告発権
が認められ、密貿易の情報提供者には報奨金が支払われるようになった。
旧外地が課税面からも外国とみなされ、関税逋脱犯を取締るようになった
のは、「関税法の一部を改正する等の法律」（法律第65号）が1949年5月に公
布されてからであった。
　これ以降は、密貿易に対する罰則が強化されていった。1950年5月の「関
税法」の一部改正では、禁制品輸入犯、関税逋脱犯、無免許輸出入犯、こ
れらの助勢犯も含めて、罰金金額の引上など、罰則が強化された10。さらに、
税関吏が武器を携帯し、やむ得ない場合にはその使用を許可する条項が設
けられた。日本側は、司法警察権を持たない税関吏の武器携帯に反対した
が、総司令部により武器の携帯が許可された11。また、密貿易の方法として、
海上投下などが行われたため、密貿易嫌疑物件に対する税関の調査処分や
拾得者への報償を定め、密貿易嫌疑の事実を通報した者に対して支払う報

7 大蔵省関税局編『税関百年史 下』日本関税協会、1972年、226頁。
8 大蔵省関税局、同上書、228頁。
9 大蔵省財政史室、前掲『昭和財政史』第6巻、1982年、482頁。
10 大蔵省財政史室、同上書、601頁。
11 大蔵省財政史室、同上書、602頁。
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奨金を引き上げた12。
　日本の取締当局は、総司令部と情報交換をおこないながら、密貿易を取
締った。日本税関は、密貿易事犯の摘発後、48時間以内に大蔵省を通じて
事件を総司令部へ報告し、通告処分ないし検察への告発履行後の2週間後
に処分の内容を総司令部に報告することが義務づけられた13。また、民間
検閲支隊の通信傍受により端緒をつかんだ総司令部が日本の内務省や大蔵
省に密貿易の取締を指示することもあった14。
　取締体制も充実し、税関職員の定数は、1948年2月2,625人、1949年6月 

3,582人と増加した。配置定員数をみると、密貿易の取締にあたる監視部
が749人、業務部343名、鑑査部179名と、監視部への配置が最も大きかっ
た15。1950年ごろから監視艇の新造予算が認められた16。しかし、占領終
了時の部門別の定員をみると、監視部963人、業務部498人、鑑査部485人
と業務量の均衡化が進んだ17。なお、業務部、鑑査部は通常の通関行政に
あたる部門であった。
　以上から日本側は、敗戦直後において人の移動に伴う通貨などの移動を
規制し、物資の移動に関する法制度を整備し始めるのは1946年になってか
らであった。日本側は、占領後期に密貿易の罰則や取締を強化するものの、
1954年ごろになると、罰金額加重規程、犯則貨物の没収規程を緩和し、報
奨金制度も廃止された。

12 大蔵省財政史室、同上書、603頁。
13 横浜税関「犯則の調査処分に関する参考資料」（1946年10月）（『財政史資料　植松文書　
密輸（2）』国立公文書館、請求番号：平27財務01162100）。

14 終戦連絡中央事務局経済部経済課「密輸防遏方に関する件」（1946年9月20日）（『財政史資
料植松文書　密輸（2）』国立公文書館、請求番号：平27財務01162100）。

15 大蔵省財政史室、前掲書、1982年、539～540頁、633頁。
16 大蔵省財政史室、同上書、708頁。
17 大蔵省財政史室、同上書、634頁。
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（2）韓国における貿易関連法制の展開と密貿易取締
　韓国における解放当初の貿易・通関に関する法規は、軍政法令21号（1945

年11月公布）18により、旧日本関税法が据置かれた。税関行政については、
総督府「埠頭局」の韓国人職員たちが税関行政事務の移譲をうけ、引揚げ
る日本人の不法な携帯品や財産搬出、帰還同胞の不法な携帯品持込みなど
の取締をおこなった。さらに、1946年4月に法令第76号19により、税関が
復活し、開港場として仁

イン

川
チョン

、釡
プ

山
サン

、ソウル、木
モッポ

浦、墨
ム

湖
コ

などに税関ある
いはその出張所が設置された。
　韓国政府樹立後、1948年11月に新関税法が施行され、密貿易に関しては、
罰則の強化がなされた20。禁制品の輸出入、関税逋脱については、罰金額
が秩序犯、助勢犯も含めて引き上げられた。これ以降、密貿易の取締に関
しては、たびたび罰則の調整がなされた。第一次改正（1951年11月）21をは
じめとし、第二次改正（1953年10月）22、第三次、四次（1957年1月）23にわたり、
密貿易に関する罰則の強化・調整がなされた。第三次改正では、例えば関
税逋脱犯に対する罰則は懲役3年以下か逋脱額の1倍以上5倍以下の罰金で
あったものが、5年以下の懲役、逋脱額2倍以上10倍以下の罰金と罰則が引
き上げられた。また、第四次改正では関税犯を税関に通報、検挙したもの
に対する賞与金の割合（罰金、没収品価格、追徴金に対する割合）が引き上げら
れた。取締の体制についても密貿易の増加を背景に監視網の強化、市場に
おける密貿易品への取締の実施などが国務会議で議決された24。

18 韓國關税研究所編『韓國關税史』韓國關税研究所、1985年、196～198頁。
19 韓國關税研究所、同上書、429～430頁。
20 韓國關税協會編『韓國關税史』韓國關税協會、1969年、219～221頁。
21 韓國關税協會、同上書、233頁。
22 韓國關税協會、同上書、234頁。
23 韓國關税協會、同上書、35頁。
24 상공부「국무회의 부의사항（밀수방지대책에 관한 건）」（1958年7月）（韓国・国家記録院、
管理番号：BA0085312）。
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　韓国税関の監視体制は、1948年に財務部に関税局が設置され、関税局の
下に密貿易取締をおこなう監視課が置かれた25。その後、1950年に関税局は、
従来の4課から2課へ縮小再編された。密貿易の取締は、指導課がおこなう
ようになった26。地方の監視体制は、1949年に9税関、1出張所、17監視所
であったものが、1957年には8税関、1出張所、15監視所に再編された27。
当初の税関監視所では、船舶事務も取扱っていたようである。馬

マ

山
サン

税関は、
1949年8月に釡山税関の馬山監視所が馬山税関に昇格したものであり、馬
山監視所において出入港手続事務もおこなわれていた28。
　また、税関の密輸取締については、馬山税関では密貿易が正常貿易をお
こなう船舶の船員によって実行されたとみて、入出港船舶を徹底して臨検
した29。また、監視艇もアメリカ製機関銃やカービン銃2丁を装備するなど、
武装が強化された30。
　日本税関では、占領期末期から密貿易の取締をおこなう監視業務の比重
が相対的に縮小した。また、日本側が1954年ごろから密貿易に対する罰則
を緩和したのとは対照的に、韓国側は1950年代に関税法改正によりたびた
び罰則の強化・調整をおこない、税関でも取締の強化がおこなわれていた
ことがわかる。

25 韓國關税協會、前掲書、1969年、415頁。
26 韓國關税協會、同上書、420頁。
27 韓國關税協會、同上書、420頁、520頁。
28 「入出船舶一切事務 稅關監視署가 担當 廿六日부터 權限移讓」『남조선일보』1948年7月24 
日。

29 「密輸入의 根絶에 稅關監視網을 强化」『마산일보』1954年1月6日。
30 「稅關監視船 武裝을 强化」『마산일보』1955年3月29日。
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2．密貿易の実態

（1）朝鮮戦争勃発までの日韓間の密貿易
　まず、最初に表1で仕向地・仕出地別に密貿易事犯の検挙件数を検討す
ることを通じて、1940年代における日本の密貿易の動向を明らかにしたい。
この表からは、1949年までの日本の密貿易では、韓国、奄美大島・沖縄と
の間での密貿易事犯の挙件数が多かったことがわかる。奄美大島、沖縄は
密輸入の検挙件数が多かったが、韓国は密輸出、密輸入ともに検挙件数が
多かった。韓国との密貿易事犯の検挙件数は、1947年ごろから増加し、奄
美大島、沖縄との密貿易検挙件数が増加するのは49年からであった。

表1　仕向地、仕出地別密貿易検挙件数
（単位：件）

密輸出 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年

韓国 31 207 252 167 77 145 103 304 452 199 204 257 199 191

奄美大島 0 0 0 75 84 47 19

沖縄 1 11 27 65 98 70 33 29 10 8 10 5 7 7

中国 0 12 9 2 16 18 8 47 44 45 13 34 52 27

台湾 1 8 6 3 14 1 2

その他 4 2 15 56 31 223 305 14 60 39 38 32 30 35

外国船 15 174

合計 37 240 309 368 320 504 485 568 566 291 265 328 288 260

密輸入

韓国 39 175 186 215 122 50 15 85 71 77 85 133 172 117

奄美大島 0 0 0 172 246 139 17

沖縄 12 18 51 100 164 69 22 31 48 45 68 138 159 160

中国 2 52 33 30 136 3 4 62 41 46 15 62 57 40

台湾 40 35 20 25 25 3 0

その他 22 43 189 998 923 758 143 196 582 621 651 897 546 814

外国船 484 375

合計 115 323 479 1540 1616 1022 685 749 742 789 819 1230 934 1131

（出典）大蔵省関税局編『税関百年史 下』日本関税協会、1972年。
（備考）1951年は、6～12月のデータ。1953年以降の奄美大島・沖縄、中国・台湾のデータは、

沖縄、中国だけのデータを表す。
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　表2で出身地域別に犯則者数の推移をみてみる。1948年までは、非日本 

人、すなわち韓国人、台湾人・中国人、沖縄・奄美大島出身者の犯則者が
多かった。とりわけ、韓国人が最も多かった。しかし、1940年代終わりご
ろより日本人の犯則者が増加し始めた。1940年代後半から日本人が、韓国、
奄美大島、沖縄、台湾、中国との密貿易に参入するようになったといえる。

表2　出身地域別犯則者数の推移
（単位：人）

日本 韓国 台湾 中国 沖縄 奄美大島 その他
1946年 173 213 187 6 151 86 0 816

1947年 799 836 70 29 113 47 8 1,902

1948年 1,145 1,386 85 14 157 85 10 2,882

1949年 2,822 1,302 45 228 573 357 175 5,502

1950年 3,341 448 9 441 551 25 470 5,285

1951年 2,133 409 320 236 462 3,560

1952年 1,350 409 267 125 322 2,473

1953年 1,175 883 277 73 245 2,653

1954年 532 349 356 21 84 1,342

1955年 1,827 464 271 27 312 2,901

1956年 2,440 633 199 48 405 3,725

1957年 2,735 704 222 82 426 4,169

1958年 2,495 585 231 127 223 3,661

1959年 2,852 619 186 142 216 4,015

（出典）藤田勇「最近における密貿易の動向」『警察学論集』7巻8号、1954年8月、43～54頁。
大蔵省関税局編『税関百年史 下』日本関税協会、1972年。

（備考）1946年は6月から12月のデータ。
1951年以降の奄美大島・沖縄、中国・台湾のデータは、沖縄、中国だけのデータを表す。
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　当初の韓国人による密貿易は、日本から朝鮮半島への帰還者が財産を物
資にかえ、その物資を限度以上に韓国へ持出そうとしたり、日本の食糧事
情がひっ迫していることを背景に、朝鮮半島より食料を持ち込んだりした
というものであった。概してこれらは、小口小規模のものであったといわ
れていた31。しかし、1946年ごろより、まず台湾と日本間の砂糖密貿易が
組織的かつ大規模に行われるようになった32。密貿易は、地縁血縁を頼っ
てなされる場合が多く、決済は物資と物資のバーターあるいは密輸入した
物資を現地通貨にかえ、その通貨で購入した物資を持ち帰るという方法が
とられた33。

31 横浜税関「最近における密輸出入の動向　特に内臺間の砂糖密輸入について」（1947年） 
（『財政史資料　植松文書　密輸（1）』国立公文書館、請求番号：平27財務01161100）。

32 同上。
33 大蔵省財政史室、前掲『昭和財政史』第6巻、556頁。

表3　税関別密貿易検挙状況（1947年1月～3月）
（単位：千円、人）

密輸出
件数 金額

犯則物件 犯則者の出身地域

税関 食料品 繊維製品機械・部品 薬品 雑貨 その他 日本 韓国 沖縄 奄美大島 中国 台湾

門司 16 1,746 500 243 40 40 887 36 10 79

神戸 1 182 102 80 1

大阪 1 1,210 523 687 7

函館 0

密輸入

門司 30 994 753 1 89 151 72 27

神戸 4 26 26 9 5 8 4 2

大阪 1 4

函館 1 7

（出典）関税課「密輸入事件調」（1947年4月）（『財政史資料　植松文書　税関長会議（2）』国立
公文書館、請求番号：平財務01197100）。

（備考）函館は、砂糖125円、長靴33円の密輸入であったが、千円未満のため金額は記載してい
ない。
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表4　出身地域別犯則物件の内訳（1947年1月～3月）
（単位：千円）

密輸出
食料品 繊維製品 機械・部品 薬品 雑貨 その他

日本 500 13 1

韓国 500 243 563 1,615 36

沖縄

奄美大島

中国

台湾 80 　 102

密輸入

日本 180 1 82 41

韓国 578 40 7 110

沖縄 13

奄美大島 8

中国 13

台湾 13 80

（出典）表3を参照。
（備考）犯則者集団が複数の出身地域にまたがる場合、それぞれの地域に犯則物件を数え

た。

　税関別の検挙状況や出身地域別に密貿易に関わる行動を検討していく。
表3で税関別密貿易の検挙状況をみてみる。表3によれば、密輸出密輸入で
件数、金額とも門司税関での検挙件数が最も多かった。大阪税関が金額で
門司税関に次いだ。犯則者の出身地域は、韓国が最も多かった。しかし、
輸出入別にみると、密輸出では79人と韓国人が多く、密輸入では72人と日
本人が多かった。税関別に犯則者の出身地域をみると、門司税関と大阪税
関では韓国人の検挙が多く、神戸税関では沖縄、奄美大島、台湾、中国出
身者の検挙が多かった。犯則物件は、雑貨、食料、機械の順で金額が大き
かった。その内容を説明すると、食料品では、砂糖、海産物、繊維製品は
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衣類や洋服地などであった。さらに表4で犯則者出身地域別の犯則物件を
みると、沖縄、奄美大島出身者、中国人は食料品の取扱いが大きく、台湾
人は食糧品と薬品が大きいのに対し、韓国人は比較的多様な商品を取り扱
い、そのなかでも特に機械とその部品の取扱いが多いことが特徴であった。

表5　戦時期における日本の対朝鮮貿易（1943年）
（単位：千円）

移出 移入

紡織 91,390 8,106

金属 26,418 2,897

機械 90,358 9,374

窯業 12,195 1,375

化学 51,937 20,588

製材木製品 6,490 874

食料 11,862 3,709

雑工業 104,955 5,451

農・水産物 32,532 85,781

非鉄金属・鉱物 54,838 143,947

（出典）堀和生『朝鮮工業化の史的分析』有斐閣、1995年。

　また、表5で植民地期の日朝貿易との連続性について確認しておくと、
密輸出物品と移出品で雑貨と機械が大きいこと、密輸入物品と移入品で食
料品や農産品の金額が大きい点で同一性が存在したことから、こうした韓
国人の行動は植民地期からの連続性を有するものと考えられる。
　韓国以外の密貿易の特徴をみておくと次のようになる34。台湾との密貿
易では、砂糖と引きかえに大量の電気器具と雑貨類が取引された。ただし、

34 横浜税関「密貿易の実態とその動向について」（1953年）（『財政史資料　植松文書　密輸 
（1）』国立公文書館、請求番号：平27財務01161100）。
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1948年以降は、台湾の取締強化と砂糖価格の下落により、衰退した。南西
諸島との密貿易では、生活困窮を打開する方法として、砂糖や占領軍物資
を日本に持ち込み、日用品を持ち帰ることがおこなわれた。いずれの地域
との密貿易では、漁船、機帆船、海上投下が主要な形態であった。
　韓国との密貿易の事例を具体的にみていきたい。まず、生ゴムの事例で
ある35。生ゴムの密貿易ルートは台湾・南西諸島ルートと韓国ルートがあ
るといわれていた。まず、台湾・南西諸島ルートの場合、台湾人、日本人
により構成され、海上輸送、保管・販売など分業化されていた。生ゴムは、
マレー、香港、厦

アモイ

門、沖縄をへて日本へ輸出された。韓国ルートの場合、
外国人登録を行った韓国人が代理で朝鮮半島へ渡り、買付をなした後に密
入国者を伴いながら密輸入を行った。また、出資者が直接に韓国へ渡航し、
買付をおこなう場合もあった。密貿易ルートは、釡山から対馬を経由する
ルートが中心であった。韓国と日本の間で生ゴムの密貿易が行われた背景
は、日本の隠退蔵物資が枯渇し、ゴム価格が高騰したこと、神戸の場合、
ゴム関係企業が多く存在し、とくにアウトサイダーは配給を受けられない
ため、密輸入に原料調達を依存せざるを得なかった36。
　それ以外にも名古屋市で検挙された密貿易事件についてみてみると37、
密入国者を含めた在留韓国人のブローカーたちが自動車部品、文房具、ミ
シン、雑貨類を船に積載し、密輸出を計画し、検挙された事件があった。
この計画は、韓国内の商人の注文に応じて、日本で買付をおこない、韓国
へ密輸出するというものであった。この事例は、買付、輸送、販売が、韓

35 経済防犯部捜査第二課「生ゴム　密輸事犯の検挙を顧みて」神戸市警察局『あゆみ』1巻4
号、1949年8月、38～45頁。

36 そもそも韓国で生ゴムが産出されないにもかかわらず、主要な調達先となった事情につい
てはよくわからない。

37 「第六　刑事部関係：一、捜査主管（四）朝鮮人を主体とする密輸出団検挙状況」名古屋
市警察『名古屋市警察季報』5号、出版年不明、58～59頁。
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国人だけで行われた事例であるが、日本人と韓国人で構成された組織によ
る密貿易も存在した38。それは、佐世保市内で日本人2名が逮捕された事
例であった。逮捕容疑は、この2名のうちの1名が所有する倉庫に密輸品（自
動車部品、薬品など150万円相当）を隠匿したというものであった。これらの
物資は、久留米や阪神地域が送元となっていた。送り主は韓国人であった。
この記事から推測されることは、物資の買付は韓国人が担当し、保管や韓
国への輸送は日本人が担当したのではないかということである。さらに、
日本人が朝鮮半島に渡航し、密貿易をおこなう事例もあった39。大

テ

邱
グ

で4

名の日本人船員が逮捕された。この4名は、在日韓国人1名を脅迫し、密輸
船を調達し、小倉から釡山を経由し、蔚

ウル

山
サン

に渡った。
　以上の事例から、海上輸送、保管、物資の買付などの分業組織が結成さ
れ、密貿易が行われる場合もあったことがわかる。また、日本の敗戦後の
密貿易は、戦前に朝鮮半島での生活経験のある日本人、日本での生活経験
のある韓国人によっておこなわれたのではないかと推測される。

（2）朝鮮戦争期の密貿易
　再度、表1で朝鮮戦争期の密貿易ルートの動向を確認しておく。1950年
代前半は、朝鮮戦争により韓国ルートの検挙件数が減少した。また、台湾
ルートも衰退し、南西諸島との密貿易が一時的に活発化するものの、1951

年ごろには衰退した。また、韓国からの避難民が物資を持ち込むこともあっ
た40。
　この時期の韓国向密貿易の特徴については、仕向地・仕出地別に犯則物
件が判明する資料を見つけることができなかったため、推測するほかはな

38 「日鮮結ぶ密輸団の背後明るみへ」『長崎民友』1949年8月6日。
39 「密輸로 한몫 보려던 四日人 被捕」『동아일보』1949年9月4日。
40 木村秀弘「税関第一線の人々に聞く―密貿易を中心に―（座談会）」（大蔵省財務局 
『財政』15巻11号、1950年11月、22～37頁）。
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い。便宜的に韓国向密貿易が多い門司税関の犯則物件をみることで取引商
品を推測することにする。表6で門司税関の仕向地及び仕出地別の検挙件
数をみると、韓国と南西諸島の件数が多いことがわかる。その門司税関で
は、表7から機械と工具類の密輸出が多く摘発され、スクラップの密輸入
が多く摘発されていることが特徴であったことがわかる。両者は、日韓の
密貿易の特徴を示すものであると考えられる。密輸入の砂糖と金属製品 

（銅、屑真鍮、薬莢）は、南西諸島からの密輸入によるものであった。最後
に朝鮮戦争期までの出身地域別に犯則者に対する処分内容を表8でみてみる。
表の中にある関税法第75条1項、2項は関税逋脱犯とその助勢犯、76条1項、
2項は無免許輸出入犯とその助勢犯をしめす。韓国人の場合、通告処分19、
検察への告発が34名であった。これに対し、中国人（台湾人）は通告53名、
告発9名であった。特に40年代に中国人（台湾人）の処分が少ないのは、台
湾人が中華民国人として日本で連合国人となり、日本の刑事裁判が適用さ
れなかったためであった。1950年11月に一般連合国人に刑事裁判権が拡張
されると、中国人（台湾人）、米国人も処分の対象となった。しかし、1951

年の処分では、検察に告発される割合を中国人（台湾人）と韓国人を比較
したとき、韓国人が告発される割合がはるかに高く、日本の取締当局は、
韓国人に対して厳しい処分を下していたことがわかる。

表6　門司税関の仕向地、仕出地別密貿易検挙件数（1952年）
（単位：件）

韓国 台湾 沖縄 奄美大島 中国 外国船 その他 合計

密輸出 78 13 19 3 170 5 288

密輸入 14 7 17 85 17 140

（出典）大蔵省税関部「密輸出入事件統計表」（『財政史資料　植松文書　密輸（3）』国立公文書 
館、請求番号：平27財務01163100）。
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表7　門司税関の上位犯則物件（1952年）
（単位：千円）

密輸出 密輸入

① 繊維製品 33,659 金属製品 4,343

② 機械 27,139 スクラップ 3,308

③ 工具 24,933 食糧品 1,582

④ 文具 10,032 薬品 1,202

⑤ 日用品 7,430 砂糖 1,106

（出典）大蔵省税関部「密輸出入事件統計表」（『財政史資料　植松文書　密輸（3）』国立公文書 
館、請求番号：平27財務01163100）。

表8　国籍別密輸事件の処理
（単位：人）

処分 該当法条

通告 告発 勅令
第277号

関税法
第75条1項

関税法
第75条2項

関税法
第76条1項

関税法
第76条2項 その他

1947

韓国人 11 11

中国人

米国人

1948

韓国人 3 3

中国人

米国人

1949

韓国人 3 2 1 4

中国人

米国人

1950

韓国人 6 8 1 5 8

中国人 14 6 2 1 6 10 1

米国人

1951

韓国人 10 10 1 2 8 9

中国人 39 3 1 2 5 34

米国人 3 1 1 2 1

（出典）横浜税関「戦後（21～26年）第三国人処分状況」（『財政史資料　植松文書　密輸（3）』
国立公文書館、請求番号：平27財務01163100）。
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（3）復興期における密貿易
　ここでは、朝鮮戦争からの復興期にあたる1953年以降の密貿易を検討す
る。表1から1950年代中ごろから朝鮮戦争からの復興にあわせて日本から
韓国への密輸出の検挙者が増加し、1950年代後半からは韓国から日本への
密輸入の検挙者が増加していた。おそらく現実の密貿易の動向を反映した
ものと推測される。この時期の日韓貿易は、「変則貿易」と呼ばれていた。
これは、1955年以降、対馬を拠点とした貿易で、日本では正常貿易であっ
た取引が韓国では禁制品を取扱っていたため、密輸入としてとり扱われた
貿易のことであった41。「変則貿易」は、1955年7月に対馬厳

いづ

原
はら

に博多検疫
所の出張所が設置されたころから増加しはじめた。韓国から日本には屑鉄
が持ち込まれ、日本から韓国へは化粧品や繊維製品などが持ちだされた42。
　1955年の対馬厳原における対韓貿易は、輸出では織物類が186万円、衣
類73万円、その他894万円であった。輸入は鉛鉱42万円、非鉄金属くずが
2603万円、銅・銅合金1840万円、その他32万円であった43。その他の内容は、
化粧品や日用雑貨類であると推測される44。また、海上保安庁による検挙
では、犯則物件として日本からの密輸出は繊維製品、日用品、電気器具、
雑貨、日本への密輸入は海苔、米軍用機械部品、スクラップ、米軍票があ
げられていた45。この時期の密輸出品として機械・機械部品がなくなるのは、

41 차철욱、前掲論文、2010年。なお、韓国と日本の貿易統計を対照すると、韓国側の対日輸
入額が日本側の対韓国輸出額はるかに少なく、こうした状態が1960年前後まで継続してい
ることが指摘されている（堀和生『東アジア資本主義史論Ⅰ―形成・構造・展開』ミネ
ルヴァ書房、2009年、351～352頁）。本稿の執筆過程で、対馬厳原経由の「変則貿易」額は、
同時期両国の統計にみられる欠落貿易の一部になるのではないかという指摘を堀和生氏か
らいただいた。重要な指摘であるため、紹介しておく。

42 村上和弘「変則貿易の時代―戦後対馬における日韓「交流」の諸相」『島嶼研究』17巻1号、
2016年2月、21～41頁。

43 門司税関長官房文書課調査係編『門司税関管内貿易総覧』門司税関、1957年、258～261頁。
44 村上和弘、前掲論文、2016年。
45 海上保安庁編『海上保安の現況』海上保安庁、1969年、5頁。
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朝鮮戦争からの復興の過程で援助により機械の導入が進んだためと推測さ
れる。
　韓国側からみた密貿易事犯の検挙額の推移は、1954年の10億2千万ファ
ンであったものが、1957年のピークには26億1千万ファンに達した。検挙件
数のピークは1954年の6119件であり、1957年は2281件であったことから46、
密貿易品が高額化していたといえる。また、密貿易の相手は、総検挙額の
72％を日本との密貿易が占めたため、日本が主要な密貿易相手国であった
と思われる。密貿易で摘発された犯則物件は、全体の48％が織物類、11％
が装身具類であった。とりわけ、織物類ではビロードやブロケード、オー
パルなど密輸摘発が韓国国内生産の40％から50％にのぼるものもあった47。
これは、1957年の関税法の改正では、国内産業の保護、奢侈品の輸入抑制
を目的に装身具類には従価100％、織物類には40～50％の関税を課すよう
になったためでもあったが、密貿易の被害は韓国織物製造業にとってより
深刻であったともいえる。

おわりに

　本稿で明らかにしたことを整理すると、次の通りである。
　日本の敗戦前の密貿易は、高価格品、禁制品の取引が中心であった。し
かし、日本の敗戦により日本と朝鮮半島の貿易関係が断絶すると、その性
格が変化した。1950年代の日韓間の密貿易に対する同時代のイメージは、 

金、麻薬、闇ドルなどの犯罪を連想させるものが取引されると考えられて
いた。しかし、先行研究でも実際の密貿易品は、機械、繊維製品、食料品、

46 차철욱、前掲論文、2010年。
47 상공부「국무회의 부의사항（밀수방지대책에 관한 건）」（1958年7月）（韓国・国家記録院、
管理番号：BA0085312）。
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雑貨（なべ、鉛筆）など、普通の商品が取引されていたことが指摘されてい
る48。本稿は、その点で、朝鮮戦争期までの密貿易が通常貿易の延長であっ
たことを税関側の資料に即して明らかにした。また、取引された商品に関
しては、植民地期の貿易との同一性が強かった。これは、密貿易が物資不
足を補い、日韓両国の再生産構造が維持されつつあったことを示唆してい
るのではないかと思われる49。
　日本の取締側の姿勢は、総司令部と協力しながら、厳罰をもって対処し
たといえる。日本側が密貿易の取締を強化した背景には、総司令部の意向
が働いたという証言もある50。また、司法処分については、中国人（台湾人）

の犯則者にくらべ、韓国人に対し厳しい処分をくだしたといえる。以上の
ような性格は、朝鮮戦争中も維持されたと推測される。
　しかし、韓国が朝鮮戦争からの復興期に入ると、密貿易の性格もさらに

48 村上和弘、前掲論文、2016年。
49 例えば、1949年の日本と東アジアとの密貿易額は、正常貿易の11％に相当したともいわれ
ている（金子文夫「対アジア経済関係」原朗編『復興期の日本経済』東京大学出版会、
2002年、29～68頁）。

50 「そうすると、たとえば、これは一番不自然な形で切られたのですけれども、朝鮮と台湾
とかいう旧外地と日本との貿易関係というものは、これは一体をなしておりまして、どこ
を切っても、切ったところから血が出るということは、明らかなんですね。たとえば台湾
から砂糖なり塩なりを持ってくる、あるいは朝鮮から米を持ってくる、あるいは朝鮮に対
して雑貨を出すとか、台湾に対して綿糸類を出すとか薬品を出すとか、非常にもう、そう
いうものを人為的に断ち切ったのですから、そこに無理があるわけなんですね。だから名
前は密貿易だけれども、実際旧外地なり日本なりが生きるためには、どうしてもやらなけ
ればならなかったような、そういう貿易が密貿易の大半なんですよ」。
「ところがそれを公然と認めるということになると、アメリカの援助による経済維持とい
う面がくずれてしまうのですね。だから彼らの言うには、われわれはアメリカの納税者の
負担においていろいろな生活必需品をお前たちに持ってきてやっているんだ、ところがお
前たちの方で勝手に台湾から砂糖を持ってくるだの、あるいは朝鮮から米を持ってくるだ
のということになると、アメリカの納税者の納税意欲を阻害するというようなことを言っ
ておったのですがね」（「木村弘秀氏口述記録」（『財政史資料　関税局文書　日本税関史口
述会速記録（2）』国立公文書館、請求番号：平26財務01215100））。なお、木村氏は、1946
年に神戸税関監視部長を務めた経験がある。
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変化した。韓国の復興による需要拡大と保護関税により、「変則貿易」と
いう形態で「密貿易」が継続する。これは、日本では正常貿易であった貿
易が韓国側では密貿易として取扱われるという非対称的な貿易関係であっ
た。この「変則貿易」では、朝鮮戦争からの復興を背景に日本から韓国へ
の密輸出品は奢侈品という性格を帯びるようになった。
　このように日韓間では、1950年代を通じて、密貿易が継続したといえる。
これは、日韓会談の決裂など両国の政治的な関係が安定しなかったこと、
日韓両国とも貿易拡大には消極的であったこと51、などの要因により正常
貿易が軌道にのらなかったためであった。1960年の4．19学生革命により李

イ

承
スン

晩
マン

政権が崩壊すると、貿易拡大に対する政治的障害が除去された。張
チャン

勉
ミョン

政権下で日韓の経済関係を拡大させるために模索がはじまり、正常貿
易も1960年代前半から増加し始めた。それに伴い、日韓の変則貿易は衰退
期に入り、密貿易も60年代初めに一旦は小康状態にはいった52。

51 丁振聲、前掲論文、2005年。日本側も外貨予算制度のもとで韓国からの輸入を規制してい
た。

52 村上和弘、前掲論文、2016年。韓國關税協會、前掲書、1969年、331頁。大蔵省関税局、
前掲書、1972年、706頁。
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はじめに

　ヨーロッパ地域を中心に展開されていた第二次世界大戦の様相は、満洲
事変から日中戦争へ、そして日本の真珠湾奇襲によって、アジア太平洋地
域へ拡大した。参戦に踏み切ったアメリカが戦後を見据えながら練り上げ
たアジア政策は、日本の敗戦を前提として建てられており、日本の植民地
であった朝鮮に対する政策も日本の敗戦と連動して建てられたといえる。
　アメリカの対韓政策の論理には、韓国史におけるコンテクストとは異な
る側面が見える。韓国史からのコンテクストにおける植民地収奪論の強調
は、日本の戦争責任問題の追及とともに、歪められた近代あるいは植民地
半封建社会論にもとづく解放朝鮮の国家建設論と結びつけられる。一方、
植民地開発論を強調すれば、植民地資本主義論にもとづく国家建設論へつ
ながることになる。
　しかし、アメリカにおける戦後対韓政策という観点は、解放後の朝鮮の
自立能力に関する問題と直結する問題であったといえる。形式論的にいえ
ば、植民地朝鮮に対する収奪論的立場は、朝鮮の自立能力を否定的に見る
視角につながり、信託統治論に帰結する可能性が高かった。一方、植民地
開発論を強調する立場は、朝鮮の自立能力に対する一定程度の評価と結び
つき、即時独立論の前提となりえた。
　韓国史的コンテクストとアメリカの戦後対韓政策におけるコンテクスト

7 アメリカにおける植民地朝鮮認識の原型と
地域主義的再解釈
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との間には、朝鮮の即時独立のために植民地開発論を支持できないという
微妙な認識論的矛盾がある。構造的にこの矛盾は、一国史の観点から韓国
史を把握するために生じたともいえる。この矛盾を解消するためには、日
本という変数を導入する必要がある。アメリカの戦後対韓政策は、戦後ア
ジア政策の一部であり、対日政策との密接な関係の中で形成されたゆえん
である。
　アメリカの政策担当者たちにおいて、朝鮮の独立は第一義的な課題では
なかったことは事実である。日本が再び戦争を起こすことを封じ、また、
アメリカの影響下において日本を復興させるという論理に沿った政策の樹
立がもっとも重要な課題であったのである。したがって、アメリカのアジ
ア政策のなかで朝鮮と日本を合わせて把握すべきであるという地域主義
（regionalism）という問題群が登場する。
　本稿では、「認識」を、「事実」にもとづく解釈と再現というよりは、制
限された情報や評価のなかで自身が期待する像の再構成として把握する。
植民地下という「歴史的事実」とは無関係に、「事実」に対する「認識」は、
真実にもとづかない可能性もある。このような認識が構成する像が言説を
形成し、新しい「歴史的事実」を鋳造する土台になることもありうる。
　解放後における信託統治問題には、自立可能性を懐疑、あるいは否定す
る認識に正当性を与えようとする雰囲気が存在したことも「事実」である。
このような否定的な認識が形成された複雑なプロセスは、「植民地化」問
題とつながっている。朝鮮（民族）に対する実際的な愛憎とは無関係に、
当時のアメリカ人は、併合前の大韓帝国に対して、植民地になるしかない
という認識に傾いていた。彼らは、韓国人と大韓帝国の為政者とを区分し
て認識することによって、植民地化への必然性を正当化することができた
と考えられる。もともと自立可能な物的・人的資源を持っていた韓国人は、
退廃した大韓帝国の羈

き

縻
び

から逸脱することで、ようやく本来の姿へと発展
できるという認識と、大韓帝国の代わりに日本帝国の一部になるという認
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識とが、当時のアメリカ人にとっては両立可能だったのである。「すばら
しい被支配者としての素質を備えた朝鮮人」は、いまだ自身の統治機構、
すなわち国家を営む訓練ができていない。それは、大韓帝国の無能さと独
裁、すなわち東洋的専制君主制の退廃に起因するものであった、と。
　朝鮮の政治・経済的自立能力に対する不信感は、解放後にも続き、今度
はある特定の列強による一元的な「指導」に委ねるよりは、国際連合の共
同信託統治構想という結果を生み出した。
　植民地期朝鮮の社会性格は、ごく簡単にいえば、開発か収奪かをめぐる
史学史的な対立構造のなかで議論されてきた。植民地近代化論は、植民地
期に近代的市場経済体制の形成とともに本格化した経済成長と、制限され
つつも持続的に成長した朝鮮人の生活水準に注目する。また、植民地開発
の遺産が解放後の高度成長の土台になったと評価し、植民地期を「発展の
時代」としてみなす立場を堅持している。
　一方、植民地近代化論に批判的な議論は、植民地開発は日本人による、
日本人のための開発だとして把握する。したがって、経済開発の果実は、
日本人やごく限られた朝鮮人だけが味わい、一般朝鮮人の生活は改善され
なかっただけでなく、その開発の産物も、植民地支配の崩壊とともに、幻
のように消えた「野蛮の時代」だったという収奪論に立っていた1。
　植民地近代化論批判のための迂廻路を拓くために、鄭

チョン

然
ヨン

泰
テ

は、アメリ
カ人の認識には植民地朝鮮社会を「野蛮の時代」においても「発展」の潜
在力が成長した時代だったとの理解があった、と主張した。植民地の遺産
が、大衆の貧困と、自治能力の不足を招き、社会的葛藤と緊張を高めたと
批判しながらも、朝鮮人の潜在的力量は植民地期においても成長し、解放
後の自治能力の形成に寄与したと評価して、植民地国家的で植民地経済的

1 정연태「태평양전쟁기 미국의 複眼的 視覺과 한국사회 인식 -식민지 근대화 논쟁에 부
쳐-」『한국사연구』134号、2006年9月、265～266頁。
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な視点とともに、民族国家的で民族経済的な視点とを結合した複眼的な視
点が、アメリカの植民地朝鮮認識に投影されていたと述べた2。しかし、
植民地期に形成されたとする自治能力を、解放後において積極的に評価す
ると、今度は解放後における信託統治問題の発生経緯を掴みにくくなる。
ここに国内的な条件を越える東アジア地域秩序という新しい次元の条件が
必要になる。
　筆者には、植民地近代化論をめぐる議論に直接的に飛び込む意図もなけ
れば、植民地近代化論に対して迂回して批判する意図もない。また、歴史
的な実在に対する発掘よりは、現象学的な立場からアメリカの朝鮮認識の
解明に集中したい。すなわち、解放後の占領期に登場した信託統治問題の
論理的構造が、植民地社会の開発および収奪に関するアメリカの植民地認
識問題と朝鮮社会の自立可能性に対する認識問題に関連していたことを、
認識論的な立場から把握しようとするものである。
　本稿では、アメリカの政策文書の作成過程に影響をもたらしたと考えら
れ、植民地朝鮮の近代経済に対する本格的な研究成果として評価されてい
るグラッド（Andrew J. Grajdanzev）3の著作である『現代朝鮮（Modern Korea）』4と、
この著作に対するマッキューン（George M. McCune）、ボートン（Huge Borton）、
バンス（Arthur C. Bunce）らの書評を分析することによって、アメリカの戦
後信託統治構想につながる植民地朝鮮認識の原型を探ってみたい。マッ 

2 정연태、前掲論文、2006年、301～302頁。
3 フルネームは、アンドリュー・ジョナ・グライダンチェフ（Andrew Jonah Grajdanzev）で
あるが、日本の占領史分野ではグラッド（Grad）として広く知られているので、ここでは
グラッドと表記する。

4 Andrew J. Grajdanzev, Modern Korea: A Study of Social and Economic Changes under Japanese Rule, New 
York: International Secretariat, Institute of Paci�c Relations & John Day Company, 1944. グラッドの
著作は、李

イ

基
ギ

白
ベク

によって『韓國現代史論』（一潮閣、1973年［初版］、1997年［改訂一版］、
2006年［改訂二版］）として翻訳されている（以下引用は、A. J. 그라즈단제브、李基白 訳 
『韓國現代史論（2판）』一潮閣、2006年）。一方、高

コ

珽
ジョン

烋
ヒュ

は、書名を『現代韓国』と翻訳
している（고정휴「A. J. 그라즈단제프와 《현대한국》」『한국사연구』126号、2004年9月）。
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キューンやボートンのような人物は、アメリカにおいてごく限られた、戦
時期における植民地朝鮮問題に当たった専門家であって、当該期の対韓政
策の樹立に直間接的に関与しており、太平洋問題研究会（�e Institute of Paci�c 

Relations）5でグラッドとともに活動していた研究者グループにも属していた6。
またバンスは、解放後に南朝鮮に占領軍として進駐した米軍司令官の経済
顧問などの任に就き、アメリカの対韓政策の遂行過程に大きな影響力を行
使した。このような点からみると、彼らの著作や書評などに対する分析は、
アメリカにおける植民地朝鮮認識の原型を分析するには重要な意味合いを
もつと考えられる。

1．	アメリカの対韓政策の樹立過程における『現代朝鮮』の位置
づけ

　『現代朝鮮』の著者であるグラッドは、帝政ロシア末期にシベリアで生
まれ、ロシア革命期のイルクーツクで中等学校を卒業した。グラッドは、
ロシア革命後に亡命系無国籍ロシア人とソ連国籍ロシア人が共生していた
中国のハルビンに移住し、1924年にハルビン法科大学に入学し、1927年に
卒業したのち、1928年に同校大学院経済学科を修了した。グラッドは1929

年から1934年まで同校の講師として、経済学・公共財政・協同組合などの
科目を担当しながら、1934年に「イギリス領インドの通貨制度」（The 

Monetary System of British India）をもって修士号を取得した7。
　グラッドが通ったハルビン法科大学は、1920年には高等経済法科学校と

5 太平洋問題調査会に関しては、고정휴「식민지시대 미국 지식인의 한국문제 인식 -태평양
문제연구회（IPR）를 중심으로-」『역사와 현실』58巻、2005年12月。

6 김진웅・오영인「미국학계의 ‘한국현대사’ 연구에서 IPR 자료의 문헌학적 중요성」『민족문
화논총』66号、2017年8月、254頁。

7 고정휴、前掲論文、2004年、244～246頁、251頁。
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して創立され、1922年にハルビン法科大学に改編、1927年には東省特別区
法科大学に改称された。1929年からはロシア人部と中国人部に分割され、
ハルビン法政学校になった8。グラッドの講師時代は、「満州国」の樹立以
後にソ連国籍の教員と無国籍教員との対立が激しくなり、1934年にはソ連
支持派の教員グループが大学を辞職する事態が発生した。その後は、亡命
系ロシア人のための教育機関へと変化していく葛藤期であった9。
　グラッドは1934年にハルビンを離れてから、アメリカに移住する1937年
まで、天津の南開大学経済研究所において研究員としての生活を続けてい
た。グラッドが太平洋問題調査会国際事務局との関係を結んだのはこの時
期であると考えられる10。
　1939年にカリフォルニア大学バークレー校の大学院に進学したグラッド
は、1938年に「ソ連の集団農業」（Collectivized Agriculture in the Soviet Union）で経
済学修士号を取得した。1939年にはコロンビア大学政治学部の博士課程に
進学した。1943年に『現代朝鮮』の母体になる「現代朝鮮：日本統治下に
おける朝鮮の経済と社会発展」（Modern Korea: Her Economic and Social Development 

under the Japanese）で博士学位を取得した。1938年から1946年まで太平洋問題
調査会国際事務局の研究員として活動し、この博士論文も太平洋問題調査
会「国際研究プログラム」の企画研究主題だった11。グラッドが『現代朝鮮』
の原稿を書き終えたのは、「やがて」朝鮮を独立させるだろうと表明した

8 佐田弘治郞『東省特別區行政一般』大連：南滿洲鐵道株式會社、1930年、202頁；中嶋毅 
「ハルビンのロシア人教育―高等教育を中心に」『「スラブ・ユーラシア学の構築」研究
報告集（3）』北海道大学スラブ研究センター、2004年、63～66頁。

9 結局、1937年にこの学校は閉校になり、「満州国」文教部の管理下にはいることになった 
（中嶋毅、前掲論文、2004年、69～71頁）。

10 고정휴、前掲論文、2004年、246頁。
11 グラッドの研究は、植民地朝鮮に限られたものではなく、ソ連、インド、満州、モンゴル、
台湾、日本など、東アジア全体に亘っていた。グラッドの植民地朝鮮に関する研究も、太
平洋問題調査会の依頼であると推定される（고정휴、前掲論文、2004年、252～256頁）。
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カイロ宣言（1943年11月27日）にほど近い1943年12月15日であった。
　グラッドは『現代朝鮮』を通じて、連合国が必要とする日本の朝鮮支配
に関する情報を提供しようという目的を明らかにした。それは、アジア太
平洋戦争勃発以後、日本は、戦争遂行のための経済力を植民地朝鮮に相当
依存しており、植民地から独立した朝鮮が日本の帝国主義的な発展を制御
する防壁になると考えたからだった12。グラッドは、日本が植民地朝鮮に
もたらした「物質文明の進歩」、すなわち、近代化の成果を受け入れやす
い傾向と、人間以下の日本人の統治を受けた朝鮮の発展に対するオリエン
タリズムの無知による無視との間で、将来の朝鮮の独立問題に対応する正
確な資料を提示しようとしたと考えられる13。
　『現代朝鮮』は、出版時期の適時性はもちろん、太平洋問題調査会の東
アジア研究作業の一環であった点からも重要だったし、そして何よりも日
本側が生産した統計資料にもとづきながらも、植民地朝鮮の政治的・社会
的・経済的状況に対する批判的で総合的な英文研究書として重要性をもっ
たと考えられる14。博士論文の作成過程においても、グラッドの研究内容
の一部は、アメリカにおける対韓政策の樹立過程で活用されていたと考え
られる。太平洋問題調査会の第8回総会にて、博士論文原稿のなかの「農 

業」部分が提出されて議論の題材になっていた。一方、太平洋問題調査会
から出版された著書『現代朝鮮』の第6章に含まれていた「漁業」部分が、

12 A. J. 그라즈단제브、前掲書、2006年、4～5頁。
13 A. J. 그라즈단제브、前掲書、2006年、vii～viii頁。朝鮮関連研究者として浮上したグラッ
ドさえも、朝鮮とかかわる直接的な活動の機会を諦めることになった。東京の連合国最高
司令官総司令部（GHQ/SCAP）が提案した朝鮮担当部署には目もむけず、もっと大きい機
会を求めて民政局（Government Section）地方行政課に勤めていたが、保守的な反共グルー
プに追われ、アメリカに戻らなければならなかったのである（고정휴、前掲論文、2004年、
247～248頁）。連合国最高司令官総司令部が提案した朝鮮関連の業務は、おそらく民政局
に地方行政課とともに設置された二つの部署の一つである朝鮮課（Korean Division）であ
ると考えられる。

14 고정휴、前掲論文、2004年、239～242頁。
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在南朝鮮米軍政庁（USAMGIK）でそのまま覚書として回覧されていた15。
　『現代朝鮮』を繙くと、地理的環境、歴史的背景、人口、農業、林業と
漁業、動力と鉱産資源、工業の発展、輸送と通信、貨幣と金融、財政、行政、
司法と警察、衛生・教育と宗教、朝鮮独立の問題など、植民地朝鮮に関す
る総体的な情報が含まれていることが分かる。占領当時、南朝鮮に進駐し
た米軍が手にしていた唯一ともいえる朝鮮関連の公式資料は、JANIS-75 

（Joint Army-Navy Intelligence Study of Korea）であった。占領行政のための軍事目的
から編纂されたこの資料は、概要、軍事地理、海洋、海岸線、気候と天気、
港湾施設、交通と通信、都市と村落、資源と交易、人民と政府、保健と衛
生、防衛、海軍施設、空軍施設、地名事典、地図などを網羅し、占領行政
に最適化した総合人文地理書のような性格を持っていた16。この JANIS-75

における「第8章　都市と村落」、「第9章　資源と交易」、「第10章　人民と
行政」、「第11章　保健と衛生」などにグラッドの『現代朝鮮』が積極的に
参照されたと考えられる。
　このように『現代朝鮮』は、アメリカの対朝鮮政策の樹立過程で必要な

15 “Secret Paper No.7, Memorandum on Korea’s Agriculture and Resources by Anderew J. Grajdanzev, (1942.11)”, 
RG59 General Records of the Department of State, 1763-2002, Records Relating to the Far East, 
1941-1947, Entry A1673, 8th IPRC (Eighth Conference to the Institute of Paci�c Relations, Mont 
Tremblant, Quebec, Canada): Secretary Paper, Folder #7-8, 1942; “Andrew J. Grajdanzev, Modern 
Korea (New York, 1944), RG332, USAFIK, XXIV Corps, G-2, Historical Section, Records Regarding 
the Okinawa Campaign, USAMGIK, Box No.20, Carbon Copy, Chapter 1: Unreceived, Footnotes 
thru O�ce of Administration: Population Statistics on Korea (4 of 6); RG332, USAFIK, XXIV Corps, 
G-2, Historical Section, Records regarding the Okinawa Campaign, USAFIK, Box No.17, Dept. of 
Agriculture: Horticulture thru National Issues: Rice [or Fishery?] 1946, 1946-47.

16 アメリカ軍部は、1945年4月現在、朝鮮に対する情報収集活動を集大成し、JANIS-75とい
う総合報告書を出版した。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍省情報局と海軍省情報局は合
同で国家別戦略情報を集大成して野戦で活用できるように便覧ないしガイドブックを作成
した。NARA, RG332 Records of US �eaters of War, WW2, US Army Forces in Korea, XXIV Corps, 
G-2, Historical Section (군사실 문서), Box no.37, “Interview with Col. Metticus W. May Jr.” 
1946.2.21.；정용욱『해방 전후 미국의 대한정책』서울대학교 출판부、2003年、69頁。
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植民地朝鮮に対する総合的なデータを提供した数少ない著作で、ヘンダー
ソン（Gregory Henderson）によると、アメリカの韓国学研究者の間では、「朝
鮮の植民地時代研究において、英語で著述された最高の書籍」であると評
価された17。この意味で、『現代朝鮮』は、アメリカの植民地朝鮮認識の
原型を構成する重要な著作であったといえる。

2．『現代朝鮮』の内容とその「書評」に現れた植民地朝鮮認識

（1）植民地以前の旧韓末認識
　『現代朝鮮』は、特に植民地朝鮮に対するデータが必要な政策担当者や
研究者たちの関心を集め、この著作に対する書評が数多く書かれている。『現
代朝鮮』を書評した人々は直間接的な植民地朝鮮経験を持ち、植民地朝鮮
に対するアメリカにおける視角を加減なしにみせている点からして、これ
らの書評は重要な分析対象にもなる。
　まず、マッキューン18は、朝鮮の分派主義（すなわち、党争）は、長い間
政治の特徴であり、大韓帝国期に最も甚だしかったと見ていた。専制的支
配（despotic rule）のせいで民衆指導者が出現できず、反動的で分派的な官僚
制が支配する政府行政に民衆は参加できなかった。マッキューンは、大韓
帝国の時代を「王朝のたそがれ」（the latter days of the monarchy）として表現し、
改革はほとんど進まなかったと述べた。その原因分析において、伝統から

17 김진웅・오영인、前掲論文、2017年、264～265頁。
18 宣教師の息子で、植民地朝鮮で成長したマッキューンは、E・O・ライシャワーとともに
韓国語の英文表記法であるマッキューン・ライシャワー表記法を創案した。「朝鮮の対清・
対日関係、1800－1864」（Korean relations with China and Japan 1800-1864）をもって、カリフォ
ルニア大学バークレー校で博士学位（歴史学）を取得した。1942年からアメリカ国務省、
戦略事務局（OSS）、戦時経済委員会（�e Board of Economic Warfare）に勤務した。マッキュー
ンに関しては次の論文を参照されたい。An Jong-chol, “Making Korea Distinct: George M. 
McCune and His Korean Studies,” Seoul Journal of Korean Studies 17, 2004, pp.158-169.



植民地主義、冷戦から考える日韓関係284

近代への移行期に、朝鮮政治を支配した三つの主な力として、（1）強力な
歴史的・文化的紐帯、すなわち、ナショナリズム、（2）政治社会的構造に
浸透して改革を妨害した極端な保守主義と分派主義、（3）主権を制限され
る代わりに、独立のための必需的な防壁として考えられた中国との古代か
らの結束、すなわち特定の強大国に対する依存を取り上げた。大韓帝国（�e 

old Korean monarchy）が近代国家に向けてどのようなジェスチャーもしようと
しなかったという評価は、アメリカの対朝鮮認識において繰り返して登場
する見方でもある19。グラッドも併合前の数十年間、東洋的専制主義が支
配する専制政府の歴史的展開が問題であったことは疑う余地がないと、冷
ややかな評価を下した20。
　鄭然泰によると、このような否定的な認識は、腐敗した政治社会論の論
理的なコロラリー（corollary）として相対的停滞性論を提起させ、それは他
律的改革不可避論へつながっていった。朝鮮社会の発展を妨げる最大の障
害物として西洋人が注目したのは、政治的な不正腐敗であった。不正腐敗
の拡散が国家の財政悪化をもたらし、官僚の行政能力を低下させた結果、
国家発展の潜在力を弱化させたと西洋人には映ったのである。
　また、官僚の不正腐敗と収奪は、民衆のダイナミズムを枯渇させた主犯
でもあったと認識された。民衆の怠惰の原因は、自分の労働で築き上げた
私有財産が保護されないまま、貪欲な官僚と両班の収奪に曝される体制に
生きていたからであった。収穫の増大や財産の蓄積は、すぐにでも官衙の
収奪対象として注目されることを意味し、余剰生産物は官僚に搾取される
ばかりであったとする。そのような認識は、朝鮮の貧困と停滞が政治的産
物であることを物語っている。国内では外国人の保護下に入り、さもなけ
れば外国へ移住して富を築き上げた朝鮮人の事例を根拠に、政府が産業を

19 George M. McCune, Korea Today, Harvard University Press, 1950, pp.14-16, p.26.
20 A. J. 그라즈단제브、前掲書、2006年、340頁。
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振興し生計を保護するなら、民衆も真の「市民」として成長できると判断
したのである21。
　鄭然泰が提示した政治社会腐敗論、総体的停滞論、そして他律的改革不
可避論を論理的三位一体として把握すると、支配層と民衆との分離や、支
配層の収奪から逃れた民衆の自生的な発展可能性を論じたアメリカ人の認
識は、民衆の福利のためには政治的に腐敗した支配層を交替させるしかな
いということへつながる。それは、必ずしも新しい朝鮮人支配層の形成だ
けではなく、むしろ日本の統治を肯定的に評価する契機としても作用する
方向性を持つものであった。アメリカ人には、朝鮮に対する愛情や同情の
如何を別にして、大韓帝国が近代国家に発展する可能性には否定的であっ
た。これは、朝鮮の植民地化に対して、当時はもとより、アジア太平洋戦
争期におけるアメリカ人も同様に持っていた認識だったのである。

（2）日本支配下における植民地朝鮮認識
　グラッドは、33年間（執筆当時）におよぶ日本の支配が、必ずしも朝鮮
人の自治能力の培養を中止させたのではなく、朝鮮人の生活は多くの部分
で変化を見せていると述べた。したがって、1943年の朝鮮は1910年の韓国
とは劇的に異なっており、1905年から1910年までは真理であったかもしれ
ないある一般化した結論を、1943年の状況にも適用するのはやや皮相的だ、
とした22。
　しかし、グラッドは日本の統計を批判的に再解釈し、日本の植民地化以

21 정연태「19세기 후반 20세기초 서양인의 한국관 -상대적 정체성론・정치사회 부패론・타
율적 개혁불가피론-」『역사와 현실』34巻、1999年12月、185～194頁。

22 A. J. 그라즈단제브、前掲書、2006年、340～341頁。具体的には、数十万人の朝鮮人が学校
に通い、数十万の労働者が工場や鉱山で働いており、数万人の朝鮮人が労働者として、数
千人の朝鮮人が学生として外国に渡っている。一方、数千人のゲリラ部隊が日本軍と戦っ
ており、数万人の政治犯が耐え難い試練の場である日本の法廷、留置場、刑務所で過ごし
たという点も取り上げた。
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来、人口の増加に比例した農業産出の改善、産業生産の増大から日本の失
敗を明確にしてみせた。日本帝国主義の不適切さに対する、そして朝鮮の
ような農耕民族の産業化や、20世紀の搾取技術の衝撃的な結果に対する事
例研究としてもっとも有意義であるという書評23からも分かるように、植
民地統治の体系的な収奪という側面が強調されたことも事実である。マッ
キューンは、日本帝国主義の利益や独占のために朝鮮を搾取し、朝鮮農民
の窮乏化、朝鮮人の生活水準の下落、朝鮮経済の歪曲をもたらしたことを
グラッドが統計的に示したと評価し24、経済分野ではグラッドと同様に、
植民地朝鮮の経済発展はほとんどなかったと認識していた25。
　一方、バンス（Arthur C. Bunce）26は、グラッドが分析した植民地朝鮮認識
の主な弱点として、収奪の弊害に集中するあまり、朝鮮における資源開発
に対する客観的な価値評価を下していない、または、総督府の行政によっ
て行われた日本の投資、技術訓練、制度が朝鮮人の福利増進に寄与した大
きな利益についてまともに見ようとしていないと指摘した。すなわち、統
計上の成長指標を否定的に評価したグラッドの解釈を批判しながら、経済
成長が必ずしも労働者や農民の経済的な利益になる保証はない点を取り上
げ、労働者や農民のための利益にならなかったとの論理をもって、植民地
下の経済成長を否定する理由はないと述べた。資本財の輸入が即座に消費
水準を高めるわけではない点を指摘しながら、資本財の効果は未来に現れ

23 Edmund DeS. Brunner, “(Book Review) Modern Korea, by Andrew J. Grajdanzev”, Rural Society 10(1), 
1945.1.1, p.117.

24 George M. McCune, “(Book Review) Modern Korea, by Andrew J. Grajdanzev”, Pacific Affairs 18(1), 
1945.3, pp.103-104.

25 An, Jong-chol, 2004, op. cit., p.177.
26 バンスは、農業経済学を専門とする経済学者であり、在朝鮮米軍司令官であるホッジの経
済顧問、在朝鮮米経済協力局長などを歴任した。バンスに関しては次の論文を参照された
い。황윤희「번스（Arthur C. Bunce）의 내한활동과 한국문제인식」『崇實史學』23輯、
2009年12月；안종철「해방 전후 아더 번스（Arthur C. Bunce）의 활동과 미국의 대한정책」
『미국사연구』31輯、2010年5月。
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るだろうと見込んだ。植民地経済に対する日本資本の収奪に対する分析で、
植民地下の経済成長は収奪にもかかわらず、未来の朝鮮の世代に利益にな
るだろうとバンスは評価したのである27。
　このような収奪を中心として形成された論理に立脚し、植民地下におけ
る朝鮮人の政治的・経済的・文化的生活に対する収奪が深刻であったとす
れば、戦争終結後に朝鮮人に即時独立を付与することが可能であるだろう
かという不信とつながることになる28。
　収奪の弊害を強調すれば、即時独立を悲観することになる反面、反対に
開発の成果を強調すれば、即時独立が楽観できる状況が発生することにな
る。植民地近代化論という問題群とは異なる問題群、すなわち信託統治問
題に直面することになったのである。
　マッキューンは、日本支配の結果、朝鮮人には責任ある政治行政経験が
35年間も中断され、朝鮮人が近代世界において自立的な国家運営（self-governing）

を望むなら、民主的な政府を運営するための近代的技術を習得する教育を
受けなければならない、と考えた29。近代的な行政経験と教育が断絶した
状態では、朝鮮人には民主政府が運営できないという点から、近代的国家
機構が運営できる行政能力の不在とともに、即時独立を許容すれば、植民
地化以前の朝鮮の痼疾的な弊害ともいえる分派主義や反動的国家経営へ戻っ
てしまう危惧さえある、と考えていた。親日的で富裕な朝鮮の企業家や地
主の支配から朝鮮を解放すべきであるとういう立場を、グラッドもマッ 

27 Arthur C. Bunce, “(Book Review) Modern Korea by Andrew J. Grajdanzev”, The American Economic 
Review 35(4), American Economic Association, 1945.9, pp.698-700. 植民地支配があまりにも短く
終わったので、初期の収奪ばかりが浮き彫りになったのであり、もし植民地支配が本格的
で長期に及んでいたならば、朝鮮人の生活改善に成功したはずである、という日本帝国主
義からの主張にもつながる部分である。

28 J.F.C, “(Book Review) Korea Looks Ahead by A. J. Grajdanzev”, International Affairs 21(3), Royal 
Institute of International A�airs, 1945.7, p.425.

29 George M. McCune, 1950, op, cit, p.26.
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キューンと同様に持っていた。したがって、親日的企業家や地主の支配を
放置すると、新しく建設する朝鮮は、日本帝国主義の支配下と同様に呻吟
することになるか、さらに悲惨な状態に転落するだろうと評価したのであ
る30。この点は以後、即時独立に対する否定的な認識とともに、信託統治
の正当化の論拠として登場する。
　その一方でマッキューンは、朝鮮人の中から政治的なリーダーシップを
探したいと思っていた。朝鮮人が経験した唯一の民主主義の経験は小さな
村の自治体やキリスト教グループにあったと認識していたマッキューンは、
植民地支配下においても朝鮮人は、文盲退治など教育分野において進展を
成しとげ、健全な民主主義を樹立する前提条件を揃えていたと評価した。 

リーダーシップの訓練において、伝統的なものと植民地的なものとは画然
と異なり、民主主義的な接近方法の典型は、宣教師やキリスト教徒の中に
確認できる、と述べた31。
　ノーブル（Harold J. Noble）32の考えでは、すべての朝鮮人資産家は親日派
であるという前提がグラッドのなかには置かれていたようで、資本主義と
市民的品位、富と愛国心の間には根本的な葛藤関係があるという推定に立っ
ていると批判した。また、日本の産出した統計等を批判的に利用して成し

30 Alfred Evenisky, “(Book Review) Modern Korea by Andrew J. Grajdanzev”, Science and Society 11, 
1947.1, p.397.

31 An, Jong-chol, 2014, op. cit., p.176.
32 大韓帝国で宣教師の息子として生まれ育ったノーブルは、1931年に「1895年以前における
朝鮮の対米関係」（Korea and Her Relations with the United States before 1895）をもって、カリ
フォルニア大学バークレー校から博士学位を取得した朝鮮問題の専門家であった。以後、
旧制第三高等学校教授（京都）を経て、アメリカに帰国した。アジア太平洋戦争中には海
兵隊少佐として服務し、1945年春からはジャーナリストとして活動、1947年から連合国最
高司令官総司令部の民間諜報局（CIS）、在朝鮮米軍司令官の政治顧問を経て、在韓米大使
館の一等書記官などを歴任した。ノーブルの略歴に関しては、次の本を参照されたい。
Frank Baldwin, “Editor’s Introduction”, Harold Joyce Noble, ed. Embassy at War, University of 
Washington Press, 1975, pp.v-ix.
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遂げた研究成果にもかかわらず、グラッドは朝鮮人とは個人的な経験すら
持っていないことを指摘した33。
　植民地期における近代民主主義の政治訓練の断絶とともに、アメリカ人
において重要な朝鮮認識は日本との関係性であった。特に、アメリカの対
韓政策の構想および決定過程に関与したアメリカ人の認識のなかでは、こ
の問題は重要であった。すなわち、朝鮮が日本帝国の「植民地」から「一
地方」へ変化する過程であったという認識の問題である。これは、その後
の朝鮮の独立可能性と直結する問題でもあった。政治的には日本帝国の植
民地朝鮮に対する管轄権問題が重視された。1942年11月までは、朝鮮は行
政的には植民地行政機関である拓務省の監督下に置かれた日本帝国の植民
地であったが、その後、日本の一地方として統合され、内務省の監督下に
置かれることになった、とマッキューンは考えていたのである34。このよ
うな認識は、マッキューンのみならず、多くのアメリカ人の著述にも相当
な重みで述べられていた。
　ボートン（Hugh Borton）35は、朝鮮は1942年に日本の内務省の直接的な責
任下に組み入れられており、日本帝国本土の統合的一部として統治された
と把握した。一方、大東亜省は、日本・朝鮮・台湾・樺太を除いた「大東
亜共栄圏」の純粋な外交的関係以外の行政業務を監督した。この監督権は、
朝鮮が日本の統合された一部になったことを意味する。もはや、朝鮮総督

33 Harold J. Noble, “(Book Review) Modern Korea by Andrew J. Grajdanzev,” Far Eastern Quarterly 5(1), 
1945.11, pp.68-69.

34 George M. McCune, 1950, op. cit., p.23.
35 1937年にオランダのライデン大学で、「日本の百姓一揆」（Peasant Uprising in Japan）をもっ
て博士学位を取得したボートンは、コロンビア大学教授でありながら、戦時期には国務省
に所属し、アメリカの対日政策はもちろん、対韓政策の樹立にも関わった人物である。ボー
トンに関しては、次の資料を参照されたい。ヒュー・ボートン、五味俊樹訳『戦後日本の
設計者―ボートン回想録』朝日新聞社、1998年；안소영「태평양전쟁기 미 국무성의 전
후 극동정책 형성과정에 관한 일고찰 -일본전문가 볼튼（H. Borton）의 “한국문제” 처리안
을 중심으로-」『일본연구논총』24号、2006年12月。
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は植民地総督ではなくなり、日本における外地「県」の知事になったとい
うことである。朝鮮の日本化過程の最終段階で朝鮮はもはや植民地ではな
く、日本帝国の本土と統合されたもう一つの「県」になり、連合国が日本
を敗退させることだけが、朝鮮解放への道を拓いてくれるだろうと締めく
くった36。
　マッキューンは、経済的には日本帝国主義の軍事的目的によって行われ
た朝鮮の経済変動に対する十分な意味合い（the full implication）を考慮に入れ
なければならないというグラッドの解釈に同意していた。併合後、朝鮮の
資源は日本の戦争産業のために開発されたことを強調したのである37。特に、
1930年代には、日本の支配者たちは政治的抑圧や経済的収奪をスピードアッ
プさせ、戦争遂行のために植民地を開発した。戦時中、朝鮮は兵站基地に
なり、日本の総力戦体制の一部として機能したのであった。戦争経済に服
務したことは当時の朝鮮経済にもっとも重要な特徴になり、戦後韓国経済
の再調整（readjustment）は至難な過程になるだろうと述べた38。
　しかし、朝鮮の食糧や資源が日本帝国を維持する重要な役割を果たし、
日本の戦争遂行に寄与したという点を考慮する際、朝鮮の独立は、日本が
再び帝国主義国になって東アジア地域を侵略することを阻止する強力な防
波堤になるだろうという点に同意していた39。
　アメリカの植民地認識は、解放後の国家建設の主体を設定する問題と結

36 Hugh Borton, “Korea: Internal Political Structure,” Department of State Bulletin 11(281), 1944.11, 
pp.579-583；Hugh Borton, “�e Administration and Structure of Japanese Government,” Department 
of State Bulletin 11(287), 1944.12, pp.820-826.

37 George M. McCune, 1945.3., op. cit., p.104. ボートンは、ラングドン（William R. Langdon）前
駐朝鮮米公使が在任した期間に作成した当時の情勢や朝鮮総督府の統治方法を鋭く分析し
た公文書を利用することができたとする（ヒュー・ボートン、前掲書、164頁）。ボートン
が参考にしたラングドンの報告書は、William R. Langdon, “Some Aspects of the Question of Korea 
Independence” 1942.2.20. であると推定できる（정용욱、前掲書、2003年、41頁）。

38 George M. McCune, 1950, op. cit., p.23; George M. McCune, 1945.3, op. cit., p.104.
39 Alfred Evenisky, 1947.1, op. cit., p.397.
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びづいていた。すなわち、アメリカ人の認識の中では、開発も収奪も存在
するということだけが重要ではなかった。開発を越える収奪に注目したの
か、収奪を越える開発に注目したのかという点が重要だとアメリカ人は認
識していた。ここでも地域主義的コンテクストからの収奪や開発に関する
認識と評価が必要になる。また、彼らの視角から、物的基盤は認めるもの
の、人的基盤の開発を否認し、収奪を認めるという点からみると、訓練さ
れた朝鮮人の不足は、自立能力の不足という弱点として現れる。このよう
な点から、政治構造は植民地的構造から脱することはできなかったが、経
済・社会構造は近代性を獲得した、という二重構造に対する分析が必要と
なる。

3．朝鮮独立可能性に対する認識と地域主義的な再解釈

　グラッドは、解放される朝鮮が自立できる十分な物的資源を保有してい
たことは認めたが、親日的大地主や産業資本家が新生朝鮮で権力を執るこ
とになると、植民地下と同様な状況が再現されるばかりか、もっと悪化す
る可能性すらあるだろうと述べた。したがって、工業と土地の国有化や協
同組合の確実な発展を通じた中央集権的な民主共和国を樹立することが必
要だと考えた。朝鮮のためには国営企業体を私営から分離することがさら
なる民主化や自由化に貢献するだろうとみたのである。将来の独立に備え、
社会組織として協同体国家（a cooperative state）を構想しながら、即時独立を
主張したのである40。
　一方、朝鮮独立の未来を展望する際、協同体国家（或いは組合国家）建設
に関心をもち、公・私企業や土地を没収して組合として運営することによっ
て、私的利潤に立つシステムよりは協同組合体制の方が朝鮮の迅速な経済

40 A. J. 그라즈단제브、前掲書、2006年、348～352頁。
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成長をもたらすだろうというグラッドの展望に対して、ノーブルは容易い
問題ではないという認識を示した41。マッキューンも、グラッドが提示し
た協同体国家に対しては否定的であった。植民地下における金融組合に朝
鮮人が参与した経験を協同体国家の樹立根拠として取り上げたグラッドに
対して、朝鮮人の金融組合に対する態度を十分に把握していないと批判し
たのである。むしろ、多くの村において従来の朝鮮人による「アソシエー
ションズ」（associations）や「コーポラティブズ」（cooperatives）に注目すべき
であるとマッキューンは主張した42。
　一方、バンスは、朝鮮の独立国家としての持続能力に対して、日本人が
掌握していた植民地下においても、多くの朝鮮人が政府機関、銀行、鉄道、
電力設備、治水、灌漑などの分野において効果的な運用者として活動して
いたことを取り上げ、少数にすぎないものの、朝鮮の施政のための迅速な
受け皿になりうると評価し、これらの人々には行政実務が担当できると考
えた。海外独立運動グループは、政府樹立の際、潜在的な指導力が行使で
きると評価したが、独立国家の正常的な運営のためには、追加的に朝鮮人
専門家を訓練する必要性があることも認めた。
　一方、社会構造的には植民地下で形成された日本の独占、および統制政
策によって形成された経済構造をそのまま放置すると、少数の私的所有者
に経済力が集中・独占される危険性があると評価した。このような状態を
回避しながら生産力を高めるためには、資本主義と社会主義との対立では
なく、総合的に社会的な所有と私的所有とが混合した経済に向かうべきで
あると主張した43。したがって、グラッドが収奪の面に集中したあまり、
開発の面が把握できなかったと指摘しながらも、日本に依存せずに植民地

41 Harold J. Noble, 1945.11, op. cit., p.68.
42 George M. McCune, 1945.3., op. cit., p.104.
43 Arthur C. Bunce, “�e Future of Korea: Part I,” Far Eastern Survey 13(8), 1944, pp.68-69.
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下の独占的経済支配の物的・人的資源を最大限活用するためには、バンス
もやはり社会主義と資本主義とが混合した経済体制へ移行する必要がある
という認識に至ったと考えられる。
　高

コ

珽
ジョン

烋
ヒュ

は、朝鮮の独立の可能性を認めるべき根拠として、①ラティモ
ア（Owen Lattimore）のような道義的な立場から日本の野蛮な統治に苦痛を味
わった弱小国の問題をただすべきであるとする立場と、②ビッソン（�omas 

A. Bisson）のように、敗戦した日本の徹底的な改革のために日清戦争以来に
日本が獲得した領土を返還すべきであるという認識から朝鮮の独立問題を
取り扱う立場、そして、③グラッドのように、朝鮮の独立問題を独自の物
的・人的な独立維持能力に沿って独立の可能性を認める立場、に区分でき
るという認識を示した。この三つの立場の共通点は、戦後日本帝国の解体
や全面的な改革、分裂した中国の統合や再建、それに加えて朝鮮の独立や
民主的な国家の樹立をワンセットとして構成することに東アジアの安保や
平和を求めていたことである、と高は理解する44。すなわち朝鮮の独立問
題は、東アジア地域秩序の再編過程において、「日本の勢力弱化＝中国の
勢力安定」という構造のなかに位置づけられていたといえる。
　しかし鄭然泰は、朝鮮の自治能力に対する否定的な認識の下で、即時独
立ではなく、列強による信託統治を経るべきだとの判断が優勢であったと
理解した。その前提となったのは、まず、自治能力不足論であった。実際
にこのような認識は、19世紀末から解放当時までの朝鮮社会に対するアメ
リカの一般的な認識としてあった。物的力量に対する楽観的な認識にもか
かわらず、自治の経験や能力は乏しいということであった。このような人
的力量を懐疑する根底には、党派的朝鮮民族論がとぐろを巻いていたので
ある。国家を経営する人材不足とともに、日本経済に完全に統合され、戦
争のために機能していた朝鮮経済を日本から分離するためにも、列強の保

44 고정휴、前掲論文、2005年、138～142頁。
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護下で、ある程度の信託統治を実施すべきであるということが彼らの論理
であったともいえる45。
　一方、国内的には、党派的民族性論や先鋭な階級対立の可能性が結合し
て生じる政治的緊張が新政府の安定を脅かし、他方で国際的には、中国・
日本・ロシアが繰り広げた朝鮮半島をめぐる地政学的な角逐が東アジア地
域の安定性を脅かすだろうという開港期以来の危惧から、国際的信託統治
が必要であるという論理が浮かび上がったといえる46。グラッドによると、
朝鮮の独立を脅かす日本・中国・ロシアのなかで、ある国が韓国を保有す
れば他の国々は脅威を覚えるので、このような状態では、米・英・中・ 

ソ・日が共同で朝鮮の独立や領土の保存を保障することが最善策であると
いうことであった。朝鮮のための最善の保障は、さらに強力な隣邦に対抗
するための強力な軍隊を創建することではなく、すべての隣邦に対する平
和で友好的な政策によってそれらの国々から好意を得ることにあるという
ことであった47。
　植民地統治の総決算において、信託統治、すなわち朝鮮の自律的な運営
能力＝独立の可能性の否定かつ懐疑は、収奪の強調につながる。一方、収
奪のあまり開発が有効活用できなかった点を強調すれば、その開発に対す
る評価は地域主義的なコンテクストのなかではじめて可能になるといえる。
植民地朝鮮で完結する開発計画ではなく、日本帝国の東アジア地域単位の
開発計画における開発であったということになるからである。収奪につい

45 정연태、前掲論文、2006年、294～296頁。この傾向からの危惧は、すべての朝鮮人からそ
の権利を剥奪し、日本人の支配下で現存状態を再現することになり、その主人の変更に過
ぎない独裁制度だけが出現し、市民として自立できなかった個人が政治組織によって翻弄
されるという危惧へつながった。したがって、個人的な独創力が抑圧され、朝鮮の発展は
妨害されることになるだろうということであった（A. J. 그라즈단제브、前掲書、2006年、
356頁）。

46 정연태、前掲論文、2006年、296～298頁。
47 A. J. 그라즈단제브、前掲書、2006年、356頁。
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ても、このような地域主義的なコンテクストのなかで見据えるべきである
ということである。東アジア地域における開発／収奪構造が、戦時期とは
異なる方式で展開するとすれば、独立と信託統治問題も、地域主義的コン
テクストにおいて浮かび上がってくるであろう。

おわりに

　統治の成果を強調するために、朝鮮人の自治能力を否定した日本帝国主
義の論理とともに、アメリカの朝鮮認識の論理も、朝鮮の自治能力には否
定的であった。たとえば大韓帝国の自己統治能力への否定は、日本帝国主
義の韓国併合、すなわち植民地化への肯定につながった。韓国併合の前提
は、自然権的権利が実現できる外部からの統治を、日本帝国主義に期待す
ることにあったのである。したがって、日本帝国主義の統治性を否定する
ことは、朝鮮の自治（self-government）、すなわち独立（independence）を肯定す
ることになり、そのためには自然権的生活が営める諸般の統治「能力」に
対する信頼が欠かせなかった。この「能力」に関するアメリカの否定的認
識から、朝鮮は再び外部の統治に依存せざるを得ないという認識が出てき
た。すなわち「信託統治」論が登場したのである。アメリカの認識による
と、自治は権利ではなく、能力の領域であった。自決権という自然権的権
利は、その権利の実現能力との関係性が重要だったのである。実際に「権
利」を実現する能力が不足した場合は、外部の統治によって「権利」の実
現を補うことになるのである。
　植民地性の政治・経済的分離、すなわち政治的な次元における分離状態
（日本と植民地との分離統治）と、経済の統合的属性、すなわち経済の統合と
いう側面は、戦時期アメリカの「朝鮮―日本」の構造の把握と一致したの
である。政治的自治能力の存在を否定的に評価し、経済的開発が必ずしも
自立能力と直結することにはならないという論理は、日本の「大東亜共栄
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圏」というある種の地域主義的な経済に取り込まれていたと朝鮮経済を評
価し、その自立能力を否定する論理へつながることになる。
　植民地統治の「成果」を否定する民族主義的歴史解釈の傾向の強い収奪
論的な観点は、当時のアメリカ人の目には、形式論的には朝鮮の自立能力
不足論にもとづく信託統治肯定論に帰する。民族主義的な観点が堅持した
信託統治否定論とは矛盾が生じる。一方、植民地統治の「成果」を肯定し、
民族主義的歴史解釈から距離を置く開発論的観点は、形式論的には自立能
力の肯定と即時独立論につながり、信託統治否定論へ至るのである。この
ような「矛盾」は、史学史的歴史解釈と植民地近代化論との既存の論争と
は異なる接近法が必要であることを示している。
　ここで、開発論的観点からも信託統治に至る論理が開発され、その媒介
として「日本」という要素が追加されることになった。すなわちアメリカ
にとって、朝鮮の独立が重要であったのではなく、日本の戦争能力の弱化
が重要であったという論理を追加する必要がある。そこが、東アジアにお
ける地域主義的コンテクスト（regionalism）が登場する地点である。実際に
1940年代に現れたアメリカの東アジア地域に対する地域主義的認識は、東
アジア地域に対する歴史的認識においても例外的なものであった。この時
期に、「日本と対立して」、「朝鮮を独立させ」、「中国を中心に」、東アジア
地域を「再編」しようとしたアメリカの認識は、その前後とは確然として
異なっていたといえるだろう。
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1．日本モデル論としての近代化論

　1950年代を迎えた日本では、「アジア」や「民族」への関心が高まった。
1949年に中華人民共和国が成立し、ベトナムと朝鮮半島の北側に反植民地
主義を掲げた政権が発足したことに加え、日本自身が連合軍の占領下に置
かれている状況が、その背景にあった。1955年4月にインドネシアのバン
ドンに集結したアジア・アフリカ諸国の代表は、米国とソ連の帝国主義を
批判した。冷戦秩序に亀裂を生みつつ登場した非植民地化（decolonization）

の機運は、日本社会にアジア侵略への反省を促した。
　一方で、サンフランシスコ講和条約で連合軍の占領が終わり、朝鮮戦争
の特需で景気が右肩上がりになった。1955～56年頃から高度経済成長が始
まるなかで、日本の近代を経済発展という見地から肯定的にとらえようと
する傾向が台頭した。この傾向に反比例するように、折からのスターリン
批判の影響もあり、マルクス主義の知的権威が急速に衰退し、「戦後は終わっ
た」という認識が広まった1。冷戦と非植民地化という世界的な潮流のなか、
1950年代半ばの日本は、アジア侵略への反省と日本企業のアジア「復帰」
への期待がぶつかり合う状況であった。
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1 安丸良夫「日本の近代化についての帝国主義的歴史観」（初出：1962年）同『〈方法〉とし
ての思想史』校倉書房、1996年、210頁。
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　1950年代半ばは、米国のアジア研究においても重要な時期であった。冷
戦が軍事的な対立から、さらに経済成長を中心とした体制競争へと拡大し、
アジアは冷戦の最前線であるだけでなく、その知的装置である地域研究が
角逐する場となった2。こうしたなかで、ハーバード大学の日本史家エドウィ
ン・ライシャワー（Edwin O. Reischauer）などが中心となり、旧敵国の日本を
アジア近代化のモデルとして再発見しようとする動きが現れた。1960年8

月には米国と日本の学者が参加して「箱根会議」が開かれた。会議の共通
テーマは「近代化の概念と日本」であった。箱根会議は米国発祥の近代化
論が日本社会に姿を現すきっかけとなった3。
　近代化論が日本の論壇に本格的に登場したのは1961年である。箱根会議
の報告に基づくジョン・ホール（John W. Hall）の論文「日本の近代化―概
念構成の諸問題―」が『思想』1961年1月号に掲載され、6月にはウォル
ト・ロストウ（Walt W. Rostow）の著書『経済成長の諸段階―一つの非共産
主義宣言―』の翻訳が刊行された。雑誌『中央公論』は5月号より連続
で近代化論の論文を掲載したが、9月号には、同年4月に駐日米国大使とし
て赴任したライシャワーと経済学者の中山伊知郞との対談「日本近代化の
歴史的評価」が掲載された。近代化論は、1960年の安保闘争に危機感を懐
いたアメリカ当局によって、「文化冷戦」を戦う武器として政策的に導入
された側面があった。以後、「ライシャワー攻勢」と呼ばれる近代化論の
積極的な宣伝が行われ、1963年になると近代化論は日本論壇の「流行」と
なった。『思想』1963年11月号は「「近代化」をめぐって」という特集を設
けた4。

2 장세진「라이샤워（Edwin O. Reischauer），동아시아，ʻ권력/지식ʼ의 테크놀로지 -전후 미
국의 지역연구와 한국학의 배치-」『상허학보』36輯、2012年10月、87～94頁。

3 임성모「냉전과 대중사회 담론의 외연：미국 근대화론의 한・일 이식」『한림일본학』26輯、
2015年5月、247～251頁。

4 和田春樹「現代的「近代化」論の思想と論理」『歴史学研究』318号、1966年11月、2頁。
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　和田春樹は、当時流行した近代化論を「過去から現在をへて未来におよ
ぶ世界史の基本的過程、その必然的な、のぞましい発展過程を「近代化
modernization」、すなわち近代西欧社会の諸特徴のすべて、あるいはその
いずれかをおびるような社会変化の進行と把握する歴史観」と定義した。
近代化論は、米国とソ連が中心となった冷戦で西欧社会の優位を証明しよ
うとする試みでもあった。つまり「近代西欧社会にはそれ以上の深刻な社
会変化を想定せず、近代西欧そのものあるいはその水準を「近代化」され
ていない国々ないしは地域の目標とする歴史観」であり、「社会主義的変
革の必然性を主張するマルクス主義とは対立する歴史観」であった5。
　箱根会議に戻り、米国の近代化論が初めて日本に登場する瞬間を見てみ
よう。箱根会議は、「アジア研究協会」（Association for Asian Studies）傘下の「近
代日本研究会議」（Conference on Modern Japan）が主導した6。「近代日本研究会 

議」は、米国の近代化論元年といえる1958年に、ジョン・ホールらが中心
となって組織した。1961年に公開された『箱根会議議事録』によれば、会
議の参加者は、米国側からジョン・ホール、エドウィン・ライシャワーな
ど14人、日本側から丸山真男、川島武宜、大内力、遠山茂樹など14人で、
日米合わせて28人であった。事前に参加者から提出された19編の論文をも
とに3日間にわたって討論が行われた7。
　議事録にまとめられた内容を見ると、近代あるいは近代化とは何かとい
うやや抽象的な議論が主要な部分を占めている。近代化論が提起された背
景にある冷戦や非植民地化に関する認識は、行間から読みとるしかない。
冒頭で「近代化の範疇に社会主義社会を対象とするかどうか」が一つの問

5 和田春樹、同上論文、3頁。
6 임성모、前掲論文、2015年、247～251頁。
7 『箱根会議議事録；Association for Asian Studies; Conference on Modern Japan Proceedings of 

Preliminary Seminars at Hakone, Japan; Aug.30-Sept.1, 1960』1961。以下、本資料からの引用に
ついては、本文中に頁数のみを示す。
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題だったと述べてはいるが（3頁）、実際の討論では、社会主義への言及や
考慮はほぼ見られない。植民地問題についても軽視されていた。
　「近代化の型」については「Ⅰ．Indigenous」と「Ⅱ．Underdeveloped」を
区分し、それぞれを「A. Old and Traditional」と「B. Young and Empty」にさ
らに分け、合わせて4つのタイプを設定したが、植民地問題はⅡの A、すな
わち「Underdeveloped」で「Old and Traditional」タイプの下に「① Colony」
と「② Non-colony」を置くにとどまった。ちなみに日本はⅡ-A-②タイプ
の代表として位置づけられた（17～20頁）。
　日米間の争点は、日本の近代をどう見るかにあった。ジョン・ホールは、
「日本の学者が《おくれている》という言葉をよく使っていますが、それ
は、先に出た国を見ているからでしょう」（20頁）とし、日本の近代化を高
く評価した後、「容易に近代化された国は、それ以前に例えば封建といっ
た比較的共通の社会状態が存在した」と、近代化ができる要因を内因論で
説明する仮説を提示した（49頁）。これについては、たとえば、加藤周一も
「日本人は feudalismについて hindranceの面だけを強調して来たが、Jansen

氏が paperで指摘しているように more help than hindranceの面で日本人は
考えたことがあるかどうかを考え直して見たい」（51頁）と関心を示した。
　ただし、概して日本の学者たちは、民主主義などの価値規範や社会意識
の観点から日本の近代には批判的であった。リチャード・ラビノヴィッツ
（Richard W. Rabinowitz）が、ナチスを近代ではないとはいえないとし、民主
主義と近代化との直接的な関連を否定したことに対して、堀江保蔵などは、
「indigenous」な近代化を成しとげた国と「late comers」を区別する基準と
して民主主義の進展が重要だとし、日本は民主主義がないところに産業革
命が起こったので、国の構造、とくに「democracy」の面ではまだ完全に
近代化されていないと主張した（15～16頁）。またエドウィン・クロッカー 

（Edwin S. Crawcour）も、丸山や高坂正顕などが「徳川時代に起った近代化
のことを考えず、self-realizationとか人間中心主義といって、むしろ西欧の
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old individualism」を重視する傾向があると指摘した（22頁）。こうしたやり
とりからは、後に和田春樹が、古典的近代化論は「「自由で民主的」な西
欧社会を理想」としたのに対し、現代的近代化論では「近代化」は「工業
化」を意味するだけだと批判した事実が思い浮かぶ8。
　会議の席上、イギリスの日本研究者であるロナルド・ドーア（Ronald P. 

Dore）は「日本における資本主義の研究は、日本経済乃至その環境たる社
会をもっとよくしよう、貧乏をなくして行くにはどうしたらよいかという
考え方の上に立っているのに対して、Rosovsky氏や Lockwood氏の問題設
定は、日本の経済はともかくもうまくやって来た、これから近代化する国
が当面している諸問題への教訓を日本の経験が与えてくれるであろう、と
くに政府の役割は重要であろう、という前提に立っているのだ」（64頁）と
まとめた。米国の近代化論が日本モデル論という実践的な目的によって規
定されていたことがあらためてうかがえる。
　米国の近代化論のアジア諸国への含意は、日本の発展を後進国開発のモ
デルとしてうち出すところにあった9。ライシャワーは、「西欧の近代化の
範型を用いて近代化の過程を早め、しかも大成功を収めた唯一の」国とし
て日本を盛りたて、日本の近代化が「低開発国の手本になるべき」だと主
張した10。このような議論に呼応する日本の学者たちは「日本文化フォー
ラム」などの保守的な団体に集まった。彼らは、日本の近代があまりにも
否定的に評価されてきたと批判し、江戸時代にまでさかのぼって「日本人
の「活力」や能力の高さ」を描こうとした。とくに過去の反省に重きをお
くマルクス主義歴史学に対し、明確な対決姿勢を示した11。

8 和田春樹、前掲論文、1966年、3頁。
9 임성모、前掲論文、2015年、248頁。
10 金原左門『「日本近代化」論の歴史像―その批判的検討への視点―』中央大学出版部、

1968年、237頁。
11 安丸良夫「日本の近代化についての帝国主義的歴史観」、前掲『〈方法〉としての思想史』、

214～215頁。
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　日本の近代化に関する近代化論者の証明手続きは、内因論に拠っていた。
箱根会議でのジョン・ホールの立場と同様に、ライシャワーも近代化の前
提として封建制を想定した。ライシャワーは『東洋文化史』（East Asia: The 

Great Tradition, 1960；East Asia: The Great Transformation, 1965）で、日本が「アジア諸国
の中で、なぜ、どのように唯一の近代化に成功したのか」という問いを投
げかけ、その答えを封建制の存在に求めた12。ただし、この論理に拠っては、
日本をアジア近代化のモデルにすることはできない。封建制を経ていない
他のアジア地域は、近代化が難しいことになるからである。
　ここで強調されたのが、日本の資本とアメリカの民主主義の役割であっ
た。これではじめて、たとえば韓国社会に対する「停滞性論」的理解にも
かかわらず、外部からの衝撃によって近代化が可能だという論理が成立し
た13。ただし、近代化論でいう民主主義とは、冷戦秩序のもとで米国の陣
営に立つことを意味するだけで、実質的な政治的民主化とはそれほど関係
がなかった。結局、ライシャワーが説く「近代化」は「工業化」にすぎな
かった。これに対して、1960年代以降に韓国の知識人が政治的民主化を熱
望し、また内在的発展論を追求したことは、米国の近代化論の影響を、い
わば批判的に受容したものであった。

2．戦後歴史学の「客観主義」

　箱根会議に参加した米国の学者たちは、日本の近代史を経済成長という
面で高く評価した。このような観点に立てば、日本社会における民主主義
のための努力やその挫折の歴史は意味を失う。会議に出席した川島武宜は

12 장세진、前掲論文、2012年、106頁。
13 안종철「주일대사 에드윈 라이샤워의 ʻ근대화론ʼ과 한국사 인식」『역사문제연구』29号、

2013年4月、300頁。
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「日本人学者は政治的論議（政談）と社会科学上の分析とを同一視してい
るのだという誤解が、一部の外人学者にあったりして、「民主主義を問題
とするのかしないのか、まずそれを返答せよ」、とことば鋭く日本人学者
を難詰する場面があった」と伝えた。川島は「今日におけるアジア・アフ
リカ・中南米における諸社会の歴史的変化の動きは、「民主主義」の価値や、
それによる動機づけを無視するなら、到底正確には分析され得ず、その将
来についての予見をも誤るであろう」と主張した。会議でこのような立場
に立ったのは、主に川島と遠山茂樹だったという14。
　遠山は、マルクス主義歴史学、なかでも日本の「封建性」に注目する講
座派を代表する歴史学者だった。川島は、丸山真男とともに、西欧社会に
照らして日本の前近代性を指摘する、近代主義の潮流を代表する法学者で
あった。講座派と近代主義の間には、一種の協力関係があったことになる。
安丸良夫は、マルクス主義と近代主義の理論は、「緊張・対立・誤解など
をはらんだ複雑な関係にあったが、戦後民主主義を支える論理としてはむ
しろ相補的に機能した」と分析した15。米国の近代化論は、このような協
力関係に支えられていた歴史像を正面から否定したことになる。
　永井和によれば、講座派のマルクス主義歴史学は、日本の近代について、
2つの問いを提起した。第一は、「なぜ日本（＝アジア）は西欧に比べて発
展が遅れてしまったのか。なぜ日本（＝アジア）では、封建制から資本制
への移行・発展が西欧のようには進まなかったのか」という問いである。
第二は、第一の問いからの当然の帰結として「同じアジアの国でありなが
ら、なぜ日本のみが後進資本主義国家としてまがりなりにも独立を維持し、
さらには帝国主義国家へと転成したのに対して、インドや中国は植民地・

14 川島武宜「近代日本史の社会科学的研究―一九六〇年箱根会議の感想―」『思想』442
号、1961年4月、108～109頁（傍点は省略）。

15 安丸良夫「反動イデオロギーの現段階―歴史観を中心に―」（初出：1968年）、前掲 
『〈方法〉としての思想史』、247頁。
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半植民地化されてしまったのか、その差はいったい何に由来するのか」と
いう問いである16。
　講座派の見解が敗戦後の日本社会で説得力を持ちえたのは、彼らが投げ
かけた問いそのものが持つ切実さのためであった。ところが高度成長で日
本と西欧の間のギャップが縮小すると、第一の問いはかつて持っていた切
実さを失った。これで第二の問い、つまり「なぜ日本のみが近代化に成功
しえたのか」だけが残った。永井はこれによって講座派と近代化論との間
の距離がほぼなくなったと見た17。講座派の歴史学のみならず、近代主義
もこのような状況から自由ではなかった。戦後日本の近代主義を代表する
思想史家の丸山真男は、箱根会議で「日本が今 modern societyを持ってい
るのに対して、Turkeyや中国はそれを持っていないのです」（21頁）と発言
している。高畠通敏は「アメリカ由来の「近代化理論」に、戦後日本的な 

「近代主義」で対抗しようとしたことに、そもそも限界があったのではな
いか」と分析している18。
　こうした状況で、講座派の歴史学者による近代化論批判は、日本の近代
が内部の「人民」や外部の「民族」に与えた傷を告発するところに焦点が
合わされた。井上清は、「近代の歴史的進歩性をとりあげると同時に、そ
の歴史的限界、人民や他民族にたいする抑圧や侵略の問題、植民地主義の
側面もあますところなくとらえるべき」だと主張した19。日本の朝鮮史研
究者も、近代化論は新植民地主義であると猛烈に批判した。中塚明と山辺
健太郎は、ライシャワーやロストウによる「侵略者があたかも被侵略者を

16 永井和「戦後マルクス主義史学とアジア認識―「アジア的停滞性論」のアポリア―」
古屋哲夫編『新版 近代日本のアジア認識』緑蔭書房、1996年、664～665頁。

17 永井和、同上論文、666頁。
18 高畠通敏「二つの「戦後」と「近代後」―「池袋会議」の主題―」『世界』486号、

1986年3月、194頁。
19 金原左門、前掲『「日本近代化」論の歴史像』、240頁より重引。
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近代化したかのようにいう議論」を、「現代の神話」と攻撃した20。宮田
節子は「日本の近代が、他民族の、とりわけ朝鮮民族の血と汗のうえに築
かれた事実によってこそ、「近代化論」は、もっとも正しく批判されるはず」
と主張した21。これは韓国の朴

パク

喜
ヒ

範
ボム

が「先進資本主義の罪過、すなわち先
進経済が後進経済に及ぼした経済的圧力は、とくにそれらの植民地政策が
後進国の近代化を阻害した諸効果について、彼の著書を通じて一言も言及
がないばかりか、巧みに先進経済の利害関係を代弁する」とロストウを批
判したことと一脈相通じる22。
　近代化論批判の持つ弱点は、積極的に近代化を支えた民衆の存在をいか
に受けとめるべきかという点にあった。これについて、歴史学者としては
先駆的に近代化論批判を試みた安丸良夫の言及が注目に値する。安丸は 

「産業化という見地から日本の近代史をみれば日本の近代化は大成功であっ
たが、マルクス主義歴史学にとってはそのような近代化こそが民主主義と
個人主義をおしつぶし対外侵略をひきおこしたのだということが問題であっ
た」とし、「近代化＝産業化＝生産力の発展という視角から近代史を把握
しようとする立場の代表者」であるロストウの論理のなかでは、「自由や
平等や正義は登場する場所を失」うと批判した23。また、ロストウが「近
代日本に一貫する侵略の衝動」を「反応的〔reactive〕ナショナリズムのせい」
にしたことに対して、「そのような反動的国家主義こそ日本資本主義と不
可欠に結合したものではなかったか」と指摘した24。

20 中塚明・山辺健太郎「開国と植民地化の過程」朝鮮史研究会編『朝鮮史入門』太平出版社、
1966年、293頁。

21 宮田節子「日本帝国主義の朝鮮支配」、前掲『朝鮮史入門』、299頁。
22 朴喜範「「로스토우」史觀의 批判 -近代化問題를 中心으로-」『經濟論集』5巻1号、1966年

3月、4頁。
23 安丸良夫「日本の近代化についての帝国主義的歴史観」、前掲『〈方法〉としての思想史』、

216～217頁。
24 安丸良夫、同上論文、222頁。
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　ここまでは、他のマルクス主義歴史学者の批判と大きく変わらない。安
丸の特徴は、近代化論が「急速な経済発展にともなう日常的な幸福のささ
やかな実現の可能性に生き甲斐を託すようになった民衆の実感をなにほど
かその背景としていた」点を見逃していないところにある25。安丸は「マ
ルクス主義者もふくめていわゆる進歩的歴史学者たちの多くは、彼ら〔近
代化論者〕の主張を一つのナンセンスとのみ考え、彼らの主張もまた歴史
事実のある側面をふまえており、民衆の日常感覚に訴えうるということを
無視」していると指摘し、近代化論の攻勢を既存の歴史学の危機として真
剣に受けとめた26。
　民衆の欲求と責任を認めることによって、アジア侵略で綴られた日本の
近代を批判する視点は、昭和史論争ですでに提起されていた。1950年代に
入ってマルクス主義歴史学では主流の経済構造決定論を批判して、政治史
の刷新を提唱する動きがあった。このような流れのなかで1955年に遠山茂
樹、今井清一、藤原彰の共著として『昭和史』（岩波新書）が刊行された27。
マルクス主義歴史学者の執筆にもかかわらず、昭和天皇個人の戦争責任を
想起させる「昭和」という元号をあえてタイトルに入れ、「民衆の時間観念」
と連動させた。また、被支配階級の呼称として「国民」という言葉が選ば
れたことは、戦後日本が総力戦という大規模な国民化の経験を無自覚に引
き継いでいたことの現れと言える28。ただし、叙述の基本はあくまでも天
皇制と共産党との対決に置かれた。
　昭和史論争は、『昭和史』には「人間がいない」という文芸評論家の亀
井勝一郎の批判によって引き起こされた。亀井は「日華事変から太平洋戦

25 安丸良夫、同上論文、211頁。
26 安丸良夫、同上論文、243頁。
27 大門正克「昭和史論争とは何だったのか」大門正克編著『昭和史論争を問う―歴史を叙
述することの可能性―』日本経済評論社、2006年、10～11頁。

28 戸邉秀明「昭和史が生まれる」、前掲『昭和史論争を問う』、59頁、63頁。



8 近代化論批判と民衆の発見 309

争にいたるまで、無暴〔謀〕の戦いであったにせよ、それを支持した「国民」

がいた筈である」が、『昭和史』には「戦争を強行した軍部や政治家や実
業家と、それに反対して弾圧された共産主義者や自由主義者と、この双方
だけがあって、その中間にあって動揺した国民層のすがたは見あたらない
のだ」と、「国民」の「不在」を指摘した29。昭和史論争は、マルクス主
義歴史学による階級対立中心の政治構造論を批判し、人間描写の重要性を
提起したものと理解される場合が多い。だが、最近の研究では、民衆の主
体的な戦争責任を問いなおした側面が改めて注目されている30。『昭和史』
の叙述が、戦争を支持した民衆の主体性を否定することによって、民衆の
戦争責任まで免責してしまうことの問題性を指摘し、どのような欲求であっ
ても、そこに民衆の主体性を捉えることが民衆の戦争責任の問い直しにつ
ながるという分析である。
　亀井は、日本国民の「東洋人蔑視の感情」に目をつぶって、中国侵略の
責任を「支配階級」にのみ押しつけることを、「日本「近代化」の悲劇へ
の不感症」と批判した31。昭和史論争に参加した論者のなかで、民衆の戦
争責任に着目した論者としては、亀井のほか「戦時期の人びとが戦争を支
持した側面から目をそらさなかった」松沢弘陽と荒井信一が欠かせない32。
松沢は『昭和史』新版（1959年）に対する書評で「国民と戦争責任」を取
り上げて、国民が「政治的に悪な行為をする場合には、責任能力すらあい
まいな存在」に描かれる問題を指摘した33。荒井は、亀井の「国民不在論」
を「意識や心理の問題―歴史の主体的契機の問題」を提起したものと評

29 亀井勝一郎「現代歴史家への疑問―歴史家に「総合的」能力を要求することは果して無
理だろうか―」（初出：1956年）、前掲『昭和史論争を問う』、221頁。

30 大門正克「昭和史論争とは何だったのか」および戸邉秀明「昭和史が生まれる」参照。
31 亀井勝一郎「現代歴史家への疑問」、前掲『昭和史論争を問う』、221頁。
32 大門正克「昭和史論争とは何だったのか」、前掲『昭和史論争を問う』、34頁。
33 松沢弘陽「書評『昭和史（新版）』」（初出：1959年）、前掲『昭和史論争を問う』、269頁。
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価した34。また亀井の批判を「マルクス主義をふくめた現代歴史学の「理
論は信じるが、感覚は信じない」客観主義をつき、その主体的契機につい
ての反省をうながす」ものと評価した35。荒井は歴史学の「客観主義」を
何度も批判し、「従来の戦争責任論とは、もっと別の次元で、戦争責任を
考えていかなければならない」と述べた36。
　戦後歴史学の立場から近代化論を批判しながらも、「民衆の日常感覚」
に注目した安丸の態度は、まさに昭和史論争で亀井、松沢、荒井が提示し
た方向性に共鳴したものといえる。近代化論を乗り越える認識の地平がす
ぐに提示されたわけではないが、1960～70年代における安丸の民衆思想史
研究は、昭和史論争や米国の近代化論との格闘から得られた成果ともいえ
る。安丸の『日本の近代化と民衆思想』（青木書店、1974年）は、近代主義と
近代化論の両方に対する徹底した批判であった37。任

イム

城
ソン

模
モ

は、昭和史論争
がマルクス主義歴史学に対する保守派・リベラル陣営の攻勢とすれば、箱
根会議を契機に導入された米国の近代化論は、反マルクス主義的な枠組み
に立脚して従来の攻勢をさらに強化する武器だったと分析した38。このよ
うな状況で、批判的歴史学の内部から、戦後歴史学の客観主義を反省し、
アジアや民衆に注目する傾向が現れたのである。

3．竹内好のアジア主義

　「大東亜戦争」の理念を論じたことで悪名高い座談会「近代の超克」（1942

年）にも参加していた亀井は、昭和史論争ではアジア侵略に対する民衆の

34 荒井信一「危機意識と現代史―「昭和史」論争をめぐって―」（初出：1960年）、前掲 
『昭和史論争を問う』、287頁。

35 荒井信一、同上論文、282頁。
36 荒井信一、同上論文、291頁。
37 大門正克「昭和史論争とは何だったのか」、前掲『昭和史論争を問う』、25頁。
38 임성모、前掲論文、2015年、252頁。
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責任を問うた。変化の核心は「中国関係の認識」にあった。亀井は「日本
近代化」の性格を問いつつ、「現代史をつらぬく根幹は、日本の対中国関
係ではなかろうか」とし、「戦後私の眼をひらいてくれたのは竹内好の『現
代中国論』であった」と告白している39。興味深いのは、竹内も「戦争一般」
と「対中国（および対アジア）侵略戦争」を区別する亀井の論理を取りあげ、 

「私はこの点だけについていえば、亀井の考え方を支持したい」と述べた
点である40。竹内は民衆の心情を分析し、ナショナリズムやアジア主義の
再評価を試みた。竹内は、アジア侵略を支持した日本民衆の経験を取り上
げて、米国の近代化論が日本のナショナリズムと結合して民衆に広く支持
されている1960年代初頭の状況に重ねた。と同時に、日本の近代史を振り
返って、ナショナリズムやアジア主義から、帝国主義に回収されない民衆
のエネルギーをくみ上げようとした。このような思想的実験の凝縮されて
いる文章が「日本のアジア主義」（1963年、原題「アジア主義の展望」）である41。
　竹内は「民権派の「アジア連帯」観と玄洋社の「大アジア主義」とを区
別し、対立させているのは私から見てやや機械的に過ぎるように思われる。
〔中略〕そもそも「侵略」と「連帯」を具体的状況において区別できるかど
うかが大問題である」と主張した42。アジア主義については、「どんなに
割引きしても、アジア諸国の連帯（侵略を手段とすると否とを問わず）の指向
を内包している点だけには共通性を認めないわけにはいかない。これが最
小限に規定したアジア主義の属性である」と明らかにした43。

39 荒井信一「危機意識と現代史」、前掲『昭和史論争を問う』、286頁より重引。
40 竹内好「近代の超克」（初出：1959年）丸川哲史・鈴木将久編『竹内好セレクションⅠ 日
本への／からのまなざし』日本経済評論社、2006年、115頁；大門正克「昭和史論争とは
何だったのか」、前掲『昭和史論争を問う』、21頁を参照。

41 竹内好「日本のアジア主義」（初出：1963年）丸川哲史・鈴木将久編『竹内好セレクショ
ンⅡ アジアへの／からのまなざし』日本経済評論社、2006年。

42 竹内好、同上論文、258～259頁。
43 竹内好、同上論文、261～262頁。
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　竹内は、侵略と連帯が絡まりあう思想的資源として、天佑俠の実践と樽
井藤吉の「大東合邦論」に注目した。天佑俠が東学農民軍と接触した事実
について、これを連帯の象徴として着目し、樽井がうち出した「日韓の紛
争を解決するために、また韓国の近代化を推進するために、また列強の侵
略を共同防衛するために、日韓両国が平等合併せよという主張」を評価し
た44。そして天佑俠に参加し、「大東合邦論」に立脚して「日韓合邦」を
推進した内田良平の再評価を主張した。
　竹内は、日本の社会主義がナショナリズムとアジア主義を敬遠し、右翼
がそれを独占したことから、日本近代史の悲劇が始まったとみた。「日本
の社会主義が黎明期においてすでにコスモポリタンの、直輸入型の傾向が
あったのではないか」という石母田正の疑問を紹介し、「これは単に明治
末期の社会主義思想だけの問題ではない。コミンテルン時代の問題でもあ
るし、コミュニストにとってなぜ民族問題がつまずきの石となったかの問
題にもつながる。ナショナリズムのウルトラ化の問題でもあるし、また、
アジア主義がなぜ黒竜会イデオロギイによって独占されるようになったか
の問題にもつながる」と主張した45。
　さらに「玄洋社＝黒竜会を、侵略主義の権化として、手きびしく批判し
た」E・H・ノーマン（Edgerton H. Norman）に対して、「玄洋社（および黒竜会）

が当初から一貫して侵略主義であったという規定は、絶対平和論によらな
いかぎり、歴史学としては、無理がある」と批判した。竹内は「おくれて
出発した日本の資本主義が、内部欠陥を対外進出によってカヴァする型を
くり返すことによって、一九四五年まで来たことは事実である。これは根
本は人民の弱さに基づくが、この型を成立させない契機を歴史上に発見で
きるか、というところに今日におけるアジア主義の最大の問題がかかって

44 竹内好、同上論文、279頁、290頁。
45 竹内好、同上論文、310頁。
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いるだろう」と主張した46。
　判沢弘の「東亜共栄圏の思想―内田良平を中心に―」（1963年）も同
様の問題意識を込めていた。これに対しては、梶村秀樹をはじめとする朝
鮮史研究者たちが連名で批判論文を発表している47。梶村らは、まず判沢
の論文を「竹内好氏の「アジア主義の展望」に示唆を受け、それを発展さ
せようとしたもの」と規定し、さらに「竹内氏が含みを残して曖昧な表現
にとどめておいた部分を、判沢氏はいかにも明快に断定してしまった」と
指摘した。そして「判沢氏、竹内氏が、圧迫民族としての感覚が民衆レベ
ルにおいて必ずしも抜け切っていない日本の現状で、このような論文を公
表することがどの様に作用するかについて責任の意識を持っているかどう
かを、我々はあわせて問いたい」と批判した48。
　竹内や判沢への批判は、まず「朝鮮近代史に関連する事項の記述」が 

「我々が知り得た事実と余りにもかけ離れた」ものであることに向けられ
た49。史料の面でも、一進会の指導者・李
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の活動を肯定的に評価した
大東国男『李容九の生涯―善隣友好の初念を貫く―』（時事通信社、1960

年）を無原則・無批判的に受け入れ、まったく間違ったイメージを描いて
いると指摘した。そして「日本のアジア主義思想が、少なくとも朝鮮に視
点を置いて考える限り」「極めて主観的でひとりよがりのものであり、そ
の行動が朝鮮の正常な歴史発展に対し否定的機能を果した」と批判した50。
さらに「現在は、日本帝国主義者が日韓会談その他によって、アジアへの
再進出を試みつつあり、その為のイデオロギーを国民に注入するために躍

46 竹内好、同上論文、320～322頁。
47 楠原利治・北村秀人・梶村秀樹・宮田節子・姜徳相「「アジア主義」と朝鮮―判沢弘「東
亜共栄圏の思想」について―」『歴史学研究』289号、1964年6月。

48 楠原利治ほか、同上論文、23頁。
49 楠原利治ほか、同上論文、23頁。
50 楠原利治ほか、同上論文、28頁。
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起になっている時期」であることに注意を喚起し、「大東亜戦争は余りに
ひどいが、そこまでいかない範囲での進出なら再び行なうことが許される
のだろうか」と、竹内らの論理が現実に及ぼす負の影響を警戒した51。
　梶村は、同時期に単独で書いた「竹内好氏の「アジア主義の展望」の一
解釈」（1964年）でも、「主体性をもつ思想家たらんとする竹内氏の意図に
敬意」を表しながらも、「なぜ、今日、少なくとも「見方によっては徹頭徹
尾侵略的な」玄洋社＝黒龍会をあのように評価しなければならないのか」
と非難している52。また、おそらく朝鮮を念頭において発せられたはずの 

「独立は他から与えられるものではないことを、明治の日本人は骨身にし
みて感じていた」という竹内の言葉を引用し、「主体性の強調の意味はき
わめて重要だと思う。しかし、それが今日の状況の中でどうしてナショナ
ルなものを中核にして成立する以外にないのだろうか」と問い質した53。
　梶村は「「日本人の朝鮮観」の成立根拠について―「アジア主義」再評価
論批判―」（1964年）でも、アジア主義の再評価が「民族を実体としてきわ
めて重視する反面、階級的視点を欠落させている」と指摘した54。すなわ
ち「現実の日本国家の枠の中に存在する多様かつ深刻な階級的支配収奪関
係を、事実上すべて抽象的な民族的被抑圧に解消してしまうような発想法
では、竹内氏の問題提起、支配階級のイデオロギーに対して真に有効に対
決しえないだろう」と指摘し、「「近代化論」「日本モデル論」はライシャワー
が提唱したことによってのみ、存在し、また悪しきイデオロギーなのだろ
うか」と論難した55。竹内の論理そのものが近代化論にほかならないとい

51 楠原利治ほか、同上論文、22頁。
52 梶村秀樹「竹内好氏の「アジア主義の展望」の一解釈」（初出：1964年4月）梶村秀樹著作
集刊行委員会編『梶村秀樹著作集 第1巻 朝鮮史と日本人』明石書店、1992年、97頁。

53 梶村秀樹、同上論文、99頁、101頁。
54 梶村秀樹「「日本人の朝鮮観」の成立根拠について―「アジア主義」再評価論批判―」
（初出：1964年7月）、前掲『梶村秀樹著作集 第1巻』、107頁。

55 梶村秀樹、同上論文、108頁。
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う批判であった。
　さらに梶村は「現在の「日本ナショナリズム」論について」（1965年）で、
近代化論とナショナリズムが同じ根源を持つと見て、「対外進出のイデオ
ロギーとしてのナショナリズムにも、当然いっそう近代化された迷彩が施
されている。それは、「アジア諸国の生産力の発展に協力する」というい
わゆる東亜経綸主義的要素のいっそうの強調にあらわれている」と分析し
た56。また「ナショナリズムを無視することは、大衆離れすることである
という迷信を暗黙の前提として、多くの議論が展開されている」と批判し、
「戦前講座派の理論体系の延長線上に、今に至るまで、「真の近代化未実
現論」とともに、「真のナショナリズム未成立論」が、くり返し表明され
ている」と指摘する57。さらに竹内とライシャワーこそ、ある意味で「戦
前講座派あるいは戦後歴研〔歴史学研究会〕の忠実な学習者」と皮肉った。
そして「支配のイデオロギー」からの「大衆の自立」のために「科学精神
を透徹させる」必要性を訴えた58。
　梶村の竹内批判を分析した中野敏男は、中国文学者の竹内好と朝鮮史家
の梶村秀樹との対立は「戦後日本で加害の戦争責任を問う志向の内側に生
じた重大な分岐の存在を示している」ととらえた59。竹内については、「ア
ジアを志向する思想的エネルギーを認め、そこから民族感情に根ざす「伝
統」が創出されると考えた」が、「「国民的主体」の固定観念が頑固に生き
続けている」と見た。他方で梶村については、戦争責任を果たすためには
民族感情に基づいたナショナルな責任主体を立てなければならない、とい

56 梶村秀樹「現在の「日本ナショナリズム」論について」（初出：1965年5月）、前掲『梶村
秀樹著作集 第1巻』、118頁。

57 梶村秀樹、同上論文、119～120頁。
58 梶村秀樹、同上論文、120頁。
59 中野敏男「方法としてのアジアという陥穽―アジア主義をめぐる竹内好と梶村秀樹の交
錯―」『季刊 前夜』第Ⅰ期8号、2006年7月、209頁。
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う「固定観念」を批判したと評価した。中野はこの論争が1990年代に展開
された「歴史主体論争」を先取りしていたと分析した60。そして「朝鮮と
いうトポスが、日本の植民地主義をとりわけその深部で問い糺さずにはお
かない質と構造を備えている」と結論づけた61。中野の梶村評価については、
後に再論する。
　竹内は梶村の批判に対して応答しなかった。ただし『展望』に掲載され
た遠山の問題提起に対しては激しく反応し、いわゆる「『展望』誌上論争」
が起きた62。
　遠山は「明治維新研究の社会的責任」（1965年）で、まず、自分と異なる
立論はすべてライシャワー路線だと責めたてるマルクス主義陣営の批判方
式にも非を認めた63。しかし、竹内がアジア主義を「アジア諸国の連帯（侵
略を手段とすると否とを問わず）の指向」と定義したことには異議を唱えた。
遠山は、「「侵略主義と連帯意識の微妙な分離と結合の状態」が外見として
あらわれるのは、意図を語る思想において」であり、現実の実践において
は「侵略と連帯の結合といった奇妙なことはありはしない」と批判した64。
　また「近代国家の形成と膨張主義とは不可分」で「〔民族の〕独立はあく
まで自力でかち取る以外に達成できない、という確信はアジアのナショナ
リズムを普遍的に貫いている」という竹内の言及について、近代国家の形
成と膨張主義とが分離・対立する可能性を失って不可分になったのは1890

年代以降のことであり、自由民権派のナショナリズムは「朝鮮民衆への「同
情」から、朝鮮民衆への指導へ、ついで武力による「開明」の強制へとい

60 中野敏男、同上論文、215頁。
61 中野敏男「植民地主義批判と朝鮮というトポス―アジア主義をめぐる竹内好と梶村秀樹
の交錯 その2―」『季刊 前夜』第Ⅰ期9号、2006年10月、223頁（一部傍点を省略）。

62 金原左門、前掲『「日本近代化」論の歴史像』、247頁。
63 遠山茂樹「明治維新研究の社会的責任」『展望』84号、1965年12月、16頁。
64 遠山茂樹、同上論文、28頁。
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う軌跡をえがいて、侵略戦争を肯定する思想に転換した」と反論した65。
　竹内は「学者の責任について―遠山茂樹氏に答える―」（1966年）で応答
した。竹内は、日本の近代化が成功し、中国の近代化が失敗したことの理
由を問うライシャワーの方式は、「講座派理論から植民地問題だけを抜き 

去ったものにほぼ等しい」と指摘し、遠山の企てを「植民地問題を再投入
することによってライシャワー学説に対抗しようとするものだ」と分析し
た。第2章で検討した、講座派の近代化論批判が持つ問題点を見抜いてい
たといえる。これに対して竹内は、自分の方法は全く異なり、「中国の近
代化は成功したが日本の近代化は失敗した、それはなぜか、という問題設
定になる」と持論を対置した66。
　さらに遠山の言うマルクス主義歴史学の党派性を一種の「神学」だと指
摘し、「私は私なりに神を信ずる。遠山氏の神がカトリック的なのにくら
べると、私の方は、より危機神学的な神ではあるが。これが私の党派性だ」
と述べた。そして両者の違いは「人間観および歴史観（または歴史像）のち
がい」から来るとみた。つまり「遠山氏において、人間は動機と手段の区
別が明瞭な、他者によってまるごと把握できる透明な実体であるし、私に
とっては流動的な、状況的にしか自他につかめぬものである。歴史もまた、
遠山氏には重苦しい所与であるし、私には可塑的な、分解可能な構築物と
してある、というちがいがある」と述べた67。
　歴史発展の法則を前提にしてしまえば、民衆はどうしても受動的存在と
して描かれる。竹内はこれを「カトリック」的と表現した。西欧的近代を
志向する日本の近代主義や戦後歴史学では、成長至上主義の近代化論を批
判することはできないという指摘であった。竹内は、ナショナリズムやア

65 遠山茂樹、同上論文、30～31頁。
66 以上、竹内好「学者の責任について―遠山茂樹氏に答える―」『展望』90号、1966年6
月、31頁。

67 竹内好、同上論文、33頁。
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ジア主義に込められた民衆のエネルギーをくみ取ることで可能と思われた、
もうひとつの近代を夢見たのである。

4．梶村秀樹の民衆の発見

　遠山茂樹は、米国の近代化論が日本の伝統社会を高く評価してナショナ
リズムと癒着する状況に批判的であった。より根本的には、日本の近代化
について内在的発展を強調する議論が、アジアを停滞した社会と見なすア
ジア停滞性論につながってしまう戦後歴史学のアポリアに悩まされた。遠
山は近代化論と戦後歴史学に共通している内因論が持つ問題点をのり越え
るために「世界史の基本法則」の修正にのり出した。遠山が主導した歴史
学研究会は、1961年の秋に共同研究「世界史の基本法則の再検討・世界史
像の再構成」を行い、1963年には研究の長期計画の一環として「東アジア
歴史像の検討」を総合部会のテーマにした。
　遠山の企図は、「後進的社会の旧体制は資本主義の未発達によるもので
はなくて、資本主義（正確には世界資本主義）そのものの産物」と考える江
口朴郎による「世界史の基本法則」の修正理論、そして多数の歴史的世界
を想定する上原専禄の問題意識を、それぞれ引き継いで構想されている68。
江口を継承した日本史研究者が遠山であれば、中国史では田中正俊、朝鮮
史ではほかならぬ梶村秀樹が、戦後歴史学のアポリアに挑戦した69。
　梶村は、1970年の講演「排外主義克服のための朝鮮史」で「社会経済史
主義という、一種の偏向」を自己批判する70。内在的発展論がはらむ経済

68 永井和「戦後マルクス主義史学とアジア認識」、前掲『新版 近代日本のアジア認識』、681 
頁。

69 永井和、同上論文、684頁。
70 梶村秀樹「排外主義克服のための朝鮮史」（初出：1971年）、前掲『梶村秀樹著作集 第1巻』、

54頁。
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決定論を払拭していく過程であった。経済決定論から脱して梶村が注目し
たのは、抵抗する民衆の姿である。梶村は「単に社会経済史的なものでは
ない、朝鮮民衆の解放闘争の思想と、その内的な発展の経過」をとらえよ
うとした71。ここで「民衆」は「英雄史観」の主人公ではなく、「多くの
傷つき挫折していった部分を含みながら、そういう矛盾と痛苦を押しつけ
られた歪みを、満身創痍で引きうけ」る存在であった72。
　ただし、梶村が注目したのは、民族という主体ではなく、個人であった。
梶村は「人間を奪回してゆこうという個々人の闘い」を重視し、日本帝国
主義批判の根拠となる民衆意識を考える場合も、「一般論・抽象的にでは
なく、「個人」をとらえてやっていく必要がある」と述べた73。その際、日
本近代史家の色川大吉による民衆史研究について「明治期の底辺の庶民意
識の次元で掘り起こす作業をされていて、大変魅力的」と評価しながらも、
「アジア観の次元では非常にロマンチックに日本人の主観を肯定するとこ
ろから出発している点」に不満を示した。ナショナルに一体化された主体
を拒否していることがわかる。そして梶村は、平板な「日本人」一般とし
てではなく、個人として祖父や父の具体的かつ日常的な歴史を深く探究す
る「主体的作業」の必要性を強調した74。
　竹内好のアジア主義再評価についても、まだ否定的であった。自分の批
判に対する竹内の沈黙を「少なくとも所説を今は撤回されているんじゃな
いか」と解釈し、「かつての野蛮な侵略を批判しながら「紳士的」な新植
民地主義的進出を支える心理的基盤に他ならないのではないでしょうか」
と、再度疑いの目を向けた75。「主観的には、むしろ大真面目で、無意識

71 梶村秀樹、同上論文、56頁。
72 梶村秀樹、同上論文、65頁。
73 梶村秀樹、同上論文、65頁、70頁。
74 以上、梶村秀樹、同上論文、70頁。
75 梶村秀樹、同上論文、28～29頁。
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のうちに独善を出してしまうという例」として辛辣に批判した76。
　しかし、1970年代半ばの梶村の研究では、明らかな変化が見られる77。
日韓「経済協力」が本格化するなか、1970年代に入って梶村は、韓国資本
主義を説明する概念として「従属発展」という言葉を使う。梶村は「存立」
のためなら「依存」をも辞さず、労働者の「犠牲」によってでも国民の「幸
福」を成しとげようとする志向性を、朴

パク

正
チョン

煕
ヒ

政権の属性とみた78。韓国民
は外勢の侵略に蹂躙される受動的主体ではなく、自分の独立や発展のため
に奮闘する積極的主体として解釈された。竹内が描いた明治日本のイメー
ジと一脈相通じる。
　ベトナム派兵の分析でも新たな認識の地平がうかがえる。1965年8月に
韓国の国会では、日韓基本条約の批准とベトナム派兵の決定がほぼ同時に
行われた。韓国軍のベトナム派兵と日韓「経済協力」は、朴正煕政権の「従
属発展」路線を後押しした二本柱であった。梶村は、ベトナム派兵は朴正
煕政権の「主体的選択」であり、そのなかには「祖国の近代化」や「国威
の宣揚」という「権力者の思想性」が克明に現われているとみた。それは
また「近代日本を支えてきた思想の醜悪さを再版して見せつけてくれる」
ものだった79。昭和史論争で亀井勝一郎が言及した「日本近代化の悲劇」
が思い浮かぶ80。梶村は、韓国の近代化は真の近代化ではないという言葉

76 梶村秀樹、同上論文、30頁。
77 以下に叙述する梶村の朴正煕政権認識は、洪宗郁「梶村秀樹の韓国資本主義論―内在的
発展論としての「従属発展論」―」『社会科学』42巻4号、2013年2月（강원봉ほか『가
지무라 히데키의 내재적 발전론을 다시 읽는다』아연출판부、2014年、所収）、5～6頁より
抜粋した内容に新しい解釈を付け加えたものである。

78 梶村秀樹（筆名：藤森一清）「日韓条約体制10年の帰結―日韓体制の軌跡と変革の視座 
―」『破防法研究』24号、1975年12月、19頁。

79 梶村秀樹（筆名：吉永長生）「ベトナム派兵の傷痕」（初出：1974年）梶村秀樹著作集刊行
委員会編『梶村秀樹著作集 第5巻 現代朝鮮への視座』明石書店、1993年、279頁、287頁、
291頁。

80 荒井信一「危機意識と現代史」、前掲『昭和史論争を問う』、283頁。
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では、もはや朴正煕政権を批判することはできないとし、経済成長という
現実を直視して韓国の現状を「近代化された矛盾」として受け入れること
を力説した。そしてそれを批判するためには、近代日本が達成した「自由
と民主主義」の欺瞞性を含めて「近代化主義」そのものを乗り越えなけれ
ばならないと主張した81。西欧的近代を到達すべき目標として想定し、日
本やアジアの状況を近代の欠如や歪みと見る、近代主義と戦後歴史学への
批判であった。
　さらに、このような「朴「近代化」路線」を民衆の心情との関連で説明
していることは注目に値する。梶村は、ベトナム派兵について、たとえば
「韓国の国際的な地位が高まる」などの訴え方が「民衆の心情」に触れて
おり、「「民族的価値の回復」という幻想が、ベトナム戦争という虚偽の出
口にむかっていくようなしくみをつくりだしていることは重大な問題」と
指摘した82。「幻想」「虚偽」という言葉には、知識人の啓蒙主義が見うけ
られる。ただし、かつては「支配のイデオロギー」からの「大衆の自立」
のために「科学精神を透徹させる」必要性を強調したことに比べると、韓
国民衆の近代化への欲求が朴正煕政権を後押ししている状況を重く受けと
めている点に注目したい83。
　民衆の心情を重視する梶村の態度は、解放直後に行われた信託統治をめ
ぐる論争の評価でも表れた。民族主義あるいは統一志向の歴史学では、多
くの民衆が「反託」の立場に立ったことを右翼の世論操作の結果とし、「賛
託」という左翼の選択がより現実的であったと評価する傾向がある。しか

81 梶村秀樹（筆名：藤森一清）「朴政権の価値体系と韓国の民衆」『情況』78号、1975年2月、
10～13頁。

82 梶村秀樹「八・一五以後の朝鮮人民」（初出：1976年）、前掲『梶村秀樹著作集 第5巻』、
93～94頁。

83 梶村秀樹「現在の「日本ナショナリズム」論について」、前掲『梶村秀樹著作集 第1巻』、
120頁。
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し、梶村は「結果論として考えれば五年間我慢した方がまだしも賢明だっ
たんじゃないか」という「客観主義」を批判し、信託統治に対して「朝鮮
人民が大きな疑問を感じたのは当然」だと、民衆の判断を尊重する立場を
とった84。梶村が批判した「客観主義」は、昭和史論争で荒井が批判した
戦後歴史学の「客観主義」と重なる。
　このような変化の方向は、1974年の文章に、その前兆が認められる。そ
こで梶村は、自分の朝鮮史研究の段階を区分した。第1段階は「侵略史の
勉強」を進めていた時期であり、第2段階については、内在的発展論の体
系化に成功したが、「「すばらしい純粋朝鮮」を描くあまり〔中略〕いわば
客観主義ないしきれいごとのきらいがあった」と評価した。そして「ロマ
ンチックな「民族像」」ではなく「等身大の民衆」を発見したことで、新
たな第3段階に入ることができたと説明した85。自分の研究に潜んでいた 

「客観主義」を自己批判していることが印象的である。姜
カン

元
ウォン

鳳
ボン

は、梶村
史学が新たな展開を見せるようになったきっかけとして、「金嬉老事件」
など在日朝鮮人の矛盾に満ちた生への関心を挙げている86。
　このような変化を経て1980年に発表された「朝鮮からみた明治維新」で
は、竹内好に対する新しい態度が確認される。梶村は「日本人が反省など
といえるのも、結局成功したゆとりの上に立っているからではないか」と
いう在日韓国人の大学生の質問を紹介し、「朝鮮近代史を学ぶ日本人がよ
くぶつかるジレンマ」と受けとめる87。そこで話題は竹内のアジア主義の

84 梶村秀樹「八・一五以後の朝鮮人民」、前掲『梶村秀樹著作集 第5巻』、43頁。
85 梶村秀樹「朝鮮史研究の方法をめぐって」（初出：1974年）梶村秀樹著作集刊行委員会編 
『梶村秀樹著作集 第2巻 朝鮮史の方法』明石書店、1993年、122～123頁。

86 姜元鳳「日韓体制下の民衆と「意味としての歴史」―梶村秀樹の韓国認識と歴史認識 
―」『社会科学』42巻4号、2013年2月（강원봉ほか『가지무라 히데키의 내재적 발전론
을 다시 읽는다』아연출판부、2014年所収）、55頁。

87 梶村秀樹「朝鮮からみた明治維新」（初出：1980年3月）、前掲『梶村秀樹著作集 第1巻』、
137頁。
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再評価に移る。梶村は自分の研究について「日本近代を侵略の思想一色に
ぬりつぶすことに精力を注いだ」と振り返り、竹内好が投げかけた「それ
では何をよりどころに日本人の主体性において未来をきりひらいていくの
かという、もっとも根本的な問題設定に対しては、「連帯思想」を単に抹
消するだけでは、無意味と感じられた」と顧みた88。
　梶村は「このジレンマを突破するための唯一の武器が「民衆」の論理」
だと述べる。明治日本の活力を認め、それは「生命がけの自己変革をとも
ないながら発揮された、底辺から噴き上げる民衆自身のエネルギーがもた
らしたもの」と分析した。エリート中間層の専制政府が、これを封じこめ
たすえに民衆を富国強兵と侵略の方向にからめとっていったが、民衆のエ
ネルギーは、「歴史の底層を脈々と地下水のように流れ続け」たとみた89。
そして、このような歴史像を裏付けるために色川大吉が唱えた「未発の契
機」という視点を導入する。かつての色川に対する否定的評価とは明確な
違いが認められる。
　そして帝国主義に「からめとられながら生きたごくありきたりの民衆の
一つの例」として、自分の祖父や父について淡々と語る90。梶村は「父な
どの生き方がもっぱら恥ずかしい否定的なもののようにみえた。朝鮮史の
学習を手がかりに近代日本の虚妄をうつことに夢中であった」と振り返っ
た。そうしていたところ、いつのまにか「祖父や父たちの持っていた貧乏
性な勤勉さとか、「黙々たる忍耐力」とかのいかにも日本的な「美質」を、
意外と自分もひきついでいることに気づいてきた」と告白する。その認識
は、「どのような我々の「文化」を創るのかという課題があることに気づ
いた」ことによってもたらされたと明らかにしている点が重要である91。

88 梶村秀樹、同上論文、141～142頁。
89 以上、梶村秀樹、同上論文、143頁。
90 梶村秀樹、同上論文、147頁。
91 以上、梶村秀樹、同上論文、149～150頁。
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1970年の講演で梶村は、祖父や父の具体的な日常生活を分析することを強
調したが、それは個々人としてのことだった。それが10年後の文章では 

「我々の「文化」」や「日本的な「美質」」として表現されたのである。
　中野敏男が分析したように、1960年代の梶村はナショナルな主体に注目
する竹内を猛烈に批判した。しかし、1970年代半ばに新たに「等身大の民
衆」を発見した梶村は、中野の分析とは異なり、むしろ竹内の問題意識に
接近する姿を見せた。それでは、いかにすれば民衆のナショナリズムは成
長至上主義や排外主義と距離をおくことができるのか。梶村は、祖父や父
がどのようにして帝国主義に取り込まれたかがわかるといい、そこから解
放されるために「「近代」の与える最良のものを充分にこなしきることに 

よって、それへの内心のコンプレックスを払拭していくことが、私の課題
だろう」と述べた92。
　民衆のナショナリズムやアジア主義から健全なエネルギーをくみ取るこ
とが果たして可能かをめぐる応酬は、昭和史論争で触発されて以来、今日
まで繰り返されている。韓国の白

ペク

楽
ナクチョン

晴は自分の本の日本語版（1985年）に
付した序文で「日本の民衆の中に、依然として無視できない現実として残っ
ている民族感情、民族意識を最初からあっさりと国粋主義者に譲り渡して、
果してどれだけの実質的なしごとを―外国の民衆はさておいて、日本人
自身のために―やりとげられるのか疑わしく思える」と問いかけた93。
1995年に加藤典洋の「敗戦後論」によって「歴史主体論争」が引き起され
た。加藤の『敗戦後論』（1997年）は『謝罪と妄言の間』（1998年）と題して
韓国語に翻訳された。その序文で加藤は、上記の白楽晴の発言を引用し、
自分が探していた「思想的カウンターパート」であると理解と共感を示し

92 梶村秀樹、同上論文、150頁。
93 白楽晴（滝沢秀樹監訳）「はしがき」同『民族文化運動の状況と論理』お茶の水書房、

1985年、ⅸ頁。
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た94。
　昭和史論争を整理した大門正克は、日本の近現代を対象とした大きな歴
史論争が2度あったとし、「1950年代の昭和史論争」とともに「1990年代に
行われた歴史認識をめぐる論争」を挙げた95。中野敏男が、1960年代の梶
村の竹内批判を、1990年代の「国民的主体」に対する批判を先取りしたも
のと評価したことも、同じ脈絡で理解することができる。
　現代史を貫く論争の過程で、梶村が見せた思想的転回は、どのような意
味をもつのか。梶村は、朴正煕政権の近代化路線に完全に包摂されたよう
に見えつつも、しっかりと生活世界を守っていく韓国民衆の姿を真剣に受
けとめた。帝国主義あるいは資本の専一的支配を許さない、内在する外部
といえる「民衆」の存在を発見したのである96。それは、1977年の著書『朝
鮮における資本主義の形成と展開』で「今日の南朝鮮における全面的な「従
属発展」のもとでの、別に「社会主義」的ではない民衆の民族主義の潮流
の展開」に注目したように、みずからの客観主義的な発展段階論を克服す
る過程でもあった97。
　梶村は、同じく1977年の『朝鮮史』において「朝鮮民衆」という「理念
型」について言及する。しかし、梶村は決して、敗北せず誤謬も犯さない
民衆という幻想を持っていたわけではない。それは同じ文章で、「公正な
もの、きれいなものが必ず勝つことだけが歴史ではないことを、朝鮮近代
史は、典型的に示している」と述べていることからわかる98。梶村が信じ
たのは「未発の契機」であり、それはまさに竹内の言った「未発の思想」

94 카또오 노리히로（서은혜 訳）「한국어판 서문」『사죄와 망언 사이에서 -전후 일본의 해
부-』창작과 비평사、1998年、7頁。

95 大門正克「昭和史論争とは何だったのか」、前掲『昭和史論争を問う』、3～4頁。
96 洪宗郁、前掲「梶村秀樹の韓国資本主義論」、200頁を参照。
97 梶村秀樹『朝鮮における資本主義の形成と展開』龍渓書舎、1977年、240頁。
98 梶村秀樹『朝鮮史―その発展―』講談社現代新書、1977年、216～217頁。
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と一脈相通じる99。和田春樹は梶村の死を追悼し、梶村の歴史学を「民衆
への確信と祈り」と名づけた100。

［付記］
　本稿は、홍종욱「일본 지식인의 근대화론 비판과 민중의 발견」（『사학연구』125号、
2017年3月）を加筆・修正・翻訳したものである。

99 竹内好「講座をはじめるに当って」『近代日本思想史講座1 歴史的概観』筑摩書房、1959年、
8～9頁。

100 和田春樹「民衆への確信と祈り」（初出：1989年7月）梶村秀樹著作集刊行委員会編『梶
村秀樹著作集 別巻 回想と遺文』明石書店、1990年。
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はじめに

　1973年秋から1975年頃にかけて発行された月刊総合雑誌『世界』、『中央
公論』、『展望』には、「連帯」という言葉を表題や本文に使った文が掲載
されている1。私が確認した限りでは、「連帯」という言葉が日本の論壇誌
でこれだけ集中的に使われたのはこれが初めてのことではないかと思う。
その「連帯」とは1970年代初頭から活発に展開され始めた韓国民主化運動
に対するものである。
　そこで語られた「連帯」の内実については後で述べることにするが、
1970年代初めに韓国民主化運動との「連帯」が論壇誌でとり上げられ議論
されるようになった契機は、1973年8月に元韓国大統領候補の金

キム

大
デジュン

中が東
京のホテル・グランドパレスで韓国中央情報部要員に拉致され殺害されか
けた、いわゆる金大中拉致事件が起こり、それをめぐってさまざまな運動
が起ち上がったことにあるのではないかと考えている。

9 金大中拉致事件から始まった日韓連帯運動

太
おお

  田
た

　修
おさむ

―植民地支配の歴史の問い直し―

1 『世界』において表題に「連帯」を掲げた最初の文章は、1973年11月号に掲載された森恭
三（朝日新聞社論説顧問）「日韓における真の連帯を―国民レベルにおける共通項を求
めて―」である。続いて1974年5月号には、ヨーロッパ政治思想史家の倉塚平が「民主
主義のための連帯―韓国民主運動のアピールに応えて―」を、1975年11月号には、ロ
シア・ソ連史家の和田春樹が「日韓連帯の思想と展望」を書いている。『中央公論』では
1974年7月号に、作家・金

キム

石
ソッ

範
ポム

が「語れ、語れ、引き裂かれた体で」を書いている。
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　金大中拉致事件が新聞や雑誌で取り上げられ、総合雑誌で「連帯」が語
られ始めただけではない。後述するように、ジャーナリスト、知識人、キ
リスト者、市民によって韓国民主化運動に呼応したいくつかの運動体が結
成された。1974年には「日本の対韓政策をただし韓国民主化闘争に連帯す
る日本連絡会議」（以下、日韓連帯会議）が組織されて、日韓連帯運動は本格
化していった。
　1980年代に入ると、日韓連帯運動はより活発に展開されるようになる。
1980年の光州民衆抗争と1987年の6月民主抗争が起った際には、韓国軍事
政権に対してだけでなく、それに協力する日本政府への批判を強め、労働
運動や、言論、出版、歌、演劇など文化運動にも拡がっていった。1987年
に韓国が政治的に民主化されてからは、労働運動と文化運動に加えて、女
性、環境、教育、福祉などの分野での市民連帯運動へと拡大していった。
1990年代以降は、さまざまな葛藤や摩擦を内包しつつも、日本軍「慰安婦」
や強制動員被害者など植民地支配下での戦時暴力問題への取り組みが連帯
運動として進められた。

図1　青地晨・和田春樹編 
『日韓連帯の思想と行動』 

表紙

　ここでは金大中拉致事件をきっかけに始め
られた日韓連帯運動について考えてみようと
思うが、その際にまず、同時代に運動に携わっ
た当事者たちが整理し、叙述した文献が手が
かりとなる。1977年に出版された青地晨・和
田春樹編『日韓連帯の思想と行動』はその代
表的なもので、1973年8月の金大中拉致事件
から出版直前の1977年3月までの、運動を主
導した人々の文や記録、声明、決議文などが
掲載されている2。この本自体がさながら日

2 青地晨・和田春樹編『日韓連帯の思想と行動』現代評論社、1977年。
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韓連帯運動の資料集であり、それらの資料は本稿の分析の対象となる。
　近年出された文献の中で注目されるのは、2013年に発行された柳

リュ

相
サン

榮
ヨン

・
和田春樹・伊藤成彦編『金大中と日韓関係―民主主義と平和の日韓現代
史』である3。編者の和田春樹と伊藤成彦は、日韓連帯運動に関与してい
た当事者で、二人の論文はその証言記録でもある。なかでも和田春樹の論
文「知識人・市民の日韓連帯運動（1974-1978）」は、1973年から1978年まで
の知識人・市民による運動の経緯をつぶさに叙述しており、本稿のテーマ
と時期が重なる。この論文によって日韓連帯運動の全体像と流れが把握で
きる。
　もう一つ注目されるのは李

イ

美
ミ

淑
スク

『「日韓連帯運動」の時代―1970-80年
代のトランスナショナルな公共圏とメディア』4である。副題のとおり、ト
ランスナショナルな公共圏論および連帯論という視点から、1970年代から
1987年までの日韓連帯運動を跡づけた本格的な研究だと評価できる。だが
本稿との関連では、1970年代初めの日韓連帯運動組織の結成の経緯が略述
にとどまり、運動の論理や思想についてはほとんど検討されていない。
　本論に入る前に、ここで検討する日韓連帯運動について簡単に定義して
おこう。さしあたって1970年代初めに始まった韓国民主化運動との連帯を
追求した日本の社会運動としておきたい5。運動が存在した時期も、1970

3 柳相榮・和田春樹・伊藤成彦編『金大中と日韓関係―民主主義と平和の日韓現代史』延
世大学金大中図書館、2013年。

4 李美淑『「日韓連帯運動」の時代―1970-80年代のトランスナショナルな公共圏とメディ
ア』東京大学出版会、2018年。

5 たとえば、1970年に在韓被爆者・孫
ソン

振
ジン

斗
ドゥ

が渡日治療を目的に密入国して逮捕された事件を
きっかけに福岡・広島・大阪・東京で「孫さんの日本在留と治療を求める全国市民の会」
が結成され、その後、在韓被爆者救援運動が展開されていくことになる（市場淳子『［新
装増補版］　ヒロシマを持ちかえった人々―「韓国の広島」はなぜ生まれたのか』凱風社、
2005年、50頁）。在韓被爆者救援運動は、韓国の民主化運動と直接に連帯する運動ではな 
かったが、植民地支配下での戦争被害に起因する人権問題として取り組まれたことから、
日韓連帯運動の一環として位置づけるべきだと考えている。1970年代に活発に展開された
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年代初めから、韓国での政治における民主化運動が収束した1990年代初め
までとしておく6。そうすると金大中拉致事件をきっかけに始まった1970

年代初めの日韓連帯運動は、1990年代初めまでの全体の運動の中では、そ
の始まりに位置する運動だったと理解できる。
　この小論では、金大中が1972年の「10月維新クーデター」以後に日本の
論壇で展開した主張とその意義、金大中拉致事件と日韓連帯運動の様相、
そしてその論理ないしは思想について検討したい。
　2018年秋に韓国戦時強制動員労務者らの損害賠償請求権を認めた韓国大
法院判決が出されて以降、日韓の政治面での対立が続いている。その一方
で、さまざまな分野で多様な人々の交流も進められている。そうした中で、
1970年代の日韓連帯運動の始まりについて振り返っておくことは、今後の
日韓関係のあり方を構想するうえで意味のあることだと考える。

1．日本の論壇での金大中の訴え：「韓国民主化への道」

　金大中は朝鮮戦争後に政治活動を開始し、1960年4月革命後に政権につ
いた民主党の張

チャン

勉
ミョン

を支持して、1961年に国会議員に初当選した。その後、
民主主義と南北平和統一を掲げて朴

パク

正
チョン

熙
ヒ

政権に正面から挑戦する政治家
として知られるようになった。1971年4月の大統領選では、新民党候補と
して「金大中ブーム」を起こし、総投票総数の46％を得て善戦した。敗北
したとはいえ、金大中の存在と訴えは、朴正熙政権にとって大きな脅威と

在日韓国人政治犯救援運動についても同様である（石坂浩一「1970年代から80年代の韓国
民衆運動と日本」、前掲『金大中と日韓関係』）。在韓被爆者救援運動や在日韓国人政治犯
救援運動については稿をあらためて論じたい。

6 1987年に、大統領直接選挙制の導入や金大中ら民主化運動関連政治犯の赦免・復権、人権
保障の強化、言論の自由の保障などを内容とする「6・29民主化宣言」が出され、政治的
な民主化が達成されたと一般的に理解されている。だが筆者は、民主化運動は実際には盧

ノ

泰
テ

愚
ウ

政権が終わる1992年頃までは続けられたと考えている。
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なっていた。米国に亡命していた金
キム

炯
ヒョン

旭
ウク

元韓国中央情報部長は1977年6月
に米下院で行なった次の証言はそれを物語っている。「何にもまして朴大
統領が最も恐れる存在は、1971年に彼と対決した野党大統領候補の金大中
氏」で、「金大中氏の問題」を、いわゆる「金大中拉致事件」で解決しよ
うとしていた7。
　朴正熙政権は1972年10月17日に非常戒厳令を布告し、国会解散、政治活
動の禁止、憲法の一時停止、新憲法の制定などを宣言した（「10月維新クー

デター」）。折りしも、大統領選直後の暗殺未遂事件で受けた脚の傷の治療
で東京に滞在していた金大中8は翌18日、今回の措置が「統一を語りなが
ら自身の独裁的永久執権をねらう驚くべき反民主的措置」だと「戒厳令」
を批判する声明を発表した9。
　この時、金大中は亡命を決心し、日本と米国において「維新体制」を批
判し民主化と南北統一を訴える政治活動を展開することになる10。1972年
11月には渡米して、エドウィン・ライシャワー（Edwin Oldfather Reischauer）教
授、エドワード・ケネディ（Edward Moore “Ted” Kennedy）上院議員、メディア
関係者と接触し支援を求めた11。日本では、自民党国会議員の宇都宮徳 

7 「美国会証言録全文」（1977年6月22日）金炯旭・朴思越『金炯旭회고록 제Ⅲ부 朴正熙王朝
의 秘話』아침、1985年。

8 金大中は、安江良介との対談で、東京に来たのは「選挙のときに受けた原因不明の怪我
―まあそれは政府がやったことはほとんど間違いないという証拠を私はもっていますが
―その時に受けた傷を治療したいと思って来た」と語っている（金大中・安江良介「韓
国民主化への道―朴政権の矛盾は拡大している―」『世界』334号、1973年9月）。

9 김대중「계엄령에 대해」（1972年10月18日）연세대학교 김대중도서관編『김대중 전집Ⅱ 
제7권 -납치와 연금 속에서 민주화운동의 상징으로 떠오르다（1972년 10월～1973년）』연
세대학교대학출판문화원、2019年、1頁。

10 김대중『김대중 자서전』삼인、2010年、286頁（金大中、波佐場清・康宗憲訳『金大中自
伝Ⅰ 死刑囚から大統領へ―民主化への道』岩波書店、2011年、218頁）。

11 김대중、前掲『김대중 자서전』、2010年、290頁（金大中、前掲『金大中自伝Ⅰ』、2011年、
221頁）。
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馬12が主催した「自民党アジア・アフリカ研究会（AA研）」や、『世界』、『中
央公論』、新聞、雑誌などを通じて「維新体制」を批判し、民主化を訴えた。
　同時に、日米の同胞社会にも働きかけ、海外で反「維新運動」を展開す
るための大衆組織の結成を進めた。1973年7月にはワシントン DCで、韓
国民主回復統一促進国民会議（韓民統）米国本部を結成した。8月には東京 

で、前民団中央団長の金
キム

在
ジェ

華
ファ
（第8代新民党議員）、前民団中央議長の裵

ペ

東
ドン

湖
ホ

、
民団東京本部団長の鄭

チョン

在
ジェジュン

俊らと会談し、28回目の「光復節」に日本本部
を結成することで合意した13。東京のホテル・グランドパレスで拉致事件
が起きたのはその直後のことだった。
　金大中は1972年の「10月維新クーデター」で亡命を決して以降、日本の
論壇で自らの政治的主張を積極的に展開した。なかでも『世界』1973年1

月号に掲載された「憤りをもって韓国の現状を訴える」14、『中央公論』
1973年1月号の「祖国韓国の悲痛な現実―独裁政治のドミノ的波及」15、 

『世界』1973年9月号の編集長・安江良介との対談「韓国民主化への道
―朴政権の矛盾は拡大している―」16、そして日本での最初の単著『独
裁と私の闘争』17にその主張がよく現れている。
　最初の「憤りをもって韓国の現状を訴える」は、1972年11月10日に東京

12 1906～2000年。戦前に陸軍大将・朝鮮軍司令官であった宇都宮太郎の長男。京都帝国大学
経済学部に入学し、河上肇に師事、社会科学研究会に参加。リーダーを務めるが、不敬罪
で検挙され退学。1952年総選挙で初当選。平和共存外交を主張し、岸政権の米国寄りの外
交に対抗して1965年に「自民党アジア・アフリカ研究会（AA研）」を結成し、日中国交回
復、非同盟諸国との協力を進めた（宇都宮徳馬追悼集刊行委員会編『宇都宮徳馬追悼集』
宇都宮徳馬追悼集刊行委員会、2001年、510～529頁）。

13 郭東儀「韓民統・日本本部―組織、理念、活動」、前掲『金大中と日韓関係』。
14 金大中「憤りをもって韓国の現状を訴える」『世界』326号、1973年1月。
15 金大中「祖国韓国の悲痛な現実―独裁政治のドミノ的波及」『中央公論』88巻1号、1973
年1月。

16 金大中・安江良介、前掲「韓国民主化への道―朴政権の矛盾は拡大している―」。
17 金大中『独裁と私の闘争』光和堂、1973年。
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の外国人記者クラブでの会見の冒頭発言を『世界』編集部が翻訳したもの
である。その要点は、10月17日の非常戒厳令の宣布と27日に発表された「憲
法改正案」を批判することにあった。朴正熙政権の目的が「独裁の強化、
永久執権」にあるとし、韓国民は「必ずや自分の力で、再び自由を取り戻
す闘争を起こ」し、自らも「命をかけて、国民の自由への闘争の先頭に立」
ち、「世界の人民の自由への支援が絶えない限り、私達の闘争は成功する」
と揚言している。「10月維新クーデター」を起こした朴正熙に対する「闘争」
宣言だった。
　もうひとつ強調されたのは、「アメリカの政策的失敗」についてである。 

「アメリカは、アジア各国において、どんなに独裁的であっても、また、
腐敗した政権であっても、彼らが「反共」を唱えさえすればこれと密着し、
武器と金の援助を与えるのに躊躇」しなかった、それにより「アジア各国
の民主主義勢力は絶望に陥り、独裁政権の弾圧に呻苦」しなければならず、
「民主主義の土着化を不可能にした」。金大中は、朴正熙政権を援助する
米国の対韓政策をも批判していた。
　『中央公論』に掲載された「祖国韓国の悲痛な現実－独裁政治のドミノ
的波及」でもっとも目をひくのは、日本に対する5つの提言である。第一に、
「アジア各国の国民に日本が独裁政権と密着しかつ結託していると認識さ
れるような行動をしてはならない」と注意を促している。第二に、日本の
対韓経済協力について「相手国の国民にその恵沢が及ぶように、徹底した
方向転換」をはかるべきだと訴えている。それまでの対韓経済協力が、「一
部権力層や特定財閥の育成のための援助」で、「日本の利益だけを優先す
る類の経済関係」にもとづいていたと批判し、その改善を求めるものだっ
た。
　第三から第五までの提言では、「アジアの平和と戦争危機の絶滅のため
に米・日・中・ソ四大国による不可侵条約」の締結、アジアにおける「共
産圏と自由諸国間の集団的平和体制」の樹立、仮称「アジア民主共同体」
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の形成に日本が率先して努力していくよう求めている。第三の「米・日・
中・ソ四大国による不可侵条約」の締結は、今日の韓国・北朝鮮・米・ロ・
中・日による6者協議を先取りしたものだとも言える。第五の「アジア民
主共同体」の形成については、「各国における議会民主主義、地方自治、
民主的市民運動そして言論自由の発展と正しい経済協力、各国民間の理解
と親善を増大させる文化交流のために共同の方案と協調のための積極的な
努力」が求められると述べている。後の金大中政権下で主唱された「東ア
ジア共同体」構想の原型をなすものだとみられる。
　安江良介との対談「韓国民主化への道―朴政権の矛盾は拡大している
―」は、当時の金大中の行動と思想を最もよく表した文献であり、ここ

図2　金大中と安江良介の対談 
「韓国民主化への道」

でも日本に対する批判と提言を行なって
いる。最初のそれは、自民党政権の主流
派や財界の「安定第一論者」、「自民党内
の良識派」だけでなく、「社会党など野
党勢力」の韓国への対し方に関するもの
である。つまり、「社会党など野党勢力」
が「南北朝鮮の平和的統一」を支持して
いる点は評価するが、朝鮮民主主義人民
共和国（北朝鮮）の「千四、五百万を相
手にして、南の三千二、三百万とは話を
するのもいやだという気持ちのようにみ
られる」が、そうした姿勢は改めるべき
だと言う。

平和的統一を支持されるならば、どうしてここに関心をもとうとされ
ないのか。野党がそこに関心を持たないことが、朴政権にどれだけ都
合がよいことか。どれほどの悪いことをしてもいまの日本の野党はみ
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るのも汚らわしいという気持ちをもってか、黙ってみもしない。〔中略〕

そして無視されることによってかえって安心して日本の援助を悪用出
来るという事実を知らなければいけないと思います。

　日本の野党が韓国に関心を持たないことが、朴正熙政権を間接的に支え
ていると指摘し、韓国に関心を持ってほしいと訴えている。それは「南北
の平和統一」を支持し朴正熙政権を批判していた野党の盲点を突くもので、
野党政治家や同様の姿勢をとっていた知識人にとっては衝撃的な問いかけ
であった。
　韓国に関心を持ってほしいとの金大中の訴えは、野党にのみ向けられて
いたわけではなかった。『独裁と私の闘争』で金大中は、自著を日本で出
版することになった理由を述べた個所で次のように記している。

私はここで痛感したことは、日本の多くの人たちがどこの国よりも近
く、歴史的に一番関係が深いはずの韓国の過去に対し、また現在の韓
国内で行なわれている政治的な情勢、韓国民がなにを考えなにをして
いるかについてあまりにも知らなさ過ぎるということだ。私は韓日両
国関係を正常に発展させるためにも、多くの日本人に韓国の本当の姿、
韓国の実情を、もっと知ってもらうべきだと考える。そうした切実な
願望も手伝って日本から解放された以後の韓国の情勢に対し、私の体
験を通じて述べようと決意した次第である18。

　日本人は、韓国の「過去」と現在、そして韓国民の行動と考えを知らな
さすぎる、だからこそ「韓国の実情」を知ってほしい、とここでも訴えて
いる。拉致事件が発生してからほぼ一か月後の1973年9月24日付の『日本

18 金大中、前掲『独裁と私の闘争』、1973年、14頁。
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読書新聞』に「韓国認識を欠いた運動の思想」を書いた和田春樹は、金大
中が「社会党など野党勢力」を批判した一節を引き、「批判さるべきは、
議会内の野党ばかりではない。日本帝国主義への批判から出発している諸
運動の中にも、どれほどの韓国認識が運動の思想としてあっただろうか」
と自省している19。
　安江良介との対談「韓国民主化への道」に話をもどそう。日本に対する
批判と提言の二つ目は、「日韓経済提携の実態」について、日本の援助が
特権上層部と財閥の手に集中し、「独裁の強化、腐敗の助長、貧富両極差
の拡大、莫大な負債の累積そして製品価格の非常識的な高騰」の原因となっ
ているとの指摘である。日本企業の韓国への投資は、1973年1月から3月の
外国投資の99％を日本が占めているが、「公害企業が韓国におし寄せつつ 

あ」り、「低賃金企業まで韓国へ進出して、韓国のひよわな中小企業を倒
産に追いやっている」。「韓国への観光がお互いの理解と尊敬につながらな
いでお互いの憎悪と軽蔑につながるようなことは一日も早く改められなけ
ればいけない」。そうした「日韓経済提携」にともなう諸問題を改めない
限り、「本当の友好と協力にはなり得ない」と金大中は断じた。
　1965年の日韓条約締結前後において韓国言論人の宋

ソン

建
ゴ

鎬
ノ

や文
ムン

炯
ヒョン

宣
ソン

らが、
日本の対韓「経済協力」が日本経済への依存度を高め韓国経済の従属化を
もたらす「新植民地主義」的なものだと批判していた20。金大中は、「日
韓経済提携」が韓国経済の日本経済への従属化をもたらすとまでは言わな
かったものの、韓国での「独裁の強化、腐敗の助長、貧富両極差の拡大」
の原因となっていることは指摘していた。その点は「新植民地主義」批判
論者と共通していた。
　「日韓経済提携」の問題と関連して『独裁と私の闘争』所収の「アジア

19 和田春樹「韓国認識を欠いた運動の思想」『日本読書新聞』1973年9月24日。
20 太田修『日韓交渉―請求権問題の研究』クレイン、2003年、265頁。



植民地主義、冷戦から考える日韓関係340

政策の転換を―日本への提言―」では、日本人のアジアの人々に対す
る「民族的侮辱」、なしは人種主義について懸念を示していた。「アジア各
国民に対する日本人の精神的姿勢」には、「明治以来白人に対する崇拝と
憧憬」とは裏腹に、「「支那人」や「朝鮮人」を徹底的に見下げる黄色白人
的優越感」が存在した。「黄色白人的優越感」とは、まさに植民地主義的
な「盟主意識、支配者意識、選民意識」というべきもので、そうした人種
主義が1970年代初めの時点でも改められず続いている。そのことは「朝鮮
戦争、ベトナム戦争での日本の態度、経済援助の名の下における反援助的
な実態、そしてタイや韓国における商社マンや観光客の現地国民に対する
民族的侮辱の行動を見ればわかる」。金大中は、そうした日本人のアジア
人への人種主義的「優越感」を批判したうえで、「尊敬と水平的視点に立っ
た新しい友好関係を結ぶ精神的脱皮をしない限り、日本人は世界のどこに
おいても本当の友人を持つことができず孤独と不幸の中に置かれることで
あろう」と締めくくっている21。
　総合雑誌に掲載された文や『独裁と私の闘争』などで発された金大中の
訴えと提言は、日本の「新植民地主義」的な「日韓経済提携」の問題、お
よび近代以降日本社会に存在し続ける人種主義的「優越感」の克服を求め、
日本社会の韓国認識の方向転換を迫るものだったと言える。

2．金大中拉致事件と日本社会の対応

　1973年8月8日、金大中が韓国中央情報部要員により東京のホテル・グラ
ンドパレスから拉致される事件が起こった。金大中は中央情報部が準備し
た工作船「龍金号」に乗せられ殺害されかけたが、米国の介入などで殺害
を免れ、13日夜、ソウルの自宅近くで解放された。朴正熙政権は、韓国政

21 金大中、前掲『独裁と私の闘争』、1973年、218～219頁。
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府は無関係だと当局の介入を否定した22。ホテル現場で金
キム

東
ドン

雲
ウン

駐日韓国大
使館一等書記官の指紋を採取したと9月5日に警視庁特別捜査本部が発表し、
同書記官の出頭を求めたが、在日韓国大使館側はこれを拒否した23。
　その後、11月2日には金

キム

鍾
ジョン

泌
ピル

首相が朴正熙大統領の親書を携えて来日し、
田中角栄首相と会談し、事件に対して「日本政府と国民に多大な迷惑をか
けたことは遺憾に思う」と陳謝した。田中首相は「今回の事件は不幸な事
件だったが、金首相がわざわざ来日したことを多とする」と受け入れた24。
1975年には、宮沢喜一外相が訪韓して外相会談を行い、韓国側より金東雲
の口上書を受け取ったことにより金大中拉致事件は終結したとの合意がなっ
た25。日韓政府間で政治決着がはかられたのである。
　金大中拉致事件の真相は歴史の闇に葬られたかに見えたが、金

キム

炯
ヒョン

旭
ウク

元
韓国中央情報部長は1977年6月に米下院で行った証言の中で金大中拉致事
件について次のように言及した。

金大中氏がどれほど底力を持っており韓国民からどれほど広範な支持
を得ているかを、韓国で最も詳細に実感をもって知っている人物は、
ほかならぬ朴正熙氏自身です。1971年の大統領選挙の際に、もし史上
類例のない組織的な選挙不正操作がなかったとしたら、金大中氏が当
選していた可能性が大きいと判断します。金大中氏に対する朴正熙氏
の感情は、単なる政敵関係というものではなく、深い劣等意識に根差
した憎悪に近いものです26。

22 「「韓国政府は無関係」―駐日大使館が談話発表」『朝日新聞』1973年8月14日、夕刊、1面。
23 『朝日新聞』1973年9月5日、夕刊、1面。
24 『朝日新聞』1973年11月3日、朝刊、1面。
25 「金大中事件は口上書で決着」『朝日新聞』1975年7月24日、夕刊、1面。
26 金炯旭「美国会証言録全文」金炯旭・朴思越、前掲『金炯旭 회고록 제Ⅲ부』、1985年、

312頁。
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　続いて、事件当時の李
イ

厚
フ

洛
ラク

中央情報部長が「総指揮者となって実行した
行動であ」り、「朴大統領がこの工作を直接指揮したという証拠」は持合
せてはいないが、「これほど重大な計画が朴大統領の裁可なくなされると
は考えられ」ないと述べ、韓国および日本の社会に大きな波紋を広げた27。
金大中は2010年に出した自伝で、これらの証言を引用して「「金大中拉致
事件」の真相を明らかにした」と書き28、金炯旭の証言を支持している。
　1980年には『権力と陰謀―元 KCIA部長金炯旭の手記』29が東京で、
1985年には『金炯旭回顧録』30がソウルで出版された。金はこの回顧録で
も「金大中事件は朴正熙の直接指令によって決行されたものだ」と確信す
ると述べている。そして、あらたに「金大中拉致事件の工作をすすめるに
あたって、日本の自民党政府は韓国政府と共謀した共犯であるという点」

27 例えば、韓国政府は7月24日、金炯旭の証言は「背信者の妄言」であり、彼が「反民族的
言動を行なったことに対して「全国民がこぞって激憤」」していると論評した（『毎日經濟
新聞』1977年6月24日）。また日本では、「金大中氏誘拐前に、日本の警察当局が KCIAの
潜入を事前に察知していた」こと、「韓国大使館に警告した」などの証言内容について三
井脩警察庁警備局長は「事実無根」だと否定した（『朝日新聞』1977年6月23日、夕刊、1面）。
その後も日韓の新聞紙上で金炯旭の米下院での証言をめぐる報道が続いた。

28 김대중、前掲『김대중 자서전』、2010年、370頁（金大中、前掲『金大中自伝Ⅰ』、2011年、
287頁）。

29 金炯旭『権力と陰謀―元 KCIA部長金炯旭の手記』合同出版、1980年。
30 金炯旭・朴思越、前掲『金炯旭 회고록 제Ⅲ부』、1985年。1980年の日本語版と1985年の韓
国語版は目次と内容がかなり異なっている。「金大中拉致事件」について整理した個所では、
日本語版が第6項で終っているのに対して、韓国語版では、第7項目「私は金大中拉致事件
に関連した梁一東の介入ないし幇助の事実に対しても日本の警察が正確な証拠を握ってい
ると確信する。〔後略〕」と、第8項目「金大中拉致事件は、韓日間の経済癒着はもちろん
政治決着を極大化させた不幸な韓日関係の歴史を表象している点について指摘しておきた
い。もう少し言えば、その事件は維新韓国の朴政権と日本の自民党の田中政権がそれぞれ
の政権安保のために企てた陰謀である。ここには日本の膨張主義的多国籍企業と韓国の特
恵独占財閥も直間接的に共謀した。したがって金大中拉致事件が明快に剔抉され金大中の
原状回復がなされない限り、円満な関係を構築することはできない。それゆえ金大中は、
望ましくない韓日両政府の国際陰謀劇の犠牲者であり、真の互恵平等の韓日関係の定立の
ための象徴でもある。」が追加されている。
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を追加している31。
　その後、盧

ノ

武
ムヒョン

鉉政権下の2004年11月に発足した「国情院過去事件真実究
明をとおした発展委員会」（国情院真実究明委員会）32が、2007年に調査報告書
『過去と対話　未来の省察』全7巻を刊行し、その第2巻に調査結果「金大
中拉致事件の真実究明」を載せている。その内容は、次の4点に整理され
ている。①事件は「当時の中央情報部長李厚洛の指示によって〔中略〕実
行された事実」、および「事件発生以後の政府（中央情報部）の組織的な真
相隠蔽の実相も明確に確認された」、②当時の朴正熙大統領自身の指示に
ついては、「直接的な証拠資料は発見できなかったが、〔中略〕直接の指示
とともに少なくとも黙示的な承認はあったとみなければならない」、③「拉
致工作の具体的目標としての殺害計画」については、「一定の段階まで推
進されたが、目撃者の出現など状況の変化によって実行が中止されたため、
現地の工作員の判断によって殺害計画を放棄し〔中略〕少なくとも龍金号
が大阪湾に到着した後か、ホテルで拉致した後には、単なる拉致計画とし
て確定し実行されたものと判断される」、④「韓・日両国政府の拉致事件
の処理過程を検討してみると〔中略〕両国政府ともに事件の真相の隠蔽に
関与した誤りが存在する」33。以上のように金大中拉致事件の調査結果は、
①については事実が確定されたと言えるが、②と③、④については今日に
おいても真実が十分に究明されていないことを示している。
　上記調査結果の④とも関連することだが、日本政府は金大中拉致事件に
どのように関与、あるいは対応したのだろうか。事件当時、毎日新聞ソウ

31 金炯旭、前掲『権力と陰謀』、1980年、277～278頁。金炯旭・朴思越、前掲『金炯旭 회고
록 제Ⅲ부』、1985年、222～227頁。

32 국정원과거사건진실규명을통한발전위원회編『과거와 대화 미래의 서찰 -국정원「진실위」
보고서・총론（Ⅰ）』국가정보원、2007年、23頁。国家情報院は中央情報部の後身である。

33 국정원과거사건진실규명을통한발전위원회編『과거와 대화 미래의 서찰 -국정원「진실위」
보고서・총론（Ⅱ）』국가정보원、2007年、548～550頁。
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ル特派員であった古野喜政の2冊の著書が最新の情報を提供してくれる。
2007年刊行の『金大中事件の政治決着』は、盧武鉉政権下の2006年に公開
された金大中拉致事件関連の外交文書の内容とそれまでの取材にもとづく
情報を検討したものである。古野は、「事件当時の首相・田中角栄が原状
回復をもとめるどころか、「金大中は日本に来なければいい」と正反対の
ことを韓国の首相に告げていたことが明らかにされ、日本は主権を放棄し、
隣国の政治家を見殺しにしていた」と結論している34。日本政府が日韓閣
僚会議を開いて政治決着をはかったという説を、韓国側外交文書と取材に
よって裏付けたものだと言える。
　もう一冊の『金大中事件最後のスクープ』は、前著の出版以降に行った
取材で得た5つのスクープを紹介している。とりわけ2009年に行われた安

アン

炳
ビョン

旭
ウク
（カトリック大教授）へのインタビューが興味深い。国情院真実究明委

員会委員長をつとめた安によると、日本政府は委員会の調査に対して「調
査を中断してくれ、この調査を続けると韓日間の外交関係に深刻な問題を
もたらす」と「執拗に反対した」という35。日本政府がなぜ調査に反対し
たのかは不明だが、金大中拉致事件に関連する警視庁の文書や外交文書を
日本政府はほとんど公開していない。金大中拉致事件を歴史として理解す
るために、日本側文書の公開とその分析が課題としてある。
　1973年の金大中拉致事件直後の日本社会の対応に話をもどそう。まず新
聞・雑誌などのメディアの報道である。『朝日新聞』『毎日新聞』『讀賣新 

聞』などの主要紙は、翌9日の朝刊一面トップで「金大中氏（韓国野党元大
統領候補）誘かいさる」「韓国野党指導者　金大中氏誘かい」「金大中氏（韓
国野党前大統領候補）誘かい？」などの見出しで報道し36、その後も関連記事

34 古野喜政『金大中事件の政治決着―主権放棄した日本政府』東方出版、2007年、1頁。
35 古野喜政『金大中事件最後のスクープ』東方出版、2010年、151～153頁。
36 順に『朝日新聞』（1973年8月9日、朝刊、1面）、『毎日新聞』（1973年8月9日、朝刊、1面）、 
『讀賣新聞』（1973年8月9日、朝刊、1面）。
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を掲載し続けた。『朝日ジャーナル』『サンデー毎日』『週刊現代』などの
週刊紙、『世界』『中央公論』などの月刊総合雑誌も、それぞれ特集を組ん
で事件の経緯と真相について論じた。韓国に関連する記事が多くの新聞・
雑誌でこれほど大きく持続的に取り上げられたのは、1965年の日韓条約締
結以来のことであろう。
　メディアの報道で事件を知った日本の市民はどう受けとめのだろうか。
8月8日当日、「ベトナムに平和を！市民連合」（以下、べ平連）の集まりに参
加していた和田春樹によると、その場にいたべ平連事務局長の吉川勇一か
ら事件について知らされたが、「率直のところその時は、事件の与える衝
撃がつかめなかった」37。ちょうどその日に発売された『世界』9月号の金
大中と安江編集長の対談「韓国民主化への道」を読んで、生死すら不明の
政治家を思い、強烈な印象を受けたという38。こうした和田の受け止め方
から推察すると、事件直後において大部分の日本の市民は、金大中が誰な
のか、何ゆえに事件が起こったのか、理解できないでいたと言ってよい。
　事件にもっとも迅速に対応したのは韓民統日本本部結成準備委員会だっ
た。同準備委員会は翌9日に民団東京本部で「金大中先生救出対策本部」
を起ち上げて記者会見を開き、「拉致」が「朴正熙の秘密警察」の手によ
る「全人類の普遍的モラルにそむく悪徳」だとし、「日本の同志」にも「連
帯と協力」を訴えた39。13日には、民団東京本部など反朴正熙政権を掲げ
るグループが「韓国民主回復統一促進国民会議（韓民統）日本本部」を結
成して、金大中を議長に選出した40。韓民統日本本部は15日に東京日比谷

37 和田春樹、前掲「韓国認識を欠いた運動の思想」。
38 和田春樹「知識人・市民の日韓連帯運動（1974-1978）」、前掲『金大中と日韓関係』、166頁。
39 韓民統日本本部結成準備委員会「声明書」（「〔ドキュメント〕金大中氏拉致事件」の資料）
『世界』335号、1973年10月。

40 韓民統の中心メンバーは、裵東湖、金載華、鄭在俊、趙
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忠 らであった（和田春樹「知識人・市民の日韓連帯運動（1974-1978）」、柳相榮・
前掲『金大中と日韓関係』、167頁）。
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公会堂で、「韓民統発起宣言大会」と、それを切り替えた「金大中先生拉
致糾弾在日韓国人民衆大会」を開催した41。その後、大阪、京都、福岡な
どでも救出対策委員会が結成され、集会やデモが連日のように行われた。
韓民統は後述の日韓連帯連絡会議など日韓連帯運動と行動を共にするよう
になる42。
　政治家の中では、自民党 AA研（アジア・アフリカ研究所）を率いていた衆
議院議員の宇都宮徳馬がもっとも積極的に動いた43。事件当日に宇都宮は、
金大中といっしょにいた韓国国会議員・金

キム

敬
ギョン

仁
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から拉致の一報を受け、
警視庁警備部長に緊急の手配を依頼し、後藤田正晴官房副長官、高橋幹夫
警察庁長官、田中伊三次法務大臣らに、人道的見地および国家主権の見地
より厳重な捜査が行われるよう申し入れた44。10日には官邸に田中角栄首
相を訪ね、「政府は隣国の著名な政治家である金大中氏の生命の安全を確
保するため、捜査活動に全力を挙げるよう強く要望する」との要望書を手
渡し、金大中の生命を一刻も早く救うよう要請した45。この宇都宮の働き
は金大中の生存に大きな力になったものと推測される。
　そして1976年に宇都宮は、金大中拉致事件について日本政府と自民党が
日韓閣僚会議を開いて政治決着をはかったこと、およびロッキード事件へ
の政府と自民党の対応に抗議して自民党を離党し、衆議院議員をも辞職し
た。
　宇都宮はなぜそれほどまでに金大中拉致事件を重く見ていたのだろうか。
事件の翌年1974年に出された彼の著書『日本は新しい痣をつくるな』によ

41 鄭在俊『金大中先生救出運動小史』現代人文社、2006年、133～134頁。
42 鄭在俊、同上書、134～140頁。
43 伊藤成彦「金大中氏拉致事件と日本の政治」、前掲『金大中と日韓関係』、120～123頁。
44 宇都宮徳馬『日本は新しい痣をつくるな―日韓正常化への提言／政治の歪みを正す』日
新報道出版部、1974年、35～37頁。

45 宇都宮徳馬、同上書、42～43頁。



9 金大中拉致事件から始まった日韓連帯運動 347

ると、「日本の主権下で安全に生活しているものが、内外人たるを問わず、
外国の強力な組織によってその国に連れ出されること」は「主権の侵害」
にほかならず、それは許されないことだと考えたのが基本的な理由だっ 

た46。次に、「軍事独裁下の韓国の現状を憂え、政治の民主化によって国
民の自由と福祉を確立し、そして南北朝鮮の平和統一への姿勢を整えるた
め、日米間を東奔西走」する「自由主義政治家」金大中に共感していたこ
とを挙げている47。そうした金大中への共感は、次のような宇都宮の歴史
認識に裏付けられたものだった。

十九世紀以降の朝鮮は不幸な運命に翻弄されたといえましょう。その
責任の大部分を、私たち日本人が負わなければなりません。〔中略〕日
本の朝鮮軍と関東軍の終戦時の管轄地域に従って朝鮮半島は二つに分
断され、南はアメリカ軍の占領下に、北はソ連軍の占領下におかれて
しまいました。これが朝鮮民族の戦後二十八年間の苦難の原因です。
私はこのことに責任を感じている一人の日本の政治家として〔後略〕。48

　最初の文で宇都宮は、「十九世紀以降の朝鮮」の歴史を「不幸な運命に
翻弄された」ものだとしている。人の主体性への諦念を含意する「運命」
という言葉によって朝鮮近代史を語る一方で、「その責任の大部分を、私
たち日本人が負わなければ」ならないと明言する。この記述の背後には、 

3・1運動の弾圧を朝鮮軍司令官として指揮していた父・宇都宮太郎の存在
があり、その「責任」を意識していたであろうことは容易に想像できる。

46 宇都宮徳馬、同上書、48頁。
47 宇都宮徳馬、同上書、38頁。
48 宇都宮徳馬「金大中氏への手紙」『中央公論』88巻10号、1973年10月（宇都宮徳馬、同上書、

55～57頁にも所収）。
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1945年以後の朝鮮の歴史については、「日本の朝鮮軍と関東軍の終戦時の
管轄地域に従って朝鮮半島は二つに分断され」たことは、米ソによる南北
占領とともに「朝鮮民族の戦後二十八年間の苦難の原因」だとする。植民
地支配とそれに起因する南北分断に日本の責任があると宇都宮は考えてい
たのである。
　知識人・市民が動き出したのは8月23日になってからだった。この日、
青地晨、飯沼二郎、大江健三郎、岡部伊都子、小田実、大岡昇平、久野収、
桑原武夫、小中陽太郎、鶴見俊輔、中野好夫、藤島宇内、吉川勇一、和田
春樹ら78人が、次のような声明を発表した。「金氏誘拐」は「人間の自由
に対する公然たる挑戦」であり、日本の警察にはその経過を明らかにする
ことを、日本政府には韓国 CIAの活動を日本国内おいて一切許さないこ
とを要求する、韓国政府には「金氏とその家族の安全の確保」を要求する、
日韓両政府には金大中の「来日を早急に実現するよう配慮することを要求
する」49。この声明で共有されていたのは、金大中拉致事件が「人間の自
由に対する公然たる挑戦」だというヒューマニズムからの視点であった。
　1973年8月の金大中拉致事件は、金大中による日本への批判と訴えを際
立たせると同時に、金大中と韓国民主化運動に対する日本社会の関心をいっ
そう高めることになった。

3．日韓連帯運動の始まり

　前述のように拉致事件直後に金大中は解放されたが、その後、事実上の
軟禁状態が続いていた。9月になると金大中がおかれた状況を憂慮するさ
まざまな組織と人々によって救援運動が始められた。8月23日の声明に署

49 「声明」『世界』335号、1973年10月。
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名した知識人に、先の宇都宮徳馬、社会党国会議員の田英夫、日本基督教
団総監事の中嶋正昭、日本キリスト教協議会総幹事の東海林勤らが加わっ
て、「金大中氏を助ける会」が結成された。この会は、金大中の再来日の
実現を要求する目標を掲げ、韓国の国家機関が日本で拉致を行うのは日本
の主権侵害であるゆえ拉致した人の現状を回復するよう求めた50。
　11月2日には金鍾泌首相が来日し、田中政権との間に金大中拉致事件の
政治決着がはかられた。それに抗議して18日には、「金大中氏の再来日を
実現させる国民集会」とデモが行われた。「助ける会」のほか、「金大中事
件の真相を究明する会」、「金大中事件を考える法律家の会」、「金大中事件
を考える学生の会」などが協賛した51。
　続いて、田中政権が12月末に日韓閣僚会議を再開することに抗議する集
会が12月14日に開催され、「金大中氏の再来日を実現させる連絡協議会」
が結成された52。和田春樹によると、この組織もいわゆる主権侵害論に立っ
ていた。これに対して、かつて「韓国併合」により朝鮮の国権を奪った日
本が主権を侵害されたと言い立てるのはおかしいという意見や、他方で、
韓国国会等で主権侵害論への批判が起こったことに対して牽強付会な詭弁
だと韓国を批判する声があがったという53。
　集会決議ではあらたな「経済援助」への批判が提起された。日韓閣僚会
議で約束される「経済援助は、従来にもまして韓国民衆の闘争を鎮圧する
ための資金の性格をもつものである。それは、対韓援助から甘い汁を吸う
一部の政治家と企業、韓国に進出している300に近い企業、韓国女性を恥

50 和田春樹「知識人・市民の日韓連帯運動（1974-1978）」、前掲『金大中と日韓関係』、167頁。
51 和田春樹、同上論文、168頁。
52 小中陽太郎「あなたの沈黙は「隣人」の「死」だ―「日韓連帯連絡会議」結成によせて―」
『月刊社会党』209号、1974年6月。

53 和田春樹「韓国の民衆をみつめること―歴史のなかからの反省―」『展望』192号、
1974年12月。
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かしめる日本人観光客がのぞむ行為であるかも知れない。しかし、民主主
義と自主的発展をもとめて立ち上がった韓国民衆とともに、日韓関係を正
すことを願う日本国民の立場からすれば、断じて容認されうるものではな
い」54。
　ところで、上記の集会や決議文では「国民集会」や「日本国民の立場」
に見られるように「国民」という言葉が使われていた。日本の首都東京で
韓国の政治家が韓国の政府機関の何者かによって連れ去られたことは日本
の主権の侵害だという主張から、そうした主権侵害の状態の解消を目指す
集会や声明の主体として「国民」という語を使ったものと考えられる。だ
とすると、「国民」ではない韓民統や在日韓国・朝鮮人、あるいは在日外
国人は、その集会および声明の対象外となる。「国民集会」や「日本国民
の立場」が掲げられた運動にはそうした他者とのつながりが想定されてい
たとは言いがたい。ベ平連が「市民連合」だったことを想起すると、連帯
の可能性という点で後退しているとも言いうる。「韓国民衆」との関係を
考える際にも「国民」と「民衆」の連帯は可能なのかという疑問も生じる。
このように初期の運動はナショナルな性格を帯びていた。初期の運動が主
権侵害論に立脚していたのはそのためだったと考えられる。ただし、「連
絡協議会」が12月14日の決議文で日本の対韓経済援助を批判したことは、
金大中の主張や「韓国民衆」の声に応えようとしている点で、主権侵害論
やナショナルな運動から一歩踏み出したものだった。
　次に、キリスト者が常設の組織の結成に動いた。新旧教会指導者84人が
呼びかけ人となり、1974年1月15日に東京で「韓国問題キリスト者緊急会 

議」を結成し、次のような要旨の声明を発した。「韓国キリスト者の信仰
と戦いから衝撃、問いかけ、促しを受けた。金大中氏事件が示した通り、

54 和田春樹「知識人・市民の日韓連帯運動（1974-1978）」、前掲『金大中と日韓関係』、168頁。
集会決議案は和田が書いたという。
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民主化運動は日本への抗議でもある。悔い改めて民主化運動に連帯し、在
日韓国・朝鮮人差別と闘い、買春観光を阻止しよう」55。「緊急会議」は、「韓
国キリスト教者の信仰と戦い」を受けて、韓国「民主化運動に連帯」する
と宣言した。同時に「在日韓国・朝鮮人差別と闘」うとの内容も入れてい
たことは、「緊急会議」が植民地支配に起因する人種主義の問題をも重視
していたことを示している。
　2月になると「緊急会議」は、韓国の都市産業宣教会の活動や韓国キリ
スト者から送られてきたメッセージを記者会見や雑誌などで紹介した。東
海林勤によると、東京に滞在していた池
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キリスト者がいたこと、日本のキリスト者は「過去罪責の認識があるため、
支援、連帯には自分の責任として関わりたいという思いがあった」ことな
どから、「緊急会議」は情報センターの機能を持つことになったという。
その後、会報「韓国通信」を年に10回発行し、韓国の民主化運動や日本の
連帯行動、論説などを18年間にわたって伝えた56。
　新聞、雑誌では、金大中拉致事件や韓国特集が組まれたが、なかでも『朝
日ジャーナル』と『世界』の取り組みが際立っていた。『朝日ジャーナル』
は8月24日号の「緊急特集　ソウルに連行された金大中氏」57を皮切りに、
ほぼ毎号、金大中事件や韓国関連の記事を掲載した。特に、朝日新聞ソウ
ル特派員の猪狩章は、金大中事件を中心に、韓国の政治、経済の実情、韓
国に進出している日本企業と政権との関係、公害輸出企業、「妓

キーセン

生観光」
の実情などについて精力的に書いた。
　金大中拉致事件および朝鮮半島問題を取り上げて論陣を張ったのは、総

55 東海林勤「キリスト者の日韓連帯運動」、前掲『金大中と日韓関係』、145頁。
56 東海林勤、同上論文、146～148頁。
57 猪狩章「緊急特集　ソウルに連行された金大中氏」『朝日ジャーナル』26巻16号、1973年8
月24日。
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合雑誌『世界』だった。1972年7月に編集長に
就任した安江良介58がその編集方針を決定した。
安江はまず政治家・金大中の声を読者に届けた。
その最初が『世界』11月号の「統制されない権
力は悪である」で、韓国の月刊誌『タリ（다리）』
9月号の金
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大学校教授との対談で金大
中が表明した見解を整理したものである。翌
1973年3月号には、前述の外国人記者クラブで
の記者会見「憤りをもって韓国の現状を訴える」
が、そして同年9月号には、金大中と安江良介
の対談「民主化への道」が掲載された。奇しく

図3　雑誌『世界』 
（1973年10月）表紙

も拉致事件は9月号が発行された日に起こった59。この「民主化への道」
を通じて多くの人々が金大中の政治思想、および日本に対する批判と提言
に接することになったのである。
　雑誌『世界』の1970年代前半における金大中拉致事件および朝鮮半島問
題に関するおもな企画は、大きく次の3つに分けられる。ひとつは、朝鮮
半島問題に関する特集が組まれ多くの論稿が掲載されたことである。金大
中拉致事件直後に出された1973年10月号「特集　金大中事件―何が問わ
れているか」には、石本泰雄「日韓関係における国家主権」、宇都宮徳馬 

58 1935-1998年。石川県金沢市で金箔職人の3男として出生。1958年に金沢大学法学部を卒業 
し、岩波書店に入社。『世界』編集部に配属。1967年退社し、美濃部亮吉東京都知事の特
別職秘書となり、朝鮮大学校の認可にかかわった。1970年『世界』編集部に戻り、同誌編
集長に就任（72～88）。『世界』1973年5月号から T・K 生「韓国からの通信」を連載。
1990年岩波書店社長（「略年譜」安江良介追悼集刊行委員会編『追悼集 安江良介 その人と
思想』1999年）。南北朝鮮問題に関心を持ち続け日本と韓国、北朝鮮との交流に大きく寄
与した。

59 安江良介「南北朝鮮の現状と統一問題（1976年7月）」同『孤立する日本―多層危機のな
かで』影書房、1988年、139頁。
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「韓国の現状と金大中の悲願」、鄭
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「日本が問われているもの―
金大中事件を考える」などが掲載された。韓国関連のものだけでなく、北
朝鮮関連の特集や文章も多数ある。例えば1972年12月号の「特集・朝鮮民
主主義人民共和国の主張」、1973年11月号の「特集・朝鮮統一と日本の選 

択」では、「金日成首相会見記」が掲載され、北朝鮮の実情や統一問題、
日朝交流などが論じられた。折しも日朝国交正常化の機運が高まっていた
時期であった。こうした朝鮮半島に関する多くの論考の掲載は、それまで
の『世界』には見られなかったことである。
　二つ目は、同じく10月号から連載された「〔ドキュメント〕金大中拉致事 

件」である。ドキュメントは、編集部がまとめた日誌や資料約30頁で構成
され、1976年3月号まで約2年半にわたって掲載された。日誌には8月8日以
降の拉致事件をめぐる主要な出来事が記録され、日本と韓国で出された声
明書や決議文などの資料が紹介されている。日韓連帯運動にかかわった人々
は、金大中拉致以後の日韓で起こった事象の経緯をこのドキュメントによっ
て共有し、その後の運動を企画、展開していった。
　三つ目は、1972年の「10月維新クーデター」後に東京に亡命した元『思
想界』編集主幹の池明観と、キリスト者ネットワークによって始められた、
TK生「韓国からの通信」の連載である。1973年5月号の第一信「悲観と
拒絶」から1988年3月「一七年の歳月が流れて―韓国からの通信―」
まで、韓国の民主化運動の実相を、地下通信として約15年間にわたって日
本および世界の人々に発信し続けた。
　このように『世界』は1970年代初めに朝鮮半島にかかわる問題を論ずる
場を形成していたが、その背後には安江良介編集長の次のような「日本人
の思想の問題」への「批判」があった。「朝鮮問題は、本当は非常に古い
課題」で、「朝鮮の統一、南北朝鮮の民主化という問題」もあるが、「日本
と朝鮮の和解ということ、少なくとも在日朝鮮人・韓国人の問題、すなわ
ち、日本人にとっての朝鮮問題の解決は、植民地支配が終わった後に、中
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国に対する和解が私たちの課題となったと同時に、早くから提起されるべ
き問題」だった。「これは日本人の思想の問題としては厳しく指摘されな
ければならない」が、「朝鮮の問題についての関心は非常に弱かった。初
期の『世界』ものその批判を免れえ」ない60。いわばそうした安江の自己 

「批判」も含めた「日本人の思想の問題」への「批判」のうえに、朝鮮問
題を議論する場が『世界』誌上に設けられたのである。
　その一方で、「アジアにとって、まして、私たち日本人にとっては、最
も重要な問題」である朝鮮問題について発言し、行動することは、なかな
か難しいことで、主体的な発言をする知識人は決して多くないとの思いも
依然として強くあった。「朝鮮問題は、私たち日本人にとって、しばしば
原罪という言葉をもって表現されるように、私たち自身の歴史を自らの手
で正すべき課題とたえず表裏をなしており、従って、朝鮮問題について何
らかの発言をすることは、どのような形であれ、自分自身が関りを持つこ
とであり、きわめて主体的な問題」だからであった61。つまり、一編集者
の立場から、植民地支配という「原罪」を「自らの手で正すべき課題」と
して、あるいは「主体的な問題」として考えようとする思想が、『世界』
で朝鮮問題を重視した安江の深層にはあった。安江は『世界』の三つの企
画によって植民地支配の「原罪」を問い直そうとしていたのである。
　金大中拉致事件から半年後の1974年3月28日に韓国民主化運動に連帯す
る運動体を組織する集まりが持たれた。その集まりには、先述の「金大中
を助ける会」関係者のほかに、国会議員とその秘書、弁護士、学生などが
参加し、「日本の対韓政策をただし韓国民主化闘争に連帯する日本連絡会 

議」を結成するとの合意がなった62。

60 大江健三郎・安江良介『『世界』の40年　戦後を見直す、そして、いま―対談　大江健
三郎・安江良介』岩波ブックレット、1984年、24頁。

61 安江良介、前掲書、1988年、126～127頁。
62 和田春樹「知識人・市民の日韓連帯運動（1974-1978）」、前掲『金大中と日韓関係』、169頁。
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　その直後の4月3日にソウルの学生たちが起ち上がり、全国民主青年学生
総連盟の名で宣言を出した。朴正熙政権は大統領緊急措置第4号を発して
学生たち連行した（「民青学連事件」）。そうした中で東京では4月18日に「日
本の対韓政策をただす国民集会」が開催され、「日韓連帯会議」が正式に
発足した63。その場で決議された「日本の対韓政策をただす国民集会アピー
ル」64には次のように記されている。

金大中氏拉致事件を「政治的に解決した」と称して、日韓閣僚会議を
開催し、朴政権への援助を再開した。KCIAの無法な暴挙に抗議して、
原状回復、金大中氏の無条件再来日を正式に要求することの一度もな
かった日本政府は金大中氏の受難に触発されて立ち上がった韓国民衆、
学生、知識人、キリスト者の闘争を弾圧する資金の提供を急いだので
ある。〔中略〕日本のカネは韓国民衆の血と汗を吸ってふくれ上がり、
日本に還流している。日本企業は、朴政権を利用して彼らのいう「内
地」のために韓国の山野を汚し、韓国の民衆を収奪している。〔中略〕

キーセン観光に出かけ、韓国女性をカネの力で凌辱する日本人は、日
韓両国政府の共犯者である。

　このように、金大中拉致事件への日本政府の対応と朴正熙政権への援助
の再開、日本企業の進出と「キーセン観光」を批判したうえで、次のよう
な決意を表明している。

63 この日の集会については、作家の小中陽太郎の前掲文「あなたの沈黙は「隣人」の「死」
だ―「日韓連帯連絡会議」結成によせて―」で詳しく紹介されている。

64 「日本の対韓政策をただす国民集会アピール」『世界』343号、1974年6月。青地晨・和田春
樹編『日韓連帯の思想と行動』に、日本の対韓政策をただす国民集会「日韓連帯連絡会議
結成宣言」として再録された（青地晨・和田春樹、前掲書、1977年、121～123頁）。
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韓国民衆にかかる重圧を、日本をかえることによって少しでも減らす
ことは、われわれの義務であろう。そのことはわれわれ自身が生まれ
変わるために何よりも必要なのである。

　最後に「日本企業は、韓国に対する経済侵略をやめよ。公害輸出、低賃
金収奪をやめよ」「日本人観光客と観光業者は、恥ずべきキーセン観光、
集団買春をやめよ」「在日韓国人、朝鮮人への民族差別をなくそう」など
のシュプレヒコールが掲げられた。それらに表れているように、「日韓連
帯会議」が重視した「連帯」は、韓国の民主化運動を心情的に支援するの
ではなく、「日本をかえること」に重心をおくもので、それは「われわれ
自身が生まれ変わるために何よりも必要」なものだった。この「連帯」の
論理を便宜上、「日本社会変革論」と呼んでおこう。
　ジャーナリストの青地晨が世話人代表を、歴史学者の和田春樹が事務局
長を引き受けた。世話人は、作家の小中陽太郎、清水知久（日本女子大学教 

授）、倉塚平（明治大学教授）、甲斐良一（出版社社員）、川田泰代（アムネスティ）

らであった。事務局は「べ平連」の若者たちで構成されていた。べ平連は、
1960年の安保闘争で哲学者の鶴見俊輔らによって組織された「声なき声の
会」を母体に、1965年に小田実を代表として発足したベトナム戦争反対の
市民運動団体で、パリ平和協定調印をみて1974年1月に解散した。和田春
樹によると、このべ平連の一部が日韓連帯運動に流れこんだという。会報
『日韓連帯会議ニュース』は1974年6月1日に刊行された65。
　日韓連帯会議は最初に、民青学連事件での逮捕者の釈放を要求する集会、
デモを組織する運動に取り組んだ。そこでは、民青学連事件で連行された
詩人・金

キム

芝
ジ

河
ハ

が象徴的存在となっていた。1974年7月9日に金芝河を含む民

65 「日韓連帯会議」の結成過程については、和田春樹「知識人・市民の日韓連帯運動（1974- 
1978）」、前掲『金大中と日韓関係』、171頁。
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青学連事件の被告7人に死刑の求刑が出たという知らせが伝わると、翌10

日には、「金芝河らをたすける会」が東京で組織され、声明「うったえ」
が出された。
　声明は、金芝河らは「貧困と圧迫から自由を求めて、人間として当然の
抗議の声をあげたもの」で、「韓国大統領が、金芝河の作品に表された民
衆の声に耳をかたむけ」、金芝河とその同志の釈放を求めるものだった。
大江健三郎、小田実、谷川俊太郎、鶴見俊輔、日高六郎、遠藤周作、松本
清張、中野好夫、金

キム

達
ダル

寿
ス

、金
キム

石
ソッ

範
ポム

、小中陽太郎、青地晨、和田春樹、鄭敬
謨らのほかに、J＝P・サルトル（Jean-Paul Charles Aymard Sartre）、ボーヴォワー
ル（Simone de Beauvoir）、ノーム・チョムスキー（Avram Noam Chomsky）、エドウィ
ン・ライシャワーらが名を連ねていた66。
　7月13日に金芝河らへの死刑判決が出されると、真継伸彦、金石範、金

キム

時
シジョン

鐘、李
イ

恢
フェ

成
ソン

らが第一次ハンストを始め、27日からは鶴見俊輔、金達寿、
針生一郎、李

イ

進
ジン

熙
ヒ

らが第二次ハンストに入った。8月8日には金芝河らをた
すける国際委員会訪韓団が派遣された。団長は社会学者の日高六郎で、米
国のジョージ・ウォールド（George Wald）、フレッド・ブランフマン（Frederick 

Robert Branfman）が加わった67。その後も金芝河らの釈放を求める集会、デ
モが断続的に行われた。
　こうした運動は7月から9月までの2か月間にわたって続いた。この運動
に当事者としてかかわった和田春樹は「この2か月間の疾風怒濤の運動は
ベトナム反戦市民運動がつくりだした力が韓国問題という新しい土壌で花
を咲かせたものであり、日韓連帯運動が運動として離陸することを可能に

66 金芝河をたすける会「うったえ」（1974．7．10）、前掲『日韓連帯の思想と行動』、231頁。
67 和田春樹「「金芝河らを助ける会」の意味」『季刊三千里』1号、1975年2月（前掲『日韓連
帯の思想と行動』に「金芝河らを殺すな―一九七四年夏」として再録）。
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するものであった」と記している68。
　日韓連帯会議による運動のほかに、公害企業のプラント輸出やキーセン
観光に反対する運動も展開された。前者については、富山化学工業による
赤チン（マーキュロクロム）・プラントの韓国輸出反対運動を挙げることがで
きる。1973年5月に富山湾の水銀汚染問題で、住民団体から水銀流出の責
任を追及され、同年9月にはマーキュロクロムの生産を中止していたが、
富山工業側によると、仁

イン

川
チョン

市の三
サム

和
ファ

化学にマーキュロクロムの製造プラ
ントを輸出することになっていた69。
　これに対して韓国内では、仁川 YWCAが三和化学に抗議するとともに、
仁川市長に対して三和化学の工場建築許可と法人登記の取消しを求める運
動を展開した70。日本でも東大の公害自主講座から生まれた自主講座「ア
ジアグループ」のメンバーが「富山化学の公害をやめさせる実行委員会」
を結成し、富山県内の「公害を告発する市民連合」と連絡を取り合い、
1974年4月27日には、東京と富山で呼応して「犯罪的公害輸出を絶対に許
せない」と富山化学工業本社と工場に抗議のデモを行なった71。
　同実行委員会は声明で次のように訴えた。富山県民の公害追放の声が高
まる中で、富山化学工業は水銀を原料とする赤チンの生産を中止したが、
韓国の仁川に工場を完成し、赤チン製造のプラントの認可を朴正熙政権に
申請中で、4月末には稼働の予定である。「同社が韓国の安い労働力と水銀
タレ流しを認めてくれる朴政権の擁護を求めているもの」で、「私達は暴
力によって「公害反対」の声に圧殺されている韓国の人々に、日本資本に

68 和田春樹「知識人・市民の日韓連帯運動（1974-1978）」、前掲『金大中と日韓関係』、174
～175頁。

69 「富山化学韓国向け輸出を中止／水銀公害批判避け／赤チン・プラント」『朝日新聞』1974
年5月2日、18面。

70 「〝公害공장 建設 반대〟」『경향신문』1974年2月19日、7面。
71 同上記事『朝日新聞』1974年5月2日、18面。
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よる公害タレ流しを押しつけるわけにはいかない。韓国の人々の犠牲の上
に私達の繁栄が築かれていくような、このしくみを見過ごすわけにはいか
ない」72。実行委員会の井上澄夫によると、仁川 YWCAとの「事実上の共闘」
の結果、富山化学工業は三和化学への赤チン・プラント輸出を断念した73。
　1974年6月には、東京に本社を置く日本化学工業が韓国・蔚

ウル

山
サン

に重クロ
ム酸ソーダ74工場を建設する計画が発覚し、同年8月より上記の実行委員
会が「公害輸出」反対運動を展開した。井上澄夫は『展望』に書いた「ば
ばぬきの論理を超えて」で、日本での抗議行動の経緯を整理し、そしてそ
れに呼応した『東亞日報』が1975年9月から連載した反公害キャンペーン 

「汚れなき明日のために」、同紙の連載漫画「コバウおじさん」の風刺、『朝
鮮日報』『韓国日報』『ソウル経済新聞』などの批判記事を紹介した75。と
りわけ注目すべきは、日本化学工業が戦前に北海道にクロム鉱山を所有し、
朝鮮人の強制動員と強制労働によってクロム鉱石を採掘していたという歴
史を示し、70年代には韓国への「公害輸出」を企てていることを厳しく批
判したことだった。これは、この運動が植民地支配の問題と70年代の「公
害輸出」企業に対する責任の問題をつなげて思考していたことを示すもの
である。

72 「4・27富山化学の公害輸出をやめさせるデモ」、前掲『日韓連帯の思想と行動』、127～128
頁。

73 同上記事『朝日新聞』1974年5月2日、18面。井上澄夫「僕らは公害輸出と闘い始めた」『展
望』191号、1974年11月。

74 井上澄夫によれば、重クロム酸ソーダは、塗料、染料、メッキ、皮革資材に使用されるが、
毒・劇物取締法第二条に指定されている劇物である。例えば、この粉塵を吸うと、咽頭炎
や結膜炎、さらには肺がんになったりする。特に六価クロムは猛毒で、口から体内に入っ
た場合、腎臓炎、尿毒症の原因になり、死ぬこともある（井上澄夫、同上論文）。

75 井上澄夫「ばばぬきの論理を超えて―日本化学のクロムたれ流しと韓国への公害輸出 
―」『展望』204号、1975年12月。また、「富山化学の公害輸出をやめさせる実行委員会」
の平山隆貞の「日化蔚山工場の操業阻止にむけて」（『新日本文学』31巻3号、1976年3月）
も同様の韓国公害輸出批判を行なっている。
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　日本基督教婦人矯風会の高橋喜久枝は、1973年7月にソウルで開かれた
第一回日韓教会協議会に参加し、そこで韓国教会女性連合会が発したアピー
ル「日本男性が経済的優越を誇って韓国女性を奴隷としている」に衝撃を
受けた。高橋が日本キリスト教協議会婦人委員会に働きかけた結果、同委
員会は反対運動に取り組み76、9月21日には声明を出した77。
　その後結成された「キーセン観光に反対する女たちの会」は、1973年12

月25日に声明文「恥を知れ！買春めあての観光団―怒りをこめて訴える
―」を出した。それは、日本の対韓経済「援助」が、「キーセン観光」
のためのレジャー産業を開発し、「韓国経済をハタンさせる」ものだと批
判する内容だった。興味深いことにこの声明では、「従軍慰安婦」の歴史
にもふれられていた。「かつて日本は朝鮮を植民地とし、多くの娘たちを
従軍慰安婦として狩り出した。その同じ地に、今日では金さえ持てば何を
してもよいとばかりに、集団をなして、隣国の女たちを辱めに行く」78。こ
の植民地期の日本軍「慰安婦」の存在への言及は79、「女たちの会」が70

年代の「キ－セン観光」を植民地支配の責任の問題に関連づけて考えてい
たことを示している。

4．日韓連帯運動の論理：植民地支配の問い直しと日本社会の変革

　これまで見てきたように、1973年8月の金大中拉致事件を契機として日
韓連帯運動が本格的に始動したと言える。ではその連帯運動はいかなる論

76 高橋喜久枝「韓国のキリスト者女性と連帯して」、前掲『日韓連帯の思想と行動』、93～96
頁。

77 高橋喜久枝「妓生観光を告発する―その実態を見て」『世界』342号、1974年5月。
78 「恥を知れ！買春めあての観光団―怒りをこめて訴える―」、前掲『日韓連帯の思想と
行動』、96～98頁。

79 1973年1月に出された千田夏光『従軍慰安婦―〝声なき女〟八万人の告発―』（双葉社、
1973年）によって知られていたものと推測される。
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理、ないしは思想を内包していたのだろうか。
　金大中拉致事件直後に発表された論考で目を引くのは、作家・小田実が
『中央公論』10月号に書いた「彼の「不幸」と私たちの「たたかい」」であ
る80。当時小田は、べ平連を主導していた活動家でもあった。まず小田は、
金大中拉致事件の本質は事件直後に日本のメディアで流布されていたよう
な「国家主権の侵害」ではなく、「国家の共謀による人間の主権の侵害」
であったことを鋭く指摘している。韓国が日本の主権を侵害したというこ
とではなく、韓国と日本の国家による「共謀」による、金大中という「人
間の主権の侵害」だというのである。拉致事件直後に結成された「金大中
氏を助ける会」や12月に結成された「金大中氏の再来日を実現させる連絡
協議会」が拠っていた主権侵害論を批判し、問題の本質はナショナルなも
のにあるのではなく、人権の侵害にあると述べた点が新しい。
　そのうえで、事件があらわにしたのは、「いかに、私たちがアジアのこ
とを、かつて私たちが植民地にして支配した国のことさえ知らないでいる
か、知らないですましているか」であり、事件を通して、「かつて私たち
が植民地にして支配した国」への、植民地支配とその後の歴史を含めての
「無知」、それは単なる「無知」ではなく、「軽視に通じる。いや、蔑視」
が浮き彫りになったと喝破する。
　そして、そうした植民地支配後の日本人の「無知」「軽視」「蔑視」を直
視し、反省するところから始め、それまでに国家間に築かれてきた「「不幸」

によるいやおうなしの連帯」を断ち切るために、日本の中で「具体的な「た
たかい」」を進めることが「連帯」の内実だと言い切る。
　小田がいう、日本人の「無知」「軽視」「蔑視」の剔抉および自省の必要
性は、神戸の市民グループ「むくげの会」メンバーの堀内稔も共有してい
た。堀内は、同会が発行していた『むくげ通信』に寄せた「「金大中事件」

80 小田実「彼の「不幸」と私たちの「たたかい」」『中央公論』88巻10号、1973年10月。
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あり様に対する問いであり、それは日本人自
身の問題であった」と書き、さらに次のよう
な問いを投げかけている。

しかしその前に、事件に対して「こんな
やっかいな問題を起す朝鮮人なんかみん
な日本から出ていったらよい」と反応し
た日本人が、私達のまわりにかなりいた
ことを忘れてはならない。こうした反応
が、現在の日韓関係を支えているのでは
ないだろうか81。

図4　『むくげ通信』 
（21号、1973年11月）表紙

　金大中拉致事件が起こった際にも、植民地支配に起源を持つ、朝鮮人に
対する人種主義が作動している状況を感じ取り、その人種主義こそが日韓
関係を支えているのではないかと堀内は自らと社会に問いかけているので
ある。
　ヨーロッパ政治思想史が専門の倉塚平も『世界』1974年5月号の「民主
主義のための連帯―韓国民主運動のアピールに応えて―」で「連帯」
について言葉をかえて論じている82。この文は副題に記されているとおり、 

81 XOP「「金大中事件」と日韓関係」『むくげ通信』21号、1973年11月18日。筆者はペンネー
ム XOPだが、2021年2月21日現在閲覧できる『むくげ通信』総目次（https://ksyc.jp/mukuge/
tuusinn.html）によると、堀内稔氏であることがわかる。「むくげの会」は1971年1月に神
戸で結成された「朝鮮の文化・歴史・風俗・言語を勉強する日本人を中心としたサークル」
で、2021年2月現在も活動は続いており、『むくげ通信』も発行されている。なお21号は「む
くげの会」メンバーの飛田雄一氏より御提供いただき、堀内氏より引用の許可をいただい
た。記して感謝する。

82 倉塚平「民主主義のための連帯―韓国民主運動のアピールに応えて―」『世界』342号、
1974年5号。

と日韓関係」に、「金大中氏の事件が提起したのは、日本と韓国の関係の
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『世界』1973年9月号に掲載された金大中と安江良介との対談「民主化へ
の道」で日本の野党が韓国に関心をもたないことを金大中が批判したこと、
および同年10月2日のソウル大学校文理学部学生による民主化のための蹶
起と宣言を受けて書かれたと筆者自身が明かしている。
　その文の中で倉塚は、日本の知識人の思考様式は「西洋文化に対する非
主体的な拝跪と、隣国の文化や知性に対するいわれなき優越感に基く全く
の無視、無関心となって現れている」とし、そうした「権威主義意識や思
考様式をわれわれの心の内奥から突き崩して」いく必要がある、と自身を
含む日本の知識人の思考様式を省察する。続けて、今度の韓国民主勢力に
よる「連帯の呼びかけとその鋭い批判」は、日本の知識人の「権威主義意
識乃至思考様式を、その最大の恥部たる対韓国人観における変革を通じて、
破壊せしめるものなのだから」、「この連帯の訴えを援助を求める弱者の声
として、あるいはその連帯行動を自分には得にならない無償の行為のごと
く見做しては断じてならない」と説く。
　倉塚によると、韓国民主化運動との「連帯」の核心は、日本の知識人の
「対韓国人観における変革」を通じた「権威主義的意識」の「心の内奥か
ら」の「突き崩し」にある。「無知」「軽視」「蔑視」の剔抉および自省か
ら「たたかい」を開始すべきだとする小田の「連帯」論を、知識人の思考
様式において掘り下げた議論だと言える。
　哲学者・鶴見俊輔が『日韓連帯ニュース』に書いた文「金芝河、最初の
言葉」はよく知られているが83、金大中拉致事件後の日韓連帯運動の思想
をその根源のところで論じたものなので、あらためて紹介しておきたい。
この文は、鶴見が真継伸彦、金井和子と3人で、1972年6月29日から7月4日
まで馬

マ

山
サン

の療養所に収容されていた金芝河を訪ね、面会した時のエピソー

83 鶴見俊輔「金芝河、最初の言葉」『日韓連帯ニュース』号外、1974年7月19日（前掲『日韓
連帯の思想と行動』、132～136頁）。
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ドを記したものである。
　鶴見は金芝河に向かって、訪問の目的と金芝河の釈放を要求する署名運
動について話すと、彼は感謝すると言って「Your movement cannot help me. 

But I will add my voice to help your movement.」と言い添えたという。鶴見は
それを次のように読む。

この言葉は、その後、現在にいたるまでの私たちの運動を集約してい
る。金芝河が、とらわれたまま、このような運動を助けようとしてい
る姿勢が、私たちを批判し力づける、二重のはたらきをもっている。
われわれの国の政府が、金芝河を弾圧し死刑にしようとしている現韓
国政府に根源の力をあたえていることを考える時、にがい感情をもっ
て金芝河たちの釈放を要求する運動を再開する他ない。

　金芝河は、当時朴正熙政権に批判的であった総合雑誌『思想界』の1970

年5月号に「譚詩・五賊」84を書き、「反共法」違反の廉で逮捕、拘束された。
『思想界』はこれをきっかけに休刊に追い込まれた。「譚詩・五賊」は、
1905年の乙巳条約（第二次日韓協約）締結に署名した「乙巳五賊」（朴

パク

斎
ジェ

純
スン

、

李
イ

址
ジ

鎔
ヨン

、李
イ

根
グン

澤
テク

、李
イ

完
ワニョン

用、権
クォン

重
ジュンヒョン

顕 ）にならって朴政権を支える「五賊」（財閥、
国会議員、高級公務員、将校、長次官）の不正腐敗を痛烈に風刺した詩である。
金芝河の「あなたがたの運動を助けるために、私はその声をその運動に加
えよう」という言葉の背後には、日本の朝鮮植民地支配とそれに続く東西
冷戦下での日本の「対韓援助」に対して、日本の運動がより自覚的である
べきだという「批判」がこめられていた。それと同時に、金芝河が日本の
「運動を助ける」という言葉は日本の運動を「力づけ」るものでもあった。

84 김지하「譚詩・五賊」『思想界』205号、1970年5月。「譚詩・五賊」は、金芝河（姜舜訳）
『キム・ジハ詩集　五賊　黄土　蜚語』（青木書店、1971年）で日本に紹介された。
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鶴見はそう解釈した。
　そして鶴見は、その金芝河の「批判」と「力づけ」という二律背反的な
言葉から生じた「にがい感情」をもちつつ、「金芝河たちの釈放を要求す
る運動を再開する」ところに、日韓連帯のあり様を見出していたのである。
　最後に、小田、倉塚、鶴見らの日韓連帯運動の論理をさらに深めた論考
として、和田春樹「韓国の民衆をみつめること―歴史のなかからの反省
―」を取り上げよう85。結論から言えば和田の論文は、日本人が日本帝
国主義の朝鮮植民地支配の歴史を根底から問い直し、朝鮮半島の人々との
新しい関係を創造していくための連帯が必要であることを論じたものだと
要約できる。
　和田は、その最初の機会が1945年8月15日に訪れたとして、元京城帝国
大学教授・鈴木武雄の『世界』1946年1月号に掲載された論文「朝鮮統治
への反省」と、戦前の帝国主義研究の第一人者で『帝国主義下の台湾』の
著者である矢内原忠雄の1948年10月の『表現』第1巻第5号に書かれた「管
理下の日本―終戦後満三年の随想」を検討している。前者の「反省」は
「帝国主義者の方法的反省であって、帝国主義そのものの反省・帝国主義
の批判ではなく、帝国主義の弁護論」であり、後者も「同化主義の批判で
あり、植民地支配そのものの否定にはいたっていない〔中略〕日本はイギ
リス式の自主主義をとれば、よかった、イギリス流の科学的・合理的帝国
主義なら、よかったというにひとしい主張」であり、歴史の問い直しはな
されなかった。
　第二のチャンスは、1964～65年の日韓条約交渉の妥結、調印の前後にき
たとして次のように問題を指摘する。韓国民衆による反対運動の基本的主
張は、「日韓条約が、過去の日本帝国主義の朝鮮植民地支配を否定せぬば
かりか、正当化しており、したがって、また今後日本の韓国に対する新植

85 和田春樹、前掲「韓国の民衆をみつめること」。
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民地主義的進出に道を開くもの」であった。それに対して、1965年1月高
杉晋一日韓会談首席代表は、いわゆる「高杉発言」で植民地支配を肯定し、
日本の革新勢力は日韓条約に反対したが、その批判のポイントが米日韓軍
事同盟の成立および韓国への「経済侵略」にあり、植民地支配の歴史には
無自覚だった。日本側の日韓条約反対の論理と韓国民衆の反対論理が食い
違いをみせただけでなく、日本では植民地支配を批判する歴史認識を持ち
得なかった。
　1973年の金大中拉致事件が起きて第三のチャンスが到来したが、この機
会に韓国の民衆をみつめ、その声を聞くことによって、日本の植民地支配
認識を質すことがもっとも重要だと和田は述べる。そして次のように文を
結んでいる。

いまこそ、日本と韓国の民衆の連帯が必要なときはない。それは、先
進的民主主義国の日本人がおくれた独裁国の韓国人を援助するという
ようなものではない。そのような「進歩のための連帯」ではない。な
によりも韓国の民衆をみつめ、人間としてふれあい、その主張と闘い
に学ぶことによって、われわれが生まれかわるための連帯である。日
本人と朝鮮半島の人々との間の歴史をすべての面で問い直し、根底か
らつくり直すための連帯である。

　以上、金大中拉致事件を契機に立ち上がった日韓連帯運動論に共通する
論理として以下の2点を挙げることができる。第一は、日本帝国主義の朝
鮮植民地支配の歴史を根底から問い直すという、いわば植民地支配責任論
が提起されていたことである。小田実は植民地支配後の日本人の「無知」
「軽視」「蔑視」を直視し反省するところから始めることが、倉塚平は日
本の知識人の「最大の恥部たる対韓国人観」を変革することが、和田春樹
は「日本人と朝鮮半島の人々との間の歴史をすべての面で問い直し、根底
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から作り直す」ことが、日韓「連帯」の要諦であると指摘した。
　この植民地支配責任に関連して板垣竜太は、寺尾五郎を中心とする日本
朝鮮研究所が1960年代前半の日韓会談反対運動の中で植民地支配の責任を
明確に提起していたことを明らかにしているが86、1970年代初めの金大中
拉致事件をきっかけに本格化した日韓連帯運動においても、その前提とし
てあらためて植民地支配責任論が提起されていた。日本朝鮮研究所のそれ
が、党派の論理との関係において提起され終息していった側面があったの
に対して、1970年のそれは、韓国の民主化運動に呼応したジャーナリスト、
作家、研究者、市民など党派の論理からは距離をおいた無党派の人びとに
よって提起されていた点が特徴的だと言える。
　もう一つは、日本での「たたかい」や変革を通して、連帯を追求してい
くという日本社会変革論である。和田春樹によると、日韓連帯会議の名称
を決める際の激論において「生まれるべき運動は、韓国民衆の闘いに学ん
で、私たち自身と私たちの国のあり方を変える、変革することを通じて、
韓国民衆との連帯を追求していく運動だということが確認された」とい 

う87。先にみたように安江良介は、一編集者の立場から、植民地支配とい
う「原罪」を「自らの手で正すべき課題」として、あるいは「主体的な問
題」として設定した。小田実や倉塚平も、自身と日本社会の変革を通じて
こそ、日韓連帯が可能となると考えていた。
　この日本社会変革論に立ってこそ、朝鮮問題を「私たち自身の歴史を自
らの手で正すべき課題とたえず表裏」をなすものとして捉えること、つま
り第一の植民地支配責任論に立って考えることが可能となる。そのように
考えるならば、金大中拉致事件をきっかけにして始まった日韓連帯運動に

86 板垣竜太「日韓会談反対運動と植民地支配責任論―日本朝鮮研究所の植民地主義論を中
心に―」『思想』1029号、2010年1月。

87 和田春樹「日韓連帯の思想と展望」『世界』360号、1975年11月。
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おいて提起された植民地支配責任論と日本社会変革論は相互に影響しあっ
ていたのであり、同時に、その二つの論理の間には緊張関係が存在してい
た。
　もしかりに日韓連帯運動が、植民地支配責任論や韓国民衆との対話の視
点を見失い、権力闘争としての政治問題あるいはナショナルな問題として
考えられるようになれば、板垣が指摘したように、容易に別のものに転嫁
しうる88。1970年代初めの日韓連帯運動だけではなく、その後の運動にお
いても、日本社会変革論と植民地支配責任論とが緊張関係を維持しつつ両
立しているかどうかが問われることになったのである。

おわりに

　以上、本論の内容をトレースすると次のようになる。1972年の「10月維
新クーデター」で日本に亡命した金大中は『世界』や『中央公論』などの
論壇誌で自らの政治的主張を積極的に発信していた。とりわけ事件当日に
発売された『世界』1973年9月号の安江良介との対談「韓国民主化への道
―朴政権の矛盾は拡大している―」における日本への批判と提言は、
多くの日本の人びとに影響を及ぼしたと見られる。事件直後の金大中救援
運動はナショナルな主権侵害論にもとづいて展開されたが、しだいに日本
社会変革論と植民地支配責任論にもとづく日韓連帯運動へと変容していっ
た。こうして日韓連帯運動は金大中拉致事件をきっかけに本格化したもの
といえる。
　最後に、今日の状況から1970年代の日韓連帯運動の意義について考えて

88 板垣竜太、前掲論文、2010年。「日本革命の一環としての朝鮮問題」が設定され、そこに
おいて「日本人」の「主体」「自主」といった概念が、歴史的な緊張関係を外したまま、
単なる「姿勢」「構え」になったとき、それは容易に別のものに転嫁しうると板垣は指摘
する。
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おきたい。周知のように今日の日本政府と少なからぬメディアは、植民地
支配の責任問題が1965年の日韓条約で「完全かつ最終的に解決された」か
のような言説を広めている。だが、これまでの日韓会談研究において明ら
かにされたように、日韓条約締結当時の日本政府は植民地支配正当論に立っ
ていたのであり、日韓会談を批判していた知識人やメディアにおいても、
植民地支配批判は大勢ではなかった。そして1970年代初めの日韓連帯運動
にいたってようやく植民地支配の責任問題を前面に掲げる運動が始まった。
したがって植民地支配の責任問題は1965年に「解決された」のではなく、
1970年代初めに始まった

4 4 4 4

と言うことができる。2012年の韓国大法院差戻判
決以降、とりわけ2018年の大法院判決以降、植民地支配の責任問題をめぐっ
てせめぎ合いが続いている。1970年代初めの日韓連帯運動において本格化
した植民地支配の歴史を問う思想を問い直す

4 4 4 4

ことが重要となっている。
　本稿では、金大中拉致事件をきっかけとして東京を中心として本格化し
た日韓連帯運動をとりあげたが、在日韓国人政治犯救援運動や在韓被爆者
孫
ソン

振
ジン

斗
ドゥ

裁判支援運動、そして東京以外の地域の日韓連帯運動についても詳
細に検討することが今後の課題となる。

［付記］
　本稿は、社団法人行動する良心光

クァンジュ

州 全
チョンナム

南協議会主催の2019金大中民主平和アカデミー 

国際学術会議「김대중 대통령의 정치사상과 국제 이해」（於：全
チョルラ

羅南
ナム

道
ド

和
ファ

順
スン

郡・金大中
記念空間、2019年7月5日）での報告「일한연대운동의 출발점 -김대중 납치사건」をも
とに執筆したものである。
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