




同志社コリア研究叢書創刊に寄せて i

　同志社大学にコリア研究センター（Doshisha Center for Korean Studies、略称

「DOCKS」）が設置されたのは2011年1月のことである。その前身として、
同志社朝鮮半島研究ネットワーク（Doshisha Korean Studies Network、略称

「DOKOS-net」）が2005年から結成されていたが、それを発展解消してでき
あがったのがコリア研究センターであった。センター発足以来、活発に研
究活動を展開してきたが、なかでもここに明記しておきたいのは京都コリ
ア学コンソーシアム（Kyoto Consortium for Korean Studies）の発足である。これ
は同志社大学、立命館大学、京都大学、佛教大学にあるコリア研究の拠点
を結び、研究の活性化や若手育成など共通の目的のために協力しあう枠組
である。2011年から研究会の開催などの準備をはじめ、2012年4月に正式
発足した。DOCKSは現在その事務局を担っている。
　本叢書は、同志社コリア研究センターを出版者として、3・1独立運動か
ら95周年にあたる2014年3月に創刊するものである。本叢書は原則として
紙媒体と電子媒体の両方で発行する。紙媒体の方は ISBNコードをつけるが、
少数部のみ印刷し、流通業者や書店を通さないで頒布する。電子媒体の方
は、同志社大学学術リポジトリ（http://library.doshisha.ac.jp/ir/）を通じてダウン
ロードできるようにする。以下、このような形態で叢書を立ち上げた背景
と趣旨について述べておきたい。
　まず、何よりも今日の学術出版の置かれた困難さが大きな背景としてあ
る。当初、叢書の第1集となる『日記が語る近代』を商業出版社から刊行
することを模索していた。だが、どの出版社からも伝えられたのは出版事
情の厳しさであり、なかでも専門的な学術論文集の発行に対する消極的姿
勢であった。出版社に助成金を出すか、できあがった本を大量に買い取る
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かしない限り出版は難しかった。
　仮にそうやって出せたとしても、価格は高くならざるを得ないのが普通
である。学生に授業やレポートのために購入するよう求めるのも憚られ、
内容に関心のある読者も手が届かないというものになっては、何のために
出すのかという思いにもなる。苦労して出版しても、その本が届くべきと
ころに届かないということが起きているのが現状である。
　それに加え、タブレットの普及とともに研究者の間でも論文や資料など
を電子媒体で読むことが急速に拡大しているが、そのニーズに比べて日本
の電子書籍市場は低調であるといわざるを得ない。信頼のおける研究をイ
ンターネット上に確実に流通させることは、現代の研究者としての責務で
もある。
　さらにいえば、少し苦言めいてしまうが、昨今の学術出版における編集
者が、批評眼をもった共同製作者という役割から後退したケースが増えて
いるということも背景にある。校閲が十分でない出版物もよく見かける。
本づくりの根幹である編集・校閲と、できあがった本の販売とが出版社に
期待される2つの大きな役割だとすれば、少なくとも学術出版においては、
その両者が揺らいでいるように見える。
　他方、著者が研究者の場合、出版することの第一の意義は、研究成果を
体裁の整った形にして必要な人が参照できるような状態にすることにある。
研究者は、関心のある人に読んでもらうために書くのであって、入手の難
しい本となることは望んでいない。英語の “publish”（出版する）の語源は 

「パブリックなものにする」という意味である。今日のメディア環境のな
かで「パブリックなものにする」とはどのようなことなのか、原点に立ち
返って考えるべきである。
　そうした背景から、大学の研究センター自らが編集機能をもった「出版
者（publisher）」（「出版社」ではない）となって、紙媒体と電子媒体の両方でパ
ブリッシュすることを決断したのである。同志社コリア研究叢書として刊
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行するものは、単なるワーキングペーパーや報告書、あるいは紀要ではな
く、学術的な専門書である。専門知識を有する研究センターのメンバーが
編集者・校閲者となり、学術論文集の組版経験のある印刷所で製作するの
で、品質的には全く問題ない。装幀をデザイナーに依頼して一般的な専門
書よりも綺麗にデザインするなど、より好きなかたちで本づくりもできる。
少数しか刷らなくても、ウェブを通じていつでも誰でも無料で参照できる。
書店流通しないデメリットを補うメリットが十分にある。もちろん商業出
版と競い合うつもりは全くなく、特性を活かしながら、うまく棲み分けが
できればと考えている。
　本叢書が、コリア研究の一層の発展に寄与することを切に望む。

 2014年2月
 同志社コリア研究センター
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はじめに 1

　哲学者チャールズ・テイラーは、西欧思想史を独自の観点からひもとき
ながら、近代的アイデンティティの特徴の一つが「日常生活の肯定」であ
ると論じた。すなわち、生きるために必要な物を作る生産（production）と、
生殖や家族生活を中心とした再生産（reproduction）が重要視されるようにな
るとともに、主観性や内面性が強調され、感情に対する称揚が広まったと
いう1。当然のことながら、生産と再生産を基軸とした日常生活自体は、
近代の産物どころか古今東西の人類社会の根幹にある。にもかかわらずテ
イラーが「日常生活の肯定」を西欧近代と結びつけるのは、西欧の思想家
たちが17世紀以降になってようやく日常生活を正面から思索しはじめたと
いうことであろう。
　だが、ミネルヴァの梟は黄昏に飛び立つとはよく言ったもので、思想家
たちが日常生活を概念化し得たのは、ヨーロッパにおいて私人が自らの日々
の出来事を記録することが相当広まった後のことだった。個人が日常生活
を記録した資料の代表格というべきものが日記であるが、西欧で私的な日
記を書くことが広まったのはルネサンス期以降のことといわれている。文
学研究者ディディエは、フランスで現存する最初期の日記の一つが15世紀

 
1 チャールズ・テイラー『近代　想像された社会の系譜』（上野成利訳、岩波書店、2011年；

Charles Taylor, Modern Social Imaginaries, 2004）、同『自我の源泉：近代的アイデンティティの
形成』（下川潔ほか訳、名古屋大学出版会、2011年、第13章；Sources of the Self, 1989）。
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パリの一市
ブルジョワ

民のものであったことに注目しながら、都市と市民階級の勃
興期と日記をつけることとの関係に言及している2。イタリア文化史研究
者の根占献一は、14～16世紀に西欧に広まった日記の起源は会計等に関わ
る帳簿であったと指摘しているし3、本書所収のリヒター論文でも、ドイ
ツにおいて日記を書くことと会計帳簿をつける精神との関係が示唆されて
いる。つまり日記を書くことの一背景として、都市化や会計帳簿の拡大と
いった社会経済史的変化があったことが浮かび上がっている。その後16世
紀頃より、内容が公的なもののみならず内面的なものが増えたり、記主が
社会の上層から中・下層に拡大していき、18～19世紀にはそれが大勢となっ
た4。
　とはいえ、これは日記の成立史をめぐる一つのストーリーに過ぎない。
西欧との比較でいえば、東アジアは明らかに日記の「先進的」な地域であり、
それは必ずしも都市化や市民階級の成立と軌を一にするものではない5。
　日記研究が最も広くおこなわれている日本についていえば、遅くとも9

世紀末には官選ではない個人の日記が皇族や上級貴族のなかで記されてい

 
2 ベアトリス・ディディエ『日記論』西川長夫・後平隆訳、松籟社  1987年、32頁（Béatrice 

Didier, Le journal intime, 1976）。グスタフ・ルネ・ホッケ（Gustav René Hocke）は大著『ヨー
ロッパの日記』（石丸昭二ほか訳、法政大学出版局、1991年；Das Europäische Tagebuch, 1963）
で古代から筆を起こしているが、第Ⅱ部に集められた日記選は全てルネサンス以降のもの
である。なお、15世紀パリの一市民の日記については、渡辺一夫『乱世の日記』（講談社、
1958年；『渡辺一夫著作集 9』筑摩書房、1971年、所収）で詳細に紹介されている。

3 根占献一『ルネサンス精神への旅』創文社、2009年、72-89頁。
4 리하르트 반 뒬멜『개인의 발견』（최윤영 역，현실문화연구，2005，pp.189-206；Richard 

van Dülmen, Die Entdeckung des Individuums 1500-1800, 1997）。필립 아리에스，로제 샤르티에 

편『사생활의 역사3：르네상스부터 계몽주의까지』（이영림 역，새물결，2003，2부 5-6장；
Philippe Ariès, Roger Chartier dir., Histoire de la vie privée Tome 3: De la Renaissance aux Lumières, 
1986）。

5 中東においても11世紀の日記原本が現存している。イスラームの聖典であるハディース 
（ムハンマドの言行録）に対する考証の必要性から、遅くとも9世紀には日記が記されて
いたという（George Makdisi, “�e Diary in Islamic Historiography: Some Notes,” History and Theory, 
25（2），1986）。西欧はユーラシアの日記文化においてはむしろ後発といえるかもしれない。
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た。998～1020年にわたって記された藤原道長『御堂関白記』が現存する
最も古い日記の原本で、具注暦と呼ばれるカレンダーの余白に書き込む形
式（「暦

りゃっき

記」という）となっていた。暦記のほか、中世には反故や白紙を使っ
たタイプの日記もあった。階層としては貴族層を中心としながら、中世を
通じて僧侶、武士に、さらには地方へと次第に広まっていった6。近世に
は百姓、町人、郷士にまで日記が拡大した7。近世中期以降に庶民の日記
が広まったのには、地域の有力者であり商品生産にも関わっていた「豪農」
の存在が大きかった8。明治維新後、19世紀末から20世紀初頭には博文館
などから罫線の入った日記帳が商品として売られるようになるとともに、
学校で日記が教育手段として用いられるようになった。1910～20年代は 

「日記の時代」ともよばれるほど、日記を書くことが大衆化した9。
　こうした日本の日記史の背景に、少なくともその初期において中国の文
字文化の影響があったことは疑い得ない。日記文学研究者の玉井幸助によ
る古典的な研究書によれば、漢代にまで遡り得る中国の「日記」の概念お
よび慣行は、学者の研鑽記録と王者の言行記録という2つの源流をもって
いた10。中国日記史研究者の陳

チェン

左
ツォ

高
ガオ

によれば、紀元前の前漢の宣帝時代
（B.C.73-49）に平民が木簡に記した獄中日記が揚州から出土したことがある
が、現在までまとまって内容が伝わる文献のなかでは、唐代の文人・李

リ
翱
アオ

による半年間の紀行記録『来南録』（808）が、日記体で書かれた最も古い

 
6 尾高陽介『中世の日記の世界』山川出版社、2003年。本木泰雄・松薗斉編『日記で読む日
本中世史』ミネルヴァ書房、2011年。

7 深谷克己『近世人の研究：江戸時代の日記に見る人間像』名著刊行会、2003年、301-302頁。
8 高木俊輔『近世農民日記の研究』塙書房、2013年、32-33頁。
9 西川祐子『日記をつづるということ：国民教育装置とその逸脱』吉川弘文館、2009年、

3-4章。山口輝臣編『日記に読む近代日本3　大正』吉川弘文館、2012年、1-12頁。
10 玉井幸助『日記文學槪說』目黒書店、1945年、9-20頁。同書は、日本の日記文学の特徴を
歴史的に検討するために、まず約550点の中国の日記を収集整理している。皇国史観の制
約があるため参照には注意を要するが、中国の日記のおおよその傾向はわかる。
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ものの一つである。その後、宋代以降に、文人を中心に数多くの日記が書
き残されるようになった11。漢字文化の流入とともに、そうした中国の日
記文化が日本列島にももたらされたと考えられるが、その展開の仕方は多
少異なる。約550点の日記を検討した玉井によれば、中国の日記は紀行文
や随筆的なものが多くを占めるという特徴を有しており、個人の日常的な
事柄を日付入りで記録した日記は、宋代の黄

ファン

庭
ティン

堅
ジャン

の『宜州家乗』（1105

～06年）以降のことであるという12。
　朝鮮においては、13世紀初めに高麗の文人・李

イ

奎
ギュ

報
ボ

が漢文で書いた紀行
文『南行月日記』が現存する最も古い文献とされるように、中国の日記文
化の影響を大きく受けていた。朝鮮時代になると、在野に読書階級である
士族が定着していくとともに、王朝内での日々の記録文化が地方にも広ま
り、とりわけ16世紀以降は柳

リュ

希
ヒチュン

春の『眉巖日記』（1567～77年）など数多く
の漢文日記が文人の手で記されることになった。この漢文日記の伝統は根
強く、農村部を中心に20世紀半ばまでは持続が確認される13。ハングルに
よる日記がいつからどのように広まったかは不明だが、少なくとも政治家・
尹
ユン

致
チ

昊
ホ

が1880年代末に国文（ハングル）で日記を書いていた14。朝鮮時代の
支配階層をこえてどのように日記が広まったのかも同様に未解明ながら、
残された資料を見る限り、1920～30年代には新式教育を受けた「普通の
人々」のなかで、市販の日記帳やノートに朝鮮語や日本語で日記を記す者

 
11 陈左高『中国日记史略』上海翻译出版公司、1990年、2-7頁；同『历代日记丛谈』上海画
报出版社、2004年、1-4頁。

12 玉井幸助・前掲書、33-40、139-149頁。
13 鄭求福「朝鮮朝 日記의 資料的 性格」『정신문화연구』19（4），1996年。同論文には、当時
まで収集された朝鮮時代の日記の目録がついている。また近現代朝鮮の日記資料や研究に
ついては、本書のコリア語版『일기를 통해 본 전통과 근대，식민지와 국가』（소명출판，
2013）の巻末（432-446頁）に文献目録がある。

14 尹致昊は1883年から1887年までは漢文で、1887年11月から1889年12月までは国文（ハング
ル）で、その後1943年までは英語で日記を書いた（金相泰編訳『윤치호 일기 1916-1943』
역사비평사，2001，p.31）。
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が相当いたことは確かである15。学校での日記教育と市販の日記帳の存在
という点では、植民地朝鮮も日本と同様の日記の普及過程があったと見る
こともできる。ただ母語ではない日本語が上から押しつけられ、初等学校
の就学率も低く、中等・高等教育が抑制されていた植民地状況と「内地」
の状況を同列に語れないことはいうまでもない。
　いずれにしても個人が日記を記すことの広がりは、市民階級の勃興や 

「近代的個人主義」なるものの成立と単純に連動するわけではないことは
確かである。むしろ紙や筆記具の手に入りやすさ、暦の存在、識字（literacy）

の広がりといった書記文化に関わる基礎的な諸条件があり、そこに政治経
済の諸制度や諸個人が日々の記録を残す必要性が加わって、日記という書
き物が成立したといえよう。
　それでも日記の大衆化と近代という時代とのあいだに深い結びつきがあ
るのも間違いない。本書が注目するのも日記が語る近代の経験である。こ
こで「近代の経験」というのは「近代的な経験」ではないことに留意され
たい。「近代的」や「近代性」といった概念がある指標や尺度をもって測
ることもできるような「近代化」に関わる概念だとすれば、「近代」とは
どこまでも現代に直結するような一回限りの時代概念である。本書のほと
んどの論文は19世紀後半から20世紀前半に記された日記を扱っているが、
それ以前の近世の日記も対象に含めている。近世を単純に「伝統時代」と
して近代から断絶させて対照するためというよりは、近代以降にも大きな
影響を及ぼした日記文化のあり方を検証するためである。
　近代の日記研究のなかでも、本書の特色の一つは朝鮮半島に軸足を置い
ているという点にある。日本では近年、吉川弘文館から西川祐子の『日記

 
15 板垣竜太は1930年代にライオン歯磨が出していた日記帳を用いていた農村青年について論
じたことがあるし（『朝鮮近代の歴史民族誌』明石書店、2008年、5章）、1920年代の朝鮮
語の日記帳も所持している。また、本書所収の鄭昞旭論文も、経済的困難に陥った「普通」
の朝鮮人青年が1930年代に博文館日記に書いたテキストを検討している。
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をつづるということ』（2009年）、『日記に読む近代日本』全5巻（2011-12年）と、
近代日本を日記から描き直す研究が続けて出たが、そこでは朝鮮人が書き
綴った日記については検討の対象となっていなかった16。本書は12本の論
文を収録しているが、1本が日本、2本がドイツで、あとの9本は朝鮮半島
に関するものである。9本のうち、3本は朝鮮に渡った日本人の経験、6本
は朝鮮人の経験を個人記録から読み解くものとなっている。時代としては
近世（朝鮮時代）から植民地期を経て朝鮮戦争にまたがる。またそこで読
み解かれる朝鮮人のリアリティも朝鮮半島のみにとどまらず日本、米国、
中国などに及ぶ。その意味では、朝鮮半島の諸個人から歴史を描き直すユ
ニークな試みとなっている。
　このことからも示唆されるように、個人の経験を日記から読み解くと、
「狭い」領域しか見えないのではないかという先入観は誤っている。人は
生きているなかでさまざまな人々と関係を結ぶ。個人は諸関係が折り重な
る結節点である。その点においてフランスの社会学者アルヴァックスの集
合的記憶論は示唆的である17。日記は通常、目の前で起きていることをリ
アルタイムで速記するというよりは、その日起きたことを後から思い出し
て言語化するわけで、そのかぎりにおいては記憶論にも関わる問題がある。
アルヴァックスは、個人的な記憶であっても集団が記憶の枠組を提供する
と論じた。家族であれ、友人であれ、職場の同僚であれ、対面状況にない
人であれ、個人の経験は他者との関係のなかで構成されるからである。日
記にもまた個人のその日の記憶が、書き手の関心と言語能力と余力の範囲
で書き留められる。どのような人物であっても、そこにはさまざまな関係

 
16 西川の本では、外国語で日本人が書いた日記や海外で日本人が書いた日記は研究の対象と
している。また『日記に読む近代日本』では、朝鮮に渡った日本人（浅川巧）や、中国人・
フィリピン人の日記は検討している。

17 M. アルヴァックス『集合的記憶』小関藤一郎訳、行路社、1989年（Maurice Halbwachs,  
La mémoire collective, 1950）。
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性が否応なく刻み込まれ、また世界に対する記主のまなざしが形象化され
る。単一の物語で秩序化されていないテキストの断片群から、そうした社
会性ないし世界性をどのように描き出すかは、読み手の歴史的想像力にか
かっているのである。

　高麗大学校民族文化研究院の HK韓国文化研究団〔注：HKは人文韓国

Humanities Korea という政府の人文科学研究拠点形成プログラム〕は、「文化動学
（cultural dynamics）」という枠組によって、いわゆる「伝統時代」から現代
にいたる韓国文化を動態的・立体的に照明するために、さまざまな企画研
究を推進している。そのうち「個人の伝統と近代」チームは、個人の生を
中心軸として「近代化」過程を再検討しながら、個人にとっての「伝統」
と「近代」の意味を解明するために、2011年の初め、韓国の研究者を中心
として何人かの日本の研究者も参与して結成された。その主たる資料が日
記であった。2013年5月に出版された韓国語版『日記を通じてみた伝統と
近代、植民地と国家』は、企画研究チーム「個人の伝統と近代」の最初の
研究成果である。同書は、2012年6月8日から9日にかけて開催された同題
の国際シンポジウムをもとに編集したものであった。同シンポジウムは、
韓国、日本、ドイツから参加した12名の研究者が3つの言語によって報告・
討議するものであったが、「日記」という記録形態を中心資料とする点の
みを共通項としていたにもかかわらず、たいへん濃密な意見交換をおこな
うことができた。
　本書『日記が語る近代』はその日本語版であるが、韓国語版の単なる翻
訳ではない。この「はじめに」は、鄭昞旭が韓国語版の巻頭に書いた文章
を、板垣竜太が日本語訳したうえで大幅に加筆した。それぞれの著者が修
正や図版の追加をほどこした論文もある。ドイツの2本の論文は重訳には
せず、ドイツ語から新たに訳すことになった。別の出版計画との兼ね合い
で韓国語版には収録されていなかった論文1本も、日本語版には収録され
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ることになった。
　第1部「個人記録から歴史を描き出す」は、日本とドイツの個人記録に
関する基調的な論文をまとめた。英語の「エゴドキュメント（ego-document）」
やドイツ語の「自己証言（Selbstzeugnis）」は、ある個人が自らのことを中心
に書いた記録全般を指す用語であり、具体的には日記のみならず書簡、回
顧録などをも含む概念である。日本語では「個人記録」と総称しておく。
まず、『日記をつづるということ』で近代日本の日記の諸相を論じた西川
祐子は、自著の書評という形式をとりながら、近代国民国家と日記を書く
こととの関係を再論している。クラウディア・ウルブリヒはヨーロッパに
おける個人記録研究を概観しながら、新たなアプローチを提案している。
この2本は、日記研究において考えるべき基本問題を提起しているといえる。
　第2部は「近世に生き、死ぬ」と題し、18～19世紀の朝鮮とドイツの日
記に関する2本の論文をまとめた。金

キム

何
ハ

羅
ラ

は、18世紀の朝鮮の知識人・ 

兪
ユ

晩
マン

柱
ジュ

が内面を吐露した漢文日記を検討しながら、士大夫の「分裂した自
我」を描き出している。イザベル・リヒターは18～19世紀の166点の日記
を内面・主体性そして死という観点から検討しながら、自律的主体とはい
いがたい「私」のあり方を論じている。全く異なる歴史的文脈から、分裂
した「個」のあり方が取り出されているのはたいへん興味深い。
　第3部以降は朝鮮半島が主要な舞台となる。第3部「異民族を支配する」
には朝鮮半島に渡った日本人による日記の研究をまとめた。山本浄邦は
1890年代の真宗大谷派僧侶による朝鮮布教日記を、松田利彦は日露戦争期
の朝鮮駐箚軍参謀長の日記を、李

イ

炯
ヒョン

植
シク

は1910年代の朝鮮憲兵隊司令官の
日記をそれぞれ検討した。いずれも「植民地化する側」の個人記録を通じ
て、具体的な支配政策の推進過程や表には出ない支配意識を読み取ること
ができる。続けて読むことで1890年代から1910年代にかけて植民地化が深
まっていくにつれ、政策と意識がどのように変化して絡まり合っていくの
かが見えてくる。また、かれらと関係を結んだ朝鮮人の反応を見ることで、
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限定的ながら朝鮮社会側の動向もうかがうことができる。
　第4部は「植民地状況を生き延びる」と題し、日本の植民地下を生きた
朝鮮人の書き残した個人記録を検討した3本の論文を集めた。權

クォン

ボドゥレ
は、日記のみならず書簡や個人文集などを活用しながら、19世紀生まれの
父子が植民地化をどのように経験したのかを論ずる。鄭昞旭は仕事を探し
て1930年代に大阪に渡った農村青年の日記を、板垣竜太は1940年代に京都
に留学していた苦学生の日記をそれぞれ扱った。3論文はいずれも海峡を
こえて日本に渡った朝鮮人の経験を扱っている。かつて朝鮮史研究者の梶
村秀樹は、戦前期にはからずも形成され戦後にも継続することになった、
朝鮮と日本にまたがる生活や意識のあり方を「国境をまたぐ生活圏」と呼
んだ18。3論文は「国境をまたぐ生活圏」の異なった様態を個人記録から
描写している。
　第5部は1945年の朝鮮解放以降の数年間の歴史的経験を扱った。太田修
は仁川に住む電気工の日記を通じて政治意識、労働の状況、生活難といっ
た状況を描き出している。金

キム

武
ム

勇
ヨン

の研究は日記を対象としたものではない
が、朝鮮戦争の時期に家族の虐殺を体験した遺族の自叙伝や伝記を読み解
きながら、遺族らが家族史の構築を通じてアイデンティティを確立し、国
家暴力に抵抗する主体となっていくことを論じた。2本の論文は、1945年
の植民地からの解放が真の意味での解放ではなかったことを具体的に叙述
しており、その意味で第5部は「解放なき「解放」を迎える」と題した。
　日記研究の蓄積のある日本やドイツに比べれば、朝鮮半島を中心とした
研究は端緒についたばかりである。今回は、枠組や分析方法の統一や厳密
な分担をおこなうことなく進めたため、ややばらばらな印象はあるかもし
れないが、にもかかわらず近世・植民地・冷戦という歴史の大きな流れを

 
18 梶村秀樹「定住外国人としての在日朝鮮人」（『思想』734号、1985年。『梶村秀樹著作集』
第6巻、明石書店、1993年所収）。
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個人記録から読み解く一つのパイロット・ケースにはなっていると考える。
日記に関する共同研究はその後も続いており、さらなる発展をめざしたい。

　本書（日本語版）は当初、商業出版社からの出版を考えていたが、最終
的に同志社コリア研究叢書を立ち上げ、その第1集として刊行することに
した。その趣旨と経緯については、「同志社コリア研究叢書創刊に寄せて」
を読んでいただきたい。それに付言するならば、コリア語版の出版後、同
志社コリア研究センターは高麗大民族文化研究院との国際共同研究「朝鮮
半島と日本を越境する植民地主義および冷戦の文化」が、「頭脳循環を加
速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」（2013-15年度）に採択された。
その中に個人記録に関する国際共同研究を組み込んでいる。その一環とし
て、本書は企画されたものである。
　この本が出るまでに多くの方々の助力を得た。まず企画研究チーム「個
人の伝統と近代」の共同研究者として、本書の執筆者以外に金

キム

敏
ミンチョル

喆、裵
ペ

錫
ソン

滿
マン

、蘇
ソ

賢
ヒョン

淑
スク

、ビオンティーノ・ユリアン（Biontino Julian）、兪
ユ

相
サン

姬
ヒ

、李
イ

松
ソン

順
スン

、李
イ

庸
ヨン

起
ギ

、広瀬貞三の諸氏とは、ともに資料を読み、議論し、現地調査
をおこなった。金

キム

吉
ギ

浩
ロ

氏、高野昭雄氏は大阪と京都の現地調査を案内して
くださった。ドイツの筆者とのつながりについては、テュービンゲン大の
李
イ

有
ユ

戴
ジェ
（You Jae Lee）氏のお世話になった。企画研究チームのセミナー、学

術会議、現地調査、韓国語版の刊行にあたっては張
チャン

寅
イン

模
モ

氏と李
イ

明
ミョン

學
ハク

氏が
奔走した。日本語版の出版に際しては、小川原宏幸氏が丁寧な校閲を、研
究支援員の柳美佐氏が細々とした仕事をしてくださった。また大本幸恵氏
のデザインのおかげで、本書は非常に綺麗な装幀の本となった。これら全
ての方々に感謝申し上げる。
　また、企画研究チームが始まった頃に激励してくださった高麗大の金

キム

興
フン

圭
ギュ

氏、趙
チョー

性
ソン

澤
テク

氏、企画研究チームを常に後押ししてくださった高麗大民
族文化研究院の崔

チェ

溶
ヨンチョル

澈院長、日本の研究者を紹介してくださった京都大
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の水野直樹氏にも感謝する。民族問題研究所が日記を利用させてくださっ
たことで、貴重な資料を得ることができた。いま研究所が推進している 

「市民歴史館」の建設に対し声援を送る。今回、共同研究の枠組構築にあ
たっては京都コリア学コンソーシアムの助力もあったことを付記しておき
たい。



第
1
部個

人
記
録
か
ら
歴
史
を
描
き
出
す
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1．自著を書評する企て―西川祐子『日記をつづるということ：国民教
育装置とその逸脱』（吉川弘文館、2009年）

　本日、私は『日記をつづるということ：国民教育装置とその逸脱』（吉
川弘文館、2009年）1の著者として、ここ高麗大学校において開催されている
“Searching for Tradition and Modernity through Diary（日記をとおして伝統と近代を

考える）” と題した国際シンポジウムに招かれています。私に与えられた題
は “What it means to write a diary in modern period?（近代において日記を書くこと

の意味は何か）” です。私はこれに、日記を書くことだけでなく、日記を読
むことの意味は何か、という問題をも加えて考えたいと考えます。1つの

 
1 西川祐子『日記をつづるということ：国民教育装置とその逸脱』（吉川弘文館、2009年）
を参照のこと。以下、同書目次。第Ⅰ章：人はなぜ日記をつづるのか／第Ⅱ章：日記とは
何か／第Ⅲ章：近代移行期の日記／第Ⅳ章：日記帳という商品／第Ⅴ章：家計簿と主婦日
記の創出／第Ⅵ章：内面の日記の創出／第Ⅶ章：戦争日記の世界／第Ⅷ章：日記による戦
後再編成／第Ⅸ章：未知の編成を生きる―教育装置か、その逸脱か／あとがき／日記帳略
年表／主要参考文献一覧　文献案内／索引

1 近代において日記を書くことの意味

西  川　祐  子

本稿は、2012年6月8～9日に韓国の高麗大学校で開催された国際シンポジウムの基調
報告として構成した読み上げ原稿です。通訳付で口頭で発表することを前提に、自著
を書評するという試みをしました。これを文章語調に論文化すると、もともとの着想
を生かすことが難しいため、編者のお許しをえて、話し言葉の文体を残します。
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日記を通読する、つまり「続け読み」す
ると同時に、複数の日記を「並べ読み」
することも大切です。日記を書くことだ
けでなく読むことを加えると与えられた
講演の主題はほぼ、私の著書の主題と一
致します。高麗大学校ではシンポジウム
に先立ってこの本の輪読会をしてくだ
さったと聞いて、著者として深く感謝し
ております。
　シンポジウム企画委員会は私にたいし
て、基調講演では特定の日記をとりあげ
る事例研究というよりも、日記そのもの
を論じ、近代の日記一般について総論的
に語るように、という要請をくださいま

図1　西川祐子著『日記をつづ
るということ：国民教育装置と
その逸脱』吉川弘文館　ニュー
ヒストリー叢書　2009年

した。じっさい私の著書は、多くの文芸批評家や歴史家たちがこれまでし
てきたように日記内容を研究の資料として利用するのではなく、日記を書
くという行為とその結果を研究対象にする日記論であるという特徴をもっ
ています。この本はまた日記を書くという行為を個人の習慣的行動である
と同時に集団の慣習ととらえ、さらに近代の日記は社会を維持するための
1つの装置であった、と見なす立場をとっています2。
　さて、シンポジウム企画委員会から要請をうけて、今日の報告を自分に
とっても聞いてくださる方々にとっても有意義な時間にするにはどうすれ

 
2 たとえば紀田順一郎は「従来、日記の動機、スタイル、書く時刻、まとめ書き、省略、隠
蔽、永続の条件、さらには外国人の日記との本質的な相違などという、日記固有の、いわ
ばハードウエア的な問題を考究した「日記論」というべきものが、ほとんど書かれた形跡
がない」（紀田順一郎『日記の虚実』、筑摩書房、1995年、296頁）と言う。西川の日記論
はこの要望にこたえようとして生まれた研究の1つである。
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ばよいか考え悩みました。総論は抽象的な議論となりやすいのですが、じ
つは私は、具体的事例の細部にこだわる嗜好をもち、そこから出発して抽
象へとゆきつくタイプの研究者です。新しい具体的な分析対象に向き合う
と好奇心がわき、思考が活発になります。
　私は悩んだあげく、与えられた課題を、自分がかつて書き、出版した自
著という具体的対象物を、著者である私自身が書評するという形で報告を
行う、というアイディアを得ました。出版された著作は、著者からすでに
独立した存在になるのではないでしょうか。また、著者は、多くの場合、
原稿を手放し、本を出版した後も生きることを続け、考えつづけ、したがっ
て成長あるいは変化します。すると著者自身による自著の書評は十分にあ
りうる行為と考えられるのですが、自覚してこれを行った前例は少ないよ
うです。著作はまだ自分自身の一部であり、批評行為主体の批評対象、す
なわち批評主体にとっての客体にはなりえないと考える著者が多いからだ
と思われます。私にとっても、現在の私が過去の私が書いた本を読み、書
評するという企ては、冒険です。そこで聴いてくださる皆さんに、喩える
ならアクロバットに挑戦する未熟な演技者をはらはらしながら見守る寛大
さと、できれば共感とをもって聴いてくださることをお願いする次第です。
以下で「この本」あるいは「本書」と呼ぶのは西川祐子著『日記をつづる
ということ：国民教育装置とその逸脱』のことであり、「著者」と呼ぶの
は3年（5年）前にこの本を書いたときの私、西川祐子のことです。
　一般に書評の役割は先ず、論じる本を紹介することにあります。書評は、
書評の読者が書評の対象になった本を読んでいなくてもその大体の内容と、
本のなかで展開されている主要な議論がわかるように叙述しなければなり
ません。批評の対象を実際よりも矮小化した上で批評家が高所に立って著
者を目下に置き、批判するというやり方は不毛でありましょう。本の内容
紹介の後では、批評家は本の著者と水平な目線を交わしうる対等な立場で
議論し、その議論が書評者と批評の対象となった本の著者と、そして本の
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読者および書評の読者、つまり今の場合は会場にいらっしゃるみなさん、
およびこの文章を読む全ての人々の未来にむかって開かれた議論となるよ
う心がけたいと思います。

2．日記を書く（つづる）ということ―近代における個体と主体の析
出過程から生まれる近代日記

2-1．印刷、製本、商品化した日記帳の開発
　日本語では「日記を書く」あるいは「つづ（綴）る」と言います。「綴る」
は糸や布を「継ぎあわす」ことを指し、比喩的には言葉を連ねて文章を作
ることを意味します。言葉を連ねて文章をつくるというイメージは、文章
で構成される「テキスト」にあたる欧米語が織物「テキスタイル」の類語
である関係と似ています。動詞「綴る」には糸や織物がもつ連続性の含意
があります。連綿と書き続けることを前提とする日記にふさわしい文学的
表現であるというよりも、日記を日々書きつづけてきた人たちの日常感覚
が「日記をつづる」と言わしめるのではないでしょうか。
　しかし日記の文章を他のテキストと比較したり、日記を「書くこと」と、
日記を「読むこと」とを対比して考えるためには、含意が少なく、端的に
書記行為を指す「書く」あるいは「記す」という動詞を使うほうが議論し
やすいでしょう。また本日ここで開催されているような国際シンポジウム
における多言語間の翻訳の問題を考慮にいれると、できるだけ翻訳しやす
い、他の言語に対応する言葉がある単語を使うほうが望ましいとおもわれ
るため、この報告では「つづる」ではなく「書く」「記す」を使います。
　著者西川が言うように、「日記を書くこと」には、書記行為だけでなく
日記の形態や筆記道具、あるいは誰がどこで、何の上に字を書くかを含め
ざるをえません。日本社会には、ご存知のように、古代において中国大陸
から朝鮮半島を経てもたらされた漢字文化圏に共通する漢字表記の日記と、
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漢字を日本語の表音文字として採用し、形を簡易化した仮名表記による日
記の2つの伝統があります。11世紀にはすでに貴族階級の男性の書く漢文
日記と、貴族階級の女性が書く仮名文字日記というジェンダー規範による
区別、その後につづく中世、近世時代に徐々に識字が各社会階層に浸透し
てゆくにしたがって階層別の各種日記が発生します3。それらの各種日記
のあいだには紙の質の差があるとはいえ、和紙と呼ばれる手漉きの紙に基
本的には筆と墨で記されるという共通点がありました。
　むろん明治革命以後、明治政府により日本型近代国民国家が構築される
近代になっても、和紙、筆、墨の3点セットの筆記用具を用いる時期がしば
らくつづきます。工業生産物である洋紙に、1日の出来事を書き記す欄、天

 
3 松薗斉『日記の家：中世国家の記録組織』（吉川弘文館、1997年）、同『王朝日記論』（叢
書・歴史学研究、法政大学出版局、2006年）を参照。

4 青木正美『自己中心の文学：日記が語る明治・大正・昭和』（博文館新社、2008年）を参照。
青木正美は自己の青春時代の日記を刊行するほか、古書商を営むかたわら大量の日記帳の
蒐集を行った。日本近代の初めに出版された日記帳のコレクションで知られる。

候や郵便の発信受信記録を記す欄など、規
格化した枠組みを印刷し、表紙をつけて製
本、これに筆記道具としてエンピツを装着
させた最初の日記帳は、1887年大蔵省発行
の『官員手帖』であると言われます。印刷、
製本された日記帳の商品化は1895年末に出
版社博文館が発行した『懐中日記』1896年
版から始まり、これに『当用日記』がつづ
きます4。以後、明治期を代表する大出版
社であった博文館が周到に準備し精力的に
展開した販売作戦の効果があって、日記帳
に日記を書く習慣は急速に広まりました。

図2　明治29（西暦1896）年用
博文館『当用日記』表紙
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握し、残された日記帳から天候欄、起床、就寝時刻記入欄、欄外の金言、表
紙裏の世界地図、巻末付録などの枠組みを抽出、日記帳の出版から販売ま
での経路を確認、また日記帳という商品の消費者にたいし聞き取り調査を
行っています。むろん日記帳という規格を嫌って、1日1日の枠組みの無い
ノートブックに長短自由に記される日記も多数存在します。しかし実際に
調査してみると、ノートブックなどに記される日記もしばしば、日記帳の
枠組みの影響の下に、日記帳日記が書き方指導をするような文体で書かれ
ているのでした。枠組みをもった日記帳という商品の開発は、日記を記す
という個人的な行動が集団の慣習となって急速に普及するために、大きく
寄与したのでした。このように近代の日記を研究対象とする際に、日記に
書かれた内容から日記を考えはじめるのでなく、まず日記帳という明確な
規格をもつ1つの商品の開発、その売れ行き、規格のモデルチェンジ、販路
拡大とその行き詰まりといった物質的側面と流通から考えはじめる着眼点
は日記を日本型近代論のなかで考えるためには有効であったと思われます。
　じっさい近代日本の学校教育は、日記帳を積極的に採用し、日記を書く
ことを奨励しました。日本の小学校教育をうけた人々のほとんど全員が一

図3　『当用日記』の枠組み

　それ以後、博文館以外の出版社のみなら
ず百貨店、化粧品会社、薬品会社なども日
記帳を出版、販売して日記帳市場に参入し、
商品としての日記帳の大量生産がはじまり
ました。市場における過当競争の結果、日
記帳の出版社は購買者層を細分化してター
ゲットを定め、使用目的別、日記執筆者の
社会層別、年齢層別、職業別、趣味別など
日記帳のカテゴリーをかぎりなく複雑化し
てゆきます。
　著者は大まかな数字ながら発行部数を把
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定の枠組みのある日記帳に絵日記や植物、動物の観察日記を書いて提出す
る夏休みの宿題に悩まされた記憶をもっています。この場合、日記は日本
語で記す原則です。日記を書く習慣を全児童に習得させるということは、
まず第1に共通語としての近代日本語、近代的な国家語つまり国語を日常
生活のレベルで強制するということでした。植民地における日本語教育に
おいても日本語による日記が強制されました5。もっとも本シンポジウム
でその例が紹介されるように、学校教育だけではなく、商品としての日記
帳が植民地に普及し、日本製の日記帳に日本語以外の言語で日記を書いた
事例がその後に数多く発見されました。
　第2には、日記帳の枠組みの強制が問題になります。夏休みの日記には、
子どもたちに文章や絵を上達させるだけでなく、早寝早起き、家事や家業
の手伝いなどを日記に記録させ、夏休み中の生活を自ら律する習慣をつけ
る教育目的がありました。
　子どもではなく大人が書く日記帳となると、提出や検閲を強制されるこ
とは少なくはなりますが、日記をつけることにより、自分の時間を管理し、
自主的に行動を律する面は残ります。日記帳が国民教育装置であることを
直接にうたい、『国民日記』と題した日記帳もありました。近代日本語の
なかに国民住宅、国民服など「国民」を冠した単語が続出する時期があり
ましたから、『国民日記』があることが予想され、事実、存在します。徳
富蘇峰の民友社が短期間ですが『国民日記』と題した日記帳を出版してい
ます。しかし、一般に出版された日記帳の大部分は『小国民日記』『学生
日記』『女学生日記』『農業日記』『主婦日記』など細別した多様な名称を
持っています。題名の多様性は、人々を国民化する回路は決して一通りで
はなく多様な回路があることを示しているのでしょう。

 
5 遠藤織枝・黄慶法編『中国人学生の綴った戦時中日本語日記』（ひつじ書房、2007年）を
参照のこと。
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2-2．家計簿＋日記＝「主婦日記」の発達
　商品化された日記帳の中では、『当用日記』と題された誰でも使用でき
る日記帳から分化した最初の特殊な日記帳が「家庭日記」あるいは「主婦
日記」と題された近代的な家庭の専業主婦用の日記であったことは注目に
値します。じっさい著者も家計簿と主婦日記については特にくわしい調査
を行っています。1920年頃から大衆的女性雑誌が家計簿に日記欄を設けた
家計簿＋主婦日記を新年号の豪華付録としたことによって、家計簿と主婦
日記は一般家庭に急速に普及したのでした6。主婦日記の欄外や巻末付録
には、献立や洗濯掃除のやり方だけでなく、子どもの躾、交際など主婦の
役割を果たすためのノウハウが細かに記されており、日記の執筆者が主婦
らしい主婦へと自己形成をしてゆくことが期待されました。

 
6 出版がもっとも長くつづいた婦人之友社の羽仁もと子考案の『家計簿』（1904年～）と『主
婦日記』（1907年～）、主婦之友社発行の『主婦之友』誌の新年付録としてつづいた家計簿
つき主婦日記などが注目に値する。

　家計簿の記入は、製造業や商業の経営体
であった「家」を代表し拡大家族と従業員
を率いて家業を経営する家長の手から、核
家族ないしは直系家族である「家庭」家族
の専業主婦の手へと移りました。この変化
は、大きな社会変動の結果でありました。
社会の産業化が進み、多くの男性勤労者は
サラリーマンとして会社に出勤し、その妻
は家庭において家事育児に専心するという
近代的性別役割分担の発生が、日記帳から
家計簿つき主婦日記が分化するという現象
に如実に現れたわけです。

図4　博文館が1924年用に出
版した各種日記帳の広告
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　近代以前の「家」の日記は、原則として家業の経営体である「家」の記
録であり、家業を継ぐ子孫によって保存され、読まれるべき日記でした。
家計簿と「主婦日記」もまた、「家」家族よりは規模を縮小した「家庭」
家族という1つの集団の生活記録であり、夫の検閲が前提にある、つまり
書き手ではない読者によって読まれるべき日録です。その一方で日記の出
版社は主婦日記のほかに、さまざまな個人用日記帳を開発してゆきます。
商品として日記帳の発行部数を増やすためには、1世帯に1冊の日記ではな
く、1人1冊の個人日記のさまざまな種類を開発する必要がありました。

2-3．「内面の日記」の創出
　個人の日記が成立すると、読者があり、読まれることを前提としていた
近代以前の日記とはちがって、他人の日記を読んではならないという倫理
が発生します。極端に言えば、日記帳は鍵のかかる家の個室の、個人用机
の鍵のかかる引き出しに秘匿されるべきものとなります。現実には20世紀
前半までの日本社会には鍵のかかる家も個室も数が少なく、個人の日記が
家族や訪問客によって読まれる可能性がいつもありました。それにもかか
わらず、他人の日記の盗み読みは罪深い行為となったのです。こうして「個
人の内面」が発見というよりは「発明」されたのだと著者は述べています。
　おなじく著者が言うように、日記帳という商品が書籍出版の出版社によっ
て開発され、書籍と同じ流通販路で販売されたという事実は注目に値する
でしょう。小説は近代の産物であって、出版と流通の近代的仕組みがあっ
てはじめて成立したジャンルです。近代小説とは、近代が発明した個人の
内面を舞台とする物語ではないでしょうか。読者である近代人が小説を読
むという行為には、他人の内面を描いた日記を読むことは禁止されるが、
内面の公開である小説は読むことが許されるだけでなく奨励され、読者た
ちが抱いている他人の日記つまり他人の内面の記録を読みたいという欲望
を満たすところがあります。他方、個人日記の作者は日記を他人の目から
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隠す一方で実は自分が書いた文章を他人に読ませたい、自分も内面をさら
けだして、例えば性の悩みを訴え、さらには告白行為が評価されることに
もなる小説を書いてみたいという隠れた欲望を抱くにいたります。この本
には小説本を出版する出版社が、『文芸日記』と題して小説本と同じサイ
ズでよく似た装丁の日記帳を出版した例が引かれています。日記の執筆者
は自分の書いた日記帳を、出版された小説本と同じ本棚に並べて置くこと
ができるのです。毎年1冊づつ日記帳が増えることをあたかも自分の小説
作品集が増えるかのような満足感をいだいて眺め、日記の執筆にさらに励
むであろうという出版社の戦略です。

図5　『新文芸日記』（新潮社、昭和5年用）

 
7 西川祐子『日記をつづるということ：国民教育装置とその逸脱』（吉川弘文館、2009年）、

39頁を参照のこと。

　さて、ここであらためて「近代において日記を書くとは何を意味するか」
という設問に帰ってみましょう。本書には、日記とは何か？という問題を
考えるために日記を近接ジャンルである自伝、伝記、歴史、私小説、小説
と比較する表が載っています7。ここでいう日記とは内面の日記のことです。
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比較の項目は各ジャンルの記述の著者、語り手、視点、主人公、読者、記
述人称、時制、物語の一貫性、物語の虚構性、商品化の可能性です。この
本にあるように、マトリックスを作成してみるとこれらのジャンル間の境
界が非常に曖昧であることがわかります。その一方で、このマトリックス
にはテキストの性格が移行する経路がわかるという利点があるでしょう。
マトリックスでみると、日記というテキストには、日記作家すなわち日記
の書き手と、主人公と、語り手と、読者が同一であるという特徴があるこ
とがあきらかになります。つまり日記は自己言及性の強い内在的視点から
書かれるテキストだと言うことができるでしょう。日記を他の近接ジャン
ルのテキストと比較するという試みは日記と言うジャンルの性格をあきら
かにするだけでなく、同じ試みを比較文化の視点から試みるならば興味深
い結果がでることが予想されます。たとえば日本近代小説の特徴であると
される「私小説」は以下のマトリックスを見ればわかるように、日記の諸
特徴に近い特徴を帯びています。他の文化にも日本の私小説と同じような
小説ジャンルはあるでしょうか。

表1　日記と近接ジャンルの比較表

日記 自伝 伝記 歴史 私小説 小説

著者 日記帳所有
者本人

本人 伝記作家 歴史家 小説家 小説家

語り手 本人 本人 伝記作家 歴史家 小説家＝主
要登場人物

小説の登場
人物

視点 本人の視点 本人の視点 伝記作家の
視点

歴史家の、
あるいは国
民の視点

小説家＝主
要登場人物
の視点

「神の視点」
他、さまざ
ま

主人公 本人 本人 多くは著名
人

ある国の国
民

小説家本人 主要登場人
物

読者 本人原則、
出版時には
一般読者

本人の知人、
一般読者

一般読者 国民、一般
読者

一般読者 一般読者
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3．日記を読むということ―国民教育装置を読み解き、国民教育装置か
らの逸脱をも読む

3-1．「戦争日記の世界」という章
　この本の後半部分は、日記をどう読むか、について論じています。呼び
かけに応える主体が隷属的主体でもあること、主体化＝隷属化となること
はアルチュセールがイデオロギー論で指摘したとおりです。日本の近代教
育および社会教育においては早くから、生徒に日記を書かせることが呼び
掛けに応える主体、能動的な国民を形成する有効な手段であると認識され
ていました。この本の著者西川は日記を積極的に読むという手段により、
国家による動員に応じる国民の側から見た政治史、経済史、思想史を組み
立てようとしています。
　著者は近代に創出された「内面の日記」と「家計簿＋主婦日記」とを、
大きく国民統合準備の時期、植民地進出と戦争の時期、敗戦後の国家再編
成の時期に分けて読んでゆきます。この本の「戦争日記の世界」の章は、
時代の戦時色が強まるにしたがい、日記帳の表紙裏には一様に日本帝国を

日記 自伝 伝記 歴史 私小説 小説

記述人称 一人称記述
原則、三人
称記述もあ
る

一人称記述 三人称記述 三人称記述
原則。一人
称複数記述
可能。

一人称記述
または三人
称記述

三人称記述

時制 近い過去 過去 過去 過去 過去または
現在

過去または
現在

物語の一
貫性

なし。日ご
と完結原則

ある ある ある ある ある

物語の虚
構性

ない原則だ
が、ある

ない原則だ
が、ある

ない原則 なくて、あ
る

ある ある

商品化の
可能性

ない原則だ
が、ある

ある ある ある ある ある
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中心におき、戦争の最前線を図解する世界地図が印刷され、教育勅語や軍
人勅語が日記の巻末付録となり、日記の各頁の欄外には総力戦の標語が印
刷されたと指摘しています。
　戦死した日本軍兵士の日記については、キャンベラにあるオーストラリ
ア国立戦争記念館に収蔵されている一連の日記を読むことがなされていま

 
8 参照　同記念館「豪日研究プロジェクト Australian War Memorial - AJRP」ホームページにて
所蔵資料の内容を知ることができる：www.awm.gov.au/ajrp

す8。この日記資料群は、空爆だけでな
く飢餓と疫病がせまりくるなかで日本軍
が死闘をくりひろげたニューギニア戦線
において、連合軍側の諜報活動が日本軍
兵士の遺体から蒐集した軍人手帳や日記
帳が中心となっているコレクションです。
絶望の日々が日記に特有の淡々たる文体
で記録されていますが、そこには戦線で
国家のために死ぬように動員されながら、
生きる希望が棄てがたい瞬間もまた記録
されています。戦争の前線においてさえ
日記を記す行為は放棄されませんでした。

図6　オーストラリア国立戦争
記念館所蔵の日本兵士の日記帳

　銃後の日記もまた書き続けられます。戦争末期になって全国で紙が不足
する事態となっても、日記帳や家計簿を出版する出版社には戦争末期まで
かろうじて紙の配給がなされていました。「家計簿＋主婦日記」からは、
女性たちが戦争の一方的被害者であったのではなく、戦争への献金、労働
奉仕、夫や息子たちを戦場へ送り出す行為によって消極的どころか積極的
な戦争協力を行ったことが明らかになります。
　家計簿の分析からは、総力戦において戦時資金の調達が国家の軍事予算
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の拡大だけでは不足し、行政の末端組織となった町会の隣組が毎月のよう
に国債の購入、戦闘機納入、寄付金募集の名目で各家庭から現金をすいあ
げていたことが明らかになります。「家計簿のつけ方」を指導する欄には
「日常のどんな些細な物資や、短い時間も、出来るだけ上手に使って無駄
を省き、1台の飛行機が、1艘の船が1時間でも早く作れるように、家族が
こぞって能率をあげて協力せねばなりません」という文章が印刷されてい
ます。物資やお金だけでなく時間もまた1時間刻みで管理されること、そ
の管理責任を主婦に負わす意図が見てとれます。
　けっきょく日記と家計簿は国民統合の手段として働きながら、その一方
で物資とお金と時間、そして人命と人心とをあますところなく戦争遂行と
いう唯一の目的へ向かって吸い上げる国家意思を細部にわたって如実に記
録する結果となっています。言葉で書かれた文章は、読まれることによっ
て予定どおり、あるいは予定外の発信をはじめるということがよくわかる
のではないでしょうか。

図7　大蔵省と大政翼賛会が推薦した『生活家計簿』
（主婦之友社、1945年用）
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実からも日記を書くという作業が個人的であると同時に仕組まれた集団的
な作業であり、むしろ集団への帰属をさせる作業であることが判明します。
　著者は生涯にわたって日記を書いてきた人々が多く集まる「日本日記ク
ラブ」（小谷信子代表）の集会で行ったアンケート「何故日記を書くか？」
にたいして「寝る前に歯磨きをしないと気持ちが悪いのと同じく、日記を
つけないと落ち着かない」と回答する人が多かった、と書いています。歯
磨きを怠ることのない人たちは規則正しい生活をし、律儀に約束をまもる
尊敬すべき人々でありましょう。戦争中も戦後も日記をつづけたこの会の
多くの人々は自分たちの真面目さと律儀さが何故、総力戦に動員されたか
を生涯のテーマと考えて、会が解散するまでの40年間に会の機関誌でたび

 
9 河邑厚徳編著『昭和二十年夏の日記』（博文館新社、1985年）は NHKが回顧番組「昭和

20年8月15日」のために蒐集した多数の日記の抜粋から成立している。当日の新聞とあわ
せ読むと、8月15日の日記には新聞記事、とくに見出しを書き写した事例が多いことがわ
かる。

3-2．「日記による戦後再編成」の章
　この本の著者西川は、国民がラジオ
放送の天皇の声により敗戦を知った
1945年8月15日の日記を「並べ読み」
した結果、この日に自分の考えで日記
を書く気力をのこしていた日記執筆者
はむしろ少なく、新聞の見出しから
とった同じ表現や単語の書き写しが共
通して見られると指摘しています9。
その日の新聞報道は前日から周到に準
備され朝刊であるはずの新聞が正午に
なされた玉音放送の後に配布されるよ
うに手配されていたのでした。この事

図8　河邑厚徳編著『昭和二十年
夏の日記』（博文館新社、1985年）
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たび、戦争批判特集を組んでいます。
　しかし著者は、戦争協力さらには死地に赴くための自己説得が個人日記
をとおして、しかも集団的に行われたと同じく、戦後復興と焼け跡で生き
ぬくために自分を励ます努力もまた日記を書くことをとおして行われたと
いう、これもまた重要な指摘をしています。
　現在の私は、この本の「戦争日記の世界」よりも、「日記による戦後再
編成」の章のさらなる重要性を痛感しています。この本が出版された2009

年と2012年現在との間に2011年3月11日の東日本大震災という自然災害に
つづいて、福島第1原子力発電所第1・第2・第3・第4号機のメルトダウン
という文明がひきおこした大災害がおこりました。原子力発電で支えられ
た文明生活を享受してきたのですから、私をはじめとして、ヒロシマとフ
クシマのあいだを生きた人間はすべて、戦争遂行に協力した戦争イデオロ
ギーだけでなく自分たちの幸福追求のためであった高度経済成長を支えた
戦後価値と戦後イデオロギーの再検討をする必要にせまられています。
　現在の私から見ると、著者西川が本の中で用いている「戦後イデオロ
ギー」という概念は曖昧にすぎます。むしろ「復興イデオロギー」という
概念をたてて20世紀後半に書かれた日記を読み、戦争による焼け跡から何
を、どう復興しようとしたかを批判的に検討することができていたなら、
私たちが戦争の廃墟からの復興の60年後にふたたび、こんどは高度経済成
長の廃墟に立つことになるその道筋がもっと明らかになったのではないか
と残念に思います。原発がひきおこした災害からの復興に際しても、家族
の再編と国力の復活という「復興イデオロギー」が繰り返されていますが、
これでいいのか。復興の内容を真剣に検討するのでなければ、東北大震災
の廃墟の向うにくりかえしバベルの塔が再建されて終わるのでないでしょ
うか。戦後復興と高度経済成長の批判的考察が以前にもまして日記研究の
重要課題となったと言うことができるでしょう。
　じっさいこの本によれば日記帳の出版は戦後も精力的につづけられたの
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でした。日記出版の老舗である博文館に勤務していたある編集者が、粗末
な紙に印刷した1945年用日記を出版した、1円という定価をつけたと証言
しているのですが、その実物はみつかっていません。1946年用の博文館の
日記帳は、ふつう前年末に出版されるリズムを崩して、1946年の1月末に
出版されています。定価は7円です。1年の時間差で日記帳の定価が7倍に
もなったインフレの時代だったことがわかります。
　戦後も天候欄、受信発信欄といった日記帳の枠組みはあまり変わらない
のですが、欄外に印刷される標語や、巻末の付録が大きく変化します。武
装して戦争を遂行する軍事国家にかわる文化国家という単語がつくられ、
文化国家にふさわしい国民に自己変革を行うことが奨励されました。日記
帳の巻末に軍人勅諭のかわりに新憲法の条文が印刷されました。
　しかし、とりわけ戦争中には生徒に愛国教育を行い、天皇のために死ぬ
ことを生徒に教えたと自覚する戦後の青年教師たちの悩みは深く、多くの
教師が意匠を変えた日記帳に、くりかえし見る戦場の悪夢、戦争から生き
て帰還した負い目、教室の生徒の席にすわっている次世代の子どもたちと
どう向き合えばよいのかという深刻な悩みを書いています。たとえば日本
日記クラブの会報がたびたびおこなった戦争批判の特集には青年教師たち
の投稿がありました。自覚的な個人はそれだけよけいに内発的変革をせま
られて悩みます。自己の内面奥深くをのぞきこみ、日記を書き記すことに
より主体的な自己をたてなおす大切な瞬間です。しかし悩む過程において、
個々人の主権を委譲する先はなぜ相変わらず国家なのかという、より根本
的な問題にまで到る例は少なく、多くの日記は、能動的な個人の回復と家
族の再編をとおして国家再建に貢献するという決意表明でおわります。こ
の日記論の著者は図書館や古文書館、日記収集家などに公開を前提にして
託されている日記帳には次世代の読者たちにその先を考えてほしいという
願いがこめられていると考え、日記を書く人たちのグループ「日本日記ク
ラブ」の他に、日記を収集し解読することを目的に集まる「女の日記から
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学ぶ会」（島利栄子代表）に注目、両グループ間の親密な交流光景を描いて
います。
　戦後にはむろん家計簿と主婦日記の出版もつづけられました。戦前、戦
中、戦後、そして現在も発行がつづいている『婦人之友』は、敗戦の翌年
にあたる1946年6月号で「家計簿をつけ通す同盟」を結成するため、読者
に「今年上半期の家計記録を御送りください」と呼び掛けています。以来、
この雑誌の年末号には、集めた家計簿から費用別支出の平均値を割り出し
た家計特集が組まれるしきたりになりました。「家計簿をつけ通す同盟」の
同盟員となったメンバーにはもっと細かい分析のある「速報」が毎月おく
られてきて、平均値と自分の家計簿を比較して倹約と貯蓄に励む仕組です。
　『婦人之友』は1993年4月には創刊90年記念号を刊行し10、その中には

図9　「家計簿をつけ通す同盟」の作成した戦後経済成長の記録

 
10 婦人之友社編「特集　夢は時をこえて：女性が拓いた家庭経済史」『婦人之友』（1993年4
月号）を参照のこと。
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「「家計簿をつけ通す同盟」半世紀の歩みから」と題した記事があり、同
盟発足以来の統計表（図9）が掲載されています。廃墟からの復活と高度経
済成長の記録として貴重です。この表によると、1947年には、家計の中に
食費が占める割合、つまりエンゲル係数は49.3パーセントでした。経済成
長の頂点、日本の国民総生産量 GNPが世界第一位に到達といわれた1991

年のエンゲル係数は14.3パーセントです。経済発展の頂点があるからこそ
以後、バブル経済の破綻が起こるわけですが、当時の社会では中流の上で
あったと考えられる同盟員たちの平均家計では、食費の割合が減った分だ
け、住居費の割合は1947年の7.1パーセントから1991年には16.0パーセント
へ、教育費の割合は2.4パーセントから13.9パーセントへと大幅に拡大して
います。1977年には自動車費という項目が加えられ、自動車社会が到来し
たことがわかります。同盟員の80パーセント近くが持ち家の獲得に成功し、
子どもたちは高学歴であったと思われます。
　しかし家計簿の発行部数はすでに1970年頃からしだいに減少します。原
因は1つではありません。まず家計簿＋主婦日記を年末号の付録としてい
た女性用雑誌そのものの終刊が続きました。サラリーマンの夫と専業主婦
とその子どもたちからなる「家庭」家族を形成し中間層を増加させてきた
家族扶養賃金と終身雇用の制度が崩れ、夫だけでなく妻も労働市場へ参入
すると家計簿よりも個人別の出納簿が必要な場合が増えました。消費の単
位はそれまで「家庭」家族であったのに、家族から個人という単位が姿を
あらわしたのでした。
　「内面の日記」も変化します。「内面の日記」の執筆者は近代の初めに
おいては、経済資産だけでなく文化資産をもつ特権的知識階級の青年たち、
たとえば旧制高等学校生でした。内面を記述する個人日記をつづけるため
には、個室と個人が自由につかう時間の確保が必要だからです。ついで特
権階級の一部の女性たちが「内面の日記」を記しはじめます。戦後の教育
改革によって、男女共学が実現し、経済成長期に進学率が上がると、「内
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面の日記」執筆の機会が全社会階層にひろがりました。

3-3．国民教育装置からの逸脱
　個人の日記を書く能力、場所、時間を確保した社会層が厚くなるにした
がい、国民教育装置としての日記執筆から自覚的に逸脱してゆく日記執筆
者も出現するでしょう。著者はその逸脱例として中井英夫日記11、八木秋
子日記12を挙げています。
　詩人中井英夫は戦争末期の学徒動員により召集され、当時、市ヶ谷に置
かれていた大本営参謀本部航空通信隊に配属されながらも、勤務のかたわ
ら密かに反軍国主義の言辞がならぶ反戦日記を書きつづけていました。彼
はその反戦日記を戦後四半世紀が経過した1971年に出版しています。その
前年の1970年に、当時は市ヶ谷の自衛隊本部となっていた、戦争中に中井
青年が勤務した大本営参謀本部であった建物に、小説家三島由紀夫が軍服
に似せた「盾の会」の制服を着て乱入、自衛隊員たちに向かって昭和維新

 
11 中井英夫『中井英夫戦中日記：彼方より〈完全版〉』（河出書房新社、2005年）を参照のこと。
12 八木秋子『八木秋子著作集』全3巻（JCA出版、1978～1981年）を参照のこと。

図10　中井英夫の反戦日記
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　もう1つの八木秋子日記は、戦争直前の昭和大恐慌の時期に都市よりも
さらに荒廃した農村地帯の農民たちを蜂起させ、自治共同体をつくろうと
する運動をおこした女性のアナキズム運動家が戦後に生き延びて書き残し
た日記です。彼女は戦前にすでに満州国傀儡政権をあやつる日本政府を批
判、日中戦争と太平洋戦争、敗戦までを予言した文章を書いています。彼
女は戦争がはじまると治安維持法違反で逮捕され、刑期が終わると彼女が
予想したとおりの状況が展開している中国東北部に渡り、前線に派遣され
た南満州鉄道株式会社の社員たちの留守宅相談所という職場で母子家庭を
サポートする仕事につきました。敗戦で植民地から引揚げると東京でも同
じく母子寮の寮母となって戦争孤児と母子家庭の世話をします。退職後に
収入がなく孤独な高齢者として生活保護をうけて暮らしながら、社会の底

図11　八木秋子の反・高度経済成長日記

を説く演説を試みた後に割腹自殺をとげるという事件があったからです。
中井英夫は、映像にも残されることを意識した三島由紀夫の強烈なパフォー
マンスにたいして、戦争中の大本営参謀本部の2階の同じ部屋で反戦日記
を書きつづけた学徒兵という諷刺画的な、もう一つの同世代像を対置させ
ておくことが必要と考えたであろうと、著者は推測しています。
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辺から高度経済成長期の東京を見据えた貴重な記録を残したのでした。こ
の日記を読むと、戦後日本の復興の陰で進行する格差、社会の貧富両極分
解という、日記執筆者自身をも追い詰めてゆく次の社会変動の姿がうきあ
がってくるのでした。
　そして著者西川は数多くの日記を読んだあとで、国家装置からの逸脱に
は、中井日記や八木日記のように社会的な逸脱を自覚した人の日記がある
だけでなく、国民教育としての日記を書き続ける、徹底的に書きとおすこ
とによって生じるもう一つの逸脱があるのではないか、と言います。
　たとえば20世紀後半の多くの家計簿をならべ読みすると、日本政府が貿
易黒字の圧縮をせまる外圧に屈してとった内需拡大政策はけっきょく国民
に住宅購入のためのローンを組ませることにより家計を圧迫、しかもその
後に来る不動産資産の価値下落の結果が中間層の没落につながることが明
らかになります。
　内面の日記をよみかえす日記執筆者自身が自分の日記に時代のイデオロ
ギーを発見することも可能です。忠実な兵士の日記ほど戦争の非合理と悲
惨をあきらかにするなどの例があります。読まれない前提で書かれた日記
が集められ読まれたとき、国民教育装置の仕組みが明らかになる。日記が
もっとも大きく国民教育装置から逸脱する現象は、日記執筆者が執筆を放
棄する瞬間ではなくて逆に、日記執筆をどこまでもつづけ、その日記が執
筆者自身あるいは他者によって反省的に読み返される時に起こるという逆
説的発見は、日記とは何か、日記を書くという行為、日記を読むという個
人的行為にどのような意味があるかという問いにたいする一つの答えにな
るのではないでしょうか。

4．おわりに―私領域と日常生活の新しい歴史学を考えるに際して

　結局、この本の著者西川は日記研究からみた近代を「印刷し製本した商
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品としての日記帳日記の時代」と端的に定義しています。そう言うために
は日記帳の時代の始まりとともに終焉を見届ける必要があったはずです。
この本の巻末に付された「近代の日記略年表」を参照すると、日本社会で
は、この本が準備されている最中である2001年に、ウエブ上の日記である
ブロッグ構築ソフトが商品化されて売り出され、以後、ブログ日記と SNS

日記が電子媒体の上で急速に広がってゆきます。むろん電子媒体日記と紙
媒体日記は一瞬にしていれかわるわけではないのですが、紙媒体である日
記帳の出版部数はブログ普及以後には急速に下落します。著者はこの転換
期に立ち会ったがゆえに、始まりと終わりがある日記帳の時代を設定する
ことが出来たのでした。日本社会以外の他の社会では紙媒体日記からブロ
グへの転換はどのように行われたのでしょうか。
　現在では日記についての考察を、日記帳の時代だけでなく電子媒体によ
るブログまでを含んで行うことが必要でしょう。すると、日記は記録の手
段であるのか、それともコミュニケーション手段であるのかという議論が
浮上します。一見したところ日記帳日記は記録の手段、ブログ日記はコ
ミュニケーション手段と2方向に分かれるように見えます。しかし日記帳
の時代をブログの時代から逆照射して見ると、日記帳の日記にもまた強い
コミュニケーション願望があったことがわかります。明治時代にすでに、
子規と虚子の『ホトトギス』が同じ日付の日記を全国および外国から募集
し、日記の「並べ読み」を試みています13。また他人に見せない日記を書
く人たちが集まって全国組織のグループを結成、機関誌を発行、多彩な年
中行事をくりひろげることを40年間続けた「日本日記クラブ」の例があり
ました14。それ以上の年月つづけている「家計簿をつけ通す同盟」の例も
ありました。

 
13 西川祐子『日記をつづるということ』、66頁以降を参照のこと。
14 日本日記クラブ機関誌『としつき』1号～294号（合本2007年）を参照のこと。
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　他方で現在、電子媒体のなかで書かれているブログがコミュニケーショ
ン願望にもとづいて日々の通信として発信されていることは事実ですが、
言葉で書かれている以上、ブログや SNSもまた記録として集積されてゆ
きます。収納場所が必要な紙媒体資料とくらべると格段に大量な言葉の集
積がすでに存在しています。執筆者が執筆目的をどう自覚しようとも、日
記もブログも共にコミュニケーション手段であり、同時に記録手段である、
と考えるべきでありましょう。
　しかし、日記帳日記が形成する主体と、ブログが形成する主体との微妙
な違いには注目しなければなりません。日記帳時代にも何種類かの日記を
書き分け、同時進行させながら書く日記マニアとでも呼ぶべき人たちが存
在しました。しかしブログの時代には、メールアドレスやハンドルネーム
を数種類もち、SNSの複数のグループに所属することが普通になりつつあ
ります。こうして形成される主体を多面体の主体とでも呼びましょうか。
　拡大家族から核家族が析出され、核家族から個人が姿をあらわすにつれ、
時間と空間もまた個人化の度合いを強めます。究極の個人化に行き着いた
とき、現在すでに、ある反転が生まれているのではないでしょうか。近代
においては個人が家族の一員であり、家族は国家の基礎単位であるという
認識が強くもたれていました。個人＞家族＞国家という包括的な仕組です。
しかし移動が加速化している現代では、生涯のあいだ唯一の共同体やコミュ
ニティの中で生きつづけるというよりは、移動をくりかえしながら、多方
面にひろがる各種ネットワークを形成してそこに参加しつつ生きる個人が
出現しています。
　空間の個人化の到着点は、同居人のいないワンルームマンションの部屋
です。ここに到着した後、現代の若者たちのあいだではふたたび空間を共
有するシェアルーム、シェアハウスが増え、英語起源の日本語「シェア」
が流行語となりました。同時に個人が複数の住まいをもつこともめずらし
くなく、「マルチ・ハビテーション」なる和製英語がつくられています。
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多面体的個人のネットワークは国境をこえることがあり、国境の向こうに
ある別の時間を他者と共有することも有り得るのではないでしょうか。
　女性史や生活史もまた、いわゆる歴史学と同様に、一国史の範囲を出る
ことなく、せいぜい比較史的研究がなされるだけでした。比較という方法
にはしばしば矛盾と限界があります。一国史を外へ開こうとして始める比
較史であるのに、比較するために逆に国家、民族、文化の違いを強化し、
違いを本質的なものと見なしてしまうことがおきる。じっさいここでとり
あげている西川の日記論もまた日本型近代をとりあげ、その範囲から出て
いません。この限界をこえるためには、日記執筆の基盤にある個々人の日
常生活と生活圏を国境内に限定することをやめ、移動と交流の観点から見
直す必要があります。個人では難しい広範囲をあつかう研究テーマですが、
研究者が国境をこえて交流する共同研究において実現する可能性に期待し
たいと思います。
　これから始まる国際シンポジウム「Searching for Tradition and Modernity 

through Diary（日記をとおして伝統と近代を考える）」には、問題設定からして
今までの歴史学の限界をこえる可能性が含まれています。先ず公文書でな
く個人の日記を本格的にとりあげることにより、近代において創出された
「公領域／私領域」という二分法をうちやぶり、この二分法こそが近代の
産物であることを見極め、家族と国家の時代であった近代、地球儀に国境
線が色濃く書き込まれた近代のその先を見通すことが可能になりそうです。
女性史や生活史はしばしば、私領域をとりあげるからという理由で、政治
史、経済史、さらには思想史か区別され、これまで本格的歴史学とはみな
されない傾向がありました。しかし本シンポジウムのテーマのように、日
記を本格的にあつかうことにより、私領域と日常生活の歴史学は公領域の
歴史学と別なのではなく、私領域と日常生活こそが、政治、経済そして思
想闘争の場であることがしだいに明らかになるのではないでしょうか。2日
間の報告を拝聴し、討論に参加する機会をあたえられたことに感謝します。
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1．はじめに

　自己証言文は、近年ヨーロッパで一つの研究分野として定着した1。オ
ランダの研究から始まったエゴドキュメント（Egodocument）という概念が
1980年代に導入されて以来、エゴドキュメントとされるテクストが次々に
発見された2。この概念により、英語圏では日記、回顧録、私信、その他
の自伝的文書が一つのテクスト群として統合された。またフランスでも
2003年以降、回顧録、自伝、家や家族に関する記録、日記、年代記、年鑑
が体系的に収集された。こうしたテクスト群をフランス語では私的内面文
献（Les écrits du for privé）と呼ぶ3。ドイツ、オーストリア、スイスなどのドイ

 
1 最近の研究について概観するには、以下を参照。Claudia Ulbrich, Hans Medick und Angelika 

Schaser (Hg.), “Selbstzeugnis und Person: Transkulturelle Perspektiven”, Dies. (Hg.) Selbstzeugnis und 
Person: Transkulturelle Perspektiven, Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2012.1-19; Gabriele Jancke und Claudia 
Ulbrich, “Vom Individuum zur Person. Neue Konzepte im Spannungsfeld von Autobiographietheorie 
und Selbstzeugnisforschung”, Dies. (Hg.) Vom Individuum zur Person. Neue Konzepte im Spannungsfeld 
von Autobiographietheorie und Selbstzeugnisforschung, Göttingen: Wallstein. 2005, 7-27；トランスカル
チャー的な視点から見た自己証言文についての研究プロジェクトについては、以下を参照。
http://www.cms.fu-berlin.de/dfg-fg/fg530/forschergruppe/ulbrich.html［2012.7.10.閲覧］

2 オランダの自己証言文研究については、以下を参照。Onderzoeksinstituut Egodocument en 
Geschiedenis, http://www.egodocument.net［2012.7.10.閲覧］

3 パリ・ソルボンヌ大学に設立された Jean-Pierre Bardetと François- Joseph Ruggiuの率いる研
究グループ（GDR 2649 “Les écrits du for privé en France de la �n du Moyen Âge à 1914”）には、
既に多数の出版物がある。研究グループの活動を概観するには、以下を参照。http://www.
ecritsduforprive.fr/［2011.10.21.閲覧］

クラウディア・ウルブリヒ

―新たなアプローチ―

2 歴史的視点から見たヨーロッパの
自己証言文
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ツ語圏では、文学研究の自伝理論への取り組みのなかで、自己証言文
（Selbstzeugnis）という概念が長いあいだ認められてきた。この言葉は、西欧
諸国において、英語のエゴドキュメントの概念で包括されるテクスト群と
同じ内容を示す。歴史学研究は、自伝を正典形成のための基準としないこ
とにより、ほぼ無尽蔵の史料の貯水池を開拓した。
　歴史学が幅広い種類のテクストを扱ったのに対して、文学は自伝という
概念にこだわり続けた。このような立場に決定的な影響を与えたのは、
フィリップ・ルジュンヌ（Philipp Lejeune）による自伝の定義づけに関する考
察である。これによると、自伝とは、「実在する人物が自らの存在につい
て語る回顧的な散文であり、その人自身の人生、とくにその人に起こった
できごとを強調する」4ものである。回顧的に語るという点で、自伝は、執
筆者がごく最近の自分の生活を描写する日記、手紙とは区別される。グス
タフ・ルネ・ホッケ（Gustav René Hocke）によれば、日記は、直接的である
こと、文体への無関心、個人的なものと客観的なものの並置、部分的なス
タッカートとレガートの混合を特徴とする5。ジャンル理論において、日
記は未発達状態の文学であり、ラルフ＝ライナー・ヴーテノー（Ralph-Rainer 

Wuthenow）の表現を借りれば「未加工状態の文学」と見なすことができる6。
しかし、ここ20年のあいだに、文学における自伝研究は、他からの独立性
がきわめて高まった。フィクション文学とノンフィクション文学のあいだ
に明白な区分があるのと同様に、自伝ジャンルの境界についての問題が提
起された7。かつての文献では、全ての自伝的テクスト・ジャンルは、率

 
4 Philippe Lejeune, Der autobiographische Pakt, übers. v. Wolfram Bayer und Dieter Hornig, Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, 1994. 14.
5 Gustav René Hocke, Das europäische Tagebuch, Frankfurt am Main: Fischer, 1991, 21.
6 Ralph-Rainer Wuthenow, Europäische Tagebücher. Eigenart, Formen, Entwicklung, Darmstadt WBG, 

1990, IX.
7 Martina Wagner-Egelhaaf, Autobiographie (=Sammlung Metzler: Bd. 323), Stuttgart u.a.: Metzler, 2. 

Au�. 2005; Arno Dusini, Tagebuch. Möglichkeiten einer Gattung, München: Fink, 2005.
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直性、真実性、実際の生活との密着性によって特徴づけられるという立場
が根強く支持されていたが、近年、日記もまた自伝的な行為として真摯に
受け止められ、文学形式として総合的に研究されるようになった。
　文学と歴史学が、部分的に同一のテクストを使って作業を行い、似たよ
うな問題について考察することもあるが、自伝的テクストの研究について
は、相互の交流はほとんどない。本論では、ヨーロッパにおける自己証言
研究の新しい発展過程を概観し、それを歴史学的、文学的日記研究と関連
づける。まずは自己証言研究の伝統と近代性に関する問題から見ていきた
い。この問題は、自律的な個人の形成が、近代の成立に中心的な役割を果
たしたという考えと密接に関係するものである。

2．自伝、個人化と近代

　ヨーロッパ及び北アメリカの歴史学のさまざまなマクロ概念は、世俗的、
自律的、自意識的個人の形成が西欧的近代の成立に中心的な役割を果たし
たという考えに基づいている。この考えは19世紀の人文学と文化学に端を
発する。ヤーコプ・ブルクハルト（Jacob Burckhardt）は、『イタリアルネッサ
ンス文化』（1860）で、「近代的個人」を研究対象とした。彼のテーゼは、
14世紀にまずイタリアにおいて、自律的な個人が発展しうる新世界が生ま
れたというものである。ブルクハルトにとって個人とは、歴史的発展のい
かなる瞬間にも現れる歴史的普遍性であった。たびたび引用される文章で、
彼は、当時の古びた社会的産物が重要性を喪失するなかで人間自らが自身
を認識できる余地が生まれた、と指摘する。

「中世には、意識の両面が、即ち外の世界に向かう面と人間自身の内
側に向かう面が、同じヴェールの下にまるで夢を見たり半分覚醒して
いるように存在した。このヴェールは、信仰や子供じみた偏見や妄想
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で織られていた。ヴェールを通して見るため、世界とできごとは奇妙
な色をかけたように見えた。ところで、人間は自身を人種、国民、政党、
団体、家族、またはその他のある一般的全体的な形態の中だけで認識
した。まずイタリアにおいてこのヴェールは風に飛ばされた。人々は
国家と世界のすべての事物を客観的

4 4 4

〔傍点部は、原文では斜体〕に見て対
峙することに目覚めた。しかし同時に、ものすごい力で主観性

4 4 4

が生ま
れ、人間は精神的な個人

4 4

となり、自身をそのような存在と悟る。」8

　歴史過程に関するブルクハルトの解釈は、現代にも影響力がある。個人
化という概念は、人間をより大きな社会集団に包み込むことの反対概念と
考えられている。例えば、ヴィンフリート・シュルツェ（Winfried Schulze）

の主張によると、個人化は「そのときどきのグループに特有の結びつきか
らの解放、そのときどきの規範体系からの方向転換、新しい表現形態の使
用」9として理解されうる。もちろん、個人化について別な見方をする社会
学的理論もあり、例えば個人化の過程には社会的ネットワークが重要であ
ると指摘する。しかし近代成立は、以前から、基本的に社会学理論よりは、
ヤーコプ・ブルクハルトに遡及する個人化理論とそれと結びついたヨーロッ
パ中心主義的研究に注目して説明されてきた10。ヤーコプ・ブルクハルト
にとって近代的個人の生成を示す重要なきざしが、伝記と自伝の登場であ

 
8 Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, 11. Au�., hg. v. Konrad Ho�mann, 

Stuttgart: Metzler 1988 (zuerst 1860, 2. vom Autor ergänzte Au�. 1869), 99.
9 Winfried Schulze, “Das Wagnis der Individualisierung”, in Wege in die Neuzeit, (Hg.) �omas Cramer, 

München: Fink 1988, 270-286, hier 272.［http://www.historicum.net/�leadmin/sxw/Lehren_Lernen/
Schulze/Das_Wagnis_der_Individualisierung.pdf］.

10 Gabriele Jancke, “Patronagebeziehungen in autobiographischen Schriften des 16. Jahrhunderts - 
Individualisierungsweisen?”, in Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungsweisen in 
interdisziplinärer Perspektive, (Hg.) Kaspar von Greyerz, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 
2007, 13-29.



日記が語る近代42

り、それにより精神史的な研究の伝統が生まれ、今もなお自己証言文研究
と日記研究に影響を与えている。
　この点に関しては、特にゲオルク・ミッシュ（Georg Misch）の研究による
ところが大きい11。ヤーコプ・ブルクハルトは、すでにイタリアに目を向け、
個性意識の高まりと自伝の開花との関連性を指摘していたが、ディルタイ
の弟子、ゲオルク・ミッシュは、1904年に完成した自伝の歴史のなかで、
ブルクハルトのこの考察を直接受け継ぎ、自伝は「人間の自由な自主性の
表現手段」として、ルネッサンス時代に「本来の基礎を置く」というテーゼ
を表明した12。このテーゼは、以後彼の研究で何度も取り上げられた。ミッ
シュの関心は「西欧人の個性意識の発展」に向けられていたものの、とり
わけ古代ギリシャ・ローマの人間形成の伝統に影響を受けた文化に注目し
た13。そして、ビザンティンとアラビアの伝統と比較することにより、キ
リスト教的西洋文化の特殊性を徹底的に研究した。彼にとっては、自伝の
テクスト群を「ヨーロッパ文化における人間精神の発展という普遍的な歴
史と関連づけて」把握することが重要であった。キリスト教的西洋文化に
おいてのみ、彼は「将来性のある発展」を認めたのである14。
　ブルクハルト、ミッシュ、さらにその他何人かの学者による研究は、個々
の視点に対して批判を受けてはいるものの、比較的最近の研究が自伝的テ
クストにアプローチする際の概念に、今も影響を及ぼしている。ラルフ＝
ライナー・ヴーテノーもまた、ヨーロッパの日記を分析するなかで、「ヨー
ロッパではルネサンス以降次第に日記の伝統が形成されたが、これは多く

 
11 Georg Misch, Geschichte der Autobiographie, 4 Bde. Bern 1949, Frankfurt/M. 1950-1969.
12 Georg Misch, Geschichte der Autobiographie, (wie Anm. 11) IV, 2, 573.
13 Georg Misch, “Begri� und Ursprung der Autobiographie”, in Die Autobiographie. Zu Form und 

Geschichte einer literarischen Gattung, (Hg.) G. Niggl, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1989, 33-54, 
36.

14 Georg Misch, Geschichte der Autobiographie, (wie Anm. 11) III, 2, 74.



2 歴史的視点から見たヨーロッパの自己証言文 43

の自伝にも見られるように、西洋の自意識の歴史と関連がある」15と、強
調する。
　このような研究では、個人（Individuum）や人格（Person）、または自己（Selbst）

は、しばしば本質主義的に考えられる。そうした解釈に従えば、自意識の
形だけは変遷を免れない。自意識は個性と密接に関連し、個性の歴史は個
人の発見や発達の歴史として描写される。自己は特定の歴史的状況におい
て外に顕れ、影響を及ぼす。このような一方的な自己へのアプローチがど
れほど問題をはらんでいるかについて、デイビッド・サビーン（David Sabean）

は、人格概念に関する研究のなかで次のように述べた。「自己となり、自己
を実行し、自己を認識する別の方法がどの時代にもあるということが理解
されていない。牧師、神父、医者、下級役人、教師によって広められた見
解は受け入れられているが、こうした説明のほとんどは、国家について語っ
ておらず、権力を度外視している。」16古びた精神史概念に対しては多くの
批判が集まったものの、自己証言文は、個性の発展に関する問いに依然と
して囚われており、人格に関するほかの概念は注目されないままである。
　このことは、1800年頃の自伝を理論形成の出発点にした比較的古い文学
的自伝研究にも該当する。テクスト群はしばしば「意識や人格のしかるべ
き状態は、すでに到達されたのか、まだなのか。著者は伝統だけでなく宗
教的、社会的束縛から独立したのか。「内なる生」という主題はどのよう
な相対的意義をもつのか。自己省察を合理的に説明・分析する際に、表現
はどの程度識別できるのか」17という問いに基づいて読まれた。自伝が典
型的なヨーロッパの著作形態であるという点は、ジョルジュ・ギュスドル

 
15 Wuthenow, Europäische Tagebücher. Eigenart, Formen, Entwicklung (wie Anm. 6), 28.
16 David Sabean und Claudia Ulbrich, “Personkonzepte in der Frühen Neuzeit”, in Etablierte Wissenschaft 

und feministische Theorie im Dialog, (Hg.) Claudia von Braunmühl, (Berlin: BWV, 2003), 99-112, hier 
101.

17 Jancke/Ulbrich (wie Anm. 1), 16.
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フ（Georges Gusdorf）とロイ・パスカル（Roy Pascal）にとっても疑問の余地が
なかった。ゲオルク・ミッシュは人格意識の生成を「人間全体の可能性」
と見たが、ジョルジュ・ギュスドルフは1950年代に広まった文明段階理論
に依って自伝の可能性をはっきりと西洋人に限定する。成熟した西洋社会
でのみ人間が自分自身への意識を発展させ表現したというのである18。西
洋の個人主義という普遍主義的概念は、非西洋社会にも適用され、その結
果、記述するという固有の伝統がゆがめられた。オスマン帝国と関連して
例をひとつだけあげよう。自分自身について記述することは、人間が自身
を自律的個人として理解した場合にのみ可能であるという見解によって、
19世紀以前のオスマン社会には自己証言文が全くなかったと思われていた。
19世紀以前に自己自身について書かれたテクストが出てきても、それは例
外と見なされた。オスマンの歴史研究において新たなテクスト調査が始
まったのは、ヨーロッパの歴史研究において、人間が自身を自律的個人と
して見るときだけ自分について書くという物語が壊れ、社会性を志向する
社会でも自己証言文が書かれたということが指摘されてからのことであっ
た。その後、人々はオスマン帝国で数多くのテクストを発見した。今まで
に知られたテクスト群が例外ではなかったということ、むしろ自分自身の
生き方について書くことがオスマン帝国内でも広がっていたということが
あきらかになった。興味深い例が、セイイド・ハサン（Seyyid Hasan）の日
記である。彼は日記にしばしば友人や親類の訪問といった自身の交友関係
について書き記している。このテクストを研究したスライヤ・ファローキ
（Suraiya Faroqhi）にとって、このハサンという人物は、ヨーロッパとの交流
が活発になった19世紀になってようやくイスタンブールで意識の変化が生

 
18 Georges Gusdorf, “Conditions et limites de l’autobiographie”, in Formen der Selbstdarstellung. Analekten 

zu einer Geschichte des literarischen Selbstporträts, (Hg.) Günter Reichenkron und Erich Haase, Berlin: 
Duncker & Humblot, 1956, 105-123, hier 122; Roy Pascal, Design and Truth in Autobiography, 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.
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じたのではなく、17世紀中盤にすでに個人化の過程が始まっていて、それ
はオスマン固有の伝統から説明されなければならないといったことの証拠
といえる19。
　非ヨーロッパ社会の自己証言文に関する研究は、個性と自伝との密接な
関係というパラダイムと常に結合し、調査対象となる文化のなかで自伝を
評価する際に、このパラダイムを基準としてきた。このような見解は、そ
の研究自体の将来的発展を阻み、議論が不十分であったり進展しなかった
りということにつながる。それにもかかわらず、暗黙のうちに唯一西洋的
近代のみがモデルとなり、そのモデルが全ての非ヨーロッパ社会にも適用
されるのである。
　過去数十年間、歴史学の自己証言文研究では、個人化理論と、それに内
在する普遍主義およびヨーロッパ中心主義を疑問視するという根本的な問
題が投げかけられてきた。すなわち、自己証言文研究と自伝研究が使用し
てきた多くの概念が「18世紀後半の諸地域、特に西ヨーロッパ地域で発展
し、それ以降、文化と時代を超越して効力を発揮してきた。今日この概念
が諸方面から一般的に使用されているが、時間、場所、人物とテクストか
らは、その概念の特殊性をほとんど見つけ出すことができない」20という
問題である。「個性はある種の人格概念に過ぎず、これまで研究されてい
ない他の人格概念と併存または、共存するものである」21ということは見

 
19 Suraiya Faroqhi, “Ein Istanbuler Derwisch des 17. Jahrhunderts, seine Familie und seine Freunde: Das 

Tagebuch des Seyyid Hasan”, in Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungsweisen in 
interdisziplinärer Perspektive, (Hg.) Kaspar von Greyerz, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 
2007, 113-126.

20 Gabriele Jancke und Elke Hartmann, “Roupens “Erinnerungen eines armenischen Revolutionärs” (1921/ 
1951) im transepochalen Dialog - Konzepte und Kategorien der Selbstzeugnis-Forschung zwischen 
Universalität und Partikularität”, in Selbstzeugnis und Person - Transkulturelle Perspektiven, (Hg.) Claudia 
Ulbrich, Hans Medick und Angelika Schaser, Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2012, 31-71, hier 34.

21 Jancke/Ulbrich, “Individuum“, (wie Anm. 1), 9.
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過ごされがちである。かつての自伝研究は、そのモデルを作るために、わ
ずかなテクストしか参考にしておらず、それも大部分は、キリスト教信者
で白人の知識人男性が書いたテクストであったために、近年の自己証言研
究にとって史料の基盤を拡張することが切実な課題とされた。

3．ヨーロッパにおける自己証言文研究の新たなアプローチ

　人は、さまざまな文化や時代のなかで自身の人生について著してきた。
その魅力的な多様性と多層性が明らかになったのは、そうした著作が、自
伝という狭いジャンル概念にとらわれず、テクスト類（Textsortenbegri�）と
いう広い概念をもって研究されるようになってからのことである。
　エゴドキュメントという概念は、日記、回顧録、私信、その他自伝類の著
作をひとつのテクスト群とみなすものであるが、1980年代にオランダの研
究から伝播して以来、エゴドキュメントとされるテクストが次第に多く発
見されるようになった。文学教育を受けた作家たちの小さな集団に代わっ
て、エゴドキュメントの著者である、社会的階層も文化的背景も異なる男
女が研究の焦点となった。著書『イカロスの飛翔』でスペインの大衆的自
伝研究の基礎を築いたジェイムス・エイムラン（James Amelang）は、自分の人
生について書くということが、ものを書く文化とは縁遠いと思われる人々
にも広く普及していることを示した22。エリート層に属さない人々の書い
たテクストへの関心もまた、ドイツ語圏の研究が1980年代以降に自伝史料
を数多く扱うようになった理由の一つであった。
　ドイツの歴史学が人類学へ視点を向けはじめたのにともない、「表現方
法とその利用、歴史的主体の行動傾向と実際の行動」への関心が非常に高

 
22 James S. Amelang, The Flight of Icarus. Artisan Autobiography in Early Modern Europe, Stanford: Stanford 

University Press, 1998.
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まった。自己証言文の研究により、エリート層に属さない人々の生活や経
験の範囲にアプローチできることが期待されたのである23。
　フランスでは、当時まだ知られていなかった新しいテクストに関心が高
まり、社会的制度や慣習にとらわれない、一個人が自分自身や、自身の周
辺、共同体、もしくは世界に対する独自の見解を表現するような著作が、
特に注目されるようになった24。フランスにおける諸研究が、私的で内密
なものとの関連性を追求するのに対し、ドイツの自己証言文研究は、近世
に焦点を当て、依然として近代的個人の発生という叙述について論争して
いた。両方の試みに共通していることは、どちらも自己証言文の歴史とそ
れに関連する個人的なもの、内密なもの、私的なものについての研究を、
常に歴史学研究の展開に組み込んでいく点であり、その消失点がヨーロッ
パ近代なのである。
　自己証言文研究は、一つのテーマや手法に焦点を当てる研究ではなく、
定義が似たような史料群をまとめて扱うものである。最も広範で、こうし
た研究に最も利用される定義は、きわめて開放的である。これは、自己証
言文の史料群を「「自己」、または自分なりの見方で自身について物語る人
物」25という切り口でくくるというものである。こうした定義では、実際
に書くことにまず焦点が当てられ、それは、記述する際の状況、目的、対
象とされる読者層、書き手独自の視点といったことに関する問いにつなが

 
23 Kaspar von Greyerz, Hans Medick und Patrice Veit, “Vorwort”, in Von der dargestellten Person zum 

erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500-1850), (Hg.) Kaspar von Greyerz, 
Hans Medick und Patrice Veit, Köln/Weimar/Wien: Boehlau 2001, IX-X.

24 Jean-Pierre Bardet, Elisabeth Arnoul und François -Joseph Ruggiu, (Hg.), Les écrits du for privé en 
Europe, du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Enquêtes, Analyses, Publications, Bordeaux: Presses 
universitaires de Bordeaux, 2010.

25 Gabriele Jancke, “Jüdische Selbstzeugnisse und Ego-Dokumente der Frühen Neuzeit in Aschkenas. Eine 
Einleitung”, in Selbstzeugnisse und Ego-Dokumente frühneuzeitlicher Juden in Aschkenas. Beispiele, 
Methoden und Konzepte, (Hg.) Birgit E. Klein und Rotraud Ries, Berlin: Metropol-Verlag 2011, 9-26, 
hier 14.
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る。たとえそうした問いのすべてに答えることができなくとも、自分の文
章に自分自身を入り込ませ、そこで自分自身を能動的に描いている書き手
に焦点を当てることにより、自己証言文の扱いが変わってくる。著者は、
語る内容を決め、選択し、順序立てて並べ、意識的であっても無意識であっ
ても、既存の物語を引っ張り出して伝えたり、場合によってはそれに手を
加えたりする26。日記を書く人はよく他人の日記を手本にする。そうした
人たちは文章の型を受け継ぐので、結局、一つの日記には、直接的な表現
でただ書き記されたもの、文学的に高められたもの、自由に思いついて書
かれたものが区別されることなく羅列されることになる。聖書や古典文学
の文章を手本にしたり借用した場合には、比較的簡単にそのことがわかる
が、自分とは異なる文化を背景にした文章を手本に人生を語っている場合
は研究が難しい。このことは、特に英国の労働者の自伝研究にはっきりと
あらわれている27。
　自己証言文は意味を与えるべきテクストである28。真正性が問えるような、
確かで直接的な記録文書ではないし、自我を直接証明するものでもない29。
自伝テクストを解読するためには、遂行性（Performativität）、立場性（Positioniertheit）、
状況性（Situiertheit）の意味に重点をおく研究が重要であるのと同様に、記憶、
経験、アイデンティティ、空間や主体行為（Agency）と関連した理論的研

 
26 Gabriele Jancke, “Autobiographische Texte - Handlungen in einem Beziehungsnetz. Überlegungen zu 

Gattungsfragen und Machtaspekten im deutschen Sprachraum von 1400 bis 1620”, in Ego-Dokumente. 
Annäherungen an den Menschen in der Geschichte, (Hg.) Winfried Schulze (Berlin: Akademie-Verlag, 
1996), 73-106, hier 76.

27 例えば以下を参照。Simon Dentith, “Contemporary Working-Class autobiography: Politics of Form, 
Politics of Content”, in Modern Selves: Essays on Modern British and American Autobiography, (Hg.) 
Philipp Dodd, London: Fran Cass, 1986, 60-80.

28 Paul Ricoeur, Zeit und Erzählung, übers. v. Reiner Rochlitz, 3 Bde., Übergänge, München: Fink, 1988-
1991.

29 Kaspar von Greyerz, “Ego-documents: �e Last word?”, in German History 28. 3, 2010, 273-282, hier 
280.
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究もまた重要である30。なぜなら自己証言文は、自らを描き著すために意
図された方法が重要であるのと同様に、著者の社会的立場もまた重要であ
るといった、きわめて特殊な状況の下で発生するからである。
　真正性の問題と関連して、ジャンルもまた特別な意味をもつ。なぜなら、
ジャンルは記述という行為ばかりか、読者の期待する姿勢にも影響するか
らである。自伝テクストは、真実であるとみなされ、またそうした要求に
呼応して書かれるため、真正性はそのジャンルの積極的な効果として理解
される31。ここで生じる疑問は、いかなる文化的、文学的手本によって真
正性の効果が作り出されるのか、著者は書くことを通して何を訴えたいの
か、どのような著術上の戦略を駆使するのか、ということである。そうし
た疑問に答えるには、自伝をテクストとして分析しなくてはならない。「木
目にさからって」（“gegen den Strich”〔1884年に刊行されたフランスの作家ジョリス

＝カルル・ユイスマンスによる小説のタイトル〕）文章を読んだり、テクストのむ
こうの真実を探したりするのでは十分でない32。それは、前述のように、
個人とその人の感性と経験をそれとなく推測するに過ぎない。権力関係も
著述の際には重要である。真正性は自律と結びついている。誰もが真正性
のあるものを書く資格があるとみなされているわけではない33。戦後ドイ
ツの歴史叙述をみてみると、人々は一般的に自伝的史料に対してはきわめ

 
30 理論的な新たなアプローチについて主要なものを概観するには、以下を参照。Sidonie 

Smith/Julia Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives, 2. Edition, 
Minneapolis, London: University of Minnesota Press 2010, 213-234.

31 Renate Hof, “Einleitung. Genre und Gender als Ordnungsmuster und Wahrnehmungsmodelle”, in 
Inszenierte Erfahrung. Gender und Genre in Tagebuch, Autobiographie, Essay, (Hg.) Renate Hof, 
Tübingen: Stau�enburg, 2008, 7-24.

32 Esther Baur, “Sich schreiben. Zur Lektüre des Tagebuchs der Anna Maria Preiswerk-Iselij (1758-1840)”, 
in Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen 
(1500-1850), (Hg.) Kaspar von Greyerz, Hans Medick und Patrice Veit, Köln/Weimar/Wien:Boehlau 
2001, 95-109, hier 96.

33 Dusini, Tagebuch. Möglichkeiten einer Gattung, (wie Anm. 7), 15�.
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て批判的であったが、自伝や日記の著者が重要な社会的地位についている
場合は、その考えが脇へ追いやられたことがわかる。ここでは、その人物
というよりむしろ職務が真正性を保証しているかのように見える34。改ざ
んされていない伝記的史料として長いこと批判をうけずに読まれていた作
家たちの日記についても同様のことがいえる35。一方、ホロコーストの生
存者たちの記憶をめぐる議論は、これと全く異なり、ジャック・プレッサー
（Jacques Presser）が、こうした記憶に記録的性格があることを強調するために、
結局エゴドキュメントの概念を導入するきっかけとなった36。
　自己証言文を、現実の直接的なコピーと思わずに読むならば、あるいは
著者がどの程度まで近代的個人の基準を満たしているか、内密なもの、私
的なものへの願望をどの程度示しているかといった疑問に沿って読むなら
ば、多様性と矛盾を抱えつつも、登場人物の視点からできごとについて考
えたり書いたりすることが可能になる。その際には、自己の構築と他者の
認識についての問題だけでなく、日常生活に関するテーマも重要になる。
具体的には、幼少期、青少年期、家族において社会化がどのように行われ
たか、身体経験や身体認識、宗教と呪術、読書行為、時間と空間の認識、価
値と規範、所属、権力関係と暴力経験、そしてとりわけ記憶と伝記的・歴
史叙述的な意義付けといったことである。こうしたテーマに関しては、数
多くの調査がなされたが、ここではその一つ一つについては取り上げない。
　ヨーロッパの自己証言文研究で重点が置かれているのは、史料の目録化、
史料の物質性の問題、および著作の文化史という枠組みにおける史料の価
値に関する問題である。フランスでは近年、非常に多くの（数年前には3,800件

 
34 Angelika Schaser, “Einleitung”, in Erinnerungskartelle. Zur Konstruktion von Autobiographien nach 1945, 

(Hg.) Angelika Schaser (Bochum: Dr. Dieter Winkler, 2003), 7-16.
35 Smith/Watson, Reading Autobiography, (wie Anm. 30), 15-18.
36 Rudolf Dekker, “Jacques Presser’s Heritage. Egodocuments in the Study of History”, Memoria y 

Civilización 5 (2002), 13-37.
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を超える37）私的内面文献が整理されたが、それにより、文学作品という枠を
越えた近世の著作文化の広がりが新たに認識されるようになった。フラン
スの研究は、前述のジェイムス・エイムランのスペインに関する作業と結
びつく。イタリアの研究も家門記録（livre de raison〔字義どおりには会計簿〕）を集
中的に扱い、自分自身の生活を著す行為がいかに広がっていったかを示し
た38。総じて、普及したテクストの数は18世紀以後急速に増えた。バーゼル
大学の歴史学研究室にある自己証言文のデータバンクには、スイスの図書
館と公文書館が所蔵する1500-1800年に書かれた870のテクストがある。そ
の3分の1は日記であり、そのほとんどは18世紀に書かれたものであった39。
オランダでもまた、18世紀後半に書かれた自己証言文が顕著に増加した。
1500-1814年に関して、ルドルフ・デッカー（Rudolf Dekker）のグループが1,121

のテクストをまとめ上げた。デッカーは、自己証言文の大半をしめる日記
に関して、政治的危機や戦争の時代には他の時代より極めて多くの日記が
残されていることを示した40。自伝的著作の変革や政治的制度転換の時代
に一般的に増えるということは、30年戦争、フランス革命、第一次世界対
戦、1989年の転換期に関する研究でも明らかにされている41。
　自己証言文は実にさまざまな形態で著される。時には序言、墓碑銘、事
典の項目などに記入されている短い書き込みであったり、また時にはそれ
が大々的な作品であったりする。日記の場合も、非常に長いものがよく見

 
37 Jean-Pierre Bardet und François -Joseph Ruggiu, “Les écrits du for privé en France de la �n du Moyen 

Âge à 1914”, URL: http://www.ecritsduforprive.fr［2012.4.10.閲覧］
38 Giovanni Ciappelli, (Hg.), Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell’ età moderna. Atti del 

convegno internazionale Trento 4 - 5 ottobre 2007, Bologna: 2009.
39 Kaspar von Greyerzの率いた1996-2003に行われたプロジェクト。「ドイツ語圏スイスの自己
証言文（1500-1800）心性史の史料として」［http://selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch］

40 Rudolf Dekker, “Egodocuments in the Netherlands from the Sixteenth to the Nineteenth Century”, in 
Envisioning Self and Status. Self Representation in the Low Countries 1400-1700, (Hg.) Erin Gri�ey Hull 
1999, 255-285.

41 出典は以下による。Ulbrich/Medick/Schaser, Selbstzeugnis (wie Anm. 1), 7.
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られ、何千ページに及ぶ物も多い。サミュエル・ピープス（Samuel Pepys）

は1660-1690年のあいだに、3,000ページを超える日々の記録を残し、製本
して自分の図書室の蔵書とした42。ハンブルクの商人ハインリヒ・ヴィッ
ト（Heinrich Witt, 1799-1890）は、国際的に成功をおさめた商人としてリマ（ペ
ルー）で暮らし、活動していたが、10,000ページ以上もの日記を書いた43。
ハインリヒ・ヴィットは、自分の伝記を日記の形態で著し、テクストのな
かに初期の日記記録を挿入し、記憶や他の史料をもとに異なる時代をまと
めて提示した44。彼の著作は、19世紀、20世紀になっても日記にはまだ種々
のテクストがあったことを示す一例である。
　日記は、さまざまなものを利用して書かれた。綴じていない紙に書かれ
たものも多く、カレンダーを利用したものもあった45。ドイツ語圏では、
1550年以降、本の形状をしたシュライプカレンダー（Schreibkalender）が普及
した。シュライプカレンダーの特徴は、左側にカレンダーが印刷され、右
側は白紙であり、日々のメモを記入できるという点にある。このカレンダー
はヨーロッパでは19世紀までに広く普及し、自伝的な著作を促進し、自伝
を形作るのに貢献したとされる。しかしめったに保存されておらず、体系
的に研究されることはそれ以上にまれであった46。
　18世紀後半以降に日記の重要性が増し、今日では日記をつけることが一

 
42 The Diary of Samuel Pepys – A New and Complete Transcription, 11 Bände; (Hg.) Robert Latham und 

William Mattews, London: Bell & Hyman 1970–1983.
43 現在 Ulrich Mückeと Cristóbal Aljovin de Losadaにより出版準備中。
44 Christa Wetzel, “Heinrich Witt (1799-1892) und sein Tagebuch im Lima des 19. Jahrhunderts”, in 

Selbstzeugnis und Person - Transkulturelle Perspektiven, (Hg.) Claudia Ulbrich, Hans Medick und 
Angelika Schaser, Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2012, 139-154, hier 144.

45 Rudolf Dekker, “Egodocuments” (wie Anm 40), 260f.
46 ヘッセン－ダルムシュタット方伯の家族は、1624～1790年に177のシュライプカレンダー
を使っており、一家族における自伝的記録の伝統の基礎を築いた。Helga Meise, Das 
archivierte Ich. Schreibkalender und höfische Repräsentation in Hessen-Darmstadt 1624-1790, Darmstadt: 
Historische Kommission 2002



2 歴史的視点から見たヨーロッパの自己証言文 53

般的になったということは確かである。ユダヤ調査研究所（Y
イーヴォ

IVO）が1932年、
1934年、1939年にヴィリニュスで、ユダヤ人の若者を対象に日記コンテス
トを開催したが、こうしたことは伝記的な著作への関心の高さを示すもの
である。コンテストでは900を超える自己証言文が集まり、そのうち300が
残されている47。20世紀に行われたアンケート調査では、回答者の40%が、
一度は日記をつけたことがあると答えた。日記をつけることは特に青少年
のあいだに広まっていたようである。その際に少女と女性の比率が男性よ
り明らかに高かった48。しかし刊行され、広く普及した有名な日記は、教
育を受けたエリート男性によって書かれたものが大半であった。
　日記がブルジョアの時代に流行した理由の一つとして、18世紀半ば以降、
日記が教育のなかに取り入れられていったという点があげられる。父母た
ちは日記を教育の手段として利用した。この時代の最も有名な児童日記は、
オットー・フォン・エック（Otto von Eck）によるものである。エックは、
10歳から16歳までの1791年から1797年まで日記をつけた。彼の両親はオラ
ンダの上流階級出身であり、「何よりも読み物を厳格に監視することで、
啓蒙された、政治的に正しい方向へオットーの成長を促そうとしていた。
オットーはきたる19世紀の模範市民になるよう教育されなければならなかっ
たのである。」49オットーの日記は、個人と社会、私的なことと公的なこと、
直接的な表現と熟考され訓練により習得された表現の領域が互いに重なり

 
47 Desanka Schwara, “Ojfn weg schtejt a bojm”. Jüdische Kindheit und Jugend in Galizien, Kongreßpolen, 

Litauen und Russland, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 1999, 89-106. Yivo = Jidišer Visenšaftlicher Institut 
(Schwara, 97).

48 Susanne zur Nieden, Alltag im Ausnahmezustand. Frauentagbeücher im zerstörten Deutschland, 1943-
1945, (Berlin: Orlanda-Frauenverlag, 1993), 12.

49 Arianne Baggerman, “Lost Time: Temporal Discipline and Historical Awareness in Nineteenth-Century 
Dutch Egodocuments”, in Controlling Time and Shaping the Self. Developments in Autobiographical 
Writing since the Sixteenth Century, (Hg.) Arianne Baggerman, Rudolf Dekker und Michael Mascuch, 
(Leiden: Brill 2011), 455-541.
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合っていて、はっきりと区分できないということを示す一つの例である。
それと同時にこれは、日記が、ある一定の歴史的状況の下で、近代的人間
を創り出すために利用されたことを示す一例でもある。
　自己証言文が、自己の、つまりアイデンティティの歴史の史料として利
用されることはよくある。ガブリエレ・ヤンケ（Gabriele Jancke）は、近世の
作家たちが執筆するときに、内的自己ではなく、社会的自己を中心に据え
て執筆したという事例を数多く取り上げた。そこからヤンケは、自伝のテ
クストは、「自己」はもちろんであるが、共同体や帰属集団とも関係して
いるという結論に至った。これは、個人や人格にとって、「自己」に関す
る問題が、帰属集団や集団的文化と切り離せないことを意味する。つまり
両者はたがいに緊密な関係にあるのである。いずれにせよ近世の自己証言
文の著者にとってはそうである。こうしたことから、ヤンケは次のように
推論した。つまり、「自己証言文の意味は、決して個別化されたできごと
のなかにあるのではなく、社会的なできごとのなかにある。その枠組みの
なかでは個人が享受できる社会的空間が用意されたり、創り出されたり、
束ねられたりする。こうした史料群は、さまざまな社会や集団において社
会性を具体的にはっきりと示す道を開く。その際、自己を描写する上で社
会的ネットワークが中心的役割を果たすのである。」50

　自己証言文によって、社会の価値観と行動様式を洞察し、また、人が規
範とどのように接してきたかを知ることができる。このことは、自己や個
人の問題がすでに時代遅れであるということを意味するのではなく、人は
内的自己を社会的関わりと簡単に切り離すことはできず、人格をその人の
歴史性のなかにおいてみるべきであるということを意味するものである。
多くの文化において自己証言文は共同体や帰属集団と関係があるという認
識は、自己証言文研究において非常に革新的なことであるとともに、研究

 
50 Gabriele Jancke, “Jüdische Selbstzeugnisse”, (wie Anm. 25), 15.
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を複雑にするものでもあった。
　こうした自己証言文の研究と関連して、伝統と近代の問題が生じる。そ
れはもはや、私的であること、内面性、自己省察に特徴づけられる近代的
個人の発展の問題としてではなく、伝統の会得と再解釈の問題として生じ
るのである。伝統と近代の相互関連性を捕捉するには、ピーター・バーク
（Peter Burke）の次のような仮定を手がかりにするとよいだろう。すなわち、
人は常に空間的、時間的環境に適応していくので、伝統は絶えず形を変え、
新たに解釈され、再構築されるのだという仮定である。「人間は、自分が
身を置く場所の文化から、自分にとって魅力的で、重要で、有益なものを
選び出し、それを（意識的であれ、無意識であれ）既存のものに統合する。多
くの人々が目新しいものに強く惹かれるが、新しい解釈や脈絡を再構成す
るプロセスを通して、獲得したものをすべて土着化させる。つまり、聴く
者も観る者も受動的に受容せずに、新しいものを能動的に取得し、それを
再構成するのである。」その際に、人は自分が属する集団と共有する特別
な「我有化した論理」に従う。自己証言文の著者は、起こったことを新た
に解釈し、脈絡を再構成しなければならない。伝統と近代は、こうした手
がかりに従えば、2つの対立し合うものとは考えられなくなる。それよりは、
複雑な再解釈、取得、再機能化のプロセス探し出すことの方が重要なので
ある51。

4．自己証言文と文学ジャンルとのあいだに位置する日記

　一般的に歴史学者たちは、日記が「純粋」な形式で存在するのはまれで
あるからということを指摘して、日記を独自のジャンルと呼ぶのをためら

 
51 Peter Burke, Die Geschicke des “Hofmann”. Zur Wirkung eines Renaissance-Breviers über angemessenes 

Verhalten, übers. v. Ebba D. Drolshagen, Berlin: Wagenbach, 1996, 14.
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う。さまざまな日記にみられるように、回顧しながら執筆することと、近
い過去について定期的に日記を記すことのあいだの境界は不明瞭である。
それ以外にも、日記には短く日常的な記録のみを書く時もあれば、冗長に
自己省察を書くこともあり、一つのジャンルと見なすにはあまりにも雑多
である。日記は何かについて説明したり、事実を隠したり、気晴らしをす
るためにも書かれた52。ある人は自己存在を確認する場所が必要で日記を
利用し、ある人は自己検閲を行う。すなわち、ふさわしい描写によって一
日に起こったことを修正する。時には日記が友人や親戚、大衆のために書
かれることもある。このような場合、日記はコミュニケーション行為の産
物である。アンネ・フランク（Anne Frank）の日記のように、日記自体が話
し相手となる場合も同様である53。このように日記のさまざまな機能と形
態が著作の戦略に影響を与え、日記を一つのジャンルにくくることに対す
る反対を生むのである。
　ジャンルを固定した形ではなく、シドニー・スミス（Sidonie Smith）やジュ
リア・ワトソン（Julia Watson）が提言するように「社会行動」として理解す
る場合には54、ジャンルの問題を歴史的な自己証言文研究へと統合するこ
とがこれまで以上に重要となる。ジャンルの決定は、執筆のみならず、読
書にも影響を及ぼす55。日記の形で書かれたテクストについて、読者はそ
れが「真実」であることを期待する。これはとりわけ、一つのテクストの

 
52 Philippe Lejeune, “�e Practice of the Private Journal. Chronicle of an Investigation (1986-1998)”, in 

Marginal Voices, Marginal Forms: Diaries in European Literature and History, (Hg.) Rachel Langford und 
Russell West, Amsterdam: Rodopi, 1999, 106f.

53 Dusini, Tagebuch. Möglichkeiten einer Gattung, (wie Anm. 7), 53.
54 Smith/Watson, Reading Autobiography, (wie Anm. 30), 18. Carolyn R. Miller, “Genre as Social Action”, 

in Genre and the New Rhetoric, (Hg.) Aviva Freedman, Peter Medway, London: Taylor and Francis 
1984, 23-42.

55 Natalie Zemon Davis: “Revealing, Concealing: Ways of Recounting the Self in Early Modern Times” 
11-08-22, 2012.01.04公開。［http://itunes.apple.com/us/itunes-u/early-modern-workshop-audio/id49 
3085739　2012.7.10.閲覧］
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本文あるいは序言やあとがきに真正性のしるしが現れるような場合である。
日記の形で記録された、第一次世界大戦後に現れた記憶に関して、ゾフィー・
ホイスナー（Sophie Häusner）は、そのような、たいていの場合は文学的であ
るテクストをめぐる公の議論もまた、それを「自伝的」で「歴史的」な真
実として認めるのに役立つことを示した56。したがって文学者たちが、ジャ
ンルそのものに由来する真正性の効果について述べることは正しい。
　自伝的小説、回顧的記憶（自伝）と日記の大きな相違点は、時間との関
係であることは確かである。日記の著者は、自分の日常、人生、歴史的で
きごとを、通常、時間的に非常に近いところで話題にする。人間があるで
きごとをどのように体験し、それを消化するか、または、一定の立場を取
るためにどのような動機をもつか、といったことを見いだすために、ドイ
ツでは史料としての日記の重要性が、かなり集中的にナチズムや第二次世
界大戦と関連づけて議論された。この時代は、記憶のなかで再構築されに
くい。それは、その時代を経験した人々が、多くのことを消し去ろうとし
ているからである。1945年に軍事的に敗北し、ナチズム体制が崩壊した後、
多くの人々がそれに関する記憶をはねのけた。マルガレーテ・ミッチャー
リッヒとアレクサンダー・ミッチャーリッヒ（Margarethe und Alexander 

Mitscherlich）が強調するように、その時代の人々は、自己の過去から遠く距
離をおいた57。少女たちがナチ時代にどのような日常を送ったのか、どのよ
うな方法でこの時代のできごとに参加したのかを知るために、ズザンネ・
ツア・ニーデン（Susanne zur Nieden）は1939-1945年に書かれた32の日記とメモ、

 
56 Sophie Häusner, ““Ich glaube nicht, dass ich es für mich behalten darf.” Autobiographische 

Verö�entlichungen von Krankenschwestern im Ersten Weltkrieg”, in Selbstzeugnis und Person - 
Transkulturelle Perspektiven, (Hg.) Claudia Ulbrich, Hans Medick und Angelika Schaser, Köln/Weimar/
Wien: Böhlau, 2012, 155–171.

57 Alexander Mitscherlich, Margarethe Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven 
Verhaltens. München: Piper 1967.
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7件の記憶に関する報告、3冊の書簡集を調査した。彼女はこうした史料に
よって「政治と日常、公的なものと私的なもの、個人の意識とできごとが
どのように絡み合っていたのか」を研究し、「この時代を経験した人々が
これまで思い出せなかったり、思い出したくなかったような感情と思考の
世界」を明らかにしようとした58。そうした取り組みの過程を通して、日
記は史料としての価値を認められるのである。日記は、時代を証明するも
のとなり、それによって記憶が社会の「文化的記憶」へと高められる。日
記が歴史的文書として重要であるからこそ、この史料を体系的に考慮しつ
つ扱うことが肝心である。自己証言文に関する近年における集中的な研究
と、この史料に対する歴史的、文学的な批判、そしてポストモダン、ポス
トコロニアル理論の取り込みは、そのための重要な基盤となっているので
ある。
 （服部いつみ 訳）

 
58 Susanne zur Nieden, Alltag im Ausnahmezustand. Frauentagbeücher im zerstörten Deutschland, 1943-

1945, (wie Anm. 48), 12.
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1．18世紀朝鮮の日記と自我

　日記は、個人が経験を記録するさまざまな物
ク ル ス ギ

書きの方式のなかで、相対
的に柔軟で包括的な部類に属する。このような特性により、日記はその日
記を書く人の性向と意図を反映する自由な物書きの場となる。その物書き
の結果は、自らを物語る芸術的な文学作品にもなり得るし、意味あるテキ
ストとなるために読者による識別と分類および再構成を待たなければなら
ない一種の資料集として残されることもある。あるいは、この2つの性向
を併せ持つ多面的な記録になることもある。
　さて、わたしたちが誰かの日記を読む時、期待するのはこの物書きが根
本的に持つ自己の叙事としての文学的特性、言い換えれば一種の内密性で
ある。そしてこのような期待は、日記に記録された多様な特質を持った自
我、またその自我と対話を交わす固有の個人としての日記作家に対する関
心とつながっていると言える。このような見地からすれば、日記という物
書き様式が近代文学の形成・発展期だと言われる18世紀以来、目に見えて
勃興し大衆的に拡散したことは、文学史的に注目すべき現象だと思われる1。

 
1 これについては次を参照：Stuart Sherman, Telling Time: Clocks, diaries, and English diurnal form 

1660-1785, Chicago: University of Chicago Press, 1996, pp.8-28；정하영「조선조 일기류 자료의 

문학사적 의의」『精神文化硏究』65，1996年；심경호「한문산문의 기록성과 국문산문과

의 관련성」『韓國漢文學硏究』22，1998年．
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この時期、文学を前の時代と区分する標識の1つである「近代的主体とし
ての個人」という問題を解明するのに、日記に表れた自我の形象を探求す
ることが手がかりになることを、このような現象が示唆しているからであ
る2。
　18世紀朝鮮において日記が記録の一形態として普遍化したのは、「時憲
暦」という東アジアの暦法体系およびそれを反映した印刷媒体である「冊
暦」の大衆的普及と対を成す社会的現象である3。本稿で扱う日記作家で
ある兪

ユ

晩
マン

柱
ジュ
（1755-1788）の家系を例にとっても、彼の祖母と養父および10

代の少年である息子が冊暦を媒介にして生活日記を書いていることがわか
る4。この場合、日記は冊暦の余白にその日の重要な事柄をメモする形で
記録されるため、規則的で持続的ではあるが、かなり簡略である。
　一方、時憲暦が提示する時間体系を遵守はするが、冊暦に直接記録せず、
別途の日記帳を用意してもう少し積極的に自我を保存しようとした例も多
数発見される。先に言及した兪晩柱および彼と同時代人である盧

ノ

尚
サン

枢
チュ

（1746-1829）、鄭
チョン

元
ウォン

容
ヨン
（1783-1873）など、物を書くときに漢文を使用する士

大夫の知識人男性と範疇化できる彼らの日記がまさにそれである。これら
の日記は個人の人生と結び付いた長編の著述として、短いもので13年、長
いものでは91年に及んで一日一日を細かく記録しているが、このような記
録はそれ自体が日記を書く人の存在を、意味をもって構築しようとする意

 
2 このような観点は日記や小説についてのジャンル並列的な研究ともつながり得る。これと
関 連 し て Patricia Meyer Spacks の Imaging a Self: Autobiography and Novel in Eighteenth-Century 
England（Cambridge: Harvard University Press, 1976）が参考になる。この研究によれば、18世
紀イギリスの自叙伝、日記、小説の作家たちは根本的に同一の課題、すなわち、物書きに
おいて始終一貫して自我を創造していた。それにより、以前には知られていなかったジャ
ンル間の連続性を捉えている。

3 정성희『조선시대 우주관과 역법의 이해』知識産業社，2005年；金何羅「『欽英』일기에 

재현된 경험적 시간의 의미」『韓國漢文學硏究』41，韓國漢文學會，2008年．
4 金何羅「유만주의『흠영』연구」서울大學校博士學位論文，2011年，pp.34-35．
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図の反映である。
　しかしながら、このすべての日記からわたしたちが期待する「個人の内
密な自我」を発見できるわけではない。たとえば盧尚枢の日記は家系運営
についての日誌という性格が色濃く、そのなかで記録者の自我は家長とい
う形を成している。しかも盧尚枢が待望のすえに官職を得た後の日記には、
「我」のみならず「家」もなくなり、公的な官職者としての自身のみが存
在する5。また文字を知らない幼年期の経験までさかのぼって著すことで91

年にわたる日記を記録した鄭元容の場合、彼の自我はほとんど変わること
なく官吏という公的な職分により規定されているが、これは72年間官職生
活を送り30年以上宰相を歴任した彼の生涯を反映した結果だと思われる6。
つまり、個人の生涯と結び付いて記録された18世紀朝鮮の日記はおよそ国
家や家庭という公と私の領域区分と、そのなかにおける所作を明白に反映
した官人と家長という自我を主として示しており、それを越えたり逸脱し
た自我の多様な形象を探し出すことは容易ではない。これはおそらく朝鮮
社会に支配的であった儒教特有の現実主義的人間観が作用した結果だと思
われる。
　このようななかで、兪晩柱が21歳〔韓国では一般に年齢を数え年で記すが、本
稿でもそのまま訳出した〕になった1775年の初日から34歳の誕生日を前にし
て死ぬ一

ひと

月
つき

前までの13年間、日記を綴り続け、自らこれを本に編んで題を
付けた日記『欽

フム

英
ヨン

』において目撃することになる自我の形象は、たいへん
異例である。盧尚枢や鄭元容が、堂々とした家長や官人として、自らにつ
いては特別な懐疑を表さなかったのに対し、兪晩柱は公私の領域を浮遊し、
そのどこにも明白に属さないまま自身の存在に疑問を抱き、時には露悪趣

 
5 문숙자『68年의 나날들，조선의 일상사：무관 盧尙樞의 일기와 조선후기의 삶』너머북스，

2009年，pp.19-20．
6 정원용，허경진 訳『國譯經山日錄』보고사，2009年．
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味に近い自己否定の言述まで試みているのである。兪晩柱のこのような姿
は相当部分において彼が経験したアイデンティティの混乱に起因したもの
と思われるのだが、このようなアイデンティティの混乱は「自分は誰なの
か」という根本的な疑問につながり、『欽英』はこの疑問に対するさまざ
まな層位の探求と解明を試みる場となっている。本稿では18世紀朝鮮の文
人兪晩柱が経験したアイデンティティの混乱とそれによる自我の分裂の様
相を、彼の日記である『欽英』を通じて探ろうとするものである。

2．歴史家になりたかった挙子

　エゴ・アイデンティティ（ego identity）とは、個人のなかに持続的な同一
性が存在することを意味すると同時に、その個人が自らのある本質的な特
徴〔に対する認識〕を他者と持続的に共有することを意味する言葉である7。
つまり、エゴ・アイデンティティは自らが規定し認識する自己の本質的な
局面であり、社会的に理解され得る形態の自己規定ということである。こ
のようにみると、エゴ・アイデンティティは一種の社会的自我として、公
私それぞれの領域のなかで個人が存在意義を求める1つの方式であるとい
うことができる。それは主に希望する職業と結びついて表現されがちで、
また未だ自身の職分が確定していない時期の青年においてはエゴ・アイデ
ンティティに対する探求が試みられる余地が多いといえる。
　兪晩柱も初期の日記においてすでにエゴ・アイデンティティに対する探
索を試み、明白な結論を出していることが注目される。日記を書き始めた
1775年の兪晩柱は、ソウルの南大門近くに居住する21歳の士大夫男性であ
り、3歳になった息子を持つ既婚者であり、とくに公的な職分のない挙

コ

子
ジャ

 
7 美國 精神分析學會編，이재훈 外 譯『精神分析用語辭典』韓國心理治療硏究所，2002年，

p.415．
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〔訳注：科挙の受験をめざして儒学を勉学する者の肩書〕として、しばしば科挙に
応試しては落第していた。時が流れるにつれて彼とその息子の歳は増えて
いくが、日記を書いている彼の対外的な身分は大きくは変わらなかった。
　ところで、このような境遇の彼が自らのアイデンティティを構成する最
も重要な要素とみなしていたのは、誰かの夫や父であるといった家庭内の
地位、あるいは官僚予備軍という立場ではなく、自分が読書人であり文を
書く人だという点であった。

　人はいつも何かに没頭している。大きなことに没入すればそのこと
で心も大きくなり、小さなことに没入すればそのことで心も小さくな
る。正しいことに没入すればそのことで心も正しくなり、奇異なもの
に没入すればそのことで心も奇異になる。清濁や古俗もまた同様であ
る。俗なものに没入して古雅なものになったり、あるいは小さな事に
没入して大きくなる事はない。
　わたしが自らについて考えてみれば、いつも大きく正しく清く古雅
なものに心を置いているが、わたしがすることを顧みれば、大きくも
正しくも清くも古雅にもなることができない。これはなぜか。心が堅
固でないからである。
　しかし幸い粗雑な者とは交わらず、博奕〔囲碁や将棋など〕に夢中に
ならず、酒や女に溺れず、程式〔科挙試験の勉強〕にも没頭しないでいる。
この4つを幸いにも免れているので、平素することといえば、物書き
一筋に没入しないわけにはいかない。切磋琢磨し奮起し精進できずに
いるとはいえ、それでもすでに先の4つを免れることができたので、
この一筋に没入したのである。
　そのおかげで、わたしは文を書き編む方法をあらかた会得すること
になった。ある時には人が浅はかに見ることをわたしは深く見、また
ある時には人が漫然と捨てるものをわたしは注意深く集める。そのな
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かで巧妙な解が生まれ、著作の要旨を把握することができるようにな
る。そうして数百巻の新しい本を作り、四部〔経・史・子・集の4種に分

類された書物〕をまとめ、千古の昔からのものを包括することができる
とひそかに期待するのだ。生きているうちはわたしの心を帰依するこ
とができ、死んだ後はわたしの名が残ることになるので、この生涯を
虚しくすることがないのである。（1778年10月1日）8

　青年期特有の理想主義と自己省察の目立つ上記の引用文は、兪晩柱が24

歳の時に書いた日記の一部である。人の心が、ある堅固な実態ではなく、
その向かうところに従う非定形のものだという前提のもと、「大きく正し
く清く古雅な」ものに心を置いていると言い、自身の志向を明らかにした。
　また兪晩柱は自分の理想と現実との差を省察し、その差を克服する方法
を模索してもいる。志向は明白であるが、意志が軟弱で理想に近づけずに
いる自分の状態を振り返り、望まない交遊や趣味生活、快楽的な暮らし、
立身出世のための勉強など、4つの妨害要素を遠ざけることが理想的な状
態を実現する道となるという確信を示している。彼はこのように人間関係
や趣味などから潔さを守り、事実上自らの当面の課題である科挙試験にも

 
8 「○人之心必有所入。入於大、則所爲隨而大；入於小、則所爲隨而小；入於正、則所爲隨
而正；入於奇、則所爲隨而奇、淸濁古俗亦然、未有所入者、俗而能爲古者、亦未有能爲大
而所入者小也。余自念、大者正者淸者古者、心未嘗不入、而顧其所自爲、則未能乎大也、
未能乎正也、未能乎淸也、未能乎古也、所以者何？心不固也。然幸免於與雜類交、與博奕
昵、與酒色沈、與程式汨。四者旣幸而免焉、則平居所爲、不得不入於翰墨一路、雖不能刻
磨治勵奮發精進、亦旣得四免而入一路矣。於是、粗有得於編譔之法、人之淺視者、我或深
看；人之漫棄者、我或謹聚。於其中妙解生焉、義例起焉。竊思因此、而成就數百卷新書、
範圍四部、包括千古、生時心有依歸、歿後名以流傳、庶不爲虛此生也。」（1778年10月1日）
　段落が始まる箇所にある「○」は、『欽英』において話題が変わることを表すために、
著者兪晩柱本人が筆の尻で捺して表示したものである。また括弧内の数字は、該当引用文
が、奎章閣の影印本『欽英』1778年10月1日条に記載されていることを表す。『欽英』で引
用する日付はすべて陰暦である。以下同様。〔訳者注：漢文の解釈にあたっては、筆者が
韓国語でどう解釈したかを汲み取りながら、あらためて日本語訳した。〕
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没頭しないなど、自身の直面する社会的条件から一歩退き内面を省みるこ
とで、自分の固有性を確保するべき道を探すことができたと吐露している。
彼の言う「自分の道」とは、他人と区別される自分だけの目で本を読み、
文を書き、不朽となることであり、これはまさに生と死とを包括し自分の
存在が意味を得る道であった。つまり、個性を込めた文章を書くことが自
我を実現するための具体的な道として提示されているのである。
　ところで、彼が追求する個性的な物書きとは、狭い意味での文学に限定
されるものではなかった。彼は物を書くのみならず、「数百巻の新しい本
を作り、四部をまとめ、千古の昔からのものを包括」しようとしたのであ
り、長い時間をかけて人間が蓄積した知識をまとめる巨帙の本を編みたい
という望みを述べていた。つまり、広い意味での「学問」を、生きがいを
求める道として選択したのだといえる。
　当時、朝鮮の学術体系のなかで知識人は、文・史・哲が未分化の統合的
な状態で勉学と物書きを進めることが一般的であったが、兪晩柱が学問的
な著述活動に関連した自らの願いを披露し、経史子集をまとめると述べた
のも、そのような状況を反映したものと思われる。このように彼は文・
史・哲をまとめた統合的な人文学に根を置きながら、そのなかでも1つの
専門的な方向を追求していることが注目される。つぎは彼が23歳の時に書
いた日記の序文に該当する部分である。

わたしが自らを省みるようになって以来、いつも心身にこびりついた
まま消えない火のように忘れられないことが1つある。それはすなわ
ち史学である。（1777年6月20日）9

　このように史家になろうとする熱望を「消えない火」に喩えて告白する

 
9 「○余自省事以後、有一事橫着腔子內、耿耿不置、則史學也。」（1777年6月20日）
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ことで始まるこの文は、その熱望を実現するための方案、現在自らが置か
れている条件などを具体的に検討することにつながっている。史家になる
ためには何よりも客観的で公正な視角が必須であり、歴史家として文を書
く才能と力量、解釈能力、博学、資料を見る眼目がなければ、史学をする
ことができないと言い、史家が持つべき資質を列挙した後、『春秋』の時
代から南

なん

明
みん

史〔訳注：南明は明朝滅亡後にその遺王らが立てた政権〕に至る中国
の歴史に関連して、必ず参考とすべき史書の目録を提示し、それまで自ら
が踏んできた歴史学習の段階を点検している10。最後に彼は史学を志そう
とする者に要求される条件を次のように提示している。

古今、中東〔中国と朝鮮〕を問わず史学を志す者になくてはならないも
のが4つある。歴史を考察し正すための資料となる書籍、ともに歴史
を講ずる同志、歴史家として暮らせる官職、歴史書を編む文章力がそ
れである。書籍が多様でなければ粗略で疑わしいことが多くなり、と
もに講ずる者がいなければ見識が固陋なものとなり、史官でもないの
に歴史書を編纂すれば軽率で僭越なことになり、文章力が豊かでなけ

 
10 「蓋嘗論之、《有公心公眼、然後爲史學。》亦爲眞史學、未有心眼不公、而能爲史者也。然
自古史官之公心眼者、亦無幾、居今之世、能透得古史之公心眼、必優爲史者也。余自度不
及古人者、有五曰《史才也、力量也、識解也、博學也、眼目也。》無此五者、雖有志、亦
何以爲史哉？雖然、世或有諛聞小生、以淺見薄才、掉臂靑汗、妄意刪定、輕加袞鉞。不知
史學之爲何學？古史恥之、余亦恥之。乃余所欲則有之矣、史之大法、莫加乎『春秋』、爲
史學而不知『春秋』、是遺本之徒也、則『春秋』四傳之長短純駁、當卞也。編年爲史家之
正制、不可廢也、則『續綱』之不及『綱目』、『綱目』之上接『春秋』義例、當訂也。瓊山
『正綱』、比『綱目』益嚴、則兩書之書法、當考也。『二十三史』爲列朝史官之所修、則其
優劣佳惡、當會通也。蘇文定之『古史』、純乎太史公、則其立論當參考也。『東都事略』、
或稱其勝於『宋史』、則其書例當參看也。『明史』未修之前、有王弇州・鄭端簡諸公『史傳』、
則其文當參訂也。南明三帝之蹟、當詳也；淸人刑政之大略、當知也；前朝恭愍之際、當講
也。諡法與史法、相表裏也、則歷代諡法之公私稱濫、當訂史傳也。凡此皆史學之大端、而
不可廢者也。」（1777年6月20日）
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れば言葉が貧弱で見苦しくなるからである。（1777年6月20日）11

　彼が史家の条件として挙げた4つを見てみると、当時彼が必要としてい
たものが何であったのかが明白になり、彼が抱いていた熱望に比例するよ
うに自我実現のための具体的な苦悩も深かったことが想像できる。望みの
書籍を手に入れるための物質的基盤や、史書を著述するだけの文章力のよ
うな個人的資質とあわせて、彼が重要に考えたのは、知識を共有できる史
学者の集団と自分の学術に意味を与えてくれる公的地位、つまり学術的な
コミュニケーションや業績の公認のような社会的な意味付与に関する条件
であった。兪晩柱がこれに力を込めて言及していたことから、集団が共有
する理想と自らのアイデンティティとの間の内的連帯を保とうとする彼の
意図を読み取ることができる。
　兪晩柱は青年期にすでに学問的な著述活動として不朽を追求し、その著
述活動はとくに歴史に集中したいと言い、エゴ・アイデンティティを確固
たるものにした。ここでもう1つ注目すべきことは、このようなアイデン
ティティの確立に彼の個性と趣向が明白に反映されているという点である。
先に、望まない人間関係や趣味生活を自我実現の妨害要素と規定して排除
し、固有の視線をもって読書し学問的な著述活動をすることに生きがいを
求める兪晩柱の姿を確認した。このような彼に、学問を自身の道として選
択した理由を訊ねれば、その答えはおそらく趣向や好き嫌いの問題に収斂
することになろう。特定の人や趣味活動の好き嫌いに理由がないように、
文の読み書きが好きなことも特別な理由を挙げて説明することはできない。
それに似て、彼がこれほどまでに切実に歴史家になろうとしたのも、根本

 
11 「毋論今古中東、有不可不挾者四、曰：訂史之書籍也、講史之同志也、居史之職官也、編
史之筆札也。書籍不博、則略而疑；講討無人、則陋而固；汗簡匪職、則輕而僭；筆札不給、
則儉而苟。」（1777年6月20日）
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的には歴史が好きだからであった。歴史家としての志向を記して1年ほど
経った頃、彼は「『綱目』〔司馬光が編んだ史書『資治通鑑』を朱子学的に再編纂
した『資治通鑑綱目』のこと〕に向かうと心が楽しくなるが、なぜそうなのか
わからない」12という言葉を記しているが、この言葉を通して彼の歴史に
対する興味が論理的に説明し難い個人の趣向と結びついていることが分か
る。
　このように兪晩柱のアイデンティティ構成と自我実現の努力は、個性に
根をおき自身の好きなことをするという動機から出発することで、自発的
な真正性を持つようになる。彼は学問的な著述をして歴史家になろうと絶
え間ない努力を注ぎ、現実と理想との間の乖離に苦しむことはあっても、
自分のこのような理想に対して無価値なものとして懐疑することはほとん
どない。こうしたことから彼の人生は理想を追求する自己の性格の連続性
を維持するための意識的な奮闘の過程となった。誰ひとり支援も認定もし
てくれない歴史家としての任務を遂行する31歳の彼は、司馬遷が『史記』
を著述する時の心情を思い描いたりもした。恥辱的な刑罰を受け幽閉され
た極度の不幸が司馬遷の偉大な歴史書を生んだ背景となったという逆説を
咀嚼し、兪晩柱は、誰も自分に課しておらずとも自らが負う史の任務が、
世上の任務を負うことよりも難しいのだと何度も述べているのである13。
　先に歴史家が備えるべき4つの条件に言及したが、このなかで史料を求

 
12 「○對『綱目』則心自好、吾亦未知何爲而然也。」（1778年10月11日）　一方、これに先立ち
彼は「歴史書を見ると人の心が最も愉快になる。人が治乱と興亡を過ぎて行くのを見ると、
まるで金銅仙人が歳月を越えるようであり、千古の善悪と是非を見れば、まるで訟事を担
う官吏が判決を下すような気分である（觀史最快人意、閱去人代之治亂興亡、如銅仙之度
世、見得千古之善惡是非、如訟官之執案。）」（1776年5月13日）と言い、歴史書を見ること
の愉快な理由として時間を観察し善悪と是非を公正に判決できるためだと言うなど、読書
が触発する精神的状態を挙げている。

13 「想司馬公忽下蠶室幽廢終生、於是誠極不快意、故乃有如此極快意之文章、此亦造化者、
一大機緘、公乃適當其推盪中耳、命也夫、命也夫！○擔當史務之難、甚於担當世務之難、
惟深於史者、而後知之、亦當與深於史者、道也。」（1785年8月1日）



3 『欽英』、分裂した自我の記録 69

め検討し、歴史書を著述するだけの文章力を備えるという2つの側面にお
いて、兪晩柱は一定の成果を得たと思われる。これは彼が関連書籍を熱心
に求め、史料分析や批判に該当する文を日記に多数記載していることから
確認できる。
　既存の研究において最もよく知られていた兪晩柱の面貌は、おそらく幅
広い多読家であり、本の価格および入手過程まで詳細に日記に記録したま
めな蔵書家としての姿であろう14。しかし彼がこのように本に人生を捧げ
るようになった動機については、18世紀朝鮮知識層の一部を風靡した博学
への熱望、明清の小品文や小説に対する愛好を除いて、明らかになったこ
とは未だ少ないようである。
　実際、兪晩柱が購入したり、借りるために努力を注いだ本のなかで歴史
書が占める比重は相当なものである。一例として彼が60両（＝6000文）の
大金を出して購入したものと知られている『合綱』も中国の歴史書である。
彼によれば、この本は『徽綱』30冊、『続綱』14冊、『徽綱発明』4冊など、
合わせて48冊で構成されているが15、冊数と前後の項目から推し量れば、
これは徽国公、すなわち朱熹の『資治通鑑綱目』、明の商輅の『続資治通
鑑綱目』、そして宋の尹起莘の『資治通鑑綱目発明』をそれぞれ指してい
るものである16。

 
14 この点に関連して次の論文および単行本が参照になる。강명관「한 지식인의 독서체험과 

조선후기 문학」『大東漢文學』13，大東漢文學會，2000年；기명진「조선 후기 중국 사행

과 서책문화」『19세기 조선 지식인의 문화지형도』漢陽大出版部，2006年；김영진「조선

후기 서적출판과 유통에 관한 일고찰」『東洋漢文學硏究』3，東洋漢文學會，2010年；김

영진「『欽英』에 나타난 유만주의 독서생활과 서지학적 성과」韓國學中央硏究院 碩士論文，
2008年；홍선표 外『17，18세기 조선의 외국서적 수용과 독서실태』혜안，2006年．

15 「○冊曺以『合綱』全帙至、計『徽綱』爲三十冊、『續綱』爲十四冊、『徽綱發明』爲四冊、
合爲四十八冊．擬停丸劑、而以其直代易之、先越『綱』直。」（1784年10月10日）

16 このように推測する根拠は次の通りである。第一、『欽英』1784年11月14日条に「續閱宋
人『徽綱發明』，其序云云」という句節が出てくるが、これによれば『徽綱発明』は宋の
人が書いた本である。そして朱熹の『資治通鑑綱目』を根幹として新しい見解を加えた『資
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　大金を出して購入しただけでなく、彼がこの本を買ったあとで最大の満
足感と喜びを表し、たいへん愛蔵していたことは17、この本が歴史家にな
ろうとする自身の理想に関わる必須の史料であったからである。以後、こ
の本の内容は彼の日記に頻繁に引用されるが、それは彼がこの史書をもと
に早くから1人きりで進めていた中国通史である『三綱』の編纂に拍車を
かけることになったという状況に起因する。彼は朝鮮において刊行された
『資治通鑑思政殿訓義』と、上に言及した中国のさまざまな史書とを比較
検討し、客観的な史料批判を行い、その成果を日記に記載したが、このな
かに注目すべき部分が少なくない。
　しかしこのような彼の個人的な努力が社会的な関係のなかで評価を得た
とは見なし難い。先述した歴史家が備えるべき4つの条件のなかで、学問
的同志や歴史家の地位といったものは彼がついに得られなかったものであっ
た。彼は、見識があり社会的影響力をそなえていると思われる周辺の人た
ちに、歴史家の理想に関する自分のアイデンティティを積極的に表し、彼

 
治通鑑綱目発明』の編著者である尹起莘は宋代の人物である。また奎章閣韓国学研究院に
所蔵されている同書の諸版本のなかには4冊本があり、兪晩柱の言及と一致する。第二に、『続
綱』が指称する本である『続資治通鑑綱目』は一般的に『続綱目』であると言われている
が、明代の商輅が朱熹の『資治通鑑綱目』を継承し、この本に載せられていない北宋太祖
代から元の順帝に至るまでの歴史を扱ったものである。また奎章閣韓国学研究院に所蔵さ
れている『続綱目』の諸版本のなかには14冊本があり、兪晩柱の言及とも一致する。第三
に、ここに言及された『続資治通鑑綱目』と『資治通鑑綱目発明』は各々扱っている時期
や内容の側面において『資治通鑑項目』を補完するという性格が強いため、1つのシリー
ズとしてまとめることができ、これに兪晩柱がこの3冊をまとめて「合綱」すなわち「『綱
目』の総合」と呼んだとすれば、理解し得るであろう。

17 「『合綱』を見て書楼に置くと真に満たされまるで車で金や穀を得て来たが如くである。想
うに、銭宗伯（銭謙益）は元々趙文敏（趙子昂）が所蔵していた『漢書』を得て大切な宝
としていたが、これに勝るものではないだろう。「欽英之記」（兪晩柱の蔵書印の1つ）を
毎巻の最初の頁に捺し、本を校正したことを祝う曲讌を開き古詩を作り記録して置く。（檢
藏『合綱』于樓中、宲充然若有獲、勝於輦金輸穀。想錢宗伯、初得趙文敏『漢書』、其宝
重之也、當不過斯。擬刻欽英之記、鎭每卷首、設定書曲讌、製古詩以識之。）」（1784年10
月10日）
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らのなかに学問的同志を求めようとしている。彼はとくに妻の弟の婚戚で
学問的教養を備えた呉

オ

允
ユン

常
サン
（1746-1783）、呉

オ

煕
ヒ

常
サン
（1863-1833）兄弟と持続的

に交遊しながら、史家になろうとする自身のアイデンティティを強く表明
し、彼らが自分の志向を理解してくれることを期待した。しかし彼らは兪
晩柱を史学に興味を持った儒生と認識する程度にすぎず、学問的同志となっ
てはくれなかった。
　兪晩柱は、死んだ前妻の親戚であり伝統ある名門家として自分の家より
も格が高いと思われた呉允常家から主に史書を借りて読み、自ら書いた歴
史評論に相当する文章を送って評価を請うた。一例として、1777年7月25

日に『読史故』という40段落余りの文を書いたのだが18、内容が確認でき
ないこの文は「歴史書をなぜ読むのか」という主題に関する一種の歴史評
論と推測される。彼はこの文を1巻の本にまとめて生涯大切にしており、
自分の志向を理解できる少数の人たちにときおり見せたことがある19。と
ころで兪晩柱はこの『読史故』を書いたその翌日、この文を校

キョ

洞
ドン

の呉允常
に送って叱正を請い20、呉允常は1週間ほどでこの文を兪晩柱に返した21。
　その後、呉允常は30代の若さでこの世を離れたが、兪晩柱は死んだ妻の
実家である校洞との関係を持ち続けた。とくに呉允常の弟である呉煕常の
学問と見識を高く評価し、自分の息子である兪

ユ

久
グファン

煥（1773-1787）を彼のと
ころへ送って経書を学ばせている。彼は1786年初、校洞を訪問し呉煕常と

 
18 「○書『讀史故』四十餘段。」（1777年7月25日）
19 たとえば、彼は末年に本を媒介に緊密に交遊していた友である蔵書家閔景涑にも自身が書
いた詩や日記とともにこの『読史故』を見せている。「○取第二笥中「除夕」大篇一軸、『欽
英乙巳別部』初本第三一冊、『讀史故』一冊、『子順文草』一冊、合爲一裹。又取雜毫八枝
送于凜。書報《念識高明、以後獲閱異書、凡幾種矣。如此而猶塗抹皮膜、不復罄我之有是
非、相報之道理也。故不嫌於亂墨胡草不整齊無倫次、而如干呈似。》」（1785年12月24日）

20 「○還『續綱』二十七冊于校洞、兼付『讀史故』。」（1777年7月26日）　校洞で借りていた
『続綱目』を返し『読史故』を合わせて送ったのである。

21 「○校洞還『讀史故』。」（1777年8月2日）
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談話するなかで「『資治通鑑綱目』は偉大な歴史書ではあるが、上は威烈
王（戦国時代周の王）以上を包括しておらず、下は芸祖（宋の太祖）以下に言
及していないので、まだ全史とは言えない。よって威烈王よりも上古時代
である堯の時代にさかのぼり、芸祖から最近世史である永暦年間に至るま
で包括する歴史書が必要だ」とし、自身が編纂している『三綱』の著述意
図について言及した。そしてこの対話の終わりに呉煕常は例の『読史故』
を見せてほしいと要請している22。のちに重要な儒学者として成長するこ
とになる20代の呉煕常は、兪晩柱の作業に関心を持ち進行状況をときどき
訊ねていた。
　それ以外に兪晩柱の交遊人物として、やはり名門家の子弟であり後に高
位官僚になる南

ナム

公
ゴンチョル

轍（1760-1840）も、呉允常に送った手紙のなかで、兪晩
柱について「経史を広く渉猟し、とくに明末の歴史についてよく知ってい
る」23という評価をしている。父兪

ユ

漢
ハンジュン

雋の交遊人物で、老論系〔朝鮮時代の
党派の1つ〕の高位官僚であった李

リ

敏
ミン

輔
ボ
（1720-1799）も、兪晩柱の死後、彼の

文集に寄せた序文に、史学に注いだ彼の努力を高く評価した24。このよう
に社会的によく知られた彼の知人たちが兪晩柱の特長として史学に言及し
ている例を見れば、兪晩柱の社会的自我の核心に史家になろうとする理想
が込められており、彼が自分のこのような理想を周辺に積極的に表現して
いたことがわかる。
　結果的に兪晩柱は社会的な公認された史家、すなわち自身がなろうとし
た史官にはなれなかった。史官になるためには、自身が「没頭しない」と

 
22 「議『綱目』爲史中之經、治史學者、舍『春秋』『綱目』、則無以爲學矣。第『綱目』上無
威烈以上、下無藝祖以下、爲未成全史。如『綱目』威烈以上至于堯、『綱目』藝祖以下至
于永曆、竊嘗有意而未果也。（…中略…）熙求更示『讀史故』。」（1786年1月10日）

23 南公轍『金陵集』巻10、「與吳士執允常」。「伯翠（兪晩柱の字）博涉經史、尤習於啓禎間
遺事、致之山色水聲之中、聞其議論、亦一趣事。」

24 李敏輔は兪晩柱の文集『通園藁』に寄せた序文である「通園藁序」において「肆力於百家
諸敎、卒歸於史學」と、兪晩柱の学術が史学を帰依所としたと述べている。
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述べた科挙試験に及第して官僚となり、春
チュン

秋
チュ

館
グァン

に赴任しなければならな
いが、彼は一生を挙子の地位に留まっていただけで、生涯の努力にもかか
わらず在野の歴史学者の地位から抜け出すことはできなかった。さらに彼
の学問的な努力と『三綱』という本に代表されるその成果物は、当代の極
めて限定的な人たちに知られただけで、現在にまったく伝わっていない。
　しかしながら史家になろうとした欲望と、それを実現しようとした努力
がどのような意味を持ったものなのかを、彼の日記から探し出すことは難
しいことではない。一例をあげれば、彼は人生の末年に「東邦〔朝鮮〕の
歴史文献を収集し、ただ精密に選択し該博的に記載する一方、按断〔考え
て断ずること〕や剰語〔余計な言葉〕をくわえることはせず、百年後、千年後
の立派な歴史家のために残しておいて、彼らが自ら公正な是非を選べるよ
うにすることに、まず道を開いておきたい」という希望を表明している25。
ここに見られる兪晩柱の言及は、前近代の朝鮮社会においてつねに歴史学
に没頭してきた個人が成し得る意味のある到達点がどのようなものであっ
たのかを考えさせてくれる。
　歴史家として兪晩柱の出発点は、朱熹の『資治通鑑綱目』のような価値
評価を主とした前近代的歴史書を学ぶことであり、その目標は国家の価値
理念のために服務する「史官」になることであった。しかし彼は史官にな
る通路を得られず、その歴史研究はまさに学問のための学問となった。も
はや自らの学問を通して公的な影響力を持ち得ないという展望に達したこ
のような状況において、彼は歴史研究の方向と目的について、最初の出発
点とは異なる見解を表明した。それは中国の歴史ではなく朝鮮史を扱おう
とすること、歴史的事実に対する価値評価よりは客観的な史料の収集を通

 
25 「抑有一術焉、做得幾件好冊子、則猶可爲惠於後人。思摹集東邦乘獻、止擇之精而載之該、
不作按斷剩語、以留後千百年之良史氏、使自擇公是非、以開先路、如『通鑑長編』『東都
史略』之書、可也。」（1786年12月20日）
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して正確な事実を明らかにすることが優先的であるということ、また自身
が追求しようとするこのような方向の歴史叙述が「後代の史学者」という
特定の専門集団を念頭に置いた行為だということに要約できる。
　このような彼の見解に含まれているものは、実は19世紀以後に近代歴史
学を風靡することになるランケ（Ranke, 1795-1886）の歴史主義と相通じる点
が少なくない。とくに按断のような論賛（史評）の型式を蛇足だと考え、
客観的に史料を選択し、史料をそれ自体として語らせるという兪晩柱の見
解は、歴史的事実の個別性と独立性を強調し先入観や利害関係から離れて
過去の事実をありのままに示すべきだという歴史主義の核心的な主張と一
脈を通じており、つまるところ独立した分科学問としての歴史学に向かっ
ているものだと言える。
　とはいえ、彼がこのような近代歴史主義の方向性を具体化した歴史書は
残されていない。むしろ彼が書いた日記『欽英』は、政治史に限定されず、
日常史の些細な局面まで貫徹される幅広く多様な歴史を包括しており、近
代歴史主義の限界を克服しようと試みたフランスのアナール学派の歴史叙
述を連想させる26。前近代と近代、脱近代の歴史学を往来するこのような
興味深い矛盾から、わたしたちは歴史家としての彼のアイデンティティが
どれほど堅固であり、これを媒介にして一生を通じた自我統合の努力がい
かなるものであったのか、そしてこのすべてがどれほど多くの可能性を内
包していたのかを想像することができる。
　しかし、現実的な見地からすれば、歴史家になろうとした彼のアイデン
ティティは、彼が33歳の春に書いた日記に出てくる次の一文に要約するこ
とができる。

 
26 『欽英』の記述がアナール学派の歴史叙述を連想させるというのは、つとに朴熙秉による
奎章閣影印本の改題で指摘されている。
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夜に、史官になる夢を見た。（1787年3月11日）27

　しかしながら、彼はこの夢の話を記した後、死ぬ直前まで書いた日記に
おいて、再び史家としての志向や自らの歴史叙述に関連した言及をするこ
とはなかった。ここにわたしたちは、この頃ある種の契機が彼のアイデン
ティティに衝撃を与えたのであろうと推測することができる。その契機と
はすなわち、この日記の始まる頃には3歳であった兪晩柱の息子久煥が、
長い闘病の末、15歳で死亡したことであった。久煥の死は兪晩柱が上に記
した夢を見てから2ヶ月経った1787年5月12日のことであるが、この日以後、
同年12月まで続けられた兪晩柱の日記は、ほとんど息子の死を悼む場とし
て存在することになり、そこに歴史家としての兪晩柱のアイデンティティ
はもはや見いだすことができない。
　兪晩柱は、失った息子に対する愛着と同一視をやめて本来の生活に戻る
という正常な哀悼28を行うことができず、ただ哀悼の期間を引き伸ばそう
とする。これは死んだ息子と悲しみによってつながることで、息子の表象
を永久に閉じ込めようという試みだと言える。このような精神病理的な悲
嘆は、喪失した対象が自己愛的価値を持っている場合に表れる過剰反応と
しておよそ説明されるが、その際にある対象を失うということは自己イ
メージの一部分を失うことと同様である29。彼は歴史家という自分の理想
を追求しながら、一方ではそれが夢に終わるという不安を捨てることがで
きなかった。そのため彼は秀でた資質と自分に似た志向を持つ息子に自己
イメージを投影した期待を抱いていた。彼が息子の死により克服すること
のできない絶望に陥ることになったのは、そのような期待が挫折したから

 
27 「○夜㒱以史官。」（1787年3月11日）
28 「哀悼」という精神過程の忌祭と段階については、美國 精神分析學會編，前掲書，pp.269-

271を参照。
29 美國 精神分析學會編，前掲書，p.307．
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である30。歴史家としてのアイデンティティが息子の死によって表明され
なくなったのは、このような理由による。
　先に、兪晩柱が根源的に持っていたアイデンティティが「物書き」とい
うものから出発していることを指摘した。歴史家という志向は、その物書
きの方向の中で自身の固有性と社会との連携という2つの条件を充足させ
ることで一種の社会的自我となるが、息子の死とともに外部世界に対する
期待を閉じ、このアイデンティティは消滅したと見ることができる。

3．審美主義的な夢想家の虚構作り

　兪晩柱の物書きはただ歴史家としての志向に関連するものだけだったの
だろうか。個人が持つ固有のアイデンティティは明白な職分を通じてのみ
説明されるものだろうか。この2つの質問に答えるため、わたしたちは兪
晩柱が息子の死以降にも、そして自身の死に至るまで離れることのなかっ
たエゴ・アイデンティティの一面を示唆する特定の内容を検討する必要が
ある。
　兪晩柱は息子が死んだあと、それまで使っていた日記帳への書き込みを
やめた。そして新たに空冊を編んで序文を付け、この日記帳に、息子のた
めに最後の日記を書くと予告した。この序文で彼は息子への服喪の儀礼が
終わる1787年12月1日まで日記を書き、その日記は息子に関する記憶を保
存するためだとした31。

 
30 金何羅，「일기문학으로서의『欽英』연구」서울大學校 碩士學位論文，2001年，pp.70～76．
31 『欽英』の最後の巻である第24冊に該当するこの日記の実際の記述内容も、息子の遺稿を
収集し書き写したものや、息子を失った父としての自責と自愧感、悲嘆を表すものが大部
分であり、序文の言及と符合する。ところが、彼が最後の日記になると予告した1787年12
月1日の日記を見ると「病のために喪服を脱げなかった」とあり、それから1週間過ぎた12
月8日になってようやく息子のために祭祀を行い喪服を脱いだとある。人のなすことは常
に予測した通りに進まないものである。
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　ところで、彼が最後になると予告した12月1日の日記には、1つの長く奇
異な目録が添えられており、読者を当惑させる。この目録は、ある広大で
美しい園

えん

墅
じょ
〔庭園と建物〕を構成する百余個の建築物と、景観を成す自然物

の名称をカテゴリー別に1つずつ分類して羅列したものである。兪晩柱は
これらの名称をもつものが最終的に構成されることになる空間に「臨華洞
天」という名前を付け、「不遇な大丈夫〔男〕が住む所」という意味を付与
している。ただ名辞だけで構成されたこの見知らぬ空間は、彼とどのよう
な関係を持つがゆえに日記の最後に念入りに記述されているのであろうか。
　この理想郷的な空間の名前、すなわち「輝く美しさに出会う」という意
味に解釈される「臨

イム

華
ファ

」という言葉が兪晩柱の日記に最初に登場するのは
1775年11月6日のことである。この日、21歳の彼は『臨華制度』という著
述のアイデアを着想したと述べた32。『臨華制度』は、34歳を前にした兪
晩柱が臨華洞天を構成する名称の目録を記して自らの日記と生涯を終える
まで、何度も見られる彼のエゴ・アイデンティティのもう1つの面を捉え
る端緒となる。
　兪晩柱は歴史家としてのアイデンティティを日記に表明しながらも、そ
のようなアイデンティティが具現した直接的な成果物である『三綱』は別
個の著述として進め、日記から分離させた。これに対してもう1つの自分
の重要な面貌が反映された『臨華制度』は、最初は別個の著述として企画
したが、実は日記の中で著述作業を進めていた。そのためこの著述は断片
的に日記のなかに混ざっており、未完成な状態であるが、その実際の内容

 
32 『史典』の巻数を縮めて『臨華制度』を草した（縮『史典』之卷，草『臨華制度』．1775年

11月6日）。ここに出てくる『史典』とは兪晩柱が20代初に編纂しようとした中国歴史書で
あり、先に言及した『三綱』の前身に該当する。その序文である「史典序」が兪晩柱の文
集である『通園藁』にあり、参照されている。一方、この短い文章は、兪晩柱の内面に歴
史書の編纂者と『臨華制度』という虚構的な叙述を編む審美主義者という2つの自我が併
存する様相を示してもいる。
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を確認することができる。彼は自ら創造したこの虚構の著述に序文まで付
けているが、その内容は彼の文集である『通園藁』に次のように伝えられ
ている。

　市街のような狭い世のなかでは崇高に過ごすことができないのを嫌
い、清く明るい海山〔海に聳える山〕のような所に暮らすことができる
ようになったのは、安らかでめでたいことで、子孫に伝えるに値する。
ちょうど泰山と衡山を夢遊したので、虚妄ではあるが臨華を心のなか
に作ろうと思った。
　奇峰が削り出たように並ぶこと、まるで廬山〔中国江西省の名山〕の
金蓉〔金の蓮〕のようであり、澄んだ湖のなかが明るくて丸いこと、
まるで賀老〔唐代の詩人・賀知章か〕の宝鑑〔貴重な鏡〕のようである。
あちこちにある豊かな原と畑は中心から六洲へと通じ、翼のように整
然と並び立つ家々は上方の星宿に倣っている。（…中略…）橘柚が美し
く実ること、まるで荊湘〔湖南省の洞庭湖付近の地域〕のようであり、竹
林が鬱蒼としていること、まるで渭水〔黄河の支流〕の田家のようであ
る。（…中略…）机上には聖人の経典があり、思索し読む。家では徽公
〔朱熹〕のように礼法を守り、粗野にも豪奢にもしない。衛公のよう
にゆったりと生活して権力や地位の得失を笑う。徐市〔秦代の方士〕の
ように足跡を隠し、乱世の騒がしい俗世はなるままに任せる。
　三韓は海の外の名のある土地を占めており、一度船を浮かべれば武
陵〔桃源郷〕の神霊な境にも通じ得る。風俗がたいへん変わっており、
けがらわしい田氏と竇

とう

氏の権力争いのようなことからは隔絶すること
ができる。人里離れて心も遠く、凡国と楚国の興亡は夢にもそら寒く
思う。だから世上と絶縁することをどうして嫌がるだろうか33。

 
33 「厭寰市之湫隘、不尊厥居；餉海山之淸昭、爰得其所。以安以吉、傳子傳孫。適因泰衡之
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　この序文によれば『臨華制度』の出発点は「狭い世のなか」という現実
の欠乏が前提にある。兪晩柱は現実の欠乏に対応する「夢遊」を通して心
の慰安を得ようとし、それがまさに「臨華」という空間を創造する重要な
動機となった。三韓といっているので朝鮮の境界内には存在するが、海の
なかの島として現実と距離をおいて独立しているこの想像の空間は、野原
と畑があって農事を行うことができ、橘柚が実っていることからわかるよ
うに、気候も穏やかで快適な所である。聖人（孔子）の経典を読み朱子家
礼を守るということから、ここの主人が一般的な儒者の範疇に入る部類で
あることもわかる。美しい自然景観と整然とした人文景観が調和をなすな
かで農業が主な生産手段となり、儒家的な価値観を持った一読書人が豊か
な生活を営むというのは、朝鮮時代の士大夫が想像する平凡なユートピア
の1つの姿である。ただ世上と断絶していることを強調し、とくに国家や
政治の問題を排除する語調がこの理想郷の背後にある厭世主義の気運を感
じさせるのみである。
　兪晩柱は20代初めに、すでにこの『臨華制度』という著述を通して自分
の理想郷の構築を始め、そのおおよその構造も早いうちから決定していた
ものと思われる。しかし彼は日記を終える時まで、この著述の細部の事が
らを検討し修正したり拡張したりする手を休めなかった。そして彼の日記
には、『臨華制度』を構成する断片的な夢想の記録が持続的に現れること
になる。この過程において彼は理想郷の主宰者である想像上の自我に「鴻

 
夢遊、妄擬臨華之心搆。奇峰列角削出、廬山之金蓉、澄湖印心圓開、賀老之寶鑑。鬱乎原
疇之交錯、中通六洲、翼然亭館之森羅、上倣列宿。（…）橘柚玲瓏、宛是荊湘之域、篁竹
陰翳、依然渭川之田。（…）案有聖人之經、且思且讀、家用徽公之禮、不野不奢、衛公生涯、
堪笑權門之黜陟、徐市蹤跡、一任亂世之塵囂。三韓占海外之名區、一帆通武陵之靈境。風
異俗殊、塵隔田竇之傾奪。地偏心遠、夢寒凡楚之興亡、何嫌與世絶乎？」（兪晩柱「臨華
制度序」『通園藁』）
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都学士」あるいは「鴻都侯」という名を付け、絶対権力を付与し、最初は
6洲であった理想郷の行政区域に固有の名称を与え、その地形的特徴、当
該地域の住民の主な生業などを具体的に叙述している。また既存の設定を
修正する場合もときおり見られる。たとえば、兪晩柱は最初「臨華制度序」
において言及したように、自身の理想郷を「島」という独立した空間とし
ていた。遠くは海の外の神仙の世界に定着した徐市のような伝説上の人物
と、近くは甫

ポ

吉
ギル

島
ト

に自分だけの世界を作った尹
ユン

善
ソン

道
ド
〔朝鮮時代の文人・政治

家〕のような現実の人物が、彼の想像力を刺激した結果である。しかし、
兪晩柱は自分の理想郷についてかなり具体的に接近し、海のなかの島には
瘴気という障害物が必ず存在するということに考えが及んだ34。そこで彼は、
陸地ではありながら、川の水が連環（2つの輪がつながっているもの。◯◯）模
様にめぐっており、周囲から隔離された一区域を想像し、理想郷の構図を
再び定めた35。

 
34 「○海のなかの島にも固より住める所は多い。ただ深い水に浸っているため理論上必ず瘴
気がある。ならば決して湖や山のような平穏な居所に及ばない。須らく良い島を占拠しよ
うと思えば、そこで毎年の生産物を徴収し経費として用いる程度であり、その島で日常生
活を営むことはできない。○甫吉島に入った者がやはり伝えるところによれば、人蔘で簾
を編み四方に巡らすのは、また瘴気を防ぐためにそうしたのだと言う。海のなかの島には
瘴気がないという者もいるが、わたしは信じない。（○海中洲島、固多可居處、但積水所浸、
理必瘴嵐、是則決不及湖山平穩之居。須要略占名島、徵其歲入以資經度、而不可起居茶飯
於其中。○入寶吉之島者、亦傳以人蔘偏簾四環、亦以其瘴氣而防之也。海島之無瘴者、雖
曰有之、吾不信也。）」（1784年1月26日）

35 「○聞くところによれば（この言は兪晩柱が虚構の内容を日記に記す時に時折使用する導
入句である）、海の外に吉地があるが、それはまるで輪を連ねたような形である。◯◯輪
が連なる所に大きな渓流が2本流れている。そうして1つの島が3つに分かれ、別れた3つは
六洲となる。東丁は2千の家があり、中丁は1万の家があり、西丁は8千の家がある。東西2
洲には農事をよくする者たちが住む。そしてあらゆる工匠と漁師と商人たちの家は宛在洲
に住む。学士（鴻都学士、すなわち鴻都侯を指す）の家と庭園は礼楽洲にある。（○聞海
外有䃼地、形如玉連環。◯◯連環處、有大溪水雙隔之。於是乎一島三分、三分六洲、東丁
二千家、中丁一萬家、西丁八千家、東西二洲、耕稼之功居焉、而百工漁採通易諸戶居宛在
洲。學士園垞、于禮樂洲。）」（1784年5月9日）
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　このような彼の想像は、巨大な造景の設計図を描くための着想に近いと
いう印象を受ける。この着想による世界は次のとおりである。まず川が流
れ俗世から絶縁した清浄な土地に、蓮池や森、岩の絶壁など、自然景観を
配置した後、調和良く共存する生産労働者たちの集落を区画し、最も中核
的な位置に自分の庭園と邸宅を配置する。彼が最も念入りに描写するのは
この家と庭園であるが、「家の正面には大きな蓮池があり、園林を両側に
置く」という大きな構図を定めた後、具体的な樹の種類まで挙げて庭園の
造景植栽を設定し、庭園のあちこちで風景を観賞できるように楼閣を配置
する。たとえば庭園に松、梧

あお

桐
ぎり

、欅
けやき

、銀
いちょう

杏など百余種の美しい喬木を植え、
その下には緑の芝を平たく敷き、赤や青の欄干を設置して木を保護し、そ
の木がよく見える所に楼亭を作り、「鬱鬱蒼蒼」という扁額を掛ける、と
いう具合である36。このように理想郷に対する彼の想像は、設計図を描く
ことから出発し、想像世界を構成するさまざまな要素に固有の名前を付け
ることへとつながっている。そして彼は自分の付けた名称を記憶し継続す
る想像を日記に記録することで、自分の虚構の著述にある種の一貫性を与
えている。
　一方、彼はこの美しい庭園と邸宅のなかでの日常生活についても具体的
に描写する。寝室に虎皮模様の案席を設置し、書画古董と地図、自鳴鐘時
計を陳列するという具合に、内部装飾に関してはもちろん、衣装の材質や
模様、毎食食べる食材の種類と調理法などに至るまで、衣食住のすべての
面がその創造的描写の対象となる。
　彼が描写した理想郷の各面は、造景から衣食住の構成要素に至るまです
べて人工的な美を追求するという共通点を持つ。そのなかで彼が衣食住に

 
36 「○臨有混沌時本百餘本、皆盤雲參霄、大卽三四連抱、盡是松，檜，梧，栢，槐，柳，銀
杏之屬離立、衍板綠莎鋪其下、平如棋盤。（…中略…）中置一亭、扁曰鬱鬱蒼蒼、下刻鬱
蒼坮三字、塡以金泥。」（1784年4月29日）
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ついて記しているものを見ると、原色の絹に精巧な刺繍を入れたり、蜜や
砂糖、各種果物といった甘く高価な食材を使って菓子を作り、金箔の装飾
で整えるなど、ひときわ豪華で贅沢な印象を与える。
　しかしこのような様相は、彼が歴史家として示している現実感覚とは相
当異なるものである。平素彼は朝鮮の貧困を深刻な社会問題と認識し、そ
の原因を分配正義が実現されないことに求めていた。人肉を食べる境遇に
までいたった残酷な飢饉と、色とりどりの巧妙な形象にこねて造られたさ
まざまな餅を礼物や賄賂として贈る贅沢とが共存する矛盾を見て、特定階
層が富を独占する両極化した社会を問題視したのである。とくに彼はソウ
ルの閥閱家〔国への功労と官爵の多い家〕で日常化していた贅沢を批判し、彼
らが度を越して念入りに作る高価な食べ物を「食妖」とまで言った37。し
かし、閥閱家の食べ物と彼の想像世界にある食べ物のあいだに、たいして
違いはない。
　このような兪晩柱の矛盾は、ある程度は18世紀の京華世族という文化享
有層に密接した周辺部に存在していた彼の境遇に関連していたと思われる。
悪く言うならば、嫉妬しながらも内心では羨望する小市民的な俗物根性と
まったく関係がないとも言えない。しかしより根本的にいえば、この矛盾
は現実を直視しようとする歴史家の自我と、現実に存在しない美を渇求す
る審美主義者としての自我が、兪晩柱の内面に共存することで発生したも
のと見ることがより穏当であろう。
　兪晩柱の日記において変化する風景の審美的な描写は、毎年反復する重
要なテーマのうちの1つである。彼は月夜の情景、春花が満開の谷間、朝

 
37 「近有婚讌之饌送之壻家者、盤上止一花盆、而百花齊開、衆菓交實、色色形形、窮眞極巧、
皆是餠餌之屬、啖而味旨者也。是制、蓋昉於逆賊洪國榮在宿衛所時、獻媚者所爲云。（…
中略…）制餠餌以童子形而色、其佩飾以雜讌食中、自首而啖之、以爲奇異。其始爲此者、
殆甚於作俑人之相食、不祥莫大、並與花盆而俱可謂食妖也、宜亟斷棄之、不復形諸目也。」
（1784年10月16日）
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日に照らされる氷結模様など、時間の流れのなかで出会う風景の刹那的な
美を捉え描くことに熱意と才能があった。だが、彼の描写には美と侘しさ
が奇妙に織り込まれている場合が多く、これが彼特有の美意識を形成して
いる。月と花を見ると心が詰まるようだと言い38、満開の花を見ても落花
を憂える彼の姿からわかるように、今見ているものが永遠ではないという
展望、つまり美が儚いものであるという悲しみが描写に投影されているか
らであるが、これも美に深く魅惑された人にありがちな姿である。
　また何よりも審美主義者として彼が特別なのは、野花一輪から天上を発
見するブレイク（Blake, 1757-1827）的な想像力39に関連している。26歳の兪
晩柱は、自身の庭の檀木〔斧

おの

折
おれ

樺
かんば

〕の下の草むらで淡紅色の蓼
たで

の花と青い
鶏
けい

頭
とう

が純朴に咲いているのを見て、「この花のおかげで荒廃した現実を抜
け出し蓬莱と瀛洲のような神仙世界を想像することができて嬉しい」と言
い、この花に自分の想像を投影した名前を付けた40。このように現実の小
さな美を発見し、微細な存在がそれぞれに持つ小宇宙を描き出す彼の視線
は、時空を超越した美しい想像の世界を構築するきっかけとなる。『臨華
制度』という著述を引き出す1つの推進力も、このような審美主義者とし
てのアイデンティティにある。想像のなかの臨華洞天に大きな湖を作り美
しい木々を植える彼の姿はこのような観点から理解される。
　ならば先に述べた衣食住のすべての面にわたる執着に近い想像上の細部
描写は、どのように接近するべきであろうか。まず、このような描写に表
れた古董書画趣向や精錬され趣きのある生活への志向は、その時代を風靡

 
38 「花月有纏綿意。」（1785年3月25日）
39 「一粒の砂から世界を見て／一輪の野花から天を見る（To see a World in a Grain of Sand / 

And Heaven in a Wild Flower）」はブレイクの詩句の一語である。
40 「○檀木下有草開花、色澹紅、或謂是江岸所生紅蓼花也。石坮上亦有草花、色純靑、俗名
鷄甲花也、靑非花之恒色、故視或似三島奇花。余所處一草茇也、蓬蒿翳如、虫蚊狼藉、荒
楚甚矣。而幸賴二花无心而開、得令余起蓬、瀛之想、寓江湖之趣、其豫我性灵多矣。遂錫
嘉名𦭖曰僊嶠靑、蓼曰乾湖紅、欲賦詩以顯之、而未果也。」（1780年7月5日）
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していた明清小品文の世界と深く関連している。兪晩柱は明清小品文を好
んで読み、それを抄録し、その作品が具現する世界観について「貧窮にや
つれた儒者が自ら快活に生きてみようとする方式」だと自ら規定したこと
もある41。生活や経験から美を発見するというこのような態度は、大きく
見れば生のあり方を芸術の精神として扱うという審美主義的な人生観とも
一定の関係を持つ42。
　しかしながら、兪晩柱の物書きが明清小品文と区別される点は、生活を
構成する事物についての描写が「虎柄の中国の几

つくえ

と猩猩色の日本の屏風」43

という具合に極端に具体的で仔細であるということ、そしてその描写が小
品文の志向する素朴で実現可能な日常を表象するのではなく、現実的な日
常を抜け出した華麗で異国的な雰囲気をなしているということである。さ
らに彼は理想世界の構成員となる明清文人たちの名簿を作成し、彼らがそ
のなかで自分の友となり筆談を交わす状況まで想像して付け加えている44。
　ある面において、「臨華」という理想郷に関わる彼の物書きから見出さ
れる最も具体的な内容は、兪晩柱の趣向だと言える。これによりわたした
ちは、彼が好み欲した木や草、服、食べ物、家がどのようなものだったか
を知り、彼の文芸趣向や、彼が自分と同一視して友人にしたいと思ってい
た人間類型について推測することができる。
　だからといって、この臨華の話は一個人の趣向と嗜好を収集した単純な

 
41 「○《短短橫墻、矮矮踈窓、一方兒小小池塘、高低疊嶂、綠水邊旁也。有些風、有些月、
有些香、日用家常、竹几藤床、儘眼前水色山光、客來无酒淸話何妨？但細烘茶、淨洗盞、
滾燒湯。》世間窮酸之儒、自作快活儘如此、却善形容。」（1783年5月22日）

42 審美主義的人生観については、R.V. Johnson，이상옥 譯『審美主義』서울大學校出版部，
1979年，pp.32～39を参照。

43 「豹文猩光、唐几倭障。」（1784年10月16日）
44 「○忽痔劇腹暈、初夜服純薑茶。東而敬告碑、南論樂志、北記桃源、竝一十二回。三方各
排錦氈、四各陳棐几、二外紅照兩兩十枝。供筆談選王伯安，沈啓南，王元美，錢受之，董
玄宰，陳眉公，文徵仲，顧寧人，紫栢尊者。」（1787年5月1日）
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目録に終わるものではない。最初に兪晩柱は想像のなかの理想郷と美しい
庭園を設計するという方式で自分の夢想を記録し始めた。ただ、そのよう
な物書きは自らが創案したものではなく、当時、朝鮮知識人層の一角を風
靡していた「意園記」（想像の庭園についての記録）という様式を受容した結
果である45。この様式については文学研究者のみならず造景学研究者も注
目しており46、そのことからそれが一種の「設計図」としての特徴を持つ
という点を確認することができる。ところで、兪晩柱は理想郷と庭園の設
計図を描くことにとどまらず、そのなかにさらに小さな家財道具と人物を
含めた細密画を描くような物書きをしている点で、通常の意園記を書いた
作家と区別される。彼自らも自分の虚構の物書きについて『将就園記』と
いった意園記と『水滸伝』のような小説をともに例に挙げて正当化してい
るが47、兪晩柱は随筆に該当する明清の小品文に着眼して設計図を描き始め、
その後より写実的な虚構構築を試みた小説を参照の対象とし、その設計図
を立体化していったのである。彼は背景に最も集中して描いているが、後
になるほど人物や事件に関するものも考慮の対象に含めるようになる。た
とえば、実在人物であり彼が重要だと考える明末清初の文人・銭謙益を論
評者として登場させ、雨霰と宝玉を混同する価値混乱の状況についての寓
話を創作したり48、理想郷に宝玉の出る井戸があり富の源泉になったとい

 
45 안대회「18，19새기의 주거문화와 상상의 정원」『震檀學報』97，震檀學會，2004年．
46 안대회「通園 兪晩柱의 造景美學」『韓國傳統造景學會誌』27，韓國傳統造景學會，2009年；

홍형순 外「19세기 문인 沆瀣 홍길주의「孰遂念」에 관한 조경학적 고찰」『韓國傳統造景
學會誌』24，韓國傳統造景學會，2006年．

47 「○およそ言葉で表現し文を書くにおいて誠でないことを憚らないならば、虚構の著述を
著すに一、二巻でもかまわず、数十巻でもかまわない。試しに『将就園記』や「水滸伝」
などの諸記志を見るがよい。（○夫出言爲文、苟不殫於不誠无宲、則劈空撰著、一二卷亦可、
數十卷亦可。試觀『將就』『水滸』諸記志。）」（1784年3月9日）　小説の読書が兪晩柱の虚
構構築に及ぼした影響についての詳しい言及は、金何羅「유만주의『수호전』독법」『韓
國漢文學硏究』48，韓國漢文學會，2011年を参照。

48 1783年11月6日条。
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う顛末49を想像し提示するなど、微細ながらも虚構世界を構成する人物や
背景という要素を具体化し拡張して、叙事として挿入する余地を示してい
るのである。つまり、この理想郷に具現された虚構の背景と、虚構である
が写実的なディテール、虚構の話を展開する実在人物は、彼の虚構の構築
が背景と人物と事件を創造しつつ、近代的な意味における小説に向かって
いることを示唆する。
　だとすれば、この未完の虚構が盛り込んでいるのはどのような話であろ
うか。
　まず、この虚構は個人の趣向がどのようにエゴ・アイデンティティを構
成するのかを示す1つの内面的な叙事であると言える。兪晩柱の趣向にお
いて最も明白な特徴である審美主義は、その当時は社会的にあまり歓迎さ
れなかった。職分に忠実で公的価値に献身する人間を高く評価する雰囲気
のなかで、ただ美に没頭することは、根本からかけ離れた無意味な行為と
見なされたのである。そのため、このような審美主義的な人間類型は「花
でも育てて詩でも詠って暮らす落ちぶれ者」と後ろ指を差されたものと思
われるが、兪晩柱はこの指目を自分への攻撃と受け止め憤慨する一方、こ
のような趣向が現実における生活および社会的理想と背反するものではな
く、個人の心を育てる一助となるものだと擁護した50。彼はつとに「いぼ
やこぶも自分の肉だ」51と言ったことがあるが、利用価値とは無関係の、個
人の多様な姿が自我を構成すると見る立場であった52。

 
49 1784年2月2日条。
50 「○或傳有以蒔花吟風、爲破落戶者、無本領而徒吟風、沒經濟而但蒔花者、固自破落戶、
若或不然、而吟蒔以助博雅之趣、則不必盡驅之以三字惡語。」（1784年閏3月13日）

51 「○贅疣猶屬自己之肉。」（1782年5月17日）
52 このような彼にとって個人の趣向が受容される余地がなく見える朝鮮社会は荒廃した不毛
地に思われた。彼は自身が本で接した世界各国－主に中国であるが－の多様な文化に憧憬
してもいるが、彼のこのような姿は朝鮮物の粗雑さを嫌い、中国の物産を好む一種の異国
趣向として発現している。
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　だからこそ兪晩柱は、偉大な歴史家になろうとする社会的な自我の一面
にこの上なく忠実であったように、固有の趣向に没頭しようとする内面的
な要求も無視しなかった。そしてその内面の重要な部分を占める審美主義
者の自我を認める態度は、日記全体を通して持続的に現れる『臨華制度』
の断片を通じてたやすく確認できる。
　しかし、それとともに、彼には公的価値を内面化した超自我もまた途切
れることなく働いている。彼は自身の夢想を念入りに記録することに快感
を得つつも、同時にそうして虚構を想像し築造する行為について、「心身
を病気にするだけで少しも益がない」53と言ったり、「これは病気である。
自分の根本となる変わらないあるものを壊すことに帰結する」54と言い、罪
意識の混ざった反省をし、いつも否定しているのである。今のわたしたち
にも自分の内面に没入することを身勝手な行為だと思い、あるいは無価値
で反社会的な逸脱だと見なそうとする傾向が歴然と残っているが、18世紀
朝鮮社会においてはそのような視線がさらに強固であったものと思われる。
そのなかで兪晩柱は、虚構を想像し叙述する作家としての自身について、
歴史家としてのアイデンティティを表明することと同じほどの自信を持つ
のは難しかったものと思われる。
　結局、「臨華」に関するこの内面的な叙事は、自分のような人が容認さ
れる余地のない文化の不毛地である朝鮮の土地から逃避し、自身の趣向を
極大化した理想郷として内的亡命を試みながらも、一方では分裂的視線で
そのような自分を俯瞰し否定する一種の審美主義者の心の軌跡を含んでい
ると言える。
　次に兪晩柱の理想郷は、日記の他の側面に描かれた彼自身の現実と対比
した時、もう1つの物語を示している。彼の理想郷に見られるディテール

 
53 「○巧鑿虛空、想像擬議、止病身心、何益分毫？」（1784年1月23日）
54 「○是病也、巧其想、設其制、終歸於賊伊元常、非病而然與？」（1784年10月25日）
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の壮大な拡張は、欠乏と挫折が増加する方向へと進められた彼の人生とほ
ぼ軌を一にする55。現実的な境遇において挙子であった兪晩柱は、度重な
る落第により、歳月が過ぎるほどひどい劣等感に苛まされ、自らの至らな
さに対する自覚のために妻との関係も円滑にいかなかった。千古を包括す
るような博学を熱望しても、現実は科挙落第生であり、雅

みやび

で趣きのある日
常を夢見ても、妻の冷遇により四季を同じ服で過ごし、時には食事にあり
つけないこともある彼の哀れな姿は、そのまま理想世界のなかの巨大な図
書館の所有者であり、季節ごとに華麗な衣装を着て、食事は豪華な物を食
べる彼の創造的な自我、鴻都侯に対応しているのである。
　そして兪晩柱の欠乏と挫折を反映したこの想像上の叙事は、先に言及し
たように日記の終わりに提示された1つの目録で結末を迎えることになる。
死を前にして理想郷に対する夢想を総整理し、その構成員を1つずつ呼名
するこの目録には、それまで兪晩柱が虚構世界を築きながら付けた名前だ
けでなく、彼が現実を生きて意味を付与した家や木々の固有名詞も随所に
出てくる。こうして彼は自分を生涯支えてくれた夢想と自分の思い出とを
1つの場所に描き入れた細密画を描き直し、自分の物語を終結させたので
ある。

4．分裂と矛盾の自我

　職分のない士大夫知識人という境遇において、自分が誰なのかを解明す
るために、自らの才能や望む職業、趣向、欲望の問題を生涯探求し続けた
兪晩柱が到達した所はどこであったのか。
　晩年の兪晩柱が見つめる自己の内面は、それ自体として矛盾状態に近い。

 
55 兪晩柱の現実的欠乏とそれによる自己形象化方式については、金何羅「한 주변부 사대부

의 자의식과 자기규정」『奎章閣』40，서울大奎章閣韓國學硏究院，2012年を参照。
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彼は「小人の心で君子の事を行い、凡夫の心で学者の事を行い、腐儒〔役
に立たない儒者〕の見識で英雄の言を述べ、無頼の見識で品格の言を述べる。
それはまことに、あしけの馬か豹のようにまだら模様である。全世界のな
かで、この1人だけがこのようである」56と言い、自己内面の小人と君子、
凡夫と学者、腐儒と英雄、無頼の輩と品格のある人がなす矛盾を、白と黒
の毛の混ざったあしけの馬や豹のまだら模様として形象化した。このよう
な自己形象化はまず理想と現実との間の克服できない乖離を直視したこと
から出発したものと思われる。彼が自分の現状を凡夫や腐儒と言ったのは、
おそらく学問的に成就した非凡な歴史家という理想と、外面上は独り歴史
書を読むことを楽しむ一介の平凡な士人という現実との間の格差を念頭に
置いた自己規定なのであろう。歴史家としてのアイデンティティは確固た
るものであったが、これと関連して自分の存在意義を公式的に確認する機
会を生涯得られなかった彼は、理想と現実との間の乖離にひどく苦しみ、
自分の現状を過小評価した。「最も高い所にいる心、最も低い所にある身
体」57という彼の言葉は、このような現実認識と自己規定のあり方を最も
簡明に示している。
　また彼は、自らの高潔な志向といやしい現状がもたらす矛盾した状況に
苦しみながら、その矛盾自体を直視し描写の対象としている。歴史家とし
ての気高い理想と醜くいやしい現状はもちろんのこと、美しくはあるが荒
唐無稽な夢想までも含んだ多様な面を自分の一部と見なし、それを描いた
自画像は、彼自身にとっても見慣れないものであった。このような見地か
ら「わたしもまたわたしを畏れる」58という彼の言葉には、曖昧で不確実

 
56 「○以小人之心、而行君子之事、以凡夫之心、而行學者之事、以腐信之見、而道英雄之言、
以无賴之見、而道有格之言、眞駁若乘騅、斑如窺豹矣。似六合之裡、止伊一人。」（1784年
10月20日）

57 「○上之上斷、心。下之下斷、身。」（1785年12月16日）　引用した原文のなかで小さい字で
「断」とあるのは著者が自分の文に入れた句読の印である。

58 「豈徒畏人？我亦畏我。」（1785年12月2日）
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な自我に対面した時に感じる恐怖の感情が含まれていると言える。
　彼は結局、矛盾と曖昧性と不確実性のなかに自らを残したまま日記を結
んでいる。ただそのなかでくっきりと残っていると言えるものが、歴史家
としての自我ではなく、臨華洞天の主人である想像の自我という点には示
唆を受けるところがある。彼の内面を豊かにし、自由な想像力を最後まで
失わせなかった『臨華制度』の作家としてのアイデンティティは、ある意
味では矛盾と不確実性を抱きしめることのできる能力から出たものなのか
もしれない。
 （桝谷祐一 訳）
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1．史料としての日記

　日記は、ドイツ語圏において自己証言文〔この概念については本書ウルブリ
ヒ論文参照〕研究の中心的な史料となっているが、これは決して当然なこ
とではない。日記研究は、長らく文学の領域に限られたものであった。し
かしながら、25年ほど前から自己証言文が盛んに研究されるようになるの
にともない、日記はドイツ語圏の歴史学分野で史料として利用されるよう
になった。
　ドイツ語圏の日記は、18世紀の3分の2を過ぎたあたりから刊行されるよ
うになったが、このほかにも遺品あるいは家庭内文庫に（現在まで整理され
ないまま）残っている日記が相当数ある。本稿では1750年から1900年までに
書かれた日記のうち、出版されている166巻の日記を取り扱う。そのなか
でも、長い19世紀の死の文化史を扱った教授資格論文において詳細に分析
したおよそ70の日記文のなかから特に一つの例をとりあげたい1。本稿で
主に取り上げる日記の著者たちは、キリスト教的な背景を持つ人々がほと
んどであるが、なかにはユダヤ教的な背景を持つ人々もいる。ここで扱う

 
1 Isabel Richter, Der phantasierte Tod. Bilder und Vorstellungen vom Lebensende im 19. Jahrhundert, 

Frankfurt/M. 2010.参照。

イザベル・リヒター

―18世紀及び19世紀のドイツ語圏日記に表れた経験、主体性、
　そして個人性について―

4 自己を記す
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テーマは次の3つである。第一に、18世紀及び19世紀に日記を書いた動機
と、日記を書く人々に影響を与えた当時の理想的な日記について。次に、
18世紀の終わりから現れ始めた「日記の心理化」について。そして第三に、
事例研究として、日記が死の文化史にとってどのような意味をもつのか、
という点について注釈を加え、短い結論で締めくくりたい。

2．日記を書く動機と理想的な日記

　日記を書こうと決心し、それを実行する主な理由は、良心の考察をした
いという希望と欲求、つまるところセルフコントロールである。18世紀に
は日記の著者の多くが、日記を人間の内的成長という課題と関連づけた。
人間としての成長または退行の過程は、観察、記録すべきものであった。
このような傾向はその後19世紀の日記までずっと続いた。では日記の著者
たちは、何を根拠に、理想的な日記がどのようであるべきかを判断したの
だろうか。手本となる日記に関しては、おそらく口承の影響力が大きいと
思われる。手紙や遺書のような自己証言文とは異なり、日記の場合は、規
範となる手引きやセンスを養う上でのきっちりとした教育はなかった。
1770年以前

4 4

のもので日記を奨励する内容を含んでいる史料はたいへん珍し
い。ルター派の牧師であり敬虔主義の礎石を築いたクリスティアン・スク
リーヴァー（Christian Scriver, 1629-1693）は、彼の黙想集『ゴットホルトの折々
の黙想』（Gottholds zufällige Andachten）のなかで、「白紙の本」に旅行記と雑多な記
録等を残すことを説いている。そこでは、ある識者が1冊の本をこう勧める。

この本を携えて世界を旅しなさい。
その国の統治やその他のことで
奇妙に感じたことがあれば
その全てを熱心に観察し
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それを記録し他の人々に伝えなさい。
そうすればあなた方は1冊のすばらしい本を手に入れることになります。
そしてその本からたくさんのことを学べるのです。
この賢い男は、他のどんな本よりも
この本を経験し、じっくり観察することに価値をおいたのです。2

　チューリッヒのジャーナリスト、ヨーハン・ヤーコプ・ボドマー（Johann 

Jakob Bodmer, 1698-1783）とヨーハン・ヤーコプ・ブライティンガー（Johann 

Jakob Breitinger, 1701-1776）もまた、1746年に自ら刊行した倫理週刊誌『風俗
の画家』（Der Mahler Der Sitten）の中で、日記を書くことを勧めている。彼らは、
日記をつけることの利点は、自分が倫理的に改善したかどうかを常時点検
することができる点にあると考えた3。一方、敬虔主義的な信仰に関する最
近の研究は、日記の実践的な書き方や方向づけに関する手引きとして、説
教文もまた大きな役割を担ったと強調している。敬虔派副牧師であったヨー
ハン・フェルディナント・ザイツ（Johann Ferdinand Seiz）は、1771年に、良
心に関する有益な考察について述べているが、これは日記を書くための手
引き書ともいえる。日記を書く利点は、良心の考察、悔い改めについての
記録、個人的危機を克服する可能性といった点にあった4。帳簿を記録す
るのと同じように、日記を書くことは「誠実で正しい心」を前提とする。
日記の著述は、帳簿つけの延長とみなされたり、「極端なプロテスタンティ
ズム」と結びつけられたりすることがよくある。実際に、改革主義者、カ

 
2 Christian Scriver, Gottholds Zufälliger Andachten Vier Hundert/Bey Betrachtung mancherley Dinge der 

Kunst und Natur ietzo verbessert und zum siebenen mahl außgefertiget, Leipzig 1686, S. 687.引用した版
の表記法に従う。

3 Johann Jakob Bodmer/Johann Jakob Breitinger (Hg.), Der Mahler Der Sitten. Von neuem übersehen und 
starck vermehrt, Zürich 1746, Bd. 2, S. 140.参照。

4 Ulrike Gleixner, Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit Württembergs 
17.-19. Jahrhundert, Göttingen 2005, S. 124f.参照。
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ルヴァン主義者、そして敬虔主義者たちが、日記をつけていたとも考えら
れる。彼らは、「教会の秘跡の恵み」は個人の弱点を補完するには不十分
であり、自分自身に対する聖寵の状態を確認することが自らの義務である
と考えていたからである5。
　18世紀後半に、新たに児童および青少年向けの読み物が創り出されるよ
うになった影響をうけ、青少年に向けた綴り方の手本として、架空の日記
が数多く刊行された。日記を書くことは青少年にとって有益であるとされ、
父母と教師がその内容を監視した。しかしながら、当時手本とされた日記
は、18世紀末には自明なことではなかった。例えば、スイスで大農場と水
車を運営していたハンス・カスパール・エッグ（Hans Caspar Egg, 1711-1791）は、
日記にどのような内容を記すべきかについて、自分の子供たちのために詳
細に書き残している。それによると、日記は以下のような問いに向けて書
くべきものであった。「今日一日をどのように過ごしたか。私の精神と外
の世界のために何を行ったか。父母に対しどのように接したか。兄弟、姉
妹たちに対しどのように接したか。何か新しいことがあったか。今日の天
気はどうだったか。」6

　日記を史料とする自己証言文研究では、チューリッヒの改革派牧師であ
り作家でもあったヨーハン・カスパール・ラファター（Johann Caspar Lavater, 

1741-1801）の『秘密の日記』（Das geheime Tagebuch, 1771）が、自己を論ずるにあ
たっては理想的な形で構成されており、18世紀後半期の日記の基本型と考
えられている7。例えば、1773年1月付の日記にこのような記述がある。「中

 
5 Alfred Messerli, “Der papierene Freund. Literarische Anregungen und Modelle für das Tagebuchführen”, 

in: Kaspar von Greyerz/Hans Medick/Patrice Veit (Hg.), Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. 
Europäische Selbstzeugnisse als historische Quelle (1500-1850), Köln, Weimar, Wien 2001, S. 307.参照。

6 引用は、Messerli (2001), S. 313.
7 Johann Caspar Lavater, Geheimnis Tagebuch. Von einem Beobachter Seiner Selbst, Leipzig 1771; Johann 

Lavater, Unveränderte Fragmente aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner Selbst; oder des Tagebuches 
zweyter Theil nebst einem Schreiben an den Herausgeber desselben, Leipzig 1773.
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断していたが、また日記を書き始めるようになってから、この作業が私に
全く無意味なことではないという考えが何度も浮かんだ。断言するが、私
は日記を書くにあたって不誠実だったことは決してない。良いことをたく
さん書き表すより、それが他の人々の役に立つのであれば、自分の間違い
や欠点をためらわずに表現しようと思う。」8この記述は、内面の欠点を可視
化するために、自分の考えを気後れせずに表現しようとする著述の動機を
あらわしている。こうした点はそれ以前の日記にも見いだすことができる。
　18世紀後半のドイツ語圏では、日記の実践的な書き方と方向づけの手引
きとして説教文が重要であったことは確かである。しかし日記はまた、会
計帳簿や家族年代記の伝統から発展したものでもあった。18世紀、日記は
よく「良心の本」と呼ばれた。これは、当時日記を書く動機とその目指す
理想が、良心の考察、人間の成長、そしてセルフコントロールといった点
におかれていたことを示している。

3．日記の心理化

　ラファターの文を皮切りに日記が本格的に流行し始めると、同時代人た
ちの非難が続いた。日記は、全ての人から歓迎されたわけではなく、自己
中心的な気まぐれ、あるいは病的な自己陶酔としてはねつけられた。例え
ばヨーハン・ゲオルク・ミュラー（Johann Georg Müller）は、控えめな態度を
とり続けた。彼がヨハネス・ブェル（Johannes Büel）に宛てた手紙には、ラ
ファターが引き起こした日記ブームに対する懐疑の念が綴られている。日
記のなかで「ピタゴラス的に一日を検証する」点はある程度納得がいくが、
「その日気づいた感情を、なぜ蝶の収集のようにいちいちピンで刺して留
めておかねばならないのか。それで得るものは何なのか。感傷的なことに

 
8 Lavater (1773), Jenner 1773, S. 141.
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過ぎないではないか」と自問する9。一方ヨーハン・ヴォルフガング・ゲー
テは、むしろ日記を書くことから何も得られない場合に備えて、絶えずこ
うした問いを追求した。そして自分の考えを日記帳に記録しなければなら
ないという強制的な圧力について皮肉たっぷりに意見を述べた。ラファ
ターの『秘密の日記』では、著者が、「鼻をかもうといつもハンカチを手
に握っていたが、鼻水が出なければ気分を害するのだ」10。
　史料ジャンルである日記の先駆けとしては、18世紀以前の家系記録簿と
家族年代記、そしてシュライプカレンダー〔本の形状をしたカレンダー〕など
があげられる。著者たちはそこに、家庭や、宮廷や、あるいは個人の生活
において重要なできごとを一定の間隔ごとに記録・保存した。中世および
近世の自己証言文研究によって、「個人」の発見がヨーロッパ啓蒙主義の
発想ではないことが示された11。そうした研究では、自律や、社会的束縛
からの解放によって、個々の輪郭がはっきりと際だった人物のイメージと
同一視される「近代的個人」ばかりに関心が集まっている点が批判されて
いる。個人化はキリスト教的伝統からの「自我の解放」としてあまりにも
総括的に解釈されているというのである12。18世紀後半に「良心の本」と

 
9 Johann Georg Müllerの日記。引用は、Messerli (2001), S.313.
10 ラファターはこのようなゲーテの批評を自分の日記に記録している。Heinrich Funck (Hg.), 

Goethe und Lavater. Briefe und Tagebücher, Weimar 1901, Eintragung vom 16. Juli 1774 S. 301.
11 中世後期の個人の姿を扱った文献としては、以下を参照。Caroline Walker Bynum, “Did the 

twelfth century discover the individual?”, in: Journal of Ecclesiastical History 31 (1980) 1, S. 1-17; Colin 
Moris, “Individualism in twelfth-century religion. Some further re�ections”, in: Journal of Ecclesiastical 
History 31 (1980) 2, S. 195-206; John F. Benton, “Consciousness of self and perception of Individuality”, 
in: Robert L. Benson/Giles Constable/Carol D. Lanham (eds.), Renaissance and renewal in the 12th century, 
Oxford 1982, S. 263-295. 近世の自己および関係概念を扱った自伝的文献については以下を
参照。David Sabean, “Production of the self during the age of confessionalism”, in: Central European 
History 29 (1996) 1, S. 1-18; Gabriele Jancke, Autobiographie als soziale Praxis. Beziehungskonzepte in 
Selbstzeugnissen des 15. und 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, Köln, Weimar, Wien 2002; 
Gleixner (2005), S. 26; Eva Kormann, Ich, Welt und Gott. Autobiographik im 17. Jahrhundert, Köln 2004.

12 Jancke (2002), S. 3; Kormann (2004), S. 7.参照。
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された日記は、自律的とされた主体の手による独立した産物からほど遠い
ものであった。つまりそれは、自発的かつ自己探求的でありながら助けを
求める自我と、厳格でありながら与える神のような作者とを同時に要求す
る一つの構想であった。このような構想は18世紀末から変貌する。相反す
る感情、猜疑、不安などを扱う日記が少しずつ増えてくるのである。日記
の文章を限定的に神との対話としてのみ扱うことはなくなってきた。こう
した背景により、最近の自己証言文研究では自己の心理化の過程に次第に
多くの関心が集まるようになった13。このように自己の心理化の傾向は、
何より18世紀末の自伝的文章に顕著に表れるが、例えば、1783年から1793

年の間に、市民社会の熱い論争を引き起こしたカール・フィリップ・モー
リッツ（Karl Philipp Moritz）が発行した雑誌『経験情緒学』（Magazin zur 

Erfahrungsseelenkunde）などの刊行物にも見ることができる。

4．ヨーロッパの死の文化史の史料としての日記

　3番目のテーマとして、西欧社会の死を理解するうえで日記がどれほど

 
13 自己の心理化については、以下を参照。Fabian Brändle/ Kaspar von Greyerz/ Lorenz Heiligensetzer/ 

Sebastian Leutert/ Gudrun Piller, “Texte zwischen Erfahrungen und Diskurs. Probleme der 
Selbstzeugnisforschung”, S. 20, in: Kaspar von Greyerz/ Hans Medick/ Patrice Veit (Hg.) (2001), S. 
3-31; Reinhard Sieder, Die Rückkehr des Subjekts in den Kulturwissenschaften, Wien 2004, S. 18f; 
Andreas Bähr, “Furcht, divinatorischer Traum und autobiographisches Schreiben in der Frühen 
Neuzeit”, S. 25, in: Zeitschrift für Historische Forschung 34 (2007) 1, S. 1-32; Sebastian Leutert, 
Geschichten vom Tod. Tod und Sterben in Deutschschweizer und oberdeutschen Selbstzeugnissen des 16. und 
17. Jahrhunderts, Basel 2007; Doris Kaufmann, “Träume als wissenschaftliches Objekt - bürgerliche 
Selbstverständigungsprozesse im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert”, in: Michael Grüttner/ 
Rüdiger Hachtmann/ Heinz-Gerhard Haupt (Hg.), Geschichte und Emanzipation. Festschrift für 
Reinhard Rürup, Frankfurt/M. 1999, S. 75-94; Otto Ulbricht, “Ich-Erfahrung. Individualität in 
Autobiographien”, S. 109, in: Richard van Dülmen (Hg.), Die Entdeckung des Ich. Die Geschichte der 
Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Köln, Wien, Weimar (2001), S. 109-144; Ann-
Charlott Trepp, Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger 
Bürgertum zwischen 1770 und 1840, Göttingen 1996, S. 26f, S. 40.
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重要な情報源であるかという点について、具体的な事例を通じて見ていき
たい。むろん「死の文化史」という表現に関して、まずは説明が必要であ
ろう。はたして「死」が歴史性を帯びるのか、そもそもわれわれは死につ
いて多少なりとも理解できるのかという疑問が、当然ながら起こりうるか
らである。私が西欧社会の死の文化史という表現を用いる場合、それは人
生の最期、うつろいやすさ、そして死に対する人々の認識が歴史的にどの
ように変化したか、ということを意味する。とくにフランスの心性史学者
たちは、1970年代から死の歴史を西欧の歴史学研究の領域で扱いはじめた。
フランスの歴史学者フィリップ・アリエス（Philippe Ariés）は、その先駆者
である。1976年に刊行された彼の『死と歴史：西欧中世から現代へ』（Essais 

sur l’histoire de la mort en Occident: du Moyen Âge à nos jours, Seuil, 1975）は、死、埋葬、喪の
儀式に関する考察である。ここで彼は主に文学史と美術史の史料を用いて
いる。アリエスはヨーロッパ中世における「人間の伝統的な死との親密性」
を出発点とし、その発展を段階ごとに明らかにした。このような死との親
しさは、死のテーマがエロティックな意味をおびるようになった15世紀の
終わりから現れるが、アリエスによると、18世紀の終わりに西欧社会で、
ある大きな変化が起こる。つまり死を劇的なものとし、印象的に、また個
人的なものとして体験したいという人間の欲求がみられるようになったと
いうのである。続いて19世紀に西欧的産業社会に突入すると「死の禁忌」
が起こり、その傾向は、アリエスによると、20世紀になって死を徹底に排
斥することで絶頂期を迎える14。
　個々の人間が自分自身の予測された死とどのように向き合うのかという
問いについては、死に対して解釈学的にアプローチすることは不可能であ
る、ということを起点に考えた。そのかぎりでは、死の意味形成のプロセ
スは、決して完成されることがない。したがって、伝達不可能な現実に関

 
14 Philippe Ariés, Studien zur Geschichte des Todes im Abendland, München 1976.参照。
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する知識を、伝達可能にするために、私は叙述や象徴、または物語の形を
とって創作せざるを得ないという前提から出発することにした。自分が死
んでいなくなる状態とは、想像するよりほかないからである。死それ自体
ではなく、死が想像不可能であることが、さまざまな文脈の中で表れるの
だが、まさにこのような経験が文化の生成と発展にとっては重要なのであ
る。人々が何を望み、事物や現象をどのように想像するのか、何を夢見て
期待するのか、ということは単に可能性の歴史を表すというだけでなく、
空想や想像が自分自身の形成にどのような意味を持つかを示し、文化につ
いて多くを証言することにもなるのである。つまり、死の歴史は文化を生
成するものであり、また、われわれに文化的な想像力の意味を認識させる
歴史的過程であるともいえよう。このような理由から、私は拙著に『空想
する死：19世紀における人生の終末像について』（Der phantasierte Tod. Bilder und 

Vorstellungen vom Lebensende im 19. Jahrhundert）というタイトルをつけた15。この場で
その一部を短く紹介する。
　うつろいやすさ、人生の最期、そして死の意味形成の過程あるいは意味
形成の試みに関する研究を進めていく上では、自己省察の次元での史料調
査が必要となった。そこで19世紀の物質文化と死後の状況を撮影した写真
を対象にすると同時に、日記もまた研究対象とし16、72巻の日記を集中的
に分析した。著者の大部分はキリスト教的な背景を持ち、そのうちプロテ
スタントは22名と明らかに優勢である。カトリック教徒（9名）とユダヤ教
徒（2名）の日記は少数であった。日記の内容や著者の伝記を調べても宗派
を確定することができなかった事例も多くみられた（37巻）。では、18世紀

 
15 脚注1を参照。
16 1750年から1900年の間に書かれた日記のうち、193巻の刊行本は、タイトルに日記と記載
されていることを確認できた。その中の166巻は今に至るまで伝わっており、研究当時図
書館に所蔵されていた。この166巻の中で私の問題提起と関連のあるのは72巻であり、本
研究はこれに基づく。
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の終わりから19世紀に至るこうした日記において、人々は死と具体的にど
のように向き合っていたのであろうか。そこでは、帰郷としての死、魂の
考察、来世の問題、遺体との直面、自分の個人的な死を夢みることが、主
なテーマとして扱われている。興味深いことに、18世紀半ば以降、「良い
死」については、ほとんど言及されていない。それに対して、故郷への回
帰としての死を願望するような表現が目に止まる。これは日記のなかでさ
まざまな形で表されている。多くの場合、神との交わりという喜ばしい一
致が中心となっている。また旅行者または巡礼者の帰郷について書かれて
いるものもある。調査研究の対象となった時代の日記の著者たちは、絶え
ず霊魂の不滅に対する希望と確信を表している。18世紀の3分の2を過ぎた
あたりから、霊魂の不滅性を訴える際には、きまって自分自身の潔白性を
約束するような描写や叙述が見られるようになった。しかし、霊魂不滅説
に対するキリスト教的確信も揺らぎ始めた。キリスト教的天国についての
著述は、死というテーマと非常に深く関係しており、その背景にはキリス
トの復活に関する省察が存在する。18世紀の3分の2以降からは敬虔主義伝
統を抜け出し、明白に世俗的な傾向を帯びた日記も刊行され始めた。そう
した日記は、キリスト教的な天国を否定しなかったが、あざけりや皮肉、
懐疑、または諦念の視線で描いている。ウィーンの著述家であり劇作家で
あるヨーゼフ・シュライフォーゲル（Josef Schreyvogel, 1768-1832）は、天国に
「人間の品位は動物に勝っている」という条件をつけ、自らの日記の中で
次のように簡潔に指摘した。「そうだ、われわれは不滅である。少なくと
もわれわれにはその素質があるのだから」17。シュライフォーゲルと同時
代を生き、イエナ時代には交流もあったゲーテ（1749-1832）は、妻が死ん
だ後、「私の内と外の空虚と死の静寂」といったごく短い記録を残した18。

 
17 Karl Glossy (Hg.), Josef Schreyvogels Tagebücher 1810-1823, 1. �eil, Berlin 1903, 9. Mai 1811, S. 64.
18 Wolfgang Albrecht/Andreas Döhler (Hg.), Johann Wolfgang von Goethe, Tagebücher. Historisch-kritische 

Ausgabe, Stuttgart, Weimar 1998, 6.6.1816, S. 9.
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これは喪失の経験と個人の性格を表す文章といえよう。しかしながらゲー
テの日記は、18世紀に身近に死を経験した人々が遺体、霊魂、復活、そし
てあの世の問題を巡って省察しているのとは明らかに異なる。あざけりや
皮肉は、自然科学者であり著述家でもあるゲオルク・クリストフ・リヒテ
ンベルク（Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799）の日記にとくに顕著である。
彼は福音派敬虔主義の学者と官僚の家庭の出であった。リヒテンベルクは、
神が人間を自分の姿に似せて作ったのではなく、ひょっとしたら人間が神
を自分の姿に似せて作ったのではないか、と推測する。こうした考えは、
明らかに神中心の天国の終わりを示している。リヒテンベルクの主張によ
れば、生を延長させるためにはキリスト教的な天国ではなくて、次のよう
な二つの方法があるという。

第一に、出生と死亡という二つの地点の間隔を広くとり、両地点を結
ぶ道をより長く延ばすことである。この道を延ばすために、人は多く
の機械や物を開発してきたのではないか。（中略）第二に、この道を
ゆっくり歩み、出生と死亡の二つの地点を神の望むままに定めること
である。これは哲学者の領域である。哲学者たちは、連れだって植物
採集に出かけ、あちこち往来しながら、溝を跳び越え、またこちら側
に跳び越え、誰も見ていないところで宙返りすることもためらわない
というようなことが第一であるということを悟ったのではないか19。

　ここでは、自信をもって人生を歩み、自己省察し、生活を楽しむこと、
すなわち人生の長さと密度と質を向上させることが、死に立ち向かうため
に考え得る唯一の方法であると考えられる。

 
19 Georg Christoph Lichtenberg, Schriften und Briefe. Erster Band, Sudelbücher, München 1968, Heft D 

195-208, S. 261; Ders., Erster Band, Sudelbücher, Heft B 1768-1771, S. 81.
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　日記には、自分の不在について想像したことが、自殺という主題を通し
て、あるいは死体と向き合うことを通じて描かれる。死の歴史は、常に身
体と身体性の歴史でもあった。それは身体の意味に関する問いともいえよ
う。その問いは魂の再生と輪廻、すなわち復活と不死性といった、キリス
ト教のみならず、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教といった多くの世界宗
教の核心的な問いを省察していくなかで生じる20。最近の西欧における文
化学の研究では、死体を、時間、空間、そして文化を超越し、存在しない
者の存在を表すトポスとみなすものもある。なぜなら、死は不在の最も強
烈な形態であり、死体ほど不在のものが顕著に存在する所はないからであ
る。死体は身体ではある。しかし死体と生きている身体のあいだにはただ
一つの類似性があるだけで、それさえも腐敗過程で完全に消えてしまう21。
こうした背景から、腐敗するまでの過程において死者と関わることが、唯
一可能な死の経験とみなされることも多い。しかしながら死体は死の普遍
性を表すものではない。なぜならどのような文化も、腐敗の生理学上の前
提条件と物質的限定条件の問題に取り組まなくてはならないからである。
このように文化は、死は何を意味するのか、どのように死ぬのかというこ
とのみを決定するのではなく、死体と関わっていく上での方法と解釈をも
決定する22。
　こうした理由から、死体を見た日記の著者たちがこの経験の痕跡を文で

 
20 Constantin von Barloewen, “Der lange Schlaf. Der Tod als universelles Phänomen der Weltkulturen 

und Weltreligionen”, S. 33-64, in: Constantin von Barloewen (Hg.), Der Tod in den Weltkulturen und 
Weltreligionen, Frankfurt/M., Leipzig 2000, S. 12-119.参照。

21 Hans Belting, “Aus dem Schatten des Todes. Bild und Körper in den Anfängen”, S. 122f, in: Constantin 
von Barloewen (Hg.) (2000), S. 120-176; �omas Macho, “Tod und Trauer im kulturwissenschaftlichen 
Vergleich”, S. 99f, in: Jan Assmann, Der Tod als Thema der Kulturtheorie, Frankfurt/M. 2000, S. 91-120.
参照。

22 喪の儀式と通過儀礼の文化的次元については、以下を参照。Jan Assmann/ Franz Maciejewski/ 
Axel Michaels (Hg.), Der Abschied von den Toten. Trauerrituale im Kulturvergleich, Göttingen 2005; 
Hannes Stubbe, Formen der Trauer. Eine kulturanthropologische Untersuchung, Berlin 1985.
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残したという事実はそれほど驚くことではない。一人の人間の死後にその
死体を見ることが、当時はありふれたことだったのは、様々な日記の例か
らもわかる。しかしまた、身近な人の死体が自分自身の死を想像するきっ
かけとなることも、多くの日記から明らかになっている。一例として、ラ
ファターの日記に出てくる話がある。ラファターは親しい友人フェリック
ス・ヘス（Felix Hess）の死んだ肉体と接した経験を、次のように記録してい
る。

神よ！人間とは何であり、今はまだ生きている私はまた何であるのか。
今、ペンを握って文を書いているこの手。いつかはこの手も固まり冷
たくなるのだ。いつかは、遺された恋人が接吻するその温かい吐息も
もはや感じることはできなくなるのだ。そしてお前。涙で溢れた私の
目。その涙もいつかは涸れ果てる。お前もいつかは永遠の眠りについ
た私の友人の光を失った目のように固まるのだ。私の口はもはや息を
せず、舌は言葉を発することがない。あそこに私は横たわり、霊魂が
離れた私の肉体をとりまく人々が語る私への賞賛や悪態も、もはや聞
くことはできないのだ！ああ！今となってはどれほど痛切に感じるこ
とか、私が死ぬということを。これまで何も感じることなく何千回も
口にしていたことを。ひどく不快な日常のできごととしてこっそりあ
ざわらっていたことを。真実を語るのと真実を感じるのとでは、どれ
ほど違うことか。故人が着替えさせられ、清潔な寝台に横たえられた
後もなお、私は自分の書斎でペンを走らせていた23。

　ここでは文を書くことと生き残ることとが深く結びついている。ラファ
ターは、不快な感情と結びついた自分自身の死のイメージを、著述の過程

 
23 Lavater (1771), S. 94f.
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で純粋なものと結びつける。もしかすると遺体は、友人によって服を着替
えさせられ、清潔な寝台に安置されるのに先だって、湯灌が行われた可能
性もある。通過儀礼としての葬儀の根本的な意味は、生きている人たちの
目に屍がどのように影響し、どのように知覚されるかという点にあるとよ
くいわれる。死体が怖いと感じるのは、たった今死んだばかりの人の身体
に対してでも、死体の最期に残された痕跡である骨に対してでもない。ま
さに死体の腐敗過程で起こること、すなわち死体が液化し、溶解し、変形
する一連の過程こそが、遺された人々を恐怖におののかせ、不気味なもの
を暗示するのである。したがって死体の白骨化、火葬、または諸文化圏で
行われている付加的な葬儀なども、腐っていく死体から骨と灰からなる純
粋な結晶体を生成することで、遺体から死の恐怖を切り離したいという遺
された人々の要求に基づくものと考えられる24。ラファターが自分自身の
死に対し幻滅と嫌悪を感じた後に清潔さを連想する場面は、まるで、日記
を書く行為そのものによって、自分自身の分解を阻止し、想像上の溶解し
ていく肉体の形をしっかりと保つような印象を与える。このような認識は
19世紀に入り変貌する。この時期の日記では、死んだ者の身体が他者のも
のとして明白に区分されることが次第に増え、一層不気味なものとして描
かれている。
　私が研究した日記では、死の幻想あるいは自分自身の死を夢みることが
重要な影響を与えている。この点についてはこの場で詳細に扱わない25。

 
24 Macho, Tod und Trauer (2000), S. 119f, Bergmann, Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der 

Tod. Berlin 2004, S. 117.参照。
25 詳細については、以下を参照。Isabel Richter, “Geschichte aus Träumen. Traum-Erzählungen als 

Quellen der europäischen Kulturgeschichte”, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 
(2012) 2, S. 134-154, �emenheft: Grenzgänge der Kulturgeschichte.
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5．結論：日記に表れた経験、主観性、そして個人性

　結論において、本稿のテーマである日記に表れた経験、主観性、そして
個人性にもう一度焦点を当ててみようと思う。そもそも本稿は、主観的な
体験に基礎をおく意味生成の過程として経験を想像するというところから
出発した。私は死の歴史を研究する上で日記を調査し、うつろいやすさや
自分自身の死、そして他者の死に対して人々がどのように向き合ってきた
かという問題に取り組んだ。人間は死について何も知り得ないため、人間
の経験に重点をおく本研究では、死が想像不可能であることと意味生成の
過程に重点をおいた。そしてすでに述べたように、ここでは空想と想像が
特殊な意味を持ち、影響を及ぼす。伝達不可能な現実を知るには、それが
説明、伝達可能なものとなるために、叙述、象徴、絵、あるいは物質的な
表象の形態として描かれなければならないからである。媒体は経験を構築
する。日記の場合、文字という媒体が中心となる。私はこの事例研究にお
いて、臨終と死について日記を分析した。死と葬礼について日記の文章を
一段一段書き進めていく行為は、浄化の過程あるいは自己治療の試みと似
ている。
　私は「主体なるもの」も、「個人なるもの」も問題としない。それより
は主体性と個人性がどのように歴史化するのかという問いがより建設的で
あると思う。ここでは特に自己（Selbst）という概念が多いに役立った。こ
れを私は意識的、あるいは無意識的経験の総体と理解する。ならば文章と
いう媒体のなかで自己はどのように構築されるのかという問いに対して、
文章はその特殊な潜在性を示す。つまり、浄化し、書き留め、統制し、死
に直面する自己に一種の永続性を付与するのである。
　自己の叙述、あるいは日記のような自己証言は、いまなお真正性が高い
というイメージがある。こうしたイメージは、アイデンティティの生成に
は経験が絶対不可欠であるという認識から生まれる。さらにこうしたイ
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メージは、著述したり口述したりする自我が、主体性と個人性に関してあ
りのままに洞察してくれるだろうという幻想を通して生まれる。しかし、
研究対象となった日記では、むしろ「真正性」を望む意味や、「真実性」
と「純粋性」をもてあそぶ行為、さらには主体に真正性を問うことが不可
能であることまでが明らかになった。日記は、書かれた文章の裏側に、ま
たは文章の行間に、隠された主体が姿を現すというような自己証言文では
ない。むしろ、日記を書く行為は、分割されない自我まるごとを著述しな
がら経験しようとする試みが失敗に終わることを示す。なぜなら自己省察
を書き記す過程のなかで、自我は、書く自我とそこで書かれる自我に分裂
してしまうからである。このような著述する自我が分散していく過程は、
日記に真正性を求めるのは不可能であることを明白に示している。実際の
自我そのものは、文を書く時点で常に他の所にいるということである。こ
のような観点により、近代市民によるヨーロッパ啓蒙主義をまた別の光の
なかに浮かび上がらせることができよう。つまり啓蒙された「自律的主体」
というものは、市民的幻影に過ぎないのではないだろうか。
 （服部いつみ 訳）
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1．問題の所在

　奥村円心（1843-1913）は日本最大級の仏教宗派の一つである真宗大谷派
（本山は京都・東本願寺）の僧侶で、1877年近代日本仏教初の朝鮮布教を開始
し、釡
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でも布教した。その後、帰国した円心は外相・大隈
重信や貴族院議長・近衛篤麿らの支援を取りつけて1897年に再び朝鮮に渡
り、全
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で布教活動を開始した。妹の五百子1（1845-1907）はそ
の光州に実業学校を設立すべく少し遅れて現地に入り、初代校長となった。
　当時の朝鮮半島では、すでに日本仏教各派が布教を行っていたが、その
ほとんどは日本人居留地のある開港地やソウルを中心としたものであった。
また、朝鮮王朝は1897年に国号を大韓帝国（韓国）とあらため、皇帝に権
力を集中して近代化をすすめようとしていた。そのような時期にあって、
奥村兄妹の光州での活動は、内陸部に拠点を設置し社会事業をおこなった
という点において日本の他宗派と比較して突出したものであったといえよ
う。また、この事業が政界の後押しのもと外務省からの資金によっておこ
なわれていたということは、近代日本における国家と宗教との関係を考え
るうえで注目すべき事例であることを示唆している。

 
1 五百子は朝鮮からの帰国後、中国でも視察などの活動をおこない、義和団事件の経験から
愛国婦人会を設立した人物である。

山  本　浄  邦

―新史料『明治三十一年　韓国布教日記』を中心に―

5 大韓帝国期光州における奥村兄妹の
真宗布教・実業学校設立
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　以上のような意義をふまえ、本稿ではこの奥村兄妹による光州での活動
について論じる。
　奥村兄妹の光州での活動について言及した主な先行研究には、彼らの活
動を日本による朝鮮侵略の「宗教的尖兵」として描いた任
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・美藤遼・
橋澤裕子による先駆的研究2をはじめ、日本人による朝鮮における教育活動
の先駆けとして実業学校の活動をえがく稲葉継雄の研究3、最近では実業学
校を近代日本仏教による朝鮮での初期社会事業として位置づける尹
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ウク

と諸
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の研究4がある。
　先行研究の問題点は、おおまかにいうと次の4点をあげることができる。
　まず第一に、これまで利用されてきた一次資料が限定的であったため、
多くを伝記など二次資料に依拠している、という問題である。とくに伝記
は顕彰の色彩が強くでているもので、物語を盛り上げるために脚色されて
いることもあるだろう。さらに、場合によっては限られた一次資料と伝記
の記述とのあいだで強引に辻褄合わせがなされ、その結果、歪曲された「史
実」を構築してしまう可能性もある。あらためて先行研究によって採用さ
れた「史実」を再検討しなければならないだろう。
　第二に、日本国家との関係について指摘してその「尖兵」としての性格
を批判しつつも、国家との具体的な関わりのあり方やどのような政治勢力
と結びついていたのかについてはほとんど考察されていない点である。こ
れは、奥村兄妹の活動の政治的性格や真宗大谷派の大陸布教の政治性を考

 
2 任展慧「朝鮮統治と日本の女たち」、もろさわようこ編『ドキュメント女の百年5　女と権
力』平凡社、1978年。美藤遼「明治仏教の朝鮮布教」、『季刊　三千里』15、1978年。橋澤
裕子「日本仏教の朝鮮布教をめぐる一考察」、橋澤裕子『朝鮮女性運動と日本　橋澤裕子
遺稿集』新幹社、1989年。

3 稲葉継雄『旧韓国～朝鮮の日本人教員』九州大学出版会、2001年。
4 尹晸郁『植民地朝鮮における社会事業政策』大阪経済法科大学出版部、1996年。諸点淑「東
アジア植民地における日本宗教の「近代」：植民地朝鮮における日本仏教の社会事業を事
例として」2007年度博士論文（立命館大学大学院文学研究科史学専攻）。
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える上で避けて通れない問題であろう。
　第三には、朝鮮人による記録が全く史料として用いられていない点であ
る。日本側の記録とともに、朝鮮人自身の記録によりながら朝鮮にとって
奥村兄妹の活動とは何だったのかを明らかにする必要があろう。
　第四に、仏教史以外の研究者においては真宗の教義・教団についての理
解があやふやであることは否めず、一方、仏教史の研究者においては朝鮮
や日本における当時の政治や社会の状況といった仏教史以外の視角が欠如
していることが多い点である。朝鮮史、仏教史、日本政治史さらには真宗
学的見地など多角的に奥村兄妹の活動を考察することでその全貌を明らか
にする必要があるだろう。
　以上のような問題点をふまえ、次章では①光州布教・実業学校構想の背
景、②円心による真宗布教と朝鮮人の反応、③光州実業学校の設立と運営、
の3つのテーマを設定し、順を追って考察をすすめることとする。加えて3

章では、④失敗の理由に関する通説の再検討、もおこなう。
　史料としては特に、1898年の円心の布教日記『明治三十一年　韓国布教
日記』（以下、『韓国布教日記』）という新史料を用い、これを中心として考察
する。
　この『韓国布教日記』は円心の朝鮮布教に関する基本史料として利用さ
れてきた1877～97年の記録『朝鮮国布教日誌』の単なる続編ではなく、本
山の東本願寺に提出した書状や金銭の請求書などより詳細な記録がなされ
ており、通訳の岩下徳蔵が記したものである。先行研究で多く利用されて
いる大谷派朝鮮開教監督部編『朝鮮開教五十年誌』（1925年、以下『五十年誌』）

の記述の一部はこの史料によっているが、それ以降、その存在が忘れられ、
戦後の研究ではもっぱら『五十年誌』が史料として引用されてきた。『韓
国布教日記』は円心たちの光州における活動を考察するにあたって、欠く
ことのできない基本史料であるといえるだろう。ただし、史料の損傷がは
げしく、虫食いや水分によるにじみが随所にみられるため、読解が困難な
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部分があることを最初にことわっておく。
　また、朝鮮人による史料として、円心のもとを訪れた朝鮮人たちが書き
残したノート『金蘭集』も用いる。『金蘭集』は円心の布教に対する朝鮮
人自身による反応の記録であり、円心が具体的にどのような内容の布教を
していたのか、その一端をうかがい知ることができる新史料である。
　これらはいずれも、奥村兄妹の出身寺院である佐賀県唐津市の高徳寺に
所蔵されていて、2010年12月に筆者が高徳寺でおこなった調査でその存在
を確認したものである。
　このほか、外交史料を中心とした日韓の公文書を用いるとともに、前述
『朝鮮国布教日誌』、仏教新聞『中外日報』『明教新誌』のほか『近衛篤麿
日記』などを利用する。
　これにより、本稿は、従来ほとんど検討されてこなかった1897～99年に
かけておこなわれた奥村兄妹による光州での活動をめぐる日本政治史、朝
鮮史などの範疇に属する領域について若干の考察を加えるとともに、新史
料を活用しつつその実態を把握し、先行研究によって通説とされている事
柄に対して再検討を試みようとするものである。

図1　『明治三十一年　韓国布教日記』（高徳寺蔵）
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2．奥村兄弟による光州布教・実業学校設立

2-1．構想の背景
　1877年から朝鮮での布教に従事していた円心は1882年に壬午軍乱が発生
したことをきっかけに、日本に帰国することとなった。そして、朝鮮で布
教活動を再開することができないまま、10年以上の年月が過ぎていた。そ
の事情について、円心が光州で活動していた当時に発行された『中外日報』
1898年4月29日号の記事は次のように伝えている。

奥村円心氏は［中略］明治十五〔1882〕年に於ける内地暴徒の乱ありて
已むを得ず帰国してより一時中絶の姿に帰せしが、当時彼の亡命の韓
客金玉均朴永

ママ

孝等を誘ひて我邦に来遊寄食せしめたるは全く奥村氏等
の斡旋に因るものなりと云ふ、爾来再び渡韓せん筈なりしも恰も本山
の財政之を許さず遺憾なから等閑に打過ぎたる［以下、略］

すなわち、円心は妹の五百子らとともに亡命開化派たちの世話をしながら
朝鮮での活動再開を企図していたが、大谷派の財政状況によって実現が困
難になっていたのである。
　実際、当時の大谷派の財政状況は極めて厳しい状態に陥っていた。その
大きな要因は円心が朝鮮で活動していた1879年5月、幕末に全焼していた
東本願寺の本堂および浄土真宗の開祖である親鸞（1173-1262）の木像を安置
する御影堂の再建についての「御消息」が法主によって発示されたことに
始まる。以降、両堂再建に伴う負債が大谷派の財政を圧迫するようになっ
ていった。そして円心帰国後の1885年ごろには最悪の状況に陥っていた。
　このような厳しい状況は1895年まで継続した。この年になって両堂が落
慶し、関連負債もほぼ償却したのである。そして、1896年には大谷派で教
学資金積立法が定められ、門徒からの募金により教学振興と布教の資金に
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充てられることになった。だが、これを負債償却後に新たに生じた負債30

万円あまりの処分に充てようとする当局の意図が明るみになり、清沢満
まん

之
し

らによる寺務改革運動が始められるにいたった5。
　このような財政状況であったので、円心は朝鮮での布教再開のための資
金を大谷派教団に期待することが困難であったのである。そのため、日清
戦争終結という新たな局面において朝鮮での活動を再開しようと画策する
兄妹は、その資金を国家に期待するようになった。
　そこで兄妹が頼ったのがその血縁であった。兄妹の父・了寛は有力な公
家の二条家から高徳寺に入寺した人物で、了寛の祖父は左大臣・二条治孝
である。支援者を求めて五百子は二条家の当主・二条基弘（公爵・貴族院議員）

を通じて、政界に対してはたらきかけをはじめた。
　また、五百子は旧唐津藩小笠原家の小笠原長

なが

生
なり
（子爵・海軍）とも親交を

深めていた。
　近衛篤麿は1897年1月5日の日記に「唐津の女豪奥村五百子、二条公を介
して自影を贈る」6と記している。近衛篤麿と二条基弘はどちらも「五摂家」
に属する有力貴族の当主で、貴族院内では対外硬派の三曜会（領袖は近衛）

に属し、その指導的立場にいた。五百子はこの両者のつながりを利用して
近衛に接近したのである。
　その後、同年6月21日には五百子は直接、円心とともに近衛に会いに行っ
ている。その日の近衛の日記によると、その用件は「円心布教の為朝鮮に
出張可致に付其為海外布教に尽力有之度旨本願寺法主に勧誘ありたしとの
事」で、これに対し、近衛は「承知」したとしている。そして、翌日の日
記に大谷光演・東本願寺新法主に「朝鮮布教の事」と「奥村円心の事」に

 
5 柏原祐泉『近代大谷派の教団：明治以降の宗政史』真宗大谷派宗務所出版部、1986年、

pp.42-54。
6 『近衛篤麿日記』第1巻、近衛篤麿日記刊行会、1968年、p.136。
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ついての書状を送ったという記録がある7。これが功を奏したようで、7月
8日の近衛の日記には円心から「過日法主に添書したる謝辞」と「弥近々
朝鮮渡航の趣通知」を内容とする書状が届いたと記されている8。
　また、6月21日の『朝鮮国布教日誌』の記述によれば、奥村兄妹の訪問
を受けた近衛は朝鮮布教の考えに賛同しつつ、「地図ヲ示シテ、釡山港、
木
モッ

浦
ポ

辺ニ出張スヘシト指揮」したという9。近衛がこの計画にかなり乗り
気であったことがうかがえる。
　以上のように、奥村兄妹は二条基弘を通じてつながりをつくった近衛篤
麿に、朝鮮布教を東本願寺にはたらきかけるようにもちかけ、大谷光演に
円心の「朝鮮出張」を命じさせるのに成功したのである。
　だが、これによって出張の費用程度は大谷派から出された10としても、
本格的に新たな地で布教を行い、学校を建設する資金の問題はどのように
して解決したのであろうか。
　この頃、政党の力が伸長し、進歩党の大隈重信が第2次松方正義内閣に
外務大臣兼農商務大臣として入閣していた。円心の『朝鮮国布教日誌』に
は、朝鮮布教再開をめぐって大隈と交渉したという記録が確認でき、大隈
の支援のもと、奥村兄妹の光州での活動が実現したことは先行研究でも簡
単に言及されている。しかし、大隈と兄妹とのそもそものつながりや大隈
がなぜ支援者となり得たのかについては明らかにされていない。
　坂野潤治の研究など、これまでの貴族院研究では、貴族院は「藩閥政府

 
7 『近衛篤麿日記』第1巻、近衛篤麿日記刊行会、1968年、p.236。
8 同上、p.245。
9 奥村円心「朝鮮国布教日誌」、柏原祐泉編『真宗史料集成第11巻　維新期の真宗』同朋舎、

1975年、pp.494-495。
10 一方で、大谷派など宗教団体からの公式的な派遣でなく個人の活動として海外で宗教活動
を行なうことは現地政府や現地の日本公館の対応が厳しくなり、困難となりやすいので、
円心にとっては必ずクリアすべき問題であった。
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の忠実な「藩屏」としての役割を果たしていた」11とされてきた。だが近年、
小林和幸12や内藤一成13の研究によって、必ずしもそうとは言えないこと
が明らかになった。とくに、兄妹が光州での活動を始める1897年ごろまで
は貴族院において三曜会とその同盟者である懇話会の勢力が他会派より若
干優位にあり、彼らは藩閥政府に対し一貫して批判的な態度をとってきた
のである14。
　一方で、1893年末以降、三曜会は衆議院の改進党（のちの進歩党）などと
協調関係を形成するようになる。その背景としては、自由党が当時の伊藤
博文内閣に接近したことで自由党と改進党の民党連合が崩壊し、衆議院に
おける政治状況が大きく変化したことがあった。さらに、政界の争点が 

「条約改正・対外硬」問題へと移ったことにより、これまでの「民力休養」
問題などにおいて国家優先の立場から民党の主張と対立していた近衛、二
条ら貴族院の「硬派」が、政府や自由党に対抗する改進党など衆議院のい
わゆる「硬六派」15と協調関係を形成するようになったのである。
　このような貴族院と衆議院の両勢力の緩やかな協調関係は日清戦争後に
いたっても継続していた。1896年9月に第2次松方内閣が成立すると近衛は、
文相として入閣するように依頼されたがこれを断った。結局、松方首相は
近衛に貴族院議長就任を勧誘し、近衛は貴族院議長に就任することになっ

 
11 坂野潤治『明治憲法体制の確立：富国強兵と民力休養』東京大学出版会、1971年、p.62。
12 小林和幸『明治立憲政治と貴族院』吉川弘文館、2002年。
13 内藤一成『貴族院と立憲政治』思文閣出版、2005年。
14 小林前掲書、第1章「貴族院開設前後の有爵議員の貴族院観」参照。小林はここで議会開
設期に発行された『華族同方会報告』の掲載記事から近衛らが藩閥や政党のようにある一
部の利益を代弁するものでなく、「皇室の藩屏」として国家全体の利益を考慮することが
貴族院の存在意義であり、貴族院は藩閥政府からも政党からも独立した存在であるべきで
あると考えていたことを明らかにしている。

15 自由党との連携関係が崩れた改進党は新たに国民協会と連携し、反政府勢力として対外硬
を主張する「硬六派」を形成した。詳しくは、佐々木隆『藩閥政府と立憲政治』吉川弘文
館、1992年、p.347を参照。
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たのである。
　第2次松方内閣および与党進歩党と貴族院の三曜会・懇話会との関係は
この時期、極めて良好であったのであり、そのような関係を背景として奥
村兄妹は大隈重信にはたらきかけをおこなったのだ。
　『朝鮮国布教日誌』によれば、円心が直接政府にはたらきかけたのは
1897年6月であった16。18日に農商務省、19日には外務省を訪問し、25日「外
務省官舎ニテ大隈大臣ニ面謁」して大隈から「朝鮮ニ行クトノ事、国ノ為、
法ノ為尽力セヨ」との激励を受けている。
　その後、円心は朝鮮に滞在しながらより具体的な場所とプランを策定す
る。
　場所の選定については、近衛からの指示もあり、円心も当初、木浦付近
での活動を考えていたようである。釡山に着いた円心は8月2日、開港前の
木浦に視察に赴き、伊集院彦吉・釡山港駐在一等領事の賛成を得て木浦付
近に居を構えた。ここに20日間滞在したが、現地の人々に受け入れられな
かったため、さらに内陸へと移動し、9月23日に光州にいたったという事
情があったようだ17。
　光州で活動をはじめるにあたって、決め手となったのは観察使の尹

ユン

雄
ウンニョル

烈  

の協力であった。『明治三十一年　韓国布教日記』に書写されている円心
から大谷派に宛てた1898年1月14日付の書状には

予テ度々上申候通リ、観察使尹雄烈氏ヨリハ是□不一方万□尽力且保
護ヲ蒙リ、実ニ感謝□□□儀ニ御座候。既ニ京城加藤〔増雄〕弁理公
使ニテハ書状ヲ以テ感謝シ、且後来一層ノ尽力保護ヲ依頼シ来リ、木

 
16 奥村前掲「朝鮮国布教日誌」、pp.494-495。
17 『韓国布教日記』1898年12月8日に「韓国内地布教」と題する光州布教にいたるまでの経緯
を回想した円心の報告書（岩下が代筆）がある。『朝鮮開教五十年誌』p.68も参照。
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浦領事久水三郎氏モ其礼ヲ述ベル為、来月頃当地ヘ出張スル旨申来候。
（□は判読不能。以下同じ。なお、『韓国布教日記』引用文の句読点はすべて引用

者による。）

と書かれている。奥村円心の光州での活動は尹雄烈の協力なしには考えら
れなかったことがうかがえる。
　尹雄烈はもと別技軍18の長であり、壬午軍乱の際、東本願寺元山別院の
石川了因輪番（輪番は別院の責任者）にかくまわれて日本亡命をはかったと
いう過去があり19、円心らとも交遊があった。このような経歴から、彼ら
の活動に積極的に協力したと考えられる。
　こうして活動の場を光州に定めた円心は、以下のような布教のプランを
策定し、大谷派に提出するにいたる。

第一　殖産興業ヲ奨励シ、可成物質的ノ開発ヲ勉ムル事。
例ヘハ農業改良ヲ図リ、養蚕ヲ奨励シ、以テ輸出品ヲ増サシメ、当
地方産出ノ小麦ヲ利用シテ、一般ノ嗜好スル素麺ノ製造ヲ教フル等
ナリ。尚又、付近各地産出ノ製紙輸出ノ途ヲ発見スル事。

第二　不問僧俗、地方著名ノ人物ヲ励
マ マ

奨シテ日本ヲ観セシメ、以テ一
般ノ開発普及ヲ図ル事。
来遊者ハ年ニ必ス二名ヲ下ル可ラス。而シテ又、内地ニ布教ニ尽力
スルモノハ不問僧俗、特別ノ取扱ヲナス様、商船会社ヘ向テ総務殿
ヨリ照会ノ事。

第三　学校ヲ設立シテ、以テ青年ノ啓発スル事。

 
18 1881年に創設された朝鮮最初の洋式の軍隊で、旧式軍隊より優遇された。教官に日本陸軍
の堀本礼造少尉を迎え、創設や訓練に日本がかかわった。旧式軍隊の不満をきっかけとし
て発生した壬午軍乱で、堀本少尉は殺害された。軍乱ののち廃止。

19 「石川輪番と尹雄烈」（『五十年誌』pp.146～148）。
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最初、彼レラノ恠ミヲ受ケザル様、韓人教師一名ヲ雇ヒ、而シテ生
徒ハ総テ無月謝トシ、尚常用紙筆墨ヲ給与シ、初メハ専ラ在来ノ学
芸ヲ修セシメ、自然算術地理歴史等及ホシ、終ニ宗教的ノ倫理ヲ教
育スル事。而シテ又、生徒ハ凡十名位ヲ限リトシ、観察使地方官等
ニ交渉シ、可成中以上ノ生活ヲナシ、且俊秀ナルヲ抜擢スル事20。

まず第一に産業振興、第二に朝鮮人に日本を見せる、第三に学校設立、と
いう内容である。
　このような努力により、のちに外務省から匿名で大谷派に寄付をした資
金を大谷派が布教費として奥村兄妹に支給するという方法で、外務省の機
密費を支出させることになった21。この直後の1898年1月23日、円心のも
とに京都から、補助金下附と実業学校設立が決定したとの知らせが届いた。
これを聞いた円心は「歓極」まっていたという22。
　以上見たように、奥村兄妹の光州での活動は二条および近衛ら貴族院の
三曜会・懇話会系の人々、さらに進歩党の大隈といった人々との人脈を背
景として実現した。また、全羅南道の尹雄烈観察使は大谷派に縁があって
円心とも旧知の仲であり、彼の協力が現地での活動に大きな力となったの
である。

2-2．円心による真宗布教と朝鮮人の反応
　次に、円心が光州においてどのような布教をしていたのか、『明治三十
一年　韓国布教日記』と『金蘭集』を中心にみていきたいと思う。

 
20 岩下徳蔵記『明治三十一年度韓国布教日記』1898年1月14日。
21 稲葉「光州実業学校について」p.116では「大隈が五百子の光州実業学校に対して外務省
機密費を交付したのは、明治31年6月30日、板垣退助とともに内閣（いわゆる「隈板内閣」）
を組織し、首相と外相を兼ねていた頃のことである」としている。

22 『韓国布教日記』1898年1月23日。
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　『五十年誌』によると尹雄烈が「警官に命じて奥村師〔円心―引用者注〕の
為に寓居をもとめしめ、幸にも西門外崖

エ

錫
ソクチョル

哲の家（敷地一千坪）を金百円」
で円心が購入したという23。この建物を拠点として布教活動を開始した円
心は1898年1月、本山に提出した上申書のなかで、次のようにいっている。

応接所ヲ以テ仮仏殿トシ、釡山ヨリ奉供セシ御画像ヲ崇敬仕候。常ニ
出入ノモノハ勿論、日々来遊ノモノモ必ス光仏前焼香称名シ、而シテ
後挨拶法話ニ入ル□□ト致候処、一般ノ感情甚タ宜敷、当国風習ニテ
婦人ハ他家男子ノ室ニ入ラス、殊ニ外国人ハ最モ忌憚スル処、然ルニ
近来ハ右婦人等モ□々来拝シ、談シテ忌憚ナク室内ニ出入仕候24。

　このように、円心は朝鮮人に布教するにあたって、建物の応接所を仮の
仏殿とし、絵像を掛けてこれに礼拝・焼香、称名念仏させたうえで、説教
をする、という順序をふませようとした。そうしたところ地元民の好感情
を得て、他家の男性、とりわけ外国人男性と同室になることをタブー視す
る現地の風習にもかかわらず最近は女性たちも出入りするようになった、
と報告している。実際、『韓国布教日記』をみると、女性が連れだって度々
この布教所を訪問して、仏前で上記のような手順をふんだうえで円心の説
教を聴聞したことが記録されている。このように女性が次々と来訪する記
録は釡山や元山での布教を記録した『朝鮮国布教日誌』にはみられないも
のであり、光州布教の特徴の一つである。その契機について『中外日報』

 
23 『五十年誌』p.68。なお、韓国側の公文書には奥村兄妹の光州での住居は「崔君益の家」
と書かれている。1898年8月20日付外部大臣・農商工部大臣李道宰宛て全羅南道観察使閔
泳喆の質稟書、『全羅南北来案』、ソウル大学校奎章閣蔵（奎17982-1）。「崖」という姓は
韓国にはないので、おそらく「崔」の誤りではないだろうか。ただ、「錫哲」と「君益」
との関係（同一人物あるいは親族なのか、など）は不明である。

24 『韓国布教日記』1898年1月14日付に書写された「北條氏ヘ托スルノ上申書」。
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には「長官尹雄烈氏は其母堂をして十五名許の婦人を伴ひ参詣せしめられ
しにより頓に婦人教誨の道は開け」たとし、「今日にては寧ろ婦人の方に
信者多しと云ふ」と書かれている25。
　さらに、より多くの朝鮮人を集めることを期待して導入されたのが「宮

くう

殿
でん

」であった。この上申書には「到着ノ宮殿等ヲ整置シ、本尊ヲ奉迦シテ、
以テ崇敬スルニ至ラハ又必格別ノ儀ト存候」26とある。宮殿とは仏像を安
置する屋根と柱で構成される仏具で、朝鮮の寺院には見られない日本独特
のものである。『韓国布教日記』1月13日には「午後四時過、本山ヨリ送附
ノ仏殿〔＝宮殿―引用者注〕及□□其他到着」とあり、翌14日には「早朝ヨ
リ仏殿ノ組立ニ掛リ、黄昏漸ク成就ス」とある。宮殿を整えて本尊を安置
すれば人々を惹きつけて「又必格別ノ儀」であるだろうと円心は考えたの
である。
　実際、朝鮮人が宮殿を見物にやって来ているのが『韓国布教日記』にも
みえる。たとえば、1月26日には「妓生及男□夜来テ、宮殿拝観シ去ル」
とあり、同28日には「婦人六七人来拝、例宮殿ヲ観テ帰ル」といったよう
な記述である。2月2日にはこのことについて触れた大谷勝縁宛上申書を提
出している。これによると、1月25日から「来拝ノ男女俄ニ増加シ」ていて、
なかでも女性の参拝者が特に多く賽銭を奉納する者もあるという。そして、
参拝者たちは宮殿を観て驚き、称賛して評判になっているとしている。だ
が、これらの人たちは「皆本尊ヲ崇敬セザルヲ以テ遺憾」だとも述べてい
る27。宮殿をつうじた布教は、人を集めることには成功したようであるが、
所詮宮殿の見物客に過ぎず、円心は半月ほどでその限界を思い知ったので
あった。

 
25 「朝鮮教信」、『中外日報』1898年4月29日。
26 前掲「北條氏ヘ托スルノ上申書」。
27 『韓国布教日記』1898年2月2日。
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　一方、僧俗の識字者層の朝鮮人たちは、来訪者ノートである『金蘭集』
に円心と対話した感想を残している。そのいくつかを検討してみたい。

図2　『金蘭集』（高徳寺蔵）

　明治維新以降の真宗教団においては、近代天皇制国家成立にあわせて
「真
しん

俗
ぞく

二
に

諦
たい

」が真宗教義の中核にすえられた。真宗の教えに生きるものは
阿弥陀仏の救済にあずかる（真諦）とともに、世俗道徳としての「忠孝」を
大切にするものである（俗諦）とする教義である。この教義は釡山での布教
につづき、光州でも説かれた。円心もみずから手記において、光州で「韓
人を接待して真俗二諦の宗義を説」いたといっている28。これは、『金蘭集』
における多くの来訪者の記述に「忠」や「孝」あるいは「国恩」といった
文字が見られることからも確認することができる。真俗二諦の教えは儒教
国である韓国で積極的に受け容れられるであろうから、これによって両班
層を中心に真宗も受け容れられるのではないか、と考えたのであろう。
　しかしながら、真俗二諦を強調する布教に対して、『金蘭集』に感想を書

 
28 『五十年誌』p.70。



5 大韓帝国期光州における奥村兄妹の真宗布教・実業学校設立 121

き残した朝鮮人たちの中には、このような円心たちの思惑とは少々異なる
反応を示している者が少なくない。たとえば、崔

チェ

晋
ジン

学
ハク

という人物が「儒教
と仏教の教えは相通じるものであるのだ。儒教の仁愛と仏教の慈悲はとも
に人々を救済するもので、その想いには邪念がない」29あるいは、鄭

チョン

南
ナム

鉉
ヒョン

 

が「天地の道理は本来一つであり、儒教と仏教とは互いに通じ合うもので
あって」30というように、「儒」と「釈」＝仏教を同じようなことがらを説
くものとして理解しているのである。
　近代天皇制国家に対して真宗の存在意義を示すため、強調されたのが
「真俗二諦」の教義であった。すなわち、この教義によって天皇制国家へ
の「忠」を説くことで、真宗教団の存在意義をアピールするものであり、
その主な対象は儒教の教義に精通しているわけではない日本の一般の真宗
門徒であった。
　したがって、元々儒教を学んできた人々にこれを説く時、儒教の教典に
ほとんど触れたことのない日本の一般門徒たちとは異なった前述のような
反応がかえってきたのである。引用した『金蘭集』の記述にみられるよう
に、真宗が儒教と同様の「忠」や「孝」を説くものであるならば、真宗に
親近感は感じたとしても、これまでの儒教を捨ててまで真宗に帰依する必
要がないとも考えられ、ここに大韓帝国やその皇帝に対する「忠」を説く、
真俗二諦論を中心とした布教の困難さを見出すことができる。
　しかし、光州布教の方針において、このような俗諦を強調する布教は欠
くべからざるものであった。1897年6月22日、新たな朝鮮布教の必要性を
訴えるべく、近衛篤麿は円心のはたらきかけにより大谷派法主の大谷光演
に書簡を送ったが、そのなかで次のように述べている。

 
29 「儒釈典、相通仁愛慈悲、共済蒙、万念無邪。」
30 「天地元来一理、通双合儒釈」
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近来は西洋の諸国頻りに東洋の事に注意致候様に相成今日にして百年
の計をなさゞれば遂に挽回致し難きに至るかと被存候、就ては東邦の先
進国たる我国の如き率先して他を誘導致候事必要と被存候のみならず
近来兎角清韓両国我国に対し面白からぬ感情を和らげ東邦諸国唇歯輔
車の交を為すに至らしむる事は独り当局者の尽力のみにては六ヶ敷如
斯場合には宗教と教育の力を借り候事最も必要に有之候事と被存候31

近衛は日本が清韓両国を「誘導」して西洋諸国に対抗するとともに、その
前提として三国の交流を強化するために当局者のみの努力の限界を「宗教
と教育の力」で埋めなくてはならず、そのためにも円心による朝鮮布教が
必要であると考えていたのである。つまり、近衛のアジア主義的構想実現
の手段としての布教であった。
　以上のような近衛の考えは、円心にも共有されていた。1898年12月8日
付で岩下徳蔵が代筆して発信した円心による大谷派文書課宛の報告書「韓
国内地布教」の冒頭には次のように述べられている。

国ト法トハ皮ト毛ノ如ク、日ト韓トハ唇ト歯ノ如シ。両々相待ツテ完
全具備ス。熟慮ルニ東洋ノ形勢月ニ益々非ニシテ、今ヤ韓国ノ状態云
フニ忍ビザラントス。此秋ニ際シテ、我王法為本忠君愛国ノ教ヲ以テ
彼国民ヲ誘導啓発スルハ、実ニ我教ノ本旨ニシテ、国ニ報ヒ法ヲ護ル
所以ナリ。況ンヤ我国ノ文物風教今日ノ盛ヲ来スモノ、往昔彼国ノ誘
導開発ニ依ルニ於テヲヤ。於是韓国布教ノ議起ル32。

 
31 『五十年誌』pp.65-66。
32 『韓国布教日記』1898年12月8日。『五十年誌』p.75では10月の報告書とされているが、代
筆者である岩下自身による『日記』の記録には日付もあり、12月8日の日記に書写されて
いることから、『五十年誌』の記述は誤りであろう。
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このように、日本の情勢に影響を与えるにもかかわらず、「云フニ忍ビザ
ラン」状態にあると円心が考える韓国に対して「我王法為本忠君愛国ノ教
ヲ以テ、彼国民ヲ誘導啓発スル」ことを目的とし、それが日本という「国
ニ報ヒ」ることにつながる、というのが円心の光州布教のスタンスであっ
た。言い換えれば、円心の光州布教はみずからの「東洋ノ形勢」に対する
認識にもとづく日本のための布教、「誘導開発」であり、そのため韓国の
人々に「我王法為本忠君愛国ノ教」（俗諦）を説く必要があったのである。
そして、僧侶である円心においては、このような手段としての布教がその
まま「法（＝仏教）ヲ護ル」ことにもつながると考えていた。
　実際、光州で円心は比較的早い時期から東アジア情勢について朝鮮人に
語っていた。たとえば1898年1月17日に訪れた青年たちに「近日報スル所
ノ東洋ノ形勢ヲ説」いたという。だが青年たちは「平然一人傾聴奮慨スル
モノナシ」だったようで、円心らはこのような態度を「無気力」とし「亡
国ノ兆顕然」だと考えた33。
　また、円心は「訪韓以来士気開発ヲ計」ろうとして「日々来往スル幾十
人江ハ富国強兵ヲ説キ、其少シク気概アルカ如キハ、更ニ返訪シテ相往来
シ」てきたという。だが、結果は思うようにならなかったようで、すでに
1898年1月下旬の段階で「当国当政府ノ下ニテ忠臣義ヲ求ムハ到底」無理
であるという結論に至っている。その上で朝鮮人は「利益ノ方ヨリ説ケハ、
何人モ傾聴」するので、「実業学校ノ如キハ尤モ適切」であるとし、朝鮮
人を「後来ノ同胞ト心得」て実業学校設立をすすめるべきだとしている34。
つまり、円心は朝鮮人の「忠臣義」を喚起して日本の「誘導」によって大
韓帝国の富国強兵を実現するという方法に限界を感じていたのだ。そして、
それよりも、生活に密着した利益を説きつつ実業学校で「後来ノ同胞」た

 
33 『韓国布教日記』1898年1月17日。
34 同、1898年1月24日。
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る朝鮮人を教育するのが最も適した方法であると考えるようになったので
ある。
　なお、この年の4月には東本願寺で大法要35がおこなわれていて、円心
は近隣住民の崔

チェ

世
セ

八
パル

と崔
チェ

翰
ハン

鎮
ジン

36を連れてこの法要に参拝していた。『五十
年誌』はこれについて次のように記している。

直ちに本山へ両氏が参拝の為に入京の旨を上申すると本山に於ても海
外の珍客であるから特遇丁重を極めた。法会に参列も許可せられ、参
拝の余暇には京都の各方面を視察した。［中略］滞在中両氏に関する一
切の費用及旅費はすべて本山が負担した37。

彼らは布教師とともに初めて本山に参拝した朝鮮人信徒であろうと『五十
年誌』はいっている。上の記述からは大谷派が円心の連れてきた二人の朝
鮮人に対して非常に丁寧に対応したことがうかがえる。『五十年誌』には
両名が光州に戻ってから「僧俗老幼を問はず、日本の文明と本願寺の盛大
なることを宣伝した」38と誇らしげに書かれている。崔翰鎮は円心の布教
拠点の隣接地の所有者で、円心や五百子にとっては学校用地・建物取得に
あたっての交渉相手でもあり39、京都での丁寧な対応は彼らに対する一種

 
35 『五十年誌』p.73では東本願寺12代教如の「記念大法要」となっているが、この時期、

1898年4月18日から25日に東本願寺で行われていたのは本願寺8代蓮如の400回忌法要である。
教学研究所編『近代大谷派年表　第二版』真宗大谷派宗務所出版部、1977年、p.88。『韓
国布教日記』によると、円心らは4月12日に光州を出発し、5月10日夕方に光州に戻ってい
る。

36 『五十年誌』には「崔幹鎮」となっているが、『韓国布教日記』には「崔翰鎮」との記述が
多く、時として「崔幹鎮」とも書かれている。「幹」は「翰」の略字ではないかと考えら
れる。

37 『五十年誌』p.74。
38 同、p.74。
39 詳しくは次章参照。
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の接待行為であったともいえるだろう。その後、これが功を奏したのか、
崔翰鎮は自らの家屋を校舎として提供するなど、積極的な協力者となった。
　しかし、同年9月頃から11月まで円心は体調を崩し、さらに翌99年2月に
は後任の楓玄哲に光州布教を任せ、日本に戻ることになった40。

2-3．光州実業学校の設立と運営
　『韓国布教日記』によると、五百子らは1898年4月8日に光州に到着して
いる。ともに来着した人名として「奥村ミツ子　杉江常三郎　田口達平　
河原井祐兼　赤星ムラ　磯口スゑ」といった実業学校関係者のほか「法師
（＝円心）ノ奥方マサ子」の名もあがっている。奥村ミツ子（光子）は五百
子の子で五百子の指示により富岡製糸場で製糸技術を学んだといわれる人
物であり、杉江常三郎と田口達平は学校の補助員、河原井祐兼は剣客、赤
星ムラは洗濯係、磯口スゑは女中で、これらはすべて実業学校の職員とな
る人々である41。その後、五百子の娘婿で農学校出身の奥村節太郎や教師
となる草場亀之助のほか、大工や医師などが実業学校設立のため光州にやっ
て来た。
　五百子と節太郎は4月10日に早速農業に適した土地を探しはじめ、尹雄
烈のもとも訪問している42。以降、5月にかけて学校敷地の確保のため五
百子は奔走する。そして、5月12日に用地内にあった竹林の一部を伐採して、
いよいよ本格的に学校建築を始める43。

 
40 『五十年誌』p.75。その後、円心は千島でアイヌの人々に対する布教を行っている。後任
の楓玄哲はのちに、音羽家の養子となったが、彼が日露戦争のころソウルの鍾路監獄で朝
鮮における近代監獄史上初の監獄教誨をおこなったとされる音羽玄哲である。その後、植
民地期にかけての朝鮮における監獄教誨の展開については拙論「1920年代植民地朝鮮にお
ける監獄教誨」、『近代仏教』16、2009年を参照。

41 『韓国布教日記』1898年4月8日。
42 同、1898年4月10日。
43 同、1898年5月12日。『近代大谷派年表』は、この日を光州実業学校設立の日としている。
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　6月9日には日本から持ち込んだ機械で繭から製糸する試験を行なってい
るが、使った繭の質があまりよくなかったようで結果は「良好ナラス」だっ
た。だがこれを見た朝鮮人たちは機械の精巧さやスピード、「製糸ノ鮮麗
ナルヲ驚嘆シ」たという44。このほか、茶と桑の栽培も試みられていた45。
　このようななか、尹雄烈が更迭されることになった。本格的に学校建設
に取りかかった5月12日の『韓国布教日記』に初めてその風説を耳にした
ことが記されている。そして、円心と親しかった郵逓司主事の尹

ユン

爽
サン

栄
ヨン

が6

月14日に円心のもとを訪ね、17日に新観察使が光州入りすることを伝えて
いる46。
　20日には円心が新観察使として就任した閔

ミン

泳
ヨンチョル

喆を訪問し、前観察使の
ように布教活動への保護を継続してほしい旨伝えると、閔泳喆は、すでに
ソウルの加藤増雄公使からの指示もあるので「諾承ス」と言ったという47。
一応、活動への保護を確約させることに成功したのである。
　五百子は6月27日付で東京にいる近衛篤麿と小笠原長生に宛てて、この
面談の結果を含む光州の現状をまとめた「御報告」を送っている。この書
状で五百子は、実業教育の現状について、

未だ学校々舎も整備不仕甚困入候得共、教授停止の訳には立至り不申、
不得止各家を巡廻して期節相応の教授為到居申候。尚生徒募集の後と
ても、自費にて教授を受くる等は当国人の怠惰性にては万々出来不申、

 
44 『韓国布教日記』1898年6月9日。
45 『近衛日記』1898年7月19日に別紙として付された7月6日付奥村兄妹から近衛篤麿・小笠原
長生宛の書状。

46 『韓国布教日記』1898年6月14日。なお、ここでは単に「主事」となっており郵逓司主事の
肩書きは同月22日の日記にて確認した。円心は大臣の交代など韓国政府中央の情報を光州
の郵逓司から得ていたことが『韓国布教日記』のいくつかの記述から確認できる。「尹爽栄」
は尹奭栄（ユン・ソクヨン）を誤記した可能性がある。

47 同、1898年6月20日。
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何れとも昼食位は当方にて賄ふ事と存候。此件に付予算上課目無御座、
為めに甚だ困入申候。何れ本山との協議物に御座候48。

と述べている。校舎が未完成の段階でも、校舎建設と並行して巡廻教授が
おこなわれていたことがわかる。一方で、生徒を募集しても反応は良くな
く、昼食を支給することによって何とか生徒を集めようとしていたようで
ある。
　五百子らが生徒募集に苦労していることは日本の超宗派仏教新聞49『明
教新誌』でも「朝鮮布教の困難」として「彼の大谷派に於ける奥村氏兄妹
が光州に於て実業学校を設け間接布教の機関として熱心に土民児童の教養
を勉めつつある由なるも目下頗る困難の境に陥り土民等は日々学校に出づ
るとも今日の生計を助ること能はず糊口の道さへ与へらるれば説教にも参
り学校にも入るべしといふ者あるも仲々教養の道を開くこと難く折角の辛
労も為に充分其功を奏す能はざるは洵に遺憾なりとさもあるべし大方の諸
徳此種の事業を助けて大成せしめよ」50と報道されている。宗派を超えて
日本の仏教界が五百子らの光州実業学校の試みを、関心をもって見守って
いたことがわかる。
　つづいて五百子の「御報告」は、

 
48 『韓国布教日記』1898年6月27日、『近衛日記』1898年7月10日。
49 山本彩乃は近代仏教メディアを発行主体や読者層、記事の傾向によって①宗派内メディア
②同人誌的メディア③情報総合紙的メディアの3つに分類し、『明教新誌』や『中外日報』
を「超宗派の人々によって構成された会社組織によって発行され、啓蒙的性質や政治的思
想の傾向が比較的弱く、各教団の総合的な情報によって構成された、総合情報紙的な性質
を持つ」③のメディアであるとしている。①や②と比較して、宗派的、思想的偏りが少な
く、宗派を超えて仏教界全体に情報を発信するメディアであったといえる（山本彩乃「『中
外日報』にあらわれた大谷光瑞―明治三十六（一九〇三）年の大陸関連記事を中心に」p.197、
柴田幹夫編『大谷光瑞：「国家の前途」を考える』アジア遊学156、勉誠出版、2012年）。

50 『明教新誌』1898年8月20日。
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当国人民は到底此侭にて開発とか誘導とか出来不申、［中略］皆此国の
亡ぶるは是数なり、運なり、到底目下の国王大臣にては邦基の維持万
出来不申とは異口同音の調子にて、［中略］当方に於ても近来は皆々其
心得にて、末は必ず我同胞とて日々来訪するものへは日本語を教授し
居申候。例の物珍らしき韓人の事故、語を教ゆれば五十音を学ばんと
云ひ、五十音を授くれば千字文を習はんとて、頃日は府内大抵オハ
ヨー、ヨロシー位の片語を解せざるもの殆ど無之と申位に御座候51。

と、大韓帝国が亡ぶことを前提に、最近は「末は必ず我同胞と」考えて来
訪者に日本語を教授しているとしている。円心らは1月末の段階で将来、
朝鮮人は「必ず我同胞」となるという結論にいたっていたが、五百子ら実
業学校の構成員たちも7月までには同様の考えを持つようになったのである。
　7月下旬、五百子は一時帰国した。木浦の久水三郎領事が小村寿太郎外
務次官に送った書面には、五百子がどのような用件で東京に出張するのか
について記されている。この文章を見ると、当時の光州実業学校の様子が
わかる。ここには「第一　学校経費ノ件、第二　向来方針ノ件、第三　工
業教授傭聘ノ件」52という3つの用件があげられている。
　「第一　学校経費ノ件」というのは学校の運営費を外務省からの補助金
と本願寺からの下附金によっているが、「本願寺ハ以前ハ勿論現今ト雖モ
出張布教者ニ対シテサヘ経費送達甚タ緩慢ニシテ出張者ノ困難ハ更ニ顧ミ
サル現状」で、学校経費の調達が困難であるため助けてほしい、という内
容である。また「第二　向来方針ノ件」は前述の生徒に対する昼食支給に

 
51 『布教日記』1898年6月27日、『近衛日記』1898年7月10日。このあと、奥村兄妹の活動に対
する在木浦日本領事館の久水三郎領事の尽力に、謝礼を述べてほしいと小笠原に訴えてい
る。

52 「在光州実業学校長奥村五百子上京ニ付依頼書翰［書写資料］領事久水三郎」、早稲田大学
図書館所蔵大隈重信関係資料、http://hdl.handle.net/2065/27422。
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関して、その経費を負担してほしい、ということである。「第三　工業教
授傭聘ノ件」とは、五百子が農業科に加えて工業科を設置すべく準備して
いるので、その教員を雇用するにあたっての相談である。外務省の補助を
得たといっても比較的早い時期から資金繰りが苦しかったことをうかがわ
せる内容である。
　この時、五百子が7月24日付で久水に提出した「報告書」およびその添
付文書「農業ニ関スル報告」「蚕糸報告書」を外務省に加えて提出してい
る53。これらの報告によって、1898年7月半ばごろまでの実業学校の状況
を垣間見ることができる。
　「報告書」には実業学校用地確保の状況について次のように記されてい
る。

此間専ラ用地ノ購入ニ勉メ、先ツ予テ内約せシ隣家崔翰鎮ノ家宅及敷
地ニ就キ交渉ヲ試ミシニ、種々情実ノ伏スルアリ。為メニ観察使カ自
己ノ攻撃ヲ遁レン為メ、専ラ下僚ヲシテ関渉セシムルヨリ、遂ニ外方
ノ故障ヲ惹起シ、遂ニ其要領ヲ不得。更ニ又、観察使ノ勧メニヨリ耕
作試験用地ヲ名トシテ附近門外ヘ壱町歩許ノ畑地購買ヲ申込ミ、漸々
其談判ノ進歩ヲ見シカ、折悪ク観察使転免ノ電報到着セシヲ以テ、例
ノ故障ヲ試ムルモノ出テタルヲ以テ、断然其交渉ヲ止ムルヲ得策ト心
得、茲ニ教授ノ一点ノミニ注意シ［中略］已ニシテ後任観察使ニ対ス
ル運動ノ必要ヲ認メ、茲ニ上京ノ途ニ上リシカ、幸ニ加藤公使ヲ始メ
京城有志ノ尽力周旋ヲ以テ首尾克帰光シ、間モナク六月十七日新観察
使赴任セルヲ以テ、今後事業伸張上ニ就テ種々協賛ヲ求ム。第一、柳
林藪ニ桑樹植付并ニ無等山ニ茶及桑樹播植ノ件ニ付、口頭ノ賛成ヲ得
タルヲ以テ、更ニ此機ニ乗シ茲ニ又家屋狭隘教授上不便ヲ以テ、新ニ

 
53 同史料に添付されている。
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寺院ヲ建設シ在来ノ場所ヲ全然学校用ニ供セント欲シ、右建築用地借
入ノ要請ヲナシ、元監獄署敷地ノ空地タルヲ以テ之ヲ措定セシモ、後
日再設ノ要アリトテ借入ヲ不得。更ニ其言ニ従ヒ、他ノ民地ニ就テ撰
択セシニ、恰モ隣居崔翰鎮ハ予テノ内約モアリ、又嘗テ兄円心ニ従ヒ
西京ノ行ヲナシ、平生入懇ノ間柄ニシテ、今度家事不如意ヨリシテ其
家宅ノ放買ノ意アルヲ聞キ、直ニ前約ヲ履テ茲ニ又再契約ヲ結ヒシニ、
文書交換ノ当日ニ至リ突然外部ニ報告シ、之カ訓令ヲ待テ而シテ後処
理スヘシトテ又々其決行ヲ不得。然レトモ相互ノ契約ヲ以テ後日決シ
テ他ヘ放買セサルコトヲ誓約セリ。爾来土地購入ニ就テハ、再三再四
失敗ヲ重ネシ［中略］只今後ニ於テ最大不便ヲ感スルハ用地ノ一点ニテ、
若シ各国布教者ノ例ニ倣フテ以テ之ヲ処理スルヲ得ハ、其進步更ニ一
段ヲ得ヘシ。［以下、略］

五百子が4月に光州入りして以来、一貫して実業学校の用地確保が重要な
課題であったことがわかる。また、前節で触れた崔翰鎮の土地をめぐって
約束が二転三転する様子も述べられている。彼が実業学校の用地確保問題
においていかに重要な人物であったかがうかがえ、円心が彼を京都に案内
し大谷派が丁重にもてなしたことの意義もうかがい知ることができる。さ
らに、土地取得をめぐって取引の直接の当事者ではない「外方ノ故障」す
なわち現地住民たちの反発が起こったことについても述べられているが、
これについては土地取得の交渉を一旦諦めることで回避している。観察使
交代の際にも「故障」の動きがあったようであるが、これも同様に「断然
其交渉ヲ止ムルヲ得策ト心得」て、「教授ノ一点ノミニ注意シ」たという。
　このように用地の確保に当初から取り組んできた五百子であったが、さ
まざまな困難に直面し、3カ月半経過した7月後半において「最大不便ヲ感
スルハ、用地ノ一点」だと嘆いている。光州実業学校にとって用地確保問
題は重要な課題であるにもかかわらず、「再三再四失敗ヲ重ネ」たために
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学校運営の障害となっていたのである。このため、用地の問題を「各国布
教者ノ例ニ倣フテ以テ之ヲ処理スル」ことができればさらに成果が期待で
きるとしている54。
　次に、「農業ニ関スル報告」では、五百子が光州入りしたこの年の播種
の時期に土地の確保が間に合わず、境内地の一部を「二拾余日間総掛ニテ
数百担ノ小石ヲ除去シ」て試作地を整地して「種類ハ専ラ蔬菜ニ止メ総テ
二十余種」を栽培したところ「大抵好結果ヲ得タ」ことが述べられている。
また、土地が肥沃で「肥料ヲ要スルコト少」ないとして、光州が農業に適
した土地であることが強調されている。さらに、朝鮮人に対する農業教育
の方法については現状では彼らの「農地ヲ巡視シ」ながら「指示教導」し
ているが、これに対して朝鮮の農民が「質疑ヲ起シ当ニ傾聴セサルノミナ
ラス却テ唾笑スルコトサヘア」ってなかなか従わないので、今後は学校で
土地を確保して実際に作物を栽培し、その品質や収穫量を現地農民のもの
と比較させて「改良ノ急要ヲ感起セシムル」べきだとしている。さらに、
水利灌漑施設の不備を指摘し、その整備の必要性を訴えている。そして、
「当道ハ当国内ニ於テハ気候尤モ順応ニシテ、且多クノ荒蕪地ヲ有シ、加
之土質甚タ膏溲ナルヲ以テ、今若シ法ヲ設ケテ以テ我邦人ノ移住ヲ促シ之
カ開発示導ニ当ラシメハ、相互必ス大ニ利スルアルベキナリ」として、新
たに日本人移民を促す立法措置がなされれば、光州をはじめとした全羅南
道で日本人移民がみずから開墾した土地で農業を営みつつ現地の朝鮮人に
対しても農業を指導することで、両国の人々にとって利益になる、と日本
政府に入植のための立法を要求している。五百子がこの光州地方を将来の
日本人入植地として期待していたことがうかがわれる。

 
54 ここでいう「各国布教者の例」というのは、おそらく欧米のキリスト教系団体による社会
事業において、韓国政府承認のもと土地利用が可能であったことを指していると思われる。
光州実業学校において、これが具体的にどのようなことを指しているのかについてはさら
に詳細な検討が必要であると考えられるため、あらためて別稿で論じたい。
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　他方の「蚕糸報告書」には、日本から持参した卵から孵化した蚕の幼虫
が全滅してしまったことが述べられている55。日本内地と光州とで桑の生
育時期が異なっていたことによって、孵化した蚕の幼虫のエサとなる桑葉
が収穫できなかったので餓死してしまったのである。それに対し光州実業
学校がとった対策として、『韓国布教日記』1898年4月24日には「今春ハ韓
種蚕ヲ飼育スルコトト決セリ」とある。「蚕糸報告書」によれば、こうし
て「土地在来ノ蚕種ヲ購ヒ飼育」したところ、飼育方法の工夫の甲斐も
あって「飼育結果良成績ヲ得タ」という。そして、その飼育法を近隣の住
民に教授して好成績を収めているという。一方で蚕のエサである桑の栽培
方法については、光州在来の方法では桑の木を痛めてその寿命を縮めてし
まい、収穫量が少なく品質も良くないとして「其ノ放心的処理ヲ講セサル、
実ニ歎スルニ堪ヘサルナリ」といっている。そして、この状況を改善する
ために、日本産の桑樹を運び入れて「桑園ヲ製作セハ、一方ニハ韓民ニ対
シ実習的感念ヲ起サシメ、一方ニハ詼業ノ可成的有望ナル事ヲ知ラシムル
ノ策トナリ、同時ニ技能的日本人ノ行為ヲ感スルノ一媒物ナランカト思ハ
ルルト共ニ信用上ニ非常ナル影響ヲ及ホス導火線タルカト被相考候」と
いっている。すなわち、ここで示されたプランにおいて実業学校により桑
園を造る目的は、日本人が口頭で巡回教授するのではなく、実際に日本の
技術によって栽培・収穫する姿を見せることで、桑栽培の事業としての可
能性を示すとともに、その技術をつうじて日本人に対する感情を良くする
ということであった。
　このように、五百子らは経済的環境が厳しく学校用地の確保も思うよう
にならないなかで実業学校として試行錯誤しながらプランを考えていた。

 
55 任や橋澤の研究では、在来の蚕を使った挽回については触れられず、この全滅のみが強調
され、これがのちの光州での活動の失敗につながったような論が展開されている。任「朝
鮮統治と日本の女たち」p.104、橋澤「日本仏教の朝鮮布教をめぐる一考察」p.166。
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そして、日本人が実際に日本の技術によって農業・養蚕をおこない、その
成果を光州の人々に目に見える形で示すというプランを外務省側に示しつ
つ、それに向けた取り組みが続けられていたのである。
　このほか、光州実業学校に付属して施薬院が設置されていた。1899年の
年初、日本に一時帰国していた五百子は『明教新誌』のインタビューに対
して次のように語っている。

別に施薬院を立てました、俗に本願寺病院といひます、前の片桐夫婦
がこゝに居るのです、段々と朝鮮人が懐いて来ます誠に有りがたい事
であります56

実業学校の医療スタッフとして滞在していた医師・片桐為弥が夫婦で「本
願寺病院」と俗称されている施薬院を運営し、実業学校関係者のみならず
現地の人々に対しても医療行為を行っていたのである。五百子が「段々と
朝鮮人が懐いて来ます」とみずから評価しているように、医療によって朝
鮮人を懐柔する役割を果たしていた。これに加え、実業学校での実験や教
育が日本の農業や工業に関する技術力を現地の人々に示すものであったの
に対し、施設は不十分であるにせよ日本の西洋医療の初歩的な技術力を示
すという役割が施薬院に期待されたのではないだろうか。そのため、現地
の朝鮮人が施薬院での診療および施薬を無料で受けることもあった57。こ
のような医療行為の背景には、当時の日本仏教界が欧米のキリスト教団体
による朝鮮での医療活動を意識していたことがあったのではないかと考え

 
56 『明教新誌』1899年2月4日。
57 1903年3月15日付、東本願寺奥村実業学校次長赤塚敬雄「東本願寺奥村実業学校及当地ノ
景況」（写）、JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B12081966500（第117画像目）、韓国
（朝鮮）ニ於ケル学校関係雑件（補助金支出之件）第二巻（3.10.2）（外務省外交史料館）。
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られる58。
　以上のように、光州実業学校は光州に住む朝鮮人を奥村兄妹が意図する
方向に「誘導」するため、日本の「文明」を展示するショールームとして
の役割を担わされようとしていた。すなわち、農業などに関する実験や教
育、そして五百子による「農業ニ関スル報告」「蚕糸報告書」において示
されたビジョンはもちろん施薬院も含めてすべて日本の「文明」を示す技
術を日本人が「実演」し展示することを目指していた。それは当時の日本
内地の人々、そして今日の私たちが考える「実業学校」のように教員が生
徒に口頭で知識を与え、その指示に従って生徒が実習していくことで技能
を向上させるという上意下達式の教育機関とは異なる。いうなれば日本の
「文明」の見本市やミニ博覧会のような「実業学校」を志向していたので
あり、ここで展示された日本の技術力を光州の人々が目の当たりにするこ
とによって日本の「文明」に敬服させつつ彼／彼女らを「誘導」しようと
したのである。
　いうまでもなく、この学校は前述の円心が本山に提出した布教プランに
沿ったものであった。だが、この実業学校は前に引用した円心の布教プラ
ンの第三にあげられた「学校設立」における「学校」とは明らかに性格が
異なる。ここでいう「学校」は「可成中以上ノ生活ヲナ」すような支配層
出身の選抜された「俊秀ナル」生徒を集め、「自然算術地理歴史等」といっ
た初等普通教育を行いながら最終的には宗教教育も行うという、日本国内
の宗門立小学校のようなものを想定したものである。これに対し、光州実
業学校は、布教プランの「第一　殖産興業ヲ奨励シ、可成物質的ノ開発ヲ
勉ムル事」に対応するものであったと考えられる。すなわち、「殖産興業」

 
58 このころの『中外日報』は、アメリカから来た長老派医療伝道師・アレン（朝鮮名：安連）
を初代院長として1885年ソウルに設立された朝鮮初の西洋医学の病院である王立の済衆院
（当初の広恵院から改称、現在の延世大学校付属セブランス病院の前身）について、伝道
師でもあった歴代院長の動向を中心に報じている。
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を目的とし、養蚕や茶・桑などの農業に関する技術を普及させ、また現地
の産品を素麺や紙などといった製品にする方法を教え、これらを輸出品と
することで産業振興をはかりつつ、その傍らで日本語も教授して、支配層
ではない朝鮮の一般農民を奥村兄妹の思い描くビジョンに「誘導」しよう
とする学校であったのである。
　一方で、ハード面でも校舎建設が続けられ、ついに9月10日、校舎の上
棟式が行なわれた。だが、光州実業学校はその後、さらに校舎建設をすす
めながらも学校として大きな成果をあげることなく、最終的にはやがて姿
を消すこととなっていった。

3．失敗の理由に関する通説の再検討

3-1．朝鮮人の「激しい抵抗」による失敗説
　主な先行研究では実業学校が衰退していった最大の理由として朝鮮人の
襲撃ないし「激しい抵抗」をあげている。任展慧は「この「日本村」失敗
の決定的な原因は朝鮮人の激しい抵抗によるものであった。朝鮮人は「日
本村」に毎夜のように押しかけ、投石し」たとし、その性格を「五百子の
「日本村」の侵略性を見抜」いた「実力闘争」と定義しつつ、その背景に
独立協会や万民共同会の存在があるのではないかと推測して「ソウルでの
独立協会の愛国闘争に馳せ参じた朝鮮民衆のエネルギーが地方に影響を及
ぼしたひとつの例が、光州での「日本村」糾弾だったのではないだろうか」
としている59。橋澤裕子は、「一番の、五百子らにとっての困難は、朝鮮

 
59 任前掲書、pp.104-107。先行研究では五百子たち当時の在光州日本人の共同体について「日
本村」あるいは「極楽村」というのちに書かれた伝記にしか登場しない表現を用いている。
なお、伝記でも五百子の死後まもなくの1908年に愛国婦人会が刊行した大久保高明『奥村
五百子詳伝』にはこの表現はなく、大正期以降に伝記などに登場したものと推測される。
管見の限り当時の当事者も、あるいはメディアなどでも使っていなかったこの表現は後世
の創作である可能性もあるため、本稿ではあえて使わないことにする。
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人たちの激しい抵抗であった。こうした抵抗が、五百子の「日本村」失敗
をもたらしたのである。朝鮮人は「日本村」へ投石を繰りかえした」とし、
その背景として「このころ甲午農民戦争で戦った武装農民集団が、分散活
動を行なっており、また、南部朝鮮一帯に活貧党闘争が始まっていた時期
である」と説明している60。また、諸点淑は「最大の困難は、朝鮮人たち
の激しい抵抗であった」とし五百子ら実業学校関係者は「日本軍による光
州占領の尖兵であると周囲の朝鮮人からは受け止められ、学校には常時投
石があった」としている61。
　では、これら先行研究のいう朝鮮人の「激しい抵抗」とは具体的に何で
あるのだろうか。『韓国布教日記』には学校を「失敗」に追い込むほど「毎
夜のように」あるいは「常時」投石があったというような記述は確認でき
ない。また、奥村兄妹の朝鮮での活動を報じる仏教新聞『明教新誌』『中
外日報』でも、彼らの活動に批判的な記事においてでさえ、そのような内
容のものは見当たらない。さらに、当時の韓国の新聞『皇城新聞』『独立
新聞』の記事にも、そのような内容は確認できなかった。
　上記先行研究の典拠とする史料が『近衛篤麿日記　付属文書』所収の
1898年11月19日付五百子による近衛宛書簡の一部である。書簡の原文をみ
てみよう。なお、先行研究で引用されている部分は傍線で強調しておく。

拝啓、時下向寒の節、閣下益々御清栄御座被遊、為邦家奉大慶候。陳
れば当実業学校々舎新築に就ては、先般申上候通り過日已に上棟式を
挙行仕、一般の人気も大に引立申、一同益々勇奮精励罷在申候処、数
日前より西学党蜂起云々の風評有之候処、最早事実は一般に知れ渡り

 
60 橋澤前掲書、pp.166-167。
61 諸「東アジア植民地における日本宗教の「近代」」p.61。任や橋澤がその後この「抵抗」に
よってまもなく学校が無くなったかのように論じているのに対し、諸は史料をあげて「一
九〇〇年までは運営されていた」としている。
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申候。目下集聚の地方は全羅北道にて、古阜、茂長、大仁地方を始め
とし、当南道に於ても当地を距る六里許の長城、七里許の霊光等を始
めとし、各地一帯に幾分の紛擾相見え申、各郡衙門は元より、当道観
察使等も餘程苦慮の様子相見申候。未だ信ず不可るの風説には有之候
へ共、今回の暴徒即西学党は、露国の尻押より来り候様の説専ら有之
申候。京城近来の政変と申し、旁々符号の点不少、或は事実に近から
んと被信申候。此際当府に於ては予て観察使の告布にて、当南道三十
二郡の文人詩客を会合し大に詩賦を闘はすの計画有之、目下其期日に
当り、昨日より夫々集合仕候者雲霞の如く、不此而已、乗此機て或は
種々の悪事を計画せんとて入込候所謂無頼党亦甚夥敷、為めに当府警
務署に於ても大に心配仕、種々注意を与へ呉、且又門扉に掲示をなし、
及巡検を特派する等、可及的の保護を与へ呉候得共、未だ充分の安心
を得不申、依て出張日本警官と合議の上、更に臨時出張二名応援方願
出、併せ銃器五挺、弾薬二百発併送願出致候処、今晩正に来着相成一
同安堵仕候。昨日よりは昼夜の別なく交代、表裏両門警戒仕、婦女及
虚弱者は已に夫々避難せしめ、目下現存者は悉皆決死の者計に有之、
只管時期到来相待居申候。

　原文では、まず全羅北道内において東学党の残存勢力による「西学党蜂
起」の風評があって、全羅南道でも一部に「紛擾」があるようだ、という
ことが述べられている。このような時期に、光州府では観察使が呼びかけ
て全羅南道各郡の「文人詩客」を集めて「詩賦を闘は」す企画の期間中に
あたっているという。それに続くのが橋澤論文と諸論文で引用されている
「昨日より各郡にて夫々集合仕候者雲霞の如く」という文である。両論文
ではいかにも学校を襲撃する朝鮮人が「昨日より各郡にて夫々集合」して
いるかのように引用されているが、原文の文脈では、これは五百子らに抵
抗する朝鮮人ではなく、「文人詩客」が「昨日より各郡にて夫々集合」し
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ているのである。
　その人混みに「所謂無頼党」が紛れ込んで問題を起こすことがないか、
心配した現地の警務署が実業学校に対しても警備を強化したが、それでも
不安なので「出張日本警官と合議の上、更に臨時出張二名応援方願出、併
せ銃器五挺、弾薬二百発併送願出致」た、というのがもともとの意味であ
る。
　「婦女及虚弱者は已に夫々避難せしめ、目下現存者は悉皆決死の者計に
有之、只管時期到来相待居申候」というように、東学農民勢力による大規
模な戦闘から数年しか経過していないこの時期、「西学党蜂起」の風評は
五百子をはじめ光州にいた日本人たちに極度の緊張感を抱かせる事態であっ
たことは容易に想像できる。だが、あくまでこの「西学党蜂起」は他の地
方・地域でのことであり、光州の五百子たちを襲撃しようとする群衆が現
に迫っているというわけでもなく、他地域の群集が光州実業学校を襲撃対
象として光州を目指していたわけでもない。風評をうけて、数年前、全羅
道一帯で発生したのと同様の事態が光州でも起こることを五百子ら光州在
住の実業学校関係者が警戒し、念のために取られた予防的措置が警備と武
装の強化、そして「婦女及虚弱者」の避難だったのである。
　しかしながら、これらの先行研究では、あたかも学校を襲撃しようとす
る朝鮮人が実際にすでに「雲霞の如く」集結していて、これに対処するた
めに警備と武装の強化および避難が行なわれたものであるかのように史料
の意味を歪曲させて引用しているのである。
　『韓国布教日記』の記述を見ても11月18～19日前後に学校を襲撃しよう
とする朝鮮人の集団についてはとくに何も述べられておらず、18～19日の
日記には門を閉ざして警備をし、「雑人」の出入りを制限していたことが
記されているのみである。その後は学校が混乱状態になったというような
記録はない。
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3-2．朝鮮人の「抵抗」の実際
　確かに前章3節で述べたように、この出来事とは別に学校用地確保の交
渉過程において、これに反発する地元民がいた。だが、これに対して光州
実業学校側は早急な土地の確保よりも当面の対立回避の方針をとった。こ
のため、そのような状況は用地確保のための交渉に反発して発生した一時
的なものであったようである。そして、交渉を中断して以降「常時投石が
あった」あるいはそれが「最大の困難」であったという事実は、日記等か
らは確認できない。1903年3月15日付で当時実業学校次長として現場の責
任者であった赤塚敬

けい

雄
ゆう

が木浦の日本領事館に提出した報告書「東本願寺奥
村実業学校及当地ノ景況」には設立当初の状況について、次のように記さ
れている。

当校設立当時ハ土人ニ誤解セラレ、又在校者モ事情ニ通セス、相互意
疏通セザルヨリ、日々闘争アリ、投石者アリテ、一身上危険ノ憂モ少カ
ラザリシガ、民心ノ収攬ニ努メ且ツ施薬等ヲ行ヒシ結果、今日ニ於テ
ハ敢ヘテ防

ママ

害ヲ加へザルノミナラス、一般皆好意ヲ表スルニ至レリ62。

　つまり、現地住民の「誤解」と学校関係者が「事情ニ通」じていなかっ
たことで意思疎通ができなかったため、設立当初において「闘争」「投石」
があったが「民心ノ収攬ニ努メ」たのでそのようなことをする者は今日で
はいない、とされている。
　もちろん、これは光州の人々の声を反映しているというよりも、日本の
外務省当局に学校運営が上手くいっていることをアピールするための学校

 
62 前掲「東本願寺奥村実業学校及当地ノ景況」（写）、JACAR（アジア歴史資料センター）

Ref. B12081966500（第117-118画像目）、韓国（朝鮮）ニ於ケル学校関係雑件（補助金支出
之件）第二巻（3.10.2）（外務省外交史料館）。
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責任者による報告であるので、「誤解」というのもあくまで実業学校側か
らの見方であり、現状についても「一般皆好意」というのは誇張された表
現であるとも考えられる。
　だが、前章3節で引用した、学校設立から数カ月後の1898年7月24日付で
久水をつうじて外務省に提出された五百子の「報告書」の土地取得に関す
る記述と、この1903年の記述を照らし合わせると、ここでいう「日々闘争」
「投石」というのは前章でみた土地確保をめぐる交渉過程で発生した「外
方ノ故障」あるいは「例の故障」であると考えられる。
　すなわち、最初期に学校用地の契約をめぐって実際に「外方ノ故障ヲ惹
起シ」て土地確保を断念したことがあり、次に観察使交代の電報が入った
1898年5月中旬以降に再び「例ノ故障ヲ試ムルモノ出テタ」が学校側によっ
て交渉が中止され、「教授ノ一点ノミニ」専念することとしたので、「故障」
は回避されたのである。つまり、この「報告書」は7月後半に書かれてい
るのであるから、遅くとも五百子らの光州入りから3カ月後の1898年7月頃
までには2度目の「故障」の企図も含めて、この事態は収拾がついていた
ということになる。
　次に、『韓国布教日記』によって「外方ノ故障ヲ惹起シ」た時期とその
経緯についてより詳細に確認してみたい。
　この「故障」のことが具体的に書かれているのが、1898年4月26日の日
記である。これによると、崔翰鎮は昨春、つまり1897年春に500両で住宅
を購入したが、その後必要な瓦屋一軒をのこして他の部分は100両を返金
してもらい、もとの所有者に返すという約束をした。ところが、未だに入
金がないという。そのような時に崔翰鎮の長男・泳

ヨン

洙
ス

が重病に罹ってしま
い、「蕩尽見ルニ忍ヒ」ない状態だったので、円心が「崔世八ト計リ其家
宅ノ一部ヲ百五十両ニテ買取リ以テ彼家政ヲ」救おうとしたので、崔翰鎮
も感謝してすぐにその売買の約束をしたという。ところがこのあと、この
取引をめぐって五百子がいう「外方ノ故障」が起こるのである。『韓国布
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教日記』の記述をみてみよう。

其約定取極メシニ、老師〔＝円心〕ニ随行シテ〔崔翰鎮が〕日本ニ赴クヤ、
村内不良ノ党種々計策ヲ至シ、彼家カラ放逐セント計リ□テハ、当方
ニ迄悪感□ヲ収ント□□セシヲ以テ、観察府ニ具申シテ、以テ彼家ヲ
安セント欲シ、斯昨日ヨリ度々衙門ヲ訪レシモ、申聞故障ノ為メ其意
ヲ□サザリシ。黄昏ニ至リ彼党又少シク省□セシト見ヘ、遂ニ泳洙等
ハ其侭居住スルコトトナリ、茲ニ数□来紛擾ノ一件落着シ、彼不良共
モ我真意ヲ伝達セシメシ…63

すなわち、円心と崔翰鎮らが東本願寺参拝などのため光州を離れた時期に
「村内不良ノ党」が崔翰鎮から譲り受けようとした家屋から実業学校関係
者を追い出そうとしたのである。これに対し、実業学校側は何度も観察府
を訪れて助けを求めたが聞き入れられず、結局、そのまま崔泳洙らが居住
し続けるということで決着した、というのである。
　円心たちが光州を出発したのは『韓国布教日記』によると4月12日であっ
た。そして、その後に上記のような「故障」が起こり、これが4月26日に
「一件落着」したのである。つまり、五百子ら実業学校関係者らが光州入
りして間もなく、円心不在時の4月12日から26日のあいだで数日から最大
でも2週間の期間に起こった「紛擾」が五百子が「報告書」でいう「外方
ノ故障」であった。
　続いて、5月の観察使交代時期における「故障」に関する『韓国布教日記』
の記述を見てみよう。『日記』によると、光州で観察使交代の「風説」を
学校関係者が確認したのは5月12日のことであった。同時にこの日、学校
に向けて現地の人々が投石したことが書かれている。日記には次のように

 
63 『韓国布教日記』1898年4月26日。
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記されている。

此日市日ニテ、各種買物ヲナセリ。市場帰途ノ韓人来□甚タ多ク、門
ヨリ□漢侵入シ、終ニハ門外ヨリ小石ヲ投スル等、非常ノ混雑ヲ来セ
シヲ以テ、不得止一応警務署ヘ知之セリ。

このように混乱は発生したのであるが、続いて書かれている文章は円心が
10日に京都から戻ったので、土産をもって世話になっている現地の官吏ら
の自宅を挨拶に回ったという内容である。「不得止一応警務署ヘ知之セリ」
という対応と、先行研究で言われてきたような銃と弾薬によってみずから
武装しての警備とではあまりにもかけ離れている。五百子の「報告書」の
記述からもうかがえるように、4月の「故障」と比較すると「例ノ故障ヲ
試ミ」たという程度で、学校による土地取得に反発する現地の朝鮮人がい
たことを物語る出来事ではあるが、これをもって学校の存続にかかわるよ
うなもの、あるいは「最大の困難」と呼べるようなものではないだろう。
　これ以降は五百子がいうように強引な土地取得よりも実業教育に力を入
れたので、五百子らに反感をもつ現地の人々の存在はあった64にせよ、残
された一次資料をみるかぎり、設立当初のこれら二つの「故障」のような
規模の事態は発生していないようである。
　先行研究で典拠とされている小野賢一郎の伝記などでは、この「故障」
を脚色して五百子の受難物語に仕立てている。その物語を「侵略性を見抜」
いた「朝鮮人の抵抗」と再解釈したうえで、五百子の当該書簡をこの伝記
の内容を記録した史料と思い込んで読もうとした結果、上記のような恣意

 
64 たとえば、学校の職員を日本の偵察員だとして非難する現地の朝鮮人もいたという。機密
第5号付属「光州実業学校情況」、JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B12081966500（第
43-44画像目）、韓国（朝鮮）ニ於ケル学校関係雑件（補助金支出之件）第二巻（3.10.2）（外
務省外交史料館）。
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的な史料引用に陥ってしまったのではないだろうか。
　以上のことから、「実力闘争」としての「激しい抵抗」が学校閉鎖の直
接の原因ではなかった、といえよう。

4．まとめに代えて

　これまでみたように、奥村兄妹は光州における活動を通じて、当初、近
衛篤麿のいうようなアジア主義的な立場から大韓帝国の富国強兵をめざし
て、ほどなく大韓帝国の滅亡を前提として、朝鮮人を「誘導」しようとし
た。朝鮮人は奥村兄妹の描く東アジア像を実現する手段であり、さらに朝
鮮人を手段化するための「教育と宗教の力」であったのである。したがっ
て、大韓帝国期に光州においておこなわれた奥村兄妹による真宗布教と実
業学校設立は教育や宗教そのものを目的としたものではなかったといえる
だろう。
　従来の研究ではこのような活動が、朝鮮人によって「常時投石」があっ
たために撤退を余儀なくされ、失敗に追い込まれたとされてきた。しかし、
本稿で『韓国布教日記』や公文書など新史料を含む一次資料をもとにこの
通説を再検討した結果、妥当ではないことが明らかになった。
　その後の実業学校は、1899年になって病気で日本に戻ったままとなった
五百子に代わって、浅井安次郎（陸軍予備役少尉）が運営を任されることと
なり、1899年11月9日には学校施設の落成式を行なっている。五百子が事
実上運営から撤退65して以降も、長岡外史ら陸軍関係者が運営にかかわっ

 
65 大谷派は当初、一度だけ資金を提供して以来、運営でも資金面でもほとんどかかわってい
なかった。五百子は帰国後、土地取得をめぐって1900年に韓国政府と直接交渉するためソ
ウルを訪問したが、かなわず、それ以降は学校とはかかわりが無くなった、という。1902年
7月31日付在木浦日本領事館附巡査柳田房吉による在木浦日本領事若松兎三郎宛「復命書」
には「奥村五百子カ校長ナリト云フハ名義ノミニシテ同女史カ今日ニ於テ本校ニ何等ノ関
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た」のではなく、日露戦争の頃まで継続している。これといった成果があ
がらないにもかかわらず、である66。
　だが、こうして存続させられた光州実業学校も、結局、日露戦争後にい
たって歴史から姿を消すこととなった67。
　ではなぜ、光州布教や光州実業学校が成果をあげず、学校が最終的に姿
を消すことになったのであろうか。その問いを説くヒントは五百子らによ
る土地開発の企図とそれに対する光州の民衆、そして大韓帝国当局の対応
のなかに隠されている、と考えてすでに研究をすすめてきている。
　だが、これについては与えられた紙幅を超えてしまうので、近い将来に
別稿で論じたい。

 
係ヲ有セサルハ言フ迄モナキコトナルガ」とある。JACAR（アジア歴史資料センター）
Ref. B12081966500（第100画像目）、韓国（朝鮮）ニ於ケル学校関係雑件（補助金支出之件）
第二巻（3.10.2）（外務省外交史料館）。同年8月4日付在木浦日本領事若松兎三郎から外務
大臣小村寿太郎宛機密第15号「在光州奥村実業学校近況報告ノ件」には五百子が開墾許可
の失敗後は「光州ヲ去ツテ本邦ニ帰リ久ク渡韓」していないとしている。JACAR（アジア
歴史資料センター）Ref. B12081966500（第85-86画像目）、韓国（朝鮮）ニ於ケル学校関係
雑件（補助金支出之件）第二巻（3.10.2）（外務省外交史料館）。ただし、名義上は一貫し
て五百子が校長、東本願寺の大谷光演が副総裁（総裁は近衛篤麿）であった。これは日本
側にとって表向きは日本政府や日本軍の事業としてではなく、宗教団体による社会事業と
しておいたほうが韓国側の理解を得るうえで有利であったからだと考えられる。

66 光州実業学校に対する外務省からの補助金は1903年度まで継続した。1904年4月1日付、在
木浦領事若松兎三郎から外務大臣男爵小村寿太郎宛、機密第13号「光州実業学校ニ関スル
件」、JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B12081966500（第139-140画像目）、韓国（朝
鮮）ニ於ケル学校関係雑件（補助金支出之件）第二巻（3.10.2）（外務省外交史料館）。

67 稲葉「光州実業学校について」によれば、光州実業学校は統監府設置以降、史料から姿を
消している。だが、諸は「韓国併合以後にも光州実業学校は存続する」としている。諸前
掲論文、p.63。しかしながら、その部分の注釈にあげられた典拠（『五十年誌』）をみても
そのような記述はない。事実であれば重要な問題なので、あらためて根拠を示すべきであ
ろう。
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1．はじめに

　東京新聞社朝鮮京城特派員の中野正剛は『東京朝日新聞』に「総督政治
論」を15回にわたって連載したのだが、憲兵統治については次のように言
及している。

寺内伯は明石将軍を監督し、明石将軍は警務部長を監督し、警務部長
は憲兵を監督し、巡査を監督し、憲兵巡査は人民の経済、風教、言論
等総てを監督し、傍ら地方官吏の私行までも監督し、斯くて社会に一
弊事の行はるゝなきを期せんとするが如し1。

　中野は寺内正毅総督が明石元二郎憲兵司令官を監督し、憲兵が全朝鮮を
監視し、はなはだしくは文官の不正まで監督する憲兵統治の弊害を辛辣に
批判した。憲兵は軍事警察だけでなく犯罪即決処分、戸籍事務、日本語使
用の強制、副業奨励、農産物の栽培強調など、行政・司法それ以外の雑務
に至るまで、全分野において干渉できる権限を認められていたため、朝鮮
統治は「憲兵万能」と言っても過言ではない状態であった2。いわゆる「武

 
1 中野正剛『私が観たる満鮮』政教社、1915年、7頁。
2 朝鮮史研究会編『朝鮮の歴史 新版』三省堂、1995年、258頁；김민철「식민지조선의 경찰과 

주민」韓日關係史硏究論集編纂委員會『일제 식민지지배의 구조와 성격』景仁文化社，2005年。
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断政治」は憲兵の強制力を主軸に成されたため、道長官は憲兵である警務
部長の協力がなければほとんど業務遂行ができなかった。さらに憲兵は地
方官吏を監督する立場にあったため、朝鮮民衆はもちろん、文官たちから
も非難の標的となっていた。
　立

たち

花
ばな

小
こ

一
いち

郎
ろう

は1861年に三池藩の家老、立花 硯
おおい

の長男として生まれ、
1883年に陸軍士官学校を卒業し、陸軍教官、参謀本部第一局員、清国駐屯
軍参謀、袁世凱の軍事顧問を歴任し、旅団長を経て1912年9月、朝鮮駐箚
軍参謀長として朝鮮に赴任する。立花は寺内正毅陸軍大臣の高級副官を務
めたが、満洲守備隊長の頃にガス中毒により精神異常の症状をきたし退役
間近となった。しかし寺内により第30旅団長に抜擢され、以後出世街道を
歩む3。以後、1914年4月、第2代朝鮮駐箚憲兵隊司令官、1916年4月、第19

師団長を歴任し、1919年4月、関東軍司令官に昇進し関東州に赴任するま
で6年6ヶ月間、朝鮮で勤務することになる。彼は明石元二郎、田中義一、
秋山雅之介（陸軍省参事官、朝鮮総督府参事官）とともに寺内の「四天王」と
呼ばれたと言う4。
　このように朝鮮と緊密な関係を結んでいる人物ではあるが、回顧録や伝
記もなく、立花についての個人研究や日本国会図書館憲政資料室に所蔵さ
れている『立花小一郎関係文書』を使用した研究は少数にすぎない5。
　立花は1909年から1923年まで約14年間、『回顧余録』という日記を残し

 
3 鵜崎鷺城『陸軍の五大閥』隆文館図書、1915年、103-105頁。ただし、立花は寺内派であ
りながら寺内のライバルである上原勇作とも緻密な関係を維持している。1910年代、日本
陸軍内の派閥抗争については、北岡伸一『日本陸軍と大陸政策：1906-1918年』東京大学
出版会、1979年を参照。

4 秋山雅之介伝記編纂委員会編『秋山雅之介伝』秋山雅之介伝記編纂委員会、1941年、120頁。
5 立花の近衛旅団長時期の日記を使用した百瀬孝の研究（「近衛旅団長の勤務と生活」『日本
歴史』476、1988年）と憲兵隊司令官時期の日記を使用した李炯植の研究（「一九一〇年代
植民地朝鮮における衛生行政と地域社会」、松田利彦・陳姃湲編『地域社会から見る帝国
日本と植民地』思文閣、2013年）がある。
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ている。『回顧余録』（本稿では便宜上「立花日記」とする）は個人的な感情と
感傷を抑制しつつ、毎日の日常（日程、訪問者など）を記録したもので、日
記というよりは日誌に近い。さらに野戦軍人たちの平時の日記はたいへん
無味乾燥であるため、立花日記から彼の思想や行動を抽出するのは決して
容易なことではない。
　さいわい朝鮮憲兵隊司令官時期の「立花日記」（1914年4月から1916年6月ま

で）は警務総長を兼ねている憲兵隊司令官の日常や業務（長官会議、警務総
監部会議など）、朝鮮総督府の重要懸案を不十分ながら把握することができ、
史料の不足により足踏み状態にある1910年代の研究を補完することのでき
る一級史料と言える。
　立花が憲兵隊司令官として在任した2年間は第1次世界大戦の勃発、日本
の対中国21箇条の要求、朝鮮に常駐する2個師団増設の確定、朝鮮伝染病
予防令の公布、始政5年朝鮮物産共進会の開催など、大きな事件が続いた。
この時期は米価が暴落したにもかかわらず財政独立5ヶ年計画の実施によ
り地租が40％引き上げられ、新税（市街地税、煙草製造税、消費税）が創設され、
朝鮮民衆の負担が重くなった6。それのみならず、墓地規則、衛生規則、
医師規則、伝染病予防令が施行されると、朝鮮人の日常生活に植民地権力
が浸透し、摩擦が絶えない時期でもあった。朝鮮人の伝統的な慣行と秩序
を、「文明」「衛生」「開発」を推し進める植民地権力が憲兵警察を通じて
武断的に破壊、解体、変容しようと試み、これに対して朝鮮人が抵抗、交
渉（bargaining）する時期であった7。
　本稿では憲兵隊司令官時期の「立花日記」を通して憲兵隊司令官の日常

 
6 朝鮮総督府の財政独立5ヶ年計画については、李炯植『朝鮮総督府官僚の統治構想』吉川
弘文館、2013年の第一章を参照。

7 並木真人「植民地期朝鮮人の政治参加について：解放後史との関連において」『朝鮮史研
究会論文集』31、朝鮮史研究会、1993年；김동명『지배와 저항，그리고 협력：식민지조

선에서의 일본제국주의와 조선인의 정치운동』景仁文化社，2006年を参照。
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と業務、この時期の朝鮮総督府の主要懸案とそれに対する政策を、朝鮮人、
在朝日本人との関係のなかで探ろうとするものである。日記の簡略な記述
を『毎日申報』、『寺内正毅関係文書』（朝鮮総督）、『井口省吾日記』（朝鮮駐
箚軍司令官）などの史料で補完しつつ、この時期の主要事件を再構成する。

2．朝鮮社会との接触

2-1．朝鮮人との人脈
　立花の対人関係は主に軍人が中心であり、日記には『京城日報』、『朝鮮
新聞』、『朝鮮公論』、『朝鮮及満洲』などの社長及び記者、在朝日本人有力
者、朝鮮を訪問した国会議員、朝鮮貴族などが多く登場する。1920年代、
斎藤実総督や斎藤の秘書官であった守屋栄夫8と比べてみても、朝鮮貴族
を除けば朝鮮人との接触はたいへん少ない。対人関係の幅が狭いのは一部
政治軍人を除いては当時軍人の一般的な姿であったと言う9。
　立花の朝鮮人人脈のなかで最も目に止まるのは朝鮮貴族である。朝鮮貴
族たちは墓地問題、訴訟問題など、各種懸案を持って立花に面談を要請す
るのみならず10、時には自分たちの家に招待し妓

キー

生
セン

を呼んで接待したりも
した。朝鮮貴族のなかで立花と最も多く接触した人物は宋

ソン

秉
ビョンジュン

畯〔1858-1925。

一進会会長として知られる代表的な親日官僚〕である。宋秉畯は夜遅く立花を訪
ねて時々明け方まで痛飲しながら深い話を交わしたりした。1915年2月9日
午後1時、宋秉畯は立花を訪問し、翌深夜1時まで「熟談」したのだが、「中
国行、京城日報記事ノ事、朴泳孝ノ件、趙重應ノ件」を相談した。このよ

 
8 松田利彦「朝鮮総督府官僚守屋栄夫と「文化政治」：守屋日記を中心に」松田利彦・やま
だあつし編『日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚』思文閣出版、2009年。

9 百瀬孝、前掲文、131頁。
10 朝鮮貴族と墓地規則については、李炯植「1910년대 조선총독부의 위생정책과 조선 사회」
『翰林日本學』20，翰林大日本學硏究所，2012年を参照。
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うな宋秉畯の行動に対し、立花は「昨夜宋子爵来談。午前一時半ニ至ルヲ
以テ睡争甚シ」11と日記に記しているように、宋秉畯の夜遅くの訪問を煩
わしく思うほどであった。
　「韓国併合」とともに政治から排除された朝鮮貴族たちは立花をはじめ
とする朝鮮総督府官僚たちとの親交を通じて各種の特恵を得ようとし、反
対に朝鮮総督府は朝鮮統治の安定に朝鮮の最上層有力者である朝鮮貴族た
ちを利用しようとしたのである12。朝鮮総督府は1915年4月19日、立花、宋

表1　立花が面会または訪問した主要朝鮮人

主要人物

王公家
および
朝鮮貴族

李堈公，尹澤榮（侯爵），朴泳孝（侯爵），李完用（伯爵），閔泳璘（伯爵），
宋秉畯（子爵），趙重應（子爵），尹徳榮（子爵），李夏榮（子爵），李根
澤（子爵），李容植（子爵），閔炳奭（子爵），李根澔（男爵），金嘉鎭（男
爵），閔泳綺（男爵）

前・現職
官僚

具然壽（警務官），趙羲聞（黄海道長官），李軫鎬（慶北道長官），李圭完
（江原道長官），柳赫魯（京畿道参与官），李根洪（内部協辦歴任），鄭弼
和（前公州警察所警部），李政秀（韓国警務監獄署長），李恒九（李王職）

前・現職
軍人

魚潭（朝鮮歩兵隊），金基元（李王職李埈公附武官），申泰英（日本陸軍
少尉）

宗教人 權秉悳（侍天教宗理長），權東鎭（天道教員），金達鉉（天道教員），申
興雨（キリスト教），柳一宜（日本組合協会牧師），李晦光（仏教）

独立運動家 林炳讚（義兵将），盧伯麟

その他 李照斗，方台榮（毎日申報記者），崔東燮（医生），尹致昊，韓相龍，朴
富斌

不明 金麟，李永柱，金氣替，李家連，金泳坤

 
11 「立花小一郎日記」1915年4月2日条。
12 朝鮮総督府は朝鮮貴族らに皇室の藩屏と民衆の模範となることを期待したが、朝鮮貴族ら
はすぐに朝鮮総督府のこのような期待を裏切り始めた。1912年4月、伯爵李址鎔が賭博で
検挙されて礼遇が停止され、5月には侯爵尹澤栄も礼遇が停止されるなど、朝鮮貴族たち
は賭博、蓄妾、阿片吸引などで新聞の社会面をにぎわし始めた。このような朝鮮貴族の行
為は民衆の模範となるにはあまりに程遠かった。
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奭
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、石塚英蔵農商工長官、国分象太郎人事局長、吉
原三郎東洋拓殖株式会社（東拓）総裁などが発起人となり、総督府部局長、
東拓総裁と朝鮮貴族が参加する「内鮮人懇親会」を結成し、政治権力を剥
奪された朝鮮貴族たちの不満をなだめようとした。
　興味深いこととして、1914年6月22日、立花は義兵将林

イム

炳
ビョンチャン

讚 と面談した。
林炳讚は立花との面談で「韓国併合」の不当性を激しく批判し、国権返還
および日本軍の撤兵を要求し、日本の韓国独立の保障だけが東洋平和を維
持できる唯一の方法だと力説したのだが13、これに対し、立花は「大命論、
時世論、大同論」で応酬した14。なお、立花は同じ故郷出身である頭山満、
杉山茂丸、内田良平のような右翼浪人らとも親密な関係を持っていただけ
でなく、『東亜先覚志士記伝』に載るほど黒龍会、玄洋社とも関連を結ん
でおり、アジア主義にも影響を受けていたと思われる。
　このように立花はごく少数の朝鮮人たちと接触していたのだが、これは
対人関係に消極的な立花個人の性格のみならず、武断統治期における植民
地権力が懐柔、協力、包摂の対象を朝鮮貴族、朝鮮人高位官僚など、ごく
少数の上層部に限定していたことに起因するものと思われる15。

2-2．在朝日本人及び日本人との人脈
　立花は多くの日本人有力者とも接触している。立花と接触した民間日本
人を分類すれば大きく4つのグループに分けられる。
　まず言論人グループを見てみる。「韓国併合」を前後して警務総監部は

 
13 『遯軒遺稿』巻6、「挙義日記」1916年6月1日。
14 「立花小一郎日記」1915年6月22日。
15 なお、オスターハンメルは韓国に対する日本の行政的占領がたいへん細部的に行われたの
は植民社会構成員との「協力」をほとんど完全に放棄していた植民支配様式の一結果であ
ると説明している（Jürgen Osterhammel，박은영，이유재 譯『植民主義』歴史批評社、2006
年、p.104）。
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朝鮮言論に対する極端な弾圧、統制政策をとった。反日的であったり民族
的色彩を帯びた朝鮮人の新聞、雑誌はもちろんのこと、総督政治に批判的
であった在朝日本人の新聞、雑誌までも発行を禁止した16。このようなな
かで在朝日本人の言論人たちが言論と出版を掌握する警務総監部に接近す
るようになり、言論関係者たちが日記に頻繁に登場するようになった。
1915年3月29日、平壌日日新聞の出資者である蛇田万次郎が平壌毎日新聞
の改革について相談した。これ以降、平壌日日新聞は平壌毎日新聞に変わ
ることになったが、出資者である蛇田と社長藤井干城が合意して廃刊する
ことに決定し、平南警務部に廃刊申告書を提出した。それを受けて『西鮮
日報』が鎮

チン

南
ナン

浦
ポ

から平
ピョン

壌
ヤン

に拠点を移そうとしたが、大橋又三平南警務府
長がこれを許可しなかった17。このような問題で平安南道新聞関係者が立
花を訪問したのである。

表2　立花が面会または訪問した主要日本人

主要人物

言論人

牧山耕蔵（朝鮮公論社長），中野正剛（東京朝日新聞朝鮮特派員），阿部充家
（京城日報社長），萩谷籌夫（朝鮮新聞社長），釋尾春芿（朝鮮及満洲社長），
小幡虎太郞（朝鮮新聞京城支局長），蛇田万次郎（平壌毎日新聞社長），河井
朝雄（朝鮮民報社長），芥川正（釡山日報社長），中嶋真雄（満洲日報社長）

在朝日本
人有力者

宮川五郎三郎（平壤電気会社社長），大村友之亟（京城商業会議所書記長），
高橋章之助（弁護士），岩瀬静（大邱商業会議所会頭），小倉武之助（大邱
電気社長），井上正太郎（全州連隊設置請願委員），村尾伊勢松（大田商業
会議所会頭），岸辰一（大田学校組合員）

宗教人 渡瀬常吉（日本組合キリスト教会牧師），海老名弾正（本郷教会牧師），山
本忠義，平岩愃保（日本監理教教会第2代監督），藤岡潔

医師 和田八千穂（京城医師会会長），工藤武城（京城医師会会長）
その他 日高丙子郎（間島朝鮮人民会長），高橋章之助（弁護士）

 
16 武断統治期、朝鮮総督府の言論政策については、姜東鎮『日本言論界と朝鮮（1910～

1945）』法政大学出版局、1984年を参照。
17 『毎日申報』1915年6月22日付。
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　1915年4月24日、全鮮記者協会は朝鮮新聞協会を組織し、始政5年記念朝
鮮物産共進会を協賛し、その成功に努力すること、鉄道局に新聞、雑誌輸
送料金改定を要求すること、逓信局に新聞電話料金引き下げを要求するこ
とを決議した。当日、阿部充家京城日報社長と芥川正釡山日報社長が全鮮
記者協会の代表として立花を訪ね、発行禁止・発売禁止の緩和、詐欺罪に
ついて日本と同等の適用、保証金軽減などを請願した18。韓国統監府は
1908年4月30日に「統監府令第12号」として新聞紙規則を公布し、統監府
理事官に発行停止及び禁止の権限を与え、定期刊行物の発行に関する申告
制、保証金制度を導入した。その後、1909年8月30日、新聞紙規則が改定
され、理事官に認可権が与えられ保証金の額も増加するなど、規則が強化
され、その後朝鮮総督府に継承された。朝鮮総督府がこの新聞紙規則を適
用し在朝日本人言論界に対する統制、弾圧（発刊停止）を続けると、全鮮
記者協会は立花警務総長に新聞紙規則の改定を請願したのである19。
　興味深いことは、1915年1月13日、朝鮮公論社長牧山耕蔵が立花を訪問
した時、立花は偵探機密費として500円を渡している。何のための偵探で
あるのか不明であるが、警務総監部機密費が民間言論人に渡されていたこ
とが分かる。
　つぎに第二のグループとして、在朝日本人有力者を見てみる。後述する
が、朝鮮駐屯2個師団設置による旅団本部誘致運動が本格化するにつれ、
大
テ

田
ジョン

と大
テ

邱
グ

の日本人有力者たちが日記に頻繁に登場する。それ以外にも
尹
ユン

致
チ

昊
ホ

の弁護を引き受けた高橋章之助が1915年1月31日に登場するが、お
そらく尹致昊の釈放を嘆願するためだったと思われる。
　第三に、日本組合キリスト教会牧師たちと日本監理教教会牧師たちがと

 
18 『立花小一郎日記』1915年4月24日条。
19 1920年代、在朝日本人新聞人の新聞紙規則改定に関する議論については、장신「1920년대 

조선의 언론출판관계법 개정 논의와 ‘조선출판물령’」『韓國文化』47，서울대학교 奎章閣
韓國學硏究院，2009年を参照。
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きおり登場する。おそらく布教支援を受けるためであろう。
　第四に、京城医師会会長らは伝染病対策について面談を申請し、京城医
師会の立場を伝えた20。
　最後に、その他の日本人としては、1914年7月から間島朝鮮人民会長であ
る日高丙子郎が登場する。日高は朝鮮人が多く住んでいる間

カン

島
ド

の龍
ヨン

井
ジョン

村
に光明会を設立し、1920年代から本格的に朝鮮人小学校、中学校を運営し
たが、1910年代から寺内を通じて機密費を受けていた21。1914年7月21日、
寺内総督の指示で日高採用問題を議論するために立花は徳富蘇峰京城日報
顧問と会見を行った。同日、立花は山形閑高等警察課長を呼んで日高に毎
月100円の機密費を与え、彼を間島に配置するように相談した。翌日、立
花は訪問した日高に任務の方針を指示し、侍天教、間島での学校、病院の
状況、領事館の加藤中尉と崔警部との意思疎通がうまくいっていないこと、
臨時費用について意見を与えた。以後、警務総監部は日高の依頼により京
城日報社員の名義を借りられるように徳富に交渉した。
　このように「立花日記」には言論人、宗教人、医師、企業人など、多様
な民間日本人たちが登場するが、かれらは自分の目的と利益のために立花
に陳情、請願、交渉を行っていた。また総督機密費や警務総監部機密費が
在朝日本人言論人や在満朝鮮人問題に関与する在満日本人に流れていたこ
とが分かる。

2-3．外国人との関係
　「立花日記」にはアヴィソン（O. R. Avison、セブランス病院長）、スミス（Smith、

 
20 1910年代京城医師会と警務総監部との関係については、李炯植「一九一〇年代植民地朝鮮
における衛生行政と地域社会」を参照。

21 日高については、金廷実「間島における日本人個人経営の永新学校について」『地域文化
研究』3、地域文化研究学会、2005年；許壽童「間島光明会と永新学校：韓日中の「理想郷」
は可能だったろうか」『滿洲硏究』8，滿洲學會，2008年を参照。
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アメリカ宣教師）、アンダーウッド（H. G. Underwood、アメリカ長老教宣教師）、バ
ンカー（D. A. Bunker、監理会宣教師）、ハリス（M. C. Harris、監理会監督）など、
少なくない西洋人宣教師たちやセブランス病院関係者たちが登場する。衛
生行政を担当する警務総監部の所長である立花にセブランス医学校卒業者
の処分問題、外国人医師試験問題、セブランス医学校設立問題などを協議
するためには警務総長である立花との協議が不可避であったため、かれら
との面談記録がしばしば登場するものと思われる22。

3．警務総長の業務と活動

3-1．長官会議
　長官会議は朝鮮総督府の最高決定機関として毎週火曜日と木曜日（1914

年7月からは金曜日）に定期的に開かれ、緊急の業務が発生した時は臨時長官
会議を開催した。立花は日本出張か地方巡察、あるいは病に臥せっている
のでなければ、つねに長官会議に出席した。日記には自身が特別だと思う
案件について内容を簡略に記録しており、そうでない場合には「特件無シ」
と記している。
　寺内は武官出身であったが朝鮮問題について豊富な見識を持っており、
「上は施政の大方針より、下は内治、殖産、興業、交通、教育、宗教、司
法、警察、衛生、病院などの各事業に至るまで、一として主張あらざるな
く、一として之に干渉せざる無かりき」23と言う。「立花日記」を調べてみ
ると、長官会議において寡黙であった斎藤実総督とは異なり、寺内総督は
主要懸案に対して指示を下して点検しており、寺内の仔細で強力なリーダー
シップを確認することができる。それだけでなく、長官会議では論争を好

 
22 李炯植「一九一〇年代植民地朝鮮における衛生行政と地域社会」を参照。
23 徳富猪一郎『素空山県公伝』山県公爵伝記編纂会、1928年、260-261頁。
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む立花と宇佐美勝夫内務部長官との意見衝突のみならず、寺内総督との意
見対立もときどき登場する。武断統治時期の総督府内の文・武官の衝突は
しばしば言及されるが、総督と警務総長との間に意見の相違が存在してい
たというのは興味深い。
　たとえば、日記では墓地規則適用をめぐって厳格な適用を主張する立花
と、朝鮮貴族のような特権層には柔軟に適用することを主張する寺内総督
との意見対立を垣間見ることができる。治安を担当する警務総長と朝鮮統
治全般を眺望しながら個別事案を判断しなければならない総督という立場
の違いが存在したのであろう。しかし、他の事案については具体的にどの
ような意見対立があったのかについての説明がない部分が多く、これにつ
いては今後の研究が必要であろう。

表3　長官会議主要案件

年　代 主　要　案　件

1914

5月15日 特別案件無し
6月9日 総督の聖旨伝達、各長官から総督不在中の報告

6月12日 医師規則改定
6月19日 中国労働者
6月23日 林炳讃との問答、警官講習注意、魁新聞記事
6月26日 米博覧会、阿波汽船補助金問題、閔俊植一行帰京、魁新聞
6月3日 医師試験規定修正、アヴィソン医学校卒業者処分
7月3日 閔泳翊葬儀
7月7日 園丘壇、石鼓壇交替

7月10日 公医職務、李堈公及び太王（高宗）私子民籍の件
7月14日 平安山林請願
7月17日 墓地
7月21日 癩病院、私立伝染病院、民籍法、伝染病予防規則
7月24日 公医配置、製酒取締、これより毎週金曜日に開会
8月4日 平壌府尹と警官不円満
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年　代 主　要　案　件

1914

8月7日 総督から時局に対する注意
（臨時） （国境外国人に対する情報陳述、交戦国人保護、警務機関緊粛）
8月24日 宣戦詔書朗読、総督がこれに対する諭達
9月1日 総督から時局に対する注意
9月19日 外国政治についての新聞取締、咸興水害
9月25日 浦塩勧業会解散
10月13日 セブランス病院認可取下

10月16日 墓地規則、屠獣墓地管理、順化院附属舎設置寄付金募集、山東渡港
取締

10月27日 屠獣料墓地埋墓料、軍人後援会、国境密出入取締
11月27日 三陟郡の件、納税

1915

1月8日 朝鮮人結婚年齢、月報編纂改正
1月15日 賊徒鎮圧（総督）、衛生状態報告（警務総長）
2月5日 1915年度実行予算
2月12日 共通法、民籍
2月26日 玉観弼、李承薫、参政権問題
3月2日 服部大佐の越権、衛生組合所管
3月5日 民籍移管、地方税
3月12日 セブランス入学式出席
3月26日 公医問題、島司任命
3月30日 対岸ペスト、外国人居住申告
4月2日 憲兵に対する要請、総督不在中の注意
4月9日 南山に大神宮奉仕
6月1日 水質検査、屠獣検査員
6月4日 外国人医師試験
6月8日 道路右側通行
6月11日 平壌日日新聞
6月18日 中央衛生会
6月22日 道路右側通行決定
8月24日 出版物取締
9月14日 宮三面事件、間島民刑事一件、地方官民共進会見学
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年　代 主　要　案　件

1915

10月8日 医生
10月22日 長田■事件
10月26日 宮三面事件
11月5日 大正天皇即位式
11月9日 褆賀事件
11月22日 宮三面事件
11月23日 宮三面事件
12月28日 共進会及び大礼感想収集

1916

1月6日 諭告発表
1月22日 衛生組合費
2月8日 在郷軍人会監督
2月18日 衛生組合
2月22日 端川結社、全鮮医会
3月24日 仏教信興会

　表3は「立花日記」をもとに1914年5月から1916年3月までの朝鮮総督府
長官会議の主要案件を整理したものである。具体的に長官会議の案件を見
てみると、1914年後半には墓地、公医配置、伝染病予防規則、セブランス
病院、避病院設立などの衛生関連の事案と、第一次世界大戦勃発に対する
事後処置が目に止まる。1915年前半期も対岸ペスト（鴨緑江対岸の中国で発
生したペスト）、衛生組合所管、公医問題、水質検査、中央衛生会、外国人
医師試験など、衛生関連事項が多いが、1915年7月に制定された伝染病予
防令との関連があるようである。それ以外に共通法とこれに関連した民籍
移管、参政権問題、道路右側通行、服部米次郎大佐の越権事件24（文武官僚

 
24 『立花小一郎日記』1915年3月2日条。なお、服部大佐越権事件は慶北警務部長服部米次郎
大佐が道の道路行政に不満を抱き、李軫鎬長官を無視して佐々木正太内務部長と協議した
後、朝鮮総督府土木局に通報して土木局員の派遣を請求し、道路行政の再検討を試み、物
議を醸した事件であった（服部米次郎『九十年の回顧』自家版、1963年、91頁）。
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の対立）が特記に値する。1915年後半は宮
クン

三
サム

面事件、共進会、医生大会な
どが、1916年1月3日までは衛生組合、端

タン

川
チョン

事件、全鮮医会、仏教信興会
などが立花が重要と考えた総督府の主要懸案であったことがわかる。

3-2．警務総監部会報
　立花警務総長が主宰する警務総監部会報（会議）では、警務総監部各課
課長が参加するなかで、軍事・警察業務のみならず、衛生、戸籍事務、風
俗取締など、行政、司法にわたる広範囲な分野に関する懸案が議論された。
参考として表4で示すように、警務総監部課長は高等警察課長を除いて文
官が任命された。

表4　1910年代警務総監部幹部

警務総長 任　命 警務課長 任　命 高等警察課長 任　命
明石元二郎 1910.1 中野有光 1910.1 山形閑 1910.1

立花小一郎 1914.4 永谷隆志 1914.12

古海厳潮 1916.4 国友尚謙 1917.3 前田昇 1917.4

児島惣次郎 1918.7

保安課長 任　命 衛生課長 任　命 庶務課長
会計課長 任　命

亥角仲蔵 1910.1 中野有光 1911.8 永谷隆志 1910.1

中野有光 1914.12 板東義雄 1914.12
（事務取扱）

亥角仲蔵 1914.12

国府小平 1917.1
宮館貞一 1917.1

時永浦三 1918.1

※出典：秦郁彦『戦前期日本官僚制の制度・組織・人事』（東京大学出版会、1981年）；
『朝鮮総督府官報』から作成。強調は文官官僚を意味する。

　表5は会報で議論された警務総監部の主要懸案である。長官会議に比べ
会報案件に対する記述が簡略なのは、ほぼ毎日出勤する警務総監部におい
て各課長から日常的な業務報告を受けていたためだと考えられる。会報に
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おいて立花は各課長から警務総監部懸案の報告を受け、寺内総督が指示し
た事項を伝達し警務総監部の懸案に対して具体的な指示、命令を下してい
る。
　以下、総督府及び警務総監部の主要案件のなかで「立花日記」にしばし
ば登場する第一次世界大戦、参政権、民籍移管問題、宮三面問題のほか、
長官会議の案件としては言及されなかったが日記にはよく登場する兵営設
置問題などについて詳しく見てみよう。

表5　会報において議論された警務総監部の主要案件

年　代 主　要　案　件

1914

5月4日 軍人会、守備将校と憲兵との関係、料亭出入将校の取締

5月16日 年中3回清潔及び身体検査、工場衛生規則及び夜見許可

6月6日 セブランス病院、共進会主催

6月20日 衛生及び清潔検査規定

7月18日 朝鮮人改名届出、署長訓示報告、朝鮮人宴会加入費用

7月25日 保安彙報

8月10日 時局に関する諸注意（十条要示）

8月22日 庶務課分任の件、衛生取締、朝鮮人避病院設立寄付金募集方法、孤
児院寄付金（大邱）

11月28日 朝鮮貴族附部隊巡査減員、娼妓年齢

12月5日 山根嘱託衛生事項報告

1915

4月10日 衛生及び高等警察

6月12日 見習採用、理髪取締、米穀取締

9月10日 部内注意事項、高等警察事項諮問答申、軍人後援会、在郷軍人会結
成

1916
2月12日 朝鮮人通訳廃止

2月26日 年度末諸件の整理
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4．立花日記から見る朝鮮社会

4-1．第一次世界大戦と朝鮮総督府
　1914年7月、第一次世界大戦が勃発した翌月、日本はドイツに宣戦布告
した。第一次世界大戦についての記事が「立花日記」に最初に登場したの
は8月7日に開かれた長官会議の記録である。時局が時局であるだけに臨時
に開催された長官会議において、寺内総督は国境の外国人に対する情報伝
達、交戦国人の保護、警務機関の緊粛などについての注意を喚起した。立
花は8月13日に寺内総督に召喚され内務次官通牒、海軍行動についての新
聞取締について指示を受け、新聞統制について山形高等警察課長に注意を
与えた。その後、新聞統制についての注意が反復され伝達された。8月16

日には寺内総督は「中国に返還する目的で膠州湾を引き受けたのであり、
領土拡張の意志は全くない」とする日本政府のドイツ政府に対する態度に
不満を表した。8月17日、臨時長官会議が開催され、寺内総督は各部長官
に「現在戦争状況の大要」25を内示した。続いて8月23日にはドイツ国交断
絶についての新聞統制について寺内総督が注意を与えた。同日、李

イ

完
ワニョン

用、
趙重應も寺内を訪問し時局談を交わした。
　その後、ドイツ人と「独探（ドイツのスパイ）」に対する取締・注意につ
いて総督から命令を受ける。立花は8月29日、池田十三郎逓信局長官と「独
探」について意見を交換するが、書信、電信の検閲を通じて「独探」を索
出しようとしたものと見られる。8月31日、立花は仁

イン

川
チョン

など開港地の府尹
〔府知事〕に「独探」に注意することを命令する。日露戦争期の「露探（ロ
シアのスパイ）」索出騒動を彷彿させる「独探」索出を通じて、思想統制を
強化しようとしたものと思われる。続いて9月19日に開かれた長官会議では、
外交、政治についての新聞統制が議論された。

 
25 山本四郎編『寺内正毅日記』京都女子大学、1980年（1914年8月17日条）。
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　それ以降、10月に日本は赤道以北のドイツ領南洋諸島を、11月には青島
を占領する。1915年1月に日本政府は中国政府に21箇条の要求を提出する
など、中国をめぐる国際情勢は緊迫感を増していった。明石元二郎参謀次
長は古海厳潮朝鮮軍参謀長に「万一ノ事変ニ際シテハ、関東都督ノ隷下ニ
属スル為京城駐屯歩兵一連隊（一大隊欠員）、平壌駐屯歩兵二大隊（各大隊二
中隊編成）、野砲兵一中隊ヲ応急準備完結後直ニ鉄道ニヨリ奉天方面ニ輸送
セラルヽ筈ニ付、予メ内示ス。但シ時節柄本件ハ極メテ内密ニセラレ度」
と指示している26。このような状況で1915年3月9日、総督官邸では寺内総督、
立花警務総長、古海朝鮮軍参謀長が集まり「対中国作戦会議」を開き臨戦
態勢を強化した27。寺内は朝鮮軍参謀長と立花を呼び東京から来た電報を
見せて対中国作戦を議論していたのである。立花は1915年の日記に「我帝
国の支那に対して執るべき方針政策は先づ南満洲に於ける帝国の優越なる
地歩を厳守し進んで内蒙古の開発を図り以て列国の支那本土に対する分割
及趨勢を掣肘し南方に於ける我経済的勢力を伸暢するに至り而して満蒙問
題の解決は今日の最大急務」28であると書き記している。
　このように第一次世界大戦勃発を契機に朝鮮総督府は新聞統制を強化し、
「独探」索出に熱を上げながら思想統制を強めた。さらに大隈重信内閣が
1915年、袁世凱政権に対し21箇条の要求を提出すると、いつ出陣するか分
からない緊迫した情勢のなかで29、中国大陸進出を夢見る朝鮮総督府と朝
鮮軍は臨戦態勢を強化した。

 
26 山本四郎編「古海朝鮮軍参謀長宛明石参謀次長電報」『寺内正毅関係文書：首相以前』京
都女子大学、1984年、604頁。

27 「立花小一郎日記」1915年3月9日条。
28 「立花小一郎日記」1915年日記の最後に書かれた文章。
29 第一次世界大戦後の朝鮮と関連した軍事行動計画については、松田利彦「일본육군의 중

국대륙침략정책과 조선（1910-1915）」権泰檍 外、共著『韓國近代社會와 文化Ⅱ：1910년

대 식민통치정책과 한국사회의 변화』서울大学校出版部，2003年を参照。
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4-2．朝鮮師団兵営設置問題と在朝日本人
　1915年6月、大隈内閣は第36回帝国議会において2個師団増設を実現させ
た。日本陸軍は辛亥革命が勃発すると中国情勢に積極的に対処するため2

個師団増設案を西園寺内閣に提出し、内閣が予算上の理由でこれを延期す
ると、上原勇作陸軍大臣が単独で辞表を天皇に提出し内閣が崩壊した。以
後、紆余曲折の末に山県有朋の後援のもと、大隈重信内閣が組閣され、第
1次世界大戦の勃発で2個師団増設は加速した。朝鮮に常駐する2個師団の
増設は日本陸軍の大陸進出のための至急の課題であり、在朝日本人の久し
い願いであった30。
　陸軍首脳部は、朝鮮師団兵営配置案が漏れれば朝鮮での土地買収の際に
地価が暴騰すると憂慮し、徹底して秘密にしていたが31、2個師団増設が
現実化すると、在朝日本人は商業会議所を中心に旅団本部誘致戦を熾烈に
行った。大

テ

邱
グ

では大邱旅団設置期成会が設置され、会長に小倉武之助（大
邱商業会議所会長、大邱電気社長）、実行委員長に伊藤吉三郎（大邱府学校組合会
員）が就任し、総督府、参謀本部各方面に活発にロビー活動を繰り広げた。
候補地であった大

テ

田
ジョン

ではすでに20万坪の軍用地買収が終わっていたため、
期成会は献納する軍用地を購入するため半強制的に寄付金を割り当て、6

万円を準備し軍用地として土地を献納するという陳情書を多方面に提出し
た32。1915年6月11日、岩瀬静（前大邱商業会議所会長）は立花に会い、大邱に
旅団司令部を設置することを建議した。8月14日には小倉、木村竹太郎（大
邱商業会議所会員）、大邱朝鮮人商業会議所会長朴

パク

基
キ

敦
ドン

、大邱銀行監視役李
イ

英
ヨン

勉
ミョン

が井口省吾朝鮮軍司令官を訪問し兵営設置を建議した。井口は「土

 
30 第31回帝国議会請願委員会に京城日本人商業会議所会頭原勝一外7,473名、大庭貫一外431
名は各々岡田栄、山道襄一の紹介で朝鮮師団の増設を請願した。

31 「朝鮮師団兵営配置図送付ノ件」アジア歴史資料センター、ref.C03022374700、陸軍省-密
大日記-T4-1-9（防衛省防衛研究所）。

32 伊藤吉三郎「大邱に軍隊が出来るまでの紆余曲折について」『邱友』1963年6月10日。
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地献納ニ関スル申出ヲ陸軍省ニ紹介スル外何等ノ助勢モ決定モ与フル能ハ
サル」と答えた33。
　6月17日、羅南商業会議所会長増田大吉と同副会長江頭忠兵衛、農事組
合長福島律次らは井口省吾朝鮮軍司令官を訪問し、羅

ナ

南
ナム

に師団を設置する
ことを希望するという請願を伝えた34。7月4日には井上翔太郎全州連隊設
置請願委員が立花を訪問し、7月22日、釡

プ

山
サン

行の汽車に乗り行く途中に大
田で佐藤、伊藤が乗車し、兵営設置問題を立花に請願し、大邱では江口、
加藤、服部らが乗車して兵営設置について話を交わした。
　立花は7月29日、陸軍大臣、次官と面会し兵営問題について話を交わし、
この日到着した小倉の来訪を受けることになる。このように誘致運動が過
熱すると、7月30日、立花は寺内に「出発之際被申付之件ハ大臣総長外ニ
次官等へ慥ニ御伝達仕置候。兵営敷地も大略御趣旨之点疎通不達有力将校
巡査取調之上決定相成候」35と伝えている。
　結局、大邱地域経済人らの熱烈な誘致運動が成果を発揮したか、兵営建
設地は大邱と咸

ハム

興
フン

に決定された。立花は8月11日、寺内に「兵営建設地之
儀ハ大邱ト咸興トニ決定、大邱ハ敷地就納坪数場所等決定シ且手続相済次
第発表之筈。咸興ハ衛生上之件調ヘノ付キシダイ発表之筈」36と伝えている。
　有力な候補地であった大田では8月下旬から兵営設置人民総代大野与三郎、
村尾伊勢松（大田商業会議所会長）、岸辰一（大田学校組合員）らが上京し、寺
内と警務総長を中心に誘致運動を展開した。8月23日、立花はかれらの代
表に会い陸軍大臣と参謀総長に大田の意見を上申することを約束した。8

月24日には小原新三忠南道長官まで上京して立花と「大田事件」について
話を交わした。立花は大田の状況について陸軍大臣に打電し、井出治（朝

 
33 『井口省吾日記』1915年8月14日条、防衛省防衛研究所所蔵。
34 『井口省吾日記』1915年6月17日条。
35 1915年7月30日付寺内宛立花書簡（「寺内文書」319-24）。
36 1915年8月11日付寺内宛立花書簡（「寺内文書」319-25）。
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鮮軍経理部長）、白井二郎（朝鮮総督府副官）とこの問題を協議した。兵営候補
地として大邱が有力になると、大田では在朝日本人の民心が動揺したため
に、忠南道長官まで状況報告のために上京したものと思われる。以後、立
花は朝鮮軍参謀長と大邱駐屯旅団長と対策会議を重ねるなかで、8月31日、
寺内総督と「大田人民不穏」について相談し、陸軍大臣にこの状況を伝え
た。引き続き山形高等警務課長を大田に派遣し、道長官、警察官と協力し
て鎮静させるよう処置した。その後も立花は軍首脳部、警察幹部達と対策
準備に苦心することになる。
　このように2個師団増設による朝鮮配置部隊の誘致をめぐり、不動産騰
貴を狙う在朝日本人有力者らを中心とする勢力が熾烈な誘致戦を展開した。
こうしたなかで結局大邱に歩兵第80連隊が配置され、大田に中学校と第80

連隊のうちの一個大隊を配置する線で朝鮮総督府は誘致に漏れた民心を抑
えようとした。兵営誘致戦で大田は在朝日本人だけが参与していたのに対
し、李

イ

軫
ジ

鎬
ノ

が慶北道長官に就いている大邱では朝鮮人商工業者も参加して
いる。1920年代には学校、道庁、税務署など、官公所を誘致するため地域
間の競争・対立が熾烈に展開されたのだが、1910年代兵営誘致をめぐる地
域間競争、総督府と地域間の葛藤が表れ始めたのは興味深い事例だと思わ
れる。

4-3．宮三面事件
　1915年後半期から「立花日記」に宮

クン

三
サム

面
ミョン

事件がしばしば登場する。宮
三面事件は全羅南道羅

ナ

州
ジュ

宮三面（枝竹面・裳谷面・郁曲面）の土地をめぐる農
民と宮家との紛争に東洋拓殖株式会社が計画的に介入し所有権を獲得する
ことにより、朝鮮農民と東拓との間に発生した土地所有権紛争であった37。

 
37 宮三面事件については、이규수『植民地朝鮮과日本，日本人』다할미디어，2007年；박이

준『韓國近現代時期土地奪還運動硏究』선인，2007年を参照。
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農民の土地が駅屯土に編入されたため、農民と宮家との間に土地紛争が発
生し、この土地が東拓に買収され、宮三面農民と東拓との土地所有権紛争
に飛び火したものである。宮三面の農民は羅州郡守、道長官、栄山浦憲兵
分隊長、全南警務部長などに対しては請願運動、法院に対しては訴訟を提
起し、小作料不納運動を通じて東拓に土地返還を要求した。これに対し東
拓は社員を派遣して強制的に小作料を徴収しようとし、両者の衝突が相次
いだ。
　このように事態が深刻になると、警務総長は、一般の関係者が訴訟やそ
の他の温和な方法で権利を主張するならばさておき、不穏な行動に対して
は鎮圧する必要があり、官憲の威力を示して無謀な行動に出ないようにす
るという方針を立てた38。具体的に警務部は「治安維持」という名目で「三
面区域内に憲兵を増加配置すること、面民の大衆集会を禁止する事、面民
の違反行為は男女を問わず抜かりなく処分すること、首謀者を検挙するこ
と、小作料の徴収は道庁に一任し警察は深く関与しないこと」という方針
を立て、農民の小作料不納同盟の結成を阻止しようとした39。また警務総
監部は訴訟の進行について司法部に交渉する一方、東拓に対しても小作料
を引き下げ、事件解決までは移民を中止するといった民心緩和政策を注文
した。司法部との交渉を通じて東拓に有利な裁判を引き出そうとしたので
ある。
　宮三面の農民は1912年3月、光州地方法院に土地所有権確認兼引渡請求
訴訟を提起し、第3審（1914年9月上告、1915年2月判決）でも全面敗訴したが、
小作料不納運動を続けたため、警務総監部は対策を練らざるを得なくなっ
た。立花は1915年7月10日、林市蔵東拓理事と宮三面について意見を交わし、

 
38 全羅南道警察部高等警察課『宮三面問題の概要』全羅南道警察部高等警察課、1925年、33
頁。

39 이규수，前掲書，p.181．
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7月19日には中野保安課長、林理事と宮三面事件及び「朝人劇」について
議論した。立花は朝鮮農民の小作料不納運動を「朝人劇」とあざけり、た
いへん否定的に認識していたことが分かる。10月7日に工藤英一全羅南道
長官、10月26日に青木戒三商工課長と面談した。この問題は9月14日、10

月26日、11月22日の長官会議でも議論され、11月23日、総督府に山県伊三
郎政務総監を総裁に、国分三亥司法部長官、宇佐美勝夫内務部長官、立花
警務総長、工藤全羅南道長官、秋山雅之介参事官、浦野丈蔵全羅南道警務
部長、馬場栄山浦憲兵分隊長、林東拓理事、青木商工課長らが参席するな
かで、宮三面小作料整理会議が開催された。会議では、道警務部と東拓幹
部が立ち会って面民を懐柔すること、説得に応じた者には承認調印を受け
ること、説得に応じない者には訴訟を提起し抜かりなく執行し小作を解除
すること、説得に応じた者には小作を続けさせること、4年間支払わなかっ
た小作料は5年年賦償還を許諾すること、小作料は従来の例によりむやみ
に変更しないこと、当分の間移民させないこと、説得前後の警戒は警務部
で遺憾のないように気を配ること、という方針を定めた40。
　総督府の方針に従い、12月2日、工藤道長官と浦野警務部長は農民たち
を説得するため宮三面に向かった。そこで警務部長は「唯今道長官閣下等
ハ汝等ノ為特ニ訓示ヲ与ヘラレタノテアルカラ汝等ハ速ニ之ニ服シ良民タ
ルノ実ヲ表ハサナクテハナラヌ。若シ不平ヲ唱ヘ、之ニ従ハサルカ如キ者
アラハ之レ即チ暴民同様ト看做シ如何ナル措置ヲ採ルヤモ知レナイカラ此
ノ事ハ予メ覚悟シテ置ケ」41と脅す一方、農民代表52名を召喚し小作料納
付をめぐる契約書に捺印するよう強要した。以後、憲兵は煽動を教唆した
主要幹部7名を保安法違反で検挙し、小作料納入を強制し、表面的には解
決を見ることになった。立花は12月6日、寺内総督に宮三面事件について

 
40 이규수，前掲書，p.183．
41 全羅南道警察部高等警察課『宮三面問題の概要』（1925年11月）44-45頁。
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報告し、同日に吉原東拓総裁は立花に感謝を表した。
　このように1915年7月から立花が1916年4月、警務総長を辞める時まで、
宮三面事件は総督府が解決するべき最も重要な懸案の一つであった。立花
は朝鮮農民の小作料不納運動を「朝人劇」と揶揄し、強硬に対応した。こ
のような強硬な対応で宮三面事件は一時鎮静したかのように見えたが、3・
1運動後、農民の土地回収運動は本格化することになる。

5．立花の朝鮮統治認識

　「韓国併合」の安堵感と民族運動に対する徹底した弾圧を背景に、治安
が多少安定した局面に入ったものと判断した寺内総督は、朝鮮人に同化政
策を実施することについて楽観的な立場であった。1913年11月、寺内が東
京に渡り、それまでの3年間の実績を天皇に上奏した内容のなかには「地
勢相接シ、人種相同ジキヲ以テ其ノ融合同化上、殆ンド何等ノ障碍アルヲ
見ズ」42とする記述があるが、これは政治的ライバルである原敬の統治観43

ともたいへん似ている。2年後の1915年11月、朝鮮総督府は『総督府施設
歴史調査書類』を作成したのだが、そのなかでも「古来密接ノ利害関係ヲ
保テルノミナラス、同種同文ニシテ風俗風教モ亦大差ナキヲ以テ、相融合
同化スル」44ことが可能だと叙述している。
　このように朝鮮人同化に対する楽観的な展望が蔓延する雰囲気のなかで
朝鮮統治の根幹に関する徴兵令問題、参政権問題、民籍（戸籍）の区分撤
廃問題が議論された。

 
42 黒田甲子郎編纂『元帥寺内伯爵伝』元帥寺内伯爵伝編纂所、1920年、713-714頁。
43 原敬の漸進的内地延長主義については、春山明哲『近代日本と台湾：霧社事件・植民地統
治政策の研究』藤原書店、2008年を参照。

44 「総督府施設歴史調査書類」1915年11月（山本四郎編『寺内正毅関係文書：首相以前』京
都女子大学、1984、178頁）。
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　まず、徴兵令問題をめぐる言及では次のような例を挙げることができる。
朝鮮駐箚軍参謀長立花小一郎は1913年10月、『朝鮮及満洲』を通して朝鮮人
の短所として「精神の節操が欠乏し」ている点を指摘しながらも、日清戦
争当時の朝鮮人人夫が軍糧米を運搬した実績を挙げて「軍事上から見た鮮
人は概していへば余り見下げた者で無く、方法宜しきを得ば随分役に立つ
民族である」、「将来彼等を養成して何時かは忠良なる日本軍人たらしむ」45

べしと主張している。併合からそれほど経たない頃から徴兵制実施をめぐ
る議論が提起されていたという点は注目するべきである。
　警務総長に就任した立花は「朝鮮人同化の根本方針より考へると、固よ
り一日も速く民籍の区別を撤廃せねばならぬ、彼等に兵役の義務も負はせ
ねばならぬ、随うて参政権も与へねばならぬ、憲法上の与へられたる権利
も凡て与へねばならぬ」46とし、民籍法改正及び兵役の義務、そして参政
権付与にも言及している。
　第一次世界大戦勃発後、井口省吾朝鮮駐箚軍司令官はハーグ密使事件に
ともなって韓国軍隊が解散した後も残っていた朝鮮王室近衛兵と朝鮮人憲
兵補助員巡査補の性格を論じながら、「教養の如何に依りては兵士として
も有望である」とし、徴兵問題について楽観的な態度を示している。また
彼は徴兵令施行と参政権付与問題との相関関係については「朝鮮人が果し
て参政権を行ふ丈の能力と人格と備はり真の日本人として我々と同じく心
から死を以て国家の興亡に当ると云ふ丈の人間となつた暁は参政権を与へ
ても善いでは無いか」47と、日本帝国のため血を流すのに留まらず、「参政
権を行ふ丈の能力と人格」を有する時まで参政権付与を留保することを主
張している。なお、井口は1916年10月26日、長谷川好道新任朝鮮総督に①

 
45 立花小一郎「軍事上より見たる朝鮮民象」『朝鮮及満洲』75、1913年10月、13-14頁。
46 「新警務総長立花少将と語る」『朝鮮及満洲』83、1914年6月、4-5頁。
47 「井口軍司令官を訪ふ」『朝鮮及満洲』94、1915年5月、9-10頁。
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朝鮮人将校に叙位の恩典を付与すること、②朝鮮人将校の恩給法制定を迅
速に進めること、③朝鮮人に将校教育の支援を許可すること、④朝鮮人に
短期義務服務を付加することは害がないことなどの意見を提示した48。
　参政権問題をめぐっては、積極的な立場を標榜した朝鮮駐箚軍とは異な
り、朝鮮総督府官僚の立場は否定的な見解が目立った。たとえば、第27回
帝国議会予算委員会総会において1911年1月26日、大石正巳が武断統治及
び会社令について攻撃的な発言をすると、寺内総督は朝鮮人を「文明国民
ト同一ニ取扱ハントスルハ大間違ナリ。若シ朝鮮人ニシテ参政権ヲ要求セ
リトセバ諸君ハ直ニ之ヲ与ヘラルヽヤ」49と反問するなど、朝鮮人参政権
問題に極度の拒否感を示した。
　このようななかで一進会顧問を務めていた内田良平は1914年4月に「朝
鮮統治制度案」を作成し、大隈内閣の各大臣、寺内朝鮮総督及び元老など
に提出した。内田は「朝鮮統治制度案」において「朝鮮ハ併合後ノ今日ト
雖モ決シテ彼ノ台湾、樺太ト同一律ニ論ズ可カラズ。或ル適当ノ時機ヲ待
テ、相当ノ制限ヲ設ケテ参政自治ノ権利ヲ分与シ、努メテ人民ヲシテ天皇
陛下ノ懿徳ニ同化セシメザル可カラズ」と主張した。具体案では中枢院の
廃止、日本・朝鮮間の差別（法律、規則、俸給、待遇）の撤廃、総督府官吏・
李王族・朝鮮貴族・平民で構成された立法議員の設置、地方議会の設置、
徴兵令の実施、京城への朝鮮大学の設置を挙げている50。内田のこのよう
な動きと連動して一進会を創立した宋秉畯は朝鮮人参政権付与運動を展開
した。宋秉畯は1914年6月19日、立花憲兵隊司令官を訪問し、12時まで痛
飲しながら「併合事情、朝鮮人権利論、宋秉畯及李完用責任論」51につい
て話した。立花は7月30日、内田の「朝鮮統治制度案」を通読する。翌年1

 
48 波多野勝編『井口省吾伝』現代史料出版、2002年、235頁。
49 『東京朝日新聞』1911年1月27日付。
50 「朝鮮統治制度案」内田良平研究会編『内田良平関係文書』第11巻、芙蓉書房出版、1994年。
51 「立花小一郎日記」1914年6月19日条。
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月2日、立花は寺内に宋秉畯の密書を提出した。続いて2月17日、宋秉畯は
立花を訪問し「参政権付与請願一件」について相談した。2月26日に開か
れた局長会議において立花警務総長は「参政権問題、李・宋ノ件」を報告
し、具

ク

然
ヨン

壽
ス

から宋秉畯の奉勅に関する件を聞いた52。このような宋秉畯の
請願運動に対して立花は「参政権云々ノ悪言」53と罵倒した。立花は雑誌
を通して朝鮮人に参政権を与えることを主張したが、公式的に発表される
内容とは大きな落差があったという点が注目される。
　一方、1914年6月、立花警務総長が「民籍区別の撤廃」、つまり日本と植
民地との間の地域籍の転籍〔「内地」「朝鮮」「台湾」等のあいだで本籍を移すこと〕

を公言したことは先に言及した。徴兵令では徴兵義務者の範囲を日本本籍
別（日本人）、性別（男性）、年齢別（17歳以上40歳以下）に規定しているが、
立花は日本と植民地を区別する地域籍を撤廃することで朝鮮人にも徴兵義
務を負わせることを想定していたのである54。以後、転籍問題は共通法55

制定の動きと連動しながら総督府内で議論されたが、民籍業務を総括して
いる警務総長に就任した立花は、就任後間もなく中野有光警務課長と民籍
法について相談するなど、転籍問題に深い関心を示していた。
　ところで、大隈内閣は1914年12月、共通法の草案を完成して朝鮮総督府
に送付した。この草案では、内地人、朝鮮人、台湾人などの身分に対して、
国籍法及び明治31年法律第21号「外国人ヲ養子又ハ入夫ト為スノ法律」の

 
52 「立花小一郎日記」1915年2月26日条。宋秉畯は3・1運動後、天皇に朝鮮統治について上奏
を試みるが、1915年にも類似した上奏をしようとしたものと思われる。

53 『寺内正毅日記』1915年3月5日条。
54 戸籍と兵役については、田代有嗣・吉田和夫・林田慧「共通法3条3項と兵役法との関係：
戸籍事務と兵役法（1）（2）（3）」『戸籍』270-272、1969年6-8月；坂元真一「敗戦前日本
国における朝鮮戸籍の研究：登録技術と徴兵技術の関係を中心として」『青丘学術論集』
10、韓国文化研究振興財団、1997年、を参照。

55 日本、朝鮮、台湾などの法令の型式、内容が他の地域において施行されることを前提とし
て各法域に施行された法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連結・統一を図るた
め、1918年に制定された法律である。
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規定を準用し、その適用については内地では内務大臣が、朝鮮、台湾にお
いては朝鮮総督、台湾総督が行い、戸籍法（大正3年3月法律第26号）が施行
される地域では戸籍法147条（「外国人カ養子縁組又ハ婚姻ニ因リテ日本ノ国籍ヲ
取得スヘキトキハ縁組又ハ婚姻ノ届書ニ国籍取得者ノ原国籍ヲ記載スルコトヲ要ス」）

ないし152条の規定は国籍法及び明治31年法律第21号の規定による身分取
得と喪失の場合に準用することとなっている。
　立花は翌年2月12日、中野有光保安課長を呼び共通法規について意見を
聞いた後、山県政務総監が議長を務めている共通法規に関する会議に参加
した。ただ史料的な制約のためその会議で立花が具体的にどのような立場
を取ったのかについてははっきりとしない56。しかし「民籍区別の撤廃」
を主張していた立花が転籍問題に積極的であったということはほぼ間違い
ないと思われる。その後、共通法規に関する会議でまとめられた案は、2

月17日に児玉秀雄総務局長の名義で内閣に提出された。共通法制定に対す
る内閣の照会について総督府は「帰化ノ条件ヲ探テ以テ国内間ノ転籍ヲ律
スルハ不可ナリ故ニ原則トシテハ転籍ノ自由ヲ認メ監督其ノ他特殊ノ事情
ノ下ニ多少ノ制限ヲ置クコトトセラレタシ」、「国籍法第二十四条第一項ノ
場合ニ二重ノ籍ヲ認ムルハ止ムヲ得サルコトトスルモ同条第二項ノ制限ハ
除却セラレタシ」という意見を提示した。のみならず、「帰化ノ条件ヲ採
テ以テ国内間ノ転籍ヲ律スルハ不可ナリ故ニ原則トシテハ転籍ノ自由ヲ認
メ監督其ノ他特殊ノ事情ノ下ニ多少ノ制限ヲ置クコトトセラレタシ」、「国
籍法第二十四条第一項ノ場合ニ二重ノ籍ヲ認ムルハ止ムヲ得サルコトトス
ルモ同条第二項ノ制限ハ除却セラレタシ」57と、転籍に関して注文している。
すなわち、国籍法第24条第2項に「現ニ文武ノ官職ヲ帯フル者ハ前六條ノ

 
56 浅野豊美は共通法制定過程において朝鮮総督府と台湾総督府が転籍問題について肯定的な
立場をとっていると指摘している。浅野豊美「国際秩序と帝国秩序をめぐる日本帝国再編
の構造」浅野豊美・松田利彦編『植民地帝国日本の法的展開』信山社、2004年。

57 国立公文書館所蔵「共通法ヲ定ム」（2A－11－類12681）。
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規定ニ拘ハラス其官職ヲ失ヒタル後ニ非サレハ日本ノ国籍ヲ失ハス」とい
う条項を削除するべきであると注文したのである。3月30日、寺内は「度
支部徴兵令関係ノ事ニツキ長官ト談示シ置タリ」58とあるように、徴兵令
施行の観点から転籍問題に積極的だったようである。
　総督府は国籍法及び明治31年法律第21号（外国人ヲ養子又ハ入夫ト為スノ法
律）を準用するという内閣の方針について、朝鮮人を外国人として扱うと
いう誤解を呼ぶおそれがあるという理由から反対し、帰化条件で転籍を規
制せず、原則的に転籍の自由を認めながら多少の制限を置いて日本への転
籍を許可する立法政策を支持していたのである59。これに対し日本内閣は
転籍によって日本人が兵役を忌避する憂慮があるという理由で反対し、挫
折した60。
　立花は朝鮮人に参政権を与えることについて極度に否定的な反応を示し
たが、朝鮮人を軍事的に動員するための処置の一環である転籍については
たいへん積極的であった。日記では具体的に表れていないが、朝鮮人の一
部を日本戸籍に移しかれらに兵役の義務を負わせるか、反対に朝鮮人軍人
の一部を日本戸籍に移し、日本人としての特権（たとえば官僚の加俸）を与
えることで、懐柔・包摂しようとしたと考えられる。

 
58 『寺内正毅日記』1915年3月30日条。
59 内務省管理局は1944年1月28日付で「朝鮮人皇民化基本方針」という文書を作成しているが、
朝鮮人処遇の向上施策として「政治参与」に続き「戸籍法の施行」が挙論されている。す
なわち皇民化の事実が顕著な朝鮮人（日本に長く居住し日本人と区別し難いほどに皇民化
した者、太平洋戦争に武勲のある帰還勇士で日本に居住した者）に対し、日本への転籍を
認めると提案している。これに対し、朝鮮総督府法務局が1944年10月11日付で作成した「内
地朝鮮間ニ関スル法律案」は「引続三年以上転籍又ハ分家セントスル地域ニ住所ヲ持スル
コト」、「国語ヲ常用スルコト」などを転籍条件に提示しており、許可対象が内務省案より
広範囲である（遠藤正敬『近代日本の植民地統治における国籍と戸籍』明石書店、2010年、
184-185頁）。

60 浅野豊美、前掲書を参照。
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6．おわりに

　本稿では立花が警務総長として在任した2年間の日記を素材に、立花の
朝鮮での人脈、警務総長としての業務、朝鮮総督府の内部状況、朝鮮総督
府の統治政策と朝鮮人・在朝日本人を含む朝鮮社会との関係、朝鮮統治観
を探ってみた。
　まず立花は朝鮮貴族や朝鮮人高位官僚を除いてはあまり朝鮮人と接触し
なかった。懐柔と包摂の対象であった朝鮮貴族にも墓地問題について高圧
的な姿勢を見せ、朝鮮人の結社、政治活動に対し徹底的に抑制した。一方、
立花は言論人、宗教人、医師、企業人など、多様な民間日本人と接触した
が、かれらは自らの目的と利益のために立花に陳情、請願、交渉していた。
また論争を好む立花は長官会議において宇佐美内務部長官と意見衝突が頻
繁にあっただけでなく、寺内総督ともしばしば対立していた。
　第一次世界大戦が勃発すると、朝鮮総督府は新聞統制を強化し「独探」
索出に熱を上げつつ思想統制を強化した。立花は日本政府の袁世凱政権に
対する21箇条の要求を機会に、大陸進出を拡大し満蒙問題の解決を図ろう
とした。
　一方、「立花日記」から見える植民地朝鮮社会は、朝鮮総督府の圧倒的
な優位のなかでも、一方的な植民地支配政策に対し反発、抵抗、交渉しな
がら変化の兆しを示し始めた。朝鮮総督府は1915年9月から開かれる始政5

年記念共進会を成功裡に開催するため、料理業者大会、全道神職大会、新
聞記者大会、鉱業連合懇談会、酒造業者大会、移入酒商大会、運輸業者大
会、水産懇談会、医学大会、医生大会、薬学大会、朝鮮金融業者大会など、
各種大会の開催を許可した61。このような各種大会開催をきっかけに徹底

 
61 朝鮮総督府『（始政五年記念）朝鮮物産共進会報告書』朝鮮総督府、1916年、第12章の各
種大会を参照。
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的に封鎖していた集会・結社の自由が一時的であるが許容され、朝鮮社会
は共進会開催を起点に新しい転機を迎える。
　在朝日本人は地域開発と自身の安全のため兵営誘致運動を活発に展開し
ながら一方的な総督府の政策に反発した。医生たちは医生大会を開催し全
鮮医会を結成して漢方医学の復活を図り、宮三面の朝鮮農民たちは請願運
動、法院に対する訴訟提起、小作料不納運動を通して東拓に土地所有権返
還を要求した。武力を前にした武断統治に息を殺していた朝鮮人たちが
徐々に自分の声をあげ始めたのである。
　最後に、立花は朝鮮人に参政権を与えることについて極度に否定的で
あったが、民籍法を改正し朝鮮人に兵役の義務を負わせることにはたいへ
ん積極的であった。
 （桝谷祐一 訳）
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はじめに

　本稿の目的は、日露戦争期に韓国駐箚軍1参謀長をつとめた大谷喜久蔵
（1885～1923年）の日記をはじめとする個人史料を用いながら、大谷の朝鮮
社会に対する認識がどのようなものだったか、また、それが大谷や韓国駐
箚軍の韓国支配構想とどのように結びついていたかを考察することにある。
　大谷喜久蔵は1855年、小浜藩で漢学者の藩士・大谷正徳の子として生ま
れた2。黒船来航の2年後、幕末の風雲急を告げる時代である。少年時代は
藩校順造館に学び、12歳で明治維新を迎えた。維新後上京、1875年陸軍士
官学校（旧制）第2期生として入学し、1878年同校歩兵課を卒業した。その
後、日清戦争に出征し、陸軍戸山校長（1900～02年。1903～04年にも再任して

 
1 韓国駐箚軍は、1904年3月、韓国駐箚隊を改編してつくられた。編成当時の兵力は平時編
制の歩兵1個大隊と後備歩兵5大隊半という規模だったが、日露戦争終結時には、後備1個
師団、後備歩兵1個旅団・3個大隊、国民歩兵2個大隊に拡張されていた。朝鮮駐箚軍司令
部編『朝鮮駐箚軍歴史』（1914年頃か。金正明編『日韓外交資料集成』別冊一、巌南堂書店、
1967年）43頁。なお、韓国駐箚軍、植民地期の朝鮮駐箚軍、朝鮮軍についての先行研究は、
さしあたり朴廷鎬「近代日本における治安維持政策と国家防衛政策の狭間：朝鮮軍を中心
に」（『本郷法政紀要』第14号、2005年）を参照されたい。

2 大谷の詳しい経歴については、安藤良夫『陸軍大将 大谷喜久蔵の年譜』（私家版、1993年）
を参照されたい。その他、大谷についてはいくつかの短い評伝がある（長南政義「大谷喜
久蔵」伊藤隆・季武嘉也編『近現代日本人物史料情報辞典』第3巻、2007年、67頁、参照）。
ただし、いずれも大谷の韓国駐箚軍参謀長時代の事績にはほとんど触れていない。

松  田　利  彦

―大谷関係資料を中心に―

7 韓国駐箚軍参謀長・大谷喜久蔵と韓国
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いる）を経て、日露戦争では、韓国駐箚軍兵站監（1904年3～4月）、第2軍兵
站監（同年4～8月）、歩兵第8旅団長（同年8月～1905年4月）の後、韓国駐箚軍
参謀長（1905年4月～06年6月）となった。陸軍将官としてさほど知られてい
る人物とは言いがたいが、この後も生涯を通じて、青島占領・シベリア干
渉戦争など日本の対外膨張の重要局面に関わった3。
　この時期の日本政府にあっては、なお政治指導者と軍事指導者が未分化
で、長州出身者が主流をなす地縁結合からも脱していなかった。日本陸軍
の基礎を創った山県有朋が2度にわたり長州閥政治指導者として内閣を組
織し、日露戦争時も元老として国政全般に参画していたことがそれを示す。
しかしその一方で、日露戦争期には、専門的軍事教育を受けた非藩閥出身
者が戦争指導の一端を担う中堅将校として台頭しつつあった。大谷はその
ような世代の代表的人物といえる。この点は、陸士同期の長岡外史（日露
戦争時、参謀次長）、井口省吾（満洲軍参謀）らとも共通する。陸士同期生は
強い連帯感とライバル意識をもっていたが、大谷の場合、後述のように韓
国駐箚参謀長時代、特に本国の長岡参謀次長と密接に連絡をとり互いに腹
案を示しあう深い信頼関係にあった。
　本稿はこうした点を念頭に置きながら、以下の3つの問題を考察する。
第一に、日露戦争期の「北関作戦」を取り上げ、大谷を中心に、駐箚軍の
朝鮮観や朝鮮半島の戦略的位置づけの原形を探る。第二に、駐箚軍の日露
戦後における朝鮮支配構想を大谷の動向を軸に検討する。第三に、大谷の
朝鮮観・朝鮮人観を具体的に分析したうえで、乙巳保護条約（1905年11月）

の締結に関わる大谷の関心や情報収集について検討したい。

 
3 韓国駐箚軍参謀長をつとめた後は、戸山校長に復帰（1906年）、教育総監部本部長（1908
～09年）、第5師団長（1909～15年）となった。晩年は、青島守備軍司令官（1915～17年）、
浦塩派遣軍司令官（1918～19年）をつとめた（1920年予備役編入、23年没）。最終官位は
陸軍大将である。
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1．日露戦争期の「北関作戦」

　1905年4月8日、大谷喜久蔵は韓国駐箚軍参謀長に就任する。前年2月に
始まっていた日露戦争はすでに収束局面に入っていた。1905年1月、旅順
のロシア軍が降伏し、3月には最大の陸戦たる奉天会戦で日本軍は辛勝し
ていた。4月には、日本政府は日露講和条件を閣議決定している。講和条
約（ポーツマス条約）が結ばれるのはこの年の9月である。
　本章では、大谷も大きく関わった韓国駐箚軍による軍事作戦として、日
露戦争後半期の「北関作戦」をとりあげる。「北関」は朝鮮半島北東の咸
鏡北道を指し、その北部が国境の豆満江をはさんで「満洲」およびロシア
領南ウスリーと接しているため「露国ト戦端ヲ開クニ当リ我北進軍最初ノ
戦場」となったのである4。日露戦争を朝鮮史の視点から見る重要性はつ
とに指摘されているにもかかわらず、これまでこの作戦について考察した
研究は皆無に等しい5。なるほど山県有朋参謀総長が語ったように「全体
満洲軍は本にして北韓軍は末なり」6とされていたから、支作戦の北関作戦
が軍事史的側面から注目されなかったことは当然かも知れない。しかし、
日朝関係史の側面から見ると、北関作戦は、日露戦争時、朝鮮半島内で日
本軍とロシア軍が本格的な戦闘を行ったほぼ唯一の作戦であるという点で
重要な位置を占める。
　まず、北関作戦発動にいたる経緯を概観しておこう。朝鮮半島東北部で
は、日露開戦とともに日本軍が元山駐屯の部隊を増強する一方で（1個中隊

→3個大隊＋1個中隊）、ロシア軍が南下し咸鏡北道・鏡城を拠点として日本軍
と対峙した。韓国駐箚軍は、1904年11月、咸鏡道駐屯諸隊に対し、「北韓

 
4 大本営陸軍幕僚編『北関兵要地誌』（1905年。防衛省防衛図書館所蔵） 82頁。なお史料に
よっては、「北関」を「北韓」としているものもある。

5 谷寿夫『機密日露戦史』（1925年。復刻、原書房、1966年）に若干の記述がある程度である。
6 角田順『満州問題と国防方針』（原書房、1967年）651～655頁。
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地方ニ潜入セシ敵ニ対シ他日攻勢ニ転スヘキ場合ヲ顧慮シ予メ前進ニ関ス
ル計画」を策定せよと訓令を発した7。国境を越えて朝鮮半島の北部から
進攻してきたロシア軍に対し日本軍は南側から迎え撃つ布陣をとりつつも、
咸鏡北道方面ではさしあたり現状を維持しロシア軍攻撃の計画を練るよう
命ずるにとどまっていたのである。
　戦局が動き出すのは、翌1905年に入ってからだった。咸鏡北道内のロシ
ア軍を豆満江以北に撃退するために編成された後備第2師団（広島）が、3

月以降、城津に上陸し（このとき咸鏡道諸隊は北関支隊と改称された）、4月21日、
同師団は韓国駐箚軍の隷下に入った。韓国駐箚軍の作戦は、「後備第二師
団ヲ図們江ニ進メ此頃安東県ニ集合セル後備歩兵第十六旅団ヲ増加シ為シ
得レハ波四図湾ヲ占領セシメム但シ其前進ハ第一期朱村後場付近ニ、第二
期図們江ニ前進スル」というものだった8。大谷駐箚軍参謀長も5月中旬に
東京に赴いた際、大本営にこの作戦を説明した。これに対し、大本営はお
おむね同意しつつも、第2期以降の北進は陸海軍の作戦全体に従属すると
回答した9。駐箚軍は、国境の豆満江のラインまでロシア軍を後退させ、
あわよくばロシア領のポシェト湾占領まで目しており、大谷もそうした立
場に立っていたが、大本営はこれにやや慎重な姿勢をとっていたのである。
　ともあれ、このような作戦にしたがって、後備第2師団に第16旅団を加え、
6月10日に北関支隊は前進を開始した。朱村後場を経て19日には鏡城を占
領した。駐箚軍の作戦計画の第1期が早くも完了したのである。大谷の日
記には、「二十二日師団司令部鏡城ニ入ル郡守以下出テ迎フ」とある10。
　この後も大谷参謀長は北関軍前進論の急先鋒となった。6月末、長岡外
史参謀次長に対し、なるべく早く後備第2師団を図們江付近にまで前進さ

 
7 参謀本部編『明治卅七八年日露戦史』第10冊（東京偕行社、1914年）396頁。
8 以上、同前、396、411、413頁。
9 谷、前掲書、572頁。『大谷喜久蔵日記』によれば5月17日に大本営を訪問している。
10 『大谷喜久蔵日記』1905年7月6日。
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せる必要があると改めて説き、7月に入ると「来タル二六七日頃ニハ師団
ノ独力ヲ以テ会寧附近ニ迄前進スルノ計画ヲ立テツツアル」と電報を送っ
ている11。さらに、前述の通り、駐箚軍は咸鏡北道方面の部隊によって豆
満江を越えてロシア領にまで踏みこむ考えももっていた。大谷によれば、
上司の韓国駐箚軍司令官・長谷川好道も「平和克復前に一指たりとも真の
敵地に染め置き度希望」をもっていたという12。
　このような駐箚軍の作戦は現地の朝鮮人も否応なく巻きこんでいた。大
谷日記には「土人」からの情報提供の話が出てくるし、また「北進準備ノ
為メ徐相潤ヲ観察使署理トシ其下ニブンネターク（亡命士官―原注）以下総
巡数名ヲ附属セリ」との記事もある13。咸鏡道の日本軍占領地域では、
1904年10月以来、「軍政」を施行し、韓国地方官の任免に日本軍が関与し
ていたが14、北関作戦の際にも観察使を交代させていたことがわかる。
　さて、北関作戦に対する駐箚軍の熱意に本国で呼応していたのは長岡参
謀本部次長だった。長岡は日露講和を有利に進め、かつ韓国に対し「帝国
の威信」を保つため、北進を強く主張している15。しかし、大本営は北関
作戦に必ずしも全面的に注力できなかった。そこには2つの問題があった。
　第一は、北関軍への兵力増強が困難だったことである。5月に大本営に

 
11 長岡宛大谷書簡、1905年6月29日（谷、前掲書、68頁）。『大谷喜久蔵日記』7月14日。
12 長岡宛大谷書簡、1905年7月14日（谷、前掲書、69頁）。また、大谷自身も豆満江を越える
可能性を考慮していた。長岡宛大谷、韓駐参第351号「［韓国駐箚軍参謀長 今後北韓軍図
們江を越へ前進の場合架橋準備相成度］」、1905年7月26日（大本営陸軍参謀『謀臨書類綴 
明治三八年一月起十二月ニ至』防衛省防衛図書館所蔵、アジア歴史資料センター ref.
C06040389100）によれば、豆満江を越える場合には架橋材料の準備が必要だと参謀本部
に注意を促している。

13 『大谷喜久蔵日記』1905年6月21日、7月2日。
14 軍政施行に際しての駐箚軍司令官の元山・咸鏡守備隊長への内訓によれば、「［韓国］地方
官其ノ任地ニ在ラサルトキハ其ノ地方ニ於テ適任ト認ムル者ヲ選ヒ地方行政ノ事務ヲ執ラ
シムヘシ」「韓国政府ノ任命シタル地方官ニシテ軍司令官ノ承認状ヲ帯有セサル者ハ其ノ
就任及職務執行ヲ拒絶スヘシ」とされていた（前掲『朝鮮駐箚軍歴史』228頁）。

15 谷、前掲書、570頁。引用は、長岡が7月1日に桂太郎首相に述べたとされる言葉である。
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赴いた際、大谷は、大本営が8月下旬に北関作戦のために本国から2～3個
師団の増派を計画しているとの情報を得ていた16。しかし、7月下旬になり、
北関支隊に投入される予定だった第14師団は満洲軍に廻され、第15、16師
団の派遣も危ういことが判明する。大谷は、北関作戦に当たっている現地
の後備第2師団長から、会寧に進撃したいとの通報を受けていたが、「大本
営ノ通報ニ拠レハ…増加兵ヲ得ヘキ望ミ無キカ故ニ姑ク現状維持ヲ希望
ス」17と返答せざるを得なかった。兵力の動員が限界に近づいていた日露
戦争末期の段階で大規模な戦力を追加投入するのは現実的には無理だった
のである18。
　第二は、韓国駐箚軍司令部の移転問題である。実は日本本国の参謀本部
では、北関軍への兵力増強とあわせて駐箚軍司令部を漢城から咸鏡北道に
移そうと考えていた。7月4日、大本営は大谷参謀長に打電し、「北韓に兵
力を増加するの必要を認むる今日において、貴軍司令部はその司令部の大
部を率いて北進し、この方面の諸軍隊を統率」せよ、と命じた19。移転に
備え駐箚軍司令部の参謀も1名増加された。しかし司令部移転は実現しな
かった。

 
16 参謀本部編、前掲書、第10巻、413頁。
17 同前、435頁。
18 北関作戦のために増派される予定だった第14師団は大部分、前年（1904年）12月に徴集さ
れた初年兵によって編成された新設師団だった。動員下令は1905年3月に下されたが、実
戦参加には間に合わなかった（大江志乃夫『日露戦争と日本軍隊』立風書房、1987年、
232～233頁）。すなわち、大谷は第14師団が満洲に廻されるために北関作戦への援軍が不
可能になったと理解していたが、実際には満洲作戦であれ北関作戦であれ、第14師団の投
入自体が無理だったのである。
　なお、師団の増派は日露講和後に実現することになる。1905年10月になって第13、15師
団が朝鮮に派遣され、駐箚軍の隷下に入ったが、このうち第13師団は咸鏡道に駐屯したの
である（第15師団は咸鏡道以外の地に分散配置）。第13師団は明らかにロシアの復仇戦に
備えたものであり、その意味ではロシア軍とこの地域で戦闘を行った北関作戦の延長にあ
るものだった。

19 谷、前掲書、574頁。
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　この背景には、大谷駐箚軍参謀長の側が韓国駐箚軍司令部の移転に乗り
気でなかったことが関わっている。大谷は、長岡参謀次長に宛てた書簡の
なかで、司令部を咸鏡北道に移すと、北関作戦以外の問題に迅速に対処で
きないと述べている。特に懸念したのは朝鮮社会への影響だった。大谷は
いう。「怪物屋敷と迄唱ふる韓国のことなれば、今度の軍司令部の北進は
韓国上下を通じ多大の感想を与ふるは免れざる処なれば、如何なる椿事の
湧発するや予め難計」と20。大谷の朝鮮社会・朝鮮人観については後述す
るが、駐箚軍の機能として、北関作戦の指導よりも朝鮮人社会の監視を優
先させたいと考えていたことが読みとれよう。
　このように、北関作戦は、大規模な兵力の増派が不可能だったことや駐
箚軍司令部の移転も難しかったことなどの制約を抱えていた。その根底に
は、動員能力の限界という日本陸軍全体の問題と、朝鮮の軍事支配を担っ
ている駐箚軍が容易に首都漢城から足場を移せなかったという占領軍固有
の問題とが関わっていた。
　この後の北関作戦の展開を見ると、8月15日、韓国駐箚軍司令官は後備
第2師団長に、日本の占領区域を図們江付近に拡張せよとの訓令を発した。
兵力増強ができないまま北進に踏み切ったのである。8月末から昌斗岑・
雄基などで戦闘があった末、9月7日に国境の要衝たる会寧を占領した。し
かし、戦線の拡大はここまでだった。既に9月5日に日露講和条約が締結さ
れており、その知らせが翌日駐箚軍にも届いた。駐箚軍の熱望していたロ
シア領への進撃は果たせぬまま日露戦争は終わったのである。

　昨日［9月6日］午后十一時着ノ電報ヲ以テ平和条約両全権ノ間ニ成
立シ其実施ニ至ル迄ノ休戦条約締結セラレ我軍司令官ヨリ北関軍ニ対

 
20 長岡宛大谷書簡、1905年7月4日（長岡外史文書研究会編『長岡外史関係文書 書簡・書類篇』
吉川弘文館、1989年、68頁）。同書は、以下『長岡外史文書』と略記する。
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スル敵ト一定ノ巨
ママ

離ヲ取リ休戦条約ヲ協定スヘキ旨命令アリ。

　大谷日記では上のように淡々と記している21。しかし、同時に大谷は、
ロシア軍との休戦条約締結を少しでも日本側に有利に取り結ぼうと考えて
いた。10月7日付の日記には、「平和条約迄日本は韓国の保護権を有するが
故我軍は永久的に一部隊会寧附近に置く必要あり而露軍の韓国内にあるは
韓国の安寧秩序を保つ上に於て害あるが故一日も速やかに豆満江左岸に撤
退」することが望ましいと記している。日本軍は国境附近に居すわりつつ
ロシアには速やかな撤兵を求めようとしたのである。休戦条約交渉は難航
し10月には撤兵交渉に切りかえられた末、ようやく11月3日に駐箚軍とロ
シア軍との間で撤兵協約が成立した22。

2．日露戦後の朝鮮支配体制の模索

　次に、大谷駐箚軍参謀長が、日露戦争期、戦争終結後をにらみどのよう
な朝鮮支配構想を練っていたのかを見てみよう。
　日露開戦直後の1904年2月、日本は韓国政府に日韓議定書を強要し、韓
国駐箚軍はこれを口実として朝鮮を軍事占領下においた。また、大谷が駐
箚軍参謀長に就任した1905年4月、日本政府は「韓国保護権確立の件」を
閣議決定している。このような状況下、韓国駐箚軍の対韓方針は、韓国保
護国化を視野に入れながら日露戦争中の軍事支配という既得権益を戦後も
継続・強化することに主目的をおくことになった。ここでは、大谷が特に
関わった「軍律」改定問題と韓国統監武官論の問題について検討する。

 
21 『大谷喜久蔵日記』1905年9月7日。
22 以上は、参謀本部編、前掲書、第10巻、486、489頁、『大谷喜久蔵日記』1905年10月7日、

10月16日、10月21日、11月4日による。
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2-1．「軍律」改定問題
　日露戦争中、日本軍が朝鮮半島で行った軍用地や鉄道敷設地のための土
地収容や労働力の徴用に対し、各地で住民の騒擾が起こった。これに対し、
韓国駐箚軍司令官は、1904年7月、「軍律」を主要鉄道・電信線沿線に公布、
11月には韓国全土に施行範囲を広げた。軍用電線・鉄道の保護を各村落の
責任で担わせ、加害者・隠匿者は死刑とする一方で、密告者には報償金を
だすというのがその内容だった。1904年7月から翌年10月までに軍律によ
り処刑された朝鮮人は計257名に達した（死刑35名を含む）。
　軍律についてはすでに少なからぬ先行研究が論及しているが23、ここで
は、これまで注目されてこなかった問題として、大谷を中心に駐箚軍が、
「軍律」を改定し日露戦後における軍事支配継続の要にしようとする構想
をもっていたこと、そしてこの構想は本国陸軍省との間で若干の齟齬を生
じた事実を追ってみたい。
　大谷は日露講和の情報をすでに1905年6月頃につかみ、講和条約の条件
中に韓国保護国化が入っていることも知っていた24。そして、韓国保護条
約が結ばれるまでの過渡期間、軍律に基づく憲兵支配を存続させようと考
えた。駐箚軍では、9月1日に会議を開き「当分ノ間ハ曖昧ノ間ニ現状維持
ニ決」している25。これを受けて、大谷は講和条約締結後の同月16日、本
国参謀本部に長文の意見書「平和克復後韓国ニ於ケル軍事的司法関係ニ付
意見」を提出し、日露戦争後も引きつづき韓国駐箚軍の駐屯が必要であり、
朝鮮人の軍事施設破壊等を防ぐためには、戦時中の軍律と同様の軍令を存

 
23 軍律についての近年の研究については、松田『日本の朝鮮植民地支配と警察：1905～1945
年』（校倉書房、2009年）第1章、小川原宏幸『伊藤博文の韓国併合構想と朝鮮社会：王権
論の相克』（岩波書店、2010年）104～108頁、参照。

24 『大谷喜久蔵日記』1905年6月11日、8月15日。
25 『大谷喜久蔵日記』1905年9月1日。
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続させねばならないと論じた26。
　大谷の意見書は、この後、林権助駐韓公使にも提出され同意を得ている27。
朝鮮現地では、大谷による軍律の改定存続意見を軸に合意が形成されてい
たといえよう。
　それでは、本国の反応はどうだっただろうか。大谷は、日露戦争中と同
様、長岡外史参謀次長と密接に連絡をとりつつ、軍律の改定を本国に諮っ
ている。9月29日、長岡宛書簡において韓国に対する軍事支配の現状維持
が必要と述べ、韓国内の反日義兵運動をしばらく放置し「韓国目下の実力
は僅かなる暴徒すら之を鎮圧するの力なしと云ふ実証を示」すべきだとの
考えを示した28。また、10月15日には、軍律に代わる「律令」の具体案（全
11条）を提議している29。「帝国及韓国ノ法規」に照らして処罰されるとさ
れた主な対象は以下の通りである。

　軍人に対する暴行等―哨兵に「暴行ヲ為ス者」（第1条）、哨兵を「罵
詈若クハ侮慢スル者」（第2条）、「陸軍所属官吏ノ職務ヲ行フヲ妨害ス
ル者」（第8条）。
　軍事機密の漏洩―「秘密ヲ要スル図書兵器弾薬ノ製法」等の機密漏
洩（第3条）。
　軍関係施設の破壊等―「軍用ノ工廠、船舶及軍需ノ物品ヲ貯蔵スル
倉庫」や戦闘に供する家屋・橋梁・電線などの毀損や材料を盗む者
（第4条）、「集積ノ兵器、弾薬、軍糧、陣営具［、］被服」等の毀損や

 
26 長岡参謀次長宛大谷、副臨第2784号-1「［戦後韓国施政並軍事犯処罰律令関

マ マ

する件］」、
1905年10月5日（大本営陸軍副官管『副臨号書類綴 明治三十八年一〇月』防衛省防衛図書
館所蔵、アジア歴史資料センター ref.C06040741100）。

27 桂太郎臨時外相宛林公使電報、1905年9月29日（「韓国施政一件」『外務省記録』5-2-6-7、
外務省外交史料館所蔵）。

28 長岡外史参謀本部次長宛大谷喜久蔵書簡、1905年9月29日（『長岡外史文書』73頁）。
29 長岡宛大谷、前掲「戦後韓国施政並軍事犯処罰律令関する件」。
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焼却、軍用馬匹の殺傷・盗取する者（第5条）、軍事上の通信交通に関
する犯行のある者（第7条）。
　犯行者の隠匿や逃走幇助をした者（第10条）。
　日本法規への違反―「帝国軍機保護法帝国要塞地帯法及防御営造物
ニ関スル法規」に違反する者（第6条）、第1～10条以外で「帝国法規ノ
罰スル所為ヲ以テ直接ニ陸軍省官衙軍隊及所属ノ軍人軍属」を害する
者（第11条）。

　注目すべきは、従来の軍律が軍用電線・鉄道の保護のみを目的にしてい
たのに比べると、大谷の提起した「律令」の範囲は軍人・軍施設・軍機密
の保護へと大幅に対象を広げたこと、また、軍機保護法など日本本国の法
律の適用を明確に打ち出している点であろう。
　ただし、参謀本部から大谷の提議を回付された陸軍省はこれを受け入れ
なかった。10月17日、陸軍省側では、大谷の意見に反対し、韓国保護条約
締結までの過渡期は新しい軍令を出さず、従来の軍令（軍律）を存続させ
るのが得策との判断を下した。同日、大谷は長岡から電報でこの情報を知
らされた30。
　大谷は反論を試み、万一、韓国保護条約が結ばれるまでの「過渡期」が
長きにわたったら、「永ク軍律ヲ存シ又是ヲ適用スル事コソ中外ノ紛議ヲ
生ズル」恐れがある、との意見を送っている31。これに対し、陸軍省は、
大谷の軍律改定案が、軍機保護法や要塞地帯法のような日本法の適用も視
野に入れていたこと、ひいては「律令」という新名称が武官総督の専制的

 
30 長岡宛石本新六陸軍次官、副臨第2945号第3「回答」、1905年10月17日（前掲「［戦後韓国
施政並軍事犯処罰律令関する件］」所収）。『大谷喜久蔵日記』1905年10月19日。

31 長岡宛大谷電報、1905年10月26日（大本営陸軍副官管『副臨号書類綴 明治三十八年一〇月』
防衛省防衛図書館所蔵、アジア歴史資料センター ref.C06040741000）。
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立法権を認めた台湾統治体制を想起させうることに懸念を示した32。戦後
の軍拡計画を抱えていた陸軍省本省としては、朝鮮の軍律問題のために本
国の議会や政党から陸軍の独走と見なされ、余計な火種を抱えたくないと
いうのが本音だったのではないだろうか。
　結局、「律令問題ハ今暫ク埒明カス」、1906年2月、韓国統監府の設置に
ともない「自然陸軍ニ於テ取扱フ可キ事項ニアラサル」こととなり駐箚軍
の手を離れた33。この後、軍律は伊藤博文統監により1906年8月に緩和、同
年11月以降、実行停止状態となった。

2-2．武官統監設置問題
　1905年11月に締結された乙巳保護条約により韓国の外交権は日本に剥奪
されるとともに、日本政府の代表として統監が置かれることになった。12

月20日、勅令第267号・統監府理事庁官制が公布されたが、第4条で統監が
韓国守備軍の司令官に対し兵力の使用を命じうると規定されたことが陸軍
で問題化した。文官たる統監に兵権を付与することは軍における統帥権の
独立を侵すと考えられたためである。この問題については当時期日本の政
軍関係や陸軍の大陸構想との関連から論じられてきたが34、ここでは大谷
を軸に韓国駐箚軍の動向を内在的に掘り下げよう。
　1905年11月、保護条約締結のための特派大使となった伊藤博文の来韓を

 
32 陸軍「韓国駐箚軍軍令発布ニ関スル件」、1905年10月下旬か、同前所収。当時、台湾領有
以来、武官の台湾総督に立法権を委任し「律令」の公布権を付与した法律第63号は、帝国
議会において議会の立法協賛権を侵害し植民地統治への発言権を掣肘するとみなされ論議
の的になっていた。

33 『大谷喜久蔵日記』1905年12月21日および注31資料に添付された付せんのメモ。
34 山本四郎「韓国統監府設置と統帥権問題」（『日本歴史』第336号、1976年）、小林道彦『日
本の大陸政策 1895～1914』（南窓社、1996年）120頁、小川原宏幸「日露戦争期日本の対
韓政策と朝鮮社会：統監の軍隊指揮権問題における文武官の対立を手がかりに」（『朝鮮史
研究会論文集』第46集、2006年）、参照。
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前に、大谷は長谷川好道駐箚軍司令官との間で意見の齟齬が生じぬようあ
らかじめ覚書を作成した。「韓国経営に関する所感摘要」と題されたこの
覚書では、対韓政策の実行体制として、「今日の如く文武両立するは万事
遅緩の不利」が多く「歩調の一致を欠」きかねない、としている（ここに
いう「文武両立」とは駐韓公使館と駐箚軍のことを指すと思われる）35。新設される
韓国統監を武官とせよという含みは明らかである。大谷は、後で触れるよ
うに武官総督制を採っていた台湾をモデルと考えていた節があるし、長谷
川も同意して「極力武官論を主張」した36。
　伊藤大使の滞韓中、大谷・長谷川は伊藤も武官総督論に賛成するのでは
ないかとの感触を得ていた。伊藤が長谷川に対し統監就任を勧めたという
経緯があったからである（長谷川は固辞し乃木希典大将（元台湾総督）を推した）37。
大谷は長岡参謀次長宛の書簡でも、「伊侯は武官を統監とする説にほぼ決
意」したようであり、台湾総督と民政長官の例をあげながら「統監に配す
る民政官の配合」を考慮せねばならないと述べている38。
　情勢が急転するのは12月下旬である。同月21日の大谷日記は、「武官統
監説ハ元老閣員会議ニ於テ打破セラレタルカ如シ」と記している。伊藤が
統監に任命されたのもこの日である。この後、陸軍側は統監の兵権をめ
ぐって揺れる。28日には、「統監府官制第四条改正詮議中ナル旨」が長岡
参謀次長から電報で伝えられた。ここにいう第4条改正案とは、兵力使用
に際し韓国守備軍の司令官と協議するとの文言を加える修正案を指すもの
だろう39。駐箚軍の側でも、統監の兵力使用権に反対の立場を示した。長

 
35 長岡宛大谷書簡、1905年11月18日、別紙（『長岡外史文書』75頁）。林公使は文官統監を主
張していた（『大谷喜久蔵日記』1905年11月22日）。

36 長岡宛大谷書簡、1905年11月22日（『長岡外史文書』85頁）。
37 同前。伊藤が長谷川に統監職を勧めた情報は大谷もつかんでいた。
38 長岡宛大谷書簡、1905年11月26日（『長岡外史文書』86頁）。
39 山本、前掲論文、12、16頁。



日記が語る近代188

谷川は12月30日付の寺内正毅陸相宛書簡で、駐箚軍司令官は統監に隷属す
ることになるのかと抗議した40。大谷も翌年の年初に「統監府条例ノ意見
ニ就参謀総長［大山巌］ニ対し督促的電報」を送っている41。
　しかし結局、統監府官制の改正はなされず、1906年1月14日、天皇が陸
相と参謀総長に勅諚を下すことで解決がはかられた。長谷川は勅諚が降下
した以上異存なしと矛を収めたが、大谷はなお不満を持っていたようであ
る。長谷川の伝えるところでは、大谷は「今回統監府条例ニ依レハ今後軍
ニ於テ為スヘキ業務ハ殆ント無之、自分ノ性質トシテ無用ノ地ニ徒然其日
ヲ送ルニ堪ヘサル処」と述べ、辞任を望んでいた42。さらに2月にはこの
問題で山県有朋前参謀総長・大山参謀総長と協議するために本国に戻った
という。

3．乙巳保護条約の締結

3-1．大谷の朝鮮観・朝鮮人観
　これまで検討したように、大谷は北関作戦では、朝鮮半島からロシアを
駆逐し、ロシア領内への進攻も企図していた。また、日露戦後には、軍律
の範囲を拡大し、日本軍の軍事行動全般を保護するための「律令」に改訂
しようと本国参謀本部・陸軍省に働きかけてもいた。大谷にとって重要な
のは、駐箚軍を活用し戦果をあげるとともに朝鮮社会への支配力を強化す
ることにあった。その意味では、典型的な軍事力の信奉者であったという
評価もできよう。

 
40 寺内宛長谷川書簡、1905年12月30日（『寺内正毅関係文書』38-14、国会図書館憲政資料室
所蔵）

41 『大谷喜久蔵日記』1906年1月4日。
42 以上は、寺内宛長谷川書簡、1906年1月25日（前掲『寺内正毅関係文書』38-16）。山本、
前掲論文、14頁、参照。
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　それでは、その朝鮮観・朝鮮人観はどのようなものだったのだろうか。
大谷は、一見、韓国政府・朝鮮人社会など眼中に置いておらぬかのように
見える。しかし、実際には、朝鮮の政治家・国家指導者・反日運動家が日
本社会とはかなり異なる行動原理をもっていることを意識し、情報の収集
に努めその動静を注視していた面も見いだせる。
　本節では、大谷のそうした朝鮮人との接触のあり方、その基盤にあった
朝鮮（人）観をさぐりたい。
　大谷の朝鮮・朝鮮人観の根底には、朝鮮人の政界人士に対する強い不信
があり、日本側は彼らに振り回されてはならぬと考えていた。大谷が、
1905年7月、北関作戦にともない駐箚軍司令部を北部に移転させる案が参
謀本部より出された際、朝鮮は「怪物屋敷」でありいかなる反応を示すか
わからぬ、として反対したことは既に述べた。また、同年11月、大谷が長
岡参謀次長に送った前掲意見書「韓国経営に関する所感摘要」（注35参照）

では、朝鮮人を「猜疑心に富み且つ殆んど先天的に詭弁を弄し中傷を策す
る雑輩」と述べ、「従来我対韓政策の之が為めに実施を阻礙せられたるの
先例頗る少しと為さず」という点に注意を促している。
　大谷駐箚軍参謀長にとって、朝鮮人は、いつどのような反日謀略を企て
るかわからない不気味な存在だった。しかし、そうであればこそ、逆に朝
鮮人への関心と接触は増大した。大谷日記の1906年1月分の末尾には、52

人に及ぶ朝鮮人要人の人名録が付されている（表1。表には53人があがってい

るが（10）と（40）は同一人物）。大谷が注意を払っていた朝鮮人についての
情報を自らまとめ、1906年初め頃に作成したリストのようであり、大谷と
個人的に接触があった者もそうでない者も含まれている。日記本文の情報
も用いながら、この人名リストの朝鮮人をいくつかのグループに分けて見
てみよう。
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表1　『大谷喜久蔵日記』所収の朝鮮人人名録

姓名 大谷日記での主な記述内容 経歴

（1） 姜雲燮 日本留学経験者、宇佐川
の紹介

1880生。05主殿院電務課主事、公使館三等参
書官→06侍従院侍従→07度支部税務官。京城
碧洞私立法学校敎師、湖南学会副会長もつと
める。

（2） 李用茂 日本留学経験者、宇佐川
の紹介

教育関係者→1909没

（3） 韓南洙 日本留学経験者、宇佐川
の紹介

1901中枢院議官→06参書→06度支部主事、湖
南学会評議員

（4） 車晟龍 義兵将 車晟忠（1907李康年の義兵部隊に参加）か？

（5） 柳麟錫 義兵将 1842生。李恒老門下。95提川に移住→96義兵
総大将→06慶南で挙兵

（6） 李容泰 義兵将、前内部大臣
1854生。91参議内務府事→01駐米公使→参
政・中枢院議官→宮内府特進官→04賛政、内
部大臣

（7） 金宗漢 前大臣 1844生。94軍国機務処に加わる→95宮内府大
臣署理→96独立協会参加→1910政友会を組織

（8） 元用八（本名
―元用常） 義兵将 1905江原道で挙兵

（9） 李祐寅 元法部大臣 1898法部大臣→中枢院議官→00慶北観察使
→04輔安会を組織→宮内府特進官

（10） 宋祥憲 日本在住、資産家 孫秉煕（40）の別名

（11） 崔在学 政治結社（萬民会） 1905尚洞協会のもと保護条約反対運動を展開
→06大韓自強会幹事員

（12） 李政秀 宇佐川の紹介 1876生。06警務監獄署長

（13） 李太俊 皇室より二万円を受領し
ロシアに赴く

1882生？→11ハワイより渡日

（14） 禹範鎮 元官吏で内勅を奉じ京城
に無頼漢を集める

禹範振（警務使→06日本憲兵隊により李祐寅
（9）らとともに拘束）か？

（15）
ゲンコウコン
（別名―リチ
ウレツ）

玄暎運の甥、射砲隊を指
揮

経歴不詳

（16） 千象河 日露戦争時に日本軍の上
陸を援助

1903義州等で日本軍の意を受けロシアの情報
を調査→平壌で労働会社長、日本軍通過時に
便宜を図る→08釡山郡守

（17） 李允在 李容翊の甥、ロシア軍と
内通

1862生。03咸北観察使→04宮内府特進官→07
明川で「排日思想」を鼓吹
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姓名 大谷日記での主な記述内容 経歴

（18） 徐凞淳
かつて憲兵隊で使用、後
に警務庁に就任、野津の
紹介

開化派、朴泳孝とともに日本に亡命→1902宮
内府勤務。孫秉煕（40）と面識あり→05鉄道
院技師、警務庁警務官

（19） 朴有豊 元元帥府副官、ロシア軍
に投降

1897宮内府種牧課主事→98陸軍参尉、元帥府
記録課員→06陸軍正尉、ロシア国籍を取得

（20） 金道一 北部朝鮮でロシア軍に内
通

1896駐ロシア公使館参書官→97宮内参理、国
王の寵愛を受ける→04咸鏡道でロシア軍のた
めに日本軍を内偵

（21） 韓圭錫 北部朝鮮でロシア軍に内
通

1901内蔵院捧税委員→05永懐園参奉叙

（22） 金仁洙 元参領、北部朝鮮でロシ
ア軍のため射砲隊を指揮

1866生。1898軍部正尉→03-04陸軍武官学校
教官、陸軍歩兵参領→03ロシア国籍を取得。
旅順に向かうが国王のロシア宛密書を所持と
も

（23） 柳應斗 学者、高官 1895度支衙門主事→96黄海道で挙兵→04肇慶
廟参奉敍→05秘書丞

（24） 李鐘健 経理院卿、侍従武官長
1899議政府賛政→宮内府特進官→99-00農商
工部大臣、警部大臣→05軍部大臣。保護条約
無効を訴え上疏→07侍従部官長

（25） 金思黙 警務使 1856生。99中枢院参書官→03警務局長警務使
→慶南観察使→08京畿観察使

（26） 李永極 軍により城津監理、鐘城
郡守に任命された

李英植（1874生。96日本郵船会社見習→04日
本北辺軍応接委員→05、07鐘城郡守）か？た
だし李英植には城津監理の経歴なし

（27） 李元栄
李夏栄の配下、（26）李
永極の後任として城津監
理

1866生。96駐日公使館書記生→99駐日公使館
三等書記官→城津監理

（28） 許蔿 漢学者、憲兵隊が拘禁
1855生。96挙兵→04中枢院議官→05秘書官丞、
日本の干渉を非難する檄文を配布し逮捕され
る→07京畿道で挙兵

（29） 許薫 許蔿［（28）］の弟子 1836生。許袮（28）の兄→97許袮の挙兵を支
援し自らも慶北で挙兵→07没

（30） 許焠 許蔿［（28）］の弟子、義
兵を集める

経歴不詳

（31） 高永喜 元学部協弁、黄海道観察
使

1849生。76修身使の一員として渡日→94学務
衙門参議→95駐日特命全権公使→96農商工部
協弁、外部協弁→03度支部協弁→04黄海道観
察使→05度支部大臣
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姓名 大谷日記での主な記述内容 経歴

（32） 李起鉉 日英同盟破棄のために運
動、渡英

1898駐箚俄法墺公使隨員→駐英公使館書記官
→礼式院参理官→05宮中の命で渡英、日本憲
兵隊により拘束→07渡英、帰韓

（33） 李容善 元協弁、平壌観察使 1895侍従院秘書左丞→97侍従院侍従→05平南
観察使→06全南裁判所判事

（34） 姜錫鎬 内官
1900内宮→96国王の露館播遷に関与、国王の
信任を得る→04日露開戦前に日韓密約に反対、
内侍院侍従を罷免される

（35） 李圭終 姜錫鎬［（34）］の養子、
内官

経歴不詳

（36） 李容漢 宇佐川の紹介、一進会 1875生→05大阪市高等学校卒→06農商工部主
事→07農商工部技師→08一進会に参加

（37） 尹喆圭

元鎮営隊大隊長、公使官
武官官舎に出入り、今回
の条約締結に際し大臣暗
殺を企図

陸軍參領、1896軍部馬政課長→98侍衛第一聯
隊第二大隊大隊長→99江華地方大隊大隊長
→01鎭衞第一聯隊第一大隊大隊長→03江華府
尹→06忠北観察使

（38） 李載現 皇帝の血縁者 1895承政院同副承旨→01尚州郡守→慶南観察
使→04秘書院卿、議政府賛政

（39） 李寅栄
フランス公使館に出入り、
ロシア大尉ロッソフの内
謁見をとりもつ

李容翊の義弟。1895仏語通弁、仏シンジケー
トからの借款を斡旋→98軍部外国課長→00仏
人傭聘問題に関し韓国宮廷と仏公使館を仲介
し国王の寵愛を得る→04日露戦争前に韓国中
立化を主張→05駐仏公使館通弁、保護条約締
結後国王の欧米への密書伝達に関与

（40） 孫秉煕 日本から帰国、天理教主
［ママ］

1861生。82東学に入道→94甲午農民戦争に参
加→01-06日本に亡命、李祥憲（10）を名乗
る→04進歩会を結成

（41） 韓永源 元日本公使館勤務、開城
府尹

1871生。95駐日公使館書記生→96駐日公使館
参書官→04務安監理→05開城府尹

（42） 劉済南 義和宮［義和君。李萌］
追従者

1896沔川郡守

（43） 黄鐡 義和宮追従者
1864生。83写真撮影所を開設、開化派と目さ
れる→96日本に亡命→06義和宮に仕える、農
商工部協弁

（44） 韓應履 義和宮追従者
1896-97義和宮の日本滞留中の随員→宮内府
参書官→06宮内府大臣官房秘書官、義和宮渡
日の随員
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姓名 大谷日記での主な記述内容 経歴

（45） 閔哲勲 ドイツ公使、密かに帰国
し謁見

1856生。99宮内府特進官→01駐独特命全権公
使→05特命公使としてドイツに渡る→06宮内
府特進官

（46） 閔炯植 大垣某［大垣丈夫か］と
関係、宮中雑輩の首領

1859生。97中枢院議官→03中枢院賛政→04宮
内府特進官→05特命全権公使→06国王の信任
あつく義兵を指嗾とも

（47） 河相驥 元農商工局長、閔炯植
［（46）］の一派

1894慶應義塾卒→駐日公使館二等参書官→99
仁川府尹、仁川監理→04陸軍歩兵少正尉→05
駐日公使館参書官として渡日、滞日中の李祥
憲（10）を懐柔し日本にいる義和宮や亡命者
の動静を伝え国王の信任を得る

（48） 洪在鳳 閔炯植［（46）］の配下で
宮中の雑輩

1898法部参書官→00侍従院分侍御→01内部参
書官→05秘書官丞→06侍従院副卿

（49） 沈厚澤
宮中の電話係、閔炯植
［（46）］の一派でドイツ
公使館に出入り

1858生。98宮内府参書官→99駐ロシア・ポー
ランド・オーストリア公使館参書官→01城津
監理

（50） 金祥鉉
沈厚澤［（49）］と同一の
雑輩でフランス公使館に
出入り

趙南舛（52）とともに勅書偽造の嫌疑で公判
に付される

（51） 白時鏞 金祥鉉［（50）］と同一の
雑輩

1864生。94中枢院員外郞→02礼式院会計課長
→05礼式院式官→06侍従院副卿、制度局参書
官

（52） 趙南舛 皇室の「雑輩」

高宗の妹の長子、1882生。02内部主事→05保
護条約無効を訴える趙秉世の上疏に加わる
→05-07秘書官丞、侍従院卿等を歴任→06河
相驥（47）とともに渡日→10金祥鉉（50）と
ともに勅書偽造の嫌疑で公判に付される

（53） 閔宗植 皇帝の勅を奉じた忠清道
の義兵

1861生。93都承旨→06忠北で挙兵→06全南に
流刑

出典：「姓名」「大谷日記での主な記述内容」―『大谷喜久蔵日記』1906年1月分の末尾に付さ
れた人名リストより作成。
「経歴」―主に韓国歴史情報統合システム http://www.koreanhistory.or.kr/による。ただし、
必ずしも正確な就任年を表しておらずその時点での官職を表しているに過ぎない場合
もある。

注：1．配列は原資料のまま。［］内は松田による注記である。
2．年号は適宜1905年→05のように適宜略記した。また、道名も慶尚南道→慶南などのよ
うに略記した場合がある。
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　第一に、最重要警戒対象として最も多くの人数があがっているのが、韓
国の宮中関係者である。人名録の中で「皇室の雑輩」と記されていたり、
宮内府・侍従院での勤務経歴を持っていたりする者は20名を超える（（1）

（6）（7）（9）（17）（18）（21）～（24）（33）～（35）（42）～（44）（46）～（49）（52））。高
宗皇帝の側近の名が多く、李堈（高宗の5男。義親王）の「追従者」も若干名
が記されている。多くは日本に敵対的人物と大谷は見なしており、長岡宛
て書簡でも、長谷川駐箚軍司令官が皇帝側近の李容翊による駐韓日本公使
との離間策に陥れられているのではないかとの懸念を伝えている43。
　宮中関係の朝鮮人として大谷日記の中でしばしば言及されている人物の
1人に、玄瑛運がいる。大韓帝国の技術官僚だった玄瑛運は、韓国皇室の対
日外交の窓口の役割を果たしていたが1904年以降失脚した。大谷は玄の処
分に積極的に関わっていたわけではないが、情報は熱心に収集している44。
このほか、大谷日記では、皇室と政府の財政が分離されておらず、「宮中
ノ府中ニ対スル徴求ハ実ニ苛重ナリ」と否定的に捉えつつ、皇室財政の状

 
43 前掲、長岡宛大谷書簡、1905年7月4日（『長岡外史文書』69頁）。
44 翻訳などに従事した技術官僚で、1900年以降三度にわたり日本に派遣され、日露戦争中は
夫妻ともども高宗の寵遇を受けた（森山茂徳『近代日韓関係史研究』東京大学出版会、
1987年、121～123、142頁、鈴木修「1904年玄瑛運の伊藤博文招聘について」『中央大学ア
ジア史学研究』第24号、2000年3月。しかし、1904年6月以降、伊藤博文を宮廷顧問として
招聘する工作に失敗したことで韓国政府内で排斥され、同年10月から翌年5月まで日本に
追いやられた。帰国後も、1905年9月、当時農商工部署理大臣だった玄は「露党ノ嫌疑」
を受け政治的危機に陥った（韓国駐箚憲兵隊「韓官人ノ経歴一般」1909年3月。国史編纂
委員会『駐韓日本公使館記録』第36巻、1994年、所収）。大谷日記が伝えるところでは、9
月12日、加藤増雄農商工部顧問より長谷川駐箚軍司令官に問い合わせがあり、長谷川は高
宗に謁見を求めた。大谷の情報によれば、高宗は玄の死刑を避けたいとの考えだった。長
谷川と高宗の謁見は26日に行われ、「玄瑛運ヲ三カ年京城以外ニ追放ス同人妻ハ憲兵隊長
ニ於テ治安妨害アルモノトシ京城外ニ遇

ママ

居ヲ命ス」とされた。長岡参謀次長に電報と書簡
で事情を伝え、また、宇佐川一正陸軍省軍務局長にも玄の拘引について情報を知らせてい
る（以上、『大谷喜久蔵日記』9月2日、20日、26日、および、長岡宛大谷書簡、1905年9月
29日、『長岡外史文書』73頁）。
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況について数字も含め細かく書きとめている45。
　第二に、イギリス・フランス・ロシアなど外国勢力と接触していた者が
警戒対象とされている。人名リストには、在外韓国公使館に勤務し通訳や
書記官の経歴を持つ者が10名ほどあがっている（（13）（16）（17）（19）（22）（32）

（39）（45）（50）（51））。宮中関係者とこのグループは実際にはかなり重なって
いるが、いずれに対しても、日露開戦前の日韓密約問題（1904年の日韓議定

書締結に帰結）や韓国中立化問題において日本に反対する立場をとった者や、
1905年の保護条約締結において反対運動を展開した者を要注意人物と目し
ていた。高宗のいわゆる「主権守護外交」に対して研究者が目を向けるよ
うになったのは比較的最近のことだが46、韓国駐箚軍の高級将校たる大谷
が当時からこれらの「主権守護外交」につらなる者を強く警戒していたこ
とは、「主権守護外交」の評価に関わる問題として注目してよいだろう。
　第三に、義兵将も関心対象となった。表1では7名を数える（（4）～（5）（8）

（28）～（30）（53））。大谷の韓国駐箚軍参謀長時代は、まだ（後期）義兵闘争
はそれほど本格化してはいなかったが、日記にはいくつかの断片的情報が
記されている47。また、大谷は、日露戦後の対韓支配構想の一環として、
反日義兵運動の鎮圧を駐箚軍による軍事支配継続のための口実とする考え
をもっていたが（注28参照）、このような方針を実際の義兵対策にも適用し
ていたことが日記からは読み取れる48。

 
45 『大谷喜久蔵日記』1905年7月13日。
46 李泰鎮編『日本의 大韓帝國 强占』（図書出版까치、1995年）、海野福寿編『日韓協約と韓
国併合：朝鮮植民地支配の合法性を問う』（明石書店、1995年）、金庚姫「ハーグ「密使」
と「国際紛争平和的処理条約」」（『文学研究論集（明治大学人文学部）』第12号、2000年）。

47 『大谷喜久蔵日記』には、前参政沈相勲
ママ

［沈相薫］が忠清北道丹陽で義兵に投じたとか全
州において義兵が蜂起した等の情報も書き留められている（前者は、1905年10月13、14日、
後者は11月26日）。

48 1905年9月に江原道春川で義兵が蜂起した際、警務顧問と春川府警務補佐官から駐箚軍に
援助の要請があったという。この要請に対し、大谷は、「軍方針ヲ概示シ猥リニ援助ヲ要
求セサル様注意」した（『大谷喜久蔵日記』1905年9月23日）。「軍方針」の内容はここには
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　第四に、東学系列の朝鮮人も散見される。天道教の指導者となる孫秉煕
（（40））については、日本亡命時代の別名・宋祥憲も人名録には記されて
いる（（10））。また、東学から分かれ日本に接近した一進会とは深い関係に
あったようだが49、大谷の日記には必ずしも多くの一進会員の名を見いだ
せない50。このほか、日露戦争期の日本軍への協力により名のあがってい
る者もいる（（16）（26））。

3-2．乙巳保護条約の締結
　前節で見た大谷の朝鮮観と警戒対象も踏まえながら、朝鮮人との接触・
朝鮮社会の動静への関心がピークに達した乙巳保護条約（第2次日韓協約）

締結時の状況を検討したい。
　日露戦争後の1905年10月27日、日本本国では、韓国に対する保護権確立
の実行計画が閣議決定され、同日天皇によって裁可された。この中には、
林駐韓公使に必要な援助を与えるよう、長谷川韓国駐箚軍司令官に対し命
令する件も含まれていた。韓国駐箚軍はこの命令を受け、伊藤博文特派大

 
記されていないが、本文で述べた日露戦後も軍事支配の継続を韓国政府に認めさせるため
あえて反日運動を放置しておくという方針を指すものと思われる。1ヶ月後、大谷が長岡
に送った文書でも、義兵蜂起に対し、「兼テ内申致置候趣意ニヨリ他日ノ地歩ヲ作ル為メ」、
歩兵一個中隊の後援をもって憲兵30名を派遣するとある（長岡宛大谷「［諸処に出没する
義兵剿蕩方］」（10月29日。大本営陸軍参謀、前掲『謀臨書類綴 明治三八年一月起十二月
ニ至』所収。アジア歴史資料センター ref.C06040400700）。

49 一進会の中心人物となる宋秉畯は1895年以来日本に渡っていたが、朝鮮に戻ったのは、大
谷の知遇を得て日露戦争中に日本軍の通訳をしたためとされている（葛生能久編『東亜先
覚志士記伝』下巻、黒龍会出版部、1936年、317頁ほか）。また、一進会が1909年12月にい
わゆる「合邦」請願書を皇帝・韓国内閣・統監に提出する直前、宋秉畯は大谷の京都宅に
行くと連絡している。この件で長岡外史（陸軍軍務局長）に相談した大谷は「元来宋と小
生との私交上の関係は御承知の通りの事にて、今更来るなとも申送り難き事情もあれば」
云々と述べている（長岡宛大谷書簡、1909年12月13日。『長岡外史文書』86～87頁）。

50 表1では（36）李容漢のみであり、日記でも一進会員の朴遇用に咸鏡北道収租官への就任
を依頼したとの記事があるのみである（『大谷喜久蔵日記』1905年10月9日）。
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使の漢城到着（11月9日）を前に、日本憲兵に、保護条約締結反対の布告文
を貼りだした嫌疑者数名を逮捕させたり、各大臣その他の動静を監視させ
たりした51。
　さて、保護条約締結交渉の過程については多くの研究があり、周知のよ
うに条約の形式や締結手続きに瑕疵があったとして同条約を無効とする議
論が提起されている52。ただし、日本側の重要な当事者たる駐箚軍関係者
の資料はほとんど使われていないのが現状である53。ここでは、大谷日記
での関連記述を紹介し注目すべき論点について考えたい。
　11月9日に入京した伊藤特派大使は、10日に高宗皇帝に親書を奉呈し、
15日、高宗への内謁見で条約承認を求めた。翌16日には宿舎に韓国各大臣
を招き条約について説明した。駐箚軍も伊藤を援護している。長谷川司令
官は16日に韓国軍部大臣を招致し「自己ノ権内ニ於テ止ヲ得サレハ兵力ヲ
用ユルコトヲ伝ヘ個人トシテ注意ヲ述ヘ同大臣ノ尽力ヲ求メ」た。また同
日、「憲兵隊長ハ一般ノ取締及内部軍法部大臣ノ保護ヲ命シ又師団長へ示
威運動」を命じた54。
　翌17日、韓国全大臣が日本公使館に招集される。ついで大臣は参内し慶
雲宮にて御前会議を開く。夜に入って伊藤は長谷川を帯同して参内し、大

 
51 以上は、山県有朋参謀総長宛長谷川、謀臨第7347号第1「保護条約締結報告」1905年11月

18日（大本営陸軍参謀、前掲『謀臨書類綴 明治三八年一月起十二月ニ至』所収。アジア
歴史資料センター ref.C06040402700）、および、『大谷喜久蔵日記』11月3日による。

52 日本・韓国などの研究者の間で展開された「旧条約不法・合法論争」については、康成銀
『1905年韓国保護条約と植民地支配責任：歴史学と国際法学との対話』（創史社、2005年）
第1章および松田「日本에서의 韓国 ‘併合’ 過程을 둘러싼 研究：論点과 傾向」（『韓国近現
代史研究』第56集、2011年3月）182～184頁、参照。

53 日本軍関係者の回顧として従来よく引用されてきた資料としては、西四辻公堯『韓末外交
秘話』（私家版、1930年）があるが、西四辻（歩兵大尉）は保護条約現場にいた可能性は
乏しく、二次史料というべきものである（海野福寿『韓国併合史の研究』岩波書店、2000
年、237～238頁）。また、韓国駐箚軍司令官だった長谷川好道の保護条約締結後の報告書「保
護条約締結報告」（注51資料）もあるが、これまで利用されていない。

54 『大谷喜久蔵日記』1905年11月16日。
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臣らと交渉の末、深更（18日）、保護条約が締結される。17日の大谷日記の
記述を引いておく。

　本日午前十時ヨリ林公使ハ韓国大官ヲ公使館ニ招待シ協議ヲ盡シ（席
上（a）李完用学部ハ最早今日ニ於テ議論スヘキ余地ナシ要ハ只決断ノ一アルノミト

宣明シタルハ林公使ハ速了是認ト解釈シタリ―原注）午后四時参内皇帝ニ謁
セントセシモ不例ニ就キ宮城内ニ於テ再々会議ヲ開キ各大臣打揃ヒ拝
謁意見ト共ニ会議ノ経過ヲ奏上スルコト二時間余（b）皇帝ヨリ更ニ妥
協ノ勅命ヲ奉シテ議席ニ復シ状況極テ悲境ニ傾キタルニ依リ大使ハ司
令官ヲ帯同入閣各大臣ノ意見ヲ各己ニ徴シ反復説明ニ勤

ママ

メ（c）司令官
又各大臣ニ注意ヲ与ヘ或ハ憲兵隊長ヲ招致シテ威嚇的ニ訓令ヲ与フル
等百方勤

ママ

メル後遂ニ必要ヲ認メサルニ至レハ外交権ヲ韓国ニ還附スヘ
キ条項ヲ条約文中ニ挿入シ裁可調印ヲ了スルニ至レリ時ニ十

マ マ

七日午前
一時ナリシ（下線―引用者）。

　大谷が条約締結の現場にいたという確証は今のところえられないので、
この記述は林や長谷川からの伝聞によって構成されている可能性はある。
としても、これが駐箚軍の高級将校の証言として重みをもつをもつことは
疑いない。
　この記述からは、まず李完用学部大臣が17日午前の林公使―韓国大臣会
議ですでに条約締結に前向きだったとされていることが確認される（（a））55。

 
55 従来、李完用の保護条約賛成発言は、17日の伊藤―韓国大臣会談についてはよく知られて
いるが、それに先立つ17日の林―韓国大臣会談については確認されていなかった。そのた
め、伊藤―韓国大臣会談まで韓国大臣は条約拒否で合意していたとする研究もあった（李
泰鎮「1904～1910年、韓国国権侵奪条約の手続き上の不法性」笹川紀勝・李泰鎮編著『韓
国併合と現代―国際共同研究 歴史と国際法からの再検討』明石書店、2008年、128頁）。
しかし、この『大谷喜久蔵日記』の記述からは、少なくとも日本側はそのように受けとっ
ていなかったことがわかる。
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また、協議に同席した長谷川駐箚軍司令官が「注意ヲ与ヘ」たり「威嚇的
ニ訓令ヲ与」えたりするなど、軍が協議の場で果たした具体的な役割につ
いても大谷日記から傍証が得られた（（c））。
　さらに大谷日記は、高宗皇帝の思惑についても重要な情報を提供してい
る。御前会議における高宗の大臣への指示をめぐっては、条約締結に対し
て高宗が「協商妥弁」を指示し主導的役割を担ったと見る見解と、高宗の協
商指示は事後の日本側による歪曲であるとする見解が鋭く対立している56。
これに関連してここでは2つの点を指摘しておきたい。
　まず、皇帝協商指示説批判論に再考の余地がありはしないか。日記中に
は、韓国大臣が御前会議において「皇帝ヨリ更ニ妥協ノ勅命ヲ奉シテ」と
ある（（b））。協商指示説に対する反論の核心は、高宗の指示が「対外的に
協約の合法性を誇示するために、事後につじつまを合わせた」ものと見る
ところにある57。だが、大谷日記は個人的記録であり、事後的に書かれた
ものでもない。なるほど日本側の資料である大谷日記のみをもって高宗の
意図を推測するのは危険だろう。しかし、日記の記述からは、少なくとも
条約締結当事者ないしそれに近い立場の日本人の側が、高宗が「妥協」を
大臣たちに命じたという認識を、条約締結交渉時点ですでにもっていたと
解釈される（もちろん、高宗の協約指示に対して事後に「事実の歪曲や誇張が加えら
れ」58流布された可能性まで否定するものではない）。
　次に、しかし、筆者は協商指示説に与するわけではない。高宗の態度に
ついては、以下のような記述も大谷日記に見いだせるからである。いずれ

 
56 前者の協商指示説をとるものとしては、原田環「第二次日韓協約調印と大韓帝国皇帝高宗」
（『青丘学術論集』第24集、2004年4月）、海野福寿「第二次日韓協約と五大臣上疏」（同前、
第25集、2005年3月）、協商指示説批判については、李泰鎮「1905年「保護条約」における
高宗皇帝協商指示説への批判」（初出、2005年。笹川・李泰鎮編、前掲『韓国併合と現代』
に日本語翻訳版、所収。以下の引用は日本語翻訳版からの頁数）、康成銀、前掲書、第二章。

57 康成銀、前掲書、46頁。
58 李泰鎮、前掲「1905年「保護条約」における高宗皇帝協商指示説への批判」216頁。



日記が語る近代200

も李根澤軍部大臣が11月21日、野津鎮武軍部顧問に行った要求に含まれて
いる。

　皇帝ト各大臣ノ間意思ノ融和ヲ欠キ容易ニ拝謁スラ出来ザル状体ナ
リ両者ノ間ヲ融和シ信ヲ古ナラシメラレタシ。
　皇帝ハ一切大臣等ヲ信認セスシテ卜巫者ノ言ヲ信シ又某卜者ハ遷宮
ヲ可トスル旨ヲ上奏シタルニ依リ窃ニ遷移ノコトアルヤモ知レス成シ
得レハ軍隊若クハ憲兵ヲ以テ充分ニ注意セラレタシ。

　君臣の意思は疎通せず、高宗は大臣らを一切信任せず巫者に頼っている
とされているのである。いささかの偏見が混じってはいるだろうが、前節
で述べたように、大谷は韓国皇室の動向についてはとりわけ注意を払って
いたから、これらの情報にはかなり信憑性がある。
　大谷日記の以上のような記述から推測すると、高宗が御前会議で「妥協」
を説いたと日本側では受け止めていた。しかしそうだとしても、高宗は臣
下の進めた条約の妥結内容に強い不満をもっていた、と見るのがもっとも
合理的な解釈と思われる。高宗の意図が那辺にあったかは今後の研究に待
たねばならないが、その真意は実際に結ばれた保護条約とははるかにかけ
離れていたのである。この点、協約指示説のいうように高宗皇帝が保護条
約締結に「主導的役割」59を果たしたとする評価には無理がある。
　なお、この後の日記には、保護条約反対運動についても記されている。
伊藤の内謁見にも陪席した礼式院卿朴鏞和の保護条約反対言動や、駐韓仏
公使館通訳の李寅栄（前掲、表1（39））による浮説流布・国際平和会議への
運動準備といった問題への対処に大谷は追われている60。さらに、12月6日、

 
59 原田、前掲「第二次日韓協約調印と大韓帝国皇帝高宗」166頁。
60 『大谷喜久蔵日記』11月23日、12月3日、10日、21日、29日。
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大谷は渡辺魚二駐箚軍参謀を宮中に差し向け、李根命・沈相薫らが条約に
反対し上奏をするのは日韓親善を阻害するので、改めない場合は「最后ノ
手段ヲ取ラサルヲ得ス陛下御熟慮ノ上適当ナル諭示」を出すよう求めてい
る。保護条約締結を果たした後も、高宗が条約に反対する意思をもってい
ると見ていた大谷は、宮中勢力の動向に最大限の注意を傾けたのである。

おわりに

　本稿では、大谷喜久蔵の日記・書簡・意見書等を軸に、日露戦争期にお
けるその朝鮮観や韓国駐箚軍の韓国支配構想と施策について考察した。
　大谷は、日露戦争末期の北関作戦を通じて積極的な対露攻勢を主張した。
しかし、同時に、朝鮮社会に監視の目が行き届かなくなることを恐れ、駐
箚軍司令部を咸鏡道に移転させることには消極的だった。このように、韓
国駐箚軍の活用を考えつつも、韓国社会に対しては警戒心を緩めないとい
う二つの基軸が大谷の対韓政策構想を規定していた。
　日露戦後構想については、軍律改定問題および武官総督設置問題に関与
した。実現こそしなかったとはいえ、そこにうかがわれるのは、日露戦後
の過渡期は軍律を改定強化して軍の駐屯を安定的に維持し、韓国保護国化
以後は武官総督による一元的指揮系統を実現しようという青写真だった。
やはり駐箚軍の活用と韓国社会への監視という姿勢が一体化して見受けら
れる。
　このような姿勢は、日露戦後における韓国支配の強化の中で一層明確化
した。大谷の日記からは、日露戦後の日本の韓国支配を決定づけることに
なった乙巳保護条約の締結について、韓国駐箚軍が韓国側大臣に対する強
迫を含め、伊藤特派大使への側面支援をしていた様子が改めて確認された。
それとともに、皇室関係者や英仏露等との接触者による「主権守護外交」
に神経をとがらせていたことがうかがえ、実際に、日記は保護条約締結時
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における国王周辺の動向について若干の新事実も明らかにしている。
　一般に、洋の東西を問わず、現地軍は本国の軍事指導者より積極的な軍
事構想を推進しようとする傾向があると言われる。軍律の強化問題および
武官総督論をめぐって当時期の韓国駐箚軍もそのような性格をもっていた
ことは指摘できよう。と同時に、そのような軍事力への信奉とはやや異な
る諜報機関的あるいは政治警察的性格も駐箚軍は内包していたようにも思
える。すなわち、韓国皇室をめぐる大谷の関心にうかがわれるように、駐
箚軍は、反日的政治関係者の動向についてきめ細かく情報を集め対処しよ
うとする側面ももちあわせていた。こうした韓国駐箚軍の複合的な性格が、
植民地期を含むその後の朝鮮駐屯日本軍にどのようなかたちで受け継がれ
ていくかといった問題も、今後究明される必要があろう。

（付記）
・本稿で用いた『大谷喜久蔵日記』は所蔵者の安藤良夫氏から頂いた複写
版である。この場を借りてご厚意に感謝申し上げます。
・本稿に関連した論文として、筆者はすでに「韓国駐箚軍参謀長・大谷喜
久蔵と乙巳保護条約締結前後の韓国」（笹川紀勝監修、邊英浩・都時煥編『国
際共同研究 韓国強制併合100年 歴史と課題』明石書店、2013年）を発表している。
重複する部分が多いが、あわせて参照していただければ幸いである。



第
4
部植

民
地
状
況
を
生
き
延
び
る



8 金星圭と金祐鎮、3・1運動前後における世代葛藤の一断面 203

1．はじめに

　日記・手紙・遺書・その他の自伝的記録を通じて、金
キム

星
ソン

圭
ギュ

・金
キム

祐
ウ

鎮
ジン

父子
の間の世代葛藤の様相を復元することが本稿の目的である。資料としては、
金星圭が遺した『草亭先生文集』、金星圭の従孫が筆写した書翰集『雲章
要訣』、金祐鎮の日記である『農場日誌』および「心の跡」、彼の作品であ
る戯曲「難破」を主に利用した。草

チョ

亭
ジョン

・金星圭（1863～1935）は庶子として
生まれながらも、大韓帝国期には高級官僚を務め、職を辞した後は全羅南
道の長

チャン

城
ソン

地域で大地主として身を立てた人物である。また、安
アン

東
ドン

金氏草
亭公派の創祖であり、木

モッ

浦
ポ

で結成された儒山詩社の初代会長も務めた。水
ス

山
サン

・金祐鎮（1897～1926）は、歌手尹
ユン

心
シム

悳
ドク

との情死によりスキャンダルの主
人公になったこともある人物であるが、彼は生前、個性的な評論・戯曲、
膨大な量の作品を遺しており、韓国文学史において重要な位置を占める作
家である。とりわけ、未発表の遺稿である「難破」などでは、自伝的な父
子葛藤の様子を余すとこなく描いており、大きな関心が寄せられてきた。
　この2人の存在が重なる時期、すなわち19世紀末から20世紀初めにかけ
て、韓国は急激な社会変動のさなかにあった。このような状況にあっては、
性・階級・地域・世代間で広範な動揺や混乱、内部の屈曲があったことは
当然である。しかし、この時代を生きていた個人の生は、従来、主に救国
や啓蒙といった概念で解釈されてきた。金星圭と金祐鎮、この非凡な父と

 權
クォン

　ボドゥレ

8 金星圭と金祐鎮、3・1運動前後における
世代葛藤の一断面
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息子については、これまで極めて多くの研究がなされてきたが、彼ら2人
の間の世代葛藤そのものに焦点を当てて研究をすれば、これまでの議論を
より深めることができると思われる。20世紀半ば以降、近代韓国の経験に
おいて原型として作動することになった19世紀末から20世紀初めにかけて
の世代葛藤は、李

イ

光
グヮン

洙
ス

が提示したような座標、すなわち「先祖もなき者、
父母もなき者（…）天上から吾士に降臨したる新種族」1であることを自認
する新世代が、全面的に過去を否定するという様相を呈していた。本稿で
は、金星圭と金祐鎮を通して、李光洙のような経験とは区別される、もう
1つの世代葛藤の様相を1つの事例として提示する。
　ところで、「進歩としての歴史」という概念は依然として有用であろうか。
有用であるとしても、あるいはその可能性のためにも「進歩としての歴史」
は、異なる視点から批判され、修正され、補完されなければならない。従
来の歴史解釈において、金星圭世代の生と金祐鎮世代のそれは、救国や啓
蒙といった概念で解釈されてきたが、その結果、彼らの生は今日にはそぐ
わない参照しがたい形骸として記憶されるようになった。この荒涼とした
風景が、今日我々が目にしている過去であるならば、また「進歩としての
歴史」がたやすくこの風景を超えることができないというのであれば、 

「凡例としての歴史」として理解するのはどうであろうか。コゼレック（R. 

Kosellek）は近代以前、すなわち「進歩としての歴史」が定立する前の歴史
叙述に、「凡例としての歴史」意識が席巻していたことを明らかにした2。
現在の相似型としての歴史、すなわち事例や教訓として参照すべき対象と
なる歴史－日記・手紙・遺書・文学的創作まで含め自伝的記録を通じて、
金星圭・金祐鎮父子の生にアプローチするとき、最終的に残るものはこの
ような意味での歴史意識に近いであろうと思われる。「凡例としての歴史」

 
1 李光洙「子女中心論」『新生活論』博文書館，1925，pp.140～141．
2 R. Kosellek，한철 옮김『오래된 미래』문학동네，2003
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は退行であるかもしれないし、「個人の記録（ego document）」という領域に、
文学テキストまで含めることも過度な拡張であるかもしれないという思い
を拭い去ることはできない。本稿が微力ではあるが、試論としての価値を
持つことを望むばかりである。

2．儒学理念と実業精神

　草亭・金星圭は、1934年に作成した遺言状のなかで自身の信念を「報恩
主義」という単語で要約した。「報恩の2字は余の生涯を一貫したる主義」
というのが金星圭の第一声である3。忠や義には限度があるが、孝友〔父母
に対する孝行と兄弟間の友愛〕は因果がはっきりとしており、しかも果てると
ころのない最高の道理と考えたわけである。当時、72歳であった金星圭は
子孫に対し自身の信念を信じ、実践することを求めていた。子孫の財産を
共同管理する祥星合名会社や、宗中共有財産を運営する報恩社を設立した
のも「報恩主義」の制度的かつ財政的な基盤を整えるためであった。孝友
を実践せよという意味にほかならない「報恩主義」それ自体は、古めかし
い封建的な言語のようにも聞こえるが、金星圭はそれを実現する手段とし
て近代的機構と規律とを用いた。遺言状では、大宗家の財産を約1年前に
設立された朝鮮信託株式会社に100年の期限で預けることが述べられてい
るだけでなく4、報恩主義を盛んにするための賞罰規則についてもこまご
まと述べられている。賞罰規定では、咎のある場合、まず個人的に忠告し、
それでも改善が見られない場合、家族会議での公開的な警告によって制裁

 
3 「草亭居士遺言書第4号」『草亭先生文集』巻3（『韓国歴代文集叢書』1778，景仁文化社，

1996，237）以下『草亭先生文集』からの引用は記事名と巻数を表記し、具体的な典拠は
影印本の巻数（1778巻→Ⅰ，1779巻→Ⅱ，1780巻→Ⅲ）とページ数にしたがって表記する。

4 朝鮮信託株式会社の設立および独占化の過程については、김명수「일제하 조선신탁회사

의 설립과 신탁통제의 완성」（『연세경제연구』13집，2006）を参照。
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すること、このような制裁では不十分な重罪を犯した場合には、民事訴訟
ないし刑事訴訟を提起するとともに、会社での決議権を中止させ、それで
も改善が見られない場合には、禁治産を宣告し、最終的には社員資格自体
を剥奪することを規定していた（Ⅰ：254～256）。金星圭は報恩主義を実践
していくための儀礼についても細かく指示していた。家族会議や遺言奉読
式が定例化された儀式に属するとすれば、定款の遵守や就寝前の反省は日
常生活のなかで実践されるべき事項であり、最後に挙げている「東洋倫理
の確守」という項目は、これらの行為を支える理念的な論拠となった。金
星圭によれば、東洋理念が三綱五倫を基軸としているのに対し、西洋倫理
は個人主義を核心としているため、両者の間には超えることのできない厳
然たる違いがあった。「今日、吾人をして西洋人の主義と風俗とに盲従せ
しむるは、魚をして陸棲せしめ、鳥をして水泳せしむるか如き、其の発達
するを得ざる」ようにするだけであった。彼にとって当時流行していた
「西洋文明陶酔病」は、「国の喪乱、家の敗亡、一身の堕落」を引き起こす、
まさに唾棄すべき一種の奇病にすぎなかった（Ⅰ：262～263）。
　孝友を強調し、東洋古来の倫理を擁護する金星圭の視点は、現実社会を
見るときにも一貫していた。1919年5月、京城日報社と毎日申報社とが合
同で3・1運動に対するアンケートを行ったとき、金星圭は「施政に対する
不平不満と不快感」の事例として、墓地法・民籍法・印紙税・道路賦役に
おいて日本人と朝鮮人との間に差別が設けられていることなど、植民地人
としての不満とは別に、儒教の軽視・孝烈の無視・男女礼制や長幼階級に
おける旧例違反を重要な事項として挙げていた。「有知階級」の不満をほ
かにも挙げよという指示に対しては、教育・参政権・官職進出における差
別を挙げるとともに、王道の代わりに覇道が、精神的な道徳の代わりに形
式的な威信が、道徳や学識の代わりに財産が、大手を振る世相を慨嘆した。
金星圭は、悪法・税金負担・差別待遇といった植民地民衆として感じる問
題の根底には、儒教的な旧道徳の崩壊という、より大きな問題が存在して
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いると考えていたのであろう。韓国併合後の10年を総括する項目について
も、答弁の骨子は「物質的、形式的幸福は旧韓に比べて増進」したが、「精
神的、実質的幸福は併合後10年の間で徐々に退歩」したというものであっ
た。金星圭は「精神的、実質的幸福」を実現するためには、何にもまして
儒教を尊重し旧礼を復活させることが重要であると考え、要求項目の最初
に盛り込んだのであった5。もっとも、このような考えを有していたのは
金星圭だけはなかった。3・1運動当時、植民地の現実よりも儒教的格律の
没落という点に重きをおいて問題の根源を探り出そうとする動きは、儒林
層を中心に広く見られた。長幼の序を取り戻さなければならない、書堂教
育を認め漢文の素養を養わなければならない、といった意見はさまざまな
地域の世論調査で見られた6。
　彼自身、改革官僚の出身であったという点を考えると、晩年の金星圭が
このように儒教的徳目を重視する方向に傾いていったという事実は、意外
といえば意外である。金星圭は1880年代初めに李

イ

尚
サンヒョク

爀〔朝鮮時代の算学者。
字は志叟。著書に『翼算』『算術管見』など〕のもとで数学や測量学を学び、日本
語や英語を中心に数か国語の知識を磨き、鉱務局主事、欧州派遣大使の書
記官などの実務職を務めた後、1895年から1899年までは高

コ

敞
チャン

および長
チャン

城
ソン

地域の郡守を、1904年には江原道観察使をそれぞれ歴任した。1890年代か
ら1900年代にかけて、かつての儒学知識人と新たな専門的な技術をもった
知識人との間で葛藤や競合が繰り広げられていたとするならば、金星圭は
明らかに専門的な技術をもった知識人の1人であった。1891年、大科初試
〔科挙の第一次試験〕に入格したと履歴書には書いてあるが7、科挙の合格者
名簿である『司馬榜目』では名前を確認できず、履歴書の内容からも科挙

 
5 「騒擾答案」『草亭先生文集』巻6（Ⅱ：181～189）
6 정병욱「3・1운동과 학력주의의 제도화」박헌호，류준필 엮음『1919년 3월 1일에 묻다』

성균관대학교출판부，2009，p.386．
7 「附録従宦録」巻12（Ⅲ：395）
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試験が大きな影響を及ぼしていたとは考えられない。鉱務局主事や外交官
随行員などの実務職を遍歴していた金星圭に、本格的に官職進出の機会が
開かれたのは甲午改革以後である。金祐鎮が「草心亭実記」のなかで記し
ているように、甲午改革の首謀者のうちには金星圭と普段から親交の深い
友人が相当数含まれており、彼らは何度も京官〔朝鮮時代、漢城にあった官庁
の役人の総称〕になることをすすめたが、金星圭は頑

かたく

なにそれを拒んでいた。
全羅南道量務監吏〔各道で測量事業を担当していた官庁の最高責任者〕、務

ム

安
アン

裁判
所判事、忠清道観察使など、実際に金星圭が依頼を断った職は少なくな
かったと思われる。1904年、江原道観察使として再度官途に就いたが、こ
れは忠清道観察使となることを拒むや、今度は江原に場所を変えて観察使
となることを懇々と要請されたため、やむを得ず就いたものであったと、 

「草心亭実記」では述べられている。江原道観察使に就任すると、春
チュン

川
チョン

に
とどまったのはわずか10日余りであり、残りの40日余りは2,000里〔朝鮮里
は400メートル〕余りを強行軍でめぐりながら業務を行い、102件の事務を処
理したといわれるが、このエピソードからは彼がいかに精力的な業務能力
の持ち主であったかが分かる。それほどまでに彼は意欲的な新進官僚で
あったのであろう8。観察使時代に自ら作成した「路程日記」を見ると、
金星圭は病に苦しめられながらも、1日100里を前進し、至るところで民の
声に耳を傾け、不正をはたらく役人を懲らしめていたことが分かる。この
ように政事を正すという義気に溢れていたことがあだとなり、金星圭は観
察使就任からわずか50日余りで、不当な名目により観察使の職を追われる
ことになった。これは、彼としては手痛い経験であったであろう。もっと
も、このような運命をたどったのは金星圭ばかりでなかった。政治勢力間
の軋轢や腐敗に加えて、日本の介入までもが絡まりあい、官職の交替が頻
繁に行われていた時期であった。すでに10年以上前から、官途に対して幻

 
8 「草心亭実記」『草亭先生文集』巻12（Ⅲ：369）



8 金星圭と金祐鎮、3・1運動前後における世代葛藤の一断面 209

滅を覚えていた金星圭はこれにより官途への思いを完全に断ち切った。 

「草心亭実記」には「正しい道を守り、屈しないため［守正不屈］」勇退し
たと記されている。
　金星圭が世情に疎い知識人でなかったことは、彼が官職から追われた後
の歩みを見ても明らかである。金星圭の生涯のうち解明が最も難しいのは、
蓄財の過程である。1924年の祥星合名会社設立当時、納入資金だけでも20

万円に達していたが9、それ以外に10万円規模の報恩社を設立し、また残
りの財産もあったであろうから、金星圭が持っていた財産は相当な額に
上ったわけである。彼はそのような規模の財産を短い期間でどのように蓄
積したのであろうか。慶尚北道聞

ムン

慶
ギョン

出身の金星圭が全羅南道の長城に移
住したのは1894年8月であり（Ⅲ：212）、長城郡守の職にあったのは1897年
から1899年までである。1897年には生母の墓を聞慶から長城に移している
から、長城一帯を新たな根拠地にしようという心づもりは早くからしてい
たものと思われるが10、そうだとしても長城に移り住んでから祥星合名会
社を設立するまでは30年もかかっていない。これについては出発点と考え
られる資料が数点残されている。「草心亭実記」によれば、1897年、生母
の墓の周辺に松1万株を植え、墓位田を購入したのが土地購入の第一歩で
あったという（Ⅲ：350）。このほかに金星圭の自筆の干拓事業を記念する
文章や11、1914年に長城の黄

ファン

龍
リョン

潟の植林事業をめぐって裁判を繰り広げ
たことに関する記述も残っている12。また、金祐鎮の弟哲

チョル

鎮
ジン

の家で1930

 
9 金星圭名義の不動産を息子に分与した後、登記価格を標準にする方式であった（「祥星合
名会社定款」『草亭先生文集』巻3（Ⅰ：285））

10 当初、尹雄烈は光州への赴任を提案していたが、赴任地を長城に変更することを申請した。
11 法律新聞社申連洙氏の所蔵本。木浦南岳地域の干拓地には金星圭の次男金哲鎮の役徳碑が
残っているといわれる。報恩社の小作人の名義で1941年に建てられたものである。

12 「再従祖父主下書」（1914.07）『雲章要訣』
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年代に作成された小作帳簿も残っている13。これらの資料に記された土地
の所在地を確認していけば蓄財の過程を明らかにすることができるであろ
う。これについては専門家による本格的な研究が待たれるところであるが、
おそらく金星圭は干拓事業により大規模な土地を獲得し14、以後、土地拡
張や植林事業などを通じて蓄財していったものと思われる。朝鮮時代末期
の地方官については、職権を濫用して収奪や蓄財を行っていたと一般に言
われるが、後日、金祐鎮が父の特徴として天才・精力とともに「高潔で清
廉な人格」を挙げていることからすると、少なくとも露骨な職権濫用を通
じて財をなしたとは考えにくい。財をなす基盤は当然に備えていたであろ
うが、以後、湖

ホ

南
ナム
〔全羅南北道一帯〕屈指の大地主になるまでには彼独自の

実業に対する志と実務能力とが決定的な影響を及ぼしていたものと思われ
る。
　金星圭は生涯にわたって農業を強調し続けた。彼が建てた東

トン

山
サン
（先

ソ

憂
ヌ

）

義塾では月に4日ずつ田畑を耕さなければならず15、彼が子孫に命じた道
も農業であった。彼は湖南銀行や木浦持株会社など工業金融分野にも投資
していたが、財産の根幹は土地であったと思われる。1911年、視察団に交
じって日本を訪問した後は、農業や植林業に対するそれまでの思いをさら
に強くした。金星圭は「日本を観光したるとき農林業の天下の根本なるこ
とを詳細に見」16、以後「この世界の事業は専ら農業に在」ることを確信
したという17。後日、書翰集『雲章要訣』を編集した従孫は、金星圭の援

 
13 これについては、박이준「일제하 지주가의 소작관행 연구」（『한국독립운동사연구』22호，

2004）に詳しい。
14 近隣地域の仁村・金性洙家の財産蓄積過程は参照に値する。高敞地域の金性洙家が所有し
ていた土地の大部分は、総督府からの補助金で行った干拓によって獲得したものである。
カーター. J. エッカート『日本帝国の申し子：高敞の金一族と韓国資本主義の植民地起源 
1876～1945』草思社、2004年、43頁。

15 「東山義塾課程添入件」『草亭先生文集』巻6（Ⅱ：150～151）
16 「在光州留学時木浦再従祖父主下書」（1911.06.15）『雲章要訣』
17 「在光州留学時木浦再従祖父主下書」（1911.06.17）『雲章要訣』
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助を受けて光
クヮン

州
ジュ

農学校を卒業しており、甥の鍾
ジョン

鎮
ジン

も同様の経路をたどっ
ている。1912年には次男の哲鎮を実業学校に入学させ18、1915年には祐鎮
と哲鎮とを日本の熊本農業学校に進学させている。このように金星圭の徹
底した農業重視策は、彼が青年時代から接していた殖産興業論に由来する
ものであろうが、1910年代の総督府政策のもと新たな意味で屈折した道で
もあった。政治・言論・教育において朝鮮人の進出できる経路を遮断した
植民地権力は、実業分野でのみわずかに朝鮮人の成功を後押しし19、農業・
商業・鉱業などの分野で近代的かつ植民的な資本の蓄積を支援していた。
朝鮮人大地主にとって1914年から1920年にかけては繁栄の時期であったと
いわれるが20、この時期、金星圭も躍進のチャンスをつかんでいたものと
思われる。植民地化以後1919年までの間に「物質的、形式的幸福は旧韓に
比べて増進」したという金星圭の答弁は、賛辞だけではなかったであろう。
彼は躍進のチャンスをつかむと同時に、植民地権力を「修正」しうる方向
で儒学の座標もつかんでいたのではないだろうか。金星圭が選んだ婚班〔婚
姻を媒介として血縁集団の間に形成された社会的関係〕も、民族と帝国との間、
実業と儒学との間で綱渡りをする、自らの位置を絶妙に示している。長男
祐鎮のため全羅南道地域の著名な学者である雲

ウン

藍
ラム

・鄭
チョン

鳳
ボン

鉉
ヒョン

の娘を、次男
哲鎮のため実務能力を通じて身を立てた元軍部大臣の経

キョン

農
ノン

・権
クォン

重
ジュン

顕
ヒョン

の
娘を、それぞれ嫁として迎え入れたのである。金星圭は、伝統的な学者と

 
18 祐鎮はこの頃、数か月間、腫物で苦しめられており、そのため進学もできなかったようで
ある（『雲章要訣』）。金祐鎮は1913年、日本人学校である木浦公立尋常高等小学校高等科1
年を修了したとされているが、2人の息子をそれぞれ別の学校に通わせたのか、高等小学
校を「実業学校」と呼んでいるのかははっきりしない。

19 総督府が朝鮮人を全面的に支援していたわけではないことはいうまでもない。また、日本
人と競合する「大成功」ではなく、自身の地域や分野で自立する程度の「小成功」のみを
奨励していたという社会的状況については、권보드래『1910년대，풍문의 시대를 읽다』（동

국대학교출판부，2008）を参照。
20 カーター . J. エッカート、前掲書、41頁。
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清教徒的な新興ブルジョアジーとを、経済的かつ倫理的に統一した人物21、
すなわちそれらの間の分裂や葛藤のドラマを縫合するのに生涯をささげた
人物であった。

3．規律の行方、国家から家門へ

　金祐鎮は素直な息子であった。父の教えを固く信じていた。1915年22、農
業学校に入学するため熊本に渡った金祐鎮が親戚の金鍾鎮に宛てた手紙か
らは、この頃までは父の農業重視論を何の疑いもなく受け入れていたこと
が分かる23。入学試験の準備をしながら私立学校（精華専修）に通っていた
この時期、金祐鎮は木浦よりも栄えていた熊本の日常について「僕は常々、
都会は非常に不馴れであり、義に明るい百姓たちの住む田舎のほうがいい
と思っている」と記している24。鉱夫であれ、工場の人であれ、店番であれ、
彼にとっては気の毒な立場の人間にすぎなかった。人間は土から生まれ、
土に生き、土から生まれたものを食べ、死んでもなお土に返る存在である
ため、農夫こそ「神に仕える存在」であり「人間に施された自然」であっ
た（Ⅰ：368）。金鍾鎮が農業学校に通いながらも、怏々にして楽しんでい
ない様子を感じ取った金祐鎮は、金鍾鎮に考えを改めることを丁寧にすす
めた。「嗚呼、兄よ、農を賎しく思うことなかれ。現今の我が民族に、他
の商者であるとか、学者であるとか、工者であるとか云々の議論を信じる
ことなかれ、望むことなかれ」（Ⅰ：371）。「このように嫌な話」を金鍾鎮

 
21 윤진현『조선 시민극의 구상과 탈계몽의 문학：수산 김우진의 생애와 문학』창작과 비평사，

2010，p.69．
22 『草亭先生文集』では丙辰年、すなわち1916年の正月に書かれた手紙となっている。検討
を要する。

23 양승국「극작가 김우진 재론」（한국극예술학회 편『김우진』연극과 인간，2010，p.56）
でも、金祐鎮が金鍾鎮に送った手紙を用いて、同様の結論を下している。

24 「附祐鎮在熊本答宗鎮書」『草亭先生文集』巻4（Ⅰ：367）
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に伝えるまでに、約1年を要したという金祐鎮の手紙は「農を崇める幾許
の経歴」を誓う忠誠心に満ちている。農業学校在学中、金祐鎮が作成した
『農場日誌』も、その日その日の実習や農場巡視の内容が細かい字でぎっ
しりと記されている。数か月単位で点検印が押されているところをみると、
『農場日誌』が提出用の課題であったことは明らかであるが、一所懸命描
いた挿絵や溢れんばかりの分量からは、彼が誠実に教育に臨んでいたこと
が分かる。「小説や雑誌などの書物に目をくれてはならない」という父親
の指示25にも従順にしたがっていたのであろう。しかし、1917年になると
『農場日誌』の記録はなおざりになっていき、数日おきに空白も見られる

 
25 「在従祖父戒子遊学書謄」『雲章要訣』

図1　金祐鎮の農場日誌

熊本農業学校在学中に金祐鎮が作成した農場日誌の一部。農場で観察実習した内容を記
した日誌であり、定期的に担当教授の点検を受けていた。
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ようになるなど、変化のきざしが見られるようになるが、誠実な農学徒で
あった金祐鎮がなぜ大学進学を心に決めたのかは分からない。金祐鎮は
1918年初めの農業学校卒業直後、東京に移り住み、早稲田大学高等予科に
入学し、2年後英文科専攻に進学した26。
　後日、家出をした後、彼は「ただ熊本から文科大学に行ったとき」を除い
て、「これまで僕が親父の言うことに逆らったことが一度だってあろうか」
と記しているが27、進学問題をめぐって金星圭・祐鎮父子の間には激烈な
衝突があったものと思われる。金星圭側にも金祐鎮側にも進学に関する直
接的な記録は残っていない。そのため詳しい事情は分からないが、金祐鎮
の進学の背景には、彼のそれまでにない自己主張と、金星圭の妥協的な態
度とがあったであろう。長子は普通学校と農業学校の過程を終えたら「家
事に従事」させなければならないというのが、金星圭の平素の考えであっ
たことを考えると、金星圭としては苦渋の決断をしたわけである28。金星
圭が家のなかで独裁的に規律を行使していたことは明らかである。息子が
熊本農業学校に留学していた頃に送った書翰はよく知られているが29、書
信をやりとりする際の形式から、文体、用紙、手紙の保管方法に至るまで
細かく指示するような徹頭徹尾のスタイルは、金星圭の生涯を通じて、あ
らゆる関係において貫き通されていた。何よりも彼は自分と近い関係にあ
る人物を細かく統制することに驚くほどの集中力を発揮している。このこ

 
26 정대성「새로운 자료로 살펴본 와세다 대학 시절의 김우진」『한국극예술연구』25호，

2007，pp.436～437．
27 「A Protesto」서연호，홍창수 편『金祐鎮全集』1，연극과 인간，2000，p.422．『金祐鎮全集』
には、1983年に전예원から出版されたものと、2000年に연극과 인간から出版されたもの
の2種類がある。以下で引用する『金祐鎮全集』のうち、特に引用先を明記していないも
のは後者からの引用である。

28 「寄宋胥錫祚書」『草亭先生文集』巻4（Ⅰ：374）。大学卒業後、祐鎮、哲鎮兄弟が常に「文
学士」「法学士」と呼ばれていたところを見ると、大学進学を一種の学歴投資として用い
るようになったとも考えられる。

29 詳しい内容については、윤진현，前掲書，pp.70～71を参照。
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とは従孫が編集した書翰帖の約3分の1を金星圭の手紙が占めていることか
らもよく分かる。金星圭は光州に留学している従孫に、下宿についての事
細かな報告を求め30、食費や薬代などの支出をその都度記録して送るよう
に命じていた31。また、衣服は勤倹節約を、洗濯は清潔を第一とするが、
帽子は麦わら帽がよく、靴は洋靴がよいというように、衣服や洗濯につい
ても細かく指示を出していた32。学費を援助するだけの親族に対してさえ、
このような調子であったから、まして息子や兄弟に対してどのようであっ
たのかは想像に難くない。
　金祐鎮・哲鎮・翼

イク

鎮
チン

兄弟は幼いときから何倍も厳しい規律のなかで育っ
た。学期中には父が建てた義塾で厳格な時間割にしたがって勉強をしなけ
ればならず、長期休業になれば「夏期休業中における学生習業規則」に従
わなければならなかった。金星圭が作成した長期休業中の日課表によれば、
1日が1時間から3時間単位で区切られ、時間別の課業を一糸乱れずこなし
ていかなければならなかった。漢文10回、日本語10回、朝鮮語3回という
ようなやり方で、その日復習すべき内容を1つの単位とし、朝6時に起きて
から夜9時に寝るまで時間帯別に復習単位を1回から3回ずつ繰り返すのが
基本であった。朝起きて、顔を洗い、掃除をした後、復習を1回し、8時に
朝食を食べた後、10時までは日記を書いたり習字の練習をしたりし、10時
から11時までは復習を2回し、昼食後12時から午後3時までの昼休みには漢
詩を1篇作り、3時から6時までは復習を3回するという、息つく暇もないス
ケジュールであった。6時に夕食をとり運動をした後、ようやくつかの間
の休憩時間が与えられた。このように1週間を過ごした結果は、毎週日曜
日に行われる暗唱によって等級がつけられて評価された33。しかし、この

 
30 1911.07.16『雲章要訣』
31 1912.09.04『雲章要訣』
32 1912.06.25『雲章要訣』
33 「夏期放学中学生習業規則」『草亭先生文集』巻6（Ⅱ：160～162）
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ような厳しい日常が息子たちの真に自発的な服従によって維持されること
は、おそらく不可能であったであろう。金祐鎮は、家出をした頃に書いた
戯曲「難破」のなかで「詩人」の母に「お前は小さいときに父さんからキ
セルの管でふくらはぎを引っぱたかれて気を失ったのを忘れたのかい」34

というセリフを言わせている。文学テキストのなかでの叙述ではあるが、
このセリフからは自然と厳父金星圭の姿が連想される。また、「詩人」の
父にも「わしがまだ血気盛んだった頃、この手でぶん殴られなかった日が
あるか」というセリフを言わせているが、兄弟のなかでも特に長男の金祐
鎮は嫌というほど父から威圧的な訓育を受けていた。
　金星圭が施していた威圧的な訓育の目的はどこにあったのであろうか。
少なくとも息子たちに出世や立身を望んでのことではなかったと思われる。
早くから彼自身、官途ではなく実業の世界に進むことを決意し、地域を拠
点としながら、国家や民族ではなく家門や親族に対する「報恩」という道
を選んでいた。官途での成功を夢見るには「時勢が許さぬ」という判断は、
1910年以後も、また子孫に対しても一貫していた。金星圭は直系傍系を問
わず、子孫全員に対して農学を学んで実業に従事する生き方を命じ、その
里程標として民族でも個人でもない家門を据えた。父母に対する、とりわ
け生母である順

ス

興
ヌン

安
アン

氏を思う気持ちは、金星圭の後半生を貫いていた召命
意識の源泉であり、金星圭の規律の最終審級には孝という価値が置かれて
いた。例えば、息子たちに酒とたばこを禁じたときの状況を見ても、この
ことは明らかである。金祐鎮が16歳になる年の正月のことであった。金星
圭は数か月前、断酒を決意していたが、病のためやむなく誓いを破らなけ
ればならなくなった。断酒を決めた際、彼は生母の祠堂にその旨を告げて
いた。そのため、誓いを破る際も生母の祠堂にその旨を告げなければなら
なかった。そこで金星圭は息子の祐鎮と哲鎮を自身の前に立たせ、位牌の

 
34 「難破」『金祐鎮全集』1，p.77．
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前に立った。父が果たせなかった約束を息子たちに果たさせようとしたわ
けである。そこに甥の金夏鎮も合流して、3名は「父は春秋30歳まで酒と
煙草に近寄りませんでした。それゆえ私たちも生涯酒と煙草には近寄らず、
30歳になるまでは特に謹慎し、飲酒、喫煙を決していたしません」ことを
誓った35。酒とたばことを禁ずる規律を定めれば済むことを、祠堂に告げ
て誓いを立てるという封建的な儀礼の形式をわざわざとったのである。こ
のように金星圭は、訓育や規律に「報恩主義」の色彩を施そうとしたので
あった。
　金星圭にとって生母の記憶は、文字通り生涯忘れることのできない生々
しい傷跡であった。「難破」のなかで「詩人」の父は、亡くなった生母、す
なわち彼女の位牌が現れるや「駆けていきそれを掴みながらぼろぼろと涙
を流し」、「母さん！この不孝息子を、母さんに天をも突き刺すような恨

ハ ン

み
を抱かせた、この不孝息子を！」と泣き叫んでいるが36、この場面は必ずし
も演劇的な誇張ばかりではなかったと思われる。金星圭の生き方の中心に
は当初から生母が据えられていたが、欧州5か国の大使であった趙

チョ

臣
シン

熙
ヒ

に
随行して香港に滞在していた際に37生母の訃報に接してからは、そのよう
な偏向がさらに強まった。生涯金星圭につきまとっていたうわさの1つに、
若い頃ハンセン病に罹ったが、すさまじいほどの摂生により病を克服した
というものがある。これに関していくつかの文章には、1884年に彼がハン
セン病にかかってから2年後に回復するまでの間の事情が「慈愛」と「孝」

 
35 「酒草破戒家廟告由文」『草亭先生文集』巻5（Ⅱ：48）
36 「難破」『金祐鎮全集』1，p.78．
37 朝鮮政府は、1887年駐米大使に朴定陽を、欧州5か国大使に趙臣熙をそれぞれ任命したが、
清の強力な反対を受け、計画を変更しなければならなかった。朴定陽はアメリカ行きを強
行し、その後帰国したが、趙臣熙は赴任途中の香港に15か月間とどまった後、そのまま帰
国した。詳しい記録は残っていないが、後に金星圭が「時勢が許さぬ」と判断して、官途
をあきらめたという話は『草亭先生文集』のいたるところで見られる。彼が官途をあきら
めたのは、朝鮮の現状に絶望した上、母の孤独な死に挫折感を覚えたためではなかったか
と思われる。



日記が語る近代218

とを軸に再構成されて掲載されている。当時、22歳であった金星圭は、ハ
ンセン病を治療するためには徹底した禁欲生活を送らなければならないと
いう診断を受けた。麦飯だけを食べ、白米は1粒たりとも摂取してはならず、
魚や肉はもとより、一切の調味料を口にしてはならず、性交も絶対に避け
なければならないというものであった。もともと息子に対し並々ならぬ慈
愛をもって接していた生母は、はなはだたちの悪い病にかかってしまった
息子を手厚く見守った。男盛りの年で病魔に冒された星圭も辛い禁欲生活
をひとえに父母に対する思いで耐え抜いた。「米飯が食べたいか。父を思い、
母を思え（…）。」金星圭は禁忌事項ひとつひとつに「父を思い、母を思え」
という呪文を書いておくことで、先の見えない闘病生活を耐えきることが
できたという。父もまた、年老いてから授かった息子を愛していたが、母
子の情にはひしひしと胸に迫るものがあった。

図2　香港滞在中の金星圭

欧州5か国全権大使に任命された趙臣熙に随行して、香港に滞在していた頃に撮った写真。
清の執拗な反対により、任地には赴任できないまま、約1年間滞在した後、帰国した。
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　ここで、金星圭の出生をめぐる論争について見ておきたい。主に金祐鎮
の父として知られてきた金星圭については、早くから庶生であることが指
摘されてきた38。豊

プン

川
チョン

県監を務め、改革案である「太平五策」を提案した
ことで名を残した、磊

ネ

西
ソ

・金
キム

炳
ビョン

昱
ウク

が老年に授かった庶子であるという見
解である39。この見解は金祐鎮が遺したテキストの細部とも一致し、これま
で広く認められてきたが、約10年前、金星圭が庶子であるというのは「う
わさ」ないし「虚構」にすぎず、族譜に照らし合わせてみると彼が嫡子で
あることは明らかであるという主張が提起された40。近年ではこれら2つ
の見解を折衷して「法的には嫡子、家門内の感覚では庶子」という見解が
提案されている。もともと妾であった金星圭の生母が彼を産んだ後、正妻
に昇格したという見解である41。これまでの研究では扱われてこなかった
資料を参照しても、この折衷案が妥当であると思われる。先行研究におい
てすでに論証されている内容であるため省略するが、金星圭には彼が生ま
れる前に亡くなった長兄がいただけであり、事実上の一人息子として父親
の愛情を一身に受けて育った。しかし、彼は庶生であり、生涯その烙印と
ともに生きなければならなかったものと思われる。後日、孫が不思議がっ
ているように「主に四書三経を学ぶとき」その代わりに数学や測量学を学
び実務官僚となったこと42、出生地の聞慶を捨てて長城に新たな基盤を作っ
たこと、長城に生母の祠堂を建てたことなどは、すべて金星圭が庶生で
あったという点を考えなければ、理解することが難しい。金星圭には長兄

 
38 김종철「『산돼지』연구」한국극예술학회 편『한국현대극작가론1：김우진』태학사，

1996．改革官僚としての金星圭に注目した研究としては、김용섭「광무양전의 사상기반：
무안감리 김성규의 사회경제론」（『아세아연구』15권4호，1972）などがある。

39 金炳昱については、노대환「개항기 지식인 김병욱의 시세인식과 부강론」（『한국문화』
27호，2001）を参照。

40 양승국，前掲論文，pp.13～15．
41 윤진현，前掲書，p.67．
42 김방한『한 언어학자의 회상』民音社，1996，p.21．
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が残した血筋、すなわち一家の従孫に当たる年老いた甥が1人いたが、金
キム

灝
ホ

鎮
ジン

というこの甥がどれほど彼を冷遇していたかについては、枚挙に暇が
ないほどの傍証資料がある。「難破」によれば灝鎮は、星圭やその生母を
「自分の家の犬よりも蔑視」（全集1：78）しており、没落の一途をたどる
自分自身とは反対に、勝利を収めたかのような歳月を送る星圭を目にしな
がらも、彼を無視しさげすむ態度を改めなかった。
　金星圭の恨みは深かったものと思われる。生母が亡くなってから数十年
が過ぎても、彼にとって母の記憶は常に「血と涙をそそる」傷跡であった。
還暦を迎えた日、わざわざ帰国してきた息子たちを前に、生母への思いが
ぬぐえないといって、還暦祝いの席を拒んだこともあった。この日、生母
を思いながら書いた七言古詩は『草亭先生文集』にも収録されている。彼
自身この詩を自作詩のなかで3本の指に入る名篇であると自負していたた
めか、祐鎮が詩を印刷した後、いきさつを説明する文章を付け加えて親し
い知人に書信で送ったりもしていた。金星圭はこの詩のなかではるか遠い
昔の幼少時代を回想している。秋の日、柿をもぎ、栗を拾って洗い、それ
を盆の上にのせて差し出すと、父と母が瞳いっぱいに笑みを浮かべていた
記憶。釣りでとってきた魚を差し出すと、母が汁物に仕立て、父と向かい
あって食べるようにしてくれた記憶。10代初めで時間が止まっているよう
なこれらの場面のなかで、父母は「夜、寝る頃になると寝床のそばで頭を
なででくれる［夜睡床辺須摩頂］」慈愛に満ちた存在であり、「朝起きれば埃
を払って服を差し出してくれる［朝起払塵進衣裘］」献身的な守護者として
描かれている。厳格な訓育を施す代わりに温かく見守ってくれる存在とし
て記憶される60代の父と30代の母は、灝鎮をはじめとする一族の恐ろしい
視線とは反対に、金星圭にとって生涯忘れることのできない完璧な瞬間を
構成していた。もっとも、このようなエピソードだけで「報恩主義」とい
う独特な名称をもつ理念が形成されたわけではないであろう。かつて新進
改革官僚であった金星圭は、1900年代にはすでに国家や民族に対する意識
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を副次化する道を歩んでいた。植民地民衆の1人である金星圭にも、「李朝
の遺民」としてのアイデンティティはあった。しかし、彼は「国がすでに
滅びているというのに、人に恵みを施すことなど不可能である［国之亡既
不能有一毫援助］」という態度を堅持し43、忠ではなく孝友にこだわった。生
母に対する並々ならぬ思いということもあったであろうが、忠よりも孝友
にふさわしい時代でもあった。儒学の理念を誤用（appropriation）しながら
植民地という現実に適応するという方法は、植民地期、とりわけその初期
において、多くの人々によって用いられていたものと思われる。例えば、
族譜の発行、詩社の結成、作詩行事の開催などに見られる、1910年代の儒
学ないし漢学の一時的な活況は、儒学本来の理念を切り取るなかで見られ
た現象であり、このような時代にあって「国家や民族ではなく家門」とい
う主張は、最も説得力を有していた。

4．家門の確立、新時代の脅威

　1894年8月、金星圭は聞慶から長城に移り住んだが、その約2年後、生母
の墓を長城に移した。移葬には17名の労働者のほかに、馬3匹、馬夫2名を
動員し、それまで3年間貯めておいた財産をすべて使い果たしたといわれ
るほど、大きな経済的負担を伴うものであった。『緬礼日記』によれば、
慶尚北道の聞慶から全羅南道の長城まで、今日でもたやすく往来すること
のできない距離を進むには丸1か月を要したという。また、「難破」によれ
ば、金星圭は移葬の無事を祈り丸1年の間禁欲生活を送ったという（全集1：

75）。金祐鎮はその直後に授かった息子であった。35歳で授かった初めての
息子であっただけに、彼に対する金星圭の期待には並々ならぬものがあっ
た。息子は家門の新たな歴史を確立するうえで礎石となるべき存在であっ

 
43 「上安東金氏大同譜重刊会中書」『草亭先生文集』巻4（Ⅰ：390）
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た。また、生母の墓を移したのも、業の果てのことだったわけではなく、
業の始まりを意味していた。もちろん、生母の意志を継ぐという意味もあ
るにはあった。金星圭は彼女のかねての願いどおり外祖父母の墓位田を購
入し、石碑を建て、早くにこの世を去った妹の玉

オッ

賢
キョン

の墓も、生母の墓を
移すときに一緒に移した44。しかし、それだけではなかった。嶺

ヨン

南
ナム
〔慶尚南

北道一帯〕から湖南に移り住むという冒険を敢えてした金星圭は、次いで
安東金氏に属する親戚を長城や木浦一帯に積極的に呼び寄せた。19世紀半
ばまで、聞慶のとある村に屋根を連ねて暮らしていた6兄弟の子孫、すな
わち半世紀が過ぎ相当な規模に成長した塘

タン

翁
オン

公
コン

派
パ

一門の成員に、職を斡旋
し、生活費を援助しながら、長城や木浦一帯に移り住むことをすすめてい
たのである45。
　後日、金星圭は長城や木浦一帯に定着した親族を2つに分け、自身と金

キム

玟
ミン

圭
ギュ

とを「自身で財産を賄っており、親族間の不都合な旧習を避けるため」
先に移り住んだ側に、金

キム

奉
ボン

圭
ギュ

・金
キム

三
サム

圭
ギュ

・金
キム

昌
チャン

鎮
ジン

・金
キム

承
スン

漢
ハン

を「所有してい
た財産が尽き果て生活が困難であるため、星圭の招集により」移り住んだ
側に分類している。1910年代半ばに入り、男性代表12名総家族数48名とい
う相当な規模を誇るようになったこの「湖南一円の安東金氏」について、
金星圭はややアンビバレントな態度を示している。自分の財産に頼ること
を嫌悪したり警戒したりする一方で、一族の繁栄を自身のことのように思
う態度を示していたのである。1914年に作成した「宗中公蹟」の付録にあ
る誓約書では、第1条として「親族の財産について道理に背く考えは頭か
ら断ち切ること」を、第2条として「親族一門全体に対し、自身を捧げる

 
44 庶出としての大きな悲しみを背負っていた人生には、妹の記憶も絡んでいると思われる。
姉の墓誌銘で「黄家之蔑義絶倫」を非難しているところをみると、黄氏の家に嫁いだ後、
やるせない最期を迎えたのではないかと思われる。（「祭亡妹端人墓文」『草亭先生文集』
巻5（Ⅱ：63））。

45 「草心亭実記」『草亭先生文集』巻12（Ⅲ：374～375）
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精神を養うこと」を規定している。1916年の契約書にはさらに具体的な規
定が設けられている。ここでは第1条で「星圭は今日より、親族各人に財
産を与えることをやめると決心したこと」が、第2条で「今日から後は、
親族各人も星圭の財産に頼る気持ちを永遠に断ち切ること」が定められて
いた。このような規定が設けられるほど、「生活困難」のため木浦や長城
一帯に移り住んだ親族は、金星圭の財力に大きく頼っていたものと思われ
る46。下の表は「宗中公蹟」をもとに長城や木浦一帯に移り住んだ安東金
氏一族を再構成したものである。同地域に移り住んだ安東金氏一族は、金
星圭家族のほかに、計7家族41名であった。

 
46 「大正5年丙辰陰8月初6日第3回全南寓居安東金氏都正府君派門会時契約書」『草亭先生文
集』巻11

表1

姓名 移住時期 移住時の
家族数

1916年の
家族数 備考

金星圭 1894年8月 5 15

金承漢 1897年2月 2 7

金玟圭 1900年2月 2 5

　金
キム

夏
ハ

鎮
ジン

　 1905年9月 1 3
金星圭の家に下宿、1906年から1907年
まで日本に留学、1916年に独立

　金
キム

鳳
ボン

圭
ギュ

　 1907年3月 2 4

金三圭 1908年4月 2 3

　金
キム

徳
トッ

圭
キュ

　 1912年3月 4 4

　このように金星圭は新たな地域で新たな根拠地づくりに取りかかってい
たが、庶出としての影はすぐには消えなかった。鄭

チョン

喬
ギョ

の『大韓季年史』に
も記されているように、一族の宗孫である甥の灝鎮の挑発が続いていたた
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めである。長城や木浦一帯に移り住んだ一族が相当な勢いをなした1910年
代半ば、金灝鎮の家は放蕩と没落とを重ねていたが、それにもかかわらず
彼の挑発はやむことなく続いていた。1915年には灝鎮が借金980円を返済
するため、息子の朝

チョ

漢
ハン

を通じて祖先の墓がある山2筆分を星圭に渡した。
数度にわたって丁重に願い出たため、金星圭と金灝鎮とは朝漢を間におい
て売買契約を結び、星圭は手数料を含め1,050円余りを灝鎮に支払い、祖
先の墓がある山を預かったという。しかし、その後も「灝鎮氏がその叔父
を蔑視し、すでに売り渡した（…）山林を数度盗伐」したため、金星圭は
裁判所に灝鎮を告訴するという過激な方法で対処した。勝訴後、金星圭は
林野査定を通じて所有権をさらに明確にした。金星圭が事あるごとに法を
強調していた背景には、この事件も大きく影響しているはずである。また、
1934年に作成された「塘翁金氏門中第2回臨時総会決議案第2号」は、第9

款において「宗孫と支孫とを問わず、故意に犯した罪悪については法律に
より制裁を断行すること」を規定している。「現今のような終局の世にお
いては、常に守るべき人倫の道は途絶え、人々は利欲に溺れ、人の面を
被った禽獣の心を持つ者が闊歩するばかり」であるため制定したというこ
の定款の根底に、金灝鎮の事件があったことは明らかである。というのも、
「特殊大罪悪」として規定された犯罪を実際に企てた人物として灝鎮が言
及されているためである。金星圭は封建的な儒学の理念を擁護する一方で、
「法」の普遍性にも信頼をおいていた。そのため「朝鮮の古き慣習」を信
じる一方で、何の憚りもなく罪を犯す灝鎮のような輩は法で治めなければ
ならないと信じていたのである47。このように近代法を尊重していたとい
う点にも、金星圭の改革的な側面はよく表れているが、蓄財の過程でも近
代法についての知識や運営の要領は大きく役立っていた。
　1934年の決議案の説明によれば、1920年4月当時74歳であった金灝鎮は

 
47 「心の跡」『金祐鎮全集』2，p.441．
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「叔父である星圭の金銭を騙し取る目的で」、祖先の墓に水が溜まっている
といい、墓を掘り返して遺骨を盗もうとした。つまり彼は、金星圭ならば
祖先の遺骨を取り戻すのに金を惜しまないであろうと見て、このような行
為に及んだのである。たしかに、金灝鎮が墓を掘り返したのは事実であっ
たが、自分自身の祖先でもある人物の遺骨を彼が取引の対象にしようとし
たということが果たして事実であるのか、その点は疑問である。これに関
して『大韓季年史』では、金灝鎮が墓を掘り返したのは先祖が「庶子だけ
に運を開かせる」ことに怒りを覚え、そのうっぷんを晴らすためであった
と述べている。ともあれ、一族の墓に関することであるだけに、普通なら
ば無罪放免されたところであろうが、金灝鎮には懲役3月執行猶予1年の判
決が言い渡された。この判決が星圭に対する詐欺を計画した嫌疑のためで
あったことは確かである。墳墓発掘の容疑で逮捕された金灝鎮に対し、刑
法第189条により懲役3月執行猶予1年を言い渡すという内容の「大正9年刑
第76号」文書（謄本）まで、用意周到にも金星圭は文集に載せている。
1929年に金灝鎮が世を去り、彼の孫の寿

ス

東
ドン

の代に至ると、宗孫と庶孫の位
置は完全に逆転したかのような様相を見せるようになった。金星圭が管理
してきた聞慶郡加

カ

恩
ウン

面にある祖先の墓がある山の一部を、金寿東が詐欺師
に騙されて失ってしまったときも、星圭は「すでに過ぎ去ったこと」であ
るとして不問に付してやるなど、年長者らしい懐の広さまで見せていた48。
　一族で、とりわけ宗孫である金灝鎮との衝突で、金星圭が完全に優勢に
なったのは1920年前後であったといえる。しかし、この時期は3・1運動直
後、すなわち金星圭が渾身の力をふり絞って守ろうとしてきた封建的な
諸々の価値が脅威にさらされ、揺るぎはじめた時期であった。また、早稲
田大学英文科に進学した金祐鎮が、日に日に父に対する「叛逆」の気持ち
を大きくさせていった時期でもあった。もっとも、幼い時から儒学と実業

 
48 「安東金氏県監府君派宗中員総会決議録第3号」『草亭先生文集』巻11（Ⅲ：279）
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という2つの軸のなかで教育を受けてきた彼としては、儒教の観念や制度
に対する思い入れもあった。熊本農業学校卒業後、実業について一言も残
さなかったのとは異なり、「儒教の綱倫」がつむぎだす「幾多の美しき相
愛と義理の生活の世」49に対する未練は、家出をした頃までさまざまな場
面で見られた。かつて10代初めに父が吟じた漢詩に答えて「父上の思いを
果たすこと」や「忠孝」を強調していた姿は、幼少期のエピソードに属す
るたぐいのものであり、遊学時代に「夢を見るたびに年老いた父上にお目
にかかります」と書いていたのも慣用句程度のものとして理解できる50。
しかし、16歳のとき同い年の甥に送った手紙のなかでは「一家に対する世
評を維持し、種族を保存することこそ後進のなすべきこと」であり、「た
だ君だけが一家を支え、種族を保存する事業を行うことができるのだ」と
激励しており51、また、未発表小説のなかでは、末期の悪弊から儒学自体
の美学を救い出そうとするなど52、封建主義の批判者であるというよりは
むしろ理解者に近い部分が金祐鎮にあったことは事実である。また、父に
対する憐みの情も深かった。妾の息子という軛から生涯抜け出すことので
きず、「お前は庶子ではないか！」と罵り、悪態をつく宗孫から生涯逃れ
られなかった父を見るとき、金祐鎮は「極悪無道の灝鎮（…）、あいつの
あらゆる罪悪・不義・残忍・無道は、呪いになってあいつに還元されるだ
ろう」といい、父に劣らず興奮した。ややもすると金祐鎮は「東洋専制」

 
49 「芳蓮은 어찌하여 나병의 남편을 완쾌시켰는가」『金祐鎮全集』1，p.279．この文章はも
ともと日本語で書かれたものであるが、執筆時期は明らかにされていない。

50 金祐鎮の漢詩全般については、정대성「한국 근대시의 먼동：김우진의 한시」（『민족문화

논총』31집，2005）を参照。
51 「祐鎮叔主下書」（1912.07.23）『雲章要訣』。一家の行事で祐鎮の名前があるべきところに、
起鎮という名前が繰り返し出てくること、「祐鎮叔主下書」としてまとめられているこの
書翰の末尾にも「起鎮」という署名が出てくるところからすると、金祐鎮の初諱は起鎮で
あったと思われる。

52 「芳蓮은 어찌하여 나병의 남편을 완쾌시켰는가」『金祐鎮全集』1，p.279．
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の弊を克服し、その美徳を甦らせるという共通の使命のなかで父と自身と
をとらえていたのかもしれない53。
　しかしその一方で、金祐鎮は「東方礼儀の国」という言葉のなかには、
過去から現在に至るまでのあらゆる生活の害毒が染み込んでいるとも考え
ていた54。舞踊や音楽にさえ朝鮮伝来の「悲哀や単調さ、無気力さ」を感
じ取り、辟易することもあった55。どうすることもできない分裂が彼の身
体には染み込んでいた。「新羅聖族の後裔」であるという父の自負心には
堪えられないのに、自身の日記帳の冒頭に檀

ダン

君
クン

紀元、日本紀元と並んで箕
キ

子
ジャ

紀元・孔子誕生日・金
キム

閼
アル

智
チ

誕生日・大時公誕生日を1つ1つ記したことも
ある。このような姿に象徴的に表れているように56、彼は父が死力を尽く
して積み上げた秩序を完全に無視することはできなかった。

 
53 「心の跡」『金祐鎮全集』2，p.440．
54 「창작을 권합네다」『金祐鎮全集』2，p.68．
55 1922.04.22『金祐鎮全集』2，p.487．
56 「心の跡」の書き出しに記されている。『金祐鎮全集』2，p.437．

図3　金祐鎮の日記「心の跡」1919年度の表紙

“Vol.16” と書いてあるところからみると、他の巻もあったものと思われるが、これまで
見つかっている原本はこの1冊だけである。1919年は3・1運動が起きた年である。



日記が語る近代228

　「僕は昔の人の教えに耳を傾けないわけではない。だが、新たな道の玄関
に足を踏み入れたこの個性と、この生への愛着はどうするべきなのか。」57

近代高等教育を受けた同年代の多くの若者とは異なり、金祐鎮は「昔の人
の教えに耳を」傾けなければならなかった。彼がもう少し従順であったり
安易であったりしたならば、彼は父の権威に妥協していたであろう。それ
は父が築いてきたものを維持し補修すれば足る、穏やかな道でもあった。
しかし金祐鎮は、誰しもが認める温和な性格でありながらも、叛逆の天性
を棄てることはなかった。金祐鎮は考えに考えた。「あらゆる伝統の連続
のなかで僕は生まれた。そして今も伝習的な偶像のなかに埋もれている。
だが、光明の降り注ぐ新たな世界を僕は絶えず熱く求めている。この肉体
の「幽霊」と周囲の灰色に衰えていく脅威に対し、彼らの運命の神に対し
て、嗚呼、僕はこのまま屈服しなければならないのか。屈服せざるを得な
いのか。」58

　金祐鎮の座標は、李光洙・崔
チェ

南
ナム

善
ソン

・廉
ヨム

想
サン

渉
ソプ

・金
キム

東
ドン

仁
イン

のそれとは異なって
いる。封建と近代という2つの生を生涯一身に生かし続けていた洪

ホン

命
ミョン

憙
ヒ

や 玄
ヒョン

相
サン

允
ユン

などとも異なっている。金祐鎮は、抱
ポ

石
ソク

・趙
チョ

明
ミョン

熙
ヒ

や海
ヘ

星
ソン

・洪
ホン

在
ジェ

遠
ウォン

と非常に親しい間柄であったが、没落両班の後孫である彼らとその
道が一緒であるはずもなかった。「万歳前」（1922）において廉想渉が描き
出したのが3・1運動以前の典型的な状況であるとすれば59、「泣きながら
迎え入れてくれる」母、「宗家の長男として生まれたために、生涯指一本動
かすことのなかった」従兄、そして「取り澄ましてキセルをふかして座っ

 
57 1921.11.26『金祐鎮全集』2，p.483．
58 1921.11.26『金祐鎮全集』2，p.483．
59 「万歳前」には、3・1運動以後の現実を批判する内容も含まれており、検閲を避けるため、
廉想渉は3・1運動以後の現実をそれ以前の現実と重ねあわせて形象化したという指摘もあ
る（이혜령「‘正史’ 와 ‘情史’ 사이：3・1운동，후일담의 시작」박헌호，류준필 엮음，前
掲書）。傾聴すべき指摘であるが、本稿では詳しい議論を省略する。
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ていた」父は、直後に起きた3・1運動とともに去らなければならないタイ
プの人間であった60。また、病に伏す妻や、浮浪者同然の金義官は、この 

「万歳前」の群像、つまり 屍
しかばね

の臭いを漂わせたり、「囲碁や将棋で日々を
送り、夕方になれば酒飲みに出かけ」たりする（万歳前：89）、腐敗や堕落と
いった様子を端的に示している。普通学校の教師である兄だけがただ1人
時流に適応し、財産を入れ、総督府令と旧慣との間で折り合いをつけよう
とするが、彼もまた「墓のなか」の人物であるばかりであった（同上：62）。
このようにすべてが「墓のなか」である状況のなかで、1人「墓のそと」
の「新生」を予感したのが「万歳前」の主人公（同上：105～107）であった。
しかし、このような主人公とは異なり、金祐鎮にとって父の世界は厳然た
る事実であり、彼の前に父は無能力であるどころか往年の「精力・才能・
天才・洞察力」を余すとこなく備えた成功者として君臨していた61。3・1

運動による急激な変動がなかったならば、金祐鎮の「叛逆」は始動すらで
きなかったであろう。孔子崇拝の打破は「自我を保護するための正当防衛
であり、時代が要求する緊急の事務」であり、家族制の打破は「大和楽を
取り戻すための根源であり、大発展を求める所為」であると言い切れるよ
うな挑戦の姿勢62を、年若い金祐鎮は父に対してとることができなかった
ためである。

5．3・1運動の黎明、交替期の息子

　父とは異なり、3・1運動のニュースに金祐鎮は歓呼した。ニュースを伝
え聞き、日記に「革命！革命！新たな生命の革命！」と記したのが、彼の

 
60 廉想渉「万歳前」『廉想渉全集』1，民音社，1987，pp.85～86．
61 「難破」『金祐鎮全集』1，p.79．
62 宋鎮禹「思想改革論」『学之光』5호，1915.05，pp.3～5．
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3・1運動に対する最初の反応であった。第一次世界大戦を経て、大正デモ
クラシーの影響を受けた朝鮮青年にとって「革命」は、近未来の現実であっ
た。素

ソ

月
ウォル

・崔
チェ

承
スン

九
グ

は「汝を革命せよ」（『学之光』5号、1915年5月）を書き、文学
徒を自称する白一生という筆名の論客は「文学の革命児よ」（『学之光』14号、

1917年11月）というタイトルの文章を書いた。2・8独立宣言や3・1運動が
起こる前から、「我等の目的は（…）唯だ政治的革命である」というたぐい
の宣言は、平凡な朝鮮人留学生の間でも一般化していたと思われる。例え
ば、3・1運動のさなかに逮捕された明治大生梁

ヤン

周
ジュ

洽
フプ

は、高
コ

宗
ジョン

薨去のニュー
スに接するとすぐに民衆革命を予感した。「現今京城ニハ李太王崩御ノ為
人民集合シテ革命スルニ好イ機会デアルノニ、アー如何ニスヘキヤ」63と
書き残している。この若者の目には国喪のために集まってきた群衆さえ、
会集して革命をしようとする大衆として映っていた。しかし、朝鮮に戻る
か、中国に亡命するかで悩む一方、アメリカに渡ろうと考えて偽造身分証
を作ろうとするなど、言動が定まらないところからも分かるように、彼が
言う「革命」の内容は具体的でなかった。「革命」は政治・文学・精神・
民族・労働者・女性・子供などあらゆる問題を含んでいたが、権力闘争の
問題としてはほとんど考察されなかった。もちろん、「革命」に際し国際的、
階級的連帯が模索されなかったわけではない。例えば、1915年にはアジア
各国の留学生が新亜同盟党を組織しており、また1917年にはロシアで韓人
社会党が結成されている64。しかし、多くの人々は現実政治としての「革
命」に無関心であり、無知であった。帰国したら京城に行き、民心を扇動
すると意気込んでいた留学生であっても、帰郷の道ではぐずぐずし、帰郷
後も何だかんだで腰を上げられず、結局は電信柱に太極旗を巻きつけたり、

 
63 「梁周洽尋問調書」付録（1919.01.25日記）大韓民国文教部国史編纂委員会『韓民族独立運
動史資料集』13，1990，p.518．

64 『遲耘金錣洙』韓国精神文化研究院現代史研究所，1999，p.196，p.306．
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ひと気のまばらな通りで2回ほど万歳を叫んだりする程度の、散発的な行
動で終わってしまうことも多かった65。理想は非常に高いが、現実経験は
乏しかったのである。そのような意味で3・1運動は幼少年期に韓国併合を
迎えた彼らの人生観を180度転換させた最初の集団的現実であった。
　金祐鎮もまた彼らと大きく異なるところはなかった。金祐鎮は3・1運動
当時、朝鮮半島での蜂起や虐殺よりも、東京で2・8独立宣言を主導した知
り合いの留学生の行方に大きな関心を寄せ、蜂起の具体的な結果よりも、
蜂起の精神的影響力に興味を抱いていた。金祐鎮は1919年1月、高宗が薨
去したというニュースに接すると、哀悼の意を表しながらも「これからは、
新生命・新元気・新意味を発生させることが、我々の当然の任務である」
と日記に記した66。「事実上最後の君主」であった高宗の死は、旧時代の
終焉を時宜適切に象徴している。金祐鎮はまさにこの日を境に、それまで
長い間日本語で書き続けてきた日記をハングルで書きはじめた67。「革命」
が、個人の新生、民族の独立、世界の改造を同時に約束する「革命」が、
近づいてきていたのであった。積極的に参加していたわけではなかったが、
2・8独立宣言後、投獄された人物に面会をしに行ったり、裁判を傍聴した
り、学友会の会合や黎明会の講演会に参加したりするなど、金祐鎮は3・1

運動期間を通じて「新生命・新元気・新意味」を発動させようとする者に
ふさわしい行動をした。しかし、このような行動は長くは続かなかった。
実際に3・1運動が沈静化するよりも前に、金祐鎮にとっての3・1運動は憂
鬱な結末を迎えていた。2・8独立宣言関係者に実刑が言い渡されると、「疲
憊と鬱憂」のため日記を書くこともできないと打ち明けるようになるなど、

 
65 「梁周洽尋問調書」付録（1919.03.24～03.25 日記）大韓民国文教部国史編纂委員会，前掲書，

pp.524～525．
66 1919.01.28，『金祐鎮全集』2，p.442．
67 日記の言語選択の様相については、윤진현「김우진의 문자의식과 문학어의 성립과정」（한

국극예술학회 편，前掲書，2010）を参照。
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彼はしだいに蜂起の現実から目を背けるようになっていき、4月半ばにな
ると「不満足、憎悪の現実を逃避して、僕が行くべきはこの幻覚の世界の
み」と心苦しい思いをつづるようになった68。経世的で実務的な父とは異
なり、内向的で思索的な金祐鎮には「幻覚」の道の方が、はるかに近くに
あったのであろう。しかし、実際の3・1運動は、金祐鎮のように「幻覚」
の道に進む方向で終わりを告げたわけではなかった。性・地域・理念の違
いを超えて、3・1運動の火種に、つまり3・1運動として始まった地殻変動
に、どのように立ち向かっていくかは、まだ提起されたばかりの問題にす
ぎなかった。
　金祐鎮は一貫して政治革命に先立ち自我や精神の革命を強調する立場に
立っていた。「アイルランドの文芸復興の詩人が政治的自由よりも霊魂の
自由を求めていること」69に耳を傾けなければならないであるとか、「改革
だとか、進歩だとか、実際的だとか、賢いだとかいうことよりも、無秩序
で力強い革命が必要」70であるとかと述べている文章からは、金祐鎮が文学
を選んだ理由も読み取ることができる。彼にとって文学とは自我の変革か
らはじまり、世界の新生に向かうべきものであった。日本から朝鮮に戻っ
てきた後のことであるが、ともに木浦で活動した五月会（Société Mai）の同
人に向かって金祐鎮は「いわゆる「文学青年」の生活を捨てよ」と忠告し
たことがある。流行に浮かれ世評を追う生き方は、創造という目的のため
には敵であるだけであり、「道端の馬の鳴き声、1本のさびしい草の芽、た
だ1人のけだるい咳音を聞くときも、自身の生命を尽くして洞察する」必
死な姿勢が必要だというわけであった。「我々にはこの自由しかないので
す（…）新たな生命を産もうとする母親の姿のように、全宇宙を一点に集

 
68 1919.04.20『金祐鎮全集』2，p.468．
69 「소위 근대극에 대하여」『金祐鎮全集』2，p.32．
70 「창작을 권합네다」『金祐鎮全集』2，p.65．
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中させるのです（…）この革命のほかに何か効果があるのか、考えてごら
んなさい」（全集2：65）。もちろん、金祐鎮が政治革命に反対していたわけ
ではない。さまざまな研究で指摘されているように、金祐鎮は階級路線を
支持し、階級文学の意義を認めていた。ただ、それが「生命」の衝動から
発現した革新ではなく、時流に便乗した扇動になることについては、とり
わけ警戒していた。各個体が有している生命力を最大限に発現させること
こそ新世界の基本倫理にならなければならないという金祐鎮の主張は、新
世界は決してなじみのある世界ではなく、見たこともない世界であろうと
いう予測に至る。そこは「母を姦

おか

す者が出てくるほどに、父を殺
あや

める者が
出てくるほどに、そしてその行動の倫理的価値が生じなければならないほ
どに」（全集2：68）今とは大きく異なる世界であるかもしれない。未だ構
築されていない未来は、それほどまでに予測不可能な世界である。換言す
れば、彼が考える新世界とは既往の
設計図ではなく、各自の根本的な自
由意志によって現実化されていかな
ければならない世界なのであった。
このような意味で金祐鎮は舶来品を
模倣した「蒼白な文学」に反対し、
階級的、倫理的、性的、形而上学的
なテーマに挑む新たな文学を模索し
ていたのである（全集2：68～69）。
　1923年陰暦正月13日、早稲田大学
英文科3年に在学中であった金祐鎮
に電報が届いた。それは父の危篤を
告げる知らせであった。金祐鎮は弟
たちを連れて、急いで朝鮮に向かい、
3日後、故郷にたどり着いた。金祐

図4　早稲田大学英文学科在学中の
金祐鎮
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鎮らが到着する前の日から金星圭は昏睡状態に陥っており、医師も臨終の
準備をしておくように言い残して帰ってしまっていた。家族は葬式の準備
に大わらわであった。当時、27歳であった金祐鎮は死を前にした父を新た
な目で眺めていた71。「半白の髭と皺、目がくらむような褐色の広い額、ぼ
こんとくぼんだ2つの目、desolateにつぐんだ彫刻のような口」72。そして、
あえて観察者の視点にこだわりながら金祐鎮は「臨終を迎える老人以外の
何者でもない」父、「ついに静止が彼を占領したかのよう」に静かになっ
ていく父を発見する。あれほど精力的で頑強であった金星圭は、発熱と悪
寒のため1滴の水さえ喉を通らず、数日間、ただわずかにあえぐばかりであっ
た。息子はひそかに期待を抱いていたのであろうか。「死に臨み、この老
人は僕でもなく他人でもない」（全集2：498）、「父は（…）死それ自体であ
るかのように静かになっていった」（同上：498～499）と書き記したときの
金祐鎮の語調は、ひっそりとしていながらも余裕に満ちていた。一晩明け
ると彼は、生と死との間の根本的な対立を推し測って考えるようになるほ
ど哲学的な思惟に没頭していた。「何のために心を疲れさせ／体を疲労さ
せ、魂までも腐らせ／光を求めるのだろうか」死の温かな懐に帰依すれば
むしろ幸せだというのに。いや、それでも生は意味あるものだ。「楽園は、
生の楽園は／平和と気楽さの後にはおらず／混沌とした闘争の後」にある
と考えるまでになっていた（同上：499）。
　しかし、金祐鎮が実家に戻ってきてから3日目にあたる日、金星圭は峠
を越えた。「浅海の投薬が効いたようだ」（同上：499）。満60歳にさしかかっ
ていた金星圭は執念で回生に成功したのである。金星圭は未だ果たせてい

 
71 ここで引用する日記は、1923年5月19日から22日までのものである。「草心亭日記」に見ら
れる正月という記録とは一致しない。回復していた金星圭が、再度峠を越えた可能性、金
祐鎮が後に記憶をたどりながら日記を書いた可能性などが考えられるが、状況が確実では
ない。

72 1923.05.19『金祐鎮全集』2，p.498．
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ない2つのことのために、目をつむることができなかったと述べた。1つは
父金

キム

炳
ビョン

昱
ウク

の墓を移すことであり、もう1つは先の3代の文集を刊行するこ
とであった。この2つの業は翌日から実行に移された。曽祖父の金

キム

継
ゲ

淳
スン

の
文集と祖父の金

キム

襫
ソッ

根
クン

の文集とを合わせて『安東金氏二世逸稿』を刊行し、
父金炳昱の文集は『磊栖集』というタイトルで別個に刊行した。金祐鎮は
『磊栖集』に跋文をつけ題字を書き、父の生涯を記した「草心亭実記」を
作成した73。また、死が近づいていることを実感した金星圭は、祥星合名
会社の設立にも着手した。このことは「癸亥（1923）の復活以後」神経衰
弱にかかり業務が順調に処理できないため、会社を設立して資産を寄託す
ることを意味していた74。1924年、早稲田大学を卒業した後、金祐鎮は木
浦に戻り、祥星合名会社社長に就任した。彼の社長就任は、父のいわゆる
「癸亥の復活」に、何らかの影響を受けたためだったのであろうか。それ
とも老いた父に対する憐みのためだったのであろうか。それとも象徴の世
界は象徴の世界として、現実の世界は現実の世界として、別個に処理する
ことができるだろうと信じていたためだったのであろうか75。人々の間の
自然な「親和力」や共同体の秩序を思い浮かべ、「ここから」「喧しい都市
の雑沓（…）市街の群衆（…）そこからすぐに救済されなければ」ならな
いと自らを説得しながら（全集2：426～428）、金祐鎮は帰郷した。
　成年を迎え、約10年間の留学生活のなかで、金祐鎮はある程度父からの
距離ともいうべき、冷静さを模索していた。3・1運動後になるとその傾向
はさらに強まった。1922年12月3日付の日記には、父の手紙を繰り返し読
んだ後で、「嗚呼可憐なる人生／旧伝統の遺物の新生に対する恐怖こそ不

 
73 金漢穆「安東金氏二世逸稿序」『安東金氏二世逸稿』／鄭鳳鉉「怕知窩集序」／権應僖，
金昌鎮「怕知窩集跋」

74 「祥星会社座上啓」『草亭先生文集』巻6（Ⅱ：190）
75 「象徴」に対する信頼と懐疑の履歴は「出家」（『金祐鎮全集』2，pp.427～428）に詳しい。
これについては6章で述べる。
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常なり。皮肉の生よ。」と自らを嘆く一節が出てくる（同上：496）。ここで
挙げられている金星圭の手紙は残っていないが、日記でいう「新生に対す
る恐怖」というのが3・1運動後の所産であることは間違いない。金星圭は
3・1運動直後に京城日報と毎日申報とが合同で行ったアンケートに「騒擾
答案」として答えを寄せたが、このときはまだ儒学的な旧倫理の復活こそ
社会の諸問題の解法であると信じていた。しかし、今や金星圭は、数年の
うちにすっかり変わってしまった状況に向き合わなければならない身となっ
ていた。また、金祐鎮の語調も完全に変わった。彼が見るに、父は今や「か
わいそうではある－個人的な運命と戦い、勝利を収めたが、時運の不利に
より「新」の脅威を受けている」76存在であった。非常な精力と天賦の才能
とにより、生涯をかけた戦いでは勝利を収めたが、今やその勝利自体、何
の意味もない時代になっていた。金祐鎮が父を「悲劇の hero」「悲劇的運
命の主人公」と呼ぶようになったのも、この頃からである77。依然として
父は威力的な存在であったが、その一方で悲劇的な存在でもあった。金星
圭は、金祐鎮が強く意識していた「関節がはずれた世の中」（全集1：79）、
すなわち “�e time is out of joint !”78のスケープゴートであったわけである79。
かつて父の理念に同調していたこともあった金祐鎮は「この伝統に抵抗す
べきその力と武器とを僕が持っていない」わけではないと記した。ただ、
すでに悲劇的な存在になってしまった父に向かって「父子間の愛情や、一
種のセンチメントの軛から抜け出す」80意志を発揮できるかどうかという
問題が残っているにすぎなかった。「嗚呼、父よ（…）貴方をして悲劇の主

 
76 1922.12.03『金祐鎮全集』2，p.496．
77 1922.12.04『金祐鎮全集』2，pp.496～497．
78 1922.12.03『金祐鎮全集』2，p.496．
79 もともとは『ハムレット』に出てくる一節である。この一節についての詳しい解釈は、유

민영「선각자 김우진의 연극실험」（한국극예술학회 편『한국현대극작가론1：김우진』태

학사，1996，p.61）を参照。
80 1922.12.04『金祐鎮全集』2，p.497．
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人公から抜け出せしめるには、僕の個性と自我とを燃やしてしまわなけれ
ばなりません。」81無視さえしていれば父を殺すには十分であることを彼は
よく理解していたが、その一方で彼は父を無視することにためらいも覚え
ていた。自身の父の墓を移し、三世文集を刊行し、祥星合名会社を組織す
ることで、死後の準備を完成させようとしている父を、息子までが見放し
てしまったならば、父の生涯は無意味なものになってしまうであろう、彼
はこのように考えていた。
　このように考えると、金祐鎮が祥星合名会社の社長に就任したのは、も
う少しだけ、余命幾ばくもない父を支えようという思いからだったのかも
しれない。しかし、1924年6月の帰郷後、社長に就任した彼は、自身がこ
の世界の人間ではないことを改めて痛感した。約10年ぶりに戻った故郷の
家は、想像以上に毒々しい「混乱と無秩序」とに侵されていた。「家父、
つまり主人のすさまじく、驚くべき集中力」のおかげで崩壊を免れていた
だけであり、家の柱や垂木からは腐敗臭が漂っていた。とりわけ構成員の
多数を占めている「女性たちののろのろとした生活」は無惨であった。金
祐鎮は、甥とともに遊んでいる甥の娘からも、家父長の威圧的な支配が刻
み込まれた姿を見出す。昔の服色どおりに服を着せようとする金星圭に対
抗して、彼女は髪を切り洋装をしていた。金星圭にとって、息子の早稲田
大学英文科進学が、自身に向けられた初めての反抗であったとすれば、
「辰
ジン

吉
ギル

が衣装の問題を自分の思い通りに」（全集2：422）したのは2度目の反
抗であった。そのような辰吉が立小便をするしぐさをする姿を見て、金祐
鎮は彼女の頬を叩き、車座に座り手を叩きながら笑いこける女性たちを激
しく呪った。「辰吉よ！女よりも男を好むことはありえよう（…）しかし 

（…）男たちの侮辱・優越・生意気さがこの家の空気を支配していること

 
81 1922.12.04『金祐鎮全集』2，p.497．
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が、僕には恨めしい。」82明らかに過剰な反応であった。金祐鎮自身も、自
身が過敏になっていることに気付いていた。家に戻ってきてから数か月の
うちに「反抗の毒気」は収拾がつかないほど大きくなっていた。父が率い
る「家族主義の勇敢な行進」、金祐鎮はその隊列のなかでひそかに「叛逆
者」としての自分自身を想像するようになっていた83。
　雪風が吹き荒れるなかを、位牌を載せた輿に先立って歩いていく父の姿
を見て、金祐鎮は自身の家が置かれている象徴的な座標を読み取る。「混
沌と薄明の雪夜のなかを歩く我々は－僕には時代の暴風雨と迫害のなかで
歩くことのように思えた。」843・1運動以後本格化した「時代の暴風雨と迫
害」のなかで、一角の若者は思う存分爽やかな風を感じていたが、金祐鎮
はむしろ「苦悶」や「焦燥」を強調していた。「黎明に立っている若者（…）、
灰色と薄赤の光のなかに立っている朝鮮の若者。彼らはこの苦悩において
Russia革命前の intelligenziaより幾倍、この焦燥感において Dante以上。僕
は彼らの今の運命を喜んでいる。なぜなら過去の世界において彼らの生活
は不幸でも幸福でもなかったから。」85金祐鎮は苦悶、焦燥、不幸のなかに
立ちながらも、時代の黎明に先陣を切って向かい合うことを望んでいた。
祥星合名会社社長在任中、文学同人集団「五月会」を立ち上げ、京城内外
の雑誌に数度にわたって文章を発表するなど、組織的な活動はしなかった
ものの、文壇への触覚を鈍らせることはなかった。それでも彼が文学に対
して覚える渇きは徐々にひどくなっていった。時遅れて金祐鎮の近況に接
した趙明熙が「ひどくとがめ、嘲る言辞で」手紙を書き送ったとき、金祐
鎮は「初めて友達1人をこの世で発見した」ような気がして、読みながら

 
82 1924.11.29『金祐鎮全集』2，p.511．
83 1924.11.29『金祐鎮全集』2，p.511．
84 1924.11.29『金祐鎮全集』2，p.511．
85 1922.11.20『金祐鎮全集』2，p.494．
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涙を流したと返事を送った86。金祐鎮が一切の財産を捨てて縁を切り、父
の訃報を受けても実家には戻らないことを心に決め、家出を決行したのは
1926年のことであった。この年の夏、東京に滞在しながら金祐鎮は会心作
「山豚」を完成させて原稿を送った。また、9月にはドイツに発つことを
計画していた。

6．対決の内面化、「自由意志」の無意識あるいは少数性

　「一家の精神面に至るまで絶対的な影響を及ぼし」、3人の息子にはさら
に大きな影響を及ぼしていた金星圭であった87。そのため、彼に対する下
からの「叛逆」を実行するためには、渾身の力が必要であった。各自、独
自の才能や性格を有していた金祐鎮兄弟が、叛逆と総合という軌跡を描い
ていった過程はそれ自体興味深い。父に最も似ていたと思われる次男の哲
鎮88は、青年会－共産党－新幹会活動を経て投獄された後、府協議会員を
歴任した89。また、祐鎮と親しく、中国留学中は毛沢東軍に身を投じていた

 
86 趙明熙「김수산군을 懷함」『抱石趙明熙全集』東亜日報出版局，1995，p.344．
87 김방한，前掲書，p.20．
88 兄弟間の ‘intimate jealousy’ の場面（1919.03.31『金祐鎮全集』2，p.467）は、もう一つのテー
マである。金祐鎮は「難破」のなかで「同腹弟」を「腹黒く、目ざとく、人の機嫌をよく
とる」異質な性格の持ち主として描き出している（79）。また、熊本農業学校時代、祐鎮・
哲鎮兄弟をともにもてなしていた同級生も、祐鎮が虚弱体質で内向的であったのに対し、
哲鎮は「体が強く、明朗な性格」であり、映画館にもしょっちゅう足を運び、弁士の真似
がうまかったなど、快活な学生時代を送っていたと証言している。成沢勝「金祐鎮의 熊
本時節」『金祐鎮全集』2，전예원，1983，p.307．

89 金哲鎮は、金祐鎮が世を去った翌年から本格的に社会運動に身を投じるようになり、全南
青年連盟や木浦青年同盟では執行委員長を務め、新幹会木浦支会総務幹事としても活動し
た。朝鮮共産党や高麗共産青年会にも加わったが、日本の警察に検挙され、1929年には懲
役2年執行猶予5年の有罪判決を受けた。その後、転向するかのような歩みを見せながら、
地域のさまざまな企業の重役を務めた。解放後は『木浦日報』を引き継ぎ、木浦商科大学
の学長を歴任した。1971年に死亡した。강만길，성대경 엮음『한국 사회주의운동 인명사

전』창작과 비평사，1996．金祐鎮も青年会活動に関係していたのではないかという見解
も見られるが（윤진현，前掲書）、確証はない。
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三男の翼鎮は、帰国後カトリック指導者として生まれ変わった90。哲鎮と
翼鎮とが選んだ道を、それぞれ「政治」と「宗教」とあえて命名するなら
ば、金祐鎮は「個性」や「生命」という観念を通じて文学に至る道を歩んだ。
金祐鎮が選んだ道は、1910年代後半から1920年代初めにかけて、多くの知
識人によって共有されており、近くは大正期の日本、遠くはニーチェ・ベ
ルクソン・ロマン・ロランなどのヨーロッパに由来するものである91。ただ、
生涯父との緊張関係のなかで生きていた金祐鎮は、そうした思想の上に、
自身だけの独自の個性を投影させていた。個体・生命・歴史・大衆・女性
など、各種の話題に対する金祐鎮の視点は、慣習的な類型からはるかに抜
け出していた。例えば、金祐鎮の「自由意志」という概念には、大正生命
主義の影響や、それを通じて紹介されたニーチェの思想の影響が見られる。
しかし、それらの思想を具体化し「意志」の無意識性や遍在性を強調する
点は金祐鎮独自の主張である。金祐鎮は大きいものと小さいものとを対比
させ、自身を後者の側に置いた。「僕は取るに足りない、衰えゆく路傍の1

本の草であることをよく知っている。」92しかし「力とは蒸気機関車の発進、
それではない。自然の1個の小さな昆虫も楽々と臓腑を響かせる。これも
また力なのだ。」931匹の小さな昆虫に自分自身を重ね合わせながら、金祐
鎮は大きく強くずばぬけた存在だけが権利を持つのではないことを改めて
繰り返した。「数十丈にもなる滝は自らの力に溢れるように跳ね落ちる。
それと同時に小さな小川の水も自分ではどうすることもできない力に押さ
れながら流れているのではないか。」94

 
90 「勉強は北京でなさり、共産主義者におなりになった後、回心して仏教を研究するのに入
山までなさり、ついにカトリックに帰程された」という回顧は参考に値する。구상「김익

진 선생의 추모」김익진『민속과 서학』성 바오로 출판사，1971，p.326．
91 윤진현，前掲書，pp.111～130．
92 「出家」『金祐鎮全集』2，p.430．
93 1922.12.04『金祐鎮全集』2，p.496．
94 「A Protesto」『金祐鎮全集』2，p.423．
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　「菅葛の才藻と拿破崙の力」（全集1：79）とを持った父との対決が、金
祐鎮を小さく弱く劣等なものに対する共感へと導いていったのではないか
という主張は傾聴に値する。金祐鎮は、これらのつまらない存在を逆転さ
せる契機、つまり意識的意志とは関係なく、生命本来の衝動が噴き出す瞬
間に注目していた。彼のいう自由意志とは、個体の自主的ではあるものの
はっきりとした意志であるというよりは、むしろその逆に近いものであっ
た。そのため、自殺するという決心は自由意志ではなく、自殺を決意し水
に飛び込んだ者が最後の呼吸をするために足をばたつかせる無意識こそ、
自由意志なのであるとした。また、金祐鎮はこの比喩を性や階級にまで拡
大していた。「李

イ

永
ヨン

女
ニョ

」のなかで、李永女は生活苦のため売春に出された
女性であるが、「性のリズム」（同上：64）を大事にしており、また、「山豚」
のなかで主人公の元

ウォ

英
ニョン

は「貞女ではない女性に愛を捧げる男」と自称す
る一方で（同上：123）、かつての愛人貞

ジョン

淑
スク

に「イノシシのようなずっしり
とした力」を徹底して培っていくことをすすめているが（同上：169）、女
性の主体に対しもっぱら生命と個性の倫理だけを課すのは、当時としては
珍しい場面である95。また、彼は労働階級についても同様の認識を示して
いた。理念的知識人と比べて現場の労働者の運動が持続的であり徹底して
いるのは、知識人の行動が「第二義的な、不自意的な」ものであるのとは
異なり、労働者は「絶対的な自由意志」から出発するためであった96。知
識人が間もなく消え去るであろう「危険で妥協的な」存在にすぎないのに
対し、労働者は「春に芝生が生えてくるように、地平線上に」育っている
存在であった（全集2：404）。また、これらのあらゆる運動の根本動力であ

 
95 同様の論点に関する詳細な議論は、윤진현，前掲書，pp.230～254を参照。彼は「自身の
溢れる生命力に忠実な人間」が、金祐鎮の理想とする人間であったと論じる一方で、「も
ぐら詩人の幻滅（두데기 시신의 환멸）」の一部を挙げながら分裂の兆候についても指摘
している。

96 金祐鎮「自由意志의 問題」『金祐鎮全集』2，p.404．
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る自由意志は「極めて小さなアメーバ」にすぎないものであった（同上：
403）。金祐鎮は、ハーゼンクレーファー（W. Hansenclever）の「息子」の一部
を引用しながら、最後の作品となった「家出」を歌うように締めくくった。
「父さん、貴方は私を見くびっているでしょう。それが貴方の権利ですか
ら。私は父さんの財産だけで生きてきたのですから。しかし、私はこの心
臓のなかの竜巻によって初めて息子という籬を飛び越えたのです。えっ、
そうしてはならないですと。そもそもどういう法があるために、貴方は私
をその束縛のなかに押し込めようとするのですか。」（同上：431～432）

　金祐鎮は父との対決のなかで思想の基本形を完成させたものと思われる。
現実と文学とを別個のものと考える「二元的の」「第二義的の哲理」であ
る「象徴」を捨て、「本物の生活」「本物の生命」である「力」を選んだの
が、最後の過程であった（同上：427～428）。しかし、父に対する愛と憎し
みは最後まで金祐鎮を煩わせ続けた。「今、僕が父に与える苦痛や幻滅を
考えると、この胸は張り裂けそうである。僕にとってはこれだけが未だ解
決されていないのだ」（同上：422）。また彼は、父は自分の内面世界を深く
理解できず、自分を「個人主義」や「文学の中毒」と名付けて攻撃してく
るであろうという思いを消すことができなかったが、このことも彼を苦し
めた（同上：421、423）。もっとも、父の理解を求め「2つの世界の共存」を
期すこともできただろうにという未練も消えなかった（同上：423）。しかし、
彼は最終的に「理解だけが全てではない（…）理解する可能性よりも、因
習へのこだわりの方が強いのだ」（同上：423）という判断を下し、父の世
界との絶縁を宣言した。李光洙のような孤児意識や父親否定とは異なるし、
かといって洪命憙のような尊重とも異なるような、「超克」の道が完成す
るかのように思われた97。筆者のしがない想像ではあるが、金祐鎮がもう

 
97 金星圭と金祐鎮との間の世代葛藤を「否定」ではなく「超克」としてとらえようとする見
解については、양승국，前掲論文を参照。
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少し生きていたならば、韓国近代文学は、そして韓国近代知識や精神の歴
史は、また1つの特異な個性を獲得していたであろう。はばかりのない「否
定」ではなく苦心惨憺たる「超克」の道が、参照すべき細路として長く記
憶されていたかもしれない。しかし、父との対決のなかですっかり気力が
尽き果てていた金祐鎮はもはや耐え切ることができなかった。6月に遺書
に近い文章を数本認

したた

めていたかと思えば、翌7月には演劇運動に対する抱
負を認めるなど、不安定な気配を見せていた「詩人」は、1926年8月、生
涯最後の知らせを伝えた。日本を離れ朝鮮に向かう途中、玄界灘の上で失
踪したという電文であった。
　金祐鎮が世を去ってから約5年後、金星圭はついに息子の葬儀を執り行っ
た。金星圭は「亡児祐鎮墓表」のなかで息子の死因を「神経衰弱」と記し
た。それは「癸亥の復活」以後、自分自身に対して下していた病名でもあっ
た。家出の後、住所さえ分からない息子に手紙を送り、安宿に泊まったり、
安物を口にしたりすることは控え、遠出をするときは3等に乗ってはならず、
必要な費用はいつでも請求しなさいと訴えていた金星圭であった。「帰っ
て来させようとすれば、いくらでも方法はあるが」、決してそのような方
法は使わないと認めるほど、忍耐強かった父でもあった98。長男に対する
期待や愛情が大きかっただけに、息子に先立たれた衝撃もまた大きかった。
息子の死因を「神経衰弱」とすることで、自らと周囲とを納得させようと
していたとしても、まるで神経が衰弱したかのように錯綜していた息子の
心境に自分の存在が絡まっていたという事実を知らなかったはずはない。
それゆえ、自責と悔恨の念もまた深からざるを得なかった。このように息
子を失った金星圭ではあったが、彼はその後約10年間を生きぬいた。「癸
亥の復活」の際に誓った課題、すなわち父親の墓を移し、三世文集を刊行
し、ひいては祭祀権を移して独自の草亭公派を創立するには短い歳月であっ

 
98 「寄祐鎮書」『草亭先生文集』巻4（Ⅰ：413～414）
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た。とりわけ、祭祀権の移譲は彼にとって大きな課題であった。一度も公
言したことはなかったが、父親の祭祀を行うことは金星圭にとって長年の
夢であったと思われる。生母の墓を移した翌年の1898年、夢の中に父金炳
昱が現れ、星圭の家を眺めた後「汝方精潔なるに吾永らく居することを欲
す［汝家精潔 吾欲永居］」と告げたという記録がある99。おそれ多く、口には
できない夢であった。生まれ住んだ土地を離れ、新たな場所を探し、富を
築くことに成功し、一族を呼び寄せ、借金を肩代わりする代わりに祖先の
墓のある山を獲得した。それだけでも庶生としては不敬であるほどの成功
であった。
　1923年、父の墓を長城に移したのに次いで、1935年、ついに金星圭は宗
中員総会での決議というかたちで、祭祀権を移譲させた。甥の金灝鎮の孫
である寿東が、息子の佑

ウ

顕
ヒョン

の代以降はその5代祖、すなわち星圭の父親で
ある県監府君炳昱の祭祀権を草亭公派に譲渡すると約束したのである。 

「従曽祖父主草亭公派諸位は県監府君の親子親孫にあたり、追慕の誠が極
めて厚く、しかも財産に余裕」があるため、報恩廟に祭祀権を譲渡するこ
とは「儒教の本来のあり方」に合致するという名目であった100。この決定
は5か月後に開かれた宗中総会でも再確認された。亜献と終献〔祭祀を行う
際に上げる3回の盃のうち、2回目の盃と3回目の盃〕の権利は金灝鎮の直系に残さ
れたが、朝鮮時代における嫡長子権の象徴であった祭祀権を庶出に移譲し
たことは、極めて大きな出来事であった。これにより金星圭は庶出として
の悲しみに浸っていた個人の運命に対して完璧な勝利を収めた。もっとも、
族譜上の整理は祭祀権が移譲される前からすでに行われていた。金星圭は
事実上の一人息子として育ったため、族譜には早くから嫡子として記載さ

 
99 「記夢」『草亭先生文集』巻11（Ⅲ：310）
100 「安東金氏県監府君（諱炳昱）派臨時宗中員総会決議録第4号」『草亭先生文集』第11（Ⅱ：

290～293）
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れていたと思われるが、『安東金氏大同譜』を編集する過程で、それまで
庶出に「庶」の字をつけて表示していたのをなくし、庶出の生母は「室」
と呼称し、姓は「氏」で呼ぶという彼の提案が受け入れられた101。金星圭
らしい解決の仕方であった。彼は封建的な儒教倫理の再構築に生涯を捧げ
ながらも、家門や嫡庶によって差別が標準化されることは周到に回避した。
息子たちのために「婚礼標準書」を作ったときも、結婚相手の容貌・身体・
操行・誠孝・勤倹・血統・門閥などをすべて考慮しなければならないとし
ながらも、「もっとも、家庭と父母の人格とが特異である場合、門閥には
こだわらない」という例外規定を置いていた。
　ここで金星圭が長男の嫁として雲藍・鄭鳳鉉の娘を、次男の嫁として経
農・権重顕の娘を迎えたという事実を再度想起されたい。これは封建の美
徳を守りながらも、東洋専制の悪弊は正すという彼自身の理念に適合する
二元的な選択であったためである。鄭鳳鉉は大科に応試したり、官途を歩
んだりすることはなかったが、長城や玉

オッ

果
クヮ

一帯に徳行や文章で名の知れた
人物であった。早くから詩文に通じ、「5歳文章」と呼ばれ、5、6年間の精
進の後、相次いで両親を失くした。このとき彼は朝廷から呼ばれたが上京
せず、またさまざまな地方官の推薦も受けていたが、白官にとどまった102。
1910年、義兵将楊

ヤン

演
ヨン

泳
ヨン

が逮捕された際ともに検挙されたが103、1913年には
地方別に2名ずつ指定される経学院講師に任命され、1918年に亡くなった
際には総督府から特別下賜金100円が下された。このように、鄭鳳鉉が正
統儒学の理念を象徴しているとすれば、次男哲鎮の義父にあたる権重顕の
面貌は全く異なっていた。乙巳五賊の1人に挙げられる権重顕は安東権氏
の庶子出身であり、日本語に通じていたため「倭党」と呼ばれていたが、

 
101 「答大同譜副有司鼎鎮書」『草亭先生文集』巻4（Ⅰ：405）
102 「家状」『雲藍先生続集』巻2（Ⅱ：513～515）
103 「文倡錄着名者 楊演泳에 關한 件 2月3日 榮山浦分隊長의 內報」（韓国国史編纂委員会韓
国史データベース提供）
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王室の信任を得るのに成功し、協辦を経て大臣の座にまで上り詰めた人物
である104。1900年代、一時漢城に測量学校を開いたという記録も見られる。
家門－儒学教養－科挙及第という伝統的な方法を通じて身を立てるのでは
なく、語学や測量学を学ぶことで進路を切り開いた、新進の専門技術官僚
層に該当する人物といえよう。金星圭は相舅2人としばしば書信のやりと
りをしていたが、鄭鳳鉉との手紙が家内の安否を問う水準にとどまってい
たのに対し、権重顕との手紙では方位や暦法など幅広い話題を扱ってい
た105。
　1901年、当時漢城外国語学校徳語科〔ドイツ語科〕の学生であった申

シン

興
フン

雨
ウ

が引き起こした波紋がよく示しているように、この時期新進の専門技術知
識人の挑戦は重要な社会的論題になっていた。1894年に科挙制が廃止され
るまでは、家門－儒学教養－科挙及第という伝統的な出世コースが莫大な
影響力を及ぼしていたが、科挙制の廃止を前後する頃になると、残班〔一
族の勢力が傾き生活が苦しい両班〕や両班家門の庶子を中心とした近代学問修
学者が大々的に躍進するようになった。金星圭自身や相舅の権重顕もこの
ような1人であったが、金星圭の生涯の友人の1人であった南

ナム

宮
グン

檍
オク

も没落両
班の出身であり、外国語の実力をもとに出世した人物であった。南宮檍は
英語学校である同文学を卒業した後、御殿通訳などの経歴を積み、独立協
会や皇城新聞社などで活躍し、1905年から1910年まではさまざまな地方官
職を歴任した。金星圭とは趙臣熙の随行員として香港に滞在していたとき
からの付き合いであった106。彼ら「周辺部の両班」出身者は、ずばぬけた
実務能力と卓越した現実適応力とによって、転換期の現実に適応し、教育

 
104 서영희「권중현・이지용，개화론자・한일동맹론자의 변신과 행로」『내일을 여는 역사』

19호，2005参照。
105 「答経農権重顕書」『草亭先生文集』巻4（Ⅰ：380）
106 1930年代の十字架党事件当時、南宮檍は金星圭を3人の親友の1人に数えていた。国史編
纂委員会『韓民族独立運動史資料集』48，2001，p.454．
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や実業精神で武装し、一時代を生きぬいた。長男金祐鎮を自殺によって
失った数か月後、大きなダメージを受けていたにもかかわらず、金星圭ら
が酒の席で残した自作詩は「年は喰ったがくたばりはしない」であるとか、
「今日のわが教育産業／わずかでもどうして等閑」できようかといった、
依然として覇気に満ちたものであった。植民地期を経るなかで、彼らの歩
みは宗教、理念、路線などにおいて大きく異なっていった。しかし、南宮
檍の娘が尹

ユン

致
チ

昊
ホ

の息子と結婚し、権重顕の別の娘は尹
ユン

友
ウ

善
ソン

の息子と結婚す
るなど、彼らの間には親密な関係や婚班のネットワークが築かれていた。
これについては今後追跡すべきテーマであろう。また、金星圭が初代会長
を務めた木浦の儒山詩社をはじめとする漢文学団体に庶出や中人が多数集
まっていたという点も同様の脈絡で注目される。
　近代初期の改革勢力はさまざまな道を選んでいたが、金星圭が選んだ道
はそれなりに典型的なものであった。彼は両班階級の周辺部で生まれ、新
旧交替期を利用して成長し、ほどなく嫡統よりもさらに伝統らしい理念を
構築し、ついには嫡統として公認されることになるというドラマを展開し
た。幼いころ、金星圭やその生母を蔑視していた従孫金灝鎮が世を去った
後、72歳の金星圭は灝鎮の孫寿東の手からついに祭祀権を引き継いだ。「祭
祀権を移譲させ」「祭主を変更させること」は、貧しく身分の賎しい庶出
が享受することのできる最大の栄光であった。精力・経綸・偉業にもかか
わらず、金星圭は庶出という烙印を消し、「東洋の美徳」を再構成するこ
とに生涯を捧げた。祭祀権が移譲された金星圭は、次いで草亭公派を創始
し、1936年、この世を去った。なすべきことをなすまでは死さえも拒んだ
1人の男の時遅い終末であった。このように彼の公的な生涯は驚くほどの
奮闘で一貫していたが、私的な生涯は不遇であった。金星圭は妻を相次い
で失い、なんと5人もの妻を迎え入れ、また数度にわたり子供も失ってい
たのである。このような彼が、自身が選び歩んできた道に対する懐疑や躊
躇を最期の瞬間までどのようにおさめていたのかは分からない。彼は、自
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分がこの世を去っても、朝鮮信託会社が100年の間は宗中の財産を維持し、
草亭公派の子孫が家門の名誉を輝かせてくれるであろうと思っていたかも
しれない。たとえ、長男祐鎮が「叛逆」によって父に背を向けたとしても
である。金星圭が世を去ったとき、哲鎮は木浦府会議員として奉職中で
あった。また、翼鎮は毛沢東軍に従軍していたが、父の訃報に接し帰国し
たところであった。以後、大きく異なる道を歩むことになった2人の兄弟
は、父の遺産をどれだけ保ち、どれだけ誇ったであろうか。金哲鎮につい
ては詳しいことは分からないが、金翼鎮は父が世を去った直後カトリック
に帰依し、自分が受け取った財産は小作人に分配したり、一部をカトリッ
ク教区に献納したりしたといわれる107。金星圭一家が暮らしていた木浦所
在の成趣園は現在、北

プッ

橋
キョ

洞
ドン

聖堂の敷地になっている。

7．エピローグ

　ちょうど1900年代に「英雄が時勢を造るのか、時勢が英雄を造るのか」
などのテーマが流行していたように、1920年代には「新旧思想の衝突」「新
旧思想の交代」「新旧道徳論」などのテーマが流行していた。このとき「新
旧」が「老少」に対応する意味を帯びていたことは注目に値する。3・1運
動直後、各地で結成された青年会108が雄弁に語っているように、朝鮮半島
において近代が始まって以来、本格的には一度も提起されたことがなかっ
た「世代」という問題が登場しはじめたのである。青年会という組織運動
の場合、年齢制限規定が置かれるようになったのは1920年代半ばに近づい
てからであったといわれる。初期の一部地域では青年会を後援する父老会

 
107 윤관선「야인선생의 추억」김익진，前掲書，p.331．
108 例えば、金祐鎮が育った全羅南道地域の場合、3・1運動以前に結成されたことが確認さ
れる青年会は2か所に過ぎない。しかし、1922年になると同地域の青年会は23か所に増えた。
이기훈「1920년대 전남 지방의 청년 단체와 청년 운동」『역사문제연구』2011，p.177．
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が組織されることもあったが、1920年代半ば以降になると、新旧衝突とい
えばまさに「青年」と「父老」とを、あるいは「子弟」と「父兄」とを連
想させるほど、世代の線引きによって新旧が分けられるようになっていっ
た。新旧衝突やそれにともなうさまざまな社会的現象のなかで、父老ない
し父兄世代が犠牲になることもあったであろうが、そのような事例が話題
になることはほとんどなかった。その代わりに、早婚した妻が「父母の決
定」「父母の圧制」の犠牲者となる屈折した現象が話題になった。また、
知識や表象の世界では、新世界に出て行った息子世代が父母の圧制のせい
で挫折し自死したというような叙事が大きく取り上げられた。「少年の自
殺」（『東亜日報』1924.10.25～10.26）のような新聞記事、盧

ノ

子
チャ

泳
ヨン

の「無限愛の
金像」のような小説は、その代表的な例であるといえる。しかし、無能力
で無知な父や祖父と、覇気には満ちているが早急な息子とが対決するこれ
らの扇情的な叙事は、ある意味で3・1運動直後の複雑な世代葛藤の様相を
隠したり、単純化させたりする役割を果たしていたと思われる。その意味
で草亭・金星圭と水山・金祐鎮との間の世代葛藤の叙事は、3・1運動期の
世代葛藤というテーマに、より多層的で多面的な色彩を与えているものと
思われる。
　彼らは近代転換期から植民地期に至る時期を生きた人物であり、金星圭
は封建的な欲望と近代的な規律とが絡み合った共生を、金祐鎮はこの共生
に加えて近代の解放的な側面と抑圧的な側面との間の亀裂や縫合を、それ
ぞれ余すとこなく示している。金祐鎮が記したように、「まったく異なる
気質」ではあったものの、ずばぬけて個性的であった彼ら親子は、2つの
世界の共存可能性をめぐって熾烈な争いを繰り広げていたが、この過程は
3・1運動直後の新旧文化間の対決局面にも照応していた。大衆的な水準で
の新旧対決を、極めて複雑で劇的な方式によって表象しながら、彼ら親子
は各自「報恩主義」「自由意志論」と命名した理念的言語を磨き上げていっ
た。「報恩主義」を通じて金星圭は、忠や義を超えた孝の価値を唯一の指
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標とし、それを具現する近代的資産や組織を作り上げようとした。また、「自
由意志論」を通じて金祐鎮は、自分自身の意志さえも超越する生命の絶対
的な衝動を力説することで、性（gender）や階級を見るうえでの新たな視点
を得るところまで進んだ。3・1運動という「植民地市民革命（colonial civil 

revolution）」は、このように個人の生き方にも痕跡を残したのであった。

（付記）資料調査の過程で多くの方々のお世話になった。法律新聞社主幹
申
シン

連
ヨン

洙
ス

氏は所蔵しておられる『雲章要訣』を自ら複写してくださり、その
他資料数点を閲覧させてくださった。また、木浦文学館は金星圭・金祐鎮
の遺物の閲覧および撮影を許可してくださった。木浦大学校史学科李

イ

基
ギ

勲
フン

教授は資料収集と整理の過程で貴重なご意見をくださった。深甚の感謝を
申し上げたい。
 （吉川絢子 訳）
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1．個人と時代との出会い、日記

　1933年、慶尚南道咸
ハ

安
マン

郡に住む22歳の青年、周
チュ

氏は、1月1日から7月1日
までは日記を、11月24日から26日までは主に新聞記事の見出しをそれぞれ
日記帳に書き記した1。新聞記事の見出しを書き写した11月分を別にすれば、
彼の日記は大きく3つの部分に分けることができる。まず、1月1日から2月
5日までの渡日準備について書き記した部分、次に2月6日から5月5日まで
の渡航中および大阪滞在中に書かれた部分、最後に5月5日から7月1日まで
の大阪から帰還し農業に従事したことについて書き記した部分である。本
稿の目的は、日記にあらわれた周氏の足取りをたどりつつ、植民地期にお
ける農村青年の生き方や、大阪の朝鮮人社会の姿を把握するところにある。
一言でいえば、日記を通じて個人と時代との出会いを明らかにすることに
より、植民地期の時代像を読み解こうとするものである。
　日記のような個人が主体となって生産したエゴ・ドキュメント（ego-document）

 
1 周氏の日記を所蔵している民族問題研究所は、研究目的での資料利用を許可してくださっ
た。深甚の謝意を表したい。また、日記をともに読み、関連地域をともにフィールドワー
クした高麗大学民族文化研究院 HK事業団企画研究チーム「個人の伝統と近代」の共同研
究者にも謝意を申し上げる。日記の著者は尚州周氏の同姓マウルである慶尚南道咸安郡漆
原面舞沂里出身の周氏である。名前はプライバシーを考慮して伏せている。以下、日記帳
を引用する際、日付が記されている日記の本文は［0102］（＝1月2日）のように日付で表
記し、それ以外の部分は［419頁］のようにページ数のみを表記する。

 鄭
チョン

　昞
ビョン

  旭
ウク

―慶尚南道咸安郡、周氏の日記（1933）の検討―

9 植民地農村青年と在日朝鮮人社会
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を扱う場合、その成否は主体の唯一無二の人物像を把握したかどうかとい
う点にかかっている。主体の唯一無二の人物像をうまく把握することがで
きれば、日記からは個人や時代像をうまく読み取ることができる。しかし、
周氏が書き残した日記は、個人に入るための入り口としては狭く限られて
いる。周氏の人物像を探るため、関連地域を調査し、知人にも聞き取り調
査を行ったが、依然として限界があった。このような限界はあるにしても、
日記に記された周氏個人の経験は、これまでの研究と比較しても、それな
りにユニークであり、したがって既存の歴史像を補完しうる余地がある。
　まず、普通学校を卒業した農村青年の周氏は、洪

ホン

性
ソンチャン

讃が扱っている全
羅南道和

ファ

順
スン

郡の呉
オ

然
ヨン

福
ボク
（1930）2、板垣竜太が扱っている慶尚北道尚

サン

州
ジュ

郡の S

氏（1931～1938）3に次ぐ、農村「高等遊民」であった。呉然福や S氏と周氏
とで異なっているのは、呉然福と S氏が朝鮮総督府統治の末端要員（面書
記／蚕業指導員）になることで、失業や息苦しい農村の日常から抜け出して
いたのに対して、周氏はその脱出口として日本への渡航を選んだというこ
とである。周氏の日記には、植民地の農村青年の生活像とともに、渡日過
程や大阪滞在の経験が記されている。留学生として日本に滞在した経験を
記した日記は目にすることがあるものの、失業青年の渡日過程が描かれて
いる日記は珍しい4。

 
2 홍성찬「일제하 고학력 ‘실업’ 청년의 농촌생활과 체제편입：전남 화순군 동북면 吳然福

의『日記』（1930）검토」『한국경제학보』12-1，연세대 경제연구소，2005．
3 板垣竜太『朝鮮近代の歴史民族誌：慶北尚州の植民地経験』明石書店、2008年、第5章。
4 留学生の内地滞在日記に関する最近の研究としては、板垣竜太「꿈 속의 고향：조선인 유

학생 일기（1940～1943년）를 통해 본 식민지 경험」（高麗大学民族文化研究院 HK事業
団「개인의 전통과 근대」국제심포지엄 발표집，2012.06）がある（本書の第4部に収録）。
周氏と最も類似するケースとしては朴京夏が扱った全羅北道任実郡の晋判鈺（1918～
1947）を挙げることができるが、彼は1923年4月から10月まで岡山と東京とに滞在しなが
ら職を転々とした。もっとも、研究の中心が渡日経験に置かれていないため、詳しい内容
は分からない。박경하「1920년대 한 朝鮮 靑年의 求職 및 日常生活에 대한 일고찰：『晉

判鈺日記』（1918～1947）를 중심으로」『역사민속학』31호，한국역사민속학회，2009．
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　また、周氏の日記には大阪滞在の経験が記されており、ここからはおの
ずと大阪の朝鮮人社会に出会うことができるであろうと予想されるが、こ
の点についても2つの特徴がある。1つは彼の立場に起因するものである。
在日朝鮮人社会に関するこれまでの聞き取り、回顧、研究5が主に定住し
た朝鮮人を中心に据えているとすれば、約3か月間大阪に滞在しながら職
探しをしたものの失敗し、朝鮮に戻った周氏は、在日朝鮮人社会の周辺に
位置した存在であったと言える。もう1つは、日記という資料の特性に起
因するものである。聞き取りや研究が、ある特定の時期に再構成された過
去であらざるを得ない一方で、日記はその日その日の出来事を記したもの
であり、ゆえに断片的である。日記は、聞き取りや研究に比べて一貫性に
欠けるものの、整理されていない「生もの」としての過去に出会える可能
性が高い6。周辺に位置した人物の日記からはどのような在日朝鮮人社会
が見えるであろうか。
　全体的に見て、周氏の事例は梶村秀樹がいうところの「国境をまたぐ生

 
5 聞き取りとしては「在日済州人の生活史を記録する会」の一連の作業がある。済州島出身
者の解放直後の生活が中心であるが、解放以前の生活も含まれている。最近のものとして
藤永壮ほか「解放直後・在日済州島出身者の生活史調査（11・下）：金玉煥さんへのイン
タビュー記録」（『大阪産業大学論集 人文・社会科学編』第16号、大阪産業大学、2012年）
がある。同会がこれまで行ってきた作業のうち一部は、재일재주인의 생활사를 기록하는 

모임（김경자 역）『재일제주인의 생활사1 안주의 땅을 찾아서』（선인，2012）に翻訳さ
れて収録されている。近年刊行された回顧録としては、백종원『조선사람－재일조선인 1
세가 겪은 20세기』（삼천리，2012）がある。在日朝鮮人に関する最近の研究としては、
外村大『在日朝鮮人社会の歴史学的研究：形成・構造・変容』（緑蔭書房、2004年）、허광

무『일본제국주의 구빈정책사 연구：조선인 보호・구제를 중심으로』（선인，2011）がある。
大阪の在日朝鮮人史については杉原達『越境する民：近代大阪の朝鮮人史研究』（新幹社、
1998年）を参照した。

6 西川祐子は、自伝、伝記、歴史小説などと比べて日記は「その日その日における記述とい
う分断が特徴」であり、前者に比べると「物語の一貫性」がなく、「日ごと完結原則」が
作用していると述べた。西川祐子『日記をつづるということ－国民教育装置とその逸脱』
吉川弘文館、2009年、39～44頁。また、クラウディア・ウルブリヒは、日記を「生ものそ
のものの文学」とみなしている。클라우디아 울브리히「역사적 시각으로 본 유럽의 자기

증언：새로운 접근들」『역사비평』100호，역사문제연구소，2012，p.401（本書1部に収録）．
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活圏」のよい例である。梶村は、通常は一国的に進む農民層の分解とそれ
にともなう離農民の都市集中とが、植民地朝鮮では国境を越えて進み、そ
の結果、生活基盤はほぼ日本にありながらも故郷である朝鮮との交流や結
びつきは維持されるという、国境をまたぐ生活圏または生活衣食空間が形
成されたとする。生活基盤が朝鮮にある場合を含め、日朝間双方向の移動
という点を強調するならば、「国境を行き来する生活圏」と言えよう。周
氏の日記は「国境を行き来する生活圏」を、個人の生き方に密着させなが
ら確認できるよい資料である7。
　本稿では、まず周氏個人に関する情報、彼の渡日背景、日記帳の外装に
ついて見た後、時間軸にしたがい、渡航過程、大阪滞在と在日朝鮮人社会、
朝鮮に戻った後の農村生活の順で、周氏の足取りを分析する。また、最後
に植民地朝鮮における日記に関する先行研究を参照しながら、周氏の個人
的な経験が持つ意味や、今後考察すべき点について整理する。

2．農村青年周氏と市販日記帳

1）経済的困窮
　日記帳の「家庭ノート」や「親族名簿」などに見られる、周氏個人に関
する情報は以下の通りである。彼は1911年、慶尚南道咸安郡漆

チル

原
ウォン

面舞
ム

沂
グン

里に生まれた8。1926年に漆原公立普通学校（6年制）を卒業し9、1927年に

 
7 梶村秀樹「定住外国人としての在日朝鮮人」『梶村秀樹著作集』第6巻、明石書店、1993年、

17～18頁。梶村も指摘しているように、厳密に言えば、大部分の在日朝鮮人1世や周氏が
渡航した当時、国境線があったわけではない。「国境を行き来する生活圏」とは、植民地
期と解放後の歴史を勘案した概念である。

8 日記帳の「家庭ノート」のなかの「誕生記念日」という項目には、「自身、明治44年旧5月
26日」と記している［417頁］。「手控」には「明治44年6月26日生」と書かれている［432頁］。

9 漆原初等学校100年史発行推進委員会『漆原初等学校100年史 1906～2006』漆原初等学校
総同窓会，2008，p.647．
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同郡郡
グン

北
プク

面の趙氏と結婚した。1928年には「養鶏」を始め、1931年には「分
家」をしている。5男4女の三男であり、1933年、日記を書いた当時、上に
は父母と祖父母が、下には甥と姪が3名いたが、子供はいなかった10。
　彼の故郷である舞沂里はもともと韓氏の同姓マウル〔同じ姓をもつ一族が
集まって定住する村〕であったが、朝鮮第18代王である顕

ヒョン

宗
ジョン

の治世時に周、
姜
カン

、尹
ユン

の3姓が住みつくようになり、しだいに周氏の同姓マウルへと変化
していった。1930年頃の舞沂里には尚州周氏が43戸、それ以外の姓が91戸、
それぞれ居住していた。大資産家はなく、自作農が19戸、自作農兼小作農
が18戸、小作農が86戸という農村であった11。日記には元旦の同姓マウル
の風景について以下のように記されている。

［0126］今日は陰暦の元旦だ。早起きをして歳拝〔年始回り〕に出かけた。
朝鮮古来の風習により、この日は明け方早くに起きて、祖先の門廟〔位
牌を祀った廟〕と門内〔一族〕の年長者に新年のあいさつをするのだ。
なぜこんなに寒いのか、寒くて堪えられぬ。が、仕方なく洞内の親戚
の家をぐるりとまわり、9時頃ようやく歳拝を終えた。それから家の
祭祀を終えると、11時頃になっていた……

　周氏の家は当初、経済的にはマウルの上層に属していたようである。50

マジギ〔朝鮮の面積単位で、1斗分の種を蒔く程度の広さ〕の水田を自作すること
もあり、また人に小作もさせるほどであり、作

モスム

男や下
ジョン

僕を何名も使ってい
たという証言もある13。1マジギを200坪として計算すると1万坪、つまり3.3

 
10 甥と姪がいることからすると、兄嫁もいたと思われるが、日記には記入されていない。
11 朝鮮総督府『朝鮮の聚落（後篇）』朝鮮総督府、1933年、868～869頁。
12 周昌郁（1931年生）氏の証言（2013年2月1日，マウル会館「舞沂洞会館」でのインタビュー，

2月12日と20日には電話で補足インタビューを行った。以下同じ）。日記にも「下人が来た」
という記録が見られる［0124］。
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町歩であり、小地主とさほど変わらない。このことをもとにすると、知識
教育にも熱心であったと思われる。証言によれば、当時、マウルでこの家
は「勉強で1番」であったという13。ところが、日記が書かれた1933年の
初めになると、祖父母と長兄が舞沂里に残り、父母は昌

チャン

原
ウォン

郡大
テ

山
サン

面一
イル

洞
ドン

里に行って畑を耕し、四男はその近郊（密
ミ

陽
リャン

郡下
ハ

南
ナム

面守
ス

山
サン

里）にある東洋拓
殖会社出張所の補助員として勤務するような状況になっていた［0523、0524、

427頁］。次兄と周氏自身は分家をして、それぞれ馬
マ

山
サン
（あるいは咸安郡漆北面

雲谷里）と舞沂里に住んでいた14。
　彼の1931年の「分家」、すなわち経済的な独立は思いに任せぬものであっ
たと思われる。1933年1月には「あらゆる旧債を精算するため、あらゆる
家産を犠牲にして売り放」［0102］とうと駆けずり回っている。債務として
「雇賃」「ヒヨコの運搬費」「小作料」が、売り放った資産として「牛2頭」
「土地」「家屋」が、それぞれ言及されているところを見ると［0102、0103、

0120、0124、0130］、主に労働力を買って養鶏や農業をしていたものと思わ
れるが、それに失敗した。「黄金の苦痛をはじめて味わう僕には、この世

 
13 周昌郁氏の証言。彼によれば、周氏の長兄の永祥（1908年生）は漢学者であり、次兄の永
賛（1909年生）は早稲田大学予科に通い、一番下の弟（5男）の永佑（1926年生）は後に
満州で大学に通ったという。文献資料からは、長兄が1930年に東亜日報馬山支局漆原分局
長に就任したことが確認される（「社告」『東亜日報』1930.02.03，3面）。また、すぐ下の
弟（4男）の永駿（1916年生）は、1932年に漆原公立普通学校を卒業している（漆原初等
学校100年史発刊推進委員会，前掲書，p.648）。名前と年齢は日記帳の「家庭ノート」［417
頁］と「親族名簿」［419頁］とによった。同姓マウルである舞沂里と教育との関係を示す
よい例がある。1906年に私立普興学校を設立した2名の主体のうち、1名は舞沂里の周時亮
であった。私立普興学校は「守旧派」の妨害のなかでも存続し、1914年漆原公立普通学校
になった。권영오「칠원공립보통학교를 통해 본 일제강점기 초등교육」『역사와 경계』
69，부산경남사학회，2008，pp.257～262．

14 旧正月が近づき、父親と次兄は舞沂里に「里帰り」した［0124］。舞沂里は「大宅」つま
り本家があるところであり［0522］、日記帳では長兄が「舞沂の兄貴」という呼び方で呼
ばれている。次兄は主に「雲谷の兄貴」と呼ばれているが、周氏は馬山から彼を訪ねてい
る［0105］。
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はひたすら黄金の支配下に置かれているように感じられた。」［0121］彼だ
けでなく、家全体の経済事情もよくなかった。周氏は日本から戻った後、
父母がいた一洞里に行き、このように記した。「家の事情を見ると本当に
嘆かわしい。今年は畑もようやく耕しているような様子だ。四方の債権者
のせいで、農場も作人替えされたと噂になっている。この秋の収穫が終
わったら行方をくらますつもりだ。」［0524］彼は「人をうらやむところの
なかった我が家が一晩のうちに廃れてしまい、四方に散り散りになった」
と嘆いている［0530］。
　周氏と彼の家の経済的な困窮状況は何に由来するものであろうか。まず、
1920年代末から1930年代初めにかけて不況が極限に達していたことを挙げ
ることができる。農業分野では「恐慌」と呼ばれるほど打撃が大きかった
が、1919年には100であった米価指数が1931年には38にまで下落した。次に、
不況が続くなかで教育費支出も大きな負担となっていたと考えられる15。
何らかの突破口を見出そうとして、洛東江沿いの一洞里の広い野原に行っ
て畑を耕し子供も分家させたが、先に見たように、状況はさらに悪化した。
分家した兄弟はともにあらゆる紛争に巻き込まれていたようである。周氏
は次兄を通じて供託金と競売代金を受け取り、渡航経費として使おうとし
た［0106、0116］。周氏の自宅を見ると、分家後の農業経営難とあわせて「浪
費」も1つの原因であったと考えられる16。

 
15 周昌郁氏は「あの家は子供らに勉強をさせ過ぎて傾いた」と述べる一方で、4男と5男のお
かげで後にある程度回復したとも述べた。なお、5男は解放後米軍の通訳官になったという。

16 「夕食後、親父に金の使い道を聞くと叱られた。僕は呆れて返す言葉もなかった。いくら、
殺すべきヤツと活かすべきヤツとがいるとしても、結局は間違っていることをどうしよう
というのか。僕だって昨秋以来、少しくらいの無駄遣いはしているが、そのツケは結局僕
が負わなければならないのだ。崔漢翼の小作料も全部僕が責任をとらなくてはならず、そ
の他の人の債権やら債務（朴相采・鄭道俊らの債務）やらも全部僕のところに来てしまっ
た。僕の借金も話にならないが、全て僕の誤りなのだから、誰かを恨んだり咎めたりする
ことができようか。」［0124］
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　一方で、妻の実家は地域の有力者であった。義父は面協議会員であり、
地域に災難が発生すると率先して義捐金を出す存在であった17。婿である
周氏の家に山坂を担保として200円を貸したこともあった［0519、0525］。周
氏は日記のところどころで、妻の実家に面倒を見てもらう自身の立場を嘆
いているが、その他のすべはなかったものと思われる。彼は渡日前に妻を
郡北にある妻の実家に送り、朝鮮に戻った後は妻の家で暮らしていた。

2）日記帳の購入と覚悟
　周氏は1933年1月5日、近隣の馬山にある奥田文具店で、日本の博文館が

図1　咸安郡舞沂里の周氏古家のなかにある舞沂蓮塘と風浴楼
筆者撮影、2012.02.01

日記の主人公は陰暦12月晦日の午後7時頃、宗宅の「風浴楼に何人かが
集まってユンノリをし、楽しく遊んだ後12時頃、家に帰った」［0125］

 
17 義父の趙勁奎は郡北面の面協議会員であった。文鎭國『朝鮮全道面職員錄』文鎭堂，1927，
慶南14／「（郡北面協議員）當選謝禮」『東亞日報』1931.06.02，5面／「義捐金繼續遝至，

咸安大火事件의 後聞」『東亞日報』1940.06.07，3面．
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製作し販売していた『当用日記』中型版を80銭で購入した［0105］。本格的
に周氏の足取りをたどるに先立ち、案内人である日記帳について見てみる。
「当用日記」とは『広辞苑』によれば「さしあたっての用事を記す日記」
という意味である。日本では大蔵省印刷局が1879年頃から官員用としてフ
ランス製「アジェンダ」をモデルとした日記帳を印刷しはじめ、博文館が
1895年頃からイギリス製「ダイアリー」を参考に『当用日記』を発売しは
じめた18。日記帳が商品化され、学校で日記が教育手段として用いられる
ようになるにしたがい、1910年代から1920年代の日本は「日記の時代」と
いわれるほど、日記を書くことが大衆化した19。
　韓国で個人の日記が大衆化したのはいつからであろうか。近年、諸史料
機関が収集した日記には、植民地期に学生や多様な階層の人々が市販の日
記帳に書いたものが非常に多いことが分かる。日本と同様のスタイルで植
民地朝鮮でも日記の大衆化が徐々にはじまっていたといえる。もっとも、
日本は小学校就学率が1907年の時点ですでに97％に達していた半面、植民
地朝鮮では1942年の時点でも50％に届かない状況であった20。それだけに
植民地朝鮮における日記文化は相対的に限定されていたであろう。
　日記の歴史において、市販の日記帳の登場は近代への移行を象徴するも
のである。近代以前、日記は墨を摺って筆で韓紙に書くものであったが、
市販日記帳の登場以降、洋紙に印刷された様式にしたがって鉛筆やペンで
書くものに変わった。表記も漢字からハングルに変わった。もっとも、前

 
18 西川祐子、前掲書、76～84頁／青木正美『自己中心の文学』博文館新社、2008年、14～27
頁。

19 山口輝臣編『日記に読む近代日本3 大正』吉川弘文館、2012年、1～12頁／西川祐子、前
掲書、第3～4章。

20 日本近代教育史事典編集委員会編『日本近代教育史事典』平凡社、1971年、91頁／오성철

『식민지 초등 교육의 형성』교육과학사，2000（2005），pp.133～134。植民地期、朝鮮人
が通っていた初等教育機関の名称は「普通学校」「尋常小学校」を経て、1942年の段階で
は「国民学校」になっていた。
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21 答案用紙は、忠清南道瑞山の L氏が使用していた1933年の『当用日記』（大型版）にあっ
たものをスキャンしたものである。

22 周昌郁氏の証言（2013.02.01）

図2　上段左から、周氏の『当用日記』の中表紙、1月1日の頁、1月の紹介頁。
下段左から、巻末付録の「当用百科大鑑」の目次（一部）、「当用百科大鑑」の
最初の項目である「満州国展望」、日記賞の広告と答案用紙21。
中表紙の左側には「槿坡書室所蔵」と記されているが、「槿坡」とは周氏が若
い頃に使っていた号であるという22。
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近代から近代への移行は外形上の変化のみを意味するものではない。内容
も家族や共同体が読者である「集団の日記」から、書き手個人がすなわち
読者である「個人の日記」に変わった。周氏は市販日記帳に万年筆を使い、
ハングルの口語体で日記を書いていた。日記のなかには、女性が見たら困
惑するであろう内容も見られる。日記の「金銭出納録」は経済的な困窮の
ためなのか、全く「家計」簿になっていない。「個人の日記」と言えよう。
　周氏の『当用日記』は大きく2つの部分、すなわち日記帳と付録とに分
けられる。日記帳は、毎月「節気」「行事」などを紹介する最初の頁とあ
わせて、1日1頁ずつ記入する「日記欄」が中心であり、その後ろに「補遺」
「金銭出納録」「家庭ノート」「親族名簿」「重要記録」「旅行記録」「住所
人名録」などが付いており、計432頁ある。「日記欄」は細かく分かれてお
り、欄の上段には天気を書く「天気」「寒暑」、計画を書く「予記」、手紙
のやり取り状況を書く「発信」「受信」があり、欄の下の部分に日記を書
くようになっている。欄外の上段には陽暦の月日と曜日、陰暦が印刷され
ている。欄外の左右には俳句や名句が、下段には「その日の歴史」が2、3

件印刷されている。一部を紹介するとこのようである。1月1日は1536年に
豊臣秀吉が生まれた日であり、2日は1594年「清正が明軍を蔚

ウル

山
サン

にて撃破」
した日であり23、3日は1932年「皇軍が錦州（中国遼寧省遼東）へ入城」した
日である。
　付録は、巻頭に「1年暦」「天文」「行事」「四季画報」などがあり、巻末
に「当用百科大鑑」（計88頁）と広告があるつくりになっている。巻頭には
「今年の注意」事項として「入学児童」「徴兵適齢」「所得申告」の3つが
提示されている。国民の義務を想起させるものである。付録のハイライト
は巻末の「当用百科大鑑」である。日本の面積から重要法令の要点、夢判
断に至るまで、241項目の各種常識が配列されている。日本の位置、面積、

 
23 日時からすると、1598年の蔚山城の戦いを指しているものと思われる。
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人口には、台湾や樺太とあわせて朝鮮も含まれており、「朝鮮の高山」「朝
鮮の大河川」が別項目として紹介されている。毎年必ず設けられる項目が
ある一方で、年ごとに特別に設けられる項目もある。1928年版と比較して
みると、1933年版には「最新満蒙地図」「満州国展望」が載せられている。
1934年版の博文館日記「当用百科大鑑」には「国際連盟脱退回顧」「満州
事変・上海事変戦死傷者」が、1939年版には「中国各方面要図」「支那事
変戦捷日誌」が収録されている24。日記が「国民教育装置」であるという
点は25、日記帳の外装からもはっきりと読み取れる。もっとも、植民地の
被支配民にとってこのような装置がどれほど効果を持つものであったかは
疑問である。
　周氏が日記帳の外装、印刷された内容をどのように考えていたのかは分
からない。渡日を前に日本に関する情報が充実している「当用百科大鑑」
が付いていながらも、比較的持ち運びやすいという理由で、博文館の『当
用日記』を購入した可能性もある。彼が市販の日記帳の外装に反応を示し
た唯一の痕跡は「日記賞」への応募だけである。博文館は「日記の普及と
奨励」のため、購買者に問題を出し、正解者のなかから抽選で5万名に、
懐中時計を含む総額5万円を贈呈していた。日記帳の裏側の「答案用紙」
が切り取られて残っていないところからすると、周氏も応募したものと思
われる。博文館の1933年版『当用日記』をみると、問題は以下のようであ
る。（写真2下段参照）

①　昭和8年（1933年－引用者）は明治元年以来何年か？

 
24 筆者が入手した忠清南道瑞山の L氏の日記のうち、1924年から1926年、1928年、1933年
から1935年、1937年から1940年の日記帳は博文館の大型版『当用日記』である。1933年版
を周氏の中型版と比べてみると、付録の内容はほぼ同じである。本章で言及した周氏の日
記帳以外の日記帳に関する内容は全て L氏の日記帳によった。

25 西川祐子、前掲書、6頁、291～292頁。
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②　昭和8年の紀元節は何曜日か？
③　昭和8年中の日曜日の数は？

　先の2問は日本国の近い起源と遠い起源を問う問題であり、「国民教育装
置」レベルでの質問である。最後の1問は、出版社が日記の主要購買者と
してサラリーマン（またはその家族）、学生など1週間単位で暮らす人々を想
定していたことを示す質問である。購買者がカレンダーを見て最初に何を
するかを理解したうえで出した問題である。ここには記念されたい国家の
欲望と、休みたい個人の欲望とが絶妙に配合されている。
　再度、周氏が日記帳を購入した場面に戻ることにする。価格は80銭。こ
の額は当時の非熟練労働者が1日に受け取る賃金（90銭前後）に匹敵するも
のであり、「20銭避暑法」が登場し「10銭均一店」が流行していた時代と
いう点を勘案すると、決して小さくない額である26。彼が以前にも日記を
書いていたかは不明であるが、ただならない覚悟が感じられる。「不況に
強い日記」「経済不況の年には日記帳が売れる」27という文句からも分かる
ように、当時は経済難から脱出するために日記帳を購入する者も多かった。
「危機脱出は自己規律から」とでも言えようか。1日1日、自分を振り返り
反省する自己規律の装置として日記ほどよいものはない。周氏は1月1日の
欄に新年の決意をこのように書き記している。

［0101］過去1年のあらゆる苦痛と煩悩とを一掃し、僕の宿願であった
養鶏事業を完成させるため、遂に渡航することを決心した。「東洋の
養鶏王国、愛知県を訪ねて」

 
26 정병욱「일제강점기의 화폐」국사편찬위원회 편『한국문화사 08，화폐와 경제 활동의 이

중주』두산동아，2006，p.175．
27 西川祐子、前掲書、92頁。1930年の不況の年に博文館は全日本人が使用する日記の85％に
あたる300万部の日記を売り上げた。
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　経済的に困窮していた周氏が選んだ渡航という道は、彼の周囲を見回し
てみると、さほど特別な選択ではなかった。1932年、咸安郡では穀価や農
産品価格が暴落し、農家消費品が高騰し、数年来の旱害により住宅や糧食
を手放して負債を返さねばならない状況であったため、労働市場を求めて
渡日する者が3,247名に及んだという28。これは1932年の咸安郡の総人口の
4％に相当する数である。朝鮮内の人口のうち渡航者数が全体の2％未満、
渡航者が多い慶尚道でも2、3％程度であったのに比べると、どれほど高い
数値であるかが分かる29。1933年も同様の理由により渡日の流れは続き、1

月から5月までに郡北面だけで676名が渡日している30。

3）ややこしい渡航手続き
　日本政府と朝鮮総督府は、内地における労働力の調整と治安維持という
観点から朝鮮人の内地への移動を管理し、統制していた。周氏が渡航した
1933年は、先行研究によれば「渡航証明書」の発給を通じて、渡航の規制
を強化していた時期であった31。1928年7月から各道では、渡航希望者に
内地も不況であることを説明し、渡航を阻止しようとしていた。それでも
渡航しようとする者は、「①就職口の確実なる者、②船車賃金其の他必要
なる旅費を除き尚10円以上の余裕ある者、③モルヒネ注射常習者にあらざ
る者、④ブローカー募集に応して渡航する者に非ざる事」に限り、管轄警
察署から釡山の水上警察署あてに「渡航証明書」の発給を依頼し、渡航証
明書を所持していない者は渡航できないようにしていた32。日記には渡航

 
28 「昨年離散者 3,200人－빗에 졸려 살지 못하고，咸安郡下農村慘狀」『東亞日報』1933.02.14，

5面．
29 外村大、前掲書、59頁。
30 「5個月 동안에 700名 離鄕，農村은 사람조차 잃는다，咸安郡北面의 現象」『東亞日報』

1933.06.09，2面．
31 外村大、前掲書、32～36頁／김광열，前掲書，pp.87～89．
32 南満州鉄道株式会社『朝鮮人労働者一般事情』南満州鉄道株式会社、1933年、38～39頁。
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の手続きがよく書き表されている。

［0130］僕は40円を学校に払い、渡航証明書をもらいに出かけた。しか
し、校長も孫先生33もいなかったので、無駄足になった。
［0131］もう一度学校に行ってみると、校長だけが来ていて、孫先生は
まだ来ていなかった。
［0202］お祖父さんに、学校からの督促がひどいから、仕方ないが家を
売り放さなければならないだろうと言い、（…中略…）金

キム

性
ソン

黙
ムク

代書所に
行って戸籍謄本の請求書1通を作成し、面事務所に行った。忙しくて無
理そうだったから、抄本にしてくれというのもはばかられた。（…中略
…）学校に行って証明書をもらい、駐在所に行くと明日来いと言われた。
［0203］駐在所に行くと、戸籍謄本と学校証明書をもう1通もらって来
いと言われた。面事務所に行って戸籍謄本をもらおうとしたが、忙し
いから明日来いと言われた。学校に行って証明書をもう1通もらい、
駐在所に行って縁故について話したら、部長から怒られた。なので、
もう一度面事務所に行って事情を話し、ようやく自分で書くことになっ
た。それから、李

リ

■
■

用
ヨン

と周
チュ

貞
ジョン

佰
ベク

も行くと言ってやってきた。3人で一
緒に駐在所に行ったので快諾してくれた。そう、渡航証明書1通を作っ
てもらうために、僕は出てきたのである。このときの僕の嬉しさと
いったら、言葉にできない。（…中略…）旅行券は発給されたものの、
旅費もなく、金もすべて使い果たしてしまった後になってのことだっ
たから、僕の気持ちは言葉にならないほど暗澹としていた。

 
33 「孫先生」とは孫

ソン

東
ドン

垠
グン

のことを指していると思われる。日記の「住所人名録」には職業教
員と記されている［426頁］。孫東垠は漆原の私立普興学校の卒業生であり、普興学校が
1914年に漆原公立普通学校になった際、教師として赴任し、以後約30年間勤務した。漆原
小学校の校庭には「孫東垠先生記念碑」が残っている。권영오，前掲論文，pp.262～263／
漆原初等学校100年史発行推進委員会，前掲書，pp.177～178．
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［0206］釡山に行って、水上署で証明をもらった後、連絡船に身を載せ
た。（強調は引用者。■は判読不可能な文字。以下同じ）

　警察はもとより、学校や面事務所などの公共機関全般が高圧的であった。
仕事の処理が引き延ばされているため、無駄足も多かった。周氏は面事務
所で戸籍謄本を、学校で証明書をそれぞれ発給してもらい、これらを駐在
所に提出し、巡査部長はこれを審査して渡航証明書を発給した34。周氏の

図3　1926年漆原公立普通学校卒業記念写真
漆原初等学校100年史発行推進委員会『漆原初等学校100年史－1906～2006』漆
原初等学校総同窓会，2008，p.20．
周氏が卒業した年の記念写真である。周氏は渡航のため、学校で証明書を発給
してもらい、それを駐在所に提出した。

 
34 日記には別個の証明書が発給されたように記されているが、普通「渡航証明書」とは、戸
籍謄本の余白に定められた形式で朱書きしたものをいう。
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場合、駐在所が学校の証明書を要求していたという点は注目すべきである。
内地に行こうとする場合、警察署や地方の駐在所で渡航証明書を発給して
もらわなければならないという点はどこも同じであったが、場所によって
「標準」は異なっていたようである35。在学生や卒業生に学校の証明書を要
求するところがある一方で、証明書の発給を必要としないとするところも
あったと考えられる36。周氏の場合、漆原面駐在所独自の規定であるのか、
それとも彼の事情であるのかは、はっきりとしない。地域独自の手続きで
あるとすれば、「日本語を解する者」「身元が確実な者」を選ぶための処置
であったといえる37。しかし、学校で証明書を発給してもらうのに40円も
払ったというのは腑に落ちない38。証明書の発給に必要な金であったのか、

 
35 「日本に渡ろうとすれば、渡航証明を警察署や地方の駐在所でもらわなければならないわ
けであるが、それも警察署によって標準が異なっており、小生が見た村ではかつての科挙
及第と同じくらい困難であった。しかし南原警察署では、特に問題のない者にはたいてい
証明書を出してやっているが、その理由につき、日本に行けば大概が1か月に5円から10円
を故郷に送金するため、家のなかに座って乞食のような暮らしをするよりは、マシではな
いかというのが警察署の話である。」「苦海巡禮 旱災地踏査（15） 春香故鄕南原」『東亞日報』
1929.05.03，2面．

36 済州島出身の金好珍（1920年生）は、1941年「学校に行って身分証明書を受け取り」内地
行きの船に乗ったという。彼は済州島で小学校を卒業し、農業学校3年を終えた。渡日後、
奈良県立農業学校に入学し、1942年末に卒業した。재일제주인의 생활사를 기록하는 모임，
前掲書，pp.258～260．「身分証明書」が渡航証明のためのものであったのか、内地の学校
に転校するためのものであったのかは、ハッキリしない。また、全羅南道海南のパク・ホ
ベ（1919年生）は1940年に渡日しているが、学校で証明書をもらったという話はない。彼
は尋常小学校6年を卒業している。김영한，박호배，윤병진（구술）『‘지방을 살다’ 지방

행정，1930년대에서 1950년대까지』국사편찬위원회，2006，p.239．
37 1925年10月に施行された渡日制限規程では、「日本語を解さぬ者」は渡航を許可しないと
規定していた。それまでの法令を網羅し、補完したといわれる1936年5月の『例規通牒』
では、渡航紹介状は「身分の確実なることを認定せられたる者」に発給するとされている。
김광열，前掲書，86，p.102．

38 参考までに、渡航規制が比較的緩やかであった済州島の場合、済州共済会の会員であり、
かつ会費1円を納めた者であれば、渡航許可を受け取ることができたという。外村大、前
掲書、35頁。高等普通学校を卒業した晋判鈺（1903年）は、1923年の内地渡航時に身分証
明手数料20銭、民籍謄本手数料10銭を払ったと記している。박경하，前掲論文，p.166．
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それとも学校と周氏との間に何か債権債務関係があったのかははっきりと
しない。後者であるとすれば、学校側が証明書を発給する前に、周氏に債
務の解決を要求していたものと考えられる。ともあれ、渡航証明に40円と
いうのはやり過ぎであるが、あれこれ金がかかった39。
　当時、渡航証明は作ってもらうのが大変であると一般にいわれていたが、
これは渡航証明を発給するための決定的な権限を駐在所の巡査部長が握っ
ており、巡査部長は恣意的にその権限を行使していたためである。先の引
用文［0203］には、縁故のせいで巡査部長に叱られたという記述が出てく
るが、これを見ると、面事務所では駐在所に戸籍謄本だけを送るのではな
く、縁故の有無など渡航希望者の情報を駐在所に提供していたものと思わ
れる。巡査部長はこのような情報をもとに、渡航を許可あるいは阻止して
いたのである。駐在所の主任は大部分が日本人であったが、彼は渡航証明
書の発給について大きな権限を持っていたため、彼との関係によって問題
が解決されることもあった40。1933年の「住所地阻止者」、すなわち警察
署や駐在所で渡航証明書を発給してもらえなかった者は18万8,600名にのぼっ
たが、これは同年の渡航者数19万8,637名に肉薄する数であった41。周氏は
最も難しい関門を突破したというわけである。
　渡航証明さえ受け取れば、あとの手続きは簡単であり、適当に済まされ
ていたことも日記からは読み取れる。周氏は「船車賃金其の他必要なる旅
費を除き尚10円以上の余裕ある者」ではなかった。彼が釡山を発った日の
残高は3円59銭であり、大阪に到着した日の残高はわずか59銭であった（付
表参照）。釡山の水上警察署でも残高は検査しなかったものと思われる。

 
39 「僕は家を売って渡航証明をもらった後、すぐに渡航してしまおうと思っていた。しかし、
今日は陰暦12月の末日。金銭取引をしようとする人など、どうしてあろうか。」［0125］

40 김영한，박호배，윤병진（구술），前掲書，pp.137～138，pp.238～239．
41 김광열，前掲書，p.119．
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1933年の出発港阻止者は4,317名であったが、周氏は渡航を阻止されるこ
となく内地に渡った。先行研究でも、この時期の渡日制限基準は、全渡航
者に対し厳格に適用されるものではなかったことが指摘されている42。

3．大阪滞在と在日朝鮮人社会

1）職探しの失敗とその原因
　周氏は、1933年2月6日釡山を発ち、下関を経て7日、大阪に到着した。そ
の後、5月7日に再び釡山に戻ってくるまでの3か月間の日記の主要内容は、
職探しの失敗談であるといえる。渡日した者が職を得るルートとしては、
「友人」や「知人」の紹介というのが最も多かった43。1932年の大阪市の
調査によれば、朝鮮人世帯主のうち有職者は10,534名であり、彼らの就職
経路は「個人紹介」が51.5％で最も多く、以下「自己志願」が26.1％、「自
発営業」が13.6％、「職業紹介所」が8.6％の順になっている44。周氏もま
ず「個人紹介」を通じて就職戦線に出向いた。彼に職を斡旋してくれそう
な「個人」とは、彼に先立ち大阪にやってきた同郷の人々である。
　2月7日、大阪に到着した周氏はひとまず義弟の家に泊まっていたが、す
ぐに舞沂里出身者を探し回り、結局2月11日、舞沂里の親族である周

チュ

判
パ

会
ネ
45

の家に下宿することを決め、職探しをすることにした。工場の職工であっ
た親戚のすすめに心惹かれ、義弟の助けを受けて鍍金工場を営む「自発営

 
42 外村大、前掲書、33～34頁。1926年、下関に下り立った朝鮮人について調査した資料によ
れば、日本語を解さない者が39％、所持金10銭未満の者が88％、勤務先が確実でない者が
37％であった。

43 外村大、前掲書、113～114頁／김광열，前掲書，pp.176～186．
44 大阪府学務部社会課『在阪朝鮮人の生活状態』大阪府学務部社会課、1934年、54～55頁。
45 周判会は日記の主人公の父親と同じ行列の親戚であり、彼の3男は大韓民国空軍参謀総長、
国防部長官、内務部長官を務めた周永福である。周昌郁氏の証言（2013.02.01）
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業」も企てたこともあったが、結局は考えだけで終わった46。2月末、風
邪にかかると、滞在を続けるか、朝鮮に戻るかで悩むようになり、3月半
ばになると、戻ることを決心するが、戻る金を用意するためにも働かなけ
ればならない状況であった。4月10日、工場への就職を斡旋するという、
義弟の妻の叔父である李

イ

英
ヨン

培
ベ

の言葉を信じ、彼の家に居所を移した。しか
し、そこでも職を得ることはできず、結局、妻の実家の助けを得て5月7日、
朝鮮に戻った。大阪滞在中に彼が会っていた人々や周辺の人々は、主に舞
沂里出身の同姓者、妻の実家関係の人々、姜

カン

氏であった。姜氏は代々舞沂
里に住む一族の1つであり、周氏が大阪で会った姜氏も舞沂里出身である
可能性が高い。地縁や血縁による就職に失敗すると、彼は職業紹介所に行っ
たり、「自己志願」してみたりした。以下は、彼の日記のなかから、職探
しに関係する主要な内容を抜き出したものである。

［0213］日雇いがなく、とても苦しい。工場に就職もできない。
［0306］病気にかかったが、また家に帰るのも嫌だ。だから、どこか就
職でもしようかと、いろいろ頑張っているところである。
［0311］とにかく就職はとても難しい。たとえ就職したとしても初心者
なのだから、半値になるかどうかの金であろうし、これをもらって何
ができようかと考えると気が重くなる。が、このまま出ていくのも人
聞きが悪い。いっそのこと、日本の農村に行って雇いの仕事でもしよ
うか。さもなければ、農繁期まで土方仕事をして、帰る金ができたら
やめて出ていくか。いくら考えても妙案が思い浮かばない。

 
46 「僕は家に戻ることを当分猶予することにした。その理由は、周永泰が言うに、資金さえ
あるなら、鍍金工場を設立すると俄然有利だからだ。だから、僕は今里の義弟に相談して
みようと決心した。」［0228］鍍金業（工）は戦前大阪で朝鮮人の代表的な職業のうちの1
つであった。重労働、低賃金、非熟練という在日朝鮮人の労働形態を示す典型的な職種で
ある。재일제주인의 생활사를 기록하는 모임，前掲書，pp.311～312．
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［0313］いくら考えても働かなければならないようだ。最後に働くこと
を決意した。2か月間働いて戻ることに決めた。
［0315］鐘紡の工事場を訪ねていった。すぐには分からず、あちこち聞
いてまわり、ようやく探し当てた。行ってみると、野原にバラックが
建てられていたが、見るのもおぞましかった。入ってみると兄貴はお
らず、人夫が2、3人いたので、聞いてみると遊びに出かけたという。
部屋を覗いてみると四方に穴が大きく開けられていたが、そのやるせ
なさといったら言葉にできなかった。僕はここに働きに来たのである。
［0406］（義弟の妻の叔父である李英培が）あれこれ話をした後で、工場に
入れてやるから心配するなと自信満々に語った。（…中略…）なので、
明日からここで寝泊まりをすると言うと、そうしろと言った。
［0412］遊びに出かけた。東田町の日鮮正和会会館に行った。何もかも
がバカらしくも思えるが、朝鮮人団体だから余計にそうなのだろう。
［0414］大今里に行った。昼を食べてから、封筒を作るところを訪ねて
みたが、経験がないと言って断られた。家で封筒を作っているのであ
る。
［0417］姜氏から明日1日市役所の仕事を代わりにやってくれと言われ
たので、返事はしておいたが、考えてみると本当に感慨無量だ。
［0418］5時半頃に目が覚めた。（…中略…）予定通り、仕事をしに出か
けた。長足袋にゴムの長靴を履いて、ボロボロになったレインコート
を1枚ひっかけて、弁当を持って出かけてみたが、本当にこっけいで
お粗末でもあった。それに何よりも心がとてもヒリヒリとして痛かっ
た。これは僕にとって生涯忘れられない記念行事となった。しかし、
仕方なく姜氏にくっついて職業紹介所に出向いた。不幸か幸か、僕の
間違いで仕事にも出られず、ただ無駄足となった。そのまま戻ってき
て横になりながら、僕はどうしてこうなのかを考えた。僕にこのよう
な仕事をさせるのは誰の仕業なのか。もちろん、僕の罪でもあるが、
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これ以外にも理由があるだろう。

　3月15日、鐘淵紡織工事場付近にある労働者の飯場に行ったのは、同郷
の親戚がそこで働いているためではあったものの、一種の「自己志願」す
るかたちの職探しであったといえる。4月12日に訪ねて行った日鮮正和会は、
1932年9月に設立された会員123名の朝鮮人団体である。大阪府警察部の分
類にしたがえば、「融和親睦」系統に属する団体である47。このような「融
和」を標榜する団体は、労働者を中間搾取する労働ブローカーが主導して
いる場合が多く、1934年からは集中的な取り締まりの対象になった48。周
氏は「遊びに出かけた」と記しているが、職を得たいという思いもあった
かもしれない。4月14日は家で封筒を作るところに立ち寄ったが、経験が
ないという理由で断られている。封筒を貼るのにどれほどの技術が必要な
のかと思われるかもしれないが、このような家内副業は朝鮮人の妻や子供
の重要な稼ぎ口であり、周氏が入り込む余地はなかったのであろう。1932

年の大阪市の調査では、配偶者に職業がある朝鮮人世帯主は12.2％に過ぎ
ないとされていたが、この数は「職業」とみなせる労働に従事する場合の
みを指すものであろう。当時、在日朝鮮人女性や児童は、生活を維持する
ため「職業」には該当しない、さまざまな雑役や労働に従事しなければな
らなかった49。
　4月18日、周氏が「職業紹介所」に行ったのは、前後の事情からみて失
業救済土木事業に偽装就労するためであったと思われる。内地では1920年
代半ばから、不況対策として大都市で失業救済土木事業を行っていたが、

 
47 大阪府『朝鮮人ニ関スル統計表』1933年、119頁。
48 「內務省과 연락하야 融和標榜團體」『朝鮮日報』1934.02.09。以下、本稿で引用した『朝
鮮日報』は外村大，金仁徳編『解放前在日韓人関係記事集成Ⅱ－朝鮮日報編』（景仁文化社，
2008）を参照した。

49 外村大、前掲書、117～118頁。
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就労を希望する者は該当地域の職業紹介所に失業登録をしなければならな
かった。しかし、朝鮮人の就労希望者が多くなり、1929年からは「労働手
帳制度」が導入されることになる。これにより、実施地域に最低3か月以
上居住しており、かつ生活困窮者と認定された者に対して、写真を添付し
た「労働手帳」を交付し、これを持参した者に限って登録を許可すること
になった。そのため、1920年代後半、一時は内地の失業登録者のうち50％
を超える割合を占めていた朝鮮人失業登録者は、1930年代に入り20％代に
減少した。しかし、大阪の場合、1926年、1929年から1934年まで、朝鮮人
失業登録者数が50％を下回ることはなかった50。この50％のうちの1人で
ある姜氏は、日雇いがない周氏を不憫に思い、自分の代わりに1日仕事に
出るよう斡旋したが、「職業紹介所」の段階でブレーキがかかった。
　周氏はなぜ職を得ることができなかったのであろうか。その理由を考え
るに先立ち、周氏と同様の事例は珍しくなかったという点を念頭に置いて
おく必要がある。彼の渡日前後、新聞では在日朝鮮人の失業問題がしばし
ば報道されていた51。1933年12月末現在、大阪府の朝鮮人14万277名のうち、
失業者は1万7,534名で12.5％を占めており、この地域の失業登録者の
52.1％にあたる1万5,613名が朝鮮人であった52。このような状況であった
ため、渡日したものの職を得られず朝鮮に戻った者が増えたという記事も
見られる53。慶尚南道警察部が、1927年9月の1か月間に釡山港を通じて朝

 
50 김광열，前掲書，pp.196～199．
51 代表的な記事のみ提示すれば以下の通り。「17萬渡航者中에 3萬餘人이 失業者」『朝鮮日
報』1929.01.26／「大阪에서 失業한 2000餘同胞歸還」同，1930.01.22／「社說－在日勞動

者의 失業問題」同，1930.04.19／「눈물의 玄海灘－버리갓든 勞動者중 歸還者만 激增」同，
1931.02.23／「雜役萬4000人中 룸펜 6000名」同，1932.01.04／「失業群救濟가 重大問題다」
同，1934.02.08．

52 大阪府、前掲書、28頁／김광열，前掲書，p.197．
53 注52で提示した記事のほかに以下のものがある。「日本 간 勞動者 귀래자가 다수，긴축정

책의 여파인 듯」『朝鮮日報』1929.12.19／「失業地獄脫出코저 歸國同胞益激增 大阪港頭

의 白衣群」同，1930.05.20
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鮮に戻ってきた慶尚南道居住者について調査した資料では、日本での失業
回数、失業連日数、帰朝者数のすべてが、渡航から6か月未満であるケー
スが多く見られる。これはすでに「新参者の就職難」という現象が表れて
いたことを示すものである。とりわけ、警察が調査を行った帰朝者1,534

名のうち89名（5.8％）は「窮逼困難」体験者であり、「内地市場の労働過
剰と就職至難」とを証明する事例として紹介されていた。このうち、大阪
に滞在した20歳の文

ムン

氏は「親戚ノ呼寄ニ依リ渡航シタルモ適当ノ職業ナク
金銭欠乏シ親族ヨリ旅費20円ヲ借リ受ケ」朝鮮に戻ったという。このよう
に86名のうち68名は本籍地からの送金や他人の援助によって朝鮮に戻って
いる54。周氏と同様の事例であるといえる。
　このような状況を念頭に置いて、周氏個人が職探しに失敗した原因を考
えてみると、まず縁故の頼りなさということを挙げることができる。渡航
者の就職の大部分は、知人や親戚など縁故者の斡旋によって行われている。
たとえ所持金が少なくとも、縁故さえ確実であればすぐに就職して生計を
整えることが可能であった。周氏があてにした最初の縁故は妻の実家で
あった。おそらく、舞沂里の駐在所で書いた縁故も義弟であったであろう。
また、大阪に到着して最初に身を寄せたのも義弟の家であった。しかし、
義弟は彼の渡日を快く思っていなかったものと思われる。渡日前の日記に
はこのように記されている。「日本の義弟から手紙が来たという。しかし、
僕の渡航についてはさほどいい知らせはなかったという。」［0121］大阪で
周氏が義弟に金を無心して拒否されると「けしからん奴だ。あいつがいな
ければ、俺がここに来ているはずがあるか。あいつを信じて来たというの
に、このざまなのだから、他人だったらまったくどうなるんだ。」と記し
ている［0301］。工場に就職させてやると言っていた李英培も、義弟の妻の

 
54 慶尚南道警察部『内地出稼鮮人労働者状態調査』1928年、573～580頁。ページ数は朴慶植
編『在日朝鮮人関係資料集成 第1巻』（三一書房、1975年）によった。
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叔父と同じ縁故に属する。
　次の縁故は、舞沂里出身者であり、主に周氏の親戚である。このうち、
彼が2月11日から4月9日まで身を寄せていた家の主人である周判会（彼は
「お

ア ジ ョ シ

じさん」と呼んでいた）、彼が頻繁に訪ねていた周
チュ

龍
ヨン

洙
ス
（「兄貴」と呼んでいた）

は、日記帳の「住所人名録」のなかで職業「飲食業」と記されている［428

頁］。日記を見ると、周氏のほかにも労働者が寝泊まりをしていたことが
分かる。当時、大阪で朝鮮人労働者を相手にした下宿には、朝鮮人が営む
飯場や人夫部屋が多かったが、ここでは新規の渡日者に寝食を提供すると
ともに職を斡旋し手数料を得ていた55。周氏の「おじさん」と「兄貴」は、
日記の内容からすると、労働下宿の主人であったものと思われる。そうで
あるとすれば、周氏も簡単に職を得られたのではないであろうか。ある日、
「夕飯を食べ終わると、おじさんからこうしていないで出ていくことを勧
められた。しかし、戻る金もない僕としてはどうすることができようか。
労働でもしてみますと言ったが、だめだ出なさいと言われた。」［0315］「出
なさい」というのは、朝鮮に戻れという意味である。周判会が見るに、周
氏は労働をするような人には思えなかったのである。
　さて、職探しに失敗した理由を周氏個人から探し出してみることにする。
まず、計画が漠然としていたことが挙げられる。彼が元旦に明らかにした
渡航の目的は「養鶏事業の完成」であり、このために「養鶏王国、愛知県」
を訪ねるというものであった。「家庭ノート」には「1928年4月1日、初め
て養鶏をした」と記されており［417頁］、「住所人名録」にも2か所の養鶏
農場の住所が書き記されている［428頁］。これを見ると、養鶏をする意思
があったことは確かである。しかし、日記に養鶏の話が出るのは4月の半ば、
1回だけである。朝鮮に戻る費用を稼いで朝鮮に戻るために職を探そうと
したもののうまくいかないことが分かると、ようやく「中山式養鶏法全国

 
55 김광열，前掲書，pp.166～168／外村大、前掲書、106頁。
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普及本部に行って研修でも受けてみようか」と記している［0413］56。もっ
とも、汽車賃がなかったためか、行けずじまいであった。
　次に、上層意識と労働賎視とを指摘することができる。まず、工場のよ
うな職場を得ようとしたが思い通りにはいかず、飽き足りることもなかっ
たものと思われる［0311］。結局、肉体労働をするほかなく、実際にしにも
行った。就労事業に出た後は、自分の姿を「本当にこっけいでお粗末でも
あった。それに何よりも心がとてもヒリヒリとして痛かった。」「僕にとっ
て生涯忘れられない記念行事」であったと書き記した。これは、自分はも
ともとこんな仕事をするような人間ではない、肉体労働のような仕事には
ふさわしくない人間であるという自己規定を前提とした記述である。上層
意識は、今とは異なり裕福であった過去の遺産からくるものであると思わ
れる57。また、肉体労働に対する心理的な抵抗感は、妻の実家という心強
い後ろ盾からきたものであろう。

2）大阪の朝鮮人社会と文化
　周氏は職探しに失敗したが、日記からは1933年の大阪の朝鮮人社会を垣
間見ることができる。彼が内地に滞在しながら、ともに暮らし出会った
人々は日本人ではなく朝鮮人であった。彼が接したのは日本人社会ではな
く朝鮮人社会であった。大阪は、訪ねようとする人の住所が正確に分から
なくても、行き交う朝鮮婦人に聞けば訪ねることのできる場所であった

 
56 中山式養鶏法全国普及本部は名古屋市外にあった。当時『東亜日報』には養鶏法に関する
記事が数多く掲載されていたが、これらのなかには中山式養鶏法を紹介した記事もあった。
「1月의 養鷄」『東亞日報』1932.01.20，6面／「實利養鷄（27） 育雛의 方法」『東亞日報』
1932.05.13，6面．

57 日記には裕福だった過去と慣れない労働に対する感想が時折見られる。「黄金の苦痛をは
じめて味わう僕には、この世はひたすら黄金の支配下に置かれているように感じられた。」
［0121］「朝を食べて水を背負うと、本当に変な気分になる。僕がこんなことをしたのは
生れて初めてだ。」［0324］
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［0211］。1932年現在、大阪府に在住する朝鮮人世帯主1万1,835名につき、
原籍地別に分類すると、済

チェ

州
ジュ

島を含む全羅南道が6,487名（54.8％）で最も多
く、以下、慶尚南道の2,780名（23.5％）、慶尚北道の1,557名（13.2％）の順で
あった。ここに全羅北道の126名（1.1％）を合わせると、朝鮮南部地方出身
者が全体の92.6％を占めることになる58。内地全体の分布も同様であった。
1940年頃について見ると、慶尚南道の37.1％を筆頭に、朝鮮南部地方出身
者が全体の87.4％を占めていた。1934年頃の済州島では5名中1名が、1940

年頃の慶尚南道では6名中1名が内地に渡航していた。このように朝鮮南部
地方出身者の渡航や移住が多かったのは、地理的な要件とともに、流出要
件、すなわち「農村過剰人口」が深刻であったためである59。
　1933年、大阪港を通じた朝鮮人移動状況を見ると、旧正月がある1月を
除けば、2月から5月にかけては「渡来」が多く、6月から8月にかけては「帰
鮮」が増え、9月以降は再び「渡来」が増えるという状況であった60。す
なわち、農繁期は朝鮮で働き、農閑期は大阪に出稼ぎに行くという季節労
働者の流れを見てとることができるのである。これは大阪と済州島との間
で直航便が開設されたことにともなう、主に済州島民の移動を反映したも
のと考えられる。当時の済州島民の季節労働者化現象を指摘する研究もあ
る61。周氏も失敗したとはいえ、2月初めから5月初めの農閑期に季節労働
者として大阪に渡ったものと思われる。朝鮮南部の農村と内地西部の都市
とが、生活圏や経済圏として極めて緊密に結びついていたことを示す事例
である。
　朝鮮人の間でも出身地別に集住する傾向があった。大阪の場合、全羅道
出身者が少ない地域には慶尚道出身者が多数住んでいた。出身マウル別に

 
58 大阪府学務部社会課、前掲書、13頁。
59 外村大、前掲書、53頁、57頁。
60 大阪府、前掲書、3頁。
61 外村大、前掲書、35頁。
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労働下宿が作られる場合もあった62。周氏の日記を見ると、大阪に同郷の
出身者が多数来住していたことが分かる。彼が出会い、世話になっていた
人々の大部分は、慶尚南道咸安郡舞沂里の出身者か、同郡にある妻の実家
の人々であった。周氏が行き来していた大阪は故郷のネットワークの延長
線上にあったといえる。
　外村大は「在日朝鮮人社会」を「日本列島に居住する朝鮮人によって形
成され、民族的な独自の社会的結合や文化が維持されているとともに、そ
のもとで様々な活動が行われている社会」と定義している。在日朝鮮人社
会は1920年代初めから形成されはじめたが、そのきっかけとなったのは地
縁や血縁を信じて渡日する「連鎖型移民」が一般化したことであった。渡
日後も朝鮮人どうしの結びつきは生活をするうえで強みとなった63。周氏
がほぼ無一文で渡航し、稼ぎがないにもかかわらず、3か月もの間、飢え
死にもせず滞在することができたのも、ある意味で無謀とも思われる渡日
を敢行したのも、在日朝鮮人社会が存在したためであった64。
　在日朝鮮人社会の出発点は、点在する労働下宿である。1920年代半ばに
は都市に朝鮮人が集まって暮らす「朝鮮人部落」が現れるようになり、こ
れにともない朝鮮人を相手とする商売やサービス業が盛んになった。この
ような朝鮮人社会の基本骨格は、周氏の日記にもよく表れている。彼が大
阪で身を寄せていた2か所は、どちらも飯場や人夫部屋のような労働下宿
であった。先に見た、周判会の家（2月11日から4月9日）以外に、帰国直前ま
で身を寄せていた義弟の妻の叔父である李英培の家（4月10日から5月4日）も、
労働下宿であった65。「住所人名録」を見ると、前者は大阪市北区佐藤町

 
62 大阪府学務部社会課、前掲書、13頁／外村大、前掲書、106頁。
63 外村大、前掲書、102～105頁。
64 「店のおやじは見かけるのも申し訳ない。すでに2か月間も喰わしてもらっているのに、ど
うしてすまないわけがなかろうか。そうかと言って、僕の資金事情もどうすることもでき
ない。」［0323］

65 「何とはなしに出城通にやって来た。みな仕事をしに出ていて、誰もいなかった。」［0411］
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28番地、後者は西成区出城通7丁目13番地となっているが、どちらとも朝
鮮人密集地域であった。大阪に到着した直後、一時身を寄せていた義弟の
家（または部屋）があった東成区大今里町343番地も、その近くに朝鮮人密
集地域があった66。1933年末に大阪府警察部が調査した「在住朝鮮人部落
密集地方調」には、これらの住所に関する情報が掲載されている。
　次に見る表からは、工場に就職させてやるという李英培を信じ、周氏が
居所を北区佐藤町から西成区出城通に移したのも、根拠がないわけではな
いことが分かる。西成区は東成区ほどではないものの、北区と比べれば職
工が多かった。西成区や東成区のような朝鮮人密集地域では、朝鮮人が経
営する工場、朝鮮人を相手とする商店やサービス業が集中していた67。代
表的な例としては漢方薬局を挙げることができる。周氏が西成区の李英培
の家に寝泊まりしながら、頻繁に遊びに行き、仕事も手伝っていたところ
が「済化堂薬局」であった。「遊びに行って、丸薬を一緒に練ってやり、
遊んでから帰ってきて」［0413、0423］という記述からすると、朝鮮人が経
営する漢方薬局であったようである。1930年代『朝鮮日報』に掲載された
在日朝鮮人の名刺広告を業種別に整理してみると、「漢方薬局」が「飲食店」
に比肩するほど多かったことが分かる68。北区の繁華街である天六〔天神橋

 
66 東成区は大阪の有名なゴム工業地帯であるが、その発展基盤には低廉な朝鮮人労働者があっ
た。杉原達、前掲書、137～179頁参照。

67 外村大、前掲書、149～150頁。
68 同上、134～135頁。外村大は以下のように説明している。「これは朝鮮文化に馴染みのな
い者にとっては意外であろうが、朝鮮民族の生活のあり方から言って特に不思議のない事
実である。朝鮮民族は、健康を失った時ばかりではなく、日常的に健康を維持するための
「補薬」（もっとも代表的なものとしては朝鮮人参）を用いる習慣を持っているからである。
これとともに、漢方薬局が多数であったのは、在日朝鮮人の中には当時、西洋医学よりも
東洋医学を信頼する者や、言語の関係から日本人の医者にかかれない者がいたという事情
も関係している。そもそもこれらの漢方薬局は治療も兼ねて営業するものがあり、在日朝
鮮人にとって一般の医院の代わりも果たしていた。つまり、朝鮮人経営の漢方薬局は朝鮮
人の特殊な需要に対応していたのである。」（137）
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筋六丁目〕にも朝鮮人を相手とした飲み屋や商店があった69。
　周氏はこのような在日朝鮮人社会に身を寄せながら3か月を過ごすこと
ができたのである。2月の半ばから3月の初めにかけて、頭痛と風邪で苦し
んでいたときも必要な薬や費用を周囲の知人からもらっていた［0217、0226、

0301］。金に困るたびに知人に助けを求め、結局は朝鮮に戻る費用も義父
の保証のもと妻の実家の縁故者に捻出してもらった［0421］。もっとも、反
対給付として周囲の朝鮮人を手助けすることもあった。下宿で薪を割って
やったり、水を背負って運んでやったり［0309、0313、0324］、漢方薬局の仕
事を手伝ったりしていた。親戚から出生申告を頼まれ、引っ越しを先延ば

表1　周氏の下宿および朝鮮人密集地域（単位：戸、人）

密集地域 戸数
自由業 各種職工 自由

労働者 無職 合計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計

大阪市北区佐
藤町28

30 12 11 － － 137 117 17 15 ＊167 143 ＊310

同西成区出城
通7～9丁目

128 91 112 122 45 25 8 91 74 ＊362 ＊248 ＊610

同東成区大今
里町361～581

232 39 25 299 94 174 93 36 22 548 234 782

出典：大阪府『朝鮮人ニ関スル統計表』1933年、16～17頁、24頁。
備考：数値の合計が一致していないが、原資料の通りに記載した。
　　　＊は数値が一致していないことを示す。

 
69 「姜ソ■の部屋で遊んでから昼を食べ、とりあえず手持ちぶざただったから、姜畢星と2人
が散歩（…中略…）東淀川沿い（…中略…）をぶらぶらと歩き、天六に到着した。ここは
大阪でも屈指の繁華街だ。朝鮮人の商店もあるし、飲み屋もある。朝鮮人の飲み屋ではお
のおの客引きをしようと顔に石灰を塗った女たちが、美しく美しく身なりを整えて「こち
らにいらっしゃい」と手招きをしている。僕はああいうのがどうして朝鮮人をよく知って
いるのかということに驚いた。しかし、憎らしい気持ちでちらちらと眺めながら、あちこ
ち回って家に帰って来た。」［0211］
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しにし、代書所と区役所に同行したこともあった［0407］。親戚は日本語が
あまりよく分からなかったようである。当時、在日朝鮮人の20％から30％
は日本語が理解できなかったという70。また、日本語はもとより、ハング
ルすら書けない者もしばしば見られた。周氏は労働者や下宿のおばさん、
知人の手紙を代書することもあった［0217、0304、0313、0405、0406など］。
　在日朝鮮人社会には独自の民族文化が維持されていたという。外村大は、
朝鮮相撲やユンノリ、朝鮮語の本や雑誌、流行歌、演劇、映画を例として
挙げながら、経済的には余裕がないものの朝鮮文化に由来する趣味や娯楽、
芸術を楽しんでいたことを指摘している71。ところが、周氏の日記に描か
れた大阪の朝鮮人社会の文化は、民族性よりも階級性や近代性の側面が強
かった。
　周氏は「高等遊民」であるため、暇つぶしに本を読むことがしばしばあっ
たが、『開闢』以外にどのような本を読んでいたかのかは分からない。「『開
闢』誌で兪

ユ

吉
キルジュン

濬の事蹟を見て、僕は言葉にならないその何かに泣かされ、
限りない慷慨を感じた。当時のやるせなさがどうして言葉にできようか。」
［0305］72労働下宿や飯場にハングル雑誌があったという証拠ではあるが、
これ以上の事例を確認することはできない。また、彼が寝泊まりをしてい
た下宿には新聞がなかったようである。咸安では新聞を読んだり、新聞が
読めずにイライラしたりする姿が見えるが［0123、0519など］、内地で書か
れた日記には新聞が出てこない。周氏は新聞配達を頼んだことがあったが、
新聞配達をしてもらったことはなく、その頼んだ新聞というのもいわゆる

 
70 外村大、前掲書、172頁。
71 同上、179～181頁。
72 周知のように、雑誌『開闢』は1926年8月、強制廃刊させられ、1934年から1935年まで一
時復刊した。したがって、周氏が内地の労働下宿で目にした雑誌は、最新号ではない。お
そらく『開闢』第21号（1922.03）に掲載された「10大偉人紹介의 其八，民衆의 親友＝兪

吉濬先生」であると思われる。
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「民族紙」ではなく『朝日新聞』であった73。
　周氏は2月から3月の2か月間に、知人とともに活動写真館を4回訪ねてい
る。そのうち内容が分かるものについて見てみると、西洋の発声映画〔トー
キー〕［0216］、ダンスと日本舞踊とが加味された古代劇［0312］、日本映画「白
百合の花」が含まれたプログラムであった［0322］。周氏は初めて目にする
発声映画の技術に驚いた74。同行し観覧費を出した知人が、内地に来て間
もない周氏に気を遣って日本や西洋のものを中心に鑑賞した可能性もある
が、たまたま朝鮮関連の公演がなかった可能性もある。ともあれ、映画鑑
賞が労働者世界の娯楽として受け入れられていたことが分かる。当時、映
画館の入場料は20銭から50銭であったが75、3月22日の場合、入場料は10

銭であった。入場料が安いところを探して、知人が入場料を出してやると
言っても、彼としては負担になったであろう。
　一人または知人と一緒に見物や散歩をしながら過ごすことも多かった。
もちろん朝鮮人の商店を覗くこともあったが、主に天王寺公園、川べり、
夜店などを歩いていた［0221、0228、0314］。彼は朝鮮に戻るとき、内地と比
べて朝鮮は「寂れている」と述べていた［0507、0508］。もの静かでうら寂
しい故国と比べて、内地は華やかであった。
　周氏は、内地と比べて朝鮮は「寂れている」と記しているが、日記帳か
ら聞こえる音は内地の方が静かである。朝鮮で書いた日記には、さまざま
な楽器や音楽が登場する。何人かが大正琴76とハーモニカを演奏していた
り［0510、0512、0513、0514、0602］、唱歌を習って歌ったりしている［0122、

 
73 「朝日新聞支局に行って1部を今日の夕刊から配達してくれと頼んできたが、夕刊は来な
かった。」［0318］

74 韓国で初めて発声映画が輸入され上映された場所は、1930年代の京城であった。이화진 

『조선 영화－소리의 도입에서 친일 영화까지』책세상，2005，pp.19～25．
75 森永卓郎『物価の文化史事典』展望社、2008年、341頁。
76 『広辞苑』によれば、2本の金属弦と簡単な鍵盤とを備えた弦楽器であり、大正初め、森田
伍郎が発明した。
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0126］。これと比べると、内地では楽器や歌が登場しないため、もの静か
である。通りすがりに耳にした乞食が弾くバイオリンの音が唯一である77。
もちろん、周氏のわずかな滞在経験を一般化することはできない。周氏や
彼の周囲の下層労働者の劣悪な状況は何かを物語っているかもしれないし、
たまたま朝鮮からきた公演団に出くわせなかったり、名節や行事がなかっ
たりしたためであるかもしれない78。しかし、朝鮮では事あるごとに自分
の気持ちを込めて楽器を演奏し、歌を歌っていたのと比べると79、周氏も
また在日朝鮮人社会で日常的に肩身の狭い思いをしていたことが感じられ
る。深読みしすぎかもしれないが、これは音だけの話ではない。先に見た
ように、新聞支局に行って新聞配達を頼んだものの無視されたが、日記に
は何の文句も書いていない［0318］。いくら金がないとしても、朝鮮でもこ
のようにしたであろうか。周氏の経験に即してたとえるならば、朝鮮では
いくら植民地だといっても巡査部長の前に立たなければならないのはほん
のわずかである一方で、在日朝鮮人社会は事あるごとに巡査部長の前に立
たなければならない状況に置かれていたのではなかったであろうか。もち
ろん、新参者としての周氏の立場が強く反映した結果ではある。しかし、
在日朝鮮人の多くは周氏のような新参期を経験していたのである。
　時には大騒ぎもした。娯楽の場合、周氏は、佐藤町では主に花札を、出
城通では主に将棋を楽しんだ。花札にせよ、将棋にせよ、相手がいなけれ
ばならないものであるため、周氏だけの趣味ではなかった。労働下宿では
花札や賭け事がしばしば繰り広げられていたが、金も仕事もない周氏は見

 
77 「上山のおやじの家に行くと、とある青年がバイオリンを弾いていた。そこでしばらく見
物をしていたが、大してうまくもなかった。おそらくこれで同情を買おうとしていたのだ
ろう。」［0319］

78 外村大、前掲書、180頁。
79 周氏は咸安のとある時計屋の朴氏から唱歌を習った。最初は難しかったが、家に帰ってき
た後で練習してみると上手に歌えるようになり、次のように書いている。「こういうのは、
気分が楽しくないときほど、うまくできるものなのだ。」［0122］
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物するばかりであった。代表的な例を挙げれば以下の通りである。

［0316、木］今日は勘定日なので、賭け事が始まった。やれ花札だの、
やれ博打だの、あちこちで繰り広げられるのは本当に見ものだ。昼を
食べるとまたこんな様子だ。（…中略…）夕飯を食べるとまた賭け事が
始まった。
［0320、月］昨日の夜から賭師が集まって賭け事をしていたが、徹夜で
やっていた。寝食も忘れる与太者で部屋じゅういっぱいである。見物
していても面白くも何ともない。（…中略…）今晩も賭け事は止まず、
ずっとしている。
［0404、火］来てみると賭け事がものすごい盛り上がりぶりであった。
見物をして遊んだ後で1人の人夫が、金が尽きたから服をちょっと質
に入れてくれと言う。質に持って行って、聞いてみると1円しか出そ
うとしない。そのまま戻ってくると、賭け事もほぼ終わっていた。

　一般に賭け事は「勤労意欲」を阻害すると言われるが、反対にいうと「勤
労」から逸脱したい欲望の表れである。また、賭博は他の娯楽よりも、優
越感や解放感を手軽でありながら強く味わわせてくれるものであると言わ
れる。別の見方をすれば、賭け事とは、日常の労働現場では優越感や解放
感を感じる機会が少ない労働者の、わずかでも優越感や解放感を味わたい
と願う欲望の表れであるといえる。
　周氏の日記は小さな事例にすぎないが、ここには在日朝鮮人社会を「独
自の民族文化」という観点だけで見た場合に見逃しがちな文化や日常が込
められている。周氏が暮らしていた社会は、民族的に結びついた社会であ
ると同時に、都市下層民労働者の世界でもあった。また、日常的に自分の
声を発することが難しい、肩身の狭い社会でもあった。
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4．農村と都市、民族と植民地

1）農村への帰還、都市への憧れ
　彼は5月5日大阪港から船に乗り、7日釡山に到着したが、13日になって
ようやく妻の実家に足を運んだ。一時は特に何をすることもなくふらふら
としていたが、やがて妻の実家で農事を手伝いはじめると忙しくなった。
5月半ばは蚕部屋の片付け、蚕箔作りと蚕網作りに、6月になると蚕の桑や
りに追われ、遊ぶ暇もなかった。蚕の手入れに続き、麦の脱穀や耕田がは
じまった。

［0601］昼を食べてから出てみると、今日は分箔をする予定だという。
桑やりを終えて、分箔に取りかかった。とにかくひっかかって一苦労
だった。ようやく作業を終えると、午後7時頃になっていた。夕飯を
食べた後、桑やりをして12時頃やっと終わった。とにかく眠たくてそ
のまま寝てしまった。
［0602］今朝は3時頃に起きるつもりであったのに、目が覚めるとすで
に5時を回っていた。全員が■■して、急いで桑やりを終え、朝食を
済ませた後、また桑やりをした。作業を終えた後、ハーモニカを吹い
て遊び、昼を食べると、今度は砂取りの準備で除砂網を広げ、桑やり
をしてちょっとしてからまた桑やりをして、またちょっとしてから砂
取りをはじめた。こんなわけで一日中座る暇もないくらい忙しかった。
［0627］今日も脱穀に取りかかったが、雨が降らないので田植えが遅れ
ている。
［0629］野原の四方八方から田を耕す音（…中略…）どこもかしこも田植
えに忙しく、一瞬たりとも休む暇がない。一日中畑に行って作業をし
たため、夕飯を食べた後は蚕室にも行けず、そのまま寝た。
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　これにより周氏の「気分はやや安静」になり［0601］、たとえ3食が「麦
飯であっても、とにかく食が進んだ。」［0604］農繁期に入ると、それまで
ほぼ毎日書いていた日記がまばらになった。5月は29日分の日記を書いて
いたが、6月は14日分しか書いていない。結局、日記は7月1日で中断される。
この年にこの地域で発生した大洪水の影響もあったであろう80。わずかで
はあるが再び日記を書いたのは11月末、すなわち農閑期であった。大阪に
行ったものの職を探せずふらふらしていたときも、彼の頭のなかには農繁
期と農閑期という農村の時間意識が強く存在していた。彼は大阪で事がう
まく運ばないことが分かると朝鮮に戻ることを考えるようになるが、この
時期は農村で自分を最も必要とする時期、すなわち農繁期の始まりであっ
た。「農繁期まで土方仕事をして、帰る金ができたらやめて出ていくか」
［0311］、「2か月間働いて戻ることに決めた」［0313］。彼の大阪滞在は「農
閑期の放浪」としても見ることができる81。
　そうであるとすれば、周氏はなぜ内地に行きたかったのであろうか。彼
の体には農村の時間が刻み込まれていたが、その一方で都市に対し限りな
く憧れを抱いていた。苦労をしたにもかかわらず、大阪から戻った直後に
親しい知人が東京に行ったことを知ると「東京にでも行っていたら」と羨
ましがっている82。憧れの正体は何であろうか。何よりも農村より都市の
方が、朝鮮より内地の方が稼ぎ口が多かった。ところが、周氏にとって金

 
80 1933年7月、朝鮮では各地で大洪水が発生した。とりわけ南部地方は被害が大きく、「乙丑
年（1925年）の大洪水」に比肩するほどであった。「남조선 일대 수해 속보，낙동강 연안 

수십만 주민의 위기，가옥 침수와 유실로 피난민 무수，완연 을축년의 대홍수」『朝鮮中
央日報』1933.07.02，2面．周氏の日記を見ると、6月28日から雨が降り始め、6月30日から
7月1日にかけて河川が氾濫し、被害が発生していたことが分かる。

81 農村青年、とりわけ近代教育を受けた青年の間には、農繁期と農閑期の生活、内面世界に
大きな違いが見られた。洪性讃はこれを「農繁期の肉体的苦痛」と「農閑期の精神的な息
苦しさ」とに分けて分析した。홍성찬，前掲書，pp.384～397．

82 「周奇龍が日本に行ったと聞いた。これまで僕もだいぶ待っていたが来なかったところで、
東京に行ったという話を聞いた。僕も東京にでも行っていたらと思った。」［0511］



9 植民地農村青年と在日朝鮮人社会 287

稼ぎとは、生計だけではなく「自由」という意味も多分に含まれていた。
2月11日、周判会の家である労働下宿を初めて訪れた際、彼はこのような
印象を記した。「みんな家こそ汚いが、それでも自由労働者であるため生
活には余裕があるようだ。」「自由」と「余裕がある」とは何を意味するの
であろうか。1934年10月の台風被害を契機に、大阪の在日朝鮮人社会を訪
れた『朝鮮日報』の記者は「農村から裸一貫で都市に出て行き、労働をし
てからは先ず多かれ少なかれその日その日稼いだ金が手に入って」くるこ
とが「妙味」だと述べている83。これに対して農村は1年単位で金が回り、
尽きるのも早い。すでに世の中は金なしでは経済的な自立も自己実現も難
しい状況になっていた。養鶏事業も換金周期が早いために選んだのではな
いであろうか。農閑期である1月18日に鶏を市場に売りに出したという記
録が目につく［0118］。
　彼は都市に行く前からすでに近代化され都市化されていた。舞沂里は馬

マ

山
サン

に近いため、彼はしょっちゅう馬山に遊びに行っていた。そのためであ
ろうか、都市文化や近代文化の便利さに慣れていた。「洋服のしわ伸ばし
をはじめたが、アイロンもなく、朝鮮ごてでしわを伸ばそうとしたものだ
から、とてつもなく大変だった。しかし、仕方ないのでしわを伸ばしてい
たが、なかなかしわが伸びなかった。ようやく大体しわが伸びた。」［0517］

また、ちょっとしたところに行くにも歩きではなく、乗り物に乗って出か
けた84。舞沂里と馬山、郡北にある妻の実家、本家（昌原郡大山面一洞里）と
の間を、汽車や自動車を利用したり、自転車を借りたりして往来していた。

 
83 「대판지방재유조선인문제－홍종인기（8）」『朝鮮日報』1934.10.16．これは1960年代の「離
村向都」でも同様である。農村からソウルに上京した人々は、経済的な貧しさから抜け出
せず、バラック小屋に暮らしながらも、ソウルがよいと述べていた。「大きな金ではないが、
事あるごとに金を使うことができるため、田舎よりもずっと融通が利いてよい」というわ
けである。최협『판자촌 일기』눈빛，2012，p.115．

84 たいていは歩いて出かけたという和順の呉然福とは対照的である。홍성찬，前掲論文，
p.379．もっとも、地域による違いもあるであろう。
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［0104］（舞沂里で）朝食をさっさと終えた後、郡北に向かったが、途中
自動車に出会えず、やむを得ず歩いて虎

ホ

渓
ゲ

の前まで行ったが、晋
チン

州
ジュ

行
きの電車はすでに中

チュン

里
リ

駅を出てしまっていた。仕方なく歩いて行こ
うとしていたところ、自動車が来たので、僕は（反対方向の）馬山に行
くつもりで自動車に乗った。（…中略…）午後5時30分、車で（馬山を出
発して）郡北に向かい、妻の実家に行き（カッコ内は引用者）

　また、彼は近代の便利だけでなく威力も知っていた。家で飼っている牛
が病気にかかると、『百方吉凶秘訣』に載っている処方にしたがって薬を
作り飲ませた。しかし回復しないため、面技手と相談をして郡庁で薬をも
らってきて飲ませ、結局は郡庁から人（郡技手か）を呼んできて、手術を
して死んだ子牛を母体から取り出した。その間、彼は気をもみながら郡庁
の担当者を待っていた［0526、0527、0605、0606、0607］。「秘訣」の限界と近
代（獣）医学の威力とを実感したことであろう。
　便利で威力のある近代文物が集結した場所が、とりもなおさず都市であ
る。養鶏事業を学ぶため渡日したものの、農村には行かず、都市である大
阪にとどまっていた。周氏が惹かれたのは内地ではなく、都市であったの
ではないであろうか。もっとも、当時の都市のヒエラルキー上、その頂点
は植民本国の大都市である大阪や東京であった。

2）民族と植民地、周氏の道
　周氏に対し植民地支配はどのようにやってきたのであろうか。民族はど
のような意味を持っていたのであろうか。彼は短い大阪滞在を通じて、内
地と朝鮮との違いを実感した。5月7日、釡山に戻ってきた日、「大阪と釡
山とを比較すると、僕の感想は言葉にならない。」と述べている。翌日は
「寂れてはいるものの、故国の山河はやはり懐かしい」［0508］というよう
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に自分を慰めている。違いがあったのは都市だけではなかった。2月7日、
下関から大阪に行く汽車のなかから眺めた風景について、彼はこのように
記している。「左右に広がる山河と農村とを一通り眺めてみたが、本当に
文明の現れを余すとこなく物語っている。日本の農村は本当に新鮮だ。う
ら寂しい朝鮮の農村より幾百倍も文明なわけだ。」文明や発達の違いに圧
倒されたようであるが、政治的自由の違いについても一言述べている。

［0501］今日はメーデーだ。労働者たちに1年に1度やって来る最も嬉し
い日である。各地から青年が集まってくるが、本当にすごい。ビラが
あらゆる街角にひらめき、メーデー歌の音が天地を震わせ、日本の
メーデーは本当にすごい。朝鮮でもおそらくメーデーを記念しようと
して限りなく多くの青年たちが鉄格子を眺め続けただろうか……

　彼はハングルで日記を書き、元旦には「死路に彷徨いたる民族を更正の
道程に導き給え」と祈るほど民族心が強かった［0101］。また、植民地権力
の末端を快く思っていなかった。朝鮮人巡査と相席して遊んできた後で
「李には今日初めて挨拶した。巡査であるが人となりは良いようだ。」と
書き記している［0525］。しかし、これ以上の民族意識は現れてこない。む
しろ義父から面事務所の雇員になることをすすめられると喜んでいた。

［0519］居間に行くと、近々面事務所で雇員1名を採用するようだが、
どうだやってみないかと言われた。そうでなくとも、勤め先があれば
と思っていたところだったので、いい話だと言った。それしきの面雇
員くらいできないわけがなかろう。今日は面協議会の日なので義父は
面事務所に行き、僕は新聞を見てのんびりしていたが、ひょっとする
とという一縷の望みが嬉しい気持ちにさせた。昼を食べて、しばらく
していると義父が帰ってきた。聞いてみると、例の件は郡が承認しな



日記が語る近代290

いからダメだったと言われた。僕はガッカリした。これから自習でも
して、来年の面書記試験を受けてみることを決心した。

　面書記試験の準備であるのか、5月25日には朴君から「中学講義」を借
りている。民族意識がないわけではないが、田畑を耕すよりは植民地支配
体制の末端にでも就職する方がよかった。このような彼の立場を象徴的に
表しているのが11月25日の日記である。
　日記欄には、中国の情勢、今日の相場（正米）、生産販売統制および税制
改編など朝鮮総督府の経済政策、熊本農場と全州での小作争議、朝鮮軍司
令部の「共匪」討伐、共産主義者の朝鮮潜入活動など、同日の『東亜日報』
の夕刊記事の見出しを書き写している。日記欄の左側の欄外には「今日の
社会はあまりにも騒然としている」（写真4の B）と記している。上段の「予
記」欄にはその日の出来事を書き記している。「今日は趙

チョ

正
ジョン

済
ジェ

のところで
思いっきり遊んだ。中学夜学校の許可願を書いた。夕食後、夜学校に行っ
た。」と書いている（写真4の A）。再び農閑期に入り、喧しい世界とは関係な
く自身の道85－就職試験または進学－に進もうという意思が感じられる86。

 
85 日記帳の「住所人名録」にも「研究者英語通信学部／講義発行」「日本通信大学法制学会
／普通文官講義」「大日本雄弁会講談社／書籍発行」「経済学講習会／経済学通信部」「早
稲田大学出版部／書籍発行」「大日本通信中学校／書籍発行」の住所が記されている［428
～429頁］。

86 周昌郁氏の証言にしたがい、周氏のその後の人生を整理すると以下のようになる。周氏は
内地から朝鮮に戻った後、舞沂里には戻らなかった（そのため面雇員や面書記をしたのか
は分からないという）。解放後は「思想分子」として社会主義活動をした（保導連盟には
加わらず、当時は身を隠していたという）。朝鮮戦争後、咸安の明徳育英財団に庶務課長
として勤めていた。晩年は舞沂里に戻り、2000年頃亡くなった。なお、周氏の農事や農業
に関する筆者の質問に対し、周昌郁氏をはじめとするマウルの住民から出た答えは、判で
押したように「田畑なんて耕してなかった」というものであった。養鶏について聞くと、
周昌郁氏は「頭が先に出るから言ったこと」「農業についてよく知ってもなかったし、直
接働きもしなかった」と述べた（2013年2月1日，マウル会館「舞沂洞会館」でのインタビュー，
2月12日と20日には電話で補足インタビューを行った。）
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5．渡航経験の前と後

　1933年、慶尚南道咸安郡の農村青年周氏が書き残した日記は、当時、慶
尚南道と大阪との間に形成された「国境を行き来する生活圏」を物語って
いる。制限された資料ではあるが、いくつかの点を確認することができる。
まず、生活圏の根幹として地縁や血縁に基づくネットワークが存在してい
たことである。周氏の場合、同姓マウルである舞沂里出身の親族ネット
ワーク、妻の実家である趙氏のネットワークがこれに該当する。彼がほぼ
無一文で渡航し、3か月間職がなくとも飢え死にせず、無事に故郷に戻っ

図4　周氏の11月25日付の日記
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て来ることができたのはこのようなネットワークのおかげであった。次に、
在日朝鮮人社会の文化が持つ多層性である。周氏の日記に映し出された在
日朝鮮人社会の日常と文化には、民族性だけでなく近代性や階級性も重な
りあっていた。何よりもそれは都市下層民の、労働者の世界であった。ま
た、日常的に自分の声を発することが難しい、肩身の狭さを感じさせる社
会であった。
　日記に表れた世界ではなく、日記を書いた主体にもう少し注目してみる
と、1933年の周氏の渡航経験は、同時代の農村青年の都市に対する憧れが、
植民地という状況のなかで「国境」を越えて展開されたものであった。都
市は先進的な近代文化が集中している場所であり、当時、植民地本国の大
都市である大阪や東京はその頂点にあった。彼が内地に渡ったのは職探し
のためだけではなかった。先進的な近代文化に魅了された点も見逃すこと
ができない。周氏だけでなく、彼の周囲の農村青年の多くが内地に渡って
いた。このような渡航を推し進める力とは何であったのか、またその経験
は何に帰結したのであろうか。
　渡航を推し進める力につき、本稿では近代文物の便利さと威力（近代交
通機関、アイロン、牛の手術）とを指摘した。これとあわせて、農村青年のな
かの「高等遊民」には都市に対する憧れが非常に強かったという点を考え
ると、今後は近代学校教育についてさらに検討していく必要がある。経験
の帰結については、まだ何か言える段階ではない。周氏の場合も1933年以
降の情報が不足しており、渡航経験とその後の生とがどのように結びつい
ていたのかを判断することができない。渡航経験がその後の各自の生き方
や韓国の歴史にどのように溶け込んでいるのかが明らかになってはじめて、
「国境を行き来する生活圏」の双方向性を完全に把握することができるよ
うになるであろう。
　マクロ的に見るならば、ビンセント・S. R. ブラント（Vincent S. R. Brandt）

が1960年代の韓国の「離村向都」を観察して下した結論が思い起こされる。
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「今日のソウルにおいて、都市の土は田舎の泥と比べて、一種の威光を
放っている。田舎の土は品位が損なわれてしまった。」87付け加えていうと、
このような現象は一国的なレベルで進んでいるものではなかった。植民地
朝鮮の状況はこのことをよりはっきりと示している。都市に比べて農村は
徐々に品位を失っていき、これと連動しながら内地と比べて朝鮮の品位も
損なわれていった。その流れのなかで農村青年の周氏が選んだ道は「ひと
まず農村よりは都市」であった。いってみれば、田畑を耕すよりは俸給生
活者のような都市的な生き方を好んだわけである。そのためならば、植民
地支配の末端に連なることも厭わないという道である。この道の先には暗
黒な植民地支配、激浪の解放政局、朝鮮戦争が広がっていた。果たして、
彼はどのような紆余曲折を経たがゆえに、現在マウルに住む人々が知る彼
となったのであろうか、またこのことは農村や都市、そして大韓民国の品
位とどのような関係を持つのであろうか。
　1つ蛇足を付け加えるとすれば、周氏の事例は特定の時点での金銭状況
をものさしにして、または個人や小家族に限定して階級性や階層性を判断
することが、いかに無理のあることであるかをよく示している。彼の渡航
時の所持金や内地での生活費は平均未満であり、極貧者のそれに近かった。
周氏の夫婦はほぼ破産状態であった。しかし、かれらが生きていくことが
できたのは、在日朝鮮人社会や妻の実家というセーフティネットがあった
ためであった。また、周氏が切迫した事情にもかかわらず職探しに対して
示していた態度は、人間の足取りを理解するうえで、時には現在よりも過
去の方が有用であることを雄弁に物語っている。正確に言えば、過去から
現在に至る「軌跡」が重要なのである。歴史と人間関係とを捨象した人物
解釈は危険である。
 （吉川絢子 訳）

 
87 최협，前掲書，14，p.170．
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附表1　周氏の「金銭出納録」（1933.1～5、単位：円、銭）

月 日 摘要 収入 支出 残高 備考
1 1 収入は昨年度から 0.90 0.76 0.14 －列車（進永－馬山）

2
収入。牛代のうち支出は
別帳の通り

40.00 40.11 0.03
＋牛2頭販売
－雇賃支払、列車（馬
山－中里）

3 収支は別帳の通り 26.00 22.40 3.63 ＋土地処分？

4 〃 0.82 2.81
－自動車、列車（舞沂
里－馬山－郡北）

5 〃 1.00 1.97 1.84
－列車（郡北－馬山）、
当用日記購入
－プロ食堂？

6 〃 0.50 1.92 0.42
－代書所、執達吏職務
取扱所

7 〃 18.00 13.58 4.84

8 〃 7.75 2.21 10.38

9 〃 1.85 8.53

10 〃 3.00 8.64 2.89 －色酒家

11 〃 1.70 1.19

12 〃 0.15 1.04

13 〃 2.00 2.74 0.30

14 〃 129.36 126.42 3.24

15 〃 1.24 2.00

16 〃 14.85 16.10 0.75
＋競売金
－スーツのズボンなど
（14円50銭）、プロ食堂

17 〃 0.35 0.40 －ホットク屋？

18 〃 1.80 0.93 1.27
－自動車（馬山－舞沂
里）
＋市場で鶏販売

19 〃 0.05 1.22

20 〃 1.21 0.01 －列車（中里－郡北）

21 〃 1.80 0.25 1.56
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月 日 摘要 収入 支出 残高 備考

22 〃 0.50 0.70 1.36
－自動車（郡北－馬山
－中里）

23 〃 1.00 2.22 0.14 ＋祖父1円

24 〃 1.01 1.05 0.10

25 〃 0.20 0.05 0.25

26 〃 0.01 0.24

27 〃 0.05 0.19

28 〃 0.33 0.52 0.00

29 〃 0.10 0.10 0.00 ＋ユンノリ10銭

30 〃 42.10 3.70 38.40
＋家屋密売前受金40円、
理髪

31 〃

残額は翌月の収入に繰越し

合計 292.20 253.80 38.40

2 1 収支は別帳の通り 38.40 0.85 37.55

2 〃 40.00 70.80 6.75
－鄭道俊（家屋密売失
敗？）
－学校証明書費用

3 〃 2.66 4.09
－自動車（馬山－咸安）
－汽車（咸安－郡北）

4 〃 0.15 3.94

5 〃 28.00 10.84 21.10

＋交通費28円（妻、義
弟）
－スーツ
－活動写真、送別会？

6 〃 17.51 3.59
－朝食
－列車、渡航（釡山－
下関）

7 〃 3.00 0.59
－列車急行（下関－大
阪）

8 〃 0.18 0.41

9 〃 0.10 0.31
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月 日 摘要 収入 支出 残高 備考

10 〃 0.08 0.23

11 〃 0.13 0.10

16 〃 1.00 0.44 0.66
－電車（今里－大阪）
－風呂、活動写真館、
酒？

17 〃 0.15 0.51

18 〃 0.19 0.32

19 〃 0.31 0.01

20 〃 0.01 0.00

28 〃 1.00 0.84 0.16
＋1円差入れ（周仁■）
－理髪、電車

2月分統計 108.40 108.24 0.16

3 1 収支は別帳の通り 0.26 0.12 0.14

2 〃 0.06 0.08

3 〃 0.08 0.00 －風呂

9 〃 0.40 0.40 0.00
＋40銭差入れ（周長介）
－足袋2足など

10 〃 0.12 0.12 0.00 －手紙5通発信

26 〃 0.50 0.50
＋50銭（中洞のおばさ
ん）

27 〃 0.24 0.26 －便箋、封筒、切手

28 〃 0.22 0.04 －パンツ

29 〃 0.04 0.00

3月分統計 1.28 1.28 0.00

4 1 収支は別帳の通り 0.20 0.20 0.00

4 〃 0.40 0.33 0.07 －髭剃り

6 〃 0.07 0.00 －電車

10 〃 0.21 0.14 0.07 －電車（－出城通）

11 〃 0.07 0.00

13 〃 0.40 0.30 0.10 －理髪

14 〃 0.06 0.04 －電車？
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月 日 摘要 収入 支出 残高 備考

15 〃 0.10 0.13 0.01

18 〃 0.10 0.08 0.03

19 〃 0.03 0.00

21 〃 0.10 0.10 0.00

23 〃 0.17 0.17 0.00 －風呂

4月分統計 1.68 1.68 0.00

5 2 収支は別帳の通り 18.56 8.73 9.83 （日記本文なし）

3 〃 1.00 1.30 9.53 （日記本文なし）

4 〃 0.21 9.32 －電車

5 〃 0.80 4.86 5.26
＋原田屋（70銭）
－船（大阪－下関）

6 〃 0.48 4.78

7 〃 4.56 0.22
－連絡船（下関－釡山）
－電車

8 〃 1.00 1.05 0.17
＋1円（時計質）
－船（釡山－馬山）

9 〃 1.00 0.80 0.37
－昼食
＋1円差入れ（金君）

10 〃 0.26 0.11

12 〃 1.00 0.40 0.71
－昼食、理髪？
＋1円差入れ（朴君）

13 〃 0.30 0.86 0.15 －自動車（馬山－郡北）

14 〃 0.05 0.10

〈出典〉周氏の『当用日記』、411～415
備考は、筆者が該当日の日記の本文から、収入（＋）ないし支出（－）と推定される
事項を整理したものである。「？」は周氏の支出であるか、同行者の支出であるかが
ハッキリしない場合である。日記には「金銭出納録」に記入された日にち以外にも金
銭の出入りがあった日があることが分かる。例えば3月15日の日記には「姜ソ■の下
宿で10銭を借りて」とある。したがって、上記「金銭出納録」は実際の状況と正確に
は一致しないものと思われる。
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1．農村、都市、移民

夢を見たのだ。故郷の夢だった。今頃は故郷の夢が毎日見られる。一
日も早く帰り度い気持でゐるからだらう。夢を見れば眠が坊〔妨〕げ
られるかしら。見る毎に朝遅くまでね過ぎてしまふから。（K氏の日記、

1941年12月22日＝ K411222）1

　この引用は、1925年に朝鮮の慶尚北道醴
イェ

泉
チョン

郡の一村に生まれた K氏が、
1940年から1944年にかけて京都に留学していた時に記していた日記の一節
である。勉学のために、住み慣れた朝鮮の農村を離れ、宗主国の地方都市
に異邦人として単身やってきた K氏が、故郷の夢を見て思わず朝寝坊し
てしまったことを綴っている。本稿の主人公はこの K氏であり、主たる
研究対象は、彼が1940年から43年にかけて書き残した日記である。
　私はこれまで2人の朝鮮人青年が書いた日記を素材に研究論文を書いた

 
1 本稿では、K氏の日記を引用・参照する際、Kに続く「yymmdd」の日付で示すものとする。

K氏の日記の原本は民族問題研究所（ソウル）に所蔵されており、高麗大民族文化研究院
HK事業団の企画研究チーム「個人の伝統と近代」（代表・鄭昞旭）の共同研究のために
利用が許可されたものである。本稿はその共同研究の一環である。資料利用を許諾してく
ださった民族問題研究所、様々な協力をしてくださった研究チームのメンバーに感謝申し
上げる。また、世界人権問題研究センター（京都）・研究第3部では、私の拙い報告に対し
て有益なコメントをいただいた。この場を借りてお礼を申し上げる。

板  垣　竜  太

―在京都朝鮮人留学生日記（1940～43年）にみる植民地経験―

10 故郷の夢
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ことがある。1人は醴泉の隣にある尚
サン

州
ジュ

という地域に生まれ育った S氏（1914

年生まれ）である。彼は1931年から38年にかけて主として農村で日記を書き
綴った2。もう1人はソウル（植民地下では京城）に住む職工であった A氏（1921

年生まれ）である。A氏が書き残した日記は1941年のみである3。3人の日記
を対照してみれば、表1のとおりである。

 
2 S氏の日記については拙著『朝鮮近代の歴史民族誌：慶北尚州の植民地経験』（明石書店、

2008年、5章）に詳しく書いた。
3 拙稿「戦時体制下ソウルの職工日記（1941年）について」（油谷幸利先生還暦論文集刊行
委員会編『朝鮮半島のことばと社会：油谷幸利先生還暦論文集』明石書店、2009年）。

4 私が S氏を事例に、日記を史料とする論文を最初に発表したのは2003年のことである（「「新
旧」の間で：日記からみた1930年代農村青年の消費行動と社会認識」『韓国朝鮮の文化と
社会』2号、2003年）。当時は、近現代の朝鮮半島を生きた比較的「平凡」な人々の記した
日記を対象にした研究はほとんど見られなかった。しかしその後、さまざまな資料発掘の
おかげで研究の幅が広がってきている。

表1　3人の日記の対照表

筆者 主居住地 日記期間 言語 満年齢 最終学歴

① S氏 農村（尚州） 1931～38年 朝鮮語 17～24歳 普通学校卒。中学中退。

② A氏 植民地都市（ソウル） 1941年 日本語 19～20歳 普通学校卒。養成所修了。

③ K氏 宗主国都市（京都） 1940～43年 日本語 14～18歳 普通学校卒。夜間中在籍中。

　3人の共通点は、朝鮮でよく知られた知識人・政治運動家でもなければ、
伝統的な漢文の素養をもった地方の士族系の知識人でもない青年男性であ
るという点である4。S氏はせいぜい尚州の農村の中堅人物という程度であ
るし、A氏は工場に勤める1人の職工に過ぎない。K氏は解放後に故郷で
教員を勤めたとはいえ、この時点では1人の留学生である。またもう1つの
共通点としては、かれらが普通学校を卒業しているということである。卒
業後の進路についていえば、S氏は大

テ

邱
グ

という地方都市にある私立中等学
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校に進学したが、金銭の問題で中退して帰郷した。A氏は、ある大工場の
熟練工養成所での訓練を経て職場に配置された。K氏は故郷を離れ、京都
の夜間中学へと進学した。1935年時点において、朝鮮人男性の就学率は
36.7％、朝鮮人女性は9.9％という状況だったことを考えれば5、この3人は
平均以上の学歴を持っていたと評価することはできる。
　一方、3人の置かれた状況に違いもある。このうち S氏のみが農村部に
住んでおり、他の2人は都市部に住んでいた。また S氏の日記は1930年代
に書かれたが、A氏と K氏は1940年代の戦時体制下に書かれたものである。
その結果として、たとえば S氏の記述のなかにはほとんど日本人が登場す
ることはない。日中戦争勃発後には国家の存在が強まっているが、そのあ
たりで日記が終わっている。一方、A氏は職場や地域において総動員体制
の様々な圧力が加えられている様子が見られる。ただし、A氏がソウルに
住んでいる割には、日記ではそれほど日本人の存在が大きくない。ところ
が宗主国の都市に住んでいる K氏は日本人に囲まれて暮らしている。し
かも戦時期において「大日本帝国」という存在が息苦しいまでに大きくなっ
た状況に生きていた。
　このように3人の日記を並べるところから本稿を書き始めたのは、単に
それらがたまたま私の接した資料だったからではない。農村史、植民地都
市史、在外朝鮮人史をバラバラに叙述するのではなく、それらが相互につ
ながっていたことを最初に示しておくためである。それも、それらがマク
ロな構造としてつながっていたというだけでなく、個人の経験や認識の次
元においてもつながっていたことを示すためである。S氏は、都市に行き
たくても行けない状況を次のように描写している。

 
5 ジェンダー別の就学率については、金富子『植民地期朝鮮の教育とジェンダー』（世織書房、

2005年）を参照のこと。
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私だって金銭さえたくさんあれば都会に行こう！　しかし金銭に困っ
ているから行けないのではないか！（S氏の日記、1931年4月6日＝ S310406）

　S氏は農村にいながらも、ソウルから送られてくる新聞・雑誌などを頻
繁に読み、時に都市に対する憧れの思いを書き付けていた。しかし「金銭」
の問題が彼の前に立ちはだかり、農村に滞留していた。彼は1936年に蚕業
指導員という職を得るまで定職がなく、そのためか彼の日記には「時間の
浪費」という表現がよくみられた。
　これは当時、「農村過剰人口」と呼ばれた現象の一端だったといえる。
植民地下における農村の窮乏化は数多くの離農者を生み出した。1920年代
末の調査によれば、離農者の73％が朝鮮内の商工業等で働くことになった
一方で、17％は日本（当時の「内地」）へと渡航し、2％は満洲へ渡り、5％
は一家離散状態に追いやられた6。だが、行った先であるソウルをはじめ
とする朝鮮内の都市も労働市場が豊かなわけではなく、都市への人口集中
が雇用可能な工業人口を上回る「過剰都市化」の状態が生じていた7。朝
鮮半島内に行き先がない場合、海の向こうの日本や地続きの満洲が移住の
選択肢としてのぼった。在日朝鮮人の推計人口は1927年の約30万から1935

年には約60万と倍増し、1930年に約60万だった在満朝鮮人は1938年までに
100万をこえた。その一方で、離村しようにも行き先のない農民の多くは
農村にとどまり、農村過剰人口を形成したのである。すなわち、この時期
の農村の窮乏および過剰人口、過剰都市化、朝鮮半島外への離散はひとま
とまりの現象として把握する必要がある。実際、S氏には、近所の家主が
「日本に金かせぎに行ったが病により死亡した」との消息が伝わっていた

 
6 『朝鮮の小作慣習』朝鮮総督府、1929年。
7 過剰都市化については橋谷弘『帝国日本と植民地都市』（吉川弘文館、2004年）を参照の
こと。
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し（S310803）、南満洲に行った知り合いが低賃金で暮らしていることを知っ
て、「どうやって生きていくのか！」と嘆いてもいた（S310804）。S氏にとっ
て、朝鮮内の「都会」はもちろん、「日本」や「満洲」でのできごとは、
まさに近所のできごとであり、自分の問題でもあった8。
　本稿は、S氏が農村から遠く見ていた「日本」に住んでいた K氏の視点
から植民地朝鮮を捉え返す試みである。彼は食いつめて日本に行ったわけ
ではないが、後の記述からも分かるように、決して生活に余裕があって進
学したわけでもない。彼は日中、京都の都市下層の労働市場で働き、その
稼ぎで何とか夜間中学に通った。その間、彼は手紙や一時帰郷などを通じ
て故郷との紐帯を維持していたし、日本の他地域や満洲に散らばっていた
親戚とも連絡をとりあっていた。かつて梶村秀樹は日本の植民地支配がも
たらしたこうした関係のあり方をいみじくも「国境をまたぐ生活圏」と表
現したが9、そうした生活圏が形成されていた一結果として、K氏は冒頭
で引用したように故郷の夢を見たりもしたのである。その意味においても、
彼の1つの小さな生き様は、明らかに日本の植民地支配によって形成され
た大きな構造のなかにある。以下、本稿では、まず K氏の日記の特徴お
よび基本的なプロフィールを概観し、次に彼の京都における生活ぶりを叙
述する。そのうえで彼と故郷との関係、さらに彼の日本観・朝鮮観などを
検討する。

2．K氏とその日記

　K氏の日記4巻の原本は現在、ソウルの民族問題研究所に所蔵されてい

 
8 この概要については、拙稿「朝鮮の地域社会と民衆」（山室信一他編『東アジア近現代通
史第5巻　新秩序の模索　1930年代』岩波書店、2011年）で論じた。

9 梶村秀樹「定住外国人としての在日朝鮮人」（『思想』734号、1985年。『梶村秀樹著作集』
第6巻、明石書店、1993年所収）。
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る（図1）。興味深いことに、K氏はどの年も全く異なる様式をもった市販
の日記帳を用いている（表2）。その理由は不明である。S氏の場合はライ
オン歯磨本舗が発行していた日記帳を好んで使用していたが、K氏の場合
は毎年敢えて異なる日記帳を試していたかのように思える。

表2　K氏日記の基本特徴

年 日記帳標題 日記帳出版社 本文以外の記述項目等 特徴等
1940 昭和十五年

當用日記
國民出版社 天気、寒暖、今日の話、

予記、発信、受信
標題紙～4月2日、12月
19日～が欠落

1941 昭和十六年
當用日記

田中宋榮堂 天気、寒暖、特別記録
（1頁に2日分）

1942 一日一想
心の日記

教育資料株式
會社

（日記本文のみ） 「誕生日一覧」および
「知人名簿」に記載あり

1943 昭和十八年
當用日記

博文館 天気、寒暖、予記 「補遺」に住所録記載

図1　K氏の日記4巻

（備考）右側から1940、1941、1942、1943年。

　K氏にとっては日記本文を毎日記述することが何といっても重要だった
ようで、日記帳の他の部分にはそれほどこだわりを持っていなかったよう
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である。たとえば天気・寒暖の欄がある場合には、そこを必ずといってよ
いほど埋めていたが、そのような欄を有していない1942年の日記帳の場合、
様式どおり本文しか書いていない。金銭出納簿などの付録がついている場
合も、そこはほとんど記載していない。1942・43年に住所録を整理し、
1942年の「誕生日一覧」に家族の誕生日を記入している程度である。
　K氏は日本語で日記を綴った。S氏の場合は、主たる記述言語が朝鮮語
であった。A氏は主に日本語で記述したが、わずかながらハングルによる
表記が散見された。ところが、K氏の日記からはハングルが徹底して排除
されている。その背景にはもちろん皇民化政策があっただろうし、K氏が
留学していた同じ時期の京都で朝鮮語の詩作に取り組んでいた尹

ユン

東
ドン

柱
ジュ

が治
安維持法で逮捕され獄死したことを考えれば、「内地」で朝鮮語を用いる
ことのリスクを K氏が感じていたと推察できなくもない。ただ、K氏の
日記は「学生日記」に分類されるものの、学校教員らからの課題として記
録をつけ、かれらの検閲を受けていたタイプのものとは異なる。K氏の日
記は検閲の形跡が一切なく、あらかじめチェックされることを想定して書
いているとは思えない。実際、後述のように独立思想と読めるような記述
内容も登場する。むしろ勉学に励んでいた K氏にとって、日記が日本語
の練習帳としての役割を有していたか、あるいは既に日本語の読み書きの
方がやりやすくなっていたと考える方が妥当であるように思われる。いず
れにしても、なぜ日本語で書くのか、そもそもなぜ日記を書くのかについ
て K氏が明示的には説明していないので、これ以上の推測は控えておく。
　K氏がどのような人物か、分かる限りにおいて整理しておこう。K氏の
出身地については、後述する帰郷時の記述から、慶尚北道の醴泉・尚州・
聞
ムン

慶
ギョン

の境界に近い所であろうとの推測はつく。だが、日記のどこにもはっ
きりとは記されていなかった。実際に出身村が醴泉の S里であることが確
定したのは、李

イ

松
ソン

順
スン

氏が高麗大民族文化研究院 HK事業団の企画研究チー
ム「個人の伝統と近代」の調査のために事前踏査した時のことであった。
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彼女は、1942年の日記末尾（K19411231）に2度記された地名等を手がかり
に S里に行き、幸運にも K氏を直接知っていた親戚 G氏に会うことがで
きた。彼女は、K氏が残念ながら1992年に逝去していたこと、夫人は市内
で暮らしていること、解放後に K氏は教員をしたことなど、重要な事実
を確認した。その後の2011年8月、私を含む研究チームでもう一度現地を
訪問し、G氏に再度インタビューしたほか、夫人にも会ってアルバムの写
真を見せていただくなどした。そうした過程を経て明らかになった K氏
のプロフィールの概略は以下のとおりである。
　S里は K氏のある一派の集姓村である。現在もこの一族の入郷祖（当該
地域に初めて定住した祖先）らの墓や、その墓祭をとりおこなうために用いら
れる斎室が S里で保存されている（図2）。朝鮮時代に名の通った人物を輩
出したわけではないが、1995年に斎室を重修（改築）しており、墓碑銘を大
韓民国初代文教部長官・安

アン

浩
ホ

相
サン

の名義で刻むなど、相当の結束力を維持し
てきた。1930年代の調査によれば、S里には K氏と同じ姓をもつ家が59戸
集まって住んでいた10。K氏の出生年については、1942年の「誕生日一覧」
において、「自分」の誕生日として「大正十四年十二月十二日」、すなわち
1925年12月12日と「甲子十月二日」、すなわち1924年10月2日の2つの日付
が記されている。彼が教員生活を終える頃に開かれた「停年退任式」（1991

年2月）の配布資料には前者の日付が印字されている。おそらく実際の生ま
れが1924年であり、戸籍上の誕生日が1925年なのであろう。同「誕生日一
覧」では祖父・父・母の誕生日のみが記入されており、実際、K氏は一人
息子であった。K氏が生まれ育った家には今は誰も住んではいないが、建
物自体はまだ残っている（図3）。
　K氏は地元の普通学校に1933年入学し1939年に卒業した。前掲の停年退
任式配布資料によれば、1940年4月から1944年3月まで京都の立命館第四中

 
10 善生永助『朝鮮の姓』（朝鮮総督府、1934年、附録）。
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図2　K氏一派の斎室

筆者撮影

図3　K氏の生家

筆者撮影
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学校に通った（図4）。立命館第四中学校とは、立命館夜間中学校が1943年
に改称したものである。『立命館百年史』によれば、立命館中学校は1924

年に上京区（現・北区）小山上総町に移転した。位置としては現在の地下
鉄北大路駅の西側であり、今は立命館小学校が建っている位置にあたる。
立命館夜間中学校が、「昼間に於て中学校教育を受け能はざるものの為め
に」立命館中学校に併設されたのは1937年のことであった11。残された日
記はこの夜間中学校に通っていた時代のものであり、この時期の経験につ
いては次章以降で詳しく検討する。
　G氏によれば、K氏を心配した両親と祖父は病気の報せを京都に送り、
K氏はそれで帰郷した。ところがそれは仮病であった。それでも彼はその
まま学校をやめ、故郷に残ることになったという。K氏の遺族が立命館中
学校に確認したところによれば、彼は1940年4月8日に第1学年に入学し、
1944年3月8日の第4学年まで在籍していた12。立命館夜間中学は入学資格
が尋常小学校卒業、修業年限5年だったので13、中途退学したということ
になろう。
　K氏はその後、1944年11月から1946年6月まで、S里の近くの金融組合
書記として働いた（図5）。彼は初等学校教員を速成で養成する講習所に通い、
1946年10月から1970年2月まで教師、1970年3月から退職する1991年2月ま
で校監（教頭）を務めた。彼は45年近くにわたる教員生活をやめて間もな
い1992年、病により逝去した。子どもは4男3女であり、いずれも韓国で活
躍した。
　京都での4年間の生活は68年間の K氏の人生にとってほんの一コマに過

 
11 以上は立命館百年史編纂委員会『立命館百年史』（立命館、1999年、通史1、376-379頁お
よび563頁）。

12 韓国に住む K氏の遺族は学籍簿等の本人資料の複写を立命館中学校に郵便で依頼したが、
個人情報保護のためその要求が認められず、在籍証明書のみが発行された。

13 前掲『立命館百年史』通史750頁。
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ぎない。だが、退職後間もなく夫婦で京都に旅行するなど、彼が格別な思
いをもっていた場所であったことも確かであろう。以下検討するのは彼の
苦学生時代の経験である。

3．苦学生活

3-1．京都における朝鮮人の就学と就労
　K氏の日記は1940年4月3日から始まっている。1月1日から4月2日までの
頁自体が欠落している。日記の冒頭では既に京都に住んでおり、4月8日に
はもう立命館夜間中学校の入学式を迎えるため、なぜどのようにして京都
に来ることになったのかについて記述がない。ただ、K氏がまず西陣織の
賃労働をしていた親族を頼って京都の西陣地域に来たことはほぼ確かであ
る。日記では単に「叔父」と書いているが、文脈からして外

ウェ

三
サムチョン

寸〔母方の
叔父〕のことだと思われる。情報を総合すれば、外三寸とその家族は西陣

図4　学窓時代の K氏と
その友人

図5　金融組合書記時代

（出典）K氏自宅所蔵アルバムより
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の翔鸞学区のある路地の家で間借りしていたと考えられる（図6）14。1935～
36年に京都市社会課が京都市在住朝鮮人を網羅的に調査したところによれ
ば（以下「京都市調査」と略称）、翔鸞学区の朝鮮人世帯数は171（全世帯の4.9％）、
人数は392人（全人口の2.5％）であった15。当時、京都で朝鮮人が最も密集し
ていた西陣の楽只学区（世帯比率20.6％）に比べれば少ないが、近所のあち
こちに同胞がいた状況ではあった。K氏は書いている。「此の西陣は織物
で著名である。何所の家からも機を織る音がちゃかっゝと聞える。又半島
人も多く此れに従事して其数も大なり」（K400403）。こうして彼の京都生活
は機織りの音と共に始まった。
　京都市調査によれば、労働従事者8,154人のうち「内地」に渡来した理
由は、朝鮮における生活困難34.1％、求職出稼ぎが31.2％、金儲け14.1％と、
経済的理由を掲げる者が合計約8割に達していた。勉学目的は全体の1.4％
ほどに過ぎなかったが、K氏はその貴重な一例に当たる。K氏のように渡
航時に京都に縁故があった者は64.9％で、全く縁故のなかった29.3％より
もずっと多く、いわゆる連鎖移民（chain migration）が形成されていたことが
分かる。縁故があった者のうち知己友人を頼った者は62.9％、家族・親戚
が35.3％（家族20.2％、親戚15.1％）であった。これは労働従事者のみの統計

 
14 まず叔父宅の最寄り駅は「今出川電停」（K400709）と記されている。「今出川」の名称が
付く市電の駅はいくつかあるが、立命館中学校（烏丸車庫前駅）に通学するルートという
ことでいえば千本通－北大路通を用いたものと考えられ、そうであれば千本今出川駅であっ
たと推測できる。また、1942年の住所録に「外家」として「六軒町一条上ル」といった通
り名が記されているが、その地域であれば市電の最寄駅が千本今出川駅となる。なお、
1933年の調査によれば、上京区の西陣賃織業者4,937世帯のうち、実に4,789世帯（97.0％）
までもが借家に住んでいた（京都府方面事業振興会『西陣賃織業者に関する調査』社会調
査第2輯、1934年、138-139頁）。

15 京都市社会課『市内在住朝鮮出身者に関する調査』（調査報告第41号、1937年）。この調査
は、区役所の寄留簿および警察署の戸口簿から抜き出した朝鮮人全人口31,143人（警察戸
口簿による）を対象に実施したものである。有効回答は7,422世帯、26,550人という非常に
大規模な調査である。
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なので、随伴者を含めれば家族・親戚の割合はもっと高くなるであろう。
　夜間中学校は毎年の募集定員が100名であり、K氏によればそのなかに
「我が半島同胞も大部居る」（K400413）とのことであった。京都市調査に
よれば、7～17歳児童のうち初等学校の不就学者は44.3％にのぼっていた。
全市調査では1.1％だったことと比べれば、朝鮮人の不就学率の高さが際
立っていた。また、7歳以上の朝鮮人で中学校以上の卒業・在学・中退の
学歴を持っていた者は4.8％に過ぎなかったので、K氏の学歴は典型的と
はいえないことには注意が必要であろう。ただ、K氏の同郷の2人が1941

年に京都にやってきて、それぞれ東洋クロスと染工場で働きながら上級学
校に進学していたことからして（K411019）、珍奇な事例でもなかった。
　学校は通常、月曜日から土曜日の夕方6時頃から夜9時半頃まで4校時分
の授業があった。後述のように K氏は職場を転々としていて、生活リズ
ムが一定してはいないが、日中は働き、夜には学校、帰ってきてからは入

図6　K氏が最初に住んだと考えられる路地

筆者撮影
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浴等をしたり、日記を書いたり、少し余裕のあるときには少し勉強をした
りして、最後は疲れ切って就寝するという調子だった。それでも、彼は勉
学が主で職業はその手段という意識があったようだ。たとえば彼は「俺は
お金の為めにお金の奴隷となって働いてゐるものではない。俺は学校の為
めに勤めているのだ」と明記している（K420913）。また後述のとおり、転
職を決意する際には「勉強する暇無いのがつらい」（K410426）、「兎に角大
阪より京都へ通学は無理だと僕は決心」（K430902）と、仕事が勉学の支障
になることをその動機として挙げている。
　K氏は1940年には授業料として毎月3円50銭、校舎寄附として50銭、校
友会費50銭など合計約5円を月謝として支払っていた（K400417）。彼は「月
十五円位あれは学校は行けると思ふ」と判断していた（K400630）。K氏は
あまり月給の金額を日記に書いていないので、どれほど足りていたのかは
分からないが、月末に10円しかもらえなかった時には「やって行けられん
かも知らぬ」と感じていた（K400830）。京都市調査によれば朝鮮人の平均
月収は30.2円、月収10円以下の者は9.2％であったので、さすがにこれでは
勉学しながら生活を維持できる水準ではなかったのであろう。1941年から
は納付金が7円50銭に値上がりしたので、彼は「高すぎる」とぼやいてい
る（K410414）。故郷に送金していた様子もなければ、故郷から仕送りをされ
ていた様子もほぼなく、自らの必要な資金を自ら稼いでいたと見られる16。
　京都市の朝鮮人の有業人口を職種（小分類）別に上位8位まで表3に整理
した。これは1930年の国勢調査によるものなので、K氏が来た時代には多
少変化していた可能性がある。これを日本の他地域における同時期の統計
と比べた高野昭雄が指摘しているように17、染色・捺染・機織といった紡
績業、より具体的には友禅染や西陣織などの京都の「伝統的」な繊維産業

 
16 ただし帰郷の旅費として10円の為替を送ってきたことはあった（K400719，25，K411226）。
17 高野昭雄『近代都市の形成と在日朝鮮人』（人文書院、2009年、92-98頁）。
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に比較的多くの朝鮮人が従事していたのが京都市の特徴であった。戦時期
になると人手不足、軍需関連工業の肥大などにともない、戦時動員政策に
まきこまれた者を除けば、全体としては在日朝鮮人の就業機会が拡大した
という研究がある18。「職工募集＝但し日本人に限る」といった広告も京
都では1939年頃にはなりをひそめたとする史料もある19。その一方で後述
のように、1940年7月以降に西陣織等が贅沢品として生産できなくなって
いくなど、就業機会の縮小した業種もあった。いずれにせよ K氏が飛び
込んだのは、そのような戦時下で再編を迫られた都市下層であった。

3-2．職場を転々と
　K氏は職場を転々とし、4年のあいだに少なくとも7つの仕事に就いてい
る（図7）。ここでは彼の就労の不安定さと苦学の様子をみるために、その
仕事の内容や転職の動機およびプロセスなどを見てみよう。

表3　京都市における朝鮮人の職業（1930年、有業者計9,486人）

順位 職業（小分類） 人数 ％
1 染色工・捺染工 1,526 16.1％
2 土工 985 10.4％
3 雑役夫 697 7.3％
4 機織工 665 7.0％
5 店員・売子 518 5.5％
6 撚糸工 286 3.0％
7 日傭 273 2.9％
8 配達夫 254 2.7％

（出典）内閣統計局、1930年度国勢調査報告書（高野昭雄『近代都
市の形成と在日朝鮮人』人文書院、2009年、94頁所収 )より抜粋

 
18 たとえば、外村大『在日朝鮮人社会の歴史学的研究』（緑蔭書房、2004年、315-318頁）。
19 衣川利三次「内鮮一帯協和事業雑感」（『社会時報』9（8）、1939年）。
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①西陣織物業（1940年4月～7月）

　K氏が頼った叔父の家は、西陣で間借りをし、西陣織物業の工程の1つ
を家内賃労働としておこなっていた様子がうかがわれる。作業内容は断定
できないが、「～枚切る」や「針」といった表現が多発していることから、
ビロード（ベルベット、天鵞絨）の「線切り」工程を請け負う仕事に携わっ
ていたと推測される。ビロードは針金を織り込んだうえで、針金の上の糸
を小刀で切って起毛することでできあがる。K氏は叔父の家で請け負った
ビロードの「切り」の工程を手伝うところから京都生活を始めたと考えら
れる。枚数をしばしば数えていることから、出来高制で仕事を請け負って
いたと判断される20。

図7　京都における K氏の軌跡
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20 京都市社会課の調査（『西陣機業に関する調査』調査報告第44号、1938年、32頁）によれば、
ビロード（天鵞絨）は1段＝1尺1寸を単位として工賃が定められていたという。K氏日記
では、32枚で9円60銭との勘定が記されており（K400430）、1枚30銭で請け負っていたと
みられる。
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　当時、西陣織物業、特に賃織業には数多くの朝鮮人が携わっていた21。
1933年における上京区の西陣織業者約8千世帯のうち賃織業者は4,937世帯
を占めていたが、その出生地別の内訳をみると、朝鮮出身の世帯主は49名
（世帯主全体の1.0％）、朝鮮出身の賃織傭人は126名（傭人全体の21.5％）であっ
た22。なかでも、ビロードは戦間期に朝鮮人の安い賃金に目をつけた業者
が西陣に持ち込んで定着したものといわれ、1937年の調査では「最近織手
の中、半島出身同胞数が内地人のそれを凌駕する関係にある」と報告され
ている23。
　ただ叔父宅での手伝い生活は長く続かなかった。叔父が「僕の残りの仕
事などて本職が一つも出来ぬ」という理由から、親戚を通じて、寺之内通
にある切り専門の日本人織物業者に世話することになったためである
（K400612，K400613）。初めて日本人宅の飯を食べることになり、最初は「今
まで沢山なおかずで食へてゐた」のに「内地人は何でも一菜で食べる」と
質素な日本の食生活に不満もこぼしたりもした（K400614）。
　ところがこの仕事も辞めざるを得ない状況に追い込まれた。奢侈品等製
造販売制限規則が1940年7月7日より施行され（7．7禁令）、豪華な西陣織は
贅沢品として製造や在庫品の販売が厳しく制限されたためである。この
ニュースを知った K氏は早速「先生に職を一つ頼んでおいた」と学校経
由で転職の準備を始めた（K400706）。7月16日からは「約2週間休機」となり、
仕事が休みとなった。7月28日にはまた休機のニュースに接し、K氏は転
職を急いだ。まず新聞に載っていた給仕採用の広告を見て行くが、男は採
用しないといって断られた（K400801）。千本通にあった店員募集の広告を
見て訪ねたのが、四条烏丸の大丸百貨店前の植村文具店（現存せず）であっ

 
21 詳しくは、高野昭雄「戦前期京都市西陣地区の朝鮮人労働者」（『世界人権問題研究センター 
研究紀要』第14号、2009年）を参照。

22 前掲『西陣賃織業者に関する調査』6-13頁。
23 前掲『西陣機業に関する調査』37頁。
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た（K400802）。翌日採用が決まり、8月4日より勤務することになった。
　京都市調査によれば、公私設の紹介所を通じて就労する朝鮮人は8.9％に
過ぎず、最も多いのは友人・知人の紹介で就労した者55.4％であり、ここ
に家族・親戚の4.2％を加えれば約6割が縁故を頼って採用されていた。た
だ K氏のように直接職業を開拓した者の割合も24.0％はいた。K氏の場合、
ちょうど立命館夜間中学の3年に在学していた別の朝鮮人留学生が辞める
タイミングだったため、その後任として採用されたようである（K400804，

05，07）。
②四条烏丸の文具店（1940年8月～1941年5月）

　植村文具店での K氏の仕事は、まず朝7～8時の開店、物の陳列、店の
掃除、雑誌や文具等の配達やその集金、そして夜10時の閉店などであった。
住込で雑務を任せられる、いわゆる丁稚となったわけである。ほかにも共
に住んでいる朝鮮人の名が見え、複数の丁稚を雇っていたと考えられる。
店は日曜も開けており、ほとんど休みの日は見られない。配達は自転車で
京都市内各地に行っていた。雨の日も「身は例へ曝されても品物には濡ら
せまいと夢中」になって配達した（K401014）。寒くなると「手が大へん冷
たく、ひびが出来る」（K401112）。故郷ではおそらくオンドルに慣れていた
K氏にとって、初めての京都の家で迎える冬は寒く、「寒くて勉強も出来
ぬ」ほどであった（K401202）。疲れがたまると、「学校で授業時間中、頭が
痛くてねてしまった」日もあった（K410304）。勉強もできず学期末試験も
うまくいかず、「非常に残念に思ひ握

ママ
〔拳〕を固く握りしめた。此処に来て

ゐるのは何が為であらうか」と歎いたりもした（K410308）。成績通知を受け、
「ああ父母に対して申訳がない。ゆるして下さいませ。ああくやしい」と
書き付けた（K410328）。
　彼は間もなく転職を決意した。「ああ此の丁稚はつらい。一日に何度此
の仕事は止めやうと誓ふか分らない。断じて此度こそ転職致すべく決心す。
〔…〕勉強する暇無いのがつらい事ぢゃ」（K410426）。早速、下立売通に住
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む朝鮮人の友人 C氏の所に行ったところ、そこの主人が「何時にてもか
まはぬから来て呉れ」と言ってくれた（K410427，28）。彼は、住込の乳製
品配達の仕事に転職した。
③乳製品配達（1941年5月～1942年1月）

　今度の仕事は、朝に乳酸菌飲料「ヴァリー」を小瓶に詰め、配達し、そ
の後回収した瓶を洗うという単純な作業であった。この業者は不明だが、
「自分等勝手に乳酸菌組合を名乗」っているだけで「未だ府でも認めてい
ない」と記述されている（K420110）。午後3時か4時ぐらいには仕事が終わる
ので、勉強する時間は確保できたようである。日記も日々の苦しさよりは、
時局の記述が増えてくる。ただ7月の学期末テストの成績はふるわなかった。
「僕はやって見せるぞと歯を喰ひしばった。〔…〕此では母校恩師に見せ
られぬ」（K410724）。
　新たな仕事の月給には不満だったようである。給料日になると「すっか
り働く気が無くなった」（K410731）、「いやになって来た」（K410831）と愚痴
を書き、「給料から授業料を取り去れば、小遣も優に出来ず」（K411002）と
もぼやいていた。そのうち統制経済の影響を受け、「瓶数大そう減るので
此の商売嫌にな」り（K411204）、さらに「台湾には砂糖あるも其れを運ぶ
船舶が無い」といった事情から原料不足で乳酸菌飲料が十分に作れなくな
り（K420107）、宅配が無く卸売のみになった。そして姑従妹〔父方の従妹〕

の結婚と陰暦の正月を兼ねて帰郷することになったのをきっかけに、この
仕事を辞めることにした。この帰郷については、次章で記す。
④西湖堂印刷所（1942年3月～9月）

　1ヶ月ぶりに故郷から京都に戻ってきた K氏は、再び西陣の叔父宅に身
を寄せた。だが居候の生活が気まずいので、植村文具店の主人に紹介して
もらい、西湖堂印刷所（高倉通四条下ル）に丁稚として入ることになった
（K420325）。この印刷所は5台の印刷機をもち、十数名の植字工を雇ってい
た合名会社であった（K420326，27，29）。実は現在も同じ場所において、K
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氏が描写したとおりの建物で西湖堂印刷所は経営を続けている（図8）24。K

氏は熟練を要する植字の作業には携わらず、電話番、配達、集金、掃除な
どの雑務をまかせられた。

 
24 ホームページもある（http://www.saikodo.com/）。K氏がいた頃が初代社長であり、その娘
の息子（外孫）が現社長である。現社長の幼い頃には、確かに住み込みで働いていた人が
いた記憶があるという。残念ながら、従業員名簿などは残っていないそうである。

図8　西湖堂印刷所

筆者撮影
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　だが、この仕事も長続きしなかった。理由ははっきりしないが、丁稚と
いう地位がそもそも気に入らなかったようである。K氏の辞意を聞いた主
人が「成可く辛抱して呉れ、給料の件も考へるから」と言ったのに対し、
彼は「如何なる特典を与へて呉れても此の様な丁稚地位に於ては仕方がな
いと思ったからきっぱりと断ってやった」と書いている（K420928）。彼は
「同級の友人の紹介に依り」、日本紡績新聞社に勤務することになった。
⑤日本紡績新聞社配達員（1942年10月～1943年4月）

　日本紡績新聞社京都支局（京都市下京区烏丸五条下ル）は、日本紡績通信社
を前身とした紡績専門の『日本紡績新聞』を発行しており、K氏の記述に
よれば「紡績関係の各種商店会社等」を購買範囲とし、京都では2千部配
布していた（K421003）。K氏はこの配達員として働いた。朝、京都駅に届い
た新聞を取りに行き、折り、自転車等で配布するのが主要な仕事であった。
　この配達員の仕事も、戦時統制にともなう業界統合によって失うことに
なった。1942年中にも統合の話（K421101）があったが存続し、最終的に繊
維製品統制協議会の機関紙として統合されることになった（K430331）25。そ
れを受けて K氏は30円の退職金をもらって辞めることになった（K43040416）。
次の職場は、この支局が看板を下ろした後に入ってきた関連会社と思われ
る大阪鋼化工業所の京都出張所であり、そこに何人かの同僚とともに移る
ことになった。
⑥大阪鋼化工業所勤務（1943年5月～9月）

　新たな職場は軍需品を取り扱う工業所であった（K430517，26）。職務が定
まらずラベル貼りや電話番など様々な雑務をさせられたが、月給は45円と
それなりに高かった（K430627）。最初は京都出張所で勤務していたが、8月

 
25 『日本紡績新聞』はまだ所蔵が確認できていないが、繊維製品統制協議会の機関誌『日本
繊維新聞』については縮刷版が発行されている（京都府立図書館等に所蔵）。1943年4月29
日付の第1号においては、これが「業界唯一の新聞紙」であると記されており、K氏の記
録のとおり業界紙が統合されたことが間接的に裏付けられる。
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から大阪の工場に通勤することになった（K430803）。夏という季節に加え、
熱処理をおこなう工場であり相当暑かったようである。仕事のきつさや上
司・同僚への不信感もあって、「我今度の大阪移転は今にして見れば大な
る失敗なり。苦学者の運命は斯くも脆きものかな」と考え（K430826）、ま
た「兎に角大阪より京都へ通学は無理だと僕は決心」し（K430902）、友人
とともに荷物をまとめて「総撤収」した（K430912）。
⑦不明の会社（1943年9月～）

　K氏は北区の上善寺の近くに住んでいた朝鮮人の友人の下宿26に同居し、
そこからまた新たな会社に通勤しはじめた。会社名、業務内容等に関して
は、京都大学の事務室に「消毒料値上承諾を受ける為に」行くとか（K431102）、
防空演習等に際しての「巡回」の仕事といった表現があるものの、明確な
記述が無いのでよく分からない。給料のことや社主である「親爺」に対す
る不満だけは明確に記されている。日記の最後の方は尻切れトンボで終わっ
ているが、少なくとも1943年の終わりまではこの仕事を続けたものと思わ
れる。

　以上、7つの仕事を転々としながら苦学していた様子を描写した。表4に
ここまでの叙述をまとめた。平均在職期間6.4ヶ月という短期間に低賃金
の非熟練労働市場を渡り歩いていたことになる。京都市調査では、最も在
職期間の短い徒弟見習・使用人であっても平均2年2ヶ月だったので、それ
よりもさらに短かった。戦時期の雇用縮小の影響も受けていたし、勉学優
先という彼の信念もあったし、彼が家計を支える立場になかったという事
情もあっただろう。ただ、初等以上の教育を受け、日本語もできた学生だっ
たためか、土工などの肉体労働は含まれなかった。これほど職場を変えて

 
26 この下宿屋を営んでいた家は戦後改築し、2012年現在では当時の主人の嫁や孫が住んでい
た。かつては下宿専門でやっており、中に食堂などもあったという。
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も、収入の空白期に彼が路頭に迷うことは一切無かった。それは制度的保
障があったからでも彼に余裕があったからでもなく、ひとえに朝鮮人の親
族や友人などによるインフォーマルな社会的セーフティ・ネットが存在し
ていたためである。彼が異国の地で生存していくうえでほとんど唯一の財
産ともいえるものがそうした同胞ネットワークとでもいうべき社会関係資
本（social capital）であった。これについては次章で検討しよう。

表4　K氏の転職状況

番号 始 終 職場・場所 仕事内容 居住 就職経路 退職動機・背景

① 40/04 40/07 西陣織（叔父宅→
寺之内通）

ビロードの
切り作業

叔父宅 親戚および
その紹介

奢侈品統制による
雇用減

② 40/08 41/05 植村文具店（四条
通高倉西入）

丁稚 住込 広告 勉学ができないた
め

③ 41/05 42/01 下立売通 乳酸菌飲料
の配達等

住込 友人の紹介 低賃金および統制
経済による生産減

④ 42/03 42/09 西湖堂印刷所（高
倉通四条下ル）

丁稚 住込 植村文具店
主人の紹介

丁稚身分への不満

⑤ 42/10 43/04 日本紡績新聞社
（烏丸通五条下ル）

配達員 住込 学校友人の
紹介

戦時業界統廃合に
よる会社の閉鎖

⑥ 43/05 43/09 大阪鋼化工業所
（烏丸通五条下ル
→大阪工場）

雑務 住込 前職場の紹
介？

大阪勤務で勉学が
できないため

⑦ 43/09 － 不明 不明 友人の
下宿

不明 －

4．離郷した朝鮮人の紐帯と想像力

　前章に記したのは、京都における
4 4 4 4

K氏の活動であった。しかし離郷者
としての K氏の動きは京都の中に限られていたものではないし、また彼
の人的ネットワークや想像上の地理は居住地域をはるかに越えて展開して
いた。ここではまず K氏にとっての同胞ネットワークの広がりや機能、
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故郷との紐帯などについて検討したうえで、彼の朝鮮や日本に対する認識
を分析してみよう。

4-1．同胞の紐帯
　K氏日記を見ていると、仕事や勉学以外の場面でほとんど日本人が登場
しないことに気づく。配給などに関連して町内会などにも接していたよう
だし、隣組に入っていた様子が見られる時もあるが27、ほとんど日本人の
痕跡がない。休みの日などプライベートで登場する人はほぼ全て親戚か朝
鮮人の友人であった。もともと知っていた人だけでなく、初めて会った朝
鮮人であっても安心感を抱いていた様子も見られる。たとえば同居してい
る朝鮮人の友人をその旧友が訪ねてきた時にも、「異郷の地で同胞と逢ふ
ことは何よりも心強く非常に懐しいものである」と書いている（K430524）。
これは K氏に特殊なことではなく、戦時期においても「多くの朝鮮人は、
主として民族的な社会的結合の下で生活を送っていた」と外村大は指摘し
ている28。
　K氏にとっての同胞間のつながりは様々なレベルがあったが、なかでも
衣食住という生活の根幹において最も頼っていたのが京都・大阪に住む3

軒の親族であった。ここではそれらを便宜的に K1、K2、K3と呼んでおこう。
　K1は前章に登場した西陣に住む外三寸〔母方の叔父〕宅である。京都移
住初期に身を寄せただけでなく、その後別の店で住み込みをしていたとき
も度々その家を訪れていた（K401006，18）。郵便の受取先にもしていたよ
うで、学校の通知簿をはじめよく物を取りに行っていた。1942年の故郷帰
省後に1ヶ月ほど住んでいたのもこの家であった。

 
27 たとえば外食券をもらうのには町内会を通していた（K430915）。また1943年の「補遺」
欄には紫明町内会聯合会のある隣組の名称が記されている。

28 外村大・前掲『在日朝鮮人社会の歴史学的研究』318頁。
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　K2は京都の山科に住む叔父（おそらく父方）の家であり、K氏が休日など
によく泊まりに行ったりしていた。叔父と従兄は土方をしていたと思われ
る（K420317～19）。故郷に帰省するにあたって20円を貸してくれたこともあっ
たし（K420203）、教科書購入という目的で30円を貸してくれたこともあっ
た（K420331）。
　K3は大阪の枚方に住んでいた姑母〔父方のオバ〕の家である。姑母家は
米農業をやっていたようである（K411130）。「姑母家位愛想のよい所はない」
（K420302）と評価しているように、訪ねると鶏を1羽つぶして食べさせて
くれるなど（K410816）、いつも歓待してくれた。農家であったため、親戚
が食糧統制をかいくぐって白米を買いに来たりもしていた（K430103，04）。
配給米が不足していた K氏も、こっそり米を持たせてもらったこともあ
る（K430105，31，K430321）。
　京都・大阪以外の地域にも親族は広がっていた（図9）。その様子を書簡
のやりとりを通じて見てみよう。表5は K氏の1年間における手紙送受信
の内訳である。最も頻繁に手紙の送受信を記録していた1940年に限って整
理した。故郷である醴泉、特に残してきた家族への手紙がやはり多い。こ
れについては後述することにして、この表で1つ目立つのは満洲における
親族である。K氏は「叔父」と表現しているが、祖父が一度訪ねていって
いることからして（K430112）、K氏の父の兄弟であったと考えられる。や
はり郵便事情の問題もあって、「満洲の叔父が四ヶ月程消息無いので心配
である」とし（K410209）、その後、「満洲に居られる三寸叔父様より手紙の
返事着皆無事とのこと」と安心する様子も見られる（K410326）。このほか
東京にも親族がいたし、手紙のやりとりはないものの北九州の折尾にあっ
た日炭高松炭鉱にも叔父が鉱夫として働いていた。K氏は1度この炭鉱を
訪ねたことがあり、「二階建のバラックで数十棟並んでゐる」ことや、「縷々
事故が発生するらしい」ことなど、生々しい状況を描いている（K420227，

28）。
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図9　K氏の朝鮮人ネットワーク
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表5　K氏の書簡送受信数（1940年）

地域 計 行政区域 相手 数

朝鮮 31 醴泉 家族 14

親族 8

友人 6

恩師 1

他地域 友人 2

満洲 5 － 親族 5

日本 14 東京 親族 7

大阪 親族 3

その他 － 4

不明 3 － － 3
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　こうした朝鮮人社会のなかでは、同化政策が極度に強まった戦時期にお
いても、朝鮮の慣習が様々なかたちで維持されていた。たとえば、姑母の
家の従妹が結婚することになった。最初は「朝鮮でさせようか内地でさせ
ようかと迷っている」と話していたが（K420103）、「急に姑従妹の婚事が定
まった」ため、K氏は大阪へ行った（K420122）。親戚・知人が数多く訪ね
てきて騒がしく酒を飲み、「親戚のバラック」へ行って寝た（K420128）。新
郎新婦の初夜には「朝鮮の習慣で初めの晩等は新郎新婦のね間を覗くのが
常であった」とし、覗きに行った（K420129）。
　祖先祭祀も正月などに実施していた。K1家では1943年に陽暦で正月の
祭祀をおこなったが（K430102）、K氏は同じ年の旧正月に職場の朝鮮人の
友人とともに「朝起きて二人は故郷の遙かな空を仰いで父母様や一家一村
否鶏林十三道の将来や安康を祈った」（K430205）。年中行事だけでなく、後
述のとおり、料理もこの時期に維持していた様子が見られるし、「酒を醸
す」（K400428）とあるように自家用のマッコリもこっそり醸造していた。
後述のように食生活でも朝鮮料理を食べていた様子がうかがえる。
　K氏を含む渡日1世の時代においては、故郷との紐帯も非常に堅固なも
のがあった。特に運良くも収入の余裕があった家においては、故郷に送金
などをしていた。たとえば、K1宅については、「本当に叔父さんの家は内
地でお金を

ママ

儲かった。今度も水田八反を買入れて来たと云ふ」（K400501）

とか、「収入が多いので毎年十斗洛以上の田地を購入することが出来る」
（K430622）とある。また、山科の K2宅にいる時に会った親戚は、「鐘紡の
石炭灰取りの仕事」をしており、「今度半年で七百円故郷の父母へ送った」
としている（K420102）。
　といっても送金できるような地位になかった K氏が故郷にもっぱら送っ
ていたのは手紙であった。ある時には母宛に「手紙用紙に長々と一米位の
長い手紙を書いた」こともあった（K420714）。しかし、疲れた体では1通書
くのも難儀していた。例えば祖父宛に手紙を「書き掛け」（K410727）、翌日
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も「身が疲れて手紙を書かうと思へども仲々にて書けず」（K410728）、数日
かけて「漸く書けた」という時もあった（K410731）。ごく稀に頼まれた暦
を送ってあげたり、従弟に雑誌を送ってあげたりもしていた（K421228）。
おそらく故郷では受け取った K氏の手紙を朗読していたと思われる。漢
文以外の文章には慣れていなかったと考えられる祖父は代筆で手紙を K

氏に送っていたし（K430207）、母単独名義での書簡は見えず、常に父を通
じて手紙を書いていたと考えられるからである。故郷から送られてくるも
のはほとんど手紙だったが、母から手製の布団が送られてきたこともあっ
た。そのとき K氏は「母上様の御許に寝る気がした」と嬉しさをあらわ
にしていた（K421105）。
　手紙を受け取った時だけでなく、京都生活のなかでも K氏は折に触れ
て故郷のことを思い出していた。暦を見ては、「昨日は我が旧の元旦である。
故郷の父母の御健康をお祈り奉る」と思い出した（K410128）。正月早々働
かなければならない自分と対比して、「故郷では未だお正月気分で愉快に
遊んでゐられると察する」と思い描いた（K430113）。体調が悪いと、「あヽ
痛い。故郷が恋しくなる…」と望郷の念に駆られた（K400422）。京都の天
気を見ても、故郷の天気を想像した。久しぶりに降る雨に「作物はどんな
に喜ぶだろう。我故郷でも降って来れよ！！曇る度毎に朝鮮にも雨の降ら
んことを！！」と農村を思いやり（K420803）、秋晴れの朝空を見ては「此の
朝の崇高なる気持を少しでも故郷の父母と分けたい気分が胸一ぱいに」こ
みあげてきて（K421020）、寒くなってくると「此の寒さに如何にましますや」
と心配するのであった（K421116）29。
　故郷への思いを募らせていた K氏は、4年の間に2度だけ帰省した。1回

 
29 K氏にはこの時点で故郷に残してきた妻がいたようだが、日記にはほとんど登場しない。「勉
学中に結婚は絶対禁物だ」との父の言を思い出した時や（K411215）、帰郷時に「妻を一
人家において出るとは甚だ世間観から不穏当」と父が言っていたとの記述（K420224）で
出てくる程度である。



日記が語る近代326

目は1941年の陽暦正月をはさむ時期（1940．12．17～1941．1．11）であり、2回
目は1942年の陰暦正月をはさむ時期（1942．2．3～3．3）であった。正月であっ
たためでもあったが、帰ると父母や祖父だけでなく、外家〔母方の家〕、妻家、
姑母宅、従祖母宅、母校など様々な家を回った。帰ってくると K氏は「朝
鮮の服を纏った」し（K420218）、餅を食べてユンノリで遊ぶなど（K42022）、
どっぷりと朝鮮文化に浸った。だから故郷を去らなければならない時には、
「故郷のなつかしさを胸に抱き乍ら再び萬々と他国へ赴くのである。如何
にも残念でたまらない」と感じたし（K410111）、泣き崩れる母の姿を思い
出しては「あヽお母さま！お機嫌よう…」と記したのである（K420224）。
　このように醴泉のことを常に胸に抱いていたからこそ、K氏は本稿の冒
頭で引用したように故郷の夢をよく見たのである。「楽しい夢路を、心は
故郷へ」（K410902）。「此頃は一寸夢を沢山見る。何時も故郷の事殊に祖父
様の事が多し」（K410904）。「此頃は故郷に帰る夢を見る事が多い。何時も
憧れてゐる為であらう。「父上様、母上様、祖父様、御機嫌宣敷おはしませ」

と祈る」（K421111）。それでも K氏には再び故郷に戻って役に立つ人物に
なりたいという思いをもって、京都で生活を続けた。彼は故郷に錦を飾る
決意を書いている。「あヽ懐しき故郷よ。〔…〕我錦を着なば汝に逢はん。」
（K411008）

4-2．朝鮮、日本、戦争
　最後に、ここまで述べてきたような生活のなかから、K氏が朝鮮や日本
に対してどのような認識を抱いていたかについて検討してみよう。ほとん
ど日本のことを明示的に語っていなかった S氏や A氏などと異なり、K氏
は日記の様々な箇所で日本論・朝鮮論を記していた。それは彼が故郷を離
れ日本人に囲まれて生活していた状況からも来ていただろうし、戦時期に
おいて否応なく「日本」という存在が強烈に迫ってきていたからでもあっ
ただろう。
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　まず、より生活に根ざした側面から見ておこう。京都で日常的に異文化
に触れる K氏にとっては、常に比較文化論を展開せざるを得ないような
状況にあった。例えば日本の葬式で祭壇に線香をあげ、水を替えるのを見
て、「儀式風俗が内地と朝鮮と大概同一」であると評価したうえで、その
違いについては内地の方が「西洋の文明が輸入された丈である」（K400723）

と西洋文明の受容度を軸に比較している。K氏の比較文化論のなかで、し
ばしば表れていたのは食生活のことだった。少し慣れてきた頃に、「内地
食のおかずは簡単に一種しか無いが僕はそれが美味しいのだ」など文化相
対論者のように書くこともあったが（K400727）、そのうち「朝鮮の料理は
美味しい。まるで内地の料理はなってをらぬ。滋養が全然ない」と朝鮮料
理に軍配を上げることになった（K421104）。
　こうした K氏の比較文化論の評価軸には、近世朝鮮に由来する思想も
影響していたと考えられる。たとえばお粥について、「我が国（朝鮮）のお
粥は美味しいが、蝦夷達の炊いた粥はちっともおいしくない。米が全部溶
けてしまって、形を留めない位まで掻き回して炊くのである」と論じてい
るように（K420520）、華夷秩序に基づく「蝦夷」との表現で日本人を評価
している。日本語で「蝦夷」といえば、北海道および東北地方の人々、特
にアイヌを指し示すのが一般的だが、ここではおそらく朝鮮語の「オラン
ケ（오랑캐）」の翻訳語として用いられているものと思われる。「オランケ」
は、歴史的には女真族の蔑称であり、そこから一般的に「夷狄」といった
言葉と同様に異民族を見下げた呼称として用いられてきたが、その視線が
日本人へと向けられていたのは興味深い。もっとも K氏が常に日本人を
「蝦夷」と表現していたわけではなく、主に日本人を腹立たしく思った時
にこうした表現がつい出てくるのであった。たとえば、丁稚をしていた時
代に寝坊して喧しく言われたときにも、「実際、蝦夷族の日本人は小言の
多い癇癪の奴等だ。細い連中だ」（K420513）と、相手を小さく見るような
視線で批判の言辞を書いた。K氏の祖父は一族の族譜の編纂や斎室の改築
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などに主導的に関わっていたことからも（K430208，09）、嶺南地方の朱子
学の伝統を強く受け継いでいたと考えられる。K氏もその薫陶を少なから
ず受けていたであろうし、故郷の父母や祖父への強い思いにもその思想的
影響があったと考えるべきであろう。だから家族秩序に関しては、「夷達
は夫婦だけ、親子を考へず。兄弟も誠に情の疎かな所あり。噫我が朝鮮の
美風を弘めかしかな」と（K400830）、儒教的な価値観をベースに日本社会
を評価していた。日本の現代風俗に関して、「現には流行性服装が非常に
乱雑してゐる。風紀が大変乱れて来た」と、儒者のように眉をひそめてい
たのもそのためであろう（K410804）。
　K氏が日記に書き留めた日本論・朝鮮論はこうした比較文化論にとどま
るものではなく、政治思想ともよべるものも展開されていた。もちろんそ
れは一貫した政治思想ではなかったが、時局に関わってその都度書いてい
た彼の議論のなかから、一定の傾向を読み取ることは可能である。彼の日
本論・朝鮮論の特徴をあえて一言でいえば、「大東亜戦争」における大日
本帝国の「躍進」ぶりを賞賛する一方で、民衆生活を圧迫する戦時統制に
は大いに不満を抱き、さらに日本の朝鮮統治は辛辣に批判するというもの
であった。この一見矛盾した政治思想のあり方を彼の記述に即して検討し
てみよう。
　まず、K氏の日中戦争の評価は「大東亜戦争」全体の評価に混ざってし
まっていて抽出が難しいが、太平洋戦争についての態度はかなり明確であ
る。真珠湾攻撃の報道に際しては、「帝国は茲に止むなく東亜、否、世界
新秩序建設のスタートを切ったのだ」と記し（K411208）、ハワイ戦を「喜
しきことなり」と評価している（K411210）。ラジオに聴き入っていたこの
日のことを、1年後に「あの時、我等は血湧き肉躍るのを禁じ得なかった」
とも回想している（K421208）。その後も大本営発表に接しながら、「征く所
全勝の勢ひで進む皇軍に対しては満腔の謝意を表する」といった調子で評
価している（K420608）。
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　こうした認識は、K氏が欧米列強による植民地からの解放という当時の
プロパガンダに彼なりの立場から呼応していたと考えることができる。彼
はたとえば「印度人の印度」というスローガンには共感しながら「英よ、
日本の実力を見くびったのか」と記しているし（K420409）、ガンジーの断
食のニュースを読んで、「ガンヂー死すども独立精神は死せず！！」とも書
いている（K430224）。また、「元気百倍、大東亜建設。有色人種十五億の為
めに何が何でも此一戦はやりぬかねばならぬ」とあるように（K420910）、
この戦争を人種戦争の枠組で認識していた。そのことはこの戦争によって
世界のなかでの朝鮮の地位が上がることへの期待とも結びついていたよう
である。朝鮮人の友人と夜語り合った後の日記では、「祖国は我等の青年
の力に依って大東亜の盟主、否、世界の盟主として雄々しくも出立つ出来
るのだ。〔…〕青年よ！！起てよ！！いざ起てよ！！」と書いている（K430414）。
　だが、K氏はこの戦争に全面的に賛同していたわけではない。たとえば
朝鮮人への徴兵制実施には反感をもっていた。1942年5月、1944年から朝
鮮人を対象とする徴兵制が実施されることが閣議決定されたが、このこと
を知った K氏は、「中学を出たら二十一才で丁度適齢だ。さうすると勉強
も嫌になり精も出ない。或る時は癪に障る事ある。何ていふ事をしやがる
んだ。俺等は朝鮮国民だ。何で彼等の指図を守らねばならぬか」と歎いて
いる（K420923）。その翌日にも朝鮮人青年特別訓練に関する制令のニュー
スを聞いて、「蝦夷どもに指図せらるる」ことを憂い、「彼等は我等を一未
開人と見て如何なる侮辱を加へて来たか」と日本人による差別に対して批
判した（K410924）。この頃、内務省警保局は徴兵制実施に対する在日朝鮮
人の意向を極秘で調査し、その主張を「感激し聖恩に応へ奉らんと云ふも
の」「権利を主張し或は事実を歪曲せるもの」「民度を向上せしめ然る後実
施すべきなりと為すもの」に分類している30。そこでは差別撤廃のために

 
30 内務省警保局『昭和十七年中に於ける社会運動の状況』1943年、857～865頁。
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義務教育実施を求める主張や、時期尚早論はあるものの、K氏のように日
本人に指図されて戦場へ行くことに抵抗を示す声は拾えていない。官憲の
調査には表れてこないような言葉を K氏は日記に書きつけていた。
　また、戦時統制による食料品不足に対してもよく不満を書き連ねている。
豆腐屋の前に人が並んでいるのを見て、「人間が食ふ物に対して何故あヽ
いふ苦労をせねばいかないだろうか。政治はあれてよいだろうか。」とか
（K411025）、「いくら節米と言っても無理過ぎると思ふ。生命の糧を斯くも
引締めては続くことではないと思ふ。もう少し局に当る物

ママ

は考えて欲しい」
といった政治批判も書いている（K420312）。
　より重要なのは、大日本帝国の戦争の大義名分は評価する一方で、日本
の朝鮮統治に関してはほとんど評価するところはなく、むしろ辛辣に批判
していたことである31。たとえば、彼は朝鮮の「施政記念日」に、「あの
時何故日本と一緒にならねばならなかったのだらうか。彼の時反対して独
立を護ってゐたら我々は大層よかったのに」と書いている（K411001）。また、
日本はかつて「朝鮮から諸文化を取入れたものであった」のに、「今は反対
に夷達から支配されて」おり、「憐れむべき」ことだと歎いている（K420219）。
特にこうした筆致は故郷の農村を想起したときにより強まった。「半島は
悪魔の手に。農家では、否、全民が苦しんでゐること、腹腸のちぎれる思
ひがします」とか（K420528）、「我が朝鮮の白米」を「此処の人間に食はせ
るのかと思ふと胸の裂けるやう」だとも書いている（K420624）。
　こうした K氏の植民地朝鮮論は、1942年2月の一時帰郷中に書いた日記
の記事に集中的に表れていた。彼は「汗を流して作った所の籾は食糧もろ

 
31 ただし南次郎総督に対しては、「夙に親しまれた半島の親」であると表現するなど好意的
に記している（K420617）。その他、近衛文麿や立命館の創始者である西園寺公望などに
ついても好意的な表現をしている。K氏は偉人伝に傾倒することがあったが、その一環だっ
たのかもしれない。だが、そうした人物評とここで論じている政治思想とどう関連づけら
れるかは今後の課題としたい。
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くに残さないで供出を申込まれる等、阿呆らしくて農業は出来ない。だか
ら今、村中の青年達が果して何人あるか。本村から見れば既に八人も炭鉱
の募集に行ってしまったのだ。北海道や或は九州等」と、供出と労務動員
との関係を構造的に把握している（K420214）。また供出について「斯く厳に
自由を束縛すれば続かぬと思ふ」と統治の限界についても語った（K420218）。
歴史観や「内鮮一体」論に関連しても、次のように厳しく日本を批判して
いる。

日本の歴史には朝鮮が内乱に如何とも出来ず倒
ママ

頭合併したと。然し日
本は強制的に我朝鮮を奪ったのだ。見よ。我が五百年の燦然たる歴史
を。君は民を慈しみ遊び、民は忠を致した此の山川草木を。今は日本
の蝦夷の手に斯くも引づられてゐるのか。惨慨たる有様よ。汝よ、我
が高麗を知らずや。（K420220）

小学校には全然朝鮮の歴史は授けない。そして日本のよいやうに書い
た所の国史だけ之を教授に喧しく言

ママ

ひ、専ら自分の得する外はない。
国民の親和を図る目的で表面は内鮮一体と叫んでも、其の奥には我が
半島の人を、恰も一階下の如く見るも

ママ

さへあるやうだ。それは半島に
於ではないが内地で其の著しい例が見付けられる。〔…〕実に腸のち
ぎれる思ひがするのであった。日本人全体が敵視されて蹴飛したくなっ
たのであった…。（K420221）

　K氏は、さらに故郷の父母に宛てたメッセージの形式で、朝鮮の独立を
求める文章も日記に書き残している。

故郷の父母よ、お元気ですか。之の国乱の中に如何にお暮しなさるや。
平和な優

ママ

長な昔の世はもう来ないのでせうか。あぁ、平和な時もあっ
たのに、それも私達にとっては束の間、今や国家主義の非常時体制下



日記が語る近代332

制圧され、煩に生活困難なる今の乱世に、彼の役人達の強制的な悪魔
の手に操れる我が朝鮮同胞よ、起て！！今に躍起するぞ！我が李朝二
十八王様の治績を身

ママ

よ。燦と輝くではないか。それを彼の明治年間に
蝦夷民族に奪はれたのではないか。半島同胞よ反省せよ！！（K420603）

　官憲による各種の「流言蜚語」関連資料をもとに卞恩眞が明らかにして
いるように、「内鮮一体」論が必ずしも差別の撤廃をもたらさない虚構であっ
たことを当時の朝鮮民衆は看破していた32。たとえば1941年に東京の朝鮮
奨学会で開かれた錬成会で朝鮮人学生に「平素の学生の抱持する気持ち」
を語らせたところ、「内鮮一体」批判を含め「民族的に相当尖鋭なるもの
続出」して当局を慌てさせたことがあるが33、K氏もまた差別する日本人
を「蹴飛したく」なるような思いを抱いていた学生の1人であった。それ
も朝鮮王朝の歴史の観点から論じ、「蝦夷民族」からの独立への思いまで
吐露しているのである点が特徴的である。
　では、こうした日本の朝鮮統治への批判と、先に述べたような「大東亜
戦争」への K氏の呼応とはどのように両立するのであろうか。日記には
それに対する答えが書かれていないため、ここから先は推察するしかない。
そのための参考事項として注目しておくべきことは、満洲事変の主導者だっ
た石原莞爾を中心に展開されていた東亜連盟運動に、1940年から約2年間
にわたって京都の朝鮮人留学生の一部が関わっていたことである。これは

 
32 卞恩眞「일제의 식민통치논리 및 정책에 대한 조선민중의 인식（1937-45）」『한국독립운

동사연구』14，2000年、320～328頁。
33 「在京朝鮮人学生の懇談会に於ける特異言辞」（『特高月報』1941年10月分、朴慶植編『在
日朝鮮人関係資料集成』第4巻、三一書房、1976年、763～765頁所収）。たとえば、中央大
の学生は「差別待遇に対する気持の爆発」を語り、明治大の学生は「日本人に大和魂があ
れば朝鮮人にも同じく魂がある今更内鮮一体を説くことが間違ひである」と言い、日本大
の学生は「内鮮一体」を語りながら監視に来ている警察官に「朝鮮人と見たら泥棒と思ふ
事は如何か」と釘を刺した。
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「満洲国」の統治理念だった「民族協和」思想などを日中関係に適用し、
日中戦争の停戦、東亜諸民族の連盟を形成することで「世界最終戦争」に
備えようとする運動であり、石原が一時期住んでいた京都は同運動の一大
拠点であった。この運動に関わった朝鮮人の思想と行動を検討した松田利
彦は、民族的自覚をもった留学生のなかから東亜連盟運動のもっていた朝
鮮統治批判論に共鳴し参加していった者がいたが、東亜連盟論が朝鮮人差
別批判論と朝鮮独立否定論（日本国内での自治）の2つの方向性を内包してい
たため、共鳴者のなかでも後者に傾いて民族意識が取り込まれていく中心
人物らと、朝鮮独立論をめぐって対立を認識せざるを得なかった多数派と
の二重構造ができあがっていたと論ずる34。K氏がこの運動に参加してい
た形跡はない。ただ、対欧米の「大東亜戦争」に対する一定の共鳴と、朝
鮮統治への痛烈な批判という点において、運動の多数派がもっていた志向
性と相通ずるものがあるのは確かである。この一見矛盾する2つの評価の
間に共通項があるとすれば、それは「植民地」をめぐる認識ではないだろ
うか。欧米の植民地支配からアジア諸民族を解放するとの大義名分を掲げ
ながらも、日本が朝鮮や台湾などから自主独立を奪って植民地支配し続け
ているという大東亜イデオロギーの大いなる矛盾が、K氏の記述から滲み
出ていると思えてならない。

おわりに

　以上、一個人が書いた4冊の日記をもとに、戦時下の大日本帝国のある
経験の軌跡を追ってきた。K氏の経験は、京都という宗主国の都市空間だ

 
34 松田利彦「曺寧柱と京都における東亜連盟運動：東亜連盟運動と朝鮮・朝鮮人（二・完）」
（『世界人権問題研究センター　研究紀要』第3号、1998年）。なお、曺寧柱も醴泉の出身
であった。
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けでも、醴泉という故郷の空間だけでも切り取り得るものではなく、少な
くともその両者を同時に見る視点によらなければ叙述し得るものではない。
K氏の故郷への想いは、故郷の家族の K氏への想いとも重なっている。K

氏日記の最後から2番目の記事を引用しよう。

午前に父上、母上様の御手紙の返信が届いた。早く繙いて奉読すれば、
祖父様が御病気でいらっしゃるとのことだ。〔…〕そこで私を就床の
間から見たい



と仰言ってゐられるらしい。無理もないことだ。私
一人の孫を遠く離しておいて、家には一人も祖父に孝養を尽してゐる
ものはないから御心淋しいのも当然であらうと思ふ。（K431215）

　本稿の冒頭で梶村秀樹による「国境をまたぐ生活圏」との表現を引いた
が、彼はそれを「国境をまたぐ生活意識空間」とも言い直している35。病
床から K氏を想う故郷の祖父の姿を、K氏が京都で想像して書いたこの
日記のくだりは、彼がどのような「国境をまたぐ生活意識空間」のなかに
生きていたかをよく示しているし、彼が思い描いた「朝鮮」や「日本」は、
そうした彼の生活意識空間から理解すべきものなのであろう。梶村のこの
指摘は、1945年以降の在日朝鮮人がもっていた定住外国人への志向性を歴
史的に説明するために導入されたものである。もし K氏がこのまま日本
に残って暮らし、在日朝鮮人1世となった場合、彼もおそらく日本に住み
ながら故郷を想う定住外国人の1人になったであろうと私は推察する。だ
が K氏の場合、この後間もなく京都を去ることになった。祖父の病の報
せを受けて帰郷したところ、実は仮病であったが、そのまま京都を引き払っ
たと言い伝えられている。確実ではないが、上記の手紙がその仮病の報せ
だったのかもしれない。いずれにしても K氏の場合は幸いにも離散家族

 
35 梶村・前掲「定住外国人としての在日朝鮮人」18頁。
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化することなく、その後はずっと故郷で暮らすことになった。京都滞在時
代の K氏の日記は、ひょっとすると彼自身もその後の激動の時代を生き
抜くなかで忘れてしまったかもしれない、「海峡をこえて在日すること」
の生活意識空間を鮮やかに描き出していた。
　このように、1人の人物の経験を追うことは、決して歴史叙述を「狭い」
領域に閉じこめることにはならない。なぜなら、どのような個人も無数の
人間関係を横切りながら世界史を生きているからである。そうした信念を
もって K氏の日記を読み解いたが、結果的に、地理的には日本と朝鮮半
島にまたがり、時代的にも日記が書かれたよりもずっと以前の歴史を含み、
目の前で起きたことから夢の中までを含む「広い」経験が浮かび上がった
と思う。それは従来の歴史研究が専門分野別にバラバラに描いてきたこと
をつないでいく、「下」からの全体史の試みでもある。
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1．はじめに

　朝鮮の解放後史に関する研究は1980年代以降に活発になされるようになっ
たが、おもに政治史を中心に展開されてきた1。それは、解放、分断、戦
争という事象がその後の歴史の展開に大きな影響を及ぼし、それらが今日
の朝鮮半島、東アジアの矛盾の起源となっていることから、まずその歴史
を政治史として分析し理解する必要があったためである。
　一方、社会・文化史の面でも、1990年代以降に徐々に研究がなされるよ
うになったが、政治史研究に比べて立ち遅れているのが実情である。解放
後史を、より構造的に、より多様なものとして描き、理解するためには、
政治史研究の蓄積の上に、あるいはそれと有機的に結びつけることによっ
て、社会・文化史を叙述することが必要である。
　本稿では、そうした問題意識から、解放直後の社会・文化史の一面を叙
述するために、日記という個人が書いた記録を取り上げる。近代日本社会
の日記を研究した西川祐子によると、日記は基本的に「国民教育装置」と
して活用され、普及していくが、そこから「意識的・無意識的に逸脱した」
日記も書かれていき、日記における「規範の形成と逸脱のダイナミズム」

 
1 한국역사연구회편『새로운 한국사 길잡이下』（지식산업사，2008）の「현대」，朝鮮史研
究会編『朝鮮史研究入門』（名古屋大学出版会、2011年）の「第8章　現代史」を参照。

太  田　修

―仁川の電気工 I氏の日記から―

11 朝鮮解放直後におけるある労働者の日常
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に注目することが重要だという2。ここで取り上げる日記も、植民地支配下
に書き始められたことから、植民地下の「国民教育装置」（正確に言えば「皇
国臣民教育装置」）であるものの、基本的には大日本帝国の日記の規範から
「逸脱」したもので、その内容から見えてくるものは、解放直後を生きた
一労働者の日常生活である。かつてノーマ・フィールド（Norma Field）が「日
常生活の詳細しかある意味では信用できない」と書いて日常生活を歴史と
して考えることの重要性を強調したが3、本稿でも一個人の日常生活を歴
史としてとらえ、解放直後の社会・文化の一面を明らかにしてみたい。
　近年、朝鮮近現代史研究において、日記を対象にした研究が少しずつ出
されるようになった。当初は、政治家・尹

ユン

致
チ

昊
ホ

や「郷村の儒生」らエリー
トの日記を対象としたものだったが4、最近では政治家でも知識人でもな
い市井の人々の日記を対象とした研究が出され、植民地近代の様相や植民
地支配から生じた矛盾といったものが描かれるようになった5。本研究も
基本的にはそうした近年の研究の延長上に位置づけられるものだが、これ
までの研究が植民地期以前の日記をおもに対象にしていたのに対して、本
稿は解放後の日記を分析しようとするものである。
　本稿で取り上げる日記は、仁

イン

川
チョン

に住む労働者 I氏が、1945年9月から
1947年末まで書いたものである6。I氏の日記の分析をとおして、I氏の日

 
2 西川祐子『日記をつづるということ：国民教育とその逸脱』吉川弘文館、2009年、6頁。
3 ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』みすず書房、1994年、346頁。
4 김영희「일제 말기 향촌 유생의 ‘일기’ 에 반영된 현실인식과 사회상」『한국 근현대사연구』

14，한국근현대사학회，2000，김상태『윤치호 일기 1916～1943：한 지식인의 내면세계

를 통해 본 식민지시기』역사비평사，2001．
5 板垣竜太「第5章 日記を通じてみた植民地経験」『朝鮮近代の歴史民族誌：慶北尚州の植
民地経験』明石書店、2008年、同「戦時体制下ソウルの職工日記（1941年）について」油
谷幸利先生還暦記念論文集刊行委員会編『朝鮮半島のことばと社会：油谷幸利先生還暦記
念論文集』明石書店、2009年。

6 I氏の日記は、2007年の夏に仁川広域市水道局山タルトンネ博物館で展示されていた。筆
者は、遺族の許可を得て、博物館が複写したものを複写させてもらった。現物は展示され
ていたものを見ただけで、直接手にとって見ることはできなかった。
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常生活の諸相を描き、I氏がどのように解放を迎えたのか、I氏にとって
解放とは何だったのかを考え、解放直後を生きた一庶民の日常の一端を明
らかにすることが本稿の目的である。ただし、I氏を、解放直後を生きた
朝鮮人の代表として考えたり、I氏の日記を、解放直後の社会・文化史全
体像を描く資料として使ったりするのではないことはことわっておく必要
がある。I氏は解放直後に仁川に居住していた一電気技師であり、I氏の
日記はあくまでもそうした一個人が書いたものである。ここでは、そうし
た解放直後に生きた1人の労働者 I氏の日常生活を描くことをめざす。今
後、そうした庶民の日常史を積み重ねていけば、解放後の社会・文化史の
全体像を描くことが可能となるであろう。

2．日記と I 氏

　まず、I氏の日記と I氏について見てみよう。I氏の1945年の日記帳の日
付は9月1日から始まっている。もともと8月以前の頁もあったようだが、
日記帳からは外されている。1946年の日記は「NOTE BOOK」（進出社）に
書かれ、表紙には I氏が「DIARY／1946／6／4279」と書いている。1947

年の日記帳は市販のもので、やはり表紙に「日記　DIARY／4280／7／
1947／7」と書いている。
　1945年と1946年の日記は毎日書かれているわけではない。I氏は、祝祭
日や特別な出来事があった日に1～2頁ほど書いている。ただし1946年は、
日記帳とは別に毎日数行ずつ記入された簡単な日誌がある7。1947年の日
記帳は1頁が5日分の記入欄に分けられていて、その日の出来事が毎日5～6

行で記入されている。

 
7 この日誌の表紙には「皇紀2595」「昭和十年1935」と書かれている。I氏は1935年の日誌
帳を再利用したものとみられる。
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　I氏は、記入欄に日付、曜日、天気、寒暖について書いている。ほかに祝
祭日や特別な出来事があった日は、例えば「米軍仁川港上陸日」（1945/9/8）

のように欄外に書き込むこともあった。言語は、数カ所に見られる日本語
以外は、ハングルと漢字である。ただし、漢字には誤字が見られるし、ハ
ングルも音をそのまま文字にしたもので不正確なところも見られる。また、
祝祭日や特別な出来事があった日には、太極旗・槿

むくげ

の花の挿絵やスケッチ、
絵などを描くこともあった。
　日記の巻末には、その年に観覧した映画・演劇の「題目」「映画製作所」
「劇場名」「観覧日」「料金」を整理した「映画及演劇観覧記録」や、I氏
の学歴、職歴、本人を含む家族の誕生日、命日が記入された欄もある。そ
れらと、2007年の企画展示8でのパンフレットの内容をまとめると、I氏の

図1　I氏の日記：1945年9月1日

 
8 註6を参照。
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経歴および家族関係はおよそ次のようなものだった。
　I氏は、1926年5月6日（陰暦6月5日）に仁川府松

ソン

峴
ヒョン

里（現在の仁川広域市東
区松峴洞）で出生し、生涯そこで過ごした。普通学校を卒業したと思われ、
1940年4月に京城電気株式会社（以下、京電）電気技術員養成所に入所、翌
年3月に修了し、41年4月に京電仁川支店に入社し、電気技師（電気工）と
して働き始めた。48年7月に弘

ホン

益
イク

大学仁川専門学館夜間専門部に入学したが、
翌年中退する。48年11月に結婚し、その後、3男2女をもうけた。1976年に
韓
ハン

国
グク

電
チョル

力
リョク

株式会社（京電の後身）を退職し、商店を営むかたわら、統長9

などを務め、2000年に死去した。
　I氏は、1945年の時点で満19歳だった。当時、同居していた家族は、母、弟、
妹2人だった。I氏の家は「糧穀店」を営んでいた。母が病身であったた
め長男である I氏がその仕事を助けており、I氏が家計を支えていたようだ。
弟と妹については、誕生日、ソウルに遊びに連れていったこと、受験以外
は書かれていない。結婚して近くに住んでいる姉も1人いたが、やはりあ
まり登場しない。また、父の命日に祭

チェ

祀
サ

を行ったとの記述から、父親は
1942年に死去したことがわかる（1946/6/30）。
　ここで I氏の日記の内容を見ていくうえで、次の2つの点はおさえてお
く必要がある。まず、I氏が仁川に生まれ、この日記を書いた当時も仁川
で生活していた点である。仁川は、解放直後に米軍が最初に上陸した地域
であり、その後も米軍の重要な拠点の1つであったため、住民にとっての
米軍の存在がほかの地域よりも相対的に大きかったといえる10。後で見る
ように I氏が仁川に上陸してきた米軍をいちはやく歓迎し、英語の勉強を
始め、ハリウッド映画に夢中になるなど、「美

ミ

国
グク
〔アメリカ〕」の有形無形

の文物に関心を持つようになったのは、「美国」の影響が大きい地域で I

 
9 統は、市の行政区域の1つで、동（洞）の下で반（班）の上。
10 나채훈，박한섭『인천개항사』미개지사，2006，256쪽．



日記が語る近代342

氏が生活していたことが関係していると思われる。
　もう1つは、I氏が京電の電気技師だったという点である。I氏は、た
しかに電気工という労働者であったが、京電という安定した会社の労働者
だったという点に注意が必要である。京電は、後述するように、「電燈・瓦
斯・電車の事業を独占経営」する「一大会社」であり、I氏はその電気事業
部門で働く従業員だったのである。I氏が映画を見たり、ソウルに出かけ
たり、登山に出かけたりするなど、比較的娯楽を楽しむ生活ができたのは、
京電という「一大会社」の従業員だったことによるものと考えられる。
　このような点に留意しながら、I氏の日記を読み、解放直後の I氏の日
常生活に分けいってみる。

3．解放直後の政治的体験

3-1．米軍「歓迎」、「朝鮮解放」「朝鮮独立」
　まず、解放直後に I氏がどのような政治的体験をしたのかを見てみよう。
I氏は9月1日の日記に、米軍機 B24が撒いていった宣伝ビラ「韓国民に告
ぐ」の内容を書き取り、米軍政は「不幸な国民に対して、慈悲深い民主国
である米国が実施するもの」で、米軍の指示を守れば民主主義の下で幸福
に生活できる時期が到来するだろうと書いている（1945/9/1）11。翌2日には、
日本の降伏文書調印の新聞報道を見て「韓国も早く独立し、立派な韓国国
民となって、活躍しなければならない」と記している（1945/9/2）。
　8日の「米軍仁川港上陸日」には、欄外に「WELCOME U.S. ARMY」と書
き、この日 I氏が「仁川裁判所屋上」で見た光景を描写している。まず目
に入ったのは、仁川港の「米国艦隊」、上空の飛行機大編隊、上陸した米

 
11 日記の引用部分は筆者が翻訳したものであり、翻訳の際、原文の旧漢字は新漢字にした。
なお、誤字・脱字は基本的にそのままとし、筆者による補正・説明は〔　〕で記した。
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軍人が裁判所屋上に立てた「米国旗」だった。「朝鮮独立万才」などのスロー
ガンを書いた旗を持って行列をしていた約1000人の朝鮮青年に、仁川警察
署の警官が射撃して負傷者が出たため「歓迎」は中止された。市街を行進
する「米国軍人」は活発で親切だった（1945/9/8）。翌9日にも、「海上と陸
地を進む自動車〔揚陸艦〕」や「小型無線電信機」をみて驚き、「立派な国
民主義の国の美国に、小さく憎らしい帝国主義日本が戦争を引き起こした
のだから、負けて当然だったのだ」と感想を書いた（1945/9/9）。
　23日には、「仁川市民全部」が旗行列を行って「朝鮮解放」を祝賀し、
連合国軍を熱烈に歓迎した。「米国旗」と「朝鮮旗」が翻り、「朝鮮解放に
万歳」と書かれた長旗の下では「全仁川小学生」が歌を歌い、人々は「朝

図2　I氏の日記：米軍仁川港上陸日（1945年9月8日）
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鮮風俗」で「朝鮮音楽」に合わせて踊った。警官もすべて朝鮮人に変わっ
ていた。I氏はこうした状況から「朝鮮人のことを愛してくれる美国軍に
感謝した」と書いている（1945/9/23）。
　解放直後に19歳の I氏が日記で強調したのは、「WELCOME U.S. ARMY」
の思いであり、「朝鮮解放」への喜びと「朝鮮独立」への願いだった。

3-2．李承晩、金九の「帰国」、反託運動支持
　I氏は、李

イ

承
スン

晩
マン

、金
キム

九
グ

の「帰国」についても日記に書いている。10月18

日には、李承晩のラジオ演説を聞いて「李聖
ママ

萬晩博士が三十三年ぶりに帰
国し、入京した」〔取消線は原文ママ〕と記し、仁川・済

チェ

物
ムル

浦
ポ

の「連合軍歓迎」
「李聖

ママ

晩博士歓迎」祝賀式に参加して「感激とうれしさで涙があふれて前
が見えないほどだった。また、朝鮮自主独立が完成することを祈るばかり
だ」と書いた（1945/10/18）。
　11月23日には、「ホッジ中将」のラジオ発表で「金九先生還国」を知り、
「先生は、わが民族の解放と国家の独立のために、その生活の大部分を苦
難の闘争にささげ、今日、ひと時も忘れられなかった故国の土を踏んだ」
と記している（1945/11/23）。
　12月28日からは信託統治12問題について次のように書いている。新聞は
「ソ連は朝鮮の信託統治主張」、「米国は朝鮮の即時独立主張」し、ラジオ
は米ソ英中4カ国による朝鮮分割信託統治の決定を伝えた（1945/12/28）。31

日には、京電仁川支店でも「愛国心」「信託統治反対」の輿論が高まり、正月
から一週間の予定で「託治反撃示威運動」を行うことになった（1945/12/31）。
これに I氏は、「本当に朝鮮に独立がなく、4カ国に信託統治されることで

 
12 第2次世界大戦の戦後処理をめぐるモスクワ3国（米・英・ソ）外相会議は、1945年12月28
日に朝鮮統治に関する決定を発表した。その決定は、朝鮮臨時政府を樹立し、朝鮮を米・
英・ソ・中4ヵ国による5年間の信託統治下に置くというものだった。
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あれば、ぼくは最後まで反対し誠意をかけて闘おう。〔中略〕ぼくは朝鮮が
即時独立することを祈っている」（1945/12/31）と書き、信託統治反対運動
と「即時独立」への支持を表明している。
　その後 I氏は、1946年8月に「燃えあがる愛国心をもって一日も早く独立
しようという気持ち」で、「大韓独立促成国民会」に入会した（1946/8/1）。大
韓独立促成国民会とは、1946年2月に、李承晩の独立促成中央協議会と金
九の信託統治反対国民総動員中央委員会が統合して発足した右派の政治団
体だった。I氏は、「連合軍歓迎」・「李聖

ママ

晩博士歓迎」祝賀式に参加したり、
金九の「還国」を歓迎したり、大韓独立促成国民会に入会したりしていた
ことからわかるように、右派の政治路線を支持していたといえよう。

3-3．「朝鮮解放」、「朝鮮自主独立」への希望
　ただし、こうした I氏の米軍歓迎、信託統治反対、李承晩・金九支持と
いう政治的立場は、さほど確固たるものではなかったように見える。「大
韓独立促成国民会」に入会した日に「今後徐々に政治方面の辞〔知〕識を
広げ、時局の常識を広げ、ときどき支部に行って講演も聞き、他人に引け
劣らないようする決心だ」と書いた（1946/8/1）。しかしその後、とくに政
治に関心を持つようになったり、政治活動に積極的に参加するようになっ
たりした形跡はみられない。では、I氏の上記のような政治的立場は何に
よるものだったのだろうか。
　1946年3月1日の「己未三一運動独立宣言記念日」には、同僚の Rと弟妹
を連れてソウルへ行き、「普

ポ

信
シン

閣
カク

の鐘を鳴らす式」に参加した。I氏は、ホッ
ジ、ラーチ、李承晩、金

キム

奎
ギュ

植
シク

らが参席していた式典の様子、「ゴーンとい
う鐘の音は解放自由の鐘の音」だと感じたこと、式典終了後の旗行列やソ
ウルの街里に「万歳の声」が響きわたった情景を描写している。そして、
太極旗がさげられた鍾

チョン

路
ノ

普信閣の絵に「二十七年ぶりに再び聞く普信閣
の自由の鐘の音」と記入している。
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　この I氏の描写には、米軍政による文化統治の一端が垣間見られる。米
軍政は、3月1日を慶祝日と定め、「解放」と「大韓独立」を象徴する「普
信閣の鐘の音」に「自由の鐘の音」を接続することによって、朝鮮民族の
国家建設とアメリカ主導の自由主義陣営の建設がひとつのものであること
を朝鮮の人々に見せようとしていた。I氏もその中で「大韓独立万歳を力
いっぱい叫んだ」のである。
　同じ年の「八・一五解放記念日」にも I氏は「京城」に向かった。記念
式典には、花電車や花自動車が登場し、各官庁職員、学生、朝鮮少年軍、
国防警備隊・海岸警備隊、米軍が行列に参加した。ホッジ、アーノルドら
が挨拶し、李承晩、金九が祝辞を述べた。米軍軍楽隊が朝鮮国歌を、朝鮮
高麗交響楽隊が米英ソ中の国歌を演奏し、京城合唱団が解放記念歌を合唱
した。
　この「八・一五解放記念式場」と「八・一五記念風景／市街行列」の光
景は、日記の上欄にペンとクレヨンで描かれている。米軍政庁（旧総督府

図3　I氏の日記：己未三一運動独立宣言記念日（1946年3月1日）
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庁舎）の建物中央に星条旗、ユニオンフラッグ、太極旗、晴天白日旗、ソ
連邦旗が掲げられ、両脇のポールには星条旗と太極旗が最も高く掲げられ、
多くの人々が式典に参加していた。それはまぎれもなく米軍政が演出した
「八・一五解放記念」の一大ページェントだった。I氏は、この「八・一
五解放記念日」式典の光景を日記に描きながら、だれが解放直後の政治を
主導しているのかを自覚していたであろう。
　一方、米軍政や李承晩・金九とは異なる国家・社会建設をめざしていた
左派勢力についての記述は多くない。たとえば「八・一五解放記念日」の
最後のくだりに、左派の統一戦線体である民主主義民族戦線が京城運動場
に集まり、記念式典が盛大に催されたことを記しているほか（1946/8/15）、
「南朝鮮労働党結成という甲〔看〕板ビラが貼られている」（1947/1/12）、「今
日、左翼の人々は公設運動場で人民大会を開いた」（1947/7/27）と記してい
る程度で、左派の動きを詳細に叙述していたわけではない。
　ただし、解放直後に中道左派の指導者として朝鮮建国準備委員会、左右

図4　I氏の日記：八・一五解放記念日（1946年8月15日）
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合作運動を主導した呂
ヨ

運
ウニョン

亨には関心を寄せていた。呂運亨は1947年7月19

日に右翼青年に暗殺された。I氏は8月3日の日記に、ソウルで開催された
「故夢陽呂運亨先生蔡儀式」に参加し、「鍾路を経て故呂先生が亡くなっ
た恵

ヘ

化
ファ

洞ロータリーに行き、また鍾路にもどって御英霊を拝見し、生きる
ということについて考えながら仁川にもどった」（1947/8/3）と書いている。
わざわざソウルまで出向いて呂運亨の葬儀に参加したのは、左右の政治・
イデオロギー対立の克服をめざし、「朝鮮自主独立」を訴えた呂運亨への
共感があったからであろう。
　以上のように、解放直後の I氏は、米軍政が繰り広げる壮大な政治的儀
式や新聞・ラジオ報道の影響を受けて、米軍を歓迎し、李承晩・金九を支
持する一方で、呂運亨の左右合作運動にも共感していたようだ。確かなこ
とは I氏が「朝鮮解放」「八・一五解放」を最も強く感じ、「朝鮮自主独立」
を念願していたということである。

4．京電仁川支店での労働

4-1．電気工としての仕事、職場への不満と適応
　I 氏は、京城電気株式会社13仁川支店で働く電気工だった。京電は、
1933年の統計によると、全朝鮮電気事業の約32％、電鉄事業の約82％を占
める「電燈・瓦斯・電車の事業を独占経営」する「一大会社」であった14。
I氏は、1940年4月から京電電気技術員養成所で研修を受け、翌41年4月に
京電仁川支店に入社した。

 
13 京電は1908年設立の日韓瓦斯株式会社に始まり、1909年韓美電気会社を買収、1915年京城
電気株式会社と改称、1930年代には京城府営乗合自動車事業、京仁バス株式会社を買収、
電気・運輸事業を独占経営する会社となった（『伸び行く京城電気』京城電気株式会社、
1935年、8、9、12、13、50頁）。

14 前掲書、『伸び行く京城電気』、13、45頁。
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　解放を迎えた京電には、日本人から会社を接収するために、「本社系統
の韓国人高級在職社員」らによる「業務推進委員会」、運輸部門の「電車
課の監督」らによる「自治委員会」、朝鮮建国準備委員会系の労働者で組
織された「従業員組合」などが組織された15。「大多数の従業員を包摂獲得」
したのは「従業員組合」であり、管理職で構成された本社の「業務推進委
員会」とは別に「接収委員会」を立ち上げて、日本人からの事務引き継ぎ
を行っていた。
　ところが38度線以南の統治権力を掌握した米軍政は、「業務推進委員会」
も「従業員組合」の「接収委員会」も承認しなかった。米軍政は、9月10日
から15日まで日本人社長・穂積眞六郎との間に接収作業を行い、その後南
朝鮮過渡政府樹立までは一切の会社業務を指揮、監督した。さらに、南朝
鮮過渡政府樹立から大韓民国樹立までは韓国人幹部が会社を運営し、米軍
政が顧問をとおして会社の経営に関わった16。このように解放直後の京電
の経営体制は、ほかの多くの会社と同様に、めまぐるしく変わっていった。
　次に、こうした中で I氏がどのような職務についていたのかを見てみよう。
日記によると、京電仁川支店には工務係・修理係・試験係・調定係・業務
係・会計係などの部署があり、I氏は試験係に配属されていた。ただし、
解放直後には、日本人技師が引き揚げたことによる臨時の配置換えがあり、
調停係の検針を後援する仕事にあたり（1945/10/6）、翌1946年1月に試験係
の仕事に復帰した（1945/12/27）。京電の職位は、中間管理職と専門技術者
としての職員、下位管理者と熟練技術者としての雇員、電工や乗務員など
単純技術者としての傭員に分かれていたが17、I氏は傭員だったようだ
（1945/11/28）。I氏の仕事の内容は、変圧器・計量器類の取付・取替・試験・

 
15 『京城電気株式会社六十年史』京城電気株式会社、1958年、25頁。
16 前掲書、『京城電気株式会社六十年史』、26、27頁。
17 오진석「1940년대 전반 京城電気의 인력구조와 인사관리」『서울학연구』제39호，2010년 

5월．
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修理・盗用調査18などだった。1946、47年の日記および日誌には、仕事の
内容が毎日書かれており、日記は仕事の記録でもあった。
　I氏の賃金については正確にはわからないが、何箇所かに記述が見られる。
まず、1945年12月の月給が初めて1000圓を越えたが19、「物価が高くて〔こ
れまでと〕同じだ」と書いている（1945/12/24）。1947年10月には3000圓を越
えたと書かれていて（1947/10/25）、2年間で3倍以上になっていたことがわ
かる。また、「臨時物価手当」として70圓（1945/12/20）、700圓（1946/4/13、

日誌）、800圓（1946/5/7、日誌）が支給されたと書いている20。1945年12月には、
後述するようにインフレが昂進していたため、いくら月給が上がり「物価

図5　I氏が勤務していた松峴変電所（2012年8月1日、筆者撮影）

 
18 日記によれば「最近、解放を迎えた関係で、四方の変圧器が盗難されたという報告が頻繁
に入り」、試験係が調査しに出かけるという（1946/1/25）。

19 1946年3月の月給は1077圓だった（1946/4/1、日誌）。「物価手当」も支給されていたが、
月給に含まれていた。

20 ただし、1946年4月に「物価手当は除いて本給322圓7銭」（1946/4/25、日誌）、同7月には「月
給310圓97銭」（1946/7/25、日誌）と書かれていることから、1945年12月に1000圓を越え
た月給には「物価手当」が含まれていたと考えられる。
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手当」が支給されても生活は楽ではなかったようだ。
　解放から間もない10月のある日、「若い朝鮮人」の支店長が赴任してきた。
どの係でもかつて日本人が座っていた椅子に「朝鮮人」が座り、すべての
仕事が「朝鮮人」の手によって新しく始められることになった。しかし I

氏は、「ぼくは将来どのようになるのか、幸被〔福〕になるのか、不幸被〔福〕

になるのかという心配が多い」と将来への不安を吐露している（1945/10/6）。
そして、翌年3月の「第五回生初労働記念日」には、「京電にいたら、ずっ
とこのままなのかもしれない」、給料をもらったら「すぐに会社を退職し、
何か営業方面に挑戦してみるつもり」だと書いている（1946/3/18）。このよ
うに I氏は、解放直後の混乱の中で、仕事と職場に不満を抱き、将来が見
通せない不安な状態にあった。
　I氏はそれでも仕事を辞めたわけではなく、徐々に職場に適応していった。
その年の4月には、初めて試験係「組頭一組」に昇格して「組下」が1人配
属された（1946/4/20）。5月には工務係「組長」に任命された。そのとき係長
が、これからも「技術の勉強」が評価されるので「とにかく勉強して資格
を持つ人になれ」と励ましてくれて、うれしかったと書いている（1946/5/3）。
8月に「昇給辞令」を受け取ると、「会社の仕事がよくできるという声を聞
いたことがない。だからもっと仕事をがんばって賞賛されるようにしよう」
（1946/8/24）と書き、仕事と職場に向き合うようになっていた。

4-2．労働運動への消極的関与
　解放直後に組織された京電従業員組合は、1945年11月5日、朝鮮労働組
合全国評議会（以下、全評）結成大会に参加し、以後「全評朝鮮電気労働組
合京電従業員組合」を名乗って、全評の中軸勢力となった21。同組合は、「月

 
21 前掲書、『京城電気株式会社六十年史』、38頁、中尾美知子・中西洋「米軍政・全評・大韓
労総：朝鮮 ‘解放’ から大韓民国への軌跡」『経済学論集』49-4、1984年1月、92頁。
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給者」は8割、「日給者」は6割5分の給料引き上げを要求する賃金闘争や、
出退勤前後の「交通整理奉仕活動」などを展開していた22。
　京電仁川支店でも同じ時期に労働者が独自の組織を結成し、労働運動を
始めていたことが I氏の日記からわかる。1945年暮れの日記によると、会
社に「京電々工に告ぐ」という宣伝ビラがはられていた。そこには「一．
かつての日本帝国主義下の電工の待遇、二．親日派青廃止〔清算か？〕に
関すること、三．電工同盟の使命」などについて書かれていた（1945/12/22）。
I氏は「会社規則に違反する者、副業を行う者が反省すべきこともあった。
本当にわれわれ電気工に対するよいビラだった」と書き、ビラの内容を肯
定的に評価している。この時すでに「電工同盟」という組織が存在し、電
工の待遇の改善や親日派の清算を要求していたのである。この「電工同盟」
という組織は、「全評朝鮮電気労働組合京電従業員組合」の影響下にあっ
たようだ。
　続いて年が明けた1月20日には、「京電仁川支店電工会」が結成された。
12月の日記に記されている「電工同盟」が「電工会」となったものであろ
う。I氏は、日曜日であったにもかかわらず「電工会」結成式に参加し、
会長、副会長、宣伝部など幹部の選挙では親しい同僚の R氏や P氏も当
選したと書いている。「電工会」の目的は、「かつて日

イル

本
ボン

奴
ノム

らの下にいたす
べての被圧迫電工が解放され、いまこそ羽をひろげて団結しよう、そして
建国のために働こう」ということだった。これに I氏は「ほんとうに立派
なことだと思った」と賛意を表明している（1946/1/20）。
　ところが同じ時期に、従業員組合に反対する勢力が登場した。1945年末
から翌46年初めのモスクワ三相会議決定での信託統治をめぐって政治的攻
防が繰り広げられる中で、京電内でも、信託統治賛成を主張する従業員組
合に対して、信託統治反対を主張する中級管理層の社員も活発に動き始め

 
22 中尾美知子・中西洋、前掲論文、92頁。
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た23。1月26日には、中級管理層を中心とする従業員組合反対勢力が「協
同組合結成大会」を開催し、信託統治反対と全評糾弾を訴えた。従業員組
合側は「労働組合を誹謗」するものだとして反撃し、両者は対立すること
になったのである（1946/1/26）24。I氏はこの時点では、中級管理層が進めた
協同組合結成については言及しておらず、従業員組合側を支持していたよ
うである。
　同年9月7日には「京電従業員会仁川支部」の結成式が開かれ、委員長お
よび委員の選挙が行われた（1946/9/7）。「電工同盟」「電工会」が「京電従
業員会」の仁川支部となったものと思われる。後述するように、この組織
が9月末から10月初めにかけて仁川でのゼネストを主導した「南鮮総罷業
闘争委員会仁川支会」の核となったようだ（1946/9/28）。
　これに対してゼネスト後の11月23日には「大韓労総京電仁川支店分会」
が結成され（1946/11/23）25、右派労働運動による巻き返しがなされた。この
分会は、先の中間管理職中心の協同組合が母体となって結成されたものと
思われる。I氏は、全評が主導したゼネストを批判して、この分会に参加
することになった。I氏が「会社では朝から左か右かという言い争いが行
なわれる。道路の塀や電柱には、左翼の三・一運動ポスターと右翼の巳未
独立宣言ポスターが貼られている」（1947/2/28）と記しているように、2つ
の組合の対立は続いた。I氏自身は、分会に好意的だったのだが、積極的

 
23 中尾美知子・中西洋、前掲論文、93頁。両者の対立軸は、信託統治問題だけでなく、階級
問題、親日派問題にもあった。つまり、おもに現場の労働者で組織されていた従業員組合
は、賃金闘争、生活保証金分配において中級管理層と対立し、課長、係長クラスを「親日
反動分子」とみなしていた。

24 中尾美知子・中西洋、前掲論文、93頁。
25 『京城電気株式会社六十年史』では、11月24日に「京電自治労働組合」が結成されたとさ
れている（38頁）。中尾美知子・中西洋論文もこれを引用しており（仲尾美知子・中西洋
「米軍政・全評・大韓労総（3）：朝鮮 ‘解放’ から大韓民国への軌跡」『経済学論集』51-1、
1985年4月、120頁）、結成の日付と組合の名称が I氏の日記とは異なる。ここでは I氏の
日記の記述にしたがった。
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に活動したわけではなかった。1947年3月には大韓労総を脱退し、無所属
となったと記している（1947/3/3）。

4-3．同盟罷業への参加と批判
　京電仁川支店では、解放直後から1947年末までに4回の同盟罷業が起こっ
ていたことが I氏の日記からわかる。最初の同盟罷業は昇給問題をめぐる
ものだった。1945年11月28日、京電仁川支店では、支店長と係長は全額、
工員は8割、傭員は20歳以上が6割5分という昇給発表が行われた（1945/11/28）。
I氏を含む19歳以下の13名の傭員は、昇給の対象外とされたため、「同盟
破〔罷〕業を行う決議文を支店長に突きつけて昇給を要求し、要求を受け
入れない時は、われわれ19歳以下のものは仕事をしないことにしようとか
たく約束した」。これに対して支店長が、本社側と昇給問題で交渉したが
成功しなかったと伝えてくると、I氏ら13名はストライキを決行すること
になった。I氏は昇給がならなかったことに対して次のように書いている。

本当に腹が立って残念なことは、何のために会社に6年間も熱心に通っ
たのか〔ということだ〕。歳月が経てばよくなるだろうと思ってやってき
たが、今日も昇給することもなく、いっしょに会社に入った者は勿論、
後で入社した者よりも給料が少ないとは、こんなことがどこにあろう
か。ぼくはこのことを考える時、涙で前が見えなくなる。すべてが字
を習わなかったためだと慨嘆し、身世打鈴をするばかりだ。（1945/12/3）

　解放直後の激しいインフレの中で I氏がこのように身世打鈴〔自分の身の
上のことについて愚痴をこぼす〕をし、ストライキに参加したことは当然のこ
とだったであろう。最終的には、ソウルでも同盟罷業が起こり、12月20日
には I氏ら13名の昇給が実現することになった（1945/12/20）。
　第2回目の同盟罷業は、翌1946年1月末に起こっている。I氏が午前中の
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仕事を終えて会社に戻ってみると、同盟罷業が起こっていた。同盟罷業の
目的は、「人夫の〔増員〕要求と夜勤制限」だった。この同盟罷業は1月20

日に結成された「京電仁川支店電工会」が主導したものだろう。全員が帰
宅して仕事ができない状態で、工務係・修理係の両係長は、たいへん混乱
していた。I氏は、「仕事を一生懸命するように」「修理保〔補〕助員」と
して働くようにとの工務係係長の指示を受け、ストライキには参加せず、
初めて「修理」の仕事をしたという（1946/1/30）。
　それでも同年5月1日の日誌には「メーデー記念日」「今日は労働者の名
節であるメーデーだ。会社は公休だ」（1947/5/1）と記し、工場の煙突、男
女の労働者、赤旗、ハンマーとカマのイラストを描き、職場で昂揚してい
た労働運動に関心を持っていたことがうかがえる。
　第3回目の同盟罷業は、9月末のゼネストだった。9月26日、京電従業員
組合は、「一．食糧配給確保、二．待遇改善、三．団体契約権の承認、四．
解雇絶対反対、五．共済会の協同管理」の五条件を会社側に提示したが26、
これが受け入れられなかったため、28日正午より総罷業を決行した。ゼネ
ストには京電仁川支店の約3000人も参加した27。I氏は28日の日記の冒頭
に「南鮮総罷業闘争委員会仁川支会結成罷業闘争開始」と書いている
（1946/9/28）。この日、京電仁川支店は総会を開いて委員長に G、副委員長
に Cを選出し、鉄道局とともにゼネストに突入した。
　日記によると労働者側の要求は「一．家族には米三合、従業員には四合、
二．物価手当二千円、家族手当六百円、三．無条件解雇絶対反対、四．共
済会費は従業員会に委託すること、五．団体契約を履行すること」の五カ
条で、新聞報道より具体的に記されている。I氏は、ゼネスト主導部の G

委員長の「われわれの目的を一日も早く達成するためには、政治的闘争な

 
26 『대중일보』1946年9月27日、2面。
27 『대중일보』1946年9月30日、2面。
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図6　I氏の日記：南鮮総罷業闘争委員会仁川支会結成罷業闘争開始
（1946年9月28日）

ので、共産党など左翼のいかなる団体であるかにかかわらず、手を結んで
ゆかねばならない」との言葉を引用しており、ゼネストが全評との連携の
下で進められていたことを知っていた。
　I氏も3日目まで同盟罷業に参加していたが、4日目の10月1日、S氏が「わ
れわれの罷業の目的は米とお金の要求であるわけだが、どうして政治的色
体〔彩〕を帯びるのか」とゼネストを批判する声をあげた（1946/10/1）。I氏
も

はや4日目になるが、何のうれしい知らせもなく、訪れるのは全評の
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人たちだけだった。全評の人たちは赤色宣伝ビラをまいていった。委
員長、副委員長は全評の人たちと何をひそひそ話しているのか、気分
が悪く、たいへん気になった。

と書き、ストライキに批判的になり、S氏に賛同している。この日、I氏
も S氏らと行動をともにし、S氏とその支持者10名は「罷業闘争委員会脱
会相談会」を開き、脱会宣言書に署名、翌2日、罷業闘争委員会に脱会宣
言文を提出し、復職した（1946/10/2）。脱会者は約100名に達し、ゼネスト
は瓦解した28。その後、警察とMPが来たが、委員長 G、副委員長 Cは逃
亡したという。
　第4回目の同盟罷業は、1947年3月21日から翌22日にかけて起こった
（1947/3/22）。同盟罷業がどのようなものだったのか日記からはわからない
が、I氏は24日に大韓労総員約20名が全社を包囲し、G、Mら罷業関係者
を逮捕したと書き（1947/3/24）、「何人かの分子が煽動し、建国のためには
よくない同盟破〔罷〕業」だと批判している。
　このように、I氏は、最初の同盟罷業には積極的に参加したようだが、
2回目以降からは消極的になり、むしろ「建国のためにはよくない」とし
て同盟罷業を批判するようになった。しかしその後も職場で昂揚する労働
運動に無関心だったわけではなく、同盟罷業を主導していた親友の Rの
ことを「罷業では事故はなかったのか」と気遣いもした（1947/3/23）。
　このように解放から1年4カ月余りの間に、京電仁川支店でも「電工同盟」
「電工会」など独自の組織が結成され、1946年9月のゼネストを頂点に4度
もの同盟罷業が起こっていた。最終的には挫折したとはいえ、労働者側は

 
28 『大衆日報』では、京電仁川支店での罷業の終息について、「2日午後3時より職員と電工

160名全員が就業した。それと同時に電気職員と電工一同は今般の罷業の過誤を自省し罷
業闘争からの離脱を決意し、同日罷業脱退の声明書を発表した」と報道された（『대중일

보』1946年10月4日、2面）。
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組合結成と同盟罷業によって相当の成果をあげた。解放は人々がその権力
を大きく拡大した瞬間だったことが I氏の日記からもわかる。

5．日常生活の諸相

5-1．インフレ、配給、生活難
　解放直後の朝鮮ではインフレーションが進行していた29。I氏も、1945

年12月に「最近、米の値が日ごとに上がり、今日金額を尋ねると、白米一
升が十一圓を越えた」、男子用のゴム靴1足が120圓、「ほんとうに驚くばか
りだ」（1945/12/12）、その約1週間後には白米一升12圓、男子用のゴム靴が
140圓の「高金」に達し、「この頃、ほんとうにたいへんな生活が続いてい
る」（1945/12/20）と記した。I氏が1946年初めに見た映画「偉大な人形師」
（パテイン／東邦劇場、1946/1/20）は4圓だったが、年末に見た「ロミオとジュ
リエット」（MGM／仁川映画劇場、1946/12/23）は20圓で、ちょうど5倍になっ
ている。カミングスによれば、1945年9月に2升9.4圓だった米の値段は、
翌46年9月には2800圓に高騰した30。I氏の日記に記された物価高騰の様子
はそれほどではなかったが、インフレがかなり進んでいたことがわかる。
　I氏の日記に最も多く記されたのはその日の仕事についての記述だが、
その次に多いのは食糧配給に関するものである。南部朝鮮の占領を開始し
た米軍政は、当初は植民地期の統制経済を廃止して自由市場政策の導入を
図ったが、インフレの昂進、地主・警察官・政府の官吏・富裕層による投
機、密貿易などが起こると、重要物資の価格統制や配給制の再開などの経

 
29 김동욱「1940-1950년대 韓国의 인플레이션과 安定化政策」연세대학교대학원경제학과 석

사학위논문，1994년．김동욱によればインフレは、日本経済との断絶と南北朝鮮分断によ
る物資供給の委縮、総督府当局による通貨の乱発、米軍政の一時的な自由市場経済原則の
適用など複合的に発生した。

30 ブルース・カミングス（鄭敬謨・林哲訳）『朝鮮戦争の起源第1巻』影書房、1989年、275頁。
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済統制を実施することになった31。
　I氏は、日記に2種類の配給について書いている。1つは I氏自身が会社
で受けとった配給で、最初の記述は1946年1月に焼

ソ

酒
ジュ

の配給を受けたとい
うものである（1946/1/12、日誌）。その後、洋服と軍手（1946/1/23、日誌）、米
（1946/3/5、日誌）、小麦5升50圓、大麦1升15圓、靴下5足15圓（1946/10/24、日

誌）、白菜100個（1個2圓50銭、1946/11/19、日誌）などの配給を受けたことが記
されている。
　もう1つは、「仁川生活品販売組合販売所」での配給に関わる記述である。
I氏の家は1945年10月に「済物浦市指定糧穀店」として営業が許可され
（1945/10/26）、仁川生活品販売組合32に加入し、その販売所での糧穀の配給
に母と I氏が参加することになったようである。カミングスによると、
1946年2月に1人当たり1日1合の米穀の配給制度が始められた33。I氏の日
記では同年3月に最初の記述が見られ、9月の第16回配給から頻繁に記録さ
れるようになる。日記によると I氏は、配給物資の受け取り、運搬、配給、
会計などの仕事を担当し、手数料や運搬費などを受け取っていたようだ34。
仕事をした日には、配給した物資名と分量、配給を受けた人数、収入金額
などをほぼ毎日記している。日記は仕事の記録でもあったが、配給の記録

 
31 米軍政は、1945年10月5日付の米軍政庁一般告示第1号で米穀、10月20日付の同第2号で生
活必需品の自由市場の導入を宣言して自由市場政策を実施しようとした。しかし、生産の
激減、物価の高騰などにより大衆生活が「一大危機」に「逢着」すると、1945年11月5日
の石炭配給統制（一般告示第3号）を皮切りに、水産業用品（一般告示第4号）、米穀（一
般告示第6号）などの統制経済を実施した。1946年5月には中央経済委員会、中央物価行政
処、中央食糧行政処などの行政機関を創設し、経済統制を広範囲に実施し、物資配給機構
の再整備を開始した（朝鮮銀行調査部編『四二八二年版経済年鑑』Ⅱ-16頁）。

32 配給所は、ソウル、釡山、馬山では大韓食糧公社の直営で運営されていた。それ以外の地
域では行政庁が指定する小売商組合が食糧公社より糧穀を買入れて運営していた（朝鮮銀
行調査部編『四二八二年版経済年鑑』Ⅱ-17頁）。

33 カミングス、前掲書、275頁。
34 I氏は、「会社に出勤し、即時、トンコゲ糧穀配給所に行き、小麦粉を配給した」（1946/9/23、
日誌）と書き、平日の昼間も会社の仕事をしないで配給の仕事をすることもあった。
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でもあったのだ。
　仁川生活品販売組合での配給は、およそ以下のようなものだった。日記
には1947年12月の第51回配給まで記され、毎月約2回ないしは3回（1回当た

り4日間から8日間）、約3000人から4000人を対象に配給が行われた。配給物
資は米、小麦粉、小麦、大麦で、1人当たりの配給量は、たとえば第31回
（1947年2月）配給では、「白米1人当10日分2キロ175グラム、小麦粉1キロ
200グラム」、1人1日当たり米217.5グラム、小麦粉120グラムで、非常に少
ないものだった35。配給物資は朝鮮内だけでは調達できず、「小麦粉は美

図7　I氏の日記：労働と配給の記録（1947年2月）

 
35 文字通り1人当たりか、家族の代表1人当たりかは、日記からはわからないが、「1人当の配
給量は満足なものではなく、不足分については依然として自由市場に依拠せざるを得」ず、
「解放後の糧政第1年は南韓が食糧不足地帯へと急速に転落した重大な年」だった（朝鮮
銀行調査部編『四二八二年版経済年鑑』Ⅰ-64頁）。



11 朝鮮解放直後におけるある労働者の日常 361

国から輸入したもの」（1946/9/15、日誌）と書かれたように、アメリカの剰
余物資が大量に流入していた36。それでも、配給物資が不足して配給が中
止になることもしばしばあった。
　このように物価が高騰し配給物資も不足する中で I氏は、副業を始めた
ようだ。1946年7月23日「京電入社後副業開始日」には、松峴町66番地某
老宅に電灯1灯の増設工事をして400圓もらい3人で分配した。副業はすべ
きでないと思っていたが、生活難で「しかたなく、今日はじめて手を染め
た」（1946/7/31）という。電気工事先で日用品や食糧をもらい、生活の足し
にすることもあったようだ37。
　こうした食糧難の中で、1947年11月に I氏は次のように記している。

某戦災民収容所で凍死体を見た。1人の70過ぎのハルモニは飢えと寒
さで凍死したのだ（1947/11/18）

　飢餓と寒さで死ぬ人もいたのである。

5-2．ソウル行き、映画・演劇
　I氏の休日は、土曜日の午後と日曜日、そして祝祭日で、家で部屋の掃
除をしたり「理髪」「沐浴」をしたりして過ごす日が目立つ。会社の宿直や、
1946年の秋からは配給の仕事で休日がつぶれることもあったが、家で過ご
すことが多かった。
　その一方で、休日に活発に活動していたこともわかる。会社の野遊会に
参加したり、冠

クァ

岳
ナク

山
サン

を登山したりもしているが、注目すべきはソウル行き

 
36 1947年11月までの統計によると、配給された米穀のうち約44％が輸入品だった（朝鮮銀行
調査部編『四二八二年版経済年鑑』Ⅰ-64頁）。

37 例えば、染色会社で上着をもらい（1946/7/23、日誌）、農家ではほうれん草をもらった
（1946/4/10、日誌）。
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で、1946年には5回、47年には2回出向いている。すでに紹介した「三一運
動独立宣言記念日」（1946/3/1）式典のほかに、5月にはソウルの「デパート
で万年筆も買った」（1946/5/8、日誌）。その4日後には、姉、弟妹を連れて
昌
チャン

慶
チャン

苑
ウォン

に行き、「全
チョン

南
ナム

朝鮮農楽大会」を見物している（1946/5/12）。8月
には「八・一五解放記念日」にソウルに行った（1946/8/15）。1947年は、3

月の同盟罷業の日に「いくつかの百貨店に入ってみて、鍾路の裏通りのケ
ウル市場を鍾路三丁目から東大門まで」歩き（1947/3/22）、8月には「故夢
陽呂運亨先生蔡儀式」に参加した（1947/8/3）。
　I氏は、ソウルの街を歩き、百貨店をめぐって近代的な都市の雰囲気を
感じたいということもあったのかもしれない。だが、「三一運動独立宣言
記念日」「八・一五解放記念日」式典、「全南朝鮮農楽大会」「故夢陽呂運
亨先生蔡儀式」はいずれも解放と関わりのある事柄で、I氏は朝鮮解放を
体感することを重視していたものと考えられる。
　もう1つの休日の活動は、映画や演劇などの観覧である。1946年の日記
帳の巻末にある「西紀一九四六年度／檀紀四二七九年度／映画及演劇観覧
記録」から、I氏は1年間に50本、月平均4本から5本の映画、演劇などを
観たことがわかる38。1947年はやや減るが38本の映画、演劇を観ていた。
1945年の日記帳の巻末の「昭和二十年度　映画及演劇観覧記録」にも、1、
2月の2カ月間に11本の映画、演劇などを観たことが記されていて、植民地
期から映画・演劇を観ていたことがわかる。
　1946年に観た映画は29本（アメリカ23、ドイツ3、フランス2、中国1）で、そ
の大部分が「真珠の首飾り」（6/17、Desire〈1936 〉）、「サンフランシスコ」（7/8、

San Francisco〈1936 〉）、「青い制服」（8/24、Under Pup〈1939 〉）、「エイブ・リンカー
ン」（9/10、Abe Lincoln in Illinois〈1940 〉）、「ロミオとジュリエット」（12/23、

 
38 I氏の遺族 C氏によると、仕事現場としての劇場から無料券をもらったことがきっかけで
映画・演劇を観るようになったという（2012年3月9日、筆者によるインタビュー）。
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表1　1945年1～3月に I氏が見た映画

観覧日 題目 製作所（製作国） 映画館 俳優、出演者 料金
1.03 ル・バル（舞踏会） （仏蘭西） 仁川映画劇場 Danielle Darrieux 50銭

1.07 モンデジール相続者 （仏蘭西） 瓢館 無料

1.14 肉弾挺身隊 大日本映画 瓢館 水島道太郞

1.25 アルプス槍騎隊 （伊太利） 東邦劇場

1.26 演芸慰問会 京城中央劇場
金信栽、李花子、
徐月影、白年雪、
崔雲峰

1.28 熱砂の花園 オーケー朝鮮歌劇団 愛館 宋達協、李鐘哲

2.01 音楽の進軍隊 東宝映画 仁川映画劇場 岡讓二、
中村メイコ

2.11 霧街里 青春座 愛館 陳娘、韓一成

2.13 隊長ブーリバ （仏蘭西） 瓢館 Danielle arrieux, 
Harry Baur

2.22 芝居道 東宝映画 愛館 長谷川一夫、
山田五十鈴

3.11 電擊出動隊 東宝映画 瓢館 無料

Romeo and Juliet〈1936 〉）などの「美国」映画だった。例えば、MGM（Metro-

Goldwyn-Mayer）社製作の「踊るホノルル」（8/1、Honolulu〈1939 〉）を観て「エ
リナー嬢のタップダンスには本当に驚いた」と書いている（1946/8/1）。また、
「エイブ・リンカーン」は「映画に国文〔ハングル〕が付けられたのは初
めてで、慣れなかった」と書き、字幕が付けられた映画だったこともわか
る（1946/9/10）。ほかに「美国軍務省〔アメリカ海軍、海兵隊〕」が製作した教
育・文化映画「硫黄島決戦記」（7/10、To the Shores of Iwo Jima〈1945 〉）を観ている。
I氏は、これらの「美国」映画を基本的に「とてもおもしろい」と感じ、
映画を通して「美国」への関心や親近感を持つようになった。
　ただし、「美国」映画だけをみていたのではなく、映画「安

アン

重
ジュン

根
グン

義士」
（朝鮮コリア映社，5/30）や、自由劇場の「望郷」「流浪三千里」、白

ペク

頭
トゥ

山
サン

劇団
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黄金座の「長恨夢」「初恋（悲劇）」「朝鮮のオモニ」、前高協革命劇場の「北
緯三十八度戦」などの演劇・歌劇、そのほかに白馬曲芸団の「空中サーカ
ス・歌のパロディー」（2/20）、帰還者芸能隊の「舞踊・慢劇・才談・歌謡」
（12/13）、全仁川芸術の「総合コンクール大会（男女）舞踊・声楽」（12/27）

など、朝鮮のものも観ていた。I氏がそれらの朝鮮映画・演劇を観て何を
思ったのか知りたいところだが、残念ながら感想は書かれていない。
　I氏は解放直後の生活難の中にあって、驚くほど多くの映画・演劇を観
ていた。I氏にとって映画や演劇は娯楽であったが、その一方で、そうし
た多くの映画や演劇を通して激動する時代と世界に触れていたのである。

表2　1946年に I氏が見た映画・演劇

観覧日 題目 製作所（製作国） 映画館 俳優、出演者 料金

1.14 踊る上海 上海映画社
(中国 ) 東邦劇場 4圓

1.15 望郷 自由劇場 愛館 韓一松、卞基鍾 7圓

1.21 偉大な人形師 パテイン（美国） 東邦劇場 4圓

1.23 プラーグの大学生 Tobis（独乙） 東邦劇場 3圓

2.05 長恨夢 白頭山劇団黄金座 愛館 10圓

2.13 流血の街里〔市街〕 MGM（美国） 東邦劇場 Charles Starrett 5圓

2.15 南大門楽劇団 コンクール大会 愛館 太平歌手総出演 10圓

2.17 晩春の曲 UFA（独乙） 仁川映画劇場 4圓

2.18 八道遊覽、港の一夜 白鳥歌劇団 愛館 全玉（悲劇女王） 10圓

2.20 新人歌手コンク
クール大会

靑春スウィング
ショー 仁川映画劇場 8圓

2.20 空中サーカス、歌
のパロディー 白馬曲芸団 上仁川假劇場 6圓

3.14 家なき子 （仏蘭西） 東邦劇場 6圓

3.16 多情多恨、春を乗
せた音楽列車 羅美羅歌劇団 愛館 朴玉草、李藝星 10圓
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観覧日 題目 製作所（製作国） 映画館 俳優、出演者 料金

4.02 君と暮らせば メトロポール
（独乙） 仁川映画劇場 Annabella 6圓

4.04 アラスカの熱情 Republic（美国） 仁川映画劇場 Richard Allen 7圓

4.07 鉄腕ターザン バーロー（美国） 東邦劇場 Herman Brix 4圓

5.11 シカゴ 20世紀 FOX（美国） 東邦劇場 Tyrone Power 10圓

5.22 安重根義士 朝鮮コリア映社 素砂振興館 靑春劇団総出動 8圓

5.30 北緯三十八度線 前高協革命劇場 愛館 沈影、金蓮實 10圓

6.01 初恋（銀の靴） Universal（美国） 東邦劇場 Deanna Durbin 10圓

6.17 真珠の首飾り Paramount（美国） 東邦劇場 Gary Cooper 10圓

6.24 海鷲 （美国） 東邦劇場 10圓

6.28 貿易風 （美国） 仁川映画劇場 10圓

6.29 愛と罪 春秋歌劇團 愛館 15圓

6. 初恋（悲劇） 白頭山劇団黄金座 愛館 黄金座スター総
出演 15圓

7.02 流浪三千里 自由劇場 愛館 卞基鍾、韓一松 15圓

7.03 ターザン砂漠へ行く BWB（美国） 仁川映画劇場 10圓

7.08 サンフランシスコ MGM（美国） 東邦劇場 Clark Gable 10圓

7.10 硫黄島決戦記 軍務省（美国） 東邦劇場 勇敢な美軍 15圓

7.12 仏蘭西座 ACE（仏蘭西） 仁川映画劇場 Pierre Fresnay 10圓

7.14 朝鮮のオモニ 白頭山劇団黄金座 愛館 黄金座スター総
出演 15圓

7.20 雷雨（中国演劇） 楽浪劇会 瓢館 黃澈、李夢 15圓

8.01 踊るホノルル MGM（美国） 東邦劇場
Eleanor Powell
（タップダンス
の女王）

10圓

8.07 家庭、処女の歌な
ど

ビクトリーレ
ビュー団 愛館 15圓

8.24 青い制服 Universal（美国） 東邦劇場 グロリア・ジーン 10圓

9.03 人知らぬ思想
（第1回公演） 盲唖劇場 愛館 聾唖者一行 15圓

9.08 パンア打
タリョン

鈴全七景 セビョル歌劇団 瓢館 セビョルスター
出演 15圓
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観覧日 題目 製作所（製作国） 映画館 俳優、出演者 料金

9.10 エイブ・リンカーン RAO（美国） 東邦劇場 Raymond Massey 10圓

9.20 悪魔 MGM（美国） 東邦劇場 Lionel Barrymore 10圓

10.01 郷愁の曲 Tobis（独乙） 仁川映画劇場 Marta Eggerth 10圓

12.04 蒼空駆ける恋 MGM（美国） 東邦劇場 Clark Gable 15圓

12.05 悪魔の深海 Paramount（美国） 東邦劇場 Gary Cooper 15圓

12.06 馬鹿童七、アリラ
ン踊る12の峠 羅美羅歌劇団 愛館 金福順 20圓

12.13 舞踊、慢劇、寸談
歌謠 帰還者芸能隊 仁川映画劇場 孫一平、李和 20圓

12.16 わが家の楽園 Colombia（美国） 瓢館 Jean Arthur, 
Lionel Barrymore

15圓

12.21 銀の靴 Universal（美国） 仁川映画劇場 Deanna Durbin 20圓

12.23 ロミオとジュリ
エット MGM（美国） 仁川映画劇場 Norma Shearer, 

John Barrymore
20圓

12.27
総合コンクール大
会（男女－舞踊、
声楽など）

全仁川芸術 愛館 咸世德 審査 20圓

12.30 愛の歌 Universal（美国） 東邦劇場 Deanna Durbin 15圓

　I氏が観た映画・演劇には、中国映画「踊る上海」や中国演劇「雷雨」
があるが、日記には中国関連の記述も見られる。映画・演劇のほかにも、
「中華浴湯」（1946/1/13、日誌）「中国人湯」（1946/11/10）で沐浴したこと、あ
る中国人にほうれん草を一貫もらったこと（1946/4/10、日誌）、農業を営む
中国人の家で絶縁測定をしたこと（1947/10/15）、電気工事先の主人の招待
で「中国料理屋に入り、おいしい料理をたくさん食べた」（1947/12/30）など
と書かれている。とくに「中国うどん」（1947/12/15）「中国料理」（1947/12/22）

はときどき食べたようだ。仁川は華僑が多く居住する都市でもあり、I氏
は華僑や中国的なものにも慣れ親しんでいたことがわかる。
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5-3．植民地支配の遺産、氾濫する「美国」
　I氏は1945年12月8日の「帝国主義日本が英米国に宣戦を布告した日」に、
「考えてみればこのうえなく愚かなことだった。神社参拝だの式だの、ほ
んとうに身の毛がよだつようだ」と記して、植民地支配に対する怒りを表
明していた。植民地支配から解放された朝鮮では、I氏だけでなく、誰も
がそれぞれの体験に基づく怒りをもっていた。しかし、そうした怒りとは
別に、植民地期に身に付けさせられた言葉や考え方は、解放とともに消え
てしまったわけではなかった。
　I氏の日記には、平仮名や片仮名は1945年の日記帳の巻末の「昭和二十
年度　映画及演劇観覧記録」のほかに2カ所で使われているが、その他に
は見られない。ただし、「日本語」の漢字は多く使われている。1945年に
は朝鮮語の「美国」は「米国」と書かれている。「京城」「本町通」「昭和町」
「明治町」「本町四丁目」などの地名や通りの名称はほとんど植民地期に
使われていたもので、「大山氏」「松本信雄君」「庶務木山」などの創氏名
も使われている。「夕食」「弁当」「駐在所」「小麦一人一升大麦一人3合」
などの普通名詞も多く見られる。また「빠스（バス）」「대바-트（デパート）」
など日本語をハングルで表記したものもある。こうした「日本語」は、
1945、46年の日記にはいたるところに見られるが、翌47年頃にはしだいに
減っていく。
　1945年10月に I氏は、「体錬に励み立派な体格になるように決心」し、「体
育精神」を鍛えていくべきだと書いている（1945/10/31）。「八・一五解放記
念日」などの「慶祝日」のほかに、「禁欲生活約則〔束〕日」「月末整理及
反省日」「定期預金日」「入浴日」「体育日」「学務日」「栄養食日」などを定め
て規律秩序を守ろうとする姿勢も見せている。このような「体錬」「体育
精神」、規律秩序の遵守は、かつて植民地権力が戦時総動員を目的として
人々に強要していた「皇民化」のための規律秩序の一側面だと考えられる。
「日本語」や植民地支配下で強要された「精神」や規律秩序は、解放とと
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もに消滅したのではなく、解放後の人々にも引き継がれていたのである。
　一方、I氏にとって、「帝国主義日本」を追い出し、「朝鮮解放」を支援し
てくれたように見えた「美国」の存在はますます大きくなっていた。すで
に紹介したように I氏は、米軍の仁川上陸時には「WELCOME U.S. ARMY」
と日記に大書し、新聞・ラジオや「八・一五解放記念日」などで「ホッジ
中将」ら米軍政首脳陣が行った演説の内容を書きとり、それを肯定的に論
評している。1947年7月の「美国独立記念日」には、「美軍はとても喜ばし
そうに市街を行進し、夜には花火を打ち上げ、演芸や拳闘」を楽しみ、「農
楽隊など韓人も参加して愉快に遊んでいる」と書き（1947/7/4）、9月の「故
ラーチ軍政長官葬儀日」にも注目している（1947/9/16）。これらの「美国」
についての記述は、I氏にとって「美国」の存在がどれほど大きいものであっ
たかを示している。
　こうした「美国」の存在は、政治的イベントにおいてだけでなく、I氏
の生活の中にも入りこんでいた。それはクリスマスに描かれたイラストに
よく表れている。1945年のクリスマスには「今日は世界、西洋の名節であ
るクリスマスの日だ」と書き、1頁を使ってイラストを描いている。上段
には、星条旗と太極旗、「Merry X 마스／Christmas」、下段には「檀君四二
七八年十二月二五日／西紀1945年／朝鮮解放万歳／李承晩博士／金九先生
／万歳」の文字と槿の花が描かれている。45年のクリスマスから公休と
なったようで、47年の「救主聖誕  メリークリスマス」は「学校は勿論、
全仁川の各官公社はすべて休みである。今日は電気制限もなく、夜明けに
はキリスト教信者は集団で賛美歌を歌いながら家々をまわっていた」
（1947/12/25）。ここで「美国」は朝鮮解放をもたらした救い主であること
が暗示され、その意味でのクリスマスが I氏や全仁川の人々によって慶祝
されたのである。
　また、すでに紹介した「美国」映画の鑑賞は I氏の生活の一部となって
いた。1946年からの配給の記録は、「美国洋服」「美国洋靴」「美国小麦粉」



11 朝鮮解放直後におけるある労働者の日常 369

「美国食料品」などの言葉であふれている。I氏は日常生活の中で頻繁に「美
国」商品と接していたのである。
　I氏は、英語の勉強にも励んだ。米軍が上陸してきた1945年9月には「一
日も早く英語を学び、美国軍人と楽しく会話」したいと思い、「青山学院
初等英語講習所」で英語の勉強を始めた（1945/9/28）。1947年にも「済物浦
英語講習所」で、週2回から3回ほど英語の学習をしている（1947/410）。
　I氏は、仁川に上陸してきた米軍の最新装備に驚き、米軍政が主導した
政治的イベントにも参加し、「美国」映画を鑑賞し、「美国」商品の配給を
受け、英語の勉強に励んでいた。これは、直接的には I氏が「美国」の有
形無形の文物に関心を持ち、それらを積極的に受容しようとしていたとい
うことだが、全体的には I氏の身の周りに「美国」が氾濫していたという

図8　I氏の日記：クリスマス（1945年12月25日）
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ことである。

5-4．生活の底流をなす伝統
　だからといって、I氏の日常生活のすべてが「美国」の文物でおおわれ
ていたわけではない。板垣竜太が1941年の労働者の日記を分析して述べて
いるように39、I氏の生活においても「伝統的」なものが強い力をもって
いた。
　その1つは暦に表れている。I氏は日記の日付を陽暦で付けており、会
社の仕事や配給などは基本的に陽暦の時間の中で過ごしていたが、陰暦を
重視することもかなりあった。1946年日誌の巻末に整理された記念日表に
よれば、陽暦で過ごすものは「三月一日  独立宣言日」「三月十八日  生初
労働記念日」「五月一日  メーデー」「五月五日  子どもの日」「八月十五日  

朝鮮解放日」「十月九日  ハングルの日」「十二月二五日  Xマス」で、陰暦
は「正月一日  明節」「四月八日  釈尊降誕日」「五月五日  端午」「七月七日  

七星殿祈奉日」「秋夕」「九月二七日  開天節」、I氏と家族の誕生日、父の
命日である。つまり、おおよそ直接家族の生活に関わるものは旧暦で過ご
していたといえる。
　たとえば正月については、1946年1月1日の「陽暦明節」には「今日は明
節なので会社はもちろん公休で、商店や自由市場は、明節であり信託統治
反対示威運動が行なわれるということですべて閉店していて、道路は閑散
としていた」としか書かれていない。それに対して2月2日の旧正月「陰暦
明節」の本文には I氏は次のように書いている。

 
39 板垣竜太「戦時体制下ソウルの職工日記（1941年）について」（油谷幸利先生還暦記念論
文集刊行委員会編『朝鮮半島のことばと社会：油谷幸利先生還暦記念論文集』明石書店、
2009年）。
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今日は朝鮮の解放後、初めて迎える明〔名〕節、正月だ。もちろん会
社は公休で、商店や工場も閉まっている。朝は家族が集まり、トック
〔朝鮮の雑煮〕を食べたが、餅

トック

をかみしめる音が、平和だ、平和だといっ
ているように聞こえた（1946/2/2）。

　こうして午前中は家族団欒で過ごし、午後は友人が訪ねてきて酒とトッ
クでもてなした。つまり I氏とその家族は、陽暦の正月よりも旧正月を重
視していたのである。
　I氏の父の命日も陰暦（6月2日）だった。父親は4年前に別世しており、
1946年は陽暦の6月30日が命日だった。I氏は「夜が開けると祭

チェ

祀
サ

が始まっ
た。ぼくは静かに目を閉じて、父のことを考えた。実に悲しく、会いたい
と思った」（1946/6/30）と早朝から祭祀が行われたことを書いている。
　2つ目は、病気への対応に表れている。まず I氏や家族が病気のときは
「道立病院」「咸

ハム

内科」「平和医院」などで注射や薬を処方してもらってい
たが、その一方で「漢

ハ

薬
ニャク

房
パン

」もよく利用していた。たとえば、「漢薬房」
で「補薬一剤」を注文し（1946/4/14、日誌）、「松峴町大済堂クルムタリ医院」
では「すべてが陽の気が不足しているからです。薬を3、4回飲めば健康に
なるでしょう」と診断を受け、「薬を一剤40、または二拾服を二百圓で買い、
毎朝夕に服用している」（1946/3/31）と書いている。
　さらに I氏の日記には、病院や漢方薬で病気が治らない場合、どのよう
に対処したかが記されている。1946年9月初旬に母が病気にかかり、「漢
薬・針・注射・푸

プ ダ ッ コ リ
닥거리41」などすべて試してみたが、治る気配がなかった。

そこで I氏は、有名な黄
ファン

海
ヘ

道
ド

出身の巫
ムー

堂
ダン

を訪ねて聞くと、「家の大
テ

監
ガム

様
ニム

42

 
40 漢方の煎じ薬20服。
41 1人の巫（ムーダン）によって行われる比較的簡単な厄払い。
42 巫（ムーダン）が「クッ」をする時に、家や土地、木、石などに宿っている神やその他の
神々を崇めて呼ぶ言葉。
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がお怒りになっており、祖先がお出ましになるところを踏まれているので、
굿
クッ

をすればすぐに全快するだろう」という（1946/10/6）。こうして10月と11

月に「クッ」を行うことになった。「クッ」の様子は次のように記されて
いる。

永
ヨン

宗
ジョン

の 巫
ムーダン

を呼び、キンデオップ様43をお迎えして安置した。その後、
場所を外の倉庫に移してお祀りした。ぼくは一日も早く母が全快して
健康になり、家内が無病息災で、繁栄しますようにと祈った。（1946/11/4）

　このように病気が病院や漢方薬で治らない場合には、「クッ」を行うこ
とによって対処していたのである。

図9　I氏の日記：冠岳山登山と仏教（1946年5月26日）

 
43 原語は긴대업님。蛇の神だとされる。
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　もうひとつは、I氏の信仰に見られる。1946年の旧暦4月8日「佛釈尊降
誕日」には蓮のイラストを描き、会社に出勤する前に「御守尊」に香をあ
げ、「仏様に、将来の成功と健康、そして家内が無病息災であることを心
より祈った」（1946/5/8）。I氏は「佛釈尊降誕日」だけでなく、仕事の現場
の近くにお寺があれば立ち寄って参拝したし、何か問題が起きれば仏様に
祈願した。冠岳山を登山したときも「三幕寺」「應主庵」「満月庵」に立ち
寄って「仏様にお参りし、家内の繁栄と無事故を、そして自身の健康と成
功と幸福をお祈りした」（1946/5/26）。また、「御守尊」は常に身につけてい
たという（1946/5/8）。
　I氏は仏教とともに、七星神も信仰していた44。旧暦「七月七星日」に
は次のように記している。

　家ではミルトック〔小麦粉で作った餅〕やチャルシルトック〔もち米で
作った餅〕をこしらえて告

コ

祀
サ

を行った。ぼくも仏殿と七星殿に御香を
あげた。そして心より、自身が将来成功し、日々健康で、会社勤務も
無事であり、家内も繁栄し、家族も健康であり、米穀の配給業におい
ても無事故でありますようにとお祈りした。
　ぼくは七星様の子孫であることがよくわかっている。それゆえに七
星様をほかの誰よりも尊重し、信じている。将来の成功への道におい
ても、七星様がきっと助けてくださると信じている。（1946/8/3）

　I氏の精神世界は、基本的には以上のような伝統的な生活様式、仏教、
七星信仰などの民間信仰によって構成され、それらが日常生活の底流にあっ
た。そうした信仰において I氏が強く希望していたことは、自身の将来の

 
44 北斗七星信仰。人の禍福・生死をつかさどる七星神に、長寿、大願成就、平安無事を祈っ
た。
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成功や幸福であり、家族の健康や無病息災、繁栄だったのである。

6．おわりに― I氏にとっての「解放」

　解放直後、仁川の電気工 I氏は、朝鮮にやってきた米軍を歓迎し、「三
一運動独立宣言記念日」「八・一五解放記念日」などの政治的イベントに
参加して、「朝鮮解放」を喜び、「朝鮮独立」を願った。京電仁川支店では
4度の同盟罷業が起こり、I氏は当初はそれに参加していたが、しだいに
批判的になり離脱した。生活面では、インフレと食糧物資不足の生活難の
中で配給の仕事をする一方で、意外にも多くの映画や演劇を観ていた。ま
た、「美国」映画や「美国」商品など有形無形の「美国」の文物を受容し
ていた。しかし、I氏の日常の中で大きな力を持っていたのは、伝統的な
生活様式や仏教・民間信仰であった。
　それでは、I氏にとって「解放」とは何だったのだろうか。それは、解
放後最初に迎えた旧正月に書いた「朝は家族が集まり、トックを食べたが、
餅をかみしめる音が、平和だ、平和だといっているように聞こえた」（1946/ 

2/2）という一文に最もよく表れている。「餅をかみしめる音」「平和だ、平
和だ」は、I氏だけではなく、植民地支配と戦時体制から解放された人々
が素直に持った気持ちであっただろう。その上で、大状況においては「朝
鮮独立」を願い、小状況においては、自身の将来の成功や幸福、家族の健
康、無病息災、繁栄を願うことだった。
　ところが I氏は、それから4年後の1950年8月には、日記に次のように書
くことになった。

朝鮮は日帝の奴隷植民地から解放された意義深い歴史的解放を迎え、
平和な世界で暮らすことになったのだが、甘い平和の味を味わう間も
なく、解放後満五年目に、他国とではなく白衣同族どうしが血を流し
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戦争を引き起こし、〔中略〕実に遺憾千万だ。〔中略〕一日も早く戦争が
終わり平和で自由で幸福な時が戻ってくることを心より祈願すること
を、記念日に当たる所感とする。（1950/8/15）

　I氏にとっての「解放」が、1948年以降どのようになっていくのかをさ
ぐることが今後の課題である。
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1．民間人虐殺と自叙伝文化

　朝鮮戦争前後の時期に虐殺された民間人の遺族〔以下、民間人虐殺関連遺族〕

のうち、一部は自らの個人の歴史やライフヒストリーを整理した自叙伝や
伝記を発行してきた。自叙伝や伝記は口述証言や自身が直接執筆した形態
で書かれている。民間人虐殺関連遺族の自叙伝や伝記には、個人のトラウマ
的な経験や記憶が物語化されテキスト化された意味として込められている。
　韓国の民間人虐殺関連遺族にとって自叙伝や伝記文化は一般的なもので
はない。自叙伝や伝記文化が持つ社会経済的条件や文化的趣向を考慮すれ
ば、民間人虐殺関連遺族が自叙伝を書くことは容易ではない。民間人虐殺
関連遺族の自叙伝は過去の国家暴力の文化が十分に清算されていない条件
において、自らが述べられなかった過去を述べるという点で、苦痛を伴う
作業の結果である。現在、遺族が自身のライフヒストリー全般を記録した
自叙伝は数えるほどしかなく、それも直接執筆した場合よりも口述証言と
して編纂された場合が多い。
　国家暴力や民間人虐殺研究において自叙伝や伝記が持つ意味は、一般的
な口述証言とは差がある。韓国において2000年代に入り民間人虐殺に対す
る真相究明の作業が本格化し、多様な事件やテーマに対する口述証言が豊
富に集められた。とくに国家が各種の過去事委員会を設置し事件の真実を
究明することで、被害者の口述証言は制度的合法性を得るに至った。口述

金
キム

　武
ム

  勇
ヨン

―告発の政治としての家族の語り―

12 朝鮮戦争期における民間人虐殺遺族の
自叙伝分析
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証言は、これまで国家権力により抑圧されたり社会的に認められなかった
被害者が、個人的な経験と苦痛を国家の公的領域で社会的真実として公式
化することに寄与した。
　しかし民間人虐殺関連遺族の口述証言は国家の真実究明作業には寄与し
たが、一方で被害者個人のライフヒストリーないし生活史という側面から
接近してみると、多くの限界を抱えている。遺族の証言は主に虐殺と関連
した被害事実の立証に集中しており、自ずと真実究明や過去清算という大
きな言説に支配され、被害者の日常的な生活と経験、喪失と苦痛、挫折と
憤怒など、個人をめぐる話は縮小されるか周辺化された。国家暴力や被害
事実の確認という現在的な関心が優先され、被害者個人の生

サーム

や歴史より
は真実究明や国家暴力を暴露する被害事実が重視された。そこでは被害者
の口述証言は、過去によって苦痛を受けている一人間の話ではなく、国家
暴力を立証する証拠資料としての性格が強い。
　これに比べて遺族の自叙伝や伝記は、被害者個人の生活や経験、歴史の
なかにおける自らの苦痛や家族、社会や国家暴力の問題をかいま見ること
ができるという長所を持っている。ライフヒストリーの側面からこそ、虐
殺が個人の生活と心性世界に及ぼした影響、そして虐殺に対する記憶の持
続性と現在性を探ることができる。これまで民間人虐殺関連遺族の口述証
言については比較的多くの研究が進められたが、遺族の自叙伝については
分析がほとんどなされてこなかった1。遺族のライフヒストリー全体を扱っ

 
1 民間人虐殺関連自叙伝についての直接的な研究ではないが、次の研究を参照することがで
きる。金武勇「과거청산 작업에서 진실말하기와 대항 내러티브 주체의 형성」『韓國史硏
究』153、2011年；김명희「한국의 국민형성과 ‘가족주의’의 정치적 재생산：한국전쟁 좌

익 관련 유가족들의 생애체험 및 정치사회화 과정을 중심으로」『기억과 전망』21、2009
年；권귀숙『기억의 정치：대량학살의 사회적 기억과 역사적 진실』문학과지성사、2006
年；김경학 外『전쟁과 기억：마을 공동체의 생애사』한울、2005年；윤택림『인류학자

의 과거여행：한 빨갱이 마을의 역사를 찾아서』歴史批評社、2004年；표인주 外『전쟁과 

사람들：아래로부터의 전쟁연구』한울、2003年．
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た自叙伝や伝記は、過去清算運動が本格化した2005年以降に、たいへん限
定的ながら刊行され始めた。
　この文では民間人虐殺遺族のなかでソ・ヨンソン（서영선）、呂

ヨ

基
ギウォン

源、朴
パク

煕
ヒチュン

椿という3人の自叙伝を分析する。ここでソ・ヨンソンの本は自叙伝に
該当し、呂基源と朴煕椿の本は「民衆口述列伝

4 4

」と表現されているように、
口述証言にもとづいているとは言え、個人の過去経験と歴史を扱った伝記
である。これら自叙伝や伝記は民間人虐殺と関連した特定事件に対する証
言や話ではなく、個人のライフヒストリー、または伝記という共通性を持っ
ている。分析対象はかれらのライフヒストリーのなかでも主に民間人虐殺
と関連した記憶と語りである。
　かれらはみな、幼年期及び青年期にあった朝鮮戦争直後に父母や家族が
虐殺された事件を体験した遺族として共通の経験を持っている2。本稿で
は遺族の自叙伝に表れた個人のライフヒストリーを通して、被害者個人が
過去に対する沈黙と適応を経てアイデンティティを自覚し、ついに国家暴
力に憤怒する抵抗の主体として形成される過程を分析するものである。

2．現在の記憶としての家族の歴史

　民間人虐殺関連遺族の自叙伝や伝記は、語りの構造において、過去のト
ラウマ的な記憶をテキストとして語り再現するという特徴を持っている。
かれらの自叙伝における特徴は、第一に、記憶や語り、ナラティブの主体
が自分自身ではあるが、中心が依然として家族や父母であるという点にあ
る。父母の被害が家族や自己に転移して伝承される語りの構造を持ってお

 
2 서영선『한과 슬픔은 세월의 두께만큼』작가들，2007年；노용석『朴熙椿 1933년2월26일

생』韓國民衆口述列傳 10，눈빛，2005年；이양호『呂基源 1933년10월24일생』韓國民衆
口述列傳 13，눈빛，2005年．
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り、被害も個人ではなく家族の被害に帰結する。
　遺族にとって家族は自らの過去とトラウマを表現する言語世界の中心で
ある。自叙伝や伝記のこのような物書き・語りの構造は、父母の犠牲が遺
族の人生に大きな傷痕となった事実に関連している。ソ・ヨンソンは「母
を思い、どれほど心のなかで泣いたかしれない」と言い、「母が生きてい
たら弟も死なず、私たち5兄弟は離れ離れにならずにすんだだろう」と話
した3。朴煕椿も父の犠牲は、家族のみならず「私の人生において決定的
な影響」を及ぼし、いまだに父の話が出ると「しどろもどろ」になり茫然
としてしまうと述べた4。彼はその時、「父にあのようなことがなかったら、
私も本当に何か別の暮らしをしていたかもしれないのだが……」と付け加
えた5。
　第二に、自叙伝における家族の歴史は、過ぎた過去ではなく、依然とし
て自らの日常生活に再現される生きた現在の歴史である。遺族は大体にお
いて直接の被害者ではなく、幼児や青少年の生存者としての特徴を持って
おり、成人の立場で過去の幼年期の記憶を自叙伝に書いたり語ったりして
いる。遺族の自叙伝は過去の記憶、すなわち幼児期や青少年期の記憶が現
在の時点で調整されたという特徴を示している。つまり記憶の現在化によ
る強力な持続性を依然として示しているのである。遺族は父母が警察や当
局に連行される姿、そして父母に会ったり探し回ったこと、父母の死体を
探すため歩き回ったことを現在のことのように記憶しており、今なお意味
を付与しつづけている。
　ここにまさに記憶することの選択的性格が表れている。遺族にとって過
去の記憶は傷である。自叙伝を書くことは自らの過去から意味のあるパ

 
3 서영선，前揭書，pp.34-35．
4 노용석，前揭書，pp.90-91．
5 노용석，前揭書，p.94．



日記が語る近代380

ターンを発見したり創造することであるが、このようなパターンによって
記憶は選択され得る6。遺族にとってまさに家族は記憶の場として自己の
苦しみの過去と現在の生を述べる語りの出発点である。だから現在も家族
の姿や家族と別れた場所は、依然として自己の記憶から想像され再現され
る場なのである。遺族にとって家族は過去の経験と苦しみを絶えず想起さ
せる記憶の場である。
　ソ・ヨンソンは幼い頃の母と別れた光景を今でも想起している。彼女は
「12月末頃、私たちの家に覆面をした機動隊の奴ら3人が来て母を引きずっ
て行った。私がついて行くと、帰れと叫ぶ。私はただ怖くて帰るしかなく、
これが母と私たち5兄弟との最後になった」7と記している。ソ・ヨンソン
はその後、母をはじめとする人たちが監禁されている醸造場へ行ったが、
怖くて入れず戻ってくる。この行動は半世紀が過ぎた今に至るまで後悔と
して残っていると言う8。呂基源も「父が事件を被った時が18歳だったか
19歳だったが、今に至るまで遺体も見つからず、今もそれが恨

ハン

になってい
る」と述べた9。朴煕椿は当時、巡検が来て父を連行し、翌日警察署へ行き
父に面会した。彼は、当時父が殺されることを少しも予想しなかったこと
が、自分の心にいまだに恨として残っていると述べた10。朴煕椿は事件直後、
父の死体を探そうと当時の集団虐殺の場であったコムティジェ峠（곰티재）

を数度訪ねたが、死体は腐敗しており、結局見つからなかった11。
　被害者個人のトラウマ的記憶のなかで、過去は単に終わったり通り過ぎ
たりした歴史ではない。それは経験的に残り、自らと共同体につきまとっ

 
6 Janina Bauman, “Memory and Imagination: Truth in Autobiography”, Thesis Eleven, No.70, Aug. 2002, 

p.31.
7 서영선，前揭書，pp.26-27．
8 서영선，前揭書，p.28．
9 이양호，前揭書，pp.53-55．
10 노용석，前揭書，pp.85-86．
11 노용석，前揭書，p.86，pp.89-90．
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て支配する12。ソ・ヨンソンの話のように、遺族にとって幼い頃に経験し
たすべてのことは「生き生きとすべてがわたしの記憶のなかに一時も忘れ
られないこと」になった13。ソ・ヨンソンにとって父母との離別は、幼い
頃の「消すことのできない傷であり、映像としてはっきりと刻み込まれて
積み重なる悲しみ」であった14。
　遺族は虐殺による家族や父母との離別のなかで家族の生活に責任を負っ
た15。家族以外には誰も遺族の苦痛をともに分かち合ってくれなかった。
国家は加害者として自分たちを監視・統制する存在であり、苦しみを訴え
る対象ではなかった。遺族は、国家だけでなく隣家や親戚といった社会か
らも孤立した。ソ・ヨンソンの場合、親戚も多く生き残ったが、戦争直後、
みなが苦しい状況であったため、助けを得られなかった16。ソ・ヨンソン
は当時「本

クン

家
チプ

も、治安隊の人たちが食糧を全部奪っていったので、もらっ
て食べるものもなく、「お前らはお前らで食べ物を手に入れて食っていけ」

と言」17われるような状況のなかで、どこにも頼るところはなかった。
　遺族にとって、現実的な生活のみならず、自分たちの悔しさと苦しみを
共有したり語ることのできる空間は家族にしかなかった。国家や社会が虐
殺を否定したり素知らぬふりをしたりする状況のなかで、家族は遺族たち
の傷をともに理解し痛みを分かち合うほぼ唯一の場であった。これは遺族
たちが家族を中心に集団アイデンティティを形成し、国家に対抗し犠牲者
意識を形成する背景となった。結局、遺族は家族や父母の不在のなかで自
ら生活を維持し家族の空間を守った。これは家族間の紐帯感と結束力を維

 
12 Bain Attwood, “In the Age of Testimony: �e Stolen Generations Narrative, “Distance”, and Public 

History”, Public Culture, Vol.20, No.1, 2008, p.81.
13 서영선，前揭書，p.35．
14 서영선，前揭書，p.28．
15 이양호，前揭書，p.55；서영선，前揭書，pp.36-37．
16 서영선，前揭書，p.34，pp.36-38．
17 서영선，前揭書，p.34．
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持する源泉となった。遺族にとって家族は虐殺を主導あるいは傍観した国
家や社会に対抗する生活共同体であった。

3．沈黙と適応、そして抵抗の内面化

　民間人虐殺関連遺族の自叙伝には、国家暴力に対する個人の抵抗と沈黙、
そして社会的適応が描かれている。遺族は大部分幼い時に父母を失くした
ため、国家暴力や加害者は遺族にとって抵抗の困難な存在であった。この
ような条件において遺族の国家暴力や加害者に対する抵抗は内面化され、
悔しさと怒りは抑圧されていた。遺族は事件当時、国家暴力に対抗する意
欲を持ちえなかった。ソ・ヨンソンは当時、母が右翼特攻隊に連行される
と、幼いながら母に会おうと人びとが監禁されている醸造場に向かったが、
怖くて入れずに戻った。ソ・ヨンソンは「この行動は半世紀が過ぎた今に
至るまで後悔として残った」と述べた18。
　事件当時、虐殺や国家暴力を経験した遺族は無力感に苛まされた。遺族
の国家暴力に対する恐れは沈黙につながった。ソ・ヨンソンはその後、病
院に就職し日常的な生活を送ったが、恐怖のため父母のことについては誰
にも話さなかった19。
　朴煕椿の場合も父の虐殺、死を経験し、無力感と自責感に苛まされ、さ
まよった。朴煕椿は「父の死を自分がどうすることもできなかったという
思いに悔しさ」を感じつつ「さまよい始め」る20。最初に現れるこのよう
な葛藤と彷徨は国家や加害者に対する反発や抵抗として表出し得ず、内面
化される。朴煕椿によれば、当時「地域特性もあったが、他人にはア

パルゲンイ

カ

 
18 서영선，前揭書，p.28．
19 서영선，前揭書，p.37．
20 노용석，前揭書，p.93．
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や父の死について話す勇気がまったくな」く、父の死は、それを語れば他
人から「連行されて殺されるぞ」「生き残れないぞ」と言われた21。
　遺族の恐れと無力感、そして沈黙はしばらく続いた。遺族の沈黙がもち
ろん国家暴力に対する順応や同意を意味するものではなかった。遺族に
とって沈黙は社会的適応と生存の一形態であったが、一方で抵抗の内面化、
すなわち言葉に出さない抵抗でもあった。ここで遺族の沈黙が持つ両面的
で複合的な意味、つまり表面的な適応と内面的な抵抗との関係を考えてみ
ることができる。抵抗が内面化されるとともに適応は積極化した。国家暴
力を受けた民間人虐殺関連遺族のライフヒストリーを見ると、逆説的にも
国家や社会に一層適応する様子を示している。ある意味、不適応よりは過
剰適応の傾向が見られるのである。
　ソ・ヨンソンの場合は、父母が犠牲になった状況で、家族の生計に責任
を負うため昼耕夜読し、さらに熱心に働く姿を見せた。ソ・ヨンソンは自
分一人ではなく弟妹たちのために稼ぎ、勉強をさせなければならなかった
ため、積極的な社会生活を行った22。
　朴煕椿の場合は、当時戦争のなかで大部分の人びとが軍隊を忌避する状
況において、敢えて行かなくてもよい軍に志願入隊した。朴煕椿が軍隊に
志願すると、人びとから「常識外れだ」「気違いだ」と言われた23。彼は軍
で誠実に勤務したが、「アカを捕まえて勲章をもら」い、その結果、清

チョン

道
ド

6・25功労者忠勲塔に名が大きく刻まれたこともある24。これは朴煕椿個
人の生涯において見る時、遺族としての過剰適応であり、自我が衝突する
ところでもあった。朴煕椿はこれについて「私の父はアカになって死に」

 
21 노용석，前揭書，p.93．
22 서영선，前揭書，p.37．
23 노용석，前揭書，p.121，p.123．
24 노용석，前揭書，p.107．
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「息子はアカを捕まえて勲章をもらった」と表現した25。
　遺族に見られるこのような過剰適応は、例外的にしか表象されていない
が、実際には一般的な現象であった。過去の民間人虐殺に関連する子孫の
証言や伝記において、反共政策に一層積極的な姿を見い出すことは簡単で
はないが、遺族の内部世界では一般的であり、代表性を持つ現象であった。
遺族は、かつて「左翼」や「アカ」として追われた反共社会で生存するた
めにも、政府の政策により協力的な態度を示さなければならなかった。呂
基源も地域社会で認められようと熱心に働いた。彼は1961年の5・16クー
デター以後、社会活動に積極的に参加し、農村指導者星

ソン

州
ジュ

郡連合会会長、
道連合会運営委員などを数度歴任し、「現在も反共闘士とまではいかない
にしても、反共主義者だという言葉」はよく聞く26。
　このような様相は、当時の雰囲気においては平凡な人の日常にも見られ
るが、一方で遺族が国民として自身のアイデンティティを認められるため
に努力した意識世界を示している。これは自叙伝の持つ特性、すなわち自
己意識の強い語りの型式、または経験の再読を示している27。つまり遺族は、
自叙伝や伝記での語りや証言を通して、自らの過去の経験や記憶を再解釈
し定義した。遺族の語りや証言は、つまるところ過去の歴史の再読であり
再解釈と言える。遺族のこのような語りは自叙伝に表れる自分の存在を意
識することで自叙伝的な自己を再現する一方式であった。これは遺族が物
を書き語る現在の視点から過去を振り返って読むという方式、つまり過去
の経験の再読を通して自らの行為を再規定することであった。遺族が自叙
伝において自身を語り説明する方式は、生のなかで矛盾し衝突し分裂し壊
れた自我をそのままさらけ出す形態である。かれらは内面世界において「ア

 
25 노용석，前揭書，p.107．
26 이양호，前揭書，pp.88-90．
27 Mary Jo Maynes, Jennifer L. Pierce, and Barbara Laslett, Telling Stories, The Use of Personal Narratives in 

the Social Sciences and History, Cornell Univ. Press, 2008, p.78．
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カ」という名で虐殺された父母の子だという自己意識をつねに持っている
ため、一方では適応し、一方では反発する自己矛盾を語ることができた。
　遺族に見られる過剰適応は、遺族としてのアイデンティティや意識の喪
失、国家暴力に対する不満や抵抗の中断を意味するのではなかった。彼ら
は依然として適応と抵抗との間で動搖し葛藤していた。朴煕椿の場合、こ
の時期、日本へ密航しようと金を集めたこともある。密航は大きく見れば
現実世界からの脱走や逃避であるが、朴煕椿にとっては社会に対する不満
と抵抗の別の表現であった。朴煕椿は密航の動機について、父の死、抵抗
と報復的心理、警察に対する不満、地域社会に対する反発などが働いたと
述べている28。

4．遺族としてのアイデンティティと犠牲者意識

　民間人虐殺関連遺族は最初、遺族としてのアイデンティティのために内
面的に葛藤し、これは犠牲者意識を継承する形として発展した。遺族のア
イデンティティは「アカ」の子だという社会的な烙印のなかで形成される。
遺族は縁坐制〔血縁者が罪に問われる連座制〕の適用を受け、社会生活におい
ても要視察対象に分類され国家の監視に苛まされたが、これは遺族として
のアイデンティティと集団的記憶を形成する源泉となった。
　事実、自叙伝は社会的記憶（social memory）の一形態である。自叙伝にお
ける個人は自らの生に関する話を語る一方で、社会的に関連した事件を規
定するため個人的な記憶を動員したりもする29。遺族は自叙伝において自
己に対する社会的差別と監視を共通して語っている。ソ・ヨンソンの場合、

 
28 노용석，前揭書，p.117．
29 �omas DeGloma, “Awakenings: Autobiography, Memory, and the Social logic of Personal Discovery”, 

Sociological Forum, Vol.25, No.3 (Sep.), 2010, p.534．
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1961年、朴
パク

正
チョン

煕
ヒ

政権の初期に姉とともに職場に通ったが、つねに警察が
監視しついて来て嫌がらせをするので、職場に通うのも難しかった30。
　遺族は政府政策に積極的に協力し社会に適応しようと努力したが、依然
として正常な国民として扱われなかった。呂基源の場合も同じであった。
呂基源は軍に配属された弟の身元照会問題を解決しようと「子牛一頭分の
金」を支払うという屈辱を受けた。それでも弟は除隊後も依然として「二
等国民」、自分は「三等国民」の扱いを受けた。彼は外国に出ることも難
しく、公務員に就職するようなことは想像だにしなかった31。遺族は相変
わらず不純な非国民として監視と視察の対象だったのである。
　遺族は自分に押された社会的烙印を消すため社会活動にも積極的に参加
したが、非国民の警戒を拭うことはできなかった。呂基源は政府の政策に
積極的に参加し、外国農業視察団に入ることになったが、身元照会で引っ
かかり除外された。彼は「本当に国のために数年も懸命に努力したが、私
をこんなふうに待遇」することを見て「愛国心がさっぱり消えさったんだ」
と述べた32。
　朴煕椿の場合も社会に適応し政府の政策に積極的に協力したが、依然と
して遺族としての意識を持ちつづけていた。朴煕椿の内面世界では遺族と
しての自分と現実としての自分が衝突した。朴煕椿のこのような葛藤は早
くから現れていたが、これは父の死に対する一種の復讐として現れた。彼
は憲兵学校に合格すると、父の殺害に関与した虎

ホ

林
リム

部隊の情報員チョン
（정○기）を探し出し、父を殺した理由を訊ねた。彼はこの過程でチョン
を罵り殴打した。朴煕椿のこのような行動は、父親が死んだ理由について
チョンが「お前の父がアカだったからだ」と発言したことに刺激されての

 
30 서영선，前揭書，p.38．
31 이양호，前揭書，pp.88-90．
32 이양호，前揭書，pp.88-90．
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ことだった33。
　朴煕椿は父に対する復讐心とともに、職場生活のなかで遺族としてのア
イデンティティを形成し始めた。彼は軍を除隊した後、公務員試験に合格
したが、父親が「保導連盟員で6・25当時行方不明の者」だったという理
由により発令が下りなかった。当時、6・25行方不明者は越北者と見なさ
れていた。何の罪もなく父親が死んだことも無念であるのに、縁坐制のた
めに公務員になれないという事実は、彼にとって「あきれたこと」であっ
た。彼は軍隊で6・25参戦勇士として勲章までもらった自分の過去を振り
返りながら、この時から「いわゆる反政府的、反体制的な、そのような人
格に成長」していった。彼は「政府が何か言っても、それはまた全部嘘だ、
こんな考え」を持つようになった34。
　朴煕椿は「公式的に私の父はアカだったために死に、私は軍にいながら
アカを捕まえて勲章をもら」ったという互いに矛盾し対立する事実に葛藤
した。彼は「これはまったくおかしなことだ」と述べた35。自叙伝に表れ
る呂基源と朴煕椿の語りは、矛盾し分裂した自我に懐疑し、遺族としての
自己の世界を探していく過程であった。これは被害者がトラウマ的な経験
を語ることで、自己の破片化した世界を再設定する重要なきっかけ36を作
る行為だと見ることができる。このような内面的な葛藤と矛盾は、遺族と
して自己の存在を認め犠牲者意識を継承することで調整することができた。
朴煕椿は実際に自身のルーツに当たる父の死んだ理由を探すため努力した。
彼は警察署を訪ね、父の死についての書類を出すよう訴えて追い出された
こともある37。朴煕椿はその後進路を変えて、学校の教師として就職したが、

 
33 노용석，前揭書，p.100．
34 노용석，前揭書，pp.175-176．
35 노용석，前揭書，pp.106-107．
36 Michele L. Crossley, “‘Narrative Psychology, Trauma and Study of Self/Identity’”, Theory and Psychology, 

Vol.10, No.4, 2000, p.537.
37 노용석，前揭書，p.175．



日記が語る近代388

朴正熙政権期は依然として要視察対象に分類され、監視を受けながら生活
し、彼が表現したとおり、身動きもとれなかった。彼は自分が何か過ちを
犯せば処断される機会を与えてしまうため、いつも過ちを犯さないように
注意して生活した38。
　国家の政策と社会的視線は、遺族の犠牲者の子としての自我と自身のア
イデンティティを絶えず苦しめた。このように遺族のアイデンティティは
単なる個人の内面的省察の結果ではなく、外部世界、国家や社会との関係
のなかで形成された。遺族に対する国家の監視と烙印は、遺族が他者であ
る国家に対抗し自身のアイデンティティと意識を形成し社会的な連帯を追
求する土壌になった。遺族のアイデンティティ形成は多様な形で表出され
た。すなわち個人的レベルでは加害者に復讐したり加害者を探すこと、そ
して社会的レベルでは真相究明のための遺族会結成や関連団体で活動する
ことであった。
　ソ・ヨンソンの場合も同じであった。ソ・ヨンソンは最初、警察の監視
と嫌がらせのために恐怖を感じていたが、遺族としてのアイデンティティ
を持っていた。これは個人的レベルにおいて加害者探しとして表れた。
ソ・ヨンソンは自叙伝において、つねに「心のなかに深くしまっていた加
害者の名が消えることはな」かったと話している。彼女は1957年のある春
の日、加害者である特攻隊隊長チェ・ジュンソク（최중석）の家を訪ねに
行ったが、恐ろしくなって戻ったことがある39。しかし、ソ・ヨンソンの加
害者探しは続き、ついに1993年10月3日、姑母〔父方のおば〕、姉とともに加
害者である特攻隊隊長の家に行き、母をどこで殺したのかと訊ねた。彼は、
自分は知らない、と否認した40。ソ・ヨンソンは続いてまた別の加害者で

 
38 노용석，前揭書，pp.243-244．
39 서영선，前揭書，p.46．
40 서영선，前揭書，p.47．
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あるキム・ドンファン（김동환）の家を訪ね、1951年1月6日から8日にかけて、
母をはじめとする人たちを銃で殺害した、という告白を引き出した41。
　遺族の自叙伝に表れるこのような内容は、遺族が国家暴力の被害者とし
てのアイデンティティを形成しつつ犠牲者意識を継承する過程を示してい
る。犠牲者の子としての自覚とアイデンティティ形成は加害者に対する復
讐や関連団体探しとして表れた。これは遺族が初期の過剰適応において発
現していた歪曲された自我から脱皮し、自身の存在と位置を再設定する過
程であった。

5．告発の政治としての家族物語

　遺族にとって自叙伝や伝記はどのような意味を持っているのだろうか。
遺族にとって自叙伝は自身と家族の苦痛、国家暴力を社会に暴露し記録す
る告発文学としての性格が強い。つまり告発の政治として家族の話を書い
たり語ったりする形である。自叙伝はおよそ個人的なものと公的なものと
の間の限界を表すが、これは個人的な経験の再現が公的な関心を要求する
からである42。民間人虐殺に関連した自叙伝も同様である。個人的な経験
や苦痛、語りがただちに公的な領域に転換され得るためである。
　自叙伝や伝記に表れる遺族の個人的な経験と主張は社会的で公的な領域
と結合している。遺族は自叙伝において国家暴力の被害者であり対抗者と
して、そして国家の名において虐殺された人たちの子として、個人のアイ
デンティティを表現した。ここで自叙伝や伝記は複合的な主体形成の場で
あり空間として機能した。遺族の自叙伝に表れる証言や語りは、自己のナ
ラティブを生産し、主体を構成する過程であると同時に、自己の世界を確

 
41 서영선，前揭書，p.48．
42 Leigh Gilmore, The Limits of Autobiography, Cornell Univ. Press, 2001, p.49.
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認する過程である。
　ソ・ヨンソンは自叙伝で「どうしたら非武装の民間人を、目をしっかり
と見開いているその人たちを、戦場でもない家から引きずり出して殺すこ
とができるのか。かれらはアカを殺すために、1歳の赤ん坊と八十近い老人、
何の罪もない6兄弟を連れ去って、家事をしているだけの婦女子をアカと
して連行したのか」43と絶叫している。彼女は加害者に対して「とんでも
ない人間性をもった彼らは、堂々と生きて国家有功者の待遇を受けて金ま
でぶんどっている。良民を殺したことが国家有功者なのか」と批判してい
る44。さらに彼女は「正羲は必ず勝つ。歴史ははっきりさせないといけな
いし、不当な公権力は謝罪するべきだ。真実が徹底的に明らかになった後、
彼らは贖罪しなければならない」と主張している45。
　ここに見るように、遺族は単に国家暴力に順応する無力な被害者ではな
く、彼ら自身のナラティブと自らの自我を創造することに積極的に参加す
る人になった。これは自叙伝が個人的な語りを公的なナラティブに変化さ
せ、窮極的には公的な領域で自己の対抗ナラティブ（counter-narrative）を形
成する一つの場となることを示している。国家はおよそ公式の歴史叙述に
おいて民間人虐殺を否定してきた。遺族は自叙伝や伝記において国家暴力
と虐殺を否定する国家や社会に対抗し、自身の言説や語りを作り出した。
これは今に至るまで国家暴力の被害者として周辺部に押しやられていた遺
族の個人的な語りが、国家の公的な歴史にどのような亀裂をもたらしてい
るのかを示している。
　遺族の自叙伝や伝記は、まさに国家の名において虐殺された遺族が、自
身のアイデンティティを確認し家族の被害を社会に告発する語りである。

 
43 서영선，前揭書，p.33．
44 서영선，前揭書，p.44．
45 서영선，前揭書，p.44．
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ここでは遺族が自叙伝で告発の政治を試みる政治社会的脈絡も重要である。
かれら遺族が自叙伝を通して家族の恨みを訴え国家暴力を批判することは、
およそ2005年以後のことであるが、この時期は韓国において過去清算運動
が本格的に登場した時期であった。遺族は過去清算運動を直接・間接に経
験しながら犠牲者の子としてのアイデンティティを次第に自覚していった。
遺族は自身のアイデンティティを持つようになり、過去を隠したり沈黙し
ていた受動的な存在から抜け出し、自らの経験や苦しみを語る主体として
形成し始めた。ホロコースト研究では、証言や著述が持つ多様な側面、す
なわち抵抗、生存、記憶などの意味が論じられている46。民間人虐殺関連
遺族の自叙伝は抵抗としての著述、告発の政治としての家族語りと見るこ
とができる。
　朴煕椿の場合も自叙伝の著述や語りは国家暴力や加害者に対する抵抗で
あり、告発の政治であった。朴煕椿は過去清算運動が本格的に提起される
以前である1986年頃に『保導連盟』という本を書いた。そして「保連犠牲
者諸位へ送る文」を数百通作成し、虐殺の場であるコムティジェ峠へ行き、
泣きながら撒いて慰霊祭を行った47。朴煕椿は、文を書き始めた理由につ
いて「当時の人びとがあまりに多く死んだので、この人たちが生きている
時どんなふうだったのか、これを私が書き表さなければ」という気持ちで
あった48。彼は本を書いたことを理由に情報部や警察署に連行され、足で
蹴られ殴られたが、物を書くことをやめなかった49。彼は警察署で調査を
受ける過程で警察の暴言に立ち向かい、意地を張って対抗し罵ったため、
殴られたこともあった50。

 
46 Zoë Vania Waxman, Writing the Holocaust, Identity, Testimony, Representation, Oxford Univ. Press, 2006．
47 노용석，前揭書，p.106，pp.245-246．
48 노용석，前揭書，p.246．
49 노용석，前揭書，p.106，p.256．
50 노용석，前揭書，p.259．
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　ソ・ヨンソンや朴煕椿の場合を見ると、自叙伝において一般的に表れる
個人的なアイデンティティの形成と物を書くこととの関連性を確認できる51。
かれらは著述や語りの主体、そして国家暴力に対抗する主体として〔自ら
のアイデンティティを〕形成していることを示している。一般的にナラティブ、
とくに語り、そして個人的な話は、個人的・集団的なアイデンティティを
構築することに一定の役割をした52。彼らの自叙伝に表れる語り、ナラティ
ブは単なる過去の真実を証言する資料としてではなく、主体形成の言語と
して重要な意味を持つ。彼らにとって物を書くということは個人的なレベ
ルでアイデンティティを自覚し、国家暴力に対する告発の政治を実現する
道であった。
　かれら遺族の行動は現実への参加と遺族会結成、過去清算運動へと結び
ついている。朴煕椿は「このような経験をしながら、私はいまや清道地域
の虐殺問題（保導連盟）に対して関心を持ち、そして遺族会活動もするよ
うになった」と明らかにした53。朴煕椿の家族語りは社会に対する関心に
拡大した。朴煕椿は自分の故郷である清道郡の保導連盟犠牲者の家族に対
して「何の罪をどのように犯したのかも分からずに死んだ無念さがあまり
に多いが、今も村の人たちは「その時そうやって死んだ人たちはみんなア
カじゃないのか」と言っている」と指摘した。彼はこのような現象は「50

年間、どの政権もその当時に殺された人たちはアカが殺したのだと啓導し
広報」したことから生じたことだと批判した54。ソ・ヨンソンの活動も江

カン

 
51 Silvia Pellicer-Ortín, “Testimony and Representation of trauma in Eva Figes’ Journey to Nowhere”, 

Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies, Vol.33, No.1 (June 2011), p.70.
52 Cecillia Castillo Ayometzi, “Storying as becoming: Identity through the telling of conversation”, 

Michael Bamberg and Anna De Fina (eds.), Selves and Identities in Narrative and Discourse, John 
Benjamins Pub., 2007, pp.44-45.

53 노용석，前揭書，p.261．
54 노용석，前揭書，p.262．
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地域で遺族会を結成し、過去清算運動に参与するかたちへと発展した55。

6．終わらない過去と自叙伝の政治

　自叙伝は一般的に自らの生を再創造しようとする文学的表現の一形態で
ある。遺族の自叙伝もまた国家暴力により毀され歪曲した自らの経験世界
と歴史を確認し正そうとする闘争の空間である。遺族は自叙伝において家
族の喪失による傷痕と苦しみを証言し語っている。自叙伝はまさに遺族が
自分の過去を現在と結び付け、さらに自分の経験と苦しみ、生きる意味を
再規定する作業であり、自らのアイデンティティを形成する過程であった56。
自叙伝を書くことは遺族が自分の過去や経験の持つ意味を自覚した結果で
あり、一種の自叙伝の政治と見ることができる。
　遺族の自叙伝は終わらない過去の語りであり、現在も続く語りである。
彼らの語りのなかで、過去とは単なる過ぎた歴史ではなく、自分の日常生
活においてつねに想起される記憶である。家族は現在の記憶が再生産され
持続し維持される場である。記憶の場としての家族は、過去の記憶を絶え
ず喚起させ現在化させる源泉である。朴煕椿の場合、母は死ぬ時までも、
「お前の父さんは生きている、どこにいても。何で死ぬかい」と話した57。家
族はまた祭祀を通してつねに父母を記憶し、過去を現在と結び付ける。祭
祀は家族の記憶が喚起され再生産される儀礼であった。ソ・ヨンソンの場
合、母の死が確認された1994年から姉妹とともに集まり祭祀を行っている58。

 
55 서영선，前揭書，pp.54-75．
56 自叙伝的証言（autobiographical testimony）はトラウマ的な経験により苦しみを受ける主体
を再建し毀れた自我を想起する過程において強力な道具となり得る。Suzette A. Henke, 
Shattered Subjects, Trauma and Testimony in Women’s Life-Writing, St. Martin’s Press, 2000, p.144.

57 노용석，前揭書，p.93．
58 서영선，前揭書，p.49．
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　遺族にとって、父母の犠牲と結び付いた時間としての過去や故郷は思い
出したくない記憶の場であった。当時の苦しい過去の記憶が自己の傷に触
れ、どこまでもついて回るのである。被害者につきまとって苦しめつづけ
る記憶（haunting memories）は、たいてい暴力的ないし恥ずかしい家族の経験
や戦争虐殺、処刑などから生じる59。ソ・ヨンソンの場合、当時母が犠牲
になった故郷は思い出したくない場所であった。ソ・ヨンソンは「むごい
目にあった江華は見たくもなかったし、一歩も踏み入れたくなかった」と
書いている60。
　遺族の自叙伝に表れるこのような記憶の行為はさまざまな意味を含んで
いる。自叙伝は、個人的な次元においては過去に対するトラウマの再現だ
という意味を含んでいるが、一方で国家暴力と加害者に対する不満と抵抗、
運動の空間であった。遺族の自叙伝に表れる記憶と語りの対象は自身では
ない外部の世界である。およそ自叙伝的な語り（autobiographical story）は意思
疎通のための伝達行為という性格が強い61。
　遺族にとって自叙伝とは、自分のつらい過去を他者と共有し、ある問題
に対して共通の理解を得ようとする社会的行為である。このような点にお
いて遺族の自叙伝は、虐殺を受けた父母の子として自らのアイデンティティ
を表現し自我を再現する場であり、さらに告発の政治、抵抗の政治を実現
する空間である。これは自叙伝という個人の懐古的行為を越える社会的作
業でもある。ここに自叙伝という物を書くことの政治、あるいは自叙伝に
おける語りの政治が持つ転覆的な意味を考えることができる。
 （桝谷祐一 訳）

 
59 Paul �ompson, The Voice of the Past (Oral History, Third edition), Oxford Univ. Press, 2000, p.181.
60 서영선，前揭書，p.38．
61 Je�rey C. Alexander, “Toward a �eory of Cultural Trauma”, in Je�rey C. Alexander, Ron Eyerman, 

Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, and Piotr sztompka (eds.), Cultural Trauma and Collective Identity, 
Univ. of California Press, 2004, pp.11-12.



著者・翻訳者プロフィール 395

◎著者

鄭 昞旭（チョン ビョンウク，정병욱）
高麗大学校民族文化研究院・HK教授（副教授）。韓国近代史専攻。主な論著に『植
民地不穏列伝（식민지 불온열전）』（2013）、『日本の朝鮮植民地支配と植民地的近代』（共
著，2012）、「朝鮮殖産銀行員、植民地に生きる（조선식산은행원，식민지를 살다）」（2007）、
『韓国近代金融研究（한국근대금융연구）』（2004）等がある。

板垣 竜太（いたがき りゅうた）
同志社大学社会学部・准教授、同志社コリア研究センター事務局長。朝鮮近現代社会
史、文化人類学。主著に『朝鮮近代の歴史民族誌』（2008）、共編著に『東アジアの記
憶の場』（2011）、『日韓 新たな始まりのための20章』（2007）等がある。

西川 祐子（にしかわ ゆうこ）
元京都文教大学人間学部教授。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。大学博士 

（パリ大学）。『日記をつづるということ』（2009）のほかに、『私語り 樋口一葉』（2011）、
『住まいと家族をめぐる物語』（2004）、『近代国家と家族モデル』（2000）、『借家と持
家の文学史』（1998年）などの著書がある。

クラウディア・ウルブリヒ（Claudia Ulbrich）
哲学博士、ベルリン自由大学近世史およびジェンダー史教授。ドイツ研究振興協会 

（DFG）の研究グループ「比較文化的視点から見た自己証言文」（2004-2012）代表。 

「近代における自己証言文」シリーズを共編で刊行。主な研究としては、自己証言文、
ジェンダー研究、キリスト教 -ユダヤ教関係史、農村社会史などがある。学術雑誌 

『エゴドキュメントと歴史（Egodocuments and History）』編集委員。

著者・翻訳者プロフィール



日記が語る近代396

金 何羅（キム ハラ，김하라）
ソウル大学校奎章閣韓国学研究院・専任研究員。ソウル大学校歴史教育科と国語国文
科を卒業後、同大学にて韓国漢文学を専攻し、博士号取得。主な論文に「一周辺部士
大夫の自意識と自己規定（한 주변부 사대부의 자의식과 자기규정）」（2012）、「通園 兪晩
柱のハングル使用に関する一考察（通園 兪晩柱의 한글 사용에 관한 일고）」（2012）、「兪
晩柱の『欽英』研究（兪晩柱의『欽英』연구）」（2011）、「洛下生李學逵書簡文の自己叙
事的特性（洛下生 李學逵 서간문의 자기서사적 특성）」（2004）等がある。日記をはじめ
とする self-narrativeの散文に関心がある。

イザベル・リヒター（Isabel Richter）
歴史学者。現在はゲッティンゲン大学近代史代理教授（Vertretungsprofessorin）。博士論
文では日常史およびジェンダー史的観点からみたナチズムに対する政治的抵抗につい
て、教授資格論文では歴史人類学および19世紀における死の文化史について研究した。
主たる研究領域は、近代西欧における死の文化史、ナチズム史、物質文化およびビ
ジュアル文化、自己証言文、ジェンダー研究、1960年代および70年代西欧における青
年文化。

山本 浄邦（やまもと じょうほう）
韓国学中央研究院フェロー、佛教大学大学院文学研究科・博士後期課程。専門分野は、
韓国近現代史、近現代東北アジア文化交流史。共編著に『国家と追悼』（2010）、『韓
流　日流：東アジア文化交流の時代』（近刊）、共著に『大谷光瑞とアジア』（2010）
等がある。

松田 利彦（まつだ としひこ）
国際日本文化研究センター研究部・教授。京都大学大学院文学研究科後期博士課程単
位取得修了。主に警察機構、植民地官僚、参政権問題等を通じて、植民地朝鮮の支配
政策史を研究している。主著に『日本の朝鮮植民地支配と警察』（2009）、『日帝時期
参政権問題と朝鮮人（일제시기 참정권문제와 조선인）』（2004）、共著に『日本の朝鮮・
台湾支配と植民地官僚』（2009）、『地域社会から見る帝国日本と植民地』（2013）等が
ある。



著者・翻訳者プロフィール 397

李 炯植（イ ヒョンシク，이형식）
高麗大学校亜細亜文化研究所・HK教授（助教授）。高麗大学校卒業後、東京大学日
本史学科研究室にて博士学位取得。主著『朝鮮総督府官僚の統治構想』（2013）の他に、
多数の論文がある。

權 ボドゥレ（クォン ボドゥレ，권보드래）
高麗大学校国語国文学科・副教授。著書に『韓国近代小説の起源（한국 근대소설의 기

원）』（2000），『恋愛の時代（연애의 시대）』（2003，日本語版：勉誠社，2012年），『1910

年代、風聞の時代を読む（1910년대，풍문의 시대를 읽다）』（2008），『1960年を問う（1960

년을 묻다）』（共著，2012）等がある。韓国近代文学研究からはじまり、現在は3・1運
動の文化史に焦点をあて研究中である。

太田 修（おおた おさむ）
同志社大学グローバル・スタディーズ研究科・教授、同志社コリア研究センター・セ
ンター長。朝鮮現代史、近現代日朝関係史専攻。主な著書に『日韓交渉』（2003）、『朝
鮮近現代史を歩く』（2009）、共著に『植民地朝鮮の日常を問う』（2012）、『未完の解
放（미완의 해방）』、『朝鮮の歴史』（2008）などがある。

金 武勇（キム ムヨン，김무용）
高麗大学校韓国史研究所・研究教授。韓国現代史を専攻し、2005年、高麗大学校史学
科にて博士学位取得。現在の関心分野は、韓国の過去の清算と民間人虐殺問題である。
関連論文として、「過去清算作業における真実を語ることと対抗ナラティブ主体の形
成（과거청산 작업에서 진실말하기와 대항 내러티브 주체의 형성）」（2011）、「政府樹立前
後時期における国民形成の同種化と政治虐殺の言説発展（정부수립 전후시기 국민형성

의 동종화와 정치학살의 담론발전）」（2010），「「済州4.3討伐」作戦の民間人犠牲化戦略
と大量虐殺（‘제주 4.3 토벌’ 작전의 민간인 희생화 전략과 대량학살）」（2008）などがある。
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