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凡例

　1.帝政期の｢極東ロシア｣は､欧米の文献でシベリアと通称される地域の一部であり､

　｢沿海州｣､｢沿アムール地方｣､『カムチヤツカ半島｣､｢サハリン島｣を含む｡また､沿海

州南部に対しては｢南ウスリー地方｣という帝政期の通称も用いる｡

　2八日地名については現行の表記を使用したが､外交文書などを引用する際には|目地名を

そのまま使用した｡例えぱ､ウラジオストクは現行表記であるが､本論文に引用する場合

には､｢浦潮｣､｢浦塩｣､｢浦潮斯徳｣という表記も使用している｡

　3,本論文で用いた民族学の専用語“push　actor",“pd　fkt�'は､カタカナを用いて｢プ

ツシュ要因｣と｢プル要因｣とした｡

　4.本論文では､極東ロシアヘの移住に影響を与えた諸要因またはその時期の移住の特徴

を､ハワイなどの地域への目本人移民のそれと比較している｡本論文ではハワイの目本人

移民についての史料は比較分析の例証としてのみ使用しており､ハワイヘの移住の全面的

分析を対象としていないことを最初にお断りしておく｡

　5.本論文で使用する｢エスニシティ｣及び｢エスニック･アイデンティテイ｣という概

念は､民族学の専門語であり､ある民族への所属性に対する主観的感党を表わす｡

　6.本論文では､基本的に西暦を使用するが､百暦と和暦を使用する際には､和暦を括弧

書きにした｡

　7.朝鮮王朝は､1897年から1910年まで､大韓帝国と改称したが､本論文では｢頻鮮｣

で統一した｡さらに､この国の出身者に対して､｢韓人｣､『高麗人｣などの通称が使われて

いるが､本論文では､｢朝鮮人｣で統一する｡

　8.本論文では､1911年の辛亥革命以前の中国に対して､国号を｢清国｣､その臣民を『清

国人｣とし､1911年以降の時期に対して､国号を｢中国｣､その出身者を｢中国人｣とする｡
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序章

　O-1　本研究の特色と目的

　本論文で使用する｢出稼ぎ』ないし｢出稼ぎ者｣､｢移住｣ないし｢移住者｣､｢移民｣とい

う用語は民族学と国際移動論の専門用語で欧米の文献または日本の文献では様々に定義さ

れている.本論文では､｢移住者｣(migrant)は―つの地域から他の地域に移る者で､時代

を特定せずに使用する｡また｢移住者｣と同じ意味で｢移民｣を使用する｡｢移民』は､英

語の“emigra�'と同様に､｢定住する意志をもって母国を出国し海外へ移住する者｣として考

え､同時に受け入れ国にとっては､｢移民｣が｢新入国者｣(immigrant)を意味する｡｢出稼

ぎ者｣(sq｣ourner)は､就労が目的であり定住の意志がなく､短期で国外へ移動する者であ

る｡

　本論文は､移民(=海外渡航者)と国家との関係を様々な視点から概観し､これまで余り

研究の対象にされなかった東アジア系移民の極東ロシア地域への移住に関する諸問題につ

いて､1858~1860年のアムール州､沿海州のロシアヘの併合から1917年のロシア革命に至

るまでの歴史を可能な限り網羅的かつ多面的に分析することを目的としている｡

　人の国際移動は､複雑な過程であり､個人のレベルや杜会のレベルで様々な要因の影饗

を受け､様々なプロセスに影響を与える｡まず､移住者自身には､移住の原因や背景､移

住先の模索､移住先国までの旅行､受入国での異文化との接触､同化､帰化などの性格の

異なる複雑な行動や､自覚の変容がある｡しかも､移民を送り出す国家(以下､移民送出

国)と移民を受け入れる国家(以下､移民受入国)の対策は､移民(=新入国者)の移入

出の管理､組織化を行うことであり､入国を奨励するか制限するかによってそれは左右さ

れる｡本論文では､以下の側面に焦点を絞り､極東ロシアヘの東アジア系移民の具体的な

事例を検討することによって､可能な限り多面的に､人の国際移動の過程を分析する｡

　まず､第一章では､東アジア諸国が､移民送出国として､海外渡航者の移出をいかに管

理していたかを検封する｡とくに､ロシア以外の西欧列強と結ぱれた条約において海外渡

航者がいかに取り扱かわれていたか､本論文の主要な研究の対象の極東ロシア地域への移

住が､他の西欧列強と比べていかなる特微をもって､いかに条約に定められていたかを明

らかにする｡
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　第二章では､東北アジア地域の国際関係､とくに日清戦争､義和団戦争､日露戦争､朝

鮮の植民地化が､極東ロシアにおける東アジア系移民にいかなる影饗を与えたか､同時に､

ロシア在留東アジア系移民が中露･日露関係にいかなる影響を与えたかを分析する｡

　第三章では､1860年から1917年までの期間を､自由移民期(1860-1883年)､移民政策成

立期(1884-1893年)､移民帰化奨励期(1893-1905年)､移民制限期(1906-1914年)､契約

移民期(1914,1917年)の五つの時期にわけた上で､各時期のロシア政府の東アジア系移民

に対する移入規制政策を概観する｡

　第四章では､中国人､朝鮮人､日本人という三つのエスニック･グループの極東ロシア

ヘの移住過程の経緯やその特徹の共通点･相違点を明らかにしつつ､中国人社会､朝鮮人

社会､日本人社会の生成と発展の軌跡を辿る｡さらに､ロシア帝国の新領土であり､また

未開拓地であった極東ロシアの地域的特色を考慮し､東アジア系移民がこの地域の経済

的･社会的発展にどのような貢献をしたかを明らかにする｡さらに､母語による教育を中

心に､同化過程と民族属性保持過程や､移民受入国と移民の民族組織との関係を分析する｡

　最後に､上記の焦点の分析を踏まえて､中国人､朝鮮人､日本人の極東ロシアヘの移住

過程をモデル化し､移民研究の新しい側面に光をあてたい｡

　0-2　極東ロシアにおける東アジア系移民に関する史料と先行研究

　本研究では､以下に示すロシア､日本､アメリカ合衆国において出版或いは公刊された

史料､またロシア語､日本語の未公刊史料､日本語､ロシア語､中国語､朝鮮語の公刊史

料と文献を用いた｡そのうち､東アジア系移民の受入国であるロシアの史料及ぴ関連研究

を､最も大量に使用した｡

　この史料の収集は､1993年から2002年に至る9年間にわたり､目本､ロシア連邦､アメ

リカ合衆国､中華人民共和国において行った｡日本では日本外交資料館､国立国会回書館

憲牧資料室､北海道大学スラプ研究センター､大阪大学附属図書館､名古星大学中央図書

館など､ロシア連邦では極東地域国立ロシア歴史公文書館(PoccHliciくHii　r　o-

cyμapcTBeHHbla　HcTopH゛iecKHa　apxHB　μaJlbHero

BoeTOI(a)､サンクト･ペテルプルグの国立ロシア歴史資料館(PoccHacl(H負
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rocyμapcTBeHHblii　HCTopHtlecKHa　apxHB　=　PFHA,

CaHKT-neTep6ypr),Apxl{B　BocTOKOBejioB,CaHKT-neTep-

6yprckoe　oTlejleHHe　PoccH11cl(oa　AEajlい4nH　HayE(東洋学者史

料館､ロシア科学アカデミーサンクト.ペテルブルグ支部付属東洋学者公文書館)､

PoccHacKHa　　rocyμapcTBeHHbla　　apxHB　　BoeHHo-

Mo　p　c　l(oro　4)JloTa=PΓA　BM(1)(ロシア海軍公文書館)など､アメリカ合衆

国では､スタンフオード大学フーヴァー戦争研究所(Hoover　lnstiぽion　ofWar)､全米日系人

博物館(ロサンゼレス市)､カリフオルニア州立大学ロサンゼレス校ョーング研究図書館日

系アメリカ人研究プロジェクト･コレクション(UCLA,Young　Research　Library,　JARP

Conection)､中華人民共和国では遼寧省桔案館を利用した｡利用した史料､文献についてこ

こで考察しておく｡

　1860年から1917年にかけて､すなわちロシア帝政期(μope日o　JII()uHOHHbl4

nepHoハ)の一時期の極東ロシア地域への中国､朝鮮､日本からの移民に関するロシア

の未公刊史料は､主として､東シベリア総督管区事務所の公文書､沿アムール総督管区事

務所の公文書､ロシア外務省の外交文書､外交官の書簡である｡東シベリア総督の公文審

は､主として､アムール州･沿海州が併合された1860年から沿アムール総督管区が創設さ

れた1884年までの公文書であり､東シベリア総督管区の主要都市であったイルクーツク市

のイルクーツク州国立公文書館(ΓocyμapcT8eHHbl践　apxH8　Hpl(yT-

cl《oa　o6Jlac7H)に保管されている｡ー方､沿アムール総督管区の史料は､i884

年以降の公文書からなっており､1941年まで沿アムール総督管区の主要都市であったハバ

ロフスク市及び沿海州軍務知事が勣務していたウラジオストク市に保管されていたが､第

二次世界大戦期に､トムスク市へ移管され､その際､多くの公文書が損失した｡　1990年､

沿アムール総督管区の公文書は､ウラジオストク市に返還され､極東地域国立ロシア歴史

公文書館(PoecH放cKHa　rocyμapcT日eHHblii　HCTopH9e-

cl(H14　apxH8　μaJlbHero　BocTOI(a)に所蔵されるようになった｡

　帝政ロシアの外交文書は､モスクワのロシア帝国外交史料館(ApxH8　8He田-

Hea　　noJIHTMKH　　PoccHacxoa　HgnepHH)に保管されており､極
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東ロシア地域の東アジア系移民に関するロシア人外交官の報告書､日本と中国政府宛ての

書簡などの公文書も含まれているl｡

　さらに､ロシア海軍公文書館のアレクセーエフ提督文庫((↓)oHA)には､極東ロシア地

域における移民問題に関する重要な一次史料が保管されており､とくに､1868年5月4日

　(旧暦4月19日)にウラジオストク周辺のアスコリド島(現ルッスキー島)で起きた｢満

人動乱｣2(g　a　H　3o8cEaH　8o自Ha)と呼ぱれる清国人金採掘者によるロシア人

水兵殺害事件に関するロシア海軍将校の報告書などは､本研究の重要な史料になった｡

　極東ロシア地域における東アジア系移民に関する日本政府の公文番は､主として､東京

の日本外交資料館に所蔵されており､そのうち､駐ウラジオストク貿易事務官(1906年以

降領事)の報告書の多くは､その数も多く目本政府側の視角からみた東アジア系移民間題

の重要な史料である｡

　さらに､アメリカ合衆国のスタンフオード大学フーヴァー戦争研究所(Hoover　lnstitution　of

War)の一次史料の中には､極東地域のすべての主要な事件の目撃者となったA.ボーグダノ

フ(A｡Bor4aHo8)文庫や､沿アムール総督の外交担当であったNyボゴヤヴレー

ンスキー(H.B｡BoroH8JleHcl(H負)文庫があり3､本論文の作成に利用した｡

　極東ロシアにおける東アジア系移民間題に関する研究は､その大部分がロシア人研究者

によって行われてきたと言ってもよく､以下の4つのグループに分けることができよう｡

つまり､①19世後半~20世紀初頭に東アジア系移民の実態を調査したロシア人探検家､大

学教授､さらに移民取締高官､②ソヴィエト政権樹立後の1920年代の研究者､③スターリ

ン批判以降のソ連諸民族の歴史を修正した1950年代末~1960年代の研究者､④ロシア社会

の民主化によって異民族間関係を研究対象とすることに対するタプーがなくなり､民族学

1ロシア帝国外交資料館における日本関連公文書目録は､1993年に日本で出版された｡ApxH8

BHemHei　noJIMTHKH　PoccHncKo負　HMnepHH　:　nyTeBo八HTeJIb,

noμ,pea,　H.B,　ByaHHka,Mhmeapohs:　East　view　Riblications,　1995(LV｡プードニク編『ロシ

ァ帝国外交資料館一案内書-JMinneapolis:　East　v泌w　Publicatios,1995ト

2ロシア人は､沿海州に居住していた満州人､漠人を｢gaH3hl=マンズィ｣(満人)という総合的な

通称で呼んでいた｡

3　Hooverlnぬtution　of　Waf｡　Sta辿)rdU㎡versity,A沼ogdalov　Colledion;　N,V｡Bogoiavlenski　COIlection.
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的諸問題が自由に取り扱われるようになった1990年代の研究者､である｡

　第一のグループの研究者は､東アジア系移民の実鉦的調喪を行い､その調査の成果を著

書､学術論文等として発表した｡彼らの研究は､主として個別的に行われていたが､ロシ

ア政府及ぴ地方当局の依頼を受けたウラジーミル･ヴィースレネフ(BJla,aHHHp

BHCJleHe日)七等文官は､1878年から1879年にかけて､すでに定住していた清国人

及び朝鮮人､そしてシベリア先住民(調喪報告書ではHHopo4Uhl=異民族人)の名簿作

成までの厳密な調査を行った4.

　さらに､帝政ロシア地理学協会(HxnepaTopcl《oe　Pycclくoe　Feo-

rpa4)H9ecl(oe　06ulecT日o)の会員LRナダーロフ(　H｡m　Ha4a-

po8)ロシア参謀本部中佐､lu｡A,ナザーロフ(肛A,Ha3apon)中佐も､極東ロシア地

域の自然､先住民､移民に関する貴重なデータの収集を行い､当該地城の東アジア系移民研究

の先駆者となった｡

　さらに､1884年､ウラジオストクの研究者たちは､EF｡プッセ((1).(1)ぷyecい移住局

長により､アムール地方研究会(06眼eeT8o　H3y9eHHn　A4ypcl(oro

l《paa)に組織化され､1894年になり､沿アムール総督管区の本部が置かれていたハバ

ロフスクには､帝政ロシア地理学協会沿アムール支部も設立され､初会合が開かれた｡翌

1895年には会員A戈キリーロフ(A｡B玉HpHjIJlo8)5が､アムール州の唯一の朝鮮人

村を訪れ､その村の朝鮮人の慣習､生活様式などについての記事を地方新聞『沿アムール

報知』に掲載した｡

　上述のアムール地方研究会と帝政ロシア地理学協会沿アムール支郎は､博物館と図書館

4この調査で作成された名簿は､イルクーツク州国立公文審館(24-10-333/K2H8)に保管されており､

　『東シベリア統治に関する主要な公文書総覧』にも掲載された｡C6opHHErJa8HenmHX

　oφHUHajlbHblx　JOKyMeHTOB　no　ynpaBjleHHlo　BocToqHon

　CH6HpbJo｡T.4.B　bl　n.2.HpEyTcl(,1884,C｡152476パ『東シベリア統治に関する主要公文

　書総覧』第4巻第2号､イルクーツク､1884年､152-176頁)｡

　5　KHpHJIJloB　A､B､Kope負ubl　ceJla　BJlarocJioBeHHoro.npHaMyp-

cl(He　8e刄ogoc　TH.　xa6apo8cE,1895.k58パA,V｡キリーロフ｢ブラゴスラヴヱンノ

エ村の朝鮮人｣『沿アムール報知』1895年､第58号≒
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を併せもち､収集した文献､資料には､東アジア系移民に関する多くの資料も保持してい

た｡

　1899年は､極東ロシア地域の東洋学､とくに東アジア系移民杜会の研究に新しい段階を

迎えた年であった｡すでに1890年代半ぱごろから､中国､朝鮮及び目本との貿易の拡大を

要望していた極東ロシア地域の政府機関､或いは民間企業は､東洋語･東洋文化の知識を

有している専門家の養成を要望していたこともあり､1899年､ロシア皇帝アレクサンドル

三世の勅命によりウラジオストク市に東洋学院が設立された6.東洋学院の規約によれば､

その主要な目的は極東ロシアの役所､或いは企業のために専門家を育成することであった｡

　東洋学院では､東洋学の中心サクト･ペテルプルグ大学から赴任した東洋学者たちが後

継者の養成を行うとともに､極東ロシア地域に隣接する目本､中国､朝鮮の文化､歴史､

民族に関する研究を遂行し､さらに､極東ロシアに在住する東アジア系移民を含む諸民族

の伏況調査の必要性を提言していた｡例えぱ､東洋学院目本語講座長紅Gメバルヴィン(E,

r≒Cn　a　Jl　b　B　HH)は､東洋学院長A.M｡ポズネーエフに(A｡M｡ロo3aHeen)｢極

東ロシアの実証的調査のために､現実的に東洋学を利用すべきである｣7と主張し､その調

査内容としては､極東ロシアの東アジア系居留民の実態､償習､職業などに焦点を絞るよ

うに提案した｡

　この提案に対して､日露関係の緊張を背景に､まず目本人居留民に関する調査計画が策

定され､ハバロフスク官庁課長に就任した東洋学院の卒業生P.lu刀スケーヴィチ(H｡肛

BacEe8H9)8がその調査の依頼を受け､彼はロシア人研究者としてはじめて目本人居

6H3BecTH兄　BocToqHoro　HHCTHTyTa､1994､地1(『東洋学院紀要』1994年第

1号｡)

7　CnaJIbBHH　E.r｡只noHCKHe　o6阻eeTBa　BO　Bja八HBocTOKe,1909,

ApxHB　BocTOKOBeμoB,CaHKT-neTep6yprcKoe　oTμeJ】eHHe

PoccH負cKO負　　AKa瓦egHH　HayK,φ　I,o　n.　4,八.27,(E豆スパルイン,｢ウラジ

オストク日本人居留民会j､1909　:　東洋学者史料館､ロシア科学アカデミーサンクト･ペテルブルグ支部

付属東洋学者公文書館､14-2フ)｡

8P.kワスケヴィチについては､noハajKo□｡3.FLK).BacKenHヽl.0H　Bcerハa

6blJl　noJloH　Hノle飢n｡K)｡BacKeBHq　-　3MHrpaHT-poMaHTHK.　H3

-8ecTna　BoeToqHoro　HHCTH↑yTa､1999､N｡5､75-%(P｡E.ポダールコ｢披
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留民杜会の調査を行い､貴重なデーターを収集した｡その調査成果は､日本人のロシアヘ

の移住の特徴､慣習､組織化に関する収集したデータを総括し､学術論文として､1904年

1月に｢東洋学院紀要｣に掲蔵された9.とくに､R　luフスケーヴィチをはじめとするロシ

ア人研究者の注目を集めたのは､ウラジオストク在住の目本人により創設された｢浦潮居

留民会｣という組織であった｡

　RGヌパルイン､VVグラーヴエ(B｡B､Γpa8e)外務省全権lo､外務省在勣考L丸

ボゴスロフスキー(爪A､BorocJlo8cEHa)は､ウラジオストクの居留民会を研究

の対象とし､LAボゴスロフスキーは､目露戦争後に改正された浦潮居留民会規約を対象に

した論文｢浦潮日本人居留民会規約｣llを発表した｡彼らがとくに綿密に調査したのは､浦

潮居留民会､或いはロシアの各都市にあった目本人居留民会が地域杜会にいかなる影響を

与えていたか､またロシア杜会にとって有益であったかどうかということであった｡

　1910年には､E｡G.スパルインが､ロシアの目本人社会に関する先行研究を批判的に

検討しつつ､さらに『日本帝国統計年鑑』､在浦潮総領事館の『報告書集』などの資料を

用いて､論文｢在浦潮日本人会｣を取りまとめたが､未出版である12.その中には､資料収

はいつも新しい提案を一杯持っていた一夢想家･亡命者としてのP,lu.ワスケーヴィチ]『東洋学院紀要』

1999年第5号､75-96頁)が詳しい｡

9　Ba　cKeBHq　n.K)･OqepK　6bITa　gnoHaeB　B　HpllaMypcKOM　Kpae,

H3BecTH只　BocToqHoro　HHcTHTyTa,1906.T,5.,n　hl　n｡　1.Bjj｡(P,lu｡ワス

ケヴィチ｢沿アムール地方の日本人の生活風習｣『東洋大学紀要』1906､voL5,Part　1,　ウラジオストク).

1o　E｡G｡スパルイン､前掲書､59-61頁;Γpa8e　B｡B｡KHTa負u　hl,　t(.opeailbl　H

anoHUbl　B　npHaMypbe　Tpy4bI　KOMaH/IHpoBaHHo負　no　Bblco-

qa負田eMynoBejleHHlo　AMypcKo蔚　3Kcne双H11HI{,　Bb{nycK　1L

CaHKT-neTep6ypr,1912パV.V｡グラーヴエ[『沿アムール地方』における中国人､朝鮮人及

び日本人｣『勅令により派遺されたアムール調査隊の報告書』第11巻,サンクト.ペテルブルグ,1912

年ハ

n　BorocJloBCKH費JI.A｡ycTaB　o6LuecTBa　MnoHueB,npo班HBa一

}oulH　X　B　O　Bjl　aλHBocTOKe｡BecTHHK　A3HH,1911,N0.9,xap6HIL　C.フ0

ーフ5.(LAボゴスロフスキー｢ウラジオストク日本人居留民会の規約｣『アジア通報』､1911年9号ハ

ルピン､70-75頁).

12　E.G.スパルイン､前掲書.
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集の困難さについて､｢日本人居留民の組織については､刊行物が存在していないために

綿密な調査を行うことは不可能である｡[日本人との]偶然な話し合い､店舗の目本語の

看板を眺めることだけから情報を集めた｡その後､この情報のほとんどが正確であると1902

年に東京で刊行された『浦潮案内』内こよって､確認できた｣14と語った｡

　実際には､E｡G.スパルインは､東京を訪れた際､この『浦潮案内』などの資料を購入した

が､上述した通り､これ以外のほとんどの資料は非売晶であったために､その収集は困難

であった｡さらに､彼は､ロシア大使館に勤務していた東洋学院の卒業生からロシア国内

では人手不可能な『黒龍』､『朝鮮協会会報』､『東方協会会報』､『東亜同文会』等の

雑誌､書籍などを入手した｡

　VVグラーヴエ外務省全権も､資料収集の困難さに関して､｢全ロシアの国勢訓査のデー

タ収集の際には､自ら{日本人の|企業所有者を訪れ､聞き取りによって､データを集めてお

り､[日本人総数に関して|発表された数宇は極めて注意深く取り扱うべきであろう｣15と述

べ､国勢調査のデータが確実ではないと主張した｡

　目露戦争後､ロシア軍参謀本部も東アジア諸国の政治､経済､軍隊に閲して注意を向け､

ハバロフスク軍管区本部(田Ta6　xa6apoBCKoro　BoellHOro　oK-

pyra)も1910から1917年にかけて､東アジア諸国の新聞､雑誌の記事を翻訳し､転硫

した雑誌『中国と目本』16を刊行していた､この雑誌には､東北アジア地域の政治､経済､

軍隊に関する中国､日本､朝鮮､イギリス､アメリカ合衆国の新聞､雑誌の記事の概説が

掲載されているぱかりか､ロシアだけではなく､ハワイ､アメリカ合衆国､カナダ､プラ

ジル､ペルー､メキシコ､朝鮮､マレーシア半島における目本人移民に関する記車も掲載

されていた｡

13角m他+『浦潮案内』1902年｡

14　E｡G,スパルイン､前掲書､5頁.

15　rpa8e　B｡　Bパvyグラーヴエ)､前掲書､33頁.

16　KHTaa　H　只noHMjl｡xa6aponcl(,1910-1916(『中国と目本』ハバロフスクー冶jN9　3

(1910)｡18.20,26,37,48(1911),86.100,109(1912),122,124,137,140,156-157j59(1913)､183､185､188,

204(1914),233(1915),237,239,242,247(1916),
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　1914年にはヽ“シア人東洋学者N.Vキューネル(トLB､KloH　e　p)17は､当時の新聞､

雑誌或いはL･オーベル(Louise　Auberl)の著書18､E｡グリューンフェルド(E｡Gnmfbld)の著

書19などの研究に基づいて､論文『只noHCEaH　9aHrpauHa』(｢目本人移民｣)

を発表し､そのなかで､目本人移民の統計､経緯のみならず､その目的､性格､特徴も分

析し､｢目本人移民の問題は､広い意味で目本国民の利害を超えて､目本人の意欲と国外の

日本臣民の敢治的経済的役割を現す目本政治の目に見えない主因のために､ロシア人を含

めたヨーロッパ人にも疑いなく意義を帯ぴてくる｣2oと指摘している｡これをみれぱ､N｡V

キューネルも､欧米の学者と同様に､東アジアがョーロッパに災禍をもたらすであろうと

いう｢黄禍論｣21に影饗され､客観的にその課題を分析することができなかったことは明ら

かである｡

　第三章で考察するように､1910~19H年には､アムール調売団(Agypel(aH

31《cnejHUHn)が､皇帝ニコライニ世の勅令により極東ロシア地域に派遣され､当

該地域の全面的調査の枠組みの中で､東アジア系移民の調査も行い､貴重な業績を残した｡

とくに､東アジア系移民の実態調査を指導したVVグラーヴエロシア外務省全権は､1912

年にサンクト･ペテルブルグで刊行された調査団の報告書引こおいて､中国人､朝鮮人､目

本人の軌跡を辿った｡

　VVグラーヴエ以外の研究者は､中国人移民問題､朝鮮人移民問題､目本人移民間題を個々

の研究領域として扱っていた｡例えぱ､アムール調査団員の一員であったVDパソーツキ

ー(B瓜｡HecoLい(H負)陸軍中尉は､朝鮮人移民を研究の中心に捉え､精細な調査23や

17　KloH　e　p　H.　B｡qnoHCEaH　9slHrpauHH,C　n　6j914　(N,V,キューネル『目本人移

民』サンクト.ペテルブルグ,1914年)｡

18　Aubert　L,　Americains　e　Japonais,　Parisj　908,

19　Gnmfbld　E,　Die　japanische　Ausw皿denmg汀oky0,1913,

2o　KloHe　p　H｡　BパN｡V.キューネル),前掲書､1頁｡

21黄禍論というのは､黄色人種がやがて欧米世界を榎すであろう,というヨーロッパで起こった説であり,

英語のyellow　peri】の訳語である｡

22Γpa8e　B.BパV｡V,グラーヴエ)､前掲書｡

23　necouKHaB.ルKo･peiicKH･負　Bonpoc　B　HpHagyphe｡Tpy几bl

AMypcKoa　9Kcne･HuHE　BhlnycK　11a｡xa6apoBCK,1913.(V.D｡ペソー
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明確な分析を行い､その経緯を考察した上､極東ロシア地域における朝鮮人の役割を明ら

かにした.彼は発表した著書の終章｢調査の成果と問題の解決｣において､｢朝鮮人の海外

移住の主要な原因が目本の大陸への膨張である｣という結論に逓した≒

　中国人出稼ぎ民に関して､極東ロシア地域の著名な探検家VKブルセーニエフ(B｡K｡

ApceHbe8)中佐が精細な調査を行った｡彼は､1910年代に沿海州とアムール州の地

理学的･人類学的調査を行い､1912年に出版した著書『ウスリー地方の軍事･地理学的およ

び軍事･統計学的概論』で調査の成果を総括し､引き続き､沿海州在住中国人を研究の対象

に､1914年に著書『ウスリー地方における中国人』25を発表した｡

　1888~1897年には沿海州軍務知事として､また1906~1910年には沿アムール総督として

勤務したP,Eウンテルベルゲル(FI｡(l)了H　T　e　H　6eprep)中将も､極東ロシアにおけ

る東アジア系移民の急増を懸念し､『沿海州､1855~1900年』と『沿アムール地域､1906

~1910年』26という二冊の著書において､朝鮮人､中国人移民問題を精細に取り上げた上で､

　｢朝鮮人による開発地よりロシア人の所有になる荒地の方がましだ｣と述べており､朝鮮

人､中国人の入国を制限する多様な動きを検討しながら､その制限を実施するための具体

的な措置を提案した｡ロシア社会への新来者であった朔鮮人や中固人を差別的に扱ったそ

の提案は､その以降の研究者､とくに1990年代の朝鮮系ロシア人研究者によって強《批判

され､例えぱ､S石｡ナム(C｡Γ.Hag)は､RFウンテルベルゲルを｢ナチストの先駆者｣

と呼んだ27.しかし､PFカンテルベルゲル総督が朝鮮人･中国人移民制限対策を取ったこ

ツキー『沿アムール地方における朝鮮人間題:アムール探検隊の論文集JI913年),

24上掲書､105頁.

25　ApceHbeB　B.K.KHTaiiuhI　B　yccypHiicKOM　Kpae,xa6apoBCK

1914パV.K.アルセーニエフ『ウスリー地方の中国人』ハバロフスク､1914年,)

26　yHTep6eprep　n冲｡npHj､lopcEag　o6JacTh,Cn6い900(P玉ウンテル

ベルゲル『沿海州､1855~1900年』サンクト･ペテルプルグ､1900年);yHT　ep6eprep　n,φ,

npHagypcl(Hi　lり)a飢Cn6.j910(P,F汐ンテルベルゲル『沿アムール地域､1906~1910

年』サンクト･ペテルブルグ､1910年八

27　HaM　C｡r.　PoccHacKHe　Kopeaubl:McTopH刄　H　KyJIbTypa.

Mocg8a,1998.C｡6L(S.G｡ナム『ロシアの朝鮮人:歴史と文化､1860~1925年』モスクワ､ロシア

科学アカデミー東洋学研究所､1998年､61頁),
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とは事実であるが､本論文の第三章で分析するように､日本による朝鮮併合など国際環境

の変化､或いは1905年の第一次ロシア革命などの要因によって左右された極東ロシア地城

の複雑な状況下におかれたREウンテルベルゲル総督は､極めて限られた範囲で移民問題を

解決さえざるを得なかった｡彼の移民対策は1990年代の研究者によって強く批判されたが､

その論拠は彼の政策の綿密な分析に基づいておらず､根拠薄弱であると筆者は考える｡

　こうして､帝政期には､中国人､朝鮮人､目本人に関する問題は頻繁に取り上げられて

はいたが､VVグラーヴエ外務省全権の著書『沿アムール地域における中国人､朝鮮人､目

本人』を除き総括的検討は行われていなかった｡

　ロシア革命後の国内戦争の勃発のため､ソヴィエト時代初期には､極東ロシア地域の束

洋学の中心であった東洋学院､ョーロッパ･ロシアの東洋学の中核であったサンクト･ペテ

ルブルグ大学もその研究活動を一時的に停止したが､1920年4月の極東総合大学の創立に

伴い､東洋学院はその一学部となった｡　1922　年にソヴィエト政権が完全に勝利を収めると､

東洋学者を含む多くの研究者は､フランス､アメリカ合衆固､中華典和国などに亡命した

が､しかし､ロシア国内に残り､ソ連邦内の諸大学で研究･教育活勣に取り組んだ研究者

もおり､スターリンによる粛清が始まる1930年代以前に､東アジア系移民杜会の構築を実

証的に調査し､極東ロシア地域に居住していた朝鮮人､中国人についての研究に携わった

研究者もあり､例えぱ､S及アノーソフ(C阻｡AHocoH)は､朝鮮人のロシアヘの移住

史を概観し､朝鮮人の経済活動を集中的に分析し28､とくに稲作に関する技術ぱ､朝鮮人の

経済活動を研究していたソ連邦の研究者の注目を集めていた29.

　さらに､1920年代には､ソヴィエト政権の民族政策の視点から移民問題を取り上げたナ

ム･マンチュン､N｡Eプガイは(H｡4)｡Byraa)の記車も学術雑誌に発表され3o､また､ハ

28　AHocoB　C.旦｡Kope負ubI　B　yccypHiicKOM　Kpae.xa6apoBCK-

B　Jl　t,　1928パS｡D.アノーソフ『ウスリー地方の朝鮮人』ハバロフスク･ウラジオストク､1928年),

29　B　O　Jl　o　刄HH　B｡H.丑oxo刄HocTb　pHeocelo眼Hx　xo3只費cTB　Ko一

pe負UeB,Tpyjlbl　onblTHhlx　yqpe}K八eHHa　几ajlbHero　BocTOI{a｡

Bbln｡2.1931.C.89.(V.Lヴオローディン｢朝鮮人晨家の米作の収益性｣『極東地域の実験施

設紀要』ウラジオストク､第2号､1931年､89-130頁)｡

3o　HaM　MaHqyH｡　KopeflcKHn　npnTOK,Kal{　9acTb　HaUHOHaJib-

11



パロフスク地方博物館館長VKフルセーニエフは､1928年に極東地域の開発に関する報告

書において､｢朝鮮人､中国人の入国を制限すぺきである｣と指摘している｡この報告書は､

1928年に全ソ連共産党極東地域香員会に提出されたが31､しかし当該委員会で審議されたの

は､その4年後､1932年1月4目であった｡結果的には､極東地域の優れた研究者であっ

たVKプルセーニェフの報告書が､皮肉にも､1937年の朝鮮人､中国人の強制移住の主要

な要因の一つとなった32.

　1930年代のソヴィエト政権が緊急に必要としたのは､東洋学者より軍事通訳であり､そ

のため､東洋学者を育成していた全ての大学の学郎ぱ解散になり､研究活勣も停止した｡

スターリンは東洋竿者の多《を逮捕し､投獄した｡1930~1940年代には､ロシアからの亡

命は認められず､国外の移住問題もほとんど取り上げられなくなった｡

　1950年代末から1960年代初頭までのフルシチョフ時代には､再ぴ､ソ連邦の朝鮮人､中

国人移民に関する研究が可能になった｡この時代には､1917年の士月革命後に勃発した困

内戦争の際､極東地域のソヴィエト政権の成立に際しての朝鮮人､中国人の渡勇兵部隊が

どのような役割を果たしたかが集中的に分析された｡

　ロシア人の国外離散(ディアスポラ)が忘却に付された時代が続いたために､東アジア

系移民の歴史も､1980年代までほとんど歴史研究の対象とはならなかった｡例えぱ､1980

年代の初めに刊行されたL.N｡クタコーフ(爪H.KyTalくo日)の『ロシアと目本』33では､

HO負　npo6JleMbl　Ha　co　BeTC　KOM八aJlbBocTOKe.Ha川　nyTb｡胞|土

1923.C.15-16(ナム･マンチュン｢ソヴィエト極東地城の民族間題の一つとしての朝鮮人の流入｣『我が

道』1923年第11号);Byrai4トL巾｡Kope自abl　n　CCCP:　H3　ncTopHH　I3on-

poca　o　HauHOHaJIbHonrocylapcTBeHHocTH｡BocTOK｡No｡2.

1923.C.155パN.F.ブガイ『ソ連の朝鮮人一国民国家起源の問題に関して-｣『東』1923年第2号).

31　ApceHbeB　B,K｡双oKJla及八ajlbHeBocTo9HOMy　KpaeBOMy　Ko゛

MHTeTy　BcecoK)3Hon　KOMMyHHCTHqecKo持　napTHH,)KeJITa51

onacHocTb,1996.C.96-H7jvjぐアルセーニエフ『全ソ連共産党極東地喊委員会への報告書汀黄

禍論』ウラジオストク､1996年､%一H7頁)･

32　Khisamutdinov,Amlr｡7秘沢zJi四知r瓦訪£μj汝如�烏ぷ卯汐,Honoluluj993,pp119-12L

33　KyTaEo8　爪H,PoccHH　H　只noHHH.M｡,1982パL｡N.クタコーフ『ロシアと日本』

モスクワ､1982)｡
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日本人移民が19世紀後半に極東ロシアに進出したことだけが述べられているにすぎず､こ

の地域全体の発展､特にウラジオストクの経済活動における目本人企業家､手工業者が果

たした役割､ロシアが日本海沿岸諸都市の主要な取引国であったことなどについては等閑

視されている｡それゆえ､1990年代初めに刊行された､極東ロシアにおける日本人企業家34

や日本人コミュニテイ全体35に関するその活動を概説する諸論考(上記参照)は貴重な研究

と言い得る｡

　1993年には､極東総合大学東洋学郎が東洋学院に改組されており､長い歴史のある極東

ロシア地域の東洋学の伝統が復活したと言っても支えない｡東洋学院の再興とともに､1900

年から1916年にわたって刊行されていた『H3日ecTHH　Boc　To11HOro　H11“一

cTHTyTa』(東洋学院紀要)も1994年に再刊された｡その再刊第1号には､ロシア

東洋学史に関する論文､東洋学院講師を勤めた前田清嗣に関する倫文も掲載された36｡また

1992年に新たに創刊された学術雑誌『PoccHH　H　ATP』(ロシアとアジア･太平洋

地域)には､ロシア在留の目本人の歴史を考察する学術論文も掲硫されており､それは明

治時代の目本語の書籍または目本語新聞『浦潮目報』を資料にして､鏝初の移民から1920

年代の日本人組織の消減までの概要を示すものである｡

　さらに､1990年代初頭に至り､ロシアにおいて､朝鮮人移民に関する研究が爆発的に急

増した｡その主な理由は､140年間の歴史を持つ朝鮮人が白己のエスニック･バックグラウ

ンドに対する関心を高めたためであろう｡　1990年代に人り､ロシアでは､数厨の著書が出

版されることになった37が､その中心はこれまでタプーであった1937年の朔鮮人強制移住

34Γa　JI　JI　只MOBa　JI.H.,只noHCKHe　npe及npHHHMaTejiH　BO　Bjla八H-

Boc　TOKe　(1900-1913｢｢,)Poc　c　H只　11　A　T　P　k　2j993,　(L.I.ガリャーモワ｢ウラジオスト

クの日本人実業家､1900~1913年｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号1993年)｡

35　Mo　p　ΓyH　3.Φ.BJl　a　丑HBocTOK　H　只noHu浸｡　PoccHM　H　ATP　N0.2j993.

　(Z｡F｡モルグン｢ウラジオストクと日本人｣『ロシアとアジア･太平洋地喊』第2号1993年).

36　『東洋学院紀要』1994年第1永

37　BOK　3H　Koy.Kopenubl　H　a　CaxajHHe.K)班Ho･CaxaJIMIlcK,1993

　(朴寿鎬『サハリンの朝鮮人』ユジュノ･サハリンスク､1993年);　Ky3HH　A｡八aJhHe8o-

CTol{Hble　KOpeiiUbl　:　}{(H3Hb　H　Tpare丑H只　Cy及♭　6　bl,　八aJIbHe一

BOCTOqHoe　　KHH}KHOe　H31aTeJlbCTBo,CaxajHHCKoe　oT-
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に関するものであり､ロシア帝政期の朝鮮人杜会の歴史に関する研究は未だない｡

　しかし依然として､ロシアの公文書館所蔵の一次史料へのアクセスがまだ完全に自由化

されていないために､未公刊文書を利用した研究者は極めて少なく､そのうちB｡D｡パク(B.

ルnak)イルクーツク教育大学教授とA土ペートロフ(Aj4.ロeTpo8)ロシア科学ア

カデミー極東支部歴史､考古学､民族学研究所上席研究員の研究が､もっとも厳密な研究

であると筆者には思われる｡例えぱ､AIペートロフは､膨大なロシアの史資料の調査･分

jl　eJeH11e,1993(A｡クージン『極東ロシアの朝鮮人-その人生の悲劇-』極秉書籍出版社サハリン

支部､1993年);Ha､I　C,r,PoccHncK11e　Kopenaほ:　11cToplいl　ll

EyJIbTypE　Mockna,　1998,C,22,27(Sなナム『ロシアの朝鮮人:歴史と文化､i860~1925

年』モスクワ:ロシア科学アカデミー東洋学研究所､1998年､22-27頁)が詳しい,KI4札r｡I士Co-

uHaJI`bHo-KyJlbTypHoe　pa　3BHTHe　Kope費11eB　Ka3axcTaHa.

Ajga-Al　a,1989(G.N.キム『カザフスタンの朝鮮人の社会的･文化的発展』アルマ･アタ､1989年);

KHM　B.BeTpbl　HamHx　cyjxe6:CO　Be　T　C　Kne　t《opehubl｡HCTODMii

H　coBpeMeHHocTb,　Ta出Ke　HT,1991(B.キム『ソ連の朝鮮人一歴史と現状-』タシケン

ト､1991年);KHg　H｡　Γ｡Kopenubl　Pecny6JIHI(H　y36el(HeTaH(ncTo-

pH只　H　COBpeMeHHocTb)汀a田keHT,19913(P.G｡キム『ウズベキスタン共和国の朝鮮

人一歴史と現状-』タシケント,1991年);KaH　Γ｡B｡Kopenubl　Ka3axeTaHa｡A』-

gaTbl､1994(G､V.カン『カザフスタンの朝鮮人』アルマティ､1994年);Ero　xe.HCTopHn

KopeaueB　Ka3axcTaHa,AJIMaTblj995(G｡V｡カン『カザフスタン朝鮮人の歴史』ア

ルマテイ､1995年);KH,･i　Γ,ドL　MeH　八.B｡HCTopHH　H　I《y』bTypa　Ko-

peii‘ueB　Ka3axcTaHa｡AJIMa　Thi,1995(G.N.キム『カザフスタンの朝鮮人の歴史と文

化』アルマティ､1995年);JIH　y　xe.,KHX　E｡y.BeJlaM　KHHra　o　双e　ll　opTa一

uHH　KopeiicKoΓo　HaceJleHH只　Poc　cHH　B　3040　ro刄a　x｡KilHra

nepBa只｡　M｡j992(リ･ウ･へ､RU.キム『1930~19匍年代のロシアの朝鮮人の強制移住の白書』第

1巻､モスクワ､1992年);Jlblk　o　H　a　E｡A.,npoegypHHa､JI･lgHJla　H.Tpe-

Tbg　BOJIHa　HMMHrpauHHハ　KopencKHa　Bonpoc　B　HpHMop-

cKoaハepeBHe　B　20-e　-30-e　rojbl　xx　B｡　Poc　cMM　H　ATP｡　Na　2.　i996.C.

82-87(EAルイコーワL.lu｡プロースクリナ｢移住の第三の波-1920~1930年代の沿海州の農村における朝

鮮人間題-｣『ロシアとアジア太平洋地域』第2号､ウラジオストク､1996､82,87頁);3aro-

pyJlbKO　A.H.Kopeiiubl　H　a　poccHncKOM　丑ajlbHeM　BocTOKe

(1863-1938　r　r　.)HapoJbl　CH6HpH,　KHHra　3,　CH6HpclくH11　9THo[pa-

ΦHqecl(H負　c6opHHE　M｡,1997.C.57-H7(A.Lザゴルリコ｢極東ロシアの朝鮮人(1863-1938

年)｣『シベリアの諸民族』第3巻モスクヮ､1997年八
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析に基づき､1860~1890年代の朝鮮人移民の歴史を考察の対象としている38.

　B｣),パクは､はじめて1860年代前半の未公刊の一次史料を用いロシア在留朝鮮人の反目

民族独立運動の歴史的展開を辿り､民衆がその独立運動において指導的役割を演じたこと

を指檎し､｢封建主義的地主の上流階級がその運勣を裏切った｣39と述べているが､これは､

1989年までのソ連の曖一のイデオロギーであったマルクス主義的な民族問題の解釈に基づ

いているのは明らかであり､言うまでもな《資本主義国である韓国､アメリカ合衆国にお

ける研究に対する強い批判もそこにあるのは､当然であり､BI)ノ《クは極めて有効なマルク

ス主義的理論構築を行っていたことになる｡しかし､共産党のイデオロギーがすでに挫折

した1990年代初頭に出版されたB｡D｡パクの新書は不思議にもソヴィエト時代の解釈を繰り

返しており気こうした固定的な解釈に対してはより客観的で多様な視点から再検肘する必

要があると思われる｡

　極東ロシアにおける中国人移民史問題についても､1980年代後半までは取り挙げられる

ことはなく､その歴史を概観した研究者は､RVソロヴイヨーフ((t)へB,CojioBhむn)

やA右ラリーン(A.ΓブlapHH)に限られている41.F｡Vソロヴィョーフは､20世紀初

頭のVVグラーヴエの研究､VKプルセーニエフの研究及ぴ『沿アムール地方の労働力市揚』

38　neTpoB　A.H.KopeacKa兄　ノIHacnopa　Ha　ノ7いjbHeM　BocTOKe

PoccHH.60-　e　｡　90,　e　ro及h1　19　8　.　BJa八HnocTOE,2000パA｡I｡ペートロフ『極東ロシ

アにおける朝鮮人移民､1860年代~1890年代』､ウラジオストク､2000年);HeTpoH　A｡H.

KopeiicKa只　ノIHacnopa　B　PoccHH,1897,1917｢｢,B｣iaノIHBocTOK､2001､

　(AIペートロフ『ロシアにおける朝鮮人移民､1897~1917年』､ウラジオストク､2001年).

39　HaK　B｡　ルOCBo6olnTejlbHaa　6opb6a　KopeacKoro　Hapoハa

Hal(aHyHe　nep8o負　XHpo8on　8o費H　hl,　M.,1%フ,C.8-9パB｡D｡パク『第一次世界

大戦直前の朝鮮国民の解放運動』モスクワ､1967年,8-9頁)｡

4onaK　Bjl｡Kope自ubI　B　PoccH負cKon　HMnepHH｡M｡j993(B,D,パク『ロシ

ア帝国における朝鮮人』モスクワ､1993年)｡

41　COJloBbeB　Φ｡B.KHTalicKoe　oTxo4HHqecTBO　Ha　几aJbHeM

BocTOKe　PoccHH　B　9noxy　Ka　nH　T　aj　H　3　Ma　(1861,1917｢｢yM｡,1989.

　(Fyv｡ソロヴィョーフ『資本主義時代の極東ロシアの中国人出稼ぎ(1861,1917年)』モスクワ､1989年);

JlapHH　A.Γ｡KHTanubl　8　PoccHH,Mocl(8　a,　2000パA｡G.ラーリン『ロシアの中

国人』モスクワ､2000年)｡
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の再検討に基づき､中国人が極東ロシア地域の開拓に貢献しても､彼らはロシアの天然資

源を｢盗み取り｣､アヘンを普及させ､｢反ロシア人扇動｣を行い､ロシアの国益に損害を

与えたという結論に途した｡筆者は､新しい史料の検肘を踏まえ､RVソロヴイョーフの分

析の再検討を行ない､極東ロシア地域における中国人の役割について､本論文においてよ

り細かい分析を行う｡

　さらに､以下に考察するように､中国人移民史の様々な問題を取り扱う論文も鏝近発表

され､引き続き､1990年代末にはようや《現ロシア政府の中国人移民対策を対象とする研

究が現れた｡EXネーステロワ42は､ロシアの公文翁館の史料を幅広く用いて､1860年の沿

海州の併合から1914年の第一次世界大戦の勃発までの中国人移民対策を概観し､Fyソロ

ヴィョーフやA｡G｡ラーリンの研究を前進させたと言えよう｡しかし､EXネーステロワは､

中国､目本の史料を使用せず､また移民間題を取り扱ったアメリカ､目本､ロシアでの研

究を利用しなかったために､理論的にかなり弱点が多い｡

　また､中国人商人が20世紀初頭に極東ロシア地域で行っていた取引を中心にロシア在留

中国人の実態を報告した『晨商広報』が中国政府によって刊行されていた｡初めて上述の

『農商広報』を資料として扱い学術論文を発表したのは徐万民であった几

　韓国の研究者は､沿海州へ亡命した朝鮮人義兵の独立運動を中心に､朝鮮人移民の研究

を行っていた｡例えぱ､李尚根は､著書『韓人露領移住史研究』において､ロシアの公文

書館の史料に依拠して､朝鮮人移住の経緯､経済活勣､教育間題､移住民政策に関して考

察している｡特徴的なのは､韓国の研究者が朝鮮人の独立運勣或いはその指導者を集中的

42　HecTepoBa　E.FL　CHCTeMa　ynpaBjeHHH　HMMHrpaHTaMH　Ha

几aJhHeg　BocToge(1860-1884),PoccH11　H　ATP,瓜2,2000,　C　,　58-67.(E｡N,ネース

テロワ｢極東地域の移民対策(1860,1884)｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号､2000年､58,67頁)｡

HecTepoBa　E｡H｡ynpaBJleHI4e　KHTa負cKHM　HacejlellHeM　B

npHaMypeKOM　reHepaJI-ry6epHaTopcTBe(1884-1897　r　r｡)BecT--･

HHK　双aJlbHeBOCToqHoro　oT/tejeHHH　PoccHi4cKoa　AKa八e-

MHH`　HayL瓶2,2000,C.40-50パE.N｡ネーステロワ｢沿アムール総督管区の清国人移民対策(1884

-1897年)j『ロシア科学アカデミー極東支部紀要』第2号､2000年､40-50頁y

43徐万民｢ロシア極東における中国山東商人｣『環日本海研究年報』6号1999年3月新潟大学大学院現代

社会文化研究科､53-64頁.
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に研究し､伊藤博文を暗殺したことによって世界的に知られた安重根(アン･ジュン･グ

ン)などに関する研究著書､学術論文が多いことである44.

　極東ロシアの東アジア系移民に関する日本人研究者の手になる著作は､以下に示すよう

に決して多くはない｡19世紀末から20世紀初頭にかけて､極東ロシア地域が商業界の注目

を集めたこともあって､当地域の案内書の中には､目本人､中図人､朝鮮人に関する情報

も､駐ウラジオストク日本総領事の報告書に基づく『浦潮案内』､『浦潮斯他』45､『浦潮

斯徳事情』46などに簡単に掲織されている｡

　シベリア､満州における日本人女性の歴史を重視した倉橋正直の著書『北のからゆきさ

ん』､『からゆきさんの唄』､ウラジオストク市で長年活躍した教育者､ジャーナリスト

の和泉良之助に関する､檜山邦助の著書『和泉良之助｢浦潮目報｣の創立者』47､また藤本

和貴夫の論文｢日本人とウラジオストク｣48､ウラジオストクやロシア領時代のハルピンに

おける目本人商店街の様子を描いた杉山公子の著書『ハルピン物証』､『ウラジオストク

ヘの旅行』､ウラジオストク居留民の子孫である堀江満智の著省『遥かなる浦潮一明治時

代の目本人居留民の足跡を追って-』､ウラジオストクの西本順寺の布教師夫人戸泉米子

の著書『リラの花と戦争』49を挙げることができる｡さらに､極東ロシア史の諸問題を扱っ

ている原暉之は､著書『シベリア出兵』､『ウラジオストク物語』において､当該地域の

東アジア系移民の移住経緯､定住パターンについて触れている5o｡

　欧米諸国においては､極東ロシア地域の東アジア系移民の諸問題はほとんど研究されて

44韓碩青著､金容権訳『安重根』､第2部､作品社､1995年｡

45松浦充美『浦潮斯徳』､1897年｡

46済軒学人『浦潮斯徳事情』､1916年.

47檜山邦祐『和泉良之助:浦潮日報創立者』サンケイ新聞生活情報センター,1981年;倉橋正直『北のか

らゆきさん』共栄書房､1989年;倉橋正直『からゆきさんの唄』典栄書房､1990年｡

48藤本和貴夫『ヴェールを説いた国際都市ウラジオストック』タクトグラフィック杜,1992他

49杉山公子『ハルピン物語』原書房,1985年;杉山公子『ウラジオストックの旅行一海のむこうにあった

日本人町』原書房,1989年;堀江満智『遥かなる浦潮一明治時代の日本人居留民の足跡を追って-』新風

書房､2002年;戸泉米子『リラの花と戦争』､1998年｡

5o原暉之『シベリア出兵一革命と干渉､1917-1922』筑摩書房,1989;原暉之『ウラジオストク物語』三

省堂､1998年｡
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おらず､東シベリア･極東ロシア通史の一部として､当該地域の民族構成に関わる部分の

中で､東アジア系移民についても簡単に触れているにすぎない仇このような状況にあって

ウオールター‘2-ラルツ(Walter　Kolarz)の著書'The　Peoplesofthe　Soviet　FarEast"52が極

東ロシアの朝鮮人と中国人について簡単に言及している｡また､ジョンJ.ステーファン

　(John　J｡　Stephan)ハワイ大学教授は､その著書『極東ロシア:その歴史』において､在口

シアの中国人､朝鮮人､日本人という三つのエスニック･グループについて述べており63､

さらに､｢ソ連における朝鮮人｣というテーマのもとに､ハワイ大学朝鮮研究センターを中

心として､学会が開催され､その要旨が論文集として出版されたu｡

　本論文の目的は､上記の重要な研究を踏まえつつ､目本外交史料館所蔵の未公刊外交文

書の分析を加味し､極東ロシア地域の中国人､朝鮮人､目本人について､それぞれのロシ

アヘの移住のルート､組織化､ロシア人社会への同化過程､民族帰属性保持という典通の

枠組みで続一的に捉えることにある｡また､そうした枠組みの中でこの三つのエスニツク･

グループを比較考察することにあり､これまでの極東ロシアにおける東アジア系移民史に

関する新たな論点を見出し得ると思われる｡

O-3　論文の構成

　本論文の構成は次の通りである｡

　第一章では､主に移民送出国家の政策を対象とし､19世紀後半の東アジア地域の移民史

上に､極東ロシアヘの中国人､朝鮮人､目本人の出稼ぎ者をどのように位誰付けるぺきか

を考察する｡第二章では､東アジア諸国は､移民送出国家として､西欧列強と締結した条

約において海外渡航者をいかに取り扱っていたか､また本論文の主要な研究の対象になっ

た極東ロシア地域への移住が､西欧列強の桔民地と比べていかなる特徴をもって､いかに

条約に定められていたかを明らかにする｡第三章では､1860年から1917年までの期間を自

51例えぱ､Forthis｡James｡j/仙帥?げr/7eル卯/6げ旅･む心丿尨ぉ�sぬ屈ノlj回G心昨7紹7J妙θ,

Cambridge　university　Pressj　994,

52　Wal把r　Kolalz､777g狗印/eげ功f,恥仙狸凡7d辿;収New　York｡　1954),

53　John　J,　Stephan,77ze沁1邪紬刀芦ar£a豺jjμ･貳叩(St皿R)rd　university　Pressj　994),71-80.

54　Suh　Dae-sook｡　ed.瓦θ,aJzzj加功ど反而dひ7jびz.Honolulu　:　Center　n)r　Korea11Studiesj　987.
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由移民期(1860-1883年)､移民政策成立期(1884-1893年)､外国人移民奨励時期(1893,1905

年)､外国人移民制限期(1906,1914年)､契約移民期(1914-1917年)の丑つの時期に分け､

それぞれの時期のロシア政府の東アジア系移民に対する移入規制政策を概観する｡第四章

では､中国人､朝鮮人､目本人の極東ロシアヘの移住過程の経緯と特徴を考察し､母証教

育を含めて､それぞれの同化過程と民族風性保持過程を分析する｡最後に､終章では､各

章の結論を総括し､中国人､朝鮮人､目本人の極東ロシアヘの移住過徨をモデル化する｡
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　　　第一章移民と移民送出国

一東アジア諸国からの移民と極東ロシアー

　本章では､東アジア諸国政府が移民送出国として移出をいかに管理していたかを多面的

に分析するために､ロシア及び他の西欧列強が強要した海外出稼ぎ認可の条約や規則を分

析の対象にする｡本論文は極東ロシア地域における東アジア系移民を研究の主要な対象に

しているが､本章では､まず､19世紀半ぱになり､ロシアと同時に東アジアヘの勢力拡大

を強めたイギリス､アメリカ､フランスが清国や目本に押し付けた条約において､海外渡

航の問題がいかに捉えられていたかをも分析する｡これらの条約は､以下に考察するよう

に､ロシアと朝鮮が結んだ朝露通商条約の雛梨にもなり､ロシアの東アジア政策､とりわ

け東アジア系移民政策にも影響を与えたと考えられる｡さらに､ロシア政府の東アジア系

移民対策と他の西欧列強の東アジア系移民対策のそれぞれの性格が異なっていたために､

明確な比較分析は困難であるが､清国､朝鮮､目本との条約上の海外渡航の条件のみの分

析により､極東ロシアヘの移住の特色がより明確になり得ると筆者は考える｡

　1850年代から1917年に至るまでの東アジア諸国からの移住を移住先により､①刈訟間

移民(intercontinental　emigration)②大陸内移民(continental　emigration)lとして分別するこ

とを前提とし､極東ロシアヘの移住を大階内移民､西欧列強のその桔民地への移住を大陸

間移民とする｡

　本章の渠1節では､清国人､目本人､朝鮮人の海外渡航の前提条件を明らかにする｡次

いで､築2節では､東アジア諸国が移民送出国として､海外渡航者をいかに取り扱って

いたかを明らかにし､とくに､極東ロシアヘの移住がはじまった1850~1860年代に､

西南中国へ侵攻した西欧列強との条約では､大映間移民として北南米などの地域へ渡航し

1　19世紀以前に始まった東南アジアヘの移民はここでは分析の対象にしない｡移民を大陸聞移民

(intercontinental)と大陸内移民(eontinental)とする区分は､ウオールター･ウィルコックス(Walter　E　Wmcox)

によって､はじめて提示された｡lnterTmtiona1　Migratios.　Ed｡by　Walter　F　Willcox.vol/7.Gordon&Breach

Science　Publ｡,1969.
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ようとした清国人或いは日本人の欧米人による雇用がいかに定められていたか､いかなる

特微があったかを究明する｡続いて､第3節では､ロシアとの条約が､他の西欧列強のそ

れと比べていかなる特徴をもち､東アジア系移民の法的地位がいかに定められていたか

を分析する｡最後に､条約上での大睦間移民と大陸内移民との間にある共通点と相違を結

論として明らかにする｡

1-1　東アジア地域の労働市場における移民:その前提条件

　本節では東アジア諸国の海外移住の開始にはどのような要因があったかを考察する｡

　19世紀後半､清国､朝鮮､日本では人口が爆発的に増加するとともに､それ以上に耕作

地の拡大が不可能になるという事態を迎え､これが､これらの三国において海外への出稼

ぎを促す主な要因となった｡

　清国では､1779年から1850年までの70年間に､人口が56%増加し､1850年には4億

3000万人を数えた2｡しかし､当時､清国は､安南(現ベトナム)､ラオス､ビルマ､イン

ドとの国境を画定し､140万平方キロメートル以上の領土を1858年の愛渾条約及び1860年

の北京条約によってロシア帝国に譲渡した｡従って､爆発的人ロ増加があったにもかかわ

らず､領土拡大は困難になっていた｡

　日本では､明治時代には､耕地面積はほとんど増加しなかったにもかかわらず､人口は

1873年の3500万人から1918年の5500万人へ､年間平均で5~7%､累計で35%以上増加

し3､しかも日本の人ロは､農業に適した本州と九州に集中していた｡北日本､特に北海道

には､未開発地があり､明治維新前後から大量に北海道に開拓農民が流入し､農地を拡大

していたが､厳しい自然条件のために､1890~1909年には牝海道に移住した1,047,400人の

うち17%が本州へ戻っている4.

　朝鮮については､19世紀後半における人口増加の正確な統計はない｡1880-1890年代の資

27加a泌n勿･瓜蛾り¥G池z｡vol,　10,　part　1,　Cambridge　Uiver妁･Press,1978,pp108-109,

3n)id,,p,45･

4定住した866.590人の90%以上が貧困な東北地方の出身者であった｡hd｡｡p.174.
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料は､総人口に関して､500万人から1200万人までという資料により大きく異なる数字を

挙げている5.全国の平均的人ロ増加に関しても統計は正確ではないと考えられるが､朝鮮

北部､とりわけ咸鏡北道では､人口密度が高く､出生率も高く､朝鮮の他の地域では､一

世帯が平均3人に対し､咸鏡北道では4~6人であり6､さらに､咸鏡北道は山岳地帯で､未

開墾地はほとんどなく､住民は他の朝鮮の地域より税金の負担は重かった7.

　さらに､1905年以後､日本による朝鮮半島の殖民地化が積極的に進められた時期には､

朝鮮統監府8は､日本軍の配備､鉄道工事､日本人居留民の流入などのために､朝鮮人の土

地を収奪し始めた｡土地収奪を行う主要な企業として､1908年8月26目､東洋拓殖株式会

社が創設され､1910年までに､以下の土地が収奪された(表1-1参照)｡

表1-1　朝鮮において収奪された土地面積(皐位:坪)9

土地を使用する省･企業名 土地面積 土地を使用する省･企業名 土地面積

陸相 10,000,000 林学学校 37,500

鉄道駅工事 973,540 東洋拓殖株式会社 34,148,275

鉄道路線工事 12,585,,929 海軍省 4,391,304

合計 62,106,548

出典:　necouxH負B.双.KopeacxH負　　3onpoc　　8　　npHasypbe｡　Tpyμhl

Agypcxoi1　9Kcne丑HuHH,BNnycx　lla,xa6apo8cK,1913.C.17,19.(V.D｡ペソーツキ

ー『沿アムール地方における朝鮮人問題:アムール探検隊の論文集』1913年､17･19頁).

表1-Iにみられるように､20,536平方キロメートル(62,106,548坪)が収奪されたために､

総面積223,523平方キロメートルの朝鮮の農民にとっては､農地が著しく減少したことは明

らかである｡

　従って､農業が主要な経済分野であった清国､日本､朝鮮では､国内に耕作地の批大が

50nHcaHHe　KopeH｡1900.Mo　cKBa｡1960.C｡331-334パ『朝鮮の現況』1900年､モスク

ワ､1960年,復刻版､331-334頁｡)

6上掲書､334頁,

7　Ching　Young　Choe｡　7知R辿,¥治｡瓦z四∂,2gs,jSか1,jS7J,ルjた四zi｡,,1竹瓦&心,Harvard　university　Press,

1972,p,86,

8朝鮮r併合｣と同時に日本は､統監府(1906年2月設置)に変わって朝鮮総督府を設置した｡

91坪は､3.305平方メートルである｡
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困難になったために､耕地を求めていた農民が海外へ出ることとなったと著者は考える｡

　東アジアにおいて労働力が過剰になる―方､労働力不足に苦慮する国もあった｡特に北

南米諸国は広大な国土を有しているにもかかわらず恒常的に労働力が不足していた｡例え

ぱ､18世紀にクック船長により発見されたハワイ諸島では､1779年には約40万人の原住

民が､流行病によって1832年には130,313人､1850年には84,165人lo､1860年には69,800

人､1890年に34,000人11と減少した｡およそ100年間で10分の1に減少したのである｡

　東アジアには労働力過剰､北南米諸国には労働力不足があったことは､自然に国際労働

力移動の前提となるはずであったが､19世紀半ばまでは､清国､朝鮮､日本では国民の出

国が禁止されており､さらに航海技術の未発達もあり､労働力過剰で悩んでいたこれらの

国から人ロが希薄である北米､中南米の国々へ労働力が移動することはなかった｡東アジ

アから北中南米への労働力の移動を促したのは､強力な海軍と商船隊をもって｢新世界｣

の植民地化を実現した西欧列国政府と企業であった｡17-i8世紀に盛んに行われた屏人奴隷

貿易は､植民地宗主国と北南米の新興国においては､1833~1870年12の間に禁止された｡さ

らに原住民の人口の著しい減少によって､プラジルのポルトガル人所有の農園､ペルー､

キューバなどのスペイン人所有の農園と鉱山､海峡植民地(現マレーシア)のイギリス人

所有の農園､アメリカが1848年に獲得したカリフオルニア州の企業など､各所で労働力の

補充の必要に迫られていた｡そのため､櫨民地における襲園､企業の所有者は､奴隷に変

わる新しい労働者を求めて､地球上でもっとも人口が密であるアジア地域にその目を転じ

た｡

　東アジアから西欧列国の植民地への中国人､日本人､朝鮮人の移住過程をモデル化の上､

10　Coman,　Katherine,The　History　of　Contract　Labor　in　the　Hawaiian　lslands.　N,　Y,　:　Arno　Pressj　978,　pコ,

11　Roger　Da,niels｡　77zeR)訪ロ¥F吋z4必7ej　7知ルzかゐ阿タzgぶgM｡｡az　z,ICα/面｡必α�涛｡S加喘向乃,･

ゐpα･7a･a�回油7(Berkeley　and　Los　Angeles　:　Uiliversity　of　Califbrnia　Press｡　1962),pj;　H11ary　Conroy,　託e

Japanese　Frontier　in　Hawaii,　1868-1898(B�(eley&Los　Angeles,　1953),p,8,

12並木頼寿と井上裕正が指摘している通り､主要な確民地領有国や｢新世界｣諸国は1833年にイギリス､

1848年にフランス､1855年にペルー､1858年にポルトガル､1863年にオランダ､1865年にアメリカ合衆

国､1870年にスペイン､と次々に奴隷売買を廃止した｡並木頼寿､井上裕正『世界の歴史･中華帝国の危

機』第19巻､中央公論社､1997年､268頁｡
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移住論の主要な理論であるプツシュ･プル要因(push-pull　factors)13で表現するならば､

上に述べた中国､日本､朝鮮の著しい人ロ増加がプッシュ要因であり､アメリカ大陵など

の西欧列国の海外植民地における労働力不足がプル要因である｡

　さらに､労働力不足地域の特徴として､植民地の政府高官の一部が同時に地主を兼ねて

いたこともあり､労働力の導入に関しては､両者の利害が一致していたことを指摘してお

きたい｡従って､政府は､労働力を流入させるための有効な手段を探り､契約労働者とい

うパターンで労働者を海外で募集する役割を果たす機関を創設している｡例えぱ､上述し

た労働力不足が深刻化していたハワイの例を取り上げると､サトウキビ鳥園の地主によっ

て1850年に設立された王立ハワイ農契協会(Royal　Hawaiian　Agricultural　Society)14は､1850

年､契約労働者の募集を行うために､｢テーシス｣(Thetis)号を清国へ派遺するという方

策を講じた｡ハワイ数府はこのハワイ農業協会の役割について､((The　introduction　of　coolie15

1abor　from　China　to　supply　the　places　of　the　rapidly　decreasing　native　population　is　a　question　that　is

already　agitated　among　us,　and　should　such　a　step　become　necessary,　the　aid　of　such　an　association

in　accomplishilng　this　great　object　would　become　of　great　benenb〉16(著しく減少していく原住民

の代わりをするために中国からの苦力の導入は､我々の間ではすでに論じられた問題で､

特別措萱が必要となり､このような協会の援助がこの巨大な計画を実現することに､大き

な利益を与えるはずだ)と述べている｡　1850年､｢テーシス｣号のカッス船長は清国の条

約港､とくにマカオと香港では､ひそかに195人の農園労働者､20人の家事労働者を募集

し､ホノルル港へ輸送してきた｡また､1852年には､100人､1852~1864年には704人の

清国人が同様にハワイに送り出された17.こうして､農園の所有者は､労働者を求めて組織

化され､海外ヘエジェーントを派遺し､労働者の募集を行った｡さらに､ハフイ政府は､

13　1ntemational　Encyclopedia　of　Govemme址皿d　Pohtics,　ed.　by　Frajnk　N･　Magm,　vol･　L　London,　Chicago,　1996,

598,602.

14　Coma｣n,　Katherine,　op,　cit,,　p.　I　L

15苦力(coohe)とは､タミル語で｢雇う｣という意味で､19世紀半ぱから､インド人と中国人の契約労

働者に対する呼称である｡

16　Ta　Chen　A,　M,｡　oP,　cit｡　p』1･より引用.

17　1b1(L
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労働者の補充や移民を取り締まるために､1864年12月には､移民局(Bureauof　lmmigration)

も創設した18.

　ハワイでは､広大なサトウキビ農園の地主であり､外相でもあった孔Cフイリー(Wylhe)

19は､在日ハワイ領事ユージンM｡ワン･リード(Eugene　M｡　van　Reed)の宛ての書簡の中

でのように述4ている.≪We　are　much　in　w皿t　ofthem　[laborer吐l　myseLf　could　take　500　for　my

oxvn　estates,　Could　any　good　agricultural　laborers　be　obtained　仕om　Jap皿or　its　dependencies?〉》

　(我々は､彼ら[労働者]を非常に必要としている｡私自身は､自分の耕作地のために500人

を取りたい｡日本やその属領から農業労働者を得られるだろうか｡)2o　R{ワイリーは､

地主としては労働者を求め､政府高官としては海外で労働者を募集した｡R{ワイリーから

ハワイ王国外相のポストを受け継いだチヤールズ･デ･ヴェライニ(Charles　de　varigny)は

外国人労働者の定期的な募集に取り組んだ｡

　このような移民奨励政策は1887年のハワイ王国の憲法にも記されており21､ハワイ王国

の対外政策の重要な―面であった｡

　また､広大な農園地､鉱山などの植民地的経済の企業を有するペルー共和国22などは､ハ

ワイと同様に､政府が海外での労働者募集､すなわち移民奨励を国家の主要な政策とした｡

　次節では､西欧列国による情国人､日本人の雇用の経緯､また諸条約において､彼らの

海外渡航の取り扱いについて明らかにする｡

1-2　大陸間移民:西欧列強との条約における海外出稼ぎ

西欧列国の圧力によって1840年代には中国､1850年代には日本､1880年代には朝鮮が強

18　Ra】Lph　S,　Ku鉢endal√nle　EarHest　Japanese　Labor　hmjgration　to　Hawa11.　0ceasiona1　Papers　of　unjversity　of

Hawaii　Press,　no.　21　Honolulu｡　1935･　p,　12,

19　『ハワイ日本人移民史』布畦日本人連合会､1964年､52頁｡

2o　R,　C,　Wyme　to　Eugene　M.van　Reed｡March　l0,　1861　H11ary　Conroy｡　The　Japanese　Frontier㎞Hawaii,

1868-1898.p,8･から引用.

21　Papers　Relating　to　the　Fordgn　Rdatiom　ofU.S』893,　Wash,j　894,　p,　524,

22　Papers…1887,Wask,1888.Pp,　574-579,
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制的に開国､開港され､新しい国際環境が築かれたことによって､この三国23の社会も変容

しはじめ､禁止されていた海外渡航もはじまった｡

1-2-1清国人の契約労働者の海外出稼ぎ開始

　1842年の英清条約の第2条句こ基づく厦門(アモイ)港の開港により､清国政府が制限し

ていたヨーロッパ人の商館を経由しての取引が活性化した｡その活動の一つは､英領海峡

植民地､アメリカ合衆国､ペルー共和国25などの地域における農園地の所有者の苦力(coolie)

と呼ぱれる清国人の非熟練労働者の募集の開始であった｡労働者募集を行ったのは､外国

商館が雇用した清国人の周旋人であったが､この周旋人は労働者の数を揃えるためにあら

ゆる不法な手段を使っていた｡その募集の性格に関しては､阪田安雄が｢奴隷と同様いか

なる悪条件と最低賃金にも甘んじて働く労働者の移入が熱望されるようになっていた｣と

指摘している26｡

　こうして､1840年代後半に最盛期を迎えたいわゆる｢苦力貿易｣(Coolie　Trade)は､｢奴

隷売買』(Slave　Trade)の性格を有していたと言っても過言ではない｡さらに､｢苦力貿易｣

は清国政府の許可を得ないまま行われ､1727年の出国禁制に違反し､不法な性格を有して

いたにも関わらず､清国政府はこの出国禁制を解除する意図はなかった｡

　英国とアメリカ合衆国は､最初は｢苦力貿易｣の非人道的性格を無視していたが､清国

23朝鮮の場合は､中国と日本より開国は遅<､朝鮮攻府が20世紀初頭から日本政治の強い影響を受けたた

めに､朝鮮からの移民も1890年代により遅く開始し､中国と日本より遅かった｡ハワイサトウキビ農園に

おける朝鮮人労働者の雇用の問題は､ようやく1896年のハワイ移民局の会議で取り上げられたが､1901年

に最初の輯鮮人移民ピーター･劉(リュー)が日本籍船でホノルルに到着するまで朝鮮人の入国はなかっ

た｡一方､中国､日本からの移民は､中国､日本が移住先の諸国と移民条約を締結する以前に太平洋を渡

っている｡

24　Treaty　between　Her　M･りesty　and　the　Emperor　of　China､　signed　al　Nankj稽｡August　29,　1842,　Boulger,　Demetrius

Ch』7he　History　of　Chi皿,London:W丑AnenandCo,j884,ppブフ62j765,

251ntermtional　Migrations,　op,　cit,　p』50,

26阪田安雄｢不平等条約とアメリカ出稼ぎ｣『北米日本人キリスト教運動史』同志社大学人文科学研究所

編､PMC出版株式会社､1991年､637頁｡
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官憲による周旋人の逮捕とともに､イギリス人の兵士と水夫が清国人に襲われるという事

件が起きたために､英国政府は､1855年に｢苦力貿易｣を制限する｢中国人乗船客令｣(Chinese

Passenger　Act)を制定し27､それにより､苦力貿易の中心は､厦門港からポルトガル領の襖

門(マカオ)へ移つた｡

　しかし､英国をはじめとする西欧列国の懸案事項は､植民地の無園への労働者の補充で

あり､情国政府に清国人の雇用を公認させようとしていた｡雍正帝の勅令によって出国が

禁止された1727年から､はじめて､1858年､英清天津条約の第13条により､清国人に｢大

英帝国臣民｣の企業で従事する権利が与えられた｡しかし､清朝政府は､清国人の海外出

稼ぎを公認せず､湊門などでの契約労働者の募集を無視し､その管理を地方行政に委ねた28.

　さらに､1859年､広東省知事はイギリスとフランスの圧力に屈し､海外櫨民地の農園地

のために､両国の移民会社が中国人を募集することを初めて許可した29.そして､1860年の

英清北京条約では､これに関して､次のように述べられていた｡　“As　soon　as　the　ra咄cation　of

the　Treaty　of　1858　shall　have　been　exch皿ged,His　lmperial　Mホsty　the　Emperor　of　China,　wll1,by

decree,command　the　拓gh　auth�ties　of　every　province　to　proclaim　throughout　their　j必sdictions,

that　Chinesejn　choosing　to　take　service　in　British　Colonies　or　other　parts　beyond　sea,　are　at　p�ect

hberty　to　enter　屁o　engagement　with　British　s映jects　for　that　pぼpose,and　to　shjp　themselves　and

their　nlmilies　on　board　any　British　vessels　at　the　open　ports　of　China;　also　that　the　high　authorities

aforesaid　shall　in　concen　with　Her　Brita皿ic　Majesty's　R忿presentative　in　Chia,　hme　such

regulations　for　the　protection　of　Chinese　emigr滋ng　as　above　as　the　circumstances　of　the　dl訟rent

open　ports　may　demand"3o　(1858年の条約が批准され次第､清国の皇帝は､法令によって､各

省の政府に､英領にある清国人が自由意志により単身､或いは家族とともに条約港からイ

ギリス船でイギリス領各地や諸外国に渡航し､イギリス人と雇用関係に入り得ると宣告す

27上掲書､637-638頁に詳しい｡

28　Yen　Ching-hwajng,　Ca訪6a�M匹ゐ吻zぶjC加扨'yPπ㈲�㎝ザ∂即7'鎚αjG加aeゐ油79　1加仙扨C幻4

狗ri�μむ7-j夕丿社Sin名apore　university　Press,　1985.pバ72.

29　Ta　Chen｡　Op,　cit･,pJ　17.

3o　Boulger｡Demetrius　Ck,　op,　cit,,　p,　773-802　により引用.
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る｡清国政府は､英国皇后の駐中公使と提携の上､清国人移民を保護するために､条約港

が要求している条件によって､規則を制定する｡)こうして､西欧列国の圧力により､清

国は地方や国家レペルで海外出稼ぎを認めざるを得なかった｡

　1　866　年　3月5日､北京において清国は華北においてイギリス及びフランス両国と清国人

の海外出稼ぎの条件を規定する｢イギリス人とフランス人による中国人の雇用を規定する

協約｣(Convention　to　Regulate　th･e　Eng,agement　of　ChineseEmigrants　by　British　皿d　French

sutりects)(以下北京協約)に調印した｡この条約は､中国人の契約労働者の職場､労働時

間､賃金､出稼ぎ先までの無料運搬､補給､医療､家族への送金の方法を規定している31.

この条約の施行細目第2条は､4all　attempts　to　bring　Chinese　under　e昭agement　to　emigrate,

otherwise　th皿as　the　present　regulations　provide,　are柘rmally　forbidden,　and　will　be　prosecuted

with　the　extreme　rigor　of　the　law≫(本規則が規定したのと異なる方法で中国人を出国させる行

為は正式に禁止されており､法律によって厳罰に処させられる｡)と厳しく労働者の密募

集を禁止している｡さらに､第3条では､9　1aw　of　the　Empire　punishes　by　death　those　who,　by

fraud　or　by　force,　may　kidnap　Chinese　subjects　for　the　purpose　of　sending　them　abroad　against　their

wi]LI≫32.(帝国の法律は､海外へ送り出すために､意志に反して欺隔ないし暴力で､中国匝

民を拉致する者を死刑に処する)と記している｡さらに､第フ条では､清朝政府が契約労

働者の送り先の国へ役員を派遣し､労働条件､生活の状況を監視するとされた｡こうして､

清国政府は､初めて､在外清国人の保護を懸念し､保護制度の整備を試みた33｡

　Yen　Ch畑1-Hwangによれぱ､清国政府は､アメリカ､ベルギー､ドイツ､ロシアに｢北京

協約｣を従うように求め､その四カ国の協調を獲得した34｡

　しかし､イギリスとフランスは､｢死刑に処する｣という条件に対して不満を示し､こ

の条約の批准を拒否し､1867年にそれに変わる｢国際移住規則案｣(Projet　de　Reglement

31　Ta　Chen｡,op｡cit｡,p｡165.

32　Convention　to　legulate　the　engagemenl　of　Ch辿･se　emigrants　by　British　and　French　su句ects,March　5,　1866,

Cited　by　Ta　Ckn,,　op,　cit,,　pp.165-167.

33　Yen　Chjng41wan&,op,　cit,｡　p,107.

34　1bid,,　p,1　10･
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lntemational　d'Emigration)を提案した｡しかし､清国政府は､イギリスやフランスの対案を

拒否し､勝手に上述の協定を公布した｡従って､この協定は､密募集を処罰する項目は別

として､海外渡航の公認をした1860年の天津条約に続いて､出稼ぎを目的に海外へ渡るこ

とを許可している｡

　｢イギリス人とフランス人による中国人の雇用を規定する協約｣に関する交渉が行われ

た1866年4月には､駐北京英国公使ラザフオード･オールコック(Rutherford　Alcock)35が､

駐北京ロシア公使A｡E.ヴラーンガリ(A｡E｡BJlaHraJln)に､ロシアが清国の従属国

朝鮮からの移民を受け入れたことによって､清国攻府に不満を抱かせなかったかを尋ねた｡

A£ヴラーンガリ公使は､その質問に対して､ロシアは清国との条約に基づき､朝鮮人移住

者を受け入れており､清国政府が不満を抱く理由はないと回答した36｡ロシアヘの幅鮮人の

移住がいかに条約に規定されたかを以下に考察するが､ラザフオード･オールコック公使

が朝鮮人移民をめぐる露清関係に関心を示した理由は､おそら《､英国が情国人の雇用に

関する条約を整備中であったために､他の列強が清国人ないし清国の従属国であった朝鮮

人をいかに取り扱ったかについての情報を集めていたことを反映していると考えられる｡

　この8年後､1874年10~11月､清国との修和条約締結や清国人の契約労働者の募集

を目的として来清したガルシア･イ･ガルシア･ペルー特使は､李鴻章北洋大臣との折

衝において､ペルーに渡った清国人の法的地位に関して議論を展開したが､李鴻章北洋

大臣は､清国人がペルーに長期に滞在することを認めず､その早急な帰遭を求めた37.

実際は､清国政府は､1874年に｢苦力貿易｣を禁止し38､おそらく､清国人の自由な海

外渡航や国外での長期滞在をまだ認めなかったからであろう｡さらに､この6年後の

35ラザフオード･オールコック(Ruth�ord　Alcock)(1809~1897年)は､1844年から清国各地の領事を

動め､上海領事在任中に外国人税務司制度の創設や租界の発展に深く関与した｡日本駐在総領事､駐日公

使を動めた後､1865~1871年には中華公使であった,

36　nag　B｡　丑,PoccHI　H　Kopeg.Mい979.(B,D,パク『ロシアと朝鮮』モスクワ､1979

年),37頁｡

37　Yen　Ching-hwan&Op,　cit｡　pJL30-133;　Stewart,　Wart,G油6e　j回ゐ辞細狗nにα扨丿励yザ向G訥6e

Ca)辰訥狗s,扨4灸扨74.Westport｡Co皿ecticut　:　Greenwood　Press　Publishers｡　1970,pp.181-185,

38　Yen　ChjJlg-hw皿名,op,　cit,,　pp,77j　14-140･
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1880年､清国政府は､在米清国人の実態を調査し､その法的地位について交渉を行う

ために特命公使をアメリカヘ派遣し､同年､清国とアメリカ合衆国との間に､在米清国

人の法的地位を定める移民条約(Emigration　Treaty)が締結された｡従って､これは､

清国政府がこの条約によって､清国人が出稼ぎを目的として母国を去って海外に長期的

に滞在することをはじめて認めたことが反映されていると考えられる｡その1880年か

らは､清国政府は､北米と東南アジアにおいて､在外清国人の保護を果たす領事館を開

設した39.

　さらに､1893年になって､清国は､ようやく､1727年に公布された出国禁制が廃止され､

翌1894年､清国とアメリカ合衆国との間に締結された新しい移民条約(Emigration　Treaty)

によって､アメリカ合衆国在住の清国人の日常生活と労働条件を明確にした4o｡

　清国は､アメリカ合衆国との間の移民条約に続いて､多くの国々と清国人の海外渡航に

関する条約を結んだ｡例えぱ､1904年､清国はイギリスの政府との間にイギリスとその植

民地で従事していた清国人労働者の募集､運搬などの条件を厳密に規定した協定を締結し

た41.引き続き､清国政府は､フィリピン､フランス､南アフリカ共和国政府とも移民に関

する契約を同様に締結し､20世紀初頭には､移民問題を取り扱う移民局(Emigration　Bweau)

42を創設した｡

　こうして､清国政府の海外出稼ぎ政策は､1840年代後半から1890年代半ぱに至るまでの

半世紀の間に､苦力の密募集の停止という政策から海外渡航者の条約による権利保護まで

大きく変容したが､その変容は､清国人の雇用を望んだ百欧列強の圧力によって左右され

た｡こうして､西欧列国との条約においては､列国にとって非常に重要であった開港問題､

外国人の商取引問題とともに､清国人の外国人による雇用ないし海外渡航の自由化が重視

39　DuaJ'a｡跨as哨it,Natio皿hsts　Among　Trans皿tionals:　Overseas　Chinese　and　tk　ldea　of　Chi叫1900-1911,Aihwa

Ong　and　Donald　Noninねむ昭アりz4�e･;/£z71芦'回jz紬C�fz4s/　F訪がcタ¥A.y�gz77(3細･s乃回jszi回�£s,

Routledge,New　York｡　London｡1997.p｡41

4o　Ta　Chen,　op,　cit･,　pp.　171-174,

41　Convention　between　His　Britanic　Majesty　and　His　Majesty　the　Emperor　of　Chji皿,May　13,　1904,　Cited　by　Ta

Chen｡op,　cit｡　pp,　168,17L

42　Ta　Ch忿馬op,は,p.　142.
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されているのに対し､清国政府は､在外清国人の人権を保護する法律や植関の整備に失敗

した｡

　それと比べて､移民送出国家となった隣国の目本政府は､海外への渡航を対外政策の重

要な側面として扱い､その開始から労働者の契約を明確に整備するように努力していた｡

これに関しては､次節において検討する｡

1-2-2日本人の海外渡航問題

　清国より11年遅れて開国した日本でも､1853年の開国から1884年の契約労働者の海外

出稼ぎが開始されるまでに､約30年間を要し､その交渉の歴史は､まさに｢紆余曲折｣の

歴史であった｡

　阪田安雄によると､イギリスのエルジン(Lord　Elgin)特使は､清国に押し付けた条件を

日本との条約へも反映させ43､日本人の外国人による雇用を日本政府に認めさせようとした｡

しかし､日本政府は､清国人の契約労働者の差別待遇についての情報をもち､日本人も､

同じ様に差別されることを念頭に置き､外国人による雇用や海外出稼ぎを認めようとしな

かった｡しかし､結局､日本政府は､以下に述べるように､海外渡航者をめぐる事件が発

生したことによって､日本人や清国人の海外出稼ぎの問題と係わることになった｡この事

件がいかに解決されたか､日本政府の移民政策にいかなる影饗をあたえたかを分析した上

で､日本政府のロシアを含む世界各地への海外出稼ぎに対する態度の変容を明かにする｡

　日本人労働者のハワイのサトウキビ農園への渡航は､明治政府樹立直後に始まった｡ハ

フイ王国外相R.C｡ワイリーは､日本人労働者を募集するために､1865年4月7目にオラン

ダ系アメリカ人ユージンM｡ヴァン･リード(Eugene　M.　van　Reed)44を駐神奈川ハワイ領事

43阪田安雄｢不平等条約とアメリカ出稼ぎ｣､前掲書､632,635頁｡

44こ`-ジンM,ヴアン･リード(Eugene腿van　Reed)は､1835年にリーディング市(Reading,Pe皿sylvania

州)に生まれ､16歳の時にサン･フランシスコで日本人漂流民ジョージェフ･ヒコと知り合った｡ユージ

ンM,ヴァ･リードは､1859年に来日して､駐神奈川アメリカ領事館で秘書として勣務した後､1864年か

ら観光や研修に日本人をアメリカに送っていた･Augu吏nH咄1&Co"会社で働いていた｡
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に任命した4≒彼は､1866年9月に駐日アメリカ大使ヴァン･ワールケンブルグ(van

valkenburg)の協力を得て､日本人労働者の募集のさきがけになった日布通商条約の交渉を

始めた46｡

　　｢日本･ハワイ臨時親善協定｣の締結に成功したヴァン･リードが1868年3月に契約労

働者の募集を始め､幕府から300人分の旅券の下付を受け､英国籍船｢サイオト｣(Scioto)

号を賃借した｡しかし労働者募集中に､明治維新を迎え､明治新政府はワン･リードが受

けた旅券を無効としたが､それは三年間の契約が長すぎたことと､ハフイ王国との通商条

約がなかったことがその理由であった｡こうして旅券の返却を求められ､すでに募集され

た300人の労働者には出国許可が与えられなかった｡しかし､ヴァン･リードは､すでに

　｢サイオト｣号の船賃を支払っていたこともあり､許可を得ないまま1868年5』に148人

の労働者をのせた｢サイオト｣号をハワイに向けて出港させた47｡

　明治政府の太政官は､日本人が許可を得ずに渡船したことは目本の威信に関わる間題で

あるとして､ヴァン･リードを罰する方策をとり､同時に､すでにハワイに渡っていた日

本人を帰国させる準備を進めた48｡さらに､1868年､太政官ぱ､液船した日本人からハワイ

の日本人の困難な状態についての手紙を受け取っていた｡通訳としてサン･フランシスコ

ヘ渡った宇和島藩士城山静一は､アメリカの新聞から知ったハワイの日本人出稼ぎ者の困

45　Wyllie　to　v皿Reed｡10,03j861　Conroy　H･,　Miyakawa　S,　石sfjm)g狗印7ごj抗yr�c�α�gd必)g池z/

油�沁ザ励フaae油タ777d回&ayl�1政g,　New　York｡　1972,p,8.を参照,

“De　Long　to　Sawa　Jusanmi,　Terashima瓦shiij4,05,1870,『大日本外交文書』第3岩､263頁,

47これについては､『ハワイ日本人移民史』､前掲書､41頁に詳しい｡

48『ノヽワイ日本人移民史』､上掲書､53頁｡ワン･リードは､在日外国人として安政条約によって治外

法権を持っていたために､太政官がワン･リードに対して日本人と同じように裁判にかけることができず､

ヴァン･ヴァルケンブルグ公使を通じて､国家間のレベルでこの問題を解決する必要があった｡ヴァン･

ヴァルケンブルグ公使は､ヴァン･リードの罪はアメリカ合衆国の領事裁判によって審理されるべきで､

有罪が確定するまでヴァン･リードを処罰してはいけないと諭じた｡結局､太政官とヴァン･ヴァルケン

プルグ公皮との交渉の結果で､ヴァン･リードは処罰を受けないことになった｡mzen句in　to　Ryvalkenburg,

27,05,　1　868,　Papers…1861　Wask,　1869.P.　747;　van　valkenburg　to　His　ExceUency　Higashjkuze　Ch綱血)㈲,158),

16j)9.1868.『大日本外交文書』第一巻第1冊1869年､650-652頁｡
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難な状況について､上申書49を太政官に提出した｡さらに､移民の元締牧野富三郎も明治政

府に救出嘆願書5oを送り､ハワイで働いていた日本人労働者の困難な状況について述べ､彼

らの帰国を請願した｡―方､目本では､外務省が1869年8月に新設されたぱかりであり､外

交の経験がほとんどな《､日本人の帰国問題を解決するために在日各国公使と相談を行い､

太政官がアメリカ合衆国､フランス､イギリス､オランダなどの西洋諸国の駐目公使を招

いて特別会議を開き､公使達の意見を考慮した上で､ハワイ政府との交渉を行う目的で､

特命全権公使上野景範が率いる『移民召還使節｣を派遣することを決断した51.1870年12月､

　｢移民召還使節｣は､ハワイに到着し､日本人出稼ぎの状況を視察した後､ハワイ国王力

メハメ八五世と会見し､日本への送還に関する交渉を行っている｡多《の日本人はハワイ

ヘ渡航したことが禁制を犯したと考え､農園主と結んだ契約が満了するまでハワイで従事

する希望を示し､上野景範特命全権公使より残留許可を得た｡こうして､上野特命全権公

使とハワイ政府との交捗の結果､1870年1月11日に予備条約が調印され､これにより､日本

人のハワイヘの出稼ぎが日本政府によって公認されることになった52.

　以上のような経緯からハワイヘ渡った日本人は､漂流民あるいは幕府留学生と具なり､

自らの意志で海外へ渡った最初の日本人の集団であったと考えられる｡初めて日本政府は､

日本人の出国問題と直面し､出稼ぎ者を取り戻すために他国との交渉を行った｡ハワイヘ

渡航した日本人をめぐり日本政府は､駐目外国公使との相談を行ったことにより､外交の

経験を導入し､移民政策の初歩を記したと考えられる｡

　日本人の出国と海外出稼ぎの公認は､出国禁制の廃止を意味し､｢出移民』に対する態

49城山静一より外国官判事試都築荘蔵宛ての上申書､o&01.1869,『大日本外交文書』第二巻第一冊バ1869

年､680　-　684　頁｡城山静一は江戸の商人扇厘久次郎の通訳としてサン･フランシスコヘ渡り､そこから更

に商用でハワイヘ渡航する予定があったが､サン･フランシスコの英宇新聞からハワイの日本人の苦難を

知り､日本外交官へ報告した｡

6o『大日本外交文書』第一巻第2冊､1868年､680,684頁;布畦出稼人総代富三郎ヨリノ来翰送付ノ件､

1869年7月28日『大日本外交文書』第二巻第2冊､1869年､118　-　124　頁｡

51上野景範は､1844年(弘化元年)に生まれ､ハワイヘ派遺される前には､神奈川裁判に在動であった｡

晩年は駐ウイーン公使｡『ハワイ日本人移民史』､前掲書､53頁｡

52『ハワイ日本人移民史』､上掲書､58-61頁｡
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度の逆転を示していた｡次に､1872年､多国の政府が巻き込まれた｢マリア･ルース｣号

事件について述べる｡

　1872年7月､移民送出国家となった日本も巻き込まれた中国人の海外出稼ぎ者をめぐる

　｢マリア･ルース｣号事件が起き､これが､日本政府をして日本人の海外出稼ぎを押しと

どめた一因となった｡その経緯は､以下の通りである｡ペルー籍船｢マリア･ルース｣号

が湊門(マカオ)港からリマ港への航行途中､横浜港へ寄港し､修理を行った時に､船内

にいた漢門港で募集された中国人労働者の―人が､船中の虐待に耐えられず､同港に停泊

していた英籍船｢アイアン･デューク｣(Iron　Duke)号に逃亡した｡英国代理公使アージ･

ワトソン及びアメリカ合衆国代理公使チャルス･セパルト(Charles　Shepard)は､｢マリア･

ルース｣号を訪問し､虐待があったことを確認した53上で､副島種匝外務郷当こ次のように

通知している｡"The　cook　trade　between　Maca･nd　the　western　ports　of　South　America,

particularly　the　Peruvian　has　been　characterised　by　such　barbarity　and　such　disregard　to　the　吻hts　of

the　Chinese　Govemment　that　it　has　mostly　justly　excited　the　strongest　feding　in　Eぽope　and　all

civnized　countries,　The　contig公y　of　Japan　to　Chhla　and　the　importance　to　both　countries　that

nothjillg　should　disturb　the　good　feeh昭at　present　existing　between　them　renders　it　most　important

that　Japan　should　not　permit　its　hospitahty　to　be　abused　to　the　possible　向ury　of　natives　of　China"55

　(漢門と南米西海岸の諸港､とりわけペルーの港との間に行われている苦力貿易が､残虐

性を特色としており､中国政府の諸権利を無視していることは､当然にヨーロッパ及び他

の文明国の強い反発を引き起こしている｡日本と中国が隣接していること､及び何事も両

国間に現存する好感を乱すべきではないという､両国にとって重要なことは､日本がその

親切心を中国人に加えられかもしれない危害のために濫用されるのを許すべきではないこ

63英国代理公使アージ･ワトソンより副島種匝外務郷宛て､明治5年6月29日『大日本外交文書』第5

巻､1872年､415419頁.

64日本はおよそ250年間鎖国政策を行ったために､外務省､そして海外における全権大使制度が1869年8

月までなかった｡副島種臣は､岩倉特命全権大使の使節団がアメリカ合衆国とヨーロヅパに出かけた間に､

外務相に任じられていた｡『日本外交史』東京､1972年､78頁｡

55英国代理公使アージ･ワトソンより副島種臣外務郷宛て､明治5年6月29日『大日本外交文書』第5

巻､1872年､416頁｡
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とを最重要事項とすることである)｡

　日本政府の調査により､英国代理公使アー･ジ･ワトソン(孔G.Watson)が指摘した通り

であることが明らかになった｡｢マリア･ルース｣号の清国人労働者を募集した移民業者

は､中国政府の許可を受けずに､彼らの募集を行っていたのである｡神奈川県令大江卓は､

副島種臣外務郷の命令を受けて､｢マリアリレース｣号の清図人に対する虐待行為に対し

て有罪を宣告した｡この事件は国際的に広く知れ渡ることになり､アジアから海外植民地

への低賃金の労働力の誘致を目的としていたイギリス､フランス､オランダに対して奴隷

のような労働者の扱い方に反対の声が高まってきた｡判決によって､｢マリア･ルース｣

号の清国人は1872年10月に帰国し､船はオークションで売却された｡ところが､募集の中

心地であった湊門の知事は､労働者募集の違法佳を否定し56､さらに､ペルー政府は､｢こ

の判決は国際法に違法する』と反論した｡日本とペルーの交渉の結果､1873年6月に双方は

仲裁契約を結び､ロシアの皇帝アレクサンドルニ世を裁判官とする仲裁裁判に事件を付託

し､ロシア皇帝は1875年6月に､神奈川県立裁判の判決を認める判決を下した57.

　こうして､日本政府は清国人労働者の虐待が判明したことから､目本人も非熟練労働考

として､清国人と同様に虐待を受けると判断し､日本人を南米諸国の農園で契約労働考と

して働かせるという提案を拒否した｡また､ヴァン･ヴァルケンプルグ在日アメリカ大使

は､"The　act　of　Congress　to　prohibit　the　coolie　trade,　etc,,approved　February　l9,　1862,　and　which

was　hmed　with　regard　to　Chhlajs　hereby　made　applicable　to　Jap皿"(1862年2月19日に承話さ

れた苦力貿易を禁止する議会の採決､それは清国人に関して案出されたものであるが日本

にも適用すべきである)と述べ､1862年､中国人の｢苦力貿易｣を禁じたのと同じように､

アメリカ人に日本人労働者を募集することを禁じた58.

　19世紀後半､日本政府が国家間レベルで､移民に関して締結した条約は､1884年の｢目

56『大日本外交文書』第6巻､1873年､501-506頁｡

57この裁判は､1873年8月に､日本とペルー政府との間に､通商条約が締結されるきっかけとなった｡『大

日本外交文書』第5巻､1874年､494　-537頁｡,

58　van　vdceliburg　to　mzen　Jij池Higashikuze　Jijin,　26,　05.　1868,　Papers…1868,　Wash,,　1869,pコ48;『大日本外

交文書』第1巻第1冊､652頁｡
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布移民渡航約定書｣と1886年の｢日布移民条約』である｡｢日布移民渡航約定書｣は､在

日ハワイ公使ロバート･アールイン(Robert　lrwin)列こよって準備された｡ロバート･アール

イン公使は､1884年6月に､カチスUメアウケアハワイ特命全権公使と―緒にホノルルに戻

り､日本人契約労働者の受入れのために新設された予算規模5万ドルの臨時委員会の会議に

出席した6o｡ロバート･アールインによって準備された｢日布移民渡航約定書｣案は､1884

年9月に日本政府に提案され､同年11月に調印され､これが､いわゆる｢官約移民｣の出発

点となった｡労働者は個人的に契約書に署名していたが､これ以降は､各労働者の契約書

には､ハワイ政府と日本政府の代表印が押印され､これによって､契約書がハワイ在職期

間中の労働者の人権遵守の保証となったと考えられる61.しかし､｢日布移民渡航約定書｣

によって最初の集団がハワイに渡航した後､労働者の医療､その仕事の監視などの条件が

不整備であったために､1886年L月28日に､労働者の医療などを明確にする11ケ条からなる

　｢日布渡航条約｣が､外相井上馨とロバート･アールインにより調印された｡この｢目布

渡航条約｣は､1884年の｢日布移民渡航約定書｣に基づいていたが､各項の一部が改訂､

追記されていた｡例えぱ､｢約定書｣の第6条では､｢布畦國移住民事務局ト渡航者タル目

本人ト締結シタル契約ノ條款ヲ相富二履行センカ為メ及ヒ布桂園ノ法律二因り右渡航人ノ

権利ヲ充分二保護センカ為メ布桂皇帝陛下ノ政府ハ右契約継績中日本語及ヒ英語ヲ談話通

辨シ得ル監督人及ヒ通辨人ヲ唐分二雇入ルヘク而シテ右契約ノ事件二付右渡航人原告､被

告､告訴人若クハ被告訴人トナリ布畦國法廳二出訴スルトキハ布桂園政府ハ右布畦國人ヲ

シテ右渡航人ョリ別二謝金ヲ要セス其職ヲ動メシムヘシ｣62とあり､さらに第7条では､

ハワイ政府が日本人契約労働者の医療も確保すると規定された｡従って､日本政府は､日

本人出稼ぎ者が国外で就労した楊合も､｢日布渡航条約｣によって､彼らに可能な限りの

59ロバート･アールインは､1844年にコペンハーゲン市で在デンマーク公使の家族に生まれた｡　1866年に

Pacinc　Mi1　Steamship　Co,　の代表者として横浜に到着し､18SO年に36歳の時､在目ハワイ公使代理､一年

後に在日ハワイ公使｡その後契約労働者募集のためにハワイ移民局の代表者になった｡Conroy　H｡　掬e

ゐ即z16ejF酌斑細″訥裁n4di,p.59,

6o　Dagget　to　Fr幽頑mysen､14,021885,　Papers　Relal吻to　the　Foreign　Rekions　of　U,S,　1　885　,　Wash｡,1886,p,　470

61日布移民渡航約定亀1884年11月10日;日布移民条約『日本外交文書』第19巻､1886年,463465頁｡

62日布移民条約『日本外交文書』第19巻､1886年､463465頁｡
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良好な労働条件､住宅手当などを与えようとしたと思われる｡

　1890年代の初頭には､日本人の出稼ぎ者を海外へ送る事業主体は､日本政府の移民管理

局から民間の移民会杜に譲渡されることになる｡1892年､榎本武揚外務相が外務省に移民

課を設立し63､次いで1893年11月､外務省通商局は､移民業者が行う労働者の募集､輸送な

どを規定する移民保護規則を提案し､1894年4夭目こ公布した64.移民保護規則では､従来使

われていた｢出稼ぎ人｣ではなく､｢移民｣という通称が使われた｡従って､日本政府は､

日本人が海外において限定された期間に動労に従事する契約労働者だけではなく､長期に

わたって滞在することも認めるようになった｡1894年6月､移民保護規則の布告と同時に､

日本とハワイの敦府は相互の合意によって日布移民渡航条約を廃止し65､1896年6月1日､移

民保護規則は移民保護法の実施のために廃棄された66.

　こうして､30年にわたって､日本政府は､様々な形態を用いて､出稼ぎ者(1893年以降､

　｢移民｣と通称していた)を海外へ送り出し､日本人の在外労働､生活条件などを協定に

おいて定め､その実態を管理する体制を整備した｡

　1-2-3　大陸間移民の特徴

　前節でみたように､日本と清国は､西欧列強の圧力に抵抗して出国禁止制度を保持しよ

うとしたが､次第に抵抗を弱め､結局､海外出稼ぎを許可してきた｡移民送出国の情国と

日本も､19世紀後半､西欧列強と､英清天津条約､英清北京条約､日布移民渡航約定書､

日布移民条約などを締結し､条約で海外出稼ぎを公認し､こうして､清国と日本からの労

働力が､世界労働力市場の一環に組み込まれることになったと考えられる｡

　さらに､清国と日本の両政府は､海外渡航者が増加し､移民をめぐる様々な問題が起き

63東京経済雑誌､189レ11.07Jo｡580.

64　｢移民保護規則｣日本外務省外交史料館所蔵､3-8-2-30.

65『ハワイ日本人移民史』､前掲書､145頁｡1894年6月15日に日布移民条約によって最終の日本人労働

者集匝がホノルル港に到着し､その2週間後､6月29日､民聞の移民業者によって｢愛国丸｣が日本人151

人を乗せて同港に着いた.

66　｢移民保護法｣日本外務省外交史料館所蔵､3-84,30.
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た後､移民を送り出す業務を管理する国家機関も設立した｡

　しかし､移民を送り出す体制を明瞭に整備する余裕がなく､海外出稼ぎ者をめぐる多

くの事件が発生した｡

　さらに､日本と清国の出稼ぎの管理を簡単に比較すると､日本政府の規則の方は､清

国のそれと比して明確であった｡例えぱ､1896年の日本の移民保護法は､労働者の募

集と輸送から業者の手数料まで､海外出稼ぎ者を送り出す業者の活動を厳密に規定して

いた｡

　清国敵府も､外国との条約において､清国人労働者の労働条件を規定し､1866年の

清国の移民規則は清国人契約労働者の無許可募集を禁止したが､その管理については明

確にしなかったと言えよう｡

1-3　ロシア帝国東方国境面定政策の国際的展開

　本節の中心となるロシアと東アジア諸国との条約による移民問題を分析する前に､清国､

朝鮮そして日本からの移民を受け入れた沿アムール総督管区の成立について簡潔に概観す

る｡

　ョーロッパにおいて､イギリス､ロシア､オーストリア､プロイセン､フランスなどの

国々が確定済みの国境の変更を認めないとするウィーン体制が誕生した半世紀後の19世紀

後半になり､東アジアにおいても､西欧列強の進出によって､国民国家(nation-states)の形成

が進むようになり､さらに､東アジアにおける領土分割過程は､ロシア帝国の東方進出が

それを促進させた面もあった｡

　ロシア帝国は､ョーロッパ諸国がアジア､アフリカ､アメリカを積極的に殖民地化して

いた16~18世紀にはシベリアをひたすら東進していた｡

　シベリアヘの最初の移住者は逃亡農民､コサック､商人などであり､彼らは河川に沿っ

て村落を築きはじめ､17世紀前半には､ロマノフ王朝は､コサックと商人の東方への進出､

新領土の探検を奨励し､シベリアの原住民に毛皮税(ヤサーク)を牒したが､東方国境の

両定には努めなかった｡
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　ロシア人は､1630年代に清匡､日本､朝鮮と国境を接する地域に辿りついたが､その植

民地的進出は､1689年に清と締結されたネルチンスク条約によって止まった｡これによっ

て､はじめて､ロシアと清国との国境が画定された｡ロシア帝国は､この条約により､1634

年に築かれたアルバジン要塞など､ロシア人の要塞と村落があった沿アムール流域を失な

い､露清国境は､アルグン川､シルカ川､ゴルビツァ川に沿って画定したが､両国は正確

な地図を持っていなかったために､ゴルビツァ川からオホーツク海までの陸上の国境は明

確ではなかった67.

　ネルチンスク条約締結後の1699年､ピョートル大帝(neTp　BeJIHKH諸)は､I｡

エブリーノフ(H.E8peHHo8)とEルージン(4)jlyxHH)が率いる調査団をカム

チャツカヘ派遺し､東シベリアの探検を継続するように命令したが68､清国との条約の改正

或いはアムール河流域の占領は意図してはいなく､また､情国の隣接地域に居住していた

コサックに対しては､ネルチンスク条約を守り､不法越境を遊けるように命令していた69.

この後､およそ150年間､ロシアは清国との関係を貿易に限っており､アムール河流域の

併合を積極的に推し進めることはなかった｡

　東シベリアヘの領土拡大と東方の国境画定をめぐるロシアの政策が積極的に展開したの

は､19世紀半ぱであり､それは大英帝国との対立の一環として始まった｡イギリスとロシ

アは､50年にわたって､中央アジアヘの進出をかけてしのぎを削っており､黒海から地中

海への出口であるボスボーロス･ダダネール海峡をめぐって両国の利害がからみ､1853~

1856年のクリミア戦争の原因となった｡ョーロッパのみならず､北アジアのロシア海軍基

地ペトロパプロフスに対しても､イギリス及びフランス海軍に攻撃されることもあり､東

方からもロシアヘの攻撃を展開すべきであると主張するイギリス高官もいた｡例えぱ､イ

ギリスの元外相チヤールズ･デイルケ(Chrles　Dik)は､極東ロシア地域に対するイギジ

67この条約の締結について､Stephjm｡Johj1　0p,　cit,　P,　30-3　1　が詳しい｡

68シベリア､極東ロシア､アメリカにおけるロシア人の地理的発見と新しい領土の開発について､Ky-

TaKo刄　JI｡H｡PoccHg　H　只noHHg.Mock8a,1988.(クタコーフしN｡『口

シアと日本』モスクワ､1988年)｡

69　HCTopH只　CleBepo“BocToqHOro　KHT　a貝　　B　17-20　B　.　B　JI　瓦｡,198気C｡

208パ『17~20世紀における東北中国史』ウラジオストク､1987年､208頁,)
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スの対ロシア政策の展望について､『ウラジオストクは､イギリスがロシアに勝利できる唯

一な弱点であり､ロシアが『出血多量で』衰弱し､そこは『二度目のセヴァストーポリ』

となるべきだ｣7oと述べた｡このイギリスの膨張という脅威がロシア政府に危機感を抱かせ

た｡例えぱ､在日ロシア大使R叉ロゼン(P､P.Po3eH)男爵は､その脅威に関して､｢イ

ギリスが到達可能な無防備の我が地点は､保護されていない我が広大な太平洋海岸にある｣

71と述べており､ロシア極東地域の防衛強化を主張した｡

　大英帝国の膨張政策に抵抗して､ロシア敦府は､1840年代後半から1850年代にかけて､

東方国境の画定を目指して､アムール河流域の探検を積極的に行っていた｡1847年､NX

ムラヴィョフ(H｡H.Mypa8he8)は東シベリア総督に就任し､在任13年の間､領士

拡張策を主張し､その政策の実現に努めた先駆者の―人であるG｡Lネヴェリスコーイ

　(Γj4.He8eJIbclcoa)海軍少佐は､1849年､ネルチンスク条約により清国領土と

定められたアムール流域に侵攻し､オホーツク市から不凍湾へ太平洋艦隊基地を移転させ

ることを目的に､アムール河流域､オホーツク海沿岸､カムチヤツカ半島の調査を行った｡

　また､ロシアの遠征隊は､NXムラヴィョフの指令によって､1850年夏から1853年にか

けてオホーツク海から南下し､アムール河の左岸に入檜した｡　1852年には､NXムラヴィ

ョフ総督の部下であったN.Vプッセ(H｡B｡Bycce)が､甫サハリン調査に派遺され､

アニワ(亜庭)湾に集落を築いた｡翌1853年､GIネヴェルスコーイは､ロシア攻府の命

令により､サハリン島(樺太)南部の亜庭湾にイルインスキー哨所を築いた72.

　しかし､上述のようにアムール河流域の探検が1840年代後半から1850年代にかけて積

極的に行われたにも関わらず､ネルチンスク条約は未改正のみまでであった｡ロシア牧府

7o　BoeHHblii　MHHHCTp　reHepaJI　BaHHOBCKHa　H.K｡rHpcy,

1102.1891　r.　　UH　T｡　no:　POccH只　H　只noHH只　Ha　3ape　cTOJleTHg｡

no及　pea｡3oJloTape8a　B,A,MocEsa,1994,　C　｡　23,(睦相ワンノーフスキより

ギルスN,K｡宛て､1891年2月13日:『20世紀初頭におけるロシアと日本JVAゾロタリョーフ編､モス

クワ､1994年､23頁)｡

71　3a　nKC　Ka　　o　　noJl　oxe　HHHPoccHH　Ha　Kpa負HeM.BocTOKe｡

1104.1897　r≒(極東ロシアの現況に関する報告書､1897年4月12日)､上掲審､190頁｡

72　KyTal(o　8　JI.　H,(LXクタコーフ)､前掲書､52頁.
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は､イギリスのエルジン使節が情国に不平等条約を押し付けようとしているのと時を同じ

くして､アムール河左岸をロシアの鎖土として確保することを目的としてネルチンスク条

約の改正を求め､1857年6月にE.Vプチャーチンを特使として清国に派遣した｡RVプチヤ

ーチン(E｡B｡HyTgTHH)特使は､北京ではなく､天津において､清朝政府と書簡を

交換した結果､清国政府は､交渉の対象になったアムール河流域に黒龍江将軍突山を派遣

し､愛渾市でロシア政府の使節と交捗を再開することに合意した73.

　1858年5月､N.N.ムラヴィョーフ総督は､愛渾市黒龍江将軍突山とアムール河左岸のロ

シアヘの併合をめぐる交渉をおこなった結果､｢アルグン川から始まり､アムール河の河

口までのアムール河左岸はロシア国の領有｣74と定める愛渾条約に署名し､さらに1860年

の北京条約により沿海州もロシアに許合された｡

　1860年6月20日､日本海沿岸のメア湾(ロシア人により金閣湾と改名)の海鼠衛という

清国人の村落に､ロシア海軍の輸送船｢マンジュール｣号が接岸し､&コマローフ

　(C.Kogap･o8)少尉補が率いる40人の水兵が上陸し､最初の兵舎を築いた75.この

集落は､｢東洋を支配せよ｣を意味をする｢ウラジオストク｣と名づけられ､ロシアの太

平洋艦隊の基地となった｡　1862年に自由港になったウラジオストクは､極東ロシア地域に

おける商業の中心地になった｡

　両条約の締結をめぐる交渉の性格については西欧列強と異り､戦争や領土への侵入など

の武力で押し付けられたのではなく､むしろ両国の友好関係を強化した平和的交渉であっ

たと度々指摘されている76.しかし､筆者は､これに対し､条約の締結をめぐる交渉が行わ

73秋月望｢朝露国境の成立と朝鮮の対応』『国際学研究』第8号1991年3月､明治学院大学国際学郎､

24頁;　HCTopHa　Ce8epo-BocTo･IHoro　KHTaH　1　17-20　E　(『17~20

世紀の東北中国史』)､前掲書､242-249頁.

74　｢ロシアと中国間のアイグン条約｣､1858年5月16日:ΓpHgg　9.双｡yka　3.　COq｡C.

54　-55.

75　Ha4apoB　H.n.MaTepHaJlbl　no　H3yqeHHK)yccypH費cKoro

l(pag.Cn6.,1887.C｡9L(LP｡ナダーロフ『ウスリー地方に関する研究資料』サンクト･ペテルブルグ､1887

年､91頁).

76　Becnpo3BaHHb【X　E.JI｡npHaMypbe　B　CHCTeMe　pyccKo-KH-

TaiicKHx　oTHouJeHH負｡xa6apoBCKoe　KHH班Hoe　H3刄a　TeJlb-
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れた1850年代後半から1860年代前半にかけて､清国が阿片戦争や太平の乱のために困窮

に陥り､ネルチンスク条約に違反してアムール河流域に浸入し､南下政策を行っていたロ

シアに抵抗する余裕はなかったと考え､従って､ロシア帝国は､情国に武力を行使しなか

ったものの､清国の弱体化を利用して両条約を押し付けたと考える｡

　さらに､もう―つのロシアの隣国であった日本との間では､1855年の日露和親条約､1875

年の樺太･千島交換条約により北千島は日本領､サハリンはロシア領となり､日露国境も

画定された乙

　こうして､1870年代半ぱまでは､清国南部に勢力をのぱした大英帝国の脅威に抵抗しな

がら､ロシア帝国は東方国境の画定に成功したが､数度にわたり､ロシア地方官憲が清国

と地方官憲との間に緊張が高まった｡

　北京条約締結直後の1860　･　1861　年の冬には､渾春(フンチュン)の将軍が軍隊を派遣し､

ロシア人兵士が築いたノヴオゴロドスキー哨所(現ボシエット)長lfチェルカーフスキ

　(H､(1)､tle　plくa8cxH負)大尉に哨所からの退去を求めたが､I｡F.チェルカーフスキ哨

所長は､それには応じず､逆に璋春へ引き返すように要請した｡この事件は､軍事衝突は

至らなかったものの露清間には緊張が残った｡

　翌1862年2月､ウラジオストク哨所長V｡E.ブラーチェク(B｡E｡Bypaqeg)少尉が

渾春を訪れた際､渾春の将軍は北京条約に関する情報は全くないと述べた78が､このことは､

沿海州と隣接した渾春の将軍が沿海州のロシアヘの割譲に抵抗していたことを示し､北京

の清朝政府と渾春の地方官憲の利害が一致していないことをあらわしているのではないか

と思われる｡

cT80,1986.C｡284パE｡Lバスプロズワーニフ『露清関係における沿アムール地方』ノヽバロフスク書房､

1986年)､284頁;neTpo8　A.H,Kope負cl(ag　刄Hacnopa　Ha丑ajlbHeJ4

BocTOKe　PoccHH.60-90-　e　r　o　及hl　19　B｡　BJlaJHBoc　TOK,2000.C｡49パA,Lペト

ローフ『極東ロシアにおける朝鮮人移民､1860~1890年代』ウラジオストク､2000年､49頁).

77　『日本外交文書』､第9巻､351頁.

78neTpo8　A.H｡(AIペトローフ)､前掲書､52頁;Bypaqel(E.C｡BocnogH-

HaHHjl　3a　agypcgoro　gopll(a,　Bjla聶H8ocTok,1999.(ン57,67バE.S.ブラー

チェク『アムール河以南地方の船乗りの回想記』､ウラジオストク､1999年､57.67頁)｡
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　さらに､1879　･　1880　年､ハンカ湖から豆満江(図椚江)河口までの露清国境をめぐる情

国との関係に緊張が高まり79､沿海州南部のポシエット地区が清国によって占領される恐れ

が生まれた｡この緊迫した情態が生じたのは､ハンカ湖から豆満江河口にかけて､露清国

境を示す界碑が少なかったために､両国の住民にとっては国境線が明確ではなく､双方が

越境を繰り返すという事件が頻発したからであった｡A七ナロチニーツキ

　(Ajl｡Hapo9HHul(H負)とLXクタコーフによれば8o､吉林省辺務督弁呉大激は､

露清国境問題をきっかけに､日本海における海上貿易の拡大を狙い､北京条約によって清

国が失った沿海州南部のポシエット湾沿岸地域の返還を要求するために､国境周辺地へ軍

を派遺し､―方､秋月望によれぱ､｢1879年から1880年､ロシアはハンカ湖から豆満江に

かけて清国東部国境地帯で越境事件を起こし｣､1882年にロシア軍が清国の領土へ侵入し

たとしている81.この事件に関する史料は､断片的であるために､現時点では､どちらの軍

が隣国へ最初に侵入したかを明らかにすることができないが､1860年にロシアが獲得した

沿海州の南部をロシアが失う可能性があったことを裏付けている｡

　結局､両国の代表者が渾春で交渉を行い､その結果､1886年6月に従来の国境を画定し

た｢渾春界約｣が締結された｡ロシア政府がポシエット湾の南部沿岸地域を失うことにな

っていれぱ､朝鮮と国境を接することはなかった｡

79　Bcenoμ及aHe費mH費　oTqeT　reHepaJI-ry6epHaTopa　BocTo-

゛IHon　CH6HpH　no　ynpaBJleHHK)BocToqHo費　CH6MpH　3a　l879　r.

C6opHHK　rJlaBHe負uJH　x　oφHaHaJIbHblx　刄oKyMeHTOB　no　yn-

paBJleHHK)BocTotIHoa　CH6Hpb}o.T.1.Bb【n｡1.Hp　K　y　T　C　K,　1884,C.

35パr東シベリア統治に関する東シベリア総督の報告書｣『東シベリア統治に関する主要な公文書総覧』

第1巻第1号､イルクーツク､1884年､35頁)｡

8o　KyTaEo8　JI｡　H｡(LXクタコーフ)､前掲書､188頁;　HapoqHHukH自　A.1,

KOJIOHH'aJlbHag　　noJIHTHKa　　KanHTaJIHCTHqecKHX　双epxa　B

Ha　双aJlbHeM　BocTOKe｡　1860-1895.　M,1956.C｡350-354.(AjL,ナロチニーツキ『楯

東地域における資本主義諸国の殖民地政策､1860,1895年』モスクワ､1956年､350-354頁);Malozemoff,

Andrew,op.cit｡pp,2344.

81秋月望｢朝露国境の成立と朝鮮の対応｣『国際学研究』8号1991年3凋､明治学院大学国際学部､34

頁,
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　清国との緊張が増すなかで､東シベリアの新領土であるアムール州及び沿海州の人口希

薄､また行政機構の未整備のために､ロシア政府はその地域の開発を計画するために､ロ

シア皇帝アレクサンドルニ世の承認を得た上､1876年4月5日､沿アムール地方諸問題特

別委員会を設厦した82｡外相､内相､大蔵相､陸相､海軍相､東シベリア総督がその構成員

になり､1880年4月14日､沿アムール地方諸問題特別委員会は最初の会議を開き､東アジ

アの国際情勢について討議し､ロシア太平洋艦隊の基地としての当該地域の意義が指摘さ

れ､さらに開拓の重要性が主張され､まず､当地方の調査を実施することが可決され､そ

の決議に基づき､1879年から1883年にかけて､アムール河流域の調査が行われた｡

　さらに､1882年1月4日､睦軍省の会議では､はじめて､アムール州と沿海州を東シベ

リア総督管区から分離させて､ハバロフカ(現ハバロフスク市)を行政中心地に定め､沿

アムール地方を新しい行政単位とすることが提案された83｡その提案に対して､東シベリア

総督Snアヌーチン(CjしAHy9HH)を含む高官の一部が反対をしたが､1884年には､

新しい行政区分が導入され､東シベリアの東部は､沿アムール総督管区となった(表1,2参

照)｡この沿アムール総督管区は､1851年に設立されたバイカル州､1856年に設立された

沿海州､1858年に設立されたアムール州からなり､1909年には､カムチャツカ州もその一

部となった84｡

82　C6opHHK　rjlaBHeaLuHx　o4)HUHaabHblx　及oKyMeHTOB　no　yn-

paBJleHHK)BocToqHoa　CH6Hpblo.T.1.B　bln､1.HpKyTCK,1884.C,

2パ『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第1巻第1号､イルクーツク､1884年)｡

83上掲書､64頁.

84沿アムール総督管区の新設について次ぎの資料を参照.npaBHTejlbcTBeHHble

noHCKH　HOBblx　rpaHHU　Ha　双aJlbHeM　BocTOKe　PoccHH(1860-

e　rr,-　nepBa只　nOJIOBHHa　1880-x　rr.)PoccHjl　H　BOCTOK:

HCTopH只　H　KyJIbTypa,　MaTepHaJlbl　4-o自　Me}K或yHapo刄Ho負

Hay9Ho負　KOH4)epeHuHH　“PoccH刄　H　BocTOK　:　npo6jeMbl

S3aHgo及eacT8Hg".0gc　l:,1997.C｡79-豺.(｢極東ロシア地域の新しい国境のロシア

攻府による探検(1860年代~1880年代前半)』『ロシアと東洋:歴史と文化:相互作用の諸問題』第4次

国際学術大会論文集､オムスク､1997年､79-84頁).
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表1-2　東シベリアと沿アムール総督管区の総督

年 東シベリア総督 年 沿アムール総督管区総督

1822-1833 AXラビンスキー 1884-1893 A.N｡コールフ

1833-1834 NXスリマ 1893-1898 S｡M｡デウホフスコーイ

1834-1837 SVプロネフスキー 1898-1902 NIグロデーコフ

1837-1847 V｡Yブレーペルト 1903 Dエスボーチチ

1847-1861 N｡N.ムラヴイョーフ 1903-1904 N.P｡リネーヴィチ

1861-1871 M｡S戸-ルサコフ 1904-1906 PAホレシヤチンスキー

1871-1873 N｡P｡シデールニコフ 1906-1910 RFカンテンベルゲル

1874,1880 PAフレデリークス 1910-1911 N｡N｡マールトス

1880-1885 D,G｡アヌーチン 1911-1917 N七ゴンダッチ

出典:S把phan｡Jok　Op.　cit,appendix　C　により作成｡

沿アムール総督管区の成立は､1860年から1884年にかけて行われた行政機構の整備､東ア

ジア諸国との国境の確立という内的及び外的価面をもつ政治活動の終結を意味していると

筆者は考える｡

　次節では､ロシア政府がはじめて､清国､朝鮮､目本と修和条約を締結した際､東アジ

ア系移民の法的地位がどのように定められたかを考察する｡

1-4　ロシア帝国の東方国境面定と東アジア系移民の法的地位

　第1-2節では､清国及ぴ日本が､西欧列強の櫨民地への清国人､また日本人の海外渡航を

いかに公認したかを分析したが､本節では､ロシアヘの東アジア系移民の渡航･在留がロ

シアとの条約において､いかに定められていたかを明らかにする｡

1-4-1ロシアにおける清国人の法的地位

　露清国境の画定を中心にした愛渾条約と北京条約には､ロシアが新たに獲得した領内の

清国人の残留条件やその他の権利を規定する項目も含まれていた｡

　1858年の愛渾条約の締結をめぐる黒龍江将軍炎山とNXムラヴィョーフ総督との交渉で

は､残留の清国人問題も討議され､NXムラヴィョーフ総督は､残留の情国人が3年以内清

国に移住するように要請したが､情国側は､それを拒否して情国人が以前から当該地域に

居住しており､原住民から毛皮税(ヤサーク)を徴収していたと指摘した｡それに対して､
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NXムラヴィョーフ総督は､ロシア領の清国人は､逃亡者や犯罪者からなっている85と語っ

た｡

　愛渾条約締結をめぐる交渉に関する史料は不十分であり､この交渉において､残留の清

国人問題がいかに討議されたかを現時点で明かにすることができないが､結局､清国政府

がロシアにアムール左岸を割譲するとともに､愛璋条約の第1条には､｢ゼヤ川から南ヘ

ホルモルジン村までのアムール河左岸に清国人が居住しており､ロシア人が彼らに侮辱と

迫害を加えないよう､清朝政府の管轄下に永久に従来の居住所にとどめる』86と記されてい

るように清国政府の意に沿ったものとなった｡これによって､ロシア政府は､漢人､満州

人､ダウール人からなる1万人の清国臣民(1867年の数字)がロシア領土に残留すること

を許可した87.

　1860年に締結された北京条約では､ロシアにおける清国人の残留に関して､以下のよう

に記されていた｡｢ウスリー地方においては､清国臣民の村落があるとすれぱ､ロシア政

府は清国臣民に居住と､漁業と狩猟を継続することを許可する｣88.おそらく､｢清国臣民

85　Becnpo3BaHHblx　Ejl.npHaMypbe　B　CHCTeMe　pyccKO-KM-

Ta負cKHx　oTHOLueHH負.xa6apoBCKoe　KHHXHoe　H3双a　T　eJl　b-

cT80,1986.C,262-264パE.L｡ベスプロズワーニフ『露清関係における沿アムール地方』ハバロフスク

書房､1986年､262-264頁).

86｢ロシアと中国聞のアイグン条約｣第1条､1858年5月16日:rpHgH　3.双.底D｡グリム)､上掲

書､54-55頁;C6opHHK　刄oroBopoB　PoccHH　c　jlpyrMMH　rocyAap-

cT8agH.1856-1917.Mo　c　l(8a,1952.C｡4748(『ロシアの他国との条約集(1856-1917年)』モ

スクワ､1952年､4748頁).

87　C6opHHK　rJla　BHe負江IHx　oΦHUHajlbHblx　μoKyMeHTOB　no　yn-

paBJleHHK)BocToqHoii　CH6HpbK)｡HpKyTCK,1884.T.1.Bbln.1.C｡

88.(『東シペリア統治に関する主要公文書総覧』第1巻第1号､88頁);rpa8e　B.B.KH-

Ta負u　bl,Kope貧UbI　H　只noHUbl　B　npHaMypbe｡Tpyjbl　KOMaHμH-

poBaHHoa　no　Bblcoqa負田eMy　noBeJleHHK)AMypcKoj1　9Kc　ne-

IHuHH.B　bl　n｡　IL　Cn6,1912.C｡5パV.V｡グラーヴエ｢『沿アムール地方』の中国人､朝鮮人及ぴ日

本人｣:『勅令により派遺されたアムール調査隊の報告』第11巻､サンクト･ペテルブルグ､1912年､

5頁).

88　ApceHbeBB.K｡KHTa負ubI　B　yccypHacKOM　Kpae,xa6a-

po8clc,1914.C｡50-5L(V£アルセーニエフ『ウスリー地方の中国人』ハバロフスク､1914年､50-51頁｡
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の村落があるとすれぱ｣という曖昧な表現は､北京条約を結んだ両国が残留の清国人の実

数を把握していなかったことを示唆しているではないかと思われる｡

　こうして､愛璋条約と北京条約では､ロシアに残留する清国人は清国政府の管轄下にお

かれることが定められた89｡｢清国牧府の管轄下｣というのは､清国政府がロシア領へ高官

を派遣し､残留の清国人から税金を徴収していたことを意味している｡おそらく､1893年

まで臣民の海外渡航を認めなかった清国政府は､割譲された領土に残留した清国人を他国

の管轄下に置くことを望まず､―方､ロシア政府はアムール河流域の領土獲大を主要な目

的としており､清国が条件として要求した残留の清国人の清国による管轄を認めざるを得

なかったのであろう｡こうして､ロシア政府は､アムール州､沿海州の併合直後に残留の

清国人が租税をロシア地方官憲ではなく､清国人高官が微税することを認めたのである｡

　また､東シベリアの行政機関は､残留の清国人をいかに位置付けていたのであろうか｡

従来の研究によれぱ､清国人とロシア人とはまったく接触がなく､清国人はロシアに居住

していても孤立していたという｡E｡Lネーステロワ(EjtHecTepo8a)は､これを

裏付けるために､A.M｡ゴルチヤコフ(A.M｡ΓopllaEo8)外相の以下の文書を引用し

ている｡つまり､1860年､A.M.ゴルチヤコフ外相が東シベリアの地方官憲宛てに､｢ロシ

ア領に残留を望む清国人居留民を､沿アムール地域の先住民と同等に扱うべきである｡す

なわち､情国人の生活様式にまったく介入せず､従来の[自治の]権利のすべてを維持さ

せるべきである｣9oと記していたからである｡この発言に基づいて､E.I｡ネーステロワは､

ロシア官憲が清国人の｢生活様式に介入しない｣ことを､清国人に｢治外法権を与えた｣

として解釈している91.

89　　｢ロシアと中国間のアイグン条約｣､第1条､1858年5月16日:rpHgj4　9.双｡yKa3.

co`{,　C｡54-55;　C6opHHK　jlorOBopOB　PocCHH　c　jlpyrHMH　rO-

cyハapcT8al･IH(『ロシアと他国との条約総覧』)､前掲書､4748頁.

90　Po　c　c　HiicKH負　rocyμapcTBeHHblii　apxHB　BoeHHO-Mop一

cl(oroΦJl　o　T　a　(以下にPΓA　BMφ.)､巾.410,0　n.2,μ.1633,L267o　6パロシア国立海軍

公文書館､410-2-1633､267頁)｡

91　Hec　TepoBa　E.H｡CHCTeMa　ynpa　BjleHH只　HMMHrpaHTaMH　Ha

双aJlbHeg　BocTOEe(1860-1884),Poc　cH51　H　ATP,No.　2.2000,　C　.　58-67,(E｡N.ネース
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　しかし､これまでほとんど重視されていなかったイルクーツク州公文書館の史料92によれ

ば､PVカザケーヴィチ(mB玉a3aKeBHO沿海州軍務知事は､ノヴオゴロドスキ

ー哨所長レザーノフ(Pe3aHOB)陸軍少尉に､清国人の匪賊を捕虜として璋春の将軍

に引き渡し､必要な場合に武力を行使するように命じている｡さらに､清国の従属国であ

った朝鮮からの移住者にも､第三章において考察するように､定住許可を与えた｡すなわ

ち､清国人の匪賊が東北清国から入ったか､アムール河左岸に居住していたかは不明であ

るが､P｡V.カザケーヴィチ知事は､彼らの不法な活動を中止させることを命じ､彼らの行動

を監視し､ロシア在住の清国人に対して､欧米人の｢治外法権｣のような制度を認めてい

なかったであろう｡従って､E1ネーステロワが｢治外法権｣としているロシア政府の清国

人への特権は､東アジア諸国における欧米人の｢治外法権｣とは質的に異なり､ロシア人

との雑居､ロシア語とロシア人の慣習の学習を求めないことだけを意味していたと思われ

る｡こうして､1860年の当該地域の併合直後にはロシア政府は清国人に対して同化･帰化

政策を行っていなかったが､在留外国人社会の孤立化を意味している｢治外法権｣は､極

東ロシア地域の清国人､朝鮮人には適切ではないと考えられる｡

　しかし､愛璋条約と北京条約に定められた情国人の権利の保護は､領土の割譲の際､ロ

シアに残留した清国人を対象にしているが､あらたなロシアヘの渡来者に関する項目が含

まれていない｡従って､清国政府は､清国人が出稼ぎにロシアヘ渡来することを念頭にお

いておらず､この権利に関する交渉を行っていなかった｡

1-4-2　朝露修和条約と極東ロシアにおける朝鮮人

　朝鮮が鎖国攻策を保持していた1860~1870年代においては､多くの朝鮮人が出国禁止令

に反して､極東ロシア地域へ渡った｡その移住の経緯についてしては､第三･四章におい

て精細に考察するが､ここで､その移住が1863年に始まり､1869年末から1870年初頭に

テロワ｢極東地域の移民対策(1860,1884)｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号､2000年､59-61頁.)

92　rocyAapeT8eHHbla　apxH8　HpgyTcl(o齢　o6jlac7H(以下にrAHO)､

φ,24,0n』1/3,刄｡24.JL5(イルクーツク州国立公文書館､24-11/3-24､4-5頁ト
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かけて､大幅に急増し､1880年代半ぱまでに､30以上の朝鮮人村がロシア領に築かれたこ

とをまず指檎しておく｡

　朝鮮政府も､朝鮮の宗主国であった清国政府も､ロシアヘの朝鮮人移民を阻止しようと

していた｡朝鮮の史料に基づいてロシアヘの移民阻止対策を概観したChing　Young　Choe93に

よれぱ､朝鮮北部の咸鏡道の観察使李裕元(イ･コ･ヴオン)は､朝鮮人が豆満江(図椚

江)を渡って､ロシアヘの移住を阻止する楷置を講じ､越境しようとした三人の朝鮮人を

死刑するように命令したという｡しかし､移住阻止政策の効果は低く､ロシアヘの移住が

続いていたため､咸鏡道の地方官憲や朝鮮政府は､1864~1873年に､咸鏡道において､国

境警備隊哨所の増加などの軍事･経済的措置を講じ気従来の出国禁止制度を維持するため､

朝鮮人の海外渡航を阻止していた｡

　さらに､1871年､璋春に駐屯していた清国人部隊隊長は､ロシアに渡航した朝鮮人の引

渡しをロシア官憲に求めた｡この要請は､沿海州軍務知事から東シベリア総督を通して､

宰相に昇任したA.M､ゴルチヤコフ(A｡M.Γopqal(o8)公爵まで届きはしたものの､

彼はこの要請に対する返事を､清国政府に送らなかったが､N｡P.シネーリニコフ

　(HJLCHHeJlhHHxo8)東シベリア総督には､朝鮮との通商条約の未締結を理由に､

朝鮮人の引き渡し要求は拒否すべきであると指示した95｡

　1880年代初頭には､およそ1万人の朝鮮人が沿海州に居住し､朝鮮人商人が頻繁に商取

引を行うために沿海州に渡っていたにも関わらず､彼らの法的地位を定める朝露条約は未

締結であった｡　1880年頃､ロシアの高官は､商取引を規定する協定の策定について朝鮮政

府との折衡を行ったが､朝鮮政府は､ロシア政府の提案に反応しなかった｡1882年､駐天

津ロシア領事カレル･ヴェーベル(KapJI　Be6ep)は､ロシア敦府より､朝鮮との

通商条約の締結のための交渉を行うように指示を受け､以前天津に動務していた朝鮮の高

93　Ching　You,ng　Choe,　77zg　R辿･¥z加7α~ag回パ肪4-扨7j,ル威)n2励77泗公励tj,H肛vard　university　Press,

1972,pp｡82,90.

94前掲書､84-87頁｡

95　rAHO　(イルクーツク州国立公文書館)､24-11/344､5頁;　HaAapo8　H.MaTepH-

aJlbl　K　H3yqeHHlo　ycCypH費cKoro　Kpa.a｡旦oKjlaJbl　o6眼eCTBa

H3y9eHHg　AMypcKoro　Kpa只｡BJla刄HBocTOK｡1886.,23頁,

49



宗王の顧問であったドイツ人ゲオルグ･フオン･メレンドルフ(Georg　von　Mellendorff)を

通して､朝鮮政府に条約案を伝えた｡ここでは､露清修和条約締紡に至る経緯については

述べないが､1884年に両国政府により上述の露朝修和条約が締結された96のである｡

　この条約は､1883年I1月の英朝条約を雛型にして作成され97､その第3条には､｢朝鮮

において犯罪を犯したロシア人はロシアの官憲によりロシアの法律により裁かれ懲罰され

る｣と記され､従って､ロシア人は治外法権をもっていた98.さらに､ロシア人は､その第

4条によって､5港で商取引を行う許可を取得し､第9条によって､朝鮮人を厘用する権利

も与えられた｡一方､朝鮮人のロシアヘの渡航に関しては､｢留学が奨励される｣ことの

以外に､一切触れられていなかった｡従って､朝露条約は､他の百欧列強が東アジア諸国

と結んだ条約と同様の不平等条約であった｡

　この条約により､朝鮮におけるロシア人の法的地位は明確に定められたにも関わらず､

すでにロシアに渡っていた多くの朝鮮人の法的地位は定められていなかった｡さらに､1888

年11月23日､ロシアと朝鮮との間に陸上貿易協定が調印され､ロシアに入国する朝鮮人

は､朝鮮官憲から旅券を受理し､朝露国境を渡る際､この旅券(6HJleT)を呈示すぺき

であると第2条第3項によって定められ99､朝鮮へ渡るロシア人も､同様の手続きをとられ

ねぱならなかった｡また､この協定では､｢朝鮮人が居住許可書を持たず国境を渡ろうと

96この条約の成立については､次の研究書と論文を参照されたい｡naE(　B｡双｡PoccHg　H

Kopeg,M.j979.(B.D.パク『ロシアと朝鮮』モスクワ､1979年);Yur-Bok　Lee｡　Resistance｡P�Georg

von　Mdendorfr　and　tk　Anglo-Russian　Confiict　over　Koreain　the　mjd-1880s､PoccH只　H　ATP､no｡1(3)

BJlaハH5ocTOE｡1993.C｡125パ『ロシアとアジア太平洋地域』第1(3)号､ウラジオストク､1993年､125

頁)｡

97　0nHcaHHe　KopeH｡Mock8a,1960.C｡512,527パ｢1884年6月25日締結のロシアと朝鮮

との聞の条約｣､『朝鮮の実態』モスクワ,1%O年,506頁.)

98八〇roBop　MexAy　PoccHea　M　Kopee恥3aKJI}oq　e　H　Hbla　25.06.1884

r.0nHc　aHHe　KopeH,Mo　c　･　8　a,　1　960.　C　,　5　12,　527パ｢ロシアと朝鮮との間の条約｣､1884年6

月25日『朝鮮の実態』モスクワ,1960年,512,527頁).

99丑oroBop　Mexjy　PoccHe持　H　Kopee恥3aKjHoq6HHb【a　25.06.1884

r,0nHcaHHe　KopeH｡Mock8a,1960.　C,　527パ｢ロシアと朝鮮との間の条約｣､1884年6月

25日『朝鮮の実態』モスクワ,1960年,527頁句
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する場合には､ロシア官憲が密航者を逮捕し､朝鮮へ追放する｡朝鮮政府も､居住許可書

を持たず国境を渡ろうとするロシア人を同じく追放するJIOoと定められている｡

　朝鮮政府は､この協定をめぐる交渉において､ロシア在留朝鮮人の引渡しを求め､以後

のロシアヘの渡航を厳禁すると主張したが､しかし協定において､在留朝鮮人の居住権が

認められたために､これによりはじめて､朝鮮政府は朝鮮人の在外滞在を認めたことにな

ったlol｡先に締結された朝米修和通商条約(The　Treaty　of　Amity　and　Commerce)においても､

　｢アメリカ合衆国を訪問する朝鮮の臣民の居住､不動産の賃貸､土地の購入､住宅や倉庫

の建設を国内各地で許可する｣lo2と記されたが､しかし､アメリカヘの移民の渡航が本格

化したのは､1896年であった｡従って､ロシアとの間に結ぱれた陸上貿易協定が朝鮮政府

の海外渡航を公認したきっかけとなり､出国禁止制度の廃止に向かっての重要な一歩とな

った｡

　ロシアヘの朝鮮人移民問題を取り扱う研究者の多くは､上記の陸上貿易協定において､

1884年以前にロシアヘ移住した朝鮮人のロシア国籍取得が認められたと指摘しているlo3が

現実的には､朝鮮人のロシア国籍取得に関する規則は､陸上貿易協定に規定されておらず､

この事実関係を厳密に分析したB.D.パクやA王ペトローフが指摘した通り､1891年にPf

ウンテルベルゲル沿海州知事がAXコールフ(Aぷ.KopΦ)沿アムール総督宛てに提出し

た提案書のなかにはじめて提案されており､1891年6月21日に発布された2977号指令に

よって認められたlo4.

　こうして､1888年の陸上貿易協定は､ロシアに残留する朝鮮人の法的地位を定める法律

の基礎となった｡

1oo　npa　BHJla　刄jl只　cyxOnyTHo負　ToproBjH　C　Kopee11,23.11.1888　r.

CTaTbg　2,§2-5パ｢陸上貿易協定｣1888年11月23目､第2条､§2-5.)､上掲書､528頁｡

lol　B　Jl　a　瓦H80cTolc(ウラジオストク)､No｡31.1895､I1頁.

lo2　Kj玖Hyung-chan　a必Patterson,Wayne,d7知む心7z籾加丿琲�a2,　j甜2-j夕RjG四z∂/∂g四�狗d加波

New　YOI虻Ocea皿Pubh�ions,�c｡1974.p圭

lo3例えば､原暉之『シベリア出兵一革命と干渉､1917,1922-』東京:筑摩書房,1989,16頁.

lo4　neTpo8　A.　H.(A｡Lペトローフ)､前掲書､106頁｡
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1-4-3　ロシアの対日条約とロシアにおける日本人

　沿海州がロシアによって併合される4年前の1855年に､日露通好条約によりロシア船舶

に下田､函館､長崎の三港が開港されており､同時に､ロシア在留の日本人及び日本在留

のロシア人の法的地位も定められた｡移民の保護については､第一条に｢今より後両国末

永く廣懇にして各其所領に於て互いに保護し人命は勿論什物に於ても損害はなかるべし｣

1o5とされた｡または､1858年に調印された日露修好通商条約の第16条においても､｢此後

他国の者に許容せる権は猶予なく魯西亜國へも免許すべし｡魯西亜國に於ての日本人も同

様たるべし｣と記されたl≒

　1858年から1870年初頭半までは､ロシア在留の目本人をめぐる大きな事件は生じていな

かったが､1870年代初頭には､南サハリン(樺太)で漁業に従事していた日本人に対して､

暴行事件が数回にわたって起きたlo7.例えぱ､1873年､日本人が殺害されるという事件が

発生し､また､ロシア人が日本漁民の魚網を引き上げたこともあった｡このようなことか

ら､国境を明確にした上､両国の臣民の法的地位を定める要があったlo8.

　日本の北海道開拓政策がロシア帝国の｢南下政策Jと衝突することを避けるために､日

本牧府は､国境問題を中心に､ロシアの首都サンクト･ペテルプルグヘ榎本武揚を特使と

する使節団を派遺した｡榎本武揚特使とA.M｡ゴルチヤコフ(A｡M.Γopqal(o日)外相

との交渉の結果､1875年､樺太･千島列島交換条約が締結され､ロシアが千島列島と交換

にサハリン(樺太)を手に入れ､日本との国境を画定した｡この条約には､｢『クリル』群

島十八個ヲ日本二譲り以テ『サガレン』島ノー半ト交換セリ此交換二付テ八通習二従ヒ條

約中ノーケ條二於テ､交換セル地二住スル処ノ人民ハ互二其旧主ノ萬民タル値ニテ居残ル

ノ権理ヲ認可シ､即チ第五條二於テ『交換セル地二住スル処ノ魯人日本人ハ其値其本國人

105　『日露条豹集､1855-1875』､サンクト･ペテルブルグ､1892､1頁｡

1o6上掲書､39頁.

lo7｢樺太における日本人殺害時件ノ取り調べ事情ノ件｣､外務省編『日本外交文書』､第6巻､245-346頁､

第7巻､435-436頁｡

1o8｢樺太境界談判ノ斡旋二就テハ右二関スル経緯ヲ報知アリ度旨回答ノ件｣､外務省編『日本外交文書』､

3巻､80頁｡
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タルノ分限ヲ存シテ其地二住スルトモ又ハ其本國二帰ルトモ随意タルヘシ､而シテ其値其

地二住セン事ヲ欲スル者ハ業ヲ営ム地ヲ有シ法教ヲ信スル共二自由タルノ権理得ヘク且ツ

各々交換セル地ノ新領主ノ『ジユリスジクション』ユ従ヘキ事』ト記セリ｣lo9と記されて

いた｡日本政府は､領事館をコルサコフ港に厦き､日本人はオホーツク海とカムチヤツ力

で商業取引と漁業を行う許可を得た｡

　さらに､榎本武揚は､沿海州の要地となったウラジオストク市に日本の領事館を厦くこ

とを要請したが､ロシア政府は､同港が軍港であることからこの要請を拒絶した｡しかし､

在留日本人を保護するために､領事館の代替として､日本貿易事務館の設置を許可した11o｡

その役割については､書簡において以下のように述べられている｡

我邦商人追々｢ウラジオストック｣赴く者相培候に付ては同所え通商支配人を差

出し置度右支配人は貴政府に於て如何なる御取扱振に可相成歎御掛合可申旨本扁

務卿より申趣侯

通商支配人を被差葉候事に付ては差支可無之披存候乍去右支配人は領事又は表立

たる役人性質を帯る訳には参不申只日本商人と土地顕官との間に居て諸事を取扱

ふ迄に止り侯

我沿海道地方支配向は未た萬事整頓不致侯に付若し外国人と取もつれ等相起り候

節逸々｢ウラジオストック｣又は｢プラホヴェスチンスク｣より吏員を差出し候

には参不申侯間沿海道開港場に外国領事官を愛くを差許不申訳にて候

･････我漁民『オホツク｣海及海岸に沿て漁業を営まんとする考等｢ウラジ

オストック｣に来りて免状を請ふ時にも此支配人の手を経て顔出つへし又は其漁

船の行状を監督する等凡て此者の手を経侯方双方の都合たるへく侯III

すなわち､日本政府は､極東ロシアの新しい中心地になったウラジオストクに､将来の貿

易の発展を勘案し､公任代表者を厘くことを考え､その後貿易事務官の称号をもつ｢通商

支配人｣112を派遺した｡1875年7月23日､最初の駐ウラジオストク貿易事務官瀬脇壽人

1o9外務省編『日本外交文書』､第9巻､351頁｡

1lo上掲書､358-359頁.

111上掲書.

112この公文書の｢通商支配人｣は帝国貿易事務官という称｡上掲書､358,359頁｡
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は､ロシア船コレーツ号で､ウラジオストクに到着したll3｡また､1878年には開拓使長官

黒田清隆がウラジオストクを訪れ､ウラジオストクの商港としての重要性を指摘した｡

　1895年5月27目の日露修好通商条約では､日本国内のロシア人の治外法権を定める条項

が廃止されたが､ロシア国内の日本人に関しては､自由な居住権､裁判保謨､信教の白由､

所有権が与えられ､ロシア人と欧米人並に租税の義務を牒し､兵役の義務は免除した114.

　従って､この日露修好通商条約は､在ロシア日本人と在日ロシア人の法的地位を､平等

の原則に基づいて定めていた｡沿海州とアムール州に渡った日本人は､居住の白由､不動

産の所有権を持っていたため､極東ロシア地域では､経済活動を自由に行うことができた

のである｡

144　大陸内移民の特徴

　アムール州､沿海州､サハリン島を併合したロシアは､この領土に残留した東アジア系

移民に土地の所有権､またロシア人と同等な他の権利を与えながらも､最初はロシア国籍

の取得を求めなかった｡

　東アジア諸国は､ロシアとの条約の締結をめぐる交渉に際して､ロシアヘの渡航､居住

に関してそれぞれに態度を異にしていた｡領土を割譲した清国は､清国人のロシアでの居

住権の確認を条約成立の条件にし､清朝政府の管轄権を残留の清国人に及ぽすことを求め

た｡また､朝鮮がロシアヘの朝鮮人の渡航を許可したのは､交渉でのロシア政府の圧力の

ためであった｡

　―方､日本政府は情国､朝鮮に比し有利な条件を確保し､ロシア在留の日本人が最恵国

待遇を受けることを可能にした｡

　東アジア系移民対策の変容については第三章で分析する｡

113　KaTO　Kloβ3o.CH6Hpb　l3　cepμue　gnoHua,　M,,1992.　C,　5-8(加藤九祚

『日本人の心にあるシベリア』モスクワ､1992年､5-8頁)｡

114　Bacge8H･l　n｡K)｡(Pyワスケーヴィチ)､上掲書､10-11頁｡
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1-5　第一章の結論:大陸間移民と大陸内移民:条約におけるその

　　共通点と相違点

　本土が東アジアから遠く離れたイギリス､フランス､アメリカ合衆国などは､第1-2節に

考察したように､清国や日本に圧力をかけ､世界各地における植民地経済における労働力

供給の安定化を目指して､清国人､日本人の外国人による雇用を条約港において自由化さ

せ､植民地のプランテーションにおける労働力不足を賄う清国人､日本人の海外出稼ぎを

認めさせた｡

　―方､ロシアは1858年から1884年にかけて清国､朝鮮､日本と国境を接することにな

り､他の欧米諸国とは異なり国境問題を当初から抱え込んでおり､東アジア諸国と締結し

た条約の主要な目的は､領土割譲や東方国境の画定であり､東アジア人を労働力として使

用する意回がなかった｡

　但し､ロシアが獲得した領土は､以前から国家帰属が余り明確ではなく､様々な民族が

共存しており､清国人､朝鮮人の居住地や出稼ぎ地でもあった｡そのため東アジア系移民

の法的地位が､修和粂約が締結された際の交渉の対象になった｡

　ロシア政府はその問題を解決するために上記の東アジア三国との条約において､その国

からの移民の居住権を認め､基本的に､ロシア人と同じ権利を与えた｡
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　　　　　　　　　第二章　国際関孫の中の移民

一東北アジアの国際関係における極東ロシアヘの中国人､朝鮮人､

　　　　　　　　　　　　日本人移住民-

　第一章では､移民送出国家として中国､日本､朝鮮の移民政策を中心に検封したが､本

章では､東北アジアの国際関係において東アジア系移民がどのように位置付けられるかを

分析する｡具体的には､移民受入国家(ロシア)と移民送出国家(日本､清国)との緊張

関係が東アジア系移民社会を大きく動かした以下の三つのケース､①義和団の乱がロシア

在留の清国人に与えた影響､②日露戦争がロシア在留の日本人に与えた影響､③朝鮮併合

がロシア在留の朝鮮人に与えた影響､を分析し､さらに､受入国家と移民送出国家間の関

係の変容と移民との関わりに関する総括的結論を導く｡

　第一及ぴ二節では､19世紀末から20初頭の東北アジアの国際牧治の主要な出来事である

義和団の乱及ぴ､日露戦争が東アジア系移民にどのような影饗を与えたかを分析し､引き

続き､第三節では､1905~1916年の日露関係の主要な問題となったロシアにおける朝鮮人

義勇兵の活動に焦点を絞る｡

2-1　ケース1　義和団の乱とロシア在留の情国人

　本節では､義和団の乱がロシアにおける清国人の移民社会にいかなる影響を与えたかを

見る｡

　清国人のロシアヘ移住の経緯は第四章に精細に考察するが､ここでは､移住者の数的デ

ータについて簡潔に述べる｡清国人は､1830年代から､アムール河流域で狩､漁業､薬草

の採取を行っており､1858~1860年に露清国塊が画定された時点では､すでに､アムール

州において､第一章で考察したように､44ケ所の清国人の集落があり､漢人､満州人､ダ

ウール人からなる1万人の清国臣民(1867年時点)が居住していた1.沿海州にも､およそ

1　C6opHHK　rJlaBHe負mHX　OΦHU}iaJlbHblx　μOKyMeHTOB　no　yn-

paBjleHHIO　BOCTOqHo爺CH6Hpb}o,HpKyTCK,1884.T｡L　Bbln.　1.C.8&

　(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第1巻=第1号､88頁);rpase　B｡B.KHTa負-

Ub【,Kope費ubl　H　貝noHUb【　B　npHaMypbe｡Tpyμbl　KOMaHIHpo-
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900人の清国人が定住し､さらに､夏毎にロシア領へ出稼ぎに東る清国人が数千人いた｡1885

年､沿海州当局には10.353人の清国人が外国人登録をしたが､当時の史料によると､未登

録の清国人もおよそ4,000人が居住していたという2.1888年には両州で28,276人の清国人､

さらに1897年には42,830人にまで増加していた3.

　1890年代後半の清国が混乱の状況に陥った時期にも､ロシアヘの出稼ぎは継続しており､

特に､1894~1895年の日清戦争期には､多くの清国人が労働力不足であったウスリー鉄道

工事に従事していた｡開戦とともに､その一部はロシアから母国に帰国し､その後戦時に

破壊された農家の復元に従事したが､1899年の義和団の乱の勃発直前までロシアに残留し

た清国人の総数に関して言えぱ大幅な減少はない｡

　1899年2月､義和団と称する宗教色の強い秘密結社が､｢扶清滅洋｣をスローガンとして

武装蜂起を行い､外国企業が清国に敷設した鉄道を破壊し駅舎を焼き払った｡その後､華

北では､ロシアの企業が工事していた東清鉄道が7,200万ループルの重大な損害を受けた4.

このため､日本､イギリス､アメリカ､フランス､ロシア､ドイツ､イタリア､オースト

リアの入力居は､清匡における公使館員､居留民､鉄道を保護するために軍事行動に出た｡

　アムール側のプラゴヴェセチェンスク市に駐屯していた舷隊は､1知o年7j　12　日に義和

団員の武装蜂起を制圧のため満側へ派遣され､チチハル(斉々恰奮)にいた東北第三県令

ショウ･シヤンが､ロシア軍の華北への侵入の準備が沿海侑で行われていることに対して､

プラゴヴェセチェンスク市攻撃をアムール側軍務知事K.N.グリプスキー(K｡H｡

器aHHひ蒼　no　B､鎚coqa蒼uleMy　n:oBeJleHHK}A.MypcKo鋳　9Kcne聶H-‘

uHL　Bbln｡　IL　C　n　6ユ亨12てjパV刄グラーヴエF『沿アムール地方』における中国人､朝鮮人及

ぴ回本人j『勅令により派遺されたアムール調査隊の報告』第H巻､サンクト･ペテルブルグ､1912年,､

5頁)｡

2　Makemd;Andrew｡倅はぷIL

さlbkL,　p√U;ApeeHbeハs　B,　K,{VンKフルセーニエフ八前掲書､砧-64頁;Pyaagoa　A｡

B,{A/V｡ルダコーフ)､上掲書､2頁t　Ha聶a　pひI　H｡rL　Cesepo-yeeypHaegH銭

Kpa藷｡C呑opHHK　reびrpa小H'可eぐKHX､｡T'onorpa小･H9ecKHX　H

CTaTHc↑H可ecK剱X　MaTepHaJOB　no　A3H錯｡Cn6.,1銘1C｡72j07jl気

4　HlcTopH賃　C･esepひ'BocTひqHぴro･K難Ta宛　B　17-20　唇.　　(『17~20世

紀の東4ヒ中薗史J)､前掲書､293頁｡
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｢pH6egH費)中将に通告し､脅迫した｡義和団と行動を共にする清国軍は､フ月14日

から16日にかけて､アムール河の対岸のロシア軍弾薬集積所を爆破し､およそ30人の将

兵を殺傷した｡

　この攻撃を機に､ブラゴヴェセチェンスク市に在留する清国人が武装蜂起の準備に取り

組んでいるという噂がロシア人市民の間に広がり､K.N｡グリブスキー中将は､蜂起に関す

る正確な情報を持っていなかったが､八二ツクを避けるために､清国人居留民の即時退去

を命じた｡ブラゴヴェセチェンスク市に居住していたおよそ4,000人の清国人は､ロシア官

憲に､アムール河の清国僥沿岸に泳いで渡るように求められた｡

　7月Iフ日､女性と子供を含む4,000人の清国人は､コサック軍兵士に囲まれて､アムー

ル河沿岸に送られたが､しかし､当時､架橋されておらず､ボートか筏でアムール河を渡

るしかなかった｡

　清国人の渡河に関しては､二つの説があり､ロシア人革命家レオ･ドイチ(Leo　Deutsch)

5によれぱ､ロシア人は清国人にボートも筏を与えず､清国人は泳いで渡河したため､ほと

んどの清国人が弱化した｡

　ー方､『ロンドン･タイムズ』の記者スミス･ドーレン(Smith-Dorrien)とロシア人貿易

商A｡ボグダーノフ(A.Bor,aaHo8)6によると､清国人には､筏やボートは与えられ

たが､清国側の対岸に近づいた際､清国軍がそれをロシア軍と勘違いして射撃し､3,000人

以上の死者がでた7.この悲惨な事件は､日本では､｢アムール河の流血』と喧伝され､歴史

年表に記載される程広く知られているが､ロシアではこの事件は､余り知られておらず､

歴史教科書にも記載されていないが､一部には｢プラゴヴェセチェンスク包囲｣として知

られ､情国側から砲撃が行われたことが強調されている8.

5　Deutsch｡Leo,&χな四ye4阿zηS必e池l　j　&)777e£x771�g71ceザa　Rzz,yぶzαη沢a砂&政琲£yz,Connecticut　:　Hyperion

Press,1903,332-331

6　Bor4aHOB､　A.qTo　6♭【Jlo　B　Moe貧XH3HH.KHHra3べA,ボグダーのフ『私

の人生には何があったか』第3章)Hooverl回titution　of　W肌Stanja)rd　university,　A,Bo帥mov　Collection,

7　Malozemo狸AJldrew,　op.　cit,　県138-14L

8　HHKHTHHa　K｡Ocaμ,a　BJlaroBe眼eHCKa　KHTa銭uaMH　B　1900　r｡

HCTopH･lecKH爺　BecTHHE,10,T,　122,　Cr孤,1910.　C.　204406.(K｡ニキチーナ｢1900年に
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　主として貿易や単純労働に従事していたブラゴヴェセチェンスクの清国人が実際に武装

蜂起の準備をしたことを裏付ける史料はなく､披らはロシア領で母国より高収入の職を得

て､物資的にも満ち足りた生活を放棄してまでロシア政府を倒そうとする動機は彼らには

ないと思われる｡

　アムール州軍務知事K｡N｡グリブスキー中将と異なり､沿海州軍務知事N況｡チチャゴーフ

　(H.M.tIHtlaroB)中将は､清国人居留民の武装化の噂を信じることなく､また清国

人の退去も要求せず､むしろ､｢沿海州の清国の臣民は安心して通常通り働く可能｣という

中国語とロシア語のビラを市内に貼り出すことを命令した｡事際､清国人への暴行事件が

ウラジオストクで数回にわたって起こったが､それは組織的な行動ではなく､満州への派

兵のために動員された数人の予備役軍人が引き起こした事件であり､『ウラジオストク紙』

によれぱ､ハバロフスクの警察は清国人に暴行を加えた予備役軍人から保護していた､と

いう9.

　しかし､プラゴヴェセチェンスク事件後､アムール州に在留する清国人に対する暴行事

件が各地に起き1o､清国人に対する暴行事件の情報は､極東ロシア地域内に広がり､清国人

に大きな恐怖感を抱かせたことが倚国者の増加の主因となった｡

　ロシア側の史料によれぱ､乗客の増加を望んだ中国商船会社が､この噂の出店で11､ウラ

ジオストク･芝栗線の乗客が増えたことを理由に､ウラジオストクから芝釆までの運賃を

14ループルから22.5ループルに引き上げていた｡

　いずれにせよ､この噂と予備役軍人の暴行は､ウラジオストクの清国人に不安を与え､

満州の家族とその親戚の安全を心配した清国人もおり､1900年にはおよそ10,000人12の清

おけるプラゴヴェセチェンスクの包囲戦｣『史学紀要』第10号第122巻､サンクト･ペテルブルグ､1910年､

204-206頁)｡

9　BJla4H8ocTOE　(ウラジオストク),第25号,1900年6月18日､5頁｡

lo　Pyccgoe　6oraTCT80,1900,No｡9,220439.(『ロシアの富』第9号2､20-239頁)｡

U　BJlaμH8ocTog(ウラジオストク)｡第26号,1900年6月25日､3頁,MaT8ee8H｡H,

KpaTKH荷　HcTopHqecKK費　oqepK　r｡BjlajHBocTOKa｡Bjla-

刄H8ocTOE,1990.C.270476.(N,P｡マトヴェーエフ『ウラジオストック市の歴史的概観』ウラ

ジオストク､｢ウスリー｣社､1990年,270-276頁)｡

12MaT8ee8H｡n｡(NじP｡マトヴェーエフ)､上掲書､270476頁;Pycclcoe　6oraT-
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国人が満州へ帰国した｡例えぱ､7月27日にはウラジオストクから芝栞へおよそ2,500人

の清国人が出発し13､とくに､ブラゴヴェセチェンスク市に近いゼヤ川流域に居住していた

清国人の多くが帰国した14｡残留した清国人商人の多くも､商店を閉店し､建設等の経済分

野の企業への投資を断念した｡

　また､ウラジオストクから遠く離れた沿海州の村落に居住していた清国人の多くは､ウ

ラジオストクを経由して帰国していた｡

　義和団の乱はロシアの清国人杜会に対して大きな打撃を与え､例えぱ､資産を失い帰国

したおよそ10,000人の清国人を含め､残留した清国人の貿易商も不安な状態に陥り､商業

取引を中止し､清国人社会は､これまで獲得した経済力を―気に失うことになった｡その

契機となったのは､3,000人以上の清国人が虐殺されたプラゴヴェセチェンスク事件であり､

それを再度みて､その主因を探ってみよう｡ブラゴヴェセチェンスク市に清国人が残留し

ていることを知ったチチハルの東北第三県令ショウ･シヤンは､彼らの引き上げに関する

交渉を行わず､プラゴヴェセチェンスク市を攻撃した｡K｡N.グリプスキー軍務知事も､残

留した清国人の状況を+分に調査することなく､彼らの追放命令を下し､清国側に彼らの

安全を保障しなかった｡従って､両国が清国人の在留者の安全や枚援を考慮せず､彼らを

犠牲にし､それぞれの目的を達成しようとしたと言っても過言ではない｡

　こうして､プラゴヴェセチェンスクの虐殺事件は､移民受入国家と移民送出国家との間

に戦争が生じた際､移民は､必ず､危険な状態に陥り､移民受入国家での生活の安定を喪

失する事例でもある｡

2･2　ケース2.日露戦争とロシア在留日本人

本節では､日露戦争直前の日露間の緊張状態､また戦争そのものがロシアにおける日本人

にいかなる影響を与えたかを､事実関係をおさえた上で､明らかにする｡

　1904~1905年の日露戦争は､華牝と朝鮮における日本とロシアの勢力圏分割をめぐって

勃発したが､その舞台になったのが清国と朝鮮であり､東アジア諸国の国民をもまきこみ､

cTEO√1900.No｡9,220-239パ『ロシアの富』第9号､220-239頁)によると､4,000人であった｡

!3　BJlaJH8ocTol((ウラジオストク)｡No｡31,1900年7月27日､3頁｡

14　rpaseB,B｡(V｡V｡グラーヴエ)､前掲書､I,254頁｡
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極東ロシア地域の東アジア系居留民にも大きな影響を与えた｡

　開戦直前のロシアには､およそ5,000人の日本人が在住しており､ウラジオストクには

2,875人､ニコリスク･ウスリースクには600人､ハバロフスクには250人､ニコラエフス

ク300人､プラゴヴェシチェンスクには230人､チタには40人､イルクーツク30人､ス

レーチェンスクには30人､その他各地500人が在住していた(275頁の資料4-3参照)15.

開戦の噂が流れると､日本人居留民の中には､これまで極東ロシア地域の多民族社会で成

功した日本人居留民が敵国民として扱われ､その立場が急激に変化する可能性のあること

を想定した者もいたが､開戦に至らないと期待し､最後まで引き上げの準備をしなかった

者もいる16.例えぱ､ハバロフスク在住の宮本七三郎は､｢日露開戦の噂はあったが､ロシ

ア人･中国人ともにこれを単なる杞憂とみる向きが多く､従ってそれまでに引き上げるも

のはなかった｣と語った17｡商店の所有者であった多くの日本人は､数年にわたって形成し

てきた財産を捨て帰国することを考えていなかったであろう｡

　しかし､1904年1月､日露関係の緊張が高まり､在住日本人に対するロシア官憲の態度

が変わった｡例えぱ､同月4日､太平洋艦隊の基地の旅順からウラジオストクに帰国した

テレンチエフ(TepeHTbe8)海軍少将の命令により､ロシア国家機関に勤務してい

た日本人全員が解雇された｡例えぱ､義勇艦隊浦潮支店事務員戸田仁蔵も､｢支店長ノ信用

厚カリ｣であったが､開戦になれぱ､日本軍と協力すると疑われ解雇されたi8.

　日本人の引き揚げは翌月初旬から始まり､2月2日には､在浦潮日本貿易事務官川上俊彦

は､イギリス籍アフリッジ号でウラジオストクに到着した日本郵船会社ウラジオストク支

店長代理平島謙三と話し合った後､同日深夜12時､居留民会会長川遵虎を通じて､居留民

会代議員の41名を召集した19.川上貿易事務官は､平島謙三支店長代理からどのような情

報を得たか不明であるが､1903年から､日本外務省の依頼を受けて､極東ロシア地域に関

15佐々木静吾『川上俊彦君を憶ふ』1936年.

16杉山公子｢浦潮に生きた人々一引き上げと再渡航-｣『セーヴェル』第6号､30-33頁,

17上掲書､30頁｡

18貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村寿太郎宛､明治37年1月19日､｢露国官衝並義勇艦隊堰本

邦人解雇―件｣外務省外交史料館所薫､3,8斗28,

!9杉山公子､前掲書､31頁,

61



する情報収集を行っており2o､日本の陸海軍が1902年8.月から対露作戦を研究している21こ

とと､開戦の計画を知っていたと思われる｡捉って､このため､1904年1月中句には､極

東ロシア各地の日本人にすみやかな帰国を求めた22.おそらく､日本の外務省は､2月2日

に平島謙三支店長代理から開戦の日付を含む詳しい情報を得た上､在留日本人の引き揚げ

を命令したと思われる｡

　川上貿易事務官は､混乱を避けるために日本人の引き揚げの組織化をぱかり､居留民会

代議員集会で居留民全員の引き揚げを決定した後､職業別の各部の副部長が居留民に連絡

し､夜明けまでに全員に通知した｡さらに､川上貿易事務官は､極東ロシア各地とハルピ

ンの民会宛てに引き揚げを通知する電報が打ち､2月3則こは､家財､商品を杉浦商店に運

ぴ倉庫に預けた居留民もいたが､中国人､ロシア人に売却した居留民もいた23.

　2月4日､A｡M.コリュバーキン(A｡M｡KOJI･6aKHH)沿海州軍務知事(在1903-1905

年)は､引き揚げの準備に対して不満を示し､川上貿易事務官に､日本人の引き揚げを中

止するように要請したが､拒否された｡

　日本人居留民の引き揚げは､二回にわたって行われた｡第1回目は､2月5日､ウラジオ

ストク在住目本人の7害q､ニコリスク･ウスリースクの全員､ハパロフスクの一部､あわ

せておよそ3,000人が､イギリス籍アフリッジ号に､乗船し､翌日の6日に出港した｡

　2月6日の夜､日本外務省から引き揚げ指令を受けた川上貿易事務官は､残った1,500人

の引き揚げのため､居留民会会長川遵虎､菊地軍三郎､室田百―郎､松本協､真藤繁司(留

学生)､福田詮次(留学生)､その他2名からなる民会幹部を組織し､15,000円の船賃前払

いをしてドイツ系クンスト･アルベリス商会が所有していたバタヴィア号をチャーターし

2o稲葉千春｢川上俊彦文書と日露戦争:ウラジヴオストーク海軍スパイ活動』(成文社､リレーエッセイ

No,17)､稲葉千春助教授ホームページ(http://www,urban｡meijo･u,aejp/zchiharu/inaba1,html),

21『日露戦争』太平洋戦争研究会､1999年､26頁｡

22双enemH　Ko1MaH刄y}oLu:e　r　O　xa　･6　a　poBCKOro　BoeHHOro　oKpyra

pyccKoj4y　HaMecTHHKy　B　MaHI,qxypHH　OT　20　H　22.0L1904　r.ほH　T｡

no:只noHHI　H　PoccHjI　Ha　3ape　20　8.C｡508.(ハバロフスク軍務管区指揮官よ

り襖州のロシア代官宛至急電､1904年1月20日､22日『20世紀初頭におけるロシアと日本』､前掲書､

5ひ8頁｡)

23杉山公子､前掲書､31頁｡
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た代民会幹部､そして居留民会の青年部隊は､荷物の持ち込みを含めて乗船を監督してい

た｡2月13日､バタヴィア号は､ウラジオストク港を後にした｡

　川上俊彦貿易事務官の報告書によれぱ､ロシアに残ることを決心した少数の日本人を除

いて25､ウラジオストクに集った残留日本人のほとんどが出国した26｡残留したのは､シベ

リアの奥地のおよそ100人の日本人であった｡例えぱ､イルクーツク市の19人の日本人は

1904年3月にロシア官憲によりチタ市に追放され､そこで､他のチタ市に在留する日本人

の29名とともに引き揚げのチヤンスを待っていた｡彼ら以外に出国できなかった数十人の

日本人がシベリア各地におり27､さらに､サハリン島のコルサコフ市にもおよそ600人の日

本人が残留していた28.

　在ロシア大使館と領事館を閉鎖した日本政府は､ロシアに残留した日本人の保護を､中

立国家であったアメリカ合衆国の外務省に要請することを開戦三日前に決意し､外務大匝

小村寿太郎とアメリカ国務長官に伝えた29.なぜ残留者の保撞がアメリカ合衆国に要請され

24クンスト･アルベリス商会が船賃として求めた15.000円を支払うために､川上貿易事務官は5,000円､

杉浦龍吉は2.000円､引揚者は約10,000ルーブルを集めた｡当時､Dレーブルは1.5円であった｡上掲書､

32頁.

25それは､浦潮警察署雇通弁仁科岩次郎､東洋学院教師前田清嗣､浦潮鎮守府雇時計師竹内仙次､義勇艦

隊雇陀手某の4名であった｡貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村寿太郎宛書簡､明治37年2月14

日､r露国官衝並義勇艦隊雇本邦人解雇一件｣外務省外交史料館所蔵､3-8428そのうち､前m清嗣は､

1878年三重県生まれ､東京帝国大学の卒業後1900年10月に東洋大に日本語教師として就職した｡日露戦

争時にもこの仕事に従事していた｡　1907年5月3日､前田清嗣は､妻の治療及ぴ日本語活宇購入のために､

日本帰国中に､黒竜会会員今村正太郎に暗殺された｡XH,lga　CHHI,HTH｡ne　p8hlii　Jek-

To･p-lnoHeU　Bo　c　TotIHo　ro　HH　C　TMTyTa｡H3BecTH只　BocToq-

Horo　nHc7HTyTa,砲1,　BJla及H8ocTol(,1994,　C,　48-50,　(檜山真-｢東洋大学の最初

の日本人講師｣､『東洋学院紀要』､ウラジオストク､1994年､1号､48-50頁),

26貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村寿太郎宛書簡､明治37年2月14日､｢露国官街並纒勇艦隊

雇本邦人解雇一件』外務省外交史料館所蔵､3-8448.

27　Takahira　to　Hay｡　March　19,　1904,　Papers　Relぬ4to訟Foreign　Relations　of　U.S｡1904,Washhlgton,1905,｡

pp431432.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

28　Tabhira　to　Hay,　Mafch　24,　1夕04,1bid,｡pp･432433,

29　Tekgram　Received　by　the　JapalleseMini細rnrom　hls　Govemment　on　Februry　7,　1904.Handed狛t秘Secretary

of　State,　lbid,,　p,430,
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たであろうか｡おそらく､19世紀末の中近東をめぐ‰露英関係が極めて緊張していたこ

と､また､日本敦府は､三居干渉{1895年)のこともあり､ロシアに残蜃した日本人の保

護を任せることができなかったと思われる｡いずれにせよ､日本政府ぱ､海外の日本人の

保護を重視レ戦時においても､できる限り日本人の保護に努めたと思われる｡

　外務大匝小村寿太郎は､中米大使高平小五郎を通して､アメリカ合衆国国務省にロシア

残蜃日本人の引き揚げの協力を要請した｡この要請を受入れたJ瀦うイ(1M､Hay)国務長

官は､駐ロアメジカ大使マッコーミク(MCG)rmick》に､樺太の在コルサコフ日本領事館職

員の2名､居留民の600名を出薗地させるための楷置を講じるように指令した3o｡マツコミ

ーク大使が行っ吏ロシア政府との交捗の結果､シベリア各地における日本人も､サハリン

島のコルサコフ残留の日本人も､5月の運行再開後に申立船での帰薗が許可された31.とこ

ろが､日本海が戦争の舞台になったために､ロシア政府は残留日本人を日本海を経て帰国

させることを禁じ､サンクト･ペテルプルグやョーロッパ経由での帰匡のみを許可した｡

そのため､1904年10月､800人の日本人がサンクト.ペテルプルグを経由して､駐ロシア

アメリカ大使マッコーミクの協力を得て､ベルリン､プレーメン市を経由して帰国した32.

マッコーミク大使は､ドイツを経由する日本人にベルリンにおいて就職先を探すことも進

めた33が､ベルリンで就職して残った日本人がいたかどうか不明である｡

　日本の勝利に終わった目露戦争は､しかしながら極東ロシアの日本人社会の崩壊の原因

となった｡ウラジオストクに残留することを決心した者を除いて日本人のほとんどは日本

に帰国した｡日本人居留民は､前もって引き揚げが準備され実施されたために､死傷者も

なく､上述した義和団の乱の際の清国人の虐殺と比べて､極めて円滑に帰国が可能となり､

ここに､清国と日本の両攻府の海外在留者に関する管理や保護の性格の相違が明らかにな

ろう｡

　言うまでもなく､日本に帰国した居留民はロシア在住の間に蓄積した財産も職も失い帰

30

31

32

33

TIQlh2ira　to　Hay｡　March　24,　1904　:　lbid,｡　pp,432433･

Loomis　to　Takahira,　Apri115,1904　:　lbid,,pp434431

Takahira　to　Hay｡　Oetober　1　1.　1904　:　lbid,｡p,436,

Loomis　to　Takahim,　March　19.　1904:lbid.,pp｡432433.
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国したため､母国ではゼロから生活をはじめることになった｡従って､移民受入国家と移

民送出国家間の戦争は､少なくとも､移民に不利益を与え､本節で分析したケースでは､

移民社会の崩壊､生活様式の激変の原因となった｡

2-3　ケース3.朝鮮併合とロシアの朝鮮人移民､190S~1910年

　第2-1　･　2-2　節では､ロシアに在留する清国人､日本人を中心にしたが､本節では､

1905年以降に台頭した朝鮮人民族独立運動が極東ロシアにおける全体の東アジア系移

民社会､とりわけ朝鮮人社会にいかなる影響を与えたか､またこの運動が､北東アジア

の国際関係にいかなる役割を果たしたかを明らかにする｡

　2J-1　ロシアの沿海州における朝鮮人社会と独立運動

　本節では､日本による朝鮮の植民地化を概観した上､義兵運動がロシアの朝鮮人社会を

いかに変容させたかを考察する｡

　日露戦争勃発後､日本による朝鮮の核民地化が進み､1904年8月22日に調印された｢第

一次日韓条約｣には､朝鮮政府が､外交上の問題を審議する際､日本が推薦する外交顧問

を通じて､日本と協議した上､この問題を可決するとされていた｡さらに､日露戦争終結

直後､1905年11月17　1ヨに調印された｢第二次日韓条約｣によって､日本の外務省が朝鮮

の外交権を簒奪した｡すなわち､日本は､朝鮮に｢保護権｣を確立したことにより､その

外交権を獲得した｡

　これに対し､朝鮮国王高宗(コジョン)は､1907年6月にオランダのハーグで開催され

た第2回万国平和会議に密使(李相高､李脩､李璋扱)を派遣し､朝鮮が日本の支配下に

おかれることの不当性を訴え､1905年の日韓保護条約の無効を列強が確認することを求め

たが､朝鮮が外交権を喪失しているという理由により列強諸国の支持は得られなかった｡

日本はこの事件を契機に朝鮮の内政に関する全権の掌握をはかった｡

　1907年7月には､1905年12刃に設立された韓国統監府と李完用内閣は国王高宗に退位

を強要し､新皇帝の純宗(スンジョン)が即位した｡さらに､同月24日､韓国統監府と李

完用内閣との間に｢第三次日韓協約｣(丁未七条約)が調印され､当該協約附属の秘密覚書

によって､朝鮮軍解散が取り決められた｡
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　朝鮮における日本の支配に灰対した朝鮮民衆､旧大官､旧朝鮮軍の軍人等は､義兵部隊

を成立し､武装蜂起した｡1907年8月1日､朝鮮軍の解散後､ソウルの鎮衛二個大隊が蜂

起し､各地の鎮衛隊も蜂起し､一気に義兵による戦闘が盛りあがった仇義兵の多くは､朝

鮮中部の山間地帯を拠点にその活動を広げたが､海外に移住した義兵もあり､その移住先

は､中国北部(満州)､アメリカ合衆国(ハワイとカリフオルニア州)､ロシアの沿海州

であった｡ソウルの独立運動の指導者たちは､満州とアメリカ合衆国の独立運動の組織と

協力していたが､ウラジオストクの｢新韓村｣と通称されていた朝鮮人街では､親露派が

勢力を持っていたために､ウラジオストクを避けていた35｡親露派の指揮者旧｢間島管理使｣

李範允36は､日露戦争時には朝鮮北部の咸鏡北道において､朝鮮人義勇兵を組織して第二次

東シペリア歩兵師団長アニシーモフ(AHHeHlvlo8)将軍の下で日本軍と戦っていた37.

‐方､独立運動の指導者の多くはロシア軍の朝鮮への干渉を恐れ､日本軍を支持していた｡

ソウルの指導者と李範允との関係は､これまでに発見された史料によっても不明であり､

かなり複雑であったと思われる｡また､上記の李相高38を含む朝鮮人亡命者の一部ぱロシア

の沿海州へ亡命した｡

　次に､1909年に伊藤博文を暗殺した安重根は､28才の1907年8づ引こ朝鮮国内の山岳ゲ

リラに参加し､1908年6月､満州の間島で200~300人の兵士からなる｢連合大韓義軍｣の

参謀中将に選ぱれ､満州から豆満江を渡河し､咸鏡北道へ出撃､日本軍の哨所を襲撃した

りしたが､彼の義軍団は､武器弾薬の不足のために四散したが39､それは､日本軍の｢間島

匪賊掃討作戦｣にあり､7万人の義兵軍が―掃されていたからである｡また､間島地方へ韓

国統監府派の一進会会員4oの数百人が派遺され､義兵の武装闘争は止み､ー進会の会員は､

34佐木逢三『伊藤博文と安重根』文齢春秋､1994年､20頁｡

35韓碩青著､金容権訳『安重根』､第2部､作品社､1995年､204頁.

恥李範允､I如2年に大韓民国攻府によって､『管理使｣として､朝鮮人の定着的移民の多くが居住してい

た吉林省の『聞島｣地方へ派遣された｡

37和田=春樹r日露逃亡犯罪人引渡条約附属秘密宜言書』『社会科学研究』第27巻第4号､東京大学社会科学

研究所､1976年､%頁,

38李僑は､ロシアに亡命した直後自決｡

39佐木逢三､前掲書､21頁｡

4oー進会は､1904年8月､黒竜会主幹内田良平の協力で､朝鮮の親日組織として形成され､翌1905年､
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朝鮮統監府の勅命によって､朝鮮人村の村長､警官として勤務するようになった41.ところ

で約三ヵ月間､吉林から延吉まで間島一円をまわった安重根は､武装闘争に意欲的な同志

を集めることに失敗したため42､1908年11月末には､ポシエット区のノヴオキエフスコエ

村で同志を集め､｢断指同盟｣を提唱し仇李範允に協力しはじめた｡

　李範允は､1906年､700人の朝鮮人義兵部隊を率い､沿海州へ移動しており44､沿海州の

ポシエット(俎秋)とウラジオストク市に拠点をもち､朝鮮の北部の日本軍を攻撃する計

画をたてた｡李範允､洪範図､崔在亨(ロシア語名ツオイ･ピョートル･セミョーノヴィ

チ=ほoa　HeT｡CegeHo8Hq)45などは､新しい義兵部隊の編成に着手し､李範允

はウラジオストクで､崔在亨はポシエットでその活動を行っていた｡一方､安重根､金基

龍､田明雲(チョン･ミョン･ウン)などの義兵指導者は､沿海州―帯の朝鮮人の村を巡

り､居留民に対し義兵部隊に参加するように呼びかけていた46｡

　李範允は､ロシア在留の朝鮮人義兵を組織化するために､1906年のぷ下の回状47は､あら

ゆる方法を使って､ロシア在留の朝鮮人を義兵部隊に入隊させようとしたことを裏付けて

いる｡この回状は重要な史料であると考えられ､その訳文を引用する(ロシア語の原文は､

朝鮮殖民地化の動きが本格化するにつれ､日本の政策を支持する運動を､朝鮮国内､満州､ロシアの沿海

州で活発に展開した.

41　CMHpHOB　E｡B｡φjlyry,HOB　OK封e　B　C　K　oe,26.09.1908.Po　c　c　H負cKH費

rocyzlapcTBeHHb【li　HCTopHqecKHa　apxHB　刄aJlbHe　ro　Boc-

Tol(a(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､(以下にPrHA丑B)､1-3-II60､161-162頁｡

42韓碩青､前揚書､204頁.

43佐木隆三､前掲書､21-22頁.

44　nal(　B｡双.(B｡Dパク)､前掲書､1100頁｡

45崔在亨(ロシア語名ツオイ･ピョートル･セミョーノヴィチ=Uo負netp　CegeHo8Hq)

は､10歳からロシアに滞在し､中･高等教育を受けた.

46韓碩青､前掲書｡

47　1910年10月に逮捕され尋問を受けた李範允は回状を回したことを認めず､ロシア官憲がそれについて

緻密な取調ぺを行わなかったために､李範允が回状を作成したとする証拠は不足しているが､筆者は李範

允の以外にこれを作成する理由のある人物はいないと考えている｡npoTol(oJl　aonpoca

JIH　B　oxloH　a　No｡　2.(｢李範允の審問調書第2号｣)､PrHA皿B(国立ロシア歴史公文書館極東

支郎)､1-10-327､2,3頁､1-11,73､61頁｡
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資料2-8､本論文の254-255頁参照)｡

国王陛下は､私を間島の管理使に委任して頂きました｡私は､ウラジオストクの

知事[沿海州軍務知事]と交渉をしながら､国民会という組織を設けました｡こ

の組織の目的は､我が国の独立を取り戻すことにあります｡

　沿海州に居住している兄弟たちは､我々の祖国を枚う仕事に協力して下さい｡

我々の先祖が朝鮮の山に眠っていることを忘れないで下さい｡祖国を離れた兄弟

達よ｡暮らしに困ることなく､外国に居住しているあなたがたは､祖国を忘れて

もいいのだろうか｡

　私は洪範図を朝鮮人義兵隊長に任命し､彼洪範図に寄付を募金と銃で集めるこ

とを委託します｡ロシア国籍を有する朝鮮人の全員に､銃と銃弾を彼に届ける時

には､洪範図に絶対的に従うように要求します｡その命令を遂行しない者につい

ては､処罰を与えるため､直ちに軍務知事に報告することにします｡

　沿海州に居住する朝鮮人の全員に団結し､必ず我々が企てた目的を実行するこ

とを析る｡朝鮮への帰国後､祖国の救出に特に協力した者は､表彰されよう｡

　黄色人種は､いつまでも黄色人種であり､外国に何年滞在しても白色人種には

なれないことを覚えておいてください｡

4201年8月20日

李範允管理使

　李範允は､この回状のなかで､ロシアに定住した朝鮮人を処罰してまで義兵活動への協

力を求め､協力しない者は処罰するように沿海州軍務知事に通報すると述べているが､実

際は､2-5-5節において詳述するように､ロシア官憲は朝鮮人義兵の協力要請を拒否した｡

　しかし､李範允は､以下に述べるように､ロシア在留の朝鮮人を強制的に義兵活動に協

力させた｡李範允と洪範図義兵部隊長は､沿海州の朝鮮人村をまわった｡しかし､満州の

朝鮮人と同様に､沿海州の朝鮮人農民の多くは､祖国の独立に対して期待を持っているに

すぎず､実際に銃剣をとって武装闘争に参加することはなかった｡義兵募集の活動の結果､

1,000余名の朝鮮人青年が義兵になる意志を示したものの､その多くは日露戦争以降にロシ

アに渡って困窮に陥った朝鮮人であった｡言うまでもなく､この新しい部隊への兵器､食

料品の供給問題が生じた｡韓碩青恂こよれぱ､ロシア官憲が朝鮮人義兵に新型の兵器を供給

48韓碩青､前掲書､214.219,223頁｡
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したとしているが､筆者は､これまでそれを裏付ける史料を発見し得ておらず､ロシア政

府からの援助はなかったと考えている｡加えて､朝鮮人義兵への武器供給白体が､ロシア

政府の対外政策の方針と矛盾していることもあり､これについては2-3-5節において精細に

考察する｡

　さらに､沿海州の朝鮮人義兵には､食料品､衣服､武器などの供給が必要であり､それ

らは在ロシアの朝鮮人移民が集めていた｡金承化(キム･シン･ホウワ=KHlvI　C6IH　X8

a)によれぱ､沿海州のスチヤーン地区では､1907年にフ,000ルーブルと銃260丁を集め､

ポシエット地区では10,000ループルが集まったという49.

　RDノ{クによれぱ､李範允の部隊は､4,000人の規模であり､そのうち1,000人ほどが､

1906年から朝鮮に配備された日本軍守備隊を攻撃していた5o｡朝鮮国内の義兵軍の武装運動

がピークを迎えた1908年初頭､洪範図が指揮していた沿海州の義兵部隊は､成山市の日本

軍守備隊の部隊を敗北させた51.当時､朝鮮国内で武装闘争を行っていた義兵の総数は1907

年にはおよそ44,000人52､1908年には69,804人53であり､沿海州から出撃した義兵の数は

割合的には少ないのは明らかである｡

　ロシアの朝鮮人義兵は､睦相寺内正毅､前韓国公使三浦悟楼等の日本高官の暗殺を準備

していた≒成功した事例としては､沿海州において義兵の組織化などの反日活動を行って

いた安重根が､義兵の武装運動が日本軍によって壊滅的打撃を受けて､1909年の秋に､ハ

49　KMM　CblH　XB　a｡Otl　epKH　no　HCTopHH　coBeTCKHX　Kope鈍UeB｡

AJll4　a･AT　a,　1965パ金承化『ソヴィエトの朝鮮人史概要』アルマ･アタ､1965年)､69頁;nal(　B.双｡

Kopeiiubl　8　PoccH費cgoR　H14nepHH.Mocl(8　a｡　1993パB｡D.パク『ロシア帝国の

朝鮮人』モスクワ､1993､166頁)｡

5o沿海州から出撃していた義兵総数に関しては､史料によって､20名から4,000名までの様々な数宇が取

り上げられている｡naKB.双｡Kopea､ubl　8　Poc　cHacKo銭　HMnepHH(B｡D｡パク

『ロシア帝国の朝鮮人』)､上掲書､168,169頁;韓碩青､前掲書､224頁｡

51韓碩青､上掲書､224頁｡

52　Ki4)aik　Lee,　A　New　History　of　Korea,　Hamrd　university　Pressj　984.　pバ317,

53　KHX　CblH　X8　a(金承化)､前掲書､71頁｡

54劉孝鐘｢極東ロシアにおける朝鮮民族運動-『韓国併合』から第一次世界大戦の勃発まで-｣『朝鮮史

研究会論文集』第22号･､1985年3月､朝鮮史研究会に､138頁｡
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ルピンでV､N､ココフツオフ(B才LKO　E　O　E､ue8)大蔵相と会談を行うために､伊藤博

文旧朝鮮総督が華北を訪れることを知り､同年10頂26目､ハルピン駅で伊藤博文を暗殺

したことを挙げることができる｡

　伊藤博文の暗殺は､内外朝鮮人義兵に大きな影響を与え､新たに､ロシアの朝鮮人社会

を動揺させた｡朝鮮併合直後の1910年7月､李範允は､全ての義兵部隊をいわゆる｢十三

道義軍｣に組織しており､再進攻の準備を急いでおり55､再び､沿海州の朝鮮人部落をまわ

ってみたが､しかし､李範允と洪範図は武装闘争に意欲ある同志を集めることに失敗した｡

　2ふ2　朝鮮人移民の組織化と攻治活動

　政治亡命者が流入したことによって､これまで襲民が主体であった極東ロシアの朝鮮人

杜会は動揺が生じ､その社会構成は多様化してきた｡それについて､ロシア外務省全権V｡V､

グラーヴエは､20世紀初頭のウラジオストクの『新韓村｣にふれて､次ぎのように述べて

いる｡f新韓村は､朝鮮の現在の国家体制に反対している朝鮮人､政治亡命者などの母国で

の滞在が命に危険である者が集中している場所である｡ここには､ロシア国籍を持ってい

る教養のある裕福な朝鮮人が住んでおり､[ウラジオストク]市とウラジオストク港で就

労している朝鮮人の非熟練労働者も身を寄せていた｣≒こうして､沿海州における朝鮮人

社会では､これまでほとんど表面化しなかった政治的活動が活発化するようになった｡

　ウラジオストクの朝鮮人ば､新民会､西友学会､朝鮮国民会(クン･ミン･フヴエ)､勧

業会(クヴオ･ノプ･フヴエ)など幾つかの協会に組織化されていた｡このうち､1909年1

月にウラジオストクに設立された朝鮮国民会の支部は､最も多くの朝鮮人を組織化した｡

朝鮮国民会は､アメリカ合衆国のハワイ領とカリフオルニア州で組織され､1910年､ハワ

イには56支部､カリフオルニア州には9支部､メキシコには2支部､極東ロシア地域と東

シベリアには12支部があった57｡また､ハワイには､1909年に合成協会が設立された｡

肺劉孝鐘､上掲書､160頁;PrHA刀LB(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､l-ll-73､14頁.

肺rp=a[e･　B｡B｡(vyグラーヴエ)､前揚書､183　-1斜頁｡

57　naKBJI,Kopぞ負u,bt　8　PoccH11cKo費ヽHMnepHH(B｡Dノぐク『ロシア帝国の朝鮮

人』)､前掲書､201,2{}9頁｡
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　ロシアの朝鮮国民会は､ウラジオストク､ニコリスク(現ウスリースク)､イマン､ハ

バロフスク､プラゴヴェスチェンスク､イルクーツク､チューメニ､クラスノヤールスク､

ヴェルフネウディーンスク(現ウラン･ウデ)､チタなどにあり､支部の数ぱ､1914年に33

まで増えた｡朝鮮国民会の規約の第2条には､その目的として朝鮮における日本支配を打

倒すことと､朝鮮の独立運動を再興することである58.従って､朝鮮国民会は､極東ロシア

の朝鮮人を独立民族運動に参加させようとし､例えぱ､1910年8月17日､朝鮮国民会によ

る新韓村の朝鮮人居住者の集会では､日本による朝鮮併合の不当性をイギリス､ドイツ､

アメリカ合衆国､ロシア､オーストリア=ハンガリー､オランダ､イタリア､中国の各国

政府に訴える宜言が出され､それに2,324人が暑名した59.

　しかし､劉孝鐘によれぱ､朝鮮国民会の活動がピークを途した1910年直後､その指導者

に対して｢朝鮮人内部やロシア当局からの反発と警戒という要因が働いて｣6oおり､その内

部には､学校の設立などの啓蒙活動を中心にした者と武力闘争を呼びかける義勇兵との対

立が表面化した｡そのため､勧業会61という朝鮮人の新しい組織は､1911年5　J3　20　に517

名が出席した第1回総会を行い､さらに､1911年11月10日に沿海州管理局に正式に登録

された｡

　しかし､勧業会にも､ソウル派と平壌(ピョンヤン)派があり､朝鮮人社会のリーダシ

ップを巡って争っており62､この組織の活動も困難であった｡その活動の目的も､在ロシア

朝鮮人の統一か抗日運動の促進であったかも不明である｡その規約では､労働への敬意の

58　Patterson｡Wayne,　Futel　Senjin　:　Japan　and　‘Rdbとmous　Koreans'　ln　Hawaii,　1905-1925.　The　Paper　presented　at

the　Th汝IAn皿al　Asian　Stud治Confbrence　Japan｡　Sophja　U11iversity,　Tokyo,Jue　26,　1999,p,1L

59　ABn　PH.　4)｣50,t　210.　爪141.(ロシア外交史料館､150-210､141頁)｡宣言書は､資料に引用

されている｡宣言書の朝鮮語と英語は､尹炳爽『李相局博』―潮閣､1984年､135-137頁､日本語への翻

訳は､｢大鳥より小村宛ての機密韓第44号｣外務省日本外交史料館所蔵｡劉孝鐘､前掲書より引用｡

6o劉孝鐘､上掲書､151頁｡

61｢朝鮮人ノ海外移住並移住者情態取澗―件｣外務雀日本外交史料館所蔵､3-8ふ267.94頁;劉孝鐘､上掲

審､150-157頁｡

62　naKB,双.KopeiluM　B　Pocc}{数c　lo負　HgnepHH(B｡D｡パク『ロシア帝国の朝鮮

人』)､前掲書､212頁｡
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養成及ぴ教育の促進が目的とされ63､その集会などの議事録はロシア語で作成されると規定

されたが､日本側の史料には､この組織の実際の目的が｢浦潮地方排日派ノ教育ヲ奨励シ

完全ナル国民性ヲ養成スル｣64とある｡勧業会の幹部は李範允､洪範回､崔在亨などの義勇

兵指導者からなり､その活動は啓蒙活動に限られていたとは考えがたい｡また､勧業会の

創立にはウスリー鉄道憲兵隊長セルバコーフ(阻ep6ako8)が関与しており､その活

動は､ある程度ロシア当局によってコントロールされていたと考えられ65､したがって､再

び武装闘争を行う余裕がなかったであろう｡

　朝鮮では､1907年に布告された｢新聞紙法』恂こよって､“17he　KOreaDaily　News"　など

の朝鮮国内の新聞は厳しい検閲をうけることになったため､日本の支配を批判していた新

聞の刊行が不可能となった｡これに伴い､日本の支配に反対する朝鮮人は､海外で新聞を

創刊した｡ロシアの沿海州では､朝鮮人啓発者李剛(イ･ガン)67などが朝鮮統監府の内外

政策を強く批判し､朝鮮語新聞を創刊した｡この新聞は､1908年2月26日~7月に『海潮

新聞』､1908~1910年8月24日に『大東共報』､1911年5月5日~1911年9月2日まで

『大洋報』､1912年3月~1914年9月に『国民新聞』68として4回にわたって､改名して

刊行を続けていた｡『海潮新聞』の初代社長は､韓国人共済会長の崔鳳俊であった69｡また､

チタ市において､朝鮮語雑誌『大韓人正教』(ロシア語名『npa8oeJla8He』)は､

63　　｢朝鮮人ノ海外移住並移住者情態取調一件｣外務省日本外交史料館所蔵､3-8ふ267,95頁;劉孝鐘､前

掲書､151頁｡

64　『朝鮮人ノ海外移住並移住者情態取調一件｣外務省日本外交史料館所蔵､3-8ふ267,92頁.

65　PrHA　八B(極東地域国立ロシア歴史公文書館),11-1,681.35頁;neTpo8　AJI.Kopen-

cKa只　aHacnopa　B　PoccHH,1897,1917　r　r≒　BJlaμHBocTO　K｡2001.C｡290-295.

　仄Lペートロフ『ロシアの朝鮮人移民､1897~1917年』､ウラジオストク､2001年､290-295頁)｡

66｢新聞紙法｣『朝鮮法令集覧』朝鮮総督府､19･15年､15-23頁｡

67李剛(イ･ガン)は､帰化した朝鮮人で､1907年にモスクワに留学､ウラジオストクヘの途中にサン･

フランシスコで｢スティーブソン暗殺事件｣に出会い､『海潮新聞』にそれについての記事を掲載した

68　S呻ha･｡John｡上掲書､367頁J911年5月21日付けの『yccypH4cKa只　OKpaHHa』(ウ

スリー辺境)には､『大洋報』と『国民新聞』が同時に創刊の許可を取得したと述べられたが､それは､誤

解であろう｡

69佐木逢三､前掲書､38頁｡
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1912年,12月20日から第一次世界大戦の勃発まで刊行されていた7o｡

　ロシア政府は日本政府の要求に応じて反日運動を阻止する楷置を取り､例えば､｢ステ

イーブンス暗殺事件｣71の報道については､犯人を称賛する記事を大々的に掲載した『海潮

新聞』のわずか五ヵ月での廃刊などにそれは現れている72.

　さらに､1910年8月21日､『大東共報』は､朝鮮人独立運動支援のため､｢露清阿国在

留同胞二警告ス｣と題する論説を載せ､｢血を流すこと｣を呼びかけた73.その三日後の1910

年8月24日には､日本外務省の要請を受けて､｢朝鮮併合を反対し武装蜂起を呼びかけた｣

ことを理由に､沿アムール総督は､『大東共報』の廃刊を命じている74.『大東共報』の廃

刊直後､李剛は､義勇兵の指導者である崔在亨が社長になった『大洋報』を創刊し､また

廃刊が命じられる可能性があったにも関わらず､N.Lゴンダッチ(HJ汀oH4aTTH)

沿アムール総督宛ての1911年4月26日付けの文書で､『大洋報』は極東地域において､

　｢スパイ活動と武力を行使する日本政府の政策を挫折させる｣ことを目的とすると語った75.

　『大洋報』の第1号は､ロシア当局の許可を得た直後の1911年6月5日に出版されたが､

3年後の1914年8刃7日､朝鮮国民会が解散させられた際に､沿海州軍務知事の指令によ

70　｢朝鮮人ノ海外移住並移住者情態取調一件｣外務省日本外交史料館所蔵､3-8-2,267,91頁

71日本攻府のアメリカ人外交顧問､1908年に､オークランド駅で張仁煩と日門安により暗殺された.

72例えぱ､1908年3月21日､『海潮新聞』の『以和為和｣という安重根の記事が掲載された｡佐木逢三､

前掲書､3840頁｡

73劉孝鐘､前掲書､138頁､

74　PΓHA双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､24↓6､73頁;naE　B｡瓦　H3　Hc-

TopHH　9MHrpaHTCKo費　n　e　q　a　T　H　(1909-1914)｡HapoahI　A3HH　H

Aφp　H4　H｡砥3,1956,Mocg8EC.1フ6パB｡D.パク｢移民新聞史､1909~1914年｣『アジアとアフ

リカの諸国民』第3号､1956年､176頁);｢朝鮮人ノ海外移住並移住者情態取調一件｣外務省日本外交

史料館所蔵､3-8ふ267,85頁;BecTHHI(A3HH(『アジア通報』)､ハルピン､第6号､1910年､

149頁,

75　PΓHAμB(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､Iふ2143､3頁;nag　B｡双｡Oc8o6o-

μMTeJlbHa只　6opb6a　KOpe負cKoro　HapoJa　HaKaHyHe　nep-

8い1　14Hpo8o負　8o負HbL　Mo･　c　g　8　a｡　1%7.C,　177パB｡D｡パク『第一次世界大戦直前の朝鮮

人民衆の解放運動』モスクワ､1%7年､177頁).
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り､『匡民新聞』に改称された朝鮮人の新聞も発行禁止となった気

　この朝鮮語新聞の刊行に協力するロシア人もいた｡『大東共雅』創刊の許可手続きを沿

海侑官庁において行ったのは､退役陸軍中佐､弁護士のKtミハーイロフ(K､FL

MHxa藷Jo8)であった‰さらに､他の朝鮮語新聞の編集者の一人は､のI､Rヂュー

コフ(H冲滋･Eo8)ウラジオス寸ク布参事会会員であった｡LF､ヂューコフは､東洋学

碇中薗語･朝鮮語学科を卒業し､類鮮人兵士も動務した東シベリア13号歩兵部隊で通訳を

務めた゛｡1911年の春にぱ､LF｡ヂューコフ中尉がGVポドスターヴィン吋入B71o具-

cTaHaH)東洋学院教授とB､M｡ポリヤノーフスキー(趾M71oJaHonckHa)主

教区監督局長とともにウラジオストクの朝鮮人集会で｢新韓村白治団｣の瀕間に選出され

た｡さらに､RDノ{クによれば､I｡Rヂューコフ中尉ぱまた輔鮮人を経済的にも支援してい

たが馬その理由もいまだ謎のままである｡

　こうして､｢朝鮮併合丿前後には､極東ロシアヘの政拾亡命者の流入によって､朝鮮人

杜会は､大きく動揺し､極端な武装闘争への参加を呼ぴかけた者を中心に独立解放運動が

展開したが､朝鮮人の独立解放運動の指導者には､ソウル派と平壌派というグループがあ

り､その運動は､参加者の結束力が低く､次第に低下した｡さらに､沿海州の朝鮮人社会

の主体であったロシアヘ帰化して定着した朝鮮人は､闘争に関心を示さず､朝鮮が独立を

取り戻すことをただ期待するだけであった｡

76　PrHA　八B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702-3-515､9頁｡

77韓碩青､前掲書､208409頁｡1909年12月､伊藤博文を暗殺した安重根が逮捕された際､『大東共報』

の職員であったKM｡ミハーイロフは､旅順の監獄で安重根に面会し､裁判でその弁護士を努めようとした

が拒否された｡nalc　B.双,Kope負u　bl　8　PoccH負ckofi　H･･lnepHH(B｡D｡パク『口

シア帝国の朝鮮人』)､前掲書､178頁;刄ajlegag　oEpaHHa｡20ぷ.1909,(『遠い辺境』､1909

年11月20日).

78　PrHA　八B(極東地域の国立ロシア歴史公文書館)､Iふ2185､9頁;netpon　A.H.Ko-

peackag　μHacnopa　8　PoccHH,1897-1917(A.I.ペートロフ『ロシアの朝鮮人移民､

1897~1917年』)､前掲書､294頁｡

79　PrHA　双B(極東地域の国立ロシア歴史公文書館)､1-2-2143､3頁;na　g　B｡　几　H3　Hc-

TopHH　9gHrpaHTckoii　neqaTH(狸D､パク｢移民新聞史｣)､前掲書､177頁.
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　2-3-3　拾海州の朝鮮人社会における反日派と親日派との対立

　本節では､沿海州における朝鮮人社会における反日派と親日派の活動について考察し､

その対立の原因を探り､その対立がロシアにおける朝鮮人社会にいかに影響を与えたかを

明らかにする｡

　ソヴイエト時代には､B.D｡パク8o､金承化などによれぱ､極東ロシアの朝鮮人は帝政期も

ロシア革命直後も反日武装運動を全面的に支持していたと指摘している｡例えぱ､B｡D｡パ

クは､ロシア公文書館の史料に基づき81､1910年8月からほぽ1ケ月の間に､彼らは70,000

ループルを集めたと述べている｡　しかし､極東地域国立ロシア公文書館の史料の新たな調

査によれぱ､李範允派の義兵の募金活動が朝鮮人社会に摩擦を起こしたことは明らかであ

り､おそらく､1910年8月､ウラジオストクの朝鮮人社会は､朝鮮併合の知らせが入った

際､大きく動揺し､短期的には募金活動は活性化したであろうが､しかし､長期的に募金

などの民族独立運動の活動は失敗に終わった｡それについて､以下に述べたい｡

　まず､朝鮮人社会の階層分化を分析してみると､朝鮮人のロシアヘの移住の経緯につい

ては､第四章に精細に考察するが､ここでは､1907~1910年の朝鮮人人口の構成のみに触

れる｡朝鮮人人口は､表2-1に見られるように､1901~1906年にはほとんど増加していな

いが､1902年から1914年に至るまでに､ほぽ2倍に急増した(表2-1参照)｡

　　　　　表2-1　沿海州とアムール州における朝鮮人人口増加､1863~1917年

年 人数(人) 年 人数(人)
1863 13世帯 1906 34,399

1867 1,415 1908 45,397

1869 3,321 1909 51,554

1882 10,137 1910 54,076

1892 16.564 19H 57μ89

1897 23,000 1912 59,715

1899 27,000 1913 57,440

1901 32.298 1914 64,309

　　　　　1902 32.410 1917 81,825

出典:極東地域国立ロシア歴史公文書館(PrHA双B)､874･1,593､7,8頁;AHoco8　c｡双｡(sふアノーソフ)､

上掲書､6,8頁;　rpaEeB｡B｡(V｡V｡グラーヴエ)､上揚書､129-130頁｡

80　naK　B.双.0c8o6oμHTejlbHa只　6opい5a　Kope14cKoro　Hapoμa

HakaHyHe　nep8o爺gHpo8o負　8o負Hbl(B｡D.パク『第一次世界大戦直前の朝鮮人民

衆の解放運動』)､前掲書､106頁｡

81　PrHA　双B(極東ロシア地域の国立ロシア歴史公文書館)､I,10-326､62頁.

75



　この事実は､まぎれもなく朝鮮の日本による核民地化により移住者数が増加したことを

示している｡従って､1912年の時点で､およそ6万人を数えた朝鮮人社会では､その5割

が朝鮮植民地化以前の移住者であり､残りの5害qが植民地化時代の移住者であった｡この

事実は､1901年以前にロシアに定着した朝鮮人には､土地が分与され､基本的に物質的に

満ち足りた生活を送り､さらに､ロシアに帰化した者が多く､精神的に母国とは切り離さ

れた存在であったことを物語っている｡

　一方､櫨民地化時代の移住者は､ロシアにおいて財を成すこともなく､経済的に困窮に

陥いり､ほとんどは雇農であり､統監府に土地を取られた者と､牧治的に弾圧を受けた者

も多かった｡最初彼らは､義兵に協力し､自由意志に基づいて､義兵の活動に寄付をした

ものも多かったが､募金は､何回も渡って行われたために､抵抗感を持つ朝鮮人が多くな

った｡また､ロシアの史料によれぱ､朝鮮人の無民､労働者からの募金は､武力を行使し

て行われたことも少なくなかったという｡例えぱ､帰化した朝鮮人ピヤンコーフ兄弟の工

場で従事していた朝鮮人労働者の証言では､｢毎回､一人当たりO｣ループルが徴収された

が､102ループルから100ループルも寄付をした者もいた｡ウラジオストクに居住してい

た洪範図は､寄付をしない者は絞首刑と脅迫していた｣82という｡このことから､脅迫をう

け､強制的に寄付をした朝鮮人が少なくなかったことが明らかである｡

　さらに､ウラジオストク､ニコリスク･ウスリースクで商業取引を行っていた富裕なロ

シア残留の朝鮮人の多《は､朝鮮国内にも財産を持っており､大きな利益をあげていたが､

義兵活動のため､商取引が中止されそうになり､李･デン･ホ､安･チャン･ホ､李･カ

ン､テング･トイ･クアン､金･セン･ム､文昌範などの朝鮮人商人は､駐ウラジオスト

ク日本帝国総領事館の大鳥富士太郎総領事から､義兵活動が終結しない場合には､朝鮮に

おける食肉取引の禁止という通告を受けた83.同時に､このような朝鮮人商人は李範允から

82　PrHA　双B(極東地域国立歴史公文書館)､1-11ご73､58頁.

83　KOHφH刄eHUHaJlbHoe　刄OHeceHHe　HatlajlbHHKa　xaHjlapM-

cKO-noJIHUe費cKoro　ynpaBJleHH只　yccypHacKo負　)Kejle3Hoき

J･oporH　B,oeHHOMy　ry6epHaTopy　npH'MopcKo負　o6JlacTM

CBe9HHy　oT　06.11.1910r八地1581,　P　r　HA　双B,Φ｡1,0n｣O｡μ.327.爪57-59.PrMA

双B(LN.スヴェーチン鉛海州軍務知事宛のウスリー鉄道警嶺･憲兵隊長の親展報告書､第1581号､1910
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も寄付を要求された“｡親日派と坪ぱれたこの富絡な商人進は､おそらく､植民地化時代玖

前に移住した朝鮮人であり､ロシア匡籍を取得した者でもあった｡例えぱ､その中の一人

文昌範は､富裕なブツィロフカという朝鮮人村の出身であり､ロシア正教に改宗し､ロシ

ア語名ワシリー･アンドレエヴィチ･ムン=BaclIJIH鎧AH具pee8H4　MyHを持

っていた｡彼らにとっては､李範允との協力は明らかに不利益であると思われるため､彼ら

は､李範允の義兵とば協力せず､むしろそれゐと聞うために武装組織を形成したのは､驚

《べきことではないと考えられる｡文昌範は､ニコリスク地区において武装集団を組織し､

チヤピゴウという朝鮮人村で募金を行っていた義兵部隊を攻撃した゛｡こうして､義兵の新

兵募集と募金活勤は､ロシアの輔鮮人社会を分裂させる原因となった｡

　ウスリー鉄道憲兵隊長が行った尋問では､191{}年I{)JHこ遼捕された李範允は募金の強制

的性格を否定した゛が､しかし､審問調書87によれぱ､李範允の回答には事実と異なるとこ

ろもあった｡例えば､李範允は､朝露国境で日本人スパイを捕縛する任務をも兼ねていた

と語っているが､他の史料によると､ロシア当局は薗境の警備強化のために､コサック軍

を派遣しており88､おそらく､訓練されたコサック軍には､李範允の余り訓練されていない

年11月6､日国立ロシア歴史公文書館極東支部)､1-10-327､5フー59頁｡

84　PrHA　丑B(国立ロシア歴史公文書館極東支部)､1-11-73､67,68頁.

85CeKpeTHoe　双OHeceHHe　HaqaJlbHHKaHHKOJIb　c　K-yccypH負-

cKOro　ye3丑a　npHMopcKoa　o6JlacTH　BoeHHOMyry6epHa-

Topy　npHMopcKoa　o6JlacTH　Na877oT　12　aBrycTa　1910　r≒PrHA双

B(IXスヴエーチン沿海州軍務知事宛の沿海州ニコリスク･ウスリスク郡長の機密報告書､第877号､1910

年8月12日､国立ロシア歴史公文書館極東支部)､1-11ごア3､38,39頁.

86CeKpeTHoe　μOHeceHHe　HaqajlbHHKa　xaH双apMC　KO-noJIH‾

Ue鋳cKoro　ynpaBJleHH只　yccypH負cKo負　xeJle　3Ho負　μoporH

BoeHHOMy　ry6epHaTopy　npHMopcKoa　o6JlacTHH｡H.CBeqHHy

o　T　2210.　H　06.11.1910　r≒PrHA双B(IXスヴェーチン沿海州軍務知事宛のウスリー鉄道警察･意

兵隊長の機密報告書､1910･年10月22日､1910年11月6日､極東地域国立ロシア歴史公文書館)､1-10-327､

1,6,57.58頁｡

87　npoTOKOJlbl　l　H　2　AoヽnpoooB　JIH　BOM　K)Ha　　o　T18　H　2L　01,　1910　r　｡

PrHA双B(李範允の尋問調書第1･2号､極東地域国立ロシア歴史公文書館)､I,10-327､3頁｡

88　Koreans　in　the　Soviet　union,　E(L　by　Dae-Sook　Suh,　Papers　ofthe　Center　fk)r　Kore皿Studies｡University　of　Hawaii,

p3,
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義兵部隊による国境警備の援助の必要はなかったと思われる｡

　さらに､李範允がウラジオストクに居住し､募金の一部を生活費として使用したことも

事実であり､当然､このことは朝鮮人の不満を生み､募金活動が強制的な性格に変容した

主要な理由であろうと思われる｡

　B｡D｡パクは､義兵に抵抗した文昌範などの親日派を除いて､朝鮮人社会が全面的に義兵を

支持したとの89結論を上記の尋問調書に基づいて指摘しているが､筆者は､李範允の審問調

書を調べ直した結果､李範允の義兵運動への参加の呼ぴかけに応えた朝鮮人の数が記され

ていない9oことを見出し､むしろ､李範允の義兵が孤立し､そのため武力行為が必要になっ

ているではないかと考える｡

　こうして､李範允の活動は､定住着していた朝鮮人移民の支持を得られず､ただ朝鮮人

杜会の分裂をもたらしたという結果に終わった｡

　2-3-4　極東ロシアにおける一進会の活動と朝鮮人の反応

　前節では､ロシアにおける朝鮮社会の分裂について述べたが､本節では､日本政府がい

かに日本人社会を統制化しようとしたかを明らかにする｡

　朝鮮統監府は､｢朝鮮併合｣後､在外朝鮮人へも管轄を及ぽそうとし､日本総領事館に

おいて登録するように要求した｡

　朝鮮統監府は､朝鮮人が集中的に居住している地域の彼らを監視するために､二人の官

僚を派遺するという記事を掲載し91､1910年､朝鮮許合直前に､貿易商鳥居と一進会会員木

戸の両名を駐ウラジオストク総領事館へ職員として派遺した92｡ロシアの史料によれぱ､大

89　naK　B.双｡Kope費ubl　B　Po　c　c　Hacko銭　HgnepHH(B.D.パク『ロシア帝国の朝

鮮人』)､前掲書､186,190頁.

9o　PΓHA双B(国立ロシア歴史公文書館極東支部)､1-10-327､1　-16　頁｡

91　KHTa鋳H只noHHg,No.151,03.08.1913　r　,,　xa6apo8cE｡(『中国と日本』第151号､

1913年.8月3日､ハバロフスク)｡

92　PanopT　rLK),BacKeBH9a,μparoMaHa　nocoJIbcTBa　PoccHH

8　TOEH0,1911.ABn　PFLφ｡148,0　n｡487,刄,758.JI.24bパ駐東京ロシア大使館通訳P.kワス

ケーヴィチの報告書､1911年､ロシア外交史料館､148487jア58､24b頁),
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鳥の秘密任務には､ウラジオストクの朝鮮人義兵の引き渡しを要求することもあった93.

　朝鮮統監府は､駐ウラジオストク日本領事館の協力を得て､満州を除いて世界最大の沿

海州の朝鮮人社会を統制下に置き､さらに､各地の朝鮮人による反日運動を封じ込めよう

とした94.

　さらに､駐ウラジオストク日本領事館は､親日派の朝鮮人をスパイに仕立て､朝鮮人居

住区に潜入させようとしたこともあり､1910年9月には､僧侶を装って沿海州に渡った-

進会会員がロシア人によって逮捕され､身体検査の結果､沿海州に一進会の支部の創設､

新会員の募集などの活動を行う委任状が発見されるということもあった95.また､ウラジオ

ストク市をはじめロシアの諸都市において､日本人居留民に対する朝鮮人の暴動も起きて

いた96.

　また､駐ウラジオストク日本領事館は､ウラジオストクの朝鮮人を日本人居留民会と同

様の朝鮮居留民会に組織化しようとした｡｢朝鮮許合｣の4ケ月後の1910年11月､ラズド

ーリノエ村において女郎屋を経営していた永野育次郎は､地元の警察署を訪れ､この村に

居住する朝鮮人の名簿の提出を求めたが､警察署長代理によって拒否されたために､自ら

朝鮮人のもとを訪れ､5ループルの人頭税97の支払いを停止し､駐ウラジオストク日本総領

93　PrHA　双B(国立ロシア歴史公文書館極東支部)､1-10-327､11頁.

94例えば､ハワイの5,000人の朝鮮人コミュニテイは､日本人顧問の圧力により､高宗皇帝がホノルルヘ

朝鮮名誉領事として斎藤幹を派遺したことに対して､抵抗し､朝鮮人領事の派遣を要求した｡Patterson,
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事館に登録し､日本人並のo775ルーブルの人頭税を納税するように勧めた吼しかし､ロシ

ア官憲は永野育次郎を遼捕し､彼の活動は止まった｡また､ロシア政府の創設した極東植

民委員会では､朝鮮人を日本政府の管轄下におくための人頭税軽減の問題が検對された結

果､在外朝鮮人に関する日本政府との協定がない限り､人頭税の軽滅は必要ないと決定し､

むしろ､在留朝鮮人のロシア国籍の取得の簡易化を実施すべきことを指摘した99.こうして､

ロシア政府は日本国籍の在留朝鮮人の増加を妨げ､一方ではロシア在留朝鮮人の帰化に助

力した｡

　このような措曼に対して､日本政府は不満を示し､『時事進歩』(1913年6月)は､ロシ

ア国籍法によれぱ一般的には､5年間のロシア在留により帰イヒの申請が可能となるが､朝鮮

人だけは在留期間に関係なく簡単にロシア国籍の取得ができるというロシア政府の朝鮮人

帰化牧策を批判した1oo｡

　このようなところから､朝鮮統監府や駐ウラジオストク日本領事館による朝鮮人の居留

民会への組織化の試みが成功したことを裏付ける資料は発組できず､おそらく失敗に終わ

ったと考えるのが妥当である｡

2-3-5日露関係におけるロシアの朝鮮人反日運動問題､1910~1916年

　本節では､ロシアの対日･対中外交政策において､極東地域の朝鮮人の反日運動がいか

なる位置を占めているかを明らかにする｡まず､日露戦争終結から1917年のロシア革命に

至るまでのロシア外交の対東アジア諸国政策の方針について簡単に説明する｡

98　npoTOKOJl　o6blcKa　刄oMa

KopeaueB　　HaM

xa}1.zlapMCKOro

T9HcaH

Har

H

ynpaBJleHH只

　a　HO　　HKyJ3Hpo　H　μonpoca

KHM　　HTOKH　　Ha　qajlbHHKOM

　　yccypH負cKoa　　x(eJle3Ho負

及oporH　KanHTaHa　Kopφa　24.12.1910.ABn　PH｡Φ.148,0　rL487.t759.JI.13-17

(ザバイカル州軍務知事宛てのザバイカル州憲兵長代理報告書の写し,1910年12月24日､ロシア外交史料館､

1484871-759､13-17頁).

99極東植民委員会の1911年2月11日の会議庸事録､第20号､PrHAμB,ゆ.702,0nよE640jL242

o　6　-243パ極東地域国立ロシア歴史公文書館､フ02-1-640､242　a　-243　頁)｡

100　KHT　a負　H　只noHH兄.no｡151,0108.1913.xa6apo8cE(『中国と日本』第151号､

1913年8月3日､ハパロフスク)､4344頁.
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　1910年代初頭のョーロッパにおいて国際情勢に緊張感が高まった時､ロシアの政治家の

多くは､ョーロッパ､特にバルカン半島を対外歌策の中心に置き､東アジアヘの勢力拡大

は中止すべきであると主張していた｡例えぱ､駐英国ロシア大使λKkベンケンドルフ(A｡

X‥BeHI(eH,aop小)は､1911年1月に､ロシア政府宛文書のなかで､ロシア政府が

極東政策を立案する際､世界の世論､とりわけイギリスの世論を考慮しなけれぱならない

と主張しており､この文書は次のような意味を有していた｡つまり｢イギリスの世論｣が

ロシアのアジアヘの拡張政策を強く批判しているという意味を含めて､同大使は､｢ロシア

の政治家が西部国境は安全であると思い込んでいるのに対し､ロシアのマスコミはアジア

におけるロシアの勢力圏の拡張攻策を展開することについて度々に述べている｣と報告し

ていた｡また､大使自身は､東部国境に大軍を派遺すれぱ､東アジアヘの勢力拡大政策が

東アジア諸国との摩擦､ないし紛争の原因となり､ロシアがその紛争にまきこまれると確

信しており､S｡D｡サゾーノフ(C｡μ.Ca3oHo8)外務大臣に､｢ざっくぱらんに言えぱ､

　[東アジアヘの勢力拡大の]企ては､非常に危険であると思っており､今や我が国が[東

アジアヘの勢力拡大を実現する｣ことは不可能である｣と語っているlol｡

　さらに､1912年4月12日､ロシア帝国の国会の下院では､S｡D｡サゾーノフ外相がロシア

攻府の対外敦策の趣旨を報告した際､『ロシアは､ョーロッパの国家であり､[アジアの]

黒いイリトウィシ河の沿岸に誕生したのではな<､[ョーロッパの]ドニエプル河とモスク

フ川の沿岸に誕生した｡アジアヘの領土拡大は､我が国の外交のバランスを崩し､ョーロ

ッパ･中近東におけるロシアの地位が弱化するために､対外政策の目標としてしてはいけ

ない｣と主張した1o2.

lol　ApxRB　BHemHe践　noJHTHKH　Po,ccHicKo負　HMnepHH.φ.CeK-

peTHbla　ApxHB　I,4HHHCTpa｡o　IL　467,　ふ707/756.ふ34　UHT｡no:HCKeH一

4epoB　A.A｡PoccH数cKa只　MOHapxH恥pe4)opgbI　H　peBOJI}ouM只.

Bonpocbl　HCTopHH｡199L　N0.　1.Cパ15.(ロシア外交史料館､｢秘密部｣､467j707/756､

34頁､AAイスケンデーロフ｢ロシアの君主制:改革と革命｣『歴史諸問題』1991年､第1号､H5頁)｡

lo2　CTeHorpa(t)H9ecKHe　OTqeTbl　rocyjapcTBeHHoa　旦yMM｡

T　p　･e　THa　co3blB｡CeccHjl　n51TaL叱3.Cn6.｡1912.CT6.2170.UH　T｡no:

Bonpocbl　HCTopHH｡1999,N,,1.C.126パ｢国会(ドウーマ)の議事録｣､第5回会議､第3

部､サンクト･ペテルブルグ､1912年､第2170号の議事録『歴史諸問題JI991年､第1号､126頁八
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　こうして､ロシア栽:府はレM疹7年から1917年にかけて東アジアにおける勢力圏の拡大を

目的することはなく､むしろ､背後となる極東地域から攻撃を訪止することに努めた｡ロ

シア政府は4回にわたって､日本と目露協約を結び､華北をはじめとする東北アジアにお

ける勢力圏を分割した｡この協約が結ぱれた時には､目本側代表本野一郎駐サンクト･ペ

テルブルグ日本大使は､個人的にも､VN.ココフツオフ(B｡H｡Koko8ue8)大蔵相な

ど多くのロシアの高官と友好関係を持ちlo3､1916年､サンクト･ペテルプルグにおいて､

貿易の推進を目的とした､露日協会の創立に積極的に協力した｡また､ハバロフスクの日

本人在住者が1914年8月に日本軍による青島の占領を祝う集会を市内に行った際に､NjL

ゴンダッチ沿アムール総督は､日本人に向かって､｢天皇陛下万歳｣と三回繰り返し､日ロ

友好の強化を強調した演説を行った1o4.

　このようなロシアの対外政策を考慮に入れながら､以下において日露外交関係における

朝鮮人の民族運動が占めた位置を分析する｡

　1908年4月以後､日本敦府はあらゆる楷置を講じて､ロシアにおける朝鮮人の反日活動

を弾圧させようとしていた｡まず､日本外務省からA.Pイズボリスキー(A.圧

H380JIbCi(H費)ロシア外相宛に､李範允と朝鮮人200人また､ロシア人20人が朝

鮮統監府に対する陰謀を企んでおり1o5､彼らの活動を早急に停止させるように要求した｡

　ョーロッパを対外政策の中心にしていたロシア政府は､日本政府の要請に対応し､日露

関孫の緊張緩和攻策のー貫として､朝鮮人義兵の武装闘争を早急に停止させるよう次のよ

うな努力をした｡最初､ロシア外務省は､1908年4月､N｡N｡マールトス(H｡H.MapToc)

沿アムール総督代理に､朝鮮人義兵の活動を停止させるように指令し1o6､それに伴い､P.

lo3　KOKOBUeB　B.　H｡H3　Moero　npoujJloro.BocnoMHHaHHjl.1903,1919

口≒TotL　C｡314.(VXココーヴツェフ『私の過去について:回想記､1903-1919年』第一巻､314

頁｡)

1o4　KHTaa　H　只noHHg.n0.223,2712.1914.xa6apo8cE(『中国と日本』第223号､

1914年12月27日､ハバロフスク)､33頁.

lo5和田春樹｢ロシア領極東の朝鮮人､1863-1937』『社会科学研究』第40巻第6号､東京大学社会科学研

究所､%頁.

106　Ce　K　p･　e　TIH　a　只　TeJlerpaMMa　reHepaJI-jleaTeHaHTy　MapTocy

o　T　28,04.1908　r　｡　ABn　PH｡Φ｡143,0　n,｡　jx　.　88,　JI　.　22.　(N.N.マールトス将軍宛ての機密電信､
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　Aヌトリピン(mAてT　o　jlun　H　H)　大匝会議議長は､N.N､マールトスに､『露朝国境

　における対日本軍武装闘争を停止させるために有効な手段を取り､必要ならば､朝鮮人義

　兵をノヴオキエフスコエより､朝鮮からもっと離れた地方へ追放すべき｣lo7と指令した｡

　　さらに､1908年7月､NAマレフスキー･マレーヴィチ(比AぷaJle8ekna-

Maae8Hq}駐日ロシア大使は､REウンデルベルゲル(n冲.yaTep6eprep》

　沿アムール総督に､『ロシア政府が朝鮮における反乱を支特しているという疑惑を払いのけ

　ようとしていることをどんなにか重要視しているかおわかりでしょう｡従って､義兵の武

　装運動の解除を行う措置を講じ､ロシア人がこの活動に参加することを阻止するようにお

　願いします｡李範允は外匡人であり､ロシア帝国から追放されるべきです｣と要求したlo8.

　　また､同年8j､VGフルーグ(B了冲Jlyr)沿海州軍務知事には､ロシア官憲が朝

　鮮人義兵をロシア軍の兵舎に配備し､二人のロシア人将校が訓練を指導しているという日

　本牧府からの情報が入っていたが､ロシア人将校による朝鮮人義兵の訓練を裏付ける史料

　は発見されていない｡おそらく､それは､朝鮮人義兵の指導者が流した噂と考えられる｡

　　いずれにせよ､同月､VEフルーグ沿海州軍務知事も､義兵活動の指導者李範允を追放す

　る許可をP.F.ウンテルベルゲル総督に要請したlo9｡この要求に対して､1908年8月､RF,

　ウンテルベルゲル総督は､VEフルーグ沿海州軍務知事に､李範允が自ら朝露国境から離れ

　たハバロフスクかプラゴヴェシチェンスクヘ移動するように､李範允に要求すべきと示唆

　したllo｡すなわち､REウンテルベルゲル総督は､李範允を遼捕することなく､彼を沿海州

1908年4月28日､ロシア外交史料館､143-88､22頁ハ

1o7　P　rHA　双B(国立ロシア歴史公文書館極東支部)､1,3-1160､19頁｡

108　KonH只　pa36opa　uJHφpoBaHHo負　Teaerp　a　MMbl,noJly9eHHo自

08,07.1908　r≒H3　TokHo｡PΓHA双B(1908年7月8日に東京より受信された電信の写し､極

東地域国立ロシア歴史公文書館)､1.3-1160､68頁｡

1o9I　B,E.　φjlyr　n.φ.yHTep6eprep･y｡29,07.1908　r≒,No,　1261.PΓHA丑B(V五フル

ーグよりRF｡ウンテルベルゲル宛て､1908年フ月29日､1261号､国立ロシア歴史公文書館極東支部)､

141-73､6頁｡

uo　rL　Φ,yHTep6eprep　B｡E,φJ!yry,16,08j　908　r　,,　Na　l98/66691,　P　r　H　A　丑B(P｡F｡

ウンテルベルゲルよりV£フルーグ宛て､1908年8月16日､198　･　6669　号､極東地域国立ロシア歴史公文

書館)､1.11j73､7頁｡
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から引き離しただけである｡このように､朝鮮人義兵の活動が活発化した1908年には､目

本との友好関係の保持を図ったロシア政府と､朝鮮人社会との摩擦の回避を望んだ沿アム

ール総督管区当局の態度は､それぞれに異なり､結局､朝鮮人義兵指揮者の遼捕や追放を

積極的に行うことはなかった｡

　さらに､沿アムール総督管区におけるロシア人のなかには､朝鮮人義兵指揮者と個人的

に友好的関係をもち､その活動の支持者もいたであろうが､ロシア政府の上層部では､そ

の活動がロシアに不利益を与えており､即時に停止すべきという意見が支配的であったと

考えられる｡

　また､朝鮮人義兵の指導者自身は､朝鮮人義兵隊が､日露戦争期にロシア軍の下で､日

本軍と闘ったこともあり､ロシア政府から反日武装関争の支持を得られると期待していた｡

ちなみに､元駐ロシア公使李範晋(イ･ボム･シン)は､ロシア政府と武器の供給に関す

る交渉を行ったlll｡

　李範允も他の義兵指導者宛ての手紙に､｢沿アムール総督と会談し､武器の供給に関し

てロシア官憲との交渉を行っている｣と記し112､もう一通の手紙では､｢ロシア官憲が協

力を約束し､日本軍への攻撃を即時に開始するように要請した｣と述べているll3.ロシア

政府のその書簡に対する反応については不明であるが､現実的には､上述したように､ロ

シア敦府が日本との友好関孫を重視していたために､朝鮮人義兵は､反日運動に対するロ

シア攻府の協力を期待すべきではなかったと思う｡

　実際､1909年1月､ハバロフスクにおいて､朝鮮人義兵の指導者や旧高宗旧王を代表し

たキム･イン･スは､N｡Vポゴヤヴレーンスキー(H｡B.Borog8JleHcl(H負)沿ア

ムール総督の外交担当に武器の供給を請順したが､拒否されている｡N.vlポゴヤヴレーンス

キーは､キム･イン･スに､反日運動が日本との新しい軍事衝突の原因となる可能性が高

いために､l:コシア敦府は朝鮮人義兵の活動を支持しないと語った114のである｡
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111韓碩青､前掲書､214頁,

112　P　rHA　双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､1-11j73､62頁｡

u3上掲書､1,11y73､63頁.

114　Ma　cTHoe　nHlcbMo　9H}{OBHH.Ka　no　双HnjloMaTHqecKoa　qac-

TH　npH　npHaMypcKOM　reHepaj-ry6epHaTope　Boro只BJleH-



　翌1910年8月､日本による朝鮮許合の直後､日本政府は､沿海州における朝鮮人の反日

活動があらためて活発化することを予想し､早急にその対抗策をたてた｡

　1910年8月29日､小村寿太郎外相は､大鳥駐ウラジオストク総領事代理宛てに､｢貴地

朝鮮人ノ取締ノ十分二行届クトハ甚夕重要｣であると述べ､ロシア外務省に｢露国官憲ノ

朝鮮人二対スル取締ハ単二地方ノ治安ヲ保持スルニ必要ナル[中略]危険ナル朝鮮人ノ責

地ヲ去ル場合ニハ其踪跡ヲ失スルハ最モ好シカラサル義二付右朝鮮人ノ行先キニ付テハ貴

館員並二統監府派遣員二於テ露国官憲ト協カシ之ヲ突キ止ムルノ方法アリヤ若シアラハ其

方法如何｣115と伝えた｡従って､日本政府は､朝鮮人の反日運動を封ずるために､ロシア

外務省ないし在日大使を通じて極東ロシア地域の地方当局に圧力をかけた｡

　さらに､日本敦府は､反日運動を行っていた義兵をロシアから日本へ引き渡すために､

1911年5月19日､日露逃亡犯罪人条約をロシアと締結した｡この条約案は､かつて､長崎

市に逃れていたロシア人政治亡命者のロシア政府への引き渡しを目的としてロシア側によ

って提案されたが､ロシア政府は､ロシア人亡命者が1911年までに長崎から退去していた

ために､提案する意味を失っていたが､逆に､以前にはこの提案を無視していた目本政府

が､沿海州における朝鮮人義兵の引き渡しを求めて､国際法と矛盾していたにもかかわら

ず､積極的にこの条約の締結を進めた｡

　1910年8月､沿海州軍務知事は､｢これからは李範允の活動を許してはならない｡今のま

までは外交問題の原因になるであろう｡彼の活動とは､武装組織の形成､内密の募金､他

国に対する抗議などの不法な活動である｣と主張した｡この報告書を受け取ったNXマー

ルトス沿アムール総督代理は､｢この問題を早急に解決すべきである｣と決意し116､1910年

cK'oro　TOBapHuJ;y　MMHHCTpa　MHocTpaHHblx　八e　jI　H.B｡qapb【-

K　o･　B　y.xa呑apoBCK,3LOL1909　r｡,ABn　PFLΦ｣48.0　n.487,ふ1096.爪85-87ぺN,V.

ポゴヤヴレースキー沿アムール総督外交担当よりNブV｡チヤリィーコフ外務次官､ハパロフスク､1909年1

月31日､ロシア外交史料館､148487-1096､85.87頁,)

115日本外交史料館所蔵､小村寿太郎より大鳥宛､1910年8月29日､劉孝鐘､前掲書､140頁より引用,

u6　BoeHHbl放　ry6epHaTop　npHMopcKo貧　o6JlacTH　npHaMyp-

cKOMy　reHepaJI-ry6epHaTopy　MapTocy､17.08j910　r　,,　施1769,P　r　HA

双B(沿海州軍務知事よりNXマールトス沿間ウール総督代理宛､1910年8月17日､極東地域国立ロシ

ア歴史公文書館)､I-11jア3､81頁､
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9貝初め､ウラジオストクにおいて､李範允､洪範図などの義兵の指導者をイルクーツクヘ

追放する指令を出した｡同年9月9日､ウラジオストクの憲兵隊が新韓村を包囲し､義兵

の一部を遼捕し117､李範允も､同年10刄24日に逮捕され､イルクーツクに追放された118.

　また､ロシアの国境警備隊は､その数が少ないこともあって義兵熊隊が朝露国臆を越え

ることを阻止することはなかったが､しかし､1910年後半､ニコリスク･ウスリースク郡

長N.キッセールマン(H玉HcceJH,xaH)は､義兵部隊が国境を超えることを阻止

し､武器を没収するよう命令を受けたl穴さらに､1910年11月､N｡キッセールマン郡長は､

李範允の指揮した義兵が集めた1,00ループルを没収した12o｡

　このように､ロシア敦府が義軍の活動を停止させる楷置を講じたために､1911年3月以

降､ロシア領内では､義兵の武装闘争は止むことになったが12≒それは､ロシア政府が目

本側の要求に応じた結果であろうと思われる｡

2ふ6ロシア政府内の朝鮮人義兵をめぐる論争､1910~1916年

　上述したように､ロシア政府高官の中には､朝鮮人義兵の反日運動を抑止すべきという

見解が､支配的であったが､1909年I1月に陸相に就任したλVスホムリーノフ

　(A｡B.CyxOgJIHHOEI)は､書簡において異なる態度を表明し､朝鮮における対日武

1!7劉孝鐘､前掲書､142頁｡

u8　nHcbMO　BoeHHoro　ry6epHaTopa　npHMopcKo4　o6JlacTH

CBeqHHa　ry6epHaTopy　HpKyTCKo負　ry6epHHH　rpaHb　oT

24,10j910　r≒PrHA刄B(LNスヴェーチン沿海州軍務知事よりグラーニイルクーツク県軍務知事宛､

1910年10月24日､極東地域国立ロシア歴史公文書館)､1-11j73､108頁｡

119　P　rHA　μB(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､Iふ1160､170頁,

12o寄付者への返金を計ったが､李範允と同様に追放という危機感からか朝鮮人は寄付金を取りに来なかっ

たo　HaqaJlbHHK　HHKOJlbcKo-yccypH負cKoro　ye3瓦a　H.KHc一

ce4bMaH　K　BoeHHOMy　ry6epHa　Topy　H｡　H｡CBeqMHy,22j　l,1910　r　,

PrHA双B(N｡キーッセルマンニコリスク･ウスリスク郡長よりLNヌヴェーチン沿海州軍務知事宛､

植東地域国立ロシア歴史公文書館)｡1-11-73､61頁;PrHA双Bく権東地域国立ロシア歴史公文書館)､

1,11j73､219420.

121　KHT　a負　H只[oHHg(『中国と日本』),前掲書､第29号j911年,20頁｡
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装闘争がロシアの利益になると考えていた122(原文と翻訳は資料2-9､256-258頁参照)｡劉

孝鐘1列こよれぱ､A.Vスホムリーノフは､甫ウスリー地方の朝鮮人の抗目運動を支持する必

要があると主張したが､実際は､この書簡は､劉孝鐘が主張するような指示の性格を有す

るものではなく､高官間の私信に過ぎないと考えられる｡さらに､RA､ストルイピン首相も､

REウンテンベルゲル総督宛の書簡において､｢A.Vスホムリーノフが提案した楷置が従来

の緊要性と重要性を失った｣と指摘し124､A､Rイズボリスキー外相とともに､A.Vスホムリ

ーノフ陸相の態度を支持しなかった｡

　その背景としては､VXココフツオフ大蔵相が回想録で示唆しているように､A｡Vスホム

リーノフ陸相のあらゆる問題に関する意見は､｢未経験のために｣､強い批判を受けており､

政府関係者の中では余り高く評価されていなかった125.

　1910年7月4日､日本との第二回協約を結んだロシア政府は､朝鮮人の民族独立運動を

支持するより､日本との友好関係の維持を優先していた｡それについて､目露協約綿結の

二日間後､A｡Pイズボリスキー外相は次ぎのように述べた｡

OnacHocTb　oT　3aTparHBaHH只　6oJle3HeHHoro　八JI只

只noHHH　Kope持cKoro　Bonpoca　HecoH3MepHMa　c　Toi4

noJIb30a,KOTOpyK)MbI　MOrJIH　6bI　H3BJ】eqb　H3　BojiHe-

HH14　8　Kor)ee.([ロシアが]日本政府にとって痛みを祥う朝鮮問題にまき込

まれる[つまり､目露関係を悪化させる]危険性は､朝鮮における勣乱から得ら

れうる利益とは比較できない程大きい)1≒

122　B,A.CyxogJIHHo8｢LA,CTo｣blnHHy,11.05.1910.PΓHA丑B(A｡V,スホムリーノフ

陸相よりPAストリピン首相宛てj910年5月11日､極東地域国立ロシア歴史公文書館),1-H,73､81頁.

123劉孝鐘､前掲書､145頁｡

124　npe刄nHcaHHe　npeμceハaTeJ11　COBeTa　MHHHCTpoB　CTo-

JlblnHHa　reHepaJI-ry6epHaTopy　npHaMypcKoro　l(pa只　yH-

TeH6eprepy　oT　08,06.1910　r　｡珀3159.PΓHA双B(PAストリピン首相のP.Fカンテンベ

ルゲル沿アムール総督への指令書､1910年6月8日､第3159号､極東地域国立ロシア歴史公文書館)､

702-1440､211頁.neTpo8　A｡H.Kope負ckagμHacnopa　BPoccHH,

1897-1917(A1ペートロフ『ロシアの朝鮮人移民､1897~1917年』)､前掲書､364頁.

125　Koko8ue8　B｡　HパV.N.ココフツオフ)､前掲書､315頁.

126　KonH只　ceKpeTHoro　rIHcbMa　MHHHCTpa　HHocTpaHHhlx
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　彼の見解は､朝鮮人の独立運動には関わらずむしろそれを抑止することがロシアにとっ

て有益であるとの考えに基づいていると思われる｡

　1914年の第一次世界大戦勃発に際して､ロシアは､日本から武器を購入した127ために､

日本との友好関係を特に重視し､朝鮮民族独立運動を行っていたすべての組織の活動を禁

止し､1914年8月7日には朝鮮国民会､同年9月2目には勧業会128が解散させられ､さら

に､李剛がチタ市で刊行していた新聞『プラボスラビエ』が廃刊に追い込こまれ129､1915

年末には､反日運動の参加者29人が極東ロシアにおいて､逮捕され､満州へ追放された13o｡

　1915~1916年､沿アムール総督N七ゴンダッチ(HJLΓoH4aTTH)は､義兵活動

の弾圧が彼らの武装蜂起に導くであろうと懸念し､弾圧楷置を講じないようにした131.

　結局､この問題は妥協によって解決された｡つまり､ロシア政府は､朝鮮人義兵に武器

を与える要求を拒否し､義兵の武装闘争を停止させるために､反日運動のリーダーの多く

を満州へ追放したが､朝鮮統監府には引き渡すことはなかった｡

　本節の結論としては､要約すれぱ次の通りである｡朝鮮人6万人という数は沿海州では

大きな割合を占め極東地域社会の重要な要素であったことには間違いない｡N七ゴンダッチ

ja　e』　8oeHHo14y　j･4[HHCTpy　oT　Iフ｡06.1910　r,　PrHA刀IB(外相より睦軍省宛

の機密書簡の写し､1910年6月17日､極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702-1,640､220頁.

127　SaveUev　lgor,　Pestushko　Yu政Dangerous　Rapproachment　:　Russia　and　Japan　i皿the　First　W�d　War,　1914-1916,

ふ紬旅面azj卯･如az｡Tomus　18.　2001.Sapporo,pp.194L

128劉孝鐘､前掲書､157頁｡

129　nag　B.刄.(B.Dノ々ク)､Kopeiiub1　8　PoccH負cgo順　HgnepHH(『ロシア帝国の

朝鮮人』)､前掲書､228-232頁.

13o　nHcbMO　BoeHHoro　ry6epHaTopa　npHMopcKoa　o6Jl　a　c　TH

CBe9HHa　ry6epHaTopy　HpKyTCKo費　ry6epHHH　rpaHb　oT

24,101910　r　｡　PrHA双B(I｡Nスヴェーチン沿海州軍務知事よりグラーニイルクーツク県筆務知事宛､

1910年10月24日､極東地域国立ロシア歴史公文書館)､I,11,73､108頁｡

131　n.HcbMO　MHHHCTpa　HHocTpaHHblx　μe　jl　Ca3oHOBa　reHepaJI

゛ry6epHaTopy　npHaMypcKoro　Kpag　ΓoH4aTTH　OT　14.0L1915　r｡

ABn　PH,Φ,148.0　n｡487,4バ76フlふ19-20パSXサゾーノフ外相よりLXゴンダッチ沿アムール

総督宛の書簡､ハバロフスク､1914年10月14日､ロシア帝国外交史料館､148-487-767､12,16頁),
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総督をはじめとするロシアの高官は､在留朝鮮人の対ロシア牧府の態度を重視していたと

言えよう｡沿消洲のロシア人高官の中には､李範允に味方する者がいたが､国内状況の変

化と国際環境の変容に対応すべくロシア政府は､1907年の第二回日露協約に基づき､日本

政府の要請に応じ､友好関孫の維持を勘案し､朝鮮人民族運動を抑止しようとしたと考え

られる｡

　2-4　第二章の結論

　ロシアの国際環境の変化､とりわけ､東アジアにおける極東ロシア地域の国際環境の変

化は､当該地域における東アジア移民の立揚へも影響を及ぽし､本章のケース1では清国

人､ケース2ではいわゆる敵性外国人としての日本人について述べた｡

　1895年から1905年に至るまで､清国が混乱に陥った後､清国は義和団の乱によりロシア

を含む8カ国の干渉を受け､そのため､極東ロシア地域の清国人出稼ぎ者も､敵国の匝民

として扱われたために帰居した者が多く､これによりロシアにおける清国人社会は弱体化

した｡

　さらに､1904-1905年には日本との関係が繁張し､日露戦争もあり､極東ロシアにおける

日本人のすべてが帰国した｡

　すなわち､二つの国家の間に緊張伏態が生じると､移民が敵性外国人の地位になり､彼

らの国内移動､就職､居住などの日常生活のあらゆる面が受入国家により制限され､移民

の定着や同化が妨げられ､移民は帰国､ないし第三国への移住という限られた選択肢に直

面することになると思われる｡

　さらに､移民送出国家としての清国と日本との関係が緊張した際､清国と日本の移民保

護牧策の異質性が昭らかになった｡日本政府は､開戦直前に在外日本人の引き上げ指令を

日本貿易事務官を通して通連し､貿易事務官は､居留民会の幹部とともに､引き上げを組

織化した｡

　ー方､清国歌府は､ロシアとの関係が義和団の乱により緊張した際にも､清国人の引き

上げを勘案せず､アムール州軍務知事KXグリプスキー中将の即時退去指令によって清国

人が追放された際の多数の清国人の虐待事件を防ぐことができなかった｡この虐待の責任
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はアムール州軍務知事KXグリブスキー中将にあるが､しかし､もし清国政府がロシアに

おける情国人の保護を考慮し､ロシア政府と交渉を行えぱ､虐待は避け得たと考えられる｡

　朝鮮人移民の場合は､清国人移民と日本人移民とは性格が異なり､朝鮮の櫨民地化が進

展するにつれて､朝鮮人移住の性格は農業移民から政治亡命者に変わった｡　日本が植民地

支配を朝鮮に及ぽしたことによって､在外朝鮮人は､｢日本帝国の臣民｣となり､1910年

以前とは異なる法的地位にあり､保護すべき国家を失ったといえよう｡

　朝鮮統監府(後の総督府)に抗議した朝鮮人義兵との対立関係において､第三国である

ロシアは､朝鮮人義兵に対して､特別な楷置を講じざるを得なかった｡その結果､民族独

立運動に関わった朝鮮人義兵の指導者は､ロシアから追放された者がおり､朝露国境から

強制的に移住させられた者もいた｡

　一般には､移住民が母国を離れて移民受入国に流入する過程において､その法的地位は

母国と受入国との間で結ぱれた条約によって定められる｡そこで､移民の母国と受入国と

の外交関係がいかに変容したかによって､移民の受入伏態も大きく変わると考えられる｡

例えぱ､両国の関係が緊張､紛争､戦争の伏態に置かれず､難民が増える可能性が高くな

り､出稼ぎ移民の出国と受入は不可能になり､さらに､移民が設けた自治組織の活動が受

入国の政府によって禁止されることもあり得る｡戦争は､移民の引き揚げ､または強制収

容の原因となることもある｡

　こうして､国外離散(ディアスポラ)は母国の社会の変容を反映しており､母国にあっ

た変化がディアスポラにも反映されることを前提に､日本の朝鮮併合が極東ロシアの朝鮮

人社会にいかなる影響を及ぽしたかを明らかにした｡また､その影響を受けたロシア残留

朝鮮人の反日活動は､ロシアと日本の外交関係に大きな影響を与えたに違いない｡
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　　　　　第三章移民と移民受入政策

一沿アムール総督管区における東アジア系移民政策-

　本章では､1860年から1917年までを､自由移民期(1860-1883年)､移民敦策成立期

　(1884-1893年)､移民帰化奨励期(1893-1905年)､移民制限期(1906-1914年)､契約移民

期(1914,1917年)の五つの時期にわけて､各時期のロシア政府の東アジア系移民に対する

移入規制政策を概観する｡

3-1　自由移民期(1860-1883年)

　本節では､1860年の沿海州併合から1884年の沿アムール総督管区の創設に至るまでの東

アジア系移民政策を概観し､まず､ロシア帝国の移民法について簡単に説明する｡

　1864年2月10日､ロシア帝国では､外国人の出入居の管理やロシア国籍取得を規定する

国籍法が成立した1.それによれぱ､ロシアにおける外国人には､ロシア人と同じように土

地などの財産を所有する権利を持ち､既婚女性､ユダヤ人､イスラム教の托鉢僧

　(Aep8Hm)を除き､5年以上にロシアに滞在すれぱ､ロシア国籍を取得する権利が与

えられた｡さらに､この国籍法は､AIペトローフ(A｡H｡neTpo8)が指檎するように､

外国人の一部がこれまで有した特権及ぴ外国人の一部が受けていた差別待遇をなくし2､プ

ルジョア国家を築き始めたロシア社会における市民の人権を､民族の帰属の如何を問わず

平等化し､帰化手続きを単純化したものであった｡さらに､同年12月7日､｢母国で発給

された旅券による外国人のロシアでの居住認可の期間について｣が採択され､それによると､

1noJIHoe　co6paHHe'3aKOHOB　PoccH銭cKon　HMnepHH,Co6p,

2-e,T,　39,　C　n　6.　1867.CJo7-110,(『ロシア帝国法典大全』第2部第39巻､サンクト.ペテルブルグ､1867

年､107-110頁)｡

2　neTpoB　A,H｡KopeacKaji　JHa　cnop‘a　Ha　丑aJ】bHeM　BocTOKe

PoceHa｡60-90-　e　r　o　4　bl　19　8　.BJlajlH8ocTog,2000.C｡倣(AIペトローフ『極東ロシ

アの朔鮮人移民､1860~1890年代』ウラジオストク､2000年､94頁)｡
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6ケ月以上゜シアに滞在した外国人は､居住許可の申請が必要であるとされた3.

　従って東アジア系移民も基本的に､既婚女性を除いて､ロシア人と同様に土地などの財

産を所有する権利を持ち､ロシア国籍の取得も可能であったが､東アジア系移民がロシア

で帰化するかどうかは､二つの要因によって左右されたと考えられる｡第一には､第一章

で考察したように､清国政府が､ロシア領に残留した清国人及び従属国人である朝鮮人を

管轄下に残債しておく努力をしていたこと､第二には､ロシア政府が沿海･アムール両州

の人ロが希薄であったために､入植を奨励する楷厦を講じ､入櫨者に様々な特権を与えた

ことである｡例えぱ､それは､｢アムール州･沿海州におけるロシア人と非ロシア人の定

住に関する規則』(1861年4月27日公布)によって､ロシア人と同様､外国人にも両州に

定住を望む者が私費で両州に移住する場合には､1世帯当たり100デシャチーナ(109,2ヘ

クタール)までの土地が与えられた4.この土地の分与が､清国人及ぴ朝鮮人のロシア定着

の主要な原因になったと考えられ､しかも､1世帯当たり100デシヤチーナというのは､独

立した世帯に与えられたのではな《､ヨーロッパ･ロシアと同様に､農民の共同体(ミー

ル=l･IHp)に与えられ､そのため､朝鮮人農民が､大きな村落を形成し得た主要な原因で

あると考えられる｡

　沿海州とアムール州がロシア帝国によって併合された1858~1860年には､すでに清国人､

朝鮮人がこの地域に居住していたが､東シベリア総督管区では､外国人の移入や居住を管

理する機関がまだ設置されておらず､外国人移民を管理する細目及ぴ外国人登録制度は未

整備であった｡

　ー方､移入の管理のために､1858年には､アムール州のプラゴヴェシチェンスク市に､

1869年には､沿海州のノヴオキエフスコエに国境警備隊総監(norpaHHqHbla‘

l《ogHceap)が設けられ5､東シベリア総督や両州軍事知事の指揮下にありヽ外国人移

3上掲書｡

4この規則は､1882年と1892年に改正されており､1901年に廃止された｡yHTeH6eprep　n,

Φ･npHgopel(aa　o6JlacTb,1855~1900.　C　n　6　J　900,　C｡68-69パRF汐ンテルペルゲ

ル『沿海州､1855~1900年』サンクト･ペテルプフレグ､1900年,6849頁)｡

5　rpaBe　B.　B,KHTa爺u　bl,Kope負ubl　H　刄noHUbl　B　npHaMypbe･

Tp　yjlbl　KOMa　HμMpOB　aHHOa　no　Bb!･C　Oqa負揖eMy　noBeJleHHlo
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入に関する情報を東シベリア総督やアムール･沿海両州軍務知事に報告する義務を有して

いた｡しかも､彼ら自身が外国人移住者の住居､ロシア国内の移動､食料品供給などの問

題に深く携わっており､その事例としては､以下に考察する鉱業法での清国人の雇用の自

由化であった｡

　N｡N｡ムラヴィョーフ(HjtMypa8he8)東シベリア総督は､アムール州のロシア

人農民が金鉱山へ流入すれぱ農業が衰退するであろうと懸念し､1860年頃に､鉱業法の第

661条第5.2項において､金鉱山における情国人の雇用を数的に制限せずに許可されるよう

に努力した6.1865年7月23日に､アムール･沿海両州での金鉱業が内閣法規によって認

可された際には､外国人労働者は清国人に限定された｡朝鮮人や日本人がまだ当該地域に

定住しておらず､彼らが金鉱山で雇用される心配はなかったにもかかわらず､エスニツク･

グループを限定した極東櫨民委員会の議事録によれぱ､ヨーロッパ系移民の金鉱山への流

入を阻止することが7その理由として考えられよう｡

　ロシア領に残留した清国人は､1860年からロシア政府の注意を引く存在であったが､さ

らに､ロシアとの通商条約が未締結の朝鮮からもその商人が､駐屯ロシア軍に食肉販売を

目的として同年から沿海州にあらわれていた｡

　1860年､ノヴオゴロドスキー哨所(現ポシエット)長I,F､チェルカーフスキ

　(H.Φ.qepxa8egH負)大尉は､冬期の海路輸送が不可能になったことによる食料品

不足に悩まされ､朝鮮人が取引していた食肉をたぴたぴ購入するようになり､朝鮮人が沿

海州南部で清国人の匪賊により襲われるという事件が発生したため､匪賊から彼らを保護

Agypcl(o4　9E(cnezlHuHH｡Bblny　c　g　lL　Cn6,　1911　C｡252453パVVグラーヴェ

　｢『鉛アムール地方』の中国人､朝鮮人及び日本人｣:『勅令により派遺されたアムール調査隊の報告』第

11巻,サンクト･ペテルブルグ,1912年)､252453頁.

6　Pa6oqH負　pblH　ol(　npHaJ4ypbg　引引1.Cn6,,1912,　C.75.(『1911年の沿アムー

ル地域労働力市場』､サンクト.ペテルブルグ､1911､75頁)｡

7極東櫨民委員会(KOMHTeT　no　3aceJleHH}○　双ajlbHero　BocTOKa)の

1911年2月11日の会鎌継事録､第20号､PoccHlicEH費　rocylapcT8eHHbt費

HCTopHlecKH`ii　apx'HI　双aJlbHeィo　BocTOKa(以下PrHA丑Bハ

4),702.0　nj｡4.640,JL244パ極東地域国立ロシア歴史公文書館､702-1-64{)､244頁)｡
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をするようになり､徐々に朝鮮人との関係を強めていた｡

　1863年､二代哨所長レザーノフ(Pe3aHo8)陸軍中尉は､｢アムール･沿海両州に

おけるロシア人と非ロシア人の定住に関する規則｣に基づき､1863年i1月30日には､Py

カザケーヴィチ(n.B｡Ka3age8H9)沿海州軍務知事に対して､ポシエット周辺､つ

まりノヴオゴロドスキー哨所から15ヴェルスタ(16キロメートル)離れた地域への朝鮮人

の定住許可を報告し､同時に､この報告書において､朝鮮人を清国人の匪賊の暴動や強盗

から保護するために､兵士派遣の許可を要請した｡それに対して､PVカザケーヴィチ沿海

州冪務知事は､兵士の派遣を許可し､｢ロシアに定住した朝鮮人はロシア政府の保護を受

けるべき｣と主張した8｡従って､ロシア政府は､朝鮮人の受け入れを決断し､その保鐘ま

での楷厦を講じたことになる｡

　さらに､1864年の秋には､レザーノフ哨所長は朝鮮人を困窮状態から救うために､庖ら

率いた中隊の貯蔵食料品から､P.V｡カザケーヴィチ沿海州軍務知事の許可を得ずに､麦の種

子､ソバの種子を貸与した｡また､P｡V｡カザケーヴィチの指令によって､ロシア領にいた朝

鮮人を脅していた情国人匪賊を捕縛し､情の輝春将軍に引き渡した9.このように､レザー

ノフ哨所長は､国際関係上の問題が生じることを考慮することなく､同情から頻鮮人の救

出を決断したと思われる｡また彼が上述の事件や朝鮮人移住者の入植問題についての報告

を､RV.カザケーヴィチに行ったのは､当時の沿海州では全人口に占めるロシア人の割合は

少なく､その大部分は駐屯ロシア軍人であり､沿海州軍務知事は､ョーコッパ･ロシアか

ら食料品の輸送が困難なこともあり､在庫の食料品も軍人への支給用であり､朝鮮人にそ

れを分配すれぱ､ロシア軍への供給が困難になることを懸念しながらも､イルクーツク市

にいたM､S｡コールサコフ東シベリア総督は､朝鮮人にも食料品を与えることを決断し､1864

8　rocy.aapcT8eHlibla　apxH8　　HpKyTCEo数　o6JlaCTH(以下

rAHO),ゆ24.0J｡U/3,4.24j!.2-3(イルクーツク州国立公文書館､24-11/3-24､2-3頁)､レザー

ノフ陸軍中尉の第205号報告書､1863年H月30日｡

9イルクーツク州国立公文書館､24-11/3-24､25-27頁､3anHCga　O　gope負政a　x,

xeJla}OulHx　npHH刄Tb　no.aβaHCTBO　PoccHH脚Ta6c,KanHTaHa

neTpa　reJbgepca,C-neTep6ypr,22.05レ1865　rパロシア国籍の取得を望む朝鮮人

に関するピョートル･ゲルメルス2等大尉の覚書､サンクト･ペテルブルグ､1865年5月22日)｡
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年11月16日付け581号書簡において､Pyカザケーヴィチ沿海州軍務知事に､｢当地域[沿

海州]への入植は非常に重要であるため､ロシアヘの定住を望む朝鮮人に保護を与え､特

別予算を使用し､必要な限り当面食料品を与えるべし｣と指示したlo｡

　後述するように(98-99頁参照)､清国人は､1860年代初頭に朝鮮人に対して暴動を起こ

したが､1868年には､ロシア人とも衝突している｡いわゆる『満人動乱J11(gaH-

3o8cl(ag　8oaHa)であり､それは1868年5月4日(旧暦4月19日)､ウラジオ

ストク周辺のアスコリド島(硯ルッスキー島)における清国人金採掘者のロシア人水兵殺

害を発端に勃発した動乱であった｡これ以前の1867年10月21日にも､アスコリド島では

清国人の活動がロシア官憲の注意を惹き､彼らの活動を中断させるために､実業家la七セ

ミョーノフ(只.爪Ce,4eHo8)と海軍大尉AAエトリン(A.A3TOJIHH)がこの

島を訪れ､清国人に対して島からの引き揚げを要求した際に最初の清国人によるロシア人

水兵殴打事件がおきた12｡この事件は動乱にまで拡大することはなかったが､1868年5月4

目､海軍大尉エトリンの率いる水兵のうち､アスコリド島上陸の際､銃撃により3人が殺

害され､8人が負傷したこともあり13､このため､沿海州軍務知事はアスコリド島に派兵し､

清国人を60人逮捕したが､動乱は沿海州本土へと拡大し､また､同日､ゴリヤーセフ

　(ΓO　p　gulle　8)少佐が清国人2000人によるウラジオストク攻撃を14報告するなど沿海州

10　C6opHHK　HcTopHKO-cTaTHCTHqecKHx　cBejxeHHa　o　CH6H-

pH　H　conpe及eJIbHblx　c　Hea　cTpaH｡Tよ8　bl　n｡　2.C　n　6　J876.　C｡13.(『シベリ

アとその隣国に関する歴史･地理的資料集』第1巻第2号､サンクト･ペテルブルグ゛､1876年､13頁).

u沿海州では､ロシア人が､満州人､漠人を含む清国人に対して､｢マンズィ｣(満人)という通称を用

いていた｡さらに､倉楯正直『唐行きさんの唄』共栄書房､1990年､41頁によると､『満州人｣という語

彙は､元々に｢蛮子｣という漢字で表記されていた｡

12　Ma　TBeeB　H,　n,KpaTKH鈴　KCTopHtlecKHil　ot{e　pK　r,BJlajlHBo-

cTol(a.BJlajlH8oc　TOE｡　yccypH,1990.CjL(N,P.マトヴェーエフ『ウラジオストク市

の歴史的概要』ウラジオストク､｢ウスリー｣社､1990年､51頁)｡

13　PoccH銭cKH負　rocyμapcTBeHHb{赦　apxHB　BoeH`H　o-Mo　p‾

cloro　ΦJl　o　T　a(以下にPrA　BM4》｡)､φ｡909,0nよふ120,tl-30.(ロシア国立海軍公文

書館､909-1-120､1.30頁);MaTsee8　H｡nパN｡P｡マトヴェーエフ)､上掲書､55-59頁.

14　PrA　BMゆ(ロシア海軍公文書館)､909-1-120､3頁｡
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は､戦時状態になっていた｡更に､5月には､清国人が沿海州のロシア人集落に放火したこ

ともあったが､全体としてはロシア人には大きな披害はなかった｡逮捕された清国人のう

ち､有罪の15人が囚人として石炭鉱山の労役のためサハリン島へ送られ､43人の容疑者に

は､ロシアヘの再入国が禁じられ､清朝の璋春将軍に引き渡された｡一方､無実の12人は

釈放後､居住許可が与たえられた15.このロシア側の決断は､1864年からの清国人のロシア

に対する敵対行為を中止させるため､方策の強化を示すと同時に､情朝の渾春将軍には､

ロシアの法律を犯した者だけが処罰され､無実の清国人についてはロシアでの滞在を認め

ることを示したものであり､このことは､法律の前では､ロシア人も清国人も平等である

ことを示すものと考えられる｡

　ところで､清国人との衡突を契機にして､ロシア当局は､ロシアに在留する東アジア系

移民の諸問題を以前に比べて重視するようになり､｢満人動乱｣に際して､沿海州を視察し

た東シベリア総督M｡S｡コールサコフ(M｡C.Kopcal(o8)は､ロシア牧府に､｢沿海州

南部の清国人はロシアの臣民という認識を持たず､民族的慣習によって選出される集会で

自治を行い､ロシア政府の介入を人権侵害としてみなしている｣と報告している16｡　M｡S｡

コールサコフ総督は､同時に､当該地域の行政区分を明確化し､国境警備を改善するため

に騎兵による哨戒隊を設け､清国人居住者のー斉調査及ぴその監視を行うように命じた｡

この際､M.S｡コールサコフ総督は､初めて､清国人の自治集会をロシアの管轄下に置くこ

とを試み､情国人選出の自治集会長をロシア人の警察管区長が承認することを清国人に提

案しようとした17.さらに､M.S｡コールサコフ総督は､未整備の他民族の国籍について､当

該地域の併合後､居住者全員がロシアの市民になるべきであるとした18｡

　さらに､同年､スコールコフ(CKOJIKO8)待従将官を長とする調査隊が､首都サン

15　PrA　BMΦパロシア海軍公文書館)､909-1-120､30-36頁;MaT8ee8　H｡nパN｡P｡マト

ヴェーエフ)､上掲書､58-59頁｡

16HecTepoBa　E｡H,CHCTeMa　ynpaBJleHH只　}IMMHrpaHTaMH　Ha

双aJlbHej4　BocTolce(1860-1884),PoccHg　H　ATP｡No,　2,2000,　C　,　59パEXネーステ

ロワ｢極東地域の移民対策(1860-1884)｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号､2000年､59頁)｡

17　PrA　BMΦパロシア国立海軍公文書館)レH67-1-2､91a頁,

18　PrHA皿B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702-l-34､180　a　頁,
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クト゛ペテルプルグから沿アムール地域へ派遣され､清国人を含む他民族の実態を調査し､

ロシア政府に｢沿アムール調査隊の意見書｣を提出した｡それによれば､清国人にロシア

の法律を遵守させるために､清国人の定住者への課税を提言している｡しかし､I｡Vフルゲ

ールム(H,B,φypyreJlbg)沿海州軍務知事はそれを拒否したが､それはおそらく､

定着清国人が少なく､法に則り牒税しても､彼らは直ちに定着地から森林地帯に移動する

こともあり､徴税困難になることが予想されるためであろう｡さらに､1867年､LVフルゲ

ールムは､朝鮮人対策の未整備を認識し､朝鮮語通訳の赴任を求め､これにより朝鮮人移

住者の慣習や言語に関する知識不足を補うべきであると主張した19.

　1869年末にもう一つの重要な事件は起きた｡それは､飢饉のために､朝鮮人の沿海州ヘ

の移住が著しく増大したことである2o｡その経緯と規模については第囚章で考察するが､こ

こでは対移住者政策のみを分析する｡

　ロシアヘの移住後､朝鮮人には土地が与えられ､ロシア政府の保護下に入るという情報

は､かつてロシアヘ渡航した季節出稼ぎからの帰国者によって咸鏡北道へ伝えられたこと

もあって､これが朝鮮からの移住者の急増の要因の一つとなった｡

　1856年から1865年にかけて沿海州軍務知事であったPVカザケーヴィチ､そして1865

年から1871年にかけてそのポストを受け継いだLVフルゲールムは､基本的に､上述した

1861年4月27の｢アムール州･沿海州におけるロシア人と非ロシア人の定住に関する規則｣

を朝鮮人に適用したが､I.Vフルゲールム沿海州軍務知事は朝鮮人移住者と交捗することも

あったという｡

　1869年末から1870年初頭にかけて､I｡V.フルゲールム沿海州軍務知事は､国庫に貯蔵の

食料品を含む生活必需品を朝鮮人に分配すると､食料品の不足もあって軍隊への供給が困

難になると考え､朝鮮人の受入を拒否し､帰国を求めるという結論に達していた｡｢満人

動乱｣時の英雄であったAAエトリン海軍大尉は､1869年I1月13日､｢朝鮮人を受け入

れることはできない｡我が中隊に飢餓状態が生まれとチフスが発生する可能性が高い｣と

19　rAHO(イルクーツク州国立公文書館)､24-10-202(k　2107)､5頁､I,Vフルゲールム沿海州軍

務知事よりM,S.コールサコフ総督､第96号､1867年6月6日｡

2o　rAHO(イルクーツク州国立公文書館)､24-10-202(k　2107)､9-13頁｡
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沿海州知事に報告していた21｡

　朝鮮人移住者の強制帰国をやむをえないと判断したLVフルゲールム沿海州軍務知事は､

朝鮮の国境警備隊長と交渉を行い､朝鮮人移住者の帰国とその援助に関して､朝鮮側の了

承を得た後､彼は､自ら､チジンヘ村において､朝鮮側との交渉の結果について642世帯

に説明の上､帰国を求めたが､朝鮮人は､帰国すれぱ直ちに処刑が待っているという恐怖

感を抱き､帰国を拒絶したため､LVフルゲールムは､処刑の可能性を考慮し､彼らを沿海

洲の様々な企業に就労させることを決意した22｡さらに､彼は､これまでに定着した朝鮮人

が毎年一定量の収穫を得ていたこともあり､ロシア軍の駐屯地の周辺に朝鮮人を入植させ

れぱ､収穫した小麦や野菜をロシア軍に売り､これによりロシア軍の食料問題も解決でき

ると考え､朝鮮人に種子を与えることに踏みきった｡

　LVフルゲールム沿海洲軍務知事は､1869年末から1871年にかけて､軍隊の備蓄品から､

35,000プード(573,300kg)の食料品を朝鮮人に配分し23､さらに､朝鮮人の生活条件の改善

を模索し､まず､マカーロフ(Maicapo8)顧問に､朝鮮人の財産調査を依頼し､マ力

ーロフは､チジンヘ村とヤンチヘ村に居住する朝鮮人の982世帯(5,915人)のうち､309

の世帯(2,070人)は援助不要､673の世帯(3,845人)には援助が必要との結論に亙った｡

この調査結果により､LVフルゲールムは､後者に様々な労働を提供する楷贋を取り､20人

の朝鮮人をポシエットの炭鉱､50人をノヴオキエフスコエでの工事､50人を大工､指物師､

鍛冶工､石工としてウラジオストク港やシベリア鉄道南ウスリー路線の工事に送った｡さ

らに､ラズドリノエとアストラ八二ー村の朝鮮人をウスリー川､スイフン川､ハンカ湖に

就航していた船での職を与えるなど24､朝鮮人を様々な企業へ就職させた｡

　ロシア政府は､朝鮮人の入植が始まった1863年から朝鮮人の村を満州人の匪賊から保護

21　rAHO(イルクーツク州国立公文書館)､24-10-202､14頁｡

22　HaceKHH　H,Kopeiiubl　npHaMypcKoro　Kpag｡　}KypHajl　MHHH-

cTepcTBa　Hap　o､4HOr･o　npocBeuLeHH只｡1904.No｡3.､C｡2-3.(N｡ナセーキン｢沿

アムール地方の朝鮮人｣『文部省広報』第3号､1904年､2-3･頁),

23前掲書､12-13頁;rAHO(イルクーツク州国立公文書館)､24-10-202(k　2107)｡

24　rAHO(イルクーツク州国立公文書館)､24-10-202､沿海州軍務知事より､東シペリア総督宛て､

第104号､1870年2月5日､36頁｡
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し､1870年代にこれを強化し､例えぱ､1878年には､プツィロフカ村には､木造の兵舎を

建設し､20人の警備隊を配置し､他の朝鮮人村にも同じような警備隊を配置した25が､1882

年に匪賊の襲撃がほぽなくなったために､警備隊は任を解かれた｡郷(80JIOCTh)の

中心となったプツィロフカ村だけには､7人の兵士を駐屯させた｡

3-1-1　1878~1883年における清国人･朝鮮人の管理強化

　1880年代は､極東ロシアの開拓史の新しい扉を開いた年代であり､移住者に対する政策

も転換期を迎えた｡また､同時に､第二章において考察したように､1879年から1880年に

かけては清国との関係の緊張が高まった年でもあった｡

　D｡G｡アヌーチン(几Γ.AHyqHH)東シベリア総督は､1879年に､自らアムール州､

沿海州を回り､清国政府が在露清国人､シベリア先住民から税金を微収していることに対

し､大きな不満を示し､在留清国人は｢国家の中にある国家｣であるとし26､さらに､在留

清国人の実態を精紬に調査し､その管理を強化する必要があると指檎した27｡すなわち､ロ

シア政府は､1868年の｢満人動乱｣以来､清国政府が在露清国人を管轄する権利を持った

ことに対して不満を示し､1880年代初頭に在露清国人をロシア政府の管轄下に置いた｡そ

の経過について､以下に簡単に述べたい｡

25　npHaMypcKHe　BeμOMocTH,1895.N0.58.npHJloxeHHe,Kope負u　bl

npHH･4ypcEoro　l(pag.C｡12-13パ『沿アムール報知』1895年､第58号､｢沿アムール地

方の朝鮮人JI2-13頁);Ky3HH　A｡双aJlbHeBocTO戈IHble　KOpenUbl:XH3Hb

H　Tpare具HI　Cy刄b6bL双aJlbHeBOcTOqHOe　KHHXHOe　H3刄aTe-

JlbcTB　o,CaxaJIHHCKoe　oT双eJleHHe,1993(A.T.クージン『極東ロシアの朝鮮人

-その人生の悲劇-』極東書籍出版社サハジン支部､1993年),18頁;λT｡クージン著､岡奈津子訳､田

中水絵訳『沿海州･サハリン:近い昔の話(翻弄された朝鮮人の歴史)の統計･地理･経済概説』凱風社,

1998､30頁｡

26　C60pHHK　rJlaBHe負mHx　oφHUHaJlbHb【x　μOKyMeHTOB,TバL　Bbln,

1,　C｡71(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第1巻第1号､71頁),

27　C6opHHK　rJlaBHe費脚Hx　oΦHuHaJlbHMX　JOKyMeHTOB　no

ynpa8JleHHK)BocTo9Ho燕C116　H　p　blo.　T｡L　Banバ1.C35(『東シベリア統治

に関する主要公文書総覧』第1巻第1号､35頁)｡

99



　アムール州､沿海州で行われた調査により､ロシア領へ派遣された清国政府の高官が､

管轄下ではなかったアムール河､ウスリー川流域の原住民からも徴税していたことが明ら

かになった｡それについて､民族学者L王シレンク(JljtLLlp　e　H　X)は､情国政府が派遣

した高官がウスリー川沿岸のニケ所に居住しており､ウスリー川流域の先住民から徴税し

ており､その-ヵ所は､ウスリー川下流のゴルド人(現ナナイ人)のジョアーダという村

落であり､他の一ヵ所はイマン川が流入するウスリー川の左岸28と記している｡1860年代に

は､沿海州のゴルド人とオロチョン人(南部のエベンク人)はロシア人との接触もほとん

どなく､清国政府が徴税していたこともあって､彼らの居住地域は清国の領土という認識

であった29.さらに､ウスリー地方探検家V､K｡アルセーニエフによれぱ､｢ロシアの勢力は､

ウスリー川流域と聖オリガ湾までの海岸までしか及んでいなかった｡それ以甫は､清国人

が握っていた｡清国人は､この地を全面的に支配し､自らの宗旨で暮らし､先住民を奴隷

のように扱っていた｣3o｡V｡K.アルセーニエフが指檎した｢清国人の支配｣､すなわち､ア

ムール州の一部と沿海州南部が清国の統制下に置かれようになったことについては､ロシ

ア牧府は不満を持っていた｡東シベリア総督の指令によって､清国人居留民の調査(1878　･

79年)を行ったのは､ウラジーミル･ヴィスレーノフ七等文官であった｡ヴィスレーノフ

によって作成された定着的清国人･朝鮮人･先住民の名簿は､その後のアムール地理学協

会会員のLP｡ナダーロフ中佐､kA｡ナザーロフ大佐の調査報告書は､移民政策の改正を行っ

た地方当局にとって､価値のない資料であったと言っても過言ではない31｡

28　ApceHbeB　B,K,　KHTaaub{　B　yccypH費cKOM　Kpae,xa6a-

poscE,1914パVXアルセーニエフ『ウスリー地方の中国人』ノヽバロフスク､1914年)､46頁.

29　Ha,aapoB　H,n,CeBepo-yccypKacKH負　Kpa飢C6opHHK　reo-

rpaφHqecKHX,TonorpaΦHqecKHX　H　CTaTHCTHqecKHX　Ma‾

TepHaJIOB　noA3HH.　Cn6.｡1887.C｡116.121(I｡Rナダーロフ｢北ウスリー地方｣『アジ

ア地理･地形･統肝の資料集』サンクト･ペテルブルグ≒1887年､116頁)｡

3oApceHbe8　B｡　K｡(V｡K,アルセーニエフ)､前掲書､84-85買｡

31この調査で作成された名簿は､イルクーツク州国立公文書館(24-10-333/K2118)に保管されており､『東

シ4リア統治に関する主要公文書総覧』にも掲載された｡C6opHH8:　rJla　8He肴uJH　X

oΦHUHaJlbHblx　双OKyMeHTOB　(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』)､第4巻

第2号､1883､152.176頁｡
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　この｢国家の中にある国家｣を解体し､ロシア政府の管轄下に債くために､まず､1883

年､D豆アヌーチン東シベリア総督の指令によって､ブルンダ川からアムール河まで､ホニ･

ホフラ川からゼヤ川まで広まっていた残留清国人集落の精細な調査と土地の境界設定が行

われた32.この調査によって､満人と漠人からなる清国人は､分与された土地以外に､21.499

デシヤチーナ(23476j08,ヘクタル)を利用しており､全部でII6,763デシャチーナ

　(127501196ヘクタル)を農地として使っていたことが明らかになり､併せて､清国人が

不法に使っている土地も確認された｡この調査の結果のなかで､D{アヌーチンは､ロシア

政府に､｢南ウスリー地方では､朝鮮人と清国人には祖税が免除されているが､この地域

において放浪生活をする清国人出稼ぎ者の数に比してロシア人の人口は余りにも少ない｣33

と情国人居留民に関する規制の強化や､ロシア人の入櫨の必要性を主張した｡

　ロシア政府は､清国高官に清国人の土地使用の取締まりに対する脇力を求めたが､その

協力は得られず､土地の再分配のために､アムール州ヘコサック軍の派遺に踏み切った34.

　残留清国人集落の土地の境界設定調査終了後､ロシア政府は清国人が利用していた土地

の一部を没収したが､土地全体の93%に当たる108,008デシヤチーナ(117,944ブフ36ヘクタ

ル)については清国人による利用を認めた｡さらに､ロシア政府は､清国人に対して､1891

年1月1日までのこの土地の無料利用を許可したが､その購入は認めず､鉄道､或いは道

路工事が行われる場合には､土地は返却するものとした｡

　サンクト･ペテルプルグに設置された沿アムール地方諸問題特別委員会会議(1883年6

月18日)では､｢清国の高官が満州人､ゴルド人(現ナナイ人)から微税しており､その

32　C6opHHK　rJlaBHe負mHX　OφHUHaJb　Hblx　μOKyMeHTOB　(『東シベリ

ア統治に関する主要公文書総覧』)､第4巻第2号､1884､40頁,

33　Bcenoμ刄aHe数田H負　oTqeT　reHepaJI-ry6epHaTopa　BocToq-

Ho負　CH6HpH　no　ynpaBj.eH11}o　BocTo9Ho貧　CH6HpH　3a　1879【乙

C6opHHK　rJlaBHea脚HX　OΦHUHaJlbHblx　μOKyMeHTOB(｢東シベリア統

治に関する東シベリア総督の報告書｣『東シベリア統治に関する主要な公文書総覧』)第1巻第1号､イ

ルクーツク､1884年､43頁｡

34　C6opHHK　rJlaBHe戯誕Hx　o4)HuHaab､Hblx　双OKyMeHTO8.(『東シベリ

ア統治に関する東シベリア総督の報告書｣『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』)第4巻第1号､

イルクーツク､1884年､2-4頁｡

10!



大部分が情国政府に入らず､この高官の収入となっている｣と指檎し､当委員会は､この

状況に対して不満を示し､その原因を｢人ロ希薄､行政機構の未発達､道路の不正備｣35と

指橋し､調査結果に基づき､沿海州の情匡人をロシア政府の管轄下に置《ように皇帯に提

案した゛｡1883年に､この提案が受け入れられ､これ以降､ロシア政府の管轄権が在留清国

人に及ぷようになった｡つまり､これにより､清薗人は毎年税金を納め､ロシア政府に居

住許可鉦を串請することが規則となり37､また､清国人が犯罪を起こした湯合､ロシアの法

により裁かれることが規定された馬

　上述したように､自由移民期(1860~1883年)のロシア政府の東アジア系移民政策は､

清国人と朝鮮人の自由入櫨奨励から､その移住を取り締まる統制の成立の歴史であった｡

ロシア攻府は､清国人が金鉱山で従事し､朝鮮人が農産物をロシア軍に供給することは､

ロシアにとって有益であると理解しており､凶作の場合には朝鮮人に軍の備蓄から種子を

与えていた｡1860~1880年代にはロシア敬府は清国人･朝鮮人対策を行っていなかったと

いう一部のロシア人研究者の見解が支配的であるが､上に考察したように､移民への支援､

清国人匪賊の遼捕､移民の就職などの措置を講じているのは明らかであり､ロシア政府の

公文書館には､これに関する記録の膨大なコレクションがある｡―方､ロシア政府が東ア

ジア系移民に対して同化･帰化政策を行っていなかったことに関しては異論はない｡　1879

~1882年の露清関係の悪化後､ロシア政府は在露清国人の清国軍への協力の可能性を憂慮

し､清国人集落の調査､その名簿作成､徴税導入を実施した｡

　さらに､ここでは､ロシア政府の入櫨政策を北南米諸国の敦策と比較はしないが､第一

35前掲書､第1巻第2号､208-209頁｡

36　C6opHRK　rJla8HeamHx　oΦMuHajlbHblx　μOKyMeHTOB.T｡1.

Bbln.　L　C｡31,34-35パ『東シベジア統治に関する主要公文書総覧』第1巻第1号､31,34,35頁).

37'C6opHHK　rJla　BHea胆Hx　oΦHuHaJIbHblx　loKyMeHTOB,T｡4,Bbln｡

LC,　17-47　;　B　bl　n　よ　Hpl(yTel(,1883パ『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第4巻第1

号､17-47　;　第2号､イルクーツク､1883年).

38C6opHHK　rJlaBHeauJHx　oΦHu;HaJIbHblx　loKyMeHTOB.T｡4,B　bl　n｡

LC,Iフー47;　Bhln｡2.HpEyTc　gj883パ『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第4巻第1

号､17-47　;　第2号､イルクーツク､1883年).
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章において触れた北南米諸国の非熟練労慟者の移入民奨励政策とこれぱ同様であったこと

を指摘しておきたい｡

3-2　移民政策成立期(1884-1893年)

　1884年には､アムール州､沿海州､パイカル州､サハリン島を含む沿アムール総督管区

が､創設され､行政区分が改正された｡初代の沿アムール総督AXコールフ(AJLKop4))

男爵は､D｡Gフヌーチン総督が展開してきた東アジア系移民に関する規則を明確にした｡

3-2-1　東アジア移民問題の登場

　A｡N.コールフ総督は､沿アムール総督管区の発展に関わる様々な問題を審議するために､

1885年に､はじめて､第一回沿アムール地方軍務知事･地方当局代表者･実業家会議をB

集し､その会議では朝鮮人･情国人の移民問題が大きな注目を集め､審議され､D豆アヌー

チン総督の指令によって行われた朝鮮人･清国人移民調査や､LPサダーロフ04j-I.Ha-

μapo8)ロシア参謀本部中佐､kA.ナザーロフ(}○｡A才la3apo8)中佐の実施した調

査の成果が報告され､朝鮮人や清国人の今後のロシアヘの移住を制限し､かつて国境周辺

地に定住した朝鮮人や清国人を奥地へ移住させ､ロシア人と混住させ､ロシア人の村落に

定住させるべきである39とされた｡

　地方当局の代表者や実業家は､引き続き1886年､1893年､1904年に同様な会議をもち､

常に､東アジア系移民問題が参加者の注意を惹き､この問題は地方攻治において大きな位

置を占めるようになった4()｡特に､1886年の第二回会議では､清国人や朝鮮人移民の可否に

ついての参加者の見解はそれぞれに異なった｡一部の高官や政治家はロシアの金貨や天然

39necouKH鋳　B,双,Kope負cKHa　8onpoc　8　npHaMypbe,Tpy.ll　bl

AXLpcKo負　9KcneぷHuHH,BblnycE(11a.xa6apo8cg,1913.C｡2(V｡D｡

ペソーツキー『沿アムール地方の朝鮮人問題:アムール探検隊の論文集JI913年､2頁)｡

40　Ha4apoB　H.　n,　BTopo負　C'be3JI　ry6epHaTopoB　H　μpyrHX

npeμcTaBHTeJlea　B　I≒xa6a　poBC　Ke.1886.Bjla･HBocTOK,1886.(I

Pサダーロフ『知事等の全権のハパロフスク第二回会粛､1886年』ウラジオストク､1886年).
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資源の清国への流出で清国人を非難したが､P｡F｡ウンテルベルゲル(n｡ゆ､yHTeH-

6eprep)､AAパノーフ(A.AぶaHo8)などは､清国人や朝鮮人の労働力がこの

地域の開発には必要不可欠であると指摘した｡AXコールフ総督は､閉会の演説において､

ロシア政府があらたに承認した法律により清国人はロシアの法によって裁かれることにな

ると同時に､清国人の商人にも他の外国人に与えられていた権利が与えられると述べ41､

1880年代半ぱには､ロシア政府は､清国攻府の清国人に対する徴税を禁止したが､同時に

商業の自由などの経済活動の権利を認めたのである｡

　1892年11月22日付『ウラジオストク』紙の記事によれぱ､ウラジオストクの住民や政

治家が親外国人派と親ロシア人派に分裂し､対立しており､記事の著者は､この対立や民

族的利害を超えて相対的寛容のために努めるように呼びかけている42.

　この対立の原因は､まず､東アジア系移民の労働力に頼る企業と､東アジア系移民の流

入や商取引によって製品価格の低下や減益に陥った企業があり､前者と後者の利害が衝突

したことによる｡清国人との商取引によりロシア人には減益という事例の記事が『ウラジ

オストク』紙に掲載され､それは二人の清国人がニコラエフスク市で魚の塩つけ加工と販

売を行ったため､魚の価格が低下したというものであった｡この記事の著者は､このよう

な清国人が年々増加すれぱ､魚の加工と販売を主な生業とするニコラエフスクの住民には

打撃となるとの予測のもとに､結論として､行政機関の積極的介入の必要があると述べて

いる43.

　AXコールフ総督は､皇帝アレクサンドル三世(AJl　e　l(eaH4p　TpeTHi1)宛に

提出した報告書の中で､在留清国人や朝鮮人がロシア敦府に税金を納めず､農業に適した

　｢当該地域の最良の土地｣44を所有していることを理由に､彼らの管理強化と入国制限を提

41上掲書､13べ20頁｡

42『ウラジオストク』､1892年11月22日､第47号､5頁,

43さらに清国人商人が度々消費者に対して詐欺行為を行ったことも､清国人の否定的イメージの構築に影

警を与えた｡『ウラジオスト,ク』､1892年H月15日､第46号,8頁;1892年9月20日､第38号､7頁｡

44　BcenoμAa耳H　･e　負脚H費　oTqeT　np}laMypcKoro　reHepaJX-ry6e‘

pH'a　Topa　6a　poHa　Kop4)a　1886　r,ABnPH.ゆ｡148,,o　n.487.4.109L　JL4パλN｡

゜-ルフ沿アムリレ総督の皇帝に対する報告書､1886年､ロシア帝国外交史料館､148-487-1091､4頁)｡
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案したが､実際には､人口が希薄な極東ロシア地域には､躾業適合地の不足は考えられず､

朝鮮人･清国人移民の入国を制限するのが―つの理由と考えられる｡

　また､瓦N.コールフ総督は､D｡G.アヌーチン東シベリア総督と同様､｢朝鮮人､清国人が

国境周辺地に余り多数居住すると､清国との衝突が生じた場合､清国側に協力する可能性

が高い｣と記述している｡ここで清国との衝突が報告書の中に取り挙上げられた理由は､

第一章で考察したように､1882年から1886年にかけて､ロシアがポシエット地区を巡って

清国と紛争があり､上記の報告書が提出された1886年は､ポシエット地区のロシアヘの所

属を確認した｢渾春界約｣が調印された年であった｡同様な事件の再発を懸念したAXコ

ールフ総督は､清国人や朝鮮人が集中して居住していたポシエット地区の領土の保全を考

え､上述したように､朝鮮人･清国人移民の入国制限などの措置を提案したのであろう｡

　AXコールフ総督の提案は､ロシア政府や国家評議会の構成員に論争を引起し､審議の結

果､朝鮮人や清国人の国境周辺地への入植を禁じ､すでに国境周辺地に定着していた者は

奥地へ移住させるとし､皇帝アレクサンドル三世は､1886年I1月22日にこの決議書を裁

可した45が､この法律は､清国人に対するより定着の朝鮮人に大きな影響を与え､現実的に､

定着した朝鮮人は国境周辺地域から奥内へ移動させられた｡

3-2-2　東アジア移民の人頭税問題

　1887年2月7日のロシア政府の会議には､かつて極東ロシアの移民問題に関わり駐北京

ロシア大使を離任したA｡E.ヴラーンガリ(A｡E｡BJlaHraJIH)将軍が出席し､あらめ

て､沿アムール総督管区への朝鮮人移住問題が審議され､移住を規制するために､移住者

を定着移民と非定着移民に分けるべきであるという声明が出された46.

　ロシアの国家評議会は､ロシア在住外国人に対して5ループルの人頭税の導入を提案し､

46　A.N,コールフ沿アムつレ総督の皇帝に対する報告書､1886年､ロシア帝国外交史料館､148　-487-　1091　､

5-7頁;PrHAμB(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702-1-94､32頁｡

46neTpoB　A｡I/L　Kope詣cKa只　刄Hacnopa　Ha　双ajlbHeM　BocTOKe

PoccHH｡60-90-　e　[o刄bl　19　L　BJa,aH8ocTOE｡2000.C｡101(A.Lペトローフ『極東口

シアの朝鮮人移民､1860~1,890年代』ウラジオストク､2000年,105頁八
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1888年5月17日､皇帝アレクサンドル三世は､在留朝鮮人や清国人から人頭税の徴収する

法案を裁可した47が､実際には､清国人には､すでに､1885年から人頭税を納税後に居住許

可の申請が義務付けられていた48｡この新法(『シベリア法典』第5条､第344項目)によ

って､朝鮮人や清国人は､商取引を行わず不動産を所有していない場合､毎年､5ルヽ--･ブル

　(およそ5.75円)49の人頭税を納入後､居住許可証を申請するように定められた｡この人頭

税課税の理由としては､次の二点が挙げられる｡｢OCHOBaHHeM　B3blCKaHH只

9THX　leHe　r　cJly班HT　TO　06CTo只TeJIbcTB0,qTO　KHTa負abl　B

cHjly　cBOHx　pacoBblx　oco6eHHocTen　He　MoryT　班HTb　Me班-

jy　xHTeJI只MH　6eJIO銭　paCbl,He　npHqHH51只　MM　cepbe3H謎x

Heylo6cTB　H　noTOMy　Tpe6yK)T　ycTaHOBJleHH只　oco6Mx　op-

r　a　HO　B　ynpaBJleHHg　H　Ha旦3opa　　H　　BMe　c　T　e　　c　　T　eM　o　c　o6MX

pacxoloB　IJI5l　npHH只THR　qpe3Bblqa負Hblx　caHHTapHblx　Mep

no　oTHomeHHK)KaK　Hx　caMHX,TaK　H　KBapTaJIOB,HMM　Hace-

JI只e　Mblx｣(清国人は､人種的特性のため､白色市民に害を与えることになり､白色市民

とは雑居ができない｡清国人居住地を管理する特別な機関や､清国人とその居住地に対す

る衛生的措萱を講じる費用を設置する必要があり､清国人から特別に人頭税を微収すべき

である)｡このような人種差別に基づいた説明がロシア人の高官によりなされたことは､

当時､平等の原則に基づいた社会を構築する時代にはまだ至ってなかったことを証明して

いると同時にこれにより､この法律の策定者は､朝鮮人の極東ロシア地域への入国の減少

も期待できると考えていた｡

　人頭税は､1888年から10年間は法律に則り､1898年から1910年にかけては､一年毎ご

とに延長され､1910年6月10日の法律では､朝鮮人と清国人から人頭税が微収されること

47　rpa8eB｡B｡(vyグラーヴエ)､前掲書､23-24頁りlapHH　BJ｡KHTa11　H

八,ajlbHHa　BocTOK　PoccHH｡　B.aa4HaOCTol(,1998,C120,(V工.ラーリン『中国

と極東ロシア』ウラジオストク､1998年､120頁),

48neTpo8　A｡H,(AIペトローフ)､前掲書､104頁｡

49　1891年､1ループルはおよそL15円であった｡外務雀通商局『通商彙纂』第122巻第46号､1891年､

東京､不二出版､1990年､106頁｡
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となった｡この人頭税は､4jルーブルの基本税､03ルーブルの追加税､Oi75ルーブルの

印紙税からなり､基本税と印紙税は､国庫に入り､追加税は､当該州の軍務知事､すなわ

ち地方当局が利用することになった5o｡

　東アジア系移民のなかでも､日本人だけには､Oブフ5ルーブルという低額の人頭税の納税

が課されていたが､この差額は､第一章において考察した通り､日本政府が清国､朝鮮よ

り有利な条件でロシア政府と条約を締結し､ロシア在留の日本人は最恵国待遇を受けるこ

とになっていたからである｡

3-2-3　朝鮮人帰化の実施

　1888年11月23日に締結の朝鮮との陸上貿易協定(第一章参照)において､朝鮮人のロ

シアヘの入国の規制後､ロシア政府は､定着した朝鮮人に対するロシア国籍取得の準備を

進めることをA.N.コールフ総督に指示することにした｡こうして､ロシア在留朝鮮人の法

的地位を定める法律も整備されるようになり､2年後の1890年12月17日には､AXコー

ルフ総督は､P.F汐ンテルベルゲル沿海州知事宛の4479号書簡において､在留朝鮮人に関

する規定を策定するように指示し､1891年2月23日には､RF.ウンテルベルゲル沿海州知

事がAXコールフ総督宛の2277号書簡において､ロシアに入国した朝鮮人を三種類に分類

することを提案し､1891年6月21日発布の2977号指令に基づき､①　1884年6月25日

の朝露修和条約締結前に､ロシアに定住した者(第一種朝鮮人)②　1884年6月25　1ヨ以降

にロシアに渡航した者(第二種朝鮮人)③　短期滞在者(第三種朝鮮人)という三種類に

分類した51｡第一種朝鮮人は定住者とみなされ､土地分与の権利を得､第二種朝鮮人は､臨

時滞在者とみなされたが､ロシア国籍を有しない移民の土地売買は禁止されていたため､

土地は分与されなかった｡さらに､入国に不適切な朝鮮人移民一就労不能者､12歳以下と

60歳以上の者-に関する規定が定められ､入国が禁じられた｡
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5o　rpa8eB｡B｡(V｡V｡グラーヴエ)､前掲書､2344頁｡

51　PrHA　双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､87-4-1593､3頁;nJeTpo8　A｡沁(A｡Lぺ

トローフ)､前掲書､106頁,



　第一種朝鮮人の家族には､移住年と家族全員の氏名を記載した特別の証明書が支給され､

これに基づき村ごとに家族名簿が作成された｡朝鮮人のみが居住する村落を構築する要望

があれぱ､そのために一世帯あたり15デシャチーナ(約16.4ヘクタール)の土地が与えら

れた｡また第一種朝鮮人たちは｢まげを[中略]地元の事情に応じて適切な時期に切る｣よう

要求され52､ロシア人農民と同様に祖税､地祖を支払い､兵役を果たしていた53.

　第二種朝鮮人は､国有地を引き続き利用する権利を失い､第一種朝鮮人と同様に現金税

と現物税を納めながらも､二年以内に田畑を整理し､ロシアから退去しなけれぱならない

とされた54が､兵役は免除された仇

　第三種朝鮮人たちは､朝鮮政府発行の旅券にロシアの査証(ビザ)を経て､Iケ月以内に

居住許可証を入手した場合のみ滞在が認められたが､地租や年貢の納付が義務付けられて

いたものの56､定住を希望しても悉く拒否され､1年ごとにビザを更新する必要があった｡

　1892年､皇帝アレクサンドル三世は､AXコールフ総督の要求に応じて､沿海州､アム

ール州における外国人に関する土地購入禁止法を承認した57.1892年の夏､沿海州とアムー

ル州の朝鮮人の村では､朝鮮人居住者を第一種と第二種に分別し､名簿を作成する予備作

業が始まり､秋までに､この作業は終了し､1855世帯が第一種に､1055世帯が第二種とな

り､後者は1894年の秋までにロシアを退去しなけれぱならないとされた58｡

52

Ky3HH　A｡T｡(Aエクージン)､前掲書､25頁;岡奈津子､前掲書､36頁;KloHe　p　ドLB

CTaTHCTHKo-reorpaΦH゛{ecKH負　H　9KOHOMHqecKK持　oqepK

KopeH｡吼L　BJla4H8.0cTog｡1912.C257バN｡V｡キューネル『朝鮮の統肝･地理･経済概説』

第1巻､ウラジオストク,1912年､257頁).

53

54

hoHep　H.B｡(N｡V.キューネル)､上掲書､257頁｡

Ky3HH　A｡T｡(A.T｡クージン)､前掲書､25頁;岡奈津子､前掲書､37頁;KHX　CblH

X8a(金承化)､舞え掲書､38頁｡

55　KHX　CblH　xs　a(金承化)､上掲書､38頁,

56　Ky3HH　A｡　T｡(Aエクージン)､前掲書､25頁;岡奈津子､前掲書､37頁｡

57　ABnPH,　ゆ.148,0　n,487,β｡109L爪2パロシア帝国外交史料館､148-487-1091､2頁)｡

58neTpo8　AJL(A王ペトローフ),前掲書､107頁;PHTTHX　A.A｡nepeceJleH･

9ecKIoe　H,Kp`ecTb只HCKoe　双e刀O　B　K)XHo-yccypHacKOM　Kpae

c　n　6　J899.　cバE13.(A.λリツチヒ『南ウスリー地方の移住と農業の諸問題』､サンクト･ペテルブルグ､

1899,33頁)｡
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　1892年秋に第二種朝鮮人居住者の強制的帰国準備が始まり､帰国第二種朝鮮人の名簿作

成の作業は､朝鮮人白治組織に香ねられた｡しかし､A.I.ペトローフが指摘しているように､

第二種朝鮮人の多くは､帰国を逃れようとして､州軍務知事宛てに､第二種への帰属を拒

否する申し入れを行い､さらに､ロシア人の弁護士を雇い､不公平な強制帰国を裁判に持

ち込もうとした59.帰国を拒否する朝鮮人運動に関する記事が､1894~1895年の『ウラジオ

ストク』紙に多数掲載されており､その事例の―つが､弁鐘士lu£スヴィデールスキが担

当したケースである｡それは1894年1月8日に16村の朝鮮人が金･チヤン･ゴニ氏を代表

者として､ロシア残留の権利を弁護するように同弁護士に依頼し､報酬金として､当時と

しては高額の6,000ループルを支払うように同弁護士に約束した6oが､同弁護士が依頼人か

ら受け取った代金を持ち逃げたため､この試みは成功しなかった｡

　但し､朝鮮人に関する記録作業は､継続され､1894年4月に終了した時点で､第一種に

は2026世帯(11,540人)が入り､2年前の世帯数を大きく上回っている61が､それは､ロシ

ア残留を希望する第二種朝鮮人がそれを承認するようにロシア政府へ申し入れたが､ロシ

ア政府には彼らの帰国を厳しく取り締まるスタッフと予算の不足もあり､第二種朝鮮人の

帰国準備は､ロシア政府により朝鮮人の自治組織に委ねられた結果であった｡

3-2-4　朝鮮人･清国人の自治と管理

　3-2-3において触れた朝鮮人の自治組織とは､朝鮮人移民の管理の改善､特に徹税や新来

者の住民登録の徹底を図るために､朝鮮人移民が集中的に居住していた村にAXコールフ

総督により新たに設けられた組織のことであり､これは､定住した朝鮮人移民をロシアの

行政機関の管轄下に置き､地方行政の中に位億付けると同時に､ある程度の自治を行う自

由を認めるという性格を有していた｡

59neTpo8　A,.HパA｡I,ペトローフ)､上掲書､107頁,

60　BJla4H8ocTok(ウラジオストク)｡砥14j894,　C,祗

61第一種の名簿に記録された世帯数については､様々のデータがあった｡その理由は､朝鮮人の移動が激

しかったからであろう｡データについて､neTpo8　A.FL(λ1.ペトローフ)､前掲書､109-110頁

が詳しい.
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　自治組織｢朝鮮人自治団｣(EopeiicEoe　o6IUecT8eHHoe

npa8JleHHe)は､幾つかの朝鮮人村が―つの郷(ヴオーロシチ=8oJlocT6)

を構成し､その行政区画の店治を行った組織であり､郷長(80JIocTHO負　cTap-

mHHa)や各村を代表する村長は､住民全員が参加した朝鮮人の集会(o　6u4e-

c78eHHbl負　cxoJ)で選出された｡集会は､ロシアの行政機関の要求によって召集

されることもあり､その決議はロシア人の警視監の承認が必要であった｡また､集会では､

　｢村の治安維持を犯す者｣の追放､集金した公用費の使途の確認などが行われ､さらに､

郷長や村長は､微税や新来者の住民登録､登録者名簿の確認､犯罪者の逮捕､衛生状況の

管理などの日常生活に関わる業務をロシア当局に代わって担当していた62｡こうして､ロシ

ア当局は､新たな自治組織を導入し､朝鮮人の管理の簡易化を図ろうとした｡

　但し､アムール河沿岸のプラゴスロヴェンノエ村を訪れたA.V.キリーロフ(A｡B.KH-

pHJIJlo8)地理学協会会員によれぱ､ロシアの行政機関に対して村を代表した村長の役

割は｢名目的なもので､実際にことを動かしているのは長老たちであった｣63という｡つま

り定住朝鮮人は､形式的にはロシア当局が導入した自治組織に従いながらも､長老による

伝統的な自治の形態を維持しようとした｡

　1884年にAXコールフ総督は､五つの朝鮮人の郷を設けることにし､ポシエット警察管

区の二十二の朝鮮人村(262頁の資料4-3参照)が―つの郷になり､その郷の自治団はヤン

チヘ村に置かれた｡

　スイフン警察管区のコルサコフスコエ､クロウノフカ､プツイロフカ､シネリニコヴオ

の四村がスイフン朝鮮人郷を構成し64､このスイフン朝鮮人自治団は､最初､かつてロシア

人歩兵が配置されたプツィロフカ兵営に置かれていたが､1886年､朝鮮人からの要望もあ

り､ロシア政府の許可を受けた上でコルサコフスコエ村へ移された｡

　上ウスリー警察管区の二つの朝鮮人村は､他の朝鮮人村から離れており､人口が少なか

62

PrHA双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､87-4-1598､99-104頁;KHJ4　CbIH

X8a(金承化)､前掲書､36頁｡

63岡奈津子､前掲書､35頁.

64　BJla4H8ocTOE(ウラジオストク)､1895年､第21号､12頁｡

110



ったために､イワノフスコエ村のロシア人自治団の管轄下に置かれた｡

　ニコラエフカ村などの二つの朝鮮人村は､スチヤーン管区にあり､その一つは､公共役

揚がツィムヒーンスカヤ郷のシコトヴオ村にあり､ウラジーミロ･アレクサンドロフスコ

エ村がスチヤーン郷の公共役場の管轄下にあった｡

　さらに､ソフィースキ警察管区のオシポフカ村やハパロフスクの朝鮮人は､ハバロフス

クの朝鮮人公共役場の管轄下にあり､また､ウラジオストクにも朝鮮人自治団があった65.

このように､朝鮮人の自治団は､朝鮮人の総数や朝鮮人人口分配がそれぞれであった｡

　1889年､ロシア政府は､清国人に対しても､朝鮮人の自治組織と同様な組織を形成する

ように求めた｡まず､P.F｡ウンテルベルゲル沿海州軍務知事は､最も組織化されたハバロフ

スクの清国人商人からはじめ､長､通駅､写宇生の選出を求め､1889年2月15目に沿海州

政府の要求により､清国人の最初の集会が開催され､長､通訳､写宇生が選出された｡初

代の長として選出されたのは､ハバロフスクに20年間にわたり居住していた清国人ユン･

ガであった｡続いて､同月25日のi43人の世帯主が参加した第二回集会では､ハバロフス

クの警視監が､最初の集会の決議及ぴ､同月24日付け沿海州軍務知事の指令書を通告した｡

この指令書は､自治を行う長､通訳､写宇生の選出､清国人住民の職業別の所得税額(1~

5ループル)並ぴにその微収制度を規定したものであった｡さらに､これにより清国人には､

ハバロフスクの出入に際して､長の許可､また警察への通知の必要が生じた66.

　こうして､ロシア政府は､長などの自治を担う役人の選出によって､清国人居留民の徴

税､居住登録などを改善しようとした｡

　さらに､RF｡ウンテルベルゲル知事は､AXコールフに､朝鮮人や清国人の管理を規定す

65　Ky3HH　A.T｡(A｡T.クージン)､前掲書､18頁;A.T｡クージン著､岡奈津子訳､田中水絵訳､前

掲書､30頁;HacegHH　H｡(N｡ナセーキン)､前掲書､7-8頁,

66　PrHA　双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館､702-3,58､4-6,56-58頁);HecTepo8a

E･　H.　ynpaBJleHHe　KHTa負cKH'M　HacejleHHeM　B　npHaMypcKOM

reHepaJI､-ry6epH･aTopcTBe　(1884-1897),.BecTHHK　双aJlbHeBo-

cTolHoro　oTJeJleHHg　PoccH数CKo費AKa4eMHH　HayK,胞2(90)｡

2000,　C.40-50.(EXネーステロワ｢沿アムール総督管区の清国人移民対策(1884　-　1897)』『ロシア科学ア

カデミー極東支部紀要』第2(90)号､2000年､40-50頁)｡
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る規則の必要性について報告し､東シベリアの国有地農民の自治を規定する1882年4月27

日付けの規則をもとにその規則を整備する許可を得た｡

　1891年2月15日､｢清国人及び朝鮮人の自治団規則｣が承認され､その1条には､居住

許可証(6HJleT)を持つ定住朝鮮人や清国人はそれぞれ居留民団を組織し､ロシアの法

律を遵守し､行政機関や警察の支持に従うと記されていた｡その居留民団の任務は､会費

の微収､治療費の支払い､困窮者の葬儀挙行､援助であった｡居留民団の構成員は､不動

産所有者､商人､様々な商業活動に従事している者であり､おそらく､非熟練労働者と短

期滞在者はその団員になる資格を持たなかった｡また､居留民団員だけは､第7･9条によ

って､警察の許可を受けた上で集会を召集し得たが､その決議は警視監による承認が必要

であった｡居留民団長は､規則の第45･47･48条により､集会で選出され､警視監によっ

て承認された67.

　上述したように居留民団は､ロシア攻府により､朝鮮人や清国人の管理を簡易化するた

めに強制的に設置されたが､非定住の出稼ぎ者を含んでいないこともあり､定着襲民が主

体であった朝鮮人の過半数は組織化され､清国人については極めて限定的な組織化であっ

た｡但し､ロシア人の自治団への参加は認めず､居留民団がホスト社会のロシア政府によ

って組織化されたことは､ロシア政府が各エスニック･グループの自治をある程度認めて

いたことを反映していると思われるが､その要因としては､外国人が17世紀からロシアに

招聘され､様々な特権が与えられ､集中的な居留地の存在が認められていたことを挙げる

ことができる68.従って､東アジア人が全人口に大きな比重を占めていた極東ロシア地域で

は､朝鮮人や清国人に自治が与えられたとしても､それは決して異例なこととはいえない｡

さらに､この居留民団の規則の整備に努めたP｡Fカンテルベルゲル沿海州軍務知事は､ザル

ツブルク周辺(現オーストリア)からリガ市(現ラトビア)に移住したドイツ人移民の三

67上掲書.

68ロシア在留外国人史の概説は､noc　eJleHH貝　HHocTpaHueB　B　PoccHH｡3H-

uHKJlone4HqecKH鈴　いトoBapb　Bpo･Kray3　H　34)poH,Tバ7.Cn配,

1892,　C,93パ『ロシアの外国人居留地｣『ブロックハウズ･エフロン百科字典』第7巻､サンクト.ペテ

ルプルグ≒1892年､93頁)に簡単にまとめられている｡
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世であり気ロシア在留外国人の居留地の歴史と現況を熟知していたと推察される｡

　清国人の居留民会とその自治を行っていた『清国人自治団｣は､設置4年後の1893年に､

『ウラジオストク』紙に取り挙げられ､ロシア政府の命令を遵守し､その組織化は成功で

あったという評価を受け､居留民団を構成している89人の商人は､M｡G｡セーヴェレフ(M汀y

田e8eJle8)氏の企業に√清国からの商品の配達を依頼され､｢清国人自治団｣7oを通じ

て､ロシア人との交流を広めていると指檎されている｡記事の結論としては､清国人の居

留民団は､匪賊の逮捕､新来者への居住許可証の引渡しに協力し､困窮者の治療や葬儀の

援助を行うなど総領事館と同等な機能をもっており､その存在は､ロシア人の社会に利益

を与えるものだとされている｡

　―方､同じ記事には､朝鮮人の居留民団は会費を徴収するメカニズムが働かず､清国人

の居留民団と比べるとまだ貧困だと記されている71.おそらく､農業が主要な生業であった

朝鮮人は主に農村に集中し､富裕な朝鮮人も農村に定住しており､都会に居住していた朝

鮮人は主に困窮者であったと思われる｡

　さらに､日本人が組織した｢浦潮居留民会｣について言えぱ､それはロシア攻府によっ

て強制的に組織されたものではなく､むしろ､日本人住民の自治意識に基づき1892年に同

盟会の名称ではじめて組織されたものであった｡この組織は､職業別に作られ､商業部､

医師部､大工部､左官･石工部､鍛冶部､雑業部､飲食部の七つの部会を設けていた｡　1895

年に同胞会に改名され､ウラジオストクのすべての日本人が組織化され､1902年には再度

名称を変更して､浦潮居留民会となり､駐ウラジオストク貿易事務官がその会長を任命し､

規約を公認し､財産上の援助も行っていた｡

69　KaJIHHHH　B｡H｡,AR)mHH　H｡Eにry6epHaTop　HHxeHep-reH,epaJI

n･φ･yHTep6eprep,Poc　cllタl　}I　ATP,Na2,2000,　C｣江(vlカリニン､NB.アユー

シン｢軍務知事:技師将軍P.F｡ウンテルベルゲル｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号､2000年､112頁)｡

7o　1892年の居留民団の予算は､14,00徊レープルであり､そのうち11,000ルーブルは富裕商人が支払った

がヽ残余の3.000ルーブルは､―人当たりOjルーブル負担して低所得者から集められた｡

710KHTa銭cKOM　o6田,ecTBeHHOM　ynpaBJeHHH　(清国人の自治団につい

て)BaaaH5ocTog(ウラジオストク)｡N,｡4,1893年1月24日､7-8頁;第5号､1893年1月

31日､7頁｡
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　浦潮居留民会の1902年の規約の第一条には｢居留民会は在浦潮日本臣民の権利の保護を

目的とする｣と規定され､第二･三条には､三ケ月以上ウラジオストクに居住した日本臣

民は会員にならなけれぱならないと規定されていた｡日本人の新来者は､ウラジオストク

港に到着した際､ロシア人の船監督官が日本人の旅券を集めて､査証をチェックした後に

旅券をウラジオストク港の管理官を通じて､日本貿易事務館に直接に渡していた｡こうし

て､新来の日本人は､貿易事務館に自動的に登録された72.

　原渾之によれぱ､日露戦争後の浦潮居留民会は､｢第一部商業部､第二部医師部､第三部

裁縫部､第四部旅館部､第五部洗濯部､第六部金銀時計細工部､第七部理髪部､第八部大

工部､第九部ペンキ部､第十部写真部､第十一部鍛冶部､第十二部製靴部､第十三部料理

部､第十四部女郎屋部という14部からなっていた73という｡日本人の居留民会は､非熟練

労働者を排除していた朝鮮人と清国人の居留民団と比ぺて､すべての日本人を組織化して

おり､日本人売春婦や女郎屋の所有者さえも含んでいた｡

　日本人居留民会は､日本人の日常生活の問題をおおよそ解決しており､日本人はウラジ

オストクのロシア人社会からある程度距離を保つことになり､最恵国待遇を受けた日本人

は清国人や朝鮮人と比べて､より自由に様々な活動ができたと思われる｡

　1884年の沿アムール総督管区の設立から1893年のA｡N｡コールフ総督の死去に至る10年

の間に､当該地域の行政の構築や当該地域の発展を促す攻策の本格化に伴い､東アジア系

移民の法的地位や移民対策も法律上明瞭に規定されるようになり､従前の1864年8月31

日の国籍法では入国制限がなかった東アジア移民の入国がはじめて制限され､不適合とさ

れた12歳以下･60歳以上の朝鮮人の入国が禁じられた｡

　行政区分を明確化した沿アムール総督管区の行政機関は､この地域において､ロシアの

国家主義を強化し､従来なかった移民制限の措億を講じた｡従って､この時点では､これ

72　BacKeBHq　Π,K),0qepK　6bITa　刄nollueB　B　npHaMypcKOM

Kpae｡H3BecTHg　BocTO9Horo　H11{cT}iTyTa　,　1　905-1　906.　TOM　15.Bb{n,

1･　B　JI　μJ906£.14-15.(P｡luタスケーヴィチ｡｢沿アムール地方の日本人の生活風習の概観｣『東洋学

院紀要』第15巻第1号,1906年､ウラジオストク､14,15頁)｡

73原暉之『シベリア出兵一革命と干捗､1917-1922-』東京:筑摩書房,1989レ12頁,
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まで沿海州やアムール州を自由に移動していた東アジアからの出稼ぎ者の利害とロシアの

国益がはじめて衝突した｡極東ロシア地域においてロシア政府の利益を代表していたA｡N｡

コールフ総督は､はじめて､朝鮮人と清国人を含む外国人の土地売買を制限したのである｡

3-3移民帰化奨励期(1893-1905年)

　1893年から1905年の日露戦終結に至るまで12年間に､ロシアの東アジア移民政策は大

きく変容し､それは当該地域の経済発展と国際環境の変化によって大きく左右された｡

3-3-1ウスリー鉄道工事と移民奨励

　1890年代初頭の極東ロシア地域の経済発展は､シベリア鉄道着工が大きく寄与し､これ

が､朝鮮､日本からの新たな移民の流入をもたらす誘因となった｡とくに､1891年に着工

されたウスリー鉄道工事では労働力不足が深刻化し､ョーロッパ･ロシアからの労働者の

みならず､多数の外国人労働者も雇用された｡

　鉄道工事への東アジア系移民の積極的導入に大きな役割を果たしたのは､沿アムール総

督であった｡首都からはるかに離れた極東地域の最高実力者である沿アムール総督は､強

い権限を持ち､いかなる立場を取るかによって､当該地域の内外改策にも大きな影響を与

えた｡1884~1893年に東アジア系移民の入国規定を確定したA｡N.コールフから総督ポスト

を引き継いだS｡M｡ドウホフスコーイ(C｡M｡μyxo8cl(oa)中将(在1893~1898)と

N,I,グロデーコフ(Hj･LΓpoJego8)中将(在1898~1902)は､当該地域の開拓とい

う『将東の目的｣の実現にとって､｢我々の地域へのロシア人の移住が､たとえ成功すると

しても､少数民族を含めたロシア人だけでは沿アムール河地域における将来の目的の実行

には不十分である｡従って､そのためには､労働､技術､資本を持って自由に到来する外

国人がもたらす援助をおろそかにしてはいけない｣74と述べており､労働力不足を補うため
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74　PrHA.　CaHKT'neTep6ypr,φ,1263,　0　n,　2,　双,5189,Bceno或jaHHe負-

辻IH爺　oT`leT　npHaMypcKoro　reHepaJ‘ry6epHaTopareHe-

p　a　JI゛Jl　e　負､TeHaHTa双yxo8cgoro.1895JL83,(｢ロシア皇帯に対する沿アムール地方



に､外国人移民の受け入れを奨励すべきことを主張し､ロシアと近接する清国､朝鮮､日

本からの移民受け入れを奨励する方策を取った｡

　S｡M.ドウホフスコーイ総督は､清国人の労働者とロシア人労働者とを比較し､前者が良質

で､その雇用を優先すべきという結論を得て､ロシア皇帝への報告書において､｢清国人の

労働者と貿易商との競争が激しいことは事実である｡清国人はロシア人と比べて､働きは

緩慢であるが､忍耐強く､ロシア人ほど労働条件にこいだわらないこともあり､より良い

労働者であろう｡労働条件に不平を言わず､その手当てもロシア人より3割安い｡しかも､

休日と欠勤はロシア人より少ない｣75と述べ､清国人労働者を追放するのではなく､むしろ

誘致すべきであると主張した｡

　また､S｡M｡ドウホフスコーイ総督は､清国人､朝鮮人､日本人のそれぞれの民族性の特徴

を比較の上､朝鮮人と日本人は規律好きで､清国人より勤勉であるとし､移民として有用

であるとみなしていた｡加えて､彼は､｢当該地域への日本人労働者及び手工業家の導入が

望ましい｡それは日本人の個人的特性である器用さ､几模面さ､規惨正しさ､正直さのた

めだけではなく､清国人と厳しく競争させ､賃金を引き下げることができるためでもある｡

そう考えて､私は鉄道工事のためにウラジオストク経由で数百人の日本人労働者に集団と

して入国許可を出したことについて決心が揺らぐことはなくかった｡[日清戦争の]不安な

政情においてもこの試みは成功し､日本人労働者は好評を得たのであった｡従って､鉄道

工事での日本人労働者の雇用はより正式かつ大人数に行われるべきである｣76と語っており､

日本人労働者の導入が望ましいと判断した｡

　こうして､ロシア敦府の東アジア系移民の労働者としての導入により､その数は飛躍的

に増加し､1895年5月には､ウスリー鉄道では､清国人4,500人､朝鮮人1,600人､日本人

700人が従事しており､同年8月までに､朝鮮人と清国人はそれぞれ6200人を数え､日本

総督陸軍中将ドクホフスコーイ報告書,1895年jロシア国立歴史公文書館､サンクト･ペテルブルグ,1263

-2-5189､83頁)｡

75上掲書､100頁｡

76上掲書､93頁.
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人は1,000人に達し77､さらに､1897年には､労働者57,200人のうち9,500人は清国人が占

めていた78.

　さらに､朝鮮人について言えぱ､契約労働者を除けぱ､定着的農業移民が圧倒的な数を占

めていた｡S｡M｡ドウホフスコーイ総督は､朝鮮人の性格を重視し､｢民族性格が温和であり､

長年農業において実績を重ね､沿海州の気象条件に慣れており､ロシア人移住者が実績を

上げない土地でも豊作が収穫できる｣と朝鮮人の定着的農民を評価し､彼らの帰化政策に

踏み切り､『朝鮮人を定着した地域に残させ､ロシア国籍を取得させるべきである｡ロシア

人農民と同様に牒税対象とする｣ことを決意した｡

　1884年以前にロシアに定住した第一種朝鮮人も､いまだ､法的地位はかなりあいまいで

あったが､ようやくロシアヘの帰化の道が開かれた｡ロシア政府は､このために､まず､

朝鮮人居住者の名簿の確認を行い､時には､村の朝鮮人全員をロシア国籍に帰化させてい

る｡例えぱ､1894年11月14日､アムール州ブラゴスロヴェンノエ村の朝鮮人215世帯の

全員には､ロシア国籍が与えられ79､さらに､同年､プラゴヴェシチェンスク市では13世

帯､ゼヤ山岳警察管区では9世帯､ブレヤ山岳警察管区では5世帯もロシア国籍を取得し

た｡　1895年には沿海州のスイフン郷において､18%年にはポシエット警察管区において､

更に1897~1898年にはこれらの地域において､第一種朝鮮人がロシア国籍を取得した｡朝

鮮人の宣誓の儀式を行うために､軍務知事の特務命を受けた役人､検察官､地元の警察署

長､司祭からなる特別委員会が設立され､各警察管区の長が委員会を代表した8o｡さらに､

S況才ウホフスコーイ総督から1898年に総督のポストを受け継いだNムLグロデーコフ総督

も､朝鮮人のロシア国籍取得を奨励しており､勅命により､1884年以降にロシアヘ移住後

5年間以上滞在した第二種朝鮮人の一部も1898~1899年にロシア国籍への宜誓の儀式を行
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77　B71a刄H8ocTol((ウラジオストク)｡Na　35,1895年8月27日､6-7頁｡

78原暉之『シベリア出兵:革命と干捗1917･1922』､前掲書､15頁｡

79アムール州プラゴスロヴェンノエ村の帰化した朝鮮人の名簿は､極東地域国立ロシア歴史公文書館

　(PoccHacKH負　rocy刄apcTBeHHbl負　HCTopHqecKH鈴　apxHB

及aJ16Her　o　Boc　TOEa)に保管されている｡PrHAμB(極東地域国立ロシア歴史公文書

館)､702-I-640､3頁｡

8oKy3HH　A｡T.　(λT汐-ジン)､前掲書､25頁;岡奈津子､前掲書､37頁,



った81.

　上述したように､1890年代半ぱには､ロシア政府の移民政策は大きな転換期を迎えてお

り､S｡M｡ドウホフスコーイとN､Lグロデーコフの時代に､東アジア系移民政策は本格的な

ものとなっていたものの､移民管理局はまだ創設されていなかった｡但し､1895年11月25

日､S｡M才ウホフスコーイ総督の命令により､新ポスト沿アムール総督付外交担当官が設

けられ､その高官は､清国人､朝鮮人移住､清国人匪賊の逮捕､金鉱山の外国人労働者の

取り締まり､在外ロシア人貿易商の利益保護などの外交上問題を担当していたが､ロシア

在留東アジア系移民に関わる問題が圧倒的に多かった｡

3-3-2　東アジア系移民の排斥運動の台頭

　S.M.ドウホフスコーイ総督が外国人のロシアヘの移住を奨励したにも関わらず､ロシア人

商人の多《は､これまで考察したように､清国人商人を競争相手とみなし､排除しようと

し､1890年代前半には､沿海州軍務知事REウンテルベルゲルの協力を確保した｡1893年

末には､REウンテルベルゲル軍務知事は､清国人の商業活動を制限するための楷泄を企て

るために､ウラジオストク市議会や､貿易商M豆セヴェリョーフを筆頭にしたロシア人実

業家を招集した｡

　この集会では､次のような方策が提案された｡①　清国人の所得に5~10%の税金を課税

すること､②　前項の税金により､清国人の商業活動の取締り機関を創設し､消費税税務

官を愛き､実証的調査に基づく税金徹収規則を設けること､③前項の規則に違反した清国

人に罰金を牒し､違反を繰り返す場合は､罰金額を2倍に増大すること､④その規則を三

回にわたり違反した清国人とその店員をロシア領から追放し､商店を閉鎖させること､⑤

税金徴収の管理を｢情国人自治団｣に委ね､清国人商人が説税した場合､責任を｢清国人

自治団｣に負わせること､⑥南ウスリー地方の都市を除《農村における清国人の商取引を

架じ､官憲が定める期間中は清国人の商店を閉業させること82､の6項目である｡

U8

81　rpa8eB｡B｡(vyグラーヴエ)､前掲書､132頁;KH14　CblH　X8　a(金承化)､前掲書､

匍頁｡

82　rpa8eB,B,(V｡V｡グラーヴエ)､上掲書､39頁｡



　情国人との競争を恐れたロシア人実業家は､清国人の商業活動を都市のー区域に限定し､

徴税を厳しく管理し､農村から清国人商人を排除するという三つの主要な目標を法的に実

現しようとしたが､この提案が採択されるには､沿海州軍務知事の許可のみならず､沿ア

ムール総督の承認も必要であった｡実業家を全面的に支持していたREウンテルペルゲル沿

海州軍務知事は､S.M｡ドウホフスコーイ総督に書簡を送り､その中で提案の内容について､

　｢今までに収集された資料を調べた結果､ロシア人の商取引を毎年上回る清国人の商取引

に対する[抑制の]措置を早急に実施すべきであるという結論に達した｡ところが､消費

者の利益を考慮すれぱ､抜本的方策を取らず､より慎重に､清国人の商取引に特殊な租税

を課すことによって[抑制楷贋を]促進する方がよく､その税額は､清国人の取引が我々に与

える不利益の規榎に応じて､沿海州各地によって異なっても良い｡清国人からは[貿易]

組合員として微税し､不動産を有している清国人や朝鮮人にもこの租税を課する権限を軍

務知事に与えることによりこの措置を講じれぱよいであろう｡｣83と説明した｡しかし､S,M.

ドウホフスコーイ総督は､この方策が尚早であると判断し､10日間後､PEウンテルベルゲ

ル沿海州軍務知事に否定的回答を送付し84､皇帝への報告書の中にも､｢アムール州､沿海

州においては､清国人以外の商人が少なく､競争がほとんどないために､現時点で､雑貨

販売を行っている清国人商人を排除すると､商品の多くの価格上昇を招くだろう｣85と説明

した｡

　清国人の商取引制限を要求する運動は､1893年には失敗に終わったもののそれ以降も活

動が続き､1899年末から1900年初頭にかけて､沿海州の清国人･朝鮮人の管理強化を目的

83　npeμcTaBjleHHe　npHMopcKoro　BoeHHoro　ry6epHaTopa

oT　0101.1894　rへNa　17　皿eJlo　k82/77npHgopcKoro　o6JlacTHoro

npa　8Jle　HHg.　ほH　T.　no　:rpa8e　B｡　B｡ygaE　coq.C,砥(沿海州軍務知事書簡第

17号､1894年1月3日､沿海州管理局の第82/フフ号､vyグラーヴエ､上掲書､40頁)より引用｡

84前掲書､沿アムール総督書簡第149号､1894年1月14日､沿海州管理局の第82/77号､vyグラーヴエ､

上掲書､40頁より引用｡

85BcenojLaaHHe爺田H蔦　oTIゼT　npHaMypcKOro　reHepaJI'ry-

6epHaTopa　reilepaJIリle爺TleHaHTa　双yxoBCKor0,1895､P　rHA,

CaHI(T-neTep6ypr､几100-10L(ロシア皇帝に対する『沿アムール地方』総督陸軍中将ド

ウホフスコーイの報告書､1895年｣ロシア国立歴史公文書館､サンクト･ペテルプルグ､100-101頁)｡
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とする委員会が､N｡M.チチヤゴーフ(H､M｡tIH　9　a　r　o　8)　沿海州軍務知事の下で設けら

れ､東アジア系移民の実態を調査し､次の措置を提案した｡それは､①　清国人の大手業

者の減少は当該地域の商業に否定的影響を与えるが､都市では清国人の商取引を自由化す

べきこと､②　農村での清国人の商業取引を制限すること､③　前項の②の措置は､リス

クが高く､実施困難なため､農民が情国人商人によって搾取されることを防止する措置を

講じるべきこと､④　先住民の集落での清国人の商取引を禁じるべきこと､⑤　コサック

村､繁華大道に面する集落､重要な戦略地点においても､情国人の商業取引を禁じるべき

こと､⑥　沿海州の全地域では､清国人に料理店の開業を禁じるべきこと86､の6点であっ

た｡

　当委員会はこの措愛を講じるために法案の起草に努力し､この法案によれぱ､清国人に

よる居酒屋の経営､雇用は禁止される(法案の第20条)｡飲食店の開業を望む清国人･朝

鮮人は､都市では市役所の､農村では地方行攻の許可が必要である(法案の第27条)｡さ

らに､ハバロフスク郡､ウドスカヤ郡､沿海州北部､聖オリガ湾からアムール河ロまでの

日本海沿岸の先住民の集落では､清国人･朝鮮人の居住は禁止される(法案の第24条)87と

された｡

　主として情国人の商業活動の抑制を目標としたこの法案は､1900年の義和団の乱を機と

するロシアの満州への進攻と､1904~1905年の日露戦争が､清国人のロシアヘの出稼ぎを

一時中断させたために､可決されなかった｡しかし､日露戦争後､｢黄色移民の入国制限に

関する楷置｣88としてロシアの国会に提出され､国会で審議されることになった(後述)｡

3-3-3　清国人や朝鮮人の『自治団｣の解散と経済活動の抑制

　清国人商人の商業活動を抑制する措夏を承認しなかったSじM｡ドウホフスコーイ総督は､

AXコールフ総督の時代に構築された｢清国人自治団｣によって自治を行う居留民団の存在
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86　rpa8eB.B｡(V.V汐ラーヴエ)､前掲書､40-41頁｡

87上掲書｡

88　20世紀初頭のロシアの公文書や新聞では､東アジア系民に対して､｢貧色人｣という差別的通称が使わ

れた｡



に対して､大きな不満を示し､この独特な自治の形態を排除し､｢清国人や朝鮮人を警察に

よって観察し外国人に適応される一般の法律の下に置くべきである｣と主張した89.EXネ

ーステロワ(E｡H｡HecTepo8a)によると､そのきっかけになったのは､清国人の居

留民団の長や居留民団員が裁判で訴えられた事件が生じたことや､居留民団の規則が皇帝

による承認を得ていなかったことであった9o｡しかも､1897年､ロシア政府が､海外渡航者

の保護を行いはじめた清朝政府の要請により､清国貿易事務館の設置を許可したことは､

清国人居留民とロシアの行政機関との間に介在して､清国人の利害を保護する組織が必要

なくなったこともあると思われる｡また､S況才ウホフスコーイ総督は､朝鮮人の帰化を奨

励しており､ロシア国籍の取得に関心を示さなかった清国人の自治を認めるはずはなかっ

た｡

　清国人の居留民団は､S｡M.ドウホフスコーイ総督の指示により､1898年1月1則こはハ

バロフスクで､1898年7月1日にはウラジオストクで､1901年にはニコリスコエで解散し

た｡一方､アムール州軍務知事K｡N.グリプスキー(KJI.ΓpH6cl(H負)中将は､沿海

州の清国人居留民団に関心を示し､ハバロフスク､ウラジオストクにおいてその解散が本

格化していた1897年に､同様な組織をプラゴヴェシチェンスクに設置しようとしたが､沿

アムール総督の承諾を得られず､この計画を放棄した91.

　ロシア僥の史料によれぱ､1898年に正式に解散した居留民団は､以前に選出されたその

長の下で密かに活動を続けていた｡しかし､ロシアの警察や行政機関による清国人管理の

簡易化のために結成された居留民団が､従来の構成のまま活動を続けたとは信じがたく､

秘密結社のような形態に変容して清国人の非公式な組織化を行ったのであろう｡いずれに

89　PrHA　双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702-3-58､74頁;HecTepo8a　E.H｡

ynpa　BJleHHe　KH.Taac　K11M　}l　a.　c　eJlel･IHeM　(EXネーステロワr沿アムール総督

管区の清国人移民対策｣)､前掲書､47頁｡

9o　PrHA　双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702-3-1908､21,22頁;HecTepo8a　E｡M｡

　(EXネーステロワ)､上掲書､47,48頁｡

91　PrHA　刀LB{極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702-3-58､102頁;HecTepo8a　E,H,

　(EXネーステロワ)､上掲書､4849頁｡
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せよ､極東地域国立ロシア歴史公文書館の史料92だけから､解散後の居留民団の活動につい

て判断するのは極めて困難である｡

　一方､ロシア国籍を取得した多《の朝鮮人の｢自治匝｣は､外国人の白治組織という性

格がなくなったために､その解散は求められなかった｡

　沿アムール総督は､居留民団の解散と同時に､ロシアの法律に違犯する経済活動を抑制

しはじめた｡例えぱ､すでに1880年代前判こロシア官憲の注目を引いていた焼酎93の密売

であった94.焼酎の輸入に適用される協定書としては､1881年2月12日に､ロシアと清国

との間に締結されたペテルプルグ条約があり､さらに陸上貿易協定(npa8HJla　o

cyxonyTHo負　Topro8Jle)も締結され､その第14条によれぱ､清国からロ

シアヘ輸入されたアルコール飲料の免税販売は許可されていた95が､清国の法律によってア

ルコール飲料の免税輸出が禁じられたために､吉林･璋春両州将軍李曾ユンは､バラバー

シ(Bapa6a田)参謀本部大佐との折衝において､焼酎のロシアヘの輸入を停止させる

ように求めた96.

　これに対して､ロシア政府は､1880年代初頭から焼酎の輸入を中止させようとしたが､

国境警備隊､警察の力だけでは阻止することはできなかった｡REウンテルベルゲル沿海州

軍務知事は､1896年9月3日付の書簡において､｢2,000ヴェルスタ(2133.6キロメートル)

に及ぷウスリー川､アムール河沿いの国境の警備は不充分である｡国境警備隊は､ロシア

人と先住民を清国人の焼酎の密売から守る力はほとんどない｡コサックやロシア人移住者

92　PrHA　μB(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､702ふ58､702,3-190.

93焼酎は､ロシア人でハンシン(xaHmHH)か､スリ(c　yJIH)と通称されていた｡

94　Ha　4　a　p　o　BH,n.　MaTepHaJlbl　K　H3yqeRHK)yccypHacKoro

gpaL　Cn6.,1887パLPサダーロフ『ウスリー地方の贋査資料』サンクト･ペテルブルグ≒1887

年)､741頁.

95npaBHJla　o　cyxonyTHo数　ToproBJ!e　Me}K.ay　PoccHea　H　KH-

TaeM,npHHgTb【e　corJlacHOC｡-neTep6yprcKOMy　μoroBopy,

12･02･1881　P　y　c　c　K　o-KHTa負cKH低　oTHo田eHH恥1689-1916.0ΦHuHaJbH.Me

4olcyge　HTb1.Mocg8a,1958.C.61-67,(ペテルブルグ条約に基づいてロシアと清国との間に締結

された睦上貿易協定､1881年2月12日､『露情関係､1689,1916年:公文書』モスクワ､1958年､61-67頁)｡

96上掲書｡
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が清国人に協力しているだけではな《､ロシア人自身も満州からロシアヘ焼酎を頻繁に密

輸入していることが､密売者の取締まりを困難にさせている｣97と指檎している｡結局､焼

酎の密売対策が本格化したのは､第四章において考察するように､1910年代である｡

　次いで､金鉱山での朝鮮人の雇用が拡大したために､外匡人労働者を清国人に限定した

鉱業法の第661条第y2項が改正され､朝鮮人の雇用も許可されたが､各地の金鉱山におけ

る朝鮮人の割合は25%とされた98.このように､ロシア政府は､労働力不足を補うために､

朝鮮人の雇用が不可避であることを認め､可能な限り輔鮮人の雇用を厳しく管理しようと

した｡

　清国人や朝鮮人と異なり､最恵国待遇を受けた日本人は､居留民会の強制的解散や､雑

貨店の商取引の抑制は求められなかったが､アムール河河ロやサハリン島での漁業は制限

された｡

　I%1年11月29日､沿アムール総督は､｢沿アムール総督管区領海における漁業に関する

一時規則｣を可決し､これにおいて､｢沿アムール総督管区領海においては､ロシア国籍を

有する者のみが､漁業を行う権利があり､漁業や海物の加工のためには､ロシア国籍を有

する労働者のみの雇用が義務づけられている｣99とし､ロシア領となる以前の､日本人が漁

業を行っていたサハリン島南部では､ロシア人並に外国人労働者も雇用することが許可さ

れたloo｡

　農業が主要な生業であった朝鮮人については､商業活動は抑制されなかったが､1900年

97　3anHCKa　BoeHHOro　ry6epHaTopa　npHMopcKoa　o6JlacTH

O　T　09,　03バ896.μH　T｡no:ApceHbeB　B｡K.KHTaaubl　B　yc　cypH負cKOM

I(pae,　xa6apo8cl(｡!914ごC｡137-138パP｡F｡ウンテルベルゲル沿海州軍務知事の1896年3月9

日付け書簡､V｡K.アルセーニエフ『ウスリー地方の中国人』ハバロフスク､1914年､137,138頁).

98　rpa8eB｡B｡(V｡V｡グラーヴエ)､前掲書､145､418-421頁｡

99　rocy4apcTBeHHbl負　ApxH､B　npHMopcKOro　Kpa恥φ｡633,0　n｡2.μ,

1･　JI,　3,　以l{T.no　:MaH具pHK　A｡T｡HCTopH只　pbl6Ho銭　n　p　oMbluJjl　e　H-

HocTH　poccHacKoro　双aJlbHero　BocTOKa(50-e　r　oJb【17　B｡-20-e

ro　4　bl　20　8　J　B　JI　4　J994,　C,　158パ沿海州公文書館､633-2-1､3頁｡Aエマーンドジク『極東ロ

シア地域の撫業史(1750~1920年代)』ウラジオストク､1994年､158頁)｡

1oo上掲書｡
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に承認の新土地法によって､19㈲年以後に当該地域へ移住した者には土地は分与されな《

なった｡この法律は､ロシア人と非ロシア人を差別することなく適用されたために､輔鮮

人の移住や商業活動､農業などを制限する楷麦ではなかった｡

3-3-4　東アジア系移民の居在問題

　ウラジオストク､ハバロフスクなどの都市など､東アジア系居留民が集中していた地区

では､衛生状態の悪化が見られlol､市政府はその居住条件の改善のため､あらゆる楷葉を

講じた｡

　1902年9月29日､ロシア皇帝は､｢沿アムール総督管区の市議会に､衛生状況によって

特別な管理の必要があるアジア人の居住を特別な地区に制限する規則の公布する臨時的権

利jを与えた1呪

　この許可に基づき､ウラジオストク､ハバロフスク､ニコリスコエ､プラゴヴェシチェ

ンスクなどの市議会は､清国人･朝鮮人を都市の中心部から特別に設けられた地区へ強制

的に移住させようとした｡対象にならなかった清国人は､不動産所有者､I等~5等の商人､

企業の経営者､―事業所につき5人までの使用人であったlo≒言い替えれぱ､社会的身分

によって移住を免れる清国人がいたことになる｡

　日本人は､日露条約により最恵国待遇を受けたために､基本的に強制移住は求められな

かったが､ポローガヤ街において朝鮮人と雑居して雑貨店などを経営していた日本人の店

舗は移動が求められたために､日本人居留民会幹部と沿海州軍務知事との間で特別な交渉

の対象になり､結局､日本人の移動の時期は延期されたlo4が､日露戦争勃発のため実現さ

れなかった｡

　上でみたように､1893から1905年にかけての&M｡ドウホフスコーイ中将とN王グロデー

1°l　rpa　8eB.B｡(Vviグラーヴエ)､前揚書､183頁.

1o2上掲書､127頁｡

心上掲書｡

lo4在擁潮斯徳総領事代理花岡兵二より外務大臣男爵小村寿太郎宛､明捨44年4月8日､『朝鮮町居住民

移転二関スル件｣外務省外交史料館所薫､3ふ649.
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コフ中将時代には､シベリア鉄道工事が本格化し､極東ロシア地域の経済発展の活性化に

伴い､新たな労働力の導入が訃られ､東アジア系移民の移入が奨励された｡さらに､朝鮮

人の帰化敢策が積極的に行われたのに対して､ロシア国籍の取得に関心を示さなかった清

匡人の管理が強化され､都市における清国人の白治組織は解散させられ､外匡人に適用さ

れる法律の下に置かれた｡

　ロシア人実業家は､清国人との商取引の拡大に対して不満を示し､地方当局の協力を得

て､清国人の商業活動を抑制しようとしたが､ロシア人の商業活動だけでは当該地域の食

料品などの供給が不可能であったために､沿アムール総督やロシア牧府の支持を得られず､

その目論見は失敗に終わった｡

　19㈲年の義和団の乱を契機とするロシアの満州占領と､1904~1905年の日露戦争は､第

二章で考察したように､清国人､日本人のそれぞれのロシア在留を一時的中断させること

となったl穴

3-4　移民制限期(1906-1914年)

　341　対東アジア系移民攻策の変容とその要因

　本節では､日露戦争がもたらしたロシアの国際環境や国内状況の変化を見据えて､対東

アジア系移民政策を分析する｡この政策は極東ロシア地域における植民活動の拡張と国際

環境の変化という二つの要因によって左右された｡

　第一の要因は極東地域の植民事業の拡張である｡戦時下の1905年に､皇帝ニコライニ世

が下した勅令により移住事業の管理機関として内務省に設億された移住事務局は､国有財

産省の農地造成農業総局に包括され､植民的開発に直接的に関係する事項が一管理機関の

管轄に総括された｡それゆえに､戦争により衰退が見られた植民活動が再興しており､ロ

シア政府は移住事業予算をI,100,000,000ループルまで増額し､櫨民攻策を強化したlo6｡さ

らに､極東地域の産業を奨励して外国製品への依存を防ぐために､自由港ウラジオストク
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lo5原暉之『シベリア出兵:革命と干捗1917-1922』､肋掲書､16頁｡

1o6大描典一『帝攻ロシアのシペリア開発と東方進出過程』東海大学出版会√1974,286-290頁｡



閑鎖敦策を実施し､輸入貨物に高関税を牒した｡

　1909年､東シベリア植民に熱意を有していたPAヌトルイピン(圧A｡CTOJlhlnHH)

首相は､極東桂民委員会を創設して､沿アムール総督をその―員に加えており､アムール

鉄道の工事が行われた地域の全面的調査を実施するために､N七ゴンダッチ

　(Hjl｡ΓoHハaTTH)3等官を団長とするアムール調査団を東シベリアに派遺しており､

その調査の目的の―つは､東アジア系移民の実態及ぴその入国の取締まりの方法を探るこ

とであったlo7.

　第二の要因として､朝鮮の日本帝国への併合がロシアの朝鮮人社会の変容をもたらし､

抗日運動を引き起こしたことについてはすでに第二章において考察したが､日本の朝鮮半

島の櫨民地化が本格化し､それが極東ロシア地域の国際環境に著しい変化をもたらした｡

ここではその事実を指摘しておくにとどめる｡

3-4-2　朝鮮人移民の法的地位に関する議論

　最初に､上に述べた二つの要因から､ロシア在留の朝鮮人の法的地位の変化について述

べる｡

　｢韓国併合条約｣(1910年)の第一条lo8において､朝鮮政府がこれまでに他国との間に締

結した条約も無効になり､朝鮮本土外の滞在者を含む朝鮮人のすべてが日本帝国の臣民に

なるとされた｡従って､露朝条約(1884年)も無効となり､VD｡ペソーツキーや原暉之が指

檎するように､ロシアに在留する朝鮮人もすべて､自動的に日本帝国の保護の下に厦かれ

るようになったlo9.その一環として､朝鮮統監府は駐ウラジオストク日本帝国貿易事務館

1o7アムール肩査団(AMypcKa51　9Kcne■HuHg)は､大臣会議の1909年10月27日付け

の決定によって設薫された｡rpa8eB｡B｡(V｡V｡グラーヴエ)､前掲書､1-3頁.

1o8外務省編『日本外交文書』､1910年､第一巻､東京､1962年､686頁｡

1o9　Teruyuk1Hara｡The　Korean　Movement　in　the　Russian　M1r沿me　Provlまlce｡1905,1922,in瓦∂阿a厚丿函功e&面gr

係緬,Hono回u｡1986.pp｡45;necouKH数B｡双｡Kope費cKH自　Bonpoc　B　npH-

aMypbe,Tpyぶbl　AMypcKo費j　9Kcne4HuHH｡Bbln　y　c　K　11a｡　xa6a-

poseg,1913.Cj6.(V｡Dパソーツキー『沿アムール地方の朝鮮人問題:アムール探検隊の輪文集』､1913

年､56頁)｡
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を通じて､朝鮮人居留民を登録の上､朝鮮人社会を管轄しようとしていた｡この措置が成

功すれぱ､ウラジオストク在住のおおよそ4,200人の日本人居留民に日本国籍を取得した6

万人の朝鮮人(131頁の表3-1参照)が加わり､極東ロシア地域の全人口約937,000人のほ

ぽ7%が日本帝国の臣民となることになろう｡

　これに対して､ロシア人高官は､日本との軍事衝突が生じた場合､6万人の日本国籍取得

者が｢敵軍の協力者｣に成りうるという懸念を強く表明し､とくに､1906年に沿アムール

総督に昇任した元沿海州軍務知事RF.ウンテルベルゲル(1910年まで総督在任)は､櫨民地

化された朝鮮半島からの移民に対して強い偏見を抱いていた｡

　REウンテルベルゲル総督は､1880年代後半には､清国人の非熟練労働者のロシアヘの導

入には賛成していたが､―方で清国人商人の商取引についてはそれを規制する運動を支持

していた｡日露戦争後も､彼は､国際環境の変化により､中国或いは日本との新たな衡突

の恐れがあると固く信じ､戦争の勃発に対して深刻な危機感を抱き11o､その場合の在留東

アジア系移民の動向を懸念していた｡

　何故REウンテルベルゲル総督がこのような見解を抱いたか｡それは､推察しかできない

が､その背景には､おそらく｢間島｣地方をめぐる清国と朝鮮統監府との争いがあった｡

日本政府の介入によって設立された朝鮮統監府は､1909年に朝鮮人の比重が漢人などの民

族より大きかった東北中国における｢間島｣地方の朝鮮への割譲を求めた111.彼は､同様

な事件が朝鮮人が集中する南ウスリー地方をめぐって起きことを憂慮していた｡それに対

して､クージミン南ウスリー地方の国境警備隊総監は､沿海州軍務知事への報告書の中に､

11o　P,F｡ウンテルベルゲル総督は､1909年から1910年にかけて､極東地域に日本との新たな戦争の噂が広

がったことにも責任があろう｡いずれにせよ､極東地域のロシア人の間に､八二ックが広が1り､ロシア箪

将校の一部は､家族をョーロッパ･ロシアに送り帰した｡ロシア歌府関係者も､PRウンテルペルゲル総督

の戦争の危機感について認知したが､戦後､日本との友奸関係維持に努めていたロシア攻府は､ウラジオ

ストク要塞の再築などのRF｡ウンテルベルゲル総督の戦争への準備に対して､積極的な態度を取らなかった｡

KOKOBuo'B　B.ドL　H3　Moero　npouJ4oro,BocnoMHHaHHjl｡1903-1919　『

r≒KHHra　L　Mocg8a｡　Hayl(a,1992(VN｡ココフツオフ『私の過去から一回想記､1903~

1919年』第一巻､モスクワ､ナウカ､1992年)､314　-　315　頁;rpa8eB｡B｡(VVグラーヴエ)､前

褐書､1頁.

ulnecoul(HIB.丑｡(V｡D;ペソーツキー)､前掲書､35頁｡
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　｢日本は､朝鮮人の多くが居住しているポシエット地方に自治州の地位を与えることを求

め､将東あらゆる口実を設けて保護領にするであろう｡現時点でも､ロシア国籍を取得し

た朝鮮人も､ポシエット地方の自治を求める扇動を行っている｣と語ったll2｡

　クージミン甫ウスリー地方の国境警視総監のこの報告は､どの程度確実であったか不明

であるが､おそらく､REウンテルベルゲル沿アムール総督は､このような情報を考盧して､

ポシエット地方の分裂及び､朝鮮人が集中的に居住した地域の日本帝国による併合を懸念

したのであろう｡

　REウンテルベルゲル総督は､清国人は季節出稼ぎ者であり､民間企業での東アジア系移

民の雇用が禁止されれぱ､清国人労働者の追放も容易であるが､高度の定着性のある朝鮮

人が追放に抵抗する可能性があり､朝鮮人が｢危険な外国人｣であるII3と指摘した｡

　RFカンテルベルゲル総督の次のような言葉は､彼の朝鮮人観を表している｡｢只　H　e

Bpar　Kope負ueB,KaK　9To　npHH只To　βyMaTb,HO　He　Mo-

ry　corJlacHTbcg　c　MHeHHeM　MOHx　npe双回ecTBeHHR-

KOB,cqHTaBmHX,qTo　nycTbIHHbla　Kpaa　Hy}KHo　npex(μe

B　c　e　r　o　　3　a　c　e　JI　H　T　b　　x　o　T　兄6bI　H　KopeauaMH｡只　npeJno-

qHTaK)nycTbIHK),Ho　pyccKyK),9eM　Kpa詮　BO3μeJlaHHbl恥

Ho　gopeacl(H負｡｣(私は､皆が考えているような朝鮮人の敵ではないが､これまで

の総督が[本地域の開拓の】朝鮮人であってもなによりも当該地域に入植させるべきである

という意見には納得できない｡朝鮮人による開発地よりロシア人の所有になる荒地の方が

u2　PanopT　H,β,norpaHHqHoro　KOMHccapa　B}OXHo-yccy一

pH爺cKOM　Kpae　Ky3bMHIHa　BoeHHOMy　ry6epHaTopy　npH-

`lopcEoa　o6JlacTH,HOBOKHe8clcoe｡1&061914　r.(クージミン南ウスリー地方

の国境警視より鉛海州軍務知事宛の報告書､1914年6月18日)､PrHA刄B(極東地域ロシア国立

歴史公文書館)､1-2-574､41頁;　nag　Eに双,0c8o6oβHTeJlbHag　6opb6a

KopeacKoro　Hapoμa　HaKaHyHe　nep･Bo爺　MHpoBo費　Bo銭Hb【(B｡

Dパク『第一次世界大歌直前の朝鮮人民衆の解放運動』)､前掲書､24頁｡

u3　rpaseB｡　B,(V｡V｡グラーヴエ)､前掲書､147頁;ApceHbe8　B｡KパV叉アルセー

゛゛フ)､前掲書､197頁｡
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ましだ｡)114

　朝鮮人の入匡制限を強く主張していたRF汐ンテルベルゲル総督は､1990年代の朝鮮系

ロシア人研究者により｢ナチの先駆者｣115とか｢反動主義者｣116と呼ぱれたが､上述の発

言があったにしても､現実的には沿海州の領土保全や新たな戦争の危機感から､彼は朝鮮

人移民問題を捉え､その移入国の制限や管理強化を目指したものの､朝鮮人の全面的排斥

計画の存在を裏付ける資料はまだ発見されておらず､朝鮮人や中国人の入国と雇用の管理

の改善措置に関する法案が､彼の｢全面的排斥｣を意味するものではなく､従って､この

措置が｢朝鮮人への迫害｣とは言えない｡むしろ､後述するように､朝鮮人のロシア国籍

取得の奨励､またその自治権などのロシア人と平等化に努めたと考えたい｡

　また､極東植民委員会の1911年2月11日の会議では､ロシア国籍を有しない朝鮮人を日

本の臣民として取り扱うべきかどうかが審議されたが､日本政府によって在外朝鮮人の法的

地位が明確に規定されていなかった117ために､日本人に与えられた最恵国待遇を朝鮮人に適

用しないという結論に達したn8｡

　　｢韓国併合に関する条約｣が締結された1910年8月29日頃､ロシア国籍を持たない多く

の朝鮮人は､日本国籍の取得ではなく､ロシア国籍の取得を希望した｡例えぱ､旧高宗王

全権キム･イン･スは､1909年1月､ロシア外務省沿アムール総督府外交官次N｡Vボゴヤ

プレンスキー(H｡B｡BorogBJleHCKH負)との折衝において､ロシア在住の1,300

人の朝鮮人にロシア国籍を与えるように要求した119.この折衝の結果に関しては､これま

114　yHTeH6eprep　n.Φ｡npHalviypcl(H負　Iくpa飢Cn6.,1910(P.F汐

ンテルベルゲル『沿アムール地域』サンクト･ペテルプルグ､1910年)｡

n5　HaM:　C,T≒　Poc　cHiicKHe　Kope背ub【:　HCTopH只　H　K,yjlbTy-

pa,　Mock8a川998.C.6L(S.(}.ナム『ロシアの朝鮮人:歴史と文化､1860~1925年』モスクワ:

゜シア科学アカデミー東洋学研究所､1998年､61頁)｡

116　Kag　CblH　X8　a(金承化)､前掲書､4,41頁｡

117necouEH費B｡双｡(V｡D.,ペソーツキー)､前掲書､58-59頁｡

118極東櫨民委員会(KOMHTeT　no　3ace刀e　H　HIO　双aJlbHero　BocTOKa)の

1911年2月11日の会庸議事録､第20号､PrHA刄B(極東地域ロシア国立歴史公文書館)､702-1

~640､243　a　頁)｡

U9　MacTHoe　nHcbMO　9HnoBHHKa　no　双HnJ!OMaTH9ecKo鈴
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で資料は発見されていないが､以下の表3-1から明らかなように､1909年から1910年にか

けて､ロシア国籍を持つ朝鮮人総数が著しく増加していることから見て､おそら<､キム･

イン･スが要求した1,300人の朝鮮人もロシア国籍の取得者の中に含まれているではないか

と考えられる｡

　また､1910年8月19日には16名の朝鮮人自治団の代表者が次のような請順書をロシア

政府に提出している｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　決議

　我々16名､沿海州のウラジオストク､ニコリスク･ウスリースキー､ハバロフ

スク､ボゴロツコエ､ニコラエフスク､スチヤーン､ノヴオキエフスコエ､イマ

ン､ヴヤゼムスコエ及びその他の韓人居留民会全権は､1910年8淵19日､ウラジ

オストク市において以下のことを決議した｡

　朝鮮併合に際して､朝鮮国籍を持つ我々の委任者に､ロシア国籍を与えるよう

に､ロシア攻府に要請する｡ロシアの法律の庇護下に置かれた場合､いかなる特

権･特典を要求しない｡長年ロシアに居住している我々順鮮人は､祖国とのあら

ゆる絆を失っており､ロシアが我々の祖国となっていることを考慮されたい｡

　我々は忠実なロシア国民となり､ロシアに住む他の多くの諸民族と同等の諸権

利を付与されることを望んでいる｡それらの権利の制定はすべてロシア政府に委

ねる｡ロシア国籍が与えられたあかつきには､すべての忠実なロシア国民と同じ

く､ロシアとその皇帝に誠心誠意尽くすことを約束する｡またそのために､国籍

取得後ただちに､他のすべての国民と等しく兵役義務を果たし､極東におけるロ

シア軍の隊列に加わる用意がある｡

　上記の請願書の提出を我々に委任した沿海州の全朝鮮人の名において､我々は

知己であるボリス･ミハイロヴィチ･ポリヤノフスキー氏にそれを託し､全権を

委任し､また我々の委任者の利益擁護を全面的に彼に委ねる｡我々に全権を委任

した､妻子を除く成人男性9,780名からなる沿海州の各韓人居留民会を代表し､以

上のことに署名する12o｡

`lacTH　npH　npHaMypcKOM　reHepaJI-ry6ep･HaTope　BorogB-

JleHCKoro　TOBapH眼y　MHHHcTpa　H,HocTpaHHblx　,瓦e　JI　H,　B｡.Ma一

pMKOBy,　xa6apoBCK,31只HBap只1909　r.｡ABn　PH｡4〉｡148,0　n｡487,μ｣096.

凡85-肛(沿アムール総督外交担当係りN叉ボゴヤブレーンスキより外務次言Nyチヤルィーコフ宛て､

1909年1月31日､ロシア帝国外交史料館､148487-10%レ85,87頁)｡

12o　rpa8eB｡B.(vjv｡グラーヴエ)､前掲書､423424頁.この｢決搬｣は､岡奈津子によって翻
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　上記の文書からはロシア国籍の取得を望んだ｢委任者｣の人数は分からないが､このよ

うな『決議｣が､おそらく､帰化を求めた志願書の典型的な―例であったに違いない｡

　表3-1から明らかになるように､ロシア国籍を取得した朝鮮人移民は､1910年には､前

年に比して､2,281人の増加を示し､翌1911年には､おおよそ400人がロシア国籍を取得

した｡

　　　　　　　　　　　　表3-I　朝鮮人のロシア国籍取得者数

年 非ロシア国籍朝鮮人 ロシア国籍朝鮮人 合計

1882 10,137 - 10,137

1892 3,624 12,940 16,564

1897 - - 23,000

1899 - - 27,000

1901 - - 32,298

19=02 16,270 16,140 32,410

1906 17,434 16,965 34,399

1908 29,207 16,190 45,397

1909 36,755 14.799 51,554

1910 36,996 17,080 54,076

1911 39,813 17,476 57,289

1912 43,452 16,263 59,715

1913 38,163 19,277 57,440

1914 44,200 20,109 64,309

1917 - - 81,825

出典:PrHA双B(極東地域ロシア国立歴史公文書館)､P-4004,32頁､8741593.7-8頁;Γpa3eB｡B

(V｡V｡グラーヴエ)､前掲審､1%頁｡

　1909年末の時点で､沿海州には非ロシア国籍の朝鮮人が36,755人おり､ロシア国籍敢得

の朝鮮人が14,799人(2,532世帯)であった121.その内､およそ1万人はポシエット管区の

ヤンチヘ区とアドミヂン区､およそ2,000人がコールサコフ郷やニコリスコエ､およそ1,000

人がイマン郡､残余の1,000人余りはオリガ郡､670人はハバロフスク郡､248人はウラジ

オストク､40人はハバロフスク､43人はニコラエフスクに居住していた1焉

訳された｡A.T.クージン著､岡奈津子駅､前掲書､40　-　41　頁｡

121　necouKHa　B｡双.(V,D,ペソーツキー)､前掲書､84頁｡日本外交史料館の史料によれば､1909年

初めには､沿海州には非ロシア国籍の朝鮮人が39,307人おり､ロシア国籍取得の朝鮮人が15.353人であっ

た.｢朝鮮人ノ海外移住並二移住者ノ情態取澗―件｣外務省外交史料館所蔵､3-84467,7頁.

122　Ba6HqeB　H｡H｡yqacTHe　K.HTa負cKHX　H　Kope銭cKHX　Tpy聶只-
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　しかし､1912年になると､ロシア国籍取得朝鮮人は前年に比してl,213人減少している｡

その理由は兵役義務の忌避であろう｡上述の｢決議｣において､帰化を求めた者は､｢兵

役義務を果たし､極東におけるロシア軍の隊列に加わる用意がある｣と陳べているもの､

実際には､シベリア23号歩兵部隊で軍務についていた朝鮮人は極めて少なく123､また､兵

役を逃れようとした朝鮮人青年も少なくなかった｡

　1911年に沿アムール総督に就任したN七ゴンダッチ(HJLΓoH4aTTH､1917年ま

で在任)は､P.F汐ンテルベルゲルとまったく異なる態度を取り､日本と再度の軍事衝突に

際しては､在留朝鮮人が反日闘争の重要な要素になり得ると考え､朝鮮人の帰化を奨励し､

そのために､1912年8月から1913年にかけて､おおよそ3,000人の朝鮮人が､ロシア国籍

を取得することができた｡

　1884年の朝露条約が無効後も､極東ロシア地域における朝鮮人の法的地位はほとんど変化し

なかったが､かえってロシアに定住する朝鮮人の人数が増えるにつれ､ロシア国籍の取得を希望し

た者も一時的に急増した｡

3-4-3　朝鮮人移民の住民登録問題

　ロシア敬府は､朝鮮人の帰化を歓迎したが､朝鮮人の急増が住民登録や税金微収に混乱

を生む可能性を懸念し､朝鮮人の居住登録を確認するために､1909年1月から村ごとに朝

鮮人の名簿を確認する作業を実施し､その結果､朝鮮人の過半数は､在朝鮮ロシア領事館

の査証を受理し正式に入国手続きをしており､その一部はロシア国籍取得を希望したが､

入国や住民登録に関する規則を守らなかった数千人の朝鮮人も確認された｡

　主な密入国者は､朝鮮北部の朝鮮人であり､図椚江河口で小さなボートでロシアヘ渡航

眼Hxc只　B　rpax刄aHCKo爺　8oaHe　Ha　双aJトbHeM　BocTOKe｡T　a　uJ-

KeHT　:　rocy八apcTBeHRoe　H3μaTeJlbcTBo　y36eKCKoa　CCP,

1959で18パ11バビチェーフ『権東ロシアの内戦の中国人と朝鮮人労働者』タシケント､ユズベ

クソビエト社会主義共和国国立出版社､1959年､18頁)｡

洵rpa8eB,B｡(V｡V,グラーヴエ)､前掲書､1%頁,

132



した者であり124､その多くぱ季節雇用であり､工事などが始まる春に雇用先から､あるい

は渡航ルートに詳しい案内人に同行され小人数でロシアに入っていた125.

　一方､海路からロシアに入る者は､1910年の朝鮮の日本による併合以後は､朝鮮総督府

による厳しい旅券チェックがあり､その数は減少した｡客船による場合は､朝鮮人ツオイ

が所有していたロシア船籍のチュンチヤン号以外､すべて目本の船会社の気船であり､朝

鮮総督府の役人には､乗客のチェックは容易であった｡

　登録手続きに関する規則に反した朝鮮人は､以下の三種に分類できる｡

　①　外国籍の男性とロシア国籍の女性の間に生まれた子はロシア国籍を取得する権利を

　　　有しないが､住民登録している｡

　②　朝鮮人青年の一部は､兵役義務を忌避するため､登録しない｡

　③　一部の朝鮮人帰国者は､自分の氏名を使う権利をロシアに入国しようとする同国人

　　　に売る者もいた126.氏名を使う権利を買った入国者は､ロシアに渡った際､この氏

　　　名で登録の手続きを行う｡

　登録名簿の確認作業は､多くの朝鮮人が同じ姓を持っていることや､姓や名を6回まで

変更できる慣習によって困難であった｡

　住民登録の違反者が多かったことも､ロシア人役人や調査団員に朝鮮人に対する否定的

イメージを与え､朝鮮人の管理を強化すべきであるという意見がロシアで頗繁に出された

理由となった｡

3-4-3　東アジア系移民の入国制限提案と経済活動の抑制策

　朝鮮人や中国人の急増とともに､その経済活動を抑制しようとする提案は､地方と国家

のレベルで審議されることになり､1908年､REウンテルベルゲル締督は､法案｢沿アムー

ル地方への黄色人種の移住を制限する措置｣を内務大臣に提出した｡この法案では､清国
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125

126

necoukH鋳　B｡双.(V｡D｡ペソーツキー)､前掲書､70頁｡

Kbt　CbIH　X8a(金承化)､前掲書､38-39頁｡

necougH爺　B｡μ｡(V,D｡ペソーツキー)､前掲書､158,160頁;(極東地域国立ロシア歴史公文書

館)､702-1-640



人や朝鮮人の入国を制限し､不法滞在者に罰金を課する楷置を強化し､不法滞在者を雇用

する民間企業や国営企業にも罰金を諜することが提案されていた｡

　この法案の採択経緯については､様々な説があり､多くの研究者はこの法案は不採択で

あったと主張している127が､実際には､以下のような経緯を経て､訂正の上､最終的に採

択された｡その経緯については､1910年に沿アムール総督を退任したREウンテルベルゲル

総督が皇帝ニコライニ世に宛てた報告書の中で明確に報告している128.

　内務省で訂正されたこの法案は､ロシアの国会下院(ドウーマ)で審議され､さらに大

幅に手直しされた後承認されたが､国会上院である国家評議会は､職員や予算の不足のた

めに､この法案が採用されても､｢沿アムール地域への清国人や朝鮮人の流入問題を解決で

きない｣としてこの法案を承認しなかった｡その審議の際､ロシアに滞在するすべての外

国人の掌握が可能な移民法が初めて提案された129.

　さらに､政府要人のなかにも､清国人や朝鮮人の排除するものではなく､アムール鉄道

の工事などの進歩を計る方が重要であると考える者もあり､VN｡ココフツオフ大蔵相は､

1909年11月28日の内閣会議において､｢黄色人種｣の労働者の排斥がアムール鉄道やウラ

ジオストク要塞の工事の経費を増大させ､工期を長引かせる恐れがあると指摘した13o｡

　こうして､RRウンテルベルゲル総督による法案は､既述したように匡家評議会で採択さ

れなかったが､1910年の夏､極東櫨民委員会においてアムール調査団の調査成果とともに

127　Malozemoff1　Andrew.　0p,　d,｡　p12　;　BOJloxoBa　A.A､nonblTKH　npHH只TMI

3aKOHa　o　peryJIMpoBaHHH　KHTa費cKoa　H　Kope貧cKoa　HM-

MHrpaUHH　Ha　poccK鋳cKH鳶　双ajlbHMi1　BocTOK　B　HaqaJle　20　B｡

Te3acu　HayqHo践　KOHφepeHUHH"06眼ecTBO　H　rocy減apcTBO

8　KH　T　a　ey　MJ991　C.81-85.(A｡んヴオーロホワ｢20世紀初頭の極東ロシアの中国人･朝鮮人移民

の管理に関する法律を採択する試み｣『中国の杜会と国家』報告集､モスクワ､1995年､81,85頁),

128　PrA　BMΦ｡φ｡3.2.0n.l｡刀レフ3.Bcenoμ具aHHe俑田'H爺　oTqゼT　npH-

aMypcKoro　re･HepaJI゛ry6epHaTOpa　reHepaJ'Je爺TeHaHTa

yHTep6eprepa.1910jL17-20,(｢ロシア皇帝に対する沿アムーノレ地方総督瞼軍中将ウンテル

ベルゲル報告書,1910年｣ロシア国立海軍公文書館､サンクト･ペテルブルグ,32-ljア3､17-20頁).

129　rpaleB,B.(V｡V｡グラーヴエ)､前掲書､239　-　24{}頁｡

1恥PrHA　双B(極凍地域国立ロシア歴史公文書館)､1276-20-39､167頁,
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審議の上可決され､極東植民委員会からあらたにドウーマに提案され､ドウーマと国家評

議会の承認を得て､この清国人の雇用を禁ずる｢沿アムール総督瞥区､ザバイカル州､イ

ルクーツク総督管区における外国人へのあらゆる制限を規定する法律｣は1910年6月21

日にニコライ2世に裁可された131.

　この法律によって､1911年1月1日以降､沿海州及びザバイカル州の国営企業の外国人

労働者の雇用が禁止された｡但し､第4条によれぱ､大臣会議は急を要する作業において

ロシア国籍の労働者の雇用が困難である場合､外国人労働者の雇用を許可する権利を留保

している132.

　一方､この法律の成立は､アムール鉄道工事､ウラジオストク要塞の改築などの作業を

行っていたロシア企業を混乱させ､法案の案出から施行に至る6ケ月間で､雇用予定の

85,000人の清国人と朝鮮人に替わるロシア人労働者を募集することは､不可能であった｡

さらに､アムール鉄道の工事では､ヴィテブスク県､グロドネンスカヤ県､カルジスカヤ

県などロシア西部諸県から労働者を導入する場合には､その賃金と運賃を考えると､1立方

サージェン(9､713m3)当たり3.75ループルの追加費用の必要があり､その価格は15.01ル

ーブルまで上昇し133､費用増大のため工事の実施が困難になったであろう｡

　このような状況の中､多数の企業からの要求に応じて､各省は同上法案第4条に基づき､

清国人と朝鮮人労働者の雇用を許可するように､大臣評議会に要請し､1911年3月1日ま

でに､以下の上申書が提出され､⑤､⑨を除き他は許可された｡

①　アムール鉄道におけるトンネル､高架橋の複雑な工事実施のための外国人労働者の雇

　　用申請(交通大臣の上申書､15259号､1910年11月12日)→　許可

②　東支鉄道株式会社(民間企業)経営によるウスリー鉄道における外国人労働者の雇用

131　PrA　BMΦ｡φ｡32.0n｡1.刀い73.Bceno4刄a､HHe薮磁H蔀　oTqゼT　npH一

aMypcKoro　reHepaμ'ry6epHaT`opa　reHepaJIリle負TeHaHTa

yHTep6eprepa,1910J,1吼(｢ロシア皇帝に対する沿アムール地方総督陸軍中将ウンテルベル

ゲル報告書,1910年｣ロシア国立海軍公文書館､サンクト･ペテルプzレグ≒32↓73､19頁).

132　1910年6月21日の法律の原文は､ロシア国立歴史公文書館に保管されている｡PrHA(ロシア国立

歴史公文書館)､サンクト･ペテルブルグ､323TI-735､2頁)｡

聯rpa8eB｡B｡(VV｡グラーグエ)､前掲書､84-85頁,
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　　申請｡(大蔵大臣の上申書､7331号､1910年11月27日)→　許可

③　ザバイカル鉄道工事における中国人労働者の雇用許可の延長(1911年6月1日まで)｡

　　交通省における外国人労働者の1割以内の雇用申請｡(イルクーツク総督の上申書､

　　10299号､1910年12月7日)→　許可

④　貨物運搬と石炭の荷下に関して､ウラジオストクの居住者から朝鮮人労働者の雇用を

　　ウラジオストク港長に申請(海洋大臣の上申書､1049号､1911年1月9日)→　許可

⑤　カムチヤツカ知事令の工事における労働者総数の5害り以内に外国人労働者の雇用申請｡

　　　(沿アムール総督の上中書､346号､1911年1月12日)→　不許可

⑥　ウラジオストクにおける工科官庁の工事の1911年4月15日までの朝鮮人居留民からの

　　労働者の募集申請｡(陸相の上申書､1026号､1911年1月14日)→　許可

⑦　沿アムール地方とザパイカル地方の兵舎工事の1912年1月1日までの外国人労働者を

　　雇用申請｡(陸相の上申書､56号､1911年ト月5日)→　許可

⑧　ウラジオストク税関の外国人労働者の雇用申請｡(沿アムール総督の上申書､12003号､

　　121736号､1910年12月11､16日)→　許可

⑨　男子中学校校舎やプラゴヴェスチェンスク監獄の工事の外国人雇用申請｡(沿アムー

　　ル総督の上申書､12003号､1910年12月l1日;12173号､1910年12月16日)→　不

　　許可1≒

　1910年6月21日に法律は施行されたにもかかわらず､清国人と朝鮮人の雇用は続けられ

た｡ロシアの企業経営者は､情国人や朝鮮人移民の労働力に依存しており､その雇用は法

律が施行されたにもかかわらず､第4条を利用し､東アジア系移民を労働者として雇用し

続けたのであった｡

　東アジア系移民の状況を精細に調査したVVグラーヴエ外務省全権によれぱ､1910年6

月21日の法律に則り､上申書によって特別に許可された外国人労働者の総数は55,000人に

過ぎないはずであり､そのうち､ロシア国籍の朝鮮人が14,000人､非ロシア国籍朝鮮人が
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134　rpa8eBレB｡(V｡V｡グラーヴエ)､上掲書､84･86頁,



35,000人､中国人が6,000人となり､従前から雇用されていた中国人や朝鮮人の総数は超え

ないと予測されていた135.しかしながら､極東ロシア地域において､労働力の分配を管理･

調整を行う機関が存在せず､おそら《､実際に雇用された中国人労働者の数は6,000人をは

るかに超えていた｡

　さらに､朝鮮人の経済活動も抑制されるようになり､日露戦争直前の1903年には改正さ

れた鉱業法の第661条第12項によって､金鉱山における朝鮮人の雇用は正式に許可された

が､各地の金鉱山におけるその割合は､全従業員の25%に制限された｡VVグラーヴエによ

れぱ､66の金鉱山では､R,Aフレシヤチーツキー(P｡A.xpeulaTHul(Ha)沿アム

ール総督により朝鮮人や清国人の可能雇用人数が具体的に指定され､例えぱ､チュリン杜

のオレルスキー金鉱山には､朝鮮人労働者は500人以内とされた136.

　しかし､RF汐ンテルベルゲル総督は､朝鮮人､清国人労働者の新たな定員削減を目指

し､1907年には金鉱山での朝鮮人労働者の総数を2,600人に鮒限し､1908年以降朝鮮人労

働者に依存しないように指示し､とくに､金鉱山の過半数があったアムール州の軍務知事

には朝鮮人労働者を解雇するように指示した｡その結果､1909年には､アムール州ではお

よそ2,000人､沿海州ウドスキ郡ではおよそ5,000人の朝鮮人が解雇された137.VVグラー

ヴエによれぱ､このような朝鮮人労働者削減政策は新たな労働力不足やそれに伴う清国人

労働者の急増を引き起こし､そのため金鉱山の経営者は朝鮮人労働者の雇用を再度許可す

るよう､請願書をロシア政府にも送った｡また朝鮮人労働者雇用問題は､地方と中央の新

聞にも取り上げられ､大きな反響を呼ぴ起こした138.

　ロシア政府は､金鉱山の経営者の要請に応じて､1911年､極東植民委員会にこの問題の

審議を委ねた｡極東植民委員会は､1911年2月11日の会議において､朝鮮人の金鉱山での

雇用許可の問題が審議し､朝鮮人労働者の削減により金鉱山では清国人労働者が2年間に

137

135上掲書｡

136上掲書､418　-　421　頁.

137上掲書､146頁;Pa6o9H負　pblHol(　npHagypbg　8191LCn6,,1912ハC｡76

(『19n年の沿アムール地域労働力市場』､サンクト.ペテルブルグ､1911､76頁)｡

138　rpa8eB｡B｡(V.V.グラーヴエ)､上掲書､144頁,



47.1%から82.3%まで飛躍的に増加した(表3-2参照)｡この会議では清国人の増加が､金鉱

業に不利益をもたらすこともあり､朝鮮人を再度雇用すべきであるという決断に達した139｡

表3-2　沿アムール総督管区における金鉱山労働者の民族帰属別､1906~1910年

管区名 1906 1907 1908

ロシア人 溝国人 朝鮮人 ロシア人 柵国人 朝鮮人 ロシア人 清国人 朝鮮人

アムール山岳管

　　区

714 980 477 771 2052 332 821 2463 406

ブレヤ山岳管区 2895 1340 2779 1704 1335 1428 1854 1619 1731

沿海州山岳管区 1575 551 1859 989 667 1667 735 2092
一

ゼヤ山岳管区 5300 1000 750 4200 1700 1800 2800 3500 2500

合計 10484 3871 5865 7664 5754 5227 6210 9674 4637

% 19j 29.1 41.1 30.8 28.1 30.2 47.1 22.7

管区名 1909 1910

ロシア人 溝国人 朝鮮人 ロシア人 清国人 朝鮮人

アムール山岳管区 889 3802
-

プレヤ山岳管区 1624 3689 359 1036 6822
-

沿海州山岳管区 1033 2991
-

800 3400
一

ゼヤ山岳管区 2500 4200 1800 2300 9800 150

合計 7046 14682 4136 2159 20022 150

　　　　　　　% 29.4 6L4 9.2 Iフ 82.3 o｡7

出典:ΓpaaeB.B｡(VVグラーヴエ)､前掲書､422頁,

1910年､沿アムール総督に就任LXゴンダッチは上記の会議に参加し､朝鮮人の金鉱山で

の雇用を奨励すべきであると主張した｡この会議では､朝鮮人の勣勉さ等の民族性の良い

138

139極東櫨民委員会の1911年2月11日の会鍛搬事録､第20号､PrHA皿B　(極東地域国立ロシア

歴史公文書館)､702-1-640､242447頁｡



特徴が再ぴ取り上げられ､その雇用を積極的に拡大すべきとされ､Pfウンテルベルゲルの

退任に伴い､対朝鮮人政策は転機を迎えたと言えよう｡

　1910年6月21日成立の法律は､東アジア系移民の雇用を規定したが､ロシア内務省では､

1912年に､移入出の管理制度を改善するために､｢沿アムール総督管区､イルクーツク総督

管区､バイカル州における外国人入国と居住に関する規則｣案が検肘された｡この規則案

には､外国人のロシアヘの入国の窓口を特定な場所に限り､旅券審査などを税関､商港の

役人及び警察官に担当させ､規則に違反した者を懲罰に付し､追放すべきと記されている14o｡

　この規則案を巡っては､ロシアの内務省と外務省との間に激しい論争が起き､規則案の

一部は､税関また警察職員の不足などの理由により､外務省の高官により次のように批判

された｡例えぱ､外国人が入国に際して､居住許可証を提出しなけれぱならないことは､

半年以内であれぱ居住許可証無しでの滞在を許可する日本やドイツとの条約に矛盾するi41

というものであった｡この論争は､第一次世界大戦の勃発まで続いたが､戦争中の労働力

不足が再ぴ深刻化したために､未成立に終わった｡

344｢黄禍論｣の台頭

　1880~1890年代に台頭した東アジア系移民の雇用や商業活動を抑制する運動は､日露戦

争中には一時的に収まったが､戦後､東アジアの小国日本によるロシアの敗北､植民活動

の復活を背景に再ぴ高まり､いわゆる｢黄禍論｣をめぐる論争を引き起こした｡

　本節の目的は､『貧禍論｣論争をロシアの国F勺敦治的文脈から考察し､従来の歴史的解釈

によっては説明し得なかった東アジア系移民の排斥運動の原因を解明することにある｡

　日露戦争に敗北後､第一次ロシア革命(1905年)によって動揺したロシア政府は､敗戦

や革命による混乱の原因或いは動因について､牧治家､攻府高官､新聞記者の多くは､敵

国の日本と協力し革命を起こしたことに対して､少数民族を非難した｡しかし､稲葉千晴142

14o　ABn　PH　(ロシア帝国外交資料館)､148-487-1096､3945頁｡

141外務大臣より内務大臣宛の書簡､第397号､1913年5月1日､ABn　PH(ロシア帝国外交資料館)､

148-487-10%､21-23頁.

142稲葉千晴『明石工作:謀略の日露戦争』丸暑ライプラリー､1995年.
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によれぱ､ロシア帝国の辺境地の民族自決運勤の指導者は日本の支持を得ようとしたが､

この試みは失敗に終わった｡非ロシア人への迫害を緩めた｢10月17日付詔書｣が公布され

た直後､帝国の辺境に居住していたポーランド人､ウクライナ人､リトアニア人などの民

族グループの多くが､母語での教育､土地の所有､自治の権利を獲得したが､少数民族の

迫害を緩める政策は､再び反動政治に変わった｡

　ヒエンズ･デイートリヒ･リョーヴエ(Hiens-Dietrich　L6we)によれば､官僚の多くは､

革命が非ロシア人により引き起こされたと確信しており､自らの杜会的･政治的特権を保

持しながら､ロシア帝国を後進国として維持し､非ロシア人への非難をナショナリズム的

の国内政策の心理的武器として使っていた143｡

The　filnction　of　natioulism　[was]purposefully　employed　as　a　means　of�lecting

attention仕om　the　inner　tensions　and　contradictions　of　the　tsarist　system　畝er　the

enactment　ofthe　October　Manifbsto144(ナショナリズムの本来の目的は､10月17日

証書公布以降の皇帝専制牧体の内的緊張や矛盾から注目をそらすことであった｡)

　反ユダヤ人暴動(1905年)の先頭にたった右派のVMプリシケーヴィチ(B.MTlypH-

ml(e8H9)国会議員は､人口希薄なシベリアでの核民事業の実施を妨げる中国人の｢浸

透｣が革命家の反皇帝専制体制運動の一環であると指摘した145.極東ロシア地域の東アジ

ア系労働者についての専門的な知識のない同議員の非ロシア人非難は､マスコミに広まり､

143　L6we｡Heinz-Dietridh(1992),Russi皿N屁onalism　and　TEist　National氾es　Pohcies　in　Semi心onst池tional

hssia,　1905-1914　in　Robert　B,　MCKean　(d)紬wβ乃阿c如a油77z�gタ71沢回丿油7力zjraりリg沁敞り呵7e乃y沁71　zみe

烏琲怯眠)rgC㎝gn!･yj乃r&)yfer　a蹴Z召a･yr£z4ΓθΓ･M17　SZ�ia,裁zm;)評叱丿夕卯･World　Congress　fbr　Soviet　and　East

Eu祠)e耽Studies　Basijlgstoke　:　Macmillan　Academic　ad　Profbssional　in　association　with　the　lntemationaI　Council

fbr　Soviet　and　East　European　Studies　,　1992,　pP,　254‘251

144　1bid･,　pp.　251-252,

145　nypHulKeBHq　B,M.nocJlecJIOBHe｡yxTy6yxcKH数　n｡Pyc-

cKH負　Hapo4　B　A3HH　:　nepeceJleHHe　B　CH6Mpb,}Ke　JI　T　a　鰐　ona-

cHocTb.Cn6,1913.C.92-97パV｡M,プリシケーヴィチ｢後書きJPカフトウブージシキ『アジア

の゜シア人-シベリアヘの移住､貧禍論一』サンクト･ペテルプルグ､1913年,92-97頁);Siegelbau恥Lewis

H･　AJlother　‘YeHow　PeriP:　Chinese　Migl皿ts　in　the　Russian　Far　East　and　th忿Russian　Rea£tionbefbre　1917,ルかゐy77

恚油ISr�ia,　no12,　2,　1978,　p,　322･
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著番､吾子､雑誌或いは新聞記事の多《は､｢黄過論｣に対しで注意を喚起するものであっ

た1仇VI｡ヂヤートロフ(B瀦｡双凭TJ(}8》が指檎するように､.『黄禍論』を取り扱った

出販物は､ジヤンルとして詩やパンフレットから学衛論文まで多岐にわたり､様冷な階層

の読者の蘭心を呼ぴ起こすことになったl几それらの著者の多くは､東アジアのS際政治

やロシアヘの東アジア系移民についての専問的な知識を殆どもたなかったにもかかわらず､

東アジア諸国の強化は保護の不+公な極東ロシア地域にとって危険であると主張した｡そ

のような著者のー人､S｡Nタヴオーキン(C手LTa8･gHH)は､東アジア系労働者のロシ

アヘの流入は｢平和的侵入』の始まりであると主張し､中薗人や日本人によって沿アムー

ル河流域が占鎖されるであろうと語っている14.こうして､ロシア帝国西部の国家主義者

がポーラン才人､リトアニア人などの民族白決権を抑制したのと同様に､極東地域の国家

主義者は､反中匡人の世論を沸き立たせ､東アジア系移民がロシアの鎖土保全を脅かすと

主張していた｡

　中国人に対して偏見をもつM｡リギン(MjlHrHH)は､ロシア人にとって中国人の考

え方は理解しがたいと主張していた149.たとえぱ､外交官NAシューイスキ(H｡A.

田y費CgH鋳)は､｢中国人はいかなる困難な生活条件においても民族的帰属性を保持し

ている』と指摘しており､ロシア在留中国人のロシア人との同化が不可能であると主張し

た1≒N七ゴンダッチ総督は､｢ロシア在留中国人が民族的帰属性を保持している限りロシ

146上掲書;Ta　B　OK　llH　C｡H｡K　Bonpocy　o　″}KeJI　T　oa　onacHocTH″｡

CaHIT-neTep6ypr-KHe8,1913(SXタヴオーキン『｢貧禍論｣の諸問題について』サ

ンクト･ペテルブルグ･キエフ､1913年)｡

147双1TJIO　B　B冲L　MHrpauHI　KHTaiueB　R　4HCKyccH只　o“xej-

Toa　onacHocTH"　B　4opeBOJI}ouHOHHo爺　PoccHH,BecTHHK

E8pa3HH｡No,　1(8)｡MocE8a｡2001　C硫　(Vエヂヤートロフ｢中国人の移住と帝政ロシアの｢黄

禍論｣｣『ユーラシア通報』第1(8)号､モスクワ､2000年､64頁)｡

148　C｡H｡Ta8oEHu(SXタヴオーキン)､前掲書､呑5頁.

149　JIH`rllH　M｡Ha双aJlb孤eM　BocTOKe｡MJ913.C｡99.102jlu,リギン『極東地域にお

いてJモスクワ､1913年､99-lo2頁).

150　BOJloxoBa　A.　A｡KHTa負cKa月J　H　.Kope銭cKa只　HMMHrpa,uH只　Ha

poccH爺cKH費　双aJbHH費　BocTOK　B　KOH,Ue　19･Baqa刀e　20　BB,
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ア人と同化する必要性を感じない』ために､ロシア社会にとって｢敵対的分子｣である151と

し､VK.アルセーニエフも､同様に､｢中国人のロシア化は期待できない｡ロシア正教に改

宗した中国人を見たことはあるが､ロシア化した中国人を見たことはない｡[ロシア正教

に]改宗した中国人は､生活様式､慣習､服装をまったく変えず､なににしても､中国人

の性質を変えない｣と述べ､中国人は民族的帰属性を保持し続けることを指檎した152.

　上述したように､ロシアの中国人移民はロシアヘの同化に対し強い抵抗感を持っていた

が､ロシア政府の移民同化政策は､植民地化された朝鮮から逃れた朝鮮人に対しては―定

の成功を収めていた｡しかし､中国人移民に対しては､おそらくこの抵抗感ゆえに､同化

政策は失敗に終わったと思われる｡

　―方､当時のロシア人社会も多様な民族を受け入れる雰囲気はなく､ロシアに同化しよ

うとしない中国人に反発を抱いていた｡こうして､中国人移民がロシア国家に対する忠誠

心に欠け､国家に対する脅威ですらあるとする反中国人の風潮が次第に高まり､1910年代

にはロシア人社会における中国人排斥運動にまで発展した｡

　政府や国会下院における東アジア系移民に対する非難は､ロシア人が過半数にも満たな

かった辺境地方にも広がった153｡

　極東ロシア地域では､実業家&Rメルクーロフ(CJI｡Me　pl(yJlo8)､A｡A,パノーフ

　(A.A.naHo8)､VKフルセーニエフ､アムール調査団に参加した外務省全権V｡V.グラ

ーヴエと陸軍少尉VD.ペソーツキーが東アジア系移民についての論争があり､S.P.メルク

ーロフなどは東アジア系移民の全面的制限を敦府に要求したが､―方､VVグラーヴエと

npo6Jlelヽl　bl　双aJlbHero　BocToga,No｡6,19%/C｣08-109,(A.A｡ヴオーロホワr19

世紀~20世紀初順の極東ロシアヘの中国人･朝鮮人移民｣『極東諸問題』第6号､1996年､108-109頁)｡

1510THO=田eHHe　npHaMypcKOro　reHepaJI-ry6epHaTopa　H,JI,

roH.aaTTH　npeJcelaTeJllo　COBeTa　MHHH.cTpoB　H.ルΓOpe-

gbllc　H　H　y,04.04,1914　r≒UH　T,　no　:HCTo9HgL1997,No｡l.C,69-70パN｡しゴンダッチ沿ア

ムール総督よりLL｡ゴレムイキン大臣評議会会長宛の報告書､1914年4月4日､『イストーチニキ』､

1997年第1号､69-70頁)｡

聯ApeeHbe8B｡KパVXアルセーニェフ)､前掲書､I%頁｡

163　L6we,　Hel皿z-Dietrich｡opこcit,　Pp,　254j255,
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VDパソーツキーは､その管理を改善すべきであるが､東アジア系移民の導入は避けられな

いと主張していた｡

　従前には東アジア系移民の導入の必要性を弁護したNバL｡ゴンダッチも沿アムール総督

に就任後､移民に関する態度を大きく変え､｢黄色人種移民の波は､【ロシア政府が】とめな

い限り､大規模になる｣と述べ､｢危険な規模｣まで増加した｢ョーロッパ･ロシアヘの中

国人の移住｣に庄目し､ロシアを｢アジアの隣国の膨張から｣救うべきであると指摘した154.

　S｡D｡メルクーロフは､中国人や朝鮮人の居住地を制限する勅令が下された1902年に､は

じめて､東アジア系移民の｢危険性｣を主張した｡彼は､この問題が看過されていた日露

戦争が終結後､反アジア人活動を再開し､サンクト･ペテルプルグにおいて､1912年3月

10日にアレクサンドル･ミハイロヴィチ大公に､｢黄色労働者の導入の危険性川こついて報

告した｡S｡D｡メルクーロフは､東アジアの国際政治や東アジア系移民に関する専門知識が欠

如していたサンクト･ペテルブルグの国家主義者と異なり､統計などのデータによって報

告を裏付けたがl仇沿アムール総督管区の中薗人人口を25万人から35万人とする数宇は

正確かどうか不明である｡彼の報告書では､中国人が経済活動を拡張するにつれて､ロシ

アの企業が衰退し､ロシアは軍事的に弱体国というイメージが作り上げられたことを指摘

することにあった｡また､彼は､法律的にロシアの企業に低賃金の東アジア系移民の雇用

を禁止すれぱ､ロシアの企業はロシア人の労働者の雇用を優先するとも論じた1気

　SI).メルクーロフが楷檎した通り､東アジア系移民の排斥運動には､労働力市場におけ

る中国人労働者とロシア人労慟者間の競合も存在した｡20世紀初頭には､中国人や朝鮮人

が極東地域の労働力不足のためにロシアの企業により雇用されたにも関わらず､ロシア人
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154　Ntゴンダッチ沿アムール総督よりLL｡ゴレムイキン大臣評議会会長宛の報告書､前掲書､69-70頁.

1恥MepKyjlo8　C,双｡PyccKoe　JeJlo　Ha　及aJb}1　･e　糾　BocTOK軋旦o-

いlaA　C｡瓦MepKyJloBa　Ero　HMn,epaTo　p,cKOMy　Bblco9ecTBy

BeaHKOMy　K=a只3蒼o　AJleKcaH4py　MH.xa自,JloBH9y　lO　MapTal夕12　r,

氷e刀Ta刄　onacHocTb｡BJa聶HBoc･T･oK,“BopoH≒19%,C｡22､27.(S』),

メルクーロフ｢極東地域のロシア人の努力｡アレクサンドル･ミノヽイロヴィチ大公への抄12年3月10=日

付けの報告書j『貧禍諭』ウラジオストク､rヴオーなン｣社､1タ%年､22､27頁).

I跡Me　pEyJlo　sC｡皿,{S,D｡メルクーロフ)､上掲喬､!9頁｡



労働者は､職を得られないケースもあった｡例えば､日露戦争直後のi906年2月､8,000

人のロシア人労働者がウラジオストクの市役所に､仕事を求める請願書を提出したが､多

くの企業がすでに中国人を雇用したことを理由に､却下された157.このように､中国人は

ロシア人との競合に巻き込まれることになった｡N工｡ゴンダッチ総督は､中国人の移住が

経済活動のあらゆる分野において､ロシア人との激しい競争を引き起こしたと指摘した158｡

　ロシア人研究者の多《は､東アジア系移民に対するロシア政府の政策が不明であり､ロ

シアヘの移住や企業での雇用を阻止できなかった159と主張し､ロシアの企業が高利益を求

めたため､低賃金で働く中国人や朝鮮人を雇用したことによってロシアの市場が混乱した

と論じた16o｡

　一方､AAパノーフ､フオン･メングデンなどは､S,D.メルクーロフは東アジア系移民の

総数やその脅威を過大評価していると反論し､中国人が低賃金で働くことがロシアの企業

にとって有利であることを指檎した161.従って､国家主義者が批判した｢低賃金の東アジ

ア系移民の雇用｣は､高官にとっては鉄道工事など作業を短期開に低経費で終わらせる重

要な条件であった｡

　また､VVグラーヴエ外務省全権は､牧府が労働力の分配を改善してロシア人労働者の就

職を保障しつつ外国人労働者を効率的に利用できるようなシステムが整備されれぱ､ロシ

ア人労働者のヨーロッパ･ロシアヘの説出や外薗からの労働者の急増を阻止できたであろ

うと指檎した1吼

　VVグラーヴエ外務省全権が指檎したように､ロシア政府の労働力分配敬策の失敗や官僚

四rpa　8eB｡B｡(vyグラーヴエ)､前掲書､豹頁｡

158　N七ゴンダッチ沿アムール総督よりLL｡ゴレムイキン大臣葬雛会会長宛の報告書､前掲書､70頁｡

l醇ラー劈ン､前掲膚など｡

鴇oMepxyJo8C瓜不S,D,メルクーロフ}､前掲書｡

諮1･沓ひH:MeHr聶.e　H　‘○｡　暑《e　jll　T　a､　刄　on=acHocTb　H4H　9.KHrpa,aBg　K紺-″

Ta蒼U､eB　H　BJH発BHe,･oKaS樋BaeMO忿　セ‘lo　Ha　6tJyK)H　xeJTy袷

paey.cn6J9%､c67(o｡フ＼オン･メングデン『黄橋瞼-一中匡人移民とその白色人種や黄色人種

への影香¬jサンクト･ペテルブルグ､』9%年､呑7頁)ハ

162　rpa8eB｡　B｡{V｡Vずラーヴエ)､前掲書､肪｡%頁｡
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層の改革への抵抗は､ロシア人と中国人･朝鮮人の労働者の競争を引き起こし､ロシア社

会における東アジア系移民に対する風潮が次第に高まり､排斥運動にまで発展した｡

3-5　契約移民期(1914-1917年)

　1914年7月に勃発した第一次世界大戦は､東アジア系移民を含むロシアの少数民族をめ

ぐる状況にも大きな影響を与え､とくに大きな打撃を受けたのは､敵国の出身者であるド

イツ系移民であった｡愛国デモがドイツ大使館やドイツ人経営商店を攻撃した｡｢クンスト

とアルベールスト｣ドイツ系会社社長ダッタンは､スパイの疑いで逮捕されてウラジオス

トクからイルクーツクヘ追放された｡

　ちなみに､東アジア系移民にもこの戦争によって二つの対照的な傾向がみられる｡その

一つは､東アジア系移民の自治が制限されたことである｡もう一つは戦争による労働力不

足のために東アジア系の契約労働者の受け入れが増え､戦前の雇用制限が無視され､全体

としてロシアにおける東アジア系移民の総数が急増した｡これについては以下に述べる｡

3-5,1　東アジア移民の居留民団や居留民会の設立と解散

　本都では､前節において分析した｢黄禍論丿問題と密接に繋がる東アジア系移民の居留

民団と居留民会をめぐるロシア攻府政策について論じる｡

　日露戦争直後のロシア敦府は､中国人及ぴ朝鮮人､そして目本人の白恰組織の活動を重

視することなく､その住民登録などではその協力を求めていた｡それぞれの白治組織は日

露戦争以前には一時的に衰退期を迎えたが､戦後の復活がどのようであったかを明らかに

する｡

　第3,3笥において考察したように､情国人の居留民団については､188=9年に沿REウンテ

ルベルゲル沿海側潭務知事の指示によるその設曇から18%年の強制的解散までの軌跡を辿

った｡日露歌争後､清国人は沿アムール総督の許可を受け､自主的に､華僑商会及ぴ華儒

助協会などの商業面の相互援助を中心とする組織を形成した｡

　r華僑商会j(中薗の資料では『華人商務団jと通称される)は､VEフルーグ沿海佃軍
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務知事の1907年4月18日付の指令書によりウラジオストクに､また1910年1月20日の

指令書によりハバロフスクに､さらに1910年2月4日付の指令書によりニコリスコエに創

設された163.この｢華僑商会｣は､会長､副会長､幹事などの役職を設け､定期的に会

長などの役員の選出を行い､組織としての規約を持っていた164が､その指導権は山東省

出身の商人の手にあった｡同様な役割を果たした自治組織は､｢華僑協助会｣､｢華僑朕

合会｣であった165｡

　これらの中国人の自治組織は清国政府との密接な繋がりがあり､その活動に関する情報

は､領事館を通じ清居牧府に伝えられていた｡また､清国政府は1893年の出国禁止令撤廃

後､海外渡航者の保護を考え､アメリカ合衆国､イギリス､フランス､ドイツ､ロシア､

日本に外交官を派遺し､大使館と領事館を設置した166.ロシア政府の承認後1897年167に設

置されたウラジオストクの清国貿易事務館は､日露戦争後に情国領事館となり､｢華僑商会｣

から活動に関する報告を定期的に受けており､ウラジオストクの｢華僑商会｣などを情国

の通工省か農務省へ登録する手続きを実施したl“｡従って､海外渡航者の保攘が清国領事

館の重要な役割になったことによって､ロシアにおける清国人商人もその保護の下に入っ

たと考えられる｡

　情匡人の民族団体は､1890年代の居留民回と同様に､都市部の清国人を一時的に組織化

し､情国人社会の中核になったにもかかわらず､流動性の激しい清匡人出稼ぎ者を全面的

に管理したとは言い難い｡

　日本人居留民会は､1906年以降シベジア､極東地域の都市において活動を再開し､1909

m　ABn　PH　{ロシア帯国外交資料館)､148-487-759､25頁;徐万民｢ロシア極東における中国山

東商人』『環日本海研究年報』第6号1剪9年3JI新潟大学大学院現代社会文化研究科､58頁､

諮4　rpa8eB｡B｡(VじVずラーヴエ)√前掲書､113-114頁;徐万民､前掲書､58頁｡

1砧　r中国在我僑商人数職業統計』『農商公報』第45号､23頁｡

1詰Yen　ChingけHwa取g｡G)�耐4必尨s訟ずlu　j　Cみ細4j扮り故がs¥∂w肖ayC油gg面治啄丿加£4扮G7喀

扮尚dび釘句釘社S向aporeunivs時Pte卵,1銘5.際135-13気

167　1bid､p』76,　1節9年5耳1日､駐ウラジオストク貿易事務館は総領事館になった｡

i68　･Jl　a　p　銭R　A.r.KHT容斂uu　B　P命cc銭絃｡MocKBa,2000.C｡菊4!,《A｡G.ラーリン

『ロシアの中国人』モスクワ､2000年､祁-41頁)｡
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年までにハバロフスク､チタ､ブラゴヴェセンスク､ニコリスク市を含めて12の都市に設

立された｡また､1917年には､さらにイルクーツク市などの三つの地域の居留民会が加わ

った169(表3-3参照)｡

表3-3　シベリア･極東ロシア地域の各地の目本人の居留民会､1917年

組織の名称 所在地 会長の氏名
浦潮居留民会 ウラジオストク市 伊藤董
吟府市居留民会 ハバロフスク市 竹内一次

ニコリスク市居留民会 ニコリスク市 安田丈逸
武市居留会 ブラゴヴェシチェンスク 稲原子慶

チタ市居留民会 チタ 捨松長吉
スレテンスク府市居留民会 スレテンスク 藤崎喜態

ゼーヤ市居留民会 ゼーヤ市 荒木安治
イマン駅居留民会 イマン駅 服部富造
スパスコエ居留民会 スノ々スコ工 宇野一太郎

ノヴオイエフスコエ居留民会 ノヴオイエフスコエ 藤田清五郎
ラズドリノエ駅居留民会 ラズドリノエ 矢野常太郎
ネルチンスク市居留民会 ネルチンスク市 田崎義雄
イルクーツク市居留民会 イルクーツク 南三郎

アレクセーフスク居留民会 アレクセーフスク 野副権市
ウェルフネウぞンスク市居留民会 ウェルフネウージンスク 田代梅太郎

アレクサンドロフスク居留民会 アレクザンドロフスク 高村権次郎

出典:E豆スパルイン(CnaJIbBHH　E.Γ｡)､前掲書､59,70頁汀浦潮日報』第2号､1917年12月

11日､1頁.

　これらの組織は､最初に各地域で｢親愛会｣｢親善会｣｢同胞会｣など名称も多様であっ

たが､1917年12月11日付けの『浦潮日報』の第2号によると各地組織の名称はすべてが

　｢居留民会｣に統一されている｡

　各居留民会は組織として整備され､規約を持っていた｡このうち最大規模の浦潮居留民

会の規約は4回変更され､その変更は､東洋学者E｡G.スパルイン､Rlu｡ワスケーヴィチ､

或いは外務省全権VVグラーヴエの注目を引き､精細に分析された17o｡たとえぱ､1902年

169　CnaJlbBHH　E｡Γ.(E.G.スパルイン)､前掲書､59,70頁;『浦潮日報』第2号､1917年12月

11日､1頁｡

170　BorocJloBCKHi1　JI｡A｡ycTaB　o6眼ecTBa　jlnoHueB,npoxH-

BaK)眼HX　BO　BJla4HBocTOKe｡BecTHHK　A3HH.191L　Na　9,　xap6HH,C

70j75.(LAボゴスローフスキー｢ウラジオストクの日本人居留民会の規約｣『アジア通報』1911年第9号､

Aノレビン､70-75頁);CnaJ168EH　E｡rよ(E息スパルイン)､前掲書､59-61頁;Γpa8e　B｡
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の規約の第1条には｢本會は浦潮港に居留する帝国臣民一般の共同利益を保護するを以て

目的す｣ると規定されたが､戦後の規約の居留民会の目的は､1)日本匝民として育くむ

こと､2)目本人の経済福祉を助長すること､3)ウラジオストク在留日本人の文化発展

を行うこと､とされていた｡このうち､｢目本臣民として育くむ｣というのは､居留民会が

会員に日本の臣民の精神を植え付けたいということを意昧したのであろう｡第2･3条は､

戦前の規約と同様に､三ケ月以上ウラジオストクに居住した日本人は会員にならなければ

ならないことを述べている｡第4･5条は職業によって会員の種別を分別しており､第7条

は居留民会活動を､1)教育､2)衛生､3)旅券手続き､4)墓地の修理､5)郵便､

6)弁護､としていた｡第8-30条(1907年の規約では第7-26条である)は､居留民会の構

成及ぴその役員選挙方法などを規定しており､その条項の一つには､居留民会会長及び幹

部の決議が駐ウラジオストク総領事に承認される必要があり､居留民会の幹部を招集する

権利を総領事に与えたことは日本帝国総領事館(1876~1907年に日本帝国貿易車務官､1907

~1909年に目本帝国領事館となる)への直接的な隷属を示すものであった171.規約の最後

の項目は､会費徴収を規定し､戦後の規約には､1902年の規約にあった居留民会の収入の

1割は目本政府が支出するという項目がなくなっており､収入の殆どは会費からであった｡

　　1909年のアムール調査団による極東地域の東アジア系移民に関する調査が実施された

後､東アジア系移民の組織の活動に対して､いかなるロシアの法律を適用すべきであるか

が初めて重視されたことになる｡

　アムール調査団の一員として東アジア系移民の調査を担当した外務省全権VVグラーヴ

エは､日本総領事､居留民会会長､ロシア人東洋学者から得た情報に基づき､｢居留民会が

間違いなく日本政府の下の機関であり､在浦潮日本領事を通して政府の命令によりその活

動を行っており(第25条)､補助金が交付されている｡居留民会の役員は､総領事の事務

所の一部であり､専任事務員もいる｡(第8条)会費は職業により異なり､日本人は必ず会

員にならなけれぱならず､結局は所得税を日本政府に納付しているのと同じであり､居留

B.(VVグラーヴエ)､前掲書､202-211頁;BacKeBHtl　n,}0.(P.lu｡ワスケーヴィチ)､前掲書､

1ト25頁｡

1711902年の規約の第12､21､24条;1907年の規約の第17､22条､1908年の規約の第22､25条｡
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民会は､｢国家の中にある国家｣であり､日本人は現実に治外法権を持っていると同じであ

る｣172という結論に達し､また彼は､外国人が組織した居留民会の活動に対して､1906年

10月4日の｢集会法｣を適用すべきであると指摘した｡

　また､1911年5月､居留民会の規約を調査した外務省職員L,A.ボゴスローフスキーは､

居留民会がロシアの当局に登録をしなかったために､｢その存在がロシアの法律のみなら

ず､国際法にも違反しており｣､｢ロシアの国益の観点から見ると､居留民会の存在は疑い

なく有害である｣と論じた173.

　さらに､ロシアのマスコミも日本総領事館が沿アムール地域の日本人居留民の協力によ

り極東地域の調査を行うことが国家の安全保障にとっては危険であるが､居留民会の強制

的閉鎖が日露関係を悪化させる可能性があると報じた174｡　L｡A､ボゴスローフスキーは､日

露関係の悪化を避けるための最良の方法として徐々に居留民会会員の必要事務をロシア機

関に移行させることを提案した175｡

　また､日本人の居留民会がロシアの当局に正式な登録を行わなかったという問題もあっ

た｡1909年6月､川上俊彦総領事がハルピン領事として転任のためウラジオストクを去っ

た後､花岡止郎領事代理は浦潮居留民会の登録問題を懸念し､日本の外務省に次のように

他の日本人居留民会の登録手続きに関する資料を求めた176.

従来在外本邦人ハ至ル処大概日本人居留民會ナルモノヲ組織シ之二由リテ一般在

留本邦人共同ノ利益ヲ増進スル事二相努メ居侯趣聞及侯処当館管轄内各地二於テ

モ右同様日本人居留民會ヲ組織シ種々事務ヲ取扱来居侯然ルニ此程在『ハバロフ

スク｣市吟府日本人會二於テ露國警察官吏ノ臨検ヲ受ケ同會ノ存否二就テ質問ヲ

受ケタルニ同會ハ単二在留日本人二代リテ日露両国官憲二対スル諸願届書ノ取次

其他旅券ノ世話等ヲ為シ居ル旨ヲ答ヘタル趣届出侯従来在露領ノ冬日本人居留民

172Γpa8e　B.BパV.V.グラーヴエ)､前掲書､2H-212頁｡

173　BorocJlo8cgH負爪A,(L.λポゴスローフスキー)､前掲書､78頁｡

174『我が雑誌』1910年第7号､サンクト･ペテルプルグ､20頁｡

175　BorocJlo8cKHa　j.　A.(L｡A｡ポゴスローフスキー)､前掲書､78頁｡

176清朝両国以外ノ各地二於ケル本邦人居留民会二関スル件,｢在外各地二於ケル居留民会ノ組織会則並其

成立二関スル法律的関係取澗―件｣外務省外交史料館所蔵､3,84457,
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會ハ露固官憲二対シテハ何等設立ノ手続ヲ履マズ唯内部二於テ會則ヲ設ケ当館

在留民間二在リテ諸願届ノ進達又ハ旅券事務等ヲ取扱シ居侯他日或八本件二関シ

交捗スヘキ場合相生スベキカト被存候二付予メ広ク在外各地二於ル日本人居留民

會ノ組織､會則､取扱事務並二在留薗官憲二対スル認可又ハ許可ノ手続等為参考

承知致厦度候条清韓以外ノ各地二於ケル重ナル先例御取調之上御回示相成候様致

度

　日本外交資料館に保管されているこの外交文書の欄外の注には､｢シドーニ｣､｢桑港｣

　(サン･フランシスコ)､｢シアトル｣などの地名が記されており､おそらく､様々な地域

の日本人の組織に関する資料がウラジオストク領事館に送られたことが予測される｡しか

し､川上俊彦総領事の後任の大鳥富士太郎総領事は､居留民会の登録手続きを行わなかっ

たが､VVグラーヴエ外務省全権との会談において､居留民会の登録について触れた際､登

録作業を早急に行うことに合意した177が､後日､彼は東洋学院の講座長E｡G.スパルインに

日本人教師を通し､居留民会から説退したことを伝えた178.おそらく､大鳥総領事は､居

留民会との関わりを表面に出すことを避けたのであろう｡

　日本総領事館の報告書の居留民会の規約や活動に関する記録がロシア語に翻訳され､ロ

シアの当局に渡された179にもかかわらず､居留民会の正式な登録遅延については､1910か

ら1911年にかけて､ロシア高官の注目を集め､問題視された｡

　1911年フ月､S｡E｡クリジヤノーフスキー(C.E.Kpbl)l(aHo8cl(Ha)外務次官は､

A.A｡ネラートフ(A｡A｡HepaTo8)内務大臣宛の報告書において､ウラジオストクの

日本人全員が､｢秘密結社｣に結束しており､政府からの補助金もあり､極東地域の情報収

集を行っていると述べ､同様な結社が東シベリア各地に点在し､その活動はひそかに行な

われているため､これまでその具体的証拠を見出し得なかったと指摘しつつも､ー方､東

牝アジアの国際情勢の緊張を考慮し､その組織の解散は､明白な鉦拠が得られない場合､

行われるべきではないと述べている18o｡翌1912年､陸軍省からもS｡D｡サゾーノフ

177　V,V.グラーヴエ(rpa8e　B｣3.)､前掲書､206頁,

178CnaJIb8HH　E　r.(E豆ヌパルイン)､前掲書､11頁｡

179　ABn　PH　(ロシア帝国外交資料館)､148487j759､18-24､58-61頁｡

!8o　C,E玉pblxaHoscKHa　A,A,HepaTo8y,12jLI911(S£クリザノーフスキ外務次

150



　(CjLCa　3　0　H　O　B)外務大臣宛に､日本人の居留民会の解散を求める書簡が出されて

いる181.S｡D.サゾーノフ外務大臣は､外国人の自治組織には正式な登録が不可欠であると

述べ､その組織が会員を裁く役割及ぴ民兵の役割を果たさないように､AAマカーロフ

　(A.A｡Malくapo8)内務大臣に注意を促した182.A.A｡マカーロフ内務大臣の指示によ

りイルクーツク総督管区と沿アムール総督管区の警察は､1913年2月に､各地の日本人居

留民会の組織を調査し､その構成や幹部について内務大臣に報告している183.

　上述のように､ロシア政府の各省は､東アジア系移民の組織の調査を行い､その取締り

を改善しようとしたが､各省間の情報交換が+分に行われず､外国人の自治組織の実態､

その活動の内容に関しては把握していなかった｡また､各省で移民問題を取り扱った官僚

の多くも､極東地域の状況も十分理解せず､その態度も省によって大き《異なり､とくに､

外務省と内務省との間には､東アジア系移民の管理の強化の問題をめぐって､論争が起き

た184｡

　1914年夏､第一次世界大戦勃発後､ロシア政府は､東アジア系移民の自治組織を次々と

解散させた｡1914年8月7日には朝鮮人の組織である国民会が､同年9月2日には､勧業

会185が解散させられており､その背景には､排日運動を阻止しようとする日本欧府の圧力

があった｡中国人の｢華僑商会｣も朝鮮人の組織と運命を共にした｡　1914年10月､日本人

官よりλAネラートフ内務大臣宛､1911年11月12日)､ABn　PH　(ロシア帝国外交資料館)､148

-487-758､10-11頁.

181　ABn　PH　(ロシア帝国外交資料館)､148-487-758､28-29頁.

182　C　JしCa3oHOB　A.A｡MaEapo8y,1230,15.10｣912パS,D｡サゾーノフ外務大匝よりAA

マカーロフ内務大臣宛)､第1230号､1912年10月15日､ABn　PH(ロシア帝国外交資料館)､148

-487-759､35-36頁｡

183　ABn　PH　(ロシア帝国外交資料館)､148-487-759､64-67頁｡

184　BOJloxoBa　A.A｡KHTa爺=cKa只　H　Kope負cKa只　HMMHrpauH只　Ha

poccH費cKH負　双aJlbHHa　BocTOK　B　KOHUe　19･　Ha9aJle　20　B,

npo6Jeghl双aJlhHero　BocTOE(a｡No,　6.　Mocg8a,19%｡C,105.H4パA.Aガォ

ーロホワ｢19世紀末~20世紀初頭の極東ロシアの中国人･朝鮮人移民｣『極東諸問題』第6号､モスクワ､

19%年､105-114頁).

吻劉孝鐘､前掲書､145頁,
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居留民会ロシア政府によって解散が求められたが､居留民会の役員は､その活動を密かに

行うようにしたこともあり､事実上､解散されなかった｡

　東アジア系移民の祖織の解散は､国家安全保障というロ実によって行われ､非ロシア人

への偏見を示し､ロシア化政策の―環であったと考える｡

　このように､東アジア系移民の自治は､ロシア政府関係者によって問題にされており､

マスコミでも取り上げられた｡ちなみに､その自治組織の性格も不明のまま､｢秘密結社｣

と位置づけたS.E｡クリジヤノーフスキー外務次官､沿アムール総督などの政府関係者は､

白治組織の特徴や性格を精細に調査したうえで､東アジア系移民の自治組織との有益な協

力の関係を結べぱ､極東ロシア地域の開拓もより高いテンポで実現できたであろう｡

3-5-2　契約労働者の募集

　1915年､ロシア政府は軍需景気で労働力不足が生じたために東アジア系移民の雇用制限

を中止した｡　1915年4月21日付けの大臣評議会の指令によって､｢ヴオルガ河以東におい

て[黄色労働者]の雇用が許可された｣という186.その以降､極東地域､東シベリア､西シベ

リアにおいては､中国人契約労働者の募集が積極的に行われるようになった｡さらに､ロ

シアの企業における労働不足がとくに深刻化した1916年に､ヴオルガ河以西各地の企業も､

低賃金の労働力を求め､ロシア政府に対して中国人労働者を雇用する提案を提出した｡こ

れまでの研究は､ョーロッパ･ロシアヘの中国人労働者の募集と運送が明確にされなかっ

たが､本節では､ロシア国立歴史公文書館の未公開の史料187の分析に基づき､中国人労働

者の雇用と搬送がいかに行われたかを明らかにする｡

　中国人の募集は､ョーロッパ･ロシアの企業が中国人労働者を雇用する要望を示した1916

年初めからは､山東省を中心に華北で始まった｡1896年の着工から中国人の多くを雇用し

た東清鉄道株式会社は､中国人の募集及ぴヨーロッパ･ロシアヘの輸送に携わり､1916年に

186　ABn　PH　(ロシア帝国外交資料館)､148-487-　1059､　1頁｡

187　P　rHA｡　CaHgT-neTep6ypr,4〉,323,0nユ瓦832-834(ロシア国立歴史公文書館､サ

ンクト･ペテルプルグ,323-1-832~834),
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当社の本社が置かれたハルビンに派遣されたロシア各地の企業のエジェーントの仕事に協

力していた｡ハルピンの他､山東省の済南､済寧道､煙台､龍ロ､青島などでは､ロシア

企業が中国人労働者の募集を行った188が､これを集中的に行っていたのは､中国人とロシ

ア人の仲介業者である｡例えぱ､インチェン(Yickng)という業者は､スモレンスク県で

の木材の伐採のために2万人の中国人労働者を募集し､ロシアヘ輸送した189という｡また､

ザンボヤンとリュタイという中国人仲介者は､1916年6月にモスクワ･ヴィンダヴオ･リ

ビンスク鉄道株式会社の依頼を受け､8月まで､4,000人の中国人労働者を輸送することに

ついて､上記の会社の代表者と契約を結んだ19o｡

　表3-4から明らかなように､1916年前半には､2万人弱の中国人が集められ､ヨーロツパ･

ロシア各地に送られた｡その募集のピークは1916年7月であり､それ以降､2月革命後の

混乱が深刻化した1917年5月まで､毎月､2000人以上が集められた｡

表3-4　東清鉄道{ こよる搬送された中国人契約労働者の人数､1916~1917年

期間 人数 期間 人数

1916年1月1日~6月30一日 19,353 1917年1月1~31目 I,837

1916年7月1~31日 15,114 1917年2月1~28日 2,430

1916年8月I~31日 6,533 1917年3月1~30日 4,937

1916年9月1~30日 2,981 1917年4月1~30日 I,144

1916年10月1~31日 2μ44 1917年5月1~31日 2,165

1916年11月1~30日 2,395 合計 65,434

1916年12月1~31日 I,589

出典:P　rHA｡　CaHXT･neTep6ypr｡(ロシア国立歴史公文書館､サンクト･ペテルブルグ),323-1-834､

154頁.

ロシア政府は､1916年9月27日に､大規模になった中国人労働者のロシアヘの輸送と雇

188徐･万民､前掲書､58頁.

189　LarinA｡GよChjllese　in　Russia　:　An　Historical　PersPective,77zg　Cみ細6e珀召u閃阿｡Gregor　Benton　朗d　Frank　N,

Pieke(eds),M鉱mmanP跨ss｡1998,p｡282.

19oその契約は､ロシア国立歴史公文書館に保管されている｡P　rHA｡CaHKT･neTep6ypr｡

(ロシア国立歴史公文書館､サンクト･ペテルプルグ),323･-1-834､97-98頁.
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用を明確化するために､｢中国人労働者の募集と輸送に関する規則｣を採用し､内務省､移

住委員会､鉄道官庁などの政府の機関の代表者が構成員となった｢当該規則に関する諸問

題省間委員会｣を設置し､中国人労働者の募集と輸送を国内･海外で管理していた191.例

えぱ､国中人労働者の募集は､在中国のロシア人外交官の脇力の例として､政府の支援を

受けて行われた｡ハルピンの道台192は1916年に中国の外務省の指示を無視し､旅券の発行

を遅らせたが､駐ハルピンロシア総領事はハルピンの道台宛に､｢このような行為は我々に

とって受け入れ難い｡我々は露中協定において規定されているように､旅券の発行をとど

こらな《速やかに行うことを要求するJI93と述べている｡

　表3-5に示すように､1916年初めから1917年9月にかけてロシア北部のムルマンスク県

から南端のグルジアまで､6万7000人以上の中国人194が集められ19≒ロシアの企業で就労

していた｡東部戦線の近くでは､7,000人が従事していた196.

　1917年2月のロシア革命後､中国人労働者の帰国費用を負担する義務を負っていたロシ

ア企業は､経営悪化を理由に､その条件を守らなかった｡そのため､中国人の多くはあら

ゆる交通手段を利用して自力で中国に向かった｡帰国できず､ロシアに残留して赤軍に入

った中国人もいた197が､ここでは､1917年の中国人労働者の伏況について触れない｡

　こうして､第一次世界大戦期には､労働力不足を理由に､戦前の中国人の雇用制限が事

実上撤廃され､中国人契約労働者の募集は､東清鉄道株式会社の本社が所在したハルビン

を始め中国各地で行われ､中国人労働者は､極東ロシア地域に限らず､ョーロッパ･ロシア

ヘも輸送され､40ヵ所以上の企業で雇用された｡

191　PrHA｡　CaHE(T-neTep6ypr.(ロシア国立歴史公文書館､サンクト･ペテルプルグ),323

-1-832､49-56頁;323-1-834､81-85頁.

192道台とは､清朝時代の中国に､知事に相当する役人の称号である｡

193　LaJ血A.G｡Chinese　in　Russia　:　An　Historical　PersPective,　oP･　cit,　pバ283,

194駐牝京ドイツ大使は､ロシア企業によって募集された中国人労働者総数は50万人とした｡lbid.,p｡284.

195　n)id,　p,　284,

196　Bailey,Paul｡Chiilese　Workers　in　Russia｡　1860s-1917,　7秘五呵犀帥�沁¥盾g(薄加邨d)wzwaj,　Curzon　Press,

1999,p330,

197　Maslov,Akxei｡Chinese　in　Russia｡　7知召x芦/印�紬ザ訥fC舶z邸f∂w乃匹9,　ppj28-329,
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表3-5　中国人労働者を雇用したロシアの企業一覧､1916年1月1日~1917年9月1日
〃

　　　　　　就職先の企業名 企業所在地 中国

総

就職先の企業名 地域 中国人

数

ポレヴオエ建設局 17,053 南ロシア炭鉱 欧ロシア市部 314

ムルマンスク鉄道 欧゛ロシア北部 9.133 マリツェフ株式会社工

　　　　場

193

全ロシア都市･地方自治

　体建設局協会

全ロシア 6.397 キシチンスキエ採鉱 178

モスクワ･ノレイビンスク

　　　　鉄道

欧ロシア中部 6,358 下タギルエ場 ウラル山脈周

　辺地

177

ボゴスロヴスキー山岳区 4.323 口ロムナ銅採掘所 欧ロシア中部 176

セヴェルナヤ鉄道 欧ロシア北部 2,164 ヴオロネジ市役所 欧ロシア中部 174

黒海鉄道 欧ロシア南部 2.151 マリウーポリ製鉄工場 172

アバメレク･レザレーフ

　　公爵炭鉱

2.046 ドネツク･グルセフヴ

　オ株式会社

欧ロシア市部 118

アラパーエフエ場 ウラル山脈周

　辺地

848 ニコラエフスク鉄道 欧ロシア南部 116

上イセチエ場 西シベリア フ12 ヴオルホヴリレイビン

　　スク鉄道

欧ロシア中部 95

ペトロマリエフスキエ炭

　　　　鉱

677 ノヴオセリツェヴオ採

　鉱株式会社

90

ノヴオトルザンスキー砂

　　　糖工場

540 コルチュギンスク鉄道 欧ロシア中部 68

カマ株式会社 欧ロシア中部 509 トラペズンド鉄道 欧ロシア南部 66

ウシヴィンスコエ林区 444 クラーギン･ジュート

　　　工場

62

モスクワ･カザン鉄道 欧ロシア中部 435 ヤロスラヴリ自動車工

　　　　場

欧ロシア中部 60

ニコラエフスク･パヴデ

　ィンスク山岳区

ウラル山脈周

　辺地

433 クリギーンスカヤ繊維

　　　工場

54

ナデジディンスキーエ場 422 トヴェリ市役所 欧ロシア中部 34

サン･ドナト公爵のトウ

　　　リノエ場

ウラル山脈周

　辺地

401 他 全ロシア 9,608

沿海鉄道(アルハンゲル

　　　スク県)

欧ロシア北部 322 合計 67,121

出典:PrHA｡CaHKT'ne7ep6ypr.(ロシア国立歴史公文書館､サンクト･ペテルブルグ),323-1-834､

204-205頁,323-I-835､4445頁

'欧は､ヨーロツパのことである｡

3-6第三章の結論

　本章では､1858~1860年のアムール･沿海両州併合から1917年のロシア革命までのおお

よそ60年間のロシア政府の対東アジア系移民政策を概観した｡その牧策は､移民の入植奨

励､その制限や帰化奨励などの質的に異なった時期の歴史であった｡その60年間､ロシア

牧府の対東アジア系移民第には―貫性がなく､整備されることはなかったとロシア人研究
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者198が度々主張しているが､対東アジア系移民策が何度も変容したことに深い理由があり､

ロシア政府と沿アムール総督がその対策と整備に努め､ある程度成功したと考える｡

　第二･三章に明らかにしたように､ロシア政府の対東アジア系移民策には､沿アムール

総督管区内の状況と東北アジアの国際政治という二つの主な要因の影響があった｡国内要

因としての極東地域の行政の構築や経済発展を促す政策の本格化に伴って､東アジア系移

民の法的地位や移民対策も法的に明瞭に規定されるようになる｡

　ロシア歌府は､自由移民期(1860-1883年)にぱ清国人の金鉱山での就労､朝鮮人のロシ

ア軍と一般市民への農産物の提供を奨励し､清国人と朝鮮人の入植を促進し､移民政策成

立期(1884-1893年)には清国人と朝鮮人の徴税制度を導入し､東アジア系移民の法的地位

を定め､移民帰化奨励期(1893-1905年)には東アジア系移民の管理を強化し､ロシア国籍

の取得を奨励し､移民制限期(1906-1914年)には清国人と朝鮮人の住民登録を改善し､法

律上雇用を明確化し､契約移民期(1914-1917年)には再び中国人のロシアヘの企業の雇用

を奨励した｡

　一方､国際政治の影響は著しく､19世紀後半から第一次大戦終焉までの東北アジアの国

際秩序の著しい変化を示した｡とくに､中国の半櫨民地化や朝鮮半島の植民地化は､ロシ

アヘの中国人や朝鮮人の移住や､その法的地位に大きな影響を与えた｡国際秩序の変化に

対応して極東地域の領土保全を懸念した沿アムール総督は､朝鮮人と中国人を含む外国人

の土地売買を制限し､沿海州に東アジア系移民の管理を簡易化するために一時的に居留民

団を導入し､朝鮮人の帰化を奨励し､東アジア系移民の住民登録の改善に努めた｡
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　　　　　　　第四章　移民と移民受入国

一極東ロシアにおける東アジア系民社会の生成と発展-

　本章では､極東ロシア地域の民族構成と人ロ増加に間する問題を概観し､沿アムール総

督管区における中国人社会､朝鮮人社会､目本人社会の生成と発展の歴史を辿り､この三

つのエスニック･グループのロシアヘの移住や定着の特徴を比較する｡

4-1　沿アムール総督管区の労働力不足問題における移民

　無人に近かい状態にあった極東ロシア地域では､第一章において考察した通り､1850年

代から､ロシア政府の積極的な政策によって併合が進み､さらにこの遠隔の周辺地を開発

するために､ロシア政府は膨大な労働力を必要とした1｡

　1797年､西シベリアを含むシベリアの全人口は､約939,000人であり､ロシア帝国人口

のわずか2.6%であった｡そのうち､原住民は約363,000人で､ョーロッパ･ロシアから移

住したロシア人は約576,000人であった｡そのうち､東シベリアの人口が鏝も少なく､およ

そ22,000人を数えるのみであった(表4-1参照)｡

表4-1極東ロシア地域における人口増加と原住民の比重

年 全人口(人) ナトキ人 オロッコ人､オオチ人､ウデヘ人 エヴェン人 ニウ゛フ人(ギリャーク人)

1797 22,000
W - -

5,700

1858 372,000
- -

- -

　　　1897

　　1912

　　1916

969,000 8,700 1,600 3,400 4,200

937,700 4,300 2,600 2,000 8,300

1,278,000 4,600 5,100 2,200 4,000

肖典にWincox,　0p,　dt,　vol,　8,　p.　555　;　AjeKceeBA｡H｡Mopo3o3B,H,(瓦L　アレクセーエフ,

B･N.　モローゾフ)､前掲書､12-15頁;　HapoμN　PoccMH｡　9HuHXJlone4Hg,noβ　pe如

B.A,THmKOBa｡　M｡,1994.C｡253ぺ『ロシアの民族;百科辞典JVよチスコーフ編､モスクワ､1994年､253頁).

　シベリアの一部原住民は､ロシア敦府からヤサーク(毛皮税)が免除され､さらにロシ
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I　Ravenstein　E,　GパRussians　on　也e　Amur;　Discovery,　Conquest　and　ColonisationダIrubner　and　Coj861　;　K　p　a　-

uleHHHHHKOBC｡n｡OnHc.aHHe　3eMJIH　KaM.可aTKH.Cn6,1755,



ア国籍を取得することが奨励されたにもかかわらず､ロシア人との接触はほとんどなかっ

た｡原住民の多くは､森林に住み､狩猟､漁労などの伝統的職業に従事しており､ロシア

人が築いた都市や農村には､毛皮､魚などを塩､銃などに交換する時にのみ姿を現すよう

な生活をしており､極東ロシア地域の人口の民族構成の一部を成すことは殆どなく､従っ

て､原住民は､労働者として雇用されることはなく､ロシア帝国の新領土の産業化の過程

において､主要な労働力となることはなかった｡

　現実に労働力不足があったにも関わらず､ョーロッパ･ロシアからの移住は積極的に行わ

れなかったのは､鉄道網が未整備のため､シベリアを経由して沿アムール総督管区に到達

するには長時間を要し､食料品､商品､労働者の輸送も困難であった｡1860年代にシペリ

アヘ強制的に移住させられた15~20万人のロシア農民のうち､沿アムール地方にたどり着

いたのは､数千人に過ぎず2､それ以外の移住者のほとんどは､西シベリアにとどまってし

まった｡従って､ロシア政府にとって､植民事業を行うことは急務であり､ョーロッパ･

ロシア､とくにロシア帝国の一部であったウクライナから強制的に農民を移住させたが､

ロシア政府の試みは期待された効果を得ることはなかった｡

　さらに､1870年代末､中央アジアの天山北路の中心地イリをめぐって清国とロシアは衝

突し､露清関係が緊張したために3､清国との軍事衝突或いはシベリアヘの陸路の危険性が

高まったこともあり､ロシア政府は､海路で農民を移住させる必要があると判断した｡こ

れを契機に､1879年にはウラジオストクとオデッサが直行便で結ぱれ､1882年には移民の

輸送は､船便で行われるようになった4.さらに､ロシア政府は､国費による250世帯の極

東地域への移住を立案し､私費による移民も奨励する楷置を講じた｡ウラジオストク･オ

デッサ航路によって､1884年から1885年には､国費では4,700人､私費ではI,095人が極

東地域へ移住した｡その結果､バイカル州を含めた沿アムール総督管区の人口は､1885年

2　Malozemo凪Andrew｡沢皿裁琲刄7r£a,y£四裁逍らj紹4-7卯貳Berkeley　:　Uhiv｡of　Califbmja　Press,　1958,p｡9.

3　1881年2月24日のペテルプルグ条約によって､ロシアは､1871年に占慎したイリ地方を清国に返還し､

゜シアと清国の勢力圏が分割された｡

4　John　J,　Stephan｡　1rhe　Russi雛Far　East　:　a　History,S如lfbrd　:　Stanja)rd　university　Pressj　994,　pp,　64-65　･
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には682j00人を数え≒1883~1892年には､19,490人の豊民が沿海州の南ウスリー地方ヘ

移住し､13,449人がアムール州へ移住している6.つまり1883年から1899年にかけて､累

計で45,0㈲人以上の農民がヨーロッパ･ロシアから沿海州南部へ移住したことになる7.こ

うして､沿海州がヨーロッパ･ロシアと船便で結ぱれた結果､ロシア政府の移住政策は､以

前より効率的になったと言えるが､極東地域の労働力市場は､人材が豊富であったとは決

して言えない｡

　さらに､1885年､ロシア政府は､極東地域をョーロッパ･ロシアと結ぴ､サマーラ市とウ

ファ市を経由するシベリア鉄道の建設を企画し8､1891年に着工し､その後1917年まで行

われたシベリア鉄道工事は､新たな労働力の導入､産業､手工業などの様々な分野の発逓

を促し､極東ロシア地域の発展にも強い影饗を与えた｡こうした中で1897~1903年にぱ､

沿海州に6{}｡034人､アムール州に23,731人が移住した｡とくに､1907年には､極東への移

住者が多《､沿海州のみでも､61,722人が移住してきた9.さらに､1910年､ロシア攻府官

庁相互間委員会は､ョーロッパ･ロシアからの労働者の移住促進政策を発表した｡それは､

①輸送料の減額と輸送の促進､②帰国者の運賃の免除及ぴ家族呼び寄せの運賃の免除､③

兵役免状､④低価格の土地分与､であった1o｡

5KyTal(o8　JI｡H.(LXクタコーフ)､前掲書､188頁;HapoqHHul(H負　A.JI,(A｡L｡

ナロチニーツキ)､前掲書､350頁.

6　AJl　eKc　e　e　B　A｡H9Mopo3oB　B.H｡OCBoeHHe　pyccKoro双ajlb-

Hero　BocTOKa｡　KOHeu　i9　8.-1917r,Mock8a,1983.C｡10,(A.Lアレクセーエフ,

B,N.モローゾフ『極東ロシア地域の開拓史､19世紀後半~1917年』モスクワ､1983年､10頁)｡

7　Bceno,厦ゑa　H､e負uJH　a　o　T　q　e　T　　npHaMypcKoro　reHepaJI-

ry6epHaTopa　reHepaJI-Jl　e　負TeHaHTa　丑yxoBCKor0,1895,JI　.　83.

PoccH負cKH費　rocy刄apcTBeHHbl4　HCTopHqecKHa　apxHB

(PrHA),Φ｡1263,0　n｡2,μ｡5189.(｢ロシア皇帝に対する沿アムール地方総督陸軍中将ドクホ

フスコーイ報告書､1895年｣ロシア国立歴史公文書館､サンクト･ペテルプルグ､1263-2-5189､83頁)｡

8ロシア敬府の移住攻策について､次の著書が詳しい｡　KyTalco8　刀｡H,(LXクタコーフ)､

前掲書､188頁;大橋､前掲書､238~302頁｡

9AJleKceeBA｡｡Mopo3o8B,H,(AIアレクセーエフ,,B,N,モローゾフ)､前掲書､10,H

頁｡

1o　rpa[e　B｡B｡(V.V｡グラーヴエ)､前掲書､87頁.
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　しかし､極東ロシア地域(ほぽフランスとドイツをあわせた面積に匹敵)の労働力不足

の問題は､45,000人の移住のみで解決することはなく､外国人移民もこの当地域に登場す

るようになり､清国､朝鮮､日本から多くの出稼ぎ者が移住してきたが､ヨーロッパ系移

民も目立つ存在であった｡

　極東地域に居住していたロシア人は､退役軍人及び晨民が多く､手工芸者或いは商人は

殆どいなく､ウラジオストク史研究者N｡P.マトヴェーエフによれば､外国人商人が食料品､

雑貨品などの販売権を握るようになったllという｡さらに､外国人の多くが､1860年代から

ウラジオストク市内で土地を購入し始め､例えぱ､1864年には､スウェーデン人貿易商デ･

フリーズが市役所に土地の売却を求め､広大な土地を手にいれ､また､1880年代初頭には､

クンスト･イ･アールベベスト社のドイツ人経営者A.V｡ダッタン､オランダ人商人ジョー

ン･コルネリウス･デフリーズ､漁業社所有者G｡F.デンビーなどの多くの外国人実業家が

低価格で土地を購入した｡NjP｡マトヴェーエフは､｢外国人の住宅ぱ､ロシア人の住宅より

都市の中心地の最も良い場所に位置している｡ウラジオストクの外国人は､ドイツ人とス

ウェーデン人が一番多い｣12と指摘している｡1897年､沿海州では､ヨーロッパ系外国人の

うち､最も目立ったのがドイツ人で､その人数は643人であり13､1912年､極東ロシアでは､

合計2,200人のヨーロッパ人が住んでいた14｡

　一方､隣接する清国や朝鮮からも出稼ぎが始まり､極東ロシア地域における東アジア移

民の占める割合は､およそ全人口の40%であった｡隣接清国からの出稼ぎが主として季節

労働であったこと､特に中国人にその性格が強いこともあって､東アジアからの移民数に

っいての統計は､正確とは言えないが､1897年に初めて行われた全ロシアの国勢調査によ

ると､沿アムール総督管区には､42,823人の清国人､26,100人の朝鮮人､2,291人の日本人

11MaTBeeBH.　H,　KpaTKH負　HCTopHqecKHi4　oqepK　r,　BJla刄H一

8oeToxa.B　JI　J｡,1990.C｡139,(N｡P｡マトヴェーエフ『ウラジオストク市の歴史的概要』ウ

ラジオストク､｢ウスリー』社､1990年､139頁)｡

12上掲書､38-40,149頁｡

13naTgaHo8　C｡(S｡パトカーノフ)､前掲書､867頁.

14　Ajl　e　l(c　e　e　8A｡　H‥Mopo3o8B,　H,(A｡I,アレクセーエフ,B.N｡モローゾフ)､前掲書､

13頁｡
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が居住しており､極東ロシアの全人ロの―割以上を占めていた(表4-2参照)｡ロシア政

府の統計によれぱ､1880年頃には中国人は､極東ロシアの人口の2割以下であったが､実

際には､夏期限定の出稼ぎを含めると､東アジア系人口は､ロシア人人ロに近づくことに

なる｡

表4-2　極東ロシアの人口増加と清国人､朝鮮人､日本人の人口

年 全人口(人) 内訳

清国人(人) 朝鮮人(人) 日本人(人)

1860 70,000 11,370 13世帯15 -

1870
-

12,297 3,321(1869) 50(1875)

1880 140,000 17,128 8,768 271

1890 716,00016 28,276(1885) 12,856 603

1897 430,000 42,823 26,100 2,291

1911 855,000 94124 38293 4,500

1912 937,000 91,300 60,800 4,200

1916 1,509,200 78,100 60,300 4,900

1917 1,087,600
-

45,718(64,000) 5,001

1926 1,281,000 20,000 132,997 657

出典:『日本帝国統肝年鑑』;Γpa3eB｡B.(VVグラーヴエ)､前掲書､125　-　126　頁;John　J.　Stephan｡Op.　cit･,　p,　3iO;

AJlexcee3A,H,　Mopo3o8B,　H.(A｡I｡アレクセーエフ,BXモローゾフ)､前掲書､13頁,

　沿海州の中心のウラジオストク市にも､様々な民族が集中しており､清国人と朝鮮人が

ウラジオストクの人口の約半分を占めていた｡1866年には､最初の兵舎が築かれ､役所､

裁判所などの公共施設を除き､ロシア人の家星は34軒であったが､その時すでに清国人の

奥家は11軒であった17(表4-3参照)｡

　下表からも明らかなように､清国人､朝鮮人､日本人は､ウラジオストク市の民族構成

の大きな部分を占めるようになり､殆どの産業分野で活躍しており､それゆえ､1860年代
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16

I恥3年の資料による.

サAリン島を含む｡KyTalco8　JI｡H.(LXクタコーフ)､前掲書､192頁｡

17MaT8ee8H｡n.(N｡P.マトヴェーエフ)､前掲書､139頁｡



以降になると､ロシア語､英語､中国語､満州語､朝鮮語が使われていたウラジオストク

市､ニコラエフスク市などは､多民族的な環境が成立していたと言えよう｡

表4-3ウラジオストクの民族構成､1866~1916年

年 全人口

(人)

ヨー-ロツノ{

系(人)

アジア系(人) 内訳

清国人(人) 朝鮮人(人) 日本人(人)

1866 45世帯 34世帯 11世帯 11世帯 - -

1878 8,393 4,952 3,441 1,196 - 139

1884 10,094 6,309 3,785 3,019 354 412

1897 - - 12,683 10,123 1,351 I,209

1908 - - 34,927 29,971 3,015 1,941

1913 95,000 55,480 36,830 27,000 8,000 1,830

1916 97,509 50,476 47,035 39,187 4,180 3,668

出典:『日本帝国統計年鑑』;｢朝鮮人ノ海外移住並二移住者ノ情態取調一件｣､外務省外交史料館所蔵､3,8ふ267,7頁;

Γpa8eB,B,　(VVグラーヴエ)､前掲書;John　J｡　SlePhan.0p｡cit,Appendix　B,　p.310　;　AJleKceeBA,H､

Mopo3o36.H｡(Aj｡アレクセーエフ,B｡N.モローゾフ)､前掲書､183　-　184　頁;杉山公子｢日本人商人店の登

場｣『Ce8ep』第2号､1-7頁.

　以下において､中国人社会､朝鮮人社会､日本人社会の生成と発展について考察する｡

　各エスニック･グループの軌跡を辿る前に､その社会の生成や発展の時期区分を提示す

るが､この三つのエスニック･グループの時期区分は､相互に共通ではなく､第三傘で用

いたロシア政府の移民政策の時期区分とも必ずしも合っていることもない｡時期区分の基

準については､それぞれのエスニック･グループの社会が辿った軌跡がそれぞれ異なって

おり､各国の歴史とも関わっているために､三つの時期区分を必ずしも一致させる必要は

ないと考えている｡

4-2　極東ロシアにおける中国人社会の生成と発展

本節では極東ロシアにおける中国人社会の生成と発展の過程を通時的に辿る｡

4-2-1　中国人のロシアヘの移住の歴史的背景

最初に､19世紀の清国人(中国人)のアムール河流域への出稼ぎとその歴史的背景を考
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察する｡

　中国東北部(黒竜江省､吉林省､遼寧省)は､満州族の名をとって満州と呼ぱれ､その

最初の支配者ヌルハチ(奴児恰赤)が定めた八旗制度18によって､満州人(17世紀以前には

女真人)･蒙古人･漢人が区別されていた｡その当時の上流階級であった満州人と蒙古人

はいわゆる｢旗土地｣を持つ権利があり19､湊人は満州に移住することは禁じられていた｡

ヌルハチの時代から､満州人の居住地域は､沿海州とアムール川流域に広がっていたが､

1689年のネルチンスク条約により沿海州とアムール川流域は､正式に清国の領土となった｡

　清朝は､1740年から1893年にわたって､漢人の｢入植禁止政策｣2oをとっていた｡しか

し､広大な満州への移住を全面的に管理することは不可能であり､19世紀前半には漠人は

満州に移り始め､村落を築き始め､1812年には1,249,784人､1842年には1,665,542人の湊

人が満州に居住していた仇これは､この間に平均すると毎年1万3900人の人口増加を示

しており､それ以降も､阿片戦争と太平天国の乱などの政治的混乱があり､清国政府は漢

人の湊州への移住の制限を緩和し､さらに1852年には､旗土地の漢人への売却禁止が廃止

された22.こうして､人ロ希薄なアムール河流域は､19世紀後半には､中国人(=漢人)が

急増し､ロシア帝国に割譲された1858年には､アムール河左岸にはすでに8,600人の漢人､

4,400人の満州人とダウール人が居住し23､また､数百人の満州人の猟師が､1860年にロシ

アに併合された沿海州の一部の金角湾海岸周辺地に居住していた｡

　清国牧府は､1860年以降もロシア人の甫下を懸念しており､人ロ希薄であった中国の東

18ハ旗制度については､『満族社会歴史調査』遼寧省編輯委員会編｡遼寧人民出版社,1985jこ詳しい.

19小峰和夫『満洲一起源･殖民･覇権』御茶ノ水書房､1992年､119,122頁を参照｡

2o満州封禁攻策とも呼ばれる｡

21　Py刄aKOBA｡B.no3eMeJlbH誕負　　Bonpoc　　Brl4pHHCKo持　o6-

JlacTH(A｡Vつレダコーフ『吉林省の土地問題』)､前掲書､23頁;COJlo8bむ8ゆ｡B｡(Fy

ソ゜ヴィヨーフ),前掲書､25頁｡

22COJlo86e8ゆ.B｡(Fyソロヴィョーフ),上掲書､31頁;rpa8eB.B.(V｡V,グラー

ヴエ)､前掲書､8頁｡

23C60pHHK　rJlaBH`e鈍mH　X.0市HUHaJIrb　Hblx　双oKyMeHTOB　no　yn-

paBJleHH}o　BocTo9Ho訪　CH6MpbK)｡T』.B,　bl　n,　L　HpKyTCK｡1884.C.88.

(『東シベリア統恰に関する主要公文書総覧』第1巻第1号､イルクーツク､1884年,88頁八
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北部､とくにロシア帝国との国境周辺地に､清国人を移住させる活動とその開発に力を入

れるようになった｡1863年､黒竜江省当局は､山東省出身者24が多数を占めた湊人移住者に､

合計200万シヤン25の土地を分与し､住宅建築や家畜購入のための補助金を与えた｡1878

年からは､満州の各省に､殖民局が設立され､その出張所が､上海､天津などの都市に置

かれた26.こうして､満州では､第一章にふれたアメリカ大陸諸国と同様に移民が奨励され

るようになったと考えられる｡

　この結果､漠人の流入によって黒竜江省の漠人人口ぱ著しく増加することになり､1866

年に満州を訪れたイギリス人A｡ウィリアムソンは､1866年の奉天省の人口を1,200万人

と推定し､｢黒竜江省ではチチハル(斉斉吟爾)市､スンガリ(松花江)河とノンニ(瞰

江)河流域に人口が集中している｣27と述べている｡　1893　年に満州封禁政策が廃止された後､

漓州の｢漠化｣は進み､満州の民族構成も大きく変化し､19世紀末までに漢人が満州の人

口の9L7%を占めるようになった(表4-4参照)｡また満州からロシア領への出稼ぎ者の

なかにも漠人の比率が著しく高くなった｡

　ここで､上述の移民の動向を地理的な視点から見てみよう｡満州は､黒竜江省の大部分

を占める｢中央地帯｣､吉林省の北部を占める｢東部地帯』､内蒙古の北百部を占める｢百

部地帯｣､モヘチジリ川からスンガリ川までのアムール川右沿岸を占める｢アムール地帯｣

24　vyグラーヴエはこう述べている｡｢65,184平方マイルの領域に､3900万人以上が居住している｡山

地が多いために､領土の大部分は居住に不適であり､平野では､人口密度が1平方マイル当たり1.000~1,300

人である｡人口過密のために､収穫の良い年でも禽料品が不足し､頻繁な旱魅､熱帯丿生の大雨､霊､バツ

タの襲撃､貧河の洪水が頻発するために､飢餓は避け難い』｡rpa8eB｡B.(V｡V.グラーヴエ)､

前掲書､8頁｡

25　1シャンは､O｡614ヘクタル(7反4畝1歩).

26　COJlo8be8Φ｡B｡(Fyソロヴィョーフ),前掲書､26頁｡

27　Wmiamson,Alexander,Joumeys恒North　China,　M皿咄uria　and　Eastem　MongoliJa,　with　some　account　of　Corea,

Loldon,　1870,　VOL　n,　p,　3吼ロシア翻駅は､BHjlbggc　oH　A.　nyTeuJecT8He　Ha

ceBep　KHTa只,MaHb9xypHH　H　BocToqHO鈴　MOHroJIHH　c

“el(oTopblxH　3an.HcxaJ･4H　O　Kopee,CΠ6‥1870,　C　30,　収ヴィリヤムソ

ン『朝鮮についての記録を含む中国北部･満州･東蒙古への旅』サンクト･ペテルプルグ､1870年､30頁｡)
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に分けることができる28｡｢中央地帯｣は肥沃であったが､その以外の地帯は農業に不適で

表4-4　19世紀末の中国東北(満州)の民族構成

民族名 人口(人) 民族名 人口(人)

満州人 800,000 マネグル人 8,000

漢人 11,000,000 タホル人 5,000

トンガン人 120,000 ニヴヒ(ギリヤーク)人 5,000

ゴリド人 20,000 マングン人 2,000

ソロン人 30,000

オロチョン人 10,000 合計 1,200万人

出典:小峰和夫､前掲書､155-156頁.

あった｡漢人の移住が進み､満州の開拓が始まった時期には､移住者はスンガリ川とノン

ニ川の｢中央地帯｣の肥沃な土地の開拓を終えており､他の地帯の開拓が始まった｡土地

を取得できなかった移住者は､農業を断念し､漁業､薬草採取､商業などに携わり､その

一部は､北上し､国境を超え､ロシアが併合した領土に移住した｡

4-2-2極東ロシアにおける中国人社会史

　極東ロシアにおける中国人社会の発展過程は以下の四つの時期に分けることができる｡

この四つの時期は､中国人社会の発展に決定的な影響を及ぽした歴史的出来事や､それぞ

れの時期の出稼ぎの性格を考慮し設定した｡

　第一期は､1860年の沿海州の併合から1872年のウラジオストクヘの軍港の移動までの

12年間であるが､清国人(中国人)の出稼ぎは､これ以前にも行われており､それについ

ても考察する｡　1872年までの清国人の移民の主体を成したのは､沿海州を中心とする猟師

及ぴ薬草採集人､アムール州を中心とする農民であった｡第二期は､1872年から1900年至

るまでの28年間であり､この時期には､狩猟及び薬草の採取を目的とする出稼ぎ者の急増
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が見られた―方､当該地域の都市化或いは防衛上の整備工事また､商港の活性化が非熟練

労働者の流入をもたらし､各都市において中国人街が形成されてきた｡第三期の1900年の

義和団の乱から1905年の日露戦争の終結までの5年間では､清国人出稼ぎ者の減少が見ら

れ､混乱と戦争のため､多数の清国人が帰国した｡第四期にあたる1906年からロシア革命

に至る1917年までの11年間には､中国人出稼ぎ者が再び増加､とくに第一次世界大戦期に

は中国人契約労働者の募集がロシア政府によって奨励された｡

　4-2-3　清国人社会の生成期　1860(1830)~1872年

　沿海州とアムール州がロシア帝国によって併合された1858~1860年の間にすでに清国人

が移住していたことについては第一及び三章において触れたが､ここでは､清国人のロシ

アヘの移住の性格と特徴を明らかにし､清国人を移住にかりたてた要因を解明する｡

　極東ロシア地域の開発がロシア人の東方進出やロシア人によって促進され､東アジア系

移民がロシア人の下で活躍したと考える多くのロシア人研究者29がいるが､清国人の労働力

や資本も､当該地域の開発において大きな役割を果たしたと考えたい｡また､19世紀後半

の清国人のロシアヘの移住を促したのは､以下の三つの要因であった｡

　第一は､猟師と薬草採集人の自発的出稼ぎであり､第二は､清国人の契約労働者を勧誘

したロシア企業であり､第三は､出稼ぎを促進させ組織化した山東省の漢人商人の活動で

ある｡

　まず､第一の要因猟師と薬草採集人について考察する｡

4-2-3-1　1830~1860年代の猟師と採集人の季節出稼ぎ

　第一及び三章で考察したように､1840~1850年に､清国人は典民として定着した｡露清

国境が確定された7年後の1867年には､アムール州においては､プルンダ川からアムール

河まで､ホニ･ホフラ川からゼヤ川までに44戸の14,000人の残留清国人が定住し､5,400
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29　AJleKceeBA.　H,,Mopo3olB,　H,(AI,アレクセーエフ,BXモローゾフ)､前掲書､

3･5頁｡



人の漠人と8,600人の満州人とダウール人からなっていた気

　沿海州には､およそ900人の清国人が､ハンカ湖､ウスリー川､マイヘ川､ツィムヘ川､

スチヤーン川､スズヘ川､イマン川､ワク川､日本海沿岸に沿って定住していた31.沿海州

における清国人が当該地域に定着した年は､LP｡ナダーロフ中佐がウラジーミル･ヴィー

スレネフ(BJlajHXHp　BHeJleHe8)七等文官の調査成果に基づいて32整理した

資料によれぱおおよそ1802年頃からと指摘できる(表4,5参照)｡

表4-5　定着的清国人の増加(単位:人)

年/管区 北ウスリー ハンカイスキ スチヤーンスキ スイフンスキ アワクモフスキ 合計

1802 1 1,

1807 I l

1819 l l

1820 2 1 2 5

1824 1 1

1825 2 2

1828 2 1 3

1829 2 2

1830 8 11 2 3 24

1831 1 1

30　C6opHHK　rJlaBHe負mHx　oΦHUHaJIbHblx　双OKyMeHTOB　no

ynpaBJleHH}o　BocTo9Ho費　CH6Hpb}o｡T.L　Bbln.1.HpKyTC　K,　1884.

C,88.(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第1巻第1号､88頁)｡一方､Slephan｡Johlt　Op｡cit｡,

p,48jこよると､清国人の農村の数は､64戸であった.また､yv.グラーヴエによると､10.500人が居住し

ていた｡rpaEeB｡B.(V.V.グラーヴエ)､前掲書､5頁｡｢清国人｣という通称は､漠人の他に､

墳州人とダウール人を含む.

31ApceHbeBB,K｡KHTa負ubl　.B　yccypH順cKOM　Kpae.xa6apoBCK,

1914,　C.62.(yKLアルセーニエフ『ウスリー地方の中国人』ハバロフスク､1914年､62頁);Pyμal(o日　A｡

B,　KHTa費ubI　B　yccypH費cKOM　Kpae｡ApxHB　BocTOKOBe-

AOB｡CaHKT-neTep6yprcKoe　oTzいeJleHRe　PoccH費cKoll　AKa-

4egHH　HayE.Φ｡96,0nl,a｡10L(A.Vルダコーフ｢ウスリー地方の中国人｣東洋学者史料

館､ロシア科学アカデミーサンクト.ペテルブルグ支部付属東洋学者公文書館)､96,1-101,2頁;　rpa-

8eB｡B｡(V.V.グラーヴエ)､上掲書､5頁｡

32この調査によって作成された資料は､イルクーツク州国立公文書館(24,10,333/K2118)に保管されてお

り､『東シペジア統治に関する主要公文書轍覧』にも掲載された｡C6opHHg　rJla8Hen田HX

04)HUHaJlbHb【x　μOKyMeHTOB　(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』)､第4巻

第2号､1883､152-176頁｡
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乙

　　　　1832

　　　　1833

　　　　1834

3 3

2 1 3

1 1 1 3
-

　1835

　1836

2 2 1 5

3 3
-

1837 2 1 3
-

　1838

　1839

5 2 7

5 2 7

1840 26 28 1 19 74

1841 1 1

1842 4 2 1 7

1843 2 1 1 4

1844 1 l 2 4

1845 4 10 4 18

1846 I 4 1 I 7

1847 2 4 6

1848 7 フ 2 3 19･

1849 1 16 2 II 6 36

1850 55 48 フ 31 141

1851 1 2 3

1852 7 4 7 1 1 20

1853 3 2 3 8

1854 12 8 1 2 23

1855 1 15 20 1 9 46

1856 8 4 2 14

1857 5 4 4 13

1858 2 33 2 3 1 41

1859 10 39 3 22 1 75

1860 1 フ6 93 14 61 245

1861 2 11 2 1 2 18

1862 4 19 16 3 8 49

1863 2 20 6 7 5 38

1864 1 26 5 2 3 37

1865 33 52 15 35 132

1866 23 7 2 9 41

1867 4 31 17 8 8 68

1868 75 28 33 7 141

1869 80 25 44 5 158

1870 2 130 147 62 69 402

1871 2 79 32 70 4 186

~辺L_

-JヱL_

,-JヱL_

ムJjヱL__

』ヱL_

-~JヱL_

-こa___

-Jjヱ2__

-ご胞_

4 151 % 156 20 425

5 212 65 161 17 554

1 199 132 246 39 612

8 173 197 290 59 724

12 139 16フ 239 30 580

8 229 253 225 40 751

13 173 179 142 64 570

32 119 9 32 29 219

128 2162 1819 1909 610 6628

出展:rocy刄a　p･c　TBeHHNjl　apxMB　　HpKyTCKo荷　o6JlacTH,φ.24,0　n｡10,t333

(K2128)(イルクーツク州国立公文書館､24-10-333(K2128));　Ha聶apo･　H.nパLP.ナダーロフ)､前掲

書｡
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　表4-5によれぱ､清国人の沿海州への移住は､1820年代後半から絶えることなく続いて

いたことが明らかである｡その活動の一例は､1831年の聖オリガ湾の沿岸の村落｢石門｣

　(漠語地名､ロシア併合後､通称｢コシカ｣(=猫)となった)を満州人が築き､季節出稼

ぎの拠点にしたことである｡｢石門｣へは､1831年の春､満州人サレ･キアが6隻のポート

を率いて到来し､2軒の農家を築いた｡｢石門｣は､冬期に無人となり､春の到来とともに､

渾春市から満州人と漢人が海産物を採集するために訪れ､秋に満州に戻る33という冬営地の

性格を有していた｡

　沿海州への出稼ぎ者は､朝鮮人参､鹿茸､クロテン等の毛皮獣､海産物(海鼠､イタヤ

ガイ､カニ､海草等)､キノコ類､淡水真珠などの採集を目的にしていた(資料4-1｢極東

ロシアからの海産物と採集産晶の輸出のルート､1900年前後』､260頁参照)｡猟師と薬草

の採集人は､毎年､沿海州に2~3ケ月間､互いに遠く離れた一軒の晨家或いは数件の躾家

からなる小村に居住していた馬このような農家は､とりわけイマン川流域､ウラヘ川やダ

ウビヘ川流域に囲まれた山岳地帯､スチヤン川､マイヘ川､スズヘ川流域に点在していた35.

さらに､清国人猟師の小さな集団を作り､森林(タイガ)に､鹿茸加工湯や狩猟用落とし

穴を造り､各自で狩猟の領域を決めて､他人の領域に入らないようにしていた｡

　狩猟季節の以外には無人の猟師の小家には､食料品が保存されており､猟師の不文律に

よって､他人の狩猟領域の小家に宿泊する際にも､その食料品を利用することは自由であ

ったが､その持ち出しは禁じられていた｡さらに､清国人猟師は､森林の厳しい自然環境

とたたかい､森林の中の自らの位置を確認する方法として､皆が利用できる印(ハオ)を

木に付け､互いに助け合いながら､独特な救済のシステムを作り上げていた｡薬草採集人

a3　Py双aKOB　A,BパA｡Vノレダコーフ)､KHTafiubl　8　yccypHiel(og　kpae(ウ

スリー地方の中国人)､前掲書､14頁;ApceHbe8B｡K.(V｡K.アルセーニエフ)､前掲書､52-54

頁｡

34清国人の農家がこの地域を調査したロシア人探検家によって発見された｡例えば､V｡K.アルセーニエ

フによると､清国人のツア･エンの農家が､ノト川の近《､ダウビハ川の沿岸にあったアヌチノ村の近く

にあった｡また､ロシア人の移住者は､1860年にウラジオストクが築かれたメア湾及びオリガ湾にも清国

人の農家を発見している｡Ap　c　e　H　6e　8　B｡　K｡(V叉アルセーニエフ)､上掲書､48頁.

35上掲書､61･62頁｡
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と猟師の数は､沿海州においては2,000~3.000人であったと推測される｡

　上述したように､第一期には､極東ロシアの清国人は､狩猟､薬草などの採集､農業を

行っており､アムール州の約14,000人のほか､約900人の定着的移民と約2,000~3,000人

の季節出稼ぎ者であった｡

4-2-4　中国人社会の発展期(1872~1900年)

　第二期の清国人移民の主体は､職業別から大別すると､商人､猟師と薬草採集人､そし

て非熟練労働者という三つの範暗からなっていた｡

　　4-2-4-1　猟師と薬草採集人､非熟練労働者

　狩猟及び薬草採集に従事していた清国人は､ネット･ワークを広げ､アムール･沿海両

州における自然物の採取や狩猟を活性化した｡沿海州南部のウスリー地方の薬草採集を主

業とする農家の数は､1880年には62軒､1890年代初頭には2,000~2,500軒に激増した｡

1890年代の清国人薬草採集の実績は､年間､50プード(819キログラム､550,000ルーブル)

が沿海州から清国へ輸出され36､さらに､1895年から1900年にかけて､毎年､ウスリー地

方から2,000プード(32.76トン)の乾燥キノコが清国に輸出されている37.

　1880年､ウスリー地方には､清国人猟師の小屋は175件､獣猟用落とし穴は8,766ケ所

あり､その多数は南部に集中していた38.

　清国人の猟師は､狩猟の季節が夏季を中心にした数ケ月を過ぎなかったために､猟師小

屋の周辺に小さな土地を持ち野菜を栽培しており､秋期に収穫を行った後､毛皮業に従事

36朝鮮人参の1フント(358.3グラム)の価格は､250~270ルーブルであり､沿海州の労働者の半年間の

給料に相当している｡上掲書､123頁.

37上掲書､116頁.

38Ha4apoBレL　n.MaTepHaJlbI　K　H3yqeHHK)yccypHacKoro

l(pal｡B　JI　A,　1886.C｡3(I｡P.ナダーロフ『ウスリー地方の調査資料』ウラジオストク､1886年､3

頁八

170



していた39.このように､季節毎に職業を変え､清国に帰ることなく､出稼ぎを続けていた｡

　1870年代半ぱからの商港の活性化､ウラジオストク要塞の堡塁工事､鉄道の工事などが､

清国人の非熟練労働者の流入をもたらした｡LRナダーロフによれぱ､清国人労働者は､1868

年に､はじめて18人､1870年には43人､1871年には50人､1872年には99人がウラジオ

ストクに来ているが､その数は､軍港がニコラエフスクからウラジオストクに移設した1873

年から急増し､毎年､111~205人が移住してきた4o｡さらに､1875年頃には､150人の集団

が山東省で募集され､ウラジオストクの要塞工事､兵舎､商港の工事に従事し始めた41.

　清国人の非熟練労働者は契約が満了し､次の仕事に就《までの間､朝鮮人参などの薬草

の採集に森林へ入り42､また､季節によっては､農業従事者にも数の増減が見られ､一部の

村落は､秋期には無人になるものの､満州からの季節労働者が飛躍的に増加する春や秋に

はにぎわい､朝鮮人参が収穫可能な秋季には､森林に入る清国人の数は､5倍に激増してい

た43.従って､季節によっては､清国人が従事していた職業は大きく異なり､職業分布も極

めて移民多様であったと考えられる｡

4-2-4-2　清国人の統計

　清国人の総数は､表4-5(167~168頁参照)に示すように､1880年に激増している｡ロ

シア軍参謀本部中佐I｡Rナダーロフが収集した資料によれぱ､沿海州への移住した清国人は､

1861年から1870年までと､1871年から1879年までの総数を比較すると､後者が4.25倍に

なる｡

　ー方､VK｡アルセーニエフは､1900年頃の清国人猟師の総数について､5万人44という極

39ApceHbe8B｡K.(V｡Kアルセーニエフ)､前掲書､%-98頁｡

4o　Haaapo8　H.　nパLP｡ナダーロフ『調査資料』ウラジオストク､1886年)､前掲書､9頁｡

41　rpa8eB｡B｡(yv｡グラーヴエ)､前掲書､6頁｡

42Haaapo8　H｡nパLP.ナダーロフ､『調査資料』､サンクト･ペテルブルグ)､前掲書､II2,

126頁｡

43　Pyμago8　A｡B.(A｡Vノレダコーフ)KHTaaubl　s　yccypH持cgog　l(p　a　e　(ウ

スリー地方の中国人)､前掲書､1-2頁,

44ApceHbe8B｡K,(VXアルセーニエフ)､前掲書､101頁｡
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端に高い数宇を取り上げているが､この数字が推測によって計算されたことは留意すべき

であろう｡

　沿海州の公的機関へ登録した清国人総数は､1885年には10,353人を数え､ロシア価の史

料によれぱ､未登録の清国人も､約4,000人いた45という｡さらに､中国側の史料にも､1881

年には6~7千人が沿海州に居住していたという数字が取り上げられているが46､中国人の

研究者が同じ行政区分を基準にして清国人の人数を計算したかどうかは不明である｡

　清国人の分布も､この40年間で大きく変化し､表4-6､表4-7に示すように､1880年

代半ぱまでに､アムール州と沿海州の情国人の定住者の総数はほぽ同数になった｡

表4-6　極東ロシアにおける清国人定住者の総数､1860~1897年(人)

地域/年 1860-1865 1870 1880 1885-1888 1897

沿海州 870 1,797 6,628 14,353 30.281

内訳:

ウスリー地区 28 208 128 -
一

ハンカイスキー地区 350 886 2,162 - -

スイフンスキー地区 71 142 1,909 一 -

スチヤーン地区 274 267 1,819 -
一

アワクモフスキー地区 157 294 610 - 一

アムール州 10,500 10.500 10.500 13,923 !2,542

合計 11,370 12.297 17,128 28,276 42.830

出典:Malozemofr,Aェldrew｡Op｡cit｡P｡11;ApceHhel3B.K.(VK.アルセーニエフ)､前掲書､6344頁;

Pyjlaxo8　A.B,(A.Vルダコーフ)､前掲書､2頁;　Ha刄apo8　H｡n.Ce8epo-yccypH負-

cKHn　Kpa飢C6opHHK　reorpaφ11qecxHX,TonorpaφHqecxHX　H　CTa-

THCTH可ecKHX　MaTepHaJlol　no　A3　HH.　C　n　6J887.Cブフ2,107,119パI.Rナダーロフ｢東北ウ

スリー地方｣『アジアに関する地理･地形･統計の資料の論集』､サンクト･ペテルブルグ､1887年､72､107､119頁).

　また､1897年の沿海州の清国人の総数は､アムール州の清国人の総数の約3倍弱になっ

ている｡

46　Ma]Lozemofr,　Andrew,　0p,c比d)JL.

46この数宇に関して､徐万民は､『清季外交史料』第27巻に基づいているという｡徐万民｢ロシア極東

における中国山東商人｣『環日本海研究年報』6号1999年3月新潟大学大学院現代社会文化研究科､57頁.
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表4-7極東ロシアにおける清国人定住者の総数､1885~1916年(人)

地域/年 1885-88 1897 1902 1912 1916

沿海州 14､353 30.281 52,661

　　内訳:

マンドール諸島 I

ペトロパブロフ郡 4

ウドスコイ郡 1,525 262 13

ハバロフスク郡 4.609 606 573

南ウスリー郡 21.255 4.200 3,804

内訳:ハンカイスカイヤ郷 54

スイフン郷 l,801

スチヤーン郷 556

ポシエット警察管区 1,500

オリガ警察管区 1,276 4,000

ヴェルヘネ･ウスリー警察管区

サハリン島 143

アムール州 13,923 12,542 7.709 22,000

内訳:ブラゴヴェスチェンスク市 2.916

アムール河流域の清国人農村 4,472

他の郡と郷 4.864

合計 28,276 42,830 91,300 78,100

出典:naTxaHo8　C｡(S.パトカーノフ),前掲書､第3巻､第3号､437,641,687,847.867-887,923,955,983-995

頁;COJI08hゼ3φ.B｡(EVソログイヨーフ),前掲書､40頁｡沿アムール総督管区の行敬区分が数回にわたっ

て､改正されたために､表4･5と表4-6の行敦単位がそれぞれに異なっている｡

　さらに､表4-8に取り上げた定着的清国人の人数に関するデーターは､I｡Pナダーロフ(FL

H.Haμapo8)ロシア参謀本部中佐がウラジーミル･ヴィースレネフ七等文官47の調査

の成果などの先行調査に基づいて確認の上に作成したものである｡

47この調査で作成された資料は､イルクーツク州国立公文書館(24-10-333/K21　1　8)に保管されており､『東

シベリア統治に関する主要公文書総覧』にも掲載された｡C60pHHg　,rJla　8HeliuJHX

OφHUHajlhHhIx　ji04y,4eHT03(『東シペリア統治に関する主要公文書総覧』)､第4巻

第2号､1883､152,176頁｡
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表4-8　北ウス卜地方における定着的清国人の管区別の人数､1870年代

管区名 農家の数(戸) 農家所有者の人数(人) 雇用人など(人) 合計(人)
北ウスリー 18 18 2 28

ハンカイスキ 97 97 253 350

スチヤーンスキ 112 H2 162 274

スイフンスキ 40 40 31 71

アワクモフスキ 74 74 83 157

沿海州全体 341 341 531 872

出典:Ha刄apo8　H｡n.MaTepHaJlhI　K　u3yqeHHlo　yccypHncxoro　xpajl

BJaハH8ocTox,1886.C｡3(LP.ナダーロフ『ウスリー地方の調査資料』ウラジオストク､1886年､3頁)｡

4-2-4-4　清国人の定着的農民

　農業に従事し定着した清国人は､個人ないし小集団であり､その過半数は､折半所有者48

であり､ロシア人農家から土地を賃借し､小麦､マメ科作物､とうもろこし､アワ､ケシ49､

オートムギ､メロン､唐辛子､ハタタバコ､キヤベツ､たまねぎ､にんにく､トマトなど

を栽培していた｡

　清国人の農家は互いに距離をおいて建てられ､2･3戸からなる集落､または60~70戸の

農家からなる集落を形成することもあり､この比較的大きな集落は､ロシアの警察や官吏

の監督が不可能に近い森林地帯に､川に沿って点在しており､畑の瘤漑に淡水を使用して

いた｡

　成功して比較的広い土地を獲得した清国人の農家は､働き手を増やすために､母国から

親戚ないし沿海州内の清国人を雇用したり､または､オロツコ人と清国人との間に生まれ

た｢他子=ダズィ｣(ロシア語タズィ=Ta3H)､また｢他子｣か朝鮮人と清国人との間に

生まれた子(ポトウイザ=noTya3a)を雇用した｡情国人の主要な出稼ぎ先で､原住

48折半所有者とは､土地所有者に収穫の一部を支払う耕作人である｡情国人は､毎年､ロシア人所有者に

収穫の3分の1から半分を支払っていた｡Pyjlagol3　A｡B,(A,Vノレダコーフ)､KHTa自abl　8

yccypH爺cl(og　l《pae(ウスリー地方の中国人)､前掲書､2頁;ApeeHbe8B.K｡(V.K｡

アルセーニエフ)､前掲書､50,69j70頁;yHTeH6eprep　n冲,HpHgopckag　o6-

Jlac　T　b｡　C　n　eL,　1900,Cj35パP.F汐ンテルベルゲル『沿海州､1855~1900年』､サンクト･ペテル

ブルグ≒1900年､135頁).

49沿海州南部(ノヽンカイスカイヤ郷､スイフン郷､スチャーン川､ウスリー川､)では､ケシの栽培地が

1870年代に初めて出現した｡
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民オロッコ人との交易が盛んであった聖オリガ湾周辺地には､正確な統計はないが､他子

とポトウイザが多かったからである｡

　清国人が雇用労働者に支払った補給金と給料は､基本的に一ケ月当たりOjルーブルであ

ったが､ケシと小麦の収穫時にのみL5~2ループル､つまり3~4倍に上昇した5oが､基本

的に低賃金であった｡一方､基本的に収穫物は清国人が投資額を比例配分し､雇用労働者

には分配されなかった｡

　上述のように､清国人は母国からの新来者や他民族の者を低賃金で雇い､利益は漠人の

間で分配し､ロシア当局に税金を納税することもなかった｡このような孤立した清国人社

会が沿海州の各地に表出し､そこに原住民や混血者も混住し､多様化していた｡

　―方､都部や都市近郊に居住する多くの清国人は野菜を栽培しており､プラゴヴェスチ

ェンスク市､ハパロフスク市､ウラジオストク市などではその販売をほぽ独占しており､

都市部の野菜供給は､極東ロシア櫨民委員会委員S｡D,メルクーロフが､｢ウラジオストクの

郊外とスパースコエ村では､すべての野菜の生産と販売が清国人の手にあった｣51と述べて

いるように清国人に依存していたと言っても過言ではない｡

　また､極東ロシアの清国人が独占した他分野の一つに焼酎52の製造があった｡焼酎は､沿

海州とアムール州において､清国人にもロシア人にも販売されていた｡沿海州での焼酎製

造所は､1883~1887年には143ヵ所､1900~1906年には204ヵ所があった｡この204ヵ所

の製造所の年間の売上は2,040,000ループルであり53､当時としては膨大な額であった｡し

かし､ロシア攻府は､第3-3-3節で考察したように､清国政府の要求に応じて､1906年以降､

焼酎の製造を禁止し､その製造所を閉鎖させた｡これにより焼酎製造者の多くは､満州ヘ

エ楊を移し､密かに沿海･アムール両州への輸出を行った｡

5oApceHbe8B｡K｡(V.Kアルセーニエフ)､前掲書､69-71頁.

51　MepKyJloB　C.双｡PyccKoe　刄eJlo　Ha　双ajlbHeM　Boc　TOKe｡

)KiiaTajl　onacHocT6.B　JI　A｡,19%｡C,32パS.D｡メルクーロフ｢極東地域のロシア人の出

来事｣『黄禍論』ウラジオストク､19%年､32頁)｡

52焼酎は､ロシア人でハンシン(x　aHuJHH)か､スリ(cyJH)と通称されていた｡

゛ApceHbe8B｡K.(VXアノレセーニエフ)､前掲書､131.135頁.

175



4-2-4-5　清国人の商業活動

　清国人商人は､既述したように､1850~1880年代には沿海州へ満州人労働者を搬送し､

バーター貿易を行っており､1890年代までにアムール･沿海両州の各地において､清国人

出稼ぎ者のみならず､ロシア人､またシベリアの原住民に食料品などを供給する広大な貿

易網を広げていた｡　1878年､沿海州の南ウスリー地方では､すでに127人の清国人商人の

存在がロシア政府によって確認されていた54が､実際には､未登録の商人(表4-9参照)の

存在を考慮すれぱ､商人の総数は数倍多かったと考えられる｡

　ウラジオストク港を拠点とする日本海貿易の発展が外国商品の流入をもたらしたため､

ウラジオストクに債かれていた清国人の企業もあったが､その過半数はハバロフスクに集

中していた｡(資料4-2｢沿海州の中国人の最大企業｣273頁)｡ウラジオストクの永和桟商

店と同利商店は､ウラジオストクの6つの一等店に入っており55､それ以外ぱ､二等･三等

商店であった｡

　　　　　　　　表4-9極東ロシアにおける清国人人口1897,1910-1912年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(人)

年/都市 ハバロフスク ニコリスク ニコラエフスク ウラジオストク

1897 3,652 ミ
⇔ 10,123

1910/入籍 - 7,356 - 23,161

1910/未入籍 15.000 10,000 ∽ 30,000

1911　/入籍 8,153 8.178(7μH) 2.156 25,257

1911　/未入籍 7,000 5,000 - 15,000

1912/入籍 3,695 3,978 1.135 26,787

1912　/未入籍 1,000 2,000 〃 5,000

1913 7,447 4,952 1,135 24,042

1914 7,447 4,952 1,125 24,042

出典:ApceHhe8B｡K.(VK｡アルセーニエフ)､前掲書､67頁;｢laTxaHo3　C｡(S,パトカーノフ)､上

掲書､871,923頁;COJlo3be3Φ.B.(F｡Vソロヴィヨーフ)､前掲書､40頁｡未入籍の中国人の数は､中国人か

らの聞き取りによって､調査された｡

54COJlo8be84)｡B｡(Fyソロヴィョーフ),前掲書､52頁｡

゛杉山公子｢日本人商人店の登場｣『Ce8ep』第2号､4,5頁.ロシアの商店のランク(‐等から三

悴まで)は､毎年に収める営業税と鑑札税によって決められた｡―等商店の営業税は､850ルーブル(約

850円)以上であった｡高嶋雅明｢ウラジオストク貿易と外国為替金融一浦潮斯徳松田銀行部(十八銀行

支店)の析を中心として-｣『土地制度史学』､第56号､1972年､37頁｡
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山東省の漢人商人が清国人商人の中核となり､清国人商人の96%を占めていた56.満州への

移住者の多くを送り出した山東省には､当時清国の領土であった沿海州へも契約労働者を

搬送しており､豊富な海産物の取り扱いを組織化した｡その活動の一例は､次の通りであ

る｡山東省の青島或いは芝聚(俎台)の漢人商人は､1870年代に､渾春市から500~800隻

の船で満州人労働者を沿海州へ送り､低賃金労働力として､満州人を利用し､海草､海鼠､

カニ､イタヤガイなどの海産物を集めさせていた57.

　さらに､既述した｢石門｣をはじめとしてウスリー川流域の各地において､狩猟或いは､

朝鮮人参の採集に従事していた清国人の多くが毛皮､鹿茸､輔鮮人参などをバター､焼酎､

タバコ､潮､砂糖､麻布などに交換しており58､石門はその中心地であった｡

　清国人商人は､複数の販売ルートを用いて､シホテ･アリニ山脈などの辺境の地域を含

め､夏期には馬車で､冬には凍結した川を犬櫓を利用して食料晶の販売を行っていたが､

冬期には､その運賃は数十倍高騰した59｡　1890年代には､清国人商人は､はるか沿海州南郎

地域まで販売･配達網を広め､｢財東=ツァイドウン｣と通称された商業業者のエージェン

トを派遣した｡｢流域のオーナー｣と比喩的に呼ぱれた｢財東｣は､清国人と原住民から毛

皮､鹿の角､朝鮮人参などを購入し､ロシアの都市の清国人業者を通して､清国へ輸出し

ていた6o｡｢財東｣は､情国人と原住民の猟師に別のルートで毛皮などを販売することを禁

じ､それを破った者を残酷に処罰したために､沿海州の毛皮､鹿の角､朝鮮人参などの販

売を独占することに成功した｡極東ロシア地域の原住民や移民を調査したVKフルセーニ

ェフは､1906~1910年に調査を行った際､イマン川､ビキン川､ホラ川､ノト川､スチヤ

ーン川の川口に麗かれた12人の｢財東｣と出会った｡猟師は､平均､一年に21人当り2,000

ルーブルの毛皮を｢財東｣に売っていたが､｢財東｣は､数+人の猟師から毛皮を定期的に

66徐万民･､前掲書､53頁｡

57ApceHbe8B.K｡(V£アルセーニエフ)､前掲書･､52-54頁;Py刄al《o8　A｡BパλV｡

ルダコーフ)､KHTa11Ubl　8　yccypH負cgog　kpae(ウスリー地方の中国人)､前掲書､

1-2頁｡

58上掲書.

59ApceHbe8B｡K｡(VXアルセーニエフ)､上掲書､91-97頁.

6o上掲書､106頁｡
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買っていた｡｢財東｣の―人､劉･ワ･インはロシア人の金鉱経営者ヤクボフスキー

　(只gy6o8cl(H費)から､1912~1913年の冬期の2.5ケ月間で18,370ルーブルの毛皮

を購人した61.

　また､清国人は､毎年､狩猟の季節が終焉するまでウデヘ人などの原住民に毛皮動物の

狩猟を禁じ､自らの独占を守った｡

　清国人商人は､原住民に雑貨品や食料品を販売する時には､詐欺まがい行為と暴力の行

為を用い､安価な商品を高価で押し付けた｡しかし､ロシア人がメア湾など沿海州各地ヘ

到来したことが､この地域の商品供給を改善し､食料品を含む商品の価格を低下かつ安定

させ､清国人のバーター貿易を混乱させた｡これに対し､清国人商人は､ロシア政府にロ

シア人商人と地方当局の介入を阻止するように求めた62が､ロシア政府は､清国人の商取引

を安定させる楷置を講じなかった｡また､沿海州へのロシア人の入植は､この50年間で､

完全に清国人の貿易網を崩し､交換貿易を独占していた｢財東｣を追放することになった代

　清国人商人は､アムール･沿海両州において貿易を行うと同時に､山東省や華北の各地

からも多くの食料品などを極東ロシアヘ輸入していた｡例えぱ､山東省から輸入された家

畜は､1904年には2,000頭､1909年には5,252頭､1914年には57,000頭であり64､家畜輸

入は､10年間で30倍に増加した｡満州からアムール州への輸入額も､1891年には300,000

ルーブル､1910年には､20,000,000ループルであり､20年間で67倍に増加した65.

　アムール･沿海両州では､ウラジオストクの清国人企業は､1893年の12社から1909年

には447社に増えており66､さらに中国人の商店を含む多<の企業があったが､ロシア当局

61上掲書､103頁.

62MaT8ee8H.n.(NIP.マトヴェーエフ)､前掲書､20-21頁｡

63ApceHbe8B.K｡(VX｡アルセーニエフ)､前掲書､91頁.

64徐万民｢ロシア極東における中国山東商人｣『環日本海研究年報』6号1999年3月新潟大学大学院現代

社会文化研究科､61頁｡

65MepxyJlo8C｡双.(S,D.メルクーロフ)､前掲書､23頁.

66上掲書､39-40頁;raJIJIIMOBa爪H｡牙noHCKHe　npenpHHHgaTeJIH

B　O･　Bjla･H8oc　Toge(1900-1913)｡Poc　clls　H　ATP,BJふ,1992,地2.C.33

　(L｡I.ガリャーモワ｢ウラジオストクにおける日本人実業家｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号1992

年ヽ33頁);rpa8eB｡B.(V｡V.グラーヴエ)､前掲書､32-33頁により計算,
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に登録されているのはその一部であり､その数は正確ではなく､例えば､1911年にウラジ

オストクで開業した47ブリキ製品製造所のうち､登録されたのはわずか7社のみ67であっ

た｡

4-2-4-6　極東ロシアの都市における中国人街の形成

　清国人商人の商業活動は､ロシアの諸都市の清国人の人口の増加をもたらす重要な要因

となり､極東ロシアの各都市では､漠人商人の店舗が中核となった中国人街が形成された｡

1890年に､中国人はすでにウラジオストク市には1万人､ハバロフスク市､ニコリスク･

ウスリイスク市､ニコラエフスク市など各地には数千人が住居していた68(表4-9参照)｡

ハバロフスクでは､それは｢中国人集落｣(I(HTaael(ag　cJlo6oμa=キタイス

カヤ･スロボダー)69と呼ぱれ､ウラジオストクのキタイスカヤ(中国の)街は､その名の

とおり､そこには多くの中国人が居住しており､VVグラーヴェロシア外務省全権の調査で

は､居住していた5万人の中国人の約8割が未入籍であり7o､1890年代には､この中国人街

はロシア人によって､｢百万人街｣(MHJIJIHOHI(a=ミリオンカ)と呼ぱれるようにな

った｡1907年7JHこウラジオストクを訪れた新潟県の官界･事業界の一員であった小林存

は､中国人街について､｢ペキンスカヤ街にはおもに清国の商店がある｡いずれも煉瓦造り

だが､[大手百貨店のある]スヴェートランスカヤ街と比べると規模は雲泥である｡何々枝､

何々洋行などの標記や､清国人特有の嘉祥の文字を写した赤紙の対聯を掲げている｣71と記

している｡

67　rpa8eB｡B｡(V｡V｡グラーヴエ)､上掲書､40頁｡

68　naTlcaHo8　C.(Sパトクカーノフ)､前掲書､871-881,923頁｡

69スロボダー(cJlo6oAa)-　①11,17世紀のロシアで､その住民に国税などの義務が免除された

集落､都市内の町　②　外国人居留地､外国人町｡

7orpa8eB｡B.(V.V｡グラーヴエ)､前掲書､125,126頁｡

71櫛谷生司｢小林存『鵬程日乗』にみる今世紀初めのロシア沿海州-『新潟新聞』明治40年7~9月の連

載記事の現代語訳｣｢東アジア周辺ネット･ワーク過去･現在･未来』『環日本海諭業』第2号､新潟大

学粟日本海研究会､1993年､125頁.
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4-246　金鉱業における清国人非熟練労働者

　労働力不足を痛感したロシア企業は､清国人商人の仲介により清国人の非熟練労働者も

雇用しはじめた｡

　1871年には､沿海州軍事知事は港湾工事促進と労働力不足解消のために清国人と朝鮮人

の雇用をウラジオストク商業港長クロウーンに義務として牒した72.都市部では､家庭労働

者として清国人は様々な日雇的な仕事を行い､多くの中国人労働者が移された軍港ウラジ

オストクに集中し､水の運搬も独占していた｡　1875年以降になると､ウラジオストクでは

清国人の出稼ぎ労働者が特に多くなり､ハバロフスクでも清国人労働者が1　8.70　年代から､

清国人企業またはロシア人企業などで就業していた｡

　都市部の建設業者以外に､清国人を雇用していた企業は金鉱山､シベリア鉄道管理局な

どであり､まず､清国人の金鉱山への出稼ぎの背景について簡単に述べる｡

　清国人は､1860年代から東シベリアの金鉱山で就業し始めたが､ロシア人と清国人の金

採掘者が清国の北部中国龍江省将軍の許可を得ず金を取っていた｢ゼルトウーガ(〉Ke　JI-

Tyra)事件｣は19世紀後半には広《知られていた｡ゼルトウーガといわれるこの地域

の豊富な金脈についての噂は､1883年頃には､満州と東シベリアに広まっており､500人

以上のロシア人と清国人の金採掘者がゼルトウーガと呼ぱれていた地域へ入っており､喧

嘩を防ぐために､｢ゼルトウーガ共和国｣という自治体を作った｡北方中国龍江省将軍は､

金採姻者の人数が数千人に昇った1885~1886年に､二回にわたって對伐隊を派遣し､その

討伐隊長は､｢ゼルトウーガ共和国｣の金採掘者にこの地域からの退去を要求し､これに抵

抗した金採掘者を追放し73､金採拙者は四散したが､清国人金採掘者の一部は､ロシア領ア

ムール州のゼヤ川流域にあった金鉱山へ移勣し､金の採椙を続けていた｡例えぱ､1896年

3.月､ゼヤ川沿岸のゲリュイ(ΓeJHo負)では､2,000人の清国人とロシア人が金を採据

していた｡

72MaT8ee8H.n.(N｡P｡マトヴェーエフ)､前掲書､77頁｡

73　Jle6e瓦eBA,　j{ejITyrHHCKa只　pecny6jl賛Ka　　BKMTae,　Pyc-

cKo忿　　6oraTCT8o｡1896,珀9.C｡144-171.(λレペデーフ｢ゼルトクーガ共和国｣『ロ

シアの富』第9号､144,171頁)｡
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　アムール州の金鉱山では､深刻な労働力不足が発生しており､その主な要因の‐つは､

東シベリア総督N.N｡ムラヴィョフによる同州のロシア人無民の鉱山への雇用の禁止楷置

であり､この措厘は､1907年まで有効であったが､N｡N｡ムラヴィョフは､清国人の鉱山ヘ

の雇用を奨励していた｡金鉱経営者は､1870年代~1880年代前半にはョーロッパ･ロシア

からの労働者導入を望んでいたが､1880年代半ぱに金鉱山が枯渇する恐れがあり､金鉱企

業の多くも分裂して弱体化し､ヨーロッパ･ロシアからの労働者の運賃を負担する余裕は

なくなった｡そのため､金鉱経営者は､1880年代後半には清国人を雇用しはじめており､

1893年にとくに多くの清国人を雇用した≒清国人の他には､朝鮮人も金鉱山で働くように

なり､非ロシア人労働者が著しく増加してきた｡

　アムール州当局は､朝鮮人労働者の雇用制限のため､7.000人の朝鮮人をタイガから追放

し､その結果､朝鮮人が解雇された金鉱山に清国人が入り始め､アムール州と沿海州の金

鉱山では､1906年には5,933人､1907年には7,046人(表4-10参照)､1908年には17,460

人､1909年には30,429人が働いていた≒

　しかし､清国人の雇用を中止させる運動の指導者SレD｡メルクーロフは､アムール川､ゼ

ヤ河､ブレヤ河の流域だけでおよそ3万人の清国人金採掘者が従事していた76と推測してい

たが､表4-10は､S｡D.メルクーロフの推測を覆すものである｡

表4-10　アムール州と沿海州の金鉱山における清国人と朝鮮人人数､1906-1907年(人)

管区名 清国人､1906年 清国人､1907年 朝鮮人､1906年 朝鮮人､1907年

プレヤ管区 1,453 I,533 2,325 2,265

ゼヤ管区 3,329 3,206 2,047 1,268

スタル･ビンガン流域管区 500 500 200 200

_ゴみ吋･コサック軍管区 ㎜ 1,040 ･ 11

__　沿海州 551 667 1,859 I,667

南ウスリー管 100 100 W
･

__　　合計 5,933 フ,046 6,431 5,611

出典:rpa8eB｡B｡(VVグラーヴエ)､前掲書､365頁により計算

74　Pa6oqH自　pb1Hoi(　npHagypbg　8191LCn6.,1912.C/75-76(『1911年の沿

アムール地域労働力市場』､サンクト･ペテルプルグ､19H､75-76頁)｡

76上掲書､77頁;rpa8eB｡B,(yv｡グラーヴエ)､前掲書､63頁｡

76　MepEyJlo　8C,　双｡(S豆メルクーロフ)､前掲書､26頁‥
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　清国人金採掘者は､タイガの河川に沿って､700人から1,200人規模の集落を築き､目常

生活では中国語のみを使用しており､こうした集落には､19世紀の清国の農村にあるよう

な､仏像をおさめた小御堂廟､商店､賭博宿､アヘン吸飲所があり､さらに､金探姻者は､

夏期には家の周りでジヤガイモ､ねぎ､キヤベツなどの野菜を栽培していた77｡

　清国人出稼ぎ者の食文化は､中華料理に限られ､同国人が営む飲食店に頼っており､清

国人金採掘者は､このような集落でも母国と同様な生活を送っており､エスニック･アイ

デンティティの変容はまったく見られなかったと言えるであろう｡

　また､1890年代からは､極東ロシアにおいて鉄道工事が行われるようになり､松浦充美

『浦潮斯徳』によれぱ､1895年夏､沿海州のウスリー鉄道の工事には､4,500人の清国人が

従事していた78.

　1897年のロシア政府の人口調査によれぱ､極東ロシアの清国人の社会構成は次ぎの通り

であった(表4ヽ11参照)｡

表4-11極東ロシアにおける清国人の職業別79

職業 アムール州(%) 沿海州(%)

農民 33,1 11,5

家庭労働者､日雇労働者 13,7 28,9

鉱山労働者､石工､伐材夫､漁民 4,5 16,5

建設で従事する労働者 5,3 16,0

木材､鉄筋を加工する労働者 1,3 4,5

鉄道工事で従事する労働者､船員 四 4,3

商店､レストランの所有者 10,3 10,9

他 31,8 7↓9

出典:AAパノーフ『沿アムール地域における黄禍論』サンクト･ペテルプルグ､1910年､5頁｡

77Pa6o9H銭　pblHolc　npHaコ4ypbg(『1911年における鉛アムール地域労働力市楊』)､前掲

書､77頁｡

78松浦充美『浦潮斯徳』東京､1897年､231頁;BJla4H8oeTolc(ウラジオストク)､1895年8

耳27日､第35号､6j7頁｡

79この輿査は､多くの清国人出稼ぎ者が帰国していた冬期に行われたために､季節労働者の数宇が少なく示

されていると考えられる｡｢農民｣の項目では､借地契約なしで国営地において従事する農作者と借地人が

含まれている｡
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　表4-IIから明らかなように､極東ロシアの清国人は､あらゆる職業に携わったが､地域

によって､主要な職業が異なっていた｡アムール州の清国人の3分の1は､無業に従事し

ていたが､沿海州の清国人の3分の2は､鉄道工事と建設業に従事していた労働者を含め､

出稼ぎ労働者であった｡さらに､両州でぱ清国人の一割以上が商人であった｡

4-2-5情国人社会の撤退(1900~1905年)と清国人社会の復活(1906

　　~1917年)

　日露戦争と1905年のロシア第一次革命は､沿海州に居住していた清国人にも大きな影饗

を与えた｡とくに､1905年10月30~31日に､日露戦争後の経済状況の悪化を理由にウラジ

オストクでは､騒乱が起き､多くの商店､海洋図書館などが略奪され8o､情国人の商店634

軒も大きな損害を受け､その損失は2,602,455ループルにも達したため81､母国に帰国した

清国人は少なくなかった｡

　義和団戦争と日露戦争のために多くの清国人が帰国したが､日露戦争終結の1906年から､

極東ロシアでは産業と交通機関の発展及び､また第一次世界大戦前の新しい労働力の必要

が生じたこともあり､清国人労働者が再ぴ増加した｡

　上に述べたような極東ロシアにおける企業或いはその状況に関する情報は､自然発生的

な性格を持っており､毎年帰国する出稼ぎ者によって中国に伝えられていた｡

　また､中国人の出稼ぎ者の急増の主要な要因は､華牝と極東ロシアを繋ぐ交通機関が整

備されたことであり､とくに､満州鉄道の南線が営口港まで拡張されたことも手伝い､営

口･ハルピンの路線を利用した中国人出稼ぎ者が著しく増加した｡

　さらに､ロシアヘの中国人出稼ぎ者の急増とともに､海外用旅券発給申請などの海外出

稼ぎに関する業務は､個人仲介者が行うようになり､その仲介者の多《は､出稼ぎ者が出

港直前に泊まった宿の経営者であった｡ロシアヘの出稼ぎ者の主な供給先であった山東省

8oMaT8ee8H｡n,(N.P.マトヴェーエフ)､前掲書､284頁｡

81徐万民､前掲書､59頁.
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では､旅券発給申請の斡旋は芝栞(俎台)港の10軒の宿所82の経営者の手にあり､中国甫部

における宿所の経営者の斡旋と同様の機能を持っていた83.

　ョーロッパ･ロシアの甫部からロシアヘの出稼ぎ者の多くは､ボゴスロフスキー鉱山管

区(現工カテリンプルグ州北部)のロシア人仲介者によって募集された84.通常は､沿海州

のロシア人仲介者は､中国人仲介者の協力を得て､18~30歳の若い男性を募集するために､

山東省の芝栗市などの都市へ代理人を派遣し､応募に応じた労働者に手付金を支払い､3~

4月から11~12　JI　まで､ウラジオストク市に送り込んだ85｡

　山東省からロシアヘ出稼ぎのために渡った中国人は､主として､芝釆市で海外用旅券の

申請及ぴ査鉦取得などの手続きを行った後､営口港､大連港､安東港を経由してウラジオ

ストク港へ渡航していた｡これら中国人労働者の輸送は､ドイツ系船会社Diederichsen&CO

(Hamburg　Am�ca　Linieの子会社)とAnz&Coの二社､中国系船会社CommerciaI　Steam

Navigation　Co,　,　Chj皿eseMercantne　Marijle　Co　(芝栗一上海一寧波線,芝釆-ウラジオストク線､

芝栗一安東腺)､ChefooⅥadivostok　Steam　Ship　Co･　(芝果-ウラジオストク線のみ)の三杜に

よって独占されていた86.出稼ぎ者は､営口港､大連港､安東港から､船で直接にウラジオ

ストクヘ渡る者もいたが､その多くがハルピンまで鉄道で渡り､ハルピンからは､西へ向

かう出稼ぎ者はマンチューリア駅まで鉄道で行き､その後､ブラゴヴェシチェンスク市ま

で徒歩で､東へ向かう出稼ぎ者はポグラニチナヤ駅まで鉄道で行き､その後､ウラジオス

トク市まで徒歩であった｡実際は､鉄道運賃が高かったために､営口港､大連港､安東港

からプラゴヴェシチェンスク市或いはウラジオストク市へ徒歩でたどりつく中国人労働者

82　rpa8e　B｡　B,(V叉グラーヴエ)､前掲書､9-10頁｡中国人が経営したホテルは､中国の山東

省に限らず､東南アジア諸国においても､中国人労働者に就職先を紹介する独特な仲介者の役割を果たし

ていた.Ta　Chen,　op,　cit,,　p,　13,

83　1bid,,　p｣3,

84沿アムール総督管区N.L｡ゴンダッチより首相LL｡ゴレミーキン宛て､1914年4月4日､HCToq-

HHE(『史料』)1997年1号､69-70頁｡

85　rpa8eB｡B｡(V,Vずラーヴエ)､前掲書､8-9頁｡

86上掲書､9-10頁,
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も少なくなかった87｡この頃の中国人渡航者の正確な統計は存在しないが､1906~1910年に

はおよそ40万人の中国人がロシアヘ出稼ぎの目的で渡ったと考えられる(表4-12参照)｡

表4　-　12　1906~1910年の極東ロシアにおける中国人出稼ぎ民の人数

行き先･ルート 渡航者(人) 帰還者(人)

芝尿･ウラジオストク 197,879 139,800

マンチュづア駅経由ザバイカル州ヘ 39,023 33,335

がグラーニ什ヤ駅経由沿海州ヘ 16,631 II,446

斉斉恰爾駅経由アムール州ヘ 70,902 48,837

松花江川を船 57,081 31,452

合計 381,516 264,870

出典:rpa8e　B｡B｡(V｡V.グラーヴエ)､前掲書､9-10頁.

　ロシア攻府が1911年に行ったアムール州と沿海州の労働力市楊調査によれぱ､109,000

人の労働者が工事で働き､両州の企業では36,241人(総数の33%)の中国人労働者が就業

していることが明らかになった88.そのうち､58%(21,222人)の中国人が民間企業89で､

さらに､国営企業でも多くの中国人が働き､ロシア陸軍省が行った兵合建設などのエ事に

従事していた労働者の55%(9.291人)は､中国人であり､1897年に開通したウスリー鉄道

の工事においても､2,485人の中国人が働いていた｡その他､沿海州では､中国人がウラジ

オストク商業港で働き､港湾施設である機械工場､更にセラーヴィン(田eJla　8HH)箪

事技師､イワノーフ(H8aHo8)軍事技師､ロビンスキー(Po6HHい(H負)少佐

が指導したウラジオストク要塞の兵舎と堡塁工事､アムール河艦隊の諸施設の工事に就労

し､内務省が行った工事では､260人の中国人が雇われていた9o｡

87上掲書､11頁.

88　Pa6oq[a　pblHol(　npHagypbg(『19H年の沿アムール地域労働力市場』)､前揚書､9

頁,

89上掲書､74頁｡

恥上掲書､10-11頁;rpa5eB｡B｡(vyグラーヴエ)､前掲書､374-377頁｡
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　また､アムール州においても､1910年には3,395人の中国人が働いており､その半分(約

2,000人)が､プラゴヴェシテンスク市のアムール州知事官合の工事で働いていた｡その他

の1,395人は､ブラゴヴェシテンスク市の軍事建設委員会､建設局､アムール商船株式会社

の工事で働いていた｡

　中国人は､短期間の仕事を終え､数ケ月分の賃金を一括して支払われることが多かった

ために､賭博宿､女郎星､アヘン吸飲所の餌食になり､帰途たびたび匪賊に襲われた91｡

　第一次世界大戦まで極東ロシアの金鉱山の労働者の大部分は中国人であった｡S｡D｡メル

クーロフによれぱ､砂金の豊富なアムール州ゼヤ地区では､1910年には金採掘者の90%が

清国人であった｡1911年､アムール州では､累計10,194の中国人労働者が働いており､同

州の労働者人数の85%を占め92､また､同年､沿海州では､14,501の中国人が働いていた93.

　また､1906~1907年には､ロシア地方当局が清国人の鹿の狩猟禁止楷置を講じた結果､

猟師小屋は8戸､獣猟の落とし穴は479ケ所まで激減した94が､清国人は狩猟を完全に断念

しないまま､出稼ぎを続けていた｡また､薬草採集者の農家は､1910年に158戸あり､海

草の採集も清国人によって続けられ気1910年には清国人と朝鮮人は､3,276トンの野菜を

生産した゛｡

　述べてきたように､1906~1916年には､清国人(1911年以降中国人)出稼ぎ者の主体は､

様々な工事に従事する非熟練労働者に代わっていたが､その出稼ぎ者の規模は大きく､ロ

シア企業にとって重要な労働力であった｡

91他の民族グループも､匪賊で強盗された｡例えば､1876~1878年､鉛海州に居住していたフィンランド

人は､匪賊の強盗が繰り返されたために､ウラジオストク市内へ移住することになった｡MaT8ee8

H,　rL　(Nゑマトヴェーエフ)､前掲書､118頁｡

92MeplcyJlo8C.双,(S公メルクーロフ)､前掲書､36頁｡

93上掲書､36頁.

94ApceHbe8B.K｡(V叉アルセーニエフ)､前掲書､112頁.

95　rpa8eB｡　B,(vyグラーヴエ)､前掲書､118-119頁｡海草採集者の農家は､沿海州において､

1880年には62戸､1910年には158戸があった｡ApceHbe8B.K｡(V｡Kアルセーニエフ)､前

掲書､118-119頁.

96Mepl(y　Jl　o　l　C｡　双｡(SjD｡メルクーロフ)､前掲書､32頁｡
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4-2-7　中国人移民の性格について

　第4-2節では､中国人(1911年までは清国人)の極東ロシアヘの移住について概観し､

その特徴を以下の点に留意して明らかにした｡

　第一に､中国人､とりわけ猟師と薬草採集人は､アムール･沿海両州の併合以前にも､

当時清国の領土であったこの地域において出稼ぎを行い､ロシアヘの併合後も白発的に出

稼ぎを続け､ロシアの行政機構がまだ十分機能していなかったこともあり､居住許可の取

得､納税の義務を果たさなかった｡

　第二に､出稼ぎ者の一部は､山東省の商人によって組織化された｡山東省の商人は､都

市部の商店､｢財東｣という商人の特殊なネット･ワークを形成し､アムール･沿海両州

の各地において､焼酎､タバコ､塩､砂糖､麻布などを毛皮､薬草､朝鮮人参などに交換

するバーター貿易を初め､また諸形態の商取引を行った｡その商業活動は､ロシア人商人

がまだ少数であった19世紀後半においては､支配的であったが､20世紀初頭になり､ロシ

ア人､日本人､ドイツ人との競争に直面し弱体化した｡

　第三に､ロシア政府は､極東地域を軍事拠点と捉え､国家予算から軍費を支出し､軍港､

要塞の堡塁などの整備の進展のために､また労働力不足の解消のため､ロシア人労働者の

みならず､中国人の非熟練労働者を積極的に導入した｡その結果､中国人労働者は､1880

年代から1917年のロシア革命まで､農業､林業､建設､商業に広く従事し､当該地域の

労働者の過半数を占めることもあった｡

　第四に､自発的な性格をもった情国人の出稼ぎは､1910年代には山東省の斡旋会社によ

り､第一次世界大戦期にはロシア企業のエージェントによって組織化されるようになった｡

　こうして､清国人社会は､猟師や薬草採集人を引きつけた沿海州やアムールの大自然､

出稼ぎを組織した山東省商人の商業活動､ロシア攻府が促した当該地域の都市化と開拓と

いう三つの要因によって形成されるようになった｡中国人社会は､ー貫して､上層市に貿

易商､中下層部に非熟練労働者､金採細者､猟師などを含む多様な要素によって構成され

ていた｡
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4-3　極東ロシアにおける朝鮮人社会の生成と発展

　本節では､極東ロシアにおける朝鮮人社会の生成と発展の過程を通時的にたどり､極東

の発展段階に応じて次の三つの時期に分ける｡第一期の｢生成期｣は､沿海州･アムール

州がロシアに併合された1860年から1884年の24年間である｡第二期の｢最盛期｣は､朝

鮮人のロシア国籍の取得が認められた1884年から1898年の14年間である｡第三期の｢変

容期｣は､政治亡命者が加わり朝鮮人社会が大きく動揺した1898年から1916年の18年間

である｡

4ふ1　1860~1884年の朝鮮人移民社会の生成期

　極東ロシア地域にはじめて朝鮮人が現れたのは､この地域のロシアヘの併合前といわれ

ているが､明らかな記録は1863年のノヴオゴロドスキー哨所長レザーノフ睦軍中尉が沿海

州軍務知事に宛てたレザーノフ陸軍中尉の1863年11月30目の第205号報告書であった97.

　朝鮮人は､豆満江(図椚江)の左岸の目本海に面する地域がロシア帝国に割譲される前

から､この地域に流入していたが､最初の朝鮮人の流入についてもそれが何年のことかに

ついても不明である｡

　朝鮮北部の地形は農業に不適である山岳地形であり､VVグラーヴエによると､土地も非

常にやせており98､とくに咸鏡北道では人口密度も高く未開墾地もなかった｡さらに､清朝

政府は､漢人と同様に朝鮮人にも咸鏡北道と隣接の満州での開拓を禁止していたが､朝鮮

人農民は水深の浅い豆満江(図椚江)を鍍り､隣接満州の｢間島｣地域或いはロシアの沿

97　rocy刄apcT8eHHbla　apxHB　　HpKyTCKo自　o6JlacTH(以下に

rAHO),Φ｡24,0　n　jl/3,4.24JL2-3(イルクーツク州国立公文書館､24-I】/3-24､2-3頁)､レザー

ノフ陸軍中尉の第205号報告書､1863年11月30日;　HaceEHH　H｡Kope14uhl　npH-

aMypcKoro　Kpag.　}KypHaJI　MHHHCTepcTBa　HapoμHoro

npoc8eLueHHg｡!904,n0.3.Cj(N.ナセーキン｢沿アムール地方の朝鮮人｣『文部省の雑誌』第3

号､1904年､1頁);　rpa8e　B｡　B｡(V,V.グラーヴエ)､前掲書､128頁｡

98　rpa8eB,B｡(vyグラーヴエ)､上掲書､130頁｡
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海州へ日帰りの出稼ぎ､また季節出稼ぎに行くようになった99｡

　小集団の朝鮮人農民は､満州で収種を終えた後､冬期には朝鮮に帰っていたlooが､1860

年代の前半､朝鮮北部で士地を持たない朝鮮人は､人口が希薄であったロシアの沿海州に

定住しはじめた｡朝鮮人の定着時期に関して､1990年代に入り､ロシア人研究者の間で次

のような論争が始まった｡

　S.G｡ナムは､朝鮮人はすでに1840~1850年代に､すでに､この地域に定着していた1o1と

主張するのに対し､A｡1ペトローフは､朝鮮人の移住がロシア人の沿海州の開発に起因して

いると述べ､1863年以前にはロシアヘ渡航した朝鮮人はいなかったと主張している1o2.

　イルクーツク州国立公文書館に保管されているウラジーミル･ヴィースレネフ(BJa-

μHMRp　BHCJeHeB)七等文官が1878~1879年に作成した定着的清国人･朝鮮人･

シベリア先住民の名簿lo3には､朝鮮人が沿海州に定着した年が記されているが､これには

1863年以前の定着を示す痕跡はない｡

　S.G｡ナムが指檎したように､1840年代には沿海州に朝鮮人が出稼ぎに来ていた可能性は

あるものの､彼らは短期間で帰国する出稼ぎ者であり､定着的移民の出現はロシアの沿海

州の開発に伴い､1863年以降に到巣したであろうと考える｡それは､朝鮮人が扱う食肉や

99日本軍のシベリア干渉時の1922年の調査によると､沿海州の朝鮮人の約90%は､咸鏡北道の出身者で

あった｡AHocoB　C.八｡Kope負Ubl　B　yccypH11cKog　Kpae｡xa6a-

po8cl(-BJla･H8ocTol(,1928.C.6-フパS.D,アノーソフ『ウスリー地方の朝鮮人』ノヽバロフス

ク･ウラジオストク､1928年､&7頁).

100　JI　H　KB　a　H　r}○｡　KopeiicKaH　jlHacnopa　B　MHpoBOM　KOHTe‾

l(cTe,　3THorpaΦHqecKoe　o6o3peHHe.　地3川993,　C,　28.　(リ･クワン･

キュ｢世界中の朝鮮人移民｣『民族学評論』3号1993年､モスクワ､28頁)｡

101　HaM　C｡T≒　PoccH負cKHe　Kope負Ubl　:　HCTopH只　H　KyJlbTypa

(1860-1925　r　r　｡　)Mocl(8　a,1998.C26.(S｡Gサム『ロシアの朝鮮人:歴史と文化(1860-1925年)』

モスクワ､1998年,26頁).

1o2　neTpo8　A｡　HパA.Lペトローフ)､前掲書､55-57頁.

1o3この調査で作成された名簿は､イルクーツク州国立公文書館(24-10-333/K2H8)に保管されており､

『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』にも掲載された｡C6opHHE　rJa8He負mHX

oΦHUHaJIbHblx　μOKyMeHTo8(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』)､第4巻

第2号､1883､152-176頁.
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穀物の買い手はロシア人であり､沿海州にロシア軍が駐屯し､ロシア人がいなければ定着

し得なかったからであり､この点からも､基本的にA｡Iペトローフの観点に同意したい｡

　1860年代初頭に露朝国境周辺地に到来したロシア人の日記や､イルクーツク州国立公文

書館の史料によれぱ､1861年以降､咸鏡北道北部の農家は､出国禁止令を犯して度々豆満

江を渡りロシア人に雄牛を売っておりlo4､この取引に成功した朝鮮人は､母国に近い沿海

州のポシエット区に定着することを決意したと想像され､またイルクーツク州国立公文書

館の史料によれぱ､1863年には13世帯の朝鮮人がポシエット区のノヴゴロドスカヤ湾の沿

岸に定住したと記録されている1o5.

　1864年9月21日､ノヴオゴロドスキー哨所長レザーノフ中尉は､沿海州軍事知事に､｢朝

鮮人がチジンヘ川沿いに定住し農業に着手した｣と報告し1o6､1864年中には､素計60世帯

308人の朝鮮人がロシアの沿海州へ家族とともに渡り､チジンヘ川沿いの227デシヤチーナ

　(247.4ヘクタル)の土地に定住しlo7､朝露国境から約40キロメトル離れたチジンヘ村を

築き､同年に中にセチェトンとチヤピゴウという二つの村に分かれた｡さらに､朝鮮人は

1864年には､ヤンチヘ川沿いにヤンチヘ村､シジミ川沿いにシジミ村､アジミ川沿いにア

ジミ村､その他に､クラッベ村､フダワイ村という五つの村を築いたlo8(資料4-3｢沿海州

における朝鮮人村の地図｣262頁)｡その結果､朝鮮人はほとんど無人であったウスリー地

方の川沿いに定住するようになり､さらにロシア政府が朝鮮人に自由に開墾させたために､

ますます入植者が増えた｡

　引き続き1865年には､60世帯の朝鮮人が沿海州の南のチジンヘ川沿いに入り､さらに同

1o4　nal(B.瓦　PoccHa　H　Kop　･e　L　M｡,1979.(B｡D｡パク『ロシアと朝鮮』モスクワ､1979

年),35　-　36頁;rAH0,4)｡24.0　n　jl/3,μ.24jL2-3(イルクーツク州国立公文書館､24-II/3-24､

2-3頁)､レザーノフ睦軍中尉の第205号報告書､1863年11月30日.

lo5　rAHO(イルクーツク州国立公文書館)､24-11/3-24､2,3頁､レザーノフ陸軍中尉の第205号報

告書､1863年11月30日;HacegHH　H｡(Nサセーキン)､前掲書､1頁;　rpa8e　B｡B.

　(vyグラーヴエ)､前掲書､128頁｡

106
rAHO(イルクーツク州国立公文書館)､24,11/344､2,3頁､レザーノフ陸軍中尉の第205号報告書､

1863年11月30日;HacelcHH　H｡(N｡ナセーキン)､上掲書､1頁｡

107

1(瑞

rpa8eB｡B｡(VV.グラーヴエ)､前掲書､128頁｡

AHoco8　C｡旦.(S｡Dフノーソフ)､前掲書､6頁｡
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年に165世帯の移住もあ引気チジンヘ村では､1年余で100世帯も増加したことになる1犬

さらに､1867年､ヤンチヘ川沿いに居住していた斬鮮人は､下ヤンチヘ村､上ヤンチヘ村

に分かれ､シジミ川沿いに居住していた朝鮮人は下シジミ村と上シジミ村に分かれた｡他

にも､ケドロヴアヤ･パーディ(ツィムヘ)村を築き､1867年の沿海州の朝鮮人総数は､

ljl5人に達したlll｡

　翌1868年になっても､朝鮮人は､ロシアベ移住を続け､沿海州スチヤーン地区において

も､ニコラエフカ村､翌1869年にはバラノフカ村を築いたll2.

　i860年代に沿海州へ移住した朝鮮人は､露朝両国の国境警備隊がほとんど配備されてい

なかったこともあり､北上して､水深の浅い豆満江を渡り､直接沿海州ボシエット地区に

入った｡他には､鴨緑江河口を経て｢間島』地方の環春かクラスノエ･セロ村を経由し､

ポシエット地区に入るルートもあった｡多くの移住者は､ボシエット地区に入った後､ま

ず､朝鮮人先駆者が築いたファタシ､ヤンチヘ､チジンヘの村を経由して､沿海州のあら

ゆる地区に入り113､新しい村落を築いた｡このように､朝鮮人はただ国境周辺地に留まる

ことなく､沿海州各地へ分散し､最も集中したのはポシエット地区であった｡

　以上見たように1863年から1869年にかけて､およそ2,000人の朝鮮人がロシア領の豆満

江の左岸に渡り､定住し農業を始めたが､帰国した者もいたため､ロシアでは土地を自由

に入手できるという情報が伝えられ､この情報が1869年後半に始まった朝鮮人の多様な移

住のひきがねとなった｡

　1869年に朝鮮では水害のため飢餓が起き､朝鮮人は同年9月末から､小集団で朝露国境

109

110

rpa8e　B,　B.(vyグラーヴエ)､前掲書､128頁｡

HacegHu　HパNサセーキン)､前掲書､1頁.

111λT｡クージン著､岡奈津子訳､田中水絵訳『鉛海州･サハリン:近い昔の話(翻弄された朝鮮人の歴

史)の統計･地理･経済概説』凱風社､1998年､25頁｡

112　KHM　CblH　XB　a｡OqepKH　no　HcTopHH　coBeTCKHX　Kope爺aeB｡

AJlx　a-AT　a,1961　C｡33,(金承化『ソビエトの朝鮮人史の概要』アルマ･アタ､I%5年,33頁)｡
ll3　POCCHJ11cKH貪　rocy4apcT8eHHbl貧　H,cTOpH9ecKM自　:apxilB

(PrHA双B),ゆo　H　1　1,　0　n,1,　L703.jl　,14,　41.58-60,66,77,62(極東地域国立ロシア歴史公文書

館､I↓703､14,41.58-60,66,77頁);necouKH爺　B.丑.(yDパソーツキー)､前掲書､31頁｡
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を越えはじめ､11月初頭から､その数が大幅に増加し､11月末から12月初頭までの2~3

週間で､4,500人の朝鮮人がロシアヘ渡るなど､その数が飛躍的に増加した｡

　朝鮮の国境警備隊は､移住者に対して､｢徹底的に包囲網を張り､彼らをもとの場所へと

一斉に追い立て､弓や銃で撃ち､男は―人残らず殺害し､女だけを生かした｣114.さらに､

一部の朝鮮人は､朝露国境ではなく､満州へ入ってロシアヘ入った｡しかし､満州を通過

する時､満州人の国境警備隊により殺害された事件も多く発生した115.しかし､多くの朝

鮮人移住者は深夜に国境を越えたため､朝鮮とロシアの国境警備隊は彼らを阻止すること

が出来なかった｡

　1869年末から1870年初頭にかけて､ロシアに渡った朝鮮人総数については､様々な数宇

があげられており､たとえぱ､&D｡アノーソフは6,500人､マクシモフは9,000人､F,F,プッ

セは8,000人がロシアに渡ったと指檎している116.

　ロシア政府の東アジア系移民に対する政策については､第三章で詳しく分析したが､こ

こでロシア当局が朝鮮人定住のため持った楷億について簡単に触れておく｡沿海州軍事知

事は､入国した多くの朝鮮人の生活を早急に安定させるために､すでにポシエット地区に

定住していた朝鮮人に播種用種子､役畜､農具などを与え､さらに朝鮮人移住者を分散さ

せるために､北部のスイフン地区に移住させ､朝露国境からおよそ100キロメトル以上離

れたスイフン地区にも､朝鮮人の村が姿を現した｡スイフン地区に築かれた七つの村に定

住した朝鮮人は､3,192デシヤティーナ117(3479.3ヘクタル)の土地を占有していた｡その

うち､329人の朝鮮人はクロウノフカ村､490人はプツィロフカ村118､280人はコルサコフ

カ村､150人はポクロフカ村､127人はコンスタンチノフスキー村､147人はカザケヴィテ

フカ村､93人はシネリニコヴオ村に居住し､合計330世帯の1,616人の朝鮮人が居住し､

さらに､朝鮮人の一部は､ウラジオストク市にも来ており､1870年頃には､朝鮮人が定住

114　A.,T.クージン､岡奈津子､前掲書､23頁.

116HaceEHH　H｡(N.ナセーキン)､前掲書､2頁,

ll6　AHoco8　C｡双,(SJ)｡アノーソフ)､前掲書､6頁,

117　rpaseB.B｡(V.V｡グラーヴエ)､前掲書､128頁,

118　KH14　CHH　X8　a(金承化)､前掲書､33頁｡
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していたウラジオストク市の一地区は､｢新韓村｣と呼ぱれるようになり､また､1871年に

は､輔露国境の近くにフアタシ村をも築いていた｡

　ここで､沿海州スイフン地ぽのブツィロフカ村を取り上げて､ロシアに定住した朝鮮人

がどのように村を築いて､安定した生活を求めたかについて述べる｡

　朝鮮人がプツィロフカ村を築いた場所は以前は森林であった｡最初に定住した10世帯の

朝鮮人は､簡単な家を建て､木製･鉄製等の簡単な農具を用いて､播種のために土地を開

墾し､定住の年には､彼らは3デシャチーナ汪27ヘクタル)の土地にアワ､ジャガイモ､

とうもろこしを蒔き､翌年､ロシア政府から牛二頭を賃い､土地を耕し､元の3倍余の土

地にアワ､ジヤガイモ､とうもろこし､野菜､穀物を蒔いた｡この二年間朝鮮人はロシア

政府からアワなどの種の購入のために補助を受けていた｡例えぱ､二年目に､プツィロフ

カ村の住民はあらためてロシア政府から30銀ドルの融資を受け､惰国の三忿ロ(サンチャ

ゴウ)市で収穫物の一部を情国人に売却し､種､牛､馬を購入し､三､四年目には､プツ

ィロフカ村の朝鮮人の生活が安定した｡プツイロフカ村に定住した朝鮮人が頻鮮の親戚に

ロシアでの成功が伝えたこともあり､ロシアヘ出稼ぎに行く朝鮮人が増え､その一郎はプ

ツィロフカ村に定住した119｡このように､ロシア政府の補助を受けながら､朝鮮人は農業

に従事することによって生活を安定させた｡

　さらに､アムール州にもロシア政府によって唯一の朝鮮人村-プラゴスラヴェンノエ村

-が築かれた｡　1870年､N｡P.シデーリニコフ(HJI.CH4eJlbHHI《o8)東シベリア

総督は､多くの朝鮮人が沿海州南部へ移住したことを知り､アムール州を訪間し､アムー

ル･コサック歩兵部隊に穀物､野菜などを供給するために､朝鮮人の500人をアムール州

へ移住させるように沿海州軍事知事に提案した｡彼は､パダシェンコ(na4ameHI(o)

アムール州軍事知事に､朝鮮人の移住者用住宅の建設､1872年の収穫時までの食料品､穀

物などの播種用種子､役畜､農具の供与を命じた12o｡これにより､ロシア政府は住宅建設

ll9　Ha　c　e,(HH　HパN｡ナセーキン)､前掲書､12-13頁｡

120　KH　p　H　jl,Jl　o　B　A.B｡Kope鈴ub!　ce4a　BJlarocJloBeHHoro,npH-

aMypcKHe　Be40MocTa,1895.玲58　(λV｡キリーロフ｢ブラゴスラヴェンノエ村の朝鮮

人｣『沿アムール報知』1895年､58号)｡
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に2,759ルーブルヽ15ケ月間の食料品の供与にフ,700ルーブル､播種用種子の供与に1.192

ルーブルヽ衣服の供与にI,620ループル､独身男性の就職手当てに1,620ルーブル､合計13,651

ルーブルの支出を決定したが､実際には､予算を超える15,300ルーブルを支出し121､ロシ

ア当局は朝鮮人に32,760キログラムの穀物､16,380キログラムの穀粉､播種用種子､衣服､

役畜､農具などを供与し､さらにブラゴスラヴェンノエ村に80戸の住宅､公衆浴場の建物､

学校､教会を建設した｡

　1872年には､沿海州軍事知事の命令により､103世帯の朝鮮人(男子246人と女子135

人)が沿海州のポシエット地区からアムール州へ送られ､プラゴヴェシテェンスク市から

584キロメートル離れたサマルカ河口にブラゴスラヴェノエと呼ぱれた村を築き､世帯毎に

ロシア政府から100デシヤチーナ(109ヘクタール)の土地が分与された｡また､アムール

州当局は､プラゴスラヴェンノエ村の朝鮮人に､極東ロシアヘ移住したロシア人と開様に､

1861年4月27日の元老院の勅令により､人頭税は20年間､土地税は無期限に免除した1吼

こうして､ロシア政府はアムール･コサック軍に食料品を供給する目的もあって､コシア

人農民がほとんどいない土地へ朝鮮人を移住させ､農業を始めさせたが､1872年には､水

害のために作柄が悪《､アムール州軍務知事はプラゴスラヴェンノエ村の村人に食料品を

供与している｡

　翌1873年は豊作のため､プラゴスラヴェンノエ村の朝鮮人の生活は安定し､自給白足が

可能になり､ブラゴヴェシテェンスク市民とアムール･コサック軍にも野菜､穀物などを

供給していた｡

　1872年以降に朝鮮人移住者が築いた村は､主として朝露国境近くに多数位置しており､

例えぱ､1875年に築かれたクラスノエ=セロは､朝露国境から2キロメートルの距離にあ

り､さらに､1880年､チジンヘ村とヤンチヘ村に住んでいた朝鮮人の一部は､新規移住者

121　KHpHjJlo8　A,B.(A｡V｡キリーロプ)､上掲書､2,5頁;vyグラーヴエによれぱ､ブラゴス

ラヴェノエ村へ朝鮮人を移住するための予算は､16,570ループルであった｡rpa8eB｡B｡(vyグ

ラーヴエ)､前掲書､129頁.

122　KHpHJIJlo8　A｡B｡(λV｡キリーロフ)､上掲書､2,4頁;rpaBe　B｡B｡(vyグラーヴ

エ)､上掲書､129頁｡
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とともに､朝露国境から10キロメートル以東の鴨緑江川沿いにザレチエ村を築き､一方､

1879年にはアンバンビ村､1880年にはリヤザノフカ村が国境から70キロメートルに離れ

て築かれた｡さらに､1884年にはペスチャナヤ村とクレルキ村､1885年にはモングガイ村､

1890年にはスチャーン川沿いにタウデミ村､i890年にはアンドレエフカ村とモングガイ村

が朝鮮人によって開かれた123.

4-3-2　1884~1898年の朝鮮人移民

　第一章で考察したように､1888年にロシアと朝鮮は陸上貿易協定を締結した｡それによ

り､朝鮮人移民のロシアヘの入国が制限され､従来より厳しく管理されるようになり､ロ

シアに入国した朝鮮人は新たに村が築かれることはなかった｡従って､朝鮮人村は､1890

年以降に増加することなく､35に止まったままであった(図4-13参照)｡

表4-13　沿海州とアムール州における朝鮮人村と朝鮮人人口

開基年 新しく築かれた村の名前 桁数

1864 チジンヘ､下ヤンチヘ､下シジミ､クラッベ,､下アジミ､フダワイ 6

1867 上ヤンチヘ､ケドロヴァヤ･バーディ(ツィムヘ) 8

1868 ニコラエフ力 9

1869 コルサコフスコエ､クロウノフカ､プツィロフ力 12

1870 クロウノフカ､プツィロフカ､バラノフカ､ポクロフカ､コンスタ

　　ンチノフスキー､カザケヴィテフカ､シネリニコヴオ

19

1871 ファタシ 20

1872 ブラゴスラヴェンノエ､上アジミ､上シジミ 23

1875 ペシシャナヤ=セーヴェルナヤ(プクサホン),ナゴールノエ(二

　　　　　　　ブルミ)､クラースノエ=セロー

26

1878 チュリヘ､ブノレシエ 28

1879 アンパンビ 29

1880 リャザノフカ､ザレチエ 31

1884 クレルキ 32

1889 タウデミ 33

1890 アンドレエフカ､モングガイ 35

出典:necouKH藍　B｡双｡Kope負cKH負　Bonpoc　B　npHaMypbe｡TpyzlM　AMyp-

cKoa　9xcnelHuHH.BMnycx　lla,xa6apollcx,1913,C｡1749.(V｡D｡ペソーツキー『沿ア

ムール地方の朝鮮人問題:アムール探検隊の論文集』､1913年､13頁);yH7ep6eprepn｡ゆ.npMagyp-

cxH負　xpa費　3　1906-1910　r　L　C　n　6,,　1912,　C　j05-106レBJla413oc7ox(ウラジオストク)､I卯5年､第

21-36号｡

123

KHg　ChIH　X8a(金承化)､前掲書､33頁.
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　このうち､ヤンチヘ村､アジミ村､シジミ村には｢上｣と｢下｣124がつくニつの村に分

かれ､これを勘案した一部の資料では沿海州の朝鮮人村数を32と記しているが､ブラゴス

ロヴェンノエ村を除いて､全ての村は沿海州にあった｡

　さらに､P｡Fカンテルベルゲル総督によれぱ､朝鮮人は沿海州とアムール州の69のロシ

ア人町村に居住していた125.

　1890年以降も朝鮮からの移住者がロシアヘ渡っており､例えぱ､1894年には､朝鮮から

は､3,995人がウラジオストク､5,985人がアムール州､合計9,980人の移住者が渡航した126.

とくに､1895年の春以降は朝鮮からの移住者が沿海州へ鋸年入っていた｡その多くは､沿

海州の南だけではなく､800キロメートル北のハパロフスク市とハバロフスク郡へも渡って

いた｡沿海州の朝鮮人の総数は､1898年1月1日には23,000人､i899年には27,000人､

1902年には32,298人になっていた127.

　第三章で述べだように､1892年以降は外国人による土地の購入が禁止されたために､朝

鮮人の多くは､ロシア人農家､朝鮮人の漁船､木材の伐採･製材所などで､非熟練季節労

働者として仕事を探していた｡チェルニヤエフ(qepHge日)七等文官の調査では､1893

~1894年には､117人の朝鮮人が朝鮮人村で､336人がコサック人村で､1,350人がロシア

人の土地で､650人は森林事務所の企業の土地に居住していた128.

　さらに､1891年後半､朝鮮人は､はじめて金鉱山｢ヴェルヘネ･アムルサカヤ･コムパ

ニヤ｣(BepxHe-Axypcxaa　l(oHrlaHHg)に姿を現した｡第三章で考察し

たように､鉱業法の第667条により朝鮮人の金鉱山への雇用は許可されていなかったが､

アムール州の金鉱山においては､1891~1892年には470人､1892~1893年には1,050人が

124この｢上｣と｢下｣にわけられた理由は､村が川の両岸に築かれ､自然に二つの部分からなっていた

からである｡

125　yHTeH6eprep　n｡φ｡npHaMypcKHa　Kpa兪　B　1906,1910　r　｢

cn6.,191o=｡c｡lo5,1o6パRF｡ウンテルベルゲル『19o6~1910年の沿アムール地方』サンクト･

ペテルブルグ､1910年､105-106頁)｡
126

PrHA八B(極東ロシア地域歴史国立公文書館)､】↓1502､56頁｡

127necougH負　B,μ｡(vj)｡ペソーツキー)､前掲書､6頁｡

128　P　rHA　刄B(極東ロシア地域歴史公文書館)､14-1502､56頁｡
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従事しており129､1903年の鉱業法の第661条第12項が改正され､朝鮮人の雇用が正式に

許可されたが､金鉱山の朝鮮人の割合は25%に制限された｡

　朝鮮人はアムール河で漁業に､或いは金の採掘所で従事した1から2年の間の貯金で土

地を借り､賃借料として収穫の50%を土地所有者に支払い､数年後には朝鮮から家族や親

戚を呼び寄せた13o｡

　ロシア国籍を持った朝鮮人も､国境から離れた地域でのロシア国有地の耕作が許可され､

ホール川沿のアレクサンドロ･ミハイロフカ村､イマン川沿のルキヤノフカ村やアヴグス

トフカ村を築き､1898年までにはホル川､キイ川などの沿岸にも朝鮮人が分散して住みつ

いた131｡

4-3-3　1898~1916年の朝鮮人移民社会の｢変容期｣

　朝鮮人の分布を見ると､1910年9月1日の時点では､極東ロシアに居住していた53,373

人の朝鮮人のうち､%%に当たる51.454人が沿海州に132､2.8%に当たる1,538人がアムー

ル州に133､さらにOブ71%に当たる381人がザバイカル州に134居住していたことから､朝鮮

人の圧倒的多数が沿海州に集中していたことが明らかである｡

　さらに､沿海州に定住した朝鮮人のうち､およそ5万人以上が沿海州の最甫部である甫

ウスリー地方に集中しており135､そのうち､32,984人(6,706世帯)が六つの警察管区に居

住していた(表4-14参照)｡例えぱ､1910年の統計によれぱ､極東ロシアの朝鮮人の81%

以上は､沿海州のニコリスク･ウスリースク郡､オリガ郡､イマン郡に集中していた｡

129　rpa8eB.B｡(vyグラーヴエ)､前掲書､145頁.

130

KHX　CHH　X8a(金承化)､前掲書､33頁.

131上掲書､40頁｡

132

133

134

135

necoukH負　B､双.(vjlペソーツキー)､前掲書､6頁｡

rpaleB｡B｡(vyグラーヴエ)､前掲書､416頁｡

前掲書､415頁.necoul(H数　B｡双｡(V｡D｡ペソーツキー)によると､378人.

yHTep6eprep　n｡4)｡(P｡F汐ンテルベルゲル)､前掲書､105-106頁｡
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表4-14　1910年の沿海州における朝鮮人人口分配

市と郡 戸数 人数

ウラジオストク 88 3,465

ハバロフスク -

529

ニコリスク 813 2,353

ニコラエフスク - 1541

ニコリスク･ウスリースク郡 - 28,718

オリガ郡 一 10,512

イマン郡 - 2,716

ウドクスコイ郡 ･･ 1,204

ハバロフスク郡
=

1,160

合計 = 51,454

出典:KloHep　H｡B｡CTaTHcTHKo-reorpa(1)HqecKHn　H　3KOHOMHqecKHa

o9epk　KopeH.q.1.BJaμH8ocTox,1912.C｡253バN.V｡キューネル『朝鮮の統計･地理･経済

概説』第1巻､ウラジオストク,1912年､253頁);｢lecouxHn　B｡μ,(V.D｡ペソーツキー)､前掲書､153頁｡

表4-15　1910年の南ウスリー郡における朝鮮人人口分布

地区名 戸数 人数(人)

ポシエット警察分署 1708 10906

ラウドリノエ警察分署 1283 5214

スイフン警察分署 1307 76050

ハンカイスキー警察分署 48 294

ヴェルヘネ･ウスリー警察分署 245 II80

スチヤーン警察分署 1797 フフ92

ポルタワ･コサック村の地区 195 923

グロデコヴオ･コサック村の地区 130 595

合計 6713 102.954

出典:yHTeH6eprep　n｡φ｡(P｡F｡ウンテルベルゲル)

表4-16

『沿アムール地方』､前掲書､105-106頁.

1910年のアムール州における朝鮮人人口分布

地区名と郡名 男性 女性 合計

プラゴヴェシチェンスク市 315 42 357

ゼヤ市 576 3 579

アムール郡 124 26 150

アムール･コサック地区 198 4 202

ゼヤ山地警察分署 150 - 150

ブレヤ山地区 50 5 55

アムール鉄道工事地区 45 皿1 45

合計 1,458 80 1538

出典:　necouxH数　B｡双八V｡D｡ペソーツキー)､前掲書､154頁｡
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表4-17　1910年のザバイカル州における朝鮮人人口分布

地区名と郡名 人数(人)

チタ市 53

シルコ･アルグニ山地警察分署 28

ホロゴチンスキエ金採掘場 165

ウシチ･ナリイスク地区 14

バルグジン山地区 70

ネルチンスク郡 48

合計 378

出典:　necouEH負　B.八八V}ペソーツキー)､前掲書､155頁｡

　1910年の日本の朝鮮併合による植民地化が進展したこともあり､朝鮮人のロシアヘの移

住は急増している｡朝鮮半島の中部･甫部から沿海州へ渡った移住者の多くぱ､元山港､

咸興港､清津港からウラジオストク港へ渡ったが､一部は日本を経由した136.例えぱ､1910

年1月､チェンヂン(清津)港から｢小倉丸｣で神戸経由の81人､チェンヂン港から｢深

川丸｣で朝鮮人の416人が直接到着した｡客船を利用してウラジオストクに到着した朝鮮

人の数は､1910年2月には331人､3月には748人､4月には842人､5月には､360人､6

月には%人､8月には119人､9月には225人､10月には249人､11月には327人を数え､

合計2,004人であった137｡朝鮮人移住者の多くは､朝露国境を越え､沿海州に入ったが､20

世紀初頭になり､ロシアヘの移住が増加した時期には､客船を利用した朝鮮人も少なくな

《､いずれのルートを選択するにしてもそれを仲介する業者はなかった｡例えぱ､ロシア

の統計資料によれぱ､沿海州ウスリー地域だけで､1914年には64,309人､1917年には81,825

人の朝鮮人が居住していた138｡それ以降も､朝鮮人のロシアヘの移住は､続いていおり､

136

例えぱ､1875年にウラジオストクヘ向かった瀬脇壽人日本貿易事務官は､同じ船で日本を経由した朝

鮮人がいたと述べている｡KaTO　KK)μ3　o｡　CH6Hpb　B　cepJue　anoHuE　M,j992.

C｡5.(加藤九祚『日本人の心にある中のシベリア』モスクワ､1992年､5頁.)

137
PrHA双B(極東地域国立ロシア歴史公文書館)､前掲書､I-12-703､4,8,14.27.41,58,59,66,77,%,

H8.,124.131.146頁｡

138　AHoco8　C｡双｡|(S｡D.アノーソフ)､前掲書､8頁;　PrHA刄B(極東地域ロシア歴史史料

館),､P400･2,32頁｡
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とりわけ三･―独立運動(1919年3月1目)以後急増した139｡

　4-3-4朝鮮人移民の経済活動一農業を中心に-

　すでに述べたように､朝鮮人のおよそ80%は農業に従事した｡ロシア地方当局が供与し

た100デシヤチーナの(109.9ヘクタール)の土地は､沿海州の朝鮮人社会の生活の安定や

繁栄のきっかけとなった｡

　1908年初頭には､南ウスリー郡の13区に､13,676人(2,290世帯)が居住しており1゛､

ほぽ全員が農業に従事していた｡ロシア国籍の朝鮮人が所有した土地の総面積は､9,127デ

シヤチーナであり､非ロシア国籍の朝鮮人が16,470デシヤチーナの土地を借地していた141.

　朝鮮人の農業移民は､母国と同様の土壌や気候を襲業に適切に利用し収穫をあげていた｡

つまり具体的に､朝鮮人は､沿海州の気候がモンスーン的であり､低地の平野の多いこの

地域の温地率を知り､丘の西南面の土地を利用したが､この気候や土壌の特微に慣れてい

ないョーロッパ･ロシアからの農業移民142は､朝鮮人から無業のやり方を習得しない限り､

収穫をあげることは不可能であった｡

　100デシャチーナの(109,9ヘクタール)の土地の約1害リが穀物栽培に適しており､朝鮮

人は毎年､土地を全て同時に使用してアフ､ヒエ､マメ､トウモロコシ､オートムギ､米

の種を播いた143.米(1916年から)やアワは､朝鮮人がそれを栽培する以前には､栽培さ

れておらず､朝鮮人によって新しく紹介されることになった(表4-18参照)｡

139　Ba6HqeB　H｡yqacTHe　KHTaacKHX　H　Kope負cKHX　Tpyμ只-

眼Hxc只　B　rpax刄aHCKo銭　BoaHe　Ha　双aJlbHeM　BocTOKe.T　a　uJ-

keHT,1959,CjフパI.バビチェーフ『極東ロシアの国内戦争時の中国人と朝鮮人労働者』タシケント､1959年､

17頁)｡

14o　PrHA刄B(極東ロシア地域国立歴史公文書館)､87-4-1593､13-26頁;KHg　CbIH　X8a(金

承化)､前掲書､45頁.

141上掲書｡

142沿海州とアムール州へ移住したロシア人典民は､極東地域の気侯と土壌になれていなかった.AHo-

co8　C｡μ｡(&D｡アノーソフ)､前掲書､フ頁｡

143　nec　oulくH萱　B｡ふ(V｡Dパソーツキー)､前掲書､85頁.
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表4-18　朝鮮人農民の作り付け面積(ニコリスク･ウスリースク区､スチヤーン区､オリ

　　　　　　　　　　　　　　　ガ区)1914~1917年
栽培植物名 1914 1914 1915 1915 1916 1916 1917 1917

作り付け

面積

朝鮮人農民

作り付け

面積の割

合(%)

作り付け

面積

朝鮮人の

り付け

全面積の

合(%)

作り付

面積

朝鮮人の

り付け

全面積の

合(%)

作り付け

面積

朝鮮人の

り付け

面積の

合(%)

アワ 6500 63 7800 55 9300 40 9400 43

マメ 1500 13 2300 16 3000 15 3800 18

コメ =
- -

- 1600 8,6 1600 7,5

トウモロコ

　シ

1300 11,5 2300 16 2950 14,7 2980 13

オートムギ 1200 10,5 1500 10 2500 12 2500 12

コムギ 300 2 400 3 1400 フ 1300 6,5

ソバ 100 = 100 W 500 - 300 ミ

ライムギ - W ミ
~ = 〃 200 W

アマ - - - 4 W ~ 100 =

出典:　KHs4　CblH　X8a(金承化)､前掲書､ 46頁｡

　表4-19に示すように､朝鮮人農民は､1913年には､沿海州の農業地の02%に当たる43,095

デシヤティーナを利用したが､彼らが収穫した穀物や野菜は､沿海州の農産物の大きな割

合を占めていた｡

表4-19　階層による土地の分配1913年

単位:デシヤティーナ)(単位:テシヤテイーナ

階層 アムール州 沿海州 沿アム嗜総督管区全体

1901年以前に100デシヤティー

が分与された農民の土地面積

1,042,661 1,336,500 2,379,161

1901年以降に15デシャティーナ

が分与された農民の土地面積

3.416,770 1,503,038 4,919,808

朝鮮人農民の土地面積 - 43,095 43,095

コサックの土地面積 5,800,000 9.000,000 14,800,000

合計 9.216.770 11,882.633 22,142,064

出典:C6opHHX　MaTepHaJIOB　no　noJIMTHqec.xoMy　H　9xoHOMHqecKOMy

coc7ogHHlo刄aJI5Hero　BocToxa｡MHTa,1923.C｡13L(『極東地域の政治と経済状況に関する

資料集』､チタ､1923年､131頁);KHX　CbIH　xl3a(金承化)､前掲書､45頁｡

　1892年以前にロシアに入国した朝鮮人には､1635ヘクタールの土地が供与されており､

収穫があがるようになった後､雇農を利用し始めた｡この雇襄の多くは土地を買うことが

出来なかった朝鮮人であった｡

　富農の朝鮮人は､雇農を利用して､農業の以外に薪と干草の調達､狩､畜産､アヘン栽
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培､貿易などの経済活動を開始し始めた｡例えぱ､ポルタフカ村及びニコリスク･ウスリ

ースキー市の朝鮮人は､スチヤーン川沿いでアヘンを栽培し､ポシエット地区では薪を調

達し､薪､干草などをポシエット地区内で販売しており､次いで､スイフン地区のニコリ

スク･ウスリースキー市､さらに､ウラジオストク市､ハバロフスク市にも商店を開いた144.

1910年､ウラジオストク市には210人､ハバロフスク市には80人､ニコリスク･ウスリー

スキー市には90人の朝鮮人商人がいた145.ウラジオストク市の朝鮮人の商店は､主に朝鮮

から輸入した家畜と肉(年に2万~3万ルーブル)をロシア軍に販売していた146｡

　1892年の土地購入禁止法と1894~1899年の朝鮮人の帰化により朝鮮人社会に階層分化が

生じた｡1900年以降にロシアに移住した朝鮮人はロシア国籍取得後も1901年からは供与基

準となった15デシヤチーナの土地しか与えられず､更に､土地を所有する資格がなかった

朝鮮人が急増し､ロシア国籍の朝鮮人の雇農となった｡また､季節出稼ぎ労働者も増え､

金鉱山､鉄道工事などで低賃金で働いた｡

　ウラジオストクからポシエットまでに至る各地の村に定住し農業に従事した朝鮮人は､

この地域の開拓に大きな役割を果たし､沿海州に形成された民族社会の重要な要素であっ

たと考えられる｡

4-3-5　第4-3節の結論

　極東ロシアの朝鮮人社会は､他の民族グループより早く形成され､1860年代の｢生成期｣

から1905~1910年の朝鮮半島の植民地化まで農業移民の社会であった｡第三章で考察した

ように､ロシア政府が朝鮮人移民に土地を供与したことにより､朝鮮人移民は豊かな安定

した生活を築くことができた｡また､AXコールフ総督を初め地方当局が領土保全を懸念し､

朝鮮人の帰化を奨励したため､朝鮮人移民はロシア国籍を取得するとともに､ロシア文化

を受け入れ､ロシア人との同化が進んだ｡

　しかし､1905~1910年以降の朝鮮半島の植民地化によって､攻治亡命者､季節出稼ぎ者

144

145

146

上掲書､85-89頁｡

KHX　CblH　X8a(金承化)､前掲書ご38頁｡

necoulH負　B.丑.(V｡D｡ペソーツキー)､前掲書､90頁.
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がロシアに流入し､朝鮮人社会を大きく動揺させた｡朝鮮人社会は､同化した朝鮮人富農

と商人や､新しく朝鮮から流入した貧困な出稼ぎ者という二つの大きな階層に分かれ､1905

~1910年以前まであった安定感を失ったと言えよう｡

4-4　極東ロシアにおける日本人社会の生成と発展

　本節では､極東ロシアの日本人杜会の生成と発展の過程を通事的に辿る｡

　カムチヤツカからパイカル湖に至る極東ロシア地域には､サハリン島(樺太)やアムール河

口の日本人漁師のコミュニテイとウラジオストクなどの都市部の日本人商業移民のコミュ

ニテイという二つのそれぞれに性格が異なるコミュニテイがあり､この二つのコミュニテ

イを対象として考察を進めることをあらかじめ断わってお《｡

　まず､日本人社会へ大きなインパクトを与えた歴史的事件を考慮し､その歴史を区分し

た｡その節目とした1861年は都市部の日本人社会の成立の年であるが､日本人漁師は､i875

年の樺太･千島交換条約以前の日露国境がまだ画定されていない19世紀初頭にサハリン(樺

太)南部においてすでに漁業に従事しており147､早くもコミュニテイを形成していたとい

う事実を紹介しておく｡

4-4-1　生成期(1861~1891年)

　日本人が北の大陸を目指して沿海州に渡ったのは幕末期から明治初期のころであった｡

その端緒を開いたのは､ロシア海軍の太平洋艦隊が長崎で越冬したことによると考えられ

る｡長崎に入港するロシア艦船は1860年代に増加し､長崎奉行は､乗組員のために休憩所

を作り､彼らを通じて沿海州を知った長崎の人々は､1860~1870年代にニコラエフスク､

ウラジオストクなどの町に渡りはじめた｡

　日本人移民通史をはじめて概観した入江寅次は､日本人がウラジオストクに最初に渡航

147　1804年に甫サハリンを訪れた露米株式会社社長Nゑレザノフは､日本人漁師がその甫部のアニワ(亜

庭)湾にすでに居住しいたことをロシア政府に報告している｡
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したのは､1874`1875年のことであるとしている148が､実際には､熊本県天草､長崎県稲

左村などからの小さな集団を作って1860年代からロシアの沿海州へ渡っている｡そのうち､

初めて極東ロシアに現れた日本人商人は､1861年にニコラエフスクまで品物を運んだ函館

出身の武田某であった149.

　最初に沿海州に定住した目本人は､1862年にロシアの汽船｢マンシュリヤ｣号から下船

した稲左の若い男であったという15o｡1863年から1867年にかけてのロシアヘの日本人渡航

者数は不明であるが､1868年には政吉(出身地不明)と能登の久蔵がウラジオストクに住

みつき､政吉は木材伐採に従事したが､その後事故死し､能登の久蔵は1868年に､また武

藤平学定直(出身地不明)は1870年にドイツ籍捕鯨船に水夫として雇われたものの､労働

環境が劣悪であったために船がサハリン沖に停泊中に説船し､ウラジオストクに着いた151.

さらに､初期の定住者の中には長崎出身の吉田利ハや山本豊吉､佐賀i身の中島弥三郎が

いたことが知られているように､初期のロシアヘの移民は小人数であり､その移住は自発

的性格を持っていた｡

　1870年代初頭にウラジオストクに定住した少数日本人は､ョーロッパ･ロシアから食料

品などの供給が困難という状況を背景に､商業取引に着手した｡笠野某や武藤平学定直は､

最初に商店を開業し､原田茂吉や有田伊之助と更に2人の日本人を雇ったが､従業員を含

め全員で力を合わせて3,000円でロシアの小型船を購入し､日本から極東ロシアヘ野菜､白

米､塩､漆塗りの飾り物､傘､扇子､陶器などの日用品を運搬して販売を始めた1馬

　また同じ1870年代初頭には､異なるタイプのi稼ぎ者も出現した｡それは長崎県の稲佐

や島原出身の女性であった｡ロシアの太平洋艦隊の越冬地であった長崎近郊の稲佐には､

　｢稲佐女郎衆』と呼ぱれる女性達がロシア人水兵を相手にしていた153.その女性の多くは

148入江寅次『邦人海外発展史』､原書房､1943年､431432頁｡

149　Stephan,　John,　(恥cit｡pバフ6,

16o大庭材公『露国及露国人研究』朝日新聞社､1951年｡

151加藤九祚『シベリア日記』潮出版社､1980年､43-45頁｡

152前掲書;Ka　T　O　Kloa　3　o.　CH6Hpb　B　cepμue　刄noHua.M.j992.C.5-フパ加藤

九祚『日本人の心にあるシベリア』モスクワ､1992年､5J頁)｡

1酪倉橋正直『北のからゆきさん』,共栄書房,1989　;　倉橋正直『からゆきさんの唄』,共栄書房,1990､18頁.
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貧困の漁師の娘で､とくに､長崎県に隣接の熊本県天草出身の女性であった154.誰が初め

てウラジオストクに姿を見せたのかは不明であるが､｢唐行きさん｣と呼ばれるこの女性達

は､長崎港で商船に乗りウラジオストクに渡っている｡　1870年代半ぱには､日本人経営の

女郎屋がウラジオストクに登場した｡日本人女性のウラジオストクヘの出稼ぎの背景には､

軍人と商人が市民の過半数を占めたウラジオストクの人ロ構成の特質があり､漸時女性の

出稼ぎ者が増え､男女バランスのよい日本人社会がウラジオストク市で形成されるように

なった｡

　多くの目本人の出稼ぎ者は､沿海州の主要な港ウラジオストクとニコラエフスクにとど

まり､ロシア政府の整備計画により建設などの分野の専門家を求めたことををきっかけに

なり､商業を中心に様々な経済活動を積極的に行い始めた｡

　ウラジオストク在留の日本人の総数は､1875年の『日本統計年鑑』によれぱ､およそ50

人であった｡その職業別の構成は明らかになっておらず､推測ではあるが､おそらく貿易

事務館の職員や数名の留学生を除いて､原田茂吉､有田伊之助をはじめとする10人は商業

に携わっており､他の10人は様々な非熟練労働に従事し､残りの20~25人が｢唐行きさ

ん｣あり､数人が女郎屋の経営者と考えられる｡これらの初期移住の自発的性格が日本人

社会の多様化の原因となったと言い得る｡日本人杜会においては､この多様性は1920年代

の日本人社会の崩壊までの重要な特徴であったが､上記の商業や売春､加えて手工業とい

う三つの職業が支配的であった｡

　さらに､極東ロシアヘの日本人移民を出身地別に見れぱ､正確な統計は存在していない

が､圧倒的多数が長崎､熊本､佐賀の3県の出身者であったことが19世紀後半の調査から

明らかである｡

　第一章において述べたように､!875年4月､サハリン･千島列島交換条約が締結され､

同年フ月在浦潮貿易事務宮として瀬脇壽人156がウラジオストクに赴任した｡瀬脇貿易事務

154例えば､その―人の女性が語るエピソードは､khioka,Y司i,加e£5e恥浩y¥釦RrがG9zm2がa

加77zjF囃y‥1紹j-μW,New　York:　Free　Press｡　1988,pjlに引用されている｡

155瀬脇壽人は､幕末には手塚律蔵と呼ばれていた｡1822年6月6日､周防国熊毛郡小周防に生まれ､父

は手塚寿仙という医師で､母は漱脇氏の娘であった｡1839年､17歳の時､長崎で蘭学､洋医､造船術を学

205



官は文宇通り､貿易奨励の任務が与えられたが､それ以外に在留日本人の登録､ビザの発

給業務も行っていた｡

　貿易事務官の協力を得て､商業取引を行った在留日本人は､建設業にも携わるようにな

り､最初に長崎出身のウラジオストク在住の有田伊之助は､貿易事務館舎建築の依頼を受

けl気さらに､定住日本人のほかにも目本の業者が進出し､東京貿易商会(本社横浜)は

瀬脇壽人の仲介によりロシア政府から､ロシア軍兵舎や風車の建設の依頼を受けた｡

　一方､1855年の日露和親条約では所属が明確に確定しなかったサハリン島(樺太)甫部

では､ロシア人と日本人が雑居していた｡1875年にサンクト･ペテルブルグで調印された

樺太･千島列島交換条約により､サハリンはロシア領土とされたが､日本人漁民は､｢鱈西

亜再懇親ノ薗民同様ナル権利及特典｣を得たことにより､ロシア領海域内で漁業を行うこ

とが許可され､これにより､1876年から1883年にかけて､日本人漁民は5月から10月ま

での暖かい季節に自由にサハリン南部で漁業を行ったが､1883年､ロシア政府は乱獲の懸

念もあり､魚獲保護を目的に､漁業禁止区域を設けた157が､日本人漁民の数は徐々に増加

した(表4-20参照)｡こうして､19世紀初頭からサハリンの南部の日本人の漁業活動は海

外出稼ぎという形で続いた｡

　　　　　　　　　　表4-20　サハリンにおける日本人漁民の増加
年 人骸(人j 年 人数(人) 年 人数(人)

1886 635 1890 1357 1894 1837

1887 970 1891 1417 1895 2064

1888 1134 1892 1400 1896 2913

1889 1237 1893 1573 1897 4856

出典:Ho8og6epeEH自　H｡　OCTpo8　CaxaJIHH｡Cn6.,1903.C.78パN

ノヴオムベルスキー『サハリン島』サンクト･ペテルブルグ､1903年､フ8頁｡)

　1903年､サハリン甫部沖に出漁した漁業企業は30社､漁場数は99､雇用漁夫は3,931人

であった｡さらに､ロシア人の名義で､35ケ所の漁場を営み､ロシア人漁場でも3,351人

の日本人が漁業に従事していた158.

び､吉田松陰や藤田東潮から酉洋学を学んでから､藩所調所の頭取になり､蘭学者として有名であった.

1肺『黒龍』､1901年.

157高倉新一郎『牝海道史』北海道出版企阪センター､1995年､280頁｡

158上掲書,
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　ウラジオストクに市制が導入された1880年からは､日本人の総数は年毎に増加し､日本

企業の規模も大きくなり､1880年に先陣を切ったのは､先に述べた横浜に本社を愛いてい

た東京貿易商会であり､これまで主にアメリカ合衆国の企業と商業取引を行っていたが､

ウラジオストクヘの進出は､瀬脇壽人の仲介があった159.

　1880年10月10日にウラジオストクに着いた東京貿易商会の前田又平は､英船アーヘン

号でウラジオストクに最初の商品を運び､上陸直後､瀬脇壽人貿易事務官を訪れた｡2ヶ月

後の1880年12月22日､東京貿易商会は､フオンタンナヤ通りに面する土地をクーパー

商人から購入し16o､支店を設立し､さらに､1881年2月､前田又平と有田伊之助は､取引

網の拡張を狙ってハバロフスクヘ向かっていた｡当時､ウラジオストクからハバロフスク

までの道路は未整備であり､途中まで松平太郎貿易事務官や次席寺見機一事務官補佐が同

行した｡

　さらに､日本郵船会社が1881年にウラジオストクと長崎との聞に定期航路を開いたこと

によって､商人や手工業者の活動が活発化し､ウラジオストクの日本人人ロは81人から364

人の4倍強に増加したi61.

　ウラジオストクの日本企業の数も年々増加し､1880年代前半に入ると､日本人経営の洗

濯屋5軒､料理店5軒が立ち並ぴ､松本喜平商会､三菱汽船会社支店などの企業も活動を

開始し162､早期に定住した日本人がこの新規参入の企業を支え､たとえぱ､三菱汽船会社

は､東京貿易商会が賃借していた建物の一部を借り受け事務所を開いた163.

　1885年､横浜の東京貿易商会本社が倒産し､ウラジオストク支店の職員杉浦利太はその

財産を買い取り､杉浦商会を創設した164.

　長崎出身の島田元太郎166は､1886年にニコラエフスク市で商店を開業し､ウラジオスト

159杉山公子｢浦潮に住んでいた人びと:日本人商人店の登場｣『Ce3ep』第2号､19%年､1頁｡

16oMaT8ee8　H,nパN,P｡マトヴェーエフ)､前掲書､132頁｡

161　『日本統計年鑑』､東京､1882年｡

162杉山公子｢日本人商人店の登場｣､前掲書｡

163上掲書､3頁.

16､4　『喩爾賓の概念』1926年､杉山公子｢日本人商人店の登場jrCe8ep』第2号､3頁.

165入江寅次､前掲書､431432頁.
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クの商店と同様に雑貨品､果物､野菜､茶を取り扱っていた｡　1889年にはウラジオストク

の日本人商店は7件を数えた｡

　1875年にロシア領となったサハリン島への日本人漁師の出稼ぎは国境画定以後もその規

模は拡大していた｡

　ウラジオストクの日本人社会は､1862年から18,75年にかけての小数の日本人出稼ぎ民か

ら1875年から1880年にかけては雑貨店を営む商人のコミュニテイにかわり､1881年から

1891年にかけては一等商店を含め商店街を営む商業移民社会に変容した｡その変容過程に

決定的なインパクトを与えたのは､1872年のウラジオストクヘの軍港の移動､貿易事務館

の開設を定めた1875年の千島･樺太交換条約､1880年のウラジオストクヘの市制導入､1881

年の長崎･ウラジオストク定期航路開設､1891年のシベリア鉄道の着工と思われる｡

　日本人商業移民の成功には､日本政府が派遣した貿易事務官の協力という重要な要因が

あり､日本人商人が極東ロシアとの貿易拡大を目指した貿易事務官と自力で商取引を始め

た商人の利害は―致していたのである｡

　4-4-2　極東ロシアの日本人社会の形成期　(1891~1904年)

　1891年のウラジオストク･敦賀直行航路の開設や､シベリア鉄道工事は､日本人出稼ぎ

者の増加を招き､シベリア鉄道の―環であったウスリー鉄道工事には､清国人と朝鮮人と

並び､日本人も従事し､とくに､1　894~1896年にはその数は著しく増加した｡

　ロシア側資料によれぱ､189i年に､日本の外務省からロシア政府に宛ててシベリア鉄道

工事への日本人契約労働者の雇用の可能性に関しての問い合わせがあった166が､その提案

の経緯及ぴその細目についての史料は未発見のため､両国敦府間でこれに関して協約成立

至るまでなかったと考えられる｡駐函館ロシア領事の報告書によれぱ､極東ロシアヘのビ

ザ申請の日本人は､仲介業者を経ることな《個人意志で渡っていた167.

166　PoccR.只･　H､只noHHjl　Ha　3ape　cTolJleTHタI,noμ　peμ,3oJloTa-

pい3a　B.A.Mocg8a,1994ぃC.33パ『20世紀初頭のロシアと日本JVAゾロタリョーフ編､モ

スクワ､1994年､33頁).

1670TqeT　BHUe-KOHcyJla　B　xaKolaT9,BecTHHK　ΦHHaHcoB,

208



　しかし､ウスリー鉄道工事の労働力不足の問題が極めて深刻になった1895年にはロシア

人の経営者が労働者募集に際して､日本人業者の仲介に頼ったことが知られており､『日本

外交文書』に3通の契約書を見ることができる｡その一つは､佐賀県出身者の西嘉次郎と､

N｡Rジュラーフキン(H.(1)xypa8EHH)貿易商の代理人､陸軍大尉A.L.メエステル

　(AjLMe負cTep)との間に結ぱれ､50人をウスリー鉄道工事に従事させたという契

約書であり､他の1通は､ウラジオストク在住の一等商店主杉浦利太が2,000人の労働者を

鉄道工事に送り出すという契約を同市のスキデルスキー―等商店主と結んでいるものであ

る168｡この集団入国が1895年に許可されたことが､S｡M才ウホフスコーイ沿アムール総督

の報告書の中に述べられている169.しかし､松浦充美『浦潮斯徳』によると､1895年夏に

は日本人700人がウスリー鉄道工事に従事しただけである17oとされており､上述の2通の

契約書の人数は満たされなかったと考えられる｡

　1896年､北米或いは南米へ日本人の契約労働者集団を送った大手の広島移民会社はロシ

アヘの契約労働者の送出にも携わり､1,500人の大工､石工､土木人夫などをウスリー鉄道

工事へ送ったが､1890年代の移民会社の活動によくみられるように賃金などの労働条件は

事前に明確に決められておらず､｢現地到着後､一悶着が起こり､露国軍隊によって鎮圧さ

れるという有様であった｣171｡　この事件が他の移民会社にロシアヘの移民送出を躊躇させ

た理由の―つと考えられる｡ウスリー鉄道工事の以外にも日本人労働者をロシア企業で就

業させる計画があった｡例えぱ､1892年11月､スチヤーン炭鉱の経営者ゴルロフ

　(ΓopJlo8)技師が日本の破産した炭鉱の労働者を募集するために､目本に向かったと

npo　MblulJl　e　11　}10cTH　H　ToproBJIH,no,6,1903･,CaHKT-neTep6ypr｡

　(駐函館副領事館長の報告書『財敦､童業､商業紀要』6号､1903年､サンクト･ペテルブルグ).

168　｢露領鳥蘇利地方(鉄道工事)へ本邦人出稼ぎ一件｣外務省外交史料館所蔵､3-8-2-47.

1㈱Bceno刄μaHHe銭脚H負　oTqeT　npH,aMypcKOro　reHep　a　JI-『y-

6epHaTopa　reHepaJ-Je負TeHaHTa双yxo8clcoro(｢ロシア皇帝に対す

る『沿アムール地方』総督陵軍中将ドクホフスコーイ報告書｣)､前掲書､93頁.

17o日本人の他にl,600人の朝鮮人や､4,500人の清国人も従事していた｡松浦充美､『浦潮斯徳』東京､

1897年､231頁ドBJlaAa8ocTog(ウラジオストク)､1895年8月27日､第35号､6-フ頁.

171入江寅次､前掲書､433頁｡
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出典:『日本帝国統計年鑑』､1881-1916年､東京､1882-1917年｡
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18

85
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172　『ウラジオストク』､1892年11月15日､第46号､6頁｡

173　　｢露領鳥蘇利地方(鉄道工事)へ本邦人出稼ぎ一件｣:外務省外交史料館所蔵､3-8-247.

174日本人定住者(グラフ1ではにresidtntsと表記)や季節出稼ぎ者(同じく祠ounlersと表記)の人数は､

　『日本帝国統計年鑑』の数字を使用し､『日本帝国統針年鑑』の｢在外日本人｣の数宇を定住者として､

　｢旅券返却の総数｣を季節出稼ぎ者と計算した｡｢旅券返却の総数｣の中には契約期間以上に長く滞在し

た者も含まれているために､この数字は多少ずれがあることに留意すべきである｡

　1890年代には､定住者の数は飛躍的に増加し､1900年には3,000人を超えており(表4-21

参照)､その理由について以下に考察する｡

いうニュースがあった力牡これが実現されたかどうかぱ不明であるロ礼

　契釣労蕎者の雇荊矩関は4河から1軋河までとされており､さらに､10』に労働者全員が

日本に帰匡することも条伴の―つであった｡このため､彼らは都市部から離れた鉄道工事

現場に定着し､契約完了になると､ロシアの巻市に留まることはなく､直接日本に帰国し

たためレ獣市艦の日本人社会の構成員の増威には影饗を及ぱなかったと考えられるm｡

　堪下のグラフ1から萌らかなように､1890年代初頭には､日本人定住考(グラフでは

reside鍵sと表記)や季節出稼ぎ者(同じ《絢･umersと表記)の数174は､それぞれ徐ガに増

加を示しているが､季節出稼ぎ者数は､ウスリー鉄道工事が完了した1897年にピークを迎

え､翌年激減し､定住者の数をも下回っていた｡
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表4-21極東ロシアにおけるロ本人定住者の人口増減 1884~1895年
年 人口 人口増加 年 人口 人口増加

1884 671 - 1890 589 -224､

1885 667 -4 1891 734 145

1886 700 +33 1892 988 264

1887 700 - 1893 1,399 411

1888 700 - 1894 1,383 -16

1889 813 113 1895 1,937 554

出典:『日本帝国統肝年鑑』､1881-1916年､東京､1882-1917年｡

　鉄道工事が他の経済分野の発展を促したために､極東ロシアの人口は増加し､様冷な技

術とサービスが求められるようになった｡それゆえに､日本人商店は徐々にサービスや取

り扱い製品の種類を増やし､売上げもあり､新規に開業する商店も増加した｡

　この時期､日本人社会の職業分野別は､｢生成期｣より多様化しており､日本とロシアの

史料から在留日本人の従事していた職業､或いは独占していた職業が明らかである(表4-22

参照)｡

　　　　　　表4-22　ウラジオストクの日本人居留民の職業分野別表､1902年

業務 戸数 男 女 計
官吏 l 6 l 7

留学生 8 23 7 30

医師 5 27 8 35

商店主 38 187 46 233

洗濯業 40 195 69 264

大工 17 182 48 230

洋服裁縫業 7 77 15 92

写真業 4 29 3 32

時計師 11 32 9 41

彫刻師 3 10 3 13

鍛冶業 13 75 28 103

飲食店料理店 19 93 40 133

女郎屋亭主 19 74 384 458

他 100 521 736 1257

計 300 1586 1410 2997

出典:角田他十郎『浦潮案内』東京､1902年､32-33頁;Bacxe3H9　mK).09epx　6sTa　anoH-

ueB　B　npHaMypcKOM　xpae,H3BecTH9　Boc　T　o9HOr　o　HHC　TH　TyTa,

1905-1906.Tos　15.Bbln｡1.B　jl　刄J906.(Rkワスケーグィチ｡｢沿アムール地方における日本人の生活風習の

概観｣:『東洋学院紀要』第15巻第1号,1906年､ウラジオストク).

　表4-22は､ウラジオストクの日本人職業分野別戸数･人口を表しているが､ハバロフス

ク､ニコリスコエ､プラゴヴェシチェンスクでも同様の傾向を示していると思われる｡

　日本人の商店数は､とくに20世紀初頭に飛躍的に増加し､1897年には11軒の2等商店(表
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4-23参照)が､1902年には､58軒に増加し､そのうち､―等商店は4軒(杉浦商会､徳永商

店､日本郵船支店､九州製茶会社支店)､二等商店ぱ22軒､三等商店は32軒であった175.

そのうち､上述の杉浦商店はとくに順調に商業取引を拡大し､日本人商店では初めて一等

商店となり176､引き続き福岡県出身の徳永茂太郎が創立した徳永商店もウラジオストクの

―等商店になっている｡杉浦商会は日本の金融機関が極東ロシアに進出していなかったた

めに､ウラジオストク在住日本人の送金業務をも行い始めた177.

表4-23　ウラジオストクにおける日本人の商店､1897年

商店名 店長の出身地 商店名 店長の出身地

日の出商店 長崎 西沢商店 大阪

石橋商店 長崎 岡部商店 大阪

小林商店 長崎 寺町商店 愛知

木村商店 長崎 奥村商店 滋賀

松下商店 長崎 川辺商店 茨城

向井商店 新潟

出典:松浦充美『浦瀕斯徳』､1897年､74頁｡

　極東ロシア在留の日本人が行った貿易額は､ウラジオストクの人口が急増し日露貿易の

進展を背景に､表4-24に示すように､1899年までに451,687円に達し､日露貿易の約25%

を占め､日露経済関係において重要な役割を果たした｡しかし､日本の貿易事務官の報告

書に記されているように､日本企業はドイツ系企業､特に｢クンスト･アリベルスト｣社

との厳しい競争をしていた｡例えぱ､米穀の輸入をめぐっての競争ではロシア陸海軍の供

給は｢クンスト･アリベルスト』社が受注したため､日本人企業は､ロシア在留の中国人､

朝鮮人､日本人移民向けの小ロの取引しかできなかった178.

175角田他十郎『浦潮案内』東京､1902年､3943頁;『暗晋貴の概念』､1926年;杉山公子｢日本人商

人店の登場｣､前掲書､6-7頁｡

176角田他十郎､前掲書､130,142頁｡

177高嶋雅明『ウラジオストク貿易と外国為替金融一浦潮斯徳松田銀行部(十八銀行支店)の析を中心と

して-』『土地制度史学』､第56号､1972年､35,39頁｡

178高嶋雅明｢ウラジオストク貿易概観(練)-『通商彙纂』『通商広報jの分析を中心として-』『経済論

理』､和歌山大学経済学会､第134号､1973年､93頁｡

212



表4,24　日本･ウラジオストク貿易における在留日本人の貿易椎移､1889~1891年

年 日本→ウラジオ

　ストク

うち在留日本人

人取り扱い

年 日本→ウラジオ

　ストク

うち在留日本人

人取り扱い

1889 □ 151,743 1894 852β33 261,120

1890 □ 140,399 1895 1,167,302 304,516

1891 □ 157,519 18% 1,462,239 340,130

1892 466,966 184704 1897 l,304,947 211,766

1893 557,625 210.736 1898 1,573,817 360,999

1899 l,804,522 451,687

出典:高嶋雅明｢ウラジオストク貿易概観(続)-『通商彙纂』『通商広報』の分析を中心として-｣『経

済論理』､和歌山大学経済学会､第134号､1973年､92頁｡

　1901年､自由港ウラジオストクではロシア政府は輸入制限を目的として輸入品に重税を

課したため､日露間貿易の低下をもたらした｡

　初期と同様に､商業移民また主として家具の製造､建物工事に従事していた手工芸考の

以外に､売春婦が大きな割合を占めており､倉橋正直によれぱ､1902年のニコリスコエの

日本人コミュニテイには､150~160人の日本人の売春婦がいたとされている179.

　従業員を増し､給料を上げる余裕もできた日本人商店も出現し､1900年には､店の所有

者と従業員を合わせ242人規模の商店もあった18o｡商店を営む日本人定住者と季節出稼ぎ

者の収入を比較すると､例えぱ､鉄道工事の労働者の賃金は契約で定められており､4月か

ら10刃までの約半年分で最高収入はおおよそ96ループルで181､また､アムール州やサハ

リン島の日本人漁師の収入も漁期の6ケ月で60~80ループルであった1吼一方､商業に携

わった都市部の定住者の収入は､1902年に在留日本人の調査を行ったRkワスケーヴィチ

によれぱ､3~4年で500~800ループルつまり年に約160~200ループルであり183､従って､

上述の鉄道工事の労働者や漁師の収入を上回ったことは間違いない｡

179倉橋正直『からゆきさんの唄』､前掲書､67頁｡

18o高嶋雅明｢ウラジオストク貿易概観(統)｣､前掲書､96頁.

181　　｢露領鳥蘇利地方(鉄道工事)へ本邦人出稼ぎ―件｣外務省外交史料館所蔵､3-8ふ47

182　rpa5e　B｡　B.(V.V｡グラーヴエ)､前掲書､224頁｡

183当時の日本人襲耕の平均収入を10~15俯上回った｡Bacge8H4　n.K),09eplc　6hlTa

5lnoHueB　B　npH,aMypcKOM　Kpae,H3BecTH只　BocToqHoro　HH-

cTHTyTa｡1905-1906.T｣5,コ↓BJt,1906£8,(P｡lu｡ワスケーヴィチ､｢沿アムール地方の日

本人の生活風習の概観｣:『東洋学院紀要』第15巻第1号,1906年､ウラジオストク､8頁).1899年に

は､1ノレープルが約1.15円であった｡『通商彙纂､1899年』､第122巻第46号､東京､1990年､106頁,
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　ウラジオストク､ニコリスコエ､ハバロフスクなどの都市在留の日本人は､集中して居

住しており､生成期にはロシア人と雑居していたが､1890年代の街づくりの進展とともに､

各地に､商業に有利な都市の中心部に日本人町を形成し､そこには､日本人の店舗が立ち

並んだ｡ウラジオストクでは､日本人商店街は中心部のアレウートスカヤ通､ポローガヤ

通､フオンタンナヤ通､コソーイ通に囲まれた地区に厦かれ､ここに定住した日本人の生

活様式(服装､髪形､食事)は､日本国内とほとんど同様であった｡

　このように都市部の日本人居留民が徐々に増加し､第三章で考察したように､その組織

化が進み､1892年に居留民によって結成された同盟会は､わずか10年ですべての日本人在

住者を祖織し､浦潮居留民会にまで発展した184.浦潮居留民会と畦ウラジオストク日本帝

国貿易事務館を中心とした日本人社会には､浄土真宗の西本順寺の布教或いは伝道そして

日本人子弟の教育も行われるようになり､柴田幹夫と小島勝によれぱ､酉本順寺は中国よ

りもロシアに目をむけ､1886年に､ウラジオストク市に布教場を建て､初代布教師として

多門速明を派遣した185.常駐の布教使がいる西本順寺布教場では､1894年から日本人居留

民の子弟に日本語､算数などが教え始められ186､日本人の組織化とあわせこれらのことは､

日本人のアイデンティティを維持してゆくのに重要な役割を果したと思われる｡また､1902

年におよそ4,300人を数えた日本人は､アムール･沿海両州の中国人や朝鮮人と比べて､エ

スニツク集団である日本人社会への帰属意識も強く､集団の結束力も強かったと考えられ

る｡

　第二章で考察した通り､1904年2月の日露戦争の勃発に伴って､日本人はその資産を失

い､母国に引き揚げた｡

4-4-3最盛期　(1906~1917年)

ロシアに在留した日本人の日記､回想記を調査した杉山公子に よれぱ､戦争終結後､戦

184上掲書｡

185柴田幹夫｢大谷光瑞とウラジオストク｣､小島勝｢ウラジオストクの日本人関係略年表｣『浦潮本願

寺記念誌』浦潮本顔寺記念碑建立を支援する会､2001年11月,

186｢浦潮港日本小学校設立ノ件｣外務雀外交史料館所蔵､3,104-104.
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前の夢を持ち続けたウラジオストクの元居留民の多《は､ロシアヘの再渡航を期待してい

たという187.

　1905年9月のポーツマス平和条約締結直後に､ウラジオストクに渡航しようとした日本

人もいたが､同年10月には､日本人の上陸を拒否するという事件が生じ188､そのうち最大

のものは､同月末､13人の目本人が上陸を拒否されたというものであった189(資料2-4､2-5､

2-6参照)｡ロシア政府は､日本人上陸拒否の理由は日本が組借した旅順港へのロシア人の立

入り禁止であった｡実際は､日露戦争終結直後､旅順港を通じての貿易は､日本軍によっ

て閉鎖されていた｡これに対して､国際的な批判が高まり､ポーツマス条約締結からほぽ1

年後にようやく自由貿易港になった19o｡

　上述の事件をめぐる交渉は､日本帝国貿易事務官の活動が再開されるまでは､在ウラジ

オストックアメリカ合衆国貿易事務官を通して行われ､その結果翌11月には､ようやく日

本人のウラジオストクヘの渡航がロシア当局によって許可され､同月､谷源蔵経営の谷商

店がウラジオストクで経営を再開した191｡戦前に帰国した多くの日本人居留民は､福岡病

院で病死した徳永茂太郎などの少数を除き､谷源蔵に次いでウラジオストクに戻り､その

数は3,000人に達し､1906年末までに日本人商店は60軒を越し､同年には｢松田銀行部｣

から日本への送金額は200万円に達した192.

　終戦直後､日本人商人が商業活動を短期問に復活させ得たことには､次ぎの三つの理由

が挙げられる｡第一は､日露戦争直前の引揚げの際にウラジオストクに残された資産は､

ロシア当局に接収されることなく､無事に日本人に引き鍍され193､そのため､ウラジオス

トク到着後数日のうちに活動を再開し得た商人が多かったことである｡

187杉山公子r浦潮に生きた人びと:引き上げと再渡航jrCe8ep』第11号､1997年､33頁｡

188｢浦期港上陸拒絶被拒者集会ノ件｣外務省外交史料館所薫､34-8,江

189上掲書;T幽此1ra　to　Root｡　November　10,　1905　:　Papers　Rdat4d　to　the　Foreign　Relations　of　the　ut,　1905,

Wish,,　1906,　p,　629,

19o佐木逢三『伊藤博文と安重根』文藤春秋､1994年､30頁,

191杉山公子､｢浦漸に生きた人びと:引き揚げと再渡航｣､前掲書､33頁｡

192　｢浦潮港三十九年貿易年報｣『通商彙纂』第6号､1908年.

193杉山公子､｢浦棚に生きた人びと;引き揚げと再渡航』､前掲書､33頁｡
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　第二は､ロシア敦府は､戦時中の1ひ(}4年に､物資の欠乏や大連港放棄のために､ウラジ

オストクを頁ぴ｢無屍税港｣に復帰させておりl汎そのため､日本からの輸入が急増した｡

ウラジオストクにおける戦後の経済成長ぱ､家賃などの値上がりをもたらし､日本人商人

の出費はかさんだが195､日本人商人の多《はそれにもかかわらず利益を挙げた｡

表4,25　極東ロシア地域及ぴシベリアにおける日本人の公布､1891-1910年

年ブ都市|舒/れ吋|　゛似゜JI　Iイ1ンダ゛りプスク|　ニjラガスク　|ノ忙tキェフスコェがシ牡 ガラゴウ゛ェけェンスク

ls91　　1　　515 Si `･~SS- 47 14 4~∽加 5 28

1シ892　1　66忿 柘 ぶ % 25 - 8 33

1肪3　1　9% 142 - 72 25 24 3 42

1毅4　1　856 鯨 4w匹 餌 恥 36 タ 118

1舒5　l　l2糾 18夕 ---4 回　1　47 27 7 l,32

18% 1422　i　l95　　1-1　232　　1　n6 35 フ 217

|　田7 |呑07　i　248　1　お203　　1　　1幻 88 l l､40

l肪客 1670　!　　27夕 弱 229 155 75 1 タフ

1　18館　i　21s5　1　3柘夕5 228 汐2 67 l 227

1　　1900　1　222632夕 48 236 233 75 4 187

抄OI 2剔噫 43呑 35 222 抄プ 77 1 211

1902 2996 545
4=-

201 254 42 ? 187

1906 3330
Sミミ4

38 332 187 48(ホ'シエットを

含む)

←
-

1907 2203 W== 85 386 274 41 644〃

1908 1886
一

78 386 348 50
4･ミ〃

S一心==

1909 1579 299 84 440 348 ?
‰四= 312

1910 2245 489 3 834 370 48
一

163

1915 19&6 309 30 702 523(1912)
4-●- -=･ 392

出典:Bacxe3H9　n.0.(Rkワスケーヴィチ)､前掲書げpa3e　B｡B.(vyグラーヴエ)､前掲番､431437

頁;済軒学人『浦潮斯徳事情』､1916年､144,167頁;CnaJlb8HH　E.Γ,CseβeHHg　o6　gnoH-

cxHx　o6叫ecTBax　BO　B,IlaJIHBocTOKe｡1909､ApxHB　BOCTOKOBeμoB.CaH

XT-neTep6yprcKoe　oT刄ejleHHe　HHCTHTyTa　Boc了oKOBeμeHM只　Poc

cllicxo負Axa刄e回HH　Hayx,Φ1.0　n,4,　か27,(E,G,スパルイン,｢ウラジオストク日本人居留民会｣､

1909､東洋学者史料館､ロシア科学アカデミーサンクト･ペテルプルグ支部付具東洋学者公文書館､1･4　-　27)､116,156

頁｡日粛戦争期に関する統計はない｡ゼヤ､ラズドーリノエ､トムスクにおける日本人に関する統肝は､この表に含ま

れていない｡

194櫛谷圭司､前掲書､122頁｡

195例えば､―戸が入る約100平方メートルの土地は､1871年の土地競売においてoダ75ルーブルで売却さ

れたが､1907年に､一年聞の家賃が2万~3万ループルであった｡同年に日本人居留民の語りを書きとめ

た小林存によれば､｢地下室を借りるとしても(ウラジオストクは街路がやや高く､普通の民家は掛け出

なので､地下室を住居にするものがある)､なお3.000ルーブル以上に及ぷ模様である｡それに加えて､

各商店は1等から5等に区別され､それぞれ莫大な鑑札料および税金を課せられるだけでなく､番頭や支

配人に関しても同様に課税されるため､生活は容易ではないJのである｡櫛谷圭司､上掲書､127-128頁;

MaTsee8　H｡nパN.Rマトヴェーエフ)､,前掲書､74頁｡
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　第三の理由として､日本帝国貿易事務官が領事館に格上げされ再開の後､日本人居留民

の組織化に協力したことがあげられよう｡ウラジオストク以外のアムール･沿海両州の市

町村においても､表4-25で示したように､漸時日本人の数が増え､1907年末までに戦前の

水準を上回り､日本人企業の多《は､とくに､ハバロフスクとニコラエフスクにおいて商

業取引を積極的に行っていた｡そのうち､日本人がニコラエフスクで営んだ企業はアムー

ル河ロで漁業に従事した日本人漁師との関係が強く､魚の塩漬け加工や日本への輸出に取

り組んでいた196｡

　すでに､戦前にある程度実績を挙げていた日本人の漁業197は､1907年の日露漁業協約に

よってさらに拡大し､原渾之によれぱ､日本の漁業資本は1907年12　JIに郡司成忠を組合

長として露領沿海州水産組合を結成し､小規模漁業考の統一に努め､日本人の租借漁区数

は1908年の119漁区から1917年の218漁区へと約2倍､漁獲高はL34万トンから6.66万

トンヘと約5倍増加した198.

　1906年から1916年に至る10年は､極東ロシア地域の日本人社会が､目露間の政治的･

経済的関係の安定を背景に基本的に大きな発展を遂げた10年であった｡しかし､ロシア経

済の状況はそれほど安定しておらず､1906年の好況は1908年には不況に変わり､いくつか

の日本人の企業の倒産の原因となった｡日本人社会の最大企業であった杉浦商店が倒産し

199､その銀行部門は1906年L月に十八銀行支店に引き継がれ､高嶋雅明によれぱ､｢ロシ

アの国内法が外国銀行支店の設億を許可しない方針のため､別法人として出資金5万ルー

プルの浦潮斯徳松田銀行部を設け､杉浦商店銀行部の業務を継承して翌1907年7月13日

198　Hyxμbl　HHKOJlaeBCKoro　pa放oHa　npHMopcKo負　o6JlacTH｡

TpylblAgypcEoa　9fceJleβHuHH｡Cn6.,19Hパ『沿海州ニコラエフスク区諸問題:

アムール調査団報告書』サンクト･ペテルブルグ､1911年)｡

197ロシア海域で行われた日本人の漁業は､いわゆる｢北洋漁業｣の一環であった｡

198原璋之『シベリア出兵一革命と干捗､19!フ,1922-』､前掲書､22頁;Savdev,lgor,Pestushko,Yuri｡

Dal場erous　Rapprochment　;　Russia　and　Japan　in　the　F唇tW�dW鴫1914-1916,ル齢S/の4cα鳩y回必a｡Hokka1必

Uiliversity｡no,　18.　2001.p,3L

199小島瀞rクラジオストクにおける日本人の教育と宗教』戸上宗賢『交錯する国家･民族･宗教』不二

出版､2001年､272頁｡
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より営業開始した｣2ooのである｡

　また､ロシア政府は極東地域の産業の発展を促すために､1909年i月16日付で無関税港

法2o1を施行し､無関税港を廃止した｡これにより､日本人の企業は高嶋雅明の言葉を借り

れぱ､｢存立の基盤を失うに至った｣2o2.表4-26に示すように､1914年には日本製雑貨用

品を取り扱う商店は､全般的な輸入外国商品の減少を反映し､50軒から6軒に著し《減少

したのに対し､ロシア製品を取り扱う目本人の商店が9軒登録されたことは､日本人商人

の一部は商業活動の重点を輸入日本製品からロシア裂品に移し､生き残ろうとしたのであ

ろう｡また､協信洋行､妹尾商店､迫間支店の三店は､輔鮮から無税の籾米を輸入し､ウ

ラジオストクに精米業を発展させたが､日本人経営の精米所は3軒を越えることはなかっ

た2o3.

表4-26ウラジオストク在留主要な日本人企業

1907年 1907年 1914年

日本雑貨専門店 50軒 6

ロシア雑貨専門店 - 4

日露阿雑貨取り扱い店 -

5

果実野菜 10 8

石炭輸入 1 3

園芸業 -

I

銀行業 1 1

回漕業 2 2

出典:｢極東露領に於ける自由港閉鎖の影響｣『通商広報』第136号､1914年､444頁;高嶋雅明｢ウラジオストク貿易

概観(統)-『通商彙纂』『通商広報』の分析を中心として-｣『経済論理』､和歌山大学経済学会､第134号､1973年､

92頁.

しかし､商業活動を行っていた日本人の経営状態が苦しくなったに もかかわらず､日本

2oo高嶋雅明｢ウラジオストク貿易と外国為替金融一浦潮斯徳松田銀行部(十八銀行支店)の析を中心と

して-｣､前掲書､41頁｡

201　　　nopTo-ΦpaHKO Ha 双ajlbHeM　　　BOCTOKe C6opHHK

聶OxyMeHTo8　H　gaTepHaJI08.Bjlajln8oCTol(｡1998.C｡249-255パ『極東地域

における無関税趨汁史資料集-』ウラジオストク､1998年､249-255頁).

2o2商嶋雅明｢ウラジオストク貿易概載(続)｣､前掲書､99頁.

2o3高嶋雅明｢ウラジオストク貿易と外国為替金融一清潮斯徳松田銀行部(十八銀行支店)の析を中心と

して-｣､前掲書､39頁;　杉山公子｢浦潮に生きた人ぴと:引き上げと再渡航｣､前掲書､34-35頁.
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人居留民の総数は滅少することはなかった｡南満州鉄道株式会社の調査によれぱ､1914年

末には､ウラジオストク在留日本人は､1,986人(476戸)を数え､そのうち､389人(84

戸)は､石炭､野菜果実､雑貨を取り扱い､871人(225戸)は､裁縫業､理髪業､洗濯業､

製靴業に従事し､また写真師､時計師､大工として働き､また､418人(77戸)は､旅店

と料理星を営んでいた2o4｡これらの企業はウラジオストクでは大きな比重を占め､日本人

は､ウラジオストクの洗濯業(36･の内35)､理髪店(11の内7)､写真店(7の内5)､時計修

理店(9の内8)､家具工場(25の内15)､裁縫揚(34の内8)を営み2o≒サービス業の特

定の分野を独占していたとも言えよう｡

　1907年7月にウラジオストクを訪れた新潟県の官界･産業界の一員であった小林存によ

れぱ､日本人は､再度｢浦潮居留民会｣によって組織化されており2o6､互いに救済活動を

行っていた｡戦前と同様､日本人社会の主体は九州の出身者であり､原暉之によれぱ､1910

年乳月の時点では､ウラジオストク日本帝国総領事館に届け出のあった3,050人のうち､上

位を占めていたのは長崎県の945人､熊本県の632人､佐賀県の219人､福岡県の108人

であり､以上四県の出身者が全体の60%強を占めていた2o7.

　第一次世界大戦の勃発は､ョーロッパ各地の商港閉鎖を招き､ウラジオストク経由の通

過貿易を活性化させ､特に満州通過貿易においてロシア在留の日本人がどのような役割を

果たしたかは不明であるが､日本企業の商業取引を再度活発化させたのは間違いない｡

4.4-4　第4-4節の結論

本節において考察したように､極東ロシアの日本人は､中国人と朝鮮人に比して数的に

2o4南満州鉄道株式会社締務部事務局調査課『百伯利亜経済状態ト日露貿昴資料』1917年､814~816頁;高

嶋雅明｢ウラジオストク貿易概観(続)』､前掲書､101頁.

205ΓajJI只MOBa　JI｡H｡只noHCKHe　np･e4npHHHMaTejlH　BO　BJla八H-

8ocTolce(1900,1913)｡PoccHタI　H　A　T　P.　1992.　C｡32,35.LI,ガリヤーモワ｢ウラジオスト

クの日本人実業家｣『ロシアとアジア･太平洋地域』､1992年､第2号､32,35頁).

2o6櫛谷圭司､前掲書､121頁｡

2o7原暉之『シペリア出兵一革命と干渉､1917-1922-』､前掲書､11頁.

219



は少なかったものの､組織化され､都市部に集中的に定住していた｡日本人社会の形成期

から､日本企業は､日本政府が派遣した貿易事務官(日露戦争後に領事､さらに総領事に昇

任)の協力によって､ロシア政府とロシア企業から建設業務などの依頼を有利な条件で受注

したり､また日本政府のあらゆる援助があったと考えられる｡また､目本人社会の中核の

日本人商人は､好況と不況の両者を経験したが､日本政府の援助もあり､相互救済活動を

中断することはなく行い､1875年から1917年のロシア革命至るまで非常に安定した商業活

動の基盤を築き､大きな成功を収めたと言えよう｡

4-5　同化と民族帰属性保持:母語教育を中心に

　前節では東アジア系移民社会の生成や発展の軌跡を辿ったが､本節では､ホスト社会に

おいて､東アジア系移民､とくに日本人が子弟教育問題を通じて､エスニック･アイデン

ティティをいかに保持したかを明らかにする｡日本人の子弟教育を本節の分析の中心にし

た理由は､東アジア系移民のうち､日本人のみが母国教育の特色を有した学校設立に成功

したからである｡

4-5-1　19世紀後半における極東ロシアの教育機関の状況､朝鮮

　　　　　人･中国人の学校

　本節では､東アジア系移民を受け入れた極東ロシア地域の教育機関の発展について簡潔

に述べ､中国人と朝鮮人の子弟教育について考察する｡

　極東ロシア地域の人口増加に伴い､ロシア人子弟のための教育を行う機関も登楊した｡

松浦允美『浦潮斯徳』には､｢未だ教育に向い其手腕を伸長するの暇なき浦港､官立に於て

も見る可き学舎甚た少し､準中学校､女学校､市立小学校､職工学校､音楽学校､其中職

工学校､音楽学校は鎮守府に属する職工及ぴ楽隊の養成所､教育土地柄にあらさる程教育

は進歩せさるも早晩尚は多くの進歩はあきぬべきなり｣2o8と教育状況が描かれている｡し

匍8松浦允美『浦潮斯徳JI897年､264頁｡
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かしながら､1860年にウラジオストク開港の2年後､海洋省の資金援助に､女学校が設立

され､1872年には､下級女子中学校に改編された｡更に同年､下級男子中学校も設立され

た｡この二校新築のために､1873~1874年度には､当時のウラジオストク市の全商業の売

上額に相当する390,000ループルのほぽ3分の1にあたる135,000ルーブル(当時のレート

で､およそ89,100円)の予算が一年間支出され2o9､その後､ウラジオストク市の発展と人

口増加に伴い､ニコラエフスク市から男子中学校が移され21o､1876年には小学校も設立さ

れた｡その後､次々と学校が設立され､1897年には､中学校には1校あたり15人の教師と

350人の生徒､女子中学校には1校あたり9人の教師と200人以上の生徒を擁しでいた｡2

年後の1899年には､極東ロシア地域では､初の高等教育機関である東洋学院がウラジオス

トク市に開校し､｢日本･支那学科｣､｢支那･朝鮮学科｣､｢支那･蒙古学科｣､｢朝鮮･満州

学科｣の四つの学科で100人以上の学生が､主として東洋語と東洋文化を学習していた211.

　上迷のように､1860年から1900年にかけて､極東ロシア地域の経済発展に伴い､教育機

関も次第に整備されるようになり､ロシア人に限らず､極東ロシアに居住していた移民の

子弟の多くがロシアの学校で勉強していた｡沿海州､アムール州での薬草の採集､農業な

どに従事した中国人の出稼ぎ者は､主として単身の男性であり､家庭を中国においたまま

出稼ぎにでていた｡彼らには､ロシアで二番目の家族212を築く経済的余裕はなく､ロシア

での結婚､家庭生活を考えていなかったため､農村の学校では中国人の子供の姿が見られ

なかった｡しかし､都市部の中国人商人多くは､商業に成功し､中国人或いは日本人女性

と結婚し､その子弟はロシア人と同じ学校に通っていた｡ニコラエフスク市では､中国人

の子弟が全生徒の10%を数え､そのため､学校の建築の際には中国人は1万ループルを集

め､寄付したという218.

　ー方､VK｡アルセーニエフによれぱ､中国人の主要な出稼ぎ先で､原住民のオロッコ人と

2o9MaT8ee8トLnパNRマトヴェーエフ),前掲書､86-88頁｡

21o上掲載,91頁,

211『浦潮斯徳事情JI916年､54,57頁｡

212　東南アジアヘの中国人移民が移住先の国で二番目の妻か内縁の妻を見つけ､二番目の家族を築《ことは

一般的であつた｡5.jE沁y帥dα¥向Cみj跨砦jg∂w岸gzほ,Curzon　Press｡　1999.

213　Ma18ee8　H｡　nパN｡Pマトヴェーエフ),前掲書､241頁｡
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の交易がとくに盛んな聖オリガ湾周辺地の森林地帯には､中国人とオロッコ人との間に生

まれた他子､ポトウイザ､さらにオロッコ人に｢中国語､中国文化を教える学校｣があっ

た214.VK,アルセーニエフは､調査時にこのような4校の授業を参観する機会があり､その

授業ではオロツコ人とその子弟に清国への忠誠を養育し､ロシアについてまったく言及し

ていないと指摘している｡しかし､他の史料はこのような学校について言及しておらず､

中国人移民の流動性を考慮すれぱ､おそらく､VK｡アルセーニエフは目撃した授業が一時的

な性格をもち､オロツコ人をある程度漠化したとしても整嶺された教育制度ではなかった

と考えられる｡

　朝鮮人の子弟も､都市部の中国人と同様にロシア人の子弟と開じ学校に通った｡朝鮮人

の主体は､農民であり家族でロシアヘ移住したために､子供も多く､｢朝鮮人には､学校の

ない襲村がなく､小さい子供のための朝鮮人学校を別にして､2つの学校を持つ農村もある｡

朝鮮人は教育が有益であることを理解してあり､それのために金を借しまず､多額の資金

を使っている｡通常､募金から教師の給料に300から500ループルを追加していることか

ら､充実した教師のスタッフを集めることができる｡学校の建物には､ロシア政府や正教

教会からも少額の補助があるが､主に朝鮮人会の募金で建てられている｣215という情況で

あった｡例えぱ､沿海州のポシエット地区のアジミ村に建築された教会学校の建築費は､

16,000ループルであったが､ロシア政府からの補助金は2,500ループルにすぎなかった216.

この学校の授業は､主に朝鮮語で行われたが､ロシア語の授業もあり､ロシア外務省全権

VVグラーヴエは､『朝鮮人の学校教育は沿アムール地方のロシア人の住民よりよい｣217と

述べている｡極東ロシアには､ロシア正教が援助を与えた日本人学校はなかったが､いく

つかの朝鮮人の子弟が通った輔鮮人学校は正教教会の資金援助により建てられ､正教教会

付属の小学校であった218.ロシア外務省全権VVグラーヴエによれぱ､アムール･沿海両州

214　ApceHbesB｡K｡(VXアルセーニエフ)､前掲書､90-91頁｡

215　rpa8e　B｡　BパV｡V｡グラーヴエ)､前掲書､187頁｡

216上掲書｡

217上掲書｡

218　HaM　C｡T≒PoccK詩cKHe　Kope11Ubl:　HCTopH宛　M　KyJlbTypa

(1860-1925　r　r　｡)｡Moeg8a｡1998,　C｣55パSふナム『ロシアの朝鮮人刊整史と文化(1860-1925年)
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における朝鮮人学校ぱ､ロシア正教の主教管区が管理する20校及びロシア文部省が管理す

る3校であった｡そのうち､前者では､男子生徒816名と女子生徒46名が在籍しており219､

朝鮮語で学習した科目もあったが､科目の過半数がロシア語で教えられた｡さらに､教師

の多くがロシア人かロシア国籍の朝鮮人であったために､学校での学習を通じて､子供達

は､ロシア語､ロシア正教､ロシア文化を身に付けたと考えられる｡

　都市部の朝鮮人子弟がロシア人と同じ学校で勉強していたことは､既述したように一般

的なことであった｡　N｡Rマトヴェーエフによれば､ウラジオストクの｢朝鮮人自治団｣

は､1　898　年　2月5日､朝鮮人とロシア人の子弟が―緒に勉強できる学校を設立するために､

3.000ループルを寄付した22o｡

　こうして､朝鮮人子弟の教育制度がロシア文部省やロシア正教によって整備されたのは､

朝鮮人子弟にロシア文化を身に付けさせる目標があったと考えられる｡つまり､帽鮮人子

弟の学校教育がロシア化の主要な要素であると考えられたからである｡

　一方､ロシア社会からの孤立を強化する学校もあり､それについて次節において考察す

る｡

4-5-2　ウラジオストクの日本人小学校の設立

　本節では､ウラジオストクの日本人小学校の歴史と特徴を検討する｡この小学校は1894

年に設立され､1931年までウラジオストク市において日本人子弟の教育を行っていた｡

　まず､日本紋府の在外日本人子弟の教育方針について簡単に述べておく｡日本国内では､

国民すべてを対象とする初等教育は､1872年の｢学制｣の導入をもって始まり､｢わずか

40年の間に､学齢児童の98%以上を収容する尋常小学校と同一年齢児童の37%を吸収する

高等小学校とが制度として定着するに至った｡｣221とされている｡このような初等教育の定

-』モスクワ､1998年,155頁).

219　rpa8e　B｡　Bパvyグラーヴエ)､前掲書､188頁｡

22oMaT8ee8トL　n｡　収Pマトヴェーエフ),前掲書､26･1頁｡

221仲新､持田栄―編『教育学業書第六巻学校制度』第一法規出版､1967年､111頁｡
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着とともに､在外の日本人の数も増加したため222に､移民の子弟の教育問題も政府の注目

を集めるようになった｡｢在外指定学校二関スル規定｣(1905年11月8日)､｢在外居留民ニ

対スル帝国政府ノ教育方針｣(1906年10月9日)が制定され､日本国外の学校の活動に関

する文教施策が示された223｡これにより､海外の学校に教員が派遣され､教材が作成され､

政府の補助金もある程度交付された｡日本政府は､在外の学校の教育を一元化するために､

　｢在外帝国臣民ノ教育二付テ八日本国民タル精神ヲ失ハシメス､日本人ノ特徴ヲ益発逓｣224

させるように指示し､北米､南米､中国､朝鮮などに､日本人学校がm現するようになっ

た｡志賀重昂､永田禰などによれぱ､西洋文化と接触した日本人移民の｢東西文化融合｣

の中に､異文化環境での日本人子弟には日本語の学習の役割は非常に重要な位厘を占めて

いたという225.

　在外の日本人コミュニテイには､太平洋を渡った北米･中甫米の日本人移民と贋日本海

地域の日本人居留民という二つの大きく異なるタイプがあったと考えられ､第二世代の教

育もそれぞれ異なった特徹を持っていた｡ウラジオストクの小学校は､同じ環目本海地域

の朝鮮や中国に設立された日本人学校と共通の特微を多く持っていたと考えられる｡

　1905年の｢在外指定学校に関する規定｣公布前の1890年代に設立された海外の日本人学

校は､一般に宗教との関わりが深く､ウラジオストクの日本人小学校も､校舎が建設され

るまでは西本順寺に置かれており､日本語を教える小さな学校であった｡仏教寺院は､在

外の日本人の中からも新しい信者を獲得する目的で､その子供の教育のため建物の一部を

学校として使用させていた｡

　ウラジオストクの日本人小学校の歴史は､日本人居留民が1,000人ほどに連してから設立

され､北米で現在に至るまで活動している日本語学校に比べて歴史は短いが､極東ロシア

では唯一のものであり､他の地域の日本人学校と比較しても興味深い研究対象である｡表

222　1900年､在外日本人の人口は､ハワイ61,100人､アメリカ合衆国本土24,326人､カナダ4,700人､ロ

シア3,953人であった｡『日本帝国統計年鑑､1900年』､東京､1901年,

223坂口湊宏｢二世の日本語教育をめぐる―世の彷徨丿日本移民学会第6回年次大会予稿集､17頁｡

224上掲書｡

226沖田行司『ハワイ日系移民の教育史』ミネルヴァ書房､1997年､48-53頁｡
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4-27によると､極東ロシア､特にウラジオストク市における日本人の人口は､1890年代半

に入って､著しく増加し､1891年の日本国外務省の調査によると､ロシアに在留する日本

人は734人であったが､1892年にはl｡100人を超え､1893年には1,414人となっている226｡

　ウラジオストク市の日本人学校の歴史は､三つの時期に分けることができ､それぞれが

日露関孫の推移と密接に関わっている｡第一期は､1894年の開校から1904-1905年の日露

戦争まで､第二期は､日露戦争から1917年のロシア革命まで､第三期は､ロシア革命から

1931年の閉校までである｡

　ウラジオストク市には1892年に男性568人､女性388人の日本人が住んでおり227､男女

の比率に余り差がなく228､結果として目本人同士の結婚の機会にも恵まれていた｡さらに､

1892年には､ウラジオストク市に居住していたいた日本人の大部分ぱ､職業組合を統合し

た｢同盟会｣という組織にまとめられており､この同盟会を通じて､祭典､葬儀などの活

動を行っていた｡

　同盟会はその設立の翌年､西本順寺開基のためにとりあえずロシア人から一般住宅を購

入することを決めた229が､同盟会の活動の中にはウラジオストク市在住の日本人子弟の教

育問題もあった｡当時､ウラジオストク市には日本人の子供は少なく､数+人を数えるに

すぎなかったが､同盟会の会長はその教育､特に日本語の教育の必要性を感じていたた｡

　1893年12月､ウラジオストク市の日本人有志は子供の教育のために集会を開き､東京外

国語大学卒業生佐波武雄を教師として雇用するため寄付を募り､翌1894年日本人小学校が

設立された｡これについて､ウラジオストック市の在浦潮日本貿易事務官二橋謙は､外務

次官林董宛の報告書の中で､次のように述べている｡

当浦潮港二渡航スル本邦人八年々増加シ昨年十二月末日調査二捷レハ在留本邦人

男女相合シ幾ント千人二相達シ従而学校児童ノ数亦漸ク増加シ有志者ハ夙二小学

226『日本帝国統計年鑑､1891~1900年』､東京､1892~1901年｡

゛7上掲書.

228その原因の一つは､いわゆる唐行きさんの出稼ぎである｡それについては､倉橋正直『牝のからゆきさ

ん』(共栄書房､1989)､倉橋正直『からゆきさんの唄』(共栄書房､1990)を参照されたい｡

229　BJla4HlocTOE　(｢ウラジオヌトク｣)､1893年5月9日､第19号｡
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校設立ノ必要ヲ認メ居候得共時機未タ熟セス蒋荏打過来候処本年二月二至り有志

者協議ノ上各自毎月唐分ノ金員ヲ義椙シ愈二小学校設立之事二確定致シ校名ハ目

本小学校ト称シ校舎ハ瑕二本願寺出張所ノ一部ヲ借受ケ之二宛テ本年二夭I十一目

紀元節ヲ期シテ開校式ヲ挙行致候依而前比申届書三通二添付此段報告為敬具

明治廿七年四月十日

　　開校式が紀元節(2月11目)に行われたことは､ウラジオストクの目本人も日本国民

であり､子供を日本国民として育てる熱意を示していると考えられるのに対し､既述した

ように､中国人や朝鮮人には､極東ロシアではこのような強い国民性を表すことはなかっ

た｡

　上述の報告書には更に三通の｢申届書｣が添付されており､その内容は､日本人小学校

監督川洛完より二橋謙に宛てられた開校式に関する｢御届｣と教員と生徒の名簿､｢教程表｣

などである23o｡

御届

居留人民中有志者ノ寄付ヲ以テ日本小学校設置仕致尚教場ノ義ハ当分本順寺出張

所二於テ授業尚致侯条此段御届申上候也

　　　　　明治廿七年二月十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目本語小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督川洛完

　　　　　　帝国貿易事務官二橋謙殿

　開校の時点では､学校監督川洛完の他に､教員が一人いた(表4-27参照)231.生徒の名

簿(表4-28参照)によると､18名の記蔵があるが､兄弟姉妹も含むため､戸数としては12

戸が子供を学校に通わせていたことになる｡しかし､当時､学齢期の子供はそれ以上いた

と考えられ､この数は決して多くなく､開校以降生徒数が急速に増加したことによっても

このことは明らかである｡1900年には､ウラジオストク市の日本人は2,000人を超え､前

23o在浦潮貿易事務官二橋謙より外務次官村童殿､明治27年4月10日､｢浦潮港日本小学校設立ノ件｣:

外務省外交史料館所蔵､3,10-2-10-2.

231教員左波式雄及び二人の学務委員中川弥一と木村常次郎が働いていた｡
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述の同盟会は､『浦潮居留民会｣と改名され､ほとんどの在留邦人を組織化しており232､そ

れと共に学齢児童の数も増加し､生徒数も1903年には78人に達し､学校に通わない子供

を含めて学齢期の全児童数は150人であった｡

表4-27　ウラジオストクの日本人小学校の教官名簿

氏名 就職年月日 退職年J1日 卒業学校･資格 俸給額

佐波武雄 1893年12月 1897年9　JEI 東京外国語学校 校長(?)¥30

長谷川吉次郎 1897年10月 1898年6JΞ| 中学校 訓導､¥30

井上亀六 1898年11月 1901年4JI 早稲田専門学校 訓導¥30

油谷ぶん 1899年2月 1903年I　JI 検定試験尋常校

準教員資格

訓導

35

稲垣便太郎 1901年5月 1902年4月 高等学校 訓導､¥50

典良松三郎 1902年4月 1904年と月 　高等学校

正教員資格

訓導

60

山下情徳 1902年5月 1904年2Jミ| 検定試験 訓導､¥30

副田詮次 1903年1月 1904年2月 中学校 訓導､¥30

篠町柴友 1903年4月 1904年2月 検定試験 訓導､¥30

武内常男 1907年9月 1912年(?) 校長

江情禧三 1907年9月(?) 訓導

中出郁三郎 1907年(?) 訓導

武内モトエ 1907年9月 訓導

木藤典之助 1907年(?) 校医

管浪多利治 1912年(?) 訓導

川島文缶 1917年(?) 1922年10月 校長

植村義一郎 1918年(?) 訓導

柳田泰次郎 1918年(?) 1922年10月 訓導

川島育衛 1918年,(?) 1922年10月 訓導

植村綾子 1918年(?) 1922年10月 訓導

吉田修 1918年(?) 訓導

出典:在浦頻貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村痔太郎宛､19o3年7月3日､｢在外本邦学校関孫雑件｡浦潮小

学校｣:日本外交史料館所蔵､3･10,2,匹2.ロシア人教師の名前はこの名障に含まれていない｡

　　教師の数は､1899年2月にそれまで一人が二人に増え､1903年には､囚人になった233.

生徒と教師の数が増えたため､1904年の新年度からは､百本順寺から目本帝国貿易事務館

232浦潮居留民会の発展及びその規約は､サヴェリエフ･イゴリ｢ロシアと日本の極東政策における日本人

移民､1860~1917年｣『国際学論集』第7巻第2号(1996年12月､大阪学院大学)79,81頁に詳しい｡

233生徒及ぴ教師の統計は､次の史料に基づく｡｢学校の沿革｣､｢教科用書類｣｢浦潮港日本小学校設立

ノ件｣外務省外交史料館所蔵､3-10ふ10-2.
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の建物に校舎を移動する計画があったが､一部の史料には､移転が1902年4JHこ完了した

としている234が､日露戦争勃発のためにこれは､実現されなかったようである｡

表4-28　1894年2月の開校時点の生徒名簿

氏名 年齢 性別 氏名 年齢 性別

諸岡熊ハ 14歳 男 松尾長之助 9歳 勇

増田林三郎 11歳 男 名川要之助 10歳 男

吉田金之助 10歳 男 松尾新太郎 9歳 男

増田金太郎 7歳 男 鈴木もえ 12歳 女

辻やす 11歳 女 本田むふ 10歳 女

本田由次郎 8歳 男 端本だけ 10歳 女

中村てつ 10歳 女(?) 松尾つね 7歳 女

吉田まる 6歳 女 松尾八千代 6歳 男

岩永岩太郎 6歳 男 本田市次郎 6歳 男

出典:｢浦潮港日本小学校設立ノ件｣外務省外交史料館所蔵､3-10ふ10,2.

4-5-3日露戦争前の日本人小学校

　1902年度からは､学校の経費は浦潮居留民会の予算に組み込まれるようになり､例えば､

1903年度の居留民会の予算には､｢支出｣の項目に1,980ルーブルが学校の教員の給与とし

て支出され､I,200ルーブルが学校の家賃として計上されている235.学校の補助と管理を受

け持っていた在浦潮日本人居留民会及び貿易事務館は､校舎の建設と教員の給与(表4-27

参照)の補助のために､日本牧府に助成金の請顔を行った236｡浦潮居留民会の規約の第24

条第10項には､会長が｢学齢児童を勣誘就学せしむる事｣237という奨励の活動も入ってい

たからである｡授業料は､尋常科は免除で､高等科補習科は50銭であった238.この学校は､

　｢寺子屋式授業｣から始まり239､その構造は､国内の小学校24oに合わせて､尋常小学校と

234これについては､｢浦潮港日本小学校設立ノ件｣外務省外交史料館所蔵､3-10-2-iO-2参吼

235　『浦潮港日本小学咬設立ノ件｣外務省外交史料館所蔵､3-10-2-10ふ

236前掲書.

237角田他十郎､前掲書､132-139頁｡

m在浦潮貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村寿太郎宛､1903年7月3日､｢在外本邦学校関係雑

件｡浦潮小学校｣日本外交史料館所蔵､3-104-104,

239原暉之『ウラジオストク物語レロシアとアジアが交わる街』東京:三省堂｡1998､259-261頁,
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高等小学校が併設されていた｡それについて､ウラジオストク市の目本帝国貿易事務官川

上俊彦は､報告書の中に次のように述べている｡

本霞ノ学校ハ高等ハ匹ケ年モシク八三ケ年尋常科ヲ四ケ年トシ尋常科ヲ國民ノ義

務教育ト定メタルコトハ己二法令二規定セリトモ本校八本國ノ義務教育年限西ケ

年ノモトヲ延長シテ六ケ年トセリ然リトモ日本従来ノ習慣二基キ尋常科高等科ヲ

設ケ尋常科ヲ三ヶ年高等科ヲ三ケ年トス而シテ尚ホ進ンデ学業ヲ修メント欲スル

モノノ為メニ補習科ニケ年ノ学程ヲ設ケタリ之ヲ本國ノ中学校ト對照スルトキハ

富校ノ尋常科第三学年ヲ卒業シタルモノ八本國ノ尋常科第四学年ト連絡シヌ高等

科第三学年ヲ卒業シタルモノ八本國ノ高等科第三学年ト連絡シヌ補習科第弐学年

ヲ卒業シタルモノ八本國ノ高等科第四学年ノ科程ヲ終へタルモノニ該富スヌ富校

高等科第三学年ヲ卒業シタルモノ八本國ノ高等科第二学年修業セシモノト同等ノ

資格二富ルヲ以テ尋常中学校入学資格ノ賞カヲ有スルモノトス

前陳ノ如クナルヲ以テ本校二於テ相富ノ科程ヲ終へタルモノ八本國ノ小学校二於

テ相富ノ学年二編入セラレンフヲ希望ス241

これによれぱ､目本人小学校の生徒は日本国内の義務教育と同じ科目を学び､在学中に帰

国後も勉強を続けることができた｡ウラジオストク市の尋常小学校では｢終身｣､｢國語｣､

　｢算術｣､｢体操｣､｢唱歌｣の科目が教えられ､高等小学校では､上記の五科目以外に｢地

理｣､『目本歴史｣､｢理科｣､｢図画｣が加えられていた｡女子生徒の為に競縫の勉強もあり､

女子教員油谷ぶん氏が配属されていた｡学校の時間割(当時の｢科程｣)は､｢長崎尋常小

学校科程を標準斟酌したる者にして高等科に露語を加課したるは該地居留上の必要に出て

たるものなり｣242ということから､生徒は国内と同じ科目を同じ教科書で学ぴ､加えてロ

シア語も勉強したことが分かる｡｢終身｣という科目を通じて､ウラジオストク市の目本人

の子供は､日本帝国の臣民であることを教えられ､ロシア人､中国人､朝鮮人にまじって

生活しても､遠い祖国があることを理解していた｡

24o浦潮在留日本臣民教育二関スル規約､｢浦潮港日本小学校設立ノ件丿　外務省外交史料館所蔵､

3,10ふ104.

241在浦潮貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村寿太郎宛､1如3年7月3日､｢在外本邦学校関係雑

件｡浦裔小学咬｣日本外交史料館所蔵､3,10-2-10-2.

242松浦充美『ウラジオストク物語:ロシアとアジアが交わる街』､前掲書､253頁,
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　このように､浦瀕居留民会と日本政府は､日本に地理的に近いウラジオストク市に在留

する日本人の子弟が国内の学校と同じ教育を受けることができるように努力していたこと

は明らかである｡

　しかしながら､日露戦争の直前､日露間の外交関係が悪化すると､大多数の日本人はウ

ラジオストク市から引き上げ､それと共に学校は1904年2月に閉鎖された｡

　4-5-4　1904~1905年の日露戦争から1917年のロシア革命まで

　日露戦争終結後､日露関係が修復したことにより､ウラジオストク市から引き揚げてい

た日本人の多くが再びロシアに渡り､ウラジオストク市の日本人商店街も復活し､それに

伴い､子供の数が戦争前より増加し(表4-29)､1907年9月には日本人小学校も再開され､

浦潮居留民会の請順により武内常男が校長として文部省より派遺されている｡

　　　　富地日本人居留民会ノ設立二係ル小学校ハ今般傭聘シタル教師武内常男去ルニ目

　　　　着任致シニ付愈二去ル十五日ヲ以テ開校式ヲ奉行シ翌十六日ョリ授業ヲ開始致シ

　　　　ト収容生徒目下廿二名ニシテ漸次増加ノ見込有之当分単級制度ニアリ授業ヲ継続

　　　　シ人員ノ増加ヲ侯テ漸次拡張ノ方針ヲ受ル由二有之事

　　　　　　右及報告事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　明治四十年九月十七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在浦潮斯徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　領事野村基信

　　　　外務大臣子爵林董殿243

　貿易事務館から昇格して日本総領事館は､1908年に小学校の正式な設立許可を受けるた

めロシア文部省に請願書を提出したが､認可には5年を要し､1913年に､正式に許可され

た｡ロシア文部省の許可書には､学校の資格について次のように規定されている244.

　　　　沿黒竜江総督殿｡浦潮斯徳二於日本児童教育ノ為中学校開設許可二関シー九〇八

　　　　年末在浦潮斯徳日本領事ノ順書二関シテハ内閣議長ノ同意ヲ得右ノ条件ヲ以テ之

243在浦潮貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村寿太郎宛､1903年フ月3日､｢在外本邦学校関係雑

件:浦潮小学校｣日本外交史料館所蔵､3-10-2-10-2.

244　　｢在外本邦学校関係雑件:浦潮小学校｣日本外交史料館所蔵､3,10-2-10-2.

280



力許可差支無クモノト認定致候二付右様御承知ノ上可然御措置相成度此段申進侯

也

-､右校二於テハー般学科ハ全部目本語ヲ以テ之ヲ教授スルコトヲ得但シ露西語

並二露西語ヲ於テ露百地理及露西史ヲ教授セサルヘカラス

ニ､本校八次行露西私立学校令(法令全書第十一巻第一編一八九三年発布　一九

○六年及又一九〇八年ノ追加)ニ準拠スヘシ

三､本件許可ヲ以テー般外国臣民二対シ特種学校開設ヲ許可スルノ為トナスコト

ヲ得ス

　｢外国人臣民』という表現は､ロシア攻府がウラジオストク市の日本人を､たとえぱロシ

ア国籍を取得した朝鮮人とは異なり､ロシア帝国の臣民として見ていなかったことを示し

ており､そのため､この学校は外国居留民地の学校として認可されている｡

表4-29　1894~1922年のウラジオストク市の日本人小学校の生徒人数

年 学齢児童人数 小学校生徒人数 在浦胴日本人男性人

　　　数

在浦潮日本人女性

　　人数

在浦朝日本人

　合計

1894年2月 = 18 474 382 856

1895年 - - 686 598 1,284

1896年 - - 803 619 1,422

1897年 30 ミ 881 764 1,645

1898年 50 ･ 807 837 1,644

1899年 69 W 977 1,106 2,083

1900年 80 ミ 1,186 1167 2.453

1901年 98 〃 1,382 1.493 2,8フ5

1902年 110 〃 i,586 1,410 2,996

1903年7月 150 78 弩●
〃 ⇔

1904年2月 日本人の　　　引き揚げの　　　ために閉校　　　　　-　　　　　　･
1905年 - なし W

〃 2.000

1906年 - なし 2.266 1.064 3.330

1907年9月 開校 40 1,275 873 2,184

1908年 - 35 1,365 838 2.203･

1909年6月 - 88 l,095 791 1.886

1910年9月 - 107 豺3 736 1.579

1911年 皿 114 W
W W

1913年 〃 130 〃
轡

W

1914年 - 130 W･ W
･

1915年 ~ 165 ミ
〃 〃

1916年 - 213 四
W

-

1918年 ミ 207 〃 =
-

1919年 - 238 =
W W

1920年 〃 248 〃
〃 W

1921年 〃 269 W
- 海参

1922年 〃 256 i･
W 四

出典:『浦潮港日本小学校般立ノ件｣外務省外交史料館所蔵､3･10･2,10･2　;　rPase　B,　BパVVグラーヴエ)､前掲書;経軒

学人『浦朔斯徳事情』東京､1915年､180,181頁.

1910年､ロシア政府に より沿アムール地方の外国人調査のために派遺された調査団の外
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務省調査員vyグラーヴエは､日本人小学校を訪問した｡彼のロシア政府への報告書はこの

学校を評価し､そこには校則のロシア語訳が添付されている245.その教育について､｢愛国

心の涵養は､終身の科目で行われている｡あるいは､英雄内容の新聞記事､得に日本が最

近戦った戦争での出来事や愛国的唱歌が利用されている｣246と述べ､愛国的教育は外国居

留民地の学校にとっては､当然なことという判断を示した｡

表　4-30　ウラジオストクの日本人小学校関連年表(1894-1931年)

1894年2月11日 開校式

1902年4月1日 浦期居留民会は学校の経費を居留民会の予算で計上

1904年2月 日露戦争のために日本人の引き揚げ､閉校

1907年9月15日 活動再開

1908年9月19日 日本総領事館がロシア文部省への正式な許可を請願(noj24)

1909年3月28日 最初の卒業式(卒業生6人)

1910年12月1日 五学年以上でロシア語教育開始

1911年5月27日 日本の文部省､外務省が学校を公認

1913年6月27日 ロシア文部省の許可(皿27196)

1913年8月10日 ロシア語による歴史､地理の教育開始

1913年12月1日 フオンタンナヤ街19番の新築校舎に移転

1916年11月21日 天皇陛下御影拝戴式

1917年7月3日 2人の朝鮮児童入学

1918年9月3日 向井海軍少将巡視

1920年4月1日 補習学校開校式

1920年9月30日 補習学校第一回卒業鉦明書授与式

1922年3月25日 補習学校の生徒数減少のため閉校

1922年10月 日本軍の撤退にともなう生徒数減少

1931年12月 学校の閉校

1913年12月1日､日本人小学校は､フオンタンナヤ街19番の新築校舎に移転した｡その

時､生徒数は百数+人で､アメリカのシアトルやサン･フランシスコの日本語小学校に比

べても少なくなかった247.ウラジオストク市の日本人小学校の生徒の半分は長崎県の出身

であり､生徒の多数は九州(長崎県の他に佐賀県､熊本県)の出身者であった｡これは､

ロシア在住日本人の出身地の構成の特徴をなしている｡長崎県の出身者が半分を占めてい

た理由は､おそらく長崎市とウラジオストク市の1860年代に始まった貿易や他の交流にあ

245　rpa.Be　B｡B

246上掲書､213頁｡

(vyグラーヴエ)

247『北米報知』､1992年10年26日｡

前掲書､213.459,463頁｡
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る｡その生徒の3分の1がウラジオストク市に生まれであり248､残りは日本生れであると

いうことは､多くの日本人が家族ぐるみでウラジオストクに定住したことを物語るもので

ある｡

4-5-5在外日本人子弟の教育におけるウラジオストクの日本人小学

　　　校

　ウラジオストック市の日本人小学校は､海外における日本人学校の歴史の一頁であるが､

その位置と特徴は何であろうか｡

　ウラジオストク市の日本人小学校は､規約に｢浦潮在留日本臣民ハ学齢児童教育ノ為二尋

常小学校及び高等小学校ヲ設立ス｣249(資料44､276頁参照)と述べられ､『日本帝国匝民｣

の児童の教育のために設立され､その｢教程表｣には､科目として｢修身｣があり､『日本

帝国ノ国体忠存節義ノ要頷jという教材が使われていた25o｡従って､児童を日本の臣民と

して育て､彼らに日本人のアイデンティティを与えたと言える｡ロシアでは､この日本人

学校も､外国人民族グループの学校という資格を持ち､ロシア臣民を育てるための学校と

はロシア政府は考えなかった｡従って､ロシア国民にとって､日本人は｢alien｣(外国人)

の段階にとどまり､日本から離れても祖国の文化を保持し統けたのである｡

4-6中国人､朝鮮人､日本人の極東ロシアヘの移民の共通点･相違点

　本節では､極東ロシア地域の東アジアの中国人､朝鮮人､日本人という三民族居留民社

会の相互比較という視点から､移住の異質性と同質性を明らかにする｡

　これまで三民族の居留民社会を対照的に研究対象として取り上げたのは､原暉之251とジ

248経軒学人『浦潮斯徳本情』東京､1915年､180-181頁｡

249浦漸在留日本臣民教育二関スル規約､｢浦潮港日本小学校設立ノ件｣外務省外交史料館所輩､

3,10-2-104.

25o在浦糊貿易事務官二橋謙より外務次官村董殿､明治27年4月10日､御届パ浦期港日本小学校毅立ノ

件｣:外務省外交史料館所蔵､3-10ふ10-2.

261原暉之『シベリア出兵:革命と干捗1917-1922』､前掲書､吽24頁｡
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ョーン･ステフアン252だけであり､原暉之は､中国人の家族構成は明らかに非定着的･出

稼ぎ的なタイブであるのに対し､朔鮮人は対照的に定着的農業移民のタイプ､日本人居

留民については雑多な職業の都市住民と特徴づけられる､としている253.これらの先行

研究を踏まえ､三民族のそれぞれの特徴を調査するためそれぞれの移民を職業別､居住

分布､収入によって比較する｡

　表4-31で明らかなように､職業分野別にはそれぞれ大きな差がある｡

表4-31日本人､中国人､朝鮮人の職業分野別一覧､1897年(%)

業務＼州名､民族名 沿海州 アムール州

民族名 中国人 朝鮮人 日本人 中国人 朝鮮人 日本人

医師 - - l.2 - O｡05

農業･林業 3･3,1 79.6 0.8 11,5 42j S

非熟練労働者 13,7 1.5 28.9 8,5

漁業､狩猟､鉱山業､

　　運搬業

4j 15.4 16j 10.0 O｡05

建設業 O{)6

大工､鍛冶業 L3 - 1LI 4.3 1,6

水夫､鉄道労働者 ･● = 43 3.3

商業､飲食店料理店 10.3 - 12.2 10.9 1,5 16

洗濯業 8j

写真業､時計師､彫

業､洋服裁縫業

6 Oj2

売春
-

- 15,3 - - 58

他 31.8 3.5 45.4 フ｡9 29,2

出典べnaHOB　A｡A.)KejITbl負8onpoc　8｢lp　H　a　g　y　p　b　e,CH6J910.C,5パAAパノーフ『沿海州

の黄禍論』サンクト･ペテルブルグ､1910年､5頁);角田他十郎『浦潮案内』､東京､1902年､32-33頁;Bacxe8Hq

oJ).(Rkワスケーヴィチ)､前掲書;　原暉之『シベリア出兵一革命と干渉1917-1922-』東京:筑摩喬房､1989年､

15頁.

　中国人は､商業従事者が沿海･アムール両州においてI割を占めるに過ぎないが､数的

には他を上回り､中国人社会の主要な部分を成していた｡中国人の非熟練労働者は､アム

ール州では約30%で､沿海州では3分の2である｡中国人は､ロシアの国有企業や民間企

業に雇用されたことが最も多く254､中国人や日本人の商店2当こ雇われたこともあり､各地

252　S呻h皿,John,7加知加α,1狗r及zJむα捨旅)りノ,Stanford　uhiversity　Press,　1994,pp｡フ|･80.

253原暉之『シベリア出兵:革命と千渉･､1917~1922』､前掲書､16頁｡

264　1875年､中国人はウラジオストクとハバロフスクですでにロシア軍用の兵舎の工事で働いていた｡工

事は東京貿易会社によって行われた｡

255例えば､中国人はウラジオストクの大田商会で働いていた｡
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で商品の配達業務に携わっていた｡

　一方､日本人の小売商人の割合は､中国人商人の比重とほとんどかわらない12,2%を占

めていたが､自営業者であった手工業者､時計師などが2割､洗濯屋が8.8%で､あわせて､

日本人総数の4害り余りを占めている｡

　朝鮮人は､沿海州では79.6%､アムール州では42j%が農業に従事しており､原暉之が

指摘するように､｢定着的農業移民のタイプ｣である｡

　商業については､表4-32に示すように､中国人と日本人は19世紀後半には支配的であっ

たが､20世紀初頭には､ロシア人商人との強い競争が始まったが､日本人と中国人の商人

も､とくに紅茶の販売では互いに親争があり､日本の業者は対ロシア向け輸出において､

中国産茶と競争関係にあり､色々と対策が立てられながらも+分な効果は得られなかった

ようである256.少数の朝鮮人商人の商業活動ぱ食肉の禿買のみであった｡

表4-32　極東ロシアにおける東アジア系移民とロシア人の商店数(単位:軒)
　　　　　　-

年 中国人 日本人 朝鮮人 ロシア人 合計

1878 127 2

1881 2

1889 7

1893 127* 7* 23 157

1897 13*

1900 26*

1902 58*

1903 108 558

1909 447 60* 66 99 672(?)*

1910 3,859 66 5,376 9,976

1917 l,131(*,ハバロフスク)84*(1914) 26*

゛ウラジオストクのみの数字｡出典:naHo3A.Aパんλパノーフ)､前掲書､26頁;　rpase　B｡BパVVグラ

ーヴエ)､前掲書､32-33,362頁;｢浦期港三十三年貿易年報｣『通商彙纂』第199号､1901年;｢浦潮港三十九年貿易年

報｣『通商彙纂』第6号､1908年.

　さらに､非熟練労働では､表4-33に示すように､中国人が多数を占めたが､朝鮮人の労

働者は交通省の企業と金鉱業に従事していた｡―方､日本人は､漁業に携わっていた312

人以外､非熟練労働に従事した者は皆無であった｡

256高:嶋雅明｢ウラジオストク貿易概観(続)｣､106頁｡
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表4-33アムール･沿海両州における労働者の総数､1911年我4-j3ムrムール･沿梅向州における労働零の総数､1911年(人)
企業/民族別 ロシア人 中国人 朝鮮人 ロシア国籍朝鮮人 日本人 合計

国営企業､内:陸相の企業 6,416 9､758 105 426 = 16,705

海軍省の企業 1.405 451 82 30 - 1,%8

交通省の企業 37,839 905 1,766 214 四 40,724

内務省の企業 335 260 -
W

- 595

通産省の企業 1,344 315 70 99 - 1,828

農業庁 4,547 ミ 232 28 皿 4,087

ウスリー鉄道 2,708 2,485 96 672 - 5,961

国営企業の合計 54,594 14.174 2,351 I,469 ㎜ 71,868

各市役所が行った工事 137 410 =
㎜ 四 547

私営企業､内:金鉱業･鉱業 2,198 14,273 425 2,056 I 18,953

漁業の企業 2,529 56 1,131 169 312 4,197

林業省の企業 1,523 3,060 16 29 四 4,628

商船･荷下ろし業 I,780 1,304 93 149 四 3,326

風車 168 101 - 3 ㎜ 272

煉瓦工場 167 1,085 32 17 皿 1,301

他の企業 938 1,778 2 53 37 2,808

市営企業の合計 9,307 21,657 1,699 2,476 350 36,032

総合計 64､038 36,241 4,050 3,945 360 107,900

% 58.8 33j 3ブ72 3,64 0.34 100

出典:Pa6oqHa　phlHox　npHasyp6g　a191L　Cn6,,1912.C.113,116.(『1911年の沿アムール地域

労働力市場j､サンクト･ペテルブルグ､1911､113,116頁)｡

　次に19世紀末の人ロ分布の視点から見れぱ､表4-34に示すように､その人口分布の特微

は明らかである｡

表4-34東アジア系移民の都市居住者､1897年

沿海州 沿海州 沿海州 アムール州 アムール少ヽ { アムール州

民族別 中国人 朝鮮人 日本人 中国人 朝鮮人 日本人

総数 30,704 24,306 2,094 7,816 1,552 245

都市居住者 14,887 1.634 1,550 2,928 68 242

% 48.5 6j 73 37j 4.4 98

出典:原暉之『シベリア出兵:革命と干渉1917･1922』東京:筑摩書房,1989､15頁｡

　中国人の約5割弱は､都市の居住者であるが､その分布は季節や主要な就職先によって

大きく異なるため､表4-34の沿海州の14,887人の中国人がウラジオストク市とハパロフス

ク市に集中しているものの､夏季にその人数は著し《減少したと思われる｡また､アムー

ル州の2,928人はプラゴヴェシチェンスク市に主として居住していたが､1900年7月の｢ア

ムール流血｣事件の際､多様の中国人が殺害されたため､1900年以降､アムール州の中国

人はそれ以前と比して大きく下回っていると考えられる｡

　沿海･アムール両州の日本人は､沿海州のウラジオストク市とハパロフスク市､アムー
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ル州のブラゴヴェシチェンスク市に集中し､日本人街を形成した｡沿海州の日本人の非都

市居住者(27%)は､主として､無業地帯を除き､ウスリー鉄道の駅を中心とした町々､大

きな村々に定住し､上記の都市の日本人との同様な職業に携わっていた｡

　表4-34(236頁)の調査統計が行われた1897年には､朝鮮人の9害り以上がロシア政府か

ら土地を受け､農業地に散在しており､沿海州の&8%とアムール州の4,4%(表4-34)は､

都市に居住していた商人と非熟練労働者を示している｡しかし､1905~1910年にかけて朝

鮮半島の日本による櫨民地化が本格化するに従って､第4-3節で考察したように､朝鮮か

らの移住者は急増し､土地を有しない貧困な朝鮮人の比重は大きくなり､朝鮮人社会は多

様化するようになった｡

　次いで､ロシア人､中国人､日本人の賃金を比較して見ると､表4-35に示すように､ロ

シア人と日本人の賃金はほぽ同等であるが､ペンキ師は､ロシア人より約25%高い賃金を

得ている｡日本人には賃金差別が見られないのは､日本人が主にロシア人技術者が不足し

ていた分野に進出し､相互に競争がなかったと考えられるのに対し､中国人は､ロシア人

と同じ分野に入り､同じ仕事を行いながらも､ロシア人と比べて3割程安い賃金であった｡

この低賃金により､ロシア企業が費用を押さえて鉄道工事を終結し得た重要な条件であっ

た｡

表　4-35　ロシア人､ 中国人､日本人の賃金表 (一日当たり)(単位:ループル)

職業 ロシア人 中国人 日本人
人足 o｡8 Oj

〃〃

大工 L5 1,0
-

指物師 2.0
一

2.0

鉄物師 2j
-

2j

ペンキ師 1.5 0.8 2,0

暖炉師 3.0 O｡2
-

石工 2.0 1.2
一

鍛冶職 1.0~5.0 o｡8~2j
一

土木作業員 1.84~2.35 1.28~I｡75
〃〃●

雑役夫 1.64~2j6 1.08~1.29
φ一心〃

出典:済軒学人『浦朔斯徳事情』､1916;Pa6o9Hi　pbIHox　npHagy　p　b　g　8　1911.B｡2-L　Cn6,1912

(『1911年の沿アムール地域労働力市楊』第24号､サンクト･ペテルプルグ､19H年),

　さらに､それぞれの民族のロシアヘの移住に関しての興味深い特徴は移住者の地域性で

ある｡中国人移民については､ハバロフスク市ではその95%､ニコリスク市ではその88%､
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ウラジオストク市では75%が山東省の出身である257.さらに､本章4-2節で考察したよう

に､山東省の商人は1830年代から1860年にロシアに併合された沿海州において､満州人

を雇用し､海産物､朝鮮人参などの採集を行っており､沿海州はロシア人到来以前の山東

省人の出稼ぎ先の一つである｡

　朝鮮人移民の主体はロシアの沿海州に隣接する咸鏡北道の出身者であり､その移住は自

発的性格をもっていたことはすでに指摘した｡

　日本人の出身地については､本章4-4-3節で考察したように､ロシア領アムール州と沿海

州に居住していた日本人の60%強は九州､とくに長崎､佐賀両県の出身者であった｡つま

り､九州が昔から大陸との文化交流の要地であり､1860年代初頭からロシア人との交流の

場にもなっており､これが日本人のロシアヘの出稼ぎの地域性を現す主要な理由である｡

　上述してきたように､本章においては､沿アムール総督管区の中国人杜会､朝鮮人社会､

日本人社会の生成と発展の歴史を辿り､この三つのエスニック･グループのロシアヘの移

住が定着のパータン､同化･帰化過程の特徴､規模によって､それぞれが異ったことを明

らかにし､極東ロシア地域には､①　農業移民(朝鮮人)､②　非熟練労働者と商人が支配

的である多元的移民(中国人)､③　都市居住商業移民(日本人)､という三種類のかなり

異質的なタイプの出稼ぎ移民が見られたことが判明した｡

　高度に定着性のある朝鮮人は､ロシア当局による同化･帰化政策によって文化･生活習

慣の面でも著しい変容を受け､とくに､1890年代後半まにロシアに移住した朝鮮人の多く

は､ロシア国籍を取得し､ロシア正教に改宗し､その子弟は朝鮮人学校においてロシア語･

ロシア文化を学習した｡朝鮮人移民は母国との絆を切って､ロシアのホスト社会へ積極的

に参加したために､自治権などの権利がロシア政府によって他の民族グループより広《認

められ､豊富な生活基礎を築けたとも言えよう｡

　―方､流動性の激しい中国人はホスト社会から孤立する傾向があり､自らの伝統文化(服

装､食文化､生活様式などの慣習)を保持し､中国の出身地との関係を保持し､ロシア内

でも､｢想像の共同体｣たるエスニック･ネットワーク(ethnic　networks)を保った｡

257徐万民｢ロシア極東における中国山東商人｣『環日本海研究年報』6号1999年3月､53-55頁｡
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　最後に､特定都市･町の地区に定着した日本人は､多民族的環境に厦かれても､日本総

領事館(貿易事務官)を通して日本政府の保護と管理の両方を受容し､組織化され､教育､

仏教伝道を行い､中国人と同様にロシア社会から孤立していた｡

　このように､ロシア文化の影饗による生活様式の変容が見られる朝鮮人を除いて､中国

人と日本人は､概ねロシア人の正統的･支配的な文化に同化することはなく､その杜会内

で価値基準を異にする東アジア系移民のサプ･カルチヤーを築いたと言えよう｡
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第五章　結章

　本章の目的は､各章のいわぱ小結論を総括の上､海外移住過程に関する要因をモデル化

し､これまでの研究の成果を明らかにすることにある｡

　第一章では､移民を送り出す｢移民送出国｣の視点から､海外移住の必要性を生み出す

要因､海外渡航者の取り締まりを検肘し､イギリス､フランス､アメリカ合衆国などは､

世界各地の植民地における労働力供給の安定化を目指して､清国や日本に圧力をかけ､条

約港において､清国人､日本人の雇用を自由化させ､労働力不足を補うための清国人や日

本人の海外出稼ぎを認めさせたが､ロシアは､清国､朝鮮､日本と接していることもあり､

それらの国々と締結した条約の主要な目的も､領土割譲や東方国境の画定であり､東アジ

ア系移民を労働力として使用する意回を有していなかったため､その条約においては移民

の居住権を認可したという結論であった｡

　(日本)
送出し母集団の形成と成長

図1　移民の流れについての概念的な整理
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　ここでは､海外移住の過程に関する要因をモデル化することによって分析を進めるが､

日本人移民史を概観した岡本光治1の提供したモデルを用いる(図1)｡

　岡本光治は､図1を次のように解説している｡｢受入国の母集団の形成と成長が､環地で

働く移民から故国の郷里へ送金･呼ぴ寄せを通じて､現地杜会の情報が流れ､―方で現地

での受入れが順調に進めぱ､それは現地敦府当局･その他から日本の政府･移民会社など

へさらなる移民の募集要請として情報が流れる｡結果として､これは国内の送り出し母集

団の地域的な形成と成長に繋がっていく｡送りだし側の民間移民会社などは､―方で新規

海外移住地の開拓に努めるが､それは同時に国内で移民募集の新たな地域的な核を造りだ

すことであって､これはやがて新しい送り出し母集団の形成と成長に繋がっていくという

具合である｡ただし､この経路は移民が順調に拡大していくケースである｡逆に受容れ母

集団の成長が止ったり､衰退するのは､戦前の歴史上必ず現地社会において移民の絶対数

が地域社会の許容限度を超えて多くなり､それによって経済的･杜会的摩擦が生じ､それ

が最終的に人種的な移民排斥運動として広がっていったケースである｡｣2

　図1のモデルを細分化し､イギリス､フランス､スペイン､アメリカ合衆国などの植民

地への大陸間移民(以下①とする)と極東ロシアヘの大睦内移民(以下②とする)を分析

する｡図1の日本[以下､移民送出国政府とする]の政府･移民会社などの介入は､①の場合､

移住地までの距離及ぴ､渡航費用のために､必然的に不可欠なものであるが､②の場合､

それはほとんど見られない｡―方､②の場合､移民を直接に受入国の企業などに送り出す

個人仲介者の役割は大きい(図2参照)｡

　　｢送出国攻府･移民会社など』の役割をより詳しく明らかにするためには､移民と｢送

出国政府｣､｢移民会社｣などとの関係を明らかにしなけれぱならない｡このため､図1の

モデルを以下のように若干変更する｡移民送出国については､図1の｢日本｣を図2のよ

うに『移民送出国｣とし､また､『海外移住地｣は､｢移民受入国｣とする｡または､プル

要因(pull　訟tor)とプッシュ要因(push訟tor)との相互作用を考慮して､両要因もモデルに加

1岡本光治｢戦前の日本人移民史に関する澗奎･研究の整理方向について一労働移動の視点を中心にして

-｣『新潟産業大学経済学部紀要』1997年､第17号､28頁｡

2上掲書､27頁.
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える.それは､例えば､西欧列強の海外植民地における深刻な労徽力不足がプル要因(pull

factor)であり､中国と日本の労働力過剰がプツシュ要因(push　factor)と考えるからである｡し

かし､この二つの要因は相互に作用するとは限らず､移民送出国から移民受入国への移住､

移民の法的地位は､送出国と受入国の政府間で締結される協定などの二国間条約(これを

　｢国家間移民協定､移民の法的地域を規定する二国間条約｣とし､図2参照)によって認

められ､労働者の募集､輸送などは政府機関ないし民間業者､個人仲介者によって行われ

る｡

　　　(移民送出国)

送出し母集団の形成と成長

地域B 地域A

プツシュ要因

移民募集

①移民会社など

国
境

移民の流れ

呼び寄せ

プル要因

移民募集

現

　国家間移民協定､

移民の法的地位を規

　定する二国間条約

　　　(移民受入国)

受入母集団の形成と成長

受入国a)

(移民受入国敬府)

移民局などの機関

受入国b)

新規移住地

　の開拓

②個人仲介者

(移民送出国絞府)

図2移住過程に影響を与える諸要因

--

　①の大陸間移民では､第一章で見たように､1860年の英清北京条約､1886年の｢日布渡

航粂約｣､1884年の｢日布移民篠航約定書｣などの条約､協定書は､｢移民送出国｣と｢移

民受入国｣との間に成立し､清国人､日本人が受入国家での仕事などの条件などを規定し､

渡航費用などの移住に関わる費用の負担を決めるものであった｡ハワイ政府は､東アジア

の労働者導入のために､労働者の募集を奨励し､1868年にハワイ移民局(kmigration　Bureau)
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を創設し､さらに､1884年に､日本人労働者の募集を実施する臨時委員会を設立した｡

　一方､極東ロシアヘの大睦内移民②は､政府の介入なしに始まり､移民の渡航､労働条

件を定める国家間移民協定が締結されることはなかったが､東アジア系移民の在留につい

ての法的地位を規定する条項を持った二国間条約があった｡

　さらに､第二章において分析した国際環境の変化の東アジア系移民への彩響に関する結

論を考盧し､モデル2をさらに細分化すると､｢国際環境の影響､とくに送出国と受入国と

の関係の変化の影響｣としてモデル3にその影饗が反映される｡その最も重要な一例は､

義和団の乱や日露戦争時に､敵性外国人の地位となった中国人､日本人が受入国家ロシア

から引き揚げその移住が中断になったことである｡

　　(移民送i国)

送出母集団の形成と成長

図3　移住過程に影響を与える諸要因のモデル

国
境

　　　(移民受入国)

受入母集団の形成と成長

また､第三章でみたように､受入国であるロシアの敦府機関は､東アジア系移民を受け
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入れる政策を大きく変更し､人頭税の導入､外国人による土地売買禁止などの措置によっ

てヽ東アジア系移民の受入れ制限を図った｡すなわち､受入国政府は､企業､個人から労

働者募集要請を受け､海外から労働力として移民を勧誘するが､｢移民の絶対数が地域社

会の許容限度を超えており｣3､また､移民の経済活動が地域社会が求めた分野を超えると､

　｢経済的゛社会的摩擦が生じ｣､地域杜会は今度は政府に移民の増加ないし経済活動を抑

制するように求める｡政府の移民政策を｢移民の管理｣の破線で示す矢印として図3のモ

デルに追加する｡さらに､｢地域社会の影饗｣も点線の矢印で示した｡

　極東ロシアにおける東アジア系移民政策に関する研究を行ったF.Vツロヴィョーフ､A{

ラリーン､EXネーステロワ､AAヴオーロホワ､B.D｡パク､A工ペートロフは､それぞれ

のエスニック･グループの移民に対する攻策に関して重要な分析を行ったが､ここで考察

した受入国の地域社会と移民との接触のメカニズムは明らかにしていないと考えられる｡

著者は､このメカニズムがロシアの東アジア系移民のみならず､世界のほとんどすべての

地域の移民と受入国の地域社会との関係に当てはまると考える｡このメカニズムを理解す

ることが､移民の受入に関する様々な問題､摩擦を緩和させると考える｡

　人頭税の導入､移民の住民登録は､①国家間条約､②移民受入国の移民法､③移民と地

方自治体との関係という三つのレベルにおいて､移民の管理や地域社会への組み込みを可

能にし､受入国社会との諸関係を統括する重要な要因と言え､これにより､受入国政府は

移民受入の管理を簡易化し得ることになる｡

　しかし､移民の受入れに関する摩擦を緩和させるためには､受入国政府は､移民の規模､

経済活動などを定期的に調査し､それが｢許容限度を超えた｣楊合､摩擦を避けるために､

受入国の企業､個人の経済活動を調査し､労働力分布などを改善する楷置を取り､さらに､

受入国政府は､以前の移民の人権を保護する責任を果たし､摩擦が避けられない場合､移

民送出国に移民送出の中断を求める交渉を行い､円滑に移民の再移住ないし帰国を行うべ

きであろう｡

　また､第四章では､①　農業移民(朝鮮人)②　非熟練労働者と商人が支配的である多

元的移民(中国人)③　都市居住商業移民(日本人)という三種類のかなり異質的なタイ

3上掲書､27頁,
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プの差異を明らかに し､極東ロシア地域における東アジア系移民のサブ･カルチヤーがい

かに多様化したかを明ら糾 こした｡

　こうして､移住過程は､プル要因･プッシュ要因の相互作用の枠組みの中で､発展して

いるが､移民送出薗と移民受入国の移民政策､両国間関係､国際環境の変化､移住先まで

の距離､自然環境の差などの主観的要因によって､移住の規模､受入国における移民社会

の形成､移民の同化の成否などは大き《異なると考える｡

　ここでは､各章のいわぱ小結論を総括の上､海外移住過程に関する要因をモデル化する

ことを試みたが､本論文において対象としなかった事項について以下に簡単に触れる｡

　本論文では､中国人､朝鮮人､日本人の極東ロシアヘの移民を､1860年から1917年のロ

シア革命までの時代に限り､分析したが､ロシア革命時及びそれ以降の三民族の状況につ

いては考察しなかったが､ここで､簡単に触れておく｡

　1917年のロシア革命とそれ以降の内戦においては､中国人移民､朝鮮人移民､日本人移

民はそれぞれの道を歩んだ｡

　移動の激しい中国人は季節出稼ぎを続けたが､ロシア経済が大き《混乱したことによっ

て､企業の多くが破綻し､就業の可能性がなくなり､厳しい状況の中で生き残るために赤

軍のパルチザン部隊に入った者もいた｡内戦期の中国人移民問題を取り扱った1950年代末

のソヴィエト研究者4は､1918年から1922年にかけて中国人､さらに朝鮮人が赤軍に入隊

4 Ba6HqeB　H.H｡KOMMyHHCTbl　'B双oxHOBHTeJIH　H　opraHH3a-

Topbl　yqacTH兄　Kope鋳cKHX　H　KHTa負cKHX　TpyA只眼Hxcg　B

rpax聶aHCKo負　Bo詣H,e　B　6opb6e　npoTHB　HHTepBeHTo･B　H

6ejlorBapμei4Ue8　　Ha　COBeTCKOM双aJbHeM　BocTOKe(1918･

1922),A8Tope(t)epaT　KaH双,■Hcc9MocKBa,196L(I,I｡パーピチェフ『ソヴィエ

ト極東地域の反臼衛軍や干捗軍闘争及び国内戦へ朝鮮人･中国人労働者の参加を促した共産主義者､1918

-1922年』博士侯補論文要旨､モスクワ､1961年);Ba6HqeBH冽｡BpaTCTBO,cKpe-
nJleHHoe　l(posbK),双aJlbHH鈴BocTog,1958,Na　2.　Cパ67-170,(I,Lバービチェ

フ｢血で固めた友好｣『極東地域』第2号､1958年､167-170頁;Ba6H9ea　H,H,yqa-
cTHe　Tpy刄51田;Hxc只　KKTajI　H　KopeH　B　60pb6e　npoTHB　HH-

TepBeHTOB　H､6ejlorBap4e数UeB　Ha　μaJlbHeM　BocTOKe

(1918-1922)｡Tpy4u　xa6apoBCKoro　Me双HHCTHTyTa,1958,c6op-
H　H　IC　16.　C｡3-12,(1.Lパービチェフ『極東地域の干捗軍や白衛軍との闘争における中国や朝鮮の労働

者の役割｣『ハバロフスク医科大学』第16号､1958年､3-12頁;Ba6Hqe8　Hj4.yqacTHe
KHTa負cKRX　H　Kope費cKHX　Tpyβ只ux.Hxcg　B　rpa)K聶aHCKo爺

Bo自He　Ha　双aJlbHeM　BocTOKe.Ta田Ke.HT　:　rocyJapcTB.eHH､oe

H3丑aT`eJIb
cT8o　y36egcl(oa　CCP,19卵｡(LI｡バーピチェフ『極東ロシアの内戦にお

　　　=　〃¶　〃-　J-　-　ゝ

ける中国人と朝鮮人労働者』タシケント:ウズベクソピエト社会主義共和国国立出版社､1959年)｡
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し､ロシア人と共に白衛軍と戦い､ソヴィエト政権の成立に大きな役割を果たしたと主張

したが､実際は､傭兵のような扱いで赤軍に入隊した中国人が圧倒的に多く､日本人とロ

シア人ボリシェヴィキを無差別に虐殺した尼港事件(1920年)5にも中国人が関与していた｡

ソ連邦の内戦終結後の中国人は極東ロシア地域の企業が復興するにつれ､季節労働者とし

て出稼ぎを続けたが､1937年のスターリン粛清の際に､国外に追放された6｡

　朝鮮人移民は増加し､1924年に､120,703人を数えた7.農民が主体であった朝鮮人移民

は､帝政期に獲得した土地を確保し襲業を継続するために､ソヴィエト政権樹立後ソヴィ

エト国籍を取得した｡10万以上の朝鮮人のほとんどが1930年代初頭の強制集団化を経て､

1937年8~11月に中央アジアヘの強制移住をさせられた｡

　極東ロシアの日本人社会は､1918年から1り22年にかけて､シベリア出兵などの日本軍の

出兵により経済分野でも文化活動の分野でも活性化した｡例えぱ､帝政期に発行許可が得

られなかった日本語新聞『浦潮日報』の創刊は､ソヴィエト地方政権により認可され､1917

年12月に第一号が出た8.その時期には､日本人居留民の数も7,000人まで達していた｡し

かし､1922年10月の日本軍の引き揚げに際して､日本人居留民の殆どが帰国し､ロシアに

残留した日本の総領事館と企業の職員のおおよそ650人も､ウラジオストク市が閉鎖され､

スターリンの粛清がはじまった1930年代に日本に帰国し､日本人社会は歴史の幕を閉じた｡

　ソヴィエト時代にはソ連政府によって厳しく管理された極東地域の経済活動や対外貿易

5尼港事件は､アムール河河口のニコラエフスク市に駐屯した日本軍守備隊が無政府主義者kl｡トリヤーピ

ツィン(只｡H｡TpanHuhlH)のパルチザン部隊によって攻撃された事件である｡kLトリヤーピツィ

ンの部隊の主力は中国人であった｡Hoover　lnstitution　of　W1,　Stanford　univers胤A｡Bogdanov　Conedon;
Stephan｡John｡op.　cit｡　p｡144.

6　Khisamutdinov,　Amir,　刀le刄lj･タzaタIRzr&zy£召£姚r池7/£yぶり吸Honolulu｡1993,pj21･

7　Ky3HH　A｡T｡双aJlbHeBocTO9}lble　Kope負ub【:XH3Hb　H　Tpare-

jlH5I　CyZIb6bl｡丑aJIbHeBOCT09HOe　KHH}KHOe　H3jlaTejbCTBO,

CaxaJIHHCKoe　oTμeJleHHe,1993,C｡32パAヱクージン『極東ロシアの朝鮮人-その

人生の悲劇-』､極東書籍出版社サハリン支部､1993年､32頁);Ky3HH　A｡T,nepexol

Kopea以eB　　B　　双aJlbHeBocToqHMe　　npe4eJibt　　PoccHacKoro

rocyμapcTBa　(noHCKH　HccJle双O　Bla　Te　JI発)｡K))KHo-CaxaJIHHCK,

2001.C｡53.(Aフクージン『極東ロシアヘの朝鮮人移住:研究者の探検』､ユジュノ･サハリンスク､2001

年､53頁).

8サヴェリエフ･イゴリ｢日本語新聞『浦潮日報』とウラジオストクの日本人｣『日本移民年報』第2号､

1996年3月､115~127頁｡
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は､1990年代に白由化され､極東ロシアに隣接の中華人民共和国､日本､韓国との経済関

係が積極的に動き始めた｡その例として､ソヴィエト時代にはほとんど見られなかった中

国人の小売婁者や出稼ぎ者の進出､日本人､韓国人ビジネスマンの活動が生じ､新たに､

極東ロシア地域における中国人､韓国人､日本人の活動が注目されるようになった｡

　最後に､本論文では取り扱うことのなかった極東ロシアの中国人､朝鮮人､目本人それ

ぞれの信仰問題､キ目互救済活動などについては今後の課題としたい｡
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資料

第一章の資料

　　　　　　　　　　　　　資料　1-1

(出典:｢露領鳥蘇利地方(鉄道工事)へ本邦人出稼ぎ―件｣､3-8-2-4.47)

千八百九十四年十月廿九日下二記名シタル日本臣民西嘉次郎及浦潮斯徳一等商｢エン､エ

フ､ジュラフキン｣代理人タル陸軍大尉｢アレクサンドル､レイナルドヴィチ､メエステ

ル｣ハ左ノ條約ヲ締結セリ

一､拙者日本人西嘉次郎八千八百九十五年初春来航スヘキ汽船ノーヲ以テ日本ョリ浦潮斯

徳二日本土工人夫五拾名ヲ呼寄セ千八百九十五年十月下旬マテ全夏期鳥蘇利鉄道ノ｢グラ

フスコ･ハバロフスク｣区鉄道線路土工事二従事セシメ而シテ人夫ノ配泄ハ｢メエステル｣

大尉若クハ同氏配下工事監督人ノ指揮二従フヘシ

ニ､日本人西嘉次郎ハ自費ヲ以テ日本ョリ浦潮斯徳マテ人夫ヲ呼寄スヘシ浦潮斯徳到着ノ

上ハ｢メエステル』大尉八日本貿易事務官経由同大尉二於テ承知シタル身元確実ナル者ノ

保護ヲ以テ人夫一名二付貳拾留宛ノ前金ヲ西嘉次郎二賃付シ而シテエ事着手後第一回受渡

賃金中当り右貸付金ヲ引去ルヘシ春期浦潮斯徳ョリエ場二到ル人夫旅費及秋期帰国節工場

ョリ浦潮斯徳二到ル旅費ハ｢メエステル｣大尉ノ負担タルヘシ尤モ右負担ハ烏蘇利河航行

汽船賃ノ並二鉄道汽車賃ノミニ限ルモノニシテ此等汽船汽車ノ便ナキ地二於テハ人夫ハ歩

行スヘシ但人夫一名二付五｢プード｣以下ノ手荷物ハニ持主二於テ運搬スヘシ

三､従テ技術上ノ規定並二監督人ノ指揮二順ヒ竣了シタルエ事二對シテハ拙者｢メエステ

ル｣ハ若クハ拙者ノ部理代人八日本人西嘉次郎二通当地質各一｢サージエン｣立方二付貳

留七拾寄ヲ支払フヘシ人夫ハ如何ナル地質タリトモ就業ヲ辞スルヲ得ス此然トモ中等及山

厳石地二對シテハ其都度相互ノ協議ヲ以テ別二賃金ヲ定ムヘシ人夫予定ノ地二到着ノ上ハ

　｢メエステル』大尉若クハ其工事監督人ハ直二人夫二就業セシムヘシ若シエ事二着手セシ

メス空ク時日ヲ費ス時ハ其間人夫食料二要スル実費ハ｢メエステル｣大尉若クハ同氏代理

人ノ負担タルヘシ

四､工事上必要ノ器具即チ孤輸車､鶴嘴､鋤等ノ類ハ拙者ノ配下ョリ下請負人タル日本人

西嘉次郎二貸与シエ事竣成二至り迄付セシム器具若シ紛失及毀損シタル時ハ自然ノ原因ョ

り生シタル場合シ除キ其代価ハエ事地二於テ百嘉次郎ョリ弁償セシムベシ

五､指者メエステル若クハ拙者ノ支配人ハ毎-ケ月全ク竣成シタルエ事二對シ総ノ計業ヲ

為スヘシ若シ地均結フセサル部分アル時ハ之ヲ未成エト認メ賃金ノ二倍ヲ引去ルヘシ
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六､日本人西嘉次郎ハ人夫小屋ヲ清潔ニシ又食品ハ拙者及拙者支配人ノ倉庫ョリ賃金抵当

二購入シ得ヘキヲ以テ善良ナル食料ヲ人夫二供給スヘシ

七､病者アル時ハ鉄道付属病院二於テ治療ヲ受ルヲ得ヘシ之シカ為メ賃金ノ五厘シ徴収ス

ヘシ

八､死者ノ埋葬ハ其宗教ノ儀式二従ヒ拙者西嘉次郎自費ヲ以テ之ヲ施行スヘシ
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第二章の資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2-1

(出典:貿易事務官川上俊彦より外務大臣男爵小村寿太郎宛､明治37年2月14日､｢露国官並義勇艦隊雇

　　　　　　　　　　本邦人解雇一件｣外務省外交史料館所蔵､3-8斗28)

極東太守ノ命令二依り露国官衛二解雇セラルルー切ノ本邦人ヲ解雇スルニ決シ義勇艦隊浦

潮支店事務員戸田仁蔵ガ第一着二解雇セラレタル趣二関シテハ典後直二及び具報瀧候処其

ノ後二於テモ浦潮警察署雇通弁仁科岩次郎及東洋語学校教師前田清嗣浦潮鎮守府雇時計師

竹内仙次義勇艦隊雇陀手某ノ四名ハ依然勤続シ就中仁科岩次郎ノ如キハ仮令日露間二開戦

ヲ見ルトモ旧地残留シテ露国ノ為二忠動ヲ尽サントスルノ露国政府二於テモ勿論彼ヲ引留

シテメントノ希望アリテ小官引揚ノ通諾発シタル後浦潮要塞司令官八日本人ノ人物性行ヲ

小官二由問シ且ツ有事ノ場合露国残留セントスル総テノ本邦人ノ氏名等ヲ承知シタキ旨談

話有之候二付小官ハ前記四名ト始メ数名ノ外残留者ナカルヘシト相答へ候､然ルニ旧司令

官八本月十一日小官ト面語ノ節本邦人ハ男女ノ別ナクー人モ当地二残留セシムルノ必要ナ

キガ故悉ク引卒帰朝セラレタシ若シ帰国ヲ肯セザルモノアル時ハ露国ノ警察ヲシテ応授セ

シムルニ付悉ク引揚ケシメラルヘシト語リ､従来露国政府ノ為メ利益ナル本邦人ハ可成之

ヲ引留メ置カントセシ旧司令官力急二悉ク放還セントスルニ至りタルハ如何ナル事情二基

クヤ判断不至候得共､兎二角前記ノ仁科外三名ヲ当国二取り有利ナリトハ認メ鎧ク候二付､

夫々厳論ヲ加へ帰朝ヲ促シ侯処､前田清嗣ハ逐二小官ノ説論二応セズ､又義勇艦隊雇陀手

某残留至候得共､他ノ二名ハ｢バタヴィヤ｣号ニテ帰朝至シ候､尚前田ハ悉ル　智二富メ

ル人物ニシテ巧二所属教授ノ歓心ヲ買ヒ露国敦府ノ為メ動労不　為メ二本邦人ノ彼ヲ疾悪

スル甚シカリシモノニ有之候､此段及報告候　敬具

明治三十七年二月十四日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独船｢バタヴィヤ｣号二於テ

　　　　　　　　　　　　　　　　貿易事務官川上俊彦

外務大臣小村寿太郎殿

　　　　　　　　　　　　　　　　資料2-2
(出典:Telegram　Received　by　the　JaPanese　Minister　肋m　his　GovernJnent　on　February　フ,1904.Handed　to　the
　Secretary　of　StateバPapers　RdatjLng　to　the　Foreign　Relations　of　U忍1904,Washi皿gton,1905,p,430)

See　the　Secretary　of　State　as　soon　as　possible　and　ask　hjm　whether　the　united　S誠es　Government,1f

Russia　cosents,　wiU　permit　its　embassy　in　St｡Petersburg　and　its　consulates　in　various　places　in
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Russia　to　assume　charge　and　protection　of　the　Japanese　sutjects　and　interests　in　Russiaパ可能な限

り､速やかに国務長官と会談を行ってください｡ロシア側が同意すれば､アメリカ合衆国

政府が駐サンクト･ペテルブルグ大使館､およびロシア各地の領事館にロシアにおける日

本臣民の利益と監督と保護を引き受けるかどうか尋ね下さい｡)

　　　　　　　　　　　　　　　　資料2-3

(出典:石lkah1ra　to　Hay,　March　24,　1　904　:　Papers　Re1ぬng　to　the　Foreign　Relationsof　U,S,　1　904.　Washington｡

　　　　　　　　　　　　　　1905,ppj432433.)

Sir:　Under　instructios　fyom　Baron　Komura,　His　lmperiaI　Mホsty's[M]lnister　for　[F]foreign

[A]frairs,　l　have　the　honor　to　request　that,　in　order　to　enable　the　Japanese　Govemment　to　bring　back

two　members　of　consular　stafr　and　about　600　Japanese　subjects　who　are　still　b･eing　detained　by　ice　at

Korsakov,Saghalien　lsland｡　and　who　are　believed　to　be　su翁ring　from　scarcity　of　food,the　united

States　Govemment　will　have　the　goodness　to　instruct　His　Excellency　Ambassador　MCCormick　to

take　the　following　steps:

1ダR)obtain　the　consent　of　the　Russian　Govemment　to　the　dispatch　by　the　Japanese　Govemment　of　a

neutral　ship　to　Korsakov,　in　order　to　bring　back　the　Jap皿ese　su句ects　and　omcials　above　referred　to.

2,　Upon　the　consent　being　obtained　丘om　the　Russi皿Government,to　take　proper　steps　to

communicate　the　fact　to　the　Japanese　consulate　at　Korsakov,　so　that　they　may　make　necessary

arrangements　for　the　embarkation　of　the　refugees,　as　wen　as　fbr　their　own　with&awal.

3.　To　arrange　with　the　Japanese　consulate　at　Korsakov　for　apprising　the　Japanese　Govemment,

through　the　united　States　commercial　agency　at　vladivostok,　as　to　the　proper　time　for　the　dispatch

of　the　rehef　steameE

　(日本政府が2名の領事館職員およびサハリン島で氷のためにいまだに引き留められてい

る約600名の日本臣民を連れ戻すことが出来るよう､米国政府には､マコーミック大使が

以下の措置を採られるように支持されるよう請順します｡

1.上術の日本人居留民およぴ官吏を帰国させるために日本赦府が中立船を派遺すること

　　について､ロシア政府から承諾を得ること｡

2.ロシア政府から承諾を得た上で､在コルサコフ日本領事館がそれ自体の撤退およぴ居

　　留民の乗船に関して必要な措置を講ずることが出来るよう､事実を伝達する適当な手

　　続きを行うこと｡

3.在ウラジオストクのアメリカ合衆国貿易事務官を通して､在コルサコフ日本領事館と

　　ともに｡救済船の適当な出港時間に関して､日本政府に通知する手配を整えること｡)
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　　　　　　　　　　資料2-4

(出典:｢浦漸港上睦拒絶被拒者集会ノ件』外務省外交史料館所蔵､3-8-8-12､)

客月二十四日長崎市梅香崎町原口高會ノ取扱汽船｢ノルマ｣号二便乗シテ当港出発浦塩港

二赴キタル在留ヲ拒絶セラレ空シク帰朝シタル当地居住左記十三名ハー昨七日市内中川郷

　｢カルノス｣温泉場二會シ今回被リタル損害金ノ要求二関シ協議スル所アリ結句次ノ如キ

伏況ヲ叙述シ主務省二對シ損害金ヲ要求スルコトニ帰着セリト云フ

諾威国汽船｢ノルマ｣号ハ客月二十匹1日早朝長崎港ヲ発シ同月二十八日午前九時浦塩二著

シタルヲ以テー同上陸ヲ為シ機敏ナルモノハ早ク家屋ノ借入ヲ為シ既二其ノ修繕二著手セ

ル者モアリシニ翌二十九日午前五時巡査並二剣銃ヲ持セル兵卒各―人田川金吉ヲ訪ヒ即刻

日本人―人同警察署二出順スルヘキ旨ヲ伝フルニ依り其ノ要件ヲ尋ヌルモ知ラスト答へ立

去りタルニ付詮方ナク田川ハ旨ヲ一同二通シ各自出頭セシニ午前九時二至り警察副長ハー

同二向ヒ日本人ハー切上陸セシムヘカラサル旨今満州総司令官ョリノ命アリタルニ付直ニ

退去セラルヘシ今後来ルモノモ同様ナリト伝へ尚ホ其ノ理由トシテ日本力露国人ヲ旅順ニ

入ラシメサルニ基クモノニシテ旅順力軍港タルノ故ナリトセハ我力浦塩モ亦同様軍港ナル

旨ヲ敷街シ且ツ退去二付テハー時間ノ猶予ヲ与フル由ヲ告ケタリ(同地―商會ニテ聞ク処

二依レハ平和條約批准発表後露國人二三十人陸路旅順二赴キタルモ入ルコトヲ許サレス又

海路ョリセシモノモ同シク上陸スルヲ得サリシト)是二於テ田川ハ到底一時間ニテハ退去

準備ノ出来セサル旨ヲ陳へタルニ副長ハ電話ニテ署長二具申シタル後漸ク同日正午十二時

迄ノ延期ヲ諾シタルヲ以テ貨物ノ如キハ主トシテ田川ノ尽カニテ之ヲ同地狸逸商會｢ラン

キリチ｣ニ寄託シ勿々帰国シタル次第ナルカニ予想外ナルハ同地二於テ開戦前日本人ノ有

ナリシ土地家屋ノ悉ク他ノ所有二帰シ居ルコト是ナリ露國官憲八日本人既得ノ所有権ヲ認

メサル趣ナルョリ当事者二難スル所アリシモ修好条約ノ破棄セラレタルヲ理由トシテ頑乎

応スル模様ナカリシ然ルニ提出シタル退去二就テノ損害計算ニハ此等土地家屋ノ見積ハ為

シ居ラサルニ付之二對スル損害額ハ更二要求セサルヘカラサル結果ヲ発見セリ

今回二於ケル直接損害額ハ参萬円二過キサルモ商機ヲ逸シタル間接ノ損失ハ今一時二計算

シ得ヘキニアラス同地物資ノ欠乏ハ殆ト其ノ極二逓シ日本人ニシテ若シ無事滞留シ得タラ

ンニハ機先ヲ制シテ優二開戦当事ノ損失ヲシタルヘキモ今ヤ外国商人ノ同地二入込ムモノ

実ニキヲ加へ十余隻ノ汽船ハ常二出入シツツアリテ商機ヲ失セルハ遺憾限ナシ云々

附記当事浦塩二於テハ外国人ヲシテー切他地方トノ交通ヲ為サシメサリシ由右ハ同地方軍

隊引揚中ナルカ故ニシテ表面本國へ輸送スルカノ如ク装ヒ其ノ実百比利亜地方枢要ノ箇所

二駐屯セレムル計画ナルヲ以テ其ノ機密ノ渥ルルヲ防ク為ナラント云フ
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　　　　　　　　　　　　　　　　資料2-5

(佃泌ira　to　Root,　November　10j　905　:　Papers　Rdぬng　to　the　Foreign　Relations　of　UX　1　905.　WaぬJ906,p.

　　　　　　　　　　　　　　　　　623)

The　reason　assigned　for　the　measぽe　thus　taken　against　the　Japanese,　as　it　understoodjs　that　in

much　as　Russians　are　not　permitted　to　Port　Arthur,　however,no　one,　whether　Japanese　or　foreigner

is　allowed　for　the　present　to　enter　into　the　port　unless　special　permission　be　obtained　in　advance,

thus　no　discrimination　whatever　is　being　made　agaist　Russians　in　this　respect,　and　therefore　it　is

in　no　way　the　case　of　discriminatory　treatment　intended　against　any　particular　nationals　as　in

vladivostok　where,　while　other　foreigners　are　being　admitted,　only　Japanese　have　been　excluded,

　(現在知られているように､このような排日的楷置に対する理由は､ロシア人が旅順港ヘ

の入港が許可されていないと同様のものであるが､しかしながら､現在のところ､前もっ

て特別な許可が得られていない限り､日本人であれ､外国人であれ､誰も旅順港への入港

は許されておらず､それ故､この点からロシアに対していかなる差別やそれに類する事も

行われおらず､従ってウラジオストクのように､他の外国人は許可されているにもかかわ

らず､日本人のみが排除されているという､状況､つまり特定国に対して向けられた差別

的な処置の例ではない｡)

　　　　　　　　　　　　　　　資料2-6

(出典:佃cahira　to　Root,　November　10.　1　905　:　Papers　Relating　to　the　Foreign　Relations　of　U｡S.1905.Wash.,1906,

　　　　　　　　　　　　　　　p,623,)

With　the　circumstance　in　view,　the　lmperial　Government　instructs　me　to　again　request　yoぽgood

omces　to　issue　necessary　instructions　by　telegraph　to　the　Am�ca　commercial　agent　at　vladivostok

directing　him　to　communicate　with　the　Russian　authorities　there　to　the　end　that　no　such

dis�minatory　treatment　ag函st　Japanese　as　above　sぽed　will　be　given　here　aftel,　and　to　report　the

result　of　his　action　by　telegraph.　(目的とする状況を考慮し､帝国敦府は私に､貴事務所からウ

ラジオストクのアメリカ合衆国貿易事務官へ上記のような､日本人に対する差別的な扱い

に今後一切許可を与えないよう当地のロシア当局と交渉し､その行動の結果を電報により

報告するように､必要な指令を電報で発信するよう再度請順することを委任した｡)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2-7

(出典:尹炳爽『李相高博』一潮閣､1984年､136頁､訂正なしそのまま引用｡日本語への翻訳は､｢大鳥

　　　　　　　　より小村宛ての機密韓第44号]外務省日本外交史料館所蔵)

　Vladivostok,26　August　1　9　1　0,

　National　Committee　of　Korea　to　the　great　powers　of　Europe　and　America　and　to　China　protest

against　the　annexation　of　Korea　by　Japan　if　Japan　shows　itsertowards　us　Koreans　a　relentless　foe,　lt

has　repeatedly　violated　the　concluded　treatiesjt　has　violated　in　a　bloody　fashion　the　law　of　nations

and　has　ignored　the　law　ofjustice,　To　prevent　such　proceedings　we　canjnot　nnd　strong　enough　words,

lt　is　now　preparing　to　notify　the　annexation　of　Korea　to　the　powers　which　is　in　truth　againstthc　wish

of　the　Koreans　themselves.

lt　wants　to　impose　it　upon　us　by　violence/n)permit　Japan　to　annex　us　by　violence　is　in　any　cvcnt

not　only　a　violation　of　peace　but　is　preparing　n)r　the　futぽe　a　continuation　of也c　strugglc　without

truce　and　without　endツWe　dare　hope　that　yoぼGovemment　rcspectful　of　the　rights　of　nations　and　of

the　prhlciples　ofjustice　win　see　nt　to　oppose　the　anjnexation　of　Korea　by　Japan　if　it　win　preserve

general　peace　bearing　in　mind　that　we　have　always　maintained　excellent　relations　with　all　thc

powers　of　the　world,

The　President　of　the　National　Committee　of　Korea

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lu　lnsek

　　　　　　　　　　　　資料2-8

(出典:PrHA丑B(国立ロシア歴史公文書館極東支部)､上掲書､1-H-73､61頁｡)

Ero　HMnepaTopcKOMy　BeJIHqecTBy　6JlaroyroμHo　6blJIO

Ha3HaqHTb　MeH只　norpaHHqHbIM　KOMHccapoM　rpaHHU鎚

KaHμo.no9TOMy　HMe　只　c　HO田eHHe　c　BJlajlHBocTOKCKHM　ry-

6epHaTopoM｡yqpeμHj7　Be3Je　KOpe持cKoe　HaUHOHaJlbHoe

o6uλecTBo　no丑　Ha3BaHHeM.μeJlb　9Toro　o6眼ecTBa　--Bo3-

BpaTHTb　noTep只HHy}o　Kopej4cKylo　He3aBHCHMocTb,

06palllaK)cb　BceM　Hau｣,HM　6paTb只M,npo班HBaK)眼HM　B　npH一

MopcKo負　06JlacTH,npHμTH　Ha　noMO眼b　B　μeJle　cnaceHH只

cBoea　po及H.H　bl｡noMHHT･e,Ha田M　μeμb【　noKo刄Tc只　Ha　Kope費-

C

B

K

○

HX　ropax,HaujH　6pa　Tb刄　T　a　Kxe　　B　c　e　Bblx　oμUbl　H　3.　KopeH

3MoxHO　JIH　3a6bITb　po刄HHy｡xoT只　Bbl　npo班HBaeTe　B
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H

HX　rocy及apcTBax,｢Je　npoxHBaeTe　6e3　Hyx及bl　H　ne一

H.

a3Ha9aK)　KOMaHμHpoM　KopeacKoro　napTH3aHCKoro

l刄a　r,xoH-noMjo｡a　TaK)Ke　nopyqaK)eMy　co6HpaTb　no一

T　B　O　B　a　HH只　K　a　K　双e　H　b　r　aMH､TaK　H　py飛b只MH,HpeAJlaraK)

M　pyccKono旦双aHHblM　KopeaUaM　6eCnpeKOcjloBHo　no八-

51Tbc只　r,xoH-noM及o　B　刄ocTaBJieHHH　eMy　py貳b只　H　naT-

Hbl,B　cjlyqae,eCjIH　KTO-HH6y刄b　He　HCnoJIHHT　erO　npH-

3aHH只,　只　HeMe双JleHHO　双oHecy　BoeHHOMy　ry6epHaTopy

只　HaKa　3aHHjl｡

H3blBaK)Bcex　KopeaUeB,npo)KHBa}oulHX　B　npHMopc　Koi4

JlaCTH,06゛be双　HHH　T　b　C　只　H　B　O　q　T0　6bl　TO　He　6blJiO　HCnOJI-

HTb　3aμyMaHHyK)HaMH　ueJlb,no　Bo3Bpa眼eHHH　B　KopeK)

Hua,0Ka3aBu,IHe　oco6eHHble　ycJlyrH　B　丑eJle　cnaceHH只

poμHHb1　6y刄yT　Harpa}KaeHb【,

noMHHTe｡　q　T　O　班eJITa只　paca　Bcerjla　OCTaHeTc只　)KeJITon

paco費,cKOJlbKO　JleT　H{2　npoxHBaeT　B　qyxHX　rocy4ap-

c　TBa　x　HHKO　r双a　Bb1　He　6y八eTe　6eJloa　paco負｡

4201　r　o及8　JlyHa　20　9HCJla　KOMHccap　JIH-noM-}oH'♭

　(国王陛下は､私を間島の管理使に委任して頂きました｡私は､ウラジオストクの知事[沿

海州軍務知事]と交渉をしながら､国民会という組織を設けました｡この組織の目的は､

我が国の独立を取り戻すことにあります｡

　沿海州に居住している兄弟たちは､我々の祖国を救う仕事に協力して下さい｡我々の先

祖が朝鮮の山に眠っていることを忘れないで下さい｡祖国を離れた兄弟達よ｡暮らしに困

ることなく､外国に居住しているあなたがたは､祖国を忘れてもいいのだろうか6

　私は洪範図を朝鮮人義兵隊長に任命し､彼洪範図に寄付を募金と銃で集めることを委託

します｡ロシア国籍を有する朝鮮人の全員に､銃と銃弾を彼に届ける時には､洪範図に絶

対的に従うように要求します｡その命令を遂行しない者については､処罰を与えるため､

直ちに軍務知事に報告することにします｡

　沿海州に居住する朝鮮人の全員に団結し､必ず我々が企てた目的を実行することを祈る｡

朝鮮への帰国後､祖国の救出に特に協力した者は､表彰されよう｡

　黄色人種は､いつまでも黄色人種であり､外国に何年滞在しても白色人種にはなれない

ことを覚えておいてください｡

4201年8月20日

李範允管理使)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2-9

(出典:B.A.CyxogJIHHo8　H.A｡CT　OJlhln　HHy｡11.05.1910.PrHA丑B(国立ロシア歴

　　　　　　　　　　　　史公文書館極東支部)､1-I　I-73､81頁)

　HecoMHeHHoe　cTpeMJleHHe　只noHHH　K　pacmHpeHHlo　cBOHX

HHTepecoB　Ha　MaTepHKe　H　BecbMa　He只cHble　H　丑ByCMblc-

Jl　e　HHb【e　　o　T　H　o田e　H　H　只　　忿　e　　c　KHTaeM,貝BHO　Bpa》Kjle6HblM　HaM,

o6只　3bIBaK)T　Ha　c　Hc　noJI　b　30B　a　Tb　Bc　e刄ocTynHble　HaM　cpe双-

cTBa　B　UeJI只x　co3丑aHH只　　HaH60Jlee　6JlaronpH只THblx　ajl只

Hac　ycJIOBHil　BO3MO)KHOro　cTOJIKHOBeHH只　c　9THM｡HaH6o-

Jlee　onacHbIM　H3　Ha江IHX　μaJlbHeBOCTOqHblx　cOce刄e　n,

　B　p只及y　TaKOBblx　cpelcTB,oμHHM　H3　HaH6oJlee　ZiencTBM-

TeJlbHblx　aoJI)KHo　nO　cnpaBe双JIHBOC　TH　nOqHTaTbc只　HC-

noJlb30BaHHe　coBpeMeHHO　r　o　nojloxe　HH只　B　Kopee,Bblr　04bl

T　a　K　O

C　HJI

q　H　e

BO　HcnoJIb3oBaHH只　KaK　B　MHpHoe　BpeMH(OTT只XKa

　cpeμcTB　只noHHH　Ha　6opb6y　c　noBCTaHUaMH,HaJIM-‘
H
　
　
B HauleM　pa　cnop只)KeHHH　noqTH　HeorpaHH`leHHblx

cpe刄cTB　IJI只　noμ及epxaHH只　Haujea　ocBeloMJleHHocTH　O

BoeHHblx　MeponpH只TH只x　只noHueB　B　Kopee　Ha　ハo　JI班Hon

Bblc　o　T　e　　HJJI51　60pb6bI　C　O　Lun　H　O　H　a}Ke　M　只　n　O　H腿e　B　　B　　H　aLuH　X

npejleJlax)｡TaK　H　B　BoeHHoe(nOμH只THe　B　TbIJly　只noHCKHX

apMH負　Bceo6眼ero　BoccTaHH只　B　Kopee)HacTOJlbKO

OtleBHμH　bl,　qTO　双OKa3♭【BaHHeM　HX　只　JI　H江lb 3JloynoTpe6HJI

6bI　BHHMaHHeM　Bamero　BblcoKonpeBocxo刄HTeJlbcTB　a.

　K　co)KaJleHHK),只　B　bIH　y班μeH　KOHcTaTHpoBaTb　TOT　4)aKT,

qTO　B　BblujeyKa3aHHo負　o6Jla　c　TH　HaMH　noKa　pe田HTeJlbHO

HHqero　He　c4eJlaHo,Mex刄y　TeM,,zlaJlbHeauJee　npoMe刄Jle-

H賛e　H　　HeBHHMaHHe　Hame　K　9TOMy　Bonpocy　cnoco6HO　Ha-

Bcer双a　JIHuJHTb　Ha　c　Bo　3MoxくHOCTH`　HcnOJlb3oBaTb　Kopelo　B

UeJlgx　HauJea　rocyjlapCTBeHHo銭　06opOHbl,H6o　nOa　BJIHa一

HHeM,c　o聶Ho負　cTopoHbl,penpeccHa　MecTHO負　BJlacTH　no

oTHouJeHH}o　K　Kope自cKOM､y　HaceJleHH}oK)XHo-yccypK負cKo-

ro　Kpa只,a　c　jLpyro自-CHCTeMaTH9.ecKOrO　H　IHHTeHCHB-

HOro　BHeμpeHH只　B　斑HpoKHe　KpyrH　Kope践ueB　Bpaxμe6Hb{x

HaM　TeqeHH爺,μoBepHe　K　HaM　CTpaHbl　yTpeHHero　COjIHua

H　npecTH)K　Ham　B　He蒼,no　o6uL瓦eMy　oT3bIBy　ocBeμOMJleHHblx
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JIHU

　OT

060

Ka3

npe

3aH

　　6blcTpO　yTpaqHBaK)Tc只　HaMH､

BeTCTBeHHocTb　3a　cocTO只HHe　rocyμapCTBeHHoa

pOHbl　POCCHH　H　o6只3blBaeT　MeH只…　npOCRTb　Bac　He　OT-

aTb｡e　cJIH　To　6yleT　npH3HaHO　BaMH　Bo3MO飛H　bIM,B

AnolaHHH　npHaMypcKOMy　reHepaJI-Γy6epHaTOpy　yKa-

H負　B　CMblcjle　Heo6xo及HMOCTH　C03皿aHH只　6JlarOnpH只T-

Hon　noqBbl双jl只　HcnoJlb30BaHH只　KopeH‘　B　Uejlタlx　Ha3BaH-

HO負　o60poHbl,nocKojlbKy　T　a　KO　B　a　只　UeJIb　旦OCTH)KHMa　ny-

TeM　TBep及oro,Ho　6Jl　a　r　o)Ke　Jl　a　T　eJl　b　H　O　r　o　H　B　HHMa　Tejl　b,HO-“

ro　oTHo田eHH只　pyccKon　rocyAapcTBeHHo14　BJla　c　TH　K　Hy)K-

･aM　H　HHTepecaM　HaceJI只louiH　X　K)XHo-yccypH負cKH費　Kpaa

Kope負ueB,B　　p只皿ax　KOTopblx　HacqMTbIB　a　eTC只　HeMaJIO

BJIH只TejlbHblx　H　npe及aHHblx　PocCHH　nOJIHTH9ecKHX　9MH-

rpaHTOB,

　(日本の<アジア>大睦での疑いのない利権拡大願望､及ぴ我が国と敵対する中国との極

めて不明瞭､かつ曖昧な関係が､極東の最も危険な隣国<日本≫との予想される衝突に対

して､我が国には好都合な条件設定のためにあらゆる可能な手段を採らせることになりま

す｡

　この―連の手段のうち､最も効率的手段として考慮しなけれぱならないのは､<反日遅

動が起きた>朝鮮の現況を利用することである｡これを利用する利点は､平和時(蜂起軍

との戦いに日本の軍隊と資金を<日本に>投入させること､朝鮮での日本人の軍事作戦の

情報を高いレベルで我々が維持するため､また日本人の国境でのスパイ活動との戦いのた

めの限りのない資金を保持していること)にも､また戦時(朝鮮において､日本軍の背後

での前面的に蜂起すること)においても､それは明白であり､その説明によって､閣下の

注意を私は過度にそらしたくありません｡

　確かに､上述のことでは､私達が何も決定的なことをしていないことを認めざるを得ま

せん｡しかし､私達がこの問題を今後､引き延ぱし､かつ無関心であれぱ､国防という点

で朝鮮を利用する機会を永遠に失うことにもなりかねません｡というのは､一方では､南

ウスリー地方の朝鮮人住民に対する地方当局の弾圧により､また他方では､体系的な､ま

た集中的な我々に敵意ある動きを朝鮮人のなかに定着することにより､それは､消息筋に

よれぱ､我々への朝鮮国の信頼と朝鮮における我が国の権威が急速失われることになりま

す｡

　ロシア国訪の地位の責任にある私は､閣下が可能と考えになるなら､沿アムール締督に､

国防に朝鮮を利用する絶好の立場を創りだす指示をだすことをお許しいただけるようお順

いします｡というのはこの目的が実現されるのは､ロシア政府と南ウスリー地方の朝鮮人

住民の需要と要求の､確固たる､しかし友好的なそして慎重な関係によるのです｡彼ら朝
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鮮人の中には､少なからず､有力な､ロシアに献身的な政治亡命者がいるからです｡)

<≫は筆者が補った｡
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2-10

(出典:KonHg　celくpeTHoro　nHcbMa　MHHHCTp･a　HHocTpaHHblx　μ

eJl　oT　17､06､1910　E　8oeHHogy　gHHHC　Tpy.　PΓHA丑B(国立ロシア歴史公文書

　　　　　　　　　　　　　　館極東支郎)､702-1,640､220頁)

OnacHocTb　oT　3aTparRBaHHg　6oJle3HeHHoro　μjI　R

只noHKK　KopeacKoro　Bonpoca　HecoH3MepnMa　c　To負

noJIb3o負,KOTopy狛　MbI　MorJIH　6bI　H3　BJle　qb　M3　BOJIHe-

HH負　B　Kopee｡

　(<ロシア政府にとっては>､日本にとって有害な朝鮮問題に接する危険は､朝鮮の騒動

から我々が得られる利益とは比較にならない｡)

<>は筆者が補った｡
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資料4,2　沿海州における中国人の最大企業､19H年

企業名 店主 店主の出身地 従業員人数 営業年数 資本金(トブル) 企業の所在地

新興永 孫福江 黄県省 14 20 15,000 ハバロフスク

東聚盛 丁継茂 黄県省 18 20 15,000 ハバロフスク

公順永 緯積厚 山東省 I 1 10,000 ハバロフスク

徳原祥 劉達徳 招遠省 10 5 30,000 ハバロフスク

義聚成 劉文進 山東省 12 4 10,000 ハバロフスク

同案和 畢開講 山東省 14 23 20,000 ハバロフスク

永順福 鄭延信 黄県省 12 16 20,000 ハバロフスク

徳聚成 王座岩 山東省 12 10 10,000 ハバロフスク

福鴻吉 孫会郷 山東省 15 2 10,000 ハバロフスク

謙益成 孫国儒 黄県省 12 8 15,000 ハバロフスク

徳増祥 王知祥 山東省 10 8 10,000 ハバロフスク

福泉永 王篠五 牟平省 9 22 25,000 ハバロフスク

徳増福 孫徳欽 山東省 15 10 15,000 ハバロフスク

東来興 梁理堂 山東省 11 5 30,000 ニコラエフスク

宝興東 雷秉敬 山東省 12 3 12,000 ニコラエフスク

宝興成 孫嘉イ言 山東省 10 16 20,000 ニコラエフスク

同順成 牟洪網 黄県省 10 4 10,000 ニコラエフスク

元只茂 参殿魁 黄県省 15 3 20,000 ニコラエフスク

信奉源 九 山東省 15 11 30,000 ニコラエフスク

開発昌 李経綸 被県省 9 9 10,000

東盛恒 孫鴻儒 山東省 14 23 10.000 スチヤーン

東順祥 孫祥書 被県省 15 1フ 18,000 -

慶祥泰 王　瑶 山東省 H 8 10.000 一

徳聚永 劉長泉 山東省 16 11 10.000

慶発福 王煩煥 山東省 24 10 30,000 イマン

同義公 李守義 山東省 19 11 17,000 イマン

徳増盛 劉文嶼 山東省 18 23 10,000 イマン

祐興和 凌世論 山東省 8 15 13,000 イマン

祐増和 劉子偏 山東省 16 8 12,000 イマン

東和盛 鮑登鍼 山東省 8 15 12,000 イマン

和豊泰 呉金創 黄県省 12 8 10,000 イマン

出典:商人 ｢在露中国人商人職業統計｣

年､23-34頁｡

駐ウラシ゛オストク中華共和国総領事報告書『農商広報』第45号､1911

2･61





　　　　　　　資料4,4

　1902(明治35)年の浦潮居留民會規則

(角田他十『浦潮案内』､1902年,132-139頁)

　　　　　　　　　　　　　　　　　第一章　総　則

第一條　本會は浦潮港に居留する帝国臣民一般の共同利益を保護するを以て目的とす

第二條　浦潮港に居留する帝薗臣民は本會の存在に依り生する一切の便利を享受する

　　　　　の複利を有し又本會の負担を分任する義務を有すべし

第三條　前條の理由に基き浦潮港に三ケ月以上居留する帝国臣民は嵐癩白痴若くは公

　　　　　権剥奪又は停止中の者に非さる以上其職業の如何を問はず総會員たるべし

第四條　本會は浦潮居留會を名称し其事務所を浦潮港に設債す

　　　　　　　　　　　　　　　　　第二章　會　員

第五條　會員を通常及び名誉特別の三種に分ち第三條に規定する在留臣民を通常會員

　　　　　とし浦潮外の地に居住し本會へ露貨五留以上五十留以下を寄付したる帝国匝

　　　　　民を特別會員とし五十留以下を寄付したる帝国臣民を名誉會員とす

第六條　會務の便宣上通常會員を左の十三部に大別す

　第一部　商　　業　　　　　　　第二部　留学(医師､憎侶外国商館員等を包含す)

　第三部　写真時計師金銀細工　　第四部　総裁職

　第五部　大工職　　　　　　　　　第六部　鍛冶職

　第七部　雑職(ペンキ塗､左官､壁張職等とす)第二部　理髪

　第九部　洗濯　　　　　　　　　第+部　旅宿料理

　第十一部貸席　　　　　　　　　第十二部雑業

　第十三部奉公人等(外国人雇料理人子守小使等)

　　　　　　　　　　　　　　　　　第三章　委　員

第七條　本會の委員は二十九名とし記名投票を以て各部より左記の如く選挙する者と
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第一部

第三部

第五部

第七部

す
　
二

-

一

四

-

一

名
　
名

名

名

第二部

第四部

第六部

第八部

名
　
名

二
　
　
二

名
　
名

二
　
　
二

第九部　二　名　　　　　　　　　　　　　　　　　第+部　　二　名

第十一部三　名　　　　　　　　　　　　　　　　第十二部　二　名

第ハ條　會員中委員の選挙権及披選挙権を有する者は男子の戸主に限る

第九條　委員は各部を代表して委員會を組織し在留臣民一般に関する諸般の事務を議

　　　　　定し処理するの外平素各自部員の風紀を取締り牒金徴収､名簿調製､回文送達

　　　　　等の如き會務執行上本會事務所に對し相富の助勢と便宣を典ふるの纏務を有

　　　　　する

第+條　委員の任期は満ニケ年とす但し再選する事を得

第+一條委員中欠員を生したる時は十日以内に補欠員の選挙を行ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　第四章　會　議

第十二條委員會は通常臨時の二種に分つ通常會は毎年一月之を開き臨時會は左の場合

　　　　に於て開くものとす

　　　　―　貿易事務宮の設問

　　　　二　本會総代及相談役の請求

　　　　三　委員五名以上の申立

第十三條委員會に於て決議すへき事項の概目左の如し

　　　　―　居留民會々則並に之に基く―切の規則類に関する件

　　　　二　委員會議費､事務所費､教育費､衛生費､火葬場及墓地費､役員俸給及賞

　　　　　　興等

　　　　三　會費予算外支出の件

　　　　四　決算報告の認定
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　　　　　五　會費の賦課及微収方法

　　　　　六　共有財産の管理及処分

　　　　　七　其他在留臣民一般に関する事項一切

第十四條委員會の決議は貿易事務官の認可を経て施行すへし

第十五條委員會の議長及副議長は委員會の都度委員中より之を互選す

第十七條通常會と臨時會を問はす其議案は総代より提出するものとす

　　　　　但し出席委員中建誰を為すものありて三名以上の賛成ある場合は此限にあら

　　　　　す

第十八條委員過半数出庸せされぱ會議を開くを得す

第十九條會議は過半数に由り決し可否同数なるときは議長の決選に拠る

　　　　　　　　　　　　　　　　　第五章　委　員

第二十條　　本會に総代一名相談役五名助役一名書記一名通譚一名を置《

第二十一條､総代及助役は委員會に於て之を選挙し貿易事務官の認可を受くへし

　　　　　　但し総代及助役は其任期ニケ年を有給とす

第二十二條　総代及助役たるを得へき者は委員たるの資格を有せさるへからす

第二十三條　総代は委員會の委任を受け各種事務を執行し我が官衛及其他に對し在留民

　　　　　　全体を代表すするものとす

第二十四條　総代は本會―切の事務を監督整理し其富るへき事項の概目左の如し

　　　　‐　公達類を在留民に頒布する事

　　　　二　委員の決議を執行する事

　　　　三　公共財産を管理若くは監督する事

　　　　四　本會の歳出入予算を調製し及決算報告をなす事

　　　　五　會費の収支を管理する事

　　　　六　在留民の戸口を調査し衛生を監視する事

　　　　七　共立学校及露語講習科を管理する事

　　　　ハ　委員會の決議を貿易事務宮に届出る事
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　　　　九　我官衛に提出する諸願何届書に加印する事

　　　　+　学齢児童を勤誘就学せしむる事

第二十五條　相談役は委員會に於て委員たるの資格を有する會員中より之を選挙するも

　　　　　　のとす

　　　　　　但し其任期はニケ年にして無給とす

第二十六條　相談役は庶務及会計事務‐切を監督す

第二十七條　助役は総代を助け会計及庶務に従事するものとす

第二十八條　書記及通譚は総代及相談役之を選ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　第六章　會　費

第二十九條　會費は人頭割及戸数割の二種に分つ

第三十条　　人頭割牒金は會員一名に付露貨二十五歌つs,之を徴収す

第三十一条　戸数割金は左の六種に分ち毎月各戸主より微収す

　　　第一種　一等商

　　　第二種　二等商科理店旅館医師

　　　第三種　三等商時計師写真師鍛冶細工業

　　　第四種　理髪業洗濯業大工業鍛冶業ペンキ職諸飲食店

　　　第五種　貸席業

　　　第六種　其他戸主

　　　　戸主の種別は委員會の決議に依り之を定む

　　　　　但戸主は人頭割課金を納入するの義務なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　第七章　雑　則

第三十二條　會費滞納及會則遠犯の者あるときは委員會の決議を以て相営の処髪を取る

　　　　　　へし

第三十三條　本會々員の外浦潮外の地に在留し若しくは三ケ月以内滞在の帝国臣民にし

て諸官衛に對する交渉及願届等を依頼したる時は相富の手数料を微収し其
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　　　　　　需に応するものとす

第三十囚條　本規則若くは本規則に基く‐切の規則類は貿易事務官の認可を経て施行す

　　　　　　るものとす

　　　　　　前項の規定は改正の場合にも適用す

追加

　　　　　　本會々計報告を一月七月の二期とし事務所内に公示し各所に配布する事

　　　　　　(本年三月十五日委員に於て訂正確定)

　　　　　　(第三十條の人頭割牒金は委員會の決議に依り二十五寄を十五寄に改めた

　　　　　　りと云ふ)

資料4-5　1902(明治35)年の浦潮在留日本臣民教育二関する規約

　　　　(｢浦潮港日本小学校設立ノ件｣外務省外交史料館所蔵､3-10-2-10,2)

第一條浦潮在留日本臣民ハ学齢児童教育ノ為二尋常小学校及ぴ高等小学校ヲ設立ス

第二條教育の目的ハ児童身体ノ発達二留意シ道徳教育及ぴ国民教育ノ基礎並二其生活

　　　　二必須ナル普通ノ知識技能ヲ受クルヲ以テ本旨トス

第三條小学校設置二関スル費用ハ居留民会ノ負担トス其概目左ノ如シ

　　　ー､設備及其維持ノ費用

　　　二､職員ノ俸給其他ノ諸給典

　　　三､校費

第四條尋常小学校及ぴ高等小学校ノ修業年限ハ各三ケ年トス

第五條尋常小学校ノ教科目ハ終身､國語､算術､体操､唱歌トス

第六條高等小学校ノ教科目ハ終身､國語､算術､地理､日本歴史､理科､図画､体操､

　　　　唱歌トシ女子ノ為ニハ裁縫ヲ加フ

第七條高等小学校二修業年限ニケ年ノ補習科ヲ設ク

　　　　補習科ノ教科目ハ國語､算術､地理､歴史及商業経済二関スル学科トス
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　　　　補習科二於テハ随意科トシテ露語ヲ加スル事ヲ得

第八條小学校用教科書ハ学校長及管理者合議ノ上之ヲ定ム

　　　　ー且定メタル教科用書八三年間之ヲ変更スル事ヲ得ズ

第九條在留日本臣民ノ児童年齢満六歳二達シタル翌月ョリ満十二歳二至る六ケ年ヲ以

　　　　テ学齢トス

　　　　学齢児童ノ学齢二達シタル月以ノ後二於ケル最初ノ学年ヲ以テ就学ノ始期トシ

　　　　尋常小学校ノ教科ヲ修フシタル時ヲ以テ就学ノ終期トス

　　　　学齢児童保護者ハ就学ノ始期ョリ其終期二至ルマデ学齢児童ヲ就学セシムルノ

　　　　義務ヲ負ヲ但シ貧究又ハ児童身体上ノ故障ニョルモノハ之ヲ免除ス

第十條傅染病予防ノタメ必要アル時其他非常変災アルトキハ管理者ハ臨時小学校閉鎖

　　　　ヲナス事ヲ得

第十―條学校長ハ傅染病二罹り若クハ其虞アル児童又ハ性行不良ニシテ他ノ児

　　　　　童ノ教育二妨アリト認メタル児童ノ学校二出席スルヲ停止スル事ヲ得

第十二條小学校ハ居留民会総代之ヲ管理シ富校駐在日本貿易事務官之ヲ監督ス

第十三條　管理者が執行スル教育事務ヲ補助スル為メ学務委員五名ヲ置ク

　　　　　学務委員撰定方ハ居留民会ノ定ムル所ニョル

第十四條　教則教員服務規律俸給旅費支給法教員進退二関シテハ総代及相談

　　　　　役之ヲ定ム

第十五條　休業日八日曜日ヲ除ク外毎年九十日超エル事ヲ得ズ

第十六條　補習科二関スル規程八本規約ヲ適用ス

第十七條　小学校ハ基本財産ヲ設クル事ヲ得

　　　　附則

第十八條本規約ハ明治三十五年四月一日ョリ之ヲ賞施ス
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　　　　　　資料4-6

1902(明治35)年の日本小学校設立規約細則

第一條本校二於テ教授スル各学科ノ教授ノ要旨八本國現行小学校令施行規則中二示ス

　　　　所二準拠ス

第二條随意科トシテ外國語ヲ課スルトキハ其時間ハ壹週間四時間以内トシ唱歌及体操

　　　　ノ時間ノ割キ又適宜時間ヲ加ヘテ之二充ツ

第三條尋常小学校及高等小学校各学年ノ教授程度及毎週教授時間ハ小学校令施行規則

　　　　第十二号表ニヨリ相当学年二配当ス

第四條学校長ハ修業年限ノ終り二於テ尋常小学校若シクハ高等小学校ノ教科終フセシ

　　　　ト認メタルモノニハ卒業誰書ヲ授奥スベシ

第五條学校長ハ学校末二於テ各学年ノ牒程ヲ修了セリト認メタルモノニハ修業鐙書ヲ

　　　　授奥スベシ

第六條前ニケ條ノ卒業若シクハ修業ノ認定ニハ試験ヲ用ト其成績ヲ考査スルモノトス

第七條小学校ノ学年八四月一日二姑り翌年三月三十一日二終ル

第八條四月一日ョリ七月三十一日マデヲ第一小期ソレョリ十二月廿八日マデヲ第二小

　　　　期ソレョリ翌年三月三十―日マデヲ三小期トシ各小期ノ終二児童学業成績ヲ考

　　　　査シ保護者二通知ス

第九條毎日ノ教授時間ノ終始ハ管理者之ヲ定ムルコトス

第十條日曜日ノ外学校休業日ヲ定ムルコト左ノ如シ

　　　ー､本國二於ケル大際祝日

　　　一､露國皇帝皇盾皇太后陛下ノ誕辰日及命名日

　　　一､夏期休業日(八月八日ョリ八月廿一日マデ)

　　　-､冬季休業日(十二月廿九日ョリー月廿七日マデ)

　　　一､臨時休業日(二十七日ヲ超エルコトヲ得ズ)

第十―條学校長ハ管理者ノ承諾ヲ得テ夏季冬季休業日ノ前後各二十日以内二於

　　　　　テ毎日ノ教授時数ヲ減スルヲ得
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　　　　　但一日ノ時数二時ヲ下ルコトヲ得ズ

第十二條囚方拝紀元箱天長節二職員及児童ハ学校二参集シテ式典ヲ行フベシ児

　　　　　童保護者ハ式典二参列スベシ

第十三條学務委員ハ左ノ事項ニツキ居留民会総代ヲ補助スベシ

　　　　ー､就学及出席二関スルコト

　　　　ー､学齢児童調査二関スルコト

　　　　ー､学校ヲ視察シ設備及衛生二注意スルコト

　　　　ー､小学校費予算案編制二関スルコト

　　　　ー､学校基本財産蓄積二関スルコト

第十囚條学校長ハ学務及教務ヲ整理シ所属員ヲ統督ス

第十五條学校長及其他職員ノ進退ハ管理者之ヲ相談役二諮リテ決定スルモノトス

第十六條学校長及其他職員ノ進退及俸給ノ辞令書ハ管理者之ヲ交付スベシ

第十七條職員ヲ解職シ若クハ職員ニシテ辞職セントスルトキハ少クトモーケ月

　　　　　以前二予メ其急ヲ通スベシ

第十八條前條ニョリ辞職シタルモノ又ハ解職シタルモノハ其日付ノ如何二係ハ

　　　　　ラズ富月分ノ俸給全額ヲ支給ス

第十九條教員若シ在職中死亡シタル時ハ其在職最終ノ月俸三ケ月分給奥ス

第二十條教員若シ疾病二罹り欠動スル件ハ其日教六十日至マデ八月俸全額ヲ給シ尚引

　　　　　続キ欠勤九十日二至ル時八六十日以後八月俸四分ノーノ割合ヲ以テ支給シ百

　　　　　日ヲ超エル時ハ第十七條ノ手続ヲ経ズシテ解職スベシ

第二十―條教員若シ私事ノ故障ニョリ欠動スル時其ノ日教一ヶ月マデ八月俸全

　　　　　　額ヲ給シーケ月後ハ俸給ノ半額ヲ給シ尚引続キ欠勤六十日以上二至ル時ハ

　　　　　　第十七條ノ手続ヲ経ズシテ解職スベシ

第二十二條教員ノ動務二怠慢ナリド認メラルベキ事実アルカ若クハ教育者トシ

　　　　　　テ不都合ノ行為アルアラザレバ解職セズ

　　　　　附則

第二十三條本細則ハ明治三十五年四月一日ョリ之ヲ実施ス
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料4-フ

　　　　　　　　　　　1909(明治42)年の浦潮目本小学校規程

　　　　　　　　　　　　　　　　第一章　総　則

第一條本校八本圃現行小学校令二基キ道徳教育及ビ國民教育ノ基礎並二典生活

　　　二必須ナル普通ノ知識及ビ技能ヲ授クルヲ本旨トス

第二條本校ハ在浦潮斯徳居留民会立日本小学校ト称ス

第三條本校ハ尋常科ノ外高等科二学年牒程ノ高等小学校ヲ併置ス

第四條尋常小学校及ビ高等小学校各学年ノ教科目及ビ毎週教授時間ハ文部省令

　　　第四号表及ビ第五号表ニヨル高等小学校二更二修業年限一ケ年ノ補習科ヲ泄リ

　　　コトアルベシ

　　　補習教科目及ビ教授時数ハ居留民会ノ定ムル所ニョル

　　　　　　　　　　　　　　第二章学年楽器休業

第2-條学年八四月一日二始り翌年三月三十一日二終ル

第二條学期ヲ分ケル左ノ三種トス

　　　第一学期　四月一日ョリ七月三十日二至ル

　　　第二学期　八月一日ョリ十二月三十一日二至ル

　　　第三学期　一月一日ヨリ三月三十一日二至ル

第三條休業日ヲ定ムルコト左ノ如シ

　　　ー､本國二於ケル大際祝日

　　　二､露國皇帝､皇后､皇太后陛下並二皇太子殿下ノ誕生日及ビ命名式日

　　　三､戴冠式日､即位日､クリスマスパーチ､露暦一月一日

　　　四､日曜日

　　　五､夏季休業日八月一日ョリ同十五日二至ル

　　　六､冬季休業日十二月廿七日ョリ翌年二月九日二至ル

　　　七､学年末休業日三月廿五日ヨリ同三十一日二至ル
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　　　　　　　　　　　　　　第三章事務分掌規定

第一條　校務ヲ処理スル為メ教員中左ノ孫員ヲ置ク

　　　ー　　学籍係　　　　　　　　　　　　―　　庶務係

　　　一　　図書係　　　　　　　　　　　　―　　器具係

　　　―　　統計係　　　　　　　　　　　　一　　衛生係

第二條　学籍係ハ左ノ事務ヲ処理スベシ

　　　ー　学籍薄ノ調製及整理二関スルコト

　　　ニ　入退学者及ビ異動調査二関スルコト

　　　三　修了卒業者ノ帳薄整理保管二関スルコト

第三條　庶務係ハ左ノ事務ヲ処理スベシ

　　　ー　学事藷法令ノ整理保管二関スルコト

　　　ニ　藷官廳トノ文書ノ交渉二関スルコト

　　　三　文書ノ発達及ビ受理二関スルコト

第四條　図書係ハ左ノ事務ヲ処理スベシ

　　　ー　図書原薄ノ調製二関スルコト

　　　ニ　図書ノ整理保管二関スルコト

第五條　器具係ハ左ノ事務ヲ処理スベシ

　　　ー　器具原薄ノ調製二関スルコト

　　　ニ　器具器械標本ノ整理保管二関スルコト

　　　三　使用二堪ヘザルモノノ処分二関スルコト

第六條　統計係ハ左ノ事務ヲ処理スベシ

　　　ー　日々出欠生一覧表二関スルコト

　　　二　月末出欠児童統計調査二関スルコト

　　　三　出欠薄ノ整理保管二関スルコト

　　　四　其他一般統計二関スルコト

第七條　衛生係ハ左ノ事務ヲ処理スベシ

　　　ー　衛生法ノ賞施及ビ監督二関スルコト
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一

一

一

児童ノ学籍薄ノ調製及整理二関スルコト

児童学籍薄ノ調製及整理二関スルコト

　　　　　　　　　　　　　　　第四章職員心得

第一條　本校教員ハ始業時問約廿分前二上校シ出動薄二捺印ノ上各自担任ノ教室

　　　　ヲ巡視スベシ

第二條教員ハ児童ヲシテ常二児童心得ヲ賞行セシムルコトニ努ムベシ

第三條教員ハ自己担任児童中無断欠席三日以上二歩ル者アルトキハ速二其理由

　　　　ヲ保護者二照会シ尚ホ四日以上何等ノ通告二接セサルトキハ居留民会頭二督催

　　　　方ヲ請求スベシ

第四條教員ハ児童二不時ノ疾病若クハ負傷アリタル時ハ衛生係ト合議ノ上的宜

　　　　ノ処億ヲ執ルベシ

　　　其家族中二傅染病者アルコトヲ聞知ヒル時ハ学校医ト合議ノ上速二臨機ノ

　　　処置ヲ執ルベシ

第五條教員ハ終業後児童ヲ留置キ訓式ヒシ時ハ其旨通知薄ニョリ保護者二通告スベシ

第六條自己ノ使用セルー般ノ教具ハ授業後既定ノ場所二整理シ置クベシ

第七條児童ノ身体検査ヲ行フトキハ適宜学校医ヲ補助スベシ

第ハ條学校医ヨリ廻布サレタル児童身体検査標ハ先ヅ学薄二韓シ更二通知薄ニョリ保

　　　護者二通告スベシ

第九條教員疾病事故等ノ為メ遅刻欠動早引等ヲナサントスル場合ニハ予メ校長二届出

　　　　ヅベシ

　　　但シ全日欠動ノ楊合ニハ校長ョリ其都度居留民会会頭二通告スベキモノトス

　　　　　　　　　　　　　　第五章児童心得

第一條本校児童ハ教育勅語ノ主旨ヲ奉医シ校規校訓ヲ導守スベシ

第二條上校時間ハ始業時間前約十五分タルベシ

第三條上級生ハ常二下級生ヲ愛撫シ下級生ハ上級生ヲ敬ヒ互二親睦ヲ旨トスベシ
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　第四條絞ノ内外ヲ頂ハズ本校生徒タル面目ヲ汚損スルノ行為アルベカラズ

　第五條途中通行ノ際ハ常二見若シカラザル態度ヲ保ヂ道路ノ左価若クハ右傀ヲ歩

　　　　行スベシ

　第六條富日入用ノ物品ハ忘レ来ラザル様注意スベシ

　第七條学用品ノ外ハ楽リテ持参スペカラズ

　第八條っ携帯品ニハ必ズ学年及ビ氏名ヲ記入スベシ

　第九條登校シタル時ハ教員ニハ勿論開輩ニモ挨拶スベシ

　第十條途上其他ノ場所二於テ尊長若クハ同輩二遇ヒタル時ハ相富ノネLヲナスベキ

　第十一條物品ヲ失ヒ又ハ捨ヒタル時ハ直二届出ズベシ

　第十二條登校後ハ許可ヲ得ズシテ校外二出ズペカラズ

　第十三條教員ノ許可ヲ得ズシテ金銭貸借又ハ遺取ヲナスベカラズ

　第十四條教室出入ノ際ハ列ヲ正ウシ静粛ヲ旨トスベシ

　第十五條受業時間中ハ専心一意其牒業ヲ励ムベシ

-第十六條机ノ内ハ毎時整須シ机腰掛ハ正シキ位置二整理スベシ

　第十七條故アリテ教授時間二遅レタル者ハ教室二入り黙ネLシテ教員ノ指図ヲ待ツ

　　　　　ベシ

　第十八條欠席又ハ遅刻早引セントスル時ハ其事由ヲ通知薄ニテ通知スベシ

　第十九條痰唾ハ必ズ所定ノ唾壹二之ヲ吐クベシ

　第二十條上校下校ノ際途中ニテ無益ノ時ヲ費シスハ危険ノ場所二立寄ルペカラズ

　第二十―條休息時間中ハ互二親睦ヲ旨トシ活発二遊戯スベシ

　　　　　但シ舎内二舎内二於テ休息スルトキハ静粛ヲ旨トスベシ

　第二十二條休息時間中柵屋根等二挙登シ又ハ之ヲ傷リベカラズ

　第二十三條隣族ハ勿論通行入二對シ不都合ノ所為アルベカラズ

　第二十四條落書ヲナシ又ハ互榛ヲ擲ツ等ノ所為アルベカラズ

　第二十五條常二公徳ヲ重ンジ外國人ヲ侮ル等ノ所為アルペカラズ

　第二十六條下校ノ際ハ教員二挨拶スベシ
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　　　　　　　　　　　　　　第六章児童監護規定

第一條教員ハ毎休息時間二於テ児童運動遊戯ヲ監護スルモノトス

第二條監護富番ハ上席訓導ニョリ毎時訓番二之ヲ務ムルモノトス

第三條監護中ハ児童ノ長幼相親二愉快二運動遊戯スルコトヲ補助奨励スベシ

第四條監護中二起リシ事故ハ総テ監督日誌二記入スベシ

第五條校長ハ運動場ノ状況又ハ風雪等ヲ見計ヲヒ入ロニ舎外舎内ノ社ヲ掲ケテー般児

　　　童ノ出場不出場ヲ予告スベシ

第六條監護富番ハ左ノ事項二留意スベシ

　　　ー風紀上不都合ト認メ事項ハ直二差止ムルコト

　　　ニ危険ト認メシ遊戯ハサルシメザルコト

　　　三摂り二運動場外二出デシメサルコト

　　　四他生ノ遊戯ヲ妨害セシメサルコト

　　　五互榛ヲ擲ツコトヲサイ最禁スルコト

　　　　　　　　　　　　　第七章　出席薄取扱規定

第一條受,持教員ハ鋸月末日二於テ翌月分ノ児童出席薄ヲ調整スベシ

第二條児童ノ出欠ハ毎日第二時ョリ第三時マデ間二於テ点検シ出席欠席数ヲ相富欄内

　　　二記入シ其出席欠席ヲー日瞭然タラシム

第三條児童ノ遅刻早引ノ記号ハ出席ノ上二重記スベシ

第四條受持教員欠勤セル楊合ニハ補欠教員臨機前ニケ条ノ手続ヲナスベキ

第五條新二入学シタル児童アルトキハ左ノ方法ニョルベシ

　　　校長若クハ代理者ノ認メタル傅票アルニアラサレバ出席薄二記入スルコトヲ得ズ

　　　該児童ノ席順ハ従来ノ児童ノ最尾二記入スベシ

　　　三　入学ノ日ョリ在籍者ノ手続ヲナシ学籍薄二登録スベシ

第六條退学児童アル時ハ左ノ方法ニョルベシ

　　　ー校長若クハ代理者ノ認メタル傅票アルニアラサレバ

　　　ニ退学児童ハ退学届受理ノ翌日ョリ之ヲ除籍スルモントス
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　　　但シ月末日二退学シタル者ハ其富日之ヲ除籍スベシ

　　　　　　　　　　　　第ハ章学業成績考査規定

第一條各受持教員ハ毎学期平素教授ノ際児童ノ学業ノ唱熟進歩ノ度ヲ計り各教科目ニ

　　　　ツキ其成績ヲ考査スルモノトス

第二條各受持教員ハ左ノ学科ニツキ毎学期一回特別考査ヲ行フモノトス修身､書取､算術

　　　歴史地理理科商業　英語

第三條平素成績並二特別考査成績ハ評点ニテ之ヲ表シ成績考査手帳二記入スベシ

第四條毎学期ノ終りニハ平素ノ成績ト特別考査ノ成績トヲ平均シタルモノヲ以テ

　　　最後ノ成績点トス

第五條学年終りニハ各教科目毎二学期間ノ成績ヲ合計シタルモノヲ三分シテ各教科目

　　　最後ノ成績点トス

　　　但シ四捨五入法ヲ用フ

第六條学校長ハー学年間各教科目ノ成績点四点以上平均点六点以上ヲ得タル者ヲ標準

　　　　トシ平素ノ操行ト動急ノ状況トヲ斟酌シ修業若クハ卒業ヲ認定スルモノトス

第七條学業成ヲ児童並二績保護者二報告スルトキハ評語ヲ用スベシ

第八條評語評点ヲ對照規定スルコト左ノ如シ

　　　　　　　評語　　　　　　　　　　評点

　　　　　　　上々　　　　　　　　　　十点

　　　　　　　上　　　　　　　　　　　九点

　　　　　　　中上　　　　　　　　　　ハ点

　　　　　　　中　　　　　　　　　　　七点

　　　　　　　中下　　　　　　　　　　六点

　　　　　　　下上　　　　　　　　　　五点

　　　　　　　下　　　　　　　　　　　　四点

第九條児童学業成績ハ学期末学年末二於テ通信薄ヲ以テ保護者二報告スベシ

第+條特別考査ヲ経タル答案ハ校長ノ検閲二供スベシ
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史料･参考文献

未公刊公文書

PoccHacKH負　rocyμapcTBeHHblii　HCTopHtlecKHa

apxH8=PΓHA,CaHI(7-ΓleTep6ypL(国立ロシア歴史公文書館,

サンクト･ペテルプルグ)､第1263号､第1273号､第323号フオーンド｡

ΓocyμapcTBeHHbla　apxHB　HpKyTCKoa　o6Jla-

C　T　H　(イルクーツク州国立公文書館)､第24-11/3-24号フオーンド｡

PoccHacKHa　rocyμapcTBeHHbl鈴　HCTopHqe-

cl(H蔚　apxH日　几aJIbHe　ro　BocToiくa(極東地域国立ロシア歴

史公文書館)

　npHgopcl(oe　o6JlacTHoe　ynpa8JleHHe(沿海州当局部)､

　第1号フオード､I-3-1160､1-10-327､I-11-73､1-12-317､226-2-31､

第226号フオーンド､ファイル226-1-339;

KaHuleJI兄pHg　BoeHHoro　ry6epHaToparlpKMop-

clくoa　o6JlacTH(沿海州軍務知事事務所)､第87号フオーンド､フアイル1

-1617､87　-　1　-　1026､87-4　-　1593､87-1-99､87-1-1083;

KaHueJIRpHg　npHaMypcKoro　reHepaJI-ry6epHa-

Topa(沿アムール総督事務所)､第702号フオーンド､ファイルフ02　-　3　-479､702

-5　-　143､702-5-51､702-1-137､702　-　1　-　640.

　ApxHB　BHeuJHe負　noJIHTi{Ki{　　PoccHacKoa　HM-

　nepHH(ロシア帝国外交史料館)

THxooKeaHCKHa　cTOJI　-ΦoHμ　148　0nHcb　487(太平洋

部､第148号フオーンド第487号オーピシ(分類));

只noHCKI{a　cTOJI-4)oHμ150(日本部､第150号フオーンド);

KHTa費､el(H放　c　TOJI　-143(中国部､第143号フオーンド);

MHccHg　B　neKKHe　'4)oH刄188(在北京ロシア正教使節団､第188

号フオーンド)｡

　日本外務省､日本外交史料館､東京｡

　｢浦潮港日本小学校設立ノ件｣､3-10-2-10-2.

　｢浦潮港上陸拒絶被拒者集会ノ件｣､3-8-8-12.

　｢移民保護規則｣､3-8-2,30.

　｢移民保護法｣､34小30.
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7

8.

9

10

11

12.

　｢露領鳥蘇利地方(鉄道工事)へ本邦人出稼ぎ一件｣､3,8-247.

　｢在外各地二於ケル居留民会ノ組織会則並其成立二関スル法律的関係取調一件｣､

　3-8-2-257.

　｢朝鮮人ノ海外移住並移住者情態取調―件｣､3-8-2-267.

　『朝鮮人ノ海外移住関係雑件｣､3-8-2-270.

CnaJlbBHH　E｡Γ｡CBe刄eHHa　o6　a　n　o　H　C　K　H　x　　o6叫e-

cTBax B　O　BJlaμHBocTOKe｡1909.ApxHB　BocTOKo-

Be刄o　B｡CaHKT-　neTep6yprcKoe　oTμeJleHHe　HH-

cTHTyTa　BocTOKOBeμeHHg　PoccH負cKo負　AKa-

μe･ヽ4HH　HayL(‡)1,0　n｡4,μ｡27.(E｡G.スパルイン,｢ウラジオストク日本人

居留民会｣､1909､東洋学者史料館､ロシア科学アカデミーサンクト･ペテルプルグ支

部付属東洋学者公文書館､1447)｡

PyμaKOB　A.B｡KHTaaubI　B　yccypHacKOM　Kpae｡

ApxHB　BocTOKOBe刄OB,CaHKT-neTep6yprcKoe

oTμeJleHHe　PoccHi2lcKo鈍　AKaμeMH'H　HayKバt》96,

0　n.1,μ.10L(λVルダコ-フ｢ウスリー地方の中国人｣､束洋学者史料館､ロシア

科学アカデミーサンクト･ペテルブルグ支部付属東洋学者公文書館､%-1-101)｡

PoccH負cKH負　ΓocyμapcTBeHHbla　ApxHB　BoeHHo-

MopcKoro　φJloTa.Φ.32.0n｡1.μ｡73,BcenoμμaHHe負-

mHa　oTqiトT　npHaMypcKoro　reHepaJI･ry6epHa-

Topa　reHepaJI JleiiTeHaHTa　yHTep6eprepa

1910パ｢ロシア皇帝に対する沿アムール地方総督睦軍中将ウンテルベルゲル報告

書,1910年｣ロシア国立海軍公文書館､サンクト･ペテルプルグ､32-IJ3)｡

Hoover　lnstitulion　of　Wal,　St皿ford　university｡　A.　Bogdanov　Collection;　N,VBogoiavlenski

COHection.

カリフオルニア州立大学ロサンゼレス校ョーング研究図書館日系アメリカ人研究プロ

ジェクト･コレクション(UCLA,Young　Research　Libsy,　JARP　Collection).

遼寧省相案館

　｢露領沿海地方及北樺太｣第1輯;

　｢露領沿海州ノ米作二関スル調査｣｡

μ

C

公刊された史料

KyMeHTbl　no　rJlaBHe'amHM　MeponpH只TH只M,

BepuLIHBmHMcg　B　npHaMypcKOM　Kpae｡C6opHHK
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rJlaBHe負mHx　oΦHuHaJlbHblx　μoKyMeHTo･B　no　yn-

paBJleHHK)BocToqHoa　CH6HpbK)､T｡8.B　bl　rL　I,　2.Hp-

l(yTCk,1884.(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第8巻第1･2号､イル

クーツク､1884年)｡

C6opHHK　rJlaBHe政mHx　o4)HUHaJlbHblx　丑oKyMeH-

T　O　B　　n　o　ynpaBJleHHK〕BocToqHoa　CR6Hpbl0.T｡4.

Bbol｡2.HplくyTcl(,1884.(『東シベリア統治に関する主要公文書総覧』第4

巻第2号､イルクーツク､1884年)｡

　『日本帝国統計年鑑』､1885､1886､1902-1905,1906-1911,1912-1917年､東京｡

　『日本外交文書』､第9巻､東京､1940､351-359頁;第29巻､東京､1954､978-994､

1899頁;第27巻､650頁;第34巻､951･952頁.

日本語の参考文献

李愛俐俄『中央アジア少数民族杜会の変貌:カザフスタンの朝鮮人を中心に』､昭和堂､

2002年.

石川友紀｢日本出移民史における移民会社と契約移民について｣『琉球大学法文学部紀

要』14号1970年.

入江寅次『邦人海外発展史』､原書房､1943年｡

沖田行司『ハワイ日系移民の教育史』ミネルヴア書房､1997年｡

大津定美｢ロシア極東への中国人労働力の流入は脅威か一北東アジア国際労働力移動

のー側面-｣『国際協力論集』第8巻第2号､2000年11月､67-87頁｡

大橋典一『帝政ロシアのシベリア開発と東方進出過程』束海大学出版会､1974.

韓碩青著､金容権訳『安重根』､第2部､作品社､1995年.

櫛谷圭司｢小林存『膳程日乗』にみる今世紀初めのロシア沿海州-『新潟新聞』明治

40年フ~9月の連載記事の現代語駅-｣｢東アジア周辺ネット･ワーク過去･現在･未

来｣『環日本海論業』第2号､新潟大学環日本海研究会､1993年.

Aエクージン著､岡奈津子駅､田中水絵訳『沿海州･サハリシ:近い昔の話(翻弄さ

れた朝鮮人の歴史)の統肝･地理･経済概説』凱風社､1998年｡

倉橋正直『牝のからゆきさん』共栄書房､1989年｡

倉橋正直『からゆきさんの唄』共栄書房､1990年.

小峰和夫『満洲一起源･殖民･覇権』御茶ノ水書房､1992年｡

小島臍｢ウラジオストクにおける日本人の教育と宗教｣戸上宗賢『交錯する国家･民

族･宗教』不二出版､2001年､243-278頁｡

済軒学人『浦潮斯徳事情』､1916年｡
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　サヴェリエフ･イゴリ｢日本語新聞『浦潮日報』とウラジオストクの日本人｣『日本移

　民年報』第2号､1996年3月､115-127頁｡

　サヴェリエフ･イゴリ『ロシアと日本の極東政策における日本人移民｡1860-1917j,『国

　際学論集』フ:2,大阪学院大学国際学学会,1996年12月,57-84頁｡

　サヴェリエフ･イゴリ｢極東ロシア地域における東アジア移民対策の変容過程(1860

　~1884)一自由移住から移民統制への道程-｣､2001年3月､『人文科学研究』第105

　号､新潟大学人文学部､37-52頁｡

　サヴェリエフ･イゴリ｢極東ロシア地域における中国人･日本人-1884~1903年の移

　民受入敦策-｣､『ロシア史研究』第69号､2001年10月､44-60頁｡

　サヴェリエフ･イゴリ｢20世紀初頭のロシア政府の対東アジア系移民政策について｣

　　『人文科学研究JI08号､2002年3月､67-98頁｡

　坂ロ満宏｢二世の日本語教育をめぐる―世の彷徨｣日本移民学会第6回年次大会予稿

　集.

　柴田幹夫｢大谷光瑞とウラジオストク｣､小島勝｢ウラジオストクの日本人関係略年表｣

　　『浦潮本顔寺記念誌』浦潮本順寺記念碑建立を支援する会､2001年11尽

　杉山公子『ハルピン物語』原書房,1985年.

　杉山公子『ウラジオストックの旅行一海のむこうにあった日本人町』原書房,1989年.

-.杉山公子｢日本人商人店の登場｣『Ce8ep』第2号､1-7頁.

　杉山公子｢浦潮に生きた人ぴと:引き上げと再渡航｣『Ce8ep』第11号､1997年｡

　高嶋雅明｢ウラジオストク貿易と外国為替金融一浦潮斯徳松田銀行部(十八銀行支店)

　の析を中心として-｣『土地制度史学』､第56号､1972年10月､35-50頁.

　高嶋雅明｢ウラジオストク貿易概観-『通商彙纂』･『通商広報』の分析を中心として

　-『経済論理』､和歌山大学経済学会､第133号､1973年5月､19-39頁｡

　高嶋雅明｢ウラジオストク貿易概観-『通商禽纂』･『通商広報』の分析を中心として

　-(続)｣『経済論理』､和歌山大学経済学会､第134号､1973年フ月､85-IIO頁｡

　戸泉米子『リラの花と戦争』､1998年｡

　原暉之『シベリア出兵:革命と干渉1917-1922』筑摩書房,1989.

　原暉之『ウラジオストク物語:ロシアとアジアが交わる街』三省堂,1998.

　檜山邦祐『和泉良の助:浦潮日報創立者』サンケイ新聞生活情報センター,1981年,

　藤本和貴夫『ヴェールを脱いた国際都市ウラジオストック』タクトグラフィック社,

　1992.

　堀江満智『遥かなる浦潮一明治時代の日本人居留民の足跡を追って一』新風書房､2002

　年.

　松浦充美『浦期斯徳』1897年｡

　甫満州鉄道株式会社総務部事務局調査課『百伯利亜経済状態ト日露貿易資料』1917年｡

　Z.Eモルグン｢内戦と干渉戦争期ウラジオストクの日本人(1918年-1922年)『ロシア
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55

56

57

58

59

60

61

62.

63

史研究』第66号､ロシア史研究会､2000年､27,32頁｡

李尚根『韓人露領移住史研究』探求堂､1996年(韓国語)｡

劉李鐘｢極束ロシアにおける朝鮮民族運動-｢韓国併合｣から第一次世界大戦の勃発

まで-｣『朝鮮史研究会論文集』朝鮮史研究会､1985年3号,珀22.

徐万民｢ロシア極東における中国山東商人｣『環日本海研究年報』6号1999年3月新

潟大学大学院現代社会文化研究科､53-64頁､

和田春樹｢ロシア領極東の朝鮮人｣『社会科学研究』東京大学社会科学研究所紀要第

40巻第6号､235-286頁｡

角田十太郎『浦潮案内』東京､1902年｡

ロシア語の参考文献

A双anTa腿H只　9THH11ecKHX　MHrpaHTOB　B　npHMopbe

8　20　8.　B､,laaH8ocTog,2000パ『20世紀の沿海州における諸民族移民の定

着』ウラジオストク､2000年)｡

AJleKceeB　A,H､Mopo3oB　B,トLOCBoeHHe　pyc一

cKoro　刄aJlbHero　BocTOKa｡KOHeu　19　Bご1917r｡

Moclく8　a,1983パAI｡アレクセーエフ,BXモローゾフ『極束ロシア地域の開拓史､

19世紀後半~1917年』モスクワ､1983年)｡

AJlenKO　　A｡　B｡　KHTa鋳uM　　B　　AMypcKoa　　Ta負r　e｡

OTxoμRHtleCTBO　　　B　　　30JIOTonp　oMbl田JleHHocTH

npHaMypbg　B　KOHue　19-HatlaJre20B.PoccHg　H　ATP.

1996.k　1.　C.79-86.(A.Vアレープコ｢アムールの森林の中国人-19世紀末~20世

紀初頭の沿アムール地方の採金業における出稼ぎ労働者｣『ロシアとアジア･太平洋地

域』第1号1996年､79-86頁).

AJIH　3aKRp,3a　JleHHHCKy狛　HaUHOHaJlbHyK)no-

JIHTHKy　B　KOJlxo3HOM　双BH)KeHHH　cpeβIH　Kopea-

ueB　刀IB　K｡Pe　B　OJIK)uHg　H　HauHOHaJlbHocTL　193L　N0.2-3.

C｡76-81.(アリ･ザキル｢共同集団運動における極東地域の朝鮮人のレーニン主義的

民族政策のために』『革命と民族JI931年､第2･3号､76-81頁)｡

AHocoB　C.ル　Kope負ubI　B　yccypHacKOM　Kpae｡

xa6apo8clく-BJlaaH8ocToiく,1928パS.D｡アノーソフ『ウスリー地方

の朝鮮人』ハパロフスク･ウラジオストク､1928年).

ApKaμbeB　A｡KopeaubI　H　HX　3Ha9eHHe　B　9KOHo-

MRKe　μaJlbHeBOCToq艮○ro　Kpag,CeBepHa只
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64

65

66

67

68

69

70

A3Hg,192吼kLC.4148.(Aプルカーディエフ｢朝鮮人と極東地域のその位

曇付け｣『北アジア』1929年､第1号､4148頁)｡

ApceHbeB　B,　K,　KHTaaub【　B　yccypHacKOM　Kpae.

xa6apo8ck,1914.(VKブルセーニエフ『ウスリー地方の中国人』ハバロフ

スク､1914年｡)

ApceHbeB　B,K.双oKJla丑　旦aJlbHeBocToliHOMy

KpaeBOMy　KOMMTeTy　BcecoK)3Ho費　KOMMyHH-

cTHqecKoa　napTHH,〉Ke　JI　Taa　onacHocTb,1996.C｡

96-117.(VK｡アルセーニエフ｢全ソ連共産党極東地域委員会への報告書｣『黄禍論』ウ

ラジオストク､1996年､96　-　1　17頁),

Ba6HqeB　H.沁　KOMMyHHcTbl　-　BμoxHOBKTeJIM　H

opraHH3aTopbl　yqacTHR　KopeacKRX　H　KKTa負-

cKHX　TpyAg阻Mxc只　B　rpax刄aHCKo負　BoaHe　B

6opb6e　npoTHB　HHTepBeHTOB　H　6eJlorBapμe持-

ueB　Ha　COBeTCKOM双aJlbH.eM　BocTOKe(1918-1922).

A8TopeΦepaT　I(aH及｡μHcc｡Mo　e　l《8　a,　1%L(I王バービチェ

フ『ソヴィエト極東地域における反白衛軍や干渉軍闘争及ぴ国内戦へ朝鮮人･中国人

労働者の参加を促した共産主義者､1918-1922年』博士侯補論文要旨､モスクワ､1961

年)｡

Ba6HqeB　H､H.BpaTCTBo,cKpenJleHHoe　KpoBbK)｡

八aJIbHH負　BocTolく,1958,No｡2.C｡167-170.(LI.バービチエフ｢血で固め

た友好｣『極東地域JI第2号､1958年､167-170頁).

Ba6HqeB　H.M.yllacTHe　Tpyμa凪Hxc只　KHTa只　H

KopeH　B　6opb6e　npoTHB　HHTepBeHTOB　R　6eJIO-

rBapμe費uLeB　Ha　双aJIbHeM　BocTOKe(1918,1922).Tpy一

μbI　xa6apoBCKoro　MeμHHCTHTyTa｡1958,c6opHHK

16.C.3-12.(ljLバービチェフ｢極東地域の干捗軍や白衛軍との闘争における中国や

朝鮮の労働者の役割｣『ハバロフスク医科大学』第16号､1958年､3-12頁)｡

Ba6HqeB　H.H｡yqacTHe　KHTaacKHX　H　KopeacKHX

Tpy刄R唄Kxcg　B　rpax刄aHCKO負　BO負He　Ha　μaJlb‾

HeM　Boc　TOKe.　TamKeHT　:　Γocy丑apcTBeHHoe　H3-

刄aTeJlbcT日o　y36ekcl(oa　CCP,1959.(I王バービチェフ『極東ロ

シアの内戦時の中国人と朝鮮人労働者』タシケント:ユズベクソビエト社会主義共和

国国立出版社､1959年).

Becnpo3BaHHbl,X　E,爪npHaMypbe　B　CMCTeMe

pyccKo･KHTaacKHx　oTHomeHR飢xa6apoBCKoe
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71

72

73

74

75

76.

フフ

78.

79

KHHXROe　M3ハaTeJlbcTB0,1986.缶七｡ベスプロズワーニフ『露情関

係における沿アムール地方』ハバロフスク書房､1986年)｡

BorocJloBCKHa　JI.A｡ycTaB　o6LuecTBa　只rloHueB,

npoxHBaK)ulHX　BO　BJla刄HBocTOKe｡BecTHHK

A3HH｣91L　Na　9.　xap6HH.C/70-75.(L｡A､ボゴスローフスキー｢ウラジオストク

の日本人居留民会の規約｣『アジア通報』1911年第9号､ハルピン､70-75頁)｡

B　O　　r　　o　　c　　Jl　　o　　B　　C　　K　H　a　　』　｡　A　｡　KpenocTb-ropoμ

BJla皿HBocTOK　H　KHTa負u　bl.BecTHHK　A3HH｡1913,N9　i3.

Cハ20-33.(LAボゴスローフスキー｢要塞都市ウラジオストクと中国人｣『アジア通

報』､1913年､第13号､ハルビン､20-33頁)｡

BOK　3H　Koy｡Kope負ubl　Ha　CaxaJIHHe.K)XHo-Caxa-

涯l{HCk,1993パ朴寿鎬『サハリンの朝鮮人』ユーズノ･サハリンスク､1993年).

BOJlxoBHTHHOB爪〉KeJITbla　Bonpoc　Ha　pyccKOM

μaJlbHeM　BocTOKe,BoeHHbl負　c6opHHK,1910,No｡2.C｡

161-174パL｡ボルホヴィチーノフ｢極東地域の『黄禍論』｣『軍事紀要』第2号､1910

年､161-174頁)｡

Byra負 H｡φ PoccH費cKHe Kope負u　bl HOBbla

no8opoT　HCTopHH,90-e　r　oμs,MocK8a,2000パNfプガーイ

『ロシアの朝鮮人一歴史の新転換､1990年代-』モスクワ､2000年)｡

BypaqeK　E.C.Bo　c　n　oMH　H　a　H　H　g　　3　a　a　MypcKOro　MO-

pgl(a.BJlaμH8ocTol(,1999.(E｡S｡プラーチェク『アムール河以南地方の

船乗りの回想記』､ウラジオストク､1999年)｡

BarHH　　　B.　　Kopeaubl　　　Ha

HCTopHKO-cTaTHCTHqecKHX

AMype C6opHHK

cBeμeHHa ○

CH6HpH　H　conpeμeJlbHblx　ea　cTpaHax｡TOM　1,B　bl　n.

1-3.cn6,1875-1876£1-29.(Vワーギン｢アムール河の朝鮮人｣『シベリアと隣国

についての歴史･統計集』第1巻第1-3号､サンクト･ペテルブルグ､1875-1876年､

1-29頁)｡

BacKeBHq　n｡K)｡OqepK　6bITa　gnoHueB　B　npH-

aMyp･cKOM　Kpae.H3BecTR只　BocToqHoro　HH-

c　T　H　T　y　T　E　1905-1906.　Tox　l5.Bb目1.L　BJIβ.,1906.(Rlu｡ワスケーヴィ

チ｢沿アムール地方の日本人の生活風習の概観｣:『束洋学院紀要』第15巻第1号,1906

年､ウラジオストク)｡

BJla刄HBocTOK｡C6opHHK　KCTopH9ecKHX　μoKy-

geHTo8(1860-1907)｡BJlaJH8ocTog,1%oパ『ウラジオストク:公文書

集､186001907年』ウラジオストク､1960年)｡
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80

81

82

83

84

85

86

BOJloAHH　B,　H,　八むxo及HocTb　pHcocelo斑Hx　xo3只a-

cTB　KopeaueB.Tpy八bl　o　n　bl　THMx　yqpe}K八eHHii

双aJIbHero　BocTOKa｡BJl　a及HBocTOK,193L　B　bl　n.　2.C.

89-130,(VI.ヴオローディン｢朝鮮人農家の米作の収益性｣『極東地域の実験施設紀要』

ウラジオストク､第2号､1931年､89-130頁)｡

BOJloxoBa　A.A｡nonb【TKH　npRH宛TH只　3aKOHa　o

peryJIHpoBaHRH　KRTaacKoa　H　KopeacKoa　RM-

MHrpauHH　Ha　poccHacKHa　丑aJIbHH持　BocTOK　B

H　a　q　a　Jl　e　20　B,　Te3HcbI　HayqHo4　KOH4)epeHuHR

"06uλecTBO　H　rocyμa.pcTBO　B　KHTa忿1≒M､,1991　C.81,81

　(AAヴオーロホワ｢20世紀初頭の極東ロシアにおける中国人･朝鮮人移民の管理に

関する法律を採択する試み｣『中国の社会と国家』報告集､モスクワ､1995年､81-85

頁).

BoaoxoBa　A｡A､KHTa負cKaR　R　KopellcKa鍔　HMMH-

rpa江H凭　Ha　poccH放cKH祓　μaJlbHH,鈴　BocTOK　B

KOHue　19--　HaqaJle　20　B｡　npo6JleMbl旦aJlbHero　Bo-

cTol(a.No｡6,Mocl(8　a,1996.C｡105-114パλA｡ヴオーロホワ｢19世紀末~

20世紀初頭の極東ロシアの中国人･朝鮮人移民｣『極東諸問題』第6号､モスクワ､

1996年､105-114頁)｡

BblnacoB　A｡Kope費uH　B　ceJIbcKOM　XO3aacTBe

xa6apoBCKoro　Kpa只｡CTaToo6o3peHHe　"八aJib-

HH費　BocTOK",　xa6apoBCK,1929,　No｡　2,(λヴィパソーフ｢zヽバロフ

スク地方の農業の朝鮮人｣『極東』統計集､第2号､1929年)｡

Γa　JI　JI　冦MOBa　』｡H｡只noHCKHe　npeμnp`HHHMaTeJIH

BO　BJlaμH8ocTOI《e(1900-1913　r　r　,)Poc　cHg　H　ATP,泊2,

1992.C　j2-36.　(L･ガリャーモワ｢ウラジオストクの日本人実業家､1900~1913年｣『ロ

シアとアジア･太平洋地域』第2号1992年､32-36頁).

Γo}KeHCKHa　l/L　yqacTHe　Kope費cKo数　9MHrpauHH

B　peBOJK)uHOHHOM　μBH班eHHH　HaμaJIbHeM　Boc-

TOKe.PeBOJllouH只　Ha旦aJlbHeM　BocTOKe｡MocKBa,

1923.C.357-374パI｡ゴゼーンスキ｢極東地域の革命運動の朝鮮人移民｣『極東地域に

おける革命』モスクワ､1923年､357-374頁)｡

ΓpaBe　B.B.KHTa負u　bl,Kope負ubI　R　只noHuN　B　npH-

aMypbe,Tpyβ;bI　KOMaRμHpoBaHHo負　no　Bblco‾

qaa田eMy　　noBeJleHHK)　　　AMypcKo負　9KcneμH-

u;　H　H｡　Bblny　c･　i(11.C　a.　Hi(T･neTep6ypr,1912パVVグラーヴェ
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87

88

89

90

91

92

93

94

95

　｢『沿アムール地方』における中国人､朔鮮人及び日本人｣『勅令により派遺されたア

ムール調査隊の報告』第11巻,サンクト.ペテルブルグ,1912年).

Γp　HgM　　9.丑｡C6opHHK　丑oroBopoB　M　刄pyrHX

μOKyMeHTOB　　　no　　　HCTopHH　　　Me}K具yHapoμHb【x

oTHomeHHa　Ha八aJIbHe･ヽ4　BocTOKe(1842-1925).MocK8a,

1925パE｡D｡グリム『極東地域の国際関孫史に関する条約公文書集(1842~1925)Jモスク

ワ､1925年)｡

Γy6eJlbMaH　M｡比Bopb6a　3a　coBeTCKHa　几aJlb-

H　H　a　B　o　c　T　O　E　1918-1922.　M　:　BoeHHoe　H3具‘8　0,　1915､(M王グベ

リマーン『ソヴィエト極東地域をめぐる闘争､1918-1922年』モスクワ､軍事出版杜､

1915年)｡

双aJIbHHa　BocTO　K｡BoeHHo･cTpaTerHqecKHi1

o63op.TλCH6.,1911.(『極東地域一軍事･戦術概説一』第3巻､サンクト･

ペテルブルグ､1911年).

丑只TJlo　B　B,FL　MHrpauHg　KHTaaueB　H　μHCKyccM只

○　ちKeJITO負　onaCHOCTH"　B　μopeBOJllOUMOHHO貪

PoccHL　BecTHHK　E8pa　3HH,No,　1(8),MocKBa,2000,　C　,

63-89.(VLヂヤートロフ｢中国人の移住と帝政ロシアの『黄禍論』｣『ユーラシア通報』

第1(8)号､モスクワ､2000年､63-89頁).

HJI　blox　o　B　トL,THTOB　M.napTH3aHCKoe　μBHxeHHe

8　npHlvlopbe(1918-1920　r　rよJI,1928パN.イリューホフ､M子トーフ『沿

海州のゲリラ運動､1918~1920年』､レニングラード､1928年)｡

MHTepHa腿HOHaJIHCTCKHe　ypoKH　OKTg6p只　H　co-

BpeMeHHble　npo6JleMbI　HaIJHOHaJlbHblx　o　T　H　ome-

HHL　noJIHTo6pa　3o8aHHe,　1987,Na　10.(｢十月革命のインターナ

ショナリズムの実績と民族間関係の現代諸問題｣『政治教育』､1987年､第10号)｡

　HCTopHR　CeBepo-BocToqHoro　KHTa凭　B　17-20

B｡　BJlaμH8ocTog,1987.(『17~20世紀の東牝中国史』､ウラジオストク､

1987年).

3aropyJlbKO　A｡H.Kopei4ubI　Ha　poccH11cKOM

μaJIbHeM　BocTOKe(1863-1938　r　O｡-8　KH,:HapoμbI　CH-

6HpH.KHHra　3.CH6HpcKH貧　9THorpaφH9ecKH費

c6opHHE　M.,199フ.Cバ57-IIフパAIザゴルリコ｢極東ロシア地域における朝鮮

人(1863-1938年)｣『シベリアの諸民族』第3巻モスクワ､1997年)｡

KaJIH､HHH　B｡H.,AlouJH　H　H,B｡Γy6epHaTop　RHxeHep-

reHepaJI　rLΦ｡yHTep6eprep｡PoccHR　H　ATP,N0.2,2000.
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96.

97

98

99

100.

101

102.

103.

104,

105.

106.

107.

CJI2　-　12L　(VLカリニン､N､B､アユーシン｢軍務知事:技師将軍P.F､ウンテルベル

ゲル｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号､2000年､112-121頁)｡

KaH　L　B｡HCTopHa　KopeiiueB　Ka3axcTaHa｡AJI-

ga　Tbl｡1995(G.Vカン『カザフスタン朝鮮人の歴史』､アルマアティ､1995年)｡

KaH　Γ｡B｡Kope4ubI　Ka　3axcTaHa｡　AJlg　a　lbl,1994(G｡Vカン

『カザフスタンの朝鮮人』､アルマティ､1994年)｡

KaTO　Kloμ3　o.　CH6Hpb　8　cep刄ue　anoHua｡M｡,1992バ加藤

九祚『日本人の心にあるシベリア』モスクワ､1992年).

KHM　B.BeTpbr　HamHx　cyμle6:COBeTCKKe　Kope鈍一

ubL　HCTopHR　H　coBpeMeHHocTb,TamKeHT,1991(B｡キ

ム『ソ連の朝鮮人一歴史と現状-』タシケント､1991年y

KHM　Γ｡H｡,MeHμ｡B.HcTopH只　R　KyjlbTypa　Kopea-

孤eB　Ka3axc7aHa.Ajl　g･　a　7　bl,1995(GムN｡キム『カザフスタンの朝鮮人

の歴史と文化』､アルマティ､1995年)｡

K　H　M　　Γ　｡　H｡　Kope負ubl　3　a

HacTO只uλee 貨 6yμy眼ee

py6exoM:　npomJloe,

HCTopHorpa4)H只　　H

6H61HorpaφH　g.　AJlga　Tbl,1995(GXキム『海外の朝鮮人:過去､現

在､未奈一研究と参考文献-』､アルアティ､1995年).

KHM　I≒H,CouHaJlbHo-KyJIbTypHoe　pa3BMTHe　Ko-

pe費ueB　KajaxcTaHa｡AJI　M　a-ATa,1989(GXキム『カザフスタ

ンの朝鮮人の杜会的･文化的発展』､アルマ･アタ､1989年)｡

KHM　M.T.KopeacKKe　HHTepHauHOHaJIKCTM　B

6opb6e　3a　BJlacTb　COBeTOB　Ha　μ､aJlbHeM　BOc-

Toi(e｡M.,1979パM.Tキム『極束地域のソヴィエト政権のために闘う朝鮮人』モ

スクワ､1979年)｡

KHM　n.Γ｡KopeiiubI　Pecny6JIHKH　y36eKHCTaH

(HCTopH凭　H　co8pい4eHHocTb),TamKeHT,1993(RG,キム

　『ウズベキスタン共和国の朝鮮人(歴史と現状)』タシケント､1993年).

KHM　CblH　XB　a｡OtlepKH　no　HCTopHH　COBeTCKHX

KopeaueB｡AJIMa゛AT　a,　1965パ金承化『ソヴィエトの朝鮮人史の概要』アル

マ･アタ､1965年)｡

KHpHJIJloB　A.B｡Kope費ubl　ceJla　BJlarocJloBeHHO-

r　o｡　npHaMypcKHe　BeμoMocTH.xa6apoBCK,1895.No｡

58.(λVキリーロフ｢ブラゴスラヴェンノエ村の朝鮮人』『鉛アムール報知』､1895

年､58号).

KOKOBuoB　B｡H｡H3　Moero　npouIJloro,BocnoMH‾
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108

109.

110

111

II2

113

114

115

1　16.

1171

H　a　H　H　g　,　1903‘1919　r　r乙KHHra　l.MocKBa,HayKa,1992(VN､

ココフツオフ『私の過去から一回想記､19o3~1919年』第一巻､モスクワ､ナウカ､

1992年).

KopeiiubI　B　cyハ♭6e　PoccHH,CCCP　H　CHΓ,MocKBa,

2000パ『ロシア､ソ連､独立国家共同体の歩みと朝鮮人』､モスクワ､2000年)｡

Kope負ubl　npHaMypcKoro　Kpa只,Tpyμbl　npHaMyp-

cKOro　oT双eJla　HMnepaTopcKOro　pyccKOro

reorpaφHqecKOro　o6LaecT8a､xa6apo8ck,1895べ｢沿

アムール地方の朝鮮人｣『ロシア帝国地理学協会沿アムール支部紀要』ハバロフスク､

1895年).

Ky C Kope負u　bl )KepTBbl noJIHTHqeCKHX

penpeceHa　8　CCCP1934-1938rr.Moel《8　a,2000(S｡ク『朝鮮人:

1934~1938年のソ連の粛清の犠牲者』､モスクワ､2000年).

Ky3HH　A.T｡丑a　Jl　b　H　e　B　o　c　T　O　q　Hble　　K　ope負Ubl　:　)KH3Hb

H　Tpare刄Hg　cyj:♭6bLμaJlbHeBOCToqHOe　KHHX-

Hoe　H3刄aTeJlbcTBo,CaxaJIHHCKoe　oT聶ejleHHe,

1993パλT｡クージン『極東ロシアの朝鮮人:その人生の悲劇』､極束書籍出版社サハリ

ン支部､1993年)｡

Ky3HH　A｡T.nepexoμ　Kope負ueB　B　μaJtbHeBoc-

ToqHble　　np‘eβeJIbI　PoccH貧cKoro　　rocyμapcTBa

(noHCKH　HccJleβoBaTeJlg)｡}O}KHo-CaxaJIHHCK,200　L

(λT.クージン『極束ロシアヘの朝鮮人移住一研究者の探検-』､ユズノ･サハリンス

ク､2001年)｡

KyTal(o8爪比PoccHg　H　只noHHE　M,,1982パL.N｡クタコーフ

　『ロシアと日本』モスクワ､1982).

KK)Hep　H.B.CTaTHCTHKo-reorpaφHqecKHa　H

9KOHOMH゛lecKHa　oqepK　KopeH.しL　I.BJlaμHBoc-

TOI(,1912パN.Vキューネル『朝鮮の統計･地理･経済概説』第1巻､ウラジオスト

ク,1912年)｡

KloHep　H.B｡只rloHCKa兄　9MHrpauHH｡Cn6,1914(N｡Vキュー

ネル『日本人移民』サンクト･ペテルブルグ,1914年).

JlapHH　A.Γ.KHTa費ubI　B　PoccHH｡MocKBa,2000.(λG｡ラ

ーリン『ロシアの中国人』モスクワ､2000年).

JlapHH　Bjl｡KHTaa　H　μaJlbRH負　BocTOK　PoccRH｡

BJlaμH8oeTOI(,1998パVL｡ラーリン『中国と極東ロシア』ウラジオストク､

1998年)｡
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118

119

120.

121

122.

123.

124.

121

126.

Jle8HTo8　H.}KeJ11ag　paea.Cn6,1909.(Lレヴィートフ『黄色人

種』､サンクト･ペテルブルグ､1909年)｡

JIH　KBaHrK),　Kope4cKag　刄Hacnopa　B　MHpoBOM

KOHTeKCTe,3THorpa4)HqecKoe　o6o3peHHe｡♪&3.

1993.C｡28.(リ･クワン･キュ｢世界中の朔鮮人移民｣『民族学評論』3号1993年､

モスクワ､28頁)｡

JIH　y　xe.｡KHM　E｡y､BeJlaR　KHHra　o　具enopTauHH

KopeacKoro　HaceJleHH只　PoccHH　B　3040　roμa　x｡

KH　H　r　a　　n　ep8aE　M｡,1992(リ･ウ･へ､Enキム『1930~1940年代のロシア

の朝鮮人の強制移住の白書』第1巻､モスクワ､1992年)｡

JIH　r　H　H　M｡Ha旦aJbHeg　BocToke｡M｡,1913.(lu,リギン『楯束

地域において』モスクワ､1913年)｡

JIblK　O　B　a　E.A.,npocKypHHa,JI　K)瓦MHJla　H,TpeTbg

BOJIHa　HMMHrpauHIL　Kope鋳cKH負　Bonpoc　B　npH-

MopcKo費　μepeBHe　B　20-e　-30-e　ro八bI　XX　B｡PoccH只

H　ATP.No｡2.1996.BJl　a刄H8ocTOK｡C.82-87(EAルイコーワ､L｡kプロ

スクーリナ｢移住の第三次の波-1920~1930年代の沿海州の農村の朝鮮人問題-｣『ロ

シアとアジア太平洋地域』第2号､ウラジオウトク､1996､82-87頁).

M　a　　T　　B　　e　　e　　B　　　H　｡　n　｡　KHTaaubI　Ha　　KapHiicKHX

npoMblcJlax.　PyccKoe　6oraTCTBo｡　1911.池12,C.2943.

　(N.Rマトヴェーエフ｢カリーイスクの金産地｣『ロシアの富』､1911年､第12号､2943

頁).

MaTBeeB　H.H.KpaTKH跨　HCTopHqecKHa　o゛lepK

r｡　BJl　aμHBocTOKa.BJla4HBocTOK,H3μaTeJIb-

CTBO “yccypH≒1990.(N｡Rマトヴェーエフ『ウラジオストック市の歴史

的概要』ウラジオストク､｢ウスリー｣社､1990年).

MeHr瓦eH　0.Φ.〉KeJITa只　onacHocTb　HJIH　HMMH-

rpauHH　KHTaaueB　H　ee　BJIHRHHe　Ha　6eJly狛　H

xeJITylo　p　a　cbl.　Cn6.,1906パO｡F｡メングデン『黄禍論即ち中国人移民と

白色人種と黄色人種への影響』サンクト･ペテルプルグ､1906年)｡

MepKyJloBCJム　PyccKoe　μeJlo　Ha　双aJlbHeM　Boc-

TOKe.八〇KJlaj　C｡μ｡Mep,KyJloBa　Ero　HMnepaTop-

cKOMy　BMcoqecTBy　BeJIHKOMy　KHg3K)AJleKcaH-

μpy　MHxa費JloBKtly　10　MapTal912　r｡〉KeJTa只

onacHocTb,BJlaμHBocTOK,BopoH,1996.Cバ12-89パS.D｡メ

ルクーロフ｢極東地域のロシア人の努力｡アレクサンドル･ミハイロヴィチ大公への
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127.

128.

129

130

131

132

133

134.

135.

136

1912年3　jl　iO　日付けの報告書｣『黄禍論』ウラジオストク:｢ヴオーロン｣社､19%

年､12~89頁)｡

MopryR　3.Φ｡BJla及､HBocTOK　M　gnoHuLbl｡POccH只　H

ATP　Na2､199y(Z.Rモルグン｢ウラジオストクと日本人｣『ロシアとアジア･太平

洋地域』第2号1993年)｡

MopryH　3.φ,只noHCKa只　刄Hacnopa　BO　BJia刄HBoc-

Toke:cTpaHHUbIHCTopHH｡(Z玉モルグン｢ウラジオストクの日本

人社会-その歴史-｣)､Acta　Slavica　laponicaバTomus　14,　19妬Hokkaido　univers豚pp,

136-156.

HaμapoB　H,FL　BTopoa　C･be3八　ry6epHaTopoB　H

刄pyrHx　npe及cTaBHTeJle諸　B　匹　xa6apoBCKe｡1886,

BJla,aH8ocToi(,18畝(I｡Pサダーロフ『知事等の全権のハバロフスク第ニ

次集会､1886年』ウラジオストク､1886年)｡

Ha八apoB　H,n｡MaTepRaJIbl　no　H3ytleHHK)yccy-

pH費cEoro　l(paE　Cn恥1887.(I.P｡ナダーロフ『ウスリー地方の調査

資料』サンクト･ペテルブルグ､1887年)｡

Ha具apoB　叱FL　MaTepHaJlbI　K　H3yqeHHlo　yccy-

pH負cl(oro　gpaEB,･laμH8ocTOE,1886,(LP.ナダーロフ『ウス

リー地方の調査資料』ウラジオストク､1886年)｡

HaμapoBH｡rL　MaTepHaJlbl　K　K3yqeHHEo　yccy-

pHacl(oro　l(paE　Cn6.,1887.(I.Pサダーロフ『ウスリー地方の調査

資料』サンクト･ペテルプルグ､1887年).

Ha刄apoB　H｡n.CeBepo-yccypH負cKHa　Kpa費.

C6opHHK　reorpaφHtlecKHX,TonorpaφH9ecKHX

H　　C　T　a　T　H　C　T　H　q　e　c　K　H　X　Ma　T　epRaJloB　no　A3HH｡Cn6.,

1887パLRナダーロフ｢東北ウスリー地方｣『アジアに関する地理･地形･統計の資料

の論集』､サンクト･ペテルブルグ､1887年).

HaμapoB　H.n,xyHxy3bI　B　K)XHo-yccypH放cKOM

H:p　a　e｡BoeHHbla　c6opH[K.Cn6.,1896.No,　9,　C,183-204パLP寸

ダーロフ｢南ウスリー地方の匪賊｣『軍事紀要』サンクト･ペテルブルグ､1896年第9

号､183-204頁)｡

HaKaMypa　CHHTapo.只noHubl　H　pyc　cKHe｡M｡,

1983(中村新太郎『日本人とロシア人』､モスクワ､1983年､大月書店のロシア語翻駅

である)｡

HaM　C.Γ｡　PoccH費cKRe　Kope鈍ubl:　HCTopH只　H

xyJIbTypa｡Mocl(8　a,　1998ごC,　22-27.(S息ナム『ロシアの朝鮮人:歴
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137

138.

139

140.

14L

142.

143.

144.

145.

146.

147.

史と文化､1860~1925年』モスクワ:ロシア科学アカデミー東洋学研究所､1998年｡

HaceKHH　H,　Kopeaubl　npHaMypcKoro　Kpa只,}Kyp-

HaJI　MHHHCTepcTBa　HapoβHoro　npocBeL以eHM只,

1904.k3.(N｡ナセーキン｢沿アムール地方の朝鮮人｣『文部省の雑誌』第3号､1904

年ハ

HecTepoBa　E｡レL　CHCTeMa　ynpaBJleHH只　HMMH-

rpaHTagH　Ha　旦aJlbHelvl　BocTOKe(1860-i884),PoccMH

H　ATP,N0.2,2000.C｡58-67.(EXネーステロワ｢極東地域の移民対策(1860　-

1884)｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号､2000年､58-67頁.)

HecTepoBa　E｡H｡ynpaBJleHHe　KRTaacKKM　Ha-

ceJleHHeM　B　npHaMypcKOM　reHepaJI-ry6epHa-

TopcT8e(1884-1897　r　r　.)BecTHMI《　八aJlbHenoc　To9-

Horo　oTμeJleHHg　PoccMacKo負　AKaμeMHH　HayK.

No､2,2000.C｡40-50.(EXネーステロワ｢沿アムール総督管区の清国人移民対策(1884

-1897年)｣『ロシア科学アカデミー極東支部紀要』第2号､2000年､40-50頁).

HOBOM6epcKHa　H｡　OCTpoB　Cax､aJIMM.Cn6.,1903.

C.78パN.ノヴオムベルスキー『サハリン島』､サンクト･ペテルブルグ､1903年)｡

Hy}Kμ♭I　　HHKOJlaeBCKoro　　pa菰oHa　　npHMopcKoa

o6JlacTH｡Tpy刄bIAMypcKo負　3KcneμHuHH｡Cn6.,191L

(『沿海州ニコラエフスク区諸問題:アムール調査団報告書』サンクト･ペテルプルグ､

1911年)｡

OnHcaHHe　KopeH｡1900.Mocl(8　a,1%O｡(『朝鮮の現況』1900年､

モスクワ､1960年,復刻版).

0qepKH　no　HCTopHH　ocBo6oμHTeJlbHo負　6opb6bl

Kope負cKoro　Hapoハa｡nepeBoμ　c　Kope負cKoro｡

Mocl(8aづleHHHrpa4,1953.(『朝鮮国民の独立運動史概説』ロシア語版､

モスクワ･レニングラード､1953年)｡

na　K　B｡μ.KopeauJbI　B　PoccHacKOR　HMnepHH.M｡,1993

　(B.D.パク『ロシア帝国の朝鮮人』モスクワ､1993年).

naK　B.双.Kope放u　bI　B　COBeTCKo費　PoceHH:

1917-xoHeu30-x　roμo　8.　M｡,1991(B｡D.パク『ソヴィエト･ロシアの朝鮮

人-1917年~1930年代-』モスクワ､1995年).

naK　B｡双.0cBo6o刄HTeJlbHa只　6opb6a　Kopei4cKo-

ro　Haploμa　HaKaHyHe　nepBo費　MHpoBo政　Bo負H　bl｡

M｡,1%フバB｡D｡パク『第一次世界大戦直前の朝鮮国民の解放運動』モスクワ､1%7年)｡

nal(B.μ.PoccHg　H　Kope51.故,1979パB｡D｡パク『ロシアと朝鮮』､
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148.

149

150.

151

152

153.

154.

155

156.

モスクワ､1979年)｡

HaK　H､T.KopeaubI　B　Ha.yKe　Ka3axcTaHa｡

Ka3axcTaH,1997パI｡Tパク『カザフスタンの科学の朝鮮人』､カザフスタン､

1997年)｡

HaK田yH八HIL　KopeacKa只　3MHrpauH只　B　PoccHH｡

〉KH3Kb　HaaKOHaJlbHocTea,1920,殆1L(パク･シュン･ディン｢ロ

シアの朝鮮人移民｣『民族共存JI920年､第11号).

naTKaHOB　C｡CTaTHCTHtlecKHe　双a　HHble,n　o　K　a‘-

3bIBaK)uλHe　nJleMeHHoa　cocTaB　HaceJleHH､a　CR-

6HpH,兄3bIK　H　poμbI　HHopoμueB.CaHKT-neTep-

6ypr,1912.Tλ　叱3.C｡437,641,687,847,867.988;　qユC.843-862.(Sパト

カーノフ『シベリアの民族構成､原住民の言語､出生に関する統訃集』サンクト.ペ

テルブルグ､1912年､第3巻､第3部､437､641､687､847､867､988､第フ部､843-862

頁).

necouKH負B｡μ.Kope負cKH負　Bonpoc　B　npHa一

Mypbe,　Tpy八bI　　AMypcKoa　3Kcne八HuHH｡BblnyeK

11a.xa6apo8ck,1913バVDパソーツキー『沿アムール地方における朝鮮人問

題一アムール探検隊の論文集-』第11a号､ハバロフスク､1913年)｡

ne　T　eJIRH　H｡　H｡KHTaacKoe　o6uλecTBo　“ΓyH　H　xyr'

(06眼ecTBo　eμHHOMbluJJleHHHKOB)｡BJlaμHBocTOK,

1909.(I｡Iパテーリン『中国人の組織｢公意会｣』ウラジオストク､1909年)｡

HeTpoB　A.H｡Kor及a　}Ke　Haqaaacb　Kope放cKa兄

HMMHrpauH只B　PoccHK)?PoccHg　H　ATP,珀2,2000.C｡93-104,

　(AIペトローフ｢｣『ロシアとアジア･太平洋地域』第2号2000年､93-104頁)｡

neTpoB　A｡H｡KopeacKa只　μHacnopa　Ha　μaJlbReH

BocTOKe　PoccHIL60-90-e　ro刄b【19　B.BJlaμHBocTOK,

2000.(A｡Lペトローフ『極東ロシアの朝鮮人移民､1860~1890年代』､ウラジオスト

ク､2000年)｡

neTpoB　A.H｡Kope費cKa只　μHacnopa　B　PoccHH.

1897-1917.BJlaμH8oc7oE｡200L(λLペトローフ『ロシアの朝鮮人移民､

1897~1917年』ウラジオストク､2001年).

nypKuJKeBHq　B｡M｡nocJlecJloBHe｡yxTy6y)KC　KH14

n｡PyccKHa　Hapoμ　B　A3HH　:　nepeceJleHH･e　B　CH-

6Hpb｡)KeJITaa　onacHIocTb｡Cn6,1913,,(V.M｡プリシケーヴィ

チ｢後書きJRウフトクプージシキ『アジアのロシア人-シベリアヘの移住､黄禍論-』

サンクト･ペテルプルグ､1913年)｡

291



157

158

159.

160.

16L

162.

163.

164.

165.

166.

Pa6o9Ha　pbIHOIく　HpHaylypba　81911,Cn6,,1912,(『1911年

の沿アムール地域労働力市場』､サンクト･ペテルブルグ､1912年)｡

Pa6ollH負　pbIHol《npHagypbE　Cn6.,1912パ『沿アムール地方の

労働力市場』､サンクト･ペテルブルグ､1912年)｡

Paro3a　　A.

nepeceJleHHg

KpaTKHa　　KCTopHqecKHa　　oqepK

　　KopeaueB　　B　　HamH　　npe双e　Jl　bl

BoeHHbliil　e6opHHE地6,1903,Cコ06-222パAラゴーザ｢わが国への朝鮮人

移住が概説｣『軍事通報』第6号､1903年､206-222頁)｡

PHTTHX　A｡A､nepe　c　e　Jl　e　H　q　e　c　K.0　e　　H　　K　pecTb只H-

c　K　o　e　八eJlo　B　K)XHo-yccypHacKOM　Kpae,CH6,,1899.

(AAリッチヒ『南ウスリー地方の移住と農業の諸問題』､サンクト･ペテルブルグ､1899

年)｡

PoccHg　R　只noHK只　Ha　3ape　cTOJleTH　g.　no或

pe八.　3oJloTape8a　B.A｡Mocl(8a,1994.(『20世紀初頭におけ

るロシアと日本JV.A｡ゾロタリョーフ編､モスクワ､1994年)｡

CaBeJibeB　H

POCCHH:

P｡只noHUbI　Ha　旦aJlbHeM　BocTOKe

oco6eHHocTH HMMHrpauHK

KyHcTKaMepa.3THorpaφHqecKHe　TeTpaμH,　B　bln｡

11.　My　3　e費　aHTponojlorHH　H　9THorpaΦHH　HMeHM

neTpa　BeJIKKoro　PAH,CaHKT-neTep6ypr,1997.C.

68-81.(｢極東ロシアにおける日本人一移住の特徹一｣『クンストカーメラ:民族誌学

ノート』弟11号､ロシア科学アカデミーピョートル大帝名称人類学･民俗学

研究所､ペテルプルグ東洋学センター出版社､1997年11　JI､68-81頁).

C6opHHK　μoroBopoB　PoccHH　c　刄pyrHMH　ro-

cy,aapcT8axH｡1856-1917.Mocg8a,1952パ『ロシアの他国との条約集

　(1856~1917年)』モスクワ､1952年).

C6opHHK　HCTopHKO-cTaTHCTHqecK11x　cBeμe-

HH負　o　CH6HpH　H　conpe刄eJlbHblx　c　Helt　cTp･aH｡T｡

1,8blnユC　n　6　J876.　C.Bパ『シベリアとその隣国に関する歴史･地理的資料集』第

1巻第2号､サンクト･ペテルプルグ゛､1876年､13頁).

CMyprHC　K).〉KeJITb【菰　Tpy及,3a6aaKaJlbcKK11　pa-

6ollH飢17　H　2LOフ｡1917パlu｡スムールギス｢黄色人の労働｣『ザバイカルの労働

者JI917年7月17日･21日)｡

COKOJloB　B.CoβpyxecTBO　HapoβoB　μa刀bHero
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