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長崎大学教養部紀要(人文科学篇) 終刊号 第38巻 第1号 (1997年9月)

朝鮮侵略の国家責任

-日韓文化交流の阻害要因として-

高實康稔

RESPONSABILITE DU JAPON DE LA COLONISATION DE COREE,

comme une cause de nuire les echanges culturels entre les deux pays

Yasunori TAKAZANE

はじめに

日韓国交回復後30年を経過し、近隣両国の交流はあらゆる分野で着実に拡大している。

両国政府も「未来志向」を共通認識として表明し、日本の朝鮮侵略・植民地支配に対する

戦後処理は、好余曲折を経ながらもようやく「和解」の地点に達したかにみえる。しかし、

現時点での交流は政治的、経済的側面が先行し、文化的側面はさまざまな試みがみられる

反面、必ずしも順調な発展が期待される状況にあるとは言い難い。政治的、経済的には妥

協が成立しえても、文化的交流・友好親善には妥協はなく、常に精神的な和解が基盤とし

て求められるからである。この精神的な和解が日韓関係において今なお未熟であることを

指摘しないわけにはいかない。

本論脱稿の直前に発表された「アジア6都市・世論調査」 (朝日新聞社、掲載1997年6

月9日付)によれば、 「日本嫌い」はソウルで54%、北京で41%に達しており、戦後処理

に関して日本に最も強く求められているのは「歴史教育の充実」と「心からの謝罪」であ

り、それぞれソウルで50%と32%、北京で27%と37%という高率を占めている。こうした

反日感情や史実教育徹底の要求は、端的に言って日本の国家と国民の歴史認識、あいまい

な加害意識にその原因があることは論をまたない。日本の近現代史は相互理解を阻む障壁

として残存しているのである。韓国民の心情を逆なでする政治家の相次ぐ暴言もさること

ながら、実体としての戦後処理の不十分性と反省の希薄さは、韓国民の日本に対する信頼
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回復を大いに妨げているといわなければならない。韓国民のこの不信感が政治的「和解」

の現状に再び影を落とす恐れさえある。なぜならば、この不信感は本来、両国政府の政治

的妥協に対する不満とも無縁ではないからである。

従って、日韓文化交流を促進する上で今最も求められているのは、日本の朝鮮侵略の国

家責任を明らかにし、あいまいな歴史認識を払拭することである。加害意識の希薄さも、

「過去を水に流す」といった「未来志向」の独善性も、翻って考えれば、この歴史認識の

あいまいさにその原因がある。真の「未来志向」とは相互の信頼を回復することであり、

そのためには史実を直視して、あいまいさを克服する以外に道はないのである。そして、

この国民的課題の達成にとって学校教育や社会教育が寄与すべきことはいうまでもないが、

達成される過程のなかで現在の表面的な「謝罪」から誠実な謝罪へ、さらには謝罪の表現

としての補償へと自然に道は開かれ、それらが人間的・文化的交流の精神的基盤となって

いくことが期待される。

第1計画的侵略

1思想的基盤としての征韓論

日本の朝鮮侵略の野望は、明治維新後の征韓論に端を発するのではなく、幕末の恩想家

吉田松陰によってすでに明確に意識され、彼の弟子たちを中心とする維新の政治家に継承

され、巧妙かつ強引な手法によってその思想の実践が図られたのである。国際戦略として

の松陰の侵略恩想は次のとおりである。

今急に武備を修め、艦ほぼ具し、砲はぼ足れば、即ちよろしく蝦夷を開墾して諸侯を

封建し、問に乗じてカムサッカ、オホーツクを奪い、琉球を諭して-朝鮮を責め、質を

納れ貢を奉ること古の盛時の如くし、北は満州の地を割き、南は台湾、呂宋(ルソン-

引用者)諸島を収め、然る後民を愛し士を養ひ-。魯・墨(ロシア・アメリカ-引用者)

講和一定、決然として我より是を破り、信を夷秋に失ふ可からず。但章程を厳にし、信

義を厚うし、其間を以て国力を養ひ、取易き朝鮮満州支那を切り随ひ、交易にて魯墨に

失ふ所は、又土地にて鮮満に償うべし。 (山田照美・朴鐘鳴共編「新版・在日朝鮮人」 6

5-66貢、明石書店、 1992、原典: 「普及版吉田松陰全集」第一・八巻)

征韓論は明治期国家の政治的方針として定着していくが、民間もこれを批判するどころ

か迎合し強力に支えた。例えば言論界のリーダーの一人である福沢諭吉は有名な「脱亜論」

を展開し、そのなかで朝鮮や中国に対する蔑視思想を露にしている。

わが日本の国土はアジアの東辺にありといえども、その国民の精神はすでにアジアの

固値を脱して西洋の文明に移りたり。しかるにここに不幸なるは近隣に国あり、 -を支

那といい、 -を朝鮮という。 ・・・この二国のものどもは一身につきまた一国に関して改進
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の道を知らず、 -その古風旧慣に恋々するの情は百千年の古に異ならず。 ・-今日の謀を

なすに、わが国は隣国の開明を待って共にアジアを興すの猶予あるべからず。むしろそ

の伍を脱して西洋の文明国と進退を共にし、その支那朝鮮に接するの法も、隣国なるが

故にとて特別の会釈に及ばず、正に西洋人がこれに接するの風に従って処分すべきのみ。

悪友を親しむものは悪名を免かるべからず。われは心においてアジア東方の悪友を謝絶

するものなり。 (同上77貢、原典:初瀬龍平「『脱亜論』再考」、東京大学出版会)

2侵略策動としての日清・日露戦争

日清戦争は朝鮮を戦場とし、日露戦争は朝鮮と中国東北部(満州)を戦場とする戦争で

あった。それは朝鮮をめぐる帝国主義的権益の衝突でもあったが、日本側に朝鮮侵略・植

民地化の達成という不動の野望があったことは明らかである。甲午農民戦争に乗じ「内政

改革」を唱えて干渉し、朝鮮から清国勢力の一掃を企図した日清戦争の基本戦略は「外交

上二於テ-常二被動者ノ地位ヲ執ラムトスルモ、一旦事アル日-軍事上二於テ-総テ機先

ヲ制セン」 (山辺健太郎「日韓併合小史」 90貢、岩波新書、 1969)というもので、 「若シ清

国政府二於テ我意見二賛同セサルトキ-帝国政府ノ独力ヲ以テ朝鮮政府ヲシテ前述ノ政治

ノ改革ヲ為サシムルコトヲ努ムル事」 (同上92貢)と閣議決定している。さらに、当面の

「対韓政略」として「名義上独立国とするが、永久もしくは長期にわたり、直接間接『其

の独立を扶植し以て他の外侮を禦ぐ』」 (同上105-106貢)と、朝鮮を事実上日本の従属国

とすることを閣議決定し、朝鮮政府との間に「日韓暫定合同条款」および「大日本大朝鮮

両国盟約」を締結したが、外相陸奥宗光はこの盟約をたたえて「一面には、彼等が一個独

立の邦国として、公然何れの国とも攻守同盟を為すべき権利あるを表彰すると同時に、他

の一面には堅く彼等を我が手中に繋留し、敢て他顧するところ莫からしむる為め一挙両得

の策に出たるに外ならず」 (同上106-107貢、原典:陸奥宗光「塞塞録」)と記している。

韓国(朝鮮は1897年、国号を大韓帝国と改称)と「満州」の権益をめぐる10年後の日露

の衝突も、戦争を覚悟の上で韓国の完全支配を目指す日本の強硬な姿勢がロシアに最後通

牒を突きつける形となった。この強硬姿勢の背後には日英同盟(1902年)があったが、次

に示す桂太郎(首相)の回顧録は当時の不退転の決意をよく伝えている。

年(明治36年一原著者注)の6月23日御前会議を開き対魯国談判の国是決定せらる。

此決議案は別に有れども大体左の如し。魯国が約に背き満州殊に遼西の兵を撤せざるに

付ては此機を利用し数年来解決能はざりし韓国問題を此の機に於て解決すること此の問

題を決定するに先ず韓国は其一部たりとも如何なる事情ありとも魯国に譲歩せざること

是に反し満州は既に優勢の位置あれば多少は譲歩すること談判は東京に於て開くこと所

謂万難を排しても韓国は他に譲らざること云々は即ち此会議に於て決定せられたり。
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(同上150貢、原典:桂太郎「自伝」)
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3規定方針の順次強制

日清、日露戦争の勝利によって日本は韓国併合の基盤を築いていったが、時機に応じた

「対韓方針」を順次綿密に検討・決定し、激しく抵抗する韓国に武力を背景として強引に

押し付けを図ったことは、残存する閣議決定等の公文書によって明らかである。ここでは、

日露戦争後の「韓国保護権確立実行二関スル閣議決定ノ件」 (1905年)と、併合前年の閣

議決定「対韓政策確定ノ件」 (1909年)を例として取り上げたい。

韓国保護権確立実行二関スル閣議決定ノ件

韓国二対シ我保護権ヲ確立スル-既二廟議ノ一決セル処ナルカ之力実行-今日ヲ以テ最好

ノ時機ナリトス何トナレハ右二対シ米英両国-既二同意ヲ与へタルノミナラス以外ノ諸国

モ亦日韓両国ノ特殊ナル関係卜戦争ノ結果トニ顧ミ最近二発表セラレタル日英同盟及日馬

講和条約ノ明文二照シ韓国力日本ノ保護国タルへキ-避クへカラサルノ結果ナルコトヲ黙

認シー(中略)就テ-左ノ如キ方法順序二依り此際之ヲ決行シ以テ我素望ヲ貫徹スルヲ期

スへシ(同上172貢)

対韓政策確定ノ件

第1、適当ノ時期二於テ韓国ノ併合ヲ断行スル事

韓国ヲ併合シ之ヲ帝国版図ノ一部トナス-半島二於ケル我実力ヲ確立スル為最確実ナル方

法クリ帝国力内外ノ形勢二照ラシ適当ノ時期二於テ断然併合ヲ実行シ半島ヲ名実共二我統

治ノ下二置キ且韓国卜諸外国トノ条約関係ヲ消滅セシムル-帝国百年ノ長計ナリトス(同

上223貢)

これらの方針には具体的な強制項目とその手順が細かに記されているが、後者には特に

「対韓施設大綱」なるものが付されており、それを見ると、軍隊の駐屯、憲兵・警察の増

派、日本人官憲の権限拡張といったことに加え、 「韓国鉄道ヲ帝国鉄道院ノ管轄二移シ同

院監督ノ下二南満州鉄道トノ間二密接ナル連絡ヲ付ケ我大陸鉄道ノ統一ト発展ヲ図ル事」

(同上224貢)と、中国東北部をも視野に入れた朝鮮侵略であったことが明瞭に読み取れる。

日本の綿密かっ強引な計画的侵略であったことを示す証拠文書には事欠かないのである。

第2 「韓国保護条約」の法的無効の根拠

1大韓帝国皇帝の不裁可

韓国の事実上の植民地支配は、 「併合」 5年前の「保護条約」に始まるとされる。これ
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によって外交権を剥奪し、統監府を置いたからである。しかし、韓国皇帝高宗は日本の種々

の威圧に屈することなく、ついにこの条約に同意を与えなかったことが今日では明らかに

されている。彼に条約案を提示した伊藤博文は「韓国-如何ニシテ今日二生存スルコトヲ

得タルヤ、将又韓国ノ独立-何人ノ賜モノナルヤー事是ナリ、陛下-之ヲ御承知アッテ且

ツ斯ク御不満ノ言ヲ漏七夕マフ次第ナルヤー断シテ動力ス能-サル帝国政府ノ確定議ナレ

-今日ノ要-唯夕陛下ノ御決心如何二存ス之ヲ御承知アルトモ又或-御拒ミアルトモ御勝

手クリト雄モ若シ御拒ミ相成ランカ帝国政府-己二決心スル所アリ其結果-果シテ那辺二

達スへキカ蓋シ貴国ノ地位-此条約ヲ締結スルヨリ以上ノ困難ナル境遇二坐シー層不利益

ナル結果ヲ覚悟セラレサルへカラス」 (同上174-175頁、原典:公文書「伊藤博文韓国奉使

記事摘要」)と脅迫に等しい言辞を弄して同意を迫った。高宗は狼狽しつつも閣議への諮

問を希望し、同意を拒んだ。伊藤はその後、軍隊に包囲させた宮廷内での閣議に乗り込み、

閣僚の一人一人に賛否を問い、賛成多数と決めっけて条約「調印」を画策したのであるが、

この時の調印者は日本側が特命全権公使の林権助、韓国側は外部大臣の朴斎純となってい

る。林は大臣たちの苦悩に冷笑をあびせる残酷な回想記を残し、手筈どおりの結末を自慢

げに語っている(同上176-179頁、原典:林権介「わが七十年を語る」)。しかし、ここで

先ず問題となるのは、このような暴力的な調印の強要が国際法上有効か否かということで

ある。 「強硬にこれに反対した参政大臣(閣議の責任者)の韓圭南(生没年不祥)に対し

ては、暴力までふるわれた。このような「調印」の経緯のために、 「保護条約」は国際法

上無効であり、したがって、それを根拠として進められた1945年までの植民地統治は、全

期間を通じて不法占領状態とみなすべきだという立論が可能になるのである。実際、後に、

日韓条約に反対する南朝鮮民衆は、そのように主張した」 (梶村秀樹「朝鮮史」 140貢、講

談社、 1982)と、 「保護条約」のみならず「併合条約」までもその無効性が厳しく指摘さ

れているのである。

さらに重大な問題は、 「調印」に皇帝の署名がないことである。高宗が裁可・批准しな

かったことは次に述べる「--グ密使事件」においても明らかであるが、現在ソウル大学

の杢章閣に保管されている条約原本に彼の署名も玉璽もないことが何よりの証明である。

この原本は1992年5月、 「杢章閣総書近代法令編三冊を印影・刊行する過程で発見した」

(金順吉裁判を支援する会「金順吉裁判資料集二」 95貢、同会発行、 1993、原典:憤鋪屋

(ソウル大学教授)論文「乙巳五条約は国際法上無効」)とされ、南北朝鮮に大きな反響を

呼び、 「新しい『韓・日条約』を締結するように日本側に要求すべき」 (同上100貢)、 「旧

韓末の韓国歴史とともに韓・日関係史の再編成が必要」 (同上104貢、原典:韓国紙「韓国

日報」 1992年5月13日)といった主張が必然的に展開された。憤教授の前掲論文によれば、

「当時大韓帝国は専制君主国家として全ての外国との条約と勅令には皇帝の親筆署名と玉
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璽押印が必須要件であった。現在至章闇に保管されている国内用法律と勅令にも担当大臣

の署名捺印と共にその左側上段に皇帝の親筆署名と玉璽が押されている。まして外国との

国家間条約ではもっと厳格なものがあった。たとえば1876年の『朝・日守護条規』 (江華

島条約)の原文には両国の担当全権大使の署名捺印のはかにも朝鮮王高宗と日本天皇の批

准を意味する裁可と玉璽押印があり、それらをもって締結が完了した」 (前掲「金順吉裁

判資料集」 96貢、憤論文)とあiのに加えて二つの新事実をあげている。すなわち、 ①軍

事権をふくむすべての国家主権を剥奪した1907年の「丁末七条約」 (第三次日韓協約)に

も高宗の署名と玉璽はもとより、皇太子純宗(高宗は「調印」当時退位を強要され、勅命

により皇太子に親政を代行させていた)の署名もなく無効であること、 ②この「条約」後

に発布された48条の勅令にも新皇帝純宗の署名がなく、玉璽はあるが既に日本が管理所蔵

していたもので、これらの「勅令」も無効であること(同上98-100頁、憤論文)、の2点

である。

付言すれば、 「日本政府はこれまで、植民地支配に関しては、遺憾な過去ではあるが当

時としては合法的なステップをふんだという1965年の韓・日協定成立時の立場を一歩も崩

していないが、今度の資料発表などをきっかけとしてこの部分の再証明を要求すべきであ

る」 (同上108貢、原典:韓国紙「バンギョレ新聞」 1992年5月13日)という世論が韓国内

で高まっていることも見逃せない。

2日本国天皇の批准もなし

日本側にも当然保管されている当該条約の原本では批准関係はどうなっているのかとい

えば、韓国保管のものと同様に韓国皇帝の批准がないのはもちろん、実は日本国天皇のそ

れもないことが判明している。これは参議院予算委員会(1993年3月23日)の質疑におい

て明らかにされたものであるが、外交資料館に保管されている諸原本中、天皇の批准があっ

たのは「江華島条約」のみで、他は「韓国併合条約」を含めすべて親筆も玉璽もないので

ある。旧憲法13条は「天皇-戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」と定め、条約締結

梶(外交大権)は天皇の大権の一つであるとし、憲法学者たち(穂積八束、上杉慎吾、美

濃部達吉、松本重敏など)の解釈もこの点に関して差異はなかった。すなわち、天皇の批

准は条約確定の絶対要件であるが、形式上これに代りうるのは天皇による「全権委任状」

が調印者に付与された場合に限られたのである。同予算委員会の「会議録」 (第7号、 260-

265頁)によれば、政府委員は「保護条約」に関する全権委任状は「今までのところ記録

としては見つかっていない」が、 「当時の閣議で林公使に対して条約締結の全権を委任す

るという閣議決定」が行われていると答弁している。林公使が実際に全権委任状を所持し

ていたかどうかも疑わしいありさまである。このように、日本側の原本から見ても「条約」
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成立に唱症ないし不備が指摘されるのは条約の発効上重大問題である。しかし、単に双方

の唱庇というにとどまらず、 「締結」を強要された側の要件不備は「無効」の決定的な根

拠といわなければならない。 「大韓国国制」 (1899年)にもその9条に皇帝が「諸般の条約

を締結」すると定められており、皇帝の批准がなく、かっ全権委任状のないことが明らか

な「締結」が原初的に無効であることは論をまたない。日本側の原本にも天皇の批准がな

いのはそれ自体重大な不備とはいえ、天皇の了解がないことの証明とは到底考えられない。

「締結」形式の釣り合いを保っ上での作為とさえ解される。一方、杢章闇から皇帝の全権

委任状が-通も発見されなかったのは当然のことで、次章で述べるように、皇帝高宗の絶

対拒否の姿勢は疑う余地がないのである。にも拘わらず、 「専ら韓国側の国内の事情であ

る事由を根拠として国際法上無効であるという主張は、私たちは有効にはなしえない」

(同政府委員)というのは、今なお国際法をねじまげて恥じない論弁という外はない。条

約に関する国際法の成文化として1969年に採択されたウィーン条約に照らしてみるとき、

「保護条約」や「併合条約」等、日本が韓国に押しつけた「条約」は、 「他の交渉国の詐欺

行為によって条約を締結することとなった場合」 (第49条)および「武力による威嚇又は

武力の行使の結果」 (第52条)に相当し、無効ないし無効の根拠規定がぴったり当てはま

るのである。

3ハーグ密使派遣事件

「保護条約」に対する皇帝高宗の不裁可を立証する最大の根拠は、高宗が--グでの第2

回万国平和会議に三人の密使を派遣し、 「条約」の裁可・批准の事実無根を同会議を利用

して世界に知らせ、国際法に違反した日本の横暴な支配からの脱却を国際世論に訴えたこ

とである。平和会議へのとりなしを依頼したロシア皇帝ニコラス二世への親書は、 「現時

ノ状勢ハ深ク憤慨に堪ヘス。陛下弊邦ノ故ナクシテ禍ヲ被ルノ情ヲ特念セラレ、務メテ朕

力使節ヲシテ弊邦ノ形勢ヲ将ツテ該会議開催二際シ説明スルヲ得セシメ、以テ万国公然ノ

物議ヲ致サ-、則チ之二因リテ弊邦ノ原権庶ク-収回スルヲ得ム」 (山辺前掲書194貢)と、

高宗の悲憤を今日に伝えている。三人の特使はまさに「保護条約」による韓国の「外交権

喪失」という理由で会議への参加を拒否されたが、会議場の外で日本の不法支配を雄弁に

告発した。欧米列強がこの告発を無視したのは、日本による韓国の保護国化に事前に承認

を与えていた日英同盟と桂・タフト秘密協定(1905年)が背景として寄与したからに外な

らない。しかし、 「条約」の不備を熟知していた日本は国際舞台で体面を潰されるはめに

なり、直ちに閣議を開いて「韓国皇帝ノ密使派遣に関聯シ廟議決定ノ対韓処理方針通報ノ

件」 (同上195-197貢)を決定し、伊藤統監に通報した。結果からいえば、この機をとらえ

て高宗を退位させるとともに、事実上の「併合」態勢といえる第三次日韓協約を押しつけ
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るのであるが、伊藤は「かくの如き陰険なる手段を以て日本の保護権を拒否せんとするは、

寧ろ日本に対して堂々宣戦を布告せらるゝの捷径なるに若かず」 (同上197貢、原典: 「伊

藤博文伝記」下)と高宗を責め、譲位せよと迫った。高宗はこのとき単に伊藤の威圧に屈

して譲位したのではなく、譲位か「保護条約」裁可かという二者択一を強要され、 「大韓

帝国皇帝高宗は、 『乙巳五条約』 (保護条約のこと一引用者)を承認したり、裁可して国璽

を押す方を選ばず、とうとう譲位するほうを選択してしまった」 (前掲「金順吉裁判資料

集」 98頁、憤論文、原典:大韓毎日申報、 1907年7月19日、号外3号)のである。日本は

高宗を譲位させることには成功したが、 「条約」裁可にはついに失敗したといわなければ

ならない。武力による「条約」の強制はそれだけで無効というべきであるが、ましてや国

家元首の承認を得ない「条約」は、無効というよりそもそも締結さえ完成していないので

ある。

第3 「韓国併合条約」の法的無効の根拠

1前提に無効の2 「条約」

前述のとおり、 「保護条約」とそれに次ぐ「第3次日韓協約」の無効は明らかである。

「韓国併合条約」もまた無効というべき第一の根拠は、これが先行の無効な2 「条約」を

前提としているからである。前者は外交権の剥奪と統監府の設置、後者は法令制定権や官

吏任命権の剥奪を明記するものであったが、後者には李完用(総理)との間に交わされた

秘密協定が付属文書としてあり、軍隊の解散、司法権および警察権の剥奪といった本文以

上に重要な項目はそのなかで取り決められた。軍隊解散の具体的計画は秘密裏に進められ、

「徒手訓練」と偽って「各隊附日本教官(将校) -兵器弾薬ヲ押収シタル上右軍隊ヲ引率

シ」 (山辺前掲書205貢)、日本軍包囲のなかで一挙に解散させる作戦を立てた。しかし、

ソウル侍衛隊第一連隊第一大隊をはじめ、解散の陰謀を察知した部隊は一斉に蜂起して銃

撃戦を交えた。ソウルでの部隊蜂起は地方に波及し、 「保護条約」以後各地で展開されて

いた義兵部隊(儒学者の反侵略武力闘争に始まり、次第に民衆出身の義将兵が増加)と合

流し、日本軍肇と交戦した。鎮圧は容易ならず、日本軍は徹底した焦土作戦と殺戮を指示

し、村々を廃嘘と化すことをためらわなかった。 「討伐隊-以上ノ告示二基キ、責ヲ現犯

ノ村邑二帰シテ謀殺ヲ加へ、若シク-全村ヲ焼夷スル等ノ処置ヲ実行シ、忠清北道堤川地

方ノ如キ皆目殆ント焦土タルニ至レリ」 (妻在彦著「朝鮮近代史」 167貢、平凡社、 1992、

引用原典:朝鮮駐節軍司令部「朝鮮暴徒討伐誌」)という惨状を各地に生み出したのであ

る。 「併合」の前年、 -ルビンで伊藤博文を銃殺した安重根も軍人であったが、法廷に立

たされた彼は、 「暗殺」を図ったのではなく交戦中の軍人としての本分を果たしたのにす

ぎないと主張し、朝中日三国の連携による「東洋平和」を諾々と説いた。彼の行為を「義
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挙」として今日に伝える朝鮮民族の心情から彼に対する敬慕の念が消え去ることはない。

歴史認識に対する日韓の落差は単に「条約」の合法性をめぐってのみあるのではない。

また、警察権の剥奪では、駐在所・派出所の数を増し、司法警察、行政警察ともに幹部

職員における日本人の比重を格段に高めることによって抵抗運動を弾圧し、来る「併合」

断行への備えを怠らなかった。軍隊の解散にせよ警察権の剥奪にせよ、法的に無効な「条

約」を前提として強行されたものであるのみならず、朝鮮民族は座してこれを黙認したの

ではなく、敢然と抗日闘争に決起した無数の人々があったことを軽視してはならない。彼

らの存在と犠牲の大きさ自体、 「韓国併合条約」の対等・平等、合法的な締結という欺臓

を覆す歴史的証明といわなければならない。

2厳戒態勢による強制

「併合条約」は先の「条約」のとき以上に徹底した厳戒態勢の下で「締結」を強要した。

すなわち、 「騎兵第二聯隊本部並-中隊を竜山に招致」し(山辺前掲書235貢、原典:吉田

源次郎騎兵大尉「日韓併合始末」)、歩兵については「合計十五個中隊を集むること」 (同

上)に決定し、 「極秘のうちに準備をととのえよ、と訓示」 (同上236貢)して各隊の移動

時刻を正確に指定し、 「いずれも、真夜中に、しかも大道を通らずに」 (同上)竜山に到着

させたが、 「八月以後は、夕食後の営外散歩の禁止から、やがて全くの外出禁止をして、

朝鮮民衆を刺戟しないようにした。そうして、各城門・要衝・各王宮・統監部・司令官邸・

閣員邸などは厳重な警備をしていた」 (同上)というものである。しかし、ソウルの厳戒

態勢だけでは安心できなかった統監寺内正毅は、 「.・・従来ノ不達ノ徒、頑迷ノ輩適通二出

没シー或-非謀ヲ企テ騒擾ヲ起ス者アリ、 -ヲ以テ帝国ノ軍隊-各道ノ要所二駐屯シテ事

変二備へ、憲兵、警察-普ク都都二互リテ専ラ治安ノ事二従ヒ、又各地二法廷ヲ開キテ-・

妊兇ヲ懲罰シ、邪曲ヲ斐除セムカ為メナリ-・尚漫リニ妄想ヲ逗ウシ敢エテ施設ヲ妨顧スル

者アラバ断ジテ仮借スル所ナカルベシ」 (金圭昇「日本の朝鮮侵略と法制史」 158貢、社会

評論社、 1991)という内容の「統監諭告」を発して、朝鮮全土に厳戒態勢を敷くように命

じた。

韓国最後の皇帝純宗の「消極的抵抗」については前述したが、明らかに無効な先行「条

約」とは違って、 「併合条約」には、二人の署名者(寺内正毅と李完用)がそれぞれ全権

委員である旨、その前文にうたわれている。また、第8条に両元首の「裁可」を明記して

いる。しかし、厳戒態勢のなかでの「調印」は暴力的強制という外はなく、形式はともか

くその経緯と実況が暴露されれば国際社会に通用する有効条約とは到底言い難い。
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3虚偽の条文

「韓国併合条約」第2条は、 「日本国皇帝陛下ハ前条二掲ケタル譲与ヲ受諾シ且全然韓国

ヲ日本国二併合スルコトヲ承諾ス」となっている。 1876年の江華島条約以来の日朝関係史

を振り返るとき、とりわけ日清・日露戦争後の独立死守にかける韓国の未曾有の辛苦をた

どるとき、この条文が歴史の歪曲・担造を恐れない驚くべき欺端に満ちたものであること

は歴然としている。このように明白な虚偽の事実を内包していることもまた、他に選択の

余地のない銃剣による強制を裏付けるのみならず、 「日英同盟条約」 (1902年)や「日韓議

定書」 (1904年)など先行の諸条約において「朝鮮の独立を保障・承認」してきたことに

対する矛盾糊塗策とも解されるが、目的はどうあれ倣慢な虚偽を前提としていること自体、

本来的に違法・無効の「条約」といわなければならない。

第4 「併合条約」合法論の矛盾

1 「異法地域」としての強権支配

「併合」後の韓国には日本の憲法および法令が適用されたのではなく、 「朝鮮二於テハ法

律ヲ要スル事項-、朝鮮総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得」 (「朝鮮二施行スベキ法

令二関する件」第1条)と定められ、総督が絶対権力者として法令を発布することができ

た。朝鮮は「異法地域」とされたのである。これは「併合」条約が不法・無効な「締結」

であったことの必然的な結果であり、 「異法地域」として強権支配する以外に方法がなかっ

たことを意味している。早速武断政治を行い、 「土地調査事業」によって朝鮮人の土地を

詐欺同然に取り上げたが、朝鮮人を日本人と対等平等な地位にはおかなかったからこそ私

有財産の侵害ができたのである。因に「併合」条約第7条には「韓人ノ身体及財産二対シ

十分ナル保護ヲ与工且其ノ福利ノ増進ヲ図ルへシ」とあるが、自ら押しつけた「併合条約」

を遵守する意志は元々日本にはなかったのである。土地問題に限らず、植民地支配の全貌

をみれば、 「併合条約」の不法・無効性は結果からも明らかである。 「異法地域」としての

強権支配によって搾取と弾圧をほしいままにするとともに、労働者や女性を強制運行して

労働奴隷や日本軍性的奴隷の状態に置きさえした。カイロ宣言(1943年)は、 「前記三大

国(米英中一引用者)は朝鮮民衆の奴隷状態に留意し、適当な時期に朝鮮を自由かつ独立

のものたらしむる決意を有す」とし、この宣言はポツダム宣言(1945年)にも受け継がれ

たが、日本による朝鮮植民地支配は朝鮮民衆をまさに奴隷状態におとしめるものであった。

ポツダム宣言を無条件に受諾した日本政府が、今さら「併合条約」を「合法・有効」と主

張するのは「締結」の経緯、支配の実態のいずれからみても、全く根拠のないことである。

そして、何よりも朝鮮民族を冒涜する無反省な主張といわなければならない。
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2 「実効支配論」の限界

日本では朝鮮侵略・植民地支配に対して「不幸な時代」という言い方がよく用いられる。

そして、それ以上には踏み出さなくとも特に批判を受けるわけでもない。しかし、この表

現にはどことなく歴史認識をあいまいにし、責任には一切触れずに済ましたいという一種

の願望が込められているように患われる。実は、 「併合条約」の法的効力をめぐる問題も、

未だに論議が定まっていないのはこの歴史認識のあいまいさが災いしてのことだと言って

過言ではない。見解の相違はまず二つに大別できる。すなわち、 ①日韓双方が対等な立場

で合法的に締結したもので国際法上有効、 ②武力を背景とした日本の強制によるもので国

際法上無効、という全く相反する二つの見解である。前者は日本政府の戦後一貫した立場

であり、日韓条約(1965年)を賠償協定とすることを拒んだ最大の理由であった。後者は

韓国政府のこれまた一貫した立場であり、日韓条約を経済協力協定とする点では妥協した

が、 「併合条約」の当初からの無効については一歩も譲らず、 「既に無効」と主張したので

ある。これに対して、日本政府は「もはや無効」という表現で対抗し、この点をめぐって

条約交渉が長引いたことはよく知られている。もっとも、日韓条約の英語訳では、 「既に」

も「もはや」もともにalreadyとなってはいるが、この一語に込められた双方の解釈に

は天地の差があるのである。前節で述べたように、銃剣で「締結」を強要した歴史の真実

に照らせば、日本政府のこの態度は戦前の体質を引きずる国家エゴイズムの現れといわざ

るをえない。

上記の対立する二つの見解の他に、もう一つ「実効支配論」という考え方がある。これ

は、 「保護条約」はもとより「併合条約」も当初から無効という前提に立ちながらも、と

もに実質的に韓国を支配する効力を持ったという見解である。従って、上記②の見解の延

長上にあるものであるが、 「実効支配」があった以上、 「今さら無効を論じても始まらない」

とか「今さら無効とはいいきれない」といった含みがあり、いわば「消極的有効論」とも

いえる。 「条約」自体の国際法上の効力と現実の支配力としての効力とは次元の異なる問

題であることを踏まえた上で、ここではこの微妙な「実効支配論」について検討を加えた

い。確かに「保護条約」や「併合条約」が一定の「実効力」を発揮したことは、日本の長

期にわたる植民地支配の事実からも否定しえないが、情勢に応じて激しく変動したその政

治的「実効力」についてまず検討し、次いで朝鮮民族の人心に及ぼした精神的「実効力」

をも検討しなければならない。それらの検討を抜きにして一概に「実効支配」があったと

決めっけることはできない。その上、もし加害者の側が支配の合法性の根拠として「実効

支配」を強調すれば、脅迫行為の正当化に外ならず、被害者の側が言えば不本意な服従の

追認というニュアンスを帯びる。朝鮮の植民地支配下において政治的支配が不動のものに

みえた時点においても、朝鮮民族の圧倒的多数が心底不本意であったことを立証する歴史



EE 高音康稔

的資料は探すまでもなく膨大である。そして、この不本意こそは無効「条約」による支配

に対する抵抗の証であり、行動としての抵抗・独立闘争を生み出す原点であった。故に

「実効支配論」はこの不本意の服従の評価を誤るものといわざるをえないが、ひいては実

践的な抵抗・独立闘争の歴史をも軽視する傾向を否定できない。ここではその闘争史の詳

細には触れないが、以下、 1910年以降の主要な「事件」の年表(前掲「朝鮮近代史」より

作成)を一瞥するだけでも、続出する抵抗者の犠牲を恐れぬ闘争と日本の苛酷な弾圧の連

鎖のなかに、 「実効支配論」の論理の皮相性が容易に浮かび上がるるであろう。

1910 :安岳事件、百五人事件

1914 :独立義軍府事件

1918 :朝鮮国民会事件

1919 :朝鮮青年独立団事件(東京)、 3 ・ 1独立運動(死者7,509名、負傷15,961名)、堤

岩教会焼き打ち事件(死者45名、負傷17名)、大韓民国臨時政府樹立(上海)、妻芋

杢爆弾投榔事件(総督暗殺未遂事件) (死刑)、独立軍甲山・恵山進攻、独立軍満浦

鎮占領・慈城交戦(死傷70名)

1920 :釜山および密陽警察署投弾事件、日本守備隊間島襲撃、輝春事件、日本軍間島掃討

(翌年5月まで) (10-11月だけで死者3,000名余)、青山里戦闘

1921 :朝鮮総督府投弾事件

1922 :田中義一大将狙撃事件(上海)、雑誌「新天地」主幹ら検挙、同「新生活」社長ら

検挙

1923 :鐘路警察署投弾事件

1924 :東京二重橋投弾事件

1925 :慶尚北道義烈団事件、治安維持法朝鮮全土適用(民族運動弾圧法の性格も付与)、

新義州事件(第1次共産党事件)

1926 : 6・1 0万歳事件、東洋拓殖会社・殖産銀行投弾銃撃事件、第2次共産党事件

1927 :間島共産党事件

1928 :治安維持法に死刑条項追加、第3次および第4次共産党事件

1929 :元山労働者ゼネスト、光州学生事件(退学処分682名)、火田民放逐事件

1930 :間島3 0蜂起(翌年にかけて検挙880名、死刑23名)、京城女子学生事件、端川

農民蜂起(3,000名余、死者16名)、定平農民抗日示威闘争(1,300名余)、釜山紡績

労働者ゼネスト(2,270名)、長豊炭鉱労働者蜂起(150名、検挙100名余)

1931 :浜原農民抗日示威闘争(2,000名余)、永興農民郡内警察署襲撃暴動、三捗農民暴動

(2,000名余)、第1次太労事件(検挙16名)
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1932 :第2次太労事件(検挙500名余・拷問虐殺1名)、梁山農民抗日暴動(300名余)、城

津農民抗日闘争、嚢陽農民抗日闘争、共産党再建運動(検挙99名)、桜田門事件

(東京)、虹口公園投弾事件(上海)

1933 :第3次太労事件(検挙30名余・拷問虐殺1名)

1934:地下組織「コム・グループ」検挙(500名)

1935 :東北人民革命軍東興鎮襲撃

1936 :明川農民蜂起(38年まで) (検挙1,379名)、関東軍「治安粛正計画」実施(39年ま

で)

1937 :修養同友会事件(検挙150名、獄死2名)、第1次恵山大検挙事件(検挙222名・死

刑6名)、東北抗日連軍普天壁進攻

1938 :第2次恵山大検挙事件(検挙277名)、神社参拝拒否(45年まで) (投獄2,000名余・

殉死50余名)

1939 :関東軍「治安粛正工作」実施(41年まで)

1942 :朝鮮語学会事件(検挙33名、拷問獄死2名)

1944 :平壌師団第42部隊内秘密結社事件(逮捕70名余)、大邸第24部隊毒殺未遂事件

3 「未来志向論」の限界

前述の国会質疑における政府委員の「有効論」一辺倒とはやや趣を異にする「政府見解」

が出始めているのも事実である。すなわち、同委員会での渡辺外相(当時)の答弁は、質

問者の本岡昭次議員の「条約無効論」に一定の理解を示しつつも、今日の日韓条約を基盤

として「今後より一層の日韓友好を進めていく」 (前掲「参議院予算委員会会議録」 262頁)

ことが最良の方法だというものであり、また、宮沢首相(当時)の答弁も日韓条約を両国

の「ぎりぎりの妥協」 (同上265貢)と評価した上で、 「日韓併合以来の1965年までの歴史

というものは決して我々にとって誇りにできるものではない。このようなことは二度と繰

り返すまいというのが国民の決心」 (同上)であるから、政府も日韓の「友好親善」に努

力を惜しまないというものである。この見解は、 「日韓併合条約は対等の立場で、また自

由意志で締結したもの」と断定した日韓条約締結当時の佐藤首相の国会答弁(1965年11月

2日、衆議院日韓特別委員会)とは歴史認識において微妙な差異があるといってよい。こ

れがいわゆる「未来志向論」である。確かに、 「旧条約有効論」の立場を崩してはいない

が、さりとて論理と自信のほころびは覆い難く、この際、 「未来志向」の見地に立って過

去を水に流してはしいと韓国側に妥協を求めているのである。反省の言葉も交え、一見前

進のようにみえるが、被害者を説得する論理としてはあまりにも加害者に都合のよい言い

分である。歴史認識のあいまいさは旧態依然としており、政治的な一時凌ぎにはなりえて
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も、韓国の国民世論を納得させることは不可能である。 「未来志向」にも本物と見せかけ

のものとがある。本岡議員は、 「日本の朝鮮半島植民地支配が道徳に反する行為であり、

国際法上違法であったというこのことを認める勇気のない限り、日本が韓国に対して道徳

的に対等の立場に立って新しい日韓関係を築くことができないのではないか」 (同上265貢)

と見せかけの「未来志向」を批判したが、歴史をあいまいにせず、違法を遵法と潔く認め

ることなしには和解と友好をめざす真の「未来志向」とはなりえないのである。日本国民

自身が歴史認識のあいまいさを払拭し、政府の不当な見解の修正を求めることが是非とも

必要である。歴史を偽り続けることはできない。

第5誠実な謝罪と個人補償の責務

韓国では現在、国民世論を受けて日韓条約見直しの論議が与野党を超えて高まっている。

それは、 「韓国の与野党国会議員25人が17日、 1965年に締結した日韓基本条約を破棄し、

日本の植民地支配などを明記した新たな日韓条約締結を求める決議を国会で採択するよう

に上申する建議書を黄堵周・国会議長に提出した」 (朝日新聞1995年7月18日)ことにによっ

て明らかである。この「建議書」は、新条約において「日韓併合が当初から無効であると

明記する」 (同上)ことをも要求しているのであるが、推進議員の一人は「日韓基本条約

は、日本が太平洋戦争を引き起こした戦争責任と、朝鮮半島を不法かっ強圧的に植民地化

し、残忍なやり方で支配した責任をきちんと問わないまま、免罪符を与えた屈辱外交の見

本。日本の過去の罪悪を清算する根拠となってきた」 (同上)と「建議」の理由を説明し

ている。政府間では時局的に複雑な利害がからむだけに政治日程にのぼる時期は予測し難

いが、韓国政府にしても日本の無責任・無反省な「戦後処理」のあり方に不快感を抱いて

いることは容易に察せられる。歴史認識に関する閣僚の暴言や教科書問題をめぐって外交

上険悪な事態に陥ったことも度々である。日韓条約を締結した責任はむろん韓国政府にも

あり、外交上困難な問題をはらむが、 「併合条約」の無効確認と侵略・加害の事実認識と

いう譲歩不可能な要求課題がいっまでも放置されることは韓国の国民世論が許さないであ

ろう。

日本の朝鮮侵略・植民地支配が虚偽と銃剣による不法・無効な「保護条約」および「併

合条約」によって開始されたこと、そのなかで言語を絶する無数の残虐行為が繰り返され

たことは否定できない歴史的事実である。日本政府および国民の歴史認識は、残念ながら

未だ不十分といわざるをえないが、一刻も早く謙虚に史実を受けとめ、加害責任の認識の

上に立って誠実に謝罪と個人補償を行うことが国家と国民に課せられた責務である。戦後

半世紀を経ようとも、その実現のみが韓国・朝鮮、ひいてはアジア諸国民の信頼を回復す

る唯一の道である。 (1997年6月16日受理)


