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プチ労版：近現代日本 150年の労働者・民衆の闘いの歴史〔草稿〕 

                  各節の最後の＊印は、主要な参考文献 

                   /印の小文字部分は補足･解説･エピソード等 

 

第Ⅰ期：ペリー来航～敗戦～戦後革命期（1853年～1954年） 

 

1.ペリー来航～1929年（昭和 4年）世界大恐慌の前まで 

 

（１）朝鮮（チョソン）と「国体」で始まる日本の近代 

 

 マルクスが「賃労働と資本」をベルギーの労働者に講義してから

6 年後、1853 年に浦賀にあらわれたアメリカのペリー提督は日本の

開国を要求する。 

 

 /ペリーの琉球征服計画と「劇映画：沖縄」/ 

 ぺーリーは、浦賀にあらわれるひと月半前の 4月、琉球に寄った。その意図

は、琉球を占領し基地化することだった。これは、アメリカ政府とも協議済み

で、日本の開国により実行されなかったが、この時から、アメリカは、沖縄を

「太平洋の要石（Keystone of Pacific Ocean、これは、1970 年に米軍政部の

妨害の中で総評・日教組など労組の応援で制作され公開された名作「劇映画沖

縄」にも出てきたが、戦後沖縄占領時期の米軍車両のナンバープレートの表

記）」と考えていた。 

 

マルクスが描いたように欧米資本主義は周期的な恐慌に見舞われ

ていた。1857 年には初のアメリカ発世界恐慌がおこり、新たな市場

を必死に求めていた。 

 

/ペリーの幕府「献上品」―エネルギー革命の実用品は原発事故の出発点/ 

ペリーは蒸気機関車の模型と有線電信器を持ってきた。その二つは欧米資本

主義を象徴するものだった。 

蒸気機関は、暖房と調理のみに使っていた熱を動力（資本主義のエネルギー

の発見）にし、そこから生まれる電信の電気は、動力だけでなく照明・暖房・

通信を可能にする「資本主義のエネルギー」の確立の象徴だった。 

マルクスが見ていた「機械化」でもあった。 

それは資本主義が「人類は自然を支配できる」と思い込んだ「エネルギー革

命」であり、日本資本主義はそれを欧米で実用化された瞬間に手にした。 
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日本は、そこから 150 年、第二次大戦の敗戦での「リセット」を除けば、

一貫して経済成長を続け、エネルギー消費を拡大し続けてきたが、2011 年福

島原発事故はこの「エネルギー革命」の終わりを告げた。 

 

 ペリー来航の 15 年後、1868 年、「尊王攘夷」を掲げた「武士と豪

商のクーデター」明治維新。 

 

 /「明治維新」の動力は農民/ 

たしかに明治維新は、広範な社会革命。その動力は、江戸末期、開国で混乱

する生活苦から”津波のように“一揆・打ちこわしを繰り返した百姓・町民だ

った。農村では、江戸時代に格段に発達した生産力がぎりぎり一杯のところま

できており、年貢と御用金で持っていかれるだけではやり切れぬ状態だった。

1867 年夏からは、全国で“エイじゃないか騒動”が数か月続いた。 

1870 年、版籍奉還のための調査では、9 割が農民・町人の平民だった。 

しかし、明治維新の動力である農民・町人を「年貢半減になる」と利用して

権力をとった長州・薩摩の下級武士を中心とする明治政府は完全に裏切った。

フランス革命で、「パンをよこせ」と立ち上がったプロレタリアの勢いを利用

して王を追い出して政権を取ったブルジョアたちと同じ。 

 後で見るように 1873 年からの地租改正は「年貢」を下げるどころではなか

った。身分制をなくし職業選択の自由と謳われたが、皇族・華族が作られ、戸

籍制度で「農」が広く確定された。 

同年の徴兵令は、富裕層しかなれない「役人・学生・洋行者」、2，3 年の生

活費に相当する「金 270 円納めた者」を除外し、「農」の民衆だけが実質の対

象だった。徴兵令に先立つ太政官布告は、徴兵は国民の義務で、税金だという

ことで「税は国の用にあてる。人たるもの心底から国に報いるべきで、欧米で

はこれを血税という。その生血で国に報いる意味。」と宣言した。 

 だから、「年貢半分にするなんてウソじゃねえか」と民衆の 8 割を占める農

民は闘った。維新から 5 年で一揆が 130 件。1872 年 9 月には、宮崎佐土原の

百姓が、初めて赤旗を持って統制のとれた一揆をおこした。 

6 年目の 1873 年には、徴兵令では猛烈な反対闘争がおこった。これは、上

にあるように、「徴兵は生血で国に報いる血税」であるところから「血税一

揆」と呼ばれた。 

さらに、同年、福岡では、史上最大ともいわれる 30 万人におよぶ一揆が勃

発。これらは、各地の地租改正反対の一大運動につながり、1876 年 12 月に

は、三重県飯野郡豊原村の農民が蜂起し、近隣を巻き込み総数 3 万人、裁判

所、県庁支所、電信局を打ち壊す「伊勢暴動」。 
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その結果、1877 年 1 月に、政府は、同年の西南戦争を抑えることもあり、

地租を 3％から 2.5％に下げる。農民たちは「竹槍でドンと突き出す 2 分 5

厘」と歌いはやし、勝利を祝った。 

そして、これら農民の闘いが、自由民権運動の開始とともに、後で見る秩父

困民党蜂起の前史となる。 

 

薩長藩閥の明治政府は、欧米資本主義の「強力さ」の前にすぐさ

ま「攘夷」をかなぐりすてて、「富国強兵」を唱え、欧米の「まねっ

ここざる」に邁進する。 

 「尊王攘夷」の「攘夷」がなくなり、明治政府の“権力の正当

性”を問われた伊藤博文ら元老は、残った「尊王」を強化して、根

拠のない天皇を頂点とする支配体制の概念、「国体」を発明。 

明治早々、神道を国教化するとともに、伊藤が帝政ドイツの学者

シュタインに学んで 1889 年に公布した明治憲法で「天皇は神聖に

して侵すべからず」とした。 

 

/明治憲法の構造―元老と「たこつぼ」権力/ 

憲法公布の前年、設置した枢密院議長として伊藤博文は、6 月、憲法制定の

趣旨を演説する。「欧米には長い歴史のある憲法政治は、日本ではまったく新

しいので、まず国の機軸が必要。政治を自由民権運動のような人民の妄議には

任せられない。その機軸はひとり皇室のみ。開闢以来の国体に基づき、決して

主権が人民に移らないことを希望する。」ここでは「人民」は統治対象でしか

なく、「機軸はひとり皇室」の理由や検証はない。 

そして、天皇を頂点とする権力体制が崩れないように、元老の設置と「権力

の分立」をはかる。 

元老は、憲法公布後の 11 月、明治天皇が下した「元勲優遇の詔」がきっか

けという。これは、明治維新功労者への勲章という意味で憲法に明文規定など

ない。しかし、正式な役職ではないが、江戸幕府が長く続いた秘訣―将軍の相

談相手「老中」をまねて、天皇の相談相手「元老」が誕生する。伊藤博文、山

形有朋ら長州 4 人、松方正義ら薩摩 3 人などが一身専属で元老になる。 

「権力の分立」としては、天皇直属で軍隊。統合本部はなく海軍と陸軍が牽

制しあう。立法では、貴族院と衆議院が牽制しあう。行政では、元老を中心メ

ンバーとする枢密院と内閣が牽制しあう。それぞれの「たこつぼ」を並べた縦

割りにして、けっして、「人民」の民主主義のための「権力分立」ではなく、

天皇を上回る権力者が発生しないようにした。 

縦割りの弊害を防ぐために、天皇のよき相談相手、総理大臣も指名する元老
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が横の連絡を担当した。しかし、彼らが死に絶えるころ、昭和天皇が即位し、

後に見るように、資本主義の危機、「人民」の闘いの高揚とともに、天皇が

「表」に顔を出してくる。 

 

 しかし、1925 年の治安維持法でようやく法律用語として登場する

「国体」の意義は意味不明であり、「武士と豪商のクーデター」でし

かない政府の言うことなどに民衆がついていかなければならない理

由はない。 

それにも関わらず、それを理解しない民衆は、支配者側から見る

と「欧米に対抗する元気がない」。 だから、と、「“国民”の英気を

だすために」征韓論がでてきた。 

征韓論を唱えた西郷隆盛と政府との戦いが 1877 年の西南戦争だ

ったともいわれるが、政府が少し慎重な「手口」を踏もうとしたに

すぎない。 

欧米資本主義が盛んに侵略しているのだから「まねっここざる」

でいい。日本の近代は朝鮮侵略で始まる。 

 

 1875 年、強硬な鎖国政策をとっていた朝鮮の君主大院君（テウオ

ングン）が内紛で追い出されたすきをついて、日本海軍の 250 トン

の軍艦雲揚号が測量を口実に江華島（カンファド）に近づき、砲台

を砲撃し陸戦隊を上陸させる“江華島事件”。 

この計画的挑発を口実に翌 1876 年、日本は、朝鮮に「治外法

権、無関税貿易」などの不平等条約「日韓修好条規」を結ばせ「開

国」する。 

 たった 8 年遅いだけの朝鮮「開国」当時、日朝の社会経済的発展

はさほど大きな差はみられなかった。開国の名目は、日本による

「文明化」。フランスが 1840 年にアルジェリアを植民地にした名目

も「文明化」で欧米資本主義の常套句。これもまねた。 

不平等条約の締結により生活を破壊された朝鮮民衆は黙っていな

い。いちはやく 1882 年 6 月、13 か月ぶりに給料として支給された

米に大量の砂がまじっていたことから、日本主導で進む軍隊再編に

反対する兵士の不満が爆発し武装蜂起。 

日本への米の輸出による米価騰貴に苦しむ首都漢城（ハンソン：

現ソウル）の下層民衆が加わり日本人を追放。最初の大規模な反

日・反政府運動である“壬生（イモ）軍乱”を起こす。 
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 /「まねっここざる」日本は欧米資本主義の「販売代理店」/ 

1858 年の「日米修好条約」など日本が欧米と結んだ条約も「治外法権・無

関税貿易」で、朝鮮との条約と同じだった。「日本も欧米と同じく不平等条約

を結べました」という「まねっここざる」の第一歩だった。 

 朝鮮の「開国」については、大院君（テウオングン）がまだ健在だった

1866 年にフランスが、1871 年にはアメリカが武力侵攻を試みて撃退されてい

た。しかし、日本による朝鮮「開国」は、欧米に新たな市場を開くもので容認

した。実際、1882 年の時点で、日本から朝鮮への輸出のうち 88.3％は、欧米

資本主義の製品で、そのうち、78.2％は織物だった。日本は欧米資本主義の

「販売代理店」。日本による米などの農産物の安い輸入と「割安」な欧米製品

の輸出は、朝鮮の農業と産業に壊滅的打撃を与えた。 

 

 しかし、それでも、日本の国家・資本はつきすすむ。 

1890 年、首相だった山形有朋は帝国議会で演説する。 

「我が国の領土は“主権線”。この主権線の安全（？）に密接な地

域が“利益線”（？）。実に我が国の利益線の焦点は朝鮮である」「一

国の独立のために、進んで利益線を“保護”すべき。必要に応じて

武力行使。そのために“富国”よりまず“強兵”」 

 この勝手な“利益線”なるものは、伊藤博文同様、1888 年に山形

が欧州視察でドイツの学者シュタインから聞いた概念の受け売りだ

が、このために軍事費は著増。一般会計の比率で、1880 年代央から

一段と増えて 1890 年以降、3 割を超えていった。 

 そして、”保護“していた朝鮮を 1911 年には併合し、日本の「近

代化」と資本主義発展のためのまさに”燃料“として朝鮮を絞りつ

くす。 

 

 /「日本国」3 点セット「国体・島国・瑞穂の国」/ 

なお、明治政府は、この「利益線」朝鮮侵略の前提として、無理やり、沖

縄・アイヌを「主権線」として確定している。1872 年、琉球王国を琉球藩と

して、国王尚泰を藩主としたが、1879 年に軍事力を背景にこれを廃し、沖縄

県の設置を強行する「琉球処分」を実施。 

サハリン・千島の帰属については、1875 年、ロシアと樺太・千島交換条約

を結んで、千島を領土として千島・北海道のアイヌを支配下においた。 

 これにともない、とにかく、欧米に認められる「近代国家」のカタチを急ぐ

明治政府は、「国体・島国・瑞穂の国」という三点セットの「日本国・日本

人」像の刷り込みを徹底した。 
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 それ自体は、江戸時代から言われていた。伊藤博文も末席で受講し、アベも

大好きな「松下村塾」の吉田松陰は、3 点セットに加えて「朝鮮侵略」も言っ

ていたらしい。それを伊藤博文らが、明治憲法など制度にむりやりでっちあげ

たことを「発明」とした。 

まず、「国体」として、神の子孫である天皇が統治する国であるという神話

が「事実」であり、日本人は天皇につながる「すぐれた大和民族」であるとい

う意識を植え付け、朝鮮、中国の人々、琉球、アイヌの人々への蔑視意識の根

源となる。 

 また、世界地図を上下さかさまにして日本列島を眺めてみればはっきりわか

るように、日本海がもともと内海であったこと、その意味で、日本列島は、ア

ジア大陸の北と南を結ぶ懸け橋だと捉えられる。 

しかし、明治政府は「孤立した島国」ととらえ、海は防衛すべき世界とする

見方で、朝鮮はもとより、敗戦時の「沖縄決戦」がそうであったように沖縄も

その防波堤でしかないという意識を植え付ける。 

 さらに、本来、平らな平野が少なく米の生産に最適であるとはいえないの

に、「神話」とも関わって、日本国は「瑞穂の国」、米中心の農業社会だととら

え、農業以外の生業はみな農業の兼業・副業とみる。 

それが「孤立した島国」観とあいまって、「狭く農地が少ない国土、人口を

自給で支えることの困難、そのための貧困」を過度に意識させ危機感を増幅さ

せ、市場、資源とともに、こうした農業、食料問題が、どこでも水田の開拓が

優先されたが、朝鮮、台湾、満州の支配の動機のひとつとなった。 

 そして、明治政府が 1871 年に戸籍法をつくり作成した「壬申戸籍」では、

漁民も林業民も村の商人・職人も、みんな“農”にした。「士農工商」を制度

化したといわれる江戸時代は、実は、武士・町人・百姓という 3 身分だった。

かえって、明治政府が、百姓に含まれた漁民も林業民も村の商人・職人も一緒

くたにして「農」をはっきりさせた。8 割が「農」に分類された。 

この「壬申戸籍」は、一部地域では「元エタ」「元非人」と記載したことか

ら、同年、四民平等を謳って施行された「エタ非人解放令」を無にする被差別

部落差別の根源ともされる。この戸籍直後の 1873 年では、9 割の平民のう

ち、農 80％、工 3.5％、商 6.6％、雑 9.1％、雇人 1.6％の内訳。一方、エタ非

人が全体の 1.7％だった。 

しかし、それだけでなく、朝鮮、琉球等の差別と同様、「国体」、「島国」、そ

して、農民を解放するわけでもない「農業」という国家観が貫いている。 

 

＊白井聡「永続敗戦論」、ユン・コンチャ「きみたちと朝鮮」、加藤陽子「戦争

の日本近現代史（結局支配層のことしか書いていないので一部）」、網野善彦 
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「日本社会の歴史（下）」、稲岡進「日本農民運動史」、片山杜秀「国の死に

方」（論調が日本・支配者中心なので一部）、堀田善衛「日々の過ぎ方―広場と

明治憲法」、山本義隆（元全共闘議長・現駿台予備校講師）「近代日本 150 年

―科学技術総力戦体制の破綻」 

 

（２）世界の資本主義と秩父困民党蜂起 

 

 1857 年初のアメリカ発世界恐慌を経て、再び 1873 年から欧州資

本主義は 1896 年まで続く長期不況に陥っていた。 

 

 日本は、「開国」以来、最大の輸出品であった生糸は戦後 1960 年

代まで輸出の中心だったが、その生糸を増産するため、1872 年国営

の高岡製糸場開業など国家主導で資本主義生産の急速な発展を図る

一方、翌 1873 年に地租改正を実施して資本主義の基礎となる私的

所有権を明確にした。 

 

 この地租改正は、「従来の年貢を全国統一にする」触れ込みで、年

貢より合理的で低水準になることが期待されたが、実際には、年貢

を引き継いだ高額の納税。 

  

 /農民を苦しめる地租と高い小作料の水準/ 

 従来、収穫高の水準に応じて納めていた年貢をやめて、地租改正では、地主

が地価の 3％を金銭で納めることにした。当時、3％は収穫高の 1/3 にもなる

高い水準。地主は、それ以上の水準の小作料を現物で小作農民に納めさせた。 

その後、反対運動で地租は若干低減していくものの、現物小作料は、収穫の

5 割から 6 割もの高率に引き上げられる。一方、地租を金納する地主の収入

は、米価の上昇に従って一層増加していく。 

あわせて、地租改正では、従来あった農民の耕作権を否定し、地主の所有権

のみを優先したため、この耕作権の確立が、小作料減免とともに後の農民運動

の焦点となる。 

また、地租改正とともに、従来、農民が自由に出入りし共有していた山林も

取り上げて官有にし、うっかり木を切ると翰林盗伐罪で罰した。 

 

政府は常備軍設置と工業振興の財源を確保したが、農民の負担は

従来と変わらず、小規模農家は小作や離農した低賃金の労働者へ没

落し一部富農が地主層を形成。資本主義の基盤形成を促進した。 
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 地租改正の翌 1874 年、板垣退助らは、薩長藩閥専制政府を批判

して「民選議員設立建白書」を出して自由民権運動を開始。福島で

設立された石陽社など、各地で運動が展開された。 

板垣は、もともと急進的な「征韓論」を主張し、慎重論に敗れて

下野した政府の一員であり、この運動も主導権争いでしかなく、弾

圧が強まると日和るが、1880 年代初めには、全国に起こった地租改

正反対運動と結びついて高揚する。 

 しかし、1882 年には、明治政府発足以来の財政膨張による激しい

インフレを抑えるということで緊縮政策「松方デフレ」を実施。地

租の負担に加え、新道路・鉄道建設費、税負担の 2 割にものぼる初

等教育のための「学校費」等々の徴収とあわせて、さらに民衆の生

活を圧迫した。 

そして、前年 1881 年、欧州長期不況のなかで、日本の生糸の最

大輸出国フランスが恐慌に陥り絹織物生産が半減した結果、生糸の

価格も半減した。 

 

 そのなかで、1884 年 11 月 1 日、秩父の困民が武装蜂起。 

大宮郷（現秩父市）にコミューン（無政の郷）を樹立した。 

彼らは生糸生産労働者だった。石灰の地質で、米や野菜作りが困

難なために大半が養蚕をやり、地主小作関係は少なく 6 割が自作農

である山間部秩父。 

そのなかで、彼らは、最大の生糸輸出基地横浜と半日で往復し欧

米の景気・市況にも敏感だった。 

 また、高崎までしか開通していない鉄道の代わりに、一日に十石

も米や生糸が運ばれることから名づけられた埼玉と長野の県境”十

石峠“を通じて、長野側山間部の農民を含めて、横浜や東京に勉学

に通う者も多く、フランス革命、ルソー「民権論」など政治、思想

にも通じていた。 

その彼らが、地租増税、最大の輸出品として増加を続ける生糸に

政府があらたに目をつけて始めた生糸取引にかかる印紙税、学校費

などの税の負担に加えて、フランス恐慌のあおりをまともに受け

た。年に倍になる高利貸に「身代」をとられる困民が秩父一円で

700 戸に及び、自殺者も続出。 

請願を繰り返しても高利貸の側でしかない郡役所、裁判所。自由

民権運動に共鳴した若き困民自由党員が、在地の「親分」も動か

し、1880 年政府が定めた「3 人以上集まると逮捕」する”集会条例
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“を避けて山林での集会を繰り返し、困民党結成の中心となった。 

蜂起 2 日前、政府の弾圧で解党を決めた自由党中央！は蜂起を止

めた。しかし、在地の生糸商の一部有力自由党員も加わり、1 万人

が蜂起に合流。 

明治政府は「絶対に秩父から出すな」と各地で起こる地租改正反

対運動との合流を恐れ、当時内務卿の山形有朋が先頭に立った。軍

隊を動員し、政府軍兵士死者を初めて「戦死」と称した。 

困民党蜂起は、明治政府が盛んに貶めようとした「単なる農民暴

動」ではない。彼らは、「高利貸を交渉の上、焼き討ちしても、類焼

はさせない」などモラル高い「軍律」を本部解体まで規律高く維

持。 

礼金を支払った炊き出しの「白米のおにぎり」に涙するほど一粒

も米は無い。だから、空の鍋釜を持ったデモをした。 

しかし、一顧だにしない権力。それに対して、「専制政府転覆、世

直し、世ならし」と声をあげた。村々の権力を奪取し、「恐れながら

天長さまに歯向かう。加勢しろ！」と参加を募った。 

そして、自由民権の思想を踏まえ、「天下の貧富を平均ならしむ」

ことを目指して、郡役所に「革命本部」を掲げた。「これが俺たちの

自由だ」と、のぼり旗「自由自治元年」も立てた。 

 

1871 年パリコミューンから 13 年。困民党蜂起は、パリコミュー

ンと規模も期間も違って、首都占拠でもない。 

そして、政府は、民衆のための電灯線はつくらずに、1880 年まで

に 10 年で開通させた「権力のための電信網」で迅速に連絡し、完成

したばかりの「陸軍最新式村田銃」を試し打ちして弾圧。 

困民党側は、意図した「電信切断」も間に合わず、２千丁はあっ

たが、狩猟のための火縄銃と竹槍の装備。 

 

/困民党の大砲は「龍勢祭り」の発射筒/ 

そして、困民党の大砲は、蜂起の結集地、秩父吉田町椋神社で 400 年前か

ら今も毎年続く収穫祭「龍勢祭り」で打ち上げる手作りロケットの火薬と発射

筒だった。しかし、今も、24 もあるロケット打ち上げの流派が、龍勢祭りを

ともに競い盛り上げている。困民党の団結の底流をなしていたともいえる。 

 

呼応する社会主義勢力も労働運動も不明確。 

「東京まで行くのか」、「これ以上仲間が死なせないのか」方針の
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分裂。わずか、3 日で「困民党コミューン」は潰えた。 

しかし、困民党蜂起は、フランスの資本主義恐慌と連動。同じ困

民として立ち上がったパリの労働者と商工業者と通じる。そして、

近現代日本で唯一の組織された民衆の武装蜂起であり、労働運動の

先駆けともいえる。 

村中で徴兵逃れを祝い、借金返済猶予とともに「学校費の負担が

不当。学校の 3 年間休校」も求めた秩父困民たち。困民党蜂起が潰

えて以降、日本は、1894 年日清戦争、1910 年、教育勅語による学

校教育の就学率 100％の国へと向かう。 

 

/日本の産業革命と帝国官僚制/ 

日本における「エネルギー革命」すなわち「日本資本主義の本格始動」は、

困民党蜂起が潰えた 2 年後、「松方デフレ」が終わり、明治憲法が制定される

前の 1886 年前後といわれる。 

それは、鉄道と製糸業・紡績業への蒸気機関の導入と電力の普及だった。 

イギリスで初の公共鉄道が開通したのが 1825 年だったが、日本では、1887

年に「私設鉄道条例」が公布され、1889 年には東海道線が神戸まで全通。

1900 年には鉄道総路線が 6168 ㎞を越えた。 

製糸業では、1872 年に大規模に蒸気機関を使う国営富岡製糸場が開設され

て以降、機械製糸場が普及し、1886 年からの 10 年間の生糸輸出は、それま

での輸出の倍になった。 

紡績業は、1882 年創業の蒸気機関を使用した 1 万錘の大規模な大阪紡績に

始まり急速に発展する。1890 年代には、当初、イギリスで普及していた重い

ミュール精紡機をいちはやくアメリカ製の軽快なリング精紡機に変更。 

そして、寄宿舎に収容した農村出身の若い「女工」に昼夜二交代で 24 時間

休みなく稼働させるという「資本家経営」が、欧米先進国も驚く発展の基礎だ

った。 

同時に普及した電力による照明が、火災の危険があるランプでは無理だった

24 時間操業を可能にした。 

1883 年に東京電燈が設立され、1887 年には、神戸電燈、大阪電燈、京都電

燈が設立。1881 年世界初の電車がベルリンで営業開始したが、そのたった 20

年後、1903 年には、京都、名古屋につづいて大阪、東京で路面電車が開始。 

こうした欧米資本主義の実用品を手にして始まった「日本資本主義の本格始

動」にあわせて、明治政府は、それを指導する官僚制度を整備した。 

1886 年、「帝国大学令」を公布し官僚養成学校、東京大学を設立。同時に教

科書検定を制度化し初等教育から「国家目的」に沿うように整備。翌年には、
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官吏任用制度を定め、今も意味不明な「キャリア・ノンキャリア」として続

く、「文官高等試験・文官普通試験」を開始。 

当初、官吏になるのは「武士は食わねど高楊枝」というように営利事業を潔

しとしない士族出身者が多かった。江戸時代から「主君を忠実に気遣い、地位

と給与が大事なサラリーマン」に慣れた彼らは、国家のための官僚にも親しみ

やすかった。自由民権運動にも見られた「士族の不満」を吸収することにもな

ったが、同時に「官尊民卑」の風潮を生み出す。 

 

 当時の新聞が、政府軍が出動したことで「秩父って何だ？」と驚

愕したほど山間部秩父は知られておらず、蜂起後、政府は、死刑 10

数人を含む大量で徹底的な処罰とともに「単なる暴動」として封

印。 

野合した自由党勢力も、その「自由党史」で数行、「秩父の暴動」

と触れるだけ。困民党無名戦士の顕彰碑が建てられたのも 50 年後。 

しかし、今に生きる困民党蜂起である。 

 

/映画「草の乱」/ 

蜂起 120 周年の 2004 年には、全国から 8,000 人のエキストラが集まり圧巻

の映画「草の乱」がつくられた。 

 

＊井出孫六「秩父困民党」、戸井昌造「秩父事件を歩く」、井上幸治「秩父事

件」、A・コルビジェ「秩父事件とパリコミューン」、山本義隆（元全共闘議

長・現駿台予備校講師）「近代日本 150 年―科学技術総力戦体制の破綻」、稲

岡進「日本農民運動史」 

 

（３）日清戦争と労働運動の芽生え 

 

 世界の資本主義は、「母国」イギリスが 1873 年からの大不況以降

低迷するなかで、追い上げていたドイツ、アメリカが急速に発展す

る。 

特に、アメリカは、4 千万人にものぼる大量の移民流入があった

こともあり、西部への鉄道、石油・金鉱採掘などで格段の発展をと

げる。 

遅れてきたロシアも、外国資本によるものだが、1880 年から

1890 年の 10 年間で、鉄道の距離が 20 倍、石油採掘量 140 倍など

高度成長する。 
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 日本は、1890 年には初の恐慌に見舞われ、軽工業中心でまだまだ

欧米資本主義を追いかける段階。この遅れを急速に埋めるために、

この後、ほぼ 10 年ごとに戦争する。 

 

/10 年ごとの戦争/ 

1894 年日清戦争、1904 年日露戦争、1914 年第一次大戦、1927 年山東出兵、

1931 年満州「事変」、1937 年日中戦争、1941 年太平洋戦争。 

 

 1894 年日清戦争は、日本が「朝鮮の独立」を名目に、永年、朝鮮

に影響力を持ってきた清を排除して、日本の朝鮮への支配権を強化

するためだった。 

同年 2 月、朝鮮では甲午（カボ）農民戦争がおこる。「人すなわち

天（人及天：インネチョン）」として 1860 年に始まり民衆に浸透し

ていた新興の民族宗教、東学（トンハク）の地方幹部全琫準（チョ

ンボンジュン）の呼びかけで、東学で結ばれた農民たちが、腐敗し

た政府打倒と日本をはじめとする外国勢力追い出しのために立ち上

がった。 

秩父困民党の結びつきの底にも、江戸末期にできた民間信仰禊教

があったともいわれるが、東学農民軍は、政府軍を破り、5 月末、

全羅道（チョルラド）の中心地全洲（チョンジュ）を占領。 

 

/甲午（カボ）農民コミューン/ 

途中から東学の上層部は進撃中止を命じたが、農民軍は、民衆の支持を受け

ながら進んでいった。全州占拠後には、「12 か条の規律」を遵守する組織的な

集団となり、「賤民・奴婢など身分制の廃止や寡婦の再婚許可など社会的な悪

習廃止、不当な雑税の廃止、土地の平均分割」など政府に具体的な要求を提

示。 

その一方、占領した全羅道 53 州の「執綱所（村役場）」を整備し、行政を

処理するコミューンを組織。ただちに政府への要求事項を提示。 

農民軍の要求のうち、まさに現代に通ずる「土地の平均分割」は、日本の侵

略のなかで実現しなかったが、画期的な社会的要求は、その後、政府の甲午改

革として、公私奴婢法廃止、寡婦再婚禁止法などの廃止が実現した。 

甲午農民戦争は、「自主的な近代化を達成しようとする民族運動の最高峰、

韓国近代化の一大転換点」として評価され、敗北したが、その後の植民地下で

の民族運動に貴重な経験となった。 
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朝鮮政府は清に援軍を求めるが、日本は、要請もないのに、清よ

り先に軍隊を首都漢城（ハンソン）に派遣し、政府に農民軍と和約

を結ばせる。さらに、朝鮮の「内政改革」を口実に武力で傀儡政権

を樹立。 

その 2 日後、1894 年 7 月 25 日、宣戦布告もないまま清の艦隊を

奇襲し、8 月 1 日宣戦布告。 

さらに、朝鮮政府軍をあおり、10 月に再結集して「ソウルに入り

外国軍を追い出そう」という農民軍を壊滅させる。鎮圧の過程で虐

殺された農民の数は 30 万人から 40 万人にも達するといわれる。 

それでも、当時のオピニオンリーダーと言われる福沢諭吉は「日

清戦争は文明と野蛮の戦争」と勝ち誇った。 

 

 /「緑豆（ノクト）」の歌/ 

リーダー全琫準は処刑されたが、別名「緑豆（ノクト）」将軍と言われた彼

にまつわる童謡が残されている。（金素雲訳編「朝鮮童謡選」） 

  鳥よ 鳥よ 青い鳥よ（青い軍服の日本軍） 

  ～セヤ セヤ パランセヤ♪ 

  緑豆の畠に 下り立つな 

  ～ノクトｳパテ アンチマラ♪ 

  緑豆の花が ホロホロ散れば 

  青泡（チョンポ：緑豆でつくる豆腐）売りの婆さん 泣いていく。 

 

 1895 年 4 月、清に勝利した日本は、「下関条約」を結んで得た清

からの賠償金と朝鮮産の金を収奪することによって、1897 年に資本

主義の基礎である金本位制を確立することが可能になった。 

 

 /日本と朝鮮での「民衆の政府」の可能性とキューバ革命/ 

 一般に「悪辣な欧米帝国主義の植民地に日本がならないためにしかたなか

った」という論調があるが、そんなことはない。 

日本の困民党コミューンを見ても、朝鮮の労働運動・農民運動の歴史的金字

塔である甲午(カボ)農民コミューンを見ても、もう少しの連帯で、自主的な近

代化のための「民衆の政府」は可能だった。 

 1959 年、第二次大戦後世界最大のパワーを持つアメリカの資本が耕作地

の 75％を所有して利益を貪っていたキューバでは、アメリカの目と鼻の先

で、カストロらが農地を分配し医療･教育･公共料金無料の「民衆の政府」を樹

立した。 
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フロリダからすぐの人口 700 万人の小さな島だからできたのか？ 当時、

南米大陸全体がアメリカに従属するなかで、キューバは沖縄同様、カリブ海の

「要石」であり、アメリカが戦略的にほおっておけるわけはなかった。 

米ソの「冷戦」だったからできたのか？ カストロらはけっしてソ連一辺倒

ではなかった。「人民の正義」を基本にして、アメリカの強力な経済封鎖が続

くなかでも、経済も貿易もアフリカなど民族解放勢力をうまく使いこなした。 

1994 年からは、「要石」キューバの頑張りを見ていたベネズエラをはじめ、

多くの南米諸国が反米に転じた。そして、2015 年、孤立したアメリカのオバ

マ大統領は革命キューバとの国交回復を宣言した。 

 

 そのころ、欧米では労働運動が盛んになってきた。労働者は「一

日は 24 時間。寝るのに 8 時間、自分の時間が 8 時間、資本家のた

めの労働は 8 時間、1/3 ずつで当たり前だろう！」と 8 時間労働制

を求め始めた。 

1886 年 5 月 1 日、アメリカシカゴのヘイマーケットでのストライ

キを機に、1890 年 5 月 1 日には、欧米両大陸で同時に 8 時間労働制

を要求するメーデーが開始された。 

 

 日本でも、日清戦争を経て、資本主義が確立してくるのに従い労

働運動が芽生えてきた。 

1897 年 7 月 5 日、欧米に学んだ片山潜らにより、労働組合の結成

を目的とした労働組合期成会が結成された。 

労働問題が叫ばれ労働組合の組織が一般化し始めるという意味で

近代的労働組合運動の始点である。 

熟練職工を中心とした職業別組合の結成を期し、鉄工組合、日本

鉄道矯正会、活版工組合などが結成された。1886 年に設立された

AFL（アメリカ労働総同盟）の指導と援助のもとに片山潜らは、「資

本と労働の調和」を目指す立場だったが、1899 年末には、鉄工組合

5,400 人をはじめ活版印刷工組合 2,000 人、日本鉄道矯正会 1,000

人に達した。 

しかし、政府は、1886 年発布された明治憲法にもとづく第一回帝

国議会開催の直前、1890 年 10 月に教育勅語を発布し、日清戦争の

賠償金で学校教育体制を充実するとともに、民衆が戦勝に沸いてい

るスキに天皇制国家観を浸透させるべく努めていた。 

そして、1900 年に、ストライキ禁止法（17 条）というべき治安

警察法を施行。翌 1901 年に労働組合期成会を解散させられ、一
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旦、組織をもった労働運動は衰退する。 

 

 また、国家と資本は、資本主義の発展のためには公害などおかま

いなしであったが、古河鉱業足尾銅山は、すでに 1878 年に大量の

鉱毒を発生させ反対運動が起こっていた。 

 

 /「電化のお手本」足尾銅山/ 

足尾銅山は、初の電力利用で日本資本主義の先駆となる銅山だった。 

 1890 年には、近隣に水力発電所を稼働させて坑内揚水・巻き揚げ・照明に

使用。1892 年には、鉱石運搬に電気鉄道敷設、1897 年には電解精銅開始。 

 日本の工場・鉱山での電力使用が過半になるのは 1910 年代のなかでまさに

先進的で、経営者の古河鉱業古河市兵衛は「明治を代表する有能な資本家」と

評されていた。 

その結果、足尾銅山は、生糸と並ぶ主要な輸出品である銅の 4 割を生産する

全国一の銅山となった。日本資本主義の推進力だった。 

 

しかし、なんら譲歩しない国家と資本に業を煮やしたリーダー田

中正造が、最後の頼みと、幸徳秋水に依頼して作成した直訴状を明

治天皇に手渡そうとしたのも 1901 年、12 月の雪の路上。 

 

/100 年後の調停成立、115 年後に天皇が“視察”した直訴状/ 

この鉱毒賠償の調停が成立したのは、発生から 1 世紀後の 1974 年。直訴状

も天皇が見ることは一切なく、2016 年になって、平成天皇が栃木県佐野市田

中正造資料館を視察した際に、ガラスケースのなかの展示物としてみただけで

ある。 

 

 /谷中村コミューンと映画「襤褸の旗」/ 

政府は、田中の天皇直訴の翌年、鉱毒を沈殿させるという名目で、反対運動

の中心だった谷中村を遊水池として水没させることを決定。村民に被害の見返

りとして与えた租税免除措置では、多くの村民に選挙権を失わせ、自治体を破

壊した。 1907 年には、残留していた 16 戸の家屋強制破壊を執行。 

しかし、彼らは、立ち退かないことを選択。農民、大工、左官、病人、幼

児、高齢者を含めた全員が、家屋跡に設営した小屋で日々の暮らしを 1917 年

まで営んでいった。 

 それは、「権力を拒否し、他人を搾取せず、自ら立ち、自らを律する暮らし

を気負うことなく続ける」コミューンだった。 
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これを見た田中正造も谷中村に移住し、一住民として生涯を全うする。

1974 年には、成田空港建設反対に一貫して闘っている三里塚反対同盟の支援

と三里塚でのロケで、三国連太郎主演の映画「襤褸の旗」が製作され、好評を

博した。 

 

＊ユン・コンチャ「きみたちと朝鮮」、渡部徹「日本労働組合運動史」、「プチ

労版“ロシア革命史”」、富山洋子「体の奥深く刻まれた土民の思想―田中正

造」（月刊むすぶ No.563）、山本義隆（元全共闘議長・現駿台予備校講師）「近

代日本 150 年―科学技術総力戦体制の破綻」、韓国民衆史研究会「韓国民衆

史」 

 

（４）朝鮮民衆の闘い、ロシア革命、米騒動 

 

日露戦争から韓国併合 

 

 1904 年に始まる日露戦争は、一層、朝鮮そして東アジアをめぐる

帝国主義の代理戦争。日本のうしろにはイギリスとアメリカ。ロシ

アのうしろにはドイツとフランス。 

 

日清戦争後、欧米資本主義の中国分割競争が激化し、朝鮮をめぐ

っては、日本とロシアの対立が激しくなった。ロシアは、1900 年、

中国での宗教的結社「義和団」の闘争を鎮圧する名目で中国東北部

を占領。北から朝鮮に迫るロシアに対して、日本は、1902 年、イギ

リスと日英同盟を結ぶ。 

そして、1904 年 2 月、日本艦隊が仁川（インチョン）沖のロシア

艦隊を奇襲して日露戦争開戦。さらに朝鮮の首都漢城（ハンソン）

を軍事制圧し、朝鮮政府に「第一次日韓協約」を強要し、朝鮮政府

内に日本人顧問を配置する「顧問政治」を開始。 

日露の戦闘が峠を越すと、日本は、朝鮮の植民地化を本格化す

る。1905 年 7 月にアメリカと「桂―タフト協定」、8 月にイギリス

と「第二回日英同盟」を結んで、アメリカのフイリピン支配、イギ

リスのインド支配を認める代わりに、日本の朝鮮保護国化を認めさ

せる。これを受けて、9 月、「日露講和（ポーツマス）条約」でロシ

アにも朝鮮支配を承認させる。 

そして、11 月、日本軍が包囲するなか、伊藤博文が朝鮮政府の閣

議に乗り込み、閣僚一人ひとりに賛否を答えさせ、唯一反対した首
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相は部屋から連れ立した上で、「乙巳（ウルシ）保護条約（第二次日

韓協約）」を「調印」させる。 

 

/一貫して“非合法”の日韓条約と反日義兵闘争/ 

日本は、1965 年日韓基本条約締結の際も、1991 年からの朝鮮民主主義人民

共和国との国交正常化交渉の際も、「韓国併合に関わる条約・法律は、すべて

対等で合法的だった」と主張しているが、この「乙巳（ウルシ）保護条約」か

らして、勝手に持ち出した韓国皇帝の印を首相も退席させたなかで、外務大臣

に押させたものにすぎない。このとき条約に賛成した朝鮮の 5 人の閣僚は「乙

巳（ウルシ）五賊」と呼ばれ、今でも韓国では売国奴の代名詞。 

 もちろん、この条約に反対して朝鮮民衆は、全国的な「反日義兵闘争」を

展開した。当初、甲午農民戦争以来の農民軍が主力だった「義兵」に、1907

年 8 月、日本に強制的に解散させられた政府軍の兵士たちが合流。 

 この時点から、日本は、朝鮮民衆に対する直接的な抑圧者となった。1907

年、交戦回数 323 回・参加義兵数 4 万 4 千、1908 年には、交戦回数 1900

回・参加義兵数 8 万 3 千。日本は、1909 年から「大討伐作戦」を続け、義兵

たちは、しだいに満州などへ追われ、その後の独立闘争のさきがけとなった。 

 1906 年から 1911 年までの義兵の犠牲は、戦死者 1 万 7779 人、負傷者

3706 人、逮捕者 2139 人。 

 

 まきおこった朝鮮全土での大規模な反日運動を武力で押さえつけ

ながら、日本は、1909 年 7 月、朝鮮の完全な植民地化を閣議決定。 

その直後の 10 月、伊藤博文が、ロシアの大臣と朝鮮・満州の「権

益」を密談するために赴いたロシア統治下の「満州」北部ハルピン

駅頭で射殺される。 

射殺したのは、今でも韓国と中国で「義士」と称えられている

「義兵」のリーダーのひとり、安重根（アンジュングン）だった。 

日本は、伊藤博文の射殺を口実に軍隊を動員し、翌 1910 年 8 月

22 日、「韓国併合条約」を調印させる。 

 

 /「生命線―満蒙」の出発点/ 

同時に日露戦争は、後の中国侵略、「満州国」への道の出発点だった。 

1931 年「満州国」設立に際し盛んに言われたことは「10 万の生霊と 20 億

の財産を費やした満蒙は日本の生命線」。これは一体何か？ 

日露戦争の戦死者は約 10 万、戦費は約 20 億。朝鮮支配に加えて、満州で

は、ロシアの持っていた旅順から長春までの東清鉄道の南半分とその沿線の広
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大な付属地を確保。 

1906 年 11 月、その経営のために満鉄（南満州鉄道株式会社）が設立され

た。その資本金は、日露戦争直前の日本の国家予算 2 億 5 千万円に匹敵する 2

億円という日本最大の国策会社だった。 

資本金の半分 1 億円は、日本政府が分捕ったばかりの鉄道・付属地を現物出

資し、残りは株式募集したが、大半はロンドンでの欧米資本からの外債調達だ

った。 

日露戦争で朝鮮植民地化を確実にしたばかりの日本だったが、満州の権益も

確保し戦勝に沸く日本では、ジャーナリズムにより、朝鮮も満州も一体の「満

韓」あるいは「満鮮」のブームがおこされる。 

「満韓」「満鮮」と名の付く実業本・手引書・旅行案内・地誌・歴史書があ

ふれるように発行される。朝日新聞が始めた「満韓旅行」も大当たりし、夏目

漱石も「満韓紀行文」を連載する。 

1907 年には、「満韓の日本の権益拡張」を明確に掲げた「帝国国防方針」が

制定され拍車をかける。また、満鉄調査部では、「西洋人に先鞭をつけられた

東洋の研究で残されているのは、戦争があり日本の勢力下にはいろうとしてい

る満韓地方だけである」として満韓を専門とする「東洋史学」が創設される。 

一方、これは、明治憲法制定後初の議会で山形有朋が演説した「利益線は朝

鮮」の帰結だった。日露戦争で「朝鮮という植民地を獲得したこと」を忘れ、

いまや、朝鮮はすでに「主権線（領土）」となり、満州が「利益線」となっ

た。 

こうした土壌づくりを経て、1930 年代には、その「利益線」が「生命線」

という言葉に置き換えられた。この言葉は、岸信介の叔父で外務大臣となる松

岡洋介が 1931 年 1 月の国会演説で初めて使った造語だが、その後の「マジッ

クワード」となった。 

「日露戦争での 10 万の生霊と 20 億の財産の犠牲の上に」という枕詞とと

もに「日本と満州の有機的一体感」を醸成する上で共感しやすいこのワードの

もとに、満州どころかさらにその先の蒙古を含めて「日本の生命線“満蒙”を

守る」という名目の侵略を始める。 

 

/「戦争で盗った」尖閣諸島（釣魚島）、竹島（独島：トクド）/ 

 政府は、両島を「日本の固有の領土」と主張し、2018 年、高校の教科改

定案で、「日本の国土と歴史への愛情を自覚すること」を教科目標として、尖

閣諸島、竹島の領土編入・確定を扱うために「歴史総合」科目の新設まで目指

している。 

しかし、両島の領土組み入れは「日本古来」などでなく、近代の戦争下であ
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る。 

尖閣諸島（中国名―釣魚島）の日本の領土組み入れは、1895 年 1 月 14 日

の閣議決定。1894 年 7 月から 1895 年 4 月までの日清戦争の最中。 

竹島（韓国名―独島：トクド）の日本の領土組み入れは、1905 年 1 月の閣

議決定。1904 年 2 月から 1905 年 9 月までの日露戦争の最中である。そし

て、1904 年 2 月は、第一次日韓協約を結んだ時であり、1905 年 11 月には、

第二次日韓協約を結び、まさに朝鮮の実質の植民地化をしていた最中。 

そして、現在の領土の原則は、昭和天皇の「聖断」で受諾し、第二次大戦の

敗戦を決定した 1945 年 7 月「ポツダム宣言」の第 8 条である。 

ポツダム宣言 8 条「1943 年 12 月のカイロ宣言の条項は履行せられるべき

である。また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我ら（アメ

リカ・イギリス・中国・ソ連）の決定する諸小島に局限さられるべきであ

る。」 

カイロ宣言「。。満州、台湾及び澎湖島の如き日本国が清国人より盗取した

一切の地域を中華民国に返還すること。また日本国は暴力及び貪欲により略取

した他の一切の地域より駆遂されるべきである。」 

これに対して、日本政府は、1951 年 9 月のサンフランシスコ講和条約を持

ち出す。「尖閣諸島（釣魚島）は、この条約の第二章第二条でいうわが国が放

棄した領土ではない南西諸島の一部として、アメリカの施政下に置かれた後、

沖縄とともにアメリカから返還された。竹島（独島：トクド）は、（朝鮮戦争

下にあった）韓国から日本が放棄する領土として条約に組み入れるように要望

があったが、アメリカが必要ないと判断した。」すべて朝鮮戦争を北朝鮮、中

国と戦っていたアメリカの判断である。 

この講和会議は、ポツダム宣言の 4 か国（アメリカ、イギリス、ソ連、中

国）のうち、中国が 1949 年に中華人民共和国になったからと招聘されず、そ

れを不服としたソ連が条約調印を拒否し、韓国は、戦争当時日本の一部であっ

たから（？！）と参加資格はないとされた会議である。 

サンフランシスコ条約第二章領域―第二条（a）日本国は、朝鮮の独立を承

認して、済州島、巨文島および鬱陵島を含むすべての朝鮮に対するすべての権

利、権限及び請求権を放棄する。（b）日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するす

べての権利、権限及び請求権を放棄する。 

仮にアメリカの判断は別として、サンフランシスコ条約自体を原則とすると

しても、ポツダム宣言と矛盾はなく、両者に共通する原則は、“（清国人から盗

取した）日清戦争以来の武力で獲得した領土すべてを差し引いたものに限定さ

れる”ことである。 

竹島（独島：トクド）がそうであるし、「清国人が台湾の一部と認識してい
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た」尖閣諸島（釣魚島）は、日清戦争で台湾を日本が盗取するのと同時に日本

の領土にした。それを日本政府は「古来から尖閣諸島は沖縄の一部だった」と

アメリカの判断のもとに主張しているのである。 

「近代の戦争でとったのでしかない領土」は「日本の固有の領土」などでは

ない。これらの微小な土地についてあらためて言い立てるのは、「敗戦」を認

めず「終戦」と言い続けてはばからない勢力が再び戦争をするためである。 

 

ロシア革命 

 

 しかし、日本の朝鮮侵略を可能にした日露戦争勝利は、「第一次ロ

シア革命」という労働者・民衆の闘いの結果だった。 

 

1904 年 2 月日露戦争開戦直後から、ロシアの高度成長に伴う労働

条件の悪化と戦争への動員に対して、労働者の抵抗は続き、12 月バ

クーの石油採掘労働者のストライキ勝利に続いて、1905 年 1 月

早々、首都ペテルブルグのロシア最大の重機械工場プチロフでの解

雇撤回のストライキが、首都全域のゼネラルストライキに広がる。 

さらに、大量虐殺のあった皇帝への請願デモ「血の日曜日」を経

て、6 月には、エイゼンシュタイン監督の無声映画の名作「戦艦ポ

チョムキン」に描かれるように、「腐った肉を食わせて戦争させる

な」と水兵たちの叛乱。また、「土地よこせ！」と農民たちが合流。 

ぐらついた専制皇帝は、10 月に「国会開設、言論・集会・結社の

自由、憲法制定」を約束する勅令を出さざるを得ず、9 月の日露講

和条約締結はその前提だった。 

 

 /闘う宗教の会合の場だった「ソビエト」/ 

この時、ロシアの労働者・兵士が自分たちが集まり協議する場を「ソビエ

ト」と呼び始める。「会議」と言う意味のこの言葉は、もともと、皇帝への忠

誠を説くロシア正教会、当局から、17 世紀に破門されて以来、弾圧され、抑

圧された民衆に浸透していた異端派「古儀式派（別名：分離派“ラスコーリニ

キ”）」が教会を持てないので、密かに宗教行事などを行う会合の場の名前だっ

た。朝鮮の東学も、中国の義和団も、秩父の禊教もそうだが、民衆の闘いの淵

源の多くが闘う宗教でもある。 

 

 中国については、孫文が、第一次ロシア革命と同じ、1905 年 8

月、東京で、「右翼・大陸浪人」とも呼ばれる宮崎滔天らの支援で、
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革命のための「中国同盟会」を結成。 

韓国併合の翌 1911 年には、10 月、武昌での兵士の蜂起を指導

し、1912 年 2 月清朝最後の皇帝宣統帝（後の満州国皇帝溥儀）を退

位させ中華民国を成立させる辛亥革命を成功させる。 

 

 日本でも、これらに呼応するように労働運動が盛り上がってく

る。 

 1910 年には尋常小学校の就学率が 100％になり、「教育勅語」を

暗唱させられる教育も浸透してきていた街中では、日清戦争に続く

勝利に「日本は一等国になった」と日の丸行列が行われ、日露戦争

では賠償金がないということで日比谷で焼き討ちが起こったりす

る。 

 

/「日比谷焼き討ち事件はナショナリズムの出発点」の二つの意味/ 

アベたちの「明治礼賛」史観の頂点は日露戦争。 

「それはアジアを元気づけた」（安倍首相「戦後 70 年談話」2015 年 8

月）。 

それなら、その後もどうしてアジアを侵略し続けたのか？ 

日比谷焼き討ち事件は、アジア侵略、それが欧米資本主義と引き起こした

「第二次大戦を支えた大衆のナショナリズムの出発点」ともいわれる。 

焼き討ち事件の経緯は以下の通り。 

ポーツマスでの講和会議と同日の 1905 年 9 月 5 日、日比谷公園で、自由民

権運動生き残りと若手の「国を憂うる壮士」、「同士記者倶楽部」の新聞記者た

ちが結成した「講和問題同志会連合会」が準備した「国民大会」が開かれ、警

察は公園の門を封鎖したが、数万人の群衆で大会開催。 

大会後、連合会が雇った人足や記者倶楽部の記者たちを中心に、まず、皇居

前で「君が代」を演奏しながら警官隊と衝突。次に近隣の新富座での講演会場

で衝突。その後は暴動化し、講和賛成の国民新聞社、内務大臣官邸などの焼き

討ち、さらに警察署 11 か所、派出所 258 か所の焼き討ちが、7 日まで続く。 

日露戦争開戦当初は「国民の多数は戦争を欲っせざりしは事実」（政友会幹

部原敬記）、「国民の戦争への関心は日清戦争当時の半分」（国民新聞徳富蘇

峰）だった。 

しかし、東京第一の 30 万部という販売部数の「萬朝報」をはじめ新聞があ

おり、開戦直後から、1903 年に開園した日比谷公園を中心に「勝利」のたび

に、1 年半にわたり毎回数万人になる「戦勝祝勝行列」を組織し続けた。 

「新聞につくられたナショナリズム」ではあった。「暴徒」のなかには、電
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車開通で仕事を奪われた人力車夫や「日頃の交番の態度が悪い」という「講

和」自体には関係がない群衆も多く含まれていた。 

 

それでも、「首都東京で初めての大暴動」は二つの意味での「転換点」だっ

た。 

ひとつは、それまでも刷り込まれてきた「日本国 3 点セット（国体・島国・

瑞穂の国）」が一段と正当化され、特に、「日本は狭い国土で農地も少なく貧し

いから侵略は仕方ない。」ということが「社会全体の思い込み」にされる。 

たしかに、当時つくられた「ここはお国の何百里」という軍歌「戦友」は厭

戦気分が色濃い反戦歌ともいえる。「赤い夕日の満州に友の塚穴掘ろうとは」

には兵士の悲哀が、「行灯（あんど）のかげで親たちの」には、勝利が貧しい

農家出身兵士の犠牲の上に築かれたことが、語られている。 

しかし、戦費もなく、「これ以上戦争を継続するのは困難」として、賠償金

なしでも講和した政府は、「失敗の連続」だった戦争自体の実相を知らせるこ

とはなかった。 

「最大の失敗」旅順戦を指揮した乃木大将は、けっして、司馬遼太郎が「坂

の上の雲」で描くようには無能ではなく、失敗の原因は大本営の拙速さだっ

た。しかし、勝利、そして、明治天皇への殉死とともに、乃木を「神」にす

る。 

もちろん、甲午（カボ）農民戦争や反日義兵闘争でどれだけの朝鮮の農民や

民衆を虐殺したか、朝鮮侵略の実際は知らされず、とにかく「ロシアの圧力に

抗議して始まった戦争」に「10 万もの生霊を犠牲にして勝利した」と断言さ

れる。 

そして、与謝野晶子の「君死に給うことなかれ」とともに当時の反戦詩の双

璧とされる大塚楠緒子の「お百度詣で」には素朴な「反戦」と「愛国心」との

葛藤が示されている。 

。。ひとあし踏みて夫思ひ ふたあし国を思へども 

。。三足ふたたび思う 女心に咎ありや 

。。朝日に匂う日の本の 国は世界にひとつ 

。。妻と呼ばれて契りてし 人は此の世に只一人 

。。かくて御国と我夫と いづれ重しととわれなば 

。。ただ答えずに泣かんのみ お百度詣あゝ咎ありや 

 

一方、もうひとつは、それまでの「欧米のまねっここざる」、「富める者がま

すます富み、貧しい者はますます貧しくなるという」資本主義が以後加速する

が、そうした資本主義的「近代化」への批判が強まり、大部分の日本人にとっ
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て、「なにが大日本帝国だ」となっていく。 

夏目漱石は、1906 年 3 月、日比谷焼き討ち事件の公判がほぼ終了すると同

時に起こった電車賃値上げ反対運動の翌日から「坊っちゃん」を書き始める。

そのなかで、日露戦争祝勝会の浮かれた様子とともに、うすっぺらな「ハイカ

ラ」赤シャツを描いて、「外発的で空虚な日本の文明化」を批判する。 

そして、1908 年に新聞に連載した「三四郎」では、「立身出世」をはかる三

四郎に対して、広田先生が「この国は亡びるね」と一言言い放つ。日露戦争

「大勝利」直後にも関わらず、労働運動・農民運動に立ち上がる民衆の怒りを

踏まえた漱石の実感だった。 

国家・資本は、支配のために、日比谷焼き討ち事件で「君が代」を演奏して

いた民衆に一層「神」、「神話」、「天皇」を持ち出す。 

しかし、それは、民衆にとって、労働者の失業、農民の窮乏を放置したま

ま、「欧米のまねっここざる」でしかないのに、「粗暴な軍人と貪欲な資本家、

汚職まみれの政治家と悪賢い官僚が“神”なる天皇を頂いて支配する大日本帝

国」。 

なにが「大」だ、なにが「日本」だ、なにが「帝国」だ、ということにな

る。「お百度詣で」の素朴な愛国心は消える。だから、後の日米戦争で「天皇

陛下万歳」を心から唱えて死ぬものは誰もいなかった。 

唱えたのは、「母」であり、それぞれの「母の国」だった。 

それはまた、第二次大戦後、高度成長を経て、1968 年、佐藤首相（岸信介

の弟・安倍首相の叔父）は「明治 100 年」を祝い、戦前の紀元節を「建国記

念日」として復活させたが、一方で、その時に、日本の近代化を問い直そうと

した新左翼運動、学生運動の青年たちの「自分たちのものは何だ？」という問

題意識にもつながる。 

 

日露戦争に伴う膨大な負債が残った。 

当時の日本の国家予算は 2 億 5 千万円で、戦費の 8 割が借入金。

多額の外債をロンドンで発行し、帝国主義戦争でもうけようとする

外国資本から調達。総額 19 億円のうち、12 億円はイギリスとアメ

リカの資本が援助した。その返済には 1960 年代までかかった。 

 これを主因に、日本は戦後不況に陥るなかで、1906 年、東京で、

3 銭均一だった市電乗車賃を開通 3 年目で 5 銭へ大幅値上げするこ

とに対して大規模な反対運動がおこる。 

 

/大杉栄はなぜ革命家になったか？/ 

「今や生の拡充はただ反逆によって達せられる。新生活の創造、新社会の創
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造はただ反逆によるのみ」とアピールし無政府主義労働運動の中心になった大

杉栄もこの時初めて逮捕・投獄されている。 

大杉は、陸軍中尉の息子で、「エリートコース」として、当然のように教育

勅語による教育を最も徹底した陸軍幼年学校に入学。大杉を虐殺する「天皇

教」甘粕の幼年学校の数年先輩。 

どうして大杉は無政府主義者になったか。判然とはしないが、吃音だった彼

に「語尾を明瞭に」となじられ続ける没論理的な強制に対して、腕白少年だっ

た彼は次第に反発、「不自由さ」を感じ始め、友人との決闘などを契機に「精

神異常扱い」されて 2 年半で 1901 年退学。 

単身上京したものの鬱々としていた彼が、1902 年 10 月、ふと目にした

「足尾鉱毒事件」の学生デモ。田中正造の天皇直訴の直後の 1 月から、政府は

学生の「鉱毒地視察」を禁止していた。 

大杉は「自叙伝」で、鬱々とした自分の先を示した「社会問題」に出会った

瞬間だとしている。 

 

翌 1907 年には、鉱山・造船労働者のストライキが多発。 

生野銀山、幾春別炭鉱、三菱長崎造船、夕張炭鉱、大谷石切工、

浦賀船渠、幌内炭鉱、別子銅山など、年間で 240 件にのぼった。 

 社会主義的な活動家も増え、この時期の自然発生的な労働争議で

中心的な役割を果たした。 

「直接行動」を唱え、大杉栄とともにその中心であった幸徳秋水

らは、主宰する「平民新聞」では、日露戦争、韓国併合に対して、

果敢に反戦・侵略反対の論陣をはった。 

 

/幸徳秋水の反帝国主義、反戦、国際連帯の宣言/ 

秋水は、1901 年 4 月、最初の著作「20 世紀の怪物―帝国主義」を刊行す

る。レーニンの「帝国主義論」に先駆けること 15 年。 

そのなかで「帝国主義とは、卑しむべき愛国心を行動にうつすために、悪

（にく）むべき軍国主義をもってする、ひとつの政策の名称にすぎない」。 

そして、「愛国心」とは「目の前で井戸に落ちようとする幼児を助ける人の

心の働き」のような「純粋な思いやりの心や、あわれみの心と同じものではな

い」。 

「愛国心が愛するのは、自国の土地に限られ、自国の民に限られ、他国を愛

さず、ただ自国だけを愛する者は、他人を愛さず、ただ自分一人を愛する者。

うわべだけで中身のない名誉を愛し、自分を自国の利益を独占することを愛す

る」とした。 
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「平民新聞」が反戦集会のカンパで創刊されたのは 1903 年 11 月。創刊号

はタブロイド判で 12 ページ。一部 3 銭 5 厘（日刊萬朝報は 1 銭）、5 千部印

刷して売り切れ、二日後に 3 千部増刷。週刊で毎週 4 千 5 百部程度だった

が、度々発禁処分となった。 

1904 年 2 月 14 日号、日露戦争開戦の報を受けて書いた論説は、格調高

い、反戦平和と国際連帯の宣言。 

「戦争はついに来た。平和の撹乱は、罪悪の横行は来た。その責任は政府に

あり、我々平民にはない。我々の口があり、筆がある限りは、戦争反対を絶叫

すべし。そうして、ロシアの我々の同胞、平民も必ず同じ態度に出ることを信

じる。」 

翌月 3 月 13 日号の社説に国際連帯の初心を説いた「ロシア社会党に与える

書」は、レーニンらが編集するロシア社会民主党機関誌「イスクラ（火花）」

に翻訳転載される。第一次ロシア革命の 8 か月前だった。 

 

また、平塚らいてう、伊藤野枝らは、名称がイギリスの女性活動

家たちが身に着けた青いストッキングに由来する雑誌「青鞜」を主

宰し、女性の権利確保を主張した。 

 これらの動きに、1906 年、警視庁に初めて特別高等課（特高）が

設置され、1911 年、明治 44 年で、もう死にそうな明治天皇を爆殺

しようとしたとでっちあげて「大逆事件」。 

幸徳秋水らを逮捕し死刑にする。秋水には明確な天皇批判はなか

ったが、社会主義に根源的な「危険」に対する見せしめであった。 

 

/「爆発物取締罰則」/ 

この時、適用された法律は、秩父困民党蜂起の時に制定された「爆発物取締

罰則」。太政官令であり、第二次大戦後廃止されたにもかかわらず、やはり政

治冤罪である 1985 年迎賓館・横田事件にも適用されている。 

 

 労働運動への弾圧も続き、工場労働者数は、1912 年には、期成会

が設立された当時の 2 倍以上の 90 万人に達しているのに、労働者の

ストは、1907 年の約 1 万人の参加を頂点として止まっていた。 

こうしたなかで、同年 8 月、東京帝大出身・クリスチャンで新聞

記者を辞めた鈴木文治を中心に 15 人の労働者で、あらためて労働組

合をつくろうと友愛会が結成される。 

期成会と同じく、友愛会は、「資本と労働とは持ちつ持たれつ。社

会主義とは死を賭しても闘う」という協調主義で、1900 年代初頭か
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らの運動との関係は一切なかったが、弾圧で展望を失った労働者に

一片の公明を与え、1915 年には 1 万人、1917 年には 27,000 人に拡

大した。 

 

 この間、ロシアでは、1907 年に、皇帝の勅令を骨抜きにする反動

が始まる。何千件もあった政治ストライキが年に数件しかない抑圧

された時期を経て、帝国主義のより大きな分捕り合戦である第一次

大戦。 

 大戦が始まって 1 年、ロシア軍の戦死者は「イギリス・フラン

ス・ロシアなど協商国連合軍全体の 4 割」の 250 万人にのぼり、食

料不足にもなる。その一方、資本家の戦争での利潤は倍増するのを

みて、再び、労働者・民衆が立ち上がってくる。 

 1917 年 2 月 23 日（西暦 3 月 8 日）、世界の社会主義者が「国際

婦人デー」としていた日に首都ペテルブルグで、まさに女性労働者

が「パンよこせ」とたちあがり、労働者、そして兵士が合流し「2

月革命」。皇帝を退位させた。 

 しかし、自由民主主義という政権は、優勢だからと戦争をやめ

ず、労働者の条件も変わらず、地主制度も維持したために、兵士、

労働者、農民の不満はつのり、「2 月革命の時には全国の 1 割にも知

られていなかった」と言われるレーニンたちボルシェビキへの期待

が強まった。 

レーニンたちは、芽生えていた「ソビエト」をうまく活用して

「全権力をソビエトへ」を掲げて、武装蜂起 2 日前には、政府軍も

合流し、一発の銃声も響かない中、政権首班が逃亡し、1917 年 10

月 25 日（西暦 11 月 7 日）、ロシア革命を成し遂げた。 

 レーニンらは、すぐさま、ドイツに講和を申し入れ、「民族自主

権」を掲げて領土を要求せずに戦争を終わらせる一方、待ち望んで

いた農民たちに土地を分与し、労働者たちには工場の自主管理をま

かせた。 

翌 1918 年に制定したソビエト連邦憲法では、世界の労働者が闘

ってきた「8 時間労働制」と制限付きではない「女性の参政権」を

世界で始めて明記した。 

 また、レーニンが革命が続くことを待望していたドイツでも、翌

1918 年 11 月 3 日、キール軍港での水兵の叛乱をはじめとして、全

国ほとんどの主要都市で、ロシアの「ソビエト」を模した労働者と

兵士のレーテ（評議会）が結成され、11 月 10 日には皇帝が亡命す
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る。 

 そして、レーニンらは、翌年 3 月、モスクワで、共産主義インタ

―ナショナル「コミンテルン」創立大会を開いた。これは、ロシア

革命の勝利に呼応して、世界の革命的諸組織を集めて、国際的な共

産党の建設を開始しようとしたものだった。 

「プロレタリアートの当面の任務は、ただちに国家権力を奪取す

ること。このプロレタリア国家の形はソビエト（労働者・兵士・農

民評議会）、あるいはそれと同じような大衆自身の手によって作り出

された機関である。」と宣言された。 

 

 ドイツ革命を捻じ曲げた世界一民主的なワイマール共和国/ 

ドイツでは、レーニンと近かったリープクネヒトらは、皇帝が亡命した日に

首都ベルリンの国会議事堂の窓から、労働者・兵士のレーテに基づく「社会主

義政府樹立」を宣言しようとしたが、それより数十分前に、第一次大戦にも賛

成し、資本とも手を結ぶ社会民主党（SPD）主流のエーベルト、シャイデマ

ンらは、別の窓から群衆に「国民みんなの民主主義共和制樹立」を宣言。11

月 15 日には、社会民主党に大きな影響力を持つ労働組合連合会代表のレギー

ンが、経営者諸団体と労使協調協定を結ぶ。 

これでは収まらない労働者たちは、翌 1919 年 1 月、リープクネヒトらが、

ドイツで初めて結成した共産党（KPD 別称：スパルタクス団）とともに武装

蜂起するが、社会民主党などの組織した義勇軍に敗れ、リープクネヒト、ロー

ザ・ルクセンブルグなどが虐殺される。 

その直後、1 月 19 日に国民議会選挙が実施され、社会民主党が第一党とな

り資本の民主党などとの連立政権、「ワイマール共和国」が成立し、レーテは

解散される。 

労働者階級に譲歩して「団結権・団体交渉権」を承認する「世界一民主的」

と言われたワイマール憲法が制定されるが、資本と手を結んだ社民党政権は、

レーテを結成した労働者・兵士の要求にはほど遠かったことから、1923 年に

はあらためて革命の一歩手前まで行く。 

その後には、この憲法に盛り込まれた大統領に非常大権を与える緊急事態条

項が盛り込まれたことも含め、後のナチスの台頭を許すことになる。 

 

米騒動 

 

 このうねりのなかで、日本では、1918 年、米騒動がおきる。 

日本は、日露戦争後の不況、そして、労働運動、社会主義運動の
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動きを乗り切るために、当事者でもない第一次大戦に「濡れ手に

粟、漁夫の利」と 1914 年、日本の戦史上初めて、「宣戦布告」をド

イツにして中国山東半島に出兵する。 

大戦特需を得た日本は、景気を回復し、重工業化への足掛かりを

つかむとともに、「戦争成金」が続出した。さらに、アメリカ、イギ

リス、フランスとともに、ロシア革命に対する将校らの反革命の内

乱を支援するために、1918 年 7 月、シベリアに出兵。 

都市化、工業化で人口が増え、米が不足してきたところへ、他国

を上回る 7 万 3 千人の大部隊の派遣で膨大な糧食が必要になったこ

とが、米の投機買い・買占めに火をつけ、米価は急騰した。 

すでに米価は、1900 年を 100 とすると、2 倍半から 3 倍になって

きていたが、7 月一升 30 銭だった米価が 8 月一挙に 45 銭に急騰し

たことが、騒動の直接の引き金になった。 

 

/米は足りていた/ 

そもそも国内で米は足りていた。明治の末 1911 年と比較してみて、作付面

積は、1911 年の 297 万町歩（100）から、1916 年 307 万町歩（103）、1918

年 310 万町歩（104）と着実に広がり、収穫高は、1917 年、1918 年は不作だ

ったが、1911 年 5100 万石（100）、1916 年 5800 万石（113）、1918 年 5400

万石（107）と増加基調を保っていた。 

それに対して、米価格は、1900 年 100、1911 年 110、1916 年 166、1917

年 274、1918 年 385、と異常な上昇。 

70 億人を十分食わせられる食糧があり、世界一の食糧輸入国日本は毎年輸

入量の４割は破棄しているというのに日々餓死の危機にさらされているこども

が世界で数億人もいるという現代、そして、2008 年リーマンショックで騒が

れた「食糧危機」と同じ。 

 

1918 年 7 月下旬、富山県の魚津、8 月にはいって、新川郡西水

橋、滑川の漁村の婦人たちが、「米よこせ」と立ち上がった。 

1910 年代から広がり始めた新聞販売店を通じて配られる新聞の報

道などで、すぐさま全国に連鎖反応がおこり、京都・大阪・神戸・

名古屋・東京などの大都市で、米穀商や「戦争成金」、警察署も襲撃

され、工場・鉱山労働者のストライキと結合したところもあった。 

10 月までの 2 か月あまりで、全国 1 道 3 府 32 県、33 市 104 町

97 村で、民衆が蜂起し、約 1 千万人が参加した。60 市町村に軍隊

が出動し、8,185 名が検挙、7,708 名が起訴された。 
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米騒動には、多くの労働者が参加し、京都・大阪などをはじめと

して、被差別部落民が最も戦闘的に行動した。騒動の責任をとって

寺内内閣は総辞職した。 

「革命の予兆」だった。労働運動、農民運動に大きな影響を与

え、4 年後に創立する全国水平社の運動も急速に盛り上がった。国

際的にも、朝鮮の 3.1 独立運動、中国の 5.4 運動への非常に大きな

刺激になった。 

 

/革命運動の火蓋を切った米騒動/ 

片山潜は「日本歴史上見られなかった重要性を有する叛乱。ロシア革命の無

言の影響があり、都市労働者によって統制され全国的性質を帯びており、明ら

かに日本の民衆の覚醒の力強い端緒で革命運動の火蓋を切ったもの。」と米騒

動を評した（「大戦後における日本階級闘争の批判的壮観」）。 

 

朝鮮収奪と 3.1独立運動、中国 5.4運動 

 

これに対して、日本の国家と資本は、労働者に死なれていなくな

っては困るので、金本位制のための金に加えて、食料としての米、

低賃金労働力の供給、それぞれについて、日本の資本主義の“燃

料”、朝鮮からの収奪を一層強めていく。 

 

韓国併合と同時に置かれた朝鮮総督府は、即決裁判権までも行使

できる「憲兵警察」をつくると同時に、「近代的所有権」という美名

を掲げて、朝鮮全土の「土地調査事業」を開始し、農民の先祖伝来

の土地を収奪。 

実務は「東洋拓殖会社」が実施。朝鮮では、地主の所有権と農民

の耕作権が重なっていたが、地主の所有権を優先する。その結果、

「事業」の終わる 1918 年には、わずか 3％の地主が耕作地の半分を

所有し、77.2％の農民が小作農に転落する。 

その上で、日本に安い米を供給するために大増産を命じ、米騒動

の前には、国内市場に出回る米の 9％だった植民地米が、関東大震

災の 1923 年～27 年には 22％、昭和恐慌を経て、日中戦争に突入す

る 1933 年～1937 年には 27％にまで上昇する。 

この安い植民地米は、日本の労働者の賃金を低くおさえたほか、

昭和恐慌下、驚異的な米価下落に苦しむ農民に追い打ちをかける。 
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反日運動が厳しく弾圧され、首都漢城（ハンソン）の名称も中国

の「漢」の代わりに、東京の「京」を使って「京城（現ソウル）」と

変えた上で、1911 年 8 月公布した「朝鮮教育令」で「天皇国家日本

の二流の臣民」となる教育がすすめられるなかで、米生産一辺倒の

政策で農業を破壊された朝鮮の土地なし農民は、大量に日本に渡っ

てくる。 

併合前には 800 人であった日本在住朝鮮人は、1919 年に 2 万 8

千人、関東大震災で朝鮮人虐殺があった 1923 年には 8 万人、世界

恐慌、昭和恐慌の直後には、1930 年に 29 万 8 千人、強制連行が始

まる前の 1938 年には 80 万人。 

労働者の賃金は、1914 年を 100 とすると、大戦特需の好景気にも

かかわらず、1918 年には 92 まで低下したが、日本人の賃金の 5 割

から 3 割の水準といわれた朝鮮人労働者は、長時間、低賃金労働を

支え続けることになる。 

 

/朝鮮の花と言葉を奪った日本/ 

朝鮮を代表する花がムグンファ（ムクゲ）。「無窮花」と書くが、限りなく咲

き続ける花という意味で、主権を奪われた朝鮮民族を励ます象徴であり、無窮

花をテーマにした歌も歌い継がれた。しかし、日本は、朝鮮半島中に咲き乱れ

るこの無窮花を切り倒し、桜を植えた。 

また、言語も奪った。「朝鮮教育令」に基づき、多くの日本人教師が朝鮮に

送り込まれ、日本語が「国語」として教えられ、朝鮮語（ハングル）の時間を

減らし、朝鮮の歴史と地理は教科から除かれる。 

さらに、1938 年 3 月には教育令が改編され、朝鮮語の授業は完全になくな

る。この時、10 歳だった詩人の金時鐘（キムシジョン）は、朝鮮済州島（チ

ェジェド）で育ち、敗戦の時、17 歳だったが、まったくハングルを読み書き

でなかったという。 

逆に昭和天皇の「玉音放送」を聞きながら、「天皇陛下への申し訳なさで胸

がつまって肩をふるわせてむせび、そのあとは、”海行かば“などをくちずさ

んだ。」 

一方、日本語のなかには、朝鮮語に由来するものも多い。地名では、奈良

は、現代朝鮮語で「国」を意味するナラ。飛鳥のアは接頭語で、スカは古代朝

鮮語で住処。 

また、お神輿を担ぐときの掛け声「ワッショイ」は、もともと朝鮮語の「ワ

ッソイ（来ました）」に由来するといわれる。 

これには「ワッソイという言葉が、15 世紀につくられたハングルにはない
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ので、日本らしい、和を背負う（ワッセオウ）、あるいは和一緒（ワイッシ

ョ）が語源。和は大和の和、倭寇の和。」という、いかにもの強力な異説もあ

るが、現代朝鮮語には「ワッソ（来た）」という言葉がある。 

古墳時代から平安時代まで日本と交流のあった国の当時の衣装や楽曲で練り

歩く「四天王寺ワッソ」という時代祭りも、1990 年代まで大阪で毎年開かれ

ていた。 

 

一方、労働者・民衆の闘いは、30 年かかって、労働者の保護の基

本を定める工場法を 1911 年に成立させた。1916 年に施行だった

が、8 時間労働制にはいたらず 12 時間労働制までであった。 

特に女性労働者の保護については、1919 年、「治安対策」とし

て、大阪・東京・京都に初の公立保育園が開設されたが、女子の深

夜労働禁止については、資本の反対により実現できなかった。 

 

/果たせなかった女性の深夜労働禁止/ 

この「12 時間労働制まで」は、日本資本主義の最大のけん引力であった紡

績業資本家の主張だった。先にみたように、紡績業では、欧米にもなかった昼

夜交代制の 24 時間稼働を続けており、その前提である女性の深夜労働禁止に

も強力に反対し、1920 年代になり労働運動が高揚するまで、日本中の紡績工

場で続けられた。 

 

そして、第一次大戦後、1919 年 6 月のベルサイユ講和条約で、欧

米資本主義が、ロシア革命を恐れて設立した労使協調のための機関

である世界労働機構（ILO）は、その第一号条約を 8 時間労働制と

した。 

しかし、日本は「戦勝国として特約国」になり、「12 時間労働制

を定めたばかり」として、アメリカと並んで、現在にいたるまで、

この条約を批准していない。 

 

/ウイルソン「14か条平和原則」と「山分け」ベルサイユ条約/ 

第一次大戦中の 1918 年 1 月、ロシア革命でレーニンらが発した「平和の布

告」を模して、アメリカ大統領ウイルソンは、ベルサイユ講和条約の前提とな

った「14 か条の平和原則」を議会演説で唱えた。 

そのなかで協調したのは、「民族自決権」だったが、「平和の布告」とは異な

り、欧米、日本にとって都合よく、けっして植民地を含んでいなかった。 

そして、締結されたベルサイユ講和条約（全 7 編）では、国際連盟設立が決
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議され（第 1 編）、「14 か条」が国際連盟憲章の骨子となり、ILO の設立も決

定された（第 7 編）。 

条約の中心は、第 2 編から第 6 編にわたって、「戦勝国」が敗戦国ドイツか

ら権益を徹底的に「分捕り山分け」することだった。すべての植民地・領土の

1 割・商船の 9 割・鉄工業の 7 割を奪われ、税収の十数年分の賠償金を課され

た。 

そして、日本は、「植民地を含まない民族自決権宣言」のおかげで、「漁夫の

利・濡れ手に粟」で、ドイツの持っていた中国山東省の権益、膠州湾の租借権

を中国に返還することなく、分捕った。 

 

しかし、農民の疲弊と労働者の低賃金は、結局、資本の首を絞

め、一層、市場拡大のために戦争に走ることになる。農民と労働者

の疲弊で国内市場でモノが売れない資本は、海外市場にはけ口を求

めて、なりふりかまわないダンピング輸出に走り、欧米資本主義と

の貿易摩擦を生む。 

中国の市場がまさにそうであり、1919 年、中国で起こった 5.4 運

動は「日貨排斥」から全面的な排日運動に発展した。 

 

/5.4 運動と中国初の労組結成、中国共産党結成/ 

1919 年 5 月 4 日、北京の学生数千人が、「日本の山東省権益」を容認した

ベルサイユ条約反対や親日要人罷免などを求めて、天安門広場からデモ、要人

宅を襲撃。これが、全国に広がり、労働者のストも全国的広がりを見せた。 

6 月、中国北京軍閥政府は、ベルサイユ条約調印を最終的に拒否。一方、9

月には、戦争に動員されていた労働者が“労働組織の体験”を持ち帰り、中国

初の労働組合、中国復員労働者協会が上海で組織。賃上げ・集会の権利などを

求めて闘った。 

ロシア革命の影響ととともに、この運動以降、中国の青年たちに共産主義思

想への共感が拡大。反日運動の広がりとあわせて、1911 年から 12 年の辛亥革

命のリーダー孫文も「外国資本に支えられた中国反動を倒すには労働者、農民

との連帯なしにはできない」と認識。 

1919 年 10 月、孫文は、軍閥との野合などをやめて、あらためて、革命政

党として中国国民党を上海で結成。また、労働者・民衆の動きに感銘を受け急

速にマルクス主義に接近した北京大学学部長だった陳独秀や北京大学図書館の

元司書毛沢東らは、1921 年 7 月に、コミンテルンの指導を受けて中国共産党

を結成する。 
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同じく 1919 年、朝鮮では、国際情勢の変化を敏感にとらえて、

5.4 運動にも大きな影響を与えた 3.1 独立運動がおこる。まず、すで

に多くが日本に来て、米騒動も間近に目撃した留学生たちが、2 月 8

日、神田の YMCA 会館で独立宣言文を発表する。 

これが秘かに朝鮮に持ち込まれ、3 月 1 日、33 人の民族代表がソ

ウルの飲食店泰和館で「独立宣言書」を朗読。同日、ソウル市パゴ

ダ公園に集まった数千人の民衆はデモを開始。その後デモ参加者は

数十万人にふくれあがり、この動きは平壌（ピョンヤン）、安州（ア

ンジュ）、大邱（テグ）、開城（ケソン）、元山（ウオンサン）など全

国に広がり、さらに 100 万人にものぼる国外居留民が住む中国東北

部やソ連領沿海州にも広がる。 

この決起に驚いた日本は援軍を本土から送り、苛烈な弾圧をおこ

なう。決起参加者総数 202 万 3,098 人、死亡者 7,509 人、負傷者 1

万 5,961 人、逮捕者 4 万 6,948 人だった。 

 

/3.1 独立運動の主役/ 

民族代表 33 人は、「独立宣言書」朗読直後に自ら警察に連絡し逮捕される

という非暴力・無抵抗主義だったが、全国に広がった闘争の主要な担い手は農

民だった。労働者の役割も大きかった。 

農民は、官公署・日本人土地会社・親日地主を襲撃し、小作契約書を焼き捨

て、税金納付を拒否した。労働者は、3 月 3 日に南浦精錬所で、4 日には宣川

でスト、27 日には金鉱で憲兵駐在所襲撃などを一例として、労働争議は、

1919 年だけでも 84 件、参加人員 9 千人。 

 

＊ユン・コンチャ「きみたちと朝鮮」、河原宏「日本人の戦争」、小泉義秀「築

地市場つぶしの豊洲移転を許さない」、加藤直樹「謀叛の児―宮崎滔天の世界

革命」、「プチ労版”ロシア革命史“」、鎌田慧「大杉栄―自由への疾走」、渡部

徹「日本労働組合運動史」、金時鐘（キムシジョン）「朝鮮と日本に生きる―済

州島から猪飼野へ」、稲岡進「日本農民運動史」、韓国民衆史研究会「韓国民衆

史（近代編）」、C.L.R・ジェームズ「世界革命 1917～1936―コミンテルンの

台頭と没落」、山本義隆（元全共闘議長・現駿台予備校講師）「近代日本 150

年―科学技術総力戦体制の破綻」、カン・サンジュン、ヒョン・ムアン「興亡

の世界史―大日本・満州帝国の遺産」、白井聡「永続敗戦論」、筒井清忠「戦前

日本のポピュリズム」（現象面に終始しているので「日比谷焼き討ち事件」の

み参照）、山田朗「日本の戦争―歴史認識と戦争責任」、幸徳秋水著・山田博雄

訳「二十世紀の怪物 帝国主義」 


