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『人文学報』 第101号 (2011年3月)
(京都大学人文科学研究所)

「博文寺の和解劇」と後日談

一一 伊藤博文，安重根の息子たちの 「和解劇」・覚え書 き一一

水 野直 樹*

はじめに

1 I和解劇」の経緯

(1)相場清の報告書

(2 )在上海実業家有志満鮮視察団

(3 )安俊生の博文寺参拝

(4 )伊藤文吉と安俊生の会見

(5 )博文寺への 「合同参拝」

2 I和解劇」の後日談

(1)安重根の長女安賢生夫妻の博文寺参拝

(2 )安俊生処罰を蒋介石に要請した金九

(3 )相場清の回想

おわりに

はじめに

筆者は，昨年 (2009年) 6月，I植民地期朝鮮における伊藤博文の記憶 京城の博文寺を

中心に一一」と題する論文1) (以下では 「博文寺論文」と記す)を発表した。 伊藤博文と朝鮮と

の関わりを歴史的に明らかにすることを目的とする 日韓共同研究の報告論文集の一部として執

筆 したものである。

同論文は， 1932年京城府 (現在のソウル)の南山東麓に伊藤博文の菩提寺として建てられた

博文寺がいかなる寺院であったかを明らかにすることを目的としたものであった。 同論文では，
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建立の過程，建立後の役割などを検討することによって，植民地期の朝鮮で伊藤博文がいかに

記憶されたかを考察したが，その中で 「博文寺の和解劇」と呼ぶことのできる出来事があった

ことも明 らかにした。安重根による伊藤殺害(以下 「ハルビン事件」と呼ぶ)から 30年後の

1939年 10月，安重根の遺児(次男)安俊生と伊藤の息子伊藤文吉とが，博文寺に詣で， 2人

の父の冥福を祈るとともに， 1和解」を果したという出来事のことである。安俊生は父安重根

の罪を詫び，伊藤文吉は 「私の父も君の父もいまは仏になって空に帰してゐるのだから，お詫

びの言葉はいらない」と応じたとされる。これによって 「テロ リスト」の息子と 「テロ」犠牲

者の息子が 「和解」を果たし， 1内鮮一体」を象徴する出来事となったことは，当時の新聞に

大きく報じられた。

この 「和解劇」を抜きにしては博文寺の歴史と政治的役割を明らかにすることはできないた

め， 1博文寺論文」ではその経過を簡単に記し， 安俊生・伊藤文吉の会見場面を撮影した写真

も掲載した2)。

「博文寺論文」を含む論文集は，韓国でもほほ、同時に刊行された3)が，1博文寺の和解康IJJに

言及した私の論文は，韓国メ ディアの関心を惹くこととなり ，1和解劇」を紹介する記事がい

くつか掲載された。 2009年は， ハルビン事件から 100年目に当たっていたため， 安重根に関

する報道が盛んに行なわれ， シンポジウムなどもいくつか開催された。 その中で， 1和解劇」

は，それまで韓国でもあまり知られていなかったため，関心を呼んだので、あろう 4)。

「和解劇」が韓国メディアで取り上げられたのは，私の論文(便宜的に (A) としておく)だけ

でなく，次のようないくつかの要因にもよるものであった。(B)独立運動家金九の 自叙伝

「白凡逸志』が安俊生に言及していることがあらためて注目されたこと， (C)近代史研究者都

珍淳氏(昌原大学校教授)が (A)(B) とその他の資料にもとづいて安重根の係累 ・子孫がその

後いかなる運命をたどったかを明らかにするシンポジウム論文を 11月に発表したこと円 (D) 

「博文寺の和解劇」を扱った小説「伊藤博文，安重根を撃つ』が 10月に刊行されたこと6)であ

る。

「博文寺の和解劇」を紹介した韓国のメディア記事をあげると， 次のとおりである。 これら

の記事が， 上記の (A) ~ (D) のどれを引用 しているかを記 しておく 。

① 「毎日新聞J(大郎発行)2009年 9月 26日 I(安重根 ・伊藤博文 100年後の出会い 8)安義士子

孫の多難な運命J (A) (B) 

② 「聯合ニュ ースJ10月 21日 1<安重根義挙 100年〉生き残った者の悲しみJ (A) (B) 

③ 「朝鮮日報J10月 27日 「安重根 「家門の悲劇」をζ存知ですかJ (C) 

④ 「中央日報J11月 10日 コラム 「イ・フンボムの時々刻々J (B) 

⑤ インターネット新聞「オーマイニュースJ11月 15日 「安重根の息子はなぜ日帝の “犬"
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になったかJ (D) 

このように 2009年後半， 韓国で 「博文寺の和解劇」 に対する関心がもたれるようになった

が， I博文寺論文」ではその経過を詳しく書くことができなかったため，誤解を招いた点や間

違っていた点もある。本論文では，それらを訂正するとともに，見逃していた資料や，都珍淳

教授から提供された資料など， I博文寺論文」発表後に入手した資料にもとづいて， I和解劇」

の経緯に焦点を合わせて補充するとともに， I和解劇」 の後に起ったいくつかの出来事を明ら

かにしておくこととしたい。

また，伊藤家に残る他の写真も紹介しておく 。伊藤家に残っている写真には，すべて京城日

報社の刻印がある。伊藤文吉が同社から入手したものであろう。写真裏に説明の文章が書かれ

ているので，本論文でもそれぞれの写真の下にその説明文を入れ，筆者の補足は( )内に記

すことにする。また，引用文中の[ )は筆者による補足または訂正である。

1 I和解劇」の経緯

(1)相場清の報告書

「博文寺論文」を執筆した際， I博文寺の和解康IJJの詳細を明 らかにし得る重要な資料を見落

としていた。安俊生の朝鮮訪問に同行した朝鮮総督府嘱託 (通訳)の相場清が 「和解劇」直後

に書いた報告書である。

この報告書は，相場自身もその編纂に関わった「外務省警察史JI満洲ノ部 在恰爾賓総領

事館，同牡丹江及佳木斯分館，在緩芽河領事館，在新京総領事館扶蝕分館 第一J(不二出版復

刻版 『外務省警察史』第14巻， 1997年)に収録されているものである。「外務省警察史』 のこの

巻は，ハルビンの日本総領事館などが外務省に送った警察事務関係の電報や文書を集めたもの

で， 1940年代前半に編纂されたと思われる。 この巻には， 1909年の安重根による伊藤博文殺

害を伝える電報や，在恰爾賓川上総領事の報告 「伊藤公遭難顛末ノ件J(1909年12月7日付)， 

安重根らに対する関東都督府地方法院の判決文 (1910年2月14日)などが収められている。そ

して，これらハルビン事件に関する一連の文書の後に， I(参考)Jとして朝鮮総督府嘱託相場

清手記 「在上海朝鮮人満鮮視察団鮮内視察情況J(1939年10月 17日付)が 「報告ノ一部 (要

旨)Jと付記して収録されている。この報告には， I視察団員安俊生ノ博文寺参拝及伊藤文吉男

トノ避遁」 というもう一つの標題が付いている。 もとの報告書のままではなく， r外務省警察

史』 に収めるに当って 「報告ノ一部 (要旨)J という形に変えてタイプ打ちしたものである。

視察団に関して相場が書いた報告書のうち，安俊生に関わる部分だけを抜粋したものと思われ

る。もとの報告書と「外務省警察史』の記述にどの程度の違いがあるかは，明らかでない。
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安重根の息子の動向に関わる報告書とはいえ，ほほ、時間的順序にしたがって文書を並べると

いう「外務省警察史』編纂の原則を無視して，ハルビン事件関係文書のすぐ後に相場の報告が

収録されているのは，相場が自らの 「手柄」を誇示しようとしたか らではないかと勘ぐること

ができょう。

とはいえ，この相場の報告は 「博文寺の和解劇」の詳しい経過を明らかにし得る唯一の資料

であるので，これを検討しながら「和解劇」の経過をたどってみよう7)。

( 2)在上海実業家有志満鮮視察団

安俊生が加わった上海在留朝鮮人の 「満鮮視察団」一行 14名は， 1939年9月26日に上海

を出発し， 青島， 新京を経て 10月 1日に朝鮮の戚鏡北道に入った。清津， 羅南，金剛山を視

察 ・観光した後， 7日に京城に到着 した。 9日に総督府を訪れて総督南次郎と面談した後， 11

日には平壌に赴き，大郎を経て 18日に釜山から上海に帰った8)。

視察団のメンバーは， 団長李甲寧 (上海居留朝鮮人会会長)，副団長朴容H C貿易商 ・朝鮮人会

参事)をはじめとして李聖昌 (貿易商 ・朝鮮人会参事)，白利淳 (向上)，李建宰 (向上)，李三成

(貿易商 ・朝鮮人会方面委員)，黄一清 (会社員)，韓杢永 (貿易商)，林柄環 (向上)，文宗浩 (雑貨

問屋業)，鄭栄燦 (楽器商)，安俊生 (向上)，崖泳津 (貿易商)，金龍河 (上海居留朝鮮人会主事)の

14名であった9)。相場報告は 「多年排日運動ニ従事シタル人物モ混入」 していると記している

が，独立運動家として名の知られる人物は見当たらない。「東亜日報J10月8日付や「大阪毎

日新聞朝鮮版J10月 10日付が書いているように 「在上海実業家有志満鮮視察団」というのが

実体だった。

団長の李甲寧は，1904年忠清北道生まれ， 東京帝国大学農学部を卒業後，1934年に上海に

渡り， 日本の総領事館警察部嘱託となった。 1935年に上海居留朝鮮人会を組織して， その会

長として日本に協力する活動を展開した。そのため， 1937年には独立派朝鮮人に襲撃され負

傷したこともある 10)。李は，1939年 2月に朝鮮から上海にやってきた朝鮮人実業家 ・新聞記

者らとの座談会で，次のように述べている。この座談会には陸軍大佐 (中支経梼建設部委員)洪

恩矧，縮、督府派遣事務官原田一郎などが出席している。

「事変後に軍部と外務省と朝鮮総督府の援助の下に朝鮮人民会を組織して，ここの有力人士

が一団となって参事会，評議員会を組織し， 国語 〔日本語〕講習会も開催して無料教授をして

います。そのほかに産業上の種々のことも考えています。今後，この上海が基点となって南京，

港口 〔漢口の誤りか〕方面にまで朝鮮人士の発展が大いにあることを願っています。Jll)

このように， 上海在留朝鮮人の視察団は， 日本の領事館警察に勤めながら，朝鮮人民会を組
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織して日本の中国占領，在留朝鮮人の皇民化に協力する人物によって率いられていたのである。

さらに注目しなければな らないのは，視察団一行に総督府嘱託相場清が同行していたことで

ある。相場が視察団に合流したのは，上海か らだったかあるいは新京からだったかは不明だが，

朝鮮内の全行程に同行している。

相場清は， 1886年熊本県生まれ， 1903年に朝鮮語習得のため熊本県留学生として朝鮮に渡

り，韓国語学校卒業後，顧問警察・ 統監府などに勤め，併合後は釜山警察署や総督府警務局に

勤務した。1921年以降は，外務省に移り， 1927年から31年まで間島在勤警視・警察部長など

を務めた。31年以降は外務省亜細亜局に勤務した12)0 1938年， 相場は朝鮮総督府嘱託となり

朝鮮に戻っていたω。このように相場は，ほほ一貫して朝鮮と中国において警察畑の朝鮮語通

訳ないし警察官として勤務してきた経歴を持っており， I外務省警察の実務遂行の中心に座る

人物」と位置づけられる 14)。

相場報告によれば，総督府外事部は視察団の 「案内役」として嘱託職員である相場ともう一

人の職員を派遣したが，それは視察団のメンバーに 「現下朝鮮ノ実状，内鮮一体ノ具現，東亜

興隆ノ聖業等ヲ実地ニ就テ説明シ皇国臣民タルノ幸福ト斡持トヲ自覚セシメンガ為」であった

(201ページ)。 総督府が視察団に求めたのは，まさに 「皇国臣民タルノ 幸福ト斡持トヲ 自覚」

することであったのである。

このような目的で組織された視察団に安俊生が加わったのは，いかなる動機によるものだっ

たのだろうか。故国朝鮮を一目見たいという望みがあったのかもしれない。 しかし，安は朝鮮

内に親族 ・知人がほとんどいなかったから，視察団参加の動機がそれほど強くあったとは思え

ない。相場報告は，安俊生は出生前に父安重根が海外に出たため，父を知らず，ハルビン事件

と同時に母に連れられ満洲， シベリア， 上海などを流浪した後， 杭州の智江大学 (アメリカ系

ミy ションスクール之江大学のことか)を卒業したとしている。そのため，安は 「全ク朝鮮ヲ知ラ

ズ今回初メテ故国ノ山JIIニ接」することになった。後述する伊藤文吉との会見で安は， I鮮内

各下車駅頭ニ於テ他ノ団員ハ各々親戚故旧

ニ迎へラレ嬉々子ヲ握テ久間ヲ釘スルアリ，

生独リ 一人ノ 知己ナク心淋シサヲ感ジタ

リ」 と述べている (206ページ)。 朝鮮内に

つながりを持たない安俊生が視察団に参加

したのは，相場一李甲寧の線で強い懲居、が

なされたためと考えるのが自然であろう。
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( 3)安俊生の博文寺参拝

視察団が 11日に平壌で解散した後，安俊生は 13日に京城に戻った。これは 「純然タル一個

人トシテ京城ニ来」たものであり，さらに安は 「同人自発ノ立場ニ於テ在京城春畝山博文寺ニ

参詣シ亡父ニ代リテ藤公〔伊藤博文〕ノ冥福ヲ祈リ度キ旨」を外事部長松津龍雄15)に申し出た

という (201-202ページ)。総督府外事部は博文寺に安俊生の参詣予定を連絡するなど，準備を

整えた。

15日午前，松津部長，相場清に伴われた安は，博文寺を訪れた。 そこには，外事部から連

絡を受けた京城府庁金庫主任園木末喜が待っていた。この園木が相場とともに 「博文寺の和解

劇」で重要な役割を果たすことになる。園木は 1909年当時， 統監府の朝鮮語通訳として勤務

していた時，安重根取調べや公判の朝鮮語通訳として旅順に派遣された人物である 16)。園木は

熊本県の朝鮮派遣留学生として相場の先輩にあたる人物であり，両者は親しい関係にあつたと

考えられる{ilη

外事部が園木に期待したのは， I安重根ガ、死ニ至ル迄藤公ヲ仇視シタルガ如キ誤謬ヲ是正シ

安ガ刑場ニ臨ミ遺言トシテ日韓両国ノ提携，東洋平和ノ熱望，藤公暗殺ガ全ク自己ノ誤解ニ出

デタルコトノ自覚」を持つようになったことをよく知る人物であり，その口から安俊生に処刑

直前の安重根の反省・悔悟の思いを伝え，安俊生を説得することであった (202ページ)。

安俊生，松津，相場，園木の 4名は，博文寺本堂で供養の準備ができるまで書院で待機した

が，その聞に園木は安重根が獄中で書いた書や安俊生と母などが写っている写真などを安俊生

に見せながら，安重根との関係を語った (202ページ)。園木が保存していた安重根の書は，

「贈園木先生/日韓友誼善作紹介/庚成二月於旅順獄中 大韓国人安重根(掌印)Jというもの

であった (204ページ)。

本堂での供養は， 11時に始まった。正面の壇上には伊藤の肖像が安置され，その左下に

「空，安重根麗位」 と書いた位牌がまつられていた。住持の上野舜頴が病床にあったため，読

経団向は執事駒田黙全が行ない，読経の後，安俊生が伊藤と安重根の霊に合掌礼拝し，松津ら

もそれに続いた。駒田は，安重根の位牌を安俊生に渡しながら，伊藤と安重根の 2人の霊を永

く弔うよう諭し， I今日足下ノ来鮮，正ニ両霊ノ照鑑ニ依ル，況ヤ内鮮ノ関係今日ノ如キヲヤ」

と述べた (203ページ)。

供養を終えて書院に戻った安俊生は，待ち受けていた新聞記者らの取材を受けた。元来寡黙

の安はようやく， I生幼ニシテ父ヲ喪ヒ祭把ヲ;怠ル正ニ三十年，不幸之ヨリ大ナルハ莫シ，今

幸ニ伊藤公ノ冥福ヲ稽ルト共ニ亡父ノ位牌ヲ受ケ，爾今朝夕之ヲ奉侍スルヲ得タルモノ偏ニ聖

代ノ蝕津ナリ，多年ノ宿望一時ニ成リ，何ノ悦カ之ニ如カン」と語った。園木は記者らに，

持ってきた安重根の書の由来を述べ，伊藤を 「国仇」と考えていた安重根が 「藤公ノ大経論ヲ

聴クニ及ビ其ノ全ク誤解ニ基ク暴挙ニ過ギザリシコト」を自覚するようになったと説明した18)。
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松j宰は記者に向かつて， I本日俊生ノ挙ハ鮮内各地ノ視察ヲ了シ団体行動ヲ解キテ後ニ於ケ

ル同人自発的懇望ニ出デタルモノ 」であること，松j宰が安俊生と博文寺の聞を取り持ったのも

「全然官吏トシテノ行為ニアラズシテ個人的所為ニ外ナラザルコト」を強調した上で， I内鮮今

日ノ関係，東亜興隆ノ聖業，世界ニ於ケル日本ノ地位ニ顧ミルトキ本日ノ此挙，事少ナルガ如

クニシテ其ノ意義実ニ深重ナルモノアルヲ思ノ、サ、jレ能ハズ，換言スレパ帝国ノ朝鮮統治史上画

期的史事ニシテ克ク其ノ美ヲ済セルモノナリト称シ得ベキ」と語った (204ページ)。

その後，安俊生は住持上野舜頴を病床に見舞った。上野は，安が父と伊藤の冥福を祈ったこ

とは 「諸仏ノ引導照鑑ニ依ルモノ 」としな

がら， I八紘一宇ノ皇道宣揚ニ向テ逼進シ

内鮮一心協力シテ東亜ノ興隆ニ資セラレ

ョ」 と2見いた (205ページ)。 こうして， こ

の日の参拝は午後 2時に終わった。

安俊生の博文寺参拝， 父安重根の追善供

養のことは，翌日の新聞に大きく報じ られ

fこ。

(図版 3) 昭和十四年十月十五日 /於

京城春畝山博文寺/安俊生

亡父安重根/位牌拝受
(この写真は， r京城日報』
1939年 10月16日付の記事

「塚も動け博文寺“詫びの
法要"j亡父の贈罪は報国
の誠で/伊藤公霊前に額づ

く/運命の子安俊生(重根
遺子)君」に掲載された)
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(図版 2) 昭和十四年十月十五日 /於京城春畝山博

文寺/安重根二男安俊生/藤公霊前焼香

(図版 4) 昭和十四年十月十五日 /

於京城春畝山博文寺/上

野舜頴老師ト安重根二男
安俊生
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(4 )伊藤文吉と安俊生の会見

貴族院議員(男爵)・日本鉱業株式会社社長である伊藤文吉は，新たに買収した朝鮮の雲山

鉱山の視察と博文寺参拝を目的として， 10月初旬朝鮮に入り， 11日から数日にわたって平安

北道の雲山鉱山を視察した後， 10月 16日午後3時，京城駅に到着した19)。伊藤は 「直ニ総督

府来訪，松津外事部長ヨリ偶々先考博文公暗殺犯人安重根ノ一子安俊生ガ今回視察団ノ一行ニ

加リ上海ヨリ来鮮， 目下滞城〔京城滞在)，昨十五日博文寺ニ参詣シタル情況ヲ詳聞」 した。

伊藤は松津から，安俊生が 「男〔伊藤文吉〕ニ引見ヲ乞ヒ親シク往年亡父ノ罪ヲ謝センコトヲ

欲シ居ル趣」を聞き，会見を承諾したという (205ページ)。

伊藤は，日本に帰った後に書いた手記で， I去ル十月十六日京城滞在ノ一日，偶然ニモ， [中

略〕安俊生君ガ上海カラ来リ，前日父重根ノ位牌ヲ携へテ，博文寺ニ詣デ，追善供養ヲ申出タ

トイフ話ヲ，松津総督府外事部長カラ承リ，私ハ子トシテノ情愛ニホダサレ，且ツ此機ヲ捉へ，

内鮮融和ノ一助ニトモ考へ，松淳氏ヲ介シテ，俊生君ヲ招キ，会見致シタノデアリマス」と説

明している20)。

伊藤が総督府を訪れ，松j宰から安俊生のことを聞いたのは，相場報告が 「偶々」とし，伊藤

も 「偶然」と書いているが，果たして偶然であったのだろうか。伊藤が京城駅到着直後，総督

府松津を訪ねたのは，すでに安俊生のことを聞いていたからではないだろうか。東京出発時に

伊藤が朝鮮訪問の目的を雲山鉱山の視察と博文寺参拝であると語っていたとすれば，なぜ京城

駅から博文寺に向かわずに， I直ニ」総督府を訪れたのだろうか。総督府でも鉱山とは関係の

ない外事部の部長松津に会ったのは，なぜだろうか。松津が伊藤に対して，安俊生が伊藤の

「ヲ|見ヲ乞ヒ親シク往年亡父ノ罪ヲ謝センコトヲ欲シ居ル趣」 を伝えたのは， 事前に安俊生の

意向を確かめていたこと，あるいは松津が安に伊藤と会うことを勧めたことを示しているでは

ないだろうか。

関係者は口を揃えて 「偶然」であることを強調しているが，相場報告を詳しく読むと，伊藤

の京城到着以前に 「和解劇」の準備が周到に整えられていたのではないかという疑いを持たざ

るを得なし、。

伊藤文吉と安俊生の会見は，同日 5時から朝鮮ホテルで行なわれた。この 「劇的会見」を取

材するために新聞記者らが写真班を連れて定刻前からホテルに押しかけたという。安俊生は，

父の位牌を持って，松j宰，相場とともに朝鮮ホテルにやって来たが，会見には園木も同席した。

彼らがホテル 3階の部屋で待っていると，伊藤が紋{寸袴を着て入室した。

伊藤が英語で 「会見ヲ悦ブ」旨語ると，安は 「英語ヲ以テ申上グベキヤ」と問い，これに対

し伊藤は朝鮮語でよいと答えた。相場が通訳を務めたのであろう。

安が博文寺に参拝して父と伊藤博文の冥福を祈ったこと， I今回偶然ニモ公ノ令息タル男爵

ノ来鮮入城ヲ聞キ，悲ニ昨日受クル所ノ亡父ノ位牌ヲ携へ父子同道シテ親シク罪ヲ謝スベク松
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j宰外事部長ノ斡旋ニ基キ来訪シタル旨」を

述べた。 これに対し，伊藤は， I余モ亦本

日入城ト同時ニ松津外事部長ヨリ其ノ趣ヲ

承リ，実ハ奇遇ニ驚キ居ル次第ナリ 」と語

り， ハルビン事件から 30年目に 「吾等遺

子同志ガ此処ニ相会スルヲ得タルハ淘ニ其

ノ因縁不可思議ニ堪ヘザル所」と述べて，

「奇遇JI因縁不可思議」を強調した。さら

に伊藤は， I先ニ足下ノ言中謝罪云々ノ意

味アリシヤニ聴取セラレシガ，相互父ハ既

ニ神トナリ仏トナリテ一切空ニ帰シタル今

日，何ゾ其ノ要アランヤ，唯今後ハ共ニ倶

ニ皇道ニ至誠ヲ致サンノミ 」と述べて，安

の謝罪は不要とした (206ページ)。

安は，朝鮮は初めて見るのも同然だが，

「嘗テ之〔昔の朝鮮の様子〕 ヲ母ニ聴クニ

朝鮮人ハ安逸遊惰為ニ産業挙ラズト，今実

際ヲ見ルニ何レモ勤勉ニシテ生気横溢セリ，

之帝国施政ノ賜ナルベシト思惟シ居レル

旨」語った。伊藤は安に対して，家業に励

むかたわ ら「日本，朝鮮及支那ノ歴史ヲ深

ク研究スルト同時ニ欧米ノ情勢ヲモ併セ鑑

考シ，以テ日本ノ進ムベキ道ヲ確乎把握セ

ラレタシ」 と， I慈父ノ愛児ニ接スルガ如

ク語々トシテ説キ導」いたという (206

ページ)。

I ~割 引場|
圃?? 争|

‘' 
(図版 5) 昭和十四年十月十六日/於京城朝鮮ホテ

jレ/向 yテ右ヨリ /伊藤文吉男/相場清
(嘱託)/松津龍雄 (外事部長)/園木末

喜 (京城府庁金庫主任)/安俊生 (上海
居住)

(図版 6) 昭和十四年十月十六日/於京城朝鮮ホテ
jレ/伊藤男/安俊生引見
(この写真は，r京城日報J1939年 10月
17日付の記事 「報国恩讐を越て/故伊
藤公の令息と /安重根の遺児対面/共に
語る父の事ども」に掲載され， r毎日新
報』同日付に も掲載された)

会見の最後に両者は，翌日ともに博文寺に参詣して， I交換供養」 をすることを約束した。

45分の会見が終わった後，室外に待ち受けていた新聞記者らが取材をし，写真を撮った。

( 5)博文寺への「合同参拝」

ホテルでの会見の翌日 17日朝，相場と園木は安俊生が宿泊する京城駅前の三重旅館に行き，

安とともに博文寺に向かった。彼らが到着した後，伊藤文吉が 3人の随員とともにやって来た。

一同が書院に入ると， そこに中村美智という 50歳ほどの女性が入ってきた。 彼女の父河野道

89 



人文学報

友は伊藤博文と同郷であり，ハルビン事件直前に伊藤から与えられた写真(伊藤が韓国皇太子李

坂とともに撮った写真)を持参してきたという。

本堂での供養は， 15日と同じく駒田執事によって執り行われた。 伊藤， 安を中央にして座

した一同は順に焼香して，供養を終えた。同日の列車で東京に帰る伊藤は，住持を見舞った後，

安と別れて博文寺を去った。安は相場，園木に伴われて父の位牌を旅館に持ち帰った (207

ページ)。

一連の 「和解劇」は，これで終わった。なお，博文寺への 「合同参拝」に松津は同行してい

なかったようである。

博文寺への 「合同参拝JI交換供養」 も新聞に大きく報じられたが，記事を注意深く読むと

奇妙なことに気づく 。それは，博文寺で安俊生が伊藤文吉に語ったとされる言葉に関わる記述

である。「京城日報J10月 19日付は， I合同参拝」を報じる大きな記事の中で，安俊生が 「母

より聞かされてゐた朝鮮人は怠惰で働かない人間だとばかり思ってゐましたが，京城にきて初

めて皆んなが一生懸命働いてゐるのには驚きました，これもみな日本といふ国のお陰です」と

語ったとされている。

しかし，先にも見たように，相場報告で

は，この言葉は朝鮮ホテルで安俊生が伊藤

との会見で語ったものとされている。両者

の食い違いはなぜ起ったのであろうか。新

聞記事に報じられているのは，通訳を務め

た相場が安俊生の発言であるとして新聞記

者に伝えた言葉である。相場は，朝鮮ホテ

ルでの話を博文寺て、の話に変えて記者に説

明したのではないだろうか。安の言葉は，

相場の口を通じて，相場の解釈を交えて新

聞記者らに伝えられたというべきであろう。

安が植民地統治の成果を認め， I内鮮一体」

に同調する発言をせざるを得なかったこと

は確かであるとしても，新聞に報じられる

彼の言葉には相場による誇張が加えられて

いたと推測し得るのである。
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(図版 7) 昭和十四年十月十七日/於京城春畝山博
文寺/伊藤男及安俊生/参詣
(左から 2人目より伊藤， 相場， 安俊生
と思われる。 この写真は， r京城日報』
1939年 10月 19日付の記事 「仏門の恵
みに結ぶ内鮮一体/秋深き博文寺に/杷
る 『空安重根霊位J/遺児の男泣きの赤
誠に/今ぞ伊藤公の霊も微笑ん」に掲載
された)
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2 I和解劇」の後日談

(1)安重根の長女安賢生夫妻の博文寺参拝

「博文寺の和解劇」の後，その後日談というべき出来事が起きた。その lつは，安重根の長

女であり安俊生の姉である安賢生が夫とともに， 1941年3月に博文寺を参拝したことである。

安重根の長女安賢生は，1902年黄海道信川郡生まれであるので，安俊生より 4歳年上であ

る。ハルビン事件の後， ソウルのフランス天主教 (明洞聖堂)修女院に保護されていたが，13 

歳の時にロシアに行き，母や安俊生らと合流，その後ともに上海に移ってフランス租界のカ ト

リック系崇徳女学院でフランス文学・美学を学んだ。25歳で黄一清と結婚して， 上海に住ん

でいた21)。

1941年3月26日の「京城日報』は，次のような記事を掲載している。

「安重根の娘夫婦/上海からはるばる来城 /博文公の霊前に法要

偉人伊藤博文公をハルビン駅頭に製した亡父安重根の罪を詫びて故安重根の長男安俊生氏が昨

年春はるばる上海から来鮮 して京城奨忠壇公園春畝山博文寺に詣で公の霊前に額いた記憶なほ

消えや らぬとき，故安重根の命日たる今廿六日その法要を博文公の霊前に営むべく安重根の女

婿大川清一氏 (旧姓黄一清)(四五)は安子夫人 (安俊生氏実姉)(三八)を伴ひ廿五日来城した。

大川氏は上海仏租界の電車会社の車掌監督として勤務，かねて安子夫人と〉もに博文寺に詣で

父の罪を償ふべく 心掛けてゐたが偶々今春病を得て平壌に帰郷静養中であったので，かねての

念願を果すべく 廿五日夫婦揃って入城した。

父の命日たる廿六日午後三時より大川氏は総督府外務課相場嘱託に伴はれて博文寺に詣び

〔詣で〕博文公の霊前において公に兇刃を揮った亡父の罪を心から詫びしめやかな法要を営む

こと〉なった。」

「安子夫人」 と記されているのが安賢生のことである。1940年に実施された創氏改名によっ

て，黄一清は大川清一，妻安賢生は大川安子になっていたと思われる。総督府の御用紙という

べき朝鮮語新聞 「毎日新報J3月 27日付は，I己父〔亡父の誤り?)の罪過を賠罪する焼香 /

伊藤公霊前の法要」を掲載して，黄一清・ 安賢生夫妻が実際に博文寺に参拝 したことを報 じた。

彼ら夫妻の博文寺参拝に関して注意すべきは，安俊生の博文寺参拝と同じように，総督府外

事部外務課嘱託の相場清が同行していること， I亡父の罪を心から詫び」 る安重根遺児の姿が

強調されていることである。

黄一清は，1939年の 「上海在留満鮮視察団」 に加わっていたか ら， その折に安俊生ととも

に博文寺を訪れることが可能だったにもかかわらず，その l年半後に参拝したのは，なぜだっ
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たのだろうか。「かねて安子夫人と〉もに博文寺に詣で」 と記事に書かれていることから推測

できるように， 相場ら総督府当局が安重根の娘である安賢生を同伴することを黄に期待してい

たと考えられよう。 しかし，それだけでなく ，安俊生を義兄である黄を含む視察団から引き離

して l人で京城に来させることによって，総督府のねらいどおりに行動させるという意図が働

いていた可能性も考えられるのではないだろうか。

( 2)安俊生処罰を蒋介石に要請した金九

安俊生は， 1939年の朝鮮行きの後， 上海に戻り， フランス租界で薬局を経営 していた。雑

誌 「大東亜Jcr三千里』の改題)1943年3月号に掲載された 「戦捷之新春・上海人士」 という

広告の中に 「安生薬房代表安俊生上海霞飛路 10075Jの名前が見られる22)。

「はじめに」で書いたように， I博文寺の和解劇」の問題を取り上げた韓国メディアのいくつ

かは，安俊生に関わる金九の自叙伝「白凡逸志』の記述に触れている。「白凡逸志』によれば，

金九ら大韓民国臨時政府要人は， 1945年 11月中国重慶からソウルに帰国したが， その途中，

上海に立ち寄った。金九は上海でのこととして次のように述べている。

「民族反逆者に変節した安俊生を逮捕 して絞首刑に処してくれと中国官憲に頼んだが， 官員ら

は実行しなかった。J23)

また， r白凡逸志』では，安俊生に関する 「原注」 として， I安俊生はウェノム〔日本の奴

ら〕に従って本国 〔朝鮮〕に帰り，倭敵伊藤博邦に父親の〔安重根〕義士の罪を謝し， 南総督

を父と呼んだ」と記されている。

「南総督を父と呼んだ」 という話は， r京城日報J1939年 10月 10日付けに掲載された安俊

生の談話にもとづいている。この記事で，安は次のように語っている。

「けふ南総督閣下にお会ひしましたが， 実に優しいお父さんのやうな気がしました。 総督の

いはれる内鮮一体といふ言葉もその意気が眉宇に感ぜられて刻刻胸に迫るものがありました。

〔中略〕私達は今皇国臣民としての誇りと幸福を感じてゐます。 今上海にゐる三人の子供達は

みんな日本の学校に入って勉強してゐます。上海に帰ったら先輩方の御援助を戴いて生活問題

を建直し，幾ばくかの資本でも出来たら子供達と一緒に朝鮮へ帰りたいと思ってゐます。」

金九ら臨時政府関係者は，安俊生の朝鮮行きとそこでの安の言動を「京城日報』などを通じ

て把握していたのであろう。ただし，安俊生が会ったのを伊藤博邦 (伊藤博文の長男)としてい

るのは誤りである。
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金九が安俊生の処罰を中国官憲に依頼したのは， r白凡逸志』 では上海でのこととされてい

るが，実際には重慶を出発する前，蒋介石と会見した時にすでにそれを要請している。

1945年 10月29日，大韓民国臨時政府主席金九は重慶曾家岩の官邸に国民党総統蒋介石を

訪ねた。 濃純24) C臨時政府国務委員朴賛矧の中国名)が通訳をし， 総統の副秘書長らが同席し，

会談の要旨が記録として残された25)。中国側が作成した記録が後日，金九に送られたものと思

われる。記録によれば，金九は会談の冒頭で安俊生の問題に言及した。

「金九:韓国の革命先烈である安重根の息子は， 変節して日本に降伏し， 上海で種々の不法な

ことを行い， アへンの売買をやっています。 これは実に残念なことです。 このほか，崖 〔原

文l字あき〕はもと独立党だったのですが，今や共産党に投降して，上海で韓国青年聯合会を

組織しており，いずれも韓国臨時政府には不都合ですので，厳重に処罰しなければなりません。

どうか委員長〔蒋介石〕から直に上海警備司令部に指令を出して拘禁して下さし、。

総裁:その詳しい状況を書面でわたしに知らせて下さい。」

この後，金九は臨時政府とその軍事組織光復軍の一部が中国に残るので，国民党の支援を継

続してほしいと依頼し， 中国東北地方に住む朝鮮人については， I過去に重大な罪悪をなし，

懲罰すべき者以外については，なるべく寛容なあっかいをお願いします」と要望した。そして

再び 「韓好」の問題に触れて次のように述べている。

「金九:韓好の問題については， できれば委員長が手ずから指令を出し， それをわたしが上海

へ持って行って湯長官〔湯思伯〕に処理しても らうようにしていただきたし、。

総裁:あなたが上海に着いてか ら，当局が金主席と協議するようにさせましょう。

金九:ありがとうございます。委員長が，今後も我々に色々とご教示をくださるよう希望しま

す。」

金九は，東北地方の朝鮮人に関して 「寛大なあっかい」を求めながら，I韓好」については

蒋介石の 「指令」を求め，上海地区の警備総司令であった湯思伯に 「処理」させるよう依頼し

ている。会談冒頭で名前をあげた安俊生を 「韓肝」の一人として想定していたことはいうまで

もない26)。

会談はその後，蒋介石が韓国独立への支援を約束し，金九が臨時政府承認をアメリカに説得

するよう蒋に依頼して終わった。

以上の記録から，蒋介石との会談て、金九が安俊生の処罰 cr白凡逸志」 では 「絞首刑J)を強く

求めたことが確認できる。「変節して日本に降伏」したこと， Iアへンの売買」など不法行為を
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していること 27)がその理由であった。金九は 「博文寺の和解劇」には触れていないが，安を

「韓好」とみなした最大の理由が 「和解劇」にあったことは，いうまでもない。

「白凡逸志』 の記述が事実であるなら，金九は上海に立ち寄った際に，重ねて同地の中国側

官憲に安俊生の処刑を求めたことになるお)。 しかし， 中国側はそれを実行しなかった。

安俊生は， 解放後も上海にとどまっていたが， 1946年に母キム ・アリョが死去 した後， 韓

国に帰り (時期は不明)， 朝鮮戦争中の1951年釜山に避難している聞に結核が発病し， 釜山港

に停泊するデンマークの病院船で治療を受けていたが，翌 52年 11月 18日に死亡 したとい

ょ 29)ノ。

( 3)相場清の回想

「博文寺の和解劇」 で重要な役割を果たした相場清は戦後， 日本で外務省や東京警察学校の

朝鮮語講師を務めた。相場は， 1959年4月22日に聞かれた朝鮮近代史料研究会で 「安重根 ・

間島問題」というテーマで話をし，その中で安俊生との関わりにも言及している。朝鮮近代史

料研究会は，友邦協会を組織していた旧朝鮮総督府関係者などと朝鮮史を研究する学生らの集

まりで， 主に旧総督府関係者が話をし， 出席者がそれに関して質問するという形式で聞かれて

いた。相場が話をした時には， I学生側」として宮田節子 (司会)，梶村秀樹，差徳相，権寧旭

らが出席していた。研究会の録音記録は，その後，文字化され，学習院大学東洋文化研究所の

紀要「東洋文化研究J(第 3号， 2001年3月)に掲載された。

録音記録によれば， 相場は，安重根の遺族と親しかったこと，安俊生，その姉安賢生，黄一

清夫妻に関してはいろいろ世話を焼いたことを繰り返し強調している (235-236ページ，なと、)。

安俊生については，I私のところにはよく 「先生，先生」 と言って来たJ(241ページ)と語っ

ている。「和解劇」に触れた部分は，次のとおりである。

相場 「それから，後で上海の視察団が昭和十四年の秋だったと思いますが， 十四名，満洲を

回って間島を経て，南陽から戚鏡北道，戚鏡南道を通って金剛山に抜けて京城に来た。その中

に安重根の息子さんがおるわけなんて、す。そのとき私も会ったのは初めてで，その時以来です。

十四年の秋です。とても素直ないい息子さんですよ，安俊生というのは。J(238ページ)

近藤銅一 (もと京城日報記者)I昭和十五年ごろ〔安俊生が〕京城へ行きまして， r京城日報』で

安重根を私が扱ったことを覚えています。」

相場 「そうです，昭和十四年です。その写真は「京城日報』の……。」

近藤 「十四年でしたかな。私が社会部次長で，これは私が撮った。」

相場 「これは伊藤文吉男爵と会ったのは……。これは京城日報と刻印されているんです。」
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近藤 「ああ，そうですか。」

相場 「これは博文寺ですよ。J(241ページ)

相場はこの研究会に博文寺で撮った写真などを持ってきて，出席者に見せながら，何度か安

俊生の博文寺参拝のことに触れているが，出席者の質問がノ、ルビン事件に向け られがちであっ

たため， I博文寺の和解劇」の詳細には話が及ばなかった。

相場は， I日本人に近づいたというので，やはり憎まれたでしょう。 その点か ら言うと， い

ろいろお世話したことが大方あだになったんでしょう。J(241ペー の とも語っており， 1939 

年以後，特に解放後の安俊生の境涯についても知っていたことをほのめかしている。 しかし，

相場はこの研究会での発言以外に 「和解劇」に言及することはなく， 1970年に死去した。

おわりに

「博文寺の和解劇」は，日中戦争の時代， I内鮮一体」が声高に唱え られていた朝鮮で，植民

地統治の成果を誇る出来事としてあった。総督府当局者らはそれを 「偶然JI奇遇」 と表現し

たが，安俊生をそこに追い込んだのは明 らかに日本の中国侵略であり，朝鮮に対する植民地支

配であったといわねばな らなし、。日本の朝鮮侵略に抵抗した最大の 「英雄」安重根の遺児で

あっただけに，安俊生に加え られた圧力と懐柔がどれほどのものであったかは，容易に想像で

きょう。

当事者というべき相場清の報告の記述を検討してみると，総督府当局が安俊生に何を期待し，

何を懲盟、したか，そしていかに 「劇的」な出来事となるよう演出したかを察することができる。

すべてが総督府によって仕組まれたものであるとはいえないにせよ，安俊生を最大限利用して，

植民地統治の宣伝に使おうとした総督府の姿勢が垣間見られる。

本論文では 「和解劇」と記したが，その実態は安重根の遺児である安俊生・安賢生側の一方

的な謝罪であり，総督府当局にとっては植民地支配を正当化しうる絶好のイベントであったと

いわねばな らなし、。

後日談も含めて 「博文寺の和解劇」は，日本と朝鮮との歴史的関係のー断面を表わすものと

して記憶されるべき出来事であったのである。

付記 1 本論文脱稿後，都珍淳氏を通じて李泰鎮氏から歴史短編小説 『伊藤博文，安重根を撃つ』

(注6参照)を送っていただいた。李氏に謝意を表したい。

ただし， その内容については疑問を感じる点があるので，指摘しておきたい。

本の扉には，Iこの文章は，歴史的事実に想像力を加えた小説形式で構成された」と記されて
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いる。後記には， I小説の内容は，ほとんど大部分が徹底的に歴史的事実をもとにしており，必

要に応じて想像力を発揮して創作した部分もある」 と書かれている(116ページ)。小説の語り

手は安俊生であり，前半で父の行動と思想、を振り返り，後半で 「博文寺の和解劇」を回想する

という形式をと っている。

後半部分の概要は次のとおりである。上海で貧窮生活を送っていた安俊生を訪ねてきた警監

(警視に当る) Iあいば ・ちとし」が安の朝鮮行きを慾想し，安はそれに応じる。 ソウルのホテ

ルに安を訪ねてきたのは，朝鮮総督南次郎と伊藤博文の息子(長男)伊藤博邦であ った。 2人

は安に，博文寺での 「戦没軍人のための慰霊祭」に参加して，父安重根に代わ って謝罪するよ

う求めた。断れば母や姉も殺すと脅迫され，安は迷った末に博文寺に行き，南次郎の立会の下，

慰霊祭参加者の前で伊藤博邦に謝罪をする。 その後，安は南の養子となり， 日本各地で伊藤と

ともに 「涙の和解」を演じ，上海に帰ってようやく安定した生活を過ごせるようにな った。

著者紹介によれば，原作者の 1人チョ ・ドンソン氏(ソウル大学校経営大学教授)は，安重

根の母チョ ・マリアの子孫で， I一族であ ったために聞くことのできた悲劇的歴史」があ ったと

している。「博文寺の和解劇」のことを一族内部での言い伝えとして聞いていたと思われる。

著者らはこの小説を出版した目的の 1っとして，次のように書いている。「安俊生の親日とい

う悲劇的歴史があ ったこと。 巨人であ った父の陰に， 祖国から何の保護も受け られないまま，

結局胸を痛める選択をしてしま った安俊生の話を知らせたかった。 断罪し問い質すより， 守っ

てやることができず変節者にしてしまった我々の責任を反省してみなければならいと考えた」

(115ページ)。

安俊生を 「親日派JI変節者」と断罪するのでなく，歴史の中でその行動をとらえ，自らの反

省の材料にしようという著者らの意図は理解できるとしても， 事実とかけ離れた話を 「想像」

することは，歴史を真に理解することにはな らないのではないだろうか。小説は，原作者

チョ ・ドンソン氏が安重根一族であ ったがゆえに聞いた言い伝えや， r白凡逸志』の記述などを

もとに書かれたと考えられるが， I歴史的事実」をもとにしながら 「想像力を加えた小説」であ

るとするなら， どこまでが事実であり， どこからが想像であるのか， もう少し明確にする必要

があると思われる。言い伝えや 『白凡逸志』の記述を検証することなく，多くの部分を 「想像

力」 によって書いたこの 「歴史短編小説」が歴史的事実を描いたものと受け取られる危険があ

るので，あえて指摘しておく 。

付記 2 解放後の博文寺がどうな ったかについても， I博文寺論文」を補足しておきたい。「博文寺

論文」が韓国で公表されたのとほぼ同時に， アン ・ジョンチョル 「植民地後期博文寺の建立，

活用と解放後の処理J(r東国史学』第 46輯， 2009年)が発表された。 アン氏の論文は，解放

後の博文寺の土地所有権をめぐる問題の経過を論じているが，記述に不明確なところがあるの

で，筆者の補足を交えて経過を記すと次のとおりである。

日本の敗戦後， 神社は公有地とな ったが， 日本系の仏教寺院は朝鮮の仏教団体に引き継がれ

ることにな っていたため， 博文寺も同じように処理されるべきだという主張があ った。 ところ

が， 博文寺の場合は， 他の寺院と異なり京城府が管理する公有地にあったことが問題を複雑に

した。1945年 8月の解放後，仏教系の恵化専門学校の学生が寄宿舎として使ったが，米軍によ

り一時接収されたため，学生らは他の建物に移った。1946年，奨忠壇公園に安重根の銅像を立

てる動きを起こした 「義士安重根銅像建立期成会」 は博文寺も公園地に含めることを要求した
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(p.83)0 1946年秋に博文寺の西側の土地に移った恵化専門学校は東国大学に昇格し，博文寺の

土地を大学敷地に編入し，学生寄宿舎として使用したという (p.84)。一方，米軍側は，南朝

鮮過渡立法議院議員を含む日本寺院処理問題の委員会にこの問題を検討させたが，委員とな っ

た立法議院議員の金法麟(仏教僧侶)が博文寺を含む奨忠壇公園を 「先烈を追慕」する国立記

念公園にすることを提案し， 立法議院， 米軍もこれを認めた (p.86)。 しかし， 国立記念公園

は具体化されないまま，博文寺を東国大学が使用し続ける状態は解消されず， 1960年代に政府

の迎賓館が博文寺跡に建てられるまで土地所有権をめぐる紛争が続いた。

付記 3 2010年 7月 22日から 8月 22日まで，ソウルの国立劇場で安重根逝去 100周年 「私はお

前だ 生きるために死のう 」と題する演劇が上演された。チョン ・ボックン作，ユ

ン・ソクファ演出， ソン ・イルグクほか出演。バンフレ y トに記されている 「あらすじJ(日本

語)には，次のように書かれている。

注

「時間も場所もは っきりとしないある漠然とした空間。ある男がそこをj方復っている。彼こそ

まさに伊藤博文を狙撃した安重根の二男・安俊生だ。人々は彼が伊藤博文の息子に屈辱的にも

頭を下げて礼したことを理由に親日派，変節漢と噺り，父の顔に泥を塗ったと激しく責めた。

〔中略〕安俊生は自身の意志とは関係なく， このような悲惨な状況に自らを追い詰めた父を恨み

絶叫する。 この時， 息子に応える安重根の声が聞こえてくる。彼はその深い志と意味を知った

後，父を求めて泣き叫ぶ。」

この演劇は，英雄の息子の苦悩を描くことによって，近代朝鮮が抱えた 「影」の持つ意味を

考えようとしたものと思われる。 筆者は講演を見る機会がなか ったが， 足立龍枝さんからバン

フレ y トを手に入れることができた。足立さんに謝意を表したい。

1 ) 伊藤之雄 ・李盛;換編 『伊藤博文と韓国統治』 ミネルヴァ書房， 2009年，所収。

2 ) 写真は，伊藤家に残されていたもので，奈良岡聴智氏(京都大学法学研究科准教授)を通じて

伊藤博昭氏より提供された。本論文で使う写真(図版 1を除く)も同じく伊藤博昭氏の提供によ

る。謝意を表したい。

3) oFa巷， 0]豆弁ヲ1♀喧オ 〈せ号斗 0]豆古1豆半ロDぺ会， ~~， 2009 ¥:l (イ ・ソンファン，

伊藤之雄編編著 『韓国と伊藤博文』ソウル，ソニン， 2009年)所収。

4) I博文寺の和解劇」のことは，韓国では以前からある程度知られていた。例えば， Iカトリック

インターネット言論 ・いまここでJ(アト吾司~吋攻守f吾ス1 吾叶 7] )で，作家イ ・ギュウォン氏，

歴史研究者(高麗大学校教授)越説氏がそれぞれ 2008年 3月，同年 7月に 「博文寺の和解劇」

に触れたコラムを書いている (http://cafe.daUffi.netjcchereandnow /L TMf/ 18， http: / / 

cafe.daUffi.netjcchereandnow /L TMf/ 18)。 しかし， これに言及した出版物は， 2009年までな

かったと思われる。

5 )三忍を 「安重根家門司百歳遺芳斗忘却地帯J(都珍淳 「安重根家門の百歳遺芳と忘却地帯J)

は，安重根ノ、ルビン学会 ・東北亜歴史財団の主催により， 2009年 10月 26・27日ソウルで聞かれ
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た安重根義挙 100周年記念国際学術会議 『せ号そ司号守号詩喜斗号号外弔詩号号斗11.9.jロ1<11

(安重根の東洋平和論と東北亜平和共同体の未来)Jで発表され，同会議で配布された論文集に収

められている。 その後，改稿して 〈匂λトl:l1~} 対11 90 ~， 2010 ¥:!吾 (r歴史批評』第 90号， 2010年

春)に掲載された。

6) 01司|そ1， 5::.号母宅オ，召公司1 吾 < 01 ~ 言1 豆半ロl せ号t-会全斗〉付金， IWELL， 2009 ¥:! 

(イ ・テジン，チョ ・ドンソン原著，キム ・ソンミン文 『伊藤博文，安重根を撃つ』ソウル，

IWELLコンテンツ， 2009年)。 この本は 「短編歴史小説」 とされており，李泰鎮(ソウル大教

授 ・韓国史)， チョ ・ドンソン(安重根の母親側の子孫)両氏が提供した材料をもとにキム ・ソ

ンミン氏が小説として書いたものという。付記 1を参照のこと。

7 ) 以下の引用部分は，不二出版復刻版第 14巻のページ数を本文中に示し，適宜読点を加えた。

8) r外務省警察史』第 14巻， p. 201，および 『大阪毎日新聞朝鮮版J1939年 10月 5日， 10日な

。
ど

9) r東亜日報J1939年 10月8日。

10) 親日反民族行為真相糾明委員会 『親日反民族行為真相糾明報告書IV-1U 2009年， 568 -569 

ページ。

11) I上海叫んf軍，官，民，座談会(上海で軍，官，民の座談会)Jr三千里J1939年 4月号， 38 
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生きた半島裏面史J(36) で安重根の取調べの様子を語っている。園木は，獄中の安か ら「東洋
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22) r大東亜J1943年3月号， 121ページ。なお， 白川秀男編 『華中半島人名録(初版)J(上海，

白川洋行， 1940年， ページ数なし)には， I安俊生上海蒲石路 637弄 17号」 という 1ページ

の広告が出ているが，職業は書かれていない。白川秀男編 『在支半島人名録(第二輯)J(上海，

白川洋行， 1941年， 84ページ)では， I安俊生上海蒲石路友華郎 17 安生公司」 と記されて

いる。薬局を経営するようにな ったのは， 1941年以後のことと思われる。

23) 召子社5'_そ! "i?子司~ ( 叫噌包スn ぺ会，号吋1 7~ ，主せ 19971;1， 7~ 王宮せ 2002 1;1 (金九

著 ・都珍淳注解 『白凡逸志』ソウル， トルベゲ，初版 1997年，改訂版 2002年)408ページ。金

九自叙伝 『白凡逸志』は， 1947年発行の 『白凡逸志』初版本(編輯兼発行者 ・金信， 総発売

元 ・図書出版国士院)以来，数多くの版本があるが，安俊生に関わる記述は，この都珍淳注解本
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本と筆写本，数多くの出版本など多数の底本をいちいち検討した」としている。都珍淳氏に問い
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テキスト校訂を行な っており，安俊生に関する記述もほぼ同じである。なお， r白凡逸志』 日本

語訳は平凡社東洋文庫の 1冊として刊行されている (梶村秀樹訳注 『白凡逸志金九自叙伝』東

洋文庫 234，1973年)が， 1947年発行の 『白凡逸志」初版本をテキス トとしているため，安俊

生に関する記述はない。

24) 朴賛矧は，韓国併合後，満洲 ・中国で独立運動に参加しなが ら，大韓民国臨時政府のメンバー

として中国国民党などとの交渉に当 ってきた人物である(南披朴賛矧伝記刊行委員会編 『南坂朴

賛矧伝記』ソウル，乙西文化社， 1989年，参照)。

25) I総裁接見韓国臨時政府主席金九談話」 白凡金九先生全集編纂委員会編 『白凡金九先生全集』

第 5巻， ソウル，大韓毎日新報社， 1999年， 709 -712ページ。 この資料については都珍淳氏に

存在を教えていただき，同僚の石川禎浩氏に解読していただいた。両氏に謝意を表する。なお，

秦孝儀飽編纂 『総統蒋公大事長編初稿』台北，巻 5 (下)， 1978年， 864頁，民国 34年 (1945

年) 10月 29日条にも，金九との会談に関する記述があるが，安俊生や 「韓好」に閲する言及は

記されていない。この資料についても，石川氏の教示を得た。

26) 金九は， すでに 1945年 9月 26日の蒋介石との会談で， I不法分子」を除いて中国在住朝鮮人
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に対する寛大な措置を求めていた (1総裁接見韓国臨時政府主席金九記録」秋憲樹編 『資料韓国

独立運動 1Jソウル，延世大学校出版部， 1971年， 466ページ)01不法分子J1韓好」として安

俊生の名前をあげたのは， 10月29日の会談が初めてであったと思われる。

27) 安俊生は上海で薬局を経営していたが，そこでアへンを扱っていたと金九は考えていたのであ

ろう。

28) 金九は，韓国併合以前から安重根の一家と特別な関係にあり，長男金仁は安重根の姪安美生

(弟安定根の娘)と結婚しており，姻戚関係にあ った。 また， 日中戦争勃発後，臨時政府が重慶

に移ってから，金九は安重根の弟安恭根を上海に派遣して， 1兄嫁を必ず連れてくるように」 と

依頼したが，安恭根がそれを果たさなか ったため強く叱責したという(都珍淳前掲論文， 203 

ページ)。金九は， おそらく兄嫁キム ・アリョ (安重根夫人)だけでなく安俊生らを含めて安重

根の遺家族を上海から脱出させるよう，安恭根に指示したのであろう。それを果たせず，日本が

支配力を強める上海に安俊生らを取り残した結果が 「博文寺の和解劇」につながったことに，金

九自身，後悔の念を強くしていたと考え られる。

29) 都珍淳前掲論文， 207ページ。
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要
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本論文は， 2009年に発表した拙稿 「植民地期朝鮮における伊藤博文の記憶J(伊藤之雄 ・李盛;換

編 『伊藤博文と韓国統治』 ミネルヴァ書房)の続編である。

1932年日本支配下の京城に，伊藤博文を杷る仏教寺院博文寺が建てられたが，そこで起こ っ

た最大の出来事は， 安重根の息子と伊藤の息子との 「和解劇」 であった。伊藤の死から 30年後

の 1939年 10月，上海在住の安俊生と東京在住の伊藤文吉が京城で会見をし， ともに博文寺を訪

れて合同の法要を行なった。それを報じた新聞記事では，父の罪を詫びる安俊生とそれを受け入

れて 「内鮮一体」に努めることを慾想する伊藤文吉の姿が強調された。

この和解劇には，朝鮮総督府外事部が深く関与し，長年にわたって朝鮮独立運動を取り締ま っ

てきた警察官相場清， 安重根裁判の朝鮮語通訳を務めた園木末喜が安俊生の言動を左右する役割

を果たした。

その後，安重根の娘夫妻が博文寺を参拝するという後日談もあった。

「和解劇」とその後日談は，総督府が植民地統治の成果を宣伝するために演出したイベントで

あったのである。

キーワード 伊藤博文，安重根，博文寺，安俊生，伊藤文吉，朝鮮総督府，植民地支配，内鮮一

体，相場清，園木末喜，安賢生，金九

Summary 

This is a sequel to my former article，“The memory of Hirobumi Ito in colonial Korea" (in 

Yukio Ito and Yi Sung-huan (eds.)， Hirobumi lto and the Japanese rule 01 Korea， Minerva 

shobo， 2009). 

In 1932， a Buddhist temple Hakubunji was constructed in Keijo to commemorate 

Hirobumi Ito. The greatest event held there was the“reconciliation" of a son of An Jung 

gun and one of Ito. In October 1939，30 years after the assassination of Ito， An Jun-saeng， 

a son of An Jung-gun， from Shanghai and Bunkichi Ito from Tokyo met in Keijo and 

visited Hakubunji together to hold a joint Buddhist memorial service. An Jun-saeng 
apologized the sin of his father， while Bunkichi Ito accepted his apology and suggested to 

promote the assimilation process of Japan and Korea. Newspapers emphasized this 

reconciliation 

The foreign affairs department of the Government-General of Korea deeply engaged 

in this celemony. The act of An Jun-saeng was strictly controlled by Kiyoshi Aiba， a 

policeman for years engaged in suppression of Korean independence movements， and by 

Sueyoshi Sonoki， a translator in the An Jung-gun case. After this celemony， a daughter 

of An Jung-gun and her husband also visited Hakubunji 

The reconciliation celemony and its sequel were events produced by the Government 

General to show the positive result of the Japanese colonial rule of Korea 
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