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第二次朝鮮教育令成立過程の再検討

李 昇 燁＊

は じ め に

植民地朝鮮における最大の抵抗運動であった三・一独立運動をきっかけに，従来の「武断政

治」の限界が露呈され，植民地統治の再編が試みられた。その結果始まった「文化政治」の初

期には，いわゆる「新施政」の名の下で様々な制度改編が行なわれた。本稿が考察の対象とす

る教育制度においても，それまで朝鮮人と日本人を別系統の学校制度に組織して，初等・中等

学校の修学年限・教育課程の差異 (差別) を根幹としていた第一次朝鮮教育令体制が改められ

た。第二次朝鮮教育令 (大正 11 年勅令第 19 号) では，朝鮮人学校の修業年限が日本「内地」と

同一になると共に，「内鮮」共学の一部許容，師範学校・大学 (予科) 設置などが行われた。

同令の公布を「朝鮮文化上の新紀元」，「世界教育史上の新記録｣1) とまでいった水野錬太郎政

務総監の表現からも分かるように，朝鮮総督府にとって「文化政治」の最も重要な政策の一つ

として位置づけられていたことは間違いない。

ところで，教科目改正 (1919 年 12 月)，普通学校・高等普通学校の修業年限を拡張する第一

次朝鮮教育令の一部改正 (1920 年 11 月) を経て，教育制度全般にわたる全面的な再編である第

二次朝鮮教育令が成立したのは 1922 年 1 月のことである。他の「新施政」を標榜した制度改

正，すなわち朝鮮総督府官制改正に伴う警察制度改編 (1919 年 8 月)，朝鮮人官吏の分限・給

料差別撤廃 (1919 年 10 月)，朝鮮人特別任用の拡大 (1921 年 2 月)，朝鮮語新聞の発刊許可

(1919 年 12 月)，地方制度改正・地方自治機関設置 (1920 年 7 月) などの措置がとられた。その

多くが斎藤実新総督着任後，概ね 1年以内に行われたことに比べると，教育関連法制の再編に

は，その法制化過程にかなりの時間を費やしていたことが分かる。言い換えれば，第二次朝鮮

教育令の制定過程が決して順調ではなかったことが窺えるのである。本稿はこのような素朴な
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質問から始まる。

当時，朝鮮総督府の学務局長として教育政策の責任者であった柴田善三郎は，朝鮮教育令の

改正作業について，「中央政府に容易に諒解が付かず，泣くやうな思ひをした」と述べてい

る2)。果してどのような難関があったが故に，このような長い年月を経て成立したのか。また，

中央政府との間ではどのような紛議があったのか。

第二次朝鮮教育令の成立過程については，弘谷多喜夫や広川淑子をはじめ，既に多くの研究

がこの問題を取り上げてきた3)。また，第二次朝鮮教育令とその下位法規で構成される「文化

政治」期の教育政策一般に関しては，「同化主義」教育の強化として捉える視点も少なくな

い4)。一方，第二次朝鮮教育令が持つ政治的意味，例えば「内地延長主義」の大方針と実際政

策との間隔，朝鮮教育令に反映された朝鮮人社会の要求などについても論じられてきた5)。

本稿では，このような先行研究を踏まえ，次のような課題を設定する。まず，冒頭で述べた

ように，第二次朝鮮教育令の成立までどのような難関と紆余曲折があったのかを探る。同勅令

成立までの過程を朝鮮統治関係者，なかんずく朝鮮総督府首脳部および実務官僚の足取りを中

心に追って見る。今までの教育史の視点から行われた研究が，公刊資料を中心に，その制度変

化や歴史的意義の論究に集中して行われてきたのに対し，本稿は総督府関係者の日記や書翰な

どの個人文書を活用して，教育令改正に関わる動向を逐一追っていく手法で，第二次朝鮮教育

令成立までの政治過程を描くことを試みる。

第二に，本稿は植民地朝鮮の「文化政治」という政治空間の力学の中で教育令改正の問題を

取り上げ，植民地政治史の観点からその動学を究明する。植民地統治方針の再編が行われる

「文化政治」初期，朝鮮総督府をはじめ，朝鮮人および在朝日本人の多様な勢力が競合しなが

ら，政治空間のイニシアティブを争う渦中で朝鮮教育令改正をめぐる議論が進んでいったので

ある。なお，植民地統治権力と中央政府との協力・葛藤の関係や，植民地教育政策をめぐる本

国有識者間の異見など，多様なアクターの動向を通じて，植民地政治史上の意義を論究したい。

第三に，史料に関する厳密な検討を行う。既存研究では一次資料に関する検討がやや厳密性

を欠けていた側面がある。先述の通り，朝鮮教育令関連の研究が主に歴史学以外の分野で行わ

れてきた理由もあり，利用する史料そのものに関する厳密な考察はあまり行われてこなかった。

つまり，分析の対象とする史料の作成時期や背景などに関する基本的な推定・比定がなされな

いまま，研究資料として利用された側面があるが，それは間違った分析に繋がる危険性の高い

ものと言わざるを得ない。史料に関する詳細な考察は付録を設けて行い，本文ではその比定に

基づいて分析していく。

なお，本稿の表記について下記の点を断っておきたい。①本文中の「内地」や「内鮮」な

どの用語は括弧を略した。②引用文には適宜句読点を入れた。③引用文中の〔 〕は，筆者

による補注である。また，文献注では史料 (主に書翰) の作成時期を推定した場合，〔 〕で囲
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んで表記した。④韓国語文献を注に記載する場合，漢字語 (人名，題目，雑誌名など) は出来る

だけハングルから漢字に直した。

1 ｢文化政治」の開始と教育令改正の試み

三・一独立運動勃発から 1ヶ月が経過した時点で，総理大臣・原敬は朝鮮総督府政務総監・

山縣伊三郎に独立運動鎮静後の善後策として「文官本位の制度に改むる事，教育は彼我同一方

針を取る事，憲兵制度を改め警察制度となす事等の方針を内示し，要するに内地の延長と認め

て朝鮮を同化」する方針を述べている6)。内地延長主義による朝鮮統治の再編，すなわち後日

の「文化政治」の原型ともいえる発言であり，その目玉政策として教育制度の改革が言及され

ているのは注目に値する。原の構想は，斎藤実新任総督着任に際して朝鮮統治の大方針として

伝達した「朝鮮統治私見」で更に具体化された形で現われる7)。

斎藤総督は，9月 3日の初登庁に際しての訓示において，朝鮮統治における刷新の抱負を語

りながら，その具体的な政策目標として「教育，産業，交通，警察，衛生，社会救済其ノ他各

般ノ行政ニ刷新」を加えることを闡明している8)。それから 2ヶ月余りが経過した 11 月中旬に

は斎藤総督が教育上の差別を撤廃する制度改正を言明し9)，柴田善三郎学務局長が朝鮮人初等

教育の修業年限延長，中等教育内容の充実化を中心とする学制改正の構想を明らかにするな

ど10)，「文化政治」のスタートと共に教育令改正の方針が公表されていたのである。これは朝

鮮総督府の新首脳部にとって，教育制度の改正はかなり重要かつ緊急な課題として認識されて

いたことを窺わせる。実際，斎藤総督は 9月 2日総督官邸に到着した直後，柴田学務局長に朝

鮮教育制度の改編を命じ，「一 一視同仁の精神に立脚すること。二 大体に於て内地と同じ

教育制度を行ふこと。三 一方に於ては朝鮮の特殊事情を充分に斟酌すること」の三条件を提

示したという11)。

朝鮮教育令改正案の最初の草案が完成したのは，翌 1920 年 1 月頃であった。柴田学務局長

は斎藤総督を随行して東京に出張している守屋栄夫秘書官宛に「教育制度改正要綱並教育令改

正桉」を送付し，「右起草ニ付テハ相当研究ヲ加ヘ，時勢並本土ノ事情ニ適合スルモノトシテ

確信致候」と，その出来栄えについて相当の自信を表している。なお，今回の改正案は過渡的

改正として，「〔現行朝鮮教育令−引用者〕第九条普通学校ノ修業年限四年トアルヲ土地ノ状況

ニヨリ六年ニ延長スルコトヲ得シメ，不取敢六年制ヲ実施スルモ学校ノ系統ハ変更セス，又第

十二条高等普通学校ノ修業年限四年ノ外，補習科ヲ設クルコトヲ得シメ，次テ内地専門学校ト

ノ連絡ノ途ヲ開クコト，右二項ノ実施ハ是非共必要ト存候」と説明している12)。また，翌月に

は教育令改正の附帯法令を全部脱稿し，目下局部長会議にて審議中であると報告している13)。

この時期に作成された草案および要綱が，学習院大学東洋文化研究所・友邦文庫に所蔵され
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ている「朝鮮教育令改正案｣14) と「朝鮮教育制度改正要項｣15) であると思われる。第一次朝鮮

教育令と比較して，二つの文書に現れている特徴を整理すると下記の通りである。

(1) 同改正案は全 14条と経過措置を規定する附則 7項目で構成され，全 30条で構成されて

いる第一次朝鮮教育令に比べて，かなり簡略な内容であった。ここから柴田学務局長自身が述

べている通り，「過渡的」措置として立案されたことが再確認される。(2) 第一次朝鮮教育令

体制が朝鮮人の教育のみを対象として，内地人教育は内地法令による二重構造を持っていたの

に対し，改正案の第 1条では「朝鮮ニ於ケル国民ノ教育」とあり，その対象を朝鮮在住の国民

全体に拡大した。(3) 教育の理念を示した第 2条「教育ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ忠良

ナル国民ヲ育成スルコトヲ本義トス」はそのまま踏襲された。(4) 従来朝鮮人学校の名称を普

通学校・高等普通学校・女子高等普通学校として，内地人の小学校・中学校・高等女学校とは

区別していたことを廃止し，内鮮人の学校名称および制度を統一した。(5) 学校の名称・制度

は一元化したものの，初等・中等教育においては民族別に異なる学校で収容することにし，朝

鮮人学校に対しては「朝鮮語及漢文」科目を学科に加えた。しかし，希望者に対しては民族間

の相互入学を許容した。なお，専門学校以上の高等教育では内鮮共学を原則とした。(6) 内地

法令に準拠することとなり，朝鮮人初等教育の修業年限が 4年から 6年に拡張し (土地の事情

によっては 4年に短縮可)，男子中等教育が 4年から 5年へ，女子中等教育が 3年から 5年と拡

張され，経過措置として高等普通学校に 2年間の高等予科を設置する。(7) 高等学校，大学の

規定が新設された。

全体を概観すると，朝鮮人に対して「国民タルノ性格ヲ涵養」「国語ヲ普及」(第一次朝鮮教

育令第 5条) することを主眼として，実用・簡易教育を行った従来の学制を改め，教育制度の

「内地延長」を通して，朝鮮人にも内地同等の教育課程を与え，かつ朝鮮内で初等教育から大

学まで完結した構造を作ることが核心であったといえよう。

草案が完成されるや，東京に滞在していた総督・政務総監は早速中央政府との交渉に取りか

かった。1 月 30 日には日本倶楽部で中橋徳五郎文部大臣・南弘次官以下，局長・課長などの

招待会を開催，学制改正に関する相談を行い，総督府案に対する賛意を得たという16)。しかし，

1920 年度新学期からの修業年限延長実施を目標としていたにも拘わらず，期待通りの進捗が

見られない現状に対して，柴田学務局長は焦りを隠せなかった。「若シ来年度実行出来難キ様

ニモ相成候ハヽ，是迄ノ宣言ノ手前如何ニモ不面白ト存候」と，教育制度改正を「文化政治」

の目玉の一つとして宣伝してきた総督府の威信が失墜することを懸念し，「理屈ノ多キ法制局」

の審議を通らせるためには，「総督ノ御声懸テ賜ハる必要可有之候」といい，総督の政治力に

期待を託したが17)，結局年度内の改正は果せなかった。

同年 5月，ようやく斎藤総督が教育令改正のために動き出した。5月 7日，斎藤総督は原首

相と面談した。原日記の「此際朝鮮人の教育を内地人同様になさんとの趣旨なれども詳細の案

人 文 学 報

― 134 ―



文成らず，依て其趣旨を示す丈け勅令になしたしと云ふ事なるも，大体出来居る事ならば此際

全文提出する方枢密院関係に於て得策なり｣18) という記述から，1920 年度からの修学年限延

長の実現を急ぎ，「過渡的」な草案で勅令改正に挑んだものの，法制局を通らず，保留されて

いた状況が窺える。同 13日には柴田局長が枢密院書記官長・二上兵治，枢密顧問官・一木喜

徳郎などを歴訪，教育令改正のために奔走する一方19)，首相の斡旋により，同 15日には総督

と法制局参事官・馬場鍈一との面談が行われたが，結局行き詰まってしまった20)。同 18 日，

総督が総理大臣や法制局長官と会見したことが確認されるが21)，進展を見なかったようである。

1920 年の 5月に朝鮮教育令改正案が頓挫した理由について，もう一つの要因が考えられる。

後日，柴田は，法制局との間で起きた紛議について次のように語っている。

成案前一度法制局で叱られたことがあつた。それは寺内総督時代の教育綱領の大眼目の

一つを外さうと考へたからだ。それは『朝鮮人の教育は，忠良なる日本国民を育成するを

目的とする』と言ふのであつた。此の条文の削除に対し，法制局の某参事官は非常に怒っ

て，私を罵倒したのである。〔……〕その頃拓殖局長官は川村竹治氏，法制局には前長官

黒崎定三君や勧銀総裁の馬場鍈一君外に山本犀蔵君などが参事官をやつておつた。馬場君

などは後に委員に御願ひして完全に諒解して下すつたがね22)。

この回顧は，事件が起った時期を特定するための手がかりが混乱しているため，かなりの注

意を要するが，いったん 1920 年 5月頃の出来事にしておく23)。ここで問題になったのは，第

一次朝鮮教育令第二条の「教育ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ忠良ナル国民ヲ育成スルコト

ヲ本義トス」から「忠良ナル国民ヲ育成」云々の文言を削除したことであった。1920 年 1 月

の改正草案出来前後に作成されたと見られる「朝鮮学制改正案要領」では，既に「忠良ナル国

民」の記述が抜けており，「勅語ノ旨趣」そのものに対しても，「朝鮮人ハ勿論，内地人ノ一部

ニモ時勢ニ適応セサル方針」という非難があり，「今後研究スベキモノ少カラサル」と言いな

がらも，「一視同仁」の聖旨を貫徹する意味として，堅持すべきであると述べている24)。柴田

の回顧通りならば，その後の臨時教育調査委員会を経て，「忠良ナル国民」の削除が諒解を得

て，最終的には「勅語ノ旨趣」までもが削除されることになる。朝鮮人の反感を買う表現を排

除しようとする宥和策として，いったん法制局からは認められた模様であるが，この問題は後

日枢密院審議で紛議する火種の一つになる。

法制局との協議が頓挫して約 1ヶ月半が経過した頃，今度は水野政務総監が中央政府との折

衝に臨んだ。6月 26日東京に着いた水野は，古賀廉造拓殖局長官・馬場法制局参事官などと

面会し，「後日提出之根本法と抵触せさる以上ハ本府提案通り｣25)，つまり普通学校修業年限を

6年と延長 (例外として 4年を認定) する案に合意した。その場に陪席していた伊藤武彦秘書官
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は，たったの 20 分間で話が纏まったことに対して，「狐につまゝれたるが如き感有之候」と驚

きを表現している26)。大物政治家としての水野総監の政治力が大きく力を発揮した場面であっ

た。水野は「是丈けの事なれハ二ヶ月以上も行脳候必要も無之，疾くニ通過致居候事と存候」

と述べているが27)，この書翰の文面から次のような事実が窺える。5月に教育令改正案が行き

詰まった後，朝鮮総督府内では「過渡的」な教育令改正案 (つまり，「根本法」) の通過を断念し

て，まずは普通学校の修業年限延長のみを通過させることとし，後日正式の朝鮮教育令案の作

成・成立を図る方向に転換した。その結果，教育制度の全面的再編ではなく，現行法令の一部

改正になったので，「案外平易ニ法制局長及馬場参事官ハ同意｣28) してくれたのでる。

大原則には合意したものの，臨時議会や枢密院の夏休みなどにより，協議進捗が少し遅れて

しまい29)，10 月 2 日付で閣議に回付，同 15日の閣議決定を経て枢密院に提出されることに

なった。改正案の理由書には「実ハ総督府ハ施政ノ必要上此計画ヲ声明セル関係モアリ諒察ヲ

望ム」といい30)，その政治的背景を理由に速やかな議決を願っている。11 月 3日付で枢密院

で改正案が可決通過，11 月 9 日付で裁可公布されることで，朝鮮教育令改正の第一歩がよう

やく実を結ぶことになった。しかし，新教育令の成立までの道程には，数々の紆余曲折が待ち

構えていた。

2 教育令改正の本格化と植民地政治空間の動向

1 ) 第一回臨時教育調査委員会

修業年限延長の「応急措置」を済ました朝鮮総督府は，早速次ぎの手順に取りかかった。

「根本法」，すなわち朝鮮教育令の全面改正に向けて動き始めたのである。1920 年 12 月 23日

付で改正教育令立案のための「臨時教育調査委員会規程」(大正 9 年朝鮮総督府訓令第 68 号) が

発布され31)，同月 27 日付で委員長・委員・幹事の顔ぶれが発表された32)。規程発布後僅か

3〜4日の間に人選を完了するという，実に素早い対応であった。これについて稲葉継雄は，

「規程公布後疾風迅雷的に委員の委嘱」が行われたという高橋濱吉の記述33)を根拠に，水野の

人脈から委員交渉・委員会構成が素早く行われることができた要因を探っている34)。確かにそ

ういった人脈が功を奏した側面も無視できないと思うが，実はかなり早い段階から教育調査委

員会の構成に関する構想があり，内々には人選も始まっていたのである。

柴田学務局長は 1920 年 1 月の草案作成の時点で，同草案をそのまま政府に回付して法制化

を図るか，または「教育調査会ニ諮リ，所謂国論ヲ統一シテ後法令トスルヲ可トスルヤ」につ

いて考慮が必要であると述べており35)，またほぼ同時期に作成されと見られる「朝鮮学制改正

案要領」にも，内鮮朝野の有識者で構成される教育調査会の設置構想が登場する点からみて36)，

最初から諮問機関の設置が想定されていたことが分かる。また，第一次朝鮮教育令の部分改正
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が合意され，教育制度の全面的な改正がその後の課題となった 1920 年 7 月の時点で，水野総

監は法制局との間で「根本法ハ委員を設け，十分に審議致候上提出」することに同意し，「兼

て御打合致様之顔触れの人々に内交渉致候」と斎藤総督に報告している37)。すなわち，朝鮮総

督府首脳部の間では，教育令改正に伴う諮問機構の組織はもちろん，委員の顔ぶれまでも議論

され，ある程度の合意に達していたことが分かる。朝鮮総督府は，教育令一部改正案の通過を

見込み，教育調査委員会の所要経費 90万円を追加予算に計上していた38)。

また，臨時教育調査会委員の依頼は，同規程が発布される前から始まっていた。守屋秘書官

は 12 月 6日に永田秀次郎・三土忠造・鎌田栄吉をはじめ，同 11 日まで平沼淑郎・江原素六・

姉崎正治などを訪問，委員委嘱の承諾を得ている39)。一方，朝鮮人委員として参加する李完用

も 12 月 15日の政務総監主催の晩餐会で声をかけられるなど40)，「臨時教育調査委員会規程」

発布以前に多くの委員が決定されていたことが確認される41)。

1921 年 1 月 7 日から 10 日まで朝鮮総督府にて開かれた第一回臨時教育調査委員会では，朝

鮮総督府学務局から改正案が提示され，それに対する議論が行われた42)。ここで提示された総

督府案に相当するのが「改正朝鮮教育制度要項」であると思われる43)。

1920 年 1 月の草案と比較してその主な特徴を述べると，次の通りである。(1) 朝鮮人教育

制度が中心となっており，内地人教育 (小学校・中学校・高等女学校) については言及されてい

ない。(2) 教育理念・目標は第一次朝鮮教育令や草案を踏襲して，「教育勅語」と「忠良ナル

国民」が提示されている。(3) 草案では内鮮別学を基本としながらも学校名称を統一したのに

対して，本要項では「普通学校・高等普通学校・女子高等普通学校」など，現行制度に戻して，

朝鮮人学校の教育課程に「朝鮮語及漢文」を加えている。一方，希望者に対して相互入学 (朝

鮮人の日本人学校への入学，または日本人の朝鮮人学校への入学) を許容するとの条項はない。(4)

実業学校・専門学校・大学は共学を方針としている。(5) 草案には高等学校設置が規定されて

いたが，本要項では高等学校を置かないことを明記し，学校系統図で大学予科を設置すること

を記している。(6) 女子の中等教育においても，草案では内地学制との完全統合を原則として

いたことに対し，本要項では女子高等普通学校の修業年限を 4年 (3年に短縮可) と規定してい

る。おそらく，前年 7月の「応急措置」および「根本法」の再検討方針が決まった以後の修正

内容が反映されたものと見てよいであろう。草案が「一視同仁」の理念で教育の制度や内容の

同化を目指し，全面的な「内地延長」を構想したのに対して，本要項は多くの部分を現実化・

具体化したと言える。例えば，草案が内鮮別学を基本としながらも学校名を統一することで，

象徴的な「一視同仁」を具現し，更には将来の完全な内鮮共学実現の第一歩としようとしたの

に対して，要項は内鮮の教育制度・内容の差異を明らかにしていることが分かる。これは，次

節で考察するが，朝鮮人側の「民族教育」要求や，内鮮共学反対論，そして在朝日本人社会の

輿論にも影響されたところが多いと思われる。なお，朝鮮人女子の就学率・進学率など，現実
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的な面を考慮した修正や，高等教育構想の具体化に伴い，高等学校設立から大学予科設置へと

方針を転換したことも注目される。

臨時教育調査委員会は非公開で進行され44)，議事録も残っていないため，具体的な議論内容

については不明であるが，総督府案をめぐって「内地延長主義」と「朝鮮特殊主義」の立場が

様々な形で披瀝された模様である。それは必ずしも民族間，もしくは官民間の対立ではなかっ

た。朝鮮人側からは朝鮮語や朝鮮歴史の教育を強調する意見が出され，日本人委員の中でもこ

れに共鳴する人が少なくなかったという45)。一方，学校名称統一や共学問題については，日本

人側の大多数，そして朝鮮人委員全員が差別撤廃という理由から賛成を表明したが，早稲田大

学学長・平沼淑郎のように，内鮮共学の問題点を指摘する意見もあった46)。「結局事情の許す

限り内鮮の区別を廃すること，国語の普及を計ること，可成共学制を採ることか大体の気分で

あるやうに看取せられた」という守屋の記述から論議の様子が窺える47)。

第一回委員会の結論として以下のような答申事項 4ヶ条が打ち出された。即ち (1)「朝鮮ニ

於ケル教育制度ハ民度事情ノ許ス限リ内地ノ教育制度ニ準拠スルコト」，(2)「朝鮮人ノ教育ニ

関シ特別ノ制度ヲ設クル場合ニ於テモ各制度ノ下ニ内鮮人ヲ教育スルヲ妨ケサルコト」，(3)

「内地ト朝鮮トニ於ケル学校ノ連絡ヲ一層密ニスルコト」，(4)「向学心ヲ尊重シ事情ノ許ス限

リ之応
マ マ

スル施設ヲ為スコト」である48)。特に (1) (2) からは，「朝鮮特殊主義」や内鮮別学を

基調としている朝鮮総督府の原案に対する「内地延長主義」・内鮮共学の立場からの批判が生

み出した緊張が感じられる。

2 ) 教育令改正をめぐる議論

第一回臨時教育委員会をきっかけに，朝鮮人社会では教育機会の拡大，教育機関の充実，朝

鮮語や朝鮮歴史・地理学習の強化，教授用語を朝鮮語とすることなどを主旨とする世論が沸騰

した49)。かかる世論を基にして，京城では朴思稷，張徳秀，金明植など 70余名の有志の発起

で朝鮮教育改善会を組織し，朝鮮全土にわたる活動を展開した50)。また，これとは別に釜山で

も教育改善期成会が組織された51)。各団体は，各地で調査した教育制度・内容全般わたる要望

事項を纏め，第二回臨時教育調査会に陳情書を提出した52)。このような朝鮮人社会の「民族教

育」要求については，第二次朝鮮教育令成立過程における最も重要な論点として取り上げられ，

優れた研究成果も出ているので53)，ここでは割愛しておく。

一方，朝鮮人社会の教育要求に対して，在朝日本人社会は如何なる反応を示していただろう

か。まず，教育機会の拡大，教育機関の充実を要求する声に対しては概ね肯定しながらも，朝

鮮人社会の現状，すなわち経済能力や文化水準の低さから，現実的な効果については否定的な

意見があった。朝鮮人児童の就学率の低さや中途退学者の多さ，納税額や教育費負担額がいま

だに小額にとどまっていることを指摘して，朝鮮人の差別撤廃や平等待遇の要求は無理な注文
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であるとした54)。あるいは，「今後の普通学校や，高等普通学校の先生を一体どうする心算

か｣55) というなど，初等・中等教育の急速な拡張に対して，人員不足や財政上の問題点を指摘

する意見もあった。

内鮮共学に関しては，朝鮮人社会と同じく，概ね否定的な立場であった。特に長年日本人初

等・中等学校の教員を勤め，特別入学した朝鮮人児童を収容・指導した経験のある校長の多数

が，特に初等教育の段階では言語や文化の差もあり，全面共学は時期尚早であるとした。共学

にする場合も一定比率以下を保ち，自然に日本人に同化させる条件にならないとその効果は期

待できないという認識であった56)。

朝鮮人社会の教育要求内容のうち，在朝日本人社会が最も憤り，反感を噴出したのは，言

語・歴史などの「民族教育」への要求であった。日本語による教育を拒否することは，日本へ

の同化，すなわち「国民化」を拒否することで57)，「教授語独立の要求の裡面には甚しき無慈

悲と不遜と頑迷との一大野心の潜在するもの｣58) として，結局は日本に抵抗し，独立を目指す

動向として批判した。なお，教育に対する根本精神を没却して朝鮮人の教育機会・教育機関を

拡張することだけに力を注ぐ朝鮮総督府の態度や，朝鮮人社会の主張に同情・同調する一部教

育調査委員に対しても批判した59)。

このような日本人側の不満と憂慮に対しては，総督府側も充分配慮する必要があった。学務

課長・松村松盛は「若し今後鮮人の教育，内地人より以上に進み，主客転倒の奇観を呈するに

於ては，茲に少からぬ苦悶を感ぜざるを得ざるべし。故に鮮人向学心の昂上に鑒み，内地人も

亦大に教育に重きを置かざるべからず。当局者としても亦鮮人の教育施設拡張と共に内地人に

対する夫れも併行せしめつゝあり」と，在朝日本人社会が感じる疎外感を慰めるような発言を

している60)。

他方，教育調査委員会の委員も，このような内鮮共学問題，教授用語問題については，それ

ぞれ異なる理解と意見を持っていた。中でも朝鮮人側の意見に最も同情的であったのは，第一

回教育調査委員会で李完用の朝鮮語演説を通訳なしで聴き取るほど朝鮮語に堪能なことが話題

になったこともある，早稲田大学学長の平沼淑郎であった61)。彼は，客観的で公正な歴史研

究・編纂を通して朝鮮人児童・生徒に教えることを主張するとともに，明治期の英語共用化論

の失敗例を挙げながら，初等教育から無理に日本語を強制せず，「第二外国語」程度に教育さ

せるべきであると説いている62)。

東京帝国大学教授の姉崎正治も日本語の強制には否定的であった。彼はイギリスのインド支

配における失敗例を挙げて，「朝鮮には朝鮮特有の教育制度を採用」する必要があるといい，

また「米国が黒人に英語を使用せしめたからと云つて，米人と黒人の融合が成り立つものでは

無く，瑞西の如き三種の言語を用ひて居るが，人民は最もよく融和して居る」といって，言語

の一致有無が必ずしも民族融合に関係するものではないこと，「朝鮮語の存置は内鮮融和上に
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は何等障碍とはならない」ことを主張した63)。

その反面，朝鮮人教育の目標を日本への同化におき，内鮮共学を積極的に進めるべきである

とし，日本語教育の重要性を強調する立場もあった。慶應義塾学長・鎌田栄吉は，「内鮮児童

を同一の学校に収容して教育するといふ事に付て，予
ママ

も豫
ママ

の見地より言はしむれば一向差支へ

なし」と語っており64)，内鮮共学に対して積極的な立場を示している。第二次朝鮮教育令成立

後の文章ではあるが，日朝の言語上の類似性を根拠にして内鮮共学・教授用語は問題にならな

いとの主張を披瀝しており65)，共学論および日本語使用が彼の持論であることが確認できる。

ちなみに，鎌田は第二回委員会終了後の帰途，「朝鮮語は滅亡するものだから鮮語は教育に用

ひられぬ」という軽率な発言は吐き，朝鮮人社会の批判を招いたこともある66)。

内鮮共学を積極的に賛成するもう一人の委員は，東北帝国大学・京都帝国大学総長を歴任し

た貴族院議員・澤柳政太郎であった。澤柳は朝鮮教育令の改正を一つの教育的実験として認識

していたようである。つまり，内地制度の画一的な導入ではなく，「内地の教育界が多年苦ん

で解決せざる問題に関しては，朝鮮の教育制度に於て，却て一歩進んだる対案を執り得る」と

期待していた67)。また，彼は朝鮮人に対する朝鮮史の編纂と教育も重視したが，それは「過去

の歴史を理解し得るに至らば朝鮮の当
マ

底
マ

独立し能はざるを自覚すると共に日韓併合の止むなき

を感ずるであらう」と展望したからであった68)。彼の内鮮共学主張の背景には，民族融和や，

一種の「人道主義」の観点があったとも言える69)。

朝鮮総督府側の立場はどうであったか。改正朝鮮教育令立案の担当者の一人である学務課

長・弓削幸太郎は，内鮮共学は「現在の状態では中々困難」であり，「殊に小学校程度では全

く空論」といって，実現可能性を一蹴している70)。また，柴田学務局長は，日本人側の不利益

にもなりうるため，初等・中等学校の全面共学は実施しないと表明するなど71)，総督府は最初

から共学問題に関しては採択しないという一貫した方針を堅持していた。

教授用語として朝鮮語採用の主張に対しては，朝鮮総督府や臨時教育調査委員会の公式的な

立場表明はないが，そもそもあまり考慮の対象にはならなかったと思われる。「国語」として

の日本語による教育が動かせない原則になっていたことは容易に理解できる面である。たとえ

ば，第一次朝鮮教育令が「普通教育ハ〔……〕特ニ国民タルノ性格ヲ涵養シ国語ヲ普及スルコ

トヲ目的トス」(第 5条) を教育目標として掲げていたように，第二次朝鮮教育令でも普通学

校では「国語ヲ習得セシムルコト」(第 3条)，高等普通学校・女子高等普通学校では「国語ニ

熟達セシムルコト」(第 6条・第 8条) を教育の目標として明記するようになることからも，教

授用語問題において譲歩する余地はなかったといえよう。

なお，朝鮮語を教授用語として受け入れられない現実的な問題もあった。まず，第一次臨時

教育調査委員会や，その直後の教科書調査委員会を通して，朝鮮人教育用教科書の範囲を拡張

することが大原則として採択された点である。普通学校用の教科書は従前通り朝鮮総督府作製
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のものを使用するが，その他の諸学校の教科書は朝鮮総督府検定・文部省作製・文部省検定の

ものなど，多元化することになった72)。すなわち，中等・実業教育などでは，内地作製教科書

を使用する可能性が非常に高くなったのである。

さらには，初等・中等学校教員の民族比率という問題もあった。1920 年現在，公立普通学

校には日本人教員が 877 名，朝鮮人教員が 2,165名在職しており (官立普通学校は日本人 11 名，

朝鮮人 5名)，1921 年にはそれぞれ 1,078 名，2,706名 (官立普通学校は日本人 15名，朝鮮人 10 名)

となっている。また，官立高等普通学校の場合，1920 年に日本人 89 名，朝鮮人 23名，1921

年に日本人 124名，朝鮮人 27 名であった73)。つまり，官立・公立の朝鮮人初等教育では 3割

弱，官立の朝鮮人男子中等教育では 8割前後を日本人教員が占めているのが現実であったため，

馬場参事官は「第一，朝鮮語に堪能にして，且学力ある教師を見出す点に於て難事ではあるま

いか」と，教授用語問題について一蹴している74)。

以上で朝鮮教育令改正をめぐる様々な議論について考察してみたが，ここでひとつ指摘して

おきたいのは，朝鮮教育令改正をめぐる朝鮮社会の論争や運動を，単純に日本帝国，もしくは

朝鮮総督府と朝鮮民衆との対立として捉えるべきではなく，その背景として「文化政治」初期

の政治空間で働いていたダイナミズムを前提として議論する必要があるということである。従

来の「武断政治」から一転して宥和政策が施されるや，朝鮮人社会は積極的に権利の伸張・利

益の拡大を求めて動き出した。中には，最も右翼に位置すると言える閔元植率いる国民協会の

参政権請願運動や75)，宋秉畯のような政治工作までもが76)，朝鮮人の政治・社会的差別の撤廃

と権利拡張を訴えていた。また，日本統治そのものに悦服しているわけではないが，開かれた

政治空間を積極的に活用して朝鮮統治に民族的要求を反映し，民族の利益を拡大しようとする

穏健派民族主義者による実力養成論が展開されたのである。

一方，在朝日本人社会は，三・一独立運動の衝撃に次ぎ，「文化政治」初期の融和策の中で

行われる民族間の様々な葛藤を経験するなど，植民者としての生活条件が非常に悪化したと感

じざるを得なかった。更には朝鮮人社会の権利要求の拡大や民族運動の高揚を脅威として認識

した。在朝日本人社会は，総督府に対して，「朝鮮人本位」の政策を改め，日本人本位の政策

へ転換することを訴えたが，朝鮮の政情安定を第一目標とする総督府としては受け入れられる

余地がなかった。総督府の軟弱な融和策を批判してきた日本人社会は，遂に「文化政治の失

敗」を唱えるようになった。ちょうど朝鮮教育令の一部改正が進められていた 1920 年 10 月に

は，「全鮮内地人実業家有志懇話会」が開かれ，総督府の失政を猛攻撃することもあった77)。

ならば，朝鮮総督府の基本認識はどうであったろうか。少し後のことであるが，斎藤総督の

個人参謀として活動していた元京城日報社長の阿部充家が総督に宛てた書翰では，この時期の

朝鮮人の実力養成運動に関する評価と利用の視点がよく表われている。
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目下彼等の輿論となり最も有力な実力養成論に結ひ付け，教育殖産の二大綱目を目標と

なして，自然に独立論など到底行難き途を取るより安全にて行はれ易き此の方面より進む

の得策なる事を自悟開発せしむる様な御方針，此際是非共御確立熱望に堪へず候。78)

これは，1921 年 9 月 15日〜20 日に開催される第一回朝鮮産業調査委員会に際して，実力養

成運動に対応するための積極的な産業政策の樹立を提言した書翰の一句であるが，朝鮮民族運

動対策の二大柱として産業と共に教育問題を掲げているのが確認される。彼自身，総督のブレ

インだけあって，この提言は正に民族主義右派の漸進主義的・妥協的要素を有効に活かして，

彼等のエネルギーを統治権力側に有利な方向へ誘導しようとする「文化政治」初期の対朝鮮民

族運動の戦略と一致しているのである79)。あくまでも植民地支配戦略としての限界を持つもの

の，朝鮮民族運動勢力の一部を体制内に引き込むためには，支配ブロック内部にあるナイーブ

でイデオロギー的な「同化主義」や，人種的蔑視に基づいた差別論を排撃する一方，朝鮮人社

会の利害と要求を適切に押さえながらも，ある程度取り入れなければならなかったということ

は指摘しておきたい。そういう意味では，朝鮮教育令の成立過程そのものが，「文化政治」初

期の植民地朝鮮の政治空間の力学をよく表している一例とも言えるであろう。

3 ) 第二回臨時教育調査会

第二回臨時教育調査委員会は，3月初旬に東京で開催される予定であったが80)，「東京側委

員は京城に於て実地を見聞し，諸問題を協議するを有益なりとの意見」があったため，5月京

城で開催することに変更され81)，同年 5月 2日から 5日まで開かれた。朝鮮総督府学務局から，

前回の答申に基づいた具体案が提示され，審議が行われた82)。委員会に出席した守屋は，会議

の様子を「原案大部議論かある様であるが，併し結局まとまることゝ思ふ」と記している83)。

会議三日目の 5月 4日には，「議論はあつたが大体原案を可決」した後，午後 3時をもって休

会，芳春館に席を移して「朝鮮の有志の意見を聞くことになつた」という84)。この突然の会合

について，総督府が朝鮮人陳情代表者たちに対して理解を求め，彼等を説得するためのもので

あったという解釈もあるが85)，全く逆の視点から見ることもできる。つまり，説得の対象は

「朝鮮の有志」ではなく，頑強な「内地延長」の立場に立っている委員たち (拓殖局・法制局の

参事官を含む) ではなかったろうか。彼等に対して朝鮮の「特殊事情」を理解させ，圧力をか

ける手段として，朝鮮人社会の運動を利用したという解釈も可能であろう。もし，総督府側が

朝鮮人社会の意見に耳を傾けること，あるいは彼等を説得することがこの会合の目的であった

とすれば，自ら進んで言論報道を促したはずである。しかし管見の限り，『京城日報』・『毎日

申報』などの御用紙と朝鮮人・日本人の民間新聞を問わず，当時朝鮮内で発行された新聞は，

朝鮮人団体の陳情書全文を紙面に掲載したり，彼等の陳情活動を報道したりしながらも，この
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会合については一言も言及していない86)。また，「臨時教育調査委員会」の日誌にもかかる事

実は言及されていないことから，同会合は外部に公表しない方針を取っていたと思われる。

いずれにせよ，第二回委員会に際しての朝鮮人教育改善団体の積極的な活動が，「朝鮮特殊

主義」や内鮮別学の基調に立っている朝鮮総督府の原案に追い風として作用したと見られる。

当日の朝鮮有志者との会合は，更にその效果を増す契機になったであろう。ホスト側の朝鮮総

督府学務局が，このような效果を狙って用意したプログラムであった可能性もある。委員会最

終日の 5日，概ねの方針が決定されていたため，「字句の修正だけで学務局提出案を可決」し

て，会議は 10 分で終了した87)。

この決議事項が「朝鮮教育制度要項」として，後日朝鮮総督府が提出する勅令案の基本を成

した。前述の「内地延長主義」と「朝鮮特殊主義」の論点からみると，概ね朝鮮総督府側の原

案に近い形である。内鮮共学の主張を一部取り入れて「実業学校，師範学校，専門学校，大学

予科及大学ニ於テハ内鮮人ノ共学ヲ行フ」ことが決定され，「小学校，中学校及高等女学校ニ

ハ希望ニ依リ朝鮮人ヲ入学スルコトヲ得シム。普通学校，高等普通学校及女子高等普通学校ニ

内地人ヲ入学セシメ得ルコト亦同シ」という項目が設けられて，初等・中等教育における部分

的な内鮮共学の道を開くこととなった。また，朝鮮人側の民族教育の要求に対応したような，

普通学校・高等普通学校・女子高等普通学校・実業学校・師範学校 (演習科) での朝鮮語及漢

文教育，そして実業学校を除いた上記学校では「歴史及地理ニ於テハ特ニ朝鮮ニ関スル事項ヲ

詳ナラシム」ことを明記した。「内地人ノ教育ハ内地ノ制度ニ依リテ行フモ特ニ随意科目トシ

テ朝鮮語ヲ加フルノ途ヲ開ク」という記載もあって目を引く (ただし，教育課程や用語問題は朝

鮮教育令の規定事項ではなく，府令で定められる)88)。守屋は，「これで教育上の懸案も片ついた訳

である｣89) と安堵したが，実はその後の道程には更なる難関が待ち構えていたのである。

3 朝鮮教育令をめぐる中央政府と総督府の葛藤

当時，法制局参事官・松村真一郎と枢密顧問官・倉富勇三郎が交わした会話の内容からは，

どのような朝鮮認識の持ち主たちが，その後の朝鮮教育令勅令案審議に関わっていくのかが窺

える。

松村，朝鮮教育のことに付ても自分 (松村) は朝鮮人の知識を進めたらは統治上却て悪

結果を生するならんと思ひ，漸を逐ふて之を進むることを説きたるも，水野錬太郎か政策

に容喙すへからすと云ひたりと云ふ。予，予も其点は同感なり。先年来朝鮮人の富を増し

たるか，其富は日本に反抗する資本と為れり。知識も必す其通りにて，日本に反抗する手

段に実用することゝなるへしと云ふ。90)
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この会話では，必ずしも内地の中央政府首脳者の総てが「内地延長主義」や「文化政治」に

同意していたわけではなかったこと，特に教育を含む被植民者の実力養成に対して，当時の在

朝日本人社会と同じような認識を持ち，警戒感を露わにしていたことが分かる。また，水野錬

太郎の政治力でかかる反対論を押し切り，所期の政策を推進していくことが出来た一面も垣間

見えて興味深い。

上記の引用文がまるで朝鮮教育令改正案のその後の運命を予告していたかのように，改正案

が内閣に提出されるまでの過程は決して順調なものではなかった。成案の内閣提出直前まで，

朝鮮総督府の勅令案は拓殖局・法制局で漂流した。柴田局長は，後日「共学問題では某氏が或

点に大反対で，何としてもきかず，法制局，拓殖局の参事官十名内外の前で議論させられたよ。

〔……〕結局意見の相違だが，譲歩は出来ぬと言つて頑張つたよ。〔……〕原さんの凶変後間も

なく総督府の主張が容れられた｣91) と回顧している。表現が紛らわしいが，拓殖局が反対した

のは「共学」そのものではなく，朝鮮側が提出した「共学」制度，すなわち初等・中等は別学

を基本とする案に対して，もっと積極的な内鮮共学制度を進めることを要求したと理解した方

が妥当であろう。柴田は，「拓殖の方では共学方針を取るのならば，一層の事小学校より断然

共学主義を取つた方が善いでは無いかと云ふやうな意見」であるが，これは拓殖局長官の交替

のため，今までの議論の上で朝鮮の特殊事情を理解する人がいなくなったからであると説明し

ている92)。

今度も紛議の解決に際しては水野総監の政治力が発揮された。東京滞在中の水野は裏面でね

まわしを行い，その結果を 11 月 16日付の書翰で「教育令之事ハ川村〔竹治拓殖局〕長官ニ話

し候処，大体承知し，其侭ニ提出致旨申居候｣93) と報告，漸く拓殖局との意見調整が完了した

ことを知らせている。原敬首相が暗殺された 11 月 4日に東京に到着した斎藤総督と守屋秘書

官は，同月 24日に拓殖局・法制局をまわり，「教育令の審議に関して依頼」をしているので，

この前後に総督府作成の勅令案が内閣へ正式に提出されたと思われる94)。

すべての調整が済んだかのように見えた朝鮮教育令は，同月 28 日から同案が法制局の審議

に入ったところ，またもや難航することになった。台湾総督府から提出された台湾教育令改正

案では，「内地延長主義」が反映された中等教育における内台共学，高等学校設置の制度が設

けられていたからである95)。

実は，朝鮮総督府と台湾総督府，いずれも新教育令準備過程から互いを意識して，制度上の

統一を図るべきとの認識はあったようである。かつて朝鮮教育令の一部改正方針が決まった時

点で水野総監は「台湾も朝鮮教育令の改正なる以上ハ之と同一基調ニ在る必要ありと申居候ニ

付，台湾との関係上，多少之議論も可有之かと相考へ候」と語っており96)，台湾総督府側も，

台湾教育令の改正作業が始動した時点から，長官・部局長会議で「台湾教育令と朝鮮教育令の

改正案調和の可否およびその方法〔原文は漢文〕」について協議を行っている97)。しかし，両
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総督府間に直接調整が行われた事実を示す史料は見当たらず，実際にはそれぞれの事情により

改正教育令を作成・提出した結果，法制局審議の段階で問題として表面化したと思われる。

斎藤総督は，今回も首脳部との直談判を通して問題の政治的解決策を図った。12 月 2 日，

斎藤総督は首相官邸を訪問，新任総理の高橋是清と共に法制局参事官・馬場鍈一，内閣書記官

兼法制局参事官・下条康麿と会談を行なった98)。おそらく，この会談で法制局の諒解を得た模

様で99)，同月 5日には閣議決定を経て 100)，同月 9日には枢密院に諮詢される運びとなった 101)。

12 月 14日から 28 日まで，枢密院委員会で行なわれた台湾教育令との統合審議でも，様々

な議論が行なわれた。特に問題になったのは，(1) 第一次朝鮮教育令における「忠良ナル国

民」云々の教育目標の削除，(2) 中等教育における内鮮共学問題，(3) 高等学校を設置せず，

大学予科を設置する問題であった。朝鮮総督府側は，このような問題について，朝鮮の特殊事

情を根拠として枢密院側の理解を求めている。

(1) については，「教育勅語ノ趣旨ハ学校ニ於テ主要ノ目的トスル徳育ノ本義ニシテ内地ノ

教育勅令中ニモ之ヲ掲載セラレサルノミナラス斯ノ如キ条項ヲ本令ニ存置スルトキハ往々朝鮮

人ノ反感ヲ買ヒ却テ統治ニ不利ヲ来ス虞アルカ故」であると弁明した 102)。台湾も朝鮮側の改正

案とほぼ同じ理由で削除が認められた 103)。これは既に枢密院提出前の政府案でも確定されてい

たものなので，法制局で事前に調整されていたものと見られる。

(2) の内鮮共学問題について，朝鮮総督府は下記のような理由を挙げている。① ｢内鮮人ノ

頭ハ今ノ処大ニ異ル」，②内地人・朝鮮人ともに共学には反対，③国語力の相違，④内地人

の入学に支障，⑤内地人の学力低下，⑥朝鮮人には高等女学校制度が不適切，⑦共学の成功

確信なく実行するのは冒険であるとの意見であった 104)。一方，台湾側は中等教育に共学制度を

採択した理由について，次のような理由を挙げている。①教育上の差別撤廃，内台融和を促

進，②内台人生徒間の相互理解を深め，思想態度を善導する，③学校設立に関して地方団体

の協議会で起こりうる紛議を防止する，④内台別学による経費を節約できる，とのことで

あった 105)。

(3) の高等学校を設置しない理由としては，①朝鮮の状況ではこの程度の高等普通教育を

要求する域に達していない，②卒業者の前途不安，③内地から朝鮮の高校に入学して，内地

の大学に進学するものに利用され，またはその卒業者の大部分が内地の大学に進学する虞があ

り，④内鮮共学問題，⑤大学教育を整備するため，予科設置が妥当であると説明している 106)。

朝鮮総督府側が高等学校を設置せず，大学予科に執着した最大の理由は，やなり上記③では

ないかと思われる。曽て小松原英太郎が水野錬太郎に「各種ノ実業教育学校ヲ設ケ，之ヲ凡ソ

専門学校程度トナシ，鮮人ノ教育ハ朝鮮ニ於而完結シ，卒業ノ上ハ各自各方面ノ生業ニ就キ得

ル様」施設整備することを助言したこともある 107)。まさに朝鮮人青年の内地留学を押さえるた

めには，朝鮮内での初等から高等教育までの課程を完結する制度が必要であり，そうして設置
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された大学に朝鮮人学生を安定的に進学させるためには，内地から流入する高校卒業生を遮断

する必要があったであろう。柴田学務局長は予科設置の理由について，「高等学校の制に依る

ときは内地より入学志願者の殺到に依り朝鮮在住者の入学難を来し朝鮮に大学を設置する趣旨

を完ふすることが難かしくなる虞れがあるから」と明かしている 108)。朝鮮教育令の裁可後，あ

る総督府関係者は新教育令実施による影響を予想しながら，学校の連絡円滑化により朝鮮人内

地留学生が漸増する可能性もあり，朝鮮の高等教育機関設置によって漸減する可能性もあると

しながら，「新設さる大学が内地同様のものである以上，経費といふ点から見て，又学力とい

ふ点から云つても，内地留学生は漸減するであらう」と希望的展望を漏らしたことも同じ脈絡

での発言であろう 109)。

(2) (3) の問題について，朝鮮側と台湾側がそれぞれの理由を挙げているが，どちらも朝鮮，

もしくは台湾のみに適用される事情としては認められないようなものが多い。たとえば，台湾

側が掲げた内台共学の利点は，そのまま朝鮮にも適用できるものであり，朝鮮側が高等学校を

設置しない理由というのは，台湾の状況にも当てはまる訳である。このような差異を生み出し

た原因は，はやり朝鮮と台湾の統治権力が直面していた条件の差異から探るべきではなかろう

か。つまり，朝鮮人社会における教育機会の拡大や「民族教育」に対する要求を取り入れるた

めには，初等・中等教育における内鮮別学の枠を維持せざるを得なかったと思われる。朝鮮人

社会の根強い抵抗ナショナリズムに直面している朝鮮総督府としては，「一視同仁」や「同化」

の理念を適用した，教育制度上の「内地延長」よりは，彼等の利害・要求を満たすことで「融

和」を図っていかざるを得なかったと解釈される。また，朝鮮総督府の「文化政治」，特に宥

和政策の軟弱さ，「朝鮮人本位」を批判していた在朝日本人の不満や憂慮をも考慮する必要が

あったであろう。

いずれにせよ，上記のような説明をもって，枢密院委員会は朝鮮・台湾両総督府から提出さ

れた改正案に対して，内地人・朝鮮人・台湾人などの用語を「国語ヲ常用スル者」，「国語ヲ常

用セサル者」と改めるなどの修正を加えるのみで，ほとんど原案のまま承認し，翌年 1 月 15

日付で本会議に審査報告書を提出した。同月 25日，枢密院会議はこれを可決通過，第二次朝

鮮教育令 (大正 11 年勅令第 19 号) が成立するに至った。

お わ り に

｢文化政治」の目玉政策の一つとして推進された，朝鮮教育令を含む教育制度の改編は，

三・一独立運動後の植民地統治の再編の一環として行われた。ただし，その方向性や具体的な

実行要項をめぐって様々な主張と要求が錯綜し，対立や葛藤を露呈した。

その成立過程は帝国本国から植民地へ，統治権力から被支配民族へといった一方向の作用で
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はなく，また「内地延長主義」や「同化主義」の単純な適用でもなかった。植民地居住者の内

部では，朝鮮人と在朝日本人が異なる利害関係や立場に基づいて新しい教育制度への再編に影

響力を及ぼそうとした。なお，朝鮮人内部でも対日協力者と民族主義者の根本的な対立が存在

したが，場合によっては一致した主張をすることもあった。

一方，朝鮮人の政治・社会的エネルギーを体制内に包摂することで朝鮮統治の安定化を図ろ

うとした朝鮮総督府は，教育令改正過程においても，一面で朝鮮人社会の要求を抑えながらも，

他方で受け入れて政策に反映するなど，柔軟な態度を取った。このような朝鮮総督府の姿勢は，

在朝日本人社会の総督府に対する不満要因になることもあったが，これこそ「文化政治」初期

における植民地朝鮮の政治空間が持つひとつの特徴ともいえるであろう。

朝鮮総督府によって推進された教育制度改正は，拓殖局・法制局・枢密院などの中央政府と

の間で頻繁に衝突を起こした。朝鮮の「特殊事情」に基づいた朝鮮側の案に対して，原則と名

分を重視する本国政府は異見示した。その度に問題解決の決め手になったのは，実務官僚によ

る政策そのものの調整ではなく，朝鮮総督や政務総監などの朝鮮総督府首脳部と，首相・拓殖

局長官・法制局長官などのトップ同士の話し合いと諒解といった「政治的」解法であった。そ

れによって，植民地の現実を反映した朝鮮総督府の教育令改正案は，「内地延長主義」や帝国

法制全体の一貫性 (特に台湾教育令との歩調) といった原則を掲げる中央政府の反対を押し切り，

原案を大きく崩すことなく成立するようになったのである。

本稿では今まで教育政策関係の研究で利用されてこなかった政治関係の史料を積極的に活用

して，具体的な政策の作成・変化や，法制化を推進する過程での対立と解決を中心とした政治

過程を詳細に描き出すことを試みた。特に朝鮮総督府と中央政府間の葛藤と交渉，妥結の過程

を，朝鮮総督府首脳部や実務官僚の動向を逐一追うことにより検証しようとした。その結果，

これまでの研究では明らかにならなかった朝鮮教育令成立過程の諸相をある程度究明すること

が出来たと思われる。また，先行研究で厳密な史料批判を欠いて利用されてきたものを含め，

法令作成過程で生産された数種の文書の作成時期を比定するなどの検討を行ったが，これによ

り朝鮮教育令成立過程を検討する際の基本史料に対する理解が進み，ひいては今後の関連研究

に少しでも資するところがあるとすれば幸甚である。

一方，本稿が教育制度を取り上げるものでありながら，教育史全般に関する筆者の理解不足

による誤謬や，考察の限界がある可能性は否めないであろう。また，本稿の手法からして，細

部に執着したあまり，歴史としての大きい絵を描くことが出来なかった面もあったであろう。

これらを今後の課題にしておきたい。
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付録：史料の検討

〈表 1〉は朝鮮教育令の立案から通過に至るまで作成・修正された勅令案および要項を整理

し，作成時期を比定したものである。また〈表 2〉は，これらの文書に表われている主な内容

を中心にその変遷過程を整理したものである。以下，各史料について検討していきたい。

A・B・Cはいずれも学習院大学東洋文化研究所・友邦文庫所蔵史料である。この三つの史

料は，ともに ①元の史料にケント紙の表紙が付けられており，それぞれ「大正九年十月/朝

鮮学制改正要領/朝鮮總
ママ

督府学務局」(A)，「大正九年十月/朝鮮教育令改正案/朝鮮總
ママ

督府」

(B)，「大正九年十月/朝鮮教育制度改正要領項/朝鮮総督府」(C) とサインペンで書かれてい

る。表紙の紙，筆記具，そして書かれた文字 (新字体) からして，少なくとも戦後，具体的に
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表 1

文書名 所蔵・所収 形態 作成時期〔推定〕 備考

A
｢朝鮮学制改正案要

領」

友邦文庫 373-9 (＊守屋資料

三号)

『史料集成』第 16巻所収 (⑨)

手書き，カーボ

ン複写，朝鮮総

督府罫紙

〔1920 年 1 月前後〕

1920 年 5 月，朝鮮教育令

改正を図った際，法制局

と紛議

B ｢朝鮮教育令改正案」

友邦文庫 328-19 (＊守屋資料

二号)

『史料集成』第 16巻所収 (⑩)

活版 〔1920 年 1 月 25日〕
全文 14 条。最初に作成

された教育令改正案

C
｢朝鮮教育制度改正

要項」

友邦文庫 373-10 (＊守屋資料

一号)

『史料集成』第 16巻所収 (⑪)

活版 〔1920 年 1 月 25日〕
最初に作成された教育令

改正要項

D
｢改正朝鮮教育制度

要項」
江原素六文書 P-c/35 活版

〔1920 年 7 月〜1921

年 1 月〕

第一回教育調査委員会に

て配布

E ｢朝鮮教育令案」 斎藤実文書 76-12 手書き，謄写 1921 年 11 月 21 日

全文 30 条。「法制局へ回

附ノ原案」，法制局での

追加・改正内容部分の書

き込みあり

F ｢朝鮮教育令」
公文類聚 (アジア歴史資料セ

ンター・A01200503400)

タイプ，手書き

で修正・加筆，

内閣罫紙

〔1921 年 11 月 29 日

閣議提出以前〕

全文 32 条。法制局で修

正内容 (追加・修正の書

き込み) が反映された閣

議提出案

G ｢朝鮮教育令案」

斎藤実文書 76-13

『史料集成』第 6巻所収 (⑫)，

『斎藤実文書』第 5巻所収

活版
〔1921 年 12 月 5 日

閣議決定以前〕

全文 32 条。枢密院提出

案，表紙に斎藤実の自筆

で「最後」の書き込みあ

り。枢密院での修正内容

の書き込みあり。公文類

聚 (アジア歴史資料セン

ター・A03033132200) と

同一内容。

H
｢朝鮮教育制度改正

要項」
斎藤実文書 76-16 手書き，謄写 1921 年 12 月 6日

枢密院提出案に基づいた

改正要項

I

｢朝鮮教育令改正ノ

要旨及朝鮮教育ノ

現状」

斎藤実文書 76-18
手書き，朝鮮総

督府罫紙
〔1921 年 12 月〕

枢密院委員会での説明用

(読み上げ原稿)

※「所蔵・所収」欄に記載された復刻版の書誌事項：渡部学・阿部洋編『日本植民地教育政策史料集成 (朝鮮編)』第 16

巻 (龍渓書舎，1987 年。表では『史料集成』第 16巻と略す。○で囲んだ数字は復刻版の資料番号)。『斎藤実文書』第

5巻 (高麗書林，1990 年)。



は友邦文庫収集・整理の過程で付けられたと見られる。②原表紙の裏面には篆書で「財団法

人友邦協会所蔵之印」と記した丸形の蔵書印が押されている。③史料の原表紙にはそれぞれ

「守屋資料三号」(A)，「守屋資料二号」(B)，「守屋資料一号」(C) と，濃紺の万年筆 (もしく

はペン) による書き込みがある。なお，同史料は近藤釼一編『朝鮮関係文献・資料総目録 2：

自昭和 36 年 9 月至昭和 47 年 10 月受入登録分』(友邦協会，1972 年) に登載され，それぞれ

「373/73Mo. 3」(A)，「373/73Mo. 2」(B)，「373/73Mo. 1」(C) と連続する請求番号が付けら

れている。史料の作成年代については，B・Cが「大 9．10」とあることに対して，Aは「大

9．―」と記載されている 110)。

つまり，この 3 点の史料は，おそらく守屋栄夫が持っていたもので，1961 年 9 月から 1972

年 10 月の間に友邦協会に寄贈され，整理過程で表紙が付けられたと理解して間違いないであ

ろう。よって，表紙の年月表記は原資料のものではなく，後から推定されて記されたものと見

てよい。おそらく，第一次朝鮮教育令の一部改正案が閣議提出・決定・枢密院回付されたのが

1920 年 10 月のことなので，年代推定・記載の根拠になったと思われるが，本稿でも述べてい

るように，同改正で政府に提出されたのは修学年限延長の簡略な「応急措置」の案件であり，

同史料のような内容ではない。結局，史料の受入・整理過程で，友邦協会関係者が昔の記憶に

依存して，不正確な事実を書いた可能性が極めて高い。

このような史料収集・整理段階における不必要かつ不正確な細工が，その後の利用者には多
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表 2 朝鮮教育令案・要項の内容変遷

教育の目的
学校

名称
内鮮共学

朝鮮語・

朝鮮史教育

高等学校・

大学予科
師範学校

女子普通学校

修業年限

A 教育勅語 統一

小学校，中学校，高等女

学校，師範学校は別学，

希望者に対しては交差入

学を許可。

朝鮮人小学校，中

学校，高等女学校

では朝鮮語及漢文

高等学校 新設，内鮮別学 ―

B
教育勅語，忠

良なる国民
統一 ― ― 高等学校 ― ―

C 教育勅語 統一

小学校，中学校，高等女

学校は別学。専門学校，

高等学校，大学は共学。

朝鮮人普通教育

〔初等〜中等〕で

は朝鮮語及漢文

高等学校 新設 ―

D
教育勅語，忠

良なる国民
区別

実業学校，専門学校，大学は

共学可 (内地人入学許可)

普通学校，高等宇

通学校，女子高等

普通学校，実業学

校，師範学校では

朝鮮後及漢文

高等学校は置か

ず (学 校 系 統

図，大学予科)

普通学校教員養成
4 年 (3 年に

短縮可)

E ― 区別

普通学校，高等普通学校，

女子高等普通学校は別学。

希望者に対しては相互入

学を許可。実業教育，専門

教育，大学予備・大学教育

は共学。

― 大学予科

小学校・普通学校

教員養成。本科，

特科

4年

F〜I ― 区別 同上 ― 大学予科

小学校・普通学校

教 員 養 成。第 一

部，第 二 部，普 通

科，演習科，特科

4年



大な誤解と困難を招くことになった。その代表的な事例が，渡部学・阿部洋編『日本植民地教

育政策史料集成 (朝鮮編)』第 16巻 (龍渓書舎，1987 年) への収録である。同資料集の編者は，

後から付けられた表紙は復刻から除外しながらも，そこに書かれている書誌事項に根拠して，

資料集第 16巻の目次および別巻の阿部洋編『日本植民地教育政策史料集成 (朝鮮編)：総目

次・解題・索引』(龍渓書舎，1991 年) にも「大正 9 年」と記した。ただし，C だけは，第 16

巻の目次に「大正 8 年」と記しているが，『総目録・改題・索引』には「大正 9 年」となって

おり，さらなる混乱を招いている 111)。本稿で取り上げる第二次朝鮮教育令に関連する多くの研

究も同資料集を一次資料として利用しているものが多く，間違った情報に基づいた研究成果に

なりかねない危険性があり，「三次災害」が起る可能性もある。

なお，同『総目録・解題・索引』には，「大正 9 年 10 月」という作成時期情報に基づき，

A〜Cの資料解説を行っている。Aについては「斎藤新総督が着任早々学務局に命じて作成さ

せた教育制度全般に関する改革案｣ 112)，つまり 1919 年下半期に作成されたものとして推定して

いる。そのような理解があったため，資料集第 16巻においては編者の推察による「1919 年」，

『総目録・改題・索引』には史料表紙の記載通り「1920 年」とする年代表記の不一致が生じた

と見られる。内容から見て，Aに比べ B・Cの方が更に具体化されているため，Aが B・Cの

基になったということには同意できるが，「1919 年」と特定できる端緒がないため，本稿では

年代特定を留保して「1920 年 1 月前後」とする。B・Cについては，Aを基にして作成され，

「ともに大正 10 (1921) 年 1 月に開かれた臨時教育調査委員会第一回委員会に参考案として提

出された｣ 113) と述べているが，そのような推測には，おそらく後から付けられたと見られる原

資料表紙の「大正九年十月」の記載が大きく作用したであろう。何より，B・Cの内容と第一

回委員会の説明要旨 (後述) とはかなりの差異があり，本稿では B・Cを 1920 年 1 月作成の

草案と見ている。

Dは沼津市明治史料館所蔵・江原素六関係文書に所収されているものである。表紙の隅に

筆記体の¦Eharaªという署名が鉛筆で書かれているので，臨時教育調査委員会で会議資料と

して配付されたものと見られる 114)。日付，または作成時期が特定できる記述が見当たらないた

め，第 1回と第 2回委員会のうち，いつ配布されたものなのかは確定できないが，下記のよう

な理由から，本稿では第 1回委員回の席上で使用されたものと推定する。①第 1回委員回日

誌には，第 1 日目に学務局長より「参考として大要左の案を提出」されたとして，12項目が

記されており，本史料には 13項目 (13項目目は「日誌」にはない「経過法」に関する内容) となっ

ている。すべての項目の内容が一致してはいないが，述べられている内容の順序は概ね一致す

る。「日誌」の記録が各項目の見出しであるとすれば，本史料はそれにもう少し詳しい箇条書

きが加えられているものとも言える。②委員として出席した大蔵相参事官・三土忠造は第 1

回委員回終了後，新聞の取材に対して，「参考書類として朝鮮の学制の系統を大体印刷したも
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のを配布せられたが，これは単に参考に資したもので〔……〕｣ 115) と会議の様子を語っている。

本史料の 6頁には「学校系統図」というものが載っており，朝鮮人児童・生徒の進学経路を想

定した各学校の在学年限などが記されている。③第 2回委員回では，本文で述べた通り，第 1

回委員回の議論内容を踏まえて総督府が作成・提出した案に対し，2ヶ所の文言修正を加える

ことで議事を終了，答申を出している。本史料を基にして，たった 4日間の会議 (しかも，実

際に議事に取り組んだのは 1 日目の午後，2 日目，3日目の午前〜昼間に過ぎない) で，第 2回委員会

の要項を作り出すことは，事実上無理があると思われる。また，同要項の順番や項目の数は，

本史料とは相当差異がある。

E・G・H・Iはいずれも国立国会図書館憲政資料室・斎藤実関係文書 (書類の部) 所収の史

料である。「E →法制局修正→ F →閣議通過→ G →枢密院会議で審議→ H→裁可」の順で作

成・修正されたものと見られる。E・Hには作成年代記載があるので，検討を要せず，F・G

は，審議の流れとしてある範囲内での時期推定が可能である。Iは，その内容からして，斎藤

実総督が枢密院審議に持参するための説明資料，具体的には読み上げ原稿と見られる。ペンで

書かれた原案に，斎藤自身が毛筆で修正・加筆を施している。本文第一段落は「昨年教育令ノ

一部改正ニ際シ本委員会ニ於テ陳述セル所ナリ〔下線は筆者〕」という文章で終っているが，

「本委員会」云々から枢密院委員会での説明用であることが推測できる。また引用文の，下線

部が「致シタル所デアリマス」と修正されるなど，すべての文章が敬語の話し言葉に修正され

ている点から読み上げ原稿として用意されたことが分かる。

注

1 ) 水野錬太郎「朝鮮教育令公布に際して」『朝鮮』第 85号 (1922 年 3月) 5頁。

2 ) 朝鮮行政編輯総局『朝鮮統治秘話』(帝国地方行政学会朝鮮本部，1937 年) 271頁。

3 ) 弘谷多喜夫・広川淑子・鈴木朝英「台湾・朝鮮における第二次教育令による教育体系の成立過

程」『教育学研究』第 39 巻第 1 号 (1972 年 3 月)。広川淑子「第二次朝鮮教育令の成立過程」

『北海道大学教育学部紀要』第 30 号 (1977 年 10 月)。久保義三『天皇制国家の教育政策：その

形成過程と枢密院』(勁草書房，1979 年)。姜明淑「日帝時代 第 2 次朝鮮教育令改正過程研究」

『韓国教育思想』第 23巻第 3号。稲葉継雄『朝鮮植民地教育政策史の再検討』(九州大学出版会，

2010 年) など。

4 ) 鈴木敬夫『朝鮮植民地統治法の研究：治安法下の皇民化教育』(北海道大学図書刊行会，1989

年)。権泰億「1920・30 年代 日帝의 同化政策論」『韓国 近代社会와 文化』Ⅲ (서울대학교출

판부，2007 年)。

5 ) 呉成哲『植民地初等教育의 形成』(教育科学社，2000 年)。鄭昞旭「3. 1 運動과 学力主義의

制度化」朴憲虎・柳浚弼編『1919 年 3月 1日에 묻다』(成均館大学校出版部，2009 年)。

6 ) 原奎一郎編『原敬日記』第 5巻 (福村出版，1965年) 84頁 (1919 年 4月 9日条)。
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7 ) 原敬「朝鮮統治私見」(1919 年) 国立国会図書館憲政資料室所蔵・「斉藤実関係文書」(以下，

「斉藤文書」と略す) 104-13 (高麗書林復刻版，第 13巻，76〜79頁)。

8 ) ｢総督訓示」『京城日報』1919 年 9 月 4日付 (3日夕刊)。

9 ) ｢教育上の差別撤廃/斎藤総督談」『京城日報』1919 年 11 月 13日付。

10) ｢朝鮮学制改正/朝鮮人教育の刷新/柴田総督府学務局長談」『京城日報』1919 年 11 月 16日付

(15日夕刊)。

11) 柴田善三郎 (談)「斎藤子爵の思ひ出」財団法人斎藤子爵記念会編『斎藤実伝』第 4巻 (財団

法人斎藤子爵記念会，1942 年) 267〜268頁。

12) 柴田善三郎より守屋栄夫宛書翰 (〔1919 年〕1 月 25日) 国文学資料館所蔵「守屋栄夫関係文

書」(以下，「守屋文書」と略す) 83-10-12。

13) 柴田善三郎より守屋栄夫宛書翰 (1920 年 2 月 22 日)「守屋文書」81-635。

14) ｢朝鮮教育令改正案」(1920 年 10 月〔1920 年 1 月〕) 学習院大学東洋文化研究所・「友邦文庫」

(以下，「友邦文庫」と略す) 328-19。ただし，資料表紙および目録の日付は信頼しがたい点が多

く，筆者は同文書を 1920 年 1 月作成のものと推定している。同史料の書誌事項や作成時期推定

の詳細は文末の付録を参照。

15) ｢朝鮮教育制度改正要項」(1920 年 10 月〔1920 年 1 月〕)「友邦文庫」373-10。前注同様，詳細

は文末の付録を参照。

16) ｢総督総監文相等を招待」『京城日報』1920 年 2 月 1 日付。国文学資料館所蔵・「守屋栄夫日

記」(以下，「守屋日記」と略す) 1920 年 1 月 30 日条。国立国会図書館憲政資料室所蔵・「斎藤

実日記」(以下，「斎藤日記」と略す) 1920 年 1 月 30 日条。

17) 柴田善三郎より守屋栄夫宛書翰 (1920 年 3月 14日)「守屋文書」81-644。

18) 『原敬日記』第 5巻，236頁 (1920 年 5月 7日条)。

19) ｢守屋日記」1920 年 5月 14日条。

20) ｢守屋日記」1920 年 5月 15日条。

21) ｢斎藤日記」1920 年 5月 18 日条。ただし，「斎藤日記」には首相官邸での会見事実のみが記録

されており，会話の内容は不明である。

22) 前掲『朝鮮統治秘話』271頁。

23) 時期を特定する際，相矛盾する手がかりとは下記のようなものである。①川村竹治の拓殖局

長官在任期間 (1921 年 5月 27 日〜1922 年 6月 14日) を基準とするならば，この事件は第二回

臨時教育調査会 (1921 年 5月 2 日〜5日) の終了後，最終案が拓殖局と法制局に回付 (1921 年

11 月中旬以後) されるまでの期間中に起ったことになる。②しかし，焦点を馬場鍈一参事官に

当てた場合，「後に委員に御願ひして完全に諒解」云々の記述から，馬場の臨時教育調査会への

参加を指していることになり，事件が起ったのは，草案作成 (1920 年 1 月) から臨時教育調査

委員会構成 (1920 年 12 月) までの間になる。この①と②の陳述は明確に矛盾しているため，十

数年が経過した 1937 年時点での柴田の記憶が混乱しているか，それとも (すぐ後に川村長官の

拓殖局との悶着が話題として登場するため) 口述を文章化する過程で錯誤が発生したか，どちら

かの可能性を考えざるを得ない。よって本稿では，話題の中心になる法制局参事官 (おそらく馬

場) に焦点を当てて，②の時期に発生した事件であると暫定的に判断しておく。しかし，この場

合にも相変わらず矛盾は残る。すなわち，㊀ 1920 年 1 月頃に作成されたと思われる史料 Bには

教育理念と目標として「勅語ノ趣旨」と「忠良ナル国民」という表現が登場するが，同時に作成

された C，そしてその前後に作成されたと見られる史料 Aには「忠良ナル国民」が抜けている
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(史料の詳細に関しては付録を参照)。㊁ 1921 年 1 月の第 1回臨時教育調査会で配布されたと見

られる史料 Dにも「勅語ノ趣旨」と「忠良ナル国民」が明記されているため，②として比定す

るのは困難である。つまり，①を取る場合，史料 A・Cと矛盾し，②を取ると史料 B・Dと矛盾

する問題に直面する。このような諸事情を総合して，本稿では暫定的に次のように結論付けたい。

時期推定としては②を取り，1920 年上半期に史料 Bを審議する過程で，史料 A・Cの問題 (教

育理念・目標) にまで議論が進み，結局頓挫する (1920 年 5月)。その後，馬場が臨時教育調査

委員会に加わり，第 1回委員会 (1921 年 1 月) においても，いったん教育理念・目標について

は，旧令を踏襲した資料を提出 (史料 D)。その後，委員会の議論を経て，馬場も納得，拓殖

局・法制局に提出する最終案としては教育理念・目標が削除された案を提出 (1921 年 11 月)。

24) ｢朝鮮学制改正案要領」「友邦文庫」373-9。

25) 水野錬太郎より斎藤実宛書翰 (1920 年 7 月 2 日)「斎藤文書」1458-15。

26) 伊藤武彦より斎藤実宛書翰 (〔1920 年〕7 月 2 日)「斎藤文書」363-9。

27) 水野錬太郎より斎藤実宛書翰 (1920 年 7 月 2 日付)「斎藤文書」1458-15。

28) 水野錬太郎より守屋栄夫宛書翰 (1920 年 7 月 9 日付)「守屋文書」6-53-6。

29) ｢教育制度調査会/学制改正問題は行悩み」『大阪朝日新聞・鮮満版』1920 年 7 月 22 日付。前

掲伊藤書翰，「斎藤文書」363-9。

30) JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. A01200189700，「朝鮮教育令ヲ改正ス」公文類聚・

第四十四編・大正九年・第二十四巻・軍事・陸軍・海軍・徴発，学事・学制〜雑載，25丁。

31) 『朝鮮総督府官報』第 2511 号 (1920 年 12 月 23日付) 250頁。

32) ｢教育調査委員/水野委員長以下発表」『京城日報』1920 年 12 月 28 日付。

33) 高橋濱吉「現行朝鮮教育令公布の当時を偲ぶ」『文教の朝鮮』第 100 号 (1933年 12 月) 57頁。

34) 稲葉継雄『朝鮮植民地教育政策史の再検討』(九州大学出版会，2010 年) 51頁。

35) 前掲柴田書翰，「守屋文書」83-10-12。

36) 前掲「朝鮮学制改正案要領」，「友邦文庫」373-9。

37) 前掲水野書翰，「斎藤文書」1458-15。

38) ｢教育制度調査会/学制改正問題は行悩み」『大阪朝日新聞・鮮満版』1920 年 7 月 22 日付。

39) ｢守屋日記」1920 年 12 月 6日，同 8日，同 9日，同 11 日条。

40) 金明秀編『一堂紀事』(一堂紀事出版所，1927 年) 719頁 (1920 年 12 月 27 日条)。

41) 姜明淑前掲論文には「尹致昊日記」の記述から，12 月 17 日に尹にも委員委嘱の声がかかった

が，拒絶した事実が紹介されている (35頁)。

42) ｢臨時教育調査委員会」『朝鮮』第 85号 (1922 年 3月) 332〜333頁。

43) ｢改正朝鮮教育制度要項」沼津市明治史料館所蔵「江原素六関係文書 (以下，江原文書と略

す)」P-c/35。1 月 7 日の会議で柴田学務局長が説明した大要が前掲「臨時教育調査委員会」に

載っているが，この大要と同文書を比較すると，その要旨は概ね一致しながらも，同文書の方が

更に詳しく記述されている。同史料の書誌事項の詳細は文末の付録を参照。

44) 同調査委員会の非公開方針は，「教育調査会をどういふ頭の悪い人の案か知らぬが，秘密会と

は何事だ。多少の政策を要する植民地の事だから大目に見ぬことはないが，教育といふものは

那麼
そんな

ものか」と批判されることもあった。「半島茶話」『大阪朝日新聞・鮮満版』1921 年 1 月 14

日。

45) ｢朝鮮歴史教授問題」『朝鮮日報』1921 年 1 月 13日付。

46) 平沼淑郎「朝鮮人共学에 就하야」(上)〜(下)『朝鮮日報』1921 年 1 月 22 日〜23日付。
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47) ｢守屋日記」1921 年 1 月 8 日条。

48) 前掲「臨時教育調査委員会」336 頁。なお，「答申 (改正朝鮮教育制度要項諮問に対する)」

「江原文書」W-c/12 (美濃紙に謄写) は，日付が「大正十年一月 日」と日付が空欄となってい

ることから，第一回委員会の答申草案として作成されたものと見られる。同文書には，答申内容

が 5項目となっていたが，そのうち「二，内鮮人差別教育ハ成ルヘク之ヲ撤廃スル方針ヲ採ルコ

ト」は，最終版では削除されたと見られる。

49) ｢(社説) 朝鮮歴史를 科目으로 하라」朝鮮日報，1921 年 1 月 15 日付。「(社説) 教育用語에

対하야 再論하노라」(上)〜(下)『東亜日報』1921 年 2 月 23日〜25日付。「(社説) 歴史教育에

対하야」『東亜日報』1921 年 3月 2 日付。「(社説) 歴史教育에 対하야」(続)『東亜日報』1921

年 3月 3日付。

50) ｢教育改善을 為하야」『東亜日報』1921 年 4月 9日付。

51) ｢教育改善期成」『東亜日報』1921 年 4月 28 日付。

52) ｢教育改善委員入京」『東亜日報』1921 年 4月 29 日付。「教育改善建議」『東亜日報』1921 年 5

月 3日〜4日付。「釜山の陳情書」『東亜日報』1921 年 5月 4日付。「釜山の陳情書」『東亜日報』

1921 年 5月 5日。

53) 佐野通夫『日本植民地教育の展開と朝鮮民衆の対応』(社会評論社，2006年)。

54) 国井泉「朝鮮教育の過去及び現在を論じて当局の猛省を促す」『朝鮮公論』第 8 巻第 3 号

(1920 年 3月) 51〜52頁。釈尾旭邦「文化及生活程度より観たる内鮮人――内鮮人差別無差別

問題の根拠――」『朝鮮及満洲』第 151 号 (1920 年 1 月) 7頁。

55) ｢半島茶話」『大阪朝日・鮮満版』1920 年 12 月 3日。

56) ｢内鮮人共学の可否」『朝鮮及満洲』第 169 号 (1921 年 12 月) 20〜25頁。

57) 釈尾春芿「客に満鮮の近事を語る」『朝鮮及満洲』第 163号 (1921 年 1 月) 7頁。

58) 国井泉「先覚者と称する朝鮮人に与ふ」『朝鮮公論』第 9巻第 6号 (1921 年 6月) 108頁。

59) 釈尾春芿「朝鮮人教育の根本方針に就て：第二回教育調査会に対して」『朝鮮及満洲』第 165

号 (1921 年 6月) 11〜12頁。

60) ｢自覚に基く鮮人向学/松村学務課長談」『大阪朝日・鮮満版』1921 年 4月 21 日付。なお，松

村のこの発言は，後日朝鮮人側から「我二千万民族の運命と尊栄を左右すべき要職に居る官吏が

斯く奇怪なる心理を持して，如何に努力すると雖も，其効果なかるべく，実に血湧き肉躍るを禁

ぜざるなり」と厳しく批判された。「教育調査委員に対する希望 (三)/金鐘範氏談」『朝鮮時報』

1921 年 5月 6日付。

61) ｢寸碧」『京城日報』1921 年 1 月 11 日付。平沼が朝鮮語を学習した経緯については，「博士は

廿年許り前に朝鮮語を学んだことがある。其の先生と言うふのが，今の慶尚北道の申参与官」と

あるので，おそらく申錫麟が大阪商業学校に韓語教員として勤務した際 (1896年)，同校長で

あった平沼が申を通じて朝鮮語を学んだと思われる。

62) 平沼淑郎「鮮人教育の根本」『朝鮮公論』第 9巻第 6号 (1921 年 6月) 43〜44頁。

63) ｢内地制度の直訳は必ず失敗に終るだらう/姉崎文学博士談」『京城日報』1921 年 5月 3日付。

64) ｢異る点は只学校の名称位ひ/教育制度は内地同様/内鮮児童共学制は無論必要/慶應義塾学長鎌

田栄吉氏談」『朝鮮時報』1921 年 5月 4日付。

65) 鎌田栄吉「内鮮人共学に就て」『朝鮮』第 85号 (1922 年 3月)，78頁。

66) ｢半島茶話」『大阪朝日新聞・鮮満版』1921 年 5月 19 日付。

67) ｢内地より進んだ制度/具体案に対する興味と期待/貴族院議員文学博士澤柳政太郞氏談」『京城
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日報』1921 年 1 月 12 日付。

68) ｢共学制度と歴史/朝鮮の地位と運命の自覚/貴族院議員澤柳政太郞氏談」『朝鮮時報』1921 年 5

月 3日付。

69) 沢柳政太郎「共学問題」『朝鮮』第 85号 (1922 年 3月)，63〜65頁。沢柳の植民地・植民地教

育問題に関する論考としては，小沢有作「澤柳政太郎の植民地教育観」『澤柳政太郎全集』別巻

(国土社，1979 年) がある。

70) 弓削幸太郎「朝鮮に於ける内地人教育に就て」『朝鮮及満洲』第 163号 (1921 年 1 月)，45頁。
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要 旨

本稿は三・一独立運動後，植民地朝鮮に施された「文化政治」という，新しい政治空間の中

で行われた第二次朝鮮教育令の成立過程について，①一次史料の徹底的な再検討を通じて先行

研究の盲点と限界を克服，事実関係を明らかにし，②朝鮮統治をめぐる本国/植民地の様々なア

クターの葛藤と対立が錯綜する中で朝鮮教育令が成立していく政治過程を究明すると共に，③

そのようなダイナミズムに対する考察を通じて植民地政治史の一齣を構築することを目的とす

る。

朝鮮教育令を含む教育制度の改編は，朝鮮三・一運動後の植民地統治再編の一環として行わ

れたが，その成立過程は帝国本国から植民地へ，統治権力から被支配民族へといった一方向の

作用ではなく，また「内地延長主義」や「同化主義」の単純な適用でもなかった。植民地在住

者内部でも在朝日本人と朝鮮人の異見と葛藤があり，朝鮮人社会の輿論も一枚岩ではなかった。

朝鮮人の政治・社会的エネルギーを体制内に包摂して朝鮮統治の安定化を図ろうとする朝鮮総

督府は，一方で朝鮮人社会の要求を抑えながらも，他方でそれを受け入れて政策に反映する柔

軟なスタンスを取っていた。これが在朝日本人社会の不満を呼び，支配民族内部の統治者と被

治者間の対立が露呈されることになる。また，朝鮮総督府は朝鮮の「特殊事情」を強調する現

実論に立っていたが，「内地延長主義」の原則と帝国法制の一貫性を重視する中央政府側 (拓殖

局・法制局・枢密院など) はこれを容認せず，両者は頻繁に衝突した。結局，この問題は帝国

支配の首脳部同士の話し合いという政治的妥結により解決され，ようやく第二次朝鮮教育令の

成立をみるに至った。

キーワード：朝鮮教育令，文化政治，政治空間，植民地政治史，在朝日本人

Summary

I re-examined the political process of the second education ordinance in colonial Korea in this

article, in order to (1) elucidate the discord and friction among the various political actors in

metropolitan and colony ; (2) construct a part of colonial political history by comprehending its

dynamism.

The reformation of educational system was a part of Japanese ʻcultural ruleʼ after the March

FirstMovement in Korea. Though, it was neither a simple application of assimilation policy, nor a

one-sided process from mainland to colony. As well as there were so many actors that has dif-

ferent perception and aim. In the colonial political space, there was conflict between Korean

nationalists aimed to expand the chance of national education and Japanese settlers who were

willing to suppress the Korean national movement ; the colonial government could not but take a

flexible stand to the Korean societyʼs demands in part. In addition, the bill made by Government-

General of Korea was opposed by mainland government, e. g. Cabinet Legislation Bureau,

Colonization Bureau, Privy Council ; this matter has been settled amicably by the top-level talk

finally.

Keywords : the second education ordinance, cultural rule, colonial political space, political history

in colony, japanese settlers
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