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文化統治期(1920-30年)における韓国キリスト者の〈内地=日本〉認識 

 

                                                                  

洪   伊  杓 

 

1. はじめに 

植民地時代において固有名詞化した「内地」という用語は、36年間の植民地時代における韓国

のキリスト者が「日本」をどのように認識していたのかを究明するために非常に有効な概念である。ま

ず「武断統治期」(1910-19)は韓国を意味する「一般名詞としての内地」がその固有の「内地性」を喪

失し、「外地」として転落した直後の時期になる。いわゆる「自我の喪失」と「非我の強要」によるショッ

ク状態であった。その結果、武断統治期における韓国キリスト者は、「抗日的な日本認識」を高揚さ

せて行った。すなわち、武断統治期は「内地の喪失」の衝撃の中で、「新しい内地」として強要され

た「近代日本」に対して受け入れ難く、拒否した時期であった。 

「学日」と「知日」が交差する近代日本に対する友好的認識を持っていた韓国キリスト者は、乙巳

条約と韓国併合以後は全体的に「抗日的教会」としての体質を持続し強化して行った。そのような

「抗日認識」が凝縮され爆発した事件がまさに「2.8独立宣言」（東京）と「3.1独立運動」であった。こ

れは、韓国の「内地性」を否定した日本に向けて、韓国キリスト教会は日本の「内地性」を否定せず

相互主義を闡明したことにより、結局日本の帝国主義が持っていた「内地-外地」の差別政策を撤回

することを要求した。たとえ、その運動が実質的が韓国の独立、すなわち「内地の回復」を導き出す

ことができなかったとしても、強硬な軍部による武断統治を終息させ、文化政治へと履行させるように

誘導したという点から、歴史的な意義を持つだろう。 

本稿は、このような文化統治期において、韓国のキリスト者が「内地＝日本」という概念をどのよう

に扱い、認識したかを理解するため、当時最も代表的な韓国キリスト教界の新聞である「基督申報」

を主に分析する。キリスト教側の「内地」認識の特殊性をより鮮明に明らかにするため「儒教・仏教・

天道教」というキリスト教以外の有力な三つの宗教の雑誌・新聞などが「内地=日本」の概念をどのよ

うに受容し、引用したのかを比較する。 

 

2. 文化統治時期の「内地=日本」認識  

(1) 齋藤実総督の文化統治政策  
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キリスト教や天道教などが中心となって展開された非暴力主義の3.1独立運動が武力によって弾

圧されると、国際的に非難の声があがり、朝鮮総督府は武断統治政策に変化をもたらさざるを得な

くなった。 結局、新たに斎藤実総督(1919-27年在任)が派遣され、強圧的統治方式を懷柔的統治

方式に変えて行った。斎藤総督は 「朝鮮民族運動に対する対策」という文書を通して、朝鮮におい

て3.1独立運動以後に展開していった文化統治の意図を明らかにし、特に「一。宗教的社会運動」と

いう章において「挽近朝鮮人基督教徒中ニハ米国宣教師ノ態度ニ反感ヲ抱キ居ルモノ多リ米国ヨリ

独立シテ純然タル独立教会ヲ作ランコトヲ希望シ居ルモノ少カラス故ニ民間有志(内地人)ノ心腹者

ヲシテ之ヲ操縦セシメ相当ナル便宜ト援助トヲ与ヘテ漸次拡張ヲ図ラシメ将来ハ総督文化政策宣伝

ノ一機関タラシムルコト」を強調している。1斎藤の対策を見ると、彼が「親日人物・団体の組織および

育成」ととも、にキリスト教を含む「宗教的社会運動」の管理と宗教家たちの統制にどれほどの関心を

                                                   
1 朝鮮民族運動に対スル対策 

朝鮮人間ニ思想悪化の傾向甚シキモノアホハ今度多言ウ要セス然リト雖近時朝鮮人就中青年輩ハ一般ニ燥狂

的運動ノ効果無キヲ自覚シ漸次実力ヲ養成シテ以テ日本の覇絆を脱シ独立ヲ恢復セント(略)吾人の使命ハ朝鮮人

ノ指導誘掖ニ在ルヲ以テ(略)吾人ハ何等カノ方策ニヨリテ此傾向ヲ利用シ却テ之ヲ日鮮併合ノ大精神大理想タル

日鮮同化ノ上ニ帰向セシメサルへカラス(略)文化運動是ノミ宜シク今日ニシテ此文化運動ノ力ニ頼リテ半島壱千五

百萬ノ生霊ヲシテ其謬レル思想ヨリ離脱セシメ以テ日鮮併合ノ大精神大理想ニ活カシメサルへカラス。(略) 

一。当局態度方針ヲ一層徹底セシムルコト。： (略)朝鮮人ハ当局ノ態度ヲ以テ不鮮明ナリト称シ親日トモ排日トモ

(略)曖昧ナル態度ヲ採リ、(略)朝鮮ノ独立ヲ計リ又ハ帝国ノ統治ヨリ脱セント企ツルガ如キハ(略)厳罰ニ付スルノ

断乎タル処置ニ出テ(略) 

一。親日団体組織ノ必要 ： (略)朝鮮人中眞ニ吾人ト同一ノ理想ト精神トヲ有シ身命ヲ賭シテ之ニ当ラントスル中

心的親日人物ヲ物色セシメ更ニ其人物ヲシテ貴族、両班、儒生、富豪、実業家、教育家、宗教家等ニ各其階級

及事情ニ従ツテ各種ノ親日的団体ヲ組織セシメ之ニ相当ノ便宜ト援助トヲ与ヘテ充分ニ活動セシムルコト。(略) 

一。宗教的社会運動 ： 仏教 (略) 基督教 ― 挽近朝鮮人基督教徒中ニハ米国宣教師ノ態度ニ反感ヲ抱キ

居ルモノ多リ米国ヨリ独立シテ純然タル独立教会ヲ作ランコトヲ希望シ居ルモノ少カラス故ニ民間有志(内地人)ノ

心腹者ヲシテ之ヲ操縦セシメ相当ナル便宜ト援助トヲ与ヘテ漸次拡張ヲ図ラシメ将来ハ総督文化政策宣伝ノ一

機関タラシムルコト。 

一。人材養成：朝鮮問題解決ノ要ハ親日人物ヲ多数ニ得ルニ在リ故に此際民間有志ノ心腹者ニ相当ノ便宜ト援

助トヲ与ヘテ秀材教育ノ名ノ下ニ之ガ養成ヲ為サレムコト。(略) 

一。遊食者ノ救済 ：遊食者ト称スルハ相当ノ学識ヲ具ヘ(略)韓国時代ニ官吏又ハ社会ニ於テ相当ノ位置ヲ占メタ

リシモノ(略)独立運動ノ多リガ是等無職ノ徒タルシ見ハ思半ニ過タルモノアルヘシ(略)之カ指導誘掖ヲナサシム

ルコト。 

一。日鮮資本家ノ連繋 ：(略) 内鮮資本家提携ノ朝鮮ノ開発及朝鮮問題ノ解決ニ極メテ繋切ナル 

一。農村指導 ： (略) 人民ノ多数ハ農民ナルガ其智識ハ未ダ甚ダ低劣ナルヲ以テ指導ノ如何ニヨリテハ如何様

ニモ(略)鮮内各面ニ「脩斎會」(日鮮融和ノ趣旨ニ依リ)ノ如キモノヲ(略)便宜ヲ与ヘルコト。 

一。宣伝機関ノ設置又ハ利用 ：如上ノ目的ヲ徹底的ニ達成セシガ爲ニハ『毎日新報』ノ如キモノヲ利用シ当局ハ

常ニ鮮内ノ(略)方針ヲ示シ同一態度ノ下ニ其力ヲ盡サシムルノ要アリ（略）遊食者ヲ利用シテ(略)種々ノ宣伝ヲ爲

シ不逞鮮人ヲ驚到セシムルカ如キ一方法ナルヘシ(略)各団体ノ泰謀後タル民間有志ハ達絡ヲ取リ常ニ当局ノ方

針ニ基キ相互ノ間ニ意思ノ疏通ヲ図リ日鮮併合ノ大精神ヲ以テ同一行動ニ出テシムルニアリ。要スルニ以上ノ方

法ニ依リテ親日派ト排日派トヲ弁別シ排日派ニハ直接間接其の行動ヲ拘束スルノ策ヲ執リ親日派ニ対シテハ事

情ノ許ス限リ便宜ト援助トヲ与ウルヲ要ス。（齋藤實, “朝鮮民族運動に対する対策,”『斎藤実文書』第９巻 (東

京: 高麗書林，1920)。） 
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寄せたかが見て取れる。3.1独立運動における受難、特に堤岩里・ 水村里教会虐殺事件などで悪

化した国際世論も払拭しなければならず、統制しにくい「抗日集団」と化してしまったキリスト教勢力

を親日路線に変化させることこそ文化統治の重要な政策課題であったからだ。 

既存の総督と比べ融和的であった斎藤は、まず朝鮮人中心の団体設立と新聞雑誌などの民族

言論活動をある程度許可し、日本人にしか開かれていなかった近代的教育の機会も制限的に拡大

させて行った。しかし経済的貧困などで朝鮮人は充分にこどもたちを教育させることができず、中等

教育以後の課程は相変らず厳格に規制されていた。過激な憲兵警察制度も普通警察制度に変え

たが、民族運動の効率的監視と弾圧のため警察の人員と装備、予算などはむしろ増加した。したが

って言論(マスコミ)活動も表面的には拡がったが、検閲、記事削除、停刊及び廃刊などの規制強化

によって言論の御用化を企て、その結果、文化統治期の多数の新聞・雑誌が親日化の道を歩むこ

ととなった。また、地方行政や評議会などに朝鮮人官僚が進出することもあったが、朝鮮人は選挙

権が制限されていたため、一部の親日人物や富豪だけが進出する御用勢力と転落してしまった。 

したがって文化統治期は、表面的には高揚した「抗日」の風潮を鎮め、それよりは弱い「反日」の

雰囲気へと萎縮させながら、一方では親日派を養成して民族を両分化させようとする画策手段であ

った。それによって徐々に朝鮮は「反日勢力」と「親日勢力」に分化してゆき、強く団結していた民族

が分裂するだろうという計算があった。従って、1920年代は、日本の植民地統治が「善政」であると

表面的に演出する欺満的時期でもあった。しかし、強化された警察力によって相変らず反日路線を

捨てない朝鮮人に対しては、隠密な逮捕と拘禁、拷問を続けた。言い換えれば、この時期はそれこ

そ「反日」と「親日」が拮抗作用を起こした時期である。このような時期に「内地」概念はどのような方

式でキリスト者に受容されて行ったのかを検討することで、文化統治期の韓国キリスト教の日本認識

の一面を考察することができるだろう。 

 

(1) 「基督申報」に現れた「内地=朝鮮」への認識変化  

朝鮮耶蘇教書会が1915年12月8日に長老派の「耶蘇教会報」とメソジスト教会の「キリスト会報」を

合同して新しく創刊したキリスト教週刊新聞が「基督申報」である。戦時体制が本格化した1937年に

廃刊されるまで、1920-30年代の韓国キリスト教の状況を多く盛り込んでいるため、文化統治期の

「内地」概念をめぐる日本認識を知ることができる。 

まず、3.1独立運動以後に緩和された表面的な民族言論の自律性の下で、「基督新報」も武断統

治期とは異なる大胆で率直な報道傾向を見せる。まず武断統治期に一般の新聞や雑誌において、

日本を指すため使われた「内地」という用語が、文化統治期(1920年代)に入り「基督新報」ではほと
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んど使われなくなる。2「内地及び内地人」の代わりに「日本及び日本人」という名詞を用い、朝鮮と日

本を相対化してはっきり区分している。 むしろ「独立を成そうとする朝鮮人によって組織された暗殺

団120人が、朝鮮の内地にしのび込んだ」3という1921年の報道のように、「内地」用語は日本ではな

く朝鮮を指すために用いられ始めた。これは10年にわたる武断統治期に普及させた日本を意味す

る「内地」概念が、韓国キリスト教界で拒否され始めたことを意味する。4 

日本へと移住する朝鮮人の人口を扱った記事でも、「日本に渡った者が約6万5千人」5と記しなが

ら、「内地に渡った者」というような既存の表現を捨て日本という名称を使っている。文化統治期に入

り朝鮮を「国内」と表現するなど、「内地(中心)である日本の下部構造として転落した外地朝鮮」とし

ての概念を拒否する傾向がキリスト者の間で徐々に目立ち始めたのである。 

 

国内有志諸氏が、日本に寄留する兄弟を特別に思い、少なくない金銭で同情した。6 

 

このように、「内地人」という表現もほとんど見つけることができなくなり、多くの記事が日本および

日本人という呼称を使っている。 

 

日本人片山潜さんは、願わない間変装して日本に帰って来るはずであるという風説があって、

日本各地の警察は目下厳に警戒していると言う。7 

 

韓国併合以後、日本のみを指すため使われた「内地」概念に対する認識の変化とともに、内地語、

すなわち日本語に対するストレスや劣等感も少しずつ解消して行く。記事の中には、最近の日本語

が「漢文を崇尚しては、民知を啓発させるのに大きい障害になること」を悟り、日本語を体系化して

いるが、このように朝鮮でも「朝鮮文をより崇尚し、研究して新聞や雑誌はもちろん書籍までも朝鮮

語で記録し、民知を早く発達させなければならない」8という論説を一面に載せた。このような様子は、

1940年代に南次郎総督によって「国語」、すなわち内地語(日本語)教育を強要され、キリスト教会ま

                                                   
2 3.1 独立運動直後、日本政府の司法省の政策や朝鮮総督府令の変更内容をそのまま報告するため、「内地」という

言葉を採用した場合があるが、1921 年を最後にして日本を意味するための「内地」という用語はほとんど見えなくな

る。(“日鮮結婚法實施、”｢基督申報｣、1921 年 6 月 8 日.) 

3 “朝鮮内地에 侵入한 百廿名暗殺團, 黃海道各郡과 平安道各郡에 潛入、” 「基督申報」、1921 年 1 月 12 日、

 6 面. 

4  “朝鮮國境内 撤退할 事을 일찍이 실행하는 바,”のような記事のように「境内」という表現を使う場合もあり、「朝

鮮内」という表現も登場する。(“間島派兵은 永久不在、”「基督申報」、1920 年 12 月 29 日、2 面. ; “朝鮮内의 日 

曜日、” ｢基督申報｣、1922 年 5 月 31 日、1 面.) 

5 “日本移住者激增、毎月八千名씩、” ｢基督申報｣、1922 年 10 月 11 日、3 面.  

6 “神戸地方、日本神戸에 同情金遝至、” ｢基督申報｣、1922 年 12 月 6 日、4 面.  

7 “日本의 赤化費로、” ｢基督申報｣、1923 年 3 月 7 日、3 面.  

8 “朝鮮文과 우리의 文化事業、”「基督申報」、1924 年 4 月 30 日、1 面. 
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でも「国語(内地語)講習所」として活用されていったこと9と比べると、朝鮮語の発達を模索した文化

統治期のキリスト教界の努力をうかがうことができる。このような「朝鮮語」の強調は、日本で初めて外

地として編入された北海道のアイヌ民族に対する言及とも繋がる。すなわち、「衰滅して行く日本の

アイヌ種族」10が民族解放運動を広げる計画を立てたという知らせを耳にし、私たちも朝鮮の言葉と

文字を守らなければ、アイヌのようになると強調している。 

このような「内地」に対する認識の微妙な変化は、武断統治期の間「日本としての内地」という言葉

に違和感を持って来た韓国キリスト者たちが徐々に「朝鮮」を「内地」と認識するアイデンティティー

の回復につながって行ったことを意味する。文化統治期後半になると「基督新報」は、「内地」という

言葉をより明確に朝鮮半島を意味するために使用している。 

 

私は奉天教会の立派な新築礼拝堂を見て感じた事を、内地にある私たち各教会に向けてペン

をとりました。日本と朝鮮に対する貿易でも中国が第一だと言っても過言ではないです。11 

 

ここで「内地」は、完全に朝鮮を意味している。日本は「内地」ではなく「日本」という相対的な国家

名称として表記されている。1929年にも「朝鮮内地にある各教会在職諸氏と日本に子どもたちを送

って、朝晩心配している方々に(略)カナダ長老会宣教部が連合してこそ日本に滞在する我ら同胞

に伝道することは、皆さんが既にご存知通りだろう」12と記されているが、ここでも「内地」は「日本」で

はなく「朝鮮」を意味している。 

1930年には1年間、「外地にある朝鮮教会」というテーマで連載されている。この連載で紹介され

ている「外地教会」は、「内地としての日本」を基準として日本政府が規定した法律的意味の外地(朝

鮮、台湾、満洲、南洋君もなど)ではなかった。 むしろ「内地としての朝鮮」を基準とし、朝鮮の同胞

が向かった日本、満洲、シベリア等地の教会を紹介する欄であった。したがって、朝鮮同胞が通っ

ている東京、大阪、京都、福岡等地の韓人教会の知らせに関しても「外地教会」という名称で紹介し

ている。13この連載は、1931年満州事変が勃発する直前に「海外同胞消息片片」というタイトルに突

                                                   
9 “私設、國語普及運動、”「基督敎新聞」、第 3 号、1942 年 5 月 13 日、1 面. 

10 “아이누族 解放運動、”「基督申報」、1926 年 10 月 27 日、3 面.  

11 “奉天敎會의  宏壯한 建物을 보고 内地敎會를 向하여 -

 新義州 張晟栻、”「基督申報」、1927 年 1 月 19 日、4 面. 

12 “朝鮮内地各敎會僉位 -日本内地의 傳道者及其住所、”「基督申報」、1929 年 7 月 31 日.  

13 例えば、次の通りだ。; “外地에 있는 朝鮮敎會、大阪朝鮮耶蘇敎會堂建築期成會趣旨書-東京、”「基督申報」 

1930 年 3 月 12 日、4 面. ; “外地에 있는 朝鮮敎會-日本、” 「基督申報」、1930 年 3 月 26 日、2 面. ; “外地에 

있는 朝鮮敎會-日本、”「基督申報」、1930 年 4 月 16 日、6 面. ; “外地에 있는 朝鮮敎會, 日本横浜朝鮮耶蘇 

教会-東京월도教会、”「基督申報」、1930 年 4 月 23 日、3 面. ; “外地에 있는 朝鮮敎會-東京、”「基督申報」、 

1930 年 6 月 4 日、3 面. ; “外地에 있는 朝鮮敎會-日本、”「基督申報」、1930 年 6 月 18 日、3 面. ; “外地에  

있는 朝鮮敎會-日本、”「基督申報」、1930 年 7 月 9 日、3 面. ; “外地에 있는 朝鮮敎會-京都、”「基督申報」、 

1930 年 7 月 30 日、4 面.  
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然変わり、消えてしまったが、「海外」という表現もアメリカ、南満洲、薫春、間島などの「外地」と「日

本」を並べてとらえている朝鮮中心の「内地及び外地」概念を示した。14文化統治期の最後の段階と

言える1930年に韓国キリスト教が「内地」概念の主体性を回復した実例と言っても良い。 

さらに、文化統治期の中期に韓国のキリスト教は、過去に日本組合教会から受けた攻撃的な挑戦

からもたらされた萎縮感を振るい払い、安定した宣教活動と組織運営を見せる。その結果、日本の

キリスト教が復興しているという知らせを喜び、日本の福音化のためにも読者とともに祈ろうと提案す

るほどにまで自信にあふれ、主体性を確保するようになった。同時に日本のキリスト教の発展は、

「友義と公道を教えてくれる唯一の能力になるだろう」と述べ、「外地に転落した内地性喪失の朝鮮」

ではなく、今は「内地性を回復した朝鮮」の教会という意識を持っていた。 

 

日本へ来て30年になるある宣教師は……教会が今年のように興況している姿は見た事がない

と言う。……私たち朝鮮教会は、日本の基督教会がより進歩して行くことを祈ろう。これはアジ

アすべての国民に友義と公道を教えてくれる唯一の能力になるだろう。15 

 

満州事変が発生し、文化統治が終わりを迎えた1931年にも、京城で開かれた第24回日本メソジス

ト教会西部年会について報告し、「その年会に属した朝鮮内地と満洲近方の教勢は、講義所が22ヶ

所にもなる」16という表現を使っている。しかし、その後、戦時体制が本格化してからは、「内地」という

用語は徹底的に日本のみを指すものとなっていった。  

 

(3) 「基督申報」に現れた「反日と親日」の拮抗 

 

「基督新報」は文化統治期から国際面を大きく拡大し、外国通信の自由な日本政府批判の記事

や、独立運動家の発言などを躊躇なく載せた。武断統治期には萎縮していた言論活動が「反日」意

識の表出として変化したのである。1920年11月には、サンフランシスコやカリフォルニアの排日土地

法案の問題、ワシントン州の日本人排斥同盟会の報告、ハワイの日本語学校廃止などの多様な形

態の排日的雰囲気も詳らかに扱い、17甚だしくは日本勢力の拡張を警告したアメリカ下院議員の演

説内容もそのまま紹介した。 

 

米国下院議員リョイタスさんは、演説で『日本は東洋の覇権を掌握し、東洋のすべての利権を

                                                   
14 “海外同胞消息片片、美國、南滿、日本、琿春、間島、” 「基督申報」、1930 年 8 月 27 日、3 面.  

15 “日本의 敎會發展、”「基督申報」、1924 年 11 月 26 日、2 面.  

16 “日本메도디스트 敎會 第 24 回西部年會、”「基督申報」、1931 年 3 月 11 日、1 面.  

17 “排日土地法案試驗、”；“日本語學廢止案、”「基督申報」、1920 年 11 月 17 日、2 面.  
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支配しようとする野心を持有しており、米国が極東で優越な役割を行演していることに嫉妬して

いる。日本は朝鮮をすでに併合し、……中国国民の意思に反し、中国を蠶食するところで米国

は此際に断固たる措置を取らなければならない』18 

 

続いて、日本を視察したアメリカ人スターウン氏が、朝鮮における日本の苛酷な武断統治を批判

した内容もそのまま紹介している。 

 

スターウン氏曰、日本の野心は其支配権を拡大しようとする計画なので、危険性が大きい。

……朝鮮統治についても言及したが、日本は朝鮮合併の当初から苛酷な武断政治を行なっ

たという非難があるという。公平に評すれば、朝鮮は日本の統治下にあることが幸というが、地

方の政治状態は全然安定せず、日本の統治に不満を持つ数万人が相変らず多いということが

事実であるという。19 

 

もし日米戦争が勃発すれば、イギリスはアメリカを支援するはずだという記事20や、アメリカ上院外

交委員長ロッチ氏が排日会議の席上で日本の野心に対して実際の例証を提示21したという活動や、

「排日朝鮮人金鎭淑」など海外の独立運動家の活動も紹介した。22 

しかし、キリスト教宣教に及ぼされる打撃を考え、1920年には排日土地法案に対して「日本人は

非キリスト教的な宣伝の犠牲者となった」23と決議した米国伝道協会の立場も紹介し、244年後(1924)

には、「日本の東京に駐在していたアメリカ宣教師が近日会議した結果、アメリカの排日案に反対し

て依然に日本で伝道することを可決した」25という報道を紹介した。「基督新報」は同時に、「私たち

の日本基督教会はキリストの兄弟姉妹の精神によって徹底した平和を建設するために軍備縮小を

望む」26という日本基督教会第34回全国大会決議案(1921.10.8. 神戸)をも伝えている。続いて1924

年に早稲田大学で開催された日本国内キリスト者大会で演説した明治学院の教授オットマン博士

の次のような演説を載せた。 

 

                                                   
18 “日美戰爭의 豫防策은?,”「基督申報」、1920 年 11 月 24 日、2 面. 

19 “스타운氏의 日本視察談、”「基督申報」、1921 年 1 月 12 日、2 面. 

20 “日美戰爭이 起하면? 英國人의 同情은 美側으로,” 「基督申報」、1920 年 12 月 1 日. 

21 “日本의 野心을 枚擧、”「基督申報」、1921 年 3 月 16 日、3 面. 

22 “排日鮮人佛國에 - 日本内外務両省 特別調査、”「基督申報」、1921 年 5 月 4 日. 

23 “美國傳道協會의 日本에 對한 同情、” 「基督申報」、1920 年 12 月 1 日. 

24 日本の保守団体の米国に対する「排日案」への批判活動も紹介した。(“日本軍의 態度、”｢基督申報｣、1924 年 

6 月 4 日、2 面.)  

25 “駐日美宣敎師의 決議、” 「基督申報」、1924 年 7 月 9 日. 

26 “日本基督敎決議, 軍備縮小에 대하야,” ｢基督申報｣、1921 年 10 月 19 日、3 面.  
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宣教師が外国行くことは、福音を伝えるためである。……日美(日米)間に不穏な此期会を利用

し……慎重に処理するのが……真正なキリスト教の精神は国家や人種的差別を無視すること

なので、美国（米国）主義や、あるいは日本主義は、真正なキリスト教の協力と国際的な同情に

邪魔となり、このような諸主義は有益ではなくむしろ害が多いだろう。27 

 

韓国教会はこのように日米の間の葛藤において、キリスト教会は本来の信仰と精神に忠実ではな

ければならないことを強調している。これは同時に朝鮮で語られてきた、いわゆる「日本主義」、また

「内地主義」に対する迂迴的な批判でもあった。それは、文化統治政策の施行以後強化された遊郭

文化や酒、タバコなどいわゆる「倭色文化」に対する憂慮を報道した次の記事ともつながっている。 

 

京城市街は日々に発展すると同時に、日本人の勢力がますます強まっている。彼らの数爻は

日々殖えて行っている。……毎月平均263号ずつ増えるが、朝鮮人は230余号ずつ減ったの

で、京城市街の発展の実況は、日本人の発展であり朝鮮人には逐出であるだけだ。28 

 

続いて「基督新報」は、「日本はしっかりしなさい」というあるアメリカ人の文章を翻訳掲載し、日本

人の排他性と暴力性を遠回しに告発している。したがって朝鮮への日本人の大挙流入と総督府の

「内地化」政策と戦争も辞さないという帝国膨脹主義に対しては、少なからぬ拒否感を持っていたこ

とが分かる。 

 

日本人の排米活動家たちが急に刀を振り回して、ホテルに入って来て行事を解散させた。 

……日本人が大々的に排米演説をしたが、その内容は『米貨を排斥しよう！』、『宣教師を追い

出そう！』 その他、幾つかの内容を宣布した。……アメリカは富強国であり日本は貧しいので、

早くに勝利できなければアメリカは戦勝するまで争うだろうから、日本にとって戦争は有益では

ない。したがって、日本は愚かな事を止めなければ、後日どのような事が起こるかもわからない

ので、日本はしっかりしなさい！29 

 

日本政府の立場では親日グループ育成だけではなく、一日でも早く「内地人」たちを「外地」すな

わち朝鮮や満洲に流入させ、その場に近代化された「内地文化」を定着させることが植民地支配に

とって有効であると判断していた。しかし、文化統治によってある程度の自律性が確保され、民族的

な自尊心を回復した朝鮮人、特にキリスト者において、朝鮮における日本の発展は朝鮮人の逐出

                                                   
27 “日本基督敎의 好機會、” 「基督申報」、1924 年 7 月 16 日、2 面. 

28 “日本化하는 京城-朝鮮人은 어디로?,”「基督申報」、1924 年 8 月 6 日、2 面. 

29 “日本은 精神차려라,”「基督申報」、1924 年 8 月 27 日、2 面. 
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に過ぎないという不満が現れた。これは「内地文化」に対する違和感の表出であると同時に、朝鮮の

内地化を強く拒否する意思表現でもあった。 

しかし文化統治期を通して「反日」感情だけが表出されたのではない。斎藤総督の意図どおり、あ

る程度もたらされた自律によって日本政府に対する好感と信頼を不知不識の間に持つことになった

側面も存在する。したがって、文化統治は明確に「反日と親日」が互いに拮抗作用をもたらした時期

であった。そのような様子は、1921年6月8日の「基督新報」の二つの記事を見ると明確になる。すな

わち、総督府が朝鮮人との円滑なコミュニケーションをはかるため日本人官僚たちの朝鮮語習得を

制度化した事実も報道されている。30一方では、外国人宣教師の日本語習得が義務化されたという

知らせを伝えられている。31表面的に朝鮮の民間人に低い姿勢で巧妙に近づくという融和的な態度

を演出しながらも、西洋宣教師を含めて日本支配体制下で日本語教育を義務化するという文化統

治の二面性を現わした。 

  日本では医師兔許取得が不可能であった京城医学校専門学校出身の医学生も、いわゆる「内

地=日本」での兔許公認の措置が下され日本でも開業ができるようになった。32このような知らせも

「基督新報」が詳しく報道しているが、文化統治期のこのような差別緩和政策は結局民心離反を防

ぎ、親日派を育成しようとした総督府の意図によって行われた。一方、朝鮮人留学生数の増加の趨

勢を報道し、工業、商業、医学分野などの進出が著しい点を高く評価33したのは、相変らず日本の

近代文明に対する憧れと劣等感に基づいている。この点は、韓国併合前の「知日と学日」という韓国

キリスト者の日本認識が、文化統治期においては「反日と親日」の拮抗関係へ変化していったと言え

る。 

当時韓国のキリスト教界においても、このような日本への憧れと劣等感が自主的な朝鮮建設の意

志と交差しており、「反日と親日」の拮抗関係を形成していったことがわかる。蔡弼近は、「朝鮮教会

の進むべき道」(1928)という文章で、日本のキリスト教が幾多の訳書を出して学問的、文化的に進ん

でいる反面、朝鮮のキリスト教教育機関は全くその水準に及ばない現実を嘆いている。 

 

朝鮮に(キリスト教主義-筆者註)教育機関を設置してから30余年過ぎたが、まだ外国で勉強し

て帰って来た人が極少数である。……価値ある書籍も多くない。英文書籍、日文書籍があるが、

まだ私たち朝鮮のキリスト者はそれを十分に理解する人が極少数である。そのような書籍を翻

訳して著わせば、疲れもするし経済的にも損害があるかもしれないが、犠牲となり先覚者の役

割を負わなければならない。 外国では 1年にも何千、何万の書籍が宗教的、信仰的に出され

                                                   
30 “日官의 鮮語熟、” ｢基督申報｣、1921 年 6 月 8 日. 

31 “外人宣敎師에셔, 日本語를 習하라고,” ｢基督申報｣、1921 年 6 月 8 日. 

32 “京城医専의 卒業者, 日本同樣의 資格付与、” 「基督申報」、1923 年 6 月 20 日. 

33 “日本에 留學하는 朝鮮學生、”「基督申報」、1927 年 9 月 14 日、3 面. 
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ているのに私たちにはそれがない。……このまま行けば憂慮が絶えないだろう。34 

 

1923年発生した関東大震災をめぐる韓国キリスト教の態度も「反日と親日」の拮抗、そのものであ

った。 すなわち「東京の罹災同胞のために各教会から救済支援を行った」35と被害を受けた朝鮮同

胞に対する関心と同時に被害者のために人類愛的救済の方法を探ることに集中した。しかし、直ち

に朝鮮人虐殺事件が伝えられ、日本人の無慈悲さに怒り表し、積極的に報道した。 

 

青年団員に詰問され、警察署まで連れて行かれ、……収容されている同胞が約5,000名にもな

るが、彼らは皆震災により朝鮮人に対する風説が流れ、各警察署に拘束された人々であり、死

亡者は数え切れないほどであり、今日まで行方不明になった人も少なくない。……この困難な

惨状を臨時に兔れることができるように願います。36 

 

このような東京での悲惨な現実を伝えながら、呉基善牧師は「国内兄妹の同情を請する」と述べ、

「朝鮮国内地」という言葉を使っている。このような反感を反映して、アメリカで報告された「日本は震

災によって2等国に下落した」というタイトルの論説をも翻訳し、「今日の日本の現象は大陸の勢力を

すでに失っている」37と紹介した。このように1920年代の文化統治期の代表的なキリスト教新聞であ

る「基督新報」の報道傾向をみると、武断統治期に制度化、法律化し、広範囲に普及された日本の

みを意味する「内地」概念を積極的に拒否し、「日本また日本人」という表現を固守しているのが分

かる。「内地」という言葉は、むしろ「朝鮮」を意味するために使われ、日本を含めた周辺地域を「外

地」として規定しているという点で、文化統治期は韓国キリスト教が 「内地」概念の主体性を回復し

た時期であったと評価できる。しかし、そのような「反日」の動力が強化されて行く中、それと同時に

文化統治政策による「親日」の動力も涵養されていった。このように文化統治の10年は、「反日と親

日」の拮抗が成立し、戦時体制の下に「抗日と附日」の相剋につながる「飛び石」のような時期であ

った。キリスト教もその政策の下で例外ではなかった。 

 

3. 文化統治期における他宗教(儒教・仏教・天道教)の『内地=日本』認識  

以上、文化統治期の代表的なキリスト教新聞である「基督申報」に現われた『内地=日本』概念の

受容について考察した。キリスト者は、武断統治期(1910-19)に噴出した『内地=日本』概念への否定

的(拒否的)姿勢を文化統治期においても一貫して固執し、広く拡散した『内地=日本』概念をむしろ

                                                   
34 蔡弼近、“朝鮮教会의 나아갈 길(中)、”「基督申報」、1928 年 2 月 8 日、1 面. 

35 “東京罹災同胞救濟에 對하야,”「基督申報」、1923 年 10 月 3 日. 

36 “國内兄妹의 同情을 請함、可憐한 在留同胞의 現象、” 「基督申報」、1923 年 10 月 10 日. 

37 “日本은 二等國으로 - 美軍事情報員의 陳述、”「基督申報」、1923 年 10 月 24 日、2 面.  
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『内地=朝鮮』概念として活用した。ならば、キリスト教を含む同時代の4大宗教と評される「儒教」、

「仏教」、「天道教」の雑誌や新聞などではどのような傾向を現わしたのだろうか。 

 

(1) 韓国儒教の『内地=日本』認識   

日本政府は、儒教が朝鮮社会に及ぼした強い影響力についてよく理解していた。したがって、統

治理念及び倫理的な性格が強い儒教の社会的機能が日本に有利な方向へと傾くよう願った。その

結果、強制併合の直後から、総督府は儒教の指導者たちと3,000余人以上の全国儒生に天皇が下

賜するなど好意を得るための政策を施行した。儒林に対する日本の「内地視察団」運営も活発であ

ったが、李大榮を含め鄭鳳時(江原), 鄭準民(慶南), 鄭萬朝(全南)などもそれぞれ自分の地域の儒

林を代表して訪日し、日本人の配慮と優しさや英親王(懿愍皇太子・李垠)が日本で充分な待遇を受

けているという事実、また日本の文明発達や殖産工業の進歩を確認し、日本の保護下で教育と実

業の育成をはからなければならないという演説を行なった。38 

 1911 年 6 月に朝鮮総督府は、最高儒学教育機関である成均館を「旧式」と評価し廃止させた後、

「経学院規定」を制定してその職制及び運営に対する内容を新たに整備した。その結果、総督が直

接監督する「経学院」という新名称の儒学院を設立した。この機関では、伝統的儒教教育の機能は

事実上喪失し、ただ儒林の抵抗を鎮める手段として活用された。そして設立 2 年後の 1913 年に

「経学院雑誌」という季刊誌を発刊し始めたが、それは総督府政策を儒教的な言語で広報する役割

を果たした。この雑誌には、経学に対する学術的な論文以外にも日本人の論説、総督府政策の解

説や法令、時局に対する当局の声明などが主に載せられた。この雑誌の発行人である小説『血の

涙』の作家李人稙が「日鮮同化」を主唱した姿に当時の様子がうかがえる。李人稙は、1910 年の強

制併合当時に李完用の秘書を務め、1912 年の大正天皇即位式の時には「献頌文」を捧げ、中樞院

副参議などを執り行ない、1912 年 6 月に朝鮮総督が経学院を建てると、その機関の司成になった

人物であった。 

この雑誌の第1号の初面には、「朝鮮総督伯爵寺内正毅閣下」と書かれた写真とともに「遵経勧

学」という彼の自筆の字も載せられた。「本院紀事」の第1條を見ると、「経学院は朝鮮総督の監督に

属し、経学を講究する」という表現で始まるが、これを見ても当時の韓国儒教が置かれていた状況を

知ることができる。 

このような儒教の全般的な雰囲気の中で、1919年の3･1独立運動当時、民族代表33人中には儒

教の指導者が一人も含まれていなかった。3･1運動直後に逮捕された1万名余のうち、自分が儒生

の関係者であると告白した人はわずか60-70余人に過ぎなかった。武断統治期以後、文化統治期

に至るまで、儒教は、金昌淑が主導した137人の儒教指導者による独立嘆願書以外には決して独

                                                   
38 鄭旭宰, “20世紀初 日帝協力儒林의 経学院活動-李大榮(1874-1950)을 中心으로,” 「韓国史学報」第56号 

(高麗史学会, 2014), 259. 
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立運動の中心に立ってはいなかった。 

このような背景の下で、齋藤総督の赴任以後の文化政策下で儒生は武断統治期と比べ、相当な

自由と自治を享受した。しかし、そのような懐柔策は長く続かず、文化統治末期の1929年、「書堂取

締強化」法令は「書堂の新設と閉鎖は政府許可を得なければならず、学童教育は天皇の忠良な臣

民になるように国民道徳を教えなければならない」という内容が含まれるなど、一層緻密な統制と取

り締まりが強化されて行った。 

では、経学院が発行した「経学院雑誌」はどのような形態で配布され、普及したのだろうか。3 ･1

独立運動の直前の1918年に発刊された「経学院雑誌」第16号の「配布録」を見ると、その雑誌の配

布対象者が「管理、貴族、儒林、社会、道庁、郡庁、郷校」として分けられた後、地域別では「総督

府、内地、本院(経学院), 李王職、中枢院、京城府、京幾、忠北、忠南等々」と羅列されている。39経

学院の上部機関である「総督府」を筆頭に「内地」(=日本)は二つ目の重要な配布先として最も優先

視されているのが分かる。 

「経学院雑誌」に載せられた多くの文章の中で、「内地=日本」の用法がどうであったかについて

は今後綿密な検討が求められるが、基本的にその創刊背景と目的、配布原則などに「内地視察団」

と「内地報告」などが重要視されていることを確認できる。 

このように武断統治期から朝鮮総督府と緊密な協力関係によって儒教政策を樹立し、展開して来

た韓国の儒教指導者たちは、3･1運動直後に文化統治が始まってから1920年1月16日、ソウルと地

方の儒生88人が京城俱樂部に集まり、親日儒生団体である「儒道振興会」を組織した。この団体は、

総督府警務国との密な関係の中で総督府情報委員である菊池謙譲が管理した。また、主に3･1運

動以後に組織された上海臨時政府の内部で活動する儒林出身の人物と接触し、臨時政府を崩壊

させようとする目的があった。この団体が1921年2月28日に創刊した機関紙「儒道」は、1925年1月に

計48号まで発行されたが結局終刊した。 

雑誌「儒道」は創刊号から「日本」に居住する朝鮮人同胞の生活を紹介する探訪記事「内地に在

する我同胞の高麗村事蹟」において日本を「内地」として表記している。 

 

高麗村は、埼玉県入間郡にあるが、距今1,200余年前に高句麗の遺臣王族である若松及びそ

の従民が移住した場所として有名である。三国時代は内地と朝鮮の交通が頻繁で、相互往き

来しながら移住した史蹟が多く残っているのはその歴史を証明するところであり、その後にも連

続して(下略)40 

 

この記事に続いて「日本帝国人口表」、「朝鮮総督府及各地方官制改正」など日本政府の官辺雑

                                                   
39 鄭旭宰, “20 世紀初 日帝協力儒林의 経学院活動-李大榮(1874-1950)을 中心으로,” 259. 

40 “内地에 在한 我同胞의 高麗村事蹟,” 「儒道」 第1號, 1921年2月28日. 
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誌としての機能も果たしていることがわかる。また3･1運動以後、武力抗日活動が高まった状況の中

で発行されたこの雑誌の「大正九年略誌」でも、中国吉林省での独立運動の参加者たちを「馬賊」、

「不逞鮮人」など「匪徒(暴徒)」と表現し、日本人は「内地人」と表記しながら被害者のように描いてい

る。  

 

9月28日の夜明け、馬賊3百名余に不逞朝鮮人が混ざった一端の匪徒は、薫春市内を来襲、

略奪と放火、また10月12日の夜明けには領事館分館を襲撃、爆弾で外壁を破壊し、内部まで

侵入した。内地人家屋に火を放って内鮮人を殺傷し、5時間の間市内を占領してから日本軍隊

が来て退却した。殺害された者は、内地人11人、朝鮮人 7人などである。41 

 

その他にも、「中国と日本」を「支那と内地」とする記事42や、内地視察団に参加してから帰国した

儒教指導者たちの各地域における宣伝活動に対する記事も発見されている。  

 

当19日午前11時、大邱郷校で見た本支会の総会を開いたが、出席会員は内地視察団に参加

した22人と各郡特派員20余人を合わせて50余人に達し、来賓は藤川道知事、申參與官、佐藤

部長、高橋高等普通学校長、福島農林学校長、道庁書記、逹城・尚州・盈徳郡守など70人余

り、……藤川道知事の懇切な説諭と高橋博士の朝鮮語の祝辞があった……43 

 

このように武断統治期から文化統治期へ移行する過程における韓国の儒教は、キリスト者と異な

り強制併合当初より日本政府の政策に対して全般的に順応する姿勢を見せた。その結果、3•1独立

運動にも消極的で、儒教内部の雰囲気は文化統治期に至るまで「内地=日本」を積極的に受容する

方向を示したと評価することができる。 

 

(2) 韓国仏教の『内地=日本』認識 

事実上、韓国の仏教界も先に考察した儒教とさほど変わらない。日本とも共有される東洋の伝統

宗教という点で、儒教と仏教は統制し「内地化」(同化)して行くのには容易な宗教団体であったと見

える。まず、1912年2月25日付けとして朝鮮仏教界で機関紙として役割を果たした 「朝鮮仏教月報」

に注目することができる。この雑誌の第1号(1912. 2. 25)を見ると、「無心道人」が書いた短編小説

『尋春』の最後の部分には次のような内容が登場する。 

                                                   
41 “琿春 領事分館의 燒失,” 「儒道- 大正九年略誌」, 1920年. 

42 “今年の初夏, 支那および内地に猖獗した流行性風邪と天然痘は、幸いに朝鮮では一人の患者も発生しなかっ

たが……”(“怪疾 流行感冒, 痘瘡의 流行,”  「儒道- 大正九年略誌」, 1920年) 

43 「儒道- 大正九年略誌」, 1920年. 
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万古聖人仏様は三界において大師であり、四生の慈父である。(中略) 梅花樹下に残燈を置

いて一介士が危坐し、『朝鮮仏教月報』を起草する。 (中略) 仏教の化力は世界の春風と、天

皇陛下の広い恩沢、東君(春の神)の和としての化力一室の中に盈溢するので、今日私たち慶

幸がどうして大きいと言えるのか、「慶祝」一度呼んで見よう。44 

 

釋迦をほめたたえる内容の末尾に、天皇について言及しながらその恩沢を慶祝して文章を終え

ている。同号の「雑著」でも「歳謁三拜」(新年に仏様に歲拜する儀式)を説明しながら「此一炷香は

願・天皇陛下の聖寿無彊」であり、次には「此一炷香は願・総督閣下の睿候万福歳謁三拜」という祝

願を12行として載せている。また「雑報」を見ると総督などの政治家、官僚との緊密な関係、天皇に

対する深い崇仰などの姿がよく描写されている。45 

韓国併合がなされてから二年たらずの1912年1月の公式的な仏教界の雑誌では、このように天皇

と朝鮮総督府の官僚に対する賛美記事が溢れている。これを見ると、当時の仏教界が日本帝国主

義の侵奪に対してどのような態度を示したかが確認できる。 

この雑誌は「内地=日本」の概念をしばしば登場させている。第1号の「京城にある古塔と古碑」と

いう文章にも、このテーマに対する先行研究を三つに分けながら、「1.朝鮮人記録」、「2.内地人記

録」、「3.西洋人記録」と記述している。46第2号には「朝鮮総督閣下の訓諭を感する」という総督の訓

示を最も前に露骨に掲示し、寺と僧侶を総督府が法律で指導することを公布している。  

 

法律を遵奉し、寺院を保管し、僧侶を指導して……淳良な人族を化成し、政府による人民に対

する勤労が除滅し、刑措の風が行われることを望む。47 

 

中国仏教の歴史を紹介する文章でも、「教史-支那史」48という題目で記し、日本が「中国」に

対して卑下する名称を公式採用している。また日本の代表的な仏教哲学史の学者で、東京帝

国大学の初代印度哲学の教授である村上専精も、この雑誌に「仏教統一論」を1912年6月号か

ら連載した。そこで、著者と韓国の訳者を紹介する時「内地文学博士・村上専精著、朝鮮雲山道

                                                   
44 無心道人, “尋春,” 「朝鮮佛敎月報」 第一號, 1912年 2月号 

45 “1日6日(1912)通度寺住持金九河、海印寺住持李晦光、法住寺住持徐震河、龍珠寺住持姜大蓮、傳燈寺住持金

之淳、釋王寺住持金崙河など六師が新年を祝うため朝鮮総督館邸に進詣し、総督却下の御指導によって、天皇陛

下の御眞に拜謁した後、総督却下の簡明な御訓諭が御座いまして……後に山縣政務總監、宇佐美内務部長官兩

却下の懇篤な訓諭があり、茶供を餉したため、各住持は未曾有の光栄を感佩してから退歸したのである” (, “雑

報,” 「朝鮮佛敎月報」 第一號, 1912年 2月号.) 

46 雙荷子輯, “京城에 古塔과 古碑” 「朝鮮佛敎月報」 第一號, 1912年 2月号, 18-22. 

47 “朝鮮總督閣下의 訓諭를 感함,” 「朝鮮佛敎月報」 第二號, 1912年 3月号, 4-6. 

48 “敎史-支那史,” 「朝鮮佛敎月報」 第二號, 1912年 3月号, 15-31. 
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士・退耕相老訳」49と表記し、「内地-朝鮮」という対比構造の中で「著者-訳者」の関係を示してい

る。浄土真宗大谷派の学僧として有名な 『仏教大辞典』 (1917)を編纂した織田得能の文章「仏

教大意講義」を連載する時にも、同様に「内地織田得能著、朝鮮鶏竜相淑訳」50と一貫して「内

地・朝鮮」を対比して描いている。他にも朴漢永が翻訳した「仏教興学問」に対しても、カッコの

中に「内地政共居士通仏教之一編」51と併記し、「東京留学仏教生、李智光」が翻訳した「仏教西

漸の兆」にも、カッコの中で「内地真如報所蔵」と表現する。このように「日本」という言葉よりも「内

地」という日本の「中心性」を強調していることがわかる。中国人著者を語る場合には、「支那・譚

嗣同遺著、朝鮮・沙門石顛訳」52と記し、「支那」という表現を採用している。 

『朝鮮仏教月報』の後身として1913年11月20日に創刊され、1914年6月20日に通巻8号で廃

刊した『海東仏報』の場合も同様である。この雑誌の初号「海東仏報発刊序」を見ると、末尾に

「伏祈海内諸公は……克就功果し、庶報皇恩仏恩し、式旧慈仁し、急務迷倫理苦倫するので勉

旃勉旃焉する」53という表現で日本の天皇に対する恩恵を賛美している。そして「内地視察団織

成」という記事を通して、次のように朝鮮全体の住持僧侶30余人を内地に派遣すると宣言してい

る。 

 

朝鮮全道30本山住持の第3総会の一つの結果として、興学布教の状況を視察拡張するために、

本年陰3月初に30本山住持及有志諸氏が内地を観光することと、一団織成を準備中であるの

で、臨時規則を 概定し、住持会議所院長が各本山に送凾した。54 

 

この計画は一度延期されたが、55「三十本山住持と第1回内国視察団」という記事において「海陸

文明の会要地は内国諸名所を先称する故に、当局の指導が珍重することによって、すべての住持

和尚がさらに現世文潮を感覚するので … 第1回内国視察団を織城することを允協するのである。 

……内国諸名所に登岸し……朝鮮仏教界に一道洋光を献賀するのである。……内地視察団以還

                                                   
49 “佛敎統一論第一編大綱論略譯,” 「朝鮮佛敎月報」 第五號, 1912年 6月号, 25; 「朝鮮佛敎月報」 第五號, 19

12年 6월, 25; 第六號, 1912年 7月号, 18; 第七號, 1912年 8月号, 14; 第八號, 1912年 9月号, 9; 第九號, 191

2年 10月号, 13; 第十號, 1912年 11月, 14; 第十三號, 1913年 2月号; 第十四號, 1913年 3月号, 22; 第十五號

1913年 4月号, 20; 第十六號, 1913年 5月号, 28; 第十七號, 1913年 6月号; 第十九號, 1913年 8月号 등. 

50 “佛敎大意講義,” 「朝鮮佛敎月報」 第十二號, 1913年 1月号, 22; 第十三號, 1913年 2月号; 第十四號, 1913

年 3月号; 第十五號, 1913年 4月号, 19. 

51 “佛敎興學問,” 「朝鮮佛敎月報」 第十八號, 1913年 7月号; 第十九號, 1913年 8月号. 

52 “仁學節本,” 「朝鮮佛敎月報」 第十四號, 1913年 3月号; 第十五號, 1913年 4月号, 22; 第十六號, 1913年 5

月号, 33; 第十八號, 1913年 7月号; 第十九號, 1913年 8月号; 第十九號, 1913年 8月号など。 

53 猊雲散人, “海東佛報發刊序,” 「海東佛報」 第一號, 1913年 11月号, 6. 

54 “內地視察團織成,” 「海東佛報」 第四號, 1914年 2月号. 

55 “內國視察團延期”, 「海東佛報」 第六號, 1914年 4月号. 
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としては旧目仏教界に……一切痛洗することを企望する」56と、日本を「内国あるいは内地」と表記し

ている。 

また、この雑誌は京都、東京などに派遣した韓国人仏教留学生の現況を報告し、日本の仏教を

「内地仏教」と称し、57日本を「内地」と表記しながら中国は「支那」と表記している。58また朝鮮総督の

演説文を載せた「朝鮮総督府施政梗概」という記事の文章には「内地」、「内地人」という言葉が公式

に「日本、日本人」を称するために使われているので、「仏教雑誌」を通して「内地=日本」という概念

は1910年代からすでに積極的に使用されていたことを確認できる。 

 

各道に内地人又鮮人の道長官を置いて……府尹を内地人として以することによって、此に充

し……府には内地人を為に特に居留民……内鮮人を同一組織の下に教えることを不得する

ので……内地人教育に関する事務を分離する方針に取り組む……内地人教育は鮮人と区別

する方針として従来の学校組合を設置するように試みる。59 

 

このように「日本の仏教」をいわゆる「内地仏教」として自然に受け入れることができた背景には、

当代の僧侶の責任を「文明化の成就」であると力説する次のような文章がある。すなわち、朝鮮仏教

の「文明化達成」においては日本の「内地仏教」がその相応しいモデルになっていたと強調する。60 

 

最も平等であり、最も快楽な文明の程度を開く任務を負担したのはいじらしい。私たち僧侶の

任務はまことに重要である。61 

 

代表的な仏教学者である李能和も仏教を発展させた代表的な東アジア3国の人々を「朝鮮人、支

那人、東京人」と区分している。62これは一部の地方としての朝鮮、支那、それとともに内地の中心地

域である東京を同時に比べた概念である。李能和は日本の伝統宗教を紹介しながら「内地、内地

人」の概念を積極的に受け入れている。 

 

神道とは内地の固有な宗教である。… 内地人間に多行し、朝鮮人には広布される実蹟は姑

                                                   
56 “三十本山住持와 第一回內國視察團,” 「海東佛報」 第五號, 1914年 3月号. 

57 “內地佛敎留學生現況,” 「海東佛報」 第七號, 1914年 5月号. 

58 “朝鮮佛敎와 史蹟尋究,” 「海東佛報」 第八號, 1914年 6月号. 

59 “朝鮮總督府施政梗槪,” 「海東佛報」 第八號, 1914年 6月号. 

60 本多日生, “日本의 文明과 三敎,” 「朝鮮佛敎叢報」 第拾七號 1918年 7月号, 17-21; 本多日生, “日本의  

文明과 三敎(續),” 「朝鮮佛敎叢報」 第拾八號, 1918年8月号, 55-58. 

61 “우리 僧侶는 責任이 무엇이오,” 「海東佛報」 第五號, 1914年3月号. 

62 李能和尙玄居士, “朝鮮佛敎界發刊詞,” 「朝鮮佛敎界」 第1号, 1916年4月号, 3. 
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無である。63 

 

1915年3月15日に創刊された仏教振興会本部の機関紙である『仏教振興会月報』は、1915年12

月に通巻第9号で終刊した後、1916年4月5日には『朝鮮仏教界』と名を変え、さらに1917年3月に

『朝鮮仏教総報』と改称し、30本山連帯会議機関紙として発行され、3・1運動の直後から文化統治

期が始まった1921年1月に通巻22号で終刊している。李能和が発行人及び編集人であり、沈禹沢

が印刷を担当した。『朝鮮仏教総報』も既存の仏教系雑誌の論調をそのまま受け継ぎ「日本仏教史

の特色」という村上専精の文章を通して、次のように明治時代に達成された「日本の文明史」と仏教

の歴史を連結させて説明している。すなわち、当時日本の「内地仏教」こそが「文明化した仏教」とし

ての頂点に至っていることを繰り返して強調したのである。 

 

朝鮮の松の木を見ても、内地の山陽近くの物とは大端に異なる。……内地に尾張大根というも

のがあります。尾張大根の種子ならば内地ではどこでもよく育つわけではないのです。……そ

れは日本の文明史と言う言い方が適当だと思います。……明治になって支那、朝鮮が変わっ

て欧米の文明を輸入したため、明治文明史が欧羅巴から輸入されたように……日本の国体と

相合して皇統一系の団体に適合する精神を再来させたところで宗教統一が成り立ったというこ

とは実に日本の美風である。64 

 

李能和は長谷川総督との協力関係の中で、韓国仏教指導者たちの「内地視察団」派遣を主導し

ながら、次のように「内地仏教」こそ現在世界で第1位をであるため仏教を積極的に学ばなければな

らないとしている。 

 

総督伯爵長谷川好道閣下は、朝鮮僧侶が内地に見学する美挙を嘉尚と感じ、鄭重に訓諭し

た上、特別に金貨参百円を賜与して獎勵する意を表する。……内地の文明は、朝鮮仏教から

始まったと言うことは亦是内地人の自認するところである。今般に朝鮮仏教の当局者諸氏が内

地仏教を視学する時に同感が不無であることを本記者は確信する。内地仏教はどうして世界

で第一位になったのかを研究して見ると、規模の詳密と制度の完美さに在するのは無論であり、

規模の張な積累成果ではなければ美好な結果がないだろう。……本記者は内地仏教を視察

なさる諸氏に謹術し継して、朝鮮仏教万歳を歓呼する。65 

                                                   
63 尙玄居士(李能和), “論說 - 布敎規則과 吾人의 覺悟,” 「朝鮮佛敎界」 第1号, 1916年(大正5年) 4月号, 5. 

64 村上專精, “日本佛敎史의 特色 ,” 「朝鮮佛敎叢報」 第5号, 1917年7月号. 35. 

65 李能和, “內地에 佛敎視察團을 送함,” 「朝鮮佛敎叢報」 第6号, 1917年8月号, 1-4; 次の号には‘視察一束’

というタイトルで、‘視察日誌’, ‘視察地類別’, ‘視察中唱酬’, ‘視察祝質의 文辭’などの報告が続く。同号の「彙

報」では「內地佛敎を視察する爲に八月三十一日、京城を出發した視察團一行は……東京、伊勢……に倒着し
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他にも日本留学時代を「内地に在する時」66と表現したことや日本の僧侶を「内地僧侶」と記し、彼

らの「先進的な布教戦略を学ばなければならない」とし、673•1運動直前には総督府から出された仏

教政策関連遺訓を最初の記事として繰り返して載せている。68 

このような韓国仏教の「内地=日本」に対する姿勢は、武断統治期から文化統治期に至るまで一

貫して続いている。韓国仏教は、先述した儒教と同様に日本とも共有される東洋の伝統宗教として

の一体感が、強制併合当初より文化統治期に至るまで日本のみを意味する固有名詞としての「内

地」概念を積極的に受け入れる方向へと導いた。このような「儒教・仏教」の傾向は、武断統治期の

当時から「内地=日本」概念に抵抗し文化統治期にも「内地=朝鮮」の用語概念を採用しようと努力し

た韓国のキリスト教の態度とは対比される。 

 

(3) 天道教の『内地=日本』認識  

3 · 1運動当時、キリスト教とともにその運動を主導した天道教は、「民族文化実現運動」の一環と

して「開闢社」を創立し、1921年6月25日に雑誌「開闢」を創刊した。武断統治期からすでに独立思

想に関心が高かった天道教は、雑誌「開闢」を通して「世界思想と民族自決主義」を鼓吹し、キリスト

教界の「基督新報」と非常に類似する敍述方法を用いている。 

まず、「基督新報」が果敢に「独立を果たそうとする朝鮮人により組織された暗殺団120人が 朝鮮

の内地に忍び込んだ」69との記事を出したように、「開闢」は国内の主体的な決死団体の近況につい

て紹介する欄を作り持続的に載せている。70また「基督新報」が「海外」や「在外」などの概念を使うこ

とで「内地=日本」という表現すらも「在外」といった概念に含ませて敍述したことと同様に、「開闢」も

「在外鮮人事情研究会設立」71という記事で「在外」という表現を使用した。これは、朝鮮を「内部」す

なわち「内地」と認識している事実をを迂迴的に表明したのである。その結果、記事の中に「日鮮人

                                                                                                                                                     

た」と記述されている。 (「朝鮮佛敎叢報」 第7号, 1917年 8月号, 64) 

66 “內地で在した時に、東京帝國大學文科大學敎授文學博士建部遯吾氏の朝鮮視察談を聽した事があったので

ある、” (“中央學林의 現況及 將來에 就하야,” 「朝鮮佛敎叢報」 第拾參號, 1918年 3月号, 1) 

67 “內地僧侶は如何なる規模と如何なる方法を用いて布敎をし、 此を了知しようとするので、……內地人住處を中

心として……基礎的實施布敎を始まったという。……本來、內地愛媛縣秀寺住職の身分で布敎師になり、……內

地僧侶は布敎が上手である。幾年を不過して一間貰屋を化し、宏壯な寺院になって行く。內地人は先天的信仰心

が豐富で、僧侶の熱心さが至極であるため、勿論、內地僧侶は全く布敎のみに注意する” (“內地僧侶의 布敎,” 

「朝鮮佛敎叢報」 第拾參號, 1918年 3月号, 10-13) 

68 “奉悼詞,” “宇佐美內務部長官의 訓諭槪要,” 「朝鮮佛敎叢報」 第拾四號, 1918年 4月号, 1-5; “學務局長의  

演說要旨,” 「朝鮮佛敎叢報」 第拾九號, 1918年 9月号, 1-2. 

69 “朝鮮內地に侵入した百廿名暗殺團、黃海道各郡と平安道各郡に潛入したという,” 「基督申報」 1921年1月12

日. 6. 

70 “朝鮮結社團體의 近況,” 「開闢」 第11號, 1921年5月号, 75. 

71 “在外鮮人事情硏究會設立,” 「開闢」 第11號, 1921年5月号, 76. 
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三十余名が会合した」との表現の通り「内地人と朝鮮人」という構図ではなく「日本人と朝鮮人」という

構図によって対比していることが確認できる。 

「内地」あるいは「内地人」という表現もほとんどなく、「日本」あるいは「日本人」と表記することで、

日本(人)を朝鮮(人)と対等に客観化、対象化している。 例えば、「在京日本人と 儒生との握手」72と

いう記事の見出しはそのことをよく現しているといえる。 

「開闢」第12号でも、晩松成琯鎬が「私の見た日本ソウル」と題した文章を掲載し、「内地視察」という

概念を脱して「日本」を視察したと書き記し、日本の首都東京をハングルで「ソウル(首都)」と表記し

ている。そして、その内容で興味深いものが、それまでの「内地視察団」が直接見て来た称賛一辺

倒の日本に対する印象が、実は虚構だったということを語った日本東京訪問記であるという点だ。そ

して、黄金万能主義に捕らわれた日本、日本人に対する批判的評価も儒教や仏教の雑誌には到

底表れなかった天道教の独自の視点であった。 

 

まず東京市の道路は、都会の道路としては華麗広潤というよりも、かえって狭窄不潔と言える。 

……表面の東京はたとえ初見者でもあまり驚くこともなく華麗壮厳という思いは全くもってない。 

……日本は平等道徳よりも階級道徳が優勢で、団体的道徳よりも個性的道徳が社会を支配す

るようになった。……如何間今日の日本は現代的ではない。普段考えていたことと全く異なる

様子の日本国だ。……日本は依然一黄金時代の日本だ。弱者の主義と貧者の意見はどれほ

ど公正であると言っても強者と富者の前には頭を下げずにはおられず、富者と強者の意見が

不合理であるとしても貧者の頭上に絶対的圧力となってしまう。……何によって見ていたのか、

現今日本は黄金万能である。73 

 

このように、日本の虚と実を加減なしに率直に論究する姿勢は、儒教や仏教の雑誌には見られな

い。 1920年代の「基督新報」の論調と類似していると評価することができる。朴埜
バ ク ・ ヤ

が1921年 7月号

の「開闢」に書いた「在間島朝鮮人社会の過去と現在と将来」を見ると、日本人が中国人を蔑視する

用語として使った「支那」という表現の代わりに「中国」、「中国人」を使用しているが、これも文明化さ

れていない「外地としての中国」ではなく独立国家としての中国を尊重する態度である。また、「朝

鮮」を称する時にも「父母の国を去り荒蕪な間島の新生活を営むようになり、どうしてその自ら語るこ

とのできない原因がないのか」と「父母の国」と言うのは表現を採用している。74さらに、朴は朝鮮を

「内地」として表記していることが次の通り確認できる。 

 

                                                   
72 “在京日本人과 儒生과의 握手,” 「開闢」 第11號, 1921年5月号, 76. 

73 晩松成琯鎬, “나의 본 日本서울,” 「開闢」,第12號, 1921年6が月号, 66-68. 

74 朴埜, “在間島朝鮮人社會의 過去와 現在와 將來,” 「開闢」,第13號, 1921年7月号, 70-71. 
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間島に渡って来たことで言えば、それは正しいことだった。糊口策であっても内地よりは比較的 

より優れて、時勢は時勢次第合わせて学校もよく営み……75 

 

このように、「内地=日本」を拒否し反対の「内地=朝鮮」といった概念を使用している天道教の雑

誌における1920年代の用語表記は、単純な単語選択の次元を超えた「内地」概念を取り入れた民

族の主体性確立に対する根源的な省察の結果であった。3 · 1運動にもっとも積極的に参加したキリ

スト教と天道教、そして消極的であった儒教と仏教のこのような相違は、文化統治期以前と以後にお

いても一貫しているように、「内地」概念を通して現われたと評価することができる。結局、このような

「開闢」の活動は、朝鮮総督府の圧力によって1926年に強制廃刊される。廃刊されるまで発売禁止

(押収)が40回以上、停刊が1回、罰金が1回など何度も迫害に遭いそれを耐えなければならなかっ

た。 

 

4.おわりに  

儒教と仏教系が武断統治期(1910-19年)から「親日派」養成政策に屈服した状態であり、この背景

には「内地=日本」という概念が早くから受け入れられ各種雑誌や書籍で使われていった。文化統治

期(1920-30年)にわたりこの姿勢は一貫していた。それに比べて、武断統治と文化統治の分岐点に

なった3 · 1運動を主導した二つの宗教、すなわちキリスト教と天道教は文化統治以後より積極的に

「内地=日本」という概念を拒否し、「内地=朝鮮」という概念を回復するために共に努力したことが確

認できた。このような事実は「内地」概念の受容の可否が民族の独立啓蒙運動と重要な関わりを持

っていたことを現している。 

武断統治期同様、文化統治期も朝鮮の「儒教・仏教」は親日的傾向があった反面、「キリスト教・

天道教」が反日的であったと対比される理由は、まず「近代性」の問題を提示することができる。「儒

教・仏教」は既に日韓が共有する伝統宗教であったという同質感のため基本的に日本の儒教・仏教

界と親密になりうる可能性があった。ただ、明治維新によって近代的な外形を備えていった日本の

「儒教・仏教」と異なり、古いシステムに固執していた韓国の「儒教・仏教」は、植民地化前後から直

面した日本のいわゆる「近代的な儒教(主に皇室)・仏教」を模範として、急速に「近代化」をはからな

ければならないという必要性を痛感した。「内地視察団」による「内地への模倣と踏襲」の努力は、あ

る程度の自律性が確保された文化統治期にまでつながったのである。それと比べて、韓国のキリス

ト教は欧米の宣教師との接触によって、西欧の近代文物を最も積極的に受容した点において、日

本の統治による外部からの「近代化」に対して拒否感があり、キリスト教を中心にした主体的な近代

化を達成できると考えた。東学農民革命を背景として誕生した天道教も、「人乃天」思想などの近代

的な民権意識に基づいていたため、日本による近代化を拒否し、主体的な近代化をはかる結果と

                                                   
75 朴埜, “在間島朝鮮人社會의 過去와 現在와 將來,” 74. 
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なった。 

第二の要因としては、「ナショナリズム」があげられる。東アジアに共通する伝統宗教である「儒教・

仏教」は、日本の「儒教・仏教」との連帯によって近代化がより緊急な課題であると考えた。そのため、

民族主義や国家主義とは、むしろ容易に距離を置くことができ、その結果3.1独立運動などの参加

にも消極的であった。それと比べて、東学農民革命当時からも反外勢、反日本を強調した天道教の

勢力は、自ら民族宗教として定着しつつ、「儒教・仏教」とは異なる歩みをしていった。ここで世界宗

教であるキリスト教は、朝鮮の植民地化過程を経ながら独特な「民族宗教」として変貌して行った。

すなわち「民族の近代化と独立」という課題を果たすためにキリスト教を選んだ多数のキリスト者青年

によって、教会と宣教団体の体質が「世界性」を確保するための前提条件として「民族性」確保にと

らわれすぎるようになったのである。その結果、2.8独立宣言、3.1独立運動、上海臨時政府樹立など

に多数のキリスト者が指導力を発揮することになり、その動力が文化統治期の反日的な傾向につな

がって行った。 

戦時下におけるキリスト教の親日化76を念頭に置くと、3 · 1独立運動直後に始まった文化統治時

期は表面的には朝鮮のマスコミ、教育、政治、文化などに一定の自由を許可したかのように見えた。

しかし、制限的な自由の中で事実上日本政府の親日派が本格的に養成されていった時期であった

ことを意味する。したがって、表面的には日本の政策に対する批判も受け入れられ、日本による支

配を「善政」と勘違いさせるという事態まで起こった。その過程で「基督新報」や天道教の「開闢」など

が奮闘したが、表面的な主体性の回復は「反日」を通して催眠効果の実像は無力な限界を示したの

である。1920年代の10余年間、日本政府に対する友好的な関係形成と、隠密な管理統制の拡大に

帰結していったのである。それにもかかわらず、1920年代の文化統治期における韓国のキリスト教

は、「内地=日本」という概念の受け入れ、より積極的に日本政府との協力関係を結んだ朝鮮の「儒

教・仏教」とははっきり区別されると評価できる。 

 

 

（ホン・イピョ 京都大学大学院文学研究科非常勤講師） 

 

                                                   
76 1931年の満州事変を通して始まった戦時体制下で、「基督新報」は「西紀」の使用が禁止され「皇紀」の使用を強

いられることとなった。同時に朝鮮を意味した「一般(普通)名詞としての内地」の用語が禁止され、日本を意味する

「固有名詞としての内地」が強要された。そして、1937年の日中戦争を基点として「内鮮一体」の概念を積極的に受

け入れることで、日本のキリスト教との同化及び合同の道に入った。これは武断統治期に宗教界の中で特にキリスト

教界がもっとも抗日的であったという点、そしてキリスト教が英米勢力を背景にしているという点から、総督府はキリス

ト教の懐柔と親日派養成に力点を置いて努力した結果でもあった。 




