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経済論叢別冊 調査と研究 (京都大学)第16号,1998年10月

世界都市大阪の歴史的形成
戦間期 における朝鮮人移民の流入過程 を中心 に

は じめ に

今日における経済のグローバル化と国境を越

えた緊密な統合化は,資本のみならず労働力の

移動をもグローバルな規模で出現させ,全世界

に大きなインパクトを及ぼしている｡ こうした

グローバルな ｢移民の時代｣1)到来の中,日本

においても1980年代後半以降,アジアやラテン

アメリカ出身者の大量流入がクローズアップさ

れ,外国人労働者受け入れに村する ｢開国｣･

｢鎖国｣論が政策サイドやジャーナリズムの間

で論じられるまでになった｡しかし,忘れては

ならないのは,第 1表が示すように,現在でも

外国人人口の半数を占めているのは在日韓国 ･

朝鮮人であり,戦前から一貫 して日本国内で市

民生活を送ってきたという事実である2)｡本来

論じられるべきは,日本における外国人労働者

問題の歴史的な検証を踏まえた議論だったので

はないだろ うか｡ 本稿 の課題 は,現在 の

｢ニューカマー｣到来の中で も依然重要性 を

失っていない,いわば先駆的な事例である

｢オールドカマ-｣-朝鮮人移民の問題にある｡

さて,朝鮮人移民の考察を行う際に,本稿に

とって重要と思われる側面について2点紹介し

ておこう｡ まず第 1に,移民流入の時間的側面

1) S.Castles&M Miller,TheAgeofMigratwn:Inter-

nat10nalPopulation Movementsin theModern World,

Macmillan,1993 (関根政美 ･関根薫訳 『国際移民の時

代』名古屋大学出版会,1996年)｡

2) JLュe."ForeignWorkersinJapan:'MonthlyRevleW/.

44-1､1992,では,外国人労働者論の言説に強く見られ

る ｢単一民族｣という前提が外国人の流入を ｢問題｣化

している点を指摘 し,在日マイノリティ問題の欠如を過

去の植民地主義に対する健忘症 (amnesia)であると喝

破している｡
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である｡ 彼らが日本-向けて大規模な移動を開

始したのは,戦前期,それも1920年代と40年代

の2期に分かれる｡ 後者はいわゆる強制連行に

伴 う非自発的移動であったのに対 し,前者は

(構造的要因はさておき,移民自身の意志決定

において)自発的移民が主体であった｡第2は,

流入の空間的側面である｡今日,日本最大の朝

鮮人人口を擁する地域は大阪であり,全国の4

分の 1の人々が居住 している (第 1表)｡この

大阪を中心とする人口分布が形成されたのが,

実は1920年代だったのである｡ しかも,当時の

大阪は,朝鮮人人口が1938年時点で推定約22万

人であ り,朝鮮人人口約60万人のソウル (京

城)に次 ぐ,しかも朝鮮第2位の都市である平

壌 (約21万人)や釜山 (約16万人)を上回る世

界第 2位のコリアン･シティであった3)｡換言

すれば,日本における外国人急増の第 1波は戦

間期に開始されていたのであり,しかもこの時

期に初めて大阪を中心とする人口分布構造の原

型が形成されたのである｡

それでは,なぜこの期を境に,朝鮮人移民は

大阪へと集中するに至ったのだろうか｡一般に

在日朝鮮人に関する全国レベルの分析では,移

民急増の要因として,一方で日本帝国主義の朝

鮮支配を,他方で日本資本主義の発展に伴う低

賃金労働力需要の増大を挙げるのが共通認識と

なっている4)｡しかし,大阪という特定地域へ

3) 田村紀之 ｢植民地期 『内地』在住朝鮮人人口｣『経済

と経済学』52号,1983年 2月,38ページ,東京市政調査

会 『日本都市年鑑』(9)1939年,76ページ｡

4) 最近の研究では,梶村秀樹 ｢日本資本主義と在日朝鮮

人 『単一民族神話』 と差別｣(森田桐郎編 『国際労

働移動と外国人労働者』同文舘,1994年,296-299ペー

ジ),西成出豊 『在日朝鮮人の ｢世界｣と ｢帝国｣国/
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第 1表 現代日本における外国人の地理的分布と在日韓国･朝鮮人 (1995年末)

(単位:人,%)

外 国 人 韓国.朝鮮人 各地域にお 外国人

人口に総 人 口 人 目 ける外国人人口比率 占める韓国.朝鮮人シェア

構成比 構成比全 国 1,362,371 100.0 666,376

100.0 1.1 48.9東 京 246,953 18.1

94,055 14.1 2.1 38.1大 阪 210,352

15.4 174,017 26.1 2.4 82.7愛 知 107,931 7.9 52,407 7.9 1.6 4

8.6神 奈 川 100,787 7.4 32,908 4.

9 1.2 32.7兵 庫 95,920 7.1 68,944 10.3 1.8 71.9

出所:法務省入国管理局 『在留外国人統計』

1996年より作成｡の集中,あるいは朝鮮人

人口の地域的不均等を説明する段になると,そ

こではせいぜい相対的な労働需要の高さが指摘

されるに過ぎない5)｡先の問いに直接答えるためには,視点を

ナショナル ･レベルから都市レベルに下向し,

移民流入と大阪との関係をより深く探る必要が

あるように思われる｡そこで次に,大阪の

朝鮮人移民に関するこれまでの研究成果を振 り

返っておこう｡ この領域で必ず議論の対象とされ

るのは,佐々木伸彰の研究を始めとする在阪朝

鮮人の生活実態についてである6)｡ しかし,

移民流入のメカニズムという点では,次の2つ

の研究が重要である｡ 第1に,大阪における工業

の飛躍的発展と移民流入との関係を取 り上げた,

杉原達と河明生の研究である7)｡これは,ゴ

ム工業や中小零細工場といった朝鮮人が就労可

能な職業に焦点を当て,彼らの吸引 ･定着を具

体的に解明しようとした点で注目に値する｡ しかし他

面で,それらが大阪経済全体の中で果たした役割 ･機能の問

題や＼家』東京大学出版会,1997年,第1-3章｡5) 例えば,この分野の古
典的研究である,朴在- 『在日朝鮮人に関する綜合調査研

究』新紀元社,1957年,41ページを参照｡
6) 佐々木信彰 ｢1920年代における在阪朝鮮人の労働-坐
活過程- 東成･集住地区を中心に- ｣(杉原薫･玉
井金五編 『大正/大阪/スラム』新評論,1986年

)｡7)杉原達｢在阪朝鮮人の定着過程- 大阪市東成区ゴム

工業における朝鮮人労働者を中心に- ｣『大阪産業経済の研究』関西大学経
済･政治研究所,1990年,河明生『韓人日本移民社会経済史 (戟前編)』明石書店,

1997年｡ 93工業以外の労働力需要

の側面等については,依然未解明のままである

｡ これに対 して,大阪l済川島間の直通航路を中

心に,在阪朝鮮人の渡航と定住を論じた金賛汀

と杉原達の研究が,第2に挙げられる8)｡こ

の研究は,済州島出身者が多数を占める大阪特

有の住民構成の意味を考える上で,大きな貢献

をもたらした｡しかし,彼らが在阪朝鮮人の全

てではない以上,渡航手段のみで移民流入の全

体像を語るのもやはり不十分と

思われる｡ むしろ,当時なぜ航路の終点が大阪

に置かれたのか,その背景こそ説明すべき事柄

ではないかと思われる｡したがって,朝鮮人

移民と大阪との関係を解く大きな鍵は,移民流

入が可能になるような当時の大阪の社会経済構

造,あるいは都市形成の内実に求められるので

はないか｡ここで筆者が注目するのは,今日の移

民労働者の流入と都市の構造変化との相互関係

を主要な分析対象とする ｢世界都市論｣である

9)｡世界都市とは,グローバルな経済活動を統括する多国籍企

業やそれを支える生産者サービス企業の集積と,海外

8) 金賛汀 『異邦人は君が代丸に乗って』岩波新

書,1985年,杉原達｢在阪朝鮮人の渡航過程一 朝鮮･済州島との関連
で- ｣(杉原･玉井編,前掲書)09) 世界都市論については,JFriedmann,"TheWorld

CltyHypothesIS,"Developme71tandCh

ange,17-1,1986最近の議論については,P Knox& P.Taylor(

eds.),World CltleS in a World-Syst

em,Cambrldge Univ.Press,1995,特にフリードマンの最新論文 (J
Fried-mann∴■WhereWeStand:ADecadeofWorldCityR



94 調査 と研究

からの移民労働者の流入によって,経済社会構

造が高レベルで国際化 している都市のことであ

り,①資本の国際化と世界経済における中枢機

能の集積を特徴とする ｢中枢都市化｣と,②移

民の流入によって都市内部に第三世界が出現す

るという ｢都市の世界化｣が,その基本内容で

ある10)｡中でも代表的な論者であるサスキア ･

サッセンは,世界都市内部の変化に注目して,

ニューヨーク等における経済構造の再編成と移

民の雇用拡大,社会階層再編の実態について実

証的に明らかにした興味深い研究を行ってい

る11)｡このような,都市の対外的な影響力の増

大とそれに伴う対内的な構造変化に焦点を当て

る分析視角は,移民の特定地域-の集中要因の

説明として有益な視点を提供していると思われ

る｡ もっとも,現在議論されている世界都市論

は,現局面のグローバル化段階の都市を対象と

している関係上,多くは世界都市の歴史的な視

点を欠いており,過去における資本と労働の国

際化をベースとした世界経済のコントロールセ

ンターとしての都市は,分析の視野から外れた

ままである｡ それ故,本稿では,上記の世界都

市アプローチに新たに歴史段階的な視点を導入

し,グローバル化段階以前の都市と移民との関

連を突き止めてみることにしたい｡

では,このような視角から改めて捉え直した

場合,大阪は一体どういう都市として浮かび上

がってくるのだろうか｡一言でいうと,別名

｢東洋のマンチェスター｣と称された日本の商

工業の中心地,とりわけ当時のリーディング産

業である綿紡績業の拠点でありかつアジア市場

を対象とした輸出の基点として,アジア世界に

おける経済的 ･文化的中枢機能を担 う都市で

あった12)｡そこで本稿では,在阪朝鮮人の流入

10) 町村敬志 『｢世界都市｣東京の構造転換』東京大学出

版会,1996年,518ページでは,本稿で指摘 した特徴

(｢グローバル ･センター化｣と ｢世界社会の縮図｣)の

他に,｢世界都市戦略｣をその特徴に加えている｡

ll) S Sassen,TheMobilityofLaborandCapital:AStudy

inInternationalInvestmentandLJaborFlow,Cambridge

univPress,1988 (森田桐郎ほか訳 『労働 と資本の国

際移動』岩波書店,1992年);Do..CltleSiTLaWorldEco-

nomy,PineForgePress,1994.
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過程を,国際化に伴う大阪の都市構造の再編-

世界都市形成という観点から,迫ってみようと

考えている13)｡

分析に入る前に,本稿の構成と内容につい

て,簡単に触れておこう｡まず Ⅰでは,戦間期

に大阪がアジアの国際センターに変貌を遂げる

と同時に,全国各地からの人口流入を通じて労

働市場が拡大していく状況を考察する｡続 くⅡ

では,朝鮮人移民に焦点を当て,全国的な趨勢

と大阪の位置を確認し,あわせて在阪朝鮮人の

労働や生活についての包括的な把握を行う｡ Ⅲ

は,世界都市大阪と朝鮮人流入との結合関係に

ついて,従来の研究成果を統合しながら,新た

に都市内部の全体構造 との関連に踏み込んだ

分析を試みる｡ 最後に,行論で明らかにした内

容を基に総括を行い,本稿の締めくくりとした

い ｡

Ⅰ 世界都市大阪の歴史的基盤

1 大大阪の誕生と中枢都市化

大阪における朝鮮人移民の急激な流入は,既

に触れた通 り,1920年代に始まる現象である｡

本章ではまず,朝鮮人移民最大の居住地 ･大阪

における当時の社会経済状況の検討から始める

12) 杉原薫 ･玉井金五 ｢課題と方法｣(同編,前掲書),9

ページ｡さらに,この点と在阪朝鮮人との関連について

は,次の記述が示唆的である｡｢日本一の生産都市,杏

東洋一の生産都市大阪,大阪の名は世界に高いnこの大

阪から半島同胞を引上げるとしたならば,大阪の大工場

の機械は殆んど運転を止むるにいたるであらうと云はれ

る｣(高権三 『大阪と半島人』東光商会書籍部,1938年,

5ページ)｡

13) これまでにも,世界都市論を引用 した大阪の分析は,

関西空港調査会 『世界都市 ･関西の構図』白地社,1992

年,K Miyamoto."Japan'sWorldCitleS‥Osakaand

TokyoCompared,"inK.Fujita& R C.Hlll(eds.),

JapaneseCitiesintheWorldEconomy,TempleUniv

Press,1993,R.C Hill良 K.FuJita."Osaka'sTokyo

Problem,"InternationalJournalof UrbanRegionalRel

SearCh,19-2,1995,成田孝三 ｢世界都市におけるエス

ニックマイノリティ-の視点- 東京 ･大阪の 『在日』

をめ ぐって- ｣『経済地理学年報』Vo141,No4,

1995年があるが,いずれも硯代に焦点が向けられる反面,

戦前からの史的展開についてはあまり触れられておらず,

とりわけ日本最大の朝鮮人人口が都市構造に与える意義

については殆ど語られていないという限界がある｡
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第 2表 工業生産の地域的集中 (1925年)

実 数 構 成 比 (%

)工 場 数 従業者数(人)生産額(千円) 工 場 数 従業

者数 生 産 額大 阪 6,364 258,177 1,158,039 13

.1 14.0 16.7東 京 5,145 179,083 784

,334 10.6 9.7 ll.3兵 庫 2,819 159,

065 710,092 5.8 8.6 10.3愛 知 5,065 166,631 569,321 10.4 9.0 8.2

長 野 1,294 114,398 292,468 2.7 6.

2 4.2福 岡 1,095 47,594 281,169

2.3 2.6 4.1神 奈 川 658 45,081 24

2,241 1.4 2.4 3.5京 都 2,197 56,

359 217,697 4.5 3.1 3.1静 岡 1

,692 57,495 211,225 3.5 3.1 3.1三 重 857 4

1,576 163,931 1.8 2.3 2.4全 国 計 48,514 1,841,311 6,924,911 100.0 100.0 100.0

出所:通産大臣官房調査統計部 『工業統計50年史』(資料篇 1)1961年,200-25

5ページより作成｡ことにしたい｡ところ

で,当時の大阪を論 じる際に忘れてはならない

のが,隣接44町村を吸収合併 し,今 日とほぼ

同 じ市域 を確保するに至った1925年の第2

次市域拡張である｡ 都市行政史上空前の規模と

いわれたこの市域拡張事業によって,世界有数

のメ トロポリス,いわゆる ｢大大阪｣が誕生し

,近代大阪の基本的な都市構造が確立するのである

｡ 両大戦を挟む戦間期は, 日本国内で最初に資

本主義的都市化が急激に進行する時期であったが,

大阪はこの ｢第 1次都市化｣現象の最先端都市

だったのである14)｡以下では,近代大阪の

都市形成史におけるメルクマールである20年代

中期の状況に焦点を当てることにしたい｡ま

ず,都市発展の原動力である工業生産の分析か

ら始めよう｡第 2表は,全国における工業生産

の上位10府県 を取 り上げたものである｡ 地方

の軽工業地帯である長野や静岡等が上位 に登場するものの,

阪神,京浜,中京の各工業地帯を抱える大都市部の府県において,

工業生産の集積が明瞭に看取で きる｡ 中でも大阪は,工場

14) 戦間期における都市化については

,宮本憲一 『都市経済論』筑摩書房,1980
年,Ⅳ章,岡田知弘 ｢重化学工業化と都市の膨張｣(成田龍一編 『都市と民衆』吉川弘文

館,1993年)を参照｡ 95数 ･従業

者数で村全国比13-14%,生産力の面で も1

7%弱のシェアを誇る日本最大の工業都市であ

ることがうかがえる｡ もはやこの頃の大阪は,かつての水

運に基づ く商品流通から連想 される ｢東洋のベ

ニス｣の印象は影を潜め,｢東洋のマンチェ

スター｣と称 される一大工業都市のイメージへ と

大 きく変貌を遂げるに至ったのである｡と

ころで,大阪がこうした工業センターとしての地歩

を固める原動力 となったのは,第 1次世界大戦

勃発に伴 う大戦景気だった｡すなわち,欧米諸

国が戦争に突入するに伴って戦時需要が191

6年以降激増するとともに,アジア市場で も欧

米諸国からの製品輸入の空自を埋める形で日本

製品に対する需要の増大が もたらされたのであ

る｡ これを契機に,戦争に直接関連する造船業

界は勿論のこと,絹業では英米綿布の代わ りにアジア向け輸

出が激増 し,機械 ･金属 ･窯業等でもドイツ製品の代替品需要の拡大が進ん

でいった｡換言すれば,急成長する日本経済を牽引 していたのが,大阪工業の発展だったのであ
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第 3表 3大貿易港の推移 (1914-25年) (単位 :千円,%)

貿易額総 計 貿 易 相 手 先 全国シェア 貿易相手先別シェアアジア ヨーロッパ 南北アメリカ その他 アジア ヨーロッパ

南北アメリカ その他輸出 大阪濫 500,673 483,734 4,761 4,182 7,996 21

.7 48.3 3,1 0.4 7.874,343 74,022 277

川 34 12.6 26.7 0.3 0.0 い.ご神戸港 715.934 323,972 67,795 2
50,582 73,585 31.1 32.4 44.4 23.9 72.1167,523 107,351

25,449 24,015 10,708 28.3 38.7 27.7 ll.9 53.8横浜港 900,
728 50,399 69,670 763,406 17.254 39.1 5.0 45.7 丁コ.丁 16

.9269,452 34,301 63,367 164,940 6,844 45.6 12.4 69.0 81.5 34.4全 国
2,305,590 1,000,560 152,602 1.050,398 102.029 100.0 100.0 10

0.0 100.0 100.0591,101 277,125 91.791 202.274 19β11 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0輸入 大阪濫 306,368 183,23

0 30,362 65,599 27,178 ll.9 15.1 6.8 9.2 13.741,406 32,525

4,837 2,304 1,741 7.0 10.7 3.0 2.3 5.5神戸港 1,220,404
514,344 244,633 372,677 88,751 47.4 42.4 54.6 52.2 44.9281,960 141,837 75,559 52,526 12,037 47.3 46.6 47.6 52.2

37.9横浜港 620,294 185,452 152,141 214,722 67,978 24.1 15.3 31.Ll
30.1 34.4178,781 63,169 65,555 36,312 13,745 30.0 20.7 41.

3 36.1 43.3全 国 2,572,658 1,213β1
7 447,771 713,385 197,685 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

595,736 304,540 158,844 100.619 31,733 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0注 :各港それぞれにおいて,上段は1925年,下段は1914年
の数字である｡出所 :大蔵省 『大日本外国貿易年表』(上)1925年版,12-15ページ,及び1914年版,12-15ページより

作成｡大阪を中心 とした工業の飛躍的な発展

は,当時の貿易構造にも明瞭に反映されている

｡1925年の日本の主要貿易相手先は,第3表が示

す通り,輸出では米国 を中心 とした ｢南北アメ

リカ｣と中国を筆頭とする ｢アジア｣で二分され,

輸入では中国 ･インド等の ｢アジア｣,米国中心の

｢南北アメリカ｣,英国等の ｢ヨーロッパ｣の

順となっていた｡ その内の対アジア貿易,特に村中貿

易を担っていたのも,実は大阪であった｡.す

なわち,この時点での対アジア輸出の48.3%

,対中国輸出の実に61.8%が大阪港経由であり,

しかも全国シェアでは,第 1次大戦勃発時の1914年から僅か

10年余で対アジア輸出で約22ポイント,対

中国輸出で26ポイントもの伸びを見せていた

のである｡ 他方,大阪港からの輸出品目に目を

向けると,1925年時点では綿織糸と綿布

で全体の7割を占めており,この間の伸び率では仝輸出

額が6.8倍に対 して全製品輸出9.1倍,綿織物輸出14.6倍 と,工業製品, と りわけ絹

業を中心に大 きく拡大 した点が特徴的である1

6)｡以上のような大阪港における対アジア貿易の

急成長は,必然的に大阪港の地位を高める結果

となった｡再び第 3表より3大貿易港の推移を

見てい くと,明治初期には輸出入ともに全国の

7割を占めていた17)横浜港は,1925

年になると輸出で4割,輸入では2割 4分にまでシェアを後退

させているのに対 して,神戸港は逆に全国

シェアを倍増させ,輸入額では横浜を抜いてトップに躍 り出ることとなった｡さらに,18
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外港として発展 してきた経緯を考慮すれば,対

全国比で過半を占める神戸 ･大阪両港の貿易総

額は,大阪がアジアを相手とする加工貿易の拠

点として枢要な地位にあったことを示している｡

また,外国貿易の展開に加えて無視できない

のが,朝鮮や台湾等との対植民地貿易であるが,

ここでも大阪港はより一層中軸的な役割を果た

していた｡例えば,1925年の対朝鮮貿易におけ

る港湾別取引状況によると,大阪港は移出額で

36.3%,移入額で44.5%とまさしくドミナント

な地位にあったのである18)｡こうした植民地を

含む対外貿易の発展は,同時に物的 ･人的交流

の促進へと導いていった｡遠洋航路の寄港地と

しての発展はその表れであり,1912年には外国

航路 5線,朝鮮航路 5線,内地航路25線だった

のが,大戦後の25年には各々26線, 7線,36線

へと一挙に増大したのである19)｡

さらに,大阪を拠点とするアジア向け経済活

動の展開は,上記のような積極的な商品輸出に

とどまらなかった｡中でも注目すべきは,第 1

次大戦を境に開始された民間資本による海外直

接投資であり,その中核的存在が,絹業独占体

による中国進出,いわゆる ｢在華紡｣であっ

た20)｡最大の輸出市場である中国国内で民族資

本の勃興が始まると同時に,日本でも ｢植民地

-インド以下的｣21)低賃金構造が変容する中で,

中国での関税引き上げと日本での深夜業禁止問

題を契機に,綿関連商社から転身した先発の内

外綿に加えて,大阪に本社を置 く東洋紡等の巨

大資本が,上海を中心に続々と現地工場を設立

18) 東洋経済新報社編 『日本貿易精覧』1935年,641ペー

ジより算出｡

19) 畝川鐘夫 『海運輿国史』(付録)海事嚢報社,1927年,

248ベーン｡

20) 戦間期の海外投資については,金子文夫 ｢資本輸出と

植民地｣(大石嘉一郎編 『日本帝国主義史』[1]東京大

学出版会,1985年),在華筋については,藤井光男 ｢繊

維産業の海外進出と在華紡の展開｣(藤井光男ほか編

『日本多国籍企業の史的展開』[上]大月書店,1979年),

高村直助 『近代日本絹業と中国』東京大学出版会,1982

年,桑原哲也 『企業国際化の史的分析』森山書店,1990

年を参照0

21) 山田盛太郎 『日本資本主義分析』岩波文庫,1977年

(初版1934年),47ページ｡
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していったのである｡ こうして,低級品は現地

生産,高級品は輸出という日中間の賃金格差に

基づ く国境を越えた企業内分業が展開され,大

阪は現代の多国籍企業の先駆的形態といえる資

本輸出の拠点としても重要な地位 を確立 して

いったのである｡

したがって,1920年代の大阪は,第 1次大戦

を契機とした工業の発展を基軸として,貿易や

海外投資を通 じてアジア各地と様々なネット

ワークを形成し,世界における資本蓄積の拠点,

すなわち中枢都市としての地位を確立 していた

ということができよう｡

2 大阪労働市場の外延的拡大と都市の世界化

以上のような大阪における経済活動の発展と

資本蓄積基盤の拡大は,都市内部において大量

の労働力需要を惹起 し,都市内部の住民構成に

大きな変化をもたらすこととなった｡

1925年の大阪市人口は,20年の人口 (新市域

である東成 ･西成両郡を含む)より34万人増加

して約211万人に達 した｡この時点で,大阪は,

関東大震災で人口減少に見舞われたもう1つの

100万都市 ･東京 (199万 5千人で世界 7位)を

抜いて 日本最大 となり,世界的に見て も,

ニューヨーク,ロンドン,ベルリン,シカゴ,

パリについで第 6位にランク ･インするに至

る22)｡このように,大阪は文字通 りアジア最大

の世界都市として確立するのであるが,その方

向を決定づけたのは,市内人口の自然増加をは

るかに上回る他地域からの人口流入であった｡

例えば,1921年時点での大阪市の現住本籍人口

(元々の大阪市民)は現住人口の54.5%に過ぎ

ず23),また30年の国勢調査でも同市の他府県出

生者割合は54.4%と,東京 (52.1%)や八幡

(45.7%),横浜 (45.2%)等を抑えて大都市の

中で最高を記録した24)｡実に大阪市民の2人に

22) 大阪市 『第25回大阪市統計書』1926年, 2-142ページ｡

23) 大阪市 『明治大正大阪市史』(第 2巻)1935年,125

ベ ー ン 0

24) 林恵海 ｢本邦内地最近人口1寓以上の市町村に於ける

他府麻生人口受容率蓑に其蟹動｣『統計集誌』654号,

1935年12月,48-49ページ｡なお,本データに関して/
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1人は,大阪以外の出身者で構成されていたの

である｡

もっとも,他地域からの流入人口は,市内に

均等に定着 していったわけではなかった｡第4

表より市内人口の区別推移を見てみると,市の

中心部と周辺部とで対照的な動 きを示 している

ことがわかる｡すなわち,第 2次市域拡張前か

ら市内に属する区域では,港区を除けば軒並み

減少,もしくは停滞傾向であるのに対 して,新

たに編入された区域では,東成区を筆頭に市全

体の人口増加を大 きく上回る伸びを示 している｡

都市化の外延的拡大 と並行 して,地方出身者の

多 くが都市周辺部-流れていったものと推察で

きる｡

それでは逆に, どの地域の人々が大阪に流入

してきたのだろうか｡第 5表は,1930年時点で

の大阪府内における人口及び工場労働者の出生

地別分布状況を示 したものである｡ まず人口に

第 4表 大阪市人口の区別推移
(単位:人,%)

1920年 1930年 増

減率Ⅰ 北 区 188,419 217,07
0 15.2東 区 176,503 16

6,241 -5.8西 区 140,459

126,076 -10.2南 区 129

,854 119,793 -7.7Ⅱ 天王寺

区 115,608 116,741 1.0

浪 速 区 158,602 144,672 -

8.8港 区 196,076 362,582

84.9此 花 区 147,462 182,7

61 23.9Ⅲ 東 成 区 138,719

330,876 138.5東淀川区 113

,190 176,952 56.3西淀川区 88,886 146,652 65.0

住 吉 区 89,703 195,278 117.7

西 成 区 84,814 16

7,879 97.9大阪市計 1,768,295 2,453,573 38

.8注 :Ⅰ:市制施行時の区域｡Ⅱ:第1次
市域拡張で編入された区域｡Ⅲ:第2次市域拡張

で編入された区域｡但し,Ⅲの1920年人口
は,編入前の同地域人口｡出所:内閣統計局 『昭和5年国勢調

査報告』(第4巻府解編 大阪府),

1933年,2ページ｡＼は,市域を東京市のみ1932年の市域拡張後の区域,それ 第 5表

大阪における人口及び工場

労働者の出生

地別分布状況 (1930年)(単

位:人,%)出生地 人 口 労働者数構成比

構成比大 阪 府 内 1,970,160

55.7 48,816 30.6他 府 県 1,466,848 41.4 100,

129 62.8北 海 道 7,373

0.2 330 0.2東 北 14,0

49 0.4 1,020 0.6関 東

54,818 1.5 1.843 1.2東 山

7,648 0.2 401 0.3北 陸 112,906 3.2 8,671 5.4

東 海 115,201 3.3 5,649 3

.5近 畿 546,956 15.5 20

,142 12.6中 国 213,273

6.0 15,280 9.6四 国

235,303 6.6 15,128 9.5九 州 159,321 4.5 31,665

19.8外 地 95,554 2.7 10,506 6.6

朝 鮮 93,648 2.6

10,257 6.4そ の 他 7,455 0.2 97 0.1

総 数 3,540,017 100.0 159,548 100

.0出 ①大 阪 55.7①大 阪 30.6②兵 庫

5.5 ②鹿 児 島 7.9坐 ③奈 良 3.5

③朝 鮮 6.4地 ④朝 鮮 2.6 ④兵 庫 4.8

上 ⑤和 歌 山 2.6 ⑤沖 縄 3.8位

⑥京 都 2.3 ⑥広 島 3.5川 ⑦広 島

2.2 ㊥香 川 3.0宿 ㊥香 川

2.2 ⑧愛 媛 2.6県 ⑨徳 島 2.0

⑨和 歌 山 2.4⑲岡 山 1.8 ⑲

奈 良 2.4出所:内閣統計局 『昭和5

年国勢調査報告』(第4巻府解編 大阪府),1933年,47ページ,及び内閣
統計局 『昭和5年労働統計実地調査報告』(第1巻工

場の部)1934年,70ページより作成｡ついては,府内出生者は全体の55.7%であるが,1
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第 1回 大阪府 における府外出身者の人口変動 (1920-30年)

北青岩宮秋
山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京兵奈和鳥島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖朝海 奈 歌

児道森手城田形烏城木馬玉葉京川潟山川井梨野卑岡知重賀都庫良山取根山鳥口島川媛知岡賀崎

本分崎島縄鮮1 増加数出所 :内閣統計局 『国勢調査報告』 (1920年版)第3巻,57ページ,及び同書 (1930年版)第4巻,47ページより

作成｡に府県別でも,兵庫や奈良等の近隣府県

が上位を占める分布となっている｡ しかし,この

中で目を引くのは,府県別構成で朝鮮が4位に

登場している点である｡1920年時点での

朝鮮の順位は26位だったことから判断すると

26),この間の急激な流入を想起

させる｡ さらに,1920年代の流入人口の

地域別増減を表した第 1図より,過去10年間

の変動を検討してみると,流入増加数が多かったの

は近隣府県ではなく,むしろ鹿児島や沖縄,朝

鮮といった遠隔地であることが容易に確認でき

る｡ 中でも,朝鮮の増加の伸びが際だっている

点に注目しておこう｡角度を変えて,今度は工場労

働者の出身地について検討してみよう｡ まず第

1に,府内出生者の比率は30.6%と,人口

に比べて府外出生者率が高いことが指摘できる

｡ 第2に,地方別では,人口で最大のシェアを

占めていた近畿が相対的に低いのとは

対照的に,人口シェアでは僅か4.5%の九州が

19.8%と,労働者出生地の中で最も高くなっ

ている｡ また,九州は勿論,中国 ･四国 ･朝鮮の各地域で

も,人口出生地シェアより労働者出生地シェアの方が

高めに表れている｡ 最後に,府県別構成では,

出生者数 1位26) 同上書,57ページO

99の大阪に続 くのが何と鹿児島であり, 3

位に朝鰭, 5位に沖縄がランク･インしてい

る｡ 人口流動に比べてより一層遠隔地からの流入が

顕著である｡以上より,1920年代以

降,大阪は全国各地から労働力を主体とした大

量の人口を吸引していくと同時に,その給源が

近隣府県から次第に鹿児島 (奄美諸島含む)

や沖縄,さらには植民地朝鮮-と同心円状に拡

大していったと考えられる27)｡その要因は

,まさしく前節で紹介した大阪経済の旺盛な発

展と,それに対応 した交通手段の発達であった

｡大阪をターミナルとする航路の増加については

先に触れたが,大阪市の調査報告書では,紡績

女工の集団募集を事例に｢最近交通機関の著 し

き発達に依 りて必ずしも常に距離の遠近のみが之れを決する

唯一の標準たらざるに至った｣と,地理的距離とは無関係に労

働者をリクルー トするようになった実情を紹介している｡

加えて,｢熟練工は本市に近接せる府騎叉は比較的産業の発達し居る地方より

吸
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方より迎えらる 傾ゝ向｣と,遠隔地出身者は低

賃金不熟練労働力の供給源 として調達される

実態にも触れている28)｡このように,大阪にお

ける労働力需要の増大 と交通手段の変革の過

程で,かつては大阪と何の結びつきもなかった

遠隔地が大阪経済圏に編入され,移動距離の時

間的短縮が もた らす ｢時間による空間の絶

滅｣29)と都市社会及び工場内部の階層構造にお

ける最底辺-の配置が実現するに至ったのであ

る｡

こうした大阪経済圏の拡大と遠隔地労働力の

包摂が進む中で,最 も急激かつ大量に流入した

のが,朝鮮人労働者であった｡まさに大阪は,

この時期を境に,朝鮮人移民の編入によって住

民構成の国際化という新たな性格を帯びたマル

(千人)2500

第16号 (1998.10)

チエスニック ･シティ,すなわち世界都市へと

変貌を遂げるのである｡ 次章以下では,こうし

た朝鮮人移民の渡航 ･定住過程を,当時の都市

の発展過程と関連づけながら,詳細に検証 して

いくことにしよう｡

ⅠⅠ 朝鮮人移民の流入と在阪朝鮮人社会の形成

1 朝鮮人移民の大阪への集中

まず最初に,戦前における朝鮮人移民の渡来

状況について概観 しておこう｡

第2図は,戦前の在日朝鮮人の人口動態を,

全国レベルと大阪レベルについて表したもので

ある｡ まず日韓併合以降の1910年代は,朝鮮人

の流入はまだ概 して限られていたといえる｡し

かし,第 1次大戦中の1917年から18年にかけて

第 2図 戦前における在日朝鮮人の人口動態と増減率

1910 1920 1930 19
401915 1925 1935

年J人口 (全国) ◆人口 (大阪府) E]増減率 (全国) ◇増減率 (大阪

桁)注 :増減率は,対前年増減率であり,例えば1911年の増減率データは,1910-11年の増減率を表 してい

る｡出所 :田村紀之 ｢植民地期 『内地』在住朝鮮人人口｣『経済と経済学』52号,1983年2月における国勢調査人

口推計値より作

成｡28) 大阪市社会部調査課 『大阪市労働年報』1926

年,24-25ベー

ン｡29) K Marx.MEGA,2.Abteilung,Band1:Okonomisc

heManuskripte1857/58,Tell2､DletZVerlag,1981.(

資本論草稿集翻訳委員会訳 『マルクス資本論草稿集』 [第/ ＼2分冊],大月書店,1993年,216ページ)0D.Harve

y,TheUrbani2,at10nOfCapital:StudieslnthemStOrya

ndTheoryofCapitalistUrbani之ation,JohnsHopkinsUni

v.Press.1985,pp35-45 (水間不二雄監訳 『都市の

資本論』青木書店,1991年,54-68ページ
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は,仝国単位で 1万 2千人増加したため,対前

年増加率が高くなっている｡さらに1920年代に

入ると,増加率の急激な跳ね上がりが示すよう

に,在日朝鮮人人口は激増 し,全国で約38万人

の増加を記録した｡いわば1910年代の増加数の

トータルが毎年増加していく計算になる｡ 全国

同様,大阪でも,グラフの傾きが急になってい

るが,増加率では全国をやや上回る伸びを示す

点が注目される｡1930年代になると,双方はや

や異なる動きをしている｡全国単位では,昭和

恐慌期に当たる1930年前後に増加が停滞し,そ

の後は再び20年代と同程度の伸びを見せる｡ こ

れに対 して大阪では,全国と比べて増加率は

さほど低下せず,1930年代後半に入ってよう

やくその伸びが収束するという動きになってい

る｡

つまり,朝鮮人の日本への流入は,1920年代

に活発化 し,その間に若干停滞期を含みつつ

も,基本的には一貫 して増加傾向にあったと

いえよう｡ 大阪の場合 も,基本的には全国と
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類似 した傾向であることが判明した｡ しかし,

このラフなグラフだけでは在日人口の詳細な実

態は依然不明のままである｡ そこで次に,在日

人口の集中する府県を時系列的に取 り上げた第

6表を素材に,詳細に検討 していくことにしよ

う｡

まず1910年段階では,東京が 1位,ほぼ同率

で福岡が 2位であり,大阪はまだ3番目にとど

まっていた｡この時点では, 1位の東京が示す

通り,渡日者における留学生の比率が高 く,し

かも上位 5県に大分 ･長崎が含まれる等,分布

状況は分散的であった｡しかし1915年になると,

福岡が最大の朝鮮人居住地となり,大阪 ･兵庫

の比重が大きくなる一方,東京は逆に比率を落

としている｡ これは,日韓併合によって渡日者

の中心が留学生から労働者にシフトし,朝鮮か

ら距離的に近く炭鉱労働力が求められた福岡か

ら順に,労働力需要の大きい大阪や兵庫-と流

れていった状況の表れといえよう｡以上の傾向

は1920年時点でも変わっていない｡但 しここで

第 6表 戦前における朝鮮人人口の道府県別推移

全 国 計 上位 5道府県と全国に対する割合 (%

)(人) (%) 1 位 2 位 3 位

4 位 5 位1910年 2,600 100.0 東 京
福 岡 大 阪 大 分 長 崎15.8

15.2 9.3 8.4 7.81915年 15
,10車 0.0 福 岡 大 阪 兵 庫 東 京

長 崎22.3 17.3 9.6 9.5 8.5

1920年 40,755 100.0 福 岡

大 阪 兵 庫 北海道 長 崎19.2 15.4 9.3 8.5 7.11925年 214

,657 100.0 大 阪 福 岡22.5 9.6 東 京 8.5 愛 知 7.6 兵 庫 6.21930
年 419,009 100.0 大 阪 東 京23.1 9.2 愛 知 8.4 福 岡 8.3 京 都 6.6

1935年 615,869 100.0 大 阪29.1 東 京 愛 知 兵 庫 福 岡8.7 8.4 7.

6 6.91940年 1.241,315 100.0 大 阪 福 岡 兵 庫
東 京 愛 知24.1 9.4 8.7 8.6 6.
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第 7表 朝鮮人労働市場の地域別動向 (単位 :人,%)

実 数 構 成

比学 生 精 神労働者 筋肉労働者 その他 計 学 生 精 神労働者 筋肉労働者 その他 計人 夫

職 工 人 夫 職 工大 阪 43 16 10,471 7,568 3,886 21,984 0.2

0.1 47.6 34.4 17.7 100.0福 岡 31 14 9,872 620 1,739

12,276 0.3 0.1 80.4 5.1 14.2 100.0兵 庫 38 13 2,754

1,947 749 5,501 0.7 0.2 50.1 35.4 13.6 100.0山 口 45 50 4,124 106 546 4,871 0.9 1.0 84.7 2.2 ll.2 100.0

京 都 105689 4139 2,267 1,620 119 4,115 2.6

0. 1 55.1 39.4 2.9 100,0長 野 3,817 64 104

3,985 0.0 0.0 95.8 1.6 2.6 100.0東 京 2,183

335 263 3,609 19.1 3.9 60.5 9.3 7.3 100.0岐 阜 - - 3,420 1 74 3,495 0.0 0.0 97.9 0.0 2.1 10

0.0北海道 13 6 2,990 33 244 3,286 0.4 0.2 91.0 1.0 7.4 100

.0広 島 35 6 2,491 357 330 3,219 1.1 0.2 77.4 ll.1 10.3 100.0

全国計 1,101 291 61,528 16,452 8,890 88,262 1.2 0.3 69.7 18

.6 10.1 100.0注 :調査年は1923年｡但 し,各府

県毎に調査月日は異なる｡出所 :大阪市社会部調査課 『朝鮮人労働者問題』1924年,21-

24ページより作成｡は,北海道が4位に入っ

ているのが特徴的である｡ これは,アイヌ ･囚

人 ･本土没落農民に次ぐ北海道開拓の労働力と

して,または炭坑労働の担い手として朝鮮人労働

者が導入されたことを物語っている30)｡

ところが,在日人口が急増する1920年代以

降になると,朝鮮人の主要居住府県も大幅な変動が

起きていることが分かる｡ 第 1に,大阪が遂に

全国 1位となり,以後一貫して最大の朝鮮人居

住地域となっている｡ 第2に,東京がこの頃より再浮上し

,愛知 ･兵庫がこれに続いている｡第3に,対照的に,

福岡の相対的地位が低下していくのを始め,大都

市のない地方上位県は姿を消している｡ つまり

,1920年代は,朝鮮人が地方分散的な分布から都市労働

市場-包摂される転換期ということができよう｡ 但 し,

以上のような傾向は,1930年代末まで続 くも

のの,40年代の強制連行期に入ると収縮を迎え

ることになる｡では,｢内地｣において

朝鮮人はどのような労働に従事していたのだろ

うか｡第 7表は,移30) 北海道開拓における

朝鮮人土工の労働実態については,金賛汀 『雨の働芙一 在日朝鮮人土工の生活史』田畑書

店,1979年,77-96ページを参照｡

民急増の開始期に当たる1923年時点での労働

市場の地域別差異を表したものである｡ 全国的

には,全体の9割弱が肉体労働者,しかも7割

が土方 ･人夫という偏 りを見せている｡ しか

し,府県別に下りていくと,まず福岡や山口と

いった地方県では,人夫が8割を占める人夫偏

重型なのに対 して,東京では人夫が6割である

以外に,学生 ･精神労働者が2割以上に達 して

おり,最後に京阪神地方では,人夫は5割程度

にとどまり,職工が3分の 1以上にも上っている｡

すなわち,福岡が土方 ･人夫偏重型,東京がエ

リー ト層集中型であるとすれば,大阪は職工多

数型と類型化できる｡ しかし,いずれの型も最

大の構成比率を占めていたのが筋肉労働である

ことに変わりはなく,やはり労働需要の中心が

不熟練肉体労働に限

られていたことは明らかである｡ 中でも大阪は
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は,大阪という異国の大都市で一体どのような

労働に従事 し,いかなる暮らしを送っていたの

だろうか｡次節では世界都市大阪における彼ら

の生活の実像に迫ることにしたい｡

2 在阪朝鮮人コミュニティの誕生

大阪における朝鮮人移民の労働事情や生活状

態については,彼らが急増する1920年代中期か

ら30年代中期にかけて,大阪市社会部をはじめ

行政当局によって ｢新 しい社会問題｣として注

目され,住宅や生計等に関する様々な実態調査

が精力的に行われている31)｡本稿では,在阪朝

鮮人を対象とした調査の中では最も包括的な内

容を含むものの,従来の研究では断片的にしか

引用されてこなかった大阪府学務部社会課の調

査報告を中心に,彼らの生活世界の トータルな

実態をクローズアップしてみることにしよう32)｡

(1)朝鮮人移民労働者の来阪過程

最初に世帯主に焦点を当て,彼らが大阪へ渡

来するまでの背景を探ってみることにする｡

まず世帯主の属性について触れておこう｡ 年

齢構成は30-35歳 (25.8%)をピークに26-40

歳で全体の66.2%を占め,平均年齢は34.1歳と

青壮年中心の構成となっている｡ また,配偶者

の有無については,世帯調査 という関係上,

89.5%が配偶者を有 している｡

31) 大阪市社会部の朝鮮人に関する最初の調査報告では,

朝鮮人労働者の流入を,労働運動と水平運動の活発化と

いう状況下における新たな社会問題の登場と捉え,この

間題の研究の意義を訴えている (大阪市社会部調査課

『朝鮮人労働者問題』1924年,4-5ページ)｡なお,労

働市場における朝鮮人移民 と部落民との競合関係につい

ては,河,前掲書,88-99ページを参照｡

32) 大阪府学務部社会課 『在阪朝鮮人の生活状態』1934年｡

本書は1932年に,朝鮮人の僅少な区域を除く市内全域で,

｢1戸を構-て居住する世帯｣(バラック居住や朝鮮人

の住宅内に間借 りする者も含む)を対象にした調査を纏

めたものであり,日本人の住宅に間借 りする者や寄宿舎

居住者等は調査対象から除かれている｡しかし,移民の

急増とともに,30年代以降は ｢1戸を梓へて居住する

者｣の比率が ｢1戸を構-ざるも90日以上同一市町村に

居住する者｣及び ｢其他｣の合計を上回ることから (西

成田,前掲書,52154ページ),定住化が進む在阪朝鮮人

の トレンドを把握する上では支障がないものと考える｡

なお,以下の記述は,断りがない限り,同書の原データ

に基づくものである｡
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出身地 (原籍地)は,最も多いのは全羅南道

(54.8%)であり,以下,慶尚南道 (23.5%),

慶尚北道 (13.2%)であった｡ところで,近隣

の神戸市では,慶尚南道を筆頭に (50.4%),

慶尚北道 (22.4%),全羅南道 (9.1%)の順で

あり,京都市でも,慶尚南道 (51.5%),慶尚

北道 (26.1%)に対して,仝羅南道は11.5%に

過ぎない33)｡一般に朝鮮から日本への移動手段

としては,釜山一下関間の関釜航路が有名だが,

大阪の場合は,むしろ済川島との直通航路の方

が大きな意味をもっていた｡1925年時点で府内

在住朝鮮人のうち済州島出身者は4割を占め34),

本調査でも ｢水路｣で来阪した者が48.1%にも

及ぶ点が,それを裏づけている｡ この点につい

ては,後に改めて論 じることにしよう｡

さて,渡日の動機として,最も多かったのは

｢農業不振｣(55.7%)であ り,その次が ｢生

活難｣(17.2%),｢金儲｣(14.7%)であった｡

郷里での職業は,圧倒的多数 (86.8%)が農業

と答えており,渡日を決意する背景に郷里,と

りわけ農村部での貧困が大きく作用していたこ

とは間違いない｡一方,来阪前の居住地は殆ど

(94.1%)が朝鮮であり,来阪時の所持金は大

半が ｢無｣(67.7%)もしくは ｢10円以下｣

(17.5%)という状況であった｡ しかも,来阪

前居住地が朝鮮でかつ所持金 ｢無｣の者は総数

の64.2%にも上っており,郷里での困窮状況の

中で,いかに多くの者が片道切符を手に直接大

阪を目指してやってきたのかが推察される｡ で

は,なぜ目的地が大阪だったのだろうか｡一番

多かったのが ｢求職｣(49.3%)であり, 4位

の ｢労働｣を含めると6割に及ぶ｡次に多いの

が ｢金儲｣(13.1%)であり,｢生活難｣が3位

(12.6%)に挙がっている｡ 就業機会や経済的

向上のチャンスを期待した選択だったことを示

33) 京都市社会課 『市内在住朝鮮出身者に関する調査』

1937年,34ページ｡

34) 贋瀬勝 ｢在阪朝鮮人と済州島(1日『社会事業研究』14

巻 5号,1926年 5月,28ページ｡なお1995年現在でも,

済川島出身者は府内朝鮮人人口の39.6% (68.890人)を

占めている (法務省入国管理局 『在留外国人統計』1996

年,130-131ページ)｡
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唆 している｡

しかしながら,来阪時点で所持金ゼロである

以上,到着直後にでも働 き出さなければならな

かった｡内地渡来時の希望の職業は,｢労働｣

という漠然とした回答が78.6%を占め,｢未定｣

及び ｢無｣の回答者 (計12.3%)を含めると9

割にも達 していた｡希望の職業を選択する余地

は限られてお り,とにかく早 く職に就 くことが

死活問題だったのである｡実際に,就職時期が

来阪後 1ケ月以内の者が56.8%, 1ケ月後の者

が24.4%と,大半が来阪後 1ケ月程度で就業 し

ていた｡就職方法としては,最も多かったのが

知人等の ｢個人紹介｣(51.5%)であり,以下,

労働者募集の張 り紙を見て応募 した ｢自己志

願｣ (26.1%), 自 ら店 を開 く ｢自己営 業｣

第16号 (1998.10)

(13.6%)であった｡他方で,公的な職業紹介

所経由での就職は8.6%に過 ぎない｡このよう

に,朝鮮人移民にとっては地縁や血縁 といった

インフォーマルなネットワークこそが,就職に

際 して決定的な鍵だったのである｡

(2) 朝鮮人労働者の就労実態

次に,第8表を基に職業についての検討に入

ることにしよう｡ 第 1にいえることは,大都市

型の就業構造 とい う点である｡ 中心 は工業

(60.3%,土木建築含む)や商業 (18.6%)で

あり,農業及び鉱業はごく僅かしかいない｡第

2に,公務自由業に代表される給与生活者は極

めて少なく,ブルーカラー主体の労働力構成で

ある｡ 第 3に,ブルーカラーの内部で も産業

的 ･職業的に大きな偏 りが見られる｡

第 8表 朝鮮人労働者の職業分布 (単位 :人,%)

実 数 構成比 実 数

構成比農 業 49 0.4 飲食料品.晴好

品 73 0.6鉱 業 15 0.1 土 木 建 築 1,866 15.8

土 木 人 夫 686 5.8工 業窯業土石加工硝 子 職 工金属 .機械器具.造船運搬用具鉄 工鋳 物 職 工 7,1373873001,921895154 60.

33.32.516.2

7.61.3 土 工

621 5.2手 伝 職

452 3.8瓦斯電気水

道業 61 0.5そ

の他工業的職業 516 4.4商 業 2,2

07 18.6銃 力 職 119 1.0

商 業 的 職 業 1,244 10.5鍍 金 職 工 108

0.9 屑 物 商 256 2.2鉄 線 工 105 0.9 金融 .保険.周旋紹介等

12 0.1精 巧 工 業 37 0.3

接 客 業 320 2.7化 学 34

8 2.9 下 宿 業 210 1.8ゴ ム 職 工 156 1.3 運 輸 627 5.3績 織 486 4.1 仲 仕

352 3.0メリヤス

職工染 色 工被 服 身 装 品ミシン裁縫職 191157727216 1,61.36.11.8 荷 馬 車 挽 111 0 .9公 務 自 由 業 63 0 .5その他の有業

者 1,061 9.0洋 服 裁 縫 職 128 1.1 日 雇 人 夫 453 3.8靴 職 106 0.9 雑 役 夫
167 1.4紙工業 .印刷 181 1.5 衛 生 人 夫

120 1.0印 刷 職 工皮革骨羽毛品類木 竹 芋 蔓 類製 材 職 工 10279
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まず工業では,硝子工 (窯業)や鉄工 ･鋳

物 ･鋪力 ･鍍金職工 (機械金属), ゴム職工

(化学),メリヤス ･染色 ･裁縫職工 (繊椎)等

への集中傾向が見られる反面,精巧工業の熟練

工は僅少である｡ このように,｢朝鮮人労働者

の大多数が申合せたやうに窯業,金属,化学,

繊維,木竹などの工場に多数働いている事実は

硝子,エナメル,斑郷,鍍金,肥料,製材及び

メリヤスなどの幼稚な比較的賃金の低いしかも

過激な労働を要する工場以外ではあまり需要さ

れていないことを示す ものであ｣35)り,朝鮮人

の従事する労働現場は,極めて劣悪な条件のと

ころに限られていた｡また,以上の工場内労働

に加えて,朝鮮人労働者が多数存在 していたの

が,土木建築業である｡土方の場合,日本人土

木会社の重層的下請構造の末端に属する朝鮮人

請負業者 (飯場頭)の下で就労し,工場建設や

埋立工事,鉄道敷設等の現場に従事する形態が

多く,朝鮮人労働者は ｢日本人組-朝鮮人飯場

一朝鮮人土方というヒエラルヒ- ｣36)の最底辺

に位置づけられていた｡

他方,第3次産業においては,3つの傾向を

指摘できる｡ 第 1に,屑物商や衛生人夫 ･層拾

いといった廃棄物処理業や,仲仕 ･荷馬車挽,

日雇人夫,雑役等への集中傾向である｡ こうし

た雑業労働は,彼らの不安定な就労事情の表れ

であると同時に,不安定な就労条件をカバーす

る重要な職種であった｡第2に,金融 ･保険の

ようなホワイトカラー職は極めて少ない｡第3

に,下宿業の存在の大きさが挙げられる｡ これ

は,後述するように,朝鮮人労働者の住宅問題

にとって緩衝的な役割 を果たす重要な職業で

あった｡

続いて,労働条件について見ていくと,まず

労働時間は, 1日9-10時間以内 (39.6%),

10-11時間 (15.2%)の両者で過半を占め,辛

狗lo.3時間に及ぶ一方,｢時間不定｣が25.70/0

も存在していた｡同様に労働日数でも, 1ケ月

35) 大阪市社会部調査課 『朝鮮人労働者の近況』1933年,

29-30ベーン｡

36) 佐々木,前掲論文,171ページ｡
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平均は21.4日であるが,26日以上の者が38.2%

に上る一万,15日以下が27.7%にも達 していた｡

賃金も,平均1.34円という低水準である以外に,

1円以下が26.3%にも及んでいた｡以上より,

低賃金 ･長時間労働という特徴の他に,全体の

4分の1が不安定雇用下にあったことが注目さ

れる｡

このような極めて劣悪な条件に集中する理由

について,当時の行政当局は,｢内地人労働者

がこれら過激不快な工業における労働を好まざ

るに反し,朝鮮人労働者は教へてこの種労働を

厭ふでもなく且つ工場主側よりすればたとひ内

地語を解せず仕事に不熟練であらうとも結構役

に立つことであるから結局この種工場労働に於

いては朝鮮人労働者が次第に内地人労働者の地

位に代はりつ あゝる｣37)と指摘 している｡そこ

で,今度は労働者の技能に焦点を当ててみるこ

とにしよう｡ まず,日本語能力では,上 ･中 ･

下の3段階評価の内,｢上｣は22.6%に対 して

｢中｣が54.2%,｢下｣が23.2%にも達 し,教

育歴でも,経験の全 くない者が実に61.5%にも

及んでいた｡しかも日本語を ｢学校で｣正規に

習得 した者 は20.4%に と どま り,過 芋数

(56.4%)が ｢自然習得｣であった｡郷里では

殆どが農業を営んでいた点を加味すれば,日本

人に比べて労働市場で不利な立場に置かれ,就

業先は自ら限定されざるをえない｡しかし,以

上の要因のみが,労働市場の最下層への配置要

因ではない｡第9表が端的に示すように,たと

え同一職種であっても,日本人労働者との間に

賃金格差が存在 していたのである｡ 朝鮮人移民

の労働条件を規定 していたのは,技能の側面ば

かりではなく,日本社会におけるレイシズムを

抜きに語ることはできない｡

ところで,上述の労働過程面での特徴以外に

無視できないのが,第8表で全体の1割を占め

る無職の存在である｡ これは,資本の指揮下に

おける労働条件の劣悪性ばかりでなく,先に触

れた労働条件の不安定性を示す証拠でもある｡

37) 大阪市社会部調査課 『朝鮮人労働者の近況』29-30

ペ ージ｡
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第 9表 大阪工業における民族別 ･性別賃金格差

日本人労働者 (銭) 朝鮮人労働者 (鍾) 賃金格差 (日本人-10

0)総平均 男 子 女 子 総平均 男 子 女 子

総平均 男 子214.1 235.6 92.9 108.0 109.0

81.0 50.4 46.3304.1 211.9 127.4 171.0

174.0 86.0 56.2 82.1283.1 288.2 145.

1 166.0 167.0 83.0 58.6 57.9200.1 235

.5 110.8 149.0 163.0 84.0 74.5 69.2107.8 162.7 92.9 122.0 134.0 82.0 113.2

82.4186.1 209.3 103.2 161.0 161.0

67.0 86.5 76.9322.7 330.9 118.5 150,0 150.0 46.5 45.3177.5 188.3 81.3

134.0 160.0 75.5 85.0166.8 222.6 109

.9 107.0 109.0 92.0 64.1 49.0146.2 196.6 120.9 129.0 138.0 84.0 88.2

70.2198.1 224.9 49.6 151.0 151.0

76.2 67.1197.1 224.2 126.5 149.0

149.0 75.6 66.5202.6 222.5 118.0 142
.
0 142

.
0 70

.
163 .8

259.8 262.1 124.6 184.0 184.0 70.8 7

0.2204
.
7264
.

798
.
11 22

.
0139
.
0 81

.
059
.
6 52

.
5

業

属

具
学

椎

器

械窯金機化繊 紙皮 革 等木 竹飲 食 等被 服 等土 木 建 築 業

製 版 印 刷 等学 芸 娯 楽 等瓦 斯 電 気 等 25

28377758C.065

78I.4.7.5一239

886計出所 :大阪市社会部調査課 『本市に於ける朝鮮人工場労働者』1931年,3

6137ページ｡第10表は失職経験者の数

とその理由を示したものであるが,失職経験

者は2,695人で全体の22.8%も存在

していた｡失職理由で最も多いのが ｢解雇｣

であり,｢不況｣,｢営業不振｣まで含

めると全体の4分の3に達 しており,この他に

｢病気｣で職を失った者 も見受けられる｡業種別

では,工業では ｢解雇｣が約 4割に及び,特に窯

業や金属機械器具等,朝鮮人が集中する部門での比率

が高いのが特徴である｡一方,商業及び被服身

装品,土木建築では,｢不況の影響｣が相対的に高まっている

｡ いずれにせよ,｢収入僅少｣を理由に転職 した者は

僅か4.3%であ り,行政当局の調査報告で散見される朝鮮

人の高い離職率への批判とは逆に38),実際は非自発的な

失業がいかに多かったかが容38) 例えば,｢一定の場所

に長 くとゞまって一定の仕事に励むというやうな持積性

にも乏しいが,これは彼らの性向や浮源性や移動性によ

るものと見られる｣(同上書,33ページ)などはそ

の典型であり,朝鮮人の労働市場における位置づけを軽視 した見解に他ならないが,同時に

,朝鮮人の生活状態把握の成果に比べ,労働過程内

部における雇用形態や就労現場の深層に迫る

ことができなかった行政当局の調査手法の限界を示しているといえよう｡ 易に推察できよう

｡ こういう現実を前に,職のある者の内で現在の

就業状態が不安定であると意識する者は,全体

の4分の 1にも及んでいた｡したがって,

朝鮮人移民労働者は,大阪労働市場の中の底辺労働力として吸引されると同時

に,産業予備軍として景気循環のバッファー

機能を担わされる存在だったということができ

る｡では,こうした厳 しい状況下で,彼らはどのよ

うに日々生活を送っていたのだろうか｡以下で

は,在阪朝鮮人の世帯形成とその暮らしの深層

に迫っていくことにしたい｡(3) 在阪朝鮮人

世帯における生活の再生産最初に,世帯面の特

徴から確認しておこう｡世帯人員は, 1世帯当

たり平均4.3人であ り,3人世帯が最 も多い (2

4.4%)｡但 し, この｢世帯｣範時の中には,家族
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第10表 在阪朝鮮人の失職経験 とその理由
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前 職 失職経験のある者(人,( )内%) 失 職 理 由 (%)計 解 雇 不 況 営業不振 病

気 収入僅少農 業 .水 産 業 50 (1.9) 100.0 12.0 44.0

0.0 0.0 2.0鉱 業 6 (0.2) 100.0 33.

3 33.3 16.7 0.0 0.0工 業 868 (32.2) 1

00.0 39.7 31.9 6.0 6.4 4.1金属.機械器具.造船運搬 519 (1

9.3) 100.0 48.4 28.1 5.0 6.7 3.7績 織 工 業 217 (8.1) 100.0 44.7 31.8 2.8 4.1 5.

5被服身装品製造 164 (6.1) 100.0 29.9 45.7 1.2

4.3 5.5窯業 .土石加工 141 (5.2) 100.0 56.7 28.

4 0.0 4.3 2.1木竹草蔓類製造 128 (4.7) 100.0

46.1 25.8 2.3 10.2 2.3化 学 製 品 119 (4.4)

100.0 43.7 32.8 4.2 5.9 5.0土 木 建 築 480 (17.8) 100.0 22.9 36.5 13.8 5.8 4.6

商 業 366 (13.6) 100.0 20.9 34.1 10.7

5.0 6.1商 業 的 職 業 238 (8.8) 100.0 13.9

37.8 13.0 2.5 7.1運 輸 128 (4.7) 100.0

38.3 21.1 6.3 10.9 5.5接 客 業 73 (2.7)

100.0 12.3 45.2 ll.0 2.7 4.1公 務 自 由 業 21 (0.8) 100.0 33.3 0.0 4.8 4.8 0.

0家 事 使 用 人 7 (0.3) 100.0

28.6 14.3 0.0 14.3 0.0そ の 他 166 (6.2) 100.0 25.3 41.6 0.0 9.6 3.0

計 2,695 (100.0) 100.0 35.1

32.7 6.3 6.2 ! 4.3注 :一部原資料の誤記を訂正 したところがある｡

出所 :大阪府学務部社会課 『在阪朝鮮人の生活状態』1934年,3章 6節第3項,46ページの

資料より作成｡このように,在阪朝鮮人世帯には,

家族以外に同居人という存在がいることを念頭にお

いておく必要がある｡以上を踏まえながら,同

居人を除いた家族に焦点を当て,生活内容の本格的

な検討に入ることにしよう｡ 家族人員は,平均

3.7人であ り,やはり3人家族が最 も多い (

27.4%)｡まず配偶者については,朝鮮人

が99.2%,出生地では仝羅南道53.4%と

,世帯主と同じ傾向が見受けられる｡来阪期は,世

帯主より後が54.2%,世帯主と同時が40.3%

であり,世帯主の存在が配偶者の来阪事情に大きく

影響していたと考えられる｡ しかし,家族人数

が増えても経済事情の苦 しさに変わりはなく,家族中

の有業者数が 1人のみの世帯が67.7%,ま

た無職の配偶者が87.

8%にも達 していた｡次に子供については,15歳以下の児童を有する世帯は71.7%であり, 児童 1人の世帯が最も多かった (30.7%)｡ しか

し,上述の苦 しい家庭事情故,就学適齢児童の内で

不就学児童が実に52.4%にも及んでいた｡ここにも,

朝鮮人家庭の貧困の再生産の萌芽を垣間見ることがで

きる｡今度は居住空間の考察に移ろう｡ 市内

で朝鮮人人口の多い地域は,東成区内の中本 ･

鶴橋両警察管内が各々12.7%,ll.5%で

最も多 く,以下警察管内別に泉尾 (港区)9

.4%,中津 (東淀川区)8.4%,今宮 (西成

区)7.7%,朝 日橋(此花区)6.8%
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区は,最大の居住区- と変貌を遂げるに至っ

た 39)｡

さて,居住環境について具体的に見ていくと,

大半が木造普通長屋に住んでいたが (96.2%),

トタンや板切れで建てられたバラックに居住す

る世帯 も3.9%存在 した｡また所有関係では,

持家世帯は僅か3.2%に過ぎず,その内60.4%

がバラックという悲惨な状況であった｡バラッ

クとは,土木業者等が設置した工事期間中の簡

易住居を指す以外に,未利用地や元鶏小屋を無

断占拠 して建てたものも含まれており,持家と

いっても悪条件の土地の上に立つ粗末な建造物

というのが実態であった40)｡

従って,朝鮮人自らが住宅を所有するケース

は極めて稀であり,借家形態が主流であった｡

借家住まいは過半 (57.3%)を占めており,そ

の他 1戸を構えられず間借する世帯が39.4%も

存在した｡したがって, 1つの家屋に家族以外

の人間が同居す るケースはごくありふれた光景

だった｡居住人員は 1室当たり平均2.39人,宿

住面積は1世帯平均1.8室 ･6.5畳, 1人当たり

1.5畳と狭隆で,それ故畳の代わりに莫産や蓮

を板の間に敷 くことも日常的に行われていた｡

この他,借家全体の中で造作 (畳 ･建具)なし

の家屋は69.9%に上 り41),設備共用率は台所

6.9%,便所22.2%,下水36.0%,水道に至っ

ては72.8%と,設備面でも貧弱さを免れていな

かった｡

もっとも,こうした粗悪な住居でさえ,常に

借家難に直面していた彼らにとっては,確保で

きるだけまLだったのかもしれない｡貸主の圧

倒的多数は日本人であり (95.6%),一般的な

39) 大阪市社会部調査課 『本市に於ける朝鮮人住宅問題』

1930年, 2-5ページ｡なお,東成区における労働 と生

活の詳細な分析については,佐々木,前掲論文,180-

211ページを参照｡

40) 大阪市社会部調査課 『バラック居住朝鮮人の労働 と生

活』1927年, 5-7ページ｡

41) また,造作付きの家屋が占める割合は,家主が日本人

の場合は全体の27.5%に過ぎないのに対して,朝鮮人の

場合は59.7%と相対的に高 くなっていた｡ここにも,住

宅問題一般ではなく朝鮮人特有の住宅問題のあり方が反

映されているといえよう｡

住宅不足に加えて,日本人家主の偏見が大きな

壁となっていたのである｡ 借家 ･借間をあわせ

た契約家賃額は1世帯平均9.0円だったものの,

低賃金に規定されて実際の支払家賃額は平均

7.6円と契約家賃額の84%に過 ぎず,家賃の滞

納は13.1%にも及んだ｡そのため,家賃滞納を

口実とした賃貸拒否を発端に,住宅争議がしば

しば発生した｡例えば,1929年 1-9月の間に

住宅争議は1,610件発生 したが,原因は家賃不

払が57%を占め, しかも65.6% (1,056件)が

未解決のままだったため42),住宅問題の悪循環

を招いていった｡このような密住性と不安定性

を特徴とするスラム的居住環境を背景に,次第

に借家住まいの朝鮮人による部屋の間貸や下宿

業経営が恒常化するようになり,住宅難を緩和

する意味で重要な機能を果たしていった｡換言

すれば ｢日本人家主一朝鮮人借家人一朝鮮人下

宿人 ･間借人｣という重層構造の中で,朝鮮人

は生活の場を築いていたといえよう｡

最後に,生活再生産を考える上で重要な家計

状況に触れておこう｡ 支出構成で最大の費目は

食費であり,40-60%を占める世帯が53.8%で

あった｡次に多いのが家賃で,10-30%の者が

73.9%に達した｡このように,朝鮮人世帯の支

出の大半は,食費と家賃で占められていたので

ある｡逆に,家計の余裕度という面では,剰余

金のある世帯は69.1%に上るものの,貯金のあ

る世帯は5.0%,郷里へ送金 している世帯は

3.6%と低水準であり,貯金 ･剰余金 ･送金い

ずれもない世帯は29.5%も存在 した｡一方,借

金を抱える世帯は20.6%であり,月収入額に占

める借金の割合は平均36.0%と高率に及んでい

た｡

こうした厳 しい家計状況故,他者から援助を

受ける世帯 も当然存在 してお り,世帯総数の

2.9%が本調査直前 1ケ月以内に何 らかの支援

を受けていた｡援助元の中心は親戚や近隣であ

り (73.5%),市や方面委員,私設団体からの

援助比率を圧倒的に上回っている｡ ここからも,

42) 大阪市社会部調査課 『本市に於ける朝鮮人住宅問題』

15ベーン｡
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朝鮮人同士の血縁 ･地縁に基づく相互扶助的な

ネットワークの重要性をうかがい知ることがで

きる｡

以上の分析から明らかなように,大阪にやっ

てきた朝鮮人移民は,日常生活の面でも,都市

周縁部にセグリゲー トされた居住空間の中で再

生産ぎりぎりの生活を余儀なくされるといった

厳 しい状況に置かれていたのである｡ しかし,

こうした苛酷な現実の中でも辛うじて生存を可

能にしていたのが,彼 ら同士の地縁 ･血縁の

ネットワークだったとい えよう｡

ⅠⅠⅠ 世界都市大阪における

朝鮮人移民の包摂過程

前章までは,戦間期に大阪が中枢性と多民族

性を備えた世界都市に成長したことを明らかに

し,あわせて在阪朝鮮人が直面した労働と生活

の諸問題を解明してきた｡しかし,世界都市大

阪と朝鮮人移民との結合関係,すなわち,時間

的に,なぜ戟間期に移民の流入が活発化 したの

か,さらにまた空間的に,なぜ大阪が日本最大

の朝鮮人居住地域になったのかという問題は,

未だ残されたままである｡ 本章では,世界都市

化に向けての本格的な再編期である当時の大阪

における朝鮮人移民の吸引過程について,時間

的 ･空間的側面を念頭におきながら考察してい

くことにしよう｡

1 朝鮮人移民流入の諸契機

(1)法制度的背景

はじめに,朝鮮人の流入に関する法制度上の

バックグラウンドについて触れておこう｡

まず前史として,1899年公布の勅令第352号

｢条約若シクハ慣行二依 り居住ノ自由ヲ有セザ

ル外国人ノ居住及ビ営業等二関スル件｣を押さ

えておく必要がある｡これは,日活戦争後に日

本が治外法権を撤廃する際,内地雑居の相互承

認という国際慣行上の必要性への対処から出さ

れたものであり,その際念頭に置かれたのが,

内地雑居承認後の中国からの不熟練労働者流入

の加速化と,それに伴う日本人労働者の駆逐と
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いう懸念であった｡今日の外国人労働者論争と

似た様相をもつ ｢開放｣論と ｢排斥｣論が飛び

交う中,最終的に政府が採った方策は,条約締

結国の欧米諸国に対して雑居制限を撤廃する一

方,低賃金移民労働者に村 しては流入阻止を図

るというダブル ･スタンダー ドだった｡ した

がって,後者に分類される朝鮮人は,本勅令公

布以降,外国人の適用から除外される1910年の

日韓併合までは,日本への入国が困難であると

見なされてきた43)｡もっとも最近は,本勅令に

関する枢密院での審議録を根拠に,朝鮮人はそ

の対象外だったという指摘がなされ,通説の再

検討が行われている44)｡ただ,朝鮮人流入の大

きなトレンドからすると,やはり日韓併合が朝

鮮人の渡航において重要な画期であることに変

わりはない｡

そこで,1910年以降の渡航に関する法制度に

触れておくと,まず,19年の朝鮮総督府警務総

監令第3号 ｢朝鮮人ノ旅行取締二関スル件｣が

挙げられる｡ これは,第1次大戦期の渡航者数

増大と ｢三 ･一独立運動｣を背景に,朝鮮から

の渡航者に対する取締強化を目的に制定された

ものであり,これ以後警察への旅行届出許可制

が導入された｡しかし,同じ国家の領域内部で

の移動阻止という不合理の是正と,低賃金労働

力の導入を企図する資本家の要請に基づき,結

局1922年に同第153号によって撤廃され,自由

渡航制に切 り替わることになる｡ ところが,こ

の期を境に,大戦後の不況を起因とする失業問

題が徐々に深刻化したため,失業の改善と治安

対策の強化を狙いとして,翌年には早 くも ｢朝

鮮人労働者募集二関スル件｣が,さらに朝鮮人

虐殺の起きた関東大震災直後の1924年には ｢朝

鮮人二対スル旅行証明書ノ件｣が出され,25年

には遂に渡航阻止制度が実施されるに至る｡ こ

れ以降,就職口の確否や日本語の理解度,旅費

43) 大阪市社会部調査課 『朝鮮人労働者問題』 6ページ｡

44) 詳しくは,金英達 ｢在日朝鮮人社会の形成と1899年勅

令第352号について｣,山脇啓造 ｢『韓国併合』以前の日

本における朝鮮人労働者の移入問題｣(小松裕ほか編

『｢韓国併合｣前の在日朝鮮人』明石書店,1994年)を

参照｡
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以外の所持金の有無等が渡航の際のハー ドルと

なり,26年の渡航阻止数は21,407人,渡航阻止

率も19%にまで達 した45)｡

法制度的には大略以上のような変遷が見られ

た｡確かに,一連の渡航規制策が移民の流れに

与えた一時的な影響は認められるが,前掲第2

図が示すように,結局のところ渡航 ･定住化の

流れを根本的にくい止めることはできなかった｡

したがって,朝鮮人移民急増の本質的な要因は,

日本 ･朝鮮双方の社会経済的側面に求めなけれ

ばならない｡

(2) 朝鮮における生存基盤の喪失

朝鮮からの移民流出については,彼らの本国

-植民地朝鮮における窮乏化を抜きに語ること

はできない｡そこで,朝鮮内部における社会経

済的再編について確認しておこう｡

朝鮮人移民の流入が最も著しかった大阪市は,

社会部報告の中で朝鮮内部の構造変化に関する

詳細な分析を行っている｡ それによると,農村

部では1913年末には地主3.1%,自作農22.8%,

自小作農32.4%,小作農41.7%だった階層構造

が,31年末になると地主3.8%,自作農17.0%,

自小作農29.6%,小作農48.4%-と両極分解を

遂げ,さらに火田民まで出現するという変化が

起きていた46)｡これについて,報告書では ｢朝

鮮に於ける農業資本主義化による土地所有権の

確定と共に,彼等農民は私有又は国有財産権の

ためにかつて享受 したところの土俗的入会,

放牧等の土地の権利を奪はれ,他面身分上の不

自由と土地の拘束から解放されたとはいへ,そ

れと同時に経済的根拠をも失って貧窮小作人或

は無産賃銀労働者階級に転化せざるを得なく

なった｣47)点に原因を求めている｡ 他方,商工

業においても,1928年末時点で日本人経営の工

場が工場数で朝鮮全体の45.3%,資本金では

90.9%を占めてお り,｢内地人経営の新工場

は朝鮮在来の幼稚な副業的家内工業や手工業

を窮乏に追ひつめてゐる｣48)状況を指摘 してい

45) 大阪市社会部調査課 『朝鮮人労働者の近況』25ページ｡

46) 同上書, 7-8ページ｡

47) 同上書,10ページ｡

る｡

このように,行政当局の報告書でさえ植民地

資本主義化のマイナス面を指摘せざるをえない

程,日本の植民地支配と移民発生との関連は切

り離すことのできない重要な意味を帯びていた｡

中でも,大規模な移民流出に決定的な影響を及

ぼしたのは,1910年代に実施された ｢土地調査

事業｣と20年代の ｢産米増殖計画｣である｡こ

の朝鮮版地租改正を契機とする農民の土地から

の分離と,米の ｢開発輸入｣ともいえる移出米

増産に伴う農村部での商品経済の浸透によって,

農民の生存基盤の喪失と階層分解が急激に進行

していったのである｡ しかし,当時は朝鮮内部

での近代的雇用機会の少なさゆえ,農村外の日

雇人夫や戸内使用人等に吸収された部分を除い

て,多くは農村に滞留せざるを得なかった49)｡

したがって,移民流出が激しくなる1920年代

とは,同時に朝鮮で膨大な農村過剰人口が創出

された時期でもあった｡一方で朝鮮における農

民の土地からの遊離｡他方で日本での資本と朝

鮮人労働力との結合｡当時は,この2つのプロ

セスの同時進行,すなわち本源的蓄積が トラン

スナショナルに展開された時期だったのであ

る50)｡もっとも,以上の説明だけでは,朝鮮内

部における潜在的な移民の貯水池形成を解明す

るにとどまっている｡ 今度は,貯水池から大阪

-流れる水路,すなわち移動過程に視点を移す

ことにしよう｡

(3) 大阪一済州島航路の開設

何よりも朝鮮から大阪への移動に際して一大

革新となったのは,大阪-済川島間の定期航路

の開設であろう｡ それまでの主要航路は,1905

年に開設された関釜連絡船であった｡鉄道省管

轄の関釜航路は,日本 ･朝鮮双方における縦断

48) 同上書,11ページ｡

49) 堀和生 ｢日本帝国主義の植民地支配史試論- 朝鮮に

おける本源的蓄積の 1側面- ｣『日本史研究』281号,

1986年,69-75ページ｡

50) ここで ｢トランスナショナル｣ と称 したのは,たとえ

朝鮮が日本の ｢帝国｣範域内に属 していても,既に述べ

たような渡航管理が行われてお り,事実上の国境が存在

していた状況を意識 しているからである｡
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鉄道の開通を背景に,両者を結合 して京城一束

京間の人流 ･物流の促進を企図していたため,

大正後期から昭和初期にかけて乗客に占める朝

鮮人の割合は3割程度だったといわれている｡

それに対 して,1923年 に尼崎汽船の ｢君が代

丸｣運航に始まる阪済航路は,乗客の殆どが済

州島出身者で占められており,その点で朝鮮人

の移動を主眼につくられた特異な航路だったと

いえよう51)｡朝鮮と大阪とをダイレクトに結合

するこの交通手段の変革によって,済州島から

日本への渡航が,釜山一下関経由に比べて旅行

日数は2分の 1,旅費は3分の 1になり,日本,

特に大阪との時間的 ･空間的距離が一挙に短縮

された｡さらに,1924年には朝鮮総督府の支援

を受けた朝鮮郵船が,20年代後半には沖縄航路

から転身した鹿児島郵船が阪済航路に参入し,

30年代に入ると朝鮮人自身の自主運行を目指し

た東亜通航組合が加わり航路を巡る闘争が激化

したため,済州島民の渡航熱が一層刺激される

ことになった52)｡既に触れたように,在阪朝鮮

人の内で仝羅南道出身者が半数近 くを占めるの

ち,済州島出身者の活発な渡来状況を物語って

いる｡

では,済州島出身者の渡航状況はどのような

ものだったのだろうか｡まず渡航の激しさであ

るが,1934年時点で渡航戸数は島全体の64%に

上 り, 1世帯当たり平均1.1人の出稼ぎ者を出

していた｡その内農家における階層別出稼ぎ戸

数は,地主39.5%,自作農55.0%,自作兼小作

農66.1%,小作農77.8%と,地主を含めた広範

な出稼ぎが展開され,さらに挙家離村した戸数

は仝渡航戸数の8.7%,小作農に至っては36%

にも達していた53)｡次に,日本での職業は,全

体の66%強が工業に従事 しており,男子ではゴ

ム工 (男子全体の14.3%),鉄工 (12.9%),ガ

51) 杉原達 ｢在阪朝鮮人の渡航過程｣(杉原 ･玉井編,前

掲書)232-238ページ｡なお,阪済航路開設は1922年と

いう説もあり,走かではないようである｡

52) 同上論文,238-245ページ,金賛汀 『異邦人は君が代

丸に乗って』53,223ページ｡

53) 桝田一二 ｢済州鳥人の内地出稼ぎ｣(『桝田一二地理学

論文集』弘諦社,1976年)100-101ページ｡

ilill

ラス工 (6.4%)が,また女子では紡績工 (女

子全体の26.0%),ゴム工 (8.5%), ミシン裁

縫工 (5.7%)が多かった54)｡こうした職工数

の多さは,出稼ぎ総数の75%を占める大阪在住

者の状況が大きく反映されていた他に,故郷に

おける労働体験とも相関関係があったようであ

る｡ 例えば,最大多数を占める紡績工の場合,

出身地の清川城内中心地区等 3地区は,かつて

は綿花栽培 ･手紡家内工業の盛んな地域であっ

た｡ところが,｢日本の近代的な大規模紡績工

業による安価な綿布の流入によって,またたく

間にこの島唯一の産業は壊滅に追い込まれた｣

ことが,渡航の遠心作用として働いていた｡彼

らには故郷での ｢手紡家内工業の労働の体験の

ようなものが背景として存在 していたため,工

場労働者を指向したともいえるであろう｣55)｡

いずれにせよ,阪済航路をったって大阪に

やってきた済川島出身者は,低賃金労働力の担

い手として市周辺部,とりわけ東成を中心に集

住地域を形成していった｡したがって,阪済航

路は,済州島出身者が多数を占める在阪朝鮮人

の住民構成に大きく寄与していたことは明白で

ある｡ しかし,そもそもなぜこの時期に阪済航

路が開設されたのだろうか｡その背景を探る上

で,最後に大阪内部での構造変化に触れること

が必要になってくる｡

2 大阪における都市構造の再編成と

朝鮮人労働者の吸引

戦間期の大阪は,朝鮮人人口最大の都市-の

変貌と並行 して, Ⅰで述べた中枢都市への再編

成が進行 していた｡したがって,朝鮮人移民労

働者の大阪への移動を考察する際には,こうし

た都市構造の再編成と関わらせて論 じなければ

ならない｡

最初に第11表を基に,当時の大阪労働市場の

全体構造とその中での朝鮮人労働者の位置を概

観しておこう｡ 大阪市の就業構造は,全体的に

54) 同上書,93-94ページ｡

55) 同上書,96ページ,及び金賛汀 『異邦人は君が代丸に

乗って』96-97ページ参照｡
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第11表 大阪市の就業構造と朝鮮人労働者の分布 (1930年) (単位 :人,%)

実 数 構 成 比 朝鮮人の占める比率市 全 体 朝 鮮 人 市 全

体 朝 鮮 人農 林 水 産 業 16,108 548 1

.5 1.1 3.4鉱 業 969

50 0.1 0.1 5.2工 業 411,904

31,495 37.7 65.5 7.6金属機械造船運搬用具製造業 (98,869)

(7,346) (9.0) (15.3) (7.4)被服身装品製造業 (6

0,615) (4,039) (5.5) (8.4) (6.7)紡 織 工 業 (51,772) (3,417) (4.7) (7.1) (6.6

)土 木 建 築 業 (37,631) (3,540) (3.4) (7.4) (

9.4)木竹草蔓類製造業 (35,540) (1,786) (3.2)

(3.7) (5.0)舵 .印刷工業 (31,096) (1,315)

(2.8) (2.7) (4.2)化 学 工 業 (19,025) (2,666)

(1.7) (5.5) (14.0)飲食料品時好品製造業 (17,377)

(786) (1.6) (1.6) (4.5)窯業土石加工業 (13,864) (3,701) (1.3) (7.7) (2

6.7)皮革骨羽毛品類製造業 (9,554) (938) (0.9)

(2.0) (9.8)商 業 365,107 5,314 33.4

ll.0 1.5商 業 (270,482) (

2,926) (24.7) (6.1) (1.1)接 客 業 (89,778) (2,379) (8.2) (4.9) (2

.6)交 通 業 89,776 4,307 8.2

9.0 4.8公 務 自 由 業 115,820 254 10

.6 0.5 0.2書 記 的 職 業 (45.163) (11

3) (4.1) (0.2) (0.3)家 事 使 用 人 51,118 214 4

.7 0.4 0.4その他有業者 43,207 5,916 3.9 12.3

13.7計 1,094,009 48,098 100.0 100.0 4

.4出所 :内閣統計局 『昭和 5年国勢調査報告』(第4巻府醇編 大阪府),1933年

より作成｡は工業が37.7%に対 して商業と公

務自由業が計44%逐 占めている｡ 都市人口の増

加に伴 う百貨店等の近代的商業施設の成長や貿

易商社を始めとする国内外の商取引の拠点化に

よって商業従事者が増大 し,さらに書記的職業

に示されるように中枢管理機能の集積に伴いホ

ワイ トカラーが増大する等,中枢都市化の影響

が確認できる｡これに対 して,朝鮮人の就業分布で

は, 3分の2が工業 (土木建築含む)に従事

してお り,市全体の中で朝鮮人労働者

は工場や建設現場等での肉体労働に集中する傾

向が看取できる｡他方で,市全体では4%に過

ぎない日雇や雑役夫等の ｢その他有業者｣が,

朝鮮人の間では 1割 も存在 し,市民全体に占める割合も13.7%に達 し ている｡ 朝鮮人労働者の不

安定就業の多さは,この点からも裏づけること

ができる｡今度は朝鮮人労働者の集中する工

業部門に焦点を当ててみよう｡一見 して明らかなよう

に,工業部門の中でも就業の偏 りが顕著である｡

とりわけ比率が高いのは窯業であり,市全体で

は僅か1.3%だが朝鮮人の間では7.7%であ

り, しかも市内窯業従事者の4人に1人は朝鮮人
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第12表 大阪市における朝鮮人労働者の集中職種 (1930年) (単位:人,%)
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集中度 職 種 朝鮮人 朝鮮

人の順 位 産 業 分 類 労働者数

占める比率1 土 工 工 業(土 木 建 築) 3

,137 52.82 粕 施 工 工 業(窯

業) 261 40.33 硝 子 吹 工

工 業(窯 業) 765 38.94 漂白工

.精錬工 工 業(紡 織) 365 33.55 護 譲 成 型 工 工 業(化 学) 1,392

32.46 焼 成 工 工 業(窯 業) 428 29.

47 硝子成型工 .加工工 工 業(窯 業

) 1,405 29.18 仕 上 工 工 業(

窯 業) 305 26.09 日雇 (申

告者) その他 1,492 25.810 選

別 工 工 業(そ の 他) 226 25.5ll 案内

人下足番携帯品係 その他 329 23.212 鍍金工 .着色工 工 業(金 属 機 械) 732 20.8

13 旅館店主 .下宿業主 商 業(接

客 業) 352 20.714 製 革 工 工 業(

皮革骨羽毛品) 199 20.315 掃 除

夫 その他 734 19.716 浴場業主使用人

商 業(接 客 業) 911 18.617 プ レ ス

工 工 業(金 属 機 械) 942 17.618 圧延工 .伸張工 工 業(金 属 機 械) 744 16.

919 セルロイド成型工 工 業(化 学) 318 16

.920 染色工 .捺染工 工 業(紡 織) 889 1

5.821 釘鋲針製造工 工 業(金 属 機 械) 297 15.

422 混綿工 .打綿工 .製綿工 工 業(紡 織)

191 15.023 製材工 .

木挽職 工 業(木竹芋蔓類) 537 14.024 靴製造工(護譲靴除く) 工 業(被服身装品) 432

13.925 配 達 夫 交通業(運 輸) 895 13.7

26 雑 役 夫 その他 2,834 13.

127 骨角甲牙貝類細工職 工 業(皮革骨羽毛品) 254 12

.528 織 布 仕 上

工 工 業(紡 織) 386 12.129 皮革品.擬革品製造工 工 業(皮革骨羽毛品) 302

ll.830 編 工 .組 工 工 業(紡 織)

703 ll.7荏 :労働者数で200人前後を上回り,かつシェア10%以上の職

業を選択｡出所 :第11表に同じ｡属機械にお

いては鍍金 ･プレス ･圧延,皮事等では製革等

の部門 ･工程 において,高い集中度を示 してい

る｡朝鮮人労働者が多数吸引されたこれらの

部門は,前章で触れたように,概ね労働集約的

な中小零細企業が多 くを占めてお り, しかも

代表的な輸出指向型産業だったことから,コス ト低

減,中でも賃金コス トの圧縮が至上命令であっ

た｡零細な町工場や家内工業の担い手 として,低賃 金 ･過激 ･不快 を避ける日本人労働者の代わ りに朝

鮮人が急速に充用された所以は,こうした産業的あるいは企業的な特質にあったのであ
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鮮人を使用する工場は98%と,ほぼ全ての工場

に広がっていた58)｡その意味で,朝鮮人労働者

は,大阪の輸出産業の土台を根底で支える存在

だったといわなければならない｡ しかも注目

すべきは,彼らの中から才覚のある者が監督に

登用され,そこから独立して工場経営を始める

成功者も登場 したという事実である｡ そうした

工場では,労働者の大半は朝鮮人だったといわ

れてお り,移民企業の形成に伴 う朝鮮人同士

での資本-賃労働関係と労働運動の発生という

在阪朝鮮人社会の新たな展開を迎えるのであ

る59)｡

この他,繊維 (紡織)産業でも,漂白 ･精錬

を筆頭に,染色 ･捺染,混綿 ･打綿 ･製綿等の

工程で朝鮮人の比率が高まっている (第12表)｡

紡績をはじめとする繊維産業は,市内及び市周

辺部に分布 していたが,その中には大工場も存

在していた｡朝鮮人労働力の本格的な利用は,

第 1次大戟期における輸出産業の生産拡張に伴

う労働力の絶対的不足と,労働者側の力量増大

による労働力の相対的不足という情勢の下で開

始され,各紡績資本による朝鮮各地での女工の

リクルー トが本格化 していった｡資本にとって

は低賃金労働力の確保こそが輸出拡大の必要条

件だったことから,｢食事,住宅等に美味佳良

を望まず,生活程度至って低 く,内地人女工に

比して賃銀も亦低廉で,比較的成績良好であっ

た｣朝鮮人女工を,内地人女工に代わる低賃金

労働力源として掌握するようになっていった60)｡

中でも岸和田紡績は,1928年末時点で3工場で

825人,小津武林紡績では1工場で251人もの多

数の朝鮮人職工を雇用していた61)｡このように,

57) 大阪市社会部調査課 『硝子製造従業者の労働 と生活』
1925年,33,43-45,86ページ｡

58) 大阪市社会部調査課 『本市に於ける朝鮮人工場労働

者』1931年, 6ページ0

59) 杉原達 ｢在阪朝鮮 人の定着過程｣『大阪産業経済の研

究』23-25ページ｡

60) 朝鮮総督府 『阪神京浜地方の朝鮮人労働者』1924年,

30ページ,桝田,前掲論文,109ページ｡

61) 三木正一 ｢在阪朝鮮人について｣『大大阪』 5巻 4弓一,

1929年 4月,41ページ｡なお,岸和田紡績については,

金賛汀 『朝鮮人女工のうた』岩波新書,1982年を参照｡
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当時の綿紡績産業は,在華紡による海外での現

地人労働者の包摂と同時に,日本国内での朝鮮

人労働者の包摂という2つのチャンネルを通じ

て,労働力の二重の国際化62)を展開していた｡

ここでも,日本の産業発展の土台として朝鮮人

労働者が位置づけられていたのである｡

さらに,朝鮮人労働者の吸引は,工業にとど

まらず,土木建築部門でも急激に進行 していく

ことになる｡ 当時の大阪の中枢都市への再編成

は,経済構造のみならず物的社会的な空間構造

の再編成も引き起こしていた｡例えば,対外的

には,工業の発展を基軸とした貿易量の増大に

伴って大阪港の施設拡充が急務となり,1897年

以降築港工事が急速に進められ,アジアの中枢

都市の玄関にふさわしい基盤が整備されると同

時に,新規の工場建設や臨海地域の埋立 も急

ピッチで進められていった｡一方,都市内部に

おいても,市内交通機関である市電の新設 ･拡

充や,都心と郊外を結ぶ各私鉄の新線開設 ･路

線延長の他,新たに地下鉄建設が計画 ･実施さ

れる等,都市拡大に伴う交通手段の整備も進展

していった｡さらに,都市開発という点で極め

て重要なのが,1921年に始まる第 1次都市計画

事業である｡ 無秩序な都市発展に対処するため,

25年の第2次市域拡張で市域に編入される周辺

町村をも含み込んだ大規模な事業計画が立てら

れ,以後,御堂筋建設を代表 とする道路の舗

装 ･拡張工事や区画整理,下水道改良事業が施

行されていった63)｡

以上の一連の事業は,いわば,大阪の都市発

展に伴い必要性を帯びるようになった,中枢都

市に見合う都市基盤整備であり,1925年の第2

次市域拡張によって確立する ｢大大阪｣の土台

づくりだった｡その際,当時の都市内部におい

て大規模に展開された都市空間の再編成は,土

木 ･建設面における労働需要の急激な拡大を引

き起こした｡その意味で,第12表において土工

62) これについては,森凹桐郎 『世界経済論の構図』有斐

閣,1997年,215-216ページを参照｡

63) 大阪市 『明治大正大阪市史』 (第 8巻),1935年,

189-227ページを参照O
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の半数以上が朝鮮人によって占められていたの

が注目される｡一般に土木 ･建築作業は,不

快 ･危険な労働に耐えられる労働力を大量に必

要とするため,資本主義発展に伴う産業高度化

の中で日本内部での調達が困難な状況にあった｡

朝鮮人移民労働者は,このような底辺労働力の

新たな担い手として都市内部へ吸引されること

になったのである64J｡つまり,｢大大阪｣の土

台づくりこそが,朝鮮人移民労働者を盛んに吸

収する余地を新たに創出したわけである｡さら

にこうした傾向に拍車をかけたのが,主要大都

市で実施された失業救済土木事業である｡ 日雇

労働者の4人に1人が朝鮮人である (第12表)

中で,本来は日本人の失業者対策を目的とした

同事業が,実際には,有効登録者数に占める朝

鮮人の比率が62.5% (1931年),49.6% (1932

午)という結果が示すように,さながら ｢失業

輸入事業｣と化 してしまったのである65)｡この

ように,大阪における資本蓄積の要請に対応し

た都市景観の変貌の陰にも,朝鮮人労働者が不

可欠の存在として位置づけられていたのである｡

要するに,1920年代に始まる在阪朝鮮人の急

増は,第 1次大戦を契機に大阪において展開さ

れた経済的,社会的あるいは空間的な構造変化

の産物だったのである｡世界都市形成へ至る構

造変化の過程で,上述の都市内部における底辺

労働力の需要が拡大し,移民吸収の磁場が形成

64) ｢元来,内地に於ては,土方,人夫稼業は,一般に,

卑賭なる稼業として,避忌せられ,土木工事を起すにつ

きては,従来,少からず土方,人夫の募集難を噺ったも

のであった,而も,近来,国家的都市計画事業に刺激さ

れ,一般土木建築事業大いに起り,益々土方人夫の労力

の欠乏を感ずる秋に,朝鮮人労働者が之に従事し,其事

業を経験するに従ひて此職業を専業とせ しものにして-

内地人土方,人夫の最下級の者の手下に使役されたるも

のである｣｢大阪地方に於ける,築堤,或は改藻工事に

朝鮮人労働者の重要さる ｣ゝ(大阪市社会部調査課 『朝

鮮人労働者問題』28-29ページ).｢殊に最近の大都市建

設に伴ふ都市計画或は交通網敷設等の大土木工事の起工

に於て,使用さる､労働者の大多数はこれ朝鮮人労働者

なるを見るときその進出の著 しきに驚かざるを得ない｣

(大阪工業会 ｢朝鮮人労働者に関する調査｣『工業』74号,

1932年9月,32ページ)｡

65) 大阪市社会部調査課 『朝鮮人労働者の近況』47-48

ベーン｡
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されていったのであるが,それは,絶対的な労

働力不足というより,むしろ都市の構造変化に

よって作 り出された需要であった｡換言すれば,

同時期の都市再編成の実質的な担い手として朝

鮮人移民が都市内部にビル ト･インされ,大阪

は多民族で構成される世界都市へと変貌を遂げ

るのであるが,その陰で彼らは世界都市形成を

底辺から支える存在となっていったのである｡

あ わ り に

本稿の課題は,今日の外国人労働者の先駆的

形態である朝鮮人移民が,戟間期に日本への大

規模な渡航を開始し,しかも大阪に集中 ･定着

していく過程を,世界都市形成という視角から

解明することにあった｡行論より明らかなよう

に,同時期に確立された大阪のアジア世界に対

する中枢的な役割が,大阪内部での経済的 ･社

会的 ･空間的な構造再編を要請するまでに至 り,

それに不可欠な底辺労働力が求められた｡その

過程で,朝鮮人移民は,輸出産業の低賃金労働

刀,あるいは都市景観再編の実質的な担い手と

して,都市内部に吸収 ･構造化されたのである｡

現在でも大阪は最大の在日朝鮮人居住地である

ことに変わりはないが,その起源は,戦間期に

おける都市構造の再編と結びついていたのであ

る｡

さて,本稿では朝鮮人移民の流入 ･構造化を

もたらした要因に焦点を当てて考察を行ってき

たわけであるが,では,朝鮮人移民の流入は大

阪の社会経済状況に対してその後どのようなイ

ンパクトを及ぼすに至ったのだろうか｡この問

題について,まず移動の主体である朝鮮人移民

に視点を移すと,年代が下がるにつれて当初の

出稼ぎ目的の性格が変質していくのが注目され

る｡ その 1つが,人口の男女比の変化である｡

1925年に8対 2だった男女比が,35年には6対

4にまで変化 し,女性の比率が上昇している66)｡

第2に,日本での永住希望者の増加である｡ 先

に取 り上げた大阪府の調査によると,永住希望

66) 田村紀之 ｢内務省警保局調査による朝鮮人人口 (Ⅰ)｣
『経済と経済学』46号,1981年2月,より算出o
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者は全体の66%にも達 してお り,非希望者は

34%と少数派であった67)｡このように,時期が

下がるにつれて家族呼び寄せを典型 とする地

縁 ･血縁を頼った移民の連鎖が展開されるよう

になり,大阪への定住化が徐々に進行 していっ

たのである｡

以上の定住化の帰結は,一言でいうと,経済

的には大阪内部における資本一賃労働関係の国

際化,社会的には日本社会のレイシズムを起因

とする都市間題の国際化であった｡それは,単

67) 大阪府学務部社会課 『在阪朝鮮人の生活状態』77ペ一

二/ ｡
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にマジョリティである日本人との関係ばかりで

なく,被差別部落住民や沖縄出身者等,他のマ

イノリティとの関係にも新たな影響をもたらし

たことは間違いない68)｡このように,朝鮮人移

民の流入 ･定住化が,大阪社会に対して質的に

新たな問題を突きつけることになったわけであ

るが,この間題の詳細な実態やそれに対する都

市政策者サイドの対応等については,改めて別

の機会に検討することにしたい｡

68) この間題について,土着と他所者との分離を把捉 しよ

うとする問題意識から生まれた ｢広義のエスニシティ｣

という概念が注目される (足立芳宏 『近代 ドイツの農村

社会と農業労働者』京都大学学術出版会,1997年, 3-

4ページ)｡




