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Abstract: In this article, I focus on the differences in colonial 

rule revisions made by the United Kingdom, the United States, and 

Japan after World War I, and examine what their perceptions of “self-

determination” were and how they were reflected in the revision of the 

system of governance.

The right of national self-determination, proposed by US President 

Woodrow Wilson, was aimed at the right for each people to build their 

own nations and to choose their own governments. The proposal meant 

that people would break through the wall of power politics grounded 

on military force. However, in 1919, at the Paris Peace Conference, it 

was determined that the principle of the “self-determination” would not 

be exercised in the areas ruled by allied powers. Those that had been 

governed by Germany, however, in principle would be administered 

under this principle.

As thoughts of national “self-determination” spread, the people’s will 

for independence became stronger in areas which were not under the 

principle. In Korea, under Japanese’s rule, the March 1919 Independent 

Movement, was influenced by the idea of “self-determination.” Japan 

tried strengthening the connection between Korea and Japan in order 

to deal with the movement, while the UK and the US gave their colonies 

limited autonomy. 

Then, from what background did such a rule revision with 

a different direction evolve?  There are various factors behind this. 

However, the most important thing to consider is the difference of 

1919年の国際社会における「民族自決」の適用の実態
―民族運動に対する英国・米国の対応と日本の朝鮮3・1運動対策との比較の視点から―
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1. はじめに
第 1次世界大戦前までは、西洋帝国主義が主導してきた国際政治の規範として、軍事力を基

盤とした権力政治により国際秩序が構築されていた。このような権力政治には、大国間で勢力均

衡を取るために武力行使や密約外交を通じて、周辺部の小国を併合することが一般的であった。

こうしたことが戦争の要因になると考えたウィルソン（Woodrow Wilson）大統領が「民族自決」

による国際秩序の構築を提唱した。しかし、1919年パリ講和会議では、敗戦国ドイツの属領で

あった東ヨーッパ地域の一部にしか自決原理は適用されなかった。

こうしたことも原因になり、世界はさらに悲惨な第 2次世界大戦を経験しなければならなか

った。しかし、近年、ヨーロッパでは、冷戦を経てヨーロッパ共同体（EU）という協力体制を通

して、平和構築に努めている。

一方、東アジアを取り巻く周辺地域では、ロシア連邦によるクリミア併合や中華人民共和国に

よるチベット自治国に対する政策などは、一大国が周辺の少数民族を強制的に自国の勢力圏に取

り込もうとする帝国主義の再現のようにみえる。さらに東アジアでは、中国の経済的・軍事的勢

力の急速な増強によるパワー・バランスの変化がみられ、国際秩序における不安要素として懸念

されている。こうした中で、日韓のあいだでは「徴用工」問題など、日本帝国主義の朝鮮統治期

の出来事が現在においても両国の外交関係上の障害になっており、過ぎ去った前世紀の歴史とし

て済まされない状況にある。

こうした状況が生じた要因を明らかにするためには、「民族自決」の意義について再考する必

要があると考えられた。「民族自決」とは、各民族が独立国を構成し独自の政府を決定する権利

であると理解されている。しかし、この「民族自決」の原理は、第 1次世界大戦後、連合国の植

民地には適用されず、自決権の適用外の植民地では、伏流していた民族の自立を求める気持ちが、

「民族自決」という思想の広がりによって、拡大深化していったとされる。大英帝国と米国の属

領であった、インド、エジプト、フィリピン、中国などでは、民族独立を求める運動が活発にな

っていた。日本の植民地朝鮮でも、このような国際社会の動向に影響され 3・1独立運動が勃発

した。日本は、朝鮮独立運動に対処するために「内地延長主義」を掲げ、一層、本国日本と強硬

な結びつきを図った。他方、英国と米国は、彼らの従属国に対して制限された自治権を与える方

策を取っていった。このような統治改正の方向性の相違が生じた背景には、様々な要因があると

考えられる。

the recognition to the people consideration of the weak small nation 

that requests “self-determination.” This is because it was thought that 

“self-determination” was related not only to their right of independent 

independence but also to problems related to their individual rights, 

such as human rights. Tracing the basis of this thinking is also important 

for gaining a deeper understanding of not only past issues of issue of 

Japanese-Korean history, but also issues of other Ethnic minorities, both 

of which remain unresolved to this day.
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本稿では、主に、植民地帝国主義が、「民族自決」を求める被植民地の民族意識に対していか

に認識し対応したかに焦点をあて、まずは「民族自決」の思想が浮上した背景、そして、大英帝

国・米国の植民地への対応1、最後に、日本の植民地朝鮮での 3・1運動への対応、について考察

を行う。これらを踏まえ、「民族自決」の各植民地政策への影響を明らかにする。こうした考察

を通して、現在も依然として存在している少数民族問題、東アジアにおける国際秩序の現状、お

よび日韓間の歴史問題に関する理解を深め、問題の解決への足がけを作ることができるのではな

いかと考えられる。

2. 第 1次世界大戦と「民族自決」の興隆

この章では、「民族自決」が浮上した背景について概観する。1914 年 8 月 4 日にバルカン半

島で開始されたヨーロッパの地域戦争は、旧帝国時代から孕んでいた民族問題が噴出するにつれ、

広範囲に拡大していった。戦争の長期化が進む中、参戦諸国の国の総力を組織的に結集・投入す

る「総力戦」が展開されていた。したがって、連合国は、「総力戦」で戦争に臨むために、参戦諸

国の兵士・軍需労働者をはじめとする民衆、従属地域の諸民族や中立国から戦争協力を引き出す

必要に迫られていた。このような状況で、必然的に戦争に対する正当性が求められるようになり、

思想的・心理的な動員が重視され、世界的に宣伝戦も激しくなっていた（三宅立、1995）。

ヨーロッパでは、すでに 1870年代に締結された独墺伊（ドイツ・オーストリア・イタリア）

の三国同盟と露仏同盟 が対峙する中で、ドイツが強力な軍国主義体制を整え、建艦政策、鉄道

建設を中心に中東進出を推し進めると、その地域の利益と密接に関係があるロシア、フランスは

ドイツを脅威と感じていた。戦争の発端になったサラエボ事件以後、ドイツがセルビアに対する

圧力をかけ続けると、ロシアがセルビアを支援するために、総動員令を発したことで、ドイツが

露仏同盟国に次々と宣戦布告をした。 そして、ドイツがフランス打倒を目指して中立国ベルギ

ーを攻撃すると、最大の植民地帝国英国はその存立の危機意識からドイツに宣戦布告した（三宅

立、1995）。英国は、長年にわたるインド支配をはじめ、最大の植民地帝国として世界の覇を唱

えてヨーロッパの「勢力均衡」を調整する役割を担ってきた。1905 年の日露戦争を機に、アフ

リカ、アジアの植民地・勢力拡張をめぐる対立を調整する過程で 1904年に英仏協商、1907 年

に英露協商が成立し、三国協商によるドイツ包囲網が形成されていた（三宅立、1995）。　　　　　　　

こうした国際政治の情勢においてドイツの宣戦布告は、英国の覇権に対する挑戦という性格を

帯びていた。ドイツが中東に積極的に進出することは英国においては、インドを結ぶ要であった

エジプトに対する脅威であった。さらに、エジプトを自国の従属国であると主張するトルコが、

ドイツと軍事同盟を結び、参戦することになり戦争の拡大を促進した。

一方、英国は、独墺伊の三国同盟を結んでいたイタリアと、1915 年に、英仏露の三国とロン

ドンで密約を結んで、オーストリア支配下のドレスティン、トルコ分割に際する小アジアでの

領土獲得を約束して、連合軍側に引き入れた（三宅立、1995）。こうして戦争が拡大していく中、

中立国であった米国が、ドイツに宣戦布告して参戦した。米国が連合国を支援して参戦した理由

は、大戦の過程で物資や資金提供を通じて経済的に連合国と密接な関係をもっており、すでにヨ

ーロッパで債権国になっていたため、連合国の敗北は米国においても極めて不都合なことになり

得たためだとされる。 

さらに、英国は、日英同盟によって同盟関係にあった日本に地中海への艦隊の派遣を要請した。

これを機に日本は、講和会議でドイツの権益圏であった山東省と南洋群島に対して要求を支持す
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るという約束を取り付けた。こうして戦争が泥沼化していく中、今まで中国大陸で利権争いを展

開していた欧米列強の勢力が弱まっていた。 

日本は、1911年に中国で辛亥革命が起きた際に、清朝と革命派を妥協させたが、立憲君主制

であった清国が滅んで以降、英国に主導権を奪われ、日本陸軍の中国出兵の計画も中止され、中

国での勢力拡張が煮詰まっていた（江口圭一、1998）。このことは日本が対外政策において異な

る路線をとる原因となったが、陸軍が主導する日露協商によって内モンゴルを東西に分割し、日

露各々の特殊利益を承認した一方、日英同盟を重視する海軍と外務省は、陸軍の路線と対抗し

ていた（三宅立、1995）。こうした中で、対外政策の脆弱さを非難されていた山本内閣が解散し、

民衆やジャーナルズムに人気が高かった大隈内閣が成立したが、当時の対外債務は増加し 20億

円を超えていた。その上、日露戦争などで荷重になっていた税金負担に対し、民衆の地租軽減運

動や廃税運動 が頻発した。

 日本がサラエボで始まった欧州戦争に参戦したことは、こうした日本の内政の困窮に「天祐」

として「東洋に対する日本の利権を確立」することが目的であった（江口、1998）。したがって、

この機を逃さず、日本は 1915 年に中国に「21 箇条」を要求したのだ。その内容は、第五号から

なっており、第一号から第四号まではドイツの権益圏である山東省を日本に引き渡すこと等領土

の利権に関するものであった。第五号に関しては、日本人の政治・財政・軍事顧問の傭聘、警察

の日中合同、日本兵器の供給、揚子江流域の鉄道敷設権の日本への付与等を求めるものであっ

た。こうした内容は、ほとんど中国を植民地化するものであった。この要求に中国は抵抗し、日

本は英米の反対を受けたが、第五条を留保し、最後通牒を発して受諾させた2。このことに関す

る交渉において、英国は自国の利益圏であった揚子江流域に関する条項を日本が削除する姿勢を

示すと、中国側に日本と妥協するように促した（木畑洋一、2008）。米国の非難に対する解決策

としては、1917 年 11 月に石井菊次郎を特使として派遣し、石井菊次郎・ランシング（Robert 

Lansing）協定を結び、中国の独立・領土保全・主権の尊重と機会均等主義を認めるとともに、

日本の中国での特殊利益を承認させた（江口圭一、1998）。他の連合国も これを渋々承認したが、

それは日本の要求に対して過度に反対すると、連合国側から日本が離脱することを懸念したため

であった（内川芳美・宮地正人（監）―1993. 9−1989. 9、73）。

このように戦争の長期化の中でも、国際社会は、領土獲得のために国家間の密約が横行する様

相を呈していた。こうした状況の中で、1917年、ロシアでレーニン（Vladimir Lenin）が率い

るボリシェヴィキが 2月革命で成立した臨時政府を倒し、ソビエト政権を樹立させた。ボリシ

ェヴィキ側は、「平和に関する布告」を発し、連合国の秘密条約を公開することによって、交戦

国諸国に講和を迫る平和攻勢を開始し、ブレスト＝リトフスクにおける中欧側との単独講和締結

によって大戦から離脱した（三宅立、1995）。

レーニンは、帝国主義を非難し、すべての民族の自決権を訴えた。それは、ロシアの諸民族だ

けではなく、中国、ペルシア、トルコのような反植民地とすべての植民地を含む普遍的な原理

として掲げたものであった（田中直吉・元川房三（編）、1980、p. 25）。　こうしたロシア革命は、

被植民地における民族主義運動の指導者らに深く影響を与えた（関嘉彦（訳）、1962）。指導者た

ちは、ロシア革命を反帝国主義の事件と考え、ボリシェヴィキ政権に自民族の独立の可能性を見

出し、期待を高めていたとされる。さらに、ボリシェヴィキの指導者らは、ツアーの結んでいた

秘密条約を公表し、連合国の為政者らに大きな衝撃を与えた。こうしたボリシェヴィキの平和攻

勢に対して、連合国側ではこれに対応できる戦後の国際秩序構想を示していく必要があったとさ

れる（田中直吉・元川房三（編）、1980）。
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まず、英国の首相であったロイド＝ジョージ（Lloyd George）が 、1918 年 1 月、労働組合

会議で演説し、民族自決の原則に基づく植民地問題の解決・国際機構の設立を提案した（田中直

吉・元川房三、1980、p. 25）。しかし、彼の声明の目的は、徴兵の拡大のために必要であった労

働党の支持を取り付けるためであり、結局、彼が示したのは国内的提案に過ぎなかったとされる。

一方、連合国側の戦争の正当性を効果的に国際社会に表明することができたのは、かねてより帝

国列国の旧外交（秘密条約）に批判的であった米国の大統領ウィルソンであった。ウィルソン大

統領は、講和のために「14 か条」3を提案した。しかしながら、実際に講和会議を指導したのは、

フランスのクレマンソー（Georges Clemenceau）首相と英国のロイド・ジョージ首相であった。

この両帝国の首脳は、彼らとの秘密条約下に参戦したイタリアと日本との同条約で合意した内容

に沿った解決の要求を無視できなかった。結果的には、秘密条約に拘束された英・仏・ 日・伊

の代表らは、ウィルソン大統領の「14カ条」の提案を形骸化しようと努めた（田中直吉・元川房

三、1980）。

3. 連合国による戦後処理と国際連盟の創設

本章では、前章のような展開によって、連合国による戦後処理は如何なる様相を呈していたの

か、について考察する。様々な問題を孕む中、第一次大戦は連合国の勝利で終わり、すべての戦

争責任はドイツ側にあるとされ、終戦直後に開かれたパリ講和会議で戦後処理が行われた。し

かし、この講和会議で行った国際政治上の緒問題の解決策は、ウィルソン大統領が当初掲げてい

た「自決権」に基づいた植民地問題の解決に至らなかった。大戦後の国際秩序は、戦勝国である

連合国の利益に合わせ、ドイツが所有していた植民地の分割が行われた。これが意味すること

は、ドイツ植民地帝国の解体によって、新たな帝国主義世界体制が編成されるということであっ

た（江口、1998）。

一方、東アジアでは、日本が参戦の際に取り付けた山東半島の獲得が、パリ講和会議で承認さ

れ、中国での 5 月 4 日の抗議デモにより、中国はベルサイユ条約の調印を拒否し、東アジアで

の国際秩序には加入しなかったため、中国問題については依然として課題が残っていた。しかし、

戦後には、参戦国間におけるドイツの植民地分割に関することのみでなく、ロシア革命によって

誕生したソビエト政権が被支配地の民族運動に対する支援を通し、既存の国際秩序を転覆すると

いう危機感が横たわっていた。さらに、大戦中、ロシアの戦争離脱後、「東部戦線」の再建のた

めに「英仏協定」によって提案された日米共同のシベリア出兵も、日本軍の長期駐屯が戦後の国

際政治上における課題として残っていた（細谷千博、1976）。

その上、被植民地では、「総力戦」により参戦国の植民地の民衆が兵士、労働力として動員さ

れたことにより、連合国が戦争目的として掲げていた「自由・民主主義の防衛」のためという思

想が植民地の民衆にも浸透し、自主独立や人権に関する意識が高まっていった。このような思潮

によって、英国領インドの民族運動、日本の植民地朝鮮、フランス領ヴェトナム等では、独立

を求める民衆の意識の高揚が、既存の植民地統治施策の見直しが必要とされる状況を作り出し

た。 こうした世界情勢の中で、1920 年 1 月 20 日に国際連盟が誕生した。しかし、国際連盟は、

提案者であるウィルソン大統領が米国内の孤立主義者たちの反対を受け、米国抜きで英・仏・

伊・日が中心になって発足した4（田中直吉・元川房三、1980）。以降、この国際連盟は、いくつ

かの国際紛争の解決を果たし、1921年のワシントン会議（ワシントン体制）では、パリ講和会議

（ベルサイユ体制）で解決できなかった日本の山東半島の返却、日英同盟の破棄が決定されるなど、
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国際社会の様相は大戦以前とは異なっていた。

 しかし、国際連盟による国際秩序は、1929 年に世界恐慌が世界中に広がるにつれ揺らいだ。

世界平和は、国際連盟の創設後の僅か 10年余り持続したに過ぎず、1931年の日本による満州

事変を始めとし、1935年のイタリアによるエチオピア侵攻、1939年のドイツによるポーランド

侵攻を機に、第 2次世界大戦が開始された。こうした展開の原因としては諸説あるが、「民族自

決」の原理による国際秩序構築に失敗したことが一つの要因であると指摘されている。

アルフレッド・コバン（Alfred Cobban, 1976）は、「民族自決」の原理を実際に適用する上で、

三つの障害要素が表れた、と指摘している。それは､ ①連合国が自国の属領を手放す犠牲をして

まで自決を適用するつもりがなかったこと、②国境を変えて新しい国家を設立する際に、新たな

少数民族が生じるという問題が多発し得たこと、③民族が、その自決権の要求を正当であると認

めさせるために満たすべき条件について、一般に当てはまる定義を見つけることが困難であった

ことだとしている。さらに、コバン（1976）は、この三つの障害の中では③の要素を最も重要な

障害として挙げているが、それは自決の政策の全体に関する基本的な問題が含まれていたためで

あったとされる。その問題とは、自決権を認める際に、民族の定義を見出す問題、自決はどのよ

うな社会に適合するか、民族として特性を共有する共同体の線引きはどのようにするべきか、な

どである。戦後の植民地帝国主義は、このように「民族自決」の原理が孕む様々な問題や矛盾が

含まれる中でも、自らの植民地で起きた被支配民衆の民族運動に対する対応策を見つけなければ

ならなかった。次の章では、英国と米国が、各々の被植民地へどのようにして民族自決の原理を

適応したのか、について考察していく。

4. 英米の植民地における自決権の適用の実相

1）米国の民族運動への対応

　米国は、まぎれもない大国であり、いくつかの海外領土を属領として保持していた。しかし、

西欧帝国主義のように小国を征服併合して支配する帝国の要素はなくとも、大国として機能し得

る要素を備えていたとされる。それは、米国の植民者には、アメリカ大陸の広大な開拓地があり、

先住民を追い払うという征服者ではあったものの、意のままに膨張することができたことである

（コバン、1976）。

また、米国は、英国に対し民族的・民主的自決権の主張を突き通して闘ったことで、宗主国か

らの独立に成功した初の植民地であった（コバン、1976、154）。このように、自決権は米国の

礎石であったといえるため、米国の世論の本来の基調は、帝国主義のような外観をもつことに、

否定的な傾向をみせていたとされている。しかし、19世紀は西欧帝国主義の熾烈な領土分割競

争の真っただ中であり、その波は米国にも及び、衰退したスペインとの戦争で米国はキューバと

フィリピン諸島を獲得した。しかし、帝国主義が盛んであった 1903年に、キューバの独立を承

認する条約が調印された。

さらに、19世紀における米国の外交政策は、モンロー主義に基づくものであったが、これは

米国の勢力圏への西欧帝国主義の侵略を防ぐためであった。しかし、同時に、このモンロー主義

は、その適用地域の範囲を広げることにより帝国主義的な膨張の性格も擁していた。しかし、そ

んな時でも、米国の植民地政策は、小国を併合し政治的支配を積極的に行使するというより、経

済的・戦略的な覇権を確保し、自治を承認することが常であった（コバン、1976）。

戦後、「民族自決権」に関する論争の中心になったのは米国社会であったとされるが、それも
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米国の自決権に対する本来的な思考が少なからず働いていたのではないだろうか。

こうして、米国は、自国の属領であったフィリピン諸島における独立運動問題の他にも、英国

領アイランド問題、日本領朝鮮の独立運動に対しても、民間団体は勿論、議会での同情論の可決

などを通して関わっていたとされる。こうした米国の動向に対して、当然、日英両国はそれぞれ

の国の属領に対する米国の関与に反発を示した。特に、日本は、米国がフィリピン諸島に対して

1916年に米国法令でフィリピンの独立を宣言しながらも依然としてそれが実現しないことに対

し、自決の適用に反していると批判し、将来においてもフィリピンの独立を承認するとは信じ難

いとした（近藤釼一（編）、1970、240～245）。これは、朝鮮問題への米国の関与に対する反論

であったと推測される。

　このように、日本が推測したように、米国は、太平洋における政策とフィリピン諸島の深い

関連性を口実に、自決権によるフィリピンの独立を承認することはなかった。しかし、米国は、

1919年に独立を訴えて米国を訪問したフィリピン独立代表団の歓迎式で、近い時期の独立の実

現を説いており、1920年の議会でも、ウィルソン大統領が彼の年次教書で、約束されたフィリ

ピンの独立を認める時が到来したと言明した（近藤釼一（編）、1970）。それにもかかわらず、次

に続く米国共和党政府がこの約束を履行することはなかった。その背景には、太平洋における防

衛的戦略上の問題があったとされる。つまり、フィリピンが独立し、完全な自治を行使するほど

成熟していないため、自力で諸帝国主義国家、特に日本の脅威からフィリピンが自衛できると米

国が考えなかったためであったとされる（近藤釼一（編）、1970）。しかし、1930年代にはフィ

リピンに独立を与える法律が成立し、フィリピン独立までの 10年間は一種の連合政府が米国に

ある程度の権力を留保した形で機能していたが、米国が戦略基地を保持すること以外は、フィリ

ピンは完全な独立を果たすこととなった（コバン、1976、191～192）。米国は、他にラテンアメ

リカにも幾つかの属領の性質をもつ領地を擁していたが、1930年代にはこれらの自治を承認し

たが、これらの完全独立の承認は、第 2次世界大戦後まで保留された。それでも、こうして米

国が 1930年代に自国の属領に自治を承認していたために、20年後の第 2次世界大戦で、それ

らの自治領の結束感を引き出し、自発的に戦争に協力させることができ勝戦することができたと

される。

2）大英帝国属領における自治権の実状

　一方で、英国の植民地の自治領としての地位発展の過程は、ヨーロッパにおける自決の原理

の様相とは異なるが、あらゆる点で自決の過程としてみることが妥当であるとされる（コバン、

1976）。英国の自治領の始まりは、「ダラム卿（Lord Durham）の報告書」5によって実施される

こととなった。この報告書の概要は、植民地に責任政府の設置を許可し、純然たる現地問題につ

いては、植民地が管理するという体系的な植民地政策の採用を提案するものであった。この提案

は、1850年代のオーストラリア、ニュージランドへの責任政府の認可に続き、1867年の「英領

北アメリカ条例」によって、カナダの連邦としての自治権を承認するものであった。こうした権

利の委譲政策によって、自治領は地位を向上していくことができた。とくに、1918年以降、英

国と自治領との関係は、英連邦という枠組の形で再編成された（ペリーカーティス（編）、1983）。

これは、第 1次世界大戦の「総力戦」で、自治領の物的・人的協力により、その忠誠心を立証し

た結果であったとされている。こうした英国の自治領の過程を経て、帝国主義体制下で独立を

最初に達成した地域は、1921年の「英国－アイルランド条約」で独立したアイルランドであった。

1801年以降、英国に組み入れられたアイルランドは、旧教徒が多数を占めている民族の反英ナ
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ショナリズムが一貫して強かった。英国がアイルランドの民族問題に影響を及ぼしたという事

実は、英国政府に対するアイルランド人の闘いの歴史の中にすべて表れていたとされる（コバン、

1976）。長い歴史の中で、アイルランドには、大英帝国に対し宗教的・経済的利害、血族的・歴

史的な敵意、支配権力側における立法権を維持しようとする意志、こうした問題における革命的

同胞意識による反乱の潜在性が常時横たわっていたとされる。そして、長い闘いの結果得たのも

のが、1914年のアイルランド自治法であったが、これは、純然たるアイルランド問題について

はアイルランド議会に委ねられるが、軍事、外交、徴税権や総督の任命権などは英国の帝国議会

に決定権があるとするものであった。このように限定的かつ従属的な自治権に対し、アイルラン

ド側で意見対立が起き、大戦の「総力戦」に対する協力派、非協力派に分裂した。大戦中の 1916

年の反乱を経て、アイルランドは 1921年に南北に分割され、南部は独立し、アイルランド自由

国となったが、1937年、英国国王への忠誠宣言を廃止し、1949年に完全に英連邦から離脱した

（木畑、2008）。

こうした英国領の自治領の形態をもって、大英帝国を他の諸帝国と比較する場合、実際には、

個人的な蛮行や愚行があったにもかかわらず、自由の気風や立憲政治を有していると言われるの

が特徴であるとされる。しかし、実際には、こうした自由の気風は白人定住地域に限られていた

とされ、南アフリカでのアパルトヘイト政策のように、原住民との接触に対しては越え難い障壁

を設定していたとされる。

また、異人種への植民地政策の代表といえる大英帝国のインド支配は 18世紀から開始された

が、それは略奪行為から出発し、のちにそれをベンガルで徴税制度として合理化するものであっ

た。さらに、19世紀には、インドに英国の機械織綿製品に門戸を開放させ、これがインドの土

着産業の破壊につながったとされる（ペリー＝サイド（編）、1983、p. 93）。また、大英帝国にと

ってインドは、経済面のみでなく、帝国の防衛戦略面でもその重要性を無視できない地域であっ

た。公式帝国を超えるヘゲモニー国家として、国際秩序を維持するためにインド軍が果たした緊

急展開部隊としての役割は重要であり、アヘン戦争時は、インド軍は大英帝国拡張の先兵として

の役割を務め、南アフリカの紛争（ボア戦争）や中国での義和団事件でも、大英帝国の利権保持

と軍艦外交を支える役割を果たしてきたとされる（秋田茂、山本有造（編）、2003、p. 267）。こ

のように、インド軍は、本国政府の意向次第で、世界各地に派兵できる戦力であり、また、イン

ドの財政で維持されていた。このことは、大英帝国が経済利害を維持・拡張していく上で、本来

なら膨大な軍事費が必要となるはずであったが、インド軍の存在があったため、安価にその経済

権益を維持できたことを意味している。

そして、第 1次世界大戦の際にも、150万のインド軍が「総力戦」に参戦し、大英帝国に協力

したが、それは、協力の代償として、完全な形の自治権の獲得（独立）を望んでいたためであっ

たとされる。インドでは、戦前にインド統治改善策として、1909年に地方自治制が成立してい

たが、1919年に新たに拡大した自決権は、国民議会設置（植民地議会＝立法評議会制度）を認可

し、現地人の政治参加機会を提示した（木畑、2008）。しかし、これは、総督の強大な権限を軸

に英国がインドの支配権を握るインド統治の基本的な仕組みを変えるものではなかった。つまり、

英国側は、インドの独立付与を構想したわけではなく、独立を求める民族運動の高揚を抑えるた

めに、わずかな政治参加の機会を与えたにすぎなかったと推測される。

以上より、大英帝国内の白人定住植民地での自治権の適用と、インドでの自治権適用の範囲に

は、著しい差異があったことが推測できる。このことは、大英帝国が、帝国内に多民族の被支配

者を有しており、そのうちの異人種植民地に対しては差別的であったという実態を示すものとし
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て解釈することができる。

欧米諸国によって南アフリカ、インド、エジプトなど、有色人種植民地における「信託統治」

という統治体制が構築された中での「信託統治」という統治理念は、自立に必要な資質や条件が

整っていない植民地住民について、自立できる段階までの「進歩」を植民地統治によって保証す

る責任が統治国にあるとするものであった（木畑、2008）。しかし、大英帝国の「信託統治」の理

念で示された植民地住民の自立の資質と「進歩」の基準が曖昧かつ統治国側の恣意的な判断に委

ねられたものであったことを考慮すると、植民地の完全な独立が承認される時期は不明確であり、

帝国の植民地領有に対する執着が窺える。

次章では、東アジアにおける植民地政策について、日本の植民地であった朝鮮における独立運

動への日本の対応と、英米両国の植民地における自決権の適用との差異について考察を行う。

5. 植民地朝鮮の「民族自決」認識と 3・1独立運動の歴史的意義

　日本の植民地であった朝鮮では、1919年 3月 1日、独立を求める運動が勃発した。この運動

は、一般に、第 1次世界大戦後の国際社会における自由・民主主義思潮と「民族自決」の原理に

影響され触発されたとされる。朝鮮総督府は、朝鮮併合後 10年であったこの時点において、朝

鮮統治方針が有効であると認識しており、運動の勃発を予期すらしていなかったようであった。

このことは、朝鮮総督府が朝鮮人の平和的示威運動に対して暴力的かつ残虐な対処をしたことか

ら推測される。こうした朝鮮総督府の対応は、朝鮮民衆の抗日的心情に火を注ぐような効果を引

き起こし、平和的示威運動は次第に、暴力的かつ長期化するようになった。こうしたことは、結

局、本国日本の支援を要請しなければならない状況を生じさせ、日本国内にも植民地朝鮮での事

態が知れ渡るようになった。当時、日本国内の新聞・雑誌などの情報誌は、3・1独立運動が起

きた原因に関して様々な分析と解釈を盛んに行い報道していた。そして、これらの解釈は、こ

ぞって、朝鮮民衆の蜂起が朝鮮人の「民族自決主義の誤解」、「外国人宣教師の煽動」、「無智な鮮

人どもの付和雷同」により引き起こされたと論評していた（姜東鎮、1984）。このような解釈は、

まるで、朝鮮の 3・1独立運動が他律的で偶発的要因によって引き起こされたかのような見方で

あるといえる。朝鮮人が「民族自決」をどのように認識していたかについて理解するために、3・

1独立宣言書を確認すると、そこには、東京在住朝鮮人留学生による 2月 8日の独立宣言書の主

旨と、3・1独立運動を計画した 33人の民族指導者を含め、海外と国内の民族運動家たちが戦後

の国際社会をどのように見ていたかが表れている。独立宣言書の始めには、朝鮮が独立国とする

当為性を「朝鮮は独立国であり、朝鮮人は自由民であることを世界万邦に告げ、人類平等の大義

を克明し、これを以て子孫に教え、民族自存の正当な権利を永遠に有せしむものである。半万年

の歴史の権利によってこれを宣言し、……民族の恒久一筋の自由の発展のためにこれを主張し、

人類の良心の発露にもとづいた世界改造の大機運に順応し、並進させるために提起するものであ

る。」（姜在彦、1982、p. 25～26）とある。この独立宣言書では朝鮮が、独立国となる正当性があ

るとする根拠を、「半万年の歴史の権利によって」と示されていた。これは、西洋社会が政治的・

文化的民族結合を行う際に、民族の要件として、歴史的な根拠を適用してきたのに加えて、歴史

的権利によって民族共同体として自決を適用する正当性が認められることが一般的であったため

であるとされる（コバン、1976、p.113～131）。こうした民族理論によると、朝鮮は独自の文化

と政治の長い歴史をもつ独立国家であったため、当然、「民族自決」が適用されるべきであると

主張されており、朝鮮民族の運動家らが、このような一般的適用基準からしても、朝鮮の独立は
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正当であるとする認識をもっていたことは、妥当であったと推測される。続いて、同宣言書では

「旧時代の遺物である侵略主義、強権主義の犠牲となって、有史以来累千年を重ね、初めて異民

族による箝制の痛苦を嘗めてからここに 10年が過ぎた」と朝鮮が併合された経緯が不当であっ

たことが示されていた（姜在彦、1982，p. 26）。この背景には、英国が 1902年にロシアを牽制

するために日英間で結んだ「日英同盟」と 1905年に日米間で結ばれた「タフト・桂協約」によっ

て、朝鮮が自らの意志が無視されたまま日本に併合されるに至り、国際政治上における権力政治

の交渉の材料として処理された不当性と屈辱があったと推測される。

　さらに、「朝鮮独立の書」6では、「民族自決は世界平和の根本的解決である。民族自決主義

が成立しなければ、国際連盟を締結して平和を保障しようとしても、つまるところ水疱に帰す

るだろう。民族自決が成立しなければいつまでも兵禍が連結し、戦争が連綿と続くからであ

る。……。」（姜在彦、1982、p. 30）とされている。こうした朝鮮民族運動家らの見解は、戦後の

国際政治の推移に関して、的確に理解していたことが間もなく証明されたといえる。その根拠と

して、1919年のパリ講和会議においで、敗戦国ドイツの属領であった東ヨーロッパの一部に「民

族自決」が適用されただけで、広域的な自決原理の適用は失敗に終わり、その 20年後に第 2次

世界大戦が起きたことが挙げられる。以上より、朝鮮人が独立を求めて決起した動機は「民族自

決の誤解」ではなかったことが推測できる。また、Baldwin（1969）は、ウィルソン大統領によ

る民族自決主義の提唱及びその朝鮮人への伝播、3・1運動の計画から勃発への展開に至る経緯

などについて、詳細に論述している。彼の論点の中で注目したい点は、計画と実行に関わった人

物についてである。Frank Baldwin（1969）の論述の中からは、3・1独立運動における朝鮮国

内の民族指導者らが果たした役割や、満州、シベリア、日本、米国などの海外在住民族運動家が

果たした役割の重要性が窺える。このような海外在住民族運動家は、1907年第 3次「日韓協約」

による韓国軍解散に伴い開始された義兵闘争に敗れて亡命した人々であり、彼らが主軸となり持

続的な独立運動が展開されていた（金容達、2005）。

　朝鮮国内は、1910年から武断統治下にあり、独立運動の展開が困難な状況であったが、海外

での独立運動は次第に世界全域に及ぶほど拡大し、その上、運動方略と理念も多様化していっ

た。このような状況で、ウィルソン大統領の「民族自決」による国際秩序構築への提唱は、様々

な分派の民族運動家に希望を与えたことは確かであると推測される。そして「民族自決」の原理

が、異なる分派の民族運動家らを結集させる媒介体になり、その上、朝鮮総督府が行った土地調

査事業により不当に土地を失った農民たちの自発的な参加もあり 3・1独立運動は挙族的な規模

になり得たとみることができる。

こうしてみると、朝鮮における 3・1独立運動の歴史的意義は、併合前後から持続的、散発的

に展開されてきた民族運動の総結集点であったとみられ、国際時勢の流れに便乗した偶発的な一

過性的な性格のものではなかったといえよう。しかし、この初めての民族総集結的な独立運動は、

独立獲得という目的を達成するまで至らず、以降、このような大規模の運動は起きていない。そ

して、この失敗により、朝鮮人の民族運動指導の思想と方法は、外交か武闘か、民族主義か社会

主義か、という選択を迫られる新たな段階への出発点と思想的な分岐点に際したとされる（姜在

彦、1982）。

さらに、朝鮮総督府が、3・1独立運動の経験から「文化政治」を掲げ、民族分裂を図る施策

を展開したため、1920年代始めから 1930年代を経て、民族間の階級的・思想的な分裂が進み、

現在も続く朝鮮の南北分断の契機となったと推測される。次章では、こうした統治政策改正の要

因について考察する。
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6. 日本の「民族自決」認識と朝鮮独立運動の対応

　当時の首相であった原敬は、朝鮮で起きた 3・1独立運動に関する報告に対して、「要するに

民族自決などの空説に促されたる事実もあらんが其以外にも多少あらんかと思はる」（原奎一郎、

2000）と日記に記していた。原の朝鮮の民衆運動に対してもっていた認識は、日本社会の新聞が

報じていた内容と大差なく、その対応策には、かねてからもっていた彼の植民地経営に関する政

治思想が色濃く表れていたといえる。

原は、先立つ植民地台湾経営において、「内地延長主義」を提案してきたが、実際にそれが実

行されるようになったのは、朝鮮での 3・1独立運動の善後策としてであった。彼は、朝鮮で起

きた独立運動に対し、武力を行使した徹底的な鎮圧を図るよう指示する一方、国際社会からの

反応に最善の注意を払っていた。それは、戦後、新たな大国として浮上した米国との間で中国

大陸における利害をめぐり様々な対立の要素を抱えていたためであった7。こうした中で、原は、

朝鮮総督であった長谷川好道がまとめた「朝鮮善後策私見」を参考に「朝鮮統治私見」8を作成し、

新総督斎藤実などに内示した。この統治制度の改正案は、「内地延長主義」に基づき植民地に内

地と同一の制度を制定し、差別的制度の撤廃など、朝鮮人のための教育機会拡大を掲げるもので

あったが、実際は、朝鮮統治の全期間を通して、量的・質的に植民地と本国日本との差異は広が

っていた。

　ここでは、「文化政治」期に行われた統治制度全般に関する考察は割愛し、「民族自決」が含有

する民族問題に対する対応策に焦点をあてることにする。先述したように、朝鮮民族運動家は

朝鮮が独立すべき理由として「半万年の歴史の権利」とし、朝鮮が日本とは異なる独自の歴史を

もつ民族であることを主張した。この主張に対する反論は、「植民地下の朝鮮こそ、民族自決の

原理に適った状態だとし、朝鮮の分離独立は民族自決原理に反するものである」（姜東鎮、1984、

p.171）とする日本の新聞などメディアの論調によってあらわになった。その例として「大阪毎

日」に以下のような記述を見ることができる。

「……朝鮮と日本とは太古以来離れるべからざる親関係にあり、その国土は多くの場合に

於いて一国たり、即ち今日の日鮮関係は、単に歴史的趨勢伝説的関係の自然に復したるも

のと云うべきのみならず、世界に最大の力を示せる民族自決主義を発揮して余雲なきもの、

鮮人の日人を宗主として結合せるは、彼のユーゴ・スラヴのセルビア人を盟主とせるより

も、更に意義ある鞏固なる自然的運命を、具体化せる優越現象としょうすべきなり。」（姜

東鎮、1984、p.172）と論説していた。

上記のようなレトリックは、すでに朝鮮併合前後から日本人の歴史学者らによって形成されて

いた。そして、日本が朝鮮を併合する正当性として用いた「同文同祖」のレトリックが「民族自

決」の正当性としても用いられたといえる9。しかし、こうした古代史の伝説を根拠にした朝鮮

観は、日本人歴史学者らが、朝鮮人の専門家の見解を一切取り入れることなく創り上げた日本人

の独白的な歴史観でしかなかったとされる（Uchida, 2014、p.191～195 ）。したがって、民族

意識が最高潮に高まっていた朝鮮にとってこのようなレトリックが説得力をもつことはなかった。

その上、統治制度改正によって、朝鮮語新聞など出版物の出版がある程度自由化し、朝鮮の知識

人によって朝鮮史の著書などが朝鮮国内に広がっていくと、朝鮮語の出版物は、朝鮮民衆の民族

意識の覚醒を鼓舞し、政治意識を高揚させる役割を担い、朝鮮人の民族運動は体系的・組織的な
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様相で表出するようになった。こうした事態は、朝鮮総督府の朝鮮統治の最大の懸念事項になり、

総督府は 1922年に、少数の朝鮮人を交え「朝鮮史編修会」を組織し、自らの統治目的に沿うよ

うに「朝鮮史」を編纂・刊行した。そこでは、日本の記紀神話に相当する朝鮮の檀君神話を巧妙

に操作・歪曲し、日本の建国神とされる天照大神の家計の一分派として組み込み、朝鮮が日本

とは異なる独自の歴史を持つ民族という意識を削ぐことに力が注がれたといえる（尹健次、2011、

ｐ .73）。日朝同源という言説を実証的に証明しようとするこうした動きは、日本国内において

も行われ、黒板勝美が日本列島と朝鮮を旅行し両国の文化の痕跡を辿りその経験を「朝鮮」に掲

載し、先祖が同一民族であることを朝鮮人に知らせた（カプリオ、2019、p. 219～222）。

さらに、在朝日本人著作家、青柳常太郎、細井肇、作造喜久雄らによって、朝鮮王朝の公文書

（王朝実録）や文学の中から朝鮮人の後進性や欠点を見つけ出す作業が盛んに行われていた。そ

して、彼らは朝鮮の歴史は、党派闘争や事大主義、醜い革命、汚職などにまみれた、取るに足ら

ないものとし、独立するどころか朝鮮人であることを辞めるべきであると朝鮮の青年に教えるべ

きであると総督府に働きかけた（Uchida、2014、p. 200～210）。このような朝鮮歴史に関する

認識は、以後、朝鮮内だけではなく、日本国内や満州にまで広まったとされる。そして、こうし

た朝鮮観は、統治方針の制定に多大な影響を及ぼしたと見ることができる。というのは、朝鮮人

が日本人より劣等であるとする認識が当然視され、高等教育の機会は与えられず、政治参与にお

いても朝鮮人の劣等性が、自治・参政権が付与されない理由とされたためである。

以上より、日本の朝鮮統治政策である「内地延長主義」は、日本と同一の制度を適用するもの

ではなく、一層朝鮮内での格差を広げ、結果的に朝鮮人の従属が制度化されたと推測される。

7. おわりに

ここまで第 1次世界大戦後に「民族自決」の原理が国際社会においてどのように適用されてい

たかについて考察を行った。その結果、まず、戦後の国際社会が抱えていた課題は、「民族自決」

の原理の一般的な適用に失敗したことが一つの要因となったことが明らかになった。また、ウィ

ルソン大統領は「民族自決」を掲げたものの、実際にそれを適用させるための具体的な構想や計

画をもっておらず、連合国が自らの植民地を手放さない動きが黙認されていたことから、この原

理はボリシェヴィキの革命に対応するために提唱されたものであるという当時の実情を推測する

ことができた。

さらに、アイルランド、インド、朝鮮の例より、植民地の民衆の自由、民主主義、人権に関す

る意識の覚醒が、従来の国際政治における規範を変えさせる重要な要素の一つであったことが

明らかになった。また、植民地の独立意識の高揚に対し、英国、米国はそれぞれ「信託統治」や

「連邦制」などを通して、制限された自治権を付与することで対応し、日本は、植民地朝鮮の独

立運動に対し、古代史の伝説を根拠とし「民族自決」の適用の正当性として用い、より強硬な支

配体制を構築したことが明らかになった。そして、英国と米国の植民地では、限定された自決権

の承認と、不明確ではあるものの自治権の付与などを通して漸進的な独立の道程が示されていた

が、日本の植民地であった朝鮮では「内地延長」主義が適用され、日本内地と同一化されたこと

で、永久領有の道筋が描かれていたことが明らかになったといえる。

また、こうした民衆の独立意識の高揚に対する認識と対応の違いは、20年後の第 2次世界大

戦において勝敗を分けたことに影響したとされる（コバン、1976）。

結論として、現在、東アジアの国際秩序がヨーロッパ共同体（EU）のような共通利益・共通
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価値観形成を基盤とした協力体制構築にほど遠い状況には、少なからず過去の「民族自決」の適

用の失敗が絡んでいると考察することができた。なぜなら、東アジアの理念的現状は、1919年

のパリ講和会議に続き、1922年のワシントン体制による中国大陸における 8か国共同支配体制

に反発した中国民衆が民族解放を掲げる社会主義思想に共鳴する契機になったと見ることができ、

朝鮮においても、「民族自決」が適用されなかったために、以後、朝鮮社会が共産主義に傾倒し

ていた経緯があるためである。

註

 1  西欧諸国の中で、英米の事例を日本と比較する対象にしたのは、第 1次世界大戦の時は連合国であっ
たにもかかわらず、第 2次世界大戦では、日本は敵国となったためである。こうした関係の変化には、
諸要因があるとされているが、植民地政策の相違から生じた部分も多分にあると考えられるためである。

 2　 日本は、その通知書に軍艦の絵を忍ばせ、これに応じない場合には武力行使することを中国に暗示したとされ
る。

 3　 その内容を要約すると、①外交の公開性、②空海、③通商の自由、④軍縮、⑤植民地住民と当該政府双方利害
関係 の公平な調整、⑥ロシアの国際社会復帰、⑦ベルギーの主権回復、⑧アルザス・ロレーヌを含む
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への自治的発展の機会供与、⑪バルカン諸島の主権回復、⑫トルコにおける少数民族保護、⑬ポーラ

ンドの独立、⑭国際連盟の設立などを掲げて、ボリシェヴィキ勢力に対応しようとした。

 4　 当時、米国では、ヨーロッパ諸国が行ってきた勢力均衡という国際秩序原理を、薄汚れた権力政治と見做し、
旧大陸の国際政治に関与したくないと考える社会的雰囲気が濃厚な中で、国際連盟の批准を拒否した

とされる。

 5 カナダ総督を歴任したダラム卿が、ウェークフィールド（B. G. Wake�eld）、チャールズ＝ブラー（Charles 
Buller）らと中心になって、著名な改革者たち一団が、植民地政策改革を研究し報告書を紀章し 1839
年に議会に提出した。しかし、この植民地改革の対象になる地域は、白人定住植民地に限られていた。

 6 独立宣言書に署名した民族指導者 33人の中の一人であった韓龍雲が起草し、西大門刑務所から日本人
検事の訊問に対する答弁書として提出した文献で、独立宣言書を具体的に解説したものとされる。
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制度改正が主案になっている。

 9 併合戦後において、在朝日本人の朝鮮研究家、青柳常太郎、小田省吾らは「日本書紀」、「古事記」の伝
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