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は じめ に
清沢冽が渡米 した時期、 アメ リカ西海岸 では、 サ ンフラ ンシスコにお ける日本人学童排斥運動を
はじめ、排 日運動が盛んに見 られた。清沢 は、 そ うした時期、 ワ シン トン州 シア トル近郊 の タコマ
に移民者 となって、 アメ リカ生活を開始 した。排 日運動 が清沢 にいかなる精神的 ス トレスを生 じた
ものか どうかは、当時、 シア トルで発行 されて いた北米時事や、 その後、 ロスアンジェルスの 日系
新聞「羅府新報」 に寄 せた彼 の論文 のい くつかを読むだけで も把握可能 である。 これ らについての
基本 は拙著『 清沢Fljの 政治経済思想』御茶 の水書房、 1996年 で も述 べ たことが ある。 しか しその際
にも意識 して いたことであったが、彼 はタコマでの生活 において も当然排 日の動 きを知 る機会 を得
て いたに も拘 わ らず、清沢 はそこか ら極端 な排米主義者 にならたので はなか った。 このあたりの事
情 をどのように見れば よいか ということは、 その後 の彼 の執筆 した論著 で も十分 には捉 えることが
出来 ない。 タコマの地が、それほど大 きな排 日運動にも回れなか ったとい うことも可台ヒ性 としては
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考 え られるか も知 れない。 しか し先 に挙 げた当時 の労作 での主張か らすれば、 やはり相当 に大 きな
精神的痛手 を負 ったと見 て も良 いのである。
そ こで本論 では、一 つの手 がか りとして、敢 えて詳細 に、当時 の排 日運動 の情勢 と社会 の動向 を
捉 える上で貴重 な資料 ともなる、 シア トル総領事館 の報告史料 を経 くことに した。読 み進んで頂 け
れば、清沢在米 の同時期 に、 この地域 ではどのよ うな動 きが見 られたかを捉えることが可能 であ り、
そこか ら清沢 の 自由を尊 び、多元主義的価値を重視す る精神 の形成 に、 いかなる意味を持 ち得 たか
を探 り出せるのではなかろうか。本稿 はその調査中間論文 として、捉 えて頂 きたい と考 える。実 は
本稿 は、近 く刊行予定 の拙著『 清沢冽 ―その多元主義 と平和思想 の形成』 (仮 題)の 一部 に位置づ
けるべ き粗稿 であることを、予 め述 べ させて頂 く。

1

清 沢 測 の 渡 米 と 日本 人学 童 排 斥

清沢冽 はその師で内村鑑三 と同 じく無教会派 ク リスチ ャンであ った研成義塾井 口喜源治 の奨 めた
「 ピル グ リム・ フ ァーザ ーズ」 の精神 で、北米 タコマ、 シア トル方面 に同塾生 とともに移民 した。
1906年 日露戦争後 の ことであった。多 くの人 々 は労働移民、農業移民 として の足取 りをたど った。

しか し彼 は数少 ない同地 のウ ィッ トワース・ ハ イスクール (後 にスポケーンに移転)に 通 う学生 と
して勉学 を続 けた一人 であ った。 むろんグ リル (店 名 は、彼 の故郷 へ の便 りに使用 した便 せんか ら
Silver Grillと 判明 した。筆者 はこの店 が当時存在 して いたことを確認 した。拙著『 清沢Fllの 政治

経済思想』御茶 の水書房、 1996年 、参照)の 皿洗 いなどの労働 もした ことが知 られ る。 こうして在
米 日系紙 の記者 などの経験 を も積 んだのである。 た しかな ことは追求 で きないが、 さらに同地 の大
学 にも通 ったともい う。 それに1918年 にはいつたん帰国 し、早稲 田大学 に合格 しなが ら、再 び帰米
し

(こ

のよ うなあり方 は私 が現地調査 を試みた1995年 の時期 にも、決 して少 な くはなか った。 その

場合、一世 が子息 を日本 の学校教育 につ けようとして帰国 させるが、 その まま日本 にいつ くケース
もあれば、やはり幼 い時期 か らのアメ リカ生活 の習慣 か ら、再度帰米す るのである)、 そ して1920
年 には再度帰国 し、母国 の ジャーナ リス トとしての道 を歩 んだ。
実際 にも彼 が渡米 した際 の旅券記録 によれば、
旅券番号 六二六三四 清澤冽 平民 市弥三男 一六年一一ヶ月 南安北穂高村一三二 研学 下付
年月日 明治二九年一二月一七日
とある (外 務省外交史料館所蔵、旅券簿冊四六、 マイクロフ ィルム)。
つ まり彼 の場合 は、渡航理由が「 研学」 と明記 されてい ることか ら、師井 回の教 えであ った「 労
働移民」 (「 名 も無 き市井 の人 であれ」)と は必ず しもあうもので はないが、 それで も彼 は シア トル
の穂高倶楽部 に所属 して活動 してお り、 その組織 はほとん ど労働移民者 によ って 占め られていたと
いってよかろ う。 この点、従来 の彼 に関す る諸氏 の記述 や私 の認識 を訂正 しておきたい。
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なおこの史料 を収 める外務省 の「 明治四十年二 月二 日」付「 自汁九年十月一 日至仝十二月参拾 日」
の「旅券用紙受払表」 によれば、同期 に長野県 か ら渡米 した人物 を数 えると、清沢 を含 めて104人 、
ハ ワイが66人 、 メキ シコ29人 、 カナ ダ12人 、 その他 4人 であ った。 また91人 が保証人又 は移民取 り
組 み人 として「 大陸殖民会社」 と記載 されて い る。旅行 目的 には「移民」
「 研究」
「 研学」
「 神学研
究」
「 夫 ノ内助」 など多彩
「商業視察」
「 商業見習」
「 農業研究」
「 農業視察」
「 漁業」
「 布教」
「 商業」
である。概 して「 大陸殖民会社」 とい う場合 は「 移民」 が多 い。 さらに「 再下付」者 も一定数 に上
る。
移民 と渡米後 の就業 に関 して、清沢 の渡米 に先立 つ ほぼ十年前、
「 明治三十年五 月七 日発遣」文
書 に警視総監・ 兵庫県知事・ 大阪府知事・ 広島県知事・ 熊本県知事・ 和歌山県知事宛 の外務省通商
局長高田早苗 の文書 がある (外 務省外交史料館 382‑21「 北米合衆国 に於 ける本邦人渡航制限
及排斥一件」第一巻)。
「 渡米移民 二関 スル件」 にい う。
「 北米合衆国 二於 ケル ロ下 ノ事情多数 ノ移民 ハ到底就業之見込
無之候 二付多人数渡航周旋之儀 ハ可成見合候様取扱人等 ノ訓示相成度 旨在 タコマ齋藤二等領事 ヨ リ
別紙写之通申越候条別紙 ノ趣移民取扱人 へ御諭示相成且又多数 ノ渡航 出願者 二対 シ同時 二御許可不
相成様致度依命別紙写相添此段申達候也」 としてい るように、渡米 して職 を得 るの は容易ではなか っ
たことが記 されて い る。実 は この時期すでに「 移住民排斥事件」 が起 きて い るとい うことを齋藤文
書 が伝 える。
その趣 旨は、

移民上陸制限法案先般合衆国議会 二提出以来全国挙 テ其渡航 ヲ嫌忌 スルノ念慮 ハ益 々其度 ヲ加
へ而〆幸 二該法案 ハ大統領 ノ否認 スル トコロ トナ リタル タメー字 ハ苛刻 ナル制限 ノ厄 ヲ脱 シタ
ルカ如 ク相見 へ候 へ共現今地方政権 ヲ掌握 シタル民党殊 二労働者連合仲間 二於 テハ外国移民嫌
忌 ノ心依然其勢カ ヲ遅 フシ其断乎 タル排斥 ノ挙 ハ只時機 ノ来 ル ヲ待 ツノ姿 二有之候当合衆国 ニ
対 スル我 力移住民後来 ノ事証 二関 シテハ拙官只今其報告書編成中 二付追 テ詳細御報告可致 ノ処
現今 ノ事情多 ノ移住者 ハ到底就業 ノ見込無之候 二付可相成 ハ移民取扱人等 二御訓示 ノ上永遠 ノ
利害 ヲ顧 ミス徒 ラニ眼前射利的 ノ私欲 ヲ唱 へ我 力帝国人民 ヲ危険 ノ地 二遺棄 スルカ如 キ挙動無
之様御注意 ヲ仰候

敬

具

とい うのであ った。 この文書 は明治34年 4月 4日 付 の在 タコマニ等領事齋藤幹 か ら外務次官小村寿
太郎 に宛 て られて いた。 ここに収録 されて い る文書 か ら、岡山県 の渡航者 はアイ ダホ州 の鉄道会社
工夫 に就職予定者 が いたこと、 また兵庫県知事 か らは、外務省 のい う「 一時 二多数 ノ移民」 は無理
とい うばあいの、数字上 の具体性が ほ しい、 そうでなければどの程度 の人数 な らば可能 とい う見通
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しが立 たない とい う指摘 を行 って いた (明 治30年 5月 26日 付文書)。 また在 タコマニ等領事齋藤幹
か ら明治30年 5月 22日 付 で外務次官小村寿太郎 に宛 て られた文書 によれば、 日本人労働者 は低賃金
で働 くこと、 しか も鉄工場、製紙場 などの勃興 でその運送用 の木箱製造場 などの比較的 に訓練 を要
しない職場 に就業す ることか ら、当地 の「 下等土民」 の反発 と排 日紛争を招 いて い ることを報 じて
い る。要す るに この地 のエベ レット港 では製造事業 が充分 に発達 して いないことのために、在住米
人を雇 い入れる職場がないことか ら、 よ うや く仕事 にありつ けて い る状況 にも拘 わ らず、 日本人 の
低賃金 が、彼等米国人 の職域 を荒 らす結果 とな って、排 日気運を招 いているとのことであ った。
日本人側 は米国人労働者 か らの異議申 し立 てに対 して、
「 我 々 は企業 に雇 われて い るに過 ぎない
ので、止 め ろとの脅 しを言 われて も、企業社長 の考 え方 に依 らねばな らない」 などの反論 を行 った
という。文句 が有 れば、外交 を通 じて行 え とも言 ったようであ った。 もちろん正論 であるだけに米
国人 の側 か らの反発 のあ り方 を変 える結果 にな った。 あるいは我 々の低賃金 を非難 して い るようだ
けれ ども、我 々の労働能力 の未熟 さの故 に雇 い主側 の低賃金設定 とな ったので あ って、直接 には非
難 され るいわれはないとも応酬 したのである。決 して米国労働界 に擾乱 を巻 き起 こす予定 はないの
だと。彼等米国人 は日本人 の退去を要求 して いた。
外務大臣か ら在米国特命全権公使星亮 に宛 て られた明治30年 7月 7日 (発 信 は 8月 12日 )の 文書
には、 日本側 で「 出稼 ぎ」 目的 の渡米希望者 が増加 して い る状況 の下 にあ って、 アメ リカで移住民
禁止条例 が元老院 (上 院)を 通過 しなが らも、大統領 が これを裁可 せず との ことに注 目を寄 せてい
る。大統領 ク リー ブラ ン ドの考 えは、
「 合衆国 二渡来 ノ後善良 ノ市民 トナ リ合衆国 ノ開発 ヲ扶 ケタ
ルモ ノ多 ケ レハ該法案 ノ制限」 は無用 とい う立場 であ った。 もちろん当時 の大統領選挙 では レパ
ブ リカ ンの綱領 ではアメ リカ市民 の品位 を汚すような外国か らの移民 を排除す るとい う色彩が濃厚
な方向付 けが行 われて いた。 この点 を星亮公使 が現地 か ら伝 えてきて いたのである。筆者 は ここに
ある種 のアメ リカ人 の優越意識 を見 る思 いがす る。 とい って も白人優越 の思想 であ り、諸民族 の増
塙、交流 のアメ リカ社会 というイメージとはおよそ異 なる独善的傾向その もので あ った。
次 のよ うな史料がある (外 務省外交史料館 3‑8‑2‑21「

北米合衆国 に於 ける本邦人渡航制

限及排斥一件」(1》 。

公第二二号
移民験査事件 二付 キ星公使 二稟報 ノ件
日本移民排斥論合衆国各地 二勃興 シ遂 二桑港移民験査官迄胡乱 ナルロ舌 ヲ弄 スルニ立至 り居候
義別紙新聞記事切抜之通 リニ有之候而 テ之 ヲ各州 ノ新聞 二転載致居候条添付公信 ノ通 り其予防
策 トシテ在華 府 我 力全権公使 二稟報致居候為念及報告候 敬具
明治三十年五 月十 日
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在 タコマニ等領事
外務次官

小村寿太郎

齋藤

幹

印

殿

この鑑文書 の後 に同 日付 の報告文書 がついて い る。 それによると、
「 近来合衆国 二於 テハ各地 ニ
我 力 日本移民排斥 ノ挙動紛起」 し、 サ ンフラ ンシスコでは痘麿患者検疫事件 に付帯 して口舌 を もう
けて 日本人移民上陸検査 を厳重 にす る動 きがあるとの「 教唆風」 が流 されていることは承知 されて
いる ことである。齋藤領事 は シア トル とタコマの移民検査官 がかねてか ら親 しいので、 この事情 を
聞 き協力 を得 た。 しか しなが ら新聞報道 が行 われる ことか ら日本移民排斥家 の 口実 を助成す る状況
が生 まれ、 ついに合衆国外国移民取締総長 の新考案 にな り、移民検査 が当然厳 しさを増す ところと
な った。 こうした状況 を踏 まえて全権公使 としてアメ リカ当局 に理解 を得 るよう努 め られたい とい
うものであ った。 このよ うに、明治30年 (1897年 )と い う時期 には、入国管理 の面 で、新聞報道 に
影響 を受 けなが ら、 日本人排斥 の動 きがあ ったことが伝 え られて い る。 まだ 日清戦争 か ら二年程度
の時である。
以下 の史料 もまた興味 をそそる (外 務省外交史料館 3‑8‑2‑21「

北米合衆国 に於 ける本邦

人渡航制限及排斥一件」G日 )。

2第 弐十六号
在「 エベ レッ ト」港 日本労働人排斥事件 二落着 ノ件
華盛頓州「 エベ レッ ト」港木箱製造場 二雇用中 ナル 日本人十八名排斥事件井 二其無地落着 ノ義
別紙 ノ通及稟報候敬具
明治三十年五 月廿二 日
在 タコマニ等領事
外務次官

小村寿太郎

斎藤

幹 回

殿

この鑑文書 の後 に次 のような文書 がつづ られて い る。

「 在 エベ レッ ト」下等土民等我 力労働者排斥 ノ挙動井 二其落着
「 エベ レット」港ハ「 シヤ トル」港 ヲ凡 ソ弐拾哩太北鉄道会社最初 ノ終極点 ニ シテ爾後追 々人
ロモ増進 シ従 テ諸製造業 モ開始 ノ運 二向 ヒ鉄工廠製紙場等相次 テ勃興 シタル内近来又 夕木箱製
造場 ヲ起 シ広 ク地方産物 ノ荷造 り箱 ヲ製出 シ稽 々其利益 ヲ見 ルニ至 レリ尤 千本港 ニハ未 夕日本
人 ノ開店 シタル者 ナク僅 カニ居住 スル者 ハ無頼 ノ 日本男女四五名 ニテ其評判 ハ元来太 夕宜 シカ
ラス
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然 ルニ右木箱製造場 ハ其事業 ノ拡張 卜同時 二賃金低廉 ノ職人 ヲ傭 ヒ入 ンカ タメ本年 四月初旬 ヨ
リ日本人 ニテ該製造所 二労働 セ ン ト欲 スル者 ハ差当 り二十名 許 ヲ限 り雇入 スヘ シ ト新聞紙 ニ
広告 ス是 二於 テ曽 テ「 ポー トブラック レー」材木製出場 二働 キ居 タル高橋轍夫 ナル者早速「 シ
ヤ トル」近方無職業 ノ 日本人十八名 ヲ引キ連 レ本年五 月六 日該製造場 二赴 キ菓物入木箱壱千箇
二付 キ六十 仙 ノ賃金 ヲ受 クヘキ コ トノ就業契約 ヲ締結 セシ トコロ (従 来米国労働人 ハ千箇 ニ
付壱弗弐十仙 ヲ受 ク)其 夜該地 二於 ケル無頼米人多数 ノ者林檎畠 ノ内 二集会 ヲ開 キ早速弐十名
ノ委員 ヲ選 ミ之 ヲシテ右 日本人等 二告 ケ シメテ 盲 「 エベ レッ ト」港 ハ未 夕製造事業充分 二発
達 セズ タメニ在住米人 モ傭エ ノ途 ナキニ苦 ム最中 ナ リ 而 テ此節木箱製造場始 メテ起 り我 々米
国労働者 モ柳 力糊 ロノ資 ヲ得 タル ヲ悦 フノ秋 二方 り汝等 日本労働人低廉 ノ賃金 二甘 ンジ我 力労
働区域 ヲ擾乱 スル コ ト太 夕其理 ヲ得 ス 是 ヲ以テ只今 ヨ リー 同其当地退去 ヲ命 ス若 シ我等 力言
二従ハ ス其儘工場 二就業 スルニ於 テハ不得己腕カ ヲ以テ退去 セシムヘ シ 其朝 二段 々後悔 スル
コ ト勿 レ云 々高橋轍夫等 ハ右威力排斥 ノ意外 ナルニ驚 キタ レトモー 同相談 ノ上答テ日 ク我 々 日
本人 ハ決 テ低廉 ノ賃金 ヲ申立 テ米国人労働界 ヲ擾乱 スル者 二非 ス只 夕本事業 ニハ未熟 ナルカタ
メ木箱千箇 二付 キ六拾仙 ノ賃金 ニテ当方見習芳労エ スルノ ミ又 夕我 々ハ会社頭取 ヨ リ雇入 レラ
レタル者 ナ レハ進退 ハ全 ク頭取 リノ意見 卜我 々ノ勝手 ニアルヘ シ故 二我 々当会社雇入一条 二付
テハ汝等 ヨ リ頭取 二直談判 ア リタシ又 夕日本人当地 二在住 スルノ権理 ハ汝等 ヨ リ拒絶 サル ヽ理
由ナ シ若 シ強 テ退去 セ ヨ ト云 ハ ヽ我 々ハ在「 タコマ」 日本帝国領事 二招致 シ正当 ノ手続 ヲ経 テ
汝等政府 卜談判 ヲ開 クヘ シ云 々是 二於 テI笑 無頼漢 ハ余 り理屈 ノ高上ナル ニ驚 キ返 ス辞 モナ
ク其儘引取 リシヲ暫 クア リテ又 夕来 り告 テ日然 ラハ来 ル月曜 日迄汝等 ノ沈思熟考 ヲ許 スヘ シ其
後 二至 り尚 ホ退去 セサ レハ断然 タル処置 二及 ブベ シ ト右 ノ次第 二付高橋轍夫 ハ其夜当領事館 ニ
電報 シ且 ツ製造場掛員 ニモ委細 ヲ告 ケタル ヲ以テ早速相方 ヨ リ地方政府 ノ注意 ヲ乞 ヒ巡査 ノ派
出鎮撫 ヲ得 テ右無頼漢外地人 ハ悉皆退去 ヲ命 シ日本人 ニハ約 ノ如 ク夫 々業務 二就 カ シメー ツ先
ツ鎮定 ノ姿 二帰 スル ヲ得 タリ
当夜林檎畠二会合 シタル土人 ハ見物人 ヲ合 シテ彼是三百人 二達 シ是ハー場 ノ騒動 ナ リシ由又 タ
木箱会社 ハ最初三十名 ノ日本人 ヲ雇入 ル ヽ積 リナ リシモ右 ノ抵抗 二妨 ラ レ当方現在 ノ十八名 ヨ
リ増員 スル コ ト能 ハ サル姿 ナ リ
本騒動 ノ落着 ハ該木箱製造会社 ヨ リ在「 タコマ」 日本領事 へ宛 テタル別紙洋文回答書 二詳 ナ リ

以上 が記述 して い るところは次 のよ うである。要す るに日本人労働者 が得 る職場 としての木箱製
造業 は単純労働 のために低廉 な賃金 で甘 ん じることが 出来 るので あ って、決 して 白人労働界 が問題
視す るような、意図的 に低賃金 で働 こうとい うもので はないはずだ、 それによ り白人労働者 の職場
が得 られないが故 に現地 を退去 せよなどとの言 いがか りを認 めることは出来 ない とい うことが委細
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をつ くして、述べ られてい る。白人労働者 の側 にたて ば、彼等 の低能力水準 の労働分野 を日本人 が
奪 うことか ら、危機感 を持 ったとして も、あながちお門違 いとは言 えないであろう。 まさに民族間
対立、 あるいは人種間対立 とは多 かれ少 なかれ こうした日常的 な生活次元での摩擦 が大 きく左右 し
てい る ことは重要 であろう。人種偏見 が19世 紀末 に醸成 され るには、 ドイツのウイルヘルム Ⅱ世皇
帝 によるキ ャンペイ ンが一 つの契機 であることは知 られるところであるが、 まさに この時期、 アメ
リカ西海岸 の 日本人流入 が急増 していたことか ら、摩擦 が一層強 め られたのであろう。

発第一三 〇三号
北米合衆国 ヘ ノ移民 ハ全時 二多数 ノ渡航 ヲ許可 セサル様可致 旨本年五 月七 日送第一六六号 ヲ以
テ御通牒有之右 ハ御通牒 ニ ヨ レハ渡航者少数 ナル トキハ之 ヲ許可 スルモ差門ナカルヘ ク存候得
共少数者 卜雖 モ数次許可 ヲ与 フル トキハ多数 トナ リ自然御通牒 ノ趣 旨二背戻 スルニ至 ルナキ ヲ
保 シカ タク依 テ仝 国 ヘ ノ移民 ハ其后全然許可 セサル事 二致来候然 ルニ此 頃 二至 り強 テ渡航 ヲ願
出候 モ ノ有之 二付 目下 ノ状況招致致度候間尚 ホ多数移民 ヲ渡航 セ シメカ タキ事情 モ候 ハ ヽ本県
下 二於 テー ヶ月凡 ソ幾十名位迄 ハ渡航 ヲ許可 スルモ差門無之候哉折返 シ御回示 二預 り度此段及
照会候也
明治三十年七月六 日
滋賀県知事
外務省通商局長

高田早苗

折田平内 回
殿

このよ うに合衆国へ の渡航 の 自主規制を どのよ うにすれば、渡航可能 なのかを問 う地方 か らの照
会 が届 く状況であ った。 これに対す る通商局長 の明治30年 7月 9日 付回答 には、 まず第一 に多数 の
渡航 が現地 の感情 の軋礫 を呼ぶので控 えるべ きこと、 か といって絶対 にひかえるべ きだとい うわけ
ではない、第二には、就業機会を保証 しうるわけで もないので、是非 とも就業機会が確定 している
人物 の渡航を進 め るとい うものであった。 しか しそ もそも渡航理由の大 きな部分 が就業機会を求 め
てのことで あ った以上、 これでは渡航 を停止 せよと言 うに等 しい回答 であったとみなすほかないで
あろう。 ただ しこの回答 の末尾 に一旦、記載予定 を しなが ら、抹消 された=文 が残 されて い る。当
然 の不満 への解消策 であろ う。す なわち「 一 ヶ月大凡三十名位 ノ渡航ハ 当分 ノ処御許可相成候」 と
い う添え書 きが、 それで ある。明治30年 11月 24日 付 の在桑港領事館事務代理領事官補船越光之丞か
ら外務次官小村寿太郎 に宛て られた判断 に説明資料 として加 え られて い るサ ンフランシス コ建築業
組合 か らの決議文 によれば、合衆国 は100万 以上 の失業者 を数 え、陸続 として流入す る移民 によっ
て職域 が荒 らされているとの認識を持 っていた。
「 今後」、機械化 が進展する下 で、低賃金労働者化
の道を確保す ることが困難 であろ うとい うのである。 その間、 しば らく外国人 の流入を停止 してお
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くのが得策 との方向付 けを行 ってい る。
次 に「 明治四十年北米合衆国 二於 ケル本邦人渡航制限及排斥一件

82‑21)を

第六巻」 (外 交史料館所蔵 3

見 てお く。当時、 サ ンフラ ンシス コの大震災 によ って、交通機関が復旧せず、通学

経路 の面 で問題が生 じていたにも拘 わ らず、当局 は日本人学童 に、隔離主義的 な、 自人等 の通学す
る学校 へ の通学 を禁 じる措置 を取 った。 これの事情 は、当局側 が、 日本人が 自人 と異 な り、衛生面
等 で社会的 にも問題 が生 じるとい う理由を挙げて いたのである。 このよ うに白人 と「 モンゴロイ ド」
だか らとして日本人を差別主義的 に扱 われると、南米諸国 に移民 を始 めている日本人 にとって も不
利 な扱 いを受 ける結果 となるので、困 るのだ とし、 さらに中国人 とも異 な っている日本人 を差別的
に扱 うな とも主張 して いる。 むろん この主張 自体中国人 その他 アジア人種 に対す る差別主義 に貫 か
れた不当な内容 であるにせよ、当時 の 日本側 の認識 を示 して余 りあろう。 これについて、明治40年
18日 、 サ ンフラ ンシス コ領事 が林薫外務大臣 に宛 てた長文 の書簡「学校問題 二関 ス
(1907年 )1月

ル訴訟 ノ提起井其後 ノ模様」 において、綾 々述 べ られてい る

(こ

の文書 は外務省 で同年二月二五 日

に接受 されて い る)。 当時、 カ リフォルニア州議会 では州法 によ つて 白人 の 日本人 との婚姻 を禁止
す る動 きもあ った。 その中 には中国人、 モ ンゴ リア人、黒人、朝鮮人、 マ レー人等 が含 まれていた
(明 治四十年一 月二十一 日付上野季二郎 サ ンフラ ンシス コ領事 か ら林薫外務大臣宛報告「加州学務
)。
令改正及 日米人雑婚問題 二関 シ桑港学 ム当局 ノ州会議員 二対 スル運動」

ここに興味深 い文書 がつづ られている。以下要 旨、説明 してお こう。
「 乙秘第二三二号

二月七 日 対米同志連合会員 ノ協議会」 として、同 日午後六時か ら東京京橋

区明石町のメ トロポールホテルで この協議会 が開催 された。 この会合 には巌本善治、田川大吉郎、
高橋秀臣、松本君平、片山潜 らが参加 した。松本 の発言 は、今回の 日本人学童排斥運動 の底流 には、
アメ リカ側 の一般 の 日本人 は歓迎 して も低賃金 日本人労働者 へ の反発 がある こと、 まずは本来、 日
本当局 が国際条約 の基本 であるアメ リカとの移民条約 を締結 すべ きこと、 まさに学童排斥問題 は日
本人労働者排斥 の きっか けに過 ぎないと述 べている。 日本人 の帰化 を認 めさせ るべ きことも重要 だ
とい う。 もちろん松本 も見 ているように、現実 にはアメ リカの裁判所 で、帰化 を認 めるよう訴 えて
も、容認 されない状況 である。仲介裁判所 では これが認 め られて も高等法院では否認 されるとい う
のである。だか らこそ 日本政府側 として先 のよ うに根本的 な条約関係 の交渉 をすべ きだとしてい る。
の
実際 の ところ彼 の言 うようには推移 しなか った ことは周知 の如 くで ある。 これに対 して日向輝武
へ
よ うに、 む しろアメ リカ側 の、 ハ ワイには入国を認 めてきた合衆国が、本土 の移動 を認 めない事
の
実 こそが問題だ として い る。すでに認 め られて い る事実 があるのに、松本 の指摘 す るように、他
ヨーロ ッパ か らの移民 な らば、
「 国内移動 の 自由」 が当然 の如 く認 め られているにも拘 わ らず、 日
本人 にはこれが許 されない不当を問題視 せよとい うので ある。 1860年 の清国人 に対す る措置 と同 じ
ことを日本人 に許 してい る我 が国 の「 弱腰」 ぶ り、 まさに「 当局者 の失政」 こそ問題 だと強硬 であ
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る。協議 の結果従来 の七名 の委員 に片山潜、松本等六名 をを加える ことに し、政党 や団体 へ の働 き
かけ、政府当局者 へ の意見書送付、元老 へ の働 きかけ、東京、横浜、大阪、神戸等 での演説会 の開
催、 アメ リカ在住同胞 と連携などを決 めた。
アメ リカで はポー トラ ン ド市 の知名人 (前 市長、商業会議所代表者、地方裁判所判事 など)の 意
見が収録 されてい る。 それによれば、当時、大統領教書 で 日本人 の自人 との混合 による入学許可方
針が 出 されるが、 これに対 して、確 かに 日本人 の遵法精神 と労働意欲 は強 い し、問題 はないかに見
えるものの、祖国へ の忠誠心 が強 いのが問題 だ とい う指摘が行 われて いる。 また自人労働者 がその
職業 か ら駆逐 されて しまうことも問題 だ とい う。 だか ら小学校学童 として 日本人 を迎えることは、
大学留学 とは違 うのだ としている。 当時 の小学校入学 と言 って も日本人 の場合、実際 には15、 6才
が対象 となる渡航後 の教育 とい う場合が多 いので、 なおのことである。 こうした青年教育 では認 め
るべ きではないが、児童 の入校 は認 めるべ しとの発言 も見 られる。 もっともこれ ら知名士 の人 々 は
日本 が最恵国待遇 を受 けて い る以上、清国人 とは異 な って扱われ るべ きだと認識 して いた ことは事
実 である。 またオ レゴン州選出知事 は、 もしも大統領が「 劣等人種」 と白人 を混合 して教育せよと
教書 で言 うのな らば、 ヮシン トンにおける白人・ 黒人 の混合教育を実践 してか らにせよと迫 る見解
も記録 されて い る。 (「 米国大統領 ノ教書 中 日米児童分離教育 ノ件 二関 シポー トラ ン ド市知名士 ノ
意見概要」)。

写 8 6 7 (平 )
桑港発
本省着四十年二月十四 日 后零時二十三分
在米 日本人連合協議会
理事

吾孫子久太郎

林外務大臣宛
日本人排斥条約 ガ帰結 セ ラルベ シ トハ我 ガ在米同胞一般 ノ到底信 スル能ハ ザル処ナ リシガ此 ノ
度大統領 ヨ リ加州知事 二宛 テタル公信 二依 レバ大統領ハ友誼的的妥協 ニ ヨ リ日本人 ヲ当米国 ヨ
リ排斥 セ ン トシテ談判進行中ナルガ如 シ、学校問題解決条件 トシテ 日本人 ノ布畦転航禁止 ハ頗
ル排 日党 ヲ喜バ シメ学校問題 ノ為 メ十年 ヲ要 スベキ排 日運動再興 シタリト恐悦 (恐 燿 ?一 筆者)
シツ ヽア リ、 日下欧州 ヨ リ来 リタル多数下等労働者 ハ何等故障 ナク入国 シ得 ベキニモ拘 ラズ 日
本人 ノ ミ当国 二渡来 スル能ハ ザル如 キ条約 ヲ締結 スル コ トハ唯 ダ排 日運動 ヲ煽動 シ且 ツ彼 レ等
ノ奸策 ヲ助成 スルノ燿 レア リ、該条約 ノ成立 ハ現時非常 ナル発達 ヲ成 シツ ヽアル在米 日本人 ノ
事業 ヲ根底 ヨ リ破滅 スルモノナ リ、加州産業界 ハ 日本労働者 ヲ必要 トシテ歓迎 シツ ヽア レバ 日
本労働者 ノ渡来 ハ決 シテ多数米国人 ノ悪感 ヲ購 フモノニ非 ズ。何 レ委細 ハ書面 ヲ以 テ請願 スベ
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シ ト雖 モ不取敢閣下 ノ賢明 二訴 へ特 二同件 ニ ツキ御考慮 アランコ トヲ望 ム次第 ナ リ。

ここに見 るとお り、 セオ ドア・ ルーズベル ト合衆国大統領 は、排 日気運 に動 かされて、 日本人排斥
の方向 に向か うことが あ って も、実際 には現地 であるカ リフォルニア州 では、産業界 が実 は日本人
労働力 を求 めているとい う事実があるので、大統領 の法的措置が取 られないことを在米 日本人連合
協議会 としては願 って い るとい うのである。

868(平 三 四)桑 港発
東京着

四十年二月十四 日後二、四 〇
上野領事

林外務大臣
第二八号

学務局 ハニ月十三 日午後 ノ会議 二於 テ日本人学童離隔命令 ヲ取消 シ電第二 四号 ニテ報告 セル修
正条項 ノ通決議 セ リ右 ハー般外国人 二適用 スルモノナルモ支那人及朝鮮人 二対 シテハ昨年十月
十一 日決議 ノ離隔命令 ヲ施行 ス明 日 ヨ リ我学童 ノ入学 ヲ許 ス コ トヽナ レリ

日本人学童 の排除 の動 きに対 して、 この報告 では、遂 に学務局 が取 り消 し措置 を行 い、 日本人学
童問題 の決着 が図 られた。 もっとも中国人、朝鮮人 に対 しては依然 として差別的であ った。 こうし
て、次 のよ うに、 日本人学童 はサ ンフラ ンシス コの学校 には登校 が許 されたのである。 こうして、
以下 のよ うな史料 が登場 したのである。

四八八号 (平 一七)桑 港発
東京着
林外務大臣

四十年二月十五 日 後二・ 一〇
上野領事

第二九号
当地合衆国検事 ハ本月学校問題 二関 スル訴訟 ヲ撤回 セ リ我児童 ハ今朝 ヨ リ夫 々故障 ナク入学 シ
ツ ヽア リ

次 に清沢冽 の渡米 との関連 で注 目すべ き極 めて詳細 な記述 を含 む史料 がある。以下、 それを紹介
しつつ検討 しておきたい。筆者 によるア ンダー ライ ンを引 いた点 に明 らかなよ うに、 カ リフォルニ
ア州 の重大問題 として生起 して いた学童問題 について、 ルーズベル ト大統領 はカ リフォルニア州代
表 を ホヮイ トハ ウスに招致 して、翻意をす るよう説得 した結果、同州側 も同意を示 したとい う経過
を説明 して いる。 まさに、清沢Fllが 渡航 した時期 にこの問題が重大局面 にあ ったのであ り、 これヘ
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の大統領 の対応 こそ は彼 に希望を持たせ る要因 だ ったと思われる。 セオ ドア・ ルーズベル ト大統領
(在 任期間 :1901‑1909、 共和党)は アメ リカ合衆国 を楯 にと って、 カ リフォルニ ア州 が 日本人迫

害 に及 ぶ ことを阻止 すべ く、個喝的ではあるが、手 を打 ったので ある。 もしもこの時の大統領 が、
西海岸 の一部指導者 と同様 の判断を して しま って いた ら、 まだ十六歳前後 とい う多感 な清沢 はきっ
とアメ リカを信頼す るに足 らず との判断 を持 つ ことになったか も知れない。 ほぼこの時期 のアメ リ
カのあ り方 が彼 のその後 の、対米態度を形成 したので あろうし、 いかなる意味 で もアメ リカの社会
と政治 に希望 を失わず、 日米対決論が活性を帯 びて いたい くつかの時期 にも、 日米友好 の立場 を堅
持 したのではなかろうか。
また この史料 には、 ジャーナ リズムの多 くが排 日的ではないが、少数 とはいえ排 日に流れる傾向
の新聞があることを指摘 している。 その事例 にワシントン・ ポス ト紙 を取 り上げているが、 ア ンダー
ライ ンにも示 したように、 それは同社 がイエローペ ーパ ーの性格 を持 った経営 に走 り、 そのことで
大衆受 け (史 料 では「 群盲」 と呼 んで い るが)を ね らい、読者層 の拡充 を図 ろうとして い る事実 を
見ている。 ジャーナ リズムの持 つ こうした通弊 について、実 は清沢冽 が、 1930年 代 の初 めに厳 しく
指摘 して いたところである。す なわち、 その「 現代 ジャーナ リズ ム批判」 とい う講演 にお いて、 日
本が「 満州事変」 を経過す る中で、 ジャーナ リズムが大衆迎合 と強硬論 に傾 きがちである ことを問
題 に し、一 つ には資本規模 の拡充 を図 ろうとす る志 向性 が これを加速化す る ことの指摘 を行 って い
た。筆者 は、読者獲得競争 の中で、 この外 に、大衆動員 の格好 の場 として戦争 が利用 されて いる点
も見 てお く必要 があるように思 う。例 えば、満州事変 と共 に、電送写真 による号外 を競 う、 あるい
は「 満州 の戦地」 に赴 いた兵士 たちに学童 か ら慰 問作文 を募集す る、慰問袋 の募集、義捐金 の募集
などは何 れ もこうした取 り組みを表現 し、 この活動 の結果、
「 朝 日新 聞」
「 毎 日新聞」 は一地方紙 か
ら全国紙 へ と販路 を拡大 して いったのである。 ここでの外務省記録 もそのよ うな状況 を、 アメ リカ
の場合 にお ける展開で、示唆 して興味深 い もので あろう。

機密公第四号
桑港問題 二関 シ日米間開戦 ノ機迫 レル云 々ノ浮説 ノ流伝 シタル事情説明 ノ件
「 外務大臣林子爵ハ本 日下 院 二於 テー議員 ノ質問 二対 シ答弁 シテ日 ク桑港事件 二関 シテ米国政
府 二於 テ能 ク我主張 ヲ諒 トシ誠意之 力解決 二カ メツ ヽアル以上 日本ハ宜 シク黙 シテ徐 二本件 ニ
関 スル裁判 ノ結果 ヲ埃 ツヘキナ リ若 シ其判決 ニ シテ我 二非 ナラ ンカ加州 二於 ケル排 日本的運動
ハ全合衆国 ノ与論 ヲ代表 スルモノ ト思料 セ ラルヘ ク其暁 二於 テハ外向的調理 ヲ要 スヘ シ」云 々
客月廿九 日附東京発新聞電報 ノ当地 二着 シ及 ヒ加州上院 二於 テ学校問題 二関 スル大統領 ノ干渉
ヲ否認 セル決議案通過 シタル当 日即 チ同廿九 日大統領ハ会商 ヲ要 スル件 アルニ付其翌二十 日午
後 ヲ期 シ 白色館 二来集 ア リ度 旨加州所該議員等 ハ此招請 二応 シ予期 ノ通 り大統領 卜会商 ヲ遂
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ケ タ リ右会商 ノ問題及経過 ノ委細 ハ 固 ヨ リ機密 二属 シ之 ヲ確知 スル ニ 由 ナキ モ翌 日ノ各新 聞 ニ
洩 レタル所 二依 レハ大統領 ハ 国務長官及曇 二桑港事件調査 ノ為 メ同地 二出張 シタル前商 工 務長

官現海軍長官 メツ トカー フ氏 ヲ立合 シメ加州議員 ヲ引接 シ之 二対 シ諄 々桑港事件 ノ 日米国交 ニ
及 ボセル影響 ノ極 メテ重大 ナル所以 ヲ誇示 シ時局 ノ急 ハ速 二之 力適当 ノ解決 ヲ見 サル可 カラザ
ルニ至 レル ヲ告ゲ其協カ ヲ促 シタル結果 ノー トシテ加州議員 ハ先 ツ加州議院 二於 テ此上何等排
日的議案 ノ発表 セ ラルルコ トヲ防止 スル様十分尽カ スヘキ旨加州知事 二電照 スル ト共 二学校問
題 二 付大統領 卜会商 スル為 メ直 二華盛頓 二出張 スヘキ 旨桑港市学務当局者 二電致 スル コ トニ
同意 シタリト云 ヒ尚 ホ国務長官 ノ起草 二係 り加州議員 ノ同意 シタル所 ナ リト云 フ左 ノ通ナル
The California Delegation has had a very.full and harmonious discussion with the

President, the Secretary of State, and the Secretary of the Navy on the serious
questions relating the」 apanese on the Pacific Coast. The ch"acter Of the discussion
leads us to feel confident that a solution will be reached satisfactory to all concerned"

「 ス テ ー トメ ン ト」公表 セ ラ レ多数 ノ新 聞 ハ何 レモ本事件解決 ノ前途好望 ナ ル フ報 シタ リ然 ル
ニ独 り当華府 ノ「 ワ シ ン トン・ ポス ト」 ハ 別紙 切抜 甲号 ノ通 り特 二 Arm against Jttanese
卜云 フカ如 キ表題 ノ下 二故造 無稽 ノ挑発 的記 事 ヲ掲 ケ無智 ノ人心 ヲ煽動 シ タル ヲ以 テ (因 ニ
「 ワ シ ン トン・ ポス ト」 ノ従来甚 シク排 日的臭 味 ヲ有 スル新 聞 ナ ル コ トハ 既 二御承知 ノ通 二有
之候処 同新 聞 ハ 昨年其持 主 ヲ改 メテ以来著 シク「 セ ンセ ー シ ョナ ル」 卜相成 り何 事 二拘 ラス

黄

紙 的記事 ヲ掲 ケ群盲 ノ好奇心 二訴 へ読者 ノ増加 ヲ計 ラ ン トスルモノ ヽ如 ク其新聞 ノ品位

近頃大 二下落 シタルコ トハ識者 ノー般 二認 ムル所 二有之特 二其現社主ハ現駐 日露公使 ベ クメテ
フ夫人 ノ義兄 ナル ヲ以 テ其断 エス排 日的記事 ヲ掲 クルモ ノハ右 ノ姻族関係 二基 ク感情上 ノ偏僻
二因 ルコ トモ少 ナカラザルヘ シ ト考 フルモ ノモ有之次第 二候)薮 二 日米開戦 ノ機逼 レリトノ証
説 ハ四方 二流伝 スルニ至 り蛮語紛 々筆 二咎 ナクロニ祟 り少 ナキ当国 ノ事 トシテ有意 二凡 ユル牽
強附会 ノ端摩憶説 ハ事態 二通 セサル各地 ノ諸新聞 二伝 ヘ ラ レ甚 シキニ至 リテハ 日本政府ハ米国
政府 二対 シ「 アルチメタム」 ヲ送 リタル トノ暴説 マデモ流布 セ ラル ヽ二立至 り従 テ欧州 ノ諸新
聞 ニモ誇大 ノ惑説伝 ハ ルニ至 リタル次第 二候 (此 ノ「 アルチメタム」云 々ノ誤報ハ夫 ノ最 モ浅
慮不謹慎 ナル政界 ノ野心家 トシテ不断突発 ノ言動 ヲ敢 テスル ヲ以 テ著名 ナル退職海軍大佐 ホブ
ソ ン氏 力公会 ノ席 二於 テ 日米 ノ戦争 ハ到底避 クヘカラサル 旨 ヲ演説 シタル後失言 力故意 力 日本
ハ今回 ノ桑港事件 二関 シ既 二「 アルチメ タム」 ヲ米国政府 二送 リタリ トノ事 ヲ放談 シタ リト云
フノ流説 二基 クモノニ シテ氏 力果 シテ斯 ル事 タリヤ否 ヤス ラ確然 セズ)
斯 ル折柄加州選出上 院議員パ ーキ ンス氏 ハ本月一 日当府地学協会講演 ノ席上 二於 テ別紙切抜乙
号 ノ通 り日米 ノ衝突ハ太平洋 ノ覇権掌握 ノ競争上結局避 クヘカラズ然 レトモ実際両国 ノ干文 ヲ
以 テ相見 ユルカ如 キ恐 レハ ナカルヘ シ云 々二首尾貫徹 セサル警告的演説 ヲ為 セルアヘテ益 々人
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心 二危惧 ノ度 ヲ高 メ タルモ ノ ヽ如 キ モ東部大都市 ノ優等 ナ ル新 聞紙 ハ流石 二能 ク其言動 ヲ慎 ミ
徒 二挑発 的記事 ヲ掲 クル コ トヲ避 ケ タル ト共 二国務長官「 ルー ト」氏陸軍長官「 タ フ ト」氏 ヲ
初 メ上下 両院 中有カ ナ ル議員等 ノ 日米 開戦談 ノ最 モ荒唐無稽 ニ シテ何等 ノ根拠 ヲ有 スルモ ノニ

アラザル コ トヲ新聞紙上 二弁明 スル所 ア リ本使 モ亦同様右虚報 ノ打消 ニカ メ居 リタル折柄更 ニ
本月四 日第十七号貴電 二接到 シタル ヲ以 テ直 二紐育「 タイ ムス」及市俄古「 トリビュー ン」其
趣相伝 ヘル処両新聞何 レモ別紙両号切抜 ノ通 り記事又ハ社説 ヲ掲 ケタル ヲ以テ世人 モ之 二其惑
ヲ解 キ人心漸 ク静穏 二帰 シタル ノ観 ア リ
因 二別紙切抜丁号ハ本月二 日紐育「 サ ン」 ノ所載 二依 り国務長官 ノ言明 ナルヘ シ トテー
般 二信 セ ラル ヽ所 二有之候条御一 閲相成度候
察 スル所大統領 ハ加州官民 ノ頑迷不霊 ナル専 ラ楯 ヲ憲法上 二於 ケル州権 ノ擁護 二借 リテ其主張
ヲ固持 シ到底尋常 ナル条理 ノ軌道 二依 リテハ之 ヲ説得 セ ンコ ト難 ク去 り連之 ヲ裁判 ニー任 セ ン
力不幸 ニ シテ日本 二不利 ナル判決 ヲ見 ンモ計 り難 ク其暁 二於 テハ益 々事態 ヲ非 ナラシムルノ ミ
ナル ヲ看取 シ此 二前顕 ノ如 ク加州議院 ヲ引見 シ陽 二腹心 ヲ開 キ殊更 ラ時局 ノ重大危急 ナル意味
ヲ壮大 二陳述 シ先 ツ彼等 ヲ恐 喝燿伏 セ シメ其協カ ヲ得 テ桑港市当局者 ノ交譲 ヲ促 シ姦 二妥協 ノ
途 ヲ求 ムル手段 ヲ執 レ リ而 カモ此恐 喝手段 ハ幸 ニ シテ大 二 〔
奏 ―筆者挿入〕効 シツ ヽアルモノ
ナルコ ト殆 ン ト疑 ヲ容 ルヘカ ラサルモノア リテ右 ノ日米開戦説 ノ如 キモ畢党此 ノ加州議員 二対
スル大統領 ノ個喝的声言 二胚胎 シタルモ ノナルヲ以 テ本使 ハ大統領 ノ此権謀 ヲ助成 セサル迄 モ
密 二注意 シテ此 際其権謀 ノ徹底 ヲ妨 ケサル態度 ヲ示 シ候儀肝要 卜存 シ居候折柄第十号往電 ノ通
り金子男及横井時雄 ノ言明 ナ リト云 フ電信当加新聞紙 二伝 ヘ ラ レ候所右ハ明 二大統領 ノ施 シツ
ヽアル策略 ヲ中性化 シ加州官民 ヲシテ其虚喝 ナル ヲ疑 ハ シムル ノ恐 レナキニアラサ リシヲ以 テ
為念閣下 ノ御注意 ヲ惹起候次第 二候
右御参考迄不取敢報告 申進候

敬具

明治四十年二月九 日
在米
特命全権大使子爵青木周蔵
外務大臣子爵林董

殿

次 にサ ンフランシス コの上野季二郎領事 が、林外務大臣 にあてたカ リフォルニア州議会 の排 日土
地法をめ ぐる情勢報告が収録 されている。 その内容 によると、当時、 日韓人排斥運動 を組織す る運
動体 が存在 して いた。 これが中心 とな って、総選挙 に当 た って、事実上 の レフェレンダムの色彩を
帯 びた諸排 日法案 の成立 の指示 を得 よ うとするものであ った。 この ことによって、大統領 が排 日の
動 きにチ ェ ックを掛 けた ことが、現実無視 であったと考 えようとしているので あるが。
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明治四十年二月廿七日接受

受第 四五 三八 号

□第五 四号

州会 二於 ケル 日本人問題 ノ成行及之 二対 スル運動 ノ模様 二関 スル件
加州 々会 ハ本年十 月下旬大統領 ノ要求 卜加州知事 ノ提議 トニ基 キ当分 日本人間題 ヲ議 スル コ ト
ヲ見合ハ スヘキ旨 ノ決議 ヲ為 シタル以来同州会 二於 ケル「 レパ ブ リカ ン」党議員ハ 日本人 二関
スル諸法案 二対 シ頗 ル慎重 ナル態度 ヲ取 り遂 二同党議員質問 ニハ最早当会期中 日本人反対 ノ立
法 ヲ討議 セサルヘキ旨ノ内約若 クハ少 ク トモ黙契 ノ存 スルア ラ ン トノ風況 ヲ生 スルマテニ至 リ
シカ客月二十五 日付公信第五〇号 ヲ以 テ申達候通 り日韓人排斥同盟会一派 ハ例 二依 リロ 々措 カ
ス其「 サクラメ ン ト」 二派遣 シタル運動員ハ桑港市検事 卜共 二州会 二対 シテ諸排 日法案 ノ通過
二関 シテ極力運動 ヲ試 ミタル結果客月二十七 日桑港選出議員「 キー ン」 (Keane)ヨ リ明年十
一月総選挙 二際 シ日本人排斥問題 ヲー般州民 ノ投票 二付 シ其結果 ヲ大統領及 ヒ国会議員 二送付
スルノ議 ヲ上 院 二提出致候

右 ハ嘗 テ支那人排斥 ノ場合 ニモ行 ハ レタル所 ニ シテ総選挙 ノ際選

挙人 力投票 ヲ為 スニ当 り被選挙人 ノ氏名 ヲ書 スル ト同時 二投票者 自身 ノ日本人排斥 二関 スル賛
否 ヲモ併 セテ投票用紙 二記載 スルノ方法 ニ シテー種 ノ「 レフェレンダム」 (referendum)卜 見
倣 スヘキモノニ有之勿論同案 ハ未 夕通過 セス又其通過 二関 シテハ排 日派 ノ運動員 自身 モ大 二其
運命 ヲ危 フカル模様有之候

上院 ノ形勢斯 ノ如 クナル ヲ見 テ 下院 モ亦翌二十八 日二至 り嘗 テ

其議員「 ドリウ」 (Drew)ヨ リ提出 シタル外国人土地所有法案 ヲ討議 二付 シタル結果帰化権 ヲ
有 セサル外国人 二対 シ五年以上 ノ土地所有 ヲ禁止 シ且 ツー年以上 ノ借地権 ヲ無効 トスルノ修正
案 ハ僅 カニー票 ノ反対 ヲ以 テ通過致候 ノ ミナラス上院 二於 テモ翌二月一 日ニハ 「 デ」党議員
「 サ ンフォー ド」 (Sanford)ハ 日本人 二関 スル諸議案 ヲ速 カニ委員 ヨ リ議場 二報告 セ ンコ トヲ
促 スノ演説 ヲ試 ミ且 ツ日本人 ノ帰化 二反対 スヘキ コ トヲ主張 シタルニ「 レ」党議員 ノ多数 ヲ占
ムル議場 ハ冷然 タル態度 ヲ以 テ之 ヲ迎 ヒ加之「 レ」党排 日派議員 ノ巨魁 トロセ ラ レタル「 キ,
ン」 ス ラロ下之 ヲ議 スルノ時機 二適 セサル ヲ唱 ヒ議員「 ウオル フ」 (W01fe)モ 之 ヲ冷笑 シ且
ツ同 日「 デ」党議員「 カ ミネチー」 (Camnetti)ノ 提出 シタル 日本人学童離隔問題 ヲ関係地域
一般人民 ノ投票 二付 スルノ法案 二対 シテハ議員「 ミラー」 (Miller)等 大 二之 二反対 シロ下斯
ノ如 キ コ トヲ議 スルハ 日米国交上 二悲 ムヘキ影響 ヲ及 ホスヘキ旨 ヲ論 シタル結果同案 ノ討議 ヲ
後 日二延期 スルコ トヽナ リタ リ然 レトモ上院「 レ」党議員 モ全 ク日本人問題 ヲ葬 ムル能 ハ サ リ
シモノ ト見 工「 ウオル フ」 ノ動議 二基 キ同問題 二関 スル法案 ヲ本月五 日ノ会議 二上 スヘキ 旨 ヲ
決議 シタ リ而 シテ同 日ノ議場 ニハ既 二下院 ヲ通過 シタル外国人土地所有権 二関 スル法案 ノ現 ハ
レン トスルノ模様 ア リタルニ ヨ リ本官ハ在米 日本人協議会会長安孫子久太郎 ヲ促 シ州会開会地
二急行 セシメ タルノ ミナラス予 テ傭 ヒ置 キタル代言人「 リンゼー」氏 二旨 ヲ含 メテ土地所有権
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問題其他 日本人 関係 ノ諸議案 二関 シ極力反対運動 ヲ試 マシメ同時 二「 メソジス ト」教 日本人監
督「 ジ ョンソ ン」博士 ニモ依嘱 シテ有カ ナル議員間 二出来得 ル限 リノ運動 ヲ為 サ シメ タルニ上
院議長「 ポー ター」氏其他二三 ノ有カ ナル議員等 ヨ リ日本人関係 ノ法案 ヲ成 ルヘ ク調査委員 ノ
手 二於 テ握 り潰 ス様尽カ スヘ ク仮令右諸法案 ノ議場 二現 ハ ル ヽ場合 二於 テモ出来得 ル限其通過
ヲ妨 クル ノ方法 ヲ講 スヘキ 旨ノ内議 ヲ得 タル趣 二有之果 シテ同五 日上 院 ノ議場 ニハ何等 日本人
問題 ノ現 ハ ル ヽ無 カ リシ ト雖 モ 日韓人排斥同盟会 ヨ リ派遣 セル運動員 ハ議員間 二殆 ン ト強迫的
二排 日議案 ノ通過 二関 シ前記 ノ運動 ヲ試 ミツ ヽアルコ トナ レハ右法案 ノ運命 二関 シテハ未 夕全
ク安堵 ノ域 二達 シタリトハ云 ヒ難 ク候尤 モ州会 モ多分本月十二 日ヲ以テ閉会 ノ運 ヒニ至 ルベ ク
本官ハ此 際排 日法案 ノ通過妨止 二関 シ極力運動 ヲ試 ミ居 り候

右及具報候

敬具

明治四十年二月六 日
在桑港
領事
外務大臣子爵

林 董

上野季二郎

公印

殿

この史料 か ら大統領 が共和党 (史 料中では「 レ党」 と表記)所 属 で、 しか も排 日に反対 していた
のに対 し、民主党

(「

デ党」)派 が排 日に加わ っていたことを示 しているが、 その ことか らカ リフォ

ルニア州議会 において も、共和党派 は大統領支持 に回 っていて、民主党派 が排 日を推進 しよ うとし
ていることが、 よ く分 かるのである。
次 の史料 は、民主党 カ リフォルニ ア州議員 カ ミネ ッティが、 サ ンフランシス コ市民 の投票 によっ
て東洋人学童 の離隔 を図 ろうと提議 したことに対 して、大統領 の反発 を恐れた市当局・ 学務側 は、
その問題処理 にはサ ンフラ ンシスコ市 が担当すべ き事項 ではないとの判断 を示 し、 これに対 して大
統領 と同 じ共和党派 の院内総理 ウオル フが、 む しろサ ンフランシス コ市民 は適切 に判断 して東洋人
学童 の離隔 を望 まないはずではないか とい う認識 を示 した。問題 はカ ミネ ッティのよ うに政 略的意
図 を もって この課題 を扱 うことこそ厳 しく指弾 されるべ きだとい うのである。

明治四十年二月廿七日接受
公信第五五号

受第 四五 二 九号

州会 二於 ケル 日本人 問題其後 ノ検討
州会上況 二於 テハ昨七 日日本人問題 ヲ討議 二付 シ先 ツ「 デ」党議員「 カ ミネチー」ハ其本月一
日ヲ以 テ提出セル東洋人離隔学校問題 ヲ次期選挙 ノ際関係地域即桑港市民一般 ノ投票 二問 フヘ
キ 旨ノ討議 ヲ議場 二迫 り市長及学務局員 ノ学校問題 二関 スル処置ハ大統領 ノ威喝 二恐 レテ権限
外 ノ行為 二出 テ タルモ ノニ シテ学校 問題即○○○ 二而 テ方法如何 ヲ決 スル ト桑港市民 自身 ナ ラ
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サルヘカラス ト論 スルヤ「 レ」党 ノ院内総理 タル「 ウオル フ」 ハ憤然起 テー大反対演説 ヲ試 ミ
自身ハ桑港選出 ノ議員 ナ レハ同市 々民 ノ意向 ヲ最 モ能 ク解 スルモノナ リ桑港市民ハ敢 テ東洋人
離隔学校 ヲ廃 スル ヲ欲 スルモノニアラス ト雖 モ「 カ ミネチー」案 ノ如 キハ其背後 二潜 メル党派
政略 ノ為 ニスルノ外何等 ノ実効 ナキモノナル コ トヲ論 シ同案 ノ否決 ヲ議場 二促 シタル結果同法
案ハ十九票 二対 スル十三票 卜少数 ヲ以 テ敗 レタリ然 レトモ「 レ」党 自身 モ学校問題 二関 シ何等
乎 ノ議案 ヲ提出 スルノ必要 ヲ感 シタルモノ ヽ如 ク「 ウオル フ」総理ハ 自己 ノ提出二係 ル学童 ト
学年齢制限法案 ヲ同夜 ノ議場 二於 テ討議 スヘキ コ トヲ約 シタリ而 シテ同夜 (昨 夜)ノ 議事 日程
ニハ果 シテ右法案 ノ現 ハ ル ヽア リ之 二関 シ議員ハ約二時間 二亘 り大 二議論 ヲ戦 ハ シタリ 前記
ニ
「 ウオル フ」 ノ提出 シタル入学年齢制限法案 ハ児童 ノ初 メテ小学校 二入 ルノ年齢 ヲ十才以下
制限 スルモノニ シテ同案ハ独 り日本児童 ノ ミナラスー般児童 二適用 セ ラルヘキモノナ レハ 提
出者ハ 日本人 ノ権利及感情 ヲ害 スル コ トナク而 モ排 日法案 卜同様 ノロ的 ヲ達 スルニ十分 ナルモ
ノナ リトシテ同法案 ノ採用 ヲ議場 二求 メタルニ「 デ」党議員中同法案 ハ 白人児童 ノ就学 ヲモ妨
クルノ結果 ヲ来 スヘキ旨 ヲ以 テ之 二反対 スルモノア リタル ヲ以 テ提出者 ハ更 二十才以上 ノ児童
ノ入学 二関 シテハ学務局又ハ学校監督 ノ裁量 ニー任 スル 旨ノ修正 ヲ加 へ其修正ハ大 二議場 二歓
決
ヽ
迎 セ ラ レタ リ時既 二深更 二近 キ ヲ以 テ其採結 ヲ今八 日夜 ノ討議場 二譲 ル コ ト ナ シ多分通過 ノ
見込 ナ リ猶本官 ノ内偵 二依 レハ上院 二於 ケル「 レ」党ハ曇 キニ下院 ヲ通過 シタル外国人土地所
二
有法案 ヲ右議論 ノ混雑 二紛 ラシ「 ウオル フ」総理 ヨ リ徐 ロニ上限 ヲ法部委員 ノ手 再付託 トナ
シ会期 モニ三 日二迫 ルノ今 日出来得 ル限 り之 ヲ委員 ノ手 二握 り潰 サ ン トスル意向 ナル哉 二被察
敬具

候申進候
明治四十年二月八 日
在桑港
領事
外務大臣子爵林 董

上野季二郎

殿

ただ し共和党派 は、 日本人学童 が実際 には小学生世代 を超えて、 16才 前後 のよ うな青年初期世代
も多 く含 む ことには何 らかの対応が必要 との認識 の下 に、学年年齢制限法案 (入 学年齢 を十才以下
に)の 提起 を行 った。 しか し民主党派 は、 この措置 を取 ると、 自人 の修学差別 をも引 き起 こす可能
性 があるとい うので、20才 を上限 とす るとの改訂 を行 う方向で妥協 が進 め られた。当時、 自人 とい
えども、20才 前後 までに小学校 にさえ修学 して いないケースが見 られた ことが これで分 かろう。 こ
の意味 は深 い。す なわち民主党派 が排 日運動を盛 んに行 って きた ことが、社会的 に容認 される状況
が生 まれた。 その ことか ら共和党派 は この動向 を無視 できず、妥協的 な方向で調整すべ く、学童就
学年齢制限 で応 じようとした こと、 その ことがまさに、自人 の首 を絞 め る結果 を生む ことになる可
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能性 があるとして、民主党派 は、 これににわかに応 じることは出来 ない状況 を想像 させて くれるに
十分 であろう。 その状況 は次 の史料 にも十分 に見 て取 れるであろう。
学童離隔等 を含 め、 日本人排斥 に関す るカ リフォルニア州民 の投票 に委 ねる方針 が州議会上院で
可決 された。 この状況 を知 った大統領 は遂 にカ リフォルニア州知事 に訓電 を打 った。 その趣 旨はア
ンダー ライ ンにも示 したとお り「 友誼的合意 ニ ヨ リ」 日本人労働者排除 の方策 をとるべ く対応 して
きた ことを台無 しにす る、 といった もので ある。 これに対 して州知事 が早速応 じ、教書 を発 して再
考 を求 めた。 その結果、州議会 も、反対動議 が提起 され、 これを可決 して い る。 また日本人 の帰化
に反対す るとの決議案提起 は、否決 されて い る。

公信第五九号
州会 二於 ケル 日本人問題其後 ノ成行 二関 スル件
大統領 ノ電報 ニ ヨ リ州会 力排 日法案討議 ヲ止 メ タル件
州会上院ハ 日韓人排斥同盟会等 ノ運動 二圧迫 セ ラ レニ 月八 日加州学務令

(ポ

リチカル、 コー

ドー六六二号)ヲ 修正 シ学童離隔条項中 二特 二 日本人 ナル文字 フ加 へ且 ツ最初 ノ入学年齢 ヲー
般 二十才 二制限 スルノ法案及 日本人排斥問題 ヲ次期総選挙 ノ際加州 〃民 ノ投票 二付 スルノ法案
ヲ通過 シ翌二月九 日ニハ 日本移民等 二 日本人 ノ帰化 二反対 スルノ決議案 ヲ通過 シ右三案ハ直 ニ
下院 二回付 セ ラ レタリ大統領ハ州会 ノ形勢斯 クノ如 クナル ヲ見テ遂 二翌十 日付 ヲ以テ再 ヒ加州
知事 二訓電 シテ州会現下 ノ行動 ハ独 り日本 トノ友誼的合意 ニ ヨ リ其労働者排斥 ノロ的 ヲ達 セ ン
トスルニ障磯 タルノ ミナラス今回議会 ヲ通過 シタル修正移民条例 ノ実効 ヲモ租害 スル結果 ヲ招
クノ虞 アルニ依 り暫 ラク日本人反対 ノ立場 ヲ見合 ハ スベキ様尽カ セ ンコ トヲ請 ヒタルニ ヨ リ知
事 ハ本 日早速右 二関 シ別紙甲号 ノ通 り下院 二対 シー篇 ノ教書 ヲ発 シ其考慮 ヲ求 メタルニ曇 キニ
日本人反対 ノ演説 ヲ試 ミタルー議員 (Grove Hanson)率 先 シテ大統領 ノ要求 二応 シ日本人関
係 ノ諸議案 二対 シ何等 ノ行動 ヲ取 ラサル旨 ノ動議 ヲ提出 シ其動議 ハ直 二大多数 ノ賛成 ヲ得 テ可
決 セ ラ レタル ノ ミナラスー議員 (Drew)ヨ リ州会 ガ 日本人 ノ帰化 二反対 スル 旨 ヲ大統領 二電
報 スベ シ トノ動議 ヲ提出 シタルモ採用 セ ラ レス斯 ク シテ下院 ノ机上 ニア リシ前顕 ノ三議案 ハ其
議事 日程 ヨ リ排除 セ ラ レ今期 ノ州会 ハー ノ排 日的議案 ヲモ通過 スル コ トナク明 日ヲ以 テ閉会 ス
ル筈 二有之候右大要 ハニ月九 日付電第二三号二 月十 日付電第二 四号及二月十一 日付電第二十五
号 ヲ以テ申進候得共為念薮 二及御報告候

敬具

明治四十年二 月十一 日
在桑港
領事上野季二郎
外務大臣子爵林

董

公印

殿
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尚前顕上院通過 ノ学務令修正案及 日本移民等 二帰化反対該議案ハ別紙乙号及丙号 ノ通 リニ有
之候条御参考 マテニ及御送候也

以上 のよ うに、大統領 の強 い指示 が、結果 としてカ リフォル ニア州議会 にお ける排 日方針決定 を
行 わせない結果 とな った。 ある意味 では見事 な判断であったと言 ってよいであろう。 まさに こうし
た動向をワ シン トン州 タコマの地 で多感 で若 き清沢冽 が情報 としてキ ャッチ していたであろうこと
は想像 に難 くない。 この時、清沢 は、明治38年 (1905年 )12月 に渡航 して いて、 ほぼ 1年 余ヽ拙著
『 清沢Fljの 政治経済思想』御茶 の水書房、 1996年 で紹介 してお いたように、 日々の 日本人 に対す る
差男Jの 中で、 レス トラ ンの アルバ イ トを行 いなが ら、 タコマ・ ハ イスクールに通学 して いた。 そ し
て故郷 の教師井 口喜源治 に宛 てた便 りや友人 へ の手紙 の中で、 その苦悩を訴 えていた。 そのよ うな
状況 の下 での大統領 の姿勢 がどんなに彼 を励 ます ものであ ったか を考 えてみることは重要である。
そればか りか、彼 は井 回の無教会派的 キ リス ト教 に育 て られなが らも、 タコマでの教会牧師 の俗物
性 にあいそを尽 か して、 キ リス ト教徒 であることを止 めたので あるか ら、頼 るべ きものを持 ち合 わ
せていなか ったことを思えば、 なおさらに心 強 く感 じたであろう。
周知 のよ うに、 1942年 、 フランク リン・ ルーズベル ト大統領 は太平洋沿岸地帯 の在米 日本人 の強
制収容施設 (Inrternment,Relocation Camp,or Concentration Camp)へ

の連行を認 める大統

領令 (Executive Order 9066)に サイ ンを し、戦争終結 まで 日系人 の苦難 の時期 を迎えた。 もち
ろんよ く知 られて い るとお り、少数 なが ら、 イタ リア人、 ドイツ人 もまた収容 されている。 これ ら
の施設 が いかに粗末 な ものであ ったかは、 ロスアンジェルスの 日系人博物館 の展示や、強制的旅立
ちの際 の持参物 をみて も、 また実際 に筆者 が参加 したデスバ レーの強制収容所歴史遺跡 に倖 んで見
て も一 目瞭然 である (1995年 4月 29日 に筆者 は体験者 とその家族 の歴史を しのぶ収容所 へ の旅行 に
参加 した)。 その際 は、衝撃的 な真珠湾攻撃 による戦艦 の大打撃 とい う被害 を受 けた アメ リカの国
家威信 に も関わる問題 が前提 にあ ったのである。 そこに太平洋岸 の 日本人 は日本側 スパ イになるか
も知れない とい う思 いこみ もあ った。 こうした思 いこみを もた らす要因 の一つ に、特 に日本人一世
の 日本国家へ の帰属意識 の強 さにもあ ったように思われる。彼 ら一世 は大半 が、 アメ リカで成功す
れば故国 に帰還す る予定 であった し、 そのためにもその子女 を日本 での教育 を身 につ けさせよ うと
した。人道的 には決 して許 されざるべ き こととはいえ、 こ うした環境 の下 で、大統領府 は、 その
「対抗措置」 を取 ることによって、 この地域 に住 むアメ リカ人 の心 を捉 えよ うとしたといってよか
ろう。 しか し、 フランク リン・ ルーズベル トは、 その後、 こうした判断が適切 ではなか ったとの意
識 を持 ったともされている ものの、 いったん決定 されたこの重要 な措置 は、 アメ リカ人 の 日本 に対
す る不安 と不信 に十分 に応えるもの として機能 したのである。
フランク リンの時代、清沢冽 は十分 に強制収容所問題を知 りうる位置 にいたはずである。当時、
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彼 は外務省嘱託 として、若 き信夫清二郎 の協力 を得 て、
『 日本外交年表並主要文書』 の編纂 にあた っ
て いたか らである。 しか し彼 の官憲 に秘匿 して書 き綴 った『 戦争 日記』 (暗 黒 日記)に は一切 そ う
した情報 は掲載 されて いない。 しか も新聞報道 も記録 されて いない。 その事情 を私 は探 りたいと思
うが、現状 では不明である。 しか し確実性 の高 い想像 は可能 であろう。清沢 は当面 の重要課題 を東
條英機内閣 の危険 きわまりない戦争指導 へ の批判 こそが、 日本国民 に訴 えるべ きことと認識 したで
あろうことは、
『 日記』 の記述 に明 らかである。 それに、彼 にとっては、若 き青春時代 をアメ リカ
で過 ごした体験、 と りわけ排 日運動 に対す るセオ ドアの措置が彼 に与 えたであろうアメ リカ合衆国
へ の信頼 があ ったこと、 そ して過激 な強制収容所政策 の持つ危険性 を認識 して、 この問題で、東條
内閣 のあ り方 への厳 しい批判 の 目を殺 ぐことへ のおそれを感 じて いたのではなか ったか。
これに対 して ここで問題 に して い るセオ ドア・ ルーズベル トの時代 とは、状況 が根本的 に異 な っ
て いたことは疑 いないで あろう。 セオ ドアの時代 は、 日露戦争後 の躍進す る日本 と二重写 しの状況
があ り、一方 ではその威力 に改 めて中国人、朝鮮人 とは異な った日本人 に対す る見方 を形成 した。
その勤労意欲 の強 さに経緯 を払 いつつ も、 その ことの故 にその威力 に不安 を覚 えた。他方 ではまさ
にその ことの故 に、 日本人 に対す る畏怖 の念を引 き起 こした状況 があ った。上に紹介 して きた史料
群 は これ らの状況 を示 して いたので ある。 そ うした時代 にも1907年 (明 治40年 )ハ ワイ・ カナダ渡
航許可 を受 けて いた日本人 のアメ リカ本土 へ の上陸を禁止す る措置 は取 られて い る。 その事情 の幾
分 かは、太平洋岸在留 日本人へ の反発 をい くらかで も殺 ぐことで、ツト日運動をかわす とい う意味 も
あ ったであろう。

2

大 正 初 期 の シア トル 総 領 事 館 報 告
シア トル総領事館報告 に基 づいて、当時 の 日本人排斥運動 の実相 の一端 を探 っておきたい。 これ

はまさに清沢冽 が在留 して いた時期、彼 がどのよ うな思 いで これ らの諸条件 を見つめて いたかを知
る手 がか りになるだろうか らである。

(1)排 日土地法問題 の登 場
簿冊「 自大 正 四年米 国 二於 ケ ル排 日問 題雑件 ―『 ワ シン トン』州排 日関係」 の「 ワ シン トン州議
会 二於 ケ ル排 日案 二関 スル件」 (3,

8, 2、 288‑lD)か

ら「 通公第六八号大正 4年 3月 22

日 在 シア トル領事高橋清 一 」名 で 出 された文書「 ワ シン トン州議会 二排 日案 ノ提 出 ヲ見 ザ リシ件」
によれ ば、

ワ シントン州議会 ハ本年一 月十一 日ヲ以 テ開会 シ参月十一 日ヲ以 テ閉会致候処排 日案ハ何
等提出 ヲ見 ルニ及 バ スシテ終 り候、初 メオ リンピヤ ヨ リノ通信 二依 レバ ピヤスカ ウ ンチー ノ撰
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出 ノ上院議員 ホ ワイ トナルモノ、 日本人 卜白人農夫 トノ競争 ヲ防 グノロ的 ヲ以 テ外人土地 リー
スノ問題 ヲワ シン トン州 オ レゴン州及 カ リフオルニヤ州 ノ委員 ヲ以 テ研究 スルノ法案 ヲワシン
トン州議会 二提出 スルヤモ知 レズ トノ振込 モア リシガ

(ホ

ワイ トハ之 レヲ説明 シテ此 際一足飛

ビニ外人土地 リース ヲ禁止 スル州憲法修正案 ヲ通過 スルニ於 テハ之 レガ為 メ国際問題 ヲ引 キ起
スベ シ、故 二沿岸参州 〔
カ リフォルニア、 オ レゴ ン、 ワ シン トンの三州 ―引用者〕 二於 テ予 メ
研究 ノ上一致 ノ行動 ヲ取 ルノ必要 ア リ云 々)、 其後 カ リフォル ニヤニ於 テ排 日問題景気附 カザ
リシ為 メ遂 ニホヮイ トハ該案 ノ提出 ヲ見合ハ セ候因、之 ニ タコマ附近 ノ疏菜生産者ハ主 トシテ
日本人 ニ シテ、 日本人 ハ夙 二白人農夫 ヲ駆逐 シタル関係 ヨ リ不平 ノ白人農夫 二於 テ右 ホワイ ト
ヲシテ何等 力排 日法案 ヲ提出セ シメン トシタルモ ノ ト被察候

とある。 ここに記述 されて い ることは明解 であろう。す なわち排 日運動 は シア トル近郊 タコマ地域
(シ

ア トルか ら約60ヽ 南 の郊外、航空機製造会社 ボーイ ング社 が立地、現在、 シア トル とタコマの

中間地点 にシー タック国際空港 が設置 されてい る)の 場合、 日本人農民 の高 い生産意欲が自人 を上
回 っていたことこそが、自人 の反発を招 いていたとい う事実であろう。 た しかに清沢冽が、当時、
しば しば論 じて いた排 日運動 の不当性 に対す る批判 の重要 な論点 は、 まさに在米 日本人 の勤労意欲
の強靭性 にあったことを、 この外交史料 で も裏付 けているといってよい。 では議会 で果 た して こう
した論議 がまか り通 るのであろ うか。 この点 で も同史料 は引 き続 き次 のように語 って い る。

本年下院議員 ノ職業別ハ農業廿八人弁護士廿四人、残 り四十余名ハ各種 ノ残業 二属 スル 旨又下
院 二於 ケル外国出生議員ハ全体 ノー割以内ニ シテ就中独逸国出生者 ハ壱名若 クハ皆無 ナ リシカ
ト新聞 ノ報導 二依 り記憶致居候、上院 ノ職業別等 ハ曽 テ見当 ラズ候 へ、尚本年州会 二於 テ銃器
隠匿 ヲ防 グ為 メ外人家宅捜索 ヲ許 ス法案上院 ヲ通過 シ、下院委員会 ヲモ通過 シタルガ、 日本人
会 ヨ リ当市撰出下院議員 ガイ (同 人 ハ十数年前当州下院議長 タ リシ経験 ア リー 昨年 日本人会 ヨ
リ外人土地問題 二関 シ運動員 トシテ、 オ リンピヤニ派遣 シタル者 ナルガ本年 ハ議員 二撰出セ ラ
レタ リ)二 注意 シタル結果、遂 二院議 二附 セズシテ葬 ラ レタリ、今回案提出 ノ由来 ヲ案 スルニ
千九百十一年 ノ議会 ニテ帰化 ノ意思 ヲ声明 セザル外人 ニ シテ銃器 ヲ携帯 セン トスルモノハ当該
ノ〕為人 ヲ証明 スル書類 ヲ州官憲 二提出 シ十五弗 ノ免許料 ヲ支払ハ ザルベ
国総領事 ノ願出人 〔
カ ラズ、然 ルニ近来 日本人 ニ シテ銃猟 ヲナス者少 ナカラズ彼等 ハ何 力誤解 ノ結果、州官憲 ヨ リ
銃器携帯 ノ免許 ヲ有 セザル者 アルニ依 り隠匿 ヲ防 グ為 メ、家宅捜索 ヲゲームヮーデ ンニ許 サ ン
トシタルモ ノナルガ 〔
欄外 の注記 ―該法案 ノ最終 ノロ的ハ十五弗 ノ免許料 ヲ励行 シゲーム ヮー
デ ンノ収入 ヲ増加 スルニ在 リー引用者補充〕、誤解 ハ誤解 トシテ之 レヲ解 キ、州法 二違反 セ シ
メザルノ必要 アルモ如何軽微 ノ犯罪 ノ為 メ家宅捜索 ヲ許 スガ如 キハ人権 ヲ無視 セル嫌 アルニ付
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キ、前記 ノ通 り同案 ヲ不成立 二帰 セ シメサル様 日本人側 ニテ処置 ヲ取 リタル次第 二有之共、本
件 ハ必 ズシモ排 日ナラザルモ序 ヲ以テ申進候
右報告 二及候
敬具

つ まり議員構成 にお いて農業者 が比較的 に多 いこと、 それに ドイツ系出身者 がほとんどいないこと
も影響 を与 えて い るとい うが、その理 由 は今 ひとつ明解 ではない。推測すれば、 自人、 とりわけイ
ギ リス系 を中心 とした入植状況 の下 で、 ドイツ系 は少 なか らずイタリアを含 む南欧系 と同様 に、差
別的扱 いを受 け、かつ ドイツ系 もまた勤勉 であ ったとされているので、議員構成 で多少 とも ドイツ
系が存在 していれば、 日本人 に対す る差別を標榜す る結果 となる政策 に必ず しも同意 が得 られない
だろ うとい う読みであろう。
この排 日土地法案 はその後、清沢 が帰国後 であるが、大正 9年 11月 8日 の「東京朝 日新 聞」 の報
道 のように、 ヮシン トン州 日本人排斥同盟会 が翌年一月 の州議会 にカ リフォルニア州 と同様 の法案
を提出す る動 きにつ なが って い る。

(a

缶詰製造所労働者の日本人排斥運動

また この簿冊 の「 アナ コルテス所在鮭缶製造所就働 ノ本邦労働者排斥 二関 スル件」 の記録 には次
のよ うな記録 が見 られる。 これは「 通公第一四九号大正四年七月廿三 日在 シヤ トル領事高橋清一
外務大臣男爵加藤高明殿」 として送付 された文書 である。
この製造所数 力所 で突発 した排斥問題 で示威運動 が起 こリアナ コルテス市 が騒動 になったと地元
の「 ピー・ アイ」紙 が報道 した ことに関連 して、玉木鶴弥書記生を派遣 して調査 に当 た らせた報告

(7月 22日 付 け)で ある。同市 は人 口約五千、同製造所 で就労す る本邦人 は約二百余名、 自人約百
余名。製造所 は約 3社 。
「 近来一般 ノ不景気 二連 レテ他 ノ方面 二失職 セル白人労働者多数 ア リ而 シ
テ是等労働者ハ亀 モ組織的 ノモノニ非 ラズシテ其 ノ所業 モ放縦 ニ シテ縦令彼等 ヲ使役 スルモ到底鮭
缶詰 ノ如 キ参四 ヶ月 モ引続 キ就働 スル ヲ要 スル職業 二堪 ヘズ労 々資本家等 ノ嫌 フ所 卜為 り居 レル折
柄」一労働者 が仕事 を求 めたところ、資本家 に拒絶 されたことに憤慨 し、 こうして23名 の煽動者 を
生 じ「 無頼 ノ徒」 を も糾合 して 7月 16日 市会開催当 日大

智 を開催 し、 日本人 の解雇を決議、市

会 と交渉 に及 んだが市会 が取 り合わず、騒擾を招 き市会 は何 らの審議 も出来ず閉会 した。 その後20
日にさらに退去 して資本家を脅迫 し、応 じなければ爆裂弾を投ず るといい、翌 日まで、 に らみ合 い
とな って四百余名 の大規模 な運動 となる。 しか し一般 の同情 と支持をそれほど得 ていなか ったこと、
資本家側 が、決 して 白人 に今後 ともの仕事 の機会 がな くなるものではないことを説得 し、
「 刃傷沙
汰」 にいた らずに終 わ ったとい う。 とはいえ首謀者二名 は投獄 された。また市民感情 として も日本
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人排斥 は見 られないことを市長側 が面談 で伝 え られた。 しか しこの報告 では他方 で次 のよ うな付 け
加 えが行 われてい ることにも注 目 しておきたい。

以上 ハ本件 二関 スル直接取調 ノ結果 ナルガ元来邦人ハ地方 ノ店舗 ヨ リ雑貨 ヲ購入 セズ都会 (シ
ヤ トル及 タコマ)ノ 日本商店 ヨ リ日用品 ヲ買 ヒ入 ル ヽ習慣 ア リ之 レガ為 メ地方 ヲ潤 サズ従 テ平
素地方 ノ同情 ノ無 キヲー大欠点 トス

た しかに日本人排斥運動が沈静化 した ことは喜 ば しい として も、その底流 には、在留 日本人 の 日常
生活 のあり方 に見 られる状況 も無視 し得 ない とい うのが この報告 の趣 旨であろう。 ここに指摘 され
ていることは、 い くつかの点 で当た っている。 それは日本人 の集団的行動 のあ り方 であるが、 それ
に して も「 一世」 (基 本的 には彼 らは祖国 に成功者 として帰還す る ことを願 う人 々であったので、
決 して「 一世」意識 はなか ったであろうが)と して居住 して いた彼等 には、語学能力 の制約 も無視
で きないので あり、 そのことが い きおい生活 ス タイル として も日本人同士 の協力 を行 う必要 があ っ
たこと、 そ して 日用品の購入 にさえ、場合 によれば交通上 の不便 を も超えて都会 の 日本人経営商店
に依存 したとい う事情 であろう。 たとえば シア トルの「 古屋商会」 はその点で有名 であ った。

(0

洗濯業者 の日本人排斥運動‐

「 通公第弐号大正五年一 月二 日 在 シヤ トル領事高橋清一

外務大臣男爵石井菊次郎殿」文書

「 オ ロヴヰ ル邦人洗濯業者排斥 二関 スル件」 を見 てお こう。 よ く知 られて い るよ うに、在米 日本人
は、移民当初 か ら農業労働、底辺労働 にたず さわる ことが多 か った。 その面で は自人労働力 とも競
合す るので、不況時 には、 自人 が職 を求 めての対立 や紛争はさけられなか った。 しか も清沢 の指摘
して いたよ うに、 日本人 の場合、人 口増加率 も高 く、 日本 の貧困地帯 か らの植民 であるだけに、 い
二
わば彼 らにとつては後 がないのであ り、 それだけに勤勉 であ った し、言語面 での制約 が 層 の労働
への打 ち込みによ って生 きてゆ くほかなか ったであろう。洗濯業 にも日本人 は多 く参入 した。
さて この文書類 には「 大正四年十二月廿八 日付」 けの「 在 シヤ トル領事高橋清一」 よ り在米特命
全権大使子爵珍田捨 巳宛 の「 オ ロヴヰル邦人洗濯業者排斥 二関 スル件」 が付 されて い る。 それを紹
介 して、内容 を把握 しておきたい。

当州 オカノガ ン郡 オ ロヴヰルハ千九百十年 ノ統計表 二依 レバ人 口僅 カニ四百九十五 ノー小町 ナ
ルガ、爾来五年間 二相当 ノ発展 ヲナ シタル コ トヽ想像 セ ラ レ候該内地 二於 テ邦人林金五郎外壱
名洗濯業 ヲ開始 セ ン トシテ準備中本月二 日及八 日同地旧来 ノ白人蒸気洗濯業者 (同 所 ニハー ヶ
二
所 ア リ)ヨ リ脅迫 ヲ蒙 ム リ、八 日夜同洗濯業者一味 ノ暴行 ヲ受 ケ彼等 ハ邦人洗濯所 ノ備品 点
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火 シ之 レヲ消 シ止 メン トシテ出張之 ○ 消防夫 モ予 テ彼等 卜内応 シ居 ル形跡 ア リ結局邦人 ハ身
体生命ハ之 レヲ全 フシタルモ財産上 ノ損害物五四〇余弗 ヲ蒙 リタル趣 二有之候
案 ズルニ彼等排斥 ノ手段 ガ極 メテ不法 ナルコ トハ 申ス迄 モ無之、右 二関スル調査及善後策 二付
テハ ロ下 日本人会之 レガ衝 二当 り居 り候該既 二右 ノ通 り日本人会 二於 テ鋭意之 レガ解決方尽力
中 ニ ツキテハ当館 二於 テハ、今后 日本人会 ヨ リ特 二願上無 キ限 り何等所在 ヲ執 ル コ トハ見合 ス
ル考 二有之候
尤 モ前記 ノ通 り人 ロノ極 メテ寡少 ナル土地 二於 テ既 二比較的大仕掛 ノ同業者 アルニ不拘一応 ノ
内談 モ無 ク之 レ ト競争 スル事業 ヲ企 ツルガ如 キハ、邦人側 二於 テモ柳 力不注意 ノ謗 ヲ免 カ レズ
卜度考候
此段報告 申進候

敬具

別紙添付書類
被害者 ヨ リノ陳述書

と報告 されて いる。 これには 日本人排斥 に引 っかか った事情 が もっぱ らアメ リカ側 によって引 き起
こされたというのは一面的で、 そ もそ も日本人側 も同業者 に関 して事前 に調査 して、経営 を実行す
べ きであ ったとも述 べて い るのが興味 の引かれる点 であろ う。在米公館 であって、在米 日本人を保
護す る責任 をお っているはずであ り、 これまで見 てきた報告 で も特段現地 の在留邦人 の行為 につい
て評価 を伴 うものではなか った点 か ら言 えば、多少異質 であろう。要す るに、現地 の自人系 の職業
実態 を踏 まえて、 それに抵触 しないよ うに現地邦人 は対処すべ きだとの認識を示 していたのである。
この報告 には「 大正四年十二月十三 日付」 の被害者林金五郎・ 小橋甚太郎 の両名 による帝国領事高
橋清一 にあてた陳情書が添え られて いた。 その主張 をさらに見てお きたい。

貴館益 々御繁栄 ノ段大賀奉 り候、陳バ我 レ等大陸鉄道工夫 トンテ就働仕候 モ御承知 ノ冬
期 ノ不景気 ニテ我 レ等弐人同所 二其業 二付 クヲ得 ズ申候間、相談 ノ上夏季貯 ヘ シ数百弗 ノ金 ヲ
謹啓

資本 ニ シテ Oroville,Wash.〔 ヮ シン トン州 オ ロヴィルー筆者補注〕 ニテ洗濯業 ヲ開始致 スヘ
ク去 ル十一月十五 日或 ルー屋 ヲ借入 レ、尚同地 ノ有力家数名 二相談致 セシニ皆異 口同音 二其 ノ
開業 ヲ待 ツベ ク申サ レ候故、夫 レニ必要 ノ諸道具一切 ヲ買入 レ夫 レヨ リ屋内造作 二着手仕 り居
候処、本月二 日二他 ノスチーム洗濯や ノ主人数十名 ヲ連 レ来 り、我 レ等 二町 ヲ立チ退 ク可 ク申
候我 レ等 ハ直 チニ家主及他 ノ有力家 二相談仕候処別 二行 クベキ程 ノ事 ニアラズ開業 セヨ ト申サ
レ候、尚家主 ハー切引キ受 ケル ト申 シ候故、其儘屋内 ノ造作 ヲ続 ケ且 ツ種 々ノ準備 ヲ整 へ愈 々
開業致 スベ ク相成居申 ノ処、又 々本月八 日午后第二時頃前記 ノスチーム ラ ン ドリーノ主人数十
名 ヲ連 レ来 り明朝 ノ汽車 ニテ立 チ退 クベ ク、我 レ等 二命 ジ申候故、我 レ等バ明朝 ノ汽車 ニテ立

‑39‑

経済研究 9巻 3号
チ退 クベ ク我 レ等 二命 シ申候故、我 レ等 ハ明朝出立 ハ屋内 ノ及 ビ種 々ノ整理 ノ困難故願 ハ クバ
今終 日ノ猶予 ヲ呉 レト頼 ミ申候 二、彼 レ等 ノ申スニ若 シ明朝出立 ス レバ此 ノ方 二於 テ考 ヘアル
トテ直 チニ引キ返 シ申候故、我 レ等 ハ直 チニ家主 ノ所 二集 り候処、今少 シ待 チ居 レトノ事 二又
棚、種 々考 トヘ居候折柄、午后第八時頃又 々前記悪人共来 り其違 二亘 り合 ウ小石大石空缶手当
り次第 二我 レ等 ノ家 ノウイ ン ド見掛 ケテ投 ゲ込 ミ申候、我 レ等 ハ裏 ロ ヨ リ辛 ジテ家主経営 ノホ
テル迄逃ゲ込 ミ、漸 ク難 ヲ免 レ申候以上、尽 ク破 り最早 ヤ小石如 キデ破 り得 ラル ト見 ルヤ直 チ
ニポケ ッ トヨ リ鉄砲 ヲ取 り出 シ屋内見掛 ケテ五六十発 ヲハ ナチ引キ揚ゲ申候、尚 ホアキ足 ラズ
見 シカ午后第十一 時頃又 々来 り、我 レ等 ノ屋内 ノ道具及 ビ着類寝具一切 ヲ大道 二引キ出 シ「 ガ
ソ リン」 ヲ掛 ケ火 ヲ付 ケ火事 ヨ火事 ヨ ト大声 二町中 ヲ騒 ガ シ消防夫 ヲ呼 ビ水 ヲ屋 内恰 力千池 ノ
如 クニ満 シテ引キ揚ゲ申候其 ノ夜直 チニ巡査 二面会 シテ種 々話 ヲ致 シ申候処、巡査 ノ言 二依 レ
バ我 レ等 ノ此 ノ後 ノ帯在 ノ可否 ハ 申難 イ ト、如何 トナ レバ我 レ等 ノ身体 二如何ナル災難 ヲ来 ス
哉 モ或ハ幸運 二其 ノ業 ノ開始 ノ出来 ルヤ トモ申 シ居候、翌九 日二同地 ノ移民及 (米 国)ノ 同情
ヲ蒙 り申 シ候尚同官 ノ御話 二依 レバ、若 シ我 レ等 二「 シチズ ンペーパ ー ヲ有 シ居 レバ直 チニ訴
ヘル手準 ヲ致 シ下 サル様申 シ居 ラ レ候 モ、我 レ等 二其残 ナクハ 申上候 ヘバ、然 ラバ領事館 二依
頼 セ ヨ ト申セ候其節 ハ、共 二尽力致 ス ト我 レ等 二カ ヲ添 へ下 セ候 ハ右 ノ如 キ事件 ハ事小 ノ如 ク
ニ候 モ、我 ガ在留同胞一般 ノ対面 二関 スル名誉 ノ点 二付 テハ彼 ノ如何問題 卜同一 ノ様考 ヘ ラ レ
州
申候、殊 二此 ノ 睾姉 二於 テ右 ノ如 キ事件 ノ生 ズルハ実 二忍 ビ難 キ事 卜考 へ申候、尚移民官諸
氏ハ充分 ナル損害 ヲ請求 セ ヨ ト申 シ居 ラ レ候故、何卒我 ガ在留同胞 ノ権利 ヲ充分 二高揚致 サセ
下 サ レ度、此段御願 ヒ申上候
ハ
尚 日本人会 ヘモ同様別紙 ヲ以テ御依頼 申上置候間、御賢察 ノ上御来車待 チ申上候、我 レ等 ロ
下 Curlew,Washi。 ノ友人 ノセキ シ ョンニテ遊 ビ居 り候、別紙 ビルノ物品 ヲ大道 二持 チ出 シ火
トセシモノデ在候、御参考 ノ為 メ同封仕置申候
右何卒宜敷御依頼申上候
頓首
大正四年十二 月十三 日
在 カノルノ
林

金五郎

小橋甚太郎
帝国領事
高橋清一

殿

以上 のよ うな在留邦人 の具体的行動 に対 す る迫害、差別 と共 に、一層深刻 な差別 は、 日本人 とア
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メ リカ人 の結婚 を禁止 しようとす る動 きであろう。 それを示す事柄 を「 大正六年一月

日白結婚禁

止法案 二関 スル件」 の記録 によ ってみよう。
「 大正六年一月二十九 日」、本野一郎外務大臣宛 に シア トル総領事玉木鶴弥事務代理か ら「華盛
頓州 Whitman郡 選出下院議員 」amesヨ リ日白 〔日本人白人〕 ―結婚禁止 二関 スル法案 ノ提出 ヲ
見 タ リ、 日下当地商業会議所方面 ヲ通 ジテ運動中 ナ リ」 と入電 した。 これに対 して本野大臣 は「 三
十一 日」、先 の電報 を在米佐藤大使 に転電せ よと指示電報 を打 ち、 その該当す る具体的内容 を電報
せよとも指示 し、今後 は この問題 に関 して在米大使 と外務大臣 との調整 によ って方向付 けを行 うこ
とに決定 したと通電 して い る。
「 二 月二 日」 にはこの指示通 り、玉木 は大使 にも転電 したことを連
絡 して きて い る。
この経過 を経て、
「 大正六年二 月九 日午後一 〇時二 八分」 の本野大臣宛玉木事務代理 か ら以下 の
よ うな返電 があった。

第一三号
当州議会 二於 ケル 日白結婚禁止法案 二対 シ小官ハ 当地 日本人会 ヲ通 シ当地商業会議所重役 ノー
人 ニ シテ民主党 ノ有力者 ナル E.F.Bl」 neヲ シテ運動 セシメ タル結果下院委員会 二於 テ握潰 サ
レタリ 大使 へ転電 セ リ
極秘乞

とい うわけで今回 は事 なきを得 た。 これに対応 して佐藤大使 は、
「 二月十 日」、本野大臣宛 に シア ト
ル領事事務代理か らの連絡 によ り、大使 として「 此上措置 ヲ執 ラザル積 ナ リ」 と返電 された。

3

ワ シ ン トン州 の 排 日運 動 の 底 流

(1)国 際連盟 による民族問題 の扱 いに対する認識
次 に簿冊「 米国 二於 ケル排 日問題雑件別冊華州之部 (一 )」

39‑3)を

(自

八年至十二年)(3、

8、

2、

3

見 てお こう。 そのことを通 じて清沢Fljが 滞米期間中 の排 日機運 を探 っておきたい。念

のために述 べてお くと、清沢 は1920年 (大 正 9年 )に 日本 に戻 ってい るが、 ここで扱 う資料 はその
前後 に当 たる時期 の もので ある。
「 政公第六四号

大正八年四月十八 日」 の在 シヤ トル領事松永直吉 による外務大臣内田康哉宛 の

「米国上 院議員「 ポイ ンデクス ター」 ノ国際連盟 二関 スル演説中、 日本移民 二関 スルー節報告 ノ件」
には次 のよ うに記録 されて いる。

華州選出米国上院議員「 マイルス、 ポイ ンデクス ター」 ハ米国上院 二於 ケル外交通 ヲ以 テ聞 ヘ
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タルモノナルガ、四月十六 日シア トルニ於 テ国際連盟 二関 スル大演説 ヲ試 ミ連盟ハ米国 ノ独立
ヲ侵犯 スルモノナ リ、一朝他国 卜紛争 ヲ生 スル トキ其解決 ヲ当事国以外 ノ連盟諸国 二委 セサル
ベカラス トス レバ、何 ノ独立 力之 アラ ン トノ趣意 ヲ詳細演述 シタリ、其内連盟 二対 スル 日本移
民問題 ノ関係 二付 テハ
人或ハ移民問題 ハ国内問題 ナルガ故 二連盟 卜関係 ナ シ ト云 フ、而 カモ余 ヲ以テ之 ヲ見 レバ 日米
移民問題ハ事実両国間 ノ国際問題 ナル ヲ如何 セン、然 ラバ同問題バ連盟 二提出 シ得 ルニ非 スヤ、
余ハ元来 日本国民 二対 シテハ多大 ノ尊敬 ヲ有 シ日米両国 ノ親善関係 ノ愉 ラザルコ トヲ衷心希望
ちし ぱ
ン、又之 ヲ信 ズルモノナルガ我国 ノ労働界 ヲ代表 スル労働組合 ガ日米間 ノ紛争問題 節 農 加
州 二起 リタル如 キ問題 ヲ連盟会議 ノ決議 二附 スルニ異議 ナキヲ見 テ驚愕措 ク能 ハ ザルモ ノナ リ
(喝 采)

是等 ノ問題ハ太平洋沿岸 二於 ケル 白人種 ノ生存権 二関 シテヲ以 テ、 須 ク其決定 ハ米国人 ノ専
断 二留保 スヘキモノナ リ、吾人若 シ連盟 二加入 シ而 シテ連盟 ガ東洋移民 二対 シ無制限 二我門戸
ノ開放 ヲ命 ゼバ、 自人労働者ハ経済上外交上東洋労働者 トノ競争 二堪 ヱ ズシテ太平洋沿岸 二生
活 スル コ トヲ得 ザル コ トトナルベ シ ト述 ベ タ リ
尚同議員ハ 四月十三 日其郷里「 スポケー ン」市 二於 テ連合通信社員 二対 シ巴里 二於 ケル講和
会議連盟委員会 ガ人種的差別撤廃案 ヲ議題 トシテ上程 シタルコ トヲ非難 シテ同委員会 ノ討議
及採決ハ連盟 ガ米国殊 二太平洋沿岸 二絶大重要 ノ関係 ヲ有 スル該問題 二対 シ管轄権 ヲ有 スル
コ トフ前提 トスルモノナ リ、該案 ノ秘訣其 モ ノハ第二位 ナル重要 ノ意義 ヲ有 スルニ過 ギズ、
己二連盟 ニ シテ該案 二対 シ管轄権 ヲ有 スル コ トヲ認 ムル以上、将来連盟会議委員 ガ如何 ナル
決議 ヲ為 スニ至 ルヤ測 り知 ル可 カラザルナ リト語 リタル趣ナ リ (四 月十四日 ピーアイ紙掲載)
別紙新聞切抜添付右及報告候

敬具

本信写 在米大使 (在 米大使 ヘハ切抜省略)

そこで添付 された シア トルの PI紙 記事 とは Seattle Port lntelligencerの 1919年 4月 14日 付 け

POINDEXTER CRITICISES REVISED LEAGUE SCHEME"及

び収録 されて い る同紙 4月 17

日付 け同議員演説 の抜粋 の評論及 び議論 を示 して い る。

(2)排 日運動 の諸相 と対抗 の論理
前項 と同 じ簿冊 シ リーズか ら「 米国 二於 ケル排 日問題雑件

別冊華州之部」 (一 )(3,

8, 2,

339‑3)の 掲載内容 を点検 して、当時 の シア トルにお ける排 日運動機運 が どの ように醸成 され、
これに対 して、 日本人側や現地 白人系 の反排 日運動 の動向 を提 えてみよ う。
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機密第一号
大正九年一 月二十五 日
在 シア トル
領事
外務大臣子爵内 田康哉

松永直吉

殿

シア トル地方 二於 ケル排 日状況 二関 シ報告 ノ件
本件 二関 シ別紙報告書及提出候委細右 二就 キ御了承相成度此段申進候
本信写送付先

在米大使

以上 の鑑 を冒頭 に して、次 のよ うに記録 された事実資料 が収録 されてい る。

シア トル地方 二於 ケル排 日状況
(大 正九年一 月記)

一、編言
従来 シア トル地方 ハ米国太平洋沿岸各地中米国人 ノ対 日感情最 モ良好 ナ リ ト称 セ ラ レ、個人的
実験 二於 テハ時 二不愉快 ナル出来事無 キニ非 サ リシモ、未 夕曽 テ在留本邦人 ノー般的利益 ヲ脅
カシタルコ トナク、又絶 ヘテ日米両国 ノ国交上 二累 ヲ及 ホス如 キ外交問題 ヲ惹起 シタルコ トナ
ク、地方米国人 モ在留邦人 モ均 シク日米親善 ノ事実 ヲ誇 リタルカ大正八年七月中「 ミラー、 フ
リーマ ン」 (Miller Freeman)ヲ 首領 トスル排 日一派 力「 シア トル、 ス ター」紙 (The setttle
Star)卜 提携 シテ、約二 ヶ月 二亘 り盛 二排 日論 ヲ唱道 シ、或 ハ排 日団体 ヲ組織 シ、或 ハ加州
ニ
排 日派 卜連絡 シ、又進 ンテ中央政界 二運動 シ其結果一般在留邦人 ヲシテ深憂 ヲ抱 カシムル 至
リタルー事 ハ西北部 日米関係史上一大遺憾 ノ コ トナ リ トス
而 シテ排 日派 ノ言動 ハ地方米国人中有識階級 二於 テハ勿論一般公衆 ノ間 二何等排 日的与論 ヲ喚
起 スルニ至 ラス、
「 ス ター」紙 モ近来排 日記事 ヲ掲 クルコ ト極 メテ減少 シタル ヲ以 テ排 日運動
ハ漸次鎮静 二帰 シタルノ観 アルモ、実 ハ然 ラス排 日派ハ与論 ヲ動 カスノ困難 ナル ヲ認 ムル ト共
二、寧 口中央及地方 二於 ケル立法的及行政的方面 二活動 スル ヲ得策 ナ リトシ、己二中央議会 ニ
ハ幾多 ノ排 日法案提出セ ラ レシア トル市会 二於 テハ、 日本人 二対 シ免許状下附拒絶 ノ事実 ア リ、
即 チ排 日ハ言論時代 ヨ リ実行期 二入 り漸次具体的効果 ヲ挙 ケ ン トスル形勢 ナ リ、而 シテ斯 カル
排 日状態 ハ単 ニー 時 ノ現象 二上 マ ラス其気勢 ハ時 二従 ヒ消長 アラ ンモ、持続性 ヲ有 ス ト観測 シ
ニ
得 ヘキ理 由 ア リ。今回 ノ排 日運動 ハ将来断続的 二発生 スヘキ地方排 日問題 ノ起首 シテ他地方
及中央政界 二於 ケル排 日問題 卜相挨 テ重大 ナル関係 ヲ有 ス ト認 メラル ヽ力故 二姦 二其概要 ヲ記
述 スヘ シ
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この報告書 において、領事館 が、 この時期 の シア トルでの排 日運動 が決 して単発的 な結果 ではな
く、寧 ろ今後 のアメ リカにおける在留 日本人 に対す る排撃運動を端緒づ けるであろうとの認識を示
して いたの は、 その後 の歴史 の事実 に照 らして、筆者 としては、極 めて卓見 であったと考 える。 し
か もここでの「 排 日」 の動 向 が実 はそ の他地方 へ の広 が りの始 ま りを示す もの と認識 して いた
(「

排 日問題 ノ起首」)。 こうした「 卓見」を披涯 で きたの は、 この報告書 に記載 されて い る様 々な動

向 による判断であ ったことは言 うまで もない。報告 はさらに続 く。

二、
「 ミラー、 フ リーマ ン」
ミラー 0フ リーマ ンとい う人物 が、排 日運動 の リー ダー として登場 したが、彼 の来歴 は以下 の報
告書 に記 されているとお り、予備海軍中佐、 ワシン トン州帰還兵保護会幹事 とい う立場 にあ り、そ
もそ も排 日傾 向の強 い人物であり、当時主張 されて いた日米開戦論者 で もあ った。 それは帰還兵 の
就職難 と結 びついてお り、 この点 で在留 日本人 の発展、経済的伸張 などが彼等 にとっての軋礫 であっ
たとい うのである。

日米親善 ノ米国西北部 二於 テ排 日ノ峰火 ヲ挙 ケタルモノハ シア トル市 ノ「 ミラー、 フ リーマ ン」

(Miller Freeman)ナ リ、彼 ハ基 本職 トシテ Pacific Fishermanナ ル雑誌 ヲ主宰 セル カ曽 テ
ワシン トン州議会 ノ議員 タリシヨ トア リ戦時中ハ予備海軍中佐 トシテ、 シア トル海兵養成所長
タ リ休戦後 ハ州帰還兵保護会 (Shte Veteranぎ Walfare COmmission)ノ 幹事 トシテ現 ニ
雑誌業 ノ外 二帰還兵 ノ保護救済 二従事 ス
彼 ラ元来排 日思想 フ有 シ先年 日米開戦論 ヲ唱 ヘ タルコ トア リ、近来 シア トル地方 二於 ケル 日本
人 ノ発展著 ルシキヲ見、益 々之 ヲ好 マス、帰還兵保護会幹事 トナルニ及 ヒ帰還兵 ノ就職難 ハ 日
本人労働者 ノ圧迫 二依 ル ト称 シ、排 日ヲ高唱 スルノ機至 レ リト為 シ大正八年七月下旬「 シア ト
ル、 ス ター」紙 卜提携 シ、同紙上 二猛烈 ナル排 日記事 ヲ掲 ケ シムル ト共 二各種 ノ排 日計画 二参
与 シ、事実排 日派 ノ首領 ナ リ、九月中華府 二於 テ米国下院移民法委員会 力 日本人問題 二関 スル
審問会 ヲ開 キタル際、彼ハ シア トル地方排 日派 ヲ代表 シテ排 日的説明 二努 メ タ リ

しか しシア トルの有力 な実業家筋 は決 して排 日運動 に荷担す る空気はなか ったのである。報告 は
続 く。排 日運動者 の基本 は先天的な部分 もあるとはいえ、政治的活動に利用 しよ うとする野心 に基
づ くのではないかと推測 してい る。

シア トル市 ノ重 ナル実業家殊 二商業会議所 ノ有志者等 ハ、
「 フ リーマ ン」 力排 日運動 ヲ開始 ス
ルヤ、地方 ノ不祥事 ナ リトシ之 ヲ阻止 セ ン ト欲 シ、内密 二有力者 ヲ介 シ極力反省 ヲ求 メタルモ、
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彼 ノ聴 ク所 トナラス、而 シテ彼 力排 日ヲ唱道 スルハ排 日二依 り名声 ヲ博 シ、之 ヲ自己 ノ政治的
活動 二利用 セ ン トノ野心 二出 ツ ト推測 スル者 アレトモ、寧 口彼 ノ先天的思想 二基 ク ト判断 スル
方当 レルカ如 シ
「 フ リーマ ン」 力放 チタル排 日ノ第一弾ハ七月二十六 日「 シア トル、 ス ター」紙 二掲載 セ ラ レ
タル彼 ノ陳述 ニ シテ其要領 ノ左 ノ如 シ
ー。
「 シア トル」 二於 テ白人経営 ノホテル数 ハ二百十八戸 ナル ヲ以テ日本人 ハ ホテル総数 ノ四
割七分 ヲ支配 ス 日本人 ホテル業者 ハ 白人支配人及「 クラー ク」 ヲ置 キ所有主 ヲ陰蔽 ス
ニ、 シア トル附近 ノ最良農作地 ハ殆 ン ト全部 日本人 ノ手 二帰 セ リ法律 ハ外国人 ノ土地所有 ヲ禁
ル〕法 ノ精神 ハ外国人 二農作物 ノ収益 ヲ与 ヘサルニ在 り然 ルニ 日本人 ハ借地耕作 シテ美
ス 〔
汁 ヲ吸収 ス
ニ、 シア トル市公設市場 ハ 日本人 ノ支配 スル所 ナ リ
四、 日本人 ハ「 グローサ リー」、料理店、
「 ガ ラージ」、洗濯所、古物売買店 ヲ多数買収 シツ ヽ
アリ
五、 日本人問題 ハ紳士協約 二依 り解決 シ日本移民ハ絶対 二杜絶 セ リ ト思料 セ ラ レタルニ、実際
ハ之 二反 シ多数 ノ渡米者 ア リ、 自 ラ労働者 ニアラス ト云 フ者 二対 シテハ旅券発給 セ ラ レ渡米
後労働 二従事 スルモ何等間 フコ トナ シ
六、 日本人 ノ能力、勤勉、節倹 ハ吾人之 ヲ認 ム、 サ レト我 々米人 力労働時間 ノ短縮 卜賃金増加
ノ為努カ シツ ヽアルニ際 シ、 日本人ハー 日十五時間乃至十八時間労働 ス、斯 カル経済的圧迫
ア リテハ吾人 ノ努力水泡 二帰 ス
七、千九百十九年六月二十 日ヲ以 テ終 リタルー ヶ年間 二、 日本婦人 ノ渡来 シタル者千八百六十
二名 ア リ、此等婦人 ハ何 レモ六人乃至十人 ノ子女 ヲ産 ム、其子女 二基 ク米国市民 タ リ加州 サ
クラメ ン ト平原 二於 ケル 日本人 ノ生産率 ハ 白人 ノ五倍 ナ リト云 フ事実 ア リ、遂 二 日本人ハ太
平洋岸 ノ政治 ヲ左右 スルニ至 ラ ン
八、 日本 ハ其臣民 力外国市民 トナルモ、尚之 二対 スル管理 ヲ棄 テス
九、我 シア トル地方 ハ 日本 卜通商関係 ヲ増進 セ シムル為、 日本人 二対 シ従来多大 ノ好意 ヲ表 シ
タルハ事実 ナ リ、然 ルニ 日本人 ハ之 ヲ以 テ移民 ヲ歓迎 スルモノ ト誤解 セ リ
十、 日本人 ハ米国人 二同化 スル能 ハ ス、 日本人 ハ永久 日本人 トシテ存 ス、 日米雑婚 ノ不成績之
ヲ証 ス
十一、 日本人 力白人 ヲ駆逐 スル事実 ハ加州及布畦 ニア リ、 ヤガテ当地方 モ同様 ナラ ン
十二、余ハ今 ヤ本問題 二関 シ率直 ナル意見 ヲ吐露 スル機会至 レリト信 ス、余 ハ 白人太平洋沿岸
主義 ヲ主張 ス、 日本人 ヲシテ其本国 二退 カシメ ヨ、余ハ 日本移民 ノ渡航 ヲ将来 二禁止 スルニ
止 マ ラス、我政府 力現 二当国 二移住 セル 日本人 ヲ漸次其母国 二追放 スルノ方法 ヲ日本 卜協商
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スルノ必要 ア リト信 ス
フ リーマンが シア トル・ ス ターで主張 した排 日の思想 は上述 の通 りであるが、 ホテル経営、 日本
人 が借地 によ って農業経営 を行 い成功 してい る状況、 そ して シア トル市場 を支配 し、 その他 の産業
分野 にも多 く進出 し、勤勉 さが労働時間短縮 へ の 白人 の努力 に水 を差 し、 日本女性 が多数渡航 して
きて 白人 よ りも出産率 が高 く、 白人 に脅威 を与 えて い る、 その上、雑婚 を好 まず、 白人 が放逐 され
る運命 にあるのだと断 じて い る。
ではこの シア トル・ ス ター紙 は一体 どのよ うな経緯 で排 日運動 の扇動 を始 めたのかを、報告書 に
よってさらに見 ておきたい。

=、 「

シア トル、 ス ター」紙 と排 日キャ ンペー ン

興味深 いの は、 シア トル・ ス ター紙 が元来黄色紙 (yellow paper)と して認 識 されて いたが、
何 れに して も「低級 ナル労働者」 に愛読 されていた ことである。 日本 に対す る態度 は「 良好 ナラス」
とい うのであるが、先 のフ リーマ ンの主張か ら推測す るに、底流 には低級労働者層 での 日本人 との
労働市場 を巡 る紛糾 があ ったと考 え られ る。 それは経済状況 が良好 であれば、 それほど多 くの問題
とはな り得 ない ものの、経済 が低迷す ると、労働機会 の奪 い合 いが生 じるか らである。

今回 シア トル地方 二起 リタル排 日運動 ノ機関紙 トシテ宣伝最 モ努 メタルハ「 シア トル、 ス ター」
紙 (Seattle.star)ナ リ、元来同新聞ハ劣悪 ナル扇情的記事 ヲ報道 スル コ トヲ以テ特色 トシ、
知識階級 ノ顧 ミル所 トナラス、家庭 二入 レサルモ、低級 ナル労働者間 二愛読 セ ラレ、 日本 二対
スル態度 ハ良好 ナラス、当地方 二於 ケル唯一 ノ黄色紙 トロサ レ居 タルカ、如何 ナル理 由 ノ存 シ
タルヤ大正七年春頃 ヨ リ排 日的記事 ノ跡 ヲ絶 チ、或ハ社員 ヲ日本 二派遣 シテ、其好意的 二 日本
ヲ紹介 スル通信 ヲ紙上 二掲 クル等、親 日的傾向 ヲ示 シ在留 日本人 ヲシテ寧 口奇異 ノ感 ヲ起 サ シ
メ居 リタ リ、然 ル ニ今回排 日運動 ノ勃発 卜共 二以前 ノ排 日的態度 二復帰 シ、傍若無人 ノ排 日論
ヲ唱 フルコ トヽナ レ リ
而 シテ同紙 力排 日態度 ヲ回復 シタル事情 二関 シテハ、大正八年二月 シア トルニ総同盟罷業行 ハ
レタル際、同紙 ハ総罷業 二反対 ノ態度 ヲ執 リタル為、甚 シク労働者 ノ怨恨 ヲ買 ヒ労働組合 ハ組
合員 二対 シ、同紙 ノ購読 ヲ禁 シタル結果、同紙 ノ売行頓 二減少 シ経済的 二大打撃 ヲ蒙 ルコ トヽ
ナ リタル ヲ以テ、只管労働者 ノ人気回復 ノ機会 ヲ待 チタルニ、偶 々排 日派 ノ誘 フ所 トナ リタル
ヲ以 テ好機乗 スヘ シ トナ シ、排 日紙 トシテ再現 スルニ至 リタリ ト推断 スル者多 シ

この報告記事 が興味深 い事実 を述 べているのは、上記 のよ うに、そ もそ もは労働組合 の総罷業 に
反対 の態度を取 ったために、労働者 の批判 にさらされ、購読者数 が減少 した ことへ の対応策 として
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も、排 日論 に転換 せざるを得 なか ったとい うので ある。

兎 二角同紙 ハ排 日派 卜提携 シ「 フ リーマ ン」 ノ陳述書 ヲ掲載 シテ以来、約二 ヶ月間ハ殆 ン ト連
日ノ如 ク論説 二雑報 二排 日記事 ヲ掲載 シ、殊 二最初 ノ間ハ拳大 ノ活字 ヲ以 テ扇情的標題 ヲ印 シ
新聞第一面 ノ全部又ハ其大部分 ハ排 日記事 ヲ以テ之 ヲ埋 メ極力排 日気勢 ヲ昂進 セ ンコ トニ努 メ
タリ、排 日記事 ノ概念 ヲ示 セハ左 ノ如 シ

と述 べて45本 の掲載記事 の概要 をそれぞれ整理 して掲載 して い る。 それは 7月 26日 か ら 1月 21日 に
まで及んで い る。 それ らの中か ら、注 目すべ き記述を拾 ってみよう。

・ 「 太平洋沿岸 ヲ永 ク白人国 タラシメ ン トセハ今 日日本人 ヲ駆逐 セサルヘ カラス」 (7月 29日 論
説)
・ 「 毎年平均千六百名 ノ写真結婚婦人 シア トル港 二渡来 シ其産児率 ハ 白人 二五倍 スル ヲ以テ「 シ
ア トル」 ノ日本人ハ急激 二増加 ス、移民官ハ 日本移民 ヲ拒絶 セ ン ト欲 スルモ写真結婚婦人 ノ入
国 ヲ阻止 スル ヲ得 ス」 (7月 30日 )

当時、排 日運動 の激化 の下 で、 日本人 の渡米 を進 める一策 として、
「 写真花嫁」 (picture bride)
が行 われて いた。 それは在米 日本人 を定着 させ る上で、効 を奏 したといってよいが、 アメ リカ白人
にとっては当然攻撃 の対象 であ った。在米 日本人青年 に対 して、 この写真花嫁 はまさに写真 にのみ
依存 しての結婚 であ り、また日本 か ら渡航す る女性 にとってはもっと不安 な見ず知 らず の遠 く離 れ
たアメ リカの地 に定着す るとい う問題で もあ った。 アメ リカ側 の非難 はその「 非人間的 あ り方」 に
集中 した ことはい うまで もない。時代 は下 るけれどもまさに この「 大陸花嫁」 とも言 うべ き事業 が
政策的 に も展開されたの は、対中国侵略が本格化 した1930年 代 の「 満州開拓武装移民」事業 であ っ
た。 この時 も「 満州」 に開拓移民 で渡 った若 い青年 を定着 させ る目的で、
「 写真花嫁」斡旋事業 が
取 り組 まれたのであ った。 しか しこのことはアメ リカの自人 たちの 目にはおそ らく異様 な文化 に写 っ
たことであろう。

・ 「 シア トル及其附近 二於 テ日本人 ノ管理 二属 スルモ ノ トシテ事業又ハ営業約五十五種 ヲ列挙 シ
日本人発展 ノー班 ヲ表示 ス」 (7月 30日 )
・ 「 白人国 力 日本人国 力今 日日本人 ノ侵入 ヲ撃退 セサ レハ 日米戦争 ヲ避 クル ヲ得 ス」 (7月 30日
論説)
・ 「 相互実業倶楽部 卜米国在郷軍人会 (American LegioD卜 共同 シ七月二十一 日排 日方法 ヲ
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討議研究 ス同会 ニハ親 日牧師「 モル フィー」氏出席 日本人 ヲ弁護 ス演説及問答 ヲ詳報 ス (8月
1日 )
・ 「 ホテル及 アパ ー トメ ン トニ於 ケル室代 ノ暴騰 ハ 日本人 ノ投機的売買 二因 ル コ ト多 シ」 (8月
9日 )
・ 「 相互実業倶楽部 ハ州知事 二書面 ヲ送 り日本人 力州法 ヲ犯 シ白人名義又ハ法人組織 ノ下 二土地
ヲ所有 シ居 ル ヲ以 テ速 二之 ヲ摘発所罰 スヘキ コ ト及 日本 ハ紳士協約 二違反 シ多数 ノ移民 ヲ渡航
セ シメ居 ル ヲ以 テ中央政府 二対 シ州知事 ヨ リ抗議 ヲ提出 スヘキ コ トフ申請 シタ リ ト報 ス」 (8
月 6日 )
・ 「 八月十一 日夜相互実業倶楽部主催 ニテ排 日大会 ヲ開 キ二百五十名 ノ出席者 ア リ西北部特 ニ ワ
シン トン州 二於 ケル各種 ノ日本人問題 (事 項列挙)ヲ 中央議会特別委員 二依 り審査 セ シヨ トヲ
州選出議員「 ヂ ョンソン」 二申請 スルノ決議 ヲ通過 ス、同大会 ニテ「 フ リーマ ン」、
「 サ リヴァ
ン」其他数名 ハ排 日論 ヲ述 へ「 モル フィー」牧師及「 フラ ンク、 タ レス」 ハ 日本人 ヲ弁護 ス」

(8月 12日 )
・ 「 日本人 ノ土地所有 二関 シ州検事総長「 トム ソン」 ノ意見 トシテ州法 ハー般的 二外国人 ノ土地
所有 ヲ禁止 スルモ遺産相続 ノ場合、抵当流 ノ場合及鉱山採掘 ノ場合 ニハ外国人 モ適法 二土地 ヲ
所有 スル コ トヲ得、外国人 力他人名義又 ハ法人名義 ヲ以 テ土地 ヲ所有 スルモ現行土地法上刑事
訴追 ノ途ナ シ、唯其土地 ヲ没収 スル コ トヲ得 ルモ土地所有 ノ権原 二関 シ証拠 ヲ蒐集 スル コ ト至
難 ナル ヲ以 テ事実没収不可能 ナ リ、 サ レハ唯一 ノ救済法 トシテハ州議会及中央議会 二於 テ厳重
ナル排斥法 ヲ制定 スルノ外 ナカラ ン (8月 13日 )
・「 日本人 ノ侵入ハ「 シア トル」、
「 タコマ」附近 二止 マ ラズ落機山地方「 コロラ ド」州 二迄及 ヘ
リト報 ス、
「 シア トル」附近 ノ白河平原内 ニハ約九千頭 ノ乳牛 ア リ内六千頭即全数 ノ八割五分
ハ 日本人 ノ所有 スル処 ナ リ、千九百九年「 オブライエ ン」学校 ニハ 日本人児童一名 白人児童百
名 ノ割合 ニテ通学 シ居 リタルカ、千九百十九年 ニハ 日本人生徒四十名白人生徒四十五名 ア リ、
日本人 ノ侵入 二対 スル策 ハ地主 ヲ シテ日本人 二借地 ヲ許与 セシメサルニ ア リ、
「 タコマ」附近
ノ「 ビヤラ ップ」平原 ニハ 日本人 ハ二万三千英加 ノ最良農地 ヲ耕作 シ、
「 タコマ」市需要 ノ野
菜ハ七割五分迄 日本人 二仰 ク又「 タコマ」市内 二 日本人 ノ経営 スル ホテル二十六個 ア リ、其宿
代 ハ無法 二高価 ナ リ、
「 コロ ラ ド」州 ノ名産「 メ ロン」 ハ八割五分 マテ日本人 ノ耕作 スル所 ナ
リ、彼等 ハ団結 シテ「 メロン」 ノ市価 ヲ高 ムルニ努 メ、其品質 ヲ改良 セサル ヲ以テ漸 ク声価 ヲ
失墜 セ ン トス」 (8月 15日

詳述)

このよ うな記事 を見 ると、当時、 日本人 の発展 が至 る所 に見 られて、 それに驚異 を感 じた自人 の
意識が大変 よ く示 されて い ると思われ る。 とにか く農業方面 での発展 ぶ りは大 きく、清沢 が過 ごし
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たタコマ は野菜生産面 で も大 きな役割を果 た し、同市 の需要 に重要 な役割 を果 た して いたことや乳
牛所有 も日本人 が圧倒的な位置 を 占めていたのである。 よ く知 られて い ることで あるが、 カ リフォ
ルニア州 の ナパ (Napa)の ワイナ リー地域 におけるブ ドウ生産 には日本人移民 が大 きく役割 を果
た した歴史があ り、 それが今 日の特産的なカ リフォルニア・ ワイ ンを誇 る結果 とな って現 れてい る。
′
・ 「 八月十八 日「 シア トル、 グロ ッサ ー」組合 ノ集会 二「 フ リーマ ン」及相 互実業倶楽部幹事
「 力子 ヤ ー」出席 シ例 二依 り排 日ヲ唱 へ 日本移民排斥及 日本人 ノ経済的発展阻止 ノロ的 ヲ以 テ
常久的排 日団体 ヲ組織 スルノ必要 ヲ説 キ「 グローザ ー」組合 ハ極力援助 スル 旨 ヲ約言 ス同夜別
席 二催 サ レタル「 大戦参加軍人会」支部集会 ニモ「 フ リーマ ン」出席 シ排 日団体 ノ計画 ヲ説明
シ同軍人会 ヨ リモ委員 ヲ任命 シ協助 セ シムルコ トヽナル」 (8月 19日 )
この記事 に明白なことは、 日本人排斥 の基礎 にはその経済発展力 に対す る恐怖感 とで も言 うべ き
感情 が充満 して い る ことを、改 めて確認 で きるであろう。結局 は日本人 の生活力 の旺盛 さに対 する
羨望 と恐怖感 がない交 ぜにな った意識状況 である。 これ も考 えてみれば、何 れの地域 で も生 じがち
な意識、感情 と言 って もよいであろう。

・ 「 凱旋軍人会 ハ市民 二非 サル者ハ ホテル、 アパ ー トメ ィ ト、 ルー ミングハ ウス、料理店、肉店、
市場売店 ヲ経営 シ貸 自動車及行商 二従事 スル コ トヲ禁 スル市条例案 ヲ起草 シ市会 二提出 セ ン ト
ス ト報 ス」 (8月 26日 )

軍人 たちの急進的 なアメ リカニズムは、 これを民族主義 と言 うには少 し異 なるとは言 え、 それに
類似 す る白人優先主義あ るいは自人主義 とな っていることが、 ここで確認 されるところであるが、
ち ょうどそれは日本 における在郷軍人会 が地域 の保守主義的意識形成 の基盤 の一つで あるの と同様
であろう。

ヘ
二
・「
「 タコマ」 ノ郡学校監督 ハ 日本人設立 ノ国語学校 校舎賃借 ヲ禁止 シ得 キ法規 ナキヤヲ州
検事総長 二質問 シタリ ト報 ス」 (9月 2日 )
・ 「 日本人 ノ生産率 ヲ雀及兎 ノ増殖 二関 スル 伽 謂 二讐 ヘ ロ下米国上院 二提出セ ラ レ居 ル外国移
民比例輸入案 ニ シテ通過 セハ米国 二於 ケル 日本人 々ロハ千九百二十二年 ニハ三十一万八千六百
ニ
人千九百三十二年 ニハ五十四万二千人千九百四十二年 ニハ八十七万五千人今 ヨ リ百六十年後
ハ二億千六百万人 ノ多数 二達 スヘ シ ト説 ク」 (9月 3日 )
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この指摘 に見 られ るの は、偏狭 な白人優先主義 がいかに非人間的 な主張 を作 り出 して い るか とい
うことで あろう。 日本人 の出生率 の高 さを、 あたか もウサギと同等視 して い るのである。自人 に対
する日本人 の人 口比例 が、上回 る可能性 を説 くのであ り、 ここか ら自人 アメ リカ ンに在米 日本人に
対す る恐怖感 をあお っている。

・ 「 十月十九 日 シア トル市第一美以教会牧師「 ゼー、 イー、 クラウサ ー」 (Jo E.Crowther)博
士 力朝夕二回 ノ日曜説教 二於 テ日本及 日本人問題 ヲ主題 トシ諸種 ノ排 日論 ヲー々弁駁 シ「 ス ター」
紙 ノ態度 ヲ非難 シ多数 ノ聴衆 二多大 ノ感動 ヲ与 ヘ タルコ トア リ翌 日ノ「 ス ター」紙 ハ教壇 ノ人
ハ社会 ノ実情 ヲ知 ラス世人 ヲ誤 ル トテ反駁 シ亜米利加第ニ ヲ忘 ル ヽ勿 レト叫 フ」
(10月 20日 論
説)
・ 「 論説欄 ニテ再 ヒ「 クラウサ ー」博士 ヲ攻撃 シ読者欄 ニハ「 ク」博士親 日論 二対 スル賛否両派
ノ投書四通 ヲ掲 ク」 (10月 21日 )
・ 「 日本人理髪者 ヲ称賛 スル親 日的投書 ヲ冷評 シ排 日投書 ヲ掲 ケテ結 フ」 (10月 25日 )
・ 「「 ケ ン トJ及 「 オ ーバ ン」附近 ノ 日本 jん 農業者 ハ狩猟 ノ為 二 日本人 力其農場 二入 ル ヲ許 ス
モ白人 ノ入 ル ヲ許 サス好猟者間 ニハ漁猟権 ヲ米国市民 二限 ル ノ法案 ヲ州議会 二提出セ ン トスル
議 ア リト報 ス」 (10月 29日 )
・ 「排 日親 日両種 ノ投書 ヲ掲 ケ親 日寄書者 ヲ罵評 シ其罪 ヲ憎 ムモ其人 ヲ愛 ス ト結 フ」 (11月 3日 )
・ 「「 ミネアポ リス」 ニテ開催 シタル「 アメ リカ ン、,レ ジ ョン」大会 ノ排 日決議 二関 シ真 二米国
主義 ナ リト評 シ米国魂 ノ好試練 ハ排 日問題 二在 リト唱 フ加州 二於 ケル多数新聞及「 オ レゴン」
州 ノ労働団体 ハ疾 二排 日態度 ヲ宣 明 セルニ反 シ「 シア トル」 ノ中央労働協会 ハ 日本人問題 二関
シ如何 ナル態度 ヲ取 ラ ン トスルヤ「 ピー、 アイ」紙ハ如何「 タイ ムス」紙 ハ如何将又商業会議
所 ハ如何 卜論 シテ斯 く方面 二挑戦 ス」 (11月 14日 論説)
・ 「 排 日及親 日ノ投書 ヲ掲 ケ排 日論 ヲ附加 ス」 (11月 14日 及 17日 )
・ 十一月十八 日シア トル市「 マ ウ ン ト、 ベーカー」区市民大会 卜称 スル排 日集会催 サ レ「 サ リヴァ
ン」
「 カネヤー」等排 日ヲ説 ク「 モル フ ィ」牧 師 日本人 ヲ弁護 シタルカ群衆 ノ妨害 二依 り中止
シ来 ル トキハ地価 ヲ低下 セ シムル虞 アルニ依 り日本人 二土地 ヲ周旋 セサル様土地売買業者 二勧
告 スル コ トヲ決議 シタル ト同時 二移民法修正、紳士協約廃止、排 日州土地法制定 ノ必要 ヲモ決
議 ス (11月 19日 )

以上 のい くつかの報道記事 か ら、注 目 したの は、排 日一辺倒 が当時 のアメ リカ社会 であるかのよ
うに理解す ることの一面性 だろ う。 とい うの は排 日報道 に関 わ っているこの新聞 に も、排 日ととも
に親 日、 または排 日否定論 もまた一定 の力 を持 っていたとい うことで あろう。清沢冽 は排 日運動 の
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盛んな時期 にアメ リカに渡航 し、 その動 きに反発を持 ったであろう。同 じことか ら、 カ リフォルニ
ア州 に移民 し、当地 の新聞 に関 わ りを持 って、後 に日本 に帰国 してか ら反米主義的傾向を持 ってい
た松岡洋右 のよ うな意識状態 とは、異質 であ った。

・ 「 公設市場 ニテ 日本人 ヨ リ買 フ勿 レト大商店 二忠告 ス」 (11月 22日 )
・ 「 十一 月二十六 日「 ピー、 アイ」紙 力 日本号 ヲ発刊 セルニ対 シ「 仮面落 ツ」 卜題 シ「 ピニ、 ア
イ」紙 ノ親 日態度 ハ愈判明 シタルカ彼 ノ最 モ驚 クヘキ桑港 日本字新聞新世界 ノ社説 ヲ掲載 セサ
ル ヲ瑕瑾 トス ト皮肉 り排 日恐 ルニモ足 ラス トスル同社説 ノ英訳 ヲ掲 ク」 (11月 26日 )
・ 「 ホテル及 アパ ー トメ ン トノ室内掃除 二従事 スル 白婦人ハ安給金 ノ日本婦人 二依 り駆逐 セ ラ レ
居 レ リ救済策 ヲ講 スルノ必要 ア リト某女 ノ談話 ヲ掲 ク」 (1月 17日 )
・ 「 加州選出上院議員「 フ ィー ラ ン」 力米国出生 日本人 二対 スル市民権拒否 ノ憲法修正決議案 ヲ
提出 シタル等 華 府 ノ電報 ヲ掲 ク」 (1月 21日 )

ここで も「 ピー、 アイ」紙 のよ うに親 日か どうかは間 わず とも、少 な くとも排 日に与み しない新
聞 も存在 して いた事実 は、 アメ リカ ン・ デモ クラシーの姿 を示 して いたとしては過大評価 であろう
か。 もしも排 日一色 に陥 っていたとすれば、 さすがに清沢 も果た して後年 に至 るまで堅持 して いた
日米親善主義 を この時期 に貫 けたか どうかは、難 しい問題ではなか ったろうか。

四、排 日ノ理 由
この報告書 の第四項 は、以上 の当時 の ジャーナ リズムを中心 とした記事内容 か ら整理 した「排 日
ノ理由」 を整理 してい る。

一、 日本 ハ紳士協約 ヲ破 り多数移民 ヲ渡航 セ シム
ニ、 日本人 ノ産児率 ハ 白人 二五倍 ス
ニ、 日本 ヨ リ多数 ノ写真結婚婦人渡米 ス
四、以上 ノ結果太平洋沿岸 二於 ケル 日本人 ノ人 ロハ逐年急激ナル増加 ヲ示 ス
五、 日本人労働者 ハー 日十五時間乃至十八 時間労働 ス
六、米国帰還兵 ノ就職名 ハ 日本人労働者 ノ存在 二因 ル
七、 日本人ハ専 ラ貨殖 ヲ念 トシ生活改善 ヲ努 メス
八、 日本人 ハ到底米国 二同化 シ得 ス
九、各種事業又 ハ営業中已二 日本人 ノ支配 二帰 シタルモ ノア リ
十、 日本人ハ経済的 二太平洋沿岸 ヲ征服 セ ン トス
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等排 日ノ理由 トシテ挙 クル所 ハ許多 ナルモ要 スルニ 日本人 ノ増加及経済的発展 ハ好 マシカラサ
ル ヲ以 テ之 ヲ排斥 スヘ シ ト云 フニ帰 ス全 シ

と要約的 に述べている。
以上 の指摘 は現象的 には当 たることも多 いが、要す るに日本人 の人 口増殖 が 自人 の立場を 脅 か
す、勤労意欲 が高 く、 かつ質素 であることに因 る賃金水準 の低 さと蓄積欲 への不安 であ って、何 れ
に して も1850、 60年 代、 カ リフ ォルニア州 の金鉱開発 と大陸横断鉄道建設 に流 れ込んだ中国人 に対
する労働者 の反発 と同様 の ものであ ったと言 えよう。 このよ うな現象 に対す る清沢冽 の認識 は、 や
はり白人系 の 日本人批判 が いかに誤 ってい るかを中心 に展開 してい ることは、拙著『 清沢冽 の政治
経済思想』 や拙編『 清沢冽評論集』 の収録論文 に鮮明 である。 それ らは、 ある種 の「 一世」 (一 時
的 に在米 してい る予定であ った彼 らがその まま居住 を続 けた結果 として の「 一世」)的 皮膚感覚 に
近 い反発 にも似 た表現 を彼 は残 したので ある。勤労意欲 の高 いことがどうして批判 されなければな
らないのか、 日本人 が増殖 してどうして良 くないのかを知 りたい、 とで もい う口調 であ った。 では
こうした排 日運動 がいかなる効果 を発揮 したのであろうか。 これを次 に見 てお こう。

五、排 日運動 ノ効果
「 フ リーマ ン」一派 ノ排 日者 ハ「 ス ター」紙 卜提携 シ針小棒大又ハ虚構 ノ事 ヲ宣伝 シテ極カー
般民衆 ノ間 二排 日気勢 ヲ昂進 セ ン ト努 メタルカ知識階級 ノ米国人ハ何等之 二耳 ヲ傾 ケスシア ト
ル市 二於 ケルニ大新聞「 ピー。 アイ」紙及「 シア トル、 タイムス」紙 ハ排 日運動 二関 シ遂 ニー
言 モ記 スル コ トナク全然不関知 ノ態度 ヲ取 り又労働組合 ノ如 キモ 日本人 二好意 ヲ表 シテ排 日ニ
雷同 セス其結果在留邦人ハ其営業上又ハ労働上 直接何等打撃 ヲ受 ケサ リシヲ以 テ与論 ヲ動 カサ
ン ト努 メタル排 日派 ノ計画ハ失敗 二帰 シタル次第 ナ リ
ら
「 ス ター」紙 ノ如 キハ最初熱狂的 二排 日ヲ咆嗜 シ 猫 クニ世論 ノ沸騰 ヲ挑発 シタルモ予期 二反
シテ何等 ノ反響 ナカ リシヲ以 テ漸次其筆法論調 ヲ収 メ排 日記事ハ依然其跡 ヲ絶 タサルモ其数甚
夕減少 シ自ラ起稿又ハ蒐集 シタルモノ稀 ニ シテ他来的材料 ヲ掲載 スルニ止 レル状況 ナ リ
サ レ ド排 日論者 ハ其 目的 ヲ拠棄 シタルニアラス彼等ハ 中央及地方 ノ政治家 ヲ動 カシ立法及行政
方面 二於 テ排 日ノ効果 ヲ挙 ケ ン ト欲 シ加州方面 ノ排 日派 卜連絡 シテ中央議会 二各種 ノ機 二地方
案提出 ヲ運動 シ着 々歩武 ヲ進 ムル ト共 二地方 二在 リテハ県知事等 二対 シテモ排 日的処置 ヲ取 ラ
ンコ トヲ請求 シシア トル市会 二対 シテハ 日本人 二対 スル営業免許状下附拒絶法案 ヲ建議 シ同市
会多数決 ニ ヨ リ大正八年十二 月初旬 日本人 ノ「 プール」室営業免許、労働周旋業等 二対 シ免許
状 ヲ更新又ハ下附 セサルコ トヽナ リタル ヲ以 テ現 二当地 日本人会後援 ノ下 二関係者 ヨ リ市 二対
シ行政訴訟 ヲ提起 シ其曲直 ヲ争 フコ トヽナ レ リ (免 許状下附拒絶事件ハ別信 ニテ報告 ス)
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思 フニ排 日派 ハ今後米国 二於 ケル中央及地方 ノ立法及行政 ノ方面 二益 々其猛威 ヲ振 フナラ ント
観測 セアラル
考 えてみれば、 サ ンフラ ンシス コ学童事件以来、太平洋沿岸地方 における排 日運動 は、 オ レゴン
州、 ワ シン トン州へ と広 が りを見せ、 これ らの動 きが伏線 とな って、第一次大戦前後 の時期 の各州
における日本人 に対す る土地所有否認法 とも言 うべ き「 外国人土地法」 の導入 の動 きを強 め、一九
二〇年代 の運動 へ と引 き継 がれて いったとい う歴史的事情 がある。 しか し重要な ことは、 そ うした
動向の下 で、 これに反対 す る、 あるい は消極的立場 も厳然 として存在 して いたことであ り、 これが
先 に述 べ たように排 日運動 に対 して機械的感情的 に反発す る余 り反米主義 に陥 ることのない清沢冽
の立場 を創出す る上で少 な くない現実的状況 で もあ った。 そ うした現実 は、実際的 に見 て も、 ワ シ
ン トン州 ない しは シア トルで も充分 な排 日運動組織化 が形成 されて いなか った ことを、次 の報告 で
極 めて鮮明 に見 ることがで きるとともに、同時 に軽視 で きない将来 の排 日運動 へ の動 きもまた忘れ
られてはな らないことを警告 して い る。

六、排 日機関及主動者
「 フ リーマ ン」 力排 日運動 ヲ開始 シ排 日気勢 ヲ興 サ ン ト企 ツルヤ排 日ノ宣伝活動及通報機関 ト
シテハ「 ス ター」紙 ヲ利用 シタル カ排 日活動 ノ主体 タルヘキ団体 ノ存在 ヲ必要 卜認 メ最初 ハ相
互実業倶楽部 ナル名義 ノ下 二排 日集会 ヲ催 シタルカ元来此 ノ如 キ倶楽部ハ存在 シ居 リタルモノ
ニ非 ス単 二方便 トシテ恰 モ倶楽部 力存在 スルカ如 ク称 ヘ タルニ過 キス、 サ レバ同倶楽部 ナルモ
ノハ何時 トハ ナ シニ消失 シ其後正式 二排 日同盟会 ノ組織 セ ラ レタルハ八月十八 日「 グローサー」
組合 ノ集会席上 ニ シテ薮 二排 日派 ハ初 メテ常久的排 日団体 ノ組織化 ヲ完了 シタルナ リ而 シテ右
排 日同盟会ハ広 ク会員 ヲ募集 シ又運動資金 ヲ集 ムルコ トヲ企 テタルモ何 レモ失敗 二帰 シタルモ
ノ ヽ如 シ
排 日派 ノ首魁ハ「 フ リーマン」 ニ シテ其帷帳 二参 スル者 ハ弁護士「 ジ ョン、 ゼー、 サ リヴァン」
(Johno Jo Sullivan)ナ リ彼等 ハ各種 ノ排 日方法 ヲ参画 シ各種 ノ排 日集会 二出席 シ或 ハ 中央及

地方 二於 ケル政治家 ノ間 二奔走 シ排 日活動 ノ中心人物 ナ リ

量こ多」ヲ土
「 フ リーマン」及「 サ リヴァン」 ハ在郷軍人系 二属 スル ヲ以 テ「 アメ リカ ン、 じ
台 トシテ活動 ス
日本人 ノ従事 セル各種営業中白人営業者 卜最 モ競争 ノ地位 二在 ルモノハ「 グローサ ー」業 ナル
ヲ以 テ排 日派 ハ 白人「 グロサ ー」 ヲ誘説 シ排 日同盟 ノ如 キモ「 グローサ ー」組合 ヲ基礎 トシテ
組織 シタ リ
これをようするに

要 之 ツト日同盟会ハ主 トシテ帰還兵士系 卜小商人系 ノ構成支持スル所 ナリ
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以上 の報告 に見 る通 り、排 日運動 の組織化 は、容易 ではなか った。 で ぅち上 げ組織で集会を持 つ
とか、資金集 めが もくろまれた ものの、 はかばか しい ものではなか ったことが読 み取 られるであろ
う。排 日運動 の中核 に在郷軍人会 が存在 して いたことも、興味深 い ところであるが、 その理由には、
もちろん戦争 に動員 された者 の持 つ一種 の偏狭 なナ シ ョナ リスティックな感性 も無視 で きないが、
それ以上 に問題 なのは、 おそ らく上 の指摘 にも見 られるように、復員後 の職業 が充分 には保障 され
ず、在留 日本人 の、社会的 にはよ り低級 の労働 に従事す る状況 が、彼等 との労働 の奪 い合 いになる
ことを考 えることは充分 にあ り得 るところであ って、 それが故 に、特殊 に排 日的気風 を醸成 したと
考 え られ るところである。 この点 では、労働組合 が必ず しも排 日運動 に同調 しなか ったの とは対照
的であ った。 つ まり労働組合員 は労働職場 を持 っていたか らであろう。排 日同盟会 が「 帰還兵系 ト
小商人系」 によ って支持 を受 けて い るとい うの もその意味において捉 えておきたい。

七、排 日ヲ反駁 スル米国人
「 シア トル」市 ノ有識階級殊 二商業会議所 ノ有力者 ハ排 日運動 ヲ以 テ日米親善上及市 ノ発展上
甚 夕好 マシカラス トナ シ陰 二排 日運動 ノ揉 ミ消 シヲ誠 ミタルモ成功 セス、然 ルニ之 ヲ表面 ヨ リ
阻止 セ ン ト企 ツル コ トハ却 テ排 日派 ノ反抗的気勢 ヲ抗進 セシムル虞 ア リトナ シ不関知 ノ態度 ヲ
取 リタル カ 反 之 排 日運動 ヲ黙視 スヘカラス ト為 シ積極的 二排 日派 ヲ攻撃 シ日本人 ヲ弁護 シタ
ル者 ア リ其最 モ著 ル シキ左 ノ三氏 ナ リ
(二 )、 牧師「 ユ ー・ ゲー・ モルフ ィー」氏

(U.Go Murphy)

「 モル フ ィー」氏 ハ曽 テ十四年間宣教師 トシテ 日本 二在住 シタル コ トア リ大 ノ親 日家 ニ シテ常
二在留 日本人 ノ利益増進 二努カ セル人ナルカ七月二十九 日最初 ノ排 日集会同八月十一 日ノ排 日
大会及十一月十八 日「 マ ウ ン ト・ ベーカニ」区排 日集会等 二出席 シ自己 ノ日本人 二関 スル所見
ヲ述 へ有 ユル質問 二応答 シ毎 二 日本人側弁護 ノ任 二当 レ リ
(二 )、 牧師「 ゼー・ イー・ クラウサ ー」博士 (Dr.Jo Eo Cro"ther)

シア トル市第一美以教会 ノ牧師 ナル同博士 ハ学識及人格 二於 テ当地宗教界 ノ重鎮ナルカ十月十
九日

(日

曜)朝 ノ説教 二於 テ沿革的 二 日本 ノ外交 卜其世界的地位 ヲ論 シテ日本 ヲ弁護 シ夜 ノ説

教 二於 テハ「 米国 二於 ケル 日本人」 卜題 シテ最 モ熱心 二在留 日本人 ヲ推奨 シ各種 ノ排 日論 二対
シテハー々之 ヲ反駁 シ大堂宇 二集会 セル多数 ノ聴衆 二対 シ多大 ノ感動 ヲ与 ヘ タリ
(三 )、 「 サ ミュル・ ヒル」氏 (Sammyuel Hill)

同氏 ハ大北鉄道会社長故「 ゼームス・ ヒル」氏 ノ女婿 ニ シテ鉄道及道路 二関 スル造詣深 ク曇 ニ
日本 二遊 ヒテ道路修築 ノ急 ヲ叫 ヒ日本 二於 ケル道路改良 ノ機運 ヲ振作 シタル人 ナルカ帰来「 シ
ア トル」 ヲ排 日派 ノ跳梁 セ ン トスル ヲ見黙視 シ得 ス諸種 ノ集会席上排 日反駁 ノ演説 ヲ為 シ排 日
集会等 ニハ其信頼 セル友人能弁家「 フラ ンク、 タ レス」 (Frank Terrace)ヲ 派 シテ親 日説 ヲ
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述 ヘ シメ又華府 二於 ケル排 日派 ノ運動 二対抗 セシムル為「 タ レス」 ヲ同地 二派 シ中央政客 二対
シ日本人弁護 二努 ム
以上諸氏 ノ親 日運動 ハ在留邦人等 ヨ リ特 二依頼 シタルニアラス又邦人側 二於 テ何等経済的援助
ヲ与 へ居 ルモ ノニ非 ス何 レモ全 ク自己 ノ発意 二依 り行動 シタルモ ノニ シテ其好意ハ在留邦人 ノ
感謝措 ク能 ハサル所 ナ リ

この二人 の紹介 か ら見 るとお り、当時 の排 日運動 の動 きに対 して、 いわば 自主的 な在留法人支援
の主張があ ったことが注 目されてよい。清沢冽が渡米 した前後 に、排 日運動 の厳 しい環境 が彼 を取
りまいて いたことは、前著 ですでに示 したところであるが、 その一方 で このよ うな反対姿勢 も見 ら
れたところに、当時のアメ リカ社会 の民主制 とい うべ きか、言論状況 のあ り方 を見 る ことがで きよ
う。 日本 の場合、多 かれ少 なかれ、大勢順応社会的傾向、支配体制 の操作的一方的考 え方 に染 まり
やす い状況 が見 られたのであるか ら、 これは確 かに清沢 にとって新鮮 さを感 じさせてあま りあろう。
そうした20世 紀初頭 のアメ リカ ン・ デモ クラシー形成状況 を考慮す るな らば、2001年 9.11以 降 の
ブ ッシュ大統領 による一方的 な反 イスラム「 宗教戦争」 もどきと、 アメ リカ社会 の一方的価値観 の
横溢 に見 える状況 も、 あま りにもその異質性 を感 じさせ られる。 もっともこのあ り方 に類す る状況
は、 1942年 の在米 日系人強制収容所移送事件 の場合 にも見 られた ことで はあ った。 ただそれに して
も公平 のために指摘 してお くべ きことが あるよ うに思われ る。 それはこの外交史料 に見 られた当時
の状況 では、市民社会 レベルで もまた国政 レベルで も、 アメ リカで はなお排 日運動が支配す る状況
にはなか った し、最高指導者 たちもそれに同調 して いたわけではなか った。 さらに1942年 の場合 も、
フランク リン・ ルーズ ヴェル ト大統領 は必ず しも同調 して いた形跡 はない。 あるい は当時 の 日系人
隔離政策 の遂行 に関 しては、 ルーズヴェル トの一 時的判断 の過誤 であったとさえ認識 されて い るほ
どのものである。
それに比 べて、21世 紀初頭状況 はよ り深刻であろう。す なわち大統領 自 らが「 国家」、
「 キ リス ト
教」を誇大 に強調 し、国際政治面 で も「 な らず者国家」論や「 先制攻撃」論 に基 づ く軍事侵略 の正
当化を図 るなど、 およそ人類 が営 々と して獲得 して きた国際法上 の成果 を も踏 みに じって平然 とし
ている態度などは、 いかにも乱暴 な民主主義否認 に行 き着 き、価値観 の多様性 を誇 るべ きアメ リカ
市民社会 の伝統を大 きく逸脱す るものであることを、 あ らためて考 えさせ るであろう。 もっともア
メ リカ人 はこの動向の下 で もっぱ らブッシュ式認識 をのみ基本 に生 きて い るか と言 えば、 そ うでは
ない。現 にブッシュの対 イスラム制圧 の政治 には批判 が存在 し、2003年 の対 イ ラク侵略 の不当性 に
ついては、2004年 大統領選挙を前 に して、 ブ ッシュ支持 の急落 も生 じて い る。同様 なことはブレア
のイギ リスで も生 じて い る。翻 って 日本 では、対岸 の火事視 よろ しく依然 として国際法上不当性 が
明白なブッシュ政治を大声 で支持す る政治支配層 が国民 の支持 を取 り付 けて い る。 もっと も国民 の
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多数 は軍事出動 を最早支持 して い る状況 にはないが、 そこか ら一歩抜 きんでた判断が形成 されて い
るとは到底言 い得 ない状況 である。

八、在留邦人 ノ対度
排 日論 ノ「 ス ター」紙 二依 リテ宣伝 セ ラルルヤ在留邦人殊 二各種 ノ営業 二従事 スルハ大 二不安
ヲ感 シ頗 ル憂色 ア リ依 テ排 日運動 ノ憂 フヘ ク シテ必 シモ恐 ルルニ足 ラサルコ トヲ知 ラシメ人心
ヲ安定 スルノ必要 ア リ ト認 メ排 日運動発生 ノ当時 日本人会主唱 ノ下 二各種営業 ノ代表者 ヲ集 メ
相談会 ヲ催 フシ排 日対応策 ヲ議 シタルガ結局猥 リニ排 日反駁策 ヲ行 フコ トハ却 ツテ排 日派 ノ反
抗心 ヲ熾烈 ナラ シムル虞 アル ヲ以 テ大体 二於 テ傍観的監視 ノ対度 ヲ取 ル ニ衆議一決 シ唯排 日理
由中在留邦人 ノ反省 セサル可 カ ラサルモ ノナキニ非 ル ヲ以 テ此等 二関 シテハ 自省 ヲ行 フノ必要
ヲ認 ム ト云 フニー致 セ リ
其後排 日運動 ハ与論 ヲ動 カシ得 サ リシヲ以 テ在留邦人 モー先 ヅ安堵 スルニ至 リタ レ ドモ排 日ノ
時流ハ容易 二衰滅 セサル ヲ以 テ在留邦人 二於 テモ予 メ相当 ノ準備 ヲ有 スルノ必要 ヲ認 メ 日本人
会主唱 ノ下 二米化委員会 ナルモ ノヲ組織 シ資金 ヲ集 メ排 日問題 二対 シ研究 スル コ トトナ リ現 ニ
「 シア トル」市営業免許状下附拒絶事件 二付 テハ同委員会 二於 テ斡旋中 ナ リ
当地方在留邦人 ハ地方排 日問題 ノ解決 二関 シテハ可成在留民 自身 ノカ ニ ヨ リテ之 ヲ解決 セ ンコ
トヲ欲 シ可成帝国外交 ヲ煩 ハ サザラ ン ト欲 ス

(完

)

この部分 で、 シア トル総領事館 か らの排 日運動 に関す る報告書 はいったん終 わ っている。 この文
章 か らあ らためて明確 にな ってい るように、当時 の排 日運動が、決 して全社会的規模、 あるいは全
階層的規模 において繰 り広 げられ たと見 るべ きもので はなか ったので ある。状況を熟知 できない情
報量 の下 では、 あたか も過激 さを もつ排 日運動 が、全社会的規模 で見 られるように錯覚 しがちであ
ろう。 とくに日本 のよ うな誤 った「 一民族一 国家」観 の横溢 しやす く、一面的情報 に左右 されやす
い国柄 ではなおさらである。何 よ りも民族排外主義的傾向を強 めつつあった日清、 日露戦争以降 の
日本 の場合 と比べて、 アメ リカにあ っては、多民族性 を基調 とす るそのあり方 が、 た しかにア ング
ロサクソ ン優越 とイタリア、 ギ リシャなど南欧諸国か らの移民 に対す る差別性 を持 っていたにせよ、
「 民族 の増蝸」 とい う実態を持 っている以上、排 日運動 にアメ リカの「 民族」性 を根拠 に して い る
と見 る ことは困難 であろう。 自人優越主義、 アフ リカ人、黄色人種蔑視 を指摘す る ことは可能 であ
ろう。 と くにアメ リカ的特色 と言 えば、 その成 り立 ちか らして アフロ・ アメ リカ ンに対す る奴隷主
としての 自人 のあ り方 が人種偏見 の出発点 であ ったことは容易 に見 ることができよ う。何 れか と言
えば、既 に報告 に見 て きたとお り、排 日運動 の根底 には、第一次大戦前後 の下層労働職種 に対す る
自人系 と在留 日本人 との競争 があり、 この底流 の上 に復員兵士 の就職問題 があ った ことを認 めるこ
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とが可能 であろう。
とすれば、 19世 紀後半、中国人 が大量 にアメ リカ西海岸 に殺到 し、金鉱採掘労働 と大陸横断鉄道
敷設労働 に従事 して いた当時 にも、中国人排撃運動 が活発 に繰 り広 げられて いた事情 とも通底す る
問題 であったと理解す ることも可能 である。 のみな らず第一次大戦後不況状況 の下 で、 日本 の植民
地政策 の結果、引 き起 こされた朝鮮農業 の危機 によ り、朝鮮人 が、大量 に日本労働市場 に殺到 し、
やはり底辺労働市場 での日本人 との対立 を引 き起 こ した ことが、朝鮮人蔑視 や偏見 を生み出 し、 そ
の後、関東大震災 の危機 に乗 じた支配権力 の朝鮮人差別化政策 へ と展開 して いったこととも比較 し
て捉 えることが重要 な問題 ともなろう。筆者 は、 これ ら一連 の問題状況 には類似 した課題 があると
認識 しておきたい。

3

「 州会及州議員 ノ排 日言動」

「 州会及州議員 ノ排 日言動」 として取 りま とめ られた、二通 の連絡文書 が、暗号電報 の形態 で、
廣田在 シア トル領事 か ら内田外務大臣 に宛 て られて い る。一九二〇年二月か ら四月 の時期 に当たる
が、 それ らによれば、 ヮシン トン州議会 の動向が記 されて い る。

三二五二 (暗 )「 シヤ トル」発本省着

大正九年二月十二 日前十一時

廣田領事
内田外務大臣
第四〇号
二 月二十二 日 ヨ リ当州臨時議会召集 セ ラルベ ク其 ノ当面 ノロ的ハ高等教育費補充及婦人会参
政権 ノ討議 ニアルモ時節柄此 ノ機 ヲ利用 シ排 日的議論 ノ提出 アルヤモ計 ラレズ折角注視中ナ
リ
在米大使、晩香坂、桑港、
「 ロスアンゼルス」 へ暗号 ノ侭郵送 セ リ
「 ポー トラ ン ド」、

在 シア トル領事 としては、時節柄、滞米 日本人排斥問題 が、州議会 のテーマ となるかどうかに注
目を寄 せている様子 を伝 えている。 さらに、次 の連絡では、排 日運動 の扇動 が州議会 に及 ぶ ことを
伝 えて い る。 日本人 の侵入 をいかに阻止す るか とい うことで ある。 日本人か ら土地周旋権を回収す
ることを奨励す る、 これに成功す る者 には、 その土地 の半分 を給与す るとい うもので、 これはカ リ
フォルニア州、 オ レゴン州 に同調す る一策 であ った。

四五二〇 (暗 )シ ヤ トル発本省着
内田外務大臣

大正九年四月二 日前九、四〇

廣 田領事
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第四二号
往電第四〇号 二関 シ議会近 クニ従 ヒ「 フ リーマ ン」―派 (一 月二十五 日附機密第一号拙信参
照)ハ 演説及「 ス ター」新聞紙上 二於 テ排 日テ煽動 シー方当市排 日ノ首領 Cliffordハ 知事
二対 シ今期議会 二 日本人侵入防止策 ヲ考究 セ ム事 ヲ建議 シ又排 日下院議員 Grassハ
(一 )日 本人 ノ侵入 二対抗 スル措置 ヲ考究 スル為 メ当州議会 ヨ リ委員 ヲ華盛頓 二派遣 スル事
(二 )本 問題 二関 シ「 オ レゴン」及加州 二対 シ当州 卜同一歩調 ヲ取 ル様 懲 憑 スル事
(三 )日 本人 ノ所有 スル土地 ヲ回収 スル ロ的 ヲ以テ私人 二対 シ土地周旋権 二関 スル審査 ヲ為

スノ権限 ヲ附与 シ又 日本人 ヨ リ土地周旋権 ヲ回収 スルニ成功 セ シモノニハ其 ノ土地 ノ半分
ヲ給与 スル ノ法律 ヲ制定 スル事其 ノ他 日本人 ノ侵入 ヲ防止 スベキ方法 二関 シ州 ノ事業 トシ
テ審査 ヲ開始 スベ シ トノ議案提 出二努 メ タリシガ議会開会前上下両院 ヨ リ成 ル CauCusニ
於 テ審議 ノ結果今回 ノ臨時議会ハ 当初召集 ノロ的 タル議案以外一、二緊急案件 ヲ加 フル外
他 ノ問題 ヲ討議 セズー 日モ速 カニ閉会 スルノ方針 二決定 シ又開会中 二於 テモ新 二排 日案 ノ
動議生 ズル事無 ク婦人参政権及教育費案 ヲ可決 シニ 月二十四 日閉会 シタリ然 ルニ右 ノ如 ク
排 日案 ノ葬 ラ レタルハ知事始 メ各議員 ガ今次臨時議会 ヲ成 ル可 ク短時 日二切 り上ゲタ シ ト
ノ希望 二依 り予定 ノ議案以外他議 二亘 ラザル様努 メタル結果 ニ シテ必 ズシモ議員 ノ多数 ガ
排 日案其 ノモノニ反対 セルニアラズ又排 日議員側 ハ明年一 月 ノ定期議会 ニハ必 ズ提出スベ
シ ト声明 シ居 り今後益 々注意 ヲ要 スル次第 ナ リ。
在晩香披領事 ハ暗号 ノ侭郵送 セ リ。

しか し当時の重要課題が婦人参政権問題 であ って、結果的 には排 日問題を取 り組 む状況ではなか っ
たために、上に要約 した排 日策 は承認 されるには至 らなか った。 その後、同年 5月 7日 の内田大臣
宛 の廣田領事か らの連絡 によれば、共和党 ワシントン州選出議員 とされる Poindexterが 中心 とな っ
て、州共和党大会 で「 帰化権無 キモノノ今後米国籍収得 ヲ禁 ズル憲法修正案並帰化権無 キ移民 ノ入
国禁止法案 ノ通過 二賛成 スル旨 ヲ発表 シタ」 と伝 えて い る。
また次 のよ うな興味深 い情報 が もた らされているざす なわち市内の僅 かばか りの 日本人養豚業者
が、残飯 を市内料理店 などか ら買 い求 めて きた事実 があるが、市会 では、 これに対 して衛生上 の問
題 ありと称 して、市 が一括管理 しようとい う提起 がなされた。 これに対 して市内料理店、旅館業者
が、反対行動 に立 ち、結局廃案 に追 い込 んだ とい うことである。

機密公第一三号
大正九年五月八 日
在 シア トル

‑58‑―

清沢Fll渡 米時期の排 日運動状況

通商局長

サイ ン

領事

廣 田守信

公印

外務大臣 子爵内田康哉 殿
邦人養豚業者 ノ駆逐 ヲロ的 トセル「 シア トル」市市会案 二関 スル件
「 シア トル」市附近 二於 テ養豚業 ヲ営 ミ居 ル邦人 (戸 数九名、養豚数約二千)ハ 其飼料 トシテ
「 シア トル」市内 ノ料理店又 ハ旅館 ヨ リ獣鳥魚 ノ臓腑又 ハ残肴等 ヲ買受 ケ居候処今般欧戦帰還
将校 ノー人 ニ シテ市会議員 タル「 チ ン ドル」 ハ別紙写 (省 略)ノ 如 キ市会案 ヲ市会 二提出致候
該案 二依 レハ「 シア トル」市 ハ其認許 セル請負者 ノ手 二依 り市内 ノ肉屑 (garbage)ヲ 蒐集運
搬及処分 スル専権 ヲ有 スヘ ク (第 二項)而 シテ右請負業者 ハ之 ヲ米国市民又 ハ株式 ノ全部 力善
意 ヲ以 テ米国市民 二依 り所有 セ ラル ヽ会社 ノ ミニ限 ラ ン トスル次第 ■有之候 (第 四項)而 シテ
其理 由 トスル所 ハ衛生上 ノ見地 二有之候何等右 ハ疑 モ無 ク前掲邦人養豚業者 ノ飼料買入 ヲ阻止
シ彼等 ヲシテ廃業 ノ止 ムナキニ至 ラ シメ ン トスルモ ノニ有之聞 ク所 ニテハ米人同業者 ノ運動 ノ
結果 二基 クモノナ リトノコ トニ有之候然 ルニー方市内料理業者及旅館業者側 二於 テハ従前 ハ 自
ラ出金 シテ此等汚物 ノ搬出 ヲ求 メシ程 ナルニ近年邦人養豚業者 ノ発展 二伴 ヒ反対 二補償 ヲ得 テ
売却 スルニ至 リタル様 ノ次第 ニテ邦人養豚業者 ハ彼等 ■取 り好個 ノ顧客 ■有之若 シ新市会通過
ノ結果市 ノ専権 ヲ以 テ汚物 ノ価格 ヲ断定 セ ラル ヽ力如 キ コ トヽナラハ 自己 ノ不利益少 カラサル
ヘキニ顧 ミ該市会案 二対 シ盛 二反対 ヲ唱 へ排 日紙 ヲ以テ名 アル「 シア トル、 ス ター」紙上 二広
告 シテ「 チ ン ドル」 案 ノ不必要 ヲ唱道致候而 シテ本案 ハ五 月五 日市会議事堂 二於 テ hearing
二附 セ ラ レ候処前述料理店及旅館業者側 ヨ リ現 二何等衛生上 ノ欠陥ナキニ拘 ラス更 二新法 ヲ採
用 スルノ必要 ナカルヘ ク若 シ衛生上 ノ欠陥 アル■於 テハ之 ヲ摘発 シテ取締 ヲ厳重 ニセハ可 ナル
ヘキニ非 スヤ若 シ市 二於 テ独 占ノ結果肉屑買取料低下 スルニ於 テハ之 二依 り料

理業者 ノ負 フヘ

キ損失 ハ転 シテ顧客 ノ負担 トナルヘ シ ト威嚇 シ討論二 時間 二亘 り遂 二決 セス次回 ノ集会譲 ルコ
トヽ相成候本件 ハ僅 々九名 ノ邦人養豚業者 ノ運命 二関 スル義 二有之候何等当地方排 日派 ハ去 ル
ー月二十 日機密第二号 ヲ以 テ松永領事 ヨ リ報告 セル通昨今立法行政 ノ方面 二於 テ排 日ノ効果 ヲ
収 メ ンコ トニ焦慮 シツ ヽア リ決 シテ油断 ナ リ難 キ次第 二付本官 ハ之等邦人当業者 ヲシテ其居常
ヲ慎 ミ衛生 ヲ重 ンシ排 日派 ノロ標 卜成 ラサル様注意 セシムル ト共 二米人側例之「 マーシュース」
博士等 ヲ通 シテ斯 カル排 日気運 ノ掃蕩 二尽カ セ シ
右及報告候
本信写送付先

^ル

敬 白候

様 目立 タサル方法 二拠 り随時努力致居候

在米大使

この文書 か ら見て も、排 日動向 については、社会 の諸階層 の利害 の不一致 が当然 ある以上、社会
は必ず しも打 って一丸 とな っての排 日運動 へ の同調一色 にはな らなか った ことが、如実 に示 されて
い る。 この事実 の意味は清沢Fljに とっておおいなる感動 ではなか ったろ うか。 とい うの は彼 にとっ
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ては、 もともと日本社会 との二重写 しで、その状況が 日に映 じたのではないか。 日本ではファナティッ
クな社会意識 の全面同調 の傾向が強 く、 そこに日本近代 の「 国有」型教育、画一 的価値観 の強制 シ
ステムの恐 ろ しさを、彼 は絶 えず意識 して発言 を、続 けていたか らである。

機密公第一二号
大正九年五月八 日
在 シア トル
通商局長

サイ ン

領事

廣田守信

公印

外務大臣子爵内田康哉殿
「 シア トル」市営電車内二掲示 セル排 日的広告撤去方交渉 ノ件
去 ルニ 月下旬頃 ヨ リ当市市営電車内広告欄 二別紙甲号 ノ如 キ広告掲示 セ ラレ右ハ昨今隆盛 二赴
キタル邦人「 グロサ リー」業者 二対 スル排 日団体及米国人同業者 ノ繁閑 ノ結果 二他 ナラズ候処
市 ハ電車内 ノ広告欄 ヲ「 ワ シン トン」広告会社 ナル広告取次業者 二売下 ケ居 レルニ ヨ リ市 卜該
広告会社 トノ契約関係 二付内探 シタルニ不都合 ナル広告 二対 シテハ市 ハ会社 二対 シ広告 ノ撤去
ヲ命 ズルノ権利 アル旨 ヲ確 メ候昴 テ本官 ハ四月十四 日公文 ヲ以テ当市市長 二対 シ本件 二関 シ注
ニ
意 ヲ喚起致候処其後数 日ニ シテ各車内 ニア リシ本件広告 ハ悉 ク撤回 セ ラ レ候而 シテ本月四 日
至 り市長ハ本官 ノ書翰 二対 シ鉄道局長 二命 ジテ本件広告撤去方取計 ラハ シメ タル旨公文 ヲ以テ
回答致越候
然 ルニー、両 日前 ヨ リ又 々各電車内 二別紙 乙号写 ノ如 キ広告現 ハ レ右ハ前述広告撤去 ノ結果排
日団体乃至米人「 グロサ リー」業者 二於 テ研究 ノ結果趣向 ヲ変 へ 日本人ナル語 ヲ用 ヰスシテ同
一 ノロ的 ヲ達 セ ム ト努 メツ ヽアルモノ ト被察候該文言 ハ 日本人 ナル文字 ヲ用 ヰサル点 二於 テ前
掲 ノ場合 ノ如 ク正面 ヨ リ日本人 ノ感情 ヲ害 スル性質 ノモノ ト趣 ヲ異 ニスルノ ミナラス其 ノ効果
二於 テハ却 テ邦人「 グロサ リー」業者 ノ広告 トモ相成 ル次第 二有之候間右新広告 二対 シテハ別
二抗議的措置 二出 テサル考 二候此段報告 申進候

敬具

追 テ現在当市内 二在 ル邦人「 グ ロサ リー」業者 (店 舗 ヲ有 スル者)ハ 其数約百 二達 シ内半数
ハ商業街並住宅区域中白人区域 日本人区域

(日 本人 ノ多数集団 セル区域 ヲ意 味 ス)二 営業 シ居

候別紙甲号広告 二掲示 セル百八十六 ナル数 ハ故意 二誇張 セルカ或ハ市場 二於 ケルー 時的青物業
者 ヲモ算入 セルモノ ト被察候

この文書 に見 える電車内のりF日 的広告 とはどのよ うなもので あ ったかを、具体的 に掲 げておこう。

甲号
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THE」 APANESE INDUSTRIAL ARMY
has penetrated to the Seattle sector, mpturing over 186 grocery stores and is now
besieging the rest of the neibourhood grocers who are fighting for their existence and
your econonlic independence.

WHICH SIDE ARE YOU HELPING?
Washigton Advertising
Research Department.

Brokerage Company

この広告 は「 日本産業軍」 は シア トル市内の186以 上 もの食料雑貨商 を支配 し、 さらにその他 の
商店 を も支配せん とうかがい、 ついには彼等 の生存 のために君 たちの経済的自立性をも奪 うとい う
状況 だと、在留邦人 に対す る過度 の恐怖感をあおる内容 か らな っていて、当然 に在 シア トル公館 と
して も無視 し得 なか ったであろ う。そ こで掲示 の撤去を求 めた ものの、程 な くまた以下 の ような掲
示が現れ たというのである。 しか も広告業者 が同一会社 であ ったことに も注意が必要 であろうとし
て い る。

乙号

You

m eliminate YOUR NEIBOURH00D GROCER

―――――――‐if you can afford tO perform his services yourself!

He is serving your neibourhood and accomodating YOU in many ways for snlall
compennsation of 3% net profit on every dollar he receives.

CALL YOU BEAT IT?
Washigton Advertising
Research Department.

Brokerage Company

「 近隣 の食料雑貨商を排斥す ることがで きる」 とばか りに題 されたこの広告 は、 日本人商業者 は
わずか の償 いで君 たち隣人 にサ ー ビス もする し、君 たちに適切対応 もす るだろう、諸君 がそれを打
破す ることを訴 えるとい う激越 な内容 で さえあった。

4

「 在郷軍人団 ノ斎藤領事演説 二反対決議 ヲ通過 セル件」

この書類 に収録 されて い る文書中、興味ある内容を紹介 してお こう。次 の史料 によれば、 そ もそ
も排 日新聞 の報道 による ものなので、 ヮシン トン州 に訪問視察 して西北部移民局担当者 への、関係
者 による排 日要請 の内容 の まとめ方 が適切か どうか とい う問題がな くもないけれども、当時 のこの
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州 での排 日運動 の論理 とその背景 を把握す る上では、大 いに参考 となるだろう。

機密公第四一号
大二十一年十月二十八 日
通商局長

印

在 シア トル
領事

外務大臣伯爵内 田康哉

斎藤 博

公印

殿

労働務次官及移民総監 二対 シ排 日陳情報告 ノ件
十月二十六 日労働務次官「 ダブ リュー・ ジェー・ ヘ ンニ ング」氏、及移民総監「 ダブ リュー・
ダブ リュー ごハ ズバ ン ド」氏ハ西北部移民局状況視察 ノ為来州 セルガ同日当地方排 日家部参事
会員 フ ィリップ・ チ ンダル、 シア トル及紐育雑誌記者「 ミラー・ フ リーマ ン」在郷軍人会華盛
頓州前支部長「 トーマス ●エ ヌ・ スヱール」等 ハ両氏 ヲ訪問 シ西北部地方 二於 ケル 日本人 ノ平
和的侵入 二関 シ陳情 シ官憲 ノ助カ ヲ懇願 シタル趣 ナル処右 二関 シ排 日新聞「 シア トル、 ス ター」
紙 ノ報 ズル彼等 ノ陳情要 旨ハ左 ノ如 シ
西北部 二於 ケル 日本人 ノ脅威 ハ 日々其 ノ逼迫 ノ度 ヲ増加 シツ ヽア リテ今 ニ シテ何等 カノ断乎
タル処置 ヲ採 ルニ非 レバ米国 ヲ米国人 ノ為 二保留救済 スル コ ト能ハ サルニ到 ルヘキノ ミナラ
ス 日米国交 ノ破裂 ヲ免 レサルヘ シ。最近当地移民局 ク発表 二依 レハ 日本人 ノ渡米者 ハ殆 ンド
帰国者数 二伯仲 シ何等 日本移民 ノ脅威無 キカ如 キモ是 レ切 リニ外観 ヲ見 テ内実 ヲ遺 レントス
ルモノナ リ
当地方 ヲ退去 スル 日本人ハ大多数 ハ結婚 ノ為 ニー 時的帰国 ヲ為 スモノニ過 ギズ其他ハ多 ク米
国生 レノ未成年子女 ニ シテ日本 ノ教育 ヲ受 ケ シカ為 ニー 時的帰国 スルモノニ シテ彼等 ハ再 ヒ
渡米 シ来 り米国市民権 ヲ行使 スル ゴ トヲ得 ルモ ノナ リ。然 ルニ当地方 二渡米 スル 日本人ハ多
ク永久的 二土着 セ ン トスルモノナル ヲ以 テ右数字 ノ ミヲ以 テ日本人問題 ノ解決 ヲ告 ケタク ト
見 ル ヲ得 サルナ リ。今例令 日本移民 力実際上減少 シツ ヽア リ トスルモ尚問題 ハ重大 ナ リ。 日
本人土着者 ハ既 二西北部 二於 テ永久的且 ツ漸進的殖民 ヲ確保 スルニ充分 ナル数 二達 シタリ。
彼等 ノ子女ハ現行法上米国市民 ニ シテ土着白人 卜同様 二完全 ナル市民権 ヲ行使 スルモノナ リ。
今、 日本人 ノ子女 ノ増加 ヲ白人 ノソレニ比較 スルニ昨年 シア トルニ於 テ出生者八人 二付 キ 日
本人一人 ノ割合 ニ シテ本年 ハ七人 二付 キー人 ノ割合 ナ リ。明年 ハ恐 ラク六人 二付 キー人 ノ割
ニ
合 トナルベ シ事態斯 クノ如 クニ進展 スルニ於 テハ 日本人出生者 ヲ報 ユルニ到 ル必 シモ遠 キ
非 ルヘ シ又有 ラユル方法 二依 リテ今回同州法律 ハ 日本人 二依 リテ違反 セ ラ レツ ヽア リ。且 ツ
我等 ノ最 モ遺憾 トスル事 ハ有カ ナル米人 ニ シテ東洋実業家 二買収 セ ラ レ居 ル事 ナ リ。最後 ニ
附加 スヘキハ我等今回 ノ訪問ハ当沿岸 二於 テ排 日運動 ヲ為 シツ ヽアルモノハ決 シテ排 日狂奔
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者 二非 スシテ国家 ノ将来 ヲ杞憂 スル地方代表的人物 ナルコ トヲ適当官憲 ■知悉 セシメ ン トス
ルニア リト
右陳情 二対 シ両氏ハ何等賛否 ノ意見 ヲ陳 ヘス シテ単 二吾人 ハ行政官 トシテ所謂紳士協約 ノ趣 旨及
法律 ヲ励行 シ日本政府 ノ発給 スル旅券 ノ所持者 ニハ入国 ヲ拒絶 スル事 ヲ得 ズ ト述 ヘ タル趣 二候尚
両氏 ハ当地移民局 ノ視察 ヲ遂 ケ同 日「 セ ン トラ リア」 二向 ケ当地 ヲ出発致 シ候
右報告申進候
本信写、

敬具
在米大使

この史料 に基 づ けば、 この時期 に 日本人渡航者 が、帰国者数 に比 して少 な くな っているかほぼ同
程度 なので、西海岸 が 日本人 に占拠 されるとの認識 が過大評価 との判断が見 られて いたが、 これに
対 して、 そ うではな く、現状 の 日本人 の帰国が学業 のための一 時帰国であ って、 また帰米 が予定 さ
れるので、西海岸 の 日本人が人 口的 に見 て も白人支配力が低下す ることを見通すべ きだろうとい う
主張である。 また白人系 アメ リカ人 で、 日本人排斥運動 に消極的 な向 きは、 日本人、 日本国に買収
されて い る実業家 たちを中心 に形成 されて い るとの認識であ った。 だか ら排 日運動家 たちは決 して
狂信的 な集団 によっているので はな く、一般 の民間 レベルの空気を も反映 して い ることに注意 が必
要 だ と警告 して い る。問題 は日本人 が この地 に多数居住 していることに恐怖感が醸成 され るのでは
な く、 白人系 アメ リカ人 と競争関係 が生 じる部分 が、軋礫 を引 き起 こす とい う点であろう。
「 アメ リカ ン・ リージ ョン其他 ノ邦人市民権附与反対運動

十二年八月」 には次 のよ うな史料 が

含 まれて い る。

シア トル発本省着
内田外務大臣

大正十二年八月十七 日后一〇・ 五〇
大橋領事

第七三号
十五 日当地夕刊「 ス ター」 ハ、
『「 シア トル リーヂ ヨン日本人市民権附与反対運動 ヲ開始 ス』 ト
ノ大 ナル見出ヲ掲 ケ小澤帰化訴訟判決后或種 ノ 日本人 二市民権 ヲ附与 セ ン トスル法案中央議会
二提出サ レル コ トヽナ リタルカ「 サ クラメ ン ト」 日本 (邦 字新聞)二 拠 レハ「 オクラホマ」選
出上院議員「 ロバ ー ト オーエ ン」 ハ右法案 ヲ支持 スヘキ ヨ トヲ声明 シタ リ ト云 フ 右 二対 シ
華盛頓州「 アメ リカ ン リーデ ョン」東洋人会長「 スウェール」 ハ書 ヲ「 オ ー ウェ ン」 二送 り日
本人問題最良 ノ解決ハ彼等 力 自由意思 ヲ以 テ全部米国 ヨ リ退出 スルニア リ 素 々 日本人 ハ米国
市民 トナル為 二非 スシテ渡米 セ リ 彼等 力混血 二依 り米国民 二同化 シ得 サル以上何処迄 モ別種
民族 トシテ生存 スヘ シ 故 二太平洋沿岸 ノ人民 ハ 日本移民 ハ勿論米国生 レノ日本人 ニモ市民権
附与 ヲ欲セス、太平洋岸 ノ奪取 ヲ公然声明 スルカ如 キ人種 二市民権 ヲ与 フル法案 ノ愚 ナルハ明
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白ナ リ 右法案 ニ シテ通過 スルニ至 ラ ンカ布畦及太平洋 ノ沿岸 二於 テ砂 クモ五十万 ノ日本人 ハ
投票権 ヲ獲得 シ日本移民渡来解禁 二関 スル 日本政府 ノ要求支持 ノ為一 団 トナ リテ投票 スヘ シ ト
述 ヘ タリ 尚 ホ「 ス ウェール」 ハ西部「 リーヂ ョン」 ハ右法案反対運動 ヲ計画 シツ ヽア リト声
明 シタル 旨報 ス 本 日ノ「 ポス トイ ンテ リヂ ェンサ ニ」 モ亦同様 ノ記事 ヲ載 セ居 レ リ

た しかにここで指摘 されて い るとお り、当時 の渡米 日本人は、 いわば一旗組意識 で、 アメ リカで一
稼 ぎして故郷 に錦 を飾 りたい として、渡航 した人物 も多 いだろう。 だか らここにい うとお り、米国
に帰属す る意識 が希薄 であ ったことは疑 いないであろう。 しば しば考 え られるように、在米一世 の
日本帰属意識が強 く、望郷 の念 も一入 であ ったろう。米国「 市民権」 を欲 しない とい うの も一面 の
心理 であろう。 このアメ リカの地 で稼 いだ力 を、祖国 に帰 って活用 したい とい うので あろう。
次 に極 めて興味深 い情報 が残 されて い る。 これを見ておきたい。

機密第一 四号
大正九年五月十 日
在 シア トル
通商局長

サイ ン

外務大臣 子爵

領事

内田康哉

廣田 守信

印

殿

「 マ シュース」牧師 ノ筆 二成 レル排 日反駁新聞切抜送付 ノ件
去 ル四月六 日本官当市 First Presbyterian Church主 任牧師「 エム、 ェー、 マーシュース」
ヲ往訪 シ貴電第八号前段 ノ趣 旨 ヲ伝 ヘテ金五千弗 ヲ手交 シ次 テ同人 ノ排 日鎮圧計画 二付質問 シ
タルニ其内 二華府 二趣 キ当局 卜懇談 スル外随時必要 ナル手段 ヲ執 ルヘ シ ト漠然回答 シタルニ付
本官 ヨ リ排 日問題 時今 ノ形勢 ヲ指摘 シ此侭 二推移 セハ国交上懸念 スヘキ結果 ヲ費 スヤモ料 ラ レ
サル 旨 ヲ説示 シ「 マ」氏 ノ熱意 ヲ喚記 シ置 キタル次第 ハ四月七 日往電第四十九号 フ以 テ報告申
進 シタル通 二有之候然 ルニ其後何等 ノ行動 二出テタル様子 モ無之 二付随時同人 ノ注意 ヲ喚起 ス
ル ノ適当ナル ヲ認 メ四月二十八 日重 ネテ同人 ヲ往訪 シ日米問題 二付種 々意見 ヲ交 ヘ ロ下懸案中
ノ養子入国拒絶問題、 シア トル市附近邦人養豚業者駆逐計画及当州共和党綱領中 二現 ハ レタル
排 日的宣言等 二付 テモ同人 ノ注意 ヲ惹 キ夫 レ トナク同人 ノ熱心 ヲ喚起 スルニ努 メ置 キ候処同人
ハ五月九 日当市 ノ最多数 ノ読者 ヲ有 スル「 シア トル、 タイ ムス」 ノ 日曜号 二於 テ別紙切抜 ノ如
キ論述 ヲ発表致候右論述 ノ内容ハ前掲二 回 ノ改憲 ノ際本官 ノ語 リタル所 ヲ基礎 トシ之 二 自己 ノ
意見 ヲ加 ヘ タルモ ノニ有之候尚記事 ノ反響如何 二付 テハ折角注視致居候
此段報告申御座候

敬具

追而「 マ」氏 ハ明五月十一 日当地出発華府 二趣 キ約二週間滞在 シー層 ノ尽力可致旨本官 ニ
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日運動状況
清沢Fll渡 米時期のツト
内報越候 二付其 旨在米大使 へ内報致置候
本信送付先 在米大使
この文書 の興味深 い点 はすでに明 らかであろうけれども、当地 の排 日運動反対派 の人物 であるプ
レス ビテ リア ンの宗教家 に、排 日思想 へ の反撃 の仕方を、 日本 の領事 が教示 して、地元新聞 に掲載
させ るとい う手法 を取 った ことで ある。 もしもこの方策 が暴露 されれば、 シア トル領事 は立場 を失
いかねない状況であ ったことだけは明白であろう。 しか も金銭授受 も行 われ、 その人物 が首府 ワ シ
ン トンに出向 いて、排 日運動へ の反撃 を進 めていた ことであろう。そ して この文書 にあるとお り、

Seattle Sunday Times,May 9,1920年

に Racial PrediudiCe is Un― America■ l and Un― Christ

ian"と 題す る Revo Mo Matthewsの 論説 が掲載 されたので ある。

外務省記録「 米国 二於 ケル排 日問題雑件 ―別冊華州之部」 (自 八年至十二年)(3‑8‑2

5
339‑3)

外務省記録「米国 二於 ケル排 日問題雑件 ―別冊華州之部」 (自 八年至十二年)に よ り、 さらに清
沢Fllが 在米 した時期前後 の シア トル総領事館 の記録 を追 ってみよう。 そこでは、上 院議員 ポイ ンデ
クス ターが行 った国際連盟批判 を紹介す る。

1

政公第六四号
大正八年四月十八 日
在 シヤ トル
領事 松永直吉

公印

外務大臣子爵内田康哉

殿

米国上院議員「 ポイ ンデクス ター」 ノ国際連盟 二関 スル演説中 日本移民
二関 スルー節報告 ノ件
華州選出米国上院議員「 マイルス、 ポイ ンデクス ター」 ハ米国上院 二於 ケル外交通 ヲ以テ聞 ヘ
タルモノナルガ四月十六 日シア トルニ於 テ国際連盟 二関 スル大演説 ヲ誠 二連盟 ハ米国 ノ独立 ヲ
侵犯 スルモノナ リー朝他国 卜紛争 ヲ生 スル トキ其解決 ヲ当事国以外 ノ連盟諸国 二委 セサルベカ
ラズ トセバ何 ノ独立 力之 アラ ン トノ趣意 ヲ詳細演述 シタ リ其内連盟 二対 スル 日本移民問題 ノ関
係 二付 テハ
バ
「 人或 ハ移民問題 ハ国内問題 ナル ガ故 二連盟 卜関係 ナ シ ト云 フ而 カモ余 ヲ以テ之 ヲ見 レ 日
米間移民問題 ハ事実両国間 ノ国際問題 ナル ヲ如何 セ ン然 ラバ即 チ同問題 ハ連盟 二提出 シ得 ル
ニ非 スヤ余 ハ元来 日本国民 二対 シテハ多大 ノ尊敬 ヲ有 シ日米両国 ノ親善関係 ノ愉 ラザルコ ト
ヲ衷心希望 シ又之 ヲ信 ズルモノナルガ我国 ノ労働界 ヲ代表 スル労働組合 ガ 日米間 ノ紛争問題
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即屡加州 二起 リタル如 キ問題 ヲ連盟会議 ノ決議 二附 スルニ異議 ナキ ヲ見 テ驚愕措 ク能 ハザル
モ ノナ リ (喝 采)
太平洋沿岸 二於 ケル白人種 ノ生存権 二関係 ナル ヲ以 テ須 ラク其決定 ハ米国人 ノ
是等 ノ問題ィヽ
専断 二留保 スヘキモノナ リ
吾人若 シ連盟 二加入 シ而 シテ連盟 ガ東洋移民 二対 シ無制限 二我門戸 ノ開放 ヲ命 ゼバ 白人労働
者ハ経済上社交上東洋労働者 トノ競争 二堪 エ ズシテ太平洋沿岸 二生活 スル コ トヲ得 ザル コ ト
トナルベ シ」
卜述 ベ タ リ
尚同議員ハ 四月十二 日其郷里「 スポケー ン」市 二於 テ連合通信社員 二対 シ巴里 二於 ケル講和会
議連盟委員会 ガ人種的差別撤廃案 ヲ議題 トシテ上程 シタルコ トヲ非難 シテ同委員会 ノ討議及採
決 ハ連盟 ガ米国殊 二太平洋岸 二絶大重要 ノ関係 ヲ有 スル該問題 二対 シ管轄権 ヲ有 スル コ トヲ前
提 トスルモノナ リ該案 ノ否決其 モノハ第二位 ナル重要 ノ意義 ヲ有 スルニ過 ギズ已二連盟 ニ シテ
該案 二対 シ管轄権 ヲ有 スル コ トヲ認 ムル以上将来連盟会議委員 ガ如何 ナル決議 ヲ為 スニ至 ルヤ
測 り知 ル可 カラザ レバ ナ リ ト語 タル趣 ナ リ (四 月十四 日 ピーアイ紙掲載)
別紙新聞切抜添付右及報告候敬具
本信写在米大使 (在 米大使 ヘハ切抜省略)

この発言 に見 られるとお り、排 日主義者 の認識 は、国際連盟 といえども、 アメ リカ合衆国 にとっ
ての重要問題である在米 日本人 (東 洋移民)の 処遇 をめ ぐる件 につ き、介入主義的決議 や指示 をす
べ きではない。 それはこの問題 が 自人 の安心 して生活 を営 む権利 を、 日本人 の存在 が危機 に追 い込
むであろうか らと言 うのである。 自人労働者 の労働機会 を損 な うとい うことか らである。 アメ リカ
の「 独立」 を脅 かす との認識 には根拠 のない排 日、反 ア ジア主義 が横溢 して い ると言 わざるを得 ま
い。 この発言 の報道 が行 われた1919年 4月 14日 付 の Seattle Post lntelligencerが 添付 されて い る。
また シア トル における 4月 16日 の上掲 の国際連盟批判演説 は同 じく4月 17日 付 で報道 されて いて、
やはり添付 されて い る。以下掲出す る史料 は「 (2)排 日運動 の諸相 と対抗 の論理」 の冒頭 に掲 げ
た ものとほぼ同一であるもののやや異 なる部分 を含 むので、 あえて掲 げることに した。簿冊 のあ り
方 を尊重 してのことである。

機密第一号
大正一月二十五 日
在 シア トル
通商局長印

領事

松永直吉
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清沢冽渡米時期の排日運動状況
外務大臣子爵内田康哉

殿

シア トル地方 二於 ケル排 日状況 二関 シ報告 ノ件
本件 二関 シ別紙報告書及提出候問委細右 二就 キ御了承相成度此段申進候
本信写送附先

敬具

在米大使

1

シア トル地方 二於 ケル排 日状況
(大 正九年一 月記)

一、緒言
従来 シア トル地方 ハ米国太平洋沿岸各地中米国人 ノ対 日感情最 モ良好 ナ リ ト称 セ ラ レ個人的実
見 二於 テハ時 二不愉快 ナル出来事無 キニ非 サ リシモ未 夕曽テ在留本邦人 ノー般的利益 ヲ脅 カ シ
タルコ トナク又絶 ヘテ日米両国 ノ国交上 二累 ヲ及 ホス如 キ外交問題 ヲ惹起 シタルコ トナク地方
米国人 モ在留邦人 モ均 シク日米親善 ノ事実 ヲ誇 リタルカ大正八年七月中「 ミラー、 フリーマン」

(Miller,Freeman)ヲ 首領 トスル排 日一 派 力「 シア トル、 ス ター」紙 (The Seattle Star)
卜提携 シテ約二 ヶ月 二亘 り盛 二排 日論 ヲ唱道 シ或 ハ排 日団体 ヲ組織 シ或ハ加州排 日派 卜連絡 シ
又進 ンテ中央政界 二運動 シ其結果一般在留邦人 ヲシテ深憂 ヲ抱 カシムルニ至 リタルー事 ハ西北
部 日米関係史上一大遺憾 ノ コ トナ リ トス
而 シテ排 日派 ノ言動ハ地方米国人中有識階級 二於 テハ勿論一般公衆 ノ間 二何等排 日的与論 ヲ喚
起 スルニ至 ラス「 ス ター」紙 モ近来排 日的記事 ヲ掲 クル コ ト極 メテ減少 シタル ヲ以 テ排 日的運
動 ハ漸次鎮静 二帰 シタルノ観 アルモ実 二然 ラス排 日派 ハ与論 ヲ動 カスノ困難 ナル ヲ認 ムル ト共
二寧 口中央及地方 二於 ケル立法的及行政的方面 二活動 スル ヲ得策 ナ リ トシ己二中央議会 ニハ幾
多 ノ排 日法案提出セ ラ レシア トル市会 二於 テハ 日本人 二対 シ免許状下附拒絶 ノ事実 ア リ即 チ排
日ハ言論時代 ヨ リ実行期 二入 り漸次具体的効果 ヲ挙 ケ ン トスル形勢 ナ リ而 シテ斯カル排 日状態
ハ単 ニー事 ノ現象 二止 マ ラス其気勢 ハ時 二従 ヒ消長 アラ ンモ持続性 ヲ有 ス ト観測 シ得 ヘキ理 由
ア リ。今回 ノ排 日運動 ハ将来断続的 二発生 スヘキ地方排 日問題 ノ起首 ■ シテ他地方及中央政界
二於 ケル排 日問題 卜相倹 チ重大 ナル関係 ヲ有 ス ト認 メラル ヽ力故 二姦 ノ其概要 ヲ記述 スヘ シ

ここでの指摘 によれば、本来、 ワ シン トン州 などの北西部 は排 日運動 とは無縁 の地域 であ った。
しか しカ リフォル ニア州 の運動 の影響 を受 け、 また運動家 の流入 によって、運動 が組織 されて いっ
た模様 である。清沢冽 もこのよ うな地域 に在住 して いたので あるが、運動 の余波 は、彼 の身辺 にも
及 んでいたことが これで分 か るであろう。

‑67‑

経済研究 9巻 3号
̲、 「 ミラー、 フ リーマ ン」

日米親善 ノ米国西北部 二於 テ排 日ノ蜂火 日ヲ挙ケタルモ ノハ シア トル市 ノ「 ミラー、 フ リーマ
ン」 (Miller Freeman)ナ リ彼 ハ其本職 トシテ Pacific Fishermanナ ル雑誌 ヲ主 宰 セルカ曽
テワ シン トン州議会 ノ議員 タ リシコ トア リ戦時中ハ予備海軍中佐 トシテ シア トル海兵養成所長
タ リ休戦後 ハ州帰還兵保護会 (Dtate Veteranざ Welfare Cmmission)ノ 幹事 トシテ現 二雑
誌業 ノ外 二帰還兵 ノ保護救済 二従事 ス
彼ハ元来排 日思想 ヲ有 シ先年 日米開戦論 ヲ唱 ヘ タルコ トア リ近来 シア トル地方 二於 ケル 日本人
ノ発展著 ルシキ ヲ見益 々之 ヲ好 マス帰還兵保護会幹事 トナルニ及 ヒ帰還兵 ノ就職難 ハ 日本人労
働者 ノ圧迫 二依 ル ト称 シ排 日ヲ高唱 スルノ機至 レリト為 シ大正八年七月下旬「 シア トル、 スター」
紙 卜提携 シ同紙上 二猛烈 ナル排 日記事 ヲ掲 ケ シムル ト共 二各種 ノ排 日計画 二参与 シ事実排 日派
ノ首領 ナ リ、九月中華府 二於 テ米国下院移民委員会 力 日本人 問題 二関 スル審問会 ヲ開 キタル際
彼 ハ シア トル地方排 日派 ヲ代表 シテ排 日的説明 二努 メ タリ
シア トル市 ノ重ナル実業家殊 二商業会議所 ノ有志等 ハ「 フ リーマ ン」 力排 日運動 ヲ開始 スルヤ
地方 ノ不祥事 ナ リ トシ之 ヲ阻止 セ ン ト欲 シ内密 二有力者 ヲ介 シ極力反省 ヲ求 メ タルモ彼 ノ聴 ク
所 トナラス而 シテ彼 力排 日ヲ唱道 スルハ排 日二依 り名声 ヲ博 シ之 ヲ自己 ノ政治的活動 二利用 セ
ン トノ野心 二出 ツ ト推測 スル者 ア レトモ寧 口彼 ノ先天的思想 二基 ク ト判断 スル方当 レルカ如 シ
「 フ リーマ ン」 力放 チタル排 日ノ第一号 ハ七月二十六 日「 シア トル、 ス ター」紙 二掲載 セ ラ レ
タル彼 ノ陳述 ニ シテ其要領 ノ左 ノ如 シ
ー、
「 シア トル」 二於 テ白人経営 ノホテル数 ハ二百八十一 個 ナル ニ対 シ日本人経営 ノホテルハ
三百十八個 ナル ヲ以テ日本人ハ ホテル総数 ノ四割七分 ヲ支配 ス 日本人 ホテル業者 ハ 白人支配
人及「 クラー ク」 ヲ置 キ所有主 ヲ陰蔽 ス
ニ、 シア トル附近 ノ最良農作地 ハ殆 ン ト全部 日本人 ノ手 二帰 セ リ法律 ハ外国人 の土地所有 ヲ禁
ス法 ノ精神 ハ外国人 二農作物 ノ収益 ヲ与 ヘサルニ在 り然 ルニ 日本人ハ借地耕作 シテ美汁 ヲ吸
収ス
ニ、 シア トル市公設市場 ハ 日本人 ノ支配 スル所 ナ リ
四、 日本人 ハ「 グローサ リー」、料理店、
「 ガ ラージ」、洗濯所、古物売買店 ヲ多数支配 シツ ヽ
アリ
五、 日本人問題 ハ紳士協約 二依 り解決 シ日本移民 ハ絶対杜絶 セ リト思料 セ ラ レタルニ実際ハ之
二反 シ多数 ノ渡米者 ア リ自ラ労働者 ニアラス ト云 フ者 二対 シテハ旅券発給 セ ラ レ渡米後労働
二従事 スルモ何等問 フコ トナ シ
六、 日本人 ノ能力、勤勉、節倹 ハ吾人之 ヲ認 ム、 サ レト我 々米人 力労働時間 ノ短縮 卜賃金増加
ノ為努カ シツ ヽアル ニ際 シ日本人 ハー 日十五 時間乃至十八 時間労働 ス斯 カル経済的圧迫 ア リ
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テハ吾人 ノ努力水泡 二帰 ス
七、千九百十九年六月二十 日ヲ以 テ終 リタルー ヶ年間 二 日本人婦人 ノ渡来 シタル者千八百六十
二名 ア リ此等婦人 ハ何 レモ六人乃至十人 ノ子女 ヲ産 ム其子女 ハ尽 ク米国市民 タリ加州 サクラ
メ ン ト平原 二於 ケル 日本人 ノ生産率ハ 白人 ノ五倍 ナ リト云 フ事実 ア リ遂 二 日本人 ハ太平洋岸
ノ政治 ヲ左右 スルニ至 ラ ン
八、 日本 ハ其臣民 力外国市民 トナルモ尚之 二対 スル管理 ヲ棄 テス
九、我 シア トル地方 ハ 日本 卜通商関係 ヲ増進 セシムル為 日本人 二対 シ従来多大 ノ好意 ヲ表 シタ
ルハ事実 ナ リ然 ルニ 日本人ハ之 ヲ以 テ移民 ヲ歓迎 スルモノ ト誤解 セ リ
十、 日本人ハ米国人 二同化 スル能 ハ ス 日本人 ハ永久 日本人 トシテ存 ス 日米雑婚 ノ不成績之 ヲ証
ス

十一、 日本人 力白人 ヲ駆逐 スル事実 ハ加州及布畦 ニア リ、 ヤガテ当地方 モ同様 ナラ ン
十二、余 ハ今 ヤ本問題 二関 シ率直 ナル意見 ヲ吐露 スル機会至 レ リト信 ス余 ハ 白人太平洋沿岸主
義 ヲ主張 ス 日本人 ヲシテ其本国 二退 カ シメヨ余 ハ 日本移民 ノ渡航 ヲ将来 二禁止 スルに止 マ ラ
ス我政府 力現 二当国 二移住 セル 日本人 ヲ漸次其母国 二追放 スルノ方法 ヲ日本 卜協商 スルノ必
要 ア リト信 ス

以上 の ミラー 0フ リーマ ンの議論 の基調 は、労働力 としての 日本人が、旺盛 に働 く実態 と、人 口
増殖率 の高 さが、 白人 を遥かに凌 ぎ、ついには太平洋岸 か ら米国人 を追放 し、 しか も日本国家 の在
米 日本人 に対 する処遇 も依然 として、 日本臣民 として扱 い、米国人 にな りきらないと断定 してい る。
労働面 で 自人 の労働 を奪 う結果 になることは、深刻 だと考 えて いたのである。 しか しアメ リカ市民
社会 とはい ったい何 であろ うか。本当 に民族 の混清 が進 んでいたと言 って良 いのか。 その中で も日
本人 は、 その他 の民族 と異質 と思えるほどの境界線 を引 いていたと言 って良 いのだろ うか。 よ く知
られて い るとお り、 アメ リカ白人社会 は、実 は渡航 してきた母国 の人物同士 のつ きあいや結婚が基
本 をな して いた し、当時 はまだ ヨーロ ッパ社会 か らの渡航者 はせ いぜいの ところ一世、二世 が多数
派 であったと考 え られ るので あ り、 その場合、一層、同民族間 の交流 が基本で、それ もイ ングラ ン
ド人が主体であ って、 これにアイル ラ ン ドや、 フランス系、 イタリア系、 ドイツ系 などが流入 して
いたのであるが、 これには民族間差別意識が底流 をな して いたことも忘れ られるべ きではない。 し
か もそれぞれの民族 ごとの定住地 が形成 されて いたのである。 日本人 の場合 も、 カ リフォルニア州
や ワ シン トン州 に多 く定住 したのは、 日本か らの渡航船が投錨 した港 か らそれほど遠 くない地域 に
定住 したこと、 また この地域が19世 紀後半以降 のアメ リカ産業革命 の進展 によって、労働力が必要
となったことも重要 であろう。
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二、
「 シア トル、 ス ター」紙
今回 シア トル地方 二起 リタル排 日運動 ノ機関紙 トシテ宣伝最 モ努 メタルハ「 シア トル、 ス ター」
紙 (Seattle star)ナ リ元来同新聞ハ劣悪 ナル扇情的記事 ヲ報道 スル コ トヲ以 テ特色 トシ知識
階級 ノ顧 ミル所 トナラス家庭 二入 レサルモ低級 ナル労働者間 二愛読 セ ラ レ日本 二対 スル態度 ハ
良好 ナラス当地方 二於 ケル唯一 ノ黄色紙 トロサ レ居 タルカ如何 ナル理由 ノ存 シタルヤ大正七年
春頃 ヨ リ排 日的記事 ノ跡 ヲ絶 チ或 ハ社員 ヲ日本 二派遣 シテ其好意的 二 日本 ヲ紹介 スル通信 ヲ紙
上 二掲 クル等親 日的傾向 ヲ示 シ在留 日本人 ヲシテ寧 口奇異 ノ感 ヲ起サ シメ居 リタリ然 ルニ今回
排 日的運動 ノ勃発 卜共 二以前 ノ排 日的態度 二復帰 シ傍若無人 ノ排 日論 ヲ唱 フル コ トヽナ レ リ而
シテ同紙 力排 日的態度 ヲ回復 シタル事情 二関 シテハ大正八年二月 シア トルニ総同盟罷業行 ハ レ
タル際同紙ハ総罷業 二反対 ノ態度 ヲ執 リタル為甚 シク労働者 ノ怨恨 ヲ買 ヒ労働組合 ハ組合員 ニ
対 シ同紙 ノ購読 ヲ禁 シタル結果同紙 ノ売行頓 二減少 シ経済的 二大打撃 ヲ蒙 ルコ トヽナ リタル ヲ
以 テ只管労働者 ノ人気回復 ノ機会 ヲ待 チタルニ偶 々排 日派 ノ誘 フ所 トナ リタル ヲ以テ好機乗 ス
ヘ シ トナ シ排 日紙 トシテ再現 スルニ至 タ リト推断 スル者多 シ
兎 二角同紙 ハ排 日派 卜提携 シ「 フ リーマ ン」 ノ陳述書 ヲ掲載 シテ以来約二 ヶ月間ハ殆 ン ト連 日
ノ如 ク論説 二雑報 二排 日記事 ヲ掲載 シ殊 二最初 ノ間ハ拳大 ノ活字 ヲ以 テ先導的標題 ヲ印 シ新聞
第一面 ノ全部又ハ其大部分 ハ排 日記事 ヲ以 テ之 ヲ埋 メ極力排 日気勢 ヲ昂騰 セ ンコ トニ努 メ タ リ
排 日記事 ノ概念 ヲ示 セハ左 ノ如 シ
ー、
「 フ リーマ ン」 ノ陳述書 ヲ掲載 ス (七 月二十六 日)
一、太平洋沿岸 ヲ永 ク白人国 タラシメントセハ今 日日本人 ヲ駆逐 セサルヘカラス (七 月二十九
日論説)
一、相互実業倶楽部 (Mutual Business Club)卜 称 スル排 日団体 ノ組織及七月二十 八 日夜同
倶楽部 ノ集会 二於 ケル「 フ リーマ ン」 ノ提案並 二其他 ノ排 日演説 ヲ詳報 ス (七 月二十九 日)
一 、毎年平均千六百名 ノ写真結婚婦人 シア トル港 二渡来 シ其産児率 ハ 自人 二五倍 スル ヲ以 テ
「 シア トル」 ノ 日本人 ハ急激 二増加 ス移民官 ハ 日本移民 ヲ拒絶 セ ン ト欲 スルモ写真結婚婦人
ノ入国 ヲ阻止 スル ヲ得 ス (七 月二十 日)
一、 シア トル及其附近 二於 テ日本人 ノ管理 二属 スルモノ トシテ事業又ハ営業約十五種 ヲ列挙 シ
日本人発展 ノー班 ヲ表示 ス (七 月二十 日)
一、自人国 力 日本人国 力今 日日本人 ノ侵入 ヲ撃退 セサ レハ 日米戦争 ヲ避 クル ヲ得 ス (七 月二十
日論説)
一、太平洋沿岸問題 ヲ正 当 二解決 スルノ緊要 ナルハ 日米人共 二同 シ沈黙 フア平和 二利 ナ シ独 リ
正 直 ナル論議 ニ ヨ リテノ ミ紛争 ヲ避 ケ得 ヘ シ (七 月二十一 日論説)
一、相互 実業倶楽部 卜米国在郷軍人会 (Amerimn Legion)卜 共同 シ七月二十一 日排 日方法
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ヲ討議研究 ス同会 ニハ親 日牧 師「 モル フ ィー」氏出席 日本人 フ弁護 ス演説及問答 ヲ詳報 ス
(八 月一 日)

一、十二年前始 メテパ イキ公設市場開設 セ ラ レタル トキハー名 ノ 日本人ナカ リシカ今 日ハ約百
名 ノ 日本人出店者 ア リ出店者 ノ半数 ヲ占メ市民 ノ需要 スル野菜物 ハ事実其 左右 スル所 ナ リ
(八 月二 日)

一、 日下 シア トルニハー万三千乃至二万 ノ 日本人 ア リ全市 ノ四五分 ヲ占メ其増殖 ハ熾盛 ナ リ今
日日本人問題 ヲ解決 セサル トキハ他 日悔 ユル トモ及ハ ス (八 月五 日論説)
一、 ホテル及 アパ ー トメ ン トニ於 ケル室代 ノ暴騰 ハ 日本人 ノ投機的売買 二因 ル コ ト多 シ (八 月
九 日)
一、相互実業倶楽部ハ州知事 二書面 ヲ送 り日本人 力州法 ヲ犯 シ白人名義又 ハ法人組織 ノ下 二土
地 ヲ所有 シ居 ル ヲ以 テ速 二之 ヲ摘発所罰 スヘキ コ ト及 日本 ハ紳士協約 二違反 シ多数 ノ移民 ヲ
渡航 セシメ居 ル ヲ以 テ中央政府 二対 シ州知事 ヨ リ抗議 ヲ提出 スヘキ コ トヲ申請 シタリト報 ス
(八 月六 日)

一、東洋貿易会社 ハ紳士協約 二反 シ過去十年間 二約五万 ノ 日本人労働者 ヲ鉄道会社 二供給 シタ
リト報 ス (八 月九 日)
一、八月十一 日夜相互実業倶楽部主催 ニテ排 日大会 ヲ開 キ二百五十名 ノ出席者 ア リ西北部特 ニ
ワ シン トン州 二於 ケル各種 ノ 日本人問題 (事 項列挙)ヲ 中央議会特別委員 二拠 り審査 セ ンコ
トヲ州選出議員「 ヂ ョンソン」 二申請 スルノ決議 ヲ通過 ス。同大会 ニテ「 フ リーマ ン」、
「サ
リヴァン」其他数名 ハ排 日論 ヲ述 へ「 モル フ ィー」牧師及「 フランクス、 タ レス」 ハ 日本人
ヲ弁護 ス (八 月十二 日)
一、
「 フ リーマ ン」 ハ キ ング郡民主党集会 ノ席上 日本人 ノー大「 シンデケー ト」 ア リ毎年多数
ノ写真結婚婦人 ヲ輸入 シ巨利 ヲ博 ス ト述 フ (八 月十二 日)
一、 日本人 ノ威嚇ハ今 日尚初期 ニア リ此際強硬ナル態度 ニ ヨ リテ解決 ス レハ永遠 ノ平和 ヲ確保
シ得 ヘ シ (八 月十二 日論説)
一、 日本人 ノ土地所有 二関 シ州検事総長「 トム ソン」 ノ意見 トシテ州法 ハー般的 二外国人 ノ土
地所有 ヲ禁止 スルモ遺産相続 ノ場合、抵当流 ノ場合及鉱山採掘 ノ場合 ニハ外国人 モ適法 二土
地 ヲ所有 スル コ トヲ得外国人 力他人名義又 ハ法人名義 ヲ以 テ土地 ヲ所有 スルモ現行法上刑事
訴追 ノ途ナ シ唯其土地 ヲ没収 スル コ トヲ得 ルモ土地所有 ノ権原 二関 シ証拠 ヲ蒐集 スル コ トハ
至難 ナル ヲ事実没収不可能ナ リサ レハ唯‐ ノ救済法 トシテハ州議会及中央議会 二於 テ厳重 ナ
ル排斥法 ヲ制定 スルノ外 ナカラ ン (八 月十三 日)
一、 日本人 ノ侵入 ハ「 シア トル」、
「 タコマ」附近 二止 マ ラス落機山地方「 コロラ ド」州 二迄 ニ
及 ヘ リト報 ス「 シア トル」附近 ノ白河平原内 ニハ約九千頭 ノ乳牛 ア リ内六千頭即全数 ノ八割
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五分 ハ 日本人 ノ所有 スル処 ナ リ千九百九年「 オブライ ン」学校 ニハ 日本人児童一名 白衣人児
童百名 ノ割合 ニテ通学 シテ居 リタルカ千九百十九年 ニハ 日本人生徒四十名 白人生徒四十五名
ア リ日本人 ノ侵入 二対 スル策 ハ地主 ヲシテ日本人 二借地 ヲ許与 セシメサルニア リ「 タコマ」
附近 ノ「 ビヤラップ」平原 ニハ 日本人 ニハ二万三千英加 ノ最良農地 ヲ耕作 シ「 タコマ」市需
要 ノ野菜ハ七割五分迄 日本人 二仰 ク又「 タコマ」市内 二 日本人 ノ経営 スルホテル二十六個 ア
リ其宿代 ハ無法 二高価 ナ リ、
「 コロラ ド」州 ノ名産「 メ ロ ン」 ハ八割五分 マテ日本人 ノ耕作
スル所 ナ リ、彼等ハ団結 シテ「 メ ロン」 ノ市価 ヲ高 ムルニ努 メ其品質 ヲ改良 セサル ヲ以 テ漸
ク声価 ヲ失墜 セ ン トス (八 月十五 日詳述)
一、八 月十八 日「 シア トル、 グロ ッサー」組合 ノ集会 二「 フ リーマ ン」及相互実業倶楽部幹事
「 カネヤー」出席 シ例 二依 り排 日ヲ唱 へ 日本移民排斥及 日本人 ノ経済的発展阻止 ノロ的 ヲ以
テ常久的排 日団体 ヲ組織 スルノ必要 ヲ説 キ「 グローサー」組合 ハ極力援助 スル旨 ヲ約言 ス同
夜別席 二催 サ レタル「 大戦参加軍人会」支部集会 ニモ「 フ リーマ ン」出席 シ排 日団体 ノ計画
ヲ説明 シ同軍人会 ヨ リモ委員 ヲ任命 シ協助 セシムルコ トヽナル (八 月十九 日)
一、八月二十一 日「 フ リーマ ン」、
「 カネヤー」等主唱 ノ下 二各種団体代表者総
「 サ リヴァン」、
計約二十名集 り排 日同盟会 ヲ組織 ス (八 月二十一 日)
ヽウス、料理店、肉
一、外戦軍人会ハ市民 二非 サル者 ハ ホテル、 アパ ー トメ ン ト、 ルー ミング′
店、市場売店 ヲ経営 シ貸 自動車及行商 二従事 スル コ トヲ禁 スル市条例案 ヲ起草 シ市会 二提出
セ ン トス ト報 ス (八 月二十六 日)
一、排 日同盟会ハ八月二十九 日 ヨ リ会員及資金募集 二着手 ス (八 月二十九 日)
ヘ
一、
「 タコマ」 ノ郡学校監督 ハ 日本人設立 ノ国語学校 二校舎賃借 ヲ禁止 シ得 キ法規 ナキヤヲ
州検事総長 二質問 シタリト報 ス
排 日同盟会評議員会 ハ 日本人 ノ金融方法 二関 シ私人 ノ資金 ナルヤ会社又ハ銀行 ノ融通 スル所
ナルヤ又ハ 日本政府 力 日本人 ノ発展 ヲ監督援助 シ居 ルニアラサルヤヲ調査 セ ン ト報 ス (九 月
二 日)
一、九月二 日排 日同盟会評議員集会 シ会員及資金募集 二関 シ議 ス (九 月二 日)
一、 日本人 ノ生産率 ヲ雀及兎 ノ増殖 二関 スル伽諄 二警 ヘ ロ下米国上院 二提出 セ ラ レ居 ル外国移
民比例輸入案 ニ シテ通過 セハ米国 二於 ケル 日本人 々ロハ千九百二十三年 ニハ二十一万八千六
百人千九百三十二年 ニハ五十四万三千人千九百四十三年 ニハ八十七万五千人今 ヨ リ百六十年
後 ニハ二億千六百万人 ノ多数 二達 スヘ シ ト説 ク (九 月二 日)
一、
「 オ リンピア」地方 ノ牡蠣養殖地 ニテハ数年前 日本人労働 シタル以来他 ノ労働者 ヲ駆逐 シ
其数 目下五十名 ナルカ已二 自ラ牡蠣養殖地 ヲ租借 シタルモノア リ (九 月四 日)
一、九月十 日排 日同盟会評議員会 ニテ同盟会 ハ州法 二依 ル会社組織 ノ下 二組織 スル コ ト及加州
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排 日論団体 卜連絡 スヘキ コ トヲ決議 ス (九 月十一 日)
一、米国下院移民委員会 二於 ケル「 フ リーマ ン」及加州 ノ「 マ ックラチー」 ノ陳述要 旨ノ電報
ヲ掲 ク (九 月二十五 日)
一、十月十 日 シア トルニテ開催 ノ「 アメ リカ ン、 レジ ョン」州大会 二於 テ太平洋沿岸 日本人間
題 ヲ十一月「 ミネアポ リス」 ニテ開催 ノ筈 ナル全国大会 二提出スル件 ヲ可決 ス (十 月十一 日)
一 、十月十九 日 シア トル市第一美以教会牧師「 ゼー、 イ ー、 クラウサ ー」 (J.E.Crawther)
博士 力朝夕二 回 ノ日曜説教 二於 テ日本及 ビ日本人問題 ヲ主題 トシ諸種 ノ排 日論 ヲー 々弁駁 シ
「 ス ター」紙 ノ態度 ヲ非難 シ多数 ノ聴衆 ヲ多大 ノ感動 ヲ与 ヘ タル コ トア リ翌 日ノ「 ス ター」
紙 ハ教壇 ノ人ハ社会 二実情 ヲ知 ラス世人 ヲ誤 ル トテ反駁 シ亜米利加第一 ヲ忘 ル ヽ勿 レ ト叫 フ
(十 月廿 日論説)

一、論説欄 ニテ再 ヒ「 クラウサ ー」博士 ヲ攻撃 シ読者欄 ニハ「 ク」博士親 日論 二対 スル賛否両
派 ノ投書四通 ヲ掲 ク (十 月二十一 日)
一、 シア トル市対岸「 ベーンブ リッヂ」鳥 ニテ発刊 スル「 キプツァプ、 カウンテー、 ヘ ラル ド」
ノ排 日論 ヲ転載 シ又排 日投書 ヲ掲 ク (十 月二十三 日)
一、 日本人理髪者 ヲ称賛 スル親 日投書 ヲ冷評 シ排 日投書 ヲ掲 ケテ結 フ (十 月二十五 日)
一、
「 ケ ン ト」及「 オーバ ン」附近 ノ日本人農業者 ハ狩猟 ノ為 二 日本人 力其農場 二入 ル ヲ許 ス
モ白人 ノ入 ル ヲ許 サス好猟者間 ニハ漁猟権 ヲ米国市民 二限 ル ノ法案 ヲ州議会 二提出セ ン トス
ル議 ア リト報 ス (十 月二十九日)
一、排 日親 日両種 ノ投書 ヲ掲 ケ親 日寄書 ヲ罵評 シ其罪 ヲ憎 ムモ其人 ヲ愛 ス ト結 フ (十 一月二 日)
一、
・ ハ ウス」 ノ農業者及商人集 り現時同地方 ニハー名 ノ 日本人無 キモ「 ヤキマ」
「 ホヮイ ト
方面 ヨ リ移住 セ ン トスル模様 アル ヲ以 テ予 メ厳排 ヲ決議 ス トノ電信 ヲ掲 ク (十 一 月五 日)
一、排 日投書 ヲ掲 ク (十 一月九 日)
一、
「 ミネアポ リス」 ニテ開催 シタル「 アメ リカ ン、 レジョン」大会 ノ排 日決議 二関 シ是 レ真
ノ米国主義 ナ リト評 シ米国魂 ノ好試練ハ排 日問題 二在 リト唱 フ加州 二於 ケル多数新聞及「 オ
レゴン」州 ノ労働団体 ハ疾 二排 日態度 ヲ宣明 セルニ反 シ「 シア トル」 ノ中央労働協会 ハ 日本
人問題 二関 シ如何 ナル態度 ヲ取 ラ ン トスルヤ「 ピー、 アイ」紙ハ如何「 タイムス」紙 ハ如何
将又商業会議所 ハ如何 卜論 シテ各方面 二挑戦 ス (十 一 月十四 日論説)
一、排 日及親 日ノ投書 ヲ掲 ケ排 日論 ヲ附加 ス (十 一 月十四 日及十七 日)
一、十一 月十八 日 シア トル市「 マ ウン ト、 ベーカー」区市民大会 卜称 スル排 日集会催 サ レ「 サ
リバ ン」
「 カネヤー」等排 日ヲ説 ク「 モル フ ィ」牧師 日本人 ヲ弁護 シタル カ群衆 ノ妨害 二依
り中止 セシメ ラル同集会 ハ 日本人 力住宅区域内 二移住 シ来 ル トキハ地価 ヲ低下 セ シメル虞 ア
ルニ依 り日本人 二土地 ヲ周旋 セサル様土地売買業者 二勧告 スル コ トヲ決議 シタル ト同時 二移
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民法修正、紳士協約廃止、排 日州法制定 ノ必要 ヲモ決議 ス (十 一月十九 日)
一、公設市場 ニテ日本人 ヨ リ買 フ勿 レ トー般 ノ主婦 二勧告 シ日本人 ヲ使用 スル勿 レ ト大商店 ニ
忠告 ス (十 一月二十二 日)
一、十一 月二十六 日「 ピー、 アイ」紙 力 日本号 ヲ発刊 セルニ対 シ「 仮面落 ツ」 卜題 シ「 ピー、
アイ」紙 ノ親 日的態度 ハ愈判明 シタルカ彼 ノ最 モ驚 クヘキ桑港 日本字新聞新世界 ノ社説 ヲ掲
載 セサル ヲ瑕瑾 トス ト皮肉 り排 日恐 ル ヽモ足 タス トスル同社説 ノ英訳 ヲ掲 ク (十 一月二十六
日)
一、米国市民 トナ リ得 サル者 ノ子孫 ニハ米国内 二出生 スルモ市民権 ヲ与 ヘス トノ米国憲法修正
案遠 カラス上院議員「 ジ ョー ンス」 ニ ヨ リ提出セ ラルヘ シ トノ華府電報 ヲ掲載 ス (十 二月一
日)
一、帰還兵保護会幹事「 イ ング リス」大佐 (Wo M.Inglis)ハ シア トル陸海兵倶楽部 二使用 シ
タル 日本人十名 ヲ解雇 シ帰還兵 ヲ以 テ補充 シタリト報 ス (十 二月五 日)
一、 シア トル愛光写真館 力華客 二配附 シタル札暦 二貼付 シタル 日本人子供 ノ集会写真 ヲ「 カツ
ト」 トシテ現 ハ レ之 レ将来 ノ米国市民 ナ リト題 シ下段 二他 日此内 ヨ リシア トル市長 ヲ出 シ国
会議員 ヲモ出 スヘキカ ト話 ス (大 正九年九月七 日)
一、 日本人ハ鱈事業 二発展 シ太平洋沿岸 ノ米国鱈業 ヲ圧倒 セ ン トス トテ「 フ リーマ ン」主宰 ノ
漁業雑誌中 ノ記事 ヲ転載 ス (一 月七 日)
一、 ホテル及 アパ ー トメントノ室内掃除 二従事 スル白婦人 ハ安給金 ノ日本婦人 二依 り駆逐 セ ラ
レ居 レ リ救済策 ヲ講 スルノ必要 ア リ ト某女 ノ談話 ヲ掲 ク (一 月十七 日)
一、大哲「 スペ ンサー」 ハ千八百九十二年已二 日本移民反対 ノ説 ヲ述 ヘ タ リトテ彼 ノ雑婚不可
説 ヲ引用 ス (一 月廿 日)
一、加州選出上院議員「 フ ィー ラ ン」 力米国出生 日本人 二対 スル市民権拒否 ノ憲法修正決議案
ヲ提出 シタル旨 ノ華府電報 ヲ掲 ク (一 月二十一 日)
以上
(「

ス ター」紙排 日宣伝 ノー班 ヲ示 ス為別紙切抜 ヲ添附 ス)

これ らの記述 か ら見 ると、当時、 シア トルの大衆紙 が、労働組合 のス トライキ報道 で、 これに反
発する態度を とったことか ら、労働組合側 の読者層 を大量 に失 って苦境 に陥 っていたことが、 たま
たま排 日運動 をその読者層拡大 の機会 に利用 した ことが大 きい。 それと共 に当時 の北西部 における
日本人 の大活躍 の事実 が当地方 の自人底辺労働 の職場 を奪 う結果 にもな って い るとい う状況 が、大
衆紙 の拡張 に利用 されたとも言 って良 いだ ろう。 日本人 の大活躍 には当時の様 々の職種 に及 んで い
たことが この記述 か らも知 られるとお りである。果 た して このよ うな排 日的主張 で社会 が運営可能
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なのかどうかは大 いに問題 ありと言 うよりもマイナスであ ったろう。 シア トルの都市食生活 を支 え
る農産物一 つ を見て もそれは自明 なはずである。

四、排 日ノ理由
「 シア トル」地方 二於 ケル排 日論 ノ概要 ハ前述「 ミラー、 フ リーマ ン」 ノ項及「 シア トル・ ス
ター」紙 ノ項 二叙述 シタル通 リニ シテ排 日理 由 ノ要点ハ其間 二悉 クセラレタル ヲ以 テ姦 二再述
ヲ省略 スルモ其主要 ナルモ ノヲ摘挙 ス レハ
一三 二 四 五 六

ー、 日本 ハ紳士協約 ヲ破 り多数移民 ヲ渡航 セ シム
日本人 ノ産児率 ハ 白人 二五倍 ス
日本 ヨ リ多数 ノ写真結婚婦人渡来 ス
以上 ノ結果太平洋沿岸 二於 ケル 日本人 ノ人 ロハ逐年急激 ナル増加 ヲ示 ス
日本人労働者 ハー 日十五 時間乃至十八 時間労働 ス

七

米国帰還兵 ノ就職難ハ 日本人労働者 ノ存在 二由ル

八

日本人 ハ専 ラ貨殖 ヲ念 トシ生活改善 ヲ努 メス

九 十

日本人ハ到底米国 二同化 シ得 ス
各種事業又 ハ営業中己二 日本人 ノ支配 二帰 シタルモ ノア リ
日本人 ハ経済的 二太平洋沿岸 ヲ征服 セ ン トス
等排 日ノ理由 トシテ挙 クル所 ハ許多 ナルモ要 スルニ 日本人 ノ増加及経済的発展 ハ好 マ レカ

ラサル ヲ以テ之 ヲ排斥 スヘ シ ト云 フニ帰 スヘ シ
ここでの指摘 はこれまでの内容 の概要 と言 って良 いであろう。従 って特段 の解説 を要 さない。 し
か しこれまでの紹介 か らも分 か るとお り、排 日運動 に対 して、 これに反対 し、対 日親交 を主張す る
動向 もあ ったことが明確 に知 られ る。 と言 うよりもそ もそも排 日運動が この西北部 に持 ち込 まれた
のであ って、必ず しもこの地 の土着 の運動 であったか らではない。

五、排 日運動 ノ効果
「 フ リーマ ン」一派 ノ排 日者 ハ「 ス ター」紙 卜提携 シ針小棒大又ハ虚構 ノ事 ヲ宣伝 シテ極カー
般民衆 ノ間 二排 日気勢 ヲ昂進 セ ン ト努 メ タル カ智識階級 ノ米国人 ハ何等之 二耳 ヲ傾 ケスシア ト
ル市 二於 ケルニ大新聞「 ピー、 アイ」紙及「 シア トル、 ス ター」紙 ハ排 日運動 二関 シ遂 ニー言
モ記 スル コ トナク全然不関知 ノ態度 ヲ取 り又労働組合 ノ如 キモ 日本人 二好意 ヲ表 シテ排 日二雷
同 セス其結果在留邦人 ハ其営業上又ハ労働上直接何等打撃 ヲ受 ケサ リシヲ以 テ与論 ヲ動 カサ ン
ト努 メ タル排 日派 ノ計画ハ失敗 二帰 シタル次第 ナ リ
「 ス ター」紙 ノ如 キ最初熱狂的 二排 日ヲ咆嗜 シ頻 二世論 ノ沸騰 ヲ挑発 シタルモ予期 二反 シテ何
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等 ノ反響 ナカ リシヲ以 テ漸次其筆法論調 ヲ収 メ排 日記事ハ依然其跡 ヲ絶 タサルモ其数甚 夕減少
シ自 ラ起稿又 ハ蒐集 シタルモ ノ稀 ニ シテ他来的材料 ヲ掲載 スルニ止 マ レル状況 ナ リ
サ レド排 日論者 ハ其 目的 ヲ拠棄 シタルニアラス彼等 ハ中央及地方 ノ政治家 ヲ動 カシ立法及行政
方面 二於 ケル効果 ヲ挙 ケ ン ト欲 シ加州方面 ノ排 日派 卜連絡 シテ中央議会 二各種 ノ排 日法案提出
ヲ運動 シ着 々歩武 ヲ進 ムル ト共 二地方 二在 リテハ州知事等 二対 シテモ排 日的処置 ヲ取 ラ ンコ ト
ヲ請求 シシア トル市会 二対 シテハ 日本人 二対 スル営業免許状下附拒絶法案 ヲ建議 シ同市会 ハ多
数決 ニ ヨ リ大正八年十二月初旬 日本人 ノ「 プール」室営業免許更新 ヲ拒絶 スル決議 ヲ為 シ又古
物商 (junk)営 業、労働周旋業等 二対 シ免許状 ヲ更新又 ハ下附 セサ ルコ トヽナ リタル ヲ以 テ
現 二当地 日本人会後援 ノ下 二関係者 ヨ リ市 二対 シ行政訴訟 ヲ提起 シ其曲直 ヲ争 フコ トヽナ レ リ
(免 許状下附拒絶事件 ハ別信 ニテ報告 ス)

思 フニ排 日派ハ今後米国 二於 ケル中央及地方 ノ立法及行政 ノ方面 二益 々其猛威 ヲ振 フナラ ン ト
観測 セラル

このよ うに記 されて いる ことか ら、再度、排 日運動が当地 の 自生的運動ではな く、外部 か ら持 ち
込まれ、従 って支持 を受 けるには充分 ではな く、 ここに排 日記事 について も、必ず しも当地 では制
作 されて い るわけではな く、 む しろ排 日記事 には批判的である状況 だ った。 しか しそれで もこの排
日派 の運動 は軽視 され るべ きもので はな く、全国的 に見 ると、逆 に発展 の可能性 があると判断 され
て いた。 このよ うな状況 を知れば、清沢Fllが 排 日運動 にアメ リカの将来 を見 たのではな く、逆 に排
日運動 よ りも国際平和主義、 あるいは諸民族 の友好関係 の発展、 アメ リカ社会 の民主主義的発展 に
希望 を見 いだ したとして も疑 うことは困難 であろう。清沢 が暮 らした西北部、 シア トル、 タコマ と
い う地域 の状況 の持 った意義 も見逃 せないように思われる。

六、排 日機関及主動者
排 日運動 の煽動者 フ リーマ ンの運動組織化 の方策 が次 のよ うに記 されてい る。す なわちメデ ィア
の活用 だけでは充分 ではな く、活動主体を持 たねばな らなか った。
「 相互実業倶楽部」 がそのため
に組織 された。 しか しその組織 もいわば この運動 のためにで っち上げられたものとしてよい。実 は
有名無実 の会 とい うのが この意味であろう。 その後「 排 日同盟会」 の組織 が結成 される。 す るとい
つの間 にか先 の倶楽部 は消滅 して いたとい うわけである。 しか しなが らこの組織 も資金集 めに成功
をせず、 その限 りでは根無 し草 の運動 となるのである。 この運動 の中心 は帰還兵士 と小営業者 であ っ
たこと、 それ故 に運動内容 でおよそ想像可能 な方向性 を持 つ もので あ った。

「 フ リーマ ン」 力排 日運動 ヲ開始 シ排 日気勢 ヲ興 サ ン ト企 ツルヤ排 日ノ宣伝及通報機関 トシテ
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ハ「 ス ター」紙 ヲ利用 シタルカ排 日活動 ノ主体 タルヘキ団体 ノ存在 ヲ必要 卜認 メ最初 ハ相互実
業倶楽部 ナル名義 ノ下 二排 日集会 ヲ催 シタルカ元来此 ノ如 キ倶楽部ハ存在 シ居 リタルモノニ非
ス単 二方便 トシテ恰 モ倶楽部 力存在 スルカ如 ク称 ヘ タルニ過 キス、 サ レバ同倶楽部 ナルモノハ
何時 トナ シニ消失 シ其後正式 二排 日同盟会 ノ組織 セ ラ レタルハ八 月十八 日「 グローサ ー」組合
ノ集会席上 ニ シテ薮 二排 日派 ハ初 メテ常久的排 日団体 ノ組織 ヲ完了 シタルナ リ而 シテ右排 日同
盟会 ハ広 ク会員 ヲ募集 シ又運動資金 ヲ集 ムルコ トヲ企 テタルモ何 レモ失敗 二帰 シタルモ ノ ヽ如
シ

排 日派 ノ首魁ハ「 フ リーマ ン」 ニ シテ其帷帳 二参 スル者 ハ弁護士「 ジ ョン、 ゼー、 サ リヴァン」
(」 ohn

J.。

Sullivann)及 「 フランク、 イ ー、 カネヤ ー」 (Frannk S.Kannair)ナ リ彼等 ハ

各種 ノ排 日方法 ヲ参画 シ各種 ノ排 日集会 二出席 シ或ハ 中央及地方 二於 ケル政治家 ノ間 二奔走 シ
排 日活動 ノ中心人物 ナ リ
「 フ リーマ ン」及 び「 サ リヴァン」 ハ在郷軍人系 二属 スル フ以テ「 アメ リカン、 レジ ョン」 ヲ
土台 トシテ活動 ス
日本人 ノ従事 セル各種営業中白人営業者 卜最 モ競争 ノ地位 二在 ルモノハ「 グローサ ー」業 ナル
ヲ以 テ排 日派 ハ 白人「 グローサ ‐」 ヲ誘説 シ排 日同盟 ノ如 キモ「 グローサー」組合 ヲ基礎 トシ
テ組織 シタ リ
要之排 日同盟会ハ主 トシテ帰還兵士系 卜小商人系 ノ構成支持 スル所 ナ リ

先 に述 べ たような排 日運動 の当地 にお ける実質 のなさは充分 に注 目すべ きことで あるが、 それ と
共 にあるいはそれ以上 に筆者 が注意 したいの は、 この文書 で も確認 されているとお り、渡 日経験 の
ある牧師 を中心 に排 日運動 への批判 が社会 には存在 していたことである。 もちろん外部 か ら持 ち込
まれた排 日運動 とい う宿命 があ った、 この地では、 日常的 な便益 を共有す る在留邦人 と自人 の関係
が存在 して いたことを無視 で きない。 それを端的 に しめす もの こそは、 シア トル方面 の市場 に供給
され る野菜 や、肉類、 あるいは商店経営、洗濯業 など何 れ も人 々の不可欠 の 日常的サ ービスの提供
者 としての 日本人 の地位であろう。 しか しそ うした知 日派的な人 々の活動 だけでは充分 ではない。

七、排 日ヲ反駁 スル米国人
排 日運動 の扇動 に対 して、 日米親善上、 シア トル市 の発展上好 ま しいわけではない として、敢 え
て無視す る態度 で沈静化を図ろうとい うのが、商業会議所あた りの認識であ ったという。商業会議
所 が このよ うな姿勢 を取 ったには理 由があろう。 それは先 に も述 べ たよ うにシア トルの消費市場 が
日本人によ って充分 に役割 を果 た して いたことに知 られる、 日本人 の生業 としての農業、商業等 を
無視 してはアメ リカ人商業活動を困難 に陥れるとの危惧 であったろ うことは容易 に想像可能である。
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しか しこの排 日運動 の組織化 に対 して無視 とい う態度では根絶できない とも考 えたのが、 3人 の牧
師 たちの活動 だ ったといえる。 この三者 の特徴点 を資料 に沿 って見 てお こう。 14年 間の滞 日経験を
持つ牧師、宗教界 の重鎮で、当地 の 日本人を推奨する立場、 日本を訪問 した経験 を持う事業経営者、
三者三様 であるが、何 れ も日本側 が組織 した人 々で はな く、 自発的意志に基 づ く意向の表明である
だけに貴重 であ ったろう。 まさい在留邦人 には「 感謝」以外 の何 もので もないのである。

「 シア トル」市 ノ有識階級殊 二商業会議所 ノ有力者ハ排 日運動 ヲ以 ツテ 日米親善上及市 ノ発展
上甚 夕好 マ シカ ラス トナ シ陰 二排 日運動 ノ揉 ミ消 シヲ試 ミタルモ成功 セス、然 ルニ之 ヲ表面 ヨ
リ阻止 セ ン ト企 ツルコ トハ却 テ排 日派 ノ反抗的気勢 ヲセ シムル虞 ア リトナ シ不関知 ノ態度 ヲ取
リタル カ反之排 日運動 ヲ黙視 スヘカラス ト為 シ積極的 二排 日派 ヲ攻撃 シ日本人 ヲ弁護 シタル者
ア リ其最 モ著 ル シキハ左 ノ三氏 ナ リ
(一 )、 牧師「 ユー、 デー、 モルフ ィー」氏

(U.Go Murphy)

「 モル フ ィー」氏 ハ曽 テ十四年間宣教師 トシテ日本 二在住 シタル コ トア リ大 ノ親 日家 ニシテ常
二在留本邦人 ノ利益増進 二努カ セル人 ナルカ七月二十九 日最初 ノ排 日集会同八月十一 日ノ排 日
大会及十一月十八 日「 マ ウ ン ト、 ベーカー」区排 日集会等 二出席 シ自己 ノ日本人 二関 スル所見
ヲ述 へ有 ユル質問 二応答 シ毎 二 日本人側弁護 ノ任 二当 レ リ
(二 )、 牧師「 ゼー、 イー、 タラウサ ー」博士 (Dr.J.Eo Crauther)

シア トル市第一美以教会 ノ牧師ナル同博士 ハ学識及人格 二於 テ当地宗教界 ノ重鎮ナルカ十月十
九日

(日

曜)朝 ノ説教 二於 テ沿革的 二 日本 ノ外交 卜其世界的地位 ヲ論 シテ日本 ヲ弁護 シ最 モ熱

心 二在留 日本人 ヲ推奨 シ各種 ノ排 日論 二対 シテハー々之 ヲ反駁 シ大堂宇 二集会 セル多数 ノ聴衆
二対 シ多大 ノ感動 ヲ与 ヘ タ リ
(三 )、 「 サ ミュエル、 ヒル」氏 (Samuel Hi11)

同氏 ハ大北鉄道会社長故「 ゼームス、 ヒル」氏 ノ女婿 ニ シテ鉄道及道路 二関 スル造詣深 ク曇 ニ
日本 二遊 ヒテ道路修築 ノ急 ヲ叫 ヒ「 日本 二於 ケル道路改良 ノ気運 ヲ振作 シタル人 ナルカ帰来
「 シア トル」 ヲ排 日派 ノ跳梁 セ ン トスル ヲ見黙視 シ得 ス諸種 ノ集会席上排 日反駁 ノ演説 ヲ為 シ
排 日集会 ニハ其信頼 セル友人能弁家「 フラ ンク、 タ レス」 (Frank Terrace)ヲ 派 シテ親 日説
ヲ述 ヘ シメ又華府 二於 ケル排 日派 ノ運動 二対抗 セ シムル為「 タ レス」 ヲ同地 ■派 シ中央政客 ニ
対 シ日本人弁護 に努 ム
以上諸氏 ノ親 日運動ハ在留邦人等 ヨ リ特 二依頼 シタルニアラス又法人側 二於 テ何等経済的援助
ヲ与 へ居 ルモノニ非 ス何 レモ全 ク自己 ノ発意 二依 り行動 シタルモノニ シテ其好意 ハ在留邦人 ノ
感謝措 ク能 ハサル所 ナ リ
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八、在留本邦人 ノ対度
排 日論 ノ「 ス ター」紙 二依 リテ宣伝 セ ラルルヤ在留邦人殊 二各種 ノ営業 二従事 スル者 ハ大 二不
安 ヲ感 シ頗 ル憂色 ア リ依 テ排 日運動 ノ憂 フヘ ク シテ必 シモ恐 ルルニ足 ラサルコ トヲ知 ラシメ人
心 ヲ安定 スルノ必要 ア リト認 メ排 日運動発生 ノ当時 日本人会主 唱 ノ下 二各種営業 ノ代表者 ヲ集
メ相談会 ヲ催 フシ排 日対応策 ヲ議 シタルガ結局猥 リニ排 日反駁策 ヲ行 フコ トハ却 ツテ排 日派 ノ
反抗心 ヲ熾烈 ナラシムル虞 アル ヲ以 テ大体 二於 テ傍観的監視 ノ対度 ヲ取 ルニ衆議一決 シ唯排 日
理 由中在留邦人 ノ反省 セサル可 カラサルモ ノナキニ非 ル フ以 テ此等 二関 シテハ 自省 ヲ行 フ必要
ヲ認 ムル ト云 フニー致 セ リ
其後排 日運動 ハ与論 ヲ動 カシ得 サ リシヲ以 テ在留邦人 モー先 ゾ安堵 スルニ至 リタ レドモ排 日ノ
暗流ハ容易 二衰滅 セサル ヲ以 テ在留邦人 二於 テモ予 メ相当 ノ準備 ヲ有 スルノ必要 ヲ認 メ 日本人
会主唱 ノ下 二米化委員会 ナルモノ ヲ組織 シ資金 ヲ集 メ排 日問題 二対 シ研究 スル コ トトナ リ現 ニ
「 シア トル」市営業免状下附拒絶事件 二付 テハ同委員会 二於 テ斡旋中 ナ リ
当地方在留邦人 ハ地方排 日問題 ノ解決 二関 シテハ可成在留民 自身 ノカ ニ ヨ リテ此 ヲ解決 セ ンコ
トヲ欲 シ可成帝国外交 ヲ煩 ハ サザ ラシメ ン ト欲 ス

(完

)

こうして排 日運動 を現地 の人 々が支持す る状況 が生 まれなか ったことも幸 い して、在留 日本人 は
彼等 の運動 におそれを感 じていたが、取 り立 てて問題視す ることよ りも、黙視 し、 その上で、邦人
として反省すべ きは反省す るとい う自省心 も持 って対応 していったとい うのであ る。 その一環 とし
て在留邦人 は、 あえて外交問題 とす る道を も取 らなか ったとも指摘 されて い る。 ここにあ らためて
当時 の排 日運動 の動 き、 とりわけてそれ以前 まで、邦人 と自人 の間で取 り立てての対立状況 も生 ん
ではいなか ったヮ シン トン州 シア トル という土地柄 の下 では、 フ ァナティックな邦人迫害運動 が組
織 され る状況 にはなか ったことが、 この資料 によって も確認 されると共 に、渡 日経験を持つ賢明 な
宗教家 その他 の知識人が こうした運動 に公然 と批判 の矢を放 って いたこと、 またそれを認 める当地
の人 々の 日常性 の意味を考 えさせて くれ よ う。
それにつ けて も渡 日経験や、 日常生活 の中での相互理解 が育 て られていれば、容易 には「 民族間
対立」 を醸成する環境 は生 じない とい うこと も、 この報告書 が示 していると思われる。
もっとも無視 し得 ない情勢 が州議会 にあったことを、廣 田領事が暗号電報 で内田外務大臣 にあて
「 大正九年二 月十二 日前十一 時」付 で打電 して い る。 それによると二 月二十二 日か らは じま った州
臨時議会 に高等教育費補充及 び婦人参政権問題が議 せ られ、 これ らを先議 として閉幕 したが、同時
にこの議会 には「 フ リーマ ンー派」 の蚕動 で シア トル市「 排 日ノ首領 Clliford」 が州知事 に「 日本
人侵入 防止策」 を決定 させようと動 いていた。 この措置 を実施す るために州議会 か らヮ シン トンに
委員 を派遣す ること、 オ レゴ ン、 カ リフォルニア州 と同一歩調 をとるよ う働 きかけを行 うこと、 日
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本人所有地 の回収車 にはその土地 の半分 を給与 す ることなどを盛 り込 んでいたが、提案者 たちは今
期 の州議会 での決定 を断念す るものの、次期 を期待 して運動す る ことを宣言 したか ら、今後 の注意
が い るとい うことで あ った。
明治40年 (1907)2月 23日 、 オ レゴン州 ポー トラン ド市 にお いてオ レゴン州在留 日本人大会 が開
催 された。 その代表委員 として伴新三郎、下村真鋤、蜂谷柾吉、若林性随、熊本秀太郎、長谷川利
衛、染川思策、有末与一、早川万次郎、加藤詳二郎、工藤陽太郎、浅井恵定 の12人 が外務大臣宛 に
活字印刷 による長文 の陳情書 を提出 して い る。
その構成 は「 労働移民渡米 の必要性」 (合 衆国 の資本主義興隆発展 の状況が労働移民 を必要 とし
てい る こと)、 「 渡米許否 の標準」 (教 育 は必要 ではあるがそれ以上に重要 なの は体格、意志、性質、
「 年齢弱 く意志定 ま らず世態 に経験少 な き者 は自由放任 の此国 に於 ては往 々誤 って悪経路 を辿 り易
き次第」、女子 の渡米 は厳格 にすべ きだが、同時 に身元確実 の場合 はこれを認 めることは「 我移民
発展上最 も必要」)
「 オ レゴン州 に於 ける日本人 の現状」 (在 留者 は約4500人 、 その うち約一割 が 自己資本 で業務 に従
事 し、 その他 は被雇用農業労働者、最大規模 の労働 は鉄道労働、次 いで農業。数年 の労働 によ つて
得 た貯蓄 で農業 その他事業 に取 り組 んでいる)

、

コ
「 オ レゴン州 に於 ける日本労働者 の歓迎」 (日 本人排斥 があるか らと言 って、 サ ンフ ラ ンシス で
さえ、 日本人労働者 の失業状態が存在 しているわけではない、 かえ って賃金 が上昇 さえ して い る。
オ レゴン州 では長期的 に見て決 して排 日運動 の騒 ぎが日本人 に不利 に働 いている状況 は見 られない。
過去 5年 間で 3割 の賃金増額 を もた らしている。 日本人 が他国 に比 して迫害を受 けてい る比率 は少
ないで あろう。)
「 各国 よ り渡米す る移民」 (略 )
「 オ レゴン州移民 の奨励」
「 日本人渡米 の増減」 (日 露戦争期 には渡米者 が過少 であるが、 それ は徴兵 などの要因が加 わ って
いる。 1904年 14264人 、05年 10332人 、06年 13835人 )
「 オ レゴン在留帝国臣民 の希望」 (渡 米 の 自由を拡大す ること、米国 か らの送金 は1000万 円の多額
に達 して い ること、 しか も日本人 の入植者 はアメ リカ人人 口の稀少地帯 であ って、入国 を阻止 され
る理由はない、 また日本人 がアメ リカ人 に危害 を与 えているとは到底考 え られない、 日本人 の同化
を要求す るのであれば、 アメ リカ人 は日本国内での同課 に勤 めているとで も言 えるのか、 これ も実
情 は逆であろう、 日本人 の方 がよほで アメ リカ国内で同化 に務 めているはずだ、 自由労働移民 は大
いに入国 を認 め られて しか るべ し)
以上 のよ うに展開 して日本側 がアメ リカに屈 して、 日本人移民 の規制 に走 るべ きではないことを
要請 して いる。
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むす び にか え て
以上、詳細をきわめた史料紹介 を中心 に、清沢Fll在 米時代 のアメ リカ社会 と日本人 の関係 に関す
る検討 を行 うて きた。 冒頭 にも述 べ たように、 これはまだ完成 された内容 には及 ばない。 なぜな ら
筆者 の手元 には、 なお残 された史料群 があ り、 これ らの分析 を も加えて この課題 の結論 としたい予
定 があるか らである。
さて本論 で詳細 に紹介 してきた史料 とその解説 か ら、 およそ以下 のよ うに述 べ ることが暫定的結
論 として意義 があろう。
第一 に、当時 の排 日運動 は、社会全体 を覆 った現象 ではな く、一部 の扇動家 が組織 しよ うと取 り
組 んでいたことが分 かる。 その際彼等 の力を実際以上 に大 きく見せたのは、彼等 にいわば買収 され
た地域 の ジャーナ リズム、特 にイエローペーパ ー とされた、低俗 なキャンペーン主義に走 ったメディ
アであったこと、 しか も彼等 は大衆受 けをね らうことによって、発行部数 を拡大す るとい う経営的
姿勢を持 って いたことである。
第二 に、社会 の諸階層 の中で、持 ち込 まれ た排 日運動 は、労働市場面 で 日本人 と競合す る分野 の
大衆 であ った可育旨性がある。 それは排 日運動家 の発表 した当時の主張内容か ら想像 できることであ っ
た。 しか し社会 には冷静 にこれを見 る態度 もみ られ、特 に宗教家 の動 きには注 目すべ きであろう。
彼等 は日米友好 と、在米 日本人 との市民的友好 を打 ち出 して いたか らであ り、彼等 に対す る社会的
信頼 も十分 に見 られたと思われるか らである。 その一例証 に、一見排 日運動に荷担 したかに見 える
メデ ィアが同時 に 日本人 との友好を訴 える宗教家 たちの主張を掲載 して い る ことである。 ではなぜ
そうした「 ね じれ」 とで もい うべ き状況 が見 られたので あろうか。
それを第二の点 として述 べてお く。 すなわち シア トル にせよタコマにせよ、人 々の 日常的生活に
おいて、 日本人 の恩恵を大 いに受 けてお り、 しか も日常的 には対立関係 の構造 が見 られなか ったこ
とであろう。 日本人 は当時、野菜作 り農家であ った り、小商店経営者 としての地位で日常生活 の物
資供給者 として十分 に役割 を果 た して いたことである。 た しかに排 日キャンペ ー ンを張 ったグルー
プに、退役軍人 の会 のよ うに、地域 に帰還 したものの、見 るべ き生業 を確保 で きない と騒 いだ一定
の人 々 もいて、彼等 は ことさらに、 日本人 の労働 に不満 を投げかけていたのである。
筆者 はこのよ うに析出 してみて考 え るに、一 つの社会 で、民族主義的対立感情 をむき出 しにする
状況 は、特定 の民族 の勤労意欲 の高 さが、時 には在来 の エスニ ックグルァプに反発 を呼ぶのは、意
図的 にそれを煽 り立 て るグループの存在 な しには生 じないで あろう。 しか も単 に「 勤労意欲」 が特
定 の エスニ ックグループの属性 として認識 されてはな らないことである。 とい うの は何 れの集団で
あれ、 その集団が新 たな地 で活動す る上で、当然、相当 に厳 しい周辺環境 を前提 に して生 きる以上、
大変 な生活維持 の ための努力が必要であるか ら、
「 勤勉」 に働 くことで、一定 の地歩を獲得 しよう
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とするので ある。 それに して も、 ではこうしたエスニ ック間 の対立 を際だたせる煽動 を許す の は、
当時のアメ リカの場合、産業発展 が著 しく社会 の不安定化 の時期 であったか らこそ一層形成 される
状況 が生 まれて いたと考 えることが出来 よう。
しか しそれだけでは十分 ではない。一定 の政治勢力 の加担 と ジャーナ リズムの援護 であろう。社
会的 には特別 の対立感情 が形成 されて いなか ったワシン トン州 にあ つて、 ジャーナ リズム もことさ
らに排 日運動 に加担す る動 きはなか ったにも拘 わ らず、煽動者 たちによるメディアの買収行為 が、
一 時的 にそれを可能 に した事実 である。 そうしたメデイア支配 こそが、社会 に存在す る不満 と日本
人 に何 らかの驚異感 を持 った集団 の存在 によ って、排 日運動を増幅させていったと考 え られる。 そ
のことは排 日運動者達 の陳情 や議会 での発言 に、例 えば、 日本人 の出生率 の高 さ、 それ も兎 の繁殖
率 のよ うに高 い と蔑視感 を際だたせて いたが、西海岸 の自人支配 のみな らずアメ リカ全土 の支配 を
も危機 に陥れるだろうといった過激 な主張 にもっともよ く示 されて い るであろう。
また こうした扇動家達 の動向 に加勢 を したもの、 それこそは議会 における党派的 グループであり、
もしもこのよ うな同調がなければ、運動 は単 なる社会 の過激な動向の一つに過 ぎなか ったことにな
ろう。 つ まり政治家達 の識見 が著 しく問われるポイ ン トたる問題 の重要 な要素 が こうした人種間対
立、あるいは時 にそれを背景 とした宗教的対立感情 の政治的利用 にほかな らない。
最後 に、第四の論点 として以下 の ことを指摘 しておきたい。 それは、清沢冽が、排 日運動 が燃 え
さか っていた時期 に、 それを見聞 きしていなが らも、排米主義者、あるいは反米主義者 に陥 らなか っ
たことの意味 に関わ る ことである。本論 で詳細 に紹介 して きたように、特 にカ リフォルニア州議会
にお ける日本人学童排斥 の動向 に対 して、 セオ ドア・ ルーズベル ト大統領 が厳 しく批判 を展開 し、
州議会 の決議提起 を中止 に追 い込 んだ事実 である。地域 の政界 は地元 の排 日動向 に左右 され、過激
な排 日方針を決定 しようとしたにも拘 わ らず、大統領 がサクラメ ン トの州議会 に乗 り込 んで これに
反対す る方向で説得 を行 ったとい う事実 は、極 めて重 いと考 えるべ きであろう。 ここに20世 紀前半
期 のアメ リカ社会 の民主主義的成熟 の程度 が うかがわれるもの と見 てよいのではなかろうか。 この
状況 が根本的 に覆 され るの は、 1942年 、在米 日本人 の強制収容所 へ の連行 であ った。筆者 は、真珠
湾攻撃 によるアメ リカ艦船 の大量破壊 とい う現実 の前 に、人 々に引 き起 こされた対 日驚異感を も引
き金 とした戦時体制 の下 での状況 であ ったと考 えてお きたい。
しか しこの シ ョービニズムの形成 と強制収容 という深刻 な状況 の発生 を当然知 りうる位置 にあっ
たと思われる清沢 の当時 の記述 には一切登場 しない。 しか も彼 の『 戦争 日記』 とい う詳細 を極 めた
指摘記録 にさえ登場 しない。 もしもこの事件 を清沢 が問題視 すれば、当時 の 日本軍国主義 を先導 し
て いた東條内閣 には格好 の材料 であ ったと思われる。事実 に忠実 な態度 を取 り続 け、歯 に衣 を着 せ
ず政治 と社会 を批判 してきた彼 に しては、 ある意味で、極 めて不思議 である。 しか しこの点 は、確
証 は得 られないが、恐 らく清沢 は、 その事実 を知 りつつ も、当面 の課題 としての東條政権批判 を正

一‑82‑―

清沢冽渡米時期の排日運動状況
面 に押 し出そ うとの意図 の下 に、在米 日本人 の問題 をはず したと考 えることが出来 るか も知れない。
これは極 めて政治的判断 の部類 に属 して いよ う。 またむ しろ、上 に述 べて きたような20世 紀初頭 の
多元主義的 なアメ リカの精神風土 に深 く学 んだ彼 としては、一 時的狂信状況 として この問題 を無視
したが ったのか も知れない。 これは心情的 な部分 を多分 に含 むであろう。何 れに して もこれ らの推
測 はある程度可能 であろ うと思われ る。 これ らの点 につ き清沢冽 の娘池田まり子 さんに、2004年 11
月25日 、 お話 を伺 ったが、当時少女 であったま り子 さんには、 アメ リカのそ うした事情 については
一切話 されたとい うことはなか った、 それだけではな くむ しろアメ リカで育 った青年達 を迎えては、
同国 の教育 のよさを確認 していたということであ った。

そえが き〕本稿 は、近刊予定 の拙著『 清沢冽 ―その多元主義 と平和思想 の形成』 (仮 題)の 一
〔
部 として執筆中の素稿 であ り、 もともとは拙著刊行 までは公表 の予定 はない ものであ った。
しか し諸般 の事情 によ り、本誌編集者 の要請 があ り、未定稿 なが ら、 ここに公表する。筆
者 の構想 ではなお、 この作業 は引 き続 き行 うことを予定 して い るので、読者 にはその中間
報告 であることをお断 りしておきたい。 とはいえ近刊拙著 での収録内容 を大 きく逸脱 した
り、変更を伴 うもので はないが、 いわば八合 目の作品 として受 け取 って頂 いてよいと考 え
る。
それに して も比較的長文 の内容 とな ったの は、論証材料 を可能 な限 り公表す る ことで、
非力 な筆者 が事柄 の評価 を過 たないことを願 っている現れ とご理解頂 ければ幸 いである。
本稿執筆 に当た っては外務省外交史料館 のお世話 になったことを ここに付記 する。
(2004生 Fllナ ]25[ヨ )
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