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朝鮮族の歴史的正統性の確立と中国共産主義革命史中心の移住叙事 

李根全の『苦難の年代』 

李 海英（中国海洋大学） 

1.はじめに 

李根全の『苦難の年代』は中国朝鮮族の移住と形成の歴史、すなわち朝鮮族の中国移

住の初期である 19 世紀末から 1945 年の光復まで、ほぼ半世紀以上の歴史をあつかった上

下 2 巻でなる長編大河小説で、朝鮮族文壇における最初の移民小説である。しかし『苦難

の年代』がもつ巨大な歴史的な重みと質感、叙事的広がりの壮大さ、叙事的時間の長さの

わりには、同時代の批評家や作家たちから一時的に注目1されたあとほとんど注目されず、

むしろ無視と冷遇を受けた。80 年代末にいたると『苦難の年代』は中国朝鮮族の最初の

移民史という意義よりも、「我々が以前学んだ歴史教科書とある種の近似性を示している」

2という酷評とともに、図式的であり階級対立的な見方一辺倒であるという限界が容赦な

く指摘され、1990 年代初めに刊行された中国朝鮮族文学史3では「朝鮮族の最初の移民叙

事」という程度のきわめて粗略に扱われている。これは中国朝鮮族の社会で改革開放が進

み、文学創作の脱理念化と多元化が主流となったことによる。特に 90 年代末、「生きるた

めに悶える凄絶な姿を描くために図式化から抜けだして人間の真の姿を表現し、複合的な

視角で人間を描かねばならないと考えた」4 として図式化からの離脱を創作目標とした崔

紅一の『涙に濡れた豆満江』が発表されると、歴史教科書的、図式的、あるいは共産主義

理念の過剰からついに抜け出して脱理念化した移民叙事が出現したと朝鮮族学界の注目を

一気に浴び、『苦難の年代』はそれと対比されてますます否定的な評価を受け、学界から

無視されるようになった。 

『苦難の年代』への酷評の核心となっている「歴史教科書的な図式化」とは、階級対

立の視角と中国共産主義革命史を中心に朝鮮族の百年の移住史を叙事化することにより、

移住初期の満洲土着の原住民たちとの葛藤や清政府の官憲との葛藤、偽満洲国時代の朝鮮

人、中国人、日本人のあいだの先鋭な民族葛藤、被害者でありながら加害者でもあった朝

                                                        
1
 서일권,「리근전과 그의 문학」,『아리랑』8기, 1982.9, 288~308쪽. 

   김동훈,「장편력사소설『고난의 년대』에 대하여」,『아리랑』11기, 1983.3, 359~375쪽. 

   조성일,「장편소설『고난의 년대』(상)의 사상 예술적 특색」,『연변문예』, 1983.4, 63~68쪽. 
2
 김동활,「『고난의 년대』에 대한 본체론적 사고」,『문학과예술』, 1988.5, 31쪽. 

3
 これまで刊行された朝鮮族文学史に関する研究書としては『중국조선족문학사』(조성일 ․ 권철 주편, 

연변인민출판사, 1990),『개혁개방과 중국조선족 소설문학』(오상순, 월인, 2001),『해방 후 조선족 

소설문학 연구』(이광일,경인문화사, 2003), 『 중국조서족문학의 어제와 오늘』(정덕준, 푸른사상, 

2006),『중국조선족문학사』(오상순 주필, 민족출판사, 2007),『조선족문학사』(리광일 ․ 김호웅 ․ 

권철 저, 연변대학출판사, 2013) などがある。 

4
 최홍일, ｢력사소설의 새 지평을 향하여｣, 『문학과예술』, 1995년 제4기, 1995, p. 6. 
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鮮人の曖昧な立場、そして朝鮮人民族主義者たちの抗日闘争をすっぽりと省略し、また朝

鮮人移住民たちの日常の生活をことごとく除去して、朝鮮人移住叙事の単一性と断面性を

招いたことを指している。 

ところで、すでに公的な歴史として記録されている、中国共産党の指導の下で 1920 年

代後半から 1930 年代末まで満洲すなわち東北地域で行われた朝鮮人共産主義者たちの血

まみれの抗日闘争のことを記憶して復元している移住叙事は、李根全の『苦難の年代』が

唯一のものであることに我々は注目する必要がある。脱理念性によって朝鮮族の学界の好

評を得ている崔紅一の『涙に濡れた豆満江』は 1900 年代初期までを時間的背景としてい

るため日本の侵略は叙事から排除されているし、1959 年から 1965 年まで執筆された安壽

吉の『北間島』は 1920 年代半ばまでの満洲すなわち東北地域における朝鮮人民族主義者

たちの抗日武装闘争を巨大な叙事詩的な広がりを持って復元しているが、1930 年代の偽

満洲国時代の朝鮮人たちの日常と社会主義者たちの抗日武装闘争はきれいに省略している。  

歴史の公的な記録は 1920 年代初・中盤と、1920 年代後半から 1930 年代末までとに分

けて、満洲で行われた朝鮮人民族主義者たちの抗日武装闘争と中国共産党の指導下でなさ

れた朝鮮人共産主義者たちの抗日闘争はすべて確かな歴史的事実であるとしている。また

これらの移民叙事がどれも忌避している偽満洲国時代の朝鮮人たちの日常と偽満洲国の複

雑な民族関係において、被害者でありながら加害者でもあった朝鮮人たちの二重的な立場

をすべて事実だったと記録している。それならば我々はこれまでの学界の一般的な見解を

ひっくり返して考えることができる。つまり、なにゆえに李根全だけが朝鮮族の移住叙事

を共産主義革命史中心に記録したのか。それは李根全と安壽吉と崔紅一の出身成分の違い、

成長環境の違い、光復直後の帰還か残留かの選択の違い、それぞれの創作意識のメカニズ

ムとそれを支配する同時代の政治的無意識の違いなどと関わり、その違いから来る各自の

記憶と忘却の過程に関わっている。それは体験がそのまま記憶に置き換えられるのではな

く、体験が記憶となっていく過程において意味があるものとないものに振分けられ、記憶

と忘却へと選択されるからである5。  

ところで、これまでの『苦難の年代』への評価や研究は、李根全が何を忘却したか、

なぜ民族主義者たちの抗日武装闘争や満洲朝鮮人の日常を省略したのかという点だけに注

目したため、叙事的な単一性や歴史の歪曲を招いたという否定的な結論が主であった。忘

却が無意味なものを排除する行為であるならば、記憶とは意味あるものを選択することで

あり、この排除と選択の過程があることによって、記憶されたものは現在的意味を持つこ

とができるのである。それならば我々は、逆に李根全が何を記憶しようとしたのか、なぜ

安壽吉や崔紅一が忘却した 1930 年代の中国共産党の指導下でなされた朝鮮人共産主義者

たちの抗日闘争を特に記憶しようとし、いかに記憶したのかに注目する必要がある。同様

に、その記憶が今日の中国朝鮮族の生活と直結していることに注目する必要がある。本稿

                                                        

5
김종욱,「역사의 망각과 민족의 상상-안수길의『북간도』연구」,『국제어문』30, 2004, 278~279쪽 
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はこうした問題意識から出発し、李根全の『苦難の年代』に記憶されたことを中心に、そ

の歴史的脈絡と原因および方式などを考察しようとするものである。 

 

2. 光復から文革まで: 朝鮮族の 国民的 アイデンティティの危機と李根全の歴史認識 

李根全は『苦難の年代』を 1953 年から構想したという。そのころ新聞記者だった李根

全は、舒蘭に行ったときにある小学校の先生から、「われわれ朝鮮人が少数民族となった

歴史はどれほど長いのですか。わが民族の歴史の中にはどんな話があるのですか」と尋ね

られ、当時は何も知らなかったので、緘口無言で切り抜けるしかなかったという。これは

当時の朝鮮族の祖国観と国民的アイデンティティがひどく曖昧で混乱した状態にあったか

らである。実際、朝鮮族は中華人民共和国の建国初期から 1960 年代の初めまでに中国の

公民権を与えられていたものの、依然として北韓との血縁的、心情的なつながりを強く意

識していた。また 50 年代半ばを過ぎて中国全域を席巻した反右派闘争や、延辺地域を震

撼させた地方民族主義への反対運動などの政治的な激流、そして 1958 年に中国人民支援

軍の撤兵による北韓の千里馬運動の過程で起きた人力不足とそのための人力需要などが原

因となり、朝鮮族の北韓への逆移住が大量にかつ頻繁に発生した。 

これとともに朝鮮族の幹部や教員と学生などエリート層のあいだには「多祖国」論が

蔓延した。朝鮮は「民族祖国」「第一祖国」「感情祖国」であり、中国は「法律祖国」「第

二祖国」「現実祖国」であり、そしてソ連が「無産階級の祖国」「第三祖国」だというので

ある。延安の八路軍にいた朝鮮義勇軍出身で延辺朝鮮民族自治区第１主席を歴任した朱徳

海は最初からこの「民族祖国」論と「多祖国」論を深刻に受け取り、否定し警戒した。中

国の朝鮮族は朝鮮国土にいる朝鮮人とたしかに同じ民族だが、違う公民権を持っているの

だからあくまで中国公民だというのである。しかしこの時に朝鮮族のエリート層に広まっ

ていた「民族祖国」論と「多祖国」論は、全国的な反右派闘争の熱気につづく地方民族主

義への反対運動を延辺で引き起こし、中国指導層の一部ではこれを「中国からの分離主義」

あるいは「中国への裏切り」として深刻に受けとめ、止めようがない民族的危機へと続い

ていった。このときに北韓の千里馬運動での人力不足による大量の人力需要が起き、その

ために朝鮮族の北韓への逆移住という状況が現れたのである。 

朝鮮族の北韓への逆移住は中国と北韓両者の協議による公的な集団移住と、不法な越

境があったが、不法な越境による逆移住がずっと多かったとみられる。第 1次の中国朝鮮

族の北韓への集団移住は 1959 年 3 月末に行なわれ、当時の状況について『内部参考』

2724 期は、「中国国籍の朝鮮族の 1 グループが朝鮮建設に参加しに行くようである。吉林

省の中国国籍の朝鮮族 7000 家族が(国家) 建設のため朝鮮民主主義人民共和国に行くよ

うである(筆者: 吉林省に 1959 年に割当てられた規定数値は 7000 家族)… ところで大多

数の県で朝鮮行きを申請した家族数が規定数値を大きく超過し、大きな問題となっている。

(下線：筆者) たとえば、海龍、磐石、舒蘭など朝鮮族の 4 県の場合、規定の戸数の 2.4
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倍を超過する 5118 家族に達する6と記録している。これは朝鮮族の北韓への逆移住が割当

られた規定数値をこえて大量に行なわれていることを示す。彼らの移住動機については下

のような記録があって注目される。 

申請者のうち条件に合って敎育を受けた人間だけが朝鮮に行く本当の意味を理解している。彼ら

を除いた大部分の動機は多様である。人民公社で働くのがつらい。自由がない。朝鮮は祖国だ。

(下線：引用者) 親戚が朝鮮にいるので集って暮らしたい。農民になるのがいやなので朝鮮に行っ

て工人(工人：工場労働者)になりたい。 朝鮮に行って嫁取りしたい。借金のためこの機会に逃げ

出したい。人民公社での投資を回収して、投機で儲けたい。朝鮮に行けば重用されると思う。ある

右派の人士と問題がある幹部たちが過去を清算するために国籍を変えたいと望んでいる。(下線：

筆者) 

ある農民が認証を受ける前から仕事もしないで家具を売り払い、ドンチャン騒ぎをしている。あ

るいは多くの農民が郷や県に行って請願をしている7。 

朝鮮族の北韓逆移住の動機は多くの層にわたって多様であるが、その中で「朝鮮は祖

国だ」という「民族祖国」論と中国全域に吹き荒れた反右派闘争という政治的な騒ぎが主

な要因の一つであることがわかる。また「人民公社で働くのがつらい」とか「自由がない」

とか「農民になるのが嫌で朝鮮に行って工場労働者になりたい」とか「嫁取り」「借金」

「人民公社から投資を回収して暴利」を得たいとか、「朝鮮に行って重用され」たいなど

の動機は、朝鮮族が新しい中国の政治的状況に適応できずに混乱し、時に機会主義的な側

面も現れていたことを示している。 

李根全が 1962 年に発表した『虎岩』は、光復直後の混乱のなかで、東北に住んでいた

朝鮮人たちが中国共産党の理念を受け入れ、共産党の指導を受けて国民党との解放戦争に

参加し、それによって中華人民共和国の堂々たる主人となった話をメインにしているが、

これはまさに朝鮮族内部の国民的アイデンティティ混乱の危機を鎮静させ、彼らに中国公

民の自覚と利害一致の感覚を持たせるための、それなりに効果のある文学的対応であった

8。『虎岩』がこのように当時の中国と北韓のあいだで危機と混乱を迎えていた朝鮮族の

人々に中国の国民としてのアイデンティティを持たせようとする説得と教育のための文学

的対応であったにもかかわらず、李根全は文革のとき「毒草」と批判され、毒草作家とし

て 5.7 幹部学校に追放された。中国共産党の立場に立って朝鮮族エリート層の「民族祖国」

論と「多祖国」論を強く否定し、朝鮮族の人々に中国国民への道だけが朝鮮族の生存と発

展への正しい道すじだと主張した自治州初代州長の朱徳海もまた、文革の渦中で失脚し、

                                                        
6
 1959年3月8日, "중국 국적의 조선족 한 그룹이 조선 건설에 참가하기 위하여 갈 것이다.",『內部參

考』2724期, 13쪽; 박종철, 上記論文, 166~167쪽再引用. 

7
 1959年3月8日, "중국 국적의 조선족 한 그룹이 조선 건설에 참가하기 위하여 갈 것이다.",『內部參

考』2724期, 13쪽; 박종철, 上記論文, 166~167쪽再引用. 
8
 これに対しては、이해영,「중국 조선족의 선택과 조선인 간부들의 역할」,『한국현대문학연구』45, 

2015, 305~306쪽参照. 
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文革の終結をまえに延辺から数千万里離れた遠い湖南の労働改造農場で生涯を終えた。文

革のさいに現れた多くの「朝鮮特務」と「祖国背反嫌疑」「反革命暴乱」などの罪名は、

文革の渦中で朝鮮族が経験した国民的アイデンティティの危機がどれほど深刻であったか

をまざまざと示す。 

それで文革が終結したとき、李根全は中国内の少数民族として朝鮮族の歴史的正統性

を確立し、朝鮮族の立ち位置を確固とさせる必要を切実に感じたのだろう。つまり歴史に

対する大きな責任を感じたのである。『苦難の年代（下）』を刊行した直後の 1984 年 11 月、

「歴史を通した民族の魂」という対談で彼は、歴史題材にこだわったのは「青年たちが今

日の幸福はどこから来たかを知り、この幸福をより尊いと感じてほしいという意図による

ものです。さらにはわが民族の過去の歴史を正しく知り、今日わが民族が立つべき位置を

自覚してほしいということでした。人はよく朝鮮族は朝鮮で落ちぶれて中国に乞食をしに

やってきたと言いますが、これは一面的です。わが民族はむかしこの地にやってくるとま

ず大自然と戦い、封建階級と役人どもと闘争し、帝国主義の侵略に立ち向かいました。各

民族の人民たちと肩を組んで戦い、中国の近代史を多くの民族の人々と共同で書いたので

す9」と語ったのは、この脈絡から見るとき非常に意味深いものがある。同じ朝鮮族の作

家の創作でありながら、李根全の『苦難の年代』が崔紅一の『涙に濡れた豆満江』に比し

て教科書的で図式的でしかありえないのは、このような歴史的認識の違いによるものであ

ろう。1929 年に朝鮮の慈江道に生まれ、9 歳だった 1937 年に父について中国に移住した

中国朝鮮族一世の革命家李根全が耐えてきた歴史の重圧と深さは、二世や三世の作家、つ

まり 1954 年生まれの崔紅一のそれとは比較にならないほど重く深かったのである。 

 

3. 1930 年代東北における中国共産党指導下朝鮮人共産主義者の反日闘争 

李根全の長編小説『苦難の年代』は朴千秀、呉永吉、崔英世の 3 つの家族の命をかけ

た川渡りの場面から始まり、3 つの家族がそれぞれ間島の別の土地に根を下ろす過程と、

そこから始まる階級的葛藤を描いた上編、そして 20 年代と 30 年代における間島の反日民

衆闘争と中国の指導、解放された延辺でつづく闘争を描いた下編で構成される。下編は全

編を通して、朴千秀一家の二代目朴胤敏が中国共産党を尋ねるまでと尋ねたあとが描かれ

ている。中国共産党の指導がなかったころ、朝鮮人たちの自発的な闘争と蜂起は組織的な

指揮と経験を欠いているために失敗し、朝鮮民族主義者と彼らに導かれた反日義兵団が派

閥争いと理念闘争に血眼になり、抗日という名目で人民の財物を略奪する破廉恥な行為を

くりかえしている状況を多くの頁を使って力をこめて描いている10。そこからは、一日も

早く中国共産党と組織的な連携をして中国共産党の正しい指導のもとで抗日闘争に投身し

ようという朴胤敏をはじめとする朝鮮人革命家たちの切迫した心情が伝わってくる。 

                                                        
9
 리근전,「력사를 통한 민족의 넋을」,『문학과 예술』, 1985.3, 71頁.  

10
 이해영,「일제시기 간도(間島) 이주와 그 형상화의 두 양상-안수길의『북간도』와 리근전의『고난

의 년대』」,『한국학연구』제21집, 2009.11, 24쪽. 
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特に下編は、1920 年代後半から 1930 年代末まで、中国共産党に指導された東北の朝鮮

人共産主義者たちの反日闘争を生き生きと復元して証言した唯一の移住叙事として、とり

わけ重要な史料的価値と意義を持っている。小説では、延辺の農村で中国共産党の指導に

より朝鮮人共産主義者たちが朝鮮人農民たちと漢族農民たちを指導して起こす減租減息闘

争の「聲勢浩大」な様子、そして 1930 年 5 月 30 日の夜の「5.30 紀念暴動」で起きた東

拓会社爆破事件などの顛末を詳細に描いており、1932 年に日本軍が行なった間島大討伐

の血生臭い惨状と海蘭江大参事、中国共産党と断絶させるために間島の農村で施行した安

全農村制度、すなわち保甲制についても詳しく証言している。 

 

夜が明けると人々はざわざわと学校の運動場に集まりはじめた。運動場はたちまち人波で埋まっ

たが、それぞれの顔には喜びがあふれていた。ざわざわするなかで多くの人が 1913 年にマ・サン

スを追い出して呉永吉の穀倉に火をつけた暴動のころと今日を比べていた。あのときは周密な準備

と明確な目標がなく、ただ義憤に堪えられず金範図についてワァッと蜂の子のように呉永吉の屋敷

の庭に押しかけただけだった。それで結果はひとしきり驚かせただけで、呉永吉に対しても大した

ことはできなかった。ところが今日は違った。党が彼らを導きまえもって計画的で周密な準備をさ

せた。（下線：引用者）そのうえ彼らには春荒闘争の経験まであった。人々をさらに喜ばせたのは、

昨日上部から安景林同志が派遣されたことで彼らの闘志はますます高まった11。 

 

上の引用文は 1920 年代の後半、中国共産党の指導のもとで延辺の農村で起きた減租減

息闘争の序幕を告げる部分である。ここでは泉水洞の農民たちの自発的な闘争だった

1913 年の民乱と中国共産党の指導で組織的、計画的に準備された今日の減租減息闘争を

比べることで、農民たちの高い熱気と中国共産党の正確な指導で減租減息闘争が勝利を収

めるだろうという確信を描いている。「だが今日は違った」という簡単だが強烈な表現で、

中国共産党の指導がある前と後とをくっきりと対比している。小説では減租減息闘争の過

程で闘争と協商の対象であった地主の呉永吉がさっさと逃げ出すことで農民たちの士気が

落ちて闘争の隊伍が乱れたとき、中国共産党の党員安景林が群衆の気勢を盛り上げて彼ら

の団結を強め、士気が高揚して団結し地主との闘争に勝利を収めるまでの姿を多くの紙数

を割いて描いている。同じ移住叙事である安壽吉の『北間島』が延辺での減租減息闘争に

似たような秋の収穫闘争について、「昨年の秋、収穫暴動といって村で秋に取り入れた穀

物に火をつけたのをはじめに騒いだが、俺も小作に出した穀物を脱穀まえにすっかり燃や

してしまったことがあった……12」とだけ書いて終わっているのと大きく異なる。 

『苦難の年代』は 1930 年の「5.30 紀念暴動」で起きた東拓爆破事件については「5 月」

という小タイトルをつけて 1 章の分量で具体的に書いている。とくに小説は、主人公の朴

胤敏を 5 月 30 日の夜に起きた爆破事件の隠れた指揮者であり首謀者として設定すること

                                                        
11

 리근전,『고난의 년대』하, 연변인민출판사, 1984, 382쪽. 
12

 안수길,『북간도』, 학원출판공사, 1997, 343~344쪽. 
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で闘争の目的、準備段階、用意周到な計画と隙のない実行、企ての成功など、事件の顛末

について生き生きと証言している。 

 

「俺が状況を回報します。俺たちの小組は 10 名です。「5・30」の晩 11 時に、うち 6 名は外人た

ちが倉庫に来るのを防ぐために見張り、2 名は日本の警察をやっつけ、残る 2 名は爆破薬を背負っ

てここまで来ることにしました。ここまで 3 里ですから 20 分で十分だと思います13」 

 

龍井の中国共産党の地下責任者である朴胤敏と地下工作者が、5 月 30 日夜の襲撃のた

めの秘密計画を点検している場面である。行動小組の総人員と見張り人員、日本警察を相

手にする人員、爆破薬を運ぶ人員、そして倉庫から爆破地点までの距離と所要時間などと

ても緻密に計算されている。この「5・30 紀念暴動」の全体について安壽吉の『北間島』

は、「ドーン、ドーン。腹にずしんと響く爆音とともに家もゆれた。「なんだ、これは？」

ヒョンドも目を丸くしたが、マンソギはすぐに外に飛び出した。まもなく駆けもどり叫ん

だ。「東拓に爆弾を投げこんだらしい。」そしてまた飛び出していった。「おい、注意しろ。」

目を丸くしたヒョンドが息子に注意した。「いったい何です？」チョンスが尋ねた。「共産

党だろう。」「なんでまた？」「昨年も今年も、どうなることやら、安心して眠れん」」と、

簡単に終わらせている。爆弾を投げる音に驚いた様子だけ、さらりと書き流している。 

翌日胤敏は昨夜の計画が予定どおり順調に進んだことを知った。まず発電所を爆破して옹근龍井一

帯を暗闇にしてから、つづいて鉄橋と酒工場を爆破した。そして諸悪の根源である東拓株式会社まで

燃やしてしまった。ところで一部はまたこの暗闇を利用して領事館の中にも爆弾を投げつけ、大混乱

を引き起こした。爆弾事件は龍井だけでなく天宝山、老頭溝、頭道溝、華龍、 局子街などでも次々

に発生した。5 月 30 日夜の暴動は間島を震撼させ日本帝国主義を戦慄させた。この事件のため後に

30 名あまりの人々が日本に逮捕されたが、大半は無辜の群衆だった。うち 17 名は後にソウルの西大

門刑務所に移送されて無残にも絞首刑となった。これが歴史に名高い「30 名事件」である14。 

 

『苦難の年代』が描いている「5・30 紀念暴動」の結果である。発電所、鉄橋、酒工場、

東拓の爆破から領事館内への爆弾炸裂にいたるまで一々述べており、龍井以外の周辺の地

域での同時爆破事件とその影響についても記述している。また、その結果として起きた

「30 名事件」のことも書いている。同じ内容が『北間島』では、「 <5.30 紀念暴動!>、<

共産党が東拓に爆弾を投げた!>、<農村では地主など殺害>、翌日、龍井で発行されてい

る日文と朝鮮文の各新聞はこんな見出しで大きく報道した。「市内にまで？」「これは大変

だ！」町が騒がしかった。だが記事が大きく町の雰囲気があわただしいのに引きかえ、東

拓支店にさほど大きな被害はなかった15」と簡略に叙述している。 

『苦難の年代』はまた、1939 年の冬以降、日本の関東軍と満洲国軍の血生臭い討伐と

執拗な追跡によって中国共産党指導下の抗日聯軍の隊伍がほぼ殲滅の危機におちいり、試

練のなかで挫折せずに有生力量を保持しようと、ソ満国境に後退する歴史的事実を記録し

                                                        
13

 리근전, 위의 책, 404쪽. 
14

 리근전, 위의 책, 411쪽. 
15

 안수길, 위의 책, 344쪽. 
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ている。このとき日本の関東軍と「満洲国」軍の治安粛清が功を奏し、匪賊は 1932 年夏

に最大 30 万名だったのが数百名に減少し、最後の武装抗日勢力である東北抗日聯軍は

1939 年の冬に韓満国境から追撃されてほぼ壊滅にいたった16。 

 

①昨年春から倭ノムたちは南北満洲に 30 万の大軍を出して大掃討を行なった。まず大きな網を打っ

てしだいに網を締め、一地域を制圧すると他の地域に移動し、このやり方でその地を制圧していった

が、これが彼らの「비류」式の連続作戦である。こうして山と谷はすべて敵で埋まり、「集団部落」

にはその部落を守る自衛団があったので、ともすれば彼らに生け捕りになる恐れがあった17。 

②「数日前、司部にいるトンムが家に来て伝えてくれたんだが、安景林同志と李振東同志が犠牲にな

ったそうだ。あの人たちは、もし君がここに寄ったら、部隊はすでに北満に移動したから、ソ満国境

に来て部隊を探せと言った。もし部隊が見つからなかったら延安に行けとのことだ18。 

 

引用文①は、東北での日本軍の厳しい封鎖と掃討により農村の抗日根拠地が破壊され、

村が強制撤去されて「集団部落」が作られたために抗日聯軍と人民のあいだの連絡が途絶

えるなど、1939 年冬以降、東北抗日聯軍が絶滅の危機にさらされた厳しい現実を事実の

まま記録している。小説では「延安に」というタイトルで옹근１章の長さにわたり、食料

をもとめて出たまま部隊から離れてしまった朴胤敏とその甥の貴童が、日本軍の追撃を避

けて山中で部隊を探してさまよう場面と、そのとき目撃した、日本軍と満洲国軍の厳しい

封鎖によって東北地域の抗日闘争が全面的な沈滞に陥った状況などをそのまま描いている。

引用文②は主要な同志たちが次々と犠牲になるなかで東北抗日聯軍の隊伍が絶滅の危機に

陥り、主力部隊がソ満国境に移ったとき、隊伍から落伍した戦士たちが部隊を探せない場

合には延安へ行くことになったことを示唆している。 

このように李根全の『苦難の年代』は、1920 年代後半から 1930 年代末まで中国共産党

の指導下にあった朝鮮人共産主義者たちが中心であった東北抗日聯軍の武装闘争と地下闘

争について、歴史の重大事件と記録を中心として復元し描いている。小説が大きなスペー

スを割いている 1920 年代後半の減租減息闘争と、1930 年 5 月 30 日夜の「5・30 紀念暴

動」、そして日本軍の間島大掃討と海蘭江の大参事、抗日軍と群衆のあいだの連携を遮断

するため日本軍が東北地域で推進した集団部落政策、1939 年冬のあとの日本軍と満洲国

軍の執拗な討伐と追跡による東北抗日聯軍のソ満国境への後退など、当時、東北の朝鮮人

共産主義者たちと貧苦農民が中国共産党に導びかれながら日本侵略者と偽満洲政府に反対

して行なった壮絶な闘争であり、これは東北の抗日闘争における朝鮮人の至大な貢献と寄

与を示している。これを通して李根全は、抗日闘争期に東北の朝鮮人たちが血と命をかけ

て抗日闘争に投身し、自分と家族、共産主義という大義のために偏狭な民族主義の克服を

代価として今日の幸福と中国の国民としての資格を勝ち取ってきたことを語っているのだ。 

 

                                                        
16

 한석정,『만주국 건국의 재해석』, 동아대학교 출판부, 2009년, 80쪽. 
17

 리근전, 위의 책, 661쪽. 
18

 리근전, 위의 책, 667쪽. 
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4. 朝鮮族の歴史的正統性の確認：延安からの帰還 

『苦難の年代』の最終章「第 60 章 闘争は終わらない」は、日帝から解放された延辺

が進むべき道について語る大団円だが、次のように始まっている。「1945 年 10 月中旬に

朴胤敏と王株は延安から、解放された延辺の地にもどってきた。胤敏は地委書記に任命さ

れ、王株は専員になった19」。延辺の第 1 指導者である地委書記の朴胤敏と、第 2 指導者

である専員の王株が延安からもどってくることで、延辺の朝鮮人すなわち朝鮮族の歴史は

延安と結びつき、その歴史的正統性を確保することになる20。延安はまさに毛沢東と朱徳

をはじめとする中国共産党の首脳部がいるところであり、抗戦の勝利を前にして毛沢東を

首班とする中国共産党の新しい中国の建国が構想されていた場所でもあったからだ。 

それでは東北抗日聯軍だった朴胤敏と王株は、なぜ延安から延辺にもどることになっ

たのか。小説ではこのために、ソ満国境で部隊を見失った朴胤敏と王株が部隊を見つけら

れなければ延安に行くことになることを前もって暗示していた。事実、最後の抗日勢力で

あった周保中の東北抗日聯軍第 5 軍は 1939 年以後、関東軍と満洲国軍の追撃を避けてソ

満国境からソ連国内へ入り、1945 年の抗日戦争勝利の前夜にソ連軍について東北に進軍

した。陕西省の延安から東北に進軍した部隊は朱徳の命令を受ける朝鮮義勇軍であり、彼

らは瀋陽に着いて西塔付近の運動場で軍人大会を開き、中共中央の指示を伝達した。当時、

武亭司令官が伝達した中共中央の指示によれば、まず少数の朝鮮義勇軍の指導幹部を朝鮮

に派遣し、大部分の指揮官と戦闘員はそのまま東北に残るようにとのことだった。武亭司

令官は全部隊に、ただちに東北各地に深く入りこみ、在満朝鮮人たちを広く発動して義勇

軍を拡大し、中国の解放と朝鮮の解放のために戦う準備をせよと呼びかけた。朝鮮義勇軍

は３つの支隊に分かれてそれぞれ南満、北満、東満に進み、拡軍作業を進行した21。李根

全は延辺朝鮮族の歴史を中国共産党の首脳部である延安と連結させ、その歴史的正統性を

確保するための「つなぎ」として、朴胤敏と王株と貴童を部隊から落伍させ、部隊にもど

れないまま組織の命令に従って延安に行くよう設定した。そして彼らを延安から延辺の地

に来させることで延安と延辺の歴史的なつながりを創りだしたのである。 

それでは解放直後の延辺の政治的状況は実際にはどうであったのか。日本が無条件降

伏をする前の 1945 年 8 月 8 日、ソ連は宣戦布告をして 9 日に琿春と綏芬河の 2 方向に進

撃を開始、10 日には延辺の東の琿春県所在地、20 日には和龍を占領し、ついに延辺はソ

連赤軍によって解放される。ソ連は偽満洲国の間島省省長であった尹泰東を指名して臨時

政府を組織させ、行政を維持させた。国民党もまた「国民党吉林省党部弁事処」と「国民

党延吉県党部」を組織して各地域に 9個の区党部を拡大した。この時期、延辺に進軍した

共産主義勢力は大きく三つに分けられる。土着共産主義者、中共延辺地区事業委員会（88

旅団）、33 人延安幹部団である。まず土着共産主義者たちは、抗日聯軍が日本軍に追撃を

                                                        
19

 리근전, 위의 책, 680쪽. 
20

 이해영, 위의 글, 29쪽. 
21
《주덕해의 일생》집필조,『주덕해의 일생』, 연변인민출판사, 1988, 127~128쪽. 
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されてソ満国境に後退するとき離れてしまった者たちで、ソ連軍の入城前に自衛民兵隊を

作って治安確保に乗り出していたが、ソ連軍とともに来た中共延辺地区事業委員会（以下

88 旅団）勢力に吸収された。つぎに 88 旅団勢力は 30 年から 40 年代に日本の討伐を避け

てソ連内に移動し、ハバロフスク密営に駐屯した東北抗日聯軍の指導部である。彼らはソ

連軍の満州入城の前にその通報を受けて東北委員会を構成した。三番目の共産主義者たち

は中共中央から直接派遣された幹部たちである。中共中央は中共満州省委を再組織して、

88 旅団が中心だった中共東北委員会とは別に中共中央東北局を作った。また中共中央は

1945 年 11 月 12 日、中国人で構成されたいわゆる 33 人延安幹部を延辺に派遣するが、彼

らは中共満洲省委と吉林省委員会を経ずに延安から「直接派遣された」人々である22。と

ころでこの 33 人の延安幹部はすべて中国人、すなわち漢族の幹部であり、延安から派遣

された朝鮮人ははまだいなかった。 

延安から延辺に派遣された最初の朝鮮人代表は、延辺朝鮮族自治区の初代区長となっ

た朱徳海である。ロシア極東沿海州で生まれた朱徳海は沿海州で父親を失い、母親ととも

に父の故郷である朝鮮の会寧に行ったが、1920 年ふたたび豆満江を越えて延辺の和龍県

（現在の龍井県内）に移った。1920 年代末から朝鮮共産党（ML 派）の満洲総局の指導の

もとで革命に参加した朱徳海は、1929 年から国際共産党の一国一党の原則に従って中共

満州省委の統一的指導のもと抗日に投身し、密山抗日遊撃隊の後方基地の責任者となった。

1936 年 6月、中共㪍利県委に派遣されてソ連モスクワ東方労働大学に入学し、1年半の学

習をへて 1939 年 3 月に帰国してから新疆、蘭州、西安をへて延安に行く。延安で朱徳海

は抗日軍政大学の幹部訓練隊、東北幹部訓練班に編入されて学習し、そのあと八路軍第

359 旅団第 718 団、特務連隊の指導員となって働いた。1942 年の初めには延安海外研究班

に行って学習したが、中共中央軍委と八路軍総部が海外研究班と同じく王家坪にあり、そ

のとき八路軍総部で働いていた朱徳、葉劍英、胡耀邦がここに住んでいた。延安海外研究

班は中央海外委員会の所属機構であり、朱徳総司令官が中央海外委員会の書記を兼任して

いた。延安海外研究会の 30 名余りの学生たちは国籍によっていくつかの小組に分かれて

いたが、朱徳海は朝鮮組の所属であり、そこでは朝鮮革命問題を主に研究した。1943 年、

延安で朝鮮革命軍政学校を作ることになり、学校設立準備に参加した朱徳海は学校設立の

あと、学校党委の委員、教務委員兼総務処長として働いた。朝鮮革命軍政学校は中共中央

軍委の直接的な指導のもとに朝鮮革命のための幹部候補を養成する学校であった。敵後根

拠地から来た朝鮮義勇軍の将兵たち、八路軍と新四軍の中から来た朝鮮人たち、ソ連から

来た学生たち、日本侵略軍と傀儡軍から出てきた朝鮮青年たちなど、多様な出身の人員は

200 名余りだった。 

延安での朱徳海の経歴の中で我々は次のようないくつかの点に注目する必要がある。

第１に、彼が延安に到着して最初に編入されて学習したところが、抗日軍政大学幹部訓練

隊の東北幹部訓練班であったという点だ。この東北幹部訓練班というのは中共中央東北工

                                                        
22

 이진영,「조선인에서 조선족으로」,『中苏研究』통권 95호, 2002, 95~98쪽. 
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作委員会で東北の状況に明るい幹部たちを訓練して東北に派遣し、仕事をさせる目的で作

ったもので、大部分の学生は東北か河北、熱河周辺の出身だった。ここで我々は延安の中

国共産党が抗戦勝利の前から東北に対して大きな重要性を認識していたことを知る。東北

地域出身の幹部たちを別途に訓練させて東北に派遣することで、延安と東北を連結させて

東北の抗日闘争に対して指導的役割を果たそうとしたのである。第２は、延安海外研究班

での経歴である。延安海外研究班は中共中央軍委と八路軍総部と同じところにあるから、

朱徳海はここで朱徳、〇〇〇、胡耀邦など中共の主要指導者たちと会ったはずであり、彼

らとのある種の共感を持ったことだろう。これは後日朱徳海と中共の緊密な連携、そして

彼が中共と立場を同じくし、中共の立場を代弁するなど、彼の指導者的な位相を確立する

契機となったと思われる。第３に、延安の朝鮮革命軍政学校時代の経歴である。出身と経

歴がそれぞれ違う朝鮮人たちで構成されたこの学校で、朱徳海は党中央に派遣されて設立

準備に携わり、管理課課長に任命された。軍政学校が正式に設立されたあとは学校党委、

教務委員兼総務処長となる。このころからすでに朱徳海に対する中共中央の信任が非常に

厚かったことがわかる。東北抗日聯軍出身で中共に派遣されてソ連のモスクワ東方労働大

学に留学した経歴、沿岸海外研究班時代に中共指導者たちとの交流などが重要な要因とな

ったことだろう。後日、瀋陽で東北に残って戦い続けることにし、第 1 支隊、第 3 支隊、

第 5 支隊に再編成された朝鮮義勇軍の第 3支隊の政治委員をすることになった朱徳海に、

武亭司令官が彼の手を固く握り、「朱徳海トンム、北満の仕事をすべてトンムに任せます。

あそこでは何十万もの朝鮮同胞がいます。彼らはいまトンムたちが来るのを待っています

23」と言ったというのは、東北に残った朝鮮義勇軍のなかで朱徳海の指導的位相を示して

おり、また彼が東北に残ってなすことになる仕事の性格と方向を示している。このころ朱

徳海もまた自分がこれから自分が進むべき道と役割についてある程度は理解し、中共党と

交感があったかに見える。これは 1946 年ころ、ハルピンで崔采に会ったとき、朝鮮に行

こうとする崔采を「残って一緒に働こう！」と説得したこと、そして先に朝鮮に帰った家

族のために朝鮮に行かねばならないという崔采に、家族は責任を持って連れもどすと約束

してそれを実行したことが、それを推測させる。その後、革命のために金澤明、金延、李

根山、鄭敬浩ら、支隊の指導幹部たちがつぎつぎと朝鮮に行ったが、朱徳海はあいかわら

ず残って指導的な任務を遂行し、1948 年 4 月初め、東北行政委員会民政部に召喚されて

民族事務処処長に任命された。建国を前にした新中国の少数民族の事務を担当する民族幹

部としての出発だった。1948 年 8 月、朱徳海は中共中央東北局の決定によって延辺に行

くことになるが、このとき東北局の責任者が彼に「トンムは延辺の人間だからあそこの状

況がよくわかるでしょう。延辺は栄光の伝統をもつ老抗日根拠地です。トンムを延辺に派

遣することは朝鮮とその他諸民族を導いて延辺を建設せよということです24」と言ったと

いうのは、注目に値する。これは、中共中央が朱徳海を延辺の第 1指導者として派遣した

                                                        
23
《주덕해의 일생》집필조,『주덕해의 일생』, 위의 책, 128쪽. 

24
《주덕해의 일생》집필조,『주덕해의 일생』, 위의 책, 169쪽.  
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ことの背景と、朱徳海が延辺に対する中共の立場と今後の発展方向等について共感してい

たことを示している。それゆえ 1948 年 12 月から延辺の将来についての討論会25での、延

辺の政治的構造に関する論議において朱徳海が「民族区域自治」を主張し、会議に参席し

た中国幹部たちの全幅の支持を受けたことは予想された結論であった。この会議で朱徳海

は一部の人々の多祖国論を否定しながら「朝鮮族はほかの兄弟民族とともに「三満（東満、

北満、南満）」地帯を開拓し、多くの民族人民とともに反帝反封建闘争を行ない、中華人

民共和国の創建のために貢献しました。このような朝鮮族の栄光の歴史を何者も否認する

ことはできません。朝鮮族は中華民族の堂々たる成員です26」と断固とした発言をするこ

とで、朝鮮族の中国公民としての地位を確認せしめたのである。朝鮮族の民族問題と祖国

問題についての認識の深刻性と重要性に気づいた朱徳海は、延辺に来てまもなく地委の名

義で各階層の代表を座談会に招集し、ここで各階層代表者たちに多祖国論の誤っているこ

とと、実践面の害をいっそう明確に認識させ、「歴史と現状をはっきりと見るかどうかは、

120 万東北朝鮮族がどこに進むか、発展するか、どう生存するかに関わる重大な問題であ

り、この問題をきちんと処理することは朝鮮族に益となり、祖国大家族の統一と団結の益

になる27」ということを認識させた。これは李根全が、創作において主として歴史から題

材をとることの理由が、「今日のわが民族が立つべき位置を自覚させたいことにあった」

と語ったことと通底している。それゆえ李根全の『苦難の年代』において、延安からもど

って地委書記になった朴胤敏のモデルは、延安から帰ってきた朱徳海であったと思われる

のである。 

 

5.結論 

本稿では、李根全の『苦難の年代』についてのこれまでの評価や研究が主として彼が

何を忘却したか、なぜ民族主義者たちの抗日武装闘争、満州朝鮮人の日常などを省略した

のかに注目したのとは違って、記憶されていることを中心としてその記憶の歴史的脈絡や

原因、方式などを考察した。 

李根全の『苦難の年代』は 1920 年代後半から 1930 年代末、中国共産党の指導の下に

あった朝鮮人共産主義者たちを中心とする東北抗日聯軍の武装闘争と地下闘争について、

歴史上の重大事件と記録を中心に復元し描いている。小説が多くのスペースを割いて描い

ている 1920 年代後半の闘争、減租減息闘争、1930 年 5 月 30 日夜の「5.30 紀念暴動」、

日本軍の間島大討伐と海蘭江大参事、抗日聯軍と群集の連携を遮断するために東北地域で

日本軍が推進した集団部落政策、1939 年冬以降の日本軍と満州国軍の執拗な大討伐と追

                                                        
25

 中共中央東北局と東北行政委員会の委託をうけて延吉でなく吉林市で民族事業座談会の名称で12月21

日に開催された。김동화,「중국조선족에 대한 중국공산당의 민족정책의 력사적 고찰」, 김동화 ․ 

김승철 편저,『당대중국조선족연구』(서울 재출판, 집문당, 1995), 34쪽. 이진영, 위의 논문, 112쪽, 

재인용. 
26
《주덕해의 일생》집필조,『주덕해의 일생』, 위의 책, 227쪽.  

27
《주덕해의 일생》집필조,『주덕해의 일생』, 위의 책, 229쪽. 
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跡による東北抗日聯軍のソ満国境への後退などは、東北の抗日闘争における朝鮮人たちの

至大な貢献と寄与を示している。これらを通して李根全は、抗日戦争期に東北の朝鮮人た

ちが血と命をかけて抗日闘争に投身し、自分と家族の犠牲、共産主義という大義のための

偏狭な民族主義の克服を対価として今日の幸福と中国国民としての資格を得たことを語っ

たのである。また『苦難の年代』は、延辺の第 1 指導者で地委書記の朴胤敏と第 2 指導者

である〇〇の王株が延安からもどってくると設定することで、延辺すなわち朝鮮族の歴史

を延安に直結させ、その歴史的正統性を確保している。延安はまさに毛沢東と朱徳をはじ

めとする中国共産党の首脳部がいる場所であり、抗戦勝利を前にして毛沢東を首班とする

中国共産党が新しい中国の建国を構想していた場所であったからだ。 

このように、李根全の『苦難の年代』は東北朝鮮族の歴史を中国共産党の指導の下で

の抗日闘争の歴史、延安と直結した中国共産主義革命の正統性が確保された歴史として記

憶しているが、その底には光復から文革に至るまで朝鮮族が経験した国民的アイデンティ

ティの危機とそれに対する李根全の深い歴史認識が潜んでいる。実際、光復の直後から中

華人民共和国建国初期の 1960 年代初めまで、朝鮮族は中国の公民権を付与されたにも拘

わらず、依然として北韓との血縁的、心情的連帯感と連続感を強く持ちつづけていた。ま

た 50 年代中盤以降に中国全域で吹き荒れた反右派闘争と、延辺地域を襲った地方民族主

義への反対運動などの政治的騒動、そして 1958 年の中国支援軍の撤退が引き起こした北

韓の千里馬運動の過程で発生した人力不足と人力需要などが原因となって朝鮮族の北韓へ

の逆移住が大量かつ頻繁にあり、朝鮮族の幹部、教員と学生などのエリート層には「多祖

国」論が蔓延した。中国指導層の一部は、これを「中国からの分離主義」あるいは「中国

への裏切り」であると深刻に受けとり、これは収拾不能な民族的危機へと続いていた。李

根全が 1962 年に発表した『虎岩』は、そのころ中国と北韓のあいだで危機的に混乱して

いた朝鮮族に対し、中国国民としてのアイデンティティを持たせるための文学的対応であ

った。それにも拘わらず文革時に彼は「毒草」だと批判され、「毒草」作家として 5.7 幹

部学校に追放された。文革の渦中で現れた数多くの「朝鮮特務」と「祖国背反嫌疑」、「反

革命暴乱」などの罪名はこのころ朝鮮族が経験した国民的アイデンティティの危機がどれ

ほど深刻であったかを物語る。それゆえに文革が終わったとき、李根全は、中国の少数民

族としての朝鮮族の歴史的正統性を確立し、朝鮮族の位置を確固とさせることの必要性を

切実に感じたのだろう。歴史に対する責任を重く感じたのである。したがってこれは歴史

に対する歪曲ではなく、中国朝鮮族の歴史的正統性を確立するために朝鮮族一世の革命家

たる李根全が行なった、中国朝鮮族の公的歴史創作の一環である。韓国人としての至純至

高の血統と民族主義一辺倒に貫かれた安壽吉の移住叙事『北間島』が、光復後に 38 度線

を越えて南部朝鮮へと帰還する戦災民の民族的アイデンティティを確立するためのものだ

ったとすれば、李根全の『苦難の年代』は、光復後に帰還を放棄して中国に残り、中国共

産党の指導の下で国共内戦に参与し、土地を分与されて中国の少数民族となった中国朝鮮

族の歴史的正統性を打ち立て、中国内での位置を確認するための作業であった。両者とも

に、歴史の歪曲というより歴史を書くときの現実性の側面が強く働いた結果である。同じ
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朝鮮族作家の創作でありながら、李根全の『苦難の年代』が崔紅一の『涙に濡れた豆満江』

に比して教科書的で図式的でしかありえないことも、両者の歴史認識の違いから来ている

のである。1937 年に９歳で中国に移住した中国朝鮮族一世で革命家出身の李根全が背負

ってきた歴史の重みと深さは、2 世 3 世出身の作家、1954 年生まれの崔紅一のそれとは比

較できないほど重くて深いものだったのだ。 

（韓国語からの翻訳：波田野節子） 

 

 


