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「帰順者」の発見
―「解放」時代における「帰順」を巡って―

Discovery of “Gwisoonja(Defector)”
–Regarding the Notion of “Gwisoon(Defection)” in Liberated Korea–

高 旻成*
Minsung Koh

Abstract

 The purpose of this paper is proving the word “Gwisoon” frequently used in 
South Korea. Why does this word appear and when did it start.
 Until today, South Korea has unconsciously used “Gwisoon” as a verb for North 
Korean people who came to South. Especially, South Korean regards this word as 
the submission from North to South Korea. And South Korean people recognise 
the “Gwisoon” was born by the outbreak of the Korean War or starting the 
accepting policy on North Korean defectors like the “wolnam-gwisoonja” policy. 
 But in fact, the “Gwisoon” has already shown since the “liberated Korea” age. 
In other words, the situation of divided Korean peninsula itself was the starting 
point rather than the breakout of the Korean War or starting the policy. And 
then, South Korean society was confused by political situation like “Right-left 
Ideology confrontation”. So, it is possible to conjecture that the appearance of the 
“Gwisoon” was connected with this political situation. Nevertheless, the preceding 
researches are insufficient.
 So, this paper postulates that confused South Korean political situation and a 
struggle for a political initiative were ultimately associated with the appearance of 
the “Gwisoon”.

Ⅰ．はじめに

昨今の韓国では、脱北者 1の問題が「難民」問題として認識される状況が窺える。つまり、韓
国社会は脱北者を受容すべき「同胞」として扱いながらも、社会・財政的「負担」としても捉
えていることである。この背景は現在の脱北者受容政策である「北韓離脱住民の保護及定着支

1 1990年代後半から多く見られるようになった北韓（北朝鮮）を離脱した者（住民）であり、韓国入国
の如何に関わらず北朝鮮離脱者の総称とする「韓国語」である。法律的名称として「北韓離脱住民」
とされており、韓国へ入国するまで他の「国籍」を取得していないことが条件だとされる。韓国で他
国からの難民を扱う機関は主に「法務部」であるが、同じく国際的に難民だと看做される筈の脱北者
は「韓国統一部」や「国家情報院」などが主たる担当機関だという違いがある。
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援に関する法律（以下、北韓離脱住民政策と略す）」が実施される以前の年間1~2桁（1998年ま
での約30年間、合計947人）の入国者だったものが年間4桁（2000年以降は毎年、1,000人～ 3,000

人）にまで膨れ上がっていることにある。絶対的な入国者数の急増は結果的に「負担」だとい
う認識に拍車を掛けることになった。そして受容制度の整備は、結果的に脱北者の韓国入りを
刺激し、次第に韓国政府やマスコミ等でも脱北者の情報を取り上げる機会が増加するようになっ
たと言えよう。
しかし、注目すべきは、このような脱北者の問題を取り上げる際、韓国政府やマスコミ等に
おいて「귀순（帰順）」という単語が当然のように使われていることである。以前から、北緯38

度線を基準にした（朝鮮戦争の停戦後は「軍事分界線」）朝鮮半島「以北」から「以南」へ来る
行為を指す言葉として「帰順」が多く使われてきたため、今日この用語は脱北者に対しても使
われ「脱北」と一緒に取り上げられている。場合によっては同等な概念としてさえ認識されて
いる状況である。言うまでもなく、「脱北者」は「帰順者」や「새터민（セトミン：新たな地で
生活を始める民（者））」等のように混用されるケースも多い 2。
では、このような「脱北」と「帰順」が一体化されたことは何を意味するのか。その思想的
構造が出来たのはいつ頃なのか。そしてそれが促された理由は何処にあるのだろうか。本文で
は朝鮮半島の激しい社会変動を背景に、「帰順」の使い方を巡る変容のプロセスに沿いながら以
上の問題を検討し、「帰順」という発想を通じて「脱北者」を巡る韓国の社会意識の本質及びそ
の変容を分析する。

Ⅱ．「正当、正統である権力側への降伏」という「帰順」

１．帰順とは何か

帰順という言葉は朝鮮語において長い歴史を持つ古い言葉である。しかし、ここで注目すべ
きは、20世紀の激しい社会変動を経験した朝鮮半島の政治的世界でも「帰順」という言葉が広
く使われ、しかも時代によって翻弄されてきたことにある。韓国の国立国語院の定義によると、
「귀순（帰順）」とは「敵であった人が反抗心を捨て自ら転じて服従或いは順従する」3ことを指す
言葉である。しかし、単純に「帰順」はこのような意味だけだろうか。これについてはまず帝
国主義日本によって支配された時代の例を見てみよう。

「機密統発 一五三三号
韓國ノ暴徒ハ討伐ノ励行ト歸順ノ勧誘トニヨリ日ヲ追テ鎮靜ニ趣キタリト雖モ各方面ヨリ壓
迫ヲ受ケタル殘徒は客年末ヨリ全羅南北兩道ニ集合シ頻ニ…愈々之カ掃蕩ノ為大討伐ノ實行ヲ
計畫シ陸上ニ在リテハ集合し頻に兇暴ヲ逞フスルヲ以テ爾來討伐隊ハ屢々强烈ナル攻撃ヲ加フ
ルモ集散常ナク容易ニ全滅スルニ至ラス以テ今日ニ及ヒタルハ甚タ遺憾トスル所ニ有之之カ鎮
壓ニ關シテハ本年六月本官カ大命ヲ拜シタルノ際伏奏シタル次第モ有之候処愈々之か掃蕩の為
大討伐ノ實行ヲ計畫シ陸上ニに在リテハ駐箚軍、憲兵隊及警察官海上ニ在リテハ第十一艇隊及

2 김수연・최윤형「“대한민국은우릴받아줬지만 , 한국인들은탈북자를받아준적이없어요”：댓글에나타난
남한사람들의탈북자에대한인식과공공PR의과제」『한국광고홍보학보』제15-3호 ,한국광고홍보학보 , 
2013, p.190。

3 국립국어연구원編『표준국어대사전』두산동아 , 2000。
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韓國政府ノ警備船石油發動機汽艇等陸海互ニ協力策應シテ左記順序ノ通來ル九月一日ヨリ着々實
施スルコトニ致候条御諒知ノ上上奏方御取計相成度此段申進候也　明治四十二年八月二十四日　
統監子爵曾禰荒助」4

このような帝国主義時代における日本で使われた「帰順」であるが、実は日本の植民地として
占領されていた朝鮮半島における朝鮮語の新聞でも登場していることがわかる。

「…帰順した朝鮮人の氏名と行動を秘密裏に調査する目的の様であり、百草溝と局子街の間に
日本軍隊が仮設した軍用電線が幾度切られ通信ができない。これら全て彼らの仕業であることが
判明され目下、中国官憲と協力しその踪迹を厳重に搜探する所だが、未だ逮捕されていないとさ
れる（間島電報））」5

ここから「帰順」とは日本語だけではなく、朝鮮語でもあり、そして冷戦が台頭する以前から
も存在していたことがわかる。上記以外にも、馬賊に対して使われ、中国大陸における軍閥や軍
の降伏などに対しても使われた例も多く見られる。以下はその一部を示す例である。

「馬賊また帰順、奉天軍に
対岸一帯に跳梁中の馬賊団仁義軍が中国の今番動乱を機会に奉天軍に帰順交渉中であることは
既に報道した通りである。更に、安円県下に根拠を有する頭目の大仲子は一団七百名を率いて奉
天軍に帰順し、連長の職に採用され近々、陸軍総長に昇任するとされる（官辺着電）。」6

特に注目すべきは、これらの例では例外なく「官憲」と「暴徒」との相対関係を示していたこ
とである。ここからわかるように、「帰順」という言葉は、単純な「降伏」だけではなく、必ず「正
統、正当である権力側に降伏」というニュアンスも事実上含まれていたのである。
では、今日の韓国社会における「帰順」は、如何なる意味で用いられているのか。先程の「国
語辞典」による定義以外に、韓国の外国語辞書を引き出す必要があるが、それは、韓国における
「帰順」の定義が、対外的にはいかに発信されているかがわかるからである。例えば、『Dong-a’s 

Prime Korean-English Dictionary』7や『Si-sa Elite Korean-English Dictionary』8をみると、「귀순자（帰
順者）」は「a 《North Korean》defectors （to the South）」と表示されていることが窺える。その
ほかにも『Minjung’s Korean-English Dictionary』9では、「帰順」を「北韓の帰順家族」という例文
を用いて「a North Korean defector family」と記されているが、恰も「帰順」は「北韓（北朝鮮）」
からの移動の意味で定着している印象を受ける。「正統、正当である権力側に降伏」というニュ
アンスの上に、更に「以北」から「以南」へといった物理的な移動の意味も付け加えられている
のである。言うまでもなく、現在のこのような韓国における「帰順」の使い方には「脱北者」に
対する認識が付き纏っている。
しかし、「帰順」に関する研究では、1945年から1950年に勃発した朝鮮戦争以前まで「以南」

4 「韓国暴徒討伐ニ関スル件」、JACAR Ref.A04010206500「公文雑纂・明治四十二年・第十九巻・統監府一・
統監府一（会計検査院）」国立公文書館。

5 「軍用電線을斷絶」、『東亞日報』（1921.04.10）。
6 「馬賊또歸順奉天軍에」、『東亞日報』（1925.11.26）。
7 성낙양著、두산동아（주）編『Dong-a’s Prime Korean-English Dictionary3rd Edition』두산동아 , 2009。
8 YBM/시사사전편찬실『Si-sa Elite Korean-English Dictionary』YBM si-sa, 2010。
9 民衆書林編集局編『Minjung’s Essence Korean-English Dictionary 4th Edition』民衆書林 , 2010。
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へ移住した者は「越南人」や「越南家族」などと呼ばれ、1951年1月の戦争 10で大挙越南した者
は通称、『1・4後退者』11とされたという。南北間の「移動」或いは「以北」から「以南」への移動、
またはその行為主体である移動者は、「正統（当）・正義」対「不正義」といった差別的な用語
では決して表現されていなかったのである。
「越南人」は「越南民」とも言われるが、韓国学中央研究院（以後、韓中研と略す）による
「越南民」の定義によれば、それは「韓（朝鮮）半島分断と戦争の状況によって韓（朝鮮）半島
民族共同体の北韓（北朝鮮）地域から他の体制を持つ韓国へ移住した後、現在韓国市民として
の地位を獲得した者」12となっている。この用語からわかるように、たとえ「以北」から「以南」
への移動であっても、南北間の「移動」は、本来なら時代と関係なしに単純に「移動」という、
差別的なニュアンスのない視点から表現できるものであった。
では、何故、「正統、正当である権力側に降伏」というニュアンスを持つ「帰順」が南北間の
移動にも用いられるようになったのだろうか。これについては、まず「帰順」と権力側との関
係について見る必要があると考えられる。

２．「帰順」と「帰順者」

昨今の韓国における「帰順」は以前の帰順の意味合いと全く異なっているのだろうか。先述
の辞書における説明からもわかるが、今日においても「降伏・投降」の意味が最初にみられる
ため、その意味合いは本質的にあまり変わっていないと思われる。それにもかかわらず、この
用語が使われている現状をみると、この「本質」は恰も隠されているかのようである。だとす
ると、「以北」から「以南」への移動に対してのみ適用されている「帰順」は如何なる要因が作
用した結果なのだろうか。この「帰順」を見るにあたって、正式な「帰順者」政策の発足によ
る待遇が韓国における「帰順」の普及に繋がったと考えられる。そして、これが「以北」から「以
南」への移動の「記号化」された決定的要素になったと思えるため、正式に待遇するようになっ
た「帰順者」政策をまず見るべきであろう。
先述のように韓国において「帰順」した者を正式的に待遇し始めたのは、「国家有功者及越南
帰順者特別援護法」（以後、「越南帰順者」政策と略す）が発足した1962年であるが、この時期
は事実上5･16クーデターによって国家再建最高会議長になった朴正熙の時代である。当政策の
発足理由に関して昨今の韓国では、冷戦時代や軍事独裁時代において北朝鮮情報の入手を目論
んで始めた 13との見解がある。また、当時の経済や産業施設などの状況をみると、「以南」より「以
北」がやや優っていたため、発足の理由を南北の体制競争に重点を置いていたことから、この
ような主張が見えたのだろう。更に、朝鮮戦争が停戦した後の李承晩政権下では、正式な政策
による待遇ではなかったものの、「帰順者」に対する待遇が少しながらみられた 14ことから、朝
鮮戦争以降が「帰順」台頭の始発点だと考えられているのであろう。そして、今日における「帰順」
が使われ始めた時期に関して詳しく分析すると、以下の「帰順」に関する説明でも述べている
が、朝鮮戦争や「帰順者」政策の開始によって本格的に使われたと見られている。例えば、先程、

10 1950年10月に国連軍・韓国軍が朝鮮半島のほぼ全域を掌握しかけたが、同年12月から1月にかけて中
国人民解放軍が介入し、国連軍・韓国軍が再び南へ後退するようになったときのことを指す。所謂、「1.4
後退」である。

11 윤여상「남한의귀순동포에대한정책연구」『영남정치학회보』5, 영남정치학회 , 1995, p.316。
12  韓國學中央研究院の「韓國民族文化大百科事典」から。（http://encykorea.aks.ac.kr）
13 「귀순용사영웅대우에서복지대상으로추락」、『韓國日報』（2013.03.16）。
14 保社部도積極援護18名의歸順兵」、『京郷新聞』（1955.09.16）。



117

現在の韓中研では「越南民」が如何に説明されているかを述べたが、この「越南民」の概説欄を
みると「帰順」が如何に使われているかがわかる。

「越南民を大別して広義でみると分断以後の越南民から最近の北韓離脱住民まで全て包含でき
る。解放直後から朝鮮戦争時期までの越南民を狭義の越南民と言える。」15

この概説欄によると、朝鮮半島の分断直後に発生した「以北」から「以南」への移動者は政治
的性格の如何に関わらず「越南民」とされていることがわかる。また、「北韓離脱住民」や「越
南帰順者」等のような政策的に待遇された部類を除いた「狭義の越南民」の場合、政治的意味合
いから切り離されていることも読み取れる。上述の「越南民」の説明によると、「越南」してき
た者は概ね政治的背景を基準に区分されたとみられるが、このような政治的性格の違いに関係な
く南北朝鮮の移動者は朝鮮戦争以前から存在していたことがわかる。だが、問題は次の「淵源及
び変遷」という欄に登場する「帰順者」にある。

「…1953年7月27日停戦協定締結以後から1990年代初までの『帰順者』または『帰順勇士』がいる。
1962年4月16日『国家有功者及越南帰順者特別援護法』が初めて制定され『越南帰順者』とい
う法的用語が登場した…停戦協定以来、2009年12月末現在北韓離脱住民としての数は17,984名
である。」16

この説明で「帰順者」は法的概念として取り上げられているが、この説明をみる限り「帰順者」
は朝鮮戦争がきっかけで登場した概念であり、それ以前まではあくまで「狭義の越南民」しかお
らず、「帰順者」は存在しなかったと主張しているような印象を受ける。言い換えると、昨今の「帰
順」に対する韓国の認識は朝鮮戦争以降の「政治的事件」を中心に成立しているのである。また、
この「帰順者」の定義は、「帰順」が「南北移動」と「法律（政策）」の観点に立脚して認識され
ていることを表している。結局、「越南」が政治的に扱われていることを反証しているのである。
そして、この説明に登場した「帰順者」は敵対が顕在化されてから登場した現象即ち、朝鮮戦
争の遺産物であるかのようなニュアンスを醸し出している。もちろん、正式な待遇が始まった点
に限定して解釈すると、「帰順者」が「公式的」に扱われたのは「1962年以降でしかない」ため、「帰
順者」を法律的概念に限定して解釈したこの説明は正論にならざるを得ない。また、朝鮮戦争の
停戦以降の李承晩時代において「帰順者」に対する待遇が少しながらあったことから、朝鮮戦争
以降見られたという叙述も正しくないとは言えないのだろう。このような説明からもわかるよう
に、現在の韓国で認識されている「帰順」は法律的に定義・待遇された「帰順者」であり、且つ「南
北」移動という点に集中しているのである。それに併せて、南北の政争によってできた遺産物が「帰
順」であると見られているのである。そのため、限定された意味での「帰順」が説かれているの
である。特に、最後の「停戦協定以来、2009年12月末現在北韓離脱住民としての数は17,984名
である」という部分をみると、以前の冷戦時代から今日まで「以北」から来た者を総じて、同じ「北
韓離脱住民」であるというような言い方をしているが、これは明らかに政治的意味が異なる「帰
順」と「脱北」を同一視していることに他ならない。
このように認識されている「帰順」という言葉を上述の説明では、公式・政策的に待遇され始
めたことが「帰順者」や「帰順」の誕生と同じ意味をなすという言い方をしている。しかし、果

15 韓國學中央研究院、同上。
16 韓國學中央研究院、同上。
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たして、それは本当であるのか。更に、この「帰順」は朝鮮戦争以降に見られたものであって、
朝鮮戦争以前の時代に「帰順」した者は果たしていなかったのだろうか。

Ⅲ．「三八線」の設定後「帰順」が登場する背景

１．分断直後から存在した「帰順」

そもそも、朝鮮戦争から登場したとされる「帰順」は、本来ならば敵対感情の強弱に関わらず「我
‐相手」の関係が成立してからこそ使える用語である筈だ。先程の辞書によると、敵であった者
が我に「帰ってきた、或いは投降してきた」者が帰順した者であり、これが帰順者になる。これ
に先述の「越南民」に登場してきた「帰順者」の説明と併せてみると結局、「帰順者」は「我―
相手（或いは、敵）」の関係が成立する上で存在できる。言い換えると、「以南」における相手で
ある「以北」が存在していたため、「帰順」が成り立ったということであり、その逆に敵か否か
に関わらず「相手」が存在しない限り成立できないのも「帰順」なのである。単なる敵対の激化
がきっかけであるかのような言い方が上述の説明においてなされていたが、この単語の性質から
すると「敵対」の激化は決して「帰順」が発生した根本的な原因ではない。よって、「以南」に
おける相手の「以北」が誕生したときから「帰順」は存在したと考えるのが自然であり、所謂「삼

팔선（三八線）」と呼ばれる北緯38度線の設定で朝鮮半島が分断された当時から使われた可能性
があると考えられる。
では、実際に朝鮮戦争以前の時代において「帰順」は使われていたのだろうか。以下に取り上
げる記事をみよう。

「…朴明濟庁長を訪れたら “治安は警察本来の使命であり、これを完遂することは言うまでも
ないが、もう一歩進み、警民融和運動が必要であると感じ、10月30日から11月5日まで一週間
にかけて農村援助強調週間を実施し、多くの収穫を得ました”と冒頭に出し、最近では左翼陣営
から帰順する数が増えているとされる。」17

1947年の時点で「帰順」が使われていたことから、先述の「越南民」の説明にみられたよう
な朝鮮戦争以降から使われたものではないのである。この記事をみると、「左翼陣営」に対して
「帰順」が使われているが、「左右イデオロギー」が中心に置かれていた。また、以下に「南朝鮮」
の済州島で発生した「4・3事件」に関する記事をもう一つの事例として挙げるが、ここでも類似
した傾向が見られる。

「純粋な暴徒と認められる数は二、三百人に過ぎない。ここに部落民〔ママ〕と学生たちが加
担しているが、彼らの戦術は中国八路軍のそれと同じであり、最近になっては『ゲリラ』戦術に
変わった。これらの中で帰順した者も四、五十名いるが、調査後釈放した。彼らは「単政反対」、「国
連出て行け」、「両軍（米・ソ）撤退」等を掛け声として立てているが、実際の行動は純然と殺人
暴動として現れており、実に惨酷極まりないのである…」18

17 「南朝鮮五道의重要都市歷訪④」、『京郷新聞』（1947.11.23）。
18 「歸順者도多數濟州城内는平穩하였다」、『京郷新聞』（1948.05.06）。
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この記事でもみられるように、「左」から「右」への移動として「帰順」が使われていること
がわかる。更に、済州島で発生した当事件は「内部（以南）」の問題であるにもかかわらず「帰順」
が使われていることから、この語は今日韓国において認識されている「以北」から「以南」への
移動として使われていなかったこともわかる。つまり当初の「帰順」では南北の「地理的移動」
に政治的意味はなかったのである。これと併せて、当記事の「『帰順』した者も四、五十名いるが、
調査後釈放した」という部分にも注目したい。この文言における「帰順」から、犯罪者を扱って
いるような言い回しがみられ、また、恰も自首してきたような雰囲気を醸し出していることも窺
える。実際、この「帰順」を含む「宣撫工作」の主たる機関が南朝鮮国防警備隊（略して警備隊、
今日の韓国軍の前身）以外に「警察」であった 19ことを考えると、南朝鮮における「帰順」のも
う一つの特徴とは、社会治安の意味に重きを置いていた点だといえる。この点だけみると、今日
認識されているような政治的意味合いとは異なり、「左」の制圧を通じて「社会治安」を実現す
る際に「帰順」を使ったと考えられる。だが、本当に「社会治安」だけを焦点に置いていたので
あるなら、何故に他の犯罪等には「帰順」が使われなかったのだろうか。米軍政を含め、後に「大
韓民国政府」の成立を担うことになる李承晩等は「社会安定」の名分で「帰順」を用いるように
はなったものの、根本的に彼らには「左」の制圧が必要であるとの考えも同時に持っていた 20こ
とを念頭におく必要があるだろう。つまり「帰順」は「社会治安」の一環として使われてはいた
ものの、結局のところ「左」の掃討に焦点が当てられた「左右イデオロギー」論争の現れに他な
らない。究極的に「国内」を撹乱させる存在である「左」は抹消すべき存在だと認識していたため、
韓国政府成立を担う勢力は「社会治安」のための「左」の掃討を積極的に試み、「左」に対する「帰
順」を用いたのであろう。ここから、当初の「帰順」は今日の意味合いと異なっており、登場時
期も分断直後から使われていたことがわかる。

２．「警察」と「帰順」の関連性

ここでやはり、当時の南朝鮮における「警察」の本質を考える必要があるだろう。何故なら、
朝鮮半島の「解放」直後から「以南」に「政府」が成立する1948年まで、米軍政下の「警察」
の主要ポストはその多くが日本植民地時代の「警察」によって占められていたからである 21。植民
地時代における日本は、軍警を用いて「朝鮮独立運動家」や「共産主義者」等に対する弾圧であ
る「帰順工作」22を行っていた。この弾圧に加わっていた朝鮮人「警察」は当然ながら、共産主義
に対して好感を持たず、そして「解放」時代においても「警察」として居座り続けたため、過去
を「正当化」する必要もあった。そこで彼らは再び「帰順」を持ち出した可能性が高い。何故なら、
植民地時代の軍警が「暴徒の降参」を促す用語として「帰順」以外にも「投降」や「降伏」を共
に使っていたのだが 23、「独立運動家」や「共産主義者」に対する「帰順」が敢えて用いられてい
たからである。では、実際の「以南」における「親日」警察の状況は、如何なるものだったのだ

19 「捕虜와歸順者만二千餘警察과의間에軋轢없다」、『京郷新聞』（1948.06.03）。
20 坪江汕二『南鮮の解放十年：李承晩独裁政権の実態』日刊労働通信社、1957、p.133。
21 Bruce Cumings, The Origins of the Korean War : Liberation and the emergence of separateregimes 

1945-47, Princeton University Press, 1981, p.166.
   ここに掲載されている「XXIVCorpsHistoricalFile」によると、当時警士級以上で「親日」経歴を持つ警
察の割合は総監100％（1人 /1人）、管区長63%（5人 /8人）、道警局長80%（8人 /10人）、総警83%（25
人 /30人）、警監75%（104人 /139人）、警士83%（806人 /969人）のようになっていたとされる。

22  김민희「반민특위가밝힌일제의김일성귀순공작」『월간말』통권제145호 ,1998, pp.94-95。
23 「暴徒降伏의件報告」『한국독립운동사자료15 15권의병편Ⅷ』, 국사편찬위원회 , 한국사데이터베이

스 .（http://db.history.go.kr/id/kd_015_0010_0140_0890）。
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ろうか。
例えば、先程の記事で「帰順」を使った者の例として朴明濟警察庁長を挙げたが、彼は植民地
時代に全羅南道順天警察署で巡査部長 24や咸鏡北道の警察高級幹部 25などを努めていた所謂、「親
日」の経歴を持つ者である。その彼が「解放」後の1945年11月に第8管区警察庁長に就く 26など、
再び警察に「帰り咲い」た。そして、彼は、1946年11月に再び第8管区警察庁長から第1管区警
察庁長に就くことになるが、その際、彼による「非行」があったとされる。この「非行」は市民
に広まり、同年12月にこの「非行」によって仁川警察署長から水原署長に異動させられた尹武善（尹
武璿とも記されている 27）と仁川愛志団などの団体が陳情書を提出することで、この「非行」に対
する反発が示されていた 28。同時に、この陳情書は警務部に対しても提出され、第1管区警察庁を
管轄していた第一警務総監部でこの「非行」に関する査問会が開かれるまでに至った 29。しかし結
局、この問題は大した事案としては扱われず、朴明濟の嫌疑に関しては却下されることになった。
この「非行」の被害者であり、「左遷」までされた尹武善署長がさらに、署長から警衛に降等さ
れる処分を受けるなど 30、「警察」上層部において「親日」は蔓延していた。
このような処分がなされた理由は、当時の警察の主要ポストが「親日警察」によって担われた
ことと関連性がある。まず、この「非行」の陳情書を受理した警務部の次長であった崔慶進はこ
の「転勤」に対して「転勤命令を受けたのであるならこれに服従すべきである。万一、不服であ
るなら懲戒処分を受けることになるだろう。そして朴庁長の非行に対しては警務部で調査する」31

としていたが、まずこの崔慶進自身「親日警察」出身であった。その上、この査問会を開いた責
任者は、米軍政関係者以外に「親日警察」出身である盧徳述 32官房長であった。米軍政下の警察
幹部の殆どが「親日警察」出身であり、彼らが上記のような行いをみせたのはある意味当然であ
ろう。もちろん、「以北」の「共産主義」から逃れた「極右」団体の「西北青年会」を暗に支援
するなど 33、「親日」の特徴である「反共」を見せていた尹武善であったことからすると、このよ
うな結果になったのは些か理解し難いところである。ただ、当問題に趙炳玉警務部長や張澤相警
務總監などの警察幹部が対応し、比較的職級の低い尹氏を降等させるという一種の「とかげの尻
尾切り」をしたのであろう 34。
では、反対に「親日」ではない「警察」の場合はどうだったのだろうか。その一例として、「独
立運動家」出身とされ「警察」に抜擢された崔能鎭 35を挙げることができる。彼は米軍政の下で「警
察」として登用されることになったが、他の「親日警察」が居座り続けていることに反発を示し
ていた。結局、崔能鎭は警察に抜擢されてから間もない1946年12月に罷免された 36。そして、以
降の崔能鎭は「5･10選挙」への立候補をするなど、政治的舞台を通じて、李承晩の政治的方向に

24 「全南警察部辞令」、『毎日申報』（1937.08.09）。
25 「秘話한世代（88）軍政警察［19］각道警察部長」、『京郷新聞』（1977.03.14）。
26 全羅南道警察庁ホームページの歴代庁長の蘭から（http://www.jnpolice.go.kr）。
27 「祖国再建의좀・經濟破滅의魔」、『東亞日報』（1947.01.15）。
28 「인천의50여단체 , 제1관구경찰청장朴明濟의비행진정」、『서울신문』（1946.12.28）。
29 「朴廳長査問會」、『京郷新聞』（1946.12.29）。
30 「仁川署長降等判決로段落」、『京郷新聞』（1947.01.12）。
31 「命令에不服하면懲戒處分하겠다」、『京郷新聞』（1946.12.29）。
32 盧徳述は、植民地時代、慶尚南道巡査を始め、警部補、警部、警視にまで上り詰めた者で、朝鮮独立運
動家に対する拷問専門家として名を知られていた。「解放」以降は首都警察庁捜査課長などを歴任する
ものの、「反民族行為特別調査委員会」によって逮捕される。しかし、李承晩政権下で直に釈放された。

33 「青年運動半世紀（12）西北青年會［12］ 濟州는準解放區趙炳玉SOS」、『京郷新聞』（1987.01.28）。
34 「仁川署長降等判決로段落」、『京郷新聞』（1947.01.12）。
35 「한국전쟁중이적죄로사형 ...최능진선생65년만에무죄확정」、『京郷新聞』（2016.06.28）。2016年6月に
最終無罪判決が下り、当時の死刑判決は政治的報復や政治的利用によることがわかった判決である。

36 「警務部操作局長崔能鎭氏遂罷免」、『東亞日報』（1946.12.05）。
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異議を唱えることになる。しかし崔能鎭のこのような行動は、「反共」と「親日」が併存する「以南」
において命取りとなり、李承晩政権が発足してから間もない1948年10月に「革命義勇軍事件」で「内
乱陰謀罪」の名目で服役 37した。まもなく朝鮮戦争が勃発することで自然に刑務所を離れること
にはなったが、翌年に「親日軍人」出身の金昌龍 38によって再び拘束され、崔能鎭は軍事裁判で「利
敵行為」の罪名で死刑に処された。戦時中「即刻停戦及び南北統一」を「人民軍」に提案したこ
とが「利敵行為」に値するためだとされる 39。つまり、「反共」を掲げる「以南」においては、実
際のやりとりよりは「敵」との接触それ自体を問題視していたのである。
このように、「親日」経歴の者はお互いを庇うかのようであり、「独立運動家」出身などには排
他的な動きがみられていた状況だった。「親日」警察がここまで蔓延していたことは、植民地時
代に使われた「帰順」が登場する下地も十分整っていたと考えられる。ただ、ここで注目すべき
は、常に「反共」には「親日」が寄り添っていたことであるが、一体、「反共」と「親日」の延
命との間には如何なる関係があったのだろうか。

３．「親日」と「米軍政」の利害関係

「親日」と「米軍政」との利害関係については、当時の米軍政の存在との関係をみる必要があ
るだろう。言うまでもなく、植民地時代において反共的であった「親日警察」にとって、反共的
である米軍政に協力者として採用されることはまさに喜ばしいことであった。そして、「以南」
へ進駐してきた米軍政にとってみれば、植民地時代において反共的であった「親日警察」も頼も
しい存在であった。植民地時代の行政的業務経験がある「親日」出身を米軍政側が積極的に採用
することは、周知の事実であった。こうした米軍と「親日派」双方の利害が一致したことで、「親
日警察」は「以南」で生き延びることができたのである。これによって、植民地時代に「共産主
義者」や「独立運動家」に弾圧を加えていたのと同じく、「解放」してからもこの「左翼」を弾
圧する一環として、帝国主義日本によるイデオロギーの文脈で語られてきた「帰順」を使うよう
になったのである 40。こうして、「帰順」を筆頭にした「反共」という隠れ蓑を纏うことで、所謂「反
民族」的な者が「愛国者」に変身できたのである。
後程述べることになるが、「左」を制圧する必要があるとの考えを持つ李承晩政権も、「社会安
定」の名分で「帰順」を用いるようになった 41。当初、警察によって「社会治安」を目論んで「左翼」
への掃討を焦点においた「帰順」は、李承晩等の上層部にまで広がり、専ら「左右イデオロギー」
に適用される。つまり、米軍政と「以南」の上層部が「左翼」に「国内」を撹乱させる存在だと
認識したことは、「帰順」を帝国主義日本のイデオロギーという鳥籠から解放した結果を招いた
のである。

37 「政府破壞嫌疑」、『京郷新聞』（1948.10.05）。
38 金昌龍は、1941年に関東軍憲兵になり、1943年9月には満洲里の憲兵隊と憲兵隊分遣業務を担当したと
される。

39 「발굴한국현대사인물56 최능진친일파숙청주장한미군정경찰간부」、『한겨레』（1991.01.25）。
40 「國府側은敵殲滅企圖中共은國府經濟混亂期待」、『東亞日報』（1947.05.16）。

   植民地時代に「共産主義者」に対して使っていたのと同様、中国共産党軍などの国府側への降伏を「帰
順」と称していたことから、「以南」においては、政治的立場によって使い分けていたことが窺える。

41 坪江汕二『南鮮の解放十年：李承晩独裁政権の実態』日刊労働通信社、1957、p.133。
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Ⅳ．「越南」ではない「国内移動」

１．「政治的移動」ではない「越南」の場合

今日の「帰順」は南北間の「移動」に対してよく使われているものの、以上の例から分かるよ
うに、当初ではそのように使われていた形跡は殆ど見られない。では、当時の「以南」では「越
南」を如何に認識していたのだろうか。
まず、所謂政治的意味合いが含まれていない「一般的な越南」の場合であるが、1945年10月

から1947年12月の間に「以北」、満洲、中国大陸、日本等から約200万人の「越南」及び帰還があっ
た 42。流入してきたこれら「同胞」を指す代表的な用語として「戦災同胞」・「罹災同胞」43という言
葉がある。第二次世界大戦が終わってから、海外から朝鮮半島（特に、「以南」）へ「帰還」する
「同胞」に使われていたが、災害とりわけ戦争の災難を被った「同胞」として使われていた。（こ
のように流入する「同胞」を米軍政では「負担」とさえ認識していた 44。）つまり、この「一般的
な越南」の場合は、本論で述べてきたような「政治的意味」は付与されていなかったのに加え、
その必要性もなかったのである。

２．「政治的背景」が原因の「越南」の場合

その一方で、「政治的背景」による「越南」の場合はどうだったのか。これについては1946

年に書かれた「私設情報調査機関設置案」である『K.D.R.K.（Keep. Dr. Ree. Korea）』45の後身、
『R.I.B.K.』46という文書を例として挙げる。この『K.D.R.K.』や『R.I.B.K.』は李承晩の左翼監視体
制を敷くことを趣旨としたものである。当時の「以南」は「左右」の対立等のような政治的乱立
がみられる状況であったことから、「左右」イデオロギーに関する李承晩や上層部が持っていた
考えをこの文書を通じて窺えることができ、更に「越南」に対しても如何なる認識をしていたの
かがわかるだろう。

（1946. 07. 26付）R.I.B.K.報告書NO. 06
「統一政府樹立に独裁政策が必要
三八以北黄海道朝鮮民主党で活躍して共産党弾圧に耐えられず、最近上京した呉徳源は三八以
北情勢と左右合作に関して次のように述べた。現在三八以北では金日成は共産主義者の英雄的存
在であり、金日成もまた朝鮮のスターリンを夢見て、独裁的政策を敢行している。」47

（1946.09.14付）R.I.B.K.報告書NO.16
「NO.41　人民証無所持者は間諜或いは民族反逆者

42 Bruce Cumings, 前掲書 , p.60.
43 「饑寒의戰災同胞에따뜻한救濟의손」、『東亞日報』（1945.12.18）。
44  「食料减配原因越南人의激增으로」、『東亞日報』（1948.07.16）。
45 当機関の設置案が出された背景は、設置案の必要性の部分によると、表面上では乱立していた党派を監
察するためだと述べている。だが、左翼陣営を敵や害虫扱いし、これらを制圧することに目的があるこ
とを記載していることから、「左右」の対立が根因である。「K.D.R.K.」は仮称だと記されている。

46 정병준『우남이승만연구』역사비평사 , 2005, p.569。
   著者は『K.D.R.K.』の後身であり、現地で「정보조사국（情報調査局）」と呼ばれていた事実に従い、「R.I.B.K.」
は「Research Information Bureau of Korea」だと推測される、と述べている。

47 延世大學校現代韓國學研究所『建國期文書 / 雩南李承晩文書編纂委員會編：2』第14巻、中央日報社、
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以北の悪毒政治に憤慨し、北朝鮮人民委員会某要職を捨てて以南に来た金某の話に依ると、北
朝鮮では過般人民証発布令が実施された。所謂民族反逆者と認定した有産階級共産主義者に賛同
しない有識階級地主等を除き、約八百万住民にみな人民証を発給した。しかし此法令実施後以北
では人民証無所持者は三八以南から潜入したスパイだとして、平壌中央法廷で形式的人民裁判に
かけられ銃殺をしており、民族反逆者であることで無条件で拘束されており、其数は数千名に達
する金日成の現行政策は純然にソ連軍の指示に依るものであるが、人民の怨声は日増しに酷く
なっており、金日成の存在は人民から完全に遊離されただけでなく、人民の仇になってしまった
と言われる。以上。」48

以上の二つの例の共通点は、「以北」から「以南」へ人々が移動して来た背景として「政治的原因」
に焦点をあてていることである。これを通じて、当初の「以南」において「以北」からの政治的
「亡命」の性格を帯びて来た者に如何なる認識がなされていたのかがわかる。しかし注目すべきは、
「以北」で政治的迫害を受けて「以南」に来た者について、今日のような「帰順」を使ってはい
なかったことである。つまり、「以南」へ来る「原因や背景」に対して政治的意味合いを付与し
てはいたものの、移動すること自体には政治的な意味合いがあまり与えられていなかったことで
ある。ここから、「解放」直後に政治的な原因による「南北」の移動に「帰順」が使われていなかっ
たと同時に、この「移動」は反共的イデオロギーに重点が置かれていたことがわかる。
では、何故、この時の南北間移動には政治的意味が持たれなかったのか。それは当時の南北朝
鮮における首都に関連するのではなかろうか。周知のように、当時の南北朝鮮の首都は三八線「以
南」のソウルであった 49。これによると、「以北」と「以南」を二つの「国家」としてみる場合、
結果的に首都を「共有」するということになってしまう。つまり、朝鮮半島に一つの「国家」し
かないということを前提としない限り、考え難いものである。そのため、「上京」という言葉で
示されているように、当時南朝鮮の上層部は「以北」から「以南」へ移動して来た者について「地
方」から「都」へ来るという「国内」移動の観点を用いてみたと考えられる。実際、「上京」と
いう言葉は全朝鮮が一つの「国家」だという意識が前提とされて使われていたものである。例え
ば、「以北」の平壌に本部をおいていた「独立同盟」副主席の韓斌の言葉をみるとそれがわかる。

「…しかし、我が同盟は未だ本部が平壌に在り、今回私の上京は一定の指示の下で一定の事業
進行の責任をもって来ただけなので、皆様が期待するような重大な政治的問題に対しては独自的
活動の権限が制約されていることをご了承頂きたい。」50

このような「一つの国家」を考えている状況ではあったものの、「帰国」してからの李承晩に
は既に「以南」における「単独政府（単政）」の成立が必要であるとの構想が存在していた 51。だが、
当時の南朝鮮においてそのような主張は時期尚早であり、朝鮮における統一臨時政府が必要であ

1998、p.205。
48 延世大學校現代韓國學研究所、前掲書、p.406。
49 北朝鮮の初代憲法「人民民主主義憲法」第103条では、朝鮮民主主義人民共和国の首部は「서울（ソウル）」
とされていた。後に「社会主義憲法」第166条では首部が平壌に変わるが、当初の「以南」はもちろん
のことだが、「以北」における首都も「ソウル」だと認識したのである。

50 「統一이當面의努力」、『東亞日報』（1946.01.30）。
51 李承晩「KOREANREPRESENTATIVEDEMOCRATICCOUNCILOFSOUTHKOREA」『이승만관계서한자료

집1（1944-1948）（대한민국사자료집）』국사편찬위원회、한국사데이터베이스（http://db.history.go.kr/
id/le_001_0820）。
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るとの意見も多かった 52。そのため、すぐに「単政」が実現することはなかった。当初の「以南」
において、南北を分離することは考えられなかったため、「単政」に関する反発も強かった。分
断の状況による「単政」の成立は、ある意味でタブー視されていた言説であるとも言えるだろう。
これに併せて、指導者たちは「以北」で政治的迫害を受けて「以南」へ来た者が存在している
ことを認識してはいたものの、「以南への移動」や「上京」という表現からも窺えるように、単
なる地理的移動として見ていたのであり、移動そのものに政治的価値をおいてはいなかったの
である。
以上の事例を纏めると、朝鮮戦争や「帰順者」政策の開始以前からも政治的背景による移動
に焦点をあてており、政治的対立に「帰順」という用語が用いられる下地が整いつつあったの
である。だが、当初の「帰順」には「南北」の地理的移動という意味合いは殆どなかった。そ
の上、事実上「亡命」の性格を帯びる「以南」への「移動」に対しても、その「移動」が「政治」
的原因によるものであるとしても、「移動」そのものに「政治的意味」は与えられなかったので
ある。
ところで、当初の「帰順」は何故、反共産主義のイデオロギー的移動に使われたのだろうか。
その原因として「左右合作」の失敗と李承晩の台頭があったのではないかと考えられる。これ
に関しては、次節で検討する。

Ⅴ．「左右」の分裂と「帰順」

１．「左右合作」の失敗と「帰順」の台頭

朝鮮半島の「解放」直後から「民族国家」建設の動きは現れていた。その中で、呂運亨を中
心にした「朝鮮建国準備委員会（建準）」が1945年8月に成立したことはその代表的な例として
挙げられる。「建準」は「親日派」を除く全ての「民族」構成員を念頭に置いた組織だが、その
「建準」が翌月に「朝鮮人民共和国（人共）」を宣布したことは、最初の「民族国家」への試み
だといえる。その際、「民族」対「反民族」を中心においてはいたが、「建準」の綱領から「左」
や「右」というようなニュアンスは全くなかった。全ての「民族」構成員を含める 53という意味
からすると、「建準」の動きはある意味、「解放」後における最初の「左右合作」である。だが、
「以南」に米軍が進駐するとの情報が流れると、「人共」宣言の直前の「建準」において「左右」
は既に不協和音を起こしていた 54のである。その上、上陸直後の1945年9月に宣布された「マッ
カーサー布告第1号」によって、北緯38度線「以南」における「政府」は米軍政以外に認めら
れないという米軍による「政府」が公表されることで、事実上「国家」としての「人共」は挫
折することになる。米軍進駐から間もない1945年10月に李承晩は「帰国」したが、この時期に
「以南」において「左右」の勢力争いの兆しが現れたのである。例えば、同年12月に朝鮮半島に
おける「臨時政府」成立を主眼においた「信託統治」を議論するための「モスクワ3国外相会議」
が行われたが、この会議以降「左右」に分かれ「信託統治賛成」の「左」と「信託統治反対」の「右」
に分かれるようになったのが挙げられる。

52 「南朝鮮單獨政府樹立説과一般의見解」、『京郷新聞』（1947.01.30）。
53 「건준 , 선언강령발포」, ≪매일신보≫1945년09월03일 ,『자료대한민국사』제1권 , 국사편찬위원회 , 

한국사데이터베이스 .（http://db.history.go.kr/id/dh_001_1945_09_02_0010）
54 한규한「해방정국의좌우합작과민족통일전선」『마르크스21』8호 , 마르크스21, 2010, p.217。
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このような「左右」対立がみられる一方で、表面上「民族」を標榜していた李承晩は、米・
ソを筆頭とするあらゆる陣営も賛成の意見を示している「左右合作」に反対してはいなかった。
だが、後程説明するように、李承晩にとって「左」は相容れない存在であったため、彼が「左
右合作」にどこまで賛成していたのかは実に疑問である。そして「信託統治」に関して反対 55で
あった李承晩は「信託統治」を提案・支持した米国（米軍政）との関係も必ずしも円滑ではなかっ
た 56。実は、米軍政は李承晩等の「極右」を適切に統制出来ない場合、「米・ソ共同委員会（米・
ソ共委）」での交渉が滞ると見込み 57、最初から李承晩を好意的に「見ていなかった」とも言われる。
つまり当初の李承晩はそれほどの影響力が「なかった」と言える。
しかし、国際情勢、とりわけ米国における情勢の変化は、朝鮮半島情勢にも影響を及ぼすこ
とになった。つまり、1946年に米下院諜報委員会において「共産主義」に対する恐怖心が示さ
れたことを始め、「マーシャル・プラン」による防共ライン設定など、米国内における「反共」
世論の台頭である。これは国際的な冷戦の「誕生」に繋がり、朝鮮半島の「臨時政府」問題を
議論する「米・ソ共委」にも影響を及ぼすことになった。そして、以前から度重なる交渉の不
調に加え「米・ソ共委」によって発足した「左右合作委員会」は解体することになり、「左右合
作」の失敗に決定打を与える 58ことになったのである。つまり、この時期から米軍政が「極右」
を全面に強調することにデメリットがなくなったのである。ここで、冷戦醸成の雰囲気に便乗
する形で、米軍政は反共的人物の李承晩を全面的に支持するようになった。結果的にこの支持は、
李承晩が主張してきた「単政」が受け入れられることになり 59、「単政」の前触れとも言える「以南」
だけの「5･10総選挙」は国連監視下で実施されるまでに至ったのである。事実上、この選挙は
李承晩政権成立の嚆矢になったのである。
結局、冷戦体制の醸成が「左右合作」の破局をもたらし、冷戦体制の登場に伴う米軍政の李
承晩支持は、李承晩の政治的独占化をもたらすことになった。そこで、李承晩に「反抗」する
者は全て「敵」として看做され、徹底的に弾圧されたのである。しかし、弾圧を指示した張本
人である李承晩及びその一派（K.D.R.K.の企案者である独立促成中央協議会青年部、柳山（柳汕
の誤記）、余勲（徐勲の誤記）、崔峻點）が考えていた「敵」とは如何なる者なのか。漠然と冷
戦体制だけが「敵」になった原因なのだろうか。「民族」統合を主張していた李承晩が最終的に「包
摂」より「制圧」を選択した他の理由も考察しなければならないのである。

２．李承晩にとっての「左」と「帰順」

「解放」直後から、統一された「民族国家」の樹立は朝鮮半島における共通理念であったため、「左
右」の対立が激しかったとしても、李承晩が主張する「単政」はスムーズに進まなかった。特に、
「単政」の前哨戦としても言える1948年5月の「5･10総選挙」実施に対して、「右」とされてい
た「民族」陣営からの反対意見も少なくなかった 60。そのため、この選挙の実施は「左右」と「南北」
の分裂はもちろんのこと、「右」における分裂にも拍車を掛けることになった。この時期を境に
「左」陣営の活動が活発化されたが、その中でも1948年4月から発生した「4･3事件」は代表的

55 「信託制와우리의決心李博士의放送要旨」、『東亞日報』（1945.12.28）。
56 「조선託治準備미국국무장관대리언명」、『朝鮮日報』（1946.01.18）。
57 한규한「해방정국의좌우합작과민족통일전선」『마르크스21』8호 , 마르크스21, 2010, p.234。
58 「合作委員會解體」、『京郷新聞』（1947.12.16）。
59 송건호『송건호전집１:민족통일을위하여･1』한길사 ,2002,p.245。
60 「金九氏金博士見解는理解不能」、『京郷新聞』（1948.01.30）。
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な出来事であると言える。以前から「左右」の対立は「社会治安」の問題とされ、主に警察 61が「左」
の取り締まりを担当していた。注目すべきはこの「4･3事件」において、その鎮圧にあたったの
は「警察」と事実上の軍隊の「警備隊」等であった 62ことである。本来「民族」や「国民」の構
成員である筈の「左」陣営を「ゲリラ」としても扱うことにしたのだが、そもそも当時の「左」
とは何だったのだろうか。とりわけ、李承晩の存在感が高まるに連れて「左」の掃討が激しくなり、
「左」の「敵」化には李承晩の「左」に対する見方が作用しているに違いない。
「左」を「敵」と看做していた李承晩は如何なる意識を持っていたのか。それを検討する前に、
まず李承晩とその一派において政治的ライバルは全て「敵」に値し、警戒すべきであると看做
されていたことをまず知る必要がある。例えば、前述した『K.D.R.K.』の「設置案」における「一 .情
報調査機関設置의（の）必要」という部分には次のような言葉が記されていた。

「前条の必要に依って、博士（李承晩）の全ての政策決定に必要な材料収集・世論調査等に従
事して、必要によっては敵陣営の撹乱と民族陣営内の反動分子たちの制圧に従事することを以っ
て目的とする。」63

ここで「敵陣営」・「民族陣営」が取り上げられているが、まず前者の「敵陣営」をみよう。
これについても「設置案」の「一 .情報調査機関設置の必要」という部分で説明されている。以
下にも示している通り、この「敵陣営」とは明らかに「左翼陣営」及び「共産主義者」を意味
していることがわかる。

「…我々の敵、民族の害虫である左翼陣営の衰退は…我が民族の敵、共産分子はもはや彼らが
最も特技と考える地下潜行運動を展開するだけではなく、我が民族陣営内部撹乱を図り、右翼
内（特に、獨立促成国民会、韓国独立党、新韓民族党、或いは 軍政□（不明）内等の方面）に
潜行してきて情報収集や謀略宣伝、離間等を事にすることに対して寧日のない状態であり、敵
のこのような行動は最も系統的に効果的に進行されているため、単純な反動的行為として簡単
に看過できないので御座います。」64

つまり、李承晩とその一派における「左」は「共産主義」と同じものである。例えば、李承
晩の著書『一民主義概述』からもわかるが、李承晩はもともと「共産主義」に対して肯定的な
印象を持っていなかった。

「それ故に、ソ連共産主義というものを名前だけを掲げて、人を騙し、良く暮らしていくとす
る欲を利用して共産党員を作ろうとし、自分の国、自分の親戚を捨て、世界各国を共産化して、
全ての人々をこの宣伝に陥れようとするものである。」65

また、李承晩は、1945年10月にソウル中央放送局で「공산당에 대한 태도（共産党に対する
態度）」と題する放送の中では、共産主義が「煽動・激動」的でもあることを述べていた 66。そして、

61 「三一節은安心하라張總監 ,記者團에言明」、『東亞日報』（1947.02.25）。
62 「悔改한道民增加反動分子는掃蕩中」、『東亞日報』（1948.05.06）。
63 延世大學校現代韓國學研究所、前掲書、p.72。
64 延世大學校現代韓國學研究所、前掲書、p.66。
65 이승만『一民主義概述』一民主義普及會 , 1949, pp.14-15.。
66 「이승만 , ‘공산당에대한태도’방송」, ≪매일신보≫1945년10월26일 ,『자료대한민국사』제1권 , 국사
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1945年12月には「공산당에 대한 나의 입장（共産党に対する私の立場）」と題する放送で「共産党」
の「破壊主義」を望まないとする放送を流すなど、「共産主義」に関する否定的観念を表明しつ
つあった 67。この「共産党に対する私の立場」では共産党に対して命懸けで闘うべきであること
も主張している。ただ、ここでは敵意だけではなく、「共産主義」に対して懐柔や寛容を施し「民族」
へ「帰って」来させる必要性もあると述べている 68。それは「共産分子」を「民族」構成員として「包
摂・包容」の対象として認識していたというよりはむしろ、「民族」陣営が「正義」であること、
それに「帰らせる」ことで「正義」が実現できるという、大義名分実現における手段としてみ
ていたのである。換言すれば、李承晩が属している「民族」陣営に「帰る」ことを拒む「共産党」
は「反民族的」な「敵」で、且つ「不正義」なものとしたのである。究極的に、李承晩の「民族」
的カテゴリーに「共産主義」の存在はあり得ず、妥協・協力より吸収・闘争の相手であり、自ら
が属している「民族陣営」こそ「正義」であるとの考えを披瀝するための比較材料に他ならなかっ
たのである。注目すべきは、李承晩のこのような考えが、後に登場する「帰順」と同じ意味合
いを帯びていることである。つまり「正義」である「民族」に「共産分子」が「帰って」くる
べきであるとの考えは正に「帰順」そのものに他ならない。後の「帰順」とされている対象は「左」
であるが、前述の文書の中で「左」は「敵」であり、「共産主義」であることを既に明示されて
いたため、分断直後から李承晩の思想の中に「帰順」という考え方があったことがわかる。た
だ、この時点では「帰順」という単語自体は登場していなかったのである。その理由は「解放」
初期における李承晩にとって、「反共」は必ずしも至上課題ではなかったことである。1945年11

月の「共産黨에 대한 나의 觀念（共産党に対する私の観念）」と題する放送では共産主義者を「愛
国者」と称賛さえしている 69。しかし翌年の1月に、共産党等の「左」が「信託統治賛成」に態度
を変えたことに対して李承晩は「亡国陰謀」と非難 70しており、数日後にはまた「売国奴」だと
攻撃するようになった 71ことからもわかるように、李承晩は基本的に「共産主義」に否定的であ
るが、政治的状況によって「共産主義者」に対する態度を変えていたにしても、彼における「反
共」は政治的「信条」であり、またその時々の政治的「名分」で使い分けられていたことがわかる。

３．冷戦体制の兆しと「帰順」の成立

そして、李承晩一派によってこの「左」及び「共産主義」という「敵」が「民族陣営の反動分子」
と共に挙げられていたことにも注目すべきである。つまり「左」や「共産主義」以外、「民族陣
営」の一部に対しても「敵」としていたことである。もちろん、この「反動分子」とは前述の「…
単純な反動的行為…」という文言からわかるように、結局は「共産分子」を指している。そして、
その「反動分子」が「右翼陣営」に混ざっているとのことであろう。代表的な「民族」陣営の
人物である金九も「以北」の「共産勢力」に対して肯定的にみていなかったにもかかわらず 72、
李承晩は自らが属している「民族」陣営に対しても完全に信頼していたわけではなかった。自

편찬위원회 , 한국사데이터베이스 .（http://db.history.go.kr/id/dh_001_1945_10_21_0010）
67 「이승만 , ‘공산당에대한나의입장’방송」, ≪서울신문≫1945년12월21일 ,『자료대한민국사』제1권 ,

국사편찬위원회 ,한국사데이터베이스 .（http://db.history.go.kr/id/dh_001_1945_12_17_0070）
68 雩南實錄編纂會『雩南實錄：一九四五－一九四八』悦話堂、1976、p.124。
69 「骨肉相争은避하라李博士廿一日放送要旨」、『自由新聞』（1945.11.23）。
70 「信托支持은亡国陰謀」、『東亞日報』（1946.01.08）。
71 「李承晩 ,共産主義者를賣國奴로규정코결별선언 .」『대한민국사연표』, 국사편찬위원회 , 한국사데이터

베이스 .（http://db.history.go.kr/id/tcct_1946_01_14_0020）。
72 「南朝鮮의武裝化가必要」、『京郷新聞』（1947.09.29）。
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らが「民族」を標榜し副総裁に金九を交えた「民族統一総本部」73を立ち上げるなど、李承晩は「民
族」陣営に属する者であったが、その彼が「右」とする他の「民族」陣営に対しても「敵」と
同等に警戒の対象としていたことは、李承晩のグループ以外は全て「敵」であるとの意識をさ
れていたことに他ならない。そのため、「右」であり「民族」陣営のリーダーとされた金九が安
斗熙に暗殺された背後に李承晩がいた可能性が高い 74とも言われる。ここからも全ての政治的ラ
イバルを除去すべきであるという意識は、李承晩が台頭する以前から既にあったと考えられる。
つまり、李承晩にとって「共産主義者」等の「左」だけではなく、「民族」陣営を含む、自分の
路線と異なる全ての陣営はみな「政治的ライバル」であり、「敵」なのである。
更に『K.D.R.K.』の「三 .本調査機関의（の）職務」では、米軍政の統治終了後の自分たちに
よる執権が仄めかされており、その中でも⑤項をみるとそれがわかる。

「①一般世論調査、②左翼の動向・謀略調査、③右翼の動向・反動行為調査、④知名人士の往
来調査、⑤軍政庁（将来は我が政府）の 施政結果調査、⑥官公吏の悪質行為調査、⑦民族反逆者、
親日派、謀利輩等の悪質行為調査、 ⑧三・八「以北」の情報収集、⑨其他全ての政策決定に必要
な材料収集と実情調査、⑩必要によっては反間苦肉之計或いは特殊宣伝にも従事する」75

　38度線「以南」を統治していた米軍政を将来の「我が政府」としていたことからすると、
決して「我が政府」は「南北朝鮮」の「民族国家」の政府ではないことがわかる。その上、「我
が民族の敵」等の表現で、全ての「敵」を警戒・除外させることを当報告書に記していること
に併せ、次に出てくる「四 .本機関의（の） 特殊性과（と） 組織方針」の①項目をみると更にこ
の「我」を示しているのは、李承晩一派であることがわかる。

「①本機関の存在と活躍状況が一般社会に表現され、敵が探知するところがあるなら、最大の
悪影響を有する故に、本機関の関係職員は博士（李承晩）に対する宗教的信仰を持つ献身的な
愛国者として所定の人物テストに合格した知識階級青年で構成される。」76

このように、「K.D.R.K.」の立ち上げが李承晩のためだということがわかる。そのため、ここ
で示されている「我が政府」の「我」は、李承晩一派を念頭に置いていることがわかる。更に、
「以南」だけの臨時政府の必要性を披瀝したいわゆる「井邑発言」77と、それ以降の「以南」にお
ける「単政」の主張からもわかるように、「民族国家」を考えていたとは言い難い。特に、「単政」
を披瀝するにあたって中心概念として「反共」が取り上げられたことは、「民族」が中心概念か
ら薄れていたとの反証である。李承晩は『一民主義概述』を通じて以前から「民族」や「国家」
は一つとして纏まっていくべきだという一種の「ファシスト的」な性格も示していた 78。これら
の状況を総合してみると、李承晩は自分とその追従者以外の者による政権運営への関与を全く
考えていなかったことがわかる。

73 当本部は、李承晩と金九が共に立ち上げた「独立促成中央協議会」によって成立したため、人事の構
成もこのようになったのであろう。しかし、底意はさておき、表面的に「民族」を標榜してはいたのが、
結局のところ、この構成員全てが李承晩の「陣営」になることはなかったのである。

74 「“백범암살범행6일전이승만대통령이격려”안두희씨자백」、『한겨레』（1992.09.25）。
75 延世大學校現代韓國學研究所、前掲書、p.73。なお、「反間苦肉之計」とは「スパイ活動」を指す。
76 延世大學校現代韓國學研究所、前掲書、p.75。
77 「代表的民族統一機關을 , 李承晩博士井邑서重大講演」、『自由新聞』（1946.06.05）。
78 서중석「이승만정부초기의일민주의」『震檀學報』83, 震檀學會 , 1997, p.157。
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以上を纏めると、この時期の李承晩は自分との政治的路線が異なる「政治的ライバル」を全
て「敵」としたことがわかる。そのため、「共産主義」の別名である「左」が「敵」とされたの
は当然のことである。そして間もなく、この「左」は「共産主義」以外の「政治的ライバル」や「反
対者」にも当て嵌まるようになったのである。
このような李承晩の考えに基づくと、「左右」合作に対する見込みの不透明性に加え米軍政の
李承晩支持の旋回によって、「民族の敵」である「左」の掃討は当然のことであろう。それに加
えて、従来「共産主義」として認識してきた「左」に対しては「国家保安法」が成立するにつ
れて厳しく弾圧される対象となった 79。これは、李承晩政権による「左」の弾圧であり、そこで
警察が「帰順」を促すようになったのである 80。言うなれば、「左」に対する懐柔などの弾圧は、
事実上の「帰順」という政治的用語が台頭した始発点である。そして、幾度の「ゲリラ」や「叛
乱軍」などの掃討に「帰順」がますます用いられるようになったのはその反証である 81。
このように誕生した「帰順」は、朝鮮半島の分断以降、自分中心の政権樹立を念頭において
いた李承晩にますます偏ってきた米軍政の産物でもある。つまり、当初「極右」と看做されて
いた李承晩に対して必ずしも「好意」的ではなかった米軍政 82は、国際的に冷戦の雰囲気が盛り
上がる中、米・ソ共委が決裂し、その決裂に伴う朝鮮半島での「左右」合作の見込みが不透明
になったため、李承晩支持に旋回したのである。そして、米軍政からお墨付きを得た李承晩は「共
産主義者」、「敵」と看做していた「左」を更に弾圧し、後にその「敵」の掃討に「降伏」を促
す意味で「帰順」の語を使うようになったのである。

Ⅵ．終わりに

本文では、今日の韓国で使われている「帰順」に焦点を当て、とりわけその始まりである「解
放」時代を中心にその成立の過程を検証した。これを通じて従来、朝鮮戦争に伴って誕生した
概念とされ、「以北」から「以南」への視点だけで説明されてきた「帰順」は、大きな構図とし
ては米軍政と冷戦構造の兆しが現れた時期の李承晩政権の成立に伴って誕生した概念であるこ
とがわかった。
今にしてみると、李承晩の台頭にとって冷戦の台頭と「左右」合作の失敗は欠かせない要件
であった。そして、その要件が満たされたときから、「帰順」という概念が登場することになっ
たのである。冷戦の台頭による「左右」分裂は、米軍政を李承晩への支持に旋回させた要因で
あり、「左右」というイデオロギーに基づいて「帰順」という発想に繋がったのである。李承晩は、
先述の『一民主義概説』や放送などで「反共」を唱えていたが、冷戦体制が構築される中で「反共」
の旗を振ることで、「帰順」は他の陣営の皆に対して「左」というレッテルを貼ることになった。
それを李承晩一派においては、吸収、打倒、粛清すべき「敵」と看做したが、如何に李承晩の
共産主義に関する考え方に基づくものなのかがわかる。「国家」の形はさておき、くり返し「単政」
を主張するなど、李承晩は「執権」に強く拘っていたと見られるだろう。しかし、「単政」が現
実味を帯びるようになった際、それに対する反発として「4･3事件」が勃発した。李承晩側は「左」
や「共産主義勢力」を含むあらゆる反抗者を「敵」として看做し、その一掃を目指した。ここで「帰

79 坪江汕二、前掲書、p.134。
80 「濟州島에武裝한暴徒『게리라戰』을展開警察은交通을遮斷코萬全의布陣」、『東亞日報』（1948.04.17）。
81 「叛亂軍에告함國防長官이投降嚴命」、『東亞日報』（1948.10.24）。
82 「南北의對話＜72＞『美蘇共委』와『左右合作』（6）左右合作에나선金奎植」、『東亞日報』（1972.04.06）。
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順」が誕生したのである。ここでの「帰順者」は「敵」としていた「反民族」の「左」ともされ
たが、最も敵視したのは「共産主義者」であった。その理由は「共産主義者」という名目で、自
分の政治的「反対者」を粛清することを正当化できると考えていたのである。実際、南朝鮮労働
党を中心に「単政」反対を旗印に蜂起し、武力で弾圧された「4･3事件」の犠牲者の多くは一般
民間人であった 83。このことからもわかるように、李承晩に「左」とされたのは事実上政治的「反
対者」であった。これらからすると、「帰順」は李承晩の「共産主義」に対する観念の延長線上
にあるに他ならず、「帰順」の使われ方と李承晩の考えが相似しているのもそのためである。
ただ、このような背景以外に用語自体が登場したのは、根本的に「帰順工作」の経験がある「親
日警察」等の「親日派」が「解放」された朝鮮半島での、「存在の正当性」や延命の手段のため
であることも忘れてはいけない。反共の一環として「左」の弾圧を考えていた李承晩が台頭して
きたことに乗じた産物であることを、ここで繰り返し確認しておくべきである。まず、事実上李
承晩政権を誕生させた米軍は本質的に「反共」であったが、その米軍に仕えることは「親日派」
の正当性を主張できるお墨付きに他ならなかった。その上、後の李承晩政権下において「反民族
行為特別調査委員会」の解体からも窺えるが 84、李承晩においては「反日」より「反共」が重要な
概念であった。つまり、「親日派」においては以前の「敵」であったものの、米軍及び李承晩と
の間に「反共」という共通項が見出されたことは、「反共」を用いされすれば「親日派」の延命
が図れたことを意味する。その結果、植民地時代から「反共」の要素が含まれた「帰順」も李承
晩政権下で生き残れたわけである。
そして、朝鮮半島における唯一の正当性を持つとし、「反共・反日」を国是に成立した「大韓
民国政府」において、この「帰順」という言葉はそのまま受け継がれ、「左右イデオロギー」に
加えて「南北イデオロギー」にも拡大して使われるようになったのである。このような過程を見
ると、「支配正当性」を巡る混沌とした政治的な状況の中で台頭した「帰順」は、「以南」の体制
が固まってからは「南北」という視点へと移るようになるが、これは次第に「帰順」が「以南」
における正当性から全朝鮮半島における正当性の主張へと拡大されるようになった反証でもあ
る。このような経緯と背景で誕生した「帰順」は冷戦体制の崩壊にもかかわらず、今日の韓国に
おいてはなお、南北の軋轢の文脈で使われており、差別的な意味合いで使われている。このよう
な用語である「帰順」が今日の脱北者認識、ひいては南北朝鮮の関係にも重い影を落としている
といえよう。だが、これは果たしていかなる変遷による結果なのだろうか。「脱北者」の歴史的
経緯に沿って検証する必要が課題として浮上してきたといえるだろう。
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   大韓民国政府から間もない1948年9月に「反民族行為特別調査委員会」が発足したが、翌年の6月の特
警隊襲撃事件などで当委員会は無力化され、この時期から事実上「解散」になった。
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