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The Beliefs and Lived Reality of White Russians in Manchukuo
：Focusing on Takeuchi Masakazu’s Summer Love and Easter

With the advent of the October Revolution in 1917, a large number 

of White Russians who lost their homes and became deracinated 

emigrated to Harbin. Takeuchi Masakazu, a Japanese writer from 

Manchuria who started working in Harbin in 1934, noticed this 

particular group of foreigners living in Manchukuo, and in depicting 

them wrote Summer Love and Easter in a realistic style. The 

narratives of both works unfold along the Easter timeline of the 

Orthodox Eastern Church. Through a textual analysis of these works 

and an investigation of historical documents, it is clear that the 

cohesion of their beliefs hindered the implementation of a series of 

policies instituted by Japan which aimed to assimilate the White 

Russians in Manchukuo. Moreover, Easter was a cultural symbol of 

the White Russians in the multi-ethnic Manchukuo. Takeuchi adopts 

symbolic methods to describe their living conditions as they lived 

through a variety of historical events. In this way he reveals the 

White Russian longing for their homeland and clarifies their sense of 

being foreigners in Manchukuo. Through the hints of the ups and 

downs of Japanese and White Russian relations in Summer Love and 

the tragic plight of the White Russian in Easter, Takeuchi expresses 

the powerlessness and suffering of ordinary civilians during the war, 

and conveys a sense of introspection on the war.

Keywords Manchurian Japanese Literature(満洲日系文学), Harbin(ハルビン), 

Religious Representation(宗教的表象), Japan-Russia Relations(日露関

係), State of Existence(生存状態)
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1 はじめに

本稿では、満洲日系作家竹内正一によって描かれた｢夏の日の恋｣、｢復活祭｣の二編の

小説をめぐって、作中の白系ロシア人の宗教的表象という観点から、当時の歴史的実情

と結び合わせて考え、｢満洲国｣における白系ロシア人の意識に対して、より深い理解を

探る。

まず、両作品の概略をまとめた。｢夏の日の恋｣は1938年(昭和13年)11月に�満洲映画�

の第二巻第十号に発表されたショートショートである。物語の始めはレナというキタエ

スカヤのフルーツ·パーラー、マルスの店で働いているロシア人女性の回想である。

復活祭の宵、レナはスンガリー河岸に近い寺院で祭壇のみあかしを受けた後、自分の家

へ帰って行く途中で靴のヒールがとれた。その時、レナは坂井という若い日本人男性に

偶然出会った。坂井がレナを助けてあげたのであった。レナはその宵の坂井の優しさに

魅了された。その後、レナはよく坂井とデートをした。レナは恋に落ちたのである。

しかし、坂井は長い間レナの家に来なくなった。レナは仲間から坂井には近いうちに日

本から新しい奥さんが来ると聞いた。ショックを受けたレナははじめて坂井の下宿を訪

ねた。レナが坂井に絶対に自分を捨てないでほしいと懇願しても、彼は冷淡であった。

間もなく、坂井に日本から若い奥さんが来るというのは偽りだったということが聞か

れた。そして、坂井は新しいキャバレーの踊子らしい女とよくデートをしていた。ま

た、レナが自殺しようとしたという噂も伝えられ、人々を驚かした。その後レナが再

びもとの様にマルスの店で働いていた時、レナに機嫌を問うものがあれば、彼女は｢神

様の御蔭で｣と答えたのであった。

｢復活祭｣は1940年(昭和15年)6月に�新潮�37(6)に発表された短編小説である。小説の

内容は以下のようなものである。リウバ·ニコライエヴナ·ワレンスカヤという白系ロ

シア人はとても親孝行な三十代の未亡人であった。リウバは毎日午前中、ある日本人の

勤め人の家に掃除婦として雇われて働いていた。午後は父親のいる養老院へ行った。リ

ウバはいつも雇い主の家の余分な食べ物を持ち帰って、父親と一緒に分かち合った。リ

ウバは父親と非常に苦しい生活をしていたのであった。二人で肩を寄せ合うようにして

生きてきたといえる。しかし、実はリウバには兄がいた。リウバの兄のセリゲイ·ニ

コライウイツチ·ワレンスキーは中東鉄道の時代からずっとハルビンから綏芬河に通う

東部戦の中間で路警として勤めていて、その後鉄道が｢満洲国｣に移譲されてからも、引

き続きその警察隊の小隊長をやっていた。もともとリウバの兄の収入なら父親に仕送り

をすることができた。しかし、兄のセリゲイには見栄張りの美しい妻、ターニヤがい

た。それゆえに、セリゲイの収入は殆ど毎月赤字つづきだった。また、兄は兄嫁のこ

とが大好きであったため、兄嫁のわがままは何事も許した。例えば、兄嫁のターニヤ

は兄のセリゲイに黙って、何ヶ月間も家を離れてハルビンに行っていた。ターニヤは

ハルビンで一人で生活していくことができないことがわかったため、家へ帰ってき
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た。セリゲイはターニヤを愛していたため、ターニヤを責めなかった。この間、リウ

バは父親には兄の家で起こったことは内緒にして、自分たち漂泊の種族にとって、一番

の楽しみである年に一度の復活祭を父親と一緒に過ごした。兄嫁が家に帰るに至って、

生活にやっと昔のような落ち着きが戻ってきたのであった。

｢夏の日の恋｣は、竹内正一のショートショートとして、資料を発見するのが難しい

ため、それに関する研究はまだ少ない。｢復活祭｣は、同名短編小説集�復活祭�(満鉄社員

会叢書第55輯、満鉄社員会、1942年5月5日)が出版されたため、学界には竹内正一による

短編小説集�復活祭�に関する研究がある。例えば、2002年、岡田英樹は竹内正一を｢大連

イデオロギー｣の体現者とする視点から、彼の代表作品群を分析した。｢竹内正一論｣の

一節として、岡田英樹は竹内のハルビンにおける白系エミグラントに関する作品につい

てまとめ、満洲国における白系ロシア人の困窮の理由や生活に未来が存在しないこと、

更に故郷を持たない状況を論じた。短編小説｢復活祭｣は、白系ロシア人の故郷への思い

を描いた作品として解読された。

従来、満洲における白系ロシア人に関しては、日本人の北満進出に伴って、没落した

一族の貧困、流離などの問題を考える研究が多い。一方、満洲の日本人による文学作品

に登場する白系ロシア人女性の表象に関する研究については、伊賀上菜穂の調査によれ

ば、都市の白系ロシア人女性は恋愛や性の対象として、｢美しいロシア人女性｣が描かれ

たということである。また、小泉金美の研究においては、｢満洲国｣時代に苦しい生活の

ため、やむを得ずソ連のスパイとなる白系ロシア人女性を描いた｢桃色｣のエミグラン

トに関する物語もあった。逆に、農村の白系ロシア人女性は｢素朴で純真な女性たち｣と

いうイメージが浮き彫りにされた
1
。その他には、韓玲玲はロマン主義を主張した北村

謙次郎の文学作品を通じて、白系ロシア人の満洲に定着する生活ぶりの表象を考察し

た。先行研究をみると、満洲文学における白系ロシア人の研究は主に表象を中心に検討

されている。

しかし、注目に値するのは、現実主義的作風の竹内正一が白系ロシア人に関する｢夏

の日の恋｣、｢復活祭｣という二篇の小説において、両作品とも民族儀式·復活祭に触れて

いることである。そのうえ、ロシア正教をよく知らなかった竹内正一からみると、そ

の字面通りの意味から、復活祭は白系ロシア人に生きる希望を与えたという意味を含む

と考えられた。｢満洲国｣において、白系ロシア人の現実からは未来への希望を見出せな

かった。しかし、白系ロシア人にとって宗教は彼らに将来の生活に対する希望を与えて

くれるものであった。それゆえに、宗教的祭日である復活祭が白系ロシア人にもたらす

希望に対する信念は非常に強いということを示していた。本稿では｢夏の日の恋｣、｢復活

祭｣の両作品における宗教的表象の分析に基づき、歴史的背景と結びつけて、竹内正一に

よって描かれた｢満洲国｣の白系ロシア人の宗教的表象とその裏面の意味を検討したい。

1 伊賀上菜穂｢小説表象としての農村ロシア女性―日本人作家の目を通して｣(生田美智子編�女たちの満洲 多

民族空間を生きて�大阪大学出版会, 2015), pp.159-183.
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2 満洲におけるロシア系住民

まず、満洲へロシア系住民が移住した経緯について簡単にまとめておきたい。

2.1 中国東北部におけるロシア系住民

満洲全土は現在の中国東北部に位置する遼寧、吉林、黒竜江、熱河の四省及び内モン

ゴル東部地区を含む。ここでは、1858年―1945年の期間におけるロシア人の中国東北部

への移住と満洲からの転出(中国東北部を出る)について検討する。

王暁菊氏は、はじめにロシア人の多くが中国東北部の周縁地帯に赴いたのは第二次ア

ヘン戦争の時期に�アイグン条約�(1858年5月28日)と�北京条約�(1860年11月14日)の締

結があったからだと指摘している。この時期に流入したロシア人は主に金鉱の不法採掘

者であった
2
。

次に、｢遼東還附ノ報酬トシテ締結セラレタル�カシニー�条約ハ、露清間ニ於ケル密

約ニシテ、之ヲ世ニ発表スルコト能ハサルニ依り、東清鉄道ハ表面清国政府ノ経営ニ属

スルモノトシ、其ノ敷設及営業ヲ露清銀行ニ委任シタルカ如ク装ヒ之関スル条約ハ、千

八百九十六年八月二十七日、聖彼得堡ニ於ケ、駐露清国公使許及露清銀行代表者�ロツシ

テイン�ヲシテ署名セシメタルモノニシテ(略)｣
3
ということで、中東鉄道敷設に伴っ

て、ロシア系住民が鉄道沿線に沿って中国東北部の各地に押し寄せてきたのである。

しかし、1904―1905年における日露戦争の終結に際して、�ポーツマス条約�という

日本、ロシア間での講和条約が締結された。その結果、ロシアは旅順港を含む遼東半島

と中東鉄道の一部、すなわち長春－旅順間の鉄道を日本に譲渡した。したがって、ロシ

アの勢力圏が中国東北部の北に後退するのに伴い、ロシア系住民もハルビン及びその周

辺に定住していった。その中には鉄道従業員以外に、商人、警察、インテリなどがい

た。例えば、｢復活祭｣における登場人物のダクマルスカヤ夫人はもと陸軍少将の娘で、

中東鉄路の技師の未亡人である。

さらに、1917年11月にロシア十月革命が勃発した後、多くのロシア人が中国東北

部、特に北部の各地へ亡命してきた。トミ゙ートリエウァ゙·エレーナの論説によれば、

｢1920年1月に臨時全ロシア政府(1918年11月―)か転゙覆されると, ソヒエ゙ト政権の形成が

始まり, ロシアからまた新しい亡命派を及ぼした。(中略)1927年から実施されたソ連の

農業共同経営化の結果, シヘリ゙アから家畜·農具連れの農家か満゙州へ密入国て逃゙亡してい

た｣
4
。したがって、多くの研究者が、1920年代が中国東北部におけるロシア系住民の人

2 王晓菊�俄罗斯人在东北：半个世纪的侨民历程�(�中俄关系的历史与现实�(第二辑)社会科学文献出版社, 

2009(00)), pp.208-209.

3 松重充浩,木之内誠,孫安石監修·解説�近代中国都市案内集成 第26巻 露治時代ニ於ケル関東州 露国占領前後

ニ於ケル大連及旅順�(ゆまに書房, 2016.4.25), p.23.

4 ドミートリエウァ゙·エレーナ｢満洲国における白系ロシア人の位置づけ―東洋人と西洋人の共存共栄·民族
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口ピークであったことを指摘している。

最後に、1931年になると日本が｢満洲事変｣を起こし、たちまち満洲全土を占領し

た。1932年3月9日、日本側は満洲の長春(後に｢新京｣と改称)において溥儀を｢満洲国｣の

元首に就任させた。関東軍司令部は1934年11月に｢北満鉄道接収要綱｣を作成し、北満鉄

道の経営を満鉄株式会社に委託した。1935年3月23日、｢満洲国｣とソ連の代表が中東鉄道

売却に関する最終議定書に調印した。仮調印の主な内容は、｢ソ連は中東鉄道とその付帯

事業並びにその財産を1億4,000万円で満洲国へ売却し、ソ連国籍の社員への退職金3,000

万円は満洲国が負担する｣ということであった
5
。それゆえに、中東鉄道の売却により、

多くのソ連人はソ連に引き揚げた。その代わりに約2000人の日本人が｢満洲国｣にやって

きた。ジョン·J·ステファン(John J. Stephan)が書き、劉万鈞等が翻訳した著作による

と、1934年、満洲に定住していたソ連国籍者は約36,000人であった。しかし、1935年の

夏、引き揚げ者数だけで約25,000人に達した。1936年の末、満洲のソ連国籍者は約5,000

人しかいなかった。更に、1939年には約1,000人しか残っていなかった。同時に、多く

の白系ロシア人は｢満洲国｣を離れて上海、天津、北平(後に｢北京｣と改称)へと移って

行った
6
。1945年8月9日、ソ連は日本に戦争布告し、満洲に侵攻した。そして8月15日に

は、日本がポツダム宣言を受け入れ敗戦した。同年の秋、ソ連は旧ロシア帝国民に対し

てソ連国籍を発給すると定めた。これによって中国東北部に住んでいた旧ロシア帝国民

の一部はソ連国籍を取得して帰国し、そのほかのロシア系住民は中国を離れ、世界中に

離散したのである。

2.2 ｢満洲国｣のハルビンにおける白系ロシア人

本稿で扱う｢白系ロシア人｣という用語は、1917年11月のロシア十月革命が勃発した

後、祖国に背を向けて国外に亡命した旧ロシア国民の総称である。｢満洲国｣において

は、｢エミグラント｣という用語も使われ、総合的に｢白系ロシア人｣と称することが次第

に増えていった。日本の学界においては、｢亡命ロシア人｣、｢白系ロシア人｣という用語

が使われている。歴史的経緯などの意味を踏まえて、本稿では｢白系ロシア人｣を使用す

ることにした。以後は｢白系ロシア人｣の｢｣を削除し、見やすく表記する。

｢夏の日の戀｣と｢復活祭｣はどちらもハルビンを舞台として描かれた小説である。で

は、なぜ竹内正一の｢満洲国｣における白系ロシア人に関する小説は主にハルビンで物語

が展開されたのだろうか。以下に、｢満洲国｣(1932年―1945年)のハルビンにおける白系

ロシア人定住の要因と人口を簡単に紹介する。

満洲の白系ロシア人は主にハルビンに定住していた。その理由は、中東鉄道の敷設

協和の社会の実態―｣(�岡山大学経済学会雑誌�49(3), 岡山大学経済学会, 2018), pp.80-81. 

5 麻田雅文�中東鉄道経営史�(名古屋大学出版会, 2012.11.15), p.77.

6 John J. Stephan著,刘万钧等编译�满洲黑手党――俄国纳粹黑幕纪实�(黑龙江人民出版社, 1989.08), pp.247-248.
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により、三つの方向へ鉄路が開通されたためであった。鉄路と水路(松花江)輸送の優れ

た交通条件のため、ハルビンは繁栄してきた。またロシア十月革命前、ロシア帝国が中

東鉄道附属地の建設を行ったことにより、ロシア式のインフラストラクチャーが整備さ

れた。それゆえに、帝国ロシアの各社会層は、彼らが慣れ親しんだロシアスタイルの

あるハルビンへと移住したのであった。

1936年7月末の�民政部調査月報�(表1
7
)の統計を例として、｢満洲国｣におけるハルビ

ンとその他の主要都市の白系ロシア人人口が比較できる。

【表1】主要都市人口(康徳三年七月末現在)総務司文書科

都市名 総数 本国人

日本人 外国人
前月比

較增加内地人 朝鮮人 総数 ソ連人 白系露人
其他

外国人

新
京

満洲国市街

満鉄附属地

計

243,807

63,795

307,602

213,378

27,003

240,381

25,927

33,357

59,284

3,988

3,111

7,099

514

324

838

13

?

?

465

?

?

36

?

?

4,220

149

4,369

吉林

チチハル

黒河

127,786

93,482

12,096

117,112

85,800

10,684

8,560

6,810

1,016

2,030

515

138

84

357

258

―

4

14

62

314

242

22

39

2

減230

270

133

佳木斯

ハルビン

延吉

38,752

462,602

25,687

36,074

384,258

13,510

1,761

31,423

1,822

880

6,466

10,314

37

40,455

41

―

7,100

―

33

30,984

9

4

2,371

32

98

2,302

399

安
東

満洲国市街

満鉄附属地

計

89,121

77,163

166,284

88,469

47,080

135,549

113

15,314

15,427

506

14,752

15,258

33

17

50

―

?

?

―

?

?

33

?

?

571

393

964

奉
天

満洲国市街

満鉄附属地

計

446,682

87,956

534,638

430,903

20,634

451,537

7,348

64,871

72,219

7,664

1,793

9,457

767

658

1,425

18

?

?

468

?

?

231

?

?

減1,918

958

減960

錦州

承徳

78,760

33,521

72,885

29,859

5,324

5,108

534

544

17

10

―

―

13

―

4

10

318

391

ハ
イ
ラ
ル

市政管理処管内

興安北省管内

計

9,292

9,762

19,054

4,658

8,844

13,502

1,572

770

2,342

56

126

182

3,006

22

3,028

266

―

266

2,695

22

2,717

45

―

45

減17

152

135

満洲里 6,747 4,195 858 80 1,614 433 1,153 28 29

鞍山(満鉄附属地)

撫順(満鉄附属地)

36,229

95,173

18,790

67,747

16,721

22,846

684

4,557

34

23

?

?

?

?

?

?

401

787

旅順(関東州)

大連(関東州)

31,059

370,646

18,918

226,622

12,003

139,713

112

2,867

26

1,444

?

?

?

?

?

?

減309

773

7 民政部総務司資料科�民政部調査月報�第一巻第十二号(満洲行政学会, 1936.12.1), p.20.
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この【表1】によれば、1936年7月末の段階で｢満洲国｣の主要都市の人口について、

以下のことがわかる。1、ハルビンが奉天に次いで人口が多い都市であった。2、ハル

ビンが、外国人の人口、特にロシア系住民の人口が最も多い都市であった。3、ハルビ

ンの白系ロシア人人口は｢満洲国｣全体における白系ロシア人人口の約8割を占めてい

た。しかし、生田美智子氏の調査では、日本の満洲支配以降の白系ロシア人人口は減少

傾向にあったことが指摘されている
8
。具体的な理由は本章の第1節の末で検討した。さ

らに、日本の敗戦に伴って、｢満洲国｣も滅亡し、ソヴィエト赤軍がハルビンに進駐し

た。一部の白系ロシア人はソ連国籍を取得し、本国に引き揚げた。王暁菊氏の研究によ

れば、ハルビンからの白系ロシア人の転出は約10年続き、1954年に最後の白系ロシア人

がハルビンを離れた
9
。

以上のことを踏まえ、当時の竹内正一の状況を考えてみると、竹内正一は1926年に南

満洲鉄道に入社後、大連図書館に勤務し、1934年1月にハルビン満鉄図書館長となった。

そして彼はハルビンで長年暮らしていた。大連の日本的な趣とは異なるハルビンのロシ

ア的風景の下で、竹内正一はハルビンには白系ロシア人の人口が多いことに気づいた。

その上で、ハルビンの白系ロシア人が辿ってきた特別な歴史に注目し、複数の文学作品

を創作したのであった。

3 暗示としての｢夏の日の恋｣

｢夏の日の恋｣という物語は三つの起伏に分けることができる。具体的には、白系ロ

シア人のレナと日本人の坂井は、｢偶然の出会い｣、｢蜜月期｣、｢幻想からの目覚め｣とい

う三つの段階を経ていく。これはまるで｢満洲国｣における白系ロシア人と日本人との関

係を暗示しているように思う。理由は下記の通りである。

まず、主人公レナと日本人男性の坂井がはじめて会った日は復活祭であった。｢忘
わす

れ

もしない復
パ

活
ス

祭
ハ

の宵
よひ

、店を早
はや

終
じま

ひにして貰つたレナは、スンガリーの江
かう

岸
がん

に近い寺院の

お祭
まつ

りに行き、祭
さい

壇
だん

の御
み

灯
あかし

を受けて、たゞ一
ひと

人
り

ポリチエスカヤの街
まち

外
はづ

れにある、自分の

家
いへ

へ帰
かへ

つて行つた。(中略)何
ど

処
こ

かで、道
みち

行
ゆ

く人々の唱
とな

へ交
かは

す、�基
キリ

督
スト

は甦
よみがへ

り給
たま

へり！�と

いふ声が聞
きこ

えた｣
10

。竹内正一による白系ロシア人に関する小説の中には、よく彼らの

宗教文化が簡単に描かれている。トミ゙ートリエウァ゙·エレーナは満洲におけるロシア正

教の行事祭日の状況について、以下のように論じた。

8 生田美智子｢ハルビンにおける二つのロシア｣(�満洲の中のロシアー境界の流動性と人的ネットワーク�成文

社, 2012.4.23), p.30.

9 王晓菊�俄罗斯人在东北：半个世纪的侨民历程�(�中俄关系的历史与现实�(第二辑), 社会科学文献出版社, 

2009(00)), p.212

10 竹内正一｢夏の日の恋｣(�満洲映画�第2巻第10号満洲映画発行所, 1938.11), p.42.
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ロシア正教の年中イベントカレンダーには行事や祭日などが厳密に決まってい

た。また、一般家庭用のロシア正教に基づいた日常カレンダーも販売されていた。

そして、ロシア正教の重要な祝日(1月7日のクリスマス、春のイースターなど)を厳

かに祝っていた。特に白系ロシア人人口の多いハルビンでは、その祝日にはロシア

人街や松江河(1月19日キリスト洗礼日)は賑やかであった。ロシア正教会内外で祝

い、場合によってはロシア正教会の司祭の指導下で数千人が参列していた。ロシア

正教会の主教は社会的に有力であったと言える
11

。

以上に述べられているように、｢満洲国｣における白系ロシア人は宗教に対する意識

が著しく強かったということがわかる。重要な祝祭日には教会に多くの人が集まり、松

花江(スンガリー)も賑やかであった。このような祝祭は住民の相互交流を増進させ、活

力をもたらした。そして、作中の主人公レナと日本人男性の坂井はこのような雰囲気の

下で知り合った。復活祭での出会いは白系ロシア人のレナにとって特別な意味、即ち一

年の新しく、素晴らしい幕開けに感じられたと考えられる。その上、この日は坂井がレ

ナを助けてくれたのであった。

｢あらツ。｣

暗
くら

い石
いし

甃
だゝみ

の舗道につまづいた拍
ひゃう

子
し

に、レナの靴
くつ

の、細い踵
ヒール

がとれた。危
あやふ

く蠟燭の

火が消
き

えさうになる。瞬
しゆん

間
かん

、レナが片
かた

足
あし

で爪
つま

立
だ

ちながら、ちよつと当
たう

惑
わく

してゐる

と、後
あと

から通
とほ

りかゝつた若
わか

い日
につ

本
ぽん

人
じん

が、

｢その灯
ひ

を貸
か

してごらん。｣

さう言
い

つて、一二間
けん

向
むか

ふに飛
と

んだ踵
ヒール

を拾
ひろ

ふと、器
き

用
よう

にレナの靴にはめ込
こ

んで呉れ

た。灯
ほ

影
かげ

を受けて、男の横
よこ

顔
がお

が、暗
くら

い闇
やみ

の中に力強く思
おも

はれた。レナは思はず頰
ほゝ

笑
ゑ

むのだつた
12

。

日本人の坂井は白系ロシア人のレナが状況の非常に窮迫していた時に救いの手を差し

伸べた。これによって、満洲における白系ロシア人と日本人とのかかわりの開始が連想

できる。上田貴子の研究によれば、1920年10月はじめ北京政府交通部と道勝銀行との間

で中東鉄道の中露共同管理が決められた。そして、カラハン宣言により、中国側はハル

ビンにおける治安管理にかかわる軍事·警察権および経済システムの根幹となる幣制と

いった都市運営に必要なシステムを回収し、1926年にはハルビンの自治権は中国人のも

のとなった
13

。そのため、白系ロシア人は次第にすべての特権と優勢を失っていった。

日本はその趨勢に乗じて、白系ロシア人に日本側が彼らを助けることができると信じ込

11 トミ゙ートリエウァ゙·エレーナ｢�満洲国�と�白系ロシア人�社会―教育政策、技術者育成政策に見る五族協

和の実態―｣(岡田大学大学院社会文化科学研究科博士学位論文, 2018.3), pp.80-81.

12 注10に同じ, p.43.

13 上田貴子｢哈爾濱における市政回収運動｣(�満洲の中のロシア 境界の流動性と人的ネットワーク�成文社, 

2012.4.23), p.126, p.146.
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ませた。一方で、日本側はロシア正教をも丸め込んだ。ロシア正教は満洲における白系

ロシア人の普遍的信仰であったため、教会は白系ロシア人に大きな影響力を持っていた

からである。例えば、作中のような祝祭を通じて、ロシア系住民の共同体意識が強化さ

れ、社会の安定化に影響を与えたのである。

次に、それから後、レナは坂井と一緒に甘美な時間を過ごした。｢対
たい

岸
がん

のザトンの叢
くさむら

の蔭
かげ

に、ミニアチユールの水
みづ

辺
べ

の卓
テー

子
ブル

に、そして夜
よる

は、モデルン映
えい

画
ぐわ

館
くわん

の特
ド

別
ー

席
ジヤ

に、又
また

時
とき

には、キヤバレー·ヤールやオケアン踊
をどり

場
ば

に、いつも坂
さか

井
ゐ

と一緒
しょ

にゐるレナの顔は幸
かう

福
ふく

さうに輝
かゞや

いてゐた｣
14

。この時のレナは坂井と一緒に将来への美しい幻想に浸った。

ちょうど日本が白系ロシア人に希望を与えたことと同じだと思う。そのような日本に対

する印象もあってか、�哈尔滨俄侨史�によると、1932年2月5日、日本軍のハルビン入城

の際に行われた｢入城式｣で、当時の白系ロシア人は日本軍に歓迎の態度を示した
15

。ま

た、竹内正一によって書かれた長編小説�哈爾浜入城�には、白系ロシア人の語る言葉と

して次のような描写がある。｢日本の兵隊は強いんだものな。早く支那兵をやつつけ

て、それからボルシエヴイキもやつつけて呉れれば好いんだ…｣
16

とある。つまり、満

洲における白系ロシア人は日本軍の力で、遠い昔のツァーリの国を再現して欲しいと

願っていたのである。以上に述べたように、日本と白系ロシア人の関係は物語の起伏の

ように｢偶然の出会い｣から｢蜜月期｣に入った。

最後に、ところが、坂井に日本から新妻が来たことによって、坂井はレナのもとへ

来ることはなくなった。レナは｢サカイ、ねえ、あたしを捨
す

てないで。いゝのよ、お前
まへ

に日本から、新しい奥
おく

さんが来
き

たつて、あたし何
なに

もお前の奥
おく

さんにならうと言
い

つてる

んぢやないのよ。何
い

時
つ

までもあたしの好
シム

い
バチ

人
イ

なの、ね、それでいゝの｣
17

のように坂井

に請うた。しかし、愛情の冷え切った坂井に振られたレナは自殺未遂を犯し、その後は

知り合いからの機嫌伺いにも｢神
スラ

様
ワー

の御
ポー

蔭
グ

で｣
18

としか挨拶を返さなくなった。｢夏の日

の恋｣の悲劇的な結末は満洲における白系ロシア人の日本に対する幻想がすぐに消え

去ったことを彷彿とさせる。実際、日本の満洲支配以降、多くの白系ロシア人が｢満洲

国｣を離れたのであった。その理由は呉佩軍の研究によると、以下のようである。白系

ロシア人の信仰による結束力は、当時日本が｢満洲国｣という｢五族協和社会｣で進めてい

た同化政策の実施を妨げた。それ故に、日本側はいろいろな手段を使って、白系ロシア

人に大きな影響力を持つロシア正教を厳密に監視した。なぜなら、ロシア正教と日本が

14 注10に同じ, p.42.

15 石方,刘爽,高凌�哈尔滨俄侨史�(黑龙江人民出版社, 2003.1), pp.537-538.

16 竹内正一�哈爾浜入城�(赤塚書房, 1942), pp.142-143.

17 注10に同じ, p.43.

18 注10に同じ, p.43. また、作中の｢神
スラ

様
ワー

の御
ポー

蔭
グ

で｣のルビははっきりしないので、引用の際に推測して表記

する。



148  [一般論文]

唱えた｢国家神道｣とは信仰上では対立するため、白系ロシア人は日本が｢満洲国｣を支配

する上で、その思想を改造すべき対象となったためである。この思想改造は1937年中日

戦争が勃発してからすでに実施されていた。例えば、｢新学制｣の導入によって、白系ロ

シア人学校で行われていた宗教的な科目｢神学｣科が必修から選択科目になった。更に、

1940年に二回目の訪日をした皇帝溥儀は｢満洲国｣へ帰った後、�国本奠定詔書�を公布し

た。島川雅史の調査によれば、その内容は｢朕茲に敬て建国神廟を立て国本を悠久に奠
さだ

め

国綱を無疆に張るか為に詔して曰く我国建国より以来……日に隆治に躋る厥の淵源を仰

き斯の丕績を念ふ皆 天照大神の神庥 天皇陛下の保佑に頼らさるはなし……朕が子孫を

して万世祇み承け無窮に孚あらしむ庶幾くは国本惟神に道に奠り国綱忠孝の教に張

り……篤く神庥を保たむ｣
19

というものである。つまり、｢満洲国｣における｢国家神道｣

の導入に伴って、白系ロシア人も神宮遥拝を強いられたのである。それゆえに、ロシア

正教の教会が神聖なる信仰を強く守り、これに断固反対したことから、両者の関係は崩

壊に向かって進んだ
20

。それは最初に日本が思想改造政策を実行しようとした意図とは

逆であった。以上に述べたように、日本が行っていた一連の白系ロシア人に対する思想

改造は、却って白系ロシア人を目覚めさせた。白系ロシア人は日本の力で旧帝国を回復

することは不可能であることを悟ったのである。その上、｢満洲国｣における多民族の間

の協和を実現することは難しかったも反映している。これも｢夏の日の戀｣という作品の

最後の起伏の｢幻想からの目覚め｣のように、日本人の坂井が結局日本人の新妻を娶った

プロットを通して、レナが外国人であるため、伴侶としては認めなかった坂井の心理が

わかるのである。それに対して、レナも日本人の坂井と全てを共にできるわけではな

いことに気づいた。

要するに、｢夏の日の恋｣は悲劇的な結末を伴う恋愛小説として描かれているのであ

る。ただし、主人公とその相手の身分設定は｢満洲国｣における白系ロシア人の女性と日

本人の男性である。また、作品全篇の内容から見ると、明確に示されている宗教的表象

が三つある。まず、レナと坂井の出会った日がロシア正教の祭日としての復活祭だとい

うことである。つまり、竹内正一は｢満洲国｣におけるロシア正教の存在感を強調してい

ると考えることができる。｢満洲国｣におけるロシア正教は白系ロシア人にとって、神聖

で揺るぎない信仰であった。それ故に、｢満洲国｣において白系ロシア人という民族の信

仰に対して、どのような態度を示すかは、この民族との関係自体を規定するものであっ

た。次に、作中の復活祭の場面において、｢基督は甦り給へり｣という声が聞こえたこと

である。これも、｢満洲国｣に住む白系ロシア人には日本人によってもたらされた希望が

見えたということを遠回しに読者に伝えるものである。即ち、日本人の力を借りて旧ロ

19 島川雅史｢現人神と八絃一宇の思想―満州国建国神廟―｣(�史苑�第43巻第2号, 立教大学史学会, 1984.3), 

p.68.

20 呉佩軍�伪满殖民政权的东正教政策�(�外国问题研究�,东北师范大学, 2014年第3期, 总第213期), pp.3-11.
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シア帝国を再建する可能性が見えたというわけである。しかし最後に、物語の悲劇的な

結末はレナの｢神様の御蔭で｣という一言で終わる。レナは恋愛の迷いから悟りえたこと

を神様からの賜物だと考えたのであった。竹内正一が言外に表すのは、信仰心の強い民

族に対する思想改造は結局失敗し、かえって民族意識を呼び覚ますことになるというこ

とではなかろうか。この一連の巧妙な人物設定とプロットの展開によって、｢満洲国｣に

おける白系ロシア人と日本の関係を暗示し、更には、白系ロシア人に対する大きな影響

力を持っていたロシア正教と日本の｢満洲国｣統治政策との関係を暗示していたと推測す

る。現実主義の手法で作品を創作するのが得意であった竹内正一は、このショート

ショートの｢夏の日の恋｣を通じて、当時の社会情勢を暗黙のうちに表したのである。

4 同じ復活祭での異なる境遇

｢復活祭｣という作品は｢満洲国｣における異なった境遇の下で暮らしている白系ロシ

ア人の実態を映したものである。竹内正一は様々な歴史事件に遭遇した白系ロシア人の

悲惨な生活を描いた。宗教的祭日の名を冠したこの小説｢復活祭｣においては、どのよう

な白系ロシア人の人生が描かれているだろうか。

4.1 ペストで亡くなった夫

作中に登場する主人公のリウバはよく他の露人にからかわれる醜い顔をした三十代

の独り身の女性であった。実は、リウバには結婚経験がないわけではなかった。リウ

バの死に別れた亭主について、以下のような描写がある。

十八の時に、中東鉄路に勤めてゐた汽車の機関手を、亭主に持つて一年半ばか

り、一緒に暮らしてゐたことがある。だが亭主は、この町で三千人からの死人を出

したといふ黒死病で死んで了つた。それからもう十五年経つた。今でも時々その若

くて元気だつた亭主のことを憶ひだすことがある。写真は何時も自分の室の隅の壁

に掛けてあつた。もうその飾りに結んだ赤いリボンは、すつかり色凋せてゐるのだ

が、リウバの心に残る夫の姿はいまでも若々しかつた
21

。

この描写から、リウバの亭主は良い人であったことがわかる。リウバも愛情深い妻

であった。しかし、この幸せな光景はペスト(黒死病)によって奪われた。満洲時代には

ペストが二回流行した。最初は�明治四十三、四年｢ペスト｣流行誌�の緒言から、｢明治四

十三、四年ノ交南北満洲ニ於ケル�ペスト�ノ流行ハ実ニ有史以来ノ一大災厄ニシテ其ノ

21 竹内正一�復活祭�([原資料]�新潮�第37年第6号, 新潮社, 1942.9.1.)([マイクロ資料]日本近代文学館, 1975), 

p.162.
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伝播区域ハ約六万方里ノ広キニ達シ生霊ヲ斃スコト四万有余人ノ多キヲ算ス(略)｣
22

とあ

る。すなわち満洲における悲惨なペストの最初の流行は明治四十三、四年(1910-1911

年)であった。二回目の北満洲におけるペストの流行は、作品のタイムラインに合う

1920-1921年であった。今回の死亡者数は明らかに前回よりかなり減っていた。しか

し、主人公リウバの亭主は不幸にもその一人になったのであった。

4.2 養老院で暮らしていた父親

主人公リウバの父親の住む養老院は人手が足りなかったため、目の不自由な人以外に

は仕事を手配してくれた。リウバの父は、若い頃医者を志望していたが、その方面の学

校をもうすぐ卒業というときに、何かわけがあって退学したため、免状こそもらえな

かった。しかし、十分に一人前の素養を持っていたため、この養老院でも薬剤師のよう

な仕事を与えられていた。リウバと父はお互いに頼り合って生きていたと言える。こ

れに対して、以下のような描写がある。

この年老ひた父と、貧しい娘とは、お互ひにそつと、人生の片隅で、倚りかか

り、凭れあつて、静かに人知れず生活してゐたのだつた。それは、痛み易い、細々

とした運命ではあつたが、それでもどうやら今日まで、雨風の騒ぐ、患ひ多い道を

辿つて来る支柱として、交み交みに頼りあつて来たのに違ひない
23

。

つまり、父と娘は二人で相当辛い生活をしていた。作品中にも一度ならず娘のリウ

バの悲観的な姿が描かれている。では、何が支えとなって、このような老人を逞しく生

きさせているのだろうか。作中に以下の独白のような描写がある。

八十幾年の長い人生を過して、最早なんの希望も慾望もなく、ただ一年に一度の

この自分達漂泊の種族の最大の祭りだけを、何よりも大きな道標として数へつつ送

り迎へして来た老人は、近づいてくる祭りのことを考へてか、深く襞の彫まれた陰

影の多い顔を、凝つと窓の明るい外光に向けて遠い空を眺めた。そこにはこの建物

を囲む広い庭の木立が、心なしか枝々の端にまで微かに青みがかつた色を染ませ、

復活祭がすみ五月にもなれば、一斉に燃えるやうな嫩葉の粧ひをつけやうと待ち構

へてゐるやうな、溢れさうな植物の夏への営みが感じられるのだつた。｢明日来る

とき猫柳を買つて来ようね。｣
24

｢正教会の暦てば, 復活祭から一週間前の日曜日は, イイスス·ハリストスかエ゙ルサ

レムに入場した故事から�聖枝祭�と名付けられた祭日てあ゙り, 信者は手に小枝を持って

22 関東都督府臨時防疫部�明治四十三、四年｢ペスト｣流行誌�(満洲日日新聞社, 1912), 扉のページ(諸言).

23 注21に同じ, p.167.

24 注21に同じ, pp.177-178.
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その日を祝う｣
25

という習俗がある。父がリウバに翌日猫柳を持って来るように言うこ

とを忘れなかったのは、リウバの父が信徒として、宗教の儀礼を厳格に守っていたから

であった。また、父からは毎年の復活祭を目標として生きていたことが読み取れる。な

ぜかというと、復活祭に際して、｢満洲国｣に住む白系ロシア人が揃ってその日を祝うこ

とは異郷で暮らす彼らにとって、故郷への思いに浸れることだからである。この点に

ついては、以下のリウバの独白を通して証明できる。｢生れてから死ぬまで、遂ひに自

分達のほんたうの祖国といふものを持つことのできないこの民族の、ただ一つの故郷

としての宗教への郷愁ででもあつたのだらうか｣
26

。さらに、長期に渡って漂泊する白

系ロシア人にとって、復活祭こそが民族の存在感というものが実感できたことだろうと

思われる。

しかし、竹内正一は作品において娘のリウバを語り手として、以下のような不満を

述べさせている。｢復活祭が何だと云ふんだらう。自分等のやうに、金もなく、着物も

なく、そして食ふものだつて十分に摂つたことのないやうな生活をしてゐて、何が復

活祭だつて云ふんだ｣
27

。ここでは、リウバは苦しい生活にもがく境遇から復活祭に対

する消極的態度を示している。では、正教的復活祭における伝統的な儀礼や行事はどん

な形であろうか。阪本秀昭の調査には、帝政末期東シベリアのエニセイ県を例として以

下のようにまとめられている。長い冬が終わり、春が始まる直前という時期は復活祭に

あたる。復活祭初日に教区住民によって村落の小聖堂で朝の祈禱が行われた。その後住

民達は復活祭の卵を贈りあった。家屋を雷から守るために、住民は教会から持ってきた

ロウソクを梁や部屋の上座に置き、その煤で十字架を描いた。この日にはまた、イコン

進行が教区内の全村落を巡回した。復活祭の主要な行事は大斎中食べることのできな

かったご馳走を楽しみ、客を歓待することであった。卵、ピローグ、ブリン、揚げ

物、凝乳等の精進明け料理が供された。この日はほとんど一日家にいて、食事や休息で

過ごした。夕暮れ間近になってから客をもてなした
28

。以上に述べられているよう

に、復活祭はロシア正教における盛大なイベントである。その上、復活祭は信徒たちが

最も重視する年中行事であることがわかる。それゆえに、作中において、家族七人を

養っている白系ロシア人夫婦が｢けどだんだん復活祭もやりにくくなるね。麺麭だつ

て、色付卵子だつて、菓子や果物だつて高くなる一方だものね。家みたいに子供の多い

ところぢや、やりきれたもんぢやないよ｣
29

と実情に対して文句を口にしていることか

ら、最大の祭にしても、生活が苦しい白系ロシア人たちにとっては、幸せなことでは

25 水谷尚子｢中国正教会の歴史と現状―中国と香港の正教会とロシア, 日本｣(�社会システム研究�第37号, 立

命館大学社会システム研究所, 2018.9), p.98.

26 注21に同じ, p.178.

27 注21に同じ, p.178.

28 阪本秀昭�帝政末期シベリアの農村共同体―農村自治, 労働, 祝祭―�(ミネルヴァ書房, 1998.5.20), 

pp.265-266.

29 注21に同じ, p.179.
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なく、むしろ一層の負担をかけていたとも言える。

4.3 ｢深い情｣の兄

主人公リウバの兄のセリゲイ·ニコライウイツチ·ワレンスキーは、中東鉄道時代

に、ハルビンから綏芬河に通う東部線の中間駅で、この鉄道を守る路警として勤めてい

た。その後鉄道が｢満洲国｣に移譲されてからも、引き続きその警護隊の小隊長をやって

いた。登場人物のセリゲイの背景設定から、満洲における白系ロシア人の転籍について

考察してみたい。生田美智子の研究によれば、1925年7月から、中東鉄道ではソ連国籍

者と中国国籍者のみが働けることとなったため、中東鉄道に勤める旧ロシア帝国民はソ

連パスポート、または中国国籍を取得することが選択できた。ただし、無国籍となり、

失職し、亡命ロシア人と一括にされるロシア人もいた。また、1935年、ソ連が中東鉄道

を売却したことに伴って、ソ連市民はソ連に引き揚げるか、それとも満洲に残るかとい

うことを選択しなければなれなかった。それゆえに、｢満洲国｣で引き続き生活するた

めに、ソ連国籍から無国籍者になることを選択する人もいた。また、その一方で無国籍

からソ連国籍取得という逆方向の選択をする人もいた。そして、後者はソ連に引き揚げ

た
30

。これらの状況を考慮すると、セリゲイが幾多の紆余曲折を経て仕事を続けられた

ことが推測できる。

また作品には、鉄道が新しい会社に引き継がれてから、そこで働いていたロシア人

の給料は前より下がったが、セリゲイは警護隊の小隊長として、ほかの職員と比べる

と、給料が少ない方ではなかったとある。そして、田舎の町に住んでいたため、食べ

物は自給自足することができた。つまり、生活費の面ではハルビンに住む同僚などより

は遥かに余裕のある暮らしができるはずであった。しかし、セリゲイの家計は殆ど毎

月赤字続きであった。それは妻のターニヤが際限なく金を使う結果であった。竹内正一

が描いた以下のようなロシア人のターニヤの表象を通して、当時のロシア人の価値観が

反映されている。｢そしてそれはみんなターニヤの衣裳や化粧品に変つて了つたゐた。

ターニヤは必ず月に二三遍づつ、哈爾浜に出て、会社の福祉生計所で、抱へきれない程

の買物をして帰つた。時によると一晩も二晩も友達のところで泊つて来た｣
31

。即ち、

貧しい生活をしていても、外見を重視し、安楽を追い求めたいという価値観を持ってい

たということである。そして、作中ではターニヤの話を通して、ターニヤのハルビン

へ転居することに対する憧れが以下のように表されている。｢私は哈爾浜に住みたいん

だ。綺麗な女つてものはね、美しい都会で、美しい生活をする権利があるんだよ｣
32

。

30 生田美智子｢ハルビンにおける二つのロシア｣(�満洲の中のロシア 境界の流動性と人的ネットワーク�成文

社, 2012.4.23), pp.26-27, pp.45-47.

31 注21に同じ, p.166.

32 注21に同じ, p.168.
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不逞な妻のターニヤに対して、気の弱いセリゲイは一言もやり返すことができなかっ

た。ついに復活祭前の頃、ターニヤは金目の物を持って、夫のセリゲイに挨拶もせずに

家を出た。しかし、おそらくハルビンで一人暮らして行くことができなくなったた

め、何ヶ月間後にターニヤが家へ帰って来た。ターニヤはハルビンの友達のところで

遊んでいたと言い訳した。ドラマチックなプロットでは真実を確認できなくても、セ

リゲイは妻を愛しているため妻のことを許したのであった。兄のセリゲイは妻のする

ことを際限なく許すので、ハルビンに住む父と妹に資金援助することができなかっ

た。竹内正一はそのような兄嫁ターニヤの人物像を浮き彫りにすることによって、父と

娘のリウバが二人で肩を寄せ合うようにして生きてきた理由を説明する。同時に、以上

のようなことを全て経験したリウバは、苦しい生活と辛い仕事に耐えることができる人

となった。その上、彼女は父にとても尽くしていた。竹内正一がリウバとターニヤの

対照的な人物像を描くことによって、主人公リウバの質実で簡素である人柄が突出して

現れ出る。

以上のことを踏まえると、以下のようにまとめることができる。従来1931年から

1941年まで現実主義文学の創作を続けた竹内正一は、1941年から日本が｢満洲国｣の文芸

活動に対する統治を強化したことに伴って、｢国策文学｣の創作へと転向した。しかし、

本稿に選定した｢夏の日の恋｣｢復活祭｣はどちらも1941年以前に出版された作品であるた

め、この時期における竹内正一はまだ｢傍観者｣の視点でハルビンの表象をテーマにして

文学作品を描いた。例えば、テーマとなる復活祭は｢満洲国｣における白系ロシア人の盛

大な行事であった。物語のタイムラインも復活祭の時期を中心として展開した。多民族

が存在していた｢満洲国｣において、復活祭という祝祭は白系ロシア人の文化的シンボル

と言える。このような民族の代表的行事を背景に設定することによって、｢満洲国｣にお

ける白系ロシア人コミュニティーに関する帰属意識あるいは民族性といったものが考察

できる。また、復活祭という背景のもとで、主人公のリウバの経験を通して、異なるシ

チュエーションにおける白系ロシア人の生存状況を象徴化することで読者に示してい

る。

5 おわりに

本稿では、まず1858年―1945年の期間におけるロシア人の満洲進出の経緯を簡単に

説明した。ロシア十月革命後、流離の一族となった白系ロシア人が没落に伴って、その

大勢が母国と環境が似ているハルビンへ移住することを選んだ。それゆえに、1934年か

らハルビンで働いていた満洲日系作家の竹内正一は、1935年の中東鉄道の売却によるソ

連人と白系ロシア人の人口割合の変動を意識し、ハルビンに残った白系ロシア人という

エミグラントに注目した。
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｢満洲国｣に住む白系ロシア人の大部分はロシア正教を信じていた。｢夏の日の恋｣、｢復

活祭｣という両編の作品はロシア正教の民族儀式·復活祭を物語のタイムラインとして展

開する。白系ロシア人が復活祭という盛大な行事の流れを厳格に守ったことを通して、

白系ロシア人にとって彼らの信仰は神聖で、信仰の自由が侵害されることは許されない

ことがわかる。それゆえに、ロシア正教は｢満洲国｣における白系ロシア人社会の安定に

寄与していたのである。それを踏まえて、｢夏の日の恋｣という作品は登場する人物との

間に起こった物語を三つの起伏、｢偶然の出会い｣、｢蜜月期｣、｢幻想からの目覚め｣に分

け、白系ロシア人と日本人の関係を象徴的に示している。つまり、｢満洲国｣時代には、

当初満洲における白系ロシア人は、日本の助けを借りて、ロシア帝国が再建されること

を望んだ。しかし、日本が｢満洲国｣で行っていた一連の白系ロシア人に対する思想改造

の試みによって、却って白系ロシア人の民族意識が目覚めた。それゆえに、白系ロシア

人の信仰による結束力は、当時日本が｢満洲国｣という｢五族協和社会｣で進めていた同化

政策の実施を妨げたのである。

｢復活祭｣という作品には異なる境遇のもとで逞しく生きている白系ロシア人が描か

れている。｢復活祭｣では、｢満洲国｣における白系ロシア人が多くの生存に関わる問題に

直面している。例えば、ペストによる死亡、差別による失業、困難な家計維持などであ

る。この哀れな境遇にあっても、彼らは相変わらず復活祭を祝い続けた。流離う白系ロ

シア人にとって、毎年の復活祭を祝うことには明日への希望のみならず、故国への郷愁

も含まれていたと考えられる。それゆえに、｢満洲国｣において白系ロシア人は自身が

｢満洲国｣に対して外国人としての帰属意識を持ったことが明らかになる。

従来現実主義文学を創作し続けた竹内正一は、落ちぶれて流浪した白系ロシア人の縮

図を浮き彫りにすることによって、戦時における一般庶民の無力と苦難を表した。｢夏

の日の恋｣、｢復活祭｣という両編の作品には戦争の場面がはっきり描写されていない。

しかし、様々な苦しい境遇のもとで生きている人物を集めて物語の筋を展開する手法に

より、作品は世間に戦争に対する反省の意を表している。

竹内正一のほかの文学作品を掘り起こすことは、｢満洲文学｣に関する資料の収集と研

究に値するものであり、今後も研究が続けられていく必要があると考える。
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