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お詫びと訂正
移民研究 11 号で次のような間違いがありました。お詫びと訂正をします。
166 頁 写真 3
（誤）現地新聞『LES NOUVELLES』(1893 年 10 月 17 日)
（正）現地新聞『LES NOUVELLE CALEDONI』(1983 年 10 月 17 日)
166 頁 写真 4
（誤）現地新聞『LES NOUVELLES』(1893 年 10 月 17 日)
（正）現地新聞『LES NOUVELLE CALEDONI』(1983 年 10 月 17 日)
170 頁 2 行目
（誤）明治 25 年
（正）明治 24 年

1892 年
1891 年

173 頁 本文 21 行目
（誤）Spector from Kumamoto
（正）Inspector from Kumamoto
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ニューカレドニア初代日本人移民団総監督小野彌一の足跡
小 野 健 次

私がニューカレドニアとの関わりができたのは，1960 年小野邦子と結婚したことに始ま
ります。小野邦子は，初代総監督小野彌一の曽孫になります。父・小野幸三郎と叔母の喜
美は小野彌一の孫です。私共の結婚後，叔母喜美の訪問を受け，次のような話をされました。
「私達の祖父は，明治 25（1892）年，日本人移民 600 名の総監督として，初めてニュー
カレドニアのニッケル鉱山で働く日本人労働移民を引率して行きました。到着後 1 年
10 ヶ月近くの明治 26（1893）年 10 月 18 日に急性盲腸炎にかかり，鉱山村チオ（Thio）
で急死しました。当時，村にはよい医者も医療設備もなかったので，フランス軍艦に搬入
され，海軍軍医の処置を受けたが助からなかった。遺髪と爪は東京の遺族宅に送られ，青
山墓地に作られた墓碑に納められた。彼の希望にそって，遺体は生前彼が愛していた真赤
な美しい花が咲く樹・火炎樹（flamboyant）の見える，首都ヌメアの墓地に埋葬された。
墓石も東京の浅草の石工に，青山の墓碑より少し小さい物を作らせ現地に送った。しかし，
私達遺族は誰も現地に行ったこともなく，その墓がどこにあるのか？，今どうなっている
のか全然わからない。あなたは外国航空会社に入社できたので，今後，海外渡航の機会が
あるだろうから，その時是非とも探して現状確認をして欲しい。」と言われた。当時は，
まだ海外旅行が自由化されていなくて，私は機会の訪れるのを待つよりほかなかった。数
年後，大型旅客機 JUMBO JET が開発され，誰でも海外旅行が出来る時代がやって来た。
そんなある夜，大阪読売 TV 司会者・藤本義一氏，東京側司会者・大橋巨泉氏の共同制
作の人気番組・11PM の番組放映の中で，藤本さんが司会者の夜，「今夜は，塩月弥栄子先
生がお弟子さん達と共に訪ずれた，ニューカレドニアについてお伝えします。塩月先生が
特に，感銘を受けたことが 2 つあった。Ⅰつは，5 億万年前から生きている化石と言われ
るオオム貝を小さな水族館で見たこと。もう１つは，明治 26 年には日本人が既にこの島
に来ていたこと。明治 26 年没の小野彌一さんの墓があったこと。」そこで小野彌一墓の鮮
明な映像がでた。
私達はともにとびあがり歓声を上げた。ああ，ここにあるんだ。ヌメア市営の 4 キロメー
トル墓地に立派に現存することを知り喜んだ。
その頃，『ニュー・カレドニアの日本人

契約移民の歴史』の著者小林忠雄氏との連絡

が取れ，小野彌一の資料を探し求めていることを知る。早速，私共妻と私は現在我が家に
ある彌一の写真を小林氏に紹介しました。写真の原版は現地ニューカレドニアで 1893 年
にフランス政府本国から派遣した撮影班が撮ったもので，90 年は経過していました。そ
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小野彌一（ニューカレドニアにて）
1893 年仏国政府派遣写真班撮影

写真 2

彌一直筆の妻えん宛ての私信

のため，セピア色に変色してひどく痛んでいたので，藤沢市内の写真店で修復し複製して
いただきました。この写真が彼の著作物に載り，その後この修復した肖像写真が引用され
ている。写真の他，文部省から複写していただいた彌一の履歴書，その写真と同時に自身
の手書きの便り（写真 2）等をここにご紹介します。
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上記の手紙文中に，「写真の一枚は徳川様に上げていただきたい」とある。徳川様とは
徳川家達のことである。最後の将軍・徳川慶喜は大政奉還したあと，徳川宗家を徳川家御
三卿である田安家にゆずり，いまだ 4 歳の田安亀之助が宗家を相続した。その亀之助は徳
川家達と名乗り，駿府城主として 70 万石に減俸された駿府に下った。彌一は，近習とし
て仕えていたから，徳川様とは親交があったのである。
私共が小林忠雄氏宅を訪問した時，取材ノートがうず高く積み上げられたのを拝見し，
小林氏が生涯かけて情報収集に努めていたのかを理解し，深く感銘した。外交資料館，国
会図書館，公文書館など国内のみならず，海外のフランス，ニューカレドニアなども取材
のために出かけ，仏文の公文書の翻訳，日本の文語体の書類をわかりやすく口語体に直す
等，大変な労苦をされた。昭和 58 年（1983 年）7 月，小林氏の成果には，日本仏学史学
会の『昭和 58 年度

高橋邦太郎賞』が授与された。日仏文化交流史の研究において，顕

著な成果に対して賞賛の声高く，その後のニューカレドニア移民に関しての最新，且つ，
最も詳細な資料を提供するものとして不可欠なものとなっている。
昭和 58 年（1983 年）は最初の日本人移民がニューカレドニアに上陸して，90 年目にな
るのを記念して，日本人移民 90 年祭をしようと小林氏から提案が出た。時に小林氏はこ
の 10 年後の 100 年記念までには，寿命が心配だそうで，できればとにもかくにも，まず
90 年記念祭をということになりました。現地の日本人移民後継者が組織している Amicale
Japonaise 日本・ニューカレドニア親善協会や現地の日本人会会員などに，小林氏が交渉
を重ねていただきました。
同年 10 月に日本から，小林ご夫妻は長女を同伴，こちらは私と妻の邦子（2003 年死去），
拓殖大学海外事情研究所専任講師・越村氏の合計 6 名で出発した。現地ではヌメア市営４
キロメートル墓地にて大聖堂セント・ジョセフ大司教のもと慰霊祭が行われた。其の後セ
ント・ジョセフ大聖堂にてミサも行われた。別日，本島を横断し，鉱山町のチオの日本人
墓地も訪ねた。私達の来訪を聞き村役場では，日本人墓地の背丈まで伸びた草を綺麗に刈っ
てくれていた。帰路，大空いっぱいに大きな虹が現れ，とても印象に残った。我々の訪問
は現地の新聞にも報道をされた。その時の日本人墓地での写真を掲載する（写真 3，写真 4，
写真 5）。
ニュ ― カレドニアは，1774 年英国海洋探検家 Captain James Cook によって発見されたが，
その時，Captain Cook は英国領有宣言をしなかった。1853 年にフランスのナポレオン 3 世
がフランス太平洋艦隊を派遣し，ニューカレドニアの仏国領有宣言をした。その後 1863
年にニッケル鉱が発見され，鉱山開発に多大の鉱山労働者が必要になった。地元及び周辺
諸島の原住民では充分成果が上がらないので，1864 年からフランスの流刑植民地となっ
た。主にパリー・コミニューンの政治犯が数千人送り込まれた。しかし，1879 年に特赦
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90 年祭に日本人墓地にて礼拝する小野夫婦

現地新聞 『LES

写真 4

2016.3

NOUVELLES』（1893 年 10 月 17 日）

般若心経を彌一の墓前で禱読する小林忠雄氏

現地新聞『LES NOUVELLES』（1893 年 10 月 17 日）

令でパリー・コミユーン流刑囚は放免され，また，1896 年には流刑地の廃止が予告された。
このような緊迫した鉱山夫の確保が鉱山企業社には必要になり，アジア，特に，中国，日
本に労働者募集の手が伸びてきた。日本への労働者募集の第 1 回は，1890 年に香港の日
本公使代理を通して，青木外務大臣に鉱山夫 600 名募集申請がなされたが，工賃の安さと，
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写真 5

小野彌一の墓前にて

左から Andre 中川夫人 , 小林氏夫人、小林氏長女、小野邦子、小野健次，村越
拓殖大学講師 右から，小林忠雄氏、Andre 中川日本名誉総領事（当時）
1983 年 10 月撮影

特に，流刑囚と日本人労働者がともに働くのは望ましくないと拒絶された。第 2 回には，
清国チーフ駐在熊勢領事代理から清国での募集を試みているが，清国でも，申請許可の見
込みがないので，日本に再び鉱山労働者の募集を申請するようだとの情報が入る。
日本では，青木外務大臣が大津事件で辞任，後任に榎本武揚氏が外務大臣になった。こ
こで，事態は大きく変わる。榎本武揚外務大臣には，清国駐在の熊勢代理公使が，SLN の
鉱山労働者移民契約の募集申請を日本駐在のフランス公使からの正式募集申請があると伝
えた。海外進出に積極的な榎本大臣は，流刑囚との問題さえなければ認可することとなっ
た。そして，国が直接外国企業と契約を締結するのではなく，吉佐移民会社という民間企
業を通して外国企業との契約を締結するとした。ここで，吉佐移民会社に外務省から退任
して就職することになるのが，小野彌一である。総監督として，月俸 250 円で迎えられ
た。多分彼のフランス語の能力と会計経理の経験を期待され，榎本大臣から推薦されたの
でしょう。明治 24 年（1891 年）11 月 10 日 榎本外務大臣はルュチェルに移民募集を認可
する（小林忠雄氏著の『ニュー・カレドニアの日本人 ― 契約移民の歴史』ヌメア友の会
発行

昭和 55 年 6 月 15 日

二版参照）。総監督としてニューカレドニアに渡った時の彌

一のパスポートを写真 6 に掲載する。
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小野彌一の pass port（左は表面，右は裏面）

小野彌一の履歴書
1847 年

弘化 4 年 4 月 2 日

静岡藩士

士族

武蔵野国南豊島郡新宿土地に生まれる。

山寺太郎弟，山寺鉄五郎 2 男

1860 年

万延元年

昌平黌に学ぶ

1865 年

慶応元年

横浜仏語伝習所入学

幼名 山寺彌七

仏人メルメール・ド・カションに付きフラ

ンス語を学ぶ
1867 年

慶応 2 年

仏蘭西陸軍教師

シャノワン招聘に付き歩騎砲 3 兵の通弁を兼ね

実地操練を受ける。『仏蘭西陸軍軍事顧問団』
1868 年

明治元年

開成校

1871 年

明治４年

徳川家海外留学生として米国シャトル経由ドイツ

教授職

スイス・ジュネーブ到着，普仏戦争の内乱の収まるのを待ち，フランス・パリ ― に
到着。元統計中央局長ルゴアール氏方に寓し，同氏に就いて行政学・経済学・統計
学を修む。同氏年老い多病なるを以って去り，同氏の副長当時著述家兼経済家モー
リス・ブロツク氏に学ぶ。仏国駐在中野公使代理を以って，同国司法省・農商務省・
大蔵省などの大臣に照会し，その統計局において実地事務を執り，書式の調整事実
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写真 7

小野彌一の死亡届

の募集編纂の方法を功究し，各局長より勉励證書を受ける。
1976 年

明治 9 年

1877 年

明治 10 年

調査局，統計院，会計検査院等歴任

1882 年

明治 15 年

工部省 1 等属，神戸鉄道局，大垣敦賀地方局歴任

帰朝

1886 年 明治 19 年 3 月

文部省

帝国大学 1 等書記

5月

文部省

判任官１等級上俸給

1889 年 明治 22 年
1890 年

明治 23 年

会計検査院

検査官捕

榎本外務大臣より文部省から外務省に招聘された。

資料が公文書館に保存されていることを小林氏は私共に伝えた。1983 年に小林忠雄氏
とともにチオ市を訪ね，小野彌一の死亡届がいまだ存在するがどうか尋ねたところ，90
年以前のことなのに立派に保管されていた。その時の複写である（写真 7）。
明治 24 年

1891 年 11 月

LE NICKEL に榎本外務大臣から雇用契約認可

同年 12 月

吉佐移民会社が設立願いを東京府知事に申請

吉佐移民会社は日本郵船会社の副社長吉川泰次郎氏，秀英社（現在の大日本印刷株
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式会社）社長佐久間貞一氏役員二人の頭文字をとって吉佐移民会社とした。
明治 25 年

1892 年

九州移民周旋会社・天草移民周旋会社を下請として，移民募集業

務始まる。
明治 25 年

1892 年 1 月 6 日

600 名第 1 回日本人移民団がニュ ― カレドニアに向けて

広島丸に乗船し長崎港を出帆
明治 25 年

1892 年 1 月 25 日

ニューカレドニア東海岸のチオ入港。航海中 1 名死亡，

合計 599 名上陸
上陸そうそう移民労働者から紛争が起こる。一部の過激な移民の中に不適格者が混入し，
扇動者となり，このような高い山の上で働く毎日の登り下りが大変だと，不平を唱え騒動
を起こした。激しく騒動を起こした約 10 名は逮捕され，ヌメアの監獄に収監された。
上陸直後から始まった労使不信感は日を増すごとに激しく，深く相互不信に落ちていっ
た。移民は留守宅にこちらでの労働は過酷で，病気でも仕事を休ませられることなく，強
制労働させられ，反抗すれば監獄に投入されること。このような惨状では早く帰国したい，
との訴えが移民出身地に頻々と届き，熊本県会でも無視できず，国会で実地調査官の派遣
を要請した。榎本大臣の認可が下り，熊本県属内務課長を派遣した。その報告は小林忠雄
氏の『ニュー・カレドニアの日本人 ― 契約移民の歴史』に詳しく書かれている。小野総
監督は労使間の狭間で苦労し，両者から労務管理の責任を問われ，その適性を問われるこ
とになる。労使紛争の最大の原因は，精白米を主食としたため，ビタミン B1 欠乏症から
くる脚気（英名

写真 8

Beriberi）患者が続発し，満足に働けない鉱山夫が続々と出たが，仏人

チオ支庁官舎の裏山のニッケル鉱採掘場（標高 100-200 ｍ）
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写真 9

彌一の葬儀での日本吉佐移民合名会社佐久間社長の弔辞

医師は脚気患者を西欧では見かけず，脚気患者の症状を感知することなく，単なる怠け者
の虚病だと決めつけ，反抗する者を監獄に収監する暴挙がおこなわれた。現地のＳＬＮ会
社の労務管理者も，熊本県からの実地調査官の千田課長もともに，小野彌一の性格が温和
すぎる。激しい労働現場監督の親方として，その人となりと教養はあまりにも紳士過ぎる
とされ，この紛争解決には交代もやむなしとされた。このようなことが小林氏の著書に詳
しく述べられ，著者からも温かい同情が記されている。同様な趣旨の私信を私共の遺族に
おくられている。
彌一は 46 歳の生涯の中で，45 年の輝かしい career をもちながら，最後の 1 年をニッケ
ル鉱山（写真 8）の赤茶けた泥水にまみれ，労使双方からの罵声と叱声の中で，怒り，苦
しみ，悲しみの中でその短い生涯を終えたことを思う時，心からの哀悼の意を捧げる。幸
いなことに，死後すでに 120 年にもなるのに，日系人の原住地に生きるご遺族の皆様が，
特に，AMICALE JAPONAISE の方々が，墓地の清掃と花を捧げ供養をされ，毎 10 年ごと
に盛大な記念祭を開催されている。1992 年には現地政府からの支援もあり，とりわけ盛大
な日本人移民 100 年記念祭が行われ，また，2012 年には 120 年祭も行われた。
最後に哀悼の意を表して，明治 26 年 12 月 23 日東京で行われた彌一の葬儀での，日本
吉佐移民合名会社社長の弔辞の原文（写真 9）がそのまま保存されているので，この場を
お借りして，供養することをお許しください。
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写真 10

写真 11

ヌメア日本人墓地で行われた 100 年記念祭。中央の花は火炎樹。

ヌメア市営 4 キロメートル墓地の日本人之墓（左）および小野彌一の墓（右）
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The Life of Yaichi Ono – for General Manager First Japanese Immigrants
to New Caledonia in 1892

ONO Kenji
It is just after I married Kuniko Ono – daughter of Kozaburo Ono who is one of grandson of
Yaichi, when I came across New Caledonia. Several weeks later, aunt Kimi Ono who was also one
of grand daughter of Yaichi had visited our home and told that their grand farther went to New
Caledonia as General Manager for the first Japanese immigrants in 1892. But all of sudden he
died of appendicitis in Thio Oct. in 1893. He was buried in Noumea 4km cemetery where that red
beautiful flowers of flamboyant he so much loved could be seen. But now we knew nothing about
his tomb stone as it is almost 90 years ago. If possible, please go to New Caledonia to find his
tomb stone. In due course Jumbo Jet were used by commercial flight, then anybody could travel
around the world. One night in the popular TV 11PM showed New Caledonia travel report by Mrs.
Shiozuki and showed tomb stone of Yaichi Ono standing in the Japanese cemetery in Noumea. We
were so surprised and enjoyed to see it. In the meantime, we could make contact with Mr. Tadao
Kobayashi – author of Japanese in New Caledonia – history of contract immigrants.

I, with my

wife Kuniko, visited his home in Tokyo with some materials such as photo of Yaichi taken in Thio
with his letter and personal history given by Ministry of Education, etc. In his book, Yaichi Ono,
his position was in a very difficult situations in between SLN and Japanese workers mainly because
so many Japanese workers had been in sick（Beri beri）and refused to work. SLN had greatly
disappointed to see lazy Japanese who didn’t work. But it was misunderstanding on SLN side,
especially French doctor knew nothing about “BERIBERI” Vitamin B1 deficiency disease and did
not approve sick leaves, forcing patients to go to work and if refused strongly, they were kicked out
and forced to put into jail. Letters from Japanese workers were coming repeatedly to their homes
reporting such miserable situations. Government had to send inspector to New Caledonia. Spector
from Kumamoto really dispatched and his report was sent to Japanese government. All causes
of this conflict between workers and SLN were due to inabilities of Ono’personal characteristic.
He was said that he was so kind and so sympathetic to Japanese workers, so that Japanese didn’t
work. From workers their persecutions by SLN doctors were coming from Ono who didn’t protest
strongly. As his distinguished career showed in personal history, he died in angry, hard situations,
and deep sorrow only in the last one year.
In closing this report, I would like to express my deep condolences to him by quoting CEO of
KICHISA Immigration Co. Mr Sakuma’s address in the funeral held on 23Dec.1893（明治 26 年
12 月 23 日）.
（おの
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