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要　　旨

　18世紀末以降にドイツの諸地域からロシアのヴォルガ地方や南ロシアに移住したドイツ人移民（ロ
シアドイツ人）は、当初はさまざまな特権を付与され、「入植者」という特別の身分として生活して
いたが、19世紀半ばのロシア帝国再編の改革のなかでそれまでの特権は奪われ、兵役義務をも課せら
れ、ロシアの農民と同じ「臣民」となった。そして、そうしたロシア化政策にその後の土地不足、飢
饉、反ドイツ感情などが加わり、1870年代以降、ドイツ人移民のなかには南北アメリカに移住してい
く動きが顕著になった。
　本論文は、以上のようなロシアドイツ人の合衆国移住の経過を解明し、そして、合衆国における彼
らの生活を、彼らが多数定住したグレートプレーンズのなかのコロラド州のヴォルガドイツ人による
甜菜栽培に焦点を絞り、検討する。それは、家族の甜菜栽培に広く使われた児童の困難な労働状況
と、そして学校に行けたくても行けない彼らの環境を明らかにすることになる。
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英文要旨

The Germans （Russian Germans） who emigrated from Germany to the Volga region and to southern 

Russia at the end of the 18th onward were at first immigrants who were given various privileges belonging to 

the status of “colonists”. However, in the middle of the 19th century, their status changed due to reforms that 

took place during the reorganization of the imperial social order in Russia. This changed the status of the 

Russian Germans to the same as imperial subjects of Russian peasantry, which deprived them of previously 

granted privileges and implemented a universal conscription system. From the 1870’s, under the policies of the 

Russification, the economic conditions such as shortage of land, famines and trends of Germanophobia led some 

Germans to emigrate to North America and South America.

This paper examines the history of Russian Germans who emigrated to the United States of America by 

focusing on Volga German’s sugar-beet farming in Colorado in the Great Plains where a large number of the 

Russian Germans colonized. This will reveal the difficult conditions of the wide use of child labor and the tough 

environment for immigrant children who were unable to go to school against their will.

査読付き研究ノート



１．はじめに

　1902年４月27日付の新聞『デンヴァー・タイム

ズ』は、次のような記事を掲載している。

　 　今日だけでコロラド州の人口は586人も増え

た。ネブラスカ州南部からラヴランドの郊外に

やってきた移民である。彼らはロシア人で、他

よりも大きな雇用機会を提供する産業に従事す

るためにやってきたのだ。その産業は多数の児

童の労働を必要とするので、彼らにはとくにふ

さわしい。なにしろいくつもの家族は、腕に抱

える幼児から18歳の若者まで、５人から９人も

の子供を連れてきているのである。彼らは健康

で、活気に満ちた人たちである（Denver Times 

27 Apr. 1902, p.3.  引用文省略あり）。

　この記事にある「ロシア人」とは実はロシアに

住んでいたドイツ人移民（ロシアドイツ人）、彼

らが働こうとしていた「産業」とは甜菜栽培で

あった。当時、コロラド州には砂糖工場が建設さ

れはじめており、彼らはそうした工場のための甜

菜を栽培する労働者としてやってきたのである。

　本稿は、なぜ合衆国にロシアドイツ人が移住し

てきていたのか、そして合衆国で彼らはどのよう

に生活したのかについて、とくにこの記事にある

コロラド州を中心に検討し、そこにどのような歴

史的問題があったのかを解明する。その場合、同

州のロシアドイツ人の大半を占めていたヴォルガ

ドイツ人（ヴォルガ地方に入植していたドイツ

人）が主要な対象となる。

２．ロシアドイツ人のアメリカ合衆国移住

　18世紀末にエカチェリーナ２世の誘致に応えて

ヴォルガ地方に、そしてその後のアレクサンドル

１世の誘致にしたがって主として南ロシアに入植

したドイツ人（後者は黒海ドイツ人）は、当初は

さまざまな特権（土地の付与、一定期間の免税、

兵役免除、信仰の自由、一定の自治等々）を享受

していたが、その生活はほぼ半世紀を経て一変す

る。クリミア戦争の敗北後に帝国再編を急ぐ政

府は、農奴解放をはじめとする諸改革を実施し、

1871年には「入植者」という特権的身分であった

ドイツ人移民を帝国の臣民とし、彼らの特権を奪

い、そして1874年の皆兵制改革を彼らにも適用し

た。信仰や教育の自由そして自治の存続に大きな

不安を抱え、加えて世論に高まる反ドイツ感情に

苦しめられた彼らのなかには、人口増加による土

地不足、経済不況による穀物価格低落、そして旱

魃・飢饉（1867、1873、1875年）なども重なって、

国内では近くの西ウラルからシベリアへ、そして

国外では祖国ドイツのほかに南北アメリカへと移

住していく人たちが出てきた。

　移民の国アメリカ合衆国にはすでに17世紀以

来、神聖ローマ帝国に居住していたドイツ人が移

住していたが、ヴォルガドイツ人と黒海ドイツ人

が大量に当地にやってきたのは、南北戦争の荒廃

から立ち直りつつあった1870年代のこと、豊かで

安価な土地とさまざまな経済活動の機会が期待さ

れた。

　このロシアドイツ人の合衆国移住を実現した要

因としては、ロシア側の事情は上述のようである

が、合衆国側の事情としては、未開発の公的土地

の割当に関するホームステッド法（1862年）が施

行され、そして鉄道建設が進展しつつあったこと

が考慮されなければならない。ホームステッド法

は、家長あるいは21歳以上の者はだれでも男女を

問わず、また外国人であっても将来合衆国市民と

なる意志を表明した者は、一区画160エーカーの

公有地の払い下げを申請することができ、この区

画地に住居を建て最低５年間農業に従事すればそ

の完全な所有権を得る、ということを認めてい

た。他方、1850年の法律は鉄道を建設した会社に

対してその路線の両側一定幅の国有地を無償で供

与することを定めており、会社は連邦政府から払

い下げられた土地を開拓希望者に売却して利益を

上げ、沿線の人口と産業を定着させようとした。

　こうした合衆国側の事情があるなかで、ロシア

に住むドイツ人の合衆国移住が始まった。彼らは
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ヴォルガ地方（後の1897年の人口調査では約40万

人）や黒海周辺地域（同調査で約38万人 Kabuzan 

2003: 166-168）においてルター派（ロシアのドイ

ツ人全体の67％）、カトリック（13.5％）、そして

メンノ派（3.67％ Eisfeld 2010: 28）のそれぞれが

自分たちの村を形成して生活しており、アメリカ

への移住においても、宗派ごとに村仲間が一緒に

なって行動するのが普通であった。以下におい

ては、1920年代に詳細な現地調査をしたリチャー

ド・サレトの研究（Sallet 1974）に多くを依拠し

て、彼らの当初の移住状況を見てみよう。

２．１　黒海ドイツ人

２．１．１　ルター派教徒

　黒海ドイツ人が最初に合衆国に移住したのは

1847－48年のこと、1853年から1865年にかけて改

革派教会の１人がアイオワ州バーリントンで牧師

として滞在、1869年にはベッサラビアのサラタ村

の１家族がイリノイ州ピンクニーヴィルに移住し

た、という記録があるが、ロシアドイツ人に海外

移住の波がおこった1870年代初頭には、まずル

ター派の農民に動きがみられた。オハイオ州サン

ダスキーにすでに居住していた黒海ドイツ人から

ロシアのヘルソーン県ヨハンネスタール村の農民

に合衆国の事情を伝える手紙が到着、また1872年

夏にはケリーアイランズ（オハイオ州）の黒海ド

イツ人ヨハネス・ルードヴィヒ・ベッテが南ロシ

アの故郷にもどり、役人による逮捕の動きがある

なかで、合衆国での生活を村人に紹介した。そし

て、この９月にはヨハンネスタールの４家族は収

穫物を売って合衆国へ出発、それから数週間後に

は他のルター派の村（ヴォルムス、ロールバッハ

など）からも35家族を超える人々が出発、ハンブ

ルクからイギリスのキングストン・アポン・ハ

ル、リバプールを経由してニューヨークに向か

い、同年12月にサンダスキーに到着した。翌1873

年春には12人の視察団が合衆国に送られ、ミシガ

ン、イリノイ、ウィスコンシン、ネブラスカの各

州を視察したが、ホームステッドの広い土地を見

出すことはできず、最後にサウスダコタ州ヤンク

トンの北西部のホームステッドの土地に注目、ロ

シアの出身地にちなんでオデッサという入植地を

つくった。同年６月、ヴォルムス村とロールバッ

ハ村の400人の農民は８月にニューヨークに上陸、

現地の牧師の指図でアイオワ州バーリントンに送

られ、その後ネブラスカ州のリンカーンに移動

して土地を求めたが、25家族はサットンの近くで

バーリントン鉄道会社所有の土地を得、他の多く

の人たちはサウスダコタ州のオデッサに移って

いった。同じ1873年にはベッサラビアからも少数

のグループがネブラスカ州のコロンバスに入植し

てきていた。

　ルター派の黒海ドイツ人の合衆国移住は、その

後、サウスダコタ州のオデッサを１つの拠点とし

て州内の北部、北西部、西部へと、そして北の

ノースダコタ州へと広がり、さらには南のネブラ

スカ、コロラド、カンザス、オクラホマ、テキサ

ス、モンタナ、イダホの諸州や西海岸の諸州、そ

してカナダにも及んでいった。

２．１．２　カトリック教徒

　カトリックの黒海ドイツ人の移住は、ルター

派とは別個に、しかし当初はルター派の移住者

に随って行われた。1873年にヘルソーン県のラ

シュタット村の数家族が、1875年にはクリミアの

チューリッヒタール村の数人が、ルター派信者

と一緒にサウスダコタ州のヤンクトン、そして

フリーマンに入植した。1882年にはストラスブ

ルク、ゼルツ、バーデンからサウスダコタ州の

スコットランドに、1883年にはミュンヘン村とラ

シュタット村からネブラスカ州のサットンに何人

かの人たちが入植している。しかし、彼らはル

ター派とは共同で生活することはできず、独自の

入植活動を始めた。クチュルガン川沿いの地域か

らサウスダコタ州のスコットランドに移住してい

た人たちは同州北部のイプスィチのホームステッ

ドの土地に、フリーマンに移住していたクリミア

からの人たちは1886年にノースダコタ州のズィー
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ランドとハーグーに、ネブラスカ州のサットンに

いたベッサラビアからの人たちは同州のアルビオ

ンに定住した。その後カトリックの黒海ドイツ人

は、サットンを中心に、ネブラスカ州の各地のほ

か、カンザス、コロラド、モンタナ、カリフォル

ニア、オレゴン、ミネソタ、テキサスの諸州に拡

大していった。ただし、カトリックの黒海ドイツ

人の85％はサウスダコタ州とノースダコタ州に集

中して定住することになる。

２．１．３　メンノ派教徒

　神聖ローマ帝国に在住していたメンノ派がすで

に18世紀に合衆国に移住していたが、19世紀末に

なって黒海地方のメンノ派農民は合衆国の同宗派

の村々を頼りに移住した。1874年、メンノ派の家

族はサンタフェ鉄道会社から土地を購入し、ネブ

ラスカ州とカンザス州には１千人以上のメンノ派

教徒が居住したが、その後多くは、土地付与と兵

役免除の点でより寛容であったカナダに向かった。

２．２　ヴォルガドイツ人

　ヴォルガドイツ人（1869年に25万人）の合衆国

移住についても、その直前にそれを実現する直接

的な機縁があった。1839年12月３日にノルカ村に

生まれたヴィルヘルム・シュテルケルという聖

職者もその１人。曽祖父は1766年のヴォルガ地

方入植の第一陣のなかにいて、父はバンゲルト

村（クックス教区）の教会で働くルター派信者

で、ヴィルヘルムも1855年から父のいる教会で働

き始め、1858年にはスイスのバーゼルの福音伝道

会に留学、1864年にはラーフェンスブルク（ヴュ

ルテンべルク）で叙階を受けた。当時バーゼルの

福音伝道会で叙階を受けた聖職者の多くは合衆国

のドイツ福音ルター派教会会議に派遣されたが、

ヴィルヘルムもその一人として同年から４年間、

ウィスコンシン州のケーシャとバーリントンで過

ごし、ミズーリ州とカンザス州で布教活動をして

いたが、1868年に故郷のノルカ村に帰ってきた。

同年に結婚した後、1869年初めからエックハイム

村（教区民４千人）で牧師をしていたが、合衆国

への移住を望む人たちに対して集会を開き、合衆

国の農業およびホームステッド法について紹介し

た。その見聞と知識は彼らヴォルガドイツ人によ

る合衆国移住を促すことになる。そして、1873年

には合衆国の実情視察のためにネブラスカ州、カ

ンザス州、アーカンソー州にそれぞれ１人、アイ

オワ州に２人が派遣された。また1874年春にはバ

ルツァー村（ルター派）とヘルツォーク村（カト

リック）でも集会が開かれ、そこから14人（ル

ター派９人、カトリック５人）の農民が７月１日

にハンブルクから汽船シラー号で合衆国に送られ

た。彼らはネブラスカ州のサットンにすでに居住

していた黒海ドイツ人の集落を訪ね、帰国後、移

住に好意的な報告書を書いた。そして早くも1874

年９月にはまずはルター派の村から合衆国へ出発

する農民が現われ、この年から翌年にかけてそう

した人たちは400人以上を数えた（Ananyan 2006: 

50）。そしてそれ以後、大量の移住が始まるので

ある。

２．２．１　ルター派教徒

　1874年にバルツァー村から合衆国にやってきた

８家族は当初はアイオワ州のレッドオークに住ん

でいたが、孤立した生活に耐えられず、翌年には

黒海ドイツ人が住んでいたネブラスカ州のサット

ンに移り、そこがルター派のヴォルガドイツ人の

１つの拠点になり、そこから各地に移住が広がっ

ていった。

　サットンにおいて資金のある人々はそこの農場

で生活し続けたが、大半の人々は貧しく、オマハ

かリンカーンといった町で仕事をみつけるか、あ

るいはコロラド州へと移住していった。しかしネ

ブラスカ州では、1870年代にはレッドオークに住

んでいた人たちがフレンドに移動し、1876年８月

にはコルブ村からの５家族がハスティングスに

やってきてバーリントン鉄道会社の労働者として

働いた。キャンプベルにはコルブ村からの入植者

が1867年に、カルバートソンにはサットンに居住
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していた入植者（フランク村、フック村、ノルカ

村出身）が1879年にやってきた。ヨークには1880

年代初めになってバルツァー村からの入植者が移

住してきた。そのほかにルター派の入植地として

は、ハスティングスに住んでいたフランク村出身

者が1892年にマクックに鉄道労働者としてやって

きて、そこではクッター、フッセンバッハなどの

村からの入植者も合流した。彼らは当初は鉄道で

働いていたが、後には自分自身の農地で農業を営

むようになる。

　ルター派のヴォルガドイツ人の入植地はサット

ンからさらに北や西への方向へと広がっていっ

た。こうして、1880年代にはネブラスカ州のヴァ

レンタイン（1892年、デンホーフ村出身）、リン

ウッドとヘンダーソン（いずれも1888年、クッ

ター村出身）、ハーヴァードといったところに定

住した。他方、リンカーンにはバーリントン鉄道

会社の仕事を求めてヴォルガドイツ人がやってき

ており、さらにそこから鉄道労働者として同州の

グランドアイランド、ハヴロックといった町など

に移っていった人たちもいた。

　カンザス州にも同じころにルター派のヴォルガ

ドイツ人が入植し始めた。最初の入植者は1874年

秋にヴォルガ左岸からの入植者がマリオンの北の

ホームステッドの土地に入植した。ピーボディー

には1875年春に入植者（クッター村出身）がやっ

てきたが、そこには1876年２月には前年のクリス

マスにストラスブルク村を出発した農民が到着、

そこからまずはヒルスボロのメンノ派の入植地に

移動した。メンノ派の人たちはルター派の人たち

と一緒に１つの入植村で生活しようとし、土地を

地条に分けて利用し、入植地ストラスブルクをつ

くった。同じ1876年にはレハイ（ドライシュピッ

ツ村出身）に、翌年にはダーラム（ガルカ村出

身）およびタンパとラモナ（ともにシュチェルバ

コフカ村出身）、オティス（モール村出身）、フー

ジントン、ラッセルにもドイツ人が入植した。後

者の２つの入植地では人口が急増し、移民の流れ

は西と北へと広がっていった。バンカーヒル、ド

ランス、ウィルソン（後者二つはドライシュピッ

ツ村とシュチェルバコフカ村出身）の入植も1876

年のことである。ちなみに西にはカトリックの入

植地が広がっていた。1887年になるとロックアイ

ランド鉄道が建設され、それまでマリオンで農業

に従事してきた住民（ノルカ村出身）がヘーリン

トンに鉄道建設労働者として移動した。

　こうしてヴォルガ地方のルター派ドイツ人は、

多くはまずはネブラスカ州とカンザス州に居住し

たが、その後彼らの入植地はそこからさらに、コ

ロラド、モンタナ、オレゴン、カリフォルニア、

ウィスコンシン、ワシントン、オクラホマ、ワイ

オミング、イダホ、アイオワ、ミネソタ、ミシガ

ン、ニュージャージーの諸州に広がっていった。

そして同時に、その後にはさらにヴォルガ地方

から直接に以上の諸地域に移住する人々がいた。

ニューヨーク州、オハイオ州、そしてシカゴなど

にも直接ヴォルガ地方からドイツ人が移住してき

ており、シカゴは合衆国の彼らの大きな居住地の

一つとなっていく。

２．２．２　カトリック教徒

　ヴォルガ地方にあって少数派であったカトリッ

クのドイツ人の間でも、ルター派に少し遅れ、先

に言及したように1874年にヘルツォーク村で大き

な集会が開かれ、移民をめぐる議論がなされた。

上述のように同年春にバルツァー村のルター派

農民とともにネブラスカ州に送られた同村のカト

リックの５人は、サットンにおける黒海ドイツ人

の集落を訪ね、帰国した。その際、１ポンドの土

壌、一握りの平原の草、少しばかりの紙幣、一抱

えの宣伝文書を持ち帰ったという。またカトリッ

クの村では、1875年12月にもカンザス州へ視察団

が派遣された。そして、翌1876年10月、カトリッ

ク教徒の最初の合衆国移民集団がカタリーネン

シュタット（現在のマルクスシュタット）を出発、

２日後には第２の移民集団がヘルツォーク、リー

ベンタール、オーベルモンジュー、ノイオーベル

モンジューなどの村々から出発した。彼らは同
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年12月にカンザス州のトペカに到着、多くは鉄道

保線所で働いた。トベカはその後、カトリックの

ロシアドイツ人の大きな居住地となり、彼らの一

層の移住の拠点になった。また、1876年２月には

ヘイズの南にリーベンタール（大半はヴォルガの

リーベンタール村出身）、４月にはヘイズの北東

にカテリーネ（カタリーネンシュタット村出身）、

ヘルツォーク（ヘルツォーク村出身）がつくられ

た。その後さらに９月にはその南西にムンジョー

ル（オーベルモンジュール出身）、1877年には

シェンヒェン（リーベンタールから分かれた居

住地、シェンヒェン村とノイオーベルモンジュー

ル村出身）、８月に最後の６番目の居住地として

ブファイファー（ブファイファー村とセミョノフ

カ村出身）がつくられた。エリスにユニオンパ

シフィック鉄道が保線所を持って以来、1870年代

にカトリックのヴォルガドイツ人がやってきてい

たが、1880年代になると彼らは他に土地を購入し

た。こうして1883年にヘルツォークの東にゴーハ

ム、ウォルカーがつくられ、その後1890年代以

降、マリエンタール（1892年、ウィチタ郡）、セ

ントペーター（1894年）、エメラム（1899年）、ロ

レット（1902年）、ヒャンシンス（1906年）、ヨセ

メント（1906年）、アントニオ（1906年）、ヴィン

セント（1907年）に居住地が創設された。その後

の人口増加により、ネスシティ（1913年）、セヴェ

リン（1916年）、コーディア（1920年）、ウォーレ

ス（1922年）という新しい居住地がつくられた。

こうして、カンザス州ではカトリックのヴォルガ

ドイツ人の入植が州の北部、東部、西部、南西部

へと拡大していった。そして、彼らのなかはこの

カンザス州からコロラド州、ネブラスカ州、オク

ラホマ州、オレゴン州、ワシントン州、アイオワ

州、ウィスコンシン州、シカゴ、オハイオ州へと

再移住するものも続出した。

＊

　合衆国へのロシアドイツ人の移民は1912年ころ

にピークに達し、第１次世界大戦の勃発により中

断し、国内に住むドイツ人に対する反感が激しく

なったが、戦後には、たしかに1924年の合衆国移

民法で制限されることはあったものの、ロシアか

らのドイツ人移住は続けられた。1920年のセンサ

スによれば、当時合衆国にはロシアで生まれドイ

ツ語を母国語としている人たちは11万6,539人（ロ

シア側の資料では1899－1920年の合衆国移住の

ドイツ人総数は約14万9,300人  Kabuzan 2003: 170-

171）、彼らのアメリカ生まれの子孫も含めると総

数は30万3,532人、約1,500の居住区を数え、最も

人数の多い州から挙げると、ノースダコタ69,985

人、カンザス31,512人、サウスダコタ30,937人、

ネブラスカ22,421人、コロラド21,067人の順で

あった（Hamilton 2009: 248-248i）。

　かくしてロシアドイツ人は、合衆国の東部の諸

都市を迂回した後、「かつての国」で生活してい

たのに類似した風景を求め、多くはミシシッピ

川・ミズーリ川とロッキー山脈とのあいだの大平

原（グレートプレーンズ）の諸州に定住すること
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グレートプレーンズ５州のロシアドイツ人入植地
（1920年代の概況）
出典：  Sallet, Richard. 1974. Russian-German Settlements in 

the United States, States Maps of Russian-Germans 
Settlements in the United Statesより加工。
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アメリカ合衆国に移住したヴォルガドイツ人－コロラド州サウスプラット川流域の甜菜栽培－

になった。ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネ

ブラスカ州、カンザス州、コロラド州の地域であ

る。グレートプレーンズではホームステットのた

めの広い土地が提供され、ちょうど農業入植が始

まった時期であった。1883年に大陸横断鉄道が開

通するなど、鉄道建設がそれを促進した。

２．３　アメリカ人の見たロシアドイツ人

　合衆国に到着したロシアドイツ人は、ツァーリ

政府のパスポートをもち、ロシア風の衣服（フェ

ルト長靴、男性の長い羊皮コート、女性の黒い頭

肩掛けなど）を身に付け、地元のアメリカ人に

よって「ロシア人Rooshum」と言われ、さまざ

まに悪口を叩かれた。1874年９月、『ニューヨー

ク・ヘラルド』紙は到着したロシアドイツ人（メ

ンノ派）について次のように記している。

　 　彼らはすべてドイツ人であるが、ロシアで生

活を送ってきており、彼らのドイツ語はロシア

語の匂いがあって奇異である。通常は羊毛の手

織りの素朴な衣服を着ている。大きな錫製の

鍋、陶磁器類などを持ってきており、彼らの

支度品といえばいつの場合でもパン、チーズ、

ソーセージなどを一杯に入れた籠である（New 

York Herald 2 Sept. 1874, p. 9.  引用文省略あり）。

　ロシアドイツ人は自分たちは「ドイツ人」であ

るといって誤解を解こうとし、そして持ち前の勤

勉さを発揮して働いた。

　合衆国の平原におけるヴォルガドイツ人につい

ては、1877年の夏にカンザス州の『ヘイズシティ・

センティネル』紙の記事は次のように記している。

　 　最近、我々はこうしたロシア人の入植者をみ

て、彼らが小麦、牧草、トウモロコシ、野菜、

ジャガイモを魔法を使ったかのように収穫して

いるのを見て、驚かされる。短い間に彼らは奇

跡に奇跡を重ねた。我々はこの隣人を奇妙で風

変わりな振る舞いをする人たちだと無作法に

笑ってきたが、そうした見方を撤回しなければ

ならない。

　さらに同紙の同じ記事では、ロシアドイツ人が

何物もないところから何かを作り出す工夫力があ

ると称賛して、次のようにも書いている。

　 　彼らは使えるものはなんでも、石、土、やな

ぎ、わら、原生雲母を使い、住居、家畜柵など

をつくりあげる。実に短期間の勤勉さによっ

て、彼らはこの国の平原の荒れ地を実り豊かな

農地と菜園に変え、町と村をつくり、いまや富

を増進させている。村人はだれでもが蜜蜂のよ

うに忙しく働き、だれよりもこの国の発展に 

尽くしており、これは合衆国にとって幸せなこ

とである（Saul 1978: 53-54）。

　しかし、新聞の記事ではこのように書かれたも

のの、ロシアドイツ人に対するアメリカ民衆の見

方はやはり差別的であり続けた。そして、ロシア

ドイツ人もまた、ロシアにおけると同様に合衆国

にあっても、自分たちの信仰、言語、民族的慣習

を維持した。彼らは、「ニワトリは炉に卵を産む

ことがあっても、それがそのままビスケットにな

るわけではない」と言って、常に自分たちのアイ

デンティティを主張し、自分たちの間ではお互い

に「ウンゼレ・ロイテ」（我が同胞）と呼び、孤

立して生きていく道を選んだ。しかしそれは容易

なことではなかった。

　そうした状況のなかで、19世紀末から20世紀初

めにかけて、本論の冒頭に紹介したように、コロ

ラド州での甜菜栽培に従事するために、隣接する

ネブラスカ州やカンザス州から大量のヴォルガ・

ドイツ人が移住してきたのであり、彼らは合衆国

の甜菜糖産業を支える主役の一人になっていく。

３．  コロラド州サウスプラット川流域の
ヴォルガドイツ人

３．１　製糖業の勃興

　19世紀初頭に甜菜糖精製の方法がプロイセンで

開発され、その後長い試行錯誤の末、ヨーロッ

パ各地で製糖工業が発達するが、アメリカ合衆

国には、1830年以降にいくつかの工場が創設され

た。しかし、ここでも甜菜栽培技術の不足やヨー
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ロッパからの精製機輸入費用問題等から失敗が続

いた。それでも、砂糖の需要が増大し、甜菜製糖

業は政府の支援、灌漑事業、鉄道建設があるなか

で、ヨーロッパの技術や人材の助力を得て徐々に

進展がみられた。カリフォルニア州のアルヴァラ

ドに建設された工場は1879年になって経営利益を

上げ始めた。灌漑耕地での甜菜栽培法も改良され

た。そして、何人かの外国人資本が製糖業に進出

し、1896年には合衆国全体で６工場が操業し、翌

年には政府の関税保護政策（ディングリ関税法）

が実施された。それでもサトウキビ糖や砂糖モロ

コシに対抗して甜菜糖が本格的に成長するのは20

世紀に入ってからで、1903年には甜菜糖工場の数

は39に、その生産量は1896年の４万5,000トンか

ら24万トンに急増し（Austin 1928: 20）、甜菜糖は

重要な輸出収入源となった。この製糖業は、ワイ

オミング州からネブラスカ州に流れるノースプ

ラット川流域も一つの中心地となるが、より大き

な中心地がコロラド州の北東部からネブラスカ州

にかけて流れるサウスプラット川の流域、そして

コロラド州の南東部からカンザス州南西部にか

けて流れるアーカンザス川の流域（矢ケ崎典隆  

2000; 矢ケ崎典隆 2014）であった。そして、これ

らの地域の甜菜栽培にヴォルガドイツ人が非常に

大きな役割を果たすことになる。本稿では、サウ

スプラット川流域を中心に検討する。

　コロラド州における甜菜の栽培自体は飼料用と

して1859年に始まり、当初は水不足、地質、重

労働といった諸条件から順調には進まなかった

が、その後に灌漑が進められ、サウスプラット川

流域では1880年代にウェルド郡とラリマー郡など

で甜菜の収穫が可能となった。その後、甜菜は製

糖用に生産されるようになり、1899年にはコロラ

ド州で最初の製糖工場がリードヴィルの金銀探鉱

企業家たちの会社（コロラド砂糖会社）によって

西部のグランドジャクソンに創設された。彼ら

は、1901年には、サウスプラット川流域で初めて

の工場（グレートウェスターン砂糖会社）をラリ

マー郡のラヴランドに誕生させた。この砂糖工場

は、コロラド州としてはアーカンザス川流域の

ロッキーフォードとシュガーシティに次ぐ４番目

であったが、それはともかくとしてサウスプラッ

ト川流域には、ラヴランドに続いて同会社による

工場がイートン、ウィンザー、グリーリィ（いず

れもウェルド郡）、ロングモント（ボルダー郡）、

フォートコリンズ（ラリマー郡）にもつくられ、

1905年にはスターリング（ローガン郡）に、1906

年にはフォートモーガンとブラッシュ（いずれも

モーガン郡）にもつくられた。すでに1909年には

コロラド州は、アーカンザス川流域での製糖業の

発達も合わせ、合衆国の甜菜糖産業において指導

的な州となり、1910年のサウスプラット川流域で
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アメリカ合衆国に移住したヴォルガドイツ人－コロラド州サウスプラット川流域の甜菜栽培－

の甜菜糖生産量は80万6,000トン（Watrous 1911: 

21）、1915年には86万6,200トン（全国の４分の１

余で首位、農務省報告）を生産していた。同流域

での工場はさらに1917年にオヴィド（ワシントン

郡）とジョンズタウン、1920年にブライトン（ア

ダムス郡）、フォートラプトン（ウェルド郡）に

も創設された（May 1989: 1-43）。

３．２　ヴォルガドイツ人の移住

　こうした製糖工場の周辺に甜菜栽培の農場が発

達したのであるが、人口希薄な地域のために、ま

た農場での厳しい手労働を現地のアメリカ人は好

まなかったために、会社は農場労働者を他所から

呼び寄せなければならなかった。その際、西海岸

の日本人や南のスペイン系アメリカ人（メキシコ

人）も対象になったが、まずは東に隣接するネブ

ラスカ州やカンザス州に住むヴォルガドイツ人──

大半はルター派──が徴募されることになった。

甜菜栽培には子供を使うことができ、大家族であ

るヴォルガドイツ人は歓迎された。すでに1880年

代にネブラスカ州のリンカーン、サットン、ハス

ティングスから、またカンザス州の各地からコロラ

ド州のグロベヴィル（デンヴァーの北）に移住して

いたヴォルガドイツ人にも徴募の声がかけられた。

ちなみに、グロベヴィルでは男性は精錬、鉄道、

精肉、ビスケット製造、煉瓦製造、廃棄物回収な

どの仕事を、女性は衣服店、洗濯屋、食品缶詰工

場あるいはデンヴァーの上流家庭での家事労働な

どに従事していた。

　サウスプラット川流域で最初の工場がつくられ

たラヴランドには、本論冒頭の記事より１年前の

1901年５月に、最初のヴォルガドイツ人（約20家

族、約350人、大半はフランク村出身）がネブラ

スカ州のマクックから列車に乗ってやってきた。

ラヴランドにはその後、ネブラスカ州のサット

ン、ハスティングス、カルバートソンから、さら

にはコロラド州のデンヴァーからもやってくる者

がいた。1901年にはイートンにも最初のヴォルガ

ドイツ人（ノルカ村出身）がデンヴァーから到着

し、翌年にはウィンザーにも最初のドイツ人（ノ

ルカ村出身）が到着、そこには1904年にデンホー

フ村出身のドイツ人が合流した。グリーリィには

1902年４月にリンカーンから500人のヴォルガド

イツ人（フランク村およびヴァルター村出身）が

到着した。フォートコリンズには1903年４月に48

家族のドイツ人がリンカーンから到着した（フッ

センバッハ村のホフマン家のように同年にヴォ

ルガ地方から移住してきた人たちも合流した。

Hoffman Stephens 1993: 21）。フォートモーガンに

は1904年に最初のヴォルガドイツ人（フランク村

出身）が近くのフォートコリンズおよびネブラス

カ州ハスティングスから移り住んできた。ハス

ティングスからは1905年にブラッシュにもヴォル

ガドイツ人（フランク出身）が移住してきた。こ

うしてヴォルガドイツ人のなかではフランク村と

ノルカ村の出身者が多かった。ちなみに、カンザ

ス州に接するキトカーソン郡のベルソードでもノ

ルカ村出身者が多数を占めていたが、ロングモン

トではヤゴードナヤパリャーナ村とパボターチノ

エ村の出身者が多かった。

　カトリックのヴォルガドイツ人も数は少なかっ

たがやってきた。スターリングには1905年にカン

ザス州のトペカとコロラド州のプエブロに住んで

いた家族が移住、その北東のイリフ（ほとんどが

ブファイファー村出身）、プロクター、クルック、

ジュレスバーグといった町にもカトリックの人々

がプロテスタントの人々と一緒になって居住する

ようになった。また、ブライトンとフォートラプ

トンには1910－12年にデンヴァーやカンザス州の

マリエンフェルド村出身のドイツ人が移住してき

た。ミリケン、プラッテヴィルもカトリックの町

となった。

　また、黒海ドイツ人のルター派もわずかである

がコロラド州の北東部にやってきた。すでに1887

年にキトカーソン郡のバーリントンにはサウスダ

コタ州のスコットランドに住んでいた黒海ドイツ

人（ヘルソーン県出身）が移住し、1890年にはそ

の近くのベトゥーネにも同じスコットランドから
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の黒海ドイツ人が到着していたが、1901年にラヴ

ランドやラサーレにも黒海ドイツ人が甜菜栽培の

ために居住し始めた。ただし、その後、甜菜栽培

を好まない人たちは小麦栽培を求めて他へと移っ

ていった。それでもケオタ、ハクスタム、ホリヨー

クなどではヴォルガドイツ人と一緒になって甜菜

栽培に従事する黒海ドイツ人がいた。なお、ユマ

郡のジョウズにはメンノ派の居住地があった。

　ちなみに、コロラド州では、アーカンザス川流

域の他に、西部のコロラド川とガニソン川の流域

にもヴォルガドイツ人が甜菜労働者として入植し

ていた。

　甜菜栽培のためにバーリントン鉄道とユニオン

パシフィック鉄道によって送られてきたヴォルガ

ドイツ人は、奇妙な服装をした「ロシア人」とし

て好奇の目でみられたが、新聞記事では大いに歓

迎するという報道がなされた。

　1901年５月の『ラヴランド・レジスター』紙

は、彼らは「静かで勤勉であり、我々の郡に貢献

し、我々の農民を大いに助けることは間違いない

であろう」と書いており（Rock 1977: 165） 、翌

年４月の『グリーリィ・トリビューン』紙も次の

ように報じている。「彼らはロシアからやってき

たがドイツ系、血色がよく、苦痛に耐えられそう

で、大いに健康で清潔、知的な人たちである。子

供たちはまるまると太っていて、少女たちはたく

ましく、愛嬌があり、明るい色の洋服を着て、帽

子を被っている。誠実で勤勉で、酒飲みはおら

ず、こうした人々をここに迎えることができるの

は我々の農民にとっては思いがけない幸福であ

る」（Rock 1977: 167） 。

　1920年の合衆国センサスではコロラド州に住む

ロシアドイツ人は２万1,000人、1930年には約５万

人を数えることになる。

３．３　甜菜栽培　

　サウスプラット川流域のヴォルガドイツ人は、

当初は季節（甜菜栽培シーズン）ごとに農場主と

契約を結ぶ季節労働者であり、家族が満足する仕

事をするということが分かれば２シーズンあるい

は３シーズンの長期契約となる。契約書には仕事

の内容と賃金が記されていた（Clopper 1916: 32-

34 1915年資料 ; Hamilton 2009: 240-I 1917年資料）。

彼らは春に、鞄のほかに鍋や皿、寝具、灯油ス

トーブ、洗濯板、そしてソーセージやライ麦パン

などの食料などを持って、列車に乗ってやってき

た。農場主が用意したテントや丸太小屋に住みな

がら、４月から11月にかけて、グレートウェスタ

ン砂糖会社のための甜菜を栽培する農場で家族全

員で働いた。足と膝を屈み込み、甜菜を鋤入れし

て間引き、除草し、掘り起こし、収穫した。とく

に女と子供はこの苛酷な「屈み込み労働」（stoop 

labor）を行った。男は、甜菜栽培の他に、干し草

の片付け、脱穀、羊と畜牛の飼育を手伝い、灌漑

水路網の開発を助けたりした。そして収穫を終え

た後、多くの家族はネブラスカ州などの彼らの家

や親類の家に戻ったり、あるいはデンヴァーの産

業や北のワイオミング州のチェイエンヌで鉄道の

仕事を探した。

　しかしともあれ、1909年にはサウスプラット川

流域には７万9,000エーカーの土地に甜菜が栽培

され、コロラド州は前述したように合衆国の甜菜

糖栽培の指導的な州となった。同年のコロラド州

北部の甜菜労働者は１万724人、そのうち5,870人

がロシア・ドイツ人、2,160人が日本人、1,002人が

スペイン系アメリカ人であり（Rock 1977: 165）、

翌年の評価としては、スターリングとデンヴァー

の間の甜菜農場の約75％でヴォルガドイツ人が働

いていたという（Sallet 1974: 51）。

　このようにサウスプラット川流域に移住した

ヴォルガドイツ人は、しかし、早くに合衆国に

やってきたロシアドイツ人と比較して、そして

アーカンザス川流域の甜菜栽培のヴォルガドイ

ツ人に比べて、全般的に貧しく、1904年にラヴラ

ンドに家を建てることができたヴォルガドイツ

人（1887年ノルカ村生まれ）も「自分たちはお金

をもたずにやってきており、仕事のあるところな

らどこにでも行く」生活だったと回想している
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アメリカ合衆国に移住したヴォルガドイツ人－コロラド州サウスプラット川流域の甜菜栽培－

（Rock 1977: 169）。甜菜栽培の手労働の賃金は低

く、なかにはミシガン、モンタナ、ウィスコンシ

ンの諸州に他の仕事を探しに行ったり、ロッキー

山脈のコロラド川流域やガニソン川流域の諸郡で

甜菜栽培に従事したりする者も現れたが、後者に

移住した多くは、ロシアの故郷とは異なる山間部

での生活に困難を感じて戻ってきた。

　そういうなかで、ヴォルガドイツ人は倹約しな

がら収入を貯えていった。彼らにとっては、契約

労働者から農場賃借人に、そして農場所有者へと

社会的に上昇していくことが目標であり、製糖会

社も彼らに対する貸付の機会をつくり、会社の土

地を賃借させたり、購入させたりした。1913年の

『グリーリィ・トリビューン－レパブリカン』紙

は、「ロシアドイツ人は春と夏の労働で得た賃金

によって家族を支え、甜菜労働の賃金を銀行に入

れている。こうして彼らは倹約し、２、３年内に

自分たちの家を建てている」と記している（Rock 

1977: 172）。当然のことながら、彼らのますます

多くがそれまでのような季節労働者ではなく、農

場のある町に定住するようになった。1920年代に

はほとんどのヴォルガドイツ人が農場近くに定住

するようになり、そこには教会を中心とした社会

生活が営まれるようになる。そうした彼らの居住

地は、現地のアメリカ人によって、「小モスクワ」

（ウィンザー）、「小サラトフ」（フォートコリン

ズ）、「聖ペテルブルク」、「ロシア人地区」、「シャ

グ（コサックダンス）タウン」あるいは「ジャン

グル」と呼ばれた。そして彼らのなかには実際に

契約労働者から農場賃借者に、そして農場所有者

へと成長していく者が続出した。1930年ごろには

コロラド州のヴォルガドイツ人の少なくとも半分

は農場所有者になっていたという評価がある。そ

の間、甜菜農場の屈み込み労働はスペイン系アメ

リカ人やメキシコ革命（1910年）後に増加するメ

キシコ人移民の子供たちによって担われるように

なり、すでに1919年にはその大半がそうであった

という報告もある。

　こうしたヴォルガドイツ人は、しかしアメリカ

人の目からすれば、勤勉で自分たちの信仰に忠実

で、不愉快な厳しい仕事をも進んで引き受ける人

たちだが、教育程度が低いと見られ、劣等視され

ていた。彼らは、すでに述べたように、できるだ

け早くに経済的独立を達成したいために家族全員

で働き、倹約し、資金を貯え、子供たちにも厳し

い農場労働を強制した。その結果、子供たちは学

校に行くこともできなかった。彼らのこの児童労

働、そして学校教育に対する親の無関心という問

題は、その後、大きな社会問題となっていく。

３．４　児童労働

　サウスプラット川流域の甜菜農場で働く児童に

ついては、1910年の合衆国のセンサス（Clopper 

1916: 5-6）、1915年の民間の全国児童労働委員会

（本部はニューヨーク）による調査（Clopper 1916）、

そして1924年の同委員会による調査（Brown 1925）

から状況を知ることができる。1910年のセンサスで

は同流域の７郡の甜菜栽培児童数と通学状況（欠

席週数）についての学校長の報告があり、1915年の

全国児童労働委員会による調査では７郡の家族調

査と学校調査により彼らの労働状況と通学状況が

明らかとされ、1924年の同委員会による調査では３

郡の詳しい状況が報告されている。

３．４．１　労働状況

　まず、1915年の全国児童労働委員会による調査

から、児童の労働状況を検討しておこう。これに

よると、調査された６歳から15歳までの甜菜労働

児童は、ウェルド郡（グリーリィ、ウィンザーな

ど）で1,750人、ラリマー郡（ラヴランドなど）で

700人、モーガン郡（ブラッシュなど）で500人を

数え、以下ローガン郡（スターリングなど）400

人、デンヴァー郡300人、ボルダー郡（ロングモ

ントなど）200人、アダムス郡（グロヴェヴィル

など。この郡だけ７歳以上）43人であり、総数で

3,893人を数えた。ちなみに、アーカンザス川流域

（２郡を除く）の甜菜児童を含めると州全体の数

字は4,841人となっていた。人種的には、多少のメ
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キシコ人や日本人などがいるものの、この時点で

は大多数はロシアドイツ人であった。製糖工場で

働く児童もいたが、その数はわずかであった。

　児童は、農場主（所有者と賃借者）の家族およ

び農場主と栽培契約をする家族の子供として、家

族とともに農場での手労働に従事したのである

が、彼らは春に、蘇生してきた甜菜の畑のなかで

屈み込み、一つの列に７－８インチほどの距離を

おいて植えおかれるように間引く（thinning）こ

とから始める。そして、次には、鍬で掘り起こし

て除草（hoeing）する。姿勢は少し立ったままで

よいが、重労働で年下の児童には行えない。常に

雑草を取り除いておかなければならず、夏を通じ

て甜菜が成熟するまで通常３回ほど掘り起こして

除草する。収穫の最初の仕事は甜菜の引き抜き

（pulling）であるが、これはまず、甜菜の列と列

の間の土を機具を使って掘り起こし、甜菜のまわ

りの土を取り除き、そして列の間を歩き、甜菜の

頭を掴んで手で引き抜く。さらに引き抜いた甜菜

を相互にぶつけて張り付いている土を除去し、そ

れを近くの甜菜の山に放り投げる。引き抜きは土

が固まっていたり湿っていたりするとさらに大変

な作業となる。その後、山になっている甜菜の頭

を１つずつ約16インチの大型ナイフで一気に切り

落とす（topping）という仕事が待っている。甜

菜は強靭なので鋭く切り落とす必要があり、児童

は膝が支えられずに倒れ込んでしまうこともしば

しばであり、怪我をすることも多い。甜菜は秤に

かけられ、大きなものは12ポンドほどになるが、

平均は５ポンドほどという。ある農場主は自分が

契約した10歳の娘は毎日５トンの甜菜を切り落と

していると述べているが、引き抜きと切り取りの

作業で彼女が相手とするのはそれ以上の重さで、

12－15トンを扱っていたとも言われる。児童は朝

５時から夕方６時まで、最繁忙期には７時まで、

そして日曜日にも働く。11月半ばには溝に氷が張

り、冷たい厳風が吹く。そのなかで十分な衣類も

つけずに、ときにランプの灯りで働き、手はひど

いあかぎれである。

３．４．２　通学状況

　こうした労働に従事する児童は、当然のことな

がら、規則通りに学校に通うことはできなかった。

　1910年のセンサス　1910年のセンサスではサウ

スプラット川流域の７郡の６歳（アダムス郡だけ

７歳）－15歳の栽培児童の欠席週は、ウェルド郡

（児童数1,750）８週、ラリマー郡（700）９－10週、

モーガン郡（500）12－16週、ローガン郡（400）８

週、デンヴァー郡（300）22週、ボルダー郡（200）

12週、アダムス郡（43）２－12週であった。授業期

間はおよそ25週ぐらいと推測され、これはかなりの

欠席数である（Clopper 1916: 5-6）。
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甜菜農場における児童（８歳、10歳、13歳、15歳）の
屈み込み労働
出典：  Clopper 1916: 11  著名な写真家Lewis W. Hine撮影。

グリーリィの甜菜農場で働く少女
出典：  Lyons-Barrett 2005: 33  Photograph 

courtesy of  City of  Greeley Museum 
Permanent Collection.



アメリカ合衆国に移住したヴォルガドイツ人－コロラド州サウスプラット川流域の甜菜栽培－

ことになる。

　ラリマー郡第５学区のロックウッドプレイス学

校では、最初の３か月の調査児童数は136人です

べてが甜菜労働者、９月（登録数64人）の平均１

日出席者数は53人、10月（51人）は39人に減少し、

11月（129人）には67.6人に上昇している。４か

月目の12月の初めにはさらに24人が出席したが、

彼らはそのときすでに３か月（学年の３分の１）

　1915年の調査　1915年の全国児童労働委員会

による調査では、いくつかの郡の典型的な学区が

選ばれ、教師と児童自身の証言により「甜菜労働

者」と「非甜菜労働者」とに分けられ、その年度

の最初の３か月の、すなわち1915年の９月、10月、

11月の児童の欠席日数が詳しく調べられている。

学校の大半は９月７日に始まり、最初の３か月と

すると11月26日ぐらいまで、１か月の授業日を20

日とするとほぼ60日に近くなる。欠席が多いのは

当然のことながら甜菜労働者であり、その大半は

農場での仕事であるが、赤ん坊を自宅で世話する

ための欠席なども数えられた。

　調査対象に選ばれた学校は、ラリマー郡にある

９学区の学校、ウェルド郡にある12学区の学校、

そしてローガン郡にある10学区の学校であり、そ

れぞれにおける調査対象の６歳以上の児童数はラ

リマー郡では甜菜労働者214名、非甜菜労働者287

人、ウェルド郡では259人と351人、ローガン郡で

は187人と224人、そして各学校の授業日数（大半

は58日前後）のうちの１人当たりの平均欠席数は、

表にみるように、ラリマー郡の甜菜労働者では

37.1日、非甜菜労働者では8.7日、ウェルド郡では

35.0日と9.2日、ローガン郡では37.1日と9.7日であっ

た。甜菜農場で働く児童の欠席状況がきわめて顕

著に示されている。

　いくつかの個々の学校の状況をみてみると、ま

ずローガン郡のスターリングのリンカーン学校で

は建物のなかの４教室を甜菜労働者に用意してい

たが、学校が始まる８月30日のころには出席者は

非常にわずかで、１教室だけが使われ、最初の１

か月間に一度でも出席した児童数は30人にすぎ

ず、２か月目に入るとさらに21人に減ったが、３

か月目には58人に回復し、４か月目の12月になる

と町の外での甜菜の収穫を終えて戻ってきた６歳

から14歳までの67人が第１学年から第４学年に割

り当てられ、12月３日には４教室が使用されるこ

とになった。児童の３分の２は甜菜労働が始まっ

てから３か月間は欠席しており、一度帰校できて

も、甜菜栽培が始まる翌春早々にはまた出ていく
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サウスプラット川流域３郡の児童欠席調査
典型的学区の1915－16年度最初の３か月

郡 学
区

調査対象児童数
（人）

平均欠席日数
（日） 授業

日数
（日）甜　菜

労働者
非甜菜
労働者

甜　菜
労働者

非甜菜
労働者

ラ
リ
マ
ー
郡

3 47 24 35.8 8.2 58
6 15 41 46.7 8.6 56
15 18 53 37.8 10.8 56
17 26 47 40.7 6.5 57
21 9 43 31.6 9.7 57
26 32 30 33.7 7.1 54
29 11 11 42.3 22.4 58
31 6 13 30.4 7.6 56
35 50 25 38.1 4.5 57
計 214 287 37.1 8.7

ロ
ー
ガ
ン
郡

28 23 25 37.3 5.9 59
30 13 1 28.5 3.0 49
31 35 5 37.1 25.1 58
34 20 14 37.3 4.9 56
54 36 80 40.7 6.8 57
60 15 38 26.9 9.8 58
79 10 7 42.8 21.9 57
84 3 11 43.6 8.5 58
85 13 15 38.4 11.8 57
91 19 28 39.1 17.1 56
計 187 224 37.1 9.7

ウ
ェ
ル
ド
郡

11 25 48 34.6 4.1 59
17 46 17 38.5 9.8 58
24 9 22 33.1 3.4 59
27 29 36 37.2 9.4 60
47 32 32 37.7 18.3 58
53 11 27 16.8 10.8 58
56 11 35 32.2 15.5 58
60 23 38 33.5 6.8 58
70 13 12 41.3 4.0 60
83 14 25 36.6 17.1 59
86 15 33 38.3 4.0 56
90 31 26 29.2 5.8 60
計 259 351 35.0 9.2

出典：Clopper 1916: 22, Tableを加工。



童の比率を年齢グループ別にみると、７歳以下

（635人）は85.5％（543人）、８－15歳（2,736人）

は87.2％（2,387人）、16歳以上（203人）は84.7％

（172人）であった。この欠席児童の比率を環境別

にみると、契約労働者児童は97.1％、農場主児童

は86.8％であり、８－15歳のグループだけをみる

と契約労働者児童は97.1％、農場主児童は77.8％

であった。しかし、この「欠席」日の実数を細か

くみると、契約労働者児童は平均授業日数58.7日

のうち32.4日（８－15歳の児童だけをみれば33.0

日）を欠席しているが、農場主児童の場合は平均

授業日数57.0日のうち13.4日（８－15歳の児童だ

けでは14.2日）を欠席しているだけという状況で

あった。欠席の理由は、契約労働者児童の場合

は98.5％が甜菜栽培、農場主児童の場合はそれは

79.2％であった（Brown 1925: 120-125）。

３．４．３　 サイクス著『第二の鋤入れ除草』（1935

年）

　1935年５月、ホープ・ウィリアムズ・サイクス

による小説『第二の鋤入れ除草』（Sykes 1935）が

出版された。サイクスは1901年にカンザス州に

生まれ、十代のときにコロラド州に移住、農業

カレッジで勉強し、フォートコリンズの近くの小

学校で教師となる。その近くにはヴォルガドイツ

人の、アメリカ人によって「ジャングル」と呼ば

れた居住地があり、彼女はそこで甜菜栽培の厳

しい労働を直に目にし、そして、学校に行けな

い児童と接触することになる。1925年に結婚し、

ヴォルガドイツ人に取材しながら７年間をかけて

物語の完成に従事した。小説のタイトルにある

Second Hoeingはすでに紹介した甜菜栽培の一作

業、そしてその主人公は甜菜栽培に従事するハン

ナ・シュライスミラー。フォートコリンズのヴォ

ルガドイツ人の子供で、12人の兄弟姉妹の４女で

ある。４歳で家族が働いている甜菜畑の端で弟と

妹の面倒をみ、６歳からは甜菜を間引く両親の背

後で屈み込んで働き、いまや16歳になる。家族は

契約労働者から農場の賃借者になっている。この

を欠席していたことになる。彼らも翌春にはさら

に多くの時間を欠席することになる。

　モーガン郡第３学区にある第九学校では調査児

童22人のうち20人は甜菜労働者であり、最初の３

か月の授業58日のうちの彼らの平均欠席数は、他

の生徒が2.7日であるのに39.2日であった。平均の

１日出席者数をみると、最初の１か月（調査児童

数は10人）は5.6人、２か月目（５人）は2.2人、

３か月目（23人）は16.4人であった。

　学校は事態を少しでも改善しようと、甜菜労働

者に特別の教室を用意したり、あるいは甜菜栽培

の現場に近い建物を用意したり、午後に子供たち

を仕事に行かせるために朝早くに授業を開始させ

たりする試みが行われたが、それらはせいぜい一

時的な措置にすぎず、根本的な解決にはならな

かった。

　1924年の調査　1924年の全国児童労働委員会

による調査ではローガン、モーガン、ウェルドの

３郡について家族調査と学校調査が行われた。家

族調査では16歳以下の1,081人の児童（全農場労

働者の49％、10歳以下は10％）が対象とされたが、

学校調査では34の学校（農村部18、町村部７、都

市部９）の児童3,574人が対象とされ、彼らの授

業開始後60日（12週間）の通学状況が報告されて

いる。それによると、親が契約労働者家族である

児童は1,652人、農場主（所有者・賃借者）の児

童は1,922人、児童の人種的内訳は分からないが、

ロシアドイツ人は全農場所有者44人のうちの32

人、全農場賃借者119人のうちの88人を占め、全

契約労働者についてみれば総数271人のうちロシ

アドイツ人は145人、他にメキシコ人が52人、ス

ペイン系アメリカ人が57人であり、児童のなかに

はロシアドイツ人の農場で働くスペイン系アメリ

カ人・メキシコ人がかなりいたということが推測

される。

　この通学調査によると、対象児童の13.2％（472

人）は少しでも「欠席のない」児童であり、

86.8％（3,102人）が何らかの理由で少しでも「欠

席のある」児童（「欠席児童」）である。欠席児

― 66 ―



アメリカ合衆国に移住したヴォルガドイツ人－コロラド州サウスプラット川流域の甜菜栽培－

立法的保護は1890年代から始まっており、1907年

にはネブラスカ州で、とくに甜菜栽培を含む産業

で働く16歳以下の子供について、１日８時間の労

働あるいは週48時間の労働という制度が決められ

た。この処置には全国児童労働委員会の努力があ

り、またオマハとリンカーンにおける「婦人クラ

ブ」（Women’s Clubs）の働きかけがあった。全

国児童労働委員会の1915年の調査結果を受けて、

コロラド州は14歳以下の子供が甜菜畑で働くこと

を制限しようという法案を作成したが、成果を挙

げることができなかった。第１次世界大戦中は逆

に、戦時の食料生産を押し上げる努力から、ほと

んどの州は児童労働法を緩和し、学校による「穀

物休暇」を認めようとした。その後1931年に州に

よっては、授業時間外の児童の農業労働の年齢と

労働時間を制限する特別の法律がつくられたが、

それはネブラスカ、カリフォルニア、ペンシル

ヴァニア、ウィスコンシン、オハイオだけであっ

た。大恐慌の時期、移民労働者に支払われる賃金

は未だに非常に低く、家族全員が生活のために働

かざるを得なかった。1938年の合衆国の公正労働

基準法（FLSA）の下でさえ、当初は農業におけ

る児童労働はその規定の対象外であったのであ

る。コロラド州の甜菜栽培児童の主体はますます

ヴォルガドイツ人の子供からスペイン系アメリカ

人・メキシコ人の子供に移行していたが、児童労

働問題の解決は第２次世界大戦後に持ち越される

ことになる。ただし同時期には、コロラド州の甜

菜糖産業自体も衰退の道に入っていくのである。

４．  おわりに──アメリカ社会における
ロシアドイツ人

　1870年代にロシア化や土地不足などから黒海沿

岸地方やヴォルガ地方から合衆国に移住したドイ

ツ人移民は、結局は、そのかなりの人たちがロシ

アのステップと同じような風景のグレートプレー

ンズの、ネブラスカ、カンザス、サウスダコタ、

ノースダコタ、コロラドなどの諸州に定住し、小

作品はフィクションではあるが、ヴォルガドイツ

人家族の労働と生活（衣食住、冠婚葬祭なども）

を、そして長時間農場で働く児童の姿を現実を踏

まえて生き生きと描いており、それまでは知られ

ることの少なかった諸事情が詳しく紹介された。

批評家からは透徹した「すぐれた人間ドラマ」と

して熱烈に賞賛された。全国児童労働委員会など

のような改革者たちは児童労働を非難するために

本書を利用した。婦人運動家の大統領夫人エレ

ノア・ルーズヴェルトは小説に衝撃を受けたと著

者に手紙を書いた。しかしながら他方、ヴォルガ

ドイツ人からは厳しい感情的反感を買うことにな

る。小説のなかでは、夜明けから日暮れまで子供

を農場で働かせて学校に行かせず、頑強に反抗す

る子供を馬の鞭で叩くという専横的な父親、盗み

を働く子供たち、などが登場している。ヴォルガ

ドイツ人は不正直で不潔だという印象も与え、彼

らの多くは怒った。しかしながら、本書は、クロ

バーダンツが指摘するように、勤勉なヴォルガド

イツ人の苛酷な生活を正直に、しかも同情的に

とりあげており、そして、農場における児童の苛

酷な労働に公の注意を向けさせたのであり、そ

の点では大きな歴史的意義を持つものであった

（Kloberdanz 1982）。

３．４．４　状況の改善に向けて

　甜菜栽培児童を規定の授業課程に導くことはな

かなか難しかった。長い欠席による授業の遅れは

さらにやる気を失くさせ、希望が見られなかっ

た。児童を学校に行かせるような制度をつくるこ

とが必要とされ、州は、少なくとも14歳になるま

では通学させるよう求めた。州、郡、学区は学校

教育に高い費用を支払っていたのにその見返りが

ないと主張した。両親は学校教育にあまりに無関

心であり、家長にとってはドイツ語による宗教的

な教理問答以外の教育は必要でなく、子供たちは

20歳を超えるまではなによりも家族の経済的資産

であると考えられた。

　合衆国の商業的農業における児童労働に対する

― 67 ―



麦や甜菜などを栽培して生活していった。しか

し、その生活は、差別的な環境もあり、なかなか

容易ではなかった。本論で検討したコロラド州の

甜菜栽培にみるように、彼らは家族全員で、子供

の学校教育などは犠牲にし、さまざまな嫌がらせ

を受けながらも、自分たちの言語や文化を維持

し、少しでも社会的地位を高めようと勤勉に働い

た。その結果、1930年代ころになると、彼らの経

営も自立し始めるようになる。そして、第２世

代、第３世代にもなると、次第に英語を学び始

め、学校にも通うようになり、農業以外の職業に

就く者も現われてくる。彼ら若者たちはアメリカ

の世界で生きていかなければならず、市民権申請

への動きも顕著に増加していく。第二次世界大戦

では、ロシアドイツ人も日系移民と同じように隔

離され、若者の多くは、合衆国の軍隊に入隊し

た。こうしたアメリカ化は、戦後にはますます進

み、ドイツ語を知らない世代が増え続けた。そう

したなか、それまでは自分たちの由来について多

くを語らなかった彼らの姿勢に変化が生じ、自分

たちの歴史に改めて関心をもつべきだいう意識が

生まれた。こうして、1968年には全国的な「アメ

リカロシアドイツ人歴史協会」（本部リンカーン）

が生まれ、1971年には「ロシアドイツ人遺産協会」

（ノースダコタ州ビスマルク）が、1978年にはそ

の研究施設がノースダコタ大学につくられ、さら

にポートランドのコンコルディア大学には「ヴォ

ルガドイツ人研究センター」が創設されている。

それらは、定期的に大会や研究会などを催し、合

衆国におけるロシアドイツ人の歴史研究と家族の

ルーツ調査など、さまざまな活動を続けている。
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