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I 序論: 先行研究と本論文の課題 

 

 

 

I.1 問題提起 

 

 

はたして、国民国家の在り方が変化している時代において「ルーツ」は移動者の行為を

いつまで、またどのくらい規定していくのだろうか．IOM（International Organization for 

Migration、以下、国際移住機関）が発刊したレポート のデータによれば、2010年現在、

世界人口の３％を超える２億１千４百万の人びとが自分の生まれた国から離れ生活して

おり、その人口の数は、グローバリゼーションのながれが加速化され始めた 1965 年と比

べ３倍に達している． 

Castles and Miller(2003)が指摘しているように人の移動それ自体は、人類の歴史の一

部分ともいえる現象であったが、国民国家の境界を越えるいわゆる国際移動は、戦後、そ

して 1980 年代の半ばから急激に増え始めた現象であり、グローバルな変化を語る上で重

要な要素として位置づけられるようになった．ここで、移動する人びとが重要な変数とし

て扱われるようになったことは、人びとの移動そのものが孤立した（isolated）現象では

なく、送出国と受入国との間を経済的・社会的・文化的につなぐ連続的属性をもつ現象で

あったことを意味している．なかでも、国民国家の統合を図る受入国にとって、移動して

きた人びとのもつ考え方や生き方は、そう簡単には理解できないものとして長い間研究さ

れてきた． 

その代表的な研究の例を主要な受入国、とりわけ、アメリカにおけるエスニシティ研究

をみると、そこには、「本来」もっているエスニック感性から離れ、ホスト社会の文化様

式に適応（acculturation）し同化（assimilation）していくながれに関する初期のエス

ニシティ研究（Park, 1914; Gordon, 1964; Alba and Nee, 1997）、アメリカの経済構造

が変化した 1970 年代から本格的に登場したエスニック・グループとしての自覚やエスニ

ック文化への愛着をもちつづける人びとに関する研究（Glazer and Moynihan 1970; Gans 

1979; Waters 1990）など一見相反するながれが同時に存在している． 

ここで重要なことは、国民国家システムが登場し人びとが「○○人」というカテゴリで

自らを認識する歴史が 18世紀から 19世紀にかけてはじまった短いものであるにもかかわ
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らず、「受入国への編入」と「エスニックなるものへのこだわり」というテーマに取り組

んだ研究の多くが移動する前にもっていたと考えられる意識と移動後に変わる／変わら

ない意識との関係に関心をもっている点である．そして、ここで「本来」もっていたと想

定される意識の大部分が Anderson(1983)のいう「想像の共同体」に過ぎない国民国家の

境界、つまり、「○○国」という一定の領域への所属を基にした意識と分かち難くつなが

っていることは注目に値する． 

ところが、「○○人」というカテゴリが「○○人」という境界を制度化した国籍システ

ムに大きく依存していることを考えると、同じく国民国家システムをもっている受入国で

あっても、その間にみられる「出生主義」「血統主義」「混合主義」のような国籍付与シス

テムの違いは、移動者のもつ「ルーツ」への意識と「○○人」としての認識とを分離／結

合させる重要な役割を果たしていることがわかる．たとえば、「出生主義」の国籍付与シ

ステムをもっているアメリカの場合、移動者の次の世代は法的には「国民」として包摂さ

れており、その世代のもつエスニック・アイデンティティは、法的・制度的レベルのもの

というより、意識レベルのものとして論じることができる．また、アメリカのような移民

国家においては、しばしば人種問題が「ルーツ」に関する議論と絡み合っており、「ルー

ツ」という要素自体のもつ影響力について論じることがなかなか難しい． 

一方、日本の場合、「血統主義」の国籍付与システムをもち、大沼（1986）や小熊（1995）

などによって分析されている「単一民族神話」が支配的であった点において、移動者とそ

の後の世代にとっての「ルーツ」とは、単に意識的レベルのものであるだけでなく、法的・

制度的レベルにおける「○○人」という認識と密接にかかわり続けている．この意味で、

受入国での生き方をも方向づける重要な変数として考えられる． 

なかでも、戦前から日本に渡り日本での居住歴史が５世代に至る在日韓国・朝鮮人1は、

以上のような移動者のもつ「ルーツ」への意識問題を考える上で重要なヒントを与えるエ

                                                   
1  本論文において在日韓国・朝鮮人という呼称を選んでいる理由は、自分の「ルーツ」についてそれぞ

れ異なる意識をもっている調査対象者たちに調査の協力を得るためである．本論文で取り上げている

在日韓国・朝鮮人に関する集団呼称は、「祖国」の分断やイデオロギー的対立の長期化に影響され、

ひとつにまとまることなく、論争を重ねながら多様な形で使われてきた．その多様な意識をもった在

日韓国・朝鮮人をどこのグループに偏ることなく調査していくために、筆者は在日韓国・朝鮮人自ら

主張され、ある方向性をもっている呼称――たとえば、歴史的観点が強く反映されている在日朝鮮人、

日本社会に根ざしていく立場を明確にした「在日」、民族間の一体感や連帯感が感じられる在日同胞、

物理的・理念的分断の現実を乗り越えていこうとする在日コリアンなど――を避け、1990 年代まで

在日韓国・朝鮮人論において多く使われてきた在日韓国・朝鮮人という呼称を用いながら調査をおこ

なってきた．在日韓国・朝鮮人という呼称を使うことで、筆者が選んだ呼称に関する批判を受けなが

らも、それぞれの呼称を用いながら自分の「ルーツ」を認識している人びとを幅広く調査していくこ

とができた．なお、朝鮮半島が分断される前の時期については「在日朝鮮人」、そして、1970年代か

ら 1980 年代に現れた日本社会への積極的なコミットメントの様子を表すときには「在日」という呼

称を用いた． 
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スニック・グループである．ここでいう在日韓国・朝鮮人とは、日本でオールドカマーと

して位置づけられているグループとして、植民地史のなかで形成され、戦後、祖国に帰れ

なかった／帰ってからまた戻ってきた者を含めた約 70万人2からなるグループである（姜

1996; 尹 2001）． 

戦後、冷戦期という時代の大きなながれの下で祖国の分断を経験し、分断体制が長期化

していくなかで「仮住まい」地のはずであった日本が「定住」の地になってしまった在日

韓国・朝鮮人にとって日本居住の長期化とは、「ルーツ」を意識しながら生きるとはどう

いうことなのか、また世代を経ても「日本人ではない」状態で生きることはどういう意味

なのか、という問題に十分備えることができないままに時代がながれ世代が交代していく

経験であった（金 1988; 金 1989）．そのために、自分の「ルーツ」にどのように向き合

うのかという問題は、ホスト社会においてどのように生きていくのかという切実な課題と

つねに裏腹の関係をもちながら、持続してきたと考えられる． 

特に、1980 年代から 2010 年までの約 30 年間は、1970 年代からはじまった権利擁護運

動の成果が 1980 年代に「可視化」されていったと同時に、日本社会が「国際化」の時代

を迎えることで日本社会における在日韓国・朝鮮人の占める位置が大きく変わった時代で

あった．その上、2000 年以降に日本社会のメディア環境のなかで浴びた前例のない「韓

流ブーム」を通して、在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」である大韓民国（以下、韓国）のイ

メージが向上していく．また、同時に、「韓流ブーム」とほぼ同じ時期に報道されはじめ

た朝鮮民主主義人民共和国（以下、北朝鮮）の「拉致問題」が日本社会内で重要なイシュ

ーとして取り上げられることで日本社会のメディアにおける「祖国」イメージが大きく分

岐し、それが 10 年ほど続きながら「イメージ分岐の日常化」が進められてきている．そ

して、ホスト社会のメディアに表象される、相反した「祖国」イメージを日常的に浴びて

いる在日韓国・朝鮮人が自分の「ルーツ」を以前とは異なる文脈で捉え、その「ルーツ」

への意識もが構築／再構築されていったことはいうまでもない． 

本論文は、以上で述べた、在日韓国・朝鮮人を取り巻く約 30 年間の変化に着目し、こ

の期間の間に在日韓国・朝鮮人が経験したホスト社会の変化、とりわけ、メディア環境の

変化が彼／彼女らのエスニシティ構築／再構築に及ぼした影響を重点的に分析していく

ことを目標としている． 

そのために、本論文では、環境の変化に遭遇（encounter）した行為主体がその変化を

解釈（interpretation）し、多様な形で応答（response）していきながらエスニック・ア

                                                   
2 ここで示している在日韓国・朝鮮人の数は、統計上の実数を意味するのではなく、日本社会内で新し

く存在することになった、出発点としての「エスニック」グループの規模を表している． 
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イ デ ン テ ィ テ ィ が 変 化 し て い く と み て い た Stephen Cornell ＆  Douglas 

Hartmann([1998]2007)の構築主義的観点3（A Constructionist Approach）に立ち、この

問題を探っていく．また、在日韓国・朝鮮人が「韓流ブーム」というメディア環境の変化

を経験したことにとどまらず、その変化が連鎖的仕掛けをともないながら「日常化」され

ていった点に注目し、こうした「日常化」がそれぞれの在日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」

意識を方向づけていったことを量的データと質的データから分析する． 

本論文では、変化された環境が作り出した応答のパターン、とりわけ、「ルーツ」への

意識にみられるパターンを分析していく上で「コミットメント」という概念を新しく導入

し、この概念を通して 2000 年以降の変化をそれぞれの在日韓国・朝鮮人がどのように解

釈して応答していたのかという問題を明らかにしていく． 

 

 

I.2 理論的背景 

 

 

前節でも述べたように、本論文では、日本社会における 1980年代から 2010年までの変

化に注目し、行為主体がどのように変化を解釈し、また応答してきたのかを論じた構築主

義的観点に依拠して議論を立てていきたい．本節では、まず、アメリカのエスニック研究

において構築主義的観点が登場するまでの理論のながれを紹介し、その次に、構築主義的

観点が以前のエスニシティ研究に比べどういった点が異なっていたのかを論じる．そして、

最後に、本論文の研究対象である在日韓国・朝鮮人が日本の文脈においてどのように論じ

られてきたのかを考察しながら、ここ 30 年の変化を分析していくための理論枠を定めて

いきたい．また、在日韓国・朝鮮人のケースを論じる上で明らかになった構築主義的観点

のもつ限界を指摘し、そこからさらに一歩踏み出した新しい概念「コミットメント」を取

り上げながら議論を進めていく． 

 

 

 

                                                   
3 本論文が理論的土台として取り上げている構築主義的観点（A Constructionist Approach）は、Cornell 

& Hartmann（[1998］2007]）がエスニシティ研究のながれのなかで環境主義者たち（Circumstantialists）

が主張した内容の限界を越えていくため新たに提案したものを示す．本論文では、そのアプローチの

和訳として「構築主義的観点」という言葉を以下で用いていく．その内容は、社会学理論一般におけ

る「構築主義」（Constructivism）とはねらいを異にするものであることに注意されたい． 
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I.2.1  構築主義的観点が登場するまで 

 

I.2.1.1  ホスト社会が描いた移動者の「望ましい」未来：同化論、象徴的エスニシティ論 

社会学的概念として同化が定義づけられた最初期の試みのひとつは、Robert E. Park & 

Ernest W. Burgess によって 1921 年に発刊された『Introduction to the Science of 

Sociology』がある．Parkと Burgessに代表される初期のシカゴ学派がアメリカへ移動し

てくる多様なエスニック・グループに対して疑問に思っていたのは、移動してくる人びと

にとって根本的（fundamental）でかつ繰り返し現れる（recurring）特徴はなにかという

問題であった（Kivisto and Faist 2010: 89）． 

『Introduction to the Science of Sociology』に設けられている同化についての章

（Chapter XI Assimilation）において定義づけられている同化概念を挙げてみると、「人

びととグループが他人や他グループのもった記憶・感情・態度を獲得し、彼らの経験や歴

史を共有することによって共通の文化的生活に統合されていく相互浸透的

（interpenetration）、融合的（fusion）過程」（Park & Burgess 1921: 735）という定義

がなされている．こうした同化概念において強調されていることは、他人や他グループの

もったものの獲得（acquire）や共有（sharing）を通した共通の文化的生活への統合

（incorporated with them in  a common cultural life）であり、その過程は、相互浸

透や融合の過程でありながらも共通の文化的生活という明確な「到達点」が存在している

方向性をもった変化であることがわかる．同化概念に含まれている変化という思想に着目

した Stephen Cornell ＆ Douglas Hartmann は、同化論の特徴が移動者のもっていた移動

前のエスニックな特徴が停止（stasis）されていることではなく、社会・文化的にダイナ

ミックなもの、つまり、変化可能なものであると把握していたところにあり、その変化と

は、ホスト社会への編入という方向をもっていたものであったと述べた（Cornell & 

Hartmann [1998]2007: 44）． 

以上のように、初期の同化論は、変化に注目しその変化が長い時間をかけて起こる無意

識的過程である点を指摘しているものの変化していく対象、すなわち、エスニックな自己

についてはあまり言及していない限界をもっていた．こうした Park & Burgess の同化概

念をエスニックな存在の観点から取り直していたのが Milton M. Gordon（1964）である． 

 エスニックな自己が多様であることを前提とし、多様な存在同士の出会いが生み出す現

象に注目した Gordon は、これまで出会いの過程や結果を説明するために社会学者と人類
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学者が用いていた同化（Assimilation）と文化適応4（Acculturation）という概念が、社

会関係の形成による片方ないし両方の変化を論じながらも「構造的」混合（“structural”

intermingling）の度合いや本質（nature）については、言及してこなかったことを明ら

かにした（Gordon 1964: 62）．その上で Gordonは、さらに同化概念を文化的同化（cultural 

assimilation）と構造的同化（structural assimilation）に分け、文化的同化を文化適

応と同じレベルの現象として位置づけながら変化のなかみを見極めていく．ここで Gordon

が述べた変化のなかみを詳しくみてみよう． 

第一に、文化的同化と文化適応の一般的特徴について Gordon は、それが移動／移住し

たばかりの人びとにみられる変化であることを明らかにした．ここで重要な点は、文化的

同化や文化適応が初期にみられる必然的変化であるにもかかわらず、必ずしも構造的同化

をともなわない点や時間が過ぎても文化的同化だけがみられることが可能である点であ

る．これは、文化的同化と構造的同化とが次元の違う現象であることを示し、同化の在り

方が一枚岩ではないことを意味している（Gordon 1964: 27）． 

第二に、Gordon は、文化的同化を論じる上でも文化を内在的／本質的（intrinsic）な

文化と外在的／非本質的（extrinsic）文化に分け、変化しやすい部分とそうではない部

分を区分した．Gordon が挙げた内在的／本質的文化としては宗教的信念や実践・倫理的

価値観、民俗音楽や娯楽、文学、歴史的言語、過去に対する記憶など集団の文化遺産に関

わる部分が含まれる．一方、外在的／非本質的文化には、衣服、マナー、感情表現、言葉

の発音やイントネーションなどが挙げられている．Gordon は、変化を論じる上でどうい

う文化が同化されやすいのか、どういう特徴をもった文化が維持されるのかという点に着

目することにより初期のシカゴ学派によって論じられていた同化論をより緻密化してい

た（Gordon 1964: 79）． 

 そして、最後に、Gordonは、一度構造的同化が現れると文化適応と同時に、あるいは、

後に続く形でそれ以外の同化が自然に実現されるという見方を示した．構造的同化が必ず

文化適応を起こすという主張は、文化適応が必ずしも構造的同化を伴わないという一番目

の主張と裏表関係にあると考えられる．Gordon は、構造的同化が進行していくことによ

ってエスニック・グループが次第になくなり、そのグループのもった独自的価値観もがな

くなっていくと予測した（Gordon 1964: 81）． 

 Gordon が論じた同化論は、Park & Burgess に代表される初期の同化論に比べ、同化が

                                                   
4 Gordonは、Robert Redfield、Ralph Linton, Melville J. Herskovits が定義を引用している．そ

こにおいて文化適応は、他の文化をもった個人で構成されたグループが持続的(continuous)・直接的

（first-hand）関係を保った結果、片方の集団、あるいは、両集団が本来もっていた文化パターンに

変化が起こる現象として定義づけられている（Gordon 1964: 61）. 
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前提としている変化の内容を具体的に論じ、同化の過程(process)と結果（outcome）に関

する概念を練り上げていたことにその貢献をみることができる（Alba & Nee 1997: 831）. 

また、同化概念の分節化の中心には、文化的側面と構造的側面との区分が存在していた． 

ところが、Gordon の議論のなかには、まだいくつかの問題点が残っている．そのなか

のひとつは、構造的同化が起これば既存のエスニック・グループがもっていた独自的価値

観がなくなるといった主張からもうかがえる、中心社会と中心文化（core society and 

core culture）（Gordon 1964: 72）の存在に対する信念である5．同化を中心文化に向

かう一直線上の変化として捉えた Gordon の理論は、変化のなかみを見極めていたにもか

かわらず、構造的同化が生み出す変化の目標や結果については既存の同化論の立場を堅持

していたといえる． 

文化適応や同化の過程を通してエスニックな自己が中心文化へ統合吸収（absorption）

されていくとみていた Gordon の同化論は、その後、Neil Sandberg が名づけた直線理論

（straight-line theory）(Sandberg 1974: 67)を支える議論として論じられる（Gans 

1979: 2）．直線理論は、エスニックな行動や意識が世代を経ながら次第に弱まり（decline）

エスニック・グループがアメリカ社会内で消えてゆく（disappear）と想定していたが、

ここで注意深くみておきたい箇所は、「世代を経ながら」という部分である．それまで同

化概念に含まれている変化の側面と変化主体の多様性、変化のなかみについては議論され

てきたものの、変化が起こり「完成」されるまでの時間幅についてはあまり議論されるこ

とがなかった．「世代を経る」ことへの関心とは、同化の時間性という新しい観点への着

目であったともいえる．ここでは、同化の問題を世代交代との関係から論じた試みとして

Herbert J. Gansの象徴的エスニシティ（symbolic ethnicity）（Gans 1979: 9）という

概念を取り上げよう． 

Gans は、直線理論の有効性を認めながらも、エスニックな文化や組織が依然として存

在しているなどの研究事例から、文化適応や同化を過大に評価するという限界を指摘した．

Gans が同化の時間性に注目するようになったのは、当時、アメリカにおいてエスニック

な特性が弱まっていくと想定されていたエスニック・グループが権利獲得運動を通して社

                                                   
5 本項では、Gordon の同化論のなかにある変化概念の焦点を合わせているが、この論点以外に挙げられ

る Gordon理論の限界としては、次の３点が指摘できる. 第一に、同化の対象が個人なのかグループな

のかが曖昧である点である. これまで同化は、個人レベルで起こる現象として測定されてきたが、

Gordonの同化論は、グループの水準で解釈されており、同化の次元を解釈する上で混乱がみられた. 第

二に、アメリカ社会に存在するマルチ・グループについて十分説明していない点である. Gordonの同

化論ではマジョリティ・グループとマイノリティ・グループとの関係については言及しているが、複

数のエスニック・マイノリティ・グループ間の関係については説明がされてない．そして、第三に、

Gordonの同化論は、文化と社会関係を核とする社会構造には目を向けている反面、経済的同化など社

会経済的な側面が考慮されていない点が挙げられる（Alba & Nee 1997: 830-5）. 
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会のなかで可視化していった経緯が存在している．Gans は、いわゆるエスニック・リバ

イバル現象の対象として論じられているのがエスニック・グループの３世や４世であるこ

とに着目し、世代とエスニシティとの関係を同化の側面から論じていった． 

Gans は、３世や４世が自らのエスニックな特性を自覚していく／みつけていく新しい

方式を象徴的エスニシティと名づけ、３世や４世がエスニックな文化や組織への関心は減

っていく一方、自分のエスニシティに関する感覚や表現方式のようなエスニック・アイデ

ンティティは維持されていくという仮説を立てた．ここで Gans は、アイデンティティを

役割行動（role behavior）がともなう社会心理的要素としてみなした上で、エスニック・

アイデンティティとは行為（action）や感情(feeling)のどちらか、あるいは、両方が混

じりあった形で現れるものとして捉えている．特に、３世のもつエスニック・アイデンテ

ィティの在り方について関心をもっていた Gans は、１世や２世にとってエスニック・ア

イデンティティが当たり前のものとして捉えられ、選択の問題として議論されたことがほ

とんどなかった点を挙げながら、３世にとってエスニック・アイデンティティは自明なも

のではなく、放棄する（give up）こともできると主張した（Gans 1979: 7-8）．  

３世のエスニック・アイデンティティに関するこうした観点は、３世がホスト社会に文

化適応され同化されてきた人びととして他の生活様式との葛藤を起こすようなやり方で

アイデンティティを表出しないと記述したところからもみることができる．これは、Park 

& Burgess や Gordon が同化論を論じたときに前提としていた変化の出発点、すなわち、

共通の生活様式が身に付いてない段階が３世には当てはまらないことを示し、その意味に

おいて同化による変化も３世にはすでにある程度「完成」されたものとされている．こう

した世代ごとに異なる同化の出発点について Alba & Nee は、世代ごとに新たな適応

（adjustment）の段階が表れると述べ、それを完全なる同化に近いものとみなした（Alba 

& Nee 2003: 27）． 

 以上、初期の同化論がどのように展開されてきたのかについて、変化というキーワード

から捉えてきた．移動者の本来もっていた／もっていると想定されるエスニックな感性や

態度を無意識的に時間とともに変化していくものとしてみなした同化論は、変化しにくい

ものや比較的に変化されやすいものなど、変化の速度の差は、認識していたものの、ホス

ト社会という中心社会への統合という「到着点」に関しては揺るぎのない思想をもってい

た．同化論で堅持されていた変化の方向性は、その後どのような転機を迎えるようになっ

たのか．引き続き、構築主義的観点の登場に欠かせない、道具主義論（Instrumentalism）

と状況主義（Circumstantialism）をみていこう．  
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I.2.1.2  道具としてのエスニシティ：道具主義、状況主義 

 同化論が発展していくなかで主要なポイントとなったのは、同化論が前提としていたエ

スニシティに対する見方であった．Cornell & Hartmann の解釈によれば、同化論はエス

ニシティを根本的文化現象として捉えた上で、エスニックな特徴が停止されているとみて

いた従来の生物学的概念に反し、社会的／文化的に根を下ろしているエスニック・ダイナ

ミックスを想定した．これは、エスニックな要素が変化可能なものであることを強調した

見方として考えられる．また、同化の一般的過程をマイノリティーのアイデンティティが

究極的になくなっていく過程として描いていたことにその特徴があった（Cornell & 

Hartmann ［1998］2007: 46）． 

それでは、こうした同化論の立場が揺るぎ始めたのはいつ頃だったのか．その揺らぎの

内容とはどういうものであったのか．本節では、道具主義論（Instrumentalism）と状況

主義（Circumstantialism）の中間の立場をとっていた Nathan Glazer & Daniel P. Moynihan

の議論を土台にしながら同化論に対して展開されていた議論の内容をまとめながら同化

論の核をなしていた変化という思想がどのように修正されていたのかについてまとめて

いこう． 

 同化論に内在しているホスト社会への統合に関する信念が揺らぎ始めたことは、大きく

２つの時期に分けて説明することができる．Cornell & Hartmann は、その時期を第二次

世界大戦以降の新生独立国家の誕生期6と 1970 年代のエスニック・アイデンティティの再

分化（refragmenting）と再部族化（retribalizing）が現れた時期に区分して新しい見方

が登場した背景を述べていた（Cornell & Hartmann ［1998］2007: 47）．この２つの出

来事のなかでも後者に述べられていた 1970 年代におけるいわゆるエスニック・リバイバ

ル現象は、Gans（1979）のように新たな同化の段階であると論じられることもあったが、

社会運動の形で大きな盛り上がりを見せていたそれぞれのエスニック・グループにおける

動きは、白人のエスニック・グループを対象にして議論を進めていた Gans の分析だけで

は十分説明しきれない現象であった． 

 エスニック・グループの可視化を目にしながらエスニシティ研究はエスニシティという

概念そのものが何を意味するのかについて問い直すところから研究を進めていき、エスニ

ック性を明らかにしながら生きることの意味についても目を向けるようになった．そして、

その代表的な研究として Glazer & Moynihan（1963＝1986）(1975＝1984）の研究を挙げ

                                                   
6 Cornell & Hartmann は、Basil Davidson(1992)の議論を引用しながら、ヨーロッパの植民地であった

アジアおよびアフリカにおいて建てられた新生独立国家が植民地時代下の統制から離れ、自らの歴

史・文化・言語を基にしていたと述べた．そして、このような過程こそが同化論の前提を揺らがす現

象であると指摘している（Cornell & Hartmann [1998］2007: 46-7）． 
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ることができる． 

 アメリカのニューヨークをフィールドに行われた調査データに基づいている Glazer & 

Moynihan の研究は、1960 年代に現れ始めたそれぞれのエスニック・グループの特異性と

アイデンティティの主張および権利主張について何か新しい事柄が生まれてきていると

解釈し、その事柄を学問的に理解していくことを目指していた．Glazer & Moynihan は、

それまでアメリカのエスニック集団に関する研究においてその集団が何らかの意味で単

なる名残ではなく、アメリカの生活過程に支えられ形作られたひとつの形式であるという

可能性を示唆するものがなかったと述べた上、エスニック・グループの可視性という現象

を分析していくことの必要性を明らかにした（Glazer & Moynihan 1963＝1986: 12）． 

この新しい事柄を分析していくために Glazer & Moynihan は、エスニシティという言葉

が新しい現実を反映しており、エスニシティという言葉の使い方が現実のひとつの変化を

反映していると述べる．その上で、エスニック・グループという用語が社会の周縁にある

少数集団と周辺的な下位集団――同化するか消滅するか、外来ないし厄介な生き残りとし

て持続するものと期待される集団――から、社会の主要な構成要素へと着実に拡大してい

る状況である認識を明らかにした（Glazer & Moynihan 1975＝1984: 9）． 

こうした Glazer & Moynihan の認識は、確かに Gordon が概念化していた「リベラルな

期待7」(liberal expectancy)（Gordon 1975＝1984: 119）がその通り成し遂げられない

とみなすなど同化論の前提を疑うものであった．ところが、ここで重要なのは、Glazer & 

Moynihanがリベラル的な期待が裏切られるところばかりに関心を向けていたのではなく、

国籍上のアメリカ人がますます「アメリカ的」になっていく途上でまた同時にますます「種

族的」にもなっていくことを解明しようとした点である（Glazer & Moynihan 1975＝1984: 

23）．一見相反しているようにみえる両方のベクトルを説明していくために Glazer & 

Moynihan が 取っ て いた 立 場 は 、 原初 主 義論 （ Primordialism ）や 状 況 主 義 8

                                                   
7 「リベラルな期待」は、以下のような５つの内容を含んでいる．第一に、集団を区分する種類の特徴

は、近代的なそして近代化途上の社会では必然的にその重みと明確さを失うはずである．第二に、所

属本位ではなく職業本位に対する強調が増大するようになるはずである．第三に、共通した教育なら

びにコミュニケーションのシステムがさまざまな違いを平準化するはずである．第四に、国家全体に

渡って斉一的な経済・政治システムが同一の効果をもつはずである（Glazer & Moynihan 1975＝1984： 

11）． 
8 Glazer & Moynihan が考えていた原初論者と状況論者の立場は以下の通りである．まず、原初論者につ

いては、“人間は本来分裂しているのであって、その分裂の理由は歴史と経験に深く根ざしており、社

会をおさめている人たちによって、人間は何らかの形で考慮されるにちがいない”という考え方をも

つ人びととして位置づける．また、状況論者については、“この種の基本的な分裂に疑問を抱いており、

集団はなぜそのアイデンティティを維持しているのか、なぜエスニシティは動員の基礎になるのか、

平穏な状況もあれば対立で充満している状況もあるのはなぜかということを説明するのに個別的で当

然の環境を問題とする”立場の人びととして説明している（Glazer & Moynihan 1975＝1984： 28-9）． 
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（Circumstantialism）の中間を取りながらエスニシティを道具としてみることであった． 

Glazer & Moynihan は、エスニック・グループが特定の職業上の集中――これは各集団

の到着時期および到着時の教育・所持金・経験などの資質の種類が異なることから生じた

各集団の特徴を示す――が各集団を定義づけるのに役立つと述べ、職業上の集中が同胞意

識を支え、その集団を経済的な意味での利益集団、政治要求に動きやすい集団にしていく

と分析している（Glazer & Moynihan 1963=1986: 12）．  

ホスト社会へ次第に同化し「不可視的存在」にされていくと想定されていたエスニッ

ク・グループが 1970 年代を起点に可視的存在になるにつれ、その現象を分析しようとす

る動きは、同化の新しい形態として、あるいは、ホスト社会におけるエスニック・グルー

プの地位向上に役に立つ限り現れるものとして分析されるなど、その方向性が分岐し始め

た．Cornell & Hartmann(［1998］2007)が指摘したように、エスニシティを道具としてみ

る以上のような研究は、移動者が自分の置かれた環境をどのように解釈していくのかとい

う問題より社会構造の変化に力点を置き、エスニシティを従属変数としてみていた点にお

いてその特徴がある．そして、その特徴こそがホスト社会状況を取り入れた同化論を発展

させる原動力になったことはいうまでもない．なぜエスニック・グループの変化がすべて

同じものとして現れなかったのかという問題が、集団の初期の特性だけではなく、その集

団を同じ程度に同化できなかった／しなかったアメリカ社会自体の性質にあると主張し

た Glazer & Moynihan（1963＝1986: 42）に至るまで、同化やエスニック・グループの変

化は、ホスト社会の文化的／経済的／政治的文脈に大きく依存する形で進められてきたと

いえよう．  

次節では、以上で指摘したホスト社会の多様な文脈がエスニック・グループの文化適応

や同化に及ぼした影響を、分岐がさらに展開されるようになった 1990 年代以降に出され

た議論を中心にみていこう． 

  

 

I.2.1.3  同化論の方向性を問いなおす：エスニシティ論の分岐 

 同化という現象を捉える議論は、世代やホスト社会の文脈を取り入れた形で修正されて

いき、そのなかで世代ごとに経験するホスト社会の経済的機会構造は、その後の同化論の

方向性を問いなおすための重要な手がかりになっていった．Gans（1992）の議論からもう

かがえるように、それまでの直線理論に基づく同化論は、経済的要素を十分取り入れない

まま社会文化的文脈での変化を同化のプロセスとしてみなしており、そのなかで移動者は、

個人というよりグループ単位でかつ受動的な存在として描かれるケースがほとんどであ
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ったといえよう．こうしたグループ単位としての見方を超え、移動者の個々人がもってい

る主観的意識に関心が向けられたことは、エスニック・グループがホスト社会内で可視化

され始めた時期とほぼ重なっている． 

 1880年代から 1920 年代までアメリカへ渡ってきた移動者、そのなかでも白人に関する

調査データを基に議論されていた初期のアイデンティティ論や世代論は、1965 年以降、

再びアメリカへの移動者が増加し、その移動者の人種が多様化していくことによりその議

論もが分岐していく．その出発点になった議論のひとつとして、1960年代のエスニック・

リバイバル現象を象徴的エスニシティ論としてまとめた Gans のその後の議論を挙げるこ

とができる． 

 “２世の転落”（second-generation decline）問題を取り上げた Gans は、アメリカの

経済がこれ以上成長しない場合、貧困から逃れなかった親の下で育った２世は、親が働い

ていた移民者向けの仕事に就いていくとしても職業機会や技能の不足により貧困層にな

る危険性があるというシナリオ9を展開しながら、移動者の世代交代とホスト社会の経済

的機会構造との関係を念頭に入れた議論を展開した．Gansは、初期の移民者、すなわち、

1800年代後半から 1920年代半ばまで渡ってきたヨーロッパ系の移民者の文化適応や同化

に関する理論がアメリカの持続的経済発展が見込まれ、かつ移民者に肉体的労働への雇用

が比較的に保証されていた時期に形成されていたことに着目し、経済環境が変わっている

アメリカの状況がこれからの移動者の文化適応や同化の度合いにこれまでとは違う影響

を及ぼしていくと予測した(Gans 1992: 174)． 

 ホスト社会の経済的状況の変化が移動者の世代のもつ同化意識に影響を及ぼすといっ

た Gans の議論は、中心社会や中心文化への同化という上昇志向という前提を疑うもので

あった．Gans のこうした同化論のもつ方向性や中心志向に対する見直しは、人種という

変数を加えた形でその後、Alejandro Portes & Min Zhou（1993）によって、分節化され

た同化”（Segmented Assimilation）という分析概念として定義され、Alejandro Portes 

& Rubén G. Rumbaut（2001）によって具体化されていく． 

                                                   
9 Gans は、論文のなかで移民者の二世代がたどる６つシナリオを展開させている．そのシナリオは大き

く３つの肯定的／上昇移動のシナリオと３つの悲観的／下向移動のシナリオとに分かれている．Gans

は、それぞれのシナリオに含まれている内容が教育・職業・経済的ニッチという変数の影響を受ける

と分析した．それぞれのシナリオにおける地位移動の例は以下の通りである．まず、上昇移動の例と

しては、教育を通した上昇移動、一世代より良い職業地位に就くことによる上昇移動、一世代がアメ

リカで起こした自営業を継ぎながら成長させていくことが挙げられている．ただし、アメリカの経済

構造が変わっていくことでそれまで移民者の多くが就いていた製造業分野では上昇移動が難しい反面、

サービス業や海外発の大企業との繋ぎ役を担当する小規模の製造業やサービス会社では、上昇移動の

可能性があると述べている．また、下向移動は、以上で挙げた教育・職業・ニッチ産業に関する例が

失敗した場合を挙げ、ポスト産業社会の到来といったアメリカの経済的構造変換が移民者の同化に大

きな影響を与えると予測した（Gans 1992: 176-81）. 
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 Portes & Zhouは、1965年以降アメリカ社会に移動してきた人びとが置かれている状況

を、非ヨーロッパ系であるために白人の文化と葛藤が起きやすいこととホスト経済機会の

構造が変化しているといった２つにまとめ、ホスト社会への適応（adaptions）プロセス

の産物が依然と異なる文脈で論じられなければならないと主張した（Portes & Zhou 

1993: 76）．Gansが提起していたホスト社会の経済構造変化と移民者の同化問題との関係

性に注目した Portes & Zhouは、新移民者の例を挙げながら彼／彼女らがホスト社会で直

面する問題を有色人種、インナーエリアという居住場所、地位移動の経路の不在という３

つの側面から論じている． 

新移民者たちがホスト社会で経験する同化過程、すなわち、これまでの議論とは方向性

が異なる同化過程を理論的に分析していくために、Portes & Rumbaut（2001）は、マイア

ミやサンディエゴに居住する移民者の子どもを対象にした移民子女に関する縦断的研究

（The Children of Immigrants Longitudinal Study）のデータを基に、分節化された同

化という議論を練り上げていく．Portes & Rumbaut は、移民者が同じ出身国の人同士で

あっても個人的、社会的、家族的特性10が異なっていることはもちろん、ホスト社会も同

質でないため移民者がホスト社会に受け入れられる文脈がそれぞれ大きく異なると主張

する．そして、その多様な文脈が作り出す変数が数多くの同化の形を作っていくことから、

２世の同化が分節化された同化過程として理解されなければならない点を指摘した． 

以上のように編入様式（mode of incorporation）の多様性を主張する「分節化された

同化」論を通して、主流社会や主流文化へ向かうことが同化過程であるという前提や中心

文化こそが移動者の本来もっている／もっていたと想定される文化より優れているとい

う前提、これら両方が俎上に載せられ、主流文化への同化という言葉はもちろん、主流社

会への同化もが移民者がたどられるひとつの選択肢に過ぎないことが明らかになった． 

ところが、これまでみてきた同化論は、ホスト社会内である条件が与えられたらエスニ

ック・グループがグループ単位でいっせいにある方向へ向かっていくと予測している点に

おいて、依然として移動者をグループ単位かつ受け身の存在とみていた限界をもっている．

移動者にとってホスト社会の環境が変化していくとはどういう意味をもっているのだろ

うか．はたして、そこで大切なのは状況の変化だけなのか． 

                                                   
10 Portes & Rumbaut が挙げている個人的・社会的・家族特性の例は次の通りである．まず、個人的特性

としては、年齢・教育水準・職業技能・財産・英語能力など、ヒューマン・キャピタルともいえる変

数を挙げている．次に、社会的特性は、社会的環境指し、ホスト社会内で移民者を受け入れる政策が

どのように設けられているのか、ホスト社会のマジョリティのもつ移民者に関する態度などが重要な

変数であると指摘している．最後に、家族的特性は、家族構造としてホスト社会内でエスニック・コ

ミュニティをどのくらい「活用」できるのかがホスト社会への同化の度合いを決めると主張した

（Portes & Rumbaut 2001: 46-9）. 
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以下では、個人単位の移動者が用いられる資源を利用しながら自ら経験するイベントや

ホスト社会の環境を理解し、それに応答（response）していくなかで、エスニック・な態

度や価値観などを構築していくと主張した構築主義的観点（A Constructionist Approach）

を取り上げることによってエージェントとしての移動者、状況を解釈していく主体として

の移動者について考察してみよう． 

 

 

I.2.2  構築主義的観点がもたらした知見 

 

I.2.2.1  環境に対する応答としてのエスニック認識 

 これまでみてきたように、アメリカ社会におけるエスニック・リバイバル現象を通して

同化論は、世代のような時間性とエスニシティの可視性に関する要素までを含むようにな

った．また、1965年以降アメリカに移動してきた者の人種が多様化していくことにつれ、

ホスト社会の経済的構造と移動者のもつ特性との間にどういった相互作用が現れたのか

を議論の中心に据えるまでになる．同化論や道具主義は、たしかに、エスニック・グルー

プがホスト社会内でどのように編入されていくのかという全体的なながれは着実に追っ

ていた．ところが、その現象がエスニック・グループに属している個々人の社会環境に対

するそれぞれの解釈の産物であるにもかかわらず、それまでの議論では、あくまで表面上

で現れたまとまりのあるひとつの傾向だけを取り上げ議論の対象にしていたといえる．本

項では、エスニック・グループという単位から離れ、エスニックな自己である個々人が置

かれているホスト社会環境をどのように解釈するのか、また、その解釈の結果である行為

の多様性という側面に焦点を合わせた構築主義的アプローチに目を向けていきたい． 

 Cornell & Hartmannは、エスニック・アイデンティティやエスニック呼称（designation）

が作り出されるプロセスに関心をもち、ホスト社会からエスニック・グループに割り当て

られ／付与される要素（assignment）と、移動者自身によって主張される要素（assertion）

との間の相互関係を構築主義的観点から論じた． Cornell & Hartmannは、ホスト社会と

エスニックな自己との間の相互作用が持続的な（ongoing）性質をもち、相互に絶えず変

化（reciprocal fluxion）していくものであると指摘する．その持続性と変化という特性

は、相互作用のプロセスや産物に絶対的なものは存在しないことや、時間と時代の変化に

よって大きく左右されるものであることを意味する（Cornell & Hartmann, ［1998］2007: 

75）． 

 エスニックな自己への意識、すなわち、エスニック・アイデンティティがなぜある文脈
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において強くなり、また弱くなっていくのかという問題意識から出発した構築主義的観点

は、それまで 1960 年代に現れ始めたエスニック・リバイバルを機に議論が広がった道具

主義や環境主義と基本的アイデアを共有するものであった．ところが、そこで決定的に違

っていたのは、道具主義の場合ホスト社会の構造変化がエスニック・グループのもつ意識

を変えていったとみていたことに対し、構築主義的観点の場合エスニックな自己が環境か

ら一方的に影響を受ける、あるいは、環境に完全に含まれているものではなく、その環境

に多様な形で応答できる主体であるとみていたところにある． 

  

  

  

“Thick”Identity 

comprehensively organized social Life 

 

 

 

Assigned Identity 

ascribed 
 by outsiders  

or  
by circumstances 

 

  

Asserted Identity 

claimed 
 by ethnic or  
racial groups 

  

 “Thin”Identity 

minimally organizes social Life 
 

＜図 1＞エスニック／人種的アイデンティティの多様性を表す２つの軸 

注：Cornell & Hartmann（［1998］2007: 86）Figure4.3 引用 

 

 

以上のように、エスニックな自己が主張する内的な力とホスト社会から割り当てられる外

的な力との間にみられる持続的相互作用のプロセスや結果に着目していた構築主義的観

点は、エスニック意識が環境への解釈とその解釈に影響を受けた行為との関係によって形

成されるとみなす．これは、社会的条件と社会変化、すなわち、エスニックな自己が遭遇

（encounter）するようになる環境が、エスニックな自己に多様な解釈を生み出し、その

解釈の仕方が多様な行為に現れることを意味する．環境への解釈と行為との結びつきに関

する Cornell & Hartmann（［1998］2007）の議論では、その解釈がおこなわれる個々人の
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特性に関するアイデンティティ・モデル論とエスニック意識の構築に重要な影響を与える

地点（sites）に関する議論という２つの側面から考察が進められている．以下、それぞ

れの議論についてもっと詳しくみてみよう． 

第一に、Cornell & Hartmann は、＜図 １＞のように２つの軸を基に多様なアイデン

ティティの構築可能性を論じた．そのうちひとつは、厚い（thick）／より包括的な（more 

comprehensive）アイデンティティとそれに比べ相対的に薄い（thin）／包括性が低い（less 

comprehensive）アイデンティティからなる軸である．この軸は、エスニック・アイデン

ティティが社会生活を構成する（organize）度合いを表すものである． 

また、いまひとつの軸は、エスニック意識の形成と維持において外部的・内部的力の重

要性を表す指標としてもっと主張される（more asserted）アイデンティティともっと割

り当てられる（more assigned）アイデンティティを立てている（Cornell & Hartmann 

［1998］2007: 85-7）． 

 Cornell & Hartmann は、以上で立てた２つの軸を交差させることによって一方では人

びとの社会的生活にエスニック意識が作動している度合いが、もう一方では、エスニック

意識を形成し維持していく上での外部的・内部的力のもつ相対的重要性をみることができ

ると主張した． 

また、個々人がそれぞれの軸を交差させることによって区分できる４つのパターンのど

れかに従属されることなく、同時に多様なパターンに属することができる点を強調しなが

ら、ひとつのエスニック・グループ内でも個人の利用できる資源や置かれている環境の影

響などによって多様なパターンが存在することを明らかにしている．こうした Cornell & 

Hartmann の議論は、それまで世代などの時間変数を考慮しながらも依然としてグループ

単位で展開されていた同化論と一線を引くものとしてみることができる． 

個々人のもっているエスニック意識と相互作用におけるエスニック意識形成・維持との

関係を論じた Cornell & Hartmann は、第二に、その意識自体がどのような場面において

形成されていくのかという問題に議論の重点を移していく．Cornell & Hartmann は、エ

スニックな意識が構築される過程に影響を及ぼす変数を、個人がエスニックな自己をみつ

けていく社会状況(situations)とその状況のなかで個々人がもちうる資源と属性

（resources and attributes）から論じ、その状況を６つの領域11に分けている．ここで

                                                   
11 エスニック意識が構築される重要な地点として捉えられている６つの領域で挙げられている例とそ

の領域の重要性に関する説明は以下の通りである．第一に、政治領域では、植民地政策やセンサスの

ような政府の分類システムを例に挙げながら政治的要因がアイデンティティのカテゴリを強化／弱化

させると述べる．第二に、労働市場では、仕事そのものが社会を多様なカテゴリに分ける役割を果た

し、分業化された労働カテゴリがエスニックカテゴリと重なれば重なるほど集合的エスニック意識が
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エスニック意識が構築される地点として挙げられているのは、政治・労働市場・住居空間・

社会制度・文化・日常経験として、それぞれの地点は、社会的アクターが自らを主張し、

他人を定義づけ、互いに有利な立場を占めようとする競争が現れるところとして位置づけ

られている（Cornell & Hartmann ［1998］2007: 204-11）． 

Cornell & Hartmannが６つの領域をアイデンティティの構築地点（construction sites）

と名づけたことからもわかるように、エスニック意識が構築される相互作用の場面を具体

的な環境まで下りて論じたことは、エスニックな個人が新しい環境、すなわち、彼／彼女

らのもっている思考（idea）を再考するよう促す（encourage）環境に遭遇したときがア

イデンティティ構築に重要な影響を及ぼすとみていたからである．ところが、Cornell & 

Hartmann は、環境の力を述べながらもアイデンティティがある要素が満たされたら自動

的に形成されるような「逃れられない（inevitable）」ものではないことを強調している．

これは、エスニック意識がそれぞれの行為主体がもっている資源を用いながら状況を理解

し、応答していく努力の産物であることや、個々人がもっている資源が遭遇する環境を理

解していく上で重要な変数として作用していることを意味する． 

 以下では、行為主体としての個人に着目しながら構築主義的観点とは違う角度からエス

ニック意識の形成プロセスを論じた Rogers Brubaker(2004)の議論を通してホスト社会に

おけるエスニック意識形成の問題をもう一度考えていきたい． 

 

 

I.2.2.2  集団主義（groupism）を超えるエスニシティ論 

 構築主義的観点で論じられていたエスニシティ研究の分析単位の問題は、Rogers 

Brubaker（2004）の議論のなかでも重要な論点として論じられている．エスニック意識が

形成されていくプロセスをグループ単位で分析していた既存の研究の限界を指摘し、自ら

                                                                                                                                                  
形成されやすいと指摘した．第三に、住居空間では、スラム地域で生活しているエスニック集団を取

り上げ、住居地域から近いところでしか働けない場合、就ける職が限定される問題があるという．労

働市場と住居空間との密接な関係に注目している Cornell & Hartmann は、boundedness（労働と住居

においてエスニック・グループメンバーだけが加われる度合い）、exhaustiveness（エスニック・グル

ープのメンバーだけに開かれている機会）、density（与えられた労働・住居に関する機会がエスニッ

ク・グループ内の相互関係を深める度合い）という３つの要素が影響し合いながらエスニック意識が

構築されると論じた．第四に、社会制度については、国際結婚を例に挙げながら国際結婚の子どもが

もちうるエスニック意識の多様性に注目する．第五に、文化の領域では、文化がエスニック・グルー

プ間の差異を生み出す要素であると指摘しながら、ホスト文化によって名づけられる帰属（ascription）

カテゴリ、グループ分類（classification）、地位帰属（status attributions）という３つの要素に

注目している．最後に、日常経験という地点では、文化的仮定（cultural assumptions）が表面化さ

れる地点が日常における相互作用であることを挙げながら、相互作用を通してそれぞれに大切なエス

ニック意識が伝えられ、解釈されることによってエスニック意識が構築されていくと論じた（Cornell 

& Hartmann [1998]2007: 169-209）． 
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集団主義（groupism）と名づけたものを乗り越えなければいけないと主張した Brubaker

は、エスニシティが多様な環境のなかで「発生」（happens）していくものという観点に立

っている．ところが、発生するものとしてのエスニシティに着目した Brubaker は、構築

主義的観点がとっていた、多様な資源をもった個人の応答としてのエスニシティという観

点に同意しながらも、構築主義的観点に含まれている「自明性」や「明確性」を限界とし

て指摘していた．そして、その自明性を超えながら個人を単位とするエスニシティ研究を

おこなっていくための分析を進めていく． 

 エスニックな個人というよりエスニック・グループという、共通の目標に向かっていく

集合的行為者像を取り上げていた既存の研究から距離を置くために、Brubaker は、集団

主義と構築主義的観点を超えるための８つの観点を提示していた． 

 その観点のなかには、これまでエスニック集団がホスト社会内で経験する葛藤を中心テ

ーマとして取り上げてきた研究に加え、エスニシティそのものを再考する研究が必要であ

るとみている．ここでエスニシティを再考するとは、それがもつ現実性や力、特徴などを

これまでとは違う方式で解釈していくことを指す．この２点を前提としながら Brubaker

は、その新しい解釈の仕方について集団性（groupness）をイベントとして理解していく

こと、グループ概念をカテゴリと区別すること、グループ形成をひとつのプロジェクトと

してみること、グループと組織を区分すること、フレーミングとコーディングの問題を考

えること、認識としてエスニシティを捉えることなど６つ議論に分けて分析を進める

（Brubaker 2004: 11-7）． 

 第一に、集団性をイベントとしてみることは、集団性自体が必ず発生するものではなく、

発生しない可能性をも認めることである．それぞれの特性をもったエスニックな自己が高

いレベルで結集しているとみていた観点を見直していくことが主張されている． 

第二に、グループ概念とカテゴリ概念とを区別していくことを主張する．Brubakerは、

これまでホスト社会から一方的に名づけられるとみなされていたカテゴリ概念を上から

の側面と下からの側面に分けて考察することによってその性格を具体的に論じた．まず、

上からのカテゴリは、カテゴリがホスト社会内で提案・宣伝・強調・制度化・精巧化・確

立され、刻み込まれるプロセスを含んでおり、その性格を統治性（governmentality）と

いう言葉でまとめた．一方、下からのカテゴリについては、カテゴリが内面化／適切化さ

れるケースや崩れていく／曖昧になっていくケースを挙げながら個々人がホスト社会か

ら付与されたカテゴリをどのように受け入れているのかという個人的単位のポリティッ

クス（micro politics）の特徴を指摘している．Brubaker は、こうしたカテゴリがグル
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ープ形成と集団性のための潜在的な基礎を提供しているが、グループ自体とは区別される

べき概念であると主張した． 

第三に、Brubaker は、グループのカテゴリや集団性が自然なものではなく、社会内で

作り挙げていくものであるため、その作り上げられていく過程自体がひとつのプロジェク

トのような性格を帯びていると論じた．そのプロジェクトは文化的・社会的・政治的側面

を含んでいるという． 

第四に、グループと組織を区分することは、これまでの研究がエスニックをひとつのま

とまった集団単位で捉えていたために、エスニック・グループと組織を同じものとして捉

えるケースが多かった問題点を指摘している．組織を中心とした研究のなかでは特定の組

織や重役の人びとを対象にしたものが多くみられることからそれがグループの研究をそ

のまま映し出しているとはいえないと主張している． 

第五に、これまでのエスニシティ研究のなかで形成され・固まってきたエスニック・フ

レーミングが集団主義者（groupist）の言語で分析されるエスニシティ研究を生産／再生

産していき、それが集団単位の研究を生み出してきたと指摘した．また、すでに形成され

ているフレーミングを用いて数字をコーディングするような仕方で公式に当てはめてい

く研究の問題点を取り上げながら既存の研究がもっている集団主義の限界を述べている． 

最後に、Brubaker は、エスニシティを再考することがエスニシティ自体を認識として

みることに等しいと主張する．Brubaker は、エスニックな自己が集団単位に埋没されて

いる存在ではなく、自分を取り巻く環境への認識や観点をもっている存在であることを述

べ、エスニックな自己が自らのやり方で環境をみて、解釈し、また、推測、記憶していく

と論じる．また、その逆のパターン、すなわち、エスニックな自己を無視し、構築しない、

忘れることも可能であるという． 

以上のような２つの前提と６つの観点を通して Brubaker は、これまで集団単位の観点

である程度一般化されたパターンを生み出してきたエスニシティ研究に新しい視点を付

け加えていくために行為主体としての個人を分析単位とする研究方法を提案する．また、

そのときに、ただエスニック意識が場によって構築されていくといった発想だけではなく、

作られていくプロセスや個人の認識の面を具体的に捉えていくことの重要性を論じた． 

方向性の議論から時間性を含んだ議論へ、また、集団を分析単位とする議論から個人を

分析単位とする研究へと、移動者の心性を取り上げる研究は、その軸を増やしていきなが

らその内容を積み重ねてきたといえよう．ところが、個人を分析単位とする議論でさえ、

エスニックな意識が形成されていくプロセスや絶えずそれが変化していく様子には関心
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が向けられていたものの、エスニック意識というものが変化しながらもある側面において

は、多様な形で「持続」されていくことに対しては十分な注意を払ってこなかった． 

この「持続」の概念は、構築主義的観点に基づいて在日韓国・朝鮮人を論じていく上で

重要な問題である．なぜならば、ここ 30 年間、在日韓国・朝鮮人は、彼／彼女らを取り

巻く日本社会の環境の変化を解釈し個人単位で応答してきながらも、その変化がある方向

に向かっていき、それが「日常化」されていくことでその応答自体がある方向性をもって

「持続」されるようになったためである．この連鎖的プロセスのなかには、2000 年以降

日本社会内で経験したメディア環境の変化やそれによる「祖国」イメージの分岐が大きな

位置を占めていた． 

本論文では、在日韓国・朝鮮人の問題を捉えていく上で構築主義的観点がもたらした新

たな視点を踏まえ、そこでみられる限界をどのように乗り越えていくのかという問題を、

「コミットメント」という概念から論じていきたい．そのために、以下では、まず、日本

の文脈において在日韓国・朝鮮人がどのように研究されてきたのか、世代間・世代内にお

ける「ルーツ」意識と日本における「定住問題」をめぐって論じられた研究を出発点とし

ながらそのながれを追っていきたい． 

 

 

I.2.3  在日韓国・朝鮮人論にみる「ルーツ」意識 

 

 在日韓国・朝鮮人のアイデンティティが注目されはじめたのは、世代交代がおこなわれ

はじめた 1970 年代からである．この時期は、祖国とのつながっているという事実が疑い

のないものであった１世から、「祖国」とのつながりという事実を意識しながらもホスト

社会内でそれをどのように解釈し、実践していけばいいのかについて悩まざるをえなかっ

た２世、３世へと、在日韓国・朝鮮人社会の「主役」が代わっていく時期としてみること

ができる． 

 尹健次が指摘した通り、朝鮮人部落を中心に「日本のなかの朝鮮」を形成しながら生き

ていた１世とは違って２世と３世は、1959年からの北朝鮮への「帰国事業12」の開始によ

って歯の欠けたくしのような姿へと変貌した朝鮮人部落から抜け出し、ちょうど「高度成

長」と「都市化」を成し遂げていた日本社会へ出ていた世代である（尹 2001: 113）．独

立・分散の傾向が強かった２世と３世が在日社会の中核になるにつれ、在日韓国・朝鮮人

                                                   
12 「帰国事業」に関する詳細な内容は次項（I.４.２）を参照． 
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のなかでも民族教育の経験をもたない人びと、日本国籍に帰化する人びと、日本人と結婚

する人びとなど、さまざまな背景をもつ在日韓国・朝鮮人が現れるようになる．そして、

こうした在日韓国・朝鮮人の置かれた環境の多様化が世代論を中心としたアイデンティテ

ィ論にも影響を及ぼし、アイデンティティ論そのものが多様化していく． 

 以下では、「祖国」とつながっていることへの解釈とホスト社会における生き方の模索

の問題が集約されている在日韓国・朝鮮人の世代論やアイデンティティ論を、世代間のア

イデンティティの差異を明らかにしようと試みた研究と、世代内の多様化に焦点を合わせ

た研究、それぞれに分けて考察をおこなっていきたい． 

  

 

I.2.3.1 １世からみた２世、２世からみた１世 

 １世から２世、３世への移行期に現れはじめた世代論は、１世によるものから出発した

とみてよい．その例として世代交代の時期に相まって多くの在日韓国・朝鮮人に読まれて

いた『季刊三千里13』のなかでそれまでは歴史的観点から論じられていた在日韓国・朝鮮

人を、「今日」を生きる存在として論じながら世代交代の意味を問う特集などが定期的に

組まれていたことを挙げることができる． 

『季刊三千里』のなかで「今日」の在日韓国・朝鮮人問題をはじめて取り上げていた８

号――1976年の冬に発刊――において在日１世である姜在彦は、『出入国管理』などの統

計データを用いながら日本で生まれた在日韓国・朝鮮人の数が全体の７割を超えるように

なったことを指摘している．そして、そのデータを根拠にしながら解放から 30 年以上が

経った 1970 年代における「在日韓国・朝鮮人問題」というのが在日朝鮮人の構成の中堅

層の交替によってまさに「構造的」に変化してきている点を強調した． 

ここで姜在彦が述べる在日韓国・朝鮮人問題の「構造的」変化のなかには、朝鮮半島で

生まれた世代が祖国に対する「郷愁」によってつながる世代であることに対し、日本で生

まれた世代の多くが「在日」そのものを与えられた前提として生きている世代であるとい

う、世代間における差異がその中心に位置づけられている．また、その変化によって第一

に、韓国か北朝鮮かを語ることから朝鮮人として生きるべきか、それとも日本人として生

きるべきかを語るようになった民族意識の風化現象、第二に、日本人との婚姻増加、そし

                                                   
13 1975 年２月に創刊され 1987 年の５月に終刊された雑誌として 1972 年の７.４共同声明が創刊の重要

なきっかけになった．在日１世を中心メンバーとする編集委員には、金達寿（作家）、李哲（詩人）、

金石範（作家）、尹学準（評論家）、朴慶植（歴史家）、李進熙（歴史家）、姜在彦（歴史家）が入って

いた．毎号特集とともに編集委員らによる連載、若手研究者による研究ノートや試論などで構成され

た（国際高麗学会編 2010: 164-5）． 
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て、第三に南北統一によって在日韓国・朝鮮人問題がおのずから解消されるのかという３

つの問題が浮上してきたことを挙げている（姜 [1976]1996: 88-90）． 

「郷愁」に生きてきた世代が減っていくことや祖国に対する具体的なイメージをもたな

い世代の増加を「構造的」変化として捉えていた姜在彦の議論は、その後、総聯の活動家

を中心とした人びとによって批判を浴びることになる14．しかし、似たような問題意識を

もった議論が次の世代によって続けられていく． 

その例として在日２世である金賛汀は、自分自身を「祖国を知らない世代」のひとりと

して位置づけ、２世にとって問題になっていることが朝鮮人として生きるか、それとも、

朝鮮人であることを捨て日本人社会のなかに埋没していくかにかかわっていると論じる．

ところが、どの道を「選んだ」としても心の中に重荷を背負って日々の営みを続け、みず

からの生き方を模索していくことには違いがないことを同時に強調した（金 1977: 4）． 

「祖国」とのつながりを基に議論を展開している金賛汀(1977)は、日本社会で朝鮮人と

して生きることを決めた場合でも、「祖国」の歴史や国語、そして生活風習などを知らな

い／知ることが難しい状況に置かれている在日２世の問題に焦点を合わせている．また、

「祖国」の歴史や生活慣習などの文化を学んだとしても民族の「感情」までは十分学ぶこ

とができないため、民族意識を知識としてしか吸収できない弱さがつねに存在している点

を指摘した.  

ところが、朝鮮人として生きることの難しさを論じながらも金賛汀は、日本人のように

生きること、すなわち、同化を受け入れ日本に帰化することについては、民族にとって屈

辱の歴史をそのまま受け入れることに等しいと主張し同化や帰化を強く批判している． 

同化に関する絶対的批判は、在日２世である金敬得（[1995]2005）の議論からもみるこ

とができる．金賛汀と同じように１世と２世との違いに注目している金敬得は、１世が植

民地時代にもっとも赤裸々な形で差別と同化の圧力を受けたにもかかわらず、朝鮮人とし

ての匂いをもっとも濃厚に有していたことに注目しながら、日本社会への同化と帰化を批

判している．また、１世が苛酷な差別と同化にさらされながらもなお失わなかった民族性

を生まれながら根こそぎ奪われたのが２世であると述べながら、同化の圧力から抜け出し

                                                   
14 姜在彦([1976]1996)は、総聯の機関誌『朝鮮新報』によって批判され、それに答える「座談会」の記

事や『朝鮮新報』からの反論全文が『季刊三千里』の 10 号に載せられるほど反響が大きかった．ま

た、『季刊三千里』の 24 号でも姜在彦は、再度 1976 年の記事に対する反論を抜粋して紹介しながら

以下のように述べている．「……こういう問題提起それ自体がやはりタブーだったようである．読者

のなかには『朝鮮新報』紙上における居丈高な反論を記憶されている方もいよう…（中略）…要する

に、祖国観における世代間の特徴を述べ、日本生まれの世代にみられる祖国ばなれの現実を指摘し、

それに対応する『運動としての対策と方法』を研究することの重要性を提起した自体が祖国統一への

志向に冷や水をあびせる論理だということである……」（姜 [1980]1996:140-1）． 
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民族性を奪還することこそが在日韓国・朝鮮人の人間性回復へとつながると主張した（金 

[1995]2005: 20-1）． 

「民族的なるもの」を知識としてしか学べないことの弱さを論じた金賛汀や「負」のイ

メージからの脱却を目指している金敬得の議論からもうかがえるように、在日韓国・朝鮮

人の「ルーツ」への意識を世代間の意識の違いという側面から捉えた研究の多くは、帰国

志向が強く祖国とのつながりを重視していた１世の民族意識から影響を受けていた．そし

て、民族意識の度合いによってのみ説明される世代論において日本社会は、同化や帰化を

促す批判の対象になっている場合が多い． 

ところが、「祖国」とのつながりを強く意識しながらも、つながりの内容が「十分」、あ

るいは、「正しく」習得できていない世代のもつ「欠如」意識が反映されているこうした

議論は、同化や帰化への批判論として捉えられながらも、一方では、在日韓国・朝鮮人に

とって民族意識の性質が変わっていったことを明らかにしている議論として考えること

ができる． 

なぜならば、在日２世の論者が「祖国」とつながっている事実は世代を経ても変わりが

ないことを認めながらも、それを自分のなかでどこまで重要な部分として捉え、ホスト社

会内でどこまではっきり「可視化」させながら生きていけばいいのかについて悩んでいる

からである．それは、在日２世にとって「ルーツ」への意識が「認識」の水準に留まる問

題ではなく、日本でどのように生きていくのかという「現実」の問題を孕んでいることを

意味し、その意味において生き方を「実践」していく日本という「場」は、その後の世代

論において重要な位置を占めることになっていく． 

こうした「認識」と「現実」との対比のなかで在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識

を論じた在日２世の金奎一（1987）は、２世や３世が直面している状況をそのまま事実と

して受け入れ生きていくことの重要性や自分が現実のなかで生活している場所を注視す

ることの必要性、そして、在日韓国・朝鮮人がもっている独自性・特殊性を基盤としなが

らそれぞれが直面している問題に取り組んでいくことの大切さについて指摘した． 

その認識を基盤に置きながら金奎一は、１世の意識や感情を規定していたことが 36 年

間の植民地体験であり、過去そのものが１世の思考や行動を決定づけていたことに対し、

２世や３世の場合は、これからどのように生きていくのかという将来の問題に規定されて

いる点を強調しながら世代間における意識の拠り所が異なっていると論じる．そして、２

世や３世のもつこうした未来志向的な意識こそが日本人を共に住みやすい社会を築いて

いくパートナとして認識させた要因であると述べ、世代間にみられる大きな違いを過去と
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未来との対比から取り上げる（金 1988: 189-91）． 

日本という「場」を議論の中心に据えている金奎一は、1989年の論説において在日２、

３世が直面している問題を論じていく上でなぜ日本について語らなくてはならないのか、

在日２、３世にとって日本とは何なのかという問題を在日２、３世と日本人との静的関係

と動的関係という２つの側面から捉えていた． 

その議論のなかで静的関係として挙げられているのは、第一点に、在日２、３世が日本

国民ではないが日本という外国の市民であり、国民としての主権を有しているわけではな

いが市民的権利をおおむね与えられていること、第二点に、在日２、３世にとって日本は

絶対に祖国ではないがその多くは祖国でない日本の地をふるさととして考えていること、

第三点に、在日２、３世にとって日本語はまぎれもなく外国語であるが日本語は基本的生

活文化語として使われている公用語であること、という３点である（金 1989: 214-5）．  

また、動的関係の面では、在日韓国・朝鮮人と日本人が自然・社会・経済の分野におい

いて運命共同体的関係に置かれていること、在日韓国・朝鮮人と日本国民の間の不合理的

な関係が依然として改まっていないことで一定の緊張関係が持続していること、日本人が

本気になって在日２、３世を日本人化してしまおうと考えていること、そして、民族的対

立や国家間の関係悪化が直ちに在日韓国・朝鮮人と日本人との関係に投影されるなど在日

２、３世と日本国民は異なる民族的帰属意識によって分け隔てられていることなど４点を

挙げている（金 1989: 215-6）． 

ここで注目に値することは、議論の中心内容が祖国への帰属意識や帰国志向が強かった

１世を基準にしながら「祖国」とのつながりを認識し、１世に比べ何かが「欠如」してい

る存在として２世を語るスタイルから、日本をこれから生きていく「場」として捉え、日

本人との関係性のなかで「祖国」とのつながりを再解釈していくスタイルへと変化してい

った点である．そして、戦後 30 年余りが経過してようやく登場しはじめた新しい世代論

が、世代間の違いばかりではなく日本社会の政治的・経済的・社会的変化にともなう、同

じ時代を生きる同世代内の多様化によって形づくられていたことを看過してはいけない． 

以上のような議論を踏まえ以下では、こうした「日本定住」を前提とした世代論の登場

を促した「在日」論の拡散や在日韓国・朝鮮人の多様化という現象をいち早く取り上げて

いた研究を考察することにより、「定住世代」の意識が構築された基盤について整理して

いくことにしよう． 
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I.2.3.2 ２世と３世における「ルーツ」と「定住問題」：1980 年代～1990 年代  

 日本を「定住の地」として議論の中心に据えている世代論が本格的にみられはじめたの

は 1980年代であるが、「祖国」とのつながりを強調する議論が世代論の中心になっていた

ときにも現実には、1959年からはじまった「帰国事業」や 1965年に締結された「日本国

に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」

（1965年条約第 28号、以下、「日韓法的地位協定」）によって日本を「定住」の地として

受け入れる在日韓国・朝鮮人が徐々に増えていき、日本で生きていくために必要な生活権

利を求める動きも現れるようになった．そして、在日韓国・朝鮮人を取り巻く環境の変化

にともなう意識の多様化は、アイデンティティ論にも少なくない影響を及ぼした． 

 そのなかでも 1970年代から 1980年代に繰り広げられた権利擁護運動のなかでよく使わ

れていた「市民権」という言葉は、民族意識や在日韓国・朝鮮人としてのアイデンティテ

ィが「祖国」から「日本」へ移っていったことを示す同時に、日本で生きていくための生

活権利を求めていきながらも「外国人」として生きる「在日」志向という新しいアイデン

ティティの在り方の登場を明らかにするものとして捉えることができる． 

 権利擁護運動を「市民権」の角度から捉えた David Chapmanの研究は、在日２世のもつ

「ルーツ」意識と「定住」意識との関係性を考える上て示唆的である．Chapmanは、権利

擁護運動のはじまりともいえる 1970 年代の日立就職差別反対運動が日本社会への帰属

（belong）を求める在日韓国・朝鮮人の熱望（desire）を公的に表現した事件であったと

みなした．こうした運動のプロセスのなかで在日２世自身が日本の外部者(outsider)とい

う観点から日本社会への帰属感と定住問題を論じる内部者（insider）という観点へと移

り変わっていたと分析した Chapmanは、当時の在日２世がローカルな日本人コミュニティ

へ貢献しているメンバー（contributing members）として自らを位置づけるようになった

ことを重要な変化として捉えている（Chapman 2008: 67）． 

Chapmanの分析が明らかにしているように、権利擁護運動の過程のなかで現れた「在日」

志向15という新しい「ルーツ」との関係性は、それまでもっぱら「祖国」とのつながりを

                                                   
15 「在日」志向が広がっていくプロセスを考える上で「在日」志向の根幹にあった在日イデオロギー問

題を取り上げた John Lie(2008)の議論が参考になる．Lieは、在日イデオロギーが総聯のような正

式団体のケースとは異なってその理念の基になる正式団体も存在しなかったためにその信念や行

動を明確にしていく上で限界が存在していた点を指摘する．ところが、在日２世のインテリが在日

イデオロギーに基づいたアイデンティティを日本社会や日本のメディアに向かって使っていたた

めに、結果としてその概念が同時代を生きていた多くの在日韓国・朝鮮人の考え方に少なからず影

響を及ぼすことになったという．また、在日イデオロギーが大学や在日組織に属していない読者、

非公式グループにおいて論じられる場合が多かったことや、1980年代に在日巨大組織が衰退してい

くなかで在日アイデンティティというイデオロギーを受け入れる在日韓国・朝鮮人が多くなってい

たと分析した（Lie 2008: 116）． 
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通してアイデンティティを求めていた在日韓国・朝鮮人が自ら日本社会に向けて日本社会

への帰属を求め、日本人コミュニティへの貢献者としての自分を積極的に主張していた点

において初期の世代論と距離を置くものであった． 

「第三の道」ともいわれた「在日」志向という「ルーツ」へのこだわりは、民族・国籍・

国家・アイデンティティ・同化・帰化などのキーワードとぶつかり合いながら具体的なも

のとしてつくられていく．その「険しい」道のりを 在日韓国・朝鮮人の「在日」として

の生き方という側面から論じた在日３世の朴一（1999）は、1970年代に入って在日韓国・

朝鮮人の定住化傾向が明らかになったと述べ、日本で生まれた２、３世たちの間から在日

独自の生き方が模索されるようになったと主張した．朴一がみていた在日独自の生き方と

は、1995 年に出された竹田青嗣の『＜在日＞という根拠』でいわれた在日韓国・朝鮮人

の「不遇性16」を乗り越えようとする問題意識からはじまって在日韓国・朝鮮人が異国日

本で民族的に生活する意義を追究しようとする積極的問いかけへとつながるもので、在日

韓国・朝鮮人が自ら民族や国家の存在を問い直す作業の一貫を指す（朴 1999: 74）． 

朴一の議論においても日立就職差別反対運動がはじまった時期を日本における民族的

な生き方が本格的に論じられるようになったきっかけとして捉えている．朴一は、当時、

差別反対運動の展開が一方で日本への同化を助長するのではないかという批判を浴びて

いたと述べ、「第三の道」も「同化への道」として批判されながら新しい世代のなかで徐々

に支持を得ていったと指摘する．これは、日本で民族的に生きる「在日」志向が受け入れ

られるまで在日２、３世が世代内でまた１世との間で無数な葛藤が存在していたことを意

味し、その葛藤のプロセスを経て同世代のなかでも民族と帰属、同化と帰化などに関する

意見がはっきり分かれていくようになったことを示す． 

以上の議論からうかがえるように 1970年代から 1980年代まで繰り広げられた権利擁護

運動を通して「可視化」されるようになった在日韓国・朝鮮人の新しい生き方に関する議

論は、世代間の違いだけでなく、世代内の多様な在り方にまで目を向けるようになってい

                                                   
16  竹田青嗣(1995)は、金鶴泳の小説で描かれている「在日」という状況をもとに「在日」の不遇性を

論じている．その不遇性に関する竹田の解釈が述べられている箇所を引用してみると以下の通りで

ある．“……＜在日＞の生き難しさとは克服されるべき障碍である以上にとり返しのつかない不遇

性である……この不遇性のために、＜在日＞の子たちは「民族」や「祖国」やその他のさまざまな

「物語」（私は人間である．私は二つの民族の架橋の役割を果たしたい．私は＜在日＞そのもので

あり一切の民族や国家を超越する．等々）を掴もうとするが、まさしくその試みによって彼らは、

「私は異なるものである」という自意識の囲いの中に再び自らを見出すことになるのである．むろ

ん、はっきりしているのは「北」へゆこうと「南」へ帰ろうと、また＜在日＞の場を選ぼうと結局

ほんとうの場所への帰属は不可能であり、またそういう欲望の中では、私たちはいつまでも不遇で

あるほかないということだ．この道すじの中では、ただ一定の能力を持った人間だけが不遇感をバ

ネにして自分の社会的能力を実現し、そのことでようやく＜在日＞の不遇性を食い殺すことができ

るだけなのである（竹田 1995: 243）．” 
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く．なかでも、その様子をいち早くから取り上げていた研究として福岡安則（1993）の研

究を挙げることができる． 

福岡は、一口に在日韓国・朝鮮人と括られてしまいがちな在日韓国・朝鮮人の若者たち

の存在と意識の在り方が多様化してきていると述べ、従来の民族意識を強固に維持してい

こうとするタイプと日本社会への「同化」を強めていくタイプとの二極分解といった構図

で在日韓国・朝鮮人のアイデンティティの在り方を捉えることの限界を指摘した．福岡は、

アイデンティティの多様な在り方を捉えるため、＜図 ２＞のように、朝鮮人の被抑圧の

歴史への重視度と日本社会における自己の成育地への愛着度という２つの軸を中心に、日

本人と共に生きることを目指す「共生志向」、「祖国」の在外公民として生きることを重視

する「祖国志向」、個人の自我実現を求める「個人志向」、帰化などを通して「日本人」に

なろうとする「帰化志向」、「共生志向」と「祖国志向」の中間に位置づく「同胞志向」と

いう５つのタイプを作り出した（福岡 1993: 88-9）． 
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＜共に生きる＞ 

III 「個人志向」 

＜自己実現＞ 

IV 「帰化志向」 

＜日本人になる＞ 

弱 

   

＜図 2＞ 「在日」若者のアイデンティティ構築の分類枠組 

*（福岡 1993: 89）を基に筆者作成 

 

 

福岡は、この５つの類型をふたたび「民族意識」の強弱、もしくは、日本社会への「同

化意識」の強弱という一次元図式に還元し、第二象限と第四象限のそれぞれに在日２、３

「同胞志向」 

＜在日同胞のために＞ 
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世がイメージとして抱いている「本国の韓国人・朝鮮人」と「日本人」を置くことで５つ

のタイプに共通に存在している要素を再確認した（＜図 ３＞参照）．それは、在日韓国・

朝鮮人の若者世代たちが総体としていわば「在日」という磁場が作用していること、つま

り、総体として「マージナル・パーソン」たることを刻印されていることである（福岡 

1993: 102-4）． 

 

 

 

本国の韓国人・朝鮮人 

 

 

 

祖国志向 

同胞志向 

      共生志向 

 

個人志向 

     

 帰化志向 

  

日本人 

 

＜図 3＞ 各タイプと民族意識との関連（福岡 1993: 103） 

 

 

福岡が再確認した「在日」という磁場とは、「民族意識」を強固にもつ「祖国志向」タ

イプの若者であってもモデルとしての「祖国の韓国・朝鮮人」そのものにはなりえない、

また、「同化意識」を強くもつ「帰化志向」タイプの若者であっても同じくモデルとして

の「日本人」そのものにはなりえないことを指す．福岡は、それらが「在日」であること

を通していくぶんなりと日本社会にたいして「同化された自己」また「異化された自己」

を抱え込んでいることを意味し、それこそ在日２、３世のアイデンティティの特徴である

と分析した（福岡 1993: 104-7）． 

これまでみてきたように、「ルーツ」への意識を基にしている在日韓国・朝鮮人のアイ

デンティティをめぐる議論は、「祖国」とのつながりを強固に維持していた１世の民族意

識に影響を受けた世代論から、日本での定住が確実になりはじめた世代のもつ日本社会へ
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の帰属意識までを視野に入れた世代内のアイデンティティ多様化論まで「軸」そのものが

大きく動いてきている． 

それでは、日本における定住が「当たり前」のようになっている時代において、在日韓

国・朝鮮人の「ルーツ」への意識はどのような方向に向かって構築／再構築されているの

だろうか．日本で自分の「ルーツ」を積極的に意識するきっかけが与えられないまま生活

していたなかでエスニック・アイデンティティの多様化議論に止まっていた在日韓国・朝

鮮人論は、その後、「韓流ブーム」をきっかけにまた活発に論じられるようになる．日本

のメディア環境の変化を通して出会うようになった「韓流ブーム」は、在日韓国・朝鮮人

のもつ「ルーツ」への意識にどういった変化を与えたのだろうか．引き続き、在日韓国・

朝鮮人の「韓流」経験について論じた研究を挙げながら、在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」

意識について考えてみよう． 

 

 

I.2.3.3 「韓流」経験がもたらした「ルーツ」意識の変化：2000 年以後 

 日本社会でいわれる「韓流」は、2003 年の「冬のソナタ」というドラマ放送をきっか

けに言及されはじめた17．「韓流ブーム」ともいわれたこの現象を通して日本には、これま

であまり触れてこなかった「いま・現在」の韓国大衆文化が大量に輸入されるようになり、

韓国についてあまり知らなかった人びとが「韓流」という社会現象のなかで韓国そのもの

を知るようになった．日本の「韓流」現象について石田佐恵子ほか（2007）は、「冬のソ

ナタ」が「韓流ブーム」に結び付けられる過程を考察するなかで「冬のソナタ」現象があ

る時点でピークを迎え、その後退潮していった一方、「韓流ブーム」は第二、第三のブー

ムの仕掛けをともないながら次第に「韓国」そのものを意味する国民国家的表象へ変容し

ていったと指摘した．そして、このように「韓流ブーム」が「韓国」に対する新たなイメ

ージを構築していた理由として日本人がいままで韓国について驚くほど「無知18」であっ

                                                   
17 世論調査を通して「冬のソナタ」現象を分析した三矢惠子では、「冬のソナタ」について次のように

説明している．“韓国ドラマ「冬のソナタ」は、2003年４月から衛星第２で毎週木曜の夜 10時から、

日本人の吹き替えにより放送されたのが最初で、年末の 12 月 15 日から 26 日まで、同じく衛星第２

で夜９時から 11 時まで、２話ずつ 10 日間再度放送され、さらに 2004 年４月からは、総合テレビで

毎週土曜の夜 11 時 10 分から放送された．同年 12 月 20 日から 30 日まで NHK 衛星第２で、また「冬

のソナタ」が放送される．今回は４回目、しかもノーカット・字幕付きの「冬のソナタ完全版」とい

う新たなバージョンである．このドラマ略して「冬ソナ」は衛星放送で放送されていた頃から、大き

な話題をよび社会現象を引き起こしている．”三矢が述べているように「冬のソナタ」現象は、その

後「冬ソナ」「ヨン様」「韓国ドラマ」「韓流」という言葉などを通してメディアのなかで話題を呼び

起こした（三矢 2004: 12）． 
18 「韓流」現象のなかでしばしばいわれる日本の中年女性の韓国に対する「無知」は、林香里からも論

じられている．林は、日本の中年女性が好きだった部分が現実の韓国という国と関係をもたない、自
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たことを挙げている． 

 また、「韓流」が韓国のイメージや印象と分かちがたく結びついている例として 2004年

の９月に実施された「冬のソナタ」に関する世論調査が挙げられる19．この調査データを

みると、「冬のソナタ」をみたことで「韓国の文化に対する評価が変わった」「韓国のイメ

ージが変わった」と答えた人の比率がそれぞれ 12.9％、25.8％を占めており、「韓流ブー

ム」が単なる韓国メディア・コンテンツへの関心を越え、韓国という国に対する肯定的イ

メージを生み出したことを明らかにしている20． 

 韓国に関する新たな発見・意識という面からみると「韓流」は、これまで食文化や服装

文化、先祖を祭る儀式などの伝統文化を中心に、限定的にしか「祖国」文化へ接触してこ

なかった、あるいは、接触の機会すら与えられなかった在日韓国・朝鮮人に、大量の「祖

国」大衆文化やメディア・コンテンツに触れる環境を整えてくれた出来事として評価する

ことができる．「韓流」メディア・コンテンツへの接触がこれまであまり知らなかった「い

ま・現在」の韓国を知るきっかけとなっただけではない．それは、在日韓国・朝鮮人が韓

国に関するなんらかの認識を構築／再構築させるプロセスと連動していったと筆者は考

えている． 

 特に、１世から２世へと世代交代が本格化された 1970 年、権利擁護運動を通して日本

定住への意識が確実になっていた 1980 年代、特別永住者という在留資格の新設によって

法的に「安定」された地位が得られた 1990 年代など、在日韓国・朝鮮人の戦後の歴史を

顧みた場合、在日韓国・朝鮮人にとっての「韓流」経験は、一枚岩としては、捉えること

のできない現象として理解しなければならない．「祖国」に対する意識や歴史認識、ハン

グルの学習経験、民族教育を受けた経験の度合いがそれぞれ異なる状況のなかで、「日本

人」によって「ブーム」として受け入れられた「韓流」は、ハングル学習経験がなく日本

語を母語として使っている在日韓国・朝鮮人が日常のなかで母語である日本語を通して韓

国のメディア・コンテンツに接することを可能にした．同時に、民族教育を通して「祖国」

                                                                                                                                                  
分たちの内面にかかわる部分だと指摘する．また、「冬のソナタ」のファンたちが中心になってテー

マ化した「韓国」は、日本社会が「そうであってほしい場所」であり、韓国に対する「無知」があっ

たからこそ築き上げることが可能なイメージであったと分析した（林 2005: 204）． 
19 NHKが実施したこの調査は、2004年９月１日から 10日まで全国の 15歳から 79歳までの男女 2200人  

を層化多段無作為抽出方法で選び、配布回収方法でおこなわれた．調査有効数は 1289 人（回収率 

58.6％）である．調査過程や結果に関する詳しい内容は、三矢（2004）を参照． 
20 「韓流ブーム」がもたらした影響を韓国自体への関心の高まりと関連づけて分析した研究として市川

孝一を挙げることができる．市川は、「『冬ソナ』現象を読み解く」という論文においてこれまでの海

外ドラマが呼び起こしたブームと「韓流ブーム」との違いは、ただ「感動した」「面白かった」で終

わるのではなく、「冬ソナ」の視聴をきっかけに韓国語や韓国に興味をもち、韓国語の勉強をはじめ

たり、韓国に関する本を読んだり、韓国に旅行したりという人が続出しているところにあると分析し

た（市川 2004: 76）． 



 40 

の伝統文化は学んだものの現在の韓国についてはあまり知る機会をもたなかった在日韓

国・朝鮮人にも「いま・現在」の韓国を知らせるきっかけとなった． 

 このような文脈において在日韓国・朝鮮人にとっての「韓流」とは、2003 年当時、日

本でしばしば報道された一部の「ヨン様」に熱狂した女性たちが作り上げた一時的なブー

ムではなく、在日韓国・朝鮮人のもつ「祖国」への意識や自己意識の変化を含んだ、より

「画期的」な経験として理解しなければならない． 

 実際に日本では、「韓流ブーム」以後、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験に注目した研

究や在日韓国・朝鮮人自ら「韓流」をどのように経験したのかを述べるコラムや記事、ま

た、論文などさまざまなレベルの研究が多くみられるようになった．そのなかで、まず、

日本人の視点から議論されたものとしては、岩渕功一（2004, 2007）を挙げることができ

る． 

岩渕は、メディア文化を通した「日韓文化交流」の可能性と問題点を考察していくなか

で、韓国の大衆文化が日本で好意的に消費されることが在日の人びとをどのようなかたち

で巻き込んでいたのかを可能性と問題点という２つの側面から分析した．そのなかで可能

性という文脈で論じられているのは、主に、日本社会における承認の問題である．岩渕は、

Charles Taylorが論じた多文化主義のなかにおける承認概念21を用い、日本における韓国

文化の浸透による韓国社会の理解とイメージの向上とワールドカップにおける韓国の躍

進は、在日韓国・朝鮮人がみずから朝鮮半島との関係をもった人間として日本社会で生き

ることに対する大きな自信をもたらしたと分析した．そしてその例として日韓メディア文

化事業に仲介者としての役割に携わっているケースや在日韓国・朝鮮人を対象にした映画

の興行的成功などを挙げている（岩渕 2004: 127-8）． 

一方、日本社会における承認という可能性の陰に存在している問題点として、歴史認識

の違いや差別問題に対する関心が依然として低い点などが指摘されていた．そのなかでも

                                                   
21 Charles Taylorは、アイデンティティの形成過程において他者からの承認が必須不可欠であることを

指摘しながら、アイデンティティが他者との対話のなかで他者から与えられる承認や妥協、葛藤など

のプロセスのなかで形成されていくという．そのなかで Taylor は、承認とアイデンティティの関係

性を社会的レベルと親密性のレベルという２つの領域に分けて説明している．まず、社会的レベルに

おける承認とアイデンティティとの関係は、「Authenticity」という概念と結びつけられた形で説明

されている．Taylor は、自分らしさが内面から表れるものだとしても、それは社会内の役割や地位

を通じた他者からの承認や他者との対話を経なければ形成されないものであり、その意味においてア

イデンティティの発見とは、他者との対話を通じて作り上げられてものだと指摘する．また、社会か

ら導き出されたアイデンティティは誰もが当たり前のように考える社会的カテゴリに基づいている

が、Taylor は、それ自体が社会から導き出されたアイデンティティが社会の承認を必要としている

ことの証拠であると述べる．次に、親密性のレベルにおいては、重要な他者（significant others）

からの承認の必要性やその承認がアイデンティティの形成に及ぼす影響が指摘されている．Taylor

は、親密性のレベルにおいても「Authenticity」という文化のなかで他者との関係性こそが自己発見

と自己確認の基本的場になることを主張した（Taylor 1992＝2004: 63-70） 
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日韓の新しい時代に向けた交流を歴史の忘却と引き換えに進展させようとする日本政府

の態度が在日朝鮮人や在日コリアンという呼称を避け、在日韓国人という呼称を総称とし

て使っているところから明らかになっていると分析する（岩渕 2004: 130-1）．このよう

な分析は、「韓流」が日本で生きることへの大きな力を与えていることは認めるとしても、

歴史に根ざした差別の構造がいまも続いていることから「韓流」には明確な限界が存在す

るという見方に立っている． 

承認と歴史認識という２つの側面を対比させる観点は、在日韓国・朝鮮人自らおこなわ

れた研究にもみられる．宋連玉は、在日韓国・朝鮮人が「韓流」という韓国大衆文化をど

のように受容し、「韓流」を歓迎する日本人と在日韓国・朝鮮人との間にどのようなまな

ざしのずれが生じているのかについて考察をおこなっている（宋 2007: 237）． 

そのなかで宋は、「韓流」以前に在日韓国・朝鮮人が接していた大衆文化が主に伝統文

化、あるいは、限定された領域のものであったことを指摘し、日本で韓国ドラマを入手で

きるようになった理由は、1989年韓国の海外渡航自由化22にともなう、いわば、韓国から

のニューカマーの増加によるものであったと述べた．ただし、ニューカマーを対象に輸入

されていたメディア・コンテンツの場合、日本語の字幕が付いてなかったために、韓国の

ドラマがみられる層は民族学校出身者などハングルが理解できるごく極少数に過ぎなか

った点を指摘している23． 

                                                   
22 1983 年韓国観光公社は、2001 年を目標にした観光計画の一環として「国民観光長期相互開発計画」

を樹立した．その主な内容として、国内旅行の増加、レクリエーション活動の積極的推進、ドライブ

旅行人口の急増、海外旅行の増加傾向に備えた余暇観光施設の開発を強調した．また、政府は、国際

貿易収支上の安定的均衡が可視化されはじめた 1983年１月１日から 50歳以上の国民に限り、200万

ウォンを一年間預ける条件の下で年１回有効である観光パスポートを発給しはじめ、歴史上はじめて

国民の観光目的の海外旅行が自由化された．1980 年代後半以降、韓国の経済規模が増え、国民の全

般的な生活水準が向上される同時に、国際収支が黒字に転換されることにより、海外旅行の開放与件

が整えるようになった．そのながれを反映し、韓国政府は、1989 年１月１日から国民海外旅行を全

面自由化させることになった（国家記録院ホームページ、 2013 年 6 月 21 日基準、 

http://contents.archives.go.kr/next/content/listSubjectDescription.do?id=003643&pageFlag=

A）． 
23 民族学校出身者たちがニューカマーを対象にしていた、日本語字幕が付いてない韓国ビデオの限られ

た視聴者であったことは確かであるが、はじめて韓国ドラマを接していた民族学校出身者たちの驚き

の経験は、これまで著者がおこなったインタビューのなかで多数語られている．そのなかで焼肉屋を

経営しながら 1990 年代に雇っていた韓国の留学生の勧めで韓国ドラマを観はじめた民族学校出身者

のある女性（40 代）は、民主化抗争をそのままドラマで描いたことにまず驚き、自分が学んだハン

グルでドラマが全く理解できないことにもう一度驚いたと語った．また、そのドラマを通して自分が

学んだ言葉が韓国で使われている言葉とかけ離れていたことに気付いたという．ところが、彼女はそ

の違いに気づいたことも言語の基礎があったからこそ可能であったと語った（2007年９月 22日のイ

ンタビュー、録音なし）．民族学校の出身者として家族全員が総連の活動に深くかかわっていた 50代

の女性も初めて韓国ドラマをみていたときの感想を次のように語っていた．“……あのモレシゲ（砂

時計）というドラマがあったんですけど、ある日、モレシゲというビデオが友人から送ってきたのよ、

宅急便で．それみたら、テープが 24 本もある．こんなの座ってみるかとしばらくみないで置いてあ

ったんたよ．そしたらいいから一回みてごらん、て、たまたま暇なときちょっとみてみるかと思って
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少数の在日韓国・朝鮮人コミュニティの範囲内で楽しまれていた韓国ドラマが、「韓流

ブーム」という形で日本社会全体でも大きく注目を浴びることになったことについて宋は、

多くの在日韓国・朝鮮人の場合、「韓流」がもたらした変化を肯定的・好意的に受け入れ、

素直に喜んでいるものの、それによって日本人の韓国・朝鮮観が変化するとは思わない、

あるいは、北朝鮮への見方は変わらないなど、「韓流」の影響について次元の異なる意見

が重層していることを指摘している．すなわち、岩渕（2004）と同じように宋（2007）も、

「韓流」によって多くの日本人が韓国に関心をもつようになったとはいえ、日本人の歴史

認識を変えるほどの力をもったものではなかった点を主な論点として挙げている．また、

宋がこの２つの次元を比較している背景としては、以下、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経

験を論じる上で欠かせない、「韓流ブーム」とほぼ同時にメディアを騒がした北朝鮮の「拉

致問題 」が存在していた． 

在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験を個人レベルにおける「素直」なうれしさと「在日」

として意識における「歴史認識」の重さとの対比で論じるながれは、それ以降も続いてい

く．ところが、「韓流」がひとつの日常文化として定着してからは、小川玲子（2010）や

イヒャンジン（2011）のように、韓国メディア・コンテンツへの接触経験自体に議論の焦

点を合わせる研究もみられるようになった． 

小川（2010）は、多様な形をとる在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験が日本人よりもはる

かに複雑であることを指摘した上で、在日韓国・朝鮮人にとって「韓流」がどのように作

用し、どのような語りを生み出しているのかを論じている．そのなかで小川は、韓国ドラ

マがみられるようになったことで、自分たちが守ってきた慣習や祭祀などが実際に韓国で

どのようにおこなわれているのかわかるようになったという在日韓国・朝鮮人の語りを引

用しながら「学習24」としての「韓流」経験を挙げた．また、ジェンダーの文脈において

                                                                                                                                                  
みたら、もうはまって、……あれをみたときにまず、大きく２つの衝撃を受けたのね、ウリハッキョ

（民族学校）で結構国語好きだったけど、あのドラマをみて、半分以上ほとんど通じなかった．特に

私たち、ほら、教科書でウリマル（ハングル）習ったから難い言葉はわかるし、あの文字に書かれる

とわかる、わかるけど、イプマル（話し言葉）でパーとしゃべれると全然わからないし、それが悔し

くて、もう何回もテープ巻き戻して聞いて、巻き戻して聞いているうちに、だんだん耳に慣れてきて、

あ、少しずつ理解ができるようになってというのがひとつでしょう、言葉の上でのショック．もうひ

とつがストーリーのなかでもショック……．”（2008年９月４日のインタビュー記録） 
24 「韓流」ドラマのもつ「学習」の効果は、新しい／変化した伝統の「学習」として理解することがで

きる．これまで筆者が出会った在日韓国・朝鮮人の多くは、１世が日本に渡ってきた当時の形式をそ

のまま継承した形で法事／祭祀を守っているケースが多く、場合によっては Waters(1991)が指摘し

ていたように、自分たちが守っている伝統のスタイルが家ごとに異なる、個人的／家族的ものなのか、

それとも、自分が属するエスニック・グループにおける普遍的な様式であるのかという区別がつかな

いと語る場合も多かった．こうした意味において現代韓国文化を映した「韓流」ドラマは、彼／彼女

らが守っていた伝統の形式がどれくらい個人的／家族的、あるいは、エスニック的ものであるのかを

教える役割を一部分果たしていたと考えられる． 
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は、これまで在日組織における強いジェンダー縛りが韓国の儒教文化であると「納得」し、

従っていたのが、韓国ドラマをみることでそうではなかったことを悟るきっかけになった

ことも、在日韓国・朝鮮人の女性からのインタビューを通して述べている（小川 2010: 

133-5）．  

「韓流」経験を通して改めて韓国との距離を自分で調整しながら、「在日」として生き

ることをもう一度考えるようになったケースを多く紹介している小川（2010）の議論のな

かには、もちろん、歴史認識の面ではこれからも解決しなければいけない問題が山積して

いることは自明であるが、「韓流」のようなポップカルチャーが日韓の政治問題の解決を

目指す社会運動ではなく、第一義的には消費されるエンターテインメントであり、文化産

業として「市場化」のベクトルのなかにありながらも人びとにある種の変化がもたららさ

れる可能性が明確に提示されている点において、岩渕（2004）と宋（2007）の議論とは性

格が異なると考えられる． 

「韓流ブーム」をきっかけとした韓国大衆文化の大量流入が在日韓国・朝鮮人にもたら

した影響を多様な世代の在日韓国・朝鮮人へのインタビュー・データを基に分析したイヒ

ャンジン（2011）も韓国大衆文化への接触そのものがもつ可能性の部分に焦点を合わせ、

それを３つに分けて分析した． 

在日韓国・朝鮮人に韓国大衆文化がもたらした影響として指摘されている内容を順番に

みていくと、第一に、大衆文化が歴史的記憶を呼び起こす手段であることを強調し、在日

韓国・朝鮮人によって消費される韓国の大衆文化が変化しつつある在日韓国・朝鮮人の「在

日」としての認識や歴史認識に重要な手がかりになっていくと主張する．第二に、日本社

会内で韓国大衆文化がひとつの代案文化としての役割を果たすことでそれまで認められ

なかった価値観が理解を得たり、主流文化と交流したりしながらお互いに理解が増してい

くとみている．そして、もっとも重要な点として、韓国の大衆文化が日本のなかでこれま

で「みえない存在」であった在日韓国・朝鮮人を可視化させた同時に日本・韓国・「在日」

の間に存在する境界もだんだん薄まっていくことを確認させた点を強調した（イ 2011: 

186-8）． 

日本社会における可視化や薄まっていく境界線に関する３点目の指摘のなかで注目に

値するのは、その可視化と境界線の問題が在日韓国・朝鮮人の世代によって異なる形をと

っている点である．たとえば、イ（2011）は、中年の在日韓国・朝鮮人が楽しんでいる韓

国ドラマや音楽と日本人の間で「ブーム」となっていたものとの間にみられる差異に注目

しながら、彼／彼女らが日本社会と韓国社会のなかで経験してきた差別やそれによる反日
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本的情緒が「韓流」経験に大きく影響を与えていたと分析した．その反面、若い世代の場

合、好きな韓国ドラマ・音楽のジャンルが日本人とほぼ一致していることから韓国の大衆

文化の楽しみ方が日本人とあまり変わらないことに注目している．また、その現象から若

い世代が韓国社会に親和力をもつようになり、その結果、彼／彼女らのもつ「在日」とし

ての認識や「ルーツ」への認識に決定的な影響を及ぼしていることを主張している．そこ

で、イは、多くの在日韓国・朝鮮人の若い世代が韓国社会の現状について詳しいことでも

なく、歴史や政治問題に深い興味をもっているわけではないが、韓国の大衆文化が韓国社

会自体への好奇心を呼び起こしていることは無視できないと指摘する(イ 2011: 

188-90)． 

 小川（2010）やイ（2011）にみられる韓国のメディア・コンテンツとの接触それ自体か

ら分析した在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験は、従来の可能性と限界という次元の違う二

極の対立した議論の立て方から脱皮し、その経験の多様性や重層性をよく表している． 在

日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識が「韓国で作られたメディア・コンテンツ」との接

触の度合いによって変わっていくという「ルーツ」意識とメディア表象との関係に関する

議論は、これまでの在日韓国・朝鮮人論のなかではみられなかった新しい視点であり、ホ

スト社会内のメディア環境の変化、さらには、グローバル時代におけるメディアの影響力

を表す議論として考えることができる． 

本論文では、これまで論じた時代の変化という文脈を積極的に取り入れながら、在日韓

国・朝鮮人の「ルーツ」意識がメディア環境の変化のなかでどのように構築／再構築され

ていったのかという問題を論じていきたい．とりわけ、その変化が一回性のものにとどま

らず、約 10年間続けられてきた点に着目しながら、変化が「持続」され、「日常化」され

ていくことで「ルーツ」意識がどの方向に向かって変化し続け、パターンを形成していっ

たのかという問いを、本論文は重視する．この変化の累積とパターン化という問題を、「持

続性」、および、「コミットメント」という概念を用いて探求することにより、在日韓国・

朝鮮人による「ルーツ」への「コミットメント」がエスニシティの再構築に及ぼした影響

を明らかにする． 

 

 

I.2.4  構築主義的観点の限界を越えていくために 

 

 前項でみてきたように、在日韓国・朝鮮人が経験してきたここ 10 年間の変化は、一次

的な変化に止まることなく「日常化」されていった．その変化と変化の「日常化」を構築
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主義的観点からみた場合、そこには、Cornell & Hartmann(［1998］2007)が論じていたエ

スニック意識形成／再形成を促す環境の変化以上のものが入っていることがわかる．いい

かえると、そこには、ある形をもって構築された意識が「持続」されていく問題が同時に

含まれているとみることができる．こうした構築されて以降の問題は、これまで変化とい

う言葉でよく表現されてきたが、その変化のなかにも全く違うものへの変化とある枠内に

おける意識の強弱の変化といった度合いの変化、両方が含まれていることに注意を払いた

い．そこで、本項では、このエスニック意識が「持続」されるとは何か、それは、移動者

の次の世代にとってどういう意味をもっているのかという問題を探っていくことにしよ

う． 

 移動者の次の世代がエスニック意識を守っていくことや彼／彼女らのもつエスニシテ

ィを一定の範囲内の変化をともないながら維持していくことは、何らかの形で「○○人ら

しさ」「○○エスニック・グループらしさ」が世代を経ながら伝達されていくプロセスと

分かち難く結びついている．このプロセスを説明していくために本節では、Howard S. 

Becker（1960）が理論的に取り上げたコミットメントという概念に注目していきたい． 

コミットメントは、ある対象に対して、また、ある方向に向かって持続的に関心をもち、

その関心を行為として表していくことを意味している. そこでは、伝達されていくことや

持続されていくことが「自然に」おこなわれるものではなく、行為主体の守っていこうと

する意志に基づいた、エネルギーの投入されたものという観点が含まれている． 

 行為主体の「意志」が入っている「持続的行為」の特徴を社会的に分析しようとした

Beckerは、社会学者がこれまで典型的に活動の持続的路線（consistent lines）25に関与

する人びとを説明するためにコミットメント概念を用いてきたと指摘し、その持続的行動

（consistent behaviors）の特徴を探りながらコミットメントという概念が説明変数とし

て有効である理由を３つに分けて述べている．その理由のなかには、その行動が特定の時

間の間に持続されていること、その活動が同じ目標に向かっている人びとの間でみられる

こと、その行動が正しい（right）、ふさわしい（proper）という判断の下で持続される、

他の可能性を排除しながら行われているものであることが含まれている．Becker が主張

しているように、コミットメントに含まれている「持続性」は、単純にある行動が持続さ

                                                   
25 ここで人の行為を路線（line）という言葉を用いて説明していることに注目したい．路線という言葉

への関心は Becker（1960）の前からみられていた．たとえば、社会権力とコミットメントに関する理

論的考察をおこなった Abramson、Cutler、Kautz and Mendelson は、行為を路線という言葉とつなげ

て分析することで行為がつながって帰結される事実に関心をもつことができると論じた．それまで単

独の行為と単独の目的が一対一でつながっていると想定されていた行為論に、行為の路線という発想

を取り入れたことによって目的が行為の連続の結果達成されるものであるという観点が付け加えられ

た（Abramson、Cutler、Kautz and Mendelson 1958: 15-6)． 
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れる以上の意味を含蓄しており、ある人がコミットしている活動は、同じ条件にいる／そ

の活動に参加する可能性のある他の行為者には拒まれた／選ばれてなかったものを意味

している（Becker 1960: 33-4）. 

Becker は、コミットメントの概念をさらに分析し、持続的行為がみられる人びとを２

つのパターンで分けている．そのひとつが、あるやり方で行為し続けている（made a 

commitment）場合で行為（act）に重点が置かれている．一方、続けられている状態（state）

に注目したパターンがあり、それは、その状態に自分を置くこと（being committed）を

指す．後者に焦点を絞っている Beckerは、コミットメントが「副次的賭け26」（side bet）

の結果、獲得され一定の路線を保つようになっていくと主張する．Becker の主張にみら

れる賭けの積み重ねを通した方向設定は、最初広い範囲において賭けを繰り返していくな

かでそれぞれの賭けから派生される結果が積み重ねられ、行為が一定の路線に固まってい

くプロセスを理解する上で重要である． 

 Becker のコミットメント議論は、エスニック意識の持続問題を捉えるために提案され

た考察ではない．しかし、そのなかに存在する持続性や一定の路線が作られるプロセスへ

の着目は、構築主義的観点や個人を分析単位とする最近の研究が十分取り入れることがで

きなかったエスニック意識が構築されるまでのプロセスや構築されてからの変化の経験

などを分析していくうえで重要な着眼点を与えているといえよう． 

本論文では、以上のような Becker(1960)の議論をコミットメント概念の出発点に据え

る．ただし、それだけでは在日韓国・朝鮮人のケースを分析していく上で十分とはいえな

い．そこで次節においてこの概念をさらに検討する．以下では、本論文における独自のコ

ミットメント概念を「コミットメント」という括弧付きの形で表記し、議論を進めていく

27． 

 

 

 

 

 

                                                   
26 Becker（1960）の論文では、新しい仕事に就くことを躊躇する人がその人が転職した場合に生じる年

金の損失、現在勤めているところに存在するつながりや年功の損失、転職することによって生じる現

在の職場で慣れている仕事の損失などのさまざまな副次的儲けによって断念してしまいがちであると

説明しながら「副次的儲け」の例を挙げている（Becker 1960: 38）. 
27 本論文における「コミットメント」の概念については I.3.2を参照 
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I.3 研究課題 

 

 

 本論文では、日本における定住志向が固まり、法的地位が安定化されはじめた 1980 年

代から 2010 年までの時期に焦点を合わせ、日本社会における在日韓国・朝鮮人のエスニ

シティ再構築の問題を「ルーツ」や「コミットメント」というキーワードから読み取って

いくことを目標としている．そのために、本論文では、在日韓国・朝鮮人が経験してきた

1980 年代から 2010 年までの約 30 年間の時間幅を「時間性」と「時代性」という大きな

枠のなかに位置づけ、「時間性」と「時代性」が在日韓国・朝鮮人のもつ自らの「ルーツ」

への意識にどのような影響を与えたのかを明らかにしていくことを課題としていきたい．

「時間性」と「時代性」に関する議論に入る前に、続く２つの項で、まず、本論文におけ

るキーワードである「ルーツ」と「コミットメント」の概念を整理しておこう． 

 

 

I.3.1  「ルーツ」の概念について 

 

本論文における重要な概念として「ルーツ」という単語を挙げることができる．移動者

の次の世代を対象にする本論文においてエスニック・アイデンティティという言葉より

「ルーツ」という言葉を用いる理由は、日本社会と朝鮮半島との関係が質的に変化したの

みならず、その関係がある方向性をもって「持続」されていくなかで個人レベルにおいて

多様化されていたアイデンティティが再びなんらかのパターンを形成していくことを発

見したからである．こうした文脈において「ルーツ」は、在日韓国・朝鮮人が朝鮮半島と

「つながっている」という事実であると同時に、その「つながり」を実際の生活のなかで

どこまで表していくのかという意識や実践の問題にもかかわっている． 

また、「ルーツ」という言葉のなかには、「根を下ろす」という動詞的意味、根を下ろす

方向という方向性、根を下ろすためにかかる時間を含めた時間性、下ろした根を守ってい

く意志が含まれた持続的行為という４つの特徴をもっており、移動を経験した人びとの次

の世代のもつ意識を捉えていくための有効な手がかりになると考えられる．以下では、「ル

ーツ」という単語の辞書的意味から出発し、以上で挙げた４つの特徴それぞれについて述

べていきたい． 

「ルーツ」という言葉は、どういう単語と一緒に使われるのかによってなじみのある言

葉にも、そうではない言葉にもなりうる．「ルーツ」の意味としてもっともなじみのある
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のは、植物と一緒に使われるときの意味で、植物を支え、成長のための栄養を供給する通

路という意味をもっている． 

一方、同じ単語が人と一緒に使われる場合には、＜表 １＞のようにある特定の場所と

のつながり（connection）や関係（relation）、または、所属の状態（condition of belonging）

という意味をもつ．また、そのつながりの基準になる場所（place）の場合、「自分が住ん

でいたところ」「家族が住んでいたところ」「家族の出身地」という限定された条件の下で

使われていることがわかる． 

 

 

＜表 1＞ 「ルーツ」の辞書的意味 

the Oxford Advanced 

Learner's Dictionary 

8
th
 editions

28
 

5. connection with place 

the feelings or connections that you have with a place because you 

have lived there or your family came from there 

Longman Dictionary of 

Contemporary English 

4
th
 editions

29
 

4. Family connection (somebody's roots) 

your relation to a place because you were born there, or your family 

used to live there: 

Word Net 3.1 

a lexical database of 

English
30

 

the condition of belonging to a particular place or group by virtue of 

social or ethnic or cultural lineage 

 

 

人と「ルーツ」との関係を考える重要な手がかりとして 1976年に出版された Alex Haley

の『ルーツ』を挙げることができる．アフリカからアメリカに奴隷として捕らえられたあ

る黒人の７代にわたる伝記をノンフィクション小説形式で記録している『ルーツ』は、人

にとって「ルーツ」とは何かという根本的問いを投げかけるシーンが多い．たとえば、ア

フリカに帰るために足が切断されるまで繰り返して逃げ出すことや、奴隷として生きなが

らも子どもたちに「ホーム」であるアフリカについて語り、その子どもたちがその話を覚

え、その記憶をまた次の世代へと語り継いでいく場面などがそれである．また、語り継ぐ

だけではなく、その語り継ぐ行為を通して家族全員が一体感や絆を深めていく過程を描い

                                                   
28 http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/root_1#root_1（アクセス：2012 年 11 月 30

日） 
29 http://www.ldoceonline.com/dictionary/root_1（アクセス：2012 年 11 月 30 日） 
30=http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=roots&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o8=1&

o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&h=（アクセス：2012 年 11 月 30 日） 
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たところから人と「ルーツ」との関係を読むことができる． 

『ルーツ』という小説のなかで主人公が自分の「ホーム」を離れてはじめて自分の帰る

場所を意識していたことと同じように、「ルーツ」は、移動という観点を取り入れたとき

にその言葉に含まれている多重的意味が明らかになっていく．こうした移動の意味が反映

された「ルーツ」の概念は、文化人類学の分野においてすでに分析されており、その例を

James Clifford (1997)の議論からみることができる． 

移動が普遍化していくグローバル化された時代における「ルーツ」の意味を、「Route」

と「Roots」との対比から読み取っていた James Clifford は、起源（roots）がつねに経

路（routes）に先行していることを指摘した．ところが、移動が複雑でかつ多様な経験と

して現れる今日において移動を通した転地（displacements）は、たんなる場所の移動や

拡張だけではなく多様な文化的な意味を構成する「実践（practices）」であり、それが起

源と経路との関係性をも変えていくと述べる（Clifford 1997＝2002: 12）． 

時間と空間の変化を同時に含む移動という概念は、移動の主体のもつ「ルーツ」意識に

どのような影響を与えるのだろうか．その移動の経験は、「ルーツ」の方向性をどのよう

に変えていくのだろうか． 

本論文で研究対象としている在日韓国・朝鮮人のケースに即して「ルーツ」という概念

を考えてみると、最初日本に渡ってきた在日１世にとって「ルーツ」の辞書的意味にみら

れる場所は、在日１世が渡ってきた朝鮮半島を指す．ところが、その後の世代にとって「ル

ーツ」とは、世代を経れば経るほどその世代を主語に考えるのか、それとも、最初渡って

きた１世を主義に考えるのかによってまったく違う場所を指してしまうことになる．加え

て、それが意味する場所の数もしだいに増えていく．たとえば、動詞としての「ルーツ」

に根を下ろすという意味があるように、在日２世からは自分が生まれた地、すなわち、日

本にも「ルーツ」が存在していることになる．しかし、同時に１世の出身地という移動の

出発点としての「ルーツ」もまだ依然として存在している． 

ところが、社会学の文脈において「ルーツ」は、世代を経ても先祖の出身地を意味する

場合が多く、先祖の出身地として想定される場所も単純な地名よりは国民国家の境界を基

準にした「○○国」「○○人」として表現される場合が多い．これは、「ルーツ」そのもの

が、国民国家システムと分かち難く結びついていることはもちろん、本来多重的な「ルー

ツ」のなかで何かが優先される／選択されることによって現実に方向づけられていること

を示す． 

それでは、在日１世以降の世代が「○○国」「○○人」という場所やグループに関係を
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もち、つながっていることは、何を意味するのだろうか.「ルーツ」という辞書的意味が

明らかにしているように「ルーツ」とは、個人のもっている感覚というより、つながって

いる状態のような実在的意味をもっている．にもかかわらず、在日１世以降の世代が守っ

ている「ルーツ」は、複数の「ルーツ」のなかで優先された／選択された点において「観

念」的なものにもなり得る．その上で、彼／彼女らのもつ「ルーツ」へのこだわりや意識

の度合い、守っていこうとする意志を通して「観念」的な「ルーツ」は再び「実在」的も

のとして移動者の行為に影響を及ぼす主な要因に変わっていくことが可能になる．要する

に、「ルーツ」の意味に含まれている多重性をもったつながりの要素は、在日１世以降の

世代がどのような「ルーツ」を優先させ、選択していくのかという意識や意志の存在を介

して移住先における生き方のなかに新たな「実在」的な課題を生み出す力をもたらしてい

く． 

以上のような「ルーツ」の「観念」的な意味と「実在」的な意味に着目し、本論文では、

朝鮮籍（記号）や韓国籍のような形で「ルーツ」が「可視化」されているケースのみなら

ず、日本籍である人や先祖のなかでひとりでも朝鮮半島から渡ってきた在日１世が存在し

ている「非可視化」されたケースもを含めて議論の対象にしていきながら在日１世以降の

世代のもつ自分の「ルーツ」への意識の構築／再構築の様子を探っていきたい． 

 

 

I.3.2  「コミットメント」の概念について 

 

本論文におけるもうひとつの重要な分析概念がコミットメントである．コミットメント

は、ある対象やある方向に向かって持続的に関心をもち、その関心を行為として表してい

くことを意味している．本論文では、時間を越えて伝えられていくこと、持続されていく

ことが「自然に」行われるものではなく、行為主体の守っていこうとする意志に基づいた、

エネルギーの投入されたものである点に着目する．この「持続性」の本質を問う上でコミ

ットメントは、行為主体の意志が反映された持続的行為の特徴をもっとも的確に表す概念

だと考えられる． 

本論文における「コミットメント」の概念を述べる前に、まず、辞書的意味からみてみ

よう．＜表 ２＞は、コミットメントとコミットの意味をまとめたものである． 

＜表 ２＞からもわかるように、コミットという動詞形のなかには何かを一緒にする、

つながる／かかわりあうという意味が、また、コミットメントという名詞形のなかには、

信頼する行為、委託する行為といった意味が含まれている．このようにコミットとは、具
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体的行為がともなうものとして理解される．しかし、コミットの含意はそれだけにとどま

らない．コミットとコミットメントの意味のなかには、信じる／委ねる、特定のコースに

自分をコミットした状態に置くといった意志の力、すなわち、ある状態に自分をとどめて

置くという感情的な側面が含まれている．このことは、コミットメントという概念のなか

には、積極的に自分をある行為へ振り向けていくことだけではなく、意志をもってある状

態にとどまるような、一見、働きをともなわない状態までもが含まれていることを示唆し

ている．こうした特徴は、コミットメントのもつ「可視的」側面と「非可視的」側面にか

かわっている．コミットメントのなかに、何かに積極的に取り組む行為として行為主体の

意志が反映され、かつ「可視的」になっているケースはもちろん、ある状態に自分を「と

どめておく」こと、すなわち、「非可視化」されているケースもが含まれていることを表

している． 

 

＜表 2＞ 「コミットメント」の辞書的意味 

The Oxford English  

Dictionary 

second editions 

(1989) 

commit： 

I. To give in charge, entrust, consign 

II. To commission 

III. To perpetrate or perform 

IV. To put together, join, engage, involve 

commitment： 

I. The action of entrusting, giving in charge, or commending 

II. The action of officially consigning to custody or confinement, or 

state of being so consigned; imprisonment, confinement 

VI. The committing of oneself, or being committed (to a particular 

of conduct) 

The Kenkyusha 

Dictionary of English 

Collections 

(新編 英和活用大辞典) 

commit：委ねる、委託する、かかわりあう、傾倒する、預ける、 

収監する、犯す 

commitment：関与、加担；約束・公約；献身・傾倒；出資 

  

  

ただし、ある状態に自分をとどめて置く意志の力の内容はそれほど単純ではない．たと

えば、先行研究のレビューでも挙げた Becker（1960）の「副次的賭け」という概念が明

らかにしているように、長期にわたって構築され、すでに与えられている状況や条件は、
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行為主体がまったく新しい方向に向うことをむしろ難しくする大きな要因として作用し、

それが結果的に個人を縛りながらコミットメントさせることがある．ただし、

Becker(1960)が「賭け」（bet）という単語を選んでいることからもわかるように、行為主

体は現在コミットしている環境と新たにコミットしたい環境との間に存在する利害得失

を「合理的」に計算した上で行為路線を形作っていく．したがって、必ずしもやむを得ず

そこにとどまり続けるだけではない．このようにコミットメントという概念のなかには、

「可視性」「非可視性」とは別に構築された環境を「合理的」に計算する行為主体の意志

の作用が存在している． 

さらに、以上の議論では対象になってない、コミットメントの単位についても考えてお

く必要がある．本章の最初で考察したエスニシティ理論のながれからもわかるように、初

期のエスニシティ論がエスニックなものを集団単位の現象として研究していたのに対し、

近年では個人単位でエスニックなものの持続を理解しようとする立場が台頭している．こ

の点を踏まえ、コミットメント概念についても「単位」という考え方を導入し個人的にエ

スニックなものにコミットするのか、それとも、集団活動などを通してコミットしていく

のかを区別することにしたい． 

コミットメントという概念のなかにふくまれている以上の３つの側面、すなわち、可視

性／非可視性、行為主体のもつ意識、コミットする単位といった側面を考慮し、本論文で

は、「ルーツ」意識との関連性を論じる上で「コミットメント」概念を次のような多義性

をもったものとして捉えていく． 

 

 

１．可視性／非可視性 

１－１．エスニックな自己を守っていくために「ルーツ」にかかわる活動を続けている場合 

１－２．可視的活動はおこなってないものの、「祖国」にかかわる情報に触れながら意識の面

において自分の「ルーツ」意識する状態に自分をとどめておいた場合 

 

２．行為主体の意識 

２－１．環境の変化に従属されることなく、自分の意志を優先させ新たな行為路線を作ってい

く場合 

２－２．環境の変化といった与えられた条件に合わせながら、ある程度形作られた行為路線に

従っていく場合 
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３．コミットする単位 

３－１．エスニック集団における活動のように集団的にコミットする場合 

３－２．「ルーツ」にかかわる情報に触れるなど個人単位でコミットする場合 

 

 

 以上のような「コミットメント」の概念を通して本論文では、1980 年代以降在日韓国・

朝鮮人が経験してきた環境の変化とそれによる「ルーツ」意識の再構築、そして、構築さ

れた意識がどのように「持続」されてきたのかという問題を分析していきたい．  

 

 

I.3.3  「時間性」と「時代性」というテーマ 

 

本節の冒頭でも述べたように、本論文は、在日韓国・朝鮮人が経験してきた 1980 年代

から 2010年までの約 30年間の時間幅を「時間性」と「時代性」という大きな枠のなかに

位置づけ、「時間性」と「時代性」が在日韓国・朝鮮人のもつ自らの「ルーツ」への意識

にどのような影響を与えたのかを明らかにしていくことを課題としている．  

 本論文では、これまで蓄積されてきたエスニック理論を「時間性」という文脈から捉え

直し、世代交代というタームにおいてもっぱら分析されてきたエスニック・グループの経

験する時間のながれを、世代交代と「ルーツ」への意識との関係変容の問題として読み直

してみた．なかでも、本論文では、時間の経過やそれによる世代交代によって「エスニッ

クなるもの」が薄れていくことが前提とされていた既存の研究を越え、世代を経ながらも

なお「エスニックなるもの」へこだわりをもち、意識を強めていくケースを研究した構築

主義的観点に注目しながら、時間に「逆らう」ともみえる「エスニックなるもの」の持続

性の問題を取り扱う．理論的考察を基に本論文では、具体的なエスニックな活動やそれに

関連する情報などに意識的に触れるなどの行為としての「コミットメント」という概念を

取り上げ、エスニシティの再構築問題を論じていく． 

 これから展開される分析内容のなかで「時間性」と「時代性」はどのように議論される

のだろうか． 

 論文の前半では、エスニック研究に対する理論的考察を基にしながら、在日韓国・朝鮮

人が時間の経過や世代交代、なかでも、１世から２世への世代交代を通して彼／彼女らの

もつ「ルーツ」への認識やホスト社会内での位置づけが同時に変化していった 1980 年代

に焦点を合わせながら、世代交代という「時間性」の問題を考察する． 
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 その上で、本論文の後半では、時間のもつもうひとつの特性、すなわち、時間のもつ「時

代性」という側面に注目しながらエスニック継承問題について考えていく． 

 在日韓国・朝鮮人における１世から２世へ、そして、２世から３世へと交代していく過

程は、世代交代がおこなわれた時代の特性からみて質的に大きな差が存在していた．特に、

２世から３世へ世代交代がおこなわれた 1990 年代後半からの時期は、1980年代における

日本のいわゆる「国際化」社会への変化とともない、行政的差別や法的差別の緩和、また、

ニューカマーと呼ばれる定住外国人の急速な増加によって在日韓国・朝鮮人が経験するホ

スト社会やホスト社会に対するイメージ自体が以前の世代が経験したものとは大きく違

う様相をみせた時期として注目に値する． 

本論文の後半部では、「時間性」の軸で論じた世代交代、そしてその後の世代が「祖国」

や「エスニックなるもの」から遠ざかっていくながれが、在日韓国・朝鮮人という主体を

取り巻く国際的、社会的、政治的環境の変化という「時代性」の下でどのように変わって

いったのかについて分析を進めていく．この大きな変化のなかでは、2000 年以降に日本

社会内で韓国のイメージを大きく変えた「韓流ブーム」や「拉致問題」を通して韓国とは

相反するイメージをもつようになった北朝鮮と日本との関係性の変化などが含まれてい

る． 

以上で述べた「時間性」と「時代性」という大きな軸を中心に本論文では、エスニック・

グループが時間と時代との交差のなかでどのような形で自らの「ルーツ」に対する意識を、

構築／再構築していき、また、それがホスト社会におけるエスニシティの再構築にどのよ

うな影響を与えていくのかについて論じていく．そして、最後に、「ルーツ」というもの

が移動者の行為をいつまで、また、どのくらい規定していくのだろうかという最初の問題

意識にもどってこのケースをまとめていきたい． 

 

 

I.4 研究対象 

 

 

 本論文における研究対象である在日韓国・朝鮮人は、さまざまな「境界」間の移動経験

を抜きにしては語れない存在である．なぜならば、彼／彼女らの存在自体が朝鮮半島から

日本への移動、敗戦直後の朝鮮半島への移動、1959 年から始まった北朝鮮への「帰国事

業」を通した移動など、物理的な移動のみならず、「朝鮮籍」（記号）から韓国籍、あるい

は、日本籍への変更、在日韓国・朝鮮人同士の婚姻から日本人との婚姻件数の急増、在日
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コミュニティ内での職探しから日本社会での就職増加など、さまざまな「境界」間の移動

を通して形成され、また、変化してきたからである．このような多様な移動の経験は、朝

鮮人が在日朝鮮人になりその後、海外公民や在日韓国・朝鮮人、「在日」、在日コリアンな

どの名をもつ存在に次々変わっていく過程と連動しており、もはや在日韓国・朝鮮人の全

体像を描くことはできなくなってきている． 

以上の点を踏まえ本節では、在日韓国・朝鮮人の集団呼称の変遷からもうかがえる、一

枚岩としては語ることのできない彼／彼女らの「境界」間の移動史を、戦前の形成期、戦

後の帰国と日本での定住の共存期、そして、世代交代による定住意識の固着期という時間

性や時代性を考慮した３つの時期に分けてまとめていくことによって議論の土台を作っ

ていきたい．  

 

 

 I.4.1  形成期：1900年代から 1944年まで 

 

 日本の国土・経済・社会・文化に関する網羅的統計がおこなわれ始めたのは 1882 年で

ある．『統計年鑑』という名前で始まり、やがて『日本帝国統計年鑑』（1886年～1936年）、

『大日本帝国統計年鑑』（1937年～1941年）へと名前を変えていく統計のなかで朝鮮人人

口は、韓国併合がなされ「日本国民」として集計されるようになった 1910 年まで「本邦

在留外国人」、すなわち、日本の市町村に居住する外国人として集計されていた31．朝鮮人

移動の初期段階として捉えられる、韓国併合以前の在日朝鮮人の数を表したものが＜表 

３＞である． 

＜表 ３＞に示されている朝鮮人人口について森田芳夫は、『日本帝国統計年鑑』に注

記されている内容を根拠にしながら、この時期の統計が府県から出された概数であるため

正確な数値を表すものではないと説明している．その上、この時期に日本にいた朝鮮人の

多くが朝鮮半島からの留学生として、今日、在日朝鮮人の歴史のなかでよく語られる労働

者層とは違う性格をもったグループであったことを述べている（森田 1996: 59-60）．朝

鮮人集計数の誤差や留学生を中心とした人口構成については、『學之光』に集計されてい

た在日留学生の数からも確認することができる．また、留学生が多かったことについて森

田(1996)は、1899 年に出された勅令「条約もしくは慣行により居住の自由を有せざる外

国人の居住及び営業等に関する件」において外国人の労務者の入国が制限されていた点を

                                                   
31「日本統計年鑑」120 回の歩み（2013年 5月 14日基準）http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/120 

ayumi.pdf 
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挙げながらその理由を説明していた． 

 

 

＜表 3＞ 韓国併合以前の日本における朝鮮人人口（単位：人） 

年 人口数  年 人口数  年  人口数 （留学生数） 年 人口数（留学生数） 

1882年 4  1889年 8  1896年 19  1903 224 (185) 

1883年 16  1890年 9  1897年 155  1904 233 (260) 

1884年 1  1891年 6  1898年 71  1905 303 (449) 

1885年 1  1892年 5  1899年 188  1906 254 (583) 

1886年 0  1893年 7  1900年 196 (148) 1907 459 (735) 

1887年 6  1894年 7  1901年 355  1908 459 (805) 

1888年 7  1895年 12  1902年 236 (152) 1909 790 (600) 

*森田芳夫（1996）、ユヨンリョル（2003）を基に筆者作成 

（1）人口数：『日本帝国統計年鑑』の各年 12月 31日現在 

（2）留学生数：『學之光』第 6号 12頁 

（3）人口数典拠：森田芳夫（1996）『数字が語る在日韓国・朝鮮人の歴史』明石書店、173頁． 

（4）留学生数典拠：ユヨンリョル（2003）「1919 年 2 月 8 日日本留学生の独立宣言」韓日民族問題学会

編『在日朝鮮人とはなにか』サムイン、81頁． 

（5）『日本帝国統計年鑑』では、1882年から 1896年までは「朝鮮」という国名で、1897年からは「韓」

という国名で集計されている． 

  

 

留学生を中心とした 1880～1890 年代の在日朝鮮人人口は、その後の日本統治の本格化

やそれにともなう日本と朝鮮との移動手段の整備によって増え続けていくことになる．ま

た、1905 年 9 月から運行された、日本の下関と朝鮮の釜山を結ぶ国際フェリー（以下、

関釜連絡船）の就航を起点に 1930 年には下関と全羅南道麗水を結ぶ関麗航路が、また、

1943 年には博多と釜山間を結ぶ博釜航路など、複数の航路が開設されることにより国境

を超える移動の性格も短期の移動から居住のための長期的なものまで多様化されていっ

た32．以下では、1910 年から 1944 年までの日本における朝鮮人人口の推移や日本と朝鮮

とを結ぶ関釜連絡船の乗船人員数のデータなどを用いながら在日朝鮮人の初期形成の様

                                                   
32 関釜連絡船の就航船舶の変遷を詳しくみてみると以下の通りである．1905年の 9月に山陽汽船株式会

社が下関と釜山間に定期航路を開設したときの就航船舶は、壱岐丸（1681トン）と対馬丸（1679トン）

である．1906年に山陽鉄道の直営を経て関釜連絡船が国有化された以来、1910 年からは韓国併合によ

って国内航路扱いになった．また、1913 年には高麗丸（3029 トン）と新羅丸（3036 トン）が、1922

年には、景福丸（3620 トン）と徳寿丸（3620 トン）が、1923 年には昌慶丸（3620 トン）が就航する

ようになった．日本への人口流入が著しく増加していった 1930年からは、関釜連絡船が１日１回往復

できるようになったことはもちろん、船舶もそれまでの 3620 トンから 7000 トン以上のものに変わっ

ていく．その例として 1936 年には金剛丸（7082 トン）、1937 年には興安丸（7080 トン）が就航して

いる．1941年には、関釜連絡船の多運行策が決定され 1942年には天山丸（7961 トン）が就航し、1943

年の 7 月には、博多と釜山間の航路が開設されるとともに、1 日 1 往復できるようになる．このとき

就航した船舶は、崑崙丸（7909トン）であったが、同年の 10月に被弾沈没してしまう．その後、1945

年 6 月には関釜航路と博釜航路運航が不能になり 9 月に釜山と仙崎間で関釜連絡船が再開されるよう

になった（板本・木村 2007: 138）． 
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子をたどっていく． 

 まず、1910年から 1944年までの朝鮮人人口の推移と常住人口の比率を田村紀之がまと

めたデータに基づいてグラフにすると＜図 ４＞のようである33． 

＜図 ４＞をみると、日本における朝鮮人人口は 1920年代後半から増え始め、1930年

代初期に 50万人をそして、1940年に入ってからは、1930年代の２倍にあたる 100万人を

超え 1944年まで急激に増加していることがわかる． 

  

 

 

＜図 4＞ 日本における在日朝鮮人の人口推移・常住人口（単位：人・％） 

*田村紀之（1981）「内務省警保局調査による朝鮮人人口（I）――総人口・男女別人口――」『経済と

経済学』第 46号 59頁、田村紀之（1981）「内務省警保局調査による朝鮮人人口（Ⅱ）――常住人口・

世帯数（戸数）――」『経済と経済学』第 47号 86頁の資料を基に筆者作成 

 

  

こうした人口増加の全体的な特徴について外村（2004）は、５つに分けて説明している．

その一番目は、在留人口がほぼ一貫して増加し続けていたこと、二番目は、1910 年代前

半の人口増加が他の時期に比べて緩慢であるが、それ以降、1920 年代後半まで増加が急

                                                   
33 1910 年から 1944 年までの朝鮮人人口を取りまとめた研究者は多く存在するが、本章では田村のデー

タを用いた．その理由としては、田村が内務省警保局資料そのものに未整備のまま放置されていたこ

とでその資料を利用する研究者の間で集計ミスや様式の不揃い、特に、6月末データと 12月末データ

が混ざって使われていた問題点などがみられていたことを指摘し、それまで出されていた主な研究業

績などを参考にしながら統計データを取りまとめていたことを挙げることができる（田村 1981: 51）．

データの不揃いについては、外村も指摘しておりその理由として植民地時代の朝鮮人の移動に関する

データを集計したのが朝鮮総督府と内務省警保局に分かれていたことや同じ種類の統計であっても複

数の系統が存在していたと述べている（外村 2004: 41）． 
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激となること、三番目は、1930 年前後、人口増加が停滞していること、四番目は、1930

年代半ばより再び人口増加が顕著になること、五番目は、1939年から 1945年まで５，６

年の間で 100万人以上の爆発的な人口増加がみられた点である（外村 2004: 42-3）． 

姜在彦は、外村（2004）が指摘した５つの特徴を日本が朝鮮人対して広げていた政策変

遷を基準に朝鮮人人口の増加現象を 1910 年～1920 年（I 期）、1921 年～1930 年（Ⅱ期）、

1931 年～1938 年（Ⅲ期）、1939 年～1945 年（Ⅳ期）という４つの時期に分けて分析して

おり、それぞれの時期に影響を及ぼしたとみられる政策として「土地調査事業」「産米増

殖計画」「兵站基地化」「労務動員計画」などを挙げた（姜 1996: 188-216）． 

外村（2004）と姜（1996）の全体人口の推移に関する分析に加え、男女別人口の推移に

みられる特徴を述べると 1930 年初期までは、日本に渡る朝鮮人の７割から８割程度の人

が男性であったこと対し、1930 年代からは、女性の人口が全体の３割から４割を占める

ようになるなど、女性の渡航者が時間の経過とともに増えている点を指摘することができ

る． 

日本における朝鮮人人口の性比が年代ごとに変化していくことの意味は、日本における

朝鮮人の常住人口の比率の変化を参照にした場合、もっと明らかになっていく．朝鮮人が

集計されていた当時の常住人口とは、日本の各市町村に 90 日以上居住するものを指す概

念として使われていた34．＜図 ４＞で示されているように朝鮮人常住人口の比率は、渡

航者のほとんどが男性であった 1920 年代までは、徐々に高くなってはいたもののその数

値は、全体の４割にも及ばなかった．ところが、女性の渡航者が本格的に増えていく 1930

年代以降、常住人口の比率は急激に増え始め 1930 年代後半には、全体の約７割から８割

が日本に常住していたことがわかる．こうした女性渡航者の増加と日本居住の長期化傾向

は、移動の形態が短期から長期へと多様化されていたことはもちろん、外村（2004）が言

及しているように最初に男性が単身で渡航し、後に女性が呼寄せられて家族を形成した場

合が多かったことを明らかにしている． 

人口推移にみられる 1930 年代の朝鮮人人口の急増は、日本の植民地政策や情勢変動の

影響を強く受けていたが、それ以外にも日本に渡る物理的な移動手段の増加に支えられて

いたと考えられる．その例として関釜連絡船の乗客数のデータをみてみよう．『釜山商業

会議所月報』『釜山商工会議所月報』の資料を基に国籍別データとまとめた坂本悠一と木

                                                   
34 常住人口データをまとめた田村（1981）は、常住人口が一定期間以上に渡って同一地点に居住するこ

とを要件とする概念であるが、警保局資料では明示的にその概念が用いられているわけではないと述

べている．ところが、1934 年の 12 月末現在値について「90 日以上同一市町村に居住するもの」とい

う集計項目に関する説明がなされ始めていたことを根拠に、常住人口を定義しようする場合には 90日

を単位期間とし、市町村を単位地域と定めるほかはないと述べる（田村 1981: 77-8）． 



 59 

村健二によれば、1930年から 1940年まで関釜連絡船を通して朝鮮から日本へ移動した朝

鮮人数は、一番少なかった年が 85,356 人（1935 年）、もっとも多かったときは 271,204

人（1938年）にも上っていたことがわかる35．坂本・木村は、月別に集計されている乗船

客に関するデータを分析しながら、1920 年代には、農業の繁閑と対応しながら季節労働

者として日本と朝鮮とを行き来していた朝鮮人が多かったと述べた．また、1930 年代に

は、日中戦争以降の伸びが著しい点を挙げながら、朴慶植（1965）や姜（1996）と同じよ

うに日本の植民地政策とのかかわりが関釜連絡船の乗客数に影響を及ぼしていたことを

指摘している（坂本・木村 2007: 141-4）． 

こうした日本における朝鮮人人口の変化様子は、1911年から 1944 年までの日本におけ

る朝鮮人人口を職業別に集計したデータから確認することができる（＜図 ５＞を参照）． 

＜図 ５＞は、日本における朝鮮人人口の推移を職業別に分けて示したものである．す

べての時期を通して諸雇人・船員・労働が含まれている労働者36がもっとも多いが、それ

に並んで 1930 年代後半から無職や失業者が増えていくことに注目したい．この傾向は、

２つの側面から考えることができる． 

まず、外村が指摘していたように、1910 年代までの朝鮮人の渡日は企業による募集へ

の応募が主流であったのに対し、1920 年代からは日本での滞在がある程度長期化した朝

鮮人が朝鮮人同士のネットワークを通じて職を探すケースが増え、不安定な就労形態に置

かれたり労働者保護政策の対象外として扱われていたりする場合が多かったことに関係

している（外村 2004: 105-6）． 

 

 

                                                   
35 1930 年から 1940 年まで関釜連絡船を利用して朝鮮と日本との間を行き来していた朝鮮人数の推移を

詳しくみてみると以下の通りである．まず、朝鮮から日本へ渡った朝鮮人数は、1930 年に 96734 人、

1931 年に 89239 人（通年推計値）、1932 年に 104658 人、1933 年に 138139 人、1934 年に 133468 人、

1935年に 85356人、1936年に 86554人、1937年に 94289人、1938年に 140648 人、1939 年に 271204

人 1940年に 393748（通年推計値）として 10年間、４倍以上に増えていることがわかる．次に、日本

から朝鮮へ渡った朝鮮人数は、1930年に 112336 人、1931年に 81583人（通年推計値）、1932年に 74569

人、1933年に 81237 人、1934年に 89874人、1935 年に 83633人、1936年に 81725 人、1937年に 89874

人、1938年に 118447 人、1939年に 156792人、1940年に 158164人（通年推計値）である．日本から

朝鮮に移動する朝鮮人数が日本に向かう数の約半分に過ぎなかったことから、最初、季節労働のため

に短期間日本に滞在していた朝鮮人が日本で長期間居住するようになったことがうかがえる（板本・

木村 2007: 141）． 
36 田村（1982）は、1915 年に日本で使われていた職業分類の 13 項目のうち、諸雇人、船員、労働、其

他の４項目に対して諸雇人、船員、労働をひとつの項目にまとめ「労働者」と括り、其他を「その他

職業」として分類している．田村は、「労働者」という名称を選んだ理由について当時の資料で頻繁に

使われる“労務者”、“人夫”などの用語のもつニュアンスを回避するためであると述べている（田村 

1982: 33）． 
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＜図 5＞ 日本における職業別朝鮮人人口（単位：人） 

*田村紀之（1982）「内務省警保局調査による朝鮮人人口（Ⅳ）――職業別人口――」『経済と経済学』第

49号、44－5頁の資料を基に筆者作成 

 

 

次に、家族形成の面からみていた場合、＜図 ４＞において女性渡航者が増えていく時

期や常住人口が増えていく時期に重なっており、ここから日本における朝鮮人が季節労働

のために日本に渡った短期・単身労働者から家族を単位とした常住人口へと変化していた

ことがうかがえる．そのほかにも、職業別人口データをまとめた田村（1982）が学生と生

徒のデータのなかに学生と小学児童の区分がなされていなかった点を指摘していた点や

森田（1996）が 10 歳から 14 歳までの児童数の増加37を指摘していた点から日本の長期化

や家族を単位にした居住が増えていたことがうかがえる． 

以上の朝鮮人推移からもわかるように、日本における朝鮮人人口は、韓国併合以前まで

は、留学生など労働者とは違う性格をもった朝鮮人が中心であったのに対し、1920 年代

からは、農閑期を利用して日本での仕事を求めてくる人や日中戦争以降から労働力として

動員され移動を経験するケースや家族を形成して日本で居住するケースが増えていた特

徴をもっている．それでは、短期／長期間の労働力として日本に渡ってきた朝鮮人は、ど

のような地域で働きながらコミュニティを形成していたのだろうか．次に、日本の都道府

県別の朝鮮人人口の推移データを基に集住地域の形成状況についてみてみよう． 

                                                   
37 1930年と 1940年の国勢調査統計データを基に年齢５歳別男女人口をまとめた森田（1996）によれば、

1930年 10月を基準に５歳から９歳までの男児は 12652人、女児 11479人、10歳から 14歳までの男児

は 11928人、女児は 8593人である．それに比べ、1940年 10月を基準にした５歳から９歳までの男児

は 76095人、女児は 72647人、10歳から 14歳までの男児は 51719人、女児は 43292人として 10年の

間に、５歳から９歳の児童は約６倍、10 歳から 14 歳の児童は約５倍増えていたことがわかる（森田  

1996: 41）． 
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＜図 6＞ 朝鮮人総人口における集結地域の人口割合（単位：％） 

*田村紀之（1981）「内務省警保局調査による朝鮮人人口（I）――総人口・男女別人口――」『経済と経

済学』第 46号、60-66頁の資料を基に筆者作成 

 

 

＜図 ６＞は、都道府県別の朝鮮人人口データのなかで人口数が多い地域を中心に、そ

の地域が総人口のなかで占めている人口の割合の推移を示したものである．まず、大阪や

兵庫地域における朝鮮人の集住が目を引く．この点について朴（1965）は、大阪府の摂津

紡績木津川工場、東洋紡績三軒屋工場、兵庫県の同明石工場、川崎造船所などの朝鮮人渡

航者の主な受け入れ先を述べながら、朝鮮人の集住地域を労働との関係から考察をおこな

った（朴 1965: 22）． 

また、特徴的な点としては、1920 年代の前半まで港があった山口県や福岡県に朝鮮人

人口の２割前後が集まっていたことを挙げることができる．六大都市に含まれていた大阪

や兵庫に匹敵できるくらいの数がこの地域に集住していたことは、上で言及した関釜連絡

船を含んだ水路の拡張や朝鮮と日本を往復しながら働いていた季節労働者の存在が大き

く影響しているとみられる． 

ところが、外村が指摘しているように山口県や福岡県に朝鮮人が多く住んでいたのは、

ただ朝鮮と地理的に近いだけではなく、炭鉱が多く存在しており労働者が流入しやすい条

件が揃えられていたことに起因する部分が多い．また、こうした炭鉱の存在は、1940 年

以降、戦時動員政策が繰り広げられていくなかで再びこの地域に人口が集まっていくなが

れをつくっていたことも指摘しておこう．その他の地域についていえば、1920 年代後半

からは、工業地帯である大阪や兵庫、愛知地域などに生活する／一時的労働者になる朝鮮

人が増え続け、大阪では朝鮮人総人口の２割から３割までの人びとが集住していたことが



 62 

特徴として挙げられる（外村 2004: 43）． 

以上のように＜図 ６＞にみられる朝鮮人集住地域のほとんどは、現在も在日韓国・朝

鮮人の集住地域として言われており、その点からみても植民地時期の集住プロセスは戦後

の在日コミュニティ形成の基盤になっていたことがわかる． 

さて、大阪・福岡・東京・兵庫などの集結地に集まっていた朝鮮人は、朝鮮半島のどの

地域から渡ってきたのだろうか．内務省警保局では、1910年から 1944 年までの出身地別

の総人口を咸鏡道・平安道・黃海道を含む地域、京畿道・江原道を含む地域、忠清道、全

羅道、慶尚道という５つの地域に分けて集計していたが、その推移をみてみると＜図 ７

＞のようである． 

＜図 ７＞が示しているように、植民地時期に日本に渡ってきた朝鮮人の半数以上は、

地理的に日本ともっとも近い慶尚道出身の人が占めていた．その数は、1910 年代から 20

年代まで５割前後を示していたが、1930年代に入ってからは毎年 10万人から多いときは

40 万人を超える朝鮮人が慶尚道から日本へと向かい、全体の６割を占めていたことがわ

かる．その次に全羅道からは、1911年から 1944年までの間大きな変化なく毎年日本に渡

ってくる朝鮮人の約２～３割が来ていたことがわかる． 

 

  

 

＜図 7＞ 日本における出身地別朝鮮人人口の割合（単位：％） 

*田村紀之（1982）「内務省警保局調査による朝鮮人人口（Ⅴ）――出身地別人口――」『経済と経済学』

第 50号、50頁の資料を基に筆者作成 

 

  

それに比べ、現在、北朝鮮の領土に属している咸鏡道・平安道・黃海道地域から日本へ

渡ってきた人口の割合は、全体の５％前後に止まっていることは注目に値する．なぜなら
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ば、以下で述べるように、当時、朝鮮半島の南部、特に、慶尚道という限られた地域から

多く渡ってきた朝鮮人が戦後、必ずしも自分の故郷ともいえない地域へ「帰国事業」とい

う名の下でもう一度国境を超える経験をしていくためである． 

 これまで述べてきた内容を簡単にまとめてみると、戦前の在日朝鮮人は、韓国併合をき

っかけに増え始め、国民総動員計画が実施されるなかで日本へ渡ってくる人数が急増し、

ひとつのまとまった集団として形成されはじめた．日本に渡ってきた朝鮮人のなかでは、

日本と近い地域である慶尚道・全羅道の出身者が多く、日本に渡ってきた朝鮮人も個人単

位で生活することより大阪や兵庫、福岡や山口などの産業・炭鉱地域に集住しながら生活

していたことがわかる． 

 

  

 I.4.2  帰国と定住の共存期：1945年から 1970年まで 

 

1944 年の内務省統計を基準に 100 万人を超えていた日本の朝鮮人人口は、敗戦直後か

ら朝鮮半島への引揚が続き、外国人登録人口は、1947年に 598,507人、1948年に 601,772、

1949年に 597,561人、1950年には 535,065 人などその数が急激に減少していた38．ところ

が、1950年から 1953 年までの朝鮮戦争の影響により、一回引揚げた人びとがふたたび日

本へ渡ってくるケースなどがみられその数は 55万人から 60万人の間で揺れ動いている． 

 帰国への動きが活発になっていたこの時期に日本のなかでは、日本で生まれ育った朝鮮

人の子どもが「祖国」で生活できるように国語を教える講習所が自然発生的に開設され始

めた．1945 年 8 月に開設された東京の新宿区戸塚の講習所をはじめに全国に国語講習所

が広がり、その翌年である 1946年 9月からは、在日本朝鮮人聯盟39（以下、朝聯）が国語

講習所を組織的に再編成していく．国語教育を含めたいわゆる民族教育が朝聯の組織的活

動の一環として組み込まれることによって今日「朝鮮学校」の原型が築かれていくことに

                                                   
38 『出入国管理統計年報』各年版、森田芳夫（1996）『数字が語る在日韓国・朝鮮人』明石書店 176頁.  
39  戦後結成された在日朝鮮人の全国組織．解放直後から在日朝鮮人の間では帰国や生活問題、子ども

の教育問題の解決のために各地で活動がおこなわれはじめていた．これを受けて 1945 年 10 月 16 日

に朝聯が発足した．その綱領には、「新朝鮮建設に献身的努力を期す」「在日同胞の生活安定を期す」

「帰国同胞の便宜と秩序を期す」「日本国民との相互友誼を期す」などが含まれている．朝聯は、発

足当時から帰国者の世話やほとんど失業・半失業状態に陥った朝鮮人の生活問題を解決、民族教育、

社会教育に尽力した．その一方で朝鮮半島の新たな独立国家の建設にも積極的に参与しようとし、

1946 年２月にはソウルで結成された朝鮮民主主義民族戦線の傘下団体となった．ところが、1948 年

９月に北朝鮮の政府が樹立すると、「朝鮮民主主義人民共和国中央政府の支持」を行動綱領として採

択し、1949 年６月からは祖国統一民主主義戦線の傘下団体になる．その後、共産主義の伸長を懸念

していた GHQや日本政府によって弾圧を受け、そのながれのなかで民族学校の閉鎖令などが下される．

1949年９月、GHQ によって「暴力主義的団体」という団体等規制令を受け解散が命じられた（国際高

麗学会日本支部編 2010: 374-6）． 
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なる． 

朝聯が集計した『全体組織統計表』1948 年 3 月によれば、1947 年現在、日本には大阪

に 62 校、兵庫に 58 校、京都や愛知にそれぞれ 34 校、山口に 32 校、東京に 26 校、神奈

川に 22校など朝鮮人が集住していた関西地方を中心に 510校の初級学校（小学校）、６校

の中級学校（中学校）、７校の高級学校（高等学校）がすでに存在していたことがわかる

（外村 2004: 418）． 

菊池（2009）が言及しているように、全国に設立されていた朝鮮学校を通したネットワ

ークは、当時、朝聯の組織力の柱となって教育だけではなく、コミュニティを維持・強化

する拠点になっていた．ところが、共産主義を標榜していた北朝鮮を支持する朝聯の活動

を懸念し、連合国総司令部（General Headquarters、以下、GHQ）や日本政府は、1948年

1 月と 1949 年 10 月にそれぞれ第一次朝鮮学校閉鎖令40や第二次朝鮮学校閉鎖令41を下す．

その閉鎖令に反対する朝鮮学校の学生らによって 1948 年 4 月には大阪や神戸を中心に阪

神教育闘争42が起きたが、学校の数はその後大幅減少していくことになる．  

それでは、戦後、朝鮮学校の児童生徒数はどのように変わっていたのだろうか． 

朝鮮学校の歴史をまとめている金徳龍の資料を基に作成した＜図 ８＞をみてみると、

                                                   
40 1948 年 1 月 24 日に文部省は、学校教育局長通達（発学五号）「朝鮮人設立学校の取り扱いについて」 

を文部省大阪出張所長の質問（47年８月 29日付、文大出第 152号）に対する回答という形式で、朝

鮮人学校の強制的閉鎖を断行するという抑圧の論理を初めて表明する．通達の内容は、「現在日本に

在留する朝鮮人は、昭和 21年 12月 20日月総司令部発表により日本の法令に服しなければならない．

したがって朝鮮人の子弟であっても学齢に該当する者は日本人同様、市町村立または私立の小学校ま

たは中学校の設置は学校教育法の定めるところによって都道府県監督庁（知事）の認可を受けなけれ

ばならない．学齢児童又は学齢生徒の教育については、各種学校の設置は認められない」となってい

る「1・24通達」とも呼ばれる（金 2004: 76）． 
41 日本政府は、朝鮮に対する強制解散の約１か月後の 1949 年 10 月 13 日、文部省管理局長・法務省特

別審査局長共同通達「朝鮮人学校に対する処置について（朝鮮人学校処置要綱）」で朝鮮人学校の閉

鎖・弾圧の意図を明らかにし、６日後の 10月 19日、「学校閉鎖令」（92校）「改組令」（245校）を発

令した．これらの政策は同年 11月に立て続けに出された文部省の通達である、「公立学校における朝

鮮語等の取扱いについて」（文初庶第 166 号、事務次官名、１日）、「朝鮮人私立各種学校の設置認可

について」（文管庶第 69号、事務次官名、15日）、「朝鮮人児童生徒の公立学校受け入れについて」（文

初庶 153号、初中局長名、24日）で明確に示されている．「10・13通達」とも呼ばれる第二次学校軽

鎖令を含めたこれらの４つの文部省通達が以降の日本政府の対在日朝鮮人教育政策のながれを方向

づけていくことになる（金 2004: 97）． 
42 第一次朝鮮学校閉鎖令に抵抗し大阪と兵庫を中心に繰り広げられた闘争である．大阪では、1948年の

4 月 23 日に府庁前の大手前公園で朝鮮人学校閉鎖反対・教育自主権擁護のための人民大会が開催さ

れ、３万余名が集結したが、武装警官により弾圧され 200人余りが検挙された．一方、兵庫では４月

24 日に朝鮮人学校の閉鎖に抵抗する朝鮮人が兵庫県庁前に集結し「学校閉鎖命令の撤回」などを知

事に要求した．知事及び検事正は朝鮮人の要求を認め、次の５つの次項に調印した．（１）学校閉鎖

命令の撤回、（２）学校明け私の延期、（３）不法拘束者の即時釈放、（４）今後のことは両者より代

表を出して協議する、（５）本日のことは不問に付する．ところが、その晩、兵庫県の軍政部が「非

常事態宣言」を発し、知事の調印がすべて無効になり朝鮮人と日本人の支援者もが検挙された．その

なか 39人が軍事裁判にかけられ、最高重労働 15年の判決が言い渡された（国際高麗学会日本支部編  

2010: 699-700）． 
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朝鮮半島への大量帰国によって日本における朝鮮人数が急激に減少していく 1948 年まで

は、朝鮮学校に通う児童数が 1946年の 42182 人、1947年 46961人、1948年 53000人とし

て毎年大幅に増えていくことがわかる．ところが、上で述べた 1948年末から 1949年まで

の学校閉鎖令などの動きにより 1950 年代に入ってから朝鮮初級学校に通う児童は、１万

人前後に減っている． 

初級学校に通う生徒数の変化のなかでもうひとつ特徴的なのは、1950 年末から初級学

校の生徒数がふたたび増え始めた点である．朝鮮学校に通う学生の数が帰国後の生活を準

備するために始められていたことや朝鮮学校の児童生徒数が日本における民族教育の弾

圧などに大きく左右されていたことを考えると、1950 年の中盤から減り始めていた児童

数が 1950年末から 1960年代の初期までの一定間また増えていたのは、その時期の日本に

おける時代状況にかかわっていたとみたほうが正しい． 

 

 

＜図 8＞ 朝鮮学校の児童生徒数の変遷（単位：人） 

*金徳龍（2004）『朝鮮学校の戦後史――1945～1972――』社会評論社、274頁の資料を基に筆者作成、1950

年と 1951年の資料は不明 

 

 

当時、朝鮮人を取り巻く重要な出来事として今日「帰国事業」と呼ばれている北朝鮮へ

の集団「帰国」が活発に議論され、実行され始めていたことを挙げることができる．朝聯

が 1949年９月に強制解散され、1950年に朝鮮戦争が勃発したなかで日本に「残留してい

た」朝鮮人は、1952 年４月 28 日サンフランシスコ講和条約43の発効によって「日本人」

                                                   
43 在日コリアン弁護士協会編では、サンフランシスコ講和条約について次のように評価している．「…

…講和条約後も引き続き日本に在住する在日朝鮮人の国籍については、何も触れられていない．とこ
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から「外国人」として法的地位が大きく変わる経験をしていた．「ポツダム宣言の受諾に

伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律44」（以下、法律第

126号）によって在留資格を取得しなくても引き続き日本に在留できるようになっていた

ものの、日本における法的地位の不安定や生活の困難、民族差別などの問題は帰国への関

心を高める要因になっていたと考えられる． 

朝聯の強制解散以後、1951年に新たに結成された在日朝鮮統一民主戦線45（以下、民戦）

が繰り広げていた初期の帰国運動を経て 1950 年代の中盤からは、民戦の路線転換46によっ

て 1955年に結成された在日本朝鮮人総聯合会47（以下、総聯）を中心に本格的な帰国運動

がおこなわれる48．そのプロセスのなかで日本政府や赤十字などがかかわっていくなかで

                                                                                                                                                  
ろが、日本政府は講和条約を「平和条約」と言い換え、条約の発効と同時に「平和条約の発効に伴う

朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」という法務省民事局長の単なる通達で

もって「朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している物を含めてすべて日本の国籍を喪失する」と規定

し、在日韓国・朝鮮人を名実とともに外国人として権利保障の蚊帳の外に追いやっていた（在日コリ

アン弁護士協会編 2008: 23）． 
44 在日朝鮮人の在留期間の問題にかかわる法律第 126号の第２条第６項の内容は、次の通りである．「日

本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭

和二十年九月二日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの（昭和二十年九月三日

からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む）は、出入国管理令第二十二条の二第一項

の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるま

での間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」（衆議院ホームページ 

2013 年 ５ 月 24 日 基 準 、

http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01319520428126.htm?OpenDocument） 
45 1949 年 9 月に朝聯が強制解散された後、その後継団体として 1951 年 1 月に結成された大衆団体．日

本共産党の影響下にあって祖国の統一や防衛とともに日本の民主革命を標榜した．1949年 11月に日

本共産党中央内に設置された民族対策部によって組織再建がなされる．民戦の主要活動は、北朝鮮の

祖国統一民主主義戦線（1949年 6月結成）の呼びかけに応えて「祖国の完全独立」「一切の外国軍隊

の即時撤退」を掲げ、日韓会談反対、在日朝鮮人権益擁護や民族教育、さらに反吉田、反再軍備など

の日本の変革に関わる闘争課題にも取り組んだ．（国際高麗学会日本支部編 2010: 351-2）． 
46 民戦は、日本共産党の指導によって組織化され日本共産党の民族対策部では、在日朝鮮人を日本の「少

数民族」とみなしていた．ところが、1954 年在日朝鮮人を「共和国の海外公民」とする北朝鮮・南

日外相の声明を受け、民戦の方針が日本共産党中心から北朝鮮の朝鮮労働党中心へと変わり、この路

線転換が総聯の結成に大きな決定的きっかけになった（国際高麗学会日本支部編 2010: 845）． 
47 在日朝鮮人運動の路線転換を通じて 1955年５月に結成された民族団体．民戦第 19回中央委員会で韓

徳銖が「共和国公民の立場」を明確にしたことから民戦が解散され総聯が結成されるようになった．

初期の綱領としては在日同胞の共和国の周囲への結集、祖国の平和統一、在日同胞の民主的民族的権

利擁護、民族教育の実施、日朝新鮮と世界平和への貢献などが採択された（国際高麗学会日本支部編 

2010: 372-3）． 
48 菊池は、公式的な「帰国事業」が進められる前の動きを民戦による第一次の帰国運動と総聯による第

二次帰国運動に分けて説明している．まず、帰国運動の第一期として捉えられている民戦による帰国

運動は、朝鮮戦争が停戦（休戦）された 1953 年からおこなわれたものとして、その背景として在日

朝鮮人の帰国願望や北朝鮮の連略と連携した民戦の運動戦術という２つを挙げている．次に、第二期

の帰国運動として言及されている総聯の帰国運動は、1955 年の後半からおこなわれたものとして

1955 年の５月に行われた総聯結成大会で出された方針からその内容がうかがえるという．その内容

は以下の通りである．「朝日両国関係の正常化のために祖国の戦後人民経済復旧事業に貢献すること

を願う技術者と祖国に進学を希望する学生、そして帰国する必要がある同胞を送る運動を積極的に展

開して、わが祖国と日本との自由な往来を回復させるよう努力しなければならない」（菊池  2009: 

45-56）． 
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その運動が公式な「帰国事業」として進められるようになった． 

朝鮮学校の児童生徒の数のみならず、日本における朝鮮人人口の変化および朝鮮人部落

49の解体50などに大きな影響を及ぼした「帰国事業」は、1959 年８月 13 日調印の「朝鮮

民主主義人民共和国赤十字会と日本赤十字社との間における在日朝鮮人の帰還に関する

協定」（帰還協定）および 1971年２月５日調印の朝鮮民主主義人民共和国赤十字会と日本

赤十字社との間における「帰還未了者の帰還に関する暫定措置の合意書」（合意書）、「今

後新たに期間を希望する者の帰還方法に関する会談要録」（会談要録）に基づいて在日朝

鮮人およびその家族のある日本人・中国人が北朝鮮へ集団的に帰国した一連の事業を指し

ている（金・高柳 1995: 342）．この「帰国事業」によって各時期に北朝鮮へと向かった

人びとの延べ数は、＜表 ４＞の通りである． 

1959年から 1967 年までの間に集中的に行われた「帰国事業」を通して日本人と中国人

を含めた約９万人の在日朝鮮人が北朝鮮に帰還し、その後の帰国者が大幅減っていくもの

の 1971年５月から 10月までは 1081人が、また、1971年 12月から 1984年７月までは 3618

人の在日朝鮮人が北朝鮮へと「帰国」していた． 

「帰国事業」が 20 年余り持続できた理由やその後の影響に関する見解は多様であり、

それに関する研究も多数存在しているが51、「帰国事業」がそれまでひとつの固まりとして

                                                   
49 朝鮮人部落の形成とその生活状況について分析している尹健次（2001）によると、朝鮮人部落が形成

されはじめた時期は、日本における在住者が急速に増えていた 1920 年前後とみることができる．当

初朝鮮人部落が形成されたと思われる地域について、尹健次は、渡航者たちがはじめて足跡をしるし

た下関や門司を挙げ、その後、各地の主要都市に大小の違いはあるにせよ必ずといっていいくらいに

朝鮮人のみの居住区が形成されていたと分析している．その代表的な例として鶴橋・猪飼野・左官町・

天六地域を挙げている．朝鮮人部落の生活状況について尹健次は、朝鮮人部落が文字とおり朝鮮人の

町であったので日本人が住むことは少なく、朝鮮人と朝鮮語、朝鮮語の夜学校などが幅をきかせる場

所であったと述べる．そのおかげで朝鮮人部落が日本語も十分にわからず、つねに警察に監視されて

いるという緊張感を緩めて安心して生活できる場を提供してくれたことはもちろん、部落で地縁・血

縁的相互扶助作用が強く働いていたことで就職その他の生活上の便宜が比較的に容易に得られ、貧し

いながらも飢えにさらされることもない、自衛と生活、安息の場所であったことを特徴として挙げて

いる（尹 2001: 85-6）． 
50 本項では、朝鮮人部落の解体に影響を与えたひとつの例として「帰国事業」を挙げているが、朝鮮人

部落の解体原因や解体による影響について分析した金奎一によれば、朝鮮人部落の解体には内的要因

と外的要因が同時に存在していたことを指摘する．まず、内的要因として挙げられているのは、第一

に、南北の分断と政治的対立状況、第二に、1959 年からはじまった「帰国事業」、第三に、「帰国事

業」に懐疑的思いをもちはじめた在日韓国・朝鮮人の多くが民団に移っていたこと、第四に、朝鮮戦

争による日本内の鉄鋼部門が活気に満ちたことで部落内部でも経済格差が目立ちはじめたなどの４

点である．次に、外的要因としては、朝鮮人部落で作られる密造酒の取り締まりや朝鮮戦争期の非合

法的政治活動、都市再開発、道路や港湾の整備拡張などを理由にした日本の公権力の投入を挙げてい

る．また、内的外的要因によって朝鮮人部落が解体されることによって現れた変化についても、朝鮮

人部落の解体による１世の時代の著しい後退、在日韓国・朝鮮人の多くが心の拠り所すなわち民族感

情や民族意識を育む場を失ったという２点を指摘している（金 1988: 196-203）． 
51 「帰国事業」の具体的進行過程やそれによる影響などについては、張明秀（2003）、東北アジア問題

研究所編（2004）、高崎宗司・朴正鎮（2005）、テッサ・モーリス-スズキ（2007）、坂中英徳・韓錫圭・

菊池嘉晃（2009）などを参照． 
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存在していた朝鮮人のコミュニティの解散やその後の日本における定住意識に影響を与

えたことは確かである． 

 

 

  

＜表 4＞ 「帰国事業」の時期別帰国者数（単位：人） 

 

 

 

その例として、北朝鮮へ「帰国」した朝鮮人が直面した悲惨な現実が在日朝鮮人の間で

知り渡り「帰国」希望者が激減していくなかで再開された 1965 年の「日本国と大韓民国

との間の基本関係に関する条約」（以下、日韓条約）後の韓国籍取得者の増加の状況を挙

げることができる． 

サンフランシスコ講和条約の発効によって法的地位が変わった在日朝鮮人に暫定措置

として与えられていた法律第 126号該当者の子孫が徐々に増えていくなかで 1965年には、

「日韓法的地位協定」が締結された．そのなかで法律第 126号の該当者とその子孫は、「韓

国国民」である限り、すなわち、「韓国籍」に切り替える限りにおいて「協定永住」が許

可されることになったのである．こうした「韓国籍」への切り替えの要求は、日本におけ

る定住を比較的に安定させるための唯一な手段であったにもかかわらず、北朝鮮の海外公

民として活動を繰り広げていった総聯を支持する在日朝鮮人が圧倒的な多数を占めてい

た状況のなかですぐには受け入れがたい要求であった．最初「韓国籍」に変更した在日朝

鮮人に与えられていた「協定永住」許可が後に、1982年からは「朝鮮籍（記号）」を有し

ていた約 27 万人の者にも「永住」（特例永住52）という形で許可されるようになった事実

                                                   
52 特例永住権が与えられることになった対象は次の３つのケースに限られていた．①法 126該当者で申

請時まで引き続き日本に在留している者（申請期間は 82年１月１日から 86年 12月 31日まで）②法

126 該当者の直系卑属としてサンフランシスコ講和条約発効時から 86 年 12 月 31 日までの間に日本

で出生し、日本に引き続き在留している者（申請期間は①と同じ、ただし 86年 12月２日以降、同月

31 日までに生まれた者は出生の日から 30 日以内）③①の子として 87 年１月１日以降、日本で出生

1959.12.14～ 1967.12.22 　1968～ 　1971.5.15～ 　1971.12.17～
1967.10.20 1970 　1971.10.22 　1984.7.25

交渉 帰還協定 緊急装置 中断 合意書 会談要録
船数 第１～154次船 第155次船 第156～161次船 第162～187次船

朝鮮人 1,027 3,505
日本人 54 143
中国人 0 0
総計 1,081 3,618

金・高柳（1995: 340)データを基に筆者作成

88,611

81,962
6,642

7

時期
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が当時の在日朝鮮人のもつ分断された祖国への複雑な思いを裏付けている． 

 

 

＜表 5＞ 在日朝鮮人の法的地位の変遷（単位：人） 

 

 

 

ところが、＜表 ５＞で示されているように、総聯の支持者が圧倒的に多かった時期で

あったにもかかわらず、多くの在日朝鮮人は日本における定住の安定化を図るために韓国

籍に変え「協定永住者」になるケースが年々増えていた．1959 年から５年ごとに編纂さ

れはじめ、1974 年から 10 年間までに中断され、その後 1985 年から２年ごとに発行され

た法務省の『在留外国人統計』において、多くの在日朝鮮人は、1959 年から 1974年まで

「不詳」として分類されていた． 

法律第 126 号の該当者やその子が主な対象であった「不詳」の枠は、1965 年の日韓条

約後、「韓国籍」に切り替えた者を対象に「協定永住」へと変わっていく．1969年に 100,29

人に過ぎなかった協定永住者は、1974 年には、1969 年より３倍以上増えた 342,366 人に

なり、その後 30万を超える集団になっている． 

一方、「韓国籍」に切り替えなかった者が 1982年の１月から特例永住許可を得ることに

より、1991 年の「特別永住者」の在留資格が施行されるまでは、協定永住者、永住者、

法律第 126号の子に当たる人びとがそれぞれの在留資格をもったまま日本に「事実上」定

住していくことになった53． 

                                                                                                                                                  
した者（申請期間は出生の日から 30日以内）（金敬得 2005: 166）． 
 

53 1974 年第四回目を最後に中断され、1985 年に再開された『在留外国人統計』において特例永住につ

朝鮮人
不詳* 4-1-16-2 4-1-16-3 協定永住 4-14-14 法126-2-6

法126-2-6の子 特別在留者** 永住

第一回（1959年版） 607,533 507,634 88,816 10,217
第二回（1964年版） 578,582 422,368 136,815 19,083
第三回（1969年版） 603,712 324,968 156,237 20,375 100,297
第四回（1974年版） 638,806 149,076 121,217 21,700 342,366
第五回（1985年版） 687,135 16,067 26,977 350,067 237,110
第六回（1987年版） 677,959 2,424 14,168 341,016 265,099 18,884
第七回（1989年版） 677,140 2,207 14,911 328,934 268,642 17,541
第八回（1991年版） 687,940 323,197 268,178 17,424

**特別在留者：特定永住者の子孫、法第126号の孫、法務大臣の特別在留許可によって在留している者を指す

総数

　在留期間は60日以上、90日以上、180日以上、1年、2年、3年以内、期間なしなど多様であり不安定な地位

『在留外国人統計』

*不詳：登録写票の該当欄に記載のないものを計上した枠．この数は、1952年法律126号第2条第6項の該当者
　在留資格を有している者でその記載を行わなかった者及び在留資格を有しない者からなっている

協定永住にかかわる統計分類

注：法務省、『在留外国人統計』のデータより筆者作成
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 I.4.3  世代交代と定住意識の固着期：1970年代から 1990年代まで 

 

協定永住者や永住者が増えていき、日本への居住が長期化されていくなかで在日韓国・

朝鮮人は、1970 年代に１世から２世へと世代交代を経験した．法務省の『在留外国人統

計』において 1964年まで「朝鮮人」として分類されていた集団が 1969 年の統計から「韓

国・朝鮮」という表記に変わっていったことからうかがえるように、日本における居住の

長期化は朝鮮人の実体を多様に変化させていき、その変化は世代交代とともに加速化され

ていった． 

これまで敗戦直後の大量帰国や北朝鮮への「帰国事業」など物理的移動を通して変化し

ていた在日韓国・朝鮮人の人口構成は、日本で生まれた世代が在日韓国・朝鮮人の大半を

占めていく 1970 年代から日本人との結婚による日本国籍者や日本国籍への帰化者の増加

によって大きく変わっていくことになる．物理的な移動とは異なる「境界」間の移動を通

して変化していた在日韓国・朝鮮人の人口構成をよく表している婚姻に関する統計からみ

てみよう． 

 ＜図 ９＞は、1955 年から 1999 年までの在日韓国・朝鮮人の婚姻件数を在日韓国・朝

鮮人同士・日本籍の男性との婚姻件数・日本籍の女性との婚姻件数という３つの枠にわけ

て示したものである．在日韓国・朝鮮人同士の婚姻件数は、1955年に 1474件、1960年に

4630 件、1965 年に 7362 件として２世に当たる人口の増加によって増えていたが、1965

年を機に 7000件前後を揺れ動き、1971年からは減り続けていった．その様子をみてみる

と、1971年に 8060 件にも上っていた在日韓国・朝鮮人同士の婚姻件数が 1981年には 5898

件、1985年には 4808 件、1991年には 3922件と急激に減っていることがわかる． 

 一方、日本人との婚姻件数は、1966 年まで毎年 2000 件にも上らなかったのが 1971 年

には 3229件、1980年には 4109件、1983年には 5292件、1985年には 6147件として 1980

年代に急増していき、1984 年からは在日韓国・朝鮮人同士の婚姻件数を上回るようにな

った． 

 

                                                                                                                                                  
いては、次のように評価されている．「……定着居住者のなかで永住の在留資格（4－1－14）を付与さ

れている者が 26万 1,948人おり、昭和 49年の 1万 1,151人に比べ 23.5倍と激増しているが、これは、

昭和 56 年に出入国管理及び難民認定法が改正され、翌 57 年１月から元日本国民である朝鮮半島・台

湾出身者及びその子孫で、在留上の法的地位が未確定のままとなっていた者を対象に特例永住許可制

度が実施された…（中略）…その結果法的地位が確定していなかった朝鮮半島出身者などが昭和 49年

には 28万 6,033人であったが、同 59年には５万 8,126人に激減した……」（法務省 1985: Ⅱ）． 
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＜図 9＞ 在日韓国・朝鮮人の婚姻件数（単位：件） 

*姜徹（2002）『在日韓国朝鮮人史総合年表』雄山閣、746頁の資料を基に筆者作成 

 

 

 ここで在日韓国・朝鮮人同士の婚姻件数が減少することは、朝鮮籍（記号）や韓国籍を

もつ子どもの数が減少していくことを意味している．これに加え、坂中英徳が指摘したよ

うに 1984年まで父が日本人である場合に限って子供に付与されていた日本国籍が 1985年

の 1月から実施され始めた「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律」（1984年法律第 45

号）によって男女平等に付与されることなり、在日朝鮮人の人口動態は大きな変化を経験

しながら減少が続いていた（坂中 1999:17）． 

日本人との結婚増加や国籍法の改正による日本国籍者の増加とともに、1980 年代から

は、日本での定住志向が固まっていくなかで日本国籍へと帰化する在日韓国・朝鮮人もが

増え続けた（＜図 10＞参照）． 

帰化者の推移を示した＜図 10＞からもわかるように、日本国籍への帰化者は 1955 年

に 2434人、1960年に 3763人、1964年に 4632 人として早い時期から増えていった．とこ

ろが、1966 年に韓国籍へ切り替えた在日朝鮮人１世および２世を対象に協定永住許可制

度が設けられた以後、1966 年に 3816 人、1967 年に 3391 人、1968 年に 3194 人、1969 年

に 1889人へと一時大幅減少し、その後、増加と減少を繰り返していく．また、1982年に

韓国籍に切り替えていなかった朝鮮籍（記号）保有者や在日台湾人も含めたすべての者を

対象とする（特例）永住許可制度が設けられることによって帰化者の数は、もう一度減少

していった． 
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＜図 10＞ 在日朝鮮人の帰化者の推移（単位：人） 

*姜徹（2002）『在日韓国朝鮮人史総合年表』雄山閣、747頁の資料を基に筆者作成 

 

 

それまで増加と減少を繰り返していた日本国籍への帰化者の数は、1991 年以降、それ

まで協定永住・（特例）永住・法 126-2-6・法 4-1-16-2（法 126-2-6 の子）の在留資格を

もっていた者を含めて「特別永住者」という在留資格で括ることや日本での定住が確実に

なっていくなかで急激に増え、1995年には初めて年間 1万人を超える（10327人）人びと

が日本籍への帰化を申請する段階まで至ることになる． 

以上のように戦後の在日韓国・朝鮮人人口は、日本での居住が長期化していくなかで増

え続けていた日本人との婚姻の増加、そして法的地位の安定化を図るために整備された法

制度、日本で定住し世代を経ることによって日本国籍に帰化する人の増加などの要因に影

響を受けながらその数が減っていった．本論文では、これまで説明してきた、戦前から戦

後にかけて物理的移動や「境界」間の移動を繰り返してきた在日韓国・朝鮮人を対象に、

これから移動者にとって「ルーツ」とはどういう意味をもつものなのか．その「ルーツ」

に「コミット」していくことはエスニック継承にどういった影響を及ぼすのかという問題

に迫っていきたい． 
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I.5 研究方法 

 

 

I.5.1  「在日韓国・朝鮮人の『韓流』接触状況に関する調査」 

 

これまで述べてきたような問題に取り組んでいくために、本論文では、「時代性」が大

きく変化した 2000 年以降の在日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」への感覚をより具体的に

分析する方法として文献調査以外にも２つのテーマを設定して独自的に質問紙調査を行

い、その調査を補う形式でインタビュー調査を行った．本節では、それぞれの調査のもつ

意義や特徴について簡単に述べておきたい54． 

 第３章では、1991年以降、「特別永住許可制度」によって日本での定住地位が法的にも

安定された以来、朝鮮（記号）・韓国籍を維持して生きることへの積極的な意味をみつけ

ることができなかった在日韓国・朝鮮人が経験した「韓流ブーム」を分析するために、「在

日韓国・朝鮮人の『韓流』接触状況に関する調査」（以下、「韓流調査」）のデータや韓流

調査の回答者のなかでインタビューを希望した人びとを中心におこなわれたインタビュ

ー・データを用いて研究を進めた． 

 第３章では、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験を「祖国」文化との日常的接触という側

面から捉え、「韓流」が在日韓国・朝鮮人のもつ「在日」としての自己認識に及ぼした影

響を在日韓国・朝鮮人の多様なあり様から分析した．その分析の材料になったのは、「韓

流調査」から得られたデータおよび「韓流調査」の回答者のなかでインタビューを希望し

た人びとを中心におこなわれたインタビュー・データである． 

 日常のなかで多量の「祖国」メディア・コンテンツに接することを可能にしてくれた「韓

流」経験を在日韓国・朝鮮人の生い立ちと意識の多様化という文脈から考えると「韓流」

の影響を分析するときに重要なことは、「祖国」メディアへの接触が限定的になされてい

た状況のなかで多様化してきた在日社会において「韓流」が及ぼした影響は画一的なもの

ではないということである． 

 「韓流」の影響を考えるときにまず配慮すべきことは、どういう背景をもっている在日

韓国・朝鮮人が「韓流」を肯定的・否定的に捉えているのかということである．ここで民

族教育を受け、言語を習得している人びとや「韓流」以前から「祖国」の情報に触れてい

た人びとが「韓流」を評価することと、民族的なことに触れた経験をもたない人びとや「祖

                                                   
54 それぞれの調査に関する具体的なプロセスについては、APPENDIX を参照． 
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国」に関する具体的なイメージをもたない人びとが考える「韓流」の影響は、性質の違う

ものとして分析されなければいけない． 

 そして、「韓流」が「いま・現在」の「祖国」情報を流したことを勘案すると、「韓流」

の影響に関する評価は、「観る」行為と分かちがたく結び付けられている．これまでの研

究は、「韓流」以後の意識変化には注目しているものの、その変化が「韓国で作られたメ

ディア・コンテンツ」への接触頻度とどのように関係しているのかについてはあまり考察

されていない．この点において、「韓流」の影響を分析するためには、在日韓国・朝鮮人

が「韓流」にどれくらい接触しているのか、意識の変化を経験した人は、実際「韓国で作

られたメディア・コンテンツ」に接触したことによって変化を経験したのかなど、「韓国

で作られたメディア・コンテンツ」への接触頻度と意識変化の関係考察したうえで「韓流」

の影響を分析する必要がある． 

 以上の問題意識から出発し、第４章では、以下の３つの側面を中心に在日韓国・朝鮮人

の「韓流」経験を「韓流調査」やインタビュー調査を通して分析することにした（＜図 11

＞参照）． 

第一に、どういう背景をもっている在日韓国・朝鮮人が「韓流」を「ブーム」として経

験したのか、あるいは、日常文化として経験したのかなど、在日韓国・朝鮮人の世代間・

世代内の多様化と「韓流」接触との関係を考察する．「ブーム」としての「韓流」経験と

日常文化としての「韓流」経験は、「韓流ブーム」時期といわれた 2003 年と調査時点であ

る 2008 年という異なる時点におけるメディア・コンテンツへの接触頻度を比較すること

によって区分した． 

 第二に、「韓流」の影響そのものを在日韓国・朝鮮人である自分、在日韓国・朝鮮人の

友人・団体、生活のなかで接している周りの日本人、在日韓国・朝鮮人全般、日本人・日

本社会全般といったレベルの違う５つの水準から考察することによって「韓流」のもつ影

響を個人レベル・集団レベル・社会的レベルごとに把握した． 

 第三に、「韓流」の影響に関する肯定的・否定的評価が「祖国」メディア・コンテンツ

への接触とどのような関係をもっているのか、「祖国」メディア・コンテンツへの接触は

個人レベル・集団レベル・社会レベルにおいてどのような影響を及ぼしているのかを考察

することによって「観る」行為がもつ影響力を測定した． 

以上で述べた３つの点を中心に作られた調査票を基に「韓流調査」は、日本で生まれた

満 20 歳以上満 80 歳以下の在日韓国・朝鮮人を対象に実施した．調査対象者の年齢を満

20歳以上、満 80歳以下と幅広く定めた理由としては、在日韓国・朝鮮人の世代間・世代
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内の多様化が言及されつつあるにもかかわらず、数量データに基づく既存の研究が特定の

世代に焦点を合わせていたために、世代間の比較が難しいからである（福岡・金 1997）． 

よって、調査対象者の年齢を満 20 歳以上にしたことは、親の意思より自分の意思で生

き方を決めるようになる時期がおもに高校卒業後であると考えたからである．ただし、満

20 歳にならない場合でも、すでに仕事に就いている場合や専門学校・短期大学・大学な

ど、高校以上の教育機関に通っている場合は、調査対象者として含むようにした．また、

調査過程のなかで出会った、満 80歳を超えた在日２世も例外的に分析対象に含んだ． 

 「韓流調査」におけるサンプリングは、在日韓国・朝鮮人の場合、日本籍に帰化した人

びとが多いことや、ニューカマーとオールドカマーの区分がつかないなどの理由で母集団

の範囲が特定できないため、スノーボールサンプリング法を用いた．そして、このような

便宜的サンプリング（convenience sampling）の問題点であるサンプルの偏りを最小限に

するために、「韓流調査」では、既存の研究で重要な変数として扱われてきた言語能力・

団体活動の状況・国籍・居住地域などに配慮したサンプリングをおこなった．「韓流調査」

で用いたサンプリング方法は代表性が保証されないという限界をもっている．しかしなが

ら、これまでひとつの調査で一緒に含むことが難しかった民族学校卒業者や民族団体で活

動していない人びとなど、従来の調査では十分にカバーできなかった人びとまでを調査対

象とすることができた点に調査の意義があると考えられる． 

 「韓流調査」は、2008年の７月９日から８月 27日まで、約１ヶ月半にわたり実施され、

調査票の回収は、その場で調査票を記入・回収を同時におこなうケースと、調査票を代表

で受け取った人がまとめて直接渡したケース、そして、郵送のよって回収するケースなど

大きく３つの方法が併用された55．一次調査では、187 票を配り、82 票を回収（回収率

43.9％）、二次調査では、104票を配布し 41 票が回収され（回収率 39.4％）、全体的には、

123票のデータが得られた（全体の回収率 42.3％）． 

 

                                                   
55 実際の調査過程においてその場で回収したケースや、調査票を受け取った代表がまとめて回収して

くれた数は、強制連行真相調査団（20票配布、７票回収）、在日韓人歴史資料館（７票配布、２票回

収）、在日韓国・朝鮮人が経営する焼肉屋（７票配布、２票回収）、在日同胞の生活を考える会（８票

配布、８票回収）として全部合わせて 19票である．それ以外の調査票は、すべて郵送で回収された． 



 76 

＜図 11＞ 調査項目の見取り図 

在日社会 

の 

多様化 

性別 ・ 年齢 ・ 世代 ・ 住居地域の特性 ・ 民族学校の経験 

最終学歴 ・ 国籍 ・ 婚姻経験有無 ・ 配偶者の国籍 

従業上の地位 ・ 仕事の内容 ・ 年収 ・ 本名と通名の使い分け 

 

「韓流」 

以前 

 

「韓流」 

接触 

 

 

 

 

 

 

 

 

「韓流」 

の 

影響 

民族団体のメディア 

在日のメディア 

韓国のメディア 

接触きっかけ 

接触時期 

接触ジャンル 

2003 年以前の 

韓国訪問経験 

2003 年「韓流」ブーム当時 

関心の度合い・接触頻度 

2008 年現在 

関心の度合い・接触頻度 

現在接触している 

メディアのジャンル 

韓国メディアの 

接触経路 

「韓流」が自分の意識に及ぼした影響（「韓流」前後） 

自分のルーツに対する肯定的認識・本名に関する愛着・ハングルに関する愛

「韓流」をきっかけに行った行動 

「冬のソナタ」の以外の韓国ドラマあるいは映画をみた。韓国旅行に行った。 

韓国関連の本や雑誌をみた。 インターネットで韓国関連サイトをみた。 

韓国ドラマをみるために、衛星放送やケーブルテレビを受信できるようにした。 

ハングルを学習するようになった。在日関連の団体・組織に参加するようになった。 

語学研修や留学を目的に韓国に行った。本名を名乗るようになった。 

在日友人・団体（「韓流」前後） 

在日友人・団体に関する愛着 

在日韓国・朝鮮人との連帯感 

周りの日本人（「韓流」前後） 

韓国のイメージ 

在日韓国・朝鮮人のイメージ・関心度 

在日・在日社会全般、日本人・日本社会全般 

「韓流」を通して日本人のもつ在日韓国・朝鮮人に関するイメージは向上した。 

「韓流」を通して日本人の在日韓国・朝鮮人に関する関心度が高くなった。 

「韓流」を通して歴史問題（過去の植民地政策など）に関心をもつ日本人が増えた。 

「韓流」を通して日本人は前より在日韓国・朝鮮人に寛容な態度をとるようになった。 

「韓流」は在日韓国・朝鮮人の肯定的な自己認識をもたらした。 

「韓流」を通して在日の言語力を生かす就職先が広まった。 

「韓流」は在日韓国・朝鮮人の就職差別や住居賃貸などの差別を少なくするきっかけ

になった。 
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I.5.2  「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」 

 

 本論文の第５章では、「韓流ブーム」や「拉致事件」などで日本社会における「祖国」

イメージが大きく分岐した 2000年以降変化のなかで在日韓国・朝鮮人が自分の「ルーツ」

をどのように意識し、日本社会内で表しているのかを、在日韓国・朝鮮人の集団呼称の選

び方／使い方を通して分析する．第５章では、「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」

（以下、「呼称調査」）を実施し、そのデータを分析することを通して「祖国」と「日本」

との間で「ルーツ」をどこまで明らかにしながら生きていくのかという問題に悩む在日韓

国・朝鮮人の「いま」を映し出すことを試みた． 

第５章では、在日韓国・朝鮮人が 2002年以降、「韓流ブーム」と「拉致報道」に代表さ

れる日本社会内で大きく分岐しはじめた「祖国」イメージをどのように「内面化」し、日

本社会に向かって自分をどういう存在として示しているのか／示すようになったのかと

いう問題を、これまで議論が絶たなかった在日韓国・朝鮮人の「集団呼称」から分析した． 

 在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」意識やエスニック継承問題に焦点を合わせている本論文

において呼称問題に着目したのは、在日韓国・朝鮮人のもつ「在日」としての自己意識が

呼称を「選ぶ」「使う」行為と密接に絡み合っていると考えたからである．在日韓国・朝

鮮人にとって集団呼称は、戦後の「祖国」分断を契機に生まれた韓国と北朝鮮との対立の

なかで、呼称を「選び」「使う」行為自体が個々人の政治的志向性を表してきたし、1970

年代の世代交代とともに日本での定住志向が普遍化していくなかで日本を定住の地とし

て捉えた人びとのなかで「在日」という呼称が使われることによって在日韓国・朝鮮人に

おける呼称問題は、個々人のもつ「祖国」に対する意識のみならず、日本社会に対する意

識までを含む問題になっていた． 

 自分の「ルーツ」を表す集団呼称がいくつもあることは、そのなかで何かを「選び」何

かは「使わない／意識から除外する／捨てる」という選択の問題を生み出している．こう

した集団呼称は、上で述べたように、2002 年以降、日本における韓国と北朝鮮のイメー

ジが分岐していくなかで「朝鮮」がそのまま北朝鮮を指す言葉として認識されることによ

って再び変化を経験した． 

 在日韓国・朝鮮人にとって集団呼称が自己意識のみならず、他人に自分を表す道具とし

ての役割を果たしていることを考えると、ホスト社会における「祖国」イメージの分岐は、

自己意識上の呼称と他人に伝えるための呼称との間に緊張の度合いの差はあるにせよ、生

活のさまざまな場面において「ズレ」を作り出していると予測することができる．ところ

が、ホスト社会における変化を経験している在日韓国・朝鮮人の間には、意識と他人への
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表現という２つの側面間の緊張が高まっていくなかでも依然として「朝鮮」という言葉を

使いとおす人もいれば、それ以外の呼称を使うようになった人もいるなど、多様な呼称が

混在している．この混在は、在日韓国・朝鮮人のもつ現状況に対する認識／解釈や自分の

「ルーツ」に対する意識がそれぞれ異なっているからである．呼称を「選び」「使う」上

でこういった違いはどこから生まれるのだろうか．呼称はどのように選択されまた忘れら

れていくのだろうか． 

 以上のような問題意識から「呼称調査」では、次の４点を中心に調査票を設計し、在日

韓国・朝鮮人の呼称問題を捉えようとした． 

 一点目に、在日韓国・朝鮮人を指す集団呼称が数多く存在していることや主に使われる

呼称自体が時代によって異なっていたことを踏まえ、調査対象者が現在知っている呼称が

どのくらい存在しているのかについて調べた．そして、知っている呼称と生活のなかで実

際に使われる呼称との間に存在するズレを把握してくために、知っている呼称のなかで実

際に生活のなかで使ったことのある呼称を選ぶ項目を設けた． 

 二点目に、呼称を「選ぶ」「使う」行為が調査対象者のもつ「ルーツ」への意識や「在

日」としての自己認識の変化と分かちがたく結びついていることから、調査対象者が使っ

てきた呼称がどのように変化してきたのかという個人の呼称使いの変化歴を調べた．この

項目では、小・中・高・大学、あるいは、社会人になってからという４つの時期を設定し、

その当時に自分が主に使っていた呼称やその呼称を使う上で影響を受けた要素を聞いた．

また、「韓流ブーム」と「拉致報道」のような 2000年代に起きた「祖国」のイメージ分岐

が呼称使用に及ぼした影響を測定するために、2000 年以降に調査対象者の使う呼称が変

化したのかについても質問した． 

 三点目に、これまで多様な呼称を「試してきた」調査対象者が調査時点である 2012 年

における自分を表すのにもっとも「ふさわしい」呼称として選んだ呼称が何かについて聞

いた上で、2010年現在、さまざまな状況のなかで調査対象者がどういった呼称を「選び」

「使っている」のか、その呼称使いの幅を調べるために、状況別呼称使用に関する項目を

設けた．そこでは、家族・在日同士のグループ・親しい日本人グループ・日本人一般・在

日韓国・朝鮮人を代弁する立場に立った場合、というそれぞれレベルの異なる状況におい

てどのような呼称が使われているのかを調べ、個人レベルにおける意識面の呼称と社会レ

ベル、すなわち、他人とのコミュニケーションや相互理解のために選ぶ呼称との間に存在

するギャップを捉え、そのギャップが大きい人とそうではない人びととの間に存在する違

いの意味を分析しようと試みた． 
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 四点目に、以上のような呼称使いにおける違いを説明する変数として、自分の「ルーツ」

にどのくらいコミットしているのかを調べる項目を立てて、その項目と呼称使いとの関係

を分析した．これまで主な説明変数として使われてきた世代・年齢・民族学校の経験有無・

国籍のみならず、コミットメント変数ともいえる新たな説明変数を設けたのは、呼称を「選

ぶ」「使う」行為が調査対象者の置かれている環境によって受動的に決まるものではなく、

その環境を「解釈」していく積極的かつ主体的なものであると考えたからである．その「解

釈」プロセスにもっとも影響を与えるものとして「呼称調査」では、個人が「祖国」のニ

ュースや情報に触れ、「ルーツ」とのつながりを多様なレベルにおいて保っていくことや、

在日団体における活動や在日団体への関心の度合いの変化を質問することを通して「ルー

ツ」にどのようにコミットしているのか、そのコミットメントの度合いを測定し、それと

呼称使いとの関係を分析した． 

 以上のような問題意識を基に作成された「呼称調査」の具体的な調査項目は、＜図 12

＞のようにまとめることができる． 

「呼称調査」におけるサンプリングは、「韓流調査」と同じように、スノーボールサン

プリング法を用い、「韓流調査」をきっかけに広がったネットワークを最大に活かしなが

ら調査対象者をみつけていった．また、調査期間は、2012 年３月５日から５月９日まで

の約２ヶ月間であった．「呼称調査」の調査票は、直接配布方法と郵送法を併用し、回収

は教会のネットワークを通して配布した一部の調査票以外には、すべて郵送でおこなった．

４月 30 日を締め切りにした青森・東京・大阪・京都・福岡地域を中心とした一次調査と

５月 31日を締め切りにした二次調査を合わせ、計 492票を配布し、167 票を回収した（回

収率 33.9％）． 
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＜図 12＞ 「呼称調査」の質問項目見取り図（2012年実施） 

 

個人 

および 

家族の 

特性 

両親の国籍・両親の世代・両親の在日団体における活動状況 

チェサの回数・朝鮮半島のおかずが食卓に上がる頻度 

性別・現在の国籍・国籍変更歴・民族学校の経験有無・学歴 

婚姻状況・配偶者の国籍（入籍当時）・ハングル能力 

従業上の地位・仕事の内容・通名と本名の使い分け・韓国と北朝鮮の訪問経験 

 

「ルーツ」

との 

つながり 

「コミットメント」変数 

個人的「コミットメント」 集団的「コミットメント」 

「祖国」の政治・経済 

ニュースへの接触頻度・ 

関心の度合い 

ここ 10年間の在日団体への 

参加頻度（時間）・参加目的 

関心の度合いの変化 

呼称に 

関する 

知識 

本や新聞などで聞いたことのある呼称の数 

これまで使ったことのある呼称の数 

 

呼称使いの

変化 

小学校の時 

影響を 

受けた要素 

中学校の時 

影響を 

受けた要素 

高校の時 

影響を 

受けた要素 

大学／社会人 

影響を 

受けた要素 

2000年以降 

影響を受けた

要素 

「いま」の自分を表す言葉として最も適切だと思う呼称 

状況による自分を表す呼称の変化 

家族・兄弟／姉

妹と話すとき 

個人レベル 集団レベル：「在日」 

「在日」の集まり・ 

友達と話すとき 

集団レベル：日本人 

日本人の友達・ 

仕事関係の人と話すとき 

社会レベル 

一般の日本人と話すとき 

「在日」の立場を代弁するとき 
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I.6 論文の構成 

 

 

 序章で考察した先行研究の内容をいくつかの文脈にまとめてみると、そのなかには、時

間性、移動者の主体性、変化していく単位、持続性をともなうコミットメントという４つ

の重要なキーワードが含まれていたことを発見することができる． 

 第一に、時間性にかかわる議論のなかには、移動した者が、時間が経つとともに移動先

であるホスト社会の主流文化に同化していくという Park と Burgess（1921）に端を発す

る議論、文化的な面に限って現われる文化的同化（cultural assimilation）とそれを越

える構造的同化（structural assimilation）とを区別しながら同化のなかみを見極めよ

うとした Gordon(1964)の議論、そして、Gans(1979)のように世代という時間幅を取り入

れ３世にとって同化とはなにかを論じたものまでが含まれていた． 

移動者の変化という側面に焦点を合わせているこれらの議論のなかでは、ホスト社会に

おける主流文化への同化という明確な「到達点」が前提とされており、その点において同

化論は、移動する者のもつ主体性がほとんど議論の視野に入っていない限界をもっていた．

移動者の同化過程に関する研究が活発になされていたアメリカにおいて 1960 年代後半か

ら明確にあらわれたエスニック集団の「可視化」現象は、それまでの同化論の方向を大き

く変えるきっかけとなった． 

第二に、移動する者のもつ主体性に関する議論の登場を指摘することができる．時間性

の議論と重なり合いながら登場した主体性の議論は、移動者たちが世代を経ながらも「エ

スニック的なもの」を保っていく、維持していくことへの疑問からはじまったといえよう．

上でも述べたアメリカにおけるエスニック・リバイバル現象の最中で議論されていたのは、

まさにこの点であった．なぜ、エスニック集団は存続され、「可視化」されていくのだろ

うか．この点について Glazer & Moynihan(1963＝1986) (1975＝1984)をはじめとする研

究者たちは、原初主義（Primordialism）と状況主義（Circumstantialism）を両極としな

がら、エスニシティをホスト社会内でいきていくための「道具」として捉える見方を展開

していた．こうした見方は、エスニック集団が世代を経ながらますます「アメリカ的」に

なる同時に「エスニック的」にもなる新たな現象を取り上げたものとして特徴づけること

ができよう． 

ところが、変化の方向性がホスト社会だけに向けられるのではなく「エスニック的なる

もの」にも向けられることを論じた議論は、変化の方向性の分岐と共存を見事に描き出し

た点においては評価されるものの、Cornell & Hartmann(［1998］2007)が指摘した通り、
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移動者が自分の置かれた環境をどのように解釈するのかという課題より、ホスト社会内で

エスニック集団が集団的にどのような方向へ向かうのかという課題にとらわれている点

で依然として移動者を受け身の存在とみなす限界をもっていた．ここで、エスニック集団

の主体性を論じながらも、その単位を集団にとどめていることに疑問を抱いてこなかった

エスニシティ研究のなかで移動者の主体性とともに単位の問題を取り上げたのが３番目

の議論としてみていく Cornell & Hartmann(［1998］2007)と Brubaker(2004)である． 

Cornell & Hartmann(［1998］2007)に代表される構築主義的観点（A Constructionist 

Approach）のなかでは、ホスト社会とエスニック的自己との間の相互作用が持続的な性質

をもち、また、絶えず変化可能なものであると主張する．構築主義的観点のなかで変化の

単位とされているエスニックな自己は、環境から一方的に影響を受ける、あるいは、環境

に完全に含まれているものではなく、その環境を主体的に解釈（interpretation）し、そ

れに個人単位でかつ多様な形で応答（response）していくものとして主体性を保っている．

ここで重要なのは、Cornell & Hartmann(［1998］2007)が主体を取り巻く環境の力を述べ

ながらもエスニックな自己がもっている意識、すなわち、エスニック・アイデンティティ

がある要素が満たされたら自動的に形成されるような「逃れられない（inevitable）」も

のではないことを強調した点である．この個人を単位にした構築主義的観点はさらに、

Brubaker(2004)によって展開され、エスニック集団にとって集団性が必ず発生するもので

はなく、発生しない可能性も含んでいることが主張された．個人を単位とするエスニック

理論においてエスニックな自己は、環境に対する解釈によって無視や構築しない、忘れる

といった応答も下される存在として描かれている． 

 ところが、構築主義的視点は、エスニックな意識が解釈や応答によって形成されていく

プロセスやそれが絶えず変化可能なものである点については論じているものの、エスニッ

ク意識というものが変わっていきながらもなお「持続」されていく特徴をもつことについ

ては、十分論じられていないという限界をもっていた．この「持続」の問題を分析してい

くため本論文では、Becker(1960)の議論を取り入れ、さらに議論を展開していった． 

 Becker(1960)は、ある方向に向かって持続的な関心をもち、その関心を行為として表し

ていくことをコミットメントという概念で理論化した．行為主体の「意志」が入っている

「持続的な行為」の特徴をコミットメントという概念を通して社会的に分析しようとした

Becker は、コミットメントに含まれている「持続性」が自然におこなわれるものではな

く、行為主体の守っていこうとする意志に基づいた、エネルギーの投入されたものとして

みなした．これをエスニックな主体に当てはめてみると、エスニックな自己を世代が経て
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もホスト社会内で「可視的」なものにしていくことの基盤には、自分の意志で「ルーツ」

に「コミット」していく行為が分かち難く存在していると考えられる． 

本論文では、以上で論じてきた重要な概念を各章に位置づけながら以下のように議論を

進めていく．  

まず、在日韓国・朝鮮人の２世が経験した 1980 年代を分析する第２章のなかでは、本

項の最初に述べた「時間性」の議論を基にして展開していく．1980 年代は、日本社会が

「国際化」の道を歩みはじめ、「定住外国人」として在日韓国・朝鮮人に関する法制度が

さまざまな変化を遂げた時期である．この時期は、「祖国」が統一されたら帰国すること

を前提に日本を「仮住まい」の地として考えていた１世から日本で生まれた２世への世代

交代がおこなわれ、言語やコミュニティなどの面において「エスニックなるもの」から遠

くなっていた２世を中心に日本における生活権利を主張する集団的権利擁護運動が繰り

広げられた後の時期として位置づけることができる．まさに運動の時代ともいわれる 1970

年代を経て 1980 年代を迎えた多くの在日韓国・朝鮮人のなかには、１世の価値観をその

まま受け入れた者もいれば、日本を「定住」の地として捉えていた者もいた． 

第２章では、エスニック集団がいつまで変化を経験していくのか、すなわち、ホスト社

会に同化していくのかという問題を 1980 年代の在日韓国・朝鮮人の事例から考えていき

たい．植民地の歴史を通して形成された在日韓国・朝鮮人が「必死」に守っていたエスニ

ック・コミュニティやエスニック・ネットワークなどが世代を経るとともにどのように変

化していたのだろうか．解放後、日本社会への同化を批判の対象として捉えていた動きが

1980 年代における日本の「国際化」プロセスにおいてどのような方向性をもちながら変

化を遂げていたのだろうか．第２章では、時間性の議論と変化の方向性に関する理論に依

拠しながらこの問題を分析していく． 

次に、第３章では、主体性という問題から議論を展開していきたい．2000 年以降の日

本におけるメディア環境の変化、とりわけ、最初「韓流ブーム」と呼ばれ、いまは「定着」

している「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」の大量流入は、それまで自分の「ル

ーツ」に接触的にかかわるチャンスがなかなか与えられず、「エスニックなもの」から遠

ざかっていた在日韓国・朝鮮人に日常のなかで「祖国」に触れる環境を整えてくれた．こ

うした在日韓国・朝鮮人を取り巻くホスト社会のメディア環境の大きな変化を在日韓国・

朝鮮人それぞれはどのように解釈しそれに応答していたのだろうか． 

第３章では、構築主義的観点に立ち、在日韓国・朝鮮人の個々人が「韓流ブーム」前に

置かれていた環境――言語能力、在日団体での活動有無、民族学校の経験有無など――が
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「韓流ブーム」を受け入れることに与えた影響を「韓流調査」から得られたデータを通し

て分析し、「韓流ブーム」をきっかけに日本に流入された大量の「韓国でつくられたメデ

ィア・コンテンツ」への接触の度合いが「韓流」の解釈と応答の方式に与えた影響を、「韓

流に対する評価」という側面から捉えていきたい． 

以上のような、個人を基にした構築主義的観点をさらに展開させ、第４章では、日本に

おける「定住」が当たり前のようになっている「定住の世代」、すなわち、1980年代前後

に生まれ、2000 年代に就職や転職といった形で日本社会に入っていた３世に焦点を合わ

せ、分析を進めていく．第４章では、これまでの同化論において同化が「完成」され、あ

るいは、「終わっている」と論じられてきた３世のもつ「ルーツ」に対する意識やホスト

社会との関係性をインタビュー・データから読み取り、エスニシティの個人性、個人の解

釈や応答を中心に議論を展開していきたい． 

第５章では、第３章と第４章を通してみてきた、構築主義的観点の用語を借りれば、2000

年以降の在日韓国・朝鮮人を取り巻く社会環境の大きな変化がここ 10 年間どのように変

化してきたのか、そして、その変化がどのようにパターンかされ、持続されてきているの

かを、「コミットメント」という概念から分析する．特に、第５章では、これまでイデオ

ロギー的議論の対象になってきた在日韓国・朝鮮人の「集団呼称」の「選択」や「使い方」

という文脈を取り上げることで、それぞれのもつ「ルーツ」への意識が呼称を「選ぶ」行

為にどういった影響を与えているのかを考察していく． 

呼称問題を扱う第５章では、どのような集団呼称で自分を他人に表してきたのか、そし

て、いまは自分をどのような呼称で表しているのかという問題を「呼称調査」のデータを

基に分析しながら、呼称を「選ぶ」個人的な行為が個々人のエスニック活動、あるいは、

自分の「ルーツ」にコミットしている形態と分かち難く連動しているという仮説を立てる．

そして、自分の「ルーツ」に関連する活動にコミットする多様な形態を明らかにし、現在

の自分をホスト社会内でどのように位置づけているのかを分析していきたい．さらに、こ

うした分析を通してこれからのエスニック継承がどのような道をたどりながらおこなわ

れていくのかという問題を考察する． 

最後に、結論では、論文全体の内容を「ルーツ」と「コミットメント」というキーワー

ドからもう一度まとめた上で、本論文の限界と課題を述べていきたい． 
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II 経験的事実としての定住から法的事実としての定住へ 

 

 

 

 序章の理論的考察の部分では、移動者のもつ自分の「ルーツ」に対する感覚がホスト社

会への文化適応や同化に及ぼす影響を方向性という文脈から取り上げた．その方向性を決

めていく重要な要素のなかでホスト社会の政治・経済・社会的文脈の変化が含まれていた

ことを考えると、1980 年代は、世代交代を経験した在日韓国・朝鮮人が、日本の「国際

化」という国内事情だけでは完結できない連鎖的変化のなかで、自分たちの「ルーツ」に

関する意識を方向づけ、大きく分岐していく時代であったと考えられる．本章では、1980

年代がいかなる時代であったのかを法制度、外国人人口の構成、在日韓国・朝鮮人の意識

という３つの領域における変化から捉えていく．その上で 1980 年代という「時代性」に

注目しながらホスト社会の変化が移動者の次の世代のもつ方向性感覚に及ぼした影響を

日本における仕事と定住問題に焦点を合わせて論じていきたい． 

 

 

 II.1 1980年代はいかなる時代だったのか 

  

 

II.1.1   法制度における「国際化」プロセス 

 

 1970 年代に本格的な世代交代を経験し、事実上日本で定住していた在日韓国・朝鮮人

の法的地位は、1965年の「日韓法的地位協定」による協定永住や 1981 年の入管法の改正

によって羈束的に許可されはじめた特例永住の許可を通して長期的居住に対応できるも

のへと部分的に変わっていた．ところが、1991 年の特別永住者という在留資格が定めら

れるまで在日韓国・朝鮮人は、「91年問題56」のように、法第 126号の該当者の子までは、

永住の許可が与えられていたものの、その孫については協議が保留されたままの状況であ

                                                   
56 1965年の日韓条約では、協定永住権をもつ者の子として 1971年 1月 17以降に生まれた者の子孫（協

定 3 世）の法的地位に関しては、協定発効後 25 年が経過するまでの間に韓国政府の要請があれば、

日韓で協議することが合意されていた．その 25 年が経過する日が 1991 年の 1 月 16 日であり、それ

が「1991年問題」と呼ばれていた．「1991年問題」は、「協定 3世」の問題だけではなく、在日韓国・

朝鮮人全体の法的地位や処遇の見直しを計るうえで重要な意味をもっていた．「1991年問題」に関す

る詳しい議論については、家（2000）、金（2005）を参照． 
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った．このように 1980 年代は、事実上日本で定住している在日韓国・朝鮮人の法的地位

が「安定化」される直前の時期として捉えることができる．また、法制度における 1980

年代の重要な変化としては、人権・難民・外国人・男女平等のような概念にかかわる法が

大きく変化しはじめた点を挙げることができる．ここでは、この一連の法制度が変わって

いく過程をまとめながらその法制度が在日韓国・朝鮮人の長期定住に及ぼした影響につい

て考察をおこなっていきたい． 

 第一に、1979年に日本が批准した国際人権条約と 1982年に批准した難民条約について

みておく必要がある． 

国際人権条約は、第二次世界大戦で経験した人権侵害に関する反省から 1945 年に国連

の憲法において国連の加盟国が人権と基本的自由の尊重・厳守の促進を達成していくこと

を誓い、人権委員会（Commission on Human Rights）を設置することによって発効された

ものである．1966年、国連の人権委員会は、世界人権宣言の内容を基礎として「経済的、

社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）」（以下、「社会権規約」）と「市民的及

び政治的権利に関する国際規約（Ｂ規約）」（以下、「自由権規約」）と「自由権規約の選択

議定書（Ｂ規約選択議定書）」の３つの規約を 1976年に発効した（宮崎 1988:1-18）． 

日本政府が国際人権規約を批准することになった背景には、田中宏（1995）が指摘して

いるように、ベトナム政変後に発生した大量の難民流出と先進７か国首脳会議（以下、Ｇ

７サミット）の発足を挙げることができる．1975 年当時、Ｇ７サミットの参加国であっ

た日本は、他の参加国に比べ、インドシナから距離的にもっとも近い国として難民問題に

背を向けることができない状況に置かれていた．そのために、日本政府は難民を対象にす

る「一時上陸許可57」や「定住許可制58」を発足させ、その後「難民定住促進センター59」

を設けるなど難民を対象にした定住の枠を拡大させていくことになった（田中 1995: 

156-7）． 

こうしたながれのなかで日本政府は、国際情勢の影響を受けながら 1979 年には国際人

権条約を、1982 年には難民条約をそれぞれ批准することになる．日本の場合、1979 年の

国際人権条約を批准する際に、上で述べた３つの規約のなかで「社会権規約」と「自由権

                                                   
57  日本にはじめてベトナム難民が到着したのは、1975年５月 12日の千葉港である．日本政府は彼らに

「水難上陸」を許可し、その後「上陸特別許可」（初期は 15 日、その後 180 日）を与えるが、いず

れも第三国への出国までの「一時滞在」許可であった（田中 1995: 156）． 
58  1975年のＧ７サミットにおいて新たなる対応を迫られた日本が 1978年４月に福田首相の訪米直前に

出した方針である．1979 年４月にはじめて定住枠 500 人が発表され、その対象についてもベトナム

難民からインドシナ難民に拡大された（同上 156-7）． 
59  定住を希望する難民に対し、日本語教育や職業訓練や職業紹介などをおこなうためのセンターとし

て神奈川県と兵庫県に２か所設置された．それ以外にも一時滞在施設として「大村難民一時レセプシ

ョン・センター」（長崎県）や「国際救援センター」（東京都）も設置された（同上 157）． 
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規約」のみを批准し、「自由権規約の選択議定書」は批准していなかった．その点につい

て在日コリアン弁護士協会編（2008）は、日本が批准していない「自由権規約の選択議定

書」について自由権規約の保証する権利が侵害され、国内手続きによっても救済されない

場合に規約人権委員会に苦情を申し立てる権利を認めるものであると指摘しながら、在日

韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人への人権保障が十分ではないことが「自由権規約

の選択議定書」を批准しない主な理由であると主張する（在日コリアン弁護士協会編 

2008: 32-3）． 

ところが、田中（1988）や在日コリアン弁護士協会編（2008）が同じく指摘しているよ

うに、日本政府が批准した「社会権規約」や「自由権規約」も内外平等を含む被差別平等

を基本原則としていることで、「日韓法的地位協定」における不完全な決着を是正する法

規範になりうるものであった点は注目に値する．なぜならば、国際人権規約の批准を通し

て住宅近郊公庫法、公営住宅法、住宅都市整備公団法、地方住宅供給公社法などの公共住

宅関連法の運用に対する「国籍制限」が撤廃され、その後、外国人の権利主張のための法

的土台が作られていたからである． 

それまで法の適用範囲を「日本国民」に限定していたのを「日本に住所を有する者」に

まで広げていた動きは、1982 年の難民条約批准によって本格化されていった．難民条約

は、政治的迫害または戦乱などを逃れるため、自国を離れた人びとに入国と居住を認め、

立法・行政及び社会的に保護しようとするものであり、特に職業及び社会保障に対する権

利については国民待遇または最恵国民待遇を付与するものであった．そのために、難民条

約は、一般外国人に関する条約ではなかったものの、日本で生まれ育った在日韓国・朝鮮

人が享有する権利との間に不合理な格差が生じないようにしなければならない状況を招

いた（在日コリアン弁護士協会編 2008: 32-4）． 

その結果、難民条約が発効した 1982 年の１月１日から国民年金の被保険者資格が「日

本国籍保有者」から「日本に居住する者」へと改正され、その後、国民年金法や児童扶養

手当法、特別児童扶養手当法、児童福祉手当法からも国籍条項が撤廃されるようになった．

また、国公立大学の教授任用法案が成立し、1984 年には郵政省外務員の国籍条項が撤廃

されるまで至る．このように、難民条約の批准は、協定永住や特例永住許可によって事実

上日本に定住はしているものの、まだ３世以降の人びとについては法的地位が不安定なま

まであった在日韓国・朝鮮人に生活全般における権利を保障してくれる結果をもたらす大

きなきっかけになった． 

第二に、1985 年の１月から施行された国籍法と戸籍法の改正に注目しなければならな
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い．  

韓国籍および朝鮮籍（記号）をもつ在日韓国・朝鮮人数の変動に大きな影響を与えてい

た国籍法や戸籍法の改正は、上で言及していた国際人権規約の受容プロセスにおいておこ

なわれた．1979年に採択され 1981年に発効された「女子に対するあらゆる形態の差別の

撤廃に関する条約」（以下、「女子差別撤廃条約」）は、1985年に日本で締結されるように

なり、その批准のためには、それまで父系主義を取っていた国籍法や戸籍法の改正が避け

られなかった． 

佐々木てる（2006）は、女子差別撤廃条約及び渉外婚姻数増加に伴う無国籍児の問題が

国籍法の改正の背景として作用していた点を考察しながら、女子差別撤廃条約の第９条

「国籍に関する平等」の第２項に「子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与

える」と明記されていたため、旧来の国籍法の第２条「出生の時に父が日本国民であると

き」日本国民とするという点が問題になり改正の対象になったと述べる．また、無国籍児

の問題について、沖縄における米兵と日本人女性の間に生まれた子どもが、父である米兵

の帰国によって無国籍状態になるケースが問題の背景にあるなど、国内・国際的問題の両

面を取り上げた．その上で、国籍法の改正が結果的に「日本人」という範囲に含まれる人

のイメージを広げる結果をもたらしたと主張する60（佐々木 2006: 46-7）． 

国籍法の改正と同時に改正された戸籍法について金敬得（2005）は、従来の日本民法が

「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」（750 条）と定め

られているにもかかわらず、以前には外国人と結婚した日本人は戸籍の姓を外国人配偶者

の姓に変えることが認められなかった点を指摘した．その上、日本国民が日本式姓名を使

用しなければならないという単一民族意識を戸籍において固守してきたが、戸籍法の改正

によって外国人配偶者の姓に変更することが認められるようになり、民族名や外国の姓の

まま帰化する人が現れるなど帰化行政もが影響を受けることになったと述べる（金 

2005: 270-1）． 

以上のように 1980年代は、日本を取り巻く国際情勢の影響によって日本の法制度が「国

際化」へ一歩踏み出していく時期であった．そのながれのなかで意図しなかった結果とし

て事実上日本に定住していながらもそれまで法的地位が不安定であった在日韓国・朝鮮人

                                                   
60 この点について金（2005）は、「日本人」の範囲が広がった例を外国人登録人口数の減少から論じて

いる．1985年に改正された国籍法によって父母両系主義が認められ、韓国籍や朝鮮籍（記号）をもっ

た父と日本籍の母の間に生まれた子どもが日本国籍を取得できるようになった．本来ならば、その子

どもは韓国籍と日本籍という二重国籍となるが、日本では日本人母の戸籍と住民票に記載され外国人

登録をしないので二重国籍はほぼ意味をもたなくなってしまい、外国人登録人口数が減少していくこ

とになる．実際に 1984 年の外国人登録に現れた韓国籍の出生者は 9,363 人だったが、1985 年には、

4,838人に大幅減少した（金 2005: 272）． 
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もが生活全般における外国人としての権利を保障されていくようになった． 

それでは、人権擁護という理念の下で次から次へと変化していた法制度は、その後の在

日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」への感覚や日本に対する認識にどのような影響を及ぼし

たのだろうか．次の２つの項では、その問題を取り上げていく土台として日本における外

国人の増加現象や職業別外国人人口を通した日本社会における外国人の経済的地位、そし

て、そのなかの在日韓国・朝鮮人のもつ自分の「ルーツ」への認識と日本での定住意識と

の葛藤について論じていこう． 

 

 

II.1.2  変化する人口構成 

 

 1980 年代は、法制度の変化のみならず日本における外国人人口の数にも変化がみられ

はじめた時期であった．これは、法制度の整備が難民問題という外国人の受け入れや人権

問題をめぐってはじまっていたこととも関係している．本項では、1959 年から 1974年ま

で５年ごとに実施され、10 年間中断された後、1985 年から２年ごとに発刊されるように

なった『在留外国人統計』を基に 1980 年代の日本の人口構成がどのように変化していっ

たのかという問題を外国人人口の側面から取り上げていきたい．また、それまで在日外国

人の圧倒的多数を占めていた韓国・朝鮮人が外国人の増加現象のなかでどのように位置づ

けが変わっていたのかについて考察していく． 

 1974年 749,094人であった日本の登録外国人数は、1984年に 840,885 人、1986年には

867,237人、1988年には 941,005人として 15年の間、約 20万人近く増えていった．その

なかで在日韓国・朝鮮人が占める割合は、1974 年の 85.3％から 1984 年の 81.7％、1986

年の 78.2％、1988 年の 72.1％へと２割以上減っていく傾向がみられる．こうした登録外

国人における在日韓国・朝鮮人の構成比の減少傾向は、日本籍への帰化者の増加や父母両

系主義に変わった国籍法の影響など在日韓国・朝鮮人グループ内の変化に起因するところ

が多いものの、ニューカマーとも呼ばれる中国やフィリピンからの人口流入という国際的

移動や日本の経済的構造の変化に大きく依存するものであった（梶田編 1992; 町村  

1994; 梶田・宮島 2002; 倉沢・浅川 2004）． 

 そのなかでも 1980 年代における外国人人口の増加を日本的文脈から論じていた町村敬

志（1994）は、S. Sassen(1988)が言及したような都市リストラクチュアリング説61を受け

                                                   
61 町村（1994）は、S. Sassen(1988)のリストラクチュアリング説を次のようにまとめている．“……外

国人労働者の増加は、1980 年代の資本制大都市が直面した経済的リストラクチュアリングの必然的

な一部分ということになる…（中略）…一方における一部途上国における移民労働者の創出とはとも



 90 

入れながらも、日本において国内製造業が依然として強い活力をみせていた点や伊藤るり

（1992）が分析した初期の女性労働者の存在を挙げながら日本、特に東京でみられた外国

人人口の増加がある特殊性を保った現象であったと主張した．また、日本における外国人

人口の増加現象をフィリピン女性が多数を占めていた 1980年代前半から 1987年までの時

期（第１の転機）、1987 年から 1988 までの就学生を主体とした中国からの入国者の増加

期（第２の転機）、1986年後半からみられたバングラデシュやパキスタンからの入国者の

増加や 1989 年からのフィリピン・タイ・マレーシア・韓国・イランからの入国者の増加

（第３の転機）、1980年代末から増え始めた日本国籍を保有するブラジルやペルーの移民

一世の入国者の増加期（第４の転機）に分けて外国人の増加のながれを分析している（町

村 1994: 237-45）． 

 町村（1994）の分析からもうかがえるように、1980 年代はそれぞれの時期によって日

本に入ってくる外国人の出身国やその目的などが多様に存在していたことがわかる．特に、

町村がそのながれを分析していく上で、外国人の流入現象を「日本国内に一定期間生活の

根拠を移して活動する外国人」すなわち、「外国籍住民」の増加としてみていた点は興味

深い（町村 1994: 242）．なぜならば、戦前から日本に事実上居住していながらも自ら「帰

国志向」をもつ集団、あるいは、北朝鮮の「海外公民」として位置づけてきた在日韓国・

朝鮮人が日本永住に関する法的権利をまだ保障されなかった状況のなかで、外国人に関す

る法制度が変わりはじめ、また、日本に「一定期間」生活の根拠を移して活動する「住民」

としてのニューカマーが急速に増え始めていたからである． 

 それでは、1980 年代に増え始めていたニューカマーと分類される外国人はどのような

目的で日本に入国し、どのようなところで働きながらで「生活」していたのだろうか．「生

活者」としての外国人「住民」の増加は、在日韓国・朝鮮人の「定住志向」と「帰国志向」

という違うベクトルをもった方向性の調整にどのような影響を与えたのだろうか．以下で

は、1980 年代に入国した外国人を在留資格別・職業別に分類しながら、日本における外

国人「住民」の増加と「定住外国人」としての在日韓国・朝鮮人像の定着過程との関係を

探っていきたい． 

 まず、1985、1987 年、1989 年版の『在留外国人統計』データに分類されている在留資

格別外国人の様子を確認することからはじめよう． 

これまで強調してきたように、1985 年の『在留外国人統計』において「定着居住者」

                                                                                                                                                  
に、資本のグローバル化による分業体制の世界的再編がもたらした結果である．そして、こうして生

み出された移民労働者が二極分化した世界都市の階層構造の内の低賃金部門へと吸収されていく”

（町村 1994: 237）． 
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として括られるようになった在日韓国・朝鮮人は、協定永住・永住――この場合は、特例

永住を含む――法 126号該当者・法 126号の子など、不安定な法的地位を保有しているが、

在留資格別外国人の構成比からみると 1975 年の 85.4％から 1989 年の 68.6％まで減少傾

向を表しているものの圧倒的多数を占めていることがわかる． 

 

 

＜表 6＞ 1980年代における主な在留資格別外国人の増加状況 

 

  

 

 1980 年代には、在日韓国・朝鮮人のように「定着居住者」として分類されているグル

ープ以外に日本で「生活者」として比較的長期間居住する人も増えていた．その例として

在留資格 4-1-5 から 4-1-13 までに該当する者の配偶者及び未成年の子が主な対象である

「被扶養者」在留資格（4-1-15）をもつ者の人数が、1985年の 16,914人（2.0％）、1989

年の 21,202人（2.3％）へと着実に増えていた点を挙げることができる．また、日本人の

配偶者、または、子に与えられる「日本人の配偶者等」在留資格が 1985年から新設され、

その数が 1985年には 33,882人（4.0%）、1987年には 41,264人（4.8％）、1989年には 57,031

人（6.1％）へと急速に増加していたことが挙げられる．1980年代にみられるこうした変

化は、オールドカマーである在日韓国・朝鮮人に加え、長期間日本に生活の根拠を移す数

多くの潜在的外国人「住民」を生んでいた． 

「定着居住者」以外の在留資格からみて特徴的な点は、1980 年代を通して留学生の人

数が 1985年の 5,712 人（0.8％）から 1989年の 29,154（3.1％）まで 10年間、約４倍近

人数 構成比（%） 人数 構成比（%） 人数 構成比（%） 人数 構成比（%）

749,094 100 840,885 100 867,237 100 941,005 100

小計 639,550 85.4 670,141 79.7 655,696 75.6 645,775 68.6
協定永住 342,366 45.7 350,067 41.6 341,016 39.3 328,934 35
永住 11,151 1.5 261,948 31.2 292,201 33.7 298,364 31.7
法126-2-6 160,522 21.4 41,803 5 20,012 2.3 18,475 2
4-1-16-2 125,511 16.8 16,323 1.9 2,467 0.3 2.239 0

商用 4‐1‐5 3,494 0.4 5,943 0.7 7,148 0.82 7,638 0.8
留学生 4‐1‐6 5,712 0.8 14,172 1.7 20,456 2.36 29,154 3.1
興行 4‐1‐9 2,035 0.3 7,346 0.9 10,357 1.2 14,792 1.6
熟練労働 4‐1‐13 660 0.1 1,366 0.2 1,502 0.2 1,723 0.2
被扶養者 4‐1‐15 11,395 1.5 16,914 2 19,415 2.2 21,202 2.3
研修 4‐1‐6‐2 4,270 0.5 5,175 0.6 8,727 0.9
日本人の配偶者等 4‐1‐16‐1 33,882 4 41,264 4.8 57,031 6.1
短期滞在者 4‐1‐4 7,759 1 6,121 0.8 9,191 1.1 12,358 1.3
特定の在留資格 就学 3,522 0.4 15,144 1.7 47,827 5.1

（4‐1‐16‐3） 就職 3,004 0.4 6,242 0.7 6,267 0.7

1989年版

出処：法務省『在留外国人統計』各年度版のデータを基に筆者作成
注：1989年の「就職」（4－1－16－3）は「就職・その他」という表記に変わっている．

総数

定着居住者

1975年版 1985年版 1987年版
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く増えていたことである．この増加は、留学生 10万人計画62など日本政府が積極的に繰り

広げていた政策と密接にかかわっている．留学生数の増加と関連して、日本語学校に通う

外国人について「就学」という在留資格を与えたことからみると、その人数が 1985 年の

3,522人（0.4％）から 1989年の 47,827人（5.1％）まで増えたことも政策的な動きと連

動していたことがうかがえる． 

 それ以外にも、伊藤（1992）が指摘していたフィリピン女性労働者の増加が目立つ在留

資格として「興行」（4-1-9）を挙げることができる．1975年に 2,035 人（0.3％）に過ぎ

なかった「興行」在留資格をもつ者は、その 10 年後、３倍以上増えた 7,346 人（0.9％）

になり 1987年には１万人を超え、1989年には 14,792人として全体の 1.6％を占めるまで

増えていった．1990 年代以降の研究が明らかにしているように、この時期に日本へ来て

いた女性労働者のなかには、その後、日本の男性との結婚を通して「日本人の配偶者等」

の在留資格を得るケースも多く、そこからも日本における潜在的外国人「住民」「生活者」

は 1980年代から増えていったとみてよい． 

 

 

II.1.3  1980年代における在日韓国・朝鮮人の経済的地位 

 

 それでは、以上のように潜在的「住民」「生活者」が増えていくなかで事実上日本に長

い間居住していた在日韓国・朝鮮人は、この時期にどのような経済的地位を確立していた

のだろうか．どのくらい日本社会に根を下ろして生活していたのだろうか．形成時期から

コミュニティを中心に集団性を守ってきた在日韓国・朝鮮人の特徴を踏まえながら、1980

年代における在日韓国・朝鮮人の職業的特徴や就職状況に関する分析へ移っていこう63． 

                                                   
62  留学生 10万人計画は、外国との相互理解の増進や教育及び研究水準の向上、開発途上国の人材育に

役立つ目的下で 1983 年、中曽根康弘首相が打ち上げた政策として次のような５つの主要方針によっ

て立てられた．第一に、大学生の受け入れ態勢を整備し、第二に、留学生のための日本語教育を推進

し、第三に、留学生のための寮を確保し、第四に、民間活動などを進め、第五に帰国留学生に対する

方策を立てるのが其れである．この政策を通して日本の留学生の数は、1983 年の 10,428人から 2003

年には 109,508人へと増加し、政策実施の 20年ぶりに留学生の数が 10万人を超えることになったが、

その後、入国審査の厳格化によりその数は 2005 年の 121,812 人を機に減少していくことになった 

(2011 年 1 月 20 日 取 得 、 文 部 科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ ） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/007/gijiroku/030101/2-1.htm 
63 在日朝鮮人コミュニティの形成と職業との関係について外村（2004）は、1920 年代から朝鮮人労働者

たちがまとまって就労し、居住の場も同じくするという形態をとって日本での生活を送るのが一般的

となり職業探しや生活の面において相互扶助を目的とする相愛会や在日朝鮮労働総同盟などの団体

が多くつくられたと述べている．内務省社会局第１部が 1924 年にまとめた『朝鮮人労働者に関する

状況』によれば、当時、患難互助、病気の祭の扶助、貧困者救済、職業の紹介、人格向上、知識啓発

などを事業内容に掲げていた朝鮮人同士の団体数は、全国で 43 団体、地域的には、東京、京都、大

阪、兵庫、神奈川、山口、福岡など朝鮮人の多い府県を初め 16府県で確認できるという（外村 2004: 
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 在日韓国・朝鮮人は、1920 年代から朝鮮人集住地域において朝鮮人向けの飲食店など

在日朝鮮人による事業経営を始まっていた．その時期に『朝鮮日報』『東亜日報』『中外日

報』などの「民族紙」に出されていた「名刺広告」の分析を通して朝鮮人の職業を調査し

た外村（2004）は、労働下宿・土建飯場の経営、廃品回収、漢薬局、飲食店、その他のサ

ービス（保険代理、理容、医院など）、各種の物品販売の事業（卸売、小売）、製造業（金

属機械類の生産、友禅染関連、出版印刷、ゴム加工）などに分けて分析をおこない、当時

朝鮮人が展開した商工サービス業が朝鮮人を顧客にしていた点や朝鮮人と結びついて展

開されていたことを指摘している（外村 2004: 133-48）． 

 1959 年に発刊されはじめた『在留外国人統計』によれば、敗戦以降、日本に引き続き

生活していくことになった在日韓国・朝鮮人の職業構成も戦前と比較した場合、大きな変

わりもなく、無職と分類されている 458,990 を除外した場合、技能工生産工程従事者が

32,173人（21.7％）、単純労働者が 26,090人（17.6％）、建設従事者が 18,166人（12.2％）、

その他販売従事者が 13,780 人（9.3％）、古物・屑鉄販売従事者が 13,434 人（9.0％）の

構成を表している． 

以上のように朝鮮人コミュニティを基盤とする職業をもった人の割合が高い在日韓

国・朝鮮人は、戦後、日本社会のなかでどのような職業に就き、日本社会に根を下ろして

いたのだろうか．まず、戦後『在留外国人統計』において集計されている職業別在日韓国・

朝鮮人数の推移を基にその変化様子をみてみよう． 

＜表 ７＞は、1975年から 1989年までの在日韓国・朝鮮人の職業別人口数の推移を表

したものである．1980 年代にみられる職業別在日韓国・朝鮮人の数の特徴については、

以下のような４点を指摘することができる． 

 第一に、生産工程における労働や単純労働、採鉱・採石労働従事者が 1970年代から 1980

年代にかけて大幅減少していた点である．この分野は、いずれも戦前から多くの在日朝鮮

人が従事していた分野として在日韓国・朝鮮人の職業を特徴づける分野であった．特に、

単純労働に従事する在日韓国・朝鮮人の数は、1975 年に 16,921 人、1985 年に 7,049 人、

1987 年に 5,918 人、1989 年には 4,558 人へと減り続け、この分野のなかでもっとも減少

傾向が目立っている．1980 年代まで在日韓国・朝鮮人人口が増え続けていくなかでみら

れたこうした減少傾向は、いくつかの職業に集中していた人口が多様な職業へとばらつい

ていた様子を表している． 

 

                                                                                                                                                  
101-7）． 



 94 

＜表 7＞ 主要職業別在日韓国・朝鮮人数の推移 

 

 

 

第二に、事務職や管理的職業などのホワイトカラー職業に従事する在日韓国・朝鮮人数

が増えていたことを指摘することができる．事務従事者の場合、1975年には 20,759人に

過ぎなかったが、1980年代の間、36,784人から 41,554人へと増えていった．そのなかで

も、女性の従事者は 1975年の 3,973人に比べ、1989年には 9,206人として２倍以上増え

ていたことがわかる．また、管理的職業に従事する者の場合、女性の割合は事務職に比べ

低いものの、1975年には、わずか 4,797人に止まっていたのが 1980年代の間、14,572人

まで増えていくなど、その変化が際立っている． 

第三に、医療・保健技術関連職業や専門的職業に従事する者が増えていたことに注目し

たい．谷富夫編（2002）の語りからもうかがえるように、在日韓国・朝鮮人のなかでは、

日本社会における就職差別を乗り越えるため、長い間、資格をもった職業への強いこだわ

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

総数 638,806 336,787 302,019 687,135 349,316 337,819 677,959 342,907 335,052 677,140 338,995 338,145
その他機能工生産工程 34,909 31,051 3,858 42,531 39,817 2,714 40,722 38,072 2,650 39,826 37,211 2,615
単純労働* 16,921 15,177 1,744 7,049 5,910 1,139 5,918 4,884 1,034 5,499 4,558 941
採鉱・採石 484 463 21 219 211 8 181 175 6 170 164 6
建設 10,815 10,681 134
小計 63129 57372 5757 49,799 45938 3861 46821 43131 3690 45495 41933 3562
その他販売 23,099 19,041 4,058 34,770 29,259 5,511 36,256 29,956 6,300 35,804 29,421 6,383
古物・屑鉄販売 7,494 7,112 382
小計 30593 26153 4440 34770 29259 5511 36256 29956 6300 35804 29421 6383
運輪・通信 826 804 22 13,515 13,456 59 12,733 12,672 61 12,419 12,355 64
自動車運転 12,861 12,794 67
小計 13687 13598 89 13515 13456 59 12733 12672 61 12419 12355 64
事務 20,769 16,796 3,973 36,784 29,715 7,069 40,179 31,437 8,742 41,554 32,348 9,206
管理的職業 4,797 4,595 202 13,306 12,170 1,136 14,608 13,296 1,312 14,572 13,230 1,342
貿易 185 181 4 221 204 17 253 226 27 318 288 30
小計 25751 21572 4179 50311 42089 8222 55040 44959 10081 56444 45866 10578
その他のサービス職業 3,025 2,069 956 11,794 7,477 4,317 10,399 7,587 2,812 10,600 7,729 2,871
料理 1,538 1,422 116
理髪・美容 1,046 470 576
娯楽場等の接客 795 697 98
小計 6404 4658 1746
教員 1,039 756 283 1,521 971 550 1,611 989 622 1,673 1,012 661
医療・保健技術 867 544 323 2,149 1,427 722 2,648 1,692 956 2,846 1,828 1,018
技術 631 615 16 574 554 20 811 783 28 979 934 45
その他専門的職業 667 568 99 1,146 887 259 1,193 883 310 1,213 902 311
小計 3204 2483 721 5390 3839 1551 6263 4347 1916 6711 4676 2035
芸術家・芸能家 703 457 246 1,443 614 829 902 627 275 998 643 355
科学研究家 401 320 81 121 113 8 139 120 19 146 125 21
宗教家 274 204 70 341 244 97 375 268 107 403 278 125
記者 183 162 21 120 113 7 130 119 11 135 122 13
文芸家・著術家 116 108 8 135 112 23 143 116 27 156 127 29
小計 1677 1251 426 2160 1196 964 1689 1250 439 1838 1295 543
農林 3,699 2,737 962 1,871 1,438 433 1,588 1,227 361 1,440 1,110 330
漁業 373 243 130 266 198 68 211 153 58 201 147 54
小計 4072 2980 1092 2137 1636 501 1799 1380 419 1641 1257 384
無職 374,640 155,929 218,711 516,572 203,818 312,754 506,266 197,006 309,260 505,516 193,870 311,646
分類不能** 701 492 209 687 608 79 693 619 74 672 593 79

* 1989年から「一般労働者」として分類されている．
**1985年からは「不詳」として分類されている．

出処：法務省『在留外国人統計』各年版のデータを基に筆者作成

1975年版 1985年版 1987年版 1989年版
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りが存在していた．1980 年代を通して増え続けていた医療・保健技術の場合、男性のみ

ならず、女性の増加率が目立っているが、これは、医者や看護師などの職業に従事する人

が増えていたことを表している．実際に医療・保健技術従事者は、1975 年には 867 人に

過ぎなかったが、1985年には 2,149人（そのうち、女性が 722人）、1987年には 2,648人

（そのうち女性が 956人）、1989年には 2,846人（そのうち女性が 1,018 人）へと増えて

いる． 

第四に、「無職」層が多く存在していることを指摘することができる．在日韓国・朝鮮

人人口のなかで 0 歳から 14 歳までの人口や 60 歳以上の人口の合わせた数は、1975 年に

225,430 人（35.3％）、1985 年に 244,699 人（35.6％）、1987 年に 229,407 人（33.9％）、

1989 年に 214,354 人（31.7 ％）として 20 万人前後の数値を表し、この人口を除いた無

職者は、1975 年に 149,210 人、1985 年に 271,873 人、1987 年に 276,859 人、1989 年に

291.163人になる． 

在日韓国・朝鮮人以外の外国人グループにおいて「無職」層は、町村（1994）が指摘し

たように、「留学」「就学」「研修」「家族滞在」などの在留資格取得者が一律で含められて

いることからその人数が説明できる（町村 1994: 258）．ところが、在日韓国・朝鮮人の

場合、1980 年代まで協定永住や（特例）永住者が人口のほとんどを占めていたため、他

の要因を考えなければならない． 

ここで考えられるのは、1980 年代における日本社会の就職差別問題や在日韓国・朝鮮

人コミュニティ内におけるビジネスの存在という２つの要因である． 

第一要因として考えられる就職差別問題については、すでに多くの研究がなされている．

そのなかでも 1970 年代という早い段階から在日韓国人の職業と経営の実態を分析し、日

本の「国際化時代」の盲点を指摘した徐龍達（1972）は、彼の論文において在日韓国人が

学校を卒業しても日本の中堅企業以上へ就職できることはきわめて稀なことであると指

摘しながら日本の社会構造における差別問題を捉えていた（徐 1972: 168）． 

また、韓国籍を保有している在日韓国・朝鮮人を対象に実施した「1993 年在日韓国人

青年意識調査64」調査と日本の The national survey of Social Stratification and social 

Mobility65「社会階層と社会移動全国調査」（以下、SSM調査）のデータを比較分析しなが

                                                   
64 「1993年在日韓国人青年意識調査」は、日本生まれ、韓国籍である 18歳から 30歳の者を母集団とし

て実施された訪問面接調査である．母集団のデータとしては、在日本大韓民国青年会の保有する名簿

を基に等間隔抽出をおこない、2000 人の調査対象者を選んだ．その後、そのなかから韓国籍を喪失

したもの、志望者などを除いて最終的には 1723 人を対象に調査を実施した．回収された調査票は、

800 票で回収率は、46.4％であり、そのうち男性は 360 名（45.0％）、女性は 440 名（55.0％）であ

った（福岡・金 1997: 5-6）．調査過程や調査結果に関する詳しいデータは福岡・金（1997）を参照． 
65  SSM調査は 1955年以降 10年毎に行われている、日本社会学会を代表する社会調査の一つである．全
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ら在日韓国人の学歴と職業との関係を分析した金明秀（1995）は、学歴の達成に民族間の

差異がみられないにもかかわらず、従業上の地位において在日韓国人と日本人との間で大

きな差異が生じていること指摘している．そして、その結果について日本の労働市場の閉

鎖性が学歴の達成によっても突破することが困難なほど強固なものであることにほかな

らないと主張した（金 1995: 50）．このように「無職」の人口のなかには、職が得られ

ない／学歴に「見合う」職がみつからないなどの理由で無職のままになっていた高学歴者

のケースが含まれていると考えられる． 

第二要因として考えられるのは、在日韓国・朝鮮人コミュニティ内でおこなわれるビジ

ネスに臨時的に、あるいは、家族従事者として働いていることで分類されていなかったケ

ースを想定してみることができる．この第二要因は、日本社会内の就職差別問題と密接に

かかわっていると考えられる．その例として、樋口直人（2010）は、在日外国人のエスニ

ック・ビジネスの状況を国籍別に比較する研究のなかで、エスニック・ビジネスが形成さ

れる一般的要因をホスト社会における労働市場からの排除にかかわる機会構造の要因、エ

スニック集団内の人的資本要因、人間関係資本を活かすことの容易性といった要因という

３つに分けて説明している．その上、在日韓国・朝鮮人のケースについては、日本語能力

や学歴といった面で日本人と差はほとんどないにもかかわらず、学歴に関係なく自営業に

従事する傾向が多くみられることが差別により就職できない現実を表すものであり、高い

人的資本が一般市場で評価されないがゆえに自営業を志向すると分析した．また、同胞内

での社会関係に依存する場合が多く個人レベルにおいても社会関係資本が活用されるケ

ースが多いと指摘した（樋口 2010: 7-9）．樋口の分析からもうかがえるように、在日韓

国・朝鮮人コミュニティ内で発達していた自営業は、日本社会での就職が厳しかったとき

に職に就けない人びとを助ける役割を果たしてきたことがわかる．そのなかで統計上には

「無職」と分類されている場合であっても実際には、在日韓国・朝鮮人コミュニティ内で

臨時的にまた家族従事者として働くケースが多く含まれていた可能性があると考えられ

る． 

以上のように 1980 年代は、日本社会の差別構造を少しずつ乗り越えながら、それまで

在日韓国・朝鮮人の多くが従事していた特定の職業から少しずつ離れ、事務や管理職など

ホワイトカラー職業に従事する人や医療・保健技術及び専門職に従事する人が増えていく

                                                                                                                                                  
国の 20歳以上 70歳未満の人びとを調査対象とし、無作為標本抽出によって選ばれた人びとを訪問し、

調査票による聞き取りをおこなう．聞き取りの内容には、職業、職歴、教育、家族、社会に関する意

見などが含まれている．主に、親の職業と子供の職業の結びつきや教育と職業の結びつき、職業と意

見との関係などを分析対象としている（2013年 6月 11日取得、2005年社会階層と社会移動調査研究

会公式ホームページ、http://www.sal.tohoku.ac.jp/21coe/ssm/）． 
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など、在日韓国・朝鮮人コミュニティの範囲を超えて働く者が現れはじめた時期として捉

えることができる．生活の諸権利にかかわる法制度の整備や日本の経済成長によるニュー

カマーの増加状況のなかでみられたこうした職業別在日韓国・朝鮮人の構成変化は、彼／

彼女らのもつ日本社会への認識や自分のルーツに関する意識にどのような影響を与えた

のだろうか．引き続き、国際人権規約加入後である 1984 年に実施された「神奈川県内在

住外国人実体調査66」（以下、「神奈川県調査」）の結果を基にしながら当時の在日韓国・朝

鮮人が自分の「ルーツ」や日本での定住問題についてどのような認識をもっていたのかに

ついて確認しておきたい． 

  

 

II.1.4  1980年代における在日韓国・朝鮮人の意識 

 

 繰り返して論じてきたように、1980年代は、「事実上」日本で定住していた在日韓国・

朝鮮人の法的地位が安定される直前の時期でありながら、日本における外国人に対する法

律が大きく変化していた時代として捉えることができる．ここでは、オールドカマーとし

て分類されていた在日韓国・朝鮮人が外国人グループの大半を占めているなかでニューカ

マーとして分類されていたその他の外国人が増加し続けていた時代に、一県単位で外国人

を対象におこなわれた「神奈川県調査」の結果を基に、1980 年という時代を生きていた

在日韓国・朝鮮人のもった「ルーツ」への認識と日本定住への認識をみていこう． 

 「神奈川県調査」において調査対象者の 84.2％を占めていた在日韓国・朝鮮人の当時

もっていた日本定住への意識がうかがえる項目として以下のような２つの項目を挙げる

ことができる． 

 

 

 

                                                   
66 神奈川県に在住する韓国・朝鮮人及び中国人で 1984年９月１日現在、満 20歳以上の男女を対象にお

こなわれた調査で神奈川県の保有する資料により等間隔による無作為抽出法が使われた．抽出率は

11 分の１である．調査方法としては調査員による訪問面接聴取法で 1984 年の８月 20 日から９月 30

日までおこなわれた．調査票は、自営業者、被雇用者、主婦・学生・離職・引退者という３つのグル

ープ別に作られ、共通質問とグループ別の質問が設けられていた．有効回収票数と回収率は、横浜市

が 1050部のなかで 500部（回収率 47.6％）、川崎市が 584部のなかで 273部（46.7％）、その他の地

域が 508 部のなかで 255 部（回収率 50.2％）として全体的に 2142 部のなかで 1028 部が回収され、

48.0%の回収率を表している．調査対象者のなかで女性は 504 名、男性は 524 名、国籍別にみると、

韓国・朝鮮は 866 名（男性 446名、女性 420名）、中国は 161名（男性 77名、女性 84名）である（金

原左門・石田玲子・小沢有作・梶村秀樹・田中宏・三橋修 1986:1-5）． 



 98 

Ｑ63. あなたご自身の今後のことについて、どのようにお考えですか． 

Ｑ64. あなたのお子さんの将来について、どのように生きてほしいと思いますか． 

お子さんのいない方もいたとしてお答えください． 

 

 

それぞれの質問に対する選択肢は、いずれも「できれば祖国に帰りたい／（Ｑ64）帰っ

てほしい」「日本に住んでも民族の誇りを持って生活をしたい／（Ｑ64）してほしい」「日

本人とあまり変わらない生活をしていても日本国籍は取らずにいたい／（Ｑ64）いてほし

い」「日本国籍を取るかもしれない／（Ｑ64）取ってもやむをえない」「日本国籍を取りた

い／（Ｑ64）取ってほしい」「その他」という６つに分かれている． 

以上の選択肢の構成からもうかがえるように、1980 年代まで在日韓国・朝鮮人は、戦

前から日本で居住している者として認識されていたものの、日本社会へ溶け込んでいく存

在としてみられるより、まだ「帰国志向」が強い集団として認識されており、「いずれ祖

国へ帰る」存在としてのイメージがまだ強かった（金賛汀 1977; 尹健次 1987; 福岡安則 

1993; 姜在彦 1996; 金泰泳 1999）． 

この時代にみられるこうしたイメージは、ただ日本社会から植えつけられたものではな

い．序章でも論じたが 1980 年代に在日韓国・朝鮮人を対象に聞き取り調査をおこない、

在日韓国・朝鮮人に関する研究を多様化の文脈から論じていた福岡（1993）でも朝鮮人の

被抑圧の歴史への重視度と日本社会における自己の成育地への愛着度という２つの軸を

中心に、日本人と共に生きることを目指す「共生志向」、「祖国」の在外公民として生きる

ことを重視する「祖国志向」、個人の自我実現を求める「個人志向」、帰化などを通して「日

本人」になろうとする「帰化志向」、「共生志向」と「祖国志向」の中間に位置づく「同胞

志向」といった５つのタイプが紹介されている（福岡 1993: 89）． 

福岡（1993）が在日韓国・朝鮮人の多様な意識を植民地歴史と日本社会への愛着度とう

２つの軸を通して分けていたように、1980 年代まで在日韓国・朝鮮人の意識は自分のル

ーツへの意識と日本への意識とをどのように折り合いつけているのかという文脈で論じ

られる場合が多く、日本定住における法的地位がまだ定まっていない 1980 年までは「祖

国」と日本との間で意識が揺れ動くケースが多くみられた．「祖国」を重視する生き方も

多くの在日韓国・朝鮮人に支持を得ていた選択肢のひとつであり、そのなかでも「いずれ

か帰国したい」という「帰国志向」は、福岡（1993）が分類した「祖国志向」が「積極的

な実践」に移された生き方として受け入れられていたと考えられる． 
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＜表 8＞ 「神奈川県調査」における「祖国」と日本定住への意識 

 

 

 

＜表 ８＞の結果からもわかるように、「神奈川県調査」において回答者自身の今後に

ついて聞く質問＜Ｑ 63＞に対し在日韓国・朝鮮人回答者の 42名（4.8％）が「できれば

祖国へ帰りたい」と答えたり、158名（18.2％）が「日本国籍は取らずにいたい」と答え

たりするなど、「祖国」への帰国という行動や日本籍を取らないという行動を通して自分

の「ルーツ」を守っていきたいと考える人が２割以上を占めている． 

一方、日本での定住を現実として認め、「民族的誇りを持ちながら生活する」と答えた

人が 324名（37.4％）を占め、認識の面においては自分のルーツを忘れないようにしたい

という意識をもった人が全体の約４割に上った．また、「日本国籍を取るかもしれない」

「日本国籍を取りたい」という日本定住への積極的動きをみせるケースも 304名（35.1％）

を占め、「民族的誇りを持ちながら生活する」と答えた人とほぼ同じ割合を示している． 

こうして日本に「事実上」定住していながらも「神奈川県調査」において「今後のこと」

を問われた在日韓国・朝鮮人は、1980 年代まで「祖国」と日本定住との間で認識が揺れ

動いていたことがうかがえる．ところが、回答者の子どもの世代に望んでいる生き方を聞

く＜Ｑ 64＞では、その分岐が収まっていく傾向をみせている．＜表 ６＞でも表れてい

るように、子ども世代への望みとして「祖国に帰ってほしい」と答えた人は 17名（2.0％）

に「日本国籍をとらないでほしい」と望んでいるケースも 90 名（10.4％）に大幅減少し

ている． 

それに対し、「日本籍を取ることはやむを得ない」という回答は、回答者自身の意識を

聞く質問において 14.2％であったのが子ども世代への質問のなかでは 18.6％へと増え、

日本で生きることを前提とした回答の傾向がみられている．ただし、子ども世代について

「日本籍を取ってほしい」と望んでいるケースは、回答者自身の意識を聞く質問の 20.9％

（181 名）から 16.5％（143 名）へと減り、「日本人」として日本に定住することへの憂

できれば 日本で 日本国籍 日本国籍 日本国籍
回答者 祖国へ 民族の誇りを 取らずに 取るかも 取りたい
自身の意識   帰りたい 持って生活 いたい しれない

(Q63) 866 42 324 158 123 181 31 7
100.0 （4.8） （37.4） （18.2） （14.2） （20.9） （3.6） （0.8）

できれば 日本で民族の 日本国籍 日本国籍 日本国籍
回答者の 祖国へ 誇りを持って 取らずに 取っても 取って
子どもに対して 帰ってほしい 生活してほしい いてほしい やむをえない ほしい
(Q64) 866 17 315 90 161 143 129 11

100.0 （2.0） （36.4） （10.4） （18.6） （16.5） （14.9） （1.3）

総数（％） その他 無回答

出処：金原左門・石田玲子・小沢有作・梶村秀樹・田中宏・三橋修（1986）の340頁を基に筆者作成

総数（％） その他 無回答
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いがうかがえる． 

 ここで回答者自身やその子ども世代の「今後」について聞いた質問の回答としてもっと

も多くみられた「日本で民族の誇りをもちながら生活していく」の意味について簡単に触

れておこう． 

1980 年代に実施された調査において回答者が考えている「民族の誇り」とはどういっ

たものなのか．そして「民族の誇り」をもちながら「日本」で生きていくとはどういう意

味なのか．彼／彼女らが抱いていた具体的イメージとはどういうものなのか．実際に「神

奈川県調査」の調査では、その「民族の誇り」が具体的にどういうものなのかについて詳

しく聞いていないが、調査票のなかで「民族的なるもの」にかかわっている質問のなかに

は、民族教育の現況、家庭における民族教育の実態、ハングルの話す／聞く／読む／書く

能力、家における民族的なものの実態を聞く項目が設けられている（＜表 ９＞参照）． 

 

 

＜表 9＞ 「神奈川県調査」における「民族の誇り」に関連項目 

 

 

 

回答者の 116名（25.1％）だけが民族学校を経験したことに対し、家庭の教育を通して

民族教育を受けたと答えたのが 270 名（31.2％）に上っている結果をみると、「民族的な

るもの」が知識を基盤とした教育の形ではなく、日常における生活習慣にかかわるものが

多かったことがうかがえる．それを裏付けるデータとして、家庭内で使う言葉が日本語の

みと答えたのが 362名（41.5％）にも上っていることやハングルの話す／聞く／読む／書

く能力がそれぞれ、318名（36.7）、369名（42.6％）、296名（34.2％）、264名（30.5％）

に止まっていた結果を挙げることができる． 

家庭内の 民族学校 まったくない 学校以外の 母国の サークル 独学 日本学校
教育 団体 学校 特別授業

866 270 217 214 132 116 82 73 15
受けた経験 *100.0 （31.2） （25.1） （24.7） （15.2） （13.4） （9.5） （8.4） （1.7）

まったく 日本語が いくつかの 両方が 祖国の言葉が

日本語のみ 多い 単語のみ 使われる 多い

866 362 181 142 129 47
祖国言葉使い 100.0 （41.8） （20.9） （16.4） （14.9） （5.4）

民族料理を 民族衣装を 結婚式や 母国の本や 祖先の祭事が 味付け全体が 人形・額 母国の踊り
よく食べる 持っている 祝事が民族風 歌のテープ 民族風 民族風 など 遊び

733 641 563 513 509 492 474 420
民族的なるもの （84.6） （74.0） （65.0） （59.2） （58.8） （56.8） （54.7） （48.5）

出処：金原左門・石田玲子・小沢有作・梶村秀樹・田中宏・三橋修（1986）の336-340頁を基に筆者作成

総数（％）

*主要項目だけを抜け出したので100％にならない場合がある

総数（％）

複数回答

家庭内での

民族教育を

家における
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また、家のなかで民族的なものが残っているものを聞く質問については、「民族料理を

よく食べる」と答えた人が 733 名（84.6％）として圧倒的に多く、それ以外にも、「民族

衣装をもっている」「結婚式や祝事を民族風にやる」「祖先の祭事などを民族的にやる」と

いった特別な行事にかかわる回答がそれぞれ 641 名（74.0％）、563 名（65.0％）、509 名

（58.8％）として全体の６割前後を占めている． 

以上のような回答からわかることは、「民族的なるもの」が家のなかで限られた生活習

慣や民族風の行事の実施などによって伝達／継承されてきていた点である．その限られた

継承方式のなかで回答者が抱いていた「民族的誇り」とは、はたしてどのようなものであ

ったのだろうか．それは、具体的なものであったのだろうか．それとも、周りの環境のな

かで築かれてきた漠然とした、守っていかないといけないという意識のなかで現れたもの

なのか． 

ここでひとついえることは、少なくとも、1980 年代を生きていた在日韓国・朝鮮人の

なかには、自分の「ルーツ」に対する知識や意識、また、日本における定住への意識が混

在し、まだ、「今後」の生き方に対する具体的なイメージが確立されていないケースが多

く存在していた点である．その意味で「今後」を模索していく必要性が現れ始め、限られ

た動きだったにせよ、在日韓国・朝鮮人のなかでも日本で生きていくための模索が具体的

な動きとして現れはじめたのも 1980 年代の特徴として捉えることができる．次節では、

その具体的な動きのひとつとして在日韓国・朝鮮人が自らを「定住外国人」として位置づ

け、日本で生きていくための積極的な模索の道を 1980年代から 1990 年代に発刊された文

献資料を通して考察していきたい． 

 

 

 II.2 「定住外国人」として生きる道の模索 

  

 

それまで「定着居住者」として統計上分類されていた在日韓国・朝鮮人が自らを「定住

外国人」として日本社会内で位置づけていくようになったのは、1970年代末からである．

徐龍達・大沼保昭（1986）において徐は、「定住外国人」という言葉が 1977 年の２月 17

日付の『朝日新聞』文化欄に「国際感覚と血統主義――道を閉ざされる定住外国人67」と

                                                   
67 朝日新聞の記事において「定住外国人」は、以下のように説明されている．“……「日本社会に生活

の基盤があって、社会的生活関係が日本人と実質的に差異がなく日本国籍を持たない人」と定義され、

①渡日を余儀なくされた韓国・朝鮮人、中国、台湾人など、②①の子孫として日本で生まれ育った者、
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いうタイトルで初めて書かれるようになったと述べている．その言葉を徐が打ち出すよう

になった背景には、1970 年代から始まったさまざまな人権擁護運動が存在していた．徐

は、大沼との会談形式におこなわれた 1986 年の著作においてその人権擁護運動の例とし

て 1972 年に結成された在日韓国・朝鮮人大学教員懇談会が繰り広げていた国公立大学の

外国人教員任用運動68や 1974年の日立製作所の就職差別撤廃裁判での勝訴69、1975年の日

本育英会の奨学金申請資格における国籍条項の撤廃、1976年の司法修習生の採用70、1978

年の電電公社入社71、公営住宅への入居資格、児童手当の受給資格などの獲得を挙げてい

                                                                                                                                                  
③日本に居住して３年（国籍法第６条、帰化の最短年数）以上の者で、生活の基盤が日本にあって納

税の義務を果たしているその他の外国人を対象としている（朴大栄・木下栄二 1997: 57-8）． 
68 「国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」（1982 年法律第 89 号）（以

下、外国人教員任用法）の立法過程を、国会会議録を通して分析した常本照樹（1990）は、外国人教

員任用を求める動きが初めてみられたのが 1964 年の臨時行政調査会第一部会報告や 1971 年６月 11

日の中央教育審議会「今後における学校教育の総合的拡充整備のための基本的施策について」の答申

であったことを指摘した．その上、この問題について正面から扱ったのが 1974 年５月 27日の中央教

育審議会の「教育・学術・文化における国際交流について」の答申であったことを明らかにしている．

また、その答申のなかで「外国人教員の採用を容易にし、積極的に受け入れる必要がある．そのため

に、現行の処遇、任用等に関し、具体的な改善策を支給検討すること」（答申本文・第２、１、３大

学の国際化）および「国立大学へ外国人教員を受け入れる際に、日本人教官と同じ処遇ができるよう

な措置を検討するとともに、必要に応じ、現行方式のほか、一定の任期を定め特別に高額の給与を支

給する方式も併用することを検討すること．また、教員の募集は、開学の大学等でも積極的に行うな

ど優秀な教員の採用を一層容易にする措置を講ずるように努めること」（答申付属書・第１、１、３

大学の国際化）という内容が含まれていたと述べた．常本は、それまでの動きを基に、在日韓国・朝

鮮人大学教員懇談会とこれに共鳴した日本人研究者が中心になって結成した「定住外国人の大学教員

任用を促進する会」の運動が相まって法案形成に至ったと分析している（常本 1990: 357-65）． 
69 日立就職差別裁判は、在日韓国・朝鮮人の就職差別撤廃運動のながれを作りはじめた事件であった．

外国人であるため就職が取り消された朴鐘碩を支援するために、1970 年から「朴君を囲む会」とい

う支援運動がはじめられ、４年が経った 1974年６月 19日に横浜地方裁判所（民事２部）において（１）

朴君は労働契約上の権利を有する（すなわち解雇無効）、（２）判決確定までの未払賃金を払うこと、

（３）慰謝料は請求全額を払うこと、の３点を認めた全面勝訴判決を勝ち取った（田中 1995: 130-3）． 
70 司法修習制度がはじまった 1947年から 1959年までは、司法修習生の選考広告に国籍に関する規定は

特に設けられていなかったが、1975 年度の選考広告から「日本国籍を有しない者」は司法試験に合

格しても司法研修生になれないことになっていた．ところが、この選考広告が変更された後も実際に

は、合格発表の直後に帰化申請をすることによって司法修習を受けることができた．こうした状況の

なかで金敬得は、1976年 10月に司法試験に合格後、司法修習生採用選考の申し込みを行うとともに

自ら韓国国籍のまま司法修習生に作用されたいと請願をおこなった．そのときに、日本弁護士連合会

や自由人協会等の支援を受け、報道によって社会的関心も高まったため、1977 年３月、外国籍のま

ま司法修習生として採用されるようになった（在日コリアン弁護士協会 2008: 199-202）． 
71 電電公社入社に関する動きは、朴一（1999）のなかで詳しく取り上げられている．朴一は、電電公社

の運動を 1970 年代における公務員国籍条項撤廃運動の先駆けとして捉えながら以下のように述べた．

“公務員国籍条項撤廃運動は、1975 年に大阪府の在日コリアン（ママ）高校生二名が準国家公務員

職（国家公務員に準じる職種）といわれる電電公社を受験したことから始まった．そのとき、電電公

社が彼らの受験を認めなかったため、在日大韓基督教会や部落解放同盟大阪府連合会など 14 の市民

団体が在日コリアン学生の受験拒否に抵抗する共同会議を結成し、電電公社の国籍条項撤廃運動を繰

り広げた．翌年 1976 年にも別の在日コリアン学生がふたたび電電公社を受験し国籍を理由に拒否さ

れた．その後、学生の母校の教員有志が全電通労組に共闘を呼び掛けたことで電電公社の国籍条項撤

廃運動が大きく広がり、国会でも 1977 年３月、衆院予算委員会で社会党の上田卓三議員がこの問題

を取り上げ、国政の場でも議論されることになった．同年の８月には、全電通労組近畿地方本部が「電

電公社は公権力行使という性格を有していないので、在日朝鮮人（ママ）については機会均等の扱い

をすべきである」という見解を発表した．こうして 1977 年９月、電電公社は「今後すべての外国人
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た（徐・大沼 1986：3-6）． 

 1970年代から少しずつ可視化され始めた人権擁護運動は、「神奈川県調査」の結果から

もわかるように、自分の「ルーツ」に対する意識や日本定住への意識の間で多様な意識が

同時に分岐していた 1980 年代までは、多くの在日韓国・朝鮮人に同じく受け入れられる

／十分に理解されるものではなかった．ところが、こうした運動は、幅広い層から必ずし

も支持を受けるものではなかったにもかかわらず、そのながれのなかで在日韓国・朝鮮人

は、日本社会内でどんどん「可視化」されていく結果をもたらした．また、運動の成果を

あげていくことで「可視化」のプロセスを促したのは、田中（1995）や朴一（1999）が指

摘しているように、在日韓国・朝鮮人の運動を組織的に支えていた日本の市民グループの

存在が大きい． 

 こうした 1970年代の運動に 1980年代の国際人権規約の批准や人権にかかわる法律の改

正の動きが加わり、1980 年代には、在日外国人の定住性とその生活基盤からいわゆる一

般外国人とは異なるという基本的認識をもとに定住外国人という用語が徐によって使わ

れ始めた（徐・大沼 1986：6）．「定住外国人」という言葉は、ニューカマーと分類され

る外国人と区別するために考案された用語であったが、大沼が指摘しているように、その

概念は、1980 年代を通して法の世界へ入っていくことになった．その根拠として大沼は

次のような２つの例を取り上げている． 

 まず、学説における変化を挙げている．それまで国民と外国人という二分法的考え方が

堅持されてきたのが、「定住」の意味をどのように受け入れるのかによってこれまでの二

分法の枠組みが大きく修正されるようになった．また、そのながれのなかで今日一般的な

考え方になっている外国人のなかの分類枠、すなわち、居住外国人／定住外国人と一般外

国人との区別がこの時期から法学者のなかで議論されるようになる．それは、徐が言及し

ているように、「国民」という概念を再検討していくプロセスに該当するものであった

（徐・大沼 1986：7）． 

 二番目の例は、裁判所の判決のなかで「定住外国人」の概念がある程度の説得力をもつ

ようになったことである．たとえば、それまで在日韓国・朝鮮人の指紋押捺拒否72にかか

                                                                                                                                                  
にたいして応募制限はしない」という限界を発表し、国籍条項を撤廃した．”（朴一 1999: 50-1）国

籍条項撤廃過程からも明らかになっているように、在日韓国・朝鮮人の権利擁護運動の成果は、日本

の市民グループの支えがともなったからこそ勝ちえたものであった． 
72 指紋押捺制度とは 1952年に制定された外国人登録法のなかで導入されたもので当初は、日本に 1年

以上在留する 14 歳以上の外国人に対して入国時等の新規登録および２年ごとの登録確認に際し、１

指（再交付の場合は 10 指）の開店指紋の押捺を義務づけたものである．この指紋押捺制度に対して

は、外国人――制定当時、外国人の９割は在日韓国・朝鮮人であった――が反対運動をおこない、実

施時期を３年間延期させたものの、1955 年から施行されていた．いわゆる指紋押捺拒否運動が盛り

上がったのは、1980 年代になってからで、そのなかでは、1980 年の９月に拒否した韓宗碩が１号に
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わる裁判において以下のような判決を下した． 

 

 

“外国人と国民を二元的に分けて法的地位が絶対的に違うという考え方が妥当ではなく

単にその国家に属するかどうかだけを基準にするのではなく、外国人の実態に合わせ

て多元的に捉える必要がある．とりわけ圧倒的多数が韓国・朝鮮籍であり、その約９

割が２世、３世などであってほとんどが日本語を話す、あるいは、日本語しか話せず、

日本式の生活をずっとしており、税金などのさまざまな社会的負担も日本国民とまっ

たく同一に負担し完全に日本社会の構成員となっているのであるから、このような実

態を無視して、国民と外国人とに単純に分けることは許さない．”（東京地裁 84・８・

29 判決文）（徐・大沼 1986: 8-9） 

 

 

 法の世界における以上のような大きな変化からもわかるように、1980 年代には、日本

定住への法的地位が安定されていない状況のなかで「事実」としての定住を「定住外国人」

という概念から捉え直し、その概念をどのように詰めていき、また、自らをどのように日

本社会ないで位置づけていくのかという問題が大きく取り上げられていた．そのなかで

「定住外国人」という概念自体についてもさまざまな見方が出され、議論の対象になって

いた．たとえば、徐・大沼（1986）においても「定住外国人」という概念の必要性につい

ては徐と大沼との間で合意が取れているものの、その内容をどのように規定してくのかと

いう、実際の範囲やプロセスについては異見がみられる． 

徐の場合は、在日韓国・朝鮮人が日本帝国主義的な侵略政策の結果生じた集団であるこ

とを日本が十分理解していくことの重要性を強調している反面、大沼の場合、「定住外国

人」という概念に含まれている歴史的背景への意識を共有しながらも、「定住外国人」と

                                                                                                                                                  
なった．その後、1981年の１月には在日２世である崔善恵が 14歳の新規登録の際に指紋黄熱を拒否

した．それ以外にも日本人と結婚して日本で生活していたキャサリン・森川さんが 1982 年９月に拒

否することによって指紋押捺の拒否は、在日韓国・朝鮮人だけではなくそれ以外の外国人にまで広が

った．こうした拒否行動は、当時外国人登録法違反の罪に問われ 1984 年から韓宗碩、森川に対する

裁判がはじまり、刑事事件だけではなく、行政手続きも不利益を受けるという形で影響が現れ、これ

については行政裁判で、また、損害賠償請求訴訟という形でも争われることになった．この長い裁判

の過程のなかで大量の指紋押捺拒否者が現れ、多くの裁判で争うことになり、政治的には法改正とい

う形でその制度の不合理性を求めるかのように強制内容を軽減する方向で制度が変わっていった．指

紋押捺義務が生じる年齢が 16 歳以上になり、登録確認の機関は３年後と、やがて５年ごとに、さら

にその後原則として初回の一回限りとされた．また、10 指の場合はなくなり、回転指紋も平面指紋

になる．そして 1992 年の法改正によって永住者（特別永住者を含む）に対しては指紋押捺義務その

ものが撤廃されるようになった（在日コリアン弁護士協会 2008: 158-71）． 
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いう概念自体については、歴史的側面のみならず、多様な文化を育んでいくための道具と

しての役割を果たすべきだと主張する．その文化面を取り入れることによってそれまで維

持されてきた単一民族社会という強固な神話が多様な文化を受け入れるものへと変わっ

ていくこと――その状態を大沼は「共生」という言葉で表現している――に努めることが

できるという． 

 これまでみてきたように「定住外国人」という概念が日本社会内で浸透していくなかで

そのなかみをどのように詰めていくのかという問題は、大きな課題として残っていた．と

ころが、その概念が日本社会や在日韓国・朝鮮人の認識のなかで定着していくプロセスは、

まさに、それまで「帰国」という「積極的な行為」を含めた「祖国志向」と日本定住との

間で揺れ動いていた／揺れ動くしか道がなかった在日韓国・朝鮮人が自ら日本定住への意

志を示し、日本社会内で自らを位置づけていく歩みと連動していた点において注目に値す

る． 

次節では、「定住外国人」という言葉がまだ定着していなかった段階において、自分の

ルーツを明らかにしながら日本での定住を図っていた在日韓国・朝鮮人２世の語り、また、

1980 年代に在日韓国・朝鮮人の広い層が読んでいた雑誌のなかで紹介されていた２世の

意見などをつき合せながら、方向性が定まっていくプロセスを詳しくみていきたい． 

 

 

 II.3 働く問題にみる「在日化」のプロセス： 在日２世による 1980 年代についての語りを

通して73 

 

 

II.3.1  問題の所在 

 

これまでみてきたように、1980 年代は、在日韓国・朝鮮人を取り巻く法的・社会的・

経済的環境が大きく変化した時代であった．その変化をまとめてみると、まず、日本社会

内では、1978年の国際人権規約の批准や 1982 年の難民条約の批准、そして、難民条約の

批准による「外国人登録法」の改正や男女平等理念に基づく「国籍法」の改正など、人権

にかかわる諸制度が次から次へと変わり、在日韓国・朝鮮人に対する処遇にも変化がみら

                                                   
73 本節の内容は、「運動としての『在日』から実践としての『在日』へ――『在日』の『在日化』を分

析する概念枠組みの構築に向けて――」関東社会学会編『年報社会学論集』2012 年 25: 49－60 を

基にしている． 
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れ始めた時期であった．また、経済高度成長の最中で在日韓国・朝鮮人以外の外国人の流

入が急速化される直前の時期として「国際化」に対する期待や不安が同時に存在していた

時代でもあった． 

 

 

＜図 13＞ 在日韓国・朝鮮人の歴史における 1980年代の位相 
*徐・大沼（1986）、田中（1995）、朴（1999）を基に筆者作成 

 

 

その反面、在日韓国・朝鮮人社会のなかでは、1970 年代の就職差別反対運動や生活権

利擁護運動以降、本名などで自分の「ルーツ」を明らかにしながら日本社会へと編入され

ていく在日韓国・朝鮮人が増え始めた．それまで１世が築いてきた在日韓国・朝鮮人コミ

ュニティの範囲を超え、積極的に日本社会へ入っていく若い２世の人を目の前にして総

聯・民団という巨大組織に属する者と外にいる者との間に「祖国」「民族性」「定住化」「同

化」という問題を取り巻く意識が揺らぎ始めた時期であった．また、何よりも、「特別永

住者」という在留資格のように日本での法的地位が「安定化」される直前の時期であった

ことが指摘できる． 

 以上のように、1980 年代は、在日韓国・朝鮮人という言葉についている「在日」とい

う単語が、韓国・朝鮮人より意味をもつようになるなど、「在日」の「在日化74」が現れ始

めた時期であったといえる．ここで「在日化」とは、それまで多くの在日韓国・朝鮮人が

                                                   
74 この言葉は、筆者が 2008年から参加している「在日同胞の生活を考える会」の「在日同胞市民講座」

で始めて聞いた表現として 1980年代の「在日」問題に目を向けるようになった出発点であった．1970

年代から 1980年代までの在日朝鮮人の代表的な言説空間であった『季刊三千里』のなかでは、この

言葉と似たような意味をもつ言葉として自らを「在日世代」と称する記事が数多く存在している． 
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通名を使いながら自分のルーツを隠して日本のスポーツ界・芸能界などに入っていたなが

れと区別される、自分のルーツを隠さずに日本社会へ入り日本社会への帰属を求めるなが

れの本格化を意味する．本項では、こうした「在日」の「在日化」が現れた転換点として

1980 年代を捉え、その転換の社会的過程を分析していきたい．そのために、在日韓国・

朝鮮人社会と日本社会との境界を「運動」ではなく、日常的な「実践」を通じて乗り越え

ようとした先端的エージェントとしての、非在日韓国・朝鮮人企業・組織への就職をめざ

した、高学歴２世の経験に着目する． 

ここで、就職問題を取り上げる理由は、就職が日本社会での「定住」を図る世代にとっ

て生存および生活の安全のための決定的な要素であるばかりではなく、日本社会への本格

的編入という、それまで在日韓国・朝鮮人同士のコミュニティを長く維持してきていたな

がれを大きく分岐させる変化の重要な場として捉えられるからである．「在日化」ともい

うべきこういうながれを分析していくために、以下では、「在日同胞の生活を考える会（以

下、「考える会」）のメンバーであるＡさんとＢさんが「努力」をしてまで在日韓国・朝鮮

人コミュニティから離れようとするまでの個人史を、インタビュー・データを通してまと

めた上でＡさんとＢさんの語りと『季刊三千里』の「私にとっての朝鮮・日本75」という

読者投稿欄や「在日朝鮮人関連特集76」の記事、そして「考える会」が発刊していた生活

総合誌と『ウリ生活77』のなかで取り上げられていた記事や当時２世を中心に行われた「座

談会」記事を分析資料としながら、1980 年代の就職経験を個人の「努力」問題と在日韓

国・朝鮮人社会や世代間の葛藤という２つの文脈から考察していきたい． 

1980年代の在日韓国・朝鮮人の「在日化」問題を取り上げていく上で特に、「考える会」

                                                   
75 『季刊三千里』の基本目次は、架橋（日本人読者を中心とした韓国体験と感想）、特集欄（各号の特

集関連対談、論文、エッセー）、連載欄（日韓近代史、交流史、韓国文化、在日朝鮮人の歴史関連）、

文学欄（小説、詩、文学評論）、オンドル房（在日朝鮮人および日本人の読者投稿）、編集後記という

6つの項目に構成され、その構成が終刊号までほとんど変わらない．ところが、13号（1978年２月）

から「私にとっての朝鮮・日本」欄が新設される．『季刊三千里』を基に新たな民族アイデンティテ

ィの登場を論じたチェボムスン（2008）は、このコーナーの新設が 1970 年代後半から顕著になった

在日朝鮮人社会の変動と連動された結果であると指摘している(チェ ボムスン 2008: 397-420). 
76 在日朝鮮人関連の特集は、８号以降、読者の要望により定期的に企画された．それぞれの特集の内

容は、以下の通りである．「在日朝鮮人」（８号 1976 年 11 月）、「在日朝鮮人の現状」（12 号 1977 年

11 月）、「在日朝鮮人とは」（18 号 1979 年 5 月）、「在日朝鮮人文学」（20 号 1979 年 11 月）、「いま在

日朝鮮人は」（24 号 1980 年 11 月）、「在日朝鮮人を考える」（28 号 1981 年 11 月）、「今日の在日朝鮮

人」（35 号 1983 年 8 月）「在日朝鮮人と外国人登録法」（39 号 1984 年 8 月）、「80 年代在日朝鮮人は

いま」（46号 1986 年 5月）、「戦後初期の在日朝鮮人」（48号 1987年 2月）、「在日朝鮮人の現在」（50

号 1987 年 5 月）このような特集からその当時『季刊三千里』がどのような問題に取り組んでいたの

かが表れている． 
77 1987 年の 11 月に創刊され 1999 年（14 号）まで毎号 200 ページを超えるミニコミ誌として発行され

た雑誌．在日朝鮮人を取り巻く結婚、国籍、言語などの問題について自由な意見交換の場としての役

割を果していた（国際高麗学会編 2010: 76）． 
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に注目したのは、「考える会」という団体の構成員と活動信念が 1980年代の新しい転換を

捉えるにふさわしいと考えたからである．「考える会」は、当時、「祖国」のために生きる、

あるいは、帰化して「日本人」になり切って生きる以外の「新しい」生き方を求めていた

人びとが集まって結成した団体であった．また、発足のときから主張されていた「在日志

向」「定住志向」という「新しい」生き方は、本稿で分析対象としている「在日化」への

ながれを促した重要な思想であった78． 

  

＜表 10＞ ＡさんとＢさんの属性表 

  A さん  B さん 

年齢  1961 年生まれ  1964 年生まれ 

本名と通名

の使い方 

 高校時代：本名の日本語読み、 

大学から本名のハングル読み 

 
大学から本名のハングル読み 

最終学歴  大学卒（経済学）  大学院卒（法学） 

就職活動の

過程 

 商社（何十社）→製造業（20 社くら

い）→金融会社・保健会社→外資系 

 司法試験（3 年生まで）→マスコミ（4 年

生）→大学院→マスコミ・一般企業 

就職先  外資系会社（1983 年入社）  大手新聞社（1990 年入社） 

現在の 

職業と地位 

 社会保険労務士法人代表 

コンサルティング会社代表 

 
大手新聞社電子報道部次長 

「考える会」

入会年度 

 
1989 年（就職後） 

 
1988年（大学4 年生次の就職活動中） 

 

 

ＡさんとＢさんは、筆者が 2008 年から参加している「考える会」の「歴史市民講座」

の主要な参加者であり、就職した外資系企業や日本企業内で当時、初めて本名を使ってい

た「在日」でもある．ＡさんとＢさんには、インタビューを始める前に、自分が日本人で

はない、あるいは、「在日」だという認識はいつからもち始めたのか、「在日」という言葉

を使い始めた時期や「在日」という言葉についてもっている意識、就職当時に肌で感じて

いた日本の状況や就職差別の経験、就職後に経験したことや「在日」であることが会社生

活に及ぼした影響という大まかな４つの質問を提示し、質問順番に関係なく自由に語って

もらう形式でインタビューをおこなった. 

                                                   
78 例えば、「考える会」が発刊した『ウリ生活』の創刊号（1987年の 11月）では、発足の基本的立場が

以下の３点にまとめられている．“……第一点は、在日同胞は日本で定住を余儀なくされているとい

うこと．そしてこの厳然たる事実をいまようやく多くの同胞が受容しつつあるということを知っても

らうことです．第二点は、日本に定住せざるをえなくなった在日同胞の前途は、多難であるというこ

と、それゆえに定住を前提とした新しいプランニングづくりに真剣に取り組まなくてはならないとい

うことを知ってもらうことです．第三点は、在日同胞の日本定住を歴史的必然として積極的に受けと

め、その上に立って在日同胞の輝かしい未来を創造していこうというのが「考える会」の基本的立場

であること、したがってこの点に「考える会」の存在意義、「考える会」のきわだった特徴が求めら

れるということであります……”（在日同胞の生活を考える会編 1987:176-7）． 
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また、本節で『季刊三千里』と『ウリ生活』を分析対象として選んだのは、２つの雑誌

が当時「祖国志向」の強かった総連や民団の思想に左右されなかったという共通点をもっ

ていること、それに読者や投稿者のなかでそれまで総連や民団などの団体活動に参加した

ことのない層が多く彼／彼女らのもつ「祖国観」「日本観」などが自由に語られているこ

とになる． 

まず、ＡさんとＢさんが就職活動をする前の時期に関する語りからみていくことにしよ

う． 

 

 

II.3.2  Ａさん：「祖国」と統一化された自己からの脱皮、そしてみえてきた日本 

 

Ａさんは、１世の父親と２世の母親ともった在日２世の男性である．Ａさんが小学校３

年生になった 1969 年に父親が北朝鮮へ「帰った」――インタビューのなかでＡさんは、

これを「アボジがいなくなった」と話していた――ことで母子家庭という環境で育ったＡ

さんは、自分のもつ朝鮮人としての意識について次のように語った． 

 

 

“……小学校の３年のときに僕は、僕の家庭が母子家庭になるんだけど……アボジはひと

りだったよね、兄弟が日本にいなくて、ひとりで、だけど、オモニ（母親）は、兄弟が何

人かいてその人たちも、いわゆる、当時の総聯の愛国者だったわけだよね、……だから、

えーと、その人たちももう僕のアボジ（父親）がいるころから遊びにきていたりして、そ

のときは学生だよね、学生だけど、そのお風呂が家になくて銭湯に行くわけ、銭湯でこう

やって体洗ってお風呂に入ってさ、ハナ、ドゥール、セッ（一、二、三）こうやって数え

るわけ、でかい声で、お風呂よ、日本のお風呂（笑い声で）……もうとにかく君は朝鮮人

だと、言葉も何もわからないのに、もうそれは聞きこまれたのね．（４秒沈黙）だからそ

ういう意味では、あのー（３秒沈黙）、ちょっと珍しい、かもしれないよね．普通は、は

じめは日本人だと思って後から気が付く感じだけど、気がついた記憶がないんだよね、正

確に言えばそんな感じかな……” 

 

 

子どものときに総聯活動に熱心であった親せきのおかげで朝鮮人としての自分をはっ

きり自覚していたＡさんは、普段の生活で朝鮮人として生きている自分が学校で日本名を
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使っていることが「うれしくなかった」といっていた．そして、小学校４、５年くらいか

ら周りの友達に自分が朝鮮人であることを告げていたという．それをきっかけにオモニ

（母親）に本名で学校に行きたいと言いはじめたＡさんは、そのときのことを以下のよう

に語っていた． 

 

 

“……オモニは、差別されて子どものころ、ね、やっぱり差別されないためには、お前が

学校で一番になったら、勉強でなったらバカにされないから、というんだけど、そういう

のは無理（大声で笑う）そんなのはね、無理なの．（笑う）本当にひどいでしょう．だか

ら一番になったらやってあげるというわけ．そんな変な話どこにあるのよね、で、おかげ

で中学校もだから、本名にならなくて、でも一番にはならなかったけど、中学校を卒業す

るときには、ま、一番にはならなかったけど、ま、五番くらいにはなっていたね（笑う）

だからあの（３秒沈黙）高校に入って、そのときは、本名の日本語読み……今何を言おう

としているかというと、結局ね、こう社会的にね、自分の親がいろんな形で抑圧されてい

たんじゃない、それはやっぱり子供の世代にね、たとえば、医者になれとか、解放してあ

げたかったよね．本当は．けれど差別というその深い経験があって子どもにそういう思い

を絶対させたくないというふうにこう思ったわけ．で、だから僕に対してはそういうプレ

ッシャーをこう与えてきていろんな形でね．一方、僕のほうは、あの、差別されるかもし

れないけど、やっぱり自然じゃない生き方というのがすごくいやだったわけだよね．だか

ら、やっぱ、子どもぽいんだけど、ひとつ、ひとつ、そうやって、まさに親との戦いなん

だよね．ある意味……” 

 

 

 「自然な生き方」が何であるのか明確な内容まではわからないとしても小学校から高校

までＡさんは、日本社会に対する母親との差別に対する意識のギャップを大きく感じなが

ら生活していたという．小学校３年のときに父親が北朝鮮に「帰った」ことや朝鮮人とし

ての意識を幼いころから自然に身につけていたＡさんは、大学に入るころまでの自分を

「社会のことをわかってない、ちょっと鈍かった」と評価しながらも、小学校６年のとき

に発表された 1972 年の７・４南北共同声明のことを鮮明に記憶しながら、その宣言が出

されたことでもうすぐ統一できる、統一できたら父親と再び一緒に住めると期待をもちな

がら、それを機に朝鮮に関する記事はすべて切抜きしてスクラップしていたと話していた．
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「祖国」が統一されることが父親との再会／一緒に住めるという個人レベルの願いと連動

されていたこともあり、Ａさんにとって当時北朝鮮が主張していた社会主義は、唯一の統

一に向かう道であり理想であったという． 

1979 年、Ａさんが大学１年生になってはじめての夏休み．その時期は、それまで社会

主義への疑いない理想を抱いていたＡさんが「祖国」との距離を「再調整」せざるを得な

い経験をした年であった．それは、母親と訪れた北朝鮮での経験であった． 

 

 

“……当時 1979 年の夏、８月（２秒沈黙）そうだ、８・15をそこで迎えるから８月上旬

だ、そうそう……朝、着くんだよ．着くんだけど、真っ暗でしょう．朝日が明けるまであ

の、そこで停泊するんだよね、外で……ね、まだ当時はね、その訪問団というのがすごく

少なくてそれははじめての一般訪問団といえるわけ……その一線になったわけ．僕と僕の

オモニと朝日が明けて朝５時かね、みんなね、あの、祖国が見えるぞ！土地が見えるぞ！

って、こういうわけ．だからあわててこういってそうしたら見えるわけ、向こうのウォン

サンが、もう感激しちゃってさ（ゆっくり感情を込めて）もう、はー、祖国だ、それを信

じるからそれを、まだ、北朝鮮を、着いたら向こうに、むこうにいて、そこにアボジが立

っているのを、それを見つけてね、アボジがただ立っていたよ．それを見つけて、もう…

…泣いちゃうね……（泣きながら話す）（３秒沈黙）言わないけどさ、そういうのは、（泣

きながら笑う）、それはね、僕のアボジがいなくなったのが（４秒沈黙）70、69年だから

（３秒沈黙）69 年か、そうだね、11 年ぶりだよね……向こうでマンセ（万歳）！（ちょ

っと大きな声で）と言っているの．みんなでマンセ言っているよね、祖国の人たちは暖か

いと思ったの．祖国があってよかったね、と．北朝鮮があってよかったと思ったの．それ

で、着いて、そのあとも、マンセ！（ちょっと大きな声で）ってやっているんだよ．みん

なそこを通って行くのね、で、僕も通って行ったの．僕は最後のほうだったのね……” 

 

 

 はじめて訪れる「祖国」で暖かさを感じていたＡさんは、船にカメラを忘れてきたこと

を思い出し、慌てて船に戻って訪問団の列から離れたことで以下の語りで述べられている

「信じられない」光景を目にすることになったという． 

 

“……僕は見たんだよ．その人たちがいままでマンセ！とやってもう泣く、泣く寸前の人
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たちだよ、見えたそのふうに．僕には．花束（手を振りながら）花束をこう両手のかたっ

ぽにもってね、もう仕事が、仕事帰りのおじさん、おばさんみたいに．ああ、という感じ

の．もう見ればわかるんでしょう、見ればわかるんだよ．僕はそれをみてて、それがもう

忘れられなくて、びっくりしちゃって、聞いたよ、アボジとオモニに、何も答えられない

わけだよね．（２秒沈黙）もうそこからはじまるわけよ、おかしい話が．在日が祖国で歓

迎されていない、ね、……夜になって移動、だったかな．そしたら夕方だよね、こう、ね、

だから韓国の村もそうだよね、村と村との距離ってさ、それなりにあるよね、何キロも、

高速道路走っていると、その横、何もないのよ、本当に（聞き取れず）もないし、轢き殺

されちゃうよね、そんなところをね、ドボドボドボドボね、あの、ま、いろんな人が歩い

ているんだけど、いろんな人が歩いているのよ、本当に、あの、日帝時代のこうハルモニ

（お祖母さん）たちの格好、それと同じものがそこにいるわけ、それにも驚いたね、いく

ら社会主義が発展しないといったて、これはちょっとどういうことだと、その当時 1979

年だから、本当バブルの 10 年前だから日本で言ったら、ね、そういうのも社会主義につ

いて思ったし……” 

 

 

 「祖国」の貧しい状況や人びとの自由のない生活を目にしたＡさんは、その「祖国」訪

問経験を通してそれまで自分のアイデンティティの核を成していた社会主義や社会主義

朝鮮、民族としての誇りなどが崩れていった．北朝鮮に「帰国」して「祖国」に貢献する

人になろうと思っていたＡさんは、その後、半年くらい寝たきりの状態で学校も行けなく、

どういきていいかわからなくなってしまう経験をする． 

 ところが、ここで注目したいのは、「祖国」での悲しい経験が今度は、「祖国」にすべて

還元されていた自分を取り戻すきっかけになり、その「祖国」との距離調整という「取り

戻し」のプロセスのなかで日本という地に対する、これまで気づくことのできなかった意

識を生んでいたことである．Ａさんは「祖国」と日本と自分との関係について以下のよう

に述べていた． 

 

 

“……そういったなかで、自分をこうある意味さ、そのつまり、取り戻すんだけど、どう

いうことだかというと完全に祖国と自己統一化していたわけだよね、これは離れていくプ

ロセスだったわけよ．ま、図柄でいえば、そうすると、じゃ、離れた僕というのは誰（強
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調しながら）ということになるわけ、ね、（２秒沈黙）明らかにそれはやっぱり、日本に

僕らはやっぱり生存の基盤があって、日本社会にこう根をやっぱり（２秒沈黙）ね、受け

入れられてないけど、日本社会からは受け入れられてないんだけど、それをこう、（４秒

沈黙）やっぱり日本の社会に、やっぱ、北朝鮮に行ってこれは違うというのがはっきりわ

かったわけ．（２秒沈黙）韓国も素晴らしいけど、韓国というとやっぱり遠いんだよね、

当時の僕らにすると、そうすると、やっぱり朝鮮半島というのは、私たちもその、ま、長

い、うん、広い意味では一緒だけど、でも、やっぱり日本にやっぱり日本にいるんだなぁ

って気がつくんだよね．これは僕の大学の後半だよね、1980 年代の前半くらい（２秒沈

黙）、で、だからそのころは、僕は先言ったように在日朝鮮人という言葉よりは、在日韓

国・朝鮮人という言葉を使うようになるね、韓国を視野に入れながら、でもそこにはね、

在日という言葉が意味をもってくるわけよ．今度は．それまで在日というのは駐日くらい

の意味しかなかった、なくてもよかったわけ．だけども、あの、それくらいからやっぱり

在日という言葉が非常に意味を持ってきてま、ここまで変わっているよなお互いにね、と

いうことをなんとなくこう、感じるようになるといったらいいのかな……在日というのを、

ま、いつから思ったかというと、僕の場合は、いま思い出してみたらその北朝鮮に行って、

パクジョンヒが殺されて、こう、北朝鮮が遠くなって、韓国が近くなって同列くらいにな

ってくるんだよね、でもちょっと韓国が遠い感じ、でもどっちにしても遠いんだよね、遠

いということに気がつくわけ．そうと遠くなっているよね、自分より、これは僕が本来依

拠するべき、活躍すべき社会じゃないと、ということにやっぱり気がつくわけだよね、そ

うすると、何に目が向かうかというと日本社会で僕らがどうやってよりよく生きていくの

かというのを考えるようになっていたんだと思うね……” 

 

 

 自分が活躍する場が「祖国」ではなく、日本であることを気づくことによってＡさんの

「努力」をしてまで在日韓国・朝鮮人コミュニティを離れ、就職しようとする挑戦がはじ

まる．次項では、Ｂさんが日本企業へ就職できるまで道のりを成長過程や大学時代の経験

に関する語りを通してみていくことにしよう． 

 

 

II.3.3  Ｂさん：兄から受けた影響を出発点にして 

 

Ｂさんは、1964年に生まれた在日２世の男である．「自分が日本人ではないことをいつ
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わかったのか」という筆者の質問に対して「外国人」という言葉を使いながら答えていた

Ｂさんは、物心ついたときから自分が外国人だという意識をなんとなくもっていたと述べ

ていた．そして、外国人の「象徴」でもある外国人登録書にかかわるエピソードを語りな

がら「外国人」としての認識から出発した在日韓国・朝鮮人としての認識を語った． 

 

 

“……学校、ま、僕はずっとあの日本の学校なんだけども、そういうときの、友だちと違

うなというのが何か、そういうこと意識したのは、はっきり意識したのは、小学生頃だけ

ど、幼稚園のときは覚えてないけど……そんな難しいことはわからないでね、ま、あの、

名前はずっと日本名でやってた高校卒業まで．あの、○家は、○○だけど、ま、小学校く

らいには、うちは違うんだなというのはわかっていたんで、僕自身はそれで嫌な思いをし

たことはないんだけど、それが明確になんだろう、昔は指紋押捺もあったし、外国人登録

のね、外国人登録、いま年齢引き上がったけど、僕のときは 12歳かな……12ということ

はないか、14 かな、やっぱり 14 か……で、いまカードだけど昔は手帳（２秒沈黙）あ、

そうだな、その前に、父親が外国人登録の切り替えかなんかで、市役所に行って、その時

に一緒に行って、指紋やるのみていたのよ．どうしてそういうのやるのって、子ども心に

普通に質問して、なんか悪いことしたのって、（そしたら）それは刑事ドラマなんかで、

それは、お父さんが悪いことしないためにするんだという説明を、覚えているな、あれは．

小学生くらいかな（７秒沈黙）……” 

 

 

 「外国人登録手帳を所持しなきゃいけない人」＝「外国人」という認識をもっていたも

のの、自分が在日韓国・朝鮮人であるという意識はまだ浅かったＢさんは、自分より９歳

年上の兄を通して「外国人」という自己意識から在日韓国・朝鮮人という範囲の狭まった

意識をもつようになる． 

 

 

“……僕は、３兄弟の真ん中で上は兄が９歳年上、妹は２歳下、兄がそれだけ離れている

からいろんな本ももっていたし、その（２秒沈黙）その頃の流行なんだけど、ちょっと北

の方にあこがれをもっているような感じ、で、兄が大学の頃に、僕からしたら小学校一年

生かな、自分の家からちょっと離れた感じね、兄は、うん、○○県で下宿して、あの、そ



 115 

こに行ったら、金日成の肖像とか写真があったりとか、どこまでちゃんと理解しているの

かは知らないけど、で、兄の場合は、で、そういう、兄のところにもま、金日成の思想だ

けじゃなくて在日、在日朝鮮人のそんなような、ま、そういうのを読むようになったのは、

でも中学校か高校くらいで……” 

 

 

前項で引用していたＡさんの語りと同じように 1970 年代頃まで在日韓国・朝鮮人にと

って「身近い存在」として感じられていたのは、北朝鮮であり社会主義思想の主唱者とし

ての金日成であった．その時代の雰囲気に影響されていた兄から影響を受けていたＢさん

が在日韓国・朝鮮人としての自分を認識するようになったのは、高校生のときに参加した

朝鮮奨学会主催のサマーキャンプであったという． 

 

 

“……高校生の頃に朝鮮奨学会の奨学金をもらってた．ま、そのときも担任の先生がチョ

チョチョチョ秘密に呼び出した感じで、こういうのがあるんだけど、もらう？返さなくて

いいけど．それじゃもらいますって．そのサマーキャンプみたいのがあるんだよね、それ

が○○県、僕がその県の生まれだけど．○○県でね、どこだったっけな……僕は自分で電

車に乗って個人的にサマーキャンプ場にたどりついたんだけど、東京とか大阪からいっぱ

い来て、その子たちは多分バスかなんかで大量に来て、同じ年の、親せき以外の在日の人

にはじめて会ったのね……いないことはなかったけど……○○には（Ｂさんの地元）朝鮮

学校もあって、そこに通っている同じ年の人もいたんだけど、ちょっと会う、会ったこと

はあるくらいで……そのサマーキャンプ行って、３泊くらいしてそこでいろいろ話とかし

て、いろいろ考えることもあって、（４秒沈黙）そこでもうひとつなんか次のステップに

進んだなという感じがするね……” 

 

 

 サマーキャンプを通して在日韓国・朝鮮人としての自分を認識しはじめたＢさんは、当

時大学生であった兄を通して日本社会で生きることの「大変さ」に気づく経験もしている．

それが兄の本棚でみつけた 1970年代の「日立就職差別事件」に関する書籍であった． 
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“……僕はね、日立事件は、もう、文献で、本で読んでしか知らないから、先言った兄の

ね、あの（聞き取れず）なかにそういうのがあって、そういうことがあったんだ、厳しい

んだろうな、自分のね、その本を読んだときは高校生かなんか、ま、そのころ色んな本読

んでたから、日立就職差別もそうだし、日本の一般の企業に就職するのは難しいんだと、

で、あと、ま、別のプロ野球の選手が多いとかね、Jリーグじゃないけど、あとは、焼肉

屋とかパチンコとか、親せきでもやっぱきっちりその辺いるからね、で、やっぱ医者だよ

ね、医者は、これは僕のいとこが医者になったりとかね、あと、女のいとこのお姉さんは

看護婦になってね、結構そういうなかでちょっと医者じゃないけど……” 

 

 

 高校生のときに在日韓国・朝鮮人としての自分を認識しはじめたものの、Ｂさんは、本

で読んでいた事実と自分の周りにいる親せきの職業とをつき合せながら日本で生きるこ

との「難しさ」を同時期に感じていた．そのときの経験は、Ｂさんが在日韓国・朝鮮人と

してはじめて日本で弁護士になった金敬得さんの話を知ったことと重なり合い、後に大学

の専門を決めるときにも弁護士という「専門職」を目指すようになる大きなきっかけとな

っている． 

 ところが、弁護士になる道は、単純に日本企業への就職が難しいという認識の反作用と

して選ぶような簡単な道ではなかったという．また、大学３年のときに司法試験の筆記に

行けない経験を通してＢさんは自分が本当になりたかったのは何だったのかについて改

めて考えるようになっていた． 

 

 

“……先言ったような金敬得さんもこれ（在日韓国・朝鮮人ではじめて弁護士になること）

もあるし事件（日立就職差別事件）もあるので、弁護士目指すぞ、となったけど、弁護士

がマスコミ志向になったけど、昔からあったのね、心ではね、多分、作家になりたかった

んだろうね、多分というか、数年前くらいまで、ちょっとそんな思いもあったけど、あの、

作家は大変だな、最近ようやくわかってきて、無理だな、ま、その作家になるためにもな

んかマスコミにま、これはどこまで自分のなかで本当にそう思ったのかわからないけど、

（聞き取れず）収財ができる、そのためには新聞記者というのは漠然としてあったな……” 
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 「外国人」という意識から在日韓国・朝鮮人という認識へ、そして、在日韓国・朝鮮人

として日本企業に「普通に」就職することは難しいという話を、日本社会を実際経験する

前から聞き、本のなかでみていたＢさんは、大学の専攻までもその「間接的経験」に依拠

して決め、その後、思うとおりに開かない司法試験の道の前で自分がやりたいことについ

てもう一度悩む経験をしている．その悩みの「答え」であったマスコミへの就職活動を通

してＢさんのもつ「在日」としての認識は、どのように変化していたのだろうか．次項で

は、ＡさんとＢさんの語りを「働く」問題に焦点を合わせ分析していくことを通して 1980

年代という時代とＡさんやＢさんのような２世が経験した世代との交差点で起こった問

題を取り上げていきたい． 

 

 

II.3.4  個人の「努力」の問題 

 

これまでみてきたＡさんとＢさんの日本で就職するまでの語りを基に、本項では、まず、

Ａさんの語りを軸に就職問題を個人の「努力」という文脈から捉え直し、その「努力」を

めぐる当時の「在日」２世たちの意識を分析していく． 

Ａさんは、就職活動を始める前から「外国人」である自分が就職できる日本企業はどこ

かについて真剣に悩み、当時、企業の「国際化」を積極的に打ち出していた商社を中心に

就職活動を始めた．ところが、商社からは面接の機会さえも与えられず、その後は、製造

業、保険会社、外資系企業の順に就職活動先を変えている．ところが、数十社の日本企業

に応募したものの、Ａさんが面接の機会を得た企業の多くは、外資系企業であったという．

Ａさんは、当時の自分が外資系企業の面接で話していた内容や自分のふるまいなどを振り

返りながら次のように述べていた． 

 

 

“……そういう結構いいところ受けるんだよね、いまでいう外資系のね、……だけどあの、

受けてね、それ全部落ちちゃったよ．その理由は簡単で、僕は運用やりたいといってたん

だよ、……で、経済学だから、資産運用やりたいと言ったわけ、君、営業に興味あるのと

言われて、営業には全く興味ありませんと言ったの．よく考えてみたら日本のそういう支

社というのは、運用なんか誰もやってないんだよね、……そんなこともわからず、……先、

僕は朝鮮人が能力不足だと言ったでしょう……いまの学生は企業を研究していくんだけ

ど、当時の朝鮮の学生は、企業研究するなんて、ちゃんとまともにやってた奴なんかいな
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いよ、日本人もいなかったかもしれないけど、朝鮮人もいなかった、ということはね、日

本の企業からみたら朝鮮人も日本人も同じ学校出たら同じなんだよ、だから差別が残った

ら差別するよね、つまり何が言いたいかというと、もともと逆の発想で言えばね、もとも

と差別があるのよ、それを乗り越える努力というは、その差別をこいつ優秀だと思わせな

かったら、乗り越えられないでしょう、そのことについて学生は知らなかったということ

なの……” 

 

 

当時の朝鮮の学生が「企業研究」という概念すら知らず、そのための「努力」もしなか

ったと語っているＡさんは、自分の就職活動を振り返って思うことについて以下のように

述べている． 

 

 

 “……僕はね、これを問いたいよね、差別は確かにあったよ、けれども朝鮮人も努力し

なかった、だから、差別がよかったとはいわないもちろん、でも、そのことに胸に手を当

てて、我々がなぜ差別を乗り越えるのがこんなに遅れたのか、ね、確かに日本社会も悪か

ったけど、自分たちにそれの非がなかったかどうか、それについては、一度考える必要が

あると僕は思うんだよね、会社のポリシーで朝鮮人も受け入れる……ところには、そこそ

こくらいの学歴があれば就職できたわけ、もちろん学歴がない人はできなかったけど、ち

ょっとかわいそうな、在日の方もいらっしたけど、大変だね、家の事情でいけませんでし

たという方もいらっしゃるけど、ある程度の学歴さえあればそういうところも入れたから、

……だから、そういう現実をやっぱりね、僕は、当時知るべきだと思ったわけ、僕は、想

像は外れてなかったと思った、確かに日本の社会は、差別があったけど、それだけじゃな

いというわけよ……” 

 

 

 Ａさんの語りのなかで注目すべき点は、日本社会の「差別構造」という原因に話の力点

が置かれているのではなく、その構造を乗り越えるための「努力」が欠けていたとされる

当時の「在日」同胞への疑問提起、そして日本人と同じ学力をもった在日韓国・朝鮮人が

「努力」さえすれば、「差別構造」を乗り越えることは可能だという強い信念に力点が置

かれている点である．このような個人の「努力」を強調する語りは、Ａさんの個人的な意
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見に止まるものではなく、その当時多くの在日韓国・朝鮮人が愛読していた『季刊三千里』

のなかでもみられる重要なイシューであった．次の語りをみてみよう79． 

 

 

 “……日本におけるそれ（差別80）については少々意見を異にしています．よく「われ

われ朝鮮人は差別されるんだから」といって問題を一般化してしまう傾向があるのではな

いかと思います．……朝鮮人として日本人と対等に何かを主張するためには、日本以上に

やらなければダメなんです．それを朝鮮人だからということで逃げることは絶対できない

のですが、そのことをわりとみんな理解してないように思うのです．朝鮮人だからそこま

で到達できなくても仕方ないんだと自分で慰めているんじゃないかしら．祖国へ帰っても

拠って立つ足場がないとしたらなおさら私たちは、日本でより完成された自分をいかに作

り上げるか、それが大切な問題ではないかと今私は思っているのですが……”（31 歳、人

形制作家、女性） 

 

 

 当時の「在日」２世による座談会記事のなかである女性は、「朝鮮人だからそこまで到

達できなくても仕方がない」と思う周囲の朝鮮人に対してもっと「努力」すべきであると

主張している．ところが、この記事のなかで彼女の発言は、すぐ次の発言者から以下のよ

うな批判を受けてしまう． 

 

 

 “○○さんの場合は、実力の世界だからその理論が通るんです．たとえば、プロ野球と

か歌謡界とかバレーボール選手の白井貴子さんみたいにね．”（33歳、医師、男性） 

 

 “商売の世界でも同じことがいえますね．われわれはいくら頑張っても零細企業で終わ

ってしまう．”（28歳、自営業、男性） 

 

 

 個人の「努力」は、「実力の世界」にのみ通じるもので、「商売の世界」ではその「努力」

が無意味なことになってしまうという反論である．彼らが批判している「努力」の実体と

                                                   
79 「＜座談会＞在日 2世の生活と意識」（８号 1976 年） 
80 引用した語りのなかの括弧内の補足説明は、すべて筆者による． 
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は、どういうものなのか、「努力」で乗り越えられる範囲はどこまでだったのか．個人の

「努力」の虚しさを辛辣に批判している『ウリ生活』の記事を紹介してからこの疑問に立

ち戻ってくることにしたい81． 

  

 

“……在日青年は日本企業においては日本人としてのみ存在を許され、決して朝鮮人とし

ては存在を許さない．加えて日常生活の大半をきわめて日本的組織のなかで過ごし、日本

語しか喋らぬ状態で孤立している．こういう状態で民族性を維持あるいは成長、発展させ

るのは極めてむずかしく、入社当初持っていた、民族心が薄れ、「民族性磨耗現象」が進

行し、ついには、帰化問題を民族的立場から捉えるのではなく、単なる生活上の利益、不

利益の問題として捉え容易に帰化に走るのも無理のない話しである．特に、この現象は、

日本社会のなかで成功した「在日」の中に多い．良い環境にめぐまれ、あるいは、その人

の努力によって成功を重ね、一定の水準まで達すると「視野が広がり」今まで自分が差別

に苦しんでいた日本社会の姿が違ってみえてくる．今まで差別者のせいで苦しんで来たに

もかかわらず、今度は差別を被差別者自身の努力不足として考えるようになるのだ……”

（在日２世、男性、在日団体および民族学校の経験なし、通名使用、会社員） 

 

 

 日本企業に就職するための個人の「努力」は、これまで引用した語りや記事の内容から

もうかがえるように、必ずしもすべての在日韓国・朝鮮人に歓迎されていたものではなか

った．Ａさんや『季刊三千里』の女性の発言者の場合、「努力」をこれから日本社会に根

を下ろして生きていくため「おこなうべき」ものとして捉えていたことに対し、それ以外

の記事に登場する発言者たちは、「努力」そのものが「実力の世界」や「恵まれた環境」

というごく限定された範囲内でのみ通じるものであると考えていた．特に、『ウリ生活』

に記載された記事のなかでは、「努力」の成果として実現された日本企業への就職が「民

族性摩耗現象」の端的な例として紹介されている． 

ここで双方にみられる「努力」に対する意見の対立を注意深く分析すると、「努力」そ

のものに対する対立の裏に日本での「定住」や在日韓国・朝鮮人としての「民族性」をめ

ぐる意識の対立が潜んでいたことがわかる．この対立が何を意味していたのかを解き明か

すためには、まず、1980 年代を生きていた「在日」２世にとって就職がどういう意味を

                                                   
81 「＜論壇＞在日青年の企業生活と民族問題」（5号 1989年） 
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もっていたのかについて考えなければならない． 

1980 年代を生きていた２世にとって就職問題とは、単に職が得られるか否かの問題で

はなく、現実として現れていた「定住化」「在日化」のなかで日本社会とどのように向き

合い、どこまで入っていけばいいのかを決める重大な問題であった．多くの「在日」２世

たちは、耐え難い構造的差別のなかでも「祖国への帰国」を願いながら生きていた１世の

生き様を横でみながら成長しており、２世代にとって「努力」をしてまで日本社会へ積極

的に進出することは、「民族性の風化」「同化」「帰化」といった問題とも密接にかかわる

悩ましい問題でもあったことがうかがえる．日本企業への進出を「同化」を促すながれと

して批判している記事の内容からもわかるように、1980 年代を生きていた在日韓国・朝

鮮人の間では、「定住化」という可能性についてはコンセンサスが取れていたものの、日

本社会のなかでどこまで権利を主張していくのか、どのくらい日本社会に依拠して生きて

いけばいいのかについて深刻な悩みが存在していた． 

次項では、「努力」という言葉の裏に対立軸をなしていた「定住化」と「民族性」の関

係に注目し、日本企業への就職をめざして積極的に「努力」していた「在日」２世が「在

日」社会内で経験した葛藤や個人の「努力」だけではカバーできなかった領域とはどうい

うものだったのかについて分析を深めていきたい． 

 

 

II.3.5  在日社会や世代間の葛藤 

 

本項では、ＡさんとＢさんの語りを中心に日本企業に入るために「努力」していく過程

において彼らの「努力」が「在日」社会のなかでどのようにみられていたのか、また、個

人の「努力」だけでは乗り越えることができなかったものは、どういう問題だったのかに

ついて考察する． 

Ｂさんは、子どもの頃、在日として初めて弁護士になった‘金敬得’さんのことを知っ

てから弁護士をめざすようになり、●●大学の法学部に進学した．ところが、司法試験を

準備する過程でマスコミへと志望が変わり、大学４年次にはマスコミを志望して就職活動

を始めることになる．当時、マスコミ志望者向けの予備校で良い成績を上げ、ある程度自

信をもっていたＢさんは、親戚と日本企業への就職について話していたことを今でも覚え

ていた． 
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 “……俺が司法試験を初めて受けるのは大学３年生……大学４年に無理だと、筆記に行

かない、実は４年生の時はマスコミの方に動いたんだけど僕は、先言った、（司法試験準

備のための）○○○会というもう一人、法律の勉強しながらマスコミめざした人がいたん

で、それと一緒にマスコミの予備校に行き始めたね、そっちでは結構手ごたえがあったと、

上位に入って、それはなんかいけるかもしれないな、（４秒沈黙）そのころかな、親戚の

ちょっと年上のお兄さんといとことね、僕は新聞記者になりたいんだ、たぶん、チェサ（法

事）で帰った時にそのお兄さんに車で東京まで送ってもらったときにその車のなかで話し

た記憶があるけど、なんかね新聞記者になりたいんだといったら、そんなもんお前なれる

わけねぇんじゃんって言われて（笑う）あ、そういうもんかなって……” 

 

 以上の語りからもわかるように、Ｂさんは、予備校で感じていた「手ごたえ」や「いけ

るかもしれない」という感覚を親戚から否定される経験をしている．そして、このような

親戚の反応を裏返すことなく、Ｂさんは、大学４年のときに目標としていたすべてのマス

コミの入社試験に落ちてしまう．その時の心境やその後の「ある出来事」についてＢさん

は、以下のように語っていた． 

 

 

 “……ちなみに朝日ジャーナルに「考える会」が出た、それを読んで、……88年か……

僕が大学の４年生の時に、そう、マスコミ就職したかったんだけど、全部だめで、就職は

できない、途方に暮れたときに「考える会」の紹介で、結婚相談とか就職相談みたいなの

やってると書いてあって、……そこで、○○○先生と相談して、ちょっとね、留年しても

う一回めざそうと思っています、留年するくらいだったら大学院に行けって、そうすれば

奨学金だってもらえるかもしれないし、って、その、ま、修士卒業してもいい、そうすれ

ば修士になれるし、大学院で中退してもいいじゃん、なるほどなと思って……門をたたい

てみて、学校４年の時には全滅だったと、途方に暮れて「考える会」に行って新しい展開

が開けて、そうじゃなかったら今の僕はいなかったと思うし、大学院行ってもいいんじゃ

ないかと先生に言われて受けたら受かったと、で、その間ちょっと自分のなかで知識の確

報ができたし（５秒沈黙）時代が変わったかもしれないね、バブルで……82” 

                                                   
82 Ｂさんが就職に「失敗」してどういう心境で「考える会」を訪ねていたのかは、当時Ｂさんの相談

に乗っていた○○○先生の話のなかでもっとはっきり表れている．“……ところが、来てダメだから

と言って、どうしても就職したかったけど、どこもひとつ就職が決まらない……絶望にかられてやっ

てたときに、その朝日ジャーナルを買って読んだのかそれわからないんだけどね、ぱっとみたらそれ
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 就職活動に「失敗」し、途方に暮れていた時期にＢさんは、雑誌で偶然みつけた「考え

る会」の記事を読んで事務室を訪ねていた．そこでＢさんは、初めて自分の進路について

相談できる年配の「在日」と出会い、それまで考えたこともなかった大学院進学という新

しい可能性に気づくようになる．「考える会」との出会いを「そうじゃなかったら今の僕

はいなかった」とまで評価しているＢさんの語りをどのように解釈すればいいのだろうか．

日本企業へ「在日」として就職した人がほとんどいなかった 1980 年代に、日本企業への

就職をめざし一生懸命に「努力」していた「在日」２世が切実に感じていたことは、どう

いったものだったのか．この問題を考察していくために、しばらくＡさんの語りに戻って

みることにしよう． 

 

 

 “……僕がバカでしょう……現実をなにも知らないということだよ、もうちょっと厳密

にいうと、朝鮮人のなかでそういう現実を教えてくれる人が誰もいなかったよ．これはし

ょうがないよね、日本人の社会に朝鮮人がほとんど入っていなかったから、だから、日本

人のその、日本のビジネス社会がどういう社会かというのを誰も教えてくれなかった、ま、

僕がそういう人を、僕が探さなかったかもしれないけど、僕の身近にはそういう人がいな

かった．間違えた考え、ね、幼稚な考え、世の中の実態を知らない、そういうね、次の世

代、ま、前の世代から教えられるのもしない、むしろ、そういうところにいくんじゃない、

そういうところで、しかし、日本の企業を行かなきゃいけないという意味を、差別を打ち

破って行かなければいけないと思う人というのは、きわめて少なかったよね、……” 

 

 

 Ａさんの語りのなかで目を引くところは、「朝鮮人のなかで日本のビジネス社会がどう

いうものかを教えてくれる人が誰もいなかった」という箇所である．これは、当時、日本

人と学歴の面で差がみられない高学歴の「在日」２世が就職活動を行う上で切実に感じて

いたのが「在日」社会内でよくいわれていた「差別構造」の問題ではなく、日本企業に対

する具体的なイメージや就職活動に関する戦略などを教えてくれる「在日」先輩がいない

                                                                                                                                                  
が目に入ったんだね．目に入ってその場で「考える会」に電話が来て……それで彼が言うのは、社員

私一人だけでもいいから、どこか会社に入れるようにしてください、（そうしなければ）自分は田舎

に帰れないって……切実よ、うん、……それで、いろいろ話して後 2年間、大学院に行って勉強しろ

と、まさかそんな言われるとは思わなかったのか、●●大学は、もう大学院終わりましたと言うんだ

よ、ほかあるんだろう、○○○がありますというから、じゃ、○○○受けろと言って……”（2011年

10月 21日のインタビュー記録） 
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ことへの不安であったことを示している． 

 当時、高学歴２世にとって「帰国志向」「同胞志向」の強い１世の大部分は、日本社会

に積極的に入ろうとする彼らの「努力」を十分理解することも、日本社会に入るための「戦

略」や「ノウハウ」を教えることもできない存在であった．ＡさんとＢさんのような取り

組みを実際に横でみていた親が彼らの「努力」をどのような目線でみていたのかは、次の

Ｂさんの語りによく表れている． 

 

 

 “……うちは、貧乏なんだから、高校出たら働くもんだと父は思って、働け！って、俺

は、わりと進学校で有名な、うちの学校で卒業して働く者はひとりかふたりで、僕は大学

に行きたいんだ……特に、うちの、ま、うちの両親は、あんまりそういうこと真剣に考え

てなかったかもしれないし……母にはその辺の話したこともない聞いたこともないし…

…僕が大学に行くことに関しても、母はともかく父は理解がなかったし、その、就職、た

だね、●●大学に入ったら、それはそれで、自慢はしたんだけど……その、就職というこ

とも父がそんなだから、もう全然、ま、やっぱり世間知らずだったんだよね、大学４年の

時にマスコミしかとにかく受けてなくて、全部終わって、落ちて、終わっちゃった、当然

そんなことくらい考えておくべきだったのに、これ、途方に暮れちゃって、それは世間知

らず以外になにものでもないよね、（笑う）（10秒沈黙）……” 

 

 

 Ｂさんの語りからもわかるように、Ｂさんが当たり前のように考えている大学進学は、

親にとって「理解できない」領域で、日本企業への就職は大学進学よりもっと「遠い」領

域であった．Ｂさんは、そういう考え方をもっている親に対して「世間知らず」という表

現を用いている．ところが、ここで注目すべき点は「考える会」で○○○先生と相談する

前の自分、つまり、大学教育は受けたものの日本社会に関しては何も知らず、マスコミば

かり受けていた自分を同じく「世間知らず」という言葉で説明していることだ．これは、

高学歴者であるＢさんがひとりでいくら「努力」しても気づくことができなかった領域が

存在していたことの裏返しでもある． 

 この文脈で、Ｂさんが進路相談のできる「在日」と出会うようになったことは、これま

での「世間知らず」を克服するための道を教えてくれる人との出会いとして重要な意味を

もっていた．言い換えると、当時、ＡさんやＢさんのように学力の面においては日本人と
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ほとんど変わりなかった高学歴２世が必要としていたのは、「差別構造」を乗り越え、日

本社会に入るための「戦略」や「ノウハウ」であり、その意味で「考える会」の○○○先

生は、当時、身近にはいなかった好ましい「役割モデル」を提供してくれる存在であった

ことがわかる． 

 

 

 II.4 小括：「在日化」、世代と時代をともに生きる 

 

 

 本章では、法制度や外国人人口の構成比率という面において日本が「国際化」段階に入

った 1980年代に焦点を合わせ、在日韓国・朝鮮人が 1980年代という時代をどのように経

験し、また、その経験がエスニックな自己にどういった影響を及ぼしたのかについて分析

した． 

本章の分析を通して明らかになった点は、次のような３点にまとめることができる． 

第一に、1980年代の時代的性格に関する部分である．1980年代は、「国際人権条約」の

批准（1982年）、「国籍法」と「戸籍法」の改正（1985年）によってこれまで「仮住まい」

を自ら主張してきた在日韓国・朝鮮人の日本における法的地位が安定されはじめた時期で

あった．また、日本の経済的構造変化のなかで在日韓国・朝鮮人以外の外国人グループの

数が増加し、在日韓国・朝鮮人の日本社会における社会、経済、政治的位置が他の外国人

グループとの関係なのかで変化しはじめた時期であることを、『在留外国人統計』のデー

タを通して確認することができた． 

第二に、在日韓国・朝鮮人グループ内で部分的に起こりはじめた、日本社会に向かう変

化の様子をみることができた．それまで祖国が統一されたら帰国するという意識が強かっ

た１世の価値観に大きく左右されてきた在日韓国・朝鮮人は、1980 年代の時代変化のな

かで自らを「定住外国人」として位置づけ、日本社会と断絶された形で維持、存続されて

きた在日コミュニティから日本社会へ関心が向けられはじめる動きをみせた．ところが、

これまで「帰国志向」「祖国志向」という思想が強かっただけに、「定住外国人」という意

識は在日韓国・朝鮮人のなかでもすぐには受け入れられない、多様な分岐点のなかのひと

つに過ぎなかったことが特徴として指摘できる． 

第三に、日本で「定住」しようとする在日韓国・朝鮮人にとって生活の安定に決定的な

影響を及ぼす、「働く」問題をテーマに２世の語りを分析したことを通して、在日韓国・

朝鮮人の「在日化」プロセスを発見することができた．本章において「在日化」とは、そ
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れまで多くの在日韓国・朝鮮人が通名を使いながら自分のルーツを隠して日本のスポーツ

界・芸能界などに入っていたながれと区別される、自分のルーツを隠さずに日本社会へ入

り日本社会への帰属を求めるながれの本格化を意味するものとして把握していた． 

ここで、本章の議論を貫いている概念である「在日化」のなかみを改めて考察してみる

と、次のような２つの側面からまとめることができる． 

まず、経験的事実としての「在日化」である．これは、「祖国」が統一されたら帰国す

るという思想を対内外的に標榜し、日本社会に同化していくことを批判の対象としていた

在日韓国・朝鮮人が統一の目途が立たないなかで世代交代を経験し、また、日本社会とあ

る程度独立された社会的、経済的、文化的コミュニティを維持しながらも日本に事実上定

住してきた事実からみた「在日化」である．1980 年代まで多くの在日韓国・朝鮮人は、

事実としての「在日化」を「仮住まいの地」としての日本という言説を通して否定、ある

いは、批判してきた．ところが、1980 年代における日本社会の法制度や人口構成の変化

は、事実としての「在日化」を法的事実として確定させながら、もはや否定できないよう

にする要因になったと考えらえる． 

次に、意識的水準における「在日化」である．経験的事実としての「在日化」が１世の

もっていた強い「祖国志向的」性向と同化に対する反感によって否定されてきたものの、

そのなかでも在日韓国・朝鮮人のなかには、日本における定住を明確に打ち出し、「定住

外国人」として生きていくことを標榜した動きもみられた．また、その動きのひとつとし

て「努力」をしてまで在日コミュニティから抜け出し日本社会に編入していくことを試み

たことを挙げることができる．こうした「在日化」へのプロセスに一歩踏み込んでいた少

数の２世は、１世に自分を照らし合わせるのではなく、自ら日本に生活の基盤をおいてい

るという事実を自覚することによってホスト社会との関係性を新たに構築していたとみ

られる． 

ところが、意識的なレベルにおける「在日化」は、序論でみていた、同化理論のなかで

変化の可能性を議論する理論と必ずしも一致するものではなかった．Glazer & Moynihan

（1963＝1986）(1975＝1984）の議論では、移動を経験したエスニック集団が時間の経つ

につれホスト社会の主流文化に同化していき「非可視化」されていたのが変化の方向性を

変え、ホスト社会内でますます「可視化」されていく動きを捉えている．一方、「在日化」

のプロセスは、長い間ホスト社会への同化がエスニック集団内で批判され、ホスト社会と

分離されることを通してエスニックなものを守ってきた集団がホスト社会へ入っていく

動きを捉えたものである． 
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Glazer & Moynihan（1963＝1986）(1975＝1984）の理論との違いは、Glazer & Moynihan

が同化から異化への正反対の変化方向を論じたことに対し、「在日化」の過程は異化から

同化への過程を特徴としている点である．ところが、ここで注意しなければいけない点は、

「在日化」のプロセスで捉えている同化が Glazer & Moynihan理論が捉えた、ますますア

メリカ的になっていきながら同時にますますエスニックになっていくプロセスと似てい

ることである．「在日化」は、日本社会との距離が縮んでいきながら「祖国」と遠ざかっ

ていくながれであった．ところが、これは同時に日本社会に埋没されることを意味するこ

とではなく、自分が誰なのかを日本社会ないで「可視化」していく、積極的な試みを指す．

ただし、この過程が 1980 年代までは、すべての在日韓国・朝鮮人に表れたものではなか

ったことは強調して置かなければならない． 

本章で分析してきた 1980 年代の特徴と「在日化」のプロセスに関する議論を基にしな

がら、第３章では、日本における法的地位が「特別永住者」という在留資格によって安定

された以降、エスニックなものを継承していく積極的意味を探すことがますます困難にな

った在日韓国・朝鮮人が 2000 年以降「韓流ブーム」を経験しながら再びエスニックなる

ものと日常のなかで気軽に接するようになっていく、メディア環境の変化に注目する．そ

して、在日韓国・朝鮮人を取り巻くホスト社会のメディア環境の変化を在日韓国・朝鮮人

の個々人がどのように解釈し、それに応答していったのかという問題を構築主義的観点に

たって分析していきたい． 
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III マス・メディアを介した「祖国」との出会い 

 

 

 

1991 年の「特別永住者」在留資格の新設によって日本での定住が「経験的事実」から

「法的事実」へ変わっていた在日韓国・朝鮮人は、1980 年代末から増え始めたニューカ

マーと分類された外国人とは異なる「定住外国人」としてみなされていた．そのなかで在

日韓国・朝鮮人は、他の外国人グループのなかで外国人の人権問題や外国籍の子どもの教

育問題などにかかわる権利擁護運動を先に経験した、ある意味「ノウハウ83」をもったグ

ループとして認識されることも少なくなかった． 

ところが、日本社会内で在日韓国・朝鮮人は、依然として「外国人」として生きていか

なければいけない存在であり、「祖国」に関する原初的な感覚が共有できない２世や３世

が在日韓国・朝鮮人の大多数を占めていく状況のなかで、こうした日本社会内の「曖昧な」

位置は、自分の「ルーツ」を積極的に守っていくことの意味をみつけることを難しくして

いく．その結果、在日韓国・朝鮮人のなかでも日本籍へ帰化して生きることが共感を呼び

起こしたり民族的なことにこだわり過ぎず個人として生きていくことを好んだりする多

様な意識が、1990 年代から本格的に現れ広がっていった．また、日本社会内で活躍して

いる在日韓国・朝鮮人の生き方や「祖国」への思いなどが注目されたのもちょうどこの時

期からであった（福岡・金 1997; 金泰泳 1999; 朴一 1999； 鄭大均 2006）． 

本章では、在日韓国・朝鮮人としての生き方が分岐しはじめた 1980 年代を経て「特別

永住者」として日本社会で「永住」していくことになった在日韓国・朝鮮人は、日本社会

のなかで「ブーム」として経験されていた 2003 年の「韓流ブーム」をどのように解釈し

応答していたのかを分析する．こうしたテーマを取り扱うのは、次のような理由にある． 

第一に、「韓流ブーム」そのものが韓国に関する新たな発見や再発見を可能にしてくれ

                                                   
83 「ノウハウ」という言葉は、長年の間、市民運動の専任スタッフとして活動してきた在日韓国・朝鮮

人とのインタビューのなかで使われた言葉である．「ノウハウ」という言葉は実際のインタビューのな

かで次のように語られていた“……市民活動とか、市民運動している団体からいうと、特に人権問題

とか、やっぱり在日の存在というのは、キーパーソンで、やっぱそこで経験したことで語れることも

あるし、話せることもあるしそれこそ当事者にもなったりするじゃないですか、その入管法の問題と

か外国人登録問題とか、えと、それとかは当事者になるからいろいろ自分の経験したこと話して、そ

こで、やっぱり日本の人ではない自分の役割とか、……他の団体の人に対して、在日ってこんなの考

えてるんだというのが、……ということで在日の市民活動、在日が日本の市民社会、市民運動のなか

で果せる役割というのをなんとなく感じてき（ました）．”（1974 年生まれ、男性、在日３世、民族学

校の経験なし、2010 年５月 14日のインタビュー） 
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たからである．「韓流ブーム」は、これまで限定的に「祖国」文化へ接触していた、ある

いは、接触の経験をもたなかった在日韓国・朝鮮人にも多量の「祖国」メディアに触れる

機会を提供してくれたものとして評価することができる．また、この点において、「韓流」

メディアへの接触が、これまであまり知らなかった韓国を知るきっかけになったことはも

ちろん、韓国に関する何らかの認識をもたらしたことも疑いのないことである． 

第二に、「韓流ブーム」が起こる前にそれぞれの在日韓国・朝鮮人が置かれていた環境

によって「韓流ブーム」を評価する文脈やレベルが違うからである．「韓流ブーム」の影

響を考えるときにまず、考慮すべきことは、どういう背景をもっている在日韓国・朝鮮人

が「韓流ブーム」をひとつの社会現象として認識することに止まり、また、どういう環境

に置かれていた人が自分の「在日」としての自己認識までを認識／再認識するきっかけと

して経験したのかという点である．ここで民族教育を受け、言語を習得している人びとや、

民族的なことに触れた経験をもたない人びとが評価する「韓流ブーム」は、それぞれ違う

レベルにおいて分析されなければならない． 

第三に、「韓流ブーム」とほぼ同時に日本のメディアで大きな注目を浴び、いまも深刻

な問題として取り扱われている北朝鮮の「拉致問題」が在日韓国・朝鮮人における「祖国」

認識を大きく分岐さたからである．こうしたイメージの分岐は、「韓流ブーム」をきっか

けに韓国に関する肯定的イメージを抱き始めた若い世代や、自分の「ルーツ」への意識を

新たにしていた人びとにとって大きな影響を与えたと考えられる． 

以上のような３つの点に基づき、以下では、その３つの問いを中心に議論を進めていき

たい． 

 

 

 III.1 「祖国」文化を浴びる84 

 

 

以上で述べたように、本章では、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験を「祖国」文化と出

会うきっかけを与えた出来事として捉え、日本社会で「ブーム」として受け入れられた「韓

流」現象が在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への感覚／意識に及ぼした影響を 2008 年に実

施した「韓流」調査や 2008 年から実施しはじめたインタビュー調査データを基に分析し

ていく85． 

                                                   
84「浴びる」という比喩は、山本健太郎氏から示唆を得た． 
85「韓流」調査の詳しいデータ収集プロセスやデータの特性については、詳しい調査項目については、
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そのなかでも、本節では、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験が在日韓国・朝鮮人コミュ

ニティやグループ内から発生した現象ではなく、日本社会というホスト社会内で「ブーム」

の形をとった現象として受け入れられ、結果的に韓国の大衆文化にあまり興味を持たなか

った人びとまでが自分の「祖国」文化に日常のメディア環境のなかで触れるようになった

点に注目した．こうした新しい状況のことを本論文では「浴びる」という言葉で表現して

おきたい．それまで自分の「ルーツ」について多様な関心の度合いをもち、「民族的」学

びや活動などにコミットしていた度合いがそれぞれ異なっていた、いわば「多様な」環境

に置かれていた在日韓国・朝鮮人がこの「浴びる」環境を同じものとして経験していたと

は考え難く、その経験の間には、「韓流」現象をみる態度やその現象への期待、影響され

た度合いなどが複雑に混じり合っていたとみたほうがむしろ自然な解釈である．以下では、

この「韓流」経験を日本におけるメディア環境の変化やマス・メディアとナショナル／エ

スニック意識との関連性、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験に対するこれまでの議論をま

とめながら議論のたたき台をつくっていきたい． 

 

 

III.1.1  2000年以降の日本メディア環境の変化 

 

 在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験を論じるためには、まず、韓国メディア・コンテンツ

がなぜ日本で 2000 年以降「ブーム」という形で受け入れられるようになったのかについ

て考えなければならない．本項では、「韓流ブーム」を可能にした日韓の政治的・産業的

背景についてみていくことで韓国メディア・コンテンツが日本社会内で受け入れられるよ

うになって以降、「韓流」現象が短期間で終わることのできないものになっていく「連鎖

的」システムの構築過程に注目していきたい． 

 「韓流」現象を論じるときによく言及されることが 1988 年のソウル・オリンピックか

らはじまり 2000 年以降に本格化された日韓文化交流の拡大である（岩渕 2004; 小倉  

2005; 石田 2007; イ 2008; クォン 2010）．ただし、金泳徳（2010）や張元皓・金益

基・金知榮（2012）が指摘しているように、2000 年前後に日韓文化交流が本格化されて

いくプロセスのなかには、戦後、約 50 年間日本大衆文化の禁止政策を堅持してきた韓国

政府が 1998 年の金大中大統領政権から日本大衆文化を段階的に受け入れていく過程が存

在していた．そして、この文化開放のきっかけになったのが 1998年 10月、当時の日本国

                                                                                                                                                  
巻末の APPENDIX「在日韓国・朝鮮人の『韓流』接触現況に関する調査」のプロセスを参照． 
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内閣総理大臣であった小渕恵三と金大中大統領の間に交わされた「日韓共同宣言――21

世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」に含まれている文化・人的交流の拡充への合

意であったことはいうまでもない86． 

金泳徳（2010）は、金大中政権における 1998年の第一次段階的開放措置以降、2010年

まで３度にわたり追加開放が発表され87、2010 年現在日本の大衆文化がテレビ放送、ビデ

オなどの分野を除いて開放されたことを指摘した上で、こうしたながれの意義として未来

志向の関係づくりへの寄与、それまで「歴史」に帰属させられていた「文化」の分離を段

階的に試みた「脱歴史的意味」、「反日感情」「文化的副作用」「国内文化産業の保護」とい

う従来の禁止政策を支えてきた正当性からの脱却、そして日本に対してのみ適用されてい

た文化制限政策が他の国と同様なレベルで揃えられたこと、といった４つに分けて分析し

た（金 2010: 78-9）． 

 また、韓国大衆文化の日本への輸出と日本における韓国大衆文化の受け入れという相互

関係を文化産業的側面から分析した張ほか（2012）では、その変化を韓国における文化産

業的 Push要因２点と日本における Pull要因２点という、計４つの側面から説明している． 

まず、韓国における Push 要因のなかには、デジタル音楽産業の拡大と音盤市場の沈滞

を挙げることができる．韓国コンテンツ振興院が発刊している韓国音楽産業白書 2010 年

版によれば、韓国の音盤市場の規模は 2000年の 4,104億ウォンであったことに対し、2009

年には 802億ウォンにまで急減した88．一方、デジタル音楽市場は、2001年の 911億ウォ

                                                   
86 外務省のホームページに公開されている「日韓共同宣言――21世紀に向けた新たな日韓パートナーシ

ップ」は、総 11項目に分けられている．そのなかで 10項目には、次のような記述がみられる．“10．

両首脳は、以上の諸分野における両国間の協力を効果的に進めていく上での基礎は、政府間交流にと

どまらない両国国民の深い相互理解と多様な交流にあるとの認識の下で、両国間の文化・人的交流を

拡充していくことにつき意見の一致をみた．両首脳は、2002 年サッカー・ワールドカップの成功に

向けた両国国民の協力を支援し、2002 年サッカー・ワールドカップの開催を契機として、文化及び

スポーツ交流を一層活発に進めていくこととした……（中略）……金大中大統領は、韓国において日

本文化を開放していくとの方針を伝達し、小渕総理大臣より、かかる方針を日韓両国の真の相互理解

につながるものとして歓迎した．”（外務省ホームページ 2013 年 6 月 21 日基準，

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/yojin/arc_98/k_sengen.html）． 
87 張元皓・金益基・金知榮（2012）では、金大中政権における日本大衆文化の開放のながれを詳しく述

べている．そのながれをまとめてみると次のようである．1998 年の１次解放では、ビデオ産業と出

版産業が部分的に開放され、1999 年の２次開放では制限付きでおこなわれた映画やビデオ部門の受

け入れ幅を広げ、日本大衆歌謡の公演を部分的に許可した．2000 年の３次開放では、包括的開放と

も呼ばれ、年齢制限がある物――この場合は 18 歳以上――の以外には、ほぼすべての映画やビデオ

が開放されるようになったほか、大衆歌謡の公演は制限なく全面的に開放されるようになった．また、

それまで未開放分野であった映画上映向けのアニメーション・音盤・ゲーム・放送などが開放され始

めた．放送の部門においてもスポーツ・ドキュメンタリー・報道プログラムの放送が許可され、ケー

ブルＴＶおよび衛星放送の場合公認された国際映画祭受賞策や年齢制限がない作品の国内封切りを

許可した．2003 年６月の日韓首脳会談において‘日本大衆文化開放拡大’を標榜した以後公表され

た 2004 年の４次開放では、地上波番組やニューメディア放送の一部のプログラムを除外したすべて

の分野において開放されるようになった（張ほか 2012: 697-8）． 
88 2000年から 2009年までの音盤市場の規模の推移をみてみると、2000年に 4,104 億ウォン、2001年に
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ンから 2009 年の 5,696 ウォンへと８年間６倍以上の増加をみせている89．張ほか（2012）

は、こうした音盤市場の急激な衰退が海外への進出を促した主な要因であったと分析して

いる． 

 いまひとつの Push 要因として挙げられるのは、韓国における放送市場の競争深化であ

る．張ほか（2012）によれば、韓国では、2000年から制定された放送法第 72条第１項に

より、放送事業者がチャンネルの全体放送のプログラムのなかで国内外注制作プログラム

を一定比率90以上編成することになったという．そのなかでドラマ部門における外注制作

社が急激に増えていくことによって制作社の間に競争が激しくなっていき、放送局と外注

制作社がドラマの輸出や新たなドラマの投資の場として日本市場にも持続的に進出して

きたと分析した． 

 一方、日本における韓国大衆文化の Pull 要因の１つは、日本の音盤市場がアメリカの

市場をはるかに超えて全世界のなかでもっとも大きな市場を保有している点が挙げられ

る91．特に、張ほか（2012）では、他の国に比べ、日本の音盤市場の減少幅が低い92点を

強調しながら、音盤市場の堅実性こそが日本へ進出する主な理由になっていたと説明する

（張ほか 2012: 700-3）． 

 次に、もうひとつの Pull 要因としては、衛星放送（BS）の拡散に代弁される日本放送

                                                                                                                                                  
3,733 億ウォン、2002 年に 2,861 億ウォン、2003 年に 1,833 億ウォン、2004 年に 1,338 億ウォン、

2005年に 1087億ウォン、2006年に 848億ウォン、2007年に 788億ウォン、2008 年に 811億ウォン、

2009年に 802億ウォンとして、2000年から 2003 年まで毎年約 1,000億ウォン近く減少していたこと

がわかる（韓国コンテンツ振興院 2010: 46-50）． 
89 2001年から 2009年までのデジタル音楽産業市場の規模の推移をみてみると、2001年に 911億ウォン、

2002年に 1,349億ウォン、2003年に 1,850億ウォン、2004年に 2,112億ウォン、2005年に 2,621億

ウォン、2006年に 3,562億ウォン、2007年に 4,276 億ウォン、2008年に 5,264 億ウォン、2009年に

5,696億ウォンとして、2003年から音盤産業とデジタル音楽産業の規模が逆転しはじめたことがわか

る（韓国コンテンツ振興院 2010: 46-50）． 
90 張ほか（2012）によれば、この比率は 2000 年放送法が制定された以降何回にわたって変化してきた

という．最初は 100 分の 40以上であったが、2008 年５月の放送通信委員会の告示では国営放送局で

ある KBS第一テレビでは 100分の 24以上、第二テレビでは 100分の 40以上、民間の地上波放送局で

ある MBCや SBSでは、100分の 35以上へと調整された（張ほか 2012: 706）． 
91 国際音盤産業連盟（International Federation of Phonogram and Videogram Producers 、IFPI）が

発表した主要国家別の音盤産業（CD+DVD）売り上げの比較データによれば、2011 年における日本の

売上額は、288 億 5 千ドルで 204 億９千ドルであったアメリカより約 80 億ドル以上多いことがわか

る．それに比べ、韓国の売上額は、８億１千万ドルに過ぎず市場の規模の差異が目立つ（張ほか 2012: 

702）． 
92 一般社団法人日本レコード協会（Recording Industry Association of Japan、RIAJ）のデータによ

れば、CDと DVDの市場の規模は、CD部門が 2006 年の３万 5160億円から 2007 年の３万 3330億円、

2008年の２万 9610 億円、2009年の２万 4960億円、2010年の２万 2500億円として毎年減少し続け

ている．ところが、DVD市場の規模は、2006年に 5680億円、2007年に 5780 億円、2008年に 6560億

円、2009年に 6690 億円、2010年に 5860億円として 2010年を除けば毎年規模が増えていることがわ

かる （2013年 10月 3日基準）（http://www.riaj.or.jp/list/）． 
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システムの変化を挙げている．日本において（Broadcasting Satellite、以下、BS）が本

格的に放送を開始されたのは、NHKと民間の５つのチャンネルが本格的に BSを始めた 2000

年 12 月からとしてみることができる．最初は、BS の視聴のために BS 専用の設備が必要

であるなど、アクセスが不便であった．ところが、2003 年から地上波のデジタル放送が

開始されるといなや BS を一定の視聴料を払うだけで楽しめる環境が整えられ、視聴者の

層も拡大されていく．こうした BSの急速な普及がコンテンツ不足を埋めるための「試し」

としての韓国ドラマの輸出を可能にしてくれたと分析されている93（クォン 2010: 

26-35）． 

 韓国のメディア・コンテンツが日本に輸出するようになったことは、以上のような韓国

における文化政策や文化産業的変化という要因が大きく作用していたが、メディア・コン

テンツの受け入れ先であった日本においても 2000 年以降は放送システムが変わるなど、

メディア環境が変化する時期として捉えることができる． 

これまでみてきたように、日本における「韓流ブーム」は、韓国における文化政策の路

線の転換や文化産業の環境変化、そして、日本における BS 放送の本格化というながれが

ともなっていたからこそ可能になっていた現象として捉えなければならない．以下では、

日本のメディア環境のなかで「ブーム」という社会現象として受け入れられ、いまではひ

とつの文化ジャンルとして定着している「韓流」を在日韓国・朝鮮人がどのように経験し

ていったのかという問題に迫っていきたい．そのために、まず、次項では、議論視野を広

げマス・メディアとナショナル／エスニック意識との関係について論じていたこれまでの

研究を考察しながら、在日韓国・朝鮮人のもつナショナル／エスニック意識が「韓流」現

象のなかでどのような影響を受けていたのか、それはどのような文脈で理解できるのかと

いう議論の軸を立てていくことにしよう． 

 

 

                                                   
93 日本における「韓流ブーム」の背景を考えるために、Pull 要因をもう少し詳しくみてみると、たと

えば、日本における「韓流ブーム」現象を論じるときに例外なく登場する「冬のソナタ」が 2003 年

に日本で放映されるようになったことも BS の拡散という日本のメディア環境の変化が土台になって

いたからである．たとえば、「冬のソナタ」の成功を日本の放送産業の側面から捉えたクォンヨンソ

ク（2010）は、日本が本来「テレビの天国」ともいわれるほど独自的コンテンツが豊かに存在したい

たために地上波の放送チャンネルにおいて視聴率が低くなる危険を甘受するまで韓国のようなアジ

ア圏のドラマを放送する可能性が少なかったと指摘している．ところが、BS 放送の普及とアナログ

からデジタル放送への移行にともない BS 放送が抱えていたコンテンツ不足問題を、日本ドラマより

一回分の放送時間の長い韓国ドラマが解消していき、昼の時間帯に連日韓国ドラマが放送されること

になった．クォンは、このような放送システムの変化が韓国ドラマの集中的放送を可能にし、そのな

かで昼の時間帯の主な視聴者である主婦層を中心に韓国ドラマが浸透していたと分析した（クォン 

2010: 26-7）． 
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III.1.2  マス・メディアがナショナル／エスニック意識94に及ぼす影響 

 

 エスニック集団が世代を経ながらも守っていることのなかには、食文化・衣装・記念日・

祭祀や法事のような先祖をまつわる儀式などを挙げることができる．ここで並べたものは

「文化」という言葉として括っていくことができるだろう．これまでのエスニシティ研究

の多くは、移動を経験した集団がホスト社会内でエスニック集団としての特性を維持して

いくプロセスに関心を向けてきている（Gordon 1964; Gans 1979; Waters 1990）．ま

た、ナショナル・アイデンティティに関する研究のなかでも、文化の維持を、それぞれの

ネーションが形成されていくプロセス、あるいは、その構成員のナショナル意識が影響を

受けていくプロセスに分析した研究が多数現れてきた（Anderson 1983; Gellner 1983; 

Hobsbawm and Ranger 1983; Smith 1991=1998; Edensor 2002）．  

 ネーションやエスニック集団を維持していく上で文化が与える影響を考察する場合、そ

の文化を形成しているメディア、特に、日常文化がそのままの形で投影されているマス・

メディアは、ナショナル／エスニック意識の形成および維持になんらかの影響を与える要

因として早くから注目されてきた．同じ言語で作られたメディアを共有する人びとの間で

ナショナル意識が芽生えていく過程を描いた Benedict Anderson(1983＝1997)の研究は、

マス・メディアとエスニック意識との関係を明らかにした初期の研究として注目に値する． 

 Anderson は、対面の経験をもたない人びとの間に同一な意識が形成される過程を考察

するための手がかりとして印刷資本主義のながれを分析した．ネーションとしての意識が

形成される環境を印刷技術の発達による印刷メディアの普及の面から捉えた Anderson の

議論によると、印刷メディアへの接触は、そのメディアに接触する人びとに「自分は何人

                                                   
94 本項においてナショナル意識とエスニック意識を並列させて論じているのは、移動／移民研究におい

ては、国民国家に包摂されない／され難い集団をエスニック集団と名づけその集団の継承を分析した

ものが多いが、そのエスニック意識自体は、ネーションやナショナル意識と深くかかわっており、そ

の意識形成に焦点を合わせた研究のなかでは、ナショナル・アイデンティティといった概念が主に使

われているためである．エスニック意識とナショナル意識との関係性を論じている研究の例としてナ

ショナル・アイデンティティの形成原因や性質、それがもつ効果について研究した Anthony D. 

Smith(1991=1998)を挙げることができる．Smith は、ナショナル・アイデンティティのもつ複雑な性

質について以下のように述べている．“ナショナル・アイデンティティはネーションとともにエスニ

ック・文化的・領域的・経済的・法的・政治的といった多くの相互関係的な構成要素からなる複雑な

構成体である．それら構成要素は、共通の記憶・神話・伝統によってひとつに結び付けられた共同体

の構成員の連帯の絆を意味する．それらは、彼ら自身の国家に表現されている場合もあるし、そうで

はない場合もあるが、いずれにせよ国家の純粋に法的、官僚制的なつながりとはまったく異なる．概

念的には、ネーションは、市民的・領域的な次元とエスニック的・系譜的な次元の２つの次元が混合

したものになってきている．その混合の割合は事例によりさまざまである．ナショナル・アイデンテ

ィティが近代的な生活と政治においてかくも柔軟かつしぶとい力をふるい、またその特徴を失うこと

なく他の強力なイデオロギーと効果的に組み合わされるのはまさにこの多元性のためである．”

（Anthony D. Smith 1991=1998: 41-2)． 
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だ」という意識をもたらす契機を与えるものとして考えられる．これは、日常で接するメ

ディアの影響力が人びとの意識にまで及んでいることを意味し、この文脈から Anderson

は、ネーションという概念を実際に存在するものとしてではなく、「想像の共同体

（imagined community）」という意識の面から捉えている． 

Arjun Appadurai (1996=2004)は、Anderson(1983＝1997)が領土的に定義された国民国

家のなかで経験する、日常的接触からなる共同体ではなく、本・新聞・地図などの現代的

テクストを読むことだけで集団的経験を共有することによって作り上げられる共同体の

特徴を「印刷資本主義」という言葉で特徴づけていたと述べながら、現代的国民国家が言

語・血縁・人種などの「自然的」といわれているものより本質的に文化的性質をもった集

団的想像力の産物として現れていると主張した（Appadurai 1996=2004: 208）． 

 ナショナル意識や感覚を形成する環境としてメディアを考えると、メディアの内容はそ

のメディアを「観る」行為者の意識に影響を及ぼし、その影響は空間という限界を越えて

現れることがわかる．こうしたメディアのもつ脱領土的属性は、Appadurai が主張した５

つのスケープ95のなかの「メディアスケープ（mediascape）」がもつ特徴とも深く結びつい

ている． 

 メディアスケープは、情報を生産し拡散させる電子的装置の配分――新聞・雑誌・テレ

ビ・映画――やこういうメディアによって生産された世界のイメージにかかわっている．

Appaduraiは、メディアスケープのもつ重要な特徴のひとつとしてメディアがあるイメー

ジやストーリーをもったレパートリーを視聴者にいっせいに伝える点を挙げた．ここでレ

パートリーとして提供されるメディアを集団的に経験していくというのは、それを「観る」

人びとの意識のなかにある「現実」と「虚構」との境界線が曖昧になっていくことを意味

し、その文脈で「観る」というのは、ある偏ったイメージや意識を呼び起こす力をもって

いると考えられる（Appadurai 1996=2004: 65-6）． 

                                                   
95 Appadurai（1996＝2004）は、新しいグローバル文化経済の特徴を論じていくなかで、それまでの中

心―周辺モデルがもった限界を指摘し、複合的・重層的・脱臼的（disjuncture）秩序として理解され

るべきグローバル文化経済を、５つのながれの間の関係で分析した．その５つの次元は、エスノスケ

ープ・メディアスケープ・テクノスケープ・ファイネンススケープ・イデオスケープに分けられる．

Appadurai は、５つの次元を、風景の意味をもったスケープという接尾語で説明する理由を次のよう

に述べる．“…（前略）…ここに使われている接尾語風景は、５つの風景のもつ流動的でかつ日規則的

な姿を表すのに有効に使うことができる．また、国際的な衣服スタイルのように国際的資本主義を特

徴づける特有の外見を表すのに有効である．風景を共通の接尾語としてもつこうした用語は、また、

国際的資本主義の風景がどの視覚からみても同一の姿をもつ客観的に与えられた関係ではなく、むし

ろ、それぞれ違う種類の行為者たち――国民国家や多民族国家、離散された共同体や下位民族的集団

や宗教的・政治的・経済的運動、また、町や隣人、家族等の親密な集団――の歴史的・言語的・政治

的状況条件によって左右される遠近法的構成の産物であることを表している．”（ Appadurai 

1996=2004: 60-1）． 
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 特に、Appaduraiの場合、電子メディアのなかでも大衆媒体のような現在の文化に注目

し大衆文化を集団的に経験することが地域を越える広範囲の意識を形成するほどの力を

もつことを強調している．Appaduraiの議論からみられるメディア、そのなかでもマス・

メディアである電子メディアの影響力は、Tim Edensor(2002)の議論からもみることがで

きる． 

 Edensor(2002)は、文化とナショナルとの関係を考察したこれまでの研究が文化の概念

を高次元（high）、公式的（official）、伝統的（traditional）な側面だけを捉えてきた

ことを批判し、日常で接するマス・メディアがナショナルな意識を形成する決定的な変数

として作用していると主張した．そして、日常文化を取り上げることが高次元と低次元

（low）といった文化の二分法を強調することではく、日常文化のもつ慣習・実際の形態

に注目することを意味していると述べている（Edensor 2002: 2-5）． 

 Edensor（2002）も指摘したようにナショナル意識は、日常の社会的相互作用のなかで

も平凡な部分・慣習に基づいているとともに、日常で接しているマス・メディアを通して

構成され、また再生産・再獲得されるプロセスを経るものとして認識する必要がある．こ

のような文脈で Edensor は、Hall(1996b)の議論を引用しながらナショナル意識が前もっ

て形成されている、あるいは、完結されているもの（being）ではなく、継続的に作りな

おされるもの（becoming）として論じられなければならないと主張した（Edensor 2002: 

24-5）．  

 ナショナル意識がメディアを「観る」行為と密接にかかわっていること、そのメディア

の例として主に挙げられているのがマス・メディアであることに着目すると、在日韓国・

朝鮮人が「韓流」を通して日常のなかで「祖国」のメディアに触れる機会を与えられたこ

とは、日本人の「韓流」経験とは異なる独自の経験として問う必要がある．そして、「祖

国」メディアの大量な流入が「韓流ブーム」時期（2003 年）だけではなく、現在までも

続けられていることは「祖国」メディアへ継続的に触れている多くの在日韓国・朝鮮人が

ナショナル／エスニック意識の変化ないし、構築／再構築の過程を経験していたことを意

味すると考えられる． 
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 III.2 「観る」行為から捉える「韓流」96 

 

 

 これまで述べてきたように、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験は、韓国のメディア・コ

ンテンツへの接触そのものに注目した場合、世代や民族教育の経験有無などの変数によっ

てそれぞれ違う性格をもったものとしてみることができる．本項では、「韓流」調査デー

タを基に、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験を連続的なものとして捉え、韓国メディア・

コンテンツへの接触頻度が「韓流」経験の性格をどのように規定していたのかを分析して

いこう． 

 

 

III.2.1  回答者の構成 

 

分析に入る前に、「韓流調査」の回答者がどのような特徴をもっているのかについて確

認しておきたい．＜表 11＞は、「韓流調査」の回答者に関する人口学的・社会的構成を

まとめたものである．まず、回答者の人口学的構成を性別からみてみると、男性が 55 名

（47.0％）、女性が 62名（53％）であり、男性と女性の回答率がほぼ同じである． 

年齢の分布は、20 代が 39名（33.3%）、30代が 32名（27.4％）、40代が 19名（16.2％）、

50代以上が 27名（23.1％）であり、年齢別の回答者数は 20代が一番多く、次いで 30代、

50 代、40 代となっている．このような年齢の偏りは、調査協力を得た団体や人びとの年

齢構成という、本調査の方法上の制約から生じたものといえるだろう． 

次に世代の分布を父親と母親に分けてみると、父親の場合、１世が 44名（37.6％）、２

世が 58名（49.6％）、３世が８名（6.8％）、日本人が５名（4.3％）、その他（韓国人ニュ

ーカマーなど）が１名（0.9％）で、１世と２世が多数を占めている．その反面、母親の

場合は、１世が 24名（20.5％）、２世が 72 名（61.5％）、３世が７名（6.0％）、日本人が

10名（8.5％）、その他（韓国人ニューカマーなど）が３名（2.6％）であり、父親よりも

２世の割合が多くなっている．そして、日本人やその他という場合が父親より多いことも

特徴としてみられる． 

 

                                                   
96 本節の内容は、「在日韓国・朝鮮人の『韓流』経験がナショナル・アイデンティティに及ぼした影響

――ブームとしての『韓流』経験と日常文化としての『韓流』経験との比較を中心に――」日本都市

社会学会編『日本都市社会学会年報』2010年 28: 135-150を基にしている． 
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＜表 11＞ 「韓流調査」における回答者の属性 

変数 人数 （％）  変数 人数 （％） 

性別    学校教育   

男性 55 （47.0）  民族学校97だけ経験 40 （34.2） 

女性 62 （53.0）  公立学校だけ経験 48 （41.0） 

    私立・国立学校だけ経験 2 （1.7） 

年齢    公立・私立学校経験 15 （12.8） 

20代以下 39 （33.3）  民族・公立経験 7 （6.0） 

30代 32 （27.4）  民族・私立経験 1 （0.9） 

40代 19 （16.2）  インターナショナル・スクールだけ経験 1 （0.9） 

50代以上 27 （23.1）  公立・私立・外国の学校経験 1 （0.9） 

       

在日世代    最終学歴   

父親    中学校 1 （0.9） 

1世 44 （37.6）  高校 22 （18.8） 

2世 58 （49.6）  短期大学・専門学校 16 （13.7） 

3世 8 （6.8）  大学 59 （50.4） 

日本人 5 （4.3）  大学院 13 （11.1） 

韓国人ニューカマー・その他 1 （0.9）  その他 3 （2.6） 

       

母親    従業上の地位   

1世 24 （20.5）  常勤職員（正社員・正職員ほか） 41 （35.0） 

2世 72 （61.5）  学生 16 （13.7） 

3世 7 （6.0）  臨時雇い・パート・アルバイト 14 （12.0） 

日本人 10 （8.5）  経営者・役員 10 （8.5） 

韓国人ニューカマー・その他 3 （2.6）  （従業員3人以上）   

    自営業主、自由業者 8 （6.8） 

国籍    （従業員3人以下）   

韓国 86 （73.5）  主婦 8 （6.8） 

朝鮮（記号） 22 （18.8）  派遣社員 7 （6.0） 

日本 9 （7.7）  家族従業者 2 （1.7） 

    無職 5 （4.3） 

婚姻経験の有無    その他 3 （2.6） 

未婚 64 （54.7）     

既婚（死別・離婚を含む） 53 （45.3）  年収   

    100万円未満 24 （20.5） 

配偶者の国籍（既婚者のみ）    100万円以上300万円未満 39 （33.3） 

韓国 28 （52.8）  300万円以上500万円未満 28 （23.9） 

朝鮮 12 （22.6）  500万円以上700万円未満 10 （8.5） 

日本 11 （20.8）  700万円以上900万円未満 3 （2.6） 

その他 1 （1.9）  900万円以上 6 （5.1） 

*「韓流調査」のデータを基に筆者作成 

**無回答の票を除外して集計したため、人数（パーセント）の合計が117（100％）にならない場合がある． 

 

 

また、回答者の国籍別分布は、韓国籍が 86名（73.5％）、朝鮮籍（記号）が 22名（18.8％）、

日本籍が 9名（7.7％）である．このなかで婚姻経験のある 53名（45.3％）の配偶者の国

                                                   
97 「韓流調査」の民族学校分類は、福岡の調査項目に従い、朝鮮系学校と韓国系学校を区分した（福

岡・金 1997: 178）．民族学校の集計には朝鮮系の学校と韓国系の学校の両方が含まれているが、本

調査の回答者のなかで韓国系の学校に通った経験を持っているのは 1 名だけであった．したがって、

本論文でいう民族学校の経験者はほとんど朝鮮系学校の出身者を示している． 
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籍をみると、韓国籍が 28 名（52.8％）、朝鮮籍（記号）が 12 名（22.6％）、日本籍が 11

名（20.8％）、その他が 1名（1.9％）であり、いずれも韓国籍の人びとが朝鮮籍よりも多

く含まれている． 

 次に、回答者の社会的構成を学校経験、最終学歴、従業上の地位、収入の順にみてみよ

う． 

まず、学校教育をみると、小学校から高校まで民族学校（朝鮮系・韓国系）だけを経験

した人は 40名で全体の 34.2％であり、公立学校だけを経験した人は 48名（41.0％）、私

立・国立だけを経験した人は２名（1.7％）である．そして、公立と私立両方の学校を経

験した人は 15名（12.8％）、民族学校と日本の公立・私立の両方で教育を受けた人は８名

（6.9％）、インターナショナル・スクール、あるいは、外国の学校を通った人は２名（1.8％）

を占めている．回答者全体の分布からみると、民族学校に通った経験のある人は 46 名

（39.3％）、民族学校を通った経験のない人は 69名（59.0％）であり、民族教育を受けた

ことのない人が民族教育を受けた人よりも多く含まれている． 

回答者の最終学歴は高卒以下が 23名（19.7％）、短期大学・専門学校に在学中・修了者

が 16名（13.7％）、大学在学者・卒業者が 59名（50.4％）、大学院以上の学歴をもってい

る人が 13名（11.1％）であり、大学在学・卒業者が全体の半分以上を占めている． 

また、回答者の従業上の地位をみると、常勤職員として働いている人が 41名（35.0％）

で一番多く、学生が 16 名（13.7％）、臨時雇い・パート・アルバイトが 14 名（12.0％）、

経営者・役員（従業員３人以上）が 10 名（8.5％）、自営業主・自由業者（従業員３人以

下）が８名（6.8％）、家族従業者が２名（1.7％）、派遣社員として働いている人が７名（6.0％）

であり、多様な職種の人びとが回答者に含まれていることがわかる．このほかにも、主婦

が８名（6.8％）、無職が５名（4.3％）含まれている． 

最後に回答者の年収をみると、100万円未満の人が 24名（20.5%）、100万円以上 300万

円未満の人が 39 名（33.3％）、300 万円以上 500 万円未満の人が 28 名（23.9％）、500 万

円以上 700万円未満の人が 10名（8.5％）、700万円以上の人が９名（7.8％）であり、年

収 100 万から 500 万の人が全体の 57.2％（67 名）となっている．従業上の地位と年収を

合わせてみると、100 万未満の人びとが 20.5％（24 名）いることは、回答者のなかで大

学・大学院生などの学生が多く含まれていることによると考えられる． 

 

 

 



 140 

III.2.2  「韓流」がもたらした「祖国」との出会い 

 

 「韓流ブーム」という現象が現れる前から、在日韓国・朝鮮人は、総聯や民団のような

民族団体で発行する新聞や雑誌、そして、前章で取り上げていた『三千里』や『ウリ生活』

など、民族団体の立場を代弁するメディアの性格から離れ、自由に意見交換をする「場」

を提供してきたさまざまな雑誌などが存在していた．ところが、そのようなメディアは、

主に「祖国」の歴史や風俗、あるいは、日本社会における在日韓国・朝鮮人の生活面を捉

えていたため、必ずしも「いま・現在」の韓国を知る十分な資料になっていたとはいえな

い． 

こうした点を踏まえながら、ここでは、在日韓国・朝鮮人の「韓国でつくられたメディ

ア・コンテンツ」への接触という側面に注目し、まず回答者が「韓国でつくられたメディ

ア・コンテンツ」にいつから接触しはじめたのか、それは、どういうきっかけによるもの

だったのか、「韓流ブーム」以前に在日韓国・朝鮮人にとって「韓国」はどれくらいの距

離をもった存在だったのかという３点を中心に「韓流ブーム」と在日韓国・朝鮮人との関

係性について考察していこう．  

回答者の特性をまとめた＜表 ９＞が示すように年齢の幅が広い回答者それぞれがは

じめて「韓国で作られたメディア・コンテンツ」に接触し始めたのは、いつ頃であったの

か．「韓流調査」で調べた接触時期をみてみると、「韓国で作られたメディア・コンテンツ」

にはじめて接触した時期の分布は、1960年代が５名（4.3％）、1970年代が４名（3.4％）、

1980年代が 18名（15.4％）、1990年代が 31 名（26.5％）、2000年以降が 58名（49.5％）

であり 1990年代以降の接触が全体の約８割を占めている． 

 こうした結果は、「韓流」以前の在日韓国・朝鮮人の「韓国で作られたメディア・コン

テンツ」への接触環境について述べた宋（2007）の議論とも一致している．前項でも述べ

たように、宋は、在日韓国・朝鮮人が韓国ドラマを日常的に入手できるようになったのが

海外旅行の自由化（1989 年）以後であり、ニューカマーが日本に住みはじめてからであ

ったと指摘し、最初に輸入されたドラマがニューカマーを対象にしていたことに言及して

いる． 

 また、2000 年以後から「韓国で作られたメディア・コンテンツ」に接触しはじめた比

率が高いことは、「韓流」のみならず、2002 年のワールドカップの日韓共同開催などの大

型イベントを通して韓国の現代文化が数多く日本に入るようになったことが理由として

挙げられる（岩渕 2004，2007; 毛利編 2004）． 

 1990年代以後、「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」に接触しはじめた人が多い
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という結果は、在日韓国・朝鮮人が「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」に日常的

に自由に接触するようになったことが在日韓国・朝鮮人社会という孤立された環境からで

はなく、ニューカマーの増加やワールドカップ、「韓流ブーム」のような日本社会の環境

変化から可能になったことを表していると考えらえる． 

 それでは、在日韓国・朝鮮人は、どのようなきっかけによって「韓国でつくられたメデ

ィア・コンテンツ」に接触するようになったのか．そのきっかけを、接触しはじめた時期

別に区分したのが＜表 12＞である． 

 

 

＜表 12＞ 時期別「韓国でつくられたメディア」接触のきっかけ 

 

在日社会： 

家族・親戚 

友人・学校 

日本社会： 

友人・学校 

知り合い 

日本社会： 

メディア 

ニューカマーの

勧め 

韓国社会： 

留学・訪問 
自らの関心 

1960 年以前 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

1960 年代 3 (60.0) 0 (0.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (20.0) 

1970 年代 1 (25.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 

1980 年代 11 (64.7) 0 (0.0) 1 (5.9) 1 (5.9) 2 (11.8) 2 (11.8) 

1990 年代 19 (63.3) 3 (10.0) 2 (6.7) 2 (6.7) 2 (6.7) 2 (6.7) 

2000 年以降 36 (62.3) 7 (12.3) 10 (17.5) 3 (5.3) 1 (1.8) 0 (0.0) 

*「韓流調査」のデータを基に筆者作成 

**無回答の票を除外して集計したため、人数の合計が 117 にならない場合がある． 

 

 

「韓流調査」では、「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」に接触するようになっ

たきっかけを「在日の知人や友人の勧め」「ニューカマーの知人や友人の勧め」「日本人の

知人や友人の勧め」「その他」（自由記述回答）の４項目で調べた98．その分布をみてみる

と時期別に「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」への接触きっかけが異なっている

ことがわかる． 

 まず、在日韓国・朝鮮人同士の勧めは、1960 年代以前から 2000年以後まで常に重要な

きっかけになっていることがわかる．日本人の知人や友人の勧め、日本のメディアを通し

た接触は 1960 年代からみられる一方、その数値が大幅に増加する時期は 2000 年以後で、

それ以前にはあまりみられない．これは、上でも述べたように、2000 年以後の日韓文化

交流の加速化に伴う日本のメディア環境の変化によるものと考えらえる．そして、ニュー

                                                   
98 詳しい調査項目については、巻末の APPENDIX＜在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触現況に関する調査： 

調査依頼状・調査票＞の＜問 ３＞を参照． 
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カマーの勧めや韓国留学・訪問などを通して接触し始めた人びとは 1980 年代からみられ、

日本におけるニューカマー登場時期とほぼ同じ時期であることがわかる． 

 また、ここで注目すべきことは、自らの関心をもって「韓国でつくられたメディア・コ

ンテンツ」に接触した人びとの比率が少ないことである．特に、2000 年以後は、在日韓

国・朝鮮人同士の勧め、日本のメディア、日本人知人や友人の勧めをきっかけに接触しは

じめたという回答が多くみられる一方、自らの関心から接触しはじめたという回答はみら

れない．このような結果は、2000 年以後の「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」

への接触が、主に「韓流ブーム」のような日本のメディア環境の変化を反映する「浴びる」

環境の影響を受けていたことを裏付けている． 

 ここで、もうひとつ考えなければならないことは、「韓流調査」の回答者である在日韓

国・朝鮮人にとって、「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」への接触が「祖国」に

関する具体的な知識や「祖国」での実質的な経験をきっかけとしてなされたのか、それと

も、「祖国」に関する情報や体験がない状況においてなされたのかということである．も

し、「祖国」に関する具体的なイメージが不在している状況のなかで「韓国でつくられた

メディア・コンテンツ」に接触しはじめ、「韓流ブーム」のような「祖国」メディアを「浴

びる」ようになったとするならば、そこでの「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」

はメディアとしての役割のみならず、「祖国」に関する新たな認識をもたらす役割も果た

していることになる． 

 この点について「韓流調査」から明らかになったことは、「韓流ブーム」といわれてい

た 2003 年以前に韓国を訪問したことのある回答者比率が全体の約４割に過ぎないことで

ある．その分布を詳しくみていくと、2003 年以前に韓国を一度も訪問した経験がないと

答えた回答者が 74 名（63.2％）、１～２回訪問したことがあると答えた回答者が 20 名

（17.1％）、３～４回訪問したケースが４名（3.4％）、５回以上訪問したことがあると答

えたの 19 名（16.2％）になっている．これは、回答者の６割以上の人びとが「祖国」に

関する具体的イメージや知識のない状況のなかで「韓国でつくられたメディア・コンテン

ツ」に接触しはじめたことを意味している．「祖国」に関する具体的なイメージが描けな

い状況のなかで「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」に接触するようになった在日

韓国人と、「祖国」での経験や情報をもつ人びとが「韓国でつくられたメディア・コンテ

ンツ」に接触することとの間には、どのような差異がみられるのだろうか．「韓国でつく

られたメディア・コンテンツ」、とりわけ 2000 年以降に多量に流入された「韓流」メディ

ア・コンテンツは、在日韓国・朝鮮人にどのようなインパクトを与えたものであったのだ
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ろうか．次項では、「韓流」メディア・コンテンツへの露出の度合い、すなわち、接触頻

度の度合いが「韓流ブーム」時期（2003 年）と調査時期（2008 年）との間にどのように

変化していたのかをみながら、「観る」という行為が「祖国」に対する意識や環境をを解

釈する方式に与えた影響をいくつかのタイプに分けて分析してみよう． 

  

 

III.2.3  2003年と 2008年における韓国メディア・コンテンツとの接触頻度の変化 

 

「韓流」が「祖国」メディア・コンテンツへの接触に与えた影響を念頭にいれながら本

項では、在日韓国・朝鮮人「韓流」経験が一時的なものではなく、変化をともないながら

持続されてきたことを確認してみることにしよう．「韓流調査」では、「韓流ブーム」時期

（2003 年）と調査時点（2008 年）それぞれの時期において韓国メディア・コンテンツと

の接触頻度を１点から７点までの尺度99で把握し、それぞれの在日韓国・朝鮮人が韓国の

メディア・コンテンツをどのように接触していたのかを調べた100（＜図 14＞参照）． 

＜図 14＞に示されているように、実際の接触頻度を「韓流ブーム」時期（2003 年）

からみてみると、「全くなし」（１点）が 9.4％（11名）、「年に一回程度」（２点）が 12.8％

（15 名）、「年に数回」（３点）が 20.5％（24 名）として回答者の４割以上がほとんど韓

国メディア・コンテンツに触れていない特徴をもっている．その反面、「月に一回程度」

（４点）は 14.5％（17名）、「週に一回程度」（５点）が 17.9％（21名）、「週に数回」（６

点）が 14.5％（17名）、「ほとんど毎日」（７点）が 8.5％（10名）として回答者の５割以

上の人びとは、「韓流ブーム」時期（2003年）から韓国メディア・コンテンツへ頻繁に接

続していることがわかる． 

続いて、調査時点（2008年）の接触頻度の場合、「全くなし」（１点）が 5.1％（６名）、

「年に一回」（２点）が 7.7％（９名）、「年に数回」（３点）が 14.5％（17 名）として、

その比率は３割を下回っていることがわかる．一方、「月に一回程度」（4点）は 11.1％（13

名）、「週に一回程度」（５点）が 21.4％（25名）、「週に数回」（６点）が 22.2％（26名）、

                                                   
99 接触頻度は、接触の度合いを順序尺度で聞くものであったが、実際の調査票においては、「韓流ブー

ム」時期（2003年）と調査時点（2008年）との間にみられる回答者の接触頻度の変化を数値で計算

していくために、便宜上、接触頻度について「全くなし」を１点、「年に１回程度」を２点、「年に数

回」を３点、「月に１回程度」を４点、「週に１回程度」を５点、「週に数回」を６点、「ほとんど毎日」

を７点としてそれぞれの接触度合いについて１点から７点までの値を与え、間隔尺度としてみなし、

分析をおこなった． 
100 詳しい調査項目については、巻末の APPENDIX＜在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触現況に関する調査： 

調査依頼状・調査票＞の＜問 11＞を参照． 
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「ほとんど毎日」（７点）が 16.2％（19 名）として全体の６割を上回り、「韓流ブーム」

時期（2003年）より接触頻度が増えているが注目に値する． 

 

 

 

＜図 14＞ 韓国メディア・コンテンツとの接触頻度の比較（％） 

*「韓流調査」のデータを基に筆者作成 

 

 

＜図 14＞の分布からもうかがえるように、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験は一時的

な出来事というより連続的な経験として現れており、韓国でつくられたメディア・コンテ

ンツへの接触頻度も時期によって大きな変化を経験していることがわかる． 

それでは、回答者の個人レべルからみて接触頻度は「韓流ブーム」時期（2003 年）と

現在（2008 年）との間にどのように変化したのか．それぞれの時期に韓国メディア・コ

ンテンツとの接触頻度が変化したグループは、どういう背景をもっているのか．そして、

その変化の様子は、どういうパターンで現れているのか． 

在日韓国・朝鮮人の韓国メディア・コンテンツとの接触がもつ多様な様相を明らかにす

るために、ここでは、それぞれの時期における接触頻度を基に、回答者をいくつかの相対

的なパターンにわけてみることにしよう． 

まず、2003 年と 2008 年の韓国メディア・コンテンツへの接触頻度（７点尺度で回答）

について平均値を計算してみよう．「韓流ブーム」時期（2003 年）の平均値が 3.98 点、

調査時点（2008年）の平均値が 4.70点になる．そこで、「韓流ブーム」の時期（2003年）

の接触頻度に関するデータを平均値（3.98 点）より低いグループ（Ａ）と平均値（3.98

点）より高いグループ（Ｂ）に分類する．また、調査時点（2008 年）のデータについて

も同じように、平均値（4.70点）より低いグループ（a）と平均値（4.70点）より高いグ
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ループ（b）に分ける．そして、それぞれの時期の平均値より高いグループと低いグルー

プを組み合わせることで（Ab）、（Bb）、（Aa）、（Ba）といった、４つの相対的なタイプを作

り出すことが可能になる（＜図 15＞参照）． 

以下の分析においては、この４つの相対的グループにそれぞれ「接触増加型」（Ab）、「高

接触安定型」（Bb）、「低接触停滞型」（Aa）、「接触低下型」（Ba）と名づけ分析を進めてい

くことにしよう．ちなみに、2003年から 2008 年にかけて、接触の程度は総体として高ま

っている．したがって、たとえば「接触低下型」のなかにも、程度だけでいえばより高く

なっているケースが含まれうる．この分類は、平均を基準に人びとの相対的位置の変化を

示したものであることに注意を要する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれのタイプに属する人びとの分布は、「接触増加型」（Ab）が 19名（16.2％）、「高

接触安定型」（Bb）が 51名（43.6％）、「接触低下型」（Ba）が 14名（12.0％）、「低接触停

滞型」（Aa）が 31 名（26.5％）になっている．この分布のなかに「高接触安定型」（Bb）

が占める割合が高いことから、回答者のなかで韓国メディアを日常で接触している人びと

がもっとも多いことが際立つ．一方、「韓流ブーム」時期（2003年）や調査時点（2008年）

2008年 低接触（a） 

Y＜4.70 「月１回」以下 

2003年 低接触（A） 

X＜3.98 「年数回」以下 

2003 年 高接触（B）  

X＞3.98 「月１回」以上 

接触増加型（Ab） 

19 名 

低接触停滞型（Aa） 

  31 名 

  高接触安定型（Bb） 

51 名 

接触低下型（Ba） 

14 名 

2008 年 高接触（ｂ） 

Y＞4.70 「週数回」以上 

＜図 15＞ 韓国メディア・コンテンツへの接触頻度の変容類型 

*「韓流調査」のデータを基に筆者作成 
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という時期に関係なしに韓国メディア・コンテンツとの接触頻度が低いケース（Aa）や、

「韓流ブーム」時期（2003 年）に韓国メディア・コンテンツとの接触が集中されている

グループ（Ba）が全体の約４割を占めていることも注目に値する． 

次に、それぞれのタイプに属する人びとの特徴をみておこう（＜表 13＞参照）． 

  

 

＜表 13＞ 人口学的・社会学的属性による変容類型の特徴（単位：人・％） 

 

 

 

「接触増加型」（Ab）には 20 代以下、民族学校の経験をもたない女性が多い101．「高接

触安定型」（Bb）には、性別と年齢の偏りがみられない一方、世代と教育変数という点で

は、２世と３世の民族学校の経験をもたない人びとが中核を成している102．「接触低下型」

（Ba）では、40 代以下、２世、民族学校の経験をもつ人が多くを占めることが際立つ．

また、「低接触停滞型」（Aa）には 30 代、３世や４世、男性が多く含まれていることがわ

                                                   
101 「韓流調査」で得られたデータを基に性別と民族学校との相関関係をみてみると、男性のなかで民  

族学校の経験者が 20名（37.0％）、経験をもたない者が 34名（63.0％）、女性のなかで民族学校の

経験者が 28 名（45.9％）、未経験者が 33 名（54.1％）を占めている．在日韓国・朝鮮人は母集団

が確定できないため、性別と民族学校の経験有無との関係がどのような分布を表しているのか特定

することが難しい．ところが、「韓流調査」のなかで性別と民族学校の経験との間に相関関係がみ

られなかったことから、「接触増加型」（Ab）がジェンダーと民族学校の経験有無という２つの変数

の影響を同時に受けているとみることができる． 
102 「韓流調査」における世代と民族学校の経験有無との関係は以下の通りである．２世のなかで民族

学校経験者と未経験者は、それぞれ 22名（50.0％）、３世のなかで民族学校経験者は 21名（36.2％）、

未経験者が 37名（63.8％）、４世のなかで民族学校経験者が４名（57.1％）、未経験者が３名（42.9％）

として世代に偏ることなく、民族学校の経験者が多く含まれている特徴をもっている．民族学校に

通う学生の数や学校の数が減っている傾向から考えると、「韓流調査」で得られたデータは、民族

学校を中心としたコミュニティなど「可視化」されている在日韓国・朝鮮人のもつ考え方や意見が

多く反映されているとみることができる． 

合計 （％）
男性 54 （100.0） 6 (11.1) 22 (40.7) 7 (13.0) 19 (35.2)
女性 61 （100.0） 13 (21.3) 29 (47.5) 7 (11.5) 12 (19.7)
20代以下 38 （100.0） 10 (26.3) 12 (31.6) 6 (15.8) 10 (26.3)
30代 32 （100.0） 4 (12.5) 14 (43.8) 1 (3.1) 13 (40.6)
40代 19 （100.0） 1 (5.3) 10 (52.6) 4 (21.1) 4 (21.1)
50代以上 26 （100.0） 4 (15.4) 15 (57.7) 3 (11.5) 4 (15.4)
２世 43 （100.0） 5 (11.6) 23 (53.5) 7 (16.3) 8 (18.6)
３世 57 （100.0） 8 (14.0) 24 (42.1) 5 (8.8) 20 (35.1)
４世 8 （100.0） 3 (37.5) 2 (25.0) 0 (0.0) 3 (37.5)
その他 6 （100.0） 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 0 (0.0)

民族学校 あり 48 （100.0） 4 (8.3) 18 (37.5) 12 (25.0) 14 (29.2)
の経験 なし 65 （100.0） 13 (20.0) 33 (50.8) 2 (3.1) 17 (26.2)

**世代は父親の世代を基準にしたものであるため、「その他」は、父親が日本人、あるいは、その他の外国人の場合を指す．

世代**

無回答の票を除いて集計したため、人数の合計が117にならない場合がある．

*年齢は調査時点である2008年を基準にしたものである．

接触増加型 高接触安定型 接触低下型 低接触停滞型

性別

年齢*

「韓流調査」のデータを基に筆者作成
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かる． 

以上の結果は、在日韓国・朝鮮人の多様な生育過程と生活環境が、「祖国」の大衆文化

である韓国メディア・コンテンツを受け入れる形態にも一定の影響を与えていることを示

す．ただし、その影響のかたちは必ずしも一様ではなく、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経

験がもつ影響力の多様な様相を明らかにしていくことの必要性を裏付けている． 

 

 

III.2.4 ブームとしての「韓流」経験と「祖国」文化としての「韓流」経験 

 

 メディアへの接触が、そのメディアに接触する人びとに同一な所属感や意識を呼び起こ

す役割を果たしていると主張した Appadurai(1996=2004)や Anderson(1983=1997)、

Edenser(2002)の議論に基づいて考えると、「韓流」を通して「祖国」のメディア・コンテ

ンツに高い関心を抱くようになった人びとや接触頻度が高くなった人びとのほうが、「韓

流」の影響を大きく捉え、意識の変化もを経験したということができる．また、この点に

おいて「韓流ブーム」（2003年）時期と調査時点（2008年）との間に変化した「韓国でつ

くられたメディア・コンテンツ」への接触頻度は、個々人が感じる「韓流」の影響力に与

えたと考えることができる． 

本項では、前項で接触頻度の変容を通して作った相対的な４つのグループのなかで性別

や年齢、民族学校の経験有無などの変数がばらついていたことを念頭に置きながら、「観

る」行為と意識の変化との関係について分析を進めていきたい．特に、ここでは、Cornell 

and Hartmann(［1998］2007)が行為主体の絶えず変化する環境への解釈（interpretation）

や応答（response）がアイデンティティの構築過程と密接にかかわっていると論じたこと

を分析の基盤に置きながら、それぞれのグループに分けられている人びとがどのように

「韓流ブーム」というメディア環境の変化を解釈し、それに応答していたのかについて主

に考察していく．そのために、「韓流ブーム」時期（2003年）と調査時点（2008年）との

間に現れた「観る」行為の変化様子が反映されている接触頻度変容の類型を独立変数とし

て用い、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験が「観る」行為によってどのように質的に異な

っていたのかをみていきたい． 

以上で述べた問題意識を具体的に分析していくために、ここでは、「韓流調査」のなか

で調査対象者に「韓流」をきっかけにおこなった行動を聞いた項目中心に分析を進めてい

くことにしよう． 
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「韓流調査」のなかでは、10項目のそれぞれ次元が違う行動について質問をしている．

たとえば、10項目のなかでは、「普通」の「韓流」ファンであるならばおこなうと予想さ

れる、「韓国ドラマの視聴」「韓国関連の本や雑誌の購読」「インターネットを通じた韓国

関連情報の収集」「韓国ドラマを観るため衛星放送やケーブルテレビなどの受信を申し込

む」などの、韓国メディア・コンテンツをもっと楽しむための行動様式が４項目挙げられ

ている．その反面、韓国そのものへの関心を反映させる、「韓国旅行に出かける」「ハング

ル学習」「韓国での語学研究や留学」などの射程が広がった行動の変化が３項目入ってい

る．そして、「韓流」をただの韓国メディア・コンテンツへの接触頻度の増加や韓国その

ものへの関心の度合いの増加のきっかけとして経験したことに止まらず、在日韓国・朝鮮

人としての自己意識が「刺激」されるきっかけとして経験しているケースを選び出すため

に、「在日関連の団体や組織に参加するようになった」「本名を名乗るようになった」とい

う２項目の行動変化もを同じく 10項目のなかに並べた103． 

それでは、2003年と 2008年との間に変化した韓国メディア・コンテンツへの接触頻度

を基に作られた４つの類型に属する人びとは、それぞれ「韓流」をどのようなレベルで経

験していたのだろうか．どの類型に属している人びとがただのブームとして「韓流」を経

験し、また、どういう人びとが「韓流」をきっかけに在日韓国・朝鮮人としての自己認識

を再び「考える」ようになったのだろうか．次の＜表 14＞をみながら分析してみよう． 

 

 

＜表 14＞ 接触類型による「韓流」以後の行動変化（複数回答、単位：人・％） 

 

 

                                                   
103 詳しい質問項目については、巻末の APPENDIX＜在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触現況に関する調査： 

調査依頼状・調査票＞の＜問 16＞を参照． 

「冬のソナタ」韓国関連の 韓国関連 ケーブルや 韓国 ハングル 語学研修や 在日団体に 本名を
以外の韓国 本や雑誌 インターネット 衛星受信 旅行に 学習を 留学に 参加する 名乗るように
ドラマ視聴 購読 情報検索 申込み 行った はじめた 行った ようになった なった

95 53 51 24 26 35 6 17 9
(81.2) (45.3) (43.6) (20.5) (22.2) (29.9) (5.1) (14.5) (7.7)

接触 17 14 12 1 9 11 3 5 5
増加型 (89.5) (73.7) (63.2) (5.3) (47.4) (57.9) (15.8) (26.3) (26.3)

高接触 43 28 31 20 16 20 2 10 1
安定型 (84.3) (54.9) (60.8) (39.2) (31.4) (39.2) (3.9) (19.6) (2.0)

接触 13 5 2 2 0 1 0 1 0
低下型 (92.9) (35.7) (14.3) (14.3) (0.0) (7.1) (0.0) (7.1) (0.0)

低接触 21 6 6 0 1 3 1 1 3
停滞型 (67.7) (19.4) (19.4) (0.0) (3.2) (9.7) (3.2) (3.2) (9.7)

**括弧内は、それぞれの型に該当する人数を全体としたときの割合（％）を示す．

韓国メディア・コンテンツへの関心 韓国そのものへの関心 在日韓国・朝鮮人としての認識

全体

*「韓流調査」のデータを基に筆者作成
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＜表 14＞は、回答者が「韓流ブーム」を経験した 2003年以後から調査時点である 2008

年までおこなったことのある行動を複数選んだ項目を、接触頻度の変容を表す４つのグル

ープ別に分けてクロス分析を実施した結果をまとめたものである． 

まず、「韓国でつくられたメディア・コンテンツ」に対する関心が現れた行動として考

えられる項目をみてみよう．「韓流」以降に「冬のソナタ」以外の韓国ドラマを観たと答

えた人の割合は、すべての類型において約７割から９割まで視聴経験があると答えている．

ところが、日本のメディア環境が提供してくれる、自分の意思と関係なく一方的に「浴び

ている」ドラマを除けば、それぞれの類型によって韓国メディア・コンテンツへの関心の

度合いが異なっていることがわかる．その例として、韓国関連の本や雑誌をみたと答えた

割合は、「接触増加型」が 73.7％（14 名）、「高接触安定型」が 54.9％（28 名）として全

体の平均 45.3％を大きく上まわっていることがわかる．一方、「接触低下型」や「接触停

滞型」の場合、それぞれ 35.7％（５名）、19.4％（６名）として自ら本や雑誌を探してみ

るケースは少ない． 

「接触増加型」と「高接触安定型」にみられる積極的な韓国メディア・コンテンツへの

関心の度合いの高さは、韓国関連のサイトの検索経験を聞く項目においても同じくみられ

た．インターネットで韓国関連の情報を検索した割合の全体平均は、43.6％として高い数

値を示しているが、「接触増加型」や「高接触安定型」の場合検索経験があると答えた割

合がそれぞれ 63.2％（12 名）、60.8％（31 名）としてそれぞれの類型に属する６割以上

の人びとが「韓流」をきっかけに韓国関連の情報をインターネットでみるようになったこ

とがわかる． 

ところが、「韓流」をきっかけに衛星放送やケーブルテレビなどを受信できるようにし

たと答えた割合は、「高接触安定型」が 39.2％（20 名）を占めるに対し、「接触増加型」

の場合 5.3％（１名）としてこれまでの分布と違う様子を表している．衛星放送やケーブ

ルテレビを韓国ドラマや情報をすばやく得られるチャンネルとして考えた場合、「高接触

安定型」と「接触増加型」との間にみられるこうした違いは、何を意味するのだろうか． 

ここでひとつ考えられる要素は、「接触増加型」と「高接触安定型」との間にみられる

属性の違いである（＜表 13＞を参照）．「接触増加型」の場合、52.1％（10名）が 20代

以下で、世代的にも３世が 42.1％（８名）、４世が 15.8％（３名）含まれるなど、比較的

に若い層がその多くを占めている．一方、「高接触安定型」の場合、50 代以上が 29.4％（15

名）でもっとも多く、世代的にも２世が 45.1％（23 名）、３世が 47.1％（24 名）となっ

ており「接触増加型」の場合よりも上の世代の人が多く含まれている特徴をみせている．
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衛星放送やケーブルテレビの場合、家を単位に契約しているので、家族を形成している

30代以上の人びとの契約率が高い可能性が大きい104． 

続いて、行動の射程がもっと広い、韓国そのものへの関心の度合いが表れている項目に

移ってみることにしよう． 

韓国そのものへの関心を表す項目として設定したのは、まず、韓国旅行に行ったことが

あるかという質問である．「韓流」がきっかけになって韓国に行ってみるようになったと

答えた全体の割合は、22.2％としてあまり高くない．ところが、「接触増加型」と「高接

触安定型」の場合、それぞれ 47.4％（９名）、31.4％（16名）が「韓流」をきっかけに韓

国旅行に行ったと答え、平均を大きく上まわっている105． 

また、そのなかで語学研修や留学など韓国をもっと知るために、一定期間を韓国で過ご

したケースは、「接触増加型」が 15.8％（３名）、「高接触安定型」が 3.9％（２名）とし

て「接触増加型」に属する人びとが他の類型に属している人びとより「韓流」を通して韓

国メディア・コンテンツだけばかりではなく、韓国そのものへの関心の度合いが高くなっ

ていたことがうかがえる．韓国そのものへの関心の度合いの高さは、「韓流」をきっかけ

にハングルを学習するようになったと答えた割合が「接触増加型」「高接触安定型」にお

いてそれぞれ 57.9%（11名）、39.2％（20名）を占めていることからも読み取ることがで

きる． 

「韓流調査」では、在日韓国・朝鮮人にとって「韓流」がどれくらいの影響をもつもの

として作用したのかをみるために、韓国メディア・コンテンツへの関心や韓国そのものへ

                                                   
104 「韓流調査」と並行して実施されたインタビュー調査においても「韓流ブーム」をきっかけにケー

ブルテレビが受信できるようにした語りがいくつかみられた．たとえば、「高接触型」として分類さ

れるＧさんは以下のように述べている．“……韓流で、どんどん、どんどん、（韓国ドラマが）出てく

る、うちは、KNテレビを入れて、もう、朝から晩まで日本の、子どもたちがオムマ（母親）、天気予

報とニュースくらいは日本のをみようとというくらいもう朝から晩まで、それをやって……”（女性、

在日２世、2008 年インタビュー当時 54 歳、民族学校の経験あり、本名のみ使用）Ｇさんのように、

家のテレビをもっとも長い時間視聴できる主婦層が多く含まれているグループにおいてケーブルテ

レビの受信可能性も高くなっていく．家を単位とする受信のもうひとつの例としてＧさんと同じく

「高接触安定型」でありながら年齢が違うＪさんの語りからもみることができる．“……親も韓流ブ

ームにはまってたからうちも KNTV 導入するようになって、いまも導入しているんだけど、みたらと

ても面白くて、いまは（東京では）インターネットで全部みるんだけど、実家にいた頃はずっとみて

て……”（女性、在日３世、2008年インタビュー当時 31歳、民族学校の経験あり、本名のみ使用） 
105 韓国そのものへの関心が韓国旅行という形で現れてきたのは、インタビュー調査においても明らか

になっていた．幼稚園から高校まで朝鮮学校を通っていた 2008年当時 31歳だった在日３世の女性は

「韓流ブーム」と総聯との関係を基に韓国旅行のながれを次のように語っていた．“…（前略）…（韓

流ブームがあって）その後、急に二世のおばさんたちが韓国に行きはじめて、それでこっちもあっち

もみんな韓国行ってみたと言っていて、それで、拉致問題の以前にはそういうのやっちゃだめだ、み

たいな雰囲気だったけど、行ってはいけない．総聯の人は特に．商売に行く人以外は行ってはいけな

いというのがあったけど、どうしても韓流ブームが大きいせいか、いまはもう総聯が止められなくな

って…（後略）…”． （女性、在日３世、2008 年インタビュー当時 31歳、民族学校の経験あり、本

名のみ使用） 
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の関心という２つの次元を超えた項目を設定した．それが在日韓国・朝鮮人としての自己

認識を形成する／見直すきっかけとしての「韓流」という観点である．そのために、質問

では、「韓流」をきっかけに在日関連の団体や組織に参加するようになった割合や本名を

名乗るようになったという２つの行動変化に注目した． 

「韓流」をきっかけに在日関連の団体や組織に参加するようになったと答えた割合は、

全体の 14.5％として１割を少し超えている．ところが、「接触増加型」に属する人びとの

なかで「韓流」をきっかけに在日関連の団体や組織に参加するようになったケースは、

26.3％（５名）、「高接触安定型」では 19.6％（10 名）と、いずれも全体の割合より高い

数値を示している．一方、韓国メディア・コンテンツへの関心の度合いにかかわる項目、

特に、韓国ドラマの視聴の面では、他の類型とあまり差がみられなかった「接触低下型」

や「低接触停滞型」の場合、「韓流」を通して在日団体に参加するようになったと答えた

割合が１割にも満たないことから、2003年と 2008年との間に変化した韓国メディア・コ

ンテンツとの接触頻度が「韓流」経験を多様に作り上げていたことがうかがえる． 

ここで注目しておきたいのは、「韓流調査」が「可視的」なっている在日韓国・朝鮮人

のグループを中心に調査対象者を広げていた点である106．調査対象に含まれている人びと

のなかには、民族学校に通いながら総聯や民団などの大手の在日団体となんらかのかかわ

りをもっていたケースや、大学生、あるいは、社会人になってから総聯と民団とは違う、

上部団体をもたない自主的な集まりに参加しているケースが多く含まれている．こうした

調査のプロセスからもわかるように、民族団体に参加した経験のない人が少ないなかで

「韓流」をきっかけに在日団体に参加するようになったと答えたのは、どのように解釈で

きるのだろうか107． 

次に、韓国メディア・コンテンツの接触頻度にみられるこうした次元の違う「韓流」経

験は、「韓流」をきっかけに自分の本名を名乗るようになったという項目からもみること

ができる．全体として「韓流」が本名を名乗るきっかけになったと答えた割合は１割にも

満たさない 7.7％に過ぎないが、そのほとんどが「接触増加型」に属する人びとであるこ

とが目を引く． 

「韓流調査」において調査時点（2008 年）に「本名だけを使っている」と答えた人は

                                                   
106 具体的な「韓流調査」のプロセスについては、巻末の APPENDIX＜在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触

現況に関する調査のプロセス＞を参照． 
107 「韓流調査」では、在日団体への参加有無に対する項目が設けられてない．ところが調査時点（2008

年）における在日団体へのかかわり状況を推し量る項目として在日団体で発行しているメディアに触

れた経験有無や民族学校の経験有無という２つの変数を挙げることができる．「韓流調査」において

総聯や民団が発行する新聞や雑誌に触れたことがないと答えた人数は、18名（15.7％）であり、民

族教育を経験したことのない人数は、65名（57.5％）であった． 
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48名（42.5％）、「本名と通名を両方使っている」と答えた人は 50名（44.2％）、「通名だ

けを使っている」「日本語読みとハングル読みが同じである」と答えた人がそれぞれ 12名

（10.6％）、３名（2.7％）という分布を示していた．また、「本名だけを使っている人」

や「本名と通名を両方使っている人」のなかで部分的にせよ本名を使いはじめた時期につ

いて 40 名（40.4％）の人が「生まれたときから」、16 名（16.2％）が「小学校のときか

ら」、３名（3.0％）が「中学校のときから」、６名（6.1％）の人びとが「高校のときから」

そして、34名（34.3％）の人びとが「高校を卒業してから」だと答えている． 

このような分布をもとに、2003 年の時点の年齢と「本名を使い始めた時期」とを照ら

し合わせてみると、2003年当時「通名だけを使っていた」と想定される人数は、約 34名

で全体の 29.1％を占める．そのなかで９名が「韓流ブーム」をきっかけに部分的にせよ

本名を名乗るようになったことは、看過できない変化として捉えることができると考えら

れる． 

「接触増加型」のなかに 20 代以下、あるいは、民族学校の経験をもたない女性が多く

含まれていたことを考えると、「韓流」は、「民族的なるもの」に触れるチャンスをほとん

ど与えられないまま青少年期を過ごした在日韓国・朝鮮人の若い世代にとって単純な「ブ

ーム」ではなく、韓国そのものへの関心が芽生えていくきっかけ、もっといえば、在日韓

国・朝鮮人としての自分を認識／再認識する環境を作り上げてくれたのではないだろうか

108． 

これまでの分析結果は、次のようにまとめることができる．「接触増加型」と「高接触

安定型」は、韓国メディア・コンテンツを日常生活で持続的に接している特徴をもつ．こ

れは、それぞれのグループに属している人びとが、「韓流」を単純なブームとして経験し

たのではなく、ブームが過ぎた後からも韓国メディア･コンテンツを日常文化として受容

                                                   
108 インタビュー調査においても「韓流ブーム」が日本社会内で本名を名乗る大きなきっかけになった

という内容は、「接触増加型」として相対的に分類される在日３世の男性の、以下のような語りから

もみることができる．“あ、そうだ．韓流は、えとね、韓流は、2000年、はじめてみたのが「８月の

クリスマス」で、でもその留学同のなんか全国の集まりとかで韓流ブームに対する議論みたいのがあ

って、自分と一緒に行った、日本学校出身の子は韓流ブームがあってよかった、明らかによかったと

思っていたけど、朝鮮学校の子は、あんなの役に立たないみたいなこと行ったけど、それは絶対嘘だ

と思ったし、韓流ブームがあったおかげで、その日本人意識が変わって、在日の意識もたぶん変わっ

たと思うけど、何よりも日本人の韓国に対する認識が変わったのがすごい大きかったと思うし、それ

で勇気もった人も多かったんじゃないかな、だから決定てきだったと、文化としては、自分にとって

もそうだし……やっぱり自分が文化とかなかったら、ちょっと行動主義とかあるからそうだね．周り

に合わせていくようなところがあるから、無理だったんじゃないかなと思う．すごい（４秒沈黙）そ

うだね、自分が留学同に行って、在日の友達に会ったのもすごい勇気が出たし、どっちが強い影響え

よく与えたというのは、どうだろう（４秒沈黙）やっぱり、目の前にいる人かな、うん、でも、それ

だけだったら自分は多分本名名乗ってなかったと思うし……”．（男性、在日３世、2008年のインタ

ビュー当時 25歳、民族学校の経験なし、本名と通名両方使用） 
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していたことを意味している．そして、彼／彼女らの「韓流」経験は、在日韓国・朝鮮人

としての自己認識に肯定的な影響を及ぼした出来事として位置づけられている． 

一方、「接触低下型」や「低接触停滞型」の場合、韓国メディア・コンテンツとの接触

頻度が低いことから、これらのグループに属している人びとが「韓流」を主に「ブーム」

として経験していたことがわかる．そして、その経験の内容も日常文化として韓国メディ

ア・コンテンツを受容していたグループの経験と次元の異なるものであったことが示され

ている． 

このような結果は、「韓流ブーム」を通じた韓国メディア・コンテンツとの持続的接触

が在日韓国・朝鮮人としての自分を認識／再認識させるきっかけになった一方、「韓流ブ

ーム」のような雰囲気しか経験しなかったグループにとって「韓流」経験は、在日韓国・

朝鮮人としての自己認識の変化や変化のきっかけとしては作用していなかったことを意

味している．以上のような分析結果を基に、次項では、さらに分析を進めて４つの類型に

属する人びとが自ら「韓流」をどのように評価しているのかについて考察をおこなってい

きたい．特に「韓流」に対する評価を自分にかかわる項目、自分の周りにかかわる項目、

そして、日本社会全体にかかわる項目という３つのレベルに分けて比べてみることによっ

てそれぞれの評価がどの面において重なり合うのか、あるいは、異なっていくのかに分析

の焦点を合わせてみることにしよう． 

 

 

III.2.5 「韓流」メディアとの接触頻度の類型にみる「韓流」への評価 

 

前項でも述べたように、Cornell & Hartmann（［1998］2007）や Brubaker（2004）の議

論からみて「韓流ブーム」をはじめとする日本のメディア環境の変化は、在日韓国・朝鮮

人がその「新しい」環境をみずから解釈し、また、グループ単位ではなく、個々人の解釈

にしたがって応答するきっかけをつくってくれた．また、その解釈のプロセスのなかで「韓

国でつくられたメディア・コンテンツ」へ多く触れ、また、それを「祖国」文化として楽

しんでいた「接触増加型」や「高接触安定型」のようなタイプに分類される人びとは、韓

国メディア・コンテンツへの関心の度合いや韓国そのものへの関心増加に止まらず、「在

日」としての自己認識もを構築／再構築する経験をしていた．そして、その構築／再構築

プロセスによって現れた変化の大部分は、在日韓国・朝鮮人としての自己認識、すなわち、

エスニック・アイデンティティに分かちがたく結びつけられている． 
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「韓流調査」では、行為者のもつ環境への解釈や応答の様子をより具体的に把握するた

めに、「韓流」が回答者自身のもつ意識に与えた影響を「韓流」以前と以後という時期区

分を設け、回答者の意識の変化を行動と意識の変化という２つの文脈から捉えようとした．

前項で分析した「韓流」以後におこなったことを聞いた質問が主に「行動」の面を捉えて

いたとするならば、ここで取り上げる変化はより「意識」に赴いている．この「意識」の

面を捉える質問項目は、個人レベル・集団レベル・社会レベルという３つのレベルに分け

て構成されている． 

まず、個人レベルに関する設問では、「自分のルーツに対する肯定的認識」「本名に対す

る愛着」「ハングルに対する愛着」がそれぞれ「韓流」前後にどのくらい変化してのかに

ついて聞いた．それぞれの項目は、「韓流」以前と以後の７点尺度で構成され、認識や愛

着が弱い場合には１点、強い場合には７点とするようにした．そして、それぞれの項目に

ついて「韓流」が影響を与えなかった場合には、「韓流」前後に同じ点数を与えるように

し、「韓流」が与えた影響だけを点数として評価するようにした． 

次に、集団レベルに関する測定指標としては、「在日韓国・朝鮮人の友人に対する愛着」

「在日韓国・朝鮮人団体への愛着」という項目を用い、上で述べた調査方法と同じように

「それぞれの項目を「韓流」以前と以後の７点尺度で構成し、愛着をほとんど感じていな

い場合は１点、強く感じている場合には７点にマークをつけるようにした．そして、回答

者のもつ「在日韓国・朝鮮人との連帯感」「日本社会に対する肯定的認識」という項目を

用い、社会レベルに「韓流」が及ぼした影響を調べた109． 

各レベルにおいて「韓流」が在日韓国・朝鮮人としての意識に及ぼした影響を測定する

項目――自分のルーツに対する肯定的認識、本名に対する愛着、在日韓国・朝鮮人との連

帯感、在日の友人に対する愛着――は、J.Phinney(1990)の議論に基づいて構成されてい

る． 

Phinneyは、エスニック・アイデンティティに関する経験的研究の理論的フレームワー

クを提供するために、1972 年以降、12 歳以上と大人を分析対象に発表された英語圏の心

理学・社会学分野の論文を 36 個のジャーナルから選び、その論文でつかわれていたアイ

デンティティ概念を整理した．Phinneyのまとめによると、アイデンティティを測定した

これまでの研究のなかで主に使われていた要素は、大きく所属感(sense of belonging)、

エスニック・グループに対する肯定的／否定的態度(positive and negative attitudes 

                                                   
109 詳しい質問項目については、巻末の APPENDIX＜在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触現況に関する調査： 

調査依頼状・調査票＞の＜問 17＞を参照 
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toward one's ethnic group)、エスニック愛着(ethnic involvement)110という３つの領域

に分かれる（Phinney 1990: 504-6）． 

「韓流」調査の質問票では、この３つ要素に基づき所属感については「在日韓国・朝鮮

人との連帯感」を、エスニック・グループに関する肯定的／否定的態度については「自分

のルーツに対する肯定的認識」「日本社会に関する肯定的認識」を、エスニック愛着につ

いては「本名に対する愛着」「ハングルに対する愛着」「在日団体に対する愛着」「在日友

人に対する愛着」を設問に加えた． 

以上のような設問を前項で用いた韓国メディア・コンテンツへの接触頻度の変容による

４類型――「接触増加型」「高接触安定型」「接触低下型」「低接触停滞型」――を独立変

数として分析した結果が＜表  15＞である． 

＜表 15＞を個人レベル・集団レベル・社会レベルの順にみていくことにしよう． 

 

 

＜表 15＞ 接触変容類型による個人・集団・社会レベル意識の肯定的変化 

 

 

第一に、個人レベルの意識の変化様子をみると、「韓流」以後に「自分のルーツに対す

                                                   
110 「韓流調査」では、「在日」としての自分に対する意識や感情・態度の変化を捉えるために、Ethnic 

Involvement を愛着と解釈したが、本来、Phinney（1990）における Ethnic Involvement とは、社会

的参加（social participation）と文化的慣習（cultural practices）を含む幅広い意味をもってい

る．Phinneyは、関与／かかわりあいともいえる Involvement を以下のように説明している．“自分の

エスニック・グループにおける社会的日常や文化的慣習への関与（involvement）は、エスニック・ア

イデンティティのみならず、多くの問題の指標としてもっとも多く使われている．この測定道具がエ

他のエスニック・グループと区別される独特な慣習に基づいている限り、これはグループ横断的なも

のにはなれない．エスニック関与に関する指標には、言語（language）・友情(friendship)・社会組織

(social organization)・宗教(religion)・文化的伝統(cultural traditions)・政治(politics)など

が含まれている”（Phinney 1990: 505-6）． 

自分のルーツ 本名に ハングルに 在日団体に 在日友人に 在日韓国 日本社会に
に対する 対する 対する 対する 対する ・朝鮮人との 関する

肯定的認識 愛着 愛着 愛着 愛着 連帯感 肯定的認識
29 19 45 20 21 20 27

(24.8) (16.2) (38.5) (17.5) (18.4) (17.7) (24.1)
接触 10 8 14 7 5 6 8
増加型 (52.6) (42.1) (73.7) (36.8) (26.3) (31.6) (44.4)

高接触 12 8 20 8 10 9 9
安定型 (23.5) (16.3) (14.3) (15.7) (19.6) (17.6) (17.6)

接触 1 0 2 1 1 1 3
低下型 (7.1) (0.0) (14.3) (7.1) (7.1) (7.1) (23.1)

低接触 6 3 9 4 5 4 7
停滞型 (20.0) (10.0) (30.0) (13.3) (16.7) (13.8) (23.3)

**括弧内には、それぞれの接触型を全体とした割合（％）を示している．

社会レベル

全体

個人レベル 集団レベル

*「韓流調査」のデータを基に筆者作成
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る認識」が肯定的に変化したと答えた割合は、全体の 24.8％（29 名）となっているが、

その割合を接触変容類型別にみてみると、「接触増加型」が 52.6％（10名）、「高接触安定

型」が 23.5％（12名）である．一方、「接触低下型」と「低接触停滞型」の場合、それぞ

れ 7.1%（1名）、20.0%（6名）を占め、韓国メディア・コンテンツを日常生活のなかで長

期間接触してきたグループであるほど、エスニック・アイデンティティの肯定的変化がみ

られる． 

「韓流調査」と並行しながら実施されたインタビューにおいても「韓流」は、肯定的自

己認識の面に少なからず影響を及ぼしていたことが明らかになっている．たとえば、「高

接触安定型」として分類されるＨさんの場合、「韓流」について以下のように評価してい

る． 

“……やっぱり、ま、やっぱり（５秒沈黙）ひとりのコリアンとしてはすごい自信をくれ

たものになりましたね．やっぱり、明らかに、日本でのイメージ変わったし、変わったし、

僕自身も別にハングッ（韓国）ってなんかよくわからない国だなと思ったし、実際、ま、

ドラマだけど、そこの街の姿とか生活とかみてて、だいぶイメージ変わったし、すごいい

いイメージで、人前で、ま、別に（３秒沈黙）日本人のなかでも、韓国とかウリマル（ハ

ングル）に対するイメージがよくなっているから自分もそういうのに少しは携われること

がやっぱりうれしい、誇りに思うし、だから昔は、なんかハングッ（韓国）はなんか遅れ

た感じあしたんだけどイメージが良くなって（３秒沈黙）でも、結局は、ま、（３秒沈黙）

それをもって完全にハングッ（韓国）が僕のアイデンティティをすごい支配するようにな

ったかといえば、それはなくて……”（男性、在日３世、2008 年のインタビュー当時 25

歳、民族学校の経験あり、生まれたときから本名使用） 

 

 

 民族学校の教育を受けてきたＨさんにとっても「韓流」は、Ｈさんのアイデンティティ

のすべてを支配するようなものにはならなかったのにせよ、ひとりのコリアンとして自信

をもたせてくれた出来事として評価されている． 

 「韓流」がもたらした日本社会における韓国へのイメージ変化をきっかけに本名を名乗

ることに「接触増加型」のＬさんも「韓流」について次のように述べる． 

 

 

“……いつからだったかな、「冬のソナタ」あたりから……「冬のソナタ」みたときにな
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んか茶髪じゃん．ヨン様、そのときとか、韓国の人らは昔の生活してると思ってた．めっ

ちゃ発展してるし、茶髪だし、いけてるファッションだし……これは自分がいままで抱い

てたイメージと全然違って、なんだろう、そこから、そうだね（５秒沈黙）、けっこうみ

るようになったかもしれない．ビデオとか、日本でも普通にマスコミで放送するようにな

ったし、だから、からっとイメージが変わった……だからもう全然違うと思う．昔って、

李良枝とか、あういう作家とか、強い心もってたかたそんな韓流ブームなくても自分は何

か韓国人だとか、そういうのが認識できたんだけど、やっぱり自分が文化とかなかったら

共同主義とかあるから、そうだね、周りの合わせていくようなところがあるから、無理だ

ったんじゃないかと思ってて（４秒沈黙）そうだね、自分が留学同行って在日の友達にあ

ったのもすごい勇気が出たし……どっちが強い影響与えたというのは、どうだろう（４び

ょう沈黙）やっぱり目の前にいる人かな、うん……でも、それだけだったら、自分は多分

本名名乗ってなかったと思うし……” （男性、在日３世、2008年のインタビュー当時 25

歳、民族学校の経験なし、本名と通名両方使用） 

 

 

Ｌさんが民族団体における活動だけでは本名を名乗れなかったかもしれないと語った

部分からもわかるように、「韓流」という経験は、韓国に対するイメージを再構築させる

きっかけとなっていただけではない．それは在日韓国・朝鮮人としての自分が本名を名乗

る行為を通じ、日本社会において自らを「可視的」存在とするきっかけにまでなっていた． 

 ここでＬさんの語りともかかわっている、「韓流」が「本名に対する愛着」に与えた影

響をみてみると、変化を経験した人びとの約６割が「接触増加型」と「高接触安定型」に

属している．その反面、「接触低下型」や「低接触停滞型」の場合、変化を感じていない

と答えた割合が９割を上回るなど、本名に対する愛着などの個人レベルにおける意識の変

化が韓国メディア・コンテンツとの接触に分かち難く結びついていることが明らかになっ

ている． 

 以上のような傾向は、「ハングルに対する愛着」の項目でもっと明確に示されている．

「韓流」をきっかけにハングルへの愛着が強くなったと答えた割合は、全体で 38.5％（45

名）であったが、接触変容類型別にみた場合は、「接触増加型」が 73.7％（14名）、「高接

触安定型」が 39.2％（20 名）を占め、韓国メディア・コンテンツへの接触が日常的であ

る人であればあるこそ、ハングルへの愛着も強くなっている．もちろん、この項目におい

ては、「接触低下型」と「低接触停滞型」の変化がそれぞれ 14.3％（２名）、30.0％（９
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名）として全体的に「自分のルーツに関する愛着」や「本名に対する愛着」より肯定的変

化の割合が高い特徴をもつ．にもかかわらず、この項目においても接触変容頻度によるグ

ループ別変化は統計的に有意味な水準で個人レベルにおけるエスニック・アイデンティテ

ィと著しい関係を表している． 

 「ハングルに対する愛着」は、インタビューのときにも幅広い年齢層からよく語られて

いた部分である．たとえば、2008 年のインタビュー当時に朝鮮大学校の１年生であった

Ｄさんは、以下の語りのように、「韓流」がきっかけとなってそれまで民族学校で習った

朝鮮語と韓国語を区分するようになり、もっと完璧な韓国語を駆使したいと語っていた． 

 

 

“……その韓ドラとか見出してからなんです……中３くらいなんですかね、それまで韓国

に何回も行ったりしてたんですけど、でも、幼かったんでなんか、その、なんか別に違和

感とか感じなく……そのときは使わっ、わからなかしたんで……韓国ドラマ見出して、い

ろいろな、あの、本当の言葉なんだみたいな感じでなんか、在日が使う言葉って、間違っ

てはいないけど、イントネーションとか、なんか（３秒沈黙）その、さっき言った日本語

交じりのウリマル（ハングル）になっちゃう部分があるんですよね．そうですね．疑問に

思い始めたのは中３くらいからなんですかね……最初韓国ヨンせ（延世）大学に、オハッ

ダン（語学堂）に入った後に、大学通うかと思ったんですよ．でもなんか自信がなくて…

…今は韓国に行けばよかったのかな、後悔している部分があるんですけど．なんかちゃん

と言葉習いたいな、現地の言葉、なんか日本で習うと、やっぱりその、日本、日本風とい

うか、在日の言葉、感じになるんですよね．だから必死にドラマとか、音楽とかもとにか

くいっぱいふれてあって、そのいろいろ聞くようにはしてるんですけど……” （女性、

在日３世、2008 年のインタビュー当時 21歳、民族学校の経験あり、本名と通名両方使用） 

 

 

 Ｄさんが中３だった頃がちょうど「韓流ブーム」時期であったことを考えると、Ｄさん

にとって「韓流」は、「現地」で使う言葉が「ほんもの」のハングルであるという認識が

芽生える経験であったことがわかる．また、Ｄさんのもつ「ハングルに対する愛着」も在

日韓国・朝鮮人が使う言葉と「ほんもの」の韓国語との区分がついた上で強くなった意識

であることに注意を要する． 

 それでは、次に、韓国メディア・コンテンツとの接触が集団レベルの意識にどのような
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影響を与えたのか．その変化率は個人レベルの変化様子に比べどのような特徴をもしてい

るのだろうか． 

第二に、接触類型別の集団レベルの意識変化をみていくことにしよう．まず、「在日団

体に関する愛着」が「韓流」をきっかけに変化した割合は、全体として 17.5％（20 名）

としてあまり高くない数値を示している．その割合を接触変容類型別にみた場合、「接触

増加型」が 36.8％（７名）、「高接触安定型」が 15.7％（８名）、「接触低下型」が 7.1％

（1名）、「低接触停滞型」が 13.3％（４名）として全体的に変化を経験した割合は、個人

レベルより低い傾向を表しており、それぞれ違いはみられるもののグループ間の違いは、

統計的有意味なものではないことがわかる． 

次に、「韓流」をきっかけに「在日友人に関する愛着」が強まったと答えた割合は、全

体として 18.4％（21名）を占めている．そのなかで「接触増加型」は 26.3％（５名）、「高

接触安定型」が 19.6％（10名）、「接触低下型」が 7.1％（１名）、「低接触停滞型」16.7％

（５名）である．ここでも「韓流」前後のエスニック・アイデンティティ変化がもっとも

著しいグループは、「接触増加型」として日常での韓国メディア・コンテンツとの接触度

合いが大きいグループであればあるほど変化の度合いも大きいことがみうけられるがグ

ループ間における違いは「在日団体への愛着」の項目と同じように統計的に有意味なもの

ではなかった．個人レベルにおいてグループ間にみられた違いに比べ、韓国メディア・コ

ンテンツとの接触が及ぼす影響が小さくなっていることに注目しておこう． 

こうした個人レベルと集団レベルとの間にみられる接触頻度と意識変化との関係は何

を意味しているのだろうか．韓国メディア・コンテンツへの持続的接触や日常での接触と

いった在日韓国・朝鮮人「韓流」経験は、彼／彼女らのどのようなレベルの意識を変え、

また、変えなかったのだろうか．今度は、社会レベルにおける意識変化を分析しながら、

韓国メディア・コンテンツへの接触と在日韓国・朝鮮人の意識変化との関係についてもう

少しみていくことにしよう． 

第三に、社会レベルのアイデンティティ項目を用いて韓国メディア・コンテンツとの接

触頻度がアイデンティティの変化に及ぼした影響をみてみると、「在日韓国・朝鮮人との

連帯感」が「韓流」以後に強まったと答えた人の割合は、全体として 17.7％（20 名）で

あるが、そのなかで「接触増加型」は 31.6％（６名）、「高接触安定型」が 17.6％（９名）、

「接触低下型」が 7.1％（１名）、「低接触停滞型」が 13.8％（４名）である．全体的に「韓

流」の影響を受けた割合は、個人レベルと集団レベルより低いことが特徴づけられる． 

ところが、そのなかでも「接触増加型」の場合、全体の３割を上回る人びとが「韓流」
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をきっかけに在日韓国・朝鮮人との連帯感が強まったと答え、接触頻度の影響が著しく現

れた．「接触増加型」のなかに 20代以下の３世、民族学校の経験をもたない人びとが多数

含まれていることから考えると、「祖国」に関する実質的な感覚をもたない人びとにとっ

て「韓流ブーム」という日本のメディア環境の変化は、「祖国」メディアへの関心をもた

せる重要なきっかけになり、そのなかで持続的に韓国のメディア・コンテンツに接触して

いた経験は、個人レベルの意識を変化させる要因に止まらず、社会レベルの意識まで変化

させる要因として働きかけていたことがわかる． 

これに対し、社会レベルの認識のみならず、個人・集団レベルの意識の面においても変

化がほとんどみられなかった「接触低下型」の場合、民族学校の経験をもった人びとが圧

倒的多数を占めていたことから、「韓流」以前から「祖国」に関するイメージや認識をも

っていたことがうかがえる．そして、こうした「韓流」以前から「祖国」へのイメージを

もっていた、「民族なるもの」を学ぶチャンスが与えられ、日常のなかで実践していたグ

ループにとって「韓流ブーム」という新たな日本のメディア環境は、新しい環境として解

釈されるというより、これまで構築してきたアイデンティティを揺らがすものとして認識

されていたことも少なくない．「韓流調査」の自由回答欄に寄せられた意見のなかでも「韓

流」のもつ危険性などが語られるケースが多くみられていることがこれを裏付けている111．  

 

 

                                                   
111  「接触低下型」に分類される回答者の「韓流ブーム」への解釈は、以下のような自由回答欄の記述

からもみることができる．実際の記述内容をみてみると、“韓流によって韓国のドラマや映画、音

楽などだけが切り取られ、歴史が置き去りにされ、日本人が過去の植民地時代などは忘れ去ってい

る．また南北朝鮮の分断をいう事実を知らない人があまりにも多すぎる（民族教育経験あり、1983

生まれ、男性）”、“日本の中で「韓流」が広がり、ある意味で肯定的な要素をもたらしたことは疑

いもない．しかし、日本と南の歴史的経緯を考えたとき、「韓流」という商業的なものだけでうや

むやになってしまうのは間違っていると思う．上っ面だけ整えて内面的なものを見ないのは本質を

見失う恐れがあると思う．（民族教育経験あり、1984 生まれ、男性）”、“韓国の 386世代と同世代に

当たる私は、韓流の起点を 2003としてみる時、2002年の 9.17を横に置いて考えるのは辛いのでは

ないか．共和国に対するイメージや重いがまたもやハズれてしまったのではないかという막연한 

허공감, 적막감…（漠然とした虚しさ、寂しさ）あ．その前にワールドカップがあり、在日のいろ

んな世代がそれぞれの流れと動機、時機で出会ったのが韓流だったのではないかと思うのです．そ

んな意味で‘韓流’をラッキーと言ってもいいのかどうかと．私にとしては‘韓流も流れに流され

るのはイヤ！’と思いつつ、‘選択的な享受’をしていたのだと思います．（民族教育経験あり、1964

年生まれ、女性）”、“「韓流」はあくまで（韓国国内のメディアであり、日本社会の真化の在日（特

に植民地化の時代から日本へ渡ってきた）子孫たちと直接結びつく認識は日本人のなかに少ないと

思う．ただ韓国語、朝鮮語（この区別も分かってないと思うが）がしゃべれる在日は「韓流」に触

れた日本人にとって共感がもてて少しあこがれる存在ではあろうと思う．私自身のことでは民族学

校出身なので朝鮮のメディアが多かった中、最近の「韓流」にふれて同じこころよさを感じれるの

はやはり民族教育をうけ、言語、文化歴史、風習などなどをまなんでこれらおかげとつくづく思っ

ています．またこれからの在日のあり方について考えさせられることもあります．（民族教育経験

あり、1963年生まれ、女性）” 
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 III.3 小括：「ルーツ」への感覚を喚起させる時代へ 

 

 

第３章では、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験を「祖国」メディア・コンテンツとの接

触という側面から捉え、「韓流」が在日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」への意識に及ぼし

た影響を構築主義的観点から分析した．在日韓国・朝鮮人の世代間・世代内の多様化が進

むなかで、在日韓国・朝鮮人の「韓流」経験は、はたしてどのような意味をもっているの

か．「祖国」に対する具体的なイメージをもたない世代が増えるなかで言語の制約なしに

「祖国」メディア・コンテンツに接触するきっかけになった出来事の「韓流」経験とは、

当然、日本人の場合とは異なる性質をもっていたと考えられる． 

 在日韓国・朝鮮人個々人のもつ、変化する日本のメディア環境に対する解釈や応答を、

「韓流調査」やインタビュー・データから読み取っていくことで明らかになったことは、

以下の２点である． 

 第一に、「韓流ブーム」のよって日常のなかで大量の「祖国」メディア・コンテンツに

触れるようになった、メディア環境の変化に対する在日韓国・朝鮮人それぞれの解釈が異

なっていた点である．「韓流調査」を通して把握した 2003 年と 2008 年の「韓国で作られ

たメディア・コンテンツ」との接触頻度の変化を分析した結果を通して、「韓流ブーム」

が訪れる前にどのくらい「エスニックなるもの」に触れていたのか、自分の「ルーツ」に

ついてどれくらいの関心をもっていたのかといった要素が「韓流ブーム」が起こる直後の

「韓国で作られたメディア・コンテンツ」への接触頻度に大きく影響を及ぼしていたこと

がわかった．2003 年の接触頻度にみられるこうした違いは、「韓流ブーム」という大きな

日本のメディア環境の変化を在日韓国・朝鮮人がそれぞれ異なるインパクトをもった出来

事として解釈していたことを明らかにしている． 

ところが、ここで注目して置きたいことは、「韓流ブーム」が一時的な「ブーム」とし

て終わることなく、ひとつの「下位文化」として日常化されることによって、環境の変化

に対する在日韓国・朝鮮人の初期の解釈が時間とともに変わる余地が生じた点である．こ

の解釈の変化の度合いが、「韓流調査」の実施時期であった 2008年における「韓国で作ら

れたメディア・コンテンツ」との接触頻度であり、そこでみられる 2003年と 2008年との

接触頻度の変化様子を用いた４つの変容類型――「接触増加型」「高接触安定型」「低接触

停滞型」「接触低下型」――を通して「韓流」経験の多様性が浮き彫りになった． 

第二に、４つの変容類型にみられる「韓流」以降の行動変化から明らかになった、変化

した環境に対する応答の相違を指摘することができる．「韓流調査」で調べた「韓流」以
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降にそれぞれの回答者がおこなった行為の種類を分類して分析した結果、「韓国で作られ

たメディア・コンテンツ」に多く触れる回答者であればあるほど、「韓流」を単に「ブー

ム」として経験したのではなく、韓国そのものへの関心や自分の「ルーツ」への関心を高

めるきっかけとして経験したことが明らかになった．「高接触安定型」や「接触増加型」

のなかで「ハングル学習をはじめた」「在日団体に参加するようになった」「本名を名乗る

ようになった」などの変化が多数みられていたことは、変化したメディア環境を解釈しま

た応答していく形の多様性をそのまま映し出している． 

その他にも、４つの変容類型によって「韓流」の影響を評価するレベルがそれぞれ違っ

ていたことから環境への解釈と応答の個人性がみられた．特に、４つの変容類型のなかで

も「韓国で作られたメディア・コンテンツ」にたくさん触れるようになった「接触増加型」

において「自分のルーツに対する肯定的認識」「本名に対する愛着」「ハングルに対する愛

着」が強まった様子がみられたことは、ある条件が与えられたらエスニック集団が一斉に

ある方向へ向かっていくとみていたこれまでの同化論のもつ限界を明確にする結果とし

てみることができる． 

変化する環境に対する在日韓国・朝鮮人それぞれの解釈の多様性や応答の相違性に関す

る発見、そして、「韓流ブーム」がもたらした「祖国」への関心の度合いの増加状況を念

頭に入れながら、第４章では、「ルーツ」への感覚を喚起させる時代を迎えることになっ

た在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」意識について分析を深めていきたい．特に、第４章では、

これまでの同化論のなかで同化が「完成された」世代としてみなされていた３世の語りを

主に用いながら、時代の変化がもたらした「ルーツ」への意識変化を明らかにしていく． 
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IV 定住の時代に生まれた世代の「ルーツ」感覚112 

 

 

 

 第３章でみてきたように、「韓流ブーム」によって日本社会には、韓国に関する肯定的

イメージが広がり再評価されるようになった．一方、その「ブーム」とほぼ同じ時期に日

本と北朝鮮との関係は、「拉致事件」が報じられたことをきっかけに緊張関係へと向かう

ようになり、その緊張は今日まで続いている．日本における韓国と北朝鮮のイメージが大

きく分岐していったことを在日韓国・朝鮮人の立場から考えてみれば、2000 年以降の動

きは、彼／彼女らのもつ「ルーツ」意識が再構築されるきっかけになったことがわかる． 

 そのなかでもホスト社会との関係がますます密接になっている在日韓国・朝鮮人の若い

世代にとって日本社会内で表象される「祖国」イメージは、曺慶鎬（2012）が分析したよ

うに、彼／彼女らが実際にもっているイメージよりはるかに影響力の強いものであり、そ

の点において韓国と北朝鮮との相反するイメージが拡大再生産されている 2000 年以降の

動きは、それ以降に日本社会に仕事やアルバイトなどを通して編入されていった世代にも

っとも影響を及ぼしていると考えられる． 

 本章では、「時代性」を帯びている、在日韓国・朝鮮人の若い世代の語りを手がかりに

ホスト社会のメディア環境がもたらした「ルーツ」意識の再構築問題を取り上げていきた

い．「ルーツ」と「定住」との関係が定着はじめた 1980 年前後に生まれ、「運動の世代」

とは違う社会環境のなかで育った、いわば、「定住世代」のもつ「ルーツ」への意識の在

り方に議論の焦点を合わせる理由は、次のような２つの側面から説明することができる． 

第一に、1980 年前後に生まれた世代が経験した時代の特徴である．彼／彼女らは、上

で言及したように 1970年代から 1990年代までの在日韓国・朝鮮人をめぐる状況が質的変

化を遂げていくなかで生まれ育った世代として、国籍による行政的・制度的差別が緩和さ

れはじめた時代にエスニック・アイデンティティを構築してきた世代である．また、1980

年前後に生まれた世代は、日本社会と「祖国」である韓国・北朝鮮との関係が大きく変化

した 2000 年前後にアルバイトや就職活動などを通じて日本社会で働き始めた世代として、

日本社会がエスニック・アイデンティティの構築過程に及ぼした影響を明らかにしていく

                                                   
112 本章の内容は、「『個』としての自己と『エスニック』としての自己との間で」ソシオロゴス編集委

員会編『ソシオロゴス』2012年 36: 111－27を基にしている． 
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ための重要な対象である． 

第二に、1980年前後に生まれた在日韓国・朝鮮人の世代的位置を挙げることができる．

1980 年前後に生まれた世代の多くは、前章でも述べたように在日韓国・朝鮮人のアイデ

ンティティについて論じたこれまでの研究のなかで「祖国」志向から離れた世代、「祖国」

を知らない世代として表象される３世である．「祖国」に関する原初的感覚や実感をもっ

ていない点においては２世と同じであるが、国籍による制度的・行政的差別をほとんど経

験したことがなく、定住志向が確立された環境のなかで育った３世のもつ「祖国」との心

理的距離感は、２世と違う文脈で考えなければならない． 

「祖国」と一定の心理的距離を保ちながら成長してきた世代にとって 2000 年以降に日

本社会のなかで経験した韓国と北朝鮮に関する評価や認識の変化は、どのくらいの影響を

及ぼすものであったのか．また、国籍の保持・本名の使用などで自分のルーツを明らかに

しながら生活している人びとは、2000 年以降の変化をどのように受けとめているのだろ

うか．以下、インタビュー・データを用いながら「定住世代」の「ルーツ」への意識のも

つ特徴について分析していくことにしよう． 

 

 

 IV.1 「個」としての自己：「共有」された記憶と「経験」される現実の間で 

 

 

本章で研究対象としている 1980 年前後に生まれた世代の親のほとんどは、２世にあた

る．その世代が日本社会に進出しようと試みていた 1960年代から 1970 年代は、個々人が

もっている能力というよりは、「朝鮮人」であるがために受ける「差別」がまず議論の中

心にあった．そのなかでも就職差別問題は、これから日本で生きていく世代にとって生計

にかかわる深刻な問題として認識されていた．その時代を生きていた在日韓国・朝鮮人２

世に関する研究のなかには、当時日本の大学を出ても自分の専攻を生かす就職先がみつけ

られず、販売業や飲食業に従事せざるを得なかった経験や、生計のために帰化を「選択」

した人びとが日本人になろうとしてもなりきれなかった語りなどが多数存在している113． 

                                                   
113 例えば、特集で帰化同胞の問題を扱った「考える会」の雑誌のなかには、以下のような語りが収録

されている．“…就職の時とか、もちろんしてからもそうですけど、上司とか友人が私のことを普

通の日本人として本当に見てくれているんだろうか、と、不安に思うことがあるんですよ。つまり

ね･･････どこか少し、冷たいんじゃないか、と．周りの日本人の方もね、なんかこう、私に対して

ちょっと奇妙な感じというか、違和感をもっている、というのがわかるんですよね．･･･実は今、

復籍したいと思ってるんですが、兄とそのことで話をしてみましたら、そんなことするならもう絶

縁すると言うんです．兄二人ともです．私はそこで、なぜ兄弟なのにそこまで、と言うんですが、
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 ところが、1980 年代末以後の日本社会は、国際人権条約の批准をきっかけに 1970年代

から 1980 年代にかけて繰り広げられた権利擁護運動の成果が可視化されていくとともに、

「労働力」として多くの外国人を受け入れることによって外国人「労働力」に対する評価

も徐々に高まっていった．1980 年代前後に生まれた世代にとってこうした日本社会の変

化は、以前の世代とは「質的」に違うエスニック・アイデンティティの形成を可能にして

くれた要因でもあった． 

 ところが、上でも述べたように、1980 年前後に生まれた世代は、親世代が経験してい

た差別の記憶を「共有」しながら成長した人びとである．国籍による差別の緩和された環

境で育ちながらも、親世代が日本社会のなかで経験した差別の記憶を受け継いでいる世代

にとって、在日韓国・朝鮮人というルーツを明らかにしながら社会に進出することは、世

代を超えて「共有」されてきた差別の記憶に挑戦していくことに等しい．在日韓国・朝鮮

人の若い世代にとって受け継がれてきた記憶は、どのくらいの拘束力をもったものだろう

か．彼／彼女らの経験と親の記憶はどのようにぶつかっているのだろうか．次のＧさんの

語りをみてみよう． 

 

 

Ｇ：“で、就職活動するときに、バイトでは○○○で、ゼミでも○○○だったんだけど、

……２年前か、２年前に、親にも、当然就職だから、相談するんだけど、親は当然、そん

な韓国名で、あの日本の企業なんか受かることがないと思ってたから、昭和の人たちだか

ら、（笑う）昭和的な価値観をもってるから、（聞き取れず）帰化して生きるしかないみた

いな、え、どうしようか、本当に真剣迷ってて、もう本当に帰化とかも考えたし……“（男

性、在日３世、1983年生まれ、民族学校の経験なし、本名と通名両方使用） 

 

 

Ｇさんは、大学のときに在日韓国・朝鮮人の先生のゼミで勉強したことや在日団体の活

動などを通して在日韓国・朝鮮人である自分を他人にも明かすようになった．ところが、

                                                                                                                                                  
兄は自分のためというより、韓国人だと知らないで育った子供たちのためにそうするんだと、子供

の将来のためにも、知らせたくないというんですよ．（高校一年のときに帰化した人の証言）”これ

以外にもその記事のなかには、日本の大学を出て、親ともども家族で帰化した人でその後日本と韓

国との板ばさみになって精神病院に入るほどまでに追いつめられてしまったケース、帰化後に在日

社会から「裏切り者」とみなされてしまったケースなどが紹介されており、帰化が日本人と韓国人

としての二重生活を強いられる耐え難いことであったことが明らかにされている（『ウリ生活』5: 

94-105）． 
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就職活動の時期になってＧさんは、本名で日本の企業に受かるわけがないと言う両親の話

に不安になり、本名に変えた大学の登録名を通名に戻そうとし、帰化すべきなのか否かに

ついても真剣に迷うようになる．Ｇさんにとってまだ経験したことのない日本社会は、両

親から受け継がれてきた記憶に左右されていることがわかる． 

 

 

Ｇ：あ、それが、就職活動したのは、日本語読みで就職活動して、それはやっぱりびびっ

たことがあって、で、帰化するのも嫌だし、帰化するか、日本名に戻すのも嫌だし、かと

言って、韓国語読みにする勇気もなかったから、ちょうど間とっていこうみたいな感じで、

で、ま、就職はそれで受かって、今の会社受かって、……で、韓国語読みで、内定式、内

定式の時に変えた．ちょうど変える機会があったから、それで、なんか言われたら、もう、

内定断ろうと思って、そうだね、……“ 

 

 

本名を日本語読みにして就職活動した当時の自分の心境を「びびった」という単語で表

現しているＧさんは、内定が確定されてから本名を韓国語読みに変えた．入社後にＧさん

は、社内で本名を名乗るなど自分の「ルーツ」を明らかにすることが珍しくないことやそ

れがもはや「問題視」されないことを経験するようになった．その経験は、Ｇさんが本名

で働くことを心配する両親を「昔の人」「昭和の人たち」だと思うようになった主な理由

になっている．そこには、Ｇさんが生きる時代と親が生きていた時代とが異なるという感

覚が内在している．「能力」に応じて就職できることを「自然な」経験として受け入れる

感覚は、Ｃさんの語りからもうかがうことができる． 

 

 

Ｃ：“……そのあと、就職活動もありますよね、大学３年生の後半くらいから、で、ま、

うちの姉、僕はお姉さんがいて、うちのお姉さんも普通に○○○○があるんですけれども、

それもちゃんとした会社でそういうところに、普通に○の名前で入ってたから、あの、ま、

僕はそれがあたり前だと思っていたんですけど、ま、あの、ちゃんと就職ができて、上場

企業に．それが両親からしてみると、自分の姉のときに経験があったにせよ、やっぱまた、

（Ｃさんが本名で大手の日本企業に就職できたことは）さらに驚きというか、ね、自分の

両親は大学を出ても就職できなかったわけだから．大学の時代はそういうのもあります．
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それは僕にとってはすごく自然なことであった……”（括弧内は、筆者の加筆）（男性、在

日３世、1979 年生まれ、民族学校の経験なし、本名と本名の日本語読み使用） 

 

 

Ｃさんは、両親の教育方針によって日本学校に通いながらも、生まれたときから本名を

名乗りながら在日韓国・朝鮮人である自分を周りの人びとに隠さないまま育てられた．Ｃ

さんは、姉が本名で日本の上場会社に就職できたことを横でみていたこともあり、本名で

就職活動することを不安に思っていなかった．Ｃさんが自分の就職に関する話を姉の経験

と両親の反応を中心に語っていることからもわかるように、在日韓国・朝鮮人として日本

の企業に入ることは、両親にとっては――子供を本名で育てた親でさえ――「驚き」の出

来事である反面、Ｃさんにとっては、「自然な」経験として位置づけられている． 

自分のルーツを明かしていくことがもはや「マイナス効果」を与えないことは、日常の

なかで通名を使っているＡさんの経験からもみることができる． 

 

 

Ａ：“……４年間歯医者さんで勤めたんだけど、普通に正社だったの．やっぱり正社で応

募するときはきちんと、履歴書に本名書いて、括弧、○○○○と書いて、履歴書を出した

から、最初から、ほら、正社員だといろいろ手続きがあるので、本名が必要になるんでし

ょう、……どうしてもしようがないと思って、それで嫌われるんだったら、ま、それはそ

れでいいやと思ってたんだけど、それがこう、ダメだといわれたことがなくて” （女性、

在日３世、1976 年生まれ、民族学校の経験なし、本名と通名両方使用） 

 

 

 子どものときから日本人に負けるな、日本人の何倍も頑張らないといけないと教えられ

たことがどうしても抜けられないというＡさんは、日本で就職することを考えてずっと通

名を名乗ってきた．ＡさんもＧさんのように就職する前は、書類上で自分の「ルーツ」を

明かすことさえ不安に思うほど、日本社会で在日韓国・朝鮮人である自分を明かすことへ

の迷いが存在していた．そして、そこには、日本社会で生きるためには日本人の何倍も頑

張らないといけないという親の経験が大きく影響していたと考えられる．ところが、上の

語りからもわかるように、Ａさんは、在日韓国・朝鮮人であることで就職先から断られた

経験をもっていない．職場で在日韓国・朝鮮人である自分を明かすことの「効果」につい
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てＡさんは、弟の例を挙げながら次のように話していた． 

 

 

Ａ: “……就職のときはみんな、ちゃんと名乗ってやってるけど、本名でやろうとするこ

とはないね．弟もないし、でも、弟もやっぱり、ずっと隠してるのも変なんだけど、実は

僕こうですといったら、あらって、すごい、逆に認められたというか、最初、なんだろう、

やっぱり、それまでの、やっぱ、仕事の仕方とかが、ものすごい、やっぱり、頑張ってる

から、認めてくれるんだよね．” 

 

 

Ａさんは、言葉がしゃべれない、なんの特技ももっていないという理由で日常では本名

を名乗っていないが、職場で自分の「ルーツ」を明らかにしたことで「逆に」仕事の頑張

りが認められた弟の例を挙げながら、「朝鮮人」であることが働くことに関しては、ほと

んど問題になっていないと語っている．ここには、「朝鮮人」であることがもはや「負の

イメージ」と直結しなくなった現実に関するＡさんの意識が表れている． 

Ｇさん、Ｃさん、Ａさんの経験が親世代から受け継がれてきた記憶の影響を超えて「定

着している」ことについてどのように解釈すべきなのか．記憶は、世代を通して受け継が

れてきたことであるが、経験は、国籍による制度的・行政的差別が緩和され、外国人人口

が増えていった 1980 年代以降の日本社会の変化から大きく影響を受けたものである．エ

スニックな自分を隠さずに働き口を探していくことが必ずしも「マイナスの効果」を与え

ない社会を生きる若い世代は、「朝鮮人」であるがために「能力」が正しく評価されない

とは思っていない．そして、そういう経験を積んできた親世代の記憶を心理的に「共有」

しながらも、親の経験を「相対化 」し、自らが親とは違う社会状況に属しているという

認識をもっている．すなわち、「個」のレベルにおけるエスニック・アイデンティティが

外国人「労働力」の増加と国籍による制度的・行政的差別の緩和という時代的背景に大き

く左右されながら構築されていることがわかる． 

それでは、日本社会における韓国と北朝鮮のイメージがそれぞれ分岐している 2000 年

以降の状況は、在日韓国・朝鮮人の若い世代にどのような影響を及ぼしているのだろうか．

「個」としての自分が認められていることで若い世代のアイデンティティはすべて説明さ

れうるものなのか． 

そこで、本章では、在日韓国・朝鮮人のもつアイデンティティの「いま」を読み取って



 169 

いくために、金奎一（1999）の議論を参照にしながら「エスニック」としての自己という

もうひとつの軸を立てた．金は、「祖国」の問題にすべてのアイデンティティが還元され

ていた１世と若い世代とを比較しながら、若い世代が「個としての人間」「在日としての

人間」「民族としての人間」という３つのカテゴリを同時に生きなければならに時代にな

っていることを指摘した．そしてこの３つのカテゴリが有機的に結び付けられることの必

要性を主張している．ここで「在日としての人間」と「民族としての人間」は、両方とも

「個」の領域を超えた「エスニック」の領域に属しており、その意味において若い世代の

アイデンティティは、「個」という領域だけでは説明しきれない性質をもっていると考え

られる． 

在日韓国・朝鮮人の若い世代のもつ「ルーツ」への感覚を考える上で「エスニック」と

いう軸は、なぜ必要であるのか．その「エスニック」としての自己を考えるとは、はたし

てどういうことなのか．次節では、在日韓国・朝鮮人の若い世代のもつ「ルーツ」への感

覚を「エスニック」という側面から捉えることが必要とされる 2000 年以降の日本社会に

おける変化を指摘し、「個」として自己と「エスニック」としての自己がますます隔離さ

れていく状況が在日韓国・朝鮮人の若い世代のもつアイデンティティに及ぼす影響を明ら

かにしていきたい． 

 

 

 IV.2 「エスニック」としての自己：「極端」の状況を想定しながら生きるとは 

 

 

これまで述べたように 1970年代から 1980年代にかけて活発に展開された権利擁護運動

は、エスニック・アイデンティティを維持しながら日本社会の構成員として生きていくた

めの権利を求めていった点において大きな意義をもつ．日本を生活の基盤としている圧倒

的多数の在日韓国・朝鮮人の若い世代にとって、制度的差別の緩和された環境は、これま

でとは比べられないほどの多様な場において日本人と一緒に学び、働き、意見を交わすこ

とを可能にしてくれた．また、こういった経験こそが親世代の「差別」の記憶を超えたア

イデンティティ形成に重要な役割を果たしていたことは言うまでもない． 

 ところが、個人レベルで周りの日本人と信頼関係を結んでいる若者が増えていき、「個」

としての在日韓国・朝鮮人として働くことへの不安が減っているにもかかわらず、多くの

若者たちが依然として日本国家に対する不信感を抱いていることも事実である．これは、

在日韓国・朝鮮人という存在自体が国家レベルで残された植民地の歴史に由来しているこ
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とや日本・韓国・北朝鮮の間で歴史認識が共有されないまま現在に至っていることに深く

かかわっている．そして、2000 年以降に日本社会における「祖国」イメージが韓国と北

朝鮮との間で大きく分岐していくなかでこうした不信感も強まっていった． 

国家レベルの問題が解決に向けて進むことなく、「個」としてのアイデンティティが「定

着化」しつつある「いま」の状況を在日韓国・朝鮮人の若い世代は、どのように経験して

いるのだろうか．本節では、自らコントロールできない国家レベルの動きのなかで「エス

ニック」としての自己に遭遇（encounter）していく在日韓国・朝鮮人の若い世代の語り

を手がかりに、この問題を考察していきたい．まず、Ｃさんの語りからみてみよう． 

 

 

Ｃ:“ここら辺、ここ 2002 年以後ですけど、北朝鮮に関する話も増えたんです．2002 年

９月 17 日以後、で、うん．ま、悲しいときが多いですよね……うん正直いって、ニュー

スをみて喜ぶ、喜ぶ、うれしいときあまりないんですね．で、特にあと、特に印象に残っ

てるのは、あの、その９月の 17 日に小泉さんが行って、５人かな、無くなってる、拉致

されたひとが、それは、すごく心に残ってたんです……僕の在日意識のなかではすごく大

事なことですね．すごくショック受けてましたから．” 

 

 

前節で本名のまま就職することを「自然な」経験として語っていたＣさんは、2002 年

以降に増えた北朝鮮に関する報道が「在日」としての自己認識を左右するくらいの影響力

をもっていたと述べている．これは、自分が「祖国」についてもっているイメージの影響

力より、日本社会における「祖国」イメージのもつ影響力が強いことを裏付けている．そ

して、この文脈において若い世代が北朝鮮に関する報道に遭遇することは、単純な悲しい

経験のレベルをこえる、エスニック・アイデンティティまでを揺るがす経験として位置づ

けることができる．日本社会における「祖国」のイメージは、エスニック・アイデンティ

ティにどのくらいの影響力をもっているのだろうか．続けてＢさんの語りをみてみよう． 

 

 

Ｂ: “日本で住んでみると、ま、大変ではないけど、あ、やはり自分の国ではない、私は、

ここでずっと住んでもいいのかと思うときがある．最近、ネットで在日を攻撃するのがひ

どいでしょう．２ちゃんねるなどみると、私はあまり見ないけど、もし、犯罪が起きた、
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殺人起きたときは、また在日か、というでしょう．ひとつのなんというの、ネタみたいな

ものになって、私はそういうのが本当に嫌いで、ま、避けようとしてもどうしてもみえる

ときがあるから．それで、ここで私と話している日本人も家に帰ったら‘今日はなんか朝

（ママ）の女’がどう, と書くんじゃないのか、もう人を疑ってしまう．そういう自分も

嫌いだし．（ハングルで行われたインタビュー、筆者訳）” （女性、在日３世、1977年生

まれ、民族学校、日本の大学、本名のみ使用） 

 

 

幼稚園から高校まで民族学校に通い、現在、日本の大学院で研究を進めているＢさんは、

「韓流」ブームをきっかけに日本社会における韓国のイメージが良い方向へと変わりつつ

あることをうれしく思いながらも、韓国と北朝鮮がもともとひとつの国であることすら知

らない日本人が多いことについて戸惑いを感じていると語っていた．Ｂさんは、語りのな

かで北朝鮮の「拉致事件」が日本で報じられてから日本における北朝鮮のイメージが悪化

され、なにか問題が起きるたびにいつも「また在日か」と思われることが嫌だと述べてい

る．ところが、その嫌な気持ちは、不安をともなう緊張感であり、日常で「普通に」話し

ていた人までを信じなくさせる主要な要因になっていた．ここでＢさんが語っている不安

は、Ｃさんが感じていた危機感や緊張感よりもはるかに深刻なものであり、その深刻さは、

これから日本でずっと住んでもいいのだろうかという根本的問題を自分自身に問い続け

ていることからもうかがえる． 

ＣさんとＢさんが語る不安をともなった危機感や緊張感は、2000 年以降の日本社会の

変化を抜きにしてはありえない「負」の意識である．そして、こうした不安は、個人レベ

ルにおいてエスニック的要素のもつ影響力が小さくなっていく状況と「同時に」経験され

るものであるからこそ、これまでの世代が経験したことのない、「時代性」を帯びたもの

だといえよう．この文脈で日本社会における「祖国」のイメージが大きく分岐する 2000

年以降の変化は、「個」として認められていた若い世代を再び「エスニック」な領域に追

い込んでいるのではなかろうか．引き続き、Ｄさんの語りをみながら「エスニック」とし

ての自己認識が「個」としての自己認識に及ぼす影響について考えてみよう． 

 

 

Ｄ:“私、最近は違うんだけど、まえ、その日本の人と結婚生活は想像ができない子だっ

たの．本当に１,２年前まで、で、それを、あの、日本の子と話したのかな、その子はす
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ごく寂しがってね、お前がそうやって壁作ってどうするんだ．お互い理解し合えないんじ

ゃないかみたいな．でもね、例えば、うちの友たちとか好きだよ．でも、結婚して例えば

ね、何かが起きて、朝鮮人とか、そういう韓国人とかそういうのを捕まえようとする戦争

とか起きたらどうするって．とか言ってたの．そのときさーって．誰も助けてくれないで

しょう、日本の人はって．（６秒沈黙）言ってて悲しいけど．だから、なにかあるときに、

在日は在日同士と言っちゃった．極論を言うと．何か戦争が起きて、例えば、私たちどう

なるのって．捕まえるかもしれないし．（10秒沈黙）そんなことはないと思うけど．極端

に言ったらそうだね．” （女性、在日３世、1980 年生まれ、民族学校の経験なし、主に

本名使用） 

 

Ｄさんにとって日本人との結婚は、「個」として日本人と結べるもっとも信頼性の高い

関係である．そのために、小さいときから「在日と結婚するんだ」と両親から言われ続け

てきたことを覆し日本人との結婚が想像できるようになったことは、大きな変化だといえ

る．ところが、Ｄさんが心配していることは、日本と「祖国」との関係が極端な状態に陥

った場合であっても、自分が日本社会の構成員としていられるのかという問題である． 

ここで注目すべきことは、Ｄさんが感じている不安そのものが「個」として日本人と在

日韓国・朝鮮人は理解し合えるという前提に立っていること、そして、極端な例として出

された「戦争」が個人の意志を超えた動きを表していることである．すなわち、Ｄさんの

不安の根底に、日本と「祖国」との関係が危機に直面した場合であっても自分が「個」と

してみられ得るのか、「エスニック」な自分としてしかみられないのではないかという、

「個」と「エスニック」との意識断絶が存在していることを指摘しなければならない． 

在日韓国・朝鮮人の若い世代が経験する「エスニック」としての自己との遭遇は、国家

レベルの極端な状況を想像するケースにとどまらず、実際の生活領域にも存在している．

日常のなかで「エスニック」な存在としてみられるのは、どのように経験されているのだ

ろうか．続けてＨさんの語りをみてみよう． 

  

 

Ｈ：“中学校のときに電車に乗ってたら、チョゴリ切られて、チョゴリで通学するんです

けど、チョゴリ切られたり……” 

筆者：“自分が……” 

Ｈ：“わ、私じゃないけど、友達が、で、私は自転車乗ってると、朝鮮学校って分かるん
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ですよ、すぐ．なんか、お前ら帰れ、みたいな．石投げられたり、そういうことがよくあ

って、それで今はチョゴリなくなって、あの、日本の学校みたいな、制服になったんです

よ．そういう事件があってから．そうですね．（４秒沈黙）” 

筆者：“さっき日本の学校に行くのは考えたこともないし、日本人と結婚することも怖い

とかそういうふうに言ったじゃないですか．そういう考えっていつ、いつごろから？自然

に……” 

Ｈ：“いや、自然に、差別を実際受けてから、それまではなんとも思わなかった、それ怖

いとか、なんも思ってなかったですけど．” 

筆者：“あ、その中学校の頃のそういう……” 

Ｈ：“そう、ですね．なんか一気に臆病になったというか……べつにみんなが怖いわけじ

ゃないけど、そのバイト先で出会った子とかは、べつに遊んだり、一緒に楽しくは過ごす

けど、なんかこころ開けないというか、やっぱり日本人は日本人、悪い人ばかりじゃない

けど、日本人のなかでも、なんかその事件あってからは、やっぱり、ちょっと、自分から

は話そうと思わなくなっていました．（５秒沈黙）” （女性、在日３世、1987 年生まれ、

民族学校、朝鮮大学校、本名と通名両方使用） 

 

 

 Ｈさんは、小学校から高校まで大阪にある民族学校に通い、朝鮮大学校への進学をきっ

かけに東京に住むようになった．北朝鮮の「拉致事件」が連日報じられるなかで友達のチ

ョゴリが切られたことを横でみていた経験と、自転車通学のときに「知らない」日本人か

ら「お前ら帰れ！」といわれ石を投げられた経験は、Ｈさんのその後の日本人に対する意

識の大部分を作り上げている．大学生になって本名でバイトをするようになったＨさんは、

同年代の日本人と知り合い、プライベートでも一緒に遊ぶほど仲良くなった．ところが、

Ｈさんが語っているように、親しい日本の友達ができる前に経験した「知らない」日本人

からの差別は、仲良くなった周りの日本人にも心を開けないようにする主な理由として作

用していることがわかる． 

また、Ｈさんの語りのなかで、一緒に働いているバイト先の人に対する感情が自分を攻

撃した「知らない」日本人に対する感情と重なり合っていることは注目に値する．「一緒

に楽しくは過ごすけど……やっぱり日本人は日本人」という語りからもうかがえるように、

Ｈさんが感じている戸惑いのなかには、「エスニック」な存在としてみられていた経験が

大きな影響を及ぼしていた．ここには、周りの日本人と一般の日本人を括って考えること
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も、まったく別の存在として考えることも容易ではない現実が反映されており、「個」と

「エスニック」としての自己の隔離は、Ｄさんの語りからも同じく発見されていた問題で

ある． 

これまでみてきたように、自分のルーツを守りながら日本社会の構成員として生きてい

こうとする在日韓国・朝鮮人の若い世代にとってこうした 2000 年以降の変化は、日本と

「祖国」との関係が危機に陥るときであっても自分たちが日本社会の構成員としていられ

るのかという根本的な問いを生み出した．また、日本社会の構成員となることが在日韓

国・朝鮮人である「個」として制度的・行政的差別なしに働ける環境の整備だけでは成し

遂げられないものであることも明らかになった． 

「個」としての自己が安定し、「個」のレベルにおける日本社会への信頼が定着してい

るいまの状況のなかで、「個」としての自己と「エスニック」としての自己との隔たりは、

国家レベルでの緊張感――「拉致問題」をめぐる 2002 年以降の日本と北朝鮮との緊張関

係など――が増すほど大きくなってしまう．「個」の側面では、在日韓国・朝鮮人であり

ながらも日本社会の構成員であることに疑問をもたない若い世代が、日本と「祖国」との

緊張関係に直面したときに「エスニック」な存在としてしかみられないかもしれないとい

う不安を感じながら生きることは、エスニック・アイデンティティの安定的形成や定着に

深刻な問題を作り出す原因となっている．そして、ここでは、「個」としての自己と「エ

スニック」としての自己との間に存在する断絶にどのように折り合いつけていくのかとい

う課題が浮上してくる．ところが、「エスニック」としての自己に遭遇するケースのほと

んどが「個」レベルではコントロールできない領域に属し、また、ここで大きな影響を及

ぼしている北朝鮮の問題が簡単に解決できない状況に置かれていることは、「個」と「エ

スニック」との間で折り合いをつけていくことの困難をそのまま表している．自分でコン

トロールできない「エスニック」領域の問題が彼／彼女らをどれほど不安にさせているの

か、その不安の意味について考えなければならない理由がまさにここにある． 

 

 

 IV.3 小括 

 

 

 第４章では、「韓流ブーム」がもたらしたホスト社会におけるメディア環境の変化が在

日韓国・朝鮮人の若い世代のもつ「ルーツ」への意識に及ぼした影響をインタビュー・デ

ータから分析した．そのなかでも本章では、「韓流ブーム」とほぼ同時に報道されていた
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北朝鮮の「拉致問題」によって日本における「祖国」のイメージが大きく分岐していくな

かで日本に定住する世代の個々人が 2000 年以降の社会変化をどのように解釈し、応答し

ていたのかという問題を中点的に捉えていた．「定住世代」のもつ「ルーツ」への意識が

構築／再構築されていくなかで現れる特徴を「個」としての自己意識と「エスニック」と

しての自己意識という２つの面から分析した本章を通して明らかになったことは以下の

２点にまとめることができる． 

 第一に、「韓流ブーム」や「拉致問題」が起こる前に緩和されていった、国籍による制

度的・行政的差別や日本における外国人「労働力」の急速な増加が「個」の在日韓国・朝

鮮人として日本社会で働くことを「自然」な経験にしている点である．もちろん、若い世

代は、親世代が在日韓国・朝鮮人であるがために「能力」が正しく評価されなかった差別

の経験を、記憶のなかに大きく位置づけ、それに共感しながらも、自分たちが親とは違う

時代を生きているという認識をはっきりもち、その記憶を「相対化」させていたことがわ

かった． 

 第二に、「個」のレベルにおいては在日韓国・朝鮮人であることにほとんど不安を感じ

ない若い世代が日本社会における「祖国」のイメージ分岐の影響を強く受けていることが

明らかになった．「個」の側面では、在日韓国・朝鮮人でありながらも日本社会の構成員

であることにほとんど疑問をもたない若い世代が日本と自分の「ルーツ」である朝鮮半島

との緊張関係を目にしたときに「エスニック」な存在としてしかみられないかもしれない

という不安を感じていることが「ルーツ」への意識の構築／再構築過程に強く影響を及ぼ

していることが語りからわかった． 

 本章で分析した若い世代のもつ「個」としての自己認識と「エスニック」としての自己

認識は、2000 年以降変化したホスト社会のメディア環境に対する解釈や応答にみられる

特徴として考えることができる．また、こうした特徴は、在日韓国・朝鮮人コミュニティ

の範囲をはるかに超えた、ホスト社会内のエスニックな存在としての自分に対する認識を

反映したものということができる．自分の「ルーツ」への意識がただ個々人のもつ意識に

止まらず、他人とのコミュニケーションや関係形成のための重要な要素であることは、何

を意味するのであろうか．移動を経験した者、その次の世代のもる「ルーツ」への意識は、

ホスト社会を生きる上でどのくらい、また、いつまで影響を及ぼすものであるのだろうか．

次の第５章では、ホスト社会内でエスニックな自己を表す「道具」である集団呼称の「選

び方」「使い方」に注目しながら議論を進めていくことにしたい． 
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V 認識における「Routes」 表現手段としての「Roots」 

 

 

 

エスニック集団にとって自分を表すカテゴリ、とりわけ、自分を認識し他人とのコミュ

ニケーションのなかで使われる集団呼称は、常にみずから主張するもの（asserted）と他

人から与えられる／割り当てられるもの(assigned)との相互作用を通して生産／再生産

されながらエスニック・アイデンティティの形成や変化を表してきた．たとえば、序章で

も取り上げていた、エスニック・アイデンティティを構築主義観点から分析している

Cornell and Hartmann(［1998］2007)の場合、エスニック・アイデンティティが持続的な

（ongoing）相互作用から形成／再形成され、分配されていくと主張し、そのプロセスの

なかで環境の変化やその変化に対する行為者の多様な解釈（interpretation）と応答

（response）の表れがもっとも重要な変数として作用していると指摘している． 

 構築主義的観点のように呼称がエスニック・アイデンティティのあり方を表すツールで

あることと、そのエスニック・アイデンティティが社会環境の変化によって構築／再構築

されていくものであることを考えると、「韓流ブーム」や「拉致事件」に代表される 2000

年以降の、在日韓国・朝鮮人を取り巻く日本社会における出来事は、彼／彼女らのもつエ

スニック・アイデンティティや自分の「ルーツ」への意識を映し出す呼称に大きな影響を

与えたとみることができる． 

 まず、「韓流ブーム」は、在日韓国・朝鮮人がこれまでと比べられないほど「祖国」の

現代情報に触れる環境を整えてくれた点において大きな変化をもたらしたと指摘できる．

この環境の変化を通して民族学校や在日団体の経験有無やハングルの読み書き能力に関

係なく母語である日本語を通して個人単位で「祖国」の情報にアクセスできるようになっ

たことは、これまで集団にコミットすることによって形成されていったエスニック・アイ

デンティティや「ルーツ」への意識が個人単位で「祖国」情報にコミットすることによっ

ても形成できるようになったことを意味している． 

 また、「韓流ブーム」とほぼ同じ時期に報道された「拉致事件」は、日本社会のなかで

「祖国」のイメージを大きく分岐させるきっかけになったことに注目したい．このイメー

ジ分岐は、自分の歴史認識に基づいて「在日朝鮮人」という呼称を使っていた人びとが北

朝鮮の人として誤解されることを避けるために公共の場では使えなくなるなど、意識のな

かでの呼称とコミュニケーション・ツールとしての呼称との緊張を生み出した点において
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重要である114． 

 本章では、前章でみてきた「定住世代」のもつ「ルーツ」意識の特徴を基に、世代と連

動している時代の変化という要素を分析の出発点に置く．前章が「定住世代」という特定

の世代に焦点を合わせて議論していたとするならば、本章は、ホスト社会における「祖国」

のイメージが大きく変化してきた 2000 年以降の時代に注目し、いまの時代を生きている

在日韓国・朝鮮人が自分のもつ「ルーツ」への意識をどのような呼称で表しているのかと

いう実際の行為に分析の焦点を絞っていきたい． 

日本社会の変化のなかで在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識がどのように変化して

いるのかという問題を取り上げていくために、本章では、2000 年以降「祖国」と日本と

の関係がダイナミックに変化していくなかで在日韓国・朝鮮人が自分を表す集団呼称をど

のように選び、日常のなかでエスニック的自己をどのような呼称を用いて表しているのか

について分析していく．そのために、在日韓国・朝鮮人が呼称問題をどのような文脈で理

解し論じてきたのかについて考察した上で、「呼称調査」のデータを通して呼称使用の状

況を具体的に分析していくことにしよう． 

                                                   
114 在日韓国・朝鮮人が日本社会における北朝鮮のイメージに影響を受け、「朝鮮人」という言葉を意識

的に使わなくなっている様子は、インタビュー調査においてもしばしば語られていた．たとえば、「韓

流調査」と並行されておこなわれたインタビューにおいて在日２世の男性は、以下のように語ってい

た．“朝鮮人っていうと、やっぱりイメージは、あの北朝鮮って思うよね、で、それに対して何と言

うかな．あと、うんと……朝鮮人っていわれたとき．国家に対してはものすごいマイナスイメージで

すね．それはもう国家に対してだからけど．人に対してその国家のイメージを押しつけることは、僕

は間違っていると思う．だから、この前、民団と総聯があの、一緒に力を合わせてやっていこうって

いうのをあの、民団のあの記念式であの、民団の一番上の人が話していたときに、ものすごい批判を

受けて、結局、離職しなければいけなかったというのはあるけど、それはすごく残念ですね．ただ、

そこは一部仕方ない部分もあって、総聯は日本における北朝鮮の悪いイメージでとらえられているか

ら、民団が総聯と手を取り合った場合、民団は総聯と組んでいるというメッセージが社会に発信され、

民団の社会的地位が、あの、落ちる可能性があるから、で、そういう発信はそれに繋がりかねないか

ら、そこはもうちょっと考えて動かなければいけないんだなってそういう話を聞いて痛感した．（７

秒沈黙）朝鮮人だからということで、あの、（７秒沈黙）えん、あんまり、意識、意識しないように

するっていうか、関係ないよねっているのを、自分が人と人との付き合いのなかで、あの、ま、半分

言い聞かせるし、半分そう思っているし、そういう捉え方です…（後略）…”（在日２世、男性、2008

年のインタビュー当時 33 歳、民族学校の経験なし）また、日本における「祖国」イメージの分岐を

通して自分の「ルーツ」について考え直すようになったケースもみられた．たとえば、在日３世の女

性は、次のように語っていた．“…（前略）…私、その時（幼かった頃）、国籍という、あれで朝鮮だ

ったから、朝鮮人といって、そのときあまり大韓民国という意識があまりなかったというか、韓流も

なんでもないし、だから、うちもちょっとね、チョソンサラム（朝鮮の人）、チョソンサラムという

表現をずっと使っていたから、朝鮮人なんだって思っていて…（中略）…最近は、言わない．在日と

か、コリアンとか、うん（４秒沈黙）考えたら朝鮮人じゃないもんと思って．はっきり韓国人という

か、韓国人というのもまだちょっとね、抵抗、抵抗というか、自然ではないんだけど、国籍は韓国で

すとか言ったり、あ、コリアンですとかいうときが多い．朝鮮、朝鮮という言葉が今はさ、なんか韓

国がさ、認知度がすごい上がっているんじゃない．うん．しかも、実際のルーツがそこじゃないとい

うのをわかったからさ、そのね、なんというの、登録上のね、表現は朝鮮だったかもしれないけど、

もう、実際、おばあちゃん、おじいちゃんもさ、母親のほうも、実際韓国から来てるからあの韓国じ

ゃん．ルーツは．いま分かれちゃっているからあれだけど…（後略）…”（在日３世、女性、2008年

インタビュー当時 28歳、民族学校の経験なし） 
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V.1 在日韓国・朝鮮人における呼称論争 

 

 

歴史認識が強く反映されている在日朝鮮人という呼称から日常のなかで頻繁に使われ

るようになった在日コリアンまで在日韓国・朝鮮人を表す呼称は、戦後の「祖国」分断を

契機に分岐させられ、世代交代のような意識面における変化や国籍法改正のような制度面

での変化などと連動しながら生産／再生産されてきた．尹健次（1990）が指摘しているよ

うに、在日韓国・朝鮮人の場合、日常レベルで南北分断を抱え込んでいることで「在日朝

鮮人」「在日韓国人」「在日韓国・朝鮮人」「在日コリアン」といった表現そのものがそう

した呼称を使うものの政治性やアイデンティティを示すものと理解されてきた歴史が存

在している（尹 1990: 56）． 

 自分の「ルーツ」を表す呼称がいくつもあることは、これまで何かを選び何かは意識的

に使わないという選択の問題を生み出してきた．そして、在日韓国・朝鮮人にとって呼称

がそれぞれのもつ歴史認識や「ルーツ」への意識の表れであることは、個々人が「ルーツ」

への意識の変化を経験するたびに、あるいは、その意識に影響を及ぼす社会環境が変化し

ていくたびに使う呼称も変わる可能性があることを示唆している． 

 これまで在日韓国・朝鮮人の呼称は、大きく歴史認識にかかわる文脈や生き方に表象さ

れるエスニック・アイデンティティ論という２つの文脈で論じられてきた． 

 第一に、歴史認識にかかわる呼称論争の代表的なものとしては、在日朝鮮人という呼称

の当為性を主張した尹健次（1990）と徐京植（2005＝2006）の議論、南北分断の長期化の

なかで在日韓国・朝鮮人という呼称を使うことをはじめて提案した徐龍達（1981）の議論

を挙げることができる． 

 尹健次（1990）は、1970 年代後半以降、在日朝鮮人に代えて在日韓国・朝鮮人という

言葉が普及してきたことの問題点を指摘しながら在日韓国・朝鮮人という呼称が国家・国

民・国籍概念と不可分に密着しており、その呼称のなかに韓国が韓国籍を所持しているも

のを、朝鮮が朝鮮籍（記号）所持者を意味しているばかりではなく、それぞれの政府を支

持しているという意味を含んでいることが問題であると主張した（尹 1990: 66）．すな

わち、在日韓国・朝鮮人という呼称のなかに政治的意味があり、在日朝鮮人を国民国家シ

ステムや政治的体制の次元で区分しようとする傾向がみられることを批判している． 

 在日韓国・朝鮮人という呼称のなかにある民族・国家名の混在を批判しているのは、徐

京植（2005＝2006）からもみることができる．徐は、在日韓国・朝鮮人という呼称に使わ

れている「韓国」という単語が国家を、「朝鮮」という単語が民族を表している点を指摘
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しながら、観念の水位が異なる言葉をひとつの呼称のなかにつなげて使うことの問題点を

批判した．また、このような混乱が民族と国民を同一視する単一民族国家幻想からなるも

のだと分析している（徐 2005＝2006: 16）． 

 一方、1980年代に入ってからは、「祖国」分断の長期化状況をどのように認識し、呼称

へ反映させていくべきなのかという議論も表れるようになった．当時「韓国・朝鮮」論と

して受け入れられた徐龍達（1981）の議論は、南・北の分断が 36 年以上つづき、「韓国」

「朝鮮」用語の解決を日本人社会に押しつけることが許されない時代に立ち至ったという

認識の基で展開されている．徐は、「韓」という言葉が決して 1945 年以降の「大韓民国」

に発するものではなく、古くから馴染まれていた呼称であることを挙げながら、圧倒的多

数の主権者が韓国籍をもち、彼らが「朝鮮」ないし「朝鮮人」と呼ばれることに賛同しな

い場合、その意思を無視した呼称を使うことは正しくないという分断状況や人びとの意識

に基づいた主張を広げていた（徐 1981: 320）． 

 以上のように、歴史認識にかかわる呼称議論のなかでは、主に「祖国」と自分との関係

に議論の重点が置かれ、どのような呼称が自分のルーツを「正しく」表しているのかとい

う問題を取り上げているものが多い．そこで呼称は、個人の意識や選択に任されるものと

いうより、「所与」のものとして認識されていることにその特徴がある． 

 第二に、呼称がアイデンティティの文脈で論じられている研究は、1980 年代から活発

に議論されていた「在日」論にみることができる．「在日」という言葉が本国の人とも日

本人とも異なる在日２世の意識を積極的に表しているように、それまでもっぱら歴史認識

の文脈で論じられていた呼称は、在日韓国・朝鮮人の帰属意識（feeling of belonging）

が「祖国」から日本へ移っていく過程のなかでアイデンティティ論と連動しながら論じら

れるようになった． 

「在日」という言葉は、当初「在日を生きる」というキャッチフレーズとして使われは

じめ、その後、日本人でもなければ本国の人とも違う在日韓国・朝鮮人の位置を表すもの

として使われるようになった．尹健次（2001）は、「在日」という呼称が主として日本に

住む朝鮮人を指す言葉として使われはじめたことを指摘し、「在日」という言葉が朝鮮籍

や韓国籍の違いを超えて在日朝鮮人を総称するだけではなく、とりわけ、若い世代の生き

方を示す一定の思想やイデオロギーないしは、歴史的意味合いを含むものとして認識され

てきた点を述べている． 

この「在日」という呼称は、1970年代から 80年代にかけて繰り広げられた権利擁護運

動とのかかわりで日本社会に向けてみずからの存在をアピールするものとして積極的に
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使われた．前章でも取り上げていた Chapman(2008)は、当時の権利擁護運動を‘Citizenship’

の角度から捉え、この運動のプロセスのなかで在日韓国・朝鮮人自身が日本の外部者

(outsider)という観点から日本社会への帰属感と定住問題を論じる内部者（insider）と

いう観点へと移り変わっていたことを指摘した．また、当時の在日韓国・朝鮮人がローカ

ルな日本人コミュニティへ貢献しているメンバーとしてみずからを位置づけるようにな

ったことを重要な変化として捉えている．ここで彼／彼女らがみずからを表していた「在

日」という呼称は、それまで「祖国」とのつながりを通してアイデンティティを求めてい

た在日韓国・朝鮮人がみずから日本社会への帰属を求め、日本人コミュニティの貢献者と

しての自分を積極的に主張する意識の変化表すものであった．また、この時期に主張され

はじめた「在日」という呼称は、その後、福岡安則（1993）の研究によって「共生志向」

という在日韓国・朝鮮人の生き方を説明するひとつの志向として研究されるほど、在日韓

国・朝鮮人のなかで大きな影響を及ぼしたものになっていった． 

 これまで述べてきたように、在日韓国・朝鮮人にとって呼称は、歴史認識の表象であり、

また、個々人のもつ「ルーツ」への意識／エスニック・アイデンティティの表れとしての

役割を果たしてきた．また、自分の「ルーツ」を表す集団呼称がいくつもあることは、そ

のなかで何かを選び、また何かは意識的に使わないという「選択」の問題を生み出してき

たと考えられる． 

一方、呼称には、在日韓国・朝鮮人としての自己意識にかかわる側面以外にもコミュニ

ケーションのツールとしての役割が存在しており、それは呼称の「二元性」という言葉と

して表現することができる．ここでいう呼称の「二元性」というのは、在日韓国・朝鮮人

にとって個々人の意識における呼称と他人に自分を説明／紹介するために使う呼称との

間にズレが存在していることを意味する．呼称がコミュニケーションのためのひとつのツ

ールであることや在日韓国・朝鮮人を表す呼称が多様であることを考えると、在日韓国・

朝鮮人に関する知識の度合いや関心の度合いがそれぞれ異なる他人に自分を表すために

使う呼称は、場面ごとに変わる可能性が高い．特に、日本で「祖国」のイメージが大きく

分岐し始めた 2000 年代以降、意識上の呼称とコミュニケーション上での呼称との間の緊

張が高まっていることは言うまでもない． 

 ところが、ここで注目しておきたいことは、このような緊張状態のなかでもあるひとつ

の集団呼称に収斂されることなく、依然として在日韓国・朝鮮人の間では多様な呼称が使

われ、新たに作り出されている点である．これは、個々人のもつ現在の状況に対する意識

や自分の「ルーツ」に対する感覚がそれぞれ異なっていることを意味し、その意識の違い



 181 

が呼称選択にも影響を及ぼしていることを示す．それでは、こうした意識の差異はどこか

ら生まれたのだろうか．その差異を作り出している変数は何だろうか．以下では、これま

で論じた内容を基に、在日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」意識と呼称「選択」との間に存

在する関係性に着目し、その意識がどのような環境のなかで構築／再構築されていくのか

という問題を分析していくことにしよう． 

 

 

 V.2 呼称選択範囲に現れる個人の「ルーツ」意識 

  

 

V.2.1 回答者の構成 

 

 分析に入る前に、「呼称調査」で得られた 164 のデータがもっている特徴について簡単

に述べておきたい．＜表 16＞は、回答者の属性をまとめたものである．まず、「呼称調

査」における回答者の属性を性別からみていくと、男性が 65 名（39.6％）、女性が 84 名

（51.4％）として女性の回答者が男性より約 10％多い特徴をもっている．また、年齢分

布をみてみると、20 代が 17名（10.4％）、30代が 41名（25.0％）、40代が 18名（11.0％）、

50 代が 33 名（20.1％）、60 代が 37 名（22.6％）、70 代が 15 名（9.1％）として 20 代・

40 代・70 代のデータが他の年代より少ないもののある年代に偏ることなく、多様な年齢

の人が入っている． 

 次に、世代の分布をみてみると、「呼称調査」では、回答者の父親世代を基準に世代を

区分したが、その区分法によれば、２世が 71名（43.3％）、３世が 74名（45.1％）、４世

が 9 名（5.5％）として２世と３世が全体の９割以上を占めている．４世の回答者が少な

い理由としては、調査を依頼した団体や人びとの年齢構成やサンプリング法など「呼称調

査」の方法上の制約から生じたものといえるだろう． 

続いて、調査時点における国籍の分布は、韓国籍が 112 名（68.3％）、朝鮮籍（記号）

が 23 名（14.0％）、日本籍が 27 名（16.5％）として韓国籍の人が約７割を占めている．

日本籍の人が少ない理由も「呼称調査」が組織に属している人や宗教生活を通してネット

ワークを形成している「可視化」された人びとを中心に調査対象者をみつけていたことに

かかわっている．一方、その「可視化」された人びとを中心に調査を依頼していたことで、

民族学校に通った経験をもっている人のデータが 50件（30.5％）得られた．  
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＜表 16＞ 「呼称調査」における回答者の属性 

変数 人数 （％）  変数 人数 （％） 

性別    最終学歴   

男性 65 （39.6）  中学校 7 （4.3） 

女性 84 （51.4）  高校 41 （25.0） 

    短期大学・専門学校 24 （14.6） 

年齢    大学 69 （42.1） 

20代 17 （10.4）  大学院 15 （9.1） 

30代 41 （25.0）     

40代 18 （11.0）  従業上の地位   

50代 33 （20.1）  常勤職人（正社員・正職人ほか） 56 （34.1） 

60代 37 （22.6）  自営業主・自営業者（従業員 3人以下） 25 （15.2） 

70代 15 （9.1）  臨時雇い・パート・アルバイト 19 （11.6） 

    経営者・役員（従業員 3人以上） 17 （10.4） 

世代    主婦 11 （6.7） 

2世 71 （43.3）  無職 11 （6.7） 

3世 74 （45.1）  その他 5 （3.0） 

4世 9 （5.5）  家族従業者 4 （2.4） 

    学生 4 （2.4） 

調査時点での国籍   派遣社員 2 （1.2）  

韓国 112 （68.3）     

朝鮮（記号） 23 （14.0）  在日団体参加頻度   

日本 27 （16.5）  ここ 10年間、参加したことがない 60 （36.6） 

    ここ 10年間、変わらず参加頻度が高い 39 （23.8） 

民族学校の経験有無    ここ 10年間、参加頻度が低くなっている 32 （19.5） 

民族学校経験あり 50 （30.5）  ここ 10年間、参加頻度が高くなっている 22 （13.4） 

民族学校経験なし 114 （69.5）  ここ 10年間、変わらず参加頻度が低い 9 （5.5） 

       

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

**無回答の票を除外して集計したため、人数の合計が 164 にならない場合がある．  

 

 

 教育水準における「呼称調査」の回答者の特徴は、大学を卒業した人が 69名（42.1％）

としてもっとも多く、その次が高校卒業（41名、25.0％）、短期大学・専門学校卒業（24

名、14.6％）、大学院卒（15 名、9.1％）、中学卒業（７名、4.3％）の順を示しており、

大学や大学院の卒業者が全体の約半分を占めていることがわかる． 

 また、回答者の従業上の地位をみると、常勤職人として働いている人が 56名（34.1％）

として一番多く、自営業主や自営業者が 25名（15.2％）、臨時雇いやパート、アルバイト

が 19 名（11.6％）、従業員が３人以上である職場の経営者や役員が 11 名（6.7％）、主婦

が同じく 11名（6.7％）、家族従業者や学生がそれぞれ４名（2.4％）、派遣社員が２名（1．

2％）含まれている． 

 最後に回答者の在日団体への参加頻度をみてみると、ここ 10 年間在日団体の活動に参

加したことがないと答えた人が 60名（36.6％）、相変わらず在日団体への参加頻度が高い

人が 39名（23.8％）、参加頻度が低くなっている人が 32名（19.5％）、参加頻度が高くな
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っている人が 22 名（13.4％）、相変わらず参加頻度が低い人が９名（5.5％）としてまっ

たく参加したことがない人や参加頻度が高い／高くなっている人がそれぞれ約４割ずつ

含まれていることがわかる． 

 

 

V.2.2 集団呼称の知識とこれまで自分を表すために使ったことのある呼称 

 

 前項で述べた「呼称調査」における回答者の特徴を念頭に入れながら呼称選択にみられ

る在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識を分析していくために、ここでは、まず、「呼

称調査」の回答者が本・新聞・ニュース・日常会話を通してどのくらいの集団呼称を知っ

ているのか、また、その知っている呼称のなかで自分の存在を他人に表すためにこれまで

どのくらいの呼称を使ったことがあるのかについてみていくことにしよう． 

  

  ＜図 16＞ 本・新聞・ニュース・日常会話を通して読んだ／聞いたことのある呼称の数        

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

  

 

＜図 16＞は、回答者がこれまで読んだ／聞いたことがあると答えた呼称の数を表した

ものである115．これまで１つの呼称しか読んだ／聞いたことがないと答えた回答者は 12

名で全体の約 7.3％に過ぎない一方、回答者の半分を占める 82 名の人びとは、これまで

10個から 14個までの呼称に触れたことがあると答えた． 

                                                   
115 実際に用いた質問は、APPENDIX「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」の調査票＜問１＞を参照． 
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複数回答の形式を取っていた本質問に対して回答者がこれまで読んだ／聞いたことが

あると答えた呼称の分布をみてみると、「在日韓国人」が 145名、「在日」／「韓国人」／

「朝鮮人」／「在日韓国・朝鮮人」がそれぞれ 132名、「在日朝鮮人」が 128名、「在日コ

リアン」が 121 名、「在日同胞」が 119 名、「在日僑胞」が 105 名、「チョソンサラム（朝

鮮の人）」が 104名、「在日朝鮮・韓国人」が 99名、「オールドカマー」が 67名、「ウリサ

ラム（我が人）」／「海外公民」がそれぞれ 66 名、「コリア系日本人」が 42 名、「在日韓

人」が 38名の順を示し、「在日韓国人」という呼称がもっとも多くみられた． 

 特に、「在日韓国人」という呼称は、これまで１つの呼称しかメディアや日常生活のな

かで読んだ／聞いたことがないと答えた人びとの回答でも多くみられ、12 名のなかで８

名がこれまで「在日韓国人」という呼称にしか触れたことがないと答えている116． 

 それでは、回答者はこれまで読んだ／聞いたことのある集団呼称のなかでどの呼称を選

んで自分を他人に表してきたのか．その数は、これまで読んだ／聞いたことのある呼称の

数と比べた場合どのような差異を表しているのだろうか．続けて、これまで自分を表すた

めに使ったことのある呼称の数に関する項目に移ってみることにしよう117． 

 ＜図 17＞は、回答者が自分の存在を他人に表すために使ったことのある呼称の数を並

べたグラフである． 

 

 

＜図 17＞ 自分を表すために使ったことのある呼称の数（単位：人） 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

 

                                                   
116 それ以外には「在日」（２名）、韓国人（１名）、コリア系日本人（１名）の呼称が含まれている． 
117 具体的質問は、APPENDIX「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」の調査票＜問３＞を参照． 
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 メディアや日常会話を通して読んだ／聞いたことのある呼称の数が 10個から 14個まで

の間に集中しているのとは異なって、これまで自分を表すために使ったことのある呼称の

数は、１個から３個までを選んだ一群と、それ以上の数、すなわち４個から 12 個までを

選んだ一群とに、ゆるやかに分けられた． 

まず、自分を表すために１個から３個までの呼称を使ったことがあると答えたグループ

をみてみよう．そのうち、これまでひとつだけの呼称で自分を表し続けてきた人の場合、

選ばれた呼称は、「在日韓国人」が 11名、「韓国人」が３名、「在日コリアン」が１名、「在

日僑胞」が２名、「コリア系日本人」が１名、「日本人」が１名、「父が在日２世のハーフ」

が１名ふくまれているなど、「在日」という言葉や「韓国」という言葉が付いている呼称

が主に使われていたことがわかる． 

また、２個から３個の呼称をつかったことがあると答えた人びとの回答の場合、上で挙

げられていた「在日韓国人」（８名）、「在日」（８名）に加え、ひとつだけの場合には選択

されなかった「在日朝鮮人」（１名）、「在日朝鮮・韓国人」（２名）、「朝鮮人」（１名）な

ど、「朝鮮」という言葉が入っている呼称が使われていたことが目立つ．これは、「韓国」

と「朝鮮」という言葉が、自分の「ルーツ」意識の変化によって、あるいは、他人のもつ

「韓国」「北朝鮮」へのイメージに応じて、選び分けられていたことをうかがわせる． 

これに対し、回答者の半分は、他人に自分の存在を表すために４個から 12 個の呼称を

使った経験をもっている．このことは、「韓国」「朝鮮」という言葉の境界を行き来するこ

とはもちろん、政治的・歴史的意味合いが強い言葉と弱い言葉の間をも行き来しながら他

人とコミュニケーションを続けてきたことを表す．言い換えると、このグループに属して

いる回答者の場合、いくつもの呼称を他人に「試したことがある」、あるいは、「試しなが

ら」これまで場ごとに呼称を使い分けていた経験をもっている可能性が高い．在日韓国・

朝鮮人にとって呼称の選択とは、自分の「ルーツ」への意識、および他人のもつ在日韓国・

朝鮮人への関心／知識の度合いと深くかかわっていることがここからうかがえる． 

それでは、いくつもの呼称を用いて自分を表してきた回答者は、いまの自分をどのよう

な呼称で自己規定しているのだろうか．これまで「試してきた」呼称のなかでどのような

呼称に「収斂」していたのだろうか．調査時点（2012年）における回答者の自己意識を、

呼称を通してみてみよう118． 

＜図 18＞は、回答者が現在の自分を表す言葉としてもっとも適切な呼称だと答えた言

葉をこれまで自分を表すためにつかったことのある呼称と比較して提示したものである． 

                                                   
118 調査票で使われていた実際の質問は、APPENDIX「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」の調査票＜

問４＞を参照． 
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＜図 18＞ 自分を表すために使ったことのある呼称および現在の自分を表す呼称（単位：人） 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

 

 

これまで複数の呼称を使って自分の存在を他人に表したことのある回答者が調査時点

（2012年）の自分を表すもっとも適切な呼称として選んだのは、「在日韓国人」が 42名、

「在日コリアン」が 30 名、「在日」が 23 名、「在日朝鮮人」が 20 名に上っている．回答

者にもっとも多く選ばれている呼称にみられる共通の特徴は、呼称のなかにすべて「在日」

という言葉が入っている点である．これまで使ったことのある呼称のなかで上位に入って

いた、「在日」という言葉が入っていない呼称である「韓国人」や「朝鮮人」の場合、現

在の自分を表す呼称として選ばれているケースは、それぞれ 11 名と３名に過ぎない．こ

うした結果は、回答者が国籍や「ルーツ」を表す「韓国」「朝鮮」という言葉と同じよう

に、「在日」もを重要な言葉として認識していることをうかがわせる． 

これまでみてきたように、回答者のなかでは、これまでいくつもの呼称を他人に「試し

ながら」いまの呼称に「収斂」されたケースがみられる反面、ひとつの呼称しか使ったこ

とがないケースもみられた．呼称というものが在日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」への意

識やエスニック・アイデンティティなどに分かちがたく結びついているのであれば、これ

まで使ったことのある呼称の数や現在自分を表すのに適切だと思う呼称は、回答者のもつ

「ルーツ」への意識がこれまでどのように変化してきたのか、そのプロセスを物語る手が

かりとして考えることができる．自分を他人に表すために多様な呼称を「試してみた」人
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とそういう経験をもたない人との間にはどのような差異が存在しているのだろうか．どの

ような要因が呼称の「収斂」プロセスに影響を及ぼしているのか．また、この「収斂」と

は「ルーツ」が遠くなることを意味するのだろうか、それとも、もっと近づいていくこと

を意味するのだろうか． 

こうした問題意識を基に次項では、まず、これまでみてきたメディア・日常会話のなか

で読んだ／聞いたことのある呼称の数、自分を表すために使ったことのある呼称の数、そ

して、いまの自分を表すのにもっとも適切だと思う呼称がどのような変数の影響を受けて

いるのかについて分析を進めていきたい． 

 

 

V.2.3 呼称への知識や呼称使用に影響を及ぼす要因 

 

 前項でみてきたように、「呼称調査」における在日韓国・朝鮮人回答者の呼称への知識

の度合いやこれまで他人に「試してみた」呼称の数はひとつの傾向にまとめられることな

く、多様な様相を表していた．呼称が回答者のもつ「ルーツ」への意識やエスニック・ア

イデンティティのいまを表すものであるとするならば、呼称をめぐるこうした多様な様相

は、回答者のもつ意識の多様性をそのまま映し出しているとみてよい． 

在日韓国・朝鮮人の多様化は 1990 年代から本格的に論じられはじめ、そのときに彼／

彼女らの多様性を表す指標としてよく用いられたのは、世代であった．そして、それ以降

ジェンダーや国籍による差異や民族学校の経験有無および教育水準による意識の差も注

目されるようになる（福岡 1993, 1997; 金 1995, 2009, 2010; 鄭 2001, 2003,2005; 

谷編 2002; 佐々木 2006）． 

 在日韓国・朝鮮人のもつ「在日」としての認識に関する分厚い研究の蓄積に照らしたと

き、在日韓国・朝鮮人が日常生活のなかで日々「選んでいる」集団呼称の問題とは、どの

ように位置づけていくことができるのだろうか．尹健次（1990）、徐京植（2005＝2006）、

徐勝（2008）において主張されたような、歴史的な存在として「選ぶべき」「使うべき」

呼称が存在するという「妥当性」を根幹に据えている議論と、コミュニケーション・ツー

ルとしての呼称「選択」という視点との間には、どういった関係性がみられるのだろうか． 

以下では、回答者のもつそれぞれの「ルーツ」への意識や呼称「選択」との関係性に注

目していきたい．そのために、まず、回答者のもつ呼称への知識の度合いやこれまで自分

を表すために使ったことのある呼称の数がどのような要因の影響を受けているのかをみ

ていくことにしよう．はたして、前項で明らかになった呼称使用の多様なパターンは、こ
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れまでの多様化言説で指摘されてきたような世代・民族学校の経験有無・ジェンダー・教

育水準などの変数とどのようなかかわりをもっているのだろうか．とりわけ、ホスト社会

における「祖国」イメージがダイナミックに変化する時代を生きる在日韓国・朝鮮人にと

って、呼称の選択とは依然として「世代」要因によって規定されるものだろうか． 

 ＜表 17＞は、これまで新聞や本を通して読んだり、会話やニュースなどを通して聞い

たりした呼称の数とこれまで使ったことのある呼称の数をクロス表としてまとめたもの

である． 

 

 

＜表 17＞ 本や新聞、会話やニュースを通して知っている呼称の数と           

     これまで使った ことのある呼称の数と比較（数） 

 

 

 

＜表 17＞をみてみると、知っている呼称の数が多いほど使ったことのある呼称の数が

多くなる傾向がまず目に入る．ところが、その傾向とともに目を引くには、知っている呼

称が多くなれば多くなるほど、自分を表すために使ったことのある呼称の数がばらついて

いる傾向である．たとえば、知っている呼称が５つ以上である人びとの場合、知っている

呼称のすべてを、自分を表すために使ったことのがあるケース、すなわち、知っている呼

称と使ったことのある呼称の数が一致しているケースもあれば、さまざまな呼称を知って

いても自分を表すために使う呼称は１つや２つに収まっているケースもみられる． 

 こうしたケースからみて知っている呼称の数と実際に自分を表すために使ったことの

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
6 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 10
7 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6
8 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
9 0 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 8

10 0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 10
11 3 1 4 1 0 1 3 1 1 1 1 0 17
12 1 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 2 15
13 3 0 4 4 2 3 2 2 1 1 0 0 22
14 0 0 4 0 2 1 3 2 6 1 0 0 19
15 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 8
16 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0 1 9

合計 24 18 25 15 17 13 13 10 13 8 1 4 161

自分を表すために使ったことのある呼称の数本や新聞から
知っている
呼称の数 合計

**論理チェックをあえてしていない
*「呼称調査」のデータを基に筆者作成
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ある呼称の数との間には、以下のような大まかな３つのパターンが指摘できる．第一に、

知っている呼称の数が少ないために使っている呼称も少ないタイプ、第二に、知っている

呼称の数が多く、知っているほとんどの呼称を、自分を表すために使ったことのあるタイ

プ、そして、第三に、知っている呼称の数は多い反面、自分を表すために使う呼称の数は

少ないタイプである． 

ところが、＜表 17＞のような呼称の数を用いた分類だけでは、呼称使用において多様

なパターンが存在するといった事実は発見できるものの、それぞれのパターンに属してい

る回答者がどのような呼称を選んでいるのか、あるいは、どういった要因がそれぞれのパ

ターンを特徴づけているのかなど、もっと具体的な要素に十分に迫っていくことができな

い． 

＜表 17＞で発見された知識としてはたくさんの呼称を知っていても、そのなかで限ら

れた呼称だけを使ったことがあると答えたパターンに属する人びとは、どういった呼称を

意識的に「選び」、また「選んでない」のだろうか．世代や性別、民族学校の経験有無、

国籍などはこのパターンとどのくらいの関係をもっているのだろうか． 

前項でも述べたように、呼称が長い間、在日韓国・朝鮮人にとって政治的立場を表すも

のであったことや、2000 年以降のホスト社会における「韓国人」と「朝鮮人」とのイメ

ージ分岐は、呼称を「選ぶ」行為自体の重要性を明らかにしている．そして、この文脈に

おいて、このグループ間にみられる差異を分析し、それぞれのグループが「選択」した呼

称や意識的に「使わない」呼称をより具体的に分析していく必要性が生じる． 

そのために、以下では、＜表 17＞で発見されたいくつかのパターンを念頭に置きなが

らクラスタ分析（cluster analysis）を通して回答者をいくつかのグループに分けてその

特徴をまとめていくことにしよう．クラスタ分析とは、対象間の距離を測る119ことによっ

て距離が近いもの同士をひとつのグループとしてまとめ、分類する分析方法として探索的

                                                   
119 クラスタ分析においてデータ間の距離を測る方法としては、最近隣法、最遠隣法、群平均法、重心

法、ワード法という５つの方法が主に使われている．それぞれの距離測定法の原理について村瀬・高

田・廣瀬（2007）は、以下のように説明している．第一に、最近隣法は、２つのクラスタからそれぞ

れひとつずつ個体を選んで個体間の距離を求め、すべてのペアのなかでもっとも近い個体間の距離を

２つのクラスタ間の距離として定義する方法である．第二に、最遠隣法は、２つのクラスタからそれ

ぞれひとつずつ個体を選んで個体間の距離を求め、すべてのペアのなかでもっとも遠い個体間の距離

を２つのクラスタ間の距離として定義する．第三に、群平均法は、２つのクラスタからそれぞれひと

つずつ個体を選んで個体間の距離を求め、すべてのペアの距離の平均値を２つのクラスタ間の距離と

して定義する方法である．第四に、重心法は、２つのクラスタの重心を求め、その重心間の距離をク

ラスタ間の距離として定義する．そして、最後に、ワード法は、２つのクラスタ内の平方和を最小に

するという基準でクラスタを形成していく方法である．以下では、このなかで鎖効果（chain effect）

――あるひとつのクラスタに個体がひとつずつ順に吸収されていくこと――が起こりにくいワード

法を用いながら分析を進めていくことにする．  
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にデータを分類する場合によく用いられる分析方法である．ワード法を用いて知っている

呼称の数と自分を表すために使ったことのある呼称の数をグルーピングすると、＜表 18

＞のような３つのクラスタに回答者を分類することができる． 

 

 

＜表 18＞ 知っている呼称の数と自分を表すために使ったことのある呼称の数 

    度数   平均値     標準偏差  最小値 最大値 

読んだり クラスタ 1 78 13.21 2.315 8 18  

聞いたりして クラスタ 2 50 9.96 3.057 4 16  

知っている クラスタ 3 36 3.56 2.443 1 9  

呼称の数 合計 164 10.10 4.550 1 18  

自分を表す クラスタ 1 78 7.14 2.474 2 12  

ために クラスタ 2 47 2.89 1.493 1 7  

使ったことの クラスタ 3 36 2.56 1.698 1 6  

ある呼称の数 合計 161 4.88 3.014 1 12  

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

 

 

＜表 18＞をみてみると、３つに分類されたクラスタのなかでクラスタ１は、これまで

本などで読んだりニュースなどで聞いたりしたことのある呼称の数の最小値が８種類、最

大値が 18 種類で、知っている呼称の数がとくに多いことがわかる．また、そのなかで自

分を表すために使ったことのある呼称の数をみると、クラスタ１に属する人は、２種類か

ら 12 種類までの呼称をこれまで自分を表すために「試した」ことがあることがわかる．

ここからクラスタ１は、知っている呼称の数も多く、自分を表すために使ってみた呼称の

数も多いグループとして位置づけることができるだろう． 

次に、クラスタ２へ移ってみよう．クラスタ２に属する人びとは、知っている呼称の数

が４種類から 16 種類までで、クラスタ１のように呼称への知識の度合いが高いことがわ

かる．ところが、これまで自分を表すために使ったことのある呼称の数をみてみると、ク

ラスタ２に分類されている人びとは、これまで自分を表すために１種類から７種類までの

呼称を「選んで」使っていることがわかる．こうした特徴をまとめてみると、クラスタ２

には、知っている呼称は多いが、自分を表すために使ったことのある呼称の数は知ってい

る呼称の数に比べ少ないグループとしてみることができる． 

最後に、クラスタ３をみてみると、クラスタ３の場合、知っている呼称の数が１種類か

ら９種類までであり、そのなかで自分を表すために使ったことのある呼称の数も１種類か

ら６種類まで、クラスタ１とクラスタ２に比べ、知っている呼称の数と自分を表すために
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使ったことのある呼称の数両方が少ない特徴をもつ． 

以上のような３つのクラスタは、＜表 17＞を通して発見されたグループと同じ傾向を

示している．それでは、それぞれのクラスタに属している人びとはどのような特徴をもっ

た人びとだろうか．今度は、それぞれまとめられたクラスタを用いて、そのクラスタがど

のような変数の影響を受けているのかをクロス集計表を通して分析していく．こうした分

析を通してこれまで在日韓国・朝鮮人の多様化言説を支えてきた世代・民族学校の経験有

無・ジェンダー・国籍・教育水準という変数と呼称への知識の度合いやこれまで他人に自

分を表すために使ったことのある呼称の数との関係を考察し、回答者の呼称の使い分けに

関する具体的な分析に入っていきたい． 

  

 

＜表 19＞ クラスタに影響を及ぼす変数 

    クラスタ１  クラスタ２    クラスタ３ 

変数         (合計) 
知っている呼称の数:多

使ってみた呼称の数:多 
 

知っている呼称の数:多 

使ってみた呼称の数:少 
 

知っている呼称の数:少 

使ってみた呼称の数:少 

世
代 

全体 (154) 71 (46.1)   50 (32.5)  33 (21.4) 

２世 (71) 33 (46.5)  19 (26.8)  19 (26.8) 

３世 (74) 33 (44.6)  27 (36.5)  14 (18.9) 

４世 (9) 5 (55.6)  4 (44.4)  0 (0.0) 

民
族
学
校 

全体 (164) 78 (47.6)  50 (30.5)  36 (22.0) 

経験あり (50) 28 (56.0)  17 (34.0)  5 (10.0) 

経験なし (114) 50 (43.9)  33 (28.9)  31 (27.2) 

性
別 

全体 (149) 76 (51.0)  49 (32.9)  24 (16.1) 

男性 (65) 38 (58.5)  21 (32.3)  6 (9.2) 

女性 (84) 38 (45.2)  28 (33.3)  18 (21.4) 

国
籍 

全体 (162) 78 (48.1)  50 (30.9)  34 (21.0) 

 朝鮮（記号） (23) 15 (65.2)  7 (30.4)  1 (4.3) 

韓国 (112) 60 (53.6)  28 (25.0)  24 (21.4) 

日本 (27) 3 (11.1)  15 (55.6)  9 (33.3) 

教
育
水
準 

全体 (156) 74 (47.4)  50 (32.1)  32 (20.5) 

高卒以下 (48) 14 (29.2)  11 (22.9)  23 (47.9) 

短大・専門学校 (24) 9 (37.5)  9 (37.5)  6 (25.0) 

大学 (39) 39 (56.5)  28 (40.6)  2 (2.9) 

大学院 (15) 12 (80.0)  2 (13.3)  1 (6.7) 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

**無回答の票を除外して集計したため、人数の合計が 164にならない場合がある． 

 

 

＜表 19＞は、３つのクラスタに分けられた回答者のデータがどのような変数の影響を
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受けているのかみていくためにクロス集計をおこなった結果をまとめたものである．呼称

への知識の度合いや使ってみた呼称の数がともに多いクラスタ１、呼称をたくさん知って

いる反面あまり他人の前で「試した」経験をもたないクラスタ２、そして、呼称に関する

知識の度合いが低く、これまで自分を表すために使ったことのある呼称の数も少ないクラ

スタ３という多様なパターンを表しているそれぞれクラスタは、どのような変数の影響を

受けているのだろうか． 

第一に、在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識やエスニック・アイデンティティの多

様化を論じるときに重要な変数として用いられてきた世代とクラスタとの関係をみてみ

ると、約５割の回答者がこれまで自分を表すために使ったことのある呼称の数が多く、約

３割の回答者は、知っている呼称の数に比べ、自分を表すために使ったことのある呼称の

数が少ない傾向を示す． 

この傾向を世代別にみてみると、２世のなかでクラスタ１とクラスタ２に分類される人

びとは、それぞれ 46.5％（33 名）、26.8％（19 名）であり、３世の場合も、クラスタ１

とクラスタ２に属する回答者がそれぞれ 44.6％（33 名）、36.5％（27 名）であって２世

と３世の間に知っている呼称の数には大きな差がみられない．また、これまで自分を表す

ために使ったことのある呼称の数も世代関係なく似たような傾向を示している．２世と３

世との間にみられるこうした類似性は何を意味するのだろうか． 

第二に、民族学校とクラスタとの関係をみてみよう．民族学校に通った経験をもってい

るグループの場合、56.0％（28 名）がクラスタ１に、34.0％（17 名）がクラスタ２に属

し、クラスタ３に分類される人は 10.0％（５名）に過ぎない．一方、民族学校に通った

経験をもたないグループの場合、クラスタ１とクラスタ２にそれぞれ 43.9％（50 名）、

28.9％（33 名）の回答者が含まれており、民族学校に通って経験をもった回答者のほう

が知っている呼称の数が多く、これまで自分を表すために使ったことのある呼称の数も多

い傾向がみられた．また、民族学校に通った経験をもたないグループの場合、知っている

呼称の数とこれまで自分を表すために使ったことのある呼称の数がともに少ないクラス

タ３に属する回答者が約３割を占めるなど、２つのグループの間にいくつかの差がみられ

る．ところが、全体的な傾向を比べた場合、クラスタ１からクラスタ３までに属する回答

者の割合は、似たような傾向を示していることにも注目したい． 

第三に、性別とクラスタとの関係をみると、男性の場合は、回答者の 58.5％（38 名）

が知っている呼称の数とこれまで自分を表すために使ったことのある呼称の数とがとも

に多い、クラスタ１に属している．女性の場合、クラスタ１に属しているケースがもっと
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も多い傾向は男性と似ている一方、その割合は、女性の約４割として男性より１割くらい

低い数値を示す．また、クラスタ２の場合は、男性と女性との間にほとんど差がみられな

い．ところが、知っている呼称の数と自分を表すために使ったことのある呼称の数が両方

少ないクラスタ３に限って、女性が男性より多く含まれている特徴がみられる． 

第四に、国籍とクラスタとの関係をみてみると、朝鮮籍（記号）を保有している回答者

のなかでもっとも強くみられ、朝鮮籍（記号）の回答者は知っている呼称の数とこれまで

自分を表すために使ったことのある呼称の数両方が多い、クラスタ１に 65.2％（15 名）

を占める回答者が含まれている．一方、クラスタ３には、4.3％（１名）しか入っていな

いことが目を引く．それ以外に、注目しておきたいところは、日本籍を保有している人の

分布である．日本籍保有者の場合、知っている呼称は多くても自分を表すために使ったこ

とのある呼称の数は少ないクラスタ２に属する回答者が 55.6％（15 名）を占めており、

全体の傾向と異なる傾向を表している120． 

それでは、朝鮮籍（記号）をそのまま保有している者と日本籍保有者、あるいは、日本

籍へ帰化した経験をもつ回答者との間にみられる差異は、どのように説明することができ

るのだろうか．国籍によるクラスタ分布の差異を念頭に置きながら、最後に教育水準とク

ラスタとの関係の部分に移ることにしよう． 

第五に、教育水準とクラスタとの関係をみると、大学院以上の教育水準をもった回答者

の場合、８割（12 名）がクラスタ１に属する特徴をもっている．それに対し、高校卒業

以下の教育水準をもっている回答者の場合、知っている呼称の数とこれまで自分を表すた

めに使ったことのある呼称の数、両方が少ないクラスタ３に 47.9％（23 名）が含まれて

いる．ここから、学歴が高ければ高いほど、知っている呼称の数が多く、また、自分を表

すためにこれまで多様な呼称を他人に「試した」経験をもっていることがうかがえる． 

以上のような５つの要因――世代、民族学校の経験有無、性別、国籍、教育水準――と

知っている呼称の数やこれまで自分を表すために使ったことのある呼称を用いて作った

クラスタとの関係をみていくことで、ある特徴を発見することができる．それは、クラス

タ間にみられる違いがこれまで在日韓国・朝鮮人の多様化議論を支えていた世代という

                                                   
120 国籍とクラスタとの関係を解釈するうえで参考までに「呼称調査」における 2000年以降の国籍変更

に関する項目の結果を紹介したい（＜問 27＞＜問 27－1＞）．「呼称調査」において設けられた 2000

年以降の国籍変更に関する設問に対して変更したと答えた人は 28 名で、そのなかの 20 名が朝鮮籍

から韓国籍へ、５名が韓国籍から日本籍へ、２名が朝鮮籍から日本籍へと変更した経験をもってい

ることが明らかになっている．こうした国籍の変更を 2000年以降の日本社会における「祖国」のイ

メージの分岐や回答者のもつ「ルーツ」への意識に影響を受けたものとして考えた場合、３つのク

ラスタに影響を及ぼしている変数は、国籍そのものより、国籍を変える回答者の意識に影響された

ものとしてみることができる． 

 



 194 

「静的」な要因より、民族学校の経験有無、国籍、教育水準などの「動的」要因121、すな

わち、回答者の周りの環境によって与えられる／与えられない可能性や自分の意思によっ

て「選択」できる可能性をもつ要因に依拠している点である． 

 「動的」要因とクラスタ間の関係性を詳しくみていくため、次に、回答者の意思によっ

て「選択」できる度合いがより大きい変数として、メディア接触および団体参加にかかわ

る変数に目を向けていこう．（＜表 20＞参照）． 

 

 

＜表 20＞「動的」変数とクラスタとの関係                     

（「祖国」ニュースとの接触頻度・在日団体における活動頻度） 

    クラスタ１  クラスタ２    クラスタ３ 

変数         (合計) 
知っている呼称の数:多 

使ってみた呼称の数:多 
 

知っている呼称の数:多 

使ってみた呼称の数:少 
 

知っている呼称の数:少 

使ってみた呼称の数:少 

「
祖
国
」
ニ
ュ
ー
ス 

と
の
接
触
頻
度 

全くなし (7) 0 (0.0)  6 (12.2)  1 (2.9) 

年に数回程度 (9) 1 (1.3)  3 (6.1)  5 (14.3) 

月に一回程度 (16) 4 (5.3)  3 (6.1)  9 (25.7) 

週に一回程度 (33) 9 (11.8)  12 (24.5)  12 (34.3) 

週に数回以上 (95) 62 (81.6)  25 (51.0)  8 (22.9) 

在
日
団
体
に
お
け
る 

参
加
頻
度
（
こ
こ
十
年
） 

参加していない (60) 14 (17.9)  23 (46.9)  23 (65.7) 

参加頻度が低い (9) 4 (5.1)  3 (6.1)  2 (5.7) 

低くなっている (32) 21 (26.9)  5 (10.2)  6 (17.1) 

高くなっている (22) 11 (14.1)  9 (18.4)  2 (5.7) 

参加頻度が高い (39) 28 (35.9)  9 (18.4)  2 (5.7) 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

**無回答の票を除外して集計したため、人数の合計が 164 にならない場合がある． 

***括弧内は、各クラスタに該当する人数を全体とした場合の割合（％）を示している．  

****「祖国」ニュースとの接触頻度については、調査票において「全くなし」「年に１回程度」「年に数回」「月に１回程度」「週

に１回程度」「週に数回」「ほとんど毎日」という７つの項目に分けられていたものを５つに再構成して集計した． 

  

 

＜表 20＞では、２つの「動的」変数とクラスタとの関係がまとめられている．そのひ

とつは、第４章において在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識やエスニック・アイデン

ティティの構築／再構築の過程に少なからず影響を及ぼしてきたメディア環境を回答者

                                                   
121  本論文では、「可変的」でありながらまた「選択的」な性格をもつ要因を広く捉えていくために「動

的」要因という表現を用いた． 
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がどのくらい受入れ、意識的に接触していたのかを調べた項目である122．また、もうひと

つは、自分の「ルーツ」を守っていくために、あるいは、意識していくために在日団体に

参加している頻度を調べた項目を挙げた123．この２つの項目は、両方とも回答者の周りの

環境を回答者自身がどのように解釈し、また、それに応答していったのかを表す項目とし

て、主体の意識によって選択される可能性の高いものが含まれている．それでは、この２

つの「動的」変数とクラスタとの間にはどういった関係性がみられるのだろうか． 

まず、＜表 20＞の「祖国」ニュースに接している頻度とクラスタ間の関係をみてみよ

う． 

知っている呼称の数やこれまで自分を表すために使ってみた呼称の数が多い、クラスタ

１に属する回答者は、「週に数回以上」「祖国」のニュースに接していると答えた割合が全

体の８割を超えていることが特徴として挙げられる．また、知っている呼称の数は多いが、

自分を表す呼称は限られた数のものを「選んできた」クラスタ２に属する回答者の場合、

クラスタ１に比べ「週に数回以上」「祖国」ニュースと接触していると答えたのが 51.0％

（25名）と少ない．ところが、「週に一回程度」接していると答えたケースが 24.5％（12

名）に上り、全体的には、７割以上の人びとが週に一回以上は「祖国」のニュースに接し

ていることがわかる． 

一方、クラスタ３の場合は、クラスタ１とクラスタ２と比較した場合、全体的な傾向と

して「祖国」ニュースとの接触頻度が低く、「週に数回以上」接しているのが 22.9％（8

名）、「週に一回程度」が 34.3％（12 名）、「月に一回程度」「年に何回程度」がそれぞれ

25.7％（９名）、14.3％（5 名）として接触頻度が低い者から高い者まで、分布が散らば

っていることがわかる． 

 次に、ここ 10 年間の在日団体における活動頻度を調べた項目をみてみると、クラスタ

１に属する人びとは、「参加頻度が高い」と答えたのが 35.9％（28 名）、参加頻度が「高

くなっている」人が 14.1％（11 名）としてクラスタ１の５割を占める人びとが在日団体

で活発に活動していることが確認される． 

それに比べ、クラスタ２に属している回答者のなかでは、ここ 10年間、在日団体に「参

加していない」と答えたのが 46.9％（23名）、参加頻度が「低くなっている」、「参加頻度

が低い」と答えたのがそれぞれ 10.2％（５名）、6.1％（３名）で全体的な傾向として参

                                                   
122 調査票で使われていた実際の質問は、APPENDIX「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」の調査票

＜問 11＞を参照． 
123 調査票で使われていた実際の質問は、APPENDIX「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」の調査票

＜問 13＞を参照． 
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加率が低い傾向を表している．こうした傾向は、クラスタ３に属する回答者においてもっ

ともはっきり表れ、クラスタ３の場合、ここ 10 年間、在日団体に「参加していない」人

びとが 65.7％（23 名）を占め、全体の約７割の回答者が在日韓国・朝鮮人同士の集まり

などに参加したことがない特徴をもっている． 

 以上のように、在日韓国・朝鮮人にかかわる多様な呼称についての知識やその使用状況

から浮かびあがってきた回答者クラスタは、回答者自身の意思によって選択可能な変数と

深いかかわりをもちながら、その特性を浮き彫りにしていることがわかる．「祖国」のニ

ュースとの接触頻度や在日団体への参加頻度で明らかになった傾向をもう一度まとめて

みると、第一に、回答者のなかで知っている呼称の数やこれまで他人に自分を表すために

使ってみた呼称の数が多いクラスタ１に属する人びとの場合、「祖国」のニュースに週数

回以上接触し、在日団体でも活発に活動しながら在日韓国・朝鮮人同士の交流や「ルーツ」

に関する勉強や学習を重ねていくケースが多く含まれていることがわかる． 

第二に、知っている呼称の数が多い反面、自分を表す呼称は限られた種類しか他人に「試

した」ことがないクラスタ２に属する回答者の場合、「祖国」のニュースとの接触頻度の

面においてはクラスタ１と大きな差がみられない一方、在日団体における参加頻度の面か

らみた場合、参加していない、あるいは、参加頻度が低いという割合が全体の５割を超え

るなど、在日韓国・朝鮮人同士の集まりにはほとんど参加していない特徴をもつ． 

第三に、知っている呼称の数と他人に自分を表すために使ってみた呼称の数とが両方少

ないクラスタ３の場合、「祖国」ニュースとの接触頻度や在日団体における参加頻度の両

方が低い傾向が強かった．  

ここで、本章の冒頭で在日韓国・朝鮮人にとって呼称というものが個々人のもつ「ルー

ツ」への意識やエスニック・アイデンティティのいまを映し出す重要な指標であると述べ

たことをもう一度想起してみよう．呼称への知識の度合いや他人に自分を表すために使っ

たことのある呼称の数が、世代など在日韓国・朝鮮人の民族性の差異を従来説明するとさ

れた変数ではなく、民族学校の経験、国籍、教育水準など相対的に「動的」な要因、すな

わち回答者一人ひとりの置かれた環境に基づいて多様な形をとりうる要因や自分の意思

によって「選択」できる要因により強く依拠していることは何を意味しているのだろうか． 

また、「祖国」のニュースとの接触頻度や在日団体における参加頻度といった、個々人

の意識変化を促す社会環境やそれぞれの人びとが出会うイベント、そして、その出来事に

応答（response）していく個々人の意識が反映されている、より「動的」変数との関係性

が明らかになっていることは、どのように分析していけばいいのだろうか． 
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 次項では、「動的」変数の影響について考える前の段階として、これまでみてきたそれ

ぞれのクラスタに属する回答者がどのような呼称を「選んで」、他人の前で自分を表すた

めに使っていたのかについて分析していきたい． 

 

 

V.2.4 クラスタによる呼称の「選択」範囲 

 

 ここでは、クラスタ分析を通して分類した３つのクラスタを独立変数として用いながら

それぞれのクラスタに属する回答者がこれまでどのような呼称を実際に「選び」、自分を

表すために使っていたのかについてみていくことにしよう． 

 ＜表 21＞は、クラスタによる呼称の「選択」範囲を表したものである． 

 

 

＜表 21＞ クラスタ別これまで自分を表すために使ったことのある呼称の範囲      

（複数回答、単位：人・％） 

  

 

知っている呼称の数が多く、自分を表すために多様な呼称を他人に「試して」きたクラ

 

「在
日
」 

在
日
コ
リ
ア
ン 

在
日
朝
鮮
人 

在
日
同
胞 

在
日
韓
国
人 

朝
鮮
人 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

韓
国
人 

在
日
僑
胞 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

海
外
公
民 

オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー 

在
日
韓
人 

ク
ラ
ス
タ
１ 

72 

(92.3) 

54 

(69.2) 

51 

(65.4) 

51 

(65.4) 

50 

(64.1) 

48 

(61.5) 

45 

(57.7) 

36 

(46.2) 

35 

(44.9) 

31 

(39.7) 

24 

(30.8) 

19 

(24.4) 

18 

(23.1) 

11 

(14.1) 

3 

(3.8) 

ク
ラ
ス
タ
２ 

21 

(42.0) 

13 

(26.0) 

9 

(18.0) 

8 

(16.0) 

26 

(52.0) 

6 

(12.0) 

9 

(18.0) 

6 

(12.0) 

15 

(30.0) 

4 

(8.0) 

6 

(12.0) 

6 

(12.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.0) 

0 

(0.0) 

ク
ラ
ス
タ
３ 

5 

(13.9) 

0 

(0.0) 

1 

(2.8) 

2 

(5.6) 

21 

(58.3) 

9 

(25.0) 

5 

(13.9) 

7 

(19.4) 

20 

(55.6) 

15 

(41.7) 

0 

(0.0) 

3 

(8.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.8) 

合
計 

98 

(59.8) 

67 

(40.9) 

61 

(37.2) 

61 

(37.2) 

97 

(59.1) 

63 

(38.4) 

59 

(36.0) 

49 

(29.9) 

70 

(42.7) 

50 

(30.5) 

30 

(18.3) 

28 

(17.1) 

18 

(11.0) 

12 

(7.3) 

4 

(2.4) 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

**網かけの部分は、それぞれのクラスタに属する人びとがこれまで使ったことのある呼称の数の平均値を基にしている． 
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スタ１に属する回答者がこれまで使ったことのある呼称の範囲をまずみてみよう．ここで

は、前項の＜表 18＞において、クラスタ１に属している回答者がこれまで使ったことの

ある呼称の数の平均値が 7.14 であったことを参照しながら、使われたことの多い呼称を

７つ選び、＜表 21＞のように灰色でマークをつけた．その７つの呼称のなかには、「在

日」が 92.3％（72 名）としてもっとも多く使われ、その次に在日コリアンという呼称が

69.2％（54名）、在日朝鮮人や在日同胞がそれぞれ同じく 65.4％（51名）、在日韓国人と

いう呼称が 61.5％（48 名）、在日韓国・朝鮮人という呼称が 57.7％（45 名）を占めてい

る．  

次に、呼称への知識の度合いは高い一方、自分を表す呼称は限られた範囲のものを使っ

てきたクラスタ２の様子をみてみよう．ここでもクラスタ１と同じように前項の＜表 18

＞のなかでクラスタ２に属する回答者がこれまで自分を表すために使ったことのある呼

称の数の平均値が 2.89 であったことを参照に、これまで使われたことの多い呼称２つに

灰色で表示した．その結果をみてみると、クラスタ２に属する回答者がこれまで自分を表

す呼称としてもっとも多くつかってきた呼称は、「在日韓国人」という呼称でクラスタ２

に属する回答者５割以上が使ってみたと答えた．その次は「在日」という呼称が 42.0%（21

名）が占めている．クラスタ１に比べ、韓国や在日という言葉が入っている呼称が主に使

われており、朝鮮という言葉が入っている呼称を使ってみたと答えた割合が低いことが特

徴として挙げられる． 

一方、知っている呼称の数が少なく、これまで自分を表すために使ってみた呼称の数も

少ないクラスタ３に属する人びとがこれまで自分を表すために使ったことのある呼称の

数の平均値は、2.56 である．その平均値を参照にもっとも多く使われてきた呼称２つを

選んでみると、灰色で示されているような「在日韓国人」と「韓国人」という呼称である．

それぞれの呼称を、自分を表すために使ったことがあると答えた比率は、58.3％（21名）、

55.6％（20 名）として韓国という言葉が入っている呼称が重点的に使われていることが

わかる． 

以上の分布からわかるのは、クラスタ１に属する回答者は、韓国や朝鮮という言葉がみ

ならず、在日という言葉が入っている呼称を使ってきながら他人に自分を表してきた点で

ある．一方、クラスタ２やクラスタ３に属している回答者の場合、両方とも朝鮮という言

葉は自分を表す呼称として「選ばず」韓国や在日という言葉を主に使いながら自分を他人

に表してきた．また、そのなかでも、クラスタ３に属する回答者のなかでは、在日という

言葉よりも韓国という言葉を中心的に使いながら自分の存在を他人に表してきたことが
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わかる． 

ここで、それぞれのクラスタに属する回答者の呼称の「選択」範囲を、前項で分析した

「動的」変数と照らし合わせながら、クラスタ間の差異を考えてみよう． 

第一に、「祖国」のニュースにもほとんど毎日接触し、在日団体における活動頻度の高

い傾向を表していたクラスタ１が在日、韓国、朝鮮、コリアンといった言葉が入っている

集団呼称間の「境界」を行き来しながら他人に「試してみた」ことはどのように解釈でき

るのだろうか．クラスタ１が日常のなかで多様な呼称を使いながら他人に自分を表した経

験、そこにおける「他者」とは誰なのか．クラスタ１に属している回答者は、他のクラス

タに属する回答者に比べ、在日団体における参加頻度が高い特徴をもっていた．この点か

ら推測できるのは、クラスタ１にとって「他者」の範囲のなかには、ホスト社会内で出会

う日本人のみならず、在日団体内で出会うさまざまな意識をもった在日同士もが含まれて

いる可能性が高いことである．自分の「ルーツ」や歴史、「祖国」に対して多様な意識を

もっている在日韓国・朝鮮人との交流を重ねていくプロセスのなかで呼称を「選ぶ」こと

に気づき、柔軟に呼称を「選択」しながら団体活動をしてきたのではないだろうか124． 

第二に、「祖国」のニュースには頻繁に接していながらも在日団体における参加経験は

ほとんどもたないクラスタ２の場合、自分を表す相手が主にホスト社会における日本人に

集中している可能性が高いことをうかがわせる．この点においてクラスタ２に属する回答

                                                   
124 「呼称調査」と並行しておこなわれたインタビュー調査においてもクラスタ１に属する回答者のな

かで在日団体活動が呼称を「選ぶ」ことを促した経験を述べる語りがいくつかみられた．その例と

して朝鮮半島に「ルーツ」がある在日韓国・朝鮮人の青年団体でボランティア・スタッフとして働

いている女性は次のように述べている．“…（前略）…呼称の変化は、うんと、（10秒沈黙）そうで

すね、団体としてえーと、在日韓国人と言うか、在日朝鮮人と言うか、在日コリアンというか、在

日にとどめていくか、大体その辺でいろいろなんですけれども、うんと、（３秒沈黙）結構気軽に

在日在日といっちゃうけど、…（中略）…在日って、在日朝鮮人含めのもう、アイデンティティと

しての在日という言葉がいろいろいわれてるんじゃないですか．ということもあるんだって、実は

それから知って、気軽に在日という言葉も実はよくないなと本当は思っているんですけど、相手を

みて、いま○○と話していれば、在日コリアン総称して在日というし、団体としてみれば、私たち

は朝鮮半島をコリアンという名称でコリアンとして呼んでいるというのをかかげていることもあ

って、在日コリアンということで、いうことも多いかな．でも、えーと、もともとは、在日朝鮮人

だったわけだし、その言い方もありだなと思うし、でも韓国の国籍を取得している人にとっては、

在日韓国人もいいなと思って、だけど、この人は韓国籍で、はっきりいって聞かないとわからない

から、そうなると、韓国籍とってないのに、在日韓国人といったら、いいえ違いますときっという

だろうと思うから、…（中略）…その辺は、結構、私、ちょっと今曖昧にしているところが、あと、

１世の人は普通に在日朝鮮人なんですねと言って、あの、訪問している人でも１世の人がいるんで

すけど、その人からも、あ、私もおじいちゃんがね、あの、韓国から来た人ですといったら、、あ、

そうなの？朝鮮人なんだね、その世代は朝鮮人なんだなと思って、普通にそれで使えるし、相手に

よって変えたりしている．あと、その、大学より以前の時には、うんと、呼称を意識したことがな

い、えーと、事件として、たとえば、そのなんか、（４秒沈黙）教科書に出てくることばは、在日

朝鮮人という言葉が多くて在日コリアンはあまり出てこないし、在日韓国・朝鮮人（３秒沈黙）在

日コリアンか、在日韓国・朝鮮人、たとえば、なんかメールとか（聞き取れず）するときにはそれ

で使うときが多いです…（後略）…”（1976 年生まれ、祖父が在日一世、日本籍、民族学校の経験

なし） 
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者がこれまで「選んで」きた呼称が主に韓国や在日が入った呼称であることは、日本人に

自分を表す際に朝鮮という言葉が入る呼称を使ってこなかった傾向を表している．この傾

向がクラスタ２に属している回答者自身の意識によるものなのか、それとも、ホスト社会

における「祖国」イメージを念頭に入れた「控え」なのかについてはさらなる分析が必要

であろう． 

第三に、「祖国」のニュースへの接触頻度や在日団体における参加頻度が両方低い特徴

をもったクラスタ３に属する回答者は、在日という言葉よりも韓国人という言葉を主に

「選んで」自分を表してきた．クラスタ３に属する回答者もクラスタ２と同じように在日

韓国・朝鮮人同士の交流経験をほとんどもっていないことからここで「選ばれて」きた呼

称は、主にホスト社会における「他者」すなわち、日本人に向けられていることがわかる．

ここでも、こうした呼称の選択がクラスタ３に属する回答者自身の意識から現れたものな

のか、それとも、「他者」を意識した「選択」なのかという点についてもっと詳しく考察

していく必要がある． 

呼称と在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識との関係性に関する議論をもう一度想起

してみた場合、クラスタの間にみられる以上のような呼称「選択」の範囲の違いは、それ

ぞれのクラスタに属している回答者のもつ「ルーツ」への意識やエスニック・アイデンテ

ィティの在り様、そして、自分のもつ意識と在日団体内で相手の意識を考慮しながら呼称

を「選ぶ」ことやホスト社会内で日本人に対して「選ぶ」ことのズレをそのまま映し出し

ていると考えられる．また、それぞれのクラスタが民族学校の教育経験や国籍、教育水準

のような、回答者の周りの環境によって与えられる／与えられない可能性や自分の意思に

よって「選択」できる可能性をもつ要因のみならず、「祖国」ニュースとの接触頻度や在

日団体における参加頻度など、より「動的」変数に規定されていることから、呼称の「選

択」と回答者をめぐる環境との関係性についてさらなる分析が必要であることがわかる． 

それでは、こうした意識の差異、すなわち、韓国・朝鮮・在日という言葉に対する認識

の違いや認識のズレは、どのように分析していくことが可能であろうか．次節では、回答

者の意識が自分を取り巻く環境への解釈や応答によって構築／再構築されるというこれ

までの観点に加え、それぞれのクラスタのように「出来上がった」あるタイプが「持続」

されていくことのもつ「力」について論じていきたい．呼称問題を取り上げる上で「持続」

という側面に焦点を合わせるのは、構築／再構築という言葉に含まれている「時間性」の

問題に着目したからである．すなわち、これまでの分析においてクラスタ間にみられた違

いが短時間に構築／再構築されたものではなく、ある時間幅を取りながら構築／再構築さ
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れたことはもちろん、その状態が行為者の意志によって「保たれてきた」ためである．あ

る状態に自分をそのまま置くこと、それは、自然になされるものではなく、行為者の意思

によって意識的になされた主体的な行為として捉えられるのではないだろうか．この、あ

る状態に自分を保っていく行為を次節では、「コミットメント」という分析用語を通して

用い、行為者のコミットメントが「ルーツ」への意識や表現の仕方にどういった影響を与

えるのかについて、引き続き呼称問題を通して明らかにしていきたい．  

 

 

 V.3 「ルーツ」への「コミットメント」が呼称選択に及ぼす影響 

 

 

V.3.1 「コミットメント」類型 

 

 これまでの議論に基づいて「動的」変数にみられる「持続性」という特徴を念頭に入れ

ながら、本項では、「コミットメント」類型を作ってみることにしよう． 

 回答者の意志によって持続されている「動的」変数のなかには、前項で取り上げていた

ように「祖国」のニュースとの接触頻度や在日団体における参加頻度が含まれている．こ

の２つの変数は、両方とも自分の「ルーツ」を意識する行為として捉えることができるも

のの、そのなかには、ひとつ重要な差異が存在している．それは、序論における「コミッ

トメント」概念を整理したところでも論じた「コミットメント」の単位、すなわち、自分

の「ルーツ」に「コミット」するときの単位が個人なのか、それとも、集団なのかという

問題である． 

クラスタ別の特徴を分析した結果からも明らかになったように、２つの「動的」変数、

いいかえると、自分の「ルーツ」に「コミットメント」している２つの行為の間には、比

例関係を表すケースのみならず、「祖国」ニュースへの接触頻度は高くても在日団体にお

ける参加頻度は低いなどのズレが生じているケースが同時にみられている．このズレは、

「コミットメント」が行為者の意志によって分離された形でおこなわれていることを裏付

けており、その分離のなかに「コミット」の単位が存在していることを指摘することがで

きる． 

「コミットメント」の単位からみた場合、「動的」変数として用いた２つの変数のなか

で「祖国」ニュースとの接触頻度は、自分以外の在日韓国・朝鮮人との交流なしにも個人

単位で自分の「ルーツ」に関心をもち、意識を構築していける「コミットメント」の形式
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として捉えることができる．一方、在日団体における参加頻度は、個人単位ではなく、「ル

ーツ」について多様な意識をもっている他の在日韓国・朝鮮人との交流や学習会などの経

験を通して集団的に自分の「ルーツ」に「コミット」している特徴をもつ． 

以上のような「コミットメント」の単位を念頭に入れながら以下では、「コミットメン

ト」変数を作り回答者それぞれを相対的に位置づけ、分析を進めていきたい．「コミット

メント」変数を作るために、ここでは、前項で「動的」変数として使っていた「祖国」ニ

ュースとの接触頻度に関する項目と、在日団体における参加頻度をよく詳しく調べた、在

日団体における平均活動時間（月単位）に関する項目125を用いることにしよう． 

 「祖国」のニュースとの接触頻度を調べた項目では、「全くなし」を１点、「年に１回程

度」を２点、「年に数回」を３点、「月に１回程度」を４点、「週に１回程度」を５点、「週

に数回」を６点、「ほとんど毎日」を７点として相対的に位置づけ、点数を付与してある．

個人を単位に「ルーツ」に「コミット」している度合いを測るこの項目の平均値126は 5.51、

中央値は６、最頻値は７を表しており、平均値を中心にグループを分けてみると、「週に

数回」あるいは「ほとんど毎日」「祖国」のニュースに接触しているグループと月や年を

単位にして「祖国」のニュースに接触しているグループという２つのグループに分類でき

る． 

 一方、月を単位に在日団体で活動している時間を記入式で調べた項目では、ここ 10 年

間、在日団体で全く活動していないと答えた 74名を除き、残りの 90 名の在日団体におけ

る活動時間を月単位で書き込んでもらった．それぞれの回答者が書き込んだ活動時間の幅

は、最小１時間から最大 300時間まで広く分布しており、ここからも多様な「コミットメ

ント」の様子がみられた．月単位の活動時間の平均値は 37.84 時間で中央値が 10 時間を

示している．こうした在日団体での活動時間を、平均値を基準に２つのグループに分けて

みると、月に 38時間以上――週に換算すると約 10時間、日に換算した場合、毎日約 1.5

時間程度――在日団体で活動しているグループと月 37 時間以下活動しているグループに

分類することができる．そして、「祖国」のニュースとの接触頻度を聞いた項目や在日団

体での活動頻度を聞いた項目を用いて分類したグループを組み合わせることで＜図 19

＞のような４つの相対的なタイプをつくりだすことが可能になる． 

 

                                                   
125 調査票で使われていた実際の質問は、APPENDIX「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」の調査票

＜問 15＞を参照． 
126 「祖国」のニュースとの接触頻度に関する質問の答えは、順序尺度になっている．ただし、調査票

においては、それぞれの選択肢に数値を与え、比例尺度として利用できるように予め設計しておい

たことにより、回答者の相対的な位置を把握できるようにした． 
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以下の分析においては、この４つの相対的グループに、それぞれ「集団的コミット型」 

 

「高コミット型」「低コミット型」「個人的コミット型」という名前を与え、分析を進め

ていくことにする．それぞれのタイプに属する人びとの分布は、「集団的コミット型」が

１名(0.6％)、「高コミット型」が 19名(11.6％)、「低コミット型」が 67名（40.9％）、「個

人的コミット型」が 76 名（46.3％）となっており、回答者のなかでは「個人的コミット

型」に分類されるケースがもっとも多い割合を占めている． 

ここで、「祖国」ニュースとの接触頻度のような個人的「コミットメント」に関する設

問と在日団体における月単位の活動時間という集団的「コミットメント」に関する設問を

用いて作った４つの相対的類型に分類される人数の分布から指摘できる特徴としては、個

人的「コミットメント」なしに集団的「コミットメント」だけおこなっているケースがほ

とんどみられない点と、個人的「コミットメント」と集団的「コミットメント」が同時に

おこなわれているケースが全体のなかで約１割に過ぎない点である．ほかに指摘できる特

徴としては、個人的「コミットメント」に回答者が集中している点としてこうした「個人

的コミット型」の増加は、第３章で取り上げたような 2000 年以降の日本社会におけるメ

ディア環境の変化なしには定着しにくいパターンといえるのではなかろうか．メディア環

境の変化を回答者が積極的に受け入れ、「持続的に」「コミット」している状況がここでひ

とつの類型として分類されていることは注目に値する． 

在日団体における活動時間  

月に 37 時間以下 

「祖国」ニュースとの接触頻度 

「週に一回」以下 

「祖国」ニュースとの接触頻度 

 「週に数回」以上 

集団的コミット型 

1 名 

低コミット型 

  67 名 

  高コミット型 

19 名 

個人的コミット型 

76 名 

在日団体における活動時間 

月に 38 時間以上 

＜図 19＞「コミットメント」の４つの類型 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 
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 次に、回答者を相対的に位置づけた４つの類型別の特徴をみてみよう（＜表 22＞参照）． 

「集団的コミット型」には、回答者のなかで１名しか分類されなかったこともあり、これ

からの分析では、「高コミット型」「低コミット型」「個人的コミット型」という３つの類

型を中心に考察をおこなっていく．  

 

 

＜表 22＞ 人口学的・社会学的属性によるコミットメント類型の特徴（単位：人・％） 

 

 

 

＜表 22＞における結果からもわかるように、「高コミット型」には、男性が圧倒的に

多く、年齢は 30代と 50代の人が多く含まれている127．世代からみた場合３世が、民族学

校の経験をもつ人が多い特徴をもっている．また、国籍の面においては、朝鮮籍（記号）

をもつ人が約４割を占めている．次に、「低コミット型」に分類される回答者のなかには、

女性、20 代、民族学校の経験をもたない人が多く含まれており、日本籍を保有している

者が６割以上を占めている128．一方、「個人的コミット型」のなかには、性別や年齢、世

                                                   
127 「呼称調査」で得られたデータにみられる性別と年齢との関係は以下の通りである．男性のなかで

20 代は８名（12.3％）、30 代は 15 名（23.1％）、40 代は６名（9.2％）、50 代は 14 名（21.5％）、

60代は 17名（26.2％）、70代は５名（7.7％）含まれており、女性のなかには、20代が９名（10.8％）、

30代が 25名（30.1％）、40代が９名（10.8％）、50代と 60代がそれぞれ 16名（19.3％）、70代が

８名（9.6％）分布している．性別による年齢の偏りはみられないことから、「高コミット型」はジ

ェンダーと年齢の影響を同時に受けているとみることができる． 
128 「低コミット型」に女性と日本籍の人が多く含まれていることをどのように解釈していくのかにつ

いては注意を払わなければならない．「呼称調査」で得られたデータにおいて性別と年齢、性別と

民族学校の経験有無との間には相関関係がみられない反面、性別と現在の国籍との間には強い相関

関係がみられている．その関係性を詳しくみてみると、男性のなかで朝鮮籍（記号）の人は 13 名

合計
男性 65 0 (0.0) 16 (24.6) 15 (23.1) 34 (52.3)
女性 83 1 (1.2) 3 (3.6) 37 (44.6) 42 (50.6)
20代 17 0 (0.0) 2 (11.8) 11 (64.7) 4 (23.5)
30代 40 1 (2.5) 9 (22.5) 15 (37.5) 15 (37.5)
40代 18 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (44.4) 10 (55.6)
50代 33 0 (0.0) 5 (15.2) 9 (27.3) 19 (57.6)
60代 37 0 (0.0) 3 (8.1) 13 (35.1) 21 (56.8)
70代 15 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (53.3) 7 (46.7)
２世 71 0 (0.0) 7 (9.9) 27 (38.0) 37 (52.1)
３世 74 1 (1.4) 11 (14.9) 34 (45.9) 28 (37.8)
４世 9 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (44.4) 5 (55.6)

民族学校 なし 113 1 (0.9) 10 (8.8) 56 (49.6) 46 (40.7)
経験有無 あり 50 0 (0.0) 9 (18.0) 11 (22.0) 30 (60.0)

朝鮮籍（記号） 23 0 (0.0) 9 (39.1) 3 (13.0) 11 (47.8)
韓国籍 112 1 (0.9) 8 (7.1) 45 (40.2) 58 (51.8)
日本籍 26 0 (0.0) 2 (7.7) 17 (65.4) 7 (26.9)

「呼称調査」のデータを基に筆者作成

**世代は父親の世代を基準にしたものであるため、「その他」は、父親が日本人、あるいは、その他の外国人の場合を指す．

年齢*

*年齢は調査時点である2012年を基準にしたものである．

性別

世代**

集団的コミット型 高コミット型 低コミット型 個人的コミット型

無回答の票を除いて集計したため、人数の合計が164にならない場合がある．

国籍
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代における偏りがほとんどみられないものの民族教育の経験をもつ人が多く含まれてい

る特徴をもつ．また、国籍の面からみた場合、朝鮮籍（記号）の者が 47.8％（11名）、韓

国籍の者が 51.8％（58 名）、日本籍の者が 26.9％（７名）として国籍の偏りがほとんど

みられない． 

 以下では、本項で作り上げた４つの類型のなかで回答者の分布がばらついている３つの

類型を中心に自分の「ルーツ」への「持続的」「コミットメント」が呼称を「選ぶ」行為

にどのような影響を与えるのか、すなわち、自分自身をホスト社会内で位置づけていくツ

ールとしてどのような呼称を「選んでいる」のかについて分析を進めていきたい．そのた

めに、次項では、「コミットメント」変数とこれまで自分を表すために使ったことのある

呼称の範囲との関係を分析しながら、呼称が「収斂」されていくプロセスをなぞっていく

ことにしよう． 

 

 

V.3.2 「コミットメント」類型による「収斂」された呼称 

 

 前項で明らかになったように、「呼称調査」の回答者が自分の「ルーツ」に「コミット」

しているパターンのなかには、日常のなかで「祖国」の情報に触れる個人的「コミット」

や在日団体で在日韓国・朝鮮人同士の交流や「エスニックなるもの」に触れる機会を多く

得ようとする集団的「コミット」が同時にみられる「高コミット型」、他の在日韓国・朝

鮮人と触れることが少なく、主に、メディアを媒体にして「祖国」の情報に触れながら個

人的に「コミット」している「個人的コミット型」、自分の「ルーツ」にかかわることに

ほとんど「コミット」していない「低コミット型」という３つのタイプが存在していた．  

本項では、以上で述べた「コミットメント」の類型による、これまで自分を他人に表す

ために使ったことのある呼称の種類と調査時点（2012 年）における自分を表すためにも

っとも適切だと考える呼称の分布をみていくことで、「コミット」の仕方と呼称を「選ぶ」

「使う」範囲との関係性を考察し、それが「収斂」していく過程における違いを発見して

いきたい． 

                                                                                                                                                  
（20.0％）韓国籍の人が 49 名（75.4％）、日本籍の人が３名（4.9％）含まれていることに対し、

女性の場合、朝鮮籍（記号）の人が 10名（11.9％）、韓国籍の人が 50名（59.5％）、日本籍の人が

24 名（28.6％）含まれており、「呼称調査」で得られたデータからみて男性のなかには朝鮮籍の人

が、女性のなかには日本籍の人が多くみられることがわかる．在日韓国・朝鮮人の場合、母集団を

特定することが難しいため、ジェンダーと国籍との関係がどのような分布を表しているのかが判断

できないこともあり、「呼称調査」のデータ分布だけをみて「低コミット型」の特性がジェンダー

によるものなのか、それとも、国籍によるものなのかはこのデータだけでは判断することは難しい． 
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 まず、「コミットメント」類型による、これまで自分を他人に表すために使ったことの

ある呼称の分布を示した＜表 23＞を通して「コミットメント」類型と呼称の「選択」範

囲との関係をみていくことにしよう． 

  

 

＜表 23＞ 「コミットメント」類型とこれまで自分を表すために使ったことのある呼称

の分布との関係（複数回答、単位：人・％） 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

**網かけの部分は、合計の平均値より高い数値の場合を指す． 

 

 

＜表 23＞には、これまで使ったことのあるそれぞれの呼称に対して合計の平均値より

数値が高い場合、灰色で色を塗ってある．個人的「コミット」と集団的「コミット」両方

の度合いが高い「高コミット型」をみていくと、「高コミット型」に分類されている回答

者は、「呼称調査」の質問項目で挙げられていたほとんどの呼称を、自分を表す呼称とし

て使ってきた経験をもっていることがわかる．そのなかでも、「在日コリアン」「在日」「在

日朝鮮人」「在日同胞」「朝鮮人」などの呼称が多く使われてきたことが明らかになってい

る． 

 

在
日
コ
リ
ア
ン 

「在
日
」 

在
日
朝
鮮
人 

在
日
同
胞 

朝
鮮
人 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

在
日
韓
国
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

海
外
公
民 

韓
国
人 

在
日
僑
胞 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

在
日
韓
人 

高
コ
ミ
ッ
ト
型 

14 

(73.7) 

13 

(68.4) 

13 

(68.4) 

13 

(68.4) 

12 

(63.2) 

10 

(52.6) 

9 

(47.4) 

9 

(47.4) 

6 

(31.6) 

5 

(26.3) 

5 

(26.3) 

5 

(26.3) 

5 

(26.3) 

4 

(21.1) 

0 

(0.0) 

低
コ
ミ
ッ
ト
型 

16 

(23.9) 

29 

(43.3) 

9 

(13.4) 

7 

(10.4) 

17 

(25.4) 

20 

(29.9) 

43 

(64.2) 

14 

(20.9) 

0 

(0.0) 

34 

(50.7) 

22 

(32.8) 

5 

(7.5) 

1 

(1.5) 

7 

(10.4) 

1 

(1.5) 

個
人
的
コ
ミ
ッ
ト
型 

36 

(47.4) 

55 

(72.4) 

38 

(50.0) 

40 

(52.6) 

33 

(43.4) 

28 

(36.8) 

43 

(56.6) 

25 

(32.9) 

12 

(15.8) 

31 

(40.8) 

22 

(28.9) 

20 

(26.3) 

6 

(7.9) 

17 

(22.4) 

3 

(3.9) 

合
計 

66 

(40.7) 

97 

(59.9) 

60 

(37.0) 

60 

(37.0) 

62 

(38.3) 

58 

(35.8) 

95 

(58.6) 

48 

(29.6) 

18 

(11.1) 

70 

(43.2) 

49 

(30.2) 

30 

(18.5) 

12 

(7.4) 

28 

(17.3) 

4 

(2.5) 
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ところが、「低コミット型」に分類された回答者のなかには、これまで自分を表すため

に使ってきた呼称の数が「高コミット型」に比べ少なく、そのなかでも「在日韓国人」「韓

国人」という呼称が集中的に使われていた様子が確認できる． 

 一方、在日韓国・朝鮮人同士の集まりなどにほとんど参加していない「個人的コミット

型」の場合、「高コミット型」よりもこれまで使ってきた呼称の数が多く、その分布がど

こかに偏っていない特徴をもつ．これまで自分を表すために使ったことのある呼称の数が

多様な他人にエスニックな存在としての自分を説明していくための工夫に関係している

ことや、「個人的コミット型」に属する人びとにとって他人が在日団体などで出会う人び

とではなく主に日本人であることを考えると、＜表 23＞でみられる呼称の多様性は「高

コミット型」にみられる多様性と異なる観点から捉えなければならない．また、これまで

集団的「コミットメント」が前提とされていたエスニック理論に照らし合わせてみると、

「個人的コミット型」にみられる、自分を表すために多様な呼称を用いた「積極的」行為

は、Brubaker(2004)が主張した集団主義（groupism）を越えたエスニックな存在の環境へ

の応答として考えることができる． 

 それでは、これまで多様な呼称を用いながら自分を表してきた、それぞれの類型に属す

る回答者は、調査時点（2012 年）において自分をどのような呼称で捉えているのだろう

か．呼称はどの方向に向かって「収斂」していたのだろうか．引き続き＜表 24＞をみな

がら考えていきたい． 

＜表 24＞は、調査時点（2012 年）において回答者それぞれが今の自分を表すために

もっとも適切だと考える呼称は何なのかについて聞いた項目を３つの「コミットメント」

類型によってまとめたものである．＜表 23＞において同じく多様な呼称を使いながらエ

スニックな存在である自分を表してきた「高コミット型」と「個人的コミット型」に分類

された回答者それぞれが今の自分を表す呼称として選んだのが異なっていることにまず

注目したい． 

「高コミット型」に属する回答者の場合、調査時点（2012 年）における自分を「在日

朝鮮人」として名づけることがもっとも適切だと認識しているケースが一番多く、「在日

コリアン」という呼称がその次に選ばれていた．一方、「個人的コミット型」に分類され

た回答者の場合には、自分を「在日コリアン」として認識しているケースがもっとも多く、

「在日韓国人」という呼称がその次を占めていることが確認できる．これまで自分を表す

ために使ったことのある呼称の種類においては大きな差がみられなかった「高コミット型」

と「個人的コミット型」との間にみられる「収斂」の結果についてどのように捉えるべき
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なのか． 

 

 

＜表 24＞ 「コミットメント」類型による調査時点（2012年）の自分を表すためにもっ

とも適切な呼称（単位：人・％） 

 

 

 ここでひとつ考えられることは、「高コミット型」が選んだ「在日朝鮮人」と「在日コ

リアン」、そして、「個人的コミット型」が選んだ「在日コリアン」と「在日韓国人」とい

う呼称の間に重なっている部分と隔たりが存在している部分を解釈してくことである．２

つの「コミットメント」型が同じく、調査時点（2012 年）における自分を「在日コリア

ン」として認識していることは、分断された「祖国」のどこかに偏ることなく、自分を捉

えていきたいという思いが込められていると考えられる．ところが、「在日コリアン」と

いう呼称で自分を捉えることへの「選択」と同時に存在していることは、「在日朝鮮人」

という歴史的存在、エスニック集団の出発点としての歴史的「ルーツ」にこだわる姿勢や

「在日韓国人」のような、日本で分岐されたイメージの影響を強く受けた呼称の選択であ

る．このように「高コミット型」と「個人的コミット型」に属する回答者の意識が重なり

 

合
計 

在
日
朝
鮮
人 

在
日
コ
リ
ア
ン 

在
日
韓
国
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

「在
日
」 

朝
鮮
人 

在
日
同
胞 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

韓
国
人 

在
日
僑
胞 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

高
コ
ミ
ッ
ト
型 

19 

（100.0） 

7 

(36.8) 

5 

(26.3) 

3 

(15.8) 

2 

(10.5) 

1 

(5.3) 

1 

(5.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

低
コ
ミ
ッ
ト
型 

66 

（100.0） 

2 

(3.0) 

7 

(10.6) 

25 

(37.9) 

0 

(0.0) 

11 

(16.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

6 

(9.1) 

8 

(12.1) 

1 

(1.5) 

1 

(1.5) 

1 

(1.5) 

個
人
的
コ
ミ
ッ
ト
型 

76 

（100.0） 

11 

(14.5) 

17 

(22.4) 

13 

(17.1) 

2 

(2.6) 

11 

(14.5) 

2 

(2.6) 

6 

(7.9) 

3 

(3.9) 

3 

(3.9) 

1 

(1.3) 

1 

(1.3) 

1 

(1.3) 

*「呼称調査」のデータを基に筆者作成 

注：無回答の票を除外した集計したため、人数の合計が 164 にならない場合がある． 
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合いながらも違うベクトルの上に位置していることは、2000 年以降の日本社会における

メディア環境の変化やメディアにおける「祖国」イメージの分岐を在日韓国・朝鮮人の個々

人がどのように解釈しまた応答していたのかをそのまま映し出しているのではなかろう

か．そこで在日韓国・朝鮮人同士で触れ合いながら日本のメディア環境を解釈していくこ

とと、そういう付き合いなしに個人的に解釈していくこととの間には、ホスト社会内でエ

スニックな自分を表していく方式は、これからどのように重なり合い、また、隔たりをみ

せていくのだろうか． 

 

 

 V.4 小括 

 

 

 本章では、「韓流ブーム」や「拉致報道」に代表される 2000年以降の、在日韓国・朝鮮

人の「祖国」イメージを取り巻く日本社会のメディア環境の変化に注目し、在日韓国・朝

鮮人がこうした変化をどのように解釈し、また応答していたのかという問題を、集団呼称

の「選び方」の文脈から分析した． 

 在日韓国・朝鮮人にとって集団呼称は、北朝鮮、あるいは、韓国のどこかの政府を支持

する意味合いをもつものとして長い間、政治的色合いを強く帯びてきた対象であった．と

ころが、これまで歴史認識にかかわる観点、すなわち、どの呼称を使うのが「妥当」なの

かという軸を中心になされてきた議論を受け入れながら、本章では、集団呼称がもってい

るもうひとつの軸である、「ルーツ」への意識やホスト社会におけるコミュニケーション

の「ツール」としての役割に焦点を合わせている．本章において集団呼称の「選び方」に

みられる在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」への意識と他人に自分を表すための表現道具とい

う側面に注目したのは、移動を経験した者の次の世代にとって集団呼称を用いて自分を他

人に表すことがホスト社会内でエスニックな自己を「可視化」させ、また、残していくこ

とと分かち難く結びついているからである． 

 分断されたそれぞれの「祖国」のイメージが大きく分岐していた 2000 年以降の出来事

は、在日韓国・朝鮮人がホスト社会内でエスニックな自己を「可視化」していく上でどの

くらいのインパクトを与えたのだろうか．10 年以上続いたこうしたイメージ分岐の「日

常化」のなかで在日韓国・朝鮮人は日本社会内のメディア環境の変化をどのように解釈し、

また応答してきたのだろうか． 

 以上のような問題意識から出発した本章は、以下のような３つのステップを踏みながら
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議論を展開してきた． 

最初のステップとして、まず、「呼称調査」で得られたデータに基づき、これまで回答

者それぞれが集団呼称についてどれくらいの知識をもっているのか、そのなかから実際に

自分を表すためにどういった呼称を用いたことがあるのか、調査時点（2012 年）におい

て自分をもっとも適切に表現できる呼称とは何かという３つの項目に関する分析結果を

まとめた． 

次に、回答者のもつ集団呼称への知識の度合いと自分を表すために使ったことのある呼

称の数があるパターンを示していることを発見し、その分布をいくつかのパターンにわけ

て分析するため、クラスタ分析をおこなった．そして、そこから発見された３つのパター

ンがどのような変数によって規定されているのかを考察し、それぞれのクラスタに影響を

及ぼす変数の特質を「動的」要因という言葉でまとめながら分析した． 

最後のステップにおいては、「動的」要因が回答者の「ルーツ」への「コミットメント」

にかかわっていることやその「コミットメント」の単位が個人的なものと集団的なものに

分かれていることを確認し、個人的「コミットメント」と集団的「コミットメント」それ

ぞれを調べた質問項目を中心に４つの「コミットメント」類型を作った．そして、その類

型と呼称の「選択」範囲との関係や類型が調査時点（2012 年）における自分を表すため

のもっとも適切な呼称の「選択」に及ぼした影響を分析することで、集団呼称の「収斂」

にみられる特徴を考察した． 

 以上のような３つのステップを踏んだ議論の展開によって明らかになったことは、以下

の２点にまとめることができる． 

 第一に、クラスタ分析を通して分類した３つのパターンと呼称の「選択」範囲との関係

性をみつけることができた． 

まず、知っている呼称の数が多く、自分を他人に表すために多数の呼称を使ってみたグ

ループに分類される回答者の場合、「在日」「在日コリアン」「在日朝鮮人」「在日韓国人」

「在日韓国・朝鮮人」のような、分断された「祖国」のどこかを支持する呼称からひとつ

としてまとめる呼称まで多様な呼称を用いて自分を表してきたことがわかった．次に、知

っている呼称は多い反面、そのなかから限られた呼称を使いながら自分を他人に表してき

た回答者の場合、「在日」あるいは「在日韓国人」という呼称を主に使ってきたことで朝

鮮という言葉が入っている呼称を意識的に使わない様子を確認することができた．最後に、

知っている呼称の数も少なく、これまで自分を表すために使ってみた呼称の数も少ないク

ラスタに分類される回答者の場合、「在日韓国人」や「韓国人」という呼称をこれまで「選
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択」してきたことがわかった． 

また、それぞれのクラスタに属する回答者のなかにみられるこうした「選択」の違いが

「祖国」のニュースに接する頻度や在日団体における回答者の参加頻度に関係しているこ

とから、自分の「ルーツ」に関心をもってそれにかかわる活動をおこなうことが呼称「選

択」の範囲のみならず、「選択」の内容にまで影響を及ぼすことが明らかになった． 

第二に、集団的「コミットメント」と個人的「コミットメント」について調べた項目を

基に作った「コミットメント」類型を通して「コミットメント」類型と呼称「選択」の範

囲との関係や「コミットメント」類型が調査時点（2012 年）における回答者自身をもっ

とも適切に表す呼称の「選択」に及ぼした影響を発見することができた． 

「コミットメント」類型とこれまで自分を表すために使ったことのある呼称の範囲との

関係は、個人的にも集団的にも自分の「ルーツ」に関係する行為に「コミット」している

「高コミット型」と、他の在日韓国・朝鮮人との交流がほとんどない「個人的コミット型」

が同じくこれまで多様な呼称を用いて自分を他人に表してきた経験をもっていることが

わかった．一方、「低コミット型」は、「在日韓国人」や「韓国人」といった韓国という言

葉が入っている呼称を主に使ってきたことが明らかになっている． 

また、調査時点（2012 年）における自分を表すためにもっとも適切な呼称の「選択」

からみた場合、「高コミット型」が「在日朝鮮人」を、「個人的コミット型」が「在日コリ

アン」を、「低コミット型」が「在日韓国人」という呼称を現在の自分を表す呼称として

考えていることがわかった．個人的に「祖国」ニュースに触れることばかりではなく、他

の在日韓国・朝鮮人との交流を通して自分の「ルーツ」に「コミット」している人が歴史

的な観点に基づきながら自分の存在を捉えている一方、在日団体のような集団的活動を通

して自分の「ルーツ」に「コミット」する経験をほとんどもたない「個人的コミット型」

の場合、ホスト社会のメディアにおいて多く使われるようになった呼称である「在日コリ

アン」を、自分を表す呼称として捉えることでホスト社会内の自分をどのように位置づけ

ていくのかといった点を重視している傾向がみられる． 

以上のようなクラスタと「コミットメント」類型による呼称「選択」範囲や「収斂」さ

れた呼称の違いは、「ルーツ」に対するそれぞれの「コミットメント」の方式がもたらす

在日韓国・朝鮮人の間の自己同定のズレとこれから在日韓国・朝鮮人がホスト社会内で自

らをどの存在として位置づけていくのかを予測する重要な論点になると考えられる． 
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VI 結論： グローバル時代における「ルーツ」意識とエスニシティの再構築 

 

 

 

 本論文では、1980 年代以降の日本社会の変化に注目し、在日韓国・朝鮮人が変化した

社会環境をどのように解釈し応答していたのかという問題を分析してきた．本論文で取り

上げた約 30 年間は、在日韓国・朝鮮人の歴史において質的にも量的にも大きな変化が現

れた時間として捉えることができる． 

 はじめに論文の基本的問いに即しながら、各章の内容と結論を順に要約しておこう．本

論文が起点として定めた 1980年代は、1970 年代における世代交代とともに本格化された

権利擁護運動の成果が日本の「国際化」プロセスのなかで「可視化」され、国籍による行

政的差別が緩和されると同時に法的地位の面においても安定期に入りはじめた時期であ

った． 

第２章では、こうした「国際化」の時代を迎えた日本でこれまでエスニック集団のネッ

トワークを活用しながら生活し仕事をみつけるなど、ある程度日本社会と分離されていた

在日韓国・朝鮮人が積極的に日本社会に編入されていくようになったきっかけを就職とい

う面から取り上げ、その試みを可能にしてくれた社会環境に関する分析をおこなった．「努

力」をしてまでエスニック集団から離れ、日本社会内で働こうとした在日２世の語りを通

して日本社会の変化を解釈しそれに応答していくプロセスを分析したことで明らかにな

った点は、以下の２点にまとめることができる． 

 第一に、1980年代におこなわれた「国際人権条約」の批准、「国籍法」と「戸籍法」の

改正によって在日韓国・朝鮮人の法的地位が安定化されはじめたと同時に、日本の経済構

造の変化のなかで日本国内の外国人が急増していく時代の変化が、経験的事実でありなが

らも意識レベルにおいて共有できなかった「在日化」という現象を確実なものに変え、在

日２世のなかで積極的に日本社会内に入っていこうとする試みがみられるようになった

点である． 

 第二に、自分の「ルーツ」を明らかにしながら日本社会で生きていこうという、意識面

における「在日化」は、「祖国志向」や「帰国志向」の強かった在日１世、そして、１世

の意識に自分を照らし合わせながら「ルーツ」意識を形成してきた多くの２世から批判の

対象となっていたことがわかった．にもかかわらず、必ずしも多くの理解を得ることがで

きなかった「在日化」のプロセスが少数でありながら在日２世のなかでみられたことは、
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「ルーツ」意識の基準を１世に置くことではなく自ら日本に生活の基盤をおいている事実

を自覚した２世が存在していたことを明らかにしている．このように、変化していく日本

社会の環境をどのように解釈し応答していくのかという問題は「在日化」のプロセスと分

かち難く結びついていることがわかる． 

 その上で 2000年以降は、1991年に設けられた「特別永住者」在留資格によってそれま

で不安定な法的地位をもっていた３世以降の世代に日本定住の道が開かれ、自分の「ルー

ツ」を認識できる環境と遭遇することができなかった多くの在日韓国・朝鮮人が再び自分

の「ルーツ」に関する意識を新たに構築していった時期として捉えることができる．とり

わけ、「韓流ブーム」と「拉致問題」に表象される日本のメディア環境における「祖国」

イメージの分岐とその分岐の「持続」は、日常のなかで接するメディア表象と通して「祖

国」が新しく投影され、それがいくつかのパターンに分かれていく結果をもたらした． 

 続く第３章から第５章までは、日本のメディア環境の変化と変化した環境の「持続」が

作り出した在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」意識と再構築された「ルーツ」意識がどのよう

にパターン化されていったのかという問題を分析した． 

 第３章では、変化のきっかけになった「韓流ブーム」に着目し、マス・メディアを介し

た「祖国」との出会いを取り上げた．まず、「韓流ブーム」がどのような社会的、経済的

環境のなかではじまったのかを論じ、メディアを介した「祖国」イメージにどのくらい触

れたのか、すなわち、「韓国で作られたメディア・コンテンツ」との接触の度合いが「韓

流ブーム」の初期（2003 年）からその後（調査時点、2008 年）に至るまでどのような形

で変化してきたのかを分析した．その上で、「韓国で作られたメディア・コンテンツ」と

の接触度合いが「韓流」への評価にどのような影響を及ぼしたのかについて調査データを

通して明らかにした． 

 第３章を通して明らかになった点は以下の２点である． 

 第一に、「韓流ブーム」という日本のメディア環境の変化に対する在日韓国・朝鮮人の

解釈や応答が実際には多様であった点を挙げることができる．「韓流ブーム」の時期（2003

年）から調査時点（2008 年）に至る「韓国で作られたメディア・コンテンツ」との接触

頻度の変化を分析した結果、「韓流ブーム」が訪れる前にどのくらい自分の「ルーツ」に

関心をもっていたのか、エスニックなるものに触れていたのかが、「韓流ブーム」直後の

接触頻度に大きく影響を及ぼしていることがわかった．また、「韓流」が「ブーム」で終

わらず「持続」されていったことで「韓流ブーム」初期にはあまり関心をもたなかった在

日韓国・朝鮮人までもが「韓国で作られたメディア・コンテンツ」に接触するようになっ
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たことも明らかになった． 

 第二に、2003 年と 2008 年との間にみられる接触頻度の変化を「接触増加型」「高接触

安定型」「低接触停滞型」「接触低下型」という類型に分けて分析することによって、「接

触増加型」や「高接触安定型」が「韓流」を単に「ブーム」として経験したのではなく韓

国そのものへの関心や自分の「ルーツ」意識を再構築するきっかけとして経験していたこ

とが明らかとなった．「接触増加型」や「高接触安定型」に分類される回答者のなかに、

「韓流」をきっかけに自分のルーツを肯定的に捉えるようになった、本名に愛着を感じる

ようになった、ハングルに愛着をもつようになったなどの回答が多くみられたことが、こ

うした接触頻度と「韓流」に対する評価との関係性を明らかにしている． 

 第４章では、第３章で発見された日本のメディア環境の変化と在日韓国・朝鮮人の「ル

ーツ」意識との関係をさらに分析していくために、「韓流ブーム」と「拉致報道」を通し

て「祖国」が相反するイメージで表象されることが在日韓国・朝鮮人、とりわけ、日本に

おける定住が生まれたときから「当たり前」となっている「定住世代」に及ぼす影響を分

析した．「個」としての自己認識と「エスニック」な存在としての自己認識との乖離を明

らかにするため、「定住世代」の語りを分析した第４章の議論を通して明らかになったの

は以下の２点である． 

 第一に、「韓流ブーム」や「拉致問題」が起こる前に国籍による行政的差別が部分的に

緩和されていたこと、また日本における外国人「労働力」の急増により、在日韓国・朝鮮

人が一人の「個」として日本社会で働くことはより「自然」な経験となっていく．「定住

世代」は、親の世代が経験していた差別を記憶として共有しながらも、自分たちが親とは

違う時代を生きている認識をはっきりもち、共有された記憶を「相対化」していることが

明らかになった． 

 第二に、「個」のレベルでは在日韓国・朝鮮人であることにほとんど不安を感じない若

い世代が、同時に、日本社会における「祖国」のイメージ分岐の影響を強く受けているこ

とがわかった．「個」の側面では、在日韓国・朝鮮人でありながらも日本社会の構成員で

あることにほとんど疑問をもたない若い世代が、日本と自分の「ルーツ」である朝鮮半島

との緊張関係を目にしたときに「エスニック」な存在としてしかみられないかもしれない

という不安を感じていること、このことが「ルーツ」意識の構築／再構築過程に強く影響

していることが明らかになった． 

 第５章では、第３章と第４章の議論を踏まえ、「ルーツ」意識の再構築が集団呼称の「選

択」や「使い方」に及ぼす影響を、「呼称調査」で得られたデータを基に分析した．具体
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的には、在日韓国・朝鮮人がどのような集団呼称を選び使うのかという問題がどちらの「祖

国」を支持するのかという政治的・イデオロギー的立場と密接にかかわっていた点を既存

研究から確認した上で、2000 年以降の日本のメディア環境変容を通した「祖国」イメー

ジの分岐が集団呼称の「選択」に及ぼした影響を「コミットメント」という概念を用いな

がら分析をおこなった．とりわけ、2000 年以降、「韓流ブーム」により自分の「ルーツ」

に関する情報をエスニック集団内ばかりではなく、メディアを通して個人単位で接するこ

とが可能になる．こうした変化に着目し、「コミットメント」のタイプを個人的「コミッ

トメント」と集団的「コミットメント」に分けて分析を進めた．また、こうした「コミッ

トメント」のタイプが集団呼称の「使い方」に及ぼす影響を分析した．第５章を通して明

らかになったことは以下の２点である． 

 第一に、個人的「コミットメント」と集団的「コミットメント」の度合いを組み合わせ

ることで浮き彫りになった「高コミット型」「低コミット型」「個人的コミット型」という

３つのパターンの比較を通して、「高コミット型」と「個人的コミット型」がこれまで多

様な集団呼称を用いながら自分を他人に表現してきた経験をもつことがわかった．その反

面「低コミット型」は、「在日韓国人」や「韓国人」など韓国という言葉が含まれている

呼称を主に使ってきた傾向がみられた． 

 第二に、「呼称調査」の調査時点（2012年）において自分を表すためにもっとも適切だ

と考える呼称を、「コミットメント」類型の面から分析してみた．これにより、「高コミッ

ト型」が「在日朝鮮人」を、「個人的コミット型」が「在日コリアン」を、「低コミット型」

が「在日韓国人」を、それぞれ現在の自分を表す呼称として「選んでいる」ことが明らか

になった．これは、「コミットメント」類型によって集団呼称の「選択」が異なっている

ことから個人的に「ルーツ」にコミットしていくのか、それとも、エスニック集団に参加

しながら「ルーツ」にコミットしていくのかが「ルーツ」意識のパターン化に影響を及ぼ

し、そこから多様な認識パターンを作り出されていることを表している． 

以上、各章の議論を通して明らかになった内容をもう一度、本論文全体の問題意識に照

らし合わせながらまとめた上で、そこから引き出される含意ないし見通しについて検討し

ておこう． 

 第一に、2000年以降、日本のメディア状況が大きく変化し、その変化が 10年以上のと

きを経ながら「日常化」されていくなかで、在日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」意識が再

構築されたのみならず、それはいくつかのパターンに接続されながら新たな「持続」の道

を歩みだすこととなった．以上の分析内容を通して、これからの在日韓国・朝鮮人が日本
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社会でどういった存在として生きていくことになるのかという点を予測してみることが

できる． 

自分の「ルーツ」について知識をもつようになり、韓国に対する肯定的認識が増したこ

とは、自分の「ルーツ」に対する肯定的認識を人びとにもたらした．そして、この肯定的

意識が今度は、エスニックな存在としての自分を日本社会内で表すことを、「自然な」も

のとしていく．こうした回路の拡大は、国籍上では「日本人」でありながらも、あるいは、

朝鮮籍（記号）や韓国籍をもつ人が「日本人化」されながらも、「日本人と同じではない」

自己を肯定できる層が増えていくことを意味している．そうしたエスニックな存在として

の自己を肯定的に受け入れ「自然に」表していく経験の厚みが増すことは、在日韓国・朝

鮮人の人びとにとって、日本との関係性をより「素直な」ものにしていくことにつながる

と考えられる． 

ただし、ここで肯定的に捉えるようになった「ルーツ」が主に、韓国に限られているこ

とには注意を払いたい．「祖国」イメージの分岐がエスニックな自己を表すことをためら

う原因になっていること、とりわけ、「朝鮮人」という言葉で自分を表すことが難しくな

っていること、もはや、そのようには自分を捉えない在日韓国・朝鮮人が増えていること

は、意識のあり方と日本社会における自己表現の仕方との間の乖離を生んでいる．こうし

た乖離を在日韓国・朝鮮人のそれぞれがどのように折り合いつけていくのか、このことが

日本との関係性の深さを決めていく要因になっていくと予測される． 

第二に、自分の「ルーツ」に「コミットメント」する様式が、個人的な経路によるのか、

それとも集団的なものが加えられた経路によるのかによって、現在の自分をもっとも適切

に表す集団呼称の種類は分岐する傾向がみられた．すなわち、「高コミット型」では「在

日朝鮮人」「在日コリアン」を使うケースが、また「個人的コミット型」では「在日コリ

アン」「在日韓国人」を使うケースが、それぞれ順に多かった．この分析結果を通して、

「ルーツ」意識の再構築のあり方には「個人」か「集団」か、という経路がかかわってい

ること、そしてその経路の違いによって自己認識の依拠軸には違いがあることが明らかに

なった． 

「在日朝鮮人」という呼称は、長い歴史や在日韓国・朝鮮人の起源を重視するものであ

るのに対し、「在日コリアン」は「ルーツ」意識の再構築を通じて日本社会内で新たに多

く使われるようになった呼称である．また、「在日韓国人」は国籍を基にしているもので

あって、特に 2000 年以降韓国のイメージが向上していく過程において多く使われるよう

になったものである． 
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個人的「コミットメント」が 2000 年以降の日本のメディア状況の変化を通して可能に

なった「コミット」様式であり、このコミットメント類型のなかには日本学校の経験者や

日本国籍保有者などこれまで自分の「ルーツ」についてあまり触れなかった人が多く含ま

れていることを考え合わせると、彼／彼女らが選んだ「在日コリアン」や「在日韓国人」

という呼称は、日本社会のなかでメディアを通じ投影されているイメージの影響を強く表

していると考えられる．今後、個人的「コミットメント」の類型に属する人が増えていっ

た場合、日本社会内でのイメージが在日韓国・朝鮮人の自己意識に強く影響していること

は明らかである． 

ところが、これからの時代を生きる在日韓国・朝鮮人にとって問題になってくると予想

される点は、自己意識の形成における両面性がどれくらい確報されるのかという問題であ

る．構築主義的観点が論じているように、自己意識のなかには、自分から主張するもの

（assertion）とホスト社会から与えられる要素（assignment）が存在し、そのバランス

がうまく取れない場合ホスト社会から抑圧された、あるいは、ホスト社会から隔離された

自己意識が形成されてしまう可能性が高い．ここで個人的「コミットメント」の類型に属

する人が実際の在日韓国・朝鮮人との交流をもたないまま日本社会のメディアで表象され

る「祖国」のイメージばかりを受け入れた場合、その自己意識は日本社会からのまなざし

にとらわれやすい「弱い」ものになりかねない．この点において自分の「ルーツ」を明ら

かにしながら日本社会に入った在日韓国・朝鮮人同士がお互いに意見を交換し、それぞれ

のもつ歴史に関する考え方などを分かち合えるような「場」はこれからも重要な役割を果

たしていくと考えられる． 

 以上のように本論文は、在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」意識に関する理論が福岡（1993）

のエスニック・アイデンティティの多様化議論に止まっていることを問題意識としながら、

グローバル時代として特徴づけられる 1980 年代以降の日本社会の変化が在日韓国・朝鮮

人の「ルーツ」意識の再構築に及ぼした影響を、構築主義的観点から論じた．最後に本論

文が便宜的サンプリング方法で実施した２つの量的調査に基づいていることと、数少ない

データを通して分析をおこなった限界をもっていることを認識した上で本論文における

課題を述べておきたい． 

 第一に、本論文では、1980 年代以降の時代をグローバル時代として位置づけ、1980 年

代を「在日化」が本格化された時期として捉え、1990 年代の「特別永住者」在留資格の

新設によって「エスニックなるもの」から遠ざかっていった在日韓国・朝鮮人が再び日本

のメディア環境の変化を通して「ルーツ」意識を再構築するようになるプロセスを分析し
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た．この分析過程において、1990 年代を日本定住が法的に保障され「エスニックなるも

の」から遠ざかっていく時期として大きくその時代の性格を捉えている一方、1990 年代

にみられた具体的な変化については分析することができなかった．今後、1990 年代にお

ける在日韓国・朝鮮人の「ルーツ」意識がどのプロセスを経ながら遠ざかっていたのかに

ついてさらに研究を深めていきたい． 

 第二に、本論文では、構築主義的観点に立って議論を展開しているが、先行研究のレビ

ューにおいて構築主義的観点を主張したアメリカの理論は参照にしたものの、日本におけ

る構築主義的観点を取り入れた研究に対するレビューがなされていない限界をもってい

る．今後、日本の文脈で構築主義的観点がどのように当てはめられてきたのかそのながれ

を研究していく同時に、そこで得られた知見に基づいて構築主義的観点のもつ限界や問題

点についても分析していきたい． 

 第三に、本論文では、在日韓国・朝鮮人のもつ「ルーツ」への意識が「韓流」受容や「呼

称」使いなどに及ぼす影響を調査していくなかで日本国籍に帰化した、あるいは、生まれ

てから日本籍であった在日韓国・朝鮮人をも調査対象にしながらも、日本社会内で「可視

化」されている在日団体やコミュニティを入り口にして調査対象を広げていたため、日本

籍の在日韓国・朝鮮人の語りを反映することができなかった．これからの在日韓国・朝鮮

人像をより立体的につかめていくためにも日本籍の在日韓国・朝鮮人へのインタビューを

おこなっていきたい． 

第四に、本論文では、「呼称調査」で得られたデータを分析していくなかで発見された

「コミットメント」類型を通して集団呼称の「選択」や「使い方」にみられるズレのパタ

ーンは明らかにした．ところが、そこで明らかになったパターンがどのようなプロセスを

経て、あるいは、どういうきっかけでそのように「収斂」していったのかについては十分

分析することができなかった．その「収斂」プロセスを分析していくためには、さらなる

インタビュー・調査を通して質的データを集めていくことが必要であろう．今後、第５章

で得られた結果が具体的にどのような経路を経ながら出されたものなのかについて分析

を深めていきたい． 
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在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触現況に関する調査のプロセス 

 

「韓流調査」は、2008年の７月９日から８月 27日まで、約一ヶ月半にわたり実施され

た．調査のプロセスは、大きく東京地域を中心とした一次調査（2008年８月 10日締め切

り）と、一次調査の過程のなかで知り合った人びとを通じて配布した大阪・兵庫・岡山・

東京地域における二次調査（2008年９月 10日締め切り）に分けられる．調査票はスノー

ボールサンプリングの対象になった集団ごとに異なる方法で配布した． 

 最初の調査窓口になった朝鮮学校のアボジ（父親）会の場合、アボジ会で中心メンバー

として活動されているＡさんを韓国のソウル大学校からきた研究員の方から紹介させて

いただくことで調査対象者が広がりはじめた．アボジ会のＡさんと「韓流調査」の意義や

自分の問題関心について２回ほど話す機会を得ることで、その後、Ａさんから朝鮮学校や

総聯とかかわりをもつ団体や個人に調査を依頼することができた．Ａさんが紹介してくれ

た団体および個人は、強制連行真相調査団の関係者、在日本朝鮮留学生同盟（以下、留学

同）の関係者、朝鮮学校のオモニ（母親）会で活動している方がたである．Ａさんととも

に、それぞれの方に直接会いに行き、調査の趣旨を説明し、調査への協力を求めた． 

 また、大学院の授業を通して訪問したことがある在日韓人歴史資料館（以下、資料館）

は、資料館の職員に調査の趣旨を事前に説明した上で、資料館で月一回開かれる土曜セミ

ナーに参加し、セミナーが終わったときに調査について説明し、その場で調査票を配布し

た．また、そのなかで調査の趣旨をよく理解していただいた方がたが友人を紹介してくれ

るケースなどもあり、その場合は、その住所に調査票と返送封筒を一緒に郵便で送った． 

 若い世代の調査票を集めるためにもっとも協力をいただいた在日コリアン青年連合（以

下、KEY）は、大学院のゼミに所属している先輩に誘われ 2007年の５月から団体のメンバ

ーとして活動していたところである．最初は、自分の研究についてほとんど話さず、月一

回のペースで開かれる歴史人権講座やフィールドワークなどに参加しながら、在日韓国・

朝鮮人の若い世代のもつ考え方や悩みなどに自然に触れていた．その後、2008 年の４月

からは、毎週火曜日に開かれるハングル教室の教師ボランティアとして活動しながら、団

体にもっとコミットしていき、研究者としての感性と同世代の友達に対する親近感との境

界を行き来しながら団体活動を続けていた．「韓流調査」のときには、団体の代表に自分

の研究について説明し、許可を得た上で、歴史人権講座やハングル講座の場で調査票への

協力を求め、その場で調査票を配布した．また、その場で会えなかった既存のメンバーの

場合には、メールなどで調査への協力を求め、協力が得られる場合には郵送で調査票と返

送封筒を郵便で送った．  
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＜図 20＞ 「韓流調査」の進行プロセス（2008年実施） 

  

 

また、KEYで調査票を配布しながら KEYメンバーの紹介を通して在日本大韓民国青年会

（以下、青年会）にも調査票を配布することができ、その後、KEYの他の支部――大阪・

兵庫地域――にも調査票を郵便で送ることになった． 

 在日同胞の生活の考える会（以下、考える会）は、調査票を配布していくなかで KEYの
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メンバーの紹介を通して月一回のペースで開かれる市民講座の場所を直接訪問すること

になった．はじめて訪問したときは、２～３人の若者を除いてほとんど 40代から 80代の

方がたが集まっており、「韓流調査」についても興味を示してくださる方がたが多かった．

考える会では、その場で調査票を配布し、回収した．それをきっかけに毎月に開かれる市

民講座に筆者も参加しながら、年配の方がたが経験していた日本社会や韓国・北朝鮮への

思いなどを「近代歴史」という枠を通して勉強するようになった．また、考える会の代表

を務めている方の自宅を訪問し、インタビューの機会を得ることができ、代表の家族にも

調査票を配布することができた．そして、考える会の紹介を通して在日本大韓民国民団（以

下、民団）の岡山支部にも調査票を郵便で送り、調査への協力を得た． 

 団体に頼らない配布方法としては、筆者が在日韓国・朝鮮人のもつ「在日」としての認

識という問題に関心をもつきっかけになった、在日韓国・朝鮮人が経営する焼肉屋でのア

ルバイトを通じて仲良くなった店の経営者や職員の方がたに自分の調査に関する趣旨を

伝え、調査への協力を求めた．また、バイト先の経営者の紹介を通して江東区の枝川にあ

る朝鮮初級学校で毎年開かれる「夜会」というまつりに参加することができた．その会に

参加しながら経営者の知り合いの方がたに調査票を配布し協力を求めた．それ以外にも、

筆者が当時通っていた東京に所在している韓国人教会のメンバーを通して民族音楽家の

方がたに調査票を渡したこともある．以上で述べた調査票配布のプロセスをまとめてみる

と、＜図 20＞の通りである． 

「韓流調査」では、調査を企画した段階で知り合った人びととのインタビューや「韓流

調査」の回答者のなかでインタビュー希望欄に名前や連絡先を書いてくれた人びととのイ

ンタビューを通してインタビュー・データも分析資料として用いた．調査票にインタビュ

ーを希望した人びとのなかでも特に、民族教育を受けた経験の有無・年齢・性別に注目し、

多様な環境で生活している人びとを対象に含むようにした． 

 「韓流調査」が実施される前におこなったインタビュー調査は、2007 年の９月と 2008

年の２月におこなった．このインタビューでは、「韓流調査」に必要な項目を発見してい

くために自分の研究計画書を調査対象者に事前にみせ、それに関するコメントを中心に

「韓流」や調査対象者のもつ「祖国」への思いなどについて語ってもらった． 

 一方、「韓流調査」を実施した 2008年の７月から９月の間におこなわれたインタビュー

調査の場合、調査票にインタビュー希望と書かれた 24人のなかの 12 人を対象に実施され

た．インタビューの対象者は、民族学校の経験・性別・年齢などを考慮した上で、居住地

域や連絡を取ることが容易なのかどうかなどの基準を加え、最終的に選んだ．インタビュ
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ーをおこなう上で特に注目したのは、調査対象者の学校・会社・家庭における話を中心と

した生活史、韓国のメディア・コンテンツにはじめて触れたときの話、調査対象者が考え

ている「韓流」とは何か、そして、「在日」のアイデンティティという４つの点であった．  

 なお、インタビューをはじめる前に、これらの大まかな質問項目を対象者に伝え、対象

者が話しやすい順番で自由に語ってもらう形式で進めた129． 

 実際、インタビューに所要された時間は、平均１時間前後であったが、12 人のインタ

ビュー対象者のなかには、2007 年から参加していた KEY のメンバーが多く含まれていた

ため、同じ団体で活動しているメンバー同士という信頼関係がある程度構築されており、

その点においてインタビューの内容をインタビュー対象者のもつ普段の考え方に沿って

理解することができた．そして、インタビューで語っていた内容は、正式的インタビュー

以外にも団体で開かれる勉強会や人権講座およびさまざまな非公式的集まりという多様

な活動のなかで話し合う機会が少なくなかった．そのために、本論文で用いられるインタ

ビュー・データは、団体活動をおこないながら取っていたメモや記録も含まれている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
129 筆者が出した４つの質問項目について語る順番や話し方・話の重点が置かれているところは、調査

対象者ごとに大きく異なっていた．対象者間にみられるこうした際は、過去の出来事や経験に関する

自らの解釈――インタビュー時点における解釈――の差異として考えることができる（桜井・小林  

2005）．質問項目のなかでも、「在日」としてのアイデンティティに関する調査対象者の解釈は、主に

物語（ナラティブ）の形式で表現され、強弱の度合いはあるものの、ストーリー性をもっていた．こ

のようなインタビュー内容の物語化のもつ意味について、M.Somers(1994)の議論を参照にすることが

できるのだろう．Somers は、ナラティブの概念を用いながらこれまでポリティクスと社会的構成と

して語られてきたアイデンティティの両極端の言説をひとつにまとめようと試みた．Somers によれ

ば、ナラティブは対象者にとって特定の意味をもつネットワークや関係性の配置・配列を表し、生活

を構成する経験・制度・社会的要素などの質的・語彙的差異や特徴などを評価可能にする役割を果た

している．そして、ナラティブというものが自ら構成していくものではなく、彼／彼女らを取り巻く

社会的世界、たとえば、慣習や社会的制度など莫大なスペクトラムとつながり合いながら構成されて

いくと主張した．このような観点からみると、本論文のインタビュー調査のなかでみられた物語的特

性は、インタビュー対象者のアイデンティティの構成過程を日本社会との関係性から把握するための

重要な特徴であることがわかる．  



 240 

在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触現況に関する調査： 調査依頼状・調査票（単純集計） 

 

 

２００８年７月 

 

2008 年度若手研究者研究活動助成金（サーベイ・リサーチ） 

「祖国」文化がポスト越境世代のアイデンティティに及ぼす影響 

――在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触を中心として 

研究担当者  金知栄（キムジヨン）（一橋大学大学院社会学研究科修士過程） 

指導教員  町村敬志（一橋大学大学院社会学研究科教授） 

 

 

 突然、このような調査票をお願いした失礼をまずお詫び申し上げます．私は、一橋大学

の大学院で社会学を専攻している韓国人留学生、金知栄（キムジヨン）と申します． 

 私が研究しているテーマは「韓流」文化が在日韓国・朝鮮人のアイデンティティにどの

ような影響を及ぼしたのかに関することであります．日本で「韓流」は単純に「ヨン様」

にはまった女性たちが作り上・げた一時的な「ブーム」として認識される場合が多いです．

しかし、これまで北朝鮮、韓国、日本の間の文化交流を断たれ、「祖国」に関する情報自

体が制限されていた歴史状況を考えると、在日韓国・朝鮮人にとって「韓流」は日本社会

で受け入れられた意味とは違う意味合いをもっているのではないかということが、私の研

究の出発点であります． 

 現在、在日韓国・朝鮮人社会は一言で説明されることができないほど多様化されている

ことが事実であります．国籍、血縁、言語能力など外面から判断できる要素だけではなく、

在日韓国・朝鮮人社会、日本社会、朝鮮半島に対する所属意識、考え方など目にみえない

心理的な要素も多様化され、自分が属している集団以外の在日韓国・朝鮮人がどのような

環境の中に置かれているのか、どのような考えをもっているのか知ることの難しい状況に

置かれていると思われます．このような状況のなかで、本調査は日本社会のなかで生きて

いく多様な在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触状況だけではなく、「韓流」を通した「祖国」

や在日社会に関する認識、自己認識の変化様子を探る大事なきっかけになると思います．

そして、本調査はこれまで政治、イデオロギーなど断片的な枠で理解されてきた在日韓

「在日韓国・朝鮮人の『韓流』接触状況に関する調査」 

ご協力のお願い 
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国・朝鮮人を、「韓流」という日常的な文化接触の面から捉えていくことで、在日社会の

重層的な多様化状況を日本社会に認識させることを目標としております．皆様のご協力お

願い致します． 

 

調査回答にはおよそ 10 分～15 分程度かかるものと思います．ご多忙のところ大変恐縮

ではありますが、ご回答の上、同封の封筒により、7 月 31 日（木）までにご投函いただ

けますと、幸いに存じます．調査票は無記名です．返信用封筒も無記名のままご投函下さ

い．ご疑問の点は下記までご遠慮なくお問い合わせ下さい．7 月 15 日(火)～30 日(水)の日

中（12 時～17 時）、下記電話で担当者が対応いたします（土日を除く）． 

 

お問い合わせ先 

186-8601 東京都国立市中２－１一橋大学大学院社会学研究科 

 町村研究室内 金知栄 

電話：080-5424-7635  電子メール：sm071062＠g.hit-u.ac.jp 

 

結果概要の報告をご希望の方には、後ほどお送りいたします．ご住所と名前をメールにて

上記まで直接ご連絡ください． 
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在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 「 韓 流 」 接 触 状 況 に 関 す る 調 査 

2008 年 ７月 

 

2008 年度若手研究者研究活動助成金 （サーベイ・リサーチ） 

「「祖国」文化がポスト越境世代のアイデンティティに及ぼす影響 

――在日韓国・朝鮮人の「韓流」接触を中心として」 

 

研究担当者・金知栄（キムジヨン）（一橋大学大学院社会学研究科修士課程） 

指導教員・町村敬志（一橋大学大学院社会学研究科教授） 

 

 

いただいた結果は数量的に処理されますので、個人が特定されることはありません。 

また、結果は調査・研究以外の目的には使用されません。ご安心ください。 

   

 

ご記入に当たってのお願い 

 

１． 本調査の対象は満 20 歳以上から満８０歳までの方を対象にしております。 

（もしそれ以外の方がお受け取りの場合は、記入せずにそのままご返却下さい。） 

 

２． 回答は、番号に○をつけていただくもの、自由に記入していただくものがあります。 

 

３． 自由に答えていただく質問には日本語あるいはハングルでご記入ください。 

 

４． 途中、特定の条件に当てはまる方だけの質問もあります。指示に従って質問を飛ばしてください。 

 

５． この調査票は ８月１０日までに、同封の返信用封筒（切手は必要ありません）に入れてご返送  

くださいますようお願い致します。 

 

６． 調査について疑問の点がございましたら、下記までご遠慮なくお問い合わせください。 

 

 

お問い合わせ先（連絡先） 

〒186-8601 東京都国立中 2-1 一橋大学社会学研究科 町村研究室内 金知栄 

電話：080-5424-7635  電子メール sm071062＠g.hit-u.ac.jp 
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問 1. 次のなかで、あなたがこれまでに接触した経験のあるメディアがあれば、 

カッコ内に○をおつけください。 

 

1. 民族団体（例：総連、民団など）によって作られた雑誌・新聞   

2. 在日によって日本で作られた映画・雑誌・新聞 

3. 韓国で作られたドラマ・映画・音楽・雑誌・新聞 

 

問 2. あなたが、「韓国で作られたメディア」（ドラマ、映画、音楽、雑誌、新聞など）に、 

初めて接触したのはいつですか。（どちらかにお答えください。） 

 

    年頃   または、  才頃 

1970 年以前：６（5.2）   1970 年代：４（3.4）    1980 年代：18（15.4）  

1990 年代：31（26.5）   2000 年以降：58（49.6） 

 

問3． あなたはどういう経緯で「韓国で作られたメディア」に接触するようになりましたか。 

次の中であてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

 

1.  在日の知人や友人の勧め  

2. ニューカマーの知人や友人の勧め  

3. 日本人の知人や友人の勧め  

4. その他 （具体的に、       ） 

問4． あなたは「韓流ブーム」以前（2003 年以前）韓国に訪問した経験がありますか。 

 次の中であてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

1. ない  

2. 1～2 回くらい行ったことかある  

3. 3～4 回くらい行ったことがある  

4. 5 回以上行ったことがある  

 

問5． あなたが初めて接触した「韓国で作られたメディア」は次のどれですか。 

次の中であてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

1.  ドラマ  

2.  映画  

3.  音楽  

4.  雑誌・本・新聞  

5.  その他（具体的に                    ）  

 

98（83.8) 

96(82.1) 

113（96.6) 

まず、あなたのメディア接触状況に関してご質問いたします。 

56（47.9） 

４（3.4） 

６（5.1） 

49（41.9） 

 

74（63.2） 

20（17.1） 

４（3.4） 

19（16.2） 

31（26.5） 

42（35.9） 

29（24.8） 

21（17.9） 

２（1.7） 
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問 6. あなたが今まで接触したことのある「韓国で作られたメディア」は次のうちどれですか。 

あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

1. TV ドラマ  

2.  映画  

3.  音楽  

4.  雑誌・本  

5.  その他（具体的に                    ） 

 

問 7. あなたは「冬のソナタ」という韓国のドラマが、日本でも放送されていたことを 

知っていますか。あてはまる方に○をつけてください。 

 

1. 知っている  

2. 知らない（→ 問 14 へお進みください。）  

 

問 8. 「冬のソナタ」は全部で 20 話ありましたが、あなたはこのドラマをどれくらいみましたか。 

後からビデオやDVDなどでみたものも含め、あてはまる番号一つに○をつけてください。 

 

1. まったく見たことがない  

2. 1 回だけ  

3. 数回  

4. 半分くらい  

5. だいたい全部  

6. 全部  

7. 20 話を何回もくり返してみた。  

 

問 9. 2003 年「冬のソナタ」が話題になっていた時期のことを思い出してみてください。その頃、

あなたは「韓流」と呼ばれていた「韓国で作られたメディア」にどのくらい関心がありました

か。また調査時点はどのくらい関心がありますか。7 点満点の点数でお答えください。 

 

A. 2003 年の「冬のソナタ」が話題になっていた時期 

  

Ｂ.  2008 年調査時点 

 

 

 

 

      

      

１        ２       ３        ４        ５        ６       ７     

（１点：まったく関心なし）                                （７点：とても関心あり） 

 

105（89.7） 

106（90.6） 

97（82.9） 

74（63.2） 

19（16.2） 

116（99.1） 

１（0.9） 

30（25.6） 

15（12.8） 

18（15.4） 

９（7.7） 

10（8.5） 

26（22.2） 

９（7.7） 

 

1 点：14（12.0） ２点：20（17.1） ３点：22（18.8） ４点：11（9.4） ５点：16（13.7） ６点：13（11.1） 7 点：19（16.2） 
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B. 2008 年調査時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10. 「冬のソナタ」をはじめとする「韓流ブーム」は、あなたの「韓国で作られたメディア」 

に対する関心の度合いにどのくらいの影響を与えたと思いますか。 

あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

 

1. まったく影響を与えてないと思う。  

2. あまり影響を与えてないと思う。  

3. やや影響を与えたと思う。  

4. つよく影響を与えたと思う。 

 

問11. では、あなたは、「韓流」と呼ばれている「韓国で作られたメディア」（ドラマ、映画、音楽、雑誌、

など）に平均してどのくらい接触していますか。次のそれぞれについてお答えください。 

 

A. 2003 年の「冬のソナタ」が話題になっていた時期 

 

 

 

 

 

 

 

B. 2008 年調査時点 

 

 

 

 

 

 

      

      

    １        ２        ３        ４       ５        ６       ７  

（１点：まったく関心なし）                                （７点：とても関心あり） 

  

全くなし 年に１回 

程度 

年に 

数回 

月に１回 

程度 

週に１回 

程度 

週に 

数回 

ほとんど 

毎日 

   １・・・・・・・・・・・２・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・・４・・・・・・・・・・５・・・・・・・・・・６・・・・・・・・・・・７ 

 

全くなし 年に１回 

程度 

年に 

数回 

月に１回 

程度 

週に１回 

程度 

週に 

数回 

ほとんど 

毎日 

   １・・・・・・・・・・・２・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・・４・・・・・・・・・・５・・・・・・・・・・６・・・・・・・・・・・７ 

 

15（12.8） 

21（17.9） 

45（38.5） 

 34（29.1） 

１点：11（9.4） ２点：15（12.8） ３点：24（20.5） ４点：17（14.5）  ５点：21（17.9） ６点：17（14.5） ７点：10（8.5） 

 

 

1 点：５（4.3） ２点：９（7.7）  ３点：14（12.0） ４点：24（20.5） ５点：17（14.5）  ６点：16（13.7） ７点：29（24.8） 

 

 

 

１点：６（5.1） ２点：９（7.7）  ３点：17（14.5） ４点：13（11.1）５点：25（21.4）  ６点：26（22.2） ７点：19（16.2） 
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問 12. あなたは調査時点、「韓国で作られたメディア」（ドラマ、映画、音楽など）にどういうかたちで 

接触していますか。次のなかで一番接触頻度が高いものに○をおつけください。 

 

1. 衛星テレビやケーブルテレビ  

2. 地上波テレビ  

3. インターネットサイト  

4. レンタルビデオや DVD 

5. その他（具体的に、                     ） 

6.  接触していない。 

 

問13． あなたは「冬のソナタ」をはじめとする「韓流」が、あなたの「韓国で作られたメディア」の 

接触頻度にどのくらいの影響を与えたと思いますか。 

あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

 

1. まったく影響を与えてないと思う。  

2. あまり影響を与えてないと思う。  

3. やや影響を与えたと思う。 

4. つよく影響を与えたと思う。 

 

問14． 「韓流」はあなたの周りの日本人の意識に影響を与えた/与えなかったと思いますか。 

以下の項目の日本人の意識について、それぞれ 7 点満点の点数でお答えください。 

   （変化がない場合や「韓流」と関係がないと思う場合は両方同じ点数に○をつけてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                 

         

「韓流」以前 「韓流」以後 

悪い 良い 悪い 良い 

韓国に関する 

イメージ 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

在日韓国・朝鮮人

に関するイメージ 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

在日韓国・朝鮮人

に関する関心度 

 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

１点：１（0.9）  ２点：１（0.9） 

３点：38（32.5） ４点：25（21.4） 

５点：36（30.8） ６点：43（36.8） ７点：17（14.5） 

 

1 点：14（12.0） ２点：26（22.2） 

３点：１（0.9）  ４点：17（14.5） 

５点：３（2.6）  ６点：３（2.6）  ７点：６（5.1） 

1 点：17（14.5） ２点：38（32.5） 

３点：22（18.8） ４点：29（24.8） 

５点：０（0.0）  ６点：４（3.4）  ７点：３（2.6） 

1 点：５（4.3）  ２点：17（14.5） 

３点：17（14.5） ４点：41（35.0） 

５点：16（13.7） ６点：15（12.8） ７点：６（4.3） 

1 点：27（23.1） ２点：37（31.6） 

３点：20（17.1） ４点：20（17.1） 

５点：４（3.4）   ６点：２（1.7） ７点：４（3.4） 

1 点：９（7.7）  ２点：16（13.7） 

３点：19（16.2） ４点：34（29.1） 

５点：20（17.1） ６点：10（8.5）  ７点：8（6.8） 

39（33.3） 

28（23.9） 

26（22.2） 

 37（31.6） 

10（8.5） 

10（8.5） 

15（12.8） 

26（22.2） 

 46（39.3） 

29（24.8） 
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問 15. あなたは「韓流」をめぐる A～L の意見についてどう思いますか。 

それぞれについてあてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

 

 

 

 
そう 

思わない 

どちらかと 

いえば 

そう思わない 

どちらかと 

いえば 

そう思う 

そう 

思う 

Ａ.「韓流」を通して日本人のもつ韓国に関する 

イメージは向上した。 

１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

 

Ｂ.「韓流」を通して日本人のもつ在日韓国・朝鮮人に

関するイメージは向上した。 

１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

Ｃ.「韓流」を通して日本人の韓国に関する関心度が

高くなった。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

Ｄ.「韓流」を通して日本人の在日韓国・朝鮮人に 

関する関心度が高くなった。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

Ｅ.「韓流」を通して日本人は前より在日韓国・朝鮮人

に寛容な態度をとるようになった。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

Ｆ.「韓流」を通じて歴史問題（過去の植民地政策な

ど）に関心を持つ韓国人が増えた。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

G.「韓流」を通じて歴史問題（過去の植民地政策な

ど）に関心をもつ日本人が増えた。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

H.「韓流」を通じて在日韓国・朝鮮人の韓国への 

帰属意識が強化された。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

I.「韓流」は在日韓国・朝鮮人の肯定的な自己 

認識をもたらした。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

J.「韓流」を通して在日の言語力（ハングル・朝鮮語）

を生かす就職先が広まった。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

K.「韓流」を通じて日本社会内の韓国籍と朝鮮籍と

の区分けが強まった。 
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

L.「韓流」は在日韓国・朝鮮人の就職差別や住居賃

貸などの差別を少なくするきっかけになった。  
１・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・４ 

次に「韓流」があなたの意識に与えた影響についてご質問いたします。 

22（18.8）  47（40.2）     42（35.9）     ６（5.1） 

４（3.4）   ４（3.4）      58（49.6）    51（43.6） 

２（1.7）   １（0.9）      48（41.0）    65（55.6） 

20（17.1）  52（44.4）    40（34.2）      ５（4.3） 

27（23.1）  47（40.2）    38（32.5）      ５（4.3） 

26（22.2）  53（45.3）    28（23.9）      ８（6.8） 

27（23.1）  57（48.7）    28（23.9）      ５（4.3） 

23（19.7）  44（37.6）    42（35.9）      ６（5.1） 

12（10.3）  35（29.9）    53（45.3）    16（13.7） 

11（9.4）   34（29.1）    53（45.3）    18（15.4） 

20（17.1）  47（40.2）    34（29.1）    14（12.0） 

35（29.9）  55（47.0）  27（23.1）       ０（0.0） 
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問 16. あなたは「韓流」をきっかけに、次のようなことをしましたか。 

あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

1.  「冬のソナタ」以外の韓国ドラマあるいは映画をみた。 

2.  韓国関連の本や雑誌をみた。  

3.  インターネットで韓国関連サイトをみた。  

4.  韓国ドラマをみるために、衛星放送やケーブルテレビなどを受信できるようにした。  

5.  韓国旅行に行った。  

6.  ハングルを学習するようになった。  

7.  在日関連の団体・組織に参加するようになった。 

8.  語学研修や留学を目的に韓国に行った。  

9.  本名を名乗るようになった。  

10. その他（具体的に、                               ）  

 

問 17. 「韓流」はあなたの意識に影響を与えましたか/与えませんでしたか。 

以下の項目の意識について、それぞれ 7 点満点の点数でお答えください。 

   （変化がない場合や「韓流」と関係がないと思う方は両方に同じ点数に○をつけてください。） 

 

「韓流」以前 「韓流」以後 

弱い 強い 弱い 強い 
自分のルーツに 

対する肯定的認識 
1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

本名に関する 

愛着 
1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

在日韓国・朝鮮人

との連帯感 
1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

日本社会に関する 

肯定的認識 
1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

ハングルに関する 

愛着 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

在日団体に関する 

愛着 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 
在日の友人に 

関する愛着 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

1・・・・・2・・・・・3・・・・・4・・・・・5・・・・・6・・・・・7 

 

８   ８   12   17   ９   19  41 

（6.8）（6.8） （10.3）（14.5） （7.7）（16.2）（35.0） 

  

４   ２   ３   15   16   27  47 

（3.4）（1.7） （2.6） （12.8） （13.7）（23.1）（40.2） 

  

13   ６   ９  13   ６   15   51 

（11.1）（5.1） （7.7）（11.1）（5.1）（12.8） （43.6） 

  

９   １   ７   11   ９   16   59 

（7.7） （0.9）（6.0） （9.4） （7.7） （13.7） （50.4） 

  

10  11   ６   22   17   13   35 

（8.5）（9.4） （5.1）（18.8） （14.5）（11.1）（29.9） 

  

７   ６   ７   18   20   17   39 

（6.0）（5.1） （6.0） （15.4） （17.1）（14.5）（33.3） 

  

14   18   20   36  12   ７   ５ 

（12.0）（15.4）（17.1）（30.8）（10.3）（6.0） （4.3） 

 

13   12  10   46  16   ９     ７ 

（11.1）（10.3）（8.5）（39.3）（13.7） （7.7） （6.0） 

 
４   ３  ３   17   15   21    51 

（3.4）（2.6） （2.6） （14.5）（12.8） （17.9）（43.6） 

 

16   ５  11  18   17   13     34 

（13.7）（4.3）（9.4）（15.4）（14.5）（11.1） （29.1） 

 

９   ７   ３  16   20   13    46 

（7.7）（6.0） （2.6）（13.7）（17.1）（11.1） （39.3） 

 

３   ６  ３   13   19    14    56 

（2.6） （5.1）（2.6） （11.1）（16.2） （12.0）（47.9） 

 

18   11  10  19  18    16     22 

（15.4）（9.4）（8.5）（16.2）（15.4）（13.7） （18.8） 

 

13  10   ９  17   19    16    30 

（11.1）（8.5）（7.7）（14.5）（16.2） （13.7） （25.6） 

 

 35（29.9） 

53（45.3） 

51（43.6） 

24（20.5） 

26（22.2） 

35（29.9） 

 17（14.5） 

６（5.1） 

９（7.7） 

19（16.2） 
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問 18. あなたの性別をお答えください。 

1 男性  55（47.0）             

2 女性 62（53.0） 

 

問 19. あなたの生まれた年をご記入ください。 

    年   

  

20 代以下：39（33.3）  30 代：32（27.4）  40 代：19（16.2）  50 代以上：27（23.1） 

 

問 20. あなたのご両親は在日何世代目にあたりますか。 

あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

A. 父親 

1. 一世    2. 二世   3. 三世  4. 日本人である  5. 韓国人（ニューカマー）である 6. その他 

44（37.6）  58（49.6）  ８（6.8）  ５（4.3）         ０（0.0）                 １（0.9） 

B. 母親 

1. 一世    2. 二世    3. 三世  4. 日本人である  5. 韓国人（ニューカマー）である 6.その他 

24（20.5）  72（61.5）  ７（6.0）  10（8.5）        ２（1.7）                 １（0.9） 

 

問 21. あなたが中学校の頃住んでいた地域（町内）には在日韓国・朝鮮人がどのくらい 

住んでいましたか。あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

 

1. 在日韓国・朝鮮人の集住地域だった。  

2. 在日韓国・朝鮮人の家庭が１０軒以上あった。  

3. 在日韓国・朝鮮人の家庭がおよそ３～９軒あった。  

4. 在日韓国・朝鮮人の家庭が１～２軒あった。 

5. 在日韓国・朝鮮人の家庭が自分の家以外にはなかった。  

6. おぼえていない。  

 

問 22. あなたが調査時点住んでいる地域（町内）には在日韓国・朝鮮人がどのくらい 

住んでいますか。あてはまる番号ひとつに○をつけてください。 

1. 在日韓国・朝鮮人の集住地域である。  

2. 在日韓国・朝鮮人の家庭が１０軒以上ある。  

3. 在日韓国・朝鮮人の家庭がおよそ３～９軒ある。  

4. 在日韓国・朝鮮人の家庭が１～２軒ある。  

5. 在日韓国・朝鮮人の家庭が自分の家以外にはない。 

6. わからない。  

（ 昭和 ・ 平成 ）   年   

最後に、資料分類のためあなたのお住まい、お仕事などについてご質問いたします。 

（西暦） または、 

24（20.5） 

11（9.4） 

19（16.2） 

 32（27.4） 

21（17.9） 

10（8.5） 

21（17.9） 

11（9.4） 

19（16.2） 

26（22.2） 

 13（11.1） 

27（23.1） 
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問 23. あなたが少しでも通った経験のある学校にすべて○をおつけください。 

 

問 24. あなたが最後に通った（または調査時点通っている）学校は次のどれにあたりますか。 

1 中学校 

2 高校 

3 短期大学・専門学校 

4 大学 

5 大学院 

6 その他 

 

問 25. あなたの国籍は次のどれにあたりますか。 

1.  韓国 

2.  朝鮮 

3. 日本 

4. その他 

 

問 26. あなたは結婚していますか。次のどれにあたりますか。 

 

1.  未婚（→ 問 28 へお進みください。） 

2. 既婚（死別・離婚を含む）           

 

問 27. あなたの配偶者（もとの配偶者）の国籍は次のどれにあたりますか。 

1.  韓国 

2.  朝鮮 

3. 日本 

4. その他 

 

 

小学校 中学校 高校 

朝鮮系小学校 

韓国系小学校 

41(35.0) 

2(1.7) 

70(59.8) 

3(2.6) 

1(0.9) 

0(0.0) 

日本の公立小学校 

日本の私立小学校 

インターナショナル

スクール 

外国の小学校 

朝鮮系中学校 46(39.3) 

1(0.9) 

65(55.6) 

6(5.1) 

1(0.9) 

0(0.0) 

韓国系中学校 

日本の公立中学校 

日本の私立中学校 

インターナショナル

スクール 

外国の中学校 

朝鮮系高校 42(35.9) 

1 (0.9) 

49(41.9) 

19(16.2) 

1(0.9) 

1(0.9) 

韓国系高校 

日本の公立高校 

日本の私立高校 

インターナショナル

スクール 

外国の高校 

１（0.9） 

22（18.8） 

16（13.7） 

59（50.4） 

13（11.1） 

３（2.6） 

86（73.5） 

22（18.8） 

９（7.7） 

０（0.0） 

64（54.7） 

53（45.3） 

28（23.9） 

12（10.3） 

11（9.4） 

１（0.9） 
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問 28. あなたの調査時点の主なお仕事についてお聞きします。 

あなたのご職業は大きく分けてこの中のどれにあたりますか。 

従業上の地位と仕事の内容それぞれの該当するものに○をつけてください。 

 

 

従業上の地位 本人の仕事の内容 

経営者、役員（従業員３人以上）          

常勤職員（正社員・正職員ほか） 

臨時雇い・パート・アルバイト   

派遣社員            

自営業主、自由業者（従業員３人以下）        

家族従業者             

内職 

学生 

主婦 

無職 

その他（                 ）                 

専門職（教師、医師、看護士、技術者など） 

管理職（課長職以上の会社員） 

事務職（一般の会社事務員・公務員） 

販売職（営業・販売、小売店、外交員） 

サービス（美容師、旅館ほか） 

運輸（タクシー、トラック、宅配便配達ほか） 

技能工・労務職（工場・土木建設労働ほか） 

遊興業（パチンコほか） 

飲食業（焼肉店、居酒屋、スナック） 

金融業 

家事 

学生 

フリーター 

無職 

 

問 29a. あなたは本名と通名どういうふうに使い分けていますか。 

 

1. 本名だけ使っている 

2. 両方使っている 

3. 通名だけ使っている（→ 問 30 へお進みください。） 

4. 日本読みと韓国読みが同じである（→ 問 30 へお進みください。） 

 

問 29b. あなたはいつ頃から部分的にせよ、本名（民族名）を使うようになりましたか。 

 

1. 生まれたときから本名だけを使っていた 

2. 小学校の頃から本名を使うようになった 

3. 中学校の頃から本名を使うようになった 

4. 高校の頃から本名を使うようになった 

5. 高校卒業後から本名を使うようになった 

 

48（41.0） 

51（43.6） 

12（10.3） 

３（2.6） 

40（34.2） 

16（13.7） 

３（2.6） 

６（5.1） 

34（29.1） 

10（8.5） 

41（35.0） 

14（12.0） 

７（6.0） 

８（6.8） 

２（1.7） 

０（0.0） 

16（13.7） 

８（6.8） 

５（4.3） 

３（2.6） 

 

 

17（14.5） 

５（4.3） 

28（23.9） 

５（4.3） 

８（6.8） 

１（0.9） 

５（4.3） 

０（0.0） 

11（9.4） 

２（1.7） 

７（6.0） 

16（13.7） 

１（0.9） 

４（3.4） 
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問 30. 過去一年間のあなた個人の収入は税込みで次の中のどれに近いでしょうか。 

臨時収入、副収入も含めておさしつかえなければ、お答えください。 

 

1.  100 万円未満 

2.  100 万円以上 300 万円未満                  

3.  300 万円以上 500 万円未満       

4.  500 万円以上 700 万円未満       

5.  700 万円以上 900 万円未満 

6.  900 万円以上          

 

問 31. あなたが「韓流」を経験しながら感じたことを自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長時間にわたり、ご協力ありがとうございました。調査票は封筒に入れて８月 10 日までにご投

函ください。調査の結果を知りたい方は、ご住所と名前をメールにて sm071062＠g.hit-u.ac.jp ま

で直接ご連絡ください。後ほど、郵送させていただきます。 

 

 

 

本研究ではインタビュー調査も並行しております。インタビューにご協力いただける方は連絡先

をご記入のうえ返送封筒に入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

切り取り線 

24（20.5） 

39（33.3） 

28（23.9） 

10（8.5） 

３（2.6） 

６（5.1） 
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在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査のプロセス 

 

「呼称調査」は、「韓流調査」をきっかけに広がったネットワークを最大に活かしなが

ら調査対象者をみつけていった．調査期間は、2012 年３月５日から５月９日までの約２

ヶ月間で、「韓流調査」以降、メンバーとしての団体活動やセミナー・イベントへの参加

を通して関係を保ってきた方がたから調査に協力してくれる団体や個人・グループなどを

紹介してもらいながら調査地域を広げていたことで調査対象になった地域の範囲は、東京

地域のみならず、青森・大阪・京都・岡山・福岡までが含まれることになった． 

 ３月５日から 11 日までは、青森地域を対象に調査対象者をみつけ調査への協力を求め

ていった．青森での調査が可能になったのは、2008 年の「韓流調査」をきっかけに毎月

開かれる市民講座に参加することになった「考える会」で自分の研究に関心を抱いてくれ

たメンバーが地元である青森での調査に協力してくれたからである．その方から青森の民

団支部と青森地域近辺のパチンコ関連業者を紹介していただき、青森を訪問した際に、民

団支部は直接訪ね、調査の趣旨を説明した上で調査票を渡した．また、パチンコ関連業者

の方がたについては、それぞれの事務室に「考える会」のメンバーが電話を入れ、調査の

趣旨を簡単に説明した上で協力を求め、調査票送付に同意した事務室にそれぞれ授業員の

数に合わせて郵便で送った． 

また、青森に調査しにいくことを他の在日団体や知り合いなどに事前に知らせたことで

「韓流調査」で最初の窓口役割を担ってくれたアボジ（父親）の会の方から総聯の青森支

部常任委員会の委員長を紹介していただき、総聯の方がたからも調査の協力をいただくこ

とができた．特に総聯支部では、青森地域におけるニューカマーとオールドカマーとの関

係や青森行政との関係や個人史についてお話をいただく機会もを得ることができた． 

３月 12 日から 18 日までは、大阪と京都をそれぞれ訪問し、調査票への協力を求めた．

大阪での調査は、筆者が 2007 年から活動していた在日コリアン青年連合の大阪・兵庫支

部から調査の協力をいただくことになったことや、東京支部のハングル講座で先生のボラ

ンティアをやっていきながら知り合いになった団体のメンバーが京都地域で調査に協力

してくれる方を紹介してくれたからである．「韓流調査」のときには、郵送で調査への協

力を求めていたので実際に大阪の事務室を訪問したのは、そのときがはじめてであった．

事務室で最近のハングル講座やメンバーの活動の変化などについて常住スタッフ３人と

話しながら、「呼称調査」を実施するようになった背景を伝えた上で調査票を渡した． 
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紹介 

ルート 

3/5~3/11 

（青森） 

3/12~3/18 

（大阪・京都） 

3/19~3/25 

（福岡） 

4/9~4/22 

（東京） 

4/23~5/9 

（東京） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 21＞ 「呼称調査」の進行プロセス（2012年実施） 

 

 

在日同胞

の 

生活を 

考える会 

青森民団 5 票 

パチンコ 

関連業者に 

郵送 21 票 

 

青森地域 

20 票 

知人 1 票 
歴史市 民講座 

14 票＋事務室

に配置 16 票 弁護士事務所 

15 票 （福岡） 
岡山民 団関係

者に郵送 17 票 

在日起業家 

1 票＋イン

タビュー 

朝鮮初級

学校アボ

ジ会 OB 

青森総聯 3 票 南大阪 朝鮮初

級学校 6 票＋

校長インタビュ

ー 

大手の 新聞社

の 記 者 に 情 報

収集（福岡） 

紹介 

福岡総聯 

関係者 22 票 

紹介 

紹介 

金平団地ボラ

ンティア 8 票 

紹介 

歌舞団 

メンバー3 票 

福岡民団 8 票

＋インタビュー 

 

 

教会 

川崎教会 10
教会ネットワー

クを通して配布 

100 票（関東） 

大阪地 域教会

訪問、郵送 8 票 

牧師先 生の知

人に配布 81 票 

在日韓人

歴史 

資料館 

資 料 館 の 土

曜セミナーで

配布 11 票 

資 料 館 関 係

者に配布 6 票 

前 代 表 に 配

布 7 票 

 

 

KorEan 

Youth 

在日青年

連合 

ハングル講座 

メンバーに 

配布 18 票 

KEY 北大阪事

務室 50 票 

KEY メンバーの

紹 介 で 文 京 洙

先生に連絡 21

票（京都） 

団体の ML

で協力を 

求める 3 票 

代表に 

配布 5 票 

個人的 

つながり 

在日先輩 

1 票 

在日先輩 

1 票 
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また、アボジ（父親）会の方からも大阪市にある南大阪調査初級学校の校長先生を紹介

していただき、その学校に訪ねたときに、これまで自分が書いた論文や「韓流調査」と「呼

称調査」との関係などについて話し、校長先生が考える在日のアイデンティティという問

題について校長室で１時間余りお話をきくことができた．それ以外にも、大阪では、筆者

が当時通っていた教会の牧師先生から大阪にある教会を紹介していただき、その教会を訪

問して調査票をわたすこともあった． 

３月 19日から 25 日までは、福岡を拠点に調査票を配布し、調査への協力を求めた．福

岡を調査対象として設定できたことは、「考える会」のメンバーでありながら福岡で弁護

士事務所を開いている方を東京の「考える会」代表から紹介していただいたことや、これ

まで調査に協力してくれたアボジ（父親）会の方と親しい方から福岡の大手新聞社の記者

を紹介していただいたことがきっかけになった．福岡であった大手新聞社の記者は、長年

朝鮮半島と日本との関係に関心をもち、在日韓国・朝鮮人についても特集を含んだ記事を

数多く書いてきた方であった．１時間くらいこれまで自分が研究してきた内容や「韓流調

査」のデータを基に執筆した論文などをみせながら、「韓流調査」から「呼称調査」に至

る筆者の関心領域の広がりについて話す機会を得た．その話しを聞いて、記者はこれまで

長年取材をしながら構築してきたネットワークを利用し、その場で「在日」企業家である

Ｏさん、福岡総聯で務めながら月一回金平団地で在日韓国・朝鮮人の高齢者の健康クリニ

ックや食事会にてボランティア活動をしているＰさん、民団の福岡県地方本部の副団長を

務めているＱさんに電話をかけ、会えるきっかけを作ってくれた． 

「在日」企業家であるＯさんには、初対面であったにもかかわらず、自分の個人史／生

活史を中心とした「在日」としての自己意識の変化について１時間くらい話を聞くことも

できた．また、民団の福岡支部を訪問したときにＱさんは、1970年から 1980年代にかけ

在日権利擁護運動を積極的に進めてきた方でもあったので、運動をやった当時の日本の情

勢を含む、1970－1980年代の日本社会と在日韓国・朝鮮人との関係性について 30分くら

いお話を聞くチャンスを得ることができた．また、総聯の福岡支部で務めているＰさんと

一緒に金平団地の集まりを見学することができ、その場で食事の準備をやってくれる総聯

のオモニ（母親）たちとその場で健康クリニック・プログラムをマネージしている作業療

法士のＲさんにも会うことができ、その後、また、一対一で会い、食事をしながら自分の

研究内容やＲさんが考えている「在日」、「ルーツ」などについてゆっくり話すこともあっ

た． 

東京における調査票の配布は、それぞれの地域における調査の合間に郵送や手渡しなど
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の方法を通しておこない、４月からは、「韓流調査」でお世話になった在日韓人歴史資料

館に調査への協力を求めた．そのほかにも個人的なつながりをもった方がたにメールなど

で調査の趣旨を伝え、郵便で調査票を送ったり、手渡ししたりする方法を併用しながら５

月９日まで調査票を配布した． 

調査票を配布するプロセスにおいて「呼称調査」がもっている特徴は、調査地域を「韓

流調査」のときより広げたことと、最初の窓口になってくれた人もがその地域で初めて会

うケースがほとんどであったことである．また、在日団体に頼らない方法として、教会の

ネットワークを利用し川崎や大阪、東京地域にある教会の牧師先生を窓口にそれぞれの教

会に通っている――在日団体活動などにはあまり参加したことのない――方がたまでを

調査対象として含むことができたことを挙げることができる．これまで述べた「呼称調査」

のプロセスを図としてまとめたのが＜図 21＞である． 

 「呼称調査」では、呼称を「選ぶ」「使う」行為自体が調査対象者のもつ「ルーツ」へ

の意識と密接にかかわっていることを念頭に置きながら、６つの領域――帰国事業をめぐ

る経験（家族や親せきの帰国／帰国後の手紙連絡／家族訪問の経験）、1980年代から 1990

年代に本名で日本企業へ就職した経験、「在日」という言葉に特別な思いを込めている方、

「韓流」による日本の変化／自己意識の変化、「拉致事件」の報道による「祖国」や日本

への意識変化、在日韓国・朝鮮人の呼称問題に関する意見――を設定し、協力いただける

項目にチェックを入れた形で回収する方法を通してインタビューの協力者を集めた．その

結果、23 人のインタビュー希望者を集めることができ、そのなかから年齢、世代、団体

活動などの要素を考慮しながら６人を選び、インタビューを実施した．在日韓国・朝鮮人

にとって呼称使いが長い間、政治性を帯びたイシューであったため、「呼称調査」では、

調査票で調べている項目や言葉使いなど細かいところまで手紙や電話などで意見を寄せ

てくれた年配の方がたもいた130． 

「呼称調査」のインタビューの場合、上でも言及した６つの領域とのかかわりのなかで

質問するケースが多かったため、すべての調査対象者に同じ聞き方をすることは困難であ

った．ところが、すべての協力者に共通的に質問したことは、自分が日本人ではないこと

をはじめて自覚するようになった時期や在日団体などで活動するようになったきっかけ

やその活動を通して自分が「選ぶ」「使う」呼称がどのように変化したのかという３つの

項目であった．また、筆者が在日韓国・朝鮮人の呼称問題について関心をもつようになっ

                                                   
130 在日韓国・朝鮮人にとって呼称がどれくらいの重みをもっているのかは、その年配の方がたからの

手紙や電話などを通して少しでも感じることができた．そのなかで 1997 年代に「在日」というドキ

ュメンタリーを通して戦後在日 50 年史をまとめた呉徳洙監督からいただいた手紙はいまでも印象に

深く残っている． 
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たきっかけが「韓流調査」やそれにともなうインタビューであったため、「呼称調査」を

おこなう前からインタビューを実施するときには、調査対象者がインタビューのときに主

に使う呼称をメモしておいて、インタビューの後半部にその呼称にこだわりをもっている

理由などを聞く場合が多かった．したがって、本論文において引用される呼称にかかわる

インタビュー・データのなかには、2012 年に実施したインタビュー・データだけではな

く、2008 年から実施していたさまざまな場面におけるインタビューの内容が引用されて

いることを記しておく． 
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在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査： 調査依頼状・調査票（単純集計） 

 

 

２０１２年３月～５月 

 

 

研究担当者  金 知榮（キム チヨン） 

一橋大学大学院社会学研究科博士課程 

日本学術振興会特別研究員 DC2(2010.4～2012.3) 

指導教員  町村敬志（一橋大学大学院社会学研究科教授） 

 

 

 突然、このような調査をお願いする失礼をまずお詫び申し上げます．私は、一橋大学大

学院で社会学を勉強している韓国人留学生、金知榮（キム チヨン）と申します． 

 私はこれまで、在日韓国・朝鮮人の方を対象に、その世代交代が日本での生き方や「祖

国」への帰属意識にどのような変化をもたらすかについて研究を進めてきました．修士課

程においては、「韓流」文化が在日韓国・朝鮮人の「祖国」意識に及ぼした影響について

論文を書きました．また、博士課程に進んでからは、1970 年代から 1980 年代にかけて

形成された「在日」という思想を手がかりに、日本のような「血統主義国家」において出

自国家のルーツを受け継ぎながら生きていくことの意味について、社会学的な観点から研

究を進めてきております． 

 本調査は、日本における大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の評価やイメージが大きく

分岐している状況のなかで、これから在日韓国・朝鮮人の若い世代がどのように「祖国」

意識やアイデンティティを形成していくのか、という問いから始まりました．今回、皆様

にお願いする調査票のねらいは、「祖国」分断という歴史のなかで在日韓国・朝鮮人が経

験してきた 1959 年からの「帰国事業」、1970 年代～1980 年代まで活発に行われた「権利

擁護運動」、1988 年の「ソウル・オリンピック」、2002 年の「日韓共同開催ワールドカッ

プ」、2003 年から始まって現在は日常文化として定着している「韓流現象」、ほぼ同じ時

期に報道された「拉致事件」などの経験が、在日韓国・朝鮮人の集団や個人を指す呼称の

「在日韓国・朝鮮人の呼称に関する調査」 

ご協力のお願い 
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使い方にどのような影響を与えてきたのかを調べることにあります．ここから、在日韓

国・朝鮮人という自己認識のあり方を、日本社会との関係という観点から多角的に考察し

たいと考えています． 

 本調査が在日韓国・朝鮮人の「未来」問題を考える上で重要な手がかりなるように真剣

に分析していきます．皆様のご協力お願いいたします． 

 

調査回答には、およそ１５分～２０分程度かかるものと思います．ご多忙のところ大変

恐縮ではありますが、ご回答の上、同封の封筒により、５月３１日（木）までにご投函い

ただけますと、幸いに存じます．調査票は無記名です．返信用封筒も無記名のままご投函

下さい． 

ご疑問の点は下記の電話番号までご遠慮なくお問い合わせ下さい．３月８日(木)～４月

３０日(月)の期間、担当者が対応いたします． 

 

 

お問い合わせ先 

 

〒186-8601 東京都国立市中２－１一橋大学大学院社会学研究科  

町村研究室内 金知榮 

電話：080-5424-7635  電子メール：sd091023＠g．hit-u．ac．jp 
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在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 呼 称 に 関 す る 調 査 

 

2012 年 3～４月 

 

研究担当者：金知榮（キム チヨン） 

一橋大学大学院社会学研究科博士課程・日本学術振興会特別研究員 DC2(2010.4～2012.3) 

指導教員：町村敬志（まちむら たかし）（一橋大学大学院社会学研究科教授） 

 

 

ご回答いただいたデータは、すべて統計的に処理いたします。 

データ入力から統計分析までの作業は、すべて研究担当者一人で行います。 

個人を特定する情報として外部に公表することは一切ありません。 

 

   

 

ご記入に当たってのお願い 

 

１．本調査は、在日韓国・朝鮮人を対象にしています。 

 

２．国籍は問いません。満 18 歳の方から参加できます。 

 

３．回答は、番号に○をつけていただくもの、自由に書いていただくものがあります。 

 

４．自由に書くところには、日本語、あるいは、ハングルでご記入ください。 

 

５．途中、特定の条件に当てはまる方だけの質問もあります。指示に従って質問を飛ばしてください。 

 

６．この調査票は 5 月 31 日（木）までに、同封の返信用封筒（切手を貼る必要はありません）に入れて

ご返送くださいますようお願い致します。 

 

７． 調査について疑問の点がございましたら、下記までご遠慮なくお問い合わせください。 

 

お問い合わせ先（連絡先） 

〒186-8601 東京都国立市中 2-1 一橋大学社会学研究科 町村研究室内 金知榮 

電話：080-5424-7635  電子メール sd091023＠g．hit-u．ac．jp 
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問１．在日韓国・朝鮮人は、時代や世代、地域や所属する団体などによって多様な呼称で呼ば

れてきました。以下のなかであなたが本や新聞を通して読んだこと、または、会話やニュー

スなどを通して聞いたことのある呼称にすべて○をつけてください。 

 

在日朝鮮人 128（78.0） 在日韓国・朝鮮人 132（80.5） 在日韓国人 145（88.4） 

ウリサラム 66（40.2） 海外公民 66（40.2） 韓国人 132（80.5） 

在日朝鮮・韓国人 99（60.4） 在日韓人 38（23.2） 在日コリアン 121（73.8） 

在日同胞 119（72.6） チョソンサラム 104（63.4） 在日僑胞 105（64.0） 

朝鮮人 132（80.5） 「在日」 132（80.5） コリア系日本人 42（25.6） 

オールドカマー 67（40.9） その他 

 

問２．＜問 １＞で○をつけた呼称のなかで、自分以外の在日韓国・朝鮮人集団を指す言葉とし

て実際に使ったことのある呼称にすべて○をつけてください。 

 

在日朝鮮人 65（60.4） 在日韓国・朝鮮人 85（51.8） 在日韓国人 115（70.1） 

ウリサラム 37（22.6） 海外公民 28（17.1） 韓国人 94（57.3） 

在日朝鮮・韓国人 56（34.1） 在日韓人 ９（5.5） 在日コリアン 82（50.0） 

在日同胞 89（54.3） チョソンサラム 73（44.5） 在日僑胞 67（40.9） 

朝鮮人 92（56.1） 「在日」 110（67.1） コリア系日本人 12（7.3） 

オールドカマー 34（20.7） その他 

 

問３．＜問 １＞で○をつけた呼称のなかで、あなた自身を表す言葉として使ったことのある呼

称にすべて○をつけてください。 

 

在日朝鮮人 61（37.2） 在日韓国・朝鮮人 59（36.0） 在日韓国人 97（59.1） 

ウリサラム 30（18.3） 海外公民 18（11.0） 韓国人 70（42.7） 

在日朝鮮・韓国人 28（17.1） 在日韓人 ４（2.4） 在日コリアン 67（40.9） 

在日同胞 61（37.2） チョソンサラム 49（29.9） 在日僑胞 50（30.5） 

朝鮮人 63（38.4） 「在日」 98（59.8） コリア系日本人 ４（2.4） 

オールドカマー 12（7.3） その他 

 

問４．＜問 ３＞で○をつけた呼称のなかで、現在のあなたを表す言葉として最も適切だと思う

呼称をあえてひとつ選ぶとしたら、次のなかでどれですか。ひとつ○をつけてください。 

 

在日朝鮮人 20（12..2） 在日韓国・朝鮮人 ９（5.5） 在日韓国人 42（25.6） 

ウリサラム １（0.6） 海外公民 ０（0.0） 韓国人 11（6.7） 

在日朝鮮・韓国人 ２（1.2） 在日韓人 ０（0.0） 在日コリアン 30（18.3） 

在日同胞 ６（3.7） チョソンサラム ４（2.4） 在日僑胞 ２（1.2） 

朝鮮人 ３（1.8） 「在日」 23（14.0） コリア系日本人 ３（1.8） 

オールドカマー ０（0.0） その他 

 

あなたの呼称の使い方についてお聞きします。 
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＜例＞ 

①在日朝鮮人   ⑦海外公民   ⑬在日コリアン  

②ウリサラム   ⑧在日韓人   ⑭在日僑胞  

③在日朝鮮・韓国人   ⑨チョソンサラム   ⑮コリア系日本人  

④在日同胞   ⑩「在日」   ⑯オールドカマー  

⑤朝鮮人   ⑪韓国人   ⑰在日韓国人  

⑥在日韓国・朝鮮人   ⑫在日（在日○○人の単純な省略形） 

（問５、問６の単純集計は、次頁の＜表 25＞を参照 ） 

 

問５．あなたが以下のような状況におかれたとき、あなたが自分の表す呼称としてよくお使い 

になる呼称は何ですか。上の例からひとつ選び、番号を書いてください。該当する呼称が

見つからない場合は、その呼称をご記入ください。 

                                                  ＜番 号＞   

問５－１． 親と話すとき  

問５－２． 兄弟・姉妹と話すとき  

問５－３． 在日韓国・朝鮮人の集まりで話すとき  

問５－４． 在日韓国・朝鮮人の友達と話すとき  

問５－５． 日本人の友達と話すとき  

問５－６． 職場や仕事関係の日本人と話すとき  

問５－７． あまり知らない日本人と話すことになったとき  

問５－８． 
日本で在日韓国・朝鮮人の立場を代弁する機会が 

与えられたとき（もし、与えられたとしたら） 

 

 

問６．あなたが以下のような状況におかれたとき、自分以外の在日韓国・朝鮮人集団を指す呼

称としてよくお使いになる呼称は何ですか。上の例からひとつ選び、番号を書いてください。

該当する呼称が見つからない場合は、その呼称をご記入ください。 

                                                  ＜番 号＞   

問６－１． 親と話すとき  

問６－２． 兄弟・姉妹と話すとき  

問６－３． 在日韓国・朝鮮人の集まりで話すとき  

問６－４． 在日韓国・朝鮮人の友達と話すとき  

問６－５． 日本人の友達と話すとき  

問６－６． 職場や仕事関係の日本人と話すとき  

問６－７． あまり知らない日本人と話すことになったとき  

問６－８． 
日本で在日韓国・朝鮮人の立場を代弁する機会が 

与えられたとき（もし、与えられたとしたら） 
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＜表 25＞ 状況による呼称の選び方：自分と他人を表すの場合（単位：人・％） 

 

状
況 

／ 

呼
称 

在
日
朝
鮮
人 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

在
日
同
胞 

朝
鮮
人 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

在
日
韓
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

「在
日
」 

韓
国
人 

在
日 

在
日
コ
リ
ア
ン 

在
日
僑
胞 

コ
リ
ア
系
日
本
人 

在
日
韓
国
人 

自
分
を
表
す
た
め
に
使
う
呼
称 

５-

１ 

６ 

（3.7） 

12 

（7.3） 

０ 

（0.0） 

5 

(3.0) 

13 

(7.9) 

2 

(1.2) 

1 

(0.6) 

27 

(16.5) 

30 

（18.3） 

24 

(14.6) 

15 

(9.1) 

3 

(1.8) 

5 

(3.0) 

2 

(1.2) 

11 

(6.7) 

５-

２ 

６ 

（3.7） 

８ 

（4.9） 

0 

（0.0） 

７ 

（4.3） 

８ 

（4.9） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

18 

(11.0) 

34 

（20.7） 

８ 

（4.9） 

17 

（10.4） 

５ 

（3.0） 

２ 

（1.2） 

２ 

（1.2） 

12 

（7.3） 

５-

３ 

６ 

（3.7） 

７ 

（4.3） 

２ 

（1.2） 

20 

（12.2） 

１ 

（0.6） 

２ 

（1.2） 

１ 

（0.6） 

９ 

(5.5) 

43 

（26.2） 

11 

（6.7） 

10 

（6.1） 

13 

（7.9） 

８ 

（4.9） 

３ 

（1.8） 

８ 

（4.9） 

５-

４ 

６ 

（3.7） 

８ 

（4.9） 

２ 

（1.2） 

10 

（6.1） 

２ 

（1.2） 

２ 

（1.2） 

１ 

（0.6） 

12 

（7.3） 

43 

（26.2） 

14 

（8.5） 

13 

（7.9） 

８ 

（4.9） 

７ 

（4.3） 

３ 

（1.8） 

10 

（6.1） 

５-

５ 

11 

（6.7） 

０ 

（0.0） 

６ 

（3.7） 

１ 

（0.6） 

２ 

（1.2） 

４ 

（2.4） 

１ 

（0.6） 

１ 

（0.6） 

29 

（17.7） 

28 

（17.1） 

９ 

（5.5） 

25 

（15.2） 

０ 

（0.0） 

４ 

（2.4） 

28 

（17.1） 

５-

６ 

８ 

（4.9） 

１ 

（0.6） 

５ 

（3.0） 

１ 

（0.6） 

２ 

（1.2） 

７ 

（4.3） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

24 

（14.6） 

24 

（14.6） 

９ 

（5.5） 

24 

（14.6） 

０ 

（0.0） 

５ 

（3.0） 

30 

（18.3） 

５-

７ 

７ 

（4.3） 

０ 

（0.0） 

４ 

（2.4） 

７ 

（4.3） 

０ 

（0.0） 

７ 

（4.3） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

17 

（10.4） 

19 

（11.6） 

８ 

（4.9） 

32 

（19.5） 

０ 

（0.0） 

５ 

（3.0） 

41 

（25.0） 

５-

８ 

14 

（8.5） 

０ 

（0.0） 

10 

（6.1） 

５ 

（3.0） 

０ 

（0.0） 

19 

（11.6） 

１ 

（0.6） 

２ 

（1.2） 

11 

（6.7） 

７ 

（4.3） 

６ 

（3.7） 

39 

（23.8） 

０ 

（0.0） 

４ 

（2.4） 

36 

（22.0） 

自
分
以
外
の
在
日
韓
国
・朝
鮮
人
を
指
す
呼
称 

６-

１ 

８ 

（4.9） 

14 

（8.5） 

０ 

（0.0） 

16 

（9.8） 

13 

（7.9） 

３ 

（1.8） 

０ 

（0.0） 

19 

（11.6） 

34 

（20.7） 

14 

（8.5） 

19 

（11.6） 

２ 

（1.2） 

６ 

（3.7） 

１ 

（0.6） 

12 

（7.3） 

６-

２ 

８ 

（4.9） 

11 

（6.7） 

０ 

（0.0） 

15 

（9.1） 

５ 

（3.0） 

３ 

（1.8） 

０ 

（0.0） 

９ 

（5.5） 

42 

（25.6) 

21 

(12.8) 

20 

（12.2） 

６ 

（3.7） 

４ 

（2.4） 

１ 

（0.6） 

11 

（6.7） 

６-

３ 

11 

（6.7） 

８ 

（4.9） 

４ 

（2.4） 

20 

（12.2） 

１ 

（0.6） 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

７ 

（4.3） 

37 

（22.6） 

11 

（6.7） 

16 

（9.8） 

13 

（7.9） 

６ 

（3.7） 

１ 

（0.6） 

８ 

（4.9） 

６-

４ 

９ 

（5.5） 

８ 

（4.9） 

４ 

（2.4） 

15 

（9.1） 

０ 

（0.0） 

２ 

（1.2） 

０ 

（0.0） 

９ 

（5.5） 

42 

（25.6） 

15 

（9.1） 

18 

（11.0） 

12 

（7.3） 

５ 

（3.0） 

２ 

（1.2） 

８ 

（4.9） 

６-

５ 

10 

（6.1） 

０ 

（0.0） 

６ 

（3.7） 

３ 

（1.8） 

１ 

（0.6） 

10 

（6.1） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

27 

（16.5） 

23 

（14.0） 

９ 

（5.5） 

30 

（18.3） 

０ 

（0.0） 

４ 

（2.4） 

28 

（17.1） 

６-

６ 

８ 

（4.9） 

１ 

（0.6） 

７ 

（4.3） 

０ 

（0.0） 

３ 

（1.8） 

15 

（9.1） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

26 

（15.9） 

18 

（11.0） 

10 

（6.1） 

28 

（17.1） 

２ 

（1.2） 

４ 

（2.4） 

26 

（15.9） 

６-

７ 

８ 

（4.9） 

０ 

（0.0） 

６ 

（3.7） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

17 

（10.4） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

12 

（7.3） 

15 

（9.1） 

10 

（6.1） 

36 

（22.0） 

２ 

（1.2） 

４ 

（2.4） 

35 

（21.3） 

６-

８ 

11 

（6.7） 

０ 

（0.0） 

14 

（8.5） 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

26 

（15.9） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

12 

（7.3） 

６ 

（3.7） 

８ 

（4.9） 

33 

（20.1） 

４ 

（2.4） 

４ 

（2.4） 

37 

（22.6） 

注：無回答を除いて集計したため、１００％にならない場合がある． 
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問７．以下に列挙されている時期にあなたがよく使っていた呼称と、その呼称を使うにあたって

影響を受けた要素は何ですか。あなたが自分を指すためによく使っていた呼称をご記入の上、

次のなかでもっとも影響を受けた事柄をひとつお選びください。  

（小学校から高校卒業後までよく使っていた呼称の単純集計は、次頁の＜表 26＞を参照 ） 

問７－１．小学校の時もっともよく使っていた呼称 

      （あるいは、6～12 才の頃） 
 

                                       

この呼称を使うにあたってもっとも影響をうけたと思う事柄は何ですか。（     ） 

① 日本の新聞・TV などにおける韓国や朝鮮民主主義人民共和国についての報道の仕方 

② 家族が当時使っていた呼称の影響 

③ 周りの在日韓国・朝鮮人が使っていた呼称の影響 

④ 自分が当時もっていた歴史認識の影響 

⑤ 周りの日本人が当時使っていた呼称の影響 

⑥ 帰化などによる国籍変更の影響 

⑦ その他（              ） 

 

問７－２．中学校の時もっともよく使っていた呼称 

      （あるいは、１２～１４才の頃） 
 

                                      

この呼称を使うにあたってもっとも影響をうけたと思う要素は何ですか。（     ） 

① 日本の新聞・TV などにおける韓国や朝鮮民主主義人民共和国についての報道の仕方 

② 家族が当時使っていた呼称の影響 

③ 周りの在日韓国・朝鮮人が使っていた呼称の影響 

④ 自分が当時もっていた歴史認識の影響 

⑤ 周りの日本人が当時使っていた呼称の影響 

⑥ 帰化などによる国籍変更の影響 

⑦ その他（              ） 

 

問７－３．高校の時もっともよく使っていた呼称 

      （あるいは、１５～１８才の頃） 
 

                                      

この呼称を使うにあたってもっとも影響をうけたと思う要素は何ですか。（     ） 

① 日本の新聞・TV などにおける韓国や朝鮮民主主義人民共和国についての報道の仕方 

② 家族が当時使っていた呼称の影響 

③ 周りの在日韓国・朝鮮人が使っていた呼称の影響 

④ 自分が当時もっていた歴史認識の影響 

⑤ 周りの日本人が当時使っていた呼称の影響 

⑥ 

⑦ 

帰化などによる国籍変更の影響 

その他（                ） 

自分を指す呼称の選び方の変化過程についてお聞きします。 

11（6.7） 

65（39.6） 

22（13.4） 

７（4.3） 

15（9.1） 

０（0.0） 

12（7.3） 

11（6.7） 

50（30.5） 

30（18.3） 

15（9.1） 

12（7.3） 

１（0.6） 

12（7.3） 

24（14.6） 

35（21.3） 

34（20.7） 

17（10.4） 

13（7.9） 

１（0.6） 

14（8.5） 
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問７－４．高校卒業後から大学生頃にかけてもっとも 

よく使っていた呼称 

      （あるいは、18 才から 22 才くらいまで） 

 

                                       

この呼称を使うにあたってもっとも影響をうけたと思う要素は何ですか。（     ） 

① 日本の新聞・TV などにおける韓国や朝鮮民主主義人民共和国についての報道の仕方 

② 家族が当時使っていた呼称の影響 

③ 周りの在日韓国・朝鮮人が使っていた呼称の影響 

④ 自分が当時もっていた歴史認識の影響 

⑤ 周りの日本人が当時使っていた呼称の影響 

⑥ 帰化などによる国籍変更の影響 

⑦ その他（              ） 

 

問８．ここ１０年の間（２０００年以降）、自分を指すときに使う呼称は、変わりましたか（    ） 

① 変わった。（→下の＜問８－１＞にお進みください） 

② 変わらなかった。（→次のページ＜問 ９＞にお進みください） 

 

問８－１．具体的にどのように変わりましたか。 

ご記入ください（複数ある場合は、複数ご記入ください。） 

（問８－１の単純集計は、次頁の＜表 27＞を参照 ） 

＜2000 年以前によく使った呼称＞     ＜2000 年以降によく使っている呼称＞ 

   

  

 

 

 

         

問８－２．あなたの呼称選びに影響を及ぼした要素は何ですか。次のなかで強く影響を 

受けたと思う要素をお選びください。（3 つまで回答可）（    ）（    ）（    ） 

 

① 「韓流」をはじめとした韓国に関する日本メディアの報道内容 

② 「拉致事件」をはじめとした朝鮮民主主義人民共和国に関する日本メディアの報道内容 

③ 家族が使っていた呼称 

④ 自分の歴史認識  

⑤ 周りの日本人が使う呼称  

⑥ 帰化・結婚などによる国籍変更 

⑦ その他（                                             ） 

 

 

 

 

 

 

21（12.8） 

26（15.9） 

37（22.6） 

30（18.3） 

10（6.1） 

2（1.2） 

16（9.8） 

52（31.7） 

86（52.4） 

 

35（40.7） 

30（34.9） 

19（22.1） 

42（48.8） 

19（22.1） 

10（11.6） 

16（18.6） 
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＜表 26＞ 自分を指す呼称の選び方の変化過程（単位：人・％） 

 

 

＜表 27＞ 2000年前後における呼称使い方の変化（複数回答、単位：人・％） 

 

状
況 

／ 
呼
称 

在
日
朝
鮮
人 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

在
日
同
胞 

朝
鮮
人 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

在
日
韓
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

「在
日
」 

韓
国
人 

在
日 

在
日
コ
リ
ア
ン 

在
日
僑
胞 

コ
リ
ア
系
日
本
人 

在
日
韓
国
人 

２
０
０
０
年
前
後
の
呼
称
変
化 

２
０
０
０
年
以
前 

15 

（9.1） 

１ 

（0.6） 

１ 

（0.6） 

６ 

（3.7） 

11 

（6.7） 

５ 

（3.0） 

０ 

（0.0） 

８ 

（4.9） 

１ 

（0.6） 

７ 

（4.3） 

８ 

（4.9） 

２ 

（1.2） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

13 

（7.9） 

２
０
０
０
年
以
降 

３ 

（1.8） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

７ 

（4.3） 

２ 

(1.2) 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

７ 

（4.3） 

12 

（7.3） 

11 

（6.7） 

18 

（11.0） 

２ 

（1.2） 

１ 

（0.6） 

18 

（11.0） 

注： *無回答を除いて集計したため、１００％にならない場合がある． 

**2000 年以降に使う呼称が変わったと答えた 52人を対象にした． 

 

 

 

状
況 

／ 

呼
称 

在
日
朝
鮮
人 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

在
日
同
胞 

朝
鮮
人 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

在
日
韓
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

「在
日
」 

韓
国
人 

在
日 

在
日
コ
リ
ア
ン 

在
日
僑
胞 

コ
リ
ア
系
日
本
人 

在
日
韓
国
人 

自
分
を
指
す
呼
称
の
選
び
方
の
変
化 

小
学
校 

14 

（8.5） 

１ 

（0.６） 

１ 

（0.6） 

２ 

（1.2） 

32 

（19.5） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

18 

（11.0） 

２

（1.2） 

28 

（17.1） 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

６ 

（3.7） 

中
学
校 

13 

（7.9） 

１ 

（0.6） 

１ 

（0.6） 

５ 

（3.0） 

25 

（15.2） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

16 

（9.8） 

１ 

（0.6） 

28 

（17.1） 

４ 

（2.4） 

１ 

（0.6） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

15

（9.1） 

高
等
学
校 

11 

（6.7） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

７ 

（4.3） 

17 

（10.4） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

14

（8.5） 

１ 

（0.6） 

26 

（15.9） 

７ 

（4.3） 

３ 

（1.8） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

19 

（11.6） 

高
卒
以
降 

13 

（7.9） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

10 

（6.1） 

８ 

（4.9） 

３ 

（1.8） 

０ 

（0.0） 

10 

（6.1） 

１ 

（0.6） 

21 

（12.8） 

17 

（10.4） 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

19 

（11.6） 

注：無回答を除いて集計したため、１００％にならない場合がある． 

 

状
況 

／ 

呼
称 

在
日
朝
鮮
人 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

在
日
同
胞 

朝
鮮
人 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

在
日
韓
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

「在
日
」 

韓
国
人 

在
日 

在
日
コ
リ
ア
ン 

在
日
僑
胞 

コ
リ
ア
系
日
本
人 

在
日
韓
国
人 

自
分
を
指
す
呼
称
の
選
び
方
の
変
化 

小
学
校 

14 

（8.5） 

１ 

（0.６） 

１ 

（0.6） 

２ 

（1.2） 

32 

（19.5） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

18 

（11.0） 

２

（1.2） 

28 

（17.1） 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

６ 

（3.7） 

中
学
校 

13 

（7.9） 

１ 

（0.6） 

１ 

（0.6） 

５ 

（3.0） 

25 

（15.2） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

16 

（9.8） 

１ 

（0.6） 

28 

（17.1） 

４ 

（2.4） 

１ 

（0.6） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

15

（9.1） 

高
等
学
校 

11 

（6.7） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

７ 

（4.3） 

17 

（10.4） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

14

（8.5） 

１ 

（0.6） 

26 

（15.9） 

７ 

（4.3） 

３ 

（1.8） 

１ 

（0.6） 

０ 

（0.0） 

19 

（11.6） 

高
卒
以
降 

13 

（7.9） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

10 

（6.1） 

８ 

（4.9） 

３ 

（1.8） 

０ 

（0.0） 

10 

（6.1） 

１ 

（0.6） 

21 

（12.8） 

17 

（10.4） 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

19 

（11.6） 

注：無回答を除いて集計したため、１００％にならない場合がある． 
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問９．あなたは、韓国や朝鮮民主主義人民共和国に関する政治・経済ニュースをどのようなメデ

ィアを通して接していますか。次のなかからお選びください。（主要なもの 3 つまで） 

（    ）（    ）（    ） 

① 日本の全国新聞（電子版を含む） 

② 日本の地方の有力新聞 

③ 日本のポータルサイトのニュース記事 

④ NHK テレビ 

⑤ 民放テレビ 

⑥ NHK ラジオ 

⑦ 民放ラジオ 

⑧ 民族団体の新聞 

⑨ 韓国の新聞（電子版を含む） 

⑩ KBS ワールドなどで放送される韓国ニュース 

⑪ ほとんど接触していない 

⑫ その他（                     ） 

 

問１０．あなたは、韓国や朝鮮民主主義人民共和国に関する政治・経済ニュースにどのくらい関

心をもっていますか。以下の数字のなかであてはまるところに○をつけてください。 

      

      

1 ２ ３ ４ ５ ６      ７ 

（1 点：まったく関心なし）  （7 点：とても関心あり） 

   

 

 

問１１．では、あなたは、実際に韓国や朝鮮民主主義人民共和国に関する政治・経済ニュース

に平均してどのくらい接触していますか。あてはまるところに○をつけてください。 

 

全くなし 
年に１回 

程度 

年に 

数回 

月に１回 

程度 

週に１回 

程度 

週に 

数回 

ほとんど 

毎日 

 １・・・・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・・・４・・・・・・・・・・・５・・・・・・・・・・・・６・・・・・・・・・・７ 

 

 

問１２．あなたは、韓国のドラマや映画、K－POP など韓国で作られたメディア・コンテンツに平

均してどのくらいの頻度で接触していますか。あてはまるところに○をつけてください。 

 

全くなし 
年に１回 

程度 

年に 

数回 

月に１回 

程度 

週に１回 

程度 

週に 

数回 

ほとんど 

毎日 

 １・・・・・・・・・・・・２・・・・・・・・・・・３・・・・・・・・・・・・４・・・・・・・・・・・５・・・・・・・・・・・・６・・・・・・・・・・７ 

 

あなたのメディア接触状況についてお聞きします。 

1 点：３（1.8）  ２点：９（5.5）  ３点：22（13.4）  ４点：30（18.3）  ５点：27（16.5）  ６点：20（12.2）  ７点：48（29.3） 

1 点：７（4.3）  ２点：２（1.2）  ３点：７（4.3）   ４点：16（9.8）   ５点：33（20.1）  ６点：45（27.4）  ７点：50（30.5） 

1 点：７（4.3）  ２点：３（1.8）  ３点：13（7.9）   ４点：23（14.0）  ５点：23（14.0）  ６点：45（27.4）  ７点：46（28.0） 

114（69.5） 

10（6.1） 

34（20.7） 

84（51.2） 

78（47.6） 

３（1.8） 

３（1.8） 

30（18.3） 

19（11.6） 

23（14.0） 

７（4.3） 

14（8.5） 
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問１３． あなたの在日団体での活動状況は、以下のどれにあてはまりますか。 

参加した在日団体の数や種類に関係なく、参加頻度を中心にお答えください。（     ） 

 

① ここ 10 年間、参加したことがまったくない（→＜問 １７＞にお進みください） 

② ここ 10 年間、参加頻度が低くなっている 

③ ここ 10 年間、参加頻度が高くなっている 

④ ここ 10 年間、変わらず参加頻度が高い 

⑤ ここ 10 年間、変わらず参加頻度が低い 

 

問１４．あなたが在日団体に参加する（参加した）主な理由は、何ですか。以下のなかであては

まる項目に○をつけてください。（主要なもの 3 つまで）（    ）（    ）（    ） 

 

① ハングルなどの言語学習のために 

② 朝鮮半島の歴史を学ぶために 

③ 朝鮮半島の統一を達成させるために 

④ 在日韓国・朝鮮人としての自己認識を保っていくために 

⑤ 在日韓国・朝鮮人同士の交流を深めるために 

⑥ 在日韓国・朝鮮人の友達を見つけるために 

⑦ 在日韓国・朝鮮人の権利擁護のために 

⑧ 日本における外国人一般の権利擁護のために 

⑨ その他（                             ） 

 

 

問１５．＜問 １４＞で○をつけた活動をするために、あなたが在日団体に参加する（参加した）

時間は、月を基準にした場合、平均してどのくらいになりますか。公式なプログラムや非

公式なメンバー同士の交流会などの時間を含めてご記入ください。 

（複数の団体で活動されている場合は、合算した時間をご記入ください） 

 

（問 15 の単純集計は、次頁の＜表 28＞を参照 ） 

全部合わせて、月に 約   時間   

   

問１６．在日団体活動に対するあなたの関心の度合いは、ここ 10 年間どのように変わりました

か。ひとつお選びください。（    ） 

 

① ここ 10 年間、変わらず、関心の度合いが高い 

② ここ 10 年間、関心の度合いが低くなっている 

③ ここ 10 年間、関心の度合いが高くなっている 

④ ここ 10 年間、変わらず、関心の度合いが低い 

あなたの在日団体活動の状況についてお聞きします。 

60（36.6） 

32（19.5） 

22（13.4） 

39（23.8） 

９（5.5） 

25（15.2） 

19（11.6） 

21（12.8） 

52（31.7） 

58（35.4） 

27（16.5） 

40（24.4） 

15（9.1） 

15（9.1） 

44（26.8） 

28（17.1） 

22（13.4） 

29（17.7） 
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＜表 28＞ 在日団体における参加時間（単位：月・％） 

参加時間 度数 （パーセント） 

まったく参加していない 74 （45.1） 

１時間 12 （7.3） 

２時間 ５ （3.0） 

３時間 ２ （1.2） 

４時間 ８ （4.9） 

５時間 ３ （1.8） 

６時間 ４ （2.4） 

８時間 ６ （3.7） 

10 時間 ９ （5.5） 

12 時間 ２ （1.2） 

15 時間 ２ （1.2） 

16 時間 ２ （1.2） 

20 時間 ９ （5.5） 

24 時間 ２ （1.2） 

25 時間 １ （0.6） 

30 時間 ３ （1.8） 

40 時間 ２ （1.2） 

60 時間 ２ （1.2） 

70 時間 １ （0.6） 

80 時間 ２ （1.2） 

90 時間 １ （0.6） 

100 時間 １ （0.6） 

120 時間 ２ （1.2） 

130 時間 １ （0.6） 

160 時間 １ （0.6） 

176 時間 １ （0.6） 

200 時間 ２ （1.2） 

211 時間 １ （0.6） 

240 時間 １ （0.6） 

300 時間 ２ （1.2） 

注：*無回答を除外して集計したため、100％にならない場合がある． 

**参加時間は、公式／非公式活動をすべて合わせた時間である． 
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問１７． あなたのご両親の現在の国籍は、次のなかでどれにあてはまりますか。以下の例から

それぞれの項目にあてはまる番号を選び、ご記入ください。 

 

① 朝鮮（記号）         ② 韓国          ③ 日本         ④ その他 

 

 

 

 

問１８．あなたのご両親は、在日何代目にあたりますか。以下の例からそれぞれの項目にあて

はまる番号を選び、ご記入ください。 

 

①一世   ②二世   ③三世   ④日本人   ⑤ニューカマーの韓国人   ⑥その他 

 

 

 

 

問１９．あなたのご両親の在日団体での活動状況は、以下のどれにあてはまりますか。参加し

た在日団体の数や種類に関係なく、以下の例からそれぞれの項目にあてはまる番号を

選び、ご記入ください。 

 

① ここ 10 年間、ほとんど参加していない 

② ここ 10 年間、参加頻度が低くなっている 

③ ここ 10 年間、参加頻度が高くなっている 

④ ここ 10 年間、高い頻度で参加している 

⑤ ここ 10 年間、参加はしているが、頻度はあまり高くない 

 

 

 

 

問２０．あなたの現在の婚姻状況は、次のなかであてはまるものに○をつけてください。 

 

① 未婚（→次のページ、＜問 ２１＞にお進みください） 

② 既婚（死別・離婚・別居などを含む）（→＜問 ２０-１＞にお進みください） 

 

 

問２０－１．あなたの配偶者（もとの配偶者）の結婚（入籍）当時の国籍は、次のどれにあた

りますか。（    ） 

 

① 朝鮮（記号）   ② 韓国    ③ 日本    ④ その他（            ） 

 

あなたのご家族についてお聞きします。 

父親： ①26（15.9）        ②101（61.6）        ③12（7.3）         ④１（0.6） 

母親： ①22（13.4）        ②107（65.2）        ③21（12.8）        ④０（0.0） 

( 

父親： ①71（43.3）        ②70（42.7）        ③８（4.9）         ④５（3.0） 

母親： ①53（32.3）        ②77（47.0）        ③11（6.7）        ④４（2.4）       ⑤１（0.6） 

父親： ①76（46.3）        ②10（6.1）        ③２（1.2）         ④12（7.3）     ⑤18（11.0） 

母親： ①87（53.0）        ②15（9.1）        ③０（0.0）         ④15（9.1）     ⑤21（12.8） 

( 

44（26.8） 

115（70.1） 

①26（15.9）       ②54（32.9）   ③32（19.5）   ④２（1.2） 
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問２１．あなたのご家族が家庭内でよく使っている呼称は、何ですか。以下の例からひとつ選び、

その番号をご記入ください。該当する呼称が見つからない場合は、直接ご記入ください。

（もし、亡くなられた場合は、ご生前に使っておられた呼称をご記入ください） 

（問２１、問２２の単純集計は、次頁の＜表 29＞を参照 ） 

＜例＞ 

①在日朝鮮人   ⑦海外公民   ⑬在日コリアン  

②ウリサラム   ⑧在日韓人   ⑭在日僑胞  

③在日朝鮮・韓国人   ⑨チョソンサラム   ⑮コリア系日本人  

④在日同胞   ⑩「在日」   ⑯在日韓国人  

⑤朝鮮人   ⑪韓国人   ⑰日本人  

⑥在日韓国・朝鮮人   ⑫在日（在日○○人の単純な省略形） 

                                                    ＜番 号＞   

問２１－１． 父親  

問２１－２． 母親  

→未婚者の方は、＜問 ２２＞にお進みください。 

→既婚者の方は、以下の＜問２１－３＞にお進みください。 

問２１－３． 配偶者  

問２１－４． 子ども（該当する方だけ）  

 

 

問２２．あなたのご実家では、法事（チェサ）を行っていますか。（    ） 

 

① ここ 10 年間、ずっと行っている 

② ここ 10 年間、法事の回数が減っている 

③ 以前は行っていたが、現在はまったく行っていない 

④ 行ったことがない 

⑤ その他（                           ） 

 

問２３．あなたのご実家では、日頃、朝鮮半島のおかずや料理がどのくらいの頻度で食卓に上

がっていますか。（    ） 

 

① 以前から、ほとんど毎日食卓に上がっている 

② ここ 10 年間、食卓に上がる朝鮮半島のおかずの数が増えた 

③ ここ 10 年間、食卓に上がる朝鮮半島のおかずの数が減った 

④ 以前からほとんど食卓に上がっていない 

⑤ その他（                           ） 

78（47.6） 

36（22.0） 

19（11.6） 

23（14.0） 

５（3.0） 

 

96（58.5） 

14（8.5） 

24（14.6） 

14（8.5） 

15（9.1） 
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＜表 29＞ 家庭内でよく使っている呼称（単位：人・％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状
況 

／ 

呼
称 

在
日
朝
鮮
人 

ウ
リ
サ
ラ
ム 

在
日
朝
鮮
・韓
国
人 

在
日
同
胞 

朝
鮮
人 

在
日
韓
国
・朝
鮮
人 

在
日
韓
人 

チ
ョ
ソ
ン
サ
ラ
ム 

「在
日
」 

韓
国
人 

在
日 

在
日
コ
リ
ア
ン 

在
日
僑
胞 

コ
リ
ア
系
日
本
人 

在
日
韓
国
人 

自
分
を
指
す
呼
称
の
選
び
方
の
変
化 

父
親 

４ 

（2.4） 

10 

（6.1） 

０ 

（0.0） 

５ 

（3.0） 

16 

（9.8） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

26 

（15.9） 

23 

（14.0） 

28 

（17.1） 

８ 

（4.9） 

２ 

（1.2） 

２ 

（1.2） 

０ 

（0.0） 

12  

（7.3） 

母
親 

３ 

（1.8） 

８ 

（4.9） 

０ 

（0.0） 

４ 

（2.4） 

13 

（7.9） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

33 

（20.1） 

23

（14.0） 

37 

（22.6） 

９ 

（5.5） 

２ 

（1.2） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

10 

（6.1） 

配
偶
者 

１ 

（0.6） 

６ 

（3.7） 

０ 

（0.0） 

７ 

（4.3） 

３ 

（1.8） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

９ 

（5.5） 

16 

（9.8） 

26 

（15.9） 

５ 

（3.0） 

４ 

（2.4） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

９ 

（5.5） 

子
ど
も 

０ 

（0.0） 

５ 

（3.0） 

０ 

（0.0） 

３ 

（1.8） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

０ 

（0.0） 

10 

（6.1） 

12 

（7.3） 

24 

（14.6） 

３ 

（1.8） 

２ 

（1.2） 

０ 

（0.0） 

１ 

（0.6） 

７ 

（4.3） 

注： *無回答を除いて集計したため、１００％にならない場合がある． 
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問２４． あなたの性別をお答えください。 

① 男性 65（39.6） ② 女性 84（51.2） 

 

問２５． あなたの生まれた年をご記入ください。 

    
年 または、 （昭和／平成）  年 

1940 年以前：13（7.9） 1940 年代：30（18.3） 1950 年代：32（19.5）  

1960 年代：25（15.2） 1970 年代：28（17.1） 1980 年代：33（20.1） 1990 年代：３（1.8） 

 

問２６．あなたの現在の国籍は、次のなかでどれにあてはまりますか。ひとつお選びください。 

① 朝鮮（記号）23（14.0）  ② 韓国 112（68.3）  ③ 日本 27（16.5）  ④ その他 ０（0.0） 

 

問２７．あなたは、この１０年間（２０００年以降）国籍を変更したことがありますか。 

 

① 変更したことがある（→＜問 ２７－１＞にお進みください） 

② 変更していない（→＜問 ２８＞にお進みください） 

 

問２７－１．国籍変更の状況を次のなかでお選びください。（      ） 

① 朝鮮籍（記号）→韓国籍 

② 朝鮮籍（記号）→日本籍 

③ 朝鮮籍（記号）→韓国籍→日本籍  

④ 韓国籍→日本籍 

⑤ その他（              ） 

 

問２８．あなたが少しでも通った経験のある学校にすべて○をおつけください。 

 

問２９． あなたが最後に通った（または現在通っている）学校は次のどれにあたりますか。                                                    

① 中学校  

② 高等学校 

③ 専門学校・短期大学  

④ 大学 

⑤ 大学院 

⑥ その他（              ） 

小学校 中学校 高校 

朝鮮初級学校 

韓国系小学校 

 

 

 

 

 

 

日本の公立小学校 

日本の私立小学校 

日本の国立小学校 

International 

school 

海外の小学校 

 

 

朝鮮中級学校 

韓国系中学校 

日本の公立中学校 

日本の私立中学校 

日本の国立中学校 

International 

school 

海外の中学校 

 

 

朝鮮高級学校 

韓国系高校 

日本の公立高校 

日本の私立高校 

日本の国立高校 

International 

school 

海外の高校 

 

 

最後に、研究上の資料整理の参考のためにお聞きします 

28（17.1） 

116（70.7） 

20（12.2） 

２（1.2） 

０（0.0） 

５（3.0） 

１（0.6） 

 

７（4.3） 

41（25.0） 

24（14.6） 

69（42.1） 

15（9.1） 

２（1.2） 

 

43（26.2） 

６（3.7） 

104（63.4） 

２（1.2） 

３（1.8） 

０（0.0） 

 

１（0.6） 

43（26.2） 

８（4.9） 

89（54.3） 

16（9.8） 

３（1.8） 

０（0.0） 

 

１（0.6） 

42（25.6） 

７（4.3） 

63（38.4） 

33（20.1） 

４（2.4） 

０（0.0） 

 

１（0.6） 
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問３０．あなたのハングル・朝鮮語のレベルは、話す能力を基準にした場合、次のなかでどれに

あたると思いますか。 

① まったくできない 

② 文字が少し読めるくらい 

③ 簡単な自己紹介や挨拶ができるくらい 

④ 片言葉で自分の気持ちが言えるくらい 

⑤ 日常会話ができるくらい 

⑥ 社会・経済・政治・文化などの話題についても会話ができるくらい 

⑦ その他（              ） 

 

問３１．あなたの現在の主なお仕事についてお聞きします。あなたのご職業は大きく分けてこの

なかのどれにあたりますか。 

従業上の地位と仕事の内容それぞれの該当するものに○をつけてください。 

 

 

従業上の地位 本人の仕事の内容 

経営者、役員（従業員３人以上） 

常勤職員（正社員・正職員ほか） 

臨時雇い・パート・アルバイト 

派遣社員 

自営業主、自由業者（従業員３人以下） 

家族従業者 

内職 

学生 

主婦 

無職 

その他（       ） 

専門職（教師、医師、看護士、技術者など） 

管理職（課長職以上の会社員） 

事務職（一般の会社事務員・公務員） 

販売職（営業・販売、小売店、外交員） 

サービス（美容師、旅館ほか） 

運輸（タクシー、トラック、宅配便配達ほか） 

技能工・労務職（工場・土木建設労働ほか） 

遊興業（パチンコほか） 

飲食業（焼肉店、居酒屋、スナック） 

金融業 

家事 

学生 

フリーター 

無職 

 

問３２．あなたは現在、通名と本名をどのように使い分けていますか。（    ） 

 (日本人と結婚された女性の場合は、結婚以前を基準にしてください) 

 

① 通名と本名が区分されていない。 

② 主に通名を使っている。 

③ 主に本名の日本語読みを使っている 

④ 主に本名のハングル読み・朝鮮語読みを使っている。 

⑤ 本名の日本語読みだけ使っている。 

⑥ 本名のハングル読み・朝鮮語読みだけ使っている。 

⑦ その他（                               ） 

 

23（14.0） 

３（1.8） 

36（22.0） 

20（12.2） 

34（20.7） 

45（27.4） 

０（0.0） 

 

17（10.4） 

56（34.1） 

19（11.6） 

２（1.2） 

25（15.2） 

４（2.4） 

０（0.0） 

４（2.4） 

11（6.7） 

11（6.7） 

５（3.0） 

 

30（18.3） 

10（6.1） 

27（16.5） 

11（6.7） 

３（1.8） 

３（1.8） 

２（1.2） 

８（4.9） 

３（1.8） 

２（1.2） 

８（4.9） 

３（1.8） 

３（1.8） 

13（7.9） 

 

 

 

25（15.2） 

45（27.4） 

19（11.6） 

31（18.9） 

６（3.7） 

22（13.4） 

11（6.7） 
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問３３．あなたは、次の国に訪問した経験がありますか。次のなかであてはまるものをお選びく

ださい。 

 

問３１－１．韓国  （     ） 

①行ったことがない   ②１～２回   ③３～５回   ④５～１０回   ⑤１０回以上 

29（17.7）       19（11.6）    20（12.2）    27（16.5）      64（39.0） 

 

問３１－２．朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮） （     ） 

①行ったことがない   ②１～２回   ③３～５回   ④５～１０回   ⑤１０回以上 

103（62.8）       24（14.6）    ９（5.5）     ４（2.4）       ８（4.9） 

 

長時間にわたり、ご協力ありがとうございました。心からお礼を申し上げます。 

 

調査票は封筒に入れて ５月３１日（木）にまでご投函ください。 

みなさまからいただいた調査票は、研究のために大切に使わせていただきます。調査の集計結

果を知りたい方は、氏名と住所をご記入のうえ、sd091023＠g.hit-u.ac.jp まで直接ご連絡くださ

い。調査票の整理と分析が終わり次第、中間報告書を郵送させていただきます。 

 

本研究では、以下のような経験をされている方がたを対象にインタビュー調査も並行しておりま

す。年齢や所属団体などは、まったく問いません。インタビューにご協力いただける方は、以下

に列挙された主題のなかでご協力いただける分野に○をつけ、携帯のメールアドレス、または、

パソコンのメールアドレスをご記入のうえ、返送封筒に入れてください。 

 

＜主題＞ 

帰国事業をめぐる経験（家族や親せきの帰国／帰国後の手紙連絡／家族訪問の経験）（   ） 

1980 年代から 1990 年代に本名で日本企業へ就職した経験（   ） 

「在日」という言葉に特別な思いを込めている方（   ） 

「韓流」による日本の変化、自己意識の変化（   ） 

「拉致事件」の報道による「祖国」や日本への意識変化（   ） 

在日韓国・朝鮮人の呼称問題に関する意見（   ） 

 

名前： 

連絡先： 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this thesis is to analyze the problem about restructuring the ethnicity of 

Zainichi Koreans in Japan since 1980s when the legal status started to establish until 

2000s, through the concept such as ‘roots’ and ‘commitment’. This thesis intends to shed 

new lights on the past 30 years of time, elucidating the changes in the consciousness of 

their own ‘roots’ and the relation between host society and ‘homeland’.  

This thesis is mainly comprised of 6 parts, including introduction (chapter 1) and 

conclusion (chapter 6).  

Why and how could immigrants and their descendants hold their ‘roots’ over 

generations? Chapter 1 reviews the theoretical studies on ethnic identity to establish an 

analytical framework for investigating changing ethnic identity of Zainichi Korean. To 

understand the reasons why Zainichi Korean kept and selectively strengthened their 

ethnic identity in spite of generational changes, the thesis adopts the constructionist 

approach in ethnic studies. In addition, the author focuses on the significance of 

commitment process as an analytical tool for explaining the continuance of ethnic-related 

activities.     

Chapter 2 deals with the experiences of the second generation Zainichi Koreans in the 

1980s. 1980s is characterized as the period of ‘globalization’ in Japan and many 

foreigners came to Japan for occupation and studying Japanese. Not only new comers but 

also existing foreigners like Zainichi Koreans established their legal status more than 

before. Moreover, within the changes in social and legal status, their consciousness 

regarding themselves as citizen of Japan has also extended. A lot of the second 

generation Zainichi Koreans, however, shared the virtues of the first generation and 

believed that settlement in Japan were not well received. Chapter 2 considers the 

problems of changes in ethnic thoughts based on the interview data of the second 

generation Zainichi Koreans who got into the Japanese society while showing their true 

colors, the “roots”, to the society. 

Chapter 3 analyses the changes in the mass media trend in Japan after 2000s with 
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regard to the events such as ‘the boom of Korean wave’. In terms of agency, chapter 3 

focusses on the experiences of Zainichi Koreans in this period. ‘The boom of Korean wave’ 

soaked the Korean media into the Japanese everyday life, and subsequently made 

contacts with many Zainichi Koreans who did not learn Korean nor had any experiences 

with their ‘ethnic cultures’, thereby meeting the ‘ethnic one’.  

Chapter 3 further expand to the theory of a constructionist approach and analyze the 

experiences of contacting with Korean media contents and their own evaluation about ‘the 

boom of Korean wave’. Using the survey conducted on 2008, Chapter 3 invests the 

relations between frequency of contact with Korean media contents and the interpretations 

and responses toward Korean wave. 

Chapter 4 illustrates the analysis of chapter 3 through the interview data of younger 

generation, referred in this thesis as ‘the generation of settlement’, characterized by their 

birth year and the time of getting a job in Japan. 1980s, when most of them were born, are 

recognized for the improvement in daily living quality and 2000s, when they started to get 

a job, changed the image of ‘homeland’ in host society. This part analyzes the problems of 

interpretations and responses of each and every individual after 2000s concerning their 

own ‘roots’ and ‘homelands’. 

Finally in chapter 5, topic about group appellation of Zainichi Korean is dealt. These 

problems have been treated in their relation with ideological confrontations or historical 

interpretation. Chapter 5 scrutinizes the patterns using group appellations made after 

2000 divided the image of ‘homeland’ into ‘good’ South Korea and ‘bad’ North Korea, 

based on the survey data conducted in 2012. In this chapter, commitments on their ‘roots’ 

such as contacting the ‘homeland’ media in everyday life or participating on ethnic circles 

were important variables in measuring the patterns of ‘selecting’ and ‘using’ group 

appellation in the communication with host society members. 

 

 

Keyword: Ethnic identity, Zainichi Koreans, Roots, Commitment, a constructionist 

approach 
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をお伝えしたいと思います．伊藤先生のゼミでは、輪読した文献に対する未熟な自分のコ

メントが先生の深みのある再解釈によって豊かになる経験を何回もし、その経験は、輪読

文献を自分のものにしていく上でとても貴重な糧になりました．大切な学びがいくつもあ
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方法論の授業を通して質的調査をする人の心構えを教えてくださった濱谷正晴先生にも

感謝の気持ちをささげます． 

博士課程に進学してから自分の研究を「学会」という場において報告していきながら、
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エスニック研究を長年つづけられてきた先生方がたからたくさんのコメントをいただき

ました．そのコメントが自分の研究方向を定める上でとても重要な糧になったことはいう
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ちを述べたいと思います． 

在日韓国・朝鮮人問題と「韓流ブーム」との関係を気づかせてくれた「参与観察」の場

でありながら自分のアルバイト場所でもあった焼肉屋の社長、店員のみなさまありがとう

ございます．また、当時ソウル大学大学院を修了し、研究のために来日していた金銀恵先

輩を通してご紹介していただいた、金俊一先生．先生からは、質問紙調査のみならず、毎

年夏と冬に食べ物などを送っていただいたことや数えられないほどの飲み会、食事会など

を通して留学生の生活の面においてもいつも支えてもらうばかりでした．金俊一先生との

縁を作ってくれた金銀恵先輩、そして、金俊一先生、ありがとうございます．また、金容

星さんは、いつも金俊一先生との集まりの場に共にしてくださり、研究の話をたくさんし

てくれました．また「呼称調査」のときには多くの方がたを紹介していただきました．あ

りがとうございます．  

2007年の５月から論文執筆に臨む前まで活動していた「在日コリアン青年連合」（KEY）

の方がたにも大変お世話になりました．KEYは、若い在日韓国・朝鮮人の方がたがもって

いる考え方を学ぶ、学びの場であることはもちろん、何もかも誰かに依存しないと「一人

前」になれない外国人である私が「ハングル講座の先生」として誰かに少しでも「役に立

つ」ことができる場でありました．たくさんの在日青年にハングルを教えながら、この論

文で主要なテーマとして挙げている「ルーツ」というものに気づいていくことができたと

思います．「韓流調査」や「呼称調査」そして、インタビューなどを通して研究に協力し

てくれた KEYメンバーのみなさんに心から感謝の気持ちを申し上げます． 

2008年の８月から今まで活動しているもうひとつの集まり、「在日同胞の生活を考える

会」の方がたにも感謝の気持ちをお伝えしたいと思います．この論文が完成されることを

みることができなかった、去る８月に帰らぬ人となってしまった故金奎一先生．先生から

受けた影響は言葉に表現できないほどのものでした．歴史を見据えた社会学の重要性を気

づかせてくれた約 50 回に及ぶ歴史講座は、自分が生きる時代がどういう過程を経て作ら

れたものなのかを考えさせるきっかけになり、本論文における「時代性」という発想の出

発点になりました．また、「在日化」という概念も先生の講座からはじめて耳にし、その
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後、自分の問題意識のレベルまで上げていくことができました．ありがとうございます．  

自分の研究をいつも応援してくださり、「韓流調査」「呼称調査」、インタビュー調査にお

いても協力していただいた在日同胞の生活を考える会のメンバーのみなさまにも感謝の

気持ちをささげます． 

また、在日同胞の生活を考える会のメンバーの協力を得て訪問した研究先ではじめて出

会った岩井福子お祖母さんと、岩井尚美さんのおかげで、2013 年の２月に広い部屋へ引

っ越し、博論執筆に専念できる環境が整えられました．岩井一家のみなさまには言葉で尽

くせないほどお世話になりました．ありがとうございます． 

その他にも、修士課程のときから資料の検索のみならず、研究相談の窓口でもあった在

日韓人歴史資料館のみなさまにも大変お世話になりました．ありがとうございます． 

研究を進めていく上で「精神的」に支えてくれた研究の仲間にも感謝の気持ちを伝えた

いと思います． 

修士課程のときから留学生としての自分、外国人としての自分の悩みを聞いてくれた同

級生辰巳智行くん、いつも快く研究相談の相手になってくれた植田剛史先輩、岩舘豊先輩、

森明香先輩、村瀬博志先輩をはじめ、町村セミで出会った仲間たちに心から感謝の気持ち

をお伝えしたいです．また、研究の良き仲間である樋口くみ子、留学生としての悩みを語

り合い、励まし合ってきた陳威志さんと美親さん、ありがとうございます． 

自分の研究のためにいつも執り成しの祈りをささげてくれた信仰の仲間にも感謝いた

します． 

日本にいる８年間、同じ学問の道を歩みながら頑張ってきた良き助力者趙恩英お姉さん、

同じ時期に論文を提出ことができてとてもうれしいです．また、論文執筆のときにいつも

励ましてくれた東京教会の青年２部の仲間にも感謝の気持ちを伝えたいです．研究が進ま

ず悩んでいたときに通いはじめた毎週土曜日の早天祈り会．その祈り会でいつも御言葉を

伝えてくださった金海奎牧師先生、恵み深いピアノ伴奏で祈りを支えてくれた柳愛姫さん、

その祈り会は、一生忘れられない貴重な時間でした． 

最後に、もっとも大きな支えになった韓国の家族に感謝いたします．年に何回もおかず

や食べ物を送ってくれながら私の健康を支えてくれたお母さん、私が挫けそうになったと

きにいつも手紙を送ってくれたお父さん、私が歩む道をいつも応援してくれた妹に感謝し

ます．修士課程に入ってから博士課程を修了するまでのこの７年間、授業料免除や奨学金

受給が決まるときにいつも「ありがとう」と言ってくれた親の声はいまでも忘れられませ

ん．その「ありがとう」は私が言うべき言葉でした．お父さん、お母さん、いつも祈って
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くれて、支えてくれて本当にありがとうございます． 

そして、私の歩む道すべてを計画してくださり、すべての出会いをデザインし、物事が

成し遂げられていく時期を定めてくださった主イエス・キリストにすべての栄光をささげ

ます．これからの道も主に委ねます． 

 

2013年 10月 

金知榮 


