
２　大阪巡検（７月12日(土)・13日(日)）

（１）文公輝さんの講義と生野コリアタウン
Ａ　文公輝(ムン・ゴンフィ)さんの講義
　講義を受けたNPO法人多民族共生人権教育センター
が位置する大阪市生野区鶴橋周辺は、かつて「猪飼
野」と呼ばれた地域の一部である。現在より海が内陸
にせり出していた古代、当時の国際港・難波津の近く
に位置していた「猪飼野」は、周辺には渡来人が多数
居住するなど、朝鮮半島との関わりが深い地域だ。
1910年の「韓国併合」以来、朝鮮半島での生活が困難
になった人たちが続々と海を渡り、日本各地で生活を
始めるようになった。長屋が多く立ち並び、中小零細
の町工場が集中していた「猪飼野」は、住居と仕事と
いう面で、朝鮮人が移り住みやすい土地だった。その
ことから、1920年代半ばには、猪飼野は日本で最も多
くの朝鮮人が暮らす地域となり、現在に至る。

ａ在日コリアン
　現在、在日コリアンの約９割は日本で生まれ育って
いる。朝鮮が日本の植民地だった時代に海を渡った
「在日コリアン一世」の世代は少なくなり、二世、三
世、それ以降の世代がほとんどになっている。
　在日コリアンのうち、韓国国籍や朝鮮籍を持つ人は
50万人近くになる。これらの人々の多くには、出入国
管理及び難民認定法により「特別永住者」の在留資格
が与えられている。これは、かつて日本が植民地支配
をしていた国や地域から渡ってきた人や、その子孫に
対してのみ与えられる在留資格だ。
　両親がそれぞれ韓国籍と日本籍を持っていた場合、
その子どもは重国籍となり、両国のパスポートを持つ
ことなども可能だ（ただし、成年後にどちらかの国籍
を選択する）。また、韓国籍の所持者でも韓国名を名
乗ることは少なく、日本名を名乗り、日本語を話す人
が多いそうだ。そのため国籍だけで○○人などと判断
することはできない。彼らは日本人であり、韓国人で
もあるという自覚を持っている。生野区では人口約13
万人のうち、約３万人が韓国・朝鮮籍所持者である。
詳しく調査はされていないそうだが、日本国籍を持ち
ながら家族のルーツを朝鮮半島に持つ人も在日コリア
ンと考える広い定義の仕方をすれば、生野区の人口の
半分から７、８割を在日コリアンで占めるのではない
かとも言われている。

ｂ在日コリアンの人口
　韓国併合時の1910年、在日コリアンの人口は2246人
であった。朝鮮では日本への反発が高まる一方、アジ
アでも進んでいる日本で学ぼうと、留学を目的に来日
した人が多かった。1911～1918年、朝鮮総督府が行っ

た「土地調査事業」は、朝鮮全土の土地を調査して所
有者をはっきりさせ、税金を課すことを目的としてい
た。当時の朝鮮では農民がほとんどであったが、近代
的な土地所有概念がなかったため、曖昧な土地は没収
の対象となり、多くの朝鮮人農民が土地を失い、既墾
地が日本人に割り当てられた。1920年からの「産米増
殖計画」は、内地（日本本土）に米を安定して供給さ
せるための政策で、野菜の畑も田に変わり、用水路、
ため池、ダムなどが作られた。朝鮮での米の生産は増
加したものの、その米はほとんど日本へと運ばれた。
肥料や農薬など農耕地の整備に必要な費用は、税金な
どの形で朝鮮人農民が負担しなければならなかった。
このような状況下で、仕事を求めて日本へ移住する人
が増加していく。しかし移住にも条件があり、お金だ
けでなく、警察から発行される証明書が必要で、日本
で住むところ、仕事や資産、身元保証があるかなどが
確かめられた。また、当時は内地と朝鮮との行き来は
けっして自由とは言えず、朝鮮の親類と生き別れにな
る覚悟が必要であった。
　第二次世界大戦が始まると、朝鮮総督府は「労務動
員計画」として多くの朝鮮人を内地に連れてきた。
1939年には85,000人の計画に対して実際は53,120
人。1945年になると、290,000人の動員を計画して
286,472人が強制的に連れてこられた。日本側の調べで
も、合計72万人の朝鮮人が日本へ来たとされており、
実際にはもっといたとも言われている。1945年には在
日コリアンの人口はピークを向かえ、推定200万人の人
がいたと言われている。
　第二次世界大戦が終わると、朝鮮半島は日本の植民
地支配から解放される。「労務動員計画」で連れてこ
られた人々の多くは、戦後に帰国することができた
が、それ以前に渡日していた人々は、約50万人が帰国
を諦めて日本に定住することを選んだ。「自ら日本へ
残る選択をしたから…」などと言われることもある
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が、彼らが帰国できなかったのには理由がある。彼ら
が朝鮮半島での生活基盤をなくしていたこと、日本か
ら出国するにあたって財産の持ち出し制限があったこ
と、北緯38度線を境にして南にアメリカ、北にソ連が
進駐していたことを背景に政治的な対立や混乱が強
まったことなどが挙げられる。200万人いた在日コリア
ンは、帰国を強制する動きなどを背景に、1950年には
544,903人となった（国籍に縛られなければもっとい
る）。しかし、朝鮮戦争が起こると、いったん朝鮮半
島へ帰国した人たちの中にも戦火と混乱を逃れて、か
つて生活したことがあったり、親類縁者が暮らしてい
た日本に戻ってくる人々も多くいた。
　近年は在日コリアン人口が減少しており、その理由
として、少子化、帰化、世代交代などが挙げられてい
る。世代交代が進む中、日本へ定住・永住する意識が
高まり、今日に至っているのである。

ｃ在日朝鮮人を利用した内地の経済
　大阪は「東洋のマンチェスター」と呼ばれるほどの
一大工業都市であり、工業の割合が約６割を占めてい
た。「ダイキン」という会社は大砲（の弾）作りが
ルーツとも言われるように、大阪城の近くには兵器工
場群があり、無数の部品の下請け工場などが存在する
ものづくりの町だった。このような背景から、多くの
朝鮮人が仕事を求めて大阪へ集まった。
　大阪は紡績業が盛んで、12～16歳の女性労働者が寮
に住みながら働いていた。前述したように、内地への
渡航には条件があったが、このような寮と仕事があっ
たので許可が得られやすかったそうだ。また、大阪に
は朝鮮の済州島との間に定期航路があったこともあ
り、1920年代には日本で最も多くの朝鮮人が生活する
都市となった。1945年には、大阪市の人口の約１割を
朝鮮半島出身者が占めるようになったという。しかし
ながら、同じ仕事をしている日本人労働者との間には
賃金格差があり、それが当たり前だという感覚が広
がっていた。朝鮮人労働者は差別的な待遇を受けてき
た。

ｄ創氏改名と本貫(ホン・グァン)
　朝鮮人に対する差別が強かった1932年の調査では、
日本名を持っている人の割合が5.87％、持っていない
人が93.77％であった。これは当時、日本名を使う制度
がなかったのと同時に、民族として生きるのだという
彼らのプライドによる数字だという。最近の調査で
は、民族名を使っている人が13％、日本名を使ってい
る人が50％、使い分けている人が35％という結果が出
ている。通名は法律で許可されている。しかし現在、
朝鮮名を使う文さんは、学生の頃は絶対に朝鮮名を使
いたくなかったそうだ。それは、在日コリアンである

ことがわかると、石を投げられるなどという差別が
あったからだという。「今も全くないとは…」と仰っ
ていたことが印象に残っている。在日一世だと、なま
りや顔つきでわかってしまうが、日本で生まれた二
世、三世となると、自らのルーツを隠せてしまう。日
本名の方が生きやすい今、こうして日本名を名乗る在
日コリアンは多い。だからと言って、彼らは日本人と
同じではない。彼らの生活には韓国の文化が残ってい
る。今もペギルやチェサなどの伝統的な慣習を行って
いる在日コリアンは５～９割にもなる。文さんも子ど
もの頃は味噌汁を飲んだことがなかったそうだ。

ｅ差別
　1970年代、就職の採用時に外国人を差別する企業が
約４割、今から10年前でも、差別があるとする在日コ
リアンの割合は約１割であった。文さんは「10人に一
人でも差別があったらだめでしょう」と仰っていた。
制度的な面では、1970年代から就職における国籍条項
の撤廃が進むが、今もなお外国籍の人々は職域が制限
されている。公務員もその一つだ。『法の明文の規定
が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法
理として、公権力の行使または国家意思（公の意思）
の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、
日本国籍を必要とするものと解すべきである』（当然
の法理）。文さんは、「その公には在日の人だって含
まれるのではないか。納税者は誰なのか」と仰ってい
た。

ｆ今後
　今、ヘイトスピーチが問題になっている。彼らはデ
マを言いながら、人々の持つ小さな偏見を刺激し、自
分の側に取り込もうとする。ヘイトスピーチでは、在
日特権として、主に３つのことが叫ばれている。「罪
を犯しても国外退去させられないこと」「日本名（通
名）を使っていること」「生活保護率が高いこと」。
彼らは本当のことのように言うが、これらはデマであ
る。例えば生活保護率が高いのは事実だが、外国人が
国民年金に入れるようになったのは1982年からだ。在
日の人の中には戦前から日本に住む人もいるが、そう
した人々は無年金なのであり、生活保護に頼らざるを
得ない。このように、我々はヘイトスピーチなどで叫
ばれていることをそのまま鵜呑みにせず、その背景や
正しい知識を持って理解しようとすることが重要だ。
　また、デモで多くの人が酷い言葉を発しながら歩き
回るとき、「やめろ！」と叫ぶ在日コリアンの方もい
る。そうすると警察に止められるのはデモ側でなく、
在日コリアンの方だそうだ。言論の自由だと言われて
いるが、文さんは、「『死ね』『殺せ』などという言
葉は法律で規制してもいいのではないか」と仰ってい
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る。

ｇ感想
　文さんが言われていたように、今では在日コリアン
の方も日本名を使っていることが多く、なまりもな
く、顔つきでも日本人と変わらない。私の周りにも朝
鮮籍を持つ人がいるし、もしかしたら知らないだけで
もっとたくさんの在日コリアンが周りにいるかもしれ
ない。今回、文さんのお話から、在日の方の生の体
験、意見が聞けたことは本当によかった。ヘイトス
ピーチや嫌韓デモ、または在日外国人の職業選択の制
限など、ニュースや新聞でしか入ってこない情報をリ
アルに感じ、その残酷さに衝撃を受けた。私の周りの
在日の人たちも同じように辛い思いをしていることに
気付かされた。同時に、身近な問題としてもっと考え
ていかなければならないことだと感じた。文さんが
仰っていた。「学んだことを社会へ」。是非これを実
行できるような人になりたいと思う。

Ｂ　生野コリアタウン
ａコリアタウンの概要
　生野コリアタウンは正式には御幸通商店街という。
東西600ｍほどに広がる通りに130あまりの商店が軒を
連ねている。1930年代の初めごろ、御幸通商店街に並
んでいたのは、ほとんど日本人が経営する商店だっ
た。ここに交差して南に伸びる細い路地の左右に連な
る長屋の玄関先や、路上の屋台で、朝鮮半島の食材や
衣料品などを売り買いする人が現れるようになる。そ
してここは「朝鮮市場」、あるいは「猪飼野朝鮮市
場」と呼ばれるようになった。最初の頃は、50ｍ程の
路地の左右に４～50軒の屋台が並んでいたそうだ。
　猪飼野には、前述のように朝鮮人が働ける仕事がた
くさんあった。また多くの日本人が朝鮮人の入居差別
を行っていた中、地理的条件などから朝鮮人の住める
住居がたくさんあったと考えられている。このような

背景により、猪飼野はコリアタウンとなっていく。
　猪飼野朝鮮市場は、西日本一帯から朝鮮人の来客が
あり、一日に１～２万人の来客があったようだ。これ
は、猪飼野朝鮮市場に朝鮮半島の伝統的な食品を専門
とした店があり、チェサなど伝統的な儀式の食材を手
に入れるため、朝鮮人が多く集まったからだと考えら
れる。アジア・太平洋戦争が終わると、御幸通商店街
は空き店舗が目立つようになる。ここに猪飼野朝鮮市
場の人たちが店を移し、御幸通商店街が朝鮮市場と呼
ばれるようになった。しかし1960年代以降、全国で朝
鮮半島の物産が手に入るようになると、客足が遠の
く。交通の便が良い鶴橋駅周辺に店舗を出す商店主も
現れ、ここは現在、高麗市場と呼ばれている。
　1993年、商店街の愛称を「生野コリアタウン」とす
る。広報を積極的に行い、多くの買い物客を呼び込む
ことに成功した。日本人と在日コリアンが共生する商
店街としても情報発信を行っているそうだ。

ｂ感想
　生野コリアタウンは非常に活気に溢れていた。たく
さんの韓国の食べ物が並び、歩いているだけで異国の
文化を堪能できた。屋台の在日コリアンの方はみんな
明るく、お客さんとの会話を大事にしているように感
じた。私も実際に「安いよ」とか「また来てね」など
と声をかけられたり、キムチやホットクの説明をして
もらったりなど、会話を楽しむことができた。
＜参考資料＞
「生野コリアタウンで学ぶ多民族共生」「Wikipedia」
「http://www.taminzoku.com/」

（２年　灘口侑果）

（２）大阪人権博物館
ａ概要
　私たちは大阪巡検の一環として、大阪人権博物館を
訪問した。ここではまず、職員の方から施設の説明を
受け、その後「リバティおおさかワークシート」に学
んだことを記入しながら展示を見た。
　大阪人権博物館は、1985年12月に開館した日本で初
めての人権に関する総合博物館である。ここでは、差
別・人権問題にかかわる多くの資料をテーマごとに配
列し、展示している。開館から30周年となる今年まで
の間に、150万人以上の人が訪れていることからもわか
るように、大阪人権博物館は人権についての教育や啓
発など、人権意識を高めるために重要な役割を果たし
てきた。これをふまえて、以前は大阪府と大阪市か
ら、全経費の約85パーセントに当たる補助金が支給さ
れていた。しかしながら、2012年４月にここを訪問し
た大阪府知事（松井一郎氏）と大阪市長（橋本徹氏）
は、「リバティおおさか（大阪人権博物館の別称）の
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展示内容が差別と人権に特化している」「子供に夢と
希望を与えるものになっていない」「自らの価値観に
あっていない」との理由で、同年８月から補助金を全
面的に打ち切ると決定した。これを受けて大阪人権博
物館は、人件費削減をしたり、多くの大阪市民からの
寄付を活用したりして、運営を続けている。
　さて、実際に展示を見てみると、差別の内容そのも
のの展示よりは、差別されている人々の文化の展示に
重点が置かれていた。在日コリアン、アイヌ、琉球、
被差別部落、ホームレスなどの社会的弱者の生活に焦
点を当てた様々な展示を見て、我々「多数派の」日本
人との違いを大いに感じると同時に、彼らの文化、生
活を理解することができた。
　その日の夜のミーティングでは、主に差別する人、
差別される人、それぞれの共通点について話し合っ
た。差別する人の共通点としては、絶対数が多い、責
任を他者に押し付けようとしているといったことが、
差別される人の共通点としては、個人では現状を変え
られないことが差別の原因となっている、自分たちの
アイデンティティを持ち続けたがっている、といった
ことが挙げられた。
　
ｂ感想
　まず、私が大阪人権博物館の沿革を聞いて驚いたの
は、この施設を支え続ける意志の強さだ。この施設が
非常に大切なものであると考え、寄付をした大阪市
民。人件費削減をされ、生活が苦しくなってもガイド
を続けている大阪人権博物館の職員の方々。この人た
ちはみな、差別・人権に対しての強い問題意識、さら
にはその意識を多くの人と共有せねばならないという
使命感を抱いているに違いない。
　次に、展示を見ていて気付いたこととして、文化と
差別との間に一定の関係があることを挙げたいと思
う。私は、差別が起こる最も大きな原因の一つに、文
化の違いがあると考える。私たちは、文化の違いを認

識したとき、「自分たちとは違う」という意識を持
つ。その意識によって「他者」とみなした人々を「拒
絶」しようとしたとき、差別が生じるのではないだろ
うか。
　最後に、夜のミーティングを踏まえ、私の思う差別
する人の共通点として、「無知」と「無関心」を挙げ
たいと思う。「無知」について、ひとつの例を考えて
みよう。もしあなたがイスラム教の儀式について知ら
ずに、イスラムの人々の礼拝を見たらどう思うだろう
か。意味が分からない彼らの行動に対して恐れを抱く
に違いない。これは極端な例ではあるが、未知への恐
怖感というのは誰しもが持っているものだ。そしてそ
の恐ろしいものを排除しようとする動きが出てくるの
は仕方がないことだと思われる。もうひとつ、「無関
心」については、差別を傍観する人に当てはまる。差
別を認知しつつも、面倒くさい、自分には関係ないこ
とだと捉え、差別を無視しようとする人も多い。しか
し彼らも差別されている人にとってみれば、立派に差
別をしている人である。
　このように、「他者」と認識した相手への無知・無
関心が差別を生むことを踏まえると、私は、差別をな
くすためには「積極的に相手を知り、理解しようとす
る姿勢」が必要不可欠だと考える。その意味で、異文
化について学び、理解を深められたこのたびの大阪人
権博物館訪問は、非常に意義深いものであった。差別
について考え直すきっかけを与えてくれる場所であ
り、加えて差別や人権侵害をなくそうという強い意志
の象徴でもある大阪人権博物館は、決して失われては
ならない。
（参考：http://www.liberty.or.jp/）

（１年　鈴木誠人）

（３）国立民族学博物館と太田心平先生の講義
Ａ　国立民族学博物館
　国立民族学博物館では、韓国文化をはじめ世界各地
の文化に関する展示を見学した。世界各地の衣食住だ
けでなく、音楽や祭礼、宗教まで幅広い文化が紹介さ
れており、世界の文化の多様性がうかがえた。
　各地域に共通して展示されていたのが仮面である。
仮面は主に祭礼に使われており、各地で信仰されてい
る神々などの魂を人々が想像して作ったものが多かっ
た。各地の仮面の顔がそれぞれ独特であり、印象的で
どこか惹かれるものがあった。仮面の顔の違いから外
国の人の感性を垣間見ることができた気がして面白
かった。
　また、内戦や国際紛争などで難民が増え続けている
深刻な現状がある中で、各国の移民受け入れ政策の展
示を見学した。世界の先進国などでは移民を受け入れ
る国が多く、様々な地域から様々な文化を持つ人たち
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が移り住んできている。これに対し、国の政策が追い
つかず、移民が生活に順応するにあたって戸惑いが生
まれている。そうした中で、受け入れが盛んな国では
政策が充実している。例えばフィンランドでは、自国
民の少子高齢化への対策として、移民を働き手として
受入れている。こうした発想には驚いた。
　日本や東アジア諸国の文化についての展示も大々的
になされていた。東アジアでも、その土地の気候に即
した文化が根付いていることが分かった。気候風土が
農業や漁業だけでなく、細かい文化にまで影響を与え
てきたことが分かった。
　東アジアの文化の中でも私が印象に残ったのが、や
はり今年のSGHゼミでも取り上げてきた韓国の文化で
ある。まず宗教の変容についてだが、韓国の宗教とし
てイメージが強いのは儒教である。しかし、今ではこ
れを信仰する風潮はほとんどない。その代わりにキリ
スト教が韓国では最も信仰されていることを知って驚
いた。ハングルで書かれたキリスト教の教えが、私の
韓国のイメージを大きく覆した。次に韓国の人々は芸
術に秀でた民族であることを知った。人々の中で、日
常のちょっとした楽しみや遊びとして様々な芸術的文
化が生まれ、プンムル、タルチュムといったものは農
作業の合間に行われていた。
　世界の文化を自分の住む国で、間近に見ることが出
来たのは大きな収穫で、興味深かった。

Ｂ　太田心平先生の講義
　太田心平先生は、朝鮮半島を中心に文化の変容につ
いて研究をされており、この講義では韓国の政治的な
文化、それに伴う反日感情を教えていただいた。
　まず、韓国人の感情的な傾向についてお話をされ
た。韓国人は二項対立、特に悪徳と美徳で世界を見る
傾向がある。具体例として、現在の韓国の前身である
李氏朝鮮において、両班は常民を支配、抑圧していた
ことから、両班を悪徳、常民を美徳としたり、列強諸

国を悪徳として韓国を美徳とする風潮が韓国人にはあ
る。ちなみに日本も列強諸国の一つとして悪徳なもの
と認識されている。社会が複雑化するなかで、物事を
単純化して理解するのは難しいが、それでも韓国で
は、二項対立による認識によって社会が構成されてい
る。韓国が二項対立の概念に基づいて、日本を悪の存
在として感情的に批判していることについて、感情と
は真実と偽りの判断、善悪の判断とは無関係に生まれ
るものであり、日韓問題の解決に対しての障害になっ
ていると知った。
　対して韓国では親日的な動きも見られる。例えば
2008年ごろからソウル市内には日本料理店が増え始め
ている（韓国巡検でも、うどん店などの日本料理店が
多く見られた）。ただ、親日の対象が文化コンテンツ
や特定の個人であることに注目すると、必ずしも日本
そのものが好き、という訳ではない。評価対象が親日
と反日では大きく違い、親日は日本の限定された一部
に対して、反日は日本という国全体に対しての評価で
あることが分かった。
　このような評価対象の違いも、日韓問題における解
決の障壁となっている。韓国人が反日を訴えるときに
は「植民地支配と戦争での日本の行為」「その後の日
本の態度」、つまり前者は歴史の問題、後者は理念の
問題を掲げているのに対し、日本は戦後の平和主義、
資本主義の発達を掲げ、平和と経済の点から折り合い
をつけようとする。韓国には昔から「恨」という感覚
で物事をとらえる習慣があり、現在に視点を置いた日
本との評価対象の違いは、感情的なすれ違いに帰着し
てしまう。それぞれの文化ごとに感情には違いがある
ことが分かった。
　最後に太田先生の講義で印象に残ったのは、日韓の
感情が、もし韓国は三拍子、日本は二拍子というよう
に違っていたとしても、公倍数の六拍子で合う時がく
るように、時々息が合えばよいのではないか、という
お話であった。感情的に違いがある時点で日韓が完全
に理解しあうことは難しい。それでも、少しでも合意
点を見つけることが日韓問題の解決への糸口になるの
ではないだろうか。

（１年　村瀬正紘）
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