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在日コリアンの民族文化運動

在日コリアンの民族文化運動
―80年代に起こった『生野民族文化祭』を中心に―

Zainichi Korean’s Ethnic and Cultural Movement of a People

― Focusing on the Ikuno Cultural Festival in the 1980s ―

Ⅰ．はじめに

1．問題意識・目的
80年代、大平内閣において「文化の時代」研究が行われた。その報告書の中で、「国民」や「日本文化」

という言葉が協調的に使われており、日本の伝統的文化への回帰が謳われていた。しかし一方、80年代の
世界の動きをみてみると、エスニック運動が活発化しており、人権問題やアイデンティティ問題が大きな
波を作り出していた。もちろんこの波は日本でも起こっていた。日本を単一民族国家であると考える人も
多くいるが、日本にもさまざまな国の人々が存在している。単にグローバル化しているというだけでなく、
アイヌや沖縄など、歴史的にみても日本は単一民族国家ではない。本稿では、日本において民族的問題を
はらんだ在日コリアン １）（以下、在日コリアン、又は在日と表記）の人々について取り上げる。在日の人々
の数は多く、1984年には在日韓国・朝鮮籍の人々は、約68.1万名 ２）となっている。文（2005）も80年代半
ば以降、「在日朝鮮人と日本社会の双方を捉えていた『国民』の概念がようやく揺らぎはじめた時期であ
る」と指摘しており、この80年代において、日本と在日コリアンの人々双方が、どのようにこれからお互
いの社会を構築し、共有していくべきか迷走していた。在日コリアンの人々との歴史は長く、波乱に満ち
たものである。日本人として扱ったり、外国人として扱ったり、言い方が少々乱暴かもしれないが、在日
コリアンの人々は日本の政策に翻弄され、日本人から差別的に扱われてきた。それに対する運動も長く行
われ、1948年に起こった阪神教育闘争をはじめ、80年代においては、指紋押捺拒否運動が活発であった。
そんな社会運動や人権運動が行われている中、在日コリアンの人々の中から新たな運動が出てきた。それ
が民族文化運動である。

その始まりであり、「マダン劇」などで全国に影響を与えたものが、大阪の生野区で起こった「生野民族
文化祭」である。1983年から始まり2002年まで行われたこの文化祭は、在日コリアン２世・３世 ３）が中心
となり、生野区の公立小・中学校の校庭をつかって行われた。この文化祭は、若者から失われつつあった
民族的自覚を喚起させること、また、「ひとつになって育てよう　民族の文化を！　こころを！」というス
ローガンのもと、民族をひとつにしようという目的からはじまった。

この文化祭をはじめ、在日の人々が繰り広げている民族文化運動を、飯田（2002）は「祭り」と表現し
ており、宗教とは違う、「民族」を直接に聖化するものとして捉えている。また稲津（2007）は、「生野で
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は、『組織』ではなく『民衆』によって〈楽しく行う民族文化祭〉が求められていた」（稲津 2007：７）と
考察し、「運動」と〈楽しさ〉の社会的意味を考え、在日運動のカルチュラル・ターンを捉えている。この
ように、「生野民族文化祭」はさまざまな視点から考察されている。しかし、なぜ身体で表現する「マダン
劇」や民族舞踊、音楽などの手段を用いはじめたのだろうか。このような直接的に身体表現を用いた運動
を行ったのは、在日１世にはあまりみられなかった大きな動きであり、全国の在日コリアンの中での広が
りをみても、勢いがあった。これまでの在日２世・３世たちの何がそうさせたのであろうか。以上を踏ま
え、本稿では、80年代の在日コリアンの運動が、なぜ民族文化運動、特に「身体表現」へと変化していっ
たのかを考察していき、80年代に起きた生野民族文化祭が、在日２世・３世の人々にとってどういう意味
をもっていたのかを捉えていくことを目的とする。特に本稿では、生野民族文化祭を中心に論を展開して
いくが、その理由として、在日の民族文化運動の大きな起点であり、一番初めの実践であったからである。
また、そのあと展開されていった民族文化祭と開催の目的、意図が異なっていたこともあげられる。在日
２世・３世たちにとって生野民族文化祭は特別な活動であったのだ。

2．先行研究
在日研究はこれまで数多く行われてきている。その中で、80年代の民族文化運動を取り上げているもの

も多数存在する。
80年代～90年代におこった民族文化祭を取り上げ、調査している飯田（2006）はそれらを総称して「祭

り」とし、「祭り」を通して民族は象徴として実存すると述べ、そこには聖性と曖昧性を帯びていると捉え
ている。「祭り」を通して、民族イメージはネガティブなものからポジティブなものへと変わり、在日の若
者は共通の「民族」体験から連帯感、新たな民族的自己意識をもつようになる。また、その「民族」象徴
の曖昧さから、「ワン・コリア」「統一」などのユートピア性が現出しており、文化祭には多くの人々が参
加可能となっていると述べている。「生野民族文化祭」の影響ではじまった、在日の人々の民族祭りは、全
国に広がるにつれて徐々に「共生」というテーマが色濃くなり、メディアなどの影響もあり、「公共化」も
起きていると指摘している。また、これら「民族祭り」は、70年代におきた在日学生運動の「韓国民主化
や民族運動の『政治主義』の行き詰まりに対して、『文化運動』への転換がおこり、その１つの解答」では
なかったかと考えられると、分析している。「生野民族文化祭」については検討が必要であることは述べて
いるが、在日コリアンたちの活動を政治的なものから文化的なものへの転換として捉えている。

また稲津（2007）は、在日韓国・朝鮮人運動のカルチュラル・ターンとして生野民族文化祭を取り上げ
ている。この民族文化祭は、在日であるという ｢負｣ を克服し、在日であることを「正」と捉えるための

「闘い」の運動として、また、民族的アイデンティティを〈楽しく〉求める運動として始まったと述べてい
る。それは組織ではなく、個人個人が結びつく場であったことが重要であると指摘している。「生野民族文
化祭の取り組みは『民衆』の立場から、それまでの組織中心的だった運動や、差別的意識の強い日本社会
に対する〈民族文化〉による政治を行った運動であった」（稲津 2007：８）と、ここに在日運動の「カル
チュラル・ターン」を捉えている。

このように、民族文化祭を通した在日の人々の動きや思い、文化祭の流れや位置づけという面での研究
はこれまで行われてきている。また後で具体的に述べるが、生野民族文化祭の背景や抱えていた問題、ま
たその影響なども詳しく調査されている。しかし、なぜ在日コリアン２世・３世の人々が身体表現へと向
かったのか、という点について注目した研究は行われていない。この民族文化運動に含まれている身体性
に着目することで、80年代における在日コリアンたちの状況を、より深く読みとれるのではないかと考え
ている。運動という側面で見ると、カルチュラル・ターンという形での変化が見出せるかもしれないが、
民族文化祭に関わった人々の語りを、身体性という視点から見ていくと、そこにある身体には１世からの
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連続性というものが見出せ、また、在日２世・３世のアイデンティティの揺らぎや確立を、彼ら / 彼女ら
がもつ固有の身体性という面から考察できるのではないかと考えている。したがって以下、在日コリアン
たちが繰り広げた、民族文化運動の中でも、特に「生野民族文化祭」に包括されている身体性に着目しな
がら、本稿の目的を目指す。

Ⅱ．在日コリアン２世・３世たちの身体

1．境界を生きる在日コリアンたち
在日コリアン２世・３世の人々は、どういう環境で彼ら／彼女らがもつ身体性を獲得していったのであ

ろうか。在日２世・３世たちは故郷を知っている１世たちとは違い、生まれも育ちも日本である。そのた
め、祖国と言われる場所の歴史や言葉を十分に学んだことがない。また、本名と通名を持っており、日本
政府からは外国人として扱われている。自分たちはいったい何者なのか、常に周りとの違和感を持ちなが
ら生きてきた。

「私、ずっと日本人ぶって生きてきてん。」（太田 1987：26）

こう語った朴君子さんは、小学生の頃、朝鮮人であることを同級生にからかわれたことで、朝鮮人である
ことを高校生まで隠して生きてきた。しかし20歳の時に同胞の青年組織に入ったことで、朝鮮人として生
きられるようになった。この朴さんの言葉から日本人ではない「私」と、日本人として生きなければなら
なかった「私」という境界と、その中で生じた葛藤が見えてくる。

「私は小学校、中学校は生野区で友達はいつも韓国人という過保護なところで育ってるんですよね。高校は
隣りの天王寺区の私立へ行ったんです。そしたら、行った途端に私は日本人なんです。（中略）当然、私は
日本人になりきってるんです。」（同上：32）

これは第四回生野民族文化祭の専従スタッフを務めた、金昌代さんの語りである。彼女は言語を学ぶため
韓国で生活をした経験がある。彼女は小学生の時に、強制的に通わなければならなかった民族学級で感じ
た違和感をずっと持ち続けていた。本名を名乗らなくても、言葉を話せなくても、自分は韓国人であると
言える、隠しているわけではないという考えがあったため、民族学級で言葉を学ぶことや、本名を名乗る
ことを口うるさく言う教師たちに疑問を持っていた。しかし、徐々に日本で生きていく中で、周りからの
眼と、韓国人だという自分の意識との狭間で葛藤が生じた。そのため、大学では本名を名乗り、韓国で言
葉と文化を学ぶことにしたのである。この語りからも、韓国人である「私」と、日本人である「私」の境
界で揺れる彼女の心情が見て取れる。

これらの語りから、どこかで自分たちは韓国朝鮮人であるという意識はあるものの、日本人として生き
なければならない状況が、彼女らの生を抑圧してきていることがわかる。ここでとりあげた語りは、自分
たちを韓国朝鮮人であると、本名を名乗ることで、また言語を習得することで、最終的には自分の中の民
族性を解放している。しかし一方で、帰化している２世・３世も多く存在しており、日本人として生きて
いくことを選ぶ人々もいる。日本人であるのか、はたまた韓国朝鮮人であるのか、日本人と韓国朝鮮人と
いう狭間で、彼ら／彼女らは揺れているのである。宙づりにされた彼ら／彼女らは、様々な境界の中で抵
抗と葛藤の渦に巻き込まれていた。

これまでの境界は在日の外部に存在しているものであったが、在日の人々の中にも境界が存在してい
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る。

「君らは北（総連）なのか南（民団）なのかと再三問われた。」（金 1985：31）

「ショックやったのは、街のあちこちに貼ったポスターに墨を塗られたことです。（中略）私たちが日本の
中で失くしてきた文化やこころを皆で共有することさえできないほどに、分断の四十年って長かったんや
な―そう思いました。」（太田1987：22-23）

「上演には『北』『南』それぞれの立場で運動してきた人がいっぱい参加してました。立場の違う人が同じ
場に集まるなんて初めてのことです。それはもう感動でした。」（太田 1987：28）

生野民族文化祭を開催するにあたり大きな壁にもなったのが、在日コリアン内にあった、朝鮮半島におけ
る南北の政治的な分断であった。上記の語りは、生野民族文化祭を開催する時に起こった出来事を述べた
ものである。在日コリアンの人々の中の境界においても、在日２世・３世たちは違和感、葛藤を抱いてい
た。

このように、１世／２世・３世、日本人／韓国朝鮮人、南／北といった境界を在日２世・３世たちは生
きていたのである。また、80年代という日本の転換期とも言える時代の狭間に彼ら／彼女らは生きてい
た。80年代において彼ら／彼女らが民族文化運動へと向かった経緯には、２世・３世たちの行き場のな
い、よりどころのない宙づりにされた、抑圧された生があったのである。

2．日常から構築された身体
「身体」というと、モースの「身体技法」や、それを発展させたブルデューの「ハビトゥス」概念などが

思い出される。モースは「多くの身体技法が人間の本性として自然的に発生するのではなく、学習、しき
たり、流行などによって社会的に構築され、変化すると主張する。」（田辺 2002：542）そしてそれは「同
じ民族、文化、社会でも時代とともに、推移していく」（中井 1995：277）のである。ブルデューはハビ
トゥスを、文化の中の規範のようなものではなく、知覚、嗜好や実践を持続的に生み出し組織していく構
造（構造化する構造）であり、制限と限界を与えていく構造（構造化された構造）でもあるとしている。
そしてその構造は、個人の習慣的な行為のすべてにわたって影響を及ぼすのである（田辺 2002：552,554-

558）。また、ブルデューはハビトゥスについて、集団内部でも位置によって差異化するとも述べており、そ
れを踏まえると、在日内での１世と２世・３世が差異化していると言える。そのため、やはり在日２世・
３世たちは１世にはない独特の身体性を構築していると考えられる。

在日２世・３世たちはさまざまな境界の中で生きているがゆえに、独自の身体技法、ハビトゥスを構築
してきた。

「住むのはイモ（おば）の家でした。日本から行った人はみな、韓国で親戚とは暮らせないと言って、誰も
一緒に住まないんです。言葉の問題というより、生活習慣の違いでね。私もしんどいことはいっぱいあっ
た。」（太田 1987：30）

前の章でも取りあげた、金昌代さんの語りである。言葉などを学ぶため韓国を訪れた際、彼女は親戚の家
で生活をしていた。語りからも分かるように、現地の習慣との違いを、在日２世・３世たちは感じている。
しかし、彼女は次のようにも語っている。
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「言葉を習いはじめて三、四カ月たったころ、バスに乗ってて急に涙が出てきたんです。自分がすごく楽な
ことに気づいたからなんです。（中略）なんでやろうと考えたら、ああ、ここは自分の国なんや、てわかっ
たんです。」（太田 1987：31）

この彼女の語りから、自分の中にある、韓国朝鮮の文化への共感が窺える。言葉が通じないといった苦労
もあったが、生活をしていくうちに、自分の中の韓国朝鮮を意識している。これは、彼女が日本で在日１
世たちと生活していく中で獲得したハビトゥス、身体技法が影響していると考えられる。

また逆の語りもあった。これは韓国 YMCA で舞踊と長鼓（チャンゴ）を教えるため、２年間韓国で生活
をしていた金裕美さんの語りである。

「私らのちょっとした仕草や態度に、日本がしみついているんですね。挨拶でも、『ありがとう（コマッス
ムニダ）』の意味で『すみません（ミアナムニダ）』と言って、すぐペコペコ頭をさげてしまう。親しくなっ
た人から『日本人のネムセ（におい）がするわ』って笑われてしまいました。」（太田 1987：88）

彼女の身体に日本人的な身体技法が染みついていることがわかる。在日２世・３世は日本で生まれ育って
おり、ほとんどの人が日本の公立学校に通っている。そのため彼ら／彼女らの中には、日本的な身体技法
も構築されており、現地でこのような違和感が生じてしまうのである。

また次のような語りもあった。

「韓国へ行っていちばん感じたのは、それまで自分の家族の中でしか見れなかった朝鮮くささが、道を歩い
てもバスに乗ってもオープンに全部あるということやねん。たとえば、日本では私の親がやってると気に
するような、股をぐっと開いて地べたにすわることも、韓国ではみんなやってるわけよ。」（太田 1987：92）

「文化というのは農楽のリズムとか、法事のときの焼肉のにおいとか、そういう私たちの民族の生活の中で
綿々と受け継がれてきたものです。」（太田 1987：21）

彼ら／彼女らの生活の周りには、韓国朝鮮のしぐさ、身ぶり、感覚に訴える食や匂いが多く存在している。
このような、日常の生活、動きの中で１世から２世へ、２世から３世へと受け継がれてきた、身体の連続
性も、差異化とともにそこにはあった。また日本で生きていく中で、日本人的な身体技法も獲得している。
それは在日２世・３世の多くが日本の小学校に通っていたことも影響している。以上のことから、在日２
世・３世たちは日本人的な身体とコリアン的な身体が入り混じったような特有の身体を構築していること
がわかる。

3．民族文化運動へと向かう身体
ではなぜ、在日２世・３世たちは民族文化運動へと向かったのか。在日コリアン２世・３世は前にも述

べたが、「日本語世代」と言われている。金は、「一世は朝鮮で生まれ、朝鮮語を話し、考え方や価値観も
朝鮮人そのものである。しかし、二、三世の大部分は日本の学校で教育を受け、日本人と同じように日本
語を学び、日本の歴史を知るが、祖国の、民族の歴史や文化、言語を学ぶ機会がない、というより奪われ
ている」（金 1985：29-30）と述べている。彼ら／彼女らが民族文化運動へと、身体表現へと向かう理由の
一つとして、やはりこの言語の問題は大きい。言語を習得するよりも、これまで培った身体技法を用い表
現することのほうが、在日２世・３世たちにとって、より民族性を解放しやすく、よりどころとなりやす
かったと考えられる。
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「ウリマル（母国語）の勉強は全然熱心やなかったけど、感性においてちゃんと朝鮮人だったと、そう思い
ます。」（太田 1987：20）

これを語った李栄汝さんは、民族学校に通っていたため、朝鮮語や朝鮮文化を学ぶ機会に恵まれていた。
彼女はその後日本の短大に進学し、日本の学校に通っていた同胞と知り合った。そこで在日の人々の葛藤
を目の当たりにしたのである。彼女自身もその後日本での生き難さを感じるようになったのだが、その時
出会ったのが農楽であった。

「あるとき、誘われて同胞青年組織の集会で、農楽を踊ったんです。（中略）ドキンドキン、ドッタクタク。
農楽の力強いリズムにつつまれて踊ってたら、発散というか、重い荷物から解放されていくようで、知ら
ないうちに涙が出てきた。泣きながら踊ってると、一緒に踊ってるまわりの人たちも、泣きながら笑顔を
私に返してくれる。そのとき、私は彼らとの一体感を覚えて、自分の中にエネルギーみたいなものが湧き
でてくるのを感じたんです。」（太田 1987：21）

彼女を涙させた農楽の音、リズムが、彼女の中に構築されていた身体、ハビトゥスと共鳴したのである。
また生野民族文化祭にはじめから参加していた呉千恵さんは、もともとピアノを専攻していた。しかし、

大学生の時に行った韓国で出会った伽耶琴（カヤグム）の音色に触れ、自分の歴史の中から生まれてくる
音楽をやりたいと思うようになった。

「私がそうであったように、伽耶琴（カヤグム）の音色に心うたれて、内にひそんでいる朝鮮の魂というか
感性をよみがえらせ、朝鮮人として生きていくきっかけになって欲しい」（太田 1987：29）

そう語った呉さんは、韓国で伽耶琴を学び、伽耶琴の教室を開くようになった。この呉さんの語りからも、
彼女の中にこれまで構築されてきたものが、伽耶琴の音色や弾く動作などと共鳴し、民族性を解放して
いっていることがわかる。

生野民族文化祭のほかに「マダン劇の会」という活動が在日コリアンのなかではおこっていた。1982年
のマダン劇『アリラン峠』の公演を成功させた団体である。この団体は生野民族文化祭にも参加しており、
文化祭と同じく、80年代の在日コリアンたちの民族文化運動の大きなきっかけを与えた団体である。この
リーダーを務めた粱民基さんの語りからも自分たちの中に構築されている身体性への気づきが窺える。

「（マダン劇の）練習のあとのちょっとした会話のやりとりのなかで、ふと、そこに『失った私たちに固有
の身ぶりや話し方、踊りの動作やリズム』が息づいているのに気づいた。」（粱 1985：46）

「一見『風化』したかにみえる若い世代の生活の身振りや美的経験の中に、かえって『民族のもの』の濃密
な実体が生きながらえてきたことの確認とその蓄積がなかったなら、われわれの運動は起こりえなかった
だろう。」（粱 1985：46）

このように、在日２世・３世たちのなかで構築された身体技法、ハビトゥスが韓国朝鮮の音や楽器、演
劇の中の動作と共鳴し、自分たちの中の民族性を意識するようになっていった。このような動きが起こっ
ている中、80年代において生野民族文化祭という大きな舞台を作ろうという考えへと至ったことは想像に
難くない。
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また彼ら／彼女らが民族文化運動に向かった要因には、70年代から80年代かけて韓国でおこった「マダ
ン劇」などを代表とする、民衆文化運動なども影響している。『アリラン峠』のパンフレットには、「私た
ちがなぜマダン劇をやるのか。第一に、七〇年代韓国でおこり全国各地の民衆のあいだに広まった『マダ
ン劇運動』を、同時代に生きる同じ民族の一員として、共有したいからです。．．．」（粱 1985：45）という
言葉が書かれており、韓国の活動の影響を受けていることを示している。

70年代から80年代にかけて韓国では強権政権への抵抗と、民主化を求めて、民衆と政府との対立が激化
していた。そこでは暴力的なデモも頻発しており、死者も多数出ていた。特に1980年５月18日から10日間
に及んだ「光州事件 ４）」は民衆に深い傷と、暗い記憶を残している。70年代、韓国全土にあるほとんどの
大学で「タルチュム研究会」が発足し、「タルチュム」ルネッサンスが広がった。学生たちは民主化運動、
労働運動の展開と呼応し、現実を風刺したタルチュムを、大学の学生集会などで上演した（山口 2014）。
この運動は学生から労働者たちによっても受け継がれていく。そして80年代から「マダン劇」という言葉
が一般的に使われるようになり、「タルチュム」ルネッサンスは「マダン劇」と呼ばれるようになった（久
保 1981）。70年代に起こった「マダン劇」運動は80年代に入り、やはり学生を中心に活発化した。そこで
は「西欧化された文化に反対し、伝統の意味を生かす文化の民衆志向性と共同体性を強調し、対抗文化を
発展させ」（権 2006：57）、マダン劇（野外演劇）やタルチュム（仮面劇）などが行われた。これらは「運
動参加者たちの運動家としてのアイデンティティのみならず、デモ文化を形成する上で大きな役割を果た
した」（権 2006：57）のである。

この70年代から80年代にかけてのちょうど狭間である1981年に、『仮面劇とマダン劇―韓国の民衆演劇
―』が日本で出版された。そこには韓国の現状と、民衆文化運動における「マダン劇」の役割が記されて
いる。在日の人々によって日本で発足された「マダン劇の会」は、この本との出会いによって生まれた。

「このパンフレットの書き出しは『韓国のマダン劇運動に熱い関心をよせる私たちが最初の集まりをもっ
たのは云々』となっているが、具体的には、その前年に出た『仮面劇とマダン劇』（晶文社刊）との出会
い、が前提としてあったのである」（粱 1985：45）、と述べている。「マダン劇の会」のほとんどの人は実
際にマダン劇を観たことがなかった。ただ韓国で起こっている状況を知り、自分たちも韓国で生じている
葛藤を共有し、自分たちの中に眠る民族性を呼び起こそうとしたのである。彼らのもつ葛藤がそこにリン
クしたのかもしれない。自分たちの居場所を求め、作り上げようとしている韓国の若者と、日本での居場
所を求める在日２世・３世たちが、韓国・朝鮮文化の中にある身体（性）によって結びついたのである。

以上のことから、民族文化運動に向かった要因として、彼ら／彼女らの中で構築されている身体性と韓
国朝鮮の楽器の音色やリズム、動きが共鳴したこと、そして韓国の民衆文化運動の影響が確認できた。

Ⅲ．在日コリアン２世・３世たちの生野民族文化祭

1．在日コリアンたちが暮らす生野
大阪は在日コリアンが多く居住している町である。その中でも特に大阪市生野区は、「外国人登録者数総

数上位100自治体（2011年12月末）」で新宿に次ぐ２位となっている。新宿区はニューカマーと言われる
人々が多いが、生野区はほとんどが在日コリアン、それもオールドカマーである。生野区のなかでも猪飼
野には多くの在日コリアンが居住しており、そこに住み始めた在日１世の出身地はほとんどが済州島であ
る。戦前より、大阪と済州島をつなぐ航路があり、大阪にいる親族等を頼って出稼ぎに来ていた在日コリ
アンが多く存在する。戦後、経済基盤が祖国にはなかったり、祖国が混乱していたりという理由から、帰
国はせず定住するに至っている。そんな在日コリアンが多く在住している生野は、かなり特殊な空間を作
り出している。
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「大阪の生野やったら、キムチのにおいがして済州の方言が聞こえてきて、それが自然なかたちであるか
ら、正であれ負であれ朝鮮をイメージするのね。もちろん東京の方にも似たようなところはあるけど、生
野ほどの生活くささがあらへん。」（太田 1987：68）

「生野やったら、ちょっと歩いたらキムチが売ってて、ニンニクが置いてあってというふうに、自分が朝鮮
人であることから逃れられへん感じ」（太田 1987：86）

「猪飼野 ５）で迎えた朝は、朝鮮語で目が覚めたんよ。安アパートやから、隣も下も話し声がよく聞こえる
やろ。一瞬、ここはほんまに日本かな、て思った。（中略）猪飼野は日本の朝鮮や。」（太田 1987：93）

これらは生野で生活をしている在日２世・３世たちが語った生野である。生野の特殊な空間が、ここで民
族文化祭を開催するに至る要因の一つである。ここで育った在日２世・３世の中に、韓国朝鮮的な身体技
法やハビトゥスが形成される所以がわかる。

「初めてこの商店街を歩いたとき、異空間に迷い込んだような気分になり、ココハ本当ニ日本ナノダロウ
カ？と思ってしまった。いろんな種類のキムチ、朱色もあざやかな唐辛子の粉、名も知らぬ魚の干物、銀
色に輝く祭祀（チェサ）用の食器、きらびやかな民族衣装の布地・・・。」（太田 1987：133）

この語りは生野でフィールドワークをした太田の言葉である。生野の異様な雰囲気に驚きと魅力を感じて
いる。

在日２世・３世たちの独特な身体技法構築には、特にこの生野の環境の影響が大きいのである。この生
野という場所は、在日２世・３世にとって、韓国朝鮮の民族性を受け継ぐのに必要な場所だったのである。

2．在日コリアン2世・3世たちの「生野民族文化祭」
1983年から2002年まで行われた「生野民族文化祭」は、在日２世・３世が中心となって開催された祭り

である。この文化祭は毎年秋に、生野区の公立小・中学校の校庭を借りて行われた。この文化祭を開催す
る契機として、失われつつあった若者の民族的自覚を養うことが挙げられる。また前述したように、朝鮮
半島が南北に分断したことにより、これまで「民団」と「総連」というかたちで、在日の中でも南北対立
が持ち込まれており、民族的連帯を妨げられていた。それを克服するため、「ひとつになって育てよう　民
族の文化を！　こころを！」というスローガンのもと、民族の連帯感を作り出すことを目的にこの祭りは
じまった。

この文化祭開催には様々な苦労があった。在日社会内部の対立もそのひとつであるが、もう一つ障害と
なったのが、地域に住む日本人からの反発であった。第一回目は公立小学校の校庭で行われた。その小学
校の児童数の約75％が在日コリアンの子どもたちで占めていたということもあり、この場所での開催を実
行委員側は強く望んでいた。しかし、どうにかその小学校で開催したものの、その後抗議の電話が殺到し
た。翌年、そこでの開催は困難となり、紆余曲折あり、近隣の公立中学校を借りるにいたった。それから
は粘り強い交渉によって、地域の恒例行事として浸透し、徐々に反発の声は聞こえなくなった。ここには
在日の人々を地域住民としてみていない日本の人々の感覚がみられる。金もこのような日本人の反発は、

「在日朝鮮人も同じ地域住民であるとの感覚がほとんどないところからきているように思われる」
（金 1985：32）、と述べている。また文京洙（2005）も、70年代から80年代半ばの「日本の『市民社会』
は、異質な他者がともに地域社会をつくりあげるという想定を明らかに欠き、私たち在日朝鮮人は、依然
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として、地域社会の『異物』として、『同化』か『異化』かの択一的な生を余儀なくされていた」（文 2005：
270）と述べている。様々な境界を生きる彼ら／彼女らにとって、「同化」も「異化」もしっくりとくるこ
とではない。生野民族文化祭以降の在日コリアンたちによる祭りは、「共生」をテーマにしたものが多かっ
た。しかしこの生野民族文化祭はそうではない。なぜなら、彼ら／彼女らにとってこの生野民族文化祭に
よって成さなければならなかったことは、自分たちの独特な身体性をともなった、新たな文化、民族性を
創造することであった。それを物語っているのが、この文化祭で披露された「マダン劇」などがオリジナ
ルであったこと、また自分たちの本当のルーツである済州島の文化を持ってきたのではなく、70年代韓国
で起こった民衆文化運動の際用いられたものを模倣している点である。これは単なる伝統文化の伝承では
なく、在日コリアンとしての文化を創造したと捉えることができる。在日２世・３世にとって生野民族文
化祭はそれほど大きな意味をもっていたのである。

3．生野民族文化祭からみる身体―身体と民族文化との共鳴
この生野民族文化祭は、「一定のリーダーシップのもとに、『民族文化』の個々の要素を統合し、さまざ

まなグループを連結することによって構成されている。」（飯田 2002：322）「マダン劇の会」をはじめ、民
族学級の活動や、朝鮮文化サークルなどでそれぞれが学んでいた民族文化（舞踊や音楽）を、生野民族文
化祭で集結させたのである。そのように、在日２世・３世が自分たちの文化というものを模索しながら
行っていた活動という小さな点を、ひとつの大きな起点にしたのが、生野民族文化祭だったのである。こ
のことから、自分の中にある身体を自覚し、民族性を確立しようとしている人が大変多くいたことがわか
る。本国に１年から２年留学し、帰国後、身に付けた舞踊や楽器を民族学級で子どもたちに教えるという
若者も、祭りの参加者、実行委員には多くいた。

そんな一人に李栄汝さんがいる。彼女は民族学級で朝鮮半島の言葉や文化を教えている。生野民族文化
祭に彼女の教え子も多く参加している。

「（生野民族文化祭の農楽パレードに参加している）子供たちにとって、自分が住んでいる街で自分が朝鮮
人であることを全面に出すのは、このときが初めてなんです。みんなが小鼓（ソゴ）を鳴らしてパレード
をしながら、全身でしゃべってるんです。『私は朝鮮人や。チマチョゴリを着てるんや。これが朝鮮のリズ
ムや』って。」（太田 1987：23）

これまで構築されてきた身体と、生野民族文化祭での農楽のリズムとが共鳴し、子どもたちが民族を自覚
していく過程を捉えている。｢こんな気持ち、初めてや。｣（太田 1987：23）と言う子どもの言葉からも、
それは読みとれる。

「練習を重ねるたびに自分が朝鮮人であることに目覚めていくのである。」（金 1985：33）

約30名の若い女性が踊る民族舞踊「扇の舞」の練習風景や、本番を見ていた生野民族文化祭実行委員長の
金徳煥さんの語りである。これは彼女たちだけでなく、彼自身も彼女たちの様子を見ながら、自分の中に
ある韓国朝鮮の身体性を確認しているのである。また彼は次のようなことも語っている。

「私の頭には二〇年以上も前、私のハラボジ（おじいさん）が大きな旗を持って、それに続いて原色の鮮や
かな衣装、賑やかな楽器の農楽隊の列が街中を練り歩いていた光景が蘇った。（中略）農楽隊の光景が自分
自身の自覚とは別に、知らず知らずのうちに私の民族的なこだわりとして存在していたのだろう。」
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（金 1985：31）

彼が祭りにこだわったことへの理由を述べている。この語りから、在日１世からの影響が大きいことがわ
かる。このハラボジの行動に対し、当時の彼は否定的であった。それは周りに自分が韓国朝鮮人であるこ
とを知られないように、自分の身体を抑圧しなければならなかったからである。しかし、生野民族文化祭
を開催することを選んだ彼は、自分の中の抑圧された、在日１世たちから受け継いだ身体、また新たに在
日として構築された独自の身体を解放することができたのである。

「そこには（生野民族文化祭の農楽パレードには）解放された人間の喜びがあり、彼らの笑顔に余分な言葉
は不必要である。」（金 1985：33）

「日々厳しい日本社会に埋もれがちな私たち在日朝鮮人が、朝鮮人として民族的自覚を持って生きるため
の一つの目標として生野民族文化祭が成長していくことを願う。（中略）新たな『生きるべき道』がそこに
生まれてくるだろう。」（金 1985：34）

彼ら独自の民族性と身体性をはらんだ新たな文化を、彼らは創造しようとしていたのである。また、前の
章でも出てきた呉千恵さんは、生野民族文化祭でのことをこう語っている。

「ジャズでもなく日本の歌謡曲でもない、まぎれもなく朝鮮の農楽のリズムに体を合わし動かすことで、自
分を見いだそうとしている姿・・・」（呉 1985：61）

「まだ見ぬ祖国の人々が愛し育んできたといわれる楽器を手にとり、これは私のものであるのだと、がむ
しゃらに奏でる音や踊りは、まさに自己否定の過去と決別し新しい生へと飛び立とうとする胎動の音（省
略）」（呉 1985：61）

このように、身体に刻まれていた民族文化というものが、民族舞踊、音楽を通して喚起し、「これだったん
だ！」という気づきへと、民族の自覚へと変化していった。日本で生まれ育ちながらも、体に染みついて
いる日常のしぐさや動きが、知らぬ間に韓国朝鮮文化の身体表現と共鳴し、民族を自覚することができた
のである。生野民族文化祭に参加した人々の語りの節々にその様子が窺える。

以上のように、生野民族文化祭から在日２世・３世たちがもつ身体をみていった。そこから彼ら／彼女
らの抑圧されてきた身体が、この生野民族文化祭によって解放されている様子が窺えた。日本やコリアン
的な身体ではない、在日１世から受け継いだ身体と日本社会の中で構築された身体が合わさり、在日２
世・３世たち固有の身体となっていること、また本当のルーツではない文化を受容しており、70年代から
80年代に韓国で起きた民衆文化運動で行われたものの影響は受けてはいるが、そのまま展開していないこ
とから、生野民族文化祭は彼ら固有のものとなり、民族の自覚を越え、自分たちの身体技法をくり広げら
れる新たな文化として創造されたということが考察できる。

Ⅳ．おわりに

彼ら／彼女らはなぜ身体表現へと向かったのか。それは、彼ら／彼女らを取り巻く環境、社会状況が影
響していた。また、言語の問題や、彼ら／彼女らが様々な境界を生きているということ、そして80年代と
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いう時代が、在日２世・３世の人々を民族文化運動、身体表現へと向かわせたのである。そして、在日２
世・３世の中には、日常から獲得された独特の身体技法が形成されており、それが朝鮮のリズムや音楽、
また表現における身振りなどと共鳴し、彼ら／彼女らが求めていた民族の自覚へと繋がっていった。また
それらを言い換えると、境界に生きる中で生じた葛藤により、これまで抑圧されていた在日コリアン２
世・３世の人々の身体が、身体表現を通して解放されていった、ということになる。そしてそれらは在日
１世たちから受け継いできたものであり、そこには身体の連続性をみることができた。

80年代、在日２世・３世が展開していった生野民族文化祭は、飯田も検討が必要であると述べていた
が、政治的な運動への行き詰まりから起きた運動ではなく、別のベクトルで展開された運動である。彼ら
／彼女らが民族性を確立することが、この80年代に求められており、その際自分たちの身体が、より自分
たちの民族的な部分を構築していたことを、韓国朝鮮の舞踊やマダン劇などを通して意識しはじめた。生
野民族文化祭はその散らばっていた身体表現を、一つに集め、大きなエネルギーに変えた運動であった。
日本社会への対抗意識は根底にあるが、何よりも自分たちの民族性を確立することを目的とし、文化創造
の役割を担っていたのである。彼ら／彼女らにとってこの生野民族文化祭は、その後の在日コリアンたち
の状況を大きく変え、また80年代、90年代、そして今を生きる在日コリアンひとりひとりの状況を変えた
実践であったのである。

本稿は80年代を生きた在日２世・３世の語りから、身体に着目し論じたが、これは彼ら／彼女らの一側
面でしかなく、捉えきれていない部分が多いことは筆者自身も認識している。しかし、ここで強調してお
きたいのは、身体というものが人々の実践の中で重要な役割を担っているということである。意識されて
こなかったそれぞれの身体技法が、生野民族文化祭では意識され表出しており、抑圧されていた身体が解
放された。それにより彼ら／彼女らのアイデンティティともいえる何かが、自分たちの中で形成されて
いったのである。それは身体なしには形成され得ないものであった。この身体とアイデンティティとの関
係性については、より深い考察が必要であるため今後の課題としたい。

【注】
１）在日韓国・朝鮮など様々な表現が用いられているが、ここでの在日コリアンは国籍が韓国・朝鮮・日本すべてを包括す

る総称として用いている。また省略して在日と表現している部分もある。
２）［飯田 2014］
３）ここでの在日２世・３世は、生まれも育ちも日本である在日の人々を指す。
４）朴政権崩壊後、韓国南西部にある光州で1980年５月18日から27日の10日間くり広げられた抗争。その後、強権政権であ

る全斗煥政権が誕生。民間犠牲者189名（戒厳司令部発表より）にものぼった。
５）もともと猪飼野と呼ばれていたが、73年にいくつかの新しい町名に置き換えられ、現在では在日の人々が多く居住して

いる地域を、総じて生野と呼ぶ人が多い。
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