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第 1章              はじめに 

 

第1節  本研究の問題意識と目的 

 

日本と朝鮮半島の文化的交流には深いものがある。長い間、朝鮮半島から日本へ、近代

以降は日本から朝鮮半島へと文化が流れて行った。1998 年 10 月 28 日、故金大中大統領の

韓国における第一次韓日大衆文化解放発表以来、相互の国民交流、文化交流の時代を迎え

た(1)。日本での「韓流ブーム」という流行語にみられたように、相互の音楽、映画、テレ

ビ、ドラマ、アニメ、漫画をはじめ、さまざまのポップ・カルチャーを含む国家の枠を超

えた交流がとくに若者の間で格段に進んでいる。 

経済協力開発機構(Organization for Economic Cooperation and Development: 

OECD)によると、日本から韓国への留学生(2年制大、4年制大、修士課程)は、1998年には 

418 人であったが、2008年には 1062人になった。日本学生支援機構などによると、韓国か

ら日本への留学生(高専、専修学校の専門課程、短大、4年制大、修士・博士課程)は、1984

年の 2165人に対し、2010年には 2万 202人になった(2)。日本政府観光局調べによると、2010

年の訪日外国客の国・地域別割合は韓国人が一番多く、全体(861万人)の 28.3%を占めてい

る。  

日本人に対する疑念ともいうべきものを、いまだに払拭しきれていない韓国人も少なく

ないなかで、このような量的・質的交流の急増という現象は、潜在的に、日韓の国民が互

いに開いた社会を強く求めているということの現れであろう。近年の日韓の識者らによる

「東北アジア共同の家」という構想も、そういった日韓相互の新しい関係を模索する動き

として注目されるようになっている(3)。 

歴史的経緯により朝鮮半島から日本に定住するようになった「在日」(本稿では、韓国籍、

朝鮮籍、あるいは帰化によって日本籍を取得した人々も含め、朝鮮半島にルーツをもつ人々

のことを「在日韓国・朝鮮人」と呼び、「在日」と略称する)は、現在約 56万 6千人いると

いわれている。「在日」1 世は民族文化を内在化した後に来日し、生きていくために日本社

会への同化につとめた。現在は 2・3・4世が主流をなしているが、1世により近い 2世はと

もかく、3 世・4 世になると言語を含め民族文化との乖離も進み、「在日」若者の日本社会

における自己アイデンティティ確立のための方向性も多様化してきている。しかし、彼ら

のアイデンティティ確立のための環境は、必ずしも好ましいものとは思われない。 

1世にとっては、異国の地で、朝鮮の古びた生活様式を固持し、それを貫くことで生きが

いが持てた。2世は日本で生まれ、日本語を生活語としながら日本社会に慣れているように

みえるが、「半日本人」として内面的な葛藤を抱えて生きてきた(4)。しかし、多くの 3世・

4世になると、母語は日本語となり、また「昔話は辛いから孫には聞かせたくない」という

祖父母らの気持ちから、歴史的事実を知らされることもなく成長することになる。 
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そして、朝鮮半島における近代的なものの多く(特に文化的な面)が、日本というバイアス

を経て朝鮮に流入し、朝鮮の人々の内面を築きあげるに至ったという経緯がある。そのた

め依拠すべき民族伝統も、植民地時代に醸成された内面的残滓と区別つけがたくなってい

る。 

また、経済的に豊かになった日本社会のなかで、「在日」にとっての環境は従来のような

目に見える否定的な環境ではなくなったが、自分が周囲と違うという日本社会の視線を内

在化することにより、却って、「在日」若者はアイデンティティ模索に困難な状況に置かれ

ている。 

 従来、「在日」若者にとっての選択は、概ね、日本社会への同化かあるいは民族意識の強

化といった二律背反的なものであった。しかし、東北アジアが大きく変化しつつあるとい

う状況下では、「在日」若者のアイデンティティ模索の方向には、もっと多様で、もっと外

へ向かって開かれたものもあるのではないかと思われる。 

このような近年の社会的・地域的動向に照らしてみる時、「在日」の新しいアイデンティ

ティ確立の可能性がみえてくる。過去の時代を思い起こしてみても、いつも時代が大きく

変化するときは、精神的な新しい支えのようなものが芽生えてくるものである。日本と朝

鮮半島(大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国)の間では、困難な状況も存在するが、「在日」

の存在はこの東北アジア地域に欠かせない重要な存在となりうることが想定される。 

 本研究では、新しい状況下での「在日」若者のアイデンティティ確立の状況を、新しい 

タイプの「きざし」に注目しながら、インタビューと九分割統合法絵画を用いて調べる。 

また、日本と韓国の若者が、お互いに相手国に対して抱くイメージは、「在日」若者のアイ 

デンティティ確立に今後ますます大きな影響を与えるようになると思われるので、日韓の 

若者のイメージ調査もあわせて行なった。 
 
第 2節  本研究の構成 

 

 第 2 章「アイデンティティ形成に関わる歴史的認識と言語」では、インタビュー調査に

より、「在日」若者のアイデンティティ形成に関係する要因のうち、基本と思われる歴史的

認識と民族語の視点から、彼らの現状調査を行なった。調査対象は 10 名(韓国籍 9 名、朝

鮮籍 1名)であったが、インタビュー調査にも協力的で、彼らの日本社会で生きる現状が言

葉の端々によく読みとれた。ほとんどの若者の歴史認識は乏しいものであった。安定した

アイデンティティが確立していることが感じられる被験者は、留学あるいは民族学校で民

族語を習い、民族文化に接した者である。民族語を含む民族文化が「在日」若者アイデン

ティティ確立にとって大きな役割を果たすことがある程度確認できた。 

第 3章、第 4章「九分割統合絵画法によるイメージ」分析 1、2は、九分割統合絵画法を

用いて「在日」若者の自己イメージと日韓の大学生の相手国に対するイメージを調査した

ものである。「在日」若者がどのような自己イメージを持っているかは、どのような自己ア
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イデンティティを形成してきたか、あるいは形成していくかに関わってくる。第 2 章のイ

ンタビュー調査で明らかになったことを更に解明するために、九分割統合絵画法を用いる

ことにした。 

九分割統合絵画法は、森谷(1986,1987)によって開発されたもので、臨床心理学の領域で

は広く用いられている方法であり、社会心理学的調査の分野でも有効に活用されている。 

この手法を用いると、被験者はさほど心理的抵抗感を持たずに内部のイメージを表現す

ることができ、更に、調査結果を質的分析の手法を用いて考察することができる。また、「在

日」若者をより深く理解するために、日韓の大学生の調査もあわせて行なった。その際、

言語の使用による親近感および理解(「在日」若者の場合は民族語が、日韓の大学生の場合

は相手国の言葉)が分析過程に影響することを予測して、それぞれグループ分けをして九分

割統合絵画を収集した。第 3章、4章に共通してみられることは、日韓の大学生の互いの文

化に対する高い関心度であり、このことは、日本と朝鮮半島の潜在的な親密さを表わして

いるものと考えられる。また相手国の言語の理解は(特に韓国の大学生の側では)文化的関

心の質を深め、相手国に対するイメージをポジティブなものに変えるということがデータ

としてはっきりと示された。 

「在日」若者に関していえば、朝鮮学校出身者・日本学校出身者ともに、日本社会にお

いて自己アイデンティティ確立のために苦悩しているのがみえてきたが、朝鮮学校出身者

は民族文化なども含め同胞社会により関心を示しているが、日本学校出身者は枠にとらわ

れない個人的な生き方を選んでいるのが読み取れた。 

第 5章では、本研究で得た結論と今後の課題、そして本研究からの提言について述べる。 

 

第 3節  本研究の意義 

 

従来の「在日」若者の研究において、日本学校出身者と朝鮮学校出身者といった民族的

な教育の背景を異にする「在日」若者のアイデンティティ形成の状況を、同じ枠内で検討

した研究は、これまでの先行研究では見当たらない。福岡・金(1997)が述べているように、

成長過程における民族教育の経験が民族的な肯定感を生みだすものであるなら、そしてそ

れが「在日」若者のアイデンティティ確立にとって重要な要因であるなら、本研究の試み

たアプローチの意味は大きいだろう。 

なお本研究においては、「在日」若者の自己イメージを、九分割統合絵画法を採用して

調査した。九分割統合絵画法は、心理療法の領域で被験者の内部のイメージを引き出し、

それを自覚させる手法として開発されたものであるが、近年では社会心理学的な調査手法

としても注目を集め始めている。本研究では「在日」若者の微妙な心理的状況を測定する

ためにこの手法を採用したが、九分割統合絵画法の適用事例がまだ少ない段階において、

本研究は、具体的な実施例として、九分割統合絵画法が社会心理学的分野の調査手法とし

て定着していく上で何らかの貢献をなすものであると考えられる。 



6 
 

第 2章     アイデンティティ形成に関わる歴史認識と民族語【研究 1】 

 

第１節  研究目的と方法 

 

Ⅰ 研究目的 

 「アイデンティティ形成は、乳児と親との微笑の交換のような相互調整に始まり、成人

期以降も親密性や世代継承といったことをめぐって生涯続いていくプロセスである」とい

う。しかしながら、「アイデンティティ形成にとって、決定的に重要な時期は、子供期と

成人期の間に位置し、学校生活から労働生活への移行の時期にあたる青年期である。青年

期に問題となるのは、他者への見え方を意識しつつ自己を定義することであり、これまで

習得してきた技能や役割を現在の時代状況に関連づけることであり、日常生活を将来につ

なげていくことである」という(5)。 

このような点から、本研究ではアイデンティティ形成にとって重要な時期にある青年期

の「在日」若者(主に 3世・4世)に焦点をあてて進めていくことにする。 

ある在日朝鮮人の識者が、「在日」の民族的主体性をいう時、朝鮮語・朝鮮歴史の学習が

重要な意味を持つことはいうまでもないと述べている(6)ように、本章では、「在日」若者

のアイデンティティ形成にとって基本であると思われる歴史認識と言葉(民族語)の側面に

おいて考察する。 

まず、「在日」若者の置かれている一般的な状況を先行研究により紹介する。 

原尻(1997)は、「在日」は日本に住まざるを得ない存在であり、すでに日本社会、地域社

会のメンバーであるという。しかし、多くの日本人にとって日本社会の構成員であること

は自然に受とめられるが、「在日」にとってはそうではない、という見方もある(梁 2007)。   

姜(2008)は、「「在日」は他の定住外国人や民族的少数者と違う、極めてデリケートな位

置に置かれているとも言える。そのことが逆に、「在日」が自分たちに特殊なアイデンティ

ティを与えようとする動機にもなってきた」。そして、「そうしたいびつな関係は、「在日」

にさまざまな制約を課することになった」 という(7)。 

そして、そういった問題を解決するために、以前では同化か民族意識の強化という二者

択一的な態度がとられたが、同化に関して中島(1994)は、従来は、特に文化的同化が倫理

的に忌避されたため(戦前の日本の皇民化政策などによって文化的同化が強制されたこと

への怒りや反発による)、帰化等による社会的同化も否定的にみられたが、3 世・4 世にな

ると状況はかなり変化していると述べている(8)。 

また、朝鮮半島に根を持って日本社会に住んでいるが、「すくなくとも世界人、地球人で

あることは間違いない。そう考えれば、別に日本人であろうがアメリカ人であろうが、そ

んなことはどうでもいいのではないか。むしろ日本人の気づかないことにも気づく、韓国

人、朝鮮人の気づかないことにも気づける。ある意味ではそういう悩みを持ってきたもの

ですから、それを克服しないといけないという、当然パワーとか創造性を持った存在とし
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て、何か世界に発信していかないといけないんじゃないか、という形で私なりには思って

います」という方向性を探る「在日」若者も出ている(9)。 

原尻も、「在日朝鮮人が自分を「自由人・国際人・その他」で認識するケースが増加して

いる」といい、従来の民族という枠組みが個を抑圧する機能を果たし、集団的アイデンテ

ィティが誇示されていたと述べた上で、今の世代は、“個人としてのアイデンティティの尊

重”が主張され、「在日朝鮮人としての自分ではなく、「個人としての自分」をみてほしい、

と感じる世代である」と述べている(10)。 

朴(2008)によれば、「在日」若者の 6割は「韓国・朝鮮籍のまま、在日コリアンとして生

きる」と考えている。民族的な生き方を模索する新世代の半分以上が、自分たちを「本国

と異なる韓国・朝鮮人」と考えていることは興味深い。このように多くの「在日」若者は、

日本国籍を取得するしないにかかわらず、在日コリアンとして民族的な生き方を模索して

いる。しかしながら、柳(2008)は、「今日の「在日」に見て取れるのは、韓国籍を有しな

がらも韓国への帰属意識に欠け、つまり外国籍を有しながらも外国人意識に欠けるという、

アイデンティティと帰属(国籍)の間のずれであり、このずれが「在日」を不透明で説明し

にくい存在に仕立て上げている」といい、在日コリアンとして民族的な生き方を志しても、

民族語、伝統的民族文化の面で、「在日」若者には、困難な問題があるのではないかと危惧

している。 

以上、「在日」若者の置かれている状況を概観したが、次に歴史認識と民族語、あるいは

民族教育について述べる。 

歴史認識に関して姜(2008)は、歴史はアイデンティティの拠り所になるとした上で、「「在

日」について言えば、日本人に限りなく近く、しかし「非日本人」にとどまるという微妙

な距離感が作られているのである。自分が「在日」であるという意識に、苦しめられてい

るならば、歴史についてのきちんとした認識を持つこと。そうすることによって、民族概

念に絡んだ問題は、かなりのところまで解決されるのではないかと思う」と述べている。  

また、徐(2010)は「たとえ何世代が過ぎようとも、日本社会で生きる「在日」にとって、 

自分とは何かという問いから解放されることはないだろう。自分とは何かという、この避 

けられない問いに答えようとすれば、歴史を、それも既成の教科書に書かれた歴史ではな 

く自分たち自身の歴史を振り返ることが、どうしても必要であるはずだ」と提起している 

(11)。 

黒坂・福岡(2008)が述べているように、「「在日」が「在日」でいるために、自分自身の 
アイデンティティを確立するためには、「在日」の原点、歴史を知るのはなにより大事な問

題である」。 
桂川(1990)によると、民族語に関して尹健次は、「母国語を話せなくなってきている在日

の若い世代のなかで、「民族とはなにか」を考え、苦悩し、その末に出した見解にはリアリ

ティがある。「民族」という概念は、「本国」に帰属するのではなく、すでに「ジャパナイ

ズされている」在日の現実から出発するものなのである。 
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「在日」が朝鮮人としての民族的アイデンティティを確立しようとする限り、「在日」の歴

史を共有するだけでなく、やはり朝鮮民族の共通基盤である母国語の学習をゆるがせにし

えないのは当然である」と述べているという。 

斎木(2000)によれば、「在日」の家庭での母国語使用状況をみると、全体では「母国語が

多い」4.1%、「日本語が多い」52.7%、「日本語のみ」42.3%となっていて、95%の者が家庭で

は日本語を使っているという。  
中島(1994)は、「言葉は一旦失われると復元は困難であり、取り戻すためにはかなりの努

力が必要になるといい、一般にマイノリティにおける民族文化やアイデンティティの伝達

には、家族の役割が大きいという。在日韓国・朝鮮人の場合は、家庭における言語や生活

様式の日本化がかなり進展しているとみられている。家庭内での言語の使用状況は、各種

調査結果から見ても、多くの家庭では日常的に日本語が話され、そこにいくつかの母国語

の単語(料理名や生活道具、親族呼称など)が混じるようである。また、日本の学校に子ども

を入学させる親は、何らかの意味で日本社会でのライフチャンスを求めている。朝鮮学校

を選ぶ理由は、韓国・朝鮮人としての文化的志向性と在日社会での同胞との結びつきを重

視する社会的志向性によるものである」と述べている。 
一方、康(2005)は、「在日」の母国語アイデンティティが曖昧になっている理由につい 

て、初期の移住者である両親が次世代に対して母国語教育に関心を寄せる余裕が無かった

という理由も大きく作用したという。「在日」の言語アイデンティティに対する 2 世・3 世

の悲観的な反応は、「在日」の家庭における韓国語の使用態度とも無関係ではないといい、

「母国語と母語アイデンティティ等について教育を受けられなかったために、自分たちを

日本人として認識し、日本人として生きたがっている。在日韓国人の社会は中国同胞と違

い、速い速度で日本語に転換していることが出来た。在日韓国人社会の日本語への転換を

牽引する心理的要因は、在日韓国人の同質感と結束力の弱化、そして民族的劣等感が作用

していることを確認することが出来る。このような心理的要因は、両国間の歴史的、政治

的環境から生じ、在日韓国人の構成員を急速に日本に統合させている」と述べている。 
民族教育に関して、小田(1989)は、民族教育は先進国において、ひとしくその必要性、 

重要性が認められているといい、「民族教育は『人間回復』『民族魂』の再生をはかるもの 
である」といい、「在日韓国・朝鮮人の親・子どもが民族教育を要求した場合、教育に関す 
る地方自治の原則上当該地域住民の要求に応じた学校教育がなされるべく、民族教育、子 
どもの人格形成、自我確立に資するものとして保障されねばならない」と言及している。 

しかし、民族教育について康(2007)が、「『在日韓国・朝鮮人』の子女の圧倒的多数が、

日本の公立学校において義務教育を受けているが、それは、現実には、民族学校がいわゆ

る学校教育法に定める正規の学校として認可されておらず、大学受験資格等の問題や、助

成対象外であるために経済的負担が大きい等の問題が大きな理由の一つである」と考察し

ているように、「在日」の子女の大多数は、日本の公立学校において教育を受けている。 
また、「在日」の民族教育について朴(2002)は、以下のように説明している。 
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「「在日」の民族学校は朝鮮半島の分断や日本における組織の分断により、韓国学校と民

族学校の二つに分離され、それぞれ独自に運営されるようになった。在日韓国学校は 4 校

で、現在、建国小・中・高等学校、金剛学院小・中・高等学校、東京韓国小・中・高等学

校、京都韓国中・高等学校で、合わせて、小学校 3 校、中学校 4 校、高校 4 校となる。建

国学校と金剛学院は学校教育法 1 条校として認可されているが、東京韓国学校及び京都韓

国学校は、学校教育法 83条校の各種学校となっている。朝鮮学校は、2000年現在、初級部

(日本の小学校にあたる)66 校、中級部(日本の中学校にあたる)43 校、高級部(日本の高等

学校にあたる)12校、大学 1校で、日本全国に 122校があり、そのすべてが各種学校として

認可されている」。「在日」子女の民族教育を担う民族教育は、このように韓国学校と朝鮮

学校の 2 つに分かれているが、韓国学校の一部が教育法 1 条学校として認可されているだ

けで、民族学校のほとんどを占めている朝鮮学校は各種学校の扱いになっている。 

これは、「民族学校が学校教育法の認可 1条校の認可を得た場合は、日本の「定住外国人」

として、日本語を「国語」として学ばざるを得ない」。そこで、「国家と国民が一致しない

という「国語」概念の矛盾が生じる」からである。しかし、「日本語」の場合、「学校教育

法が定める「国語」としてではなく、「在日」児童・生徒の第 1言語として意味を持ち、定

住国である日本生活に適応させるため「現地語」としての教育」が行なわれていると考え、

そして、「民族語」教育は、「「在日」の失いつつある「母国語」能力を確保するとともに、

民族的なアイデンティティを自覚させるための教科として意味を持っている」と、各種学

校としての民族学校の役割について考察している(12)。 

しかし、金(2001)は、民族教育は「在日」が民族権利として確保すべき民族的課題であ

るが、「民族学校というのは、30 年前も今も、学校教育を必要とする数の 2 割を超えたこ

はありません。それどころか年を追ってその比率もじり貧の状態すら現出しています。こ

のような状況は、いま改めて民族教育のあるべき姿を問いかけているとも言えましょう。

片寄った民族像しか描き出せない現今の民族学校が、在日子弟達への欠落した“教育”を

担っていると思い込んでいることもまた、日本の学校の比重を必要以上に高めている「在

日」の見逃してはならない負性の要因です」と述べている(13)。 

そして、金(2001)は、民族学校の役割を、「自己をくらまさずに<在日>を生きることが自

分の国の展望に繋がるのだということが知らされるなら、差別に押しひしがれるような在

日世代にはならないだろう。未だまみえたことのない自分の国、北と南を同視野に収めう

る立地条件を意志して生きること、成長過程にいる在日朝鮮人三、四世たちのまなこに、“朝

鮮”はあくまでも純一なものとしてあらねばならないものである。そのためにはなにより

も、分断の実情が公正に提示されていることこそ、重要なのだ。少なくとも提示する側の

思惑によって、南北の質量が左右されてはならないのである。この厳正な提示を自主的に

収めうる意識が、幸いに学業過程で培い得たならば、やがて北側か南側かに立つ自分を、

自分の意思で決めるだけの人間に、この世代達がなっていくだろう。 
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それも相違が拒絶でないところで、進んで違いをさらけ出すことによって違いを結び合わ

すという力学を、この未知数の世代達はきっと創り出さずにはおかないはずである」と述

べている(14)。 

また、伝統的民族文化に関して、坂井(1995)は、「韓国では、儒教的な倫理観や「伝統社

会」から続く価値観が現在も生きていることが確認できるし、これからの社会進化の構想

に於いても、そうした伝統回帰の中に新たな方向を見出そうという議論もある」という。 
中島(1994)の民団青年会調査によれば、「チェサ(祭祀)の存続が家庭における民族教育の

中心を占めているといえ、チェサを実施していない家庭や一度も参加したことのない若者

は１割に過ぎないという。チェサの実施に伴って、宗教観はもとより、クンジョル(大礼)
などの儀礼、年功序列のような規範、食文化など、民族的な生活様式や価値観が伝達され

るようになる。チェサは民族的な宗教儀礼であるが、「在日」の場合にはそれ以上に親族間

の交流と民族的アイデンティティの共有、民族教育の場として機能している」と述べてい

る。 
李・田渕(2005)は、「在日」児童の保護者の活動に関して、「歴史学習は驚きの連続であ

った。地理的に外敵から侵略されるだけの弱小民族というイメージから、固有の歴史と文

化を発展させてきた独自の民族であるというイメージに一変した。同時に民族楽器や踊り、

韓国料理の民族文化講習会も開いた。民族文化との出会いも、われわれ保護者を勇気づけ、

民族への「誇り」を育むのであった。朝鮮民族のこのような豊かな文化にもっと早く出会

っていたなら、民族的な劣等感や虚無感に陥らなく成長できたという後悔と喜びがない交

ぜになった感動であった。そのような活動を通して、子どもたちの教育問題の主体者とし

て、力を集結する必要性を自覚していった」と述べている。 

梁(2010)は、「「在日」のアイデンティティは、固定的な志向性のような類型に必ずしも

適用できるものではない。また、日本か祖国か、あるいは同化か民族かという二項対立で

も括れるものではない。むしろ当事者のアイデンティティはそれらの志向性や境界を往来

する可変的存在である」という。また、彼の行なったインタビューの中で、韓国留学中の

被験者が、民族学級は自分が何者なのかを知る貴重な出会いと繋がりの場であったと振り

返り、民族学級との出会いが自分探しの機会となったと語っていると述べている。 

 「在日」若者が今後日本社会で担いうる役割について金(2007)は、「「在日」は日本社会 

にも韓国・北朝鮮にも落ち着く場所のない「故郷喪失者」として位置付けられてきた。し 

かしグローバル化が進む現代社会にあって、「在日」のアイデンティティのあり方が大きな 

可能性を持つ時代性になってきた」と述べている。更に、「在日」の可能性を、「「在日」の 

位置の持つ立地的条件は祖国の南にも北にもないものである。その「在日」の位置が祖国 

と対応する。その対応の在り方が主動的であるとき、それはすぐれて創造的となるだろう」 

と金石範の言葉を引用して述べている(15)。 

 金(2001)は、「固有の文化圏から切れている「在日」を生きるということが、負い目でも 

マイナスでもなく、朝鮮にないものを培って生きる生き方であり、五千年の歴史にもない 
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ものを朝鮮に持ち込める可能性を生きることだという視点が開発されたとき、若い世代た 

ちが祖国と隔たっていることで虚無に陥るようなことは、まずもって克服されるだろう」 

と述べている(16)。 

また、金(2002)は、「「在日」若者の側から主体的に日本にかかわることで、状況は変わ 
っていくだろう。それに今や西洋的な近代化の思想そのものが限界を向かえ、アジア的発

想を見直す時期に来ている。日本がアジアの一員であるという原点に立ち戻ったとき、ま

ずは隣国である中韓との関係が始まると思う。もっとお互いの違いを知り、呼吸し合うこ

とで、新しい関係が生まれるはずだ。そのとき、「在日」が果たす役割は大きい。在日は清

濁併せ呑まなくては、この国で生きていけなかった。それも事実であり、歴史なのに、歴

史をきれい事に塗り替えて何の意味があるのだろう。経済や生活の都合を優先させて本名

を隠し、出自を偽り、後になってそのことを知った子供たちがかえって歪み、それを取り

戻すためにどれだけ莫大なエネルギーを消費するか。たわわに実が実るところが見たい。

幹がなければ、枝は茂らない。ルーツに誇りを持ち、それを踏まえた上で、未来へ向かっ

ていきたいのだ。日本社会に在日がいるというのは、多様性があるということだ。これか

ら僕らは在日文化をひっさげて、日本を、ひいてはアジアを豊かにしていきたい。生きて

いることの楽しさを一緒に分かち合えるものを、「在日」という立場を明快にしてつくって

いくことが、僕ら自身にとっても心底楽しいし、有意義だと思うからだ」と述べている(17)。  
また、「在日」という立場を明快にしていく上で、姜(2002)は、「想像力」の重要性を強

調している。「私達はどれだけ想像力を縛られているのか、想像力が解き放つことで世界は

どれほど違って見えるのか、私たちの可能性がどれだけ広がるのか、を知る必要がある」

という (18)。そして、そのためには、「人から与えられた知識や、今自分が身を置いている

世界そのものを、まずはいったん疑ってみること。自分ではない他の誰かの眼差しで形作

られ、枠づけられている世界に私たちは生まれ落ち、生きていることを知ること(世界とは、

歴史と同様、力を持った何者かによって、その視点で構成され、語られた一つの物語に喩

えることもできる)。そして、その物語にはさまざまな人々の存在や声や記憶を封じた上で

成り立っていることに気付くことが重要である」という(19)。そして、「在日」若者が新し

い自己イメージを持てることは、目には見えない枠に取り込まれている彼らの生を、新し

い可能性へと押し出してくれることに繋がるであろうと述べている。 

更に、姜(2002)は、「私の居場所をつくりたい。自分には居場所がないと痛切に感じつ

つも、それでも日本で生きていくしかない者にとっての、生きていくうえでの心の拠り所

はどこにあるのか。私はこの縛り続けられた枠組みを超える、外に向かって開かれた新た

な枠組みの模索へと私を突き動かした。みずからを縛っているものがなんであるのかとい

うことへの、気付きのきっかけを差し出すことができるかもしれない」と述べる(20)。ここ

には、葛藤を克服し、新しい存在へと飛躍しようとする決意が読み取れる。日本に生きざ

るを得ないものの、その枠を超えたとろに自己の安住の場を求めようとする強い願望があ

る。 
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本章では、以上整理した文献の視点から、「在日」若者の環境を調べるため、インタビュ 
ー調査を行い、歴史認識と民族語の習得が、彼・彼女らのアイデンティティ形成あるいは

自己イメージ形成にどのような影響を及ぼしているのかについて考察する。 

 

Ⅱ 研究方法 

 インタビューは一人一人を対象とし、あらかじめ準備した質問項目に基づいて、適当に

説明を加えながら行なった。 

調査の実施 

調査時期: 2010 年３月 29 日から４月 17日までに実施した。 

調査対象:広島市内在住の 10代後半から 20代の若者 10名(平均年齢 22.4歳、男子 5名、

女子 5名)であった。筆者の知人の紹介と広島民団(東支部・西支部・安芸支部・本部)、広

島朝鮮学校等に数回の訪問と電話での説明を重ねた後、面接の場所などを約束することが

できた。10名全員に許可を頂き、音声録音のインタビュー調査を行なった。 

 

第 2節  インタビュー調査及び考察 

 

Ⅰ インタビュー調査 

 インタビュー調査は、日本社会における「在日」が、日本と朝鮮半島の近・現代の歴史

と文化(言葉を含めて)についてどのような認識を持っているかを把握し、これらの認識が、

アイデンティティ確立の状況とどのように関連するかを明らかにすることを目的とする。

なかでも、日本と朝鮮半島の近代史は、今日の「在日」が形成される直接的な要因の生じ

た時代であることを思うと、これらの認識の重要性が理解されよう。調査を行なった年

(2010 年)は、韓国併合 100 年になる節目の年であるということで、韓国では、新聞をはじ

め多くのメディアで大々的に韓国併合を報じ、歴史の再認識の雰囲気に包まれていた(21)。

日本でも、韓国ほどではないとはいえ、主要新聞・雑誌等のメディアで取り上げられた。

また、日本では高校授業料無償化法が 2010年から実施されたが、朝鮮学校が法律の適用外

とされたことに関する質問等によって「在日」若者の価値観を引き出すことを図った(22)。 

朝鮮半島の言語と文化に対する姿勢は、「在日」のアイデンティティ確立に深い関係を持 

つものである。言語(民族語)と文化に関しては、「在日」の民族語意識に対する姿勢と「孝」

の概念に対する理解を把握するための質問を行なった。「孝」の概念は、朝鮮半島ではいま

だに社会的美風良俗として根付いており、「在日」の間でも広く行われている제
ジェ

사
サ

(法事)な

どの慣習の背後には「孝」の概念がある。「孝」の概念の文化伝授の在り様の調査は、「在

日」の民族文化伝承の状況を知る上で重要なものである。 

本研究での調査は、筆者が修士論文(2001)「在日韓国・朝鮮人のアイデンティティ研究

－母国語とアイデンティティとの関係を中心に－」のために行なった調査の延長線上にあ

ると思われるので、筆者が「在日」の研究を始めることになった契機について簡単に述べ
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てみる。 

広島市湯来町の Hさんは、1941 年 18歳の時、韓国の慶尚北道安東から新潟の炭坑に徴用

でつれて来られ、戦争が終わる 1945 年まで強制労働させられた。H さんは、徴用で日本に

来たとき、日本語の教育を受けたことはなく、会話は全くできなかった。 

日本の植民地時代(1910-1945)、皇民化政策の一環として、学校教育において日本語の普

及・強要がなされたが、朝鮮には義務教育制度(23)がなかったため、当時としてはごく普通

にあったケースであろう。 

筆者は、彼の強制労働所での日本語ができないことから受けた精神的肉体的強迫観念と

母国語喪失現象との関わりについて知りたいという衝動に駆られ、「在日」研究への道を選

び、広島市立大学大学院国際学研究科へ進むようになった。そして、筆者が日本で 7 年間

滞在(2000 年の時点)するうちに積み上げてきた人間関係を頼りに、308 名のアンケート調

査(広島市内、大阪府堺市内、長崎県諫早市内、鹿児島市内)を行なったのが研究の始まり

である。 

調査は、鹿児島の被験者 1 名を除き、筆者が直接訪問して行なった。鹿児島の被験者 1

名は郵送で調査を行なった。アンケート調査の結果では、被験者の半分は母国語を使える

にもかかわらず、実際の生活で使っているのは、そのうちの半分であった。また母国語を

必要と考えるかという質問に対しては、必要と認めたのは 1 世が 71%、2 世が 38%、3 世が

21%で、世代毎に減少の傾向にあるが、逆に 4 世は 46%となっていた。調査は、一人一人の

訪問調査であったが、一部の調査予定者は徹底的に自分を隠して、調査ができないという

ことにも直面した。今回のインタビューの調査の目的は、徐(2001)を土台にした上で、「在

日」の意識はどのように変化しているのかを考察することにもある。 

なお、多くの「在日」研究は、在日韓国人を、つまり日本学校出身者を対象としたもの

である。また、民族学校出身者を対象とした研究もあるが、日本学校出身者と朝鮮学校(民

族学校)出身者を同時に取り上げてなされた研究は、筆者の調査した範囲内では、見当たら

ない。その理由の一つは、民族学校出身者が受ける教育が、日本学校出身者の「在日」の

受ける教育と大きく異なるため、共通の枠組みでの調査が、困難であるか、あるいはあま

り実りがないという点にあるであろう。しかし、「在日」若者のアイデンティティ形成の状

況を考える上では、むしろ民族語を含めた教育内容の差異こそ、検討すべき項目として考

慮すべきであると考えられる。そのため、本章のインタビュー調査においても、また第 3

章、第 4 章で述べる九分割統合絵画法による調査においても、朝鮮学校出身者と日本学校

出身者を同時に調査した。 

本章の調査では、調査対象 10 人の内、1 人は朝鮮学校(小・中・高)出身であるが、9 人

は日本の学校(小・中・高)で学んだ。このような比率で被験者を選定したのは、今日の「在

日」の 80%以上が日本の学校で学んでいる(金 2001・徐 2001)ということを勘案してのこと

である。 
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まず、今回の被験者の 10 人の男女別のそれぞれの領域区分を表 2-2-1 で示す。2 世の J

さんを除き、全員 3世である。 

 

1.被験者の領域区分 

表 2-2-1  被験者の男女別領域区分 

性別  世代 種類 年齢 国籍  

 

 

 

  

性別 世代 種 類 年齢 国籍 

A 

B 

C 

D 

E 

男子 

男子 

男子 

男子 

男子 

3世 

3世 

3世 

3世 

3世 

大学 4年 

高校 3年 

一般 

大学 3年 

一般 

23 

17 

27 

21 

26 

韓国 

韓国 

韓国 

韓国 

朝鮮 

F 

G 

H 

I 

J 

女子 

女子 

女子 

女子 

女子 

3世 

3世 

3世 

3世 

2世 

大学 3年 

大学 3年 

一般 

一般 

大学 3年 

21 

22 

20 

27 

20 

韓国 

韓国 

韓国 

韓国 

韓国 

 

2.質問の内容とデータの収集 

質問の内容は、先行研究を参考にし、次のようなものを準備した。 

(1)「在日」形成の歴史、特に植民地時代の土地政策について知っていますか? 

(2)朝鮮の安重根と日本の伊藤博文について知っていますか？ 

(3)朝鮮籍、韓国籍(韓国)という 2つの国籍に分かれている理由について知っていますか? 

(4)朝鮮学校だけが高校「無償化」から外れていることについてどう思いますか? 

(5)母語と母国語は何ですか？ 

(6)朝鮮の「孝」と日本の「忠」の文化について知っていますか? 

 質問のなかで、「韓国」・「北朝鮮」という言葉ではなく、「朝鮮」という言葉を使ってい

るのは、日本帝国が敗戦になるまでは、朝鮮半島が一般的に「朝鮮」という名で呼ばれて

いたからである。もちろん大韓帝国(1897年～1910)という国名が使用されたこともあった。 

この調査は、一人ずつ事前に約束した日に静かな場所を確保し、30 分から 1 時間程度を

かけて行なった。インタビューを始める前に、この調査の内容を説明し、会話の内容を録

音する許可を求めた。10人のなかで Iさんだけは録音を拒んだが、しばらく雑談をした後、

インタビューの趣旨を理解してもらい、録音に応じてもらった。 

インタビューの後、録音の内容を綿密に記録し、その内容分析を行なった。 

 

3.被験者の紹介 

今回の被験者は主に「在日」3世だったので、3世のアイデンティティ形成に影響する環

境を理解するために、家族背景(親と祖父母世代の 2世・1世)を紹介してもらった。 

 

Aさん: 2世である父親も韓国語はほとんど出来ない様子だった。父親から Aさんを紹介し

てもらったが、父親と韓国語で会話を交わすことはなかった。Aさん自身は韓国人であるこ

とにあまり愛着を感じていない。 
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B さん:高校 3 年生で、母親は看護師をしながら家族を支えている。姉と兄、母親はすでに

日本に帰化したので、本人も二十歳になったら帰化するつもりでいる。自分の出自が周囲

に知らされるのをいやがっている。 

Cさん:祖母の紹介で、Cさんの自宅で面接を行ったために、2世である父親とも話をするこ

とができた。父親は高校を卒業した後、一定の組織のなかで働くのを切実に願っていたが、

就職の道がなくて自営の運輸業を始めた。Cさんも父親の仕事を手伝っている。Cさんは韓

国人であることを表に出さない方が生活しやすいという意識を持っている。 

D さん:2 世の父親は大学を卒業したが、就職できずに清掃関係の自営業を営んでいる。祖

母は生存しているが、別居しているので、普段の生活のなかでは朝鮮の文化に触れること

はあまりない。 

Eさん:朝鮮学校出身で朝鮮語はできる。朝鮮人としてのアイデンティティを持っているが、

家庭内では朝鮮語と日本語を混ぜて使う方が多い。 

F さん:祖父が留学生として日本にきた文化人の子孫である。他の朝鮮の子孫に比べると、

教育と経済面で恵まれた環境にいるという意識が強い。 

Gさん: 祖父が新潟の炭鉱に強制連行されたので、当時の出来事については繰り返し聞かさ

れていた。大学生になるまでは韓国人であるということがいやだと思い悩んでいた時期も

あったが、韓国訪問で本国の雰囲気と文化に接することによって韓国人としての誇りをも

つようになった。(注)Gさんの祖父は筆者の「在日」研究の契機となった Hさんとは別人。 

H さん:日本人と同様の意識を持っているが、親しい友人に韓国人であることが知られて、

「私、韓国人嫌い!」という友人の言葉にショックを受けた。しかし、本人はあまり韓国人

としての意識をもっていない。 

I さん:父親は 2 世で、母親は韓国からのニューカマーであるが、本人は韓国語があまりで

きないし、家庭のなかでも韓国のことが話題になることはない。 

Jさん: 父親は 1世で、母親は韓国からのニューカマーである。韓国語はある程度できる。 

大学でアフリカなどのボランティア募集に参加申込をしたら、日本国籍でないという理由

で断られて、日本の中の外国人であるということを自覚するようになった。 

 以上、簡単に 10名の被験者について紹介した。筆者は、面接した録音をおこした原稿の

原文を繰り返し読み、吟味した。以下、Ⅱにおいて、その面接内容を紹介し、本章の第 1

節、Ⅰの文献研究で述べた視点から整理してみることを試みる。 

 

Ⅱ インタビュー調査の考察 

インタビューでの質問内容は大きくわけて、 

① 歴史認識(朝鮮における日本の植民地政策など)、 

② 「在日」をめぐる現状(国籍、民族教育など)、 

③ 母語と母国語、 

④日韓の伝統文化、に関するものであった。 
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 以下、10名全員の生の声を紹介する。以下の紹介においては、筆者の質問部分は、被験 

者の回答から推測できると思われるので、原則として省略してある。録音されたものを文 

章化する上である程度の整理を行なったが、会話体の原型をなるべくとどめ、それぞれの 

被験者の回答は、省略せずに全部載せてある。被験者により回答に長短はあるが、これは 

インタビューで話が深まったか否かによるものである。 

 

1.被験者全員のインタビューの内容 

Aさん:男子、3世、大学生、23歳、日本学校出身 

「韓国の歴史についてはよくわかりません。韓国籍・朝鮮籍に分かれているのはソ連と

アメリカの政策のためだと思います。自分は韓国籍だと特に考えたことはないですが、名

前が二つあることかなあ、それくらいです。国籍が二つというくらいは感じたことありま

す。 
通名、日本名については、そうですね、やっぱり昔のあれで、本名出して不利があるの

だったら通名でいいじゃないか、友達にしても、本名出したら驚かれるし。○○という名

で育ったので、今更、本名に変える理由はない」。 
「国籍に対しては、なにか不都合があれば変えるつもりです。逆に何もなかったらずっ

と韓国籍でいけると思います。韓国籍にこだわる必要はないです。朝鮮学校の問題は、最

初は、なんで?、なんだろう、と思ったのですが、実際、朝鮮学校に通っている人は負担増

えるばかりではないか、と思います。北朝鮮は過激な軍事政策のイメージがあるので、そ

ういう理由があるのではないかと思います」。 
「母語は日本語です。母国語も日本語です。韓国語はほとんど分からないです。ハング

ルは、一から勉強することになるとかなりの負担もあるし、韓国人であっても日本に住ん

でいる以上、関わることないので、勉強しようとも思わない。文化についてですが、韓国

文化について分からないです」。 
「ネットカフェでバイトして感じたことですが、日本の人って謙虚という感じです。中

国とか韓国の人はなんか、自分みたいに短気だとか…。日本人は集団性がいいような気が

します。韓国人はばらばらで、要するに個人を優先するような。まあ、一言では言いきれ

ないですが。韓国人としての自覚していることは選挙権ですね。もし選挙できるなら市長

だって韓国人がなれるかも知れないし、同じように税金取られたりして、都合の悪いこと

だけ弾かれているのは、おかしいと思います。でも、自分の考えを表に出して日本社会を

変えようと思ったことないです」。 
 

Bさん: 男子、3世、高校 3 年生、17歳、日本学校出身 

 「在日が日本にいる理由はやっぱり戦争のことですか。それはいけないと思います。そ

れで無理矢理に連れてこられたりしたことあるので、そういうことはいけません。歴史教

育(戦争に対する)は学校で学びました。僕は日本に住んでいてよく分からないですが、安重



17 
 

根は凄い人だと思います。僕は韓国人側でも、日本側でも見ております」。 
「僕は韓国籍です。国籍は将来職業とかのことで変えるかも知れません。たぶん、日本

籍に変えると思います。お母さん、兄ちゃん、姉ちゃんがいますが、母と姉が帰化してい

ますので、全員帰化すると思います。帰化理由は、公的の場合はやはり日本の名が要求さ

れるし、二つの名前はややこしいから日本名にするつもりです。社会的影響は、名前を見

るとこの人は韓国人だと見られるし、やっぱり差別だとは思わないけど、やはりそういう

面で見られると思います。今まで自分は日本人だと育っているのにそういうふうに見られ

るといやです」。 

「朝鮮学校が無償化から除外されることについて、今初めて知って、びっくりしていま 

す。日本はちゃんと教育しているじゃないですか、俺が見たら朝鮮学校も日本にあるから

ちゃんと子どもの教育(機関)として扱ってほしい」。 

「私の母語は日本語です。母国語も日本語です。日本で生まれてハングルは聞いたこと

もないし、日本に住んでいる限りはそうなりますね。家庭のなかではハングルしゃべらな

いです。日本語ばかりです」。 
「文化についてですか、朝鮮の文化については、小学校の時、先生が異国の文化が好き 

で、朝鮮のコマとかをやったり、やってみせたりしました。やっぱりふれあいというのは

大きなものだと思います。忠臣蔵って聞いたことありません」。 
「韓国人としての自覚していることは、やっぱりそういう目で見られるのはいやです。 

(そういう目で見られるってどういう意味?-筆者)この人韓国の人だなあという意味です。

そういうことでぼくの評価が変わったりはしないと思うけど、やっぱり気になる。まあ、

韓国人だということが知られない方がいいと思います」。 
 

Cさん:男子、3世、会社員、27歳、日本学校出身 

 「歴史はよく分かりません。おじいちゃん、おばあちゃんたちが日本に渡って来た経緯

は、戦争の時、連れてこられたという話は聞きましたが、詳しいことは聞いてないです。 
伊藤博文とか安重根の名前などは分かりません」。 

「朝鮮籍と韓国籍は戦争でそうなっていることしか分かりません。僕の国籍は韓国籍で

す。もともと韓国人だから国籍を変えようと思わないです。(生活上、不便とか感じたらど

うされますか?−筆者) そんな理由をつけたくないです。韓国籍ということで躓くことはある

と思うけど、気にせずにやっていきます」。 
「朝鮮学校が無償化から除外されることについては、そういうことはよくないと思いま

す。平等に扱ってほしい」。 
「母語は日本語です。母国語は韓国語です。理由は韓国人だからです。ただ日本に住ん 

でいるから日本語を使うだけです。でも韓国に行ったら韓国語で会話出来ないです」。 
「韓国儒教の「孝」の文化は詳しいことは知りません。日本の文化についてもよく分か

りません」。 
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「韓国人としての自覚していることは、僕のことを韓国人だと知っている人もいな 
いし、特に言う必要もないし…。でも、これからもずっと韓国人として生きつづけます」。 
 
Dさん:男子、3世、大学 3年生、21歳、日本学校出身 

「歴史は正直、あまりよく知らないです。ただ、僕の祖母にあたる人が朝鮮の方から日

本に来たんですけれども、その時はあの政策ではなくて、自分の意思で来たとか聞いてい

て、そういう歴史の背景についてはあまり詳しくないです」。 
「安重根という人の名前しか知らないです。韓国の英雄ということは知っていますが、

具体的にはどういう活動をやっていたかは、どういう考えを持っていたかは、よく知らな

いです。日本の伊藤博文も日本初の首相ということくらいで、詳しくは知らなかったです

けど」。 
「僕は韓国籍で、帰化するつもりはないです。実際、帰化しようと思っても、手続きな 

り時間がかかりますし、すぐに変えようと思っても、別に、こんな日本で暮らす上でなん

の問題もあるわけではないし。だから日本籍にあまり興味ないです。日本籍に国籍変える

人たちもいるようですが、僕が知っているのは、やはり日本で暮らすうえで、韓国籍・朝

鮮籍を保持しているのは、そうたくさんいないのでは。日本で生活して行くうえで、将来

結婚するとき、日本人と結婚することになると国際結婚になるし、そうすると手続きが大

変なことになる。結婚の条件も色々あるということもあって、帰化する人がいるというこ

とは聞いていますけど。国籍を保持することで不利なところは、そうですね、全くないと

いうとうそになりますけど、別に自分の国籍を重みに感じたことはないです。自分が韓国

籍ということをまわりの人は知らないし、近い友人くらいですけど、友人のほんの数人し

か話したことがなくて、後はもう普通に話しても、あなたの国籍はなんですか、と聞かれ

るわけじゃあるまいし…。ずっと日本の学校で教育を受けました。朝鮮の歴史とかはあま

り勉強させられなかったです。父の時も、広島にある「在日」の交流センターというとこ

ろですが、そこで学んできたらしいです。あとは、僕と同じように日本の小・中・高とい

う形で日本の教育を受けてきました。朝鮮の歴史とか言葉を勉強しようと思ったことは、

正直何度もあります。ですけど…。やっぱりこういう国籍を持っていると、意識するとい

うか、ちゃんとそういう人間なら、それらしいことはあります。(ただ)機会があれば学び

たいとかくらいしか。興味がまったくないわけじゃないです」。 
「朝鮮学校のことは、やっぱり日本には日本の法律があるのではないですか。日本に住

んでいる以上、その法律を守らないといけないじゃないですか。だから、日本人と同じく

らい、ならなければいけないと思います。僕らは参政権持ってないですが、教育を受ける

義務はあるし、のちのち働くことになると、税金は払う義務もあります。で、日本の法律

も守らなければならないし、そういうことに関しては日本人とまったく変わらないんじゃ

ないですか。ただ、人種がどこかの人間と違うくらいで。だから僕は、だめだとか、そう

いう別け隔てをしたりするのではなく、みんな一緒にやった方がいいと僕は考えています



19 
 

けど。やはり、教育を受けるのに国籍とか、人種とか関係ないと思います」。 
「母語は日本語です。母国語も日本語になります。ずっと日本にいてこれからも日本で 

暮らしていくと思います。だから母国語を韓国語と思っても、実際日本に暮らす以上、ハ

ングルは要らないし、僕がハングル出来るとしてもハングルしゃべる人同士でしゃべるく

らいで、使う頻度ですかね、それ(日本語)が自分にとって母国語になるかなあと思います。

仮に別の言語が多く使うようになったら別の問題ですが、やはりずっとここに暮らしてい

くわけですから、ここで使っているその言葉が自分にとっては母語なり母国語になっちゃ

う、そういう考えです」。 
「ある意味では韓国人でも日本人でもない感じです。俺は韓国人だから韓国に対して学

ばないといけないんだという意識もあるわけではないし、日本人じゃないから日本のこと

学ばなくてもいいというわけでもないし、うまく説明できない。母国語に対して考えてな

いです。やはりたくさんの言語を覚えることは、少なくともたくさんの人々としゃべれる

ことじゃないですか。英語がたくさん使えるからやはり英語は覚えたいです。とくにハン

グルを覚えよう思っていないです。必要以上に覚えようと思わないです。日本で暮らす以

上は、学びたいのは、英語が多いから英語になっちゃう」。 
「文化については、母に聞いたことありますが、韓国では身内をとても大事にしている 

と言われました。韓国の文化は法事など、子どもの時からやっているものだからそれは当 
然と思っているし、特に文化ということを考えたことないです。トクポキなど食べるとき、 
これは韓国食べ物だよと言われたが、それは大好きです」。 

「韓国人としての自覚していることは、僕は最初に韓国籍というのを知ったのは、中学 
校の時ですよ。小学校の時は意識しなくて過ごしたくらいで、中学校の時、知った時は、

だれにも話せなかった。なんか、いじめというわけではないですけど、あまり印象はよく

なかった。その中学校の頃は外国人に対して、あまり意識すると自分だけが違うかなあと

ひとりぼっちになった感じがあるんですよ。日本の人たちって、なんでしょう? 島国だか

ら皆で助け合おうという文化が多いが、日本人同士では結構仲がよくしたりしますが、外

から来る人ってあまり好きじゃないです。グローバル化やなんだかんだと言って、時代は

そうなっているかもしれないですけど、日本人は日本人というイメージで、人としての本

質は変わってないと僕は思います。そういう意味では、学校で勉強している集団でいると、

なんか辛いという感じですね。言えなかったほうが多いですね。友たちができて、親しく

なって、そのなかでも言えるか言えないか悩むくらいで、ようやく言えたくらいの数人し

か言ってないですよ。その人たちはあまり気にしなかったし、普通に接してくれるんです

が。ほかの不特定多数ですが、大勢の人間に知らせると印象はあまりよくないというか、

ばかにしている人もいるんですよ」。 
「僕みたいに文化とか歴史なんか詳しく知らない人には、なんか変な知識を持ったひと

がそれをぶつけて来るんですよ。今でも争っているだろうとか、実際 38度線ですか、あれ

は休戦の状態の線じゃないですか。まあ、争っているとしたら争っているかもしれません
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けど、別に民族としては対立しているわけではなくて、政治的に違うだけで、民族として

基本的な考えは一緒じゃないですか。だからいろいろ言われるとちょっといやですね」。 
「本名を無理に言う必要がなくて、僕の本名は李というんですけど、○○として生きて 

いるわけですから、仮に僕は韓国人ですといってもぴんとこないと思うんですよ。だって、

なんで○○と名乗っているんだと言ったら、それを詳しく説明しても分かってくれるかな

あと思うんです。まあ、これから将来打ち明ける人を持てるかもしれないけど。李という

名字を使ったことは、こういう外国人登録証明書とかなにかをやるので書類を出さないと

いけない場合だけです。普段は○○です。この外国人登録証明書は 5 年か 7 年くらいです

ね。僕のお爺ちゃんお婆ちゃんは、日本の植民地時代にここに来られたと思います。植民

地時代の話は聞いたことないし、どっちかといえば戦後の話ばかりです。一説によると、

昔の話はつらいから孫には聞かせたくないとかいっています。うちのおばあちゃんも僕の

お父さんに話したくないとか…」。 
「君が代は、この大日本帝国時代から君が代は天皇にあたるんですが、一気に一枚岩と 

なって堅くなれというような歌だという覚えがあります。日本人らしい歌じゃないんです

か。僕は思いますよ。僕の価値観で、これが日本人だというのは分からないですが、ひと

ことで言うと助け合いの精神というか、例えば、困っている人がいたら助け合う、皆で仲

良くやっていくというのが日本人の考え方とか意識だと思います。だから困っている人を

見ると放っておけないとか助けてやるというのもあって、貧しい国とか貧困の方にも積極

的に取り組んでいるようですけど、でも基本的には外のほうには関心ないんだと思います。

正直にまあ、全く持っていないとは思いませんよ。そのなかにも持っている人もいると思

いますけれども、全体的にいえば、あまり関心持っていないのではないかと僕は思います。

さっきみたいに、朝鮮学校は除外すべきであるというのは、やっぱり人種を分けるという

ような隔たりがあるのではないかと思います。なんか日本の中だけで一緒にやっていこう

という排外主義みたいになっちゃうと僕は思います。自分たちだけよければいいという感

じで、外の人には社交辞令とか、印象悪くなければいいような感じですね。 
やはり日本人の中には入りにくいです。僕自身は日本人と違うという意識ないんですけ

ど、僕と違う意識持っているから入りにくいじゃないかあと思います。やっぱり昔はそう

いう意識強かったですね。ほかと違うものを受け入れ難いというのが日本人だというイメ

ージが今でもありますから、昔とは違うといえども今でもそういうのが残っていると僕は

思っているんですよ。前にも言ったように、時代は変わっても人自体はそう変わってない

と感じます。確かに環境が変われば人も変わるとかは僕も理解できます。でも時代とは全

く違うと思います。時代というのは、こうしていこうということ(決心)で、実際動こうと

しなければ全く変わらないわけで、環境が変わったのではなくて、こういう風にしようと

いう意識改革をしようという動きがなければ、なにも変わらないと思います」。 
「通名に関しては、朝鮮の人たちが日本名に変えさせられたという歴史があるじゃない

ですか、それの名残がまだ生きているのではないかと思ったくらいですかね。うちはどっ
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ちかといえば、無理に戻る必要もないし、日本で暮らすわけだし、学校では僕と担任の先

生しか知らないです。高校のときのブラジルの子は自分の名前をもろに出していたんです

ね。ブラジルの子は本名そのまま出しているが、なぜ朝鮮とか韓国籍の人は本名を名乗ら

ないか、その理由について考えたが、詳しくつつかれるのがいやですかね。僕は韓国人で

も、韓国について聞かれたら知らないことが多いですよ。習慣化しているのもあります。

ブラジル人は普通に来ているんじゃないですか、日本に。僕らはある意味特別な環境で名

前も変えさせられて生活しているんじゃないですか…。母からもらったものですから国籍

を変えようと思わない。日本人でいるならば 1 枚で済むものが外国人である場合は 4 枚書

かないといけない場合もありますから、それにかかる時間、費用などが日本人に比べもの

にならない。確かに日本で暮らすには帰化した方が便利だと思います。基本的に僕もそれ

は魅力だと思います。たぶんこれはちょっと偏見ですけど、俺、日本あまり好きじゃない

かも知れませんね。日本好きじゃないです。最近になって思います」。 
 
Eさん:男子、3世、教員、26歳、朝鮮学校出身 

「日本の植民地政策のなかで、生きる道を求めて日本に来たり、強制連行などで在日が

形成されたと思います。土地政策については、土地調査をする名目で多くの農民の土地を

没収したりしたと聞いたことがあります。安重根と伊藤博文という名前は聞いたことあり

ます」。 
「韓国籍・朝鮮籍に分かれていることについては、日本の方は、朝鮮籍と言ったらすべ 

てが北朝鮮の人と思っていると思いますが、そもそも在日はすべてが日本籍であって、朝

鮮は一つの国であって、戦後もしばらくは、在日は朝鮮籍でした。アメリカの日本統治時

代に韓国籍に変えた人もいます。その後、朝鮮籍でいると差別で生活しにくい面があった

こともあって、韓国籍にかえたりした経緯があります。韓国だけ国交正常化したことは間

違いだと僕は思います。ということで在日社会も分断というものが生まれたと思います」。 
「国籍は、僕は朝鮮籍です。朝鮮籍で生活することは、困ることあります。国籍という 

と北朝鮮と思ってしまう。そもそも日本人は在日に対する常識があまりにもなさ過ぎて、

特に若い世代がそうです。日本では今、核問題などの問題も含めて北朝鮮に対する非難が

多いですが、僕が実際家を借りた時、朝鮮と言ったら、朝鮮の人はお断りです、というこ

ともありました。国籍をよく聞かれて、どっち?と言われて「朝鮮」といったら距離置かれ

る。僕は、もともと故郷は南側で、北朝鮮ではないです。それとは別に、僕は「韓国」と

いう名を使うことによって朝鮮が二つに分かれてしまったという感覚もあります。朝鮮は

朝鮮半島全体を指す言葉でありますからこれからも朝鮮籍を守っていきます」。 
「朝鮮学校が無償化から除外されることについては、とても納得いかない。明らかに差 

別です。名前は朝鮮学校といってもいろんな国籍の人もいます。朝鮮籍、韓国籍、日本籍

もいます。鳩山首相自身、すべての子どもに学ぶ権利を与えるといいながら、首相の言葉

に矛盾あります。友愛といいながら差別を…。朝鮮学校の子どもたちは、自分たちが好ん
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で日本で住んでいるわけではありません。植民地によって日本に渡ってきた子孫であるか

ら、当然日本政府がその子たちの学ぶ権利を保障しないといけないと思います。にもかか

わらず、無償化から除外するということはとても間違っていると思います」。 
「母語は、日本語です。母国語は朝鮮語です。家庭内では、たまには朝鮮語とごっちゃ 

まぜになったりもします。母国語は十分か言われると自信ないですが、でも話せます。こ

の学校の授業では朝鮮語でやります。英語と日本語は外国語です。朝鮮語喋ると人に見ら

れるからいやだ、という人もいますが、僕はしゃべります。いくら日本の中だといっても

朝鮮の者同士だったら朝鮮語で話し合うのは当然のことだと思います。でも、やはり朝鮮

語しゃべりあうと、周りの日本人から見られるとか、そういう経験はたくさんあります」。 

「忠臣蔵については、大名を守るために 48人が切腹する。朝鮮半島ではそういう文化な 
いようですね。もし私が日本人だったら、忠臣蔵見ると誇りを感じるかもしれないが、僕

は朝鮮人だからなんとも思わない」。 
「朝鮮人としての自覚していることは、僕たちは日本社会の一員だと思いますが、日本 

の社会では在日を一員として認めていない部分もあります。日本人は、朝鮮人は朝鮮人と 
いう感覚で、無意識のなかで差別の意識が深く残っていると思います。拉致問題とかなに 
かがあると、いつも朝鮮学校の子どもたちが被害に合うことがあります。暴言を吐かれた 
りチマジョゴリを割かれたりする場合は、怒りを感じます。北朝鮮の思想教育については、 
昔はそういう思想教育があったと思います。でも今はそういうこともないです。朝鮮学校 

では日本の学校補助金をもらえないから総連からの資金で学校運営したこともあるんで。 

朝鮮学校は日本政府が潰そうと思えばいくらでも潰せるし、実際につぶれている学校もた 

くさんあります。ぼくが思うのは、偏った思想教育はないと思います」。 

「生徒の国籍は、この学校では、日本籍とニューカマーが若干いますし、朝鮮籍 5割、 

韓国籍 5割くらいです」。 

 
Fさん:女子、3世、大学 3年生、21歳、日本学校出身 

「歴史はよくわかりません。創氏改名とか、日本の名前に強制的につけられたとかです 
ね。友人のおじいちゃん、おばあちゃんは強制労働で連れてこられたことを聞いて、実際

その場所を見に行ったりしたことはあります。長野県の朝鮮人が強制労働させられたとこ

ろに行ったんです。そういう在日の友たちもたくさんいます。安重根の銅像も見に行った

こともあります。でも歴史は知らないです。安重根は韓国では英雄じゃないですか。でも

伊藤博文は韓国人が思うほど悪くない。総督府のトップだったから殺されただけで、ほん

とうは、伊藤博文はアジア全体のことを平和にしようと思った人であったことを勉強しま

した。伊藤博文は一概に悪いと思わない。伊藤博文についてちゃんと勉強しなかった時は

嫌いでした。でも勉強したらそうではないということを分かりました。本とイタンネット

で勉強しました」。 
 「朝鮮学校に通っている人たちは朝鮮籍じゃないですか、民団に通っている人たちは韓 
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国籍じゃないですか、だから別に思っていないです。国籍は韓国籍です。韓国籍でいても 
困ることはないです。私はないですが、あった人もいるみたいです。帰化するつもりはな 
いです」。 

「朝鮮学校が無償化から除外されることについては、半分半分です。日本政府の言い分 
もわかるし、朝鮮学校の言い分もわかる。でも、朝鮮学校って教えること公開しないし、 
朝鮮学校には金正日、金日成の写真が飾られているんじゃないですか。日本と同じように 
教育していると思えないですよ、私は。だから、区別・差別しているわけではないが、中 
立的に考えて、そこは違うんだなと思います。(朝鮮学校では)時々韓国語(朝鮮語)で喋り 

ますし、授業中は韓国語(朝鮮語)でやるし、(朝鮮学校での)歴史(教育)も日本の政府がい 

うのは理解できないと思います。でも、逆に言えば、朝鮮学校に通っている子どもたちは 

日本の高校で習っている国語(=日本語)、算数、理科なども同じように勉強しているのに、 

素朴に考えると、なんで 除外されるの?という疑問もあります。在日の立場から両方考え 

ると、政府の考えも理解できます」。 

「私の母語は日本語です。母国語は韓国語です。私は韓国行ってハングル習って来たし、 

しゃべれるようになったら、わたしの母国語はハングルだと言えるようになりました」。 
「文化については、よく分かりません。でも、朝鮮の文化はすごい。年上の人に丁寧 

ですね。日本にはないです。お酒飲む時とか、握手するときもそうですね。話するときも

尊敬語使います。日本の文化は本音とタテマエですね。日本は壁があるという感じです。

韓国人はすぐ仲良くなる。壁を作らないと思います」。 
「日本社会にあまりマイナス的なこと思ったことないです。でも、在日はそれぞれ違う 

と思います。私は在日でいることを誇りに思います。私は在日で生まれてこなかったらよ

かったと思ったこと一度もないです。韓国人がいいとか、日本人がいいとか思ったことな

いし、でも在日参政権ないんじゃないですか。二十歳すぎて、友たちはみんな選挙権持っ

ているのに、選挙権持ってないから寂しいとは思わないですが、でも、高校の時、修学旅

行行ったとき、パスポートの色が違って、先生がすごく気使ってくれたです。それが逆に

いやだったです。逆に違う目で見られたということで寂しいと思った。でも在日だから出

来ないことないし、今でいいと思います」。 
 
Gさん:女子、3世、大学 3年生、22歳、日本学校出身 

「歴史あまり知らないですが、お爺ちゃんは植民地時代にこっちに来てひどく働かされ 
たみたいです。それがいやで逃げた人は銃で殺されたそうです。うちのお爺ちゃんはそれ

にめげずに逃げ切ったと聞きました。そういうお爺ちゃんは凄いなあと思った。お爺ちゃ

んは、植民地時代はこういうことがあったから、あんたらも知っておきなさいと言いまし

た。歴史と言ってもそれくらいです」。 
「韓国籍・朝鮮籍については、なんで同じ民族でありながらそういうことがあるかなあ 

と思いますが、私は韓国籍です。韓国籍だから差別はされましたが、日本に住んでいるか
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らには日本に溶け込むつもりだし、国籍は変えようと思わないし、誇りを持っています。

就職するにあたって日本人の方がいいと言われるかも知れないが、それはそれで、私はこ

のままでいきます。家族の中には国籍変えた人いないです」。 
「朝鮮学校のことは、税金なんか払っているし、権利というものもありますから、なん 

で韓国人は差別されるかなあと思うし、参政権もちゃんとあるべきだと思います。ちゃん

と朝鮮学校も問題なく補助されるべきだと思います。それには当然権利というものがある

と思います」。 

 「母語は日本語です。母国語は韓国語です。母国が韓国で、家庭内環境も韓国だから、 

韓国人だという部分もあるし、誇りも持っています。ここ 4年間でいっきに高まってきま 

した。大学 1年生の時、母国訪問というのがあって、ディスカションもありまして、今は、 

韓国のサムルノリ(韓国の伝統舞踊)とか韓国文化にちょっとでも触れようと思って、舞踊 

を習ったりしています。やっぱり違います。大学 1年生までは日本にたっぷり浸かって 

いたのですが、実は、近所で韓国人だから町内会に入ってもらえなかった。町内会で運動 

会とかありますが、やはりさせてもらえなかったです。それは子供のときは、なんで?な 

んで?と思ったことあります。それは今になって分かってきました。それが子供のときか 

らいやで、未だに思うことあります。友達関係は韓国人でいいじゃということで問題な 

かった。私の弟はひどくて、韓国人だから友達作れなくて、10年間近く苛められてきて 

いて、それを見るとやっぱり韓国人ということがいやだと思う時期もあったんですよ。韓 

国人てなあに?と思ったこともあります。今はそんなことなく自分を楽しんでいます。韓国 
人だからこれもできるんだという思いもあって、友達に、韓国のことやら、こんなことは 
素晴らしいよ、と教えたりしています」。 
「朝鮮の文化は父母とか目上のひとを大切にするとかは良い部分だと思います。日本の 

文化(の良さ)は、謙虚さと人に気を使うところだと思います」。 
「韓国人としての自覚していることは、うちのお父さんはひどく差別されて、ずっと日

本名使ってきて、子どもには辛い思いをさせたくないという思いで通名を通してきていま

す。私たちも。でも、国籍はこのままずっと保持しようと思っています。もし就職する時、

韓国人だからだめと言われたら、自分は公務員になりたいと思っていますが、それはそれ

で認めて、挫けないつもりです」。 
 

Hさん:女子、3世、会社員、20歳、日本学校出身 

「歴史は知らないです。日本の名前もらったり、日本語習ったりしたということがあっ 
たことしか知らない。伊藤博文はこうやって死んだということだけ」。 
 「思想の違いから韓国と朝鮮に分かれていると思います。疑問持ったことない」。 

「親は日本籍にしようと思ったことはありますが、まあ先祖のこともあって、このまま

で維持していると思います。韓国籍でいて困ることは、自動車学校行った時、本名でない

といけないことがあって、身分証明出すと、あなた韓国籍なの?と言われるから、最初から
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外国人登録証提出して、私は韓国籍です、と言った方が、気分が楽になるよと言われまし

た。ちょっとそう見られます。そういうように見られるのはいやです。でも、私たちの時

代になったらあまり本籍とか言われないので、名前が韓国名前ならまだしも、私は日本名

で通っているので、別にと思います。父は色々あったらしいですけど、まあ、歴史とか色々

あるでしょうから、そういうふうに見られても仕様がないかなあと思います。やっぱり、

周りが日本人とみていたからだと思います。日本人にしか見えなかったという感じなので、

私が韓国人ということを知ったからといってほとんどネガティブに見てないと思うけど、

なかには「私、韓国嫌いだからいやだ!」、というはっきり言った人もいまして、その人とは

距離離れました」。 
「韓国籍だから色々問題ありますが、どうしても変えないといけないなら別として、基

本的には韓国籍でいたいです。先祖から受け継いでいるものなので変えたくない」。 
「朝鮮学校が除外されることについては、やっぱり差別だと思います。未来を担う子ど 

もたちのために、教育政策出しているのに、朝鮮の子どもたちだけ排除ということはあま

りだと思います。学ぶ権利という側面からみると、学ぶ権利を与えないということになる

と思います」。 
「母語は日本語です。母国語は日本語です。ハングルは祖母くらいで、親も日本語だし、

やはり日本語のなかで生きてきているし、家庭のなかでハングルまったく使わないに近い

です。墓参り行った時、祖母がちょっとしゃべるくらいです」。 
 「文化は分からないです」。 
 
I さん:女子、3世、会社員、27歳、日本学校出身 

「歴史は特には分かりません。日本の教育を小学校から高校まで受けてきたので、伊藤 
博文の暗殺事件に関しては聞いたことあるが、他の部分は分からないです。私は在日韓国

人ですが、韓国に対しての感覚は薄かったのではないかと思います」。 
「韓国籍・朝鮮籍について、不思議だなという感じはありましたが、同じ民族で北と南 

に分かれていることはちょっと寂しい感じはしますが、よく分かりません。私は韓国籍で、

ずっと保持するつもりです。今のところは生活に支障もないから保持するつもりです。も

し家庭を持って、日本籍に変えなければならない理由があれば変えるかも知れません。韓

国籍・朝鮮籍などの歴史については関心がありません」。 

「朝鮮学校のことはよく分かりません」。 

 「母語は日本語です。母国語は韓国語です。やはり、ここで生まれ育っていても国籍上 

は韓国籍ですし、ハングルは話せないですが、4年前から少しずつ習っています。簡単な挨 

拶程度しかしゃべれません」。 

「文化についてはあまり分かりません。家でもあまり韓国については言わない。 

父は、在日 2世ですが、韓国は行かない。母は韓国から嫁に来ましたが、家では、家族は 

日本語です」。 
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Jさん:女子、2世、大学 3年、20歳、日本学校出身 

「歴史のことは高校の先生にちょっとくらいは聞いたことある。小学校の頃は、安重根

について聞いた時は、凄いと思ったけど、今はあまり感じない。伊藤博文は日本の初代総

理大臣ということだけです」。 
「私は韓国籍です。韓国籍でいて躓くことはないとはいえないが、外国籍と言ったら 

、どっち?とよく聞かれる。友達は朝鮮籍に対してあまりイメージよくないですよ。自分は

韓国籍だと言ったら、あーそうなんだ、という感じです」。 
「露骨な差別とか、いじめとかないですけど。ただ、学校で、○○学部での海外青年協 

力隊(ボランティア)説明会に行った時、特別永住者でも国籍が韓国だったら参加できないと

言われて、日本国内とは別として、アフリカなどにボランティアで行こうとするのに、制

限かけられることがあるなんて」。 
「ちょっと変な話ですが、付き合っている男性の間では問題起きたりします。学校は日

本名で通っています。本名は別にあって、ずっと日本語喋っていて、見た目は日本人なん

ですね。男の人と付き合って仲良くなったら、後からですが、韓国人と言ったら、ええ?と
いう感じです。最初はそうかという感じですが、でもだんだん可笑しくなります。目の前

の私は日本人なのに、家に帰ったらハングルでしゃべたり韓国料理ということは想像でき

ないというんです。そういうこと聞いたとき、どう接したらいいか分からなくなるそうで

す。でも日本でも異文化理解とかあるのに、職場だったら別として、結婚だったり恋愛だ

ったりになると家の中になるんじゃないですか。だからそこに異文化が入るから、なんか

不思議みたいです。例えば、私が在日アメリカ人だとしたら顔が違ってくるんじゃないで

すか、いくら日本語を上手に喋ってもぱっとわかってしまうから、外人だというのを受け

入れやすいと思います。私の場合は、外見は自分たちと同じなのに中身が違うという、逆

に分かりにくいかあという感じを最近思いました。私は、全然平気ですが。もし結婚され

るとしたら、子どものときは構わないと思ったですが、日本人とは不安を感じますね」。 
「これは別の問題ですが、参政権問題ですね、私は反対です。政治にはとても関心あり

ますが、ただ、韓国籍を持っているのも自分の選択です。自分は外国人だというアイデン

ティティをもっているから国籍も韓国籍を維持し、自分が外国人であることを選んでいる

と思います。だから高校無償化除外問題も参政権問題も同じ考えを持っています」。 
「朝鮮学校が高校無償化から除外されることは仕様がないと思います。高校卒業扱いじ 

ゃないじゃないですか。専門学校みたいになっていて。日本の政治家が打ち出す政策は日

本の国のための教育であって、もっといえば、日本人のための教育であって、日本のなか

の外国人のためではないということだから仕方がないと思います」。 
「話は戻りますが、結局帰化しやすいようにして、参政権うんぬんの方はいいと思います」。 

「母語は日本語です。母国語はハングルです。お母さんが家でハングルを話すからです。 
家では日本語と韓国語の半々使います」。 
 「忠臣蔵は、日本では綺麗な物語として見ています」。 
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「韓国人としての自覚していることは、こんなものかしら。たとえば、どっちの側に立 
っても物を考えることが出来るということかなあ。少数派、多数派の両方に触れている自 

分がいる、Aでも Bでもない、これは私しか持っていない特別のものではないかなあと思い 
ます。ただ、逆にいえば、じゃ自分はどっちにいるだろうか。日本と韓国どっちなんだろ 
う。生活のうえでの不便ではなく、ひとりですごく不安定になることもある」。 
 「先天的不安定、自分はどっち? 例えば、フィギュア・スケートのキムヨナとマオのこ 

となんでが、どっちも好きなんです。選手個人を見るのではなく、国を見るときみんな自

分の国があってそれを応援するのに、自分は違う。どっちが勝ってもいいと思う。ただ演

技の好みでヨナが好きだということだけです」。 

「そして、夜 8時、あるテレビ番組で韓国を厳しく非難している。タケシの TVタックル

番組見たことあります。月曜日夜やっているですが、政治学者の女性が出てきて、ゲスト 6

人で、政治討論していますが、地方参政権についてめっちゃくちゃ韓国誹謗していました。

これは問題だと思います。右寄りすぎると思います」。 

 
2.インタビュー調査の結果 

 「在日」が日本と朝鮮半島の近・現代の歴史と文化についてどのような意識を持ってい

るかを考察し、それらがアイデンティティ確立にどのような影響を与えるかを明らかにす

ることを目的でインタビューを行なった。 

第 1節で紹介した幾つかの言説、つまり、「在日」がきちんとした歴史認識を持つことが

民族概念に絡んだ問題から解放される鍵である、あるいは民族的アイデンティティを確立

しようとする限り朝鮮民族の共通基礎である母国語を学習すべだ、という言説から見れば、

インタビューに応じてくれた「在日」若者の現状は、調査時の期待に及ぶものではなかっ

た。 

インタビュー調査全体を通して、E さん、F さん、G さんの 3 名には、自分の拠り所とし

て確かなものを確立しているという印象を受けた。そのためまず 3 人のケースについて、

考察してみる。 

 Eさんの場合は、朝鮮学校において民族教育を受けたことが、自分のアイデンティティ形

成の核になっていると思われる。「在日」社会が形成された歴史に関して、はっきりとした

認識を持っていると思われるのは Eさんだけだったが、戦後の「在日」の国籍の変化につ

いても理解しているのは彼だけのようだった。「通常外国人は旅券をもって入国し、その旅

券によって外国人登録の「国籍」欄にその国名を記載することになる。しかし、歴史的背

景を持つ在日コリアンは、1945年を境にして、入国を経ずして外国人になったという経緯

があり、法務省は朝鮮半島出身者という意味で、国籍欄に「朝鮮」と記載することにした。

1948年以後、朝鮮半島に 2つの政府が樹立された。そして、1965年の日韓国交正常化(基

本条約)によって、国籍欄(外国人登録の国籍欄に国名を記載する)に「韓国」の記載が増え

るが、朝鮮表示のままの人ももちろんいる」(24)。 
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そして、現在では、もともとの朝鮮籍を保持している「在日」は「北朝鮮」であるという

誤解が広く浸透するようになっている。Eさんは、南北に分離されていない朝鮮半島こそが

望ましい状態であると考え、朝鮮籍を守っていくとの決意を述べているが、このような考

えは、朝鮮籍を保持している多くの「在日」に見受けられる姿勢である。このことは、帰

化を薦める論者に対して、「この民族の悲運時に、おのれぬけぬけと…」、「そんな奴はただ

ちに背骨をへし折るべきだ」と普段は温厚な在日 1世たちが息巻いた言葉を、金(2001)が

引用していることからも推測される(25)。 

Fさんは、広島民団東本部に訪ねて行って紹介していただいた被験者であるが、多くの「在

日」とは異なり、1世である祖父は、留学生として朝鮮から日本に移り住んだ人で、言わば

エリートの子孫である。彼女は「在日」韓国人としての矜持を持っており、歴史に纏わる

現場を訪ねたり、歴史認識に対して広く知識を求めたりして、理解を深めようとしている。

Fさん自身は、韓国に留学して韓国語が話せるようになり、母国語は韓国語といえるように

なったということから、留学経験で得たものが F さんの自己意識あるいは帰属意識への支

えになっているように感じられた。 

Gさんの場合は、子供の時、「在日」という辛い経験をしたが、家庭の中では韓国人であ

ることをしっかり受け止めていて、更に高校の時の修学旅行をきっかけに、「母国訪問=韓

国留学」により、韓国人として誇りを持つようになったという。Gさんは母国訪問により朝

鮮の文化を身につけ、日本の友達には、「韓国人だからこれも出来るんだという思いもあっ

て、友達に、韓国のことやら、こんなことは素晴らしいよ、と教えたりしています」とい

う言葉からもうかがえるように、「韓国人」であることに精神的に安定した拠り所を掴んで

いる様である。G さんも、F さんと同様に、民族語を含めた民族文化に接することにより、

自分は「韓国人」であるという帰属意識が持てるようになったケースであるといえよう。 

本研究の被験者は、E さんを除いて、「在日」形成の歴史についてはあまり知らなかった

が、現在自分たちが使い慣れている通名は創氏改名が原因ではないかということを Aさん、

D さん、F さんは言及している。被験者は、1 名を除く全員が、特別な事情のない限り韓国

籍・朝鮮籍を保持したいと述べていた。しかし、同時に、「在日」であることを公にはした

くないというのが多くの被験者の意向であった。ここに、「在日」若者にとっての、潜在的

かも知れないが、心理的葛藤の源泉があるように思われる。金(2002)が述べているように、

親が経済や生活の都合を優先させて本名を隠し、後になって、そのことを知ると、B さん、

Dさんのように大変な困難に直面するのが見受けられる。 

また、民族語がほとんどできない被験者は、A さん、B さん、C さん、D さん、H さん、I

さんである。I さんは、本人は韓国語を勉強していると言うが、「アンニョンハセヨ」くら

いで、会話は全然できなかった。また、A さん、B さん、D さん、H さんは、韓国語は要ら

ないと言った。しかし、Fさんと Gさんは民族語ができ、民族文化に触れることにより、韓

国人として自覚するようになったと述べていた。 
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以上、Eさん、Fさん、Gさんを中心に 10人のインタビュー調査の結果を整理したが、(1)

歴史認識と(2)民族語との観点からもう少し考察してみる。 

(1)歴史認識について 

 姜(2008)は、「在日」は、日本人に限りなく近いが、「非日本人」に留まるという微妙な

距離感を持っており、もし、「在日」であるという意識に苦しめられているならば、きちん

とした歴史認識を持つことが大切で、それにより民族概念に絡んだ問題はかなりのところ

まで解決されるだろうと述べている。 

 インタビューに応じてくれた 10 名のうち、日常生活を本名で通しているのは、E さんだ

け(Fさんと Gさんは本名で連絡先を筆者に知らせてくれた)で、被験者のほとんどは、日本

社会で「日本人」として生活しているにも関わらず、「日本の人は…」といった言葉使いに

も見られるように(A さん、D さん)、「日本人」に対して微妙な距離感を持っていることが

うかがわれる。しかし日本人に限りなく近い「非日本人」として自分が、この日本社会に

存在している原因となった朝鮮の近代史について、多くの被験者はあまり確かな歴史的知

識を持っていない。Dさんと Fさんが触れている創氏改名について、水野(2008)は、創氏改

名は、朝鮮人にとっては、日本の植民地政策のうち最も過酷なものの一つであったとし、「自

分は創氏改名に就いても祖先より長く続いた崔と云う姓を自分の時代になって松山と改正

したのだが、実に憤慨に堪えない。内地人に大和魂というものがあるかも知れないが、朝

鮮人には朝鮮魂と云うものがある」とある朝鮮人が述べているのを引用している(26)。 

「在日」の多くが通名を用いて生活していることの理由を、創氏改名に求めている被験

者(A さん、D さん、F さん)もいたが、創氏改名が朝鮮人に与えた深刻さについての歴史認

識をあまり持っていないようであった。福岡・金(1997)は、「広い意味での民族教育さえ 6

割以上の在日韓国人の青年が受けたことがない」と述べていることからも、「在日」若者の

歴史認識の不十分性は理解できる。 

 

(2)民族語(朝鮮語・韓国語)について 

 家庭でわずかながらも民族語を使っているのは 2人の被験者(Eさん、Jさん)だけで、６

人(Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Hさん、Iさん)は民族語が話せないし、民族語は必要

ないと答えている被験者もいる。インタビューにおいては、「母語」と「母国語」の定義を

説明した上で、自分の母語、母国語は何かを応えてもらった。調査結果によれば、被験者

全員の母語は日本語であった。彼らが 3世であることを考えると、2世が民族語を母語とし

て伝承することをしなかった、あるいは伝承する力を失っていたことを示すものであろう。

この 10名の若者だけではなく、多くの「在日」が、日常生活で民族語を使わないのは明ら

かな事実であり、「在日」若者のアイデンティティ形成の問題を考える上で、民族語の習得

を強調しすぎることは、現在では非現実的で多少問題があるかも知れない。 
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しかしこのことと関連して、筆者は、以前読んだ、ロシアからアメリカに来たある移民

少年のことを思いだす。そこには次のように書かれていた。 

My brother and I stood in a courtroom. My mother had become a citizen a year 
earlier, so she sat quietly in the back. The judge spoke of our responsibilities as U.S. 
citizens, but then said, “Each of you brings to this country a wonderful heritage. 
Don’t forsake it. Don’t lose your language or your traditions. By keeping them 
strong, you enrich our country and strengthen it.” I saw a smile creep into the 
corners of my mother’s mouth. I thought of her insistence that my brother and I 
speak Russian at home and keep to our traditions. How many times had I fought 
her on this?(27) 

このロシアの子供のストーリから分かるように、自分たちの文化と言葉を保持すること 

がどれほど大事なことであるかは、本研究のインタビュー調査の F さんと G さんの証言か

らもうかがわれる。 

「韓国人ということがいやだと思う時期もあったんですよ。韓国人てなあに?と思ったこ

ともあります。今はそんなことなく自分を楽しんでいます。韓国人だからこれもできるん

だという思いもあって、友達に、韓国のことやら、こんなことは素晴らしいよ、と教えた

りしています」。「朝鮮の文化は父母とか目上のひとを大切にするとかは良い部分だと思い

ます。日本の文化(の良さ)は、謙虚さと人に気を使うところだと思います」。 

 このように、自民族の文化と言語を習得することによって、自分が住んでいる「日本の

良さ」も分かるようになったという言葉は、インタビュー調査から得られた貴重な結果の

一つだと思われる。 

 以上、インタビュー結果を歴史認識と民族語の側面から考察してみた。 

 

第 3節  まとめ 

 

本章でのインタビュー調査の結果をまとめると以下のようになるであろう。 

①多くの「在日」若者は、「在日」形成の歴史について知らない。 

Gさんの父親は、子供たちに辛い思いをさせたくないから通名で通すようにといっている

が、被験者のほとんどは、親から出自について教えられていない(B さんのいうように「今

まで自分は日本人だと育っている」)から、平素は日本人同様の意識を持っているようであ

る。 

②多くの「在日」若者は、出自を隠し、「日本人」として生きようとしている。 

③多くの「在日」若者は日本社会の否定的なイメージを内在化している。 

例えば、Aさんは、参政権問題で不満を持っているが、自分で日本社会を変えようとは思

わない。 
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Eさんは、家を借りる時、朝鮮人だから断られたという。また、自分たちは日本社会の一

員だと思っているが、日本社会は「朝鮮人は朝鮮人だという感覚で、無意識の中で差別の

意識が深く残っている」という。B さん・D さん・F さんは、違う視線でみられるのはいや

だという。Gさんの家族は長い間、社会に受け入れなかったという。Hさんは、友達から「韓

国人いやだ」と言われてショック受けた。Jさんは、大学で 2回も海外ボランティア活動の

申込に外国人だと断られて、外国人としての認識を持つようになる。 

④民族語を含めた民族的な伝統文化はアイデンティティ形成に影響を及ぼしている(E さん、

Fさん、Gさん)。 

被験者のなかで、日本学校出身者の多くは、民族語を必要としないし、民族語を外国語

同様に思っている。反面、朝鮮学校出身者はそうでない。しかし、彼らのなかでも、Bさん

は「小学校の時、先生が朝鮮のコマをやってみせたりした。やっぱりふれあいというのは、

大きなものだと思います」という。また、D さんの、「機会があれば学びたいが、まったく

興味がないわけではない」という言及からみると、民族語を含む民族文化の学習に対する

願望は持っているように思われる。 

⑤帰属意識が希薄である。 

例えば、Dさんは「ある意味では韓国人でも日本人でもない」という。Jさんは「自分 

は韓国・日本どっちだろう。ひとりで凄く不安定になることもある」という。 
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第 3章      九分割統合絵画によるタイトルの分析【研究 2】 

 

第1節  研究目的と方法 

 

Ⅰ 研究目的 

 第 2章のインタビューの調査結果は、10名という少人数であったが、「在日」若者に関し

て先行研究で述べられていた種々の言説を、概ね、確認するようなものであった。 

 確かにインタビュー調査では、多くの「在日」若者が、日本社会とは微妙な距離を置き

つつ、社会の否定的なイメージを内在化して生きている様子が読み取れた。それは、特別

な事情がない限り国籍(韓国籍・朝鮮籍)を変えるつもりはないが、自分が「在日」である

ことを公にすることには否定的で、本名を用いず通名で通すことに典型的に現れているよ

うである。「在日」若者は、きちんとした歴史認識を持つことにより、民族概念に絡んだ問

題からはある程度解放される(姜 2008)というが、多くの被験者は、「在日」形成の歴史的

事実についてはあまり知らない。そして、全員母語は日本語であるが、民族語(朝鮮語・韓

国語)に対しても、多くの被験者は興味を持たず、むしろ学習するのであれば、英語の方が

役に立つと考える被験者もいた。 

「何ものかに所属するという経験を持たない限り、人間らしく存在することはできない」

(土居 1971)というが、潜在的であれ、帰属意識を持てる対象が存在することが、安定した

アイデンティティ確立のための大きな条件であると思われる。 

インタビュー調査において強く感じたのは、多くの被験者の「非日本人」としての微妙

な距離感(姜 2008)である。これは、「日本人」として日本社会に帰属感を持つことができ

ず、そうかといって自己の帰属すべき対象を別に見出すこともできず、いつも無意識のう

ちに、社会の眼差しを気にしながら生きていることを意味するのではなかろうか。 

被験者のうち、自分なりにアイデンティティを確立していると感じられる被験者は Eさ

ん、Fさん、Gさんの 3人であった。Eさんの場合は、民族学校で歴史知識を学習し、民族

語を習得したこと、そして、Fさんと Gさんの場合は、韓国留学により民族語が話せるよう

になり、民族文化に接することができたことがアイデンティティを確立する上で、大きな

影響を与えたものと思われるが、3人に共通して感じられるのは、ある種の安定した帰属感

であった。 

 

 これらのことにより、民族語を学習することと朝鮮半島の伝統的文化あるいは歴史を知

ることは、「在日」若者のアイデンティティ形成に大きな役割を果たしていると考えられる。

しかし、インタビュー調査で得られたこういった結果は、もう少し別のデータで検証する

必要があると思われ、先行研究において、加賀美ら(2008)が用いている九分割統合絵画法

を取り入れることにした。 

 



33 
 

加賀美らの論文は、韓国人学生(小・中・高・大学生)の日本に対するイメージ調査に九

分割統合絵画法を用いており、筆者の問題意識に大いに参考になるものであった。 

その後、九分割統合絵画法の開発者である森谷の論文を調べ、また森谷自身に直接教わ

ったこともあり、九分割統合絵画法が、「在日」若者のアイデンティティ研究のための質的

データを採集する方法として大きな可能性を持つものであることを確信するに至った。 

インタビューと九分割統合絵画法による調査の主な違いは、「描画法には言語という表現

手段よりも、もっと直接的に生のイメージを把握することが出来る。それ故に、描画によ

ってイメージを調査することは重要なことである(28)」ということと「「集団式に」調査を

行なうことが出来る」(29)ということであろう。 

インタビュー調査では、通常のアンケート調査では得られない情報が得られ、また場合

によっては、インタビューをする側とされる側の相互作用で、お互いが予想もしなかった

ようなものが出てくる可能性もあり、それが、手間はかかるが基本的な重要性を持つ調査

法であることはいうまでもない。しかし、インタビューをする側とされる側の相互作用で、

抑制され表面化しない情報もある。九分割統合絵画法は、与えられたタイトルのもとで、

一定の順序で自由連想的に被験者の内部のイメージを引き出す方法であり、心理療法の分

野で開発されたものである。九分割統合絵画法は、インタビュー調査の代用物ではない、

独自の特性を持つ質的データ収集法ではないかと考えられる。 

 

本研究は、「在日」若者のアイデンティティ確立の状況を調査することを目的とするもの

であるが、今回の九分割統合絵画法では、「私とは何か?」というタイトルを与えて、彼・

彼女らの自己イメージを調査した。アイデンティティ確立の状況は、どのような自己イメ

ージを持っているかによりある程度推測することができ、自己イメージの調査は、アイデ

ンティティ研究にとって基本的な重要性を持つものであると考えられる。 

まず自己イメージについて考察する。 

自己イメージとは、広義には自分自身に対する評価や概念を指し、幼少時から、周囲の

生育環境による内的及び外的な影響を受ける中で発達するものであるという(30)。そして、

自己イメージとアイデンティティ形成は相互に作用しあうという(31)。 

自己イメージは、「個人が所属する社会に適応した行動様式を身につけるという社会化の

過程を通して形成され、自分に対する満足の程度や、他人に対して優越しているかどうか

などの自己評価を含んでいる。自己に対して高い理想を持ちやすい青年前期においては、

現実の自分を厳しく評価する傾向があるが、年齢が増すとともに自己に対する理想と現実

との差異は小さくなる」(32)という。 

井上(2004)は、「青年期に入っての自己イメージになると、もう少し形成の要因が複雑化

してくる」という。例えば、「肯定的にしろ否定的にしろ自分は何者であるかという自己イ

メージを持つのに、幼少期にはあまり気にしなかった他人の評価、自分の長所・短所に関

する客観的事実についての認識がなされ、そこでは自分と向き合うこと、自分について冷
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静に分析し、受け容れることができているかどうかが重要な要素となる」と述べている。

また、「肯定的な自己概念を育むには?」という質問には、「自分自身を認め、受容すること

の重要性、そして自信を持つこと、円満な友人関係、家族関係の構築、得意分野の発掘・

向上などの回答が得られたが、否定的な自己概念を生む要因に関しては、他人との過剰な

比較、友人や親など親しい人から裏切り・拒絶・不安定な家庭環境などがあげられた」と

いう。 

このような自己イメージはどのように形成され、そして自己アイデンティティの形成に

どのような影響を与えているのだろうか。 

人間関係が織り成す諸々のイメージの世界においてこそ我々の自己は生きており、この

関係において自己自身を形成していることに疑いの余地はない。河合(1987)によると、「心

の奥深く存在する原型として、自己がある。自己は意識、無意識を含めた心の中心と考え

られる。自己は心の中心であって、私が意識し、私が知っている私の背後に存在する。真

の私とも言うべきものが自己なのである。われわれは元型としての自己について知り得べ

くもないが、その心の動きやイメージを意識化することができる。それを通じて自我の偏

りをなくしつつ、あくまで真の自己への近似しつづける過程を、ユングは「自己実現の過

程」と名付けたのである」という。 

このように、本来あるべき自己を実現しようとする過程を、自己アイデンティティの確

立過程とみなしてもよいかと思われるが、その際、自己イメージを知ることは、あるべき

自己を意識化する上で大きな意味を持つと思われる。 

それでは、「在日」を取り巻く自己観あるいは自己イメージはどのようなものだろうか? 

福岡(1993)は、在日韓国人の若者 150 人あまりのライフストーリーの聞き取り調査を行

ない、以下のような結果を述べている。「彼らは日本人の世界にも同胞の世界にも無理なく

適応している。二つの自己を意識的に“使い分け”しているのではなく、“その場の雰囲気

に”すっと適応している感じだ」という。こうした印象が、自然さを伴う使い分けが成立

していることからくると見るなら、「この若者たちのスイチングもまた、二文化のアイデン

ティティ間に衝突なく統合しているタイプである」ことを示唆する (33)。 

李・田中(2010)は「3世に進めば脱文化が進み、民族的な区分にはさほど執着しなくなり、

個人化の傾向がみられるようになる。この見方に即せば、心理的にも、世代進行に伴って

集団のアイデンティティよりも個人のアイデンティティに比重を置く自己認知が生じてい

くことは、そう不思議なことではないだろう」と述べている(34)。このような脱文化は、「在

日」の世代進行過程の中では一般的な現象かも知れないが、「視点の個人化は、心理的に見

れば、差別的な視線から距離を置く認知的な機制なのかもしれない」とも指摘している(35)。 

 

日本と韓国の若者は、日韓の新しい文化的交流の時代においては、「在日」若者を取り巻

く環境ともいえるので、本研究では、日韓の大学生 205 名も九分割統合絵画法による調査

対象に加えたが、彼らの自己イメージあるいは相手国に対するイメージに関する先行研究
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を簡単に紹介する。 

加賀美(2008)によると、将来なりたい自分の理想像を描く日韓女子大学生の価値観分析

で、韓国人学生の方が有意に高かったのは、「正義感が強い人」、「社会的に力のある人」、「人

の意見に素直に合わせられる人」、「社会や人のために役に立つ人」、「異なる文化を尊重し

他の文化圏の人々と積極的に交流する人」、「人と社会に関するメッセージが伝えられる人」

の6項目であった。一方、日本人学生は、「上下の区別なく対等な立場で人と接することが

できる人」、「好奇心旺盛で視野が広い人」、「自分で判断し行動する人」、「社会や人の

ために役に立つ人」であった(36)。この調査をみる限り、韓国人学生は社会的な関心が強く、

日本人学生は個人の在り方により強い関心を持っているといえそうである。 

韓国人学生の抱く日本イメージに関しては、岩井・加賀美ら(2008)は、「肯定、否定、

中立の混在、過去と現在の混在が見られ、アンビバレンスである。韓国の学生の日本イメ

ージの否定的な側面と国史教科書に現れる侵略者としての日本像には強い近似性がある。

韓国の学生の日本イメージの肯定的側面、否定的側面には、現代日本や時間的変化の表れ

にくい特徴が見られる」(37)という。そして、「肯定的イメージは18%(日本の大衆文化、先

進国、秩序・親近感)、中立イメージは48%(生活環境、自然環境、伝統文化、日本の象徴、

日韓の接点、スポーツ)、否定的イメージは29%(歴史認識・領土問題、戦争・植民地支配・

反日感情、社会的風潮)」であるという(38)。 

一方、日本の若者が韓国に対して抱くイメージに関する調査報告はあまり見受けられな

いが、纓坂(2008)の自由記述による調査では、日本人大学生の韓国イメージは13種類に分

類されており、「辛い食べもの(66.7%)が最も回答数が多く、次にドラマ・俳優(14.7%)、

サッカー(7.3%)、韓国の伝統(6.7%)」だった。また、韓国人イメージは12種類に分類され、

「韓国人に対する肯定的評価(16.3%)、わからない(16.3%)、身体的特徴(15.5%)、否定的評

価(14.7%)が上位だった」という。また、「日本人大学生の韓国イメージは、肯定的な内容

が多かったが、辛い食べもの、韓国ドラマ、サッカーのような単純で表層的である」とい

う。そして、日本における韓流ブームは、これまで韓国に対する関心がほとんどなかった

人々にも波及し、韓国イメージにも肯定的な影響を与えたが、「韓流」ドラマの視聴が日

韓の歴史に関する関心などを喚起しない事実は、「韓国に対する関心の高まりと肯定的な

イメージ変化が表面的な変化にとどまる可能性があるとして危惧される」と指摘している

(39)。 

 

以上、「在日」若者と日韓大学生のイメージの研究の現状を概観したが、本研究で採用し

た調査法である九分割統合絵画法を用いた幾つかの先行研究を概観する。いずれも被験者

の内部に潜むイメージを顕在化する手法として用いられているものである。 

植田(2006)は、小学校空間において、子供たちが最もイメージしやすいと思われる遊び

場について、子供たちの心の中にあるが表面にはなかなか現れないイメージを引き出し、

意識調査の基礎資料として提出するため、九分割統合絵画法を用いて調査を行なった。 
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従来の白紙画用紙に比べての特徴として、①自由連想に忠実、②文字の積極的利用、③

心に浮かぶ雑多なイメージを自然に結集、④情報収集と整理の利便、⑤適切な情報量など

を挙げている。 

残華・石田(2010)は、人が他者に対して抱いている無意識的かつ多面的なイメージを意

識化させることは、他者との関わりにおける自身のあり方に目を向けさせ、自己理解を促

すものとなる可能性があり、青少年が自己を確立していく上でも重要なものとなるという

考えのもとで、「あなたにとっての他者」というテーマで九分割統合絵画法による調査を実

施した。分析の結果、「描き手が日常的に接している他者との関わり方によって、生じる感

情や考え、他者との関わり方に対する自己理解が深まり、自己確立や自己形成にも繋がる

可能性があることが示唆された」と述べている(40)。 

窪内(2000)は、教育実習を体験した短大生の心理的変化を調査するために、九分割統合

絵画法を用いた。「描かれたイメージから教師へのイメージの変化は、顕著であった。ま

た、実習体験が短大生に何らかの心理的な「成長」をもたらすことも示唆された」と述べ

ている。 

鍛治(2011)は、死別した親との〈かかわり〉を、できる限り表現上の束縛を受けずに捉

えるために、九分割統合絵画法に注目した。九分割統合絵画法を用いることによって、死

別した親との〈かかわり〉を、意識的に一つに限定することなく、思い浮かぶままに描い

てもらうことができ、満たされない現実経験を癒すようなイメージが働いて「〈かかわり〉

がおさめられた」という。この方法を用いたからこそ、「日常では分かりにくい体験を取

り出して直接把握することが可能となり、イメージの世界の〈かかわり〉が捉えられた」

と述べている。 

次の 2 つの先行研究は、九分割統合絵画法で得られたデータの分析がどのようになされ

るかを簡潔に示していると思われるので少し詳しく紹介する。 

清水・森谷(1997)は、小学生 225 名を対象に、九分割統合絵画法を用いて、親イメージ

についての調査を行ない、子供の側から見た親子関係の在り方を考察した。研究方法にお

いては、A4判白紙画用紙とマジックで枠付けし、3×3に分割したもの 1枚と「親」という

タイトルを与え、枠の中に番号順に自由に書いてもらった(被験者に最後に描画全体に対す

るタイトルを書くような教示はしなかった)。分析方法「形式分析」と「内容分析」を行な

っているが、本研究と関係のある「内容分析」においては、描画された内容に従って、筆

者独自の分類枠を 5パターン設け、さらに細かく 30項目に分類し、各枠ごとにおける頻度

数を集計し、枠の総数(人数×9)で割り、パーセントを計算した。また、学年、男女の有意

差を検定するため、一つ以上反応した人と、まったく反応しなかった人に分割して 2×2表

の𝑥2検定を行なった。「親子の関わりの仕方」の分析結果では、男子は自分のしたいことを

優先するため、親-息子の関係は学年が進むに従って、緊張してくることが分かった。 

男女別でみると、「母・友好」において、女子が男子よりも有意に高かった。 
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「父・友好」において男女の差が認められなかったという結果から、父と息子の結びつき

よりも、母と娘の結びつきが強いことを示している。 

 

森谷・徳田(1998)は、中学生 74 名を対象に、九分割統合絵画法を用いて、親イメージに

ついての調査を行ない、中学生の様々な「親」イメージが視覚的に捉えられることを期待

した。研究方法の手順と分析方法は清水・森谷(1997)と同様に行なった。描画内容分析に

おいては、描画内容を大きく 4パターン、細かく 19項目に分類し、19項目について検定を

行なった。その内、「感情表現」についての分析を取り上げてみると、親に対してどのよ

うな感情を持っているのかを知ることができる。3パターンに分類した感情表現について検

定を行なった結果、男女間に有意差はないが、「ポジティブ」な感情と「ネガティブ」な

感情の頻度数を比べてみると、約 2対 1の割合でポジティブな感情を表現することが多い。

また、「登場人物とキーワード」の分析においては、例えば、男子 Aは、母に対しては「ケ

チ・うるさい」と表現し、一方父には「優しい・料理が旨い・頼もしい・優しい・どこか

へ連れていってくれる」と表現している。しかし、最後(枠⑨)には、父母をまとめて「尊

敬」していると描いている。つまり、親に対しては、不満を持ちながら、親への敬愛の念

は失われていないことが分かる。そして、全体的にみて、この調査によって、「思春期の

親子関係の特徴が非常によく浮き彫りになった。親子関係を調査する上でもこの九分割統

合絵画法は優れた方法であると考えられる」と述べている。 

 

以上、九分割統合絵画法を用いた先行研究を概観した。元来、心理療法の分野で森谷(1986、

1987)により開発された手法であるが、最近では、その適応領域も社会心理学的方面にまで

広がっている様子がうかがわれる。 

本章では、このような九分割統合絵画法を用いて、「在日」若者の心の中心である自己の

イメージはどのようなものであるかを調べ、さらに彼・彼女らの自己実現に繋がると思わ

れる新しい可能性の「きざし」を探ることを目的とする。その際、比較検討の基礎とする

ため、「在日」若者は民族語の学習者と非学習者を分けて調査し、日韓の若者は相手国の言

語の履修者と非履修者を分けて調査を行なった。 

 

Ⅱ 研究方法 

九分割統合絵画法は、先行研究で述べているように、心理療法の分野で広く活用されて

おり、与えられたタイトルのもとで、被験者が自己の内面を非言語的表現である描画法を

用いて表現する調査法である。 

社会心理学的分野における研究で、この手法を用いている研究の一つとして、加賀美ら

(2008)による「韓国における小・中・高・大学生の日本イメージの形成過程―「九分割統

合絵画法」による分析から―」があるが、本章での分析を行なう前に、幾つかの点に分け

て、加賀美ら(2008)の論文を、本研究で採用した方法と比較しながら要約してみる。 
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第 1 分析の視点について 

加賀美ら(2008)の論文は、KJ 法を用いて小・中・高・大学生別にカテゴリーを抽出し、

最後に、全体を合わせて内容分析を行なった。先行研究でも見てきたように、森谷(1986、

1987、1989)の九分割統合絵画法により得られた描画の分析の方法はいろいろある(41)。 

九分割統合絵画法は、先行研究でも見たように、最初に被験者にタイトルを与えて被験

者の心の動きを描いてもらい、9つの枠に絵と書込みの表現が終わった後、被験者にその絵

の全体に対する「被験者自身のタイトル」を付けてもらい、そのイメージを分析する方法

である。 

本研究では、①被験者が付けたタイトルと②絵の内容を別々に分析した。これに対して

加賀美らの論文では、調査対象者に小学生を含むこともあり、そもそも①の情報は収集し

ていない。本研究では、①の情報は②に含まれている情報を取り出す上でも有効であると

考えられるから、①、②の情報を取り、まず①と②を別に分析した。①の分析は本章で、

そして②の分析は次の第 4章で行なう。 

臨床心理学の分野で九分割統合絵画法が利用される場合、クライアントが 9 つの枠の中

に描いた描画や文字から、セラピストがどのように全体的な理解に至るかといった問題、

つまり①と②の融合の問題が議論されている(今田 2011)。また、①は、クライアント自身

が自分の内部状態を自覚する上で重要である。勿論、「描画の細部の一つ一つの要素=「個」

は描画の全体的印象の形式に参画していることになり、「全体」としての性質をも合わせ持

っている」(42)という意味で、②は①とも深く関係するので、①、②の分析結果は全体的理

解のために統合されるべきであろう。 

しかし、社会心理学的な分野で九分割統合絵画法を用いる場合、①と②の統合の問題は

意味合いが異なってくる。②の情報は、ある程度要素的な取扱が可能で、KJ 法などを用い

てカテゴリーを抽出した後、統計的な分析方法を用いて社会集団の全体的把握に結びつけ

ることができる。これに対し、①の情報を如何に取り扱い、集団の特性把握に役に立てる

かということに関しては、先行研究は見当たらない。①の情報は、個々の被験者が②で得

られた情報に対してどのような判断を持っているかを示しているものであり、より上位の

情報であると考えられる。そのため本研究においては、まず①の情報に対してカテゴリー

抽出を行ない、それを上位カテゴリーとして②の情報を分析しながら、集団の特性把握に

結びつけるという方法を試みた。 

 

第 2 分析の手順について 

加賀美らの分析の手順は、KJ 法を使って、(ⅰ)絵の題目や内容をもとに下位カテゴリー

を抽出し、次に、(ⅱ)それらを包括する上位カテゴリーを検討した。 

加賀美ら(2008)によるカテゴリー定義の例(14項目)を以下の表で示す。 
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本研究では、「在日」若者、日本の大学生、韓国の大学生のように 3つのグループ毎に調

査を行なったが、ここでは、本章でのカテゴリー定義の例を示すため、日本学校出身者の

カテゴリーの「頼りは家族」と「将来への不安」だけを示している。 

 
 このような表の作成に関しては第 2節で説明する。 

 

第 3 統計的分析(第 4章で行なう)について 

加賀美らの分析は、各カテゴリーに対応する描画の数を数えて𝑥2検定を行なっているが、

本研究では、描画の数を人数に変換させて分析を行う森谷(1987)の分析方法を取り入れた。

その理由は、幾つかのグループ間の特性・性質を比較しようとする場合、検討したい特性・

性質がたくさんあって一度に有意差の検定などを行なえば、あまり意味のある結果が得ら

れないからである。 
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森谷(1987)の大学生の「自己イメージ」についての描画の内容分析において、数(各枠に 

対する比率)を人数(人数による比率)に変換させて𝑥2検定を行なった例を以下で示す。 

         

表 2-1の数値は、各々の枠の中に表現された描画のうち、「自分」、「家族」といった 5つ

のカテゴリーに対応すると判断される描画の数を総計したものと、それを枠の総数(人数×

9)で割ったパーセントを表わしたものである。すなわち「自分」というカテゴリーに分類

される描画が描かれているのは、全体としては 12%となり、男女別ではそれぞれ 10%、14%

となっている。  

これに対し表 2-2 の場合は、各々の項目に一つ以上反応した人の割合を示している。例

えば、「自分」というカテゴリーに分類されると判断される描画を 9つの枠のうち 1つでも

描いた人数は、全体の 80 人のうち 26 人であり、男性では 40 人のうち 12 名、女性では 40

名のうち 14 名である。すなわち、「自分」という項目に対しては、男性 40名のうち、関心

を示したと判断される被験者が 12名で、そうでない被験者が 28(=40-12)名である。女性に

関しても同様である。つまり表 2-2では 5項目に関する 2×2表を含んでいるもので、各項

目に対する男女の差は、𝑥2 検定により検定が可能となる。勿論、表 2-2 の作成に絶対的な

基準がある訳ではないが、第 4章における分析では森谷(1987)の方法に従った。 

 

第 4 上位・下位カテゴリーについて 

 本研究では、収集した九分割統合絵画を、①被験者が付けたタイトルと②描画の内容の 2

つの面から分析する。②の分析は、ほぼ加賀美ら(2008)の分析と同様であるが、①の分析

は加賀美ら(2008)のいう上位カテゴリーと意味が異なっている。つまり、②の内容分析を

行なう場合、まず 9 つの枠に描かれた描画と文字から下位カテゴリーを定義し、そしてそ

の後で上位カテゴリーを定義する。これは加賀美ら(2008)の分析と同様である。しかし、

①の分析においては、まず被験者が付けたタイトルを分類してカテゴリーを定義し、それ

を上位カテゴリーとする。そして、そのような分類の根拠となったものを 9 つの枠に描か

れている描画からキーワードを取り出し、下位カテゴリーを定義し、それを用いて上位カ

テゴリーを説明しようとしている。これまでの先行研究では、加賀美ら(2008)の研究も含

め、①の被験者が付けたタイトルの分析はなされていない。本研究での初めての試みであ

る。 
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第 5 好悪のイメージ分析(第 4章で行なう)について 

肯定、否定、中立の分類については、加賀美ら(2008)の分類方法を参考にしたが、、本研

究第 4章では、調査で採集した描画と書き込み言葉を総合的に考慮して決めた。 

 以上の点を踏まえた上で、九分割統合絵画の分析に入る前に、幾つかの描画の事例を示

すことにする。 

 描画のデータ処理上、「在日」若者の朝鮮学校出身者は(合計 34名)、「B-2-1～B-2-35(描

画一枚は未処理)」のようにコード化し、日本学校出身者は(合計 31名)、「B-1-1～B-1-31」

のようにコード化した。日本人の大学生は、韓国語履修者(合計 50名)は「C-2-1～C-2-50」

のようにし、韓国語非履修者(合計 50 名)は「C-1-1～C-1-50」のようにコード化した。ま

た韓国人の大学生は、日本文学履修者(合計 52 名)は「A-2-1～A-2-52」のように、日本文

学非履修者(合計 53名)は、「A-1-1～A-1-53」のようにコード化した。 

「在日」若者に「B」、日本人の大学生に「C」、韓国人の大学生「A」というようにコード

化したのは、調査に着手してデータ処理が出来上がった順番によるものである。 

被験者の分類で、日本の大学生は、韓国語「履修者」又は「非履修者」という分類をし

たが、韓国人大学生の場合は、「日本文学履修者」又は「日本文学非履修者」という分類

をした。その理由は、韓国では、高校でも日本語を科目として学ぶことが多く、その場合

は「日本語履修」というが，大学における日本語教育は、担当者の専門分野により、「日

本文学、(日本)語学理論、日本語専攻」などに大きく別れるからである(43)。 

 

 描画の事例は、①朝鮮学校出身者(朝鮮籍)を 2名、②日本学校出身者(日本籍 1名と韓国

籍 1 名)を 2 名、③日本人の大学生(韓国語履修者 1 名、非履修者 1 名)2 名、④韓国の大学

生(日本文学履修者１名、非履修者 1名)2名、合わせて 8名のものである。 

以下、彼らの描画を順番に見ていく。韓国語が使用されている描画については、解説を

加えるが、日本語で書かれている描画には解説を加えていない。 

なお、描画を画像処理を行なって論文のなかに取り込んだため、絵と文字が読み取り難

い場合もあるので、別途コピーした描画を資料として添付する。 
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(1)描画 の事例「B-2-25」:「在日」若者(18歳、4世、男子、朝鮮籍、高校 3年) 
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描画「B-2-25」の説明: 

描画 B-2-25は、右下から始まり真ん中で終わる、反時計回りの描き方をしている。書か

れている文字は民族語である。順番にみると次のようである。 

①父母、友達、周りの多くの方に見守られながら愛の中から生まれた。②3歳から広島朝鮮

学校の幼稚園に通った。そして父から空手を教わった。③初級部に入学して、サッカーに

興味を持ち、友達とボールで遊んだ。④サッカー部では友達と兄たちと遊んだ。⑤サッカ

ーと空手の試合で、自分が朝鮮人であることを認識し始め、日本人の友達と自分とは多く

の違いがあることに気付き、周りと違うことについて疑問を覚えるようになった。⑥中級

部になってからは、日本人のクラブに入り、朝鮮人である自分をとにかくアピールした。

彼らと色々な会話を交わし友達になった。それは良い経験になり、周囲と自分が異なると

いう疑問についても、もっと考えるようになった。⑦朝鮮高校に入ってから、サッカー部

と朝鮮青年部に入り、祖国と同胞社会の歴史を知るようになり、誇り(朝鮮の人として

우리말(我々の言葉)、民族性、歴史、学校、祖国、サッカー)を持って生きていかなければな

らないと思った。クラブの友達の存在が大事だと思い、思いやりを意識し、皆を愛する気

持ちを持つようになった。⑧サッカーを応援して下さる多くの方々に恩を返さないといけ

ないと思った。⑨そして誇りを持って、将来私たちの学校を守り、サッカーを通じて朝鮮

の人々に多くの希望を与える人になり、世界で活躍する人材になりたいと思っている。 

 

この描画では、日本のサッカーグラブに入った時、初めて自分は周りとは異なる存在で

あることに気付くようになるが、同胞社会と日本社会両方を自分の内部にバランスよく受

け止めていく。その過程で、今までは気付いていなかった周りの日本の友達の存在は、自

分にとってとても重要であることを意識するようになる。 

 この被験者は、家族の愛情と民族的な保護により、日本社会の眼差しを直接内在化する

ことなく成長し、その後で「外部」である日本社会と好ましい関係を築いていった若者と

いえよう。 
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描画「B-2-25」の裏面 
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描画「B-2-25」の裏面の説明: 

 

描画の事例 1 の裏面であるが、①から⑨までの数字は描き込みの順番の番号である。日

本語訳は朝鮮語で書かれた文字の訳語である。 

このように、描画には裏面に被験者からつけてもらった「気付き」のタイトルが書かれ

てある。但し、「在日」若者の描画の場合、調査依頼をした際、配布したフェイスシート

に「気付き」のタイトルを書く場合もある。本章ではこの「気付き」のタイトルの分析を

「在日」若者、日本人の大学生、韓国人の大学生順に分析する。 

 

次に、描画「B-2-32」を示す 
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(2)描画の事例 2 「B-2-32」:「在日」若者(27歳、3世、女子、朝鮮籍、一般) 
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描画「B-2-32」の説明: 

この描画は、真っ中から始まり時計周りに描いてある。描画の番号順にみると、①京都

で生まれ、愛知の豊田で幼少時代を過ごし、ずっと京都育ちである。京都といえば歌舞伎。

②豊田から京都に戻った時は、우리(我々)幼稚園(民族系の幼稚園)に編入されたが、いやで号

泣した覚えがある。③우리(我々)幼稚園に入ってからは全ての謎が解けた。엄마(母さん)、시루떡(小

豆の韓国の餅)など。④私は習い事(算盤、水泳)に行くまで近所に友達がいなかった。⑤習い事

やバイトを通じて日本の方々と仲良くなって、友情に国籍はない「親友」と思えるように

なった。⑥でも習い事や職場がなくなるといつの間にかその縁は少しずつ離れていったが、

우리동무(我々の友達)は、遠くにいても連絡がなくてもずっと友達でいて、いつでも繋がってい

る。日本人の友達とは「共通点が減り、共通のネタがなくなるのかなあと思う」。⑦多分

それは「在日朝鮮人」という共通点が常に変わらず私たちにあるから。生まれた所は日本

であるが、我々祖国は朝鮮であり、我々民族は一つである。⑧でも「京都も大好き。I ♡ 京

都」。多分これは私たちが持つ固有の価値観。⑨大学時代の恩師が言った。「私たちは刺

身を醤油でも楽しめる。又、초장(とうがらし入りの朝鮮のみそ)でも楽しめる」。これが私たちだ

と思う。 

 この描画の語りの 8 番目に「でも京都も大好き。I ♡ 京都」と言っているが、ここ京都

は、彼女が根を下ろして生きている居場所である。多くの「在日」若者は、日本の社会の

なかに根を下ろし、日本の文化もしっかりと内在化している。同時に、何らかの形で、朝

鮮の文化と民族語も内在化している者もいるというのが、この描画の中で読み取れるので

はないだろうか。 
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(3)描画の事例 3「B-1-14」:「在日」若者(26歳、男子、3世、日本籍、会社員) 
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(4)描画の事例 4「B-1-6」:「在日」若者(29歳、女子、3世、韓国籍、会社員) 
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描画「B-1-13」の説明: (韓国語で書かれている部分だけ説明を加える)。 

 この描画は真ん中から始まり、時計回りに右下で終わる。この被験者は 2 年間韓国のソ

ウルで留学生活を送った経験がある。筆者が描画を描いてもらうために面接した時、韓国

語で話をした。 

 

描画の②番のハングル「한국에서」は、「韓国で」という意味である。 

描画の③番の「일본에서」は、「日本で」という意味である。 

描画の⑥番の「한국어」は、「韓国語」という意味で、「친구」は、「友達」である。 

描画の⑨番のハングル「결혼」は、「結婚」という意味である。 
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(5)描画の事例 5「C-2-14」:日本人大学生(韓国語履修者) 21歳、女子、大学生 
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描画「C-2-14」の説明: 

この描画は、右下から始まり真ん中で終わる反時計回りの描き方をしている。描画を番

号順にみると、①６種類の韓国の食べもの。②우리(私たち)は情深い人々、オープンマイン

ドである。③軍隊、충성(軍人の間での「敬礼!」に当たる挨拶が「충성(忠誠)!」である。韓国

の男性は約 25 ヶ月間兵役の義務がある)。④肌が綺麗で美容意識が高い。⑤受験戦争。⑥

マキシムコーヒ。⑦IT社会。⑧電車やバスの中での電話。⑨夜景。 

これら 9 つの描画には、韓国社会の文化的な様子が多く表現され、被験者は韓国に旅行

又は一時滞在した経験のある学生ではないかと思われる。韓国人の情緒的な面の一部であ

る “情け深い”という言葉も描かれ、日本とは少し違う韓国の文化が描かれているようで

ある。충성(忠誠)という言葉をハングルで書いてあるのは、ハングルが相当書ける学生では

ないかと推測される。この描画には충성(忠誠)と우리(私たち)の二つの単語がハングルで書か

れてある。韓国人は「우리(私たち)」のように単数(私)ではなく複数(私たち)の言葉では表

わす場合が多い(例えば、私の娘、私の兄という場合、韓国人は私たちの娘、私たちの兄と

いう)。 
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(6)描画の事例 6「C-1-17」: 日本の大学生(韓国語非履修者)、20歳、女子、大学生 
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(7)描画の事例 7「A-2-9」:韓国の大学生(日本文学履修者) 23歳、女子、大学生 
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描画「A-2-9」の説明: 

描画:「A-2-9」は真ん中から始まり時計廻りの順序に描かれてある。描画の順番からみ

ると、①日本語の文字は「可愛い」と表現されている。②桜が美しい。③日本に旅行に行

って目にした日本人の秩序意識には驚いた。④綺麗だがなんとなく距離感が感じられるギ

ャル。⑤日本では皆さんが自転車を乗る光景も素晴らしかった。⑥お店に入ったら、店員

の活気溢れる挨拶「いらっしゃいませ」。⑦道に迷って道を教えてもらったが、とても親

切だった。⑧歩道を歩く時、日本人は並んで歩く(秩序観)ようで、私はちょっぴり緊張し

た。⑨日本人は前と後ろが違うような気がした。 

 この描画では 4 つの描画の枠には日本語が書かれている。世界で 3 番目に自転車に乗る

人が多い国という環境に対するよいイメージ(毎日新聞,2004年 11月 27日)が描かれている。

韓国の大学生は、日本の「匠精神」を伝統的なよいイメージとして描いているように思わ

れる。この描画の場合でも、⑥お店に入った時の店員の活気溢れる挨拶「いらっしゃいま

せ」は、職業に対する匠精神として描かれていると思われる。9つの枠は全てが文化的な側

面が描かれている。 
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(8)描画の事例 8「A-1-37」:韓国人の大学生(日本文学非履修者) 24歳、男子、大学生 
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描画「A-1-37」の説明:解説として日本語訳を書き込んだ描画の裏面を示す。 
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第 2節  九分割統合絵画法による調査 

  

Ⅰ 九分割統合絵画法について 

1.九分割統合絵画法 

 九分割統合絵画法は、森谷(1986)の説明によると以下のような特徴を持つものである:

「一枚の紙の上に空間次元と時間次元を同時に表わすことが可能であり、様々なイメージ

をひとつに集約し、被験者の内面を整理するのに有用である。描かれた絵や文字は被験者

の自由連想の過程として理解される。心に浮かんでくる種々雑多なイメージを結集させる

ことがごく自然にできる。意識の中に入り込んでくるイメージを、いちいちその重要性を

判断することなく、どんどん枠の中に入れ込むことができる。このプロセスはイメージを

要素に分けていくプロセスである。それはあたかも、プリズムが不可視の太陽光線を 7 色

に分散するのに似ている。このようにして、この技法は被験者の内的イメージを要素に分

けつつ、しかもいつも統合へ向かうように設定されている。この方法によれば言語という

表現手段よりも、もっと直接的に生のイメージを把握することが可能となる。多様なイメ

ージをその多様性をそこなうことなく、1枚の画用紙に表現できるという特徴をもっており、

それ故に、複雑で、錯綜した未知のイメージを調査する方法として利用価値があると思わ

れる」(44)。 

 

2.九分割統合絵画法の調査 

以下、今回行なった九分割統合絵画法の調査について説明する。 

1)市販の A4 判の白紙画用紙を枠づけした後、画面を９等分(3×3)に分割する。 

A4判の白紙画用紙は以下のようなものである。 
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次に、枠づけした画用紙と色鉛筆を被験者に与えた。 

白紙画用紙に 3×3 の枠を付けるのは、画面の構造化をある程度高くすることによって、

表現をしやすくするためである。つまり、A4判画用紙そのままの上にものを書くよりも、9

つに分割した枠にして画面を小さくすると、絵が苦手な人でも絵や文字等を書き込むのに

抵抗感が少なくなる。このことは、およそ 200人の大学生を対象として、「私」というテー

マで実験されていることからも明らかである(森谷 1987)。 

2)「在日」の若者には「私とはなにか?」、韓国の大学生には「私にとって韓国と日本とは?」、

日本の大学生には「私にとって日本と朝鮮半島とは?」というそれぞれのタイトルを与え、

「思い浮かぶものを何でもいいから、自由に絵に描いてください。どうしても絵にできな

ければ文字、記号、図形などでもかまわない」と教示した。 

「私にとって日本と朝鮮半島とは?」と「私にとって韓国と日本とは?」のようにタイト

ルの言葉を「韓国」と「朝鮮半島」に区別した理由は、「在日」にとっての朝鮮は南北合わ

せての朝鮮半島であり、現在朝鮮半島には、南に大韓民国、北に朝鮮民主主義人民共和国

という二つの国があるからである。これに対し、韓国の大学生には、現状を考慮し、「朝鮮

半島」ではなく「韓国」に限ることにした。 

3)画用紙に書き込む順序としては、右下隅から反時計廻りに中心に向かう順序か、または、

その逆に中心から時計廻りに右下隅に向かう順序か、どちらの順序でもいいから順番に番

号を書き込み、その番号の順に 1こまずつ描き込むように説明した。 

 

被験者が任意に勝手な順序で描きいれる技法も考えられるが、後から絵を見直し、被験者

の連想の糸を追体験するためにも、また、描画に精神を集中させるためにも、一定の順序

に描画させるほうがよいと思われる(45)。 

4)すべての区画に描き終わった後、その各々の絵に簡単な説明文か、言葉を記入してもら

い、配った色鉛筆で色をつけるように説明した。九分割統合絵画法で色鉛筆を使うのはイ

メージの表現力を豊かにしてもらうのが目的であり、色の分析には、今回は拘らない。 
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5)最後に、被験者自身の描いた絵の全体を見て、何か思い付く「タイトル」を、画用紙の

裏面に書くように指示した。この作業は、9個の枠に表現された様々なイメージ全体を、改

めて一つのものとして被験者に把握させるという意味がある。 

最初に、タイトルを与えて描いてもらう時は、そのタイトルにより引き出されるイメー

ジを、連想形式で自由に表現してもらう。9個の枠に分割したり、書込み順序を指定するの

は「連想のプロセスを記録するため」(森谷私信 2011)でもある。その後で被験者自身がタ

イトルを付けるという意味は、自由連想により表現された一連のイメージ全体を、改めて

眺めて、被験者自身に総括して表現してもらう点にある。つまりその意味は、被験者自身

が、与えられたタイトルに対する自分の自由連想による反応を改めて見直してみると、自

分は一体どういう風に考えていたのかに「気付く」ことを要請する点にある。このことを

踏まえて、以後被験者が与えたタイトルを、「気付き」のタイトルと称することにする。「気

付き」のタイトルは、筆者を含め、調査者が 9 個の枠に表現されたイメージを解釈する上

で、参考にするものである。 

 

Ⅱ 九分割統合絵画の調査 

1.被験者の領域区分 

表 3-2-1  被験者の領域区分             

 

*「在日」が含まれる可能性あり 

本研究のため、2011 年 3 月 10 日から 5 月 30 日まで、韓国昌原市の大学生、日本広島市

の大学生と広島在住の「在日」3世・4世の 3者を対象に、「私にとって韓国と日本とは?」、

「私にとって日本と朝鮮半島とは?」、「私とは何か?」というそれぞれの相手国に対するイ

メージと自己イメージに関する描画の調査を行った。 

被験者の内訳は表 3-2-1の通りであるが、①「在日」の被験者 31名は、日本学校で学ん

だ者であった。 
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森谷(1987)のなかにも書いてある(描画の所要時間はおよそ 60～80分)ように、人によって

は描画を描いてもらうのに随分時間を要する場合もあるので、数日間預けた上で、被験者

が描き終わった後、回収を行なった。回収できた有効なデータは最終的に 31 枚になった。

「在日」のうち 34名は、広島の朝鮮学校に調査依頼をした後、疑問点や説明などを必要と

する場合は随時訪問し、何回かに分けて描画を収集した。朝鮮学校(民族学校)で学んだ者

34 名の中には、小・中・高は朝鮮学校に通ったが、大学は日本の大学で学んだ者もいた。

②韓国人大学生の場合、2011 年 2 月、事前に昌原市の大学を訪問して調査の趣旨を説明し

た後、再び 4 月の初め頃から約 2 週間韓国に滞在しながら描画を収集した。韓国では、依

頼した者ほぼ全員に協力してもらった。また、韓国人大学生の男子の中には兵役を終えて

復学した者も含まれている(韓国男子の兵役期間は満 18歳から 30歳まで平均 25カ月)ため、

韓国人大学生の平均年齢は日本人大学生より少し高くなっている。 

③日本人大学生の場合、4月中旬頃から 5月末まで約 130枚の資料を配ったが、最終的なデ

ータとして 103枚(3 枚はイメージ無し、有効データは 100枚)を採集した。調査には、大学

内の施設である語学センター棟のコンピュータ室と図書館を利用し、一人一人に調査の趣

旨を説明した後、時間制限を設けずに自由に描いてもらった。そのうち約 20枚は、授業時

間を割いて協力していただき収集したものである。 

 

2.与えられたタイトルの分析 

1)日本と韓国の大学生に与えたタイトル:「私にとって日本と朝鮮半島とは?」、「私にとっ

て韓国と日本とは?」は対称的なタイトルで、共に日本と朝鮮半島に横たわる問題をそれぞ

れの若者のイメージとして取りあげようとするものである。その際、“言語的知識”(当然

文化的理解に通じる)の有無が何らかの差として現れることが想定されるため、それぞれ相

手国の言語の学習歴を持つか否かでグループ分けをしてデータを採集した。 

2)「在日」に与えたタイトル:「私とは何か?」は、一見上記のグループに与えたタイトル

と異なっているように思えるが、「在日」であれば当然、日本と朝鮮半島との関わりが問題

とされるであろうと想定される。「在日」に対しては、特に明示的に日本と朝鮮半島の関係

を持ちださなかったが、むしろそうすることにより「在日」の独特な状況が浮き出される

のではないかと期待したため、このような形でタイトルを与えた。 

 

3.本研究における九分割統合絵画の分析 

 与えられたタイトルのもとで、自由連想的にイメージを記録した九分割統合絵画は、色々

な視点から分析をすることができる。例えば、時系列的にどのようなイメージがでてくる

かという観点からの分析も可能であり、また 9 つの枠に描き込まれた描画の枚数をあるカ

テゴリーに従って数えるという方法による分析も可能であろう。本研究における九分割統

合絵画の分析は、①「気付き」のタイトルの分析と、②絵画の内容分析の 2 つの側面につ

いて行なった。 
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九分割統合絵画では、被験者は、一定のタイトルのもとに、9つの枠に絵や文字で心の動

きを自由連想的に表現する。そして、その際、9つの枠を絵と文字で完成した後、全体を通

したタイトルを付けることを要求される。この新たに付けてもらった「気付き」のタイト

ルは、全体の意味を表わすものであるから、九分割統合絵画を分析する際において重要な

側面であると思われる。 

他方、絵画の内容分析は、9つの枠に一つ一つ描かれた絵と文字を隈なく読み取り、一枚

の絵画全体の意味に繋げてそれぞれの内容を分析する。このような双方向的な分析により

被験者の小さな心の動きも把握することができる。また 1 枚の絵画が 9 つの描画に分析さ

れるため、質的分析の手法を用いて絵画を分析することができる。 

本研究の第 3 章では「気付き」のタイトルの分析を行ない、第 4 章では絵画の内容分析

を試みる。 

なお、韓国語・朝鮮語で書かれた「気付き」のタイトルや描画に書き込まれた文字は日

本語に翻訳する必要があった。翻訳は筆者が行なったが、確認のため、本研究には直接関

わっておらず、日韓両言語に精通した広島市内の H大学准教授に依頼し、訳語を確定した。 

 

第 3節 「気付き」のタイトルの分析 

 

Ⅰ 「気付き」のタイトルの分析の意義とその手順 

1.「気付き」のタイトル分析の意義 

一枚の紙の上に描画を描いてもらうこの方法は、様々なイメージを一つに集約し、被験 

者の内的混乱を整理するのに有用である(森谷 1987)。描かれた絵や文字は、被験者の自由

連想の過程として理解され、その自由連想からの多様なイメージから、被験者の心的力動

や心的布置をひと目で見ることが可能となる(46)。この過程で、被験者の気持ちを表現させ

るのは、無意識に近いものである。この方法は無意識の表現を追求しているが、被験者の

感情を形にする意識の表現も重要視するものと理解される。そのような意味で、描画の全

体を被験者に意識的に吟味してもらい、「気付き」のタイトルを書いてもらうことは、心理

療法の分野においては、重要なプロセスであろう。しかし、社会心理学的な分野において

は、このことは、描画全体に重要な情報を追加するものであると考えられる。 

 

2.「気付き」のタイトル分析の手順 

今回、九分割統合絵画法による調査対象としたグループは、「在日」若者と日韓の大学生

の 3 グループであり、それぞれのグループは言語的側面から更に 2 つに分割されたので、

計 6 グループとなる。「気付き」のタイトルの分析は、それぞれのグループ毎に行なった。

例えば、「在日」若者の「気付き」のタイトルの分析では、まず、日本学校出身者 31 名の

「気付き」のタイトルだけを取り出し、GTA(Grounded Theory Approach)に従い、幾つかの

グループに分類した。 
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その際、「気付き」のタイトルだけでは分類が困難な場合は、もとの絵画に戻り、描画と書

き込まれた文字を参考にして分類した。朝鮮学校出身者 34名の「気付き」のタイトルの分

類も同様に行ない、そして日本学校出身者と朝鮮学校出身者の分類の根拠と思われるもの

を要約したものが、「カテゴリー」である。日本学校出身者と朝鮮学校出身者の間で、カテ

ゴリーとして共通のものが取り出せる場合はそのようにしたが、それぞれのグループにし

か定義できないカテゴリーも残った。下の表 3-3-1 は、このように定義された「在日」若

者のカテゴリーである。日本人の大学生グループと韓国人の大学生グループのカテゴリー

定義も同様に行ない、収集された描画はすべて番号をつけてデータ処理を行なった。カテ

ゴリー定義の際は、広島市立大学大学院生 3 人に協力してもらい、指導教官の立会の下で

数回にわたって話し合い、「カテゴリー」を定義した。 

 

Ⅱ 「在日」若者の「気付き」のタイトルの分析 

1.「カテゴリー」の定義と「キーワード」の分類 

表 3-3-1  「在日」の若者の朝鮮学校出身者と日本学校出身のカテゴリーの定義 

 

カテゴリー定義におけるその内容区分は次のように行なった。 

1)カテゴリーの定義における「気付き」のタイトル分類 

(ⅰ)「未来への希望」は、未来への意欲、達成感、希望、夢、アピールするもの。(ⅱ)「旧

植民地の子孫「在日」」は、朝鮮人として日本に住み、旧植民地の子孫という意識がはっき

りしているもの。(ⅲ)「存在している私・自分」は、なぜ朝鮮人なのに日本に住んでいる

のか、など自分の存在に対する肯定・否定に対するもの。朝鮮学校出身者に対する(ⅳ)「私

の役割」は、将来自分のあるべき姿などを語っているもの。日本学校出身者に対する(ⅳ)

「将来への不安」は、将来への目標などが不明瞭であるもの。 (ⅴ)「頼りは家族」は、家

族が中心になるもの、などのようにその内容を分類した。 

このようにまず「気付き」のタイトルだけに注目してカテゴリーを定義し、これらのカテ

ゴリーの分析を行なうために、個々の描画から「キーワード」を選びだした。 

2)下位概念の「キーワード」の分類 

①「スポーツ大会」は、試合、全国制覇、全国大会、共和国代表、朝鮮代表、サンフレッ

チェ、②「自分探し」は、頑張ろう、うまくいかない、分からない、思い、何故、鍵、扉、

③「門出」は、踏み出す時、進路、デビュー、④「民族学校」は、山口朝鮮学校、四国朝

鮮学校、広島朝鮮学校、我々の学校、民族教育、朝鮮大学、⑤「誇り」は、民族性、民族
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に貢献、⑥「在日朝鮮人」は、朝鮮人、在日朝鮮人、朝鮮民族、祖父母、⑦「スポーツ」

は、サッカー、野球、空手、走ることに専念、⑧「家族」は、家、結婚、兄弟、家族、父

母、⑨「同胞社会」は、在日同胞、⑩「民族語」は、朝鮮語、가
カ

나
ナ

다
タ

라
ラ

(ハングル)、⑪「地域言

語」は、ABC、あいうえお、⑫「歴史」は、朝鮮歴史、祖国分断、強制連行など、⑬「高校無

償化除外」は、差別の意識、高校無償化除外など、⑭「優勝」は、銀賞、スター、⑮「狭

間」は、日本・朝鮮・韓国、日・朝・韓の狭間、⑯「故郷」は、帰属意識、帰ってきた、

故郷など、⑰「在日の扉」は、かぎ、扉、私の鍵など、のように分類した。 

以上の分類によりカテゴリー分析を行なった。その結果は以下の表 3-3-2 にまとめてあ

るが、キーワードの右に書かれた数字は、描画(人数×9)の中でのキーワードに該当すると

思われるものの数を集計したものである。 

 

2.「在日」若者のカテゴリー分析の内容 

1)朝鮮学校出身者 34 名(男子 21 名・女子 13名): 

(ⅰ)「未来への希望」11 名:99 個(11×9)のキーワード。①スポーツ 14、②民族学校 12、

③スポーツ大会 10、④自分探し 8、⑤在日朝鮮人 7、⑥誕生 6、⑦家族 5、⑧門出 4、⑨誇

り・在日同胞・優勝 3、⑩歴史問題・高校無償化除外 2、⑪その他 20。 

(ⅱ)「旧植民地の子孫「在日」」6 名:54(6×9)個のキーワード。①在日朝鮮人 15、②民族

学校 8、③在日の扉 5、④自分探し・狭間・家族・故郷 3、⑤祖国分断・朝鮮青年会の働き

手・広島 2、⑥その他 8。 

(ⅲ) 「存在している私・自分」14名:126(14×9)個のキーワード。①民族学校 14、②人間 

12、③自分探し・私 10、④朝鮮学生・在日朝鮮人 8、⑤家族 6、⑥日本 5、⑦祖国 4、⑧幼 

稚園・在日同胞・努力家 3、⑨葛藤・狭間・互いが理解・地球人・冷たい眼差し・歴史問題・ 

スポーツ 2、⑩その他 26。 

(ⅳ)「私の役割」3名:27(3×9)個のキーワード。①民族学校 6、②友達・固有の価値観 3、 

③家族・自分探し 2、④その他 11。 

 

2)日本学校出身 31名(男子 12名・女子 19名): 

(ⅰ)「未来への希望」13名:117(13×9)個のキーワード。①家族 16、②スポーツ 8、③夢・ 

美味しい物・貯金・お洒落 4、④海・健康・韓国語・試飲・寝る・遊ぶ 3、⑤笑い・韓国旅

行・人・ディズニーランド・趣味・希望・韓国人・旅行 2、⑥その他 43。 

(ⅱ)「旧植民地の子孫「在日」」1名:9(1×9)個のキーワード。①国籍 3、②その他 6。 

(ⅲ)「存在している私・自分」11名:99(11×9)個のキーワード。①家族 11、②自分探し 9 

③在日韓国人・看護師(衛生士)・名前 3、④葛藤・私・幸せ・拍手・成長 2、⑤その他 60。 

(ⅳ)「将来への不安」3名:27(3×9)個のキーワード。①家族 4、②不安 2、③その他 21。 

(ⅴ)「頼りは家族」3名:27(3×9)個のキーワード。①健康 5、②家族 4、③韓国旅行 2、④ 

その他 16。 
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以上の分析内容を下の表 3-3-2 にまとめた。その際、朝鮮学校出身者の場合は、キーワ

ードに対応する描画が豊富で、最低 4 番目の順位(私の役割)まで読み取れるが、日本学校

出身者の場合は、そうではなく、最低 2 番目まで(旧植民地の子孫「在日」)の順位しか読

み取れない場合もある。このことから表 3-3-2では順位 3までをまとめる。 

 

3.「在日」の「気付き」のタイトル内容の分析(上位 3位までの順) 

表 3-3-2  「在日」若者の「気付き」のタイトルの分析表 

 

表 3-3-2は、朝鮮学校出身者のカテゴリーは「4項目」だけであり、日本学校出身者のカ

テゴリーは「5項目」である。 

朝鮮学校出身者のカテゴリーには「民族学校」が、そして日本学校出身者のほとんどの

カテゴリーには「家族」が読み取れるが、なぜ朝鮮学校出身者のどのカテゴリーにも「民

族学校」が重要視されているだろうか。「民族学校」の存在は、「在日」問題を考える上で

大きなウエイトを占めると思われるため、以下簡単にその歩みを述べておく。 

「在日」の民族教育は、「1945 年 8 月 15 日以降、各地に朝鮮の言葉と文字を教える場が

作られることから始まった。最初は日本全国 600 か所におよぶ国語(朝鮮語)講習所が作ら

れて、約 6万人の学生がそこで学んだ。学生は 6歳から 15歳くらいまであったが、ところ

によっては壮年や老人も含まれていた。しかし、GHQ(General Headquarters、占領軍総司

令部)と日本政府は、朝鮮人民族教育を日本の学校教育法を無視した治安問題と共産主義の

温床という理由で、1948年 1月 24日文部省学校教育庁を通して、各都道府県知事あてに「朝

鮮人設立学校の取扱について」を通達し、「在日」の自主教育を否定した。これに対し「在

日」の多い大阪、神戸では反対闘争が激しく繰り広げられた。その結果、「在日」と日本当

局の間に衝突が起こった。それが頂点に達したのが 1948 年 4 月 24 日の大阪と神戸を中心

とする「阪神教育闘争」である。「在日」が設立した民族学校の多数が朝鮮総連系(朝連)で

あり、したがって「阪神教育闘争」の運動の主体は朝連だった。その背景には北朝鮮樹立

の支持を表明した朝連に対する日本政府と GHQの警戒感があった。その後、1949年 10月朝

鮮人学校閉鎖令が閣議決定されるとほとんどの学校が閉鎖され、子どもたちは日本学校へ

転校、もしくは不就学を強いられることになった。民族学校の閉鎖に対する各地方自治体

の対応はまちまちで、無認可校で民族教育を継続したところもあれば、日本当局との話し

合いで公立学校の分校として存続したところ、または公立学校のなかに民族学級を設けた

ところもある。 
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このような経緯を経ながら民族教育は継続されており、朝鮮総連の学校としては現在日

本全国の朝鮮学校の生徒数(幼稚園以外)は約１万名で、朝鮮籍、韓国籍、日本籍の生徒が

在籍している」(47)。 

これに対し、在日本大韓民国居留民団系の民族学校は、先行研究で述べてきた通りであ

る。 

以上、「在日」の民族学校の状況をみてきたが、描画での中から関連するものを紹介する。 

「在日」若者は、拉致問題・高校無償化問題(B-2-2)などもさる事ながら、１世たちが守

ってきた民族学校の大切さ、特に言語の重要性と民族教育の「継走棒」(=バトン)を次世代

に継ぎたい者(B-2-2)、祖国の言葉・歴史・文化を学ぶことにより自分のアイデンティティ

を見つけられたという者(B-2-5)、朝鮮学校に通って自分が在日本朝鮮人ということが分か

り朝鮮人なのになぜ日本で住んでいるのかを分かったという者(B-2-7)、異国の地にいても

民族心を忘れないように建てられたのが民族学校であることが分かった者(B-2-18)、自分

が住んでいる日本と祖国は仲が悪いが何時か互いが理解することを願い、同胞社会を守る

のが自分の道であるという者(B-2-21)、など自らの日本社会における「在日」としての存

在と格闘しながら民族学校で学んでいる。なお、ここに紹介した描画(B-2-2、B-2-5、B-2-7、

B-2-18、B-2-21 など)は、資料として本論文に添付する。 

 

以下、表 3-3-2の「カテゴリー」について分析する。 

(ⅰ)「未来への希望」について 

カテゴリー(ⅰ)「未来への希望」の中で、「スポーツ」は朝鮮学校・日本学校出身者共通

のキーワードである。2002年のサッカーの WorldCupの日韓共同開催は、両国の若者だけで

なく、「在日」若者にも夢を与えるような祭典だったことはいうまでもない。このことは、

スポーツの魅力が一人の「在日」若者の輝く人生を物語っている例(B-2-25)からもみてと

れよう。 

(ⅱ)「旧植民地の出身「在日」」について 

カテゴリー(ⅱ)「旧植民地の出身「在日」」には“故郷”という言葉がよく出ている(B-2-9、

B-2-10)が、“故郷”は、描画から解釈すると、１世たちの“고
コ

향
ヒャン

(故郷)”を指している。「在

日」の国籍状況についてはこれまで述べた通りであるが、「在日」の多くは、朝鮮半島の南

の人々の子孫である。それゆえ、多くの「在日」にとっては、故郷は韓国・祖国は朝鮮・

生まれ育ちは日本、という特異な環境におかれることになっている。 

(ⅲ)「存在している私・自分」について 

カテゴリー(ⅲ)「存在している私・自分」において、キーワード「自分探し」は、「在日」

若者の共通の関心事である。それは、表 3-3-2 に示されているように、朝鮮学校出身者も

日本学校出身者も同数のキーワードが示されていることからも読み取れよう。「私は誰?」

という描写が描画にもよく描かれている。日本社会に育っていく上で、違いが違いとして

浮き彫りになったとき、社会との葛藤とそれへの適応の模索で自分探しに悩んでいる。 
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「人と何か違うことを感じる。違うことに葛藤を覚えた(B-1-9)」、「私は朝鮮人なのに日本

に住んでいる。今でも自分が何者かわからない(B-2-7)」などの表現から、彼・彼女らの悩

みが読み取れる。 

朝鮮学校出身者も日本学校出身者も「在日」は、周囲と自分が異なる存在であることが

表面化せざるを得ない状況に出くわした時、「何気なく朝鮮人だということを隠していた」、

「嫌っていた」、「私は在日 3 世らしいが日本人である。韓国に興味なし」などの葛藤を覚

えている(B-2-5、B-2-23、B-1-1、B-1-6、B-1-9、B-1-14)。このような状況は、長きにわ

たる植民地支配のもとで、朝鮮人自身の規範や価値観ではなく、帝国主義の規範や価値観

を尊重するように教えられたこと(神社参拝強要、皇国人民教育、創氏改名、朝鮮語廃止政

策(A-2-3、A-2-28、A-2-29、A-2-48、A-1-17、A-1-19、A-1-25、A-1-27))などで、多くの

「在日」が民族の過去を知ることに関心が持てなくなったことによるものではないかと推

測される。 

鑪(1990)は、「アイデンティティは自己の成り立ちを知り、自己のルーツを知ることによ

って、自己を確認する心理と深くかかわっている」といい、「自分が自分であるというアイ

デンティティを求める要求は、ルーツとなる自分の生まれ、親、育ち、環境や文化、そし

て歴史を知る衝動を生んでいる」と述べている(48)。「在日」が自らのルーツを知り、そこ

に、精神的であれ、「根を下ろす」ことは、「在日」としてのアイデンティティ確立の過程

で避けて通ることのできないことであろう。 

 

 以上のカテゴリー(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)は、朝鮮学校出身者にも日本学校出身者にも共通し

て定義されたカテゴリーである。しかし、それ以外に日本学校出身者に対して定義された

カテゴリーとして(ⅳ)「将来への不安」と(ⅴ)「頼りは家族」があり、また朝鮮学校出身

者に対しては、カテゴリー(ⅳ)「私の役割」が定義されている。 

「気付き」のタイトルのカテゴリー抽出の過程でも現れているように、日本学校出身者

と朝鮮学校出身者の間で、すでにこのような差が表わされているのは注目される。つまり、

朝鮮学校出身者は、民族と同胞社会に貢献するのが自分の役割であると語る被験者が多い

反面、日本学校出身者は、家族との強い繋がりを示している被験者が多いのがうかがわれ

る。また幸いなことに、「私達は刺身を醤油でも楽しめる。又、チョジャンでも楽しめる

(B-2-32)」(日本では刺身をワサビ醤油で食べるが、朝鮮半島ではチョジャン(辛い酢味噌)

で食べるのが一般的である)といった「在日」のアイデンティティ模索の新しい方向性を現

していると思われる被験者もみられる。自分が朝鮮人であることをスポーツクラブなどで

懸命にアピールした結果、より良い交流を持てるようになり、日本と同胞社会または世界

で活躍したい(B-2-25)と思うようになったという「在日」若者もいる。周囲との違いを特

異性として生かし、自らの価値を高めている「在日」若者が、自分たちの文化と言葉を学

ぶことは、日本社会の中で積極的に生き、そして自分たちの存在に自信と責任を持てるよ

うになることに繋がると思われる。 
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4.朝鮮学校出身者と日本学校出身者の民族語習得と非習得による比較分析 

朝鮮学校出身者あるいはそこで学ぶ者のほとんどが、民族教育の重要性を認識している

のが、本研究の描画のデータから読み取れる。そして、言語(民族語)の習得が、アイデン

ティティの確立に繋がることを描画の「書込み言葉」でも示されている(B-2-2、B-2-5、

B-2-21、B-2-25、B-2-30、B-2-32、B-2-34)。 

一方、日本学校出身者は、韓国留学経験者二人(B-1-6、B-1-9)以外、民族語に対する自

覚をあまり持っていない。しかし、韓国語を勉強したい(B-1-4、B-1-15、B-1-17、B-1-20)

という気持ちを持っている者はかなりいる。ただ朝鮮学校出身者と日本学校出身者の民族

語に対する違いは、前者は、民族語が日本語と同様に日常語であるという意識を持ってい

るが、後者は、民族語は英語などの外国語と同様な意識を持っている、という点にあると

いえよう。 

金(2001)は、「民族とか種族とか、部族とかを分けるのは生活様式や、習慣であり、それ

らをひっくるめた固有の伝統文化であります。このもろもろの態様、様式、伝統を継承し、

また広めているのは、言語でしかありません」と述べている(49)。このように、民族語は固

有の伝統文化の伝承の核になるものである。また加賀美(2005)によれば、「教育に関する価

値観は、社会化や自文化と関連し、教育・学習場面で人々が経験する感情や認知、行動様

式に影響を及ぼすことが考えられる」(50)というが、民族文化を伝承しようとする意欲は、

それに対してどういった価値観を持つかに影響を受ける。 

徐(2001)は、「在日」の母国語喪失現象の要因として、①家庭内で民族語を身につけてい

くことが困難であることと、②社会的環境による学習の動機づけが弱いことを取り上げ、

これらの環境要因が、「在日」若者が民族文化に対する誇りが持てなくなることに繋がるこ

とを論じた。そして、これらの問題を解決するカギは、民族語を含め民族文化の教育その

ものにあり、伝統的価値を再確認することにあると提言した。 

描画から読み取れるように、民族語の習得はアイデンティティを確立する上で大きな役

割を果たすが、家庭での民族語の伝承ができなくなっている現状では、民族語の習得は、

主として、民族学校に通うかあるいは留学することによってしかなしえない。このように、

民族語が習得できる恵まれた環境にいる「在日」若者は少数派である。本研究でも読み取

れているように、かなりの「在日」若者が機会があれば民族語を習得したいと考えている

と思われるが、そういった「在日」若者に対する配慮が、国の内外を問わず、いろいろな

方面からなされることが望まれる。 
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Ⅲ 日韓の大学生の「気付き」のタイトル分析 

1.日本の大学生の「気付き」のタイトルのカテゴリー定義 

表 3-3-4 日本の大学生の「気付き」のタイトルのカテゴリー定義 

 

表 3-3-4の日本人大学生の韓国語履修者のカデコリーは「4項目」であるが、韓国語非履

修者のカデコリーは「5項目」である。 

 

 1)カテゴリーの定義による「気付き」のタイトル分類 

日本の大学生の「気付き」のタイトルの上位概念のカテゴリー定義は、「在日」のカテゴ

リー定義と同様の方法で行なった。しかし、日韓の大学生の「気付き」のタイトルの場合

は、「在日」若者の場合と比較して、タイトル自体が長い文章もあったりして、的確な意味

を把握するために、注意深く読み取る作業が必要とされた。 

まず、日本人大学生の韓国語履修者のカテゴリーに分類された「気付き」のタイトルを

示す。 

(ⅰ)「朝鮮半島に対するイメージ」は、関心を抱いていないから特に近い国だとは思って

いない、ただ漠然とした感じで友好意識もない、隣なのに意外と分からない国など。 

(ⅱ)「隣国に対する魅力・好きな感情」は、韓国がとても好き、韓国が好き、한국사랑해(韓

国好き)、行ってみたい国、I love Korea、日本と違うところが新鮮に感じるなど、ハングル

でタイトルを書いたものも含まれている。 

(ⅲ)「日本と朝鮮半島との歴史問題と関わり合い」は、歴史に関わるものと経済・スポー

ツなどの関わり合いのもの。 

(ⅳ)「日本と朝鮮半島との文化的交流」は、韓国の文化が身近に感じているもの、K-pop、

ドラマ、留学生など親近感、互いの文化を知ることで理解が深まるもの。 

 

次に日本人大学生の韓国語非履修者のカデコリーを分類する。 

カテゴリー(ⅰ)、カテゴリー(ⅲ)、カテゴリー(ⅳ)は、韓国語履修者・非履修者のカテ

ゴリー定義と同様である。 

カテゴリー(ⅱ)「日本と朝鮮半島は近い国」に分類される「気付き」のタイトルは、隣国

の魅力、私の身近にある朝鮮、身近、近い国など。 

カテゴリー(ⅴ)「日本と朝鮮半島との関係をよくしたい希望・期待」は、お互いがよいイ

メージを持っていなかったが、良きライバルとして仲良くやっていきたい願望の表現など。 
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次に、カテゴリーの分析を行なうために、下位概念の「キーワード」を以下のように定

義した。 

 

2)下位概念の「キーワード」の分類 

日本の大学生のカテゴリー分析における「キーワード」に分類される書込みは以下の通

りである。 

①「韓流ブーム」は、韓国ドラマ、映画、音楽、俳優など、②「食文化」は、キムチ、焼

き肉、韓国のり、マッコリ(酒)、ビビンパなど。③「教育熱」は、学歴重視社会、大学受

験、教育熱心、英語教育熱高いなど。④「竹島」は、日韓領土問題。⑤「スポーツライバ

ル」は、サッカー、野球、フィギュァ・スケート、ヨナ、金ヨナなど。⑥「伝統衣装」は、

韓国の韓服(チマ・チョゴリ)。⑦「ハングル」は韓国の文字。⑧「テポドン」は、北朝鮮

のミサイル・核問題、金正日、独裁社会。⑨「歴史問題」は、植民地支配、韓国併合、在

日朝鮮人、朝鮮侵略、皇国臣民、1919年の 3.1独立運動、伊藤博文と安重根、靖国問題な

ど。⑩「反韓」は、韓国に対する敵対感、歴史を作りかえる国、パクリ国家、南北で戦争

中などの表現など。⑪「旅国」は、南大門、行ってみたい国、観光客でいっぱい、夜景、

ソウル、ソウルタワー、輝いている雰囲気、活気があるなど。⑫「隣国」は、近い国、隣

の国、距離だけでなく精神的な感情表現も含まれるなど。⑬「兵役」は、軍事制度、徴兵

制。⑭「友好」は、握手、友人、真摯な理解、和解、共に生きる外交、東アジアの同伴者、

友達、東北震災募金活動の助け合いの表現など。⑮「韓国の産業」は、車、造船。⑯「太

極旗」は、韓国の国旗。⑰「南北分断」は、板門店、南北戦争など。⑱「美人意識」は、

美容意識が高い、美容整形など。⑲「IT社会」は、Samsung、コンピュータや通信事業、製

造・販売など。 

 

2.韓国の大学生の「気付き」のタイトルのカテゴリー定義   

表 3-3-5  韓国の大学生の「気付き」のタイトルのカテゴリー定義 

 

韓国人大学生の「気付き」のタイトルを分析するためにカテゴリーを定義した。カテゴ

リー定義は「在日」若者あるいは日本人大学生と同様に行なった。 
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1)カテゴリーの定義による「気付き」のタイトル分類 

表 3-3-5の通り、韓国人大学生の日本文学履修者のカテゴリーは「5項目」であり、日本

文学非履修者のカテゴリーは「6項目」である。 

韓国人大学生の「気付き」のタイトルの分析におけるカテゴリー定義の内容は、以下の

通りである。 

まず、日本文学履修者のカテゴリーに分類される「気付き」のタイトルなどを説明する。 

(ⅰ)「日本に対するイメージ」は、アニメーション、ヨーロッパ寄り、韓流ブーム、地震

など。 

(ⅱ)「日本に対するマイナスイメージ」は、放射能放出、性産業、独
ドク

島
ト

(=竹島)、歴史問題

など。 

(ⅲ)「韓国と日本の歴史問題と関わり合い」は、歴史問題と文化・スポーツなどにおける

関わり合いの表現など。 

(ⅳ)「韓国と日本との文化的交流」は、サムライ精神とソンビ精神、秩序意識と礼節、匠

精神など互いに見習える文化的なもの。 

(ⅴ)「両国間の肯定的・否定的側面における両面性」は、文化的・歴史的な両側面に対す

るアンビバレトな表現など。 

日本文学非履修者のカテゴリー定義は、履修者のカテゴリー(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)、(ⅴ)

と同様であるが、カテゴリー(ⅵ)だけが異なる。 

(ⅵ)「韓国と日本との関係をよくしたい希望・期待」は、互いの良い面を協力・友好的に

活かしたい表現など。 

 

2)下位概念の「キーワード」の分類 

韓国人大学生のカテゴリー分析における「キーワード」の分類は、以下の通りである。 

①「アニメーション」は、キャラクター、オタク、映画、ゲーム、アニメ製作など。②「食

文化」は、寿司、ラーメン、たこ焼き、刺身、ツナ缶、カレー、味噌汁など。③「自然」

は、富士山、温泉、海など。④「匠精神」は、物づくり、ロボット、車など。⑤「伝統衣

装」は、着物、浴衣など。⑥「日本語」は、日本文学、日本語専門書、日本語の文字、職

業に繋がる、大学の日本語授業など。⑦「放射能」は、広島原爆、東北震災による原発放

射能漏れなど。⑧「歴史問題」は、植民地支配、教科書問題、靖国神社参拝、在日朝鮮人、

慰安婦問題、朝鮮王朝 26代王妃の明成皇后殺害、朝鮮侵略、皇国臣民、創氏改名、1919年

の 3.1独立運動、1592年の壬申の乱、民族抹殺政策、歴史的過去の傷、日本海と東海に対

する歴史的表現、伊藤博文と安重根など。⑨「反日」は、日本に対する敵対感、「日本沈没」

映画など。⑩「日本の固有文化」は、下駄、相撲、サムライ、茶道、切腹、畳み、パチン

コ、天皇、神様が多いなど。⑪「隣国」は、近い国、隣の国、距離だけでなく心理的な表

現など。⑫「スポーツライバル」は、2002サッカー日韓共同開催、フィギュア・スケート、

野球などの日韓との善意の競争など。 
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⑬「キムチ」は、本来朝鮮のブランドであるが日本のキムチ産業があたかも日本のブラン

ドであるように輸出していることへの反感の表現。⑭「友好」は、握手、友人、真摯な理

解、和解、共に生きる外交、東アジアの同伴者、友達、震災募金活動の助け合いの表現な

ど。⑮「旅国」は、東京タワーなど。⑯「環境問題」は、自転車など。 

 以下においては、このように定義されたキーワードを用いて、それぞれのカテゴリーに

類別された描画を分析してゆく。 

 

3.日本の大学生のカテゴリー分析の内容 

3-1.日本の大学生の韓国語履修者 50名 

(ⅰ)「朝鮮半島に対するイメージ」24名:216個(24×9)のキーワード。①食文化 39、②韓 

流ブーム 16、③K-pop15、④スポーツライバル 14、⑤ハングル 13、⑥隣国 11、⑦南北分断

10、⑨整形美人・旅国 9、⑩韓国産業 8、⑪兵役・伝統衣装 7、⑫教育熱・竹島 6、⑬テポ

ドン・歴史問題 5、⑭反韓・太極旗・金正日・物価安・情け深い 4、⑮韓国の通貨・友好・

拉致問題 2、⑯其の他 10。 

(ⅱ)「隣国に対する魅力・好きな感情」９名:81個(9×9)のキーワード。①K-pop16、②食 

文化 11、③韓流ブ－ム 8、④美容意識高い 7、⑤スポーツライバル 5、⑥友好・隣国 4、⑦ 

歴史問題・ハングル 3、⑧南北分断・教育熱・旅国・物価安 2、⑨その他 12。 

(ⅲ)「日本と朝鮮半島との歴史問題と関わり合い」8名:72(8×9)個のキーワード。①歴史

問題 10、②友好 8、③食文化 6、④ハングル・韓流ドラマ・K-pop5、⑤隣国・南北分断 4、

⑥テポドン・竹島・スポーツライバル 3、⑦韓国産業・人と物が似ている・南北格差 2、⑧

その他 10。 

(ⅳ)「日本と朝鮮半島との文化的交流」9名:81個(9×9)のキーワード。①食文化 11、②K-pop・ 

韓流ブーム 7、③スポーツライバル 6、④ハングル 5、⑤隣国・竹島・美容意識 4、⑥反韓・

友好・歴史問題・南北分断・金正日 3、⑦拉致問題・箸の違い・旅国 2、⑧その他 12。 

 

3-2.日本の大学生の韓国語非履修者 50名 

(ⅰ)「朝鮮半島に対するイメージ」25名:225個(25×9)のキーワード。①食文化 37、②K-pop・

韓流ドラマ 16、③テポドン 13、④南北分断 12、⑤美容 11、⑥韓国産業 5、⑦朝鮮の伝統衣

装 7、⑧IT社会・ハングル・金正日・スポーツライバル 6、⑨歴史問題・隣国・教育熱・兵

役 5、⑩拉致問題・太極旗・顔が似ている・日韓友好 4、⑪儒教文化・日章旗・反日・物価

安い・島国日本 3、⑫放射能・地震・留学生・文化伝来・愛国心・南北格差・旅国・竹島 2、

⑬その他 17。 

(ⅱ)「日本と朝鮮半島は近い国」6名:54個(6×9)のキーワード。①食文化 12、②美容意識 

高い 8、③K-pop5、④朝鮮の伝統衣装・韓流ドラマ 4、⑤旅国 3、⑥ハングル・隣国・兵役

2、⑦その他 12。 
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(ⅲ)「日本と朝鮮半島との歴史問題と関わり合い」4名:36個(4×9)のキーワード。①食文 

化 5、②スポーツライバル・歴史問題 4、③韓流ドラマ・仲良くなりたい 3、④美容意識・K-pop・ 

南北分断 2、⑤その他 11。 

(ⅳ)「日本と朝鮮半島との文化的交流」5名:45個(5×9)のキーワード。①食文化 9、②美

容意識 5、③テポドン・K-pop・韓流ドラマ 4、④竹島・隣国 3、⑤南北分断・スポーツライ

バル・ハングル・旅国 2、⑥その他 5。 

(ⅴ)「日本と朝鮮半島との関係を良くしたい希望・期待」10名:90(10×9)個のキーワード。

①歴史問題・スポーツライバル・テポドン 10、②食文化 9、③K-pop7、④美容意識・竹島 6、 

⑤南北分断・日韓友好 5、⑥隣国・拉致問題 4、⑦IT社会 3、⑧兵役・教育熱・韓流ドラマ・

文化伝授 2、⑨その他 3。 

 

4.韓国の大学生のカテゴリー分析の内容 

4-1.韓国の大学生の日本文学履修者 52名 

(ⅰ)「日本に対するイメージ」15名:135(15×9)個のキーワード。①アニメーション 13、

②自然・食文化 12、③歴史問題・地震・日本の固有文化 9、④日本語 8、⑤隣国・独
ドク

島
ト

(=

竹島)6、⑥放射能・スポーツライバル 5、⑦桜・旅国 4、⑧J-pop・茶髪ギャル 3、⑨大韓民

国・島国・近くて遠い国・日章旗・友好・匠精神・伝統衣装・秩序意識・裏表のある日本

人 2、⑩その他 9。 

(ⅱ)「日本に対するマイナスイメージ」7名:63(7×9)個のキーワード。①歴史問題 9、②

放射能・地震 7、③反日・独
ドク

島
ト

(=竹島)5、④食文化 4、⑤アニメーション・スポーツライバ

ル・裏表 3、⑥性産業・茶髪ギャル・自然 2、⑦その他 11。 

(ⅲ)「韓国と日本との歴史問題と関わり合い」13名:117(13×9)個のキーワード。①歴史問

題 19、②友好 11、③地震 10、④独
ドク

島
ト

(=竹島)9、⑤隣国・スポーツライバル 7、⑥日本語 6、

⑦日本の固有文化・自然 5、⑧アニメーション・食文化・匠精神・日章旗 4、⑨韓流ブーム・

桜・反日 3、⑩J-pop・経済大国 2、⑪その他 9。 

(ⅳ)「韓国と日本との文化的交流」8 名:72(8×9)個のキーワード。①日本の固有文化 10、

②アニメーション 7、③伝統衣装 6、④食文化・歴史・桜 5、⑤匠精神・自然 4、⑥地震 3、

⑦スポーツライバル・独
ドク

島
ト

(=竹島)・日本語・日章旗 2、⑧その他 15。  

(ⅴ)「両国間の肯定的・否定的側面における両面性」9 名:81(9×9)個のキーワード。①ア

ニメーション 11、②歴史問題 8、③地震・日本の固有文化 7、④竹島 6、⑤放射能 5、⑥親

切・食文化・桜 4、⑦自然・日章旗 3、⑧匠精神・隣国・友好・性文化・日本語 2、⑨その

他 9。 
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4-2.韓国の大学生の日本文学非履修者 53名 

(ⅰ)「日本に対するイメージ」5名:45(5×9)個のキーワード。①独
ドク

島
ト

(=竹島)・アニメーシ

ョン・地震・匠精神 4、②日本語・歴史 3、③食文化・反日・韓流ブーム 2、④その他 17。 

(ⅱ)「日本に対するマイナスイメージ」6名:54(6×9)個のキーワード。①歴史問題 22、②

反日・独
ドク

島
ト

(=竹島)6、③放射能 3、④日章旗・韓流ドラマ・スポーツライバル・友好・隣国・ 

自然 2、⑤その他 5。 

(ⅲ)「韓国と日本との歴史問題と関わり合い」12名:108(12×9)個のキーワード。①歴史問

題 27、②スポーツライバル 14、③独
ドク

島
ト

(=竹島)10、④友好 9、⑤地震 6、⑥アニメーション・

隣国 5、⑦近くて遠い国 4、⑧韓流ブーム・キムチ・放射能 3、⑨日本語・日韓交流・匠精

神・身長の差異・反日・桜 2、⑩その他 7。 

(ⅳ)韓国と日本との「文化的交流」3 名:27(3×9)個のキーワード。①食文化 5、②自然 4、

③日本の固有文化 3、④アニメーション 2、⑤その他 13。 

(ⅴ)「両国間の肯定的・否定的側面における両面性」16名:144(16×9)個のキーワード。①

歴史問題 23、②独
ドク

島
ト

(=竹島)13、③友好 12、④隣国 10、⑤スポーツライバル 9、⑥アニメ

ーション 7、⑦韓流ブーム 6、⑧自然・反日 5、⑨放射能・日章旗・経済大国 4、⑩桜・キ

ムチ・近くて遠い国・地震・日本の固有文化・匠精神 3、⑪食文化・経済文化交流・性産業・

文化伝授・丁寧・顔が似ている・日本語 2、⑫その他 10。 

(ⅵ)「韓国と日本との関係を良くしたい希望・期待」11名: 99(11×9)個のキーワード。①

友好 31、②歴史問題 23、③スポーツライバル・独
ドク

島
ト

(=竹島)6、④地震・隣国 5、⑤食文化

4、⑥J-pop・反日 3、⑦放射能・文化伝授 2、⑧その他 9。 

以上の日韓の描画のカテゴリー分析を上位 3位まで、比較表 3-3-6でまとめる。 
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表 3-3-6の通り、日本人大学生の韓国語履修者のカテゴリーは「4項目」、韓国語非履修

者のカテゴリーは「5項目」に定義した。 

また、カテゴリー定義の際、日本人大学生のカテゴリー(ⅰ)「朝鮮半島に対するイメー

ジ」、カテゴリー(ⅲ)「日本と朝鮮半島の歴史問題と関わり合い」、(ⅳ)「日本と朝鮮半島

との文化的交流」は、韓国語履修者と非履修者に共通するカテゴリーとして定義したが、

韓国語履修者のカテゴリー(ⅱ)は「隣国に対する魅力・好きな感情」とし、韓国語非履修

者のカテゴリー(ⅴ)は「日本と朝鮮半島との関係をよくしたい希望・期待」のように定義

した。 

一方、韓国人大学生のカテゴリー定義においては、(ⅰ)「日本に対するイメージ」、(ⅱ)

「日本に対するマイナスイメージ」、(ⅲ)「韓国と日本との歴史的問題と関わり合い」、(ⅳ)

「韓国と日本との文化的交流」、(ⅴ)「両国間の肯定的・否定的側面における両面性」は、

日本文学履修者と非履修者に共通するカテゴリーとして定義した。 

カテゴリー(ⅵ) 「韓国と日本との関係をよくしたい希望・期待」は、日本文学非履修者に

対してだけ定義されている。 

 

以上の表 3-3-6 から日本人大学生の「気付き」のタイトルを考察すると、いずれのカテ

ゴリーにおいても「食文化」が上位に上がっている。 

これは、1998 年の故金大中大統領の韓日大衆文化開放政策以来、韓流ブームの影響で、

日韓の若者の間では、互いの食文化や音楽などが広く知られるようになっていることの一

つの結果であろう。しかし、日本における朝鮮半島の食文化(キムチと焼肉)と言えば、「在

日」の果たした歴史的役割を見逃すことはできない。それを文献では以下のように述べて

いる。 

「日本におけるキムチは戦後「在日」が普及した食べ物であり、1945 年日本の敗戦後、

「在日」が苦しい生活の中で生きるための糧として「食堂」を開き築き上げた経済文化そ

のものである。それが今日、それまでの日本の食生活にはなかった新しい食文化を創り上

げたものである。また、焼肉とは直火で畜肉を焼く方法であるが朝鮮半島では古くから存

在したものである。焼肉とキムチに代表される朝鮮民族の食生活の智恵が日本の食文化と

して受け入れられるようになったのは「在日」のたゆまぬ努力の結果ともいえよう」(51) 

食文化に続いて、韓流ブーム、K-pop、美容意識、スポーツなど若者志向の大衆文化的

なものが現れている。2003年度の「冬のソナタ」でのヨン様ブーム、2005年の東方神起の

日本デビュー、2010 年の K-popブームなどは、そういった傾向に拍車をかけたものである

と考えられる。また、表 3-3-6で読み取れるように、K-popと韓流ブームは日本人大学生の

多くのカテゴリーに示されているが、それに対して、「ポップ・カルチャー越境現象である

韓流ブームは「狭義の東アジア人」アイデンティティ形成の可能性を示唆するものである」

と大野(2007)は論じている。 
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彼は、日本でも人気である「「冬のソナタ」、「チャングムの誓い」などは、儒教を統治理念

にしていた朝鮮王朝時代の名もなき女性が宮中の最高料理人で王の主治医になるという実

在人物のサクセス・ストーリーに基づいたものであるが、その伝えるメッセージは、聖な

るものでも世俗でもない、現実のある種の生き様を理想とする儒教的価値観であり、「古き

良き東アジア」であり、東アジア地域の人々がそれに共感を覚えたことにより広がった｢韓

流｣ブームについて､｢東アジア人が長い間にわたって共有してきた文化的同質性の回復を

意味するのではないか｣と述べている(52)。   

一方、韓国人大学生の日本に対するイメージは、描画に現れた関心の度合いでは、「歴史

問題」、「独
ドク

島
ト

(=竹島)」、「日本の固有文化」、「アニメーション」、「地震」の順となっている。 

多くの韓国の大学生は「歴史問題」を取り上げているが、そのなかで、19 歳少女が日本

を眺める(A-2-51)、21 世紀韓国にとって日本はどんな存在であるだろうか(A-1-51)、韓国

と日本の過去・現在・未来(A-1-11)、協力と善意の競争のなかで互いの発展を伴う両国

(A-1-37)などの描画もあり、お互いに歴史的に結ばれた隣国同士として将来に期待する姿

勢も読み取れる。 

このことは、日本は「嫌い」だが友好的な日韓関係の強化を望み、機会があれば日本に

行きたいと希望する学生が相当数いること(日韓相互理解研究会 1992)や、「日本国家」と

の社会的距離は遠いが「日本人個人」との社会的距離は近く、「国家としての日本イメージ」

は警戒すべきたが(32.4%)、見習うべきでもある(33.10%)と述べている先行研究の妥当性を

支持するものとなっているといえよう(53)。 

全体的に、表 3-3-6 においては、日本人の大学生に顕著にみられるのは大衆文化的なも

のであり、韓国の大学生に多くみられるのは「歴史問題」と「日本の固有の文化」のイメ

ージである。つまり、日本人大学生の韓国語履修者では、4項目のカテゴリーの中で、カテ

ゴリー(ⅲ)「日本と朝鮮半島との歴史問題と関わり合い」にだけ「歴史問題」が示されて

いる。これに対し、韓国語非履修者では、5項目のカテゴリーの中で、3つのカテゴリーの

中に、「テポドン」が 3つと「歴史問題」が 1つ示されている。全体的に見れば、韓国語履

修者では、非履修者より、文化的な側面により関心が多く示されているのが読み取れるの

ではないかと思われる。 

一方、韓国人大学生の日本文学履修者では、5つのカテゴリーに「歴史問題」のイメージ

があり、以下順に「地震」、「反日・独
ドク

島
ト

(=竹島)」のイメージが続き、3 つのカテゴリーに

「アニメーション」と「日本の固有文化」がある。これに対し、日本文学非履修者では、6

つのカテゴリーの中で、5 つのカテゴリーに「歴史問題」と「独
どく

島
と

(=竹島)」のイメージが

浮かび上がっている。日本文学履修者・非履修者を比較すると、日本文学履修者の方が、

文化に関連するイメージが幾分多いことが分かる。 

しかし、非履修者のカテゴリー(ⅵ)「韓国と日本との関係をよくしたい希望・期待」の

中で、他の項目に較べ、「友好」に最も高い関心を示しているは注目されることである。 
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日韓の大学生の描画に描き込まれているイメージをもう少し詳しく見ると、日本の大学

生の韓国に対するイメージとしては、情け深い人々(C-2-14)、情熱的な国民性(C-2-27)、

努力家(C-2-29)、フレンドリー(C-2-35)、人が優しい(C-1-41)、輝いている(C-2-35)、な

どの表現があり、また韓国の若者の日本のイメージとしては、思いやり(A-2-6)、匠精神

(A-2-29)、秩序(A-1-37)、清潔(A-2-31)、親切(A-2-17)などが見られる。両国の若者が、

相手国の異なる文化と情緒的な側面をお互いに魅力として描き出しているのも読み取れる。 

洪(2009)は、「最近はむしろ日本の小説、テレビドラマなどのコンテンツを活発に取り入

れている韓国映画界の傾向があり、文化は異質なものも含めて相互交流をしながら持続的

に拡大している。お互いの違いを認め合い、融合文化を創造していくことである。「和而不

同」であり、「和諍」である。ここでは、偏狭なナショナリズムは排除されなければならず、

共生・関わり合いの関係を築いていく必要があることが再確認されている」と述べている

(54)。文化的な交流は、お互いの側にそれを受け入れる素地がなければ盛り上がるものでは

ないであろう。昨今の日韓の大衆文化交流の状況は、いろいろな歴史的経緯はあったもの

の、日本と朝鮮半島の深い繋がりを示しているものかも知れない。 

このように文化には人々を結びつける計り知れない力が込められている。日韓の新しい

文化交流の時代を築いた故金大中氏が述べていたように、「文化は、歴史のある一時点の優

劣だけで判断して交流できるものではない。文化は、過去、現在、未来につながる悠久の

相互学習を通して形成されるからだ。そうしてみるとき、文化交流はお互いから学び合う

プロセスである」(55)。 

 

6.日本と韓国の大学生の相手国の言語の履修・非履修によるイメージの比較分析 

1)表 3-3-6 をみると、日本の大学生の韓国に対するイメージは、文化的な側面において良

い印象を持っている。中でも、ほとんどのカテゴリーには食文化が圧倒的に多い。特に韓

国語非履修者は、カテゴリー(ⅲ)「日本と朝鮮半島の歴史問題と関わりあい」以外に、文

化の側面が多く示されている。韓国人大学生においても、日本文学履修者は、非履修者よ

りも、日本に対してより文化的イメージを抱いているのが表 3-3-6で読み取れた。 

このことは、日本の大学生も韓国の大学生も、相手の言語を学習した者は、言い換えれ

ば相手の文化に接した者は、相手の良いところに目を向けるという点があることを示唆す

るのではないだろうか。勿論、相手に魅力を感じるから相手の言語を学習するということ

もあるから、そう単純には結論は出せないが、言語を通してお互いの文化を知り合うこと

の重要性は否定できないと考えられる。 

 

2)表 3-3-6をみると、韓国の日本文学履修者は、全体的に「歴史問題」を取り上げている 

が、3つのカテゴリーにおいては「日本の固有文化」にも関心を示している。 

「日本の固有文化」の内容は、「下駄・相撲・サムライ精神・茶道・畳・パチンコ・天 

皇・神様が多い・匠精神・伝統衣装」などである。 
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「匠精神」は、職業に対する「誇り・矜持」などを意味するのが読み取れ、日本人の代々

受け継ぐ職業意識に関して、韓国の大学生が関心を持っていることが、描画からうかがえ

る。また、「天皇」に対しては、韓国には存在しない「独特な文化」として描いている。 

これまで述べてきたように、表 3-3-6 によると、全体的に、日韓の大学生は互いの異な

る文化に良いイメージを持っているといえよう。しかし、日本文学非履修者の多くの韓国

の大学生は、日本のイメージとして、「歴史問題」と「独
ドク

島
ト

(=竹島)」を取り上げている。

これは韓国の歴史教育によるところが大きいと思われるが、日本文学履修者の抱くイメー

ジとは少し差があるように思われる。 

サイード(2000)が、「階級間の対立感情の矯正手段としての、またナショナリズムと地方

的偏狭さの弊害の緩和手段としての、またさらに道徳的生活の成長に「正当な可能性」を

与える思考手段としての、文化を重視した」(56)といったように、日本と朝鮮半島の関係に

おいても、文化的理解が、お互いの関係発展のために、いかに重要な役割を果たしている

かあるいは果たしうるかを、描画の調査は示唆しているように思われる。 

 

第 4節  まとめ 

 

本章では、九分割統合絵画法を用いて得られた「在日」若者および日本と韓国の大学生

の 3者のデータを、「気付き」のタイトルを中心に分析した。その結果は、以下のようなも

のであった。 

 

1.「在日」の若者について 

(1)「在日」若者は、社会の視線を内在化することにより、自分探しに悩んでいる。 

(2)言語を含む民族文化は、「在日」若者の思考の範囲と思考形成に影響を及ぼしている。 

(3)「在日」若者のなかには新しい生き方を模索している者もいる。 

 第 2 章のインタビュー調査の分析結果では、被験者のほとんどが日本社会に対する否定

的なイメージを内在化していることが分ったが、本章の九分割統合絵画法による調査から

も、日本社会の視線を意識しながら自分探しに苦労している「在日」若者の様子がうかが

われた。 

第 2 章で民族語を含む民族文化はアイデンティティ形成に大きな影響を与えている(E さ

ん、F さん、G さん、)ことが分ったが、本章の九分割統合絵画法による調査でも、このこ

とは朝鮮学校出身者の描画からもはっきりと読み取れた。 

また本章の調査では、新しい生き方、あるいは広い世界を志向している「在日」若者の

存在がかなり読み取れた。こういった「在日」若者は、日本学校出身者より朝鮮学校出身

者の方により多くみられた。 
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九分割統合絵画法による調査で得られた以上の結果 (1)、(2)、(3)を、描画の例を用 

いてもう少し説明を加えてみる。 

(1)「在日」若者の多くは、子供の時、自分が異質であることを、家族からではなく、社会 

化の過程において他人によって知らされることにより、葛藤を覚えるようになるのではな 

いかと思われる。本来ならば、自分たちが日本社会で住むようになった経緯を、子供の時 

から自然な形で家庭の中で教えられるべきものであると思われるが、親や祖父母といった 

家族から意識的な教えはなく、環境の中で「日本人」として成長をしていく過程で気付か

されるようになるために、心理的に負のイメージに影響されやすくなるのではないかと思

われる。このことは、描画「B-2-32」などで読み取れる。また、描画「B-1-9」は、「友達

に韓国人と言ったら、帰れと言われ、ウソだと言った。学校の社会の時間に、韓国の事が

出てきてドキドキが止まらなかった(5年生の時)」と書いてある。しかし、「B-2-25」は、

「自分が異質であることを他人から気付かされた時、悩む時期はあっても、周囲に自分が

朝鮮人であることを特異性としてアピールして上手く乗り越えた」若者の例を示している。 

表 3-3-2からも読み取れるが、「在日」は日本学校出身であろうと、朝鮮学校出身であろ 

うと「自分探し」に悩んでいる。つまり、民族学校出身で民族的な教育を受けている者も、

日本学校出身で平素は通名で日本人同様の意識で生きている者も、共通に持っている悩み

であるのではないかと思われる。このことは、上で述べてきた通り、親や祖父母等から自

然な環境の中で自分たちのことを伝授されていないことからくる「付け」ではないかと思

われる。 

金(2002)がいうように、「経済や生活の都合を優先させて本名を隠し、出自を偽り、後に 
なってそのことを知った子供たちがかえって歪み、それを取り戻すためにどれだけ莫大な

エネルギーを消費するか。(中略)ルーツに誇りを持ち、それを踏まえた上で、未来へ向かっ

ていきたいのだ。日本社会に在日がいるというのは、多様性があるということだ」と述べ

ていることは留意されるべきであろう。 
 文化的には日本社会に完全に同化し、「日本人」として生活していながら、子どもに民族 
的な出自をきちんと伝えていくということは、個々の「在日」にとっては重い選択であろ 
う。しかしそれは、多様な生き方が求められつつある現在の日本社会においては、そうす

るだけの価値のある選択かも知れない。 
(2)民族語(言語)とアイデンティティとの関わりをみると、日本学校出身者の描画からは 

民族語とアイデンティティとの関わりが読み取れなかったが、朝鮮学校出身者のほとんど

の描画からは、民族語の重要性をアピールしているのが読み取れる。 

これまで述べてきたように、彼らは、民族語(言語)と文族文化の習得が自分たちのアイ

デンティティの確立に繋がっていることを、描画ではっきりと言葉で示している(B-2-2、

B-2-5、B-2-21、B-2-25、B-2-30、B-2-32、B-2-34)。 

(3)描画の「B-2-31」では、「多かれ少なかれ「在日朝鮮人」という共通点が常に変わらず

私達にある。生まれたところは日本であるが、我々祖国は朝鮮、我々民族は一つ。 
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でも、京都も大好き。I LOVE 京都。多分これが私達の持つ固有の価値観。私たちは刺身を

醤油でも楽しめる。又、초
チョ

장
ジャン

(辛い酢味噌)でも楽しめる」と書いてある。この「在日」若者

からは、しっかりとした帰属意識が感じられ、そしてそれ故に、自分たちは朝鮮人である

という枠の中に拘束されるのでなく、日本社会に対しても心を開き、そして更に、もっと

広い世界、新しい世界へ向かう姿勢が感じられる。同じような印象を与える描画として、

例えば、「B-2-25」、「B-2-32」「B-2-3」、「B-2-8」、「B-2-10」、「B-2-12」「B-2-13」、「B-2-16」、

「B-2-17」、「B-2-18」などが挙げられる。 

表 3-3-2の「在日」若者の「気づき」のタイトルの分析によれば、カテゴリー(ⅱ)「旧

植民地の出身在日」においては、「在日」であるということに向き合う姿勢に、日本学校出

身者と朝鮮学校出身者との間で少し差があるように感じられる。日本学校出身者は、自分

が「在日」であるという意識を描画に表現していない者が多い。また「在日」であること

を否定している描画もある(B-1-14)。はっきりと自分は韓国人であると表現しているのは

「B-1-20」と「B-1-9」であり、自分は韓国人であり、日本人であるという被験者もいる

(B-1-19、B-1-13)。日本学校出身者の「B-1-6」と「B-1-8」の場合は、韓国留学経験を持

っている被験者である(第 2章で紹介したインタビュー調査での韓国留学の 2人とは別の被

験者)が、「在日」であることに対して葛藤の経験はあるものの、描画の後半には、ある種

の安定感が感じられる。 

 

2.日本人大学生の朝鮮半島に対するイメージについて 

韓国語履修者と非履修者の間に若干違いは出ているものの、全体的に韓国の大衆文化と 

隣国の文化に魅力を感じている者が多い。 

 

3.韓国人大学生の日本に対するイメージについて 

日本文学履修者は、歴史問題には多くのイメージを持ってはいるものの、日本のアニメー

ション、伝統衣装などの日本の固有文化に魅力を感じている者もいる。一方非履修者は、

日本イメージには歴史問題が多い。しかし、日本文学非履修者の多くは、歴史問題に触れ

てはいるものの、カテゴリー(ⅵ)「朝鮮半島と日本との関係を良くしたい希望・期待」の

「友好」に関心が集中しているのがはっきりと読み取れる。 

2、3に共通して見られるように、日本と韓国の大学生は、基本的には友好的で、お互い

の文化に魅力を感じている。しかし、ここで見落とせないのは、韓国の大学生の描画の内

容にみられるもう一歩立ち入った認識である。例えば、日韓の文化的側面について、「秩序

(日本)と礼節(韓国)」あるいは「サムライ精神とソンビ精神」を挙げる被験者がいた

(A-1-37)。このことは、韓国社会には未だに儒教的精神が根強く残っていることを思い起

こさせ、歴史問題もさることながら、このような文化風土に対する理解も、日本と朝鮮半

島の真の友好関係を築いていく上で必要とされることを示唆しているのではないかと思わ

れる。 
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第 4章       九分割統合絵画による内容分析【研究 3】 

 

第1節  研究目的と方法 

 

Ⅰ 研究目的 

第 3章の「気付き」のタイトル分析結果は、以下のようなものであった。 

①「在日」若者は、社会の視線を内在化することにより、自分探しに悩んでいる。②民

族語を核とする民族文化は、「在日」若者のアイデンティティ形成に影響を及ぼしている。

③「在日」若者のなかには、外に開かれた新しい生き方を模索している者もいる。 

一方、日韓の大学生がお互いの相手国に対して抱いているイメージは、概ね、良好なも 

のであった。日本人大学生は、韓国語の履修・非履修に関わらず、全体的に、韓国の大衆

文化に魅力を感じている。また、韓国人大学生の場合、日本文学非履修者では、歴史問題・

竹島問題に触れる被験者が多く、日本に対してある程度否定的なイメージを持っているよ

うに見受けられるが、全体としては、日本との関係を良くしていきたいという友好的な姿

勢がみられた。 

 言語はアイデンティティ形成に重要な役割を果たしていると思われるが、第 2 章のイン

タビュー調査の分析と第 3 章の九分割統合絵画の「気付き」のタイトル分析を通してみて

も、民族語を含む民族文化が、「在日」若者のアイデンティティ確立において重要な役割を

演じていることがある程度確認できた。 

藤生(2005)は、「言語は言語学習者の社会的アイデンティティと学習環境との相互関係

から生まれてくるもの」で、個人の固定化された「所有物」ではないとしており、人種的・

言語的アイデンティティは、子どもが社会化していく過程によって導き出される結果であ

り、それは人生を通して社会的・精神的な経験によって形成されるとした。そして、「こ

のアイデンティティ形成は子どもが自らの自尊心を守り育てていくために、社会の環境の

なかでうまく折り合いをつけながら成長していく過程なのである」と述べている(57)。また

子供がこの自己認識を形成するのに、言語が一つの重要な要素として働くと主張している

が、親の母国文化を肯定的に受け入れる態度がその子供にも同様の態度を促すといい、更

には、「バイリンガルの子どもの親が母語・社会的言語の両方に肯定的な態度を示し、家

庭において口頭でのコミュニケーションだけでなく読み書き指導も行う時、その児童はバ

イリンガルとして最も強化される」と述べている。このように、「親の文化・言語に対す

る態度は、バイリンガルの子どもたちの文化的アイデンティティ形成に大きな影響を与え

る」ものである(58)。このことを「在日」の場合に当てはめて考えるなら、すでに 1世から

2世へ母語・母文化を伝える上で、「在日」は大きな負の影響を残したことになるといえよ

う。 
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李・田中(2010)によれば、「母国語がしゃべれば自意識に目覚めたとき何かの手助けに

なる」、「母国語ができないことを恥ずかしく思う」(在日本大韓民国青年会 2009)とい

ったように、「在日」の文化的アイデンティティ形成に関して、言語の側面から様々な問

題点が指摘されている(59)。   

徐(2001,2011a)は、日本社会に生きる「在日」が、様々な要因により民族的文化・言語

などの十分な伝承が行なわれていない状況について調査を行なった。「在日」の多くは、

自分たちの民族語を外国語同様にとらえていることが、徐(2011a)の調査でも明らかになっ

た。しかし、たとえ民族語が外国語同様に思えても、その外国語の習得を目指すことは、

「思考や文化の一元化に続くものではなく、世界市民としての多文化、多言語を重んじる

姿勢を培い、各々の歴史や感性を尊重することを前提としてなされるべきものであり、多

様性を認め、共存を目指そうとする人間社会の豊かさを希求する態度に合致した方が望ま

しいとされ、その多言語共存が人間社会の豊かさの原点となっていることを忘れてはなら

ない」(60)とする姿勢に沿うものである。ましてや、民族語は、自らのルーツに根差す言語

である。 

従来、「在日」若者に関する多くの研究は、幾分ネガティブな側面が強調される傾向で

あったが、本研究のインタビュー調査と九分割統合絵画法を用いたイメージ調査によれば、

少数ではあるが、新しい方向に積極的に向かおうとする若者も見られた。そのような被験

者は、本国への留学(第 2章での Fさんと Gさん、第 3章での「B-1-6,B-1-9」)、あるいは

民族学校での文化と言語の教育などにより、民族語を含む伝統的民族文化に接した若者た

ちである。つまり、民族語を含む伝統的民族文化に親しむことが、「在日」若者の自己イメ

ージを前向きなものに変えることに繋がっていると思われる。 

日本と朝鮮半島の新しい文化交流は、「在日」若者の自己イメージに大きな影響を与える

と思われるが、これを多文化共生の文脈においてとらえた田渕(1991)は、両民族間の架け

橋的役割を果たした雨森芳洲や柳宗悦、あるいは韓国文化の紹介に生涯をかけた金素雲の

生き方にも触れ、彼らを、相手文化を尊重し自民族中心主義から解放された柔軟な国際精

神の持ち主であるといい、彼らの架け橋的役割の教材化なども提案している(61)。お互いの

文化を尊重しあうことにより新しい可能性が開けることを強く示唆する提案であるが、「在

日」若者にとっても新しい方向性を促す提案であろう。 

以上のような考えに基づき、本章では、主として言語的側面を中心とした分析を行なう。 

 

Ⅱ 研究方法 

本章でも引き続き、収集された九分割統合絵画を分析する。第 3章は、1枚 1枚の絵画に

与えられた「気付き」のタイトルを分析するものであったが、本章では、1枚 1枚の絵画に

描き込まれた 9つの枠の中に描いてある描画や文字を総合的に分析する。言語的側面(「在

日」若者には民族語、日韓の若者には相手国の言語に対する側面)に着目して、採取された

データの種々のカテゴリー要因に対する差の有無も、𝑥2検定を用いて分析する。 
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第 2節  「在日」若者と日本と韓国の大学生の描画内容の分析 

 

Ⅰ 描画内容分析のためのカテゴリーの定義 

九分割統合絵画の「気付き」のタトイル分析は、まず、「気付き」のタトイルに注目し、

描画を分類した。「気付き」のタトイルだけで分類を決めかねない描画は、描画全体を繰り

返し読み取り、カテゴリーを定義した。その後で、描画(人数×9)を検討しながらキーワー

ドを選び出して、カテゴリー分析を行なった。これに対し、九分割統合絵画の内容分析で

は、描画(人数×9)の内容を良く読み取り、ボトムアップ的なデータの分析を行なう。つま

り、1から 9までの描画に書き込まれた文字を読み取り、それぞれの描画の意味する内容を

改めて言語化し、それを基礎データとして GTA(Grounded Theory Approach)の手法に従って

分類し、カテゴリーを定義するという方法を採用する。「気付き」のタイトル分析の場合と

同様、「在日」若者、日韓の大学生は、言語的側面に注目すると計 6グループになるが、そ

れぞれのグループ毎にこの作業を行なった。勿論、各グループの間の比較のため、カテゴ

リーの共通化などには配慮した。これらの作業は、本研究に関与していない心理学専攻の

大学４年生 3名と大学院生１名の協力を得て、約１週間かけて行ない、更に、大学院生 3

名と指導教官の立会の下で、それぞれのグループ毎の描画のカテゴリーを再確認し、分析

に値するカテゴリーを確定した。 

GTA は、基本的には KJ 法と同じ手法であるが、分析の最終目的として、社会現象を説明

するための実証分析で役立つような明確な理論を作り出すことを特に重視している。この

手法は、データを文章化して、分析する手法を提示しようと試みている点に特徴がある(62)。

例えば、海を示す描画に「海」という文字だけが書き込まれている場合、1から 9までの描

画全体から判断して「海が好きだ」と言語化した。本研究の場合、データへの個人的な思

い入れを排除するため、各描画の観察結果を文章化する際、筆者を除く上記 4 名の間で話

し合ってもらい、全員で一致する形で文章化した。そして、その後、描画の一枚一枚の内

容を適切に表現する簡単なラベルを作成し、そして、似通ったラベル同士をまとめて上位

概念となるカテゴリーを定義した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%8F%BE%E8%B1%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E8%AB%96�
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%96%87%E7%AB%A0%E5%8C%96&action=edit&redlink=1�
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95&action=edit&redlink=1�
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Ⅱ 「在日」若者の描画の内容分析 

1.「在日」若者の描画の内容分析(各枠に対する比率) 

表 4-2-1  日本学校出身者と朝鮮学校出身者の「カテゴリー」内容分析(各枠に対する比率) 

日本学校出身 31名(男子 12・女子 19) 日本学校出身者 N=279 朝鮮学校出身者 N=306 全体 N=585 

朝鮮学校出身 34名(男子 21・女子 13) 個数 % 個数 % 個数 % 

①家族と自分(幸せな家族・自分のこと・ 

結婚・生まれ・現在の考えなど) 

101 36.2 80 26.1 181 30.9 

②趣味(好きなこと・したいこと、・・・に

なりたい、をしたい、スポーツ、音楽) 

95 34.1 33 10.8 128 21.9 

③不安・視線(夢がない、自分探し、狭間) 37 13.2 54 17.6 91 15.6 

④民族・文化・歴史・国籍 26 9.3 119 38.9 145 24.8 

⑤広い世界への関心(お互いの平和な未来

など) 

17 6.1 19 6.3 36 6.2 

⑥その他 3 1.1 1 0.3 4 0.6 

表 4-2-1 は「在日」若者のカテゴリーを確定した後、それぞれのカテゴリーに含まれる

描画数を、日本学校出身者と朝鮮学校出身者別に示したものである。但し、それぞれの描

画は、ただ１つのカテゴリーに含まれるものとして分類した。 

「在日」若者全体を順位からみれば、主な関心事としては、「家族と自分」(30.9%)、「民

族・文化・歴史・国籍」(24.8%)、「趣味」(21.9%)が読み取れる。「在日」若者の多くは、

家族と自分との関わりに関心を示していることが多いことがうかがわれる。 

次に、著しい差が現れているカテゴリーは、②「趣味」の項目において、日本学校出身

者が 34.1%に対し、朝鮮学校出身者は 10.8%であり、④「民族・文化・歴史・国籍」の項目

は、日本学校出身者が 9.3%であるのに対し、朝鮮学校出身者が 38.9%を示している。朝鮮

学校出身者の「民族・文化・歴史・国籍」の項目においては、民族教育による影響が現れ

ていると思われるが、日本学校出身者が、「好きなこと・したいこと・…になりたい・…

をしたい」などで定義されている「趣味」の項目により強い関心を示しているのは、枠に

とらわれない個人的な生き方を選んでいることによるものではないかと思われる。このこ

とは、李・田中(2010)が「在日コリアンは世代進行につれて個人的特性に向かう動きがあ

る」と述べているのとほぼ一致しているといえよう(63)。 

また、カテゴリー③「不安・視線」と⑤「広い世界への関心」では、ほぼ同じような割

合を示している。 

表 4-2-1 により日本学校出身者と朝鮮学校出身者の間の関心の差異がある程度読み取れ

るが、その差異を統計的に検討するため各カテゴリーを人数による比率で分析することを

試みた。その際、表 4-2-1 を人数の分析を行なうため、カテゴリー①と④の描画を再度検

討した。その際は、本研究に関与していない広島市内の H 大学の研究協力者 2 名に協力し

てもらった。 
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その結果、カテゴリー①「家族と自分」を、「家族意識」、「自己認識努力」、「個人的

な切り離された自己満足」の 3 つのカテゴリーに分け、またカテゴリー④「民族・文化・

歴史・国籍」を、更に「在日のプライド」と「民族的土壌への関心」の 2 つのカテゴリー

に分けた。なお、カテゴリー①と④を更に分割する理由は、①と④のままでは、森谷(1987)

の方法による人数に着目して 2×2 表を作成する場合、ほぼ全員が該当して、意味のある 2

×2 表を作成することができないからである。このことは、表 4-2-1でのカテゴリー抽出が

不十分であったということを意味するものではない。 

 

2.「在日」若者の描画の内容分析(人数に対する比率) 

表 4-2-2  「在日」若者の描画の内容分析(人数に対する比率)  

日本学校出身 31名(男子 12・女子 19) 日本学校出身者 N=31 朝鮮学校出身者 N=34 全体=65 

朝鮮学校出身 34名(男子 21・女子 13) 人数 % 人数 % 人数 % 

①家族意識(現在の家族、将来の家族、幸せな結婚、

将来の家庭、家族の健康)✳ 

16 51.6 

 

9 26.5 25 38.4 

②自己認識努力(「私とは何か」、迷い、どうして

日本に住んでいるか) 

11 35.4 10 29.4 21 32.3 

③個人的な、切り離された自己満足 

(「私は私」でいい、「私は私」だ) 

7 22.6 3 11.3 10 15.4 

④趣味(スポーツ、音楽など) 9 29.0 12 35.3 21 32.3 

⑤不安・視線(夢がない、自分探し、狭間) 10 32.3 9 26.5 19 29.2 

⑥「在日」のプライド(「在日」として生きる覚悟

が出来ている、吹っ切れている、「在日韓国人だ」、

「朝鮮人だ」「在日だ!!」)✳ ✳ 

 

5 16.1 

 

20 58.8 25 38.4 

⑦民族的土壌への関心(歴史、文化、言語、国籍)✳ ✳ 3 1.0 16 47.0 19 29.2 

⑧広い世界への関心(弱者を助けたい、外への関心

を自分の内部にしっかりと確立している新しい価

値観、世界は一つ、地球人、自由人) 

 

10 32.3 

 

8 23.5 18 27.7 

⑨朝鮮半島の南北分断への関心 0 0.0 4 11.8 4 6.2 

✳p‹.05,✳✳p‹.01                                     表 4-2-2の人数の内訳(注釈 3) 

表 4-2-2には、各々の分類項目に一つ以上反応した人の割合を示している。例えば、「家

族意識」のカテゴリーに分類される描画を一枚の画用紙に全部描いても、あるいは一つの

枠だけに描いたとしても、同様に「家族意識」得点を 1 として計算した。それによると、

全体の 65人のうち 25人(38.4%の)が何らかの“家族像”を一つ以上描いていることになり、

残りの 40人が“家族像”を全く描いていないことになる。つまり、表 4-2-2は、それぞれ

のカテゴリーに「一つ以上の反応した人と、全く反応しなかった人」を示すデータである。 
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表 4-2-2は、9枚の 2×2表に相当するものである。例えば、①「家族意識」という項目

に関しては、日本学校出身者 31 名の内、関心を示したと判断される被験者が 16名で、そ

うでない被験者が 15(=31-16)名であり、朝鮮学校出身者 34名の内、関心を示した被験者が

9名で、そうでない被験者が 25(=34-9)名である。 

なお、表 4-2-2では、「趣味」というカテゴリーに含まれる内容(好きなこと・したいこ

と、…になりたい、…をしたい、スポーツ、音楽など)をスポーツと音楽などに制限して数

え直し、それをもとにして表 4-2-2を作成した。 

全体としては、「家族意識」と「「在日」のプライド」が 38.4%であり、「自己認識努力」

と「趣味」が 32.3%である。「不安・視線」と「民族的土壌への関心」が 29.2%で、「広い

世界への関心」は 27.7%を示し、「個人的な、切り離された自己満足」15.4%、「朝鮮半島

の南北分断への関心」6.2%の順になっている。   

これらのカテゴリーに対する関心度が、日本学校出身者と朝鮮学校出身者で差異がある

かどうかを、𝑥2検定を用いて行なった(セルが 5以下の場合は Yatesの修正式を用いた)。 

 

表 4-2-3  日本学校出身者と朝鮮学校出身者の描画内容𝑥2検定分析表 

 

  日本学校出身者の方に有意に多かったのは、①「家族意識」(𝑥 2=4.33,df=1,p<.05)であ

った。朝鮮学校出身者の方に有意に多かったのは、⑥「在日」のプライド(𝑥2=12.49,df=1, 

p <.01)と⑦「民族的土壌への関心」(𝑥2=9.22,df=1,p<.01)であった。⑥、⑦は水準 1%での

有意差であり、これらのカテゴリーに対しては、日本人学校出身者と朝鮮学校出身者との

間で顕著な差があることを示しているといえよう。他の 6項目は、日本学校出身者と朝鮮

学校出身者の間で、水準5%では有意差はみられなかった。 

次に、②「自己認識努力」と⑤「不安・視線」に分類された描画から「何か違う」、つ

まり朝鮮人・韓国人という周囲との違いが葛藤と悩みの原因になった時、どんな経験をし

たかについて述べてあるものを下の表 4-2-4にまとめた。 

表 4-2-4では、②、⑤に分類された描画全部ではないが、そのうちの 12名のものをまと

めてみる。表に示されているのは描画に書き込まれている具体的な言葉である。 
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3.「在日」若者の葛藤の時期と経験について 

表 4-2-4  「在日」若者の葛藤の時期と経験について 

 被験者の描画番号 葛藤・悩みを意識

した時期 

自分の存在がまわりと「違う」と感じたことへの葛藤・悩み 

1 B-1-1 特定できない 区別されるのはいやだ。心が揺らぐ。 

2 B-1-6 特定できない 日本にいると在日韓国人・韓国人と言われ、韓国にいると日本人・外国人と

言われる。韓国に留学した時できた友達と韓国語で会話したかった。 

3 B-1-9 小学校低学年・中

学生・高校生 

 

友達に韓国人だといったら「帰れ」といわれ、「ウソ」だといった。 

何が違うかをちゃんとわかった。社会の時間で韓国のことが出てきてドキド

キが止まらなかった。違うことに葛藤を覚えた。人は自分のことを理解する

のが難しいということがわかった。 

4 B-1-22 

 

就職に問題があ

ると分かった時 

親や親戚は何があっても帰化すべではないといった。夢を叶えるためには国

籍などチッポケなものだと思う。 

5 B-1-26 特定できない 人の目が気になる。韓国と日本の狭間にいる。 

6 B-2-5 小学校(日本) 

朝鮮高校 

自分が朝鮮人であることを隠していた。高校 3 年間民族の言葉・文化・歴史

を学んだ。自分のアイデンティティを見つけた。 

7 B-2-7 幼児の時 朝鮮人なのになんで日本に住んでいるかということに疑問を感じた。 

日本と朝鮮の狭間にいる。未だに自分が何者か分からない。 

8 B-2-10 高校の時 生まれ育ったところは日本、国籍は韓国、祖国は朝鮮であること。 

どういうことなのだろうか。疑問を持った。 

9 B-2-23 特定できない 日本人から冷たい眼差しを受ける。助けてくれる女神を期待する。 

10 B-2-25 初級部・中級部 空手の試合の時日本人の友達と違いに疑問を持った。日本人のクラブに入っ

た。朝鮮人である自分をとにかくアピールした。その結果多くの日本人と友

達になった。 

11 B-2-32 幼稚園 日本の幼稚園から朝鮮の幼稚園に編入された時、いやで号泣した。 

習い事や職場が変わると日本人の友達とは共通点が少ないから何時の間にか

遠く離れるが、朝鮮人の友達とは共通点があるから何時でも友達になれる。 

12 B-2-34 特定できない 日本人の友達と話ししながら「自分」という存在を説明する煩わしさを感じ

る時。「朝鮮人」として言葉・風土・風習に成りきれていないという歯がゆ

い気持ちを持つ。 

表 4-2-4は、「在日」若者が自分の出自が知らされた時、心理的な葛藤を覚えた時期と 

その時、何を考え、どのような行動を取ったかについて示した。また、表に示していない

が、「私は何も知らない。最近色々知りたくなった。日本にいても韓国にいてもパリッと

しない」という、表 4-2-4で示されていない被験者もいる(B-1-8)。第 2章のインタビュー

調査でも、思わぬ場面で出自が分かってしまい困惑した経験を述べていた被験者がいた(イ

ンタビュー調査の H さん)が、「経済や生活の都合を優先させて本名を隠し、出自を偽り、



89 
 

後になってそのことを知った子どもたちがかえって歪み、それを取り戻すためどれだけ莫

大なエネルギーを消費するか」と金( 2002)が述べていたように、人間にとって無意識的に

甘えることができ、安らげる母体が持てるということは、安定した自己アイデンティティ

を確立できるための前提条件ではないかと考えられる。 

 

Ⅲ 日韓の大学生の描画内容の比較分析 

表 4-2-5 では日本と韓国の大学生全体の描画からカテゴリーを抽出し、そのカテゴリー

毎に含まれる描画の割合を示したものである。それぞれの描画はただ一つのカテゴリーに

属するものとしてある。 

 

1.日本と韓国の大学生のカテゴリー内容の比較分析 

表 4-2-5  日本と韓国の大学生のカテゴリー内容分析(各枠に対する比率) 

日本の大学生 100名(男子 39・女子 61) 

韓国の大学生 105名(男子 57・女子 48) 

日本の大学生 N=900 韓国の大学生 N=945 全体 N=1845 

個数 % 個数 % 個数 % 

①文化 484 53.8 384 40.6 868 47.0 

②歴史的な問題・対立的感情 102 11.3 291 30.8 393 21.3 

③友好 99 11.0 101 10.7 200 10.8 

④自然・環境 12 1.3 82 8.7 94 5.1 

⑤近代的産業 24 2.7 12 1.3 36 2.0 

⑥スポーツ 53 5.9 47 5.0 100 5.4 

⑦北朝鮮に対するイメージ 124 13.8 0 0.0 124 6.7 

⑧放射能 2 0.2 28 2.9 30 1.7 

表 4-2-5を順位でみれば、①文化(47.0%)、②歴史的な問題・対立的感情(21.3%)、③友好

(10.8%)、⑦北朝鮮に対するイメージ(6.7%)、⑥スポーツ(5.4%)、④自然・環境(5.1%)、⑤

近代的産業(2.0%)、⑧放射能(1.7%)があげられる。⑦「北朝鮮に対するイメージ」の項目

では、調査の際、日本の大学生には「私にとって日本と朝鮮半島とは?」というタイトルを

与えたために、主として日本人学生の描画だけに見られるものであり、⑧「放射能」の項

目は、日本の東日本大震災の直後に調査を実施したために、韓国の大学生が関心を示した

と考えられる。 

 

2.日韓大学生の描画の文化的側面の比較分析 

表 4-2-5 から分かるように、日韓の大学生の関心は、文化が主流を占めていることがう

かがわれる。このため、日韓の大学生の半数の学生が関心を示している文化について詳し

く調べてみる。なお、文化を伝統文化と大衆文化にわけて、それらをさらに A精神的(非形

状的)、B 物質的(形状的)なものに分類した。文化的側面での日本の大学生の韓国イメージ

は、①伝統文化 A(儒教、家族の伝統、社会的制度、歴史的遺産など)、②伝統文化 B(民族
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衣装、チマジョゴリなど)、③大衆文化 A(K-pop,韓流ブームなど)、④大衆文化 B(食文化な

ど)、⑤文化の比較・交流・融合、のように分け、韓国の大学生の文化面での日本イメージ

としては、①伝統文化 A(匠精神、天皇、祭り、忠、神道、礼節、武士道、サムライ、静的

な雰囲気、神社)、②伝統文化 B(着物、茶道、華道、桜、浴衣、下駄など)、③大衆文化 A(J-pop,

村上春樹、オタク文化、ギャル、相撲、公衆道徳、漫画、韓流ブームなど)、④大衆文化 B(食

文化、寿司、うどん、お茶、カレー、畳みなど)、⑤文化の比較・交流・融合、のように分

けた。 

このように「文化」のカテゴリーを細分化してみると、表 4-2-6の日韓の大学生の文化に

対する関心度の比較表では、日本の大学生がより高い関心を示しているのは、大衆文化 B(食

文化など)であり、韓国の大学生がより高い関心を示しているのは、大衆文化 A(日本のアニ

メーションなど)に関心を示している。相手国の伝統文化に対する関心度は、韓国人大学生

の方が日本人大学生より高い関心を示しているのがうかがわれる。また文化の比較・交流・

融合の項目には、両国の大学生ともにかなりの関心度を示しているのが分かる。 

 

3.日韓大学生の文化的側面の比較分析(人数による比率) 

表 4-2-6  日韓大学生の文化的側面の比較分析(人数による比率) 

       被験者 

カテゴリー 

日本の大学生 N=100 韓国の大学生 N=105 全体 N=205 

人数 % 人数 % 人数 % 

①伝統文化 A 11 11.0 20 19.0 31 15.1 

②伝統文化 B 22 22.0 33 31.4 55 26.8 

③大衆文化 A✳✳ 75 75.0 58 55.2 133 64.9 

④大衆文化 B✳✳ 93 95.0 42 40.0 135 65.9 

⑤文化の比較・交流・融合 31 31.0 37 35.2 68 33.2 

 ✳✳p‹.01 

表 4-2-6は、①から⑤までの文化のサブカテゴリーに少しでも関心がある学生の人数を、

描画と書込み文字を再検討して示したものである。その際、各々の分類項目に一つ以上反

応した被験者の人数を示している。例えば、大衆文化 B を画用紙の 9 個全部に描いても一

つだけ描いたとしても、大衆文化 B の得点は 1 として計算した。それによると、例えば、

日韓大学生の全体の 205人のうち 65.9%の大学生が何らかの大衆文化 Bを一つ以上描いてい

ることになる。日韓大学生の文化的側面の関心の強さは、全体としては、(1)「大衆文化 B」

(65.9%)、(2)「大衆文化 A」(64.9%)、(3)「文化の比較・交流・融合」(33.2%)、(4)「伝統

文化 B」(26.8%)、(5)「伝統文化 A」(15.1%)の順となっている。 

このような文化のサブカテゴリーに対する関心度に、日本と韓国の大学生の間に差がある

か否かを検定するために𝑥2検定を行なった。 
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表 4-2-7  日韓大学生の文化的側面の比較分析の𝑥2分析表 

 

文化のサブカテゴリーに対し、日本の大学生に有意に多かったのは、「大衆文化 A」

(𝑥2=8.78,df=1,p<.01)と「大衆文化 B」(𝑥2=63.98,df=1,p<.01)であった。このことは、日

本の大学生への韓国の大衆文化の影響の大きさを示しているものとみなせよう。他の項目

は、水準 5%では有意差がみられなかった。⑤「文化の比較・交流・融合」に対する関心が、

日韓の大学生の間に差がないことも読み取れる。 

次の表 4-2-8 と表 4-2-9 は、相手国の言語の習得が文化的興味に影響を与えているかど

うかを検討するため表 4-2-6を更に分類したものである。 

 

4.日韓の大学生の相手国言語の履修・非履修による分析 

表 4-2-8  日本の大学生の韓国語履修・非履修による分析(人数による比較) 

被験者 

カテゴリー 

日本の大学生(韓国語履修)N=50 日本の大学生(韓国語非履修)N=50 

人数 % 人数 % 

①伝統文化 A 8 16.0 3 6.0 

②伝統文化 B 8 16.0 14 28.0 

③大衆文化 A 39 78.0 36 72.0 

④大衆文化 B 47 94.0 46 92.0 

⑤文化の比較・交流・融合 16 32.0 15 30.0 

表 4-2-9  韓国の大学生の日本文学履修・非履修による分析(人数による比較) 

 

 

韓国の大学生(日本文学履修)N=52 韓国の大学生(日本文学非履修)N=53 

人数 % 人数 % 

①伝統文化 A✳ 14 26.9  6 11.3 

②伝統文化 B✳✳ 24 46.2 9 17.0 

③大衆文化 A✳ 34 65.4 22 41.5 

④大衆文化 B✳ 27 51.9 15 28.3 

⑤文化の比較・交流・融合 14 26.9 23 43.4 

✳p‹.05, ✳✳p‹.01                             表 4-2-8、4-2-9の人数内訳(注釈 4) 

表 4-2-8 では、カテゴリー①から⑤に対する関心を、日本の大学生の「韓国語履修・非

履修」で、そして表 4-2-9 では、韓国の大学生の「日本文学履修・非履修」で分類したも

のである。 
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表 4-2-8 と表 4-2-9 にみられる文化のサブカテゴリーに対する関心度が、相手国の言語

の履修・非履修により差があるか否かの𝑥2検定を行なった表は、以下の通りである。 

 

表 4-2-10  日本の大学生の韓国語履修・非履修による𝑥2分析表 

 

表 4-2-11  韓国の大学生の日本文学履修・非履修による𝑥2分析表 

 

表 4-2-8では、「伝統文化 A」では日本の大学生の韓国語修履者は 16.0%、非履修者は 6.0%

の被験者が関心を示しており、「伝統文化 B」では韓国語修履者は 16.0%で、非履修者は 28.0%

であるが、水準 5%では有意差が見られなかった。他の項目に関しても同様に有意差が見ら

れなかった。 

これに対し韓国の大学生に関しては、5つの項目のうち、4つの項目に関して、日本文学

修履者と非履修者の間でかなりの有意差がみられた。「伝統文化 A」(𝑥2=4.14,df=1,p<.05)、

「大衆文化 A」(𝑥2=6.01,df=1,p<.05)、「大衆文化 B」(𝑥2=6.10,df=1,p<.05)に関しては水

準 5%で有意差が見られた。「伝統文化 B」(𝑥2=10.37,df=1,p<.01)に関しては水準 1%で有意

差が見られた。 

韓国人大学生にとっては、日本文学履修者と非履修者との間には大きな差が見られると

いうことは、韓国人大学生の場合は、日本語を学習することにより日本文化に関心が深ま

るか、あるいは日本語学習と日本文化への関心に強い相関関係があることを意味している

といえよう。このことは、中川ら(2006)の論文と一致している(64)。言語の履修・非履修は、

後の表 4-2-13で述べる相手国に対するイメージの差としても表れている。 

これに対し日本人大学生にとっては、韓国語の履修・非履修にかかわらず、文化的な側

面に関するイメージは、それほど差が見られないのが分かる。これは、表 4-2-6 にみられ

るように、日本人大学生が大衆文化に対し大きな関心があり、関心がそのレベルに留まっ

ていることと関係があるのかも知れない。 
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5.日韓の大学生のそれぞれの相手国に対するイメージ分析 

以下の表 4-2-12、13では、日韓の大学生の相手国に対するイメージを、相手国の言語を

履修したか否かで分けて分析したものである。 

表 4-2-12  日本の大学生の韓国に対するイメージ 

    被験者 

 

イメージ 

日本の大学生(韓国語履修者) 

(C-2-1～C-2-50) 

日本の大学生(韓国語非履修者) 

(C-1-1～C-1-50) 

人数(50名) % 人数(50名) % 

ポジティブ 36名 72.0 27名 54.0 

中立 9名 18.0 17名 34.0 

ネガティブ 5名 10.0 6名 12.0 

表 4-2-13  韓国の大学生の日本に対するイメージ 

被験者 

 

イメージ 

韓国の大学生(日本文学履修者) 

(A-2-1～A-2-52) 

韓国の大学生(日本文学非履修者) 

(A-1-1～A-1-53) 

人数(52名) % 人数(53名) % 

ポジティブ 29名 55.8 15名 28.3 

中立 10名 19.2 13名 24.5 

ネガティブ 13名 25.0 25名 47.2 

表 4-2-12,4-2-13の人数内訳(注釈 5) 

相手国に対するポジティブ・中立・ネガティブのイメージを、一つ一つの描画のイメー

ジをカウントすることにより判断した。①文字・国旗・身長・美容(意識)・自然(自然環境・

地震・津波)などに関するものは中立として、②食文化・伝統文化・アニメーション・スポ

ーツ(善意のライバル)・友好・握手はポジティブとして、③遠い国・歴史問題に関する言

及・対立の感情・放射能などはネガティブとしてカウントした。先行研究の岩井・朴・加

賀美・守谷(2008)と本研究とのイメージカウントを比較すると、先行研究では「スポーツ

と伝統文化」などを中立項目として選定されているが、本研究では肯定のイメージとして

カウントした。それは、描画全体の持っている印象から、そのようにした方が好ましいと

判断したためである。9個のそれぞれの枠の描画のうち、ポジティブと判断されるものがネ

ガティブと判断されるものより 2 個以上多い時、その描画は相手国に対しポジティブな感

情を持っている者としてカウントした。これに対し、9個のうち、ネガティブと判断される

ものが 1 個以上多い時、その描画は相手国にネガティブな感情を持っているものとしてカ

ウントした。それ以外の描画は中立としてカウントした。ポジティブと判定する基準をネ

ガティブと判定する基準より少し厳しくしたのは、先行研究で中立項目と判断された項目

の幾つかを本研究では、肯定のイメージとしてカウントしたための補正である。なお、そ

れぞれの描画のイメージのポジティブ・中立・ネガティブの判断は、本研究に直接には関

与していない研究協力者 2名の協力を得て行なった。 

 



94 
 

韓国人大学生は、日本の「匠精神=代々に受け継がれる家業、又はモノづくり」などの伝統

文化をポジティブなイメージとして捉えているのが描画から読み取れる(A-1-38など)。ま

た、スポーツ(2002 World Cupなど)も善意の競争として描いている。その他、肯定・否定

的項目は先行研究(岩井・朴・加賀美・守谷 2008)の項目とほぼ一致しているといえよう。

表 4-2-12、4-2-13で最も相手国にポジティブなイメージを持っているグループは、日本人

大学生の韓国語履修者で、72.0%を示している。一方、ネガティブなイメージが最も高いの

は、韓国の大学生の日本文学非履修者である。日本人大学生と韓国人大学生の相手国に対

するイメージが、相手国の言語を学習したか否かで差があるかどうかを𝑥2検定を行ない調

べたところ、日本人大学生の場合には言語履修者と非履修者の間には水準 5%では有意差が

見られなかった(𝑥2=3.84,df=2,p>.05)。これに対し、韓国人大学生の場合には水準 5%で有

意差が見られた(𝑥2=8.63,df=2,p<.05)。 

  

表 4-2-14  日本と韓国の大学生の相手国のイメージの𝑥2分析表 

 

日本人大学生の場合、相手国に対するイメージは、言語の履修非履修にかかわらず好意

的である。これに対し、韓国人大学生の場合、日本に対するイメージは、日本文学履修者

では、好意的であるが、非履修者ではそうではないようである。 
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Ⅳ 被験者全体の言語的側面の分析 

1.被験者全体の描画の書込み文字に関する分析 

次に、「在日」が描画の中にどれほど民族語を使用したか、また相手国の言語を日韓の

大学生がどれほど使用しているかを調べてみる。 

 

表 4-2-15  被験者全体の描画の書込み文字に関する分析 

「在日」若者 

日本学校出身者 

(B-1-1～B-1-31) 

「在日」若者 

朝鮮学校出身者

(B-2-1～B-2-35) 

日本の大学生 

(韓国語履修者) 

(C-2-1～C-2-50) 

日本の大学生 

(韓国語非履修者) 

(C-1-1～C-1-50) 

韓国の大学生 

(日本文学履修者) 

(A-2-1～A-2-52) 

韓国の大学生 

(日本文学非履修者) 

(A-1-1～A-1-53) 

 6名(19.4%) 26名(76.5%) 31名(62.0%) 1名(2.0%) 18名(34.6%) 7名(13.2%) 

表 4-2-15の人数内訳(注釈 6)  

表 4-2-15 をみれば、日本学校出身者の 19.4%が部分的であれ、ハングルの書込みをして

おり、朝鮮学校出身者の場合は、76.5%の被験者が朝鮮語で書き込んでいる。言語の使用は、

その言語に積極的にかかわることを意味しよう。第 2 章のインタビュー調査においては、

「在日」若者のうち、朝鮮学校出身者は民族語を日常語としてとらえる傾向があるのに比

較して、日本学校出身者は外国語としてとらえる傾向がうかがえた。同様の傾向が、描画

への民族語の書き込みからもうかがえる。 

 

2.日韓の大学生の相手国との言語的側面について 

表 4-2-15の日韓の大学生を比較すると、日本の大学生の韓国語履修者は、62.0%の者が、

わずかの単語ではあるが、ハングルを書き込んでいる。韓国の大学生の日本文学履修者は、

34.6%の者しか日本語を書き込んでいない。一方、日本の韓国語非履修者のハングルによる

書込みは 2.0%であるのに対して、韓国の日本文学非履修者の日本語の書込みは 13.2%を示

している。 

これらの分析からみれば、韓国人大学生の日本語学習は、日本人大学生の韓国語学習よ

り広い範囲でなされていると思われる。中川(2001)は、「全世界の日本語学習者数

(2,102,103人)の半数近くを韓国人が占めているという(65)。1998年の韓国教育部統計によ

ると、高校の第二外国語として日本語を選択する学生が伸び、一般高校生の 27%、実業系高

校生の 87%が日本語を選択しているといい、大学における日本語教育の担当者の専門分野は、

日本文学(35.7%)と(日本)語学理論(33.5%)に大きく別れる」と述べている。また、中川ら

(2006)は、韓国における日本語学習熱の高まりを、1998年以降大衆文化開放が原動力とな

り日本理解が浸透し日本に対する関心が高まったことや、2004年には日本における「冬ソ

ナタ」現象や一連の「韓流」ブームが韓国のメディアにも大きく報じられ、そのブーメラ

ン効果として日本人への親近感を増すきっかけとなったことも重要な要因の一つであると

いう。 
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多くの日本語学習者は、ある程度距離をおいて日本を眺めているというが、それでも、

日本語、日本人との対日接触経験のある韓国人や日本語専攻学生は、それ以外の調査対象

に比べて、際立って好意的な対日イメージを持っていると述べている(66)。 

一方、呉(2001)によれば、「日本における大学、短期大学、高等学校で、韓国語と韓国

関連科目講座を設置している学校は合計 367 校となっている。修学旅行で韓国を訪れる学

校も年々増えているし、姉妹校関係や協定校を結んでいる学校も数多くある。1998 年、金

大中大統領の訪日時発表された韓国における日本文化の開放政策と 2002年 W杯日韓共同開

催や、南北首脳会談などにより世界の視線を集めたアジア平和への期待と韓国における関

心も高まってきた。こうした交流が言語教育と結びつくことによって、お互いの理解を深

めることになった」と述べている(67)。 

以上のようなことは、文化と言語が、お互いの理解を深め好意的な関係を築く上で、いか

に重要なものであるかを示しているといえよう。 

   

第 3節  まとめ 

 

「在日」若者の「気付き」のタイトルの分析においては、朝鮮学校出身者は、民族学校を

中心とした確かな帰属意識も読み取れ、アイデンティティの確立状況もあまり問題はない

と思われたが、内容分析を行なってみると、民族の歴史と民族語の学習の有無にかかわら

ず、「在日」若者は、朝鮮学校出身者も日本学校出身者も共に、日本社会の中で自分探しに

悩んでいるのがはっきりと読み取れた。 

 先行研究における多くの「在日」問題の研究者たちは、歴史と民族語はアイデンティテ

ィの拠り所になるから、それらを学習することで、民族概念に絡んだ問題はかなりのとこ

ろまで解決されるといっている。しかし、民族の歴史と民族語を含めた民族文化を学習し

ている朝鮮学校出身者のことを考えると、問題はそれほど単純ではないようである。 

描画の内容分析において、多くの「在日」若者は、全体的に、「家族と自分」を表わし

ているのが読み取れた。また「民族・文化・歴史・国籍」の項目には朝鮮学校出身者がよ

り関心を示しているが、「趣味(好きなこと・やりたいことなど)」には日本学校出身者が

より強い関心を示している。 

人数による分析をみると、日本学校出身者は、「家族意識」の項目に関心が多く、朝鮮

学校出身者は、「「在日」のプライド」と「民族的土壌への関心」の項目により強い関心

を示している。「在日」若者の葛藤の時期と経験についてみると、多くの「在日」若者は、

かなり早い時期に自分が周囲と異なることを知り、あまり表面化することはないものの、

葛藤を感じていることが読み取れる。 

日韓の大学生の描画内容分析において、全体としては 47%という半分近い学生が文化的側

面に関心を示しているのが分かる。日本人大学生は、韓国の大衆文化の中でも食文化など

に強し関心を示しているが、韓国人大学生は、日本の大衆文化の中でもアニメーションな
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どにより強い関心を示している。 

お互いの大学生が相手国に抱いているイメージとしては、日本人大学生の場合は、相手

国の言語学習とは無関係に、全体的にポジティブである。しかし、韓国人大学生の場合は、

日本文学履修者はポジティブであるが、非履修者はネガティブなイメージを持っている。  

描画の書込み言葉に関しては、「在日」若者の場合は、日本学校出身者の 19.4%が、そし

て朝鮮学校出身者の 76.5%が、部分的であれ、民族語を用いている。 

 

日本人大学生の韓国語・朝鮮語の使用は、韓国語履修者の場合は 62.0%であり、非履修者

は 2.0%を示している。韓国人大学生の日本語使用は、日本文学履修者の場合は 34.0%であ

り、非履修者は 13.2%である。韓国では多くの若者が中学校・高校から日本語を学習し、ま

た 2001 年度大学修学能力試験で、第 2外国語領域が選択科目として加わっているようであ

るが、描画の書き込み言葉の状況をみると、韓国における日本語学習状況がそれほど反映

されていないようである(68)。 

 

本章の描画の内容分析を全体的に整理すれば、以下のようになるであろう。 

①「在日」若者は、日本学校出身者・朝鮮学校出身者ともに、日本社会のなかで自分探し

に悩んでいる。 

②民族語の習得は、「在日」若者アイデンティティ形成に影響を与えている。 

③朝鮮学校出身者は、「民族・文化・歴史・国籍」などにより関心を示しているが、日本

学校出身者は、枠にとらわれない個人的な生き方を選んでいる。 

④日韓の大学生の場合は、相手国の言語を学習する被験者は、学習しない被験者より、相

手国に対する親近感と文化に対するポジティブなイメージを持っている。 
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第 5章              おわりに 

 

本研究は、青年期在日韓国・朝鮮人(「在日」若者)のアイデンティティ確立の状況を、

インタビューと九分割統合絵画法を用いて調査したものである。 

日本と韓国の新しい文化交流の時代を迎えた現在、日韓の若者は、「在日」若者を巡る

環境といっても過言ではない。そのため九分割統合絵画法による調査では、「在日」若者に

加えて日韓の大学生も調査対象とした。いずれの場合も、「在日」若者には民族語を、日韓

の大学生には相手国の言語的側面に配慮して調査を行なった。 

研究 1では、インタビュー調査の分析と、そして研究 2と研究 3では、九分割統合絵画

法による調査の分析を行なった。 

以下、研究 1、2、3の結論、今後の課題および提言について述べる。 

 

Ⅰ 結論 

1.【研究 1】 

研究 1は、歴史認識と民族語の習得が、「在日」若者のアイデンティティ形成あるいは自

己イメージの形成にどのような影響を及ぼしているかについて、インタビューにより、調

べたものである。インタビューの質問内容は、筆者の修士論文(2001年「在日韓国・朝鮮人

のアイデンティティ研究－母国語とアイデンティティとの関係を中心に－」)をベースにし

た上で、先行研究をもとに作成したが、それは大きくわけて、「在日」形成における歴史認

識(朝鮮における日本の植民地政策など)、「在日」をめぐる現状(国籍、民族教育など)、母

語と母国語、日韓の伝統文化などに関するものである。 

 

インタビューの結果は以下のようなものであった。 

①「在日」若者は、「在日」形成の歴史についてあまり知らない。 

「在日」が在日社会形成史について知らないのは、様々な要因があると考えられるが、大

きな要因として、多くの「在日」若者が日本の学校で教育を受けているために、自分たち

の歴史について学ぶ機会が与えられていないということと、家庭の中で伝授されるべき言

語を含む民族的な教育がなされていないことなどが考えられる。彼らに「在日」形成史の

関心が無いのではなく、関心を持たせる環境に恵まれていないということもいえよう。そ

れは、インタビューのなかでの Dさんの、「機会があれば学びたい。興味がまったくないわ

けじゃないです」という発言などからも読み取れた。福岡・金(1997)は、「成育過程におけ

る民族教育の経験が民族的肯定感を生みだす」といい、「民族教育とは、ある民族の一員と

して誇りをもつための教育である」と述べている(69)。 

②多くの「在日」若者は、日本社会の否定的なイメージを内在化しているため、自分探し

に悩んでいる(これは研究 1、2、3の分析の共通の結果でもある)。 
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「僕、日本あまり好きじやないかも知れませんね。日本好きじゃないです。最近になっ 

て思います」とか、「友達に韓国人だと言ったら「帰れ」と言われ、「ウソ」だと言った」 

という日本学校出身者の言葉もある。また、「僕たちは日本社会の一員だと思いますが、 

日本の社会では在日を一員として認めていない部分もあります。日本人は、朝鮮人は朝鮮 

人という感覚で、無意識のなかで差別の意識が深く残っていると思います。拉致問題とか 

なにかがあると、いつも朝鮮学校の子どもたちが被害に会うことがあります。暴言を吐か 

れたりチマジョゴリを割かれたりする場合は、怒りを感じます。北朝鮮の思想教育につい 

ては、昔はそういう思想教育があったと思います。でも、今はそういうこともないです。 

そもそも日本人は、在日に対する常識があまりにもなさ過ぎます」という朝鮮学校出身者 

の言葉もある。 

福岡・金(1997)は、64%の「在日」若者が、成育過程で、多かれ少なかれ民族的劣等感に

よるマイナスの自己イメージを抱かされているという。しかし、「彼らは日本に対する愛着

は強く、共に生き、共に未来を築いていく社会空間として、すでに日本を選んでいる」と

いう(70)。描画の「B-2-32」でも、「私達は、在日朝鮮人という共通点が常にあるが、京都

も大好き。多分、これは私達が持つ固有の価値観だ」、と書き込んでいる。 

吉(2001)は、「他人に受容されることによって、初めて自分を受け入れるかも知れない」と

述べている(71)。「在日」若者の内向的なストレスは、ほんの小さなきっかけでも大きな正

の循環に発展する可能性を秘めているように思われる。新しい国際状況の中で、「在日」若

者が、多文化共生社会を築いていく上で、大きな役割を担いうることを自覚することが必

要ではないかと思われる。 

③民族語を含む民族的な伝統文化は、アイデンティティ形成に影響を及ぼしている。 

本研究の被験者たちに、家庭内で民族語と民族文化を十分に引き継いでいるというケース

はみられなかったが、E さん、F さん、G さんのケースからみると、民族語と民族的文化は

アイデンティティ形成と密接に関わっていることが明らかになった。 

④験者のなかには、帰属意識の希薄さにより心理的不安定さを感じている被験者もいた。 

 

2.【研究 2】 

研究 2、3では、九分割統合絵画法を用いて、「在日」若者の自己イメージと、日韓の大

学生の相手国に対するイメージの調査を行なった。日本と韓国とが新たな文化交流の時代

を迎え、新しい自己実現に繋がる可能性の「きざし」などを「在日」若者の自己イメージ

のなかで探ることが主な目的であった。その際、民族語あるいは相手国の言語の学習歴が

どのような影響を与えるかを調べるため、分別して資料を収集した。 

研究 2で行なった九分割統合絵画法による「気付き」のタイトルの分析結果は、以下の

ようなものである。 

1)「在日」若者について 

①「在日」若者は、社会の視線を内在化することにより、自分探しに悩んでいる。 
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②言語を含む民族文化は、「在日」若者の思考の範囲と思考形成に影響を及ぼしている。 

③「在日」若者のなかには新しい生き方を模索している者もいる。 

2)日韓の大学生 

①日本人大学生の朝鮮半島に対するイメージは、韓国語履修者と非履修者の間に若干違い 

は出ているものの、全体的に韓国の大衆文化に魅力を感じている者が多い。 

②韓国人大学生の日本に対するイメージは、日本文学履修者は、歴史問題には触れている

ものの、日本のアニメーション、伝統衣装などの日本の固有文化に魅力を感じている者が

多い。一方、非履修者の日本イメージには、歴史問題が多い。しかし、全体的に、韓国人

大学生は、歴史問題に触れてはいるものの、朝鮮半島と日本との関係を良くしたい希望・

期待を持っているのが読み取れる。 

 

3.【研究 3】 

1)「在日」若者について 

①「在日」若者は、日本学校出身者・朝鮮学校出身者ともに、日本社会の中で自分探しに

悩んでいる。 

②民族語の習得は「在日」若者のアイデンティティ形成に影響を与えている。 

③朝鮮学校出身者は、民族語・国籍・文化など民族的な志向を示しているが、日本学校出

身者は、枠にとらわれない個人的な生き方を選んでいるのが読み取れる。 

日韓の大学生に関して言えば、相手国の言語を履修する被験者は、履修しない被験者よ

り、相手国に対する親近感と文化に対するポジティブなイメージを持っている。 

研究 1、研究 2、研究 3における分析結果に共通しているのは、「在日」若者は、日本学 

校出身者・朝鮮学校出身者ともに、日本社会の中で自分探しに悩んでいることと、民族語

を含む民族文化は、「在日」若者のアイデンティティ形成に影響を及ぼしていることである。

また、研究 1でのインタビュー調査では明らかではなかったが、九分割統合絵画法による

調査では、「在日」若者のなかには新しい生き方を模索している若者も少なからずいると

いうことと、朝鮮学校出身者は民族的な文化と同胞社会などにより関心を示しているが、

日本学校出身者は枠にとらわれない個人的な生き方を選んでいるのが読み取れた。また、

日韓の大学生に関しては、相手国の言語を履修する被験者は、履修しない被験者より、相

手国に対する親近感と文化に対するポジティブなイメージを持っていることも明らかにな

った。日韓の若者の相手国に対するイメージに、言語的知識が影響していることは、多文

化共生の観点からも、「在日」若者に示唆するところは大きいものではないかと考えられ

る。本研究において、日本学校出身者と朝鮮学校出身者、つまりこれまでなされてこなか

った民族的な教育の背景を異にする「在日」若者のアイデンティティ形成の状況を検討し

たことと、彼・彼女らのアイデンティティ形成の状況を自己イメージによる心理的側面(九

分割統合絵画法による)で調査したことの 2点は、「在日」研究への新しいアプローチであ

ろう。 
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そして、本研究で示した 2つの新しい方向は、これからの「在日」若者のアイデンティテ

ィ研究における重要な糸口になるであろう。 

 

Ⅱ 今後の課題 

先行研究による一般的「在日」のアイデンティティ研究においては、「在日」形成のル

ーツに関わる歴史的事実と言葉の問題が多く論じられている。そして、多くの研究者は、

在日韓国人(南)のアイデンティティ形成の問題に取り組んでいる。しかし、「在日」問題

は、「北」と「南」が合わさって「在日」であるために、筆者は、南北合わせての「在日」

若者のアイデンティティ状況を調べることを試みた。具体的には、インタビュー調査にお

いては、9名の日本学校出身者と 1名の朝鮮学校出身者、そして九分割統合絵画においては

31名の日本学校出身者と34名の朝鮮学校出身者を調査した。このことが可能となったのは、

朝鮮学校を含む各種団体の好意によるところが大きかった。 

多くの「在日」若者が通名で生活していることもあって、調査対象者を探し出すことが極

めて難しい。そのため、調査対象者のバラツキ(地域、年齢)が大きくなってしまう。この

ような困難さはなかなか解決しがたいものであるが、各種団体からの長期的視点にたった

援助を期待したい。 

そもそも「在日」若者の意識調査には、相手のデリケートな心の領域にも踏み込みかね

ない問題を含むという基本的な困難さが存在する。しかし、被験者の内面を引き出す調査

であるにもかかわらず、被験者との時間と場所の制約もある程度調節でき、また「集団式」

に調査が可能ということで、今回の九分割統合絵画法では、これらの困難さがかなり回避

されたのでないかと思う。 

 

Ⅲ 提言 

日本社会において、通常の生活を送っている多くの日本人が「アイデンティティ」とい

う言葉を意識することはあまりないであろう。確かに、子供から大人に移行する青年期に

おいては、多くの人間は「自分探し」をするが、やがて安定した成人として社会に入って

いく。これに対し、「在日」若者の「自分探し」はもっと深刻なものである。多くの先行研

究においては、民族文化も含めた民族語に接することが彼・彼女らのアイデンティティ確

立の上で大きな役割を果たすといい、本研究でも、そのことはある程度確認できたが、「在

日」若者は、総じて、アイデンティティ確立のために模索している。 

 

以下、本研究により筆者の得た知見に基づき、「在日」若者のアイデンティティ確立の上

で参考になるのではないかと思われることを 2点提言する。 

1.家庭で早期に出自を明確にし、多文化共生社会の理念を教える。 

研究 1での被験者たちは、「日本人のなかには入りにくい」、「違うものを受け入れ難いと

いうのが日本人のイメージ」、「日本は壁がある」などのような発言をしている。 
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また九分割統合絵画の描画の中でも、自分が周りと違うということが気付かされたとき

は、葛藤を覚えたことを描いている。これらの原因は、家族や家庭の中の自然な状態で、

自分の出自や周りとの違いについて、教わるべきものを教わっていないことによるもので

はないかと考えられる。 

坂井(1995)よれば、在日外国人を認識する場合、基本となる民族、文化、国家としての

異質性の認識の教育において、幾つかの自治体では、「在日外国人との共生を目指す「教育

方針」「教育指針」を策定し、それにもとづく教育を進めている」と述べている(72)。また

先行研究でも触れているように、田渕(1991)は、自民族中心主義から解放された柔軟な国

際精神などの教材化なども提案している。また徐(2011 b)は、「在日」若者が朝鮮民族の誇

りとも思える朝鮮の歴史及び文化を学ぶことを教育プログラムにいれることを提言した。

これらの教育プログラムは、「お互いの文化を尊重しあうことにより、新しい可能性が開け

ることを強く示唆する提案」であると思われる。 

筆者の 2001年のアンケート調査(修士論文)の際、自らの出自を極力隠している多くの「在

日」がいるということに知らされたが、「在日」の多くは通名を使用しているため、民団あ

るいは朝鮮学校などの協力なしで、「在日」個人を探し出すのは、調査の目的といえども、

不可能に近い状況である。このことを、今回の調査(2011a, 2011b)でもあらためて実感し

た。「在日」が根を下ろし、愛着をもって生きている日本社会の中で、「在日」として自覚

し、本名を名乗り、自信を持って生きていくことは、日本社会に多文化共生的な豊かさを

もたらす上で大きな貢献をなすものであろう。 

また、これまで紹介したような教育プログラムは、「在日」児童の 80%以上が日本の学校

で学んでいる状況を考えると、是非とも期待したい。 

 

2.ロールモデルを提供する。 

本研究を通して再三述べているが、日本・韓国の若者と比較して「在日」若者の場合に

は、総じて深い精神的葛藤が読み取れる。しかし、そのような葛藤を精神的なバネとして

新しい、広い世界へ向かおうとする「在日」若者がいるということも今回の調査で分った。

こういった「在日」若者の輩出を促すためにも、ごく身近な存在で自己充足的かつ前向き

に生きている「在日」の諸先輩を、多様なロールモデルとして、数多くの教育的プログラ

ムの中に提供してほしい。 

彼らがどのような契機で、民族的アイデンティティを保持しながら、普遍的価値観に根

ざした自己アイデンティティを確立していったかを調べることは、「在日」若者に大きな示

唆を与えるであろう。著名な学者や実業家でも勿論構わないが、それよりも、身近で多様

な諸先輩が望ましい。 

通名で生きている多くの「在日」若者にこそ、自分たちのロールモデルが必要なのであ

る。 
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【注釈】 

【1】韓国併合:1910 年 8 月 22 日調印の「韓国併合に関する条約」による日本の韓国併合。これによって日本は韓国の

外交，内政，司法，警察の実権をほとんど掌握した。さらに韓国における日本の勢力を確立するためには，韓国を併合

して名実ともに日本の統治下に置く必要があると考えた日本政府は，1909年から準備を進め，翌年 5月から交渉に入り，

8月 22日に併合を達成，朝鮮総督府をおいて統治にあたらせた。 

【2】高校授業料無償化法:公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律。平成 22

年 3 月 31 日法律第 18 号は高等学校などの教育における学費を軽減することで高等学校への学習機会の均等に寄与する

ことを目的とした日本の法律である。 

【3】 

表 4-2-2  日本学校出身者と朝鮮学校出身者の描画(人数の内訳) 

カテゴリー 人数 日本学校出身者 N=31 人数 朝鮮学校出身者 N=34 

①家族意識 16 B-1-2,B-1-3,B-1-4,B-1-8,B-1-11,B-1-12

,B-1-13,B-1-14,B-1-15,B-1-16,B-1-17, 

B-1-18,B-1-19,B-1-21,B-1-28,B-1-29 

9 

 

 

B-2-1,B-2-2,B-2-3,B-2-4,B-2-7,B-2-8 

B-2-11,B-2-14,B-2-25 

②自己認識努力 11 B-1-1,B-1-6,B-1-8,B-1-9,B-1-13,B-1-14

,B-1-22, B-1-26,B-1-27,B-1-28,B-1-29 

10 

 

B-2-4,B-2-7, B-2-9,B-2-10,B-2-11, 

B-2-23,B-2-24,B-2-26,B-2-34,B-2-18 

③個人的な、切り離さ

れた自己満足 

7 B-1-11,B-1-12,B-1-13,B-1-14,B-1-20, 

B-1-27,B-1-31 

3 B-2-4,B-2-13,B-2-20 

④趣味 9 B-1-3,B-1-7,B-1-13,B-1-19,B-1-20, 

B-1-21,B-1-23,B-1-25,B-1-28 

12 B-2-3,B-2-6,B-2-8,B-2-11,B-2-12, 

B-2-13, B-2-14,B-2-15,B-2-17, 

B-2-19,B-2-20,B-2-25 

⑤不安、眼差し 10 B-1-1,B-1-2,B-1-3,B-1-6,B-1-9,B-1-22

,B-1-23,B-1-24,B-1-26,B-1-30 

9 B-2-3,B-2-5,B-2-7,B-2-13,B-2-22, 

B-2-23,B-2-24,B-2-26,B-2-34 

⑥「在日」のプライド 5 B-1-6,B-1-8,B-1-9,B-1-20,B-1-25 20 B-2-1,B-2-5,B-2-6,B-2-7,B-2-8,B-2-9,

B-2-10, B-2-11,B-2-12,B-2-13,B-2-14, 

B-2-18, B-2-21,B-2-23,B-2-25,B-2-30, 

B-2-31,B-2-32,B-2-34,B-2-35 

⑦民族的土壌への関心 

 

3 B-1-6,B-1-17,B-1-25 16 B-2-1,B-2-2,B-2-5,B-2-7,B-2-9,B-2-10

,B-2-11,B-2-12,B-2-16,B-2-18,B-2-21,

B-2-25,B-2-30,B-2-31,B-2-32,B-2-34 
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【4】 

表 4-2-8  日本の大学生の韓国語履修者・非履修者の比較分析(人数による比較)の内訳(A) 

被験者 日本の大学生(韓国語履修者)  日本の大学生(韓国語非履修者) 

描画の N C-2-1～C-2-50 C-1-1～C-1-50 

①伝統文化 A(儒教、家族の伝統、

社会的制度、歴史的遺産など) 

8名:3,4,6,7,8,21,37,44 3名:18,47,13 

②伝統文化 B(民族衣装、チマジョ

ゴリなど) 

8名:1,3,5,6,10,28,37 14名:5,8,10,13,19,23,25,28,34,36,37,40, 

42,48 

③大衆文化 A(K-pop,韓流ブームな

ど) 

39名:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 

,17,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49 

36名:1,2,3,4,6,7,8,9,11,15,16,17,18,20, 

21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,38 

,39,40,41,43,45,46, 47,49 

④大衆文化 B 

(食文化、キムチ、マッコリ、のり、

焼肉など) 

47名:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29, 

30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 

43,44,45,47,48,49,50 

46名:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30, 

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 

45,46,47,48,49,50 

⑤文化の比較・交流・融合 

(朝鮮通信使など) 

16名:2,7,11,18,20,25,26,30,31,33,34,38, 

42,48,49,50 

15名:3,4,7,8,12,14,17,28,29,33,37,44, 

45,49,50 

表 4-2-9 韓国の大学生の日本文学履修者・非履修者の比較分析(人数による比較)の内訳(B) 

被験者 韓国の大学生(日本文学履修者) 韓国の大学生(日本文学非履修者) 

被験者の描画の N A-2-1～A-2-52 A-1-1～A-1-53 

①伝統文化 A(匠精神、天皇、祭り、忠、神道、

礼節、武士道、サムライ、静的なもの、神社) 

14名:4,5,8,12,15,27,28,29,30,31,34, 

48,49,52 

6名:7,14,17,37,38,49 

②伝統文化 B(着物、茶道、華道、桜、浴衣、

下駄など) 

24名:3,5,7,9,11,15,18,23,24,26,27,28, 

29,30,31,33,34,36,37,39,41,46,47,49 

9名:7,12,15,21,22,24 

,33,34,50 

③大衆文化 A(J-pop,村上春樹、オタク文化、

キャル、相撲、公衆道徳、漫画、韓流ブーム

など) 

34名:1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16, 

17,19,20,21,22,24,26,28,29,31,32,33, 

34,38,40,41,44,45,48,49,50 

22名:1,10,12,14,18,20,21,22, 

23,24,25,26,27,28,33,34,41,42,46, 

48,49,52 

④大衆文化 B 

(食文化、寿司、うどん、お茶、カレー、畳み、

など) 

27名:1,2,4,5,10,11,12,14,15,19,20, 

21,22, 24,26,27,28,30,34,37,40,42, 44, 

45,47,50,52 

15名:2,7,12,16,20,21,22,23,34, 

37,39,41,42,50,52 
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【5】 

表 4-2-12, 4-2-13  日韓の大学生の相手国に対するイメージ(人数の内訳) 

  被験者 

 

イメージ 

日本の大学生 

(韓国語履修者) 

(C-2-1～C-2-50) 

日本の大学生 

(韓国語非履修者) 

(C-1-1～C-1-50) 

韓国の大学生 

(日本文学履修者) 

(A-2-1～A-2-52) 

韓国の大学生 

(日本文学非履修者) 

(A-1-1～A-1-53) 

ポジティブ 36名 27名 29名 15名 

描画の N 2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,16

,17,19,20,21,22,25,27,28,

29,30,31,32,33,35,36,37,3

8,39,40,41,42,43,44,46,49 

1,4,5,6,7,8,9,11,12,15, 

17,18,19,21,22,23,24,25,

26,33,34,35,37,38,40, 

41,42 

1,4,6,7,8,9,10,11,12, 

15,18,19,23,26,27,29, 

30,31,32,38,39,40,41, 

42,45,47,48,49,50 

2,7,8,10,12,18,20,22,24,

31,37,40,48,50,52 

中立 9名 17名 10名 13名 

描画の N 1,5,10,14,23,24,26,47,48 2,3,10,13,14,16,20,28,30 

,31,32,36,39,45,46,48,50 

2,3,4,5,20,24,28,33,34

,44 

3,13,14,16,23,26,30,33, 

38,42,44,49,53 

ネガティブ 5名 6名 13名 25名 

描画の N 15,18,34,45,50 27,29,43,44,47,49, 13,16,17,21,22,25,35, 

36,37,43,46,51,52 

1,4,5,6,9,11,15,17,19,21

,25,27,28,29,32,34,35,36

,39,41,43,45,46,47,51 

 

【6】 

表 4-2-15  被験者全体の描画の書込み文字に関する分析(人数の内訳) 

「在日」若者 

日本学校出身者 

(B-1-1～B-1-31) 

「在日」若者 

朝鮮学校出身者

(B-2-1～B-2-35) 

日本の大学生 

(韓国語履修者) 

(C-2-1～C-2-50) 

④日本の大学生 

(韓国語非履修者) 

(C-1-1～C-1-50) 

⑤韓国の大学生 

(日本文学履修者) 

(A-2-1～A-2-52) 

⑥韓国の大学生 

(日本文学非履修者) 

(A-1-1～A-1-53) 

 6名(5.1%) 26名(76%) 31名(62%) 1名(0.02%) 18名(35%) 7名(13.%) 

 4,6,15,17,26, 

27, 

 

 

1,2,3,4,5,7,8,9, 

11,12,13,14,16,17

,18,20,21,23,25, 

26,29,30,32,33,34

,35 

1,3,4,5,6,7,8, 

12,13,14,18,20,

21,24,26,27,29,

30,32,33,38,40,

41,42,43,44,46,

47,48,49,50 

47 7,9,12,22,24,27, 

30,31,32,33,36,39

,42,44,46,48,49, 

50 

8,16,18,23,37,50, 

52 
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資料 

【付録１】 
 
インタビューの質問紙 6項目 

質問 1. あなたは「在日」形成の歴史について，特に植民地時代の土地政策について知って 

         いますか？もしよかったら，あなたが知っている限りのことでもかまいませんので， 

教えてください。 

質問 2. 今年は「在日」の歴史が韓国併合 100 年というひとつの節目の時代を迎えています。

は           朝鮮の安重根と日本の伊藤博文について知っていますか？もしよかったら，あなた

て           が知っている限りのことでもかまいませんので，教えてください。 

質問 3. あなたは何故「在日」が朝鮮籍，韓国籍(韓国)という２つの国籍に分かれているか

て           知っていますか？もしよかったら，あなたが知っている限りのことでかまいません

            ので教えてください。 

質問 4. あなたは朝鮮学校が高校「無償化」から適応外とされていることについてどのよう

て            に思いますか？ 

質問 5. あなたの母語と母国語は何ですか？もしよかったら，その理由を教えてください。 

質問 6. 朝鮮文化の「孝」と日本文化の「忠」について知っていますか? 

もしよかったら説明してもらえますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 【付録 2】九分割統合絵画の調査用画用紙 
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【付録 3】九分割統合絵画調査の添付資料  
 

 

青年期の在日韓国・朝鮮人のアイデンティティに関する研究 

 

 

この度は在日韓国・朝鮮人(以下「在日」と称する)のアイデンティティに関する研究に

ご協力頂きまして，ありがとうございます。この調査は匿名によるものであり，その結果

は研究目的のみに使用されますので，個人情報が流用されることはありません。なお，本

研究が有意義な研究になれますように，皆様には「ありのまま，率直に」お答え頂けます

ようにお願いいたします。なお，本研究に関する質問等のある方は，次の連絡先までご連

絡下さい。 

 

広島市立大学大学院 国際学部 准教授 吉 沅洪 yuanhong@intl.hiroshima-cu.ac.jp 
国際学部博士課程 徐 明叔 myung1118@gmail.com 

  
■ 年齢：（満    ）歳 
■ 学年：大学（    ）年生 

（学生でない場合は記入する必要ありません） 
■ 性別：１．男性   ２．女性 
■ 現在同居中のあなたの家族構成について教えてください。該当する方には○を， 
その他の方は（  ）にご本人との関係をお書きください。（例：兄，妹，叔父など） 
①祖父・祖母・父・母・本人・その他（      ）の計（   ）人家族 
②ご本人は，（   ）人兄弟中（   ）番目 
■ お生まれはどこですか 

出生地 ( 韓国 ・ 日本 ・その他 ) 
■出身学校 (小学校・中学校・高校)について教えて下さい。該当するところに○をつ

けて下さい。 
小学校 ( 日本の学校 ・ 朝鮮学校 ・ その他) 
中学校 ( 日本の学校 ・ 朝鮮学校 ・ その他) 
高校   ( 日本の学校 ・ 朝鮮学校 ・ その他) 

  ■「在日」何世代になりますか。該当するところに○をつけて下さい。 
    ( 二世 ・ 三世 ・ 四世 ・ 五世  ) 

 

 

 

Owner
長方形
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【付録 4】九分割統合絵画の添付資料 

 

 

p.41及び p.66で述べた描画を以下に添付する; 

    p.41 (B-2-25,B-1-14,C-2-14,A-2-9,A-1-37) 

p.66 (B-2-2,B-2-5,B-2-7,B-2-18,B-2-21) 
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