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凡

例

1．「満洲国」等の名称は、本来括弧をつけるべきであるが、本研究では煩わしさを避けるため、
括弧を取って表記する。
2．中国朝鮮族の名称について、歴史時期及び今日においても様々な呼び方がある。本研究では、
公式的に中国国民になる前の歴史時期においては史料の用語通りに「朝鮮人」、「朝鮮移民」と
称し、それ以外は「朝鮮族」の名称で統一する。ただし、引用文の場合、原文通りに「中国同
胞」
、
「韓国系中国人」などの名称を用いることもある。
3．韓国の史料を引用する場合、文章の表現が今日と異なる部分があるが、本研究では原文のまま
引用する。
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章

研究背景と研究目的
朝鮮人の朝鮮半島から中国東北地区への移住は 19 世紀半ばから始まり、日本植民地時

期に急増した。1945 年まで中国東北地区における移民は 216 万人に達していた。日本敗戦
後、約半分の人口が朝鮮半島に戻り、今日の中国の朝鮮族は、残った 110 万人の朝鮮人及
びその子孫たちによる民族集団を形成している。新中国成立後、中国の戸籍制度等による
都市部への移動制限により、朝鮮族は長期間他地方へと移動することなく、主に中国東北
地区の農村社会に生活基盤を築いてきた 1 。
改革開放後、経済的な急成長を成し遂げている中国社会の中で朝鮮族社会も大きな転換
期を迎えた。
1992 年国交が正常化された中韓両国は、飛躍的な人的・物的交流の時代を迎えた。韓国
籍企業の中国の沿海都市への大量進出は、中韓両国語が話せる朝鮮族に絶好の就職チャン
スを与え、都市部への出稼ぎ人口が急増した。また韓国への出国が可能になるとともに、
韓国への出稼ぎ移動も増加するようになり、朝鮮族人口は東北地区から国内外へと拡散し
ていった。
現在、国外には、韓国に 40 万 2 人余、日本に 6 万人余、北米地域に 8 万人余、ロシアに
3 万人余、その他国家と地域に 20 余万人で合計約 60 万人が外国に長期滞留し、国内移動
では、北京市に 7 万人余、天津市に 5 万人余、長江デルタに 5 万人余、珠江デルタに約 10
万人、山東半島に 20 万人以上居住しているといわれる(박광성 2011：75)。
中韓両国の修交後 20 年以上経ち、国内都市部(北京・青島・上海等)・韓国ソウル等の地
域(国)において現地定着化が進んでいる。
上述の背景を踏まえ、中国黒龍江省綏化市の朝鮮族の移動に着目し、朝鮮族社会の人口
移動(19 世紀～現在)の歴史をたどる時間的縦軸と、移動を実現した綏化朝鮮族たちが様々
な居住地(綏化・北京・天津・青島・ソウル)に展開しているという空間的横軸を設定し、
特に改革開放以降の朝鮮族の移動→定着→再移動→再定着という過程のなかで、朝鮮族社
会がどのように変容し、新しい社会関係を形成していくかを考察することによって中国の
朝鮮族という極めてユニークな性格をもった民族の特質を明らかにすることを目的とする。

2

先行研究
朝 鮮 族 研 究 の 現 状 及 び こ れ か ら の 動 向 を 広 く 展 望 し た 研 究 と し て は 、 김예경(2006)、

이진영(2010)、최우길(2011)、権香淑(2011)、이성일(2011;2014)、김춘선(2012)などがあ
1

1990 年全国人口センサスによると、朝鮮族人口は 1,923,361 人で 、 97%の人口が東北地区に集中し、そ
のうち 66%が農村人口であった。その後、2000 年 1,923,842 人、2010 年 1,830,929 人。
2
2016 年 6 月、韓国滞留朝鮮族人口は 650,144 人(法 務部 出入国・外国人政策本部 2016 年 5 月 出
入国統計月報)であり、実際の海外滞留者はより多いことになる。日本在住の朝鮮族人口は、正確に把握
できないが 10 万人に達す るという学者もいる。

1

る。
その中で、이진영(2010)は、朝鮮族研究を三つの類型に分類した。一つは、朝鮮族につ
いての一般的な概観(朝鮮族についての概念及び簡略な紹介、人口、朝鮮族人物の紹介等)、
もう一つは、朝鮮族の歴史(移住史、定着過程での革命史、中華人民共和国以降の歴史、改
革開放以降、中韓修交以降の最近の歴史を含む)、最後は実際の社会についての研究(朝鮮
族についての中国の政策、韓国の政策、経済及び文化生活、アイデンティティ及び役割等
をテーマにする)であるという(이진영 2010:328)。
筆者も上述の이진영（2010)の分類を参考にしながら、本研究にかかわる朝鮮族歴史研究
と実際の社会についての研究の動向を概観してみよう。
2－1

朝鮮族移住の歴史に関する研究

金(2012 3 )は、朝鮮族史学会での研究を中心に、朝鮮族移住史の起点と共同体形成の時期、
移住時期の区分に関する研究について論じた。彼の移住史研究動向への分析を参考にしな
がら、朝鮮族歴史に関する研究を概観する。
中国朝鮮族歴史の起源については、
「土着民族説」、
「元末明初説」、
「明末元初説」、
「 19 世
紀中頃説」などの見解がある。
60 年代に「土着民族説」が提起されていたが、1986 年の『朝鮮族簡史』では「朝鮮族は
19 世紀中頃から中国東北地域に大量移住したあと、ほかの民族とともに東北地域を建設す
る過程で徐々に中国少数民族である朝鮮族として形成された」4 と述べ、土着民族ではなく、
遷入民族であると主張した。
その後、自分たちは高麗人の後裔と主張する河北省、遼寧省等の朴氏一族が、満族ある
いは漢族から朝鮮族への民族の変更を求め、1980 年代朝鮮族に族籍変更したことをきっか
けに、歴史の起点問題に新たな論争を引き起こした。彼らが移住した時期を起点とすべき
とする「明末清初説」の代表的な学者朴(1987)の研究をはじめ、姜(1987)、孙(1987)、姜・
孙(1989)等の研究があり、日本では朝鮮族研究の先駆者である鶴見 (1997:5-12)も明末清初
説が妥当であると主張する。
「19 世紀中頃説」を主張する研究としては、韩俊光(1989),金元石(1989)などの研究が
あり、韓国研究者の中では、한상복・권태환(1993)、윤인진(2004)等の研究がある。이진영
は、「連続論」、「明‐清交替期起点論」、「19 世紀中頃論」を紹介した後、「19 世紀中頃論」
の見解を受け入れている(이진영 2010:336-344)。
そのほか、「元末明初説」を主張する高永一 (1986)、潘龙海(1989)等の研究 5 もある。

3

김춘선 2012「중국조선족 이주사 연구동향-중국조선족사학회 연구를
중심으로 」『 제 93 회
중국학연구회 정기학술발표회자료집』pp.205-216
(金春善 2012「中国朝鮮族移住史研究動向－中国朝鮮族史学会研究を中心に」中国学研究会『第 93 回
中国学研究会定期学術発表会資料集』)
4
朝鲜族简史编写组 1986『朝鲜族简史』延边人民出 版社 p.9
5
高永一 1986 『中国朝鲜族历史研究』 延 边教育出版 社； 潘龙海 1989「关于中 国朝 鲜族 历史上限 问题
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移住史の起点と関わりが深いのが移住時期の区分である。学者により区分の時期及び設
定の基準が違っている。例えば、黄(1993)は、移住の時期を 17 世紀の移民(戦争移民)、19
世紀後半の移民(自発的移民)、20 世紀 10 年代の移民(政治亡命移住)、1920～45 年の移民
(植民政策による移住)の四つの時期に区分した。車哲九(1994)は北東アジアを対象に、19
世紀中頃から 1910 年まで、1910 年から 1931 年「9.18 事変」まで、1931 年から 1945 年ま
でと三つの時期に分けた。金春善(2001)は、明末清初から 1932 年満洲国成立以前の時期を
丁卯胡乱・丙子胡乱から 1880 年まで、1881 年から 1909 年「間島協約」締結まで、間島協
約以降から 1931 年「9.18 事変」までと三つの時期に区分し、移住形態と性格、規模等に
より第 1 時期は「犯越潜入」時期、第 2 時期は「移民実辺」による大量移住時期、第 3 時
期は「自由移民」時期に規定した。
一方、孙(2009:1－2)は、清国時期、中華民国時期、偽満洲国時期、解放戦争時 期等四つ
の時期に区分し、朝鮮人の移民史を、移民背景から移住、定着過程を通じて、経済、政治、
文化、民族特性等の視点から体系的な分析を行い、学界では移民史のもっとも信頼できる
概説として高い評価を受けている。
このように、移民の性格、特徴、規模等により、さまざまな時期区分の設定が行われた 6 。
中 国 に お け る 朝 鮮 族 歴 史 に 関 す る 研 究 図 書 と し て は 、 姜 龍 範 (2000) 、 孫 春 日
(2001;2002;2003;2009)、金善春(2001)、金成鎬(2006)、金太国(2007)、李洪錫(2008)、黄
有福(2009)などがある。
本研究では、満洲国時期の移住の歴史に重点をおいている。 中国の満洲国時期における
朝 鮮 人 移 民 に か か わ る 近 年 の 博 士 論 文 と し て は 、 衣 保 中 (2002)、 朴 今 海 (2007)、 郑 光 日
(2010)、高承龙(2011)、辛圣凤(2013)、罗仁洙(2015)などがある 7 。
最近の研究としては、金元石（2003）、 孙春日・沈英淑（2006）、张洪岩・王蕾・刘德赢
(2011)、朴今海・朴君峰(2012)などがある。
中国における研究としては、朝鮮族が中国の一少数民族の立場から中国東北地区に定着
していく過程における土地関係史、革命史、政策史、文化史などの研究が多数見られた。
日本で中国朝鮮族の歴史に関する博士論文を書きあげた朝鮮族研究者の成果をみると、
李相哲(1994)、鄭雅英(2001)、金正淑(2002)、金哲(2004)、権寧俊(2004)、金美花(2005)、
許寿童(2006)、張英花(2007)、許春花(2007)、李文(2010)、朴敬玉(2011)、朴仁哲(2016)
などある 8 。
最近の研究としては、金永哲(2009)、朴敬玉(2010)、花井みわ(2011; 2015)、李勁松・

管见」『中国朝 鲜民族迁入 史论文集』 黑 龙江朝 鲜民 族出版社
6
時 期区分に 関する研 究の 考察に関して は ,金春善 2012「中国朝鮮 族移住史 研究 動向－中国朝 鮮族史学
会研究を中心に」(中国学研究会『第 93 回中国学研究会 定期学術発表会資料集 (韓国語)』pp.205-216 が
詳しい。
7
参考文献の「博士論文一覧」を参照
8
参考文献の「博士論文一覧」を参照
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王星(2011)、新保敦子・花井みわ(2013)などがある。
一方、日本では、在日コリアン、日本人研究者による朝鮮族 の歴史に関する著書として、
姜在彦(1993)、高崎宗司(1996)、鶴島雪嶺(1997)などがある。
朝鮮族の歴史に関する研究は、主に朝鮮族留学生によるものであり、特に 2000 年以降増
加してきた。研究テーマは、満洲国における朝鮮人の教育、文化、民族関係、国籍、アイ
デンティティの変容の視点からの歴史学、社会学分野の研究が多数である。
2―2

改革開放以降の朝鮮族社会に関する研究

90 年代以降、中国朝鮮族社会は大きな転換期を迎えた。大規模人口移動にともない、東
北朝鮮族社会における朝鮮族居住地の縮小、人口の激減と出産率の低下、民族教育の縮小、
家族の解体など様々な問題が浮かび上がった。
これに応じて 90 年代以降の朝鮮族研究をみると、人口移動にともなう朝鮮族社会の変
化を取り上げた研究が多数ある。
中国における著書としては、郑信哲(1999;2000)、金钟国(1999）、金強一ら(2001)、黄有
福(2002)などがある。
2000 年代以降の博士論文も多数見られる。崔庆植(2004)、全信子(2006)、林哲焕(2007)、
李承律(2006)、李晶(2007)、朴美兰(2009)、申慧淑(2011)、刘玉梅(2012)、徐芳(2013)、
张竞月(2016)などがある 9 。
最近の朝鮮族社会に関するあるいはかかわる研究も数多く出ており、例えば、朴婷姬
(2008)、周建新・黄超(2010)、朴美兰(2010；2012)、尹允镇(2011)、郑信哲(2013)、朴光
星（2013）朴今海・王春荣(2015）、孟凡东・陈筠淘(2016)などがある。
主な研究テーマは、移動にともなう朝鮮族東北社会・人口の変化、新居住地における朝
鮮族の社会適応問題、言語・文化・教育の変化、アイデンティティの変容などである。
一方、韓国における朝鮮族研究は、1992 年修交以降、活性化するようになり、90 年代ま
では朝鮮族についての概念及び朝鮮族社会の文化、民俗風習など包括的な紹介が中心であ
ったが、2000 年代以降より、在韓朝鮮族及び朝鮮族に関する研究を行う朝鮮族留学生が増
加するなど人的・学術交流が頻繁になり、現地調査を通じたより幅広く、より深度のある
実際の朝鮮族社会に関する研究が行われるようになった。例えば、朝鮮族村の現状研究、
朝鮮族青年層の労働力市場への進出研究、朝鮮族の口述史、朝鮮族のアイデンティティ研
究などがある。
特に、在韓朝鮮族社会についての研究は、韓国で活発に行われている。
박우(2011) 10 は、在韓朝鮮族研究の流れは「在韓朝鮮族社会」の形成過程と密接な関係を
もっといるという。彼は、三つの時期に分けて分析した。
9
10

参考文献の「博士論文一覧」を参照
박우(朴佑 2011)「 한국의 “재한조선족” 연구 현황(韓国の「在韓朝鮮族」研究現況)」
『재외한인연구(在外韓人 研究 )』 在外韓人学会 第 25 号 pp.207-228

4

第 1 時期(1990～2002)では、
「在韓朝鮮族」を移住労働者の範疇に入れた労働力移動とい
う側面からの研究、
「中国朝鮮族(あるいは「在韓朝鮮族」)」が「在外同胞法」の範疇に属
するのか否かに関する研究、朝鮮族女性の「渉外結婚」あるいは「国際結婚」に関 する研
究、中国留学生として朝鮮族留学生に関する研究がある。
第 2 時期(2003～2007)は、
「在韓朝鮮族労働者」を外国人移住労働者から分離して一つの
独立した研究対象としての研究、
「在外同胞法」修正と朝鮮族の法的地位に関する研究、朝
鮮族女性の「渉外結婚」あるいは「国際結婚」外、既婚女性の国際移動と家族構造の変化
に対する研究がある。
第 3 時期(2008～)は、「合法滞留身分の在韓朝鮮族」の移動と集団形成に関する研究、
「在韓朝鮮族」の健康、疾病と社会適応能力の関係に関する研究、
「在韓朝鮮族」のアイデ
ンティティに関する研究、韓国社会が「在韓朝鮮族」に対する視線と「在韓朝鮮族社会」
の形成を整理しようとする試みなどである。
日本で「朝鮮族」が論文の題目に初めて現れるのは、大村益夫による延辺朝鮮族自治州
概況の翻訳書からである(権香淑 2011:84)。日本の在日コリアン、日本研究者による朝鮮
族関連業績としては、櫻井龍彦(2004)、佐々木衡(2007)、滝沢秀樹(2008)などがある。
図 0－1 は、国立国会図書館が提供する OPAC から「朝鮮族」をキーワードとして、主に
「朝鮮族」社会(30)と「朝鮮族」歴史(11)に関する博士論文 41 と研究論文 35 を集計した
ものである。
日本への朝鮮族留学生の増加にともない、2000 年代に入ってから朝鮮族に関する研究が
増えるようになり、博士論文の場合、2007 年にピークに達した。その後、2000 年後半に激
減したが、2010 年代に入ってから再び増えるようになっている。博士論文の空白期間は研
究論文が埋めている形になっている。
2000 年代後半からは研究の分野、研究方法も多様化しつつあり、質量ともに進展してい
る。
博士論文の中で、現在の朝鮮族社会に関する論文 11 (社会学・民族学・人類学中心)が朝
鮮族の歴史に関する論文より圧倒的に多い。研究の範囲も、経済、社会、文化、教育、民
族など多岐にわたり行われている。集計された博士論文のテーマを分けてみると、社会構
造・コミュニティ及びネットワーク関係が 7；民族言語・教育関係が 7；エスニシティやア
イデンティティが 7；民族文化・メディア関係が 5；人口移動と就業関係が 3；社会変動の
中の朝鮮族の役割について 1 となっている。そのうち、一部朝鮮族村レベルの属地的な観
点からの研究もあるが、そのほとんど範囲が広く、 ほとんど全体の朝鮮族社会を対象とし
たマクロの視点での研究である。
次は、朝鮮族社会関連の研究論文 35 篇を分析してみると、主に改革開放以降、人口移動
にともなう朝鮮族社会構造・人口・教育等の変化、マイノリティとしての朝鮮族として異
11

参考文献の「博士論文一覧」を参照

5

文化接触による文化の変動、アイデンティティの変容の研究が主流である。最近の研究か
らは、研究対象地域を朝鮮族社会全体から市(県)、村へ、研究対象者を朝鮮族全体から「家
族」、「夫婦」、「出稼ぎ女性」、「高学歴者」など特定の対象へと、研究範囲を狭いが深く設
定し、ミクロな部分からマクロな全体に接近するという複眼的視点をもつ究が少しずつ増
えるようになっている。ライフヒストリーによる研究はその代表的な方法などである。
以上、中・韓・日で行われてきた朝鮮族に関する、朝鮮族にかかわる先行研究を概観し
てきた。今まで行われてきた研究は、主にマクロの研究が主流であり、朝鮮族社会の変動
にかかわる研究が活発に行われ朝鮮族にかかわる研究対象地としてはその多くが延辺自治
州であったことが分かった。
以上の先行研究を踏まえ、そ

図0－1 朝鮮族に関する論文(日本)

れまでに注目されてこなかっ
た朝鮮族散在地域―綏化地区
の 1 万弱の綏化朝鮮族を対象に

博士論文
8
7

し、研究方法としてはライフヒ

6

ストリーを収集するという方

5

法をとり、彼らの移住から現在

4

に至るまでの世代別経歴、及び

3

彼らを取り巻く生活世界のあ
りかたを具体的かつ実感を以

研究論文

2
1
0

て解明することを目指す。

3

綏化朝鮮族を取り上げる

理由と位置づけ
本研究は、黒龍江省綏化市出身の朝鮮族を対象としている。綏化市には 1 つの朝鮮族郷
と 15 の朝鮮族村があり、朝鮮族人口は 1 万人弱である。中国の朝鮮族というと、吉林省の
延辺自治州のように朝鮮族が集住しているところがあるが、敢えてそこではなく綏化市を
とりあげるのは以下のような理由がある。
1) 綏化市の朝鮮族は、市内の農村に分散しており、全体の規模も小さい。 各朝鮮族村は、
人口が少ないが朝鮮族人口比率が非常に高い。そのような朝鮮族社会は、当然、延辺の
ような大規模な朝鮮族社会とは人間の動きも人間関係も異なる。しかし朝鮮族という共
通の民族意識や、グローバル化の中で受ける大きな影響にも共通のものがある。本研究
では、綏化の特殊性と同時に朝鮮族社会に共通する普遍性をあわせて明らかにしたい。
2)中国への移住時、同一農村の村人たちによる集団 移民及び家族・親族単位の分散移民が
多かったため、同一農村内での村人同士の結束力が強い。大多数の世帯が満洲国時期に
移住し、韓国と血縁関係がある。
6

3)各朝鮮族村は地理的距離が近く、昔から地域間移動が頻繁に行われ、朝鮮族高校が綏化
市にひとつあるということで、各村の間には血縁・姻縁・学縁などの人間関係で結ばれ、
比較的密接なつながりがある。
以上の特徴は、90 年代以降の国内・国外移動及び生活の中でも現れている。
今までの研究の中で綏化市の朝鮮族を対象とした研究は多くなく、歴史学において興和
朝鮮族郷が「安全農村」の一例として言及されるくらいである。加えて歴史学・社会学分
野の研究はマクロの視点での研究がほとんどで、人々のライフヒストリーを採集するとい
う手法を用いて、個人の生活史に焦点を当てた朝鮮族研究はほとんど前例がない。本研究
のための調査で、個人の生活史を通じて、個々人の多様で複雑な動機・要因を 明かにする
ことができた。そこには国家や全体社会レベルでは表れない、より具体的な個人や家族の
レベルでの思いや願い、生活にかかわる苦労や努力などがあり、朝鮮族社会の変化を多角
的に、立体的に解明することができる。
以上の背景を踏まえ、本研究では今まで注目を浴びてこなかった朝鮮族の散在地域―綏
化市の朝鮮族を研究対象とし、社会の主体としての彼らの生活史を構成して考察すること
で、過去から現在に至るまでの世代間移住経緯を考察し、彼らを取り巻く周辺世界 (個々
人・社会など)の変化を通じて、朝鮮族社会全体にアプローチすることを目的とする。

4

研究意義
本研究の意義として、次のものが挙げられる。

1）延辺は大きな規模で朝鮮族社会が成立しているが、吉林省の北朝鮮との国境に近く、東
北でも辺縁部に位置する。しかし綏化は、黒龍江の松花江平原に在って、省会のハルピ
ンにも近く、交通位置から見れば移動に有利な条件下にある。また民族社会の規模が小
さいことから、社会の変化に対して身軽に対応できるという利点もある。だ がこのこと
は同時に、すこしの変動でも地域社会全体に影響を与えてしまうという問題点もあるの
である。本研究では、このような点について検討を加えてみたい。
2）一地域の様々な移民社会の成立を類型化し、他地域における移民社会の成立についても
比較検討を行うことによって、中国東北地方全体における朝鮮人移民の理解を すすめる
ことができる。
3）これまでに研究領域として 十分に取り上げられていない 朝鮮族の散在地域の研究に貢
献できると考える。綏化市は黒龍江省 13 の地区級の市のうち、人口がハルピン市に次ぎ
多い市であるにもかかわらず、朝鮮族人口は 1 万人弱で少なく、ひとつの朝鮮族郷以外、
市の各農村地域に分散している。綏化市においては地理的に分散していたが、改革開放
以降の移住地(北京・青島・韓国ソウル等)においては、綏化人という同郷意識により新
たな綏化人コミュニティが形成されるようになっていた。散在地域の朝鮮族が都市部及
び韓国への移動と定着を実践する過程で、朝鮮族集中地域と異なる同郷意識や人的ネッ
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トワークづくりの特徴などを解明することができると考える。
4) 朝鮮族社会の研究の中で、これまであまり実施されていないライフヒストリー法を用
いて、移住の主体である実践者の語りでより立体的かつ多角的に移住の経歴、価値観の
変化などをみることができた。彼らのライフヒストリーは、学術的に価値のある記録と
して次世代に伝えられ、今後の朝鮮族社会の研究に資する貴重な資料になるものと考え
る。

5

研究方法
本研究では、量的(社会統計・アンケート調査等)・質的(ライフヒストリー法)両方の調

査方法を用いる。宮垣元は、複数の調査方法を組み合わせることにより調査結果の確から
しさを高めようとする方法を「トライアンギュレーション (宮垣 2010：25)」と呼んでいる。
全数調査(悉皆調査)か、もしくはサンプリングにより選ばれたサンプル数に対する調査
(標本調査)は、
「知りたい全体」の傾向や分布、グループや項目間の関連などを知ることに
は有利であるが個々の人びとがある質問に答える背景や文脈など、前後関係や背後関係と
密接につながる「個別の事情」のそれぞれを把握することが難しい(宮垣 2010：22)。
そのため、本研究では統計資料とアンケート調査等量的調査方法で全体の傾向を分析し、
質的研究法であるライフヒストリー法で対象者個々に着目して、それぞれの「個別の事情」
を知ることを目指す。

5―1

分析の枠組み・方法

分析には時間軸と空間軸を縦軸と横軸として設定する。
主に満洲時期の移住と改革開放以降の移住を縦軸に設定し、文献および人口センサス等
統計資料基づき、朝鮮族の移動、定着の変化を考察する。
横軸は、本研究の研究対象地域である中国東北とその中の綏化地区、新たな朝鮮族居住
地(国)である首都圏(北京・天津)、青島、ソウルを設定する。朝鮮族社会の変化は人口セ
ンサス、文献およびアンケート調査の集計に基づき考察する。
綏化地区出身者の移動と現在の動向への考察は、対象者へのインタビューによる ライフ
ヒストリー法を用いる。
5－2

ライフヒストリー法

ここで本研究に利用するライフヒストリー法について筆者の理解するところを簡潔に
述べておきたい。
20 世紀初頭、社会学ではアメリカの社会学者 W.I．トーマスと F．ズナニエッキの『ヨ
ーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』をはじめとして、都市の貧困や逸脱の問題
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関心をもとに、いわゆるシカゴ派が都市研究の一環としてライフヒストリーを頻繁に用い
ていた(中野・桜井 1995：7)。
しかし、1940 年代の後半になると実証主義の傾向が強まり、より科学的で数量的な分析、
抽象的な理論化が求められるようになった。統計的調査法と構造機能主義がより科学的な
理論として主流の社会学の位置を占めるようになった(中野・桜井 1995：8)。50 年代終わ
りになって批判的な主張が登場する。いち早く疑念を表明したのが、C．W．ミルズの『社
会学の想像力(1959)』であった(中野・桜井 1995：8)。主流の社会学への批判は、社会学の
基本となる問題は歴史性と社会過程の把握や社会的現実の理解ではないか、そして個人が
社会の担い手であると同時に社会の構成と解釈の主体でもある、という考え方に集約でき
るのではないだろうか。こうしてライフヒストリー法は、インテンシヴなインタビュー調
査と「分厚い記述」の研究法として、再び注目されるようになった (中野・桜井 1995：8)。
日本ではじめてライフヒストリー法を用いたのは、1977 年中野卓の『口述の生活史』で
ある。中野のライフヒストリー研究は、これまでの集団を対象にすることに対して個人を
研究対象とし、人間像を行為や役割に分解して考察するのではなく人間をホーリスティッ
クにとらえようとするものであった(桜井 2012:35)。
ライフヒストリー法は、
「個人のパースペクティヴ、すなわち価値観、状況規定、社会過
程の知識、体験をとおして獲得したルールなど、にアクセスする方法である 」(中野・桜井
1995：8－9)。
本研究では、全体的な統計からは読み取ることのできない部分をライフヒストリーの手
法で、個人へも注目し、個々人が生きられた生活世界を通じて、朝鮮族の歴史、社会、意
識変容など朝鮮族社会全体へアプローチすることを目指す。
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これまでの調査概要
筆者は 2006 年 9 月～2016 年 6 月まで綏化朝鮮族を調査対象(興和郷出身者が中心)とし、

彼らが比較的に集中している興和郷・綏化市(3 回)、北京・天津・青島(3 回)、韓国(5 回)
を調査対象地域(国)に設定して、現地調査及びインタビュー調査を重ねてきた (表 0-3）。
主な調査方法は、各地域における綏化郷友会・商会等綏化出身者による組織を通じてス
ノーボール・サンプリング法でインタビュー調査を実施した。それから国内・韓国移住者
の年齢層は 1965 年～1980 年生を中心 12 に選定した。その理由は次のとおりである。
1) 2007 年から実施してきた主な調査対象者が 1965 年生～1984 年生まれであり、この

20 年間の彼らの変化を時間的縦軸で考察することができる。

12

朝鮮族社会全体の状況と比較するために、2015 年には同年齢層の韓国・国内都 市部移住者を対象に
したアンケート調査(2015 年 4 月 18 日～28 日)を行っ た。その結果、韓国居住者 90 人、国内都市部居住
者 88 人の有効回答数を集 計した。
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2）彼らを中心世代に設定し、彼らの親世代、子世代の 3 世代を考察することができる。
彼らは 90 年代における「青年層」国内外移動の第 1 世代 であり、 彼らの親世代は大体
90 年代韓国への出稼ぎ移動の「中高年層」第 1 世代にあたる。(1930～1964 年生まれの

綏化市出身者への 取材は、2009 年、2011 年、2015 年 3 回にわたり、綏化・青島・北京・
韓国で行った。) 彼らの「子世代」は移動先で生まれたか(あるいは育ち)、学齢期の子
どもの親でもある。彼らの家族の移住生活・職種・教育・意識を知ることで、三世代間
の生活、職業、教育及び意識の変化を考察することができる。
3）彼らは各地域においての民族社会の中で経済的・社会的リーダーの役割を担っている。
彼らは比較的に経済的・時間的余裕のある年齢層であり、そのうち同郷者意識の強い事
業家・自営業者を中心に、綏化地区郷友会・綏化商会等組織を作り、彼らはまた全朝鮮
族社会の組織の中でも役員を務めている者が多い。現地において、彼らの組織づくりと
取り組みを通じて、国内外散在地域における朝鮮族社会の取り組みや社会像を考察する
ことができる。

本研究で取り上げるインタビュー協力者の基本状況は以下の通りである。
＜綏化地区出身者＞
表 0-1

インタビュー調査協力者の基本状況

国内
名前

性別

出 生年

学歴

居 住地

取 材日

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
女
女
男
男
女
女
女
女
女
男

1929
1933
1937
1933
1940
1947
1968
1965
1942
1952
1954
1931
1932
1970
1976
1977
1977
1977
1977
1976
1950
1978

中学校
中学校
大学中退
高校
高校
高校
高校
高校
中学校
中学校
中学校
高校
小学校
高校
高校
専門学校
高校
中学校
専門学校
専門学校
師範学校
高校

興和郷
興和郷
興和郷
興和郷
綏化市
綏化市
興和郷
興和郷
興和郷
興和郷
興和郷
興和郷
興和郷
青島
青島
青島
青島
青島
青島
青島
青島
青島

2009.09.15
2009.09.15
2009.09.14
2009.09.14
2009.09.16
2009.09.13；2009.09.15
2009.09.14
2009.09.15
2009.09.14
2009.09.14
2009.09.15
2011.07.21
2011.07.21
2016.06.19
2016.06.15
2007.05.24; 2016.06.14
2016.06.15
2016.06.18
2016.06.16
2016.06.16
2016.06.17
2016.06.18
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名前

性別

出 生年

学歴

居 住地

取 材日

Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

男
男
男
男
男
女
男
女
男
男
男
男
女
女
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
女
女
男
男
男
男
男
女
男
男
男

1978
1979
1983
1968
1945
1954
1946
1950
1970
1972
1972
1974
1976
1977
1978
1980
1980
1978
1973
1975
1976
1976
1949
1977
1977
1977
1981
1987
1980
1968
1968
1953
1964
1986
1977
1977

中学校
大学
高校
大学
大学専科
師範学校
大学専科
大学
高校
高校
高校
高校
専門学校
大学専科
中学校
中学校
中学校
中学校
大学
高校
中学校
高校
大学
高校中退
高校
大学
大学専科
大学専科
大学専科
大学
高校
高校
高校
大学専科
専門学校
大学

青島
青島
青島
青島
青島
青島
青島
青島
青島
天津
天津
天津
天津
天津
天津
天津
天津
天津
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京
北京

2016.06.18
2016.06.17
2016.06.19
2007.05.26; 2016.06.15
2016.06.14
2016.06.15
2007.05.19
2016.06.14
2016.06.15
2016.06.10
2016.06.10
2016.06.10
2009.09.21; 2016.06.09
2009.09.20; 2016.06.09
2007.06.02
2016.06.10
2016.06.10
2016.06.10
2009.09.22
2007.06.01; 2016.06.08
2016.06.11
2016.06.25（ソウルで取材）
2009.09.22
2016.06.08
2009.09.22; 2016.06.11
2007.06.03; 2016.06.12
2016.06.09
2007.06.09
2016.06.09
2009.09.21; 2016.06.12
2016.06.11
2009.09.22
2007.06.01; 2016.06.09
2016.06.10
2009.09.21; 2016.06.22
2009.09.22; 2016.06.11
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韓国
名前

性別

出 生年

学歴

居 住地

取 材日

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31

女
男
女
男
男
男
女
男
男
男
男
女
男
男
女
男
男
女
男
男
男
男
女
女
男
女
女
女
男
男
男

1956
1972
1973
1954
1954
1954
1977
1970
1970
1945
1974
1962
1977
1954
1977
1935
1951
1954
1948
1968
1968
1977
1960
1954
1974
1977
1978
1978
1974
1980
1977

高校
大学
中学校
高校
高校
高校
高校
高校
高校
中学校
高校
高校
高校
高校
大学
専門学校
高校
高校
高校
高校
高校
高校
高校
高校
高校
中学校
専門学校
中学校
大学中退
大学
高校

ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
済州島
済州島
釜山
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
済州島
ソウル
ソウル

2016.06.28
2011.09.19; 2016.06.28
2016.06.24
2009.09.14
2009.09.14
2011.09.19; 2016.06.29
2016.06.28
2016.06.26
2016.06.27
2009.09.26
2016.06.25
2009.09.28
2009.10.02; 2016.06.28
2009.09.29
2009.09.27; 2016.06.27
2009.09.26
2009.09.27
2008.09.15
2009.09.27
2009.09.27
2008.09.14
2009.09.28; 2016.06.28
2016.06.29
2009.09.27
2016.06.25
2016.06.25
2016.06.26
2016.06.25
2016.06.27
2016.06.28
2016.06.25

＜綏化地区出身者以外＞
表 0-2

インタビュー調査協力者の基本状況

名前

性別

出 生年

出 身地

学歴

居 住地

取 材日

LB
MM
YO
MO
AS(韓国)
ZU

男
女
女
女
男
男

1971
1971
1977
1971
1970
1929

黒龍江
黒龍江
黒龍江
黒龍江
ソウル
黒龍江

大学
大学院
大学院
大学
大学院
大学

ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
ソウル
北京

2009.09.19
2015.05.06
2015.05.04
2015.05.07
2015.05.06
2016.06.12
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表 0-3

1
2
3
4
5
6
7

7

調査の概要

調 査期間

調 査地

2006 年 8 月～9 月

綏化市・興和朝鮮族郷
(黒 龍 江 省 綏 化 市 北 林
区)

予備調査
アンケート(質問票 100、延べ家族 442 人)

青島・北京・天津

現地調査、アンケート調査・インタビュー調査

ソウル

現地調査・文献調査・インタビュー調査

興和郷・北京・天津・
ソウル

現地調査・文献調査・インタビュー調査

綏化市・興和郷

現地調査・文献調査・インタビュー調査

ソウル

現地調査・インタビュー調査

2007 年 5 月 18 日
～6 月 3 日
2008 年 8 月 19 日
～9 月 15 日
2009 年 9 月 13 日
～10 月 2 日
2011 年 7 月 20 日
～25 日
2011 年 9 月 14 日
～23 日
2015 年 5 月 1 日～
15 日

8

2015 年 4 月 18 日
～28 日

9

2016 年 6 月 8 日～
6 月 29 日

ソウル

北京・天津・青島・ソ
ウル・済州島

調 査内容

文献調査・インタビュー調査・在韓朝鮮族のイベ
ントに参加
縁故者を通じてのインターネットでのアンケー
ト調査
調 査 対 象 ： 韓 国 /国 内 (移 住 経 歴 の あ る 者 )の 朝 鮮
族
有効回答数：韓国居住者 90 人、国内都市部居住者
88 人
インタビュー調査
青島・韓国の朝鮮族イベントに参加

論文の構成
序章においては、まず研究背景、研究目的を提示し、本研究で綏化朝鮮族を取り上げる

理由と位置づけ、研究意義について述べる。その次に、朝鮮族の歴史と現代の朝鮮族社会
の二つの方面から先行研究の整理を行い、研究方法、論文の構成を述べておく。
第 1 章では、朝鮮族の移住史を概観する。本研究の研究対象者である綏化朝鮮族の移民
1 世が主に満洲国時期における分散移民あるいは政策移民であったことを勘案し、満洲国
以前の移住も視野に入れるが、主に満洲時期に着目し、満洲国時期を移民政策の視点で「計
画期」、
「展開期」、
「崩壊期」の 3 時期に区分して検討する。満洲国時期には、朝鮮総督府、
日本政府、満洲国政府における各植民機関の朝鮮人移民政策をめぐる考えと 立場がそれぞ
れの時期により違い、朝鮮人移民政策がどういう経緯、どう実行されてきたのかを考察す
る。第 3 節では、解放後、朝鮮族社会がどういう風に成立していったのかを、中国の少数
民族政策の視点から検討する。
第 2 章では、人口センサス、文献、アンケート調査の資料に基づき、改革開放以降の東
北地区の状況、国内都市部・韓国への移動及び移動にともなう東北朝鮮族社会の変化をマ
クロの視点で全体の動向を考察する。第 1 節(国内都市部)、第 2 節(韓国)では、中国東北
農村社会から経済発展地域(国)へ移動するようになった背景、移動状況、移動にともなう
朝鮮族人口構成・教育文化レベル・産業の変化等を詳しく述べる。第 3 節では、伝統的居
住地であった東北朝鮮族社会、移動にともない形成された国内都市部(北京・青島)と韓国
13

(ソウル)における朝鮮族コミュニティの形成過程について述べる。
第 3 章では、綏化朝鮮族の個々人のライフヒストリーを通じて、朝鮮族の移動と定着に
ついて詳しく検討する。個々人の多様で複雑な動機・要因を解明し、より具体的な個人や
家族のレベルでの思いや願い、生活にかかわる苦労や努力、さらに彼らを取り巻く周辺世
界(個々人・社会など)の変化などを通じて、個人だけでなく朝鮮族社会全体の変化を多角
的かつ立体的に検討する。
第 4 章では、綏化朝鮮族の生活史及びアンケート集計のデーターを下に、綏化朝鮮族の
移動と移動にともなう職業と生活、教育観、アイデンティティなどの意識変容、コミュニ
ティ等諸変化を類型化し、理論的考察を行う。
終章では、1 章から 4 章までの議論を踏まえ、総合的な考察を行い、序章で掲げた本論
の研究目的についての結論を述べると同時に、今後の課題について述べる。
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第1章

中国東北地区における朝鮮族社会の成立

現在中国には漢族以外に、少数民族と呼ばれる 55 の民族が公的に認められている。各民
族の状況はそれぞれ異なるが、独自の言語や文化をもち、一部例外を除いてまとまって一
定の地域に居住している。その中のいくつかの民族は中国の国境を越え、隣接する別の国
家を形成している場合もある。モンゴル族はモンゴルという国を形成しているよう に、西
北の新疆にいるカザフ族はカザフスタンという国をもち、キルギス族はキルギスという国
をもつ。西南のタイ族も東南アジアのタイをつくる民族と元々同じであるといわれる。中
国東北各地に居住する朝鮮族も朝鮮半島で北朝鮮・韓国という国を作っている民族とまぎ
れもない同一民族である。
中国東北と朝鮮（韓）半島は地理的に陸続きの国であるため、人的移動は古代から行わ
れたと考えられる。高麗朝の時期、遼東半島には女真族に帰属していた高麗人が遼東全体
の 30%に達したという見解もある 13 。中国における明清交替期に行われた 1619 年のサルハ
（薩爾滸）の戦役と 1627 年、1636 年 2 度の朝鮮への侵略戦争の際に大量の朝鮮人が捕虜
になり、満族の土地に居住させられた 14 という記録もある。
そこで、序章で述べたように学者たちの間で は朝鮮族移住史の上限をどの時期までさか
のぼることができるか、という論争が繰り広げられてきた。鄭（ 2000:13）は、「今日の朝
鮮族は明末清初から 1940 年代末まで朝鮮半島から移住、定着した朝鮮人移民とその後裔
たちで構成された民族集団である」という。彼のいうように、朝鮮族の歴史は明末清初か
ら始まり、大量に移住するようになったのは 19 世紀半ばからだというのが一般的な説で
ある。このように現在の中国朝鮮族約 200 万人は、一部は近代以前の移民もあるものの、
大部分が近代 19 世紀半ば以降の東アジア大陸、半島、そして日本、欧米列強の関わる歴史
の中で生まれた移民の結果、成立した民族集団である。
移住時期の区分方法についても、序章で述べたように移住の時期別特徴により様々な方
法があった。
チャン・エドワード・テハンは、中国東北地区への朝鮮人移民の波により、五つの時期
に分けていた。第１期（1910年以前）は中国に渡った朝鮮人は約26万人で、主に経済的な
動機からの移住であった。第2期（1910～1920年）は、日本による朝鮮植民地化に反対し、
40万人の朝鮮人が移住した。第3期（1920～1930年）は移民の数が落ち込み、朝鮮人移住人
口の伸び率は3%を満たさなかった。第4期（1930年～1940年）は朝鮮族人口が急増加し、日
本が満洲を植民地化しようとしたのにともない、100万人以上が移住した。第5期（1940年
～1950年）は、国境を超えて中国に渡る朝鮮人はほとんどいなかった(チャン2007:323)。
また、姜（2006）は、19世紀中頃から20世紀40年代初期までに4回の移住増加期があった
13

『遼東志』巻一 地理，巻三 兵食，「華人十七，高麗土族歸附女真野人十三」
『遼東志』は遼東都指揮儉事畢恭が明永楽 16 年(1418)に編纂したもので、当時遼東の人口は 275,155
人だと記録されている (최봉룡 崔峰龍 2006：126 よ り引用）。
14
朴昌昱「试论朝鲜族的迁入及其历史上限问题」『朝 鲜族研究 论丛』第 1 号 1987 pp.1-29
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という。1回目の増加期は19世紀後半である。1875年奉天省、1881年吉林省の封禁令の廃止
により、自然災害を受けた朝鮮人農民が鴨緑江と図們江を渡っ てきた。第2回目の増加期は、
中東鉄道の建設工事にかかわるものである。1897年清とロシアが中東鉄道を敷設に関する
協定を結んだあと、鉄道敷設の工事に多くの朝鮮北部と沿海州の朝鮮人労働者を雇用し、
1903年に鉄道の開通後は朝鮮人たちが鉄道沿線に定着し、農業あるいは雑業で生計を維持
した。第3回目の増加期は、1910年日本帝国主義により朝鮮が国権を喪失すると、大量の農
民とともに義兵や独立運動家、教育者たちが移住した。この時期は、「鳳梧洞戦闘 」と「青
山里独立戦争」等戦果をあげ、龍井等地に東興中学校、恩真中学校等学校 が建てられ、『カ
トリック少年』、『民聲報』、『満鮮日報』等新聞や雑誌が発行された時期である。4回目
の増加期は、1936年から1940年代初期までである。1936年「満洲国」（中国では『偽満洲
国』と呼ぶ）と朝鮮総督府が移民協定を締結し、朝鮮から満洲国へ1万戸の移民を送ること
にした。1941年に、朝鮮総督府は「開拓団」という名義で朝鮮南部の農民を東北各地へ送
り込んだ。1945年8月日本の降伏後、東北各地に居住する朝鮮人は 200万を上回った。
このように、移住の過程はその特徴により、さまざまな区分があるが、チャン ・姜を参
考にしながら、筆者は新たな資料も加えて分析した結果、朝鮮人の移住過程を大きく満洲
国成立以前と満洲国成立以降二つの段階に分けた。そのうち、第１段階は「日韓併合(1910
年)」以前と「日韓併合」から1932年満洲国の成立以前の二つの時期を区分する。
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第1節

満洲国成立以前

1－1 日韓併合以前
1627 年丁卯胡乱で後金（1636 年、国号を大清に改める）が朝鮮に攻め入り、数万人の朝
鮮人が捕虜となり、中国東北へと連行された。その後、朝鮮との間に「江都会盟」を結び、
朝鮮側の要求で、2 回にわたり送還された人数が 5 万人余に達した。1636 年、清太宗は朝
鮮へ 2 度目の侵略戦争（丙子胡乱）を起こし、その際に捕虜となった朝鮮人は「丁卯胡乱」
時をはるかに超え、10 万人以上に達したと推定されている。同年、不平等な条約である「南
漢和約」を締結した。清政府と朝鮮間に締結した「江都会盟」と「南漢和約」を通じて、
両国の間でははじめて条約の形で国境が確定した。両国は、 鴨緑江と図們江（豆満江）を
境界に、封禁政策を強化し、越境を厳しく統制しはじめた（金 2009:5－7）。
しかし、国境を越えての移住は途絶えなかった。移住の形態は主に狩猟や人参採集とい
う一時的な移動から、耕作のための定着移住へと変わっていた。彼らは、朝に耕して夕方
に帰り、あるいは、春に耕して、秋に収穫して帰る方法をとっていた（金 2009：27）。19
世紀中頃、特に 1860 年に朝鮮北部地方で発生した大規模な水害は、大量の農民を流民に転
落させた。この時期から、大量の朝鮮人が命がけで鴨緑江と図們江（豆満江）を超え、荒
地を開墾し、定着移民として地を固めた。
図們江対岸の辺境地域は 1860 年代ごろより朝鮮人が大量に越境し、住むようになった。
清朝末年、清政府の封禁政策の緩和及び 1860 年から 1870 年にかけて発生した自然災害に
より、多くの朝鮮人が図們江対岸の辺境地域に流入した。1869 年、1870 年朝鮮会寧府の清
朝への懇請により、飢えた民衆の図們江北岸への移入が許可された。1881 年、吉林将軍銘
安はロシアの侵略に対抗するために、図們江方面の封禁令を解除して、招墾政策に転じた。
同年、李金鏞が未開地を調査し、嘎呀河流域に朝鮮人が越江開墾しているのを発見した(鶴
嶋 1997：72)。封禁令を解除し、朝鮮人墾民を積極的に招く政策により、朝鮮人は急増し
た。1890 年 3 月から 1891 年 7 月まで、淸政府は延辺開墾地区の戸籍および土地について
全面的な調査を行なったが、その結果、朝鮮農民が 4300 余戸、土地 15000 余晌を占めてい
た (衣、房 2005：88) 。間島朝鮮人は、1904 年 5 万人を超えていたが、1906 年には約 8
万 3 千人、1909 年には 34,133 戸、184,867 人であった (鶴嶋 1997：85)。
一方、鴨緑江では、1868 年頃には「沿江の墾牧民千戸を下らず」という農牧地となった。
1869 年、朝鮮北部に大飢饉が発生し、この年、鳳凰城一帯に移住した朝鮮人は 10 万人を
超え、9 万 6 千日耕(1 日耕は 5 畝)の土地を開墾した。1897 年には、通化、桓仁、寛甸、
興京(現在の興浜)の朝鮮人は 8,722 戸、3 万 7 千人を超えた。1905 年、辺外北路の長白、
臨江、輯安に移住した朝鮮人は 8,750 戸、39,440 人、辺外南路の安東、鳳城、寛甸に 1,190
戸、4,920 人だった (鶴嶋 1997：68～71)。この時期、東北に移住した朝鮮移民は主に図們
江と鴨緑江沿いに居住した。
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1909 年「間島協約」に基づき、間島 4 県の朝鮮人は永久居住権と土地所有権、財産所有
権を中国人と同じく享有し、入籍可否は問題にならなかった（이훈구 1932:140－141）。そ
のため、この時期、地理的に朝鮮半島に近い間島地方に集中した。
この時期は、主に経済的な要因による移住であった。彼らの原籍地は、表 1-1 の通りで
ある。この移民は、国境から近い咸鏡北道出身が約 4 割、平安北道出身が約 3 割で最も多
く、朝鮮北部の出身者が移住者全体の 9 割以上を占めた。

表 1－1

朝鮮移民の原籍地

原籍地

1894

1904

1910

咸鏡北道

31,500

32,000

41,000

咸鏡南道

3,200

4,800

25,000

平安北道

14,400

23,500

13,000

平安南道

9,200

8,500

7,500

黄海道

3,100

3,000

7,000

慶尚北道

1,300

1,800

5,300

慶尚南道

1,200

1,700

4,800

江原道

―

―

2,000

合計

65,000

78,000

109000

出 所 :日 本外 務 省亜 細 亜 局 『在 満 朝 鮮人 概 況 』1933
pp.87-89(1000 人以 下 省略 )；松 村 (1970:63)よ り 再引
用

1－2

日韓併合から満洲国成立まで

1910 年日韓併合後、植民地統治のための権力機関である朝鮮総督府は、軍事的に朝鮮を
支配する一方、「土地調査事業(1910～1918)」を実施した。
その結果、農村では潜在的な過剰人口が増えるようになった。朝鮮総督府「朝鮮の小作
慣習」によると、1915 年以降農民の小作化が顕著に出現するようになり、18 年末には農家
総戸数 2,652,484 戸のうち、地主は 81,541 戸(3.6%)、自作は 523,332 戸(19.7%)、自小作
は 1,043,836 戸(39.4%)、小作は 1,003,775 戸(37.8%)で、自小作と小作農家の合計が 77.2%
を占めた 15 。
さらに、1920 年から 34 年まで遂行された「産米増殖計画」＝朝鮮からの食料 (米)収奪
政策の実施は、第一に、朝鮮農民の「飢餓輸出」の上に強行されたので食料不足 が耐え難
いまでに深刻化し、第二に、
「水利組合事業」として行われた土地改良事業に対して融資さ
れた資金を,総督府、大蔵省預金部、朝鮮殖産銀行、東洋拓殖株式会社に償還するために、
朝鮮農民から土地改良による増収額以上の「水利組合費」を厳格に徴収したことによって
15

朝鮮総督府

1929「朝鮮の小作慣習」(調査資料第 26 輯)

18

p.28

; 松村 1970:64 より再引用

朝鮮農民の負債を急増させ、自作・自小作農の土地喪失を促進させた(松村 1970:64)。そ
の結果、1919 年から 1930 年にかけて自作農は 19.7%から 17.6%へ、自小作農は 39.3%から
31.0%へと減少し、小作農は 37.6%から 46.5%へと増加している 16 。「火田民」は 1925 年に
総戸数 34,316 戸に過ぎなかったが、34 年には 371,287 人戸に激増し、その数は約 145 万
名を数えた 17 。このような「産米増殖計画」の遂行により促進された 1920 年以降の朝鮮人
農民の自作・自小作農は土地喪失・窮乏化過程は、朝鮮南部(慶尚南北道、全羅南北道、忠
清南北道、京幾道に朝鮮の田総面積 164 万町歩(1932 年)の約 4 分の 3 が集中していた)の
米作水田地域のほうが北部より急速度に進行した(松村 1970:64)。

表 1－2

朝鮮人の満洲への移住の理由

言及された理由
件数
割合(%)
貧困
2,050
53.8
商業上の関係
320
8.4
朝鮮での失敗を克服する必要
140
3.7
反日感情
760
19.9
ロシアでの失敗を克服する必要
250
6.6
ロシアの徴兵を逃れるため
170
4.5
不況を逃れるため
120
3.1
合計
3,810
100.0
出 所 : 東 洋 拓 殖 会 社 に よ り 1916 年 に 実 施 さ れ た 調 査 、
Hyun(1972)；エドワード・テハン・チャン(2007:333)より再引用 18

1916 年の東洋拓殖会社による調査によると、朝鮮人の満洲への移住理由の 5 割以上が
「貧困」という経済的な理由で、2 割が「反日感情」であった。
一方、1919 年 3 月 1 日、独立を求める反日デモ運動がソウルからはじめ、全国規模へと
繰り広げられた。それは、日本帝国主義による強力な武力鎮圧を受けた。1919 年 3 月から
5 月までの朝鮮人被害状況を見ると、7,509 人死亡、15,961 人受傷、46,948 人が逮捕され

図1－1 間島4県の朝鮮人、中国人の増加
朝鮮人

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1912

1916

1918

1921

中国人

1922

1923

1924

1925

出所：金正柱 編 韓国史料研究所 『朝鮮統治史料』
第10巻 1972 宗高書房 pp.347-350
16

細川嘉六 1941「植民史」『現代日本文明史』 10 p.286 ; 松村 1970:64 よ り再引用
細川嘉六 同上 p.347 ； 松村 1970:64 より再 引用
18
エドワード・テハン・チャン 2007「中国東北部(満州)への朝鮮人移住 1869～1945－日本の植民地
への抵抗」 高全恵 星 監 修 (柏崎千佳子 訳)『デ ィアスポラとしての コリア ン―北米、東アジア、
中央アジア』 pp.322-344
17

19

た 19 。この時期より、武装闘争による独立運動の必要性を思い知り、拠点を中国東北地区へ
と移し、独立運動家たちの移住も始まった。
1910 年代～1920 年代にかけて、朝鮮人人口は主に間島 4 県(延吉県、和龍県、汪清県、
琿春県)に集中し、1925 年中国人の約 4 倍に達した(図 1－1)。1929 年には朝鮮人人口が 38
万を超えた(表 1－3)。

表 1－3 1929 年末間島地方の人口
県名

朝鮮人

中国人

日本人

延吉

194,035

50,963

1549

和龍

100,344

5,660

61

汪清

38,074

24,783

130

琿春

49,952

38,051

343

総計

382,405

119,457

2,083

比率

75.9%

23.7%

0.4%

出所：李勲 求 1932『 満洲 と朝鮮人』 平壌崇
實専門学校経済学研究室 p.96 より作成

1910 年日韓併合後、
「土地調査事業」の実施等により大量の破産農民が発生し、3.1 運動
後反日感情がより高まり、中国東北への移動が一層増えるようになったといわれている (孙
2002:20)。

表 1－4 満洲及び極東ロシア地域へ移動した朝鮮人の出身道
道名

1910.09
月～14 年

1915 年
～19 年

1920 年
～24 年

1925 年
～29 年

1930 年
～32 年

合計

北間 島

西間 島

その他

京幾道

473

965

2,685

6,851

1,258

12,412

8,546

765

3,101

忠清北道

369

557

842

1520

342

3,600

2,136

716

748

忠清南道

29

86

310

706

969

2,101

760

352

989

全羅北道

1

78

150

508

83

816

161

62

593

全羅南道

9

329

494

1951

148

3,031

1,886

126

1019

慶尚北道

8,797

16,800

3,759

10,848

3,112

42,316

5,716

34,164

2,436

慶尚南道

4,666

6,404

2,294

3,348

1,213

17,997

1,217

4,179

2,601

黄海道

510

3,086

4,063

7,424

849

15,971

10,120

2,416

3,435

平安南道

947

8,189

6,520

5,536

2,173

23,305

9,405

7,573

6,387

平安北道

7,112

34,654

9,189

7,704

2,879

62,038

4,087

41,944

16,007

江原道

2,716

4,723

6,320

12,243

546

25,549

18,566

5,848

2,135

咸鏡南道

6,066

8,374

6,309

10,551

2,377

33,681

14,578

5,124

13,979

咸鏡北道

47,405

42,419

19,196

25,248

11,454

146,434

100,966

17,776

27,692

合計
79,000
126,664 62,831 93,929
出所：松村髙夫 1970：67 より再引用(朝鮮総督府
課「高等警察報」第 3 号 pp.81-84 より作成)
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27,507 390,311 178,144 131,045 81,122
「朝鮮の人口現象」pp.466-470 及び警務局保安

孙春日 2002 『中国朝鮮 族社会文化発展』延辺教育出版社
『韩国独立运动之血史』 上卷 pp.534-555)

20

p.19 より再引用(資料の出所：朴殷植

中国東北への移動した朝鮮人の時期別、出身道別でみると、 1910 年代後半が前半より
60.3%増加し、この時期が一番ピークを示した。そのうち、慶尚北道が 190.1%、平安北道
が 487.3%へと増加し、朝鮮南部地方からの移住が目立つ。その後、1920 年代の前半、新規
移住者が 1910 年代の後半の半分以下に減少するが、後半再び増加し、この時期は、慶尚北
道、黄海道、江原道及び咸鏡南北道の増化が目立っている。1932 年まで出身道でみると、
咸鏡道等朝鮮北部からの移動者が主流であり、慶尚道等朝鮮南部からの移動者も一定の比
率を占めるようになった。彼らの主な移住先も、日韓併合前までと同じく国境地域から近
い図們江北岸の北間島、鴨緑江北岸の地区に集中している。
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第2節

満洲国時期における朝鮮人移民政策と移民
―北満地区への移動を中心に

高崎がいくつかの資料にもとづき作成した年度別在満朝鮮人の人口は次の通りである。

表1－5

在満朝鮮人人口増加推移

年度

人数

年度

人数

年度

人数

年度

人数

1912

238,403

1921

488,658

1930

607,119

1939

1,162,127

1913
1914

252,118
271,388

1922
1923

516,865
528,027

1931
1932

630,982
672,649

1940
1941

1,309,053
1,442,429

1915

282,070

1924

531,857

1933

673,794

1942

1,511,570

1916

328,318

1925

531,973

1934

719,988

1943

1,414,144

1917

337,461

1926

542,185

1935

807,506

1944

不明

1918

361,772

1927

558,280

1936

875,908

1945

2,163,115

1919

431,198

1928

577,052

1937

931,620

1920

459,427

1929

597,677

1938

1,056,308

出所：高崎宗司

1996

『中国朝鮮族-歴史、生活、民族教育』明石書房 p.16

表から見ると、在満朝鮮人口数は右肩上がりを見せているが、その中でも 30 年代後半か
ら増加率は急上昇している。その大きな理由の一つとしては、満洲国成立後、朝鮮人移民
政策による政策移民が急増化したためであると考えられる。
朝鮮人の中国東北への移住動機については、以下の調査資料からうかがえる。
中国朝鮮族青年学会が収集整理した『中国朝鮮族移民実録』（1992） 20 の中の 61 家族の
中国移住の理由について、高崎（1996）は、プッシュ・プル要因で、次のように整理した。

表 1－6

中国に移住した理由

①

プッシュ要因

移住理由

人数

比率

47 人
10
5
2

73%
16
8
4

移住理由

人数

比率

中国での生活が朝鮮での生活よりも良いという話を聞いた
日本人の移住民募集があるいは人夫募集に応じた
移住を強制された

22
9
2

67
27
6

生活難のため
徴兵・徴用を避けるため
日本の支配を嫌ったため
独立運動のため
②

プル要因

注:合計が 61 を超えるのは、複数の理由をあげているものがあるためである。

一方、黒龍江への移住動機については李勲求(1932)取材資料からうかがえる。
20

中国朝鲜族青年学会 编

1992『中国朝鲜族移民实录』延边人民出版社
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彼は、1930 年にハルピン等地の朝鮮人農民 201 戸の戸主を対象として取材を行い、「な
ぜ満洲に来たのか」という問いに、201 戸の戸主から次のような回答を得た（表 1－7）。こ
の 201 戸のうち、98%が土地をもたない小作農で、借金を抱えていない世帯は 3 戸のみだ
った。

表 1－7 朝鮮人満洲移住の動機
移住の動機と理由
本国において経済困難のため

絶対数

相対数

30(人)

14.9(%)

家にお金がないため

33

16.4

生活難

72

35.8

衣食難

2

1.0

本国において事業失敗のため

24

12.0

旅行の結果にて

2

1.0

本国の政治的理由にて

7

3.4

満洲において農業経営のため

18

9.0

満洲おいてお金を稼ぐため

11

5.5

事業成功のため

1

0.5

親族の勧誘
合計

1

0.5

201

100%

出 所 ：李 勲 求 1932 『満 洲 と朝 鮮 人 』 平 壌 崇 實 専 門 学 校 経 済 学
研究室 pp.102-103 より転載

权宁朝(1993:76－77)は、朝鮮人の黒龍江への移住要因を経済、政治、社会的視点から以
下のように分析した。
1) 経済要因
(1) 東北人口が非常に少なかった。1911 年、黒龍江省地区約 300 人であるに対し、朝鮮
半島の人口は過剰に多く、2 千万人に達した。
(2) 東北地区の地主が、朝鮮農民が来て稲作を開墾するのを歓迎した。
(3) 朝鮮内に自然災害が頻発し、農民の生活の貧しかった。
(4) 日本が黒龍江地区に「日拓」、
「満拓」農場を経営し、朝鮮農民の需要が大きかった。
(5) 鉄道の建設により移住が便利になった。
2) 政治要因
(1) 李朝末、政治が腐敗し、民心が背離した。
(2) 日韓併合後、朝鮮人の日本への不満により
(3) 中国官民が朝鮮人の抗日闘争に同情心を抱いていた。
3)

社会要因

(1) 盲目的に噂を聞いて、良い生活に憧れ移住
(2) 日本侵略後、家庭、親族、友人の不幸あるいは社会関係の急変により移住
(3) 日本の政治的統治の強化により、居場所をなくし移住
23

(4) 徴兵・徴用を避けるため移住
以上の移住背景、動機及び在満朝鮮人口の状況を踏まえつつ、以下は、満洲国時期を朝
鮮人移民政策の視点から移民政策「計画期(1932－1936 年)」、「展開期(1937－1941 年)」、
「崩壊期(1942－1945 年)」の三つの段階に区分して分析することにする。

2－1

移民政策計画期(1932-1936 年)

満洲国の成立によって、朝鮮と満洲国は日本を介してより近い関係になり、移住につい
てもこれまでとは違う状況が生まれた。しかし満洲国初期における朝鮮人移民政策につい
ての朝鮮、満洲国、日本の各植民機関における立場と態度は異なっていた。
2－1－1

朝鮮総督府による朝鮮人満洲移住案の企画

1931 年 6 月新朝鮮総督に就任した宇垣一成は、朝鮮の状況を「資本の集中(富が一部に
集中して国民間の貧富の差が大きくなりつつある)、土地の兼併（富者に土地が併有され、
中小農は漸次土地を失いつつある）、人の都会集中により、地方農村が著しく疲弊に陥りつ
つある。（1931.06.25）」(宇垣 1970：800)と分析し、それによる植民統治の危機を意識 し
ていた。
総督就任後、1931 年 7 月 2 日天皇への報告内容(宇垣 1970：801)により、彼の朝鮮植民
統治に対する懸念がうかがえる。報告の中で、彼は「日本併合以来朝鮮の富は非常に増加
したにも関わらず、朝鮮人の富は増殖せず」の状況であり、それを改変するために「内鮮
融合」について更に努力し、朝鮮人に「適度にパン」を与え、
「精神生活及び物質生活の両
方面に於いて朝鮮人に安定を与えることを第一義として進むつもりである」と報告した。
生活苦に苦しむ多数の朝鮮人を安定させることこそ、今後植民統治を実施する上で、何よ
り緊要な事であると意識していたのである。
宇垣総督は「農業の経済的困難の打開は朝鮮 として満蒙に求め工業化に求めねばならぬ。
それによりのみ根本的に救済改善が成立し得る。（1932.03.17）」(宇垣 1970:834)と述べ、
朝鮮の工業化、満洲移民計画が総督府政策の中心的標語として揚げられた。農業人口が総
人口 8 割を占める朝鮮の農村、人口問題の打開策と して、朝鮮人の満洲移民政策の実施は
焦眉の問題となったのである。
それから宇垣総督は、朝鮮人こそ満洲移民の 「適者」だと主張した。
朝鮮人は世界中で支那人に匹敵する簡素生活 に慣れて居る。之に加ふるに人間到
処在青山、埋骨豈只墳墓地やの気分を有して行先で土になる覚悟を宿命的に有して
いる、と云ふも憚らぬ。日本(内地)人は之に反して何処に行きても米飯を喫し畳の
上に寝たがる気分を有して、金が出来たら故郷に帰る底の覚悟で出掛ける所謂郷土
愛に燃へて居る。荒涼単調素朴なる満洲の原始生活に何れが適性を有するかと云へ
24

ば勿論前者である。即ち適者として大に移して以て開拓に当たらしむべきである。
(1932.03.29)－(宇垣 1970:837-838)
朝鮮軍司令部も、在満朝鮮人問題及び新規移民に関して、次のような意見が記述されて
いる。
在満朝鮮人ノ指導ハ、単二現二満洲二在住スル約百萬ノ朝鮮人浮 沈二関スル問題
タルノミナラス、其ノ反響スル所極メテ大ニシテ、満洲国二対スル移入及帝国臣民
トシテノ庇護二対スル無形上ノ威應等、直接間接二機微ナル関係ヲ有シ、朝鮮統治
上二影響スル所尠ナカラス。之ヲ分離シテ考察スル能ハサルモノトス。(朝鮮軍司令
部 1932：1‐2

句読点は引用者) 21

宇垣総督の提唱に基づき、朝鮮総督府は 1932 年「鮮満農事株式会社設立計画」をつく
り、毎年 2 万戸・10 万人、15 年間に 30 万戸・150 万人の移住を計画した(松村高夫 1970：
77)。宇垣総督の日記には「鮮満農事会社の主旨において、日本の首相、拓相、蔵相何れも
賛意を表していた(1932.08.03)」(宇垣 1970:859)と記述されている。
しかし、それを実行していく過程では、各関 係部門の反対にぶつかった。
朝鮮総督府が成案をもって、拓務省その他在 東京の関係官庁及び関東軍司令部との間に
交渉を進めたが、意見の合致を見ず、一部においては朝鮮人開拓民のみを取り扱う特殊機
関の設立を喜ばず、将来創立せられるべき満洲拓殖会社をして、朝鮮人開拓民をも取り扱
わせることとし、しかも朝鮮開拓民に関しては、在満朝鮮人の統制集結を主とし、朝鮮か
らの新規移住は例外として扱うべきだとの意見を主張する方向だった(高見 1941：12-13)。

2－1－2

関東軍の朝鮮人移民対策

満洲国初期、関東軍は朝鮮人新規移民に対して放任の態度を取っていた。当時、関東軍
の政策立案機関として活躍した満鉄経済調査会第 2 部は、1932 年 8 月｢朝鮮人移民対策案
大綱｣を作成した。その中の朝鮮人移民対策の基本方針は「既往在満鮮農ノ安定ヲ圖ヲ主眼
トス可シ」、
「鮮人ノ新移住ニ對シ積極的奨励ヲ行フノ要ナシ」とした 22 。在満朝鮮人に対し
ては「日満両国間ニ取極ム可キ法律的措置」、「散在鮮農ノ集団化助長」、「農 村の救済改善
ニ必要ナル諸施設ノ施行」、「統制機関ノ拡充、新設及統一」という具体的な安定・統制の
方策を作成すると同時に、新移住朝鮮人に対しては積極的な奨励も阻止もしない方針を取
り、入満朝鮮人は集団農村として収容する方策－すなわち統制の必要性を提起した 23 。
関東軍の満洲移民政策に大きな影響を与えたのは、 1932 年 1 月 26 日の関東軍統治部産
21

朝鮮軍司令部 1932 年 11 月 20 日「在満朝鮮人指導 ノ根本方針二関スル意見」pp.1-2
（松村高夫 1970 p.77 よ り再引用）
22
[大連]南満洲鉄道株式会社 満鉄経済調査会第二部農業及移植民班「朝鮮人移民対策案大綱」昭和 7
年 8 月（国立国会図書館 近代デジタルライブラリーより検索）
23
[大連]南満洲鉄道株式会社 満鉄経済調査会第二部農業及移植民班「朝鮮人移民対策案大綱」昭和
7 年 8 月（国立国会図書館 近代デジタルライブラリーより検索）

25

業諮問委員会である。加藤グループ 24 の那須皓、橋本傳左衛門をはじめとする会議参加者
たちは、日本人の満洲移民政策を積極的に提唱する一方、朝鮮人の満洲移住に関しては次
のような見解を示した。
那須皓：

今迄ノヤウナ何等ノ保護ヲ受ケナイ、何等ノ組織ノナイ様ナ状態二於テ

モソレソレ這入ツテ来ル所ノ力ヲ有ツテ居ル鮮人テアリマス。故二渡行者ノ為二特
別ナ便利ヲ与へ、奨励ヲ与へテ益々此方二沢山入レルト云フコトヲシナイテモ宜イ
チヤナイカ(山田 1978：376)
橋本傅左衛門：

従来朝鮮人ノ移民ガ受ケテ居ツタヤウナ圧迫ヲ取除イテヤル、不

安ヲ取除イテヤリマスレハ自然二従来ヨリモ更二盛ンニ朝鮮移民トイウモノハ行ハ
レルモノ(山田 1978：402)
同会議内容は、直ちに関東軍の移民政策に反映された。 2 月、関東軍統治部の「移民方
策案」は「新国家の移民方策としては極力邦人農家の移植を奨励助長すべく、 鮮人に対し
ては来るのを拒まざる程度に止め、支那人に対しては能ふる限り門戸を鎖し下層窮民の増
殖を防止する (下線は筆者によるものである、以下も同様 ) 」(山田 1978：356)という主旨の
下に、日本人農民のみの移民方策が立案された。それから、9 月 13 日には「満洲における
移民に関する要綱案」が決定され、関東軍の満洲移民に関する方針及び方策となった。同
要綱案では、朝鮮人移民の方策を以下のように規定している。
第三

鮮人移民(山田 1978：369)

18．在満鮮人に付いては其の分布状態を調査しなるべく適地にその集団化を図り之
を定著せしむる様其の統制を行ふを要す。新に移住する鮮人に付いても亦同じ
19.集団地に於いては漸次団体を組織せしめ更に地方的に之を聯絡統制すべき機関
を設置し、在満日本最高統制機関指導監督の下に各地団体の統制を行はしむるも
のとす
20.在満鮮人及移住鮮人の定著を助長する為在満日本最高統制機関統制の下に内地
人移民に対する実行機関をして金融其の他の事業を行はしむるものとす
21．在満鮮人の保護取締に関する施設は之を拡充するを 要す
関東軍は「満蒙に対する日本人農民は日本の国防上また満蒙家園の和平確保上、最大重
要意義をなすもの」(山田 1978：359)にして日本人移民を積極的に奨励実施し、彼らの満
洲移住が満洲国へは「産業の開発、文化の向上、国防の充実」に、日本国へは「建国的精

24

満洲国成立後、加藤完治グループは関東軍、東京の拓務省に日本人の満洲移民を積極的に推進するよ
う働きかけ、日本農民の満洲移民計画から遂行全般にかけて、大きな影響を与えていた。
加藤完治グループ の中心人 物 は、日本国民高 等学校校 長だった加藤完治 、当時農 林次官石黒忠篤、京
都帝国大学教授橋本傅左衛門、東京帝国大学教授那須皓、農林省農務局長小平權一であった。(浅田喬二
1997:90)

26

神の拡充、各種社会問題の解決」(山田 1978：369)に多大な貢献ができることを期待して
いた。
満洲国初期、加藤完治グループの強力的な推進により、関東軍、拓務省は日本農民の満
洲移住に注力した。拓務省は日本農村の窮乏の最大原因である土地不足を解消するため、
関東軍は満洲国の治安維持という軍事的・政治的目的より、それぞれ目的は異なっている
が、日本人の満洲移民を推進するという点で意見が一致したのである。

2－1－3

日本政府の朝鮮人移民対策

朝鮮における人口の増加にもかかわらず、失 業率は高く、多くの失業者たちが職を求め
日本、満洲へ流亡していくようになった。大蔵省社会局社会部「昭和 7 年(1932 年)5 月失
業状況推定月報中朝鮮人に関する調査」 25 によると、日本内朝鮮人労働者 201,068 人の調
査対象者のうち、失業者が 45,469 人(22.6%)に達している。日本における朝鮮人労働者の
失業者の増加は、日本の安定を脅かす大きな社会問題となった。それに対し、朝鮮人の日
本渡航を抑制する方針がとられた。
1934 年 4 月、内務省社会局、警保局、拓務省、朝鮮総督府の首脳者が会合して在日朝鮮
人に対する「融和政策」問題の根本方針を協議した結果、在日朝鮮人の総合対策としての
「朝鮮人移住対策要目」が立てられた(朴慶植 1974：139)。それに基づき、日本政府は「朝
鮮人移住対策の件」(1934 年 10 月 30 日) 26 を閣議決定し、朝鮮人の日本渡航を抑制する方
策として、満洲へと移住させる明確な最高方針を確立した。
朝鮮南部地方ハ人口稠密ニシテ生活窮迫セル者多数存シ 、之カ為南鮮地方民ノ内
地ニ渡航スル者最近極メテ多数ニ上リ、啻サヘ甚シキ内地人ノ失業及就職難ヲ一層
深刻ナラシムルノミナラス、従来ヨリ内地ニ在住セル朝鮮人ノ失業ヲモ益々甚シカ
ラシメツツアリ。又之ニ伴ヒ朝鮮人関係ノ各種犯罪、借家紛議其ノ他各般ノ問題ヲ
惹起シ、内鮮人間ニ事端ヲ繁カラシメ、内鮮融和ヲ阻害スルノミナラス、治安上ニ
モ憂慮スヘキ事態を生シツツアリ。
之ニ対シテハ朝鮮及内地ヲ通シ、適切ナル対策ヲ講スルノ要アリ。即チ朝鮮人ヲ
鮮内ニ安住セシムルト共ニ、人口稠密ナル地方ノ人民ヲ満洲ニ移住セシメ且内地渡
航ヲ一層減少スルコト緊要ナリ。」（句読点は引用者）
上記各首脳の会合後の 6 月には、朝鮮総督府の朝鮮人満洲移住計画案が日本の拓務、外
務、大蔵省主査から基礎的諒解を得た。そこから朝鮮総督府は具体案に着手し、翌年実施
の見当で新移民会社の創立及び 10 ヶ年継続事業として毎年 2 万戸・10 万人の大移民計画
を進めていった (『東亜日報』1934.06.20；『満洲日報』1934.06.23)。
1932 年末、朝鮮総督府の調査によれば、
「間島の朝鮮人は約 40 万 6 千人を算し、総人口
25
26

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A09050582400、昭和財政史資料第７号第 21 冊（国立公文書館）
国立公文書館所蔵公文別録 86 ゆまに書房 1997.5 pp.9-12
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の約 8 割を占め、土地総面積の大半は既に朝鮮人が所有し、且満洲国人の地主の所有に係
る耕地と雖もその大部分が朝鮮人によって耕作されつつあった」27 。この時期、間島地方に
は朝鮮人によりほぼ飽和状態になっていることがわかる。

表 1－8 満洲事変前後 3 年間の朝鮮人入満比較表
年平均増加
1927 年末
1930 年末
3 年間増加
16,313
558,180
607,119
48,939
年平均増加
1933 年末
1936 年末
3 年間増加
事変後
80,712
673,794
915,930
242,136
出 所 :高 見 成 編 1941 『鮮 満 拓 殖 株 式 会 社 、満 鮮 拓 殖 株 式 会 社 五 年
史』 満鮮拓殖株式会社 p.3 より作成
事変前

その一方、満洲事変前後各 3 年間の朝鮮人入満数を比較してみると、事変後が事変前よ
り約 5 倍という激増振りを示していた(表 1－8)。満洲事変後の北満地方をみると、1933 年
～1935 年の 3 年間、北満 5 省への朝鮮人移民は約 2 倍に増加した(表 1－9)。満洲国成立
後、北満地域への移住が急増化していたことがわかる。

表 1－9

濱江省
龍江省
三江省
黒河省
吉林省
(一部)
合計

北満における朝鮮人の増加推移 28
1933
4,161 戸
(9,665 人)
1,821
（635）
9,117
(1,806)
725
(201)
1,166
(283)
54,445
(12,590)

1934
56,619
(13,335)
2,544
(800)
15,241
(2,817)
798
(223)
1,795
(487)
76,997
(17,662)

1935
75,302
(16,387)
3,169
(983)
17,565
(4,158)
827
(233)
1,821
(494)
98,684
(22,255)

急増化しつつある在満朝鮮人をより効果的に管理・統制するために、関東軍も朝鮮総督
府の案をある程度受容し、朝鮮人移民事業に協力する方向へと転じた。
関東軍移民部「満洲農業移民根本方策案(1934.08.28)」（山田 1978：369～372）では、
「朝鮮人移民の実施は駐満帝国最高機関と協議の上当分の間朝鮮総督府之を取扱ふ」と規
定した。その朝鮮人移民取扱要綱は、次の通りである。

27

近現代資料刊行会 編 1999 『戦前・戦中期アジア研究資料 １ 植民地社会事業関係資料集 朝鮮
編(24)-社会事業政策「防貧事業と経済保護事業」-移住と施設３』近現代資料刊行会
朝鮮総督府「在満朝鮮同胞に対する本府施設の概要」昭和 9 年 10 月 p.12
1932 年末の調査によると、間島の既耕地総面積は 255,354 町歩、そのうち、朝鮮人 139,779 町歩、満
洲国人 113,132 町歩、内地 人 2,443 町歩(所有地中に は商租地を含む )。
28
『満洲日日新聞』1936.7.5 「北満進出の鮮農 2 年 間に殆ど倍増」 より作成
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朝鮮人移民取扱要綱(案)
第一

朝鮮総督府は朝鮮人の満洲移住の為特殊機関（会社）をして移住に関する

業務を担当せしむ
第二

移住朝鮮人の営農に必要なる土地は駐満帝国最高機関之を斡旋す

第三

移住朝鮮人に対する助長行政(金融、教育、衛生、産業開発等)に関する業

務は当分の間駐満帝国最高機関の統制の下に朝鮮総督府出先機関をして之に参
与せしむ
1935 年 7 月 11 日、陸相林銑十郎も宇垣総督との会見で、朝鮮人の満洲移民問題が直に
朝鮮統治上のみならず、満洲の治安ならびに農村経済開発上非常に大きな 影響があると述
べ、特に対満事務局総裁としてこの問題の恒久策を樹立実行すべき必要に迫られているの
で、朝鮮総督府当局の意向方針を考慮し、対満事務局、拓務省、朝鮮総督府、満洲国民政
部当局の間に充分なる連絡を保ち、根本方針を決定し、統制を加えつつ朝鮮人の満洲移民
に積極的に乗り出す態度を示した(『満洲日報』1935.07.12)。
翌 1936 年 3 月 25 日、陸軍省、拓務省及び朝鮮総督府の間に会社設立要綱案に関する最
後の打ち合わせを行い、完全に三者意見の一致を見るに至り、続いて 4 月 1 日対満事務局
における内閣及び関係各省聯合会議に上程して、原案通りの審議を了し、且つ会社設立の
予算も大蔵省を通過し、会社設立に関する手続きを完了した (高見 1941：14)。

2－2

移民政策展開期(1937-1941 年)

1936 年 9 月 9 日、京城に「鮮満拓植株式会社」を設立し、朝鮮人の満洲移住の実行機関
として 9 月 14 日には新京に「満鮮拓植株式会社(以下、「満拓」)」という子会社を設立し
た 29 。
関東軍は朝鮮総督府の移民会社の設立に協力するとともに、内部にその業務を監督する
ための移民事務委員会を設立し、新規入植者に対しては入植地域を制限する「地域統制」
30

、年 1 万戸以内に制限する「量的制限」、移住者を選別して移住証明書を発給する「質的

統制」を行った 31 。

29

高見成 1941『鮮満(満鮮)拓殖株式会社五年史』新京：鮮満拓植株式会社 pp.14-54
永丘智太郎 1938 『極東の計画と民族』第一出版社 pp.104-105
30
新規入植者集結縣(16 縣)：奉天省―開原、鐡嶺、西 安、西豊； 吉林省－永吉、額 穆、敦化、雙陽、
懐徳、舒蘭、樺甸；牡丹江－寧安； 龍江省－泰東、洮南；濱江省―綏化；興安南省―通遼
新規入植者誘導統制地区(東辺道、間島 23 県)：間島省―琿春、汪清、延吉、安図、和龍；通化省―長
白、臨江、輯安、通化、撫 松、濛江、輝南、金川、柳 河；安東省―寛甸、桓仁；奉天省―撫順、清原、海
龍、東豊；濱江省―東冓、穆稜；吉林省―盤石(永丘智太郎 1938 pp.101-102)
31
『満洲国鮮農関係規定集』pp.15-21
한석정,노기식 2008『 만주 동아시아 융합의 공간(満 洲東アジア融合の空間) 』 소명출판 p.207

29

一方、受入国である満洲国政府も「鮮農取扱要領」、「鮮農移住統制竝安定実施要綱」及
「同細目」等によって、集結地域に関する統制を実施したが、1938 年 7 月には、
「毎年 1 万
戸の入植を履行すること及び入植地域に関する制限を原則として撤廃し、内地人開拓民入
植の場合と同様全満を通じて何れの地方に入植し得ること」 (高見 1941：167-171)に規定
した。
写真 1－1 朝鮮農民の満洲移住要綱改正案に関する記事(一部)

出所:神戸大学附属図書館

新聞記事文庫より

1938 年 10 月、朝鮮総督府は朝鮮農民の満洲国移民取扱改定案(以下「改定案」と略す)
を発表した(写真 1－1) 32 。その詳細をみると、移住地は大体間島、東辺道に制限されてい
32

농민생활사편집실(農民 生活社編集室 ) 編 1939「조선농민으로 만주국에 살녀가려면 알아야 할
것(朝鮮農民が満洲国に移 住する際に知っておくべきこと)」『農民生活』第 11 巻第 6 号(通巻 115 号)
pp.36-39
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たことから、満洲国の国境、内地人(日本人)の移住予定地、治安工作地を除き、基本的に
満洲全土に移住して農業に従事できることとなった。それから、満洲に住む朝鮮人は「 日
本帝国の臣民である同時に、満洲国の国民になることである ため、満洲国の法令と官庁の
指示をよく守り、その政策に順応し、健実な満洲国の構成員として精神的、経済的発展を
図り、生活の安定を得る必要がある」と記され、朝鮮総督府からの「移住証」のない者は、
移住が認められないと規定した。
改定案に依拠し、毎年朝鮮から 1 万戸の移民を集団移民、集合移民、分散移民の三つに
区別して移住させる。その内容は、以下の通りである。

表 1－10
移民の区別
人口規模
移民関係
機関
移民の資
格

募集方法
と経緯

朝鮮人の満洲移民の形態

集団移民
100 戸以上
朝鮮総督府、満鮮拓殖株式会社

集合移民
（ 縁 故 紹 介 移 民 ） 20 ～
30 戸
朝鮮総督府、鮮拓が関
係機関を通じて土地を
得る
「集団移民」の資格以
外、旅費とある程度生
活費を所持している者

1．満洲国の構成員として、政府
の指導に従い、先に行った人達
と相和し、義務履行に努力する
者
2． 朝 鮮 で 現 在 自 作 兼 小 作 農 あ
るいは小作農と農業経験者
3．身体健康、性格善良であり、
一世帯の中に労働者ができれ
ば男子 2 人以上いる者
朝鮮総督府が各道 に通知－ 各
朝鮮総督府が各道に
邑面事務所に申請（ 忠清南北 通知→移住希望者は各
道、全羅南北道、慶尚南北道、 邑 面 事 務 所 に 移 住 希 望
江原道に限定）
申込書を提出→移住決
定者は道と郡から移住
章と旅費割引証を受領
→満洲到着後、しばら
くは鮮拓小作人になる
（水田 2 町歩、畑 4 町
歩）→自作農

分散移民
満洲縁故者
朝鮮総督府

「集団移民」の資格
以外、縁故者あるいは
移住者自身が旅費をも
っていて、移住後、縁故
者あるいは金融会から
資金の融通を受けられ
る者

満洲にいる親戚、知
り合い等縁故者を頼っ
て移住する
（満洲側）縁故者が
招待に必要な書類を提
出→朝鮮総督府
（朝鮮側）分散移民
申込書を各邑面事務所
に提出→朝鮮総督府→
満洲・朝鮮からの書類
照合→移住証・列車割
引証を受領→移住
旅費・
鮮拓より―旅費、農事資金
家屋は移民機関が準
土地と家、農事資金
農事資金
備
は縁故者が準備、都合
旅費は各自準備
により金融会からの貸
農事資金は鮮拓、金融 付も可能
会
旅費と食事費用は本
人・縁故者が負担
出所:農民生活社編集室 編「조선농민으로 만주국에 살녀가려면 알아야 할 것(朝鮮農 民 が
満洲国に移住する際に知っておくべきこと)」『農民生活』第 11 巻 第 6 号 通巻 115 号 1939
pp.37-39 より整理

移民の資格には「朝鮮で現在自作兼小作農あるいは小作農と農業経験者」で、
「身体健康、
性格善良であり、1 世帯の中に労働者ができれば男子 2 人以上いる者」という条件が付く
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ようになり、農業のできる男の労働力の多い世帯を優先して募集していたのである。

表 1－11

1940～1943 年朝鮮集団開拓民原籍一覧表

省、県

団名

時間

出生道

黒河、嫩江
黒河、嫩江
黒河、嫩江
黒河、嫩江
北安、龍鎮
北安、龍鎮
興安南東科中
興安南扎赉特
興安東巴彦

柏根里一団
柏根里二団
柏根里興安
固固河
忠慶
朝陽
富有
保安
欧肯

1940-1943 年
1940-1943 年
1943 年
1943 年
1940 年
1941-1943 年
1940 年
1943 年
1943 年

全羅南北道、慶尚北道、忠清南道
慶尚南北道、忠清南道、全羅北道
全羅北道
江原道
忠清北道、慶尚南北道
慶尚南北道、全羅南北道
全羅南北道
全羅南北道
慶尚南道

出所:岡部牧夫 編著 1992『満洲移民関係資料集成』第 34 巻

不二出版社

p.310

朝鮮総督府は、さらに移民募集地域を忠清南北道、全羅南北道、慶尚南北道、江原道に
限定し、1938 年改定案では、集団移民 3000 戸の募集を忠清北道(450 戸，割当率 15%)、忠
清南道 300 戸(割当率 10%)、全羅北道 600 戸(割当率 20%),全羅南道 450 戸(割当率 15%)、
慶尚南道 750 戸 (割当率 25%)、慶尚北道 300 戸 50(割当率 10%)、江原道 150 戸(割当率 5%)
と過剰人口の累積していた朝鮮南部の七道に割当てた 33 。1940 年～1943 年までの北満地域
への新規集団開拓民を事例としてみると、上述の地域からの集団開拓団であったことから、
集団移民はその後も上述の地域に限定していたことが分かる (表 1－11)。
このように、満拓の設立とともに、総督府と関東軍及び満洲国政府が朝鮮人の新規移植
者に対し、
「自由」政策から徹底的な「統制」政策を実施するようになったのである。この
時期より、朝鮮人の新規移植の形態は集団、集合、分散に分けられ、それぞれの支援方法
も異なっていた(表 1-9)。
表 1－12 の人口は、移住証明書所持の新規入植開拓民の数字であり、実際にはその 2、3
倍になると看做されている(高見 1941：81)。

表 1－12 1937～1941 年の新規入植開拓朝鮮農民
形態別

戸数

人口

備考
1941 年度(5 月末)の 3,350 戸を含む

集団開拓民

6,844

26,714

集合開拓民

12,562

65,780

同

1,200 戸を含む

41,252

同

2,967 戸を含む

分散移民

11,869

総計
31,275
133,746
出所:高見成 1941『満鮮拓殖株式会社、鮮満拓殖株式会社五年史』満鮮拓殖株式会社
pp.81-82 より作成

そのうち、満拓が取り扱った 1939-1940 年 2 年間で北満地区への 8 地域に新規入植した
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『満洲日日新聞』1938.10.10；京城商工会議所『経済月報』273 号
1970:84)
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1938.10

p.64 (松村髙夫

集団・集合朝鮮農民戸数は、1937－1940 年 4 年間新規入植集団・集合総戸数(表 1-12)の
23.1%を占めた。

表 1－13 北満新規入植集団・集合開拓朝鮮農民
入植地

部落数

河東農村

21

穆稜土地

6

大碱場土地

2

海林土地

3

1939 年

1940

70 戸
(371 人)
417
(2,427)
172
(908)
323
(1,799)

-

879
(1,793)
1931
嫩江土地
14
(4,481)
106
濱江省木蘭県
1
(465)
89
濱江省延寿県
1
(340)
3,987
合計
58
(12,584)
出所:高見成 1941『満鮮拓殖株式会社、鮮満拓殖株式
会社五年史』満鮮拓殖株式会社 pp.71-74 より作成
龍鎮土地

10

-

満拓が取り扱った形態別新規入植者の状況は表 1-14 の通りである。

表 1－14

満鮮拓取扱開拓朝鮮農民集計表
(1941 年 5 月末現在)

形態別

戸数

人口

集団開拓民

6,844

26,714

集合開拓民

12,562

65,780

集結開拓民

3,828

17,668

金融自作農民

9,224

46,120

安全農村民

3,639

21,011

小作農民

1,727

8,635

総計
37,824
185,928
出所:高見成 1941『満鮮拓殖株式会社、鮮満拓殖株
式会社五年史』満鮮拓殖株式会社 pp.89-90 より作
成

そのうち、北満への新規入植集合開拓民及び集結開拓民をまとめてみると、主に牡丹江
地区に集中していた(表 1-15、表 1-16)。牡丹江地区は、今日、黒龍江省の中でハルピンに
次いで朝鮮族人口が集中している地区である。地理的に延辺から近 く、北満をつなぐ鉄道
沿線にある都市部であるため、多くの朝鮮族が牡丹江へ移住し、定着した。
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表 1-15 1939 年牡丹江地区新規入植集合開拓民
省県

部落名

寧安

戸数

人口

第 5 区 石頭溝

49

265

同

楼房

49

244

同

摩刀石

10

57

同

団山子

50

258

同

三家子

17

102

第 1 区 白廟子

24

111

同

拉 古 南溝

37

214

同

秦家屯

15

71

同

沙 虎 南溝

16

74

第 4 区 石 家 東溝

33

175

同

文明屯

30

171

同

石 家 大屯

24

150

同

大嶺屯

21

91

福来 屯

30

159

猴石 屯

23

129

平盛 屯

12

89

康吉 屯

15

71

普興 屯

9

38

464

2,469

穆棱

合計

出所:高見成 1941『満鮮拓殖株式会社、鮮満拓殖株式会
社五年史』満鮮拓殖株式会社 pp.75-77 より作成

表 1-16 北満の集結開拓民状況
省県

牡丹江
穆稜

牡丹江
寧安

濱江
葦河
龍江
泰来
合計

集結地

1937 年

1938 年

共栄村

176
(782)

太平村

-

90
(457)
33
(139)

西牛心山

-

-

-

泉南屯

-

-

北進屯

-

仙洞

-

石頭河子
新興屯

150
（525）
110
(450)
12
(34)
448
(1,791)

錦河屯
五廟子
張家団子

-

1939 年

1940 年

-

-

110
(596)

-

78
(300)
50
(250)

45
(192)
26
(125)
-

-

-

3
(11)

-

-

-

-

-

126
(607)

238
(1,146)

71
(317)

合計
266
(1,249)
143
(735)
45
(192)
26
(125)
78
(300)
50
(250)
150
(525)
113
(461)
12
(34)
883
(3,861)

出所:高見 成 編 1941 『満鮮拓 殖株 式会 社、鮮満 拓殖 株式 会社 五 年 史』満 鮮拓 殖
株式会社 pp.83-85 より作成
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2－3

移民政策崩壊期(1942-1945 年)

1941 年 6 月、鮮満拓殖株式会社の解散により、満拓が内地人、朝鮮人開拓民事業を一元
化して統制運営することになった 34 。そこから、同公社内に設けられた開拓部経営課第 2 経
営係及び金融課第 2 金融係が朝鮮人開拓民の業務を担当するようになるが、朝鮮開拓民も
基本的に内地人開拓民と同一に取扱われるようになった (高見 1941:186‐187) 35 。
満拓は、1941 年日本開拓民第 2 期 5 カ年 100 万戸移民計画を制定した後、1941 年 10 月
26 日には朝鮮開拓民の第 2 期 5 カ年移民計画を発表した。朝鮮開拓民の新規入植数量は、
1942 年～1946 年まで毎年 1 万戸入植させ、そのうち、集団と集合開拓民 5000 戸、分散開
拓民 5000 戸にし、5 年間で 5 万戸の計画を立てた 36 。第 1 期の移民計画に比べ、数量の面
において大幅に増加した。
しかし、移民計画と反して 1941～1944 年までの結果をみると、満洲への移民は大幅に減
少し、満洲への朝鮮人移民政策は崩壊してしまった。
1941 年太平洋戦争の勃発と伴い、日本軍の兵力及び労働力需要が高まり、大量の朝鮮人
が強制徴用されるようになったのが大きな要因の一つである。1937 年～1945 年まで「朝鮮
人労働者日本連行数」は 1,128,032 人に達し、1944、1945 年 2 年だけで 70 万人(1944 年
379,747 人、1945 年 329,889 人)を超えていた(朴慶植 1973：33)。

表 1－17
区分

1936～1940 年

朝鮮外への人口移動
1941 年～1944 年

合計

内地
249,916
363,327
613,243
満洲
255,991
64,887
320,878
支那
66,491
13,027
79,518
合計
572,398
441,241
1,013,639
出所: (1944 年 8 月作成した第 85 回帝国議会説明資料による)
朝鮮近代資料(2) p.205; 松村高夫 1970:87 より再引用

2―4

満洲国時期における朝鮮人集団化方策
―綏化安全農村を事例として

歴史からみると、在満朝鮮人の集団部落は自然型と人為型に分けられる。自然型 (主に
9.18事変以前形成)は中国東北地域に移住した朝鮮人が集居して形成した自然部落をいう。
人為型(主に9.18事変後形成)は、その属性により、五つに分類できる。第１類は満洲国政
府により建設された部落；第2類は朝鮮総督府が直接建設した部落；第3類は朝鮮総督府が
投資し、東洋拓殖株式会社が建設及び経営した部落；第4類は朝鮮総督府が投資し、東亜勧
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朝鮮総督府 1992 年『朝鮮総督府施政年報』(昭和 16 年版) クレス出版 p.496
1941 年 1 月 1 日、鮮満拓殖株式会社は、その事業投資及び財産 を東洋拓殖株式会社に譲渡の調印を
し、実際の取引は 3 月 31 日より実施されたが、実際の解散は 6 月 10 日京城の本社に最後の臨床株主総
会を開会して同時に解散式を挙げた。(高見 1941:186)
36
孙春日 2000『解放前 东北朝鲜族土地关系史研究』(下) 吉林人民出版社 p.501; 孙 2003:259-260
35

35

業株式会社が建設及び経営した部落；第5類は朝鮮人民会が建設した部落である。満洲国は
1934年～1937年まで東北各地に10,635カ所に集団部落を建設した 37 。
ここでは、人為型第4類に属する綏化農村を事例として取り上げる。
満洲国初期、朝鮮総督府の朝鮮人移民計画は、既述したように満洲国、日本の各関係機
関より支持を得られなかった。そこで、朝鮮総督府は新規移民事業を一旦中止し、試験的
に「安全農村」を建設して集団移民を送り出し、満洲移民を推進しようとしていた。
満洲事変後、満洲各地の社会秩序は大混乱し、その中で、在満朝鮮人は 悲惨な生活を強
いられた。
在満朝鮮人ノ事變ニ依ル打撃ハ實ニ想像以上ニシテ、時恰モ収穫期ニ際シ事變勃發セ
ルヲ以テ、目前ノ豊饒ナル収穫ヲ眺メナガラ之ヲ放棄シテ避難スルノ止ムナキ状況二立
到レルモノアリ、或ハ不安裡ニ相當ノ収穫ヲ爲セル者モ、兵匪残兵ノ跳梁ノ爲、離村ノ
止ムナキニ至レルアリ。又ハ農村ニ於テ自己ノ生命財産ノ安固ヲ圖ラント力メ居タルモ、
匪賊ノ來襲ニ遭ヒ虐殺・放火・略奪或ハ貞操蹂躙等、未開ノ蠻人スラ爲スニ忍ビザル暴
戾 行 爲 ヲ 敢 テ セ ラ レ 彼 等 ノ 毒 牙 ニ 倒 レ タ ル 人 命 或 ハ 略 奪 ニ 遭 ヒ タ ル 實 ニ 計 リ 得 ベ カラ
ズ。
越エテ昭和七年 春耕ニ當リテモ、奥地匪賊ノ跳梁猖獗ヲ極メ、帝国軍警ノ討伐ニ依リ
治安ノ維持セラレタル地方ニ原地帰還ヲ斡旋シタルモ、一時平靜ノミニテ、恒久ノ安住
ヲ得ズ。之ニ加フルニ北満一圓ノ水害ニ因ル避難鮮農ヲモ算フレバ、其ノ數實ニ三萬人
多キニ達セリ(朝鮮総督府 1991：577‐578)

1932 年 8 月、関東軍政策立案機関であった満鉄経済調査会第 2 部は｢朝鮮人移民対策案
大綱｣(岡部 1991：252～264)の基本方針の下に、既存朝鮮農民に対して「日満両国間に取
極む可き法律的処置」、「散在鮮農ノ集団化助長」、「農村の救済改善ニ必要ナル諸施設ノ施
行」、「統制機関ノ拡充、新設及統一」等「集団化」による「統制」方策が講じられた。そ
れから第 5 部が作成した「鮮人に対する社会施策案」(1932.07)では、
「（在満朝鮮人の）統
制に関しては常に大局より着眼して、朝鮮側当局(総督府出先官庁及び公共団体)と満洲国
における日本側当局(領事館、民会その他公共団体)との緊密なる連絡協調に俟ちて適切な
る方法手段を講ずる必要ある」と記されている。
関東軍、満鉄、朝鮮総督府等機関は、当面在満朝鮮人社会の安定・統制について協議の
結果、意見一致し、朝鮮人の集団化方策に乗り出した。朝鮮総督府は、満洲事変による避
難朝鮮人を保護、救済する名目で所謂「安全農村」、「集団部落」の援助、建設を企画し、
先ず着手したのが「安全農村」の建設であった。
「安全農村」は、朝鮮総督府の指導補助並びに関東軍満洲国政府等の援助の下に東亜勧
業株式会社が 1932 年以来建設経営し、その後 1936 年 9 月満鮮拓殖会社が設立され、その
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孙春日 2003『「 满洲国」 时期朝鲜族开拓民研究』延 边大学出版社 p.81, pp.109－110
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経営を受け継いだ(岡部 1992：286) 38 。東亜勧業株式会社の資料では、安全農村の建設経緯
について「朝鮮総督府は(満洲事変による)避難鮮農に恒久の安住地を与え、貪欲なる支那
人地主の覇絆を逃れて自主独立の道を開かしめ、さらに教育衛生等諸般の社会施設を整備
し、以て治く皇化に浴せしめんが為、自作農創定を主眼とし、前記の諸施設を完備せるい
わゆる『安全農村』の設定を企圖せらることに至った。」(東亜勧業会社 1934:2)と記述さ
れている。
東亜勧業株式会社は、表 1－18 のように、1932 年～1935 年に 5 つの地域に「安全農村」
を建設し、そのうち、北満地区に二つあった。

表 1－18

「安全農村」の一覧表

農村名

建設
年度

所在地

鉄嶺

1932

奉天省鉄嶺県

1936 年 1 月
戸数

作付面積

1939 年 12 月
作付面積
戸数

269

650.97 町

383

913

河東

1933

濱江省珠河県

789

1,623.57

766

1,642

営口(栄興)

1933

奉天省営口県

1,035

2,477.00

1,832

3,955

綏化(興和)

1934

濱江省綏化県

337

701.58

480

1,060

三源浦

1935

奉天省柳河県

190

400.00

172

355

2,620

5,853.12

3,633

7,925

合計
資料出所：松葉秀文 1936

p.24；朝鮮総督府『朝鮮総督府施政年報』(昭和 16 年版)1992 p.492

北鮮の開拓、満蒙への移民、何れも先ず確実 性定着性を有するものを集めて若干の模範
集団を作り、其の健実なる実情を後来者に示 して然る後に他を導く考えが必要なり。理想
郷を白紙上に画くのは失敗の原因なり。慎ま ざるべからず！(1932.12.15)―(宇垣 1970：
876)

ここで宇垣総督のいう「模範集団」、
「理想郷」は、
「安全農村」のことである。上記の内
容より、｢安全農村｣の建設は、一つは、彼が積極的に提唱した朝鮮人満洲大移民計画を実
現していくための試験的な集落であったこと、もう一つは、朝鮮人の満洲への大量移住を
促す「理想郷」、すなわち後日の宣伝道具として作られた意図がうかがえる。実際に、朝鮮
総督府は『京城日報』を通じて「安全農村」についての記事を連載するなど、その成果を
大々的に宣伝していた 39 。
「綏化農村」は、今日の黒龍江省綏化市北林区の北部、諾敏河 40 南岸に位置し、北は河を
隔てて四方台鎮と隣接し、水源豊富な地域である。南は双河鎮・秦家鎮に接し、秦家駅か
38

朝鮮総督府は東亜勧業株式会社、東洋拓植会社に委任して「安全農村」、
「集団部落」を建設したが、
その主な原因は法律 的に朝 鮮総督府が対外施設 を建設 するのは不可能であ り、日 本外務省、拓務省が 総
督府の直接参与に反対したからであるという。(孙 1998:123)
39
『京城日報』1935.07.02～07.13 「南満の同胞農村を訪ねて」 07.14～07.20「鐡嶺の同胞安全 農
村を訪ねて」
40
満洲資料には弩敏河あるいは泥々河と称されている。
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らも比較的に近く、交通便利な地域に位置する。
1932 年、綏化県双河鎮には日本領事館が設立され、その中に設置された東亜勧業株式会
社が朝鮮移民業務を担当していた 41 。
1934 年 3 月、朝鮮総督府は綏化縣双河鎮一帯の土地「總面積ヲ 1100 町歩トシ、畑約 750
町歩、荒地約 350 町歩ヲ商租」 42 し、朝鮮農民 400 戸を収容する「綏化農村」計画を立て
た。
4 月 20 日、東亜勧業株式会社は綏化県長立会斡旋の下に、双河鎮在住約 40 人の漢族地
主から土地 1602.8 垧 (1,154 町歩)を買収した。その後、境内に住む漢族 582 人に立退料
(大人 3 元、小人 1.5 元)を払い、全員他地方に移住させた 43 。
4 月 25 日には簡単な開工式を行い、6 月 4 日に諾敏河からの灌漑用水が安全農村に初通
水した(写真 1－2)。水田開発の工事を進めると同時に、哈爾賓領事館の「事変による避難
鮮人にして未だ定職なき儘、哈爾賓市内外に現住し正業に従事せざるものを帰農せしめ」
44

の要望に応じ、「主としてハルピン市内外在住のものであるが、中には遠くチチハル、海

拉爾、北安鎮等より入村せるものあり、(中略) 哈爾賓領事館内朝鮮総督府派遣員引率の下
に入村を完了した」45 。同年度は定員不足のため、1 戸当たり 2 町歩割当し、耕作に着手し
た 46 。
1934 年 10 月末、日本政府が「朝鮮人移住対策の件」を閣議決定し、朝鮮総督府の
案が日本、満洲の各関係機関から諒解を得るようになってから、朝鮮総督府では満洲
への集団移民計画を進めた。1935 年 1 月、朝鮮総督府は 2 千戸・1 万人の移民を安全
農村に収容させる計画を立て、満洲朝鮮人移民地域への実地踏査を行い、既成「安全
農村」三ヶ所の拡張計画及び一ヶ所の新設計画が立てられた 。
南鮮地方ニ於ケル水害罹災民中満洲移住ヲ希望スル者満洲事変避難民ニシテ再移住ヲ
渇望セル者ノ為同社（東亜勧業株式会社）ニ三十七萬圓ヲ補助シ会社ノ自己資金百十一萬
圓ト合セ以テ既設営口・鐡嶺・綏化ノ三農村区域ヲ擴張セシムルト共ニ奉天省柳河縣三源

41
42
43
44
45

綏化地区地方志編纂委員会 編 1995『綏化地区志』黒龍江人民出版社 p.18
朝鮮総督府 1992 『朝鮮総督府施政年報』（昭和 9 年） クレス出版 pp.591－592
東亜勧業株式会社 1934『河東、営口、鉄嶺、綏化農村建設の経過並に現状』 pp.49-50
東亜勧業株式会社 1934『河東、営口、鉄嶺、綏化農村建設の経過並に現状』 p.47
東亜勧業株式会社 1934 前掲書 pp.52-54

「중국조선족력사발자취」 편집위원회 편 1991 『중국 조선족 력사발자취 총서』（4） 결전
민족출판사 p.33 にも「 綏化農村」ついて述べられている。以下は、その内容をまとめたものである。
1931 年 9.18 事変(満州事変 )後、日本の関東軍は東北３省を占領し、その翌年には満州国が成立した。
1932 年黒龍江省綏化市の双河鎮には日本領事館出張所と東亜勧業会社が設立された。その翌年には于増
店（今の興和）に移転し、当地の 40 人の地主から土地 1,602ha を安価で強制買取し、「綏化安全村」を
建設した。勧業会社 は難民 を救済するという名 目で韓 国慶尚北道から開拓 団を組 織し、またハルピン朝
鮮民会収容所に収容された朝鮮南部の移民たちと満洲里、牡丹江地域の朝鮮移民合計 488 戸を保護の名
目で収容し、次々と興和に移住させた。
46
加藤新吉 編 昭和 12 年 『濱北線及背後地経済事情』 満鉄鉄道総局 p.103
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浦ニ三源浦農村ヲ新設セリ (朝鮮総督府 1992:492) 47

写真 1－3

写真 1－2 綏化農村の初通 水

出所: 東亜勧業株式会社 1934:50

綏化農村付近平面図

出所： 加藤新 吉 昭和 12 年 『濱北線及 背後地
経済事情』 満鉄鉄道総局 p.102

そのうち、
「綏化農村」では「地價低廉ナルト灌漑用水豊富ナルトノ理由ニ由リ、更ニ實
行面積 400 町歩の開田ヲ行ヒ、160 戸ヲ収容セントス」という拡張計画(綏化第二安全農村)
が立てられた(写真 1－3 参照)。1936 年 4 月から 5 月上旬にかけて、同村には満洲各地よ
り朝鮮人 59 戸 309 人、朝鮮より 99 戸 554 人を組織し、計 158 戸 863 人を収容した 48 。
1936 年 5 月 2 日付の『東亜日報』によると、朝鮮「慶北移民団」99 戸 554 人は 4 月 29
日に新京駅に着き、当日綏化農村へと向かった。以下、記事の一部である。
(前略)今回の移民団は鬱陵島・慶州・義城等全部慶尚北道出身者で、 (新京から)出発
する時に新京大使館当局から年賦償還という条件付きで大人 15 元 22 銭、小人 7 元 60 銭
の旅費を受け取った。綏化に行って、10 年勤勉に農業に従事すれば立派な自作農になると
いうのが彼らの希望である。果たして彼らの前途はどう展開されるだろうか。 (原文は韓
国語―筆者訳)

安全農村に入る際には、東亜勧業株式会社が作成した誓約書に署名しなければならない。
その内容は、以下の通りである(写真 1－4 49 )。
47
48
49

朝鮮総督府 1992 『朝鮮総督府施政年報』（昭和 16 年版） クレス出版 p.492
朝鮮総督府 1992 『朝鮮総督府施政年報』（昭和 11 年版） クレス出版 p.631
「誓 約書 」の提 供者で あ る鄭吉泳 (정길영)さん(1940～2012)は、 専門学 校卒 業 後、 興和 公社の 時期か

39

誓約書
今般朝鮮総督府方針 에依하야貴社에서經營하시난綏化農村에居住認許 됨에對하야는専
心으로耕作에従事함은勿論이오左記條項 을嚴守하야違反치아니하겟싸오며 萬一違反又 는
村民으로서適当치못하다고認定된境遇에는何時라도退村其他御命令 에服하와異議가無하
겟쌉니다.
(訳:この度、朝鮮総督府方針に依拠し、貴社で経営されている綏化農村に居住認許者は
耕作に専念するのはもちろん、左記の条項を厳守し、違反しないことを誓い、万が一違反
あるいは村民として適していな いと認定された場合は、いつでも退村、その他御命令に服
するに異議ございません。 )

＜中略＞
一、農村居住民 은穏健着實、勤勉力行 을主로하야隣保相扶하며勤儉貯蓄 의美風을作興할
事
(訳:農村居住民は、穏健着実、勤勉力行を主とし隣保相扶して勤倹貯蓄の美風を作興
すること)
二、居住와農耕地의割当은農村内에何處을不問하고貴社의指定에従할事
(訳:居住と農耕地の割当は農村内の何処問わずに貴社の指定に従うこと )
三、農地의耕作은一切貴社 의指導에従하고農耕地及工作物 의維持保存 에關하야는特히留
意할事
(訳:農地の耕作は一切貴 社の指導に従い、農耕地及工作物の維持保存に関しては特に
留意すること)
四、自作農設定 의時期及方法 은貴社의指定에従할事
(訳:自作農設定の時期及方法は貴社の指定に従うこと )
五、自作農設定開始 에至하기까지管理費는貴社의指定에従할事
(訳:自作農設定開始に至るまで管理費は貴社の指定に従うこと )
六、公共施設 의管理維持其他村民 의共同事務處理 에關하야는指導에従할事
(訳:公共施設の管理維持、その他村民の共同事務処理に関して指導に従うこ と)

ら公社の秘書、党委書記等歴任し、1985 年～1995 年までは綏化市民族事務委員会主任を務めた。彼は、
公社の秘書として 勤めはじ めた時から党委書 記の 1984 年へ至るまで毎日 の出来 事を全部手帳に記 録し
たという。定年退職 後、自 分の経験と記録に基 づき、 歴史 資料を調べ、さ らに村 人から 資料を収集しな
がら 5 年にかけて『興和五 十年 (1934-1984)』(私家版)を書き上げた。それを、彼の長男(B12 さん)が 1997
年と 2010 年に 2 回印刷し て出版した。
写真 1－4 の誓約書は、村民鄭萬 琪さん家族の本棚にその誓約書が本のカバーになって、そのまま残さ
れたのを偶然発見したという。誓約書の記入日は 1936 年 6 月 10 日である。翻訳は筆者によるものであ
る。
(정길영さん)取材日:2009.09.16 08:30～09:10 取材場所:綏化市朝鮮族老人協会
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写真 1－4
表 1－19

誓約書

綏化農村の人口状況 50

調査年月

戸数

1934 年 6 月末
1935 年 3 月末
1935 年 9 月末

285
246
337

人口
男
512
468
717

計
929
876
1314

女
417
408
597

調査機関:東亜勧業株式会社

誓約書の内容には朝鮮農民の農地の耕作から

出所:

鄭吉泳さん提供

自作農時期や方法に至るまで東亜勧業株式会社
の指導と指定に従うべき項目が記載されており、朝鮮農民の自由は大いに制限されていた。
表 1－19 を見ると、男性の割合が女性より高い。入村者に関しては男性労働力の多い世
帯を優先して選択していたことが予想できる。
安全農村では部落毎に農務稧を組織し、それをもって 1 農区の単位とし、各稧に稧長及
び理事の職員を設けた。各安全農村の中央には農務稧聯合会を設け、東亜勧業出張所の下
に自治的訓練を行い、農村経営の一機構として全農戸を統制した 51 。綏化農村には 9 の農
務稧を設け、各稧に 50 戸ずつ配当された。
安全農村は朝鮮総督府だけでなく、関東軍、満洲国政府、領事館等機関の徹底的な監視
の下に経営されていた。
「綏化農村」を事例として警備の面からみると、建設当初ハルピン
総領事館より派遣された警察官 15 人(後日 10 人に減少)が事務所及びその付近を警備し、
さらに綏化県警務局から騎馬隊 20 余人が派遣されていた 52 。

表 1－20

ハルピン金融会貸出回収状況調査
(1935 年 9 月末)

年度別
1934 年度
1935 年度

前年度末
繰越残高
－
29,003

貸出額

回収額

回収率

39, 790(円)
47,884

10,787
2,623

27%
―

出所:加藤新吉(1937:105)

50

加藤新吉 編 前掲書 p.103
朝鮮総督府『調査月報』昭和 11 年 2 月 第 7 巻 第 2 号 p.26
52
東亜勧業株式会社 1934『河東、営口、鉄嶺、綏化農村建設の経過並に現状』p.54
朝鮮総督府の調査(昭和 11 年 2 月)によると、「綏化農 村には嘗つて 15 名の警察 官が派遣せられてゐ
たが、最寄の雙河鎭に 10 名の警察官が駐在し、又この地一帯は常に綏化県警務局の満人騎馬隊に依つ
て警備せられる事となり、其他この附近の部落には自衛團組織も存し、それ等の警備に依 つて充分綏化
農村の治安が保持せられる關係から、目下此處には常駐警官は存しない。」(朝鮮総督府『調査月報』昭
和 11 年 2 月 第 7 巻 第 2 号 pp.29-30)
51
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もう一つは、経済での束縛であった。東亜勧業株式会社が漢族地主から土地を買収する
時は 1 垧あたり熟地が国幣 25 元、荒地が 10 元であった。しかし、農民に配当されるとき
は、安全村建設費用等各種費用を農民の借金として加算され、1 垧あたり 150 元ぐらいに
膨らんだ。貸付金に年 6-8 分の利息が付くのも入れると、利息だけで 120 元(土地代と利
息あわせると 220 元)に達した(鄭 2012:140) 53 。安全農村建設後、ハルピン金融会は綏化農
村に支所を設け、農耕資金及び生計費の貸付にあたっていたが、同金融会による 1935 年 9
月の調査からみると貸出回収率は非常に低かった(表 1-20)。
1938 年 1 月より「安全農村」では自作農創定を開始した。そのうち、「綏化農村」では
土地建設費 409,724 元で償還年限 10 ヵ年、家屋建設費 37,537 元で償還年限 5 ヵ年に設定
された。総建設費 447,261 元のうち、1938 年の実際償還額は 13,382 元、1939 年は 43,620
元で残高は 390,259 元であった(岡部 1992：286) 54 。しかし、ほとんどの朝鮮農民がそのほ
かに農耕資金と生計費等借金を抱えており、事実上償還能力がなかった。結局、土地建設
費、家屋建設費及び借金で束縛し、朝鮮農民は返済のために 働く農奴と変わりがなかった。
一方、1937 年日中戦争勃発後、朝鮮農民に対する経済的統治はさらに強化された。1937
年満洲国政府は「貿易統制法」実施し、生活資料は全部配給制になり、翌年 11 月 7 日には
「米穀管理法」公布し、米穀の出荷を強要した。それから、1942 年からは「農産品強制売
却法」を実施し、米、小麦粉を隠す者は経済犯罪としてみなされた。( 綏化地区地方志編纂
委員会 1995：20－22 )

教育の面においても統制をした。
安全農村内の「普通学校の学級制度はすべて朝鮮教育令に従い、 6 年制教育となし、尚
或はそれに補習科を加設して学習の傍ら水田耕作の実習をさせ」、「農事知識の涵養」 55 に
努めていた。表 1－20 から分かるように、綏化農村では第 6 学年の代わりに補習科が設け
られていた。
朝鮮総督府の『統計月報(昭和 11 年 2 月)』 56 によると、1935 年度の綏化農村就学児童
数は以下の通りである。同月報では、
「無就学児童皆無の好成績を示している」と記述され
ているが、そうなると男の子が女の子の約 3 倍になる。

表 1－21 綏化農村の就学児童数
第 1 学年

第 2 学年

第 3 学年

第 4 学年

第 5 学年

補習科

合計

総数

男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
272
72
45
35
24
33
4
30
15
13
198
74
出所:朝鮮総督官房文書課長『調査月報』朝鮮総督府 昭和 11 年 3 月 第 7 巻 第 2 号 p.28 より作成

53

郑光日 2012「日伪 时期‘ 北满’地区朝鲜族特殊 农村研究」『黑龙江民族 丛刊』 pp.137-142
満州国通信社 1941『満州開拓年鑑』(岡部牧夫『満洲移民関係資料集成』不二出版社 第 32 巻
1992 年 復刻版 p.286)
55
朝鮮総督官房文書課長『調査月報』朝鮮総督府 昭和 11 年 3 月 第 7 巻 第 2 号 p.28
56
朝鮮総督府 同上 p.28
54
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1937 年、日本帝国の満洲国における治外法権の全面撤廃後、在満朝鮮人の教育行政権は
満洲国に委譲された。満洲国政府は 1938 年 1 月 1 日より、「新学制」を実施した。「新学
制」の教育方針は「忠良なる国民を養成する」ことであり、学校の名前も「国民」をつけ
て「国民学校」
「国民優級学校」
「国民高等学校」と改称した。
「国民学校」の修業年限は四
年、科目は国民科、算術、作業、図画、音楽及び体育とし、そのうち、日本語は「日 満一
徳一心」の精神に基づき、国語の一つとして重視された。
「国民優級学校」は修業年限が 2
年であり、「卒業後に直に社会の爲役立つ人材の養成」が企画された。学科目は、国民科、
算術、実務、図画、音楽、体育である。なお国民優級学校には、修業年限 1 年ないし 2 年
の補習科を設け、主として実業に関する補習教育を施した 57 。すなわち、新学制は、「精神
教育なる基礎工作に最大の重点を置き、強健なる身體と、實學的知識技能とを有する忠良
なる國民を養成するのが國民教育の根本方針(河原 1940:401)」であり、知識教育より、精
神教育、実務教育を重視し、卒業後直ちに社会で働ける労働力、日本帝国のために忠誠で
きる兵力としての意図がうかがえる。

57

河原春作

1940

『現代支那満洲教育資料』培風館 pp.399-455 を参考にして整理した。
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第3節

中国解放後の朝鮮族社会

中国解放後、全国解放戦争で朝鮮族 3,943 人が犠牲になり、延辺自治州政府が確認した
烈士だけで 3,041 人に達し、16,000 人が負傷した。戦場で犠牲となった烈士と東北 110 万
朝鮮族人口の比例は 1:55 である。延辺朝鮮族自治州の統計によると、抗日戦争、解放戦争
で犠牲となった烈士は 14,740 人で、そのうち、97%が朝鮮族であり、女性烈士が 398 人で、
吉林省女性烈士の 41%を占めた 58 。このように、朝鮮族は中国解放のために大きな貢献をし
た。
1946 年中共吉林省委員会は、延辺朝鮮族問題に関して、「1928 年以降、中共東北党組織
は特に延辺の朝鮮居住民を東北の少数民族に含ませ」,「1945 年 9 月末、中共中央東北局
はすでに東北の朝鮮民族問題に関心を向け、華北抗戦に参加した朝鮮義勇軍を除いた東北
の朝鮮居住民を一般的に中国境内の少数民族と同じだと認定した」。「党が目前の新しい環
境の中で、朝鮮人の少数民族地位を明確に宣布していないが、実際は朝鮮人に対 して少数
民族の平等政策を執行しており、将来きっと発展するだろう」 59 。
朝鮮族は、民族団結と民族平等政策の下で少数民族の一つと認められ、中国国民として
政治、経済、教育、文化等面において平等な権利を享有するようになった。
中国の憲法、土地法、中国民族区域自治法 60 (以下「自治法」)等法律に定められている
少数民族に関する規定と照らし合せながら、朝鮮族が
享有している代表的な平等な権利をみてみよう。

写真 1－5

土地謄本

まず、土地の分配である。中国解放後、1946 年 5 月
より土地改革運動を展開した。1947 年 10 月 10 日に
公布施行された『中国土地法大綱』では「耕者有其田
(耕す者は田畑を所有する)」と規定された。同年末、
『中国土地法大綱』の精神の下に、東北行政委員会で
は補足規定を公布し、東北境域内の少数民族にも漢族
と同じように土地を分配し、土地所有権を享有すると
強調した。

出所:鄭吉泳さん提供

土地改革を通じて、延辺地域 9 万余世帯の朝鮮族農民に 12 万㌶の土地が分配され、黒
龍江省松江地域の 4 万余世帯の朝鮮族農民にも 5 万余㌶の水田を分配された 61 。すなわち、

58

김춘선 주편 2010『 중국조선족통사(하)』 연변인민출판사 p.115
주보중 『 연변조선족문제(초안)』 (1946 年 12 月 ；同上書 p.116 より再引用
60
全国人民代表大会『中華人民共和局民族区域自治法(修正)』
(www.npc.gov.cn 検索日：2016.08.14)
61
황룡국 주편 1988 『 조선족혁명투쟁사』 료녕민족출판사 p.576
정신철 2002 『 중국조선족― 그들의 미래는…』 신인간사 p.45 より再引用
손춘일(2002:105)によると 、
「延辺では、延吉、和龍、汪清、琿春、安図等県 100,000 余貧下中農が延
辺総耕作地面積 40%の 131,614 ㌶の『公有地』を分配された」。
59
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中国境内に住む朝鮮族農村人口は、漢族等他民族と同じく自分の土地をもつようになり、
土地の使用権が認められたのであった。
次は、民族区域の自治権である。中華人民共和国成立後、党の民族区域自治政策を国家
の一つの根本制度とし、中国人民政治協商会議の『共同綱領』と『中華人民共和国憲法』
に明確に規定した。それに基づく自治法第 2 条には、次のような規定がある。
「各少数民族聚居的地方实行区域自治。民族自治地方分为自治区、自治州、自治县 。(各
少数民族集居地方では区域自治を実行する。民族自治地方は自治区、自治州、自治県に区
分する）。」

自治法により、1952 年 9 月 3 日、吉林省延吉市で延辺朝鮮族自治区(1955 年には延辺朝
鮮族自治州に改称)が設置された。当時、朝鮮族人口は延辺 5 県(延吉、和龍、汪清、琿春、
安図)人口の 62%を占めた。自治区設置後、自治機関における幹部は 7,814 人であったが、
62

そのうち、朝鮮族幹部が 6,090 人で 78%を占めた 。
その後、1958 年 9 月 15 日には吉林省長白朝鮮族自治県が建立された。同日の第 1 次人
民代表大会で選挙された 15 人の政府委員のうち、初代県長等を含む朝鮮族委員が 53.5%を
63

占めた 。
朝鮮族人口の散在地域である黒龍江省では 1952 年 8 月から 5 の朝鮮族自治区(県管轄
区)と 110 の朝鮮族自治村を設立した。しかし、自治区と自治村の区域が小さく、人口も少
なく、その他の要因により自治権を完全に行使できないということで自治機関を設立する
必要はないとされた。その後、1956 年国務院の『区と郷に相当する民族自治区変更に関す
る補足指示(关于更改相当于区和相当于乡的民族自治区的补充指示 )』に基づき、黒龍江省
政府は、条件を満たした地方に 30 の朝鮮族郷を設立した。一方、吉林省では前後 7 の朝鮮
族郷と 1 の満族朝鮮族連合郷を設立し、遼寧と内モンゴルでも朝鮮族郷を 3 ずつ設立した。
64

その結果、1958 年には全国に 43 の朝鮮族郷ができた 。
もう一つは、民族学校の建設、民族教育である。『自治法』の第 37 条には、次のように
規定されている。
「民族自治地方的自治机关自主地发展民族教育，扫除文盲，举办各类学校，普及九年义务教
育，采取多种形式发展普通高级中等教育和中等职业技术教育，根据条件和需要发展高等教育，
培养各少数民族专业人才。(民族自治地方の自治 機関は自主的に民族教育を発展し、 文盲を
無くす。各種学校を設立し、九年義務教育を普及する。多様な形式で普通高級中等教育と中
等職業技術教育を発展させ、条件と需要により高等教育を発展させ、各少数民族の専門人材
を育成する。)」

62
63
64

김춘선 주편 2010
同上 p.123
同上 pp.123-124

同上 書

pp.118－121

45

54 年憲法でも、「各民族一律平等(各民族は一律に平等である)。」,「各民族都有使用和
发展自己的语言文字的自由，都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由 (各民族は自分の言
語文字を使用、発展する自由があり、自分の風俗習慣を保持・改革する自由がある )。」と
規定し、その後同法の修訂を経ているが、その内容は変わることがなかった。
吉林省 1949 年 4 月の統計によると、朝鮮族小学校総数は、朝鮮族単一小学校が 454 校
(そのうち公立学校が 22 校)に達し、それは小学校総数の 69%を占め、朝鮮族と漢族連合小
65

学校が 202 校に達し、小学校総数の 31.4%を占めた 。単一制朝鮮族中学校数は 33 校(その
うち、公立 8 校)で、連合中学校にある朝鮮族クラスが 6 校で、中学校総数の 15.4%を占め
66

た 。吉林省では単一制学校が多く、民族学校が占める比率が高かったことがわかる。
東北民政局の 1949 年 3 月の統計資料によると、東北三省内の朝鮮族中学校は 70 校で、
教員 550 人、生徒 16,700 人が在籍し、小学校は 1,500 校で、教員 5,500 人、生徒 180,000
人が在籍した。そのほか、師範学校が 4 校
67

表 1－22

あり、生徒数 850 人在籍した 。

延辺朝鮮族学校語学科目編成

朝鮮族学校では 1948 年末から教育制度を

(単位：時限数)

正規化した学校教 育を 実施し、文化科目 の
1950

68

比重を大幅に増加させた 。
小学校

朝鮮族小学校の教育は、1952 年までに延

1960

辺地区(朝鮮 族適齢児 童 の入学率 90%以上)

1965

に普及し、1954 年までには黒龍江省(適齢児

1950

童入学率 94.4%)、1954 年前後は吉林省(延

中学校

1960

辺 地 区 以 外 )と 遼 寧 省 の 朝 鮮 族 地 区 に 普 及
1965

し、1958 年には朝鮮族中学校の教育も普及

1950

した。50 年代より、朝鮮族高校も延辺から
はじめ、次々と設立していった。延辺地区の

高校

高校は 1950 年の 1 校から 1965 年には 11 校

1960
1965

に増え、高校生は 1951 年の 531 人から 4,327

朝鮮語
1,904
32.2%
2,040
37.7
2,006
32.1
612
19.2
544
17.6
782
20.2
612
20.2
408
12.6
68
2

中国語
204
3.5
680
12.6
1,292
20.7
302
9.6
510
16.5
714
10.1
306
10.1
612
19
782
23

外国語

13.5
13.5
306
9.5
578
17

出所：황유복 2002 『중국 조선족사회와 문화의
재조명』 료녕민족출판사 p.19 より

人へと増加した(손춘일 2002:186)。

1948年度の延辺朝鮮族学校課程案によると、毎週ハングル (1952年上半期まで朝鮮語をハ
ングルと言った)授業時間を小学校低学年に6時限、高学年に7時限、中学校各学年に6時限
ずつ割り当てた(金2010:138)。1950年から1965年までの小中学校における朝鮮語、中国語
(漢語)、外国語の時間の編成は表1－22の通りである。文化大革命以前である1965年まで小
中学校における朝鮮語授業の時間数は漢語に比べ高い比率を占めた。それから語学以外の
65

김춘선 2010：129 より再 引用(資料出所：吉林省文教庁 『1949 年各民族小学生統計表』)
김춘선 2010：129 より再 引用(資料出所：吉林省文教庁 『1949 年吉林省朝鮮族中学校統計表』)
67
김춘선 2010：130 より再 引用(資料出所：東北民政局 『3 年以来朝鮮民族事業資料』1949 年 3 月)
68
普通中学校の場合:文化科目 90%・政治科目 10%；師範学校の 場合:文化科目 70～75%、政治科目 10%、
実務科目 15～20%；職業学校の場合：文化科目と実務科目 90%、政治科目 10%に規定した。(김춘선 2010:129)
66
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科目は朝鮮語で教えていた。
解放直後、朝鮮族学校 では教員が大幅に不足し、教員の教育水準が相対的に低かった。
その問題を解決するために、各地域における政府関連機関では実務能力を高めるために休
み期間中に集中訓練を行い、教師養成に力を入れた。それから、正規教育機関として師範
学校を建立した。1945 年 11 月 1 には延吉師範学校が建設され、翌年には中学校教員養成
のための高級師範学級と小学校教員養成のための初級師範学級を設置した。黒龍江省では
朝鮮族中学校に師範クラスを附設する方法をとった。例えば、1947 年牡丹江市連合中学校
に朝鮮族師範クラスを設け、1 年間の師範教育を実施して教員を養成し、尚志県朝鮮族学
校でも同じく師範クラスを設け、4 期の卒業生を養成した(김춘선 2010:133)。
69

1949 年には中国初の民族大学である延辺大学 を設立し、同年 3 月東北三省から 367 人
の生徒を募集した。1958 年には中国初の農民大学である延辺黎明農民大学が設 立された
(鄭 2000:60)。
1947年3月24日に延辺教育出版社が創立された。同年の秋、小学校と中学校の『ハングル』、
『政治常識』、『歴史』(朝鮮歴史)等教科書を編集出版し、1949年には中学校の『中国語』、
『代数』、『幾何』、『物理』、『化学』、『植物』、『動物』、『鉱物』等教科書及び一部の高校教
科書も出版した。これらの教科書は、1948年からは東北の朝鮮族学校に供給し使用するよ
うにした(金2010:139)。
70

朝鮮語普及の過程で、新聞・雑誌の出版、放送事業の発展が重要な役割を果たした 。
1945 年 11 月、
『韓民日報(「延辺日報」の前身)』を創刊し、12 月には『火花』が出版され、
1946 年 7 月からは延吉新華放送局の名義で朝鮮語の放送が始まった(孫 2002:135)。
そのほか、朝鮮族芸術を教える専門学校やクラスも開設した。1951 年から 1953 年には
延辺師範学校では芸能クラス(音楽、舞踊、美術)が設けられ、1952 年延辺大学師範学院で
は 2 年制の美術専門学生を募集して中・小学校の音楽、舞踊、美術の教師を育成した。さ
らに 1957 年には、延辺芸術学校が設立され、さらに専門的な民族芸術教育も始まった (孫
2002:302)。
このように、朝鮮族は解放後、中国に定着し、政治、経済、教育、文化等面において平
等な権利を享受するようになり、教育を重視する民族特色の強い少数民族の一つとして発
展するようになった。
しかし、文化大革命期間中(1966-1976)には、朝鮮語無用論が叫ばれ、民族教育に深刻な
打撃を与えた。例えば、延辺地区敦化県の 23%の朝鮮族学校が取り消され、45%の朝鮮族学

69

そのほか、延辺医科専門学校本科 (学部)生 58 人、専修 科生 53 人が延辺大学に合 併され延辺大学医学
部になり、同年 4 月には、土木建築学科に 10 人、農林 学科に 25 人、牧畜獣医学科 に 25 人の生徒がさら
に募集された(김춘선 2010:135)。
70
解放時期に影響力が大きかった朝鮮文新聞としては、延吉の『延辺民報』(その後、
『人民日報』と改
称)、牡丹江の『人民新報』、ハルピンの『 民主日報』、通化の『団結日報』等があ る。雑誌 としては、延
吉の『火花(1945.12)』、
『民主(1946)』、
『大衆(1948)』、
『延辺文化(1948.10)』、
『文化』、牡丹江の『建設』
等がある(김춘선 2010:144; 손춘일 2002:135 より整理 )。

47

校と漢族学校が合併された。1968 年琿春県には 6 校の民族連合学校だけで、1975 年やっと
71

17 か所に増えた 。民族教育政策の不在により、1976 年延辺の朝鮮族中小学校生徒のうち、
12.5%の小学生と 25%の中学生が漢族学校に通っていた(黄 2002:20)。
文化大革命が終わった後、民族自治政策は回復され、民族教育も再び回復・発展の時期
を迎えた。改革開放以降の民族教育については、次章で引き続き取り上げる。

71

손춘일 2002 『 중국조선족사회문화발전사』 연변교육출판사 p.191 より
再引用(資料出所：『中国朝鮮族教育史』延辺教育出版社 1999 p.408)
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第2章
第1節

改革開放と朝鮮族の人口移動

国内都市部への人口移動―1980 年代以降

改革開放政策は、全国で経済の活性化に向かう様々な変化 をもたらしたが、東北地方、
また朝鮮族の暮らす地域においても地域によって異なるが、それまで見られなかった動き
が見られるようになった。その中でも大きな変動は経済発展の先進地域である沿海地区の
都市への人口移動である。以下でこの変動について詳しく見ていきたい。

1－1

改革開放以降の東北地区の状況

改革開放後、80 年代半ばより経済の成長とともに都市化が進行し 、都市人口の増加とと
もに、産業においても第二次産業、第三次産業、とくに第三次産業の発展が急速に進んだ。
農村から都市への人口移動が大量に行われるようになり、近郊農村から中心都市へという
短距離移動では必要な労働力が確保できず、遠郊の農村から、さらには遠隔地の省や民族
自治区からの長距離移動が始まった。
80 年代初、全国の出稼ぎ移

図2-1 年度別1人当たり平均収入

動の農村労働力 は 200 万も
満たしていなかったが、1993

都市居民一人当たり平均可処分所得

単位：元/人

年に実施したサンプリング
調査によると出稼ぎ農村労
働力は全国農村労働力総数
の約 15%、1997 年には 20%へ
と上昇し、全国農村労働力の
流動総量は推 定 6000～ 8000
万に達した 72 。

農民一人当たり平均純収入
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出所：中国国家統計局编 『中国统计年鉴』 各年度より作成

近年都市部と農村部の収
入格差の拡大は、都市部へ人
口移動を促した主要因の一つである。1978 年～1990 年、22 年間一人当たり平均収入は都
市居住民が 3.4 倍、農民が 2.3 倍増加し、都市農村間の平均収入比は、1978 年 257%(農民
＝100)、1990 年 220%であった。その後、1990 年～2000 年、10 年間一人当たり平均収入は
都市居住民が 3.2 倍、農民が 2.3 倍増加した。10 年間の都市居住民収入の増加速度が 1978
～1990 年 22 年間とほぼ同じである。2000 年の都市－農村間の平均収入比(農民＝100)は
279%であった。1990 年～2010 年 20 年間を比較してみると、一人当たり平均収入は都市住
民が 11.7 倍、農民が 7.6 倍増加した。2010 年の都－農間の平均収入比(農民＝100)は 323%
で、収入の差がさらに開いた(図 2－1)。
72

中国设市预测与规划课题组 1997 『 中国设市预测与规划』 知识出版社； 陆大道・ 刘毅・ 樊杰・ 薛凤
旋・ 金凤君 等 2000 『1999 中国区域发展报告』 商务印书馆 p.108 より再引用
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もう一つの要因としては、都市部の市場経済体制が深化するとともに、90 年代以降、都
市部に民間企業が急増することで就業口が増えるようになり、農村人口の都市部への移動
を促した(表 2―1)。

表 2－1
区分

都市部

農村部

企業の所有形態別就業人口 (単 位 ： 万 人 )

所 有 形 態別
国 有 企 業、 集 団制 企 業
民 間 企 業(株 式・ 有
限 ・ 私 営・ 外 資等 )
自営業
私営企業
自営業

1990
13,895

1995
14,408

2000
9,601

2005
7,298

2010
7113

2014
6,849

219

1,368

3,251

7,385

11,723

21,003

614
113
1,491

1,560
471
3,054

2,136
1,139
2,934

2,778
2,366
2,123

4,467
3,347
2,540

7,009
4,533
3,575

出所:中国国家統計局编『 中国统计年 鉴』各年度より 作成

それでは、朝鮮族の伝統的に 主な居住地である東北地区の状況はどうなっていたのか。
まず、都市部の状況からみる。新中国成立後、東北地区は重工業基地が建設され、中国
経済を牽引してきた。例えば、1953 年に建設された長春第一自動車製造工場では、新中国
を代表する高級ブランド乗用車である「紅旗」やトラックの「解放」を製造したので有名
である。1956 年～1987 年まで生産された「解放」ブランドのトラックだけ見ても、その台
数が 128 万台で、全国トラック保有量の約 50%を占めた。1985 年になり、国に納めた利税
及び減価償却費が 61.6 億元に達し、工場建設投資金の 10 倍に相当する数値であった 73 。
中国一番目の大型工業基地―吉林化学工業会社は 1954 年に建設され、1985 年には工業総
生産額 27.3 億元、利税 6.2 億元、国家のために累計 92.4 億元を累積し、1987 年には工業
総生産額 36.5 億元、利税 10.7 億元を達成 74 し、全国の化学工業の発展に巨大な貢献をし
た。黒龍江省も 1953 年から 1987 年まで省の基本建設に 641.4 億元を投資し全国の 4.8%を
占めたが、新しく増加した固定資産が 479.4 億元で全国の 10.2%を占めた 75 。工業は主に採
掘工業等重工業の比重が大きく、大型企業が中心となっている。1953 年から 1987 年まで、
石炭を 3.06 億㌧、木材 2.69 億㎥、原油 7.25 億㌧、発電設備 2398 万㌗等を省外へ転出し、
資金分配から見ると、30 余年間全省が中央財政へ納めた資金は 467.3 億元に達している 76 。
このように、東北地区の工業の特徴は、自動車、化学工場等のほか、鉱物資源が豊富であ
るため、大慶油田など資源型の重工業の国有企業が最も集中していることであった。
1991 年東北三省の国有及び国有株式支配企業の生産総額の比率は、遼寧省 65.37%、吉林
省 80.18%、黒龍江省 82.05%を占め、全国平均値の 44.43%をはるかに超えた(張 2004:77) 77 。
その 10 年後の 2001 年末にも、遼寧、吉林、黒龍江三省の国有企業比率がそれぞれ 78.2%、

73
74
75
76
77

「当代中国」丛书编辑委员会 編 1991『当代中国的 吉林』 (上) 当代中国出版社 p.353
「当代中国」丛书编辑委员会 編 同上書 p.372
「当代中国」丛书编辑委员会 編 1990『当代中国的 黑 龙江』(上) 当代中国出 版社 p.200
同上 『当代中国的黑龙江』(上) pp.202-203
张金声 「振 兴东北老工 业基地关 键在 创新」 『 经济社会体制比 较』 2004 年 第 4 期 pp.76-79
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86.2%、87.2%を占め、全国平均値 64.9%をはるかに上回った 78 。東北三省の国有企業への依
存度が非常に高いが、改革開放後、沿海開放都市や大都市における外資系等民間企業の急
成長(表 2-1 参照)のなか、かつて中国経済を担ってきた東北三省の国有の重工業企業は、
その重要性が低下した。1990～1998 年の東北三省の国内総生産への貢献度は 8.24%(同期
間中の経済発展地域である上海・江蘇・浙江省三地域の貢献度は 20.7%で、東北三省の約
2.5 倍)に止まった 79 。
国有企業の不景気により、都市部には貧困都市民が増えるようになった。1994 年より中
国では国有企業改革を試行し、1997 年からは全面的な改革が実施された。その目的は 4 年
(1997～2000)以内 4 分の 1 以上の従業員を削減し、国有企業の効率を高めるためであった。
政府の統計によると、1999 年末までの国有企業のレイオフ従業員累計は 2,440 万人に達
し、当時全国国有企業従業員の 20.7%、全都市部労働力の 13.2%を占めた(夏・宋 2009:50 80 )。
図 2-2 1997 年各省区市レイオフ従業員分布状況
(全 国で占める% ■7～10% ■5～7% ■3～5% ■1～3% □0～1%)

出所： 陆大道・刘毅・樊 杰・薛凤旋・金凤君 等 2000 『1999 中国
区域发展报告』 商务印书馆 p.121 より作成

国家統計局都市社会経済調査総隊の調査 81 によると、90 年代以来の都市貧困人口中、企
業不景気による貧困人口が 30%を占めた。1996 年を例示すると、給料支給停止あるいは削

78

文宏・李靖 「振兴东北 老工业基地 进程中的地方政 府市 场研究」『哈 尔滨学院 学报』第 27 卷第 7 期
2006 年 7 月 pp.48-52
79
陆大道・刘毅・樊杰 薛凤旋・金凤君 等 2000 『1999 中国区域发展 报告 』 商务印书馆 p.295 資料
より計算した。
80
夏庆杰・宋 丽娜「20 世 纪 90 年代中国国有企业改 革对城 镇劳动力市 场的影响 (20 世紀 90 年代中国国
有企業改革の都市部労働力市場への影響)」『世界経済』 2009 第 4 期 pp.50-68
81
陆大道 刘毅 樊杰 薛凤旋 金凤君 等 2000 『1999 中国区域发展 报告』 商 务印书馆 p.120 より再引
用(資料出所：任才方・陈晓杰 「我国城市贫困规模、现状及变化 趋势」 『国家统计局统计科学研究所研
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減された全国の従業員数が 1100 万人に達したが、そのうち、東北三省が 333 万人であっ
た。労働部の 1997 年 6 月の統計報告によると、東北三省の貧困従業員数は 457 万人へと
増加した 82 。
東北三省の国民生産の大半を占めている国有企業の相対的な衰退により、レイオフ従業
員など失業者や新たな都市貧民が大量に生じた。図 2-2 から東北三省の失業率の深刻さが
うかがえる。
改革開放後、80 年代より沿海地区に経済特区、開放都市や経済技術開発区を次々と建設
し、国外の資本や技術を大量に導入により、大規模な新工業化時代を迎えるようになった。
90 年代沿海地区を中心に高度経済成長期に入り、東北地区との経済・収入の格差が拡大し
つつあった(図 2-3、図 2-4)。
図2-3 地域別平均1人当たりGDPの変化
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2010年

単位：元
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出所：中国国家統計局 『中国统计年鉴』各年度より作成

図2-4 都市住民の1人当たり平均可処分所得
単位：元
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出所：中国国家統計局 『中国统计年鉴』各年度より作成
究参考资料』 第 56 期 1996)
82
陆大道・刘毅・樊杰・薛凤旋・金 凤君 等 2000 『1999 中国区域发展 报告』 商 务印 书馆 p.121 より
再引用(資料出所：劳动部 『关于 1998 年企 业下 岗职工基本情况的统计报告』 1998)
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1995 年、約 8,000 万人の農民が都市に出て就業あるいは就業のチャンスを求めていた
(王 1996:130 83 )。国家統計局によると、2004 年、全国出稼ぎ農民は 1 億人であったが、2014
年には 1 億 6800 人へと増加した。2010 年第 6 次全国人口センサスのデーターによると、
東北三省は人口純流出省で、流失人口が 91 万 6000 年人に達した(『 黒龍江新聞』2015.07.15)。
最後に、改革開放後の東北地区の経済状況をまとめる。
1)都市部失業者の増加。産業構造の中で第二次産業の比率が高く、国有企業が GDP の大半
を占めていたが、改革開放後、その限界が現れた。新中国成立後、計画経済により建設
された東北地区の国有重工業企業は、鉱物資源の枯渇、老朽化した設備や技術の遅れ、
余剰労働力、経営難などの問題を抱えるようになった。その結果、国有企業の改革によ
り、大量の失業者と都市貧困層が生まれた。いうまでもなく、その中には、都市部に住
む朝鮮族人口も含まれている。
2)地域間の経済格差。東北地区の主な産業は国有企業を中心とする製造型・資源型重工業
であり、経済発展地域に比べ、第二次産業が占める比率が高く、第三次産業の発展が遅
れている。その結果、沿海地域と大きな経済的格差が生じた。
3）改革開放後、東北地区の農村部と都市部の経済格差により、農村部の余剰労働力が都市
部へと流動するようになり、第一次産業から第二、第三次産業へと産業の重心が移動し
た。農業人口が移動するのみならず、東北地区の中心産業である国有企業の経済不況等
要因により、都市部には失業者等貧困層が大量に生じ、失業者を含む都市部の余剰労働
力も職を求め、東北三省から経済発展都市部や海外へと流動するようになった。

1－2

人口センサスからみる朝鮮族社会の変化

朝鮮族社会の場合、他民族より大規模に人口流動がみられたが、その背景には韓国とも
密接な関わることがある。

1－2－1

国内都市部への移動

改革開放後、沿海地区を中心に経済特区、沿海開放都市、経済技術開発区が建設され、
市場経済体制の中で民営経済が活性化した。それとともに、80 年代より都市部では労働力
需要が高まり、農村人口の都市部への流動を増加させていった。
朝鮮族の人口流動も 80 年代より始まるが、大規模流動は 1990 代以降からになる。
朝鮮族の伝統居住地である東北地区の産業・経済状況等人口流動を促したプッシュ要因
については既に述べた。東北地区の経済を支えてきた国有企業の改革などにより都市部で
は失業者が増加し、農村部では土地所有制の改革により余剰労働力が大量に生じた結果で
ある。改革開放後、外国資本・技術の積極的な誘致により、特に 90 年代以降沿海地域には
韓国、日本など外資系企業が次々と進出した。朝鮮語(韓国語)を母語とし、学校では日本
83

王春光

1996

『 中国农村社会的变迁』云南人民出 版社
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語を習得した者の多い朝鮮族は、韓国語・日本語等語学的優越性から外資系企業より需要
とされ、外資系企業が集中している環渤海湾地域、長江デルタ、珠江デルタ等沿海地域へ
と大量に流入するようになった。それは、中韓 2 カ国語ができ、さらに学生時代に日本語
を習得したという優勢をもつ朝鮮族に、韓国企業や日本企業が就職口をたくさん提供した。
すなわち、韓国・日本企業からの人材需要―プル要因も同時にあった。

表 2－2

年度別・地域別朝鮮族人口の変化

吉林
黒龍江
遼寧
内 モ ン ゴル
首都圏
長 江 デ ルタ
山東
広東
その他

1990
1,183,567
454,091
230,719
22,173
16,243
1,959
3,362
611
10,636

2000
1,145,688
388,458
241,052
21,859
45,193
11,935
27,795
10,463
31,399

2010
1,040,167
327,806
239,537
18,464
66,923
38,278
61,556
17,615
20,583

合計

1,923,361

1,923,842

1830,929

出所：中国国家統計局 (http://data.stats.gov.cn/)
第 4 次～第 6 次全国人口センサスより作成
(注：首都圏は北京・天津・河北の 3 地域、長江デルタは上海・浙江・
江蘇の 3 地域の人口を合算した。)

図 2－5

朝鮮族の主な国内分布地

表 2-3

年度別農村人口比率

区分

1990

2000

2010

朝鮮族

49.80

38.02

30.61

全国

73.80

63.08

49.73

出所：中国国家統計局 全 国人口
センサス各年度より作成

90 年代から始まった大規模の人口移動により、朝鮮族人口の居住地に大きな変化が起き
た。経済発展地域である環渤海湾(遼寧省＜瀋陽市、大連市 84 など＞、首都圏＜北京市、天
84

2015 年瀋陽市の朝鮮族人口は 94,600 人である。朝鮮 族は主に和平区、于洪区、東陵区と蘇家屯区に
居住し、計 65,259 人で全市朝鮮族の 68.98%を占める。2010 年第 6 次全国人口センサスによると、大連
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津市など＞、山東省＜威海市、煙台市、青島市など＞)地域、長江デルタ経済圏(上海、浙
江省杭州市、江蘇省義烏市、蘇州市等)、珠江デルタ(広東省広州市、深圳市等)経済圏地域
が新たな朝鮮族居住地となった。人口センサスによると、1990 年から 20 年間、朝鮮族人
口は首都圏に 4.12 倍、山東省に 18.31 倍、長江デルタに 19.54 倍、広東省に 28.83 倍増加
している(これは、統計上の数値であり、実際の常住人口はさらに多い)。さらに、東北地
区内でも瀋陽、長春、吉林、ハルピン、牡丹江、大連等都市部へ農村部からの移動が一定
数を占める。現在、朝鮮族人口は国内から国境を跨って国外へと広範囲に分布し、移動形
態は長期型から定着型へと変わっている。
国内都市部のみならず、90 年代より韓国・日本など海外への流動も活発に行われ、その
うち、韓国は今日朝鮮族の最大の出稼ぎ及び居住国となっている。2016 年 2 月現在、国籍
取得者を含む約 70 万人の朝鮮族が韓国に居住している。
都市部への人口流動の時間が長くなるにつれ、移動先における定着化が進み、1990 年か
ら 20 年間、朝鮮族都市人口比率は約 20%上昇して 69.39%となり、全国人口の都市人口率
(50.27%)を大幅に上回った。20 年という短期間で、朝鮮族社会は他民族より早く都市化 が
進んでいたことが確認できる。

1－2－2

朝鮮族人口構成の変化
表 2－4
1953
(第 1 次 )

漢族
（人口 増加 率）
少数 民 族
（人口 増加 率）
――朝 鮮族
(人 口 増加 率 )

547,283,057
35,320,360
1,120,405

漢族・少数民族・朝鮮族の人口増加率

1964
(第 2 次 )
651,296,368
(19.01)
39,883,909
(12.92)
1,339,569
（ 19.56）

1982
(第 3 次 )
936,703,824
(43.82)
67,233,254
(68.47)
1,765,204
(31.77)

1990
(第 4 次 )
1,042,482,187
(10.80)
91,200,314
(35.52)
1,923,361
(8.96)

2000
(第 5 次 )
1，159，395，464
(11.22)
106，429，584
(16.70)
1,923,842
(0.03）

2010
(第 6 次 )
1,225,932,641
·（5.74）
113,792,211
（6.92）
1,830,929
（ -4.83)

出所：中国国家統計局(http://data.stats.gov.cn/) 第 1 次～第 6 次全国人口センサス公報より作成

1949 年新中国成立後、1952 年 8 月 26 日中央人民政府委員会の批准の下に、『中華人民
共和国民族区域自治実施綱要』が公布された。同年 9 月、延辺朝鮮族自治州 85 が建設され、
1958 年には長白朝鮮族自治県が建設された。朝鮮族人口は、その二つの自治区域に最も集
中している。それ以外の人口は、主に東北地区の各農村地域に散居し、民族郷・村の形で
小集居する形で定着した。

市朝鮮族人口は 23,268 人 。
中 国 瀋 陽 政 府 HP(http://www.shenyang.gov.cn) ； 大 連 市 民 族 事 務 委 員 会 ・ 大 連 市 宗 教 事 務 局
(http://mzw.dl.gov.cn/minzu/index.jsp)より（検索日：2016.08.25）
85
1952 年 9 月 3 日延辺朝鮮族自治区を成立し、 1955 年延辺朝鮮族自治州に変更した。現在、自治州は
延吉、図們、敦化、琿春、龍井、和龍 6 市と汪清、安 図 2 県を管轄し、州都は延 吉市である。
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1958 年戸籍登録制が施行され、出生地を基準として各個人は農村戸籍と都市戸籍が定め
られ、農村都市間の移動を制限していた。戸籍制度及び民族政策の下で、朝鮮族は長い間
他 地 方 へ 移動 す る こ と な く 、 主 に農 村 地
図2－6 全国・朝鮮族人口のピラミッド

域 に 基 盤 を置 き な が ら 民 族 性 を 保ち 、 民

80以上

族教育を通じて民族言語・文字・文化を維

70-79

持してきた。
1953 年から 2010 年まで 6 回の全国人

60-69

口センサスからみると、朝鮮族は 1982 年

50-59

(第 2 次)人口増加率が一番高いが、その

40-49

数 値 は 全 国平 均 の 少 数 民 族 増 加 率の 半 分

30-39

以下で 35.70%低く、漢族より 12.05%低い。

20-29

その後、1990 年(第 4 次)からの人口セン

10-19

サスでは人口増加率はさらに低下し、

0-9

2010 年はマイナスになっている。1990 年

21%

14%

7%

0%

7%

14%

から 20 年間、朝鮮族人口は 9 万人以上減
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

少した。
最近 10 年間(2000 年と 2010 年)の人口
セ ン サ ス に基 づ き 、 年 齢 別 朝 鮮 族人 口 の

21%
80以
上

2000年 全国

12.81%18.38%17.07%19.03%13.42% 8.83% 6.16% 3.34% 0.96%

2010年 全国

10.99%13.11%17.14%16.14%17.28%12.01% 7.49% 4.26% 1.57%

2000年 朝鮮族 7.10% 17.24%14.76%20.01%18.87%10.52% 7.70% 3.15% 0.65%
2010年 朝鮮族 5.59% 7.46% 16.71%16.01%19.61%17.60% 9.86% 5.73% 5.73%

構成の変化をみる。2010 年、2000 年に比
べ人口低下率が大きい年齢層は、10～19 歳、30～39 歳、0～9 歳であり、人口はそれぞれ
195,065 人(9.78%)、91,858 人(4.00%)、34,157 人(1.51%)減少している。その反面、人口
比率が上昇率の高い年齢層は 50～59 歳、70 歳以上、60～69 歳であり、人口はそれぞれ
119,979 人(7.08%)、57,827 人(3.35%)、32,453 人(2.16%)減少した。すなわち、10 代(0～
19 歳)の年齢層の比率が低いことから、1990 年から出生率が最も低く、その反面、中高年
層の比率が高いことがわかる。
次に、全国の人口構成と比較してみると、2000 年比率の低い年齢層は 0～9 歳、20～29
歳、10～19 歳で、比率の高い年齢層は 40～49 歳、50～59 歳、60～69 歳である。一方、2010
年人口比率の低い年齢層は、10～19 歳、0～9 歳、20～29 歳で、比率の高い年齢層は、50
～59 歳、60～69 歳、40～49 歳である。この 10 年間、0～19 歳の年齢層の比率(2010 年朝
鮮族 13.06%、全国 24.10%)は全国人口より 1 割以上低く、50 代以上の年齢層の比率(2010
年朝鮮族人口 34.62%、中国人口 25.33%)は約 1 割高くなっている。中国人口より出生率の
さらなる低下と高齢化が進んでいた。
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図2－7 全国・朝鮮族の年齢構造
年少人口

生産年齢人口

図2－8 全国・朝鮮族の年齢構造
係数

老年人口

100%

年少人口指数

従属人口指数

老年人口指数

老年化指数
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全国
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出所：中国国家統計局 第3～6次人口セ
ンサスより作成

朝鮮族

全国

2010年

出所：中国国家統計局 第5次、6次人口セン
サスより作成

さらに、「年少人口(0～14 歳)」、「生産年齢人口(15～64 歳)」、「老年人口(65 歳以上)」
別の人口構造をみる。朝鮮族の「年少人口」は 1982 年と 2010 年の約 30 年間 12.5%低下し
た。2000 年、2010 年の 10 年間「年少人口」全国比率は 6.3%低下するが、朝鮮族は 7.40%
低下し、2010 年には全国比率の約半分である(図 2－7)。一方、
「老年人口」の割合は、2000
年全国 7.10%、朝鮮族 7.02%を占め、両者とも「老年型」86 構造へと転換しはじめ、
「高齢化
社会」の仲間入りをした。その後の 10 年間、「老年人口」割合は全国が 1.82%、朝鮮族が
4.08%上昇し、朝鮮族の高齢化が 2.2 倍進んでいた(図 2－8)。高齢化の進行状況をみるも
うひとつの指標である「老年化指数」をみると、朝鮮族は 44.44%から 133.48%へと約 9 割
も上昇している。10 年間、出生率の急速な低下と高齢化の進行により「老年人口」が「年
少人口」の半分以下から逆転していた。全国人口に比べ、
「年少人口」と「老年人口」の割
合が低い朝鮮族人口の従属人口指数は全国より 2000 年と 2010 年それぞれ 13.32%、9.91%
低く、扶養負担も低い数値になっているが、出生者が少ないのに対し中高齢者人口の急速
な増加とともに、近い将来「従属人口指数」が一層上昇していくことが予測される。

86

国連では、老年人口比率、年少人口比率、老年化指数等指標により、年齢構成類型を若年型、成年型、
老年型に区分する。
（出所：中国国家発展改革委員会 2015．07.31 「人口と社会発展報告 2014」 p.16）
若年型
成年型
老年型

老 年 人 口比 重
4%以 下
4%～ 7%
7%以 上

年 少 人 口比 重
40%以 上
30%～ 40%
30%以 下

老 年 化 指数
15%以 下
15%～ 30%
30%以 上

年 齢 中 位数
20 歳 以 下
20～ 30 歳
30 歳 以 上

世界保健機構(WHO)、国連での定義では、65 歳以上の高齢者が 7%を超えた社会を「高齢化社会」、65 歳
以上の高齢者が 14%を超えた社会を「高齢社会」、65 歳以上の高齢者が 21%を超えた社会を「超高齢社会」
と呼ぶ。
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最後に、性比を分析してみる。朝鮮族

図2－9 2010年 朝鮮族人口ピラミッド

総人口の性比は 2000 年 98.97%、2010 年

男性

98.93%で、女性人口が男性人口を上回っ
ている(全国人口の総人口の性比は 2000

女性
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95-99
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85-89
80-84
75-79
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65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
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25-29
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10-14
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0-4

年 106.30%,2010 年 104.90%)。2000 年、
女性比率が低い主な年齢層は 20～29 歳
(106.91%)、0～9 歳(105.02%)、10～19 歳
(104.55%)、30～39 歳(104.12%)で、2010
年 は 30 ～ 39 歳 (109.00%) 、 40 ～ 49 歳
(106.20%)、0～9 歳(105.88%)である。女
性比率が最も低かった年齢層としては、
2000 年 20～29 歳で男性人口 9,489 人多
く、2010 年は 30～39 歳で 12,618 人多か
った。朝鮮族人口における男女性比の不
均衡現象が結婚、出産適齢期の年齢層で

12%

8%

4%

0%

4%

8%

12%

出所：第6次人口センサスより作成

起きている。初婚・初産年齢層である 20

－30 代の女性比率が低いのはこれからの人口出生率が下がると予想される。

1－2－3

朝鮮族の教育文化レベルの変化
表 2－5

朝鮮族の教育レベルの変化

1990
学歴

朝鮮族

2000
全国

朝鮮族

2010
全国

朝鮮族

全国

比率

性比

比率

比率

性比

比率

比率

性比

文盲

2.7

23.12

22.21

0.46

24.27

1.80

─

─

比率
─

無学

─

─

─

2.76

24.52

7.75

1.29

33.76

5.00

小学校

─

─

─

20.39

78.72

38.18

13.42

69.46

28.75

中学校

─

─

─

43.07

106.18

36.52

43.46

103.72

41.70

高校

25.24

113.63

11.39

24.77

107.80

11.96

25.87

106.93

15.02

大学専科

2.49

194.63

1.22

4.56

133.23

2.51

7.40

112.00

5.52

大学

2.76

226.94

0.78

3.81

158.51

1.22

8.01

108.14

3.67

大学院

─

─

─

0.17

146.09

0.08

0.55

95.53

0.33

出所：박우 2015.10 「조선족사회의 분화에 관한 연구」『재외한인연구』 第 37 号 p.97
注：1990 年高校比率は高校と専門学校を合算したものであり；2000 年と 2010 年の数値は 6 歳
以 上を基 準としたものである。表 の比 率は各 年 度 教 育 水 準 対 年 央 人 口比 率である（ 박우 2015：
97）。

1990 年以降の朝鮮族の教育レベルを見ると、文盲率(非識字率)と無学の比率は極めて低
い。一番高い比率を占めているのは中学校卒業者であり、4 割弱で全国比率よりやや高い。
朝鮮族の高校以上卒業者比率は 1990 年、2000 年、2010 年各自 30.49%、33.3%、41.83%で
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比率が高まってきており、3 回とも全国(13.39%、15.77%、24.54%)と比べ 1 割以上高い。
もう一つ、近年になればなるほど、高卒以上の性比が低くなり、特に女性の大学専科以上
の高学歴者の比率が明らかに高くなってきている。大卒者は、1990 年に男性の方が女性の
倍以上を占めていたが、2010 年はほぼ同じ比率を占め、大学院卒者の場合は、2010 年その
比率が逆転している。
しかし、各民族、地域別でみると、近年朝鮮族は最も学歴の高い民族ではなくなってい
る。黒龍江省を事例とした教育文化レベルの変化に関しては次章で詳しく述べる。

1－2－4

朝鮮族の産業構造の変化

人口センサスからみてきたように、1990 年から 2010 年まで朝鮮族社会には目覚ましい
変化が起きた。都市人口比率は約 2 割上昇し、都市部へ移動して工業やサービス業に従事
するようになった。
人口センサスからみると、就業人口比率の一番高い第三次産業従事者のうち、女性の方
が男性比率より 20%も高い。朝鮮族の教育レベルの相対的高さ、特に近年女性の学歴の上
昇が都市部への進出をより増加させた。

図2－10 朝鮮族就業人口の男女別産業構造
第一産業

第二産業

第三産業

2000

計
女
男

2010

計
女
男

出所：中国国家統計局 2000、2010全国人口センサスより作成

次に朝鮮族が従事している産業別人口から見る。10 年間(2000-2010)の変化を見ると、
第一次産業従事者の比率が半減し、第二次産業の比率は少し上がっているが、第三次産業
の比率が圧倒的高くなり、5 割以上が第三次産業に従事している。男女別でみると、女性
の方は第一次産業で減少している比率がそのまま第三次産業へと移り、6 割以上になって
いる。
職業の内容を細分化した区分に従って変化を見ると、当然ながら第一次産業である「農・
林・牧・漁業、水利業生産者」の比率が大幅に 21%減少し、第二次産業の「生産・運輸・設
備操作者」は微増にとどまっているのに対し、それ以外の第三次産業に属する職種が増加
し、中でも商業・サービス業の増加が著しくなっている。
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図2－11 朝鮮族の職業構成の変化
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出所：中国国家統計局 第5、6次全国人口センサスより作成

図2－12 2010年全国・朝鮮族就業人口の職業構成
その他
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出所：中国国家統計局 2010年第6次全国人口センサス資料より作成

2010 年朝鮮族と全国を比較してみても、「商業・サービス業従事者」の比率が圧倒的に
高い。もう一つ目立つのは、「専門科学技術者」及び「国家省庁、党組織、企業及び機関」
の比率で、職業から教育文化レベルの相対的な高さが表されている。

図2－13 2010年男女別全国・朝鮮族就業人口の職業構成
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出所：中国国家統計局 第6次全国人口センサスより作成
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2010 年の就業人口を男女別に分けてみると、「商業・サービス業」 従事者は女性の比率
が男性より 20%高く、「生産、運輸、設備操作者」は 17%低かった。「全国」と比較すると、
「朝鮮族女性」の「農・林・牧・漁業、水利業」生産者の比率は 25%で全国女性(53%)の半
分以下に過ぎず、
「商業・サービス業」従事者、
「専門科学技術者」はそれぞれ「全国女性」
の 2.3 倍、2.0 倍になっている。一方、「朝鮮族男性」の場合、「全国男性」に比べ大きな
差があるのはやはり「農・林・牧・漁業、水利業」生産者で 17%低く、
「商業・サービス業」
従事者の比率は 10%高い。それから、
「専門科学技術者(11%)」、
「国家省庁、党組織、企業及
び機関代表(5%)」の比率も「全国男性」の 2 倍である。
2000 年以降は、企業への就職、自営業だけでなく、それまでにサービス業、製造業 で起
業をする朝鮮族人口が増えるようになった。
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第2節

韓国への移動

－1990 年代以降

1992 年 8 月 24 日中韓修交の確立後、中韓両国は飛躍的な物的・人的交流の時代を迎え
た。
2014 年 7 月、中国習近平主席が韓国を訪問する際に『中央日報』、
『朝鮮日報』、
『東亜日
報』3 社へ寄せた特別寄稿には、こう書かれている。
「(前略)中国は既に韓国の最大貿易パ
ートナー、輸出市場、収入対象国、海外投資対象国、海外留学生派遣国、海外旅行目的地
になった。中韓両国は、交易額が韓米、韓日の交易額を合わせた規模より多い名実とも‘利
益共同体’になった。中国と韓国を行き来する航空便は毎週 800 便に達し、両国国民たち
をつなげる空の足になっている。前年度両国間の人的交流は年 822 万人に達し、このよう
な趨勢だと、これから 2 年内に年間人的交流は 1000 万時代を迎えるだろう。（後略）」 87
ハン(2014)

88

によると、両国の貿易規模は 1992 年修交当時の 64 億ドルから 2013 年

2,289 億ドルに達し、約 36 倍増加した。それから、中国の韓国との貿易は 1990 年に 2.1%
しか占めていなかったのが、2004 年より最大交易対象国に浮上し、2013 年には 21.3%へと
拡大した。韓国の中国への直接投資額は 1992 年の 1 億ドルから 2013 年には約 51 億ドル
で、年平均 19%のスピードで増加した。
2016 年 2 月末、在韓外国人 1,856,656 人のうち、朝鮮族 89 が 649,939 人で 35%、外国国
籍同胞(758,735 人)の中の 85.7%を占めている。国籍取得・国籍回復者まで含むと、朝鮮族
総人口の約 4 割の朝鮮族人口が韓国に居住していることになる。すなわち、韓国は朝鮮族
の最大の出稼ぎ国、居住国である。

2―1

韓国への労働移動の背景

80 年代、韓国ではソウルオリンピッ

図2－14 韓国の国民総生産(GNP)

クの開催とともに、高度経済成長期を迎

国民総生産(億ドル)

えた(図 2-13)。

一人当たり(ドル)

経済成長とともに韓国人の国民所得
(図 2－14)も大幅に上昇し、さらに高学
歴化が進む過程で、製造業、建設業等 3K
（韓国では「3D」という:Dirty, Difficult,

1970年

1975年

1980年

1985年

1991年

出所：국민경제교육연구소 1992 『통계로 보는
한국경제의 어제와 오늘』 より作成

Dangerous） 業 種 を 忌 避 す る 傾 向 が 強 ま
った。

87

『中央日報』A2 面「순풍에 돛을 달자(順風に帆を揚げよう」2014.07.03
『정책브리핑(政策 ブ リ ー フ ィ ン グ )』「중국에서 온 그대 , 시진핑의 유혹」(中国 か ら き た 貴台、習近平 の
誘惑)」한재진 현대경제연 구원 연구위원(ハンゼジン 現代経済研究院 研究委員) 2014.07.08
89
韓国法務部の出入国統計資料には、朝鮮族を「韓国系中国人」と表記している。
88
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その結果、80 年代末より製造業・建設業

図2－15 韓国1人当たりGNI変化推移

を中心とする 3K 業種の中小企業では労働力

25000

不足問題が顕在化した(図 2―15)。

20000

1990 年 1 月～5 月中に製造業の就業者が

15000

前年度同時期に比べ 11 万１千人(2.3%)減少

10000

した反面、同期間内サービス就業者は 68 万

5000

7 千人(7.7%)も増加した。製造業の需要 5 人

0

に対し、就業者は 1 人しかいなく、製造業分

資料出所：統計庁 『韓国統計年鑑』より作成

野の労働力空洞化の恐れがあった(『東亜日
報』1990.07.07)。1991 年 3 月、労働部が常

図2－16 韓国90年代の企業規模別労
働力不足率

用 勤 労 者 10 人 以 上 の 企 業 を 対 象 と し た
「1991 年雇用展望調査報告書」によると、同

%
9

年度生産職労働者は 22 万 1,785 人が不足

全規模
30-99人
300-499人

10-29人
100-299人
500人以上

8

し、不足率は前年度より 2.22%(前年度は 16

7
6

万 5,852 人)増加した。産業別では製造業が

5

19 万 6845 人で、総不足人員の 78.7%を占め

4
3

た(『京郷新聞』1991.11.04)

2
1

1991 年 3 月 7 日、国土開発研究院では、

0

同 年 度 の 建 設 投 資 規 模 が 前 年 度 よ り 16.1%
増加した 30 兆 7 千億ウォンに対し、建設労

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

資料：労働部「労働力需要動向調査報告書」
各年度より作成

働力の需要は 172 万 9 千人になるが、実際の

供給労働力は 162 万 9 千人に止まり、10 万人が不足すると推定した。その数字は前年度の
建設労働力不足規模 9 万 6 千人を超す数字である（『京郷新聞』1991.03.07)。
その労働力市場の空白を埋めたのが朝鮮族労働者であった。
1986 年アジア競技大会、1988 年オリンピックをきっかけに、中韓両国の関係は大きく改
善された。1986 年から韓国の KBS ラジオ放送局では、中国同胞を対象とした離散家族探し
の番組が編成され、そのラジオ番組は中国現地の朝鮮族たちも聴取できた。1978 年から韓
国赤十字社が推進した故国訪問事業により、1988 年ソウルオリンピック開催の年より韓国
訪問ラッシュが始まった 90 。
韓国への親戚訪問は、やがて労働移動へと変わった。1991 年、朝鮮族入国者 36,147 人
のうち短期滞在資格者が 36,076 人だが、一方、同年の出国者をみると 17,970 人に過ぎな
かった 91 。
90

『東亜日報』1989.01.19 第 15 面 「中国僑胞の 入国大幅に増加」
記事によると、1980 年までの 3 年間訪問数は 15 人に過ぎなかったが、1981 年 25 人、1982 年 50 人、
1983 年 100 人 、1984 年 230 人、85 年 390 人、86 年 690 人、87 年 800 人、88 年には ソウルオリンピック
をきっかけに 1300 余人へ と増加し、 1989 年度に入ってから 1 月 18 日まで 104 人が入国した。
91
法務部 1992.4 『出入国管理統計年報（1991 年度）』法務部出入国管理局 p.114、p.176、p.192
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2－2

90 年代の出稼ぎ移動

2－2－1

産業研修(D-3)

80 年 代末 から 90 年 代 にか け て製 造
業、建設業等 3K 労働力不足問題が高ま

図2－17 90年代朝鮮族産業研修生増減
推移
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っていたが、韓国国内では一部の専門職

14000

以外、非専門職労働者を外国から受け入

12000

れる制度は一切なかった。その代わり
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に、韓国政府は「産業研修制度」でその
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労働力不足の一部を充当していた。
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1991 年 10 月 26 日、法務部訓令第 255

0

1993

号「外国人産業技術研修ビザ等に関する
業務指針」に基づき、11 月より｢海外投

1994

1995

1996

1997

1998

1999

出所：韓国法務部 『出入国統計年報』 各年度よ
り作成

資企業研修生制度｣が実施された。この
制度は、海外に投資した企業が海外現地の工場技術を高めるため、韓国国内の企業に外国
人労働者を招請し、技術の研修をさせる趣旨からはじめた制度である。
1991 年 滞在期限 3 カ月の「純粋」な研修制度として運用されてきた「海外投資企業研
修生制度｣は、滞在期限を 1 年に延ばすことから、労働者受け入れスキームとして機能し始
めた。2 年後には「海外投資」の受け入れ条件を外した「団体推薦型産業技術研修生制度」
がスタートし、一般の中小企業も受け入れが可能になった(1993 年 11 月)。また、当初 1
年間の「研修」期間も 1996 年からは 2 年になり、2000 年には 2 年の「研修」を終えた人
が 1 年間労働者として働ける、日本の技能実習制度に類似する「研修就業制度」が追加さ
れた。2002 年には｢研修｣が 1 年に短縮された代わりに研修就業が 2 年に延び、日本の研修
生制度と同じ「研修 1 年＋研修就業 2 年」の 3 年ローテーション・システムとなった(宣
2009：241) 。
産業技術研修制度は建前上技術研修が目的であるが、実際は中小企業等労働力不足問題
を解決するため、外国人労働者を研修生として受け入れ、労働者として働かせたのである。
しかし、これを朝鮮族側から見たとき、産業研修は韓国で唯一合法的に就業できる滞在資
格ともいえる。
図 2-17 をみると、90 年代にかけて産業研修生の滞在数は毎年増加しているが、全体に
占める比率は大きくなかった。それに研修生は労働者の身分ではないため、 賃金は一般労
働者よりはるかに安く、｢研修期間｣中に職場離脱率が非常に高かった。

短期資格者(36,076 人 )のうち、目的別では「観光・通過」者が 7,625 人、
「訪問・視察」者が 24,380
人で、88.7%を占めた。
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2－2－2

短期ビザ 92

図 2－18 をみると、1993 年韓国に滞在している朝鮮族の 94%が短期総合(C-3)ビザでの
入国者であり、それ以外も 90 年代においては短期商用(C-2)、短期総合(C-3)2 種類の短期
ビザだけでほぼ 8 割以上を占めていた。90 年代にかけて、
「親族訪問」を含む短期総合(C3)ビザがずっと高い比率を占めていたのは変わりがないが、後半に行くほど「事業の目的」
である短期商用(C-2)ビザの比率が相対的に高まっている。当時朝鮮族社会で起きた親族
訪問ブームからみれば、90 年代初

図2－18 90年代在韓朝鮮族の短期滞在資格別
比率

期は親族訪問(短期総合 C-3)等血
縁関係を利用した入国者が多か
ったと予測される。しかし、韓国
に血縁関係があり、親族訪問する
者は限られているため、後半から
は 短 期 商 用 (C-2) ビ ザ で の 入 国
が多くなっていた。短期ビザでの
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不法滞在率は非常に高い。ここか
ら、これらの短期ビザは韓国入国
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出所：韓国法務部 『出入国統計年報』各年度より作成

の手段に過ぎず、実際は就労目的
であったことが読み取れる。
も う 一 つ 、 訪 問 同 居 (F-1)

図2－19 中国女性と韓国男性の婚姻届数
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ザに注目すると、1995 年度より比
率が高くなっていた。駐中韓国領
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鮮 族 女 性 が 20000 人 余 に 達 し た
(鄭 1999:67)。図 2－19 の中国女
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資料出所：統計庁

性の中には朝鮮族が大多数を占
めると思われる。特に 1995 年と 1996 年に結婚件数が最も多い。 権･朴(2005：153)は、朝
92

短期ビザは多数あるが、朝鮮族の場合、C-2,C-3 二種類が最も高い比率を占めていたため、ここでは
その二つだけを取り上げている。
短期商用（C-2）滞 在資格 ：「市場調査、業 務連絡、 見学、相談、契約 、輸出入 機械の設置・補修 ・運
用技術習得、ある いはこれ に類似した事業の 目的で短 期間 滞在しようと する者」：短期総合 (C-3)滞在資
格：「観光、療養、親族訪問、各種行事；会議参加あるいは参観、文化芸術、宗教儀式の参加；これと類
似する非営利目的で短期間滞在しようとする者」
（滞在期間はいずれも 90 日間）(出所：韓国法務部出入
国・外国人政策本部の「出入国/滞在案内」)
93
図 2-18 に示された「訪問同居」は国際結婚者だけに発給する滞在資格ではないが、90 年代の朝鮮族
の状況からみると 、国際結 婚者が占める比率 が高いと 思われる。「訪問 同居 (F-1)」ビザに国際結婚 目で
の入国者を含めたことが、2002 年よりは、
「居住(F-2)」ビザを結婚目的のビザとして発給するようにな
った。1998 年国籍法改定前まで、韓国人と結婚した外国人女性は、入国後すぐ国籍が付与されたが、国
籍改定後は結婚ビザで 2 年 滞在したあと、帰化申請および帰化試験後に国籍が付与されるようになった。
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鮮族社会で韓国への入国が非常に難しく、別の方法での入国費用 (大体 8～10 万元)が一番
高かった時期にあたり、手っ取り早い国際結婚の増加率を高めたと述べている。 延辺朝鮮
族自治州民政局の統計によると、1993 年～2001 年まで全自治州では 18,000 人の朝鮮族女
性が国際結婚をし、それは当地の国際結婚数の 95%を占めた(鄭 2004:26)。
上述の親族訪問・観光・商用等の短期ビザ、国際結婚の一部はブローカーの不正方法に
よるものであった。韓国入国希望者の増加により、中韓両国では入国を斡旋するブロー カ
ーが続出するようになった。彼らは韓国出稼ぎ希望者に莫大な費用を請求し、偽造書類、
偽装結婚、あるいは密入国等不法手段で入国させた。しかし、ブローカー による詐欺のリ
スクも高く、詐欺で入国できず莫大な借金を抱えた者が続出するようになり、深刻な社会
問題となった 94 。1995 年～1997 年 8 月までに検察(韓国)に告発された朝鮮族詐欺被害事件
は 1,830 件、総被害額は 3 百

図2－20 年度別在韓朝鮮族滞在者の変化推移

9 億 5 千万余ウォンに達した
(『京郷新聞』1997.10.04)。
詐欺のリスクを負い、莫大
な出国費用を払いながらも、
ブローカーを通じて韓国に
入国しようとするのは、韓国
で働いた方がはるかに高額
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すると、当時中国 1 人当たり

出所：韓国法務部 出入国・外国人政策本部
年度より作成

『出入国統計年鑑』 各

GNP490 ドルは、韓国１人当た
りの GNP8100 ドルの 6.4%であり、中国の建築業の労働者の月給約 80 ドルに対し、韓国の
建築業労働者は 850 ドルであった 95 。
朝鮮族社会と韓国社会のプッシュ・プル―要因、及び当時の中韓両国の所得格差が韓国
入国者と労働力市場への参加を増加させた。
その反面、非専門職の外国籍労働者の受け入れ政策のない中、多くの朝鮮族は不法滞在

94

『경향신문(京郷新聞)』1996.11.19 第 22 面 「離婚・自殺…家庭破たん続出－『内国人の朝鮮族詐
欺』被害実態…40 万人が（被害者に）3 百 30 億を取ら れ」
同記事で、「우리민족서로돕기운동본부 (わが民族助け合い運動本部)」は 18 日に記者会見を開き、9
月東北 3 省の朝鮮族に対し調査した「内国人による朝鮮族詐欺被害の実情」を発表し、現地から把握し
た内国人詐欺犯 50 人の名 簿と個人情報を確保し、同月検察に告発すると言い伝え、直接被害者と直接被
害者にお金を貸した者及び家族まで合わせると 40 余 万人に達すると推算することを明かした。
『동아일보(東亜日報)』1996.11.29－12.04 「中同胞『詐欺』に泣く。被害実態……現地緊急取材（1）
～（5）まで記事を 5 回に 分けて連載。
（そのほかにも、複数の新聞メディア、MBC テレビ番組『PD 手帖(11.12 放映)』でも朝鮮族詐欺被害問
題を取り上げるほど、ブローカーの詐欺問題は深刻な社会問題となっていた。）
95 鄭玄旭 1999.12「朝鮮族 帰化女性の研究：流入背景、受容環境及び不適応に関する考察」韓国政治情
報学会『政治情報研究』 第 2 巻 第 3 号
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者になり、2002 年に不法滞在率がピークに達した(図 2－20)。統計に入っていない不法入
国者数まで勘案すると、実際の人数はもっと高くなるだろう。
韓国へ出稼ぎが進行した初期、朝鮮族労働者の多くは中国で生まれ育った移民 2、3 世た
ちである。その多くの人が不法滞在しながら働いたため、彼らには「不法滞在者」のレッ
テルが貼られ、韓国人から冷たい視線が向けられ、職場でも差別待遇を受けることがしば
しばあった、と 90 年代からの多数の出稼ぎ労働者より聞かされた。長い間、不法滞在者の
多い在韓朝鮮族労働者たちは韓国政府の無関心・無政策の中、韓国社会から孤立した 弱者
集団であった事実は否めない事実である。
1999 年に公布した「在外同胞法」には朝鮮族「在外同胞」から除外され、多数の 不法滞
在者が存在する在韓朝鮮族社会には不信と葛藤が高まり、さらに 2002 年に実施した外国
人不法滞在防止対策を実施する過程で、その葛藤は最高潮に達した。在韓朝鮮族問題が韓
国社会の水面上に浮上するようになったのは、1999 年「在外同胞法」の公布からになる。

2―3

2000 年代以降の在外同胞政策

2－3－1

在外同胞法

「在外同胞法」とは、国籍に関係なく、韓国へ入国した在外同胞に対して内国人と ほぼ
同じ権利が行使できるとする同胞優遇法である。
「在外同胞法」の正式名は「在外同胞の出
入国と法的地位に関する法律」である 96 。
「在外同胞法」は 1999 年 8 月 12 日国会を通過し、9 月 2 日公布した。しかし、同年の
「在外同胞法」には、中国と旧ソ連地域等途上国の同胞が適用対象から排除された。
「在外
同胞法」に定められた「在外同胞」とは、
「大韓民国の国籍を保有したことのある者、ある
いはその直系卑属で外国籍を取得した者のうち大統領令が定める者」(第 2 条第 2 号)であ
り、大韓民国樹立以前に移住した中国・旧ソ連等に在住する同胞は、法律上「在外同胞」
ではなくなってしまったのである。
「在外同胞法」を制定する過程で、中国と旧ソ連等途上
国に居住する同胞が大量に入国すると、国内労働市場を混乱させ、関連国との外交関係で
紛争が発生する危惧がある 97 (『国民日報』2001.11.29)というのがその理由だった。
「在外同胞法」公布直前である 1999 年 8 月 23 日、中国朝鮮族 3 人が憲法裁判所に｢在
外同胞法｣に対する憲法訴訟起した。韓国独立運動の過程で大きな犠牲をだした朝鮮族等
同胞が「在外同胞」から排除され、在米・在日など先進国の同胞だけが「在外同胞 」の特
恵を受ける「在外同胞法」は同胞差別法だという論難が強まり、この時期から韓国の一部
宗教・市民団体をはじめとする韓国社会でも朝鮮族への関心が高まるようになった。

96

韓国法務部 http://www.moj.go.kr（検索日:2009．07.02）
中 国 で は 朝 鮮族 等 少 数 民族 に 少 数 民 族 の 地位 を 付 与す る 一 方 、 徹 底 的に 中 国 国民 と し て み な さ れて
いる。韓国が中国国 民であ る朝鮮族に法的地位 を付与 するのは内政干渉だ という 立場で、「在外同胞 法」
制定当時、中国政府からの猛反対があった。
97
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2001 年 11 月 29 日、憲法裁判所は「在外同胞の範囲を大韓民国政府が樹立された 1948
年以降海外に移住した者」に限定した「在外同胞法」に対し憲法不合致判決を下し、 2003
年 12 月 31 までには法を改定するよう判決を下した。2003 年 12 月 29 日、「在外同胞法」
の施行令が改正され、2004 年 2 月 9 日、1948 年大韓民国樹立以前の移住同胞も含むとい
う改定案が国会通過し、その改定法で中国の朝鮮族も法的地位上「在外同胞」として認め
られるようになった 98 。
朝鮮族が「在外同胞」として認め

表 2－6

2009 年「在外同胞(F-4)」資格取得者

られるようになってからも、韓国で
「在外同胞」滞在資格を享有する朝
鮮族は極少数のエリート層に過ぎな

総計
在外同胞計
在韓朝鮮族計

かった。
出 入 国 管 理 法 施 行 令 で 、「 在 外 同

構成比

430,104
377,560
(100%)
87.8%

在外同胞
(F-4)
50,664
4,949
(1.3%)
9.8%

出所：法務部 出入国・外国人政策本部
2009 年 出入国統計月報 12 月号より作成

胞」滞在資格をもつ者は、単純労務
をすることができないと規定し、出入国管理法施行指針により不法滞在多発国家に居住す
る同胞に対して居住国による在外同胞ビザ発給要件を強化したためである
(곽재석 2011:65-66)。しかし、当時大多数が不法滞在しながら単純労務に従事していた朝
鮮族労働者は、事実上「在外同胞法」の恩恵を享受できなくなるのである。2009 年末まで
在韓朝鮮族の「在外同胞」資格者は 1.3%、外国籍同胞全体の 9.8%に過ぎなかった。
朝鮮族(旧ソ連の同胞も含む)に在外同胞資格を付与する場合、国内労働市場が混乱する
恐れがあるため、韓国政府は出入国管理施行令等で朝鮮族の在外同胞の資格を制限してい
た。
「在外同胞」の滞在資格を制限する代わりに、2002 年以降、韓国政府はその次善策とし
て中国・旧ソ連等国の同胞を対象としたいわゆる「同胞優遇政策」が実施されるようにな
った。以下、朝鮮族に関する優遇政策を順次にみていく。

2－3－2 就業管理制
1998 年、不法滞在外国人は約 10 万だったが、毎年 30～40%ずつ急増し、2002 年 2 月末
現在、26 万 1 千人を上回っていた。2002 ワールドカップとプサンアジア競技大会を目の
前にして、不法就業を目的として入国する外国人が大幅に増加する見通しがあった。これ
に対する対策がない場合、年末には不法滞在外国人が 35 万人を上回ることになり、国内労
働者の職場が侵害され、外国人犯罪が増加するなど深刻な社会的副作用を引き起こす恐れ
が大きいと思われた 99 。

98

第 3 条の改定内容は、大 統領令の外国国籍同胞定義を「大韓民国の国籍を保有したもので、外国国籍
を取得した者」及び 「両親 のうち一人あるいは 祖父母 のうち一人が大韓民 国国籍 を保有した者で外国国
籍を取得した者」にした。
99
2002 年 3 月 12 日 法務部「 불법체류방지종합대책(不法滞在防止総合対策)」に関する報道資料より
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その結果、法務部では 2002 年 3 月 12 日「不法滞在防止総合対策」の実施を確定した。
「自発申告指定期間 (2002.3.25～5.25)」内に申告するすべての不法滞在外 国人とその雇
用主に対して処罰を免除すると同時に、2003 年 3 月 31 日までとなる最長 1 年の出国準備
期間を付与するものである。同年 6 月 1 日、法務部は不法滞在外国人 265,848 人(3 月末現
在)のうち、255,978 人(92.3%)が不法滞在事実を申告したと発表した。その中には朝鮮族
が 91,736 人含まれていた(『聯合ニュース』2002.06.01)。
韓国労働研究院 2001 年の｢外国人労働者雇用実態調査｣によれば、国別平均入国費用の
うち、中国が一番高く、781 万ウォンを支払って入国していた(宣 2006:4)。多くの人が多
額の借金を抱えており、申告者の中でも期限内に出国するという者はほとんどいなかった
100

。朝鮮族の処遇改善を求める大規模な抗議活動がソウル市の各地で繰り広げられた (『聯

合ニュース』2002.04.12)。
2002 年 11 月、外国人産業人力政策審議委員会は「サービス分野就業管理制施行法案」
を確定(2002.11.25)した。この法案で、サービス分野の人手不足の実態を考慮し、またそ
の分野の特性上、言語疎通能力が必須であることより、雇用対象者を外国国籍同胞に限定
し、人手不足で困っていたサービス雇用主に外国国籍同胞を 2 年間雇用できるように改善
した。
それにともない、訪問同居者の雇用管理に関する規定が制定(2002.12.6)され、韓国にい
る親戚 101 から招請を受けた 40 歳以上の外国国籍同胞が在外公館を通じて「訪問同居」ビザ
を取得して入国し、サービス業 102 の雇用主と労働契約を結び、
「非専門就業（E-9）」ビザに
切り替えてから就労可能になった。
就業管理制の成立によってサービス分野労働者は 5 万人に決定した。宿泊およびサービ
ス業に 3 万 5 千人、事業支援サービス業等に 5 千人、介護・家政サービスに 1 万人が就業
できるようになった 103 。すでに訪問同居（F-1）ビザで韓国に入国して滞在している 1 万 5
千余人も合法的に就業可能になった（『韓国経済』2002.12.06)。
就業管理制は朝鮮族がはじめて合法的に就労可能になった制度である。不法滞在してい
る韓国在住朝鮮族が全部「合法化」されるまでには至っていないが、韓国に血縁関係のあ
る朝鮮族の入国範囲が広くなり、長期(最長 2 年間)就業できるようになった。

100

中国同胞を対象として発行している『東北アジア新聞 (동북아신문)』が、
‘自発申告不法滞在者の来
年 3 月全員出国’方針に対し、2002 年 7 月 29 日から 6 日間中国同胞 905 人を対象として質問票調査を
実施した結果、82.2%(744 人)が‘来年 3 月出国でき ない’と答え、自発申告を終えた 895 人のうち、
81.9%(709 人)が同じ答えをした。（『聯合ニュース』2002.08.04)
101
韓国国内戸籍に登載されている者及びその直系尊卑属,国内 8 親等以内の血族あるいは 4 親等以内
の親戚の招請を受けた 40 歳以上の外国国籍同胞。2003 年 5 月 10 日には年齢 を 30 歳に調整した。
102
就業管理制で外国籍同胞を雇用できる職種は、宿泊・飲食業、事業支援サービス業 (建築物一般清掃
業、産業設備清掃業 )、社会福祉事業、下水・廃棄物処理および清掃関連サービス業、個人介護、家事サ
ービス業 6 種類である。
103
韓国労働部 雇用政策課 2003.01「서비스 분야 취업관리제 시행(サ ー ビ ス 分野就業管理制施行)」

69

しかし、入国から就労ビザへ

図2－21 年度別朝鮮族非専門就業資格者

切り替え、仕事探し、職種、出
国まですべての過程は政府機関

就業管理(F-1-4)

不法滞在(F-1-4)

非専門就業(E-9)

不法滞在(E-9)

の管理下で行われることが義務
つけられ、その結果、｢非専門就
業(E-9)｣ビザに変更せず就労す
る者が増えるようになった。不

2006年
2005年
2004年

法滞在を防止する目的で導入さ
れた就業管理制は、結局不法滞
在を招く制度になってしまい、
その制度の限界が浮かび上がっ

2003年
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出所：出入国・外国人政策本部 『出入国管理統計年報』各
年度より作成 非専門就業（E-9)は2003.8月新設

た。

2－3－3

雇用許可制(2004)

2000 年以降、韓国の経済回復にともない、中小企業の労働力不足問題が再び顕在化した。
労働部「労働力需要動向調査報告書」(調査基準：2003.04.01、2004.05.31、2005.05.01)
によると、5 人以上 300 未満の中小企業の 2003 年～2005 年の不足人員は 13 万 3 千人、16
万 8 千人、21 万 2 千人で全体の不足量の大半を占めている。
2003 年 7 月 31 日、「外国人労働者雇用に関する法律」が国会通過し、同年 8 月 16 日公
布された。
その後、2003 年 9 月 1 日～11 月 30 日まで 4 年未満(2003 年 3 月 31 日現在)の不法滞在
外国人に対し｢不法滞在外国人合法化処置｣が施行された (｢外国人労働者雇用等に関する
法律｣付則第 2 条)。その処置により、184,199 人(80.9%)が「合法化」され、その中には朝
鮮族が 72,001 人(39%)いた（『聯合ニュース』2003.12.01）。
「合法化」対象者のうち、3 年
未満の場合は、滞在資格変更と外国人登録証が与えられ、最長 2 年間滞在でき、3 年以上
4 年未満者は申告した後再入国できる条件の下で合法滞在資格が付与されることである。
その結果、2003 年度には在韓朝鮮族の不法滞在者数が減少した (図 2-20 参照)。
2004 年 8 月から導入された「雇用許可制」は一般外国人労働者を対象とする「一般雇用
許可制」と在外同胞を対象とする「特例雇用許可制 (就業管理制を統合)」2 種類あり、
「特
例雇用許可制」では、サービス業以外に、一部の建設業が追加され、招請可能な親族訪問
の年齢も 30 歳から 25 歳に下向調整した。就業可能期間も入国日から最長 3 年まで就業で
きるようにした 104 。
「雇用許可制」導入により非専門職での不法滞在を防止できると期待されたものの、1 年
後の成果をみると不法滞在者問題の根本的な解決にはつながらなかった。 2005 年 7 月 31

104

2006 年１月からは、製造業・農畜産業・沿近海漁業等 19 種類にまで増やした 。

70

日、法務部・労働部によると、6 月末外国人労働者は 35 万 5 千人で、そのうち不法滞在者
が 19 万 7 千人、55.5%を占めた。「雇用許可制」が始まる前の 2004 年 7 月、不法滞在者が
16 万 6 千人だったが、2005 年 1 月には 18 万 7 千人までに増加し、6 月までさらに 1 万人
増加したのである（『国民日報』2005.07.31）。特例雇用許可制の実施とともに、就業管理
制に比べ、親族訪問可能な年齢範囲がさらに広くなり、職種も増えた。しかし、就業まで
の手続きが複雑で、職場の選択権がなく、職場変更が基本的にできない等点では「特例雇
用許可制」になってからも変わりがなかった。
2005 年 3 月 14 日、法務部は、
「 中国同胞等自発帰国プログラム」を実施すると発表した。
3 月 15 日から 8 月 31 日まで自発申告して帰国する場合、一定の期間後再入国 (合法滞留者
６ヶ月後、不法滞留者１年後）し、3 年間滞在できるという制度である。その結果、朝鮮族
57,563 人が申告して合法化され、期間中に出国した (『聯合ニュース』2005.09.05)。

2－3－4「訪問就業制」(2007)
2005 年 12 月 26 日、第 6 次在外同胞政策委員会が開催され、同会議で 2007 年に「訪問
就業制」を推進することが決定された。そして 2006 年 5 月 9 日には、法務部が「訪問就業
制」の責任機関に指定された。
2006 年 4 月 17 日、法務部は「不法滞在している同胞の自発的な帰国を通じて韓民族の
絆を強化し、居住国での定着を支援すると同時に同胞の権益を増進する」趣旨で第 2 回「同
胞自発帰国支援政策」 105 を公布した。この支援政策で約 2 万 6 千人が申告して帰国し、翌
年韓国に再入国する際には、｢訪問就業(H-2)｣ビザが発給された。
「訪問就業制」を導入するにあたり、2007 年 1 月 3 日労働部では「外国人労働者の雇用
等に関する法律」改定案を公布し、同年 2 月 20 日、出入国管理法施行令改定案が国会を通
過した。その結果、｢訪問就業制｣によるビザは 5 年間有効、3 年間継続滞在可能になり、
就業可能な職種も非専門職分野 32 種類(その後、34 種→36 種へと増加)へと拡大された。
就業までの手続きも大幅に簡素化され、労働部の関与も少なくなった 106 。
「訪問就業制」は、
「在外同胞法の実質的な適用から相対的に疎外されてきた中国・旧ソ
連等同胞に対する差別解消および包容政策の一環」 107 として導入されたものである。

105

対象者 2006 年 4 月 17 日（公告日）現在、不法滞在中の中国国籍同胞および旧ソ連国籍同胞 5 万余
人 支援内容：期間内に自発出国する場合、反則金処分および入国規制を免除し、出国日から 1 年経過
後再入国と就業(「 訪問就 業」 )を許容する。 今回は 、不法入国、刑事処 罰者も 対象者に含まれ、捜 査機
関に自首した者は出国期間を年末まで猶予する。(法務部出入国管理局「同胞自発帰国支援政策」に関す
る案内文より)
106
特例雇用 許可制の 場合： 訪問同居ビザ で入国→ 就業 教育および求 職申請→ 雇用 支援センター の斡旋
→勤労契約後就業→訪問同居ビザを非専門就業ビザに変更(勤務先変更は基本的に許容しない。やむを得
なく変更する必要がある場合、労働部の「許可」が必要になる。)
訪問就業制の場合 ：訪問就 業ビザで入国→就 業教育お よび求職申請→雇 用支援セ ンターの斡旋あるい
は自律的に求職→勤労契約後就業(勤務先変動は労働部への申告制に変更)
107
『방문취업제는 어떤 제도인가요?(訪問就業制 は ど ん な 制度 で す か )』法 務部 出入国管理局
外国籍同胞課 2007.3
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同政策は、韓国に戸籍あるいは縁故者にビザを発給していた「特例雇用許可制 (旧就業管
理制)」を引き続き、その適用範囲は縁故のない在外同胞まで視野に入れた政策である。韓
国国内に戸籍・親族がある同胞に対しては無制限で入国ビザを発給し、無縁故在外同胞に
対しては国内の雇用事情に合わせ、毎年クォータ制でビザを発給す るものである。無縁故
の新規入国希望者は、まず韓国教育課程評価院が主管する韓国語実務能力試験 108 を受けな
ければならない。その試験の合格者を対象とし、法務部では電算抽選の方法で入国者を選
抜し、「訪問就業(H-2)」ビザを発給する。

表 2－7
年度
朝 鮮 族 総計
訪 就 (H-2)総 計
朝 鮮 族 訪就
(朝 鮮 族 計 100%)
(H-2 所 持 者)構 成比

年度別訪問就業(H-2)者の比率
2007
328,621
228,686
226,743
(69.0%)
99.2%

2009
377,560
306,283
299,796
(79.4%)
97.9%

2011
477,163
303,368
293,132
(61.4%)
96.6%

2013
512,120
240,178
228,049
(44.5%)
94.9%

2015
647,717
285,342
268,128
(41.4%)
94.0%

出所：韓国法務部 出入国・外国人政策本部 『出入国管理統計年報』各年度より

既存の就業管理制、特例雇用許可制に比べ、手続きが簡素化され、入国・就業範囲も拡
大され、韓国への入国を希望する朝鮮族の入国者が急増し、不 法滞在率も大幅に減少した。
2007 年の不法滞在率は 10.5%となった(2006 年不法滞在率は 16.0%)。

2－3－5「在外同胞(F-4)」、「永住者(F-5)」資格取得範囲の拡大―近年の動向として
2015 年在韓朝鮮族人口が 2007 年の約 2 倍に増加したにも関わらず、「訪問就業(H－2)」
者数は 2007 年より 18.3%減少している。その原因は、一つは 2012 年に 2007 年の「訪問就
業(H-2)」ビザ(5 年間)の満期にともない帰国者が一気に増えたのと、もう一つは、朝鮮族
を含む在外同胞への「在外同胞(F-4)」、「永住(F-5)」ビザ取得の範囲が拡大されたからで
ある (表 2－9、10)。
「外国人処遇法」 109 に基づき、2008 年 12 月 17 日、政府は外国人政策委員会を開催し、
「第 1 次外国人政策基本計画」(2008～2012)を審議・確定した。中国・旧ソ連同胞に関す
る政策の推進計画には、中国・旧ソ連同胞への「在外同胞（F－4）」資格範囲の拡大、同胞
に永住資格の拡大(法務部)等法的地位を強化すると同時に、
「訪問就業制」に対しては、
「年
間同胞入国クォータを設定し、その範囲内で無縁故同胞の入国を拡大し、縁故同胞の招請
入国人員を制限的に運営」、「内国人忌避および労働力不足率が高い業種（農業、地方中小
108

韓国教育課程評価院は「訪問就業制」無縁故同胞に実施する韓国語実務能力試験の主管機関である。
韓国語能力試験内容は四つ（語彙・文法、書き、読み、日記）の分野、試験問題は 120 項目がある。評
価基準は基礎的な言語能力と職場で基本的な業務が遂行できる能力である。
（『연합뉴스(聯合ニュース)』
2007.06.08）2009 年 4 月第 15 回訪問就業制実務韓国試験の合格率は 65%（参加人数： 51,425 人、合格
人数：33,428 人）だった。（『 길림신문(吉林新聞)』2009.06.16）
109
同法の第 5 条には「法務部長官は関係中央機関の長と協力し、5 年毎に外国人政策に関する基本計
画を樹立しなければならない」と定めている。
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製造業等）に就業する同胞に対しては就業期間によって家族招請を許可、さらに永住資格
等インセンティブ付与を推進する」等の内容が含まれた。
しかし 2008 年グローバル経済危機以降、内国人雇用保護のために、訪問就業での入国を
大幅に制限した。そのため、韓国語試験を受けたが抽選から脱落して訪問就業ビザを取得
できず待機していた朝鮮族が 9 万余人に上った 110 。これに対し、法務部は「短期ビザ入国
同胞に対する段階別滞留資格変更」政策を通じて、 2010 年 8 月より、短期ビザで入国し、
一定の条件を満たせば段階別に一般研修 (D-4),訪問就業(H-2),在外同胞(F-4)への資格変
更ができるようにした 111 。
2010 年 4 月からは、技能士資格を取得した場合 112 、及びその他高齢者等国内労働市場に
おいて単純労務従事者としてみなされない場合、及び介護者、家政婦等内国人が従事する
可能性のない場合等の訪問就業資格者に対しても積極的に在外同胞資格に切り替えられる
ようにした。そのほかにも、2009 年 12 月から韓国に定住し、あるいは家族等を韓国に招
請するために国籍を申請して審査待機中である中国同胞に対して、国籍と同じく親族招請
が可能な永住資格に転換して申請できるような政策を施行した。それと同時に、高額投資
者、国内企業との交易実績が優秀な者及びその他 1 次産業と製造業など国内人力雇用難が
深刻な業種で 4 年以上長期勤続する同胞も永住資格申請対象に含ませた 113 。
2013 年 9 月よりは 60 歳以上同胞にも「在外同胞(F－4)」資格を与えるようになった。
2015 年 4 月 13 日からの改定法をみると、在外同胞制度で、在外同胞資格者の配偶者ある
いは未成年子女は訪問同居資格で滞在し、1 年単位で期間延長を許可していたが、2 年以内
に拡大した。外国人登録をした未成年者子女は、父あるいは母が国内で継続して 3 年以上
滞留している場合、満 25 歳未満まで滞留期間延長を許容した 114 。2016 年 2 月からは、訪
問就業同胞家族に対する処遇改善事項が発表され、訪問就業資格者の配偶者及び未成年者
は短期ビザで入国後滞留資格の変更をしないとならなかったが、在外公館において長期滞
留が可能である訪問同居(F-1)マルチビザを申請して入国可能にし、そのほか、国内に滞在
する未成年子女が成人になった場合でも両親が滞在する期間まで滞留可能にし、在外同胞

110

곽재석（移住 ・ 同胞政策研究所）2011「재외동포의
이주현황
및
향후
정책방향
결과
보고서 」『재외동포의 이주현황 및 향후 정책방향』법무부 출입국・외국인정책본부 p.70
111
法務部「短期ビザ入国（H-2 抽選脱落）同胞に対する一般研修(D-4)等資格への転換手順案内」
第一段階：国家機関 が公認 した職業技術 学院、 あるい は農 ・畜産・漁業分 野で技 術 研修を受け、一般研
修(D-4)に資格を取得する。資格変更後、滞留期間は 1 年間。第 2 段階:一般研修(D-4)資格変更後 6 か月
経過した者で、製造業分野の資格取得者あるいは 1 年 間の以上技術 研修過程を修了した者、あるいは農・
畜産・漁業関連業種で続けて研修を受けた者は訪問就業(H-2)資格に変更可能である。第 3 段階:上記の
方法で訪問就業(H-2)ビザ を取得し、 6 か月以 上農・ 畜産・漁業及び製 造業で働 いた者は在外同胞 (F-4)
ビザへ申請資格が与えられる。
出所:法務部「短期ビザ入国（ H-2 抽選脱落）同胞に対する一般研修 (D-4)等資格への転換手順案内」より
112
［雇用労働部令 第 123 号 2015.01.21 一部改訂］「国家技術資格法施行規則」の改訂事項をみる
と、2015 年より国家技術種目のうち、美容(ネイル)技能士が追加された。
113
곽재석 前掲書 pp.69-71 を参照した。
114
法務部 出入国 ・ 外国人政策本部 2015.03.27(公布) 「외국 국적 동포 업무개선 사항 안내
(外国国籍同胞業務改善事項 案内)」
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資格の付与対象の範囲も拡大した 115 。

表 2－8
年度
総計
朝鮮族
構成比

年度別「在外同胞(F-4)」ビザ取得者の増減推移

2009
50,664
4,949
9.8%

2010
84,912
32,222
37.9%

2011
136,702
74,014
54.1%

2012
189,508
116,988
61.7%

2013
235,953
159,324
67.5%

2014
289,427
208,312
72,0%

2015
328,187
241,057
73.5%

出所：韓国法務部 出入国・外国人政策本部 『出入国管理統計年報』(2009-2013)

表 2－9
年度

2009 年
12 月 末

2015 年
12 月 末

区分

在韓朝鮮族の主な滞在資格の変化
総計

外 国 籍 同胞 計
在 韓 朝 鮮族
(相 対 値 )
同 胞 構 成比
外 国 籍 同胞 計
在 韓 朝 鮮族
(相 対 値 )
同 胞 構 成比

430,104
377,560
(100%)
87.8%
754,427
647,717
(100%)
85.9%

訪問就業
(H-2)
306,283
299,796
(79.4%)
97.9%
285,342
268,128
(41.4%)
94.0%

在外同胞
(F-4)
50,664
4,949
(1.3%)
9.8%
328,187
241,057
(37.2%)
73.5%

永住
(F-5)
1,604
17
(0%)
1.1%
82,360
81,515
(12.6%)
99.0%

其の他
71,533
72,798
(19.3%)
101.8%
58,538
57,017
(8.8%)
97.4%

出 所 ：出 入 国 ・外 国 人 政 策 本 部 2009 年 度 、2015 年 度 統 計 月 報 12 月 号
「外国国籍同胞現況」より

2009 年と 2015 年を比較すると、6 年間在韓朝鮮族「在外同胞(F-4)」が占める比率は朝
鮮族全体の 1.3%から 37.2%へ、人数は 48.7 倍に増加した。在外同胞の中での比率も 9.8%
から 73.5%へと急上昇した。2009 年まで「永住(F-5)者はほとんどいなかったが、2015 年
には 8 万人を超えている

2－4

在韓朝鮮族の人口構造

図2－22 年度別在韓外国人・朝鮮族人口
外国人総計

朝鮮族

2,000,000
1,600,000
1,200,000
800,000
400,000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

出所：行政自治部 2015.07 『2015地方自治団体外国人住民現況(2015.01.01)』
より(注：韓国国籍取得者と外国人住民子女も含まれる。)
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法務部 出入国 ・ 外国人政策本部
2016.01.13(公布)「외국국적
동포업무
개선사항
안내(外国国籍同胞業務改善 事項案内)」
エネルギー管理、半導体装備維持補修、新再生エネルギー発電整備技能士資格の所持者が在外同胞資
格付与対象者の範囲に含まれるようになった。
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2007 年「訪問就業制」の施行後朝鮮族人口は急増加した。2007 年～2015 年まで在韓外国
人総人口が 3 倍増加したのに対し、朝鮮族は 4 倍以上増加した。韓国における朝鮮族人口
は外国人総人口のうち、4 割以上を占めている。

表 2－10
調査
基準
日
2008
1.1
2015
1.1

朝鮮族の韓国滞在現況 116

韓 国国籍未 取得者

韓 国国籍取 得者

在外
同胞

その他

小計

婚姻
帰化者

その
他

小計

朝鮮
族
子女

朝鮮族
労働者

結婚
移民者

朝鮮
族留
学生

378,345

222,547

32,466

4,287

-

63,929

323,229

23.323

15,112

38,435

16,681

100.0%

58.8

8.6

1.1

-

16.9

85.4

6.2

4.0

10.2

4.4

694,256

268,558

24,039

658

206,047

81,796

581,098

34,678

39,320

73,998

39,160

100.0%

38.7

3.5

-

29.7

11.8

83.7

5.0

5.7

10.7

5.6

全体

出所：行政安全部 「2008 年地方自治団体外国人住民実態調査結果(2008.7)」；行政自治部「2015 地方自治団体外
国人住民現況(2015.7)」より作成 注：韓国国籍未取得者の対象者は 90 日以上の長期滞在者。

ここでは、国籍取得者、朝鮮族子女も視野に入れ、滞留資格の変化を詳しくみる。

図2－23 2015年の年齢別朝鮮族子女
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳

出所：行政自治部 2015.07 『2015年度地方自治団体外国人住民現
況』より作成
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表 2－10 用語の 説明 (外国人)労 働者 ：滞在資格が技術研修 (D-3),教授など就業分野(E-1～E7,E9E10),訪問就業(H-2)者であ る者； 結 婚 移民 者 ：滞在資格が居住 (F-2)のうち、「国 民の配偶者 (F-2-1)」,
永住(F-5)のうち「国民配偶者 (F-5-2)」,「結婚移民(F-6-1~3)」である者；留 学生：滞在資格が留学 (D2),一般研修(D-4)のうち、
「大学付設語学院研修 (D-4-1),外国語研修生(D-4-7)である者 ※2014 年外国
語研修生(D-4-7)滞在資格新設；（ 外 国国籍 ）同胞；滞留資格が「在外同胞」のうち国内居所申告者。(外
国 人住民)子女 ：「韓国国籍所持していない結婚移民者」及び「韓国国籍取得者」の子女。
出所：行政自治部 「2015 年度地方自治団体外国人住民現況」主要用語の説明より
※「行政安全部(2008.2)」は、2013 年 3 月より「安全行政部」に改称され、 2014 年 11 月からは「行政
自治部」となった。（行政自治部 HP より 検索日：2016.08.05）
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「訪問就業制」の実施後の 2008 年と最新統計である 2015 年を比較してみる。表 2－10
をみると、7 年間、在韓朝鮮族は 83.5%も増加している。2008 年までは統計に「在外同胞
(F-4)」の項目がなかったが、2015 年には朝鮮族「在外同胞」が 20 万人を超え、全体の約
3 割を占めた。行政自治部のこの統計には、
「韓国国籍未取得者」の中に「永住 (F-5)」資格
の項目がないが、表 2-10 の「永住者」数から、
「その他」の項目に「永住(F-5)」者が大多
数を占めることが予測できる(表 3－13 参照)。「在外同胞」、「永住(F-5)」者が増える代わ
りに、
「訪問就業」者が大多数を占める「朝鮮族労働者」の比率は大幅に低下している。国
籍取得者は、2008 年の約 2 倍に増加した。「国籍未取得者」の「結婚移民者」が減少し、
「婚姻帰化者」は増加しているのが目立つ。ここで、さらに注目すべきところは朝鮮族子
女の急増である。7 年前に比べ、1.35 倍増加している。2000 年代末から在外同胞、永住者
及び帰化者が増加しはじめ、韓国での生活も半定着、あるいは完全定着期を迎えた。その
結果、家族単位の居住者が増えるようになり、韓国で子どもを出産、あるいは中国から呼
び寄せた中途入国子女が増えた結果である。2015 年(01.01)朝鮮族子女の年齢を見ると、
学齢期に入る 7 歳が一番多く、7 歳を含む 18 歳までの学齢子女が 6 割弱、7 歳以下が 4 割
近い(表 2－10、図 2－23)。
図 2－24 は、5 年ごとの年齢別在韓朝鮮族(国籍取得者を除いた長期・短期滞在者)であ
る。全体的に激増の様相を見せている。年齢層別で比較してみると、40～50 代が最も多い。
2010 年には 40 代が一番多かったが、2015 年は 50 代が 40 代を上回りっている。2010 年か
ら 5 年間、60 代以上の増加率が一番高い。2013 年 9 月より、法務部が満 60 歳以上の外国
国籍同胞には誰でも「在外同胞(F-4)」ビザが取得できるようにした結果であろう。一方、
男女別でみると 30～40 代、特に 30 代がほかの年齢層より性比の差が大きい。女性の婚姻

図2－24 年度別・年齢別在韓朝鮮族
2005年度

2010年度

2015年度
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30～39
女性
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男性
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男性

60以上
女性

男性

出所：法務部出入国・外国人政策本部 『出入国統計年報』各年度より
注：2005年度、2010年度は登録者＋短期滞在者を合算し、2015年は「滞留外国人」
より作成
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女性

帰化者 117 の増加がその一大要因であろう。20 代は、20 代以上の年齢層の中で一番低い比率
を占めるが、最近の 5 年間急増加した。現在も、朝鮮族の韓国への移動は活発に進行中で
あることを表している。
次に、長期滞在する朝鮮族人口の状況を詳しく把握するために、統計庁で 5 年ごとに行
われる「人口総調査」の中の常住外国人統計資料をもとに、年度別・男女別・年齢別変化
を見てみる。
(1）1995 年の常住人口は 4,603 人で、そのうち、20 代(46.69%)と 30 代(26.90%)で 73.59%
を占め、年齢層が非常に若い。当時、若い年齢層が長期滞在できる主な資格は国際結婚・
研修生であり、女性は主に国際結婚、男性は主に研修生で韓国に入国した時期にあたる。
(2）2000 年の常住人口は 22,365 人で、1995 年の 4.86 倍になっている。性比をみると、男
性の方が全体の 57.11%で女性を上回る。年齢層も幅広くなり、一番高い比率を占めたの
は 30 代(36.84%)、 20 代(25.95%)で、30 代が 20 代の比率をはるかに超えている。20～
30 代が占めるのは 62.79%で 1995 年より比率が低下したが、依然として高い比率を占め
る。それから、50 代(9.44%)の比率が上昇している。
1999 年 9 月に公布した「在外同胞法」には中国・旧ソ連同胞が「在外同胞」の適用範
囲から排除され、在韓朝鮮族たちによる抗議活動が繰り広げられた。法務部は、その後
続処

置の第一段階として、10 月 12 日中国朝鮮族の同胞 1 世は自由に入国でき、滞在

期間 90 日から 1 年へと伸ばし、訪問期間中に就労も可能にした。親戚招請の場合、招請
可能な年齢を 55 歳から 50 歳以上へと 5 歳下げると発表し、同年関連法を改定・施行す
ることにした。(『東亜日報』1999.12.04)。これが、50 歳以上の人口が増えた背景であ
る。
(3）2005 年は、37,090 人で 2000 年より 65.84%増加した。韓国国内の性比をみると、男性
が 57.14%で 2000 年とほとんど変わらない。年齢層は、ほかの年度に比べ高い年齢層の
増加率が目立つ。一番比率が高いのは年齢層が上がり、40 代(30.12%)である。2002 年 12
月より就業管理制が施行され、「(韓国)国内戸籍に登録されている者あるいはその直系
尊卑属、国内 8 親等以内の血族あるいは 4 親等以内の姻戚で 40 歳以上の外国国籍の同
胞」は「訪問同居」ビザで入国し、就労できるようになったため、40 歳以上の人口が大
幅に増えた。親戚招請の可能な者に対して「4 親等以内の姻戚」とあるが、ここでは 1948
年以前に移住した親姻戚のみという規制で、方法で中国からの制限し、90 年代以降中国
国籍の国際結婚者はその範囲に含まれなかった 118 。その代わりに、同胞 1 世の国籍取得
117

2015 年 1 月 1 日を基準に、その前の 1 年間国籍取得者 73,998 人(男性 17,704 人/女性 56,294 人)の
うち、婚姻帰化者 34,678 人 で、男性 2,111 人 、女性 32,567 人で性比の差が大きい。
（行政自治部 2015.07
『2015 地方自治団体外国人住民現況(2015.01.01)』より）
118
『Oh my News(오마이뉴스)』2003.03.25 「中国国籍者親姻戚招請差別制度」
「……中国国籍者親姻戚招請許容範囲は、1948 年以前に移住した同胞で形成された親姻戚のうち、40 歳
以上の範囲だけ許容し、92 年中韓修交以降国籍結婚で形成された親姻戚はその範囲から除外された。韓
国国籍を取得した中 国国籍 者、しかも韓国人配 偶者が 招請をしても中国に 居住す る親姻戚を招請するの
が不可能になっている。……」
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者が増加した。特に 50～60 代以上の比率が 5 年前より大幅に増加している（50 代 3.17
倍、60 代 4.79 倍に）。

表 2－25(a)
女性

年度別・男女別・年齢別朝鮮族常住人口ピラミッド

1995年
0

2000年
2,000

4,000

2,000

2,000

0

出所：統計庁/人口総調査/1995
国籍・性・年齢別外国人

4,000

0

4,000

2,000 4,000

不詳
60以上
55~59
50~54
45~49
40~44
35~39
30~34
25~29
20~24
15~19
10~14
5~9
0~4

不詳
60以上
55~59
50~54
45~49
40~44
35~39
30~34
25~29
20~24
15~19
10~14
5~9
0~4

不詳
60以上
55~59
50~54
45~49
40~44
35~39
30~34
25~29
20~24
15~19
10~14
5~9
0~4
4,000

0

2005年

2,000

0

出所：統計庁/人口総調査/2000
国籍・性・年齢別外国人

4,000 2,000

0

出所：統計庁/2005人口総調査/国
籍・性・年齢別外国人

1997 年 12 月法務部は「中国同胞国籍業務処理指針」 119 を制定し、独立・国家有功者
及び親族など一部の者 120 のみに限って国籍回復が許容された。朝鮮族を「在外同胞」か
ら排除した「在外同胞法」施行前である 1999 年 10 月、「在外同胞法補完対策」を発表
し、1948 年韓国政府樹立前に移住し韓国の戸籍に登載され、生計能力のある「中国同胞
1 世及び配偶者、未婚子女」なども国籍取得可能にし、出入国に関しては同胞 1 世であ
ることを立証できる書類を提出すれば、国内の招請者がいなくても入国ビザを取得でき、
6 親等以内血族から 8 親等以内へと幅を広げた。親戚訪問入国者は身分保証人がいる場
合、1 年間滞留できる訪問同居(F-1)資格を付与し、一定の要件を満たせば就労も可能に
するという内容だった(『聯合ニュース(ソウル)』1999.10.12)。2004 年 4 月 1 日には、
それまでに朝鮮族の国籍取得を制限してきた「中国同胞国籍業務処理指針」を廃止し「外
国国籍同胞の国籍回復等に関する業務処理指針」に改定することで国籍業務処理指針を
一元化した。新しい業務指針では、戸籍に登載された場合の本人以外、両親あるいは 4
親等以内の血族が戸籍に登録されていて、血族関係が立証できれば国籍を回復できるよ

119

1949 年 10 月 1 日を基準に 、その前に中国へ移住あるいは中国で生まれた者はその日を基準に中国国
籍を取得することで 韓国国 籍を喪失した者とし 、国籍 回復手続きを、その あとに 生まれた同胞は一度も
韓国国籍を取得した ことの ない者とし、帰化の 手続き を適用するとのこと になっ ている。（『聯合ニ ュー
ス(ソウル)』1999.10.12 「在外同胞法補完対策要約」）
120
そのほか 、内国人 と結婚 した者、国内 養子縁組 され た未成年者、 中韓修交 前に 入国後定着し て復帰
不可能な者、離散家 族再会 事務処理規定により 認定さ れた者、特別な人道 的配慮 で認定された者などで
ある。（『聯合ニュース (ソウル)』1999.10.12 「在外同法補完対策要約」より）
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うにした。不法滞在者の場合でも本人が韓国戸籍に登載されている同胞 1 世と配偶者未
婚子女、それとともに独立・国家有功者の曽孫及びその配偶者も国内居住期間や生計能
力に関係なく国籍取得を許容し、外国同胞 1 世の既婚者子女も要件が満たせば国籍を取
得するようにした(『毎日経済』2004． 3.31)。その結果、国籍取得申請者(婚姻帰化除
外)は 2003 年年 1,389 人から 2004 年には 5,264 人へと急増した(『在外同胞新聞』
2015.4.13)。40 代以上の人口が大幅に増加した要因である。
同胞 1 世の国籍回復者は、自分の意志で自発的に取得する者であろうが、もう一部は、
子ども等家族の要望に応じて、回復するケースもある。このように、同胞 1 世国籍取得
者による家族・親戚の連鎖移動が起こり、40 代以上の入国者をさらに増やしたのである。

図 2-25(b)

年度別・男女別・年齢別朝鮮族常住人口ピラミッド

(4) すでに述べたように、2007 年以降から訪問就業制度の実施及びその後の「在外同胞」、
「永住」資格対象範囲の拡大により、2000 年代末より朝鮮族人さらに急増化するように
なった。2010 年に比べ、2015 年の 5 年の間に 2.4 倍も増加している。全体的に大幅に増
加しているが、その中でも、20 代後半から 30 代前半、40 代後半以上、特に 60 代以上の
人口増加数が非常に目立っている。

2－5

在韓朝鮮族の学歴・職業・収入

統計庁の人口総調査による 2000 年～2010 年の韓国常住朝鮮族人口の教育レベルは以下
の表 2－12 の通りである。2010 年高卒以上は 62.86%で、比率的には 10 年前とそれほど変
わってはいない。しかし、2010 年度中国第 6 次人口センサスでの中国朝鮮族高卒以上の比
率を上回っている。2000 年代半ば以降より、韓国への入国規制が緩和され、中国で高い教
79

育を受けた第 1 世代、若年層の大量流入が学歴の上昇をもたらしたと 考えられる。
表 2－11
計

在韓朝鮮族の教育レベル（単位：%）

無学

小学校

中学校

高校

大学以上

未詳

2000 年

22,365

1.48

11.47

25.72

50.94

10.34

0.06

2005 年

37,090

3.09

15.13

26.10

42.99

12.69

0

2010 年

203,950

1.28

11.64

24.22

50.29

12.57

0

出所：国家統計ポータル（kosis.kr）/ 統計庁・人口総調査より作成
注：2000 年、2005 年は統計全数、2010 年は 6 歳以上の統計人口からの比率である。

韓国統計庁が発表した国家統計ポータル（KOSIS）人口総調査外国人部門の「2010 年度
国籍及び職業別外国人(15 歳以上)」の統計を見ると、外国人(15 歳以上)570,287 人のうち、
朝鮮族が 35.6%(203,266 人)を占める。朝鮮族労働者の職業をみると、単純労務(44.2%)の
比率が最も高い。
「未詳」の部分を合わせれば、単純労務が占める比率はもっと高くなると
予想される。朝鮮族(203,266 人)の性別別職業を見ると、男性(103,921)の 56.0%が単純労
務に従事していて、専門職はわずか 1.7%(1,730 人)を占めた。女性(99,345 人)は、サービ
ス業が 27.9%、単純労務が 26.2%の順になっていた。

図2-26

2010年度在韓朝鮮族の職業

未詳
無職
単純労務
朝鮮族
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機械操作及び組立
技術業
農林漁業
販売業
サービス業
事務職
専門職
管理職
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資料出所：統計庁

2015 年韓国統計庁が発表した「2015 年外国人雇用調査結果（2015.5 基準）」によると、
15 歳以上の外国人は 137 万 3 千人で、就業者の雇用率が 68.3%（就業者 93 万 8 千人）、失
業率が 4.9%（4 万 8 千人）、非経済活動人口は 38 万 7 千人である。外国人就業者は韓国全
体就業者（2 千 618 万 9 千人）の 3.6%を占める。外国人経済活動人口のうち、朝鮮族（韓
80

国系中国人）が 43 万 7 千人で一番多い。外国人就業者の 53.1%が平均月給 100 万～200 万
ウォン未満で、34.3%が 200 万～300 万ウォン未満をもらった。全体の平均月給は 199 万余
ウォンとなっていた。国内労働者（韓国人）の月給 231 万 4 千ウォン水準の 85.9%である
121

。

121

統計庁→統計調査→外国人雇用調査の欄（最終検索日：2016.07.27）
社会統計局・雇用統計課 2015.10.23 『2015 外国人雇用調査結果―報道資料スクラップ』
（『中央日報』
約 30 社の新聞メディアが 同調査結果 27 についての 記事をとりあげた。）
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第3節

人口移動にともなう朝鮮族居住地の変容

統計によると、2000 年朝鮮族人口流動強度は 113.44‰で、第 2 位壮族の 62.67‰の約
51‰も高かった 122 。現在東北三省の 3 分の 2 が人口流動に参加し、そのうち 3 分の 1 は山
海関以南の大中都市部に居住している(鄭 2015:173) 123 。もう 3 分の 1 は言うまでもなく、
韓国を中心とする海外に居住している。
朝鮮族人口は中国で最も人口流動強度が強い民族であり、1990 年から 2010 年の 20 年間
の統計によると、都市人口比率が 20%上昇するほど都市居住人口が急増加した。その結果、
東北三省、特に東北三省の朝鮮族農村社会にはその負の影響が直撃 していた。この節では、
人口移動にともなう東北三省の農村社会及び新たな居住地(国)の事例として北京、青島、
韓国ソウルを概観し、その変化を解明する。

3－1

東北朝鮮族農村社会

3―1―1

朝鮮族出生率の低下と朝鮮族人口の減少

人口センサスによると、中国の合計特殊出生率は 1982 年 2.86(少数民族 4.22) 124 、1990
年 2.31(2.91)、2000 年 1.22(1.64)、2010 年 1.18(1.41)へと下降した 125 。中国は 1990 年
にほぼ人口置換水準(2.1)に近くなり、その後、低出生レベルの段階に入った。中国全体に
比べ、少数民族の合計特殊出生率は比較的に高いレベルとなっている。
その中で朝鮮族は 1981 年すでに 1.91 で人口置換水準(2.1)を下回った。延辺朝鮮族自
治州を事例としてみると、1949 年～1999 年 50 年間、延辺の総人口増加数は 1,350,319 人
で 161.66%増加しているが、朝鮮族人口は 317,890 人で 62.48%増加し、ほかの民族の成長
率に比べるとはるかに低いことがわかる。朝鮮族は 1970 年代から低成長を維持し、1996
年よりマイナス成長状態になっている。1999 年朝鮮族人口自然成長率は、龍井市－3.57%、
図們市－5.05%、和龍市－3.9%である(梁 2001:88) 126 。その要因として、梁(2001)は延辺朝
鮮族女性の出産率の低下、初婚者数の減少と女性の大量流出、経済的・政策的及び出産観
念の変化等要因をあげている。

122

国家民委民族問題研究中心 2006『城市民族关系现状及对策研究』民族出版社 p.47
鄭信哲 「关于少数民族子女在城市接受民族教育的问题-以北京朝 鲜族教育 实践 为例」 『黑 龙江民族
丛刊』 2015 年 第 4 期（ 总第 147 期）民族教育出版社 pp.172-175
124
(
)内は少数民族の数値である。
125
呂昭河・ 晏月平・徐 暁勇 「人口センサ スに基づく 中 国の少数民族 の比較研究 」『東アジアへ の視点』
2014.09 月号 pp.25-36 を 参照した。
126
양옥금「 연변 조선족 사회문제 인구감소 현황 및 그 과제」『 교포정책자료』 제 62 집 2001.12
pp.87-94 (梁玉今「延辺朝鮮族社会問題人口減少現況及び課題」『僑胞政策資料』)
123
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表 2-12 延辺朝鮮族自治州朝鮮族人口の自然増加率変化 127
年度

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

総人 口 (万 人 )

83.90

84.60

84.94

85.45

85.49

86.00

85.92

85.56

85.05

84.71

84.21

84.01

出生 者 (人 )

1.16

0.96

0.84

0.65

0.58

0.50

0.42

0.38

0.37

0.32

0.41

0.32

出生 率 (‰)

13.83

11.37

9.88

7.58

6.79

5.84

5.06

4.52

4.42

4.42

4.31

3.81

死亡 率 (‰)

6.74

6.45

6.15

6.06

6.02

5.81

6.13

5.61

5.74

5.84

5.93

5.02

自然 増 加率 (‰)

7.09

4.92

3.73

1.52

0.74

0.03

-1.07

-1.09

-1.32

-1.42

-1.62

-1.21

出所：延辺朝鮮族自治州計画生育委員会； 梁玉今 蔡洙一 <论延边朝鲜族人口负增长所引发的主要问
题及其对策>《延边大学学报:社会科学版》 2003 第 36 巻 第 2 期 p.41

表 2-13

中国・吉林省・延辺・延辺朝鮮族の人口自然増加率比較 (‰)

年度

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

中国

14.39

12.98

11.60

11.45

11.21

10.55

10.42

10.00

9.53

8.77-

-

-

吉林 省

12.51

7.07

6.52

7.84

6.87

7.19

6.58

6.80

5.44

5.23

-

-

延辺

10.00

6.50

5.40

4.80

3.70

3.70

1.90

1.70

0.99

0.45

0.62

1.38

延辺 朝 鮮族

7.09

4.92

3.73

1.52

0.74

0.03

-1.07

-1.09

-1.32

-1.42

-1.62

-1.21

出所：同上書 p.41

出生率の低下を促した要因の一つとして若い女性の大量流出があげられる。その中で、
一つは国際結婚による流出である。駐中韓国大使館領事部が発表した資料によると、国際
結婚で韓国に出国した女性が 1993 年に 1,463 人、1994 年 1,995 人、1995 年 7,693 人で 3
年間だけで 11,181 人に達した 128 。もう一つは、若い女性はサービス産業に就きやすいた
め、国内都市部へも大量に流出するようになった。その結果、特に朝鮮族農村地域では女

図2－27 朝鮮族の男女・年齢別通婚率（%）
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45-54歳
35-44歳
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出所：高玉梅 「从1990年人口普查1%抽样数据看我国的民族通婚」 《人口与经济》
2001 第3期 pp.48-51より作成

127

梁玉今 蔡洙一 「论延 边朝鲜族人口 负增 长所引 发的 主要问题及其 对策」
《 延 边大 学学报:社会科学版 》
2003 第 36 巻 第 2 期 pp.41-44
128
出所：『흑룡강신문(黒龍江 新聞)』1996.03.25；
황유복(黄有福)2002『중국조선족 사회와 문화의 재조명(中国朝鮮族社会 と 文化 の 再照明)』
료녕민족출판사 p.13；정신철 2000『 중국조선족-그들의 미래는…… (中国朝鮮 族 －彼 ら の 未来 は
……)』신인간사 p.87 よ り再引用
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性比率が大幅に下降した。2000 年以降の人口センサスから見ても、特に結婚、出産期にあ
たる 20 代～40 代の女性比率は男性比率より低く表れ、人口数では約 2 万 5 千人の差があ
った。
女性の比率を低下させたもう一つの要因としては、近年人口移動にともなう異民族との
頻繁な接触により、朝鮮族女性の異民族(主に漢族)男性との通婚率が高いことからも考え
られる。図 2－27 は、1990 年第 4 次全国人口センサスの 1%サンプリング調査によるもの
であるが、各年齢層の朝鮮族女性の異民族通婚率は男性より高い傾向を見せている。ここ
で、注目すべきところは、特に朝鮮族女性の 15－24 歳の年齢層の異民族との通婚率が最も
高く、朝鮮族男性の比率の 3.6 倍以上を占める。これは、元々女性比率の低い年齢層でさ
らに男女比の差をつくってしまう結果につながる。

3－1－2

朝鮮族居住地の縮小と民族教育の衰退

朝鮮族人口の大量流出・出生率の低下により、東北朝鮮族居住地の人口は減少し続け、
その結果、行政区域の調整により朝鮮族郷・村は縮小しつつあった。
かつて、中国には朝鮮族集落が 2000 余りあった。しかし、90 年代以降の人口流出によ
り朝鮮族集落数は激減した。黒龍江省の朝鮮族村をみると、 1982 年には 501 あったが、
1990 年には 492、2002 年には 392 へと減少した。朝鮮族が 100%を占める村数は 1982 年
77.96%、1990 年 59.48%、2002 年 38%へと減少した(劉・金 2007:12 129 )。2007 年黒龍江省に
は朝鮮族の郷鎮(三つは朝鮮族満族郷あるいは満族朝鮮族郷)、村は 233 へと減少し、ほぼ
同じ時期、遼寧省の郷鎮は 12 から 2 へと減少した 130 。延辺の場合、2011 年 66 の郷鎮(15
の郷、51 の鎮)で 2006 年より一つ減り、村は 1051 で 25 減少した。
朝鮮族は長い間農村に社会基盤を置いていたため、農村には民族教育体系が完備され、
小・中学校は大体居住地で通うことができていた。しかし、農村人口の大量流出に伴う朝
鮮族農村の荒廃により、一番大きな影響を受けているのはやはり民族学校であった。
朝鮮族は民族意識が強く、それは教育を通じて育まれる。その伝統は今日まで伝承され、
朝鮮族の教育に対する情熱は非常に高い。生活や飢餓に苦しんでも子どもの教育だけは重
視されてきた。しかし、これと矛盾するが現在東北地区における朝鮮族農村の民族学校が
今日急激に減少している。民族学校が減少したというのは、民族教育を受ける朝鮮族人口
の激減を説明し、これから民族言語・文字の保存・継承していく困難さを意味している。
大規模移動にともない、伝統居住地である東北地区の民族社会に与えたダメージ も大き
く、一部では朝鮮族民族区域の存続、民族教育の将来が危うくなるのではないかという憂
慮が高まる声もあり、深刻な社会問題として浮上するようになった。
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류춘욱・김병호 「조선족 사회문제의 현 실태에 대한 사고」 김병호 류춘 욱 편저 2007『중 국
조선족 인구문제와 그 대책』 민족출판사 pp.10-29
130
郷鎮、村 の 数 は 『연변일보(延辺日報)』(2012.09.26)、『연합뉴스(聯合 ニ ュ ー ス )』(2015.08.13)
を参照。行政区域の単位は、省、州、県、鎮、郷の順である。
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朝鮮族の大量流出により、朝鮮族学生数が激減し、多くの朝鮮族学校が合併・閉校へと
至った。
2016 年 7 月 22 日、延辺朝鮮族自治州人民代表大会第 14 期人大常務委員会第 24 次会議
で発表された「全州朝鮮族教育状況に関する調査報告」によると、全州の朝鮮族中小学校
は 74 校、2 万 6900 人が在学している。2001 年全州に 270 校の朝鮮族中小学校(民族連合
学校を含む)があり、11 万 3200 人が在学していたが、この 15 年間朝鮮族中小学校が 73%、
在学生数が 76%減少した。そのうち、25 人以下の学校が 20 校を超え、6 人以下の学校も 10
校ある 131 。
延辺朝鮮族自治州の朝鮮族小学校は 1985 年 419 校、1995 年には 177 校に縮小され。朝
鮮族中学校は 1985 年 118 校(中学校 92 校、高校 8 校、完全中学校 18 校)から、1995 年の
49 校(中学校 34 校、高校 8 校、完全中学校 7 校)へと縮小した 132 。

3－1－3

朝鮮族人口の離婚率の増加

未婚

有配偶者

離婚

死別者

図2－28 2010年黒龍江省・朝鮮族人口婚姻状況(%)
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出所：黒龍江省統計局/黒龍江省発展と改革委員会HP (2015.01.30 公布)

韓国への入国者の急増により、朝鮮族家庭が解体し、長期別居による離婚率の上昇、欠
損家庭の増加問題が深刻な社会問題として浮かび上がっている。
『延辺日報』の報道による
と、2007 年延辺朝鮮族自治州の朝鮮族欠損家庭生徒の比例は 55%を上回る。自治州の 321
か所の小学校生徒 109,410 人のうち、欠損家庭の生徒数が 25,155 人、109 か所の中学校
75,588 人のうち、欠損家庭生徒が 17,960 人、27 か所の普通高校生徒 46,066 人のうち、欠
損家庭生徒が 8,307 人いた。自治州の欠損家庭生徒比例が 22.3%であるが、朝鮮族生徒の
131

『연변일보(延辺日報)』2016.07.26 第 7 面;
(延辺朝鮮族自治州には小学校 31 校、9 年一貫制学 校 12 校、中学校 22 校、完全 中学校 (中学校・高校)1
校、普通高校 8 校。そのほ か、学校付属幼稚園 20 園を 含む 86 園の朝鮮族幼稚園 に 12,400 人の園児が在
園している。教員数は 5,340 人である。)
132
황유복 前掲書 pp.13-14 より再引用(資料出所：『延辺教育統計年鑑』1985－1986、1994－1995)
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中の欠損家庭生徒比例は 55%を上回る。延辺の青少年犯罪率が全省でトップにあり、青少
年犯罪の 70%が欠損家庭生徒であることから、これは深刻な社会的問題であると指摘され
ている。（『延辺日報』2007.12.21）
2007 年、訪問就業制の実施後、青壮年たちの韓国への出稼ぎ人口がさらに急増するよ
うになったが、欠損家庭生徒数も増えていくことにつながっていったと予測できる。

表 2-14
年度
在 韓 朝 鮮族
総計
訪 問 就 業(H-2)

年度別「訪問就業(H-2)」滞在資格増減推移

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015.12

328,621

376,563

377,560

415,004

477,163

453,857

512,120

606,964

647,717

226,743

294,344

299,796

277,928

293,132

227,797

228,049

267,922

268,128

出所：韓国出入国・外国人政策本部 『出入国管理統計年報』各年度、『統計月報』 (12 月号)より作成

遼寧省瀋陽市を事例とみると、朝鮮族生徒のうち、欠損家庭が総世帯数の 65%を占める。
瀋陽市の 5 つの朝鮮族小学校、2 つの朝鮮族中学校 1,641 人の生徒を対象に調査した結果
によると、両親の離婚者 13.89%、単親者 27.06%、両親不在者 24.07%を占めた。欠損家庭
は、子供の教育と成長に大きな負の影響を与えていた（『延辺日報』2010.4.20）

3－1－4 朝鮮族農村の高齢化
農村の労働人口の都会への流出は農村地域の高齢化を加速化させた。
労働力人口の流出により、年寄りだけが農村に取り残され、孤独な余生を過ごしている
世帯が増えるようになったのである。子どもからの仕送りを受けている老人世帯はまだよ
いが、子どもからの仕送りがない老人の世帯は病気にかかっても病院にいけなく、孤独と
貧困二重の苦痛を経験しなければならない。
増加しつつある朝鮮族農村の高齢化問題が現在の農村社会の中で大きな問題として顕
在化するようになった。
このほかにも、農村社会では若手民族幹部の不足など様々な負の影響が出ている。その
一方で、各地域では集中村建設、民族資源を活用した観光開発など新たな産業形態での取
り組みが行われるようになり、現在、それぞれの成果を上げている。その事例としては、
第 3 章で綏化地区の朝鮮族農村地域を事例として取り上げる。
危機とチャンスが併存する中、朝鮮族は確実に発展の道へとたどっている。90 年代より
大規模移動が始まって、20 年以上が経った現在、新たな居住地における朝鮮族たちは確実
に生活のクォリティを高めており、社会的地位の上昇を果たしている。
朝鮮族密集地域では、朝鮮族による共同体が次々と結成され、新たな民族コ ミュニティ
が形成され、発展してきている。
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3－2

新たな朝鮮族コミュニティの形成(1)

国内―北京・青島を事例として

北京・上海・青島等都市部における移住生活の長期化にともない、朝鮮族人口の相対的
な集中地域においては、新たな朝鮮族共同体が形成されている。いわゆるコリアン・タウ
ンとして知られる地域では、朝鮮族と韓国人が共存する場合が多くみられる。すでに記述
したように、朝鮮族の移住は韓国企業と密接な関係をもっていたためである。
以下、新たな朝鮮族集中地域の代表例として北京と青島をみる。
3―2―1

北京

北京は中国の首都で、全国の政治、文化、経済、教育の中心地である。北京は、華北大
平 原 の 北 部 に 位 置 し 、 東 は 天 津 市 と 隣 接 し 、 そ の ほ か は 河 北 省 と 接 し て い る 。 総 面 積は
16,410.54 ㎢であり、全市の 16 区を管轄している 133 。
第 6 次人口センサスによると、北京市に登録されている常住人口は 1961.2 万人で、10
年間 604.3 万人増加し、増加率は 44.5%に達している。北京市常住人口 56 民族のうち、漢
族が 1881.1 万人で 95.9%、少数民族が 80.1 万人で 4.1%を占める。少数民族人口のうち、
前 4 位を占めるのは、満族、回族、モンゴル族と朝鮮族で、少数民族総人口の 87.3%を占
める。全市の朝鮮族人口は 3.7 万人で、58.1%の人口が朝陽区と海淀区に集中している 134 。
2015 年末人口サンプリング調査によると、全市の常住人口は 2170.5 万人で、常住外来
人口は 822.6 万人であった。その中で、朝鮮族集中地域である朝陽区の常住人口 395.5 万
人のうち、常住外来人口が 184.0 万人で 46.5%を占め、海淀区の常住人口 369.4 万人のう
ち、常住外来人口 148.6 万人で 40.2%を占めた 135 。いずれも、都市功能拓展区 136 と呼ばれ
る都市功能核心区の外側に位置し、都市外来人口比率が非常に高い地域である。
人口センサスによると、北京の朝鮮族人口は 1953 年 384 人、1964 年 2,909 人、1982 年
3,909 人、1990 年 7,689 人、2000 年 20,369 人であった。80 年代までは、戸籍制度及び必
需品供給制度等制限により、その多くは人材需要による転職あるいは大学卒業後北京に分
配された者である 137 。80 年代末からは、人口流動により増加するようになった。
首都之窗 人文北京（北京市人民政府 主办） www.beijing.gov.cn 「北京 概况 」より
(検索日:2016.10.26)
134
北京市统计局 国家 统计局北京调查总队 北京市第 六次全国普 查领导小 组办公 室 「北京市 2010 年第
六次全国人口普查」（北京 统计信息网 http://www.bjstats.gov.cn/tjsj/qxsj/）(検索日:2016.10.06)
135
北京市统计局 国家 统计局北京调查总队 区域数据 分批 发布(2016.06)「2015 年度各区人口与就业
（北京统计信息网 http://www.bjstats.gov.cn/tjsj/qxsj/）(検索日:2016.10.06)
136
都市功能核心区は東城、西城、崇文、宣武四つの区が含まれ、首都功能と「四つのサービス」を担
うキャリアである。国家政治文化の中心、金融管理中心と国際交流の中心的な職能を担い、同時に、全
国の展示、スポーツ、医療、商業と観光等のサービスを提供する功能をもつ。全市の中で都市化レベル
が最も高い地区である。
都市功能拓展区は朝暘、海淀、豊台、石景山四つの区が含まれ、国家高新技術産業基地であり、国内
外有名な高等教育と科研機構の集中地区である。
(首都之窗 人文北京<北京市人民政府 主办> http://www.beijing.gov.cn/ 「 城市功能核心区」「城市
功能拓展区」より 検索日:2016.10.26)
137
朴盛镇 2010 修士論文「 北京望京地区朝鲜族与韩国人的关系研究」pp.21-22
133
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その背景には、韓国と大きな関わりがある。韓国人の増加により、韓国人集中地域では
朝鮮族が通訳、ガイド、飲食店などサービス業に従事するようになり、90 年代以降、韓国
企業の大量進出とともに、就職目的で北京に流入する者が増加したのである。
朝陽区の望京は、朝鮮族散居地域の中の集居地の一つとなっている。90 年代まで、ほと
んど畑だったこの地は、1992 年北京朝陽区により望京開発区管理委員会を設立し、望京を
商業、金融、科学団地に開発する計画を立てた。その結果、望京が国家レベルのハイテク
団地として中関村科学技術園区に指定された。その後、世界 500 強企業のうち 40 のグロ
ーバル企業が望京に進出した(정・안 2015:15 138 )
図 2-29

北京市地図

地図出所：地图窝(www.onegreen.net)

(1949 年中国国際ラジオ放送局朝鮮語放送、1951 年中央民族学院、1953 年民族出版社朝鮮語編集部、
1956 年中央ラジオ放送局朝鮮語ラジオ放送等が設立された。)
138
정희숙・ 안상경 「청도, 북경, 상해의 코리아타운 축제」『 한민족공동체』 글사랑닷컴
제 23 호 2015.07 pp.11-31
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2008 年韓国輸出入銀行によると、北京に登録されている韓国企業は 291 である(정・안
2015:15)。そのうち、望京には三星、LG、HANA(韓亜)銀行、WOORI 銀行など韓国企業が集中
しており、望京新城、夏都盈座、夏都家園、星源公寓、博泰ビルヂング、福碼ビルヂング、
望京明苑、華鼎世家、大西洋新城等に 40%が韓国企業と朝鮮族企業で埋まっている。それ
から望京で営業する飲食店、喫茶店、サウナ、美容室、カラオケなどサービス業者は 500
余あるという統計もある 139 。
1996 年望京新城第 1 期(現望京西園四区)完成後、翌年に 200 世帯の韓国人が入居した。
2000 年以降、韓国人の増加が著しくなり、当地の住民によると当時「80%のアパートを韓
国人に貸していた」140 と証言するほどだった。2006 年 11 月末には、西園三区に韓国人 1,600
余人が居住し；2008 年華鼎団地には約 3,000 人のうち、韓国人が 2,050 人居住した(朴
2010:15)。韓国人の増加とともに、望京には韓国国際学校から、韓国商品が揃ったスーパ

図 2-30 北京・望京の地図

出所：望京街道办事 处(2008.07)の地図より

139
140

정희숙・ 안상경 同上 p.18
祖秀丽 2005「望京新城:一个韩国社区的前世今生」 『社区』（6 下） p.38
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ー、飲食店など韓国人が生活するために必要な施設が完備され、韓国人が増加した。望京
には大体 6－7 万人の韓国人が住んでいる(朴 2010:14)。
一方、望京の朝鮮族人口は約 1 万人と集計されているが、民間では 2－3 万人と推定し
141

、最近の統計では、3－4 万人に達しているという 142 。
朝鮮族の場合、近年、北京から近い河北省燕郊がもう一つの朝鮮族の集中地域となりつ

つある。北京市の不動産価格の高騰により、朝鮮族が地理的に北京から近く、交通便利な
燕郊でアパートを購入するようになった。現在、燕郊には朝鮮族人口が 4 万人以上に上り、
燕郊朝鮮族発展促進会のキム会長によると、総合住宅団地「ソウルタウン」などの住宅工
事 が 終 わ れ ば 、 数 年 間 で 朝 鮮 族 人 口 は 10 万 人 を 超 え る と 推 定 し て い る (『 黒 龍 江 新 聞
(2014.11.06)』)。
朝鮮族人口の増加と定着とともに、現地では製造業、飲食業、旅行業、物流業などの
朝鮮族会社も現れ、朝鮮族飲食店は 100 以上に達しているという。
B4 さん(1976 年生、男、綏化出身) 143 も燕郊で韓国料理店を経営している。
B4 さんは元々北京の望京地域に住んでいたが、不動産価格の高騰により、数年前に
燕郊でアパートを購入し、家族ごとに移り住んできた。彼の住むアパート団地は住民
の約 3 分の 1 の世帯が朝鮮族である。数年間住んでいると、同じアパート団地に住む
朝鮮族はみんな顔見知りで、昔、故郷にいた時に住民みんな家族のように親しくして
きたように、現在、燕郊でも同じような生活をしているという。飲食店を始めてから
は、同じ飲食店経営者たちとも仲良くなり、助け合っているので、お互いに大きな支
えになっている。近年、ロッテマートやウォルマートなど大型ショッピングモールや
生活するのに必要なものが全部揃っているので、燕郊は便利で住みやすいところだと、
今の生活に満足しているという。一方、現地には朝鮮族交流協会もたくさんあるので、
時々団体の活動にも参 加している。
北京には「朝鮮族企業家協会」、
「ワールド OKTA 北京支会」
「愛心女性ネットワーク」
「老
人協会」など朝鮮族団体が結成され、活動している。
3―2―2

青島(山東省)

山東省は、地理的条件から貿易、人的交流、航空便、航路の面で、韓国と一番密接な関
係をもつ。韓国輸出入銀行の統計によると、2015 年 12 月末まで、韓国の山東省での投資
法人累積数は 8,034 件で、中国全体 23,789 件の 32.5%を占めている 144 。
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张丽娜・朴盛 镇・ 郑信哲 2009「多民族多国籍的城市社区研究-以北京市望京地区为主 线」 『大 连
民族学院学报』第 2 期；朴 盛镇 2010:24 より再引用
142
洪伟 「北京望京朝 鲜族 劳动权保障状况 调查研究」 『法制与社会』 2013(2) ｐ.202
143
取材日：2016 年 6 月 25 日 取材場所：ソウル市大林洞 コーヒーショップ
144
駐青島大韓民国総領事館 HP→「韓国との関係」を参照 (検索日:2016.11.06)
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一方、山東省の中でも青島市は朝鮮族人口の最も集中している地域である。
青島は山東半島の南側に位置し、1981 年中国 15 の経済中心都市の一つになり、1984 年
には中国 14 の沿海開放都市の一つに選定された。青島は、現在、市南、李滄、嶗山、黄島、
城陽 6 区と即墨、膠州、平度、莱西 4 の県級市を管轄している。青島の陸地総面積は 11,282
㎢で、海域面積は 12,240 ㎢である。そのうち、市区の面積は 3,293 ㎢である。青島常住人
口は 909.7 万人で、そのうち、市区常住人口は 490.22 万人である 145 。
青島市が発表した『2015 年青島市国民経済と社会発展統計公報』(2016 年 3 月 17 日発
表)によると、2015 年全市生産総額は 9,300.07 億元（1,431 億ドル）であり、前年度に比
べ 8.1％増加した。同公報によると、2015 年度、青島市常住人口は 909.70 万人で、産業別
人口比率は、3.9：43.3：52.8 であり、1 人当たり GDP は、102,519 元（15,000 ドル）を記
録し、前年度より 1.2％増加した 146 。ほとんど第 2 産業と第 3 産業であり、経済的に発展
している都市である。
山東省に朝鮮族人口が増加し始めたのは、北京と同じく、韓国と経済的・人的交流が始
まった 90 年代からになる。
1982 年の人口センサスを見ると、当時山東省の朝鮮族戸 籍人口は 939 人で、青島市には
130 余人しかいなかった(박광성 2012:32 147 )。その後の人口センサスによると、1990 年 3,362
人、2000 年 27,795 人、2010 年 61,556 人で、近年急増している。

表 2－15 山東省在住韓国人・朝鮮族人口
青島

威海

煙台

その他

総数

韓国 人 滞留 者

48,200

23,100

14,600

2,900

88,800

(韓 国 留学 生）

4,500

1,500

1,000

1,000

8,000

朝鮮 族

134,400

33,000

22,000

10,600

200,000

出所：駐青 島 大韓 民 国総 領 事 館 HP より

しかし、実際の常住人口のうち、戸籍と臨時居住証を持っている人口が少数であり、現
地政府関係者たちによると、青島在住の朝鮮族人口は実際には 20 万人に達すると推定し

青岛市人民政府新 闻办公 室·( http://www.qingdaochina.org/ ）「青 岛概况」 を参照した。 (検
索日:2016.10.26.)
146
China.com(中華網山東) 「青岛 2015 年人均 GDP 首破 10 万 收入增速跑 赢 GDP（青島 2015 年一人
当たり GDP はじめて 10 万 元を突破 収入増速が GDP を上回る）」 (検索日:2016.10.26.)
147
박광성 2012「국가,민족 , 시장, 계층의 교차적 시각에서 본 조선족 도시공동체-서울과 청도의
조선족 도시공동체 비교연구(国家、民族、市場、階層 の交差的視点から見た朝鮮族都市共同体
―ソウルと青島の朝鮮族都市共同体比較研究)」pp.29-49 『2012 在中韓人ディアスポラ
研究国際学術大会(北京)』(主催：동덕여대한중미래연구소 중앙민족대 조선-한국학연구소
서울대국제대학원 국제학연구소 開催日:2012 年 8 月 13 日-14 日)
145
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ている 148 。一方、青島大韓民国領事館（2011.4 月）の統計では、全山東省に 200,000 人在
住し、そのうち青島市に 13 万人以上いると推定している。

一方、韓国人は全山東省に約 10 万人居住し、そのなかで青島市在住者が圧倒的に多い。
青島の中でも、朝鮮族人口の 70%は城陽地域に居住しており、アパート団地を単位とし
て小集居する特徴をもっている。例えば、城陽区の「盛世家園」アパート団地の場合、800
世帯のうち、480 世帯が朝鮮族、天泰城の場合 6,000 余世帯のうち、2,820 世帯が朝鮮族世
帯であると確認されている 149 。青島市李滄区の場合、百通花園アパート団地には 1,000 余
世帯のうち、朝鮮族住民が 600 世帯を占め、即墨市の場合、西元庄アパート団地 9,800 住
宅のうち、6,500 住宅を朝鮮族が購入している(鄭 2010:31) 150 。2008 年の非公式統計では、
青島でアパートを購入した朝鮮族は 35,000 世帯に達するという見解もある 151 。
山東省での朝鮮族人口増加のもう一つの要因としては、韓国企業を誘致するために、 90
年代政府機関でも朝鮮族に優遇政策を実施していたことがあげられる。
まず、ひとつの事例を取り上げる。
Q18 さん(1970 年生、男、綏化出身)は、1990 年膠州市の韓国企業に就職し、1993 年
からは市政府の韓国企業誘致部門に勤務している。
五常朝鮮族高校 3 年生の時、青島に進出する韓国会社で通訳を 2 人募集するという
ことで高校の先輩が学校に訪れたのをきっかけに、彼は大学入試を保留にし、1990 年
6 月に膠州に来たのである。当時、膠州には朝鮮族がほとんどいなかった。その翌年、
彼は簡単に戸籍を膠州に移すことができたという。
韓国会社に勤務して 2 年間経ったとき、市政府が韓国企業誘致のために韓国に事務
所をつくるという情報を彼の社長が知り、社長からの推薦を受けて、彼は面接を受け
て事務所の通訳として採用された。1993 年～1996 年までの 3 年間、彼は市政府組織部
官員と対外貿易経済委員会の官員 2 人と 3 人で韓国に滞在しながら韓国企業の誘致に
かかわっていた。1996 年には中国に帰国し、膠州市政府の外国企業誘致部門に配属さ
れ、韓国を行き来しながら韓国企業の誘致事業をやっている。彼の話によると、韓国
企業が投資した企業は山東省が一番多く、その中でも青島、威海に集中しているとい
う。青島では城陽区、膠州に一番多く、職種により黄島、即墨、平度などの地域にも
分布している。職種は主に縫製、家具、靴、ろう接、鍍金など労働集約型企業が多か
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山東省 民族事務 委員会副 主任馬さんは 2004 年 蘭州 で開かれた 全国民族 移民討 論会議の発 表文で山
東半島に 20 余万人の朝 鮮 族が生活している と記述す るなど、ほかの現 地関係者 からも同様な証言 が出
ている。(박광성 2012:32 より引用)
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朴光星 2012 同上 pp.32－33
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郑信哲・黄娜 「少数民 族人口流 动与城市民族教育 问题探 讨」 『中南民族大学 学 报（人文社会科学
版）』 2010 第 30 巻 第 1 期 p.31
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南 龙海 「青 岛朝 鲜族聚 居地方的 现状 与展望」 中 国朝 鲜族史学 会 『「改 革开 放三十周年朝 鲜族社会
的变化与 发展」研 讨会 论文 集』2008 p.10
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った。彼によると、1993 年から膠州に登録されている韓国企業が一番多い時は 700 社
以上あったが、現在はその 3 割過ぎないという。税金、所得税などにおいての優遇政
策がほとんどなくなり、人件費の上昇で、多くの企業が他地 方、あるいは他国へと移
し、倒産した企業も少なくないという。現在は、膠州へ進出しようとする韓国企業が
ほとんどないという。
Q18 さんの証言からもわかるように、90 年代、韓国企業に採用された朝鮮族には同市の
戸籍を付与した 152 。もう一つは、Q18 さんのように政府管理職への登用である。青島市に
は、12 の区と県があり 12 の区(県)の外資誘致局に全部局長、副局長級の朝鮮族の官員が
配置されている(朴 2012:34)。朴(2012:34－35)は、1996 年地方言論社である「黒龍江新聞
(朝鮮族新聞)」が、現地の認可の下で山東省に支社を設立できたのも破格的な措置であっ
たといい、韓国資本の積極的な誘致に、通訳という仲介の役割として朝鮮族の保有した文
化が一種の都市化をすすめる資本として活用されたと分析している。
このように、政府側は経済開発のための必要労働力として積極的に受け入れる反面、少
数民族の教育、文化権利を保障する側面においては消極的である。少数民族のうち、朝鮮
族人口が圧倒的に多いにも関わらず、政府機関の少数民族関連部署には朝鮮族官員が 1 人
もいなく、朝鮮族文化への理解のない関連部署と円滑に疎通ができていないという。例え
ば、現地における朝鮮族公立学校及び朝鮮族団体の設立 が難航しており、朝鮮族団体の名
称には朝鮮族を入れないように勧められるという。その例として、青島朝鮮族企業家協会
は青島市少数民族経済連合会第１分会という呼称になり、朝鮮族私立学校は正陽学校の名
称になっている (박광성 2012:34－35)。名実ともに、その現地の市民として受け入れられ
ているわけではないことが分かる。
朝鮮族は、下層労働市場ではほとんど見られなく、大体会社の通訳や管理職に就いてい
る。朝鮮族は、韓国企業で一般社員から課長、部長、理事等会社で一定の責任を持つ 仕事
に就きながら、企業家へと成長するための基礎をつくった（鄭・黄 2010:31）。金融危機で
韓国経営者たちが会社をやめて帰国したときに、それまでに韓国企業で経営ノウハウを身
につけた朝鮮族たちは韓国企業を買収して経営者となり、一部は独自で企業を立ち上げた。
統計によると、青島には約 1000 社の朝鮮族企業があり、そのうち城陽区だけで有限責任会
社の登録数が 42 社、個人経営が 300 余件に達した(郑・黄 2010:31) 153 。
新しく形成された朝鮮族社会の中で、朝鮮族企業家たちによる企業家協会をはじめとし、
分野別(科学文化人協会、大学生連合会、教師協会等)、趣味別(サッカー協会、ゴルフ協会
等)、性別・年齢層別(老人協会、女性協会等)、出身地別(郷友会等)の朝鮮族団体が次々と
152

박광성(2012:33)による と、朝鮮族に付与した戸籍の政策は朝鮮族の増加とともに 90 年代末からは
有名無実になった。 その後 、アパート開発ブー ムが急 速に広額中、青島市 でアパ ートを購入する場合、
戸籍を付与する政策 が施行 された。都心地域の 密度が 高くなるにつれ、中 心地域 では廃止され、郊外地
域の新都市などで実行されているという。
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郑信哲・黄娜 2010.01 「少数民族流动与城市民族 教育 问题探 讨—以山 东省青 岛市教育 实践 为例 」
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立ち上げられた。その中で、青島市朝鮮族企業家協会の会員社は 300 余に達しており、同
団体は、現地と民族社会、各地に分散している全朝鮮族社会をつなげる核心的リーダーと
なり、民族の結束力を高めるのに大きな役割を果たしている。青島市朝鮮族老人協会は、
39 の分会をもち正式会員が 1,570 余人に達する 154 。青島が、中青年層だけでなく、老年層
の第 2 の故郷にもなっていることが分かる。

3－3

新たな朝鮮族コミュニティの形成(2)

3－3－1

国外―韓国・ソウル市を事例として

在韓朝鮮族の人口規模と居住地の特徴
図 2－32

ソウル市の主な密集地

図2－31 在韓朝鮮族の居住地

その他,
129853,
18.7%

京幾道・仁川広域市,
301858,
43.5%

ソウル特別
市, 262545,
37.8%

地図出所： WIKIPEDIA よ り 作 成

図2－33 ソウル市各区の朝鮮族人口状況
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出所：行政自治部 「2015年度地方自治団体外国人住民現況」より作成

既に述べたように 1980 年代末から大規模な朝鮮族の韓国への出稼ぎ移動が始まり、約
30 年間に、在韓朝鮮族の法的地位は大きく変化してきた。2007 年「訪問就業制」の導入、

154

박광성

同上

2012: 33
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その後在外同胞の適用範囲の拡大等韓国への入国及び滞在資格の緩和により、在韓朝鮮族
人口は 2000 年代後半から激増した。

写真 2－2 チョクパン内部 ↑
写真 2－1 加里峰洞の쪽방 (チョクパン) 村
(写 真 出所：『中央 日 報』2016.04.19)

(写 真 出 所 ：「九 老 工 団 労 働 者 生 活 体 験
館」）

写真 2－3 考試院チョクパンの内部→

2015 年 7 月 韓 国 行 政 自 治 部 が 発 表 し た 「 2015 年 地 方 自 治 団 体 外 国 人 住 民 現 況
(2015.01.01)」によると、在韓朝鮮族は 694,256 人(韓国国籍取得者も含む)に達した。こ
れは、中国朝鮮族 3 人に 1 人は韓国にいることになる。同調査によると、ソウル首都圏(ソ
ウル特別市・京幾道・仁川広域市)居住者が 81.3%を占める(図 5－30)。ソウル市で朝鮮族
人口が最も集中している地域は永登浦区を含む南西部 5 区(九老区、衿川区、銅雀区、冠岳
区を含む)であり、全市の 62.68%を占める。
ソウル市では、朝鮮族の増加に伴う朝鮮族商圏の活性化による朝鮮族密集地がいくつか
形成されている。その中の三つの代表的な朝鮮族タウンとして、九老区加里峰洞、永登浦
区大林洞、広津区紫陽洞がある。なぜ、これらの地域に朝鮮族が密集するようになったの
か。
K2 さん（1972 年生、男）は 1994 年研修生で韓国に入国し、その翌年親戚に頼って、
仕事を求めソウルに来た。それから 1997 年から 20 年間、九老区に居住している。彼は、
当時の九老洞、加里峰洞、大林洞について、次のように語った。
「……最初の頃は、部屋を借りて住む考えすらありませんでした。建築現場で働く
者は、男女関係なく、現場で寝泊まりしながら働きました。当時は、飲食店も同じ、
みんな店で住み込みの形で働きました。
周りの朝鮮族たちが部屋を借りるようになったのは、私の記憶では大体 1995,6 年
ごろからでした。1997 年、私ははじめて携帯を買いました。そこから、はじめて親戚
や友人たちとも連絡を取り合い、時々会えるようになりましたが、ある日、友人から
電話で『禿山洞(衿川区)に行けば、干豆腐や香菜が食べられるところがある。』と誘わ
れました。そのとき、はじめて九老洞、加里峰洞、禿山洞あたりに行ってみました。
95

当時は『九老工団』 155 と言って、その一帯は本当に何もなかったですね。今は、デジ
タル団地になって高層ビルが林立しているけどね。……その日、韓国に来てはじめて
干豆腐の炒め物と香菜の和え物、米の腸詰など故郷食を食べました。それは感動でし
た！店の経営者は韓国人と結婚した朝鮮族女性でしたね。そこから、禿山洞や九老洞、
加里峰洞など九老公団周辺に朝鮮族が少し住んでいることをはじめて知りました。…
…私たちのように、禿山洞に行けば朝鮮族料理が食べられる、という口コミが広がり、
週末になるとこの辺に朝鮮族がたくさん集ま るようになりました。禿山洞、加里峰洞、
九老洞など九老工団周辺には家賃の安い「쪽방(チョクパン)」がたくさんあるのを知
って、朝鮮族労働者たちも部屋を借りて定着し始めました。朝鮮族の住居地は最初禿
山洞(衿川区)から加里峰(九老区)、九老洞(九老区)、新道林(九老区)へと広まってい
ったとおもいます。地下鉄 1 号線の禿山駅の次の駅が加里峰駅、その次が新道林駅で、
新道林駅は 2 号線とも交差するところですからね、出勤にとても便利なところです。
当時、新道林には借りられる家がそれほど多くはなかったけどね。うちの父親が 1997
年韓国に来ることになって、私も九老洞で部屋をひとつ借りました。この 地域が朝鮮
族居住者でほぼ飽和状態になってから、2000 年代以降、大林洞も朝鮮族居住地として
範囲が広がりました。なぜかというと、大林駅には 2 号線だけでなく、7 号線もでき
たからですね。大林駅から 1 駅乗れば、1 号線にも乗り換えられるので、ソウル市だ
けでなく、水原、仁川などソウル周辺地域まで行けるし、最高に便利なところですね。
仕事に行くのに交通機関を利用しないとならないから、みんな交通便利なところを探
します。……」（2016.06.28 ソウルで取材）
K2 さんのいうように、家賃を節約するために 90 年代前半までは主に建築現場や飲食店
など職場での住み込みの形態で働き、部屋を借りて、一か所に定着するようになったのは
90 年代後半からになる。90 年代初期に韓国へ入国し、建築現場、飲食店で働いたほかの人
の取材からも同じような証言が出た。
「九老工団」から近い禿山洞・加里峰洞・九老洞などの地域には「쪽방(チョクパン)村」
あるいは「벌집(ボルジプ:蜂の巣)村」呼ばれるところが非常に多かった。1960 年代から
80 年代半ばまで栄えていた九老工団で働く数万人の出稼ぎ労働者たちが地方から上京し、
チョクパンは彼女/彼らの棲家として利用されていた。数十年が経ち老朽した狭苦しい 部
屋、キッチン・トイレ共同等条件が非常に悪いが、当時経済的な余裕がなく、不法滞在し
ながら不安定な生活を送っていた朝鮮族労働者たちは、交通の便利さ、安い家賃を求め「チ
ョクパン」を借りるようになり、口コミや親戚・友人等ツテに頼って、同地域に密集する
ようになったのである。

155

「九老工団」は「九老輸出産業工業団地」の略称。2000 年 12 月より、「ソウル デジタル産業団地」
に改称された。
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特に、加里峰洞にある加里

図2－34 ソウル市朝鮮族密集地の外国人口状況

峰総合市場の横丁には朝鮮
族の増加とともに、中国食
材、中国料理、カラオケ等中
国人・朝鮮族向けの店が出さ
れ、朝鮮族商圏が形成され

冠岳区
銅雀区
永登浦区
衿川区
九老区
広津区

た。それが、規模をもつ初の

0%

「朝鮮族タウン」と言われて
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区
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いる。
（写真 2－10：加里峰総合

中国朝鮮族

14,424

44,684

27,419

56,227

12,387

23,838

中国

4,423

5,319

3,478

6,796

3,966

3,883

市場看板の下に「同胞タウン」と

その他

3,850

3,188

2,077

3,929

3,311

5,275

いう文字が書かれている) 。

出所：行政自治部 2015.07 『2015地方自治団体外国人住民
現況(2015.01.01)』より作成

写真 2－4 衿川区禿山洞南門市場周辺

写真 2－5 大林中央市場の中国食材
左：油豆角
右：香菜
（中国東北産インゲン）（中国パセリ）

写真 2－6 永登浦区大林洞の一角

写真 2－7

永登浦区大林中央市場

2003 年、加里峰洞・九老洞など朝鮮族集居地は、法務部と警察による合同不法滞在取り
締まり強化地域となり、一時期大量の朝鮮族がほかの地域へと分散していき、朝鮮族人口
が激減した時があった。

97

写真 2－8 朝鮮族求人広告

写真 2－9 九老区九老洞

写真 2－10 九老区加里峰市場

その時期より、永登浦区大林洞に朝鮮族が増えるようになった。現在は、ソウル市最大
の朝鮮族密集地となっている。大林中央市場の場合、商人の 80～90%は朝鮮族だと言われ
ている。市場を中心とした朝鮮族商業圏内には中国食材、飲食店、 カラオケなど食事・娯
楽施設の看板が所狭しに立ち並び、物流会社や航空券の発売・ビザや書類の代行・両替あ
らゆる便宜サービスを提供する旅行会社、仕事斡旋会社、結婚式場、朝鮮族向けの病院、
葬式場に至るまで中国人・朝鮮族向けの業者や施設がすべてそろっている。朝鮮族が最も
集中し、朝鮮族を中心として漢族、少数の脱北者たちが交わって形成したコミュニティが
延辺朝鮮族自治州に似ていることから、大林洞は「ソウルの中の延辺」とも呼ばれている
156

。週末や祝日には流動人口が数万人に上るほど朝鮮族の集いの場になっている。
それ以外も、地下鉄環状線 2 号線を辿って、いくつかの小規模な朝鮮族集居地がある

が、その中で建大入口駅近くの広津区紫陽洞が新たな朝鮮族密集地として最近脚光を浴び
ている。近くには建国大学、世宗大学、漢陽大学など大学があり、職の多い江南地域から
も近く、家賃も周辺地域より相対的に安いため、留学生をはじめ、朝鮮族労働者もたくさ
ん住んでいる。最近、紫陽洞には数十店舗の羊串焼き店が密集する「羊串焼きの街」がで
きて韓国人の中でも人気を集めるほど、新たな朝鮮族タウンが形成されつつある。

写真 2-11

広津区紫陽洞(建大入口駅周辺)

大林洞の主な顧客は中国人・朝鮮族であるに対し、紫陽洞は韓国人の店も交じって形成さ
156

『주간조선(週間朝鮮)』(2316 号)「서울속의 연변(ソ ウルの中の延辺)」（2014.07.21）
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れた商圏であるため、韓国人顧客も相当の比率を占めている。紫陽洞の商店街は大学から
近く、横丁には若者でにぎわう。
3－3－2

在韓朝鮮族社会における集団的活動

『中国同胞タウン新聞』 157 の創刊号(2003.8.23)から 293 号(2015.5.16)まで言及された
同胞団体 2 は 100 以上に達した(金 2015:22) 158 。しかし、その中である程度規模をもち、
定期的に活動している団体はその一部である。
90 年代から 2000 年代前半にかけて朝鮮族労働者たちのほとんどは不法滞在者であり、
建設業・製造業など３K 業種や飲食店・家政婦などサービス業種に就いていた。不法滞在
者である弱い立場より、劣悪な仕事環境のなかで長時間労働に強いられ、その結果、産業
災害・賃金滞納などのトラブルに巻き込まれるなど、人権の死角地帯におかれていた。そ
の時期、朝鮮族労働者を人権、福祉問題を解決するために活発な活動を行った団体として
宗教団体が挙げられる。
LB(1971 年生、男)さんは、中国同胞団体の一つであるハンマウム協会(後述する)を創立
させた人物である。彼は、1997 年短期ビザで入国し、工場で働き始めたが、3 日間で手首
が切断される事故に遭ってしまった。当時を振り返り、彼はこのように語った。
「韓国に来るときに、8 万元を借金してブローカーに払い、短期ビザで入国した。高
利子で借りたお金なので、早く返済しないとならない状況だった。なのに、働き始め
てすぐ大事故に遭ってしまい、惨憺な気持だった。事故で入院したが、工場から産業
災害とも認められず、社長は一度も見舞いにも来なかった。当時は不法滞在の身分だ
ったので、政府に助けを求めることもできなかった。そのとき、『外国人の家 /中国同
胞の家』 159 を訪れ、金海性牧師のおかげで産業災害として認められた。その後、金牧
師の『中国同胞の家』に居住しながら治療を受けたこともあった。……」(2009 年 9 月
19 日

ソウル・永登浦区大林洞 LB さんの事務所で取材)

90 年代、彼のように莫大な借金を抱えて不法滞在しながら働く人が多かった。そのよ
うに産業災害など大きな被害を蒙ることがあっても、助けを求められるところはほとんど
157

『중국동포타운신문(中国 同胞タウン新聞 )』はソウル加里峰洞に事務所を置き、中国同胞が多く居住
する加里峰洞を中国 同胞タ ウンと規定、中国同 胞と地 域民間の相互理解と 交流の 場を作ると意味から始
まった。2003 年 8 月 23 日 創刊号を発行し、隔週刊で定期的に発行している。 2010 年 1 月 1 日からはオ
ンラインネット版(dongpotown.com)ネット版も並行して発行している。2016 年 8 月 1 日に は 324 号を
発行した。
158
김우경「재한 중국동포단체 연구-『중국동포타운신문』 기사를 중심으로-」2015 年修士論文
159
「중국동포의 집/외국인노동자의 집(中国同胞の家/外 国人労働者の家 )」：金海性牧師が 1992 年 2 月
より移住労働者と中国同胞のための労働相談と保護施設、無料給食所を運営しはじめ、1994 年 4 月九老
区加里峰洞に「中国同胞の家 /外国人労働者の家」を創立した。その後、労働部傘下の社団法人地球村サ
ランナヌム(「愛の分かち合い」の意)を設立した。2001 年には中国同胞教会、2004 年外国人専用医院、
2011 年地球村国際学校等施設を次々と創立するなど、各地域に外国人移住民のための施設を設立し、外
国 人 を 支 援 す る 人 権 団 体 と し て 多 方 面 の 活 動 を 行 っ て い る 。（ 社 団 法 人 地 球 村 サ ラ ン ナ ヌ ム HP
http://www.g4w.net/m1_4_2.php より 検索日:2016.08.24）
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なかった。そのときに、金牧師のような人権活動家及び一部の市民・宗教団体が朝鮮族等
外国人労働者の福祉、人権を守るための活動をしてきた。このような宗教団体は、1999 年
「在外同胞法」の公布から改定、朝鮮族等同胞の処遇改善のための活動に深く関わってい
た。
「 在外同胞」の視覚に立脚した処遇改善を求める一連の活動を繰り広げた。その過程で、
朝鮮族をひとつに団結させ、在韓朝鮮族労働者たちの存在が韓国社会に知られるのに一役
を担っていた。これらの宗教団体としては、ソウル朝鮮族教会(서경석牧師、1990 設立)、
中国同胞教会(金海性牧師、2001 年設立)、韓中サラン教会(徐英嬉牧師、2001 年設立)

160

などがあり、いずれも朝鮮族信徒が数多く所属している。宗教団体であるという特殊性か
ら、最盛期の 2000 年代初期ほどではないが、今も多くの朝鮮族が登録し、協会では宗教活
動以外にも、外国人の福祉、医療、法律相談、教育など多方面の活動を行っている。

表 2-16
年度
婚姻帰化
者
その他
合計

年度別朝鮮族の国籍取得者

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20,326
9,837
30,163

23,323
15,112
38,435

18,368
24,099
42,467

26,780
28,219
54,999

31,446
25,812
57,258

37,226
31,386
68,612

39,545
33,086
72,631

40,638
36,283
76,921

34,678
39,320
73,998

出 所 ： KOSIS(行政 自 治部 ,地方自 治 団 体外 国 人住 民 現況 )2016.08.03 よ り

2003 年「在外同胞法」の改定後、朝鮮族が「在外同胞」の適用範囲に入ったが、その後
もしばらくの間、不法滞在率が高いという理由で朝鮮族の「在外同胞」の滞留資格の取得
は厳しく制限されていた。その代わりに、朝鮮族を対象とした就業管理制、特例雇用許可
制、訪問就業制を実施し、段階的に朝鮮族の入国規制、就労範囲を緩和した。2000 年代後
半からは「在外同胞」、国籍取得の許容範囲も段階的に拡大するにつれ、在韓朝鮮族人口は
さらに増化し、生活も安定期に入った。それとともに、朝鮮族が主体となる組織が次々と
現れるようになった。
「雇用許可制の実施以前までは、朝鮮族のほとんどが不法滞在者でした。それまで
に、朝鮮族に関連のある団体は一部の人権・宗教団体で、朝鮮族自身の同胞団体はほ
とんどなかったですね。合法滞在化が始まってから、大体 2005 年度以降朝鮮族団体が
一気に現れ始めて、現在この地域(大林洞)に同胞団体が 20 以上、言論社も 20 社程度
あります。」(LB さん

2009 年 9 月 19 日

インタビューによる)

現在、活発に活動している団体を例示すると、中国同胞ハンマウム教会、在韓同胞連合
160

韓中サラン教会(徐英嬉牧師)は、2001 年九老区加里峰洞に開き、現在までの累積登録者が 16,000
人、近３，４か月の出席者約 2,000 人、週末礼拝参加者が約 650 人である。教会以外、社団法人韓中サ
ランを設立し、医療、法律、行政、就業、苦情処理ボランティア活動、
「サランの家」を運営し、現在 120
余人が居住している。
スティーブ チャ(進行者) 「中国同胞, 私の涙, 私の喜び」牧会と神学編集部
『牧会と神学』2015 年 4 号 (月刊誌)/教会 HP (http://www.hjsarang.net/board/news_2.jsp)より再引
用
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総会、CK 女性委員会、朝鮮族留学生ネットワーク、在韓同胞教師協会、韓中創業経営協会
などがある。
ここでは、最も活発に活動している在韓朝鮮族団体の一つであるハンマウム協会を代表
例として取り上げる。

写真 2-12

ハンマウム協会傘下の団体(一部)

写真出所：ハンマウム協会

写真 2－13

ハンマウム協会が主催/主管/協力するイベントの一部

写 真出所： ハンマウ ム協会
1.第 7 回 中 国 同胞 ハ ンマ ウム体 育 大 会 (2015.10.18)
2.ハ ン マウ ム 協会 忘 年会 (2015.12.26)
3.疎 外 層へ の 練炭 寄 付活 動 (2015.11.28)
4.「 文 化中 国 ・四 海 同春 」コン サ ー ト (2015.3.4)
5.中 国 同胞 移 住史 写 真展 及び民 俗 文 化交 流 公演
6.第 2 回 中 国 同胞 民 謡コ ンクー ル (2016.8.13)
7.中 国 語教 室 (2016.9.12 よ り毎 週 土 日)

主催 / ソウ ル 特別 市 後 援 （500 余 人 参加 ）
主催
（200 余 人参 加 ）
共催 / 永登 浦 奉仕 会 (50 余 人参 加 )
協力 / 中国 国 務院 僑 務事 務 室 主 催
共同主 管 / ソ ウル 特 別市 後援
共同主 催 ・ 主管
主管

LB さんは、2000 年再治療のために韓国に入国し、再び不法滞在者になる。その後、雇用
許可制の実施前の「不法滞在外国人合法化処置(2003.9.1～11.30」期間中に申告し、1 年
の滞在資格を取得した(第 2 章第 2 節を参照)。2004 年には一時帰国し、その半年後再入国
して投資ビザに変更し、現在(取材当時)、ソウルで飲食店 3 店舗を経営している。彼は店
の経営の傍ら、中国同胞団体であるハンマウム協会(後述する)を立ち上げた。
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2006 年は、LB さん等 7 人でサッカー活動から始め、今年 10 周年を迎える現在、ハンマ
ウム協会の傘下には 2 つのサッカー団、ボランティア団、バレーボール団、バドミントン
団、ゴルフクラブ、山岳会、ハンマウムマミ団等小団体があり、各団体に 4000 余人のオ
ン・オフラインの会員が在籍し、在韓朝鮮族同胞団体の中で一番活発に活動している。サ
ッカー団、バレーボール団、バドミントン団などスポーツ団は毎週活動し、各試合を主催、
あるいは参加している。ボランティア団では月 1 回各種のボランティア活動を行っている。
活動内容は、疎外層を助けるためのバザー会、老人ホームでの無料公演、地域老人のため
の各種イベントなどがある。そのほかにも、年に数回大型イベントを主催あるいは主管、
協力の形で参加している。その中で、ハンマウム体育大会は 7 年間連続ソウル市から後援
を受けて行い、参加者は 500 人以上に達する。
ハンマウム協会設立の経緯及びその趣旨について、LB さんは次のように語った。
「現在も、韓国メディアに映される朝鮮族のイメージは詐欺、暴行、チョクパンに
住む最下層民という暗い色が強いですね。韓国でたくましく、堂々と生きていく姿を
見せたいとおもいました。ハンマウム協会は純粋なボランティア団体で、活動費用は
すべて会員の会費、あるいは会員個人の寄付で賄っています。毎月、いろんなところ
に出かけ、ボランティア活動を行っています。政府が支援する団体も私たちみたいに
頻繁に活動しているところはないと自負します。」(2009 年 9 月 19 日)
第 2 期会長は、綏化出身の K2 さん(1972 年生、男、第 3 章で取り上げる)が務め、2 年の
任期を終えた後、2016 年第 3 期会長として金龍善(1973 年生、男)さんが選ばれた。彼は、
2004 年韓国の大学院で博士課程を修了し、ハンマウム協会だけでなく、在韓留学生ネット
ワーク会長を歴任し、現在は韓中貿易協会会長、KC 同伴成長企画団会長なども兼任し、韓
中経営新聞の社長でもある。2016 年度協会設立 10 周年を迎え、彼は「80 万在韓中国同胞
社会は現在、定着、経済力上昇、地域社会との和合と共存という 3 大トレンドが形成され
た。」と述べ、「これから中国同胞ハンマウム協会はこのようなトレンドに合わせて各種同
胞社会発展と地域社会の共同発展のために各種の公益事業を持続的に続ける予定である」
と明かした 161 。
ハンマウム協会をはじめとする朝鮮族団体は、様々な活動を通じて、朝鮮族の韓国での
定着をサポートし、韓国社会と在韓朝鮮族社会、中国社会を結ぶ架け橋の役割を果してい
る。
そのほか、近年の新たな動きとしては、在韓朝鮮族青少年層の韓国適応及び教育を取り
組むための団体が続々と現れ、活発な活動が繰り広げられている。
在韓朝鮮族への入国範囲、滞留資格の大幅な緩和により、成人の労働力人口だけでなく、

161

『한궁경영신문(韓中経営 新聞 )』2015.04.01「中国同胞ハンマウム協会、7 年連続ソウル市支援事
業に選定」より
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近年家族結合が進み、前節で述べたように、朝鮮族子女の入国者数が目立ってきている。
行政自治部によると、2013 年韓国に居住する就学年齢の満 7 歳から 18 歳までの青少年が
26,299 人と数えられたが、その前年度の 4 月基準での教育部の発表によると、小・中・高
校 に 在 学 中 の 朝 鮮 族 在 学 数 は 9,215 人 に 過 ぎ な か っ た ( 『 연합뉴스( 聯 合 ニ ュ ー ス ) 』
2015.02.04)。学校に通っている者は半分以下という結果である。
大林洞でライブカフェを経営している K2 さんは、最近の在韓青少年問題についてこう
語った。
「仕事の都合上、いつも夜中 1，2 時に店を出るが、その時間帯に大林洞の街を歩き
回っているのは 10 代から 20 代前半の若者ばかりだ。彼らは群れをつくって街を徘徊
し、夜遅くまで PC ルームやゲームセンターで遊んでいる。彼らの中には中国で漢族学
校に通った子どもが多く、大きくなってから韓国に来ているので韓国語がまったく話
せず、その結果、学校にも通えず、ろくな職にも就けずに、親に頼って生活している
者が多い。中国でも韓国でも定着できないで、放置されている彼らの将来が心から心
配だ。」(2016 年 6 月 28 日のインタビューによる)
「かつて東北三省 40 万人に達していた中・高校生が他地方及び韓国に行ったので、現在
2 万 3 人余残り、全体の朝鮮族学校 60%が閉
校あるいは漢族学校に統合されている」 162 。

写真 2-14 在韓同胞教師協会

現在、韓国には約 70 万人の朝鮮族が居住し、
そのうち、7 万人は親に連れられ、中途入国
した子女たちである 163 。しかし、韓国入国後、
言語・文化等面において韓国の生活にうまく
適応できず、正常な学校生活を送れない子供
が多くなり、彼らをいち早く韓国生活に適応
させることが緊急の課題となっている。

写真出所：『東北亜新聞』(2014.4.14)より

2010 年 10 月 10 日に設立した教師協会は、
中国で教師であったか、韓国で教師活動をしている中国同胞たちの教師の集いである 164 。
同胞教師協会は、教育者の立場から朝鮮族子女の教育問題の研究に取り組み、直接に教育
活動にも携わっている。同協会では、朝鮮族子女に関するセミナー、学会などを開催し、
ボランティアで朝鮮族子女・中途入国青少年たちを対象とした週末学校 (2014 年 6 月と
2015 年 5 月二つの週末学校を開設)の運営にも力を注いでいる。

162

『聯合ニュース』2015.08.13
同新聞の朝鮮族中学生新聞代表キムさん(50 歳、男)のインタビュー内容を参照した。
163
『聯合ニュース(韓国)』2016.09.26
(注：以下の MM さんの事例 の一部は、同誌に掲載された彼女に関する 記事を参照した。)
164
在韓同胞教師協会ブログ(http://blog.naver.com/jiaoxie2010)より(検索日:2016.10.06)
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2014 年、MM さん(1971 年生、女、黒龍江出身) 165 が同協会の第 2 期会長に選ばれた。彼
女は、中国で師範学校を卒業し、小学校で教師として勤務したが、1995 年に韓国にきた。
韓国で大学と大学院を卒業後、しばらく出版社に勤務したが、専攻が教育学で教壇に立つ
のが夢だったので、2006 年には韓国労働部傘下の労使発展財団に就職し、2010 年まで在韓
朝鮮族の韓国適応教育、就業教育に携わっていた。2005 年より朝鮮族就業ビザを大幅に緩
和し、就業ビザへの切り替えには労働部指定の教育機関で 20 時間就業教育を受けるよう
義務づけられていたが、彼女の財団が就業教育を担当していた。その後、2010 年からは移
住・同胞政策研究所の研究員として勤務し、それまでの経験を生かして帰化試験に関する
写真 2-15 어울림(オウリム)週末学校の童話コンサート

本も出版した。

2014 年、MM さんはソウル大林洞で中途入国青少年を対象とした語学院―D 国際学院を設
立し、中途入国者の韓国適応のための言語、文化教育を実施している。学院を運営しなが
ら、同胞教師協会会長、東北亜平和連帯が立ち上げた上述の「オウリム」週末学校の校長
も務めている。
MM さんは、朝鮮族未成年子女たちの現状についてこう述べた。

「 現在、中国から中途入国した青少年の中には全く韓国語の話せない子どもが多い。
いち早く韓国の生活、学校に適応させるためには、韓国語、韓国文化を教える教育機
関が必要である。それから、韓国で生まれた子供たちは逆に中国語がまったく話せな
い。親の都合により今は韓国で暮らしているけど、滞留資格などの問題でこれからず
っと韓国に定着するかどうかはまだ定かでない場合が多い。もし、彼らが中国語を全
く話せないと、将来中国に帰っても中国社会に適応できなくなってしまう。そのため、
彼らには中国語を教えないといけない。私の学院でも、週末学校でも二言語教育を実
施し、両国の文化を教えてはいるが、正規学校ではないため、限界がある。将来、両
国の言語、文化を同時に教えられる国際学校をつくるのが夢である。」(2015.05.06 の

165

取材日:2015.05.06

取材場所:ソウル・大林洞
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MM さんが運営されている D 国際言語学院

インタビューによる)
写真 2－16 は、2015 年 5 月「子どもに日」に、週末学校、D 国際学院、在韓女性 CEO
が主軸となっている CK 女性委員会が共同で主催した子どもの日イベントの様子であ
る。当日、朝鮮族児童 30 余人及び保護者を合わせて 60 人以上が参加し、広報により

写真 2-16 子どもの日イベント (2015.5.5)

ソウル以外の地域からも数人参加した。

朝鮮族による学校のみならず、韓国人による学校も設立されている。2015 年 11 月、中
途入国者を支援するためのフリースクールがソウル九老区に設立された。 学校設立者で校
長を務める G さんは 2006 年から 2009 年まで法務部で外国同胞課長を務め、2007 年の訪問
就業(H-2)ビザを立案、政策化するのに直接携わったという。彼は、多年間韓国移住・同胞
開発研究院院長として、中国同胞問題を研究してきており、そこから中国同胞青少年問題
の至急性を認識し、開校へといたったという 166 。

写真 2-17

韓中サラン学校開校式

写 真 出 所 ： 한중사랑학교(韓 中 サ ラ ン 学 校 )ブ ロ グ (http://midri.kro.kr/)
より(検索日：2016.09.08）

166

『재외동포신문(在外同胞 新聞 )』2015.11.30
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G 校長は、
「(前略)多文化子女や脱北子女たちは適応のための教育支援が行われているが、
中国同胞子女たちはあれもこれもない状態でただ放置され(『 在外同胞新聞』2015.11.09)」、
「小学生なら、まだ予備学校を運営する小学校があるからマシなほうだけど、問題は中・
高校生たちである。彼らはもう韓国語と韓国文化を習う機会を逃してしまい、朝鮮族密集
地域の周辺部を形成している(『在外同胞新聞』2015.11.30)」と述べ、彼らのための教育
施設及び支援プログラムが至急であると指摘した。
このように、韓国への入国が容易になり、朝鮮族労働力の経済活動が大幅に自由になっ
てきているが、その反面、子女たちの入国者の増加にともない、 子どもの教育、社会適応
問題などが新たな社会問題として現れるようになった。
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第3章
第1節
1－1

綏化市における朝鮮族の移動の実情
黒龍江省朝鮮族農村の変化と人口移動

黒龍江省及び綏化市の現況

図 3－1 黒龍江省地図

地図出所：山水旅游黄 页 (lvyou114.com) より

黒龍江省は中国東北部に位置し、中国で緯度が一番高い省である。総面積は 47.3 万㎢
(加格達奇と松嶺〈岭〉区を含む)、全国第 6 位を占める 167 。
2010 年の人口センサスによると、黒龍江省 13 の地級市のうち、200 万以上人口の市(地
区)は省会のハルピン市と綏化市、チチハル市、大慶市、牡丹江市、佳木斯市で総人口 (3831.4
167

黒龍江省統計局ホームページより(検索日：2016.09.10)
2015 年全省の常住総人口は 3812 万人であり、都市 人口(2241.5 万人)58.8%、農村人口(1570.5 万人)
が 41.2%を占める。
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万人)の 77.5%を占める。10 年間、人口増加数が最も多かった市はハルピン市(1063.6 万人、
27.76%)で 122.2 万人増加し、その次が綏化市(541.8 万人)で 36.3 万人増加した。2015 年
の黒龍江統計年鑑によると、2014 年年末ハルピン市人口は 2010 年より 76.3 万人減少し、
綏化市人口はさらに 11.4 万人増加した。

図3－2 黒龍江省人口の地域別増減推移
万人
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出所：黒龍江省統計局 2000年、2010年黒龍江人省人口センサス資料；
2014年『2015黒龍江統計年鑑』より作成(注：調査基準日は2000.11.01,
2010.11.01,2014年末である)

図3－3 黒龍江省の都市人口比率
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出所：黒龍江省統計局HP 「我省人口的分布」より作成

黒龍江省の平均都市人口比率は 2000 年の 51.53%から 2010 年には 55.66%へと上昇し、
全国の平均都市人口比率(49.68%)より高く、全国の省(自治区・直轄市)別で第 9 位を占め
る。黒龍江省 13 の地級市のうち、10 年間に都市人口比率が大幅に上昇した市(地区)は黒
河市(52.58%)、大慶市(63.59%)でそれぞれ 13.63%、9.80%上昇した。2 市とも石炭・石油等
鉱産資源が豊富な市であり、鉱業及び関連工業の発展により都市への流動人口及び常住人
口が増えたと思われる。その反面、10 年間で都市人口比率が減少した市は、森林面積が 8
割以上を占める伊春市(84.00%)で 10 年間に 6.17%低下した。森林伐採の規制など林業及び
関連業の相対的な衰退により都市人口が減少し、比率を低下させたと思われる。一方、黒
108

龍江省の省会であるハルピン市の都市人口比率は 61.13%であるに対し、綏化市は 33.22%
で、13 都市のうち、都市人口比率が最も低い地区である。
図 3－4 は『2015 年黒龍江統計年鑑』による都市部と農村部における常住人口の可支配
収入を比較したものである。都市部と農村部の収入の格差が著しく、地域別の格差も大き
い。都市部で最も収入が高いのは大慶市で、綏化市の 1.7 倍である。農村部で収入が最も
高いのは牡丹江市で綏化市の 1.3 倍である。ほかの市(地区)と比べ、綏化市は都市部、農
村部とも収入が低い市であり、それぞれ下から 3 位、2 位を占めていた。
黒龍江省から純移出(注：戸籍も転出)が始まったのは 1980 年以降である。純移出人口は
1980～1989 年 72 万人、1990～1999 年 23 万人で 20 年間 95 万人に達した。2010 年の戸籍
登録データーによると、2000～2010 年の純移出人口は 322.5 万人で、そのうち、移出人口
最高峰に達した 2003 年(46 万人)と 2004 年(43.5 万人)2 年間だけでほぼ 1980～1999 年 20
年間の数値に近づいていた 168 。2000 年～2010 年の純移出人口は 1990～1999 年の 3.4 倍に
達した。2000 年代前半にピークに達し、その後が少しずつ減り続け、2010 年には急減し
た。

図3－4 2014年黒龍江省の都市－農村常住人口の地
域別可支配収入
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出所：黒龍江省統計局 2015.09 『2015黒龍江統計年鑑』中国統計出版社より作成

流動人口の場合、さらに膨大な規模になっている。2010 年、全省の戸籍人口 38,237,903
人のうち、外出半年以上の人口は 5,399,599 に達し、総人口の 14.1%を占める(図 3－6) 169 。
外出半年以上人口のうち、最も高い比率を占める市は七台河と黒河市で、それぞれ 20.4%、
17.6%である。それに対し、綏化市の外出半年以上人口比率は 10.3%で、13 市の中で外出人
口が最も低い市となっている。

168

国家再发展研究院 课题组 「黑龙江省人口迁移与人 口流 动研究 报告」 『黑 龙江蓝皮 书－黑 龙江社会
发展 报告(2014)』 社会科 学文献出版社 2014.01 p.259
169
同上 pp.252-254 のデー ターを 参照。
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図3－5 黒龍江省の移出入人口状況
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出所：国家再发展研究院课题组 「黑龙江人口迁移与人口流动研究报
告」『黑龙江蓝皮书-黑龙江社会发展报告(2014)』2014.01 社会科学文献
出版社 P.249より再引用

2010 年黒龍江省の流動流入人口 5,557,828 人のうち、省内流動人口が 5,051,431 人(同
市区内流動 134,370 人、同市区外流動 3,708,361 人)で 9 割、省外からの流入人口が 506,397
人で 1 割を占める。省外へは、総流出人口 2,553,648 人に省外からの流入人口を引いて純
流出人口は 2,047,251 人である 170 。黒龍江省の戸籍人口の省内流動－人戸分離 (脚 注

5 を参 照 )

人口(5,051,431 人)は、全省総人口の 13.21%を占め、省外への流動人口の約 2 倍である。
男女別でみると、男性(49.37%)、女性(50.63%)で性比の差はそれほどない。年齢層からみ
ると、15－59 歳の中青年層が 80.32%(そのうち、15－44 歳の青年層が 75.93%)で、都市人
口が 83.89%を占めた。他市、県への流動地域は主にハルピン、大慶、牡丹江、佳木斯市な

図3－6 黒龍江省地域別外出半年以上人口
戸籍人口
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出所：黒龍江省統計局、黑龙江省人口普查办公室编 『黑龙江省2010年人口普查资料』 中
国统计出版社 2010；国家再发展研究院课题组（李德滨） 2014.01「黑龙江人口迁移与人口
流动研究报告」 『黑龙江蓝皮书-黑龙江社会发展报告2014』 社会科学文献出版社 p.252よ
り作成

170

同上 pp.252-254 のデー ターを参照。

110

171

ど大・中都市部で 7 割以上を占めた 。すなわち、流動人口の主流は青年層で、都市人口
が 8 割以上を占め、主に大中都市部へと流入したことになる。それと同時に、海外への流
出人口も 124,205 人に達した。
なぜ大規模な人口が流動し、

図3－7

その要因は何だったのか。上述
の黒龍江省の「人戸分離」人口
(5,051,431 人 ) の 状 況 を 見 る
と、流動の主要因は「出稼ぎ・
商業活動」が約 3 割で一番多く、
「家族の呼び寄せ」が 18.47%、
「立ち退きによる引っ越し」が
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13.42%を占め、合せて 6 割以上
を占めた。「出稼ぎ・商業活動」

2010年黒龍江省「人戸分離」人口の状況
と特徴(%)

出所：黒龍江省統計局HP
征」より作成
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「我省户籍人口人户分离状况和特

の比率が高いことは、主な流入
都市であるハルピン、牡丹江等大・中都市部を中心に第二、第三次産業の経済が活性化し、
ヒト・モノ・カネの流動が活発に行われている特徴を反映する。 「家族の呼び寄せ」が約
2 割を占めるということは人口の流動が個人から家族の移動へと変わっていく傾向がうか
がえる。さらに男女別で分けてみると、
「出稼ぎ・商業活動」の男性比率は女性の 1.50 倍、
「家族の呼び寄せ」と「結婚」の女性比率は男性の 1.61 倍、5.14 倍になっており、男性
は主に経済的要因、女性は主に結婚・家族結合が原因であることが分かる。
以上のデーターから、黒龍江省全体及び綏化地区の次のような状況が分かった。
1）黒龍江省の都市人口比率は 55.66%で全国平均都市人口比率(49.68%)より高いが、綏化
市は 33.22%で、黒龍江省で最も低い地区である。綏化市都市部と農村部とも平均収入が
下から 3 位、2 位という低いレベルである
2）黒龍江省は 80 年代以降より純移出人口省となり、黒龍江省からの純移出人口は 1980～
1999 年代に 95 万人、2000～2010 年は 322.5 万人で、2000 年代以降急増化した。流動人
口はさらに膨大になり、約 540 万になり、総人口の 14.1%を占めるが、主に 9 割が省内
流動であり、綏化市は流動人口比率(10.3%)が最も低い地区である。
3）黒龍江省の人口流動の要因は、「出稼ぎ・商業活動」が約 3 割で一番多く、「家族の呼
び寄せ」が 18.47%、「立ち退きによる引っ越し」が 13.42%を占め、全体の 6 割以上を占
めた。年齢層からみると、15－59 歳の中青年層が 80.32%(そのうち、15－44 歳の青年層
が 75.93%)で、都市人口が 83.89%を占めた。すなわち、農村人口の流動率がとても低く、
171

黒龍江省統計局ホームページ「我省户籍人口人 户分 离状况及特征」より (検索日：2016.09.10)
「人戸分離」とは、我が国大陸境内の常住地と戸籍登録地が一致しない現象の通称である。人戸分離
は空間区分によって、2 種類に分けられるが、その一は、外省(市、区)人口が我省の状況であり、もう
一つは省内部で郷(鎮、街道)を跨る状況である。前者を習慣上外来流動人口といい、後者を内部人戸分
離人口、即ち、本文研究の「人戸分離」人口である。
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年齢層は青年層が主流であった。それに対し、朝鮮族の人口流動には異なる特徴が表れ
ている。
すなわち綏化は黒龍江の中でも都市化が遅れ、2000 年代の段階では経済的にも遅れて
いた。朝鮮族が居住している農村においても、人口流動はまだ大きくなく、次に見る朝
鮮族の一般的な傾向とは異なることがわかる。

1－2

黒龍江省の朝鮮族農村社会の形成と変化

朝鮮族は黒龍江省にはじめて稲作技術を伝播した民族であり、黒龍江省の稲作と水田建
設に重大な貢献をしたといわれる 172 。朝鮮族人口は大分散・小集中する形態で、主に松嫩
平原、嫩江平原、長白山系山脈地域の稲作に有利な平坦で水源豊富な河川流域に集中して
いる(表 3－1)。

表 3－1

黒龍江省朝鮮族の主な集居地

区分

主 な 市 ・地 区

主 な 集 居地

中部地区

ハ ル ピ ン市 、 松花 江 、綏 化地
区

東部地区

牡 丹 江 、密 山 市

三 江 平 原地 区

佳 木 斯 市、 鶏 西市 、 鶴 岗市、
双 鴨 山 市、 伊 春市 、 七台 河市

松 花 江 及び 拉 林河 、阿什 河 、蚂蚁河 、呼 兰河 、通 肯 河
等 流 域 （松 嫩 平原 ）
牡 丹 江 、穆 棱 河、 綏 芬河 及び興 凱 湖 畔
(長 白 山系 の 張広 才 嶺、 完 達山、 老 爺 嶺 )
黒 龍 江 、烏蘇 里 河下 流 及び 湯旺 河 、梧 桐河 、倭 肯河 、
挠力 河 流 域 （ 三江 平 原）

西 北 部 地区

チ チ ハ ル市 、 黒河 地 区

出所：权宁朝 编著

1993

嫩 江 及 びそ の 支流 （ 松嫩 平原）

『黑龙江省少数民族 经济』

民族出版社 pp.72-73 より作成

朝鮮族の黒龍江省への移住史は 19 世紀半ばから始まっている。歴史研究によると、1862
年ロシア連邦南東部アムール州のブラゴベシチェンスクに移住した朝鮮農民 400 世帯が、
1868 年には黒龍江省璦琿県法別拉河口と遜河等地に移住して土地を開墾し、はじめて稲 作
に従事した。黒龍江省への移住規模が高まったのは 30 年代からである。1930 年には朝鮮
人移住者が黒龍江省の 54 県に分布し、10,397 人に達した。1934 年図們―佳木斯までの鉄
道が開通してからは、交通手段の便利さから黒龍江省内の鉄道沿線地域を中心に朝鮮人移
民がさらに増加した。1935 年 19,049 世帯・87,350 人の朝鮮人が 59 県に分布していた。そ
のうち、400 世帯を超える県が 12 県(寧安県 5,356 世帯、密山県 2,131 世帯、饒河県 1443
世帯、東寧県 1,433 世帯、珠河県〔現尚志市〕1,202 世帯、勃利県 624 世帯、穆棱県 785 世
帯、依蘭県 511 世帯、虎林県 458 世帯、撫遠県 439 世帯、阿城県 457 世帯、綏化県 408 世
帯)に達した 173 。延辺朝鮮族自治州から近く、交通の便利さから牡丹江地区での定着が圧倒
的に多いことが分かる。

172

「民族问题五种丛书」黑 龙江省编辑委员会(『中国 少数民族社会 调查资料丛刊』修订编辑委员会)编
2009『黑龙江省满族朝鲜族回族蒙古族柯尔克孜族社会历史调查』民族出版社 pp.28-29
173 金炳镐「黑 龙江省朝 鲜族 村的人口发展和 变化」 『 黑龙江民族 丛刊』 黑龙江省民族研究所 1993 年
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自由移民だけでなく、1931 年「満州事変(中国では「9.18 事変」)」後、特に 30 年代後
半から朝鮮人移民政策により、大量の朝鮮人が集団移民・集合移民・分散移民の形で黒龍
江省へ移住し、集団化方策により朝鮮人部落が建設されたことに関しては第 1 章で既に述
べた。それが、新中国成立後、民族区域自治法により朝鮮族郷・朝鮮族村になった。
1940 年黒龍江省の朝鮮人移民は 3 万余世帯・153,357 人に達し、1945 年 8 月中国解放時
の推計人口は 5 万世帯・25 万人であった 174 。
新中国成立後、『中国民族区域自治実施綱要』と『国務院民族郷建設若干の問題 に関す
る指示(国务院关于建立民族乡若干问题的指示)』により、黒龍江省には 8 の少数民族区が
建設された。そのうち、朝鮮族の自治区は海林県新安鎮朝鮮族自治区、鶏東県鶏林朝鮮族
自治区、東寧県三岔口朝鮮族自治区、尚志市河東朝鮮族自治区、湯原県湯旺朝鮮族自治区

図3－8 1990年黒龍江省朝鮮族郷一覧
朝鮮族人口

総人口

吉興朝鮮族・満族郷（勃利県）
杏樹朝鮮族郷（勃利県）
永豊朝鮮族郷（鶏西市）
主星朝鮮族郷（北安市）
年豊朝鮮族郷（鉄力市）
興和朝鮮族郷（綏化市）
東明朝鮮族郷（羅北県）
成富朝鮮族・満族郷(友誼県)
明徳朝鮮族郷（鶏東県）
鶏林朝鮮族郷（鶏東県）
和平朝鮮族郷（密山市）
湯旺朝鮮族郷（湯原県）
星火朝鮮族郷（樺川県）
三岔口朝鮮族郷（東寧県）
城東朝鮮族・満族郷（寧安市）
江南朝鮮族・満族郷（寧安市）
卧龍朝鮮族郷(寧安市)
海南朝鮮族郷（海林市
新安朝鮮族鎮（海林市）
漁池朝鮮族郷(尚志市)
河東朝鮮族郷（尚志市）
民楽朝鮮族郷（五常市）
迎蘭朝鮮族郷（依蘭県）
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出所：정신철 2000 『중국조선족- 그들의 미래는… 』 신인간사 pp.262-263 ；
류충걸・김석주・김화 2008 『흑룡강성 조선족인구와 경제』 연변인민출판사 pp.44
～54 ；都永浩 2007 「黑龙江省朝鲜族人口的变迁及其发展趋势」김병호 류춘욱
편저 『중국조선족 인구문제와 그 대책』 민족출판사 p.269を参考して作成（注：吉興
郷以外の連合郷の朝鮮族人口にはその他民族人口も含まれている。吉興・杏樹・永豊
郷及び人口は류충걸等(2008)のデーターを使用。）

第 4 期 p.23
174
金炳镐 同上

p.23
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五つあった。その後、1956 年国務院の『区と郷に相当する民族自治区変更に関する補足指
示(关于更改相当于区和相当于乡的民族自治区的补充指示 )』に基づき、上述の朝鮮族自治
区は民族郷になり、新たに建設された民族郷まで合わせ 30 郷となった(权 1993:22)。その
後、文化大革命時期に民族区域も甚大な迫害を受けるなど紆余曲折を経たが、文革終結後、
1983 年 10 月国務院により『民族郷建設問題に関する通知』が公布 され、民族郷が回復し
た。
人口センサスによる地区別朝鮮族人口構成を見ると、1953 年には牡丹江地区が全省総人
口の約半分を占めた。その後、比率が低下していくが、その代わりにハルピン市等の比率
が上昇していることから、牡丹江からの省内移動が行われていたと考えられる (表 3－2)。
綏化地区も朝鮮族の人口比率がやや低下している。

表 3－2
ハルピン
市

黒龍江省朝鮮族人口の地区(市)別構成

松花江
地区

綏化
地区

合江
地区

牡丹江
地区

黒河
地区

チチハル
等市注

鉄力、
嘉陰県

1953

3.62

24.59

4.45

12.62

45.95

1.00

3.23

1.66

1964

6.70

22.58

3.53

13.00

41.86

1.08

7.55

1.70

1982

7.09

23.11

3.39

14.06

39.84

0.34

8.17

1.72

出所:金虎徳・徐景尧 1988「黑龙江省朝鲜族人口浅析」 『人口研究』 第 12 卷 第 1 期
p.56
(注:チチハル、双鴨山、鶏西、大慶、鶴 岗、伊春市が含まれる)

図3－9 1982年黒龍江省各民族（1000人毎）の学歴
その他民族
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出所：金虎德 徐景尧 「黑龙江省朝鲜族人口浅析」 『人口研究』
1988年 第12巻 第1期 p.57

改革開放後、朝鮮族は民族教育文化の面において飛躍的に発展した。
1982 年、黒龍江省の朝鮮族人口の教育レベルを見ると 12 歳および 12 歳以上人口の文
盲・半文盲率は 9.80%で、漢族の文盲・半文盲率は朝鮮族の 2.3 倍、その他民族は 1.9 倍
であり、ほかの民族に比べ教育を受ける比率が高かった 175 。しかし、男女別でみると男性
が 4.55%、女性が 14.86%を占め、女性の文盲比率は男性よりはるかに高かった。1990 年人
175

金虎德・ 徐景尧 1988「 黑龙江省朝鲜族人口浅析」 『人口研究』第 12 巻
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口センサスでは全国朝鮮族人口(6 歳以上)の文盲率(2.68%)は極少数を占めていたが、性比
は 23.14%で依然として女性比率が高い数値となっていた。男尊女卑の思想の影響で女性が
男性より教育を受けられる機会が少なかったことが考えられ、90 年に文盲率が急低下した
ことより、文盲人口は高い年齢層であり、近年はほとんど教育を受けていることが分かる。
それから、1000 人毎の平均学歴をみると、中学校は漢族・その他民族の 1.36 倍、高校は
漢族の 1.79 倍、その他民族の 1.80 倍、大学は漢族・その他民族の 2.14 倍に達し、高学歴
者の比率が高かった(図 3－9)。

図3－10 1982年全国各民族の職業構成(%)
その他民族

漢族

朝鮮族(全国)

朝鮮族(黒龍江)

その他
生産・運送等従事者
農林牧漁業労働者
商業・サービス業従事者
事務員等定型業務従事者
機関、党組織、企業の代表
専門技術者
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出所：刘庆华 1986 「我国朝鲜族人口浅析」 『人口学刊』 第1号 pp.40-42より作成

一方、同年の黒龍江省の朝鮮族人口の職業構成をみると、就業人口の 62.5%が農業に従
事し、生産・運輸労働者が 17.1%、専門技術者が 10.6%、商業・サービス業者が 5.8%を占
め た 。 全 国 の 漢 族 と そ の 他 民 族 に 比 べ 、 農 業 な ど 第 一 次 産 業 の 従 事 者 の 比 率 が そ れ ぞれ
8.7%、21.3%低いが、全国朝鮮族人口と比較すると「農業」など第一次産業従事者の比率が
高く、生産・運輸など第二次産業の労働者は低いレベルであった。それから、黒龍江省の
朝鮮族人口の「専門技術者」及び「機関・党組織・企業の代表」の比率を合算した数値は、
漢族・その他民族の比率の倍になっている。公務員・専門職の比率が他民族より高いこと
は、朝鮮族人口の高い教育文化レベルを反映する。最後に、商業・サービス業従事者の比
率は、漢族・その他民族よりやや高いが、1982 年までは非常に低いレベルに止まっていた。
1982 年黒龍江省の朝鮮族人口の教育レベルが相対的に高かったが、6 割以上の人口が農
業に従事していた。黒龍江省朝鮮族の農村人口比率が高かったことを説明する。1982 年朝
鮮族郷 19、朝鮮族村 499 あり、農村人口は 70%を占めた。朝鮮族村(499 村)の朝鮮族総人
口は 262,271 人で全省朝鮮族総人口の 60.76%を占めた(金 1993:24)。その 30 年後である
2012 年には朝鮮族村が 233 村へと減少したが、朝鮮族村総人口 291,972 人のうち、朝鮮族
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人口が 248,937 人で 85.26%を占めた(孟・呉 2015:30 176 )。すなわち、黒龍江省の朝鮮族は、
民族郷・村を中心に民族社会の基盤を築いてきた。

表 3－3

黒龍江省総人口・朝鮮族人口の変化
朝鮮族人口

朝鮮族
比率

231,510

1.95%

69.10%

307,594

1.53%

32.86%

32,665,546

62.37%

431,644

1.32%

40.33%

1990

35,214,873

7.80%

454,091

1.29%

5.20%

2000

36,893,576

4.77%

388,458

1.05%

-14.45%

2010

38,312,224

3.85%

327,806

0.86%

-15.61%

年度

総人口

1953

11,897,309

1964

20,118,271

1982

人口
増加率

人口
増加率

出所：中国国家統計局 黒龍江省第 1 次～6 次人口センサス資料； 左岫仙・ 倪
晓岩・ 郑丽丽 「 朝鲜族农村人口流动与新型城镇化路径选择-以黑龙江朝鲜族乡
村为例」『 延边大学农学学报』 2015.03 第 37 卷 第 1 期 pp.46-54

それ以降も、黒龍江省の朝鮮族における農村人口の比率は依然として高い数値を占めた。
人口センサスによると、1990 年 64.26%(291,795 人)、2000 年 62.10%(241,220 人)、2010
年 53.76%(176,218 人)で、最近の 10 年間約 1 割低下したが、全国朝鮮族 (1990 年 49.80%、
2000 年 38.02%、2010 年 30.61%)と比較するとはるかに高い数値であった。
表 3－4 黒龍江省の年度別・地域別朝鮮族人口
地区

1990

2000

2010

地区

1990

2000

2010

ハルピン市

133,044

119,883

105,302

チチハル市

19,016

16,806

11,957

牡丹江市

130,416

120,363

103,526

綏化市

14,533

13,331

10,703

鶏西市

64,500

50,580

36,572

双鴨山市

8,874

6,440

4,978

佳木斯市

38,470

26,558

24,874

七台河市

11,165

7,782

7,099

鶴岗市

10,164

7,351

6,113

大慶市

5,729

6,156

5,434

伊春市

11,257

7,836

7,024

大興安嶺地区

1,853

1,126

994

人口
454,091
388,458
327,806
総計
資料出所：黒龍江省統計局 第 4～6 次人口センサス資料； 黑龙江省统计局 黑龙江省第 6 次人口普查办
公室 编 2012『黑 龙江 省 2010 年人口普查资料』中国 统计出版社
黒河市

5,020

4,246

3,230

176

孟昭栄・呉相利 「六十年来黑龙江省朝 鲜族人口 时空 变化与 应对策略—基于六次 全国人口普 查数据的
统计分析」 『人口与社会 』 2015.07 第 31 巻 第 3 期 pp.27-33
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新中国成立後より実施された人口センサスによると 1990 年には 1953 年の約 2 倍まで増
加した。しかしその後、朝鮮族人口の出生率の低下と比較的に死亡率が高かった影響で、
90 年代後半から朝鮮族人口の自然増加率はマイナス成長へと変わった。人口自然増加率の
マイナス成長に加え、大量の人口流出により、1990 年～2010 年の 20 年間、朝鮮族総人口
約 13 万人減少した。そのうち、ハルピン市、牡丹江市、鶏西市は 2 万 6 千人以上減少し、
佳木斯市も 1 万人以上減少した。大・中都市のある地区であることから、流動人口は主に
農村人口であり、流動先は省内都市部ではなく、省外あるいは海外が主流であったことが
予測できる。一方、綏化市の朝鮮族人口は約 4000 人減り、1990 年に比べ約 3 割減少した。
上述の数字は統計上の数値で、実際は朝鮮族農村社会の基盤が揺るぐほど常住人口より
流動人口のほうがはるかに多くなっている。1990 年全省朝鮮族農村総人口は 295,830 人
で、そのうち、朝鮮族が 288,870 人で、総人口の 97.65%を占めた 177 。
今から 10 年前である 2006 年末黒龍江省民族事務委員会が実施した黒龍江省朝鮮族農村
の実態調査結果によると、戸籍に登録されている朝鮮族人口は 241,220 人で、そのうち出
国者(主に韓国)56,481 人と都市進出者(主に沿海都市･大都市)53,652 人を除くと、実際に
農村にいる人口は 131,087 人になる (『黒龍江新聞』2007.05.25) 。すなわち、半分以上
の農村人口が流出したのである。そこから 10 年が過ぎた現在、農村地域の常住人口はその
数字をはるかに下回っていることが筆者の現地調査及びヒアリング調査を通じて明らかに
なった。
朝鮮族の場合、国内移動だけでなく、韓国あるいは韓国の会社を通じての海外への出稼
ぎ移動が多くなり、流出人口をさらに増加させた。
その一例として、90 年代初期から多くの中青年層の朝鮮族たちが韓国遠洋漁船の漁業労
働力に応募し、海外へと出稼ぎにいったことがあげられる。
B12 さん(1968 年生、男、綏化市興和郷出身)は 1991 年大学卒業後、ハルピン市にある国
際経済技術合作会社で 1 年間勤めた経験がある。同会社は、対外貿易の業務等のほか、海
外へ労働力送出経営権もあるハルピン市政府機関所属の会社である。労働力送出に関する
質問に、彼は次のように述べた。
1991 年当時、うちの会社を通じて海外に出た人が 2000 人を超えた。1992 年 3 月、
会社から朝鮮族船員 300 余人が働くスペインのラス・パルマスに派遣され、 1 年間朝
鮮族船員の管理をしたことがある。労働者は全省各地か らきた朝鮮族で、中には同郷
人も何人かいた。(2016 年 6 月 12 日

北京で取材)

1999 年 9 月末まで、ハルピン市には労働力送出経営権のある会社が 6 社あり、5 年の間
にハルピン市から 5，836 人をロシア、韓国、アメリカ、日本などの海外へ送り出した 178 。
177

178

金炳镐 1993 『中国朝 鲜族人口简论』 中央民族学 院出版社 p.142
(注：朝鮮族農村には他民族もいる。)
唐健春 「哈尔滨劳务输出现状及 对策」『中国経済 合作』 2000 年 第 1 期

117

pp.28-29

2010 年の人口センサスによると、黒龍江省からの海外流出人口は 124,205 人で、そのうち
ハルピン市 65,520 人(52.75%)、牡丹江市 24,619 人(19.82%)、鶏西市 14,040 人(11.38%)
で、3 市が 8 割以上を占めた。朝鮮族人口が最も多い 3 市になるが、そのほかに佳木斯市
4,977 人(4.01%)、チチハル市 4,339 人(3.49%)、綏化市 3,279 人(2.64%)、伊春市 3,132 人
(2.52%)の順位となり、3 市も合わせて海外流出総人口の 96.61%を占めた 179 。いずれも朝鮮
族人口が相対的に集中している地域である。

図3-11 黒龍江省民族別学歴の変化
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出所：黑龙江省人口普查办公室 编 1992 『黑龙江省1990年人口普查资料』 黑龙江人民出版社；黑龙江省
人口普查办公室编 2002 『黑龙江省2000年人口普查资料』 中国统计出版社；黑龙江省统计局、黑龙江省
第六次人口普查办公室 编2012 『黑龙江省2010人口普查资料』 中国统计出版社；李德滨 「黑龙江省少数
民族人口结构的新变化」『 黑龙江蓝皮书-黑龙江社会发展报告』（2014）社会科学文献出版社 pp.117-130
を参照して作成

次は、1990 年から 2010 年までの状況をみる。2010 年、黒龍江省朝鮮族人口(6 歳以上)
の文盲・半分盲率は 1.38%で、漢族 2.41%、少数民族 1.65%より低く、平均教育年限は 9.65

179

国家再发展研究院 课题组 2014.01「黑龙江省人口迁 移与人口流 动研究 报告」 『黑龙江 蓝皮 书－黑
龙江社会 发展 报告(2014)』 社会科学文献出版社 p.253 のデーターを参照した。
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年で、同省の漢族(9.16 年)より高いが、回族(10.11 年)より低かった 180 。すなわち、文盲
率は低いが、学歴が最も高い民族ではなくなったことを意味する。黒龍江省各民族の 1990
年～2010 年の教育レベルの変化 181 (図 3－11 )を見ると、朝鮮族人口の中学校・高校の比率
は漢族・少数民族の比率より高い。しかし、ここで注目すべき変化は、大学以上の学歴で
ある。90 年代以降、ほかの民族の高学歴者比率の急上昇により、朝鮮族は最も教育レベル
の高い民族からその座を譲ってしまった。2010 年大学専科比率は朝鮮族 5.1%、漢族 5.5%、
少数民族 5.3%；大学(4 年制)の比率は朝鮮族 3.9%、漢族 3.8%、少数民族 4.7%で、特に少
数民族の比率が急上昇し、朝鮮族を上回った。さらに具体的にみると、赫哲族の大学専科・

大 学比率は 1990 年朝鮮族の 1.9 倍になり、4 年制大学比率は 1990 年の 1.3%から 2010 年
には 11.2%へと急上昇して朝鮮族比率を上回り、2.9 倍になった。锡伯族は、専門大学以上
の高学歴者比率が最も高く、1990 年から専門大学・4 年制大学ともに朝鮮族比率を上回り、
2010 年は 11.1%を占めた。2010 年大学院比率は朝鮮族 0.2%、赫哲族 0.6%、锡伯族 0.8%で
ある。ほかの民族に比べ、中・高校生の比率は常に高かったが、高学歴比率はほかの民族
に比べ上昇速度が遅かった。全国朝鮮族人口の専門大学・大学・大学院の比率はそれぞれ
7.40%、8.01%、0.55%であり、黒龍江省朝鮮族の高学歴者比率は相対的に低いことが明らか
になった。急速な人口移動が、子どもの教育にも大きな影響を与えたと考えられる。

図3－12 2010年黒龍江省・朝鮮族人口男女別産業構造(%)
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出所：黒龍江省統計局HP（2015.01.15発表）；第6次人口センサスより作成

2010 年黒龍江省全体と朝鮮族人口男女別の産業構造をみる。第一次産業：朝鮮族人口の
比率は全省より 12.63%低い。男女別でみると全省の女性比率が男性より 5.43%高いが、朝
鮮族の場合は女性比率が男性より 1.32%低い。第二次産業：朝鮮族人口の比率は全省より
3.38%高い。男女別でみると、全省も朝鮮族も男性の比率が高いが、朝鮮族の場合男女比率
の差がより大きく、男性比率が 14.26%も高い。第三次産業：朝鮮族人口の比率は全省より

180

黒龍江省統計局 HP 「我省少数民族人口基本状况分析」(2012.10.15 発表)の内容を参照した。
李德滨 2014 「黑 龙江省 少数民族人口结构的新 变化 」 『黑龙江 蓝皮 书－黑 龙江社会发展 报告
（2014）』社会科学文献出版社 pp.97-110 を参照した。
181

119

9.25%高い。男女別でみると全省も朝鮮族の人口も女性比率が高いが、朝鮮族の場合、女性
比率は男性より 15.58%も高い。朝鮮族人口は全省より第一次産業比率が低く、第二、第三
次産業比率が高いが、朝鮮族人口の男女別でみると、男性は第二次産業、女性は第三次産
業の比率が圧倒的に高い。しかし、全国朝鮮族人口の産業構造と比較すると、第一次産業
比率は 16.25%高く、第二、三産業比率は 2.37%、13.98%低くなっており、黒龍江省の朝鮮
族農業人口の比率が朝鮮族人口全体より高くなっている。

図3－13 2010年黒龍江省各民族の職業（%）
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出所：黑龙江省统计局、黑龙江省第六次人口普查办公室编 『黑龙江省
2010年人口普查资料』 2012 中国统计出版社

1－3 綏化朝鮮族農村の変化
綏化市は、黒龍江省中南部、ハルピン北部の松嫩平原に位置する地級市である。1999 年
より 1 市轄区(北林区)、3 県級市(安達市、肇東市、海倫市)、6 県(綏棱県、蘭西県、明水
県、青岡県、慶安県、望奎県)を管轄し、総面積は 35,211 ㎢である。
綏化市で朝鮮族は満族に次ぎ、2 番目に人口が多い民族である。全市には朝鮮族郷 1 つ、
朝鮮族村 15 ある 182 (表 3―5 を参照)。
朝鮮族の主な産業は稲作であるため、居住地は河川周辺に集中している。例えば、興和
朝鮮族郷・四方台鎮朝陽村は呼蘭河の支流である諾敏河、慶安県久勝鎮鮮豊村は呼蘭河、
勤労郷曙光村は欧根河流域に居住している。
『綏化地区志』によると、綏化市では、1911 年はじめて朝鮮人呉昌海が慶安県致富郷富
有村で稲作を始めた 183 。
182

楊凤霞・ 孙汉国「 绥化市 民族现状的 调查与研究」『 黑龙江民族 丛刊』2009 第 6 期
（朝鮮族人口は、中国第 4，5 次人口センサスの統計からになる。）
183
绥化地区地方志编纂委员会 编 1995 『 绥化地区志』黑龙江人民出版社 p.11

120

pp.150－151

1953 年 全 省 第 １ 次 人 口 セ ン サ ス に よ る と 、 綏 化 市 の 朝 鮮 族 人 口 は 、 綏 化 県 ( 当 時 は
「県」)4,509 人、慶安県 2,736 人、綏棱県 1,759 人で、9 千人以上に達し、現綏化市管轄
下の地域に散在している人口を合わせると１万人弱であった 184 。1990 年 14,797 人、2000
年 13,331 人であり、90 年以降の 10 年間に 1,466 人減少した(楊・孫 2009:151)。この地区
の朝鮮族人口の約 90%が慶尚道出身者であり、咸鏡道と平安道出身者がそれぞれ約 5%を占
め、全羅道出身者が約 1%を占める 185 。

表 3－5
市・県

1990 年綏化地区の朝鮮族郷・村

郷鎮

興和朝鮮族郷
綏化市

慶安県

四方台鎮
利民鎭
太平川鎮
久勝鎮
致富郷
両利郷
豊田郷
勤労郷
平安鎮

綏棱県

海倫県

上集鎮
閣山郷
扎音河郷
東風鎮

村名

総人口

江南村
興 和村
中興村
勤 労村
朝 陽村
利 新村
北 星村
鮮 豊村
興 隆村
星 光村
慶豊村
勤鮮村
曙 光村
民 族村
民 族村
大 興村
永 合村
東 太村
宝 星村

941
1,070
698
1,373
414
287
881
488
180
364
402
252
1,102
780
511
1,290
651
710
268

朝鮮族
人口
915
1,035
695
1,290
414
287
867
483
179
260
343
191
1,098
764
469
780
651
679
268

朝鮮族
人口比率
97.24
96.73
99.57
93.95
100.00
100.00
98.41
98.96
99.44
71.43
85.32
75.79
99.64
97.95
91.78
60.16
88.09
95.63
100.00

出 所 ： 金 炳镐 1993『 中国朝 鲜 族人 口 简论 』 中 央民 族 学院 出 版社； 정신 철 2000
중국 조 선족-그 들의 미래 는… 』 신인 간사 pp.278-279 を 参考 し 筆 者作 成
注：太 文字 は 、行 政 村の 併 合を経 て 、現在 の 綏化 地 区 15 の朝鮮 族 村 の名 称 であ
る。

綏化地区での最初の朝鮮族学校は、1933 年綏化県で設立した綏化朝鮮族普通学校であり
県内の朝鮮族学齢児童を招集した。満洲国時期、綏化地区綏化県、慶安県、綏棱県、海倫
県、前後 7 の朝鮮族小学校が設立されたが、1945 年中国解放時には綏化県に 2、慶安県 2
あった。中国解放後、各朝鮮族村には次々と小学校を設立し、その結果、1949 年には朝鮮
族小学校が 17、教師 52 人・在校生 1,162 人に達した。1990 年にも小学校が 17 あり、教職
員 204 人、在校生は 1,313 人いた。一方、中学校は 1948 年鉄力朝鮮族中学校が綏化へ移転

184

「 民 族 问 题 五 种 丛 书」 黑 龙 江 省 编 辑 委 员 会 (『 中 国 少 数 民 族 社 会 调 查 资 料 丛 刊 』 修 订 编 辑 委 员 会 )编
2009『黑龙江省满族朝鲜族回族蒙古族柯尔克孜族社会历史调查』民族出版社 p.29
185
劉忠傑・金石柱・金華 2008 『黒龍江省朝鮮族の人口と経済(韓)』 延辺人民出版社 p.30
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し、綏化中学校に併合された。1950 年には分離して、単一朝鮮族中学校を設立し、同校は
綏化地区で最初の朝鮮族中学校であり、唯一の完全中学校(中学校と高校)でもある。その
後、もう 3 の中学校が設立され、1990 年には中学校 4 になり、教職員 129 人、中学生 482
人、高校生 246 人に達した 186 。村毎に小学校を設立し、民族教育を重視してきたが、人口
流出により生徒数が減り続け、2000 年代後半より学校が次々と閉校するようになり、現在
は、朝鮮族学校がなくなってしまった。

表 3－6
市・県

1990 年綏化地区の朝鮮族学校

郷鎮

久勝鎮永久郷
致富郷
両利郷
豊田郷

小学校
興和小学校
勤労小学校
朝陽小学校
立新小学校
北星小学校
継光小学校
附設朝鮮族ク
ラス
鮮豊小学校
興隆小学校
星光小学校
慶豊小学校

勤労郷

曙光小学校

平安鎮

民族小学校

興和朝鮮族郷

綏化市

四方台鎮
利民鎮
太平川鎮
市所在地

慶安県

中学校(設立年)
興和中学校(1958)

綏化朝鮮族中学校
(1950)

曙光朝鮮族中学校(1968
－1972)

県所在地
大興小学校
民族小学校
閣山郷
永合小学校
扎音河郷
東太小学校
海倫県
東風鎮
宝星小学校
出所：绥化地区地方志编纂委员会 编 1995
江人民出版社 pp.1104-1105 より作成
綏棱県

上集鎮

慶安朝鮮族中学校
(1975)
朝鮮族中学校(1980)

『 绥化地区志』 黑 龙

1－3－1 綏化市北林区興和朝鮮族郷
綏化市唯一の朝鮮族郷である興和郷の総面積は 21 ㎢で、朝鮮族人口が最も集中してい
る地域である。総人口 3,763 人(981 世帯）のうち、朝鮮族人口が 97.89%を占める。
1945 年終戦後の人口 2,624 人（495 世帯）から 1949 年には 2,577 人（482 世帯）で 47
人（13 世帯）減少した 187 。その後、1949 年新中国成立後から 1999 年(3,787 人)までの 50
年間、興和郷の人口は約 1.5 倍に増加した（最高は 1987 年 4,136 人）。1987 年以降、人口
186

绥化地区地方志编纂委员会 编 1995『 绥化地区志』 黑龙江人民出版社 pp.1104－1105 より整理
2011 年 9 月、筆者の興和 郷・綏化市老人教会でのヒアリング調査によると、解放直後、朝鮮半島 に
帰った世帯や周辺 地域から 流入した世帯もあ ったとい うことから、完全 に定 着し たのは 1949 年以降に
なると考えられる。
187
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がやや減少し、世帯人口には大きな変化が起こり、90 年代に入ってから核家族化が進んで
いる 188 。
図3－14 年度別興和郷人口・世帯数
人口

世帯数

2003年
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1993年
1989年
1986年
1983年
1980年
1977年
1974年
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1968年
1965年
1962年
1959年
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出所：绥化县兴和人民公社 1982 『兴和人民公社社志』（1959-1981）；绥化市北林
区兴和朝鲜族乡政府 2004 『兴和朝鲜族乡改革开放的22年』(1982-2003)より作成

1983 年、興和郷では農業生産の集団経営から生産責任制へと全面的に切り替えられた。
他の農産物に比べ収益の高い稲作をしていた興和郷では、農民の収入が大幅に増加した。
1984 年、農民一人当たり収入は 814.1 元であり、1981 年(456.7 元)より 78.3%増化した 189 。
生産責任制の実施は、農民の積極性を呼び起こし、生産性を高めた。その一方で、家族
経営が安定してくると、農業以外就職口のない興和郷では労働力余剰問題が発生した。よ
り裕福な生活を求め、この時期より一部の農民は外地へ、季節的・一時的な出稼 ぎに出る
ようになった。郷政府の統計によると、生産責任制以降 80 年代にかけて飲食店経営者及び
従業員 37 人、外地の土地営農 32 人、キムチ商売 56 人、その他労働力 21 人 190 が他地方に
出ており、彼らが興和郷の出稼ぎの道を切り開いた。
改革開放後、農業生産の主体は集団から個人に転換した。他の農作物より収益の高い米
を生産する朝鮮族社会は、近隣の他民族より早く裕福になっていた。農業生産の個人化に
より、生産性を高め、80 年代は朝鮮族村で「万元戸」という裕福家庭も現れた。
90 年代に入り、都市部で経済発展が進むなか、農村部との 経済格差はますます顕著化し
た。農業以外に収入源のない興和郷でも農産品の収入だけに頼るには限界があり、労働力
の都市部への移動に拍車をかけた。90 年代初期より、興和郷からの国内外への大移動が始
まった。韓国へは、1989 年金氏が韓国への親族訪問を皮切りに、1991 年には、親族訪問で
188

その 10 年ごとの数値を 見ると、 1959 年 5.3 人（ 1 世帯）、1969 年 5.8 人、1979 年 5.2 人、1989 年
4.4 人、1999 年 3.9 人/世 帯へと増加から減少している。
189
绥化市北林区兴和朝鲜族乡政府 2004『 兴和朝鲜族 乡改革开放的 22 年』p.64
190
前掲書 p.71
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70 人、研修・労務で 128 人、その他の方法で 42 人が韓国へ出国した。同年、国内都市部
へは 463 人が東北三省（主にハルピン・瀋陽・大連等大都市）・青島・北京 をはじめとす
る沿海都市・大都市部へ移動し、企業への就職や個人による商店経営への道を 開拓した。
この数字は、当時の青壮年労働力の半分を占めた。その後、国内外への流出人口は年々増
え続け、1996 年には 854 人、1999 年には 1200 人（国内 687 人、国外 513 人）に達した。
さらに、2003 年には 1513 人になり、総労働力人口(2,063 人)の 73.3％を占めていた191。
第 1 章で既述したように、興和朝鮮族郷は大多数が慶尚北道出身者、すなわち韓国人と血
縁関係のある世帯であり、それが韓国への移動をより加速化した一要因となる。

表 3－7 1996 年興和郷人口移動地域(国)
地名

北京

天津

上海

吉林

大連

瀋陽

其の他

合計

人数

22

20

10

52

37

47

269

457

国名

韓国

ロシア

リビア

日本

其の他

合計

人数

337

16

20

3

21

397

出所：绥化市北林区兴和朝鲜族乡政府 2004『 兴和朝鲜 族乡改革开放的 22 年』p.72

2006 年 8 月に立ち上げた興和郷のネットカフェ(http://cafe.daum.net/xinghe) 192 会員
280 人の地域分布は次のとおりである。国内では山東、北京、天津、上海の順で多く、国外
は韓国が圧倒的に多い。筆者の現地調査及びインタ ビュー調査によると、現在も韓国のソ
ウルに一番多く居住し、国内では青島(山東省)、北京・天津、上海の順になっている。

図3－15 興和郷カフェ会員(280人)の居住地
広東
山東省
長江三角洲
首都圏
東北三省
興和
国内(未記入)
未記入
韓国
日本
0

10

20

30

40

50

60

出所：興和郷カフェ(cafe.daum.net/xinghe)より（統計日:2006.08.29）
注：東北三省(興和郷以外):黒龍江10人、吉林5人、遼寧14人；
長江三角洲:上海15人、江蘇2人、浙江9人；首都圏:北京27人、天津25人、河北1人。

一方、政府も余剰労働力問題を解決するための一環として海外への労働力送出に力を入

191

前掲書 pp.72-73
北京在住の GS さん(1979 年生、男)が 2005 年 2 月 16 日にサイトを開設し、現在(2016.10.19)総会
員数 622 人。
192
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れた。郷政府は、ハルピン・チチハル・天津等地の国際労働力送出会社と連携し、興和郷
の労働力を韓国、リビア、サイパン等海外へ送り出した。T1 さん(1972 年生、男性)が郷政
府を通じて、1994 年末に研修生として韓国へ行ったが、彼によると、同年興和郷から 100
余人行ったという (2016.06.11 天津で取材) 。
このように、現在大多数の労働力が国内外へ出ており、常住人口の激減で、2001 年全省
で行った行政村の構造調整で興和郷は 4 の村から 2 へと減少した。2016 年 8 月、興和郷在
住者へのヒアリング調査によると、常住人口は 400 人ぐらいである 193 。
写真 3-1

左：藁 葺の家

興和郷住居の変化

中：煉 瓦の家 (90 年代 )

左 ： ア パー ト (2010 年 以 降 )

中 ：興 和 郷中 心小学 校

表 3－8

右：煉 瓦の家 (2000 年代 )

右 ： 興和 郷のシ ン ボ ル ―金牛 の 銅像

興和朝鮮族郷の人口と行政村

年度

世帯

人口

1983

819

3960

2002

983

3763

行 政村
江南村、興和村、中興村、勤労村
興和村、勤労村

出所：绥化市北林区兴和朝鲜族乡政府 2004『兴和朝鲜 族乡改革
开放的 22 年』より

約 70 年間農業と共に暮らしてきた興和郷の農民の生活像は激変した。8 割以上の人口が
故郷を離れ、都市部、海外で第 2 次産業、第 3 次産業に従事し、経済的に裕福になってい

193

現在、3,200 余人が国内外（国外に 1,000 余人）に出ている。2011 年全郷の農業総生産額 3,895 万
元、農民一人当たり純収入 11,441 元、出稼ぎ収入が約 1,000 万元である。
出所：綏化市北林区人民政府 ホームページより (検索日：2016.07.12)
http://www.hljbeilin.gov.cn/zhuyaodanwei/ShowArticle.asp?ArticleID=90
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った。その反面、大量の人口流出により生じる負の問題も現れた。
その中で最も衝撃を受けているのが民族教育である。
興和郷で朝鮮族学校を設立したのは 1934 年であり、新中国成立後、1953 年～1957 年第
１次 5 ケ年計画期間中は興和郷に興和中心小学校と勤労小学校を設立した。 1958 年には、
興和朝鮮族中学校を設立し、当地の小学校卒業生を受け入れた 194 。
80 以上の歴史をもつ興和郷朝鮮族小学校が現在在校生数の激減により、ヒアリング調査
によれば、生徒になる子供がいなくなり、2012 年には学校が完全に閉校してしまった。1994
年、興和中心小学校の在校生は 494 人になり、最高数字を記録したが、その後からは年々
減少し、1998 年には三校(興和朝鮮族中心小学校、勤労朝鮮族小学校、興和朝鮮族中学校)
を合併するが、その後も生徒数は減り続けていたのである。
移住初期、生活が貧しかったにもかかわらず、まず学校を設立するほど、教育に対する
情熱が非常に高かったが、1990 年代末から子どもが急激に減り続け、そこから 20 数年で
閉校になったのである。

図3－16

興和郷朝鮮族学校生徒数の変化
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勤労小学校
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出所：绥化市北林区兴和朝鲜族乡政府 编 2004 『兴和朝鲜族乡改革开放的
22年』

それでは興和郷の朝鮮族の子どもたちはどこへ行ってしまったのか。
まず、大量の人口流出が興和郷の子どもを激減させた主な原因である。若者たちが都市
部に出ていって少し余裕を持つと、すぐ子どもも連れていくようになったのである。
次は、90 年代から出稼ぎ人口の増加に伴い、経済的に豊かになっている家庭も増えるよ
うになり、余裕ができた家庭では子どもを教育施設がより進んでいる都市部の民族学校に
通わせるようになった。ハルピン、チチハル、尚志、勃利、牡丹江等市にある朝鮮族学校
194

黎成修 主编 1985『 绥化县志』 黑龙江省人民出版 社

p.355

1934 年、綏化農村農務聯合会(朝鮮人団体)は双河鎮(興和郷の隣)に綏化農村朝鮮人普通学校(「興和
中心小学校」の前身)を設立し、同年生徒を 246 人受 け入れた。
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が興和郷の子どもたちの主な選択校となっている。
最後に、地元の漢族学校に行く子どもが増えた。90 年代末から興和郷の一部の親たちは、
子どもを最初から近隣の漢族学校に通わせるようになった。
「昔、朝鮮族農民は漢語を話せ
なくても、故郷から外に出ることがほとんどなかったので、それほど支障がなかった。こ
れからは昔と違って漢語を上手に話せないと社会生活をするのも難しくなっている。」と
いうのが漢族学校に通わせる親たちの本音だ。
国内都市部へ移動した青年層たちは現地に定着し、結婚、出産して子どもを育てるよう
になった。韓国等外国への中青年層の場合、子どもを故郷の両親に預ける場合があるが、
経済的に余裕があるため、学校は都市部の学校に通わせるようになり、出国していない片
方の親あるいは祖父母が一緒に都市部に移動して子どもの世話をしていた。
1－3－2

綏化朝鮮族農村の最近の動向

興和郷の現象は、ほかの地域朝鮮族村でも起こっており、人口減少による民族村の縮小、
荒廃が見られるようになった。しかし、そのまま放置するのではなく、現地の役所の幹部
を中心に、省の各政府機関からの支援を受けながら、民族的特色を生かした村おこしの取
り組みが行われている。
1)綏化市北林区
北林区には、現在 1 つの朝鮮族郷・5 つの朝鮮族村―興和郷興和村、勤労村、太平川鎮
北星村、四方台鎮朝暘村）があり、人口は 7 千未満で、総人口の 0.79%を占める(『黒龍江
新聞 2010.10.14』 ) 。
大量の人口流出にともない、興和郷では人口の激減、離農者の増加などさまざまな問題
を抱えている。興和郷の荒廃を防ぎ、民族郷の発展を図るため、郷政府を先頭として興和
郷では現在、さまざまな取り組みを試みている。まず、
「朝鮮族集中村」建設を企画し、周
辺の県、市からの流入人口(朝鮮族)を提唱し、彼らに戸籍と農地を与えるなど優遇政策を
実施した。また韓国帰郷者たちを呼び寄せるため、便利な生活ができる高級マンションも
建てた。その次に、民族的特色のある農産物の開発にも力を入れている。朝鮮族にはほか
の民族に比べ、稲作技術が優れている。興和郷ではグリーン食品の開発など農産物をブラ
ンド化し、経済効果および知名度を高めようとしている。2003 年からは農作だけでなく、
民族的特色を生かした農村民俗観光業を開発するため、
「興和郷新経済発展戦略方針」を策
定し、民俗村の建設を進めている。民族的特色を生かした飲食･娯楽･休暇を一体化として
観光地に建設するためだという。
2009 年国と省が 4527 万元を投資し、興和郷を中心として双河鎮とともに国家現代農業
水田示範区(モデル地区)を建設し、興和郷の 2.2 万畝の水田のうち、1.2 万畝が示範区に
入った。水資源を節約せるために、幹線と支線の水路を全部セメントで包装し、その結果、
水の節約及び生産量の向上につながるなど、大多数の水田が示範区の恩恵を受けることに
127

なった。水田は興和郷の水田使用権譲渡費は 1 ヘクタールあたり年 7500 元(最高 8000 元)
になるが、農業をする農家はほとんどいないという (『黒龍江新聞』2010.06.10)。
2010 年から土地を統一管理する形態で、稲作技術の優勢を生かし、有機農法によるコメ
の生産を発展させ、農民所得を上げている。
一方、北星村には 76 戸、260 余人が居住し、全員朝鮮族人口である。2007 年省の各政府
部門から合計 860 万元の援助を受け、三つの自然村を合併して現在の北星村を建設した。
2)

慶安県勤労鎮曙光村
慶安県勤労鎮曙光村は 7 の自然村があり、人口 328 戸(1348)人である。2009 年全省新農

村建設重点示範村に選ばれ、2100 万元を投資して、自然村を合併して中心村を建設した。
その結果、106 ヘクタールの耕作地が増えた。
そのほか、民族的特色のある朝鮮族飲食業、娯楽、レジャー等民族的特色をもつ街を建
設中であるという。
3）綏棱県上集鎮大興村
綏棱県上集鎮大興村は、4 つの自然村

写真 3－2 綏棱県上集鎮大興村アパート団地

のうち、3 つが朝鮮族村、1 つが漢族村
で、1990 年総人口 1290 人のうち、朝鮮
族人口が 780 人であった 195 。それが 2011
年 7 月には総人口 1326 人のうち、朝鮮族
常住人口は 200 余人 196 であり、1990 年の
約 3 分の 1 になっている。3 つの朝鮮族
村は一つに統合した。
2009 年 同 村 は 省 級 新 農 村 建 設 重 点 示
写 真 出 所：『 黒龍 江 新聞 』 2011.07.12 よ り

範村に選定され、居住、レジャー、観光

を統合した目標で新農村建設プロジェクトを始めた。一方、建設プロジェクトにより省財
政庁等政府機関から資金を調達し、農民からも住宅建築費用を募金する方法で 2010 年 8 月
には２階のアパート団地の建設を完成し、50 戸の住民が入居した。朝鮮族人口を増やすた
めに、戸籍を問わず朝鮮族であれば入居を可能にしている(『黒龍江新聞』2011.07.12)。

195
196

정신철 2000 『 중국조선족― 그들의 미래는…』 신인간사
『흑룡강신문(黒龍江新聞 )』2011.07.12
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第2節

綏化朝鮮族の移動と生活＜その 1＞
―調査資料の分析―

興和郷は現在、家族全員が世帯ごと流出したケースが多く、 興和郷総人口の約 8 割の人
口が外に出ており、その中には戸籍を転出先に移動した者も少なくない。労働力人口はほ
とんど流出し、興和郷の常住人口には 60 代以上の年寄りが多数を占める。

興和郷興和村の役所による統計を取り
表 3－9(a)

上げると、興和郷興和村では、5 組と 6 組

インタビュー協力者の

基本状況(綏化市・興和郷)

に 80 年代末まではそれぞれ 86 世帯(333
人)、85 世帯(308 人)であったが、2006 年

名前

性
別

出生 年

学歴

現
居住 地

7 月の統計によると、それぞれ 51 世帯

S1

男

1929

中学 校

興和 郷

S2

男

1933

中学 校

興和 郷

S3

男

1937

大学 中 退

興和 郷

S4

男

1933

高校

興和 郷

S5

男

1940

高校

綏化 市

S6

男

1947

高校

綏化 市

年 間 の 国 内 流 出 者 (300 人 ) 統 計 に よ る

S7

男

1968

高校

興和 郷

と、時期別では 90 年代後半から大量流出

S8

男

1965

高校

興和 郷

(178 人)、45 世帯(150 人)が世帯ごと流
出し、流出世帯の比率が 56%に上った。
一方、興和村全体の 1993 年～2003 年 11

S9

男

1942

中学 校

興和 郷

S10

男

1952

中学 校

興和 郷

率を占め、その次、90 年代末から 2000 年

S11

男

1954

中学 校

興和 郷

代初期まで省内と黒龍江省外の東北地区

S12

男

1931

高校

興和 郷

S13

女

1932

小学 校

興和 郷

が始まり、転出地域は山東が一番高い比

居住者を合算すると流出人口の約 4 割が
東北地区に居住していた(図 3-9(b))。2000 年代初期まで東北三省の居住率が高いが、実際
は東北三省から再移動をしてより経済が発展している沿海地域へと再移動するケースが多
くなっており、現在は、東北三省居住者の比率が下がっている。それは、筆者による調査
によって明らかになった。
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表 3-9(b) インタビュー協力者の基本状況(北京・天津・青島)
名前

性別

出生年

学歴

居住地

取材時の職業（職務）

Q1

女

1970

高校

青島

保険 業（自 営 業）

Q2

男

1976

高校

青島

旅行 業 (中 国 担当 )

Q3

男

1977

専門 学 校

青島

アパレル製 造・輸 出業 (会社 代 表 )

Q4

女

1977

高校

青島

韓国 貿 易会 社 (事 務 職)

Q5

女

1977

中学 校

青島

保険 業 (自 営 業 )

Q6

女

1977

専門 学 校

青島

衣類 貿 易業 (会社 役 員)

Q7

女

1976

専門 学 校

青島

韓国アパレル企 業 (事 務 職)

Q8

女

1954

師範 学 校

青島

無職

Q9

男

1978

高校

青島

輸出 業 (自 営 業 )

Q10

男

1978

中学 校

青島

飲食 業 (自 営 業 )

Q11

男

1979

大学

青島

飲食 業 (自 営 業 )

Q12

男

1983

高校

青島

飲食 業 (自 営 業 )

Q13

男

1968

大学

青島

中国 企 業(役 員 )

Q14

男

1945

専門 大 学

青島

無職

Q15

女

1954

師範 学 校

青島

無職

Q16

男

1946

専門 大 学

青島

無職

Q17

女

1950

大学

青島

無職

Q18

男

1970

高校

青島

政府 機 関

T1

男

1972

高校

天津

建設 業 (会 社 代表 )

T2

男

1972

高校

天津

電 気 部 品 製 造 業 (会 社 事 務 職 員 )

T3

男

1974

高校

天津

プラスチック製 品 加 工 業 (共 同 代 表 )

T4

女

1976

専門 学 校

天津

韓国 医 療機 器 販売 業（会 社 代表 ）

T5

女

1977

専門 大 学

天津

韓企・生産 管 理 (中 国担 当 )

T6

男

1978

中学 校

天津

電子 製 品の部 品生 産 業(会 社代 表)

T7

男

1980

中学 校

天津

携帯 部 品加 工 業(自 営業 )

T8

男

1980

中学 校

天津

食品 中 韓貿 易 (自 営 業)

T9

男

1978

中学 校

天津

室内 インテリア会 社(会 社代 表 )

B1

男

1973

大学

北京

旅行 業・カラオケ(会 社 代表 )

B2

男

1975

高校

北京

韓国 大 企業・電気 製 品 (役 員 )

B3

男

1976

中学 校

北京

不動 産 解体 業 (会 社 員)

B4

男

1976

高校

北京

飲食 店 (自 営 業 )

B5

男

1949

大学

北京

無職

B6

男

1977

高校 中 退

北京

靴 の生 産 ・流 通 業 （会 社 代 表 ）

B7

男

1977

高校

北京

日 企 ・自 動 車 販 売 業 (営 業 社 員 )

B8

女

1977

大学

北京

韓国 大 企業・電気 製 品 (役 員 )

B9

女

1981

専門 大 学

北京

飲食 業 (自 営 業 )

B10

男

1987

専門 大 学

北京

スポーツスクール（会 社 代表 )

B11

男

1980

専門 大 学

北京

韓国 大 企業・医薬 品 (事 務 職 )

B12

男

1968

大学

北京

船舶・海運 貿 易業 (会社 代 表 )

B13

男

1968

高校

北京

建設 業 (会 社 代表 )

B14

男

1949

大学

北京

無職

B15

女

1964

高校

北京

飲食 業 (自 営 業 )

B16

男

1986

専門 大 学

北京

中国 大 企業（会社 員）

B17

男

1977

専門 学 校

北京

家具 製 造・室 内インテリア(自 営業 )

B18

男

1977

大学

北京

韓国 精 密機 械 部品の国内 販 売 (自営 業 )
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表 3－9(c)

インタビュー協力者の基本 状況(韓国)

名前

性
別

出生年

学歴

初
入国年

初入国方法

取材時の業種

取材時の
滞在資格

K1

女

1956

高校

1991

親族 訪 問

飲食 業

帰化

K2

男

1972

大学

1994

研修 生

旅行 業・貿 易 業 (経 営者 )

帰化

K3

女

1973

中学 校

1996

国際 結 婚

美容・販売 業（経営 者）

帰化

K4

男

1954

高校

1997

密入 国

建築 業

訪問 就 業(H2)

K5

男

1954

高校

1997

短期ピザ

建築 業

帰化

K6

男

1954

高校

1997

研修 生

飲食 業 (経 営 者 )

帰化

K7

女

1977

高校

1997

短期ピザ

飲食 業（経 営 者）

個人 投 資(D-8)

K8

男

1970

高校

1998

研修 生

旅行・ホテル業等（経営 者）

帰化

K9

男

1970

高校

1998

短期ピザ

ホテル業（役 員）

帰化

K10

男

1945

中学 校

1998

親戚 訪 問

販売 業

訪問 就 業(H-2)

K11

男

1974

高校

1998

短期ピザ

飲食 業・物 流（経営 者 )

永住 権

K12

女

1962

高校

2000

短期ピザ

飲食 業（経 営 者）

個人 投 資(D-8)

K13

男

1977

高校

2000

短期ピザ

建築 業

帰化

K14

男

1954

高校

2001

短期ピザ

建築 業

帰化

K15

女

1977

大学

2002

留学

貿易 業（経 営 者）

帰化

K16

男

1935

専門 学 校

2003

65 歳以 上

無職

国籍 回 復

K17

男

1951

高校

2006

親戚 訪 問

無職

訪問 就 業(H-2)

K18

女

1954

高校

2003

短期ピザ

家政 婦

訪問 就 業(H-2)

K19

男

1948

高校

2004

親族 訪 問

飲食 業

国籍 回 復

K20

男

1968

高校

2004

研修 生

建築 業

永住 権 (F-5)

K21

男

1968

高校

2005

研修 生

飲食 業（経 営 者）

個人 投 資(D-8)

K22

男

1977

高校

2006

親族 訪 問

飲食 業（役 員）

帰化

K23

女

1960

高校

2007

訪問 就 業

旅行 業（経 営 者）

訪問 就 業(H-2)

K24

女

1954

高校

2008

親族 訪 問

家政 婦

訪問 就 業(H-2)

K25

男

1974

高校

2008

訪問 就 業

飲食 業（経 営 者）

帰化

K26

女

1977

中学 校

2009

訪問 就 業

飲食 業

訪問 就 業(H-2)

K27

女

1978

専門 学 校

2010

結婚 ビザ

加工 業（家 庭 経営）

帰化

K28

女

1978

中学 校

2010

訪問 就 業

飲食 業（経 営 者）

訪問 就 業(H-2)

K29

男

1974

大学 中 退

2012

訪問 就 業

不動 産 仲介 業（自 営 業）

訪問 就 業(H-2)

K30

男

1980

大学

2013

訪問 就 業

建築 業

訪問 就 業(H-2)

K31

男

1977

高校

2015

訪問 就 業

製造 業

訪問 就 業(H-2)

注:親戚訪問も短期ビザの一種である。

本研究の対象者は合計 89 人で、その家族(両親、兄弟、配偶者、子女)まで合わせると綏
化地区朝鮮族総人口の約 5%を占める。これは、全体の傾向およびその中に在る一定の傾向
や特徴を知るには十分な量であると考える。
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2－1

2006 年 9 月の調査

(調査対象者：興和郷在住者 100 人のべ家族 442 人)
2006 年 9 月、筆者は予備調査で興和郷
図3－18 調査対象者の居住地

での現地調査を行い、40～60 代の興和郷
在住者 100 人(こ れを｢調査回 答者｣とす

韓国, 97, 22%

る )に 対 し て ア ン ケ ー ト 調 査 を 行 っ た 。
「調査回答者」100 人のうち、男性が 62

その他の国,
11, 2%

興和郷, 238, 54%

人、女性が 38 人であった。本調査の回答
者 100 人を含む家族人数全体は 442 人(こ

国内都市部, 95,
22%

れを「調査対象総人口」とする)となり、
そのうち男性が 226 人、女性が 216 人で
あった。｢調査対象総人口｣442 人の現在の

図3-19 調査対象者の国内居住地

居住地域を分 けてみる と、興和郷に 残っ
ている人口は 54%(239 人)にすぎず、約半

東北三省, 15%,
15%

上海圏, 12%,
12%

分が外に出ていた。そのうち韓国が
22%(97 人)、その他の国(日本 9 人、アメ
リカ 1 人、フランス 1 人)が 2%(11 人)、

広州・深圳, 15%, 15%

国内都市部が 22%(95 人)を占めていた(文

山東半島,
36%, 36%

北京・天津,
22%, 22%

2009)。
「韓国滞在人口」(97 人)は調査対象総
人口のうち 22%を占めた。
「 韓国滞在人口」
97 人のうち、92 人が出稼ぎの目的であり、

図3-20 移動人口の在外滞在期間(192人)

残り 5 人は韓国人との結婚目的であった。
3年以下

また｢調査回答者｣100 人の中にも、韓国に
国内都市

出 稼ぎ に 行 った 経 験 の あ る者 が 17 人 い
た。

韓国

調査 対象 総人 口 のう ち 、韓 国に 続き 多
か っ た の は 国 内 都 市 移 住 者 (95 人 ) で あ
り、調査対象総人口の 22%を占めた。図 3

3年以上

5年以上

8年以上

女性
男性
女性
男性
0%

50%

100%

－19 は、国内都市移住者 95 人の居住地お
よび居住比率を表した図である。東北三省内の都市に居住している人口は 15%に過ぎず、
85%が東北三省以外の都市に分布していた。
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図3-21 韓国滞在家族及び滞在期間(97人)
1～3年

3～5年

5～8年

8～10年

10年以上

14
12
10
8
6
4
2
0

父

母

夫

妻

息子

娘

兄弟

次に、図 3-20 は男女別国内都市部・
図3-22 在韓配偶者の男女別比較

韓国在住者の滞在期間を表したもの
である。全体的にみると短期間(3 年
以下)に最も集中していた。2000 年代
半ばも人口移動が活発に行われてい

夫

単位：人

妻

10
8
6
4

たことがわかる。そこで、国内都市部

2

における男女別の滞在期間では大き

0
1～3年

3～5年

5～8年

8～10年

10年以上

な差がみられなかったが、韓国在住者
(男性 48 人/女性 49 人)を見てみる
と、 女性 の期 間が 男性 より 比較 的に

図3-23 国内移動者の移動目的及び就職先

長く、特に 3 年～8 年は男性の 2 倍で
中国企業
4%

あった。図 3-21 は韓国滞在者を家族
関係 別で 示し たも ので ある 。韓 国へ
行く 前に 同居 して いた 調査 回答 者の

外資系(韓国外)企業
7%

韓国系企業
79%

自営業
6%
学校教師
1%

家族 を世 代別 でみ ると 、同 世代 であ
る「配偶者(妻/夫」と「兄弟」がそれ

無職(単純移住)
3%

ぞれ 38 人、3 人、
「子ども(娘、息子)」
世代が 40 人、
「親世代(父/母)」16 人

である。その中で 1～3 年の間に親世代の韓国への移動者が増えてきたのが目立つ 。2005
年半ばより、移民 1 世の国籍回復が容易になり、本人あるいは韓国定住を希望する子ども
世代に国籍を取得させるための移動がその要因の一つであったと思われる。
調査回答者(40 代～60 代)は全員既婚者で、そのうち配偶者(夫 17 人・妻 21 人)が韓国
に行っている世帯が約 4 割を占めた(図 3-22)。男女別でみると、女性のほうが男性より韓
国滞在期間が長かった。調査実施当時は、まだ中韓両国を行き来するのが難しかった時期
であったため、それほど夫婦の別居期間が長いことを説明している。
一方、図 3-23 の「国内都市移住者」95 人の状況を見ると、9 割が就職、そのほか自営業
と単純移住が約 1 割を占めていた。就職者の中では、韓国系企業が国内移動人口の 79%を
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占めていた。

2007 年 197 と 2016 年の比較分析

2―2

図3-24(a) 2007年インタビュー協力者の国内
移動と国内外への再移動年度
移住年

移住1

移住2

移住3

移住4

図3-24(b) 2016年インタビュー協力者の韓国へ
の移動年度
移動年度
2020

2010

2015

2005

2010

2000

2005

1995

2000
1995

1990

1990

1985
1980
1940

1985
1950

1960

1970

1980

1980
1930

1990

出生年

1940

1950

1960

1970

1980

1990

出生年度

注：①図 3-24(a)は 2007 年 5 月 18 日～6 月 4 日、青島・北京・天津 で行ったインタビュー対象者及
びメールでの返答者 46 人 のデーターによるものである。②図 3-24(b)は、2008 年～2016 年韓国で行
ったインタビュー対象者 31 人と綏化・興和郷在住 の インタビュー対象者 11 人 のうち、3 人が過去韓
国に出稼ぎに行ったことがあったのでその 3 人を入れて計 34 人のデーターにより作成したものであ
る。(表 3-9 を参照)

2007 年調査回答者 46 人の出生年と移動年は図 3-24(a)の通りである。調査回答者の出生
年は 1970～1980 年生まれに最も集中し、興和郷から最初の移動年は 1995～2000 年代初の
間に集中している。即ち、上述の興和村の統計と同じく、調査回答者の興和郷から大量移
動時期は 1990 年代後半からであるが、そこから再移動を繰り返し、定着期に入るのは 2000
年代半ばである。出生年から推算すると最初の移動は大体 20 代前半で、高校・大学卒業後
すぐ移動したことが分かる。一方、図 3-24(b)は韓国に居住するあるいは出稼ぎに行った
ことのある綏化地区 34 人の韓国への移動時期を表した図である。国内都市部へ比べ、韓国
への移動は年齢に関係なく、1990 年初期から移動しはじめていることが確認できる。国内
都市部は、90 年代若者が先に出て、仕事も生活も安定すると両親を呼び寄せる形をとって

197

本調査は、2007 年度旅の文化研究所の研究助成金をいただいて行ったものである(文 2009)。
2007 年 5 月～6 月、北京・天津・青島で行ったインタビュー調査を行い、統計の数字はインタビュー
調査協力者とメールでのアンケート協力者合計 46 人 のデーターを合わせたものである。
調査回答者総人口は 46 人のべ家族 158 人であった が、その中には調査当時韓国在住者 2 人(4 人)・日
本在住者 3 人(家族 7 人)含 まれていた。その 46 人は、国内での地域移動、韓国へ移動してから国内都市
部へ再移動、国内都 市部へ 移動してから韓国・ 日本へ 再移動など移動バタ ーンが 多様で、何回も移動を
繰り返していた。
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いたと すれば 、韓国 へ の移動 は中高 年層 と
青年層 がほぼ 同時に 出 ている ことに なる 。

図3－24(c) 2016年インタビュー協力者及
び家族の世代別居住地(183人)

移民一 世は親 戚訪問 で 、青年 層は産 業研 修
生あるいは国際結婚で出ていたためであ

親世代(78人)

子世代(105人)

海外（韓国外）
韓国

る。

広東

2007 年と 2016 年

198

の調査対象者の居住

地には 、必ず 両親あ る いは兄 弟が居 住し て
いる。回答 者(ある いは 回答者家族 )の移動
地選択 は血縁 関係と 密 接な関 わりが あっ た
からである。実際に、北京・天津・青島で興
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注：子世代はインタビュ対象者＋兄弟人数を合算したもので
ある。

和郷在住者移動地域の選択方法について尋ねると、10 人が「親族の紹介」、7 人が「友人・
知人の紹介」、29 人は自ら選択したという。
2016 年 6 月調査対象者 48 人は、首都圏(北京・天津)、青島、韓国在住綏化地区の朝鮮
族であり、彼らの家族(183 人 199 )のうち、親世代は 51.3%が韓国、21.8%が綏化市(うち興和
図3-25(a) 2007年インタビュー協力者及
び家族の居住地
家族(158人)

図3－25(b) 2016年インタビュー協力者
及び家族の居住地

インタビュー対象者(46人)

家族(135 人)
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注：家族は、両親・兄弟を対象としたものである。

郷 16 人)に居住している。彼らの兄弟は、同地域以外に、東北三省(綏化市以外)に 6 人、
長江三角洲(上海 1 人；浙江 1 人)に 2 人、広東に 2 人、海外(日本 3 人、カナダ 1 人)に 4
人居住している。それから、調査対象者のうち、親との同居者が 10 人 200 、親が同じ地域に
居住しているのは 12 人ある。残りの 22 人は親と遠く離れている。

198

2016 年の調査対象者 48 人 の中には、2007 年の調査対 象者 (46 人)の中の同一人物が 16 人含まれてい
る。16 人に対しては、今年度もインタビュー調査を実施した。
199
親世代：両親 34 組/68 人 、片親 10 人、合計 44 世帯 78 人(4 世帯は死別)。兄弟 は、 5 人兄弟 1；4
人兄弟１；3 人兄弟 8；2 人 兄弟 34；一人っ子 4 人で、 合計 105 人(そのうち、一 人っ子の 中の 3 人は、
元々2 人兄弟で、死別)。
200
10 世帯のうち、2 世帯は 義理の両親と同居し、綏化市出身者ではない。
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比較的に家族の居住比率の高い「興和郷」と「韓国」、｢青島｣には兄弟だけでなく、大体
その親世代も多く分布している地域である(図 3-25(c))。2007 年 6 月北京・天津・青島居
住者たちへの現地調査及びインタビュー調査によると、その当時は親も呼び寄せて同じ地
域あるいは同居する者が青島では比較的に多くみられたが、その他の地域では少なかった。
知り合いもいない大都市の生活に慣れない、物価が高い、慣れ親しんでいる故郷のほうが
住みやすいなどの理由で親から移住を断られるという。興和郷出身者の 20～30 代(調査当
時)の若者たちを中心にその家族を見ると、彼らの両親

図3-26 2007年インタビュー協力者
の学歴

は大 体 興 和郷 (綏化 市 都 市部 を 含 む )と 韓国 首 都 圏二 つ

中学校,
1

の地域(国)に分かれ、興和郷で老後を過ごすか、韓国で
働くあるいは居住するのであって、あと一部が自分の子

高校, 10
大学以
上, 21

供 の いる 地 域 で マ ンシ ョ ン を購 入 し て 居 住す る ケ ース

専門学
校, 14

であった。その中でも、青島地域は朝鮮族人口が最も集
中しているので住みやすいといい、特に綏化人が多数住
んでいる。青島地域が興和郷に次ぎ、「第 2 の故郷」と
して老後を過ごす選好地となっていた。

Q1 さん(男、1950 年生れ)は、1997 年韓国へ出稼ぎ移動し、2003 年帰国したあと山東省
青島胶州市でアパートを購入した。
「娘(1977 年生まれ)が青島の韓国企業に勤務したことがあって、最初の目的は娘と
近いところに住みたくて青島地域でアパートを購入しました。ここは親戚、同郷人が
少なからず住んでいます。彼らの協力も得たので、アパートの購入、定着まで大きな
苦労はしませんでした。青島定着後、同郷人からの問い合わせがたくさんあり、今ま
で青島移住を希望する同郷人を何人も世話したことがあります。ここは気候がいいし、
朝鮮族がたくさん住んでいるから住みやすいですね。青島中心部は不動産が高いけど、
そこからちょっと離れている地域は比較的に安いから、みんな私のように青島市の周
辺地域でアパートを購入しています。ここはアパートを購入すると戸籍の移転も可能
になっています。同郷人の結婚式、還暦祝宴などに参加してみると、青島地域だけで
少なくとも同郷人 100 人は集まります。 (2012.07.31 取材による)
2007 年調査対象者 46 人の職業を見ると、移住初期の職業は会社員（韓国企業 27 人、中
国企業 4 人、日本企業 2 人）が 32 人で約 8 割を占めたが、2007 年 5 月～6 月調査当時は
会社経営者と自営業者が増えていた。
表3-10 国内都市在住者の月収（単位：元）
無し

3000未 満

1

8

3000～ 5000～ 7000～
11

11

2

9000～

無回答

回 答 者 合計

4

4

41人

（ 注 ： この 表 には 、 韓国 居住者 2人 と日 本 居住 者 3人の 収入が 入 っ てい な い。）
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会社は 2000 年以降に設立されたものが多く、主に製造業とサービス業に集中した。彼ら
のなかで移住当初から会社を経営していた人はほとんどいなく、まず企業で数年間働いて
資金と経験が蓄積されると、徐々に会社から独立し、自分の会社をつくるケースが多い。
青島地域の韓国企業は主に製造業に集中していたため、朝鮮族経営の会社も自然に製造業
に集中し、朝鮮族が最も多い地域であるた
図3-27 2007年インタビュー協力者の職業
の変化

め、朝鮮族飲食店などサービス業の自営業
者も多い。そのほか、北京で調査したとこ
ろ、90 年代に北京で会社を経営している会

無職
日本へ留学

社 はサ ー ビ ス関 係 の 仕 事 が多 く 、 飲食 ･観

韓国へ出稼ぎ
主婦

光・貿易・不動産など職種が多様であった。

調査時(2007.06)

移住初期

教授
公務員
会社員
自営業者
会社経営者

2007 年 当 時 、 国 内 都 市 部 の 調 査 回 答 者
(41 人)の収入は、5 割が 3000～7000 元の
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間であったが、2016 年 6 月北京・天津・青
島でのインタビュー調査によると、会社員の収入は、地域と個人の経歴、会社の規模と事
情により収入の差があったが、北京・天津での会社員の月収は学歴、経歴、職種、会社規
模などによるが、大体 5000 元～10000 元、青島では 4000 元～7000 元であった。会社経営
者・自営業者も収入が一定ではないが、多い者は月平均 10 万元以上の収入を得る者もい
た。
2007 年の調査回答者(46 人)のうち、
図3-28 2007年インタビュ協力者の住居面積の
変化

国内都市部在住者の 24 人(52%)が持ち
家に居住し、7 人(15%)が近い将来居住

㎡

都市で住居を買う予定であると答え

350

た。無回答を除いても、約 7 割がすで

300

に移 住地 域に 半 定着 ・ 完全 定着 志向 に

250

あったといえる。図 3-28 は、住宅を購

200

入した 24 人の移住初期と現在の住居面

150

積を 比較 した も ので あ る。 住居 面積 が

100

著し く広 くな り 、住 居 の環 境が 改善 さ

50

れ、 生活 の質 が 高ま っ たこ とが 確認 で

0

最初の面積㎡

1

きる。インタビュー調査によると、会社

3
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11

現在の面積㎡
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15
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23

対象者：持ち家（24人）

経営 者な ど経 済 力の つ いた 者は 自分 で
購入し、多くは両親や家族か
ら経済的な支援を受けていた。一方、2016 年の調査では、調査対象者 48 人(国内 34 人・
韓国 14 人)のうち、33 人(国内 25 人・国内対象者の 74%/韓国 8 人・韓国対象者の 57%)が
持ち家で住んでおり、10 年前より住宅購入率がより上昇した。
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第3節

綏化朝鮮族の移動と生活

＜その 2＞

―国内在住者のライフヒストリー
第 1 章と第 2 章では、マクロの視点で朝鮮半島から中国への移住及び改革開放以降韓
国・国内都市部への移動の歴史及びその要因、経緯などについて述べた。しかし移住者の
個別的な事情については、そこには出てこない。筆者は移動者へのインタビューを通じて、
個々人の多様で複雑な動機・要因を聞くことができた。そこには国家や全体社会レベルで
は表れない、より具体的な個人や家族のレベルでの思いや願い、生活にかかわる苦労や努
力などについての多様で興味深いエピソードがあふれている。ここではこれを資料として
特に移動の目的とその過程にどのような出来事があって現在に至っているかを分析する。

表 3－11

国内在住事例対象者の基本状況

事例

名前

生年

学歴

職業(取材当時)

調査地

取材日

S－1

S6

1947

高校

無職(定年退職)

綏化

2009.09.13
2009.09.15

S－2

S4

1933

高校

無職

綏化

2009.09.14

S－3

S12

1931

中学校

無職(定年退職)

綏化

2011.07.21

3－1

Q13

1968

大学

中国大企業・役員

青島

3－2

B8

1977

大学

韓国大企業・役員

北京

3－3

B12

1968

大学

会社経営者

北京

3－4

B13

1968

高校

会社経営者

北京

2016.06.11

B15

1964

専門学校

自営業

北京

2007.06.01
2016.06.09

B16

1980

大学専科

中国大企業・営業社員

北京

2016.06.10

3－6

Q3

1977

専門学校

会社経営者

青島

2007.05.24
2016.06.14

3－7

B6

1977

高校中退

会社経営者

北京

2016.06.08

B9

1981

大学専科

自営業・飲食業

北京

2016.06.09

B10

1987

大学専科

会社経営者

北京

2007.06.09

Q16

1946

大学

無職・定年退職

青島

2007.05.19

3－5

2007.05.26
2016.06.15
2007.06.03
2016.06.12
2009.09.21
2016.06.12

3－8
3－9
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Ⅰ

綏化地区への移住と定着

事例 S－1

S6 さん

201

家族 の場合

延辺地区への移住
S6 さんの父親 ML さん(1925 年生、男)のは咸鏡南道咸州郡である。朝鮮にいる時、彼の
父親は草鞋を作って売り、母は地主の子どもを世話し、洗濯を手伝って生計を立てていた。
1925 年の初春、ML さんの家族(両親、祖母、兄、姉)は中国へ避難する朝鮮人たちととも
に中国へ移住した。一家の最初の定着地は延辺和龍県西城村であった。同年 4 月、ML さん
は同村で生まれた。
ML さんの両親は、漢族地主の土地を借りて小作を始めた。しかし小作料が高くて、移住
後も飢えるほど貧しい生活には変わりがなかった。 (1933 年弟が生まれる)
綏化安全農村への再移住と定着
1935 年のある日、「北満綏化県で今新しい安全農村を建設中だから、あそこに行けば誰
でも土地と家がもらえるみたいだよ」という情報を聞いた ML さんの父親は、家族を連れて
「綏化安全農村」へと向かった。安全農村に着いてみると、入村するためには事前に申請
して審査を受ける必要があると言い渡され、一家は許可が下りるまでほかのところで待つ
しかなかった。
家族は安全農村近くの張維屯というところで荒地を数畝開墾したが、水害に遭い、同年、
農作物はほとんど収穫できなかった。飢餓に苦しむ中、 1 年も経たないうちに、祖母と姉
(当時 20 歳)、弟(当時 3 歳)が体調を崩してしまい、治療も受けられず病気で相次ぎ亡く
なった。
1936 年の春、やっと入村許可が下り、一家は第二安全農村に入った。入村 3 年後、ML さ
んの母親も病気で亡くなった。家が貧しくて、ML さんの兄は学校に入ったことがなく、父
親と農業を始めた。
ML さんは小学校に入った。学校では、最初の頃は朝鮮語で授業をしたが、後からは朝鮮
語が禁止されるようになり、全部日本語で授業を行った。小学校卒業後は、補修クラスに
入りもう 1 年半通った。
1945 年 7 月、ML さんは同村の同じ咸鏡南道出身の女性と結婚した。その翌月 9 日、ML
さんは日本軍に強制徴集された。彼が乗せられた列車には朝鮮人新兵がたくさん乗ってい
た。国境の孫呉に着くと、関東軍の軍装が配られた。その 1 週間後に日本軍が投降したこ
とで、戦場に出たこともなかったが、そのままソ連軍の捕虜となった。ソ連に連行されて
いく時、ML さんは延辺出身のもう一人の朝鮮人と夜闇に紛れて逃げ出した。
関東軍の服のままだったので、2 人は人影の少ない山奥の道を選んで歩き、約 1 か月か
201

(長男 S6 さん)取材日: 2009.09.13; 09.15 取材場所: 綏化市 S6 さんの自宅
ML さんによる家族史の手記及び長男である S6 さん(1947 年生)のインタビュー内容による。
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けて家に帰ってきた。
解放後
解放後、ML さんの家族にも土地と家を分配され、移住して 20 年後、自分の土地をもつ
夢が叶った。
ML さんは小学校卒業後、補修クラスまで通い、当時村の中では教育レベルが高い方であ
った。彼は朝鮮学校の設立に参加した成員の一人で、解放後、1947 年 3 月から教職に就い
た。教員として働きながら、夏休み、冬休み期間中は牡丹江師範学校で教育を受け、師範
学校の課程を修了した。
1956 年 11 月、彼の功績が認められ、黒龍江省少数民族参観団に選ばれた。参観団は、
約 2 か月にわたり全国各地を参観した。12 月、北京に行った際には毛主席からの接見を受
けた。彼にとって、その経験は一生の誇りであり、教職を天職として考えていた。
彼本人のみならず、子女たちへの教育にも熱心だった。農村にいても子供たちを農民に
育てたくなかった。しかし、長男の S6 さんと次男(1950 年生)も成績が優秀であったが、
高校卒業したとき、文化大革命期間中で大学入試制度がなかったため、大学へは進学でき
なかった。2 人は高校卒業後、軍隊に入った。そのうち、 S6 さんは江蘇省南京の空軍部隊
で 8 年間過ごし、排長まで務め、都市部に仕事を分配されることも可能であったが、それ
を辞退し、1978 年には興和郷に戻り、政府機関に配属され、公務員になった。一方、次男
は 1976 年除隊後、父親と同じく教職に就いた。彼は、学校に勤務しながら、延辺大学の通
信制の中文専攻に入り、大学を卒業した。長女は高校を卒業して、地元の合作社に勤め、
次女は看護学校を卒業して看護師になった。一方、三女は延辺大学化学専攻に入って大学
を卒業した後、綏化市朝鮮族中学校に分配された。その数年後、彼女は大学時代の恋人と
結婚し、瀋陽市にある朝鮮族中学校に転職した。戸籍制度により、転職が難しい時代で、
転職過程及び瀋陽市の戸籍を得るまで数年間かかったという。このように、 2 男 3 女のう
ち、農民になった子どもは一人もおらず、ML さんの夢の通りに公務員、教師、看護師など
の職に就いたのであった。

事例 S-2

S4 さん(1933 年生、男) 202 の場合

綏化安全農村への集団移住
S4 さんは慶尚北道永川生まれである。1936 年に両親に連れられ、村人たちと「集団移
民」で綏化第二安全農村に入った。朝鮮で地主の土地を借りて小作をしていた両親は、
「満
洲は土地が広くて、数年間働けば自作農になって、裕福に暮らせるよ」という政府からの
宣伝を信じて満洲への移住を決意したという。
しかし、実際に着いてみると未開拓の荒野だけが広がり、MF という人(漢族)が住んでい
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取材日:

2009.09.14

取材場所:

綏化市・興和郷 S4 さんの自宅
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た細長い家屋一軒だけがぽつんと建っていた。最初は、そこで簡易仕切りを作って、一緒
に移住した数十戸が 3 か月間過ごした。
安全農村は、漢族を他地方に移住させて朝鮮人たちが入ったため、 漢族たちは朝鮮人た
ちに対してよい感情を抱いていなかったという。「朝鮮人は中国を侵略する日本人の手先
だ」と、近隣の漢族たちが村に入って朝鮮人たちに嫌がらせをする事件もしばしば発生し
た。
写真 3－3 綏化国民優級学校古城分校
の共同訓練

日本人は、日本人を第一国民、朝鮮
人を第二国民、漢族を第三国民と呼ん
でいて、それはさらに民族摩擦を深化
させたという。朝鮮人たちは、日本人
と漢族の間に挟まり、二重の抑圧を耐
えなければならない立場だったという。
1941 年、S4 さんは綏化第二安全農村
にある綏化国民優級学校古城分校に入
った。学校では、日本語が「国語」で、
朝鮮語は一切禁止された。朝鮮語を話
すのが見つかると罰金まで払わせられ

出所:정길영さんが提供(정길영 1997)

た。学校では授業のほか、毎日 1 時間
ほど軍事訓練をした。
解放後 1946 年には土地改革が始まり、翌年には土地が分配された。
その後、S4 さんはもう 2 年間朝鮮学校に通い、小学校を卒業した。その後、中学校から
入学通知書をもらったが、進学を諦めた。数年前に父親が亡くなり、母一人で 3 男 3 女を
育てていたので、学費を払うことができなかったためである。その後の 1 年間は、母と農
業に従事した。
1950 年 10 月、村から抗米援朝の兵士の募集があり、同年、彼と友人 4 人が朝鮮戦争に
従軍した。
1953 年休戦後は、戦争により破壊された平壌の都市建設に参加した。1956 年 3 月、22
歳の時に除隊して帰郷した。
抗米援朝への応募について彼はこう語った。
解放後、私は新民主主義青年団に加入した。新民主主義の教育を受けていた私 の頭の中
には一意専心に革命のためにという精神でいっぱいだった。何よりも、我が国 (朝鮮)に外
敵が侵略してきたから、私が国を救いに行かないと、その気持ちだけだった。だけど、数
十年後、韓国の従兄がその戦争で犠牲となったことをはじめて聞かされたときは複雑な心
境だった。兄弟同士で戦 ったわけだからね。1990 年、韓国の叔父が韓国に招聘してくれて、
親戚訪問した時に、親戚たちから聞かれても戦争に参加したことは言えなかった。
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事例 S-3

S12 さん(1931 年生、男) 203 家族の場合

朝鮮での生活
S12 さんの両親は慶尚北道聞慶郡永順面出身である。2 人は 1918 年に結婚し、1926 年に
は長女、1931 年には S12 さんが生まれた。
結婚後、父親(1891～1955)は叔父と日本へ出稼ぎに行って、鉄路の建設現場で働いた。
父親は稼いだお金を家族へ仕送りし、たまには帰ってきたりもした。一方、 S12 さんの母
親(1902～1982)は、慶尚北道禮泉郡で人の家を一部屋借りて、賃仕事をしながら子どもを
育てた。
当時、村にはハンセン病の人が多かった。S12 さんもハンセン病の人たちを見かけたこ
とがあり、「あの人たち(ハンセン病の人)は子どもたちを捕まえて くすぐって肝臓を大き
くしてから食べちゃうから、その人たちを見かけたらすぐ逃げるんだよ」と母親や村人た
ちからの話を思い出し、怖くなって逃げたことがあったという。村には洪水も多発し、あ
る日、彼は村人たちといっしょに、洪水で川へ流されていく牛の群れや屋根の上で「助け
て！」と叫ぶ光景を見た覚えがあるという。
渡満
1936 年 11 月、父親は日本から戻ってきた。
その数日後、一家は満洲へ渡った。朝早く出発して、洛東江で外祖父と涙の別れを告げ、
家族 4 人は小さい船に乗った。金川から列車に乗り、瀋陽(当時は奉天)駅で降りた。
瀋陽で朝鮮人が経営する旅館に 1 ヶ月ほど滞在後、S12 さん一家は遼寧省新民県公太堡
で定着した。その土地には水田が広がり、3、4 里(1 里は 0.5 キロ)の間隔で村落があり、
大多数は朝鮮人が住んでいた。S12 さん家族も公太堡所在地の近くで、土地を借り て耕作
を始めた。しかし土地が少なく、収穫はわずかだった。父親は少しでも高い収入を得るた
めに、監視を避けて米を瀋陽まで持ち込み、それを売って一家の生計を立てた。
移住後、2 歳の S12 さんの妹(1935 年生)がはしかにかかり亡くなった。
S12 さんは 7 歳の時、公太堡国民優級学校に入学した。最初は全部朝鮮語の教科書を使
っていた。それが、ある日より日本語で授業するようになり、校内では朝鮮語が禁止され
た。名前も日本名に変えるように言われた。S12 さんは、金本○○と呼ばれた。
S12 さんの姉は学校に通ったことがなく、瀋陽市内のお菓子工場で働いている朝鮮人と
結婚した。
吉林省への再移住
1941 年 12 月、満洲に先に移住した伯母と連絡がつき、吉林省舒蘭県小城子へ移住した。
当時、食糧は配給されるものを食べたが、粟とトウモロコシ粉を配られた。その配給がな
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取材日: 2011.07.21 取材場所: 綏化市・興和郷 S12 さんの自宅
インタビューのほか、S12 さんのライフヒストリー手記から作成
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いときもあり、仕方なく変質した穀物を買って食べた時もあった。
翌年、父親は隣家と収穫を半分ずつ分けることにして、地主から土地を借りて農業を始
めた。しかし、同年深刻な旱魃で収穫が少なく、それすらも全部政府に納めることになり、
雑穀が配給された。
家族全員が順番に腸チフスに感染され、熱を出して倒れた時もあった。小城子では S12
さん家一家が一番貧困な時期を過ごしたという。
1944 年、舒蘭県では小城子を中心として朝鮮人集団移民の募集があった。 S12 さん一家
を含む朝鮮人 50 戸が応募し、同じ列車で北満徳都県に移住した。徳都県では、1 世帯あた
り土地１垧を分配したが、そのほとんどが荒地だった。初年度は各農家にシャベル、鎌等
簡単な農具と種籾、脱穀機を数世帯毎に一台ずつ配られた。その代金は、収穫してから稲
で返すこととなった。
1945 年第 2 次大戦が末期に入り、村の青年は龍鎮方面に連れられ、戦場に投入さ れたが、
まもなく終戦を迎えた。
終戦後
終戦後、村の朝鮮人たちは各自南の方へ行く人は南へ、朝鮮へと行く人は朝鮮へと村を
出てゆき、ほかに行く場所のない人は村に残った。終戦直後、村にはよく匪賊が入り、無
差別で財物を奪った。徳都県には数十人のソ連軍が入り、怖くて外にも出られなかったと
いう。
当時、徳都県には新興村に朝鮮人が集居し、徳都県都市部、老龍屯、向陽屯にも朝鮮人
がいた。村に残った朝鮮人たちは逃亡した人たちの水田から食糧を調達した。
翌年、主の財産を没収して貧しい人たちに配った。その過程で村民の身分が区分され た
が、S12 さん家は貧農階級であった。
社会が少し安定してから、朝鮮族学校が設立された。最初は千字文と算数を教えたが、
その後、延辺教育出版社で出版された教科書を習うようになった。最初は小学生全員ひと
つのクラスで教えたが、徐々に初級、高級班に分けられ、また各学年に分けられた。漢族
の先生を招聘して、漢語も習った。
小学校卒業後、中学校がなかったため、徳都県朝鮮学校の補習クラスに通った。その後、
1949 年春より、綏化県朝鮮族中学校に編入した。
朝鮮戦争支援活動
1950 年朝鮮戦争が始まり、学校でも支援軍の募集があった。S12 さんは、休み期間を利
用して建築現場で働き、その時に足を怪我してしまったので応募できなかったという。
学校で学生会主席を務めていた S12 さんは、中学校２年生の時、学校の共青団代表とし
て共青団代表会議に参加した。彼は、省共青団で年末に朝鮮前線に送る軍糧を作る企画に
参加し、チチハル市に行って約 1 ケ月間米の炒り粉をつくったという。
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興和郷への集団移住と定着
ふるさとに帰ってから、S12 さんは新興村の朝鮮小学校の校長から教員の要請を受け、
教員になった。教員になってから家の状況も少し好転した。
しかし、新興村は農業不振で、毎年深刻な食糧不足の問題を抱えていた。1953 年 11 月、
省民政局では同村 50 戸を全員綏化県興和村に集団移住させた。
1959 年、政府が組織した朝鮮建設に興和の多くの農家が志願して出たため、生徒数が少
し減少した。同年 10 月 1 日、中国共産党に加入した。
人民公社化以降、村でも生産活動や生活の集団化が進められ、村民たちは行列を作り集
団で出退勤し、青年たちは軍事練習をおこなった。農民たちは昼だけでなく夜も働いた。
学校でも勉強を中断し、農業を手伝わせた。 Y 先生が村政府に意見を出すと、右派とい
うレッテルを張られ、免職になった。
1962 年、S12 さんは牡丹江市師範学校で主催した漢語訓練班に参加した。
1963 年、勤労小学校から興和人民公社に転職した。当時、興和人民公社には 12 の生産
隊があり、人民公社で直接生産隊を管理する二級所有制を実行した。公社幹部たちが各生
産隊を担当する人員を確定し、昼は社員たちとともに労働に参加し、夜は各種の活動を通
じて、党の方針、政策を討論した。
1966 年文化大革命が始まり、社会は大混乱した。党委員会の成員だった S12 さんは、群
衆の前で批判された。
改革開放後
1979 年中央民委で組織した少数民族参観団の一員に選ばれ、約 2 か月間全国の大都市、
農村各地域を参観訪問し、北京では中央幹部たちの接見を受け、記念撮影をした。
1985 年、興和郷郷党委員会では郷老年協会成立大会を召集し、協会幹部を選出したが、
S12 さんが副会長に選ばれた。党大会では、毎年 8 月 15 日を老人の日に決定した。
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Ⅱ

改革開放以降の再移住と定着

事例 3－1

Q13 さん(1968 年生、男) 204 の場合

Q13 さんの両親は興和郷で農業を営み、Q13 さんは 2 男 1 女の中の長男として生まれた。
現在、両親と弟と妹の 2 人は韓国に居住し、Q13 さんだけ中国に居住している。
Q13 さんは大学卒業後、興和郷政府機関に数年間勤めたが、1994 年には公務員の職を辞
め、
「下海」した。ここでいう｢下海｣とは、90 年代に流行っていた言葉で、改革開放後、市
場経済の繁栄とともに、政府機関や国有企業から民間企業への転職または商業活動に従事
することを指している。
都市部への移動動機にていて、彼は次のように語った。
郷政府に勤めていた時に、何回か山東省の威海など沿海都市を視察訪問する機会に
恵まれた。その時、はじめて海をみた。故郷は寒いから厚着をして行ったが、威海(山
東省にある沿海都市)に着いたらあたたかい海風が気持ちよく吹いてきた。故郷にく
らべ天気がよくて街が非常に明るかったのが印象的だった。その時、はじめて私もこ
のように環境がよくて発展したところで住みたい、若いうちに都市部でチャレンジし
てみたいと思うようになった。
公務員は安定的な収入があり、終身保障があるため、その当時は憧れの職業であった。
政府に辞表を出したとき、彼の友人・親族の中には、
「不慣れな土地に行って無駄な苦労を
するだけできっと後悔するよ」と忠告してくれた人が多かった。しかも隠れたところで、
「この人は頭がおかしいのではないか。外国に出稼ぎにゆくならまだ理解できるが、多く
の収入を得る見通しもないし、保障のない冒険をするなんて…」とあざ笑う人もいたとい
う。しかし、若いうちに新しい分野で挑戦してみたい彼の信念を折ることはできなかった。
彼が最初に行ったのは南京市であった。元同僚の紹介で南京市にある小さな韓国貿易会
社に就き、彼の仕事は各工場を回りながら製品の品質管理をすることであった。彼は、そ
の時に初めて韓国人と接したが、最初は韓国人の経営方式と意識の差で多くの苦労をした
という。
最初は会社を辞めたいと考えたことが何回もあった。故郷にいるときには公務員として
人々から尊重される存在であったが、韓国会社に入るとまったく違う待遇を受けた。専門
知識がないため、何でもゼロから始めなければならなかった。仕事でミスをすると思いっ
きり怒られる。一番傷つけられた言葉は「農民は農業をするべきだ。農民が農業を捨てて
何しに出てきたの。」何より傷つく一言だった。どれだけ頑張っても成果を出さないと、そ
れまで頑張ったのもゼロになる。彼は、｢中国には『没有功劳,也有苦劳(功労がなくとも苦
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取材日：2007.05.26；2016.06.15 (2 回)
取材場所：青島・即墨・Q13 さんが勤めていた韓国会
社(2007); 青島・城陽 コーヒーショップ(2016)
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労はある)』という言葉もあるが、韓国会社では功労がなければ苦労もなくなってしまう。｣
という。
90 年代初期、中韓修交をきっかけに韓国企業が中国へ進出するようになり、韓国人と朝
鮮族は双方の利益ために同じ舞台に立つことになった。しかし、 中国東北地区で暮らして
きた朝鮮族と韓国人は、もとは同一の民族だとしても、長期間にわたり異なる社会体制の
国で暮らし、すでにものの考え方や民族意識に大きな差異が生じてしまったのである。
しかし、外に出た以上故郷には戻れない。最初は仕事に慣れず心理的葛藤も多く、精神
的な圧力が重かった。その後はあえてそれを精神的な原動力に変え、二倍の 力を入れて頑
張ることにした。時間が経つにつれ、徐々に韓国人の経営方式が理解できるようになり、
韓国人との意識の差も克服することができた。韓国人役員に近くで接しながら、専門知識
と経営スキルが身についてくると自信をもてるようになったという。
その 1 年後に青島に来て、6000 人規模の韓国アパレル会社で貿易課長を務めた。
多年間貿易業務に携わり、貿易に自信がついた彼は 1 人で中韓貿易ビジネスを始める計
画を立て、1996 年会社に辞表を出した。しかし、辞表が受理された 1997 年に IMF 金融危
機で彼の貿易ビジネスの計画は水泡に帰してしまった。
ちょうどそのとき、韓国人知人の推薦を受け、韓国電気製品会社の管理・貿易部の総責
任者として就職できた。2007 年 5 月のインタビューのとき、彼は最後にこう述べた。
この十数年間、私はずっと韓国の会社に勤め、現場の生産管理や管理部での貿易部
長、総経理などの役職に就いてきた。社長と一緒に仕事をする時間が多く、韓国の先
進技術や会社経営のスキルを身につけることができた。ほかの人はお金を出しても学
べないものを私はお金を稼ぎながら学んでいる(笑) 。今は、ここに朝鮮族はもちろん
地元の漢族、韓国の友人もたくさんできている。これらは何にも代えられない貴重な
財産である。この２,３年間もうすこし頑張って、よいチャンスに恵まれたら、中韓貿
易会社を作りたい。最初興和郷を出るとき一人で丸木舟に乗って下海(冒険)したとい
うなら、今回はすこし丈夫に装備した大きな船に乗ってもっと大きな海を向けて出発
するのだ。(2007 年のインタビューによる)
2013 年には会社の経営が急に悪くなり、給料の高い役職に就いていた彼は自ら辞職した。
その後、40 代半ばになった彼は再就職を目指さず、個人でビジネスをするために韓国へ
行く準備をしていた。
その時、またも知り合いの推薦を受け、中国の電気製品メーカーから高収入でスカウト
され、2014 年から総経理として同会社に勤めている。その会社は中国大手電気製品会社の
部品を生産して納品する会社で、青島地域を中心に全国各地に分工場があるという。
事例分析：
これは朝鮮族の若者たちが農村から都会に出てから定着するまでの成長過程を辿る会
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社員の事例である。
先人たちが自分の土地を求め、地縁・血縁もない中国に移住してきて強い適応力で綏化
地区に定着したように、その血を継いでいる子孫たちは強い適応力と冒険精神で中国経済
成長に敏感に反応し、経済成長の最前線である見知らぬ都市部への移動を選択し、定着に
成功したといえるのではないだろうか。
Q13 さんのように最初の頃は、考え方の違いなどで心理的な葛藤を覚えることもあった
が、韓国人役員の近くで経営技術や専門知識を学べるという環境に恵まれていた。一方、
中韓両国間の経済交流が進む中、架け橋としての朝鮮族の存在と貢献も大きいものであっ
た。朝鮮族は最初、韓国企業への就職をきっかけに都市部に大量に進出するようになった
が、都市部での朝鮮族社会の成長とともに、現在は朝鮮族と韓国人がお互いに連携し 、共
存の立場になっている。
Q13 さんは、最初は韓国企業で貿易や管理技術を身につけ、一般の会社員から役職への
昇進を経ており、中国大企業に就いてからもその能力が認められ役職に就いている。

事例 3－2

B8 さん(1977 年、女) 205 の場合

B8 さん家族の移住歴
B8 さんが祖母 (1923 年生)
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から聞いた話によると、満洲国時代、満洲に行けば裕福に

暮らせるという噂を聞き、祖母一家は 1930 年代末移住した。一家は、興和郷(当時は、
「綏
化安全農村」)までたどり着き、興和郷に入るために、曽祖父が当時 16 歳であった長女の
祖母と安全農村にいた祖父と結婚させたという。そうして、祖母一家は安全農村に一旦定
着したが、生活は思った通りによくならなかったので、数年後、祖母一家は再び韓国へ帰
国した。その際に、すでに結婚した祖母だけが興和郷に残った。
B8 さんの父親(1945 年生)は、祖母の長男として生まれた。彼は勉強が得意で大学も受か
ったが、家族の事情で進学を諦めざるを得なかった。結婚後、娘 4 人に恵まれた彼は、娘
たちには自分と同じ悔しい思いをさせたくない、必ず大学まで行かせたいという一心で勤
勉に働いた。しかし、成績優秀だった長女(1970 年生)が大学に入れず、彼の心を痛めた。
1991 年、彼は下の娘 3 人は地元の高校よりもっと教育環境のよい高校へ進学させようと
思い、教育費を稼ぐために思い切って農業をやめ、韓国へ行った。韓国の親戚 (B8 さん祖
母の兄弟)が親戚訪問の招聘状を送ってくれたのである。
彼は韓国で 2 年間働き、B8 さんが中学校を卒業するときに帰国した。
帰国後、B8 さん一家は親戚に頼り、延辺の和龍市へ移住した。朝鮮族の集中する都市の
ひとつである和龍市が地元より教育の質が高いと判断したためである。それから、和龍は
B8 さん母親の故郷でもあり、親戚が多く、市役所に勤務する義理の兄が移住と入学の手続
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取材日：2007 年 6 月 3 日 、2016 年 6 月 12 日(2 回） 取材場所：北京望京・コーヒーショップ
祖母は韓国の江原道生まれで、10 年前に興和郷で他界した。
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きをしてくれた。
韓国で稼いだお金は、すべて娘たちの教育に投資した。その結果、次女以下の娘 3 人は
全員大学へ進学し、家族の夢も叶った。
現在、長女は青島で美容師として勤務している。次女(1974 年生)は大学院まで進学し、
博士学位取得後、出身大学の教授となり、現在は学科長をも務めている。三女である B8 さ
んは、大学卒業後、北京に出て就職し、現在は韓国企業 L 社の管理部門で総経理(韓国役職
では「課長」)を務めている。四女(1979 年生)は、大学卒業後さらに日本へ留学し、現在は
日本に居住している。
3 人の娘を全員大学へ進学させてから、B8 さんの両親は興和郷に戻った。
B8 さんの父親は数年前に病気で亡くなり、現在母親一人だけ興和郷で暮らしている。年
老いた母親が心配で、娘たちが同居を要請しても健康のうちには一人で暮らしたいと断ら
れたという。
姉妹 4 人は、現在青島・長春・北京・日本に分散して居住し、それぞれ多忙な生活を送
っている。そのため、普段全員集まるのはなかなか難しいが、交互にお正月や中秋など名
節には必ず誰かが故郷に訪れ、母親と一緒に過ごすという。
B8 さんの移住生活と職業
B8 さんは、2000 年遼寧大学を卒業し、学友たちと北京へ出てきて就職活動に参加した。
その結果、韓国広告会社で就職が決まった。当時、北京では高学歴人材を積極的に受け入
れる政策があり、会社を通じて戸籍を北京へ移した。
同会社で 3 年間経ったとき、ある日、日本の広告会社からスカウトされた。高校まで日
本語を習っていた彼女は、日本語もできた。その会社は、韓国企業へ広告サービスを提供
する会社で、韓国語と日本語のできる人材を探し求めていたためである。
日本の会社で 1 年間勤めた後、友人(朝鮮族)の姉が勤務している韓国企業 L 会社で朝鮮
族人材を多数募集しているという話があり、友人の姉からの紹介で転職した。現在、彼女
はその会社の管理部署で総経理を務めている。
北京にはじめて来たとき、周りの友人は大学同級生がほとんどだった。その数年後、興
和郷の同級生たちとも連絡がつき、交流を始めた。興和郷及び大学時代の友人たちが生活
や仕事の面で大きな支えになっているという。興和郷出身者のなかで頻繁に交流している
同級生は北京・天津に 10 人ほどいるという。
彼女は 2006 年遼寧省出身の朝鮮族と結婚し、現在幼稚園に通う息子が一人いる。北京で
生まれ、周りに朝鮮族が少ないため、朝鮮族と触れ合う機会がほとんどなく、朝鮮語は一
言も話せない。朝鮮語は話せなくても、普段、息子に朝鮮族の礼儀、民族料理や生活習慣
など民族の伝統文化を意識して教えているという。
事例分析：
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B8 さん家族の事例は、親世代の出稼ぎで子世代がより良い環境の中で教育を受け、高学
歴者が育てられたモデルである。
B8 さんは高学歴をつけて大企業に就職し、就職する時に、学歴だけでなく、韓国語・日
本語のできた言語的な優勢もあった。それから、B さんの姉(次女)は、博士学位を取得し
て教育職に就いたエリート層である。B さんの妹(四女)は大学卒業後、さらに外国への留
学もできた。
この家族は、教育を非常に重視する朝鮮族の家族が高学歴を付けて社会でもエリートと
して上昇していく道をたどる典型的な例だといえる。

事例 3－3

B12 さん(1968 年生、男) 207 の場合

B12 さんの父親は政府機関の公務員で、彼は 2 男 1 女の長男として生まれた。
1991 年延辺大学の化学専攻を卒業し、綏化市朝鮮族高校に分配され、同年 9 月から 2 カ
月間教師として勤務した。彼の初任給は 98 元だった。仕事を始めてから、初任給で自転車
も買えず、親からお金を借りて一台購入したという。
彼はハルピン市政府傘下の国際経済技術合作公司の人材募集に応募して合格した。入社
後、中韓 2 か国語を流暢に話す彼は、大学の専攻を生かして韓国との化学製品の貿易業務
を担当した。そのために、ソウルに派遣され 3 か月間化学製品に関する技術研修に参加し
た。
帰国してから、1992 年 3 月、彼は化学製品の貿易ではなく、会社からスペインのラス・
パルマスに派遣された。会社では、韓国の大型遠洋漁船会社と契約を結び、労働力送出業
にも携わっており、当時、会社を通じて海外に送出した労働力は 2000 人以上に達したとい
う。そのうち、スペインに 300 余人を送出し、その労働力の管理者として B12 さんが派遣
されたのであった。300 人の中には、綏化人も数人含まれていたという。
彼は、スペインで 1 年間滞在しながら、労働力の管理をした。当時の給料は月 2000 ドル
(中国会社 1000 ドル、韓国会社 1000 ドル)、年間ボーナスが 8000 ドルだったという。経済
収入の面ではよかったが、結婚したばかりの妻(大学時代の同級生)と長期間別居生活をす
るのが嫌だったので、1 年後は帰国した。
スペインから帰国する時に 20 万元を持ち帰り、綏化市で両親のためにアパートを購入
してあげたあと、1993 年末には夫婦 2 人で大連に出た。
大連に来てから、最初の 2 か月間は同郷人 BD さんが経営している船舶貿易会社で仕事
を手伝った。BD さんは、90 年に韓国へ出稼ぎし、帰国後大連に定着して中古の船舶を貿易
する会社を立ち上げたという。B12 さんはスペインに滞在する時に 1 年間船舶を近くで見
ていて、船舶に関する知識を身につけていたので、同郷人の仕事を手伝いながら、自分一
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取材日：2009.09.21;
のレストラン(2016)

2016.06.12(2 回) 取材場所：B12 さんの会社(2009);北京望京・綏化出身者
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人でもできるという自信がついてきた。
1994 年には姉を頼って北京に移住した。北京は想像以上に物 価が高く、B12 さん夫婦は
半地下のワンルームで北京生活を始め、その後、数回引っ越しを繰り返しながら、他地方
から来たといって家主から馬鹿にされるなどつらい思いもしたという。
北京へ移動してから、最初は韓国の海運会社の中の事務室を一部屋借りて、共同で中古
船舶の貿易を始めた。
その後、2003 年には独立して香港に会社法人を設立し、主に日本、韓国、中国、北朝鮮
の間の中古船舶貿易の仲介をしてきた。取引先は、北京と上海の大型船舶会社であるため、
北京と上海に事務所をおいている。B12 さんは北京に居住しながら会社の経営をし、上海
事務所は B12 さんの弟が管理している。すべての貿易、送金等業務はすべて香港会社を通
じて香港の会計事務所で行っているという。
一方、妻は最初韓国会社に勤めたこともあったが、2005 年からは中国留学を目指す韓国
人受験生を対象とした中国名門大学入試専門の教育機関―国際 K 学院(韓国人経営)に化学
講師として勤め始めた。
2 人で頑張り 2003 年には持ち家を購入し、2008 年には 300 平米の事務室も購入した。
現在、B12 さんの月平均収入は 10 万元以上あるという。
子どもの教育
北京に来てから、1995 年 10 月長女が生まれ、2007 年には長男が生まれた。
彼が北京で会社法人を登録した理由のひとつは、子どもたちの教育のためであるという。
2003 年より北京人事局では工作居住証の発行を始めた。その証明は、大学学士の学位を取
得し、北京市に会社法人を所有するなど一定基準を満たした者に対して発行するもので、
それを持っていると子どもの学校入学の時の越境入学費も免除されるなど、ほぼ北京市民
と同等に扱われるという。
北京に戸籍がないため、長女が小学校に入る時に手続きが煩雑で、越境入学費 (借読費)3
万元を収めた。工作居住証を取得してからは、越境入学費を支払うこともなく、いろんな
面において便利になったという。
B12 さんは、社会生活をうまくするにはまず良い家庭を築くことだという。その中でも
子どもの教育が一番大切だと考えていた。B12 さん夫婦は、特に子どもの教育に力を注い
だ。学校が終わったら英語、スペイン語、ピアノ、サッカー等の塾に通わせ、毎日送り迎
えするなど子どもたちの教育に多くの時間と教育費用を投資した。家では、幼い時からテ
レビの代わりに読書する習慣を身につけさせ、本棚には子どもたちの本だけで壁一面陳列
されているという。
家では朝鮮語を話すようにし、長女はさらに独学で韓国語を習い、韓国語能力試験 4 級
を合格した。高校卒業後、2014 年には韓国の名門大学である高麗大学に留学し、現在大学
3 年に通っている。
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長男も韓国語で会話ができ、簡単な読み書きもできるようになっているという。現在小
学校 3 年生の長男は、1 年生の時から全クラスでいつも 1 位の成績を取得しているという。
毎年作文、ピアノコンクール、サッカーなど各大会に参加して受賞し、3 年間ずっと級長
に選ばれるほど学校でも活躍している。将来、早ければ中学校、遅くても高校 1 年生の時
には長男をアメリカの学校に留学させる予定で、現在、そのために特に外国語教育に力を
入れているという。
事例分析：
B12 さんは高学歴をつけ、高校教師、政府機関傘下の企業に就職するなど安定した仕事
に就くが、それに満足せず、より上を目指して大都市へ移住し、会社経営者として成功し
た。
それに留まらず、次世代の教育にも力を注ぎ、子ども 2 人とも海外留学を目指してエリ
ート教育を受けさせ、長女はすでに韓国の名門大学に留学中である。
B12 さんの事例は、本人も出世志向が高く、高学歴をつけ、大都市での定着に成功し、
社会的地位の上昇を果たしているが、次世代にも高い期待を込めて、最高の教育を受けさ
せている。これは、出世志向の高い朝鮮族の家族像を見せる一例となっている。

事例 3－4

B13 さん(1968 年生、男) 208 の場合

家族構成
B13 さんの祖父は忠清南道出身で、30 年代から中国と韓国を行き来し、3 回目に帰郷し
た 1943 年に父親(1935 年生)を連れて中国に渡った。父親が移住するときには数世帯の村
人たちと一緒だった。最初は、綏化市海林市等 2，3 か所の朝鮮族村落を転々し、終戦直後、
興和郷へ移住した。家庭の貧しさと転々する生活の中で B13 さんの父親は、学校教育を受
けたことがなく、一生村の外へでず農業に従事した。
父親は、慶尚北道から移住した同村の女性と結婚し、6 人の子どもが生まれた。
長男(1957 年生)は、大学卒業後遼寧省鉄嶺市にある朝鮮族学校で教職に就き、長女は国
際結婚で韓国に行った。それから、次女、三女、四女も他地域の男性と結婚し、興和郷を
出た。現在、次女、三女は韓国に出稼ぎに行って、飲食店で働いている。一方、四女は夫
と浙江省寧波に出稼ぎに行き、現在は海鮮の韓国・日本への輸出ビジネスをやっていて、
B13 さんは北京で建築材料生産と販売及び貿易業のビジネスを やっている。
B13 さんの移住背景と移住過程
B13 さんは 1968 年 2 男 4 女のうち、末っ子として生まれた。
高校卒業後、大学入試に落ち、翌年再チャレンジを準備していたとき、偶然、郷政府か
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取材日:2016 年 6 月 11 日 (16:35-18:43) 取材場所：北京・望京西園 4 区内のコ ーヒーショップ
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ら職員募集があり、採用試験に応募した。その試験に合格したのをきっかけに、彼は大学
入試の勉強を諦め、そのまま郷政府に入った。
仕事を始めてからまもなく高校時代の同級生と結婚し、 1990 年には長男が生まれた。
郷政府から派出所に移動してから、自分の仕事に誇りをもち、将来派出所長になる夢も
抱いて頑張った。しかし、派出所は事件とかを扱うところだから怖いと、妻の反対が強か
った B。その際、北京にいる叔父と従兄から連絡があり、まだ若いから北京に来て成功す
るよう努力してみるのはどうかと誘われた。
こうして 1996 年、B13 さん一家 3 人は叔父に頼って北京へ出てきた。
移住生活と職業
最初に北京に出る時は、何をするか明確な目標はなかった。従兄から、最近漢族の中で
韓国料理の人気が出はじめていて、飲食店は最初の投資資金も比較的に少なく、現金のや
りとりだから流動資金が回るから、ほかのビジネスより始めやすいというアドバイスがあ
った。
そうして、従兄と市場調査をした結果、北京市東三環の麦子店と新源里の近くで韓国料
理店を開いた。その付近には大きなホテルが集中し、観光客が来店すること予想し、朝鮮
族や韓国人が多数住んでおり、彼らをターゲットにすることを考えたという。
予想通りに店の経営は順調で繁盛した。しかし、4 年後の 2000 年、道路の拡張計画によ
り店が立ち退き場所と指定され、やむを得ず閉店することになった。
2000 年飲食店の閉店後、何をするか考えていた時期に、友人たちとの食事会で、偶然「最
近、望京で民宿が流行っているみたいだよ。」という話を耳にした。そのビ ジネス可能性を
確認した B13 さんは、まもなく望京地域で民宿を始めた。
朝陽区の望京街道は花家地、南湖渠と望京 3 大居住区域で形成されるが、そこに住む総
人口 15 万人のうち、韓国人が 5 万人を超える。朝陽公安局によると、望京地区の韓国人は
外国人居住者の 80%を占める。韓国人が大量に入ったのは、2000 年以降である。居住者は
主に、学生、投資創業者と領事館職員、外資企業に従事する者が多い。同地域では、韓国
人の居住、就職、勉強と生活等基本的な生活全般の施設が形成されている（馬 2008:120－
121）。
一方、会社員や飲食店、民宿、旅行会社などサービス業に従事する朝鮮族も増えはじめ、
朝鮮族の流動人口もどんどん集まるようになった。彼の民宿の宿泊客は、朝鮮族流動人口
で毎日満員の状態が続いた。多い時は、広いオンドル部屋で 30 人が 2 列になって寝る時
もあったという。開業初月で、純収入は 1 万元に達した。彼の話によると、当時は民宿が
まだ少ない割に韓国へ行こうと北京に手続きにくる朝鮮族で溢れ、望京の民宿は最盛期だ
ったという。
民宿を経営しながら、貿易会社の法人も設立して中韓の貿易ビジネスも始めた。韓国へ
農産物等を輸出し、北京の叔父が外交官として日本に派遣され、8 年間日本に滞在した時
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期は、日本のオートバイの輸入もした。
飲食店からはじめ、民宿、貿易で稼いだ収入で、2005 年にはマンション(30 万元)を購入
した。
貿易会社をしながら、彼は現在の最大ビジネスパートナーである韓国人 S さんと出会い、
韓国の橋の補強補修の建材を、中国で生産・販売する企業の中国側代表となっている。現
在、韓国の会社から毎月 2 万元の給料が入る以外に、建材の生産・販売で、年に数十万元
(具体的な額は未公開)の収入を得ている。
息子の教育
1990 年に生まれた長男は、6 歳の時に北京へ来た。小学校 2 年生まで北京で通ったが、
毎日孫の顔を見たいという両親の要請で、夫婦は相談して長男を両親のいる興和郷に送り、
地元の小学校に通わせた。その後、中学校へ進学する年には北京に戻った。
ある日、K13 さんが趣味でやっているゴルフ練習場へ連れて行ったことをきっかけに、
長男ははじめてゴルフに関心をもつようになり、2，3 回行くうちにゴルフを本格的に習い
たいと思うようになった。それが息子満 14 歳の時だった。
長男の強い決意を確認した B13 さんは、さっそく息子をゴルフ学校に入学させた。学校
では基礎知識や基本的な技術を教えるが、プロゴルファーを目指そうとする息子の要望に
合わないと判断し、その一年後は、北京で一番有名だという朝鮮族プロゴルファーに個人
レッスンを依頼し、最高の教育を受けさせた。時々フィールドにも出かけ、アマチュアー
試合にも参加するなど、ゴルフを始めてから息子に投資した教育費は数百万元に達し、B13
さん家の支出の大半を占めた。
3 回目のプロゴルファー試験で第 1 位の成績で合格し、現在はプロ活動をしている。
事例分析：
B13 さんは北京へ出るときは明確な目標もなく、商業活動にも参与した経験が全くなか
った。この 20 年間の経歴の中で、飲食店、民宿、貿易、工場経営など様々な分野のビ ジネ
スにチャレンジし、きっと平坦な道のりばかりではなかったと思うが、語りの中ではその
苦労話が一度も出ず、終始前向きで明るい面を語った。
比較的にビジネスがスムーズに進んでいた背景としては、叔父家族の存在も大きかった。
それを少し補足する。
叔父(1929 年生、B13 さん母の兄)は慶尚北道出身で、1937 年家族 6 人(両親・兄弟 4 人)
で黒龍江省尚志市の河東へ移住した。魯迅大学卒業後、1948 年から北京の中央機関に配属
され、一生を北京で過ごした朝鮮族エリート層のひとりである。K13 さんの北京での 20 年
間、ビジネス及び生活の面において、北京の事情をよく知っている叔父家族からの支援が
大きかったということは、インタビューのなかでしばしば触れられていた。飲食店をはじ
める時も、従兄(母は漢族)が一緒に市場調査を行い、民宿をはじめる時も、従兄の紹介で、
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借り家を同地域の相場より安く借りた。その後、叔父の関係を使って日本との貿易もした
ことがある。
このように、彼が有利な条件に恵まれていることは確かだが、ここまで成功するのに、
やはり彼自身の努力が一番大きかったことは否めない。
世代別家族を見ると、B13 さんの親世代は農家であり、一生農村で過ごした。B13 さんの
世代は、兄は高学歴をつけて農村を離れ、都市部(鉄嶺市)で教職に就き、姉たちは、1 人
は国際結婚で、2 人は出稼ぎで韓国へ行き、1 人は長江デルタ経済圏である浙江省寧波で商
業に従事している。B13 さんも、北京に出て最初は自営業からはじめ、現在は製造・販売
業、貿易業の企業家へと成長した。すなわち、B13 さん世帯は農業をしている者は一人も
いなく、教職・商業・サービス業に従事し、居住地域(国)も国内外へと分散している。子
世代である B13 さんの長男だけの語りになるが、親世代がつけた経済力でエリート教育を
受け、プロへの道に進んだ。B13 さんがビジネスに力を注いでいた背景には、長男の教育
のためという面が大きい比率を占める。
彼の事例は、高い学歴を持つわけではないが、興和郷から北京へ移住して様々な職業に
従事しながら、大都市北京であることと、朝鮮族の仲間や親族の援助を受けて、新しく需
要が生まれてきたサービス業部門で企業家として成功した一つのモデルになる。

事例 3－5

B15 さん(1964 年生、女) 209 の場合

B15 さん夫婦の移住と職業
B15 さんは専門学校卒業後、地元興和郷の病院に看護師として就職した。 1985 年、銀行
に勤める夫(1962 年生)と結婚し、2 人には長男(1986 年生)と長女(1988 年生)、2 人の子ど
もが生まれた。
B15 さんは病院に勤務しながら、90 年代初期から小さなアイスクリーム工場も始めた。
地元では 2 人とも定職があり、副業もしていたので、経済的に安定した生活を送っていた。
1998 年 6 月、B15 さん夫婦はもう 1 人同郷の友人 P さんと 3 人で日本へ出稼ぎに行っ
た。3 人は東京で 50 年の歴史をもつ韓国料理店に入った。その店は 3 店舗の直営店があ
り、B15 さんはブルコギの店、夫と友人はソルロンタン 210 の店に配属され働いた。その店
で働きながら、2 人はブルコギ、ソルロンタン等韓国料理の調理技術を身につけた。夫婦
は、7 年半が過ぎた 2005 年に帰国した。
帰国後、中国で定着地を探すため、夫婦は、上海・義烏・青島・天津・北京等都市を回
った。その結果、2 人の新婚旅行地でもあった北京を最終定着地にすることにした。北京
に興和郷出身の同郷人が多数いたことも、その理由の一つであった。

209

取材日:2007 年 6 月 1 日、 2016 年 6 月 9 日(2 回)； 6 月 10 日に は B16 さんの長 男 (1986 年生)をイ
ンタビュー
取材場所：北京・望京 本人経営のレストラン
210
牛の頭、足、牛肉、内臓等を入れて長時間煮込んだ白濁のスープ料理。
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2 人は、日本の韓国料理店で身につけた韓国料理の技術で、2006 年オリンピック村にブ
ルコギ店、望京にソルロンタンの店をオープンした。料理の味が評価され、二つの店とも
繁盛したが、二つとも 24 間営業であったため、2 人の負担が大きく、北京オリンピックが
終わった後、オリンピック村のプルコギの店は閉店し、現在望京のソルロンタンの店一つ
を経営している。昼の時間帯は B15 さん夫婦が働き、夜の時間帯は B15 さんの弟が店長を
務めている。そのほか、山東・安徽・四川・モンゴルなど全国各地から出稼ぎにきた 12 人
の従業員が働いている。
夫婦の店の名前は、韓国語で「큰집설렁탕(クンジブソルロンタン」211 、中国語では「綏
興盛」 212 であり、北京市に住む綏化市出身者たちの憩いの場にもなっている。店の名前通
り、普段も綏化市出身者たちが実家のようによく訪れ、同窓会・郷友会等各種の飲み会が
あるときには、B15 さんの店で開くのが恒例になっている。多い時は 40～50 人集まる日も
あるという。綏化人が訪れると、B15 さん夫婦はメニューにない故郷料理を作ってサービ
スする。さらに、飲食代も割引するという。B15 さんは、
「同郷人からお金を稼ぐつもりは
ない。この店を実家のように気楽に遊びに来てほしい。」と語った。
綏化市郷友会の役員を務めている B2 さん(1975 年生)の証言によると、今年 5 月、過去
に北京で数年間過ごし、2008 年に韓国へ移住した同郷人 C さんが北京に訪れた時、店に 2，
30 人集まって食事をしたが、最後に、数千元に達する飲食代を社長がもらわなかったとい
う。
B15 さん夫婦と一緒に日本に行った同郷人の友人 P さんも帰国後、2005 年 3 月、上海市
でソルロンタンの店をオープンし、現在、直営店 4 つを経営するほど事業が拡大した。そ
の店も綏化人の集いの場となっているという。
B15 さんも P さんも、自分の事業だけでなく、同郷人たちにソルロンタンの技術を伝授
し、彼らの飲食業ビジネスの展開をサポートしている。興和郷出身者の M さんは、彼らの
店からソルロンタンの技術を身につけ、遼寧省営口市でソルロンタンの店をオープンし、
現在 2 店舗を経営しているという。
B16 さん(B15 さんの息子)の学生生活と移住
B16 さんは、1986 年 1 男 1 女の長男として生まれ、下は 2 歳年下の妹がいる。
小学校 5 年生の時、両親が日本へ出稼ぎに行った。そこから兄弟 2 人は祖父母(母方の
両親)と暮した。
興和郷の朝鮮族学校卒業後、中学校からは綏化市の漢族学校に進んだ。その理由として
は、地元の朝鮮族中学校に生徒数が減ったこと、もう一つは、朝鮮語より中国語の必要性
をより感じたからだという。

211

「큰집설렁탕」の「 큰집(クンジプ)」は「(分家して出た者からみて)本家あるいは(外の家で暮らす
弟とその子孫からみて)長兄やその子孫の家」をいう。
212
「綏興盛」は「綏化」の「綏」、「興和」の「興」、「繁盛」の「盛」の略字である。
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小さい時、ヤンチャな子だった B16 さんは、そばに厳しい両親もいないことでより自由
奔放な生活を送った。中学校の時、PC ゲームセンターで徹夜して遊び、クラスメートと喧
嘩するなどトラブルもしばしば起こした。彼の話によると、
「この子は親も外国に出ていな
いし、悪いことばかり覚えて、大人になったらならずものになっちゃうのでは……」と村
人から舌打ちされることもあったという。
祖父母と一緒に暮らしていたため、生活には不自由がなかったが、保護者会があるとき
や公園、街で親子団らんに歩く姿を見かける時は、両親が恋しくてたまらなかった。
中学校の時のある日、クラスメートと大喧嘩になり相手に暴力を加え、その両親の抗議
で、B16 さんが学校から退学させられる寸前まで至った。B16 さんの祖父母が相手側の家に
訪問し、孫のために自分よりはるかに若いクラスメートの家族に涙をしながら謝罪する祖
母の顔を見て、はじめて自分の行為を反省するようになり、これからは大好きな祖父母を
悲しませることは二度としないと決意した。
高校卒業後、佳木斯市にある大学専科に入り、アニメーション設計を専攻した。2006 年
には蘇州のアニメ会社で実習をし、卒業後は、同地域にある韓国人経営のアニメ関連会社
に就職した。しかし、規模の小さい会社であったため、仕事が不規則で不安な状況が続き、
1 年が経ったとき自分もアニメの仕事に向いていないと判断し、2008 年には仕事を辞め、
両親のいる北京へ行った。
北京に来て、就職活動をする過程で彼ははじめて学歴の壁にぶつかった。大手会社の場
合、4 年制大学以上の学歴を求められていたためである。そのとき、一番両親が必要な時
にそばにいてくれなかった両親がすごく憎かったという。少し貧しくても、幼い時に両親
がずっとそばにいて教育をしてくれたら、もっとよい大学に行けたかもしれないという思
いがあったからである。
彼が北京ではじめて見つけたのは朝鮮族社長が運営する不動産会社だった。2008 年は北
京オリンピックが開催された年で、不動産業は大好況の時期を迎えていた。街で営業して
いると、通りかかりの人から声がかけられ、少し説明するだけで、その場で不動産を購入
する人もいるほど、営業をすこし頑張れば月の収入がすぐ数万元に達する時もあった。そ
の会社で、彼は 3 年半働いた。
その後、彼は不動産営業をしながら知り合った中国大手ポータルサイト会社 S 社の人事
部役員のツテで、念願の大手会社への入社ができた。同会社でも不動産関連の仕事をする
ことになった。朝から晩まで仕事を頑張り、給料は月 12000 元もらい、ほかの会社に比べ
決して安い給料ではなかった。しかし、仕事を頑張って 4 年間ずっと給料が上がらなかっ
た。その理由を上司に尋ねると、もともとその会社は 4 年制大学の学歴でなければ入れな
い会社で、彼の場合、給料を上げられないのはもちろん、これから昇進するのもとても難
しいといわれた。
会社で将来性がないと判断した彼は、7 月結婚式の準備をきっかけにインタビュー実施
日(6 月 10 日)の数日前に会社を辞めたという。結婚後は、両親のレストランのチェン店を
156

開くか、別のビジネスを構想して、自分の事業を起こす準備をしているという。
事例分析：
B15 さんは 90 年代初期から地元で仕事をしながら商業活動をはじめた。 90 年代半ばに
は外国に出稼ぎにいって数年間稼いだお金と身につけた料理の技術で、中国に帰国してか
ら飲食店の自営業で成功した家族のモデルである。
同郷出身者たちが分散して居住している大都市部において、同郷人の飲食店はよく同郷
人たちの集いの場所になるが、ここで B15 さんの店は同郷人たちにとって実家・故郷のよ
うな憩いの場としての役割を果たしていた。
一方、B16 さんはいわば成功した親の子どもの世代が、郷里におかれたままで問題児と
なり、十分な学歴を付けられなかったために、大人になってから行き詰まりを感じている
という事例である。今後のことはまだわからないが、彼が成功するためには一般の企業で
はなく、親のようなサービス業に入るか、自ら起業家となって事業を起こすかであろう。
親の世代の成功がその子の世代には必ずしも受け継がれないという事例ではないだろうか。

事例 3－6

Q3 さん(1977 年生、男) 213 の場合

Q3 さんは 2 男 1 女の末っ子として生まれた。
中学校卒業後、英語専門学校に進んだ。卒業後、1998 年青島の韓国会社に勤めている姉
(1975 年生)の紹介で青島へ出て、韓国系アパレル会社に就職した。英語を専攻した彼は、
会社で資材の輸入業務担当をした。
韓国企業に勤めながらアパレル関係の韓国人たちとの接点が多く、中国工場に服の生産
を依頼するバイヤーもたくさん知り合うことができた。2000 年、会社が他地方へ移転する
ことになり、会社を辞めることにした。ちょうどそのとき、よく知っていた韓国人バイヤ
ーから｢オーダーをあげるから一人で加工工場作ってみない？｣と声をかけられた。
2000 年当時、青島の衣服の加工業は需要が溢れ、ほとんどの工場が毎日残業をしても供
給が追いつかない状態だった。工場を設立するのに絶好のチャンスだったのである。家族
と相談した結果、兄弟 3 人で力をあわせ工場を設立することにした。工場の設立資金は、
1994 年から出稼ぎで韓国に行っている兄が負担することにし、Q3 さんが工場経営を担当
することにした。それから、韓国会社に数年間勤めてい る姉夫婦は、義兄は貿易、姉は財
務に精通していたので、工場の貿易と経理の業務を手伝うことにした。興和郷に居住して
いた両親も息子の工場を手伝うために、青島に移住した。
2000 年末、兄弟 3 人が力を合わせ、労働者 20～30 人規模の工場を立ち上げた。その後、
2002 年韓国人と共同でより大きい工場を設立したこともあったが、経営がうまくいかず、
2005 年は工場を買収し、Q3 さん一人で経営することになった。2007 年５月インタビュー
213

取材日：2007 年 5 月 24、 2016 年 6 月 14 日(2 回)
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取材場所：Q3 さんの事務所

時は、工場の生産ラインを 2005 年よりもう一つ増やして約 80 人が働いていた。
2016 年 6 月には、工場の従業員数は 10 数人へと減り、生産ラインは裁断部だけあった。
その理由を聞くと、年々上昇する人件費により、直接工場を経営するより加工を他工場に
依頼したほうがより効率的で仕事も楽になっているという。
Q3 さんは 2006 年結婚し、夫婦には 2 人の娘が生まれた。子どもたちが少し成長してか
ら、2014 年に Q13 さんの妻は青島の朝鮮族密集地域である城陽区で韓国料理店をオープン
した。料理は韓国へ出稼ぎに行き、多年間飲食店で働いた経験のある義母が作っている。
事例分析：
Q3 さんは 90 年代に沿海都市の韓国企業に就職し、会社で身につけた知識と技術、会社
生活の中でつくられた人脈を生かして、会社を立ち上げた。彼のように、韓国会社へ就職
し、一般社員から経営者への道をたどるタイプが多くみられる。インタビュー協力者のう
ち、T3 さん、T4 さん、T7 さんが同じ状況である。その中で、T3 さんと T7 さんは元の会社
からオーダーをもらって生産していて、元の会社と密接な関係を形成していた。
一方、Q3 さんの妻が経営している飲食店の周辺には興和郷出身者による店が多数あり、
2016 年度 6 月インタビュー協力者の中も 3 人いた。Q10 さん(1978 年生れ、男)は韓国焼肉
店、Q11 さん(1979 年生、男)はソルロンタンの店、Q12 さん(1980 年生、男)は鉄板焼の店
を経営していた。インタビュー協力者以外にも、興和人による KC さん(1968 年生、男)の
焼肉店と KZ さん(1980 年生、男)の해장국(ヘジャンクク:酔い覚ましのスープの意)の店が
あった。
飲食店はほかのビジネスより比較的に初期資金が低くて始めやすい利点があるが、現在、
特に青島の朝鮮族密集地域は韓国料理がすでに飽和状態になっており、経営不振で閉まる
店も数多くあるという。KC さん(1968 年生、男) 214 は、青島城陽地域で焼肉店の経営年数が
長い。常連客も多数いてそれなりの売上はあるが、最近店の急増により経営が前ほど良く
ないことで、もっと市場潜在力のあるハルピン市へ行き、店を始める計画を立てていると
いう。
このタイプは青島という韓国との関係が強く、朝鮮族も韓国人も多数いる都市において、
商才をもった青年が経済成長の最中によい機会に恵まれて成功した例である。またその家
族がサービス業を営んで成功したことも付け加わる。
しかし青島も経済成長が鈍化し、サービス業も行き詰まりそうになってくると、新しい
成長の場を求めて移動したり、業種を変えたりすることがある。この点でも臨機応変に状
況に対応する能力が貯えられているといえるだろう。

214

2016 年 6 月 18 日

青島 城陽・焼肉店で KC さんと 食事をしながらのインタビューによる
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事例 3－7

B6 さん(1977 年、男) 215 の場合

B6 さん中学校 1 年生の時、家族の事情で七台河市に移住した時期があり、朝鮮族学校が
ない地域だったので、漢族学校に入るために 1 年間留年した。その後、高校は勃利朝鮮族
学校に進学したが、幼い時に怪我した目の手術で半年間入院していたため、やむを得ずさ
らに 1 年留年することになった。2 年も留年し、勉強にも興味をなくしてしまった彼は、
18 歳の時に高校を中退した。
1995 年末、彼は北京に出てきて、友人の紹介で韓国自動車専門の整備所に入って働いた。
数か月後、彼は天津にいる叔父に頼って天津へ移動した。天津にある韓国系ホテルに入り、
レストランの従業員としても数か月間働いた。
1996 年には、姉(1974 年生)から広東のほうがもっとチャンスがあるかもと誘われ、広東
省に行った。彼の姉は、日本語専門学校卒業後、1993 年から深圳に行って日系の企業に勤
めていた。広東省にいる 4 年間、彼は韓国系衣類原材料の貿易会社 (深圳)の通訳、韓国系
アパレル輸出会社(東莞)の品質検査員、日本系建築会社(深圳)の通訳、韓国系玩具 IC チッ
プ会社(深圳)の通訳など会社を数か所も変えた。その理由は、うまく通訳できないという
ことで解雇されたこともあり、もっとよい会社が現れて自分で辞めたのもあったという。
いくつかの会社を転々しながら、どの会社でも安定できないと思った彼は、日本留学を
決意することになった。2001 年、彼は黒龍江省に戻り、ハルピンにある留学仲介会社に留
学手続きを依頼し、鶏西市にある日本語専門学校に入って日本語の勉強を始めた。当時、
周りの友人たちの中には日本留学ブームが起きていた。しかし、当時日本 語能力が高くな
かったため、面接で落ちてしまい、留学を諦めるしかなかった。
2002 年、彼は再び北京にきて、友人の紹介で韓国イベント会社に入社した。その会社は、
韓国自動車会社 H 社の新車発表会や韓国電気製品会社 S、L 会社など韓国の大手会社の各
種イベントを専門的に企画して進行する会社であった。真面目に働き、任されたことは必
ずやり熟し、徐々に会社からも能力を認められるようになった。しかし、韓国人上司から
は常に朝鮮族である自分を見下ろしていると感じたという。数年間働くうちに、会社員と
しての生活にもやりがいを感じなくなった。その職種では、将来自分のビジネスにできな
いと思った彼は、2005 年自分のビジネスをやりたいと決意し会社を辞めた。
2005 年、B6 さん夫婦(2005 年、高校同級生と結婚)は周りの友人たちから資金を調達し
て、北京市三か所の商店街の中の店舗を賃貸し、はじめて自営業を始めた。それが服の販
売業だった。B6 さんは北京の卸売市場や広州、韓国まで行って服をまとめ買いしてきて、
妻が店を回りながら販売を管理した。商売に関して全く知識がなかった夫婦は 3 か所のう
ち、2 か所は間もなく閉店してしまい、望京にある店だけ残った。 望京の店は、予想以上
に売上がよくて、初年度で毎月 12000 元ほどの純収益を得ていた。当時の一般のサラリー
マンよりははるかに高い金額であった。
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取材日:

2016 年 06 月 08 日

取材場所：北京

B6 さん靴売場の事務所
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2007 年、知り合いを通じて 2 人はある工場の設立に 480 万元を投資して相当の収益(金
額は非公開)を得た。それが今後の彼のビジネスのための資金源になったという。480 万元
のうち、70 万元だけが夫婦の資金で、410 万元は夫婦の人脈を総動員して調達した。その
なかには、同級生、北京で知り合った漢族の友人、家族などがいたという。その資金で、
この 9 年間、工場やホテルなど事業用不動産投資をしているという。それから当時大金を
貸してくれた友人たちにもよい投資プロジェクトがある時には紹介し、この 9 年間で、2000
万元以上の収益を得た人もいるという。
一方、2010 年には家電の貿易を始めようと思い、貿易会社を設立した。しかし、家電の
貿易事業の手続きがうまく進まず、その間に、中国最大のショッピングサイトを通じて靴
の販売を始めた。3 年間資金をつぎ込んで、赤字を出し続けたので、そのビジネスをやめ
ようと思ったとき、ある友人から安価で靴を数千足提供するから北京で卸売してみないか
と誘われた。それを信じて、もう一回チャレンジしてみようと思った B6 さんは北京にある
靴の卸売市場を見つけて、店舗を借りた。しかし、待っていても約束通りに靴が来なかっ
た。そのまま諦められないと思った彼は自分で広州まで行って、工場を回りながら靴を調
達して北京で卸売りを始めた。最初は、靴に関する知識も市場もよくわからず、靴が売れ
ないなど失敗の経験もしたが、3 年間やっていくうちに、知り合いの供給商も増え、国内
市場の仕組みも徐々にわかってくるようになったという。靴の流通業に自信がついてきた
ところで、彼は自社のブランドを作りたいと夢をもつようになった。それから 2015 年、彼
の夢が叶った。プロの靴のデザイナーなど専門家たちを採用し、材料はイタリアの最上の
皮を使うなど高級ブランドを開発しはじめた。今年で 2 年目なり、投資初期なので今年も
莫大な赤字を出しているという。しかし、必ず成功できるという自信をもってしばらく赤
字を出しても、彼は季節ごとに新商品の開発を続け、年に 2 回ホテルで大きな展示会を開
いてブランドの宣伝と加盟店の募集に力を入れているという。彼の靴の質とデザインが好
評を受け、今年の春の展示会では北京・天津・河北 省・内モンゴル等華北地域の加盟店が
でき、年間数十万足の契約を結んだという。今年(2016 年)中の目標は、東北、山東、河南、
広東などの地域でも加盟店をつくって、市場をさらに広めていくことだという。
現在、彼の会社には 10 数人の職員がいて、靴は広州の工場に依頼して生産している。
事例分析：
B6 さんは、相対的に学歴が低く、10 代という若さで社会に出て、一か所に定着できず、
何回も職を変えていた。最初はレストランの従業員、品質検査員など単純労務に就き、通
訳などの仕事は能力不足で解雇されるなどつらい思いも経験した。しかし、彼は数年間の
会社生活を通じて成長していき、20 代後半からは自分のビジネスの道を切り開き、数回の
失敗を味わいながらも諦めず、その失敗の経験を生かして着々と会社経営者へと成長して
いった。
彼の場合は、韓国とは全く関係のない分野のビジネスの道を開拓し、国内市場を中心に
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事業を広げているところで、多数の会社経営者が韓国企業と密接な関係があったのと区別
されている。

事例 3－8

B9 さん(1981 年生、女) 216 の場合

両親の韓国への出稼ぎ移動
B9 さんの母親 K1 さん(1956 年生、女) 217 は、高校卒業後、同郷の男性と結婚し、1981 年
には長女、1987 年には長男が生まれた。
1991 年、先に韓国に行っている村人 LH さんを通じて、K1 さんと彼女の妹、村人 2 人が
韓国からの招請状 218 を送ってもらい、親戚訪問で韓国に入国した。その半年後は、夫も同
じ方法で韓国に渡った。当時、LH さんに招請状の手数料を一人につき 150 元を支払った。
家に借金を抱えていた K1 さんは、韓国に行って働き、借金を返済し、子どもたちの教育
費を稼ぎ、家族のより良い生活を夢見て韓国への船に乗った。最初は、妹と飲食店に住み
込みで働きはじめ、日給は 1 万 5 千ウォンだった。半年後夫が韓国に来てからは、夫と建
築現場や工場でも働くなど、ほとんど休まずに働いていた。農村にいてもそれほどきつい
労働をしたことのない彼女は、最初は 1 日 12 時間の重労働に慣れず、つらい日々を送っ
たという。
その 3 年後、7 歳の息子が肺炎を患い、K1 さん夫婦は急きょ帰国した。2 人が帰国する
1994 年は人件費が上がる時期で稼ぎがよくなってきた時だったが、韓国に残ることは考え
られなかったという。
中国での 2 年間、韓国で稼いだお金はほぼ使い尽くしてしまった。
1996 年、K1 さん夫婦はまた韓国へ出稼ぎにいくことにした。不法滞在者の身分で滞在し
た前歴があり実名では再入国できないため、今度は名前と身分を変えなければならなくな
り、同年 12 月韓国に行くときには、一人当たり 8 万元もかかった。
韓国入国後、K1 さんは飲食店、夫は建築現場の鉄筋工として働いた。
2005 年不法滞在者が申告して帰国する場合、再入国して合法化になる制度があり、K1 さ
んは帰国し、その 1 年後再入国した。そこから合法滞在が始まるようになったが、2007 年
には同胞 1 世である父親(慶尚北道出身)の国籍回復とともに K1 さん 4 兄弟も韓国国籍を
取得した。
現在は、年に 1 回ほど中国にいる子どもたちのところに行き来しながら韓国で働いてい
る。
B9 さん兄弟の学校生活
1991 年 K1 さん夫婦の出国当時、長女の B9 さんは 10 歳、長男の B10 さんは 4 歳だった。
216
217
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取材日：2016.06.09 取材場所：北京・望京 B9 さ ん経営の焼肉店
取材日：2016.06.28 取材場所：ソウル市にあるコーヒーショップ
実際に親戚関係のある韓国人からの招待状ではないという。合法的な書類ではないと思われる。
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幼い 2 人は、祖父母(父方の両親)の家に預けられた。
B9 さんは小学校卒業後、中学校はハルピンの第一朝鮮族学校へ進学し、寮 生活を送った。
高校に入ってからは、弟もハルピンの学校に入らせ、2 人でアパートを借りて暮らした。
毎日ご飯を作り、電気・水道料金も自分で支払うなど、学校に通いながら家事を全部一人
でやり熟さなければならなかった。
周りには信頼できる親戚や大人が 1 人もいなかった。弟の保護者会のときは高校生であ
った彼女が学校で休みをとって参加し、B9 さんの卒業式には弟だけが参加するなど、姉弟
2 人で依存しあっていた。
2 人暮らしの時、歯が痛くて怖くなった幼い弟が自分のところに寄り添って寝ていたこ
とや自分が腸炎で体調を崩した時、弟が朝５時に起きてインスタントラーメンを作って、
こっそりそばにおいてくれたことが一番忘れられなく、今思い出してもすぐ涙が出てしま
うと、B8 さんは 10 代の時から始めた 2 人暮らしの時のつらかった思い出を語った。当時
は、この世に家族は自分と弟２人だけ残されていると感じたという。
不法滞在者で自由に帰国できない母親からかかってくる国際電話が親子を結ぶ唯一の
絆だった。当時、K１さんは 1 日 12 時間働いて日給 1 万 5 千ウォンをもらっていたが、国
際電話は 1 万ウォンのカードで掛けられる時間はわずか 10 分だった。それでも、子ども
たちに週に 1 回は必ず電話を掛けるようにした。子どもの運動会や遠足、お正月など大切
な日は、ほとんどそばにいられなかった代わりに、K1 さんは文房具や服などを子どもたち
へ大量に送った。B9 さんは、幼い時はそれが珍しくてうれしかったが、大きくなってくる
と、家が少し貧しくてもいいから、親がそばにいてほしかったという。弟の B10 さんは、
幼い時韓国がどんな国かも知らないのに嫌っていたという。
2000 年、B9 さんはチチハルにある大学専科に進学し、そこから 2 人はそれぞれ 1 人暮
らしをするようになった。その時、B10 さんはまだ 12 歳だった。
中学校校に入り、2 年生までは 60 人のうち成績は 30 位以内でそれほど悪くなかった。
3 年生に入り担任が変わってから、彼は新しい担任の無関心の中で、周りに家族も一人も
いなく、勉強に興味を持たなくなってしまったという。その結果、高校進学の 試験で合格
点より数点低い成績を取ってしまった。最後に、担任から各保護者へ連絡を取り、高校進
学願望を相談したが、B10 さんの場合は保護者がいなく、本人へも連絡がなかったという。
その結果、彼より成績が低かった子も高校へ進学できたが、彼は放置されたまま高校進学
の手続きの時期を逃してしまった。
彼は、高校へ進学できず、知り合いを通じて江蘇省に行き、サッカーコーチを養成する
スクールで 1 年間サッカーの教育を受けた。そこから、もっと勉強する必要性を感じ、ハ
ルピンに戻り、高校と大学専科一貫制の大学専科に入り、コンピューター を専攻した。
B9 さん兄弟の移住と職業
B9 さんは大学卒業後、2005 年親戚に頼り北京へ来た。親戚 HB さん(1970 年、男)は 90
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年代に北京へきてビジネスをはじめ、現在、興和郷出身の中で会社経営者として成功した
人物の一人だという。
北京に来てから、彼女は友人の紹介で韓国人経営の病院で 2 カ月間、中国会社で３か月
間という短期間の勤務を経て、2006 年 5 月には韓国大企業 L 会社に入社して 8 年間働い
た。会社では管理部の総務課に所属された。
彼女は、会社に入ってから、今まで味わったことのない他人からの関心、愛情をはじ め
て感じるようになったという。学生時代は寂しい思いをし、学校に行っても教室の中でぼ
っとする日がもっと多かったが、会社ではいつも温かく迎えてくれる同僚、上司がいて、
自分も明るく変わっていったという。
就職後、2011 年には会社の同僚(朝鮮族)と結婚し、2 人の息子に恵まれた。子どもが生
まれたばかりの時は、母親が韓国から来て数か月間子どもの世話を手伝ったが、その後、
子ども 2 人を育てながら会社に通うのに限界があったので、今年は夫婦２人とも会社を辞
めて、望京地域で韓国焼肉店を開いた。自営業は大変だけど、時間的に拘束 されることな
く、子どもたちを自分の手で育てることができるので、この道を選んだ。自分の子どもに
は、愛情たっぷり注いで明るく育てたいという。
一方、B10 さんも大学卒業後、2010 年は姉に頼り、北京へ来た。彼は、姉の紹介で同じ
L 会社の別の部門に入った。会社に入って 5 年間経ったときに、毎日同じ作業を繰り返す
単調な仕事にやりがいを感じなくなった。
2015 年には会社を辞め、友人たちと同業して、キャンペン商品を企画する会社を立ち上
げた。
その傍ら、彼はサッカーコーチ資格を生かし、韓国人のプロ監督と共同して子どもサッ
カースクールを始めた。最初の数か月は、生徒が集まらず大変な時期もあったが、韓国の
プロ監督が所属し、教え方もだんだん評価されるようになり、現在は、韓国国際学校やい
くつの小学校から依頼され、学校まで行ってサッカーを教えるほか、自分のサッカースク
ールでも毎週 130 人以上の生徒がサッカーを習っているという。
現在、彼のスクールには韓国監督 2 人、朝鮮族コーチ 1、漢族コーチが 1 人所属してい
る。韓国の監督と同業したのは、これから中国ではサッカーが人気を引き起こす展望があ
り、そうなると中国市場が大きいからだという。取材時は、北京の名門校との提携を協議
中であったが、その翌月、学校から許可が下り、その学校のサッカー部は彼のスクールが
担当することになった。

事例分析：
K1 さん夫婦は 90 年代初期に韓国に行った、興和郷の中でも韓国への移動が最も早かっ
た人たちである。1991 年に行くときは 150 元で行けたが、5 年後 2 回目に行くときは 8 万
元という高額の費用がかかった。出国費用が高騰から、短い期間で巻き起こされた韓国ブ
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ームの勢いが予測できる。
K1 さん夫婦は、家族のより良い生活、子どもたちの教育費を稼ぐためにという目的で韓
国に出稼ぎに行った。しかし、物質的には子どもたちを豊かにさせたが、長期間の別居生
活の中で、子どもたちは未熟な 10 代の半ばから自立せざるを得なくなり、心はずっと満た
されないまま成長してきた。それから、一番大人の関心と指導が必要な時期にいなかった
ことで、長男が一般高校への進学もできなかった出来事も発生してしまったのである。 B9
さんの場合は、10 代の 2 人暮らしの話になると涙をこぼしながら語り、特に心の傷が深か
った。今は特に父親といっしょにいるのが苦しく感じるほど、会話もなくなってしまった
という。一方、子どもたちの成長を見守れなかった K1 さんも、自分の子どもたちが「今何
料理が好きなのか、考えているのか。」全然知らなかったことを、孫が生まれたときに数か
月間一緒に暮らしながらしみじみと感じ、つらかったという。
これらの事例はよりよい生活を求めて韓国へ移住したが、その陰で家族がばらばらにな
り、もともとの温かいつながりが失われてしまった家族もあることを示している。次のよ
うな発言はこのことをよく示している。
「韓国ブームが始まる前は、家が貧しくても、お正月の時には親戚たちが家に集まり、
家族団らんの時間を過ごしていたが、この頃は、親戚たちとの情 も薄くなってきてい
る。親戚の家に行っても、昔ほど温かく感じなくなった。」(B9 さん）

事例 3－9

Q16 さん(1946 年生、男) 219 の場合

Q16 さんは、興和郷政府機関に勤めたが、2006 年定年退職後、青島地域でマンションを
購入し、2007 年 3 月には興和郷から引っ越ししてきた。
当時、Q16 さんの妻と次男は韓国へ出稼ぎに出ていて、青島では長男と二人で暮らして
いた。
青島への引っ越しを決意した動機について Q16 さんは、こう答えた。
私は去年政府機関から退職し家で晩年を過ごすようになった。水田しかない農村で
自分のできることは何もなかった。同年齢の友人の中には韓国で働いている人は韓国
におり、韓国から戻ってきた人はみんな沿海都市や大都会でマンションを購入し、興
和郷へは戻らなくなった。人口移動が始まる以前、うちの村だけで同年齢の友人が 19
人もいたが、現在は自分を入れて 2 人しか残っていない。かつてにぎやかだった家の
周辺は空き家が多く、崩壊した民家では雑草が茂っている。2003 年ぐらいまでは、沿
海都市に出ている若者たちが子供を興和郷に住む両親に預けていて、外に出ると子供
の姿を見ることができてよかったけど、それが 1 年、2 年経つとみんな連れて行って
しまった。興和では今子供の泣き声がすっかり聞こえなくなったし、若者の姿もほと
219

取材日：2007 年 5 月 19 日

取材場所：Q16 さんの自宅
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んど見えなくなった。人が住んでいるところに活気がないと生活も楽しくない。妻と
息子が韓国に行ってお金を稼いでいたので、将来息子が韓国から戻ってきてからの定
着地を考え、ここでマンションを買うことになった。今ここに住んでいる興和郷から
きた友人は故郷に残っている友人よりも多い。興和郷の人を集めると青島周辺だけで
100 人以上いる(笑)。ここに来たきっかけも友人の紹介があったからだ。
事例分析：
K16 さんのように、特にこの数年間は、子どもたちと結合するために、あるいは生活の
質的向上のために、一部の親世代は興和郷からあるいは韓国から移動して同じ地域にマン
ションを購入し、定着する者が増えてきている。その中には、仕事で忙しい子どもの代わ
りに孫たちの世話をしている者が多数いる。インタビュー協力者のうち、Q14 さん、Q15 さ
ん、B14 さんも同じような状況で、定年退職後、子どもの居住地に移住して同居あるいは
近所に住んでいる。その一方で、B8 さんの母親のように子どもの呼び寄せにも応じないで、
住み慣れている興和郷での生活を選択する場合もある。
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第4節

綏化朝鮮族の移動と生活

＜その 3＞

―韓国在住者のライフヒストリー
筆者は、5 回わたり韓国への現地調査に赴き、綏化市出身の朝鮮族へのインタビュー調
査を重ねてきた。本節では、以下のようにその中の 代表的な事例を取り上げる。

表 3－12
事例

韓国在住事例対象者の基本状況

名前

生年

学歴

職業(取材当時)

調査地

取材日

K4

1954

高校

アルバイト

ソウル

2009.09.14

K24

1954

高校

アルバイト

ソウル

2009.09.14

4－2

K5

1954

高校

アルバイト

ソウル

2009.09.15

4－3

K3

1974

中学校

自営業

ソウル

2016.06.24

K19

1948

高校

アルバイト

ソウル

2009.09.27

K20

1968

高校

アルバイト

ソウル

2009.09.27

K17

1951

高校

無職

ソウル

2009.09.27

K15

1977

大学

会社経営者

ソウル

2009.09.27
2016.06.27

4－6

K11

1974

高校

会社経営者

ソウル

2016.06.25

4－7

K2

1972

大学

会社経営者

ソウル

2011.09.19
2016.06.28

4－1

4－4

4－5

事例 4－1

K4 さん 220 の場合

家族構成
K4 さんの両親は慶尚北道永川出身で、永川に住んでいた当時、それほど貧しくはなかった。
家には牛も１頭飼っていた。しかし、1936 年のある日、上の政府から村民たちを全部移住させ、
村を空けさせろという指示が下された。その指示で、一部は沿海州、もう一部は満洲へ移住す
るようになった。K4 さんの両親は村人たちと「集団移民」で綏化第二安全農村に移住し たとい
う。K4 さんの母は、子どもたちに中国への移住は自分たちの意志ではなく、強制移住だったと
いう話をよくしていた。

K4 さん(1954 年生、男)の父親は肺病を患い、K4 さん 6 歳の時に亡くなった。その後、
母親 221 が女手一つで息子 5 人を育てた。
次男は大学を卒業して綏化市の朝鮮族中学校で教職に就き、四男は高校を卒業して綏化
市で定職に就いた。末っ子の K4 さんは高校を卒業して教員となった。次男の大学へ進学
220

取材日：2009 年 9 月 14 日 取材場所：ソウル・K4 さん宅
K4 さんの母親は慶尚北道永川出身で、1936 年、家族とともに村人たちと集団移住で中国に渡り、興
和郷(当時は「綏化 安全農 村」 )に定着し、そ こから 一生を興和郷で過ご した。 長男は軍隊に 出て、 佳木
斯で戦死した。
221
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後、唯一農業を継ぎ、早くから家族の働き手となったのは三男であった。K4 さんの話によ
ると、3 番目の兄は小学校卒業後、16 歳から農業をはじめ、3 兄弟の学業、結婚式まで支
えたという。
K4 さんの移住と職業
K4 さんは高校卒業後の 1975 年、スポーツが得意だったことから地元教育部門の推薦を
受けて体育専門の学校に送られ教育を受けた。修了後は地元小学校の体育教師になった。
1978 年結婚後、1979 年には長男、1981 年には長女が生まれた。
1995 年、長男を黒龍江省の朝鮮族名門校のひとつである斉斉哈爾市朝鮮族高校への進学
をきっかけに、長女も同じ学校に入学させ、妻も子どもたちを世話するために斉斉哈爾市
へ同行した。
90 年代より、地元では韓国ブームが起き始めた。韓国に親戚のある家庭は親戚訪問で行
き、若者たちは研修生・労務で韓国やほかの海外へ次々と出稼ぎにいった。ある日、韓国
に行っている親友から電話があり、韓国で働けば収入が 10 倍になる、という話を聞かされ
た。
1997 年 11 月、彼はブローカーに手数料 7 万元を支払い、韓国へ密入国する船に乗った。
それから韓国にいる友人の紹介で、同じ建築現場で内装の仕事を始めた。最初は仕事に慣
れず苦労したが、技術が身についてきてからは、友人の話通り収入が教員の時の給料の 10
倍になった。仕事が安定してからは、費用が高くて韓国に来られないほかの友人の出国資
金を立て替え、友人たちの韓国入国を助けたこともあった。その方法は、人が韓国に無事
に着いたことを確認してから、韓国人ブローカーに手数料(1,000 万ウォン)を渡す方法で
あった。
K4 さんは、2005 年に自発申告して一度帰国するが、2008 年には韓国人と結婚する娘の
結婚式に参加するために、妻と一緒に再入国した。高校卒業後、長女は広州にある韓国会
社に勤めていたが、韓国本社の同僚と業務的やり取りをする中で恋人へと発展し、国際結
婚をすることになったのである。
夫婦は、韓国へ入国後、訪問就業ビザに切り替えて働き、現在は中国で暮らしている。
韓国への移動動機及び韓国への出稼ぎ生活について、K4 さんは次のように語った(取
材当時)。
20 年以上勤めた職場を辞めるときは心苦しかったし、今ももったいないと思ってい
ます。学校の同僚達は退職後も毎月給料をもらい、保険もあるが、私は何ももらえな
くなってしまいました……。でも、当時は、その時期を失ってしまったらきっとほか
の人に立ち遅れてしまうと思いました。生活が苦しかったわけではないですが、みん
なと同じように家族のよりよい将来のために、韓国への 出稼ぎを決意しました。それ
に対しては、一度も後悔したことがありません。韓国で稼いだお金で、去年は綏化市
の中心部にある新築マンションを買っておきました。教員の給料では絶対買えない高
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級マンションです……。韓国で多年間身につけた建築内装の技術で、今は一人で仕事
をもらって各建築現場を回りながらトイレの内装をやっています。月の収入は 300～
400 万ウォンぐらいです(仕事日数により変動がある)。……韓国では、技術があれば
働くのに良い国だとおもいます。今のうちに頑張って韓国で働いて、年をとって働け
なくなったら中国に戻って老後を過ごすつもりです。
一方、K4 さんの妻である K24(女、1954 年生)さんは、娘の招へいで 2008 年 3 月にはじ
めて韓国に入国した。韓国入国後、彼女は韓国人家庭に入って数か月間家政婦として働い
たことがある。韓国に来て 1 年半ぐらいしか経っていなかった彼女は、韓国人からの差別
意識を感じたという。
中国にいる時は、朝鮮民族としての誇りを持って生きてきました。しかし、韓国に
来てから、それが韓国では差別名称であると初めて感じました。家政婦として働くと
き、奥さんは会話の中わざわざ“朝鮮族”を強調して呼ぶことで、自分 たちと区別を
つけようとしていました。たとえば、私が韓国語ではよく使わない表現を使ったら、
奥さんからそれは朝鮮族の言葉だよ、わが国ではそんな言葉使わないよとよく指摘さ
れました。その家庭に入って、数カ月で体重が 5 キロも減りましたね。
事例分析：
K4 さんは、中国に定職があり、家庭も貧しくなかった。しかし、より裕福な生活を求め、
彼は仕事を辞め、韓国への出稼ぎを選んだ。韓国入国時から、ずっと同じ職業に就いて技
術を身につけており、仕事が比較的に安定し、経済的にも裕福になった。彼本人の目標を
達成している。しかし、彼の同年代で定職を捨てて韓国に出稼ぎにいったが、職場が不安
定で技術も身につけず、年を取ってからは日雇い労働で過ごす者も多い。彼らは、中国で
も収入も保険もなくなってしまっているので、老後の生活が不安定になっている。
K4 さんの場合は、韓国を出稼ぎのよい国だと思っており、彼に比べ韓国滞在期間が短か
った K24 さんは、韓国人の朝鮮族に対する差別を強く感じており、韓国人に対し好印象を
もっていなかった。
K4 さん家族の場合は、子どもが大人になって独立するまで妻が残っていた部分が K1 さ
ん家族とは異なっている。子ども 2 人は高校卒業後、広州へ移動し、韓国会社に就職した。
この事例で分かるように、朝鮮族にとって韓国はよりよい生活を得るための収入を得る
ためにはよい国であっても、そこで一生を過ごす場ではないという矛盾をもっている。同
じ民族であるという意識も双方にはずれがあることがわかる。次の事例もそれを物語る。
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K5 さん(1954 年、男) 222 の場合

事例 4－2
時
韓
国

期
祖父が中国に亡命する

1943 年

父親が勤労報国隊に選抜される

1943 年

家族 4 人(祖母、伯母と伯 母の娘、父親 )で北満洲(今の黒龍江省)に避難

1945
1954
1972
1982
1997

年
年
年
年
年

2003 年

2004 年

韓
国

柄

1921 年

1944 年

中
国

事

2006 年
2007 年
現在

6 月祖母が病死し、10 月末 伯母が事故で亡くなる
黒龍江省で父親と母親が出会い、結婚
河東安全農村に入村
中国解放を迎える。
長男 K5 さんが生まれる(1961 年に次男、1964 年に三 男が生まれる )
高校を卒業し、農業を始める
地元朝鮮族小学校の音楽教師になる。通信教育で大学学歴を取得する
韓国に出稼ぎに出る
韓国政府による不法滞在取締りで、一カ月間家に引きこもる
祖父が韓国独立有功者であることを確認する
8 月、A 氏宗親会を訪れ、 族譜記録から祖父の跡を確認する
9 月、韓国法務部に国籍回復申請書を提出するが、証明資料不足の理由で却下
される
11 月、韓国新聞に K5 さん に関する記事が掲載される
11 月 20 日、韓国国籍を取 得する
子どもたちを韓国に呼び寄せ、一緒に暮らしはじめる
建設現場で鉄筋技術者として働いている
自分の特技である音楽才能を生かし、バンド部の部員として活動している
休みの日には教会や同胞団体を通じてボランティア活動に参加している

中国への移住
祖父は曽祖父から医業を受け継ぎ、ソウルで医療院を経営していた。1921 年のある日、
祖父は中国へ亡命し、祖母は養蚕教師をしながら、幼い父と伯母を 1 人で育てた。K5 さん
の父親は 12 歳の小学校に入り、卒業後の 17 歳からイツ人が経営する靴工場で 10 年間働
いた。1943 年 11 月、父親(当時 27 歳)の強制徴用を避け、祖父の行方をも捜そうとおもい、
家族(祖母、伯母と姪、父親)4 人で満洲へ渡った。
父親一行は奉天(現瀋陽)を経由し、北満に行き、列車の中に同乗した朝鮮農民の行列に
加わり、朝鮮人集団部落-河東安全農村 223 にたどり着いた。中国移住後、祖母は忽ち体調を
崩してしまい、病状が好転されず、翌年 6 月に亡くなった。同年 10 月末には伯母も事故で
亡くなり、K5 さんの父親と姪だけ残った。
後ほど、K5 さんはプサンから避難してきた母親(当時 18 歳)と出会い、結婚した。母親
は、借金の代わりに「従軍挺身隊」に行かそうと村長が父親を口説くのを聞いて、従兄と
夜逃げして満洲へ避難したという。
中国での定着
終戦後、K5 さんの父親は祖父との再会を夢見ながら働いて帰国資金を貯めたが、帰ろう
222

取材日:2009.09.15 取材場所: 韓国 京幾道一山 K5 さんの自宅
「安全農村」は朝鮮総督府の委託を受け、東亜勧業株式会社が 1932 年から 1935 年の間に建設し、
南満の鉄嶺、営口、三源浦および北満の河東、綏化合計 5 カ所にある。
223
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とした時には既に南北が分断され、帰国できなくなったという。
1954 年、K5 さんの両親は興和郷に移住し、同年長男 K5 さんが生まれた。父親 38 歳の時
に授かった大事な子供であった。その後、もう 2 人の息子が生まれた。
K5 さんが物心ついてきてから、よく祖父の話や韓国にいた時の話をしてくれたという。
それから祖父母が残した遺品を大切に保管していた。その中には、祖父が読んでいたとみ
られる数冊の医療書籍や古書、祖母が親筆で書いた書道作品、祖父の写真も数枚あったと
いう。しかし、彼が 12，3 歳頃、ある日、父親がその遺品を焚口に入れて全部燃やしてし
まった。外国スパイと疑われ、その被害が子どもたちにも及ぶのを恐れたからだという。
1987 年 3 月、父親は「一度故国に帰ってみたいから、骨灰は韓国方向へ流れる川に撒い
てくれ。」と遺言を残し、息を引き取った。
韓国への出稼ぎ
K5 さんは 1974 年高校卒業後、地元に戻り農業を始めた。彼は、長男として年老いた両
親を養い、幼い弟たちの世話をする責任があったという。
1978 年には同村の女性と結婚し、二
写真 3-4

人の間には 3 人のこどもが生まれた。

K5 さんが住んでいた家

学生時代に楽器の演奏や歌など音
楽方面に才能のあった彼は、1982 年地
元の小学校に雇われ 、音楽教師(契約
職)となった。農業をしながら、教師の
仕事をしていても、大家族を養わなけ
ればならなかった K5 さんの生活は好
転することがなかった。
1994 年長 女 が 他地 域 の 高校 に 進む
時から、彼は子どもたちの将来を真剣
に悩むようになった。その翌年、K5 さ

写真出所： K5 さん提供

んは仕事を辞め、弟がいる北京へ出稼
ぎに出た。しかし、都市部で就職するには年齢が高く、彼に合う仕事はなかなか見つから
なかった。子ども 3 人の教育費を稼がねばならなかった彼は、韓国への出稼ぎを選択した。
ブローカーに手数料 7 万元を支払い、1997 年短期ビザで韓国に入国した。韓国出国費用
と借金を合わせて、当時、韓国のお金で換算すると約 1200 万ウォンの借金を抱えていた。
高利息の借金だったので、一早く返済するため、1995 年に韓国に来た弟(三男)の知人を通
じて建築現場で働いた。
1990 年代まで韓国への入国方法は国際結婚・産業研修以外、親族訪問・観光・商用等短
期滞在資格に限られていた。それにも関わらず、韓国への出稼ぎを希望する者が増えつづ
けると、韓国入国を斡旋するブローカーが続出した。彼らは偽造書類、偽装結婚、密入国
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等不法的な入国手段で入国させ、莫大な費用を請求していた。韓国 労働研究院 2001 年の
｢外国人労働者雇用実態調査｣によれば、国別平均入国費用のうち、中国が一番高く、781 万
ウォンを支払って入国していた(宣 2006：4)」という。
毎日休まずに働いても 1 人で借金を返済するには力不足だと思い、K5 さんは 1 年間貯め
たお金で妻を韓国に呼び寄せ二人で収入を増やそうと考えた。K5 さんは地方を回りながら
建築現場で働いたため、妻が韓国に来てからも、数年間は別居生活をしていた。妻は家賃
を節約するために宿所を提供する飲食店を見つけ、住み込みで働いた。
子どもたちと離れ離れになり、祝日は K5 さん夫婦にとってつらい日になった。
毎年の秋夕(旧暦 8 月 15 日)、 お正月が一番つらかったですね。その日には中国に
残してきた子どもたちが恋しくて、妻は一日涙で過ごしました。もともとは家族団ら
んの日なのに、私たちにとっては腸をちぎれる思いをする日でした。（ K5 さん）
夫婦にはもうひとつ、つらいことがあった。
不法滞在の取締でしたね。短期ビザで入国したので、ビザが切れてからは 2 人とも
不法滞在者になったのです。2003 年の大規模取締は、我々夫婦にとって恐怖そのもの
でした。集中取締の時期、2 人は 1 ヶ月間部屋から一歩も出られなかったです。(同上)
2002 年 5 月より、法務部は「不法滞在者防止総合対策」 224 を実施した。同年 6 月 1 日、
法務部の発表によると、不法滞在外国人 265,848 人(3 月末)のうち、255,978 人(92.3％)が
不法滞在事実を申告し、その中には朝鮮族が 91,736 人含まれていた 225 。
2003 年より韓国政府は法務部職員、警察等 50 の合同取締班を編成し、11 月 17 日～28
日まで大規模な集中取締に突入した。その取締により、同月 27 日まで「外国人不法滞在者
880 人が逮捕され、そのうち 443 人が強制送還の処分を受けた。国家別では、中国僑胞が
269 人で一番多かった（後略）」 226 。
K5 さんのように莫大な金額を借金で支払って入国した人たちにとって、強制送還は活路
を断たれることになる。
祖父捜し・国籍回復
中国にいる時、父親から韓国の話をよく聞き、韓国にずっと親しみを感じていた。しか
し、実際に韓国にきてみると、建築現場では貧しい国からきたといって見下ろされ、
「我々
の先祖は国が貧しくても国を離れず守ったのに、お前らの先祖は逃げて中国に行ったのだ
ろ」のような言い方をされたという。
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不法滞在者綜合防止対策：2002 年 3 月 12 日、法務部は同対策を発表し、不法 滞在者自発申告期間
(02.03.25~05.29)を設定した。自発申告者に対しては 2003 年 3 月 31 日まで出国猶予をするという政策
である。ワールドカップを目前とし、テロ防止のために不法滞在者現況を調査する目的が大きかった。
225
『연합뉴스(聯合ニュース)서울』(2002.06.01)
226
『문화일보(文化日報)』2003.11.28 ｢不法滞在取締‘人種差別`」
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父親からは祖父が独立運動をした人だと聞いていた ので、
「 祖父が身を投じて守った国で
偏見と冷遇を受け、堂々と外も出られない状態になっている自分が情けない」とおもい、
2003 年不法滞在者取締で家に引きこもった時、取締が鎮まってきたら祖父を捜してみよう
と決意した。
彼は韓国国家報勳處 227 の独立有功者リストで祖父の名前を確認した。資料をみると、祖
父は終戦まで中国で軍医官として活動した独立運動家だったという記録があった 2004 年
8 月には、宗親会を訪れ、族譜から祖父の行跡が確認できた。
その後、祖父の子孫であることが認められるまで難航したが、その 2 年後家族関係が認
められ、2006 年 12 月には国籍回復した。
国籍回復後
国籍回復後、まずは子どもたちを韓国に呼び寄せた。2007 年、子どもたちと 10 年ぶり
に再会した。K5 さんは当時の状況を次のように語った。
韓国に来る時、長女が高校生、次女が中学生、長男はまだ小学生だったのが、再会
の時はすっかり大人になっていました。子どもたちの成長を見守れなかったことが心
痛くて、2 人とも涙が止まりませんでした。中国にいるときは、長女が親代わりに下
の子たちの世話をしてくれたんですね。親元を離れていても挫折することなく、 3 人
とも素直でまっすぐ成長してくれたのが一番ありがたいことです。
韓国に来る前に、長女と次女は中国で大学を出て、北京の会社に勤務していた。韓国に
来てから、2 人ともソウルにある会社に就職できた。長男は韓国入国後ソウルの大学に入
った(2008 年 9 月 15 にインタビュー当時) 228 。
その後、子どもたちと一緒に暮らすために京幾道一山 地域にあるアパート団地に、３LDK
の部屋を借りて入居した。一山地域は、彼にとって思い出深い場所の一つでもあった。
ここは、80 年代末より 90 年代にかけて大規模新都市に企画された地域です。その
当時、朝鮮族労働者も数多くこの建設に参加したが、私もその中の一人でした。(K5 さ
んは窓から自分が働いていたところを指差しながら )このアパート団地の手前にある
団地で数ヶ月間働いたが、その当時は、まさか自分もこのアパート団地で住めるよう
になるとは想像もできなかったですね。ここがソウル中心部よりは家賃が安いし、ソ
ウルからもそれほど遠くないのでここを選んだのです。家族 5 人で住もうとすると、
大きい部屋が必要になるからね。でも、このアパート、ジョンセ(전세) 229 1 億ウォン

227

国家有功 者の礼遇 施策と 参戦軍人およ び除隊軍 人の 支援事業を施 行する国 務総 理傘下の中央 行政機
関である。 http://100.naver.com/100.nhn?docid=21685
(検索日：2010.04.13)
228
2016 年 6 月 28 日 電話でのインタビューによると、 長女は韓国人と結婚して去年、孫が生まれ、
長男は大学を卒業してから会社に就職した。
229
전세(ジョンセ)：保証金を 預けて人の家を賃貸し、契約期間が終われば保証金をも返してもらう住
宅賃貸の類型である。(『韓 国民族文化大百科』より )
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しましたよ。
国際回復後も彼は相変わらず、建築現場で鉄筋技術者として働いている。10 年以上働い
て慣れていて、建築現場の方がほかの職種の収入より高いからだという。
休みの日には在韓朝鮮族の社会人バンド部で活動し、時には教会や朝鮮族団体のボラン
ティア活動にも参加している。
普段は中高校時代の同級生と同郷人と頻繁に連絡を取り合い、同窓会・同郷人の家庭行
事には必ず参加しているという。中・高校同級生だけでもソウル周辺に約 30 人いて、男性
は主に建設業、女性は飲食・家政等サービス業に従事しているという。
事例分析：
K5 さんへのライフストーリー・インタビューを通じて、彼の一家 4 代の移住史について
みてきた。
K5 さんの祖父は 1921 年亡命で、父親は 1943 年徴兵から逃れるため中国へ渡った。終戦
後、父親が帰国しようとしたときには南北が分断され、祖父との再会は果たせなかった。
その約半世紀後である 90 年代末、K5 さん夫婦が韓国へ出稼ぎに行き、K7 さの世代でも
11 年間という家族分散の時期を過ごした。
K5 さん家族の事例は、4 代にわたる移住と分散、再会の歴史であり、大きく見れば東ア
ジアの近代現代の中で翻弄されてきた朝鮮族の歴史でもある。
「私たちはみな複合的なアイデンティティを持っている。これらのアイデンテ ィティの
中から一つまたはいくつかのアイデンティティを、状況に応じて、社会的行動の指針とし
て選択している。それぞれのアイデンティティは、相違なる状況において相違なる意味を
もつ。したがって、ある状況では差異が強調され、別の状況では共通性が追求されるので
ある」[Schlee 1989:234] 230 。
K5 さんの父親は文化大革命時期、家族を守るために、韓国の痕跡を全部燃やして韓国人
アイデンティティを隠していた。しかし、中国国民として生きていながらも、故国への愛
着が強く、彼の遺言からわかるように、故国を思い見るノスタル ジアの一生を過ごした。
一方、中国で生まれ育った K5 さんは、1997 年韓国への出稼ぎを選択し、最初は不法滞
在しながら働いた。2003 年の不法滞在取締は、彼の祖父捜し・国籍回復を決意させた大き
なきっかけとなった。そこで、彼は「祖父が身を投じて守った国で偏見と冷遇を受け、不
法滞在者になり、堂々と外も出られない状態になっている自分が情けない。」と、自分の民
族的アイデンティティを強く意識するようになった。一方、韓国国籍になってからも、周
りの友人ネットワークは変わらずふるさとの同級生、同郷人たちと強く結ばれ、仕事以外
は在韓中国同胞団体など活動を続けている。すなわち、国籍が韓国に変わっていても、中
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松田素二 1995「人類に おける個人、 自己、人 生」
世界思想社 p.192

173

米山俊直

編『現代 人類 学を学ぶ人の ために』

国の朝鮮族というアイデンティティが依然として強く表象されている。
中韓両国を生きてきた K5 さんの生活史、生活世界を通じて、朝鮮族の移住史及び現状の
一面をミクロな視点で観察することができた。
第 2 章で既述したように、90 年代韓国政府の朝鮮族に対する政策はほとんどなかった。
朝鮮族はその多くが K5 さんのように短期ビザで韓国に入国し、不法滞在者となり働いた。
2000 年以降朝鮮族に対する政策が徐々に変わっていくが、朝鮮族が従事可能な職種 は単
純労務に限るという点には変わりがなかった。そのために、在韓朝鮮族労働者は主に建築
現場やサービス業など職種が限られ、その中で比較的に収入の高い建築業に集中している。
興和郷出身者の男性の場合、建築業のなかでも鉄筋工に最も集中している。筆者が取材し
た K4 さん、K14 さん、K20 さん、K30 さんも建築現場で鉄筋工として働いている。取材に
よると、いずれも、K5 さんの同じく、親族あるいは同郷人の紹介で建築業をはじめたと語
った。不法滞在身分であった 90 年代、職探しは信頼できる親族・同郷人のネットワークに
頼り、そのため、自然に同じ業種に集中することになる。
80 年代末から始まった韓国への移動、そこから約 30 年が過ぎた現在、合法化になり、
国籍取得者も増えていたが、いまだに血縁・地縁あるいは朝鮮族独自の集団をつくり、韓
国社会から分離されている傾向が強く表れている。

事例 4－3

K3 さん 231 の場合

K3 さん(1974 年生、女)は、長女で兄弟は 3 歳下の弟がいる。彼女の家族は両親と弟の
ほか、祖父母、未婚の叔父 2 人、さらにいとこたちも同居し、11 人の大家族であった。
成績が優秀だった叔父 2 人は大学まで進学し、両親と祖父 3 人が農業で大家族を養った。
K3 さんは中学校卒業後、経済的な理由で高校へ進学しなかった。1 年間家事を手伝い、
その後、綏化市に出て飲食店を経営している親戚の店で働きはじめた。その半年後には
従妹に頼って、より収入のよい瀋陽と大連へと順番に移動し、両地域でも数年間飲食店
で働いた。
1996 年弟が交通事故に遭い、2 年間入院していたので、家庭の経済状況がますます悪
くなった。1998 年、彼女は家族のために、韓国人と結婚して韓国へ行く道を選んだ。
国際結婚について彼女は次のように語った。
韓国に出稼ぎに行っている親戚の紹介で、1998 年韓国人とお見合い結婚をしました。
全然知らない人と一回会っただけで、年も 8 歳離れているし、恋愛感情は全くなかっ
たですね。正直、韓国に来てからすぐ逃げようとおもっていました(笑)。韓国に来て
みたら、彼は定職もなく、狭いワンルームの借家で母親と 2 人で暮らしていました。
本当に貧しかったですね。
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取材日：2016 年 6 月 24 日

取材場所：ソウル・K2 さん経営の店
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結婚後、翌年長男が生まれた。子どもが少し大きくなると、義母に子どもを預け、彼
女は飲食店で働きはじめた。その時に、はじめて韓国人から朝鮮族に対する露骨な偏見
と差別を経験するようになり、体力的にも精神的にもつらい思いをした。夫も定職がな
いなか生活は好転せず、夫との考え方の差異による葛藤が続き、結局、長男 4 歳の時に
協議離婚をした。
離婚後、彼女は 1 人で子供を育てなければならなくなった。彼女は、同じ時期に韓国
に出稼ぎにきた母親のところに子どもを預け、百貨店のレジスタッフとして働いた。ア
ルバイトを転々する仕事を続ける中で、資格を取って定職に就きたいと思うようになっ
た彼女は、夜は百貨店のレジで働き、昼は資格を取るためにガイドの学院に通いはじめ
た。1 年間ガイド学院に通い、1 次試験まで合格したが、それが自分に向いていないこと
に気づき、途中で諦めた。今度は、皮膚管理の学院に登録して通い始めた。毎日、3 時間
しか寝られないハードな日々であったが、9 か月の間に、皮膚管理資格と化粧品処方専
門家 1 級資格等皮膚美容関連の資格を多数取得した。
資格取得後、彼女は百貨店の仕事を辞めた。百貨店を辞める時、韓国人女性同僚から「朝
鮮族は外に出れば、飲食店しか働く場所がないから大変でしょ？こっちで働いたほうがマ
シじゃないの？何で辞めるの？」と言われたという。一緒に働いてきた同僚からそのよう
な目で見られ、やはり深い偏見があったことに傷つけられた。
化粧品関係の会社に就職するために、新聞や広告を見て探す中、ソウル市 狎鷗亭にある
J 化粧品売場で外国語のできる職員を募集する広告が彼女の目に入った。中学校で日本語
を習ったので日本語が少しでき、中国語もできたので、売場に入った。彼女はそこではじ
めて自分が朝鮮族であることを隠した。国籍も韓国になっているし、あえて言う必要もな
く、何より朝鮮族っていうことだけで差別と偏見を受けてしまうのがつらかったからであ
る。
美容関係の資格を所持し、外国語ができたため、化粧品会社ではすぐ採用された。入社
後、化粧品本店の売場で働きはじめ、2 年後には彼女の実力が認められ、社長からほかの
売場の責任者として派遣され、さらに 2 年間働いた。その後は J 化粧品のアドバイザーと
して、全国の百貨店を回りながら、化粧品の宣伝活動を任された。その過程で、彼女はい
ずれ自分の店を持ちたいという夢が叶えられた。2013 年 10 月、彼女は J 化粧品の代理店
をオープンした。J 化粧品を販売しながら、皮膚美容室も兼営している。J 化粧品の売場は
現在韓国全国に約 700 店舗あるが、その中で、彼女の店は全国売場の中で必ず週 1 回は売
上 1 位を取得し、その実績で、毎年会社から海外へ報奨休暇をもらってい るという。彼女
の現在の月平均純収入は約 400 万ウォンであり、将来はもっと大きい店を開いて事業を広
めたいという。
自分が朝鮮族であることを隠してからは周囲から差別を受けることがなくなった。現在
も、化粧品の本社、顧客、店の周囲の人たちも彼女が朝鮮族であることを知らないという。
たまに、イントネーションなどで疑われることもあるが、きっぱり韓国人だと話している
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という。しかも、16 歳になった息子にもまだ話していなかった。朝鮮族を明かしてから受
けた偏見と差別の傷が大きかったからだった。息子にはいずれ話すつもりだが、今ち ょう
ど敏感な年なので、もう少し大きくなってから教えるつもりだという。
彼女が朝鮮族へと戻るのは同級生たちと会う時である。中学校時代の同級生が 30 人い
るが、そのうち 23 人が現在韓国に来ているという。その中で、女性は主に飲食店、男性は
主に建築現場で働いているという。大体 2 か月に 1 回は同窓会を開いているが、彼女は毎
回参加している。同級生たちとの交流を通じて、韓国生活の大変さ、つらさを忘れ、故郷
に対する郷愁を分かち合い、その時間は何よりほっとできるひと時になれるからだという。
スマートフォンや SNS の発達により、彼女の友人の輪はさらに広がった。その中で、最
近、SNS で「在韓綏化商会」から招待状が届き、綏化人同士との交流も始めたという。
それまでは、同級生のみだったのに、インターネットで「綏化商会」の綏化人をた
くさん知り合い、この間、はじめて商会の綏化人たちによる交流会に参加してきまし
た。はじめて会った人ばかりなのに、ずっとそばに暮らしてきた兄、姉のようにすぐ
親しみが湧いてきて、うれしかったですね。商会の会員のなかには、私のように韓国
で個人のビジネスをやっている人が多く、学べる部分がたくさんあり、これからも商
会の活動には積極的に参加したいと思います。
事例分析：
K3 さんは 90 年代国際結婚で韓国に行ったが、その背景には家族の事情が大きな影響
を与えた。最初は、彼女が言うように「当時は、学歴が低く、私のできることが飲食店
しかなかった。」。家庭の状況で、中国では高い教育を受けられなかったが、韓国で彼女
は働きながら資格を取得するなど勉強に意欲を見せていた。彼女は、親世代の恩恵をた
くさん受けていなかったが、自分の力で自分のキャリアを開拓し、自営業者への道に進
んだケースである。
不法滞在者であれば、不利益を避けるために朝鮮族で あることを隠すのが一般的であ
るが、彼女の場合は、国籍が韓国になり、そのような不利益を受けることはなくても、
朝鮮族であることを心の中で強く意識しており、韓国人の前でそれを徹底的に隠し通し
てきた。しかも、息子も彼女の出自を知らないほどである。それまでに朝鮮族であるこ
とで受けてきた心の傷の深さの一面がうかがえる。
しかし、同級生や同郷人の中では完全に朝鮮族に戻り、彼らとの交流が彼女にとって
は生活のエネルギーで憩いの場になっている。国籍は韓国になっていても、友人関係か
らわかるように、彼女はビジネスの面ではほとんど 韓国人と接しているが、プライベー
トの生活ではやはり中国人で、朝鮮族であることに変わりがなかったことがわかる。
K3 さんが家族のために韓国への移動を選んだように、彼女の友人たちもほとんど韓国
へ出稼ぎに来ている。友人のほとんどがまだ飲食店・建築現場の単純労務に従事してい
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ることより、専門的な仕事に就いている比率がまだ低く、不安定な職種に就いているこ
とが分かった。

事例 4－4

K20 さん 232 の場合

K20 さん(1968 年生、男)は高校卒業後、1994 年知人の紹介で地元の病院に就職した。同
年、医者の同僚(1970 年生)と結婚し、翌年には長男が生まれた。
1999 年、彼は仕事を辞め、沿海都市部へ出稼ぎに出た。最初に行ったのは妹がいる青島
地域であり、韓国会社に入った。収入の差は倍以上あった。しかし、仕事にうまく慣れず、
その後は広州へ行って韓国会社に就職した。
一方、彼の妻は 2001 年観光ビザで韓国に出稼ぎに行った。手数料 7 万元は、職場の同僚
たちからの借金で賄った。妻は飲食店内住み込みで働き、13 か月で借金を完済したという。
2002 年、彼女の従妹である K15 さん(1977 年生、女、事例 4－5)が韓国へ留学し、姉の
店を訪ねた時の状況を次のように語った。
あんな部屋でどうやって寝られたか、目の前にしても信じられなかったですね。飲
食店で寝ていたが、簡易な仕切り一つで、やっと一人が横になれるような空間でした。
その時は、給料も高くなかったので、姉はほとんど休まず、毎日働いていましたね。
姉にとって、何より借金を返すのが急務だったからですね。
借金の返済が終わってから、お金を貯めて夫の K20 さんの韓国入国の手続きをした。2004
年、哈爾濱にある労働力送出会社に手数料 2 万 2 千元と保証金 3 万元 233 合わせて 5 万 2 千
元を支払い、K20 さんは産業研修生の手続きをして韓国に入国した。
韓国では仁川市の西部工業団地で溶接工として働いた。給料は 100 万ウォン。彼は 3 年
間満期まで会社で働いた。その後、親戚の紹介で建築現場の鉄筋工の仕事を始めた。 建築
現場での日給は 12 万ウォン(2009 年当時)。同じ日数で働いて、研修生の時の収入の 2 倍
以上になる金額であった。
一方、2004 年義理の両親も K20 さんと同じ年に韓国に入国した。義父 K19 さん 234 の叔父
の招へいで入国し、入国後は、すぐ国籍回復の申請をした。現在、義理の両親は飲食店に
住み込みで働いている。
国籍回復について義父である K19 さんは、次のように語った。
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取材日：2009 年 9 月 27 日 取材場所：ソウル・K20 さんの自宅
職場離脱を防止するための保証金であり、3 年の契約期間を満たせば本人に返される。
234
K19 さんの父親は慶尚南道密陽出身である。1937 年、父親が徴兵対象になり、それを逃れるために
瀋陽に渡った。瀋陽で結婚後、長男 K19 さん(1948 年 生)と次男 K17 さん(1951 年 )が生まれるが、父親は
肺病により 29 歳の若さで 亡くなった。その後、母親は子ども 2 人を連れて、親 戚 (叔父 3 人)に頼って内
モンゴルに移住し、13 年を過ごした。その後、1969 年には興和郷に移り住んだ。1984 年、韓国の叔父
(父の弟)と連絡がつき、手紙のやり取りを始めた。その後、叔父と顔を合わせたのは その 20 年後である
2004 年だった。（2009 年 9 月 27 日のインタビューに よる）
233
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韓国では 1949 年 10 月 1 日以前に生まれた者を移民 1 世と呼んでいるが、私は 1948
年生だから移民 1 世で、国籍回復の申請ができるのだ。韓国入国後、妻、娘(K20 さん
の妻)3 人の国籍を一緒に申請した。1 年も経たないうちに国籍が出た。
妻の帰化後、K20 さんは研修生ビザを家族同伴ビザに切り替え、2009 年には永住権を取
得した。
妻はその後もずっと飲食店で働いたが、2009 年 8 月には子どもの教育のために一時帰国
した。K20 さん夫婦は、子どもが 5、6 歳の時に国内都市部、韓国へと出稼ぎに出ていて、
その後ずっと祖父母の下で育てられた。中学校に進んだ後、成績が急に落ち、親の不在で
情緒的に不安になっていたことが心配で、子どものために帰国を決意することになったと
いう。
現在、長男は牡丹江市の朝鮮族学校で勉強し、妻と一緒に中国で暮らし、 K20 さん１人
が韓国で働いて学費と生活費を仕送りしている。

事例分析：
K20 さんは、地元で定職があったが、給料が少なかったため、90 年代後半には仕事を辞
め、沿海都市部へ出稼ぎに出た。給料は地元にいる時より高かったが、数年間、一か所に
定住できず、ほかの都市部へ再移動するなど、居住先と職場の移動を繰り返した。妻が韓
国へ行くときの借金を全部返済してから、K20 さんは妻を頼って、2000 年代半ばに韓国へ
の出稼ぎを選んだ。
彼の場合は、朝鮮族 60 年代後半～70 年代前半生れの中で、よく見られるパターンであ
る。まずは、国内移動を選択するが、就職にあたっては企業の就職経験がなく、年齢的に
も 30 代を過ぎ、企業への就職に有利な条件とは言えない。その結果、韓国への出稼ぎを選
択するようになるが、彼の年齢層の場合、韓国への入国は研修生として行く道しかなかっ
た。彼は、義理の両親が国籍を回復していたため、永住権を取得しており、滞在資格の面
においては安定している。
一方、仕事の面では、研修生期間中は溶接工として働き、その後は、親戚を頼って建築
現場の鉄筋工として働いている。経済収入は研修生の時の 2 倍をもらうほど高いが、建築
現場は、仕事がよりハードで、環境的にも度々人身事故が発生するほど危険である。しか
し、給料が高いという面から、多くの朝鮮族男性が建築現場で働いている。2009 年取材時
は日給 12 万ウォンであったが、2016 年 6 月の取材によると、現在熟練工は日給 20 万ウォ
ンをもらっているという。女性の場合は、K20 さんの妻のように、大多数が飲食店等サー
ビス業に従事している。
K20 さん夫婦は、中国の地元では定職があったが、それを辞め、国内外への出稼ぎを選
んだ。現在、韓国では 3K の業種に就いており、職業の面においては中国にいる時よりよい
職業に就いたとは言えない。しかし、経済的な面から、 2 人は韓国で働く道を選択してい
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るが、現在の職業を生涯の職にするには限界がある。2 人だけでなく、他の多くの朝鮮族
中年層をみると、男性は建築現場、女性は飲食店で働いているのが一般的である。それら
の職は就きやすく、慣れているため、韓国に来てから 10 数年が経ってもずっと同じ職に就
き、もっと生涯の職につながる新たな道を開拓しようと思わないのが現状であった。
K20 さん夫婦は出稼ぎのために、幼い子どもを両親に任せて一人は国内都市部、一人は
韓国への出稼ぎをしており、子どもの成長をずっと見守れなかった。子どもは両親の不在
で、情緒的に不安になり、それは学習成績へまで大きな影響を与えていた。
その深刻さを思い知った K20 さん夫婦は、一人は韓国で働き、一人は子どもの世話をす
るために一時帰国をし、子どもと同居するようになった。K20 さん夫婦のように、この数
年間、一人は中国に戻り、子どもの教育を担当するようになっている家庭が増えてきてい
る。その理由としては、韓国において帰化者、永住権者、在外同胞ビザ等滞在資格が安定
しているから、もう一つは、それなりに経済的にも余裕が出てきているからだと思われる。

事例 4－5

K15 さん 235 の場合

K15 さんの家族関係
K15 さんは 1 男 1 女の長女として生まれ、下は 2 歳年下の弟がいる。
K15 さんの父である K17 さん(1951 年生) 236 は、1992 年研修生ビザで韓国に入国して 1 年
間韓国に滞在したことがある。韓国滞在期間中に、慶尚南道密陽の叔父の家を訪れ、1984
年に連絡がつき手紙のやり取りを始めてから、はじめての対面を果たした。叔父は、K17 さ
ん兄弟の名前を族譜に入れた。
2006 年、K17 さん夫婦は親戚の招請で韓国に来て、訪問就業ビザに切り替え、現在は永
住権を所持している。2 人は現在、長女 K15 さん家族と同居し、K17 さんは孫の世話をし
て、妻は家政婦として働き、週末に帰ってくる。
K15 さんの弟は高校卒業後、1998 年日本に留学し、大学卒業後日本の会社に勤めた。2010
年には家族のいる韓国に再移住し、韓国で結婚後、 現在は 5 歳の長女が 1 人いる。韓国へ
行ってから、彼はソウルの明洞で日本人観光客をターゲットとする鞄の売場に勤務した。
現在は、中国から鞄を輸入・販売するビジネスをしていて、中国語・日本語が堪能な妻は
空港の免税店に勤めている。
K15 さんの移住と職業
K15 さん(1977 年生、女)は 1999 年斉斉哈爾師範大学で美術を専攻し、卒業後は、斉斉哈
爾市にある高校に美術教師として 3 年間勤めた。
彼女は大学時代から漢族の同期生と付き合いはじめたが、両親の猛反対を受けた。それ
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取材日：2009 年 9 月 27 日、2016 年 6 月 27 日(2 回 )
K17 さんは 上述の K19 さ んの弟である。
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取材場所：K15 さんの自宅

でも別れることができないと思った 2 人は、彼が韓国語を話せるようになれば、両親も変
わるのではないかと思い、2 人で韓国留学の道を選んだ。
2002 年、K15 さんが先に韓国へ留学した。最初は友人(小中高時代の同級生)の借家にし
ばらく世話になり、数日後、部屋を借りて一人暮らしを始めた。
留学時、彼女は授業時間(朝 9 時～午後 1 時)が短い S 大学の言語学院を選択した。家族
からの経済的支援が少なかったため、アルバイトをして授業料を稼がなければならなかっ
たからである。最初は、塾の中国語講師の仕事を探し、教員免許もあったことで面接に合
格したが、講師料(当時月 70 万ウォン)が低かったのでそれでは学校の授業料を払えない
と思い諦めた。その後、彼女は午後 2 時から朝 2 時まで 24 時間営業の飲食店で働きはじ
めた。1 年後、ソウル S 大学に入学し、夫も韓国にきて言語学院に入った。そのため、授
業料の負担が倍になった。2 人で力を合わせ、アルバイトで授業料と生活費を稼ぎながら
学業を続け、2007 年 7 月に彼女は大学を卒業し、彼は S 大学の言語学院で２年間韓国語を
習った後、同大学の大学院に進み、修士課程を修了した。
大学卒業後、K15 さんはソウルにある貿易会社に就職した。年収 2400 万ウォンで、中国・
台湾のバイヤーとオーダーのやり取りをする業務を担当した。
その 1 年後の 2008 年 9 月、彼女は会社を辞め、元同僚（韓国人）2 人と独自の貿易会社
を立ち上げた。彼女は海外(中国・台湾)営業、韓国人 2 人は国内営業を担当し、中国・台
湾から銅材を輸入する貿易であった。資本金 300 万ウォンで始めたのが 1 年後には純収益
1 億ウォンを達成した。その後、数年間の間に会社の純収益を 3 億までに上げたが、3 人の
経営理念に意見の分かれが生じ、結局、2016 年 6 月には会社を解散することになった。K15
さんは、個人の名義で法人を登録し、8 月から本格的に貿易のビジネスを始めた。自分の
事業だけでなく、弟の鞄の輸入ビジネスも手伝っている。
一方、K15 さんの夫は大学院卒業後、言語的な問題で、数年間幼稚園の中国語講師など
アルバイトをしたが、韓国語が上達してから 2013 年にはガイドの国家資格を取得し、現
在、済州島の大手旅行会社に勤めており、中国からの団体観光客のガイドで毎日忙しくな
っている。収入は数年前の中国語講師の時の数倍になっているという。
息子の教育
2008 年、K15 さんは韓国国籍を申請した。アメリカへ行って最上級の大学教育を受けさ
せたいからだという。そのためには韓国籍を持っていた方が有利だからである。
K15 さんは 2008 年結婚し、2010 年長男が生まれた。
彼女はアメリカで子どもを産み、長男にアメリカの市民権を取得させた。アメリカには
90 年代に出稼ぎに行って定住した叔父(K15 さんの母の弟)家族がいる。彼女の親戚の中に
は、叔父を頼って、彼女のようにアメリカで子どもを産み、幼い時からそこで教育を受け
させている者もいるという。
K15 さんの近くに住む彼女の従姉(1974 年生・綏化市綏棱県上集鎮民族郷出身)も、娘 2
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人をアメリカで産み、現在小学校 5 年生と 2 年生になっているが、将来アメリカへの留学
を考え、小さい時から英語教育を受けさせ、現在ネイティブレベルまで上達しているとい
う。2016 年 6 月には、従姉がアメリカ語学研修のビザ(5 年)を取得し、10 月には子どもた
ちを連れてアメリカへ留学することになったという。
今年 6 歳になった K15 さんの長男は、午前中は華人幼稚園に通い、午後は英語、数学、
美術などの塾に行き、塾の教育費だけで月平均 150 万ウォンを投資している。長男は、現
在韓国語のほか、中国語、英語で交流ができ、簡単な文字も書けるようになっている。
将来は、彼女も長男を留学させ、自分もアメリカに移住するつもりだという。

事例分析：
K15 さん夫婦は、大学を卒業し教職に就いていたが、2000 年代初期、韓国に留学し、韓
国の名門大学を卒業した。K15 さんは、学生時代は飲食店で働いたが、卒業後は会社に就
職するが、会社のなかで作った人脈と中国人である優勢を生かして、経営者の道を歩んで
きた。
彼女は韓国で不法滞在した経歴がなく、その結果、韓国入国 6 年目に帰化の申請ができ
た。しかし、彼女は韓国を最終定着地にしているわけではなく、アメリカへ行くための中
間経由地と見なしている。彼女の最終の目的は、子どもをアメリカに送り出し、最上レベ
ルの教育を受けさせることである。そのために、子どもの幼少期から教育に高額の教育費
を投資しながら、子どもの教育に力を注いでいる。
彼女がアメリカへの移住を考えるようになった背景には、すでにアメリカに移住した親
戚のツテがあるからである。彼女と同じように、同年代の親戚たちはアメリカにいる叔父
家族に頼って子どもたちを留学させ、本人も移住を考えていた。
このように学歴を至上の目的にするのは朝鮮族の思考様式の特徴かもしれない。

事例 4－6

K11 さん 237 の場合

K11 さん(1974 年生、男)は、綏化市慶安県曙光村 238 の農家で 2 男 1 女の次男として生ま
れた。
高校卒業後、彼は韓国人の知り合いを通じて、1994 年天津の韓国企業 S 会社に就職した。
その 1 年後、会社から雲南の支社へ派遣され、2 年間雲南にいた。
当時、会社の収入(750 ドル)が高く、仕事もそれなりにやりがいがあったが、自分でビ
ジネスをやりたいと思ったので、1997 年には仕事を辞めて、哈爾濱に行った。
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取材日：2016 年 6 月 25 取材場所：ソウル市鷺梁 津 K11 さんの加盟店
慶安県勤労鎮曙光村は 72 年の歴史をもつ朝鮮族村であり、328 世帯・1348 人在籍している。
（出所：
慶安県委宣伝部 掲載日：2015.04.19
新 华 网 黑 龙 江 频 道 （ 黒 龍 江 チ ャ ン ネ ル ） http://www.hlj.xinhuanet.com/wq/qa/201504/19/c_134162737.htm (最終検索日：2016.10.05 ）
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小さい時から料理に関心が高く、高校時代に料理を習った経験もあった彼は、 1998 年、
会社に勤めて貯めた 8 万元を投資し、哈爾濱市の A 大学前で韓国料理を開業した。大学前
は学生たちが多く、周辺には韓国料理もそれほど多くなかったので、口コミで人気を集め
るようになり、昼の時間帯は行列までできた。
しかし、店が繁盛すると暴力組織の者が訪れ、酒類を強制納品しようとし、それを拒否
すると毎日のように嫌がらせをはじめた。その結果、店を続けられない状態までになって
しまった。
1999 年 12 月、彼は心の準備もない状態で短期ビザを取得し、韓国へ入国した。
最初は、中国料理店の配達から始めた。配達をする中、中国で飲食店を経営したことの
ある彼は、自分の店を開きたいと思うようになった。彼は、親戚や友人からお金を借りて
資金を調達し、2001 年には叔父 239 の名義を借りて、ソウルの高徳洞に配達専門の中国料理
店を開いた。店が繁盛し、3 年後は大峙洞にもう一つの料理店を開いた。
それまでに不法滞在者の身分で過ごした彼は、いつ捕まるかもしれないという不安な生
活を送ってきたので、2006 年「同胞自発帰国支援政策」(第 3 章第 2 節を参照)により、不
法滞在を申告して一時帰国した。申告して帰国すれば、 1 年後再入国する時には訪問就業
ビザで合法的に滞在できるようになるからである。
中国にいる間に、北京・上海・天津など大都市を巡回しながら、自分のできるビジネス
がないか探してみた。青島でも飲食店をやってみようかと思い、しばらく滞在した時期が
あった。その時、黒龍江省からきた朝鮮族女性と知り合い、結婚し、青島で長男も生まれ
た。
2008 年、彼は家族とともに訪問就業ビザで再入国した。
入国後、2009 年にはソウルの鷺梁津に辛口のジャジャー面・チャンポンの店をオープン
した。若者が密集する鷺梁津で辛口の味が人気を集め、初年度で売上 4000 万ウォンを達成
した。
料理に自信がついてきた彼は、新しいビジネスを考えるようになった。当時、韓国で徐々
に中国の羊肉の串焼き料理が人気を集めはじめ、韓国人の顧客をターゲットとする市場を
開拓すれば、飲食業の市場ももっと広がるはずと思うようになった。
彼は、羊肉等材料の選択から中国特有の香辛料の味をなくしたソースのアレンジ など韓
国人向けの羊肉料理のメニューの開発に力を注いだ。その後、得意な中国料理と羊肉の串
焼きを合わせた中国料理店を高麗大学の前にオープンした。彼の努 力が実り、若者を中心
に大人気を集めた。その後、彼は近くでもう一つの店を開いた。現在、高麗大学の店二つ
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叔父は、K11 さんの 8 親 等の親戚である。K11 さんが宗親会に訪れ族譜を確認してみると、8 親等の
叔父がソウルに住ん でいる ことが確認できた 。 その後 、はじめて 叔父に会 ったが 、話を聞いてみると、
叔父の父親も K11 さんの祖父家族と一緒に中国へ移住して生活したことがあった。叔父の父親は、中国
に兄弟がいなかったので南北分断の直前に韓国へ戻ったという。そのため、叔父は K11 さん家族の事情
をよく知っていた。その叔父の協力で店を開き、2004 年には K11 さんの両親も「 親戚訪問」で 韓国に来
て、両親と兄、妹は全員韓国国籍を取得した。K11 さんは永住権である。

182

だけで年平均売上が 25 億ウォンに達しているという。そのほか、この数年間、ソウル市に
さらに 4 店舗の直営店があり、年総売上は 60 億ウォンに達しているという。6 店舗に従業
員は 50 余人、そのうち、朝鮮族が 8 割、韓国人が 2 割占めているという。
彼はそこにとどまらず、本格的にフランチャイズを始めるために店の商号を登録し、加
盟店を増やしていた。現在、親戚・友人による加盟店が 16 店舗あり、今年中に、直営店１
と加盟店 2 店舗がまたオープンする予定だという。
彼が店を開くときに、親戚や友人からの経済的支援を受けたので、彼も親戚・友人たち
が加盟店を開くときには、投資資金の一部を支援していた。彼の夢は、3 年以内に韓国全
国に 200 店舗の加盟店をつくることだという。
加盟店社長の中には、彼の幼馴染の同級生が 6 人いて、ビジネスのよいパートナーにも
なっているという。7 人は週 1 回集まり、メニューの開発や新なビジネスの企画もしてい
るという。7 人が資金を合わせ、今年 10 月には物流会社の法人を立ち上げた。加盟店の増
加とともに、毎日大量の食材を消費するようになり、そのうち羊肉だけでも月 1 億ウォン
の量を消費しているという。材料を自社で直輸入すれば単価がはるかに低くなり、材料も
より信頼できるからである。もう一つは、現在中国ではオンライン・ショッピングが流行
っていて、韓国の化粧品・服など製品の需要が高まっており、中韓の物流の業務もできる
という。
2016 年 4 月、彼は韓中創業経営協会の 2 代目の会長に選出された。同協会は 2014 年に
設立され、創業を考える朝鮮族たちにスクールを開き、創業に必要なノウハウと経験を伝
授している。同郷会には、彼の同級生・同郷人等綏化出身の会員も多数所属している。

事例分析：
K11 さんは、高校卒業後、国内で会社員から自営業を経験してから韓国へ移動した。中
国ですでに飲食店を経営したことのある彼は、韓国でも自分の店を開き、 5，6 年の間に、
自営業から親戚・友人等同郷人を動員してフランチャイズや物流まで事業を拡大していっ
た。加盟店を経営している友人の中には、建築現場あるいは工場で働いたこともあったが、
K11 さんの経済的な支援で自分の店をもつようになったと、同級生数人から証言を聞くこ
とができた。彼は、
「 建築現場で働く時間が長ければ長いほど、そこから抜け出せなくなる。
周りの親戚・友人からはじめ、自分のビジネスができるように、同郷人たちをサポートし
てあげたい。みんなが力を合わせれば、ビジネスももっと大きくすることができる。」と語
った。
彼は飲食業で成功したモデルとして、最近、新聞メディアでもよく取り上げられている
が、飲食業でも従来の型にとらわれず、さまざまな創意工夫をして経営規模や内容を発展
させていった典型である。また自分の成功を同郷人にも広げていこうという姿勢も高く評
価されるであろう。
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事例 4－7

K2 さん(1972 年生れ、男)の場合

家族の中国移住と定着
K2 さんの曽祖父(1901 年生)は慶尚北道出身で、1932 年、妻(1898 年生)、長男(1922 年
生、K2 さんの祖父)、次男(1926 年生)家族 4 人で満洲へ移住した。(満洲移住後、1933 年
に長女、1942 年に次女が生まれた。)
最初の定着地は黒龍江省北安であったが、1936 年には綏化へ再移住し、「綏化第二安全
農村」に入り、定着した。
一方、K2 さんの父親(1948 年生)は、2 男 3 女のうち長男として生まれた。1954 年に長
女、1962 年には次男、1963 年に次女、1968 年に三女が生まれた。
中学校卒業後、大家族の長男であった K2 さんの父親は、早くから家族の黒柱として農業
を始めた。1971 年、同村の母(1948 年)と結婚し、翌年長男の K2 さんが生まれた。下には
5 歳年下の弟が 1 人いる。
学生時代
K2 さんは、幼稚園、小中学校、高校まで朝鮮族学校に通った。学校では、漢語 (中国語)
授業以外、講義は全部朝鮮語で行った。周辺の友人も全部朝鮮族だった。
幼い時から朝鮮将棋、相撲、ブランコなど民俗遊びに触れ合い、朝鮮の文化が身近なも
のであった。
毎日、朝鮮族料理であるキムチや味噌汁を食し、普段朝鮮語ラジオ放送をよく聞 いてい
た。
高校まで、他民族との交流はほとんどなかった。
中学校の時から音楽を習った彼は、高校卒業後、推薦を受け、河南省南陽師範大学の音
楽学科に入り、音楽を専攻した。大学のバンドに入った彼は、休日には大学の近くの野外
舞台で公演をし、生活費を稼いだ。
大学寮にはモンゴル族、ウィグル族、トゥチャ族の同級生と 4 人で暮らした。同じ中国
人なのに、言語、生活習慣、食べ物などの文化が大きく違っていた。キムチと味噌は、隠
れて食べ、ほかの同級生も同じようにしていた。
その時、はじめて中国が多民族国家だというのを実感したという 。
大学卒業後
1992 年、大学卒業後、地元の小学校に配属され、音楽教師になった。
自分のバンドをつくり、音楽活動をするのが夢だった彼は、数か月後、鉄力市の芸術団
団員としても音楽活動をした。
しかし、当時の給料は 280 元であり、現実と夢のギャップが大きかった。その収入では、
楽器ひとつも買えなかった。
そのころから自分の将来について、不安を感じるようになった。
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韓国への出稼ぎ
1994 年、綏化市民族事務委員会で韓国への産業研修生の募集があった。綏化市ではじめ
ての研修生募集であった。
出国費用は 15000 元(航空券、教育費、手数料すべて含む)で、彼の給料の数十倍に達す
る金額だった。しかし、自分の夢を叶えるために、彼は借金して費用を払い、研修生募集
に申し込んだ。
1994 年 9 月、彼を含む 500 人の研修生たちは、北京で同じ飛行機に乗り、韓国へ渡った。
彼が配属された会社は、慶尚北道亀尾市にある水のタンクを生産する中小企業であった。
不運なことに、彼が入って 7 カ月の時に会社が倒産してしまった。
当時は韓国で何の縁故もなく、携帯電話も普及されていないため、誰と連絡を取ること
も非常に困難だった。ソウルにいる唯一の親戚である叔 父とやっと連絡がつき、1995 年春
にはソウルにきた。そこから、彼は叔父と同じチームに入り、建築現場で寝泊まりしなが
ら室内インテリアの仕事を始めた。
稼いだお金は、3 か月毎に 5000 ドルを仕送りし、家族の生活費、弟の学費及びレンガ造
りの家を建てるのに使用された。
その 2 年後、韓国では IMF 経済危機に入り建築現場の仕事が減り、日給も下がった。そ
れをきっかけに、1997 年の秋夕前には思いきって建築現場の仕事を辞め、自分でビジネス
をやろうと決意した。自分は不法滞在者の身分であったため、韓国人の知り合いの名義を
借りて、それまでに貯めた 4000 万ウォンを投資して、ソウル市千戸洞にビリヤードの店を
開いた。店は 24 時間営業で、従弟と 2 人交代制で働いた。しかし、当時韓国の経済状況が
よくなかったため、娯楽施設の商売は思うほどうまくいかなかった。その上、体調を崩し
て腎臓結石にかかってしまい、数か月で店を閉めた。
その数カ月後、内装インテリアの仕事をしながら知り合った韓国人から、この頃江南地
域のビラの内装工事なら一般のアパート見積の 3 倍ぐらいなり、あなたの技術を信じるの
で仕事をあげるからやってみないかと誘われた。こうして 1998 年後半からは、ソウル江南
のいわゆる富裕層の集中地域という良才洞、三省洞、舎堂洞、論峴洞 4 つの地域のビラや
ホテルを回りながら働きはじめた。資材を自分で仕入れて、朝鮮族労働者を雇って 4、5 年
間休まずに働き、高額の収入を得た。そのなかで、当時同じ室内インテリア関係の仕事を
していた妻とも出会った。
韓国での定着
長い間不法滞在者として働いた K2 さんは、2005 年「同胞自発帰国支援プログラム(第 2
章第 2 節参照)」で帰国し、妻と結婚してから 1 年後に再入国した。
妻が韓国で国籍を回復した両親と一緒に帰化したので、韓国入国後、K2 さんも国籍を取
得した。
再入国してからも、K2 さんは室内インテリアの仕事を続けた。一方、彼の妻は旅行会社
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を経営している友人に誘われ、友人の会社で業務を習ってから一人で旅行会社を始めた。
会社の顧客は主に朝鮮族で、航空券以外に、韓国招請資料、ビザの代行、結婚・離婚の手
続書類の代行なども取り扱っていた。彼の話によると、2006 年旅行会社を始めた時は、特
に招請資料の代行業務が多く、一日十数件受け付ける時もあったという。
K2 さんは室内インテリアの仕事をしながら空いている時間に妻の仕事を手伝っていた
が、仕事が多くなってから妻ひとりで追いつかなくなっていたので、2009 年からは正式に
朝鮮族の密集地域である九老洞で会社を作り、法人登録して本格的に会社の経営を始めた。
インテリアをやめたもう一つの理由としては、資金の回転が不安定で、仕事を依頼した業
者から資金を回収できなかったこともあったという。
自分のルーツ探し
2008 年、K2 さん家族は祖父の故郷―慶尚北道を訪れた。家族は住所を頼りにし、山奥に
ある祖父の移住前の生家の跡を見つけた。数十年間、住んでいなかった家の跡で、彼は族
譜を発見した。
その後、釜山の宗親会を訪れ、両親を含む家族全員の名前を族譜に登載した。
社会活動
会社が安定し、経済的にも少し余裕が出てきたところで、この 10 数年間、自分の夢をす
っかり忘れて過ごしてきたことに気づいた。
そこで、彼は中国の延辺芸術団などで音楽活動をしたことのある人たち 8 人で中国同胞
バンドを結成し、彼はボーカルとギタリストとして音楽活動を始めた。バンド部を結成し
てから休日には地域に出かけて公演をし、老人ホームや福祉施設などでのボランティアの
活動にも積極的に参加するようになった。
彼の活動を注意深く見ていた在韓朝鮮族団体―ハンマウム協会(後述する)の LB 会長が
ある日彼の事務所に訪れてきたことをきっかけに、ハンマウム協会との縁が始まった。2009
年同協会のボランティア団で活動を始め、2010 年からは事務総長、2014 年には第 2 期の会
長まで務めた。
社会活動を始めてから、彼は、中国同胞の在外同胞としての法的地位の不公平さを知り、
韓国の在外同胞政策の問題点や韓国社会に関心を持つようになった。中国同胞の権益を守
るために、同胞団体としての役割、同胞団体役員としての使命感を感じた。
2012 年には、彼は帰還同胞を中心とする「中国同胞有権者連盟」の結成に参 加した。在
韓中国同胞出身の有権者たちの意識を向上させ、自分たちの権利を享有し、投票に参加す
るなど権益向上のための活動を行うためである。
中韓両国を跨るビジネスの展開
2013 年 11 月には彼を含むハンマウム協会の役員 4 人が共同で出資して株式会社も設立
した。在韓同胞社会を基本舞台とし、コンサルタント事業、各種の文化公演の企画、投資・
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観光誘致、物流などの事業を広げるためである。彼の会社は駐韓中国大使も訪問すること
があるほど、在韓の中国人社会からも注目を浴びている。
上記のビジネスのほか、韓中経営新聞も発行している 。2014 年には無料国際電話アプリ
を開発して、無料国際通話のほか、アプリから新聞が読め、航空券の購入も簡単にできる
サービスなどを搭載した IT 事業も始めた。さらに、2016 年には浙江省舟山市で美容専門
学校を設立し、同年 6 月から韓国講師陣による化粧、ネイル、美容術の授業を開講してい
る。
一方、2013 年 10 月 5 日には韓国移住民歌謡祭で最優秀賞を取得した。それをきっかけ
に、有名作詞家で韓国歌謡作家協会長である Z さんに出会い、2015 年 7 月には個人のアル
バムを出してプロ歌手としての活動も始めた。韓国でデビューした初の朝鮮族トロット歌
手である。
現在、彼はビジネスと歌手活動を並行している。韓国の全国各地のみならず、最近は中
国の中韓交流イベントや朝鮮族イベントなどにも招待されるようになり、多忙な時間を過
ごしている。
2016 年 8 月には、朝鮮族最大密集地域である大林洞で「アジト」という名前のライブカ
フェもオープンした。ここは、綏化市出身者たちの一つの溜まり場にもなっている。
インタビューの最後に、彼は朝鮮族社会の変化について次のように語った。

「人口の大量流出により、近い将来延辺朝鮮族自治州まで消失してしまうのではないか、
という説もある。東北三省の朝鮮族共同体解体の危機意識については、わたしもよく理解
できる。都市部や外国への分散にともない、言語、文化、風俗など昔ほど保存できなくな
ったのも確かである。しかし、それとともに各地においては新しい共同体が形成されつつ
あり、今は、インターネット等を通じた各種のコミュニティも充実している。すなわち、
地域や国を超えた地球規模の人的ネットワークが形成されつつある。危機があるところに
はきっとチャンスもある。私は、今の時代、今の情勢に合った新たな道を切り開いていく
ことができると思う。そうすれば決して危機ばかりではないとおもう。」

事例分析：
K2 さんは韓国に出稼ぎに出てきた青年層第 1 世代のひとりである。20 代初めにコリア
ンドリームを夢見て韓国にわたり、約 10 年間建築現場で働いた。建築現場で身につけた室
内インテリア技術で、90 年代後半からは自分で仕事を請負い、勤勉に働いた。その資金で、
途中で一度自営業をして失敗する経験もあったが、合法滞在者になった 2000 年代半ばか
らは本格的に個人のビジネスを始め、一定の成功を収めていた。その後、2010 年代からは
朝鮮族 4 人で共同出資してさらに大きいビジネスをはじ め、中韓両国を舞台とした事業を
広めていっている。
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彼は歌手としても中韓両国を舞台とし、民間の中韓友好大使として旺盛な活動をしてお
り、在韓同胞社会では有名な人物の一人となっている。
若い時に無一文で韓国にわたり、夢に向かって頑張って自分の力でビジネスに成功し、
さらに音楽を通じて韓国、中国両国社会の表舞台への進出にも成功したことは、サクセス
ストーリの典型といえる。また中国と韓国の民間交流を自らの才能で実現していることは、
中国の一民族として朝鮮族のアイデンティティの発揚という面からもすぐれた活動として
評価される。
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第4章

理論的考察―綏化朝鮮族の移動、絆と再編成
第1節

綏化朝鮮族の移動と生活の変遷

第 3 章では調査資料の集計結果及びライフヒストリーを述べた。
以下、その集計結果と事例を中心に、事例以外のインタビュー協力者の語りも加えなが
ら、綏化市朝鮮族の移動と変化(職業・アイデンティティ・コミュニティ等 )を考察してみ
る。

1―1

満洲国時期の移動と定着

事例 S-1～3 までの移住事例以外、断片的であるが、以下の証言も聞くことができた
事例 S-4

S13 さん(女、1932 年生)家族の場合

S13 さん 7 歳の時、その数年前に綏化安全農村に移住した伯父に頼って両親 (慶尚北
道安東出身)が兄と妹家族 5 人で中国に渡った。当時、朝鮮では「満洲ではお金を熊手
でかき集めるみたいだよ(筆者注:それほど裕福だという意 )」という噂があったそう
だ。
安全農村に入村後、8 歳の時に学校に入り、4 年生が終わったあと 5 年生に入った。
学校では日本語で習った。学校には生徒が 300 人ほどいて、S13 さんのクラスには 37
人が在籍した。農繁期には家の農業を手伝わなければならなかったので、 1 年のうち
半年ぐらいしか学校に通えなかった。
解放前は、稲作をしても米ご飯を食べられなかった。毎年任務があるが、産量が多
くなかったので、収穫した稲はほとんど持っていかれた。米を奪われないために、 稲
むらの中に隠す人もいた。米を持っていかれる代わりに、粟やトウモロコシを配給さ
れた。
事例 S-5

S3 さん(男、1937 年生)家族の場合

両親は 1934 年に結婚してすぐ北満に移住してきた。移住の理由について、1 つは父
親(慶尚北道青松郡出身)の徴兵を避けるため、もう一つは、
「満洲に行けば飢えること
なく、裕福に暮らせるよ」という噂を聞いた からだと言っていた。
遠い朝鮮南部から列車に乗り、時には歩きながら移動してたどり着いたところが北
満の綏棱県だった。最初は日本人経営の農場で小作農として働き、その後、同県の閣
山郷永和村に入った。
事例 S-6

S10 さん(男、1952 年生)家族の場合

S10 さんの祖父母はソ連から移住してきた。祖母はソ連人で、祖父は朝鮮咸鏡北道
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の人。彼が叔父から聞いた話によると、父親 5 歳の時に、ソ連では戦争が真っ最中で
社会が不安だったので中国へ避難してきたという。
S6 さん(事例 S-1)、S4 さん(事例 S-2)、S12 さん(事例 S-3)、S-13 さん(事例 S-4)家族は、
経済的な要因で移住した。朝鮮にいる時には「満洲で数年間働けば自作農になって、裕福
に暮らせるよ」という宣伝があり、
「満洲は土地が広くて食糧が豊富だから住み良いところ
だ」や「満洲では熊手でお金をかき集める」など大げさな噂まで広まっていた。第 1 節の
歴史資料及び事例からも分かるように、経済的な要因が「多数派の語り(支配的な語り)」
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で、移住の主要因であった。ここで、経済的貧困をもたらした背景に本植民地支配があ

った政治的な要素も潜んでいるのを見落としてはならない部分であろう。そのほかに、K4
さん(事例 4－1)、K5 さん(事例 4－2)、S3 さん(事例 S-5)、S10 さん(事例 S-6)家族のよう
に、亡命、徴兵、集団移民、戦争等政治的要因を表すキーワードも出ており、政治・政策
的要因が彼らの移住に直接的な影響を及びしていたことがわかる。
それから、S3 さんの両親が日本人経営の農場で小作農として働いたように、満洲国時期、
日本人の農場経営者及び中国人地主の稲作のために、朝鮮農民の需要が大きかったのも、
朝鮮人移民を増加させたプル要因の一つになる。『綏化地区志』によると、 1934 年 10 月、
第 3 次日本開拓団本部が綏棱県瑞穂村(現材の長山郷亜麻工場所在地)に入植し、同年の冬、
日本拓務省移民団は北大溝(現在の綏棱県上集鎮北大村)付近の荒地 3 万垧を占有し、小作
農を募集して開墾した 241 。
分散移民の場合、数回の移住を経て綏化地区へ移住するケースが多かった。S6 さん家族
は、1925 年に中国に渡り、一旦咸鏡南道に近い延辺和龍県に定着するが、新たな土地を求
め、1935 年には黒龍江の綏化県へと移住した。S12 さん家族は、さらに移住回数が多く、
遼寧省新民県(1936 年)→吉林省林省舒蘭県(1943 年)→黒龍江省徳都県(1944 年)→同省綏
化県(1953 年)という移住と定着をたどっていた。その移住動機をみると、最初は S12 さん
家族が泊った瀋陽から地理的に近く、朝鮮族が多いという点から、2 回目は親戚に頼って、
3 回目は朝鮮人集団移民団の応募で、最後は、稲作に有利な土地を求めてという 4 回とも
それぞれ移住の動機が違っていた。このように、さまざまな要因により、各地域への移住
と再移住が行われ、最終的に綏化地区へ移住してきたことがわかる。インタビュー協力者
たちからの証言に基づくと、綏化地区への移住ルートは、主に延辺→牡丹江→綏化、瀋 陽
(あるいは吉林)→(吉林)→綏化であり、S10 さんのようにソ連(当時)を経由して移住して
くるケースもあった。
彼らは、政策移民(集団移民)以外、黒龍江省に定着するまで移住と再移住を経験しなが
ら過酷な貧困と飢餓のなかで、家族を失う事例も多数見られた。

240

大久保孝治 2009 『社会調査のリテラシー6 ライフストーリー分析―質的調査入門』学文社
p.45
241
绥化地区地方志编纂委员会 编 1995 『 绥化地区志』黑龙江人民出版社 pp.18－19
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移住生活についての証言からは、以下のようなものが読み取れる。
経済の面でいえば、安全農村等朝鮮人集団村落では、30 年代後半から収穫した食糧は全
部供出を強要され、かわりに雑穀が配られた。
「 自作農になって裕福に暮らせる」、
「 理想郷」
という宣伝とはかけ離れていた貧困な生活をしていた。それに自由が大幅に制限され、朝
鮮農民は食糧を生産するための労働力として機能していたことが分かる。
教育・政治の面でみれば、事例の中の安全農村等朝鮮人集落には小学校のみあり、中学
校の代わりに 2 年間の補修クラスを設けていて、修業年限が短かった。1930 年代後半より、
学校の名前には「綏化国民優級学校」、「公太堡国民優級学校」のように「国民」がつくよ
うになり、
「忠良なる国民」にさせるための教育方針へと変わっていた。学校の中では民族
言語の禁止、創氏改名も強要されていた。それは、日本帝国に忠誠できる「 日本臣民｣、日
本軍の「兵士」を養成しようとする政治的な目的があったことが読み取れる。1945 年 ML さ
ん、S12 さんの村でも青年たちが戦場に送られていったという証言がそれを物語っている。

1―2

改革開放以降の再移動と定着

1―2―1

国内移動

1）1980～90 年代
80 年代後半から 90 年代にかけて綏化地区朝鮮族の国内移動は、主に縁故のある省内あ
るいは東北三省内地域への移動であり、東北三省内での移動目的は営農、飲食店従業員及
びキムチ商売など小規模の商業活動であった。
両親は、1986 年から親戚に頼って瀋陽に行って市場でキムチと調味料を売っていま
した。高校卒業後、私も瀋陽に行って両親を手伝いながら、商売を習得しました。し
ばらく経ってから、友人と共同で養魚場を買って、魚の卸売り商売からはじめ、その
後、商店街で靴を売ったこともあり、1998 年韓国に来るまでは、数年間飲食店も経営
しました。(K8 さん、1970 年生、男 242 )
1997 年韓国へ出稼ぎにいこうと思って、借金して知り合いに手続きを依頼したが、
詐欺に遭い、利息だけで 4 万元損してしまいました。その後、故郷に戻る面目がなく
て、妹が嫁いだ阿城市に行って、水田を 4 垧請負って働きました。4 年間でやっと借金
を全部返済でき、そこから故郷に戻って、今はここで自分の土地と人の土地を借りて水
田 3 垧を耕作しています(S10 さん、1952 生、男 243 )。
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取材日：2016 年 6 月 26 日 取材場所：韓国・済州島 K8 さん経営のホテル事務室
取材日：2009 年 9 月 14 日 取材場所：綏化市・興和郷 老人協会活動室
S10 さんの祖父は咸鏡南道出身で、祖母はソ連人である。彼が叔父から聞いた話によると、父親 5 歳
の時にソ連から中国へ移住したという。
243
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单干(農業の個人経営)が始まってから、うちの家は村の中で一番早く「万元戸」に
なった家でしたね。両親は村でも有名な働き者でした。父の夢が 10 万元を貯めること
だったので、その夢を叶えるために、1993 年には遠いチチハル(黒龍江省北部の市)ま
で行って、農地 60 垧請負って農場を経営していました。地元で中学校を卒業した後
は、両親の住むチチハル市にある朝鮮族高校に進んだので、休みの時はよく親のとこ
ろに遊びに行きました。両親は水田だけでなく、養豚、養鶏場も作り、とにかく家畜
をたくさん飼っていました。その 6 年後、確か 8 万元の収入があり、親の夢に近づい
ていたのを覚えています。(K7 さん、1977 年生、女 244 )
そのほか、事例 4－3 で取り上げた K3 さん(1974 年生、女)は、中学校卒業後、1991 年か
ら韓国へ行く 1996 年まで、親戚に頼って綏化市、瀋陽市、大連市へと順番に移動し、ずっ
と飲食店の従業員として働いた。現在、青島で保険業をやっている Q5 さん(1977 年生、女)
も中学校卒業後、1995 年親戚に頼って瀋陽市に行って飲食店で働いたことがあった 245 。
若者の大規模移動を促したのは、90 年代韓国企業・日本企業等外資系企業が沿海都市・
大都市へ大量に進出してからである。90 年代の移動目的のうち、最も高い比率を占めたの
が韓国企業での雇用であったことは、調査対象者の統計資料と事例から明らかになった。
特に 90 年代後半からは、その移動範囲が縁故のない全国の沿海都市・大都市へと広がっ
ていった。2006 年、2007 年、2016 年の調査対象者の集計結果と事例の分析から分かった
ように、90 年代における綏化地域からの沿海都市・大都市部 (東北三省以外)への移動第 1
世代は大体 1960 年代後半～1970 年代生れに集中していた。彼らは学業を終えてから移動
し、都市部で就職し生活が安定してからは彼らの家族や友人たちが次々と移動しており、
その結果、現在綏化人が最も集中している地域は青島、首都圏(北京、天津)であり、長江
デルタ(上海、義烏等)と珠江デルタ(広州・深圳等)地域にも一定数の綏化人が居住してい
る。
就職目的としては、一部は飲食店、カラオケ、旅行会社などサービス業の自営業の開設
も あ っ た 。 90 年 代 に お け る 飲 食 店 経 営 者 は そ れ ほ ど 多 く な い が 、 事 例 3 で 取 り 上 げ た
B13(1974 年生)さんは 90 年代北京へ移住して、比較的に早い時期に飲食店を始めたケース
である。そのほか、現在北京に居住している B3 さん(1976 年生) 246 は 1999 年姉の紹介で、
上海市で旅行会社を経営している綏化出身者の会社に入り、 3 年間ガイドとして勤めたこ
とがあったが、その会社は 1995 年に設立されたという。
2）2000 年代以降
2000 年以降も、企業への就職を目的とする移動が主流であった。90 年代に移住した綏化

244
245
246

取材日:2016 年 6 月 29 日
取材日:2016 年 6 月 18 日
取材日:2016 年 6 月 11 日

取材場所：韓国・ソウル新村 K7 さんの自宅
取材場所：中国・青島城陽 Q5 さんの自宅のアパート団地
取材場所：北京望京 コーヒーショップ
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出身の朝鮮族たちは、人的ネットワークを通じて青島、大連、北京、天津、上海、広州な
どの地域に再移動し、2000 年代後半からは住宅を購入するようになり、基本的に現地定着
期に入ったと思われる。2010 年以降の国内移動は主に 80 年代生まれの青年層で、90 年代
生まれ以降の次世代は、すでに現地で生まれたり、あるいは育ったりするようになったた
め、人口移動の規模は大幅に減少した。
そのほか、2000 年代後半からは、両親も子どもの居住地域へ引っ越す家庭が増えるよう
になった。一部は綏化市から、もう一部は韓国からという二つのパターンである。 Q16 さ
んの移動も、子どもたちと一緒に暮らすためのひとつであった。Q8 さん、Q14 さん、Q15 さ
ん,Q17 さん,B14 さんは地元でそれぞれ定年退職後、子どもの居住地域に移住した。
企業へ就職の目的以外、海外(主に韓国・日本)帰国者による自営業・会社経営者が増え
てきた。その中には、海外出稼ぎ者が故国後、故郷に戻らず、経済発展の著しい都市へ移
住し、ビジネスを始めるパターンである。B15 さん(事例 3-5)の場合がそのケースであり、
以下、もう二つの事例を取り上げる。
事例①T1 さん(1972 年生、男) 247 の場合
彼は専門学校卒業後、1994 年産業研修生で韓国に行き、同年の年末より建築現場で
働きはじめ、2003 年末帰国後もずっと同じ仕事をしているという。2003 年 11 月帰国
後、彼は妹がいる天津に定着し、中国全土の韓国企業を対象とした工場の新築・増築
工事をやっている。最初は自営業から始めたが、事業が大きくなってからは法人を設
立し、現在会社には管理職員 10 数人がいる。工場の新築・増築には全国各地からの農
民工を雇い、多い時は 200 人以上の時もあるという。彼の会社の現在の年平均収益は
3000～4000 万元ほどあるという。
事例②Q11 さん(1979 年、男) 248 の場合
彼は高校卒業後、1999 年日本へ留学し、大学卒業後、日本で就職した。2008 年には
彼の貯金と父親(1954 年生、1998 年に～2008 年に韓国出稼ぎ)が韓国で働いて稼いだ
お金で青島城陽にアパートを購入した。2010 年、母親の定年退職後、両親は青島城陽
へ引っ越した。長男である Q11 さんも最終定着地は中国だと考えていたので、2014 年
には帰国して青島城陽に定着した。日本にいるとき韓国料理店でアルバイトをしたこ
とがあり、料理にも関心があったので、韓国へ行って韓国料理を習い、2015 年には青
島城陽の朝鮮族密集地域で韓国料理の店を開いた。今後は日本との貿易ビジネスをす
るつもりだという。日本に 16 年間滞在しながらビジネスをやっている日本人をたく
さん知り合ったので、経済的に安定してきたら始めるつもりだという。
会社経営者の場合、直接会社を設立する者は少ない。大体企業での就職経験があり、そ
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取材日:2016 年 06 月 10 日
取材日:2016 年 06 月 17 日

取材場所：天津・T1 さん知り合いの韓国料理店
取材場所：青島城陽・Q11 さんの韓国料理店
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こから資金と技術、人脈など条件が整ってから会社経営者への道を歩む。綏化人の会社経
営者の類型は、以下の 3 種類に分けられる。
まずは、企業(主に韓国会社)から独立し、自分の会社を設立するケースである。
90 年代から中国に進出した韓国企業の特徴をみると、青島地域は大体衣類、包装、玩具
など労働集約型の加工・製造業に集中し、北京・天津等大都市には電子、化学繊維、自動
車部品など技術集約型の大手会社が集中している。その結果、90 年代移住初期韓国企業へ
の就職していた朝鮮族は、大体同じ業種の会社を経営することになる。例えば、青島の Q3
さん(1977 年生、男)の場合は、衣類加工・韓国輸出業の会社を経営し、天津の T3 さん(1974
年生、男 249 )、T6 さん(1978 年生、男)、T7 さん(1980 年生、男)は、電子製品の部品・電気
製品のプラスチック部品の製造業の会社を経営している。天津の 3 人の経営者は、オーダ
ーの一部を元の勤務先である韓国企業から受注して生産している。一方、 T4 さん(1976 年
生、女)は、韓国医療機器の販売店本社に数年間勤めた経験があり、2005 年から独立して
自分の代理店をオープンし、現在は夫と二つの代理店を経営している 250 。
次は、既述した T1 さんのように海外から帰国して会社を立ち上げる類型である。そのほ
か、韓国に拠点を置きながら、中国へ会社を進出させる場合もある。Q2 さん(1972 年生、
男)は韓国で国籍を取得し、同業者 3 人と韓国で株式会社を立ち上げ、中国と韓国の間の企
業コンサルタント業・物流流通業・旅行業等ビジネスを展開しているが、2016 年の春には
中国浙江省に国際美容学院を開業し、中国でビジネス領域を伸ばし、教育業を始めている
251

。
最後は、少ないケースであるが、韓国で会社勤務の経験はあるが、業種の異なる会社を

立ち上げている場合である。B6 さんがそのケースである。彼のビジネスは業種も市場も韓
国とは全く関係がなく、中国国内を対象にした流通業である。服の販売という自営業から
はじめ、ネットでの靴の販売、その後は自社の靴ブランドを作り、国内市場を開拓してビ
ジネスを広げている。T9 さん(1978 年生、男) 252 は、2007 年から室内インテリア会社を運
営している。漢族インテリア技術者を雇って、中国人を対象としているため、韓国人とは
ほとんど関係ない。
職種は製造業、建設業、外食産業を中心に、流通業・貿易業・観光業・不動産業におけ
る経営者も一定の割合を占めているが、その規模は小さく、個人事業の形態が多数占めて
いる。
1―2―2
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韓国移動

＜T3 さん、T6 さん、T7 さ ん＞
取材日： 2016 年 06 月 10 日 取材場所：天津 T6 さんの親族経営の韓国料理店
取材日: 2016 年 06 月 10 日 取材場所：天津 T4 さん経営の販売代理店
取材日: 2016 年 06 月 28 日 取材場所：ソウル・大林洞 Q2 さん経営のライブカフェ
取材日: 2016 年 06 月 10 日 取材場所：天津 T9 さん会社の事務所
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１）1990 年代：
90 年代の韓国への移動は大体 2 つの年齢層に分けることができる。一つは、韓国に親戚
がいて、親戚訪問で行く移民 1 世、2 世の「中高年層」である。その中で、1930 年代の移
民 1 世は純粋の親戚訪問であり、1940～50 年代生れの 1 世、2 世は、主に出稼ぎを目的と
した親族訪問であった。前者は S2 さん(1933 年生、男、1990 年入国)、S3 さん(1937 年生、
男、1992 年入国)、後者は K10 さん、B8 さんの父親の場合である。
S2 さんは、韓国に親戚訪問した時の状況について次のように語った。
私の生まれ故郷は、うちの密陽 B 氏の氏族ばかり集まって暮らす村落です。うちの
4 代先祖もあそこに住んでおりました。1990 年、叔父(5 親等)が私を招請してくれて、
約 60 年ぶりに故郷を訪れました。故郷に戻ってみたら、親族たちが山を三つももって
いましたね。叔父が族譜を持って、私を連れて 3 日間その山を回りながら、先祖たち
のお墓参りをしました。 (S2 さん、1933 年生、男 253 )
それ以外に、80 年代末から 90 年代初期までの数年間は韓国からの招請状があれば年齢
関係なく韓国へ行けた時期 254 があり、K1 さん夫婦は 30 代、K1 さんより 9 歳年下の妹は 20
代に親戚訪問で韓国に行った。
親戚訪問以外の中年層は、研修生、短期ビザや不法入国の方法で行っていた。 インタビ
ュー協力者のうち、K15 さんの父親(1951 年生、男、1992 年入国)、S6 さん(1947 年生、男、
1996 年入国)が研修生ビザ；K5 さん(1954 年生、男、1997 年入国)、K6 さん(1954 年、女、
1997 年入国)が短期ビザ；K4 さん(1954 年生、男、1997 年入国)が密入国で韓国に行ってい
た。
うちの父親(1951 年生)がはじめに韓国に来たのは 1992 年でしたね。チチハルで書
類上年齢を下げて研修生の手続きをしたが、給料が安いからといって、当時はまだ行
く人が少なかったみたいですね。当時の手続き 費用は 1200 元、月収は 600 ドルだった
そうです。(2009.09.27

K15 さんのインタビュー内容による)

もう一つの年齢層は 70 年代「青年層」であり、短期ビザ・産業研修生あるいは国際結婚
で入国した。インタビュー協力者のうち、K7 さん、K9 さん、K11 さんは短期ビザ、T1 さ
ん、K2 さん、K8 さんは研修生、K3 さんは国際結婚で入国した。
郷政府がハルピンの労働力送出会社と提携して、村の若者たちを対象に産業研修生
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取材日:2009 年 09 月 15 日 取材場所：興和郷・S2 さんの自宅
1933 年慶尚北道永川生れ。1936 年 3 歳の時に集団移民 で家族に連れられ、興和郷に移住。
254
1988 年 10 月 6 日、（韓国 ）外務部は朝鮮族の故国訪問の手続きを大幅に簡素化すると発表した。従
来大韓赤十字社を経由していた手順と 730 ドル保証金を廃止し、4 親等以内に制限された招請対象も血
族範囲を制約しない とした 。それから従来の旅 行証明 書を廃止し、中国パ スポー トと入国許可書で訪問
可能にした。(出所：『경향신문(京郷新聞)』1988.10.06 第 15 面「中国僑胞 の母国訪問を開放」)
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の募集をしていました。それに応募して、韓国に行って 10 年間滞在しました。1994
年、私が行くときに興和人が大体 100 人ぐらいいました。(T1 さん、1972 年生れ、男)
私が来るときは、綏化民委が哈爾濱の労働力送出会社から募集定数をもらって、研
修生を募集してましてね。綏化地域では第 1 期の研修生募集だったと思います。1994
年、北京で研修生 500 人が集まって同じ飛行機に乗ってきました。みんな同じ研修院
で宿泊して教育を受け、後日全国の中小企業に配属され、各地へと分散していきまし
た。 (K2 さん、1972 年生、男)
このように、90 年代前半は親族訪問と研修生ビザが主流で、90 年代後半からは韓国ブー
ムが広がり、親族訪問以外の短期ビザ、国際結婚及び不法入国など入国方法が多様化して
いった。
2）2000 年代以降：
2000 年代前半までは依然として親族訪問等短期ビザ・研修生ビザが主流であり、2000 年
代後半からは移民一世の自由入国、訪問就業制度等入国規制が緩和され、入国者が急激に
増えた。90 年代に比べ、もう一つの特徴として留学・ビジネス・定着の目的での入国者が
増えたことである。
インタビュー協力者のうち、K15 さん(1977 年生、女)は留学目的で；K21 さん(1968 年
生、男、2005 年入国)K25 さん(1974 年生、男、2008 年入国)、K28 さん(1978 年生、女、
2010 年入国)は飲食店、K23 さん(1960 年生、女、2007 年入国)は旅行会社、K29 さん(1974
年生、男、2012 年入国)は中国人向け不動産仲介の個人ビジネス目的で入国していた。そ
のほか、以下の K12 さんのように、2000 年代以降の滞在資格の政策により投資経営ビザに
切り替えて個人のビジネスを始めるケースも増えた。
夫は 1998 年に先に韓国に来て、私は 2000 年公務ビザ(筆者注：短期滞在資格)で来
ました。その後、2002 年に不法滞在を申告 255 して 1 年間韓国滞在後、2003 年ビザが切
れる前に帰国しましたね。それから 2005 年には短期(C-2)ビザ再入国して、投資ビザ
(D-8)に切り替え、飲食店を始めました……。2006 年には高校卒業したばかりの次女
(1987 年生)をソウルの大学に留学させ、今一緒に暮らしています。少なくとも、次女
が大学を卒業するまでは飲食店を続けるつもりです。(K12 さん、1962 年生れ、女 256 )
あと、K16 さん(1935 年生、男、2003 年入国)、K19 さん(1948 年生、男、2004 年入国)
と K5 さんの子どもたち(2007 年入国)は定着の目的で入国した。
255

2002 年 3 月 12 日、法務部は「不法滞在防止総合対策」を発表した。外国人不法滞在者の状況を把
握し、自発的な 帰国を誘導 するために、「 自発申告指 定期間 (2002.3.25～5.25)」内に申告する すべての
不法滞在外国人に反則金と入国規制を緩和し、2003 年 3 月 31 日までとなる最長 1 年の出国準備期間を
付与するものである(第 3 章第 2 節)
256
取材日：2009 年 09 月 28 日 取材場所：ソウル・新大方 K12 さんの店
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2003 年、65 歳以上は親戚の招請がなくても韓国に行けると聞いて、知人を通じて手
続きをしたら 10 日ぐらいでビザが下りました。私は慶尚北道軍威で生まれ、韓国に戸
籍があったので、韓国に来てからすぐ国籍回復の申請ができました。こども 3 男 2 女
のうち、長男が天津にいる以外、みんなソウルに住んでいます。ずっとソウルで過ご
すつもりです。(K16 さん、1935 年生、男 257 )
叔父(5 親等)の招請で 2004 年 8 月 15 日に韓国に来ました。韓国では 1949 年 10 月
1 日以前生まれを同胞 1 世だと呼んでいるが、私は 1948 年生まれだから韓国では同胞
1 世になるわけです。韓国に来て 1 年経たないうちに国籍回復ができました。今働い
ている飲食店で国民年金も払っているので、来年からは年金ももらえます。払った年
数が短くて金額が少ないけど、2 人で働いて得る収入もあるので、ソウルで十分生活
できます。(K19 さん、1948 年生、男 258 )
綏化人の移動目的と特徴を 時期別でまとめると以下の通りになる。
表 4-1 綏化人の国内・韓国への移動目的・特徴
移動地
(国)

国内

韓国

257
258

年代区分
（移動特徴）

主な移動地域(国)

1980 年代
（初期）

東北 三 省

1990 年代
（拡散 期）

東北 三 省
沿海 都 市・大 都市
（青島・北京・天津・上 海・広 州
等）

2000 年代
（再移 動期）

沿海 都 市・大 都市
（青島・北京・天津・上 海・広 州
等）

2010 年代
（定着 期）

沿海 都 市・大 都市
（青島・北京・天津・上 海・広 州
等）

1990 年代
（不法 滞在 期）

ソウル・京幾道
その他の地方 都 市 (主に研修
生)

2000 年代
（不→合 滞 在転 換 期）

ソウル・京幾道

2010 年代
（半定 着・完 全 定着
期）

ソウル・京幾道

取材日：2009 年 10 月 02 日
取材日：2009 年 09 月 27 日

取材場所：ソウル・独山洞
取材場所：ソウル・大林洞

197

職業 or 居住形態
農 業 （黒 龍 江 省内 ）
自 営 業 (キムチ商売 、飲食 店 等 )、飲食 店 従業 員
農 業 （黒 龍 江 省内 ）
企 業 就 職 (韓 国 系 、日 本 系 中 心 )
自 営 業 （飲食 店・カラオケ・旅 行業 等）
企 業 就 職 (韓 国 系 、日 本 系 中 心 )
自 営 業 （外 食 産 業 ・旅 行 業 ・販 売 業 、貿 易 業 ・不 動 産 業
等）
会 社 経 営 （貿易業・製 造業・建設 業等）
定着
企 業 就 職 (韓 国 系 、日 本 系 中 心 )
自 営 業 （外食 産 業・旅行 業 、・貿 易業・販 売 業〈ネット小売
業含む〉、不動 産 業等）
会 社 経 営 （貿易業・製 造業・建設 業・流 通業 等）
定着
労 務 ①土木・建設 業 ②飲食 業 等サービス業 ③製造 業
労 務 ①土 木 ・建 設 業 ②飲 食 業 ・家 政 婦 等 サービス業
③製造 業
自 営 業 （外食 産業・建設 業 等）
会 社 経 営 （貿易業・外 食産 業・旅 行業・物流 流 通等）
留学
定着
労 務 ①土木・建設 業 ②サービス業 ③製 造 業
自 営 業 （外食 産業・美容 業 、建 設 業等）
会 社 経 営 （貿 易 業 ・外 食 産 業 ・旅 行 ・保 険 業 ・物 流 流 通
業、教 育関 連 業、コンサルティング業 、文 化 産業 等）
留 学 ・定 着

K16 さんの自宅
K19 さんの自宅

1―2―3

移動にともなうアイデンティティの変化

朝鮮族は同じ移住の歴史を共有し、長い間中国東北地区の閉鎖的な農村社会に居住しな
がら同じ言語・習慣・伝統など自文化を維持してきた民族集団である。綏化市朝鮮族の場
合、その大多数が朝鮮族郷・村に集居してきた集団であり、他民族と棲み分けしていたた
め、自分のアイデンティティを強く意識しなかった。しかし、都市部や韓国への移動生活
を通じて、「ほかの文化的伝統を持つ集団とは異なるという意識」するようになった。
アイデンティティは、
「確固不動の変えられないものではなくて、自分の自由でかなり可
塑的に作りが得たりすることができるもの」
（姜 2002:14）である。一方、時津はアイデン
ティティとは、
「社会・歴史の変動に大きく影響される個人の価値観の変化 による自己概念
の変化の過程」
（時津 2000:75）であるという。坂本（2005:180）は、マジョリティのアイ
デンティティを「支配的アイデンティティ」、マイノリティのアイデンティティを「周縁的
アイデンティティ」呼ぶ。
「マイノリティの周縁的アイデンティティは、あらかじめ存在す
るものではなく、自明で普遍的なアイデンティティ、すなわちマジョリティのアイデンテ
ィティとの関係で、有徴化され、異質な存在と規定されることによって生ずるものである。」
（坂本 2005:181）。
それでは、綏化人たちはホスト社会への移動及び生 活を通じて民族的アイデンティティ
をどう表出したり、あるいは隠したりしていたのか。
アンケート調査の中で、韓国回答者が韓国で差別意識を感じたと答えたように、綏化人
の中にも、特に 90 年代不法滞在時期に韓国人から朝鮮族に対する差別を感じたと答えた
者がいた。
K3 さんがその一人であった。彼女は最初自分が中国からきた朝鮮族であることを隠さず
に話していたが、職場や生活において差別されていると感じたので、その後は、職場やプ
ライベート生活の中で、しかも韓国で生まれた息子に対しても自分のアイデンティティを
徹底的に隠していた。その反面、同郷人たちと会う時には自分の国民的・民族的アイデン
ティティを表出し、同郷人たちと共有していた。
K5 さん(1954 年生、男、事例 4―2))も同じような経験をしたという。彼は国籍回復前の
不法滞在時期のことを次のように記憶している。
建設現場で 1 日働いて宿所に帰ると、そのまま寝込んでしまい、翌朝は、体が重く
て起きられないほど辛らかった。それより辛かったのは、朝鮮族に対する差別発言と
暴力だった。いつも私たちを不法滞留者、中国人労働者だと称し、あらゆる差別をし
ようとしている。故国で受ける言語的暴力は 2 倍のつらさを感じる。
2003 年不法滞在取締で外出もできなかった時、K5 さんは「祖父が身を投じて守った国
で偏見と冷遇を受け、堂々と外も出られない状態になっている自分が情けない。」と思い、
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その結果、祖父との家族関係を証明することで韓国籍の回復を果たした。すなわち、彼
の場合、民族的アイデンティティが強調されていた。
一方、次のような事例もあった。
S6 さん(1947 年生、男)は、中国で政府機関に勤め、1996 年韓国で働いたことがある。
しかし、勤務先で韓国人との大きな口論になったことをきっかけに、韓国滞在 10 カ月で帰
国した。彼は当時を振り返り、次のように語った。
韓国に行く前、韓国は先祖の国だということで憧れていた。政府にたまに韓国から
お客さんが来ることがあるんだけど、その時は、自分の家族のように最善を尽くして
もてなした。しかし、韓国に来てはじめて自分は中国人だということを切実に感じた。
中国で、われわれ朝鮮族は少数民族としてもちろんたくさんの恩恵をもらっているが、
心の中には完全なる中国人でない意識を常にもっている。しかし、韓国に来たら中国
人だといって排除された。われわれは、両国の間に挟まれているかわいそうな存在だ。
韓国にいる時、中国朝鮮族だと言って韓国人から差別され、それに絶えず喧嘩もし、
結局帰国することになったが、韓国は決して嫌いにはなれない。血がつながっている
から……。」
S6 さんは韓国での生活を通じて、自分が中国人であるというアイデンティティを強く意
識するようになり、自分を完全なる中国人でも、韓国人でもない存在と定義していた。
単一民族国家を固守してきた韓国人は、韓国人だけが民族としても正統なのだと思う傾
向が強い。朝鮮族は韓国に来る前に、先祖ゆかりの地―韓国に対する愛着、すなわち民族
的アイデンティティが強かったが、韓国人との接触を通じてはじめて韓国人と文化や意識
等面において大きな差があることに気づかされたのである。文化的異質性と意識の差が、
朝鮮族と韓国人の葛藤を深化させたのである。
その一方、アンケート調査結果でも表れたように、国内では差別経験が少なかったため、
朝鮮族であることを誇り高く思っており、他民族・韓国人の前で自分が朝鮮族であること
を堂々と話し、民族的アイデンティティを表出していた。しかし、個々人へのインタビュ
ー調査を行った結果、次世代教育の面では、民族学校より、漢族学校を選択していた。
＜対話＞B12 さん(1968 年生、男)の場合(長女 1996 年生、長男 2007 年生れ)

筆者: 普段の生活の中で、自分が朝鮮族だからよかったと思うことはありますか。
B12:私が朝鮮族であることで、韓国と朝鮮の間で仲介貿易ができるという点で先祖に
感謝しているよ。韓国の先進的なものを早く吸収して、中国と貿易できるのもよか
ったし、北朝鮮はまだそれほど進んでいないけど、我々にとってはよい市場だから
ね。貿易をしながら助けてあげることもできるしね。これは朝鮮族だからできるも
のだからね。韓国と朝鮮が直接できないものを私たちが助けてあげられる 。つまり、
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私たちにできることが多いってこと。

筆者:お子様たちは朝鮮語話せますか。
B12:私たちが普段教えているので、2 人とも話せるよ。長女は独学で韓国語能力試験
4 級を取っていた。自分で能力試験受けて、韓国の高麗大学に入ったね。もう経営
学科 3 年生になったよ。
筆者:子女 2 人とも漢族学校に入っているが、それに特別な理由はありますか。
B12:中国に住んでいるから。まずは中国文化をよく知り、中国語が上手でないとね。
中国は経済発展中の国だし、これから中国語はもっと重視されると思うよ。うちの
息子は英語も上手だよ。英語の塾に通わせて、外国語教育に力を入れている。……。
将来は外国に留学させる予定だ。早ければ中学校、遅くても高校 1 年生の時は、ア
メリカに留学させるつもりなのだ。そのために、今のうちにもっとお金を稼がなき
ゃ……。
一方、B6 さん(1977 年生、男

事例 3－7 参照)は、普段の生活の中で、漢族と一緒に

いる時は朝鮮族と言い、韓国人と一緒にいる時は「中国人だ」
「中国の僑胞だ」と隠さず
にいうという。だけど、もし中国と韓国が戦うとなったら、絶対に中国の味方になると
いい、韓国とは血が混じっているけど、自分を育ててくれたのは中国で、これからの次
世代たちもずっと中国で生まれ育って、中国で暮らすからだという。そのため、家庭で
も子どもたちに朝鮮語を教えることもなく、漢族学校に通わせるという。
Q9 さん(1978 年生、男、石材の韓国輸出業)は、朝鮮族としての誇りが高かった。朝鮮
族だから韓国企業に就きやすかったし、管理職に就いて韓国の経営技術を学び、韓国人
たちとの人脈を増やすことができたという。現在のビジネスができ、都市部に定着する
のに韓国企業の存在が大きかったと評価した。彼は、現在長男(2013.01 生)を漢族幼稚
園より倍高い授業料を払いながら、朝鮮族幼稚園に通わせている。朝鮮族として幼い時
から民族言語、礼節や文化を身につけてほしいからだという。中国で生きるためには中
国語(漢語)で教育を受ける必要性があるので、小学校は漢族学校に通わせるが、朝鮮語
は塾に通わせても教え続けるつもりだという。
B12 さん(第 3 節

事例 3－3)と Q9 さんは韓国と貿易業をしていて、韓国とのかかわり

が密接であり、それは朝鮮族だからできることだと、自分が朝鮮族であることを肯定的に
評価している。B12 さんは、自分が朝鮮族だから韓国、北朝鮮との間でビジネスができ、
韓国と北朝鮮の間で仲介の役割もできるとビジネスの面で有利だと点を指摘し、Q9 さんは
朝鮮族だから韓国企業に簡単に就職でき、他民族より都市部に定着しやすかったと述べ、
自民族に対する誇りが強かった。一方、B6 さんは上記のように中国人」としてのアイデン
ティティがより強く表れていた。B6 さんが現在やっているビジネスは、中国人としてのア
イデンティティが強い。韓国会社で受けた差別意識、解雇の経験もその要因の一つとして
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働いていたと思われる。
B6 さんは特殊な事例で、国内移住者の中には B12 さん、Q9 さんのように、朝鮮族である
ことを肯定的に評価し、誇りに思っている者が多かったが、移住地で学齢期の子どもを育
てている 60 年代後半～70 年代生れの親たちへインタビューしてみると、子どもに民族言
語や文化に触れさせるのは家庭と幼稚園程度に留まり、小学校からはみんな漢族学校に通
わせていた。その中には、朝鮮族学校が近くにないという客観的な要因もあったが、親た
ちが朝鮮族学校より漢族学校を選択していた。その理由についてはそれぞれ差があり、上
記 3 人も下に見るように見解が分かれていた。
B6 さんは、朝鮮語の習得は無用だという意見である。家庭内でも朝鮮語を 全く教えてい
ない。彼は、朝鮮族の次世代は漢族と同化すると予測し、子どもたちが大きくなっていた
時には、
「韓国人だけでなく、世界を対象にしてビジネスをする」から朝鮮語 (韓国語)にこ
だわる必要がないと述べ、もし自分も漢族学校に通っていたら、
「人脈が今よりもっと広い
かもしれないし、もっと大きいビジネスをやっているかもしれない」と、漢族学校に行か
せるべきだという理由を強調していた。
B12 さんは朝鮮語を家庭内で教えていて、会話と簡単な読み書きはできる程度であった。
そこから、長女は自ら韓国語に興味をもち、独学して語学資 格を取り韓国大学へ留学まで
している。しかし子供を漢族学校に通わせる理由については、
「中国に住んでいるから中国
語(漢語)が上手でないとならない」、
「 中国語ができないと今後食べていけない」と述べた。
もう一つは、彼は今後子どもを外国に送り出し、世界で活躍できる人材として育成させる
ことを目指しているが、その中で、中国語も重要な部分として位置づけられていた。
Q9 さんは朝鮮族幼稚園に通わせている。その理由は、幼い時から朝鮮語と朝鮮族の文化
を覚えてほしいからだという。朝鮮族幼稚園に通わせてから、息子がきちんと挨拶ができ
るようになり、朝鮮語で対話できることで誇りに思っていた。しかし、小学校からは漢族
学校に通わせるつもりだという。青島に出てきたときに、中国語ができなくて、苦労した
経験があり、息子がこれから生活するところは漢族中心の都市部で、そのためには中国語
を一番上手に話せないとならないからだという。小学校に入ってからも、朝鮮語は塾に通
わせて教えたいと述べ、朝鮮族として民族言語と文字は知るべきだと評価した。
このように、彼ら自身が韓国・都市部に出てきてからの経験を通じて、
「周縁的アイデン
ティティ」を確認するようになり、状況によって表出、強調、隠ぺいするなど変化をして
いた。韓国へ移動した者は、不法滞在期間が長かった特殊の状況の中で、弱者の立場にお
かれ、差別を経験した者が多かった。そのため、K3 さんのように朝鮮族としてしてのアイ
デンティティをできるだけ隠そうとした者が多かった。現在は、不法滞在者がほとんどい
なくなり、堂々と話せるようになっているというが、それは経済的・社会的身分上昇を果
たしている者に集中し、3K 業種など下層労働をしている者からは合法化されてからも差別
が未だに存在するというのが実情である。その一方で、国内移動者たちは 、差別経験がほ
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とんどなく、朝鮮族としてのアイデンティティを尊重する程度に差はあるが、自民族に対
し比較的に誇り高かった。B12 さん、B6 さんのように、朝鮮族という周縁的アイデンティ
ティが都市部での就職・ビジネス・定着に有利に働き、その中で韓国・朝鮮の存在を肯定
的に評価している者が多数いた。
次世代教育に関して、国内の子どもをもつ親たちへのインタビューを重ねてみたが、事
例と同じようにいずれも中国で暮らす以上は漢語が不可欠であるという認識があり、学校
の選択でも漢族の学校に入学させている。都市部に混住し・定着化が進む中、ホスト社会
を生き抜くためには民族性ばかり強調するより中国国民として育成させ、これも今の時代
に柔軟に対応していく手段であると思われる。
1－3

移住者と教育

1－3―1

教育レベルの変化

以下は、インタビュー協力者 89 人(綏化・北京・天津・青島・韓国)学歴を表したもので
ある。調査協力者の出生年代による集計であるが、協力者の 6 割以上が 1965 年～80 年代
生である。

図4-1(a) インタビュー協力者の出生年代別の学歴(89人)
80年代生
70年代生
60年代生
50年代生
40年代生
20～30年代生
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中学校
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大学

図4-1(b) インタビュー協力者の出生年別の学歴比率(89人)
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全体的に年齢層が若くなるほど、学歴が高くなっているが、ここで、70 年代～80 年代の
うち、中学卒が約 2 割占める部分が目立っており、60 年代生より相対的に学歴が低く表れ
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ている。インタビュー調査を通じて、その客観的な要因が分かった。60 年代生の者の学生
時代はまだ人口移動が本格的に始まる前で、家庭が一番安定している時期である。韓国移
動第 1 世代「中年層」(1950～1960 年代生が中心)の韓国への本格出稼ぎ移動期が 90 年代
以降であり、それは、その子世代(70～80 年代生)の学生時期で、家族分散が始まった時期
に当たる。その結果として、両親の出稼ぎに移動により経済的に裕福になり、以前に比べ
より良い教育環境に恵まれ高学歴をつけた高学歴者と親の不在により不安定 な青少年期を
過ごし、高校を中退して国内都市部への出稼ぎ移動をするなど二極化する結果を生み出し
た。もう一つの要因は、90 年代沿海都市部の韓国企業の大量進出により、朝鮮族の就職口
が恵まれており、人の紹介を通じて比較的に容易に就職できたこと、研修生制度の実施に
より韓国への出稼ぎ移動も始まった時期なので、高学歴を目指すより早く社会に出る道を
選択する者が多かった。その中で、70 年代生は国内都市部・韓国への移動第 1 世代「青年
層」の主力であった。
朝鮮族全体が全国の教育レベルより著しく高かったのは、第 2 章で確認したが、個別的
に、黒龍江省朝鮮族の教育文化レベル(第 3 章第 1 節)の変化を見た時に、1980 年までは一
番教育レベルが高かったのが近年ほかの民族の教育レベルの急上昇により、トップの座を
ほかの民族に譲ってしまったのが明らかになった。教育を重視する民族である朝鮮族が、
90 年代以降親世代(1950 年～60 年代生中心)の大規模の韓国への出稼ぎ移動をはじめ、不
法滞在期間の長期化により、子世代(1970～1980 年代生れ中心)とは長期的な離別生活に強
いられた。その結果、児童留守家庭が多くなり、十分な家庭教育を受けられなかったのを
大きな要因としてあげられる。本研究では詳しく取り上げていないが、朝鮮族社会で社会
問題としてなっているが、児童留守家庭の増加により、こどもがきちんと学校教育を受か
らず、社会に出てもろくな職に就かないで親の仕送りで生活をし、罪まで犯してしまう青
少年が増えるようになった。事例の中で B9,B10 さん兄弟は、悪い道へ進んでいるわけでは
ないが、親の不在により、心理的に非常に不安な青少年期を過ごし、現在も 心にしこりが
残っていた。彼らがいうように、もし親がそばにいたら、もっと良い大学に進んだかもし
れないというのが、言い訳だけではないと思われる。近年、韓国への出入国規制が大幅に
緩和され、子どものために、両親のうち、少なくとも 1 人は子どもの教育のために帰国す
るようになっているが、児童留守家庭はいまだにたくさん存在しているのが現状である。
これは、綏化朝鮮族のみならず、朝鮮族社会全体の社会的な現象である。
1－3―2

アイデンティティと教育観

序章で述べたように、綏化朝鮮族は主に閉鎖的な農村に居住し、朝鮮族人口比率が非常
に高い。その結果、普段の生活、学校教育まで日常会話は朝鮮語で、食べ物、民俗遊びに
至るまで民族特色が非常に濃い特徴をもつ。そのため、朝鮮族としてのアイデンティティ
が強く、朝鮮民族として誇り高かった。
他民族と接触するようになったのは、他地方の学校への進学、出稼ぎ移動が始まってか
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らになる。その過程で異文化接触を通じて、アイデンティティに揺らぎを感じるようにな
る。その中で、綏化朝鮮族の場合、特に言語的な面においても、不自由さを感じる者が多
かった。その試練を乗り越える過程の中で、朝鮮民族としてのアイデンティティが弱まり、
それは次世代への教育にも大きな影響を及ぼしている。
新たな居住地においては、まだ一部の私立学校以外、朝鮮族公立学校がなく、客観的に
民族学校に通わせられない環境におかれているのも事実だが、もう一つは、親たちの意識
変容により、大多数が民族学校より漢族学校を選択するようになっている。その中には、
主流社会での本人の経験が直接的な影響を及ぼした。
韓国への出稼ぎ移動者の中で、最近、一部は国籍取得者・永住権者など安定的な居住権
を持っていて、生活とともに経済的にも安定しているが、その大多数が単純労務資格で滞
在しながら単純労務に従事しているため、生活も経済的にも安定しているとは言えない。
そのため、家族結合、特に子供との同居は国内都市部ほどできていないのが現状である。
移住第 1 世代「青年層(1965 年以降～)」の中で国内都市部は家族全員一緒に暮らし、韓
国在住者の場合は、生活及び経済的に安定している世帯ほど家族結合度が高く、家庭も安
定しており、子どもたちが安定的な家庭環境の中で教育を受けている。
教育を重視する民族にふさわしく、70～80 年代生まれの親世代のインタビュー協力者の
共通点としては、子どもの教育を家庭の中で最優先順位におくことであった。定着期に入
った現在、教育レベルは再び高まっていくと思われる。
その反面、国内都市部では民族教育を受ける子どもがほとんどいなく、言語的にも、文
化的にも漢族への同化が進むと思われる。今後、国内における朝鮮族の次世代がどう変わ
っていくのか、民族の進むべき道への検討がもっとも重要な課題となっていくだろう。

1―4

職種と職業

韓国・国内都市部への出稼ぎ移動により、朝鮮族は比較的に他民族より早く経済的に裕
福になっていた。特に、90 年代の移動第 1 世代の青年層は、経済発展の前線へ飛び込み、
激動期を過ごし、この 20 年間、着実に主流社会での定着を果たした。
その過程で、国内では韓国企業・日本企業の存在が大きかった。現在も韓国・日本企業
への依存度が非常に高いのが、この数年間の現地調査及びインタビュー調査で確認できた。
その存在が、朝鮮族にとって有利である反面、朝鮮族の職種・ビジネスの市場が限られて
しまう傾向もある。例えば、飲食店等サービス業は主に朝鮮族・韓国人をターゲットとす
るところや、会社から独立して事業を起こしている会社経営者の中でも韓国とのビジネス
が主流であるなどである。これらは、第 3 章の事例の中でも確認できた。その結果、韓国
の経済状況に左右され、直接的な影響を受けてしまう。2016 年 6 月、青島での綏化朝鮮族
たちへのインタビューによると、この数年、相当の朝鮮族中青年層が青島を離れ、韓国へ
出稼ぎに行っているという。勤めていた韓国会社の不況、自営業などの不振により、青島
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での生活が困難になり、最終手段として出稼ぎに行くようになったという。一部は、まだ
どこでも安定できていないことが分かる。
一方、韓国ではいまだに大多数が建築業、製造業など３K 職種、飲食店などサービス業
に従事している。それは滞留資格による職種の制限など客観的な要因もあるが、もう一つ
は、インタビューの中で、本人が現状に満足している者が多かった。
例えば、K30(1980 年生)さんは、日本留学して大学の学位を取得した。日本での就活中
に足のけがをして、就職活動ができず、2008 年卒業後は帰国した。友人に頼り、北京で会
社への就職を試みたが、もともと中国語が上手に話せなかったことと、日本で 6 年間を過
ごし、中国語を話す機会が少なかったため、帰国した時にはもっと話せなくなっていたと
いう。結局、就職活動がうまくいかず、2010 年には韓国へ出稼ぎにきた。彼は、叔父が従
事している建築現場で鉄筋工として働き、現在日給 20 万ウォンをもらっている。2015 年
に結婚し、翌年には長男が生れ、妻は子育てをしているため、現在彼一人の経済収入に頼
って生活しているが、彼は、3 人で生活するのに問題ないといい、その仕事と収入に満足
している。
このように、90 年代から現在に至るまで、男性は主に建築業、女性は主に飲食店・家政
婦・介護員などサービス業に従事していた。それは中高年層だけでなく、 K30 さんのよう
に青年層の中でも同じ傾向が見られた。
長期間その職種に慣れていて、急にほかの職種に変えようとするには大きな勇気とエネ
ルギーを必要とするには間違いない。
現在、韓国でも国家技術資格を取得すれば在外同胞 の滞留資格を付与するなど政策的に
大幅に改善されている。その政策で、綏化朝鮮族の中には美容関係の国家資格を取得し、
ソウルで美容院、ネイルショップ、美容エステなどの店を経営している人も少し出てきて
いる。しかし、まだそれは一部に過ぎず、多くの場合、職を変えることに抵抗があった。
韓国では、特に若者の場合、最終定着地を中国にするか、それとも韓国にするか、未だ
に明確な計画がない中、現地で結婚し、子どもを産み、育てている世帯をよく見かける。
韓国での滞留資格がなくなり、中国に戻らざるを得なくなった時、中国ではどうやって生
きていくか、未定の若者が多いという。その問題の重大性を認識して、在韓教師協会が主
軸となって、中途入国青少年、在韓朝鮮族児童のための週末学校を運営しているが、それ
だけの言語教育では不十分であるのが現状である。
本人の人生計画は自分のみならず、次世代の将来にかかわる重要な問題である。そのた
めに、韓国にせよ、中国にせよ、どこでも定着できるように自分の資質を高め、技術を身
につけ、生涯の職業につながる職に就く必要があるだろう。
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第2節
2－1

アンケート調査からみる移動と生活の変遷

アンケート調査集計結果

国内都市部・韓国への移住状況を把握するために、筆者の友人ネットワークを通じての
アンケート調査の協力を依頼した結果、約 2 週間(2015 年 4 月 18 日～5 月 3 日)で国内在
住者 88 人(男性 40 人、女性 48 人)と韓国在住者 90 人(男性 34 人、女性 56 人)の有効回答
数を獲得した。
以下、そのデーターを分析する。

表 4－2

調査協力者の基本状況

性
別

出生 年

学歴

出身 地

現居 住 地

職業

1

男

1972

大学

黒龍 江・綏 化 市

韓国・ソウル

旅行・貿易 業 (経営 者 )

2

男

1971

大学

黒龍 江・綏 化 市

韓国・ソウル

貿易 業（経 営 者）

3

女

1977

大学

黒龍 江・綏 化 市

韓国・ソウル

貿易 業 (経 営 者 )

4

女

1977

大学 院

黒龍 江・林 口 県

韓国・ソウル

通・翻 訳家

5

女

1977

専門 学 校

黒龍 江・綏 化 市

中国・天津

販売 業 (経 営 者 )

6

男

1977

高校

黒龍 江・綏 化 市

中国・北京

流通 業 (経 営 者 )

7

男

1977

高校

黒龍 江・綏 化 市

中国・北京

日本 企 業(営 業職 )

8

女

1977

大学

黒龍 江・綏 化 市

中国・北京

韓国 企 業(管 理職 )

9

男

1971

大学 院

黒龍 江・ハルピン市

日本

日本 企 業(技 術職 )

10

男

1973

大学 院

黒龍 江・尚 志 市

日本

日本 企 業(営 業職 )

11

女

1980

大学 院

吉林・吉林 市

日本

主婦

12

女

1973

大学 院

遼寧・鞍山 市

日本

日本 企 業(管 理職 )

その他
在韓 朝 鮮族
団体の役員
在韓 朝 鮮族
団体の役員

1）出身地
図4－1(b)調査回答者の出身地(%)
韓国

女性
男性
女性

国内

国内

韓国

図4-1(a) 調査回答者の出身地
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アンケート調査の協力者の大多数が綏化市等黒龍江省出身者であったため、結果的に彼
らの友人ネットワークも同省(おそらく同市・同郷の同級生・友人が多いと思われる )の出
身者が多く、調査回答者は黒龍江省 70.8%、吉林省 21.3%、遼寧省 7.3%を占めた。韓国の
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ほうが国内より、吉林省出身者の比率が高く表れている。それは、韓国ソウル市には朝鮮
族の密集地域があり、朝鮮族団体も出身地関係なく結成されているため、友人ネットワー
クは同省に限らず範囲が広くなっており、結果的に在韓吉林省出身者の回答者比率が高か
った。
2）出生時期
図4－2 (b) 調査回答者の出生時期(%)

図4-2 (a) 調査回答者の出生時期

韓国

40
30

女
男

10

女

国内

20

0
男

女

男

女

国内
90年代

男

韓国
80年代

70年代

0%

60年代

20%

90年代

40%

80年代

60%

80%

70年代
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協力者の出生時期が 70 年代中心であったため、回答者の出生時期も 70 年代生まれが約
7 割を占めた。それから、韓国のほうが比較的に友人・知り合いの年齢層範囲が広く表れ
ている。
3）学歴

図4-3(a) 調査回答者の学歴

図4－3(b) 調査回答者の学歴](%)
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学歴は、大学以上の比率が 46%を占め、回答者全体の学歴が高い。その中で、韓国回答
者に比べ、国内のほうが特に大学比率が高く、大学院は女性のほうが男性より比率が高か
った。
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4）国内・韓国への移動時期

図4－4(A) 調査回答者の国内・韓
国への移動時期

図4-4(B) 調査回答者国内・韓国への移動時
期（%）
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韓国回答者 90 人全員が韓国に移動する前に国内移動の経験があり、国内回答者より移
動時期が早く、80 年代にすでに 42 人、90 年代に 41 人国内移動を行い、韓国への移動も
80 年代から始まっている。それに対し、国内回答者の移動は 90 年代以降から始まってい
る。

5)国内・韓国回答者の居住地

図4－5(a) 国内回答者の居住地

図4-5(b) 韓国回答者の居住地

その他
廣東省
長江三角洲
山東省
首都圏
内モンゴル
遼寧省
吉林省
黒龍江

その他
首都
圏
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0

80

20
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注：首都圏は、ソウル市、京幾道、仁川市が含ま
れる。

注：首都圏（北京、天津、河北省の合計）；
長江三角洲（上海、江蘇省、浙江省の合計）

中国・韓国回答者の居住地はアンケート協力者の居住地である首都圏に最も集中してい
る。他地方より同地方のほうの友人・知人と強い紐帯を維持していることが確認できる。
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6)韓国回答者の滞留資格
図4－6 韓国居住者の滞留資格

在韓朝鮮族の滞留資格をみると、単
純労務滞留資格である訪問就業者は全
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業
胞
民

の比率が高かった。

国籍取得

7）国内・韓国回答者の職業
図4-7(a) 調査回答者の職業
韓国

図4-7(b) 調査回答者の職業（%）
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回答者の中で一番高い比率を占める職業は、国内は事務職、韓国はサービス・販売業で
あった。これは人口センサスと同じ動向を示している。一方、国内の会社経営者の比率は
韓国の 2 倍以上である。
8）月収
図4-8(a) 国内回答者の月収
女性

図4-8(b) 国内回答者の月収
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図4-9(a) 韓国回答者の平均月収
女性

図4-9(b) 韓国回答者の平均月収
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国内回答者の一ヵ月収入は、男女別で大きな
差があった。女性は 3000 元～5000 元が女性全体の 3 割、男性は 10000 元～20000 元が男
性全体の 3 割以上を占め、男性のほうが女性より収入がはるかに高かった。男性は会社経
営者、女性は会社員が高い比率を占めたため、収入の差が大きく開いていた。
韓国回答者の一ヶ月収入を見ると、女性 51.8%、男性 23.5%の収入が 200 万以下であり、
女性のほうがはるかに低い。それから 300～400 万の間は女性が男性より多く、400 万以上
の高収入の場合、男性のほうが女性を大きく上回っている。
9)調査回答者家族の居住地
図4－10(a) 国内回答者家族の居住国

韓国, 99,
18%

図4-10(ｂ) 韓国回答者家族の居住国

その他,
17, 3%

中国,
192, 36%

その他,
9, 2%

韓国,
324, 62%

中国, 428,
79%

国内・韓国回答者のべ 3 世代家族(配偶者・こども・父・母・兄弟)総人口 1,069 人の居住国を見
ると、中国と韓国居住者がそれぞれ 58.0%、39.6%を占め、中国居住比率が約 2 割高くなっている。
居住国別調査回答者をみると、国内回答者のべ家族人口の約 8 割が中国に居住し、韓国回答者
のべ家族人口の 6 割以上が韓国に居住している。すなわち、全体的に中国居住率が高いが、回
答者国別でみると、回答者の居住国に家族が多数居住する傾向が強く表れている。
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次に、家族関係で詳しくみる。

図4－11(b) 調査回答者配偶者の居住国

図4－11(a) 調査回答者配偶者の居住国
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国内回答者 88 人のうち、配偶者のいるのは 82 人で、86.6%が同国に居住し；韓国回答者 90 人
のうち、配偶者のいるのは 76 人で、72.4%が同国に同居している。この数値から見ると、国内回答者
のほうが韓国回答者に比べ、比較的に結婚率が高くて夫婦結合度が高い。
国内既婚者 82 人のうち、子女のいるのは 78 世帯(109 人)で、94.5%が同国に居住し、韓国既婚
者 76 人のうち、子女のいるのは 70 世帯(89 人)で、58.4%が同国に居住している。韓国在住者のほ
うが、子女との離散率が非常に高い。国内の比率が高く表れるのは当然な結果であろう。ここで注
目すべきところは、韓国有子女者 70 人が主に 70 年代～80 年代生であるところである。彼らの大多
数の子女は未成年であることが予測できる。一部結婚移民者を除き、2000 年代前半までは中国国
籍の未 成 年者が韓 国に居住 することはほとんどいなかった。それが近 年になって、韓 国への入国
規制及び滞在資格の緩和により、韓国で子どもを産み、あるいは育てるようになった。すなわち、家
族の結合が進んでいることがわかる。

図4－11(c) 回答者家族の居住国
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国内・韓国回答者 178 人のうち、両親のいる世帯は 160 戸(273 人)で、6 割弱が中国に居住し
ており、兄弟(262 人)の 5 割が中国に居住している。統計数値上の平均出生率を単純計算 259 して
259

回答者の兄弟の死亡により回答者世代の平均子女数が変わった可能性があり、回答者が今後子ども
をもっと出産する可能性もあるため、正確な平均子女数ではないかもしれない。ここではアンケート調
査時点での統計である。
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みると、回答者世代（回答者 178 人＋兄弟 262 人/178）の平均子女数は 2.47 人、子女世代(197
人/148)の平均子女数は 1.33 人であり、子女世代の数値がはるかに低い結果となった。
以下 の設 問項 目は、大体 調査 回答 者の主 観的 な意見 を求めるものもあるが 、それぞれの設問
に 5 段階に分けて評価してもらった。
10） 図 4-12 国内回答者(88 人)は多数朝鮮族集居
図4－12 居住地域に朝鮮族人口はどれ
ほどいるのか。

地に偏っているに対し、韓国回答者(90 人)は朝鮮族
集居 地にこだわることなく、朝鮮 族の少 ない地 域にも

非常に(A+)
40

均等に分布 している。国 内では都市 部へ移 住してか

30

らも、朝鮮族集居地を好んで選んでいた。

20
全然(E-)

かなり(B+)

10

11） 図 4-13 イベントの開 催主 体 を「同 郷 人・同 級

0

生 」・「朝 鮮 族 」・「中 国 人 」・「韓 国 人 (※韓 国 回 答 者 の
み) 」の項目にして、よく参加する順位を選択してもらっ

ふつう
(C±)

あまり(D-)

た結果、国内・韓国も第 1 位が「同郷人・同級生」、第

国内

韓国

2 位が「朝鮮族」の順になっていた。移住して 20 年以
上が経っているが、今も地縁・学縁・族縁による独自のコミュニティをつくっており、その結束力が非
常に強いことがわかる。一方、これは、ホスト社会へ進出したが、まだホスト社会との融合ができてい
ないことを反映している。

図4-13(A) よく参加するイベント順位
(国内)

図4-13(B) よく参加するイベント順位
(韓国)
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12） 図 4-14
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図4-14 漢族文化(国内)・韓国文化(韓国)によく
適応できるか。
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く適応していることがわかる。

国内
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中間(C±)
韓国

13) 図 4-15

移住生活を通じて、朝鮮族に

図4-15 朝鮮族に対する差別を受けたことが
あるか。

対する差別を受けたことがあったかの問い
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に、国内回答者と韓国回答者に意見が分か
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だところは共通するが、国内の場合、
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ない」が 2 番目に多いことに対し、韓国回
答者は「少しある」を選択した者が多かっ
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た。国内回答者に比べ、韓国回答者は移住か
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らくる制圧の中で差別意識を感じていた。
14）図 4-16

韓国

国内回答者に少数民族政策、韓国回答者に在韓同胞政策についての質問に、

両者とも「かなりよい」を選択した者が多数であった。現在の政策に比較的に満足してい
ることがわかる。

図4-16 少数民族政策をどうおもうのか。
(国内)

図4-16 在韓同胞政をどうおもうのか。
(韓国)
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15）図 4-17
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国内回答者のほうが、韓国
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図4-17 朝鮮族であることを誇りにおもうのか。

回答者より、朝鮮族としての誇りを感じ
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ていた。この意識の差には、居住地(国)
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において感じた差別意識(図 4-15 参照)
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とも密接な関連があると思われる。
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16）図 4-18

国内回答者へ「子女に民族

言語を教えるべきか」という問いに、肯
あまり(D-)

定的な意見が大多数を占めた。これは、

ふつう(C±)
中国

朝鮮族としての誇り高さ(図 4-17)、民族
意識の強さと密接な関係があるだろう。
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韓国

17） 図 4-19

現居住地での定着意向への問い

に、両者とも「もう定着」、「はい」が大多数を

図4-18 子女に朝鮮語を教えるべきか(中
国)

占めた。国内・韓国回答者の定着志向が強く、
ほぼ定着化が進んでいるとがわかる。
18）図 4-20
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だと思う者が多いところである。

図4-19 現居住地(国)での定着意向
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韓国

中国

韓国

分析と考察：

アンケート調査を通じて、国内・韓国移住者及び家族の移動状況、生活・職業・意識の
変化などを詳しく見てきた。
調査回答者 178 人(国内 88 人、韓国 90 人)の国内移動は 80 年代から始まり、大体韓国
移動者による移動であり、韓国回答者全員が国内移住を経験して、韓国へと再移動した。
学歴は大卒以上が 46%を占め、国内回答者のほうが韓国回答者に比べ、比較的に学歴が高
かった。
韓国移動者は 80 年代から移動しはじめたことから 60 年代～70 年代生まれに集中し、彼
らは現在主にサービス・販売職 31.1%、専門職 16.7%、自営業者・会社経営者が 21.1%占め
る。一方、主に 90 年代から国内へ移住した国内移動者は 70 年代～80 年代生まれに集中
し、比較的に高い学歴をつけて、事務職 27.3%・専門職 17.0%・自営業・会社経営者 36.4%
となり、社会的地位の上昇を果たした。国内外移動第 1 世代「青年層(移動当時)」である
彼らは、比較的に柔軟に現地生活へ適応していっている。
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ただし、 居住地や友人ネットワークは「同級生・同郷人」と密接な関係をもっており、
その閉じたネットワークは現地社会への融合に妨げになる要因としても働いていると思わ
れる。
調査回答者延べ家族 1,069 人のうち、韓国等外国在住者が 42.0%を占め、現在の朝鮮族
社会の移動実情から、国内在住者のうち、少なくとも回答者と同じ世代である兄弟姉妹 (109
人)をはじめ、相当の人数が調査対象者と同じく就職・創業等の目的で大都市・沿海都市へ
移動し、定着していると予想される。すなわち、国内回答者 7 割以上の人口が故郷を離れ、
国内の経済発展都市や韓国等外国に移住していることになる。
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第3節

綏化朝鮮族のきずなと再編成

綏化地区の朝鮮族は、改革開放後、再移動が始まる前に主に朝鮮族集落にまとまって暮
らしてきた。人口規模が小さいが、朝鮮族比率が高く、結束力が非常に高い。それは、序
章で述べたように、その多くが家族・親族・村の単位で満洲時期に一緒に移住し、同じ出
身地(主に慶尚北道出身)、同じ移住歴史を共有しており、中国へ定着に至るまでともに貧
困を乗り越え、助け合いの中で村人の間には強いきずなが形成されていた。
改革開放後、彼らの子孫たちは故郷を離れ、国内外へと移動し、急速に青島・北京・天
津・上海・瀋陽・大連・ハルピン・広州など経済発展都市及び韓国ソウルなど海外へと分
散していき、現地で定着が進んでいる。
移住先で彼らの子孫たちはどう定着し、絆はどう変わっていたのか。本節では社会学的
概念も参考にして綏化地区出身の朝鮮族たちの絆を考察してみることにする。
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綏化朝鮮族のビジネスの展開

以下、綏化朝鮮族のビジネス展開の事例をソーシャル・キャピタルの視点から分析して
みる。ソーシャル・キャピタル(Social Capital)は直訳すると「社会資本」となり、人間
関係・グループ間の信頼や規範・ネットワークといったソフトな社会的資本であり、より
直截に社会関係資本と呼ばれることも多い 260 。
ソーシャル・キャピタルには、社会学の立場から多数の定義があるが、稲葉 (2005)は、
その基本的な要素として「社会における信頼・規範・ネットワーク」を含んでおり、それ
が「心に働きかけてはじめて意味をもつ」ということで「心の外部性」を加えて、
「心の外
部性を伴った信頼・規範・ネットワーク」と定義している 261 。ここでこの概念を使って分
析してみる。
事例 1

K12 さんのフランチャイズ事業の場合(第 3 章第 4 節の事例 4－6 参照)

K12 さんは、親戚・同級生・同郷人のネットワークにより展開 し、親戚・同級生たちが
新しい支店を立ち上げる際に、経済的に余裕のない者には無利息で 50%の初期投資金(総
資金平均 3 億ウォン)を貸し出している。ソーシャル・キャピタルの概念でいえば、最も
緊密な関係の構成員―「閉じたネットワーク(Coleman1988)」によるビジネスの拡大であ
った。彼の話によると、
「親戚・同級生」はお互いに一番信頼できる存在であり、これか
ら事業をより拡大していくために最も意気投合できる緊密なネットワークでビジネス
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稲葉陽二 2007『ソ ーシ ャル・キャピ タル―「 信頼 の絆」で解く 現代経済 ・社 会の諸課題』 生産性
p.3 コールマンの「閉じたネットワーク」
「開いたネットワーク」概念は、同書 p.9 より再引用
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稲葉陽二 2005「 ソーシャル・キャピタルの経済的含意―心の外部性とどう向き合うか」
『 計画行政 』
日本計画行政学会 第 28 巻 4 号 pp.17-22； 稲 葉陽二 2007『ソーシャル・キャピタル―「信頼の
絆」で解く現代経済・社会の諸課題』生産性出版 p.4
出版
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の基盤を作り、その後、ネットワークを開いて、事業の拡大を目指すと論じた。その結
果、約 4 年の間にソウル等首都圏に 24 店舗がオープンするほど、短期間でのビジネス
が拡大していった。
事例 2

K2 さんの株式会社の場合(第 3 章第 4 節の事例 4－7 参照)

K2 さんは 2009 年から在韓朝鮮族団体に入り、そこから 4 年が経った 2013 年、同団体の
役員 3 人と、共同で出資して株式会社を設立した。中には彼が団体に呼び寄せた同郷の友
人も一人含まれていた。彼らは、在韓同胞社会を基本舞台とし、コンサルタント事業、旅
行、各種の文化公演の企画、投資・観光誘致、物流などの事業を広げている。在韓同胞団
体の役員でもあるということから、団体活動をも行いながら、在韓同胞社会向けの新聞も
発行している。2016 年には浙江省舟山市で美容専門学校を設立した。同年 6 月より、韓国
講師を採用して、化粧、ネイル、美容術の授業を開講している。
K2 さんは協会活動を共にしながら強いきずなで結ばれている者同士で会社を立ち上げ
ている。数年間ともに活動してきて、お互いによく知り、ビジネスの面においても一番信
頼できる 3 人だという。4 人で力を合わせると、資金だけでなく、各自の人脈もビジネス
のための膨大な人的資源になるという。彼らは、ビジネスの基盤を在韓朝鮮族社会におき
ながら、ビジネス市場は中韓両国へ展開している。多年間、在韓朝鮮族社会の中で協会を
通じてボランティア、中韓交流活動など多くの活動に携わっており、在韓朝鮮族社会や韓
国社会、華僑社会においてもよく知られているため、顧客と なる朝鮮族・韓国人・中国人
たちとも信頼関係が築いていて、ほかの人より人的資源に恵まれている優勢をもっていた。
彼らの紐帯の強さが互酬性を高めたと思われる。紐帯の強さとは、ともに過ごす時間
量、情緒的な強度、親密さ、助け合いの程度、という 4 次元を組み合わせたものである
262

。
ソーシャル・キャピタルの基本概念の 1 つに、異質な者同士を結び付けるブリッジング

(橋渡し型)なソーシャル・キャピタルと同質な者同士が結び付くボンディング (紐帯強化
型/結束型)なソーシャル・キャピタルという区別がある (稲葉 2007:7；2008:14)。上述の
ような絆はいわば結束型のソーシャル・キャピタルといえる。

3―2

綏化朝鮮族のコミュニティ

中韓修交後、中国沿海都市と大都市へ進出した韓国企業の密集地域を中心に朝鮮族と韓
国人が自然に集中して共存する過程で、サービス業を中心とするコリアン・タウンが形成
されていた。首都北京だけでなく、
「第二の延辺」と呼ばれる山東省の青島をはじめ、沿海
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マーク・ S・グラノ ヴェ ター（大岡栄 美訳）「弱 い 紐帯の強さ」 野沢慎司編 『 リーディング スネット
ワーク論―家族・コミュニティ・社会関係資本―』勁草書房 2008 p.125
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都市である天津、上海、広州、それから東北の主要都市である瀋陽、長春、ハルピン、牡
丹江、大連、丹東でもコリアン・タウンが形成された 263 。
ここでは、北京・青島・ソウルで形成された綏化朝鮮族の組織を概観し、綏化出身者た
ちのネットワークから全体の朝鮮族社会のコミュニティとのかかわりを考察する。
見知らぬ地域ではじめは自然に親族・友人を中心とする同郷人とつながりをもつことに
なり、生活や仕事などの面で助け合うことになる。
綏化出身の朝鮮族たちも既述したように、最初の移動は、親族・友人・同郷人を通じて、
仕事探しや生活全般に非常に密接なきずなで結ばれていた。特に、韓国への移動初期、当
時の不法滞在の身分で一人での職探しは非常に難しく、一番信頼できる親族、友人に頼る
しかなかった。そのため、職種は親族・友人と同じ職種に限られた特徴が表れていた。
綏化出身者たちは、同窓会、同郷人の冠婚葬祭の時など限られたメンバーと特別な日に
集まることから、北京を嚆矢に郷友会という組織がつくられ、新年会、運動会などを通じ
て同郷人同士の親睦と交流を図るようになった。
2005 年、B12 さん(1968 年生、男、
会社経営)、B1 さん(1974 年生、男、

写真 4－1

韓国在住の興和郷興和村 5 組の親睦

大会(ソウル市九老区)

会社経営)、B2 さん(1975 年生、男、
会社役員)、B6 さん(1977 年生、男、
会社経営)等を中心メンバーとし、
興和郷友会(2010 年以降は「綏化地
区郷友会」に変更)を結成した。彼
らは、90 年代北京に移動した 60 年
代末～70 年代生の国内移動青年層
第 1 世代であり、北京での生活が 10
年以上経ち、生活、仕事の面におい
て一番安定している年齢層である。
初期の会員数は 60～70 人ほどで、
2008 年 8 月の運動会の時は約 100

写真：K1 さんが提供 (左の 店は同村出身者経営の店 )

人集まった。親睦会、運動会などは、
参加者から一部会費を徴収し、一部は郷友会の役員たちからの寄付金で開催している
2007 年には綏化市朝鮮族中学校学友会を設立し、最初は同級生を単位とした同窓会を開
催したが、2010 年からは年齢問わず、毎年のお正月 3 日(陰暦)は綏化市朝鮮族学校郷友会
の日に決め、望京にある同郷人レストランで新年を祝うのが恒例になっている。この日は、
北京に限定せず、ほかの地域や外国からも人が集まるという。
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임영상 2014 「 심양서탑 코리아타운의 변화와 민족문화축제」 『 중국학연구』 제 70 집
중국학연구회 pp.429-430
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そのほか、2014 年には綏化ゴルフ協会も結成し、現在、会員 13 人が月 1 回定期的に活
動している。彼らは在北京綏化朝鮮族の中で最も経済力があり、郷友会の設立から現在に
至るまでの歴代、現在の役員たちにより形成されている。郷友会の運営費は、彼らの会費
からも一部充当している。そのほか、B12 さん、B6 さん等は、毎年郷友会に 5 千元～1 万
元の寄付をしているという。
このように、北京では 2000 年代後半までは綏化郷友会、学友会が中心であった。北京で
の生活の長期化にともない、近

写真 4―2

第１期北京興和郷親睦会

年、同郷人たちの人的ネットワー
クも多様化し、郷友会の組織活動
にも変化が起きていた。
B4 さん(1976 年生、男、飲食
店経営、綏化出身) 264 の場合
B4 さ ん は 現 在 河 北 省 の 三 河
市の燕郊に住んでいる。もとは
北京の望京などに住んでいた
が、不動産価格の高騰などで移
り住んできたものである。燕郊
に引っ越してからは、現地の交

写真出所：興和郷ウェブサイトより
(http://cafe.daum.net/xinghe)検 索 日:2011.07.20

流協会に参加するようになり、
地理的に遠いということで綏化郷友会の活動には参加しなくなったという 。
B12 さん(1968 年生、男、会社経営)の場合
B12 さんは、2005 年興和郷友会第 1 期会長を務め、その後、朝鮮族企業家協会など
での活動を経て、2014 年 9 月には大学の学友、綏化出身の先後輩たちとセマウル (「新
村づくり」の意)協会を設立し、彼は会長を務めている。現在、会員は 150 人で交流活
動は家族単位で開催しているという。そのほか、冠婚葬祭などの行事には協会の会員
たちが準備や進行までかかわって助け合うという。 そ の協会の設立趣旨は、故郷と同
じように住民が共同体的な農村（セマウル）を作って助けあうことにあっ た。セマウ
ル協会の役員を経験したものは、ほかの団体でも活躍しており、社会に出ても仕事の
面でも頑張っているという。かれはそれをサポートすることを役割にしている。

このように、朝鮮族の組織が現居住地をベースとする団体や地域に限定せず、地縁・学
縁などのネットワークで新しく形成されていく中で、綏化出身者たちのネットワークの絆
は相対的に弱くなってきた。
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取材日：2016 年 6 月 25 日

取材場所：ソウル市大林洞
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コーヒーショップ

一方、青島と韓国ソウル地域では、郷友会が比較的に最近できている。
写真 4―3

北京―天津在住綏化朝鮮族の運動大会

写真出所：興和郷ウェブサイトより(http://cafe.daum.net/xinghe) 検索日:2011.07.20

北京と比べると、二つの地域は、同郷人、朝鮮族たちが比較的に密集しており、普段交
流の機会が多く、個人間のネットワークが充実しているので、わざわざ郷友会の組織をつ
くる必要性がなかったという。二つの地域では、同郷人のネットワークが先にオンライン
から広がった。オンラインでの交流を通じて結束力が強まり、そこか同郷会の結成へ至っ
た。

写真 4－4 在青島綏化郷友会第１期会長就任式兼新年会
（2016.01.15）

写真出所：『黒龍江新聞』2016.01.21

青島の綏化郷友会は 2015 年 8 月に正式に設立し、青島にある 26 郷友会の一つとなった。
会長は Q13 さん(1968 年、男)が務め、現在 100 余人 265 の会員が所属している。郷友会設立
後、2015 年 9 月には、地縁的に近い鉄力郷友会、北安郷友会と協力して親睦運動大会を開

265

青島綏化郷友会のオンライン(WeChat)会員は、現在 (2016.10.19)129 人であり、その中には、一部青
島以外地域の綏化人も含まれている
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催し、青島朝鮮族企業家協会の年末総会では優秀郷友会に選ばれた。2016 年 1 月 15 日に
は新年会を開催し、企業家協会、他地方郷友会の会長及び綏化郷友会会員 100 余人が集ま
った。それから、青島で 2 年に 1 回開催される 2016 年 10 月の青島民俗運動大会にははじ
めて綏化郷友会も参加した。民俗運動会に参加するにあたり、郷友会の役員と会員、及び
他地域(外国)の綏会出身者たちによる寄付金が約 8 万元集まった(写真３―３)。運動会で
は、会員だけでなく、年寄りや子供など家族も参加して応援団を結成し、運動会が終わっ
た後はみんなで食事をしながら親睦を図った。
会長 Q13 さんは、「青島で他地方の出身者たち
はずっと前から郷友会ができていた。私たちの故
郷愛も、彼らに負けないと思います。私たちの世

写真 4－5 在青島綏化郷友会への寄
付金内訳

代はここでの生活が長く、ある程度経済的に安定
してきているので、私たち世代だけでなく、親世
代、子世代も含めて、親睦を図れるような場を作
ってあげたい。故郷にいる時と同じく、故郷の情
を分かち合えるようにしてあげたい。そのために
郷友会が必要で、みんなで力を合わせなければな
らないのだ」と述べた。
韓国では、2016 年 5 月に在韓綏化商会を結成
した。この会は韓国にいる綏化出身の会社経営者
たちが主軸となり、今はまだオンラインでの活動
の段階にとどまっている。個別的に少人数が集ま
って交流することはあるが、正式に組織として結
成されているわけではない。オンライン会員は韓
国 在 住 者 を 中 心 に 国 内 外 綏 化 出 身 者 130 人
(2016.10.19) が 加 入 し て い る 。 K8 さ ん が 会 長
(1970 年、男)で、K11 さん(1974 年生、男)が副会
長に選ばれている。彼らは、綏化市出身者の中の
みならず、在韓朝鮮族社会及び韓国社会のなかで
も一定の経済的・社会的地位をもっている人物で
ある。会長 K8 さんによると、12 月には正式に成
立大会を開催し、今後、本格的に活動を行う予定
だという。綏化商会という名が示すように、本会
は親睦団体だけではなく、一定の成功を収めてい
る会社経営者たちが韓国での経済活動を軸に、綏
化出身の若者の意欲を支えサポートすることを
目的としている。
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出 所 ： 在青 島 綏化 郷 友会 (WeChat)よ り

以上、北京・青島・韓国の郷友会を紹介したが、そのほかにも、天津・上海・広州など
の地区にも綏化出身者による組織がつくられ、それぞれの郷友会活動をしている。それか
ら、写真やメッセージを掲載できるブログ型 SNS(Weibo,

WeChat,

Band,

Kakaostory な

ど)の発展により、個人のネットワークは「郷友会、商会」等公共財としてのソーシャル・
キャピタルがたくさん作られ、ネットワークや活動範囲もより広がり、オン・オフライン
共に同郷人たちの集まりが活性化し、結束型ソーシャル・キャピタルがより強化されてい
る。
その反面、2000 年代に設立されたヴェブサイトの利用は衰退してしまった。
2005 年 2 月 16 日、北京の IT 会社に勤めていた GS さん(1979 年生、男)が興和朝鮮族郷
専用のウェブサイトを開設した。設立直後から口コミで広がり、国内･外の興和人たちを結
集させ、オンラインでの親睦の場として機能した。各地(国)に居住するサイト管理者がい
て、重要なニュースや朝鮮族に関する情報を掲載し、会員たちは写真やメッセージなどを
掲載してお互いに交流した。2007 年の北京・天津・青島への現地調査で、調査対象者 46 人
に聞いたところ、35 人が知っていると答えた。このサイトには現在（2016.10.18）622 人
の会員が加入していて、興和郷総人口の約 6 分の 1 も占めている。しかし、近年サイトに
入る者が減るようになり、2012 年末を最後にサイト管理者からの情報発信もすっかりなく
なった。現在は、会員たちが個別的に写真や情報を載せるぐらいで、実質上機能しなくな
った。
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第4節
4－1

中国朝鮮族における綏化朝鮮族の特徴

地理的条件と民族社会のありかた

最初に述べたように、中国において朝鮮族は東北地区を中心に各地に分布している。そ
の中で最も集中しているのは吉林省の東部、朝鮮半島との境界に位置する延辺地区で、こ
こには朝鮮族自治州と朝鮮族自治県がある。二つの集中地域以外、朝鮮族人口は東北の吉
林省、黒龍江省、遼寧省、内蒙古自治区に散居しているが、いずれも主に農村地域に社会
基盤をおき、水田農業に従事してきた。改革開放期までは他の土地へ移動することもなく、
伝統的な文化を守りながら暮らしていた。
綏化市の朝鮮族の居住地は北林区の興和朝鮮族郷に集中しており、ハルピンの北部、松
花江の支流である諾敏河のつくる肥沃な沖積平野にある。綏化のほかの朝鮮族の集落も河
川地域の周りに形成されてきた。気候的には寒冷地域に属するが 、その条件に適合する品
種を植えることで水田耕作が可能であり、水稲農村として安定した生活を営んできた。
綏化市は黒龍江の省会ハルピンに隣接する位置にあり、交通上も鉄道、道路を通じて省
内のみならず、東北地区の大都市や、東北を越えて全国に至るのは比較的容易である。現
在のようにネット社会になる以前の中国で、限られた情報にしか接することができない状
態では、全国的な社会の動きについても敏感に対応することができる位置であるといえよ
う。綏化市以外でも、東北平原に位置する朝鮮族の集住地は、同様の条件にあったと考え
られる。
これに対して朝鮮族の集住する民族自治単位である延辺朝鮮族自治州や長白朝鮮族自
治県は、吉林省東部の長白山脈麓にあり、吉林省の中心都市である長春や吉林からもかな
り遠距離にあり、東北地区からみても辺境といえる。し かし朝鮮半島から見た場合は、国
境に隣接する地域であり、朝鮮半島から中国東北部に入ってまず安定した定住地を求めた
場合、延辺が選ばれたのである。延辺朝鮮族自治州の場合は、最近でこそ朝鮮族人口の比
率が下がっているとはいえ、中心都市の延吉は中規模の都市であり、朝鮮族を中心に独自
の民族社会が成立している。農村だけではなく、都市においても朝鮮族が卓越しており大
学をはじめとして高度な機能をもつ都市施設が存在していることは、朝鮮族の民族意識の
確立にも大きく寄与してきたといえるだろう。
しかし堅固な民族社会があり、高い民族意識があることは、中国社会全体の変化に対し
ては保守的な傾向を持つ。さらに韓国との国交が回復してからは、延辺を訪れる韓国人も
多く、韓国系企業からの投資も積極的に行われるようになると、韓国と結びつきながら延
辺独自で発展する方向を模索するようになる。すなわち延辺の朝鮮族にとっては、自らの
社会をその地で発展させる中で個人を豊かにする方向と、国内の沿海部へ移住したり、韓
国へ進出して個人のレベルで発展したりする方向と、両方の可能性があるのである。
延辺のような集中地域に比べ、綏化朝鮮族特有の特徴により、国内外への移動がよ り活
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発になったと思われる。以下、その背景をみてみる。
一つは、綏化市は農業中心の地区であり、朝鮮族人口が少ない等の条件により、韓国等
外資系の企業の誘致にも有利ではなく、朝鮮族人口が少ないうえに分散しており、延辺の
ように独自の特性を生かした産業を発展させていくのに限界がある。その結果、ほかの地
域に移動して、自己の努力で発展する道を開拓するしかないのが現状である。国内外で自
分の道を探っていかねばならないのである。現在、綏化の朝鮮族農村において、ブランド
米の生産、民族料理、民俗村の建設など民族の特性を生かした産業 の開発に積極的に取り
組んでいるが、それらは機械や交通の発達、ネット通信技術の発展により、稲作の機械化、
販売のルートの便利さにより、多くの労働力を必要としない形で展開している。
一つは、人的ネットワークである。綏化市への移住事例から考察してきたように、綏化
市は黒龍江省の中でも、地理的に朝鮮半島の南部から遠い地域に位置しているため、一部
集団移民以外、綏化市まで直接たどり着いた人はほとんどいない。大体東北地区において
数回の移動を繰り返しながら、自分に適する土地を見つけ、定着していった。その過程で、
中国に親戚等頼れる人がいない場合、S12 さんの事例のように、自然に駅から近い朝鮮族
農村に定着するようになり、その過程で、一部の家族はその地に残るようになるケースが
多く見られた。地理的に朝鮮半島に近く、移住距離が相対的に短い延辺朝鮮族に比べ、綏
化朝鮮族のほうが親戚・友人等人的ネットワークの居住範囲が広いといえる。そのような
人的ネットワークは、改革開放後の移動の事例からも見られたように、ハルピン、瀋陽等
大都市へ出稼ぎするのに有利な条件として機能していた。例えば、80 年代 K8 さんの両親
が黒龍江省から遠い瀋陽市へまで出て商売ができるようになった背景には、瀋陽に親戚が
住んでいたからである。
広域に分散的に居住している綏化のようなタイプの朝鮮族と、辺境で集中的に居住して
いる延辺のようなタイプの朝鮮族との違いは、このような条件が基礎になっている。

4－2

人口規模と人間関係

前で述べてきたように、綏化の朝鮮族は綏化地区に「大分散・小集中」している。朝鮮
族村の周りには漢族等他民族の村に囲まれているが、空間的にも情緒的にも周囲の村とは
分離されており、朝鮮族村は相対的に独立していた。
そのうえ、綏化市の朝鮮族の約 9 割が慶尚道出身であるといわれ、中には同じ村の出身
者も数多くいる。同時期に同地域から中国へ移住し、中国でも同地域に定着するという歴
史経緯から、村人同士の関係が非常に親密であるのが調査の中で明らかになった。
例えば、B12 さん(事例 3―3)と B13 さん(事例 3―4)の祖父は同じ村出身の友人関係で、
両家は 1930 年代中国への移住と再移住、定着に至るまでずっと同行した。一方、B12 さん
と B13 さんは、小学校から高校までずっと同級生で、高校卒業の数年間は別々の道を歩む
が、90 年代半ばに 2 人とも北京に移動し、分野は違うが自営業からはじめ経営者となる 過
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程を辿っている。両家が祖父の世代から親密な関係を維持してきており、学校時代を共に
過ごした 2 人は、友人を超えた家族のような強いきずなで結ばれ、生活や仕事の面におい
て支え合い、郷友会、企業家協会など社会組織の活動への参加や趣味生活まで共にしてい
る。
一方、興和郷の場合、第 1 章で述べてきたように 1936 年の集団移民約 100 世帯(実際の
移住者は 99 世帯)は、同じ慶尚北道(10 の郡から 10 世帯ずつ)からの移住であった。
これらの状況は、他地区の朝鮮族農村でも起こっていた。第 1 章で朝鮮人の移動につい
て時期別・出身地別で詳しく述べてきた。特に、1937 年以降、朝鮮人移民政策が本格的に
実施される過程で、朝鮮からの新規移民は朝鮮総督府により地域別に人口数を割り当てら
れ、分散移民・集合移民・集団移民(表 1－10 参照)の形態で大量に移住させ、特に集合移
民・集団移民の場合は東北地区の同じ集落に集結させていた。その結果、黒龍江省の中で
朝鮮族人口が最も多い牡丹江(寧安、穆棱等)地区(表 1－15、1－16 参照)をはじめ、黒龍江
省の各朝鮮族集落に入っていたのが明らかになった。
そのうえ、綏化は総人口が黒龍江省の中でハルピンに次いで 2 番目に多い地区であるに
も関わらず、朝鮮族人口の規模は最も少ない地区であり、それも大分散・小集中しており、
小規模でありながら朝鮮族人口比率は非常に高いという特徴をもっている (表 3―4)。した
がって朝鮮族が卓越している農村では、ほとんど朝鮮族人口のみという特徴により、村民
たちのきずなはより固まりやすい。その上、同じ慶尚道出身者という同郷意識がさらに絆
を強めることになっていたのである。
しかし同時に人口の流出により朝鮮族居住地の基盤が崩れやすくなっている。人口が少
ないため、興和郷以外、農村地域には小学校のみあり、中学校以上は都市部の学校に通わ
せるようになっており、高校の場合は、綏化市に 1 か所あるだけだった。ハルピンや牡丹
江等大中都市の朝鮮族集中地域に比べ、民族学校の規模や知名度、教育の質などの面にお
いて優れているといえない。経済的に裕福になると、教育志向の高い朝鮮族たちは子ども
の教育に投資するようになるが、綏化朝鮮族のような分散地域の親たちは、子どもたちを
より教育施設のよく、知名度の高いハルピン市、尚志市、チチハル市、牡丹江市など等地
域の民族学校を選択して入学させるようになるが、教育移動の場合、地元にいる保護者も
同行するケースが多く、その結果、分散地域である綏化地区はさらに人口流出を増やし、
黒龍江省でも朝鮮族人口の多いハルピン市や牡丹江市に朝鮮族人口がさらに増加する結果
を生み出すことになった。
この点では、大規模に朝鮮族が集中している延辺では、大学までの教育機関があり、朝
鮮族にとって重要な教育についての要求はかなえられているのである。

4－3

移住後のコミュニティの再構成

2016 年 6 月、韓国ソウルでのインタビュー調査によると、綏化市の中でも、相対的に朝
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鮮族人口が多い興和郷出身者より、慶安県の曙光村出身者たちのほうが相対的 に村人同士
の人間関係がより固まっていて、信頼関係もより強かった。興和郷出身者の場合は、特に
年齢層が高ければ高いほど、郷の単位ではなく、自然村落の単位で固まり、絆が強かった。
改革開放後、もともと朝鮮族人口が少なかった綏化朝鮮族は、移動を通じてその人口が
さらに大分散しており、特に国内の大都市部においては綏化出身者の数字がさらに少なく
なっている。そのため、移住先においては同じ綏化人ということだけで、同郷意識が芽生
えやすくなっており、同郷会の再編成の過程で、郷友会の組織づくりから見てきたように、
まずは郷村ごとの組織からはじめ、その後は同じ「綏化人」という広範囲の組織へと拡大
していた。もう一つの要因としては、人口規模からも経済力からも社会組織としての郷友
会の場合、綏化の一つの郷、村の規模で結成するのは非常に難しいのであった。例えば、
青島「綏化郷友会」の場合、綏化市出身者の中で人口の多い興和郷出身者が主体になって
いるが、興和郷出身者だけで郷友会を結成するには限界がある。ほかの地域の郷友会は、
会員が数百人に達するほど規模が大きいが、それに比べ、綏化朝鮮族の場合、イベントの
時に会員の家族まで集まっても 100 人ぐらいに留まる数字である。
青島の綏化郷友会の会長 Q13 さん(1968 年生、事例 3―1)が語ったように、「綏化はほか
の地区に比べ朝鮮族人口が少ない地域であり、2015 年に成立した綏化郷友会は、青島で 26
番目の郷友会で、他地区に比べ結成時期が非常に遅いほうである。綏化朝鮮族たちをみる
と、それぞれの分野で頑張っており、各自経済的に不自由なく暮らしているが、他地方出
身者たちに比べ目立つほど大きく成功したという者はまだ多くない」のが現状である。
そのうえ、綏化出身の朝鮮族の間のきずなは強い反面、人口が少ないため、人口集中地
域に比べ人間関係づくりの枠が狭く、人的ネットワークの結節点が貧弱である短所も伴っ
ている。たとえば、学縁によるネットワークを見ると、綏化朝鮮族高校が綏化地区朝鮮族
の集結地であり、綏化朝鮮族高校の同窓会が綏化市規模の中では一番大きいと言える。そ
れに対し、延辺地区の場合、高校までの同級生による人的ネットワークも綏化は比較にな
らないほど規模が大きいが、延吉市にはさらに民族大学まであり、いうまでもなく延辺出
身の朝鮮族が主力となっている。延辺大学の同窓会は、全国から韓国、日本等国外にも支
会を設置するほど規模が大きい組織となっている。その中には、各分野で活躍する人材が
集結しており、その人的資源、ネットワークは膨大である。

4―4

綏化朝鮮族の民族意識

綏化朝鮮族の出身者たちによるネットワークの形成について述べてきた。以上の記述か
ら分かるように、綏化朝鮮族たちの結束力は移動してからも比較的に強く結ばれていた。
その反面、図 4―2 の「韓国在住綏化朝鮮族」のなかの B,C,D、
「国内在住綏化朝鮮族」F,H
のように、同郷人だけの個人的ネットワークだけをつくる者が多く表れている。同郷人の
組織には参加するが、それ以外は、一切参加しないという類型であるある。もう一つは、
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韓国の A、中国の E のような類型である。彼らは、同郷人達とも密接な関係を保ちながら、
出身地を超えた全体の朝鮮族コミュニティにもかかわっている K2 さん(1972 年生、男)と
B12 さん(1968 年生、男)の場合をいう。
K2 さんは、2009 年より最大の在韓朝鮮族団体の一つであるハンマウム協会で活動し、第
2 期会長(2 年間)を務めた。彼は、同郷の友人たちも協会へ参加させ、現在 3 人の綏化人が
同郷会で役員として活動している。K2 さんはハンマウム協会での活動のほか、在韓同胞バ
ンドでもボーカルとして活動をし、音楽活動を通じて韓国人の音楽家と出会い、現在は、
韓国でプロ歌手としても旺盛な活動をしている。
一方、B12 さんは北京で同郷会を立ち上げた第 1 期会長である。彼は、同協会のほか、
北京の企業家協会、延辺大学学友会などでも旺盛な活動を行っている。今年度は延辺大学
学友会北京支会の会長にも選ばれた。そのほかにも、彼は上述したように、より信頼でき
る同郷人、延辺大学学友たちと新たな組織を結成し、ボンディング型ソーシャル・キャピ
タルの高いコミュニティを築いている。
しかし、綏化朝鮮族の場合、K2 さん、B12 さんのような者はまだ一部に限られ、同郷人
の組織だけに満足し、人的ネットワークを広めようとしない傾向が強い。組織の活動内容
も親睦会に限られている限界がある。
Putnam(1993)は、社会の効率的な運営にはブリッジング型のソーシャル・キャピタルの
醸成が必要であると指摘している(石田祐 2008:88)。自らの生活の質をより高めるために
は、ブリッジング型のソーシャル・キャピタルをより多く醸成していく努力が必要であろ
う。
これらのネットワークでは、個人間の実務的な情報交換だけでなく、故郷への愛着やノ
スタルジアをしばしば強烈に表明している。
自営業者や会社経営者の場合、店や会社の名前に、故郷の名前を付けることが多い。例
えば、北京の「綏興盛」、
「興和不動産」、ソウルの「興和飯店」、
「曙光物流」などから、故
郷への愛着を感じることができる。
移住先において、同郷人が経営するレストランは、同郷人たちの溜まりの場となってい
る。国内では主に韓国料理、韓国では主に中国料理の店を経営しているが、同郷人たちが
訪れる時は、故郷でしか味わえない風味の料理(例えば、ガチョウ肉の鍋料理、鯉料理、泥
鰌料理など)を特別に作って提供し、同郷人たちはその料 理を通じてノスタルジアの気分
に浸るという。
K3 さん(1974 年生、事例 4－3)の場合、韓国に来て 20 年以上経っているが、今まで家族
を養うため仕事に励み、今まで一度も故郷に戻ってみる余裕がなかったという。故郷を離
れて 20 数年が経っていても、彼女は、故郷の家の前に無限に広がる水田や彼女が通った学
校のキャンパスが忘れられないという。当時はみんな裕福ではなかったけど、今思えば、
故郷にいた時のほうが、一番人間関係が親密で、心豊かに過ごしたといい、故郷への憧憬
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が強かった。
図 4―2

綏化朝鮮族のネットワークの形成過程

韓国社会

中国社会

在韓朝鮮族団体
(ハンマウム協会等)

中国朝鮮族団体
(企業家協会等)

(橋 渡し型 )

(結 束 型 )

E

A
B
C

G

同 郷会
H

F
D

同 窓会

韓 国 在 住綏 化 朝鮮 族

国 内 在 住綏 化 朝鮮 族

注：
橋 渡 し (ブ リ ッ ジ ン グ )型
ソ ーシ ャ ル・ キャピ タ ル

結束型
ソ ー シ ャル ・ キャ ピ タル

(強 )

(弱 )

一方、K11 さん(1974 年生、事例 4－6)は、自分の会社名に村の名前を入れるほど故郷へ
の愛着が強かった。自分の家族は全員韓国国籍を取得したが、彼だけは永住権をとって、
中国国籍を守っている。現在、韓国でビジネスをしているため、故郷の建設に直接参加で
きないが、彼は韓国の友人たちと資金を出し合い、来年からは故郷の水田 120 垧請負って
労働力を雇って農業に参加することにしたという。 彼の故郷は、水田の使用権を周囲の漢
族に譲渡していて、農業をする朝鮮族がいなくなっているという。彼は、そのような方法
で故郷の土地を守って行くという。自分の世代は、その土地で生まれ育ち、水田で稲刈り
など農業にも参加した世代であり、故郷への愛着が強いが、少し若い世代は自分たちと違
い、故郷の概念が薄まってきているという。そのため、 先祖たちが開拓した土地－故郷を
守っていくのが、自分の世代の使命であるという。
K3 さん、K11 さんのように 70 年代生の年齢層の成長期は、改革開放後、村が繁栄し始め
た時期であり、人口移動が始まる前であるため、人口も社会も最も安定した時期でもある。
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彼らは、成長期を故郷で過ごし、故郷での思い出が多く、自然に故郷への愛着が強かった。
90 年代以降から人口移動が始まり、80 年代生まれ以降の年齢層は両親の出稼ぎ移動によ
り、経済的に裕福になってきており、小学校から故郷を離れ、他地方の学校に通うように
なるなど、故郷での生活が比較的に短く、K11 さんの言うように、若ければ若いほど故郷
への愛情が相対的に薄くなってきている。年齢層でいうと、故郷へのノスタルジアを強く
表出し、故郷を守っていこうという責任感を感じていた年齢層としては、60 年代～70 年代
生まれの中で集中していた。
しかし、空間的・時間的な隔離が長くなるにつれ、そのようなノスタルジアがずっと維
持されるだろうか。
延辺地区に比べ、綏化朝鮮族の場合、朝鮮族社会の形成と定着の歴史が浅い。そのため、
故郷へのノスタルジアはあるものの、定着志向は相対的に弱いのが現実である。
一方、中国国内・韓国在住の綏化朝鮮族を分けてみると、当然の結果だが、国内在住者
のほうが、全体的に中国人としてのアイデンティティを強く保持しており、韓国在住者に
比べ、主人公意識が強く、中国にいることに安心感を抱いていた。一方、朝鮮民族として
の誇りも高く、次世代に民族性を受け継がせていきたいという意識をもっていた。
それに対し、韓国在住者は、前で述べてきたように滞在資格や職種 などの制限により活
動範囲の自由が大幅に阻まれた時期があり、偏見や差別を経験するなど国内在住者ほど活
躍できるような環境に恵まれていなかった。その過程で、事例でも述べてきたように経験
や個人の意識に差が生じたが、中国人としてのアイデンティティが強まり、中国へのノス
タルジアを感じたりするようになっていた。2000 年代半ば以降、滞在資格や職種などの規
制が大幅に緩和されるようになってからは在韓朝鮮族の法的地位や生活、職業に大きな変
化が起こり始め、韓国の主流社会への進出を果たすようになり、社会的地位が大幅に改善
されていた。そこで、綏化朝鮮族の場合、韓国に血縁関係のある者が多いために、K2 さん、
K5 さんの事例のように自分のルーツを探し、先祖の国に対する親近感を強めていくよう
になる。即ち、中国への移住の歴史が短く、反対に韓国には先祖の故郷があり、親族たち
もいるという強い血縁関係でつながっていることから、韓国と強く結ばれやすいという特
徴も持っている。
このように綏化朝鮮族たちは中韓両国でそれぞれの境遇を生き抜き、満洲国時期の移住
と定着、改革開放後の再移住と再定着の過程の中で、それぞれの移住地に定着し、新たな
「故郷」を作り上げてたくましく生きている。
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終

章

筆者は序章において、黒龍江省における朝鮮族が集居する地区の一つである綏化朝鮮族
を詳しくとりあげることによって、現在の中国における朝鮮族の在り方全体について、現
在の動向とそこに存在する問題点を明らかにすることを目的にすると述べた。
またその研究意義については、1）様々な移民社会の成立を類型化し、他地域における移
民社会の成立についても比較検討を行うことによって、中国東北地方全体における朝鮮人
移民の理解をすすめるこができること、2）黒龍江の綏化市は、吉林省の延辺のように朝鮮
族が集中している地区ではないが、綏化市の朝鮮族には独自の同郷意識や人的ネッ トワー
クづくりの特徴があり、それを解明することができると考えた こと、3) 綏化市では朝鮮族
は人口の流出が最も活発であり、その背景には、朝鮮族独特の共同体の密な人的ネットワ
ーク、朝鮮族特有の価値観などがあることを明らかにすること、の 3 点を挙げた。
終章では以上の目的と研究意義を踏まえて、朝鮮族の歴史から改革開放以降の移動、現
在に至るまでの経緯を再整理しながら、朝鮮族特有の人的ネットワークときずな、価値観
等の観点から今回の研究で明らかにし得たことがらを述べて結論としたい。

1．綏化朝鮮族の形成と再移動
朝鮮族移住の歴史を検討した結果、綏化朝鮮族がこの土地で稲作をはじめ、定住するよ
うになったのは 1910 年代からであり、大量に移住するようになったのは満洲国が成立し
てからのことである。
黒龍江省の朝鮮族の中では、人口規模は小さいが綏化市の農村地域に散在しており、興
和郷以外にも、小さな朝鮮族村がいくつかあり、それらの集落では朝鮮族人口比率が非常
に高いという特徴をもつ。
彼らの先祖たちは良い生活を夢見て、故郷を離れ、遠い朝鮮南部から見知らぬ綏化へ と
移住した。移動による極度の疲労と寒冷地域の気候に耐えられず、大切な家族を亡くすこ
ともあるほど過酷な環境であった。その中で、彼らは強い意志で力強く生き抜き、定着を
果たした。その過程で、精神的な支えになったのは同じ言語・同じ文化、同じ出身地、同
じ移住の歴史を共有している朝鮮族村民たちとの共同生活とそこで生まれた共同意識であ
り、それがあってこそ人々の絆をより強く固めることになる。人口規模が少ない割に朝鮮
族比率が高かったことも、人々を結束させるのに重要なポイントとなった。
農業では、1911 年慶安県の呉氏がはじめて水田を開発したのを嚆矢に、ほかの地域の朝
鮮族と同じく、綏化朝鮮族たちの生業は主に水田耕作である。昔、機械化が発達していな
かった頃、水田耕作は共同作業を必要としており、農繁期は村民たちが力を出し合うなか
で村民間の絆はさらに強まった。
綏化市の中で唯一の朝鮮族郷である興和郷からみると、興和郷は解放後も数回にわたり、
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黒龍江省の他県、内モンゴル等地域から朝鮮族の集団移民を受け入れるほど土地が広くて、
水源が豊富であるため、稲作を行う条件に優れており、比較的に裕福な朝鮮族農村として
知られてきた。
統計資料から検討したように、綏化市は、全省の中で農業人口比率が一番高く、経済的
状況が他地方に比べよい地域ではない。その中で、綏化朝鮮族村では 80 年代より「万元
戸」が続出し、他民族に比べ、比較的早く裕福になっていた。米作りが経済収入の面にお
いてほかの農産物より経済的に有利で、それを背景に農民たちが勤勉に耕作した結果でも
ある。
しかし、特に 90 年代より改革開放の恩恵を真っ先に受けている経済発展都市と比べる
と、農村地域との経済的な格差はますます開くようになり、朝鮮族の民族産業ともいえる
稲作の強みは相対的に弱まっていった。それと同時に、沿海都市部及び韓国からのプル要
因も同時に働き、綏化朝鮮族の先祖たちが朝鮮半島の南部からよい生活を求め遠い綏化へ
と移住してきたように、その子孫たちが良い生活を求め、あらためて経済発展を続ける沿
海地区の都市や韓国へ大移動を始めるようになった。
綏化朝鮮族は 9 割以上が朝鮮半島南部－すなわち今日の韓国出身の子孫であるといわれ
ており、大多数が韓国に親族がいる。その結果、ほかの地域の朝鮮族に比べ、韓国への出
稼ぎ移動に有利であり、人口移動へ向かう傾向が強い。この点は、外出人口比率が全省の
なかで最も低い綏化市で、ほかの民族と異なる動きを見せている部分である。

2．綏化朝鮮族の移動の実態とそれにともなう問題点
2－1

居住地の選択とその要因

すでに述べてきたように、朝鮮族の移動地は、沿海都市をはじめとする国内都市部と韓
国を代表とする海外二つの類型に分けられる。
国内都市部は、東北地区の大中都市以外、新しい居住地としては首都圏 (北京・天津・河
北省)、山東半島(青島、威海、煙台等)、長江デルタ(上海、杭州、南京、義烏等)、珠江デ
ルタ(広州、東莞等)など、主に東部沿海の経済発展都市に集中している。
本研究では、首都圏都市－北京・天津、沿海都市－青島、韓国首都－ソウル三つの地域
を研究対象地として考察してきた。
同地域には、90 年代より朝鮮族人材を需要とする韓国企業あるいは日本企業がたくさん
進出しており、朝鮮族の就職口が増えたことと、それにともなう関連のサービス産業の需
要で、就職と商業活動のために朝鮮族が大量に移動するようになった。
もう一つは、綏化朝鮮族の事例から見てきたように、特に農村人口の場合、人的ネット
ワークが密であり、90－2000 年代の移動を見ると、親戚・同級生・同郷人等の紹介で移住
地や就職先まで決定されていた。このように、綏化朝鮮族の場合、最も信頼できるつよい
紐帯をもつツテによる移動で、移動の規模が拡大し、新居住地においてもある程度同郷人
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たちのつながりが形成され、同郷人たちのさらなる連鎖的な移動を促していたのである。
ほかの地域の朝鮮族たちも同様、就職及び商業活動のため、韓国系、日本系企業の集中
都市部へと大量に移動するようになり、その結果、移住地においては今日の朝鮮族の集中
地域が形成されるようになったのである。
2－2

職業と職種の変化

本研究では、首都圏都市－北京・天津、沿海都市－青島、韓国首都－ソウル三つの地域
を調査対象地と選定し、同地域(国)に移動した綏化出身者を研究対象として考察した。
90 年代の動きをみると、国内都市部に比べ韓国の賃金がおおよそ数倍は高かったため、
中高年層のみならず、韓国への移動を選択する若年層も多数おり、年齢的な範囲は国内都
市部より幅広かった。しかし韓国では賃金が高い反面、長年にわたり不法滞在者の身分で
働く運命におかれ、自由な活動が大きく制限されていた。業種も長い間 3K 業種、サービス
業に限定され、ほかの業種への就職、あるいは職種も自営業・会社経営者の道へと進むこ
とは非常に困難なものであった。
一方、国内への移動の主目的は通訳の需要が多い韓国企業・日本企業への就職であった
ため、年齢層も青年層に集中しており、中年層は、主に小規模な自営業のための移動であ
った。韓国への移動に比べ、収入が相対的に低い反面、3K 業種に就く朝鮮族はほとんどい
なかった。彼らは、語学上の有利さから会社では重要な人的資源として活用され、主に管
理職・事務職に就いていた。経営者の身近で専門知識及び経営技術を身につけ、会社で経
験を積み、経済的条件等が整ってからは、独立して起業する綏化朝鮮族が多かった。
国内都市部への移動者のほうが韓国移動者より会社経営者が相対的に多く、社会的地位
の上昇が早く進んでいた。
2000 年代後半以降、韓国で朝鮮族の在外同胞としての法的地位が認められ、その後の 一
連の在外同胞に関する政策により、朝鮮族の滞在資格、例えば「在外同胞」、「永住」をは
じめ、帰化者も増加するようになった。上述の者たちは、韓国でビジネスの展開など、経
済活動が比較的に自由であり、その結果、近年旅行・飲食・物流・美容業等ビジネスを起
こす者が増加するようになった。しかし、いまだに非正規職の 3K 業種、サービス業に従事
している比率が高いのが現状であり、国内都市部に比べ、生活も職業も安定していない傾
向が強い。
2－3

コミュニティと生活の再編成

新しく移住したところでどのようにして生活をおくるようになっているか、特に人間関
係、社会関係において従来から保持してきた強い紐帯をどのように維持するか、あるいは
新しい環境のもとに再編成するかどうかについて、中国国内と韓国に分けて考察した。結
果は、いずれも強い絆のある状態を目指して努力しており、故郷にあったコミュニティに
近似したものを再現することに成功している。
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2－3―1

国内

移住先で、朝鮮族たちのコミュニティは強いきずなをもつ地縁・学縁によるコミュニテ
ィから始まり、朝鮮族人口が比較的に集中している北京望京、青島城陽等地域では、地縁・
学縁を超えた朝鮮族全体へとコミュニティの範囲が拡大していった。それらの組織は、趣
味・職業・性別・年齢層等により細分化され、一部の綏化朝鮮族もそのような組織やコミ
ュニティにも所属するようになった。
北京・青島・ソウルの各地では、経済力のある綏化朝鮮族の会社経営者たちが主体とな
って同郷会を結成し、同郷人たちの親睦と結束力を高めてきた。このように、移住地にお
ける全体の朝鮮族コミュニティの形成・発展には、朝鮮族企業家協会等団体が主軸となり、
現地における朝鮮民族の結束力を高め、民族経済の発展、民族文化の伝承等の面で大きく
貢献している。
最近の動きとしては、移住先で住居を購入して定着が進む中、居住地を中心として新た
な「民族村」－すなわち、空間的にも情緒的にも故郷の時と同じような社会関係が都市部
においても形成されつつあり、助け合いの伝統を受け継いでいる。
2－3－2

韓国

在韓朝鮮族の場合、90 年代までは不法滞在の身分であった特殊性から、普段のつきあい
は身内のみの人間関係に限られていたが、滞在資格の合法化が進んだ 2000 年代後半から
は在韓朝鮮族を対象とした団体が次々と結成されるようになった。
国内都市部と同じく、韓国においても在韓朝鮮族団体が主軸となり、在韓朝鮮族に関す
る、あるいは韓国地域社会のためのイベントを活発に行っており、朝鮮族コミュニティを
活性化するだけでなく、朝鮮族社会と韓国社会をつなぐ 架け橋としての役割も果たしてい
る。
韓国においても、綏化朝鮮族の動きをみると、同郷者たちのつながりが非常につよい。
中高年層の場合、同級生あるいは同郷者、それも同じ集落出身のほうがより強いきずなを
持っており、同郷人の冠婚葬祭、お正月・秋夕など大事な時期には同郷会を開いて親睦を
図っている。青年層(30 代～40 代)の場合、同じ集落ではなく、より広い同じ綏化地区出身
者による組織がつくられ、リーダーシップをとっているのは経済力のある会社経営者であ
り、彼らは親睦のみならず、後輩たちのビジネス活 動へのサポートも行っている。
青年層の場合、一部は上述の在韓朝鮮族団体にも所属し、数千人の会員をもつ朝鮮族団
体の団体長など役員として活躍している者もいる。彼らは、自分のみならず、優秀な同郷
人・同級生を団体に受け入れ、綏化出身者たちの在韓朝鮮族社会への進出と活躍を援助・
サポートし、綏化出身者たちの社会的地位を高めるのにも貢献している。
2－4

移住者の生活の質と満足度

20 年以上の移住生活を通じて、朝鮮族は幸せになったのだろうか。これを一言でまとめ
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ることはできない。しかし一つ言えるのは、朝鮮族の移住については肯定的であることが
「多数派の語り」である。
移住しないで、故郷を守りながら暮らしてきたならば、民族居住地・民族教育 がそのま
ま守られ、移動による東北朝鮮族社会の諸問題も起きていなかっただろう。その反面、今
日のような著しい発展もなかったに違いない。
改革開放以降、特に 90 年代の朝鮮族移住第 1 世代は、朝鮮族社会の新たな道を開拓し
た先駆者たちである。移住地への進出から定着までは決して平坦な道ばかりではなかった。
それにともなう一定の犠牲もともなった。家庭レベルでみると、家族のより良い生活を求
め、特に自由に行き来することのできなかった韓国への移動には、家族と長期間分散しな
ければならない代価を払わなければならなかった。家族分散の長期化に伴い、それは社会
問題へと進展し、例えば離婚率の上昇、親が出稼ぎで子ども留守の家庭の増加、親不在家
庭の青少年犯罪率の上昇などが挙げられる。
その一方で、朝鮮族たちは新たな土地で自分の道を切り開き、各自のキャリアを積んで
きた。移動を通じて、朝鮮族の都市人口比率は 2 割以上上昇し、経済活動も活性化し、著
しい経済成長にともなう生活の豊かさをもたらした。
アンケート調査の結果からわかるように、朝鮮族は、移住地における適応能力が強かっ
た。時代の変化に敏感に反応しながら、柔軟に社会の変化や環境の変化に適応できる特性
を生かし、今日の社会発展の最先端に立つことができるようになったのである。
しかし、個別的にみると、その中には、本人の努力と同時に良いチャンスに恵まれ、経
済的に、社会的に成功した者もいれば、それとは反対に、失敗を重ね没落した者もいるな
ど、同郷人及び同齢者の中でも格差が生じるようになったのも事実である。職業・職種や
経済状況により、社会的地位にも変化が起きており、人的ネットワーク・活動範囲なども
変わりつつあった。
現在の動向からみると、朝鮮族は「身内(同郷人・同級生・同じ朝鮮族等)」意識が非常
に強く、それは個人の人的ネットワーク、朝鮮族コミュニティの形成にみる特徴から確認
できる。それは朝鮮族社会の結束力を高めるのに非常に有利である。その 反面、
「身内」以
外とのつながりを疎外してしまう可能性がつよくなる一面もある。今日、朝鮮族社会もグ
ローバル化が進み、普段の生活や仕事の面でも、異民族や外国人たちと頻繁な交流を必要
とする時代であり、身内のみのつながりを主張するより、より広い視野をもち、国際人と
してのマインドを育てていく必要もあるだろう。
社会は絶えず変化し続け、時代に合わせて発展をしていかなければ、朝鮮族社会や民族
の発展を論じることができない。発展していくためにはいくつかの試練を経験するなどい
くつかの負の影響もともに生じることになるが、それもより良い社会、より良い民族の将
来へ進むひとつの過程であり、朝鮮族社会は、移動を通じて確実に発展の道へと前進して
いるに違いないと筆者は考えている。
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3.綏化朝鮮族の将来の展望
3－1

綏化朝鮮族の民族郷(村)

人口の大量流出により、朝鮮族居住地は大きな衝撃を受けており、その影響は今なお続
いている。
しかし、現状に甘んずることなく、綏化の朝鮮族郷(村)でも民族村ならではの特性を生
かして、様々な取り組みが行われていた。役場の幹部たちのリードの下に、農民たちの土
地の共同管理あるいは水田の大規模経営からはじめ、集中村建設、民俗村の建設や民族文
化産業の開発など創意工夫が行われていた。
現在、国内都市部への移住者はほぼ現地に定着している。一方、韓国への出稼ぎ移動者
は一時的な移動であり、いずれは帰国しなければならない。その中で、特に中老年層の場
合、帰国後、一部は子どもたちの住む国内都市部に定着する可能性があるが、経済的な面、
言葉や習慣など文化的な面から国内都市部より、住み慣れた故郷を選択する可能性が大き
い。そのような帰国者たちの故郷での定着を促すために、民族郷 (村)では、便利な生活施
設やきれいな生活環境などが整った集中村建設が行われ、実際に帰国者の中では今も帰郷
して暮らしている者が一定数を占めている。
もう一つは、民族村の特色を生かした産業が発展していくと予測される。例えば、農村
居住者たちが野菜を栽培し、各種キムチ・餅・味噌等をつくり、それをネット販売してい
る者がいる。今後は、そのように朝鮮族農村でしかできない産業が徐々に発展し、規模化
して行き、農村人口の生業と収入につながっていくと予測される。
農村部の朝鮮族たちが伝統的な民族料理・食品を生産し、都市部に住む朝鮮族人口は最
大の顧客層となり、民族の食文化を継続していくことは、民族の食文化の伝承の側面から
も貢献していくことにつながるだろう。
3－2

民族的アイデンティティと民族教育

綏化市の朝鮮族農村のように、朝鮮族のみの集落で他民族との交流が少なかった閉鎖的
な環境の中で生活してきた人たちは、移住地においてはじめて異民族、外国人たちと接触
するなかで、さまざまな問題や壁にぶつかりやすく、アイデンティティの揺らぎを経験す
る者が多い。移住地における個人の経歴や環境、価値観等の変化により、民族的アイデン
ティティが強まったり、弱まったりし、表に出したり、隠したりもするといった異なった
対応をいくつかの事例の中で見てきた。
しかし、アンケート調査やインタビュー調査のなかで自分の民族性を完全に否定する者
はほとんどいず、おおむね自分が朝鮮族であることを誇り高くおもっていた。
一方、朝鮮族の民族教育は、移動により大きな打撃を受けている。東北地区の多くの朝
鮮族学校が閉校し、東北以外の国内都市部においては私立学校によって民族教育が一部実
施されている。客観的要因のうえ、保護者の自主選択により、大多数の朝鮮族の子どもた
235

ちは漢族学校に通っているのが現状である。
民族的アイデンティティ形成の重要な教育場所となる民族学校の縮小、漢族学校に通う
子どもの急増は、これから民族言語・教育・文化を伝承いていく のが難しくなってくる状
況であると言えよう。このまま傍観していくと、世代を交替していくにつれ、民族的アイ
デンティティはさらに弱まっていき、民族意識が完全に消失してしまう可能性さえもゼロ
ではない。
そのような状況を改善しようと、国内都市部及び韓国でも、朝鮮族教師協会・朝鮮族女
性協会等朝鮮族団体の主導の下に、週末学校の開設や文化活動を活発に展開し、それらの
活動を通じて朝鮮族アイデンティティを維持し、民族教育を積極的に取り 組んでいる。
それらの活動だけで次世代の教育、民族的アイデンティティを維持させていくには限界
があるが、小さな力が集まって大きな力を発揮するように、地域ごとの小規模の取り組み
から全国、韓国等国外へと広がり、互いに連携して民族的アイデンティティの維持及び民
族の結束力を高めるには大きな力を発揮できると思われる。
もう一つは、現在、数万人の朝鮮族学齢期児童・青少年が韓国に居住しており、多くは
韓国で学校教育を受けている。これは、全体の朝鮮族の学齢期児童の中でも大きな割合を
占めている。中には、出稼ぎ労働者の子女も含まれており、一部は、将来中国に戻る可能
性が大きい。
そのような状況を念頭にし、韓国では朝鮮族週末学校が開設され、そこでは中韓 2 言語
教育及び両国の文化を同時に教えている。その目的は、言語と文化を教えるだけでなく、
その中で中国の朝鮮族である意識を高め、将来帰国した時によりよく中国社会に適応でき
りょうによう、サポートする目的もある。
移動により国内においては民族教育が縮小され、漢族に同化してしまうのではないかと
いう状況の中で、誇り高い民族として、学校教育でできない分、家庭教育や朝鮮族団体の
活動を通じて民族的アイデンティティを維持しようと努めると思われる。そして、その中
には故国である韓国との頻繁な交流、韓国に居住する朝鮮族の存在も大きく、民族言語・
文字、文化の発展及び民族的アイデンティティの維持に大きな役割を果たしていくと思わ
れる。
3－3

オンライン型ネットワーク

インターネットの普及と発達により、今は地域に限定されず、オンライン型ネットワー
クが地球規模へと広がるようになった。
現在、綏化出身者たちの居住地も国内外へと広範囲に拡散しており、同郷人・同級生等
強い紐帯により結ばれた人的関係は、地域を超え、国境を跨っているにもかかわらず、オ
ンラインでの交流を通じて同郷意識を強め、オフラインでは同地域に住む同郷者たちが助
け合い、その絆を維持している。
その反面、全朝鮮族を対象とするオンラインネットワークによるコミュニティは、比較
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的に紐帯が弱く、絆が切れやすい弱みはあるものの、その人的資源は膨大であり、同じ民
族であるという共同意識から人脈づくり、ビジネス展開などに有効に機能し、全世界の朝
鮮族をつなぐもう一つのコミュニティとして機能していくに間違いないだろう。
今日、ヒト・モノ・情報の交流は国境を跨って地球規模へと広がりつつある。 そこで、
今後はオンライン型ネットワークがより大きな役割を果たしていくことが予想される。

4.今後の課題
本研究では黒龍江省綏化市の朝鮮族を研究対象にしたが、綏化市で見られたような朝鮮
族の動きが、他の地域の朝鮮族においてどのような状態なのか、十分に検討できなかった。
とくに朝鮮族が最も集中している吉林省延辺地区では、既往研究も多いが、最近の動向が
どうなっているかを研究の材料にすることも興味深いと思われる。
また本研究では、首都圏・山東半島及び韓国の綏化朝鮮族を対象にしたが、そのほか、
上海など長江デルタ、広州など珠江デルタ等地域にも多くの綏化朝鮮族等朝鮮族居住地が
形成されており、今後は、調査対象地の研究範囲をさらに広げて研究を進めていきたい。
さらに中国には朝鮮族以外にも多くの少数民族がおり、それぞれ条件は異なるが、新し
い社会の変動の中に投げ込まれている。朝鮮族とは異なる民族の特性がどのようにあらわ
れているのかも、中国の民族社会を研究するうえで重要なテーマである。機会があれば研
究の幅を広げていきたい。
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김강일(金强一) 編 2001 『중국 조선족사회의 문화우세와 발전전략(中国朝鮮族社会の
文化優勢と発展戦略)』 延边人民出版社
김성호(金成镐) 2006 『동만항일혁명투쟁 특수성 연구―1930 년대「민생단사건」을
중심으로(東満 の 抗日闘争 の 特殊性研究―1930 年代延辺「民生団事件」 を 中心 に 』
黑龙江朝鲜民族出版社
김종국(金钟国) 1999 『세기교체의 시각에서 본 중국조선족(世紀交替の視点からみた
中国朝鮮族)』 延边人民出版社
김춘선(金春善)主编 2010 『중국조선족 통사<하> (中国朝鮮族通史<下>)』延辺人民出
版社
류춘욱・김병호

2007 「조선족 사회문제의 현 실태에 대한 사고(朝鮮族社会問題の

現実態 に 関 す る 研究)」김병호 ・ 류춘욱 编著

『중국 조선족 인구문제와 그

대책(中国朝鮮族人口問題とその対策)』 民族出版社
류충걸 ・ 김석주 ・ 김화(刘忠杰 ・ 金石柱 ・ 金华)

2008

『흑룡강성 조선족인구와

경제(黒龍江省朝鮮族人口と経済)』延辺人民出版社
박광성(朴光星) 2012 「

국가, 민족, 시장, 계층의 교차적 시각에서 본 조선족

도시공동체-서울과 청도의 조선족 도시공동체 비교연구 (国家、民族、市場、階層の
多角的視点から見た朝鮮族都市共同体―ソウルと青島の朝鮮族都市共同体比較研究)」
『2012 재중한인 디아스포라연구 국제학술대회(북경)』

pp.29-49

(主催：동덕여대한중미래연구소 중앙민족대학 조선 한국학연구소 서울대국제대학원
국제학연구소 開催日:2012 年 8 月 13 日-14 日)
손춘일(孙春日) 2001 『해방전 동북조선족 토지관계사 연구 (解放以前の東北朝鮮族の
土地関係史研究)』 (上/下)

吉林人民出版社/延边教育出版社

손춘일(孙春日) 2002 『중국조선족사회문화발전사(中国朝鲜族社会文化发展史)』
延边教育出版社
정길영(郑吉泳)

1997 『흥화 50 년（興和 50 年）＜1934-1984＞』(私家版)

정신철(郑信哲) 1999 『중국 조선족사회의 변천과 전망(中国朝鮮族社会の変遷と展望)』
辽宁民族出版社
중국조선족력사발자취」편집위원회(「中国朝鲜族历史足迹」编辑委员会)1991『중국조선
족력사발자취총서(中国朝鮮族歴史足跡業書)』결전(决战) (4)
중국조선족청년학회(中国朝鲜族青年学会)編 1992『중국조선족이민실록(中国朝鮮族移民
実録)』延辺人民出版社
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황룡국（黄龙国）主编 1988 『조선족혁명투쟁사（朝鮮族革命闘争史）』 辽宁民族出版社
황유복（黄有福）

1993

「중국

조선족이민사의

연구(中国朝鮮族移民史

の

研究)」」『조선학』 중앙민족학원 조선학연구소
황유복（黄有福） 2002『중국 조선족사회와 문화의 재조명(中国朝鮮族社会 と 文化 の
再照明)』辽宁民族出版社
● 韓国文献
강순화(姜淳和) 2006 「중국 조선족공동체의 진로(中国朝鮮族共同体の進路)」全南大学
特別講義
강위원 2016 『오늘의 조선족(今日の朝鮮族):1990-2015』 민속원
곽승지 2008 『동북아시아 시대의 연변과 조선족(東北 ア ジ ア 時代 の 延辺 と 朝鮮族)』
아이필드
곽재석 2011「재외동포의

이주현황

및

향후

정책방향

결과

보고서(在外同胞 の

移住現況及 び 今後政策方向結果報告書)」『재외동포의 이주현황 및 향후 정책방향
(在外同胞の移住現況及び今後の政策方向)』법무부 출입국・외국인정책본부
1992 『통계로

국민경제교육연구소(国民経済教育研究所)

보는

한국경제의

어제와

오늘(統計でみる韓国経済の昨日と今日)』
권태환 2006 『중국 조선족사회의 변화-1990 년대 이후를 중심으로(中国朝鮮族社会の
変化―1990 年代以降を中心に)』서울대학교출판부
김예경 2006 「중국 조선족 연구의 한・중 비교：연구기관, 연구자 및 연구경향을
중심으로

(中国朝鮮族研究 の 韓 ・ 中比較：研究機関、研究者及 び 研究傾向 を 中心

に)」『동아연구』 第 50 集 pp.303-343
김우경 2015「재한 중국동포단체 연구－『중국 동포타운신문』 기사를 중심으로 (在韓
中国同胞団体研究－『中国同胞タウン新聞』記事を中心に)」韓国外国語大学大学院 修
士論文
김춘선(金春善) 2012 「중국조선족 이주사 연구동향－중국조선족사학회 연구를
중심으로(中国朝鮮族移住史研究動向－中国朝鮮族史学会研究を中心に)」『제 93 회
중국학연구회 정기학술발표회자료집』pp.205-216
농민생활사편집실 편(農民生活社編集室 編) 1939 「조선농민으로 만주국에 살녀가려면
알아야 할 것(朝鮮農民が満洲国へ移住するのに知っておくべきこと)」 『農民生活』
第 11 巻 第 6 号(通巻 115 号) pp.36-39
동북아공동체연구회 2010 『조선족의 정체성과 향후 역할에 관한 연구(朝鮮族アイデン
ティティと今後の役割に関する研究)』경제.이문사회연구회
박경용・이채문・여필순・이현철

2014

『중국 신흥정착지 칭다오 조선족 구술사(中国

の新興定着地の朝鮮族口述史)』경북대학교 SSK 다문화와 디아스포라연구단
박경휘 1994

『중국 조선족의 의식주 생활풍습(中国朝鮮族 の 衣食住 の 生活風習)』

집문당
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박광성(朴光星)

2011 「세계화 시대 조선족을 이해할 수 있는 핵심적 키워드들(グロー

バル時代の朝鮮族を理解可能な核心的キーワード)」 『미드리』 제 6 호 pp.72-83
2011 「한국의

박우(朴佑)

‘재한조선족’연구

(韓国

현황

に

お

け

‘在韓朝鮮族’研究現況)」 『재외한인연구 』 在外韓人学会 第 25 号 pp.207-228
박우 2013.06 「재한조선족 노동자의 희망체류기간

결정요인

분석

(在韓朝鮮族労働者 の 希望滞留期間 の 決定要因 に つ い て の 分析) 」『재외한인연구』
통권 제 30 호 pp.165-185
박우

2015.10

「조선족사회의

분화에

관한

연구(朝鮮族社会 の 分化 に 関 す る

研究)」『재외한인연구(在外韓人研究)』第 37 号
방미화

2013 년 여름「재한 조선족의 실천전략별 귀속의식과 정체성(在韓朝鮮族 の

実践戦略別の帰属意識とアイデンティティ)」 『사화와 역사』 통권 98 호 pp.227-257
2013 『중국 조선족 청년의 이주와 노동시장

배규식・조성재・이규용・방미화・안명철

진출 연구 (中国朝鮮族青年 の 移住 と 労働市場 へ の 進出 に つ い て の 研究)』
대외경제정책연구원
양옥금(梁玉今) 2001.12「연변 조선족

사회문제

인구감소

현황

및

그

과제

(延辺朝鮮族の社会問題、人口減少の現況およびその課題)」『교포정책자료』 제 62 집
pp.87-94
유소빈 2012「재한 중국조선족의 독립정체성의 형성과 그에 관한 고찰(在韓中国朝鮮族
の独立的アイデンティティの形成とそれに関する考察)」『한중청년논총』 제 2 집
pp.79-95
윤인진

2004 『코리안 디아스포라-재외한인 이주, 적응, 정체성(コリアンディアスポ

ラ―在外韓人の移住、適応、アイデンティティ)』 고려대학교출판부 pp.49-55
이광규 2002 『격동기의 중국 조선족(激動期の中国朝鮮族)』 백산서당
이성일(李成日) 2011 「한국에서 본 조선족 연구의 현황과 과제 (韓国 か ら み た
朝鮮族研究

の

現況

と

課題)」 朝鮮族研究学会

2011

年度全国学術大会

第 4 回在日本中国朝鮮族国際 シ ン ポ ジ ウ ム 『日中韓協力時代 の コ リ ア ン 』資料集
pp.76-83
이성일(李成日)

2014

「조선족연구의

『국제지역학논총)』 第 7 巻 第 1 号

현황과

과제(朝鮮族研究 の 現況 と 課題)」

pp.89-112

이승률 2008 『동북아시대와 조선족(東北亜時代と朝鮮族)』 박영사
이정기 ・ 강영미 2014.06「재한 조선족 디아스포라의 종교활동에 대한 사회공간적
분석(在韓朝鮮族 デ ィ ア ス ポ ラ の 宗教活動 に つ い て の 社会空間的分析)」『디아스포라
연구』 제 9 권 제 1 호 제 17 집
이진영

・

박우

2009.06「재한

pp.7-38
중국조선족

노동자집단의

형성과정에

관한

연구(在韓中国朝鮮族 の 労働者集団 の 形成過程 に 関 す る 研究)」 『한국동북아논총』
제 14 권 제 2 호 통권 51 집 pp.99-119
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이진영(李振翎) 2010「중국 동북지역의 소수민족 문제와 조선족― 중국 출판물을
중심으로(中国東北地域 の 少数民族問題 と 朝鮮族―中国出版物 を 中心 に )」이동진
외『중국 동북 연구― 방법과 동향(中国東北研究―方法 と 動向)』

東北亜歴史財団

pp.320-371
이훈구(李勳求) 1932 『만주와 조선인 (満洲と朝鮮人)』京城：平壌崇實専門学校経済研
究室
임영상(林永尚) 2014 「심양서탑 코리아타운의 변화와 민족문화축제(瀋陽西塔コリアタウ
ンの変化と民族文化祝祭)」 『중국학연구(中国学研究)』 제 70 집 중국학연구회
임영상 2015『동북의 조선족사회와 조선족문화관(東北の朝鮮族社会と朝鮮族文化会館)』
신서원
재외동포재단 편 2014 『중국 동북 3 성 조선족마을 현황연구(中国東北三省の朝鮮族村
の現況研究)』 재외동포재단
전인영 ・ 김왕식

1996

『중국 조선족의 정치사회화 과정과 동화적 국민통합의

방향(中国朝鮮族の政治社会化過程と同化的国民統合の方向)』 집문당
정희숙・안상경 2015.07「청도, 북경, 상해의 코리아타운 축제(青島、北京、上海のコ
リアタウン祝祭)」『한민족공동체(韓民族共同体)』

글사랑닷컴 제 23 호 pp.11-31

정신철 2000『중국조선족－그들의 미래는 (中国朝鮮族－彼らの未来は…)』신인간사
정현욱 1999「 조선족 귀화여성 연구: 유입 배경, 수용 환경 및 부적응에 관한 고찰
(朝鮮族帰化女性研究：流入背景、受容及び不適応に関する考察)」 한국정치학회『정치
정보연구』제 2 권 제 3 호
조이현

2014

『중국

조선족

기업과의

협력을

통한

중국시장

현지화

방안(中国朝鮮族企業との協力を通じた中国市場現地化方案)』 중소기업연구원
최덕경

2001.05「재한

중국

조선족의

생활

행태

및

삶의

질에

관한

연구

(在韓中国朝鮮族の生活実態及び生活の質に関する研究)」『한국가족자원경영학회지』
제 5 권 제 1 호 pp.1-13
최봉룡(崔峰龍) 2006 「중국동북지역조선족의

이주사:

그

시대적

배경과

경위를

중심으로(中国東北地域朝鮮族の移住史：その時代的背景と経緯を中心に)『한민족연구』
第 1 号 pp.125－149
최우길 2011「국내
(国内中国朝鮮族研究

중국조선족
の

연구의

傾向推移分析

경향추이
と

분석과

향후

課題)」『재외한인연구의

과제
동향과

과제(在外韓人研究の動向と課題)』 북코리아 pp.114-174
한상복・권태환 1993 『중국

연변의

조선족(中国延辺 の 朝鮮族)』서울대학교출판부

pp.25-29
한석정 ・ 노기식 2008 『만주

동아시아

융합의

공간(満洲東アジア融合の空間)

』

소명출판
황해영 ・ 천지아 2016.03「재한 중국동포의 민족정체성의 변화과정에 대한 연구
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(在韓中国同胞の 民族的ア イデ ンテ ィテ ィの 変化過程 に関 する 研究)」『예술인문사회
융합 멀티미디어 논문지』pp.403-411
● 日本語文献
浅田喬二 1997 「拓務省の満洲農業移民計画(試験移民期）」 駒澤大学 編 『駒澤大学経
済学部研究紀要』32(3) pp.87-155
石田祐 2008 「ソーシャル・キャピタルとコミュニティ」 稲葉陽二 編 2008 『ソーシャ
ル・キャピタルの潜在力』日本評論社 pp.81-99
稲葉陽二 2005 「ソーシャル・キャピタルの経済的含意－心の外部性とどう向き合うか」
『計画行政』日本計画行政学会 第 28 巻 4 号 pp.17-22
稲葉陽二 2007 『ソーシャル・キャピタル―「信頼のきずな」で解く現代経済・社会の諸
課題』 生産性出版
稲葉陽二 編 2008 『ソーシャル・キャピタルの潜在力』日本評論社
宇垣一成 1970 『宇垣一成日記』(2）みすず書房
永丘智太郎 1938 『極東の計画と民族』第一出版社
エドワード・テハン・チャン 「中国東北部(満州)への朝鮮人移住 1869～1945－日本の植
民地支配への抵抗」柏崎千佳子訳 2007『ディアスポラとしてのコリアン : 北米・東ア
ジア・中央アジア』新幹社

pp.320-344

「延辺朝鮮族自治州概況」執筆班 著 (大村益夫 訳)

1987

『中国の朝鮮族 : 延辺朝

鮮族自治州概況』むくげの会
大久保孝治 2009 『社会調査のリテラシー6 ライフストーリー分析―質的調査入門』 学
文社
岡部牧夫 編著

1992 『満洲移民関係資料集成』第 32 巻；第 34 巻 不二出版社

加藤新吉 1937 『濱北線及背後地経済事情』 満鉄鉄道総局
河原春作 1940 『現代支那満洲教育資料』 培風館
韓景旭

2001

『韓国・朝鮮系中国人=朝鮮族』中国書店

姜尚中 他 2002 『アイデンティティ』岩波書店
韓美蘭 2010 「中国における労働力送り出し地域の民族別移動とその決定要因:吉林省の
漢族と少数民族の場合」
『アジア研究』56(3) pp.30-44
韓美蘭・許燕華

2012 「国際労働力移動とそれに伴う送金に関する一考察 : 中国吉林省

の事例から」
『経済学論究』第 65 巻第 4 号

pp.121-144

金成子 2007 「少数民族の集住地域から大都市へ--中国朝鮮族の首都圏への移動を中心に」
『アジア社会文化研究』第 8 号 pp.110-126
金成子 2010 「中国都市部における民族教育に関する一考察--北京に住む朝鮮族を事例と
して」
『アジア社会文化研究』第 11 号

pp.37-57

姜在彦 1993 『満州の朝鮮人パルチザン : 1930 年代の東満・南満を中心として』青木書
店
245

許燕華 2011.12 「中国朝鮮族トランスナショナルな移動生活：在韓出稼ぎ女性のライフ
ヒストリーから」
『京都社会年報』第 19 号

pp．39-59

許燕華 2015.06 「移民送出後の農村における社会変容過程 : 延辺の中国朝鮮族を事例
に」ソシオロジ編集委員会 編『ソシオロジ 』 第 60 巻 第 1 号 pp.23-41
許燕華 2015.05 「移動する中国朝鮮族 : 移動パターンの視点から」『21 世紀東アジア社
会学』第 7 号 pp.100-116
金銀実 2013 「急激な社会変動に翻弄される中国朝鮮族 : 韓国出稼ぎ経験のある農民夫
婦からの聞き取り」
『日本アジア研究 : 埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀
要』第 10 巻

pp.157-172

近現代資料刊行会 編 1999 『戦前・戦中期アジア研究資料１ 植民地社会事業関係資料
集 朝鮮編(24)-社会事業政策「防貧事業と経済保護事業」-移住と施設３』近現代資料刊
行会
金仙花 2008.03 「中国朝鮮族の法的地位について」人間社会環境研究紀要委員会編『人間
社会環境研究』第 15 号 pp.199-206
金虎範,上野和彦

2010 「中国・朝鮮族農村の変容--延辺朝鮮族自治州龍井市大馬村松林

洞を事例に」
『東京学芸大学紀要. 人文社会科学系(2)』第 60 巻
金明姫・浅野慎一 2012.09

2009.01 pp.47～58；

「韓国における中国朝鮮族の生活と社会意識」
『神戸大学大学

院人間発達環境学研究科研究紀要』6(1) pp.53-62
金雪 2009 「メディア利用とアイデンティティとの関係--中国朝鮮族の事例を中心に」慶
應義塾大学大学院法学研究科内「法学政治学論究」刊行会 編『法学政治学論究 : 法律・
政治・社会』第 83 号

pp.107-134

権香淑 2011 「日本における朝鮮族研究の現況と今後の課題)」朝鮮族研究学会 2011 年度
全国学術大会 第 4 回在日本中国朝鮮族国際シンポジウム 『日中韓協力時代のコリア
ン』資料集 pp.84～85
権香淑 2011 『移動する朝鮮族―エスニック・マイノリティの自己統治』彩流社
権香淑 2014.01 「中国朝鮮族の再移動と家族分散 : 生活戦略としての国籍・戸籍取得に
着目して」朝鮮史研究会 編『朝鮮史研究会論文集』第 52 号 pp.99-126
権香淑 2015.01 「中国朝鮮族の移動する文化とコミュニティ : 跨境的生活に埋め込ま
れた親族ネットワーク」
『韓国朝鮮の文化と社会』第 14 号

pp.107-138

工藤保則・寺岡伸悟・宮垣元 編 2010 『質的調査の方法：都市・文化・メディアの感じ
方』法律文化社
呉泰成 2013.12 「中国同胞から『朝鮮族』へ : 1970 年代半ばから 1990 年代までの朝鮮
族の韓国への移住過程を中心に」朝鮮族研究学会編集委員会 編『朝鮮族研究学会誌』第
3 巻 pp.18-33
坂本佳鶴恵 2005 『アイデンティティの権力：差別を語る主体は成立するか』 新曜社
桜井厚 2012 『ライフストーリー論』弘文堂
246

櫻井龍彦 編 2004 『東北アジア朝鮮民族の多角的研究』ユニテ
佐々木衡 編 2007 『越境する移動とコミュニティの再構築』東方書店
鄭雅英 2004.02 「北東アジア新時代の中国朝鮮族--歴史と展望」北陸環日本海経済交流
促進協議会 編『AJEC report』第 34 巻

pp.37-45

鄭雅英 2008.02 「韓国の在外同胞移住労働者--中国朝鮮族労働者の受け入れ過程と現状
分析」
『立命館国際地域研究』第 26 号

pp.77-96

宣元錫 2009.11 「動き出した韓国の移民政策」
『世界』 第 797 号 pp.239-250
高崎宗司

1996 「中国朝鮮族 : 歴史・生活・文化・民族教育」明石書店

高見成 編 1941 『鮮満拓殖株式会社、満鮮拓殖株式会社五年史』 満鮮拓殖株式会社
滝沢秀樹 2008 『朝鮮民族の近代国家形成史序説 : 中国東北と南北朝鮮』御茶の水書房
朝鮮総督官房文書課長 1936 『調査月報』朝鮮総督府 昭和 11 年 3 月 第 7 巻 第 2 号
朝鮮総督府 編 1991-1992 『朝鮮総督府施政年報』クレス出版
趙貴花 2012 「高学歴中国朝鮮族の移動 : 先を見つめる子育てとハイブリッド・アイデ
ンティティ」
『アジア太平洋研究』 第 37 号
鶴見雪嶺

pp.47-63

1997 『中国朝鮮族の研究』関西大学出版部

鄭菊花 2012.07 「延辺朝鮮族自治州における労働力移動の原因 : 1994 年を中心として」
『佐賀大学経済論集』45(2) pp.95-109
鄭菊花 2014.01 「労働者送金の地域経済への影響 : 延辺朝鮮族自治州を事例として」
『佐賀大学経済論集』第 46 巻 5 号 pp.47-69
東亜勧業株式会社 1934 『河東、営口、鉄嶺、綏化農村建設の経過並に現状』
時津倫子 2000 「
‘中国残留婦人’の生活世界」 蘭信三 編 『「中国帰国者」の生活世
界』 行路社
中野卓・桜井厚 編 1995
花井美和

『ライフヒストリーの社会学』弘文堂

2011 「中国朝鮮族の人口移動と教育--1990 年以後の延辺朝鮮族自治州を中心

として」
『早稲田社会科学総合研究』早稲田大学社会科学学会
文銀実 2009

「中国東北地域における人口移動にともなう朝鮮族社会の変貌--黒龍江省

朝鮮族の農村から沿海都市への出稼ぎをめぐって」
「研究報告」編集委員会 編『旅の文化
研究所研究報告』第 17 号 pp.31-46
文銀実 2010 「中国朝鮮族の韓国出稼ぎ移動にともなう韓国在外同胞政策の変遷」
『クク
ロス：国際コミュニケーション』第 7 号 pp.111-125
マーク・S・グラノヴェター（大岡栄美訳）

マーク・S・グラノヴェター（大岡栄

美訳）2008「弱い紐帯の強さ」野沢慎司 編『リーディングスネットワーク論―家族・コ
ミュニティ・社会関係資本―』勁草書房
松田素二 1995 「人類における個人、自己、人生」 米山俊直 編 『現代人類学を学ぶ
人のために』世界思想社 pp.186-204
松葉秀文

1936 「朝鮮人安全農村の経営管理と福祉増進施設」『調査月報』 朝鮮総督府
247

7(2) pp.23-30
松村高夫

1970 「日本帝国主義下における‘満洲’への朝鮮人移動について」慶応義塾経

済学会 編 『三田学会雑誌』63(6) pp.61-87
宮島美花

2011.09

「中国朝鮮族の国境を跨いだ生活--問題意識および調査方法(社会調

査における生活史の聞き取り調査)」
『香川大学経済論叢』84(2) pp.169-193
宮島美花

2013 「中国朝鮮族の移動と韓国の社会保障」『香川大学経済学部研究年報』

第 53 号
宮島美花

pp.73-100
2014 「中国朝鮮族の移動と中国の社会保障 : 戸籍制度と『単位』制度から」

北東アジア学会編集委員会 編『北東アジア地域研究』第 20 号
山田昭次
尹秀一

pp.65-86

1978 『近代民衆の記録－満洲移民』新人物往来社
2010

「中国における海外出稼ぎにともなう留守子女の問題--延辺朝鮮族自治州

を中心に」
『創価大学別科紀要』第 20 号 pp.15-31
李海燕 2016 「中国黒龍江省 M 市朝鮮族へのインタビュー記録 : 1940～1970 年代を中心
に」
『東京理科大学紀要. 教養篇』第 48 号
李華

pp.213-236

2015 「老親扶養にみる中国朝鮮族家族の現在 : 国外移住に伴う変化を中心に」

東北大学東北アジア研究センター 編『東北アジア研究』第 19 号 pp.1-25
李向日 2008.12 「図們江地域開発における中国延辺朝鮮族自治州の変化と課題」横浜市
立大学大学院国際文化研究紀要編集委員会 編『国際文化研究紀要』第 15 号 pp.141-161
李向日 2009.12 「改革開放政策と中国朝鮮族社会の変容」 横浜市立大学大学院国際文化
研究紀要編集委員会 編『国際文化研究紀要』第 16 号 pp.1-23
李向日 2010.12 「中国朝鮮族の韓国ドリームとその意識変化」横浜市立大学大学院国際
文化研究紀要編集委員会 編『国際文化研究紀要』第 17 号
李明月 2011

pp.165-185

「中国朝鮮族の人口移動及び社会変容 -営口地区朝鮮族の事例を通じて」

『ククロス：国際コミュニケーション』第 8 号 pp.41-55
林梅

2012.01 「国境を越えた労働移動に伴う村落における「留守」システム : 中国東

北地域の朝鮮族村を事例に」
『日中社会学研究』 第 19 号
林梅

pp.88-107

2013.12 「労働移動の『女性化』村落権力構造の変化 : 中国吉林省朝鮮族自治州

の X 鎮を事例に」
『日中社会学研究』第 21 号 pp.55-65
林博史・殷燕軍・田中史生 他

2008.03

「中国東北地域における朝鮮族の実態に関す

る調査報告」関東学院大学経済経営研究所 編『関東学院大学経済経営研究所年報』第 30
巻 pp.91-102
呂昭河・晏月平・徐暁勇 2014.09 「人口センサスに基づく中国の少数民族の比較研究」
『東アジアへの視点』 pp.25-36

248

※ 「先行研究」で参考にした博士論文一覧2
中国：満洲国時期における朝鮮人移民に関する博士論文(一部)
高承龙 2011「伪满洲国民族政策研究」 东北师范大学
姜龙范 1999「近代中朝日三国对间岛朝鲜人的政策研究」 延边大学
罗仁洙 2015「日本殖民地时期伪满洲国和朝鲜学校教育制度比较研究」 河北大学
朴今海 2007「日本对东北朝鲜人的殖民主义教育政策研究」 延边大学
辛圣凤 2013「朝鲜人的满洲移民史研究」 延边大学
衣保中 2002「近代朝鲜移民与东北地区水田开发史研究」 南京农业大学
郑光日 2010「日伪时期东北朝鲜族“集团部落”研究」 延边大学
韓国で発表した朝鮮族歴史に関する博士論文(一部)
김성호(金成鎬) 1998 「1930 년대 연변 민생단 사건

연구(1930 年代延辺民生団事件

研究)」仁荷大学大学院
손춘일(孫春日) 1998 「일제의 재만한인에 대한 토지정책 연구: 만주국시기를 중심으로
(日帝の在満韓人に対する土地政策研究)」 韓国精神文化研究院
김춘선(金春善) 1999「‘북간도’지역 한인사회의 형성 연구(「北間島」地域韓人社会の
形成研究)」国民大学大学院
日本：中国朝鮮族の歴史に関する博士論文(一部)
金美花 2005「中国東北延辺地区の農村社会と朝鮮人の教育 : 吉林省延吉県楊城村の事例
を中心として(1930-1949)」一橋大学
許寿童 2006「中国東北部における朝鮮人教育の研究 1906～1920 : 間島における朝鮮人中
等教育と日中の政策を中心に」一橋大学
許春花 2007 「
『満州事変』以前の間島における朝鮮人の国籍問題の展開」一橋大学
金正淑 2002 「中国朝鮮族のエスニック・アイデンティティの形成と変容－朝鮮人から朝
鮮族へ」金城学院大学
金哲 2004 「東満における土地改革と中国共産党に関する研究」九州大学；
権寧俊 2004 「近現代中国の朝鮮民族における民族教育と言語文化」一橋大学
鄭雅英 2001 「中国朝鮮族の民族関係」大阪市立大学
朴敬玉 2011 「近代中国東北地域における稲作農業の展開と朝鮮人移民 : 1920～1930 年
2
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※最終検索日は、いずれも 2016.11.12 である。
本研究で取り上げた先行研究は、朝鮮族の歴史及び朝鮮族社会に関するすべての博士論文及び研究論文
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