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文化越境への意思

――�東日本大震災 ․ 東北朝鮮学校の記録�から

Mitsuyo Wada-Marciano  ✉ mwadamar@gmail.com

せんだいメディアテークで見つ

けた映像

2016年9月から17年8月まで、京都市郊外

にある国際日本文化研究センターに滞在して

いる。新しい出版プロジェクトのためのリ

サーチ、執筆、そして2カ月に一度の共同研

究会を運営する仕事が課されている。本プ

ロジェクトは、6年前の東日本大震災以後、

日本における文化がどのように変化した

か、あるいはしなかったか、また、どのよ

うな変化を我々はこれからの日本に望むの

かについて、学術領域を超えて議論する試

みである。リサーチの一環として、私は、

宮城県仙台市内にある｢せんだいメディア

テーク｣をこの1年間に二度訪問した1。

せんだいメディアテークは、仙台におい

て美術や映像文化のハブ的役割を担ってい

る。2001年に開館した施設では多くのプロ

ジェクトが立ち上げられてきた。そして、

2011年の震災後は、その重要性がさらに増

した。｢3がつ11にちをわすれないためにセ

ンター｣(以下、｢わすれン!｣)は、震災後に立

ち上げられた新しいプロジェクトの一つで

ある。映像、写真、音声、テキストなどさま

1 せんだいメディアテークに関しては、以下のサイトか

ら詳しい情報を得ることができる。http://www.smt.jp

ざまなメディアの活用を通じ復興支援を推進

するとともに、復興過程の記録 ․ 記憶を残そ

うという試みである。2011年当時に比べると

持ち寄られる作品の数自体は減っている

が、いまもなお重要な場であり続けてい

る。寄せられた数々の映像作品の中で、私

の注目を引いたのは�東日本大震災 ․ 東北朝鮮

学校の記録 2011.3.11-3.20�と、その続編�東

日本大震災 ․ 東北朝鮮学校の記録 Part 2 After 

School�(以下、�朝鮮学校��After School�)で

あった。本稿では、これら二つのドキュメ

ンタリー映像について述べたい。

サユとトンサ

近年、日本では｢ヘイトスピーチ(憎悪表

現)｣が大きな問題になっている。ヘイトス

ピーチは日本に限ったものではなく、いま

始まったわけでもない。しかし、2006年に

設立された｢在日特権を許さない市民の会｣2

の言論に代表されるように、日本における

他民族、特に在日アジア人に対するヘイト

スピーチは、インターネットの普及と共に

2 政治活動家 ․ 桜井誠(1972-)を初代会長とする｢在日特権

を許さない市民の会｣は、在日韓国 ․ 朝鮮人に対する

入管特例法などを在日特権と定義し、それを廃止す

ることを唱えている市民団体である。

http://www.zaitokukai.info/(accessed 2017年6月7日)。
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その影響力を増している。昨年来の北朝鮮に

よる弾道ミサイル発射、また長引く慰安婦問

題による日韓外交関係の悪化に伴い、日本に

おける反北朝鮮 ․ 反韓国感情は悪化の兆しを

見せており、それがヘイトスピーチの増加

にも反映している3。�朝日新聞�によると、

2012年4月から15年9月までの間に計1,152件

のヘイトスピーチが国内で確認されてい

る
4
。しかし、その数は実態とかけ離れて少

なく、日本における｢ヘイトスピーチ｣という

定義そのものがあまりにも曖昧であるよう

に、私には思える。現在、日本ではヘイトス

ピーチを取り締まる一般法や条例が制定され

ていないこともあり、このような言葉の暴力

に対して社会は事実上の黙認、いわば野放し

を決め込んでいる5。そんな状況の中、在日

朝鮮学校を扱った二つのドキュメンタリー映

像から、いったい何が見えてくるだろうか?

�朝鮮学校��After School�は、コマプレ

スという大阪在住のメディア集団によっ

て 制 作 された。 集 団 と 言 っても、メ ン

バーは二人。ソウル出身の朴思柔(パク 

サユ)と、在日朝鮮人３世である朴敦史(パ

ク トンサ)によって、2010年に結成され

ている。｢コマ｣とは朝鮮語で｢子供｣ある

いは｢小さき者｣を意味し、在日コミュニ

ティーや民族教育といった社会の周辺に

存在する｢小さな｣コミュニティーにまな

3 例えば、黒木頼景の｢無敵の太陽｣と名付けられたブロ

グには、2014年以来、多くの｢ヘイトスピーチ｣が記

述されている。

http://kurokiyorikage.doorblog.jp(accessed 2017. 6. 7.)

4 �朝日新聞� (2016. 5. 1, 朝刊)

5 ヘイトスピーチの抑止対策を盛り込んだ｢ヘイト抑止条

例｣が、2016年1月に大阪市議で可決された。しかし、

この条例には罰則がなく、現在の国会で審議中の法案も

同じく理念法にすぎない。大阪市の条例に関しては以下

のサイトからさらに詳しい情報を得ることができる。

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html

ざしが向けられている。声なき声を聴き

取ること、不可視なものを可視化させる

こと、抵抗とはみなされないくらい小さ

な抗いの数々を映像によって表現し、そ

れを社会へ伝えることを目的とする。コ

マプレ ス は �朝 鮮 学 校 ��After School�

以 外 に も、大阪朝鮮高級学校ラグビー部

を取材し、民族教育とそれに関わる行政

の助成金問題を取り上げた�60万回のトラ

イ�(2013年)という長編ドキュメンタリー

映画を発表している。

サユとトンサは、震災後すぐに、仙台市

郊外にある東北朝鮮学校へ支援物資を抱えて

赴いた。｢初めからドキュメンタリー映画を

撮ろうと計画して仙台に行ったわけではな

い｣と語る二人
6。しかし、彼らは空前絶後

の状況を目の前にして、小さなコミュニ

ティーの中で起きた事実を撮影しないわけ

にはいかなかったのである。

マスメディアは、避難所を見舞う天皇 ․

皇后両陛下の様子をカメラに収める一方で、

正式に｢一条校｣7と認定されていない東北朝

鮮学校や、そこに身を寄せる在日朝鮮人学

生 ․ 教職員らについて報道することはない。

�朝鮮学校�と�After School�は、いわばメ

ディアから取り残された在日避難民の日常を

6 2017年6月2日、私はトンサに大阪 ․ 鶴橋で会うことが

できた。一時間半のインタビューの間、トンサは私

の質問に丁寧に答えてくれただけでなく、サユと共

に今も撮影し続けている鶴橋地区の朝鮮学校や在日

朝鮮 ․ 韓国人のコミュニティーを案内してくれた。

彼に心より感謝する。

7 ｢一条校｣とは、学校教育法により定められた幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校、大学(短期大学及び大学院を含

む)、高等専門学校を指す。法による保証、義務、振

興といったものと直接結びついている。一方、朝鮮

学校のように｢一条校｣に属さない教育施設は｢非一条

校｣と呼ばれ、法的な規制や義務がない代わりに保証

や支援が受けにくい。
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捉えた数少ない映像の記録である。肩肘はら

ず｢ついでにカメラを回した｣8ことから始

まった作品は、ホームムービーのようなア

マチュア感があり、時空間を自在に切り

取った構成で、撮影者と被写体との距離の近

さが興味を引く。その独特の距離感と、そこ

から読み取れるコミュニケーションのあり

方が本作品の魅力であり、力強さだと思う。

言語と文化越境性

朝鮮学校の校舎は地震により利用不可能

なまでに破壊されてしまった。�朝鮮学校�

の冒頭で尹鐘哲(ユン ジョンチョル)校長は、

校舎がいかに壊滅的な状態であるかを、カ

メラに向かって訥々と語りかける。語りは

すべて朝鮮語で、日本語の字幕が付いてい

る。それはおそらく、朝鮮語を母語とする

サユに語りかけているからだろう。映像に

登場する被災者(教職員、学生、およびその

家族たち)、あるいは支援物資を持って全国

から駆けつけてくる同胞たちの多くが、朝

鮮語 ․ 日本語のバイリンガルである。

スクリーンには、例えば冒頭の尹鐘哲校

長のように、朝鮮語のみの会話のシーンが

何度か登場する。物資を遠くから車で運んで

来てくれた同胞にお礼の言葉を述べる時

も、校長は一貫して互いの母語である朝鮮語

を話す。その年齢(50歳前後だろうか、残念

なことに撮影後に病死している)や、男性と

いうジェンダーにおける身体的要素に加

え、校長という社会的立場、あるいは発話表

8 門林岳史｢カタストロフに寄り添う映像――震災ドキュ

メンタリーをめぐって｣

http://10plus1.jp/monthly/2012/03/post-38.php(accessed

2017年6月1日)。

現の公共性が交錯し、彼の、そして彼の話を

拝聴するコミュニティー双方のアイデン

ティティーが｢非日本人｣であることが前景

化される瞬間だ。つまり、｢故国｣朝鮮と彼

らの距離が縮まる瞬間――少なくとも朝鮮語

を解さない観客にとってはそう見える瞬間

――を映像は捉える。教職員も学生も、母国

語で発せられる校長の訓辞を傾聴する。そ

れは撮影するコマプレスの二人も同様だ。

カメラの後ろで身じろぎすることなく、被

写体に敬意を払う。

｢コミュニティー｣は通常、その境界線が

不可視であることが多い。しかし、両作品

は、一つのコミュニティーが言語を通して

結び付き、可視化される瞬間を描いてい

る。観客の多くはそのコミュニティーに参

加できない。各場面に付された日本語字幕だ

けが、コミュニティーとの接点だ。それは

また、朝鮮語を解さず、彼らのコミュニ

ティーの｢外｣に属する観客へ向けられた意

思を、我々が体感する瞬間でもある。サユ

とトンサの文化越境への意思を、少なくと

も私は感じた。私たち(朝鮮語を解する主体)

が出かけて行って自分たちのことを理解し

てもらうよう懇願するのではなく、あなた

がた(朝鮮語を解さない主体)に近くに来て

我々のことを知ってもらいたい、という祈

りにも似た願いを。

映像の中で、言語は単にアイデンティ

ティーやコミュニティーといったものの境

界線を可視化するだけではなく、境界を越

境する可能性をも可視化する。朝鮮語と日

本語が混交する言語空間が、｢外部｣の者――

ここでは朝鮮語を全く、あるいは十分に理

解することのできない者――を温かく受け

入れ、混交現象そのものが境界を乗り越え
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るための｢通気孔｣の役割を果たしているこ

とに気づかされる。

例えば、サユとトンサは3月15～20日の6

日間、皆と同じように学校で寝泊りするこ

とを許される。ある晩、男性教員や地域か

ら避難してきた在日男性たちが、震災当日に

それぞれ何をしていたかについて語り合っ

ている。お酒も入った彼らの口調は軽やか

で、ショックや恐怖とは裏腹に、話に｢落ち｣

を付けたり、身振り手振りを伴う楽しい場面

が続く。そこでの会話のベースが日本語

だったため、朝鮮語を母語とするサユが

撮った場面ではないと感じ、トンサに真相

を訊ねた。やはり、その通りだとトンサは

答える。どうして男ばかりの会話シーンに

なったかといえば、避難所となった学校宿

舎(校舎は全壊)の寝室は男女別になってお

り、女性であるサユはその場にいることが

できなかったためだ。幼い頃から在日コ

ミュニティーから遠く離れて育ったトンサ

は、いつの間にかカメラと共に｢新しい｣文

化の中に抱きかかえられる形となった。

おにぎりと笑顔に見える文化地政学

トンサは逆に、私に質問をしてきた。｢ど

うして皆、食堂に寝ていると思われますか?｣

明かされた答えには複雑な思いを抱いた。

同胞から送られてきた救援物資の貯蔵庫と

なっていた食堂に、いつ誰が強盗に入るか

わからない。彼らの内心には、自分たちを

解すことのない人々への不安と慄きが隠れ

ていた。映像からそれを読み取ることはで

きないものの、朝鮮学校では、｢コミュニ

ティー｣の境界越境性が、｢外｣から拒絶され

る瞬間も捉えている。それは、尹鐘哲校長

が県庁に支援を願い出る場面である。校長

は、県の職員を介し、宮城県知事 ․ 村井義浩

(2011年当時)に、校舎を再建する費用と避難

民への援助を要請する。しかし、役所の職員

＝日本の行政に、その嘆願は通じない。｢彼

らの拒絶が ｢非一条校｣という理由だけでな

いことは、公式文書からも明らかだ。｢宮城

県は3月16日、学校側が緊急に要請した四項

目、被害状況の実地調査、仮のプレハブ校舎

の設置、校舎の再建、地域同胞の避難所と

なっているハッキョ(学校)への給水車の手

配、いずれをも拒否｣した。｢さらに、3月25

日、朝鮮半島情勢と�県民感情�とを理由に、

来年度からの補助金を打ち切ると通告｣し

た9。トンサはこの結末を、｢国難｣の最中に

起きる民族的マイノリティーを襲う｢人災｣だ

と表現している。それが決して誇張ではない

ことを、映像は我々に語りかける。

�朝鮮学校�と�After School�で最も印象的

なのは、おにぎりと子供の笑顔だ。朝鮮学

校の職員たちは結局、｢同胞｣からの援助金や

物資によって何とか急場を凌ぐことにな

る。次々に運び込まれるトラック一杯の米

や日用品。遠く離れた全国各地から、車を運

転して物資を運んでくれる｢同胞｣たち。オ

モニ(母親)や女性教員らが、貴重な支援物資

を使ってせっせと炊き出しをする場面が何

度となく挿入される。そんな手作りのおに

ぎりを、尹鐘哲校長は、同じように被害に

あった日本人たちの学校やコミュニティー

に届ける。｢こういう時は、お互い様だから｣

と声をかける校長に、送り返される｢お互い

様｣は存在しない。助け合いの一方通行が、

9 朴敦史｢�東日本大震災 ․ 東北朝鮮学校の記録 2011.3.15.-3. 

20�の制作と上映から ․ マスメディアが伝えないマイノ

リティの震災報告｣(�書評�第137号, 2012), pp.54-61.
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オモニの握るおにぎりに象徴されている。

�After School�は、前作以上に子供の表情

を豊かに捉えている。放課後に空手を習う子

供たちの姿は真剣そのものだ。小学校一年生

になったばかりの男の子、パンチに今ひと

つ力がないがいつも笑顔の女の子、中学生

だろうか黒帯の上級者。レベルやジェン

ダーの違いはありながらも、皆、放課後の

活動を楽しんでいる。お互いに対する思い

やりや親密性が映像から溢れ出る。

しかし、中等科の生徒たちが英語の授業を

受けている場面を見ながら、私はふと、｢この

子たちの行く先は険しいだろう｣と感じた。

彼らが学ばなければならないのは英語だけで

はなく、朝鮮語であり日本語であり、そして

自分たちがマイノリティーであるというその

こと自体であろう。生徒数や教員数(2017年

度は在学生17人、教員10人)の少なさ
10

をみて

も最高の教育環境とは言いがたい。何より

も、彼らの多くがこのまま日本に留まって生

き抜くことになる。｢同胞｣の優しさに包ま

れ、日本社会から｢隔離｣された寮生活を送る

この子供たちが大人になったとき、何を見、

そして何を感じることになるのだろうか。ト

ンサにインタビューをした時、｢あの子たち

は大丈夫だろうか｣と、老婆心ながら訊ねて

みた。彼は、私の心配を軽く打ち消した。｢

彼らはすごく逞しいから大丈夫ですよ｣と。

トンサがどのように子供たちの笑顔を記

録したのか理解できたような気がした。彼

はひたすら被写体の前で待つ。自分自身が笑

顔で待つ。私のあの一瞬の心配は、もしか

したら私の中に潜む一つの偏見に過ぎな

10 ｢宮城のニュース＜東北朝鮮学校＞地域住民が自然体の

交流模索｣�河北新聞 ․ Online News�(2017. 5. 10.)http:// 

www.kahoku.co.jp/tohokunews/201705/20170510_1300

4.html(accessed 2017. 6. 7).

かったのかもしれない。

結びに代えて

｢福島ガンバレ｣、｢東北ガンバレ｣、｢ニッ

ポンがんばれ｣。震災後のマスメディアは、善

意に満ちた、しかし意味のない空っぽな標語

を流布することで被災者を励まそうとした。｢被

災者｣の中にも、年齢差、ジェンダー差、経済 ․

地域格差、民族性やセクシャリティーの違い

があることなど忘れてしまったかのように。

一方、サユとトンサの作品は、少なくとも｢被

災者｣の多層性を可視化させた。地震による｢天

災｣、東京電力福島原発事故による被曝という｢人

災｣、そしてもう一つの差別という｢人災｣。

私は、二作品がせんだいメディアテーク

に収蔵されたことをありがたく思う。そう

でなければ出会えなかった。同時に、この

ような作品が単に収蔵されるだけでなく、

メディアテークからどんどん歩き出すこと

を望む。人々の目に晒されることで、人々

がそれについて話し合い、考える契機とな

るために。最終的には今の日本を、3.11以後

の日本を変えていかなくてはならないと思

う。原発の再稼働を容認し、持続できる生活

․ エネルギーへの切り替えにいまだに真剣に

取り組まない国家ではなく、もう二度と同

じ過ちを犯さない国へと。我々には、サユ

やトンサのような映像作家がもっともっと

必要だ。そして、私もこういった映像につ

いて考え、書き続けることで、映画研究者

としての使命を果たしていきたい。
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