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1 はじめに

帝国が解体されて冷戦と脱冷戦を過ごしてきた現在、戦争の｢記録｣と｢記憶｣

を巡る他の戦争が始まっているが、韓日間の植民の遺制として残っている在日朝

鮮人に対する研究は戦後の日本に対する活発な研究現況に全く及んでいない。前

後70年が過ぎた現在、在日朝鮮人の社会は個別的で多様に変化しているけれど

も、このような在日朝鮮人の社会を全体的に眺望できる体系的で包括的な研究の

土台は不在した状況である。在日朝鮮人の社会は韓日関係史で脱植民と分断の核

として残っているが、今日までの研究では韓国と日本の間に介在する政治的で民

族的なイデオロギーを注入して負のイメージで読んできた傾向が強い。在日朝

鮮人の社会と文化が持つ差と共存の力学を韓国と日本、そして南北分断の問題を

新しく眺めることができる位置で再構成する必要がある。

このような時代的な必要性に応じるために東義大学の東アジア研究所では韓国

研究財団の支援を受けて戦後の日本の新聞雑誌メディアの在日朝鮮人関連資料を

収集して記事の題名をDB構築し、韓日両国語検索機能とホームページを通した資

料の公開を目標に<戦後の在日朝鮮人マイノリティ新聞雑誌記事の調査収集解題お

よびDB構築(The Investegation, Collection, Decoding and Database-Construction 

of the Articles and Writings Published in Postwar Japan by Zainichi Korean 

Newspapers and Magazines)>という主題で土台研究事業(研究責任者:東義大学日本

語学科教授李京珪/ 2016年9月~2019年8月)を遂行している。

現在の遂行中にある土台研究事業は戦後日本で発行された在日朝鮮人のマイノ

リティ新聞雑誌および在日朝鮮人関連記事を調査収集して、これを時期別 ․主題別 ․

領域別に分類し分析 ․解題してDBを構築しようとする、今まで試みられなかった

画期的な基礎土台研究だということができる。本研究の成果は言語的な問題で接近

が容易でなかった人文 ․社会科学などの韓国学の学問分野の研究者に即刻に活用さ
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れるように土台資料を用意するということと同時に、現在の在日朝鮮人を巡る韓

日間の政治的な葛藤に対する対応論理の構築と韓国国内の多文化家庭を巡る複雑な

問題を解決するための対処方案を構築するのにも活用が可能であろう。

2 戦後日本新聞雑誌メディアの在日朝鮮人関連資料

本事業は1945年前後から現在まで日本で発行された新聞雑誌の中の在日朝鮮人

関連記事を収集してDBを構築して、各新聞雑誌の書誌的情報を含んだ同時代的意

味を解題することを目的とする。在日朝鮮人の主軸のメディアと日本人と共同で

刊行したメディアを調査するために、解放以後から現在まで発行された新聞雑誌

を発掘 ․収集してDBを構築している。在日朝鮮人マイノリティ ․メディアの調査

範囲に対しては今までの人文学中心から抜け出して脱学際的かつ脱ジャンル的に

その領域と対象を拡大して調査 ․発掘 ․収集している。本研究チームが把握した

在日朝鮮人マイノリティメディア目録の一部を紹介すれば、次の【表1】と【表

2】のようである。 

【表1】新聞資料

新聞名 発行所 創刊 その他

民衆新聞 民衆新聞社 1945.10 1946年｢解放新聞｣に改称

東洋経済新聞 東洋経済新聞社 1946.4

解放新聞 解放新聞社 1946.9 1950年8月発行中止

民団新聞 在日本朝鮮居留民団中央総本部 1947.2 1947年10月終刊、同年11月｢民主新聞｣に改称

朝鮮経済新聞 朝鮮経済新聞社 1947.5 終刊不明、旬刊

民青時報 在日本朝鮮民主靑年同盟總本部 1947.7 1949年7月終刊、旬刊

商工会議 在日本朝鮮人商工会連合本部 1947.7

朝鮮中央時報 在日本朝鮮人連盟中央総本部 1947.8 1949年9月終刊

文教新聞 朝鮮文化教育会 1947.9 1949年8月終刊

女盟時報 在日本朝鮮女性同盟中央本部 1947.12 1949年7月終刊

大阪民団時報 在日本朝鮮居留民団大阪本部 1948.5

朝鮮商工時報 関東朝鮮人商工会 1948.6 1957年1月｢朝鮮商工新聞｣に改称

朝鮮人経済時報 東京朝鮮人商工連合会 1948.6

民青大阪 在日本朝鮮民主靑年同盟大阪本部 1949.1

朝鮮新聞 在日朝鮮統一民主戦線 1951.1

朝鮮民報 朝鮮民報社 1952.5 ｢解放新聞｣から復刊

朝鮮総連 朝鮮新報社 1956.12 1960年終刊

東和新聞 東和新聞社 1959 ｢産業貿易新聞｣を1959年｢東和新聞｣に改称

統一日報 統一日報社 1959.1

朝鮮新報 朝鮮新報社 1961.1 ｢朝鮮民報｣から改称
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【表2】雑誌資料

雑誌名 発行所 創刊 その他

民主朝鮮 朝鮮新報社 1946.4 1950年7月終刊

朝連文化 在日本朝鮮人連盟中央総本部 1946.4

文化評論 文化評論社 1946.6 1947年7月終刊

自由朝鮮 同友社 1947.7 1950年終刊

朝鮮文芸 朝鮮文芸社 1947.10 1948年11月終刊

中央公論 中央公論社 1949.9 1995年終刊

朝鮮評論 朝鮮評論社 1951.12 1954年8月終刊

朝鮮学報 朝鮮学会 1951.5

週間サンケイ 産業経済新聞社 1952 後続雑誌｢SPA!｣

親和 日韓親和会 1953.11

新しい朝鮮 新朝鮮社 1954.11 1955年5月終刊、後続雑誌｢新朝鮮｣

コリア評論 コリア評論社 1957.10 1989年6月終刊

鶏林 鶏林社 1958.11

朝鮮資料 朝鮮問題研究所 1960

玄海 玄海社 1960.1

新しい世代 朝鮮青年社 1960.2 1996年終刊、後続雑誌｢새세대(セセデ)｣

ThePeople’s Korea 朝鮮新報社 1961.1

統一評論 統一日報社 1961.4

韓国経済 韓国経済社 1961.11

朝鮮画報 朝鮮新報社 1962

朝鮮通信資料 朝鮮通信社 1962.1

漢陽 漢陽社 1962.3 1984年3月終刊

群衆文芸 在日本朝鮮文学芸術家同盟 1964

韓国時事 韓国時事社 1965.5 1975年2月終刊

朝鮮史研究会論文集 朝鮮史研究会 1965.11

FREE LIFE FREE LIFE社 1968.5

金嬉老公判対策委員会

ニュース
金嬉老公判対策委員会 1968.6. 1976年まで発行

日本の中の朝鮮文化 朝鮮文化社 1969.3 1981年6月終刊

諸君！ 文芸春秋社 1969.7

月刊タリ 월간다리사 1970

むくげ通信 むくげの会 1971.1

民族時報 民族時報社 1972.11

正論 産経新聞社 1973

海峡 社会評論社 1974.12

季刊三千里 三千里社 1975 1987年終刊

KOREA TODAY 아시아뉴스센터 1976.1

在日朝鮮人史研究 在日朝鮮人運動史研究会 1977.12

Voice PHP研究社 1978.1
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雑誌名 発行所 創刊 その他

月刊韓国文化 自由社 1979.10 2004年12月終刊

BRUTUS 平凡出版社 1980.5

韓青通信 在日韓国青年同盟 1981.4

나그네(ナグネ) 동인 나그네 1983.12

개나리(けなり) 日朝友好促進京都婦人会議 1985

民主女性 在日韓国民主女性会 1986

우리이름(ウリイルム) 민족이름을 되찾는 모임 1986.2

우리생활(ウリ生活)
재일동포의 생활을 생각하는 

모임
1987.11

SPA! 扶桑社 1988.6

RAIK通信 在日韓国人問題研究所 1988.7

季刊青丘 青丘文化社 1989 1995年終刊

SAPIO 小学館 1989.6

Nabiya(ナビヤ) (주)싱크넷 1989.9

새누리(セヌリ) 새누리문화정보센터 1989.11

안녕(あんにょん) 在日本大韓民国青年会中央本部 1989.12

THIS IS 読売 読売新聞社 1990

サンサーラ 徳間書店 1990.7

民権協ニュース 在日韓国民主人権協議会 1990.11

Bart 集英社 1991

Views 講談社 1991

鳳仙花 鳳仙花編集部 1991.1

韓国の声 韓国問題研究所 1991.5

그루터기(クルトギ) 씨엔드에스 1993.7

한국의 바람(韓の風) 현해인(玄海人)클럽 1994.7

동경교차로(東京交差路) 나나기획 1995.1

이어(イオ) 朝鮮新報社 1996.6

앞으로21(アプロ21) 앞으로 투원 1997.1

월간 해보자(月刊ヘボ

ジャ)
해보자 모임 1997.1

한타임즈(韓タイムズ) 뉴컴 1997.2

월간 시나브로(月刊シ

ナブロ)
미래통상 1997.7

表現者 イプシロン出版企画 2005.7

ただし、上の<表1>と<表2>で紹介した新聞雑誌の収集方法に対しては現在日

本の国会図書館にも一部の資料しか所蔵されていない場合があるため、在日朝鮮

人関連図書を多数所蔵している各種の資料館や大学の図書館を直接訪問して資料

を収集している。
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3 <戦後在日朝鮮人マイノリティ新聞雑誌記事の調査収集解題お

よびDB構築>の実際

本研究事業は脱領域 ․脱学際的な研究基盤構築と研究資料の提供を目標に大き

く二種類の形態の作業を併行して進めている。

まず、本事業の基本作業として、日本で発行されてきた在日朝鮮人の関連新

聞および雑誌記事を収集し、収集した資料の分析と解題を経て、最終的にDBを構

築する作業を行っている。解放以後から現在まで発行された在日朝鮮人関連メ

ディアに対する発掘作業と日本メディアの中の在日朝鮮人関連記事を収集 ․解題

してDBを体系的に構築するために、第1期(解放以後から1960年代の間に発行さ

れた新聞雑誌)、第2期(1970年代から1980年代の間に発行された新聞雑誌)、第3

期(1990年代以後に発行された新聞雑誌)として区分し研究課題を遂行している。

DB構築は例えば在日朝鮮人マイノリティ新聞と雑誌に対し、次の<表3>のよ

うな方式で作業を進め、多様な分野の研究者が活用することができるように韓国

語翻訳を追加してDBを構築している。

【表3】在日朝鮮人マイノリティ新聞のDB構築の事例
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【表4】在日朝鮮人マイノリティ雑誌のDB構築の事例

次に深化研究である。年次別に設定した目標達成をDB化することで終結する

のではなく、参加する研究員が各自担当した分野のメディア現況に対して時期的

特徴を観察して収集された資料に基づいて研究した内容を学術論文という形態で

産出して出すことを目標にしている。資料調査の専門担当の領域を中心に参加す

る研究員が各自在日朝鮮人メディアと日本メディアを通した他者表象と自己表

象、両メディア間の相互交渉の実態に焦点を合わせて政治、経済、社会、文化な

ど多方面に渡った深化研究を進めている。

4 結び

韓日両国において在日朝鮮人関連の研究者が主体的な立場で実証的で客観的な

研究を遂行するのには相当な困難がある。このような困難の中の一つが韓日両国

で在日朝鮮人に対する実状が分かる十分な資料の確保が難しく、資料の分類体系

がまともに用意されていないという点であろう。本土台研究事業を通じて戦後

の在日朝鮮人の全体像を眺望できるメディア資料を調査、発掘、収集して資料の

目録化はもちろん各種の資料集の発刊、DB出版を遂行することによって、戦後

の在日朝鮮人のメディア資料がまともに確立されることがなかった現状況を打開

するということと同時に今まで見逃して来た過去の歴史の資料を復元し、体系的

な管理が成り立つであろうと期待できる。それと共に長い間持続してきた韓日間
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の多様な紛争要素に対する多様なメディア資料を確保して体系化し、この紛争要

素に対する私たちの対応論理の構築にも手助けになると判断される。

最終的には本事業を通じて韓国 ․日本両国の研究者がこの時期に対する共通的認

識を導き出すことにより未来指向的な関係の増進と連帯のための基盤を形成する

ことができ直接的 ․間接的に寄与できるという点でその学問的、社会的価値は非常

に大きいと言える。今後も韓半島および満州の日本語資料を調査 ․翻訳 ․目録化す

る方案を確保せしめていくようにするであろう。また、電子出版およびデータ

ベース構築過程でデジタル時代に合う新しい研究方法を切り開くであろう。
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