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１９５３年の統計開始以来、東京では３
番目の早さで桜が満開に咲き誇った３月２４
日、恒例の「早稲田大学ウリ稲門会　春の懇
親会」が、母校に隣接するリーガロイヤルホ
テル東京で開催されました。この日は、大隈
講堂で理工学部の卒業式が執り行われてお
り、本部キャンパスの大隈銅像から正門、そ
して講堂にかけてはごった返すほどの人の
波。母校周辺は春の活気に満ちていました。

 
今回の「春の懇親会」の目玉は弁護士の

殷勇基学兄の講演。タイトルは「在日と『国
籍』—血統主義・複数国籍・『帰化』」。河
相淳会長の挨拶（別掲）に続いて登壇いただ

いた時には、用意したレジュメ・椅子がまっ
たくもって足りず、終盤にいくつも挙がった
質疑の手に答えていただく時間も当然に足り
るはずもなく、こちらも「人の波」に大わら
わの盛況となりました。

講演の後は隣の部屋に移って懇親会とな
ります。最初に、来賓を代表して当会会員
でもある李成市母校理事から祝辞をいただ
きました。本部キャンパス１号館に新たに
作られた早稲田大学歴史館の館長である李
理事は、その歴史館に在日コリアン同窓会
の１００年以上に及ぶ来歴が紹介されてい
ることに触れながら、その流れを受け継ぐ
私たちが、今日この場に集っていることの
意義を強調されました。

そして、直前会長である金君夫顧問によ
る乾杯のご発声が続きます。場はすっかり
なごみ、世代をまたがる同窓会の本領が発
揮されます。今回は４月から早稲田に進学
する、まだ校歌も憶えていない、でも「聴
いたことはある」という１８歳の若者まで
もが何人か参加していましたから、簡単に
「世代をまたがる」と申しましても、その
「またがり方」は過去に例のない前人未到
のものとなりました。
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みなさん、アンニョンハセヨ！
会長の河相淳（ハ・サンスン）です。

 
本日は年度末という時期にもかかわらず、多くの方にお集まり

頂き感謝申し上げます。

母校では卒業式の時期であり、新年度の入学式を控え、ご多
忙の中ご参席いただいた母校の李成市理事、また遅れても参加
を予定されております関口学生生活課課長には改めて深謝申し
上げます。

本日は、若い在校生が多数参加されており、最近「ウリ稲門
会って何をしてる会なんですか？」という素朴な質問もありまし
たので、私から当会の概略を説明したいと思います。

まず、我々の歴史は、111年前の1907年に結成された「早稲
田大学朝鮮留学生同窓会」にさかのぼります。日本植民地下の
1919年の3.1独立運動の先駆けとなった東京の2.8独立宣言に積
極的に参加されています。活動の詳細については、本日は割愛さ
せて頂きます。87年前の1931年に「ウリ同窓会」と改称されま
したが、戦後は祖国の南北分断もあり、若干の空白期を経て、
51年前の1967年にほぼ現在の形となりました。永い歴史を持っ
た集まりであります。

また、母校には120名以上の在日コリアンと、日本の国籍を有
しながらも、コリアをルーツとした多数の在校生がいます。韓国
からの留学生も1000名ほど母校で学んでいます。最近の傾向と
いたしまして、留学生の半数以上が卒業後も日本に在留していま
す。これら、母校の在日コリアンの稲門会は唯一当会のみであり
ます。

従いまして、当会は「我々＝ウリ」という名前のとおり、原
則、早稲田で学んだコリアンであれば、国籍や卒業の有無にかか

わらず、誰でも参加することができます。また、当会は、思想、
政治信条、宗教の違いを超えて交流をはかる場であり、純然たる
親睦会であります。

早稲田を巣立ち、日本に定住しているコリアンは当会に所属
し、韓国に帰国した留学生は韓国にある「早稲田大学韓国校友
会」に所属します。現在早稲田に学ぶ留学生は、在学中は「韓
国人学生会」として活動しており、この3団体は交流を持ちなが
ら、友好関係にあります。

活動としては、主として、春・秋の懇親会、ゴルフ早慶戦、
忘年会、新年会等をしております。また、我々は在日同胞在校
生を対象に奨学事業基金を４年前に設立し、大学当局の方々の
協力も得て、この3年間で18名に一人当たり40万円の無償の奨
学金を支給しました。

永い歴史を有していること、在日コリアンの同窓会としては唯
一の稲門会であること、純然たる親睦会であること、これが当会
の概要であります。

本日は若い方、ご年配の方、皆様が有意義で楽しく過ごせます
ことを期待しまして、会長の挨拶とさせて頂きます。

李成市理事からの

感謝状

お酒とともに久しぶりに顔を合わせる学兄の会話もひとしき
り弾んだ頃、劉礼順さんのミニコンサートが始まります。会場
はすっかり華やぎ、あげくに数日後に卒業する在校生が宙返り
を披露するにいたる等、顔がほころぶのを禁じ得ない親密な空
気に包まれます。しかし、残念なことに時間は過ぎます。朴淳
徹副会長の閉会のあいさつに続き、卒業式を終えて駆けつけて
くれた母校学生部　関口八州男学生生活課長のリードで校歌と
応援歌「紺碧の空」を合唱。これから入学する若者たちに「手
本」を示しながら、「春の懇親会」はお開きとなり、例のごと
くにほぼ全員で二次会に移動、またとない宵をともに慈しみま
した。

河会長からのご挨拶
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在日コリアンであれば誰しもが，同胞人口の減少，同胞社会の
縮小について日頃漠然と考えている。いますぐ何かが変わるわけで
はないが何十年か後には変わってしまうだろう，という心配事であ
る。親族や同胞の知人と日本人配偶者との間の子どもが日本国籍を
選択していき，だれそれが日本国籍を取得したとの話もしばしば聞
く。それらは，個別的には，かつてのように危惧や論難の対象とし
て語られることはなくなった。それは当然で，良いことである。た
だ，自分たちが親愛を受け，その中で暮らしてきた在日同胞社会
が，このままで近未来に生き残っていけるのかどうか。これはいや
でも考えることになる。

我がウリ稲門会には，現役学生はじめ若い会員も増えているが，
在日同胞社会全体の国籍選択やエスニシティはどういう趨勢にある
のか。また，改変されなければならない日本の法制度はなんなの
か。今回の懇親会では，こうした疑問の底を探るため，在日コリア
ンの人口動態や各国の国籍制度について該博な知識を持つ，弁護士
の殷勇基学兄に講演していただいた。

かつて「在日６５万人」といわれた特別永住資格の同胞人口は，
現在，３３万人程度まで減少している。この人口動態からすると，
約３０年後にはこの人口は２万人か３万人にまで減少すると予測さ
れることを，殷学兄はまず指摘する。これは，主としてオールドカ
マー同胞の２世以下の世代のほとんどが日本人と結婚し，その子ど
も達が日本国籍を選択していることと，毎年５０００人程度の同胞

が帰化手続によって日本国籍を取得していることの結果である。こ
の結果は，やはり従来の在日同胞社会の「衰亡」を予感させるもの
ではある。

この現況をどう考えるべきか。まず，「日本人」「外国人」と
は各々なにを指すのかを根柢的に問うてみることが必要であろう。
従来，日本人であるということは，国籍・民族・文化のいずれもが
まごうことなく「日本・日本人であること」を指すのが自明である
かのごとく観念されてきた。しかし，アイヌの人々，沖縄・琉球の
人々，外国籍から日本国籍に変更した者とその子孫等は，日本国籍
者であっても民族や文化は「日本」そのものではなく，また，日本
国籍から日本以外の国籍に変更した者は国籍は外国でも民族と文
化は「日本・日本人」であり，国際児（国際結婚カップルの子）
は国籍・民族・文化とも多様である。さらに，殷学兄によれば，
２０１５年の時点で，日本の外国籍人口・帰化人口・国際児人口の
合計は約３３０万人であり人口比は2.6パーセントである。この人口
動態からすると２５年後の２０４０年には，その人口は約７３０万
人，人口比は6,5パーセントと予測される。

こうした，日本人という観念を巡る多様性（大坂なおみ，ケン
ブリッジ飛鳥，友綱親方＝旭天鵬は何人か？）は，その反射効とし
て外国人としての在日コリアンという観念をも揺るがせる。しか
し，この揺るぎは逆に，国籍・民族・文化において多様となった在
日コリアンの新世代が，各人の差異を差異としたまま，在日コリア
ン社会を継受してマイノリティとしての権利擁護を目指す可能性を
胚胎しているし，その必要性を提示しているのではないか。在日コ
リアンの側が国籍・民族・文化の単一・純一を至上のものとするこ
とは，その可能性を潰えさせることになるだろう（この感情の基底
に，植民地支配とその後も継続する国籍・民族差別の被害者として
の在日コリアンの歴史があるとしても。）。

他方，こうした可能性を阻害するものとして，殷学兄は，日本の
国籍制度の非寛容性を挙げる。国籍における出生地主義を排し，複
数国籍に極めて制限的な日本の現行制度は，エスニシティの多様性
と国籍を連動させることを最も許容しない旧弊な制度であり，日本
人と外国人の峻別をどこまでも当然視する社会的・文化的土壌の再
生産を図るものである。殷学兄はこれを「国籍の（単一）民族化」
と呼ぶ。法理論的には，最高規範である憲法が謳う幸福追求権や平
等権より，下位規範にすぎない国籍法が優越するかのような倒錯が

講 演
「在日と国籍」
殷勇基学兄による在日同胞の現状と未来に関する講演

李宇海

みてとれるという。

アメリカ，カナダのように，出生地主義を採りかつ複数国籍にも寛
容な国家。血統主義に立つものの複数国籍を許容するイギリスなどの
国家。出生地主義と血統主義の混合形態を採りつつ，一定の範囲で複
数国籍を認めるドイツ。こうした多様な選択肢をいずれも排し続ける
日本の政策が，我々の「心配事」を惹き起こしている原因であること
を十分に認識する必要がある。この「心配事」はなにも自然の流れな
どではない，人為的に作出されたものである。在日コリアンが複数国
籍を取得できず，日本人配偶者との間の子ども達が複数国籍のまま生
きられないのは，法政策の偏陋の故にほかならない。

先月報道されたことだが，外国に居住しその国の国籍を取得した
日本人が，喪失させられた日本国籍の確認を求めて国を相手に提訴

したという。彼／彼女らは，居住国で四囲を見渡してみれば当たり
前に残っているべき故国の国籍が，剥奪されたのである。複数国籍
を必要としているのは，在日コリアンばかりではない。外国に居住
する日本人にとっても，国籍は紙切れ一枚のものとしては扱えない
のだ（この感情こそが尊重されるべき自然である。）。また，日本
政府が移民受け容れ政策を採用しないと明言はしても，日本の社会
経済構造は一定限度の移民受け入れを必須のものとして，回避でき
ないだろう。実態もそうなりつつある。

心配だけしていてもしかたない。この国のフルメンバーとなるこ
とがなければ，法的権利も共同体の命運も他律を強いられたままで
いることになる。我々もまた変わらないために変わる，そのことの
重要性を再度思わされた，殷学兄の講演であった。

※グラフ・表は講演会レジュメから転載
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５月１２日土曜日、今朝の日本経済新聞最
終面（文化欄）に早稲田大学歴史館が大きく紹
介されていた。「早稲田大学は中期経営計画に
『キャンパスのミュージアム化』を盛り込んで
おり、歴史館もその一環」との文化推進担当
理事・李成市学兄の言葉も記事には含まれてい
た。李学兄からは２か月ほど前にご教示いただいていたので、春の
懇親会に合わせた３月２４日、私は歴史館を訪問してから会に参加
しようと早めに母校に赴いた。

東西線の早稲田駅からかつての早稲田実業の方に折れ、つまり
メルシーの前を通って、新しい学生会館の脇から大隈講堂前のロー
タリーに出る。常にたどる狭い道から視界が開けたとき、いつもと
違う光景に、私はいささか面喰らった。おびただしい人、人、人。
「ああ、今日は理工の卒業式であった」とすぐに気づきはしたのだ
が、記憶を辿ってもピッタリ３０年前の自分の卒業式の映像と重な
らない。そもそも私は卒業証書をもらいに行っただけだし、式には
大幅に遅刻した。

「中退一流、留年二流、４年で卒業ただの人」。タモリ等、メ
ディアで活躍する人に中退者が多かったことから、私が通っていた
当時の学生は、大多数が４年で卒業するにも関わらず、無頼をき
どってそううそぶいていた。その言葉の通りなら、１９８３年に入
学し１年留年して１９８８年に卒業した私は「二流」の「早稲田マ
ン」ということになる（卒業式にわざわざ遅刻するなど、まったく
もって「二流」らしい「粋がり方」で、今となっては恥ずかしい限
り）。先日、幹事の間で「早稲田マン」という言葉は一般的に流通
していたのかとネット上で議論になったが、決めゼリフを「肩で風
切るオイラは早稲田マン」とする戯れ唄を、早大学院出身の同級生
が入学時のコンパで唄っていたのを記憶しているから、慶應ボーイ

に対抗する呼称としてあることはあったのだろ
う。しかし、大隈講堂を尻目に、正門から歴史
館に人をかき分けて進むにつれ、ライバル校ほ
どに一般化しなかったその呼称も、今となって
は「死語」に違いないと思うにいたる。かき分
けた人の波が、理工の卒業式だというのに、女

子でいっぱいだったからである。
歴史館に展示された建学当時の写真に映る学生の中には、追い

はぎと見紛うなりをした者が多数いた。今日ではこれも死語なのだ
ろうが、「バンカラ」をかろうじてパブリックイメージとしてい
た３０年前の早稲田は、文学部と教育学部の一部の学科を除いて
「男」ばかりだった。もちろん、単に校風だけの問題ではなく、社
会的な背景があることは承知しているが（男女雇用機会均等法が施
行されたのは私が大学３年の１９８６年４月）、早稲田といえば
「マン」だったのだ。

それがどうだ、今や「勢力図」は塗り変わった。校友会から送
られてくる早稲田学報には「ワセジョにいいね！」という連載コー
ナーがある。当会の準会員である学生生活課課長　関口八州男氏か
ら「近年、成績上位者はほとんど女子」と聞いたこともある。考え
てみれば、当会に参加する在校生たちだって男女のバランスが当た
り前に取れている。もうむさ苦しい大学ではないのだ。

加えて、卒業生と父兄でごった返すキャンパスを逍遥していて
気づいたことがある。あらゆる人種の卒業生が、その父兄とともに
卒業を喜び合っていた。ハッとするほどに留学生がいたのだ。昨年
の総会で祝辞をくださったダイバーシティ担当・畑惠子理事のお
話を思い出す。前述の関口氏も、現在は学生生活課課長の他にス
チューデントダイバーシティセンター課長を兼任している。早稲田
は本気なのだ。

もうひとつ、強く印象に残った情景について記しておきたい。
目的を果たし、懇親会会場リーガロイヤルホテルに向かうため、
キャンパスの喧騒からいくらか隔てられた、といっても普段よりは
人の多い大隈庭園を横切っていたときのことだ。大隈講堂の写真を
撮ろうと思って振り返る。幼児が駆け回り、きらびやかな晴れ着や
慣れないスーツを着た若者たちが遠くで笑い合っている庭園で、ヒ
ジャブを巻いたイスラムの女性が、静かにそして穏やかに祈りを捧
げていた。それは、とても美しい平和な春の情景だった。大げさか
もしれないが、私はシャッターを切りながら感じた。「世界はこう
あるべきだ」と。

早稲田雑感
春に母校で思う
朴魯善

朴魯善
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ウリ稲門会ウェブサイト http://blog.goo.ne.jp/wasedauritoumonkai

2017年4月1日～2018年3月31日

収入の部（A） 4,260,148 (円)
前年度繰越金 1,433,815
イベント会費 684,565
年会費 275,000
賛助金 1,875,000
払込手数料 ▲ 8,232

支出の部（B） 3,016,362
会議費 15,321
会報等印刷費 411,480
慶弔費 29,126
イベント補助費 2,383,573
交通費 1,130
通信事務費 175,732

収支（Ａ–Ｂ） 1,243,786

三菱東京ＵＦＪ銀行残高 1,055,820

ゆうちょ銀行残高 187,966

金君夫 280,000
徐東湖 270,000
梁直基 230,000
琴栄吉 185,000
李春夫 150,000
金振爾 100,000
河相淳 80,000
金明煥 80,000
呉世一 73,000
文一陳 70,000
李宇海 55,000
李春雄 53,000
康玟植 35,000
李起夏 33,000
尹正淳 30,000
朴平造 30,000

梁徳守 30,000
金宅圭 30,000
安昌煥 30,000
崔相敦 28,000
辺彰三 20,000
金亨培 20,000
朴淳徹 10,000
徐富男 10,000
李永燦 10,000
李善淙 10,000
曺朝鉉 10,000
薛海潤 10,000
李恢成 10,000
金博夫 8,000
康泰鎮 5,000
朴魯善 5,000

沈徹 5,000
羅相福 5,000
都星学 5,000
鄭雅英 5,000
成綾子 5,000
鄭英模 5,000
劉相植 5,000
全徳烈 5,000
趙慶済 5,000
趙宏済 5,000
金基弘 5,000
李隆男 5,000
藘康九 5,000
朱茂 5,000
殷勇基 5,000
高永瑀 5,000

会

計

報

告

● 年会費 5000 円と賛助金のお願い
2017年からゆうちょ銀行の払込取扱票による送金手
数料は会負担となりました。
一般の金融機関ATMからの送金もできます。ATMか
らの送金時の支店名は「ゼ」から入力してください。
当会の運営はすべて皆さまのボランティア、年会費、
賛助金で成り立っております。
皆さまのご支援をよろしくお願い致します。

● 収支報告

● 年会費・賛助金・ご芳名

銀行名 ゆうちょ銀行
支店名 019（ゼロイチキュウ）
預金科目 当座預金
口座番号 0037085
口座名義 ワセダダイガクウリトオモンカイ
(送金名義は会が認識できる名義でお願いします）

編集後記
ウリ稲門会ニュースの発行も今号を

もって３０号。それを期していささかリ
ニューアルいたしました。みなさん、い
かがでしたか？

記事の中でも触れている通り、早稲田
大学歴史館で在日コリアン同窓会の歴史
が紹介されています。そのコーナーのメ
インは、かつての同窓会機関誌「우리」
でした。このウリ稲門会ニュースは、展
示されている우리の後継紙です。それを
考えると「60年後に歴史館に展示される
ことに耐えうるか」、今までもそれくら
いの気概をもって取り組むべきであった
と少し反省します。

5月18日、妻とともに映画「タクシー
運転手」を観てきました。名優ソン ガン
ホ演じるしがないタクシー運転手が、取
材にやってきたドイツ人記者を、交通も
遮断された1980年5月の光州へ乗せて行

く、という実話を元にした大ヒット作で
す。彼らが命がけで持ち帰ったフィルム
が、光州で起こっていることを世界に知
らしめました。「光州」の話を、あの時
から38年を経たその当日に、奇しくも私
の誕生日、その「忘れえぬ日」に観たい
と映画館に足を運んだのです。

この100年というもの、それぞれの世
代によって深度に差はあるものの、私た
ちは忘れえぬ日を積み重ねてきました。
若い会員は、さらに積み上げていくこと
でしょう。2018年4月27日板門店が、
今後に連なる「忘れえぬ日」となり、い
つしか「出発点はあの日だった」と映画
化されることもあるかもしれません。

その時もソン ガンホでしょうか、題名
は「委員長の料理人」とか。間違いなく
「大統領の理髪師」に匹敵する名作にな
るだろう、私はそう思います。

＜編集部／朴魯善＞

部下の「セクハラ」について曲がった口を開く度に、それこそ岩
盤のような差別感と特権意識、なおかつ排除の情動を露呈し、だか
らといって変わることなど望むべくもなく、その根底にある恥ずべ
きものに気づく知性も教養も感性も一向に持ち合わせない暗愚なる

者が未だ力を持ち続けるこの国で、これからの母校には多様性とダ
イバーシティの砦になってもらいたいと切に願う。そんな母校であ
れば、もちろんのこと喜んで末端に連なっていたい。「早稲田はそ
うあるべきだ」心からそう思うのだ。

2017年4月～2018年3月（敬称略、5000円以上）


