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＜梗概＞韓国では 2016年秋から大規模なロウソク・デモが行われ，それに続いて朴槿恵大

統領の辞任と文在寅大統領の誕生という歴史的なできごとがあった。ロウソク・デモの歴

史を遡ると，光州事件勃発前夜の「たいまつデモ」にまで行き着く。光州事件は韓国現代

史においてエポックメイキングなできごとであるが，光州事件とその後の展開については，

単に政治的な視点からの分析だけではその本質に迫ることができない。韓国社会の基層に

ある伝統文化である巫俗（シャーマニズム）を含めた民衆史の観点から光州事件を読み解

き，現代の日韓歴史問題を見つめる視座を提供できればと思う。 

 

 

はじめに 

 歴史叙述とは，ある歴史的な事実について人々が口で語り伝え（口承），また文字で書き

伝える（書承）という行為，つまり語りのなかで生成されるものである。それは歴史への

想像力を伴う語りの積み重ねによって整えられる。それゆえ単なる資料の集積としての事

実を超えた，ある種のまとまりを備えている。 

 とくに韓国の正史においては，支配の正統性が常に意識され，文字による記録は支配者

個人の政治的意図を反映させたものが多く，「記録の政治性」や「記録の属人性」は不可避

であった。 

 それに対して正史が依拠する国家体制の文脈そのものを根本から覆し，それに代わる新

たなもう一つの政治体制を目指す，動態的なありかたとして，1980年代以降，「民衆史」の

ジャンルが台頭してきた。その歴史観は主として，運動歌謡，マダン劇，民衆詩，民衆文

学，民衆芸術などによって表象され，これらは「詩的な，あるいは文芸的なまとまり」を

もって構成された歴史叙述の形態となっている。 

 ところで日本ではかつて韓国の学生運動の烈しさがよく報道されていたが，今一度確認

しておきたいことは，1980年代以降，彼らのデモはたいてい 5月に集中し，その烈しさの

根底には常に光州へのこだわりがあった，という点である。「5 月光州」などの語の響きに

は，命を懸けた闘争に人々を駆り立てずにはおかない，ある種のシンボリズムが含まれて

いるのである。 

 そこに端を発して光州は，新たなる「巡礼地」を形作ってきた。5 月 18 日を前後して光



州事件の戦跡を聖地に見立てて巡礼することは，学生や労働者などの運動家たちにとって

重要な年中行事になっている。 

 そこでここでは正史と民衆史，巫俗の観点から，韓国現代史の中で光州事件をとりあげ

て考察し，日韓の歴史問題を考える糸口となればと思う。 

 

１．民衆史にとっての光州事件 

（１）1970年代：全泰壹焼身自殺事件と維新体制 

 現代韓国史における民衆史は，1960年の 4.19学生革命までさかのぼることができると思

うが，歴史の表舞台に「民衆（ミンジュン）」が初めて登場したのは，1970 年 11 月 13 日

に起きた全泰壹・焼身自殺事件であった。当時，22歳の若者であった全泰壹が，「われわれ

は機械ではない」「勤労基準法を遵守しろ」と叫んで，自らに火をつけて焼身自殺したでき

ごとである。彼は自らを対自的な民衆と位置づけ，抑圧構造の中でじっとがまんして耐え

忍ぶだけではなく，労働者も一人の人間なのだと訴えたのである。この時代は軍事独裁体

制の社会であったから，ソウル市勤労監督官室や労働庁に陳情しても握りつぶされ，ビラ

をまこうとしてもすぐに妨害され回収されてしまうために，労働者の現実を世の中に訴え

ようと自分の体にあえて火をつけるという行動に出たのだった。この事件は，朴正煕政権

による軍事独裁体制の韓国社会に大きな衝撃を与えた。 

 このできごとはまた，学生運動と労働運動が連帯闘争するきっかけとなり，民衆史の始

まりともいわれている。経済史学者の滝沢秀樹は，この事件について「三・一独立運動以

降，民衆自らが歴史の表舞台に登場するようになった大きなきっかけとなった」と評価し

た。 

 1970 年代という今日のようなネットもない時代において，全泰壹は焼身自殺という方法

をどのようにして思いついたのだろうか。事件当時の新聞記事を見ても，せいぜい 2～3行

のベタ記事でしか扱われていない。 

 同時代の世界的なできごとでいうと，南ベトナムの僧侶が政権の仏教徒に対する高圧的

な態度に抗議してサイゴンの米大使館前でガソリンをかぶって焼身自殺した事件（1963 年

6 月），パリ五月革命（1968 年 5 月）などがあり，そうした情報が統制下の韓国社会にも

地下情報として流入してそれを参考にしたのではないかとも考えた。だが，そのことを裏

付ける資料や証言を見つけ出すことはできなかった。 

全泰壹は，労働庁に出入りする記者たちにデモの日時と場所を告げて，取材を要請した。

そして「（11月 13日）昼休みに面白い見世物があるから，国民銀行の表通りに出て来いよ」

と言って友人たちを誘い，大衆が見守る中で自分の体に火をつけたのだった。おそらく全

泰壹は，そのようなやり方を独自に考えて実行したのではないか。いずれにしても，自ら

を大衆の前にさらけ出して自己スティグマ化し，労働者という存在の厳しい現実を白日の

下にさらしたわけだが，このような抵抗の仕方は韓国の歴史においては初めてのことであ

った。 



 1970 年代は，72 年 10月に朴正煕大統領によって維新体制が敷かれた時代で，全国に非

常戒厳令が布告され，同年 12月には大統領の全権掌握を定めた維新憲法が公布。さらに 75

年には維新憲法に対する誹謗・反対・改憲の主張を禁じた緊急措置 9号が発令されるなど，

反体制運動にとっては厳しい冬の時代だった。 

そのためか，その後，全泰壹焼身自殺のような出来事はほとんどなく，1975 年 4 月に，

ソウル大生が良心宣言文を唱えて割腹自殺をするという事件があったくらいだ。ただこの

時代の反体制運動の形態をみると，労働運動初期の全泰壹が雇用主や労働庁に対して行な

ったのと同様に，権力者（大統領）に対して「民衆の立場を省みて善政を敷いてください」

というような（大統領閣下に捧げる）諫言の訴えであって，国家体制への疑義まではもっ

ていなかった。 

 しかし，厳しい政府の統制下にありながらも，地下においては，全泰壹という若者が焼

身自殺を図ったことは知られており，彼の書き残した遺書や手記が散発的に読まれていた

ようだ。そのような細々とした学生運動の流れが社会の底流にあった。 

 

（２）光州事件の歴史的意味 

 ところが，光州事件を契機として決定的にパラダイムがシフトした。 

 光州事件では，1980 年 5 月 18 日に戒厳軍が光州市内に投入され，市民や学生との間で

抗争が起きたが，その後 5月 21日に戒厳軍が撤収したあと，数日間にわたって市民軍によ

る「光州自治」が行われた。とくに抗争の中心地でもあった道庁は 5月 14日に開催された

民主大聖会以来，「光州市民の共同体的な討論と集会の象徴的な場所」として，直接民主制

による汎市民決起集会の舞台になった。 

 ところが戒厳軍による交通・通信の途絶と言論統制によって，抗争の火が全国に広まら

ずに全羅道内にとどまるようになると，光州市民は，虐殺と抵抗の悲劇的現場を見た米国

が，現政権に圧力をかけ，これ以上の流血事態を招かないようにしてくれることを待ちわ

びるようになった。 

 興味深いことには，正史の側でも同様のモチーフが物語りの構築に組み込まれた。すな

わち，正史に描写された光州市民は共産主義から救い出してくれる反共の救世主として，

他方，民衆史が語る光州市民は軍事独裁の暴力から救い出してくれる民主化の救世主とし

て，それぞれ米軍の訪れを待ちわびたのであった。まさに米国は，反共と民主化を同時に

内包させた両義的存在であった。だが論理的に考えて，この二つのイデオロギーは両立し

うるものではない。 

 実際には，当時のレーガン米大統領は，冷戦構造の中で（1980 年夏のモスクワ・オリン

ピックをボイコットしたような厳しい時代状況であったから）全斗煥政権を支持した。果

たして米軍は 5月 27日，韓国・戒厳軍の背後から反共の救世主としてその姿を現した。米

国の立場は，このまま市民の民主化要求の動きを黙認すれば，北朝鮮の南進を招くだろう

との憶測から，冷戦構造の防波堤として韓国にテコ入れをして西側の安全保障を最優先し



ようとした。 

 光州市民たちにしてみれば，自分たちを殲滅するために米国が現れたというショックな

現実だった。70年代の民衆運動の基底にあった「お上（韓国政府）に懇願する」「自分の国

の体制を何とかしてほしい」という段階を超えてしまった。要するに自分たちが，日本帝

国主義からの解放後も隠然と続く植民地主義体制の中に組み込まれていたのだということ

に気づいたのである。 

 80 年代前半の韓国政治は，光州事件の後遺症もあって，全斗煥政権は徹底的に運動圏を

叩いた。こうして運動圏はより深く地下に潜伏するようになり，表立った活動をあまりし

ない代わりに，運動理論を先鋭化させていった。 

 そのような中，1982年 3月，韓国・釜山のアメリカ文化院に（反米反政府の）学生たち

が放火し，その周辺に反政府・反米闘争を呼びかけるビラがまかれるという事件が起きた。

冷戦体制の中で，韓国は日米韓体制に組み込まれ分断が固定化されてしまうような状況下

にあり，全斗煥政権としては，北朝鮮との対峙という現実を前に，国際社会における存在

感で北朝鮮を凌駕するために，労働者の苦しみを横目に見ながらも薄利多売で経済的成功

を目指そうとした。そこに北朝鮮工作員（主思派）の言説が浸透していったこともあるだ

ろうが，反分断，米国への憎しみといった情緒が次第に形成されていった。  

 折りしも 1986年 2月のフィリピン大統領選挙においてマルコス陣営の得票不正操作が発

覚し，民衆の支持を受けたコラソン・アキノが大統領に就任した（エドゥサ革命，ピープ

ル・パワー革命）。そこにはマルコス政権に暗殺されたコラソンの夫ベニグノを殉教者にな

ぞらえるフィリピンのフォーク・カトリシズムが作用していたといわれる。マルコス政権

を米国がバックから支えていたにもかかわらず，このような革命が起きたことで「民主化

ドミノ」が盛んに叫ばれるようになり，韓国の市民たちもそれに呼応して，「われわれもフ

ィリピンに続け」という雰囲気が生まれた。そのため学生や労働者による反政府運動や事

件が頻発するようになった。 

 全斗煥政権は，フィリピンの政変について情報・報道統制を敷いて一切報道させないよ

うにしたものの，気骨のあった東亜日報などのメディアが報道した。 

暗殺されたベニグノ・アキノの殉教性に感応した学生や民衆にとっては，全泰壹焼身自

殺事件が原点としてあり，彼の遺書や手記等を地下で読んできた流れがあった。83 年に弁

護士の趙英来が『炎よ，わたしをつつめ：ある韓国青年労働者の生と死』を著すとすぐに

発禁処分になったが（91年に『全泰壹評伝』として復刊），そうしたものが地下で広く読ま

れた。同書は分断によって生じたさまざまな社会矛盾は一番の弱者である零細労働者，農

民などに現れるが，それに対し知識人はどう対処すべきか，という文脈から全泰壹の生と

死の意味を読み解いた本だ。当時，身近なところに光州事件があり，学生運動圏の間に，

自分たちも全泰壹や光州の英霊に続いて命を投げうってでもやらなければならないという

気運が生まれ，そこにフィリピンの革命が追い風となって，多くの学生・民衆運動が起き

るようになった。しかし，このような歴史は，正史からすれば歴史の舞台裏に押し込めら



れるべき類のものであった。 

 

２．巫俗（シャーマニズム）の伝統 

（１）儒教伝統から外れた光州犠牲者 

 韓国の体制―反体制の対立構図には，前述した内容のほかに，朝鮮王朝以来の宗教伝統

ともいうべき＜祖上神―冤魂＞というのがある。朝鮮の文化には，「中華の大伝統」と「土

俗の伝統」という二つの流れがある。前者は子孫をなして自然死を遂げえた者を「祖上神」

（＝先祖神）に祀るもので，後者は祖上神になれなかった死者を冤魂として慰撫する朝鮮

古来の巫俗に属するものである。とくに韓国の巫俗の思考からすると，穏やかざる死をと

げた霊魂は，儒教祭祀を受けられない怨みから生者たちに祟る存在として忌避され怖れら

れてきた。 

 近代化した韓国においては，国民国家として自国に帰属意識を持つ個々人と国家との間

の契約関係というしくみを受け入れながらも，同時に儒教的価値観をも保持し続けようと

した。そのため人々は往々にして祭祀をともにする父系出自集団（宗族）の利害を優先さ

せてきた。この構図が光州事件に現れている。 

 光州犠牲者は一部の運動圏を除いては，多くが弱い立場の人々であり，彼らは心ならず

も死に追いやられたためにこの世への断ちがたい未練や口惜しさ，ついえてしまった未来

への憧憬といった「恨（ハン）」がある。しかも光州犠牲者はたとえ偶発的な死であっても，

国家によって「アカ」「暴徒」と一括りにされ，社会的にもその存在を抹殺されてきたので

ある。その「恨」は，そんな死者たちの情念を忖度せずにはいられない生者たちの思い，

そしてそれは募るばかりの不条理となって表出される。これらは祖上神として祀られるこ

と，また祀ることができなかったことへの怨念と無念の情なのである。 

一方，光州事件以後の民主化運動の過程で犠牲になった人たちの多くは，デモの先頭で

の圧死，焼身自殺，横死，異形死など，自然ではない死に方であった。日本的表現で言え

ば，「畳の上で死ねなかった」となるだろう。そのような死に方をした人は，伝統的儒教規

範からすると，葬儀を執り行うことができず，墓にも入れてもらえない。また犠牲者たち

は運動の過程で半ば確信犯的に政治的死をとげた人々でもあったので，その死は，心なら

ずも偶発的な死に見舞われた光州犠牲者たちにもまして，家族次元での「不孝」，国家次元

での「アカ」という汚名を着せられることになった。そこで 86年 8月に遺族である父母た

ちが遺族会を結成し，無念な死者たちを祀り彼らの志を受け継ぐという方向に進んでいっ

た。韓国の伝統からみると，これは革命的なことといえる。 

親たち，遺族の半数は，遺族会に参加したが，残りの人たちは，精神的，心理的抵抗が

あったようだ。それで参加しなかった遺族は，遺体を家に持ち帰って裏山にひっそり墓標

もないままに埋葬したという。セウォル号の遺族，親たちがあれほど熱心に運動する姿も，

たぶん 80年代の民主化運動の蓄積がなければあり得ない光景であったと思う。 

 また私自身の体験として，1990 年代初めに若い韓国人留学生（女性）が日本で亡くなっ



たことがあった。その家族はカトリック信仰をもっていたので日本のカトリック教会で葬

儀は執り行ったものの，年若い未婚女性で日本で客死し，親より先に死んだということで，

お墓はつくれず骨は粉にして川に撒いたという。 

 元来，韓国の伝統には，息子・娘はちゃんと結婚して子どもをもうけ，四代上までの先

祖の祭祀を命日ごとに長男が行うしきたりがある。とくに焼身自殺など身体を激しく毀損

することで自らを殺めるという行為は，「身体髪膚これを父母に受く，あえて毀傷せざるは

孝の始めなり」（孝経）という儒教の教えに最も著しく背いている。 

 

（２）「五月文化」への構造化 

光州事件後の犠牲者の名誉復権をかけた遺族や運動家たちによる「儀礼の過程」の発端

は，事件翌年（1981年）5月，遺族たちが一周忌を期して執り行った儒教式の共同祭祀（哀

悼と追慕の儀礼）に見出される。やがて 87年の盧泰愚による「六・二九民主化宣言」によ

り，犠牲者たちを葬った光州市郊外の望月洞五・一八墓域への出入りが自由化されると，

他地域からの運動家たちによる光州参拝が自然発生的に始まった。これらの場面ではしば

しば弔いの一行と機動隊，またデモ隊と機動隊の対決が繰り広げられてきた。それはどち

らの側にとっても，自己のあり方の正統性をめぐる問題は，その死をいかに意味づけるか

にかかっていたからである。つまり犠牲者たちを＜英霊＞や＜烈士＞に祭り上げるか，＜

冤魂＞や＜暴徒＞などの汚名（スティグマ）によって貶めるかといった，二つの相反する

立場の相克であった。 

このような弔い合戦の一時期を経て，「光州巡礼」の原型が作られていったのである。そ

の原動力は遺族たちの追慕儀礼を続行させたいという切実な思いであった。このように韓

国史の陰の部分には，政治は宗教性を，宗教は政治性をそれぞれ帯びて不可分に結びつい

ている。 

その後，1993年 5月に金泳三大統領によって「光州での流血は民主主義の礎であり，現

政府はその延長線上に立つ民主政府である」という「五・一八特別談話」が発表された。

これを受ける形で，光州市は同年 9 月に記念事業推進協議会を立ち上げ，望月洞墓域の聖

域化，道庁記念館の建立，記念日の制定などの諸事業に乗り出した。 

翌 94 年 5 月 14 日には大統領による光州聖域化宣言が出され，95 年 12 月に「五・一八

特別法」が制定されて，96年には全斗煥・盧泰愚らが逮捕されるに及んだ。さらに 97年に

5 月 18 日が国家記念日に制定され，五・一八新墓域の造成に伴い，犠牲者たちの遺骸は旧

墓域から移葬された。 

このような経緯を経ながら，光州事件という一つの歴史的事実をめぐり，反体制側は自

己の存在証明をかけて体制側と闘った末，＜暴徒＞を＜英霊＞へと価値逆転させ，その舞

台となった都市（光州）を行政ぐるみで「民主聖地」「義郷」と価値づけることに成功した

のである。そして参拝者たちの群がより組織化された巡礼者集団へと昇華され，次第に整

序されながら構造化をとげていった。 



現在の五月行事は約半月にも及ぶものだが，素朴な追慕行事に加えて，数々の五月文化

の催しが軒を並べ，芸術的かつ祝祭的な空間を醸成している。この変化は，ある意味で民

衆史が準正統的になりつつあることを示しており，さらに言えば，正史に対する民衆史の

勝利といえる。 

ところで，名誉復権がもたらした一つの皮肉に「死者の差別化」がある。望月洞五・一

八墓域には，光州事件における犠牲者たち（「英霊」）のほか，「光州」に殉じた 80 年代以

降の死者たち（「烈士」）もともに葬られていた。しかし名誉復権にともなう聖域化事業の

一環として新墓域が造成されると，その道一本を隔てた場所に，「行く者・行かない者・行

けない者」という三通りの立場が生じたのである。 

まず光州事件における犠牲者たちは無条件に新墓域に移ることになったが，その中には

国立墓地への昇格を主張する余り，移葬を拒否する遺族たちもいた（注：その後，98 年ま

でに全員が移葬）。一方，80年代以降の（学生・民衆運動の過程での）死者たち（烈士）は，

新墓域に移ることもままならず，旧墓域に取り残されることになった。このような英霊の

遺族たちのわだかまる思いや，烈士の親たちの憤懣やるかたない思い，それらをなおざり

にしたまま，「無等山をのぞむ穏やかな場所」に望月洞新墓域が竣工したのであった。 

さらに盧武鉉政権時代には，民主化運動に功労のあった人たちが国家有功者として名誉

復権されたが，そこでは「疑問死」に分類される人たちが名誉復権から除外された。「疑問

死」とは，たとえば次のようなケースをさす。運動をやっていた学生が兵役で入隊すると，

（アカに染まった若者を健全にするという意味の）「緑化事業」が行われる。その過程で「事

故死」した者たちがいる。「事故死」と表記されてはいるが，実際にはリンチなどを受けた

のではないかと疑われるような死因不明の事例があった。また忽然と姿を消した学生運動

家が，数日後に変死体で発見されるということもあった。このような者たちは名誉復権対

象から除外され，結果として遺族会の分裂にも繋がっていった。 

光州事件の＜英霊＞だけが民主化の結実を享受し浮かばれるというのなら，それは＜烈

士＞たちの死をムダに盗んだことにほかならない。朴鍾哲や李韓烈の事件を想起するまで

もなく，光州事件以後の民主化の歩みは，確かに「疑問死」も含めた烈士たちの犠牲なく

しては語りえないからである。＜英霊＞と＜烈士＞が融合された，そしてまた新たな烈士

が融合されつつある望月洞墓地という場所で，人々が力を得て，志を新たにしてきたこと

はまぎれもない事実である。このように 80 年代以降の民衆運動の展開は極めて複合的で，

それだけに「光州五・一八」といえば，そうした闘争過程そのものの表象として，人々を

不断に突き動かす記号たりえてきたのである。 

 

３．文字に残されない歴史とシャーマニズム 

（１）富山妙子の創作活動とシャーマンの意味 

 光州事件が起きたその年に，その事件を世に知らせるため木版画集を出した画家に富山

妙子がいる。彼女は，1980年 5月に光州事件が起こると，そのニュースをもとに同年 6月



初めから光州事件の絵を描き始め，1 カ月ほどで木版画集『倒れた者への祈祷・1980 年 5

月光州』を完成させるとともに，スライドにして国内外に発信した。彼女が生涯をかけて

取り組んできたことは，ある意味で，冤魂を慰撫する巫俗，シャーマニズムの概念に通じ

るものである。 

 彼女の光州事件を描いた作品にはシャーマン（韓国語ではムダン）は出てこないが，80

年代前半に筑豊炭坑での朝鮮人強制連行をテーマにした作品では，シャーマンをモチーフ

に使っている。それはなぜか。 

強制連行されて労働のはてに事故などで亡くなった人々は，その個人名が残されない。

日本兵は海外の戦地で戦死しても軍籍簿があるから靖国に祀られ，役所の名簿に名前が記

録されているので遺族年金が支給される。ところが，朝鮮半島からかり出されて炭坑労働

に従事した人々は，死んでもどうなったのか，ほとんどその実態がわからない。一部，心

ある日本人が名前を書きとめて寺の過去帳に記したものもあるようだが，大半はわからず，

せいぜい「某鮮人」といった程度の記録が残っているに過ぎない。 

 文字で残されない歴史を呼び起こさないと，歴史の全貌を語ったことにはならない。富

山は日本人だが，日本人が朝鮮人に成り代わってどうこうすることもできない。ものを言

わずに亡くなり，異郷の地に埋められたまま名も知られずに埋もれた死者たちが，どのよ

うな思いで生き，死んでいったのか，（文献資料を研究対象とする）歴史学者はそれを明ら

かにすることはできないが，芸術家はそれを表現することができる。そこで富山は，死者

の深い孤独と悲しみの声を聴くシャーマンのモチーフを取り入れて絵で表現した。 

 

＜加害者である日本人が被害者を主体的に描くことはできません。そこで，私の絵にシャ

ーマンを持ち込むことを考えたのです。私がシャーマンになって，筑豊炭坑で働かされた

朝鮮人炭鉱夫の死者たちを呼び寄せる，こういう設定を作って絵を描き，映画にしました

＞（富山妙子・真鍋祐子対談「なぜ光州を語り，描き続けるのか―光州事件 30周年の年に」

『月刊百科』2010年 12月号） 

 

 その後富山は，80 年代半ばに慰安婦を主人公にしたスライドの作品『海の記憶―朝鮮人

従軍慰安婦に捧げる』（1986年）を描いた。そこでもシャーマンをモチーフにしている。そ

れはシャーマンというモチーフこそが，女性というマイノリティであり，かつまた，民族

的・植民地的抑圧に封じ込められた朝鮮人慰安婦たちの聴き取れない声をすくい上げるた

めの見方・想像力にほかならなかったからだ。 

 私の感覚でも，シャーマニズムは重要なファクターではないかと思っている。なぜか。

全泰壹や学生運動で亡くなった人たちは，伝統的な儒教規範の中では，名も残せず，その

人が生きてきた遺品，形見も全て焼いて何もなかったことにされてしまう存在だ。さらに

運動しながら死んだ場合は，（「アカ」「暴徒」などの）幾重にもスティグマを負わされる。

親より先立ったこと，政治的には「アカ」で，死に方としても最悪である。彼らの魂は，



遺族会ができるまで歴史の上にもってくることができなかった。そうした中に富山の絵が

あった。 

 歴史的な加害性に立脚する 1921年生まれの富山は，被害者を主体的に描くことができな

いかわりに，満洲で少女時代を過ごし，虐げられる苦力（クーリー）や，植民地支配と戦

争で荒廃した朝鮮の土地と人々を間近に見てきた，彼女自身の「メモリー・スケープ」（記

憶の風景）をたどりながら，「対蹠地点」のこちら側とあちら側を往還し，あちら側で「自

分が足をつけている場所と逆のところに足の裏をつけて立っている」，さまざまな他者の記

憶にまつわるイメージを造形してきた。時代と場所を超えて切り結ばれた「メモリー・ス

ケープ」のなかで，過去の異空間から「他者」の声を引き出してくれる媒介者が，シャー

マンなのである。 

 そして 80年代以降の創作活動を通して，過去への遡及とシャーマンを介した「他者」と

の邂逅が連鎖的に起こり，しかも同時代の歴史状況と呼応して，人々の社会変革への希望

をつないでいったのである。 

 

（２）学生運動の中のシャーマニズム 

1987年 6月，護憲反対デモが全国で繰り広げられる中，李韓烈という延世大学の学生が

催涙弾の直撃を受けて意識不明になり，やがて亡くなるという事件が起きた（7 月）。そこ

で李韓烈の死を悼む民主国民葬が初めて執り行われたのだが，そこにイレギュラーで烈士

復活の舞いを捧げた舞踊家の李愛珠・ソウル大学教授が，シャーマニズムをモチーフとし

た舞を披露した。同教授は，シャーマンのいでたちで，シャーマンの使う霊刀をもって登

場し，李韓烈の生と死，そして復活を，自らの身体をもって表現したのだった。 

翌 88年にソウル大学の趙城晩という学生が，ソウルオリンピックを南北共同開催せよと

叫びながら割腹自殺するという事件が起きた。このときの葬礼においても，李愛珠教授が

登場して舞を披露した。これはクッと呼ばれる朝鮮のシャーマン儀礼そのものだった。こ

のとき初めて，学生運動という政治運動にシャーマニズムのコンセプトが取り入れられ，

人々を共感の渦に巻き込んだ。死者の思いを代弁することはできないが，シャーマンとい

う道具を使えば，それが表現できる。これは衝撃的なことであった。 

また 90年代に私が大邱のある大学に勤務していた頃は，全国の大学で学生運動がさかん

に行われ犠牲者が多数出た時代だった。同大学ではそうしたことはなかったが，他の大学

での犠牲者が出るたびに，各学部の入り口に焼香台を作り，黒焦げの遺体の写真や遺影等

をかざり，入り口付近は線香の香りで充満していた。これは学生たちが自主的にやってこ

とであったが，これは政治というよりは宗教ではないかと感じた。 

ソウル大学人類学科の金光億教授の調査によると，伝統のあるエリート大学からは知識

人として社会変革をリードする運動家が多く輩出し，それだけ多くの民主化運動過程での

犠牲者がいるわけだが，ソウル大学のキャンパスにはそうした先輩たちを顕彰する石碑が

点在しており，それらをひとつひとつ回りながら，そこに豚の頭をおいて儀礼をやり，そ



の後に広場で集会をやってから，スローガンを叫びつつキャンパスの外に出て行ったとい

う。まさにこれはシャーマニズムの流用である。シャーマニズムは，そもそも儒教規範に

よって押さえ込まれてきた，言葉にならない情緒を昇華させる装置である。こうしたシャ

ーマニズムの要因が，対抗文化として運動の中に再構成されているのである。 

 これらは，シャーマニズムの一つの型を引き継いでいるような感じがする。新しく作っ

た形式というよりは，何か巧みにコラージュしながら，一つのパターンを引き継ぎ，自分

たちの政治運動の中の儀礼に取り込んでいった。さらにしたたかなのは，そこに儒教的な

やり方も取り入れたことだ。民主国民葬はまさに伝統的な葬法に準じたやり方だった。 

 民主国民葬の手順は， 

①永訣式（＝告別式） 

②路祭 

③墓地への埋葬 

である。 

伝統的には，死者の家の中庭に家族が集まり死者に最後の別れを告げ（永訣式），墓場に

向う途中の路傍で故人の死を社会的に宣布し（路祭＝社会的に死者を死なせる過渡的儀礼），

墓へと向かう。このような儒教の伝統的なやり方を民主国民葬に取り入れて，それを故人

が属したキャンパスや職場の中で行ったのである。 

 形式は伝統を引き継ぎながらも，中身は全く価値転倒している。つまり，儒教の伝統で

は，天寿を全うした故人についてその子孫が祭祀を行うのだが，民主国民葬はそれらが逆

転している。永訣式の会場から運ばれた霊柩を一般市民にも見えるように祭壇上に安置し，

前方舞台で舞を踊り，追慕の歌をうたったり，詩を朗読したりする。さらに故人がやろう

としてやり遂げられなかった志（例えば，民主化，統一など）を引き継ぎながら，そこに

参加する人々は，自らの遂げられなかった夢に向けて，生者と死者がともに出会い，「恨解

き（ハンプリ）」への情念を融合させるのである。 

 

４．現代への含意 

（１）正史につながる民衆運動 

 民衆史の流れを受け継ぐ韓国・運動圏の歴史は，光州事件，全泰壹焼身自殺事件，さら

には 4.19 学生革命に繋がるだけではなく，さらに三・一独立運動（1919 年），その前の東

学農民戦争（1894 年）へとさかのぼる，とされる。すでに三・一独立運動と東学農民運動

は韓国の国史（正史）に位置づけられているが，運動圏の学生たちはこれらのできごとを

「抵抗の伝統」として自分たちの淵源ととらえ，理論的に位置づけた。 

ソウル大学，延世大学，全南大学などでの学生運動の先輩たちが，今では（他界して）

烈士となっている。先述の金光億教授が示したソウル大の例に類似するものとして，光州

事件の始まりの場所であった全南大学があげられる。光州の中でも全南大における民主化

運動犠牲者たちは，大学の所在地名をとって特別に「龍鳳烈士」と呼ばれている。このよ



うに，ローカルな集団の中にも運動の精神を引き継ぐ一貫する歴史があり，また国や民族

のレベルでは三・一独立運動や東学農民戦争など，「抵抗の伝統」の命脈をたどってきてい

るのだという確固たる矜持がある。そのような縦と横の関係があるので，先輩たちの書い

たものに学んだり，民主国民葬を通して死者について弔辞を読んだり，見たり，聞いたり

する中で，自分たちの運動を位置づけていこうとするさまざまな装置がある。 

 ロウソク・デモについて言えば，2002年 6月に米軍の装甲車に二人の女子中学生がひき

殺された事故のときに初めてロウソクを持ったデモが始まった。その流れは盧武鉉大統領

を誕生させるデジタル・デモクラシーに繋がっていった。しかしさらにその原点にさかの

ぼれば，光州事件のたいまつデモに行きあたる。 

80 年代以降，運動圏の学生たちは，火炎瓶を投げたり，石を投げたり，自分の体に火を

つけたりと，過激な方法をとってきたが，87 年 6 月の「民主化宣言」をピークに，徐々に

民心が離れていった。決定的だったのは，91 年 6 月の「外大事態」である。盧泰愚政権で

国務総理に任命された鄭元植が韓国外国語大学で最終講義を行なう際，学生たちから大量

の卵と小麦粉を投げつけられた暴行事件をさす。学生たちの暴力的手法に加え，その相手

が老人であったことが，いっそう民心の反撥を招くことになる。その結果，韓国の学生運

動は急速に下火になっていった。 

当時の運動をリードしていた三八六世代（90年代半ば当時，「30代で 80年代に大学生活

を送った 60年代生まれ」を指した造語）の人たちの多くは，90年代半ば以降，社会の中堅

として制度圏に組み込まれていく中で，保守反動化していった。自分たちの政策実現のた

めには，与党に入って改革した方がいいと考えて，力の強い制度圏に入っていったのであ

る。一方，同じ時期，三八六世代が牽引した「落選運動」において，中道左派や穏健保守

の候補者までが落選運動の標的とされたことが，民主化運動勢力の硬直化を招いたのでは

ないかと思う。 

そうした苦い経験を反省して，昨今のロウソク・デモでは，とにかく非暴力を貫くこと，

過激な言動を押し込めることが強く意識されていた。たとえば，2017年 1月にソウルの朴

槿恵大統領の退陣を求める抗議集会で僧侶が焼身自殺を図るという事件があったが，韓国

のマスコミはそれほどセンセーショナルには取り上げなかった。これを大きく取り上げる

と，民心が抗議運動から離れてしまうことを怖れたからだと考えられる。 

むしろロウソク・デモを後押ししたのは，2014 年 4 月 16 日の「セウォル号惨事」で犠

牲になった高校生の親たちが，光化門一帯でずっとテントを張って断食篭城をやってきた

ことが大きかったのではないか。つまり光化門一帯は，生と死の空間として，親たちが祭

壇を設けてずっと断食篭城をやってきた場所である。2015年 11月 14日の第一回民衆総決

起大会は，いわば弔いの場に接続された形で行われたのである。そうした中で，その夜，

デモに参加していた白南基という老人が放水銃の集中砲火を浴びて斃れ，翌年 9 月，意識

が戻らないまま死亡する。実は 11 月 13 日は全泰壹の命日であり，11 月 14 日は朴正煕の

誕生日である。ちなみに 2017 年 11 月 14 日は朴正煕生誕 100 周年に当たる日なので，朴



槿恵大統領はその日に合わせて歴史教科書の国定化をして朴正煕の完全な顕彰事業をやり

たいと考えていたようだ。だが，その年 11 月 12 日の第二回民衆総決起大会は，セウォル

号とともに白南基死去というもう一つの弔いの場に接続されたことで，大統領退陣を要求

する声はいや増し，ロウソク・デモは年が明けて朴槿恵大統領の罷免が決定される（3 月

10日）まで，極寒のソウル光化門一帯で継続された 

 

（２）慰安婦問題 

 最後に，慰安婦問題に関連していくつかの観点を述べるにとどめておきたい。 

 まず「慰安婦」という存在に対する韓国社会の目である。伝統的儒教の教えには「（貞女

は）二夫にまみえず」という規律があって，男に強姦されかかったら自ら持っている短刀

で自死しなければならないという「烈女」（注：節操を固く守る女性の意味）が賞揚されて

きた。そのため「慰安婦」になること自体が，韓国で支配的であった伝統規範意識からす

ると，後ろ指を刺されるような立場であり，社会的には蓋をしたい存在であった。 

 ところで，「少女像」をつくった彫刻家は三八六世代の人だ。日本では彼らを「反日」と

いっているが，注意すべき点がある。それは彼らが「感情的な反日」ではないことである。

韓国人の文脈からいうと，彼らがいうところの「反日」の「日」は，「日本帝国主義」のこ

とだ。日本の言説では，感情的に日本（人）が憎いと受け止められているが，韓国の人々

がいう反日はそういう意味ではない。 

少女像を制作した彫刻家夫妻は神奈川新聞のインタビューで，「少女像を作ったのは反日

感情からではなく，自分たちの親世代など，元慰安婦の存在を見て見ぬ振りをし，後ろ指

を指す，忌避する，そういう傾向をもった自分たちの社会の風潮に向けてもつくった」と

いう内容のことを語っている。そうした点は，私たちもきちんと分別して考える必要があ

るのではないか。 

 そもそも韓国挺身隊問題対策協議会（挺隊協）をはじめとする慰安婦問題解決運動は，

80 年代の学生運動に源流がある。光州事件の遺族たちが一貫して求めてきたのは，①犠牲

者の名誉復権，②真相究明と責任者処罰，そして③しかるべき補償の三点であった。名誉

復権とは，犠牲になった人たちが真相究明もなされないまま社会的スティグマを負わされ，

正規の歴史（正史）の中で存在しないことにされてきたことを問題にする。80 年代以降の

民主化運動犠牲者たちの遺族会もこの運動方針を引き継いだし，また 2000年頃からはベト

ナムへの謝罪運動，最近ではセウォル号遺族に連帯して真相究明と補償を求める「4・16

連帯」の運動も，これに倣うものである。 

前述のように挺隊協をはじめた初期の人たちの多くは，学生運動から流れてきた人たち

である。彼らの訴えるべき相手は主として日本政府，そして対日米関係の力関係の下で妥

協する韓国政府，ひいては元慰安婦たちを蔑み，その存在を隠蔽してきた韓国社会全体と

なるが，そこから枝分かれした人たちの中には，ベトナムに対する謝罪運動を展開する人

たちもいる。かつてベトナム戦争に派兵した韓国軍が現地で犯した罪についても問う必要



があると考えて，ベトナム各地で被害の実態を調査し，被害に遭ったベトナムの人々に対

する癒しと謝罪のための運動を行なっている。また元慰安婦の人たちの中には，ベトナム

への寄付（ナビ基金）をしたり，熊本地震の被災者に寄付したりする人もいる。つまり彼

らの運動は今や民族主義を超えて，戦争犯罪と人権，わけても女性の人権問題という国際

基準に基づき展開されており，こうした多様な側面を見落としてはならない。 

 韓国の人がよく「歴史を直視せよ」というときには，日本人を憎んで主張するのではな

く，歴史の検証，つまり日本帝国主義に対して異議を申し立てているのである。韓国の人

たちがいう「親日」や「反日」は日本に対する感情ではない。日本のメディアも多くの人々

もその点を取り違えている。そして私たちがこのことを看過して「過去のことは全て終わ

った」と主張するなら，それは私たちの中にいまだ植民地主義が生き続けているというこ

とである。そのことを自覚し，真相を究明し，歴史を直視し，反省しようとする姿勢を示

すことなしに，お金で解決済みとするのは順序が逆であり，韓国の人たちにとって「過去

の清算」，つまり植民地主義の清算とはなりえない。韓国からの問いかけは，日本人の私た

ちひとりひとりの内面に投げかけられた問いかけである。私の印象では，韓国の人たちは

国と個人を分別して物事を考える傾向が強く，（運動圏の人も含めて）感情的に日本人が悪

いと決めつけている人はそんなにいないように思う。日本では韓国に対し，しばしば「過

去を蒸し返す」という批判がなされるが，韓国から見れば日本の方こそ「過去を蒸し返す」

と映っているのではないだろうか。1993 年に河野談話が出され，歴代政権もこれを踏襲す

るとしてきた。それは国際社会から見れば，国として日本政府が公言した見解であるが，

にもかかわらず，公人である政治家たちがこれを覆すようなコメントをしては物議をかも

してきた。こうした四半世紀にもわたる両国間のいきさつは，韓国の人たちに，日本は一

度公言したことを蒸し返しては卓袱台返しをする，という印象をもたらしている。 

 ともあれ，韓国の人々の歴史のとらえ方に一貫していることは，慰安婦であれ，ベトナ

ム戦争の犠牲者であれ，またセウォル号での犠牲者であれ，歴史上に名を残さず，封じ込

められてきた人々の「恨」を汲み取っていかなければならないということである。この「恨」

という考え方もシャーマニズムと通じるもので，根はひとつである。とはいえ，それを単

なるローカルな話として矮小化してはならない。時おり，韓国通と称するマスコミ人に見

られることだが，たとえばロウソク・デモや少女像を語る際，「韓国人には「恨」があるか

ら」の一言で文化本質主義にその要因を帰結させ，それで韓国を理解した気になってはい

けないと思う。歴史学者の小菅信子は，捕虜として被曝した元連合軍兵士たちへの聞き取

りを通して，戦後処理の中でもっとも難しいのが「感情の処理」である，と指摘している。

そうした感情の一端が韓国では「恨」と呼ばれるものだが，だからといって，処理しきれ

ない感情を抱え続けているのは韓国人だけではない。勝者の側も含めて，そうした感情は

遍在していると見るべきではないだろうか。 

 もうひとつは，慰安婦問題など歴史問題に関する裁判の案件で，韓国の憲法裁判所が違

憲判決を出して問題になることがある。ここで指摘しておきたい点は，韓国の憲法はその



前文に，「悠久な歴史と伝統に輝くわれわれ大韓国民は，三・一運動で建立された大韓民国

臨時政府の法統と，不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し・・」とあるように，「抗日

に国家の土台がある」ということである。それを前提として憲法裁判所は，「その憲法に照

らして慰安婦問題（など歴史問題）を判断し解決しなさい」と判示するわけで，そのよう

な構造的問題があることも知っておくべきだろう。 

（2017年 12月 11日） 
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