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◆

刺戟的なタイトルである。

もちろん事実ないし史実として，「僕ら」の「ヒー

ロー」が全員「在日」つまり「在日コリアン」だっ

たわけではない。したがってこの本の題名はいうま

でもなく，単なるレトリックにすぎない。

だが，このタイトルは，日本の一時代における精

神・社会構造の隠された側面をみごとに語っている

ともいえる。「僕ら」という言葉は，戦後という時

代に少年だった人間の総体を指しており，「ヒーロー」

はその少年たちの戦後的な夢と憧れを体現した英雄

類型を指しており，「みんな」はその類型の持つあ

る意味での画一性を指しており，そして「在日」と

いうのは，植民地時代以降に朝鮮半島から日本に渡っ

てきた朝鮮人とその子孫（いわゆる「在日コリアン」）

を指すのだが，実はそれだけでなく，「在日」的な

なにか，「在日」的な生の本質をもあわせて指して

いるとも解釈しうる。

つまり，この本は在日コリアンを語る本であると

同時に，戦後日本とはなんだったのかを語る本であ

る。戦後日本における大衆的な夢や憧れが，いかに

して「在日」的な生の本質と結びつくのか。そのこ

とを解明することは，おそらく戦後という時代にお

ける日本社会の隠された性格をあぶり出すことにつ

ながるだろう。

しかし同時に，その夢や憧れの対象である在日コ

リアンが，なぜ自らの出自を隠しつづけなくてはな

らなかったのか。これは，戦後日本という時空間自

体が抱える矛盾である。「なにかが隠されている」

という感覚が，戦後日本を支配している。それは陰

謀という意味ではない。「もしかしたら，なにかもっ

とも大切なものが，不可視になっているのかもしれ

ない」という感覚である。

テレビを見るために群衆として集まった人びとの

まさに無数の目のまえで，力道山はアメリカ人レス

ラーを空手チョップで打ち倒す。後楽園球場のまば

ゆいばかりのカクテル光線に照らされて，金田正一

が三振を取り，張本勲が強烈なライナーを打つ。

NHKホールのきらきらした華麗なスポットライト

を浴びて，「紅白歌合戦」の出場歌手が日本全国に

向かって歌を熱唱する。どれも，明るすぎる光を浴

びて，あからさますぎる肢体をさらしている。それ

らの有名すぎる身体は，すべての日本人の目にまぶ

しさとともに刻印されている。

だが，この圧倒的なまぶしさとあからさまさのな

かに，なにかが決定的に隠されている。日本でもっ

とも隠し立てなく可視的なはずの身体が，実は日本

に住むほとんどの人びとに，見えていない。そのこ

とを暴いてはならない。空手チョップが繰り出され

るその一瞬の閃光のきらめきのはざまから，力道山

の真の顔がちらりと露出するかのようだが，次の一

瞬には群衆はそんなことを忘れてしまう。アメリカ

人レスラーをやっつける「国民的英雄」というまぶ

しすぎる光線の強烈さに，群衆は酔いしれている。

そのかたわら，しらふの人間が隅っこのほうでなに

かをぶつぶつつぶやいている。「あんたたち日本人

には見えてないんだよ」などともごもごしゃべって

いる。だが酔った群衆にはそういう言葉はまったく

届かない。金田正一の驚くほど長くてマウンドから

ホームベースにまで届きそうな腕，張本勲の犀か野

牛のように屈強な重戦車型の体躯，松田優作の二階

建てのような長い脚の運動性・・・それらはなにか，

魚と豆が主な蛋白源である世界とは根源的に違う別

世界から来たかのようなアウラを立ち上らせてはい

た。だが，そのことをあからさまに真面目に語るこ

とは避けられた。

これが，戦後日本という時空間のねじれた一断面

なのである。

◆

本書は，自ら在日コリアンである朴一教授が，

『〈在日〉という生き方』（講談社選書メチエ，一九
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九九），『「在日コリアン」ってなんでんねん？』（講

談社＋α新書，二〇〇五）に次いで二〇一一年に講

談社から刊行した同名書に加筆した文庫版（二〇一

六）であり，以上の三書を著者は「私の在日三部作」

（246頁）と呼んでいる。六年に一度のペースで在

日について本を書いたわけであり，本書はその三部

作の「完結編」（246頁）である。

構成は三つの大きな柱から成り立っている。

第一部は，「戦後日本の芸能界・スポーツ界を駆

け抜けた在日コリアンたち」で，松坂慶子，張本勲，

金田正一，力道山，玉の海，錦野
にしきの

旦
あきら

など，まさに

戦後のスターたちについて，著者の個人的な経験や

思いもたっぷりと含んだ叙述がなされる。ノスタル

ジックな文章である。戦後という時代のなんともい

えない，ぞくぞくするようなざわめきとエネルギー

が紙面から立ち昇る。この遠雷のようなざわめきは，

著者と同じく一九五〇年代に生まれた評者の耳の奥

にも，残響として鮮明に刻まれている。評者が蔵前

国技館に行って大相撲を観たのは後にも先にも，少

年のころ，大ファンだった横綱玉の海がまだ玉乃島

だった時期の一回だけだ。少年のわたしは，なぜ玉

乃島が，豪快な投げ技で相手がすでに土俵に崩れる

寸前なのに，さらに強引に土俵の土のなかに埋める

かのように叩きつけるのか，不思議だった。その情

念的な（韓国語でいえば「ハン（恨）」の）相撲が

好きだったのだが，若くして逝った玉の海が在日コ

リアンだったのを知ったのは，ずっと後になってか

らのことである。

第二部は「なぜ彼らは出自を隠すのか」で，叙述

は一気に核心部分にはいっていく。つまり著者がこ

の本で語りたいのは，戦後日本におけるヒーロー，

ヒロインの多くが在日コリアンであったという事実

なのではなく，その事実にもかかわらずなぜ彼ら彼

女らは自らの出自を隠して活動しなくてはならなかっ

たのか，という点にある。特に力道山，松田優作，

新井将敬の内面的葛藤は読者の胸を打つだろう。力

道山夫人の田中敬子さんへのインタビューでは，著

者は果敢にかなり突っ込んだ質問をしている。特に

印象的なのは，日韓関係という政治外交的な問題に

晩年の力道山が深くかかわっていたという事実にも

とづき，もし彼が長生きをしていれば，日朝関係に

も必ずや一定の役割を果たしたにちがいない，とい

う著者の認識だ（この後者の部分は力道山の弟子の

アントニオ猪木が受け継いだ）。そしてこれに関し

て，田中敬子さんが，「（北朝鮮による）拉致事件が

あったこと自体が本当にびっくりしましたが，あっ

てはならないことが実際に起きた背景には，いった

いどういう事実があったのか，やっとわかるような

時代になってきたんですが，本当に「私を拉致して

みんなを帰してよ」と言いたいくらいでした」（155

頁）と語っていることに関しては，その「力道山の

妻」としての矜恃と覚悟の強さに評者は心から感服

した。

第三部「芸能界・スポーツ界のニュー・ヒーロー

たち」は，ある意味でふっきれた在日コリアンたち

の話だ。つかこうへい，伊原剛志，鄭大世，李忠成

などが取り上げられる。出自を隠すというよりは，

出自を前面に出したり，出自を誇る在日コリアンの

姿がここで叙述される。ある意味で，ここでは「ね

じれた戦後日本」の「終わりの始まり」が描かれて

いるといってよいだろう。もちろんこの動きと同時

に社会ではヘイトスピーチという逆回転の動きが生

じて，「終わりの始まり」が滑らかに「終わり」に

は移行しない様相になってしまったが，長い目で見

れば，ねじれが終わっていくベクトルは強まってい

くだけだろう。

本書は主に，在日コリアンについてよく知らない

一般の日本人を読者と想定して書かれているため，

叙述は平易で読みやすい。内容には，在日コリアン

問題を多少とも知っている人にとってはある意味で

常識的なものも含まれている。

だが本書の意義は，まさにこの点にある。つまり，

在日コリアン問題を一般の日本人とともに，日常レ

ベルで考えようという姿勢である。この姿勢が功を

奏して，この本は元の単行本版とともに文庫版も広

く迎えられ，部数を重ねている。在日コリアンの読

者も多いであろう。しかし評者としては，日本人に

より広く読まれることを期待する。そして，在日コ

リアン問題をいっしょに考えてもらいたい。

◆
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戦後日本の時空間を支配したのはなによりもまず，

「解放」という思想だったといってよいであろう。

この「解放」は，「日本の敗戦によって朝鮮が解放

された」というときの意味とは異なる。政治的な意

味での解放なのではなく，逆に政治的には他者（戦

勝国のなかの特にアメリカ）の支配下にはいること

によって，精神的にはある意味で自由を獲得した，

という意味のねじれた「解放」なのである。そして

日本人はやがて，他者による政治的な支配下におい

て戦後民主主義という政治的解放を経験することに

なる。

「アプレ・ゲール」とか「オー・ミステイク」と

いう言葉で象徴される戦後日本の「解放」はだから，

一方で敗戦国として他者による政治的な支配を受け

るという状況のなかで，戦前の抑圧的権力が瓦解し

たことによる空白状態を意味している。この「解放」

は自分の手で勝ち取ったものではなく，突然降って

きたものである。

そこにヨーロッパから「実存」という概念が雷電

のようにだしぬけに，やってきた。解放，自由，実

存というばらばらな観念が一体化し，戦後日本の混

沌を思想的に彩色した。この時代の思想状況に関し

ては，久野収・鶴見俊輔の『現代日本の思想』（岩

波新書，1956）に描かれた「五つの渦」のうち最後

の渦に詳しい。

もちろん力道山の空手チョップに熱狂する大衆と，

サルトルの『存在と無』を脇に抱えて苦悩するイン

テリとは異なるカテゴリーの人間であるかもしれな

い。しかし，戦後日本というある意味で虚構の世界

を構築した主体であるという点では，同じなのであ

る。戦後日本のレジームはたしかにアメリカを主導

役として，日本の政治家・官僚たちが従属的な姿勢

でつくったといえる。しかし，大衆やインテリが完

全な客体性として存在したわけではない。むしろ日

常生活の熱狂（大衆）や精神的な基調（インテリ）

は，彼らによって主導的に構築された。

そのときに隠蔽されたのは解放，自由，実存の虚

構性と従属性だっただろう。その隠蔽のはざまに，

在日コリアンのスターたちは花開いた。

本書で取り上げられている人物のうち，新井将敬，

都はるみ，つかこうへいは一九四八年生まれで，和

田アキ子，松田優作は一九四九年生まれである。ま

さに彼らの生の軌跡そのものが，戦後日本の隠蔽構

造の堅固化と同期している。

彼らはスポーツや演技や歌唱や政治などという身

体の能動性によって，その隠蔽構造に挑戦しつつ，

逆にその隠蔽構造に協力しそれを強化もした。ここ

に，人知れぬ苦悩が増大する。

松田優作は，同棲した日本女性（最初の妻・美智

子）に，「本当のことを知れば，おまえは俺から逃

げていく。絶対に逃げる」という（162頁）。

新井将敬は最初の選挙で石原慎太郎陣営からのえ

げつないレイシズムの妨害を受けたことも影響し，

落選した。二度目の選挙では，自らの出自を明確に

打ち出して大勝した。しかし一九九七年十二月に金

融スキャンダルに見舞われ，翌年二月に自殺するの

だが，その直前に衆議院予算委員会の参考人質疑で，

「誤解を招いたのは自分の生まれのせいである」（186

頁）という言葉を残している。

松田優作や新井将敬の言葉は，謎に満ちている。

わたしたちとしては，これらの言葉を安易に解釈し

てはならないだろう。なぜならこれらの言葉は，人

間がその生の究極の一点において吐露した，たまし

いの言葉であると思われるからだ。

わたしとしては，これらの言葉は戦後日本という

虚構の体系に，根底からの罅
ひび

を入れさせるために発

せされたと解釈したい。だからわたしたちはこれら

の言葉を決して忘れてはならないのである。時代の

亀裂からマグマのように噴出した，象徴的な実存の

言葉なのである。

◆

本書によって，「在日コリアンはなぜ自らの出自

を隠さねばならなかったのか」という問いに明確な

答えが打ち出されたか否かに関しては，やや曖昧で

あるように，評者には感じられる。

というのは，さきほどの松田優作や新井将敬の言

葉を考える際にも重要なのだが，彼らはいったいだ

れに，なにをもっとも語りたかったのだろうかとい

う問いには，そう簡単に答えられないからだ。

本書における答えは，次のようなものである。
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たとえば松田優作が自らの「帰化動機書」に綴っ

たとされる，「もし，僕が在日韓国人であることが

わかったら，みなさんが，失望すると思います。特

に子供たちは夢を裏切られた気持ちになるでしょう」

（165頁）という言葉がある。この苦渋に満ちた言

葉に対して，著者は次のようにいう。「この「動機

書」から帰化を切望した松田優作の悲痛な叫びが伝

わってくる。国籍が違うというだけで日本社会から

差別され，つまはじきにされる。韓国籍を持ってい

る限り日本の芸能界のスターにはなれない。そんな

閉塞状況から脱出する途
みち

は帰化しかないと，優作は

考えたのかもしれない」（165頁）。

新井将敬に関しては，著者は次のようにいう。

「もし彼が生粋の日本人として生まれていたら，

選挙で出自暴きを受けることもなかったであろうし，

「元在日韓国人」ということでバッシングを受ける

こともなかったはずである。さらに証券疑惑事件に

際し，ただ一人立件されたのは，「自分の生まれの

せいではないか」と新井が悩むこともなかったと思

われる。そう考えると，新井将敬という帰化代議士

の自決には，異なる民族的出自に不寛容な日本社会

のゆがみが投影されていると思われるのである」

（188頁）。

おそらくまったく正しい指摘であろう。

松田優作や新井将敬がもっとも語りたかったこと

は，自らを差別し蔑視する日本社会への告発だった

であろう。なぜ出自に烙印を押すのか。それも特に

韓国・朝鮮のみを特別に蔑視するのか。彼らの悩み

の六〇パーセントほどは，そのような「差別への抵

抗」だっただろう。

しかし，彼らの実存的な悩みの実相は，もうすこ

し複雑ではなかったか。つまり，六〇パーセントは

日本社会への告発だとして，あとの四〇パーセント

は，それとは別の苦悩だったのではないか。彼らの

言葉の端々からは，彼らは自らに対して苦しんでい

たということが感じられるのである。

というのは，彼らにとってもっとも大切な価値は，

倫理であったと思われるからだ。松田優作もつかこ

うへいも，その倫理感覚によって苦しかった。在日

コリアン二世たちにとってもっとも苦しいのは，こ

の倫理感覚の問題ではなかったか，と評者は思う。

在日コリアンの，特に二世の苦しみには，「自分は

だれかをだまして生きているのではないか」という

ものが多かった。その苦悩が，戦後日本の単一民族

化によって，アイデンティティの問題と直結して尖

鋭化してしまう。小説家の金鶴泳などはその典型的

な例であろう。

自分はコリアンという出自を隠すことによって，

この社会と自己に対して嘘をついて生きているので

はないか。だがこの社会は，在日コリアンが正直に

自らの出自を明かすことができるようには開かれて

いない。自分の隠蔽は，いったいどこまでつづけな

くてはならないのか・・・彼らは，そのように考え

たのであろう。つまり，なにかを隠蔽することによっ

てかろうじて成り立っている虚構としての戦後日本

において，自分もまたその隠蔽の協力者なのではな

いか。このような思いは，倫理感覚の鋭敏な在日コ

リアン二世たちにとって，耐えられないほど辛かっ

たにちがいない。

だが新井将敬は，自らの出自をあきらかにした後

の衆議院選挙で大勝した。その後は新しい世代のリー

ダーとして，将来を嘱望され，人気を博した。彼は

一線を踏み越えた人物だったのだろう。松田優作の

母親が韓国人だったということが日本社会にあきら

かになったからといって，彼の人気が落ちただろう

か。疑問である。つまり，彼らは隠蔽しなくてもよ

いものを隠蔽したり，それにこだわったりした可能

性が高いのである。

彼らが悩んだ四〇パーセントの部分に，著者が次

の作品で鋭い分析を加えられることを期待する。
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