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Ⅰ.	 はじめに

急激な少子高齢化社会を迎えた日本と韓国におい
て、最近共通の社会的イシューとして「多文化」とい
う言葉がよく登場している。そもそも多文化主義とは、
オーストラリア、カナダ、アメリカなどの移民国家や
ヨーロッパの先進国において自文化中心的同化主義を
反省し、同じ社会空間の中に複数の文化の共存を認め、
それに伴う政策的整備も含む概念である。また、多文
化主義が目標とする社会は、少数派の文化を差別・否
定するのではなく、むしろ保護・育成する事によって、
文化間の格差や差別を防止し、社会的、経済的、政治
的な葛藤を解消することにその目的がある1。しかし、
2000年代に入ってからの相次ぐ国際テロなどで、今
まで多文化主義を採っていたアメリカやヨーロッパ各
地において、移民規制の強化など多文化主義に新たな
局面を迎えている。
そのような中、日本と韓国では2000年代半ばから

「多文化」の言葉を行政や政府側が使い始め、国の政
策に取り込んでいる。日本の場合は一般的に、「多文化」
という言葉は単独で使われることはなく、共生という
言葉とセットで使われている。それは、日本は「多文
化社会」そのものを志向するのではなく、すでに定住
している外国人との地域における共生を強調する政策
のスタンスを現わしている。2006年に日本の総務省
が発表した「地域における多文化共生推進プラン」の
中でも、多文化共生は「国籍や民族の異なる人々が、
互いに文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうと
しながら、地域社会の構成員として共にいきていくこ
と」と定義されており、ここでもやはり地域での共生
が強調されている。

一方、韓国での「多文化」は、これまでの「単一社
会」では、グローバル化に対応できないという限界の
認識から、「多文化社会」になること自体を志向して
いるように思われる。韓国における「多文化」という
言葉は、学界や市民運動、NGOなどで使われ始めたが、
それを政府が新たな外国人政策を作りあげる際に借用
し、「多文化政策」、「多文化教育」、「多文化家族」等々、
従来の「外国人」という言葉の代替用語として乱用さ
れるようになっているのが現状である。最近は多文化
相生という言葉が宣伝文句やキャッチフレーズの中で
見られるようになっている。相生という言葉は互いに
勝利者として生きるという意味を持っており、韓国で
はここ最近、共生という言葉に代わって、より積極的
な意味を持つ相生という言葉がよく使われている。
いずれにしても、韓国での「多文化」は「単一文化」
あるいは「純血主義」に対する対義語として使われて
いる。現在、韓国社会で使用されている「多文化」と
いう言葉は、国内に住む外国人と関わる全てのものを
指し、時には在韓外国人（特に結婚移民女性）や外国
にルーツをもつ人自体を代弁することもある。
このような韓国の「多文化社会」への急変について、
金ヘスンは「政治的学術的立場に関係なく、短い時間
に『同化ではない適応と統合』『多文化的感受性と文
化の多様性の高揚』が社会・文化・政治的に望ましい
という立場が主流」となり、「普遍価値としての『多
文化主義』『多文化社会志向』にコンセンサスが得ら
れている」（金ヘスン、2007：1頁）と評価している。
さらに韓国社会における「多文化社会」への合意の背
景には、「韓国は外国人とのアイデンティティの葛藤
や政治に対する社会的認定と経験の空間が作られてい
ないので、従って現実感がないことからむしろ多文化
主義が容易く受け入れられたとも言える」（金ヘスン、
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2007：6頁）と指摘している。
金が述べているように、現在韓国社会における「多

文化」への言説は、少子高齢化やグローバル時代を勝
ち抜くためには外国人の力が必要であり、そのために
は「単一主義」「純血主義」を捨てる必要があるとい
う認識として広がっている。また、受け入れた外国人
をいかに韓国社会に適応・統合させて安定した国家体
制を維持するかに関する議論にも正当性が付与されつ
つある。韓国では、今この二つの議論が、社会の普遍
的認識として広がっており、そのために行われる制度
や政策の立案と改正と、統合を目的とする支援事業の
確立と展開などが、目まぐるしく動いている。
そして、このような韓国社会における「多文化」へ

の勢いは、日本の多くの学者や実務家に注目をされ、
日本国内においても韓国「多文化」の紹介や研究報告
もしばしばなされるようになってきた。しかし、その
多くは政府主導の「多文化政策」「社会統合政策」に
焦点が置かれており、市民レベルでの活動や認識に関
しては殆ど紹介されていない。
本稿の目的は、韓国の「多文化」に関する状況をよ

り多角的に理解するために、「多文化社会」への志向
が韓国社会内で一定のコンセンサスを得るまでの背景
を考察し、その背景の中で働いた主体の思惑と活動を
分析する。また、そのような中央の働きが地域社会で
はどのように実践されているのか、その実態を提示す
る。それによって現在韓国社会で起こっている多文化
への志向が孕むポジティヴな意義とネガティヴな意義
を考察するのが本稿の目的である。

Ⅱ.	 韓国に吹く多文化ブームの現状

1.	韓国社会における外国人数の増加

韓国における外国人の数は、ここ数年著しく増加し
ている。2000年から2008年までの間、韓国に長期滞
在する登録外国人数は約21万人から約90万人と4倍
以上増えている。同じ期間内に他のOECD諸国で増
加した居住外国人数の平均が5.9%であったことに比
べると、その増加率は最高水準であることがわかる 2。
韓国行政安全部が実施した全国滞在外国人の現況を
みると、2009年度には滞在外国人は1,168,477人とさ
れ 3、韓国の住民登録人口49,593,665名に対して2.2%
の人口比率を外国人が占めている。外国人登録者数全
体の中、韓国国籍を持っていない人は83.6%、国籍取
得者は73,725人（6.7%）、外国人住民子女は107,689
人で 10％弱（9.7%）である。韓国国籍をもってい
ない外国人労働者は57 5,657人で全体外国人住民の 

52%、結婚移民者は 125,673人（11.4%）、留学生は 
77,322人（7%）などとなっている。 
韓国における外国人の急増には、外国人労働者の受
け入れ制度の変革による外国人労働者の増加と、国際
結婚による移住女性の増加がその原因と言える。韓国
における外国人労働者数の推移は、1987年6,409（4,217
人の不法滞在者を含む・以下（）は不法滞在者数）、
1990年には21,235人（18,402人）、95年には128,906
人（81,866人）、2000年には285,506人（188,995人）
となっており、雇用許可制が実施された2004年には
421,641人（188,483人）と増えている 4。
一方、国際結婚によって移住してきた外国人女性の
数をみると、1990年には僅か619人だった。それが、
1992年には 2,057人、1995年には1万365人、 2002年
には1万1,070人に上った。 2004年には総結婚件数
31万944件の中、国際結婚は35,447件で11%を占め
ることになり、この内72%である25,594名が外国人
妻であると集計された。国際結婚のピークは2005年
で、この時期は、全結婚件数の13.6％が国際結婚とい
うことになった。同時期、ある農村地域においては
35.9％の男性が国際結婚をしているということで、話
題になることもあった。
日本とは違って、韓国では国籍取得者を外国人住民

として分類している。国籍法に従うと、国籍取得者を
外国人の範疇にしておくのは矛盾であろう。行政自治
部（2008年に行政安全部に改編）が2007年2月に「居
住外国人地域社会定着支援業務便覧」を策定する際に
定めた「外国人の範疇と地位」によると、外国人とは
「大韓民国の国籍をもっていない者で外国国籍を持っ
ている者とまったく国籍をもっていない無国籍者を含
む」と定義している。しかし、それとは別に、行政の
支援対象の外国人の範疇においては、「国内に居住し、
なお韓国国籍をもっていない外国人」と「韓国国籍を
取得した外国人」両方を挙げている。
それには、韓国の帰化と永住を定めた国籍法と出入
国管理法を理解しておく必要がある。韓国ではそもそ

図1　2009地方自治団体の外国人住民の現況
（行政安全部統計資料より）
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も永住よりも帰化の方が取得しやすく、奨励されてき
た。帰化の方は、韓国に5年以上滞在している人なら
申請可能である。韓国人の配偶者の場合は、1998年
の国籍法の改正までには、結婚と同時に国籍を取得す
ることができた。それ以後、偽装結婚などの被害が多
くなるにつれて、2年以上居住した外国人配偶者のみ
に国籍取得の機会が与えられるようになってきたが、
いずれも配偶者の場合は、国籍取得において優遇され
ている。
永住資格制度は2002年4月に優れた外国人人材を
誘致することを目的に新設された。しかし、当初の永
住資格は在韓華僑を対象に作られた制度であり、居住
資格（F-2）を持って5年以上滞在した者に限定され
ていた。つまり、永住資格を申請可能な前提として居
住資格を持ち、なお5年以上滞在をしていなければな
らない。しかし、そもそも居住資格も国民の配偶者や
難民認定者、永住資格を持つ人の配偶者、または一定
金額の投資者に限定しており、その他の滞在資格を持
っている場合は7年間滞在を継続していなければなら
ない。従って、一般の単純労働者が永住を申請するた
めには、合法的に12年間定住をしなければならない
ということになる。2005年9月に配偶者と在外同胞
に対する永住資格要件緩和措置で、配偶者の居住条件
が帰化と同じく2年に短縮された。これによって、永
住資格（F-5）で滞在する人数は、2002年の6,022人
から2006年は13,957人と増えた。しかし、それにし
ても帰化の場合がよりハードルが低く、優遇されると
いう認識 5から帰化を選ぶ外国人が多い。2006年以降
は毎年2万人を超える帰化申請があり 6、2009年は一
年間の帰化者が2万5千人を超えたという 7。
このような韓国出入国管理制度の事情を考えると、
統計の中になぜ永住資格を持つ外国人の数の集計がな
いのか、なぜ帰化した外国人をわざわざ集計している
のかが理解できる。なお、あえて言えば、本統計は各
自治体が、それぞれの地域に居住する外国人の数を把
握するために収集したものであり、その目的は支援を
要する外国人の数を把握することにある。帰化者や外
国人がいる家庭の子女の数までを統計の中に入れてい
るのは、そのような理由が背景にあるからだろう。

2.	行政と民間に吹く多文化の風	

このような外国人住民の増加にともない、2006年
以降は中央政府の各行政部署のほうでも、様々な「多
文化」政策を始めた。法務部は、定住外国人全般に対
する管理と統制を行う担当部署として、滞在資格の管
理や法制度の整備、そして社会統合プログラムを実施
している。労働部は、外国人労働者に対する支援セン

ターの運営や仕事斡旋及び職業訓練を行っている。女
性部は、結婚移住女性に対する支援や多文化家族生活
定着支援、家庭内暴力防止及び被害者保護などを担当
し、2010年からは保健福祉部が担当していた全国の
多文化家族支援センターの運営も女性部に移管される
ようになった。その他に、保健福祉部は無料健康検診
や生活保護受給者に対する支援などの事業を行ってお
り、文化観光部は多文化祭りなどを主管、教育人的資
源部では国際結婚者達の言語教育や二世教育に関わっ
ている。
このように、現在韓国の各政府部署ではそれぞれ多
文化に関連する事業を行っており、国会予算政策処が
発表した多文化家庭支援予算は、2008年には317億
ウォン、 2009年は 436億ウォン、2010年には629億
ウォンとなり、2011年の予算案では887億ウォンに
なっているとのことである 8。
政府のこのような動きに対しては、各部署で重複事
業が多く、予算の無駄使いであるという非難も多くな
されている半面、政府各部署の多文化事業に関する競
争が、民間における多文化への関心に繋がっているこ
とも否定できない。例えば、各自治体は勿論、郡や区
といった基礎行政機関においても、様々な多文化行事
や多文化教育プログラムが運用されていることがその
一つの例であろう。
ソウル・ウンピョン区テゾ洞の住民自治会では、自
治会館で2009年3月から11月の間に、結婚移住女性
達のための絵描き、作文、料理、野外活動などのプロ
グラムを運営した他、自治会の役員の家に多文化家族
を招待する「多文化家庭招待パーティー」なども実施
した 9。また、大丘市達城区では、結婚移民女性達に、
地域社会の一員としての所属感付与と仕事提供のた
め、希望勤労（臨時職員）に結婚移民女性61人を採
用し、特化事業として「童話の読み聞かせ虹のママ」、
「多文化家庭サポーターズ」、「多文化広報教師」、「多
文化施設人力支援事業」 など、多文化関連教育事業や
同じ結婚移民者を支援する役割を担当させている 10。 
さらに、企業からの多文化行事もブームである。各
企業は、社会還元の一環としての結婚移民家庭や外
国人労働者のための慰安行事や金融サービス、ボラ
ンティア活動、図書支援などを行っている。例えば、
STXグループは多文化子供図書館を開館、ハナ金融
は「Hana Kids of Asia」という名前で外国出身の父母
の言葉と文化を子ども達に学習させるプログラムを運
営した 11。
このような社会的関心と支援を受け、最近は社会で
活躍する多文化人の話題もたびたび紹介されている。
2010年の地方議会選挙でハンナラ党の比例代表とさ
れ、京畿道議員になったイラ（本命ゲル・33才）氏
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は多文化政治家第1号として世間の注目を浴びた。イ
ラ氏は2003年に現在の夫と結婚のためモンゴルから
来韓し、2008年には帰化をして韓国籍を取得した。
2007年からソウル出入国管理事務所結婚移民者ネッ
トワークのモンゴル代表を務めるなど、まさしく多文
化の烈風の中で成功した一人の結婚移住女性となっ
た。 
その他にも韓国国民の間では、多文化関連の職種が
注目されつつある。昨今は、多文化事業に関わること
ができる社会福祉士の仕事に関心が高まっている他、
民間では韓国語指導士や多文化家庭相談士などの新種
の関連資格試験も人気となっている。
韓国はまさしく多文化ブームの時代にあると言えよ
う。しかし、このようなブームは、何を背景に起こっ
てきたのか。ブームの内面にどのような社会の思わく
や変化のエネルギーが潜んでおり、その行き先はどこ
になるのか。韓国の多文化は、政府主導、官主導と評
価され、その内容は外国人の適応と同化を目的にし、
それによって外国人に対する管理と統制を強めるとい
う批判がなされている中、あえて今までの韓国に巻き
起こった多文化へのブームの社会的プロセスを辿って
みることで、韓国社会内面におけるダイナミズムを分
析・提示してみたい。

Ⅲ.	 韓国の「多文化社会」への推進
背景―政府と市民双方の動きから

1. 	外国人労働者運動と外国人労働者の受け入れ
体制の変化

韓国における外国人労働者の流入は、1980年
代末から始まった。1987年から中国の朝鮮族
の親族訪問が開始され、1990年代初めからは
フィリピンやバングラデシュからの労働者も
韓国の 3D産業（日本で言う 3K産業）の労働
力として流入されてきた。しかし、1991年に
「外国人産業技術研修査証発給に関する業務処理指針」
が制定されるまで、韓国政府はどのような政策も持た
ないままであった。
ところが当時の韓国の中小企業、特に3Dと呼ばれ

る製造業や建設業などで人手不足が深刻な状況にあ
り、中小企業界では外国人労働力の流入を強く訴えて
いた。しかし、国内労働組合 12を始め、政府部署の間
でも労働部、法務部、保健福祉部などは反対をしてい
た。政府の各部署の間にも賛否両論の対立があった中、
政府は商工部を主管部署にして、労働力ではない研修
の名目で外国人を受け入れることになった。それが、
1991年の研修生制度導入である。安い賃金で、中小

企業の競争力を高めるということが目的だったわけだ
が、彼らの労働環境は劣悪そのものであり、賃金未払
いの問題、暴行、産業災害の無補償などなど被害を受
ける外国人労働者が続出することになった。 
そのような状況を受け、1992年5月からカトリック
教会のフィリピン出身の司祭達が自国語ミサを毎週行
い、それにつれて、韓国国内に散在していたフィリピ
ン労働者が定期的に集まり、情報を交換し、自助組織
を作ることになった。また、同時期に1970年代から
1980年代に「民主労働組合」運動に参加していた人々
が柱となって「外国人労働者の人権のための集まり」
を結成し、市民運動の一環として外国人労働者の相談
や支援活動を開始した。
外国人労働者支援の動きは1993年にはより加速化

し、類似した目的を持つ外国人支援団体が全国に設立
された。この時に結成された団体の中には、城南外国
人の家、安山外国人労働者相談所、富川外国人労働者
の家、ガリリ教会の外国人相談所などがあり、これら
の団体は現在までも韓国国内における外国人支援の中
心的役割を担っている。彼らの多くは、シェルター運
営、未払い賃金の相談、労災などの相談及び死亡処理
までを支援し、外国人労働者の自助組織づくりを支援
した。結果、外国人労働者当事者たちによる組織がた
くさん結成されることとなった。
これらの支援団体と当事者達は、1994年1月に経

済正義実践市民運動連合講堂で、産業災害被害補償を
要求する集団デモを行った。その結果、労働部は、同
年9月に「不法就業外国人保護対策」と1995年2月
「外国人産業技術研修生の保護及び管理に関する指針」
を発表、外国人労働者にも「産業災害補償保険法」に
よる災害補償と医療保険の適用、「勤労基準法」によ
る退職金や休職手当の規定、そして最低賃金法や男女
雇用平等法などによる保護を受けられるように規定し
た。
さらに、1995年に明洞聖堂（カトリック教会）では、

ネパール産業技術研修生に対する賃金の未払いと暴行
などに関する被害が公表され、「外国人産業技術研修
生人権保障のための共同対策委員会」の結成を促した。
この組織は、後に「外国人労働者対策協議会」（略称「外
労協」）に変更され、現在も活動をしている。「外労協」
は　1996年、1997年に「外国人勤労者保護法」の試
案を作り、制度の変換を要求した。
この時に、労働部もようやく外国人労働者に対する
新たな処置の必要を感じ、「雇用許可制」を検討する
に至った。しかし、安い賃金の労働力が供給されてき
た「産業研修生」の廃止に、韓国国内の経済団体（特
に中小企業）の反対が強く、また次に遭遇したアジア
通貨危機と韓国政府の IMFへの援助要請（韓国では
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この時の事を IMF事態と呼ぶ）の影響などで、金大
中政権は「雇用許可制」を諦めて、1998年に産業研
修制を改定した「研修就業制」を採択するにとどまっ
た。「研修就業制」は、2年間の研修の後に試験に合
格すれば、1年間は就業生としての合法的な就労を可
能にするという内容のものであり、今までの研修生と
いう身分から逃れられなかった外国人労働者に、就業
者という労働者に近い合法的身分を導入し、そのため
に出入国管理制度を改正したことには意義があると言
える。
その後も、「外労協」を始め、多くの市民団体では
絶えず外国人労働者人権デモを行った。これらの市民
団体による外国人労働者の人権運動は、2003年2月
に発足した盧武鉉政権によって実ることになる。政府
は、2003年7月に研修期間なしに外国人を3年間正規
労働者として就労することを許可する「雇用許可制」
の根拠法である「外国人雇用などに関する法律」を国
会で通過させた。そしてこの年の9月から11月まで、
4年未満不法滞在外国人を対象に合法化のための自己
申告を勧めた。同処置によって、14万4,091人の3年
未満の不法滞在者が滞在資格を得ることができ、3年
から4年の不法滞在者4万人が一度出国後、再入国す
ることで合法就労の許可を得ることができた 13。そし
て2004年には、「雇用許可制」が産業研修制と平行に
実施されるようになった。
「雇用許可制」は、内国人雇用機会を侵害しないこ
とを前提に、業種別に雇用総定員数を設定し、内国人
の求人努力を行ったにも関わらず、働き手が足りない
雇用者のみに労働部が外国人労働者の雇用を許可し、
その雇用許可をもらった雇用主と勤労契約を締結した
外国人にのみ法務部で滞在許可を発給するシステムで
運用されるものである。外国人就労を許可する業種や
外国人導入数などは、毎年外国人力政策委員会で決定
することになっている。しかし、「雇用許可制」は、
外国人に就労市場を完全に解放し、彼らの定住化を保
障するわけではない。同制度は外国人労働者が合法的
に国内で就労している間は、労働者の身分として国内
労働者と同等な権利を与え、各種の保険も適応され、
政府のサービスも受けられる。また、事業所を変えな
ければならない事由が発生した場合には、雇用主の認
定書があれば、3回まで勤務先を変更することも可能
になった。その点では、雇用主にのみに有利だった産
業研修制度からは一歩前進した制度として評価でき
る。労働部は、同制度の試行と共に、各都市に「外国
人勤労者支援センター」を設置し、外国人労働者の相
談や就労支援などを提供することになった。
政府のこのような法制度の再編とは別に、2005年

には外国人労働者による労働組合が結成される。この

組織は、勿論国家の認定は得ていないが、国家人権委
員会などでは組織を認めるように国に勧告している。
以後、政府の中からも「外国人対策」を考えるよう
になり、2006年にはついに行政自治部による「居住
外国人支援標準条例（案）」が発表され、各自治体で
条例が作られるきっかけとなった。そして、2007年7
月には「在韓外国人処遇基本法」が制定されるに至っ
た。同法律は、在韓外国人と大韓民国の国民がお互い
を理解し、尊重する社会環境を作り、大韓民国の発展
と社会統合に寄与することを目的としており、法務部
長官は5年ごとに外国人政策に関する基本計画を他の
中央行政機関の長と協議の上で定め、外国人政策委員
会の審議を経て確定することを定めている。また、国
家と自治体は、国民と在韓外国人が互いの歴史、文化
及び制度を理解し、尊重することができるように、教
育・広報・非合理的な制度の是正、その他必要な処置
をするように勧めている（法律第8442号）。

2007年には、産業研修制度が完全に廃止され、雇
用許可制の一元化になる。労働部は現在、全国10地
域に外国人勤労者支援センターを作り、韓国語指導や
労働相談、生活ケアなどを実施している。今後、より
多くの地域にセンターを増やす計画を持っている。
このように、韓国の外国人政策の急激なパラダイム
変換や制度の整備には、外国人移住者のための市民団
体の連帯や運動と、そしてその市民運動をバック・グ
ラウンドにして誕生した盧武鉉政権の人権国家へのス
タンスという二つの点が一致していたことが、その推
進力となっていたと言える。その証として、実際にこ
の時期に政府が委託した外国人勤労者支援センターの
多くが、そもそも外国人人権運動の活動家による団体
であったことがあげられる。「韓国外国人勤労者支援
センター」の金海性牧師（社団法人地区村サランナヌ
ム代表）は、1994年から外国人労働者の家と中国同
胞の家を運営し、登録外国人だけではなく未登録外国
人（不法滞在者）の人権問題の解決に携わってきた人
物である。また多文化都市のモデルとされている安山
で「安山外国人勤労者支援センター」を委託・運営し
ている朴チョンウン牧師もそのような人物の一人であ
る。朴牧師は、そもそも労働者などの社会的弱者運動
をするために、1989年から安山で活動、その後外国
人労働者の現状に直面し、彼らの支援運動を行ってき
た。現在は、「安山外国人労働者支援センター」のセ
ンター長でありながら、同地域における（社団法人）「国
境のないムラ」という社会運動を広げている。盧武鉉
政権は、これらの人権団体に支援事業を委託すること
によって、人権国家としての国家ブランドを高めると
いうことを狙っていたのである［金ヘスン、2006］。
　その狙いが、外国人支援をめぐって政府側と市民運
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動側の支援競争を巻き起こし、その結果、短時間で「多
文化」へのブームを社会全体に起こすことになったと
評価することができよう。
ところが、韓国は現在、外国人労働者問題に対する
第3の転換期を迎えている。それは、雇用許可制実施
以降に明らかになった雇用事業場の変更における被害
続出と未登録外国人に対する非人道的取り締まりなど
の問題に対する改善要求として現れている。外労協や
全国移住労働者支援連帯は「雇用許可制」を「労働許
可制」に移行、あるいは並行実施すべきであると主張

している。未登録外国人の人権保護についても市民団
体の新たな団体行動が起きている。さらに、李明博政
権は2010年から、そもそも委託経営を任せていた支
援センターに対する契約の打ち切りや、全国の外国人
労働者支援センターのセンター長の資格条件に市民団
体の代表という項目の他「4級以上の国家公務員を2
年以上在職した人」という新たな項目を加えるなど、
委託事業を政府の管理下に置こうとする新たな動きを
見せている。多くの市民団体は、未登録外国人労働者
の社会的排除がより深刻化することを懸念しているの

表1　外国人労働者をめぐる市民運動と政策の変化 14

外国人労働者の数
（未登録を含む） 法律・政策案 内容 市民団体の動向

1988年以前 6,409人（87年） 法律なし 外国人労働者の流入＝未登録外国人労働者

1991年 海外投資業の研修生制
度導入 

研修期間6カ月、一回延長可能。労働部では
なく、商工部が主管。

1992年
5月から

フィリピン出身の外国人労働者の組織化 フィリピン出身のカトリック司祭が
外国人労働者のためのミサを行う

1992年 1970年～80年代に民主労組に参与した人々。
労働系・学界・宗教界・一般市民など

「外国人労働者人権のための集まり」
結成

1993年 推薦団体による産業技
術研修制度に拡大

城南外国人労働者の家、安山外国人労働者相
談所、富川外国人労働者の家、ガリリ教会外
国人労働者相談所、ヒネン宣教会、中国同胞
愛の家など

↓
外国人労働者当事者組織を支援

1993年以降、類似団体がソウル・
首都圏に設立（宗教団体が多数）

1994年 経済正義実践市民運動連合で未登録
労働者の産業災害の被害補償を要求
するデモ

1995年 128,906 「外国人産業技術研修生人権保障のための共
同対策委員会」結成→「外国人労働者対策協
議会」に変更（略称「外労協」）

明洞聖堂（カトリック教会）ネパー
ル産業技術研修生に対する賃金の未
払いと暴行などの告発

1996年 労働部「雇用許可制」
を検討

「外国人勤労者保護法」の試案を作
成、制定を要求

1998年 産業技術研修生の改正 国内就業率を上げるために「雇用許可制」は
採択ならず

2000年 285,506

2002年 外労協産業研修生撤廃のための全国
デモ

2003年 雇用許可制の根拠法で
ある「外国人雇用など
に関する法律」が国会
を通過

外国人労働者の合法化の準備として、未登録
労働者に対する救済措置が行われる

2004年 421,641 「雇用許可制」と「産
業研修制」が同時に実
施

労働部委託「韓国外国人勤労者支援センター」
開所

全国移住労働者支援連帯創立（雇用
許可制に反対、労働許可制を主張）

2006年 行政安全部
「居住外国人支援標準
条例“案”」を策定

・「安山外国人勤労者支援センター」開所
・ 各自治体で「居住外国人支援条例」が入法、
制定

2007年 476,179 ・雇用許可制一元化
・ 法務部「在韓外国人
処遇基本法案」

「議政府外国人勤労者支援センター」開所

2010年 551,858
（2009年12月）

馬山、金海など外国人勤労者センター10か
所

外国人労働者支援団体
全国約700ヶ所
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が現状である。

2.	多文化家族に対する支援とその背景	

韓国の国際結婚は1980年代から統一教会によって
行われていたものの、統一教会による結婚生活は外部
に知らされることがあまりなく、結婚移住女性たちが
可視化されることも殆どなかった。ところが、1992
年の韓中修好の後、朝鮮族の女性の多くが国際結婚と
して韓国に滞在、現在まで朝鮮族女性約4万人が国際
結婚として入ってきたと言われている。朝鮮族女性は
韓国語や韓国文化への適応問題が殆どない半面、偽装
結婚や詐欺などの問題が深刻化してきた。法務部は
それを受け、1998年の国籍法改正の時には帰化の条
件を強化し、2年以上の居住が帰化の条件として付け
加えられた。2000年に入ると、フィリピンからの花
嫁が急増し、ここ10年の間でベトナム、カンボジア、
モンゴル、中国の漢族、ウズベキスタンからも外国人
花嫁が来ている。

2009年5月現在、結婚移民者は125,673人で、その
他結婚帰化者は41,417人である。帰化者を含めると
累積結婚移民者の総数は、167,090人である。出身国
は中国朝鮮族が30.4%で一番多く、次が他の中国出
身者27.3%、ベトナムが19.5%、フィリピンが6.6%、
日本が4.1%、カンボジアが2.0%である。
結婚移住女性に対する社会的関心は、地方から始

まった。1997年に忠清南道庁が初めて道内の結婚移
住女性に対する実態調査を行い、以後2001年に江原
道の女性政策室、2003年に忠清南道女性政策開発院、
2004年に全羅南道女性発展研究院など、他の地方自
治体女性関連シンクタンク組織が各地域の結婚移住女
性の実態調査を行い、移住女性のための政策提言を行
った。李ヘキョンの調査によると、2004年時点で結
婚移住女性のために支援を行っていた地方自治体は
約32%であり、その支援内容は、主にハングル教室、
文化体験、情報化教育実施、結婚移住女性の家族又は
夫婦のためのプログラムなどであった［李ヘキョン、
2007：229～230］。
結婚移住女性達に対する社会的関心が一気に広がっ
たのは、2003年にあるテレビ局が「タタの死」とい
うドキュメンタリー番組を放映したことがきっかけだ
った。番組では、国際結婚で韓国に来たフィリピン女
性、タタが夫の暴力を避けようとして、アパートのベ
ランダから落ちて死亡した事件を紹介し、人身売買に
等しい国際結婚のお見合いの実態と、暴力の夫から逃
れたもののフィリピンの実家には戻れず、貧民村で過
ごしている結婚移住女性の帰国後を紹介した。
一方、女性家族部 15は、2000年から性売買防止の

一環として外国人女性に対するシェルター運営を始
め、2003年からは関連団体に支援を行っていた。女
性家族部が、本格的に国際結婚移住女性に焦点を当
て始めたのは、2004年にある企業が「国際結婚移住
女性支援事業」のために女性部に寄付をしてからであ
る。寄付の総額は、2004年から2008年まで10億ウォ
ンに上り、女性家族部はその企業と共同で「国際結婚
移住女性支援事業」を行うことになった［李ヘキョン、
2007：231］。
女性家族部は、2005年結婚移民者支援事業を「移

住女性人権センター」に委託し、「移住女性人権セン
ター」は全国6カ所の市民運動団体と一緒に「女性結
婚移民者支援事業」をモデル事業として実施した。女
性家族部はその事業報告を受け、2006年から全国21
カ所の団体を選定し、「結婚移民者支援センター」を
委託・運営することになった。
実は、この時すでに女性家族部は、家族支援の主管
部署として、2004年に「健康家族基本法」を制定した。
その背景には、IMF事態以降の離婚率の急増や未婚率
の上昇、そして出産率の低下があった 16。社会一角か
ら家族解体の危機が憂慮され、家族問題へ行政が介入
する必要があるといった世論が高まっていた。そのた
め、女性家族部は、健康家庭基本法によって全国の市、
郡単位に「健康家庭支援センター」を設置し、家族相
談や家族教育、そして一人親家族のための統合サービ
ス、子どもの保育事業などを直営、または委託運営し
ていたのである。
その「健康家庭支援センター」の事業をモデルに「移
住女性支援センター」を運営するというのが女性家族
部のプランであった。「健康家庭支援センター」の全
国事業団に運営の管理を任せる一方、各地域のセンタ
ーの委託は自治体が決めるように定めた。 
一方、このような女性家族部の動きとは別に、保険
福祉部は2005年「国際結婚移住女性に対する実態調
査及び保健・福祉支援政策方案」（薛東勳外、2005）
を発表した。当該調査によって、国際結婚家庭の
23.6%が医療保険に加入しておらず、治療代の負担の
ため治療を諦めるケースが18%であること、未就学
子女の保育施設利用率も一般は56.8%であるのに対し
て、国際結婚家族は27.5%であること、また結婚移住
女性の52.9%が経済的に困窮しているのに対し、生活
保護受給者は17.3%に過ぎないこと等が明らかになっ
た。
そして、政府は2006年4月に「女性結婚移民者家

族の社会統合支援対策」及び「混血人及び移住者支援
方案」を、そして同年5月には「外国人政策基本方向
及び推進体系」を発表し、2007年には「在韓外国人
処遇基本法」を制定するに至った。2008年の政権交
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代後は、これらの事業は保健福祉部に移管され、保
健福祉家族部に名前も改称され、同年「多文化家族
支援法」が制定された。「多文化家族支援法」によっ
て、国家と自治体は結婚移住者の生活と教育を支援、
家族内の平等関係維持のための努力と葛藤の予防など
も義務づけられた。上記の「結婚移民者家族支援セン
ター」は「多文化家族支援センター」と改称され、各
自治体にも設立が促された。多文化家族支援センター
は2009年には100ヵ所、2010年は158ヵ所と年々増
えている。2009年3月、多文化家族支援センター100
カ所の委託機関を分類すると、自治体直営が17カ所、
学校法人が16カ所、宗教法人が13カ所、社会福祉法
人が11カ所、非営利民間団体が37カ所、特殊法人が
6カ所である。この中で「健康家庭管理センター」を
併合しているところは10カ所である 17。保健福祉家
族部は、運営マニュアルを作り、基本事業を定めてい
る。基本事業としては、韓国語教育、家族統合及び多
文化社会理解教育、就業・創業支援、自助コミュニテ
ィ、相談 事業などを定めており、特性化事業としは
二重言語教室、言語発達支援事業、結婚移民者通・翻
訳サービスを奨励している。 
「多文化家族支援法」に関しては、女性を家族に従
属させた法律であるという批判がある。プログラムの
殆どが、韓国語教育や文化教育であり、同化政策的色
彩が強い点や、家族支援ということから子供の養育や
家庭生活の維持のための支援政策の傾向が強い点、そ
して、家族生涯周期別の支援を確立することで、移住
女性の生涯をステレオタイプ化していることについて
も批判がなされている。そして、多文化家族の範囲は、
あくまでも内国人と外国人の家庭に限定されており、
外国人労働者家庭や難民家庭、華僑家庭など、外国人
同士での家庭は支援の対象になっていないことについ
ても批判の声が高い18。 
そして、その批判を行っているのは、女性人権団
体と学界である。女性人権団体は、前述したように
2005年の女性家族部が実施した「女性結婚移民者支
援事業」で結婚移住女性に対する支援を行った経験が
あり、その事業の結果は政府側に還元している。当時、
モデル団体として選ばれた機関は、その殆どが長らく
女性人権運動を行ってきた市民組織であり、その後も
結婚移住女性に対する支援事業を行っている。しかし
ながら、2006年の「結婚移民者支援センター」の名
簿には、京畿道の「安山外国人労働者支援センター」
と清州の「忠北移住女性人権センター」の他に人権運
動を行う団体は見当たらない。「結婚移民者支援セン
ター」が「多文化家族支援センター」に名前を変え、
センター自体も150カ所を超える今でも、人権団体が
政府の移住女性支援センター（現在は「多文化家族支

援センター」）の受託機関として直接関わっているこ
とは殆どない。そこに、外国人労働者に対する政府の
スタンスと結婚移住女性に対するスタンスの違いが見
えてくると筆者は考える。

3.	韓国の外国人政策の背景とその評価	

このように韓国の「多文化」社会への潮流を一つの
文脈で考察することは難しい。少なくとも、外国人労
働者に関する社会運動や政府の動き、そして国際結婚
による移住女性に対する動きはそれぞれ異なる社会的
背景があったことを認識する必要がある。外国人労働
者問題に関しては、長い間差別の是正を要求する市民
運動の動きがあり、彼らの人権保護が主な運動の目的
であった。そのような動きに、生産力人口の減少や国
際競争力の問題、グローバル化の進展など国内外の状
況と人権大統領としての政治的ポリシーを持っていた
盧武鉉政権の3拍子により、外国人政策の転換が可能
になったと言える。　
それに比べると、結婚移住女性に関しては、基本的
に家族制度の崩壊という危機の中で、家族機能は重視
すべきであるという既存の認識が前提として存在して
いた。そこに新たな国民に対する配慮と包摂として結
婚移住女性への支援の必要性が訴えられた。一部の女
性人権団体やジェンダー研究者は、世界的な格差やグ
ローバル・ハイパガミー（上昇婚）の国際的ジェンダ
ー構造の中で移住女性の人権を訴え、韓国内の家父長
制を非難、そして、入国管理体制の根本的な修正を要
求している。しかし一般的な世論は、新たな国民とな
る移住女性とその子女に対する社会的統合であり、啓
発に集中された。
このような二元的「多文化主義」は、移民政策その
ものにも反映されている。前述したように外国人の単
純労働者が韓国で居住資格を得て永住、または帰化す
るには高いハードルが待ち構えている。すなわち、韓
国の現行国籍法には5年以上滞在する外国人は帰化申
請をすることができ、居住や永住資格を得るには、こ
の規定の滞在期間が必要である。現行の雇用許可制度
では、就労期間は3年に限定しており、雇用を延長す
る場合でも一度出国してから事業主の申請で、もう一
度就業することができるようになっている。一度出国
の条件は、5年以上の滞在を防止するためである。こ
の制度は途中帰国に関わる費用の問題や労働力の空白
を嫌う雇用主の要請によって、2009年に改正された。
改正案は、最初の雇用3年後にそのまま2年延長で働
けるようなものである。この文面をそのまま受けると
単純労働者も滞在期間5年になり、帰化申請が可能に
なると思われる。しかし、事実上は全体の滞在期間が
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5年を超えないように調整されており、雇用許可制改
正案では、外国人労働者の再雇用を申請した場合、2
年未満の期間内で雇用を継続することができると明記
している（「外国人勤労者雇用などに関する法律一部
改正法律安」第18条2）。事実上、単純労働者の外国
人の定住は認めていないということになる 19。
それに反し、国際結婚による移住者の帰化、永住は
積極的に進められている。それに近年政府は、高級人
材を取り入れたいという新しいスタンスで、国内投資
者や専門労働力に関しては居住期間に関係なく、国籍
取得を可能にする内容の国籍法改正を行い2011年1
月から施行している。
筆者は、このような二元的外国人政策を批判するつ
もりはない。二つの政策は、明らかにその出発点が異
なっており、社会運動としての社会的基盤も同じとは
言えない。むしろ、筆者の懸念は、異なる二つの政策
を「多文化政策」という言葉で一元化している現状況
にあり、それによって多様な外国人に対する支援が一
元化され、多様な多文化運動の主体が一元化されるこ
とにある。
韓国政府が2007年7月に制定した「在韓外国人処

遇基本法」は他の多文化関連法の上位法として在韓外
国人の範疇を定義している。 しかし、その実態はこ
れまでの多元的に行われていた外国人支援を、一つに
まとめるものであり、それによって不法滞在者を擁護
する様々な議論と支援の窓口を塞がるものであった。

［表2］の2006年一年間に発表された政府の主要な
多文化政策の内容を比べて見ると、「在韓外国人処遇
基本法」が制定される前までは、政策における対象外
国人はかなり広い範囲で設定されており、その政策ビ
ジョンもより人権国家や開かれた社会に重点が置かれ
ていたことがわかる。ところが、「在韓外国人処遇基
本法」によって、韓国に居住している外国人は合法滞
在外国人に一元化され、社会統合される存在とされた
のである。これは、それまでの政府の外国人関連政策
の文言に「開かれた社会」を目指すということが必ず
書かれていたのに対して、「在韓外国人処遇基本法」
での制定目的には国益を高め、社会統合を実現するこ
とが述べられるに留まっていることからもうかがえ
る。
政権初期に人権国家を目指し、外国人労働者に対す
る法制度を改編した盧武鉉政権は、結婚移住者と混血
の子どもたちを同じ外国人範疇に入れることによっ
て、「多文化」を新たな社会理念として広く普及させ
ることには成功したと言える。しかし、従来の家族概
念を採用することで統合という論理が強調され、逆に
外国人労働者の人権問題については遠ざかってしまう
結果を生み出してしまったと評価することができる。
以上の考察から、「在韓外国人処遇基本法」の制定

以前は、韓国の「多文化」社会へのアプローチが異な
る背景の中で動いていたことが明らかになった。韓国
の「多文化主義」について「人権優先の政策への転換だ」

表2　政府の多文化政策主要内容（李ヘキョン、2007：233頁より）

主要政策 政策対象 ビジョン 政策目標

結婚移民者家族社会統合支
援対策（2006.4．26）

外国人女性＋韓国人男
性家族とその子女

女性結婚移民者の社会
統合と開かれた多文化
社会の実現

差別と福祉の死角地帯の解消

混血人及び移住者支援方案
（2006.4．26）

・国内混血人
・国外混血人
・国内外国人

アジアを先導する多文
化人権国家の実現

社会統合を超え、未来韓国社会
の文化・外交・経済人力養成

外国人政策基本方向及び推
進体系（2006.5．26）

・外国籍同胞
・ 結婚移民者、外国人女
性、外国人の子女
・難民
・外国人勤労者
・不法滞在者
・国民

外国人と共に生きる開
かれた社会の実現

① 外国人人権尊重、社会統合
② 優れた外国人人力の誘致支援

在韓外国人処遇基本法
（2007.4月国会通過、7月試
行）

合法滞在外国人 ・国益を高める
・社会統合実現

①多文化抱擁・社会統合
②経済力強化
③人権保障
④政策樹立体系
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「同化主義だ」と相反する評価が出ているのも、制度
そのものの背景が異なっているからであると理解でき
る 20。しかし、「在韓外国人処遇基本法」制定後は、「多
文化」のアプローチが、社会統合の問題に一元化され
ている。一元化によって、再び疎外される人々が生ま
れ、他者化される人々が生まれることには、充分注意
しなければならない。

Ⅳ.	 地域社会における多文化への取
り組み

以上の韓国社会における多文化政策の転換に伴い、
地域ではどのような実践が展開されているのか。本章
では、「多文化」に関わる地域の取り組みについて事
例を通して考察する。今までの地域の取り組みとして
は、韓国の中でも外国人住民が最も密集していると言
われている安山を始めとる首都圏や地方都市での研究
が中心となってきた。本稿では、より少子高齢化の影
響が大きく、結婚移住女性が多く居住する韓国の中部
の農工地域を中心にその取り組みを報告する21。

1.	忠清北道A郡の事例	

A郡は、首都圏から約2時間離れた農・工地帯であ
る。人口は2007年現在92,520人で、その内、外国人
労働者が3,241人、結婚移住女性は926人居住してい
る。結婚移住女性は、主に中国人が442人、ベトナム
が253人、カンボジアが57人、フィリピンが56人、
モンゴルが52人、日本人が13人である。韓国人夫の
婚姻の類型を見ると初婚が587件、再婚が339件であ
る。郡内の外国人数は、1994年には233人にすぎな
かったが、2000年には1,349人、2005年には2,413人、
2007年には4,165と急増した。そこには、工業団地に
おける外国人労働者の流入の急増が原因としてみられ
る。

A郡は総面積520.5㎢であり、全部で2邑と7面で構
成されている 22。典型的な農業地域だったが、90年代
初期からは工業団地の開発が進み、周辺地域の中でも
唯一人口が増え続けている地域となっている。しか
し、それは工業団地の造成などによって転入してくる
労働人口の増加によるものであり、出生率が高いとい
うわけではない。郡内の出生件数は2000年1,267人
から2005年には754人と急激に減少し、少子高齢化
からは免れていない。また、農村男性の結婚難も他地
域と同じく深刻な状況であり、郡では「農村の未婚男
子の国際結婚支援に関する条例」を2009年4月に制
定し、各邑や面から推薦を受けた農業人の国際結婚を

支援している。支援費用は500万ウォン以内となって
いる。ただし、支援を受ける場合は、必ず郡により定
められた教育を受けることが義務付けられている。ま
た、2008年には、特殊施策として各邑と面から推薦
を受けた男性6人とベトナム人女性をお見合い結婚さ
せるなど、行政が積極的に国際結婚を勧めている。

2010年2月の調査当時、A郡で外国人の支援に関わ
っている機関や団体は4つあった。2008年の「多文
化家族支援法」の制定を受けて設立した「A郡多文化
家族支援センター」、そして多文化家族支援センター
の設立前から「社会福祉共同募金会」からの委託で結
婚移住女性の支援を行ってきた「A郡障害者福祉館」
と2008年7月に開所した「A郡移住民支援センター」、
移住女性達に韓国語講座を開設していた「老人福祉館」
がそれである。また、その他にも宗教関係者や自治組
織が外国人住民に対する韓国語教室や相談支援などを
行っているところもあった。

A郡の「多文化家族支援センター」は2008年12月
に設立され、郡からの予算4000万ウォンで運営され
ていた。委託団体がA郡の女性団体協議会であること
から、協議会が所有しているA邑内の女性会館2階に
センターを設けている。調査当時は、センターには実
務を担当する社会福祉士の資格を持つ事務局長の外に
は、パートで働いている朝鮮族出身の結婚移住女性1
人だけが業務を補助していた。センターは、開所して
約1年ということもあり、センター内はまだ充分なイ
ンフラが整備されていない。韓国語を教える先生は自
ら電子ピアノを持ち込んで歌を教えていたし、保育空
間がないために、教室の片隅に子ども達の遊び場が設
けられていた。センターが運営する教室は、午前と午
後に分かれ、1週間分の授業がぎっしり埋まっている。
韓国語教室の他に、韓国の社会と文化の理解、料理教
室、コンピューター教室、ビーズ工芸や裁縫教室など
将来的に就業に繋がる学習支援も行っている。平均的
にセンターを利用する利用者数の平均は30から40人
程度であった。担当者のK氏（男性・40代）は、他
の支援施設に比べてインフラが不足している点や重な
る多文化行事によって、移住女性達の参加をめぐって
争奪の状況になっていることや韓国語勉強が長時間続
かないという問題点を指摘した。
一方、「A郡障害者福祉館」での移住女性支援は、

福祉館が持っているインフラを活用しながら順調に進
められていた。社会福祉施設としてすでに2階建ての
立派な建物があり、沢山の教室やリハビリ施設、余暇
施設、そして無料配給される給食施設を持っている。
20人を超える全職員の中、多文化家庭支援事業は職
員3人が担当している。担当者のP氏（女性・30代）は、
移住女性支援事業を始めた当初から、家庭訪問をして
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いると言う。それは、結婚移住の場合、家庭内生活が
基盤であることから家族関係や生活の実態を知るため
であり、2年間およそ150家庭を訪問したという。また、
国際結婚をした男性の中には、障害を持っている人も
多いということで、その場合は、直接会って話しをし、
問題があれば福祉館が直接介入する。女性達は夫の病
歴を知らない場合が殆どで、2009年にも2名の国際
結婚の夫が知的障害者として判定され、そのうちの一
人の女性は本国に帰っていたという。また、あるフィ
リピン女性は男性の暴力で障害者になったケースもあ
り、社会福祉施設が移住女性の支援をすることへの意
義を主張した。また、本団体では、韓国語の教室や各
種の趣味教室の運営の他、移住女性の指導者養成を行
い、調査当時5人の移住女性が地域内の幼稚園や小学
校で自文化を教える活動をしている。また、移住女性
達の配偶者である夫達の会も結成し、年に4回集会を
行っている。
「福祉館」を利用する女性達は、福祉館が運営する
シャトルバスを利用することができ、また午前中の教
室が終われば無料で給食を食べることができる。また、
勉強中には保育室の部屋で子どもを遊ばせることがで
き、子どもの保育のために他の移住女性達を雇用して
いるなど、サービス全般が体系的であった。しかし
「福祉館」での結婚移住女性支援は2010年までであり、
その後の事は調査当時には未定であると言われた。A
郡の「多文化家族支援センター」のK氏は、常に「福
祉館」の事業をチェックしながら、センターの支援事
業の内容を立てており、福祉館とは異なる多文化事業
として、学齢期の多文化子女に対する調査など差別化
を図っていた。

2010年9月、A郡の多文化事業は、大きな変化を見
せることになる。それは、ある大企業が社会的弱者の
自立と自活を支援するために社会的企業を当地域に作
るという計画が発表されたからである。そのため、す
でにA郡は郡の多文化家族支援センターの委託締結を
結んでいた女性団体連合会に了解を得て、多文化家族
支援センター業務を同社会的企業に移管することを決
めている。同時に「福祉館」も外国人女性支援事業の
終了を決めた。大企業が直接多文化事業に関わること
は、韓国でも初めてのことであり、社会の期待は大き
い。しかし、これまで多元的に行われてきた外国人支
援が、一つの機関に集中することによって、居住外国
人の生活はどのように変わるのか今後注視する必要が
あるだろう。

2.	忠清南道B市の事例	

B市も農・工業地帯で、総面積は 554.85㎢ある。

行政区域は2邑11面2洞と構成されている。人口は
129,265人（2010年6月現在・外国人を含む）で、そ
の内外国人数は2,545人である（男1,294／女1,251）。
支援を受けられる結婚移住女性は619名である。 

B市の多文化家族支援センターは、2009年7月に委
託機関として選定され、当時地域内で移住女性支援セ
ンターを運営していたG氏が「多文化家族支援センタ
ー」の受託することになった。契約は3年である。 
センター長G氏（女・53才）は2000年から地域で
外国人労働者の支援を行ってきた。G氏はとっても熱
心なキリスト教徒であり、この仕事をする前までは普
通に音楽塾を経営しながら、息子を育てる一般の女性
であった。ある日、道を歩いていた時に、死にかけて
いる外国人労働者を見かけ、その人を手助けしたこと
から外国人問題に目を向けはじめ、彼らに韓国語を教
え、各種の相談事に対応してきた。そうしているうち
に、彼女は当地域の外国人支援のエキスパートになっ
たという。最初はプロテスタント教会の地下に「B市
外国人支援センター」を設立した。そして、その内結
婚移住女性の人権問題や地域での疎外問題に遭遇し、
2006年には社団法人「移住女性センター」に改名し、
K大学の大学生と一緒に市内の外国人労働者に韓国語
を教えるボランティア活動を行った。

B市の多文化家族支援センターの特徴は、G氏の長
い経験とリーダーシップによって、実用的な支援事業
を運営し、また外国人女性のエンパワーメントに積極
的に関っている点にある。 彼女は、結婚移住女性に
も夢を持たせ、私もできるという意識を育ててあげる
のが、支援の一番の目標だという。そのためには、支
援事業が就業につながらなければならない。調理師、
出産ヘルパー、医療通訳者、母国語講師、通訳・翻訳
士、営農教育など仕事に繋がる言語取得教育、資格取
得教育に力をいれている。さらに、地元の化粧品工場
やキムチ工場、鶏加工工場などに結婚移住女性を直接
就労斡旋し、センターが彼女等の勤勉性を保証し、就
労させている。また、職場で問題があった時にも対応
している。 
センターの運営にも結婚移住女性を積極的に参画さ
せている。市の公益勤労事業の予算を申請し、センタ
ー運営に必要な外国人女性7人（ベトナム3人、カム
ボジア2人、中国2人、フィリピン1人）と韓国人女
性3人を臨時職員として採用している。採用された外
国人女性は、国別に自助グループのリーダーとなって、
随時通訳・翻訳の仕事を行い、センターを利用してい
る結婚移住女性の相談役も行っている。彼女らは、当
番で食事の用意や片付けは勿論、センターが直接運営
している農場で本国の野采栽培も行っている。結婚移
住女性達のこのようなセンター運営への参画は、韓国
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社会の中で自主的に生きられるという自信に繋がって
いる。 
ところが、当地域はA郡と同様、外国人支援をする
のはG氏だけではない。地域の宗教関連の女性団体と
健康家庭支援センターの委託を受けている地域の大学
がいずれも結婚移住女性とその家族に対する支援事業
を行っており、2009年の市の多文化家族支援センタ
ーの委託機関を選定する際にも、この3団体が競合し
た。多文化家族支援センターがG氏の移住女性支援セ
ンターに決まった以降も、両機関では移住女性に対す
る支援を続けている。3つの機関は互いに競争する関
係であり、牽制し合う関係でもある。また、場合によ
っては協力し合う関係でもある。例えば、同市の健康
家庭支援センターを受託運営している大学は、2010
年法務部の社会統合プログラム実施機関として選ば
れ、事業の際には多文化家族支援センターに協力を要
請し、参加者の移住女性家族を集めた。個人と大学、
宗教団体がB市における「多文化」事業の主体なので
ある。

事例Aと事例Bを通して提示した地域における「多
文化」への実践は、多様な主体が混在していること、
その主体はそれぞれのバック・グラウンドを持ってい
ること、そして時には競争的関係を、時には協力的関
係であることが言える。さらに、地域の人々はそれら
の活動を通して外国人住民の存在を知っていくのであ
る。一つ残念なのは、本章では多文化に対する地域の
対応を紹介したわけだが、そのほとんどが、結婚移住
女性を主な対象としていて、外国人労働者に対する取
り組みは、紹介できなかったことである。それは、多
文化事業のほとんどが、結婚移住女性に集中している
韓国多文化の現状況を反映するものであるが、その一
方で外国人労働者の支援は各地域よりも都会を中心に
行われている事も付け加えておく。

Ⅴ.	 結びにかえて

韓国の多文化については、「官主導の多文化主義」（金
ヒジョン、2007）、「国家主導多文化主義」（ユンイン
ジン、2007）、または「分離を通じた支配戦略」（オ
ムハンジン、2007）という評価の他、一部では「政
府+NGO主導的」と評価（李ヘキョン2007）する研
究者もいる。
本稿では、現在韓国の多文化政策を外国人労働者に
対する政策と結婚移住者とその家族を対象とする多文
化家族政策の二つに分けて考察した。そして、それぞ
れの政策と関連法案の立法において、市民社会の主体

的動きと関与が制度改革に大きな原動力になっていた
ことを明らかにした。外国人労働者に関連する政策に
おいては、労働運動や人権運動の勢力の働きと、人権
国家を目指す政権の思わくが一致し、制度的には未登
録外国人を支援対象からは排除しながらも、その裏道
としては、各支援機関の委託事業を市民運動側に与え
ることで、実際の支援では未登録外国人も包摂してい
たことも述べたとおりである。
結婚移住女性に関しては、家族解体を阻止したい政
府と自治体の動きと女性の人権を主張する女性人権団
体、それに国際結婚や結婚移住女性に話題性を付与し
たマスコミと、奉仕と経済の両効果を狙った企業の積
極的な参加など、より複雑な思わくが絡んでいること
が明らかになった。このような様々な主体の競争的取
り組みが、韓国における「多文化」のブームに繋がっ
ていたのである。
このような「多文化事業」の多元的システムは、部
分的多文化主義と同化主義を交えた韓国政府と人権主
義・平等主義の多文化主義を訴える市民社会の多文化
を共存させる一つの文化的装置として理解することが
できる。さらに、このような多元的システムを通して、
一般社会に関心を高め、少なくとも定住外国人の社会
的地位を高めていることも評価しなければならない。
例えば、A郡で出会った日本人の女性Y氏は、8年

前に統一教会を通して韓国に結婚移住した一人であ
る。彼女は幼稚園に通う息子と娘がいる。今までは教
会の人との交流以外には、韓国の人とも、他の国の結
婚移住女性ともあまり交流をしたことがない。それが、
多文化家族を支援してくれる団体に通うことで、いろ
いろと生活に様々な変化が起きているという。支援セ
ンターでは、外国人女性リーダーとして他の移住女性
達の子どもの保育を担当している。2009年からは日
本語講師としても地域で働けるようにもなってきた。
今までは、幼稚園の同じ母親同士でもあまり話しをし
たこともない彼女だが、地域で活躍する楽しみを得て
いるのである。

B市で出会った移住女性達はより積極的だった。フ
ィリピンから2001年に来韓したMは、フィリピンの
大学で英語を勉強した。しかし、卒業後就職ができず、
家のためにサウジアラビアで4年間、台湾で2年間、
香港で2年間と家事労働者として働いた。自分の海外
就労で7人の兄弟を勉強させることができたのが、唯
一の誇りである。下の兄弟も皆卒業して、これから自
分のためにと考えた時にはすでに婚期も過ぎて、結婚
は考えていなかったという。Mは、できればカナダ
などで就労し、永住許可をもらえれば、今度は自分が
やりたい勉強をしたいと思った。しかし、そのような
チャンスはなかなか来ない。その内、統一教会を通し
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て韓国人と結婚していた友達の誘いで、統一教会に入
り、韓国の男性と結婚をした。彼女が37才のことで
ある。結婚してすぐ子どもを出産したMは、4年間家
の中でだけ過ごした。心の慰めを求めて、たまたま教
会に行った時に、現在B市多文化家族支援センターの
G氏と出会った。G氏に韓国語を教えてもらい、別な
外国人移住女性とも出会うようになった。ここ数年は
G氏の紹介で地域の学校の英語のネイティヴ教師を務
め、塾の英語教師や個人レッスンも行っている。今は、
毎日多文化家族支援センターにきて、皆の一番の先輩
として働いている。
このように、韓国の多文化ブームは、制度や運営に
おいては、これからも様々な検討と修正は必要なもの
の、これまで不可視化されていた他人を、見える他人
とした点においては大いに評価しなければならない。
また、その認識の普及が短時間で行われた背景には、
「多文化」にアプローチする多様な主体が存在したこ
とも重視すべきであろう。多様な主体による、「多文
化」への取り組みやその競争の原理が、地域内の多文
化を引っ張ってきた原動力でもあったということであ
ろう。ただし、そこに問題がないわけではない。最も
憂慮しなければならないのは、多様な思惑に対する分
析や議論がないまま、「多文化」という言葉で全てが
正当化されていくことであろう。それが、韓国におけ
る現在の「多文化」神話なのかも知れない。韓国の「多
文化」に潜んでいる様々な思惑については、関連する
団体の取り組みと理念の分析が必要であろう。それに
ついては、今後の課題とする。
韓国の多文化政策は、政策立案の背景から見ても、

地域社会を単位とするローカルでの実践から見ても、
一元的なものではない。地域の中では、同じような仕
事をしている団体がいくつも並存している。例えば、
家族福祉に関連する団体として、健康家庭支援センタ
ー、地域社会福祉施設、女性関連団体、性暴力・家庭
暴力相談所、青少年相談所などなどがある。地域の中
で、同じ事業に対して沢山の人々が参加し、競争する
のはある意味当然なのかも知れない。
勿論、このような地域における多文化競争は、多文
化事業への過度な競争を生み出し、予算浪費となると
いう批判の声も高い。しかし、合理性を目指すばかり
に、居住外国人の多様性を一元化したり、多様な運動
の主体を一元化したりしてはならない。韓国が目指す
「多文化」社会への在り方が、まだ明確ではない現時
点においては、かえって様々な主体が「多文化」事業
に参加することによって、様々な多文化の定義が生ま
れ、多様な共生の在り方も生まれることができるので
はないだろうか。それによって、「韓国的多文化主義」
が生まれる可能性－ 筆者はそれに期待したい 23。
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 17 健康家庭支援センターは、その殆どが大学に委託をしている。
 18 最も強い批判の主体としては「韓国移住女性人権センター」な
どがある。

 19 ヤンキホは「転換期に立った韓国の移民政策」（『GEMC 
journal』 No3、2010）の73頁で韓国の雇用許可制の改正で熟練
労働者への永住の可能性が出てきたと論じている。しかし、実
際のところその門はまだ開いていない。多くの外国人労働者は
定住化をさせない韓国政府の態度に対して

 20 盧武鉉政権の多文化政策について、李へキョンは、「今までの
外国人政策が『人力（労働力）政策』という経済的面であった
とすれば、社会文化的側面を考慮した『多文化政策』であるとし、
それは、過去の外国人政策が『出入国管理』の次元での『国益
優先・統制優先』だったのに対して、国内滞在外国人の『社会
統合』による『国益と人権保障』に政策の目線が変わった」と
評価している。（李ヘキョン「移民政策と多文化主義」2007『韓
国的「多文化主義」の理論化』：234頁より） 。

 21 本報告は2010年2月15日～21日までA郡で、同年8月10日～
19日間B市で行なった筆者のフィールドワークからのものである。

 22 韓国の行政単位は特別市や道となる広域自治体と、市郡区の基
礎自治体に分類されている。邑と面は市や郡の下位単位となる。
邑の方が面より町の希望が大きく、人口が多い。

 23 実際に韓国のNGO活動の中では、政府の多文化事業とは関係
なく、自発的に外国人住民を取り入れている活動が数多く出て
いる。例えば、多文化レストラン「オヨリ」（ソウル）（http://
whiteink.tistory.com/337?srchid=BR1http%3A%2F%2Fwhitei
nk.tistory.com%2F337）のように社会的企業の中で結婚移住女
性のエスニック・資本ビジネスとして取り入れているところが
増えている。また、オルタナティヴ 学校や地域コミュニティ運
動をしている「カンジ共同体」でも結婚移住女性と共につくる
コミュニティを目指して多文化センターを開いている。このよ
うな人々の動きから多文化共生が、実現できると筆者は考える
（http://www.hani.co.kr/arti/society/area/364996.html）。


