
創氏改名と女性差別

桜井 隆

1.は じめに

戦前に日本が植民地支配下の朝鮮で行なった「創氏改名」は、宮田・金・

梁 (1992)や金 (1997)な どでその具体的内容がかなり明かにされている。

ただ、これまでの研究では、この問題はほとんど「民族」の観点からのみ議

論されてきたように思われる。本稿では先行研究、特に宮田 (1991)や金 (1992,

1997)を 祖述 しつつ、これを「女性差別」の観点から論 じる。

2.儒教的夫婦別姓

創氏改名とは、朝鮮の人名を強制的に日本風に変更させることだ、と一般

に理解 されているようである。 しかし実態はそれほど単純なものではない。

金 (1992)は これを次のように述べている。

たしかに、創氏改名は朝鮮人のネームの問題である。 しかし、そ

れはたんに朝鮮式のネームを日本式のネームに変えようとしただけ

ではなく、より本質的には、人のネー ミングの仕組みを規定するそ

の社会の親族構造を変えようとしたものである。 したがって、創氏

改名 とは、名前の問題であるとい うよりも、家族制度の問題である

といった方がより的確だと思 う。 (金 1992,p.51)

これを理解するためには、まず朝鮮の姓の制度を知 らなければならない。

朝鮮の姓は、その人の男系血統を表わす先天的な記号であるから、

一生不変のものであり、婚姻によって変更することもなく、戸籍を

移動 してもそのままである。 (金 1992,p.50)

すなわち、女性は結婚 しても姓を変更 しないのである。今 日の日本的な表

現をもってすれば 「夫婦別姓」であるが、その根底に横たわる思想は全く別

である。現代に至る朝鮮の姓の制度は、中国から儒教とともに導入されたも
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のである。儒教の思想では国家 。社会・家庭において男性を主とし、女性を

これに従属させる。血族集団は男系であ り、「姓」とはその男系の血統を示

す固有名詞である。島村 (1977)は儒教に基づく「姓」の制度を次のように

解説 している。

中国
い)の

姓・氏は血統を示すものである。血統は出生とい う事

実関係から生 じるため、男 。女ともどもそのものについたものであ

って、それは一生不変である。 したがつて女子は結婚 しても生来固

有の姓は変わらず、単に婚姻の事実が戸籍に記載されるだけである。

また、男は生命を伝える故にその姓は万世に続くが、女は男子を産

むことによって夫の血統を存続させる母体に過ぎないため、女の姓

は彼女一代限 りのものである。 (島村 1977,p.334)

女は男の血統を後世に継 ぐ男の子を産むための肉体に過ぎず、し

たがってその 「姓」は一代限 りであつて男の 「姓」に入 りこむこと

はない (島村1977,p.434)

朝鮮の 「姓」の制度もこれに従つている。一族の系譜である「族譜」は、

伝統的には女性の名は記録せず、配偶者 (妻)はその姓と父の名が記される

だけであった。儒教イデオロギーを国是とする社会では、姓名についても「男

尊女卑」が徹底 していたと見るべきであろう。

3.イ エ社会の夫婦同姓

現代 日本語の日常的な用法では、「姓名」 と「氏名」は同義語 として理解

されている。 しか し、これは厳密には別のものである。「姓」は巨大な男系

血族集団の名称であり、「氏」はイエを基本 とした親族集団の名称である。

日本には朝鮮のような男系血族集団は存在せず、従って 「姓」はない。イエ

の名称である「氏」が存在するだけである。

イエ制度の下では、結婚 した女性は通常、氏の変更を行なう。女性にとっ

て結婚 とは 「嫁入 り」すなわち、配偶者のイエに入ること、だからである。

男性ではなく女性が配偶者のイエに入 り、氏の変更を強制されるとい うのは、

儒教の男尊女卑とは似て非なる、日本式の女性差別である。
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なお、ごく稀に男性が姓を変えることがあるが、それは「ムコ入 り」であ

り、妻のイエから見れば 「ムコを取つた」ことになる。姓を変えればそのイ

エに入ったことを意味するのである(注 2)。

4.創氏改名の実態

「創氏改名」 とはまず、儒教的な男系血族集団を示す 「姓」を廃止 し、日

本のイエ制度に従った 「氏」を押 し付けることである(注3)。

それゆえにこそ

「創氏」なのである。

その氏は、必ず しも日本的なものでなくてもよい。夫の氏の名称を朝鮮風

にしておくことは可能であった。金 (1997)に再録 された、朝鮮語雑誌『女

性』 (1940年 1月 号)掲載の 「時事解説」、鄭光鉱 (金英達 。訳)「朝鮮女性

と『氏』制度」には、次のように述べられている。

「氏」を作定するにあたっては、 (略)必ず内地人のように中村

某、伊藤某などにしなければならないとい うことはなく、 (略)従
前のとお りの 「金」や 「李」などの姓字を氏の名称 とすることもで

きるようになっています。 (金 1997,p.183)

イエ制度により家族の構成員の氏は強制的に一つにまとめられるが、その

氏を日本風にするかどうかは、建前上は自由であった。この機会に氏を日本

風に改める場合には、別に「氏設定届」を提出する必要があつた。もちろん、

法的に強制はされなくても、現実には日本風の氏に変更するよう有形、無形

の圧力を受けたであろう。それでも、創氏改名の手続きがほぼ完了した1941

年末の時点で、氏を日本風に改めたのは、全戸数の81.6%で ある (金 1997,

p.33)。 18.4%の イエでは「氏」の名称はなお朝鮮風であった。

抹殺されたのは朝鮮語の固有名詞ではなく、朝鮮の伝統的な家族制度なの

である(注 3)。

この中で、どうあらがっても自己の固有名詞を変えなければならなかった

のは、既婚女性である。男系の血族を示す 「姓」を生与のものとしていた女

性は、結婚後もその 「姓」を保持 していたが、創氏改名によってイェ制度の

下に夫 (あ るいは戸主)の 「氏」を名乗ることを強制 された。男性ならば、
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「姓」から「氏」へと制度上の変更は余儀なくされたが、固有名詞をそのま

ま保持する可能性があった。 しかし既婚女性は、それを変えぎるをえなかっ

たのである。

実例により、そのシステムを確認 したい。金 (1992)は 自分の家族と思わ

れる人名を例にして次のような 3つの表を示 している (金 1992,p.54)。

この家庭の各人は元来、第 1表のような姓名を持っていた。女性は婚姻に

より姓を変えることはないので、他家から嫁いで来た女性すなわち「戸主の

母」と「戸主の妻」は、それぞれ実家の姓を保持 している。一つの家族であ

っても、その構成員の姓はまちまちなのである。

第 1表

戸  主 戸主の母 戸主の妻 戸主の子

姓名 金 英達 懸 命春 蠅 貞玉 金 光哲

この家族は 「創氏改名」すなわちイエ制度の導入により、家族全員が同じ

「氏」を持つことを強制 される。

この時 「氏設定届」を提出し、その 「氏」を日本式に変更することが多か

った。この家庭が、しかたなく「金」を「金本」としたとすれば、各人の氏

名は第 2表のようになる。一般にはこの部分のみが、民族固有の名を奪った

として強調 される。

第 2表

戸  主 戸主の母 戸主の妻 戸主の子

氏名 金本 英達 隕な 命春 瑕蝙 貞玉 金本 光哲

しかし、「氏」を朝鮮風にしておくことも可能であつた。ただ、日本のイ

エ制度が導入されたので、家族全員が同じ「氏」を名乗らなければならない。

したがって、他家から嫁いで来た女性の「姓」は、戸主である男性の「氏」

に強制的に統合されることになる。この場合、上記の「金」家族の氏名は下

のようになる。

第 3表

戸  主 戸主の母 戸主の妻 戸主の子

氏名 金 英達 懸 命春 懸 貞玉 金 光哲
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「戸主」と「戸主の子」は、見かけの上だけでは第 1表 と第 3表の名前に

変更はないが、既婚女性はすべて自己の呼称を変えなければならない。既婚

女性の姓 。氏 (上の 3つの表で網掛けをほどこした部分)に着 目すれば、「氏」

を日本式にするかどうかに関わ りなく、必ず変更されていることが見て取れ

よう。

5。 両国の女性差別の狭間で

既婚女性が姓の変更をしないというのは、儒教思想に端を発する女性差別

であった。一方、女性の 「氏」が戸主の 「氏」に統合 されるというのは、日

本的イエ制度の女性差別である。両国の差別が集中的にしわ寄せされたのが

「創氏改名」に際 しての既婚女性であったといえよう。

創氏改名は蛮行であるが、異民族の文化を破壊 しようとしただけでなく、

新たな女性差別を押 し付けたとい う意味でも、大いなる蛮行であった。

民族主義は固有の文化を振興するとい う観点から、時として伝統主義と一

致する。その伝統が女性差別を内包 している場合には、その差別を助長する

ことになる。もちろん、いかなる文化をよしとするかはそれぞれの民族が自

ら決定することではあるが、「伝統」とか 「文化」 とい う大義名分の下に女

性差別が隠蔽される可能性があることには、心すべきであろう
(注 4)。

注

1)こ こでは儒教思想が支配的であった「古い中国」という意味である。現代の中華人民

共和国では妻の人権を認め、 (略)婚姻した女性は夫の姓を称するか、引き続き自己生

来の姓を称するか、全く自由意志に任されている。 (島村1997,p434)

2)男児のないイエでは娘の配偶者=ム コを養子として、家督を継承させる。「ムコを取

る」ということは「ムコ養子を取る」ということである。

現在の日本の民法第七五〇条では「夫婦は婚姻の際に定められるところに従い、夫又

は妻の氏を称する」となつている。この条文で見る限り、どちらの氏を選ぶかは全くの

自由である。また当然のことながら、男性の氏の変更にともなって自動的に養子縁組が

行なわれることはない。 しかし夫・妻いずれかの姓に一本化しなければならないという
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のは、イエ制度の発想である。

社会通念の中には依然としてイエ制度の思想が根強く残っており、女性が氏を変え

る例が圧倒的に多い。やや古いが1991年の統計では、新婚夫婦の97.7%は女性が氏の変

更をしている (高橋・折井 。二宮1993)。

男性が氏を変えた場合には、今なお、ムコに行ったと見なされる。筆者は群馬県の

農村部の女性と結婚し、男女平等の観点からたまたま妻側の氏を選んだが、地元の料亭

で開かれた婚礼の席では「ムコがきてくれた」という趣旨のスピーチが続き、町役場で

婚姻届を提出した際には、住民課の職員から「養子縁組はないのですね」と念を押された。

3)これにともない日本的なムコ養子の制度も導入された。

4)チマ・チョゴリは朝鮮の代表的な民族服である。日本の朝鮮学校の女子生徒はこれを

制服とするため、容易にその民族が識別される。生徒は通学の途上、差別意識をもつ日

本人から暴力を振るわれることがあるが、民族服ゆえに女子生徒がその標的とされるこ

とが多かったと思われる。

こうした時代遅れの差別意識をもつ者は、民族差別とともに、女性に対する差別意識

をも持っているのではなかろうか。

梁 (1999)は 「恥 じるべきは、そのような暴力を振るう側」だとしながらも、「私が

チマ 。チョゴリ通学に反対してきた理由は、そればかりではない」として次のように述

べている。

「チマ・チョゴリは民族意識堅持の象徴」だとして、その「象徴」を、危険

を冒してまで女子生徒だけに着せようとする人がいる。私は、チマ・チョゴリ

を、そのような人たちの「女性観の象徴」ととらえ、民族的ノスタルジーを女

性の中に追い求める意識に対して、異議を唱えてきた。

なお、朝鮮学校では1999年春から「チマ・チョゴリが主として校内用の第一制服とな

り、新たにブレザーやブラウスなどの第二制服の着用が通学時にゆるされることになっ

た」 (梁 1999)。
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