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 韓国の国民は日本をどう見ているのか。「眺め」という社会学的視点から、日韓共

同宣言からの 20 年の変化を読み解くとともに、日韓関係悪化の要因を分析した。小

針氏は、世論調査の結果をもとに、韓国国民が日本の「遵法精神」「配慮する文化」

を評価し、魅力に感じる市民の 2位に日本を挙げる側面をも持ち合わせている点を指

摘。顕在化する反日感情のみでなく、これらの「潜在的な眺め」に目を向けることを

求めた。また徴用工問題や慰安婦問題を捉える上で、法実証主義的な日本と道徳的志

向の韓国という、両国のメンタリティーの差を認識することの必要性を示した。 
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司会＝五味洋治（東京新聞論説委員）  

「朝鮮半島の今を知る」と題したシリーズの

19 回目で、ことしは南北米朝首脳会談が相次

いで実現するなど、朝鮮半島をめぐる情勢が大

きく動きました。 

年末にかけては、北朝鮮をめぐる情勢よりも

日本と韓国の関係が大分せわしくなってまい

りまして、いわゆる徴用工判決、慰安婦をめぐ

る財団の解散などが相次いでいます。 

こんな中、もう一度日韓関係について考えて

みようと、きょうは、長年日韓関係を研究して

こられた静岡県立大学の小針進先生に来てい

ただきました。 

私は司会役を務めます東京新聞の五味と申

します。よろしくお願いいたします。 

小針先生は、皆さんよくご存じのとおり、韓

国で西江（ソガン）大学やソウル大学などで勉

強された後、金泳三大統領時代に在韓日本大使

館で外務省の専門調査員として勤務されたご

経験があります。 

現在は静岡県立大学国際関係学部の教授で

いらっしゃいまして、最近、現代韓国朝鮮学会

の会長にもなられたとお聞きしております。い

つもデータを駆使して、韓国の新しい見方を提

示していただいております。きょうの資料も非

常に丁寧につくってきていただいて、皆様の参

考になると思います。 

先生から 1 時間ほどお話をいただき、30 分

ほどの質疑をしたいと思います。 

それでは、よろしくお願いします。 

小針進・静岡県立大学教授 小針です。よろ

しくお願いいたします。 

きょうお話しする内容ですけれども、いま、

日韓関係が結構激しいですが、その前に、こと

しは北朝鮮との関係をみなければいけないと

思います。 

私は、もちろん政治もやるんですけれども、

どちらかというと社会学的な視点でみていき

たいのですが、一つ、「眺め」という言葉を使

います。どうみているかという意味で使ってい

るんですけれども、韓国からみた北や日本の

「眺め」をみて、最後にいまの政権との絡みの

中でいろいろなお話をしたいと思っています。 

「北」への空気に変化 

いまごらんいただいている（編注：会見時の

投影画像）のは、ソウル市役所なんです。ソウ

ル市庁という建物で、日本統括時代に建てられ

ました。この部分ですけれども、10 月に行き

ましたら、写真が飾ってあるのです。いまはも

うなくなっていますけれども、10 月のある時

期にあったのです。 

何かというと、白頭山に金正恩委員長と文在

寅大統領が行ったときの写真なのです。ソウル

のど真ん中に北の指導者の写真が出ていて、

「朝鮮半島の運命を変えた南北首脳会談、ソウ

ル市も一緒に頑張ります」みたいなことが書い

てある。ソウル市庁がこういうことをやってい

るわけですが、人によっては、非常に保守的な

人などは、ついに金正恩にソウルも占領……と

言ったかな、何かそんな言葉を使っていたんで

すけれども、一時期の韓国を知っている人は、

非常にびっくりする。 

ただ、いろんな人に聞いてみると、そんなに

衝撃もないみたいで、感覚的に言うと、一部の

保守の人は「すごく怒っている」、進歩的な人

たちというのは、「もっとやれやれ」、中間層の

人たちは、「まあ、そんなものかな」というよ

うなソウルの空気のようです。最初に、きょう

は幾つかのデータでみてみます。 

資料 2 ﾍﾟｰｼﾞは韓半島平和研究院というとこ

ろで 10 月に調べているデータですが、上から

行くと、北は敵なのか友人なのかと、度数で、

3,000人ぐらいの人に、何点ぐらいかとやるわ

けです。友人だというのは 10 点、友人よりも

ちょっと抵抗感があったら8とか7とかつけて

いくわけですけれども、これの平均点が 5.44

という数字が出ています。これよりも低いのが

20代の人と 60代の人のようなのです。 

ですから、まず一つは、40 代、50 代あたり

が、いまの南北宥和の流れというのはすごく熱

い部分があって、これはなぜなのか、また後で
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お話ししますけれども、協力対象かどうかとい

うような質問でも、大体 5.93 という数字が出

て、60代の人はきつい感じ。 

あと、そもそもいまの韓国は保守なのか革新

なのかということですが、これも自己採点をし

てもらうと、20代、60代以上は、40代なんか

よりも保守的な数値が出てきますが、全般的に

まずこういう状況です。 

それから、同じく調査（資料 3 ページ）で、

いま至急やらなければならないものは何かと

いうような、これも点数をつけさせると、偏っ

てはいないと思うけれども、「非核化」と答え

るのは一番多く、「政治的な統一」というのが

一番低く出ます。人道的なもの、離散家族の再

会とか、そういうものは比較的こういう数字が

出るのですが、まずこれがいまの韓国の全般的

なイメージです。 

ただ、調査するときに、過去と比べてどうか

というのをみなければいけないので、非常に小

さい数字で申しわけないですが、ソウル大学の

ほうで、毎年、定点観測的なデータをとってい

ます。 

北への姿勢、意識的に緩和 

資料 4 ページで一番驚くのは、北の政権は

「対話相手として信頼できる／できない」とい

う部分なんですが、昨年は 28.1％だけ信頼「で

きる」、「できない」が 7割。ことしはどうかと

いったら、「できる」が 54 で、「できない」が

45だから、「できる」のほうが上回ったという

ことなのです。これは、ある意味、金正恩委員

長にとって非常に勝利なんですね。ことし、自

分が何か動けば、韓国の人たちの志向は変える

ことができるんだという一つのデータになり

得る部分です。 

北が変化しているかどうかに関しても、去年

は 31％だったけれども、ことしは 77％という

ことですから、このあたりがことしの韓国の動

きで、あと同時に、韓国の人たちというのも、

北の問題に関して言うと非常に動揺する部分

があるのかなという感じがいたします。 

もう少し変化をみてみると、どのような対象

なのか、こういうデータを毎年とっていて、協

力対象が昨年よりも 10 ポイント以上上がって

いて、その反面、警戒対象が 22％から 14％と

非常に下がっている。これはどれかを選ばせる

というものですけれども。 

したがって、この 2018 年を考えると、大分

韓国社会が北に対して意識的に緩む姿勢をみ

せた、これは非常に大きいことなのかなと思い

ます。 

それから、いまの協力対象ですけれども、も

う一つ、支援対象というのもあります。支援対

象が 2番目ぐらいになっているのですが、そも

そも韓国は同じ民族だという同質性をかなり

言っているところがある。韓国の教科書も北朝

鮮の教科書も、「単一民族」という用語を使っ

ているのと、同じ民族ということをかなり強調

していて、日本の教科書もいろんな教科書があ

りますが、いわゆる保守的な教科書でもこんな

ことまでは書いていないです。 

したがって、こういう意識が根底にあるので、

何か揺り動くと動きやすい側面もあるのかな

と思います。 

それから、これはいまより 10 年ぐらい前か

ら言われていることですけれども、同質性があ

ると同時に、異質性もこの 10 年間ぐらいかな

り言われていることで、例えば、これはいまか

ら 12 年くらい前の「中央日報」という新聞に

出ていた、この辺から言われているのですが、

例えば亡命者がたくさんいる時期ですと、大体

サンプルが結構とりやすくて、体型的な特徴な

ども大分違ってきているということです。 

確かに、北の人と韓国人、日本人と韓国人を

比べた場合に、北朝鮮の人が一番見分けがつけ

やすいというか、日韓のほうがむしろ体型だと

か着ているものなどを考えると近くなってい

るところがあると思うのですが、この辺が、将

来的に統一ということがあったときに、大分問

題になるような側面があると思います。 

実際に、平均寿命も、韓国当局の推計によれ

ば、例えば韓国男性は 77歳、北朝鮮は 65歳で

すから、12歳、北の人たちのほうが短命です。

あと出生率なども大分違っていて、逆に言うと、
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死亡率は北朝鮮はかなり高いということで、長

期的に考えると、この辺の問題は深刻な問題で

あるわけです。 

ですから、韓国からみると、北は同質性を感

じつつも、大分違ってきているということが言

われ続けていることですが、ことし南北首脳会

談が開かれることが決まり、アメリカのトラン

プ大統領も米朝会談に応じてもいいと言った

のが 3月の初めぐらいですけれども、これはそ

のころのデータですが、北の状況は歓迎する、

歓迎するけれども、やっぱり信頼できないとい

う部分なのです。 

ここで言いたいことは、「信頼できないけれ

ども歓迎する」という人が 45％いまして、と

にかく信頼できないけれども、おとなしくして

もらいたいというのも本音の部分ではないか

と思うのです。 

これはある韓国の月刊誌の記者が言ってい

た言葉ですが、「普通に考えると、やっぱり信

頼できない」、あと、「いまの豊かな韓国を考え

ると、一緒になるのは困難だ。でも、あまり刺

激したくないので、なだめるために、ある程度

援助して、これはしようがないことじゃない

か」、そういう発言をしていた人がいるのです

が、意外とこれが平均的な韓国の人が思ってい

ることではないかと思い、時々これを見返すこ

とがあります。 

一様ではない「韓国人」 

それから、いま一様に「韓国人」と言いまし

たが、先ほどから出ているデータ（資料 6ペー

ジ）がどういうものかというと、先月の調査で

す。来年度の予算、韓国は会計年度がカレンダ

ーイヤーと一致しているので、いま予算編成の

時期ですが、南北インフラの調査のための予算

を、ことしより 46％も増加させて、日本円で

大体 500億円ぐらい計上するのです。 

これをどう思うかという質問に関して、先ほ

どみたデータと同じく、若い人と 60 歳以上の

人たちは、こういう予算に対して賛成が少ない

です、ほかの年代と比べると。40 代、50 代は

多いです。 

40代、50代の人たちは、特に 50代ですけれ

ども、自らの青春時代が軍事政権下で、学生運

動の時期にあたった世代です。そうすると、一

つ根底にあるのは、アメリカにいわば妨害され

たというイメージを持っている。軍事政権を支

えたのはアメリカだから。日本に対する不信感

というのも、実はこの 40代、50代は、いろん

な調査で出てくるのですが、まずこういう年代

の差があるのと同時に、もう一つは、理念です。 

資料 6ページは、これはサンプルが 500です

が、「自分がどこに属すると思うか」というデ

ータです。「中道」と答える人が多いですが、

保守と進歩を比べると、進歩のほうが 1.5倍ぐ

らい多いです。 

この色分けでみると、こういった文在寅政権

の政策に対して、進歩の人は主に賛成する。同

時に、進歩派は民主党の支持者が多いので、こ

こは賛成です。 

逆に保守と答えている人たちは、この予算に

賛成する人は少なく、確かに自由韓国党――保

守政党ですが野党です――の支持者は、非常に

少ないということで、一つは、理念的にもかな

りくっきり分かれます。 

先ほど、ソウル市役所の前で金正恩と文在寅

の大統領の写真（編注：会見時の投影写真）を

みた、そのときの空気は、まさにこういう感じ

です。非常に保守の人たちは怒っている。 

中道は、逆に言うと、ここが変わると一気に

いろんなことがひっくり返るということが言

えるのではないかと思います。 

資料７ページは量的な調査ではなくて、質的

な調査というか、例えばネット上に出ている意

見だとか、新聞などで識者が言っている意見な

どをみると、保守の不満だとか、中道の不安と

言ってもいいと思うのですが、そこに出ている

ように、非核化を忘れてしまっているのではな

いか、「わが民族同士」という感性を揺さぶら

れ過ぎている。米韓同盟に亀裂がないかどうか

心配だ。非核化のプロセスは初歩段階にすらい

っていないと。 

あと、そもそも非核化と文大統領は言うけれ
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ども、南北で解決できる問題ではない。アメリ

カとやる問題だと。あと、日本でも言われてい

るとおり、非常に文大統領が前のめりになって

いる。 

それから、右上に行きますと、10 月に文大

統領はヨーロッパに行って、北朝鮮に対する制

裁解除、緩和に関して訴えたのですが、フラン

スの大統領をはじめ、一切相手にされなかった。

そのときに、韓国の安全保障のために制裁に一

緒に参加しているのに、何でメッセンジャーを

やっている、そういうことを言われているわけ

です。そのことに対する保守の不安。 

それから、「終戦宣言」に関しても、これが

出されたら在韓米軍にも影響があるのではな

いかとか、こういうのがたくさんあって、ここ

は中道の人たちがどの程度影響を受けるかは、

これから一つのポイントなのではないかと思

います。 

この秋口ぐらいから盛んに言われているの

は、「南北軍事合意書」があり、その中で、特

に――これは時事通信の方がいたら、無断転用

したものなので申し訳ないのですが――軍事

境界線は南北それぞれ 40 ㎞です、ここには偵

察できない、飛行禁止になったということです。 

いま韓国と北朝鮮の間では、偵察能力だとか、

あと精度の高い打撃能力は、韓国側のほうが上

なんです。格段に上らしいです。そうすると、

アメリカの偵察機も入れないし、ドローンなん

かもだめなのではないですか。とにかくこれが

できないことには非常に問題だということを

保守の人たちは結構言います。アメリカもこの

辺のことは、合意が不十分な中で決まったとい

うことで、大分言われています。 

非核化停滞、文政権に疑問 

先ほど、いろいろ過去の年でみたのですが、

ことしに入ってから、幾つかの考え方でどうい

う変動があるかというと、左の図（編注：投影

資料）、これは皆さんには印刷していませんが、

いまの安全保障の環境の体感度、韓国にとって

いいか悪いかというデータですが、2018 年、

ことしの 1月段階は、安保環境がいいという人

が 19％で、悪いが 32％ですから、悪いと思っ

ている人が多い。 

ところが、南北首脳会談が開かれた 4月にな

ると、よいが 42で、悪いが 35で逆転していく

のです。ずっと推移していくのですが、ことし

の 6月、7月ぐらいから、ちょっと落ちぎみに

なっています。これは恐らく非核化が思うよう

に進んでいないということの反映ではないか

と思います。 

右側は何かというと、「韓半島運転者論」と

いうのがあり、これは何かというと、米朝とか

南北の進展を一つの車と見立てた場合、韓国は

いつも後部座席に乗っていて、ハンドルは北か

アメリカのどっちかが握っている、ところが、

朝鮮半島を動かすのは韓国が動かさなければ

いけないのだから、自分たちが運転手になって

ドライバーにならなければいけない、というこ

とを文大統領はずっと言っている。 

これが果たして実現していくのかどうかは、

さっき言ったように、南北首脳会談以降、期待

はどんどん高まっていったのですが、夏以降は

下がっている。恐らくこの辺のところはあまり

進展していないことに関しての失望感、諦め感

みたいなものが、もしかしたら徐々に出ている

のかもしれません。 

それから、同時に、今度は「アメとムチ」と

いう言葉を使うと思うのですが、例えば、左側、

北朝鮮を変えさせるための政策として、制裁が

いいのか支援がいいのかということですが、わ

かりやすいのは、保守の人たちは制裁には肯定

的で、支援には否定的である。こういう人が

13％ぐらいいる。 

一方、進歩派の人は、制裁は否定的で、支援

がいい、これは 16％ぐらいなのですが、制裁

も大事だし、支援も必要だという人が 50％ぐ

らいいる。これは「アメとムチ」ということで、

両方与えなければいけないのだという人が半

分ぐらいいるということです。だから、あまり

こういうことも、どっちがいいか、どっちが悪

いかという話ではない。 

右側のほうも、警戒対象であり、協力対象で

ありという人が半分ぐらいいて、この辺もわか
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りやすい図なのかなと思いました。これは 7

月の調査です。 

一番強調したいことは、やはりことし 2018

年というのは、金正恩さんが韓国社会の北への

「眺め」を非常に変えたことが大きい。ただ、

同時に、非核化の足踏みで、文在寅政権の政策

への疑問もだんだん出てきている。これが

2018 年のいまの段階での状況かなと思います。

ここまでが北の話でした。 

今度は、日本に対しての見方です。きょうこ

こにいらっしゃる方々は、私いま 55 歳ですけ

れども、もっと大先輩の人たちがたくさんいら

っしゃって、これはお互いの眺め合いなのです

が、韓国は、請求権意識は、50 年、60 年、強

かったわけですけれども、一方の日本というの

は避関心。特に李承晩ラインの存在が大きかっ

たのです。これは詳しく言いませんけれども、

こんなことに私は関心があります。 

最近では、日本だと慰安婦像のことが言われ

るし、韓国は旭日旗のことばかり結構言ってい

るのですが、こういうお互いの眺め合いの比較

になるような幾つかのキーワードがあります。 

4人に 1人は日本に親しみも 

ここで、またちょっと量的な調査のお話をし

たいのです。 

読売新聞と韓国日報がやったデータ（資料

10 ページ）が一番新しかったのですが、いま

これをみると、親しみを感じているかどうかと

いうことで、日本人が韓国に親しみを感じてい

るというのが 40％ぐらいいる。韓国人は 24％

日本に親しみを感じている。感覚で言うと、10

人に 4人、日本人は韓国に親しみを感じていて、

まだそんなにいるんだという感覚もあります。

低いともみられるが、10 人中 4 人も親しみを

感じているのはすごいなと思うのです。 

ただ、この 1カ月の動きをみると、この数字

はどんどん少なくなっている可能性もありま

す。 

一方、韓国も、反日、反日と言う割には、4

人に 1人、日本に親しみを持っていると答えて

ている人がいるということです。だから、差は

あるのですが、まあまあすごくひどいわけでな

い。 

実は内閣府の世論調査でも大体同じような

数字が出ていますが、日本人の中国に対しての

親しみの感覚というのは 18％ぐらいですから、

それと比べるとずっと高いと言えると思いま

す。 

問題なのは、それぞれの指導者に対しての信

頼性ですが、日本では文さんに対して 21％で、

韓国では安倍さん、5％です。これは非常に低

過ぎますよね。何でこんなになっているか。実

は韓国メディアの影響がすごく大きいと私は

思うのですが、これはまたお話ししますが、と

にかくいまこういう状況である。 

一方、韓国で定点観測になるデータは、実は

あまりない。韓国ギャラップが時々不定期でや

っているのが資料 11ページです。1997年から

並べると、大体 20％より上ぐらい、行ったり

来たりしている感じです。 

東日本大震災があった 2011 年になると、大

体同じ数字になって、こういうのは、多分韓国

メディアが、地震とかがあっても、日本人は非

常に規則正しい、おにぎりをみんなで分け合っ

ているだとか、「偉大な市民精神」という言葉

を使って持ち上げたりします、そういうことも

あるでしょう。同情もあるでしょう。 

ところが、2015 年、いまここに出ている日

本に親しみを感じる人は 17％、これは朴槿惠

さんのときで、いわゆる「告げ口外交」と言わ

れていた時代です。まだ慰安婦合意の前ですが、

非常に低い数字なんです。 

ただ、このときの数値でも、これは「日本に

対して好感があるかどうか」と聞くと 17％な

んですけれども、「日本人」とワーディングを

変えると 40％出る。この中で、例えば若い人

はどうかというと、56％、日本人に対しては「好

感を持っている」と答えている。だから、ワー

ディングによって大分違うということと、あと

若い人は、日本人に好感を持っていない人より

も好感を持っている人のほうが多いのです。 

ですから、あまり反日、反日と決めつけるの
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もどうかなと思います。「日本という国家」と、

「日本人」、あと「日本文化」などというと、

また違う数値が出るのですが、ここもちょっと

踏まえるべきなのではないかなとよく思いま

す。住んでいる地域によっても、いろいろ違い

が出てくるのですが。 

ことしは、ちょうど小渕・金大中「日韓共同

宣言」の 20周年だったのですが、この間、「眺

め」にどういう影響を与えたかというと、両国

共通しているのが、資料 13 ページに書いてい

るように、インターネットの及ぼしたこととか、

あと寛容さというのも、両方の社会とも不足し

ていると言われるし、既存メディアに対して信

頼度というのが、世論調査などでは下がってい

るようですが、影響力は一番大きい。 

あと、非正規雇用社会ということで、不満の

捌け口ですね、いまこういう立場になっている

のは、例えば韓国企業が元気だから、非常に日

本の製造業は割食っているのだとか、あと、逆

の言い方もありますが、政治のポピュリズムも

結構あると思うのです。特に日本の場合、衆議

院の小選挙区制、これが 97 年以降、本格的な

選挙として取り入れている時期ですから、例え

ば以前、中選挙区制のときでしたら、日中関係

をライフワークにするような議員もいたんで

すが、そうでもない。 

韓国も政治のポピュリズムは非常にひどく

て、先ほどのソウル市庁の前のああいったもの

（編注：会見時の投影画像）なども、ポピュリ

ズムの一つです。例えば慰安婦像の人形をソウ

ル市のバスに乗せてみたり、あれも朴元淳ソウ

ル市長がやったことですけれども、あれもポピ

ュリズムだと思います。 

問題多い「刷り込み報道」 

あと、メディアの刷り込みも相変わらずある

のではないかと思うのですが、例えば、いまこ

れは韓国の新聞で、オバマさんが広島に来たと

きのものなのですが、ある韓国の新聞は、被害

者日本のイメージづくりに活用しているだと

か、免罪符を、オバマさんが行くことで、日本

に与えてしまったとか、こういう報道を盛んに

します。 

韓国メディアの特徴は、伝達するよりも裁く

ことにあるのではないかなと思います。もちろ

ん日本の韓国報道がいいと言っているわけで

はありません。先ほどから言っているとおり、

反日と決め過ぎるような一例もあるので、それ

はどうかと思うのです。 

韓国メディアの刷り込みは、相変わらずひど

いところがあって、例えば、私、大使館にいた

と言いましたが、20 年、30 年ずっとやってい

る自衛隊創設記念日の行事も、日韓関係が緊張

していた 2014 年に、毎年やっている行事なの

にこういうことが行われる、というのを東亜日

報のトップに出すのです。これは刺激しないわ

けがないのです。結局、会場になっていたホテ

ルは音を上げて、中止してくれと言って、大使

館に対して断ったのです。 

あともう一つ、これは紙ですが、同じ記事が

ネットに出るとどういうふうになるかという

と、同じことが書いてあるのですが、旭日旗、

これはどこでしょう、佐世保なのか、横須賀か

わかりませんが、そのときの様子の写真を出す

のです。これも完全な刷り込みでありまして、

非常に問題が多いのではないかと思います。 

きょうは、日本の見方は言わないだけであっ

て、日本のメディアもこういうのをやれと言え

ばやることはできるのですが、韓国メディアは

非常に問題がある。ただ、韓国のメディアばか

り、東亜日報を挙げて否定すると悪いので、一

応まともなもの、冷静なものもあります。 

例えば、安保法制ができるときですが、わが

国が日本の集団的自衛権行使自体を反対する

ならば、国際社会で得ることより失うことが多

い、日本の軍事的脅威を実際以上に誇張したり、

軍国主義復活だと非難してはかえって逆効果

だ、と書いてある。 

ですから、こういった意見もあるということ

です。反日一色ではないのですが、多分に刷り

込みが行われているというような報道がある

ことはある。この辺はちょっと知っておくべき

なのではないかなと思います。 



8 
 

 

 

先ほど、両国共通だと言ったのですが、韓国

社会だけで言うと、例えばこの 20 年間は南北

関係が非常に進展した。それから、韓国の中で

過去の歴史を追及したり、それから、積弊とい

って、積もり重なった弊害、そういったものを

追及する動きもあるので、これで日本に対する

見方というのは影響があることはあると思い

ます。 

一方、日本社会のほうも、拉致問題で朝鮮半

島に対する見方も変わりましたし、それから多

文化共生と言うと同時に、日本がすごいという

ような議論が近年あったり、あと慰安婦問題、

地震、この辺のことなども、この 20 年間で非

常に浮上してきた問題、これも日本から韓国へ

の「眺め」に影響を受けていると思います。 

あともう一つ、よく親日、反日という議論が

ありますが、この人が反日タイプ、この人が親

日タイプというわけではないと思います。例え

ば、同じ人があるときは反日であり、あるとき

は親日であり、ということなのだと思うのです。 

これはわれわれもそうです。あるときは韓国

に対して、文化だとか料理だとか好みつつも、

報道をみて非常に韓国に憤るということがあ

ると思うのですが、これは日本の新聞に出てい

た記事ですが、イケガミさんという人が大使館

の前に、慰安婦像があるところにいる大学生に

会った。そのときに、この大学生が言っていた

のは、慰安婦合意というのは朴大統領が勝手に

無視してやったことだから、あんな大統領は引

きずりおろされるのは当然なんだ、そういうこ

とを言って、慰安婦合意に関して批判をする。 

ただ、同時に、「日本が嫌いですか」という

と、「いや、好きなんだ。漫画も好きだし、す

しも好きだし、外国に行けば顔が似ている」と。 

これは、第三国で、カナダとかアメリカとか

オーストラリアで、日本人と韓国人の留学生が

仲良くなってしまうということがすごくある

のですが、これは普通の光景だと思います。だ

から、ある人は反日でもあり親日でもありとい

うような構造なのかなと思います。 

あともう一つは、反日の部分は非常に顕在的

で目立ちやすいのですが、潜在的な「眺め」と

いうのもわれわれは知るべきです。いまそこに

出ているデータは中央日報の世論調査で、「魅

力に感じる市民はどこの市民ですか」といった

調査がありました。 

そうすると、日本が 2 番目になっています。

ドイツの次に 2番目になっていまして、これは

「遵法精神」だとか「配慮する文化」だといっ

ている。こういうことも意外と日本で知られて

いないので、こういった韓国からの「眺め」も、

本当は知っておくべきではないかなと思いま

す。 

日本に不足する「温かさ」 

先ほど、単純に好き、嫌いというお話をしま

したが、資料 15 ページはうちの大学と筑波大

学の先生で韓国において行った調査で、いまか

ら 5 年ぐらい前のデータなのですが、例えば

「堅実な」と言ったら、それぞれの国に対して

どうかといったら、50％の人が日本を堅実、ア

メリカを堅実と答えている。逆に「励ましてく

れる」というイメージは、日本は 5.8と非常に

低い。アメリカは高く出たりとか、「信頼性」

ということになると、中国は非常に低い数字が

出たりとか、「誠実さ」という部分で言うと、

日本が高く出ます。 

問題は、この「温かい」というところが日本

は実は非常に低い数値が出ています。イメージ

の調査を、台湾でもやってみたのです。 

資料 10 ページは周辺国で親日と言われる台

湾のデータです。左が韓国で取ったデータです。

どういうことかというと、実は、ある国のイメ

ージを決めるときは、この「温かさ」と「有能

さ」が結構重要な要素です。イメージを決める

のには、「温かさ」と「有能さ」が結構重要で

ある。 

そのときに、いまここで、左は韓国人に聞き

ました。それぞれの国を 30 点で採点したとき

に、例えばドイツは「有能さ」でも 20 点ちょ

っと、「温かさ」でも 20点ちょっと、こういう

意味です。ベトナムに関して言うと、「温かさ」

は 15ちょっとですが、「有能さ」という意味で

言うと 10 ちょっとしかない、こういう意味で
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す。ドイツとかアメリカは両方とも出る。 

実は、台湾で聞いてもほぼ同じようなデータ

が出ます。ところが、日本に対してだけはかな

り違う。どういうことかというと、韓国人は日

本を有能だとは思っているのだが、温かさとい

う部分で言うと、非常に低く出る。ところが、

台湾人は、日本に対して有能でもあり、温かい

とも感じている。 

ここで、さっき、イメージと言いましたが、

イメージでなくて、好感というのは、ではどっ

ちの要素と相関関係があるかと言うと、社会工

学とか社会心理学の先生と一緒にやっている

ので、この辺の詳しい解析はよく私はわからな

いところがありますが、「温かさ」のほうが好

感と直結する部分があるのです。 

だから、日本の足りないところは、韓国では

温かいとみられていないことです。この辺が変

わると、日本に対する好感がふえるのではない

かと思います。 

ただ、最近、要素として、人々の行き来とい

うのは、韓国から日本に行く数が非常にふえて

いますね。昨年のデータを資料 17 ページに示

しましたが、700 万人来ています。700 万人来

ていて、これも幾つかのイメージの部分もある

のですが、そんなに嫌いになって帰っていって

いないです、日本に対して。それは、親切です。

だから、おそらく温かいと感じている人がふえ

てくるんじゃないかなと思っています。 

あと、実はそもそも観光旅行に行くこと自体

が好感度と非常に密接に関係があって、好感度

を持たないと、人はお金を出してまで観光旅行

とかに行かないですね。したがって、もしかし

たら好感度は上がっていくかもしれない。人が

ふえているというのは、これはいいことではな

いかなと私は思っています。 

ここまでのまとめをすると、資料 18 ページ

に書いているようなことです。 

特にこの 20 年間というのは、実は、パート

ナーシップ宣言があっても、なかなかうまくい

かないというのは、ここに書いているような要

素があったのではないかなと思います。 

ここまでが、とりあえず韓国社会が日本に対

してみた「眺め」です。 

次は、日韓関係と、最近起こっている文在寅

政権のお話。これは若干政治的なことを含めて

お話ししたいと思っています。 

薄れる日本の重要性 

私は、政治社会学というか、社会とか文化に

対しての見方とか、外国の「眺め」が政治とど

う関係あるかとか、そういうことに関心がある

のですが、最近の日本と韓国はしっくりいかな

くなっているというのは、構造的な変化がすご

くあると思うのです。 

一つ言われることは、大分パイプが先細りし

ている。政治的にいま非常に緊張していますが、

少し前であれば、韓国側に日本語ができる有力

者がいて、例えば中曽根さんが金鍾泌さんに一

本連絡して解決するとか、あと、植民地時代に

学んだ日本語とはいえ、日本語という共通語が

あったのはすごく大きかったと思います。でも、

いまはそうではない。こういった問題があると

いうこと。 

それから、韓国における日本の「圧倒的重要

性」という言葉、これは神戸大学の木村幹先生

がよく使っている言葉ですが、減退しています。 

例えば、貿易。これは日経の内山清行さんの

本から勝手にとってきたのですが、これは何か

と言うと、わかりやすいので、この一番太い線

が韓国にとっての日本の貿易額、韓国の全貿易

の日本貿易の占める率が 76 年は 40％でした。

いまどうなっているかというと 10％ぐらい。 

この点線はアメリカなのですが、アメリカも

どんどん落ちている。この細い線は中国ですが、

中国は上がっている。いまや日本とアメリカを

足しても中国のほうが多いくらいになってい

て、貿易量でも日本を凌駕している。 

それから、いまここに示している（編注：会

見時投影資料）のは、ことしの 3月の世論調査

ですが、朝鮮半島の平和のためには、文政権が

最も優先順位をおかなければいけない外交相

手国はどこか。これもいまや日本と答える人は

0.4％、ロシアよりも低いという数字が出てき
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ます。 

「道徳的志向」と「法実証主義的」 

もう一つ言いたいことは、いま言ったインタ

ーネットはいいとして、「道徳的志向」という

キーワードと、「法実証主義的」、このキーワー

ドはきょう私の言いたいことの一つです。この

言葉は京都大学の小倉紀蔵先生がよく使って

いる言葉です。 

これはどういうことかといいますと、例えば

日本では何か事件が起こったら、最近でいえば、

徴用工の問題であり、慰安婦の「和解・治癒財

団」の問題であり、法実証主義的なメンタリテ

ィーでやりますね。もうこの問題は法的に解決

しているのだからと。全くそのとおりなのです

が、もちろん韓国もそれがあることはあるので

すが、どちらかというと、この部分だけじゃな

く、道徳志向的にどうなのか、そういう視点で

みているというところが、日本と韓国社会の一

番大きな違いだと思います。 

例えば、これはいま先週、慰安婦の「和解・

治癒財団」というのが解散されました。それは

11 月 29 日だったのですが、11 月 30 日の韓国

の新聞と日本の新聞の社説の見出しをここに

張りつけたものです。資料 20 ページに出てい

るのは、「慰安婦財団の解散、約束破る国と付

き合えぬ」、これは産経新聞の社説のタイトル。

「合意の一方的放棄は許されぬ」、これは読売

新聞です。 

あと、資料 20 ページの下ですが、「真の謝

罪・反省ない『和解・治癒』は不可能だ」、こ

れはハンギョレ新聞。「真の謝罪」とは何なの

かという話です。謝罪はしているのですよ、日

本。真の謝罪というのは極めて道徳的な用語で

す。 

それから、東亜日報、「『慰安婦問題』の真の

解決の契機に」。「真の」と書いてある。韓国は

非常に道徳的な見出しであり、日本のほうは、

これは非常に法実証主義的な見出しです。 

いま、たまたま 2 つの新聞を書いただけで、

朝日新聞も毎日新聞も全部ここに張りつける

ことができる見出しです。 

いずれにしても、韓国ではどうしても道徳的

志向というか、そもそも加害者が悪いことをし

たのだから、問われて当然なんだ、あるいは一

度決めた合意事項でも問題点があれば遡及し

直してもいいんだというような、簡単に言うと

そういうような要素です。日本は、そういった

メンタリティーではなくて、一度決まったこと

は、ということですね。この辺、大分違うので

はないか。 

資料 21 ページにある両首脳の、去年からこ

としにかけての幾つかの発言をみても、左側の

ように、「勇気ある姿勢」という言葉を文大統

領が言っていたり、あるいは「加害者である日

本政府が『終わったことだ』としてはならない」

とか。一方の日本側というのは、「国際法に照

らしてあり得ない」、とにかく法実証主義的で

ある。 

ですから、韓国と日本の行き違いというのは、

いま言った法実証主義、道徳的志向で大分違う。 

あともう一つ、韓国社会をみるときのワーデ

ィングとして、先ほどから出ている「保守＝右

派」と言ってもいいでしょう、「進歩＝左派」

と言ってもいいでしょう、厳密には違うかもし

れませんが。 

あともう一つ知らなければいけないことは、

これは慶應義塾大学名誉教授の小此木政夫先

生がよく使っている言葉ですけれども、韓国の

政治をみるときに、「制度圏」、つまり議会だと

か政党、あともう一つ、「運動圏」、学生運動、

市民運動、在野。 

日本社会は、運動圏というのは、いまあまり

聞かない言葉ですけれども、ある合意に関して

いうと、運動圏が納得しなければいけないのだ、

そういった要素が事実上あります。 

いま、慰安婦合意が何であんなに反故にされ

てしまったかというと、簡単に言えば、運動圏

の支持がほとんど得られていなかったという

ことです。その一つの焦点は、朴槿惠政権の中

心というのは、右派の人が中心であり、もちろ

ん左がかっている人もいますが、同時に制度圏

の人ばかりです。この人たちが中心になって決

めたので、実際の許容できる国民の範囲という
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のも限られてしまう。 

では、逆に、いま文在寅政権がやっているこ

とはどうかと言えば、文在寅政権の中枢には、

もちろん左派が多いですし、実際に議会と政治

を握っているので、制度圏もあると同時に、運

動圏の人たちがたくさんいるということです。

大統領秘書室長、任鍾皙（イム・ジョンソク）

という人がいますが、この人は、運動圏の親玉

だったような人です。文大統領自身も運動圏の

出身で、人権弁護士として長くやってこられた

方です。 

もちろん運動圏の人たちは、韓国社会の人権

の向上とか、一生懸命やってきた人たちですか

ら、否定ばかりするわけにはいかないのですが、

非常に運動圏の人たちに捉えられ過ぎている

ところが韓国の一つの問題なのではないかな

と思います。 

高まる上位層への反発 

特に、韓国の社会では、道徳的な志向が前よ

りもまして高まっているようなイメージを持

つのですが、今週の月曜日に日本では「流行語

大賞」がありましたけれども、韓国で去年あた

りから言われている、ことしも言われている一

つの流行語で、「カプチル」という言葉があり

ます。「カプ」というのは、甲乙丙の「甲」で

す。 

これは「ヒエラルキーが上位にある者の行為」

と書いてあるのですが、どういうことかという

と、漢字の文化圏なので、契約書のときに、甲

と乙がありますね、甲のほうが、どちらかとい

うと有力な大手で、乙が中小企業だったりとか

することがあると思うんですが、その甲の立場

の人、そういう人たちが威張り過ぎる、そうい

うイメージです。 

例えば、いまこれを見ればわかりますが、社

会関係で、本社と代理店、雇用主と職員、消費

者と感情労働者――「感情労働者」これも社会

学の用語ですが、電話のコールセンターだとか、

ホテルマンだとか、とにかくひたすら相手への

感情を抑えて対応しなければいけないような

職業です。あと、正規、非正規。 

つまり、左側のほうが甲乙で言うと、甲です

ね。この人たちの行為です。つまり、パワハラ

みたいなものです。パワハラです。いまこれを

告発するということがすごく多くて、ことしで

言えば、韓国の飛行機会社で“ナッツ姫”とい

うのは聞いたことがあると思います。あと“水

掛け姫”って聞いたことがあると思いますが、

あれも「カプチル」の代表格です。 

カプチルの人たちというのは、しかも恵まれ

て育ってきた、で、わがまま放題やっている、

で、威張り散らす、パワハラ、この辺をいま非

常に告発するようなメンタリティーがありま

す。 

これはちょっと飛躍し過ぎかもしれません

が、日本と韓国の関係、例えば元徴用工と日本

の企業、それから慰安婦と日本軍、これも恐ら

く甲乙、「カプチル」で考えている可能性も、

ちょっとメンタリティーとしてあるんじゃな

いかと思います。これはちょっと言い過ぎかも

しれませんけれども。 

この辺は、日本に対する見方に関して言うと、

ある部分で言うとちょっと影響を受けている

ような感じがするのと、あともう一つ、韓国で、

相対的剥奪意識というのはすごく強いです。つ

まり、いま自分が、韓国も非正規職がすごく多

いんですけれども、この立場というのは、誰か

が得しているからなんだと。 

昨年、朴槿惠大統領が罷免されて、文大統領

が誕生した背景というのも、あのときに、朴大

統領のバックに崔順実（チェ・スンシル）でし

たかね、ある女性がいたわけです。その娘でチ

ョン・ユラという名前の人がいるんだけれども、

この人は乗馬の選手か何かでアジア大会に出

たことがあるらしいんですが、梨花女子大とい

う非常に有名な大学に入った学生ですが、ただ、

それもどうもコネでその大学に入ったみたい

だと。 

ああいうふうに、カプチル体質の中で特別扱

いされている人がいて、梨花女子大に入ってき

たので、自分みたいに真面目にやっていても、

能力とは無関係にはじかれてしまうんだ、大学

入試でもいい大学へ行けなかった、そういった
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剥奪意識――日本と韓国の大学生を同時に並

べると、いろんな調査で、その意識を持ってい

るということがすごくよくわかるような場面

があります。 

格差拡大、下がる支持率 

それから、そういう中で、いま文大統領の経

済政策の中でやっていることは、所得をとにか

く上げようということをやっていますが、その

中で、「所得主導成長」というのをやっていま

す。これは何かというと、経済成長があって初

めて所得が上がるのではなくて、最初に最低賃

金とかを決めて所得を上げて、それで金回りを

よくしよう、そういった政策なのです。 

これを去年あたりからやってきましたが、た

だ、ことしどうなっているかと言うと、資料

25 ページ右側の新聞の論調にあるように、結

果的に、人為的に最低賃金を上げてしまったの

で、例えばある中小企業で言えば、賃金が払え

なくて、3人採用していたところを 2人しか採

用できなくなってしまった。時給が、例えばア

ルバイトであっても1,000円から1,300円にい

きなり上げてしまったら、結果的に人が就職で

きなくなってしまう。 

実は、2週間前、これは韓国の統計庁のデー

タですが、五分位階層間格差というのがありま

すね。上位 20％、下位 20％を決めるやつです

けれども、これが 5.52 広がったということが

わかりました。こんな高い数字が出たのは 10

年ぶりです。むしろ朴槿惠政権のころのほうが

低い数字だったぐらいで、結果的に格差は広が

ってしまった。その結果もあり、いま文大統領

の支持率というのは、先週のデータで言うと、

40％に下がりました。 

これも、よく日本で言っている一つの神話み

たいなもので、ちょっと前もニュース番組であ

る解説者が言っていたのですが、徴用工の判決

だとか、慰安婦財団の解散、これは文大統領が

反日すれば支持率が高くなるからこういうこ

とをやるんだ、みたいな言い方をしている人が

いましたが、そんなことは何も関係ないです。

徴用工判決が出たのはこのぐらいですが、支持

率は全然上がっていませんし、むしろ支持率は

下がっています。 

だから、いま韓国人にとって日本というのは、

そんなに扱いが大きくないので、対日政策と支

持率の間には相関関係は認められないと思い

ます。 

もう一つ、いまなかなか国政で結果を出せな

いので、何か成果を出さなければいけないと焦

っているのがいまの文政権であり、あと外交に

対する見方が、韓国の世論は非常に厳しくなっ

ています。 

例えば、資料 26 ページは何かと言うと、慰

安婦財団が解散した日の翌日の「韓国経済」の

記事ですけれども、それを批判しています。「外

交がしてはいけないことと、していいことがあ

るんだ。『国益』より国内の政治的利害関係を

優先させているからそんなことになる」。あと、

「ＡＳＥＭという会議で北朝鮮の制裁緩和を

説いて回っている、どうなっているんだ」、そ

ういった批判がいま大分出てきていますが。 

それで、ここからまた皆さんのところにデー

タがないのですが、これはソウル大学の 10 月

の調査です。どういうことかというと、周辺で

脅威になる国はどこかというところで選ばせ

るのですが、「北朝鮮」と答えていた人が、去

年は 63％だったのがことしは 32％で半減しま

した。これも金正恩氏の勝利ですよ。 

逆に、中国がぐっと上がる。中国に関して言

うと、ＴＨＡＡＤでいじめられたということも

ありますし、最近のアメリカとの対立などもあ

るんでしょう。 

一方、日本に関しては、この緑ですが、13％。

高くはないですが、1年前と比べると高いです。

これは必ずしもいまの朝鮮半島情勢に関して、

日本が、和解のムードに関して意外と冷たいな

ということの反応ではないかと思います。 

世代は、あまり変わりがないので、言いませ

んが、今度は、同じ調査で、日本に対しての認

識で、これをみると、緑の線ですが、競争相手

だと思っている人がすごく多いということで

す。警戒相手だというのは、2014 年ぐらい。
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安保法制の議論があったときは、そういった議

論が非常に多かったのですが、いまは競争相手

とみています。 

あと、南北に何かあったとき、どっちを助け

るかという質問をすると、日本は自国の利益に

よって動くだけだと。南を助けるは 7.2という

数字でした。 

同じことを韓国人で、中国はどう思っている

かと聞くと、中国に対しては警戒対象だと答え

ている人が半分、あと、南北どっちを助けると

いうことになると、日本と同じく自国の利益が

多いといえば多いのですが、それより多いのは、

北朝鮮を助けるだろうと。 

この辺の皮膚感覚というのは、中国とすると、

北朝鮮がないと緩衝地帯として困るとか、そん

なことを恐らく、中国が思っていると韓国人と

して考えているのだと思います。 

次のデータですが、それぞれの国は統一を望

んでいるかどうかというところで、どの国に対

しても、周辺国はみんな望んでいないと、韓国

人は思っています。その中でも、最も高く出て

いるのは、中国です。中国は統一を望んでいな

い。ちょっとデータの数字が間違っていますね。

90.7です。で、日本も「望んでいない」が 89.7

ということで、周辺国、どれもみんな望んでい

ない。 

アメリカに関して言うと、「望んでいない」

が 50％ぐらいになるのですが、特徴的なのは、

去年よりも低くなっている。これは米朝会談を

やった効果なのだと思います。 

あともう一つ、次は結構大事なデータだと思

うのですが、統一のためには周辺国の協力が必

要かどうかという中で、各国別に「どう思うか」

と聞いているわけです。 

韓国人に、「アメリカは朝鮮統一のために必

要な国かどうか」に対し 92%が「必要だ」と、

答えている。中国は 80％、日本はどうかとい

うと、60％ですから、必要ないと思っている人

も多い。 

いま、この中で考えなければいけないのは、

「ジャパンパッシング」という言葉があって、

一部の韓国のメディアでは、日本は非核化の局

面で別に無視すればいいと。そのことに関して、

「週刊東亜」というところの記者が、申珏秀元

駐日大使に、「喜ぶ見方もあると思うが、どう

思うか」と聞いたら、申大使は「とんでもない

話だ、日本を無視しちゃいけない」と答えたの

です。 

一つは、アメリカのアジア政策の根幹という

のは日本第一であり、北朝鮮問題で日本は非常

に必要だということと、中国への対処において

も、韓国と日本というのは価値観が非常に近い

と。こういった冷静な意見です。これもあると

いうこと。一部の刷り込むメディアと違って、

冷静な識者もそれなりに多いということです。 

徴用工問題で論調に変化 

あと、きのうも幾つかの日本の新聞に出てい

ましたが、徴用工の問題や慰安婦財団の解散を

めぐって、韓国の進歩系以外の新聞では、結構

それを憂慮する声が出ています。特に、徴用工

の問題は放っておくととんでもないことにな

るので、何かしなければだめだ、というような

論調がこのごろ目立つようになってきていま

す。 

先週の日曜日ですか、文大統領は飛行機の中

で記者団に対して、日韓関係に関して言ってい

たのは、未来志向的な感じでいかなければいけ

ない。さっきの統一問題で出ていた、日本の協

力は必要だとかなり言っていました。ただ、聞

かれて初めて言うような発言なので、ここはち

ょっと温度差があるところですが。 

一方、これは一昨日ぐらいの韓国の外務省の

発言ですが、道徳的志向的な発言です。「韓日

関係は、法だけで解決できない道徳的、歴史的

背景がある」というようなことを言っている。

だから、この辺のところが相変わらず日韓の間

では横たわっているのかなと思います。 

第 3 部、いまお話ししたことは資料 30 ペー

ジにまとめました。 
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◆ 質 疑 応 答 ◆  

 

司会 豊富なデータを使って、非常に説得力

のある内容だったと思います。ストンと胸に落

ちるところがたくさんありました。 

最初に、司会者から一つ質問します。 

先ほどから、日本のほうは法実証主義であり、

韓国のほうは道徳志向的だと。これが、先ほど

台湾との比較で出てきた中で、温かさを感じな

い理由になっているのかなあという気もしま

した。 

もしかして、日本が外交の現場で、韓国にも

う少し温かさを感じさせる何か工夫というか、

それはもう韓国のほうが勝手に考えているん

だという人もいるでしょうが、もし日本ででき

ることがあるとすれば、先生、こんなふうにや

ったらどうかとか、こんなふうに韓国にアクセ

スしてみたらどうかとか、何か提言があったら、

教えていだたけますか。 

広報文化外交の強化を 

小針 外交というのは、普通、当局対当局で

やるものですよね。これが伝統的な外交だと思

いますが、相手国民に直接向けてやるのが、パ

ブリック・ディプロマシーというような言い方

をしていると思うんですが、この辺をもう少し

強化しなければいけない。いま、そこで言うと、

日本がそもそも冷たいかと言うと、必ずしもそ

うではなくて、いろいろ配慮する局面というの

はたくさんあると思うのですが、いま私が思う

ことは、韓国の国内にいる日本理解者だとか、

日本に対してそれなりの役割を負ってきた人

たちに対して、ちょっとケアする必要があるん

じゃないかなと思います。 

例えば、日本に留学して、韓国に戻って活躍

している人だとか、あるいは日本で特派員生活

を送った新聞記者だとか、日本に駐在して、い

ま韓国に戻っている有力者とか、そういう人た

ちに対して、もう少し何か表彰したりだとか、

それから、何か会合を持って、盛んにパイプを

つなぐとか、その辺のことをもう少しやっても

いいのではないかと思います。 

例えば、韓国の大使館は、日本にいる留学経

験者など、大使館が年に 1回呼んでやっている

ような事業があるのですが、既存の日本理解者

に対してのフォローアップをもう少ししたら

どうかなと思うときがあります。 

質問 個人会員の小田川です。朝日新聞出身

です。先生はきょう、メディア、それから韓国、

日本、それぞれの政府の対応とか、そういうデ

ータでお話しされたと思うのですが、私、日韓

間で一番問題なのは、歴史認識ですね、それが

いまの徴用工賠償判決問題の紛糾にもなって

いるわけですが、この歴史認識を形成する過程

では、これはやはりわれわれ、考えたらすぐわ

かるんだけれども、学校教育がまずありました

よね。 

日本においても、韓国においても、果たして

きちっと自国の歴史、そして日韓関係史につい

て教えてくれているのか、そこは大変、私自身

の過去を振り返ってみても、韓国問題について

は、学校ではほとんど教わらなかった。特に近

現代史が非常に手薄いということをよく言わ

れます。韓国側でもやはり同じような問題があ

るということを私、この間、いろいろ学生交流

をやってみてわかったのですが、そういう歴史

認識を形成するための教育の問題、これについ

てどう考えておられるのか。 

特に、先生は日韓の文化人的交流推進の有識

者会合のメンバーとして、先だって河野外相に

も提言されたということなので、その提言との

絡みにおいて、お話しいただければ大変ありが

たいです。 

小針 まず、歴史の問題、教育の問題は、2

つあると思います。1つは、ファクトを中心に、

そもそも教えているのかどうかという問題と

――これはファクトじゃないことを教えてい

ないという意味ではなく、そもそも教えている

かどうかという問題と、もう一つは、軸がどこ

にあるのかという問題だと思います。 

まず、日本と韓国を比べた場合、韓国側は、

軸が非常に問題だと思います。日本は、軸より

も、特に近現代史、いま小田川さんがおっしゃ

ったとおり、そもそも教えているのかという問
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題があると思います。 

近現代史の知識不足 

まず、日本側の問題点で言うと、実は私、い

ま大学で教えていて、例えば韓国の学生と交流

会とかをやるときに、韓国の学生のほうが日清

戦争とか日露戦争のことをよほどよく知って

います。日本の学生はよく知らない。それはな

ぜかといったら、教科書の後ろのほうに出てく

る。受験勉強でも、その辺は意外と避ける学校

が多いです。教えていないというか、間に合わ

ないということもあってです。 

そうすると、これは話にならなくて、韓国で

は、しかも、自分の国史と世界史のほか、アジ

アの近現代史という別の科目になっていたり

する。おのずと教え過ぎているところもあるわ

けです、逆に言うと。日韓関係、こんな負の部

分を教える必要はないじゃないか、というぐら

い教えているところがあり、日本はそもそもが

あまり教えていないので、ということで言うと、

教科書を逆から教えるぐらいのことをやって

もいいかと思います。むしろ、新羅、高句麗、

百済のことのほうが、よく知り過ぎているとこ

ろが日本の学生だったりする。だから、まずフ

ァクトの問題。 

あと、軸はどうかというと、先ほど画面に出

したとおり、韓国の教科書は、軸が本当に民族

史観、自国史観中心過ぎるなと思うときがあり

ます。日本も、いろんなことで教科書問題とし

てもめますが、でも、非常に中間です。センタ

ーの位置です。日本の教科書は負の部分も教え

るし、誇らしいところも教えていると思うので

すが、韓国は、誇らしいところばっかり教えて

いるような気がします。 

あと「わが民族は」という用語がすごく多い。

なので、韓国の教科書が、もう少し軸をセンタ

ーに寄せるべきなのではないかなと思います。 

だから、いま日韓で起こっていることは、日

本側はそんなに極端じゃない学生が多いです。

それはまあ、軸がそんなにおかしくないので。

ただ、知識がない。韓国は、知識はすごくある

が、軸とすると、自国史観過ぎる問題だなと、

私が思うところはそういうこところです。だか

ら、そこをちょっと気をつけるべきだと思う。 

それから、あと最後に出た外務省の有識者会

合の部分なのですが、あそこではあまり政治的

な話は出なかった。ただ、問題になったことは、

いま、歴史の対応とか、何をやるにしても、ち

ょっとしたことも回数がすごく少なくなって

いて、なぜかというと、修学旅行がすごく少な

くなってしまったのです。 

実は、2012 年まで、日本の中高生が行く海

外旅行のトップは、2012 年までは韓国が 1 位

だった。ところが、2012 年以降、韓国は急激

に減り続けていて、一昨年はたしか 12位です。

だから、ほとんど行っていないです。行ってい

る国は、台湾とシンガポールとオーストラリア

がふえているのですが。 

なぜ行かなくなってしまったかというと、一

つは北朝鮮問題があって、何かあったら困ると

いうふうに父兄から言われて、直前に中止する、

あるいは慰安婦像の問題等々で、あんな反日の

国に行ったら大変だということで、反対がある

ということです。 

私自身も、静岡県の高校で、時々出前講義に

行くことがあるのですが、前よくあったのは、

修学旅行に行く直前だから、韓国のことをちょ

っと教えてやってくれと。ところが、いまそう

いうものはなくなってきているということで

す。 

そうすると、もう少しお互いの国が政治的な

宣言を排した交流プログラムをたくさん意識

的につくらないといけないと思います。 

ＪＥＮＥＳＹＳというのはご存じですか。日

本と東アジアの青少年交流を、お互いに行き来

させる、政府の予算を使っている事業です。こ

れは、2012 年、前の安倍政権のときにでき、

民主党政権のときもあって、いまも残っている

制度ですが、これで結構韓国の若者が日本に来

ていて、そのプログラムには政治的要素は一切

ない。それに行くと、やっぱり変わるのですね。 

例えば、2011年あたりですと、「東日本大震

災の被害の映像をみたときどう思ったか」と聞
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くと、日本に行ったことがない韓国人は、5割

ちょっとが非常に同情して、観光でも行ったこ

とがある人は 7割ぐらいが同情して、そのプロ

グラムに参加している人は 98％が同情です。

そういったプログラムをつくることは、非常に

大事でありまして、意識的にやらなければいけ

ない。 

例えば、いま日韓文化交流基金というところ

がありますが、そのプログラムで、ＪＥＮＥＳ

ＹＳ含めて行っている人は、この 40 年間で 4

万人ぐらいいます。ところが、同じく歴史でも

めてきたドイツとフランスはどのくらい行っ

ているかというと、50 年間で 800 万人です。

だから、独仏は結構意識的にそういったプログ

ラムをやっているということです。エリゼ条約

という中での一つのプログラムになっていて

……。 

だから、日韓間でも、別に日本のことを好き

にならなくてもいいし、日本人が韓国のことを

好きにならなくてもいいけれども、一応ある程

度知らなければいけないと思うので、意識的な

何か交流というのに公的な機関がかかわる必

要があるんじゃないかと思います。そうしない

と、歴史の話なども腹を割ってできないんじゃ

ないかなと感じます。 

質問 3 つ質問します。1 つ、刷り込みのフ

レーズというご紹介がございましたが、「ゴー

ルポストを動かす国」というフレーズは、日本

のメディア以外でも使われます。この表現につ

いて、先生、いかがお考えでしょうか。これが

まさに日本からみえる韓国について言い当て

ているというふうにお考えでしょうか、これに

何か言葉を足すならば、こういう表現のほうが

より真を衝いているのではないかというもの

が、もし補助線のようなものがあれば、お願い

します。 

それと、韓国からみえる日本について、重要

性というのは相対的に低いということですが、

慰安婦問題や徴用工の問題で、社説等のご紹介

がございましたが、例えば多くの国民の方がこ

の問題について喝采をしているであるとか、も

うちょっと量的というか、どのぐらいの注目度

が韓国でなされていて、日本に住んでいると、

急にこういうのが降って湧いてきたような感

じで、ちょっと当惑することがあるので、どう

いうふうに韓国ではみられているのかという

ことについて、ちょっとニュアンスを伺えれば。 

第 3の点ですが、韓国の大統領はおやめにな

るときに、訴追されたりとか、そういうことが

ありますが、文大統領については、先生、どの

ような予想というか、お考えがあれば、伺いた

いと思います。 

小針 1点目ですけれども、ゴールポストを

動かすのは、そうみえて、当然というか、やむ

を得ないのではないか思います。だから、この

フレーズ自体は、言い当てていると思いますね。 

ただ、同時に、これは韓国に気づいてほしい

なと思うときがあります。どういうことかと言

うと、先ほど言ったとおり、反日、反日という

レッテルは、あまり正しくない部分があると思

います。同じ人でも親日を感じる部分もあるで

しょうし、幾つかのデータで、反日的な要素ば

かりじゃないから、これは間違いだと思うので

すが、ゴールポストを動かしているというのは、

法実証主義的に言ったら、これは事実なので、

やむを得ない。 

同時に、韓国自身が、特に韓国のメディア、

政府も含めてですが、日本人の中での嫌韓感情

というか、かなり深刻なんだということに、ち

ょっと無頓着な感じがします。 

むしろ、だから、これは韓国に向けてこれを

言っていいのではないかと思います。日本の中

で言うと、あまりこれ以上嫌韓感情が広がるの

もよくないので、日本の中で使うのはもちろん、

使い過ぎないほうがいいかもしれませんが、こ

れにかわる言葉というのは、ちょっと私、あま

り頭の回転が速くないので、何日か考えたいで

す。いまパッと浮かぶ言葉はないです。 

道徳志向的な報道も影響 

次に 2点目の韓国の一般の人たちが、徴用工

の問題だとか慰安婦の問題に関して、はっきり

言うと、あまり知らないんじゃないですか。知

らないというのは、例えば「徴用工」という言
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葉自体を知らないと答えている人が多いでし

ょうし、ただ、昔、日本の工場で働かされたと

か、そういった事実は多分知ってはいるのだと

思います。 

では、そのことに関して一般の人はどう思っ

ているかというと、これはやっぱりメディアで

すが、例えば、10月 30日に判決が出たときに、

10月 31日の日本のメディアは、例えばこれま

での経緯はこうだった、例えば 2005 年の盧武

鉉政権のときには、韓国政府自身が、これは解

決しなければいけない問題なんだと言ってい

て、そのときとの整合性がどうかということも

かなり細かく報道していたのですが、韓国のメ

ディアは、そういうことよりも、その裁判で勝

った人の様子だとか、日本に非常に搾取されて、

不当な経緯があったんだということを、これも

かなり道徳志向的な報道の仕方をします。 

そうすると多くの国民は「ああ、そういうこ

とがあって、けしからんな」とは思っても、そ

れも瞬間最大風速的で、ずうっとそのことに関

して考えている人はいないのではないかと思

うんですね、あまり。 

慰安婦問題、関心薄く 

慰安婦問題に関しても、多くの人が関心を持

っているかというと、そうでもなくむしろ日本

が結構和解のために地道なことをやってきた

ということに関して、メディアが積極的に報道

してこなかったということもあるし、特に支援

者団体に関しての声ばかり強くて、慰安婦問題、

「加害者の日本が悪いんだ」ぐらいにしか思っ

ていないので、あまり深く考えていないような

印象を持ちます。 

ですから、一般の人たちは、印象的なことで

すが、もちろんこの問題で日本がいいか悪いか

と聞かれれば、「悪い」と答えるけれども、非

常に深く考えていないような感じがする。 

あと一個例を挙げると、最近、韓国で日本の

外交官に聞いた話なんですが、例えば韓国にあ

る在外公館の前に慰安婦像が立った。そのこと

に関して、韓国人の関係者と話をするときに、

少なくない韓国の方が「こんなことは全然気に

しないでください。あんなものはちっぽけな問

題で、誰も関心を持っておりませんよ。気にし

ないでください」ということを言うらしいのね。 

ところが、その外交官からしてみると、そう

じゃない、日本国内ではすごく大きい問題とし

て捉えているので、これを小さい問題として捉

えられては困るんだと。だから、逆に言うと、

日本側も、この問題というのは、何か聞かれた

ら、「あ、そうですね」ではなくて、ある程度、

「これは日本人の韓国観にすごく大きい影響

を及ぼす問題なので、ある程度深刻に考えなけ

ればだめですよ」と言うぐらいの話はしたほう

がいいのではないかと思いました。 

3点目は、文大統領の引退後ですが、気が早

い話でと思うんですが、ただ、言えることは、

先ほどのデータをみたとおり、進歩と保守と考

えたら、進歩と思っている人が保守よりも 1.5

倍ぐらい多い。 

ところが、数で言うと圧倒的に中道と思って

いる人が多い。この人がどう考えるかによって、

いまの文在寅政権の対北朝鮮政策も左右され

る可能性がありますから。 

さっきのデータをみたとおり、文大統領の支

持率も非常に落ちてきていますので、もちろん、

具体的な法的なことはわかりませんが、この政

権の支持率がどこまで本当にもつかどうかと

いうのはわからない。 

ただ、もちろん弁護士出身で、比較的にクリ

ーンな姿勢は維持しようとしている人ですか

ら、気をつけているんじゃないでしょうか、と

いうことは思います。 

質問 日韓関係、2019 年もなかなか厳しい

ものになると予想されると思いますが、特に徴

用工の問題、韓国の出方を日本も待つという状

況だとおそらく思います。 

来年の日韓関係は、どういうふうに動いてい

くと――出方次第というところもありますが、

先生はどのようにごらんになっていますでし

ょうか、お教えください。 

小針 徴用工の問題ですけれども、相当韓国

政府は困っているやに伝わってきますね。もち
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ろん司法の問題ではあるのですが、そういった

判決が出ると、日韓関係はどれだけ困るかとい

うことを、あまり伝えていなかったというか、

特に韓国の国会議員は、非常に日本に対しての

優先順位が低くなって、文在寅政権そのものが

言えると思うのですが、優先順位が低いので、

あまり積極的に司法に対してアプローチがな

かったのではないかと思います。 

それにしても、いま、このことに関して言う

と、国務総理である李洛淵（イ・ナギョン）さ

んというところで調節してくれと言っている

らしいのですが、もう一つ、「和解・癒やし財

団」の解散の前後措置というのも李洛淵さんの

ところにどうも行っているらしいのですが、そ

こで結論が出るかというと、なかなかどうも出

ないらしくて、いま韓国政府が考えているのは、

韓国政府と請求権で恩恵を受けた韓国の企業、

例えば浦項製鉄所、つまり今のポスコ（POSCO）

とか、そういった企業で基金をつくる。あとも

う一個、そこに日本企業も入ってほしいと思っ

ているらしいです。でも、日本政府は考えてい

ないと。 

でも日本政府からすると、韓国企業で基金を

つくるのはいいけれども、日本企業まで入れる

ということに関しては、非常に困ると言うに決

まっていますので、もしそういう案を出された

ときに、年明けに出るかもしれませんけれども、

ここで非常にもめてしまうのではないかなと

思います。まず 2019 年の 1 月に入ってから、

そういうことがまず起きて、そこでまたいろい

ろゴタゴタするんじゃないかな。 

ただ、日本企業に対して何も考えないのであ

れば、これはまた違うようなことが出てくるか

もしれませんが、まずこれが 1個ですね。 

あと 2個目は、2019年というのは 1919年の

三・一独立運動から 100周年ということなので、

このことで、韓国国内で幾つかの盛り上がりを

みせると思います。 

しかも、北朝鮮と何か共同事業をやろうとい

う話も出ていますので、ムードとすると、この

辺が出てくるのかなと思うんですね、3月 1日。 

”レームダック期”に懸念 

あと、3 点目は、文在寅政権は 2017 年 5 月

に発足しましたので、2019 年 5 月で 2 年を迎

える。韓国の大統領の任期は 5 年ですので、

2019 年も末になっていくと折り返し点になる

のです。折り返し点になるか、ならないかぐら

いで歴代の大統領というのはレームダックと

言われてきますので、レームダック期に入って

いった場合に、対日関係というのも幾つかの譲

歩というのがなかなかしにくい状況になって

くるので、慰安婦問題というのは、全く泥沼化

してしまうのではないかというような心配で

す。 

あと第 4点目は、北朝鮮の非核化との問題だ

と思うのですが、トランプ大統領と文大統領が

先週、ブエノスアイレスで会談したと思うんで

す。そのときに、来年早々米朝をやるという話

が出たようですね。金正恩さんのソウル訪問と

いうのもあるかどうかだと思うのですが、そう

いった幾つかのことがあった後に、結局、非核

化が進まないということになった場合、アメリ

カが大分態度を硬化する可能性があると思い

ますね。 

いま米韓関係も非常に一方的に韓国が南北

に前のめりになったことに関して、トラブルも

幾つか起こっているみたいですから、そうなっ

たときに、日本はアメリカの側につくと思うん

ですね。そのときに、ここで日米韓を考えたと

きに、韓国だけ立場が違っていく状況の中での

日韓間の緊張感というのが出てくるでしょう

から、正直に言うと、あまり明るくないという

要素が多いんじゃないかなと思います。 

質問 いまの質問の続きになりますが、日韓

関係、三・一 100周年とか文政権のレームダッ

ク化、米朝会談、米朝交渉の行き詰まった場合

など来年以降難しくなることを見越した場合、

日本政府はどういう態度をとるのか、またどう

いうアプローチをとればいいのか、提言を教え

てください。 

小針 難しいですよね。ある程度、原則論を

言っていかなければいけないと思うのですが、

これも言い過ぎるとまた非常に問題がありま
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して、例えば、先ほど、日韓の有識者会合とい

うのは河野大臣が主宰してやったのですが、あ

れは 4回ぐらいやって、河野大臣、冒頭の挨拶

だけではなくて、全部の会合に 2時間丸々出て

いて、アメリカの留学時代に金大中さんとの出

会いの話だとか、それから、いま韓国の外相と

英語でコミュニケーションを非常にうまくや

っているという話を結構していて、そんな極端

な発言は一切ない。むしろ政治外交の緊張と文

化交流は別なんだから、切り離していろいろや

らなければいけないのだということを盛んに

言う方なんです。 

ところが、原則論を言わなければいけないの

で、徴用工の問題なり、「和解・癒やし財団」

の解散の問題なり、発言しているときに、その

辺で言い方を間違えると、韓国のメディアが盛

んにそれを必要以上に取り上げてしまって、韓

国政府も何かそれで「あまりにも度が過ぎる発

言だ」と抗議してみたりとかするので、その発

言も、原則論は言うべきですが、水面下の交渉

をかなりやらなければいけないんじゃないか

と思います。 

そのためには、政府というよりも、例えば日

韓議員連盟と韓日議員連盟の水面下の交渉で

あったり、役人間の水面下交渉だったりとか、

それをもう少し密にやっていかないと、にっち

もさっちもいかなくなっちゃうのじゃないか

なというようなイメージを持ちます。 

それからもう一つ、アメリカという要素は結

構大きいので、韓国がいま何とかやっていけて

いるのは、アメリカの支持なり、トランプさん

と何とかうまくやっているからいいと思うの

ですが、これがもしアメリカにそっぽを向かれ

たらきつい。 

いま日本の政権がアメリカと近ければ、日本

にも気を使わなければいけないという側面は

すでにありますし、米韓が悪化すれば、もっと

そのことは気になってくるので、日米韓という

のもある程度いろんな話し合いをして緊密に

しなければいけないんじゃないかな、という要

素の一つだと思います。 

いま思いつくことは、このくらいです。 

司会 きょうは、「求同存異」という言葉を

書いていただきました。あえて違いを求めるよ

り同じところからみようという意味だと思い

ます。 

小針 ありがとうございました。（拍手） 

文責・編集部 
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「朝鮮半島の今を知る」(19)
～韓国社会からの「眺め」を中心に ～

2018年12月7日 日本記者クラブ

小針 進 （静岡県立大学）

１．韓国社会の北朝鮮への「眺め」

２．韓国社会の日本への「眺め」

３．日韓関係と文在寅政権

1

韓国人の対北朝鮮意識
※韓半島平和研究院（2018年10月調査、n＝3,000、10点尺度）

• 北は敵（0）か友人（10）か

5.44（20代＜5.07＞と60代以上＜5.18＞が低い）

• 北は「協力対象」である

5.93（60代以上＜5.30＞が低い）

• 自分自身は保守（10）か進歩（0）か

5.08（40代＜4.89＞・・20代＜5.04＞と60代以上＜5.37＞）

2

※韓半島平和研究院（2018年10月調査、n＝3,000、10点尺度）

朝鮮半島の平和定着のため至急性がある事項

【高】北朝鮮の非核化7.60,離散家族面会所の
設置7.43,南南葛藤問題の解消7.30,

【中】南北自由往来6.66,南北同時軍縮6.54,米
国の北朝鮮体制保証6.52,開城工業団地再開
6.44,金剛山観光再開6.27

【低】北朝鮮への企業投資5.71,南北の政治的
統一5.67

3

2018年統一意識調査
※ソウル大学統一平和研究院

（2018年7～８月調査、n＝1,200、％）

2009 2017 2018

南北統一は必要である／必要でない 55.9/20.5 54.1/21.4 59.8/16.1

北は協力対象である／警戒対象である 50.7/20.6 41.9/22.6 54.6/14.4

北政権を対話相手として信頼できる／できない 40.9/59.1 28.1/71.9 54.7/45.3

北が変化している／変化していない 45.1/54.9 31.9/68.0 77.3/22.7

今後、北の武力挑発はある 78.3(2011) 70.6 56.1

政府の対北朝鮮政策に満足だ／不満足だ 31.7/68.3 59.3/40.7 64.4/35.6

開城工業団地の再開に賛成だ／反対だ 46.6/20.4 40.9/30.2 57.8/10.5

金剛山観光の再開に賛成だ／反対だ 60.2(2010) 44.6/29.2 62.0/ 9.4

核問題解決前の交流中断に賛成だ／反対 47.4/22.6 34.1/31.1 46.9/19.4

4

北の「変化」への初期反応

※リアルメーター（2018年3月
9日調査、n＝500、％）

①「信頼はできないが歓迎する」４
５．７％／「おおむね信頼し、歓迎
する」２７．４％／「信頼も歓迎もで
きない」１８．４％

②[二択]「歓迎する」７３．１％

③ [二択] 「信頼できない」６４．１％

２０１７年

７月 北朝鮮がＩＣＢＭ発射

９月 北が６回目の核実験

２０１８年

２月 平昌五輪で文在寅大統領
と金与正氏らが会談

３月 韓国特使が金正恩氏と会
談、南北首脳会談開催で合意。
トランプ大統領が初の米朝首脳
会談に応じると表明。金正恩氏
が訪中、中朝首脳会談

４月 第３回南北首脳会談

「政府は、来年度予算案の中で「板門店宣言」で合意した、鉄道・道路連結
および現代化法案で、南北経済協力インフラを構築するための事業予算を
、今年より46%増加した5044億ウォンで編成しました。どう思いますか？」

※リアルメーター（2018年11月2日調査、n＝500、％）

賛成

（南北関係
の改善が必
要）

反対

（非核化が
不確実、予
算の浪費）

全体 51.6 41.3

１９～２９歳 48.0 43.5

３０歳代 51.8 42.5

４０歳代 62.7 35.3

５０歳代 51.9 39.8

６０歳以上 45.2 44.8

賛成

（南北関係
の改善が必
要）

反対

（非核化が
不確実、予
算の浪費）

民主党支持者 82.0 10.9

自由韓国党支持者 6.6 90.2

無党派 26.1 64.6

保守<97> 24.1 73.4

中道<205> 49.1 45.5

進歩<144> 76.6 15.9
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保守の不満と中道の不安

• 「わが民族同士」感性
で非核化目標を忘却

• 米韓同盟に亀裂

• 「凍結→申告→検証→
査察→無能力化→廃棄
」の初段階ですらない

• 非核化は南北で解決で
きる問題でない

• 文政権は非核化よりも
経済協力に前のめり

• 南が北のスポークスマ
ンやメッセンジャーの役
割をしている

• 「終戦宣言」は政治的
な意味を超えて在韓米
軍の存在問題へ発展

• 「南北軍事合意書」へ
の不満。韓国が優位に
ある偵察能力と精密打
撃能力が無能化。米国
の協議も不十分。

7

第１部のまとめ
• 2018年、金正恩は韓国社会の北への「眺め」を変えた

• 宥和的になったが、北の武力挑発可能性も警戒している

• 非核化・人道＞交流・安定＞経協・政治の優先順位

• これまでも北朝鮮へ強硬な姿勢で臨むことを望んでいない

• 南北の緊張状態は「迷惑」なので望まず

• 北を「なだめる」意味での支援に必要性

• 「統一」への思いは微妙

• 理念対立（保守・進歩対立で「中道」がカギ）

• 北への「眺め」に世代による差、経済協力より平和安定

• 非核化足踏みで政策へ疑問も

• 「支援」と「制裁」、「協力」と「脅威」を併せ持つ意識

韓国から日本への「眺め」

• 請求権意識

• 歴史を「線」として（金大

中事件で「傲慢な日本」論）
• ベンチマークと体制共有

• 「歴史歪曲をする日本」

• 日本大衆文化開放とＷ
杯共催

• クールジャパン（居酒屋
）と「アンチ日本」

• 安倍の日本（メディアは
「右傾化」報道）

• 旭日旗

• 「本格クール」

日本から韓国への「眺め」

• 避関心（李承晩ライン）

• 事件を「点」として（「軍事

独裁」、「主権・人権侵害」）

• 韓国ブーム（古代史、ソウル五輪）

• 「歴史カードを切る韓国」

• Ｗ杯共催と韓流ブーム（
「冬ソナ」・ヨン様現象）

• 「韓国に学べ」と嫌韓流（
サムスン・キムヨナ）

• 朴槿恵の韓国（メディア
は「告げ口外交」報道）

• 慰安婦像／「反日司法」

• 「大胆カワイイ」
9

1945年
50・60年代

1965
70年代
80年代

1987
90年代

1998
2000年代

2002
2003

2010年代
2012
2015
2016
2017
2018

読売新聞・韓国日報 日韓共同世論調査
한국일보・요미우리신문 한일공동여론조사

（2018年6月調査、N＝日本1016、韓国1000）

親しみを感じ
る／친밀감을
느낀다

親しみを感じな
い／친밀감을
느끼지않는다

信頼できる／
신뢰할수
있다

信頼できな
い／
신뢰할수
없다

日本人が韓国に対して
／일본인이한국에
대해서 ４０ ５５ 38

(2+36)

60
(44+16)

韓国人が日本に対して
／한국인 일본에
대해서 ２４ ７３ 20

(2+18)

79
(56+23)

日本人が文在寅大統領
に対して／일본인이
문재인대통령에대해서 ー ー ２１ ６６
韓国人が安倍総理
に対して／한국인이
아베총리에대해서

ー ー ５ ９３
10

한국인의일본에「호감이있다」「없다」추이 (한국캘랩,1997∼2015년) 

11

있다 없다

%,2015年2月24～26日、n=1,005、Hankook Cal‐Lap

「日本人」に

好感あり
일본인에
호감이있다

「日本人」に

好感なし
일본인에
호감이없다

「日本」に

好感あり
일본에
호감이있다

「日本」に

好感なし
일본에
호감이없다

全体 전체 40 47 17 74
ソウル在住
서울거주

46 38 17 70

男性 41 46 16 75
女性 39 48 17 73
19‐29歳 56 29 29 58
30歳 43 40 19 64
40歳 41 45 16 75
50歳 39 51 12 83
60歳以上 25 67 9 86
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小渕・金大中「日韓共同宣言」より２０周年

何が「眺め」に影響を与えたか

両国共通
• インターネット時代とＳＮＳ全盛の功罪

• 寛容さ不足の時代

• 既存メディアの影響力不変と信頼度下降

• 非正規雇用社会

• 政治のポピュリズム

• メディアの「刷り込み（imprinting）」報道

13

顕在的のみならず
潜在的な「眺め」も知るべき

韓国人が魅力的に感じる市民の第2位が日本の市民

※中央日報・慶煕大学共同調査（『中央日報』2015/9/18)

最も魅力的な市民と理由 （韓国市民対象、n＝3,068）

1 ドイツ 23.6% 遵法精神・寛容・誠実

2 日本 13.3% 遵法精神・配慮文化

3 スイス 10.9% 遵法精神・余裕ぶり

4 米国 8.5% 自由を重視する国民性

5 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 7.4% 遵法精神・道徳性

6 英国 7.1% 配慮・寛容の文化

7 フランス 6.7% 自由・創意的文化 14

韓国人の対外意識
※筑波大・静岡県立大の研究チームが、２０１２年１１月１９日から２６日まで
、２０歳から５９歳までの韓国人（n=２４０）を対象にした質問紙調査「国家別
認識調査」を、韓国の世論調査専門機関に依頼して実施した結果の一部

15

対中国 対日本 対米国

堅実な 13.8 51.7 58.8
励ましてくれる 18.3 5.8 46.3
信頼できる 1.3 17.9 40.4
魅力がある 24.6 26.7 62.9
頑健な 31.7 21.7 50.0
暖かい 27.9 9.2 18.3
誠実な 9.6 55.0 36.7
親しみのある 13.3 15.4 33.3
伝統的な 47.5 43.3 10.4

韓国人と台湾人の外国への「眺め」（「温かさ」と「有能さ」）

出所：石井健一、小針進、渡邉聡との共著「韓国と台湾における「日本」イメージの比較‐国家ﾌﾞ
ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査から‐」 、『東亜』第562号（2014年4月）、80‐93頁。

日韓間の往来者数推移（1986～2016年）
2017年 韓国人→J  714万人（40.3％増）

日本人→K  231万人（ 0.6％増）

出典︓⽇本政府観光局(ＪＮＴＯ）、韓国観光公社

(単位︓万⼈)

(年)

第2部のまとめ

• 「親しみ」日→韓 5人に2人、韓→日 4人に1人

• 「日本」より「日本人」に親しみ、世代差も

• この20年間はネット・ＳＮＳ、非正規雇用社会
、政治のポピュリズムで「眺め合い」が推移

• 韓国メディアの「刷り込み」報道は続く

• 同じ人が「反日」・「親日」を併せ持つ

• 顕在的のみならず潜在的「眺め」も知るべき

• 日本に対して「有能さ」〇、「温かさ」×

18
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日韓間の構造的変化

①日韓間の各界パイプが先細りを見せている点

②韓国における日本の「圧倒的重要性」（木村幹『日韓歴史認

識問題とは何か』）が減退している点

③道徳志向的なメンタリティが高まる韓国社会と、法
実証主義的なメンタリティが主流である日本社会

④日本社会における閉塞感や排外意識が進行してい
る点

⑤グローバル化（インターネット発達、貿易の多角化な
ど）が深化している点

19

法実証主義的メンタリティー（継続性）

道徳志向的
メンタリティー
（断絶性）

日本社会

韓国社会

＜慰安婦財団の解散 約束破る国と付き合えぬ＞

＜慰安婦財団解散 合意の一方的放棄は許されぬ＞

＜真の謝罪・反省ない「和解・治癒」は不可能だ＞

＜和解・治癒財団解散、「慰安婦問題」真の解決契機に＞

両首脳の発言から
文在寅大統領

・徴用工問題と関連し、「日本
指導者らの勇気ある姿勢が必
要だ」（2017年8月15日）

・慰安婦「日韓合意」を、「内容
も手続きも誤りだ」（2018年1
月4日）、「被害者らと国民が
合意内容を受け入れなかった
」（2月9日）、「加害者である日
本政府が『終わったことだ』と
してはならない」（3月1日）

・「財団」に関し、「解散を要求
する声が強い」（9月25日）

安倍首相

・「日韓合意」と関連、 「国と国

の合意であり、政権が変わっ
ても守らなければならないとい
うのが国際的な原則とし、日
本はこれまで合意を守ってお
り、韓国政府も約束を守らな
ければならない」（2月9日）

・徴用工判決を受け、「国際法
に照らしてあり得ない判断だ」
（10月30日）

・「財団」解散表明を受け、「国
と国との関係が成り立たなくな
る」（11月21日） 21

左派

制度圏

運動圏

右派

南北関係の
推進層 慰安婦

「日韓合意」
の推進層

文在寅
政権の
中心層

朴槿恵政権
の中心層

「カプチル」という流行語

• カプチル（甲質＝ヒエラルキーが上位にある
者の行為）が示すメンタリティー

• 自らの絶対的な能力とは無関係に、特別扱
いされている人がいるから、自らは不遇なの
だという気持ちを抱く

→相対的剥奪（relative deprivation）意識

• 恋愛、結婚、出産を放棄→「３放世代」

マイホーム、人間関係、夢、就職→「７放世代」

23

カプチル文化に関する認識調査
※韓国リサーチ（ 2018年8月調査、n=1,000 ％ ）

• とても深刻だ（50）+まあ深刻だ（46）＝96

• よく（６）+時々（46）+１-2度（38）経験＝90

• 機関別深刻さ評価：政治圏94、大企業93、司
法部90、言論85、利益団体81、公務員75、
労組63、消費者57

• 社会関係の深刻度：本社・代理店93、雇用主
・職員93、雇用主・研修生93、消費者・感情
労働85、正規職・非正規職84、上司・後輩74

24
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文在寅政権の「所得主導成長論」

• 2018年4－6月期の所得五分
位の倍率は5.23を記録／
2008年（5.24）以来10年ぶり
の高数値／最上位20％は１
年間に収入が10.9％増えた
反面、最下層は7.6％減少（韓
国統計庁「家計動向調査」）

• 「人為的に最低賃金を急上昇
させたため働き口は蒸発し、
分配が悪化したのだ。それで
も所得主導成長を強行すると
いうのは、傷を治療するので
なく腐らせて悪化させるような
言い分」（『中央日報』2018.8
．24、社説）

25

• 2017年7月、家計所得を高め
て成長をリードする「所得主導
成長」を新政府経済政策の方
向として確定。

• ２０２０年まで最低賃金１万ウ
ォン、０〜５歳の児童手当支
給など、政府が財政支出の拡
大で分配に積極的に介入して
所得を増やすと、消費と内需
が蘇り、３％台の経済成長が
可能だという新しい政策

（『東亜日報』2017.7．26）

文在寅大統領発言

（2018年11月21日）

• 「今までは国政課題
を設計する時期だと
するならば、これから
は国政成果を出す具
現者になってほしい」
（大統領直属の諮問
機関の委員長などを
集めた会議で）

「外交がしなければならないこ
と、してはならないこと まとも
に峻別しているか」（『韓国経
済新聞』11月22日付、社説）

• ＜外交で「国益」より国内の
政治的利害関係を優先さ
せては困難である。文在寅
大統領は最近、欧州歴訪
のASEM首脳会議に出席
などを通じて、各国へ対北
朝鮮制裁の緩和で協力し
てくれることを要請したが、
断られた。「外交惨事」とい
う一角の評価も出てきた＞

26

非核化の局面で「ジャパンパッシング」が行われることを
喜ぶ見方もあるが？

（『週刊東亜』記者の質問、同誌2018年10月4日号）

• 「ジャパンパッシングはあってはならない。二
つの理由からだ。一つは、アメリカの対アジア
政策の根幹が日本から出発している。北朝鮮
問題を扱っていく過程で、日本の協力が必要
であり、日本も私たちの協力を必要とする。も
う一つ、中国の浮上に米中競争関係が浮き
彫りにされた勢力転換期に、韓国と日本は同
じ理解を持っている。韓国と日本は、価値的
に非常に近い」（申珏秀・元駐日大使）

「徴用判決対策、ためらう余裕がない」
（『中央日報』2018年11月30日付、社説）

• 特に裁判で勝った被害者が強制執行を通じ
て日本企業から物質的補償を受け取れば、
帰らざる橋を渡る計算になる。 どうか政府は

後遺症を最小化する妙案を、一日も早く模索
しければならない。 北の核問題だけでなく、

北朝鮮のインフラ開発など、外交安保的な側
面で日本の力が必要な時が近づいている。

隣国との関係を、必要以上で悪化させてはい
けない。

韓国側も対日関係に苦心

「歴史問題で韓日間の協
力関係が損なわれてはい
けない。歴史問題は別途
、賢明に処理し、未来志
向的な協力を続けなくて
はならない」、（非核化や
平和構築に）「日本の協
力が必要だ」、「日本政府
も共感していると思う」（文
在寅大統領、2018/12/2,
共同通信）

「韓日関係は法だけで解
決できない道徳的、歴史
的背景があるにもかかわ
らず、日本側が『法的に
終わったことなので、責任
を負う必要もない』という
態度を示すことは、両国
関係にとって決して望まし
くない」（外交部当局者、
2018/12/4,時事通信）

第３部のまとめ
• 日韓は構造変化。経済でも外交でも日本は相対的低下

• 道徳志向的な韓国と法実証主義的な日本。制度圏と運動圏

• カプチルメンタリティと相対的剥奪意識が対日政策にも影響

• 文政権の「所得主導成長」政策でむしろ格差拡大

• 「国政成果」を出すことに文政権は焦り

• 脅威となる国は中46.4＞北32.8＞日13.8＞米>露

• 対象：日本を競争48.5・警戒31.3、中国を警戒50.3・競争35.0

• 南北どちら：日本は「自国利益」80.2、中国は「北を助ける」51.7

• 「統一を望んでない国：米52.9,日89.7,中90.8,露87.5

• 「統一で協力が必要な国」：米92.6,日60.2,中81.2,露69.1

• 「ジャパンパッシング」論への肯定と否定。中枢は？
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