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われわれは歴史の真実の前に、厳粛であらねばなりません。過去が現在と未来を縛る足
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尊敬する水上健也理事長、言論界のみなさん、日本

記者クラブにおいて、日本の言論界のみなさんと各

国の特派員のみなさんに再びお目にかかることがで

き、非常にうれしく思っております。 
 
今、私は２年８ヵ月ぶりに再度この演壇に立つ栄光

を与えられました。私をお招き下さった日本記者ク

ラブの会員のみなさんに感謝いたします。韓国の大

統領としてこの場所を再び訪れるという、あの時の

約束を守れましたことを幸せに思います。当時私に

送って下さったみなさんの熱烈な声援を、今もあり

がたく心にとどめております。 
 
当時、私はこの席で韓国与党の総裁として、また大

統領選挙を目前にした大統領候補として、私の抱負

を明らかにしました。その後、韓国では急速に民主

化が進んでいます。憲法を改正し、激烈な大統領選

挙が行われました。制限のない言論の自由がよみが

えり、社会に自律の活力があふれるようになりまし

た。 
 
この席においでのみなさんに、私は民主主義を実践

するというのはほんとうにむずかしいということを

率直に申しあげます。 
 
過去３年間の韓国の変化はまさに革命的なものと言

えます。 
 
みなさんは一変した今日の韓国を、過去の尺度では

十分に理解できないと思われます。韓国の民主化は

高価な代償を支払ってはいますが、正しい方向に進

んでおり、発展し続けるはずです。今後いかなる状

況においても、韓国の民主化が後退することはあり

えません。 
 
私はみなさんに、このことを明確に申しあげること

ができます。 
 
私は韓国の今日と明日に対するみなさんの深い関心

を、ありがたく受けとめています。 
 

２１世紀を目前にして世紀的な変革が押し寄せてい

る今、私は韓日両国が、真の友好善隣の新しい時代

を開かなければならないという確信をもって、日本

を訪れました。 
 
私は今回の日本訪問において、平成時代を開かれた

天皇陛下にお目にかかり、海部総理とも二度にわた

り真摯で友好的な会談をもちました。 
 
また日本の政界と財界、日本の朝野の多くの方々に

お会いしました。 
 
私は日本の指導者たちと、両国関係、東北アジア情

勢、そして現在の世界の急激な変化に至るまで広範

な問題を広く論議しました。すべての出会いは温か

く有益でした。 
 
私は昨日、大韓民国の国家元首としては初めて日本

の国会議事堂の演壇に立ちました。過去の歴史を考

えるとき、この事実自体が、新しい歴史をわれわれ

が共に築いていることを意味するものであります。 
 
私は１億３千万人の日本国民を代表する衆参両院議

員を前にして、深い感慨を覚えました。私の感慨は

おそらく、日本の国会の同じ演壇に立った他のいか

なる外国の国家元首も抱くことのできない･･････そ

んなものであったでしょう。 
 
晴れた日、釜山の海辺に立つと、水平線の彼方に対

馬の島影が見えます。韓日両国の国民は、先史時代

からこの狭い海峡を往き来し、文化を交流させ、お

互いの文化形成に大きな影響を与え合ってきました。 
 
韓国と日本はこのように近い隣人であり、未来にお

いても永遠に最も近い隣人として生きるよう神の摂

理によって定められています。 
 
われわれ両国間には、不幸だった一時期がありまし

た。しかし、それは両国間の長い友好善隣の歴史か

らすると、きわめて短い期間でした。 
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われわれは歴史の真実の前に、厳粛であらねばなり

ません。過去が現在と未来を縛る足カセであっては

なりません。われわれすべてが、勇気と信念によっ

てそれを断ち切らねばなりません。 
 
過ぎた日々の陰を消し、過去の残滓は除かねばなり

ません。 
 
新しい世紀を迎えようとしている今、われわれ両国

はアジア・太平洋における最も親密なパートナーで

あらねばなりません。このことに関連して、日本の

言論界ならびに各界は、実に意義あることをなさっ

て下さいました。 
 
私は３日間の日本訪問を通じて、新しい日本を見る

ことができました。 
 
この度の訪問で、日本国民の温かい友誼を感じなが

ら、新しい時代を開こうとする両国間の共通の熱意

を確認いたしました。 
 
私はこのことを何よりも大切に思います。 
 
ご静聴、ありがとうございました。 
 

質疑応答 
 
田畑（TBS）：一昨日の宮中における晩さん会で、天
皇陛下は過去の日本の植民地支配について、「わが国

によってもたらされたこの不幸な時期に、貴国の

人々が味わわれた苦しみを思い、私は痛惜の念を禁

じえません」というお言葉を述べられました。大統

領は昨日、同行記者団に対して、これで核心の問題

は解決された、と話されたと聞いておりますが、今

回の日本訪問で、貴国の人々の胸の中にある日本に

対するわだかまりは消えた、あるいは消えるとお考

えでしょうか。これに関連して、近い将来、天皇陛

下の韓国訪問という問題を取り上げられたのでしょ

うか。合わせて、今度の日本訪問についての大統領

ご自身の全体的な評価をお聞かせ願えればと思いま

す。 

 
大統領：一昨日、私は天皇陛下のお招きで宮中晩さ

ん会に参席いたしました。その場で天皇陛下は、過

去の両国間にありました不幸な事実、これを胸痛く

悔いると申されました。また、このことは日本によ

って韓国にもたらされた不幸である、ということを

はっきりと申されました。私は、この言葉を極めて

意義深く受け止めました。合わせて、昨日の首脳会

談では海部総理が、韓日両国にあった過去の不幸な

歴史について深い反省の意思をはっきりと示しまし

た。このことについても、私は感銘を受けました。

天皇陛下、海部総理が過去の不幸な歴史について共

通した認識をはっきりと申されました。 
 
私は、私はじめわが国の国民も、過去の不幸な歴史

については、これで一応決着がついたと思うであろ

う、と確信いたしています。 
 
きょう天皇陛下が迎賓館にお別れのあいさつをする

ために来られました。その場でも、過去の歴史につ

いて、歴史の真実について共通の認識をもちました

ので、このような清い心を基盤にして、21世紀に向
かう両国の準備をしていこうと語り合いました。そ

してその場で、天皇陛下に、近いうちに、また天皇

陛下におかれて不便のない時期に韓国を訪れて下さ

い、という意思をお伝えいたしました。 
 
私のこの度の訪日の所感を簡単にまとめて申しあげ

ます。 
 
ご存じの様に、韓日両国には、歴史の真実について

の認識に差異があったのは事実でした。ところが幸

いに、この度の私の訪日を期にして、韓国と日本が

歴史の真実を共通した見地で共に認識することがで

きました。これは非常に喜ばしい限りです。これを

基盤にし礎にして、今後は韓日両国がますます友好、

協力関係を固め、新たな次元でまさに近くて近い同

伴者関係（パートナーシップ）を結び、21世紀に共
に世界に絶えざる貢献をするであろうと確信してい

ます。 
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今西（朝日）：大統領は昨日の国会演説で、「在日韓

国人の皆さんがこの日本において不便ない暮らしが

できるようになった時に、両国国民は韓日友好を感

じ取ることができるでありましょう」と言われまし

た。歴史の過去のしこりを解消するために、大統領

は在日韓国人の法的地位、待遇の問題、あるいはサ

ハリンの在留韓国人の問題、また在韓被爆者の援護

の問題について、日本側に改善を要求していますが、

一連の会談の中で、こうした問題については一応の

決着がついた、とお考えでしょうか。 
 
大統領：ただいまのご質問に関連する会談の内容は、

すでに皆さんがご存じのことと思っています。 
 
在日韓国人の法的地位の問題は、3 世以下のことに
ついては、完全に合意しました。また、１、2 世に
ついても、3 世と同じように法的地位を向上して下
さい、と私のほうから要望しました。海部総理は、

この問題についても前向きに、積極的に検討すると

約束してくれました。 
 
申すまでもなく、日本に来ている外国の方々、ある

いはアメリカに住んでいる外国の方々など、どの国

に住む外国の方でも、基本的人権、基本的な権利は

保障されなければならないと思っています。 
 
在日韓国人の１、2世の方たちは、ご存じのように、
第二次大戦前後に日本へ来て、皆さんと同様に大戦

中、苦痛をなめられた方たちです。中には戦死した

り、負傷したりした方たちもいます。残られた方た

ちは、いま皆さんと肩を並べて日本に住んでいる人

たちです。このような方たちであるだけに、皆さん

が人権や基本的な権利を日本人と同様に保障してく

れれば、いかにありがたく思うでしょうか。また、

いかに日本のために貢献するでしょうか。このこと

を私は強く海部総理に訴えました。海部総理も心か

ら共感を示して下さいました。 
 
次に、サハリンの韓国人の問題ですが、この方たち

にも、彼らが切に望んでいる母国訪問に不便のない

よう、日本側に協力を求めました。日本側も誠意を

尽くして協力する、という約束をなされました。 
 
原爆被爆者の問題も、この方たちを救済するために

基金を増やし、救護に最大限の努力を尽くす、とい

う約束をなされました。 
 
安尾（共同）：南北関係について質問します。ソ連・

東欧の改革が進む中で、東北アジアについても大き

な関心が寄せられています。大統領は、中断されて

いる南北対話、首脳会談、それから統一などの南北

関係について、どのような展望を持っていらっしゃ

いますか。 
 
また、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の金日成

主席が 5月 24日の最高人民会議で、国連加盟問題に
ついて、統一前に一つの議席に共同で加盟しようと

いう、同時加盟方式ではなくて、いわゆる共同加盟

方式というようなものを提案していますが、これに

ついてどのように対応されるのか。 
 
さらに北朝鮮では、核開発が進んでいるとも言われ

ていますが、これについてはどのように把握されて

いらっしゃいますか。 
 
大統領：いま世界は、激動を示しています。とくに

東ヨーロッパは、大変急激な変化を見せています。

ところが不幸にも、そのような変化がアジア圏、こ

とに東北アジアにはまだ入ってこない。とても遺憾

に思います。ドイツの統一が急進している姿を、昨

年ドイツに行って目のあたりにしまして、感動しま

したし、また感銘を受けました。ところが、何ら変

化のないわが国のことを考えて、錯雑たる心境を抑

えきれませんでした。 
 
私は 1988 年 7 月 7 日、いわゆる「７・７宣言」を
通じて、「もうすでに南北間は敵対、対立関係ではな

い。互いに信頼を回復し、協力しながら民族共同体

である意識を回復しましょう。また、それを基にし

て、統一の道に歩んで行きましょう」と訴えてきま

した。国連総会でも私は、これと同じことを世界に

呼びかけました。絶対に北を孤立させてはいけませ
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ん。北も国際社会に出て来て、国際社会の一員とし

てわれわれと協力して、共に世界に貢献する国にな

るように協力して下さい、と訴えました。すべての

国々がこの訴えに共感を示してくれました。 
 
このように、わが方はいつも門戸を開放しています。

北はいま閉鎖されていますが、これを開放させるた

めに、私は「たたけ、そうすれば門は開かれる」と

いう言葉の心境でもって、一回たたき、二回たたき、

そして千回、万回と引き続きたたくつもりです。そ

のようにたたき続ければ、いつかは北の門も開かれ

るであろう、と思っています。 
 
申すまでもなく、南北間の根本的問題を解決するに

は、当事者の最高会議が最も早い道ですし、この会

議で解決の糸口が見つかるであろう、と私は思って

います。ところが不幸にも、北の金日成主席は、い

まだに私の提案に何ら反応を見せていません。むし

ろ、より固く門を閉じて閉鎖状態を続けています。

もちろん、彼らなりに内在される難しい問題があり

ますことを、私は理解しています。望むらくは、彼

らがこのような内在問題を一日も早く解決して、国

際社会に出てくるのを待っています。 
 
国連加盟の問題ですが、私は北も私どもとともに国

連に加盟して、国際社会の一員として協力し、また

われわれとは民族共同体としての認識を深め、お互

いに理解し、協力していきましょう、と訴えていま

す。そのことが、私の一貫する国連対策です。 
 
このように引き続き努力していくならば、いつかは

東ヨーロッパのような変化が東北アジアにも訪れる

であろう、と確信しています。 
 
原子力問題ですが、これはまさに危ない問題でして、

私も心配していますし、世界の国々も非常に憂慮し

ています。非常に危険な武器と化し得る原子力です

から、この問題については、ソ連、中国にも理解を

求めていますし、わが国の友邦国にも訴えています。

また、こちらから何らかの形で直接北にも呼びかけ

ています。非常に危険なこの原子力は、国際安全機

構に加入をして、管理を受けるべきだ、と引き続き

訴えていきます。 
 
永守（毎日）：安全保障問題についてお聞きしたいと

思います。まず、大統領は、アジア・太平洋時代を

迎えて韓日両国のパートナーシップの確立を強調さ

れました。この韓日パートナーシップという意味の

中で、東北アジアの安全保障について両国がどのよ

うに協力するのか。その内容について具体的にお話

いただきたい。 
 
第二点として、日本の軍事力増強について、どのよ

うにお考えになっていらっしゃいますか。 
 
第三点目は、現在、朝鮮半島からの米軍の段階的撤

退が論議されています。米軍撤退後の朝鮮半島の安

全保障について、どのような対策を考えていらっし

ゃいますか。 
 
大統領：最近、世界の予言者たちがよく言うことで

すが、21世紀の世界文明の中心地は、アジア・太平
洋地帯だそうです。われわれもこれを信じています

し、また、その時代に対峙しなければならない、と

思っています。明日の太平洋地域の繁栄のために、

また平和のために、韓日両国が同伴者的関係（パー

トナーシップ）を確立し、役割を果たすことは、非

常に重要な問題です。韓日両国のこのような協力を

東北アジアの安全と関連して申しあげますと、韓日

両国は、やはり同伴者的協力を通じて、経済的な協

力を拡大していくのが、すなわち東北アジアの安全

保障にも寄与するであろう、と私は思っています。 
 
日本の軍事力のことですが、私は、日本の現在の平

和憲法を尊重しています。その平和憲法を守りなが

ら、日本として必要な軍事力を維持していくことを

希望しています。 
 
米軍撤退の問題ですが、これは米軍の「撤退」とい

うよりは、駐とん軍の「調整」という言葉を使った

ほうが適切ではなかろうか、と思っています。もち

ろん、一部削減も可能であると思います。ところが
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東北アジア、ことに韓半島の安全保障を考える時、

アメリカ軍の減少は非常に相対的な問題である、と

思っています。言いかえますと、北韓の軍事力が増

加すれば、それを受けてこちらも対抗しなければな

りませんし、北韓の軍事力が減って、これが韓半島

の安全に脅威にならない時は、われわれも減らして

結構だ、と思っています。 
 
ですから結論的に申しますと、アメリカ軍の一方的

削減はいけない、と思っています。そのつもりで、

韓米両国は防衛条約を守ってきましたし、いまもし

っかり守っています。ただ、いまも北からの脅威が

なお存在している限り、アメリカ軍の軍事力は、適

切な水準を保つのが非常に大事である、と思います。 
 
李正吉（連合通信）：大統領は、韓日両国がアジア・

太平洋地域でもっとも近いパートナーシップを持た

なければならないと強調されましたが、とくに経済

的側面で韓日両国が今後どのような対処をしていく

べきであるとお思いですか。 
 
大統領：韓日両国の同伴者的協力関係の中で、経済

的側面での協力は、また極めて重要なものです。皆

さんご存じのように、韓日両国は、現在お互いとの

貿易量が、アメリカに次いで世界第２位の相手国に

なっています。韓日両国の貿易量は、89年度だけを
取り上げても、合わせて 310億ドルを超しています。
両国が、より釣り合いの取れた経済協力を展開して

いくには、韓日間の貿易赤字を是正するのが非常に

大事です。これも分かりやすく数字で申しあげます

と、昨年韓国は、日本との貿易で 40億ドルの赤字を
出しました。今年は、ややもすると、これを上回る

可能性さえあります。 
 
現在日本は、アメリカ、ヨーロッパから貿易逆調是

正のいろいろな要求を受けています。そしてそれを

是正するために努力をしています。私たちは日本に

対して、アメリカ、ヨーロッパに劣らない限りの貿

易不均衡是正の努力を望んでいます。このことは今

度の訪日に際して、海部総理はじめ関係閣僚とも深

く論議しました。そしてわれわれと同じ認識のもと、

この是正のために今後努力する、と約束されました。 
 
技術移転の問題ですが、わが国の産業技術あるいは

先端技術が発展すれば、日本が損をこうむるでしょ

うか。絶対にそうではありません。わが国が発展す

ればするほど、日本も得をします。 
 
1965年、わが国が非常に困難で貧しい状態にあった
時に、日本は、貧乏な韓国に 2 億ドルばかりの品を
売りました。ところがその後、日本の協力、またわ

が国民の努力によって大変な発展を為し遂げました。

そうした結果、昨年は日本が韓国に対して 170億ド
ルの品を売りました。言いかえますと、わが国が発

展すればするほど、日本の市場も拡大されます。こ

の逆のことも真であります。 
 
そういうわけで、韓日間の技術移転についても、望

ましい韓日間の同伴者関係（パートナーシップ）を

構築するために、海部総理はじめ関係閣僚と前向き

な論議を重ね、理解を示し、協力することを約束し

てくれました。 
 
韮沢（日経 OB）：大統領のおっしゃるとおり、日韓
両国はアジア・太平洋で最も親密なパートナーにな

らなければならないわけですが、そのためには、教

育という問題が一番重要であると思います。日本側

は天皇陛下そして海部総理が、不幸な一時期の間違

ったことについて謝罪をしました。韓国側のほうは

と言うと、どうも教育の中に反日教育というような

ものがある。もちろん日本が戦前、戦争中に行った

悪いこと、この歴史はおっしゃるとおり消すことは

できません。しかし未来を志向して、戦後の日本は

戦前、戦争中の日本とは違う、新しく立派な国にな

っているんだ、そしてその日本と韓国とは協力して

いかなければならないんだ、ということを、今後の

教育の中にお入れいただくようなことを、今回の訪

日を機会にお考えになっていられませんでしょうか。 
 
大統領：一部に、そのような心配をしている方もい

るのは事実です。しかし、やはり大事なことは、先

ほど私が重ねて強調しましたように、歴史の出来事
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に対しての真実を共に認識するということです。皆

さん、ヨーロッパをご覧下さい。ドイツ、英国、フ

ランスは第一次世界大戦、第二次世界大戦を通じて

敵として戦い、数多くの死傷者を出した間柄でした。

そのような彼らが、いまや一つに向かって統合を進

めています。その力、原動力はどこからきたのでし

ょうか。いろいろあると思いますが、私は、この人

たちが、歴史についての共通した、真実の認識を持

ったことに基盤がある、と固く信じています。この

ことは東北アジアに住んでいるわれわれにもおおき

な教訓になる、と思っています。 
 
韓国の教育にちょっとした問題があるとのご指摘が

ありましたが、このような歴史の真実に対する韓日

間の共通した真の認識が固くでき上がりましたなら、

こうした問題も、自然の流れとして解決されるであ

ろうと思っています。遅ればせながら、歴史の真実

に対する両国の共通した真の認識ができ上がりまし

たので、ご心配なされなくても解決されるであろう、

とお答えします。 
 
水上理事長（司会）：どうもありがとうございます。

ご多忙のところ、懇切に質問に答えていただいた大

統領に心から感謝の意を表したいと思います。（拍

手） 
 
恒例によりまして大統領にサインをしていただきま

した。今回のお話にあるとおり、『真実一本』という

内容です。（拍手） 
 
日本記者クラブから、心から感謝の意をこめて記念

の万年筆をお贈りします。これで大統領は、2 本目
になったと思いますけれども（笑）。 
 
大統領：ありがとうございます。貴重なおみやげま

でいただいて感謝申しあげます。ペンのおみやげを

いただき、思い出したことが一つあります。87年秋
に日本記者クラブを訪問した時も、同じようにペン

のおみやげをいただきました。ペンをいただいて、

とっさにあいさつをかねて申しあげたことは、「ペン

は剣よりも強し」でした。皆さんは強い方でござい

ます、と申しあげました。 
 
きょうは、そのことと関連して一言残していきたい

と思います。87年の時は、文と武を比べて申しあげ
ましたが、文武よりも、きょうは何も無いという「無」

の字を残していきたいと思います。きれいに心を明

かす、そしてすんなりした心からものごとを考える、

これが最も強いことになるのだということを申しあ

げたいと思います。「無」ということは、私の平素の

座右の銘ですが、ご参考までにおみやげにおこたえ

してあいさつにかえます。 
 
最後に皆さんのご好意、そしてご友誼に心から感謝

申しあげます。 
 
いつも思うのですが、日本の記者の皆さんは、私た

ちに非常に寛大で、良く書いて下さるので、このこ

とも合わせて感謝をいたします。（笑）（拍手） 
 
また、私の訪日に際して、東京都民の方々に大変な

ご不便をおかけしました。このことも合わせておわ

びをかねて感謝申しあげます。 
通訳 金詳培 

文責・編集部 
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