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-日韓パートナーシップ宣言- 

20 周年記念セミナー 
 

2018 年 9 月 10 日(月)15:30～17:30 

(東京/ホテル・ルポール麹町) 
 

主催：日韓親善協会中央会 

   在日本大韓民国民団中央本部 

後援：在外同胞財団 

 

(司会)皆様、こんにちは。本日は「日

韓パートナーシップ宣言20周年記念セ

ミナー」にご来場頂き、誠にありがと

うございます。セミナー開始に先立ち、

幾つかご案内を申し上げます。 

 当ホテル内は全て禁煙となっており

ます。喫煙スペースは、1階の裏口から

外に出た所にございます。お煙草をお

吸いになる方は、恐れ入りますが、そ

ちらの指定の場所にてお願い申し上げ

ます。 

 本日のスケジュールを簡単にご紹介

致します。始めに主催者挨拶、次にご

来賓ご紹介、続いて基調講演、鼎談の

順となっております。講演後には、時

間に限りがございますが、質疑応答の

時間も設けていますので、活発なご質

問をお願い申し上げます。なお、セミ

ナー終了後には、この会場の真下の 2

階ロイヤルクリスタルにおきまして、

立食形式の記念パーティーを準備して

おります。開始は午後6時からですが、

5時半からウエルカム・ドリンクとなっ

ていますので、セミナー終了と共に、

そのままエスカレーターで移動して下

さいますよう、よろしくお願い申し上

げます。セミナーは 3時半開始、5時半

終了予定です。 

 皆様におかれましては、携帯電話の

電源をお切りになるか、マナーモード

にして下さいますよう、お願い致しま

す。また、なるべくセミナーの途中で

席をお立ちになることがございません

よう、ご協力をお願い申し上げます。 

 ご案内の最後になりましたが、本日

の行事では、日韓パートナーシップ宣

言と、韓日ではなく日韓としています。

日韓親善協会と民団の共催であること

と、開催地が日本であることを考慮し

まして、そのように致しました。ご理

解ご協力をお願い申し上げます。 

 

★開会…主催者挨拶/来賓祝辞・紹介 

(司会)アンニョンハシムニカ。こんに

ちは。皆様、本日は多くのご来場を賜

り、誠にありがとうございます。ただ

今より、日韓親善協会中央会と在日本

大韓民国民団中央本部の共催による

「日韓パートナーシップ宣言20周年記

念セミナー」を開催致します。それで

は、主催者の日韓親善協会中央会と在

日本大韓民国民団中央本部から、皆様

にご挨拶があります。始めに衆議院議

員、日韓親善協会中央会、河村建夫会

長よりご挨拶があります。(拍手) 

 

(河村)アンニョンハシムニカ。 

(会場)アンニョンハシムニカ。 

(河村)主催者と致しまして、一言ご挨

拶を申し上げたいと思います。民団の

皆様の大変なご協力を頂きまして、20

年前、金大中大統領と小渕恵三総理、

お二人の間で交わされたパートナーシ

ップ宣言、今一度そこに思いをはせて、

これからの新しい日韓関係を作って行

きたいと、そういう思いで、今日この

セミナーを催したところでございます。

多くの皆様に時間を割いて頂いて、ご

参加を頂いて、ありがとうございます。 

今、式次第の説明がありました通り、

民団の代表、呂健二さんにもご挨拶を

頂きますが、特別スピーチとして、本

日は小渕優子衆議院議員にお越し頂い

ております。20 年前というと、うら若

きお嬢さまだった小渕先生も(笑)、今

や中堅の代議士として頑張っておられ

ますし、特に 20 年前のパートナーシッ

プ宣言時代のその後の日韓関係がどう
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であったかという思いを我々は持って

いるわけであります。何せ、あの『冬

のソナタ』なんていうのは、皆もう眠

たい眠たいと言いながら、国会議員の

人が随分、特に森喜朗元総理なんかは

ですね、これがあるから寝られないん

だってすごい言っておられた。そうい

う良き時代があった。今も夜、それに

似た物語が始まっておりまして、私も

ついそれに取られると、仕事が進まな

いんでありますが、ぜひそういう時代

にもう一度戻りたいと思います。 

 パートナーシップ宣言については、

後ほど詳しくお話があろうかと思いま

す。両首脳が思われたこと、過去の日

本の植民地政策というものがどういう

大きな影響であったかということ、大

変申し訳なかったということをしっか

りその時は話し合い、会われてお詫び

を申し上げながら、次の時代を考えて

行こうと。金大中大統領も、過去の様々

なことがあったことを乗り越えて、新

しい時代を作って行こうという、まさ

に過去を直視し、未来志向というお互

いの思い、ややもするとそのことが本

当にうまく行っているかどうかを問わ

れている、そんな思いも致すわけでご

ざいます。 

色々な角度から、日韓、韓日、両方

の立場で色々なご意見があります。そ

の中で、お互いの共通点を見い出して、

前へ進んで行くあり方を、我々はここ

20 年前に遡って考えて行きたいと、こ

ういうパートナーシップ宣言の記念セ

ミナーでございます。どうぞよろしく

お願いを申し上げます。(拍手) 

 

(司会)ありがとうございました。続き

まして、在日本大韓民国民団中央本部、

呂健二団長よりご挨拶があります。(拍

手) 

 

(呂)皆様、こんにちは。アンニョンハ

シムニカ。本日はこの日韓パートナー

シップ20周年記念セミナーということ

でございます。実は、日韓・韓日友好

親善、我々にとっては、取り立てて新

たに話すテーマではありません。すで

に普段の生活の中で、同時に行われて

いることなのですね。実は民間では、

この日本では、我々の地域社会におけ

る日韓・韓日の親善というものが自然

な形でどんどん深まっております。身

をもってそう実感してます。 

しかし、これは今日、報道機関の方

もお越しだと思いますが、両方のマス

コミの責任もあると思います。極端な

ものだけを取り上げてやると。そうす

ると、一般の方々をそういう誤った情

報で過激な方向に流してしまう。この

ことが、せっかく前に進もうとする力

をどれだけ抑え込んでしまっているの

かと、非常に残念でたまりません。 

私は持ちネタがあまりないので、こ

こで話してしまうと後ほど話すことが

無くなってしまいますので、今はこれ

で終わりたいと思います(笑)。最後ま

でよろしくご清聴をお願いします。あ

りがとうございます。(拍手) 

 

(司会)カムサハムニダ。ありがとうご

ざいました。続きまして、駐日本国大

韓民国大使館、李洙勲特命全権大使よ

り、ご祝辞を賜りたいと存じます。よ

ろしくお願いします。(拍手) 

 

(李)皆様、こんにちは。 

(会場)こんにちは。 

(李)(*以下は通訳者による日本語訳) 

尊敬する河村建夫日韓親善協会中央

会会長、小渕優子衆議院議員、韓日親

善協会柳興洙会長代行、呂健二在日韓

国民団中央本部団長、並びにご来賓の

皆様。本日の金大中大統領、小渕恵三

総理パートナーシップ共同宣言20周年

記念セミナーの開催を心よりお祝い申

し上げます。 

初めに先週、台風と地震で多くの被
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害に遭われた西日本地域、及び北海道

地域住民の皆様に、心よりご哀悼と慰

めの言葉を申し上げたいと思います。

過去にあまり見られなかったような強

い台風と地震が相次いで発生し、日本

国民の皆様が感じられた衝撃がなおさ

ら大きいと思いますけれども、自然災

害に徹底的に備え、日本全国の底力が

発揮され、1日も早く被害地域住民の皆

様が正常な日常に復帰されますことを

心よりお祈り申し上げます。 

 皆様もご存じのように、来月 10 月 8

日には、韓日関係に新たな発展の転機

作りとなりました、金大中大統領・小

渕恵三総理パートナーシップ共同宣言

20 周年を迎えることになります。こう

した時期に、共同宣言の精神を顧みて、

望ましい韓日関係に関する踏み込んだ

議論をするきっかけに恵まれましたこ

とは、大変意義深いことだと思ってお

ります。 

1998 年、金大中大統領・小渕総理共

同宣言以降、韓日両国は不幸な歴史を

克服し、和解と善隣友好協力に基づく

未来志向の関係を発展させて行くため

に、共に取り組んで参りました。ここ

数年間、韓日関係は難しい時期を経験

したことも事実ではありますが、去年 5

月の文在寅政権発足以降、新たな発展

の局面を迎えつつあります。文在寅政

府は、韓日関係が 2 国間レベルでも重

要なのは勿論のこと、北東アジア地域

全体の平和、共同繁栄に向けた協力パ

ートナーという確かな認識の下、両国

関係を未来志向の協力パートナー関係

へと発展させて行くことを目指してい

ます。 

今年 2 月、平昌冬季五輪をきっかけ

に、安倍首相が訪韓されたことに続き

まして、今年 5 月、韓日中首脳会議に

出席するため、文在寅大統領が訪日さ

れました。このようにシャトル外交が

復活し、両国首脳を始めとしたハイレ

ベル交流が活発になっています。さら

に両国国民の相互訪問もまた、飛躍的

に増加し、今年は相互人的交流 1000 万

人時代を切り開くことが確かなものに

なっています。韓日両国は、こうした

関係発展の勢いを生かし、過去にまつ

わる難しい問題を賢くマネージしつつ、

一方で経済・文化・人的交流など、未

来志向の発展に向けた努力を共に傾注

して行かなければならないと思ってい

ます。とりわけ、韓日両首脳は今年 5

月、首脳会談で金大中大統領・小渕恵

三総理パートナーシップ共同宣言20周

年となる今年を、韓日関係が新たに跳

躍する元年にして行くことで一致し、

このため、両国政府は特別部会を設置

し、新たな韓日関係のビジョンを作っ

て行くための緊密な協議と協力を積み

重ねています。 

本日、ご出席頂きました皆様は、平

素より韓日関係に多くのご関心とご愛

情をお持ちになり、両国関係発展のた

めに尽力して頂いております。この場

をお借りしまして、改めてお礼申し上

げ、本日のセミナーを通じて、未来志

向の新たな韓日関係発展に向けた、知

恵あふれる対策がたくさん出されるこ

とを期待します。 

最後になりますが、セミナーの開催

の準備のためにご尽力されました日韓

親善協会の河村建夫会長、民団の呂健

二団長を始めとする関係者の皆様に、

厚くお礼申し上げ、この場にお越し頂

きました皆様のご健勝とご多幸をお祈

り申し上げ、私の挨拶とさせて頂きま

す。どうもありがとうございました。

(拍手) 

 

(司会)ありがとうございました。大使

館からは、大使と共に李煕燮公使と李

讚範総領事がお見えになっています。

ご紹介致します。(拍手)どうもありが

とうございます。 

 続きまして、日韓親善協会の韓国側

のパートナーであります、韓日親善協
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会からお越しの 5 名のご来賓をご紹介

致します。 

始めに、元駐日韓国大使、韓日親善

協会会長代行、柳興洙様をご紹介致し

ます。(拍手) 

同じく副会長、沈允肇様をご紹介致

します。(拍手) 

常勤副会長、裵泰洙様をご紹介致し

ます。(白紙兪) 

理事、朴相圭様をご紹介致します。

(拍手) 

事務局長、玉經根様をご紹介致しま

す。(拍手) 

 続きまして、日本側のご来賓をご紹

介します。 

自由民主党衆議院議員、日韓親善協

会中央会常任理事、森英介様をご紹介

します。(拍手) 

外務省アジア大洋州局、田村政美参

事官をご紹介します。(拍手) 

日韓文化交流基金より鮫島章男会長

と小野正昭理事長がお見えです。(拍

手) 

日韓協力委員会、清水信次会長代行

兼理事長をご紹介します。(拍手) 

どうもありがとうございました。 

 

(司会)さて、ご存じのように日韓パー

トナーシップ宣言は、今から 20 年前、

1998 年に、当時の日韓両国首脳の間で

交わされました。本日は、最もゆかり

のある方をお招きしております。それ

では、衆議院議員、小渕優子様より特

別スピーチを賜りたいと存じます。小

渕先生、よろしくお願い致します。(拍

手) 

 

★特別スピーチ 

(小渕)アンニョンハシムニカ。 

(会場)アンニョンハシムニカ。 

(小渕)改めまして、皆様、こんにちは。

ご紹介を頂きました小渕優子でござい

ます。本日、こうして日韓のパートナ

ーシップから 20 周年ということで、こ

の記念のセミナーが開催をされます。

その会に、こうしてお招きを頂きまし

て、ご挨拶をさせて頂ける機会を賜り

ましたことを、本当に光栄に思ってお

ります。 

早いもので、あの宣言から 20 年が経

ちました。私の父、小渕恵三が亡くな

りましたのは、あの宣言から 2 年足ら

ずでありました、2000年の5月でした。

父が亡くなって、もう18年になります。

そして今もう、この世に父はいないわ

けでありますけれども、しかし今、こ

うして父の遺志が皆様方によって生か

され、そして語られ、そして引き継が

れていることに、私は娘として、父の

後を継いだ政治家として、本当にうれ

しく、大変深い感銘を受けております。

このセミナーを開催して頂きました関

係者の皆様方に心から敬意を表し、感

謝を申し上げたいと思います。本当に

ありがとうございます。 

 さて、先ほど河村先生のお話にもあ

りましたように、20 年前、この宣言が

なされた時は、私はうら若きお嬢さん

でありました(笑)。なので、当時の宣

言の中身や意義については、研究者の

方や専門家の方がいらっしゃいますの

で、それよりも私からは、あの宣言に

懸けた父の思いの一端について、少し

お話させて頂ければと思います。 

 父が総理になりましたのは、1998 年

の 7 月でした。当時は、日本もアジア

も経済の状況が大変な中でもあり、経

済・政治・外交、色々な面で大変混沌

としていた難しい時代だったように思

います。しかし、一方でですね、21 世

紀というまだ見ぬ新しい時代を目前に

して、何かこう前に向かって行かなけ

ればいけない、そんな思いもあった時

代ではなかったかと思います。 

 父は、自分自身が議員になったのは、

昭和 38 年、26 歳のときでありました。

当時から、ずっと韓国、中国を始めと

したアジア外交をしっかり発展をさせ
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て行くんだということは、父のライフ

ワークの一つであったように思ってい

ます。一方で、そうした新しい時代を

目前とした中で、内閣総理大臣という

立場になり、父がよく言っていたこと

は、21 世紀という新しい時代は若い

方々が輝かしい太陽の下で活躍をして

もらえる、そういう時代を作って行き

たいんだ。だからこそ、20 世紀に起こ

ったことは、20 世紀のうちに解決をし

たいんだという強い思いを持っていま

した。ですので、父は総理として自分

は 21 世紀への架け橋になりたいんだ。

よくそんなことを申しておりました。

父のそうした思いが、私はこの日韓の

パートナーシップ宣言につながったも

のと考えております。 

 そして、もう一つ、父は内閣総理大

臣就任前には、外務大臣をしていまし

た。ですので、各国のリーダー、多く

の政治家、たくさんの方々に長年にわ

たって会って来たわけであります。し

かし、その中でも父は、金大中大統領

に対する思いは特別なものが、私はあ

ったのではないかと思っています。金

大中大統領のまさに壮絶な人生、並々

ならぬご苦労を重ねて来られた、その

ご経験、その中で今こうして一国のリ

ーダーとして立っておられる、そのお

姿に本当に心から尊敬をし、感銘を受

けていた、そのように思っております。

そして、金大中大統領も父に対して大

きな信頼を下さり、そして、2人がやは

り共通したことは、21 世紀に対する強

い思い、21 世紀を生きる私たちに対す

る愛情ではなかったかと思うところで

あります。 

 色々なことがあの宣言には書かれて

いますが、やはり民間交流が一番多く

進んだのは文化の開放ではなかったか

と思います。文化の開放をするにあた

って、金大中大統領、本当にたくさん

の反対の中で、あのことを決断された

ということでありますけれども、どう

でしょう、あの文化の開放があったか

らこそ、日韓の両国民がものすごく近

くなったのではないかと思います。 

私はですね、2002 年だったかと思い

ます。父が亡くなって、私が後を次い

だ後、初めて韓国に伺ったことを今で

もよく覚えています。青瓦台に招かれ

て行きましたところ、日本の童謡が流

れていました。そうしましたら、韓国

側のお客様が私に教えてくれました。

「小渕さん、この青瓦台で日本の曲が

流れるのは今日が初めてなんですよ。

これは、あなたのお父様が一生懸命頑

張ってして来られたことの結果ですよ」

というお話を頂いて、本当に胸が熱く

なりました。こうやって父が汗をかい

てくれたことで、両国国民が本当に近

くなったというふうに思っています。 

 あの宣言がなされた後で、小渕恵三

首相、そして金大中大統領、2人の共同

記者会見が行われました。私はあの中

の言葉を読みまして、とても印象的だ

ったことが二つあります。一つは、こ

のパートナーシップ宣言を実践して行

くということは、これからの両国の大

いなる挑戦なんだと。挑戦なんだと言

っていることです。 

そして、もう一つ印象的だったこと

は、この宣言を作るだけではなくて、

これから先の両国の時の指導者、そし

て政治家と国民が、引き続き努力を重

ねて行くということが大事なんですと。

だから、国民の皆様に、一緒に頑張っ

て行きましょうと。2人の指導者が国民

に向けてお願いをしているんです。そ

のことが、大変印象的でありました。

私は、この二つの言葉を思うときに、

今を生きる一人の人間として、また、

父の後を次いだ政治家として、この挑

戦、この努力、私たちがまさに汗をか

いて、努力を重ねて行かなければなら

ないというこの責任を痛感していると

いうことです。 

両国の関係は、勿論良い時もある、
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大変な時もある、色々な時があります。

決して当たり前のように良い時期ばか

りではありません。しかし、両国の良

い関係を築くために、今を生きる私た

ちが、少しずつ努力をしながら、汗を

かきながら、一緒になって両国の未来

を作って行くことが大事だと思います。

私の父、小渕恵三も、そして金大中大

統領も、これは未来の私たちに向けた

大きな愛情をくれたものだと思ってい

ます。その愛情にしっかり応えて行け

るように頑張って参りたいと思います。 

 今年は、20 周年という本当に節目の

年であります。こうした会を通じて、

多くの皆様方があの精神に立ち返り、

一人一人が今、自分に何ができるかと

いうことを考えながら、日韓両国のた

めに、1歩でも 2歩でも前に進むために

努力を重ねて行きたい。そのことを皆

様とご一緒に共有させて頂きまして、

私のスピーチと致します。本日は誠に

ありがとうございました。(拍手) 

 

(司会)小渕先生、貴重なお話をありが

とうございました。 

 皆様、公務の関係で、李洙勲大使が

ご退場なさいます。大きな拍手をお願

い致します。(拍手) 

 続きまして、基調講演に移ります。

講師をご紹介致します。講師は、慶應

義塾大学の小此木政夫名誉教授です。

限られた時間ではありますが、本日は

どうぞよろしくお願い申し上げます。

なお、小此木先生の詳しいプロフィー

ルはパンフレットの 2 ページに記載さ

れていますので、ご参照下さい。また、

講義のレジュメは同様にパンフレット

の 3 ページから 4 ページにありますの

でご確認願います。それでは、小此木

先生、よろしくお願い致します。(拍手) 

 

★基調講演 

(小此木) ただ今、ご紹介に預かりま

した小此木でございます。若干、何か

自己紹介的なことを申し上げなければ

ならない気もするんですが、ごく短く

申し上げます。私は 1945 年の生まれで

す。日本では、終戦後と言われたので

すが、韓国へ行ってみましたら、平和

の時、解放後と言われていました。慶

應大学を 1969 年に卒業しまして、その

後、大学院に進学した時に慶應大学と

韓国の延世大学の間で大学院のレベル

で交流協定が結ばれまして、大学から

「第一号としてお前行って来い」と命

令されまして、延世大学へ留学しまし

た。これが 1972 年から 4年のことです

から、ちょうど金大中大統領の拉致事

件の時でした。そういう維新体制時代

の韓国で勉強した者です。そんなよう

なことを前置きにしてお話ししてみた

いと思うんですが、日韓関係における

大変重要なイニシアティブというのが

三つあったと思います。 

 最初のイニシアティブは、国交正常

化です。これは日本では、池田勇人総

理、佐藤栄作総理の時代、韓国では、

朴正煕大統領の時代に日韓関係が正常

化しました。今、学生たちにその前は

どうだったか知ってるかと言っても彼

らには分かりません。国交が無い時代

が戦後20年もあったということについ

て、もう理解できないんですね。しか

し、そういった時代に終止符を打った

のがこの日韓条約の締結でして、ここ

から日本と韓国の間の戦後の交流が再

開されたと言ってよろしいかと思いま

す。それからこの時代の特徴というの

は、冷戦と経済開発の時代でした。日

本自身もまだまだ高度経済成長が終わ

っていない時期の話ですから。そして、

中国やソ連との厳しい対決というもの

が続いていた時代でもありますから、

そういったものに即した日韓関係とい

うのが要請されていたと申し上げて良

いと思います。 

 2 番目の時代というのは、私の見方で

は、1983 年の中曽根康弘総理の訪韓と



7 

いうのが、一つのやはり画期的であり、

時期を区切るような出来事であったと

思います。これは冷戦ではなくて、新

冷戦に対応するためのものでした。、ま

た韓国では、ちょうどこの頃が開発途

上国から中心国に移行とようとする時

期でした。経済発展も次のレベルに差

し掛かった時代でした。つまり、中間

的な過渡的な時期ではあったのですが、

しかし、これは新冷戦に対応するとい

う意味で、やはり大変重要なイニシア

ティブであった。つまり、韓国の民主

化という点から言うと、皮肉な結果に

なったかも知れませんが、しかし、改

めてここで韓国経済が大きくなって行

った、そして日米韓の連携というもの

が図られていった、そういう時代であ

ったと思います。 

 そして、新冷戦に打ち勝つことによ

って、それ以後の新しい時代が来たわ

けでした。これは、国際協調の時代だ

ったと思いますが、この時代を切り開

いたのが、今日のテーマになっている、

金大中・小渕恵三の、どちらから先に

申し上げても良いと思いますが、国際

慣例ですと大統領を先に言うものです

から、金大中大統領と小渕恵三首相の

日韓パートナーシップ共同宣言であっ

たと思うのです。 

 何故このパートナーシップ共同宣言

がそれほど重要であったのかというと、

やはり時代の変化というものが、そこ

に反映されていたからだと思います。

先ほど申し上げました日韓条約、つま

り、佐藤栄作・朴正煕、あるいは、そ

の後の中曽根康弘・全斗煥の時代とは

違う新しい時代。韓国ではもうこの頃

には、完全に民主化が行われていて、

しかもソウル・オリンピックも行われ

た後のことです。ソウル・オリンピッ

クから10年も経っているわけですから。 

しかし、国際的に見ますと、どうい

うことであったかと言うと、やはり冷

戦の終結というものがあってから、そ

して 10 年がかりで、ヨーロッパでも統

合が進んで行ったわけです。例えば、

ヨーロッパで通貨統合が行われるとい

うことがいつ頃であったかというと、

大体その頃、1999 年でしたか。ですか

ら、この日韓共同宣言とほとんど同じ

頃でした。国際的な協調によって、新

しい時代を迎えるんだという雰囲気が

濃厚に存在した時期でしたし、その過

程で、過去の問題をやはり終わらせよ

うと。先ほど、小渕先生から良い話が

ありましたが、小渕総理が考えていた

のはその通りだと思います。つまり、

20世紀の問題は20世紀の内に終わらせ

て、21 世紀には新しい人たちにバトン

タッチするんだという、こういう時期、

これが 1998 年、1999 年といった時期で

あったと思います。 

 民主化が達成され、経済発展はその

前にずっとあったわけですが、しかし、

考えてみると金大中大統領、最初に見

舞われたのは、アジア通貨危機だった

わけですから、大変な困難な中での政

権のスタートだったと思います。アジ

ア通貨危機があった一方、中国やソ連

との間の国交正常化などは、前の時代

にもう済んでいました。ですから、日

本との関係を正常化することが、21 世

紀のための自分の使命だという、そう

いう覚悟が大統領の中にあったのでは

ないかと私は思っております。 

確かに金大統領は、民主化の父とし

て世界的に認識された方ですが、しか

し、実際に大統領になった時には、通

貨危機があって、そしてそういう意味

では大変な困難の中で時代がスタート

した。外交的には、日韓国交、日韓の

関係を新しい次元に高めて行くんだと

いう、そういうことだったのではない

かと思うわけです。 

 これは、結構大変な話ですが、しか

し、私は金大中大統領が抱えていたも

う一つの問題というのは国民統合、つ

まりこれはデリケートな話になるかも
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知れませんが、金大統領は実は初めて

の湖南の政権、全羅道の政権であった

わけで、この政権が誕生するまで、韓

国全体が一つになるということは、な

かなか難しかったというように思いま

す。しかも、その湖南の政権が、金鍾

泌首相と連合して新しい政権をスター

トさせた。ここに大きな意味がある。 

つまり、理想主義と現実主義が調和

した形の新しい政権が、しかも韓国の

国内を全部まとめるような、そういう

政権がスタートした。その政権が対外

政策の中の一つの重要な柱として日本

との過去の清算、そして新しい未来の

開拓というものを構想したということ

が重要だったんじゃないかと思うんで

すね。つまり、そこの辺りで、日韓の

双方の指導者の思惑というのが一致し

たわけです。すなわち、この今の自分

たちの時代に、過去を終わらせて、未

来に向けて新しい歩みを始めるんだと

いうことだったのではないかと思うの

です。 

 勿論、レジュメの中にも書いておき

ましたが、実は金大中・小渕恵三の共

同宣言の中にあるような日本側の幾つ

かの表現、痛切な反省だとか心からの

謝罪だとかという言葉は、小渕総理が

初めて使ったものではありません。

徐々にそういったものは、宮澤喜一政

権の頃から、あるいはその前の海部俊

樹政権の頃から使われ始めたものなの

ですね。 

 話が元に戻ってしまうかも知れませ

んが、私は学者としてあの頃、終戦後、

解放後、あるいは日韓関係や戦後のこ

とを勉強し始めた時に、やはり一番驚

いたのは、日韓の国交正常化が謝罪無

しに行われたということなんですね。

日韓条約のどこに日本側の謝罪がある

のだろうと思って、どこを探しても、

それはないんです。よくよく探してみ

たら、仮調印の時に椎名悦三郎外相が

韓国を訪問して、そこで遺憾と反省、

大変過去のことに関して遺憾であって、

それは深く反省していると。こういう

言葉がありました。遺憾と反省なんで

すね。謝罪ではないんです。謝罪とい

うものが初めて使われたのは海部政権、

宮澤政権の時代であると。そして、細

川護熙政権、村山富市政権となったわ

けですが、橋本龍太郎首相もこれを踏

襲して、相当はっきりと、彼もその表

現を使っていました。ですから、韓国

の方々が誤解しているように、日本側

が一度も謝ったことがないというのは

間違いでして、歴代の日本の首相は、

かなりはっきりとそのことは表明して

来たのです。 

 さて、あまり時間がありませんので、

それでは、その金大中・小渕恵三の共

同宣言の意義ですが、それでは過去に

そういう表現が使われなかったわけで

はないとすれば、何が新しいのかとい

うことですね。かなり画期的なもので

あったと申し上げてよろしいかと思う

んですが、最初に指摘しなければいけ

ないのは、現職の大統領と現職の首相

が会談して、そして共同宣言を発表し

たということであり、さらにその発表

の形式や内容が、戦後和解の形式を踏

んでいた、手続きを踏んでいたという

ことなんですね。 

戦後和解の手続きを踏んでいたとい

うのはどういうことかというと、日本

側が謝罪して、韓国側がそのことを評

価して受け止めて、そして和解に基づ

いて未来のために努力しましょう、未

来志向の関係を築きましょう。これは、

多分お手元の資料のパートナーシップ

共同宣言の中に書かれていると思いま

すが、第 2項ですね。小渕総理大臣は、

今世紀の日韓両国関係を回顧し、わが

国が過去の一時期、韓国国民に対して、

植民地支配により、多大の損害と苦痛

を与えたという歴史的事実を謙虚に受

け止めて、これに対して、痛切な反省

と心からのお詫びを述べた。このよう
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にはっきりと書かれています。 

そして、私はそれ以上に重要である

と思うのはその次のところです。金大

中大統領は、かかる小渕総理大臣の歴

史認識の表明を真摯に受け止めて、こ

れを評価すると同時に、両国が過去の

不幸な歴史を乗り越えて、和解と善隣

友好協力に基づいた未来志向の関係を

発展させるために、お互いに努力する

ことが時代の要請である旨を表明した。

このように、これがこの共同宣言の一

番重要なポイントだろうと思います。

つまり、日本側の表明を明確にしっか

りと受け止めた上で、未来に向かって

共に歩みましょうという、そういう形

式をきちっと踏んでいたということで

あります。 

 先ほど申し上げましたように、村山

談話というものがありましたが、これ

は、アジア国民、アジア諸国を対象と

したものでして、韓国国民にというよ

うな言葉はそこにはありませんが、こ

の共同宣言では、はっきりとそのこと

が表明されています。他方、金大中大

統領も、それをしっかりと受け止めた

上で、未来志向の関係を築こうと言っ

ているわけですから、これを戦後和解

の形式を踏んだという言い方で申し上

げたわけです。 

 もう一つ、この共同宣言には大きな

特徴があります。それは、日韓が体制

を共有しているということの確認であ

ります。韓国の民主化によって、国交

正常化後も存在していた日韓の体制摩

擦のようなものですね。率直に申し上

げれば、権威主義的な体制と民主的な

体制との間のギャップのようなものが

ございました。そのために、金大中拉

致事件のようなものまで起きたわけで

す。しかし、もう韓国は民主化したん

ですということですね。 

自由民主主義と市場経済という不変

的な理念に立脚した協力関係という言

葉が使われていますね。これを広範な

交流と相互理解に基づいて発展させて

行く、これが 2 番目の特徴だろうと思

います。つまり、日本と韓国は共に民

主主義と市場経済を共有して、その土

台の上に新しい関係を作るんだという

ことを明確に述べたということです。 

 それから、第 3 は国際協調の理念と

でも言ったら良いんでしょうか。パー

トナーシップを 2 国間の次元にとどま

らず、アジア太平洋地域、さらには国

際社会全体の平和と繁栄のために、ま

た個人の人権が尊重される豊かな生活

と住みよい環境を目指す試みにおいて

前進させて行くと、このように謳われ

ております。日本と韓国 2 人だけ良け

れば良いということではないんだと。

我々は、アジア太平洋の国際社会の中

のパートナーなんだということを明確

に謳ったわけです。 

 それから、日韓の文化交流、あるい

は韓国における日本の大衆文化開放と

いったものですね。2002 年のサッカー

ワールドカップの開催を契機として、

文化スポーツ交流を活発に進める。日

韓フォーラムや歴史共同研究の促進に

関する日韓共同委員会、日韓の知的な

交流の意義を高く評価する。これはわ

ざわざここに組み込んで頂いています

が、実は当時、我々学者のレベルでも

日韓の知的交流を積極的に進めなきゃ

いけないというので、日韓フォーラム

とか、あるいは歴史共同研究はまだ難

しかったものですから、共同研究を促

進するための日韓共同委員会なんてい

うのも作りまして、色々と議論した。

小渕総理は学者が好きだったんですね。

私は外務省に言われて、この二つの委

員会に深くコミットしました。ですか

ら、20 年前の思い出でもあるんですが、

このことについても高く評価して頂き

ました。 

 そういった文化交流などもありまし

て、ここではあまり明確に言ってない

んですけれども、帰国後、直ちにその
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大衆文化開放、日本の大衆文化を韓国

内で段階的に開放するんだという、そ

ういう政策に着手されました。多分、

これは日韓首脳会談が成功裏に終わっ

たことを受けてですね、大胆に進めて

も良いと。大胆かつ慎重にですが。と

いうことで、着手したんだろうと思い

ますが、1カ月もしない内に大衆文化の

開放政策が韓国内で取られていったわ

けです。 

若い世代の方は意外に思われるかも

知れませんが、実はその頃まで、韓国

内では日本の大衆文化というのはタブ

ー扱いされていました。例えば、大衆

音楽であっても加山雄三の曲が流れて

も、曲だけが流れるのであって、歌詞

は絶対流れないという時代がずっと続

いていました。そういったある意味で

は馬鹿馬鹿しいようなやり方というの

は、もう止めにしましょうということ

で、この頃から段階的に、非常に慎重

にですが、しかしこれを進めて行った

わけです。最初、そのような形で音楽

からスタートしたように思います。そ

れはレコードとかカセットテープから

スタートして、劇場でのコンサートの

ようなものは、第 2 次開放で、そして

第 3 次開放では、さらにそれが拡大し

てというような形で、3回、4回という、

1 年ごとに段階的にこれをやって行っ

たと。 

私は、何かそのことに関して、非常

に当時はもどかしく感じて、何故そん

なに慎重に段階的にやらなきゃいけな

いのかと思いました。しかし、その辺

りは大統領のですね、非常に、何て言

うんでしょうか、思慮深さと言ったら

良いんでしょうか、それを失敗させて

はいけないと。一旦、失敗したらどう

なるか分からないじゃないかというよ

うな考え方。日韓関係を大事にされて

いたという、そういう配慮があったん

ではないかと思います。 

 当時は、それでも日本の文化が韓国

内に大量に入って来ることによって、

韓国の大衆文化というものが押されて

しまうんではないかということは心配

されていたわけです。しかし、実際に

起きたのは、全く逆の現象だったとい

うことですね。逆に韓国の映画や音楽

が日本の中に入って来て、それによっ

て日韓の意識の変化というものが生ま

れて行ったということではないかと思

います。文化交流というのは、やはり

意識の変化になって来ますから、ここ

で革命的なことが起きたというふうに

私は思っています。それは、最後まで

行ったわけではなかったかも知れない

けれども、韓国という国、あるいは韓

国文化というものに対して日本の国民

が、大衆が目覚めたのはこの時からの

ことだと思います。 

 私は先ほど申し上げましたように

1970 年代、維新体制の時代に韓国に留

学しました。ですから、そういう開放

が行われる以前の韓国というのを知っ

てまして、留学を終えて韓国から帰る

時に色々と考えました。その中の一つ

の結論ですが、韓国に日本の大衆文化

のようなものが入って、徐々に許容さ

れて行く時代が来るかも知れないとは

思いました。日韓関係が良くなれば、

日本の大衆文化のようなものが、韓国

内で流行というと大げさですが、受け

入れられる時代が来るかも知れないと

思いました。それは当時、結構色々な

形で、日本の文化が愛好されていたか

らです。 

けれども、その時にその逆、つまり

日本人が韓国文化を好きになるような

ことは永久に無いかも知れないと、非

常に悲観的な気持ちで日本に帰って来

ました。そして、しばらくの間はです

ね、自分が何か韓国の文化を知ってい

る日本の国内で異邦人のような、何か

変わり者の、普通の日本人じゃないよ

うに感じられたものでした。 

 ですから、大衆文化開放というもの
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があって、日本人が『冬のソナタ』を

始め、若い人は東方神起だとか少女時

代だとかって言って、最近では、TWICE

が人気だそうですが、そういったもの

に熱狂する姿を見た時に、私は自分が

間違っていたと、起きてはいけないも

のが起きたような、非常に不思議な感

覚に、そんなことは無いだろうと思っ

ていたのが起きた、つまりそのくらい

大きな意識の変化というものが日本の

中で起きたということ。実は、これも

金大中・小渕恵三共同宣言の後のこと

であり、韓国内で果敢に取られた日本

文化開放という政策の結果であったの

ではないかという気がしております。 

 それで、日本人がその時に感じたの

は、多分似て非なる文化への好奇心の

ようなものだったと思うんです。韓国

の文化というのは全く知らなかった。

ところが、何か韓国人も日本人と同じ

ように感じているんだ。『冬のソナタ』

を見れば、同じような純粋な恋愛があ

るんだというふうに考えたわけです。

自分たちと同じではないかと。 

それから、例の『チャングム』です

ね。日本では何と言いましたか、邦題

は『宮廷女官チャングム』ですか、そ

んなタイトルだったように思いますが、

NHK が流した時代劇です。こういったも

のを見て、韓国の宮廷っていうのは何

か日本とは違った面白さがある。けれ

ども、西洋のようにかけ離れたもので

はない。どこか半分ぐらい同じで、半

分ぐらい違う。そういう面白さという

ようなものを感じたのではないかと思

います。 

 そうしたものがあって、小渕総理、

亡くなるのが早過ぎて非常に残念でし

た。当時、もう少しそれを続けてくれ

たらもっと良かったのにという感情を

持ったのは、私だけではなくて日韓の

かなりの人たちが、小渕総理の早過ぎ

る逝去というものに対して、ある種の

口惜しさのようなものを、残念という

ようなものを感じたのではなかったか

と思うのであります。 

 しかしその後、時代がまた変わって、

20 年が経ってですね、20 年間難しい時

代がありました。私は、戦後の日韓関

係を見ていて、一番日韓関係がよかっ

たのは、この 1998 年からの 4～5 年の

間、この時期、2004～2005 年までの時

期が一番良かったのではないかと思い

ますが、しかし、ある種の後戻りはあ

ったとしても、ゼロに戻ってしまうわ

けでもないし、マイナスになってしま

うわけでもありません。 

 最近の、先ほど紹介されていた数字。

例えば日韓の観光交流が1000万の大台

に今年は乗るだろうということ。その

うちの 3 分の 2 ぐらいですね、70 パー

セント近いぐらいの数字が、実に韓国

から日本への訪問なんですね。よく最

近は、日本の人たちにも申し上げるん

ですが、何故そんなに多くの韓国人が

日本に来るんだろうかと。韓国人は日

本が好きなんだって。日本が好きなん

ですよって。日本の繊細な文化、各地

を訪れる。 

これが実は日本人がある意味では誤

解していて、韓国人とはいつも論争的

であるから、日本が嫌いなのではない

かと思ってしまうのですが、それは双

方の文化の違いであって、儒教的な朱

子学的な文化と侍の文化の違いなんで

しょうか。論争好きだからといって、

相手が嫌いなわけではないんです。そ

れは、イコールではないんですよとい

うことを最近は申し上げるようにして

います。だって嫌いだったら来ないじ

ゃないですか。好きだから来るんだっ

て。だから、安心して良いんだ。日本

人は逆に、相手から論争されるともう

嫌いなんだと。相手は嫌いなんだと思

ってしまう。それに対して、冷たく反

応して行くという悪い癖がありまして、

論争を論争として終わらせないところ

があります。 
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しかし、そんなに心配しなくても論

争した後、あっさりと元の関係に戻る

のが韓国の文化ですということをよく

申し上げるんです。ですから、そんな

に心配していないんです。これから、

きっと第 3 次の韓流ブームがあるだろ

うし、試練を越えて新しい日韓の相互

理解というものも進んで行くのではな

いかと。我々が苦労した、困難に直面

したということが、次の時代へのステ

ップになって行くということを私は信

じて疑いません。 

 ただ、もちろん政策当局にはですね、

どういう形でこれをリードして行くか

ということを常に考えて頂かなければ

ならない。我々、韓国と関係した者も

そういったことを真剣に考えて行きた

いと思いますが、しかし、それほど悲

観するほどのことはないんだと。我々

はもう 20 年苦労したんですから、多分

これから良くなって行くだろう、時代

は20年ぐらいの単位で変わって行くも

のだと申し上げたいと思うんですね。 

実は、金大中・小渕恵三共同宣言の

精神というのはこれから生きて来る。

これからそういう時代が来ると。今の

時代であの宣言文をお読み頂いてです

ね、直さなければいけないところがあ

るでしょうかと。これからこの宣言文

に従って、我々はやって行きましょう

ということをお話ししたい。そのよう

に思って、今日は参った次第です。ど

うもご清聴ありがとうございました。

(拍手) 

 

(司会)小此木先生、大変分かりやすい

お話をありがとうございました。それ

では、基調講演を受けまして、鼎談に

入りたいと思います。少しだけセッテ

ィングの時間がかかりますので、皆さ

まにおかれましては、そのままお待ち

下さい。 

 

(司会)それでは、準備が整いましたの

でご登壇願います。基調講演を賜りま

した小此木政夫名誉教授、主催者の日

韓親善協会中央会、河村建夫会長、同

じく民団中央本部、呂健二団長の 3 名

による鼎談を行います。(拍手) 

 

★鼎談 

(小此木)普通、講演をやるとそれで帰

らしてもらえるのですが、民団は人使

いが荒いのか、司会をやれということ

でございます(笑)。どの辺からお話を

頂いて良いのか分かりませんが、私の

記憶では、河村会長、文部大臣をされ

たのは、もう少し後のことだったと思

いますが、この当時、共同宣言に関し

て、どのようにお考えになっていたの

か、あるいはもうこの当時から日韓関

係に色々と深く関与されて来たと思い

ますので、その辺りのところからお話

を頂いて、それから民団の呂団長には

ですね、在日韓国人はこれをどう受け

止めて、その後、どのように対応した

のかということについてお話し頂けれ

ばと思います。それでは、河村会長か

ら最初にお話し頂けますか。 

 

(河村)はい。1998 年と言えば 20 年前で

すから、私はまだ大臣をやってはおり

ませんでした。しかし、この日韓関係

についてはですね、私を国会に送り出

して下さった元衆議院議員の田中龍夫

先生からバトンを引き継いだ時にこの

日韓関係の重要性、地元が山口県です

から、私は韓国と一衣帯水でした。親

しい友達に在日の方もおられてですね、

この問題を引き続いてしっかりやるよ

うにと言われたのがきっかけです。 

このパートナーシップが発せられた

当時も、日韓関係はずっと日韓議連の

方でやっておりまして、まさにこの精

神で行けば良いんだという思いでずっ

と来たわけで、いわゆる未来志向、過

去直視と。その両方をうまくやらなけ

ればいけないわけで、もう過去のこと
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はどうでもいいから、未来だけ考えよ

うと言うのではなくて、やはり過去が

あって、そして未来があると。それを

今、現代がつないで行かなきゃいかん。

国会議員がやはりそのことをしっかり

理解して行くべきだと諭されたと、こ

う思っておりました。 

その後、日韓議連でいろんな議員の

皆様、韓国側の議員の皆様ともお話し

ながら、今ちょうど 20 年経って、改め

てこの宣言文を読んでみて、先の日韓

合意というものをどのように考えたら

良いんだろうかとかですね、色々なこ

とを、今考えさせられておるわけです。

そして、どこの国にも政権交代があり

ますから、やはり政府が変わるとまた

雰囲気も変わることもあるし、今韓国

がまさに政権交代が起きたばかりです。

その中で日韓合意と、そして今のこの

パートナーシップ宣言、これをどのよ

うに考えて行けば良いのかということ

を、もっとこれから話し合う必要があ

るのではないかと。こんな思いを今、

抱いているところです。 

 

(小此木)はい。それでは呂団長、いか

がでしょうか。 

 

(呂)実はこの当時ですね、私ども民団

の一番大きな課題が地方参政権獲得運

動でした。参政権運動は 1994 年から本

格的に始まりまして、当時の辛容祥団

長が金大中大統領の就任後に青瓦台に

ご挨拶に伺った時、金大中大統領から

こう言われたそうです。「日本にいる民

団の皆様は、大半が私を支持していな

いでしょう。しかし、民団は大事です

から、私は何でも協力します」と。こ

うおっしゃってくれたと。大変に懐が

深いと感じました。 

 その頃、私は地方参政権運動の実質

的な責任者でした。共同宣言のあった

1998年の10月8日に大統領が日本にお

越しになって国会で演説するわけです

が、その前日の 10 月 7 日に当時の公明

党の冬柴鐵三幹事長と、民主党の中野

寛成副代表に、当時は国際局長だった

徐元喆事務総長と私が国会に呼ばれま

した。その日に日本の国会に法案が提

出されたんです。当時は両党とも野党

でしたけれども、日本の憲政史上初め

て、外国人の問題に関して法案が提出

されたのが、実は大統領が訪日される

前日だったんですよ。これは、敢えて

その日を選んで提出したということな

のですね。 

 それで翌日、大統領がこのパートナ

ーシップ宣言をやると。宣言には我々

のことが最後のところに、やはり日本

と韓国の韓日・日韓友好のためには、

在日韓国人の果たす役割は、これは大

きいんだということが書かれてあって、

引き続き在日韓国人の地位向上のため

に、両国政府は努力すると書かれてい

たのですが、地方参政権のことは具体

的には書かれていなかったので、正直

残念だなと思ったんです。 

しかし、金大統領は、午後の日本の

国会での演説の時にこう述べてます。

「私はまた70万在日韓国人の未来を考

えないわけには参りません。彼らが今

後、日本社会により多く貢献できる立

派な構成員となれるよう、制度的条件

と社会的雰囲気がさらに改善されるこ

とを心より願ってやみません。特に地

方参政権の獲得が早期に実現できれば、

在日韓国人だけでなく、韓国国民も大

変に喜び、世界もまた日本のそのよう

な開かれた政策を積極的に歓迎してや

まないでしょう」と。こう述べてくれ

てるんです。もう 20 年経ちました。現

状はどうでしょう。 

 この後ですね、我々民団は、金大中

大統領にお願いをしたんです。韓国で

韓国にいる外国人の方に地方選挙権を

与えてくれと。やって頂きました。そ

れは当時、日本の反対者たちが相互主

義を打ち出していたからです。韓国が
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やってないからだと。こういう反対の

理屈を出して来たので、これを打破す

るには、韓国でやってもらおうという

ことでお願いをしたら、やってくれた

んですね。 

 まあこんなエピソードも色々ありま

して、やはり当時の金大統領がおっし

ゃったように、在日社会の雰囲気の中

では、金大統領を支持する人たちは少

なかったと思います。しかし、こうい

う懐の深い大統領がこれだけのことを

されて、このパートナーシップ宣言を

改めて読み返してみたら、決して古く

ないですね。全く現代における課題が

ここに込められてると思います。 

 

(小此木)はい、どうもありがとうござ

いました。パートナーシップ共同宣言、

全く古くないというお話でしたが、河

村先生、宣言の内容などにつきまして

は、どうお考えでしょうか。 

 

(河村)そうですね。先ほど小此木先生

のお話にもありましたし、また、小渕

優子さんもお父さまの気持ちを、あの

時のお話をなさっておりましたが、や

はり一番近いところにあって、一番親

しくしなきゃいけない国。しかし、残

念ながら、あのような植民地政策があ

った。これをどう乗り越えて行こうか。 

それまでの歴代総理、先ほどご紹介

頂きましたように、どの辺りからあの

植民地政策に対する反省、お詫び、こ

れが海部内閣辺りから本格的に出たと

いうことは、実は私、ちょうど海部総

理の頃に初当選をしておりまして、あ

の頃からそういう話になって、あの戦

争は侵略戦争であるとか、いろんな形。

日本側としては、保守勢力を中心とし

て、できるだけそういう言葉を使いた

くないというようなこともあったと思

います。 

しかし、村山談話、まさに痛切な反

省と心からのお詫びということ。これ

を小渕総理はそのまま受け止めて、は

っきり明確にそのことを宣言文の中で

取り入れられたということ。そして、

それを受ける金大中大統領も、それを

乗り越えて行こうとして、善隣友好協

力で未来志向だと。まさに過去を直視

して、そして未来志向で行こうという

ことでありますが、どうもややもする

とですね、日本側は未来志向に焦点を

置きたがる、そして、韓国側は過去を

直視というところに焦点が行き過ぎて

しまう。お互いにそういうことがやや

もするとある。マスコミ論調の中にも

各紙、まあ日本の新聞は色んな新聞が

ありますから、新聞論調にも。それは、

やはり両方がうまく行かなきゃいけな

いわけでありますから、その辺りをし

っかり理解をする必要があるというよ

うに、私は思っております。 

 この宣言文に戻るということは、今

を生きる我々もそうでありますが、次

の世代もそうでなければならないわけ

ですし、また今、これから新しい時代

を生きて行く若い人たち、まさに小学

生、中学生辺りの教育の中にも、そう

いうものがきちんと生かされて、そし

て過去のことを忘れない。しかし、や

はり未来もきちんと考えて行くという

ことと、色々なところでこのパートナ

ーシップ宣言が生かされて行くことが

これから必要ではないかと、このよう

に、私は改めてこの宣言文を読んで感

じているわけです。そのために、我々

はこれからどのような努力をして行く

かということを考えなければいけませ

んし、皆様にどのように思って頂ける

かということだと思います。 

 この宣言文には直接ありませんが、

先ほど呂団長が言われたように、地方

参政権の問題も当時ありました。私は、

地方参政権そのものは、日本で暮らし

ておられる民団、在日韓国人の皆様方

が我々と同じような生活をしておられ

ますから、当然その権利はあるという
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ように思っております。これに反対し

て来た人たちは、自民党の保守の中に

もまだそういう人たちがいるんですが、

要するに国政選挙は帰化してもらわな

きゃいかんと。しかし、この地方参政

権を取るということは、その地域によ

って、国政にも影響を与えるのだと。

この理屈なんです。しかし、この判断

は、最高裁で国会が決める問題である

となっておりますから、国会議員の中

での理解をやはり深めて行く必要があ

ると考えます。この課題が今も残って

いるということを私も承知をしてると

ころです。 

 

(呂)ここにいる日本の方にも聞いて頂

きたいし、私たちの同胞の方にも聞い

て頂きたいのですが、日韓友好親善、

韓日友好親善というとですね、日常的

な感覚から、私はちょっとかけ離れて

いるんですよ。と言うのは、色々な歴

史の所以(ゆえん)があって、私もここ

で生まれた 2 世で、日本で教育を受け

ていますけども、実は私たちの存在は

ですね、日本の社会の中でもう空気な

んですよ。空気っていうのはなくては

ならないんです。空気が無いと窒息し

て死んでしまう。 

日本には、政治家でも日本国籍取っ

た方がいらっしゃいますし、大学の先

生は多分1000人超えていると思います。

ドクター、山ほどいます。弁護士もた

くさんいます。ドクターは在日韓国人

の健康と命だけを守ってるわけではな

いですよね。多くの日本の方の命を守

っているわけです。たくさんいます。

弁護士もそうです。こうして一緒に共

に暮らしていて、空気のような存在な

んですよね。我々もそう思っているん

です。 

 私の中では、韓国も日本も同時に存

在しているんです。韓国は親の国、日

本は故郷です。韓国は親の故郷、ここ

日本は生まれた故郷。両方が大事なん

ですよね。ところが、日本の方は戦前

から在日の歴史はもう 110 年にならん

としてるのに、何か特別の存在のよう

に扱ってますよね。私の友人で、保護

司さんもいるんですよ、韓国籍のまま

で。日本の刑務所から出られた方、身

寄りのない方を預かって仕事を探し、

自立させるための施設を運営してます。 

たくさんいますよ、色々なことやっ

てる方。自治会の会長さんもいます。

PTA の会長さん、やってらっしゃる方も

います。日常生活の中では皆、本当に

空気のようにして生きてますよ。私も

地域では、ライオンズクラブのメンバ

ーとして地域の活動に参加してます。

しかし、在日韓国人としては民団の活

動もさせて頂いていると。仕事もそう

ですね。小さい会社やってますけど、

私の会社では韓国人は私の息子だけで

す。あとは皆、日本人の方です。共に

生活のために、または地域社会の発展

のために、一生懸命努力してるんです

よ。これが現実なんです。 

 ところが、一部ですね。ここ数年来、

極端な方が出て、我々の生活を脅かす。

そんな事象が起きて、非常に嘆かわし

いのですけれども、我々の存在をもっ

と地域の日本の方にきちんと見て頂い

て、日韓・韓日親善の生きたサンプル

がここにあるのだということを、我々

も自覚するんですよ。自覚すべきです

し、日本の方にも理解して頂きたいな

と。こういう仕事は我々にしかできな

いんですよ。 

 韓国にいる韓国の方にも分かって頂

きたい。特別な存在のように、何か日

本にいる韓国人だから、韓国側に立っ

てものを言えみたいな言い方をされる

こともあるのですが、違います。我々

は日本での生活があるんですよ。生き

て行かなきゃいけない。仲良くしなき

ゃ生きて行けないんですよね。 

 それと、自分のことを言って大変申

し訳ありませんが、在日の多くはもう
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国際家族です。若い世代の 90 パーセン

ト以上は日本の方が配偶者です。そう

すると当然、日本の方と韓国人が同じ

家庭になり、そこで生まれた子どもも

います。私のところは、息子は在日 3

世同士です。娘の 1 人は日本の大学が

終わってソウルに留学させたら、韓国

語の語学力とメード・イン・コリアの

伴侶を連れて来ました。もう一人の娘

は、日本の男性と結婚しました。在日

韓国人の息子と、メード・イン・ジャ

パンの息子と、メード・イン・コリア

の息子の 3 人とも酒飲んで仲良くやっ

ています。これが実態なんですよ。観

念論ではないんです。韓日・日韓親善

友好ではないです。もうこれは生活の

レベルなので、ここのところを我々は

もう一回、少ししっかりと考えてみた

いなと思っています。 

 

(小此木)実態の方が、在日社会の方が

先に進んでると。言われてみると、そ

の通りだなという気がします。今日は

何か私も新しくまた一つ学んだような

気がします。確かに 90 パーセントの方

がそういう形で結婚すれば、そうなっ

て行くわけですから。日本だ、韓国だ

と言って、論争をしなければいけない

ような形にしているのは、実は周囲に

いる日本と韓国であり、在日ではない

ということのようですね。 

 河村会長、先ほどから出ている話の

中で、やはり日本と韓国の関係として

望ましいのは、日本人は忘れないと。

日本人が忘れなければ、韓国人は言わ

ない、というぐらいの形にできないも

のだろうかと思うんですが、そして、

金大中・小渕恵三共同宣言が示したの

はそういう方向だったような気がする

んですが、どうでしょうか。 

 

(河村)ええ。まさにそうだと思うんで

す。ただ、現状はまあ日本側の立場か

も知れませんが、今や、日韓交流 1000

万人時代を間もなく迎える。東京 2020

年オリンピックに4000万人のインバウ

ンド、外国人をお迎えしようという中

で、その 25 パーセントが韓国側と日韓

の交流になっておりますが、ただこれ

が今、1000 万人の内、3分の 2は韓国、

3分の1が日本という状況になっている

現状をどう考えて行くかということだ

と思います。 

だから、この精神で言えば、一つ一

つ色々な動きがあると思うのですけれ

ど、それをマスコミ辺りも取り上げて、

例えばバスの中に慰安婦像があったな

んていう話が大きくワッと出る、日本

側から見ると一体これは何なのかとい

うこと。ああいうことが大きく響いて

いるのではないかと思うんです。しか

し、非常に一衣帯水に近いわけですか

ら、また今、便利になって、飛行機も

随分あって、日本人も本当は半々ぐら

い。かつては日本のほうがたくさん行

ってたと思います。 

でも、今ゴルフや何かは日本の方が

やりやすくなったという話もあるそう

ですが、お見えになるそうですけど、

そういうこともあろうと思いますが、

このアンバランスは、ちょっと私ども

気になるわけでありましてですね。小

此木先生がおっしゃるように、我々は

忘れないから、もうそのことは言わな

いでという、お互いの暗黙の合意がも

っときちんと成り立つような形に持っ

て行かなければいけないのではないか

と、こう思います。 

 だから、2015 年の日韓慰安婦合意も

安倍総理の気持ちとしては、色々ある

けれども一応これで区切りを付けて行

こうということですけど、それを聞い

てると未来志向だけ考えてんのかとい

うふうに取られかねない状況も、韓国

側にはあるのではないかと。やっぱり

過去は忘れないんだということを踏ま

えた上で、未来志向を立てないと。全

体を見てると、先ほども申し上げたよ
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うに、日本人は未来志向に行きたい。

韓国側は過去を直視ということにどう

しても力点が行く。このバランスを、

今おっしゃったように、取って行かな

きゃいかん。そのムードを作る。マス

コミなどの影響も非常に大きいという

ふうに、私は思いますね。 

 

(小此木)もっとも、最近の若い世代の

動きを見ていると、こういう議論自体

がすっ飛んでしまっているようなとこ

ろもありまして、だからもう少し何て

言うんでしょうか、日韓の間の FTA の

ような協定をですね、先へ進めて、こ

れは FTA であれ、あるいは他のもので

あっても良いわけですけれども、自由

な往来、例えば最近、韓国の若者の日

本留学とが、また少し活発になって来

てるような気がします。一時は、完全

にもう日本に行ってもしょうがないと

言って、中国に留学する学生が多かっ

たんです。しかし、よく考えてみると、

中国に行って帰って来ても何もないけ

れども、日本だったら就職だってでき

るかも知れない。中国は就職を受け入

れてくれないけど、日本の企業は積極

的に受け入れていると。その種の交流

ですね。 

 国境のハードルがどんどん低くなっ

て行くと、あまり難しい議論をするよ

りも、解決が早いかも知れないなどと

考えないでもないんですがね。私はよ

く、例えば、竹島の問題ですね。韓国

で言えば独島ですが、何かを議論する

のを見ていて、そういう議論をやって

たら永遠に解決しないけれども、日韓

の間の交流がどんどん拡大して行って、

お互いに相手の国に行って、自由に商

売をする。会社に勤めたり、学生たち

も向こうの大学に通ったりというよう

なことになって来ると、竹島の問題は

解決しないかも知れないけど、「この島

が俺のものだ。誰のものだ」というこ

との意味って、だんだん消えて行くん

じゃないかって。 

そんなことを言っててもしょうがな

いという意識が高まって来れば、意外

にそういう方法で問題が解決するかも

知れない。つまり、問題を小さくして

行くことを考えたほうが早いんじゃな

いか。そのためには、交流自体は拡大

して行く。それは、我々が一生懸命政

策的に考えなくても、もっと速いスピ

ードで進む可能性もありやしないか。

むしろ、邪魔をしてるのは我々かも知

れないなんていうことを考えないでも

ないんですが、こんなことは物騒な考

えでしょうか。 

 

(呂)ちょっと角度違うかもしれません

けど、僕は教育の問題、非常に大きい

と思います。僕は日本の学校で教育を

受けましたけど、不幸な時代の教育は、

学校で習ったことがないんですね。 

 

(小此木)えっ？ 

(呂)そういう時代の教育が。 

(小此木)あー。 

 

(呂)戦後このかたずっとそういう教育

ですから、80 歳ぐらいの人でも分かっ

てないんです。社会人になってから、

後でパラパラっとこんなことがあった

んだって分かってるわけですけど。と

ころが、韓国や中国や他の国では、し

っかり教え込んでるわけですね。この

意識のギャップが、いびつな感じで出

てるんではないかなと。何年か前に、

ある漫画家が自虐史観なんていう言葉

をやりましたね。つまり、日本にとっ

て好ましくない。どこの国もあると思

うんです。立派な歴史もある。ちょっ

とかっこ悪いこともある。かっこ悪い

ことをやると、自虐史観だといって、

一言で叩き潰すような風潮があったと

思うんです。 

河村会長は文部大臣もされましたか

ら、もう少し日本の教育もですね、そ
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こら辺はどの程度触れるか分かりませ

んけど、やらないと僕は根本的に解決

しないのかなと。あんまりやるとまた

色々と問題はあるかも知れませんけれ

ども、いずれにしても、マンデラさん

が言った言葉ですけど、「忘れてはいけ

ないけど、許すことはできる」。これは

我々ですね。そこで日本側もこれに応

えて、先ほど小此木先生がおっしゃっ

たように、少しは分かって頂ければ、

違うのではないかなと。 

何も知らない人に、何回もこうだっ

てやれば。僕は反発だけが生じるので

はないかと。まさしく今は、そういう

状況ではないかなと思うので。さあ、

どこでこういうことをやるのか。学校

で難しければ、社会教育でやるのか。

やはり、その歴史に直視するという姿

勢が欠けて来たのが大きな原因じゃな

いかなと、日本で生まれて育った者と

してはそういうふうに考えてます。 

 

(河村)私も文部大臣をやって、きちん

と教育の中にそれが位置付けてあった

かと言うと、もう少しその辺は、日本

の子どもたちも考えなければいけない

と思いますが、韓国側から見た場合に、

日本をどのように位置付けて教育する

か。この辺については、お互いに教科

書を作ろうじゃないかということで、

有識者が集まって協議をするのですが、

なかなかこれだというものがまだ出て

来ておりません。この辺りも小此木先

生を始め、有識者の皆さん、本気で今

おっしゃったような指摘に応えるには

どうしたら良いかということ。だから、

ややもすると日本人の皆様に話すと、

韓国側は徹底した反日教育をやってる

んだと。だから、こうなんだという言

い方をする人もある。 

 しかし、現実に若い人たちの交流を

見てると、そういうことはあまり感じ

られないし、日本に来てみたら違った

という感じを若い方々が感想をお述べ

になります。実は、日韓親善協会中央

会は、毎年交互に日本側から若い人た

ちを、韓国側から若い人たちを受け入

れて、ホームステイさせたり、日本を

見て頂いて、そして感想文を出しても

らうのですが、それを読むと、韓国で

聞いていた日本と違うと言う学生がお

るし、また日本から行ってみると、理

解が深まる。こういうことが大事だと

思います。 

一番よく例で出されるのがドイツと

フランスの例で、犬猿の仲といわれた

ドイツとフランスが、EU で一つになっ

て行く。それは、毎年 100 万人の若い

人たちの交流をどんどん続けた結果で

あるというふうに言われております。 

 実は私は、ささやかなのですけれど、

15 年前からですね、これは日韓だけじ

ゃなくて、中国も含めて日中韓の子ど

も、小学 4年生、5年生、6年生を 1週

間ほど、100 人ほどですね、最初は 8年

間日本に呼んで、全部日本が予算を持

って、1週間、童話を持ち寄って交流を

するという活動をずっと行って来まし

た。例えば、『羽衣伝説』は中国にも韓

国にも同じ話があるわけで、それを中

心にして、まずは話し合いをしたりし

ながらやります。 

しかし、1週間経ちますと、その子ど

もたちは大変に仲良くなります。言葉

は直には通じないはずなんですが、最

後の閉会式でお別れする時には、お互

いに肩を抱き合って、涙を流して別れ

て行く。もう15年続いておりますから、

100人の15年で1500人の子どもたちが

交わったことになります。今は日中韓

で順番にするようになっております。

そういうことを続けながら見てると、

まさにお互いにそのこだわりはないわ

けで、そして今は、今の小学生だけじ

ゃなくて、当時最初に受けた子どもた

ちがもう大人、大学生、もうすぐ就職

しようかという年齢になっていますか

ら、彼らも一緒に呼んでですね。なか
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なか全員は集まりませんが、日中韓で

10 人ずつぐらい OB 会をやって、そして

交流を深めております。 

 やっぱこういう努力もしっかりして

行かなきゃいかん。最近、色々な交流

が、色々な団体によって行われていま

すが、そういうことをしっかりとやっ

て行く。未来を担う、特に若い人たち

がその辺のお互いに理解し合うことを

しっかりやらなきゃいかんだろうと思

います。そういう意味で、日本の教育

の中で、過去の直視と未来志向のこの

パートナーシップ宣言は、どういうこ

とで行われたんだということを、どこ

かできちんと理解をさせる必要という

のはあるだろうと私は思っております。 

 

(小此木)ありがとうございます。観光

交流なんていうことで、2～3 日泊まっ

て、少し観光するだけで何が変わるの

かと思われるかも知れないですが、私

は先ほどの数字ですね、1000 万人が日

韓の間を毎年往復するという、これは

革命的なことではないかと思います。 

中国と日本の間でもかなり観光客が

増えて来て、東京の銀座辺りに中国の

観光客が来て、あまり行儀の良くない

ことをやると、眉をひそめる動きもあ

ります。私自身もそうなんですが、し

かし、ちょっとやはり考えてみるとそ

れだけ多くの人が日本に来て、日本の

社会を横目で見るだけでも見てくれて、

自国へ帰って行く。日本と日本人がど

うだったかというようなことを何とな

く体験して帰って行くわけです。日韓

の場合は、そんなに中国ほど人口が多

いわけじゃありませんから、1000 万人

の交流が何年も続いて行くということ

になると、その内に韓国内のほとんど

の人は日本に一度や二度は行っている

というような時代が当然来るわけであ

ります。数字の上では、そうなります。 

 日本から韓国への観光客がもう少し

増えると良いと思うのですが、これは、

ある意味で先ほど申し上げたようなと

ころがあります。つまり何か日韓の間

で問題があると、何か自分たちが韓国

を訪れるのは気が引けるような、韓国

全体が反日的であるかのような誤解と

いうようなものが生じて行きにくいと。

しかし、平穏な時代になると、確実に

やはり旅行者が増えて行くだろうと思

います。できるだけそのバランスが取

れて行くような交流は望ましいのだろ

う思いますけれども、そういう形で普

通の人同士が時々顔を合わせているだ

けでも、それは随分違ったものが生ま

れて来るのではないか。あるいは、そ

の世代、若い人たちが積極的に相手の

国を訪問して、学んだり働いたりでき

るようになれば、もっと早く新しい時

代が来るかも知れないなんていうこと

を考えるんですが、在日の立場から言

うとどうでしょうか。 

 

(呂)お亡くなりになりましたけれども、

静岡県立大学の教授だった金両基先生。

比較文化論をやってた先生なんですね。

複眼思考っていう言葉を使われました。

とんぼの複眼のことですね。人間は単

眼ですけれど、要するに色々な文化的

な素養をですね、例えば、我々は親の

背中を見て、韓国の文化も理解できま

すし、日本の文化も理解できますから、

この日韓・韓日友好親善には我々をも

っと使った方が良いのではないかと。 

大使、よろしくお願いします。日本

側にはよく使って頂けるのですけど、

韓国側の方ではですね、まあ良いよと

いうような雰囲気がある気がするんで

す。韓国の方は日本を分かってるよう

で、意外と分かっていない方がたくさ

んいます。そういう時に我々が、日本

の方はこういう物言いをしたら、こう

いうことですよと。これ、我々が適切

に教えて差し上げられると思いますの

で、活用された方が望ましいかなと。

何せ、私にとって韓日が仲良くしない
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と、これは家庭の問題になりますので、

死活問題です。 

 

(小此木)失礼しました。鼎談というこ

とで話を続けて来ましたが、そんなに

時間が残っているわけではありません。

もし、会場の方から、ご質問なり、私

はこう思うというようなご意見があり

ましたら、どうぞ遠慮なく挙手をなさ

って、ご発言頂きたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 コミュニケーターですね。日本と韓

国の間の橋渡しとはよく言われますが、

コミュニケーションが本当に悪かった

時代、相手が何を考えてるのか、よく

分からないという状況が生まれるんで

すね。私なんかもよく、いや、そうい

うことではなくて、韓国人が考えてる

のは、多分こういうことだと思うんだ

けど、というようなことを言いたくな

ることがあります。それは、コミュニ

ケーションがうまく行かない場合に、

間に入って、それを通訳する人たちと

いうのが必要になる。そういう状況だ

ろうと思うんですが、できるだけ在日

韓国人の方々は、両方の国を往来しな

がら、コミュニケーターの役割を果た

して頂けるとありがたいと、そのよう

に思う次第です。 

 

★質疑応答 

(小此木)はい、どうぞ。 

 

(宋)民団富山県本部の副団長、宋勇と

申します。お互いの国が外国へ行って、

そこの人たちと接して、文化に接して

ということが、とても大切だというこ

とは、おっしゃる通りだと思います。

特に先ほども小此木先生がおっしゃっ

てたホームステイですよね。ホームス

テイを通じて、実際に韓国の青少年が

日本の青少年の家で、2 泊なりをして、

それで「いや日本人はこういうふうな

人だと思ってたけれども、全く違って

た」と。 

ホームステイの 2 泊 3 日間全く一緒

にいるわけではないけれども、その家

で泊まって、夕食なり朝食なりをとっ

たり、そういうことによって、随分日

本に対する見方が変わったというよう

なことがあるものですから、できまし

たら、そういうホームステイ制度みた

いなものをもっと活発に大々的にでき

るような制度というものが作れないか

なということを研究して頂きたいと思

いました。 

 

(小此木)わかりました。これについて

は河村会長、いかがでしょうか。 

 

(河村)そうですね。私は日韓関係、お

っしゃる通り、そういうことをしっか

りやれば、相当違ってくるというふう

に思います。先ほど申し上げたように、

ドイツとフランスがまさにそれを、お

互いに近い国、隣同士ですからやりや

すかったということもあるでしょうが、

日本は空を飛んで来るか海から来るか、

離れておりますけども、しかし、在日

の方もこれだけいらっしゃる中であり

ます。本当にそれは不可能なことでは

ないと思いますし、親善協会ももっと

予算があれば、もっとやれるのですが、

そういうことをやってはいるわけです。 

親善協会は、ご案内のように今、富

山県代表でおっしゃって頂きましたが、

ほとんどの県に親善協会があります。

これを草の根の親善と、こう言ってお

りますが、これをもっとやっぱり活発

化させる、各県単位でそういうことを

考えて頂く。そのようなことを我々中

央会としても、中央会もよくそういう

ことをやっておりますが、各県でもそ

ういうことをやって頂けたらありがた

いと思います。それにはやはり教育現

場の協力も必要だと思いますので、こ

のパートナーシップ宣言20周年という

一つの節目の時に、そういうことを本
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気でやるべきだと私も痛感はしており

ますので、もっとこれを活発化させる

方向で政府にも働き掛けをして行きた

いと、こういうふうに思います。 

 

(小此木)はい。どうもありがとうござ

います。何か他にはどうでしょうか。

それではこちらの方。 

 

(群馬)群馬から来た者です。質問とい

うよりは意見です。私、今月韓国の家

族を受け入れまして、韓国の子どもた

ちは、KBS とかいろんなニュースを見て

るんですね。私は最初、草津へ連れて

行くという話で日程を作ってメールを

送ったのですが、ちょうど韓国の KBS

が群馬県を紹介していたようで、草津

温泉だけではなく、うどんの水沢の田

丸屋へ行きたいという返信でした。で

すから、民間の方たちとは私ももうか

なり付き合ってますし、勿論群馬県の

民団ともお付き合いしていますし、こ

の間も飲みましたけれども、民間の関

係はそんなに揉めてないんじゃないか

という感じがするんです。 

これは私の主観的なものですから、

少し言い過ぎかも知れませんが、一部

の政治家の方と、一部の報道の方たち

にやはりもう少し考えて頂かないない

と、日韓・韓日の関係は良くならない

のではないかという感じがしています。

これは個人的意見ですから皆様がどう

受け止めるかは別にしまして、少しそ

の辺については、やはり工夫する必要

があるかなという感じております。 

いずれにしましても、民間で、私も

二つの韓国家族と付き合ってまして、

そういう意味合いの中では、民間の中

では関係ないと言うか、私が韓国に行

って、例えば居酒屋で飲んでてもです

ね、学生とかと色々交流すると、非常

に盛り上がっちゃうんですね。今、韓

国でパンがブームになってますけど、

パン一つ買い行っても、日本人に対し

てはこれが良いって教えてくれるぐら

いなんですから、そういう意味合いで

は、あまり民間のトラブルと言うか、

それはないという感じが私の個人的見

解です。以上です。 

 

(河村)まさにおっしゃる通りでして、

そうでなかったら、1000 万人の方々が

往来はしないと思います。ややもする

と、おっしゃるように政治が出て来る

と、何かややこしくなると言うか。我々

がショックだったのは、李明博大統領

が竹島にこれ見よがしに上陸されたこ

と。あれで 1 回、日本側が冷めて、そ

れを戻すために大変な努力が必要でし

た。それで、日韓慰安婦合意に至るま

で、今日お見えの柳興洙大使はそのた

めに日本に派遣されて、大変苦労され

てここまで来たわけです。 

政権交代後、また日韓合意に対して

色んな動きがあることも承知しており

ますが、それを乗り越えて、今、民間

の中では動いていると思います。政治

がややもするとこだわり過ぎてるので

はないかというご指摘は受け止めたい

と思います。国というものは国益を考

えなければいけない立場ではあります

が、我々の場合は日韓関係を前進させ

ることが国益につながるわけですから。 

当時、金大中大統領と小渕総理の間

で、やはり広い大きな心で共同宣言を

お作りになったということに、我々は

もっと思いをはせる必要があるのでは

ないかと、今のご指摘を頂いてこのよ

うに思った次第です。 

 

(小此木)はい。ありがとうございまし

た。何か急に手があちこちから挙がる

ようになりましたが、そうなりますと、

時間が足りなくなって来ますので、手

短にお願いしたいと思います。 

 

(梁)東京の梁東準といいます。アメリ

カを見ますと、ブッシュ大統領もそれ
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からオバマ大統領も、韓国系の人を大

使に任命したり、様々な分野で活躍す

るようにしているんですね。在日は 100

年以上経っても四世の時代になっても

それがありません。善意の日本人が意

見を聞いてくれることはありますけど、

システムとしては外国人の声を聞く法

律が無いものですから。 

河村会長に申し上げますが、また善

意の日本人を苦しめるようなことにな

るなと思いながら言いますけれども、

在日韓国人の意見をやはり流れとして

組み上げて頂きたい。在日が、私の孫

の世代でもですね、大使になれるかと

いうとなれませんね、ほとんど今の状

態では。だから、見本みたいな、商品

を並べるような色々な理屈のものはで

きてますけれども、実際上、在日の子

どもがしっかり勉強してそういう立場

になれるようなシステムをぜひ作って

ほしいと、こう思います。 

 

(小此木)もうお一方、どうぞ。 

 

(三田)西東京日韓親善協会の三田敏哉

といいます。私どもは地域には在日韓

国人がたくさんおります。長い歴史の

中では、日本、韓国、中国、モンゴル、

あるいは東南アジア、色々寄り集まっ

て出来たのが日本民族ではなかろうか

と。そういう面においては、戦後にお

きまして、韓国の皆さま方が、例えば、

参政権の問題とか色々取り組んでおり

ますが、確かに、韓国人であるという

意識は十分お持ちでしょうけれど、地

域に住む限りにおいては、地域に同化

をするということも必要ではなかろう

かと。 

また、先ほど呂団長のお話の中にも

ありましたように、それぞれの家族に

おいても日本人と結婚して、そういう

立場からして、国籍は当然日本になる

ということで、当然の日本人としての

参政権が得られると。 

 従って、そうした点は政治的な課題

ですが、私どもは、たまたま国立市で

して、音楽大学があります。ここには、

かつて韓国から留学された洪蘭坡さん、

あるいは、国歌を作られた安益泰さん、

この二人も卒業生です。そういった方

の評伝をこと細かく書かれた先生がお

りまして、その方の本が韓国の檀国大

学で高い評価を得て翻訳されて、洪蘭

坡記念館のこけら落としに行かれたと

いうことをきっかけにして、昨年から、

檀国大学の日本式に発音しますと、チ

ョウ・ジュンソク先生ですか、理事長

さんを始め、著名な音楽家が国立市に

来て演奏会をする。そして、最後には、

『故郷の春』『鳳仙花』を皆で歌って、

いわゆる文化・音楽を通して交流が深

まりつつあります。今年も 11 月 14 日

に、檀国大学を上げて応援出演をして

下さるということで、少なからずも日

韓親善のためにお役に立てればなと、

こういうことで交流を前提にして、計

画が今着実に進んでおります。 

 こういった面におきましても、多く

の方々が色々な分野で、いかに韓国と

交流を深めるかということが非常に大

きな課題の一つでしょうし、私どもも

小さな力ですけれど、そういった実り

を求めて今、懸命に努力してるという

ことです。こういったことに対しまし

ても、ぜひ一つ、河村会長、ご理解を

頂いてご支援を賜ればと、心からお願

いさせて頂きます。以上です。 

 

(小此木)どうもありがとうございまし

た。河村先生、色々と要望が多くなり

ました。(笑) 

 

(河村)いいえ、大変結構なお話だと思

います。色んな部門でおっしゃるよう

に、民間と言いますか、政府以外のと

ころでは、極めてそういうものがどん

どん進んでいる。また、それを促進す

る、奨励をする立場にやはり政府は立
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たなければいかんと思います。 

 最近一つですね、これは東京にお住

まいの方には、東京の一極集中を是正

しながら、地方をもっと元気にしよう

という地方創生のお話を今盛んにやっ

ております。日本の人口はもう 10 年前

から減り始めたのですが、東京都圏の

人口はまだ増えている。それは若い

方々が東京で学びたいということもあ

るし、東京へ吸い寄せられて行くとい

う、これはある程度仕方がないことで

すが、それを少しでも是正したいとし

て今、東京の大学については定員を増

やすことは少し待って下さいと。地方

の大学をもっと元気にしたいからとい

う政策を取りつつあります。 

一方、韓国も間もなく人口減で、韓

国は出生率が1.1～1.2ぐらいで非常に

低い。急激に人口が減ります。そのこ

とは、韓国も気付いておられて、実は

私は地方創生の党の責任者をやってお

ります。それで、韓国に渡った時にそ

の話題になりまして、韓国では地方創

生と言わずに、国家均衡発展委員会と

いいます。委員長は大臣格の方がなっ

ておられます。 

ソンさんという委員長とお目にかか

りまして、日本もやっているのだと。

それでは、一緒に協定を結んで、お互

いに力を合わせて情報交換してやりま

しょうということになりまして、日本

は、地方創生担当大臣は梶山静六さん

の息子、梶山弘志君がやっております

が、その梶山大臣とソン委員長とは協

約を結びましてですね、日韓関係で政

府ですよ、これはもうまさに。政府が

政策で協力しようという動きも出て来

ております。共通の課題なんです。韓

国のほうがもっと激しくこれから人口

が減って行きます。そういう話も実は

起きておるわけですから、そうしたも

のがどんどん広がって行くことが大事

だろうと思いますので、まさにこのパ

ートナーシップ宣言20年を節目として、

そういう動きをしっかり出して行くこ

とは大事だろうと、このように思って

おります。 

 

(小此木)それでは、次の質問を最後に

したいと思います。どうぞ。 

 

(保坂)もう時間がないと思いますが、

すみません。河村会長、要望がござい

ますけど、よろしいでしょうか。 

(河村)はい。 

(保坂)東京日韓親善協会の保坂三蔵と

申します。今日のセミナーはとても有

意義でした。小此木先生のご指導で本

当にありがたく思っております。私、

感じたんですが、小渕優子先生、最後

までお付き合い頂いて、うれしく思い

ますし、元の大使閣下の柳興洙先生や、

国会の先生方もわざわざ東京に来て、1

泊してまた帰るというようなお時間を

割いて頂いている。そういうご努力を

なさってる。要するに、指導者層の方々、

この方々がですね、もう少し動いて頂

きたいというお願いです。 

民間の日韓親善協会の活動は、私も

かなり長くやって参りましたけど、大

切なことは分かりながら、とても歩み

が鈍いんです。それで、20 年前に日韓

パートナーシップが結ばれた時は、小

渕総理と金大中大統領、トップが合意

したんですね。私は、そういうことを

考えますと、今こそ指導者が動かなけ

ればなかなか進まないと。明治 150 年

になりますけど、河村先生、この際、

ぜひアメリカ、ロシア、中国に囲まれ

た日韓両国が、薩長連合の思いで、引

くところは引く、そして未来志向で結

ぶところは結ばないと、韓国において

は反日、日本においては嫌韓。こうい

うものを理由に、なかなか前進をしよ

うとしない。 

 一つだけ例を申し上げます。民団が

毎年 8 月の光復節に日比谷公会堂で記

念式典をやっておりますけど、光復節



24 

はご存じの通り、日本では終戦記念日

です。韓国においては、光が復活した、

そういう大事な記念式典なのです、ま

ず自民党の先生はほとんど来ない。政

権を持ったところから来ないと動かな

いですよね。それはね、私も自民党の

所属でしたけど、やはり河村会長のよ

うな身を切って前面に立って頂ける国

家の指導者が動くことが今、一番大事

なのではないだろうか。薩長連合って

いうのは、本当に総裁選挙だけじゃあ

りませんから、ぜひ引くところは引き、

まとめるところはまとめて頂いてと心

から願っております。 

 そして、民団の新年会、各支部から

要請がありましたら、国会の先生方、

来て下さいよ。来ないんだから、国会

の先生方は。地方議員の方々ばっかり。

そして、来ると野党の先生方ばっかり。

それではですね、誰が熱心にやってる

か、国民は分かんないですよ。安倍総

理の奥様は、森友学園のことはちょっ

と面白くないけど、韓国のことは一生

懸命でしたよ。キムチの勉強までして

ましたから。日韓交流おまつりも必ず

出てくれました。やっぱり日韓親善活

動やってる我々にとっては、大きな励

みでしたよ。そういうことを考えると、

どうぞ、河村会長、国会の先生方に刺

激を与えて下さい。長くなりました。

すみません。 

 

(河村)ありがとうございます。一つだ

け、その光復節の日は日本の側は実は

全国戦没者慰霊祭を一緒に同じ時間に

やるものですから、なかなか行きづら

いという点があります。時間を少しず

らして頂けると、もう少し行けるんじ

ゃないかと思います。 

それは別として、おっしゃることは

私もよく分かりますし、保坂先生もか

つて国会議員でいらしたわけですから

分かると思いますが、これは日韓議連

がございますし、日韓議連もたくさん

のメンバー、超党派で入っております

から、そこでしっかり前へ進めたいと

いうふうに思います。ありがとうござ

いました。 

 

(小此木)はい。そういうお約束も頂い

たようですから、もうこれで終わりに

したいと思います。ちょうど時間が 5

分ほどオーバーしてしまいました。そ

れでは、マイクをお返しします。どう

もありがとうございました。(拍手) 

 

(司会)皆さま、本日はどうもありがと

うございました。皆さまのご協力を賜

り、大変に有意義なセミナーとなった

と思います。 

閉会の前にご案内を申し上げます。

この後、この会場のワンフロア下、2階

ロイヤルクリスタルにて、記念パーテ

ィーを準備しております。少し混み合

うかとは思いますが、順序よく、エス

カレーターで移動して下さい。 

パーティーは、最初に 30 分程度のご

挨拶などがあり、それを含めて 1 時間

半ほどの予定ではありますが、お食事

とご歓談をお楽しみ頂ければと存じま

す。 

 それでは以上を持ちまして、「日韓パ

ートナーシップ宣言20周年記念セミナ

ー」をお開きとさせて頂きます。本日

は、多数のご来場どうもありがとうご

ざいました。それでは皆様、お忘れ物

などございませんよう、パーティー会

場へお進みください。 

 

(了) 
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-日韓パートナーシップ宣言- 

20 周年記念パーティー 
 

2018 年 9 月 10 日(月)18:00～19:30 

(東京/ホテル・ルポール麹町) 
 

主催：日韓親善協会中央会 

   在日本大韓民国民団中央本部 

後援：在外同胞財団 

 

(司会)皆様、今晩は。本日は「日韓パ

ートナーシップ宣言20周年記念パーテ

ィー」にご来場頂き、誠にありがとう

ございます。開会に先立ち、幾つかご

案内を申し上げます。 

 当ホテル内は全て禁煙となっており

ます。喫煙スペースは、1階の裏口から

外に出た所にございます。お煙草をお

吸いになる方は、恐れ入りますが、そ

ちらの指定の場所にてお願い申し上げ

ます。 

 パーティーは、7時半頃にはお開きと

なる予定です。皆様におかれましては、

主催者ご挨拶、並びにご来賓紹介の時

間は、携帯電話の電源をお切りになる

か、マナーモードにして下さいますよ

う、ご協力をお願い申し上げます。 

 ご案内の最後になりましたが、本日

の行事では、日韓パートナーシップ宣

言と、韓日ではなく日韓としています。

日韓親善協会と民団の共催であること

と、開催地が日本であることを考慮し

まして、そのように致しました。ご理

解ご協力をお願い申し上げます。 

 

(司会)皆様、今晩は。アンニョンハシ

ムニカ。本日は、多くのご来場を賜り、

誠にありがとうございます。ただ今よ

り、日韓親善協会中央会と在日本大韓

民国民団中央本部の共催による「日韓

パートナーシップ宣言20周年記念パー

ティー」を開催致します。 

 それでは、主催者の日韓親善協会中

央会と在日本大韓民国民団中央本部か

ら、皆様へご挨拶がございます。始め

に衆議院議員、日韓親善協会中央会、

河村建夫会長よりご挨拶がございます。 

(拍手) 

 

(河村)皆様、今晩は。 

(会場)今晩は。 

(河村)多くの皆様にご参加を頂きまし

て、先ほどパートナーシップ宣言に伴

いますセミナーを終えて、いよいよ懇

親会の場になったわけでございます。

お陰様でセミナーの方は無事に終わり

ました。色々なご意見も頂きました。

私は中央会の会長であると同時に政治

家でもありますが、やはり政治家がも

っとしっかりしろという声もあったわ

けでございます(笑)。もっと民間の方

ではこんなに進んでるんじゃないかと、

こういうご指摘もございました。心し

て行こうと思っております。 

 実は、親善協会は在日本大韓民国民

団中央本部と一体となってですね、ま

さに草の根の日韓親善を進めておると

ころでございます。私どもも 10 月に入

りましたら、パートナーシップ宣言を

記念した訪韓団を派遣することになっ

ておりまして、100 名程度の規模で訪韓

をしたいと思っております。皆様方の

ご協力をお願い申し上げる次第でござ

います。 

 今日は、改めて 20 年前の金大中・小

渕恵三パートナーシップ宣言の意義と

いうものをもう一度考え直そうという

ことで、またこれを出発点にして新し

い時代の日韓関係を作っていこうとい

う絶好の機会になったのではないかと

思います。私も改めてあの文章を読ん

だ時に、2人の首脳の深い思いと言いま

すか、日韓関係にかける深い思い、こ

れをしっかり理解する必要があると、

このように思っておるところでござい

ます。その精神をあらゆる面で生かし

て行けるような時代を作って行く、そ

の出発点に致したいと思います。 
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こういう機会でございますから、一

層の皆様のご協力、よろしくお願い申

し上げる次第でございます。今日は皆

様、ありがとうございました。(拍手) 

 

(司会)どうもありがとうございました。

続きまして、在日本大韓民国民団中央

本部、呂健二団長よりご挨拶がござい

ます。(拍手) 

 

(呂)アンニョンハシムニカ。民団の団

長をしております呂健二と申します。

今日は記念セミナーを行うということ

で、改めて当時のこの宣言を読ませて

頂きました。今でも全くそのままで通

用する内容なので、改めて驚かされた

次第でございます。 

1998 年の翌年、私も親善協会の中央

会の副会長をずっと仰せつかっており

まして当時、三塚博会長とですね、今

日は西村明宏先生もいらっしゃいます

けど、一緒にソウルのロッテホテルで

韓日・日韓合同総会をやりました。翌

日は、金大中大統領を礼訪しまして、

総勢 220 人ぐらいでしたかね、一人一

人と握手し、一人一人と写真を撮って

頂きました。大変心が広い方で、在日

の私たちとも色々な経緯がありました

けれど、「民団は大事だ。支援するよ」

と、こういうお言葉を頂きまして、今

日まで来ました。西村さんもその頃は

もっとスマートだったんですけど、今

日は非常に貫禄が付いてですね、びっ

くりしてる次第です。(笑) 

 今日のセミナーでは色々なテーマが

出ました。やはり日本と韓国、韓国と

日本が仲良くやって行くには、草の根。

また、日本では我々在日がたくさん住

んでます。先ほども申し上げましたけ

れど、私の家族はですね、日本人もい

ればダブルもいます。孫 7 人の内、日

本国籍が2人いるんです。これが実は、

在日の実態なんです。ここをきちんと

押さえてですね、日本の方々にも分か

って頂きたい。とりわけ韓国国内の方

にも分かって頂ければ、私どもが橋渡

しをする役割、たくさんできると思い

ます。先ほど、韓国側に使って下さい

と言いましたけど、日本の側にも使っ

て頂きたいのです。「韓国がこう言って

る時はこうしたほうがベターですよ」

「韓国人はストレートですけど、1杯飲

むとすぐパッと変わりますよ」と、こ

ういう話だとかですね、「日本の方は婉

曲に話してるんだけども、実はこうな

んだ」というお話をして差し上げられ

ますので、どうか我々を活用して頂け

ればと思います。今日はこんなにたく

さんお越し頂いて、本当にありがとう

ございました。(拍手) 

 

(司会)カムサハムニダ。ありがとうご

ざいました。続きまして、ご来賓より

ご祝辞を賜りたいと存じます。始めに、

日韓議員連盟会長、自由民主党衆議院

委員、額賀福志郎様よりご祝辞を賜り

たいと存じます。よろしくお願い致し

ます。(拍手) 

 

(額賀)ご紹介を頂きました、日韓議員

連盟の会長を仰せつかっている額賀福

志郎であります。今日は親善協会の河

村建夫会長と民団の呂健二団長が主催

された日韓パートナーシップ宣言20周

年の大きなセミナーが開かれました。

有意義な意見交換がなされたものと思

っております。心からお祝いを申し上

げる次第であります。 

日韓議連は、自民党を始めとした各

党の代表の皆様方の参与を頂いており

ますが、300 人あまりの議員を擁してお

りまして、超党派の議員連盟としては

最大規模でございます。 

 この小渕総理・金大中大統領の時代、

当時の外務大臣はご承知の通り、高村

正彦先生でしたが、私も安全保障の一

端を担う防衛庁長官、閣僚の一人でご

ざいました。その年の 9 月に日韓議連
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の総会がソウルで開かれました。当時、

日韓議連の会長は、竹下登元総理でし

た。私は議連の日本側の運営委員長を

しておりまして、韓国側は今日おいで

を頂いている前駐日韓国大使の柳興洙

先生でございました。本当に、我々議

員団に対して当時、昼食会でしたけれ

ども、金大中大統領も来て頂いてです

ね、お話を頂いたことを鮮明に覚えて

おります。と同時に、翌月の 10 月に国

会で演説をして頂いたわけでございま

す。誠に感動的でございました。 

 金大中大統領が、恐らく今日のセミ

ナーでもお話があったと思いますけれ

ども、私が一番印象深く思っておりま

すのは、やはり日本側は歴史を直視し

て、そして歴史を恐れて、真実を認め

る勇気を持てと。韓国も戦後の民主主

義国家として変貌した日本を評価して、

未来に希望を持とうとじゃないかとい

う演説をされたんだと思っております。

それが、やはり韓国における日本文化

の開放、そして日本における韓流ブー

ム、そして 2002 年のワールドカップと

いうふうに結び付いて行ったわけです

ね。過去 50 年間の中で最も日韓関係が

良かった時かも知れません。 

 当時、金大中大統領の国務総理を務

めておられた金鍾泌先生、金泳三大統

領の時にも務めておられましたが、2年

ぐらい前でしたかね。従軍慰安婦問題

でにっちもさっちも行かない時にご自

宅にお邪魔をして、どうしたら良いで

すかという話をしたら、「額賀君ね、両

国ともね、政治家はですね、少し意地

を張り過ぎてるんじゃないか」と。「も

う少し楽に、気軽にね、お互いに話せ

るような、そういう関係を作りなさい

よ」ということでした。さすが、その

三金時代と言われた、かつて最も困難

な時に韓国をリードして来た、日韓関

係を築いて来た指導者らしい発言だな

ということを覚えております。 

 まさに今、やはり 20 周年になったの

を機会に、気軽にあまり片意地張らず

にお互いに話し合って、良い関係を築

いて行く、そんな感じをぜひ政治家も

経済界の人も文化人も皆が築いて行く

ことができれば良いなと思います。 

文在寅大統領もまた来日する予定で

ありますので、このセミナーを機会に、

このパートナーシップ宣言を再び作り

上げて行くことにしたいと思っており

ます。南北関係、米朝関係も新しい時

代に入りつつあるわけでございます。

米朝関係の新しい関係の樹立、そして

朝鮮半島の完全なる非核化、そして平

和体制の構築、そういうことに向けて、

しっかりと緊張関係から、新しい道に

向かって行くように、お互いに頑張っ

て行きたいと思っております。 

今日のセミナーの成果を心から讃え

て、私のお祝いの言葉にしたいと思い

ます。おめでとうございました。(拍手) 

 

(司会)ありがとうございました。続き

まして、韓日親善協会中央会からのご

祝辞を賜りたいと存じます。韓日親善

協会の皆様は、全員ご登壇願います。 

 それではご紹介致します。 

元駐日韓国大使、会長代行、柳興洙

様。(拍手) 

副会長沈允肇様。(拍手) 

常勤副会長、裵泰洙様。 

理事、朴相圭様。(拍手) 

事務局長、玉經根様。(拍手) 

それでは、韓日親善協会中央会会長

代行、元駐日韓国大使、柳興洙様より

ご祝辞を賜りたいと存じます。よろし

くお願い致します。(拍手) 

 

(柳)アンニョンハシムニカ。 

(会場)アンニョンハシムニカ。 

(柳)これからは私、通訳も付いていな

いので、下手な日本語でございますけ

れど日本語でお話させて頂きます。皆

様、今晩は。 

(会場)今晩は。 
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(柳)ただ今ご紹介頂きました、韓日親

善協会の中央会会長代行を務めている

柳興洙でございます。今日は韓日パー

トナーシップ共同宣言20周年を迎えて、

心からお祝いの言葉を申し上げます。

また、先ほど立派なセミナーを開いて

頂いた日韓親善協会の河村建夫会長を

始めとする関係者の皆様、民団の呂健

二団長を始めとする関係者の皆様にも

改めて敬意を表したいと思います。 

何回もセミナーでお話がありました

けれども、この共同宣言というものは、

韓日・日韓において新しい時代を開幕

する、そういう極めて重要な一つの歴

史的な事件ではなかったかと、私は思

っております。このセミナーで、ここ

にいらっしゃる小此木政夫先生の講演

や、小渕優子先生の特別スピーチを拝

聴して、私は本当に色々と勉強になり

ました。大使として務めている時より

も、2年間いましたけど、その時よりも

この 1 日の数時間で勉強したのがもっ

と多かったというような、そんな感じ

でございます。 

 この共同宣言によって、皆様ご存じ

のように、韓日両国は色々な分野で交

流が拡大して来ました。経済・安保・

政治。その中でも、セミナーでも色々

お話がありましたけれども、大衆文化

の開放、その扉を開いたということは、

これは本当に画期的なものではないか

と私は思っております。そのお陰で今、

韓国でも自由にどこでも日本の演歌を

聴くこともできるし、また日本では韓

国料理とか韓国文化を広く楽しめるこ

とが、できるようになったのではない

でしょうか。今、日本でも流行ってい

る K ポップとか、また韓国でも、村上

春樹の小説がこんなに人気になるなん

てこの共同宣言があってこそできたも

のではないかと思っております。 

 先ほど、人的交流も増えて今、1000

万人近くになったというお話がありま

したけれども、その中では私は二つが

少し気になります。1000 人の中で 3 分

の2以上が韓国から日本に来る人です。

残り 3 分の 1 に足らないくらいが、日

本から韓国に来る人です。もっと日本

の方々が韓国に来て下さいと頼みたい

と思います。それから、韓国から日本

に来る人の中でも、よく調べてみれば、

いつも来ている人が多いということが

あるんです。例えば、私たちはもう日

本に3回も4回も5回も来るでしょう。

それを含めると、たくさんの人になり

ますけれども、新しく来る人がそんな

にはいない。だから、日本に一度来た

人がまた来るというのは、日本が好き

だから来るのではないでしょうか。で

あるならば、たくさんの人がもっと来

るようにする必要があるんじゃないか

と私は思っております。 

 今から 20 年前に、金大中大統領と小

渕総理の決断によって、こういう宣言

が行われたということは、非常に尊敬

すべきものだと私は思います。20 年前

の韓国社会というのは、金大中先生み

たいな政治家でなければ、ああいう決

断はできなかったと私は思います。先

ほど、額賀先生がおっしゃったように、

私は国会議員の時に韓日議員連盟で働

いていたので、小渕先生にもよくお会

いしました。小渕先生は私と同じ年で

す。それで、そういう両国の偉大なる

指導者がいたからこそ、こういう宣言

ができた。私は確信しております。だ

から、今もそういう勇気ある立派な政

治家の登場が両国に望まれている時期

ではないかなと、私は思っております。

だから皆様、この立派な小渕・金大中

パートナーシップ宣言をもう一度生か

しながら、これからまた未来志向に向

けて、また新しい時代を開幕するよう

に、互いに頑張って行きましょう。あ

りがとうございました。(拍手) 

 

(司会)カムサハムニダ。ありがとうご

ざいました。続きまして、外務省アジ
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ア大洋州局参事官、田村政美様よりご

祝辞を賜りたいと存じます。よろしく

お願い致します。(拍手) 

 

(田村)ただ今ご紹介に預かりました、

外務省アジア大洋州局の田村と申しま

す。恐らく最も若輩者の一人かと思い

ますが、このような高い所から失礼致

します。 

河村建夫日韓親善協会中央会会長、

呂健二民団中央本部団長、諸先生方、

並びにご列席の皆様、この度は、「日韓

パートナーシップ宣言20周年記念セミ

ナー」のご成功、本当におめでとうご

ざいます。日韓・韓日親善協会の皆様

におかれましては、長きにわたり草の

根レベルの交流を通じて、両国国民の

相互理解の増進に努めて頂いているこ

とに感謝申し上げます。 

 実は私も昨日夜、ソウルから帰国致

しました。昨日はソウルでは「韓日交

流おまつり」が開催されております。

この行事には 7 万を超える人がいらっ

しゃった、大成功だったというふうに

聞いております。古くは、朝鮮通信使

の壮大なデモンストレーションがござ

いました。また、生まれて間もない 2

歳、3歳の韓国の子どもたちが金魚すく

いに興じる姿は大変ほほ笑ましく、ま

た日本のアニメのコスプレをしている

韓国の若者がたくさん楽しんでいる姿

を拝見致しました。一番感動的だった

のは、日韓の小学生、中学生くらいの

子どもたちが 100 名ほど、日本の歌、

そして韓国の歌、これを両方ともです

ね、非常に美しいコーラスで合唱する

という姿を目の当たりにしました。国

民レベルの交流の重要さ、皆様がこれ

まで育んで来て下さった交流の重要性

というものを再確認したところでござ

います。 

 また、本日は徐薫国家情報院長が安

倍晋三総理を訪問して下さいました。

北朝鮮という大変重要な問題にいかに

取り組んで行くかについてじっくり議

論されたということを承知しておりま

す。この点も日韓、非常に重要なパー

トナーとして、これから取り組んで行

かなければいけないことだと思ってお

ります。 

 本日は、日韓パートナーシップ 20 周

年ということで、セミナーを開催して

頂きましたが、外務省の方でも、河野

太郎大臣のもと、今後の日韓交流を考

えて行くタスクフォースを立ち上げ、

これからも日韓交流をしっかり進めて

いくということで、大臣以下取り組ん

でいるところでございます。 

 最後に、長年にわたり日韓親善関係

の発展のために貢献して頂いている皆

様、特に日韓・韓日親善協会の皆様に

改めて感謝申し上げると共に、今後の

益々のご発展をお祈りして、私の挨拶

とさせていただきます。どうもありが

とうございました。(拍手) 

 

(司会)ありがとうございました。続き

まして、ご来賓をご紹介致します。始

めに、先ほどは記念セミナーにて基調

講演と鼎談を担って下さいました、慶

應義塾大学名誉教授、小此木政夫先生

をご紹介致します。(拍手) 

 

(小此木)何か一言言うんですか。今日

は小渕優子先生にもおいで頂き、大変

有意義な議論ができたと思います。河

村会長や呂団長のご意見も色々とお伺

いすることができました。改めて、金

大中・小渕恵三、2人の指導者の共同宣

言の意味というものを噛み締めた、そ

ういう思いが致します。今後とも、色々

なことがあろうかと思いますが、日本

と韓国が手を結んで悪くなることは何

もありません。二つの国の友好のため

に、あるいは提携のために努力して行

きたいと思います。どうぞよろしくお

願い致します。(拍手) 
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(司会)ありがとうございました。続き

まして、国会議員の先生方をご紹介致

します。誠に恐縮ですが、国会議員の

皆様は先ほどご挨拶を賜った方を除き、

全員ご登壇頂ければと存じます。 

 

(司会)それではご紹介致します。 

 自由民主党衆議院議員、逢沢一郎様。

(拍手) 

 公明党参議院会長、参議院議員、魚

住裕一郎様。(拍手) 

 立憲民主党最高顧問、衆議院議員、

海江田万里様。(拍手) 

 国民民主党参議院議員、増子輝彦様。

(拍手) 

 日本共産党国会対策委員長、衆議院

議員、穀田恵二様。(拍手) 

 社会民主党副党首、参議院議員、福

島瑞穂様。(拍手) 

 日韓親善協会中央会副会長、自由民

主党衆議院議員、西村明宏様。(拍手) 

 

(司会)どうもありがとうございました。 

 それでは、恐れ入りますが西村先生

を除き、どうぞお戻り下さい。 

 それでは、乾杯に移りたいと存じま

す。乾杯のご発声は、日韓親善協会中

央会副会長、自由民主党衆議院議員、

西村明宏様にお願い致します。皆様、

グラスの準備はよろしいでしょうか。 

 

(西村)ご紹介頂きました中央会副会長

の西村明宏でございます。今日は韓国

から柳興洙会長代行を始め、多くの皆

様、そして全国から多くの皆様にお集

まり頂きまして、心から感謝を申し上

げたいと思います。 

今、色々なお話を伺ってる中で、呂

団長と一緒にソウルで遅くまで飲んだ

こと、そしてまた竹下総理のかばん持

ちをして韓国に伺ったこと、また小渕

総理が総理として伺った時に、やはり

かばん持ちとかさせて頂きました。

様々な会談のことが今、心に過(よぎ)

りながら、今日を迎えたわけでござい

ます。本当に小渕総理とそして金大中

大統領の結んだ共同宣言、この精神を

しっかりと胸に刻んで、新たな日韓パ

ートナーシップの構築と発展のために、

心一つに頑張って参りますことをお誓

いしながら、杯を上げたいと思います

ので、ご唱和のほどよろしくお願い申

し上げます。 

それでは、日韓のさらなる友好の絆

を深めるために、乾杯。 

 

(会場)乾杯。(拍手/歓談) 

 

(了) 

 


