１２月１７日︑李明博韓国大統領
が来日し︑野田佳彦総理大臣との間
で韓日首脳会談が行われる︒折りし
も韓流が空前のブームでもあり︑韓
日のこれからの協力関係の重要性が
大きく取り上げられている︒

一方︑両国の間に政治懸案も少な
くない︒歴史教科書問題︑独島問題︑
また従軍慰安婦問題などだ︒政府が
友好関係を演出すればするほど︑そ
れとは比例して問題も目立ち︑韓日
がいかにそれらを乗り越えようとし
ているのかに注目が集まる︒

こうしたなか︑朝鮮半島問題に精
通し︑独特の視点からの分析と論考
を繰り広げている朴一・大阪市立大
学大学院教授と︑小倉紀蔵京都大学
大学院准教授に︑韓日問題の今︑そし
てこれからを︑語っていただいた︒お
二人に︑韓流ブームに対する評価︑歴
史認識をめぐる考察︑在日︑日朝関係
など尽きぬ話題で対談していただい
た︒韓日関係は一くくりで語れない
ほど多様化し︑多角化しているとの
共通の視点が明らかとなった︒
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対談−日韓関係の「いま」を考える

お二人の直接の関わりは？
朴 先日︑私の近著﹃僕たちの
ヒーローはみんな在日だった﹄
︵講談社︶について書評を書い
ていただきました︒
小倉 本屋に行くと︑平積みに
なっていますね︒
朴 関西でよく売れているんで
すよ︒でも︑東京ではまったく
売れない︒どうしてでしょう
ね︒面白いのは水商売の近くの
本屋さんでよく売れていて︑ホ
ステスさんに圧倒的な人気なん
です︒よくサインを求められま
す︒たぶん本で紹介している人
物すべてを私の知り合いだと勘
違いしているからでしょう︒
韓流ブームについて
小倉 日本社会に対する不満や
物足りなさが反映されていて︑
それが背景にある限りは︑韓流
ブームは続くんではないでしょ
うか︒いま韓国が魅力的に見え
るということです︒民主化した
勢いや︑ダイナミズムとなって

韓国を世界に打って出させる原
動力につながっている︒それが
大衆文化とつながり︑ドラマや
映画に描き出すストーリーの面
白さと︑そこに登場する人々︑
そしてそれを製作する人々を魅
力的に感じさせているのでしょ
う︒これは一時的なブームとは
思えない︒
人間が主体的に運命を乗り越
えて未来を切り開いていくとい
う︑そういうタイプの人間像が
韓国ドラマなどに頻繁に描かれ
ています︒日本のドラマには見
られなくなったストーリーで
す︒もちろん︑かつて日本社会
がモダンな時代にはそういう人
たちがいっぱいいた︒未来に向
け自分一人の力で立ち上がった
り︑のしあがったりです︒
私が子どもの頃は︑そうした
精神が素晴らしいものとして教
育や家庭︑メディアでとりあげ
られていましたが︑いつしかそ
ういうものが目立たなくなって
しまったように思います︒そこ
に非常に物足りなさを感じる日
本人が多くて︑そういう主人公
やドラマが朝鮮半島から来たと
いうことではないでしょうか︒

ダイナミズムや面白みがない
という今の日本社会の閉塞感
と︑韓国への関心が非常によく
つながっていると思います︒閉
塞を打開できる人間像が日本社
会に見つけられないでいるので
はないでしょうか︒
韓流への反応は︑最初︑中高
年の女性たちでしたね︒彼女ら
の若いころには︑モダンな人間
像がかなり注入されていて︑文
学作品や映画でもそうした存在
が多数取り上げられていた︒で
も︑そうした人物像が取り上げ
られづらくなっている︒
ポストモダンの時代になり︑
人間性や主体性が問われないも
のが多くなり︑そこに飽きてい
た人々が韓流に走ったのではな
いかと︒
また︑ＫーＰＯＰは若い女性
が大きな存在感を示していま
す︒私の大学でもそうですが︑
男子学生より女子学生のほうが
ずっと主体的です︒留学のため
の面接ともなると︑ほとんど女
性です︒女性のほうが自己実現
への意欲や︑自分でどうやって
運命を切り開くのか︑非常に関
心が強いように感じます︒そう

した女性が日本の俳優や歌手よ
りは韓国の女性グループに反応
するのは当然のことだと思う︒
自分たちで世界に打って出よう
ということに︑かっこよさを感
じているのだと思います︒

朴 韓国の市場は狭い︒当然︑
韓国が生き残るためには︑海外
に向けて商品をつくらざるを得
ません︒
一方︑日本は国内市場で一定
は賄える︒日本向けの商品で運
がよければ海外にも展開を︑と
いうわけです︒先日も中国で人
気のある外国人ベスト１０が発
表されました︒１位から８位ま
では韓流スターでした︒９位に
ようやくキムタクが入りまし
た︒ある中国朝鮮族と話してい
たら︑キムタクだから︑あの人
も在日じゃないかと︒それはち
がうと言っておきましたが︒
韓国は海外で勝負できなけれ
ば生きていけない︒韓国人の留
学生が多いのは︑そのためだと
思います︒日本の学生は留学し
ないし︑できない︒就職活動が
早くて︑大学３年生から就職探
しで忙しくて︑留学どころでは
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朴一（ぱくいる）

同志社大学大学院博士課程修了（商学博士）
、立正大学経済学部専任講師、
大阪市立大学経済
学部助教授を経て、現在、大阪市立大学大学院経済学研究科教授。地方自治体の各種行政委
員を歴任。
主な著書『韓国 NIES 化の苦悩』同文館（1992）
、
『アジア NIES』世界思想社（1994）
（編著）
『在日という生き方』講談社メチエ（1999）
、
『転換期のアジア経済を学ぶ人のために』世界思
想社（2000）
、
『朝鮮半島を見る眼』藤原書店（2005）
、
『在日コリアンってなんでんねん』講
談社プラスアルファ新書（2005年）
、
『僕らのヒーローはみんな在日だった』講談社（2011年）

良かれ悪しかれ韓国のプレゼンスが日本で高まり

韓国人の持つメンタリティが生
かされています︒与えられた運
命や環境に順応するのではな
く︑そこでどうやって人間の主
体性や自分なりの人生をみつけ
ていくのかという世界観に︑大
衆文化の形式がぴったりはまっ
たのではないかと︒キーワード
は︑自らの運命を自らが導き出
す主体性ではないか︒
日本の大衆文化はポストモダ
ンです︒逆にそれに魅力を感じ
ている人々が韓国や中国︑アジ
アに結構いて︑競争一辺倒で翻
弄されて自尊心が傷ついて︑う
んざりしている人たちが日本の
大衆文化に惹かれているという
点もある︒互いに探しあってい
るということなのでしょう︒

朴 良かれ悪しかれ韓国のプレ
ゼンスが日本で高まっていま
す︒やっぱり社会全体が韓国の
存在を無視できなくなってい

る︒私が最近︑メディアの中で
少し疲れてきたのは︑私が出る
番組で︑例えば領土問題などを
論じますと︑ディレクターが言
うわけです︒とにかく韓国側の
立場から竹島は韓国領だと叫ん
でください︒そうすると誰々が
叫び返ししますので︑と︒
こんなことやってられんなあ
と︒いくらもない出演料もらっ
て︑その都度学長に呼び出され
てですね︒ただ︑韓国の立場を
説明する役割はいるわけです︒
日本側の一方的な主張のみなら
ず︑韓国の主張も出揃うこと
で︑バランスが保たれる︒その
上でどのように歩み寄るのか︑
未来志向的な議論につながれば
と︑努力しています︒
最近は︑多様な意見に耳傾け
るメディアの役割が軽視され︑
視聴者のナショナリズムを利用
するような内容がメディアから
垂れ流されることが多くなって

社会全体がその存在を無視できなくなっている︵朴︶
ない︒がんじがらめの内型社会
に追い込まれていて︑活力がそ
ぎ落とされている︒ただ︑そん
な中でも女性のほうに︑外に出
て行きたいと考えている学生が
多いのではないか︒韓流はそう
した中から生み出された海外向
け商品なのです︒
しかし全体的に見てみると︑
韓国の商品を日本で売るのにた
いへん苦労しています︒韓国の
現代自動車は世界展開していま
すが︑大阪では中央区のツイン
タワーのショールームも︑泉大
津の販売店も撤収してしまいま
した︒韓流にとっても︑世界で
もっとも難しい市場が日本では
なかったかと思っています︒
小倉 韓流も輸出用であること
は同感です︒ただ︑韓流は商品
ではなく︑人間の魅力で売って
いると思います︒それを作り出
す土台があり︑それを生み出す
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小倉紀蔵

東京大学文学部ドイツ文学科卒業、電通社員を経て、韓国留学。
ソウル大学校哲学科博士課程単位取得（東洋哲学）
、東海大学外国語教育センター助教授、
京都大学大学院人間・環境学研究科助教授を歴任し、現在、京都大学大学院人間・環境学研
究科准教授
主な著書に『韓国は一個の哲学である』講談社現代新書（1998）
、
『韓国、ひき裂かれるコス
モス』平凡社（2001）
、
『韓国、愛と思想の旅』大修館書店（2004）
、
『歴史認識を乗り越える』
講談社現代新書（2005）
、
『韓流インパクト』講談社（2005）

います︒ある種︑右に対する左
の力が相対的に低下しているこ
とによるためでしょうが︑論壇
ではそれがより顕著で︑左派の
言論空間が縮小し︑多様な意見
を論じ合うことで拮抗させてき
た社会のバランスが急激に衰退
してきました︒
韓国ではそれがまだ成立して
いますので︑その部分ではまだ
韓国のほうが健全ではないかと
思います︒
先日︑フジテレビ前で行われた
韓流ドラマの放映に反発する
人々のデモがありましたが︒
小倉 韓流ドラマを大量に流し
ているフジテレビに︑彼らは顔
をさらしてデモをしました︒単
なる嫌韓流の電子空間での匿名
の誹謗中傷ではなく︑もっと独
自の番組制作を行え︑自分たち
も努力しろというものだと受け
止めました︒もちろん︑保守的

な立場からの主張もありまし
た︒韓国のコンテンツに依存す
ることで︑韓国に物言えなくな
るのではないかと︒歴史問題な
どで︑頭があがらなくなるので
はないかと︒
こうしたナショナリズムの問
題も︑あるとは思いますが︑韓
国にもスクリーンクォーター制
があり︑自分たちの独自の市場
を守るという発想は特別珍しい
ことではありません︒それは実
は文化を守るという意味でもあ
り︑スクリーンクォーター制に
より韓国の映画産業は守られて
きたという側面からいえば︑あ
のデモについて否定的捉え方
は拙速な気がします︒

朴 １９９８年まで韓国は日本
の大衆文化の輸入を禁じていま
したし︑日本も韓国に対して政
策的に実施するということは︑
私はありだと思います︒
ただ︑テレビ局はやはり視聴

率優先で︑視聴率が取れればそ
れでＯＫなんですね︒韓流ドラ
マの中にも︑たいした内容でな
いものもあります︒すべてが運
命を乗り越え未来を切り開く内
容ばかりではない︒でも︑安い
料金で放映権を買い取ったドラ
マが夜中の２時︑３時に一定の
視聴率が取れるとすれば︑どこ
の放送局でも放送するでしょ
う︒そこを責められる筋合いは
ないというのが︑放送局の本音
ではないでしょうかね︒
一方︑アメリカのドラマが日
本の放送枠の何割かを占めたと
して︑デモは起こりますかね？
やはりどこか﹁韓国﹂のもので
あることに対するある種の反発
があるのではないかと思いま
す︒

小倉 日本には今︑余裕がな
い︒抗議デモする人たちは切羽
詰った人たちではないか︒あそ
こでデモした人たちは︑韓国の

韓国のダイナミズムに魅力を感じる人が増える一方で

日本社会の余裕のなさが韓国への批判意識にもつながる︵小倉︶
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す︒しかし︑それは正しくない︒
授業の一環でサムソンのショー
ルームに学生らを連れて行く
と︑商品の斬新性や技術力︑価
格帯に大きな驚きを示します︒
韓国製がここまで来ているのか
と︒
さらに韓国はＦＴＡでヨー
ロッパや北米で競争力をつけて
いきます︒その上に韓流で︑日
本の国内まで進出してくるとな
ると日本にとって脅威に映るの
は仕方ないことかもしれませ
ん︒そうした観点に立てば︑あ
のようなデモを起こる背景につ
いてもわかるような気はしま
す︒
小倉 やはり日本社会に余裕が
なくなっていることと密接につ
ながっていると思います︒
朴 私は︑ドラマがとても好き
で︑かつてドラマ作家になりた

いと思ったほどです︒１９７０
年代に山口百恵さんの赤いシ
リーズがありましたよね︒あの
シリーズなどは明らかに運命を
乗り越え未来を切り開く作品で
す︒韓国のドラマ界は︑日本の
あの当時の作品を研究している
のではないでしょうか︒他にも
３年Ｂ組金八先生なども︑その
部類に入るのではないでしょう
か︒まさに他者の心に入り込む
ような言葉の応酬︑韓国ドラマ
の特徴です︒特に︑金八先生な
どはキン︑パチで︑在日を思わ
せるような︵笑︶
韓流ドラマの源流に日本の作
品があるのではないか︒これが
成熟し︑技術も進むと言葉では
ない描き方が生まれてくる︒い
まの日本のドラマのようになっ
ていくのではないかと︒日本の
進みすぎたドラマについて︑見
る側は韓国ドラマで原点に戻っ
ているのではないでしょうか︒

より幅広い歴史教育をおこなうことで
対立を超えて︑平和構築と共同利益の追求を︵朴︶
存在がとても大きく見えている
のではないか︒
日本と韓国の関係で考えれ
ば︑韓国側が日本について物申
すというのが︑言わば常態化し
てました︒だが︑あのデモは日
本社会の中に韓国に反応する
人々が増えていて︑ネット空間
で匿名で誹謗中傷をするのでは
なく︑表に出て韓国について自
分たちの主張はこうだと︒韓国
の市民デモにあらわれる意思表
示と似てきていて︑それはそれ
で健全ではないかと考えるので
す︒
朴 ヨーロッパ︑北米︑南アジ
アにいけば︑ソニー︑日立︑パ
ナソニックを凌駕してサムソン
が存在感を見せています︒日本
のエコノミストの中には︑サム
ソンの躍進はウォン安誘導によ
るもので︑製品開発の優位では
ないと評したりする人がいま

小倉 赤いシリーズなどは捨て
子という境遇であったり︑病を
抱えていたりと︑主人公がマイ
ナスからゼロ︑そしてプラスに
転換するのかという内容でした
ね︒まさに韓流ドラマに出てく
る主人公の背景設定です︒

朴 韓国は植民地︑分断︑独裁︑
民主化︑こうした社会矛盾が︑
ドラマが描かれる精神世界の背
景となっている︒日本では安保
闘争以降︑ドラマチック性が弱
くなってしまったように思いま
す︒
一方で︑在日の作家の作品が
なぜよく売れ︑評価されるの
か︑被差別の経験︑マイノリ
ティとしての独特の社会体験が
作品の背景に生きているためで
はないかと思うのです︒

小倉 人間が生き生きとしてい
る時代性ってあると思います︒
日本だったら︑団塊の世代の人
たちがそうだったのではないだ
ろうか︒プレモダン︑モダン︑ポ
ストモダンが肉体化した世代で
す︒時代状況がごちゃまぜに

10

No.27

コリアＮＧＯセンター
NEWS LETTER

対談−日韓関係の「いま」を考える

なっていることが表現の質や奥
行きを与えているのではないか
と思いますね︒
これからの韓日関係
朴 小倉先生の著書﹃歴史認識
を乗り越える﹄
︵講談社現代新
書︶を読んだのですが︑ここで
は過去の歴史とどう向き合うか
ということがモティーフになっ
ています︒教科書問題について
も触れておられ︑日韓問題を考
える上で切り口になると思いま
す︒

以前︑小泉さんが首相在任中
に韓国を訪問した︒視察に立ち
寄った旧西大門刑務所でおこ
なった演説内容を小倉先生は評
価しておられます︒ところが︑
当時の報道では小泉演説の﹁互
いに反省すべき﹂という部分の
み強調されて︑それに韓国社会
が反発︑小泉演説は評価される
どころか批判にさらされた︒
しかし︑演説の全文を読む
と︑結構いいことを言ってい
る︒小泉さんはその中で︑日韓
の歴史共同研究を提起し︑この
研究によって韓日の歴史和解へ
のきっかけづくりができるので
はないかと期待は高まりまし
た︒しかし︑残念なことに日本
も韓国も︑委員として選ばれた
のは︑それぞれのバーチャルヒ
ストリーを重視する人々であ
り︑当然︑そこで持論を展開す
るわけですから︑意見差異が狭
まるはずがない︒
それはそうでありながらも︑
日韓歴史共同研究のもたらした
功績としては︑相互の歴史︑あ
るいは歴史観を知るということ
に関心を集めたということで
す︒たとえバーチャルヒスト

リーであっても︑それが誕生し
た背景を知るということはとて
も重要です︒
それから第一次教科書問題が
起こったことを受け︑教科書検
定に関わり日本政府は﹁近隣諸
国条項﹂を設けました︒これは
日本の教科書に近隣諸国︑主に
は韓国や中国に配慮するという
ものです︒
しかし︑日韓歴史共同研究に
おいて︑韓国の歴史教科書に日
本側が要望することができるよ
うになりました︒韓国の歴史教
科書に﹁村山談話﹂や﹁憲法第
９条﹂を載せてほしいというも
のです︒これはこれで双方の歴
史的相克を超える大きな進歩で
はなかったかと思います︒

小倉 国民国家を築いて行く上
で︑特定の歴史観が生まれ︑
バーチャルヒストリーが生み出
されている過程は︑一定ありう
ることで︑避けることはできま
せん︒ただ︑それがただ一つ正
しい歴史だとなると接点は喪失
してしまいます︒お互いがどの
ような歴史をつくろうとしてい
るのかを知ること︑そしてそれ

についてある程度自由に批判が
できることは非常に大切なこと
です︒
先日︑亡くなった元東亜日報
社長の権五琦︵クォンオギ︶さ
んは朝日新聞の若宮啓文さんと
対談した﹃韓国と日本国﹄︵朝日
新 聞 社 ︶で そ の よ う な こ と を
言っておられ︑韓国人が真摯に
自分たちの歴史認識や歴史の作
り方をもっと反省すべきだと
語っています︒
同時に︑日本側もまたそれに
対する理解が求められます︒歴
史も実証主義だけではなく︑歴
史をどう見るかということが重
要ですから︑学生たちにはそう
したことを教えて行きたいと考
えています︒また︑韓国は統一
の課題がありますので︑歴史観
が完結するわけでありません︒
それぞれの歴史観について︑そ
れが双方にとってどのような意
味を持つか︑そうした観点から
ときに批判しあうことは許され
るべきだと考えます︒

朴 韓国は南北間における歴史
認識の乖離もあります︒歴史教
科書における両論併記を容認す
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ら韓国の︑それぞれの国民国家
の立場からの発言しかできない
ということをいかに乗り越えて
行くのか︑大切なことだと考え
ています︒
朴 日本には竹島が韓国のもの
だと主張する学者がいる一方
で︑韓国に独島は日本のものだ
と主張する学者はほとんど見当
たりません︒小倉先生が書籍で
そのことに触れていました︒た
しかに考えてみると︑それは多
様な歴史観という点で︑若干異
様な感じもします︒
一方︑２００３年から韓国に
おいて教科書検定制度が始ま
り︑検定に合格した教科書を選
択できるようになりました︒高
校で韓国近現代史では４社が検
定に合格したのですが︑そのう
ちのひとつに植民地近代化論に
ついて肯定的に触れたものがあ
ります︒植民地支配時期のイン

２０１２年は韓日にとって政

小倉 本当は︑歴史が重要では
なく︑政治が重要なんですね︒
歴史とは政治に従属させられて
しまうので︑政治が不利になる
ような歴史を語ることはなかな
か難しいわけです︒そうした中
でアカデミズムが重要だと思い
ますし︑歴史学者の役割が大き
い︒ただ︑日本のアカデミズム
は最近そうした役割や使命を放
棄してしまっているような印象
です︒そうした中で加害の歴史
や国民国家を乗り越える歴史観
を打ち立てる発信は︑いっそう
難しくなっていくでしょう︒

フラが解放後の韓国近代化にプ
ラスになったと︒そうした意味
で︑韓国国内も成熟を重ねるこ
とで歴史観に多様性が生まれつ
つあるのではないかと思いま
す︒

いまや日韓関係は多様化しており
政治や外交によってすべてが左右されない︵小倉︶
る幅の広い歴史教育を行うこと
をもっと積極的に受入れていい
のではないでしょうか︒領土問
題についても︑韓日での主張を
書き込み︑その上で平和︑双方
にとっての利益に何が必要かを
子どもたちが考えるのです︒
小倉 ただ︑国民国家の歴史観
を抱えてしまっている人々に
とってはそれが難しい︒日韓に
朝鮮民主主義人民共和国も含め
た三国のうち︑もっとも国家か
らの自由があるのは日本だと思
うので︑日本の市民社会が率先
して三国の歴史観を併記するよ
うな教科書を作り出していいの
ではないか︒
正直︑日韓に横たわる領土問
題や︑戦後処理の問題も︑日本
社会のどれだけの人々に関心が
あるでしょうか︒また︑日本の
中にも多様な歴史観があり︑日
本人だから日本の︑韓国人だか

治的変動期を迎えます︒それが
どのような影響を与えるでしょ
う？

小倉 日本と韓国との間で完全
なる対等はありえないと思いま
すが︑かなりの分野で対等性が
生まれてきたように思います︒
だからゆえに歴史問題でも多様
な対話が広がってきた︒日韓関
係において︑全般的な︑という
取り扱いはあまり意味がないよ
うに思います︒新聞の見出しな
どで﹁日韓関係が悪化した﹂と
いっても︑それは首脳同士のこ
とであり︑市民レベルまで全面
的に悪化したわけではない︒２
００５年に教科書問題や領土問
題で日韓関係は揺れましたが︑
その一方で︑日韓友情年の取り
組みが同時進行で行われ︑さま
ざまな交流事業が実施されまし
た︒
つまり日韓関係は多様化し︑
いたるところに日韓関係が存在
し︑個人レベルでも日韓関係が
あるのです︒政治や外交によっ
てすべてが左右されることはあ
りえなくなっています︒
一方︑かつては韓国における

12

No.27

コリアＮＧＯセンター
NEWS LETTER

対談−日韓関係の「いま」を考える

様々な問題の解決策を日本の事
例から学ぶということが一般的
でしたが︑いまでは日本におけ
る問題の解決策を欧米から求め
るというだけではこと足りなく
なって︑韓国から参考に引き出
し︑ヒントを導き出す時代にも
なってきている︒
朴 基本的には国対国の関係か
ら︑地方対地方︑釜山と大阪︑済
州道と大阪が︑という関係が大
切ですね︒基本は国際外交では
なく︑民際外交の時代になって
きていると思います︒若い人が
その担い手となってほしいと
願っています︒

私たち在日はそうした民際外
交にとって︑日韓のバーチャル
ヒストリーから距離を置いて論
じられる最も有利な立場ではな
いかと考えています︒日韓の間
で揺れ動いてきたからこそ葛藤
があり︑悩みがある︒
その地点から日韓の課題や展
望を独自の観点を見つけ出すこ
とができるのだと思います︒国
家と民族を峻別して考える存在
であるというのが在日の可能性
だと考えます︒
小倉 韓流ブームを考える上
で︑本当はもっと在日コリアン
が活躍できる︑してほしいとい
う思いがありました︒しかし︑
在日の頭を超えて日本人が韓国
に暮らす人々と直接対話してし
まうという格好になりました︒
韓流が︑在日への関心につなが
らないもどかしさ︒そうしたこ
とを語る声も聞いています︒
在日は日韓を相対化できる可
能性があると思うのと︑日韓の
間で置いてけぼりになっている
と捉える人と︒あるいは︑在日
の若い人々の中には︑日韓の架
け橋にと言われても︑という人

もいます︒

朴 在日が持つ韓流への捉え方
も多種多様で︑日韓問題への関
わりも多様化しているというこ
とだと思います︒

小倉 韓流ブームを背景にして
日韓関係はあまり心配していな
い︒ただ︑これから日朝関係がど
うなっていくか︒政治や外交に
進展が見られない場合︑文化の
力で日朝間の対話や関係改善の
糸口みたいなことが探し出せな
いかと考えています︒文化や学
術が果たす日朝関係における役
割を重要視したいと思います︒

朴 ２０００年の南北首脳会談
は︑日朝関係を大きく前進させ
る絶好の機会になったと思いま
す︒その後に︑小泉さんの訪朝も
ありました︒しかし︑その期待は
完全に崩れてしまいました︒拉
致問題が日本社会に与えた嫌悪
はかなり深刻で︑それが払拭さ
せるまでかなりの時間がかかる
のではないかと思います︒
一方︑朝鮮半島に関わり︑いい
面︑悪い面の両方を受け止めて

行くことが日本社会に求められ
ている︒それはどの国との関係
においても必要なことです︒歴
史はきれいなものばかりではな
い︒日米関係や日中関係におい
ても被害や加害の両方がある︒
拉致事件の解決が日朝間のすべ
ての入り口であるとする考え方
は︑逆に選択肢を狭めてしまう
ことになりはしないかと危惧し
ます︒

小倉 中国は核兵器も持ってい
るし︑一党独裁の国です︒しか
し︑それが理由となって日中間
の市民交流が阻害されるという
ことは聞いたことがない︒
ただ︑北朝鮮とはすぐに行き
詰ってしまう︒政治の課題を別
個にした市民どうしの交流が常
に開かれているべきです︒日朝
関係においては︑国家と市民を
分けて考える視点が弱い︒そう
した意識は政治だけでなく︑マ
スコミも弱く︑それは深刻で
す︒だからゆえにアカデミズム
の世界が︑その部分を牽引する
役割を担うべきではないかと考
えます︒
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