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◆プログラム◆ 
【東京大学グローバル地域研究機構韓国学研究部門開所記念シンポジウム】 
「日韓国交正常化 50周年と日本の韓国研究」 
 (外務省「日韓国交正常化 50 周年記念事業」認定プログラム ) 

 

 
【日時】：2015年 7月 12日（日）	 13時～18時 20分 
【場所】：東京大学駒場Ⅰキャンパス 18号館ホール 
【主催】：東京大学大学院総合文化研究科・グローバル地域研究機構韓国学部門 
【後援】：韓国学中央研究院 
【協力】：東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻 
 
【祝辞】（13時～13時 30分） 
・生越直樹（東京大学、大学院総合文化研究科、副研究科長） 
・遠藤泰生（東京大学、大学院総合文化研究科、グローバル地域研究機構長） 
・吉見俊哉（東京大学、大学院情報学環、現代韓国研究センター長） 
・李熙燮（駐日本大韓民国大使館、公使） 
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【基調講演】（13時 30分～13時 45分） 
・木宮正史（東京大学、韓国学研究部門長） 
「日韓国交正常化 50周年と東京大学韓国学研究部門の役割」 
 
【記念講演】（13時 45分～14時 25分） 
・池明観 
「日本の韓国研究への期待」 
 
【第 1セッション（14時 30分～16時 20分）】 
「日韓国交正常化 50年の日韓関係をどのように読み解くか 
－ブックコンサート『日韓関係史	 1965-2015	 １政治・２経済・３社会・文化』
（東京大学出版会）書籍を公刊（編集）して」 
 
司会：外村大（東京大学） 
＜政治＞ 
・木宮正史（東京大学） 
・李元徳（国民大学） 
・浅羽祐樹（新潟県立大学） 
 
＜経済＞ 
・安倍誠（日本貿易振興機構アジア経済研究所）	  
・金都亨（翰林大学） 
・深川博史（九州大学） 
 
＜社会・文化＞ 
・磯崎典世（学習院大学） 
・李鍾久（聖公会大学） 
・本田洋（東京大学）	  
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【第２セッション（16時 30分～18時 20分）】 
「東アジアのパワーシフトと日本の韓国・朝鮮半島研究」 
 
司会：木宮正史（東京大学、韓国学研究部門長） 
パネリスト	  
・木宮正史「比較政治、国際関係論、現代史研究の知見から」（東京大学、AKS
海外韓国学中核大学育成事業団団長） 
・生越直樹「言語研究の知見から」 
	 	 （東京大学、AKS海外韓国学中核大学育成事業団） 
・外村大「日韓近現代研究の知見から」 
	 （東京大学、AKS海外韓国学中核大学育成事業団） 
・月脚達彦「朝鮮近代史の知見から」 
	 （東京大学、AKS海外韓国学中核大学育成事業団） 
・有田伸「韓国社会研究の知見から」 
	 （東京大学、AKS海外韓国学中核大学育成事業団） 
・三ツ井崇「朝鮮近代史の知見から」 
	 （東京大学、AKS海外韓国学中核大学育成事業団） 
・金志英「アメリカの日本韓国研究から見た知見」 
	 （東京大学） 
・李元徳「韓国の日本研究者から見た日本の韓国・朝鮮半島研究への要望」 
	 （国民大学） 
 
【レセプション】18時 30分～：（18号館オープンスペース） 
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【基調講演】 
 
「日韓国交正常化 50年と日本の韓国学研究」 
 

木宮正史（東京大学、韓国学研究部門長） 
 
1. 日韓関係の現状をどのように見るのか 
	 国交正常化以後 50 年の日韓関係は、1990 年を前後する、前半期の冷戦期の
日韓関係と、ポスト冷戦期の後半期の日韓関係とに分けて考えることができる。

冷戦下の日韓関係が一貫して良好だったわけではない。しかし、冷戦体制下、

対米同盟関係を共有し反共自由主義陣営に属する隣接国家として、日韓は主と

して経済協力を通して互いの経済発展と政治的安定を図り、それによって北朝

鮮に対する韓国の体制優位を確実なものにすることで、相互の協力関係を構築

してきた。 
	 では、後半期、ポスト冷戦期の日韓関係はどうだったのだろうか。一方で、

いろいろな意味で日韓の距離が非常に縮まったことは間違いない。この25年間、
日本社会における「韓国の存在感」がこれほどまでに高まるとは、予想を超え

るものであった。韓国の持続的な経済発展、さらに、それに基づく政治的民主

化によって、日韓の「価値観の共有」は顕著なものになった。さらに、それま

で冷戦体制や「言葉の壁」に起因して自由な交流が制限されていた日韓の市民

運動の交流など、日韓の市民社会の交流も飛躍的に活発になった。また、イン

ターネットの普及は、相互に相手国のニュースやそれにまつわる情報を瞬時に

知ることができるようになった。そのうえ、相互の文化交流に関する制限も撤

廃されることで、特に日本における「韓流」ブームは一大社会現象にまでなっ

た。 
	 しかし、他方で、それまで、ある意味では封じ込められていた、特に歴史と

関連付けられた諸問題が一挙に噴出する様相を示した。冷戦期にも、所謂「歴

史問題」が日韓の間に横たわっていたが、それは以下の二つのメカニズムによ

って顕在化されなかった。第一に、日韓ともに冷戦体制下における反共自由主

義陣営の共通の一員として、日本は反共の防波堤としての韓国の存立さらに体

制競争における「勝利」を支援する、韓国は日本の支援協力を獲得することに
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よって南北体制競争における「勝利」を確保する、という目標を共有し、その

達成を、日韓の間に存在する問題よりも優先させたからである。第二に、日韓

関係の非対称性である。韓国から見ると、日韓の間の諸問題に関して異議申し

立てを行うことはできるが、それはあくまで「弱者」からのものであり、自ら

の要求を貫徹できるということは元々考えていなかった。日本から見ると、韓

国の要求にある程度応じたところで、それが日本にとって致命的なものにはな

らないので「寛大に」対応することができた。 
	 しかし、冷戦が終焉し、南北体制競争が韓国の「勝利」という形で決着、そ

のうえ、日韓の力関係が相対的に水平化し、相互の存在感も相対的に均衡化す

る中で、冷戦期、非対称な日韓関係の下で封じ込められてきた日韓の間の諸問

題が韓国のみならず日本からも噴出することになる。 
 
2. 日韓の構造変容とその帰結 
	 ポスト冷戦期の日韓関係の構造変容の顕著な特徴として以下の 4 点を指摘す
ることができる。第一に、日韓関係の「水平化」である。韓国の持続的な経済

発展に伴って日韓の経済的格差が急速に縮まるとともに、国際政治における韓

国のプレゼンスも増大することになり、日韓関係は水平的なものに変容した。

第二に、日韓関係の「均質化」である。韓国の持続的な経済発展、さらにそれ

によって促進された政治的民主化は、市場経済と民主主義という価値観を共有

する日韓関係を成立させることになった。第三に、日韓関係の「多様化・多層

化」である。冷戦期、政治・経済領域に限定されていた日韓関係が、社会・文

化領域など多様な領域を含む関係に広がるとともに、それまで、中央政府間や

財界間に限定されていた関係が、市民同士の交流が飛躍的に高まることによっ

て広く市民社会全般を含む関係へと変容していくことになった。第四に、日韓

関係の「双方向化」である。韓国における日本のプレゼンスの相対的な低下、

日本における韓国のプレゼンスの相対的な上昇に伴い、価値、情報の流れに関

して、日本から韓国に向かう量だけでなく、韓国から日本に向かう量も飛躍的

に増大し、両者の均衡が次第にとれるようになってきた。 
	 では、こうした日韓関係の構造変容が日韓関係にどのような帰結をもたらし

たのであろうか。具体的には以下の四点で日韓関係の葛藤に影響を及ぼしてい

ると考えられる。第一に、「水平化」をめぐる日韓の対応の乖離である。以前は

日韓の「垂直的関係」に応じて韓国に「寛容」であった日本が、「水平化」した
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韓国に対して、パワーの増大に応じたより｢責任ある対応｣を求めるようになっ

たことである。日本との間で一度合意した約束を｢先進国らしく｣守るべきであ

るにもかかわらず、日本は韓国が「ゴールを動かす」ことによって問題を新た

に作り出しているとみて批判し、不信感を強める。それに対して、韓国では、

自国のパワー増大と、それに応じた交渉力増大を背景に、それまでに十分に貫

徹できなかった対日要求を今こそ貫徹するべきだという認識が強まる。 
	 第二に、「均質化」をめぐる認識の齟齬がある。日本では、従来から韓国に対

して「価値観の共有」という立場を強調してきたが、この背景には、価値観を

異にする中国などとの関係を念頭に置いて韓国との「近さ」をアピールする狙

いがあった。しかし、 近、日本から見ると、種々の局面における韓国の「中

国寄り」の姿勢、さらに、産経新聞ソウル支局長に対する名誉棄損罪による告

訴および出国禁止措置など「報道の自由」を疑わせる対応が見られるという認

識がある。それに対して、韓国から見ると、慰安婦問題などに関する日本の消

極的な姿勢など日本の歴史認識を考慮すると、とても価値観を共有するとは言

い難いという批判がある。 
	 第三に、「多様化・多層化」に伴う問題の複雑化である。日韓関係の「多様化・

多層化」に伴って日韓関係が密接になったことは事実であるが、その「副作用」

とも言うべき現象が起こっている。日韓の間で、氾濫する情報に基づいて相手

国に対する強硬論が台頭し、それに対して日韓両政府のコントロールが利かず

に、国内の強硬論に引っ張られることによって、両政府が責任を持って妥協を

導出することが困難になっている状況である。 
	 第四に、「双方向化」に伴う相互不信の増幅である。韓国における厳しい対日

世論に日本の対韓世論が従来以上に刺激を受け敏感に反応することで、さらに、

そうした日本の対韓世論の悪化に対して韓国における対日世論が敏感に反応す

ることによって、関係悪化を日韓双方から増幅する力学が作用するようになっ

ている。 
 
3. ｢もう一つの日韓関係｣の可能性と日本の韓国学研究の課題 
	 しかし、こうした日韓関係の現状は、日韓関係の構造変容から一義的に帰結

されるのか。そうではないはずである。それに代わる選択の可能性もあるはず

だ。日韓関係の「水平化」は、確かに一方で従来にはそれほど意識されなかっ

た日韓の「競争関係」を顕在化させることになる。しかし、そうした水平的な
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関係を相互に認め合うことによって、競争関係をゼロサム的な対立関係として

ではなく、共通課題に一方でどちらがそれにより有効に取り組むことができる

のかという意味で「競争的」でありながらも、他方でそうした課題の取り組み

に関する知恵を出し合うという意味で「協力的」な関係に進化させることも可

能なはずである。 
	 「均質化」に関しても、相互に自らの設定した価値観を普遍化して、そこに

相手が合致していないことを嘆き、相手を説得するのを｢諦める｣のではなく、

その価値観の共有部分を相互に認識し、それに基づいて、問題解決を探ること

も可能ではないか。慰安婦問題を、｢韓国	 対	 日本｣「正義	 対	 不正義」と

いう図式ではなく、｢戦時下における女性の人権侵害｣という共通の普遍的な問

題意識に基づいて慰安婦問題を位置づけ、この問題の解決に共同で取り組むこ

とは可能ではないか。 
	 「多様化・多層化」する日韓関係を前提とすると、日韓両政府が相互に妥協

可能な結論を導出するということは容易ではない。しかし、「多様化・多層化」

は、網の目のように張りめぐらされたネットワークの形成という別の側面を持

つ。日韓の間には実に種々のネットワークが複合的に形成されている。こうし

たネットワークは、日韓関係が極限的な対立関係にエスカレートすることを相

当程度抑制することを可能にさせている。 
	 「双方向化」に関しても、相手が自分のことをどのように見ているのか、考

えているのかを知ることは相互理解の第一歩であり、そこを避けて通る必要は

ない。むしろ、国境を越えた相互のコミュニケーションをより一層密にするこ

とによって、相手の情報が、自国だけで都合良く消費されてしまうという状況

を回避し、相互に発信する情報が、相手国にどのように受け入れられるのか、

そして、そうした情報流通が、どのような効果を持つのかを考慮するという相

互戦略を「パブリック・ディプロマシー（public diplomacy）」の名の下に構築
することも可能ではないか。 
	 以上のように、ポスト冷戦期の日韓関係の構造変容の諸特徴は、必然的に日

韓関係の葛藤の増大だけを帰結させるわけではない。一方で、葛藤を増大させ

る原因を提供することは確かであるが、他方で、そうした葛藤を解消するため

の「能力」を提供することにもなる。問題は、日韓関係を構成する種々の担い

手が、そうした「能力」を獲得し発揮することができるのかどうか、そうした

選択をすることができるのかにかかっている。日韓国交正常化 50年と日本の韓
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国学研究とを無理矢理関係づける必要はないかもしれない。しかし、日韓国交

正常化 50年を迎えた日韓関係の現状を分析することで、そこから日韓関係の悪
化の原因を探るとともに、それをどのように打開するのか、その手がかりを得

ることができる。とすると、日本の韓国学研究を発展させることとは、日韓間

の「葛藤」を解消するための「能力」を日本社会、韓国社会が獲得することに

少なからず貢献することにつながるのではないか。そうした期待を込めて、日

本の韓国学研究の発展に貢献していきたいと考える。 
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【第１セッション】 
 
「『日韓関係史	 1965～2015	 Ⅰ政治』（東京大学出版会」を編集して」	  
 

木宮正史（東京大学） 
 
	 日韓関係の構造変容の力学、日韓を取り巻く東アジア国際秩序の変動力学を

解明し、そうした中で、日韓にどのような選択肢があるのかを示したうえで、

そうした選択がどのような帰結をもたらすのか。このような知的作業を担うの

は、研究者の責務である。日韓それぞれの研究が、そうした知的作業をどの程

度果たしてきたのか、自己点検、相互点検することは必要だろう。もし、不十

分であったとすると、そうした知的作業を再構築する必要がある。特に、｢巷に

あふれる韓国（日本）論｣の多くは、｢そもそも韓国（日本）の正体は○○であ

る｣｢日韓は到底理解し合えない｣というような｢決定論｣が横行しているだけに、

こうした知的営みの必要性は高まる。本書は、こうした日韓の研究を結集した

知的作業の一環である。 
	 本書は、日韓それぞれ８名ずつの執筆者によって構成される。李鍾元(リジョ
ンウォン)、朴(パク)正鎮(ジョンジン)の両氏は韓国出身であるが、現在日本を主
たる活動の場としているので日本側執筆者として依頼した。また、張(チャン)
博(バク)珍(チン)氏は日本生まれの在日韓国人であるが、現在では韓国を主たる
活動の場としているので、韓国側執筆者として依頼した。近年、オールド・カ

マー、ニュー・カマーを問わず、日本においては数多くの韓国人研究者が活躍

し、日本の学界において重要な位置を占める。さらに、日本ほどではないにし

ても、近年、韓国で活躍する日本人研究者も増えつつある。｢主として日本で活

動する日本人研究者｣と｢主として韓国で活動する韓国人研究者｣による共同研

究という既存の枠組みの限界を克服するために、国籍にこだわらず、日韓を横

断して活躍する専門家にも協力をお願いするという、従来の日韓共同研究には

ない新たな試みをした。 
	 Ⅰ部「日韓の協力の軌跡と諸相」では、1965 年日韓国交正常化以後の 50 年
の日韓関係について、その間、日韓が相互にどのような成果を蓄積してきたの

かに焦点を当てた。50年の日韓関係を概観するとともに、ある特定領域や特定
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の主体に焦点を当てた協力関係の軌跡を描き出そうとした。とかく、現状から

見ると、この 50年も葛藤の連続であったかのような「錯覚」に陥ってしまうが、
そうではなく、この 50年の日韓関係に関して、日韓双方とも、いろいろな分野
での協力によって実に重要な成果を生み出してきた。今後の日韓関係を構想す

る場合も、この 50 年の成果に基づいて、それに何を新たに付け加えることで、
その関係をいかに進化することができるのかを考える必要がある。 
	 Ⅱ部「国際政治のなかの日韓関係」では、日韓関係を取り巻く米国、中国、

北朝鮮などによって構成される東アジア国際政治の中に日韓関係を位置づけ 50
年を振り返った。一方で、日韓国交正常化が、冷戦体制下、米国の仲介によっ

て促進されたように、日韓関係は東アジア冷戦体制に埋め込まれる形で展開さ

れてきた。今後も、そうした構図は基本的には変わらないだろう。しかし、今

後の日韓関係は、そうした「受け身」ではなく、米中への働きかけ、北朝鮮へ

の取り組みなど、東アジアの新たな秩序を形成する担い手としての役割も求め

られる。さらに、日韓関係は、陸続きではなく海を挟んだ関係であり、その間

には島嶼が存在し、それが境界になっている。実際に、その境界をめぐる日韓

の対立が日韓関係の葛藤の背後に存在する。こうした日韓をとりまく公海を含

めた海や島嶼などの境界をめぐって日韓関係がどのように展開されてきたのか

も併せて考察する。 
	 Ⅲ部「歴史問題への取り組み」では、現在の日韓関係の葛藤の根源とも言え

る歴史問題に関して、1965年日韓国交正常化で積み残された問題が、その後の
50年でどのように取り組まれたのか、もしくは取り組まれてこなかったのか、
その結果、どのような成果があり、逆にどのような問題が残されたのかを明ら

かにした。歴史問題は、少なくとも現状においては、日韓の間の 重要の懸案

である。本来であれば、こうした問題は、1965年日韓国交正常化の過程で解決
されるべき問題であったかもしれない。しかし、その後の 50年は、一方で、積
み残されたこの問題に対する取り組みが行われながらも、他方では、この問題

がさらに新たな問題へと拡大する様相を示した。こうした問題への取り組みと

問題自体の深刻化とが同時並行して起こってきた過程を解明する。 
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「日韓国交正常化 50年の回顧と未来展望―政治の側面－」 
 
                                                  	  李元徳（国民大学） 
 

1. 日韓関係の現在   
2012年以降、日韓関係は 悪の局面へと突っ走っていると言っても過言では

ない。両国の首脳が顔を合わせることすら躊躇する状況が続いており、両国国

民の双方への好感度はほぼ底を這っている。歴史認識をめぐる対立は、歴史と

いう争点を超えて安全保障、外交、経済、文化領域へと猛スピードで拡がって

いることが確認されている。 
 

2. 歴史摩擦頻発の構造的な背景   
	 第一に、冷戦体制の崩壊により、その間くすぶっていた反共同盟的求心力は

弱まり、民族主義的な確執の要素は、何らふるいに掛けられることもなく噴出

することとなった。2000年代後半から北東アジアは大きな地殻変動を迎えるこ
とになった。いわゆる国際政治理論でいう力の移行(Power Transition)が急速に
起きているのだ。強大国としての中国の台頭、日本の相対的な力の衰退、そし

てミドルパワーとしての韓国の登場がそれだ。  
第二に、日韓関係の側面から見ると、両国間の政治家、経済人の人的チャネ

ルや人的ネットワークにおいて急激な変化が起きた。日韓関係はもはや特殊な

関係ではない普通の二国間関係となり、これに伴い両国間の懸案は政治家より

外務官僚によって扱われる傾向が目立つようになった。 
第三に、日韓間の二国間関係が垂直的な関係から水平的な関係へと次第に移

行していることも両国関係を緩める要素となっている。韓国の国力伸長と社

会・政治の民主化が同時進行するに伴い日本に対する姿勢は大きく変わった。

民主化以後、韓国政府は爆発的な形で表出される国民の対日感情を積極的に擁

護し、場合によっては国民の対日感情を活用して強硬な対日政策を進めるよう

になった。 
	 第四に、90年代後半から日本の政治情勢は保守・ナショナリズムが日を追う
ごとに強化の一途を辿ってきたように見える。戦後世代の日本人は、過去の歴

史の呪縛から自由であり、一般的に過去の植民統治やアジアへの侵略の歴史に

関する贖罪意識を持っていない。2012年に安倍政権発足以後このような傾向は
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ピークに達した感じだ。それまで日本の右傾化に対する牽制役だった所謂、進

歩・リベラル勢力は高齢化、弱体化し、野党はバラバラでまとまりがなかった。

それに加えて政界のこうした右傾化の傾向に一定の批判を加え、自浄機能を果

たしてきた市民社会勢力も大きく弱体化した。 
 
3. 歴史摩擦を超えて日韓新時代へ 
	 長期的な観点でみると、日韓両国が迎えている 21世紀の新時代は、冷戦期の
二極化や脱冷戦期の多極化の時代ではない複合化の時代である。日韓両国が東

アジアの平和と繁栄を求めるべく共同で複合ネットワークを構築するのは共生

のための戦略的な選択である。米中二強構図へと再編されつつある東アジアの

国際体制の中で、新時代の日韓関係は基本的な価値と規範の共有を基盤として、

全ての分野にわたる、全てのプレイヤーによる、全面的な協力を追及すること

を求められる 
第一に、新時代の日韓協力のためには両国が未来志向の姿勢で臨む必要があ

るが、その一方で両国の歴史に対する共通の認識基盤を確立するための細やか

な配慮も必要だ。即ち、日韓関係において過去と未来は不可分の関係にあると

言える。過去を完全に忘却した未来の設計はあり得ず、過去にばかり執着する

未来設計もダメだ。したがって日韓新時代は、歴史に対する直視と、深い省察

から出発して未来を設計することが望まれる。 
第二に、日韓新時代は東アジアの国家間の関係を国益の競争や勢力均衡とい

った伝統的な構図を超えた、よりネットワーク的な世界政治の観点から捉える

よう求めている。日韓両国の緊密な協力関係の構築は、既存の韓米日関係の強

化は勿論のこと、韓中日の友好協力関係とも相反したり、矛盾したりしない方

向で模索されなくてはならない。日韓協力の深化こそが、迫りつつある米中二

強時代における生き残り戦略である。即ち、日韓関係の深化、発展は、対米・

対中関係の強化と好循環の関係にあるのであって、排他的なものではないので

ある。      
	 第三に、日韓新時代には日韓協力の方向として、従来の二国間関係を中心と

する考え方から脱して、二国間は勿論のこと、韓半島、東アジア地域、グロー

バル領域に跨った協力にすることが重要である。日韓新時代は空間的にも韓半

島、東アジア、グローバル秩序の全体を総体的に眺める観点から追及されなく

てはならない。未来の日韓関係は、過去に比べてはるかに広い空間での協力と
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ならなくてはならない。日韓新時代の協力は、二国間関係は勿論のこと、韓半

島レベル、東アジア地域のレベル、グローバル領域という四つの空間に亘って、

幅広く展開されなくてはならない。 
第四に、日韓新時代は、政治・安全保障・経済が中心だった過去のパラダイ

ムを超えて 21世紀と共に急激に重要度を増している文化・環境、情報知識、科
学技術分野での日韓協力をより積極的に推進しなくてはならないだろう。また、

日韓協力の主体は国家だけでなく、市民社会、大学をはじめとする知識界、企

業、自治体など、全方位に拡散させていくことが日韓、東アジア、ひいては世

界の平和と繁栄と共生にとって極めて重要である。 
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「『日韓関係史 1965-2015 Ⅱ経済』「第二章	 日本の対韓経済協力－
一方的援助から相互協力への模索」」 
 

安倍誠（アジア経済研究所） 
 
一	 一九六〇－七〇年代の対韓協力－請求権資金と持続的援助 
・ 請求権資金の供与（無償資金３億ドル、有償資金２億ドル、日本輸出

入銀行などによる延払輸出信用３億ドル以上）によって始まった日韓経済関係。 
・ 請求権資金は事実上、日本からの韓国への機械輸出など物資の供給に

よっておこなわれ、日本の産業にも大きな恩恵。しかし、韓国の対日貿易赤字

が固着化することになり、韓国政府はこの｢貿易逆調｣を強く日本政府に求める

ことに。 
・ 請求権以外にも日本は韓国に対して円借款や輸銀による延払信用など

資金協力を継続、JICAや海外技術者研修協会などによる研修生受け入れ事業な
ど技術協力を推進。 
 
二	 一九八〇年代の対韓協力－「安保経協」と技術協力の強化 
・ 1980年代に入って全斗煥政権は韓国が日本の安保を肩代わりしている
という名目で資金協力、また日本企業が｢ブーメラン効果｣を恐れて技術移転に

消極的だとして政府の技術協力を要求。日本は４０億ドルの資金協力と中小企

業の人材の技術研修生受け入れを約束。 
 
三	 一九九〇年代の対韓協力－円借款の終了と「民間」協力 
・ １９９０年に円借款が終了。しかし韓国は対日貿易赤字の拡大を問題

視して協力を求める。結局、民間レベルの財団を通じて技術協力事業を継続す

る（ただし財政的には政府が全面的に支援）ことで合意。 
 
四	 一九九〇年代末以降の対韓協力－二国間協力の再強化と沈滞 
・ 1997年の通貨危機後に日本は政府による資金協力と官民協調による投
資促進事業を推進。これを契機に 1990年代以降のグローバル経済の激変への対
応として二国間経済協力強化の気運が高まる（投資協定の締結、FTA 交渉の開
始）。 
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・ しかし、2000年代から現在にかけて協力関係は沈滞局面に（FTA交渉
の中断、通貨スワップの終了）。その背景には韓国産業の競争力強化と貿易収支

黒字転換による技術協力の必要性の後退、日韓産業の垂直分業から水平的競合

への変化がある。 
 
結びにかえて－新たな日韓の相互経済協力のために 
・ しかし、日韓は経済水準が接近したゆえの新たな協力は、一部では進

行している（企業の戦略的提携と相互進出など）。そうした動きを後押しする政

府間の努力が必要。以上。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 17 

「対外開放と構造改革を通じた対日競争力の確保」 
 

金都享（翰林大学） 
 
	 1965年日韓国交正常化以降、去る 50年のうち、40年余の韓国経済の目標は
「日本に追いつくこと」であり、そのための 上の手段は対外開放であった。

明示的なものではないにせよ、それは確かに国民的なコンセンサスであったの

であり、対外開放がいわゆる対日競争力確保の必要条件であり、国内構造改革

と企業構造調整はその十分条件であった。 
	 韓国政府は 60年代の初頭から 70年代の中盤の非効率的な輸入代替期間の短
縮と加工組立型の輸出代替を通した比較優位の創出という、いわゆる輸出と輸

入代替の好循環路線を選択した。この過程で日本の対韓請求権資金は基礎物資

の供給とインフラの整備に多大に寄与した。70 年代の後半から 80 年代の初頭
にかけての国内政治経済の混乱と石油危機など国際経済の混乱にもかかわらず、

国内物価の安定基調下での重化学工業の構造調整などの産業合理化などを通じ

た非効率的な重化学工業の輸入代替期間短縮と 3 低などの先進国市場の好転に
支えられ、1986～89年の間、国際収支の黒字を経験した。 
	 1980年代末、ウルグアイ・ラウンド参加など国際経済秩序への編入と同時に、
90年代初頭の開放体制の下で、部品素材の国産化と、その対日輸出を通じて対
日競争力を確保し、これを通じて対日赤字を改善するため 2 度の機械類部品素
材国産化 5 ヵ年計画と対日逆調改善 5 ヵ年計画を執行した。長いこと両国間で
通商上の懸案であった対日貿易不均衡の問題は、80年代中盤の対米黒字－対日
赤字という地域間の貿易不均衡に続いて、90年代中盤にも中化学工業部門の赤
字、軽工業部門の黒字という産業貿易構造の不均衡という構造的問題を提起し

てきたことに起因する。しかし、計画の初期段階においては、日本からの産業

技術協力が行われるにつれ対日輸入が拡大して貿易不均衡は深刻化したが、中

長期的に日本の対韓直接投資と技術移転を通じて部品素材分野での競争力確保

では一定の成果を収め、対日赤字の国民経済耐久レベルを示す対日交易規模に

占める対日赤字のウエートは 大でも 39％を超えないようになった。 
	 1990年代半ばのWTO発足直後、OECD加入を通じた段階的な資本自由化な
どの思慮深い政府の対外開放政策にもかかわらず、金融資本市場の脆弱性と大

企業主導の量的拡大戦略は、日本や欧米先進国の IMFなどによる救済金融、大々
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的企業構造調整と対日輸入開放を必然的にした。対日輸入先の多角化・品目縮

小・早期廃止・流通市場の開放、大衆文化の段階的な開放、スクリーンクォー

ター制度の縮小・廃止、FTA の推進などは深刻な国内被害の懸念にもかかわら
ず、被害を 小限に抑えることができた。それは、たとえ開放対象分野で輸入

の急増に伴う被害とリスクが予想されても、それを資源の再配分、生産性の向

上、市場の拡大、市場の多角化を介して他分野に吸収するというように、市場

原理を基にすることで財政の健全性を確保し、 低限の社会安全網の構築に注

力したためである。 
	 中国の浮上に共同対応するための戦略的考慮から、日韓両国は、早目に FTA
交渉に着手したが、将来に向けた長期的展望と歴史認識が欠如したまま、国内

の政治的な利害関係に埋没し、市場経済と民主主義の拡散の機会を逃してしま

った。しかし、韓国は日本とともに多国との競争下で輸出拡大に力を注ぎ、さ

らには地域協定が主流をなす大勢の中で不利な状況に置かれながらもこれを克

服し、IMF の構造調整の後、輸出市場の確保、投資誘致、国内制度の先進化、
構造調整の加速化を図るためFTA対象国を巨大先進諸国と新興経済諸国に拡大
することになる。その結果、一部の業種の特定企業は、パフォーマンスの面で

日本を超えることになり、戦略的優位性の下、日韓企業間の戦略的提携も可能

となった。同時に、高度な部品素材分野での不均衡にもかかわらず、両国の産

業内分業は拡大傾向にある。 
	 このように、日韓は 60〜70年代の一方的な対日依存から 80年代半ば〜90年
代半ばの相互依存関係を経て、2000年以降の戦略分野での規模確保のための戦
略的な提携関係に急速に変貌しつつ、貿易と投資の面での対中依存度を高めな

がら、東アジア域内の発展のためのパートナーシップを構築してきた。2008年
の世界的な金融危機の局面でも、日韓は、二国間、多国間の金融外国為替の協

力を通じて、金融不安を払拭し、日本の対韓投資が拡大するなど、金融・実体

の両面での協力を続けてきた。しかし、グローバリゼーションの進行と国内立

地競争力の弱体化のなかで、韓国企業は日本企業と同様に、グローバル競争力

の確保の次元で対中投資と貿易の拡大で中国への依存度が高まる一方、韓国の

対日依存度は低下する傾向を見せている。さらに歴史・領土・戦争被害女性と

徴用労働者の問題に関連し、一部の非常識な政治指導者たちの挑発により、日

韓の貿易と投資の縮小均衡が懸念されている。一方、急速なモジュール化革命

の中で、中国は巨大市場と資本を媒介として、既存の業種で物量攻勢に出てい
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るために過剰供給が懸念されており、これを克服するための新たな成長エンジ

ンの早期実現競争に突入することで、日韓企業は、既存の業種の事業再編と新

たな収益モデルの創出を求められている。 
	 このため、日韓は東アジア共同体の実現を長期的な目標としながら、技術+市
場+地域統合を通じた範囲の経済を確保するために①国内的には、組織と事業の
open innovation、②日中韓新成長エンジンの事業別・工程別連帯、③韓国の TPP
（12）交渉参加と日韓 FTA交渉の再開が早期に実現されるべきである。このよ
うな意味で、日韓は、次のような新しい時代的な課題を共有する必要がある。 
	 ①IT と関連業種がモジュール革命と過当競争のために浮き沈みを繰り返して
いるように、単純なコスト競争力は収益力を保証するものでないため、グロー

バルな顧客志向の高付加価値製品サービスの高度輸入代替と輸出促進が重要で

あり、②組織革新の目標が共有され、閉鎖組織の開放と柔軟性が引き上げられ

て、迅速な業種内業種間の資源の新陳代謝が持続し、③Global Imbalance是正、
地球環境問題の解決とこれを通じた新たな成長動力化に参加するには、日韓が

中心となって中国と共に中間財はもちろん、 終財の分野においても、実質的

な市場開放を通じた相互需要の創出、3国間の相互依存度を高め、域内市場統合
を主導しなければならず、④東アジア経済統合の場合、 近の EU の混乱に示
すように通貨・外国為替当局の自律性が制約されながら財政規律は弛緩される

場合、域内経済金融秩序撹乱と産業基盤崩壊の可能性が大きいという点に注意

しなければならず、⑤3国の政治指導者達が過去の歴史と覇権の桎梏から果敢に
抜け出し、域内の所得・情報の格差・縮小に率先することが Asian Paradox是
正に一歩近づくことができると判断される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  [翻訳：金慶玉（東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程）] 
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「浦項製鉄所建設における日韓エンジニアの交流について」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

深川博史（九州大学） 
 
	 本章は、1970年代の浦項製鉄所建設に従事した日韓エンジニアの証言記録に
基づいている。とくに第三期建設は、当時の日本側派遣団長の証言に負うとこ

ろが大きい。 
	 派遣団長の旧新日鉄の鈴木規夫によれば、第一期と第二期建設は比較的順調

であったが、第三期建設で困難に直面した。第三期では「土建の建設が遅れて

機電工事と併行せざるを得ず、高所作業が多くなり災害が多発した。工程第一、

品質第二、安全第三の観があった。しかし 78年末の完工は国家の威信をかけた
至上命令であった」。 
	 鈴木によれば、新日鉄は浦項製鉄の第一高炉、第二高炉の立ち上げに協力し

たが、第三高炉への協力依頼については断った。浦項綜合製鉄は独自に第三高

炉の建設を始めて、外国要人を招待しての火入れ式の日取りまで決めていたが、

工期が遅れて間に合わない事態となった。そのため再度、日本側に協力を打診

した。 
	 派遣の打診を受けた鈴木はまず、浦項に短期滞在し、工事の現状と建設業者

の技術レベルの高さを確認した。その結論は、期日までの完成は不可能ではな

いが、犠牲者が出ることも覚悟しなければならないというものだった。犠牲者

とは、建設にともなう作業員の死亡である。製鉄所の建設では、基礎等の土木

工事と機械の組み立て据付は通常、別工程・別期間で行う。同時に行うと、高

低差を伴う工事が必要となり、高所作業が増えて、墜落事故が増える。だから

それまでの日本の高炉建設では、危険を避けて、両者を別の時期に行っていた。

安全ではあるがその分、工期は延びる。しかし、韓国の第三高炉建設では、短

期間での竣工を要請されているため、土建作業と設備設置作業を同時に行って

いく。そうなると、墜落事故の起こることが予想された。実際に、第三高炉建

設では、滑落事故などで 40人ほどの死者を出すことになった。 
	 朴泰俊社長は、多少の犠牲は仕方ないと判断した。建設期間中、鈴木は毎朝、

浦項の朴社長宅で、専属のコックが作る朝食を食べながら、その日の工程会議

を行った。朴社長との話の中で、鈴木は、双方の責任分担を明確にするように

提案した。朴社長のなかでは、①工程、②工事品質、③安全の順序で重要度を
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置いた。犠牲者を出す覚悟だったことは、安全を重要度の三番目に置いたこと

からも分かる。責任分担については、①を鈴木の責任、②を朴社長の責任、③

は成り行きで、となった。 
	 無事、火入れ式が終了して、鈴木は提言書を作成し韓国側に渡した。『第三期

建設の反省と今後への提言』というタイトルの冊子である。それは光陽製鉄所

の建設計画がすでに決まっていたので、今後は韓国が他国の力を借りずに製鉄

所建設ができるように残したものである。鈴木が韓国を去る時、朴泰俊社長は

欧州出張中だったが、帰国して涙を流してありがたがったという。何億円にも

相当する価値があるといって感謝した。鈴木が日本に戻り、この提言書のこと

を上司に報告したら、叱られた。しかし製鉄技術そのもののノウハウを伝えた

わけではないので、大丈夫だと判断した。 
	 この証言から当時の日韓のエンジニアが共に一つの目標に向かっていたこと

が窺われる。 
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「社会・文化領域の日韓関係をどう捉えるか」 
 

磯崎典世（学習院大学） 
 
	 『日韓関係史	 1965-2015』の第Ⅲ巻では、この間の日韓関係を市民社会や地
域社会に焦点をあてて取り上げている。しかしながら、研究対象が比較的明確

な「政治」「経済」領域とは異なり、様々な要素が包含されている社会・文化領

域においては、何を題材にしてどのようなアプローチで日韓関係を分析するの

かということ自体が、まず問題となる。社会・文化領域の日韓関係 50年を体系
的に描き出すのは、およそ困難である。 
	 なにより日韓関係においては、両国の「国家－社会関係」および二国間関係

が、それぞれの社会のあり方や社会・文化レベルの交流に大きな影響を与えて

きた。民主化以前の韓国では、国家による社会への統制が厳しく、検閲などを

通じて情報の流通も制限され、一般国民が自由に渡航することもできなかった。

日本における韓国に対する認識は、極めて限られたルートの情報に基づいてお

り、80 年代末まで、つまり国交正常化 50 年の前半は、両国の市民社会が直接
交流することは困難だった。韓国政府による「日本の大衆文化解禁」政策の実

施はもっと遅く、1998 年になってからである。社会レベルの関係にも「政治」
が大きく作用していることに、まず留意する必要がある。 
	 それゆえ、社会・文化領域を扱った第Ⅲ巻では、執筆者の問題意識によって、

次のような二つの観点のどちらに比重をおくかが選択されている。一方には、

上記のような日韓それぞれの国家－社会関係、および国家間の関係という背景

のもとに、両国の社会がどのように交流し、相手国をどう認識してきたのか、

関係がどのように転換しているのかを検討する観点があり、他方には、政治か

らの影響の部分に重点をおくのでなく、政治に還元されない社会領域の独自性

により焦点をあて、相手国の社会をどう理解し交流してきたのかを描き出そう

とする観点がある。この二つの観点は二律背反なものではなく、執筆者が、社

会・文化領域のあり方や交流を捉えるため、何に着目し、どちらの観点を重視

してアプローチするのかという差異であるが、それはそのまま社会・文化領域

の関係や交流の「多様性・重層性」を反映したものである。 
	 例えば、韓国が民主化する以前でも、政府が社会を統制しているだけでなく、

日韓両国の社会からの抵抗が互いに影響しながら展開していた側面があり、さ
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らに、政治の統制がなされない部分で伝播した文化や制度が、それぞれの社会

で「変容」し「土着化」する現象が観察できる。韓国の民主化後に社会レベル

の直接交流が増え、相手国に関する情報も増えたが、近年は、インターネット

などのメディアを中心に、相互理解よりも相互不信が拡散し、二国間関係にも

悪影響を与えている。しかし、他方で、地域社会の現場では、全く異なる様相

の関係が展開しており、中央政治に焦点をあてていると見えてこない現実が存

在している。このように社会・文化領域の関係は、多様で重層的に構成されて

いるため、それぞれの執筆者が重要な題材を選んで、それぞれのアプローチで

論文を執筆し、多様な切り口から日韓関係を描き出すこととなった。ディシプ

リンも社会学・政治学・文化人類学と多彩である。 
	 個別の論文のテーマは統一性がなく、日韓関係の体系的な理解には供しない

という印象を与えるだろうが、多様で重層的な社会・文化領域の関係を分析対

象とする論文集としては、それぞれの切り口で個別の問題を扱い、全体として

多様で重層的な関係を描き出す方法が「 適」だと判断し、本書は 50年の日韓
関係を複眼的に理解する視座を提供することを目指した。 
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「韓日関係と社会文化的な相互作用」 
 

李鍾久（聖公会大学） 
 
	 一九六五年の国交正常化以降五〇年を経過したにもかかわらず、両国の市民

社会の内部で通用する韓日関係に対する見方は異なる。 韓日市民の間の社会的
な距離も速やかに縮まらなかった。現実をみる場合、相手に対する好き、嫌い

の情緒とは関係なしに、政治·経済·社会·文化などを含む諸々の領域において韓

日の両国の相互連携性は高くなっている。 社会的、文化的な交流の拡大過程を
通じて両国は社会文化的な相互作用が行われる社会的な空間を共有するように

なっている。その空間は近代の国民国家の時代を前提にした国境の壁が急速に

低くなっている情報化とグローバル化という巨大な流れのなかに置かれている。

即ち、韓日関係を考察する際にも、個別の国家を超えた社会的な空間を単位に

設定して社会現象を考察する見方が重要な意味をもつようになっている。現実

でも世界でもっとも緊張が高まっている地域の一つである東北アジアに平和が

定着するためには韓日の真の和解を基盤にした国際秩序の再編が不可避である。

日本の在特会と韓国のイルベのような商業的な民族主義を掲げる保守的な大衆

運動の登場のような社会現象は歴史の解釈についての公論の場を形成する課題

の重要性を反映している。 両国の市民社会は共同の社会的な空間において公論
の場を形成し、グローバル化の時代における普遍的な価値に基く世界市民意識

を共有できる態勢を整えることが求められる。 
	 一九六五年の韓日国交正常化以降、社会的な空間で進行する韓日関係は非国

家行為者が主導する接触と交流の拡大過程として解釈できる。 そのような社会
過程が進行される文脈を把握するためには両国の市民が共同に体験してきた次

のような出来事に注目する必要がある。	  
 
1) 一九七二年：	 韓国の一〇月維新と国際人権運動、2) 一九七三年：	 金大中
拉致事件と救命運動、3) 一九七〇年代半ば：	 公害産業の韓国移転に反対する
運動、4) 一九八七年以降：	 韓国における日本企業の労働問題、5) 一九八〇年
代以降：教科書問題、6) 一九九〇年代以降：	 従軍慰安婦問題 
 
	 文化領域での韓日関係をみると、韓国では民主化と共に文化活動の自由が拡
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大し、グローバル化と情報化の流れのなかで外国文化の流入を規制する政策は

実質的な意味を喪失した。一九九〇年代末に韓国政府が日本の大衆文化の流入

を開放する措置を施行した。 ２０００年代に入ってから韓国から日本に韓流ド
ラマなどの大衆文化が輸出されるようになった。一九八〇年代の半ば以降日本

で展開された国際化キャンペーンは市民に開放的な態度をもって外国文化を理

解しまた受容するように促していた。そのように文化の流通と消費の脱国境化

が進行していたために、韓国の大衆文化も日本で広く普及され得た。韓日の学

界の学術交流も拡大しているし、国家を超えた分析の単位を設定しようとする

視角で見ると、韓日の間には学術的な協力が必要な多数の共同の課題が存在す

る、韓日の両国の批判的な知識人たちは大学または学会のような制度化された

交流の通路の外部で自律の社会的な空間と公論の場を形成し、それは東北アジ

ア地域において平和の定着をもたらす方案を模索する土台になり得る。公論の

場として認め難い宗教の領域で展開されている韓日関係も相手方についての拒

否感を希釈させ、人的な交流の活性化をもたらす機能を発揮している。 
	 以上で考察したように両国の市民社会は社会的な空間を共有し公論の場を拡

大し続けている。韓日関係が未来志向型に発展する基盤は社会の開放性および

それを支える社会構成員の普遍的な価値観に基づいた世界市民意識である。す

なわち、国民国家の時代の民族主義を克服してグローバル化の時代に適合な公

共性を追求できる社会意識を確立するためには両国の市民社会の共同の努力が

求められている。研究者にも方法論的な一国主義を止揚し、方法論的な世界市

民主義を採択して両国の市民社会が共同で問題を認識しかつ葛藤の解決に寄与

するようになることが求められる。 
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「日本の人類学者の韓国認識─1970 年代初頭以降のフィールドワ
ークと民族誌的知識の蓄積」 

本田 洋（東京大学大学院人文社会系研究科） 

 

・戦後日本の人類学者による韓国研究：1970年代初頭，韓国農村でのフィールドワークと

民族誌的研究の再開 

・日本の人類学者にとってのフィールドとしての韓国とのかかわり：フィールドの人たち

との密接な相互交渉，異文化生活体験，日韓の交流を通じた相互認識の形成のひとつの

あり方 

・1970年代初頭～2010年代半ばの日本の人類学における韓国認識の形成と展開：①農村・

村落調査の隆盛（1 節），②産業化・都市化を背景とする多様なアプローチの模索と歴史

的視角（2節），③分化する生き方の（再）脈絡化の試み（3節） 

・筆者の韓国での調査研究の経験をひとつの軸に（農村滞在調査，吏族家系の社会史，手

工業技術者の流動的生計，都市から農村への移住者） 

 

①農村・村落調査の隆盛（1970年代初頭～1980年代半ば）：農漁村での長期滞在調査 

「戦後第一世代の韓国研究は，儒教伝統と土着の諸伝統，親族と隣人，あるいは位階的関

係性と平等的関係性の二種類の糸によって織りなされ，地域や村落によって異なる模様

を描く韓国・朝鮮の社会構造を，個別の状況での緻密な観察と記述によって実証的に究

明するものであったといえよう」。「同時代の個別の村落の内部に留まらない時空間的広

がり」。「いわゆる伝統社会のダイナミズムに着目する視点」（「」内は本文からの直接引

用。以下，同様）。 

 

②産業化・都市化を背景とする多様なアプローチの模索と歴史的視角（1980 年代後半～

2000 年代前半）：研究対象の広がり，持続性と変化に対する実証的裏づけ，伝統と近代

に対する批判的視角 

「この時期の日本の人類学者の場合，都市的な現象を論ずる際にも農村・村落社会の民族

誌的知見との連続性への関心が比較的強かった」。朝鮮戸籍・族譜の歴史人類学。移動す

る人々のオーラルヒストリー。「農民の定住性を前提とする韓国朝鮮の伝統社会の理解に

も再考を促すもの」。「韓国社会の民族誌を歴史的な視角から叙述しなおそうとする試み

のなかから，近代性と植民地性を批判的に問い直す歴史民族誌的研究も展開した」。「一

つの村に長期間住み込むという方法にとらわれない，韓国社会の現実をより能動的に捕
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捉しようとする主体的な模索」。 

 

③分化する生き方の（再）脈絡化（2000年代半ば～）：1997年金融・経済危機を契機とす

る韓国人の生き方の大きな変化。生き方の分化と断絶（主流／オルターナティヴ／疎外・

周辺化） 

「それとともに韓国に暮らす人たちの生き方や生活の脈絡が幾重にも分化・差異化し，相

互の「疎通」（コミュニケーション）が困難になっていることを指摘できるかもしれない。

これと併行して，人類学者のフィールド経験も分化と個別独自性を増し，民族誌資料の

脈絡化と差異化した諸資料を架橋する理解がより困難になりつつあるのではないかと考

えられる」。「個別の民族誌資料が置かれるマクロ／ミクロな脈絡の同定とともに，民族

誌資料の相互対照と人類学者同士の対話を通じた相異なる脈絡の架橋が切実に求められ

ているのだといえよう」。 

 

「日本の人類学者による韓国認識の形成は，フィールドとの多様で持続的なかかわりを通

じた経験の蓄積にくわえ，長期間にわたって学的な関心を持ち続け，学び，かつ対話を

繰り返すことによっても支えられてきた。その背景には長年にわたる日韓の人的交流が

あり，まさに交流のなかで民族誌的研究が展開してきた点を改めて確認することで，本

章の結びとしたい」。 

 

注) 民族誌（ethnography）：20世紀初頭以降の社会・文化人類学で，研究者自身が直接

フィールドワーク（参与的な観察と口述の記録を主体とする現場での資料収集）に携

わり，その成果に基づいて記したテクスト（分析・解釈を含みこんだ記述），ならびに

このような一連の研究手法を指す用語として用いられる。「民族誌的知識」とは，民族

誌的研究方法に従い，（可視的・物質的には）テクストしての民族誌の形態で蓄積され

てきた知識を意味する。 
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【第２セッション】 
 
「東アジアのパワーシフトと日本の韓国・朝鮮半島研究」趣旨説明	 	 	 	  
 

司会・企画責任者	 木宮正史（東京大学） 
 
	 私が韓国研究を志した 1980年代には、北朝鮮研究はともかく、韓国研究にお
いて中国ファクターを考慮するというような問題関心はほとんどなかった。こ

れは、私だけではなく、同時期の韓国研究にはほとんど「中国の影」は感じら

れなかった。中国と韓国との間には国交がなかったわけであり、これはある意

味では当然だと言えるかもしれないが、他方で、それから四半世紀経過した後

の現在の中韓関係を目の前に置くと、人間の想像力にいかに限界があるのかを

今更ながら実感する。今日、韓国研究、朝鮮半島研究、日韓関係研究において、

中国ファクターを考慮しない研究の方がむしろ例外であると言った方がよいか

もしれない。 
	 ただ、こうした中国ファクターの考慮は、1992年の中韓国交正常化以後のこ
とを研究するのには必要だが、それ以前の研究にはあまり影響がないはずだと

いう反論も予想される。しかし、E・H・カーの『歴史とは何か』において「歴
史とは過去と現在の対話である」という有名な指摘があるように、私自身が主

として現代史研究の対象としてきた朴正煕政権期の 1960 年代、70 年代に関し
ても、中国ファクター、ソ連ファクターをより一層考慮した歴史の再解釈に挑

んでいる。韓国の対共産圏外交については、従来、1980年代に入ってから「北
方外交」と命名されてからの外交だけが注目されていたわけだが、私は、1970
年代の維新体制期において、朴正煕政権は、通常考えられている以上、相当に

対共産圏外交に重点を置いていたのではないかと、韓国外交史料を調査するこ

とを通して考えるようになっている。これも、今日に至る中韓関係の歴史的起

源を従来考えられているよりも、もう少し長い射程で再検討してみようという

試みであるとも言える。 
	 こう考えると、実は、このような新たな研究の開拓は何も現代史に限られた

ものではないのかもしれないと考えるようになった。東アジア近代史の研究に

おいても、従来、日本史、朝鮮史、中国史など一国史的視点で取り組まれてい

た点、関係史に関しても、日中関係史、日朝関係史のような二国間関係史が主
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流であった点、こうした研究動向を克服して、少なくとも日本、中国、朝鮮の 3
カ国の視点を考慮した東アジア関係史への取り組みが見られるようになってき

ているのではないかと思う。私は近代史の専門ではないので、あまり詳細なこ

とは言えないが、東アジア近代史という分野が新たに開拓され、取り組まれる

ようになった背景には、今日の東アジアにおけるパワーシフトという現状認識

が少なからず関係しているのではないかと考える。 
	 さらに、これは、現代史、近代史という歴史研究の分野に限定されるのでは

なく、例えば、日韓、日中、日中韓、中韓という比較研究に関しても、同様な

問題意識が持たれているのではないのかと考えられる。もちろん、日韓が比較

的類似の政治経済体制を持っているのに対して、中国は異なる政治経済体制を

持っているということは考慮される必要があるが、比較研究の分野に関しても、

東アジアのパワーシフトは影響を及ぼしているのではないかと考える。 
	 以上のように、日本の韓国研究が、中国の大国化、日韓の水平化という東ア

ジアのパワーシフトという新たな条件変化を、それぞれの立場において、研究

の射程、研究の視座にどのように組み込んでいくのか、今後の研究の発展を考

える場合に、避けて通ることはできないと考える。こうした問題意識がそもそ

も共有できるのかということも含めて、東京大学に結集している韓国研究者の

方々に議論してもらいたい。 
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