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要 旨 

 

「1965 年の国交正常化以降、最悪」とされている日韓関係。好転の兆しは見えず、まる

で固定化されてしまったかのようだ。グローバル化の進展や、新型コロナウイルスの感染拡

大といった共通のチャンスや課題に直面する日韓両国が、より良い隣人関係を築くことが、

互いの利益につながる。そんな問題意識と共に韓国に５カ月間滞在し、現場を歩いた。 
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日韓関係の復元力 

 

 日韓文化交流基金のフェローシップで、勤務する毎日新聞社を一時休職し、2019 年 10 月か

ら 20 年 3 月初旬まで、韓国に滞在した。世界中の人やモノ、カネが移動し、情報もつながるグ

ローバル化が進展し、日本と韓国は、一緒に利益も生み出せるし、リスクも共有する関係にな

っている。それだけに、日韓関係の現状は、とてももったいないと率直に感じている。 

元徴用工問題や輸出規制強化、そして日韓軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）などの問題

のため、「日韓関係は、1965 年の国交正常化以来、最悪だ」と言われる中での滞在だった。わず

かばかりの光が差したように見えたのは、昨年 12 月 24 日、中国四川省成都市で開かれた日中韓

首脳会談。安倍晋三首相と韓国の文在寅大統領は 1 年 3 カ月ぶりに会談し、公の場で握手した。

しかし、元徴用工訴訟で、原告側が差し押さえた被告日本企業の資産が現金化されれば、関係が

さらに冷え込むのは確実だ。 

期間中には、まったく予想しなかったことも起きた。20 年に入ってから、新型コロナウイルス

への感染が、世界的に広がったのだ。韓国でも、特に南部の大邱で起きた新興宗教での集団感染

がきっかけとなり、日がたてばたつほど、患者数が増えていった。日本政府は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大の防止策として、韓国からの入国者全員に対し、3 月 9 日から 2 週間の指定場所

での待機や、国内での公共交通機関の使用自粛を求めることを発表。このため、日本への帰国が

予定よりも 1 週間早まることになった。 

滞在中、全力を投じたのが、「日韓関係の復元力」というテーマに合ったコラムを書くことだ。

日々の生活や、実際に地方に出かけて感じたことを柔らかいタッチで紹介すれば、冷めた日韓関

係の改善に少しでもつなげるかもしれない。そんな思いがあったからだ。毎日新聞社のサイト

「政治プレミア」で、「40 代半ば ソウル下宿日記」というタイトルで、約 3000 字のコラムを

月に 1 回、書いた。期間中に書いた 5 回すべてが、その後、ヤフーニュースにも転載されたのは

幸いだった。 

コラムを書くには、地元に住む人々たちと毎日、会話ができる環境が必須だ。そのため、ソウ

ル西部の新村にあるコシテルに住むことにした。「コシ」は、漢字で書けば、試験を意味する「考

試」、そこに英語の「ホテル」をくっつけた合成語だ。元は、受験戦争が激しい韓国の学生を勉

強に集中させるための部屋だったらしい。 

部屋の広さは、4～8 畳程度で、シャワーとトイレが付いている。同じ階には 10 以上の部屋が

あった。狭い空間をここまで使い尽くすのかと、最初はとても驚いたが、結果的には、友人らと

の交流をとても楽しみながら生活することができた。結局、記者がコラムや報告書を作るには、

まずは現地に住み、現場を訪れて、感謝を得るという基本的な動作から始めるしかなかった。 

 

◇「朝鮮通信使」の道のりたどり ソウル、釜山、対馬へ 
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今の日韓関係を象徴する場所を訪れて、コラムを書くなら、どこになるだろうか？ あれこれ

と考えた末に選んだのは、釜山と、韓国語で読めば「テマド」となる長崎県対馬だった。日韓関

係の友好の象徴として、歴史の教科書でも教えられるのは、1607 年から 1811 年の間、朝鮮から

日本へ 12 回派遣された外交使節団「朝鮮通信使」。ソウルを出て、釜山、対馬、さらには下関や

大阪、京都などを経由して、東京、日光へと着いた「朝鮮通信使」と同じ道をたどることができ

るチャンスは、人生でもう二度とないかもしれない。日本と韓国が、地理的に切っても切り離す

ことができない近さにあることも説明できるとも考えた。 

ソウルから釜山は高速鉄道 KTX に 2 時間半揺られ、釜山で 1 泊した後に、対馬へ行く高速船に

乗り、日本に「一時帰国」したのは、19 年 11 月半ばだった。 

たった 6 時間しかいることはできないけれども、人生で初めて訪れる場所だからか、気持ちは

軽い。対馬北部に位置する比田勝（ひたかつ）港までは、釜山からわずか約 50 キロしかない。

国境を越えるのだが、東京からだと横須賀、大阪からだと大津や和歌山に行くのとほぼ同じ距離

だ。船でも、1 時間 10 分しかかからない。 

船が比田勝港へとたどりつき、入国審査を済ませると、真っ先に目に飛び込んできたのは、「私

たちは観光客の皆さんを歓迎します」と韓国語で書かれた横断幕を手にした地元の人々の姿だ

った。 

2018 年は 41 万人も対馬を訪れた韓国人観光客が、19 年 7 月以降は対前年比で 9 割も減って

いた。ニュースでもずいぶんと報道されたが、個人的に驚いたのは、人口 3 万人の島に、人口の

十数倍もの韓国人観光客が押し寄せていたという事実だった。10 年間で 10 倍以上に増えていた

という。対馬は見事なまでに韓国人の観光客呼び込みに成功していたのだ。 

その理由は、実際に訪れてみると、よく理解できた。目の前には、期待を上回るのどかな風景

が広がっていた。波が静かな海と、濃い緑。ソウルや釜山の喧噪を忘れてしまいそうだ。ソウル

は最低気温がすでに氷点下だったけれど、対馬は昼前で、スマートフォンのお天気アプリによる

温度計は 18 度の温かさだ。国境近くを旅しているという感覚も気持ちが良い。 

山あいの道を約 30 分間、ゆっくりと歩くと見えてきたのは、「美しい日本の渚・百選」に選ば

れた三宇田（みうだ）浜。白い砂に、遠浅の海は 11 月半ばなのに、太陽の光を浴びると、エメ

ラルドグリーンに輝いていた。夏ならさらに輝きが増すはずだ。すぐ近くには、温泉施設があり、

足を伸ばしながら浴槽につかって、対馬海峡を見ることができた。地元の海産物をふんだんに使

った寿司を味わい、日本の食料品を買うこともできる。 

客の姿がまばらなとある店の従業員に、旅の率直な感想を伝えると、こんな答えが返ってきた。 

「海辺は、夏になると韓国の家族連れで賑わっていました。韓国よりも、ここの海は本当にき

れいに映るみたい。日本の牛乳は、味が濃くて、韓国よりかなりおいしいそうです。お国柄なの

かもしれないけど、一気に韓国の団体客が消えちゃった。日本と韓国の政治のいざこざだから、

こちらは祈るような気持ちで良くなるのを待つしかないよね。長崎県や対馬市は、日本本土から

人を呼ぼうと頑張っているけど、やっぱり遠いから」。 

釜山行きの帰りの高速船は午後 4 時に出発する。対馬は日帰りであっても、「日本の休日」を
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かなりぜいたくに満喫できる場所だった。 

12 月に入ってから、ソウル市中心部にある長崎県ソウル事務所を訪れた。韓国勤務 3 度目と

いう坂庭雅史所長が「県事務所のスタッフは私 1 人だけですけども」と控えめに出迎えてくれ

た。応接室には、江戸時代の儒学者で、対馬藩に仕えた雨森芳洲（1668～1755）の肖像画がかか

っている。朝鮮通信使に 2 度随行し、「誠信の交わり」（互いを欺くことなく、誠意をもって交わ

ること）を説いた人物だ。 

「対馬への観光客が増えていた理由は、複合的です。とにかく近いので、気軽に、安く海外気

分を味わうことができる。テマドという名前で、しっかり認識されていることもあり、釜山だけ

でなく韓国各地から観光客が足を運んでくれていた。韓国の経済力が増し、往復する船も増えた。

釣りやツーリング、トレッキング、日本食、免税店でのショッピングも楽しむことができるのも

魅力です」 

長崎県は 2013 年、10 年ぶりにソウル事務所を復活させた。日本では西の果てに位置するが、

その分、中国や韓国には近い。そんな地の利を逆に生かし、東アジアからの訪日観光客を増やす。

県人口が減少し、少子高齢化も進む中で打って出たのだろう。 

坂庭さんも、11 月下旬に対馬を訪れたのだという。「長崎は日本で一番、海がきれいな県です。

対馬はもちろん、壱岐や五島列島も素晴らしい。韓国からのお客さんが戻ってくるのは時間がか

かるかもしれないけど、応援をどうぞよろしくお願いします」。 

下宿先へと戻るバスの車内。長崎県の観光地をアピールする日本語版や韓国語版のパンフレッ

トを手に率直に感じたのは「実にもったいないことが、日韓双方で起きている」ということだっ

た。 

ソウルへの帰り道、釜山で立ち寄った韓国最大の魚市場「チャガルチ市場」も、対馬に負けず

劣らず、素晴らしかった。潮の匂いと、作業服を着たおばさんたちの威勢良いかけ声、そして、

区分けされた水槽で生かされた無数の魚たち。まるで水族館のようだった。目をこらすと、カニ

やヒラメ、ハマチ、アワビなどの魚介類は、日本の魚屋でも見たことがあるものばかりで、「日

韓はやはり隣人なのだ」と実感した。ただ、日本人観光客らしい人影は、シーズンオフとは言え、

お世辞にも多いとは言えなかった。韓国経済が減速するなか、韓国の旅行、航空会社も打撃を受

けている。 

昔から、日韓交流の先頭に立ち、大きな役割を果たしてきた対馬と釜山が、その近さゆえに、

政治対立の波しぶきをもろに受けるというのは何と皮肉なことだろう。元徴用工問題などに関

し、「ボールは韓国側にある」という日本政府の主張は全くその通りだ。だが、外交的な解決に

100 対 0 はまずないから、「政治の知恵」を水面下で出し合い、糸口を見いだすしかないのでは

ないだろうか。 

もちろん、さまざまな人が事態打開に向けて力を尽くしているが、日本では外交・安全保障政

策の首相官邸主導が強まり、韓国も大統領府（青瓦台）の力が圧倒的だ。最後は、下関を選挙区

にする安倍晋三首相と、釜山で育った文在寅大統領という「朝鮮通信使」とも決して無縁ではな

い 2 人のリーダーの「誠信の交わり」にかかっている気がしてならない。 
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日韓議連幹事長を務める河村建夫元官房長官は、筆者に対し、次のように語った。「戦後の日

韓関係は長年かけて重層的に育まれた。もちろん、隣の国との関係だから、時には対立が起きる

のも当然だ。今は官邸と青瓦台が直接話すことができるチャンネルが細くなっているので、何と

かしたい。今こそ 1998 年に金大中大統領と小渕恵三首相が合意した日韓パートナーシップ宣言

の精神に立ち戻るべきだ。韓日議員連盟の姜昌一会長もそう言っている。当時をする国会議員も

少なくなってきた。若い議員には未来志向のあの宣言を読むことを勧めている」。非常に示唆に

富んだ指摘なので、記録しておきたい。 

 

◇訪韓 200回超のブロガーに見た新たな可能性 

 

グローバル化が進むからこそ、新しい方法で日韓関係は展開できる。そうした視点で依頼した

取材に快く応じてくれたのが、200 回超の訪韓歴を誇り、「韓国の魅力は、地方にあり」と説く

「ブロガー ビョン」こと、小暮真琴（こぐれ・まこと）さん（58）＝川崎市在住＝だ。 

グローバル化の象徴とも言えるスマートフォンのカメラで、料理の写真をパチリ。メニューや

値段、味付け。わからないことがあれば、すかさず店員に尋ねる。ネアカな性格で、ぐいぐいと

情報を引き出す取材力は驚くべきものだった。 

首都ソウルを代表する繁華街・明洞から、ぶらりと歩ける「乙支路 3 街」は、庶民的な風情が

残る街。レトロな雰囲気が漂う冷麺屋「乙支麺屋」の 2 階で、ゆで豚と冷麺、ビールとマッコリ

も味わいながら、小暮さんは、自らの流儀を笑顔で紐解いた。 

「今日のお店は、なんと言っても冷麺のすっきりしたスープが絶品ですね。食レポは、そんな

に難しくないです。あんな味だった、ここがおいしかったと素直に綴ればいいだけですから。歴

史的なことを書く方が難しいし、どうしても時間がかかります。写真は何枚も取ります。忘れた

ら、後で取り返しがつかないので。とにかく毎日、書き続ける。記録したものは残るけど、記憶

はどうしても薄れてしまいますから。なぜ、毎日できるのですかって？ そこは、根性です」 

韓流ドラマに魅せられて、初めて訪韓したのは 2006 年。今回で実に 202 回目という小暮さん

の話が、がぜん熱を帯びたのが「地方めぐり」の楽しさだ。18 年 10 月には、韓国にある全 162

市郡を訪れる「全国行脚」をついに達成し、最近は月 3 回ペースだという。その証拠に、毎日更

新するブログのタイトルも「全州（チョン、ジュ）にひとめぼれ！ 大邱（テグ）が恋しくて！」

と、ソウルではなく地方都市の名前を冠している。09 年～13 年は全州を中心に、13 年以降は大

邱を中心に訪問したからだという。 

地理的にも近い日本と韓国は、少し変わりダネのテーマでも、まったく付き合いがなかった地

方同士でもつながり、交流を広げるチャンスがまだ大いにある。「こんな細かい所に目をつけた

のか」と、くすりと笑ってしまう小暮さんのブログに目を通すと、そんな楽観的な考えが浮かん

できた。 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）で、簡単につながることができるデジタル

社会だからこそ、展開可能なテーマは無数にある。端から見れば、たわいないかもしれないが、



公益財団法人日韓文化交流基金 フェローシップ報告書 
 

当事者たちは本気そのもので語らずにはいられない小さな日韓交流の積み重ねは、隣人関係を

ほぐさないだろうか。 

「記者」と「ブロガー」。とりあえずの肩書きは違うけども、情報を集めて、文章や写真で発

信するのも同じ。こちらも記者の端くれとして、もっと奮起しないといけないと痛感させられた

小暮さんの取材力。けれど、「韓国地方旅プランナー」を自称する小暮さんが、これからもフッ

トワーク軽く、各地をめぐるであろうことは、とても頼もしく、うれしい。 

 

◇日中韓の共通文化「漢字」にひそむ「小さな違い」 

 

日本と中国、韓国の政府が 2011 年に設立した国際機関「三国協力事務局」（TCS、本部・ソウ

ル）が、中韓に共通する文化的財産である漢字をキーワードに、お互いの協力関係を深めるため

に作った 1 冊の辞書も紹介したい。その名は「日中韓共通語彙集」。TCS が日中韓それぞれ向け

に昨年 8 月に出版し、ホームページ https://tcvd-asia.com/ でも無料公開されている。 

確かに中国から伝わった漢字語を覚えることが、韓国語の単語力を増やす一番の近道と聞いて

きた。日本にも漢字があるので、英語など他の言語を勉強するより日本人にとってはとっつきや

すい言葉とも。確かに、たとえば日本語の「会社」「社会」は、韓国語でも「フェ・サ」「サ・フ

ェ」となる。英語の「カンパニー」「ソサエティー」よりも覚えやすい。 

語彙集は、各国の新聞やテレビ、公共施設での案内文、看板などに出てくることが多い 658 語

を掲載。しかも、総合的に使う機会が多い順番に紹介し、日中韓 3 カ国の言語で同じ例文を示し

てくれているので、とてもわかりやすい。 

「漢字の元となった甲骨文字が発見された中国河南省の安陽市で前日まで開かれていた国際

漢字学会でも語彙集を報告してきました。持っていった 150 冊すべてがすぐになくなる人気で、

地元の小学校でも紹介しました」 

担当する小山恵鼓（こやま・けいこ）研究員は、高揚感に満ちていた。 

構想が持ち上がったのは、2014 年。16 年末から日中韓の有識者が地道な編さん作業を重ねて

作り上げ、今年 6 月にはさらなる改訂も加えたという。旅行者はもちろん、日本、中国、韓国の

文化や伝統を理解したい人、語学の腕を上げたい人らが使うことを考えて、デザインにもこだわ

ったのだという。 

「共通のものはたくさんあるのですが」と前置きして、小山さんはもう一つ、興味深い話をひ

もといた。 

「同じ単語でも、それぞれの地で、違う形で発展したものもあります。たとえば是非という単

語。『良いことと悪いこと』という意味は、日中韓で同じです。でも、日本語には『必ず、きっ

と』という意味があるけど、中国語と韓国語ではそのようには使いません。共通点は多いけれど、

小さく違う点もある。今回、本にまとめる作業は、そこにはまって、とても面白かった」。この

小さな辞書の作成が計画されてから、いったん完成し、さらに改訂に至るまで、5 年間の地道な

作業が実ったことはとてもうれしい。 

https://tcvd-asia.com/
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◇「ミセモンジ」に見た日中韓の近さ 

 

日中韓で共有する課題の一つである環境問題にも触れたい。昨年 12 月のある日、韓国で普段

使っているのと、日本から持ってきた 2 台のスマートフォンが、何の前触れもなく、突然、けた

たましい音を立て始めた。まるで緊急地震速報のようだった。今から振り返ると滑稽だが、本当

にどこかからミサイルでも飛んできたか、近所で大火事でも起きたかとびっくり仰天した。 

スマートフォンの画面をまじまじと見つめる。頼んだわけでもないのに、日本の環境省にあた

る韓国・環境部からショートメールが届いている。 

「明日 6～21 時 首都圏、釜山、大邱などの地域は、ミセモンジ緊急低減措置を発令。必要時

には補強用マスクの着用など健康管理に注意してください」。発令されると、自動車の運行制限

や公共機関の駐車場閉鎖、工事現場の時間短縮などが行われるという。 

抜き打ちの爆音は、翌日の夕方も発せられ、うたた寝していたベッドから飛び起きる羽目とな

った。 

「首都圏地域のミセモンジ濃度は改善され、18 時までに危機警報が解除されたことをお知ら

せします」 

「ミセモンジ」は、健康への影響が懸念される微小粒子状物質「PM2・5」などを指す。日本も

春には、中国から偏西風に乗った黄砂がやってくるというニュースを聞くから、春にミセモンジ

が増えるというのは理解できる。しかし、とまだ年も明けない冬の入り口で、この爆音では「歩

けば歩くほど健康を害しますよ」と言われたような気分になるではないか。 

下宿先に住み込みで働き、こちらのあやふやな韓国語にも根気よく付き合ってくれる李珉政さ

ん（25）に尋ねてみた。「確かに何年か前からは、冬の時期も、ひどくなっている気がしますけ

ど、まあ、マスクを買えばきっと大丈夫ですよ」。拍子抜けする、あっけらかんとした笑顔が返

ってきた。テレビやラジオの天気予報で「ミセモンジ情報」は毎日流れているから、きっと慣れ

てしまっているのだろう。 

日中韓の 3 カ国の研究チームは、大気汚染に関する共同研究を行っている。韓国国立環境科学

院は昨年 11 月、韓国主要都市の PM2・5 の発生源に関する分析を明らかにした。分析によると、

51％は韓国内で発生したが、32％は中国からの影響だったという。 

下宿先の近くに、ソウルから世界の主要都市への距離を記した標識が立っている。北京までは

954 キロ、西日本ならもっと近いけれど、東京までは 1158 キロ。陸続きの中国もまた、韓国に

とっては、過去から今に至るまでの「隣人」なのだ。 

 

 

◇新型コロナ禍が映した「グローバル化時代の隣人関係」 

 

そして、日韓両国にとって、今も同時進行の大きな危機となっているのが、新型コロナウイル



公益財団法人日韓文化交流基金 フェローシップ報告書 
 

スの世界的な流行だ。特に韓国では 2 月下旬になって新型コロナウイルスへの感染者が一気に

増えた。 

特に感染者が集中的に発生したのが、ソウル、釜山に次ぐ、第三の都市大邱（てぐ）だった。

新興宗教団体の教会での集団感染のため、ソウルなど他の地域を大きく上回る患者が発生し、韓

国政府は、大邱市などを「特別管理区域」に指定した。現地では、博物館や美術館などが閉じら

れ、韓国のポピュラー音楽「K－POP」コンサートも中止に。市民は、外出の自粛を求められた。 

2020 年は韓国で「TK」と呼ばれる大邱と慶尚北道の「観光年」ということで、2 月 1、2 日に

たまたまソウルから高速鉄道 KTX で約 2 時間かけて訪れていた。当初の目的は、大邱市が力を入

れる「医療観光」を取材するためだった。 

「大切なのは、外国人の皆さんに、母国で受けるよりも安く、高度な医療を提供することです。

私が勤務する歯科医院では、入れ歯やブリッジに代わる治療法として普及が進むインプラント

治療が人気ですね。1 回の訪問で、何本も治療する人も多いのですよ」 

説明してくれたのは、100 人以上の専門スタッフを抱える「徳英歯科病院」の金坰敃（キム・

ミンジョン）理事だ。 

なぜ、人口約 250 万人の大邱市は、医療観光を推進しているのか。第一の理由は、5 つの大学

病院、3200 以上の医療機関が集まるなど医療施設が充実しているからだ。1658 年に李氏朝鮮王

の命令で、薬の流通拠点になってから 360 年以上にわたり、伝統的な韓方医療も盛んということ

もある。第二の理由は、世界中の人やモノ、カネが移動し、情報もつながるグローバル化の進展

だ。先進国の人々や新興国の富裕層に、医療を受けてもらうだけではなく、旅行もセットで楽し

んでもらう。そうすれば地元の医療業界も、観光業界も潤う一石二鳥の効果を生むと見込んだの

だ。 

外国人が受けることができる医療は、歯科だけでなく、人間ドックや皮膚美容、レーシック手

術をはじめとする眼科、韓方医療など広範囲にわたる。大邱市は、出入国時の空港までの送迎、

通訳や診断書の翻訳、ホテルの予約、医療保険の加入などの「無料サービス」も提供する。そう

したかいあってか、受診した外国人は 2009 年の約 2000 人から、18 年には約 1 万 8000 人まで増

えた。日本人には美容外科や皮膚科、韓方が人気らしい。 

国境を越えて移動する人が飛躍的に増えたからこそ、大邱は外国人をターゲットにした医療観

光を展開できたし、世界中に拡大した新型コロナウイルスの猛威にもさらされた。この構図は、

インバウンド（訪日外国人客）を大きく増やすことに成功し、今は苦境に立つ日本各地の観光地

もまた同じだ。ウイルスの正体がまだはっきりとわからない中、当事者たちの自助努力でどうに

か打開できるものでないという点も共有している。 

新型コロナウイルスの感染拡大は、日韓両国が、グローバル化のメリットも、リスクも共有し

ている側面も浮き彫りにした。非常に厳しい状況を共有する局面だからこそ、双方が手を携えて

乗り切り、「グローバル化した時代の隣人関係」の再確認につなげられないだろうか。 

 

◇日韓関係の復元力を悲観しない 
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最後に、これからの日韓関係を展望したい。おそらく元徴用工問題では、これからも日本側が

首をかしげるような反応が、韓国側からいろいろ出てくるだろう。「元徴用工への損害賠償を含

む請求権問題は、65 年の日韓請求権協定で解決済み」という日本政府の主張は、全くその通り

だ。経済成長を遂げた韓国は、もはや日本と同じく主要 20 カ国・地域（G20）のメンバー国なの

だから、国同士の約束はきちんと守らないといけない。 

ただ、いざソウルに住んでみて、日本や中国との歴史的、地理的な近さを目の当たりにすると、

どこか刹那（せつな）的、行き当たりばったりと映ることが多い韓国の動きを、簡単に切って捨

てて良いのだろうかという考えも生じたのも事実だ。 

人口で見ると、韓国約 5200 万人に対し、日本は約 1 億 2500 万人、中国に至っては実に約 14

億人。「隣人」のスケールメリットは絶対的だ。加えて、超大国の米国は同盟関係にあり、民族

は同じだけど政治体制や思想がまったく違う北朝鮮はすぐ目の前にいる。「あちらを立てれば、

こちらが立たない。こちらを立てれば、あちらが立たない」というのは言い過ぎだろうか。韓国

の大統領の権限がとても強いとは言うが、任期は 1 期限りで 5 年しかない。 

韓国の外交姿勢は、振り子のように揺れることを宿命づけられている。裏返せば、今は離れて

いるように見えても、いつかは必ず戻ってくる」。これぐらいに構えて、日韓関係が厳しい局面

でも粛々と対応する。それと同時に、政治や経済、防衛、文化、そして個人レベルでの交流を分

厚くすることで、決定的な破たんを防ぐ「安全弁」としていく。韓国の方が優れている部分があ

れば、どんどん取り入れて、日本の伸びしろとする。そんな発想はどうだろう。 

「隣人」だけど、「小さく違う」からこそ、摩擦は生じる。そして、それぞれの国の外交姿勢

は、それぞれの国のリーダー像や、内政の「いま」を映し出すから、時にいかんともしがたい局

面も当然、起きてしまう。経済的なパワーバランスも変わってきている。 

それでも、韓国語の能力が決して十分とは言えなかった私を助けてくれた「日中韓共通語彙集」

が、日中韓の専門家の協力で仕上がったように、経済や文化、草の根交流などさまざまな分野で

「信頼のパイプ」があるなら、日韓関係もいつかまた良くなるチャンスは大いに出てくるのでは

ないか。 

私は、日韓関係が復元する力を悲観していない。こう書くのは、やはり、初めてとなる韓国で

の生活に親しみ、多くの人々との出会いにも恵まれたからだろう。最後に、このような貴重な機

会を与えて頂き、フェローシップで滞在できた期間中も、サポートして頂いた日韓文化交流基金

の皆さんに謝意を表したい。毎日新聞社との長きにわたる友好関係を踏まえ、私を温かく迎えて

くれた朝鮮日報社の皆さんにも感謝している。 
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働省など担当） 

2013年 4月： 同外信部 

2014年 4月： 同ウィーン支局長 

2016年 4月： 同大阪本社代表室委員 

2018年 4月： 同外信部副部長 

2018年 10月： 同政治部副部長 

2019年 10月： 日韓文化交流基金フェローシップで韓国滞在 

2020年 4月： 同外信部副部長 

2021年 4月： 同ソウル支局長 

 


