
Ⅲ　活動の記録

１　ゼミ
（１）グローバル化とは何か（５月13日(火)）
　今回の課題研究ではグローバル化（グローバリゼー
ション）が一連のテーマとなっている。
　この言葉はニュースなどでもよく耳にするが、実際
どういった意味を持つ言葉なのか、それを説明すると
なると難しい。そこで、第一回の時間を使ってグロー
バル化について学んだ。
　グローバル化とは「モノ・ヒト・カネの移動の自由
化」のことを言う。つまりは経済活動の自由化のこと
であり、自由な経済活動を推進する資本主義と密接に
かかわっている。このことは歴史からもわかる。グ
ローバル化の元祖ともいえる現象は大航海時代、15世
紀ごろのヨーロッパで始まった。航路の開拓、まさし
く「モノ・ヒト・カネの移動の自由化」によりそれま
で交易が自由に行えなかった地域と交易ができるよう
になり、当時、金と同等の価値を保有していた香辛料
などを得ることにより莫大な富を生んだ。大航海時代
が終わると、その富を用い、ヨ－ロッパでは近代化す
なわち産業革命や市民革命などがおこっていく。産業
革命や市民革命が進展していく中、お金に対する疑問
からそれを解決するものとして自由主義をベースとし
た資本主義が生まれる。だが、そうした資本主義は格
差の拡大、植民地主義、後に起こる世界恐慌などの問
題をはらんでいたので、社会主義や修正資本主義と
いった、自由な経済活動を制限する考えが出てきた。
そうした考えが自由主義と対立する間、大きな自由化
の動き、つまりグローバル化は息をひそめることにな
る。
　現在起きている急速なグローバル化の出発点はどこ
だろうか？これは一般的に冷戦終結後であると言われ
る。これは、さきほどのことを念頭に置くと、明確な
意味がでてくる。冷戦終結、続くソ連の崩壊によって
世界における社会主義の勢力は縮小し、資本主義が優
勢となった。また修正資本主義に関しても、大きな政
府を維持することは財政赤字を生み、規制を通じた官
僚支配などの問題点を生じさせた。このため、フリー
ドマンによる新自由主義が登場したのである。こうし
た動きにより、グローバリズムは台頭してきている。
つまり、グローバル化は自由な競争をベースにした資
本主義の考えに基づいて推し進められているというこ
とだ。
　現在のグローバル化はあらゆる分野、例えば、政
治、文化などでも推し進められている。それらが経済
の自由化の副産物として説明できることに留意すれ
ば、様々なグローバル化の現象が理解できる。例え

ば、言語においては英語が世界の標準言語とされるよ
うになってきた。それがよいか悪いかは別として、英
語の普及は、あらゆる国の人を交渉相手とした場合、
最大のネックとなる言語の壁を取り払うのに大いに役
立つだろう。
　また、グローバリゼーションはアメリカン・グロー
バリゼーションと揶揄されることがある。なぜなら
ば、これは先ほどの冷戦終結とも関連しているが、西
側の超大国であったアメリカはソ連の崩壊により、資
本主義は社会主義に勝るとして、資本主義の利点を世
界中に喧伝してゆき、これがグローバリゼーションの
大きな流れを作ったからだ。そのため、先ほどの英語
の例のように、アメリカを基準とする世界の平準化
は、グローバル化とは切っても切り離せない関係で進
行していると指摘されている。そして、グローバリ
ゼーションは多大な利益をもたらすが、それは格差の
拡大や環境破壊、文化の喪失といったリスクの上に成
り立っていることも忘れてはいけない。そのため、そ
うした理由から反グローバリズムの立場をとる者もい
る。
　こういった面があることを認めたとしても、グロー
バル化は今の社会の潮流であり、その全面的な否定は
世界から取り残されることを意味する。グローバリ
ゼーションの流れを止めることは無理だろう。よっ
て、グローバル化を肯定的に受け止めた上で諸問題を
解決してゆくしかない。
　最後に、今日のグローバル化には通信と移動手段の
飛躍的な発達があったことを忘れてはならないだろ
う。これにより地理的な懸隔という問題が解決し、全
地球的ネットワークが形成された。では、だからと
いって、国家間の地理的な近さによる重要度は低下し
たのだろうか？グローバリゼーションの影響を考える
ためのヒントは、そんなところにも転がっているのか
もしれない。

（２年　田村彰）

（２）日韓関係史と日韓間の歴史問題
（６月３日(火)、６月10日(火)）

　ここでは、講義と討論を通じ、私が考えたことをま
とめておきたい。

Ａ　教科書問題
　日本の教科書の言葉のニュアンス（例：植民地化を
成功…）や韓国の反日教科書が問題となっている。日
本は事実を知るために歴史を学ぶ。また、先生によっ
ては韓国についてあまり触れないため韓国のことをよ
く知らない人が多いように思われる。一方、韓国は一
つの民族としてまとまるために歴史を学ぶ。したがっ
て、いかに韓国が頑張ってきたかという点がクローズ
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アップされており、たくさんの事実を教えなくてはな
らないということにはこだわりがない。例えば、韓国
の教科書には日露戦争についてはあまり載っておら
ず、ただ、日本によって日露戦争に利用されたとしか
載っていないらしい。このように歴史教育の目的が違
うので、問題解決のために共通の教科書を作ることは
不可能であろう。ただ、日本の悪いイメージばかりを
植え付けることで日本のことを嫌いな韓国人が増える
のは悲しいし、嫌うなら当時の日本の状況などをちゃ
んと知ったうえで嫌ってほしいと思う。

Ｂ　領土問題
　韓国併合、竹島領有は同時進行だった。竹島は島根
県隠岐島民の中井養三郎がアシカ捕獲のために領土編
入を願い出たらしい。そのため日本は「竹島は韓国併
合とは無関係」と主張している。また、サンフランシ
スコ平和条約では竹島について触れられておらず、あ
いまいさが残った。領土問題が出てきたのは、韓国に
よる韓国実行支配（李承晩ライン）が行われたからで
ある。日本が抗議し、ICJ付託を提案したものの韓国は
拒否。日韓の竹島の見解の差は依然埋まらないままで
ある。問題なのは、日本にとっての竹島問題が領土問
題なのに対し、韓国での竹島問題は歴史問題であると
いうことだ。この認識の差を埋めない限り問題は解決
しないように思う。

Ｃ　慰安婦
　日本は謝罪も賠償もした、という主張をしている。
確かにかつて河野談話で慰安婦の日本軍の関与を認
め、お詫びしている。日本は請求権協定で解決済みの
ため、国としては金を払えないと主張し、韓国は国か
ら賠償してほしいと主張して対立した。そのため、中
間策として日本政府と国民が協力し、アジア女性基金
が設立された。しかし、この方法は、韓国側の受け入
れるものとはならなかった。この点でもそうなのだ
が、問題解決に向けて活動する際、いつも解決案を日
本だけで作成し、韓国に提示して拒否されている。
よって日本だけが右往左往し、「日本は問題解決のた
めに頑張っているのに韓国が協力してくれない」とい
うような不満が溜まっていく。本来解決案は両国が話
し合って作らなければいけないものだと思う。日韓両
国が協力して解決策を考えることはできないのだろう
か。また、一つ疑問に思うのだが、なぜ韓国人慰安婦
ばかり話題に上がって、日本人慰安婦はあまり話題に
上がらないのだろうか。日本人慰安婦について考える
ことも大切だと思われる。

Ｄ　最後に
　日本と韓国は、話し合って意見を詰めていく努力が

足らなかったために問題が残っているのではないだろ
うか。言いたいことを言っているだけではこちらの主
張が相手に伝わるはずもない。そのことを認識するべ
きである。また、具体的に得られる利益を考えること
も大切である。例えば、謝罪で日韓関係が良くなった
場合の経済的利益や、領土問題に頑なな態度をとり続
けることで何が損なわれるか、などである。
　韓国での日本の価値は確実に下がっている。経済成
長により韓国は日本なしでもやっていけるようになっ
たからである。そしておそらく、今後日本の価値が上
がることはないだろう。そういう意識をもって韓国と
接する方がいい。日本は韓国を下に見すぎていると思
う。
　そして、すぐ隣の国なのにもかかわらず、韓国に無
関心な人が多い。無関心な人が多いから、間違った情
報が正しい情報のように認識されるのだと思う。そし
て、それは日本だけでなく、韓国でも同じなのではな
いだろうか。
　国が違うので物事の考え方が違うのは当然である。
だから韓国は日本に謝罪されても、その謝罪の仕方が
気に入らない、など、感情的に日本に抗議し、日本は
法律論にこだわって問題を解決しようとする。だから
いつまでたっても互いに納得できないのだと思う。相
手が本当に望んでいることは何なのか、なぜ相手はそ
のような主張をするのかを、日韓が冷静に協力して話
し合えば、解決することは可能だと思う。私たちは日
本人としての意識をもって問題解決に向けて前向きに
行くべきだ。

（２年　齊藤有里）

（３）在日コリアンと民族差別、および外国人労働者
をめぐる問題（６月17日(火)、６月24日(火)）
　最近の在日コリアンを巡る問題とは、在日コリアン
への偏見の問題である。はじめ、私にとっては身近で
はない話題であり、すくなくとも若い人は、あまりそ
の偏見の存在を知らなかったり、興味がなかったりす
る。これはSGHゼミでの話し合いでも明らかになった
ことだ。ただ、実際、この偏見は大きな問題をはらん
でいる。
　在日コリアンとは、日本に住む朝鮮半島出身者のこ
とだが、その多くは、第二次世界大戦以前に労働者な
どとして日本にやってきた朝鮮人の子孫である。彼ら
は自分が朝鮮半島出身であることを誇りに思い、朝鮮
の伝統的な文化を大切にし、朝鮮の食文化や行事を
守っている。太平洋戦争が終わっても、彼らが朝鮮に
帰らなかったのは、帰りたくても帰れなかったから
だ。ふるさとには土地も仕事もなく、生活の拠点は完
全に日本にあったため、朝鮮に戻ることは簡単なこと
ではなかった。
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　現在、彼らを取り巻く問題、偏見のひとつは、日本
人によるヘイトスピーチである。日本には、東京の新
大久保や大阪の生野などに大規模なコリアタウンがあ
る。そこでは、在日コリアンの人々が韓国の食べ物や
雑貨を販売したりしている。そこに彼らに敵意を持つ
日本人が集団で押し掛け、在日コリアンに対する罵詈
雑言を大声でまくしたて、道路を行進していく。その
発言の内容は、本当に書くことができないようなひど
いものだ。その中では、在日コリアンは日本人よりも
年金の支給で優遇されている、など、誤った情報に基
づいた攻撃がされている。一部の在日コリアンの方
が、一般の日本人とは異なる形で年金を受給している
のは、彼らに対して今まで日本の年金制度が整ってい
なかったことが背景にあり、決して優遇されているわ
けではない。こうしたヘイトスピーチを行う団体は、
コリアタウンだけでなく、人の多く行き来する駅前な
どでも活動を行い、日本国民にそれを宣伝していく。
間違ったことが広がり、多くの日本人が偏見を持つよ
うになるのだ。
　このヘイトスピーチを巡り、私たち旭丘SGHのメン
バーで討論をした時には多くの意見が出された。総意
としては、このヘイトスピーチは止めるべきものとさ
れた。しかし、問題はどのようにして止めるのかであ
る。どこからがヘイトスピーチなのか。罵詈雑言はい
けないことだけれど、それをチェックするのは誰がど
のようにすればいいのか。法律を作るにもラインの引
き方が難しいし、法律を作ると言論の自由が守られな
くなる可能性もあると指摘された。そもそも、法律の
力だけで処理することは難しい。
　一案として、教育を通じて事態を改善することもで
きるだろう。例えば、罵詈雑言を発するということ
は、どんな時でも道徳に反することである。公民の授
業などで在日コリアンの置かれている正しい現状を教
えれば、間違った情報をうのみにすることはなくなる
だろう。そしてまた、情報化が進む今、この問題に限
らず正しい情報と誤った情報を見分けて判断していく
能力を育てるため、情報の授業で扱うことも効果的だ
ろう。以上が在日コリアンを取り巻く問題と、私たち
が考えたその対処法である。
　次に、外国人労働者の問題について述べる。日本は
今、少子高齢化が進んでいる。その結果、労働できる
人口が減り、このままでは、日本人だけで日本を動か
していくことができなくなる。その対応策として、外
国人労働者の導入が考えられている。アジアやアフリ
カの発展途上国の人材を使い、足りない分を補うので
ある。実際これはすでに行われていて、例えば自動車
の生産が盛んな豊田市周辺では、部品の製造などのた
めの工場で多くの外国人労働者が働いている。
　これに対する問題として、彼らに対する日本人の偏

見と、外国人労働者の権利をどこまで拡大させるか、
という二点があげられている。
　まず前者は、外国人労働者による犯罪が目立った
り、生活のマナーが悪い、例えばゴミ出しの際の分別
を正しく行わなかったり、食べ方が汚かったりと、良
くないイメージが定着してしまっていることを背景に
生み出されている。犯罪についてはともかく、ゴミ出
しの際の分別などは、もしも私たちがアメリカに行っ
たとき、英語を完全に理解できていなかったらうまく
できないことに違いない。また、食べ方は文化の違い
があるのだから、日本のマナーを押し付けることが正
しいことではないだろう。こうした偏見というのは、
私たち日本人に異文化理解のための精神が欠落してい
ることによって起きていることだと思う。これはグ
ローバル化が進む現代社会においては由々しきことで
ある。これを改善させるためには、相手の立場に立っ
て考える、異文化交流の機会を持つ、などの方法が効
果的なのではということが挙げられた。
　次に後者は、具体的には選挙権をどこまで許可する
かということである。選挙権は地方選挙なら許可して
いいのか、被選挙権は持たせるべきなのか、などの議
論が行われた。外国人労働者は私たちと同じように働
き、納税し、生活している。なのになぜそんな議論が
行われているのかというと、例えば、被選挙権を衆議
院議員選挙で許可した場合、国会でその外国人労働者
が意見を述べ、日本を動かすことにもなってゆく。首
相になることもあり得ないことではない。果たして外
国人に首相になることまで許していいのか、という問
題だ。この例は大げさすぎるけれど、実際、市町村の
中には外国人がかなりの率で住んでいるところもあ
り、そのようなところでは外国人市長の登場の可能性
がある。日本の一部を外国人が治めていいのか、とい
うことなのだ。
　でも少し考えてみると、外国人ってなんだろうか。
肌の色、目の色が違えど、長期間日本にいる外国人
は、日本の文化に染まり、日本人と同じように生活
し、日本語を流暢に話す。それと日本人と何の差があ
るのか。先ほど提示したように、偏見にさらされやす
い外国人労働者だが、彼らの権利についてはもっと柔
軟に考えていくべきだろう、という意見が多かった。

（１年　高桑みなみ）

（４）新自由主義の受容とIMF危機後の韓国経済の変
容、および日本のTPP問題

（７月１日(火)、７月９日(水)）
　1960年代半ばから急成長を遂げた韓国経済は、1997
年のアジア通貨危機によってウォン暴落に見舞われ、
IMFの支援を受けてどうにか危機を乗り切った。IMFは
支援の代わりに様々な経済政策を指導した。経済格差
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解消、公正な競争、財閥対策はその三本柱である。
「経済民主化」は、憲法119条１項、２項にも登場す
る。特に２項では、「国家は均等な国民経済の成長及
び安定と適正な所得の分配を維持し、市場の支配と経
済力の乱用を防止、経済主体間の調和による経済の民
主化のために経済に関する規制と調整を行える」と記
されている。1987年、民主化運動の高揚とともに大統
領直接選挙が実現する一方で、1980年代後半の労働運
動の高揚に伴い賃金が上昇し、労働集約的製品の輸出
競争力は衰えた。重化学工業製品の高度輸出化を図る
ものの、製品の品質面で苦戦を強いられた韓国企業は
次々と業績を悪化させ、銀行の不良債権が増大し、さ
らに、タイから始まった通貨危機が1997年12月、韓国
ウォンにも飛び火した。1998年、政権交代によって金
大中大統領が誕生すると、韓国はIMFによって課せら
れた緊縮的経済政策を断行しつつも、資本の対外開放
に力を入れ、投資を促す構造改革を次々と実施。東ア
ジア通貨危機からいち早く脱出することができたと評
価されている。ここでおこなわれた金融、企業、労
働、公共という４つの改革は、韓国企業のグローバル
化を進める要因となったと考えられている。
　積極的な対外開放戦略は、市場参入障壁の撤廃や外
資参入規制の緩和という形で現実のものとなり、多く
のベンチャー企業を生んでグローバル競争を促し、結
果として、2000年代の積極的な輸出依存型成長を後押
しすることとなった。一方で、サムスンを代表とする
財閥を経済発展の担い手として経済体制を築いたた
め、韓国特有の財閥への経済力集中が進んだことは否
めない。サムスンの輸出額は国全体の２割に上り、４
大財閥の総売上高は韓国GDPの半分を占めている。し
かし、財閥が経済を牛耳る中、財閥と関わりの少ない
大多数の国民の所得・雇用環境は改善されなかった。
トリクルダウン効果が期待されてきたものの、財閥の
儲けの滴は中小企業までは落ちてはこなかったのであ
る。その結果、多くの韓国国民にとって、財閥企業は
就職先として憧れの対象である一方、格差を拡大させ
た原因として不満の対象ともなっている。そして、一
見順調に見えた韓国経済も、格差拡大の中で様々な問
題を抱えることとなった。
　2012年に発効した米韓FTAは、韓国経済にどのよう
な影響を及ぼしたであろうか。企業利益の追求ともと
れるアメリカ主導の関税撤廃によって、韓国は急激な
経済構造の変化を余儀なくされた。農作物の価格は暴
落し、農業経営者が廃業などに追い込まれるケースも
あり、ささやかな個人経営者の幸せが打ち砕かれる惨
状を韓国メディアは何度か報じている。また、医薬品
値段が高騰し、政府が国民のために適正薬価を決める
ことができなくなったという批判も起きている。
このように競争力を維持できる大企業のみが恩恵を受

け、労働力を提供する国民の存在が置き去りになるの
ならば、グローバル化は国民国家のアイデンティティ
の空洞化を招く恐れがある。経済的な自立のために資
本主義の理念は必要で、グローバル化は競争原理にか
なっており、それぞれの特徴ある国家づくりのためも
必要であると思われる。しかし、グローバル化の恩恵
は、大国主導の関税撤廃によってのみもたらされるも
のではなく、それぞれの国の産業構造を考えた戦略的
貿易がなされてこそ、初めて現実のものになる。
　昨今、日本でもTPPへの参加が検討されているが、自
由競争によってもたらされるメリットとデメリットに
ついて、よく考えなければならない。メリットは、ま
ず、日本の工業製品、特に自動車、半導体など高価な
ハイテク機器の輸出が拡大されること。次に、海外の
商品を手に入れやすくなること。また、石油などの資
源を安価に入手しやすくなることだろう。よって、日
本で作った部品を海外で組み立てる場合よりも安くで
き、さらに関税を抑えることもできる。産業構造の変
化による新規産業育成の可能性や、中小企業の海外事
業への展開がしやすくなるメリットもあるだろう。
　一方、デメリットは、農業分野での国際競争に敗れ
ることで日本の農業は破綻し、日本の食糧事情が変化
し、食の安全性などが脅かされることであろう。低価
格商品の流入により、デフレを招く可能性もある。ま
た、現在は義務付けられている公的医療保険への加入
が、アメリカのように自由化されることが予想され
る。公的医療保険に入らない人が出てくれば、高額の
医療費を請求されたり、混合診療システムによって受
ける医療の質に格差ができ、人の命がその人の持って
いる財産によって左右されるという問題が起きてく
る。ISDS条項は、貿易摩擦による訴訟を引き起こしや
すくさせ、ラチェット規定によって、TPPで一旦自由化
されたり規制緩和したものは取り消すことができな
い。農作物については、現在「TPP枠」を設けることに
よって低関税や無関税の輸入数量などを設定し、その
枠を超えた分は高関税にして輸入増を抑えることが検
討されているが、TPP参加国からの輸入は増えることと
なるだろう。
　韓国の対外開放戦略は、日本のこれからの歩む姿の
ひとつであると考えることもできる。産業構造の違い
から安易に比較することは難しいが、韓国がFTAを妥
結することで国内法をいくつも変えねばならなくなっ
たことは、国際条約が国内法よりも優先される日本に
おいても、近い将来に起きることである。アメリカは
州法の独立性がある上、自由貿易協定と法律が同等の
効力を持つとされているので、後に制定された条約や
法律が優越する。つまり、アメリカではTPPを締結、批
准した後に履行法を制定し、国内法に反するものを無
効にすることができるので非関税障壁は揺るがず、保
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護貿易を続けられることになる。そのような不平等な
部分を、日本の輸出による利益は上回ることができる
のか。日本の産業は、グローバル化することによって
メリットだけを呼び込むことができるのだろうか。消
費者としても国民としても、慎重に考えて選択しなけ
ればならない問題である。日本の産業は、その品質の
高さで強い競争力を持っていると考える。農水省で
は、対アメリカに介護食などの輸出も検討しているよ
うだ。官民の連携の中で、活路を見出すことができる
かもしれないとも思う。
　安定とは何か。グローバル化は本当に可能なのか。
グローバル化は伝統や文化を軽視することにならない
のか。国民国家としてのアイデンティティはどう保つ
のか。私はグローバルという言葉に、いつも何故か居
心地の悪さを感じる。効率良く利益を生み出すことは
本当の国力なのだろうか。SGHゼミにおける討論、講
義をふまえて、産業ごとに競争を行う横の競争、国ご
とに競争を行う縦の競争に生き残るために、国家とは
何か、それを構成する自分とは何かを考えることが重
要だと感じた。新しいことを切り開く一人目の開拓者
でありたい一方、伝統を守る者でもありたい。「温故
知新」。そこから始められる何かがあると思う。

（２年　奥村皐月）

（５）グローバル化の進行と競争の激化、格差拡大
（10月７日(火)、10月14日(火)）

　現在韓国では、グローバル化が急速に進行してい
る。サムスンや現代などの財閥系大企業は、世界中に
製品を輸出し、特にスマートフォンや自動車などの工
業分野で世界トップクラスのシェアを誇っている。韓
国のGDPは現在も上昇していて、国民の生活はどんど
ん豊かになっている。しかしその一方で、競争が激し
くなっている。
　韓国では大企業と中小企業の所得の差が大きく（中
小企業の平均所得は大企業の62.9%・2010年）、多く
の人が何としてでも大企業に就職しようとする。しか
し現状では雇用全体の86.8%の人が中小企業で働いて
いる（2010年）。大企業に就職するのはそれだけ難し
く狭き門であるといえる。これらの大企業ではTOEIC
で測られるような英語力が重視されていて、採用・出
世に大きくかかわる。そのため、幼少期から英語を学
ぶ人が多く、海外留学する人の数も多い。2009年秋に
は、アメリカの大学に在籍する韓国人留学生の数は
39,100人であり、出身国別で第１位となっている。
　また学歴社会の韓国では、大企業で職を得るには、
国内トップクラスの名門大学（特に“SKY”と呼ばれ
るソウル大・高麗大・延世大）を卒業することが前提
となる。そのため受験戦争（特に大学受験）が激しく
なっていて、日本でいうところのセンター試験にあた

る大学就学能力試験は、その結果がその後の人生を決
めるとさえ言われている。韓国の高校生の多くは、
たった１回のその試験のために必死に勉強をしてい
て、日本のように授業後に毎日あるような部活動はほ
とんど行っていない。
　2009年「中学生・高校生の生活と意識」によると、
学校・家・塾を合わせた１日の勉強時間の平均は12.2
時間であり、日本の7.8時間よりはるかに多い。SGHゼ
ミで討論をした韓国人留学生の方の話によると、午後
10時ごろまで学校にいてその後塾に行き、12時以降に
家に帰るという高校生も珍しくないそうだ。これを聞
くと、自分のやりたいことをやる時間的な余裕がない
ように思えてしまう。これらの競争は学生たちにとっ
て非常に大きな負担だろう。現に、韓国の高校生の
72.3%が今の勉強について「いやでもしなければならな
い」と答えている。
　また、同時に親の経済的な負担もかなり大きくなっ
ている。学校の授業料に加えて、大学受験対策の塾の
費用、英語教育のための費用などが家計に重くのしか
かっている。そのため所得の少ない世帯では、所得の
多い世帯の子供たちに比べて十分な教育を受けさせる
ことができない。するとその子供はよい大学に入るこ
とは難しくなり、中小零細企業に就職する。そして、
所得が少ないために子供に十分な教育を受けさせるこ
とができず、その子供も所得が少なくなり…。という
ように負のスパイラルに陥り、所得格差が連鎖してし
まう。2010年の韓国の相対貧困率（所得分布の中央値
の50%未満の者の割合）は14.6%で、1997年の8.7%に
比べて1.7倍となっている。それだけ所得格差が広まっ
ているのだ。この所得格差の連鎖・拡大こそが、今の
韓国が早急に解決すべき問題の一つであるだろう。
　しかし、競争の激化は悪い面しかないわけではな
い。競争が激化することで企業や大学が学生に求める
要求水準が高くなるので、韓国では非常に高い能力を
持った優秀な人材が増えている。我々が交流した高陽
国際高校の生徒は、国内トップクラスの学力を有し、
なおかつ語学力やプレゼン力など、これからビジネス
で必要とされるような能力が卓越していた。
　これを踏まえて考えると、現在の日本の教育はどう
だろうか。学歴社会であり、欧米諸国に比べると受験
戦争も激しい。相対的にみると、韓国と同様に競争が
激化している。ただ、日本では部活動が盛んである点
や、韓国よりも学生の勉強時間が短い点で、韓国より
も競争は穏やかと言える。しかし、これは良いことな
のだろうか。韓国では、競争が激しいために、エリー
ト教育が日本よりも盛んにおこなわれている。逆に日
本では、全体の水準を上げようとする考え方があり、
エリート教育よりも底上げ教育に熱心に取り組んでい
るように思える。そのために、かえって中途半端に
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なってしまっているのではないか。
　底上げ教育はより多くの国民が自分の才能を発揮で
きるようにするために重要なことであり、これは日本
の教育の強みだと思う。しかし、これから先のグロー
バル化が進む世界では、少数のエリートの力も必要と
なる。それゆえに、現在の教育の方針を重視しつつ、
さらにエリートを育てていくことが日本の教育に求め
られているのではないだろうか。

（1年　鬼頭尚暉）

（６）韓国の社会と文化、日本との違い
（10月21日(火)、10月28日(火)）

　ゼミや韓国からの留学生の方との討論会、巡検など
を通して韓国独特の文化や風潮、日本との共通点や違
いを探ってきた。
　様々な話題があったが、その内容を大きくまとめる
と「儒学」と「周りの人との付き合い」の二つに分け
られた。よってこの二つの観点から全体をまとめよう
と思う。

Ａ　儒学
　言わずもがな、儒教は朝鮮の国教であった。孔子に
よって創られたもので、もともとは『周時代の良さを
取り戻そう』という懐古主義的な考え方から始まっ
た。血縁関係を基本とした人間関係や社会の安定、現
実を受け入れ、自分に与えられた責務のみを全うする
といったことを教えとし、当時大国であった中国の支
配理念として支配下にあった東アジアへと浸透した。
　その後、孔子の弟子である孟子が儒学を発展させ、
「“徳”のある君主が政治を行うことができ、“徳”
がなくなれば『天』が次の君主を選ぶ」という易姓革
命論を唱えた。
　のちに、人間関係において“徳”が表れる場面と仏
教、道教等を組み合わせて朱子学が生まれる。朱子学
では「自分のやらなければならないこと」を『分』と
呼び、特に身分秩序をわきまえることが大切とされ
る。この一例が大義名分論である。『名分』とは善
悪、陰陽のように、物事を二極に分けて考える、とい
う意味で、曖昧は忌避すべきものとされている。
　この考え方では、日本に朱子学や儒学などを伝えた
韓国が日本より上位、兄のような立場となっている
が、経済成長では日本より遅れたため、韓国国民の心
経は複雑なようだ。
　現在の韓国ではキリスト教信者が半数程度を占めて
おり、宗教としての儒教の地位は低下しつつある。儒
教的な考え方の教育を受けたのは今の30歳代後半くら
いまでで、それより若い人たちの間ではあまり浸透し
ておらず、どちらかというと一般的な礼儀として、儒
教の考え方が韓国人の中に残っている。年長者に対し

ての敬意の表しかたなどがその一例といえるだろう。
　日本では社会人になり、年を重ねるごとに関係はフ
ラットになってゆく傾向にあるが、韓国ではいくつに
なっても年齢を確認し、あくまで上下関係を大切にす
る。食事の際は年長者が食べ始めるまで待ち、酒を飲
む場合は見えないように隠して飲むなどの配慮が日常
的に行われているそうだ。
　儒教は日本人の価値観にも少なからず影響を与えて
きた。年上を敬う態度など、日本人と韓国人とで共感
できる点も多いが、韓国の方がより厳しい印象を受け
た。大陸と地続きであり、儒学発祥の大国、中国が近
くにあるというのがその要因であろう。

Ｂ　周りの人との付き合い
　周りの人との関わり方などにも、儒教の考え方が少
なからず影響しているようである。特に自分を育てて
くれた両親に対しては“恩”があるため、何をおいて
も、まず両親の面倒を見ることが最優先とされる。自
分の持つ家族や子供よりも親を大切にするのが「当た
り前」という考え方が一般的で、例えば家庭内で嫁姑
問題が発生すると、「親」を尊重して離婚したり、親
の介護を放棄すると非難の的となり、多くの経済的支
援を行うことを求められたりする。
　友人との関係も日本人よりもっと密接である。前に
述べた儒教の考え方とも相まって、人には親切にした
がる傾向がある。ただし日本のような「恩返し」の感
覚は薄く、親切にする側もされる側も、日本のように
気を使うことはあまりない。
　ほかにも、日本で友人の家に遊びに行ったりすると
きには事前の連絡（時には菓子折りなども）が必要だ
が、韓国では当日の夕方、例えば学校帰りに決定する
ことが多い。また、そのまま友人宅に宿泊などという
ことも往々にしてあるということであった。
　韓国では仲良くなった相手にはお互い遠慮せず、全
てをさらけ出す、という意識が強いのだという。よっ
て日本では非常に重要視される“恥”という概念がな
く、困っている人を助けたり、ものを教えたり、問題
点などを指摘するのにも躊躇しない。日本人は「言う
かどうか迷ったら黙る」という、どちらかというと消
極的な考え方だが、韓国人は「迷ったらとりあえず
（それが良いか悪いかはともかく）言ってみる」「不
快にさせたら、言った後に謝ればよい」という積極的
な考え方だ。したがって口論なども多いが、すぐに関
係を修復できるため、問題はないようであった。
　このように、普段「国民性」「文化」という言葉で
有耶無耶にされる国民の考え方の根底に流れているも
のを知ることは、よりよい友好関係を築くための土台
になるのではないだろうか。

（１年　押谷知佳）

－17－


