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序論 

・問題関心および研究の視座 

 本論文は、1970～80 年代における民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動について論じる。その際、

日本における韓国民主化運動を主導した組織である韓国民主回復統一促進国民会議日本本部（韓民

統）の活動を中心に考察する。 

ここではまず、本論文の問題関心や研究の視座について述べておきたい。45年 8月日本の植民地

支配が終わり、朝鮮半島は南北へと分断された。この分断は、単なる地理的分断のみならず、社会の

あり方、人々の意識のなかに深く根をはる政治的・イデオロギー的分断をももたらした。朝鮮半島の

「分断」は、韓国や北朝鮮の両方に独裁政権が存在する口実になったといえる。 

そして、解放以来の韓国では民主主義を標榜する政権が続いたが、実質的には独裁・軍事政権によ

る非民主主義的国家であって、国民の民主主義的権利は制限されてきた。その上、いずれの政権も反

共主義の下、きびしい反共政策をとっていた。61年 5・16軍事クーデターの直後に組織された「軍

事革命委員会」は６項目の「革命公約」を発表したが、その一番目に掲げたのが「反共体制強化」で

あった1。「反共」を国是とした朴正煕政権は、「分断」状況と「反共」を巧みに利用することで政権

維持を図り、強力な反共政策を展開することで国民の民主主義的権利を抑圧した。また、朴正煕政権

に対する批判や維新体制に抵抗する反体制運動をも反共主義をもって封じ込めた。このような弾圧

は 80年代の全斗煥政権も同様であった。 

 反共主義は朝鮮戦争の経験とからみ合い、韓国内では政治の次元にとどまらず、不文律のように社

会のいたるところに影響を及ぼした。それは、民主化運動側においても例外ではなく、反共主義がも

たらす制約・限界は軍事政権を批判する民主化運動のなかにも現れた。さらには韓国国外で韓国民主

化運動を展開した在日朝鮮人社会や海外在住／滞在「韓国人」（以下、海外「韓国人」）にも同様に反

共主義の影響は及んだ。 

特に、在日朝鮮人とその社会は、朝鮮半島の「分断」や政治的状況による影響を最も強くうけてい

る。在日朝鮮人社会は、大韓民国（韓国）を支持する在日本大韓民国民団（以下、民団）2と朝鮮民主

主義人民共和国（北朝鮮）を支持する在日本朝鮮人総連合会（以下、総連）に分かれて対立している。

このような在日朝鮮人社会の「分断」は、韓国の独裁・軍事政権が在日朝鮮人を潜在的スパイとみな

し、監視の対象ととらえる大きな理由となった。 

朴正煕軍事政権は「分断」されている在日朝鮮人社会において北朝鮮より優位を占めるために、民

団を通じて在日朝鮮人社会を強力に統制しようとした。このような朴政権の思惑は民団内部の派閥

争いとからみ合い、ついには韓国政権による統制に抵抗し民団民主化運動を展開した勢力が民団か

ら排除される事態へと拡大した。そして、民団から排除された抵抗勢力が 70年代に入って韓国民主

 
1 1961年 5月 16日クーデターを起こした軍部が革命委員会を組織し、発表した政策が 6項目の

「革命公約」である。公約の内容は、①反共体制強化、②国際協約と国連憲章遵守、③旧悪一掃、

④自主経済力涵養、⑤国土統一の力の養成、⑥革命完遂後には良心的政治家に政権移譲することで

ある。（「今暁三時軍で無血「クーデター」－軍事革命委設置、戒厳令宣布」『京郷新聞』1961年 5

月 16日付。） 
2 1946年 10月 3日に「在日本朝鮮居留民団」が結成された。韓国政府が樹立した後、48年 10月

4日に「在日本大韓民国居留民団」へと改称し、さらに 94年 4月 20日に「在日本大韓民国民

団」と改称した。 
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化運動を展開することになり、その中心勢力となった運動組織が韓国民主回復統一促進国民会議日

本本部（以下、韓民統）である。 

韓民統は、70～80 年代に韓国民主化運動を展開した。しかし、韓民統の中心メンバーとなった金

載華・裵東湖・郭東儀をはじめとする一部の民団系在日朝鮮人は、民団民主化運動を行った時から北

朝鮮の手先とみなされ、ついには民団から排除された。それに加え、韓国大法院（最高裁判所）は韓

民統を「反国家団体」として規定した3。韓民統やそのメンバーたちにかけられた「疑惑」は、民団

系在日朝鮮人や韓民統の韓国民主化運動がさほど注目されず、正当な評価もされにくい理由にもな

っている。朝鮮半島の「分断」は現在も続いており、当事者の意志／意思をこえて依然として政治性

を帯びさせられており、自由に発言すること自体が困難な状況である。 

以上のような問題はあるにせよ、韓国民主化運動に関わった民団系在日朝鮮人が高齢化し、韓国の

政治的・社会的状況も少しずつ変化しており、在日朝鮮人の韓国民主化運動に関する体系的な研究は

これから本格的に行われていかなければならない。 

本論文は、今まで注目されることが少なかった民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動について考察

する。その際、民団系在日朝鮮人が運動のために結成した韓民統の活動を中心に考察し、民団系在日

朝鮮人がおかれているポストコロニアル状況と「冷戦」下の「分断」状況、そして反共主義に焦点を

合わせる。民団系在日朝鮮人運動について考察することは、これまで左派や総連系在日朝鮮人の運動

を中心に叙述されてきた在日朝鮮人運動史を民団系在日朝鮮人の運動から見直すことになる。そし

て、韓国内の韓国人の運動としてとらえられてきた韓国民主化運動を、在日朝鮮人の側からとらえ直

すものであり、さらに反共主義の影響により歪められてとらえられてきた民団系在日朝鮮人の運動

を再評価する契機になるだろう。 

  

・在日朝鮮人社会の「分断状況」 

先述したように、在日朝鮮人社会は韓国を支持する民団と北朝鮮を支持する総連とに「分断」され

ており、朝鮮半島の「分断」状況が如実に再現されている。2006年 5月 17日、民団団長の河丙鈺と

総連議長の徐萬術は総連中央本部において和解のためのトップ会談を開き、民団と総連の和解と和

合、「在日同胞社会」の民族的談合、韓国と北朝鮮の間の「6・15 南北共同宣言」の実践などを約束

した「5・17共同声明」を発表した4。 

しかし、民団内部からの強い反対により、同年 7月 6日、民団から 5・17共同声明の撤回が発表

され、在日朝鮮人社会の和解は水泡に帰した。この一連の事態は、民団と総連の和解がいかに難しい

かをまざまざと見せつけるとともに、その原因として民団と総連の結成以来続いている長年のイデ

オロギー対立があったことを改めて明らかにした。また、イデオロギー対立は在日朝鮮人社会におけ

 
3「「韓民統は反国家団体」大法、金整司被告原審確定」『東亜日報』1978年 6月 19日付、7面（ 

「“한민통은 반국가단체”대법, 김정사피고 원심확정」『東亜日報』、1978년 6월 19일자） 
4 民団と総連が発表した「5・17共同声明」は、民団と総連の和解、6・15南北共同宣言の実践の

ための運動参加と 6・15統一大祝典への参加、8・15記念祝祭の共同開催、新しい世代の教育と

民族文化の振興のための事業、在日社会の福祉と権益のための協力、窓口の設置と協議などの 6

項目を盛り込んでいる（OhmyNews:2006年 5月 17日付、[現場]2006年 5月 17日、民団－朝

総連の歴史的和解の瞬間（[현장] 2006년 5월 17일, 민단-조총련 역사적 화해의 순간, http:// 

 www.ohmynews.com/nws_web/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000331610）  
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る現在進行形の問題であり、そのイデオロギーという壁は容易には取り除かれそうにない。在日朝鮮

人社会において「冷戦」によるイデオロギー対立がなぜ未だに継続しており、またその原因はどこに

あるのだろうか。 

イデオロギー対立は、単に戦後の在日朝鮮人社会だけが抱えている問題ではない。イデオロギー対

立は、かつて朝鮮半島において日本の植民地支配下で胚胎され、45 年の解放後の信託統治をめぐる

左右対立や朝鮮戦争という経験を通過しながら強固になった。解放後、南北にそれぞれ民主主義を標

榜する韓国と共産主義を標榜する北朝鮮の政府が樹立され、イデオロギー的にも、軍事的にも対峙し

ている。韓国の政権はこの対峙状況の下、反共主義を表に掲げ政治的に利用した事実があり、今や反

共主義は内在化されていると言えるほど韓国の政治および社会そして韓国人の内面にあまりにも深

く根を下ろしている。 

朝鮮半島の「分断」は、単に地理的分断だけではなく、イデオロギー的・政治的・社会的分断をも

意味する。さらに韓国社会のなかに、韓国人、在日朝鮮人、海外「韓国人」の心に「味方」と「敵」

を区分しようとする「心情的分断」が深く刻みこまれた。本論文では、地理的・イデオロギー的分断、

そして「心情的分断」により、韓国人や在日朝鮮人、海外「韓国人」が強いられている政治的・社会

的・思想的な不条理、そして韓国の独裁・軍事政権の抑圧やそれによる非民主主義的・非人権的な諸

状況が複雑に絡まり合う状況を「分断状況」として定義したい。そして、朝鮮半島の「分断状況」は、

在日朝鮮人社会や海外「韓国人」社会にも同様に及んでいることを指摘しなければならない。本論で

は韓国民主化運動における反共主義に対する認識の差や、その認識の差により「連帯」にもたらされ

た「分断」をも「分断状況」の範疇に入れて考える5。 

 

・反共主義と「戦争政治」 

反共主義は植民地支配下の朝鮮で既に形成された理念である。日本の植民地支配下の朝鮮では、独

立や朝鮮民族が生き残るための様々な運動が展開され、民族主義が重要な理念として認識された。そ

のため、民族主義を批判する社会主義者に対する反感や批判から反共主義は芽生えたといえる6。30

 
5 白楽晴は 1989年の論文「統一運動と文学」（初出は『創作と批評』通巻 63号、1989年 3月）の

なかで、「分断体制論」を初めて提起した。「分断体制論」は、朝鮮半島の南と北の国家間の対

立、あるいは陣営内の対立のみならず、分断体制が朝鮮半島全体にわたっていて、その体制から

利益を得ている人と、それによって抑圧されている民衆が南北の両側にいるという認識をもつこ

とを主張したものである（『朝鮮半島の平和と統一－分断体制の解体期にあたって』岩波書店、

2008年、9～10頁）。また、分断体制を分断された朝鮮半島の反民主的で非自由的現実であると

述べた（『朝鮮半島統一論－揺らぐ分断体制』クレイン、2001年、11頁）。つまり、分断された

朝鮮半島において南北の両体制の対立のみならず、反民主的で非自由的現実のなかで抑圧される

民衆の状況までをも視野にいれたのが「分断体制論」である。しかし、白の「分断体制論」にお

ける認識はやはり朝鮮半島内に重点がおかれており、在日朝鮮人社会や海外「韓国人」社会に対

する関心は不十分である。白は分断状態や分断状況、または分断現実という用語も使っている

が、これらの用語は分断によって南北の社会にさまざまな矛盾がうみだされた状況を指す意味で

使われていると考えられる。本論文では、在日朝鮮人ほか海外「韓国人」がおかれた状況にも重

点をおいて「分断状況」という用語を用いる。 
6 韓国の民族主義と「反共主義」とがどのように結合、発展してきたのかについては、全チェホ 

「韓国民族主義の反共国家主義的な性格に関する研究－植民地時期『ブルジョア右派』と国家形成

初期の『李承晩勢力』を中心に」（『社会科学研究』第 35集 2号、全北大學校社會科學硏究所、 
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年代の朝鮮社会では、日本の植民地支配に対抗するために展開した民族文化運動を契機に、右派の民

族主義と反共主義が結合する7ことで反共主義が力を得ることになった。また支配する側である日本

は、民族解放運動を抑圧するために治安維持法、朝鮮思想犯保護観察令などの反共政策を展開した8。

つまり、反共主義やそれによるイデオロギー対立の起源は、日本の植民地支配下の朝鮮が置かれた状

況にあるといえる。すなわち、日本の植民地支配は朝鮮半島の地理的・政治的分断をもたらすのみな

らず、その分断の基底に流れている反共主義の生成にも関わっている。 

植民地支配下で胚胎された反共主義は、韓国では解放直後の朝鮮半島の左右対立や朝鮮戦争とい

う経験を経て、単なるイデオロギーではなく、生命や生活の安全と結び付けられるものとして認識さ

れた。李承晩政権以来の韓国の政権は、反共主義と朝鮮戦争が国民に与える影響を利用し、そして再

生産した。特に、独裁・軍事政権は、政権を維持し民主化運動を抑圧するために常に北との対立を前

面に押し出すことで政治的・社会的に緊張状態を作り出した。さらに、反共主義によって民衆の民主

主義的権利や民主主義運動を抑圧した。 

以上のような韓国の独裁・軍事政権の政治について金東椿は、「戦争政治」と定義した。金のいう

「戦争政治」とは、カール・シュミットの「戦争の普遍化（universalization of war）と日常化」の

理論に基づいたものであって、「国家権力の行使や日常政治活動をただちに非正規の戦争のようなも

のとして捉える場合、内戦と通常の政治葛藤はほとんど区別することができなくなり、社会の全領域

や集団に戦争の原理が一般化され国家内部の野党による抵抗運動、批判的な民間人までもが内戦中

の絶対的な敵（absolute enemy）のように捉えられる」政治的実践を指す9。金はさらに、「戦争政治」

は国家が対内外的な敵と対峙しているという状況認識の下でイデオロギーまたは言説として宣伝さ

れ、正当化されながら、国家機関を通じて具体的に実行されると指摘している10。本論文では、この

ような反共主義と「戦争政治」の捉え方に注目し、民団系在日朝鮮人社会に韓国の反共主義や「戦争

政治」がどのように及んでいるのか、特に民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動を展開する際、また海

外「韓国人」との「連帯」において反共主義がいかに影響を及ぼしていたのかを論じる。 

 

・「冷戦」下の「分断状況」とポストコロニアル状況 

植民地支配が終わっているにも関わらず、植民地支配の結果としての南北分断や「冷戦」、そして

反共主義は、解放後の韓国において韓国の独裁・軍事政権の「戦争政治」とからみ合って未だに韓国

の人々を政治的に、社会的に、精神的に、そして生活において支配している。つまり、植民地支配が

 

2011年 2月）（전재호「한국 민족주의의 반공 국가주의적 성격에 관한 연구 : 식민지 시기 

'부르주아 우파'와 국가형성 초기 '이승만 세력'을 중심으로」『사회과학연구』제 35집 2호、 

전북대학교사회과학연구소、2011년 2월）などを参照。 
7 同前、124頁 
8 柳チェイル「韓国戦争と反共イデオロギーの定着」『歴史批評』16号、1992年 2月、141頁(유 

재일「한국전쟁과 반공이데올로기의 정착」『역사비평』16호, 1992년 2월)。 
9 金東椿「冷戦、反共主義秩序と韓国の戦争政治－国家暴力の行使と法治の限界」『経済と社会』通 

巻第 89号、批判社会学会、2011年 3月、337頁(김동춘「냉전、반공주의질서와 한국 전쟁정치 

-국가폭력의 행사와 법치의 한계」『경제와 사회』통권제 89호、비판사회학회、 2011년 3 

월)。 
10 同前、338頁。 
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解放後の韓国に深く影を落としていると言える。ポストコロニアリズムが植民地支配により強いら

れた苦痛や弊害が植民地支配後も何らかの形で被植民地や被植民者に影響し続けていることを指す

ものであるなら、まさに朝鮮半島の「冷戦」はポストコロニアル状況であるといえる。 

しかし、一つ注目しなければならないのは、韓国内のポストコロニアル状況である「冷戦」下の「戦

争政治」は、民団系在日朝鮮人社会や海外「韓国人」にも例外なく適用されたということである。在

日朝鮮人は旧宗主国で生きざるを得ず、その上差別やアイデンティティの危機にさらされ、祖国の

「冷戦」という政治的状況の影響をも真正面からうけている。イデオロギー的に対立している韓国と

北朝鮮は在日朝鮮人社会において体制の優位を争い、そのために民族団体をコントロールしようと

常に働きかけることで在日朝鮮人社会の「分断」を強いるとともに、民団と総連の対立をさらに煽っ

た。特に、韓国政府は反共主義によって民団系在日朝鮮人を「戦争政治」の傘の下で統制しようとし、

民団を表に立たせ常に北朝鮮と総連を牽制した。そのため、「戦争政治」がもっとも強く適用される

場となったのが民団系の在日朝鮮人社会である。その上、独裁・軍事政権は韓国内において「戦争政

治」を起動させる際、在日朝鮮人が連累されたスパイ事件を捏造することで民団系在日朝鮮人を利用

した。つまり、民団系在日朝鮮人は、「戦争政治」が適用される対象であり、「戦争政治」を維持する

ための「手段」でもあった。 

在日朝鮮人は植民地支配により日本に住むようになり、戦後の日本社会の中で植民地的状況を強

いられ、さらには朝鮮半島の南北分断やイデオロギー対立の影響を多大にうけている。特に、民団と

総連は朝鮮半島のイデオロギー対立を肩代わりすることで、在日朝鮮人社会の「分断」を強める立場

にあると言える。金貴玉は、このように植民地主義により在日朝鮮人が離散し、冷戦の状況がそのま

ま在日朝鮮人に反映される状況を「冷戦的なディアスポラ的」11状況と定義している。在日朝鮮人や

在日朝鮮人社会は「冷戦的なディアスポラ的」状況に加え、ポストコロニアル状況のなかで差別を強

いられている。すなわち、在日朝鮮人はディアスポラとして、日本で差別を受けながら祖国の「分断

状況」の影響をうけているという三重の負担を背負っている。 

このような状況の中で、在日朝鮮人は日本の差別に抵抗する運動や祖国統一のための運動などを

通じて自らが置かれている状況から脱却しようとした。その中でも民団系在日朝鮮人は、祖国に働き

かけることで在日朝鮮人の日本において抱えている諸問題を解決するとともに祖国統一を実現し、

さらに本国に対し主体的であるために韓国民主化運動を展開し、その運動の一環として金大中や海

外「韓国人」との「連帯」を試みた。 

しかし、このような民団系在日朝鮮人の動きには常に反共主義というイデオロギーの壁が立ちは

だかっていた。これは在日朝鮮人社会が「分断」している状況の中で、韓民統は韓国や日本における

韓国の独裁・軍事政権の「戦争政治」への脅威となり、他方では「戦争政治」のために利用価値のあ

る存在でもあったためである。韓国政権は、「戦争政治」のために在日朝鮮人関連のスパイ事件を捏

造することで、在日朝鮮人社会が危険な社会であるというイメージを作り、その際民団民主化運動を

展開した民団系朝鮮人や韓民統は「利用価値」のある存在となった。特に韓民統のメンバーたちは、

 
11 金貴玉「分断と戦争のディアスポラ－在日朝鮮人問題を中心に」『歴史批評』91号、2010年 5

月、88頁。(김귀옥「분단과 전쟁의 디아스포라-재일조선인문제를 중심으로」『역사비평』91 

호、2010년 5월) 
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民団内部の批判的な勢力として韓国政権や民団指導部と対立し、結局は民団から排除された。排除の

根拠は、共産主義とのつながりの疑惑であった。さらに韓民統は、先述したように韓国大法院から「反

国家団体」として規定され、現在もその規定は解除されていない。そのため、韓国社会や海外「韓国

人」の間において韓民統に対する警戒は依然として強い。このような韓民統に対する警戒は、海外「韓

国人」との「連帯」における結束力にも影響を与えた。 

以上のような韓民統に対する警戒は、韓民統の韓国民主化運動を研究するにあたって障害となっ

た。また、韓国政権の「戦争政治」を支える国家保安法12のような法律などにより、研究者にも法律

的・心理的制限がかけられたため容易に接近できない状況であった。 

韓国が民主化した後も依然として変わらない「分断状況」や「冷戦」の中で、反共主義は強い影響

力を及ぼし続けているのである。そのため民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を考察することは、ま

だ終わらない在日朝鮮人社会におけるポストコロニアル状況と「分断状況」とがどのように在日朝鮮

人個々人や在日朝鮮人社会に影響を及ぼし、在日朝鮮人社会と韓国社会・海外「韓国人」との間に新

たな「分断線」を引いているかを検討するための重要な手掛かりになるだろう。 

 

・本論文の論点 

以上のような認識に基づいて、本論文では日本の植民地支配の結果として旧宗主国の日本に生き

ざるを得なかった在日朝鮮人、特に民団系在日朝鮮人が 70～80年代の約 20年間にわたって展開し

た韓国民主化運動を「冷戦」下の「分断状況」とポストコロニアル状況、「戦争政治」の視点から考

察する。この作業を通じて、朝鮮半島の分断、イデオロギー、アイデンティティをめぐる問題が民団

系在日朝鮮人や民団系在日朝鮮人社会をどのように規定するのか、またこれらの問題と民団系在日

朝鮮人の韓国民主化運動への参加との間にどのような相互作用があったのか、そして韓国民主化運

動における民団系在日朝鮮人のアイデンティティや海外「韓国人」の民主化運動勢力の対在日朝鮮人

認識を詳細に見ていく。 

韓国における 70～80年代は、政治的に、社会的に、経済的に激しい変化をとげた時期である。ま

た、独裁・軍事政権により国民の民主主義的権利が抑圧されており、それに対する抵抗が絶えなかっ

た。まさに抑圧と抵抗の時代であったといえる。70年代の民主化運動は、「民衆生存権」13運動や反

体制運動が 80 年代はそれまでの運動の流れに加え反米主義が運動の中心となった。87 年には不完

 
12 国家保安法は 1948年 12月 1日に制定・施行され、以後数回の改正や、80年における全面改正

が行われた。80年の全面改正以来、他の関連法律の改正にともない 2011年 9月 15日に一部改

正され 2012年 7月 1日に施行されたものが現在最終公布されたものである。国家保安法は、「国

家の安全を脅かす反国家活動を規制することで国家の安全と国民の生存および自由を確保するこ

と」（第 1条）を目的としている。また、この法では、「反国家団体」を「政府を僭称するか国家

を変乱することを目的にする国内外の結社または集団として指揮統率体制を備えた団体」と規定

している（第 2条）。韓民統に対する「反国家団体」の規定は、まさに国家保安法に基づいたも

のである。（韓国の「国家法令情報センター」、国家保安法、国家法令情報センターのサイト；ht 

tp://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=116750&efYd=20120701、2014年 5月 11日サイトを閲

覧）。 
13 民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史 1－第 1共和国から第 3共和国まで』トルベ 

ゲ、2008年、15頁（민주화운동기념사업회연구소 엮음『한국민주화운동사 1-제 1공화국부터  

제 3공화국까지』, 돌베개, 2008년)。 
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全ではあるものの政治的な民主主義を勝ち取った。民主化の後、民主化運動に関する歴史的整理や分

析が行われた。90 年代までは、韓国民主化運動における語る主体と語られる対象は、主に韓国人と

韓国内の運動であった。それは、韓国民主化運動が韓国における、韓国人による運動だという意識が

強かったことの現れであろう。 

しかし、当時日本、米国、西ドイツなどの地域において在日朝鮮人や海外「韓国人」、そして外国

人による韓国民主化運動が多様な形で展開されていた。地域ごとの運動はもちろん、地域や宗教界の

ネットワークを通じて連帯が試みられた。特に日本においては民団系在日朝鮮人の運動はもちろん、

日本人による在日朝鮮人政治犯の救援運動も展開された。旧宗主国の日本における在日朝鮮人の諸

問題、韓国と日本の間の政治的・歴史的問題に対し、一種の責任意識を持っている日本人が多く韓国

民主化運動に参加し、在日朝鮮人と「連帯」して運動を展開した。 

海外における韓国民主化運動は、海外「韓国人」の居住地域によって互いに異なる様相を帯びてい

た。特に、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、旧宗主国の日本で生きる／生きざるを得ない状況

の中でアイデンティティ、民族主義、被差別などの問題を抱えているため、かなり複雑であると言え

る。先述したように在日朝鮮人社会は、祖国のイデオロギー的状況がそのまま反映されており、民族

団体である民団と総連の対立は在日朝鮮人社会の「南北分断」を助長しているため、「韓国人」の居

住する他の地域よりも祖国の影響が及びやすい。韓国民主化運動の中心勢力であった韓民統は、民団

内部の分裂により民団を離れた人々が中心になって結成した組織であり、北朝鮮や総連との関係を

疑われ、ついには反国家団体とまで規定された。韓民統メンバーたちが本当に共産主義者であるかど

うかの真偽の問題よりも、なぜ北朝鮮や総連との関連を疑われるだけで共産主義者とみなされ、韓国

政府や社会から警戒されなければならないのか、根本的な原因を問い直すことが重要であろう。なぜ

なら、それが韓民統の運動をいかに評価するかという問題とつながっており、ひいては民団系在日朝

鮮人や在日朝鮮人社会に降りかかっている祖国の分断やイデオロギー状況がどのように作用してい

るのかを解明することに通じているからである。 

  

本論文では、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を次の四つの点に焦点に合わせて考察する。 

①民団系在日朝鮮人の運動史として 

第一に、民団系在日朝鮮人の運動を歴史的に再構成することで、在日朝鮮人運動史研究のなかで注

目されてこなかった韓国民主化運動を在日朝鮮人の運動史の一環として位置づけることを試みる。

解放から 80年代までの在日朝鮮人運動史は、解放直後の在日朝鮮人の生活や帰国のための運動や民

族団体の組織づくり、48年の阪神教育闘争、50年代の総連による帰国運動およびそれに対する反対

運動、60年代の日韓会談反対運動、70年代の就職差別反対（権益擁護）運動、80年代の指紋押捺拒

否運動を中心に叙述されてきた14。70～80 年代に行われた民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、

運動の中心団体であった韓民統が民団の分裂過程において派生した組織であるため、運動史のなか

で正当に評価されず、民団内部の問題として位置づけられる傾向が強かった。そのため民団分裂から

 
14 朴一は、在日朝鮮人運動の時期を 60年代の韓日会談反対運動、70年代の国籍条項撤廃運動、80

年代の指紋捺印拒否運動、90年代の参政権獲得運動などに区分している（朴一『〈在日〉という

生き方』講談社選書メチエ、1999年）。 
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韓民統の結成に至るまでの経緯、そして韓国民主化運動への転換および金大中や海外「韓国人」との

「連帯」に至るまでの活動を在日朝鮮人の運動史として位置付け直す作業を試みる。 

韓民統の結成は単に民団内部の問題というよりも、韓国と民団との関係をいかに規定するかとい

う問題に深く関わる事柄である。48年 8月の建国後、韓国政府は在日朝鮮人社会において北朝鮮よ

り政治的優位を確保しようという意図を持って、民団を常に統制しようと試み、実際に統制してきた。

これに対し民団は抵抗と妥協／受容とを繰り返した。そして民団内部では、本国である韓国政府に対

して自主性を保とうとする勢力と韓国政府の意見に追従する勢力とがぶつかり合い、常に葛藤をは

らんでいた。 

そして 61年の 5・16軍事クーデターをうけ、民団内部の葛藤は一層深刻化した。5・16軍事クー

デターが発生すると、権逸を中心とする民団指導部は即時にクーデターを支持すると表明した。しか

し、このクーデターへの支持をめぐって支持派と反対派とに分かれ、民団内部の葛藤は深刻化した。

そして民団の自主性を保とうする反対派が民団民主化運動を展開する事態に至った。この過程で、反

対派の裵東湖や郭東儀は総連の手先であるとの批判や、民団民主化を推進した「民団正常化有志懇談

会」（以下、有志懇）のメンバーは「親北」15であるという批判が民団中央本部や駐日韓国大使館から

出るなど、反対派の思想問題が取り上げられて、民団民主化運動の正当性に疑問が提起された。結局

は民団から締め出された反対派は、韓国の元大統領候補である金大中との「連帯」を通じて、韓国民

主化運動へと方向転換をしたのである。 

この一連の流れを見ると、民団分裂の過程においても朝鮮半島の分断やイデオロギー対立の状況

と、韓国政府が「与党化」16した民団を通じて在日朝鮮人社会を統制しようとする意図とが複雑に絡

み合った形の問題であったことが分かる。そして民団の自主性を保とうして「民団民主化運動」が展

開されるが、民団の自主性は民団民主化のみでは解決にならないという根本的な限界にぶつかる。す

なわち、民団を統制しようとする韓国政府自体の民主化なしには民団の自主性はあり得ないという

認識により、韓国民主化運動へと転換した。そのため、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を在日朝

鮮人運動史の一環として再構成することは、在日朝鮮人の諸問題や運動が日本との関係だけではな

く本国との関係によっても規定されたこと、また本国の政治的状況が在日朝鮮人にどのような影響

を及ぼしたのかを検討する契機になるだろう。 

 

②「祖国統一論」 

第二に、韓民統の「祖国統一論」について考察する。韓民統が韓国民主化運動の最終目標として設

定したのは祖国統一であった。さらに、韓民統の母体となる団体は「民族統一協議会」（民統協）で

あって、統一運動のために結成された組織である。民統協は 72 年の 7・4 共同声明をうけ、祖国統

一のための支持や運動を展開するために組織された。韓民統は、この民統協のメンバーが韓国民主化

 
15 韓国では、北朝鮮と関連のある容共勢力や容共団体を北韓に親しい（同調、支持する）という意

味を込めて「親北」という接頭語をつけて指す場合が多い。 
16 鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』啓衆新社、1982年、Ⅱ頁。権逸執行部が民団規約

を改正しようとした際、「政府与党体制」という批判が民団内部から起き（朴慶植『解放後在日朝

鮮人運動史』三一書房、1989年、445頁）、その状況で民団が「与党化」したという認識が生ま

れたようである。 
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運動へと転換することで組織された団体であって、祖国統一に対する関心が強かった。そして、当時

の朴正煕政権は 7・4 共同声明を発表した後も強固な反共政策を取り続けており、現実的に 7・4 共

同声明の実現の可能性は低くなりつつあった。そのため、7・4 共同声明に期待をかけていた民団系

在日朝鮮人は朴政権こそが祖国統一における大きな障害であるとみなし、ひいては朴政権を倒すこ

とが祖国統一の道へとつながるという認識の下で民主化運動を展開した。それは民主化運動と統一

運動を不可分の関係とみなし、統一の前提として民主化を捉えたことを意味する。 

しかし、民間の統一運動は共産主義者の運動とみなされる風潮が韓国社会には存在していた。そし

て 70年代の韓国内の民主化運動側にも「先民主・後統一」なのか「先統一・後民主」なのかをめぐ

る論争が起き、民主化と統一の関係をどのように規定するかが重要な問題として浮き彫りになった。

韓民統は、祖国統一のスローガンを常に掲げていたが、韓国の政治的・社会的状況により韓国内の運

動が民主化運動の中心になったため、実質的に統一運動はほぼ展開できない状況にあった。民主化運

動が一定の成果をとげられた後、韓国社会の統一への関心が高まり、統一運動が展開され始めるとと

もに、韓民統も統一運動へと重点を移すことになった。 

そして在日朝鮮人、韓国人、海外「韓国人」の間に統一をめぐる認識や立場の違いがうかがえる。

統一そのものに対する認識、統一された後の国家形態、統一運動を推進するにあたって民主化運動と

どのように並行して展開するかに関して違いをみせた。その点に注意を払いながら在日朝鮮人社会

の「祖国統一論」の流れの中で民団系在日朝鮮人の「祖国統一論」について考察する。この作業を通

じて民団系在日朝鮮人、特に韓民統が祖国の統一についてどのように考え、どのような「統一論」を

主張していたのか、また韓国民主化運動における民主化と統一の先後問題を韓民統はいかに見てお

り、どのような立場をとっていたのかを探る。それは民団系在日朝鮮人の統一論の流れを整理すると

いう意義もあり、当時の韓国民主化運動の流れの中で民団系在日朝鮮人の統一論や統一運動を再評

価することにつながると思われる。 

 

③民団系在日朝鮮人と海外在住／滞在「韓国人」の「連帯」 

第三に、民団系在日朝鮮人の運動を海外海外「韓国人」との「連帯」という側面から考察する。民

団系在日朝鮮人は、米国、西ドイツ、フランスなどの地域に在住／滞在していた「韓国人」民主化勢

力と「連帯」し、運動の基盤を固めた。しかし、この「連帯」は祖国の「分断状況」と、それによる

イデオロギー対立の状況に影響され続けた。日本以外の地域における「韓国人」の運動は、キリスト

教ネットワークが中心であったため反共主義の強い人物が多く、常に韓民統やそのメンバーに対し

警戒の念を抱いていた。韓民統に貼られた反国家団体というレッテルや、日本において民団系在日朝

鮮人と総連系在日朝鮮人が共存するという事実は、「連帯」運動において影を落としていた。 

ここで指摘しなければならないのは、このような韓民統や在日朝鮮人に対する認識が韓国政府の

それと類似している点である。その理由として挙げられるのは、韓国社会に根を深く下ろしている反

共主義と韓国政府の反共主義政策である。韓国政府は、常に北朝鮮の勢力が及んでいる在日朝鮮人社

会をイデオロギー的な危険を内包する場と見ており、在日朝鮮人を潜在的スパイとみなし、警戒を緩

めなかった。先述したように 5・16軍事クーデター直後に発表した「革命公約」では国是の一つとし

て反共体制の強化を挙げるほど、反共主義を前面に押し出した。そして、朴政権は反共主義の正当性

を強化するために北朝鮮の脅威を主張し、その根拠としてスパイの存在を必要とした。実際、朴政権
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は 70年代から在日朝鮮人が連累したスパイ事件を捏造し、これを北朝鮮の脅威の「証拠」に仕立て

るとともに、民主化運動を抑圧するために政治的に利用した。その一例が韓民統に対する「反国家団

体」規定である。韓国大法院は、78年 6月 19日に在日朝鮮人母国留学生の金整司スパイ事件の最終

判決において、韓民統を反国家団体として規定した。この判決により韓民統は「親北」団体として規

定、認識された。また、金大中は 80年に「反国家団体」である韓民統との関係を口実に韓国大法院

から死刑判決を下された。 

さらに、海外「韓国人」の韓国民主化運動勢力との「連帯」においても反共主義は大きな影響をお

よぼすことになった。海外における運動は、反共主義の強いキリスト者が中心になっているため、北

朝鮮や総連、統一などに関する認識において微妙に異なる立場を見せた。例えば、キリスト者のネッ

トワークである「韓国キリスト者民主同志会」（以下、民主同志会）は、韓国、日本、米国、ヨーロ

ッパなどの運動において地域間および運動団体間の緊密な情報交換や韓国国内の民主化運動を支援

する活動を行った。民主同志会は、海外の運動は国内の運動を支援するためのものであるという立場

を保っていたため、国内の運動に支障をきたすことは一切行わないという鉄則に基づいて運動を展

開し、イデオロギー的な問題については常に慎重であった。そのためイデオロギー的に疑われていた

韓民統とは、運動において行動を共にすることはなかった。その上、海外の運動勢力と韓民統の関係

を注視しており、「連帯」において韓民統をけん制する動きもみせた。 

これは反共主義の側面においては、抑圧する政権側と抵抗する民主化勢力側が類似する立場と認

識に立っていることを物語っている。そして民主化運動にとってもイデオロギー的な問題は超えら

れない壁として存在し、結局は体制内の運動になってしまったといえる。韓民統と海外運動勢力との

「連帯」は、反共主義が在日朝鮮人および海外「韓国人」の運動にどのような影響を与えるかを示す

重要な事柄である。 

 

④韓国民主化運動からみる民団系在日朝鮮人 2・3世のアイデンティティ 

第四に、民団系在日朝鮮人 2・3世にとって韓国民主化運動はいかなる意味を有していたのかを考

察する。先述したように本国の政治やイデオロギー状況、つまり祖国の「冷戦」が在日朝鮮人の個々

人や在日朝鮮人社会を規定している。しかし、在日朝鮮人は旧宗主国の日本において差別され、就職

や福祉などにおいて不利益を被っており、ひいてはアイデンティティの危機にもさらされている。そ

のような状況から脱却するために、民団系在日朝鮮人 2・3世は韓国民主化運動と権益擁護運動を共

に展開した。それは、民団系在日朝鮮人 2・3世が韓国民主化運動に特別な意味を込めていたことを

意味する。韓国民主化運動は、それを通じて民団系在日朝鮮人が自らの置かれている状況を打開しよ

うという意志が反映された運動であると言える。 

70～80 年代は、在日朝鮮人社会において国籍条項撤廃運動や指紋押捺拒否運動などの権益擁護運

動が 2・3 世を中心に展開された時期である。また「第三の道」をめぐる論議17に代表されるように

在日朝鮮人として日本で生きることを積極的に考え始めた時期でもある。在日朝鮮人の生き方やア

イデンティティを定義する際、代表的に用いられるキーワードが「祖国志向」や「日本定住志向」で

ある。これらに基づいてみると、韓国民主化運動は「祖国志向」、権益擁護運動は「日本定住志向」

 
17 飯沼次郎・金東明「在日朝鮮人の「第三の道」」『朝鮮人』No.17、1979年 8月。 
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として位置づけられるようにみえる。しかし、韓国民主化運動に参加した在日朝鮮人、特に 2・3世

にとってこれらは相反する志向の問題ではなく、同一線上にあるものである。統一した祖国は、日本

に生きる在日朝鮮人が抱えている諸問題を解決するための拠りどころであり、だからこそ祖国の統

一のために韓国民主化運動を展開したのである。そして韓国民主化運動は祖国のためだけの運動で

はなく、在日朝鮮人の生き方やアイデンティティを実践する場でもあった。つまり、韓国民主化運動

に参加することで在日朝鮮人としてのアイデンティティを獲得したのである。 

一般に在日朝鮮人のアイデンティティを「祖国志向」か「日本定住志向」かによって単純化して分

類するか、または規定する傾向がある。それは 1世にはある程度妥当する規定かもしれないが、2・

3 世が抱えている様々なアイデンティティの微妙な絡み合いを説明するには不十分であるとともに、

断片的な言説となってしまう恐れさえもある。個々人には多様なアイデンティティが共存し、それら

が互いに作用し合うことで、時にはバランスを取り合い、時にはぶつかり合うものではないか。その

ような局面がよく表れているのが民団系在日朝鮮人、特に 2・3 世の韓国民主化運動であると思う。 

世代が変わるごとによって在日朝鮮人としての立場性や生き方、アイデンティティ問題において世

代間のギャップが拡大した。それは、在日朝鮮人 1世と 2・3世との間での韓国民主化運動に対する

視点の違いにも表れてきた。祖国、民族、アイデンティティにおいて明確な立場性を持っていた 1世

は韓国民主化運動という側面により関心が向いており、日本で生まれ育った 2・3世はアイデンティ

ティや日本に生きるための権利獲得などの問題と関連づけて韓国民主化運動を見たのである。その

ため 1世と 2・3世との間には運動における立場性の違いや運動方向に相違点がみられた。そのため、

本論では韓民統とともに運動を推進した在日本韓国青年同盟（韓青）の運動を照らし合わせることで、

韓国民主化運動をめぐる民団系在日 1世と 2・3世が置かれている状況、認識や立場性の違いがどの

ようなものであったのかを考察する。 

 本論文では、以上の 4 つの側面から民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動について考察することに

より、韓国人や韓国社会のみの経験の側面で語られることが多かった韓国民主化運動を民団系在日

朝鮮人の側から再検討する作業としたい。 

  

・先行研究 

 韓国民主化運動に関する研究はかなり蓄積されており、韓国内の運動に関しては民主化運動記念

事業会（以下、記念事業会）18の設立からもうかがえるように、国家的プロジェクトにもなり資料の

収集・保存、運動史の構築、歴史的な分析や評価がなされてきた。特に、民主化運動自体が韓国の現

代史と密接に関連しているため、韓国における研究は韓国の現代史とからみ合った形でなされたケ

ースが多い。 

その中で、記念事業会の『韓国民主化運動史』19は代表的なものであるといえる。『韓国民主化運動

 
18 2001年 10月 25日に施行された「民主化運動記念事業会法」に基づき、「民主化運動を記念し、

その精神を継承するための事業を遂行することで民主主義の発展に役に立つことを目的」として

設立された機関である（http://www.kdemo.or.kr）。 
19 民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史 1－第 1共和国から第 3共和国まで』トルベ

ゲ、2008年（민주화운동기념사업회 연구소 엮음『한국민주화운동사 1-제 1공화국부터 제 3 

공화국까지』,돌베개, 2008년)、『韓国民主化運動史 2－維新体制期』トルベゲ、2009年（『한 
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史』は第 1巻から 3巻に分けられており、李承晩政権の第 1共和国が建国した 1948年から、「文民

政府」（金泳三政府）が樹立される 1992 年までの間に行われた民主化運動を叙述している。ここに

は、『韓国民主化運動史』が、民主化運動の完成を独裁や軍部政権が崩壊し、文民政府が樹立される

ことととらえた認識が伺える。 

『韓国民主化運動史』は運動の背景と展開過程、運動の成果や限界などを綿密に叙述した。また民

主化運動はいかなるものであったのか、その概念や性格を規定した。『韓国民主化運動史』は、維新・

独裁・軍部に抵抗する政治的性格の強い反体制運動のみならず、統一運動や「韓日協定反対闘争」、

労働・農民・貧民運動をも民主化運動の一環とみなし、民主化運動の概念を広げた20。しかし、『韓国

民主化運動史』が出版された時期に海外における在日朝鮮人や海外「韓国人」の運動に関する研究が

本格的に始まっていたことを鑑みると、海外における運動には目を向けておらず、韓国内の運動に限

定されてしまったことは極めて残念である。 

韓国民主化運動に関する研究のなかで、海外の運動が本格的に研究されるようになったのは 2000

年代に入ってからである。その中でも在日朝鮮人の運動に焦点を合わせた研究は、量的にも質的にも

発展途上であるといえる。先行研究の蓄積が少ない分、運動に参加した人々の回顧録や団体が整理し

た資料などに拠るところが多く、本論ではそれらの資料の分析を通じて在日朝鮮人の韓国民主化運

動について探ることにする。 

 

 在日朝鮮人の韓国民主化運動を見る前に、まず在日朝鮮人の歴史や運動史に関する研究を見てみ

よう。在日朝鮮人に関する研究は、旧宗主国である日本との関係、特に日本社会における在日朝鮮人

に対する差別問題に焦点を合わせたものが主流である。戦前における在日朝鮮人社会の形成などに

関する研究として外村大の『在日朝鮮人社会の歴史学的研究－形成・構造・変容』21、在日朝鮮人の

歴史を概観するものとして金賛汀の『在日、激動の百年』22などがある。これらは、在日朝鮮人社会

の形成史、つまり植民地下の朝鮮人の自発的／強制的な日本への移動、強制労働などを中心に叙述し

ている。 

そして、在日朝鮮人に対する日本や日本社会における差別やその差別に対する抵抗の運動史を中

心に叙述されてきた。その代表的なものとして朴慶植『在日朝鮮人運動史－8・15解放前』23と『解

放後在日朝鮮人運動史』24がある。朴は、解放前に在日朝鮮人が歴史的に置かれてきた被差別的状況、

 

국민주화운동사 2-유신체제기』, 돌베개, 2009년）、そして民主化運動記念事業会韓国民主主義 

研究所編『韓国民主化運動史 3－ソウルの春から文民政府の樹立まで』トルベゲ、2010年（민주 

화운동기념사업회 한국민주주의연구소 엮음『한국민주화운동사 3－서울의 봄부터 문민정부수 

립까지』, 돌베개, 2010년）の三巻になっている。 
20 民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史 1』の総論では、民主化運動を「抑圧から自

由と自律を拡大し、人間の基本的権利を守護し、民主主義を進展させる運動、冷戦体制・陣営論

理を離れて民族の自主性を確保しようとする運動や統一運動、民衆の生存権とより良き生のため

の闘争」と定義している（民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史－第 1共和国から

第 3共和国まで』、前掲、14～15頁）。 
21 外村大『在日朝鮮人社会の歴史学的研究－形成・構造・変容』緑蔭書房、2004年。 
22 金賛汀『在日、激動の百年』朝日選書、2004年。 
23 朴慶植『在日朝鮮人運動史－8・15解放前』三一書房、1979年。 
24 朴慶植『解放後在日朝鮮人運動史』三一書房、1989年。 
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そして解放後の祖国分断など朝鮮半島の政治的影響や日本内において差別をうけている在日朝鮮人

の状況を、民族団体の運動を中心に整理、分析、評価した。特に解放後から 80年代までの運動史に

ついては、民族主義者や左翼系、総連系の活動を中心に、民族的権利獲得運動および本国の政治的影

響の下に置かれている民族団体を中心に叙述した。 

また、朴は解放後の在日朝鮮人の運動を祖国の分断状況を踏襲する運動であると批判しており、海

外における民族運動のあり方を念頭に置いて叙述した。さらに、民団や総連などの在日朝鮮人の民族

団体に対して、朝鮮半島の政治的・イデオロギー的状況を踏襲する非主体的で、非民主主義的な体質

であるとの批判を加えた。特に、民団内部では本国に対し追従か自主性堅持かをめぐって葛藤・対立

するなかで分裂が拡大し、さらに本国政府が民団に対する統制を強化することで、民団は「在日」の

全国的な組織としての機能を失ったと批判した25。朴の批判は、民族団体を通じて在日朝鮮人社会を

統制しようとする本国政府の思惑、そして民族団体が本国との関係により団体本来の体質や役割を

変質させてしまったことや、本国政府とつながることが在日朝鮮人の民族運動にいかに影響を及ぼ

したのかに対する批判でもあっただろう。ただし、このような朴の批判は、祖国の「分断状況」を肩

代わりすることで在日朝鮮人社会において求心力を失ったという面では、総連にも向けられるべき

批判ではなかろうか。また、朴の研究は在日朝鮮人 1世の視点で叙述されているため、日本定住が既

成事実と化している状況の中で、70～80 年代の在日朝鮮人 2・3 世の権益擁護運動に対する視点が

弱いと言わざるを得ない。 

 他方で、朝鮮半島の「冷戦」、イデオロギー状況、韓国や北朝鮮などの本国の政治的状況と在日朝

鮮人の関係に注目した研究も現れた。本国の政治的状況が在日朝鮮人やその社会に影響を及ぼすと

いう認識は以前からもあったが26、学術的に研究されるようになったのは近年になってからである。

そのような研究は主に近年の韓国においてみられ、祖国の分断や戦争と在日朝鮮人との関係につい

て注目し、祖国の政治的状況およびイデオロギー状況から在日朝鮮人をとらえ直す作業が進められ

ている。 

金貴玉は「分断と戦争のディアスポラ－在日朝鮮人問題を中心に」の中で在日朝鮮人を「旧ディア

スポラ」と定義し27、朝鮮半島の分断と戦争が実際に「旧ディアスポラ」である在日朝鮮人社会にど

のように作用したのかを在日朝鮮人の帰国運動に焦点を合わせて考察した。 

権俊希は、「朝鮮籍在日朝鮮人」を「朝鮮籍」のエスニック集団としてみる意味を浮き彫りにする

 
25 同前、448頁。 
26 このような認識は、代表的に徐京植『分断を生きる』（影書房、1997年、133頁）にみることが

できる。徐は、在日朝鮮人は朝鮮半島の政治的現実によって日常の生を規定されるため、「民族」

や「祖国」に関心を持たざるを得ないと述べた。 
27 金貴玉「分断と戦争のディアスポラ－在日朝鮮人問題を中心に」『歴史批評』通巻 91号、2010 

年 5月(김귀옥「분단과 전쟁의 디아스포라－재일조선인문제를 중심으로」『역사비평』통권 91 

호、2010년 5월）。金貴玉は、戦争や強制売買により分散された後、元の居住地との交流や、再

会、再結合することが難しくなった人々や共同体を「旧ディアスポラ」と名付けた。また、「新デ

ィアスポラ」を戦争や征服による難民の離散のみを指さず、全地球を背景にした人口移動と分散

居住現象として捉えている。この区分に基づいて、金は在日朝鮮人を「旧ディアスポラ」として

位置付けている（金貴玉「分断と戦争のディアスポラ－在日朝鮮人問題を中心に」、前掲、55～

56頁）。 
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と共に、ディアスポラ主体として考察した28。そして、韓国では反共主義と民族主義とが結合し「分

断ナショナリズム」が形成され、在日朝鮮人の個人史に致命的な影響を与え、一方日本では「朝鮮籍

在日朝鮮人」が北朝鮮との関係のみで理解されたためいっそう排除や差別をされたと指摘した29。 

張セジンは、朝鮮戦争下で左派の在日朝鮮人が日本共産党との連帯の中で反戦・反米の立場に立った

反面、右派の在日朝鮮人が参戦の立場に立つという経験、すなわち左右に「分断」された経験に焦点

を合わせて韓国や北朝鮮という国民国家からの排除と「旧植民地支配の残余」としての経験が絡み合

う実状について関連テキストを中心に考察した30。 

これらの研究は、朝鮮半島の分断や戦争が朝鮮半島内のみならず在日朝鮮人の個々人や在日朝鮮

人社会に及ぼす影響について注目したものであり、在日朝鮮人問題を植民地支配のみならず、「分断」

やイデオロギーなどの朝鮮半島の「冷戦」状況から見ようとする新しい視点がうかがえる研究である。 

 

さらに、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動に関する研究については、近年ようやく学術的な面に

おいて研究がなされるようになった。従来は、運動の当事者や関係者の回顧録のなかで個人史の側面

で語られるか、在日朝鮮人運動史の中の民団分裂史に焦点を合わせた形に留まることが多かった。そ

の理由として挙げられるのは、在日朝鮮人運動史は左派中心に語られることが多く、民団系中心の右

派の運動にはさほど関心が向けられなかったことである。そして、韓国の反共主義の影響により、反

国家団体に規定された韓民統などの民団系在日朝鮮人運動を研究することは、体制側の反共政策や

反共主義の強い社会的雰囲気という厚い壁があったため容易でなかったことを指摘しなければなら

ない。韓国が民主化された後、国内の民主化運動に関する研究がかなり蓄積され、研究の視野がよう

やく海外の民主化運動へと広がることになり、それとともに民団系在日朝鮮人の運動にも関心が向

けられるようになったと言える。 

また、同様の時期に韓国民主化運動という側面から在日朝鮮人問題を見る研究が現れはじめた。こ

のような動向は、韓国における民主化運動の研究が国内から海外の運動へと視点を広げたことと関

係する。 

海外における韓国民主化運動に関する研究は、2000 年代に入ってから研究の足跡をみることがで

き、研究成果が出始めたとみられる。その重要な契機として、2001年 11月 29日に聖公会大学校に

 
28 権俊希「「分断ナショナリズム」と「朝鮮籍」在日朝鮮人」『韓日民族問題研究』第 3号、韓日民 

族問題学会、2002年 12月（권준희「『분단내셔럴리즘』과『조선적』재일조선인」『한일민족 

문제연구』제 3호、한일민족문제학회, 2002년 12월）。 
29 権俊希、前掲、188～189頁。 
30 張セジン「トランスナショナリズム、（不）可能、そして在日朝鮮人という例外」第 157集、延 

世大学校出版部、2012年 3月(장세진「트랜스내셔럴리즘,（불）가능, 그리고 재일조선인이라는 

예외」『동방학지』제 157집, 연세대학교출판부, 2012년 3월)。張の研究以外にも、朝鮮半島

の「冷戦」が在日朝鮮人にいかなる影響を及ぼしたのかを朝鮮戦争に参戦した在日朝鮮人義勇軍

を通じて検証したものとして金賛汀の『在日義勇兵帰還せず－朝鮮戦争秘史』がある。金は在日

朝鮮人義勇軍の朝鮮戦争への参戦、そして戦中・停戦後に韓国政府から見捨てられた実状を描い

た。また、韓国政府の民団系在日朝鮮人義勇軍に対する認識、つまりイデオロギー的に「分断」

されている在日朝鮮人社会の状況により在日義勇軍の存在を好まなかったこと、本国が在日朝鮮

人義勇軍に対しいかなる態度をとっていたのかなど韓国戦争下における在日朝鮮人の実状を描い

ている（金賛汀『在日義勇兵帰還せず－朝鮮戦争秘史』岩波書店、2007年）。 
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て開催されたシンポジウム「海外同胞と韓国民主化運動」を挙げることができる。このシンポジウム

は、聖公会大学校民主主義資料館および韓民統に対する反国家団体規定の解除を求める運動を展開

する「在日韓国民主統一連合の名誉回復と帰国保障のための対策委員会」、そして民主社会政策研究

院の共催で行ったものである。ここでは、米国、日本、ヨーロッパにおける海外「韓国人」の民主化

運動についての報告が行われた31。 

民団系在日朝鮮人の民主化運動について、具体的な団体、組織に注目して論じた近年の研究として、

趙基銀「在日朝鮮人と 1970年代の韓国民主化運動」32と林茂澤『在日韓国青年同盟の歴史－1960年

代から 80 年まで』33がある。趙の論文は、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動の中心団体である韓

民統の結成やその活動を民団系在日朝鮮人の運動史として再構成したものである。趙は韓民統結成

の理由を、祖国と民団の関係、祖国の統制による民団分裂および民団民主化運動から探っている。ま

た、韓民統と金大中が「連帯」する際に確認された組織結成の三原則を例にして、韓国政権側と民主

化運動側との間に共通に存在していた反共主義に注目することで、体制側と反体制側が反共主義に

基づいて在日朝鮮人社会を警戒したこと、特に韓民統に対しては潜在的なスパイとして認識してい

たことが類似していることを明らかにした。 

林の研究は、韓民統とともに韓国民主化運動を行った青年団体である在日韓国青年同盟（韓青）の

運動について叙述したものであり、60～80 年代の韓青の運動を機関誌や支部機関誌などに基づいて

整理するとともに、民団内部や韓国民主化運動の展開における韓青の活動の意味を探ったものであ

る。林は、韓青が韓国民主化運動を展開するにあたって「本国志向」を運動の基軸にし、政治的プロ

パガンダを優先させる運動に帰結34してしまい「大きな物語」35の政治的活動に縛られ、在日朝鮮人

民衆に関する活動が薄らいできたと指摘した。また、その結果「在日」から浮遊する運動に傾斜36し、

在日朝鮮人社会における支持基盤が弱くなったと批判している。林の批判には、祖国の政治的問題を

解決したとしても在日朝鮮人の抱えている状況は変わらないという認識や祖国への期待に対する疑

念がうかがえる。林は在日朝鮮人が国家という存在や本国の「大きな物語」に吸収されてしまい、「本

国矛盾」の解決なくして「在日矛盾」の解決はあり得ないというテーゼが偏狭に打ち固められたと指

摘している37。このような指摘は韓青のみならず、韓民統にも当てはまるものである。また、在日朝

鮮人の日本における生を前提にする林の認識がうかがえる。林の認識は、民団系在日朝鮮人が民族主

 
31 シンポジウム資料集「シンポジウム－海外同胞と韓国民主化運動」（聖公会大学校、2001年 11

月 29日）には、金ミンウン「米国での韓国民主化運動」、林ビョンテク「日本での韓国民主化運

動」、李ジョンス「ヨーロッパでの韓国民主化運動」などが収められている。また、関連資料とし

て「米州同胞運動史」、「在日同胞運動史」、「在日韓統連の真実」、「郭東儀韓統連議長のインタビ

ュー」、「ヨーロッパ同胞運動の根と歴史を探して 1」、「ヨーロッパ同胞運動の根と歴史を探して

2」、「韓統連の民族時報の記事」などが掲載されている（「심포지엄 – 해외동포와 한국민주화운 

동」, 성공회대학교, 2001년 11월 29일）。 
32 趙基銀「在日朝鮮人と 1970年代の韓国民主化運動」『言語・地域文化研究』第 12号、東京外国

語大学大学院博士後期課程論叢、2006年 3月。 
33 林茂澤『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年まで』新幹社、2011年。 
34 同前、109頁。 
35 同前、100頁。 
36 同前、12頁。 
37 同前、189頁。 
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義的に生きることの重要性と本国の政治的な状況に揺さぶられるという負の現実から脱却したいと

いう意識が垣間見えるものではないだろうか。 

林のこのような見解は民団系在日朝鮮人の運動に対する的確な認識であると思う。また、林が言うよ

うに民団系在日朝鮮人青年が韓国民主化運動を通じて自らのアイデンティティを回復しようとした

ことや、在日朝鮮人の置かれている状況の打開策として祖国統一を考えていたことは事実である。そ

して民団系在日朝鮮人青年が祖国統一に期待することは、日本の被差別状況の中で「希望」となった

ことは否定できない。 

しかし注目しなければならないのは、民団系在日朝鮮人青年には、統一運動や民主化運動を権益擁

護運動と同じ線上において進めていくという認識38が存在したことである。このような認識は日本に

おける生き方を前提にするものであるため、韓青のメンバーである 2・3世にとっての「帰国」は地

理的に越境をして統一祖国という国民国家に帰属するという意味ではなく、精神的な面におけるア

イデンティティに関わる越境、すなわち「心情的帰郷」を意味するものではないだろうか。 

在日朝鮮人の日本定住が現実において既成の事実と化している状況の中で、民団系在日朝鮮人 2・

3世にとってアイデンティティの確立や日本における権益擁護という問題はもっとも切実、かつ複雑

に交錯する問題であるため、韓青の運動が「帰国志向」の方向へ傾斜するようになったという林の批

判39には疑問を感じざるを得ない。一方、彼らの運動を「帰国志向」と片づけることは、民団系在日

朝鮮人 2・3世が抱えているアイデンティティ問題を単線的に定義してしまう恐れがある。「志向」と

いう言葉でアイデンティティを規定しようとすることは、一歩間違えると在日朝鮮人 2・3世におけ

るアイデンティティの交錯を簡略化してしまい、韓国民主化運動に込められた複雑な思いをも単純

化してしまうことにもなる。さらに、林は「帰国志向」をどのように定義しているのかがいささか曖

昧である。本論文では、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動への参加を通じて、民団系在日朝鮮人 2・

3世のアイデンティティ問題には「帰国志向」や「定住志向」、そして「祖国志向」などが複雑に交錯

していることを検討する。 

この他、在日朝鮮人の韓国民主化運動への参加とアイデンティティを関連付けた研究として李ス

ンフンの「日本で「在日韓国人」として生きること：韓国民主化運動参与者の正体性」40がある。李

の論文は、祖国の民主化運動と統一運動に参加する理由をアイデンティティ（正体性）という視角か

ら考察したものである。また、趙基銀の「韓国民主化運動への参加に見る在日朝鮮人のアイデンティ

ティ－民団系在日朝鮮人を中心に」がある41。趙は、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動をアイデン

ティティの側面から考察した。さらに、2・3 世が韓国民主化運動と権益擁護運動とを同一線上にお

いて展開したことに注目し、在日朝鮮人のアイデンティティを単に「本国志向」か「日本定住志向」

かに線引きすることがいかに注意を払うべき問題であるかを指摘した。 

 
38 趙基銀「韓国民主化運動への参加に見る在日朝鮮人のアイデンティティ－民団系在日朝鮮人を中

心に」『言語・地域文化研究』第 17号、2011年 3月。 
39 林茂澤、前掲、182頁。 
40 李スンフン「日本で『在日韓国人』として生きること：韓国民主化運動参与者の正体性」『現象

と認識』通巻 98号、2006年 5月 (이승훈「일본에서『재일한국인』으로 살아가기：한국민주 

화운동 참여자들의 정체성」『현상과 인식』통권 98호、2006년 5월)。 
41 趙基銀「韓国民主化運動への参加に見る在日朝鮮人のアイデンティティ－民団系在日朝鮮人を中 

心に」、前掲。 
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李スンフンは、韓国民主化運動に参加した在日朝鮮人にとって「「統一した祖国」もしくは「民族」

が彼らの認識と行動を規定する重要な範疇である」42と指摘するとともに、「在日韓国人」の矛盾を

解決できる真の保護者になりえる存在は統一された民主政府のみであるという期待が民主化や統一

運動に参加した理由であると論じている43。ただし、韓国民主化運動に参加した在日朝鮮人が「統一

祖国44の国民として自分を認識する」と述べているが、ここで著者が指す「統一祖国の国民」という

ものが実際に在日朝鮮人にどのように認識されているのかについての考察が不十分である。それは

在日朝鮮人の考える「国民」が民族共同体の一員として自らをとらえる「国民」なのか、もしくは国

民国家の一員を意味する「国民」なのかの問題と関わる。 

 在日朝鮮人が「統一祖国」に期待を寄せていることや、また民団系在日朝鮮人 2・3世が 70～80年

代において韓国民主化運動と権益擁護運動を同一線上において展開したことから鑑みると「統一祖

国」に在日朝鮮人がいかに編入されるかの問題はかなり複雑な問題であることが分かる。趙基銀の

「韓国民主化運動への参加にみる在日朝鮮人のアイデンティティ－民団系在日朝鮮人を中心に」45は、

韓国民主化運動と権益擁護運動を並行して展開したのは日本で生き、生活することを前提にしたも

のであったことを指摘した。それは日本に生きることを肯定的にうけ入れることに加え、単に祖国に

期待をかけるという受動的な運動ではなく自分たちの生き方のために主体的に運動を推進したこと

を明らかにしている46。すなわち在日朝鮮人の民主化運動への参加は、在日朝鮮人としての生き方を

強く意識したものでもあったと思われる。 

そして李の論文は、在日朝鮮人が「生き方の志向性を国家においているにもかかわらず、自分を南

や北のいずれかの国籍を持つ国民として認識しない」47と指摘している。在日朝鮮人は日本において

国民より民族としての立場性を主張せざるを得ない環境にさらされており、そのため民族にアイデ

ンティティの多くを置いているといえる。李の指摘は、その点を認識してのものだと思う。しかし、

民団系在日朝鮮人は韓国政府と結束力の強い民団に所属して活動していた分、アイデンティティに

おいては自らを韓国の国民として位置付けていた。その上、特に韓民統のメンバーたちはイデオロギ

ーの側面で北朝鮮との関係が疑われていることもあり、運動において戦術的に韓国人としてのアイ

デンティティを強調した。つまり、民団系在日朝鮮人は日本内の差別と戦う時は民族を、韓国民主化

運動を展開する時は国民をアイデンティティとして表に出した。これは、自然に身についたアイデン

ティティが現れることと、アイデンティティを戦略として使い分けることとが異なることを意味し、

またそれに注意を払うべきであることを示唆する。そのため、李の指摘は在日朝鮮人のアイデンティ

ティの様々な局面を単線的にとらえたがための指摘であるといえる。 

李と趙の論文(「韓国民主化運動への参加に見る在日朝鮮人のアイデンティティ－民団系在日朝鮮

人を中心に」)は、在日朝鮮人が祖国の民主化運動へ参加することによって自らのアイデンティティ

 
42 李スンフン、前掲、89頁 
43 李スンフン、前掲、97頁。 
44「統一祖国」という表現は、韓国では統一した祖国の意味としてよく使われている表現である。 
45 趙基銀「韓国民主化運動への参加に見る在日朝鮮人のアイデンティー民団系在日朝鮮人を中心

に」、前掲。 
46 同前、21頁。 
47 李スンフン、前掲、97頁。 
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を探求しようとしたことや在日朝鮮人の生き方において多様な「志向」が交錯しているという見方に

は類似点がある。しかし、趙の論文は韓国民主化運動と日本における権益擁護運動とを関連づけるこ

とで、在日朝鮮人のアイデンティティがどのように交錯しているのかをより綿密にみており、祖国と

日本のはざまで在日朝鮮人としての生き方をつくり出そうとしている民団系在日朝鮮人 2・3世の能

動的な生き方に目を向けている。ただし、李と趙の在日朝鮮人と韓国民主化運動とを関連づけたこれ

らの研究は、民団系在日朝鮮人を対象にしている分、在日朝鮮人社会の全体を物語るものではないた

め限界が存在することを指摘しなければならない。なぜならば、在日朝鮮人社会は、韓国や民団を支

持する派、北朝鮮や総連を支持する派、そしてどちらも支持しない派へと分かれているからである。

さらに、李と趙の研究は民団系在日朝鮮人のなかでも韓国や民団の非民主主義的状況に抵抗し民団

から排除された人々を対象にしているため、在日朝鮮人社会の中の限られた一部分をとりあげたも

のである。 

一方、在日朝鮮人のみならず、海外「韓国人」へと対象を拡大した研究としてチョウヒョンオクの

「海外韓人の韓国民主化運動－本国との相関関係及び正体性探し」48、趙基銀の「韓民統の韓国民主

化運動における海外「韓国人」との「連帯」」49などがある。チョウヒョンオクの論文は日本・米国・

ドイツの各地域で行われた韓国民主化運動を整理するとともに、韓国民主化が達成された後、各地域

の韓国民主化運動がどのように市民運動へと変化していくのかについて考察した。さらに、その運動

における変化にともない各地域の「韓国人」のアイデンティティがいかに変化していくのかにも焦点

をあわせて考察している。ただし、海外の各地域の個別的分析にとどまっており、地域間の「連帯」

や相違点には分析が及んでいない。これに対し、趙の論文は民団系在日朝鮮人の組織である韓民統の

運動における「連帯」に注目し、金大中および米国・ドイツ（西ドイツ）などの地域で活動した海外

「韓国人」との「連帯」について考察した。それにより、海外の各地域間の運動における相違点や「連

帯」の実状などが明らかになった。 

 なお、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動と関連して韓民統の統一運動については、これまで研究

がされてこなかった。韓民統のメンバーたちは、韓民統を結成する前には「民族統一協議会」を結成

し統一運動を展開した。さらに、韓民統を組織し韓国民主化運動を展開する際にも運動の最終目標と

して祖国統一を掲げた。趙基銀は、「在日朝鮮人社会における「統一」論－民団系在日朝鮮人の韓国

民主化運動団体を中心に」50のなかで、「民族統一協議会」や韓民統、韓民統の後身である「在日韓国

民主統一連合」（韓統連）がおこなった統一運動について考察した（以上に挙げた趙基銀の研究論文

は、本論文の一部に取り入れている）。 

 

・資料 

 
48 チョウヒョンオク「海外の韓国民主化運動－本国との相関関係及び正体性探し」『経済と社会』 

通巻第 66号、韓国産業社会学会、2005年 6月（조현옥「해외의 한국민주화운동-본국과의 상 

호관계 및 정체성 찾기」『경제와 사회』통권제 66호, 한국산업사회학회, 2005년 6월）。 
49 趙基銀「韓民統の韓国民主化運動における海外在住／滞在「韓国人」との「連帯」」、富士ゼロッ

クス小林節太郎基金、2013。この論文は、2011年度の富士ゼロックス小林節太郎基金の研究助

成をうけて執筆されたものである。 
50 趙基銀「在日朝鮮人社会における「統一」論－民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動団体を中心

に」『在日朝鮮人史研究』No.41、緑蔭書房、2011年。 
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 本論文では主要な資料として、韓民統や民団が発行した文献や機関紙をとりあげる。まず、第一に

韓民統の資料として機関紙である『民族時報』と韓民統が自らの運動を整理した『韓統連 20年運動

史』51がある。『民族時報』は「民族統一協議会」の機関紙として 72年に創刊されたが、韓民統の結

成とともに韓民統の機関紙となった52。『民族時報』は韓民統の活動はもちろん、民団系在日朝鮮人

の運動や日本における市民連帯による在日朝鮮人政治犯の救援運動などを詳細に伝えている。さら

に、韓国の政治的・社会的状況、韓国内の民主化運動の実状、海外における運動についても紹介する

など、日本や海外における運動を考察するために欠かせない資料となる。 

『民族時報』の分析の対象期間は、創刊号から韓統連へと組織改編する 89年までとする。この期

間は、韓国民主化運動が最も盛んであった時期であり、89 年以降は、祖国統一などを論議するため

の汎民族大会の開催が本格的に推進され、韓国内外の民主化運動勢力が統一運動へと路線を変更し

つつあったからである。このような動きに沿って、民団系在日朝鮮人の運動もまた祖国統一運動へと

活動の重点を移し、組織の性格が変化した。また、『韓統連 20 年運動史』は、韓民統／韓統連の綱

領、主要活動や声明書などをまとめたものとして、韓民統の運動の全体的な流れをたどるための重要

な資料である。 

本論文では、これらの資料を中心に韓民統の活動を再構成する。さらに、韓民統の運動の思想的根

拠となるものとして、裵東湖の『愛国論』53、郭東儀の『祖国統一論』54を参考にする。『愛国論』は、

韓民統のみならず韓青が運動を遂行するにあたって思想的根幹となるものであり、韓国民主化運動

を推進する際に民団系在日朝鮮人の持つべき志を「愛国」においている。また、『祖国統一論』は朝

鮮半島の統一の当為性と必然性について述べるとともに、その根拠として「同一民族」という特徴を

挙げている。これらの著書は、運動の当為性を民族や国家という枠のなかに置いている。ただし、1

世の視点で書かれているため、「祖国」との関連性が薄れ日本での定住を積極的に考える 2・3世との

間にギャップがみられ、「帰化」（日本国籍取得）した在日朝鮮人や日本人との間に生まれた「混血」

の在日朝鮮人を排除してしまいかねない側面もある。 

第二に、運動の当事者による回顧録がある。例えば元民団東京本部団長であって、韓民統の幹部と

して金大中救援運動に携わった鄭在俊は『金大中救出運動小史』を書いた55。また、民団の元幹部と

 
51 在日韓国民主統一連合・韓統連結成 20周年記念事業実行委員会『韓統連 20年の運動史』、1994

年。韓民統は、1989年に組織改編とともに「在日韓国民主統一連合」（韓統連）へと改称した。 
52『民族時報』は、1983年に縮刷版（『民族時報縮刷版』民族時報社、1983年）が刊行された。本

論文で利用する『民族時報』に掲載された記事などのなかで、1983年 3月 25日までのものは縮

刷版からの引用である。 
53 裵東湖『愛国論』民族時報社、1975年（韓国語版）。日本語版として、『愛国論－韓国民主化と

民族統一の理念』（民族時報社、1988年）がある。『愛国論』は、当時韓国民主化運動を展開した

韓国の大学生たちにも読まれたようである。韓洪九は『大韓民国史 01』（ハンギョレ新聞社、20 

03年、60頁）の中で、運動の際 裵東湖の『愛国論』を読んだことに触れている。ただ、本論文

は現在の段階では当時の大学生たちが『愛国論』をどのように入手して読んだのか、また『愛国

論』が大学生たちにどのように影響をあたえたのかを明らかにしていない。本論文では、時間と

力不足により分析対象から外し触れないことにする。 
54 郭東儀『祖国統一論』民族時報社、1992年（곽동의『조국통일론』, 민족시보사, 1992년）。 

日本語版として、『わが祖国統一論』（柘植書房）が 1994年に刊行された。 
55 鄭在俊『金大中救出運動小史』現代人文社、2006年 
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いう立場や経験に基づいて民団分裂や韓民統の結成について叙述した鄭哲の『民団今昔－在日韓国

人の民主化運動』56や「8・13 事件」57を民団の立場で綴った『歪められた韓国像に挑む－上野・池

之端事件にみる在日韓国人青年の憤り』58（以下、『歪められた韓国像に挑む』）などがある。『民団今

昔－在日韓国人の民主化運動』は、韓民統の結成へと拡大した民団分裂、そして民団にとって「民団

民主化」はいかなるものであったのかを詳細に綴ったものである。また、民団分裂という事態を招い

た民団の体質、つまり韓国の政治権力に追従した結果「与党」のような立場と化した民団内部の問題

を当事者の立場で叙述したものである。『歪められた韓国像に挑む』は、民団が韓民統や海外におけ

る韓国民主化運動勢力をどのように認識し、いかに対応したのかを「8・13事件」からうかがうこと

ができる資料である。 

第三に、韓民統と海外「韓国人」の連帯に関しては、主に韓国の国史編纂委員会に寄贈された民主

同志会の資料59と米国で韓国民主化運動を展開した盧グァンウクの資料、そして韓神大学学術院神学

研究所の『北米州人権・民主化・平和統一運動資料集』60をとりあげる。国史編纂委員会の資料はキ

リスト教ネットワークの民主同志会が寄贈したものであり、会の記録やメンバー間の書信、海外で発

行された新聞、他の運動組織の資料などがある。そのため、アメリカやドイツなどを中心に展開され

た各地域の韓国民主化運動はもちろん、韓民統と海外「韓国人」の「連帯」の実状と韓民統に対する

海外「韓国人」の運動勢力の認識がうかがえる。本論文では、民主同志会の記録とメンバー間の書信

を中心にとりあげる。 

また、盧グァンウクはアメリカで統一運動を展開した人物であり、多くの団体の機関誌などの資料

が見られる。『北米州人権・民主化・平和統一運動資料集』は、主にカナダで活動した金在俊牧師が

収集・保管した資料が収められている。これらの資料から韓民統の活動や「連帯」下での運動展開を

考察するとともに、「連帯」の実状について検証する。 

第四に、韓青の機関誌である『先駆』／『統一路』61、在日朝鮮人が発行した雑誌である『漢陽』

62などをとりあげる。『先駆』／『統一路』は、民団系在日朝鮮人青年の運動や思想がうかがえるもの

であるため、これらを通じて民団系在日朝鮮人青年の運動や 1世との間の違いなどを考察していく。

『漢陽』は、創刊当時は文芸雑誌としての性格が強かったが、74年 2月の「文人・知識人スパイ団」

 
56 鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』啓衆新社、1982年 
57 1977年 8月 12日から 14日にかけて「海外韓国民主化運動代表者会議」が開催されるが、これ

を妨害するために民団青年会の団員が会議場に乱入し暴行をはたらいた事件。 
58「八・一三裁判」記録刊行委員会『歪められた韓国像に挑む－上野・池之端事件にみる在日韓国

人青年の憤り』洋々社、1980年 
59 民主同志会は、日本とドイツで保管されてきた海外の韓国民主化運動資料を 2001年に韓国国史

編纂委員会に寄贈した。 
60 韓神大学術院神学研究所『北米州人権・民主化・平和統一運動資料集』第 3巻、韓神大神学研究 

所、2004年(한신대학술원 신학연구소『북미주 인권·민주화·평화통일운동자료집』제 3권,한신 

대학신학연구소, 2004년)。 
61 韓青は在日朝鮮人青年の不幸の根源は祖国の分断にあり、祖国の自主的平和統一を如何に早める

かが在日朝鮮人青年の責務であるという認識の下で、機関紙『先駆』の誌名を第 22号（1978年

3月）から『統一路』へと改称した（在日本韓国青年同盟『統一路』第 22号、韓青出版社、

1978年 3月）。 
62 『漢陽』（出版社は漢陽社、発行人は金基深）は 1962年 3月に創刊され、1984年 3・4月号ま

で、通巻 177号が発刊された雑誌である。 
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事件63を契機に反独裁や韓国民主化運動を支持する立場に変わり政治的性格を強く帯びるようにな

った。『漢陽』は、韓民統などの日本における運動を紹介するとともに、海外の運動と韓国の政治的・

社会的状況を紹介した。『漢陽』は、在日朝鮮人はもちろん、海外に在住／滞在する「韓国人」も購

読することが多く、韓国民主化運動に関する地域間の情報交換や民族意識や「連帯」意識を強める点

にかなり貢献したものである。この『漢陽』を手掛かりとして海外「韓国人」が韓民統の運動などを

どのように見ていたのかを検証する。 

以上に取り上げた資料を中心に韓民統の活動や海外「韓国人」との「連帯」の状況を考察する。 

 

・「在日朝鮮人」という用語 

在日朝鮮人に関する呼称は様々である。「在日韓国人」、「在日朝鮮人」、「在日コリアン」などの呼

称があり、これらは在日朝鮮人の「分断」、つまり「韓国籍」か「朝鮮籍」か、民団系なのか総連系

なのかという線引きの問題が反映された呼び方である。その中でも「在日朝鮮人」という呼称は、日

韓条約以後から総連系の人々を指す言葉としても多く使われてきたが、近年は国籍による分断や民

団系か総連系かの区分にこだわらず、日本の植民地支配と関連付けて使われるようにもなっている。 

本論文では、主に徐京植の定義にもとづいて「在日朝鮮人」という呼称を使用する。徐は「在日朝

鮮人」を「日帝の植民地支配の歴史的な結果として旧宗主国である日本に住むことになった朝鮮人と

その子孫」64と定義している。この定義は、日本の植民地支配の責任を問いながら、日本の植民地支

配の結果として生じた朝鮮半島の「分断」とイデオロギー問題にまで踏み込むものであり、それらの

問題により在日朝鮮人が強いられる不条理をも内包しているといえる。 

南北両政権は民団と総連が結成されて以来、これら民族団体を政治的に利用して在日朝鮮人社会

を統制しようとしてきた。祖国の南北分断やイデオロギー的状況により在日朝鮮人社会もまた「分断」

され、在日朝鮮人に対する呼称も「分断」されたといえる。その結果、イデオロギーという先入観が

色濃く染み込む形で呼称を使い分ける状況になっている。そこで本論文では、「在日朝鮮人」という

呼称を使用することにより、在日朝鮮人が抱えているポストコロニアル状況と朝鮮半島の「冷戦」お

よび「分断」をふまえながら、イデオロギー的に偏ることをできるだけ避けようと試みたい。 

ただし、「在日朝鮮人」という呼称に対する批判も存在している。金ミョンソプ・緒方義廣65は、

「在日朝鮮人」と「在日韓国人」という呼称を日本の植民地支配、「大韓民国」の建国や韓日協定（日

韓協定）などの政治史的経緯に基づいて考察した。さらに、朝鮮半島の政治的状況により「在日朝鮮

 
63 1974年 2月 5日、韓国の検察は韓国内でスパイ活動をしたとして文人や知識人である李浩哲、

任軒永、金宇鐘、鄭乙炳、張秉禧の 5名を逮捕した（「文人・知識人間諜団検挙」『京郷新聞』

1974年 2月 5日付、1面（「文人・知識人間諜団검거」『京郷新聞』, 1974년 2월 5일자,1면）。

さらに、逮捕された彼らを指導した人物が雑誌『漢陽』を出版する「漢陽社」社長の金基深だと

発表した。この事件で『漢陽』は不穏雑誌として名指しされたが、それ以後から韓国の政治的、

社会的状況や民主化運動を支持する内容を乗せることで政治的性格の強い雑誌へと変わった。 
64 徐京植『半難民の位置から－戦後責任論争と在日朝鮮人』影書房、2002年、153頁。 
65 金ミョンソプ・緒方義廣「「在日朝鮮人」と「在日韓国人」：統合的な命名のための基礎研究」 

『21世紀政治学報』第 17集 3号、21世紀政治学会、2007年 12月、263頁（김명섭 ; 緖方義 

廣「'재일조선인'과 '재일한국인' : 통합적 명명을 위한 기초연구」 『21세기정치학회』제 17 

집 3호, 21세기정치학회, 2007년 12월）。 
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人」や「在日韓国人」という呼称がもつようになった対立や分裂の構図を乗り越えられる新しい呼称

を模索する必要があると主張した66。金・緒方は、「在日朝鮮人」という呼称について、朝鮮半島と日

本の歴史的関係によってその意味合いが変化したにも関わらず、日本の植民地支配下の国家総動員

体制期（1939～45年）の強制連行や動員などの経験により「植民地遺産」という「否定的歴史」の

象徴として形成された「在日朝鮮人」像が「集団的記憶」へと発展し投影されたものであると批判し

た67。 

以上のような金・緒方の指摘は、植民地記憶を国家総動員体制期に限定することで、国家総動員体

制期以前から在日朝鮮人に対する差別や在日朝鮮人の被植民者として強いられた様々な不条理、そ

して解放後においても依然として続いている被差別的状況を見えなくする。確かに、徴用や強制連行

などの「集団的な強制渡航」68により渡航せざるを得なかった人々の多くは解放後に朝鮮へと引き揚

げし、「個人的な自由渡航」69を通じてすでに生活基盤を築いていた朝鮮人が日本に留まる傾向が強

かった。 

しかし、問題は誰が残って「在日朝鮮人」を形成したのかの問題ではなく、彼らに対する差別的状

況が国家総動員体制期の以前からも存在し、戦後日本社会においても依然として在日朝鮮人の被差

別的状況が変わらないということが問題である。つまり、在日朝鮮人の背負う歴史的遺産は国家総動

員体制のみならず、植民地支配により被られた「移動」、被差別、アイデンティティの危機、祖国や

在日朝鮮人社会の「分断」、そして分断された祖国に存在する二つの国民国家に縛られる在日朝鮮人

の状況を政治的側面と社会的側面の両側面から見なければならない。そしてそのような在日朝鮮人

の置かれた状況を形象化することを試み、またその状況を乗り越えるための希望として「在日朝鮮人」

という呼称を採用することに意義があると思う。 

ただし、徐の定義を採用することには、注意を払わなければならない点もある。なぜならば、「帰

化」（日本国籍取得）した在日朝鮮人や在日朝鮮人と日本人との間に生まれた人々をどのように位置

付けるかの問題があいまいに残っているからだ。つまり、徐の定義は多様化している在日朝鮮人社会

を全体的に包含する用語とはいえない。さらに、在日朝鮮人とニューカマーとして日本に住むことに

なった「韓国人」とを線引きすることである種の「分断」が生じる結果にもなりかねない。その「分

断」に注目しなければならない理由は、差別される対象を限定し、差別の種類を分類することにより、

日本社会に存在する差別という不条理のなかに差別される側が差別する側に転じる危険性が内包さ

れていることを見落としかねないからである。しかし、韓国民主化運動に参加した民団系在日朝鮮人

がおかれているポストコロニアル状況や「分断状況」を表すにはこの言葉が適していると判断される

ため、本論文では徐の用語を採用して「在日朝鮮人」という言葉を用いる。 

 
66 金と緒方は、「在日朝鮮人」は民族意識に基づいたディアスポラとしての呼称であると言う。し

かし、「大韓民国」の建国や韓日会談（日韓会談）により「韓国籍」をもっている在日朝鮮人が 

「在日韓国人」となり、さらに総連が在日朝鮮人を「共和国公民」として規定することで「朝鮮

籍」をもつ在日朝鮮人が「北朝鮮国籍」を有していると受けとめられるようになったといい、そ

れにより呼称としての「在日朝鮮人」と「在日韓国人」との間に対立と分裂の構図ができたとい

う。 
67 同前、263頁。 
68 同前、262頁。 
69 同前。 
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そして、「在日朝鮮人」という呼称を採用することは、韓国民主化運動をおこなった民団系在日朝

鮮人の自己意識とこの論文の間にギャップを生じさせることにもなる。韓民統やその関連団体に属

した民団系在日朝鮮人は、自らを「在日韓国人」と規定していた。これは民団系在日朝鮮人自身が韓

国寄りの立場であり、さらには韓国を支持する民団に所属し活動したことも背景にあるだろう。その

ため「在日韓国人」という呼称には、反共主義を標榜する韓国や民団の立場性が色濃く表れており、

民団系在日朝鮮人もまた韓国や民団と類似の立場性を帯びているといえる。 

民団系在日朝鮮人の立場性は、単純な問題ではない。彼らは、日本に生きる在日朝鮮人としてポス

トコロニアル状況に置かれており、さらに本国の「冷戦」状況下におかれ「韓国人」として韓国政府

や社会に根強い反共主義の影響をうけることで、二重のくびきを背負っているといえる。このような

民団系在日朝鮮人の状況は、韓国民主化運動への参加においてもみられる。 

韓国内の民主化運動勢力は反共主義の立場を標榜しており、特に金大中は裵東湖などの民団系在

日朝鮮人との「連帯」を進める際、反共主義の立場を強調／要求し、民団系在日朝鮮人はこれをうけ

入れ韓民統の結成を進めた。韓国内の民主化運動勢力にとって、反共主義は運動を推進するためのあ

る種の正当性、当為性の根拠となり、また朴政権の弾圧を逃れるための欠かせない要件であったため、

反共主義の標榜は当然のことでもあった。韓民統側にとっても、メンバーたちが民団民主化運動を展

開した時から北朝鮮や総連との関係を疑われていたこともあったため、自らの運動の正当性のため

に金大中の要求を受け入れただろう。 

しかし、韓民統やその関連団体に所属した民団系在日朝鮮人が自らを「在日韓国人」と自称するこ

とには、在日朝鮮人社会の「分断」を再生産してしまう側面がある。さらに、民団系在日朝鮮人がお

かれているポストコロニアル状況を見えなくするおそれもある。 

それ故、民団系在日朝鮮人が自らを「在日韓国人」と呼ぶことと本論文で彼らを「在日朝鮮人」と

して規定することとの間は大きな間隙が生じており、この間隙は本論文を進めるにあたって常にね

じれを伴うことになる。それでも、このねじれを残したまま本論文を進めていきたい。なぜなら、こ

のねじれこそが「在日する」ことで強いられるポストコロニアル状況と祖国の「冷戦」や「分断」状

況とにはさまれている民団系在日朝鮮人の立場を象徴すると思うからである。 

在日朝鮮人社会は「分断」され、そのため在日朝鮮人は韓国の政権により常に潜在的「スパイ」と

みなされており、民団系在日朝鮮人は常に「韓国人」としての立場を要求された。すなわち、在日朝

鮮人としての立場よりも「韓国人」としての立場が要求された民団系在日朝鮮人の状況は、韓国民主

化運動においても変わらなかった。民団系在日朝鮮人が自称する「在日韓国人」と本論文で民団系在

日朝鮮人を呼ぶ「在日朝鮮人」という二つの呼称の間隙のなかで、このような民団系在日朝鮮人のお

かれた状況を見出したい。 

 

・本論文の構成 

 本論文の構成は、5章からなる。第 1章では、民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動を展開する際の

時代的背景と前史について叙述する。在日朝鮮人社会は朝鮮半島の政治的状況に強く影響されてお

り、特に民団系在日朝鮮人社会は韓国の政治的・社会的状況と密接につながっていた。さらに、韓国

政府は民団を通じて民団系在日朝鮮人社会を統制しようと試み、「反共」をもって民団を統制した。

このような韓国政府に対する民団内の抵抗は、韓国民主化運動へと発展していった。まず、第 1節で
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は韓国の 70～80年代の政治的・社会的背景を民主化運動に焦点をあわせて概観し、第 2節では韓民

統を組織した民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動を展開する引き金となった民団分裂や民団民主化

運動について韓国の独裁・軍事政権の統制や反共主義と関連して考察する。 

 第 2章では、韓民統の結成や活動を整理、分析する。第 1節では、韓民統結成の経緯や結成の土台

となった金大中との「連帯」の実情について探る。韓民統が結成する契機となった民団系在日朝鮮人

と金大中との「連帯」は既定事実となっている。しかし、金大中は民団系在日朝鮮人との「連帯」を

最後まで躊躇した。その理由は、「反共」にもとづいた韓民統への警戒であった。第 1節では、民団

系在日朝鮮人と金大中の「連帯」における実情を探りながら、「反共」が「連帯」にいかなる影響を

及ぼしたのかを考察する。第 2節では、韓民統の組織構成および人的構成、70～80年代における活

動について叙述する。韓民統の活動時期は 2期に分けられ、第 1期は 73年 8月 13日の結成から、

「第 2宣言」を採択し運動の中心を反体制運動から反外勢運動へと転換する 83年 9 月までである。

そして、第 2期は 83年 9月から 89年 2月に韓統連へと組織改編及び組織改称をし、統一運動に転

換するまでである。それぞれの時期における組織構成や人的構成をはじめ、活動を再構成する。 

第 3 章では、民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動における究極的目標としてかかげた祖国統一運

動を韓民統を中心に考察する。民団内の批判勢力は民団から排除された後、祖国統一のために「民族

統一協議会」を結成し統一運動を展開した。のちに、韓民統を結成してからは韓国民主化運動の最終

目標として祖国統一をかかげた。韓国内外における韓国民主化運動勢力にとって祖国統一運動は、韓

国民主化運動の前提でありながら究極的目標でもあったが、韓民統も同様であった。この章では、民

団系在日朝鮮人の祖国統一運動の流れを整理し、民統協や韓民統の祖国統一運動について詳細にみ

る。まず、第 1節では在日朝鮮人社会の統一運動を概観し、在日朝鮮人社会の統一運動の流れの中か

ら民団系在日朝鮮人の祖国統一運動がどのように形成されるかを検討する。第 2節では、民団系在日

朝鮮人の統一運動を韓民統を中心に考察する。この節では民団系在日朝鮮人の組織である「民族統一

協議会」や韓民統を中心に統一運動を考察する。第 3節では、民団系在日朝鮮人、特に韓民統で活動

した人々が祖国統一の当為性をいかに考えたかを分析する。 

 第 4章では、韓民統と海外「韓国人」との「連帯」について考察する。韓民統は、日本内の運動に

留まらず海外「韓国人」の運動勢力との「連帯」を試み、積極的に実践していった。第 1節では、韓

民統と海外「韓国人」の「連帯」の土台がいかにつくられたかを整理する。そのために、70～80年

代に日本を初めとして米国・西ドイツなどの各地域において展開された海外「韓国人」による韓国民

主化運動ついて整理する。第 2節では、韓民統と海外「韓国人」が「連帯」し、そのために組織した

「民主民族統一海外韓国人連合」（韓民連）をとりあげ、その結成経緯について探る。第 3 節では、

韓民連の活動を整理する。韓民連の活動を通じて、海外韓国民主化運動における韓民統やその運動の

位置づけ、そして海外「韓国人」の韓民統に対する認識や警戒を反共主義に焦点をあわせて考察する。

第 4節では、韓民統と海外「韓国人」の「連帯」を阻止しようと行動に出た朴政権や民団により起こ

された「8・13事件」を考察する。朴政権や民団は、海外「韓国人」の国籍を取り上げ、韓国民主化

運動の正当性に傷をつけようとした。そのため、「8・13 事件」は、単なる朴政権や民団の妨害とい

う問題のみならず、韓国人は誰なのかを問いかける事件でもあった。 

第 5 章では、韓民統と共に韓国民主化運動を展開した在日朝鮮人青年組織である韓青の運動につ

いて考察する。第 1節では、70～80年代の在日朝鮮人社会の思想的・社会的背景をアイデンティテ
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ィや権利獲得運動に焦点をあわせて叙述する。第 2節では、韓青の結成や韓国民主化運動について叙

述する。第 3節では、民団系在日朝鮮人青年、特に韓青の韓国民主化運動への参加を通じて現れるア

イデンティティの問題について考察する。その際、韓国民主化運動と権利獲得運動との関連性に注目

する。 
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第 1章 民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動の時代的背景と前史としての民団民主化運動 

 

1970~80 年代の韓国は朴正煕の独裁政権や全斗煥の軍事政権による抑圧的で非民主的な政治体制

が敷かれ、それに対する抵抗が民主化運動の形で続いた時代である。韓国民主化運動は、70 年代に

は「反体制」運動を、80年代には反米主義に根幹を置いた「反外勢」運動を中心にして展開された。

「反体制」運動は、朴正煕の長期にわたる独裁政治に対する抵抗や民主化への要求の表れである。「反

外勢」運動は、全斗煥をはじめとする新軍部の光州民衆抗争に対する武力的鎮圧を黙認した米国や経

済的進出という名の第 2 の侵略を行う日本に対する抵抗の表れである。これらの運動は方向性は違

うとも、学生や「在野」勢力70、宗教界、言論界など多くの分野に携わる人々により展開され、また

多くの犠牲をも払った。 

そのため、韓国民主化運動を語る際に主体／主語になるのは、韓国に在住する韓国人であることが

多い。しかし、韓国民主化運動は、世界の各国に散在していた在日朝鮮人や海外「韓国人」の運動で

もあった。本論文では今までほぼ研究されなかった日本における在日朝鮮人、特に民団系在日朝鮮人

の韓国民主化運動について考察する。民団系在日朝鮮人は、民団組織から枝分かれした形で韓国民主

化運動を展開し、金大中との「連帯」によって韓国民主回復統一促進国民会議日本本部（韓民統）を

結成し日本における韓国民主化運動を展開した。しかし、韓民統は韓国の大法院（最高裁判所）から

「反国家団体」として規定され、反共主義の強い韓国社会では警戒される団体であったため韓民統の

運動はなかなか評価されなかった。それは、民主化運動における研究でも研究対象にするには政治

的・社会的に多くの制限がつく対象でもあったことを意味する。 

民団系在日朝鮮人の韓民統結成や韓民統の活動を考察することは、今まで注目されなかった民団

系在日朝鮮人の韓国民主化運動を在日朝鮮人運動史として改めて位置付けることになり、また韓国

民主化運動史においても海外における、特に日本地域における民団系在日朝鮮人や韓民統の運動を

再評価することにもなる。ひいては、韓国社会に内在され、また韓国人に内面化された反共主義がい

かなるものであり、韓国民主化運動やその勢力にどのような影響を与えたのかを検討する契機とな

る。 

まず第 1章では、韓民統の結成に至るまでの政治的・時代的背景や結成経緯について整理する。第

1節では 70～80年代の韓国における政治的・時代的背景を概観し、第 2節において民団系在日朝鮮

人の韓国民主化運動の前史として民団民主化運動を考察する。 

 

 
70「在野」の定義は様々であるが、民主化運動記念事業会（民主化運動記念事業会研究所編『韓国

民主化運動史 2－維新体制期』、前掲、23頁）によると、「在野」という用語は 60年代半ばから

用いられはじめ、維新体制下において政治的意味を帯びるようになったという。制度政治圏内で

活動できない人々であって、「弾圧される制度政治家」と政党政治の外で活動する知識人（教授、

文化芸術家、言論人、宗教家など）を包括する概念である。そして、イ・グンソンは「在野は、  

「民主主義を追求する」という共同の目標と共同の行動様式をもつ人々を指す」と定義した（イ・

グンソン「維新政権と在野勢力の登場」『維新体制と民主化運動』春愁社、1984年、23頁（이근 

선「유신정권과 재야세력의 등장」『유신체제와 주화운동』, 춘추사, 1984년）。これらの定義

を考えると「民主主義を追求する」という目標をもって集まった「弾圧される制度政治家」と政

党政治の外で活動する知識人であると考えてよいだろう。 
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第 1節 韓国の政治的・時代的背景 

第 1項 70年代の反体制運動－朴正煕政権期 

・政治的・社会的背景 

61 年 5 月 16 日に軍事クーデターを通じて登場した朴正煕の独裁政権は、政治的に正統性に欠い

ており、祖国の近代化や自立的な経済を達成してから「勝共統一」するという「先建設後統一」を掲

げ積極的に経済開発に取り組むことで、正統性の欠如を埋めようとした。さらに、政治的、経済的、

社会的側面において国民に対する様々な統制システムを構築した。 

まず、朴政権は 61年 7月 22日に経済企画院を設けると共に 62年からは経済開発 5ヵ年計画71を推

進した。この計画を実行するために貨幣改革72を行い、西ドイツからは炭鉱夫や看護師の派遣の対価

としての借款をうけて経済開発の資金に充てた73。そして、輸出中心の貿易における競争力の確保の

ために低賃金と低物価政策や、またそのための米や農産物の低価政策も取った。 

しかし、様々な経済政策にもかかわらずインフレは続き、農民は所得よりも農業経営のための支出

が大きくなり、生計が苦しくなったため離農し、都市に流入して新しい貧困層を形成するようになっ

た。都市の貧困層になった彼らは、また低賃金の労働を強いられる悪循環に落ちた。また、日韓条約

により本格的に日本の資本が韓国に進出し、韓国の経済は日本資本への依存度を高め、日本への従属

化が進んだ。そのため、日本資本の韓国への進出は日本の経済侵略と捉えられ、70 年代の民主化運

動において朴政権批判の理由となり、80年代に入っては反外勢運動のテーマの一つとなった。 

韓国の政治や経済に重要な影響を与えたのがベトナム戦争への派兵である。ベトナム派兵は、経済

開発のための資金確保と様々な分野の経済的利益をもたらしたが、反共主義を高潮させる効果と政

 
71 経済開発 5ヶ年計画は朴正煕政権を評価する際、経済功績として肯定的に評価される。しかし、

李承晩政権の 60年 4月に「経済開発７ヵ年計画」の前半期である「経済開発 3ヵ年」が議決さ

れたが、4・19革命で実現できなかった（チョウグァン外 7名共著『張勉総理と第 2共和国』（景

仁文化社、2003年、160～175頁（조광 외 7명 공저『장면총리와 제 2공화국』, 경인문화사, 

2003년））。また、張勉政権の時は 61年 2月に「経済開発 5ヶ年計画樹立要綱」を作成し、同年

5月 12日には「第 1次 5ヶ年経済開発計画」が文書化され、報告されたとみられる。つまり、経

済開発 5ヶ年計画は朴政権の独自の発案による政策ではなく、解放以来の韓国の政権が注目した

政策であったといえる。 
72 1962年 6月 10日、午前 0時に公布発効される「緊急通貨措置法」に基づいて施行された。53

年 2月 15日に李承晩政権の下で行われた改革に続く二回目の貨幣改革であった。 
73 西ドイツへの鉱夫や看護婦の派遣は、1963年 12月 21日に第一陣の 123名の鉱夫が、66年 1月

27日に第 1陣の 128名の看護師が派遣されたのが初めてである。曺喜昖は、貨幣改革を通じて

の国内資本の動員戦略が失敗した後の代案として、西ドイツへの鉱夫や看護師の派遣事業が始ま

ったと述べている（『朴正煕と開発独裁時代』歴史批評社、2007年、42頁（조희연『박정희와 

개발독재시대』, 역사비평사, 2007년））。ところで、西ドイツへの鉱夫派遣は、61年頃から計画

されたものと見られる。61年 5月 6日付の『京郷新聞』（「数百鉱夫、西ドイツ派遣－採鉱技術習

得次」（「數百鑛夫, 西獨派遣－採鑛技術習得次」）、夕刊、1面）には、採鉱技術習得のための鉱

夫を西ドイツに派遣することと、西ドイツの労働力の不足を韓国鉱夫で補充しようとすることで

はないとの駐西ドイツ韓国大使館の広報官の発表が載せられている。これをみると西ドイツへの

鉱夫派遣は経済開発５ヶ年計画推進の早い段階から計画されたものと見られる。朴正煕政府は

「人力輸出」を掲げ、西ドイツをはじめ、日本の飲食業や沖縄のサトウキビ農場に労働者を派遣

するとともに、ベトナムへの派兵、アメリカや東南アジアなどの労働者派遣を行った。 
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権基盤の拡大74にも有効なものであった。その反面、北朝鮮は韓国のベトナム派兵を阻止するために

韓国へのゲリラ派遣を積極的に行った。そのため、実際に 68～69年の間に北朝鮮による韓国へのゲ

リラ派遣は多発し75、北朝鮮との間に緊張が高まるとともに、韓国社会は危機感が高まった。 

朴政権は政治的な正当性の欠如や経済政策の失敗の上に、改憲を通じて 3 期連続大統領就任を試

みることで長期執権のための土台を作った。朴政権が長期執権の動きをみせると、学生や「在野」勢

力、野党は 3期連続就任反対に焦点を合わせて以前より激しく民主化運動を展開した。しかし、朴政

権は 71年に衛戍令の発令（10月 15日）や、いわゆる非常事態宣言（12月 6日）、「国家保衛に関す

る特別措置法案」（12月 27日）などを通じて「合法的」に民主化運動を抑えた。 

かつ、朴政権は長期執権と権力を集中させるために 72年 10月 17日に維新憲法を公布し、維新体

制をとることで「超強圧的な軍部政権」76、かつ半永久的な政権をつくり出した。維新憲法の宣布と

ともに、統一や北朝鮮に対する態度にも変化を見せた。「平和統一外交政策に関する大統領特別宣言」

（6・23宣言）77は朴政権がどのように変わったかを物語るものであり、朴正煕のいう「韓国的民主

主義」がその背景にあった。「韓国的民主主義」は、72年の憲法改正案の公告にあたって同年 10月

27 日に発表した特別談話文の中心テーマであり、朴正煕は「われわれの歴史と文化的伝統、そして

現実にもっとも合う国籍のある民主主義的な政治制度を作るための規範になるのが憲法改正案であ

る」と主張した78。つまり、維新憲法改正の妥当性を述べたものである。 

「韓国的民主主義」に基づいて 6・23 宣言は出されたが、それは北朝鮮の脅威から国を守るため

に軍事的・経済的に力を備えるまで民主主義の実現を留保することを国民に押し付けたものである。

また、北朝鮮を統一のための協議相手ではなく脅威の対象として改めて位置付けるとともに、国家安

保のために反共主義の立場を維持することに念を押したものである。この反共主義とそれに基づく

国家安保を口実に戒厳令や緊急措置を宣布し、国内の民主化運動を抑えた。ちなみに、朴政権の反共

主義は海外における韓国民主化運動を抑えようとする時にも有効なものであったといえる。 

 

・民主化運動 

学生や「在野」勢力は、73年 8月 8日に起きた金大中拉致事件により韓国内外の抵抗運動を一層

強め、維新憲法の撤廃を要求する運動を展開しはじめた。「全国民主学生青年学生総連盟」（民青学連）

などの組織に代表される学生運動、新聞社の記者らによる言論自由守護のための闘争、「在野」勢力

 
74 曺喜昖『朴正煕と開発独裁時代』、前掲、83～86頁。 
75 朴世吉『書き直す韓国現代史 2－休戦から 10・26まで』トルベゲ、1989年、203頁（박세길, 

『다시쓰는 한국현대사-휴전에서 10・26까지』, 돌베개, 1989년）。 
76 民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史－維新体制期』、前掲、21頁。 
77「平和統一外交政策に関する大統領特別宣言」（6・23宣言）は 73年 6月 23日に発表されたもの

であり、①祖国の平和統一のために努力する、②南北韓（韓国と北朝鮮）は互いに内政干渉や侵

略をしない、③南北対話の具体的成果のために努力し続ける、④北韓（北朝鮮）が国際機構に参

与することに反対しない、⑤北朝鮮とともに国連への同時加入に反対しない、⑥互恵平等の原則

の下にすべての国家に門戸開放、⑦友邦との紐帯を強化するなどの内容を盛り込んだ。しかし、

北朝鮮を国家と認めることではないと述べ、依然として変わらない北朝鮮に対する警戒を示した

（「朴大統領特別宣言全文」『京郷新聞』1973年 6月 23日付、1面）。 
78「韓国的民主主義を土着化」『東亜日報』1972年 10月 27日付、1面(「韓国的民主主義를 土着 

化」『東亜日報』, 1972년 10월 27일자, 1면)。, 
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の時局宣言、そして「改憲請願 100 万人署名運動」などの抵抗が広まった。改憲運動が拡大するな

か、朴政権は 74年 1月 8日の緊急措置 1・2号をはじめ 75年 5月 13日に緊急措置 9号を発布する

とともに79、維新反対運動の中心人物を拘束するなど反対運動を封じ込めようと強硬策をとった。政

府の強硬策は緊急措置のみならず、言論統制80にまで及んだ。 

民主化運動は宗教界にも及ぶこととなり、朴政権は 73年 6月 29日にビラ撒布事件で朴炯圭牧師

を、74年 7月 6日には池学淳主教を拘束することで宗教界の民主化運動を素早く抑え込もうとした

81。しかし、朴政権の弾圧はかえって宗教界において民主化運動が拡大する契機となり、宗教界は組

織の結集力に基づいて民主化運動を積極的に展開した。特に、プロテスタントの場合はWCC（World 

Council of Churchs）などのネットワークを通じて海外における朴政権への批判世論を形成するとと

もに、海外在住／滞在のキリスト者や在日朝鮮人キリスト者との「連帯」へと発展した。 

また、「在野」勢力と宗教人、政治家は民主化運動において「連帯」をが試みた。74年 11月 27日

の「民主回復国民宣言」発表や同年 12月 25日の「民主回復国民会議」の結成、75年 3月 1日には

「民主回復国民憲章」82の発表など民主主義のために闘うことを決議するなど「連帯」の輪を広げた。

これらの「連帯」は、反維新体制や人権回復を運動の目標に据えた。 

経済的な側面では、朴政権の独裁や民主化運動による社会の不安定化が続く中、低賃金や労働者の

権利問題はますます深刻になっていた。先述したように、低賃金のための穀物の低価格政策や米国か

らの剰余農産物の輸入などにより離農せざるをえなかった農民が都市へ流入することになり、失業

者か低賃金で働く労働者となった83。これは新しい貧困層を作り出し、都市問題へと発展した。その

代表的な例が 70 年 11月 13 日の全泰壱の焼身自殺84や 71 年 8月の広州大団地住民のデモ85などで

ある。また、輸出における競争力を優先した朴政権は労働運動を抑え続けていた。これに対し、つい

には 77年に労働者は「人権宣言」をし、労働運動を全国的に展開することとなった。特に、79年 8

月の YH貿易女工籠城事件は新民党をも巻き込み、政治的問題として展開していった86。 

 
79 大統領緊急措置は、主に維新憲法や体制への反対世論を抑えるために学生の政治活動禁止やメデ

ィアの言論の自由まで抑圧するものであった。特に、緊急措置 9号が敷かれることになり、民主

化運動はほぼ力を失い、地下運動へと変わらざるを得なかった。 
80 1973年 11月 20日に『東亜日報』の記者らが言論の自由を宣言した。この宣言を皮切りに 74年

10月 24日には『東亜日報』の「自由言論実践宣言」、『朝鮮日報』の「言論の自由回復をめざす

宣言文と決議」が発表された。朴政権は抵抗するメディア、特に『東亜日報』に対し広告を載せ

ないように企業側に圧力をかけたが、『東亜日報』に対する国民の支持は大きく、民主化運動に対

する国民の支持はかえって強くなった。 
81 民主化運動記念事業会研究所『韓国民主化運動史 2－維新体制期』、前掲、99頁および 138頁。 
82「民主回復国民憲章」は、非妥協・不服従・非暴力・平和的闘争を決議した。 
83 朴世吉、前掲、174頁 
84 全泰壱は平和市場の裁断師として働く労働者であったが、平和市場の縫製労働者の劣悪な労働環

境改善や労働組合結成のために運動に参加し、70年 11月 13日に企業側が勤労基準法を守ること

を訴えながら焼身自殺をした。この事件は学生や「在野」勢力などの民主化運動勢力に民主化運

動に関心を向けさせる契機の一つとなった。 
85 広州大団地事件ともいわれるが、ソウルの無許可のバラック家の整理事業に基づき、バラック家

の居住者を京畿道広州の大団地に集団移住させたが、移住対策の不備により移住者の不満は高ま

った。しかし、政府は誠実な態度をみせなかったため、激憤した住民が起こしたデモである。 
86 民主化運動記念事業会研究所『韓国民主化運動史 2－維新体制期』（前掲、281～283頁）および

朴世吉『書き直す韓国現代史 2－休戦から 10・26まで』、前掲、282～283頁）。YH貿易労組は



32 

 

ここで注目したいのは、労働運動を民主化運動として捉えることに関する問題である。賃金の引き

上げや労働環境の改善のために展開した労働運動は、反体制という政治的な民主主義とは少しかけ

離れたものであったと言える。この問題は、民主化運動の定義にかかわると言える。民主主義運動を

「抑圧から自由と自律を拡大させ、人間の基本的権利を守護し、民主主義を進展させる運動、冷戦体

制・陣営論理を離れて民族の自主性を確保しようとする運動や統一運動、民衆の生存権とより良い生

のための闘争」87であるとする定義からみれば、反体制運動も「民衆生存権」も同じく民主化運動で

ある。 

しかし当時の労働者が労働運動を展開した時、どれほどの民主化運動側の人間がそれを民主化運

動として捉えていたのかは疑問である。認識の面では労働運動は反体制運動とは異なるものとして

捉えられており、運動において共に戦うという認識は薄かったと考える。ただし学生運動や宗教界に

おいては、認識の面では変わらないと考えられるが、労働運動を政治的領域へと拡大させた功績はあ

ると言わざるを得ない88。そのため 70 年代の労働運動をめぐる認識の差、つまり労働運動に対する

当時の認識と現在の認識との間にギャップが存在することに注意を払うべきであろう。 

 

・反共主義 

以上のように反体制運動が続いたにも関わらず、長期執権が可能であった理由は何であったのか。

それは、長期執権を維持するために強圧的な政治政策や韓国国民や韓国社会を統制する様々な措置89、

セマウル運動（新しい村運動）に代表される動員体制、文化政策を通じて政権の意図に従う国民意識

の形成の試みが挙げられる。しかし、何よりも反共主義や朴政権の反共政策があったからこそできた

といえる。朴政権は「韓国的民主主義」からうかがえるように北朝鮮の脅威から国を守るためには軍

事的・経済的に十分な力を持つまで民主主義の実現を留保して、団結することが重要であると主張し、

これを国民に押し付けた。朝鮮半島の「分断」状況の下で、反共政策を通じて韓国社会の北朝鮮に対

するイデオロギー的反感を煽ることで、反政権の動きを抑えようとした。 

ただし、このような反共精神は朴政権による一方的な押し付けの論理だったわけではない。北朝鮮

の脅威は、青瓦台奇襲事件（68年 1月 21日、1・21事態ともいう）のようなゲリラの派遣、米軍諜

 

8月 7日に籠城をはじめ、同月 9日には新民党舎を占拠、籠城した。朴政権は、同月 11日に新 

民党舎を襲撃し、YH貿易労組の籠城を強制的に解散した。この事件を契機に、新民党は朴政権

の責任を追究する籠城を始めた。 
87 民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史 1－第 1共和国から第 3共和国まで』、前

掲、15頁。 
88 マ・インソップは、「1970年代後半期の民主化運動と維新体制の崩壊」のなかで、70年代後半

の労働運動は独立的・間歇的に起こったもので、維新体制を脅すほどの反体制運動とみなすこと

はできず、反体制と民主化運動の政治的闘争として発展するには組織と闘争力の蓄積が足りなか

ったと指摘している。（マ・インソップ『1970年代後半期の政治社会変動』白山書堂、1999年、

270~271頁。마인섭「1970년대 후반기의 민주화운동과 유신체제의 붕괴」『1970년대 후반 

기의 정치사회변동』, 백산서당, 1999년）  
89 朴政権は反体制運動を抑えるために住民登録制と班常会（村の自治会議）を実施することで社会

的統制を強めた。班常会は毎月の最後の日を「班常会の日」に指定し、全ての国民を世帯別に分

け、最小の行政組織である班単位に組んだシステムである（民主化運動記念事業会研究所編『韓

国民主化運動史 2－維新体制期』、前掲、192頁）。 
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報艦プエブロ号拿捕事件（68年 1月 23日）、朴大統領狙撃事件（74年 8月 15日）、板門店事件（76

年 8月 18日）など一連の挑発、そしてベトナム戦争における米国の敗退などにより韓国社会におい

ては現実味を帯びる話であった。つまり、北朝鮮の脅威は現実に起こりうる危機として国民にうけ止

められた。これは、韓国人にとって共産主義から国を守ることは絶対的なこととしてうけ入れられた

ことを示唆している。このような韓国人の認識について、文富軾は「国家を奪われた経験」が要因で

あると指摘している。 

 

南と北を問わず韓半島で国家というのは物々しい神話である。まず、帝国主義の支配により

「国家」を奪われた経験は第 3世界一般と同じように（国民）国家に先見的な正統性を付与する 

要因として作用した。90 

 

日本の植民地支配と同族間の戦争を経験した韓国人にとって、国家の安全保障を脅かす北朝鮮の

存在は常に脅威の対象であった。そして北朝鮮の脅威は朴政権のスパイ事件捏造により誇張され、政

治的に利用された。特に、母国留学やビジネスのために韓国を訪問する在日朝鮮人、あるいは米国や

西ドイツなどに在住／滞在する韓国人をスパイ容疑で逮捕するケースも多かった。これは、反共主義

や反共政策が海外にも及び、朴政権が北朝鮮の脅威を強調する際に在日朝鮮人また海外「韓国人」を

巻き込んだものである。 

そして国家安全保障のための「反共」は、民主化運動においても重要な認識の基盤となった。その

ような認識は、74 年 11月 27 日に発表された「民主回復国民宣言」91によく現われている。この宣

言からうかがえるように、彼らは「国家安保と共産化の心配のない民族統一の成就」92を目標にして

おり、共産主義から国を守るためにも民主化は必要だという認識の下で民主化運動を推進していた。

このような認識は、金大中が民団系在日朝鮮人と「連帯」する際にも現れる93。 

また、朴政権は韓国社会の反共主義を支えるための措置である住民登録制度94を作って国民を監視

することで、韓国社会の中で「味方」と「敵」を見分けようとした。この制度は、北朝鮮からのスパ

 
90 文富軾「失われた記憶を求めて」『当代批評』通巻 8号、サムイン、1999年 9月、235頁（문부 

식「잃어버린 기억을 찾아서」『당대비평』통권 8호, 삼인, 1999년 9월）。 
91 74年 11月 27日に行われた「民主回復国民会議」の準備大会で発表された宣言文である。「民主

回復国民会議」は同年 12月 25日に結成された。 
92「50余名参席「民主回復国民宣言」大会各界代表 71名」『東亜日報』1974年 11月 27日付、1

面（「50여명参席「民主回復国民宣言」大会各界代表 71명」『東亜日報』、1974년 11월 27 

일자、1면）。 
93 これについては、本論の第 2章－1節の「民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動への転換－金大中

との「連帯」で詳述する。 
94 1962年に住民登録法を発布し市・都民証を発給したが、68年 1月 21日の 1・21事態を受け同

年 5月 29日に住民登録法を改正し、18歳以上のすべての国民に住民登録証を発給する制度へと

変わった。これは基本的に全国民の居住実態が把握できることから北朝鮮からのスパイの摘発、

男子の兵役管理などに使われ、国民を監視する制度であると言える。また同年 3月 16日には、

治安局により住民登録証を発給される国民を対象に「指紋登録」をさせる方針が決まった。この

方針が決定される前までは、指紋採取の対象は犯罪者のみであったのが全国民へと変わった

（「『指紋登録』実施計画」『東亜日報』1968年 3月 16日付、7面（「『指紋登録』실시계획」『東

亜日報』, 1968년 3월 16일자,７면））。 
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イを見分け、さらには反体制運動を展開する人々や朴政権の政策などに反対する人々の行動を把握

し、管理するための土台にもなった。また、これはすべての国民の考えと活動を監視しようとする「監

視独裁」であって、「反共」を建前として独裁に従順な主体を生産する制度であった95。 

 つまり、朴政権は反共主義を根拠に国民を「監視」、管理するとともに、民主化運動を抑圧するこ

とで自らの政権を維持しようとしたのである。 

 

第 2項 80年代反外勢運動－全斗煥政権期 

・軍事政権の弾圧、そして「光州民衆抗争」 

1979年 10月 26日、朴正煕大統領が暗殺されたことで 18年間におよぶ独裁政権が終わりを告げ

（10・26 事態）、民主化への期待が高まった。しかし、朴正煕の死後の同年 12 月 12 日に全斗煥を

中心とした軍人の私組織であるハナ会が中心になった強硬派の軍人ら96による軍事反乱が発生した。

翌年、全斗煥を初めとする新軍部は強硬な態度をとって、非常戒厳を全国へと拡大するなど権力維持

のために統制を強める「5・17クーデター」97を起こした。 

新軍部の動きは、80年 5月 18日に起きた「光州民衆抗争」（以下、光州抗争）を誘発した。光州

抗争は同月 27日に強硬・暴力的な鎮圧により多くの犠牲者を出し、10日間で終わった。光州抗争は

それまでの民主化運動の流れを画期的に変える契機となり、同時に新軍部にとっては正統性の欠如

を象徴するものとなった。そして米国に対する韓国人の不信感を浮き彫りにするとともに、それまで

の対米認識を変えた。 

光州抗争後、新軍部はクーデターを起こした人々を中心に超憲法機構である「国家保衛非常対策委

員会」（80年 5月 31日）を発足し、政治権力を強固にするための地固めをした。また、戒厳司令部

は同年 7月 4日に「金大中一党の内乱陰謀事件」98を捏造し、民主化運動の中心人物らを逮捕するこ

とで民主化運動を抑え込もうとした。特に、金大中に対しては光州抗争の首謀者として、また「反国

 
95 洪ソンテ「維新独裁と住民登録制度」『歴史批評』通巻 99号、2012年 5月、歴史問題研究所、 

106～107頁（홍선태「유신독재와 주민등록제도」『역사비평』통권 99호、역사문제연구소、 

2012년 5월）。 
96 軍部は、強硬派と穏健派とに分かれていた。前者は軍隊の秘密組織であるハナ会が中心になった

少壯軍部であって、維新憲法の早期撤廃に反対し権力を掌握した。また、後者は老壯軍部であっ

て、維新憲法を廃止し、新しい憲法の下で民間人による政府樹立を支持した（民主化運動記念事

業会研究所『韓国民主化運動史 3－ソウルの春から文民政府の樹立まで』、前掲、43頁。ハナ会

は、陸軍士官学校が 4年制大学課程として再開校する 1951年 10月 31日に入校した 11期生出

身の軍人が中心になった秘密の私組織である。ハナ会の中心人物は、全斗煥・盧泰愚・鄭鎬溶な

どである。 
97「5・17クーデター」は、新軍部が同年 5月 17日の 24時に非常戒厳令を全国へと拡大するとと

もに、政党および政治活動の禁止、国会閉鎖、大学休校令などの措置を通じて民主化運動を抑圧

したことを言う。 
98 1980年 7月 4日に戒厳司令部が金大中をはじめとする 37名を内乱陰謀、国家保安法、反共法、

外国換管理法および戒厳布告違反などで拘束した事件である。（「戒厳司発表「金大中一党の内乱 

陰謀事件の捜査結果」全文」『京郷新聞』1980年 7月 4日付、3面(「戒嚴司발표「金大中一黨 

의 內亂陰謀사건 搜査結果」全文）『京郷新聞』, 1980년 7월 4일자, 3면）。そして、金大中

はこれらの罪を理由に同年 9月 17日に陸軍本部戒厳普通軍法会議により死刑を下された。 



35 

 

家団体」の「在日韓民統」を発起、組織、構成して「北傀路線」99を支持、同調するなどの反国家的

行為をしたと指摘した。全斗煥政権は、「金大中の内乱陰謀」を捏造することで北朝鮮の脅威を強調

し、民主化運動を抑圧した。 

同年 8月に統一主体国民会議を通じて「合法的」に出帆した全斗煥政権は、「集会及び示威に関す

る法律改正案」（同年 11 月 29 日）や労働関係法律改正などを通じて民主化運動や労働運動を抑え、

また社会的には「三清計画 5号」に基づき「三清教育隊」100を設立し強圧的な社会雰囲気を作り出し

た。そして、「社会保護法」を制定して民主化運動に関わった者への「保護監護」101処分を下し、社

会への影響力を減らそうとした。他方では、「3S政策」102を推進し国民の目を政治から逸らすために

愚民化政策を取った。 

 

・韓国民主化における対米および反米認識 

このような動きの中でも学生による米文化院放火・占拠事件は、社会的に反響の強い運動であった。

まず、80年 12月 9日に光州における米文化院放火事件があったが、さほど注目されなかった。そし

て、82年 3月 18日に釜山米文化院の放火事件、85年 5月 23日のソウル米文化院占拠事件が起こ

った。 

これらの事件は、光州抗争により変化した対米認識が背景にある。光州における民衆抗争を暴力的

に鎮圧した新軍部を支えていたのが米国であったため、独裁政権を支えている米国の存在を排除せ

ずには反体制運動だけでは韓国の非民主的な状況は変わらないという認識に至った。光州抗争は米

国という存在を認識し直す契機となり、韓国民主化運動の目標が反米自主化運動へと発展していく

契機となった。民主化運動において反米という火をつけたのが、米文化院放火・占拠事件である。 

それまで民主化運動側は、米国を友邦国として捉えるとともに、民主化運動においても民主化を支

 
99「北傀」は北韓傀儡の略称で、韓国政府が北朝鮮を名指した言い方である。 
100 三清教育隊は、80年 7月 29日の三清計画第 5号に基づいて同年 8月 4日の「社会悪一掃特別

措置」により、社会綱紀を乱す暴力・恐喝および詐欺・社会風土紊乱などの事犯に関わった者を

検挙し、軍部隊において収容・純化訓練を行った。三清教育隊に収容された人は 1万 16名で、

死亡者 50名、負傷者 8名、入院患者 79名にも及ぶほど、過酷な訓練は人権蹂躙と言われるほ

どの状況であった（「国保委の社会悪一掃特別措置発表全文」『京郷新聞』1980年 8月 4日付、

3面（「国保委의 社会悪일소 特別措置発表全文」『京郷新聞』, 1980년 8월 4일자, 3면））、

「三清教育隊訓練中 50名死亡」『ハンギョレ』1988年 9月 30日付、1面（「삼청교육대 훈련 

중 50명 사망」『한겨례』, 1988년 9월 30일자, 1면））。 
101「社会保護法」は、1980年 12月 18日に制定・施行された法律である。「社会保護法」は、再犯

の危険性や特殊な教育・改善および治療が必要と認められた者に対し保護処分にすることで社会

復帰を促進し、社会の保護を目的とする（第 1条）。保護処分には、保護監護・治療監護・保護

観察の三種類があり、保護監護を処された者は刑が終わっても出所できず、さらに保護監護施設

に収容される（国家法令情報センターhttp://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&subMenu=2& 

query= %EC%82%AC%ED%9A%8C%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#liBgcolor6）。

韓国政府は、民主化運動に関わった者に対し保護監護に処すことで民主化運動を抑圧し、その代

表的な例が在日朝鮮人政治犯である徐俊植である。 
102「3S政策」は、スポーツ（sports）、スクリーン（screen）、セックス（sex）に関する政策であ

って、政治や民主化運動から国民の関心を逸らすためのものだった。82年にプロ野球、83年に

プロシルム（韓国式相撲）が始まった。また、オリンピックやアジア競技大会などの開催を決め

るとともに、映画や享楽産業が盛んになった。 
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援してくれる存在として認識し、米国政府を動かして独裁勢力に圧力をかけようとした103。このよう

な認識は韓国内のみならず、海外の韓国民主化運動勢力にも同様に見られた。その認識の変化を促し

たのが米文化院放火・占拠事件であって、対米認識の変化や米国を相手取って闘争を展開しようとす

る学生らの意志を如実に見せつけた事件であったといえる。釜山米文化院放火事件により光州抗争

と米国の責任問題が公開的に議論され、米国の対外政策を帝国主義として把握する視点がクローズ

アップされた104。また、ソウル米文化院占拠事件は米軍が韓国軍の作戦権を握っているという事実を

公論化し、反米意識を拡大させる契機ともなった105。これらの米文化院放火・占拠事件の背景になっ

た光州抗争は、解放後の韓国現代史における米国という存在を問い直すとともに、対米認識の変化を

もたらしたうえ、韓国民主化運動が反体制運動に留まらず、反米自主化運動へと拡大していく契機と

なった。 

反米が 80年代の学生運動における主な運動路線であった分、学生運動勢力は反米運動組織を結成

し反米運動を主導していった。「反米自主化反ファッショ民主化闘争委員会」が結成され、韓米安保

年例会議やチーム・スピリート韓米合同訓練などに反対する運動を展開した。また、「反戦反核平和

擁護闘争委員会」（86年 3月 18日）、「反帝反ファッショ民族民主闘争委員会」（86年 3月）、「全国

反帝反ファッショ民族民主学生連盟」（86年 4月 29日）などが結成された。 

ここで注目したいのは、反米意識が全ての民主化運動勢力の共通のものではなかったことである。

金大中・金泳三と民族統一民主運動聯合（以下、民統連）との間の非常設連絡機構であった「民主化

のための国民連絡機構」(以下、民国連)は、86年 4月 29日に第 2次会議において学生運動は支持す

るが、一部急進勢力の反米、反核、解放論理などには反対するとの声明を発表した106。金大中は反対

理由の一つとして少数学生の過激な主張が全斗煥政権に悪用される恐れがあることを挙げた107。し

かし、この会議に参加した文益煥（民統連議長）は、民国連の声明は民統連の意思とは相反するもの

であるとの理由で脱退した。 

これらの一連の動きは、反米や反核などの運動路線をめぐる葛藤、米国や反米に対する考えの相違

を露呈した事柄であるといえる。そして民主化運動といっても政治的利害が複雑に絡んでいる立場

にある側、つまり政治家のような制度圏内で民主化運動を展開する側の限界をも露呈したともいえ

る。そして、これらの問題が韓国内のみならず海外の運動においても同様に見られたことに注意を向

けるべきであろう。特に、金大中は在日朝鮮人や海外の韓国民主化運動勢力との「連帯」においても

このような姿勢を頑なに堅持した人物であった。 

  

 
103 朴世吉『書き直す韓国現代史 3－1980年から 90年代初まで』、前掲、162頁。 
104 民主化運動記念事業会韓国民主主義研究所『韓国民主化運動史 3－ソウルの春から文民政府の樹

立まで』、前掲、202～203頁。 
105 同前、164～166頁。 
106「反米・反核・解放論理支持できない」（『東亜日報』1986年 4月 29日付、1面（「反美・反核 

   ・解放논리 지지 못해」『東亜日報』, 1984년 4월 29일, 1면））および「学生の過激主張 

  民国連も憂慮」（『京郷新聞』1986年 4月 29日付、1面（「학생 過激 주장 民国連도 우려」 

『京郷新聞』, 1986년 4월 29일자, 1면）)。 
107「学生の過激主張民国連も憂慮」『京郷新聞』1986年 4月 29日付、1面（「학생 過激 주장民 

国連도 우려」『京郷新聞』, 1986년 4월 29일자, 1면）。 
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・民主化運動の「勝利」 

 87 年の民主化運動における「勝利」を導いた直接の動因になったのは、改憲運動である。この改

憲運動は、国民が大統領を直接選挙で選べるように憲法の改定を求めるものであった。「民主化運動

青年連合」が 85年 8月に「民主制改憲運動」を提起し、親民党はすでに同年 2・12総選挙で公約と

して改憲を掲げ、選挙後に改憲のための特別委員会の設置を提案した。また、民統連は同年 11月 20

日に「民主憲法争取委員会」を結成した。改憲は民主化運動団体の共通の目標であり、そのために連

帯の動きをも見せた。 

 しかし、全斗煥政権は 87年 4月 13日に改憲を保留するとの「4・13護憲措置」の発表をもって、

改憲要求を黙殺した。これに対し、民主化運動側は「民主憲法争取国民運動本部」（同年 5月 27日）

を結成し、改憲を国民的要求へと発展させようとした。そして、かの「明洞聖堂籠城闘争」が同年 6

月 10 日に始まり、同月 26 日には「国民平和大行進」の開催に至り、改憲運動は国民にも支持され

る運動へと拡大した。 

 改憲運動の最中に韓国政府による朴鍾哲拷問致死事件の隠蔽・矮小事件が暴露され（87年 1月）、

同年 6 月 9 日には延世大学校の李韓烈がデモ中に催涙弾に打たれる事件が発生した。これらの事件

は改憲運動に油を注ぎ、国民の全斗煥政権に対する怒りと民主化への欲求を高めた。そして多くの国

民が民主化運動勢力に対する支持／民主化運動への参加という形で加わり、全国的に民主化を求め

るデモが絶えなかった。ついには、全斗煥政権はこうした国民の民主化要求を抑えきれず、6 月 29

日に「6・29宣言」を発表し、大統領直選制のための改憲のうけ入れ、政治犯の釈放、金大中の赦免

や復権を認めた。これにより民主化運動は一定の「勝利」を収めた。 

 70年代と 80年代の韓国民主化運動の違いを決定づけたのは、光州抗争であったといえる。先述し

たように反体制運動が中心であった 70 年代の民主化運動とは異なり、80 年代のそれは光州抗争を

契機に対米認識の変化が起こり、反米運動へと拡大した。その上、反米運動は日本の経済侵略に反対

する反日運動と並行し反外勢運動の形をとり、ひいては米国の存在がある限り統一は不可能である

という判断に基づき「民主化」後は統一運動へと発展したといえる。 

  

 

第 2節 民団民主化運動－韓国民主化運動の前史として 

 民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、民団民主化運動にその源流がある。韓国の政権は、「反共」

の論理を突きつけ自らの政策に批判もしくは反対する民団内の抵抗勢力を排除し、かつ民団を追従

せしめた。すなわち、韓国の政権は韓国内のみならず、在日朝鮮人社会、特に民団に最も強く「戦争

政治」を行ったのだ。これに対し抵抗勢力は、韓国政府に対して民団の主体性を保つために民団民主

化運動を展開し、72 年の南北共同声明をうけ祖国統一運動へと転換した。さらには、朴政権が維新

体制に入ると韓国民主化運動へと運動方向を変えた。民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、韓国政

府の民団に対する統制とそれに対する抵抗とが交錯するなか民団が分裂した結果として現れたもの

であるといえる。そのため民団民主化運動に至るまでの経緯を辿るとともに、韓国の独裁・軍事政権

が民団系在日朝鮮人社会、特に民団に「戦争政治」をいかに行い、また韓国の政権が突きつけた反共

論理がいかなる影響を及ぼしたのかを考察することは重要な作業となる。  
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第 1項 民団分裂－民団の主体性をめぐる本国との葛藤 

敗戦後、在日朝鮮人により「在日本朝鮮居留民団」が結成（46年 10月 3日）された。「在日本朝

鮮居留民団」は、在日朝鮮人の帰国と権益を目的としており、かつ思想や政治において主体性を保つ

組織として出発した108。しかし、「在日本朝鮮居留民団」は本国から自治団体としての認定を希望し

本国の傘下機関であろうとするなど、組織の主体性において曖昧さを抱えながらの出発であった。の

ちに韓国政府が樹立（48年 8月 15日）されると、韓国政府から自治団体として公認されるとともに

「在日本大韓民国居留民団」（以下、民団）へと改称し、「大韓民国の国是を遵守」を掲げ韓国政府の

政策を受容する姿勢をみせた109。 

その上、民団は「朝鮮建国促進同盟」（建青）からの脱退者や「新朝鮮建設同盟」（建同）の団員に

より結成され、その多くが「在日本朝鮮人連盟」（朝連）の赤化政策に反発して脱退した反共勢力で

あったことからも窺えるように110、民団の基本性格は「反共」である。そのため、「反共」を掲げる

韓国の国是を遵守すると明示したことは、朝鮮半島のイデオロギー状況を在日朝鮮人社会に再現し、

「分断」を肩代わりするとともに総連とは対立の立場に立つことを意味するものであった。実際に民

団は朝鮮戦争が勃発すると、「在日韓僑自願軍本部」を組織（50年 8月 5日）し、本国に学徒志願兵

の派遣や救援物資送付運動を展開するなど、戦時下の李承晩政権を支援する役割を担い、本国の政治

状況や「分断」状況に積極的に加わった。 

韓国社会の反共主義は依然として強く、かつ韓国政府の反共政策により抑圧されている韓国人、海

外に生きる在日朝鮮人や「韓国人」は未だに「分断状況」下に生きており、それから自由ではいられ

ない。特に在日朝鮮人は、旧宗主国の日本に生きながらポストコロニアル状況と「分断状況」とが交

錯する状況に置かれている。在日朝鮮人社会は地理的分断はないにせよ、民族団体が南北のそれぞれ

の体制を支持する民団と総連とに分かれており、韓国の「分断状況」が最も強く反映されている。民

団は「分断状況」下において「反共」を担っており、かつ韓国政府から統制され、主体性が失われて

いくなかで組織は分裂してゆき、抵抗勢力を反共を理由に民団から排除した。 

49 年 1 月 20 日に駐日代表部が設置されて以来、民団と駐日代表部との間には葛藤が絶えなかっ

た。その中、民団は韓国政府に駐日代表部の問題や在日朝鮮人政策の是正を求めるなど111、本国に対

しそれなりの発言力を有していた。さらに民団は 60年 4月 19日韓国で起きた 4・19革命をうけ、

同年 5月 26日の第 25回全体大会にて「第 3宣言」を発表し、本国の政府から主体性を守るべきで

あることを明白にした。民団はこの「第 3宣言」112のなかで、民団組織が「決してある種の思想団体

または政治団体にあらず」、「本国あるいは海外の如何なる思想または政治の主流に偏倒し、もしくは

それを支持、加担しない」中立的な立場を理念として始まったことを想起した。そして、「建国途上

にあった祖国に対する無限の愛国心と、その発展を念願するあまり、国政に対する正否の批判を怠っ

 
108 1946年 10月 3日付「民団第 1次宣言」、民団 50年史編纂委員会『民団五十年史』在日本大韓

民国民団、1997年、352頁。 
109 1948年 10月 4日付「民団第 2次宣言」、同前、353頁。 
110 同前、29頁。 
111 在日朝鮮人の北朝鮮への帰国問題を巡り韓国政府との間に生じた葛藤の末、民団は 59年 6月

15日付で韓国政府に対して「在日僑胞」への対策の不十分さを理由に「本国政府不信任宣言」

を提出した。 
112 民団 50年史編纂委員会『民団五十年史』、前掲、353頁。 
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て来た」と反省し、ひいては「今後は海外同胞に対する施策および対日政策については是々非々の態

度を堅持するとともに、国内政策においても、国憲に背馳する施策には可否の態度を一層明確にする」

と明白に打ち出すことで、本国に対し主体的であるべき民団の姿勢を強調した。 

 

・民団の「与党化」と「民団正常化有志懇談会」の結成 

しかし、主体性を保とうとした民団の姿勢が一変したのは、61 年 5 月 16 日の朴正煕による軍事

クーデターをうけてからである。民団第 27回全体会議が 61年 5月 15～16日に開催され、16日に

権逸が団長として選出された。そして権逸を初めとする民団執行部は、朴正煕の軍事クーデターの知

らせをうけ、軍事クーデター勢力を支持すると表明した113。権逸は同年 6月 20日に韓国に赴き、朴

正煕軍事政府に対し支持を約束し、それに合わせて民団の運動方針を変えるとともに韓日会談に追

随する政策を取るなど、本国寄りの立場を取った。 

民団内部では執行部の軍事政府支持声明に対し「在日韓国学生同盟」（以下、韓学同）、「在日韓国

青年同盟」（以下、韓青）を中心に反発が起き、ついには反執行部運動へと拡大することとなった。

在日朝鮮人 2世が中心である韓学同は 5月 27日の第 20回大会で「4・19継承と軍事政権打倒」運

動を始めた。かつ、非組織員である一般在日朝鮮人の有志の間でも「在日韓国人民主懇談会」が設け

られ114、反軍事政権・反民団執行部・反権逸運動が在日朝鮮人社会一般にまで広がったのである。 

権逸に対する批判が高まるなか、反権逸派の中心人物である李禧元・金今石・丁賛鎮・裵東湖、韓

学同委員長の李相煕、民団京都府本部団長の金在述、韓青委員長の郭東儀などが中心になって「民団

正常化有志懇談会」（以下、有志懇）を 61年 10月 20日に結成し、民団内の抵抗勢力となった。し

かし、民団は同年 12月に韓学同の李相煕執行部を、翌年の 4月 13日には韓青委員長の郭東儀を停

権処分し事態を一層深刻化させた。郭東儀の停権処分の理由は、北朝鮮の統一論への追従及び総連の

運動方針に肯定的な立場を取ることで本国革命政府に反対しないとした民団の基本方針から逸脱し

た利敵行為であるとみなすものであった115。 

有志懇の民団執行部への批判や反権逸運動は、韓青委員長であった郭東儀の停権処分をめぐって

一層強まった。62年 5月 12～22日に民団の第 28回全体大会において、郭東儀の停権処分に不満を

 
113 権逸『権逸回顧録』育英出版社、1987年 10月、248頁。支持声明は民団の議長である金光男

の名で出された。その内容は次のとおりである。「一．今度の本国軍事革命は、自主独立を完成

する為に呻吟する新興国家韓国としてはあり得ることで、民主主義を冒瀆するものではい。一．

今度の軍事革命委員会が、国民の幸福を満足させるような新政府が樹立される時には、軍事行動

一切を即時撤収して、本来の任務に復帰する声明に対しては全的な信頼と期待を託する。一．今

度の軍事革命行動は、韓国政府又は国会が中立化運動や共産勢力に対し、毅然たる態度で臨めな

い時であっただけに防共態度を再確立する契機をもたらしたことに満足する。一．今度の革命運

動が敵陣営に逆利用されないように十分自重し、厳粛に革命運動を支持する。」（李瑜煥『在日韓

国人 60万－民団・朝総の分裂史と動向』洋々社、1971年 11月、114頁）。 
114 朴慶植『解放後在日朝鮮人運動史』三一書房、1989年、444頁。 
115 権逸『権逸回顧録』、前掲 268~269 頁。「郭東儀に対する査察要望書の要旨」は、郭東儀の停権

処分は査察要望書に挙げた「5・16以降にも北の偽装平和統一論を盲信して本国革命政府に反対

し、朝総連のいわゆる談合事業を肯定する態度を取り、民団の基本方針から逸脱した利敵行為を

あえて行ってきた。これは左の事実から証明することが出来る。4・19革命後、韓青委員長とし

て北の偽装平和統一案である南北連邦路線に追従し、これを意識的に民団内に扶植せんと努力し

た」との内容であった。 
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抱いていた丁賛鎭、金載華、金今石が辞意を表明し、執行部不信任案が提出される事態へと拡大した。

最終的に執行部不信任案は否決されるが、執行部の権威に大きな打撃を与えたことは確かであろう。 

民団内部の分裂が進行する中、民団は韓日条約をうけて 66年 6月 6日の第 31回全体大会におい

て「第 4宣言文」を発表した。「第 4宣言文」は、在日朝鮮人を大韓民国の国民とし、同時に日本と

いう地域社会の構成員／国際人と位置づけるとともに、民団を「自由陣営に頑なに根付いており、反

共理念の下」において活動する団体と位置づけ、韓国の在日公館に協力する組織であることを打ち出

した。この宣言文は、韓日条約や韓国政府の対在日朝鮮人政策や在日朝鮮人社会の「分断」固定化を

うけ入れた形のものであったため、民団が韓国政府の反共政策を担って、「分断」状況の中で総連と

対立していくことを公言したようなものである。また、韓国の在日公館に協力することを明文化した

ことで、韓国政府に対する批判的立場が薄れてしまった。つまり、民団は在日朝鮮人を韓国国民とし

て韓国政府の反共政策を忠実に実践していく存在として位置づけることで、在日朝鮮人や民団の立

場性を確実に変えてしまったのである。 

民団自らが韓国政府への追従の立場に変わった一方、韓国政府も民団に対し露骨に介入してきた。

民団分裂が深刻化するなか、69年 8月 7日ソウルにおいて韓国政府と民団との間に「民団強化対策

会議」が開催された。韓国政府の実務者約 30名や民団の団長以下幹部 73名が参加した116。この会

議は、在日朝鮮人問題を協議するとの名目で開催されたが、真の目的は民団を韓国政府の政策に従わ

せる意向がうかがえるものであった。鄭哲は、この合同会議の際に中央情報部本部にて説明会が設け

られ、「入管法反対運動や外国人学校法反対は朝総連の指示でやったと断定したスライドを見せられ

た」と回顧し、この会議は「中央情報部の腹」を納得させるためのものであったと述べている117。す

なわち、韓国政府に反する民団内部の意見や運動を抑えようとする思惑があったということだ。つま

り会議の意味は、民団内における韓国政府の方針や政策に反する意見や行為を許さないことはもち

ろん、そのような意見や行為を総連、ひいては北朝鮮と関連するものとして反共主義をもって扱うこ

とを民団や民団員に明白に示したことである。また、「民団強化対策会議」は韓国政府が民団や民団

系在日朝鮮人に戦争政治をどのように施したかが分かる一つの例としてみることができる。 

そして、韓国政府と民団の合同会議を定期的に開催することを決めたが、それは民団に対し一層強

力に、かつ持続的に統制を加えようとする韓国政府の意向を民団が何の抵抗もなくうけ入れたこと

を意味する。さらに注目に値することは、5・16軍事クーデター以降に在日朝鮮人や民団に関する問

題を中央情報部が担当していたことだ。中央情報部は国家安保保障に関する問題を担当した機関で

ある118。これは朴正煕政権が在日朝鮮人問題をどのように認識していたのかをうかがえる事柄であ

 
116「民団強化協議」『東亜日報』1969年 8月 7日付、1面（「민단강화협의」『동아일보』, 196 

  9년 8월 7일자, 1면）。「政府・民団会議の毎年定期開催合意」『京郷新聞』1969年 8月 

8日、2面（「정부・민단회의 폐막 매년 정기개최합의」『京郷新聞』, 1969년 8월 8일자,  

2면）。「民団強化協議に宛てて」『東亜日報』1969年 8月 11日付、2面（「민단강화협의에 

붙임」『동아일보』、1969년 8월 11일자、2면）。金太基「韓国政府と民団の協力と葛藤関 

係」『アジア太平洋地域研究』第 3巻 1号、2000年 8月、85頁（김태기「한국정부와 민단의 

협력과 갈등관계」『아시아태평양지역연구』제 3권 1호, 2000년 8월, 85쪽）。 
117 鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』、前掲、188 頁。 
118 中央情報部は、61年 3月 10日中央情報部の機能とその捜査権関係を定めた「中央情報部法」 

（法律 619号）が公布されたことにより組織された「国家再建最高会議」の直属機関であって、
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る。何より中央情報部は反共主義に基づき、民団と総連の対立を煽りながら韓国政府の意向を民団に

押し付けたのである119。 

 

第 2項 「録音事件」－民団民主化運動の契機 

・「録音事件」 

民団執行部と有志懇の葛藤が深まるなかで、民団の主体性が問われる「録音事件」120が起こった。

「録音事件」は、71年 3月 25日民団第 34回全体大会での新しい団長選挙において駐日大使館の金

在権公使が「有志懇談会メンバーの一人に、反国家的行為者がいるから要注意と忠告」するとの発言

をし、これに対し有志懇が反発し民団民主化運動を展開する契機となった事件である。「録音事件」

は裵東湖及び有志懇を標的にしたもので、駐日大使館の金在権公使が「反国家的発言及び行為」を口

実に裵東湖を批判したものであった。「録音事件」は、有志懇の反発を引き起こしたのはもちろん、

民団内部でも物議を醸した。有志懇は反発する声明を発表し121、71 年 5 月 15 日に「民団自主守護

委員会」（以下、自守委）を結成し、「録音事件」の解明や民団の主体性のために民団民主化運動を展

開した。自守委は「録音事件」を本格的に追及する一方、日本の新聞紙を相手に記者会見を開き「録

音事件」の不当性を訴えるとともに、「録音事件」を公論化した。しかし、民団は同年 6月 16日の第

2回中央執行委員会において、自守委の記者会見を理由に挙げ、裵東湖を「反国家・反民団的な利敵

行為をした」と決議し122、ついには 7月 8日に反国家行為の理由で除名処分にした。 

 

・民団民主化運動の展開 

「録音事件」は、さらに民団全体の問題へと拡大していった。6月 18日には民団の中央顧問や議  

 

国家安全保障に関連する国内外情報事項および犯罪捜査と軍を包含した政府各部情報操作活動を

調整監督する目的で組織された（「中央情報部設置」『東亜日報』1961年 6月 11日付、１面、

夕刊）。権逸と面会した金鐘泌は、「在日同胞のことは内部治安局から中央情報部に移されまし

た」と言及している（権逸、前掲書、251頁）。鄭哲も中央情報部が民団分裂に深く関わってい

ると指摘している（鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』、前掲、227頁参照）。 
119 金太基「韓国政府と民団の協力と葛藤関係」『アジア太平洋地域研究』第 3巻 1号、2000年 8 

月、85頁（김태기「한국정부와 민단의 협력과 갈등관계」『아시아태평양지역연구』제 3권 

1호, 전남대학교 아시아태평양지역연구소, 2000년 8월）。韓国政府は、「民団強化対策会議」

において民団を「反共を基本性格とする対共闘争のための組織」として位置付けていた。 
120 駐日大使館の金在権公使は第 18回民団中央委員会で、「民団幹部を歴任した人士が朝総連（総

連）幹部と会い、反国家的発言をした。その証拠となる録音があるが、いま公開すると選挙に影

響を与えるので、大会後公開する」と発言した（李瑜煥『在日韓国人 60万－民団・朝総連の分

裂史と動向』、前掲、125～126頁）。この選挙には、元京都本部団長の兪錫濬、元中央組織局長

の崔学阜、現団長の李禧元ら 3人が立候補した。兪錫濬は有志懇から推薦され、崔学阜は永住

権獲得推進委員会の支援を受けた。これはある意味で、誰が団長になるかによって民団の主体性

や本国との関係が決まる重要な選挙であった。 
121 李瑜煥『日本の中の三十八度線－民団・朝総連の歴史と現実』洋々社、1980年、81頁。 
122 民団 50年史編纂委員会、前掲書、106頁。民団は、裵東湖の場合は民団組織を混乱させ、日本

マスコミまで動員して故意に国家威信を損傷させたと批判した。また、民団自主守護委員会は敵

性の偽装団体をつくり、民団を破壊しようとする者らが記者会見を開き、虚偽報告した文書を流

布し、不法集会を開くなど民団組織を極度に混乱させたと批判している。そして、このように民

団を混乱させたことは「反民団・反国家的利敵行為」とみなしうると示した。 
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長などの幹部により「録音問題真相報告集会」が開催され123、録音の公開、責任の所在を明らかにす

ること、在日朝鮮人の民主主義的権利や民団の自主性を保証することが決議された124。しかし、中央

本部は大会中止の勧告、団員の参加を禁じる指示を出すなど真相究明を求める民団内の世論を抑え

ようとした。「録音事件」への反発を抑えようとした民団は、民団東京本部を直轄することで「8・2

事件」を125、東京本部の鄭在俊団長と閔泳相議長を停権処分することで「4・18事件」126を招くこと

で、かえって 2世の団体であった韓青・韓学同までもが民団民主化運動に本格的に加わる状況を作り

出した。 

そして、民団がかつて「敵性団体」として規定していた反民団勢力である韓国民族自主統一同盟日

本本部や韓国民族自主統一青年同盟に対して民団民主化運動の抑制のためにその規定解除を議決し、

民団に吸収しようとした。さらに、これに反対を表明した民団神奈川本部は、駐横浜韓国領事館によ

り同年 6月 18日に「領事事務剥奪」されるとともに127、民団からは傘下機関から排除され、自守委

の活動に加わることになった。領事業務は駐横浜韓国領事館から委託された業務であって民団神奈

川本部にとっては収益の多くを賄うものであったが、韓国政府は経済的に制裁を加えることで民団

神奈川本部の抵抗を抑えようとした。 

 

第 3項 韓国政府の民団への統制と反共主義 

・韓国政府の民団への統制 

民団が分裂し民団内部の批判的グループが民主化運動勢力に転化する一連の経緯をみると、民団分

裂を決定づけたのは韓国政府や駐日大使館の民団への統制であるといえる。韓国政府の民団への統

制が本格化したのは、朴正煕政権時代からだといえる。朴政権は早い時期から「在外国民指導委員会」

（62年 6月 26日）を組織し、在日朝鮮人や海外「韓国人」に対する政策を立てるなど関心を示した

128。 

 
123 鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』、前掲、238～240頁。「録音問題真相報告集会」を

主催した呉宇泳、丁賛鎭、梁相基、兪錫溶、金在述、呉興兆、朴到春は民団の顧問や幹部であっ

た。鄭哲はこの集会を敵性集会とは考えられないと述べており、民団が反対派をどのように認識

していたのかをうかがわせた。 
124 早稲田大学韓国文化研究会編「在日民族民主運動の現況と問題」『高麗』第 12号、1972年 12

月、36頁。 
125「8・2事件」は、東京本部直轄処分を下した民団が 71年 8月 2日に東京本部屋舎を不法占拠

し、これに反発した東京本部職員や韓青・韓学同のメンバーらが東京本部屋舎を襲撃し、民団中

央本部の役職員との間に流血衝突を起こすなどの暴力沙汰になった事件である。 
126「4・18事件」は、72年 4月 18日に鄭在俊・郭東儀・閔泳相・裵東湖を初め、韓青・韓学同の

メンバーらが民団中央本部に押し入って民団中央本部の団長代行、議長、監察委員長を監禁し、

中央大会召集を約束する覚書を強制的に書かせた事件である。 
127 民団神奈川 60年史編纂委員会編『民団神奈川 60年史』在日本大韓民国民団神奈川県地方本部 

、2006年、135頁。「領事事務剥奪」は、「領事館より委任している神奈川県下韓国人の在外国

民登録事務及び海外旅券発給事務に関する発給申請人の身元確認事務に対する職務停止の命令」

によるものである。 
128 金太基「韓国政府と民団の協力と葛藤関係」（前掲、70頁）及び「在外国民指導委会を設置」 

『京郷新聞』1962年 6月 26日付、1面、夕刊（「在外國民指導委會을 設置」『京郷新聞』, 19 

62년 6월 26일자, 1면, 석간）。この委員会は、在外国民や在外国民団体を管理するためのもの

であって、委員長（外務次官）と 8人（内務部、財務部、国防部、文教部、保社部、交通部、
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また、在日朝鮮人を「反共国民として日本に永住せしめようとする」政策を立てた129。朴政権の在

日朝鮮人に対する関心は、在日朝鮮人や民団を反共主義の砦にするとともに、戦争政治に利用しよう

とした試みであったといえる。 

5・16軍事クーデターを支持する民団執行部に反発する有志懇グループは、韓国政府にとって目障

りであったといえる。韓国政府は有志懇グループなどの反発を抑えるために民団の派閥を利用し、民

団が裵東湖らを停権処分するようにせしめ、かつ「録音事件」を契機に裵東湖や鄭在俊などの反韓国

政府・反民団勢力を総連や北朝鮮とつながりがある「不純分子」130として規定し排除の対象とした。  

そして民団内の反共主義的な雰囲気は、韓国政府の民団への統制の度合いと比例したといえる。民

団の分裂を深化させた「録音事件」は、「民団改編案」を遠因とする事件であったと李瑜煥は指摘し

ている131。「民団改編案」は、「民団地方本部の事務局長を中央の任命制にし、給料を本国政府支給に

して、なかば政府派遣の資格を持たせよう」という内容であった。地方本部の事務局長の中央任命制

は、民団の地方組織まで統制するための布石として見られるものであり、これは民団の自治団体とい

う性格を変え、民団を韓国政府の傘下機関のように位置付けるものであった。この案は東京本部団長

の鄭在俊と元中央団長立候補者の崔学阜に猛反対され、これを契機に駐日大使館などは、民団内部の

批判勢力の台頭の抑制に決意を新たにしたと指摘している132。さらに先述したように韓国政府は「民

団強化対策会議」を開催し、民団に対し韓国政府に追従するように圧力をかけた。 

また民団の分裂が深刻化、かつ暴力化した 71年の 11月 23 日から 10 日間、民団幹部 50名をソ

ウルに召集し「勝共教育」を実施した。「勝共教育」は、在日朝鮮人の指導育成と共に実施され、「北

傀」の僑胞社会への侵透に備えた勝共思想の昂揚のためのものであった133。このような在日朝鮮人に

対する反共教育は、朴政権が海外からの北朝鮮の脅威を強調したことがその背景にあると思われる。

朴正煕は 70年 2月 4日付の「海外公館長に送る親書」で、海外公館長に対し 6項目の要求事項を挙

げ、その中の一つが「海外からの北傀のスパイの侵透を封鎖するために常に警戒を徹底すること」で

あった134。「海外からの北傀のスパイ」が予想される有力な地域の中の一つが日本の在日朝鮮人社会

であったことは推し測れる。 

 

・民団内部における「不純分子」の排除 

一方、民団内部では 72年 6月 2 日に「民団組織整備委員会」（以下、整備委員会）が発足し、民

団組織を整備するとともに「不純分子」を排除することを目的として活動した135。「不純分子」は北

 

公報部などの次官、中央情報部 3局長）の委員により構成された。 
129 同前、79頁。 
130「組織を整備浄化・不純分子の排除着手」『韓国新聞』1972年 6月 10日付、1面。 
131 李瑜煥『在日韓国人 60万－民団・朝総連の分裂史と動向』、前掲、133頁。 
132 同前、133～134頁。 
133「民団幹部招請教育」『京郷新聞』1971年 11月 22日付、1面（「民團간부초청教育」『京郷

新聞』, 1971년 11월 22일자, 1면）。 
134「海外公館長に送る親書」『大統領演説文集第 7集』1970年 1月～12月、大統領秘書室、1971 

年、69～70頁（「해외 공관장에게 보내는 친서」『대통령 연설문집제 7집』1970년 1월～ 

12월, 대통령비서실, 1971년）。 
135「組織を整備浄化・不純分子の排除着手」『韓国新聞』、前掲。 
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朝鮮のスパイや容共勢力を指す呼称であり、民団内の批判・抵抗勢力、すなわち民団民主化運動を展

開した勢力は北朝鮮のスパイとして排除対象となったのである。整備委員会は、6月 28日に民団分

裂は北朝鮮が 59年に打ち出した「統一戦線方針」に基づいた総連の工作に因るものであると発表し

た。また、民団は総連が「民団との統一戦線事業」を通達したことに対し、その目的は民団内の統一

戦線勢力と、反統一戦線勢力間の力量対比関係、その趨勢を日常的に把握して、統一戦線政策遂行に

寄与することであると批判した136。すなわち、民団内の抵抗勢力である「不純分子」は、北朝鮮の統

一事業の達成のため民団破壊を目論む活動をすることで民団内部の分裂や一連の事態を招いたと公

式に批判された。このような一連の過程の中で、民団内に存在していた民団や韓国政府の指示や政策

に対する批判、そしてそれらをめぐる葛藤や対立が「反共」の問題へとすり替わっていったことに注

目しなければならない。 

整備委員会の発表の前の同月 10日に、駐日大使館は談話文を発表した137。その内容は、民団は国

是を遵守する反共団体であり、民団の混乱は日本における対共闘争の戦列と民団の機能を麻痺させ

ていると批判するものだった。そして韓国政府が国家の安全保障問題を憂慮しており、「在日国民」

の安全と福祉を保護するために民団組織の整備の必要を訴える内容も盛り込まれていた。駐日大使

館は反体制不純勢力の民団侵食に対する徹底した防御態勢を整えることを言明し、民団には「不純分

子」の排除と正常化を要請した。韓国政府は、この談話文を通じて民団内の批判・抵抗勢力を国家体

制の脅威として位置づけるとともに、自らが民団分裂を解決する当事者として主導権を握ることを

明白に表した。この談話文の発表以後、民団は民団内の「不純分子」が北朝鮮・総連の政策によるス

パイであることを公式に示し、批判・抵抗勢力を「在日韓国人」社会のベトコンであると批判した138。  

そして、「不純分子」の排除は、民団全体へと拡大していった139。この一連の過程で民団内の批判・

抵抗勢力の問題は、民団系在日朝鮮人社会を脅かす共産主義者の活動だというイメージが作られた。 

さらに韓国政府と民団との間には、連絡事務所が設置された。72年 11月 9日には民団本国事務所が

韓国の政府合同庁舎に開所され、韓国政府と民団との間の連絡業務を担当した140。そして、事務所開

所の当日の記者会見において民団団長の金正柱は、10 月維新への全幅支持と 10 月維新事業への参

与を表明した141。民団内の批判・抵抗勢力である「不純分子」は排除され、民団の韓国「与党化」が

完成した142。 

 

 
136「十三年前から朝総連で工作－民団破壊の秘密指令」『韓国新聞』1972年 7月 8日付、1面。 
137「在日同胞の協力を要請」『韓国新聞』1972年 6月 24日付、1面。72年 6月 10日に駐日大使

館の姜永奎公使により発表された。 
138「在日韓国人社会にあるベトコンの正体は何か？」『韓国新聞』1972年 6月 24日付、2面。 
139「中央方針を支持」及び「商銀組合員倍加－中央と呼応不純分子排除」『韓国新聞』、1972年 7

月 8日付（2面）、「大阪で七人懲戒処分」『韓国新聞』、1972年 7月 29日付（1面）。 
140「本国に民団事務所」『韓国新聞』1972年 11月 4日付、3面。「在日居留民団本国事務所開所」 

『東亜日報』1972年 11月 9日付、7面（「在日居留民團本國사무소 開所」『東亜日報』、19 

72년 11월 9일자、7면）。 
141「「10月維新全幅支持」、金在日居留民団長会見」『東亜日報』1972年 11月 9日付、1面（ 

「10月維新전폭支持」、金在日居留民團長회견」『東亜日報』, 1972년 11월 9일자, 1면）。 
142 民団の初代文教部長であった鄭哲は、民団が韓国政府に追従し主体性を失ってしまったことを 

「与党化」と批判した（鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』、前掲、V頁）。 
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第 4項 「民族統一協議会」の結成143 

韓国政府や民団の「不純分子」排除が進行するなか、72年の 7月 4日に韓国と北朝鮮の間に「南

北共同声明」が発表され、在日朝鮮人社会には祖国統一への期待が急激に高まった。この声明をうけ、

民団東京本部や韓青などの民団民主化運動勢力は、総連やその傘下機関と共催で南北共同声明支持

大会を開催するなど支持運動を展開した。 

しかし、総連と連携した形の運動はさらに民団中央本部との葛藤を煽ることになった。なぜなら、

民団東京本部や韓青は民団の名前を掲げてはいるものの、既に民団から排除されたという現実的な

問題があったため、民団の立場からは座視することのできない事柄だった。民団中央本部は、民団か

ら排除された団体らと総連やその傘下組織との集会は不法と明言し、民団の名義を盗用したと批判

した144。また、これらの団体とは別に南北共同声明支持大会を開催するに至った。在日朝鮮人社会の

南北共同声明に対する支持や統一への期待が膨らむのとは裏腹に、民団内部ではかえって「分断」が

強化される皮肉な状況になった。 

 

・「民族統一協議会」の結成 

 

裵東湖を初めとする民団民主

化運動勢力は、南北共同声明支持   

と統一運動を展開するために裵

東湖・金尚龍・趙活俊・尹孝同・

金栄出の 5人が発起委員となって

組織づくりの準備をし、ついに 72

年 8月 20日に「民族統一協議会」

（以下、民統協）を結成した。民

団は民統協の結成をうけ、民団民   

主化運動勢力と総連の共催によ

る南北共同声明支持大会について民団から排除された裵東湖や郭東儀が自守委の全国化や組織の実

体化に失敗し、それを打開するための新しい運動の名分として展開されたと指摘した145。民団民主化

勢力が民団から排除され現実的に運動の場を失ってしまったのは事実であるが、民団が抵抗勢力を

排除することで在日朝鮮人社会における新たな運動体を芽生えさせる口実となった。さらに、そこに

は当時の在日朝鮮人社会における南北共同声明にかける統一への希望や、朝鮮半島の「分断」を肩代

わりした民族団体の対立により在日朝鮮人社会の「分断」が深化したことへの危機感があると言える。

そのため、民団民主化勢力は総連と南北共同声明の支持大会を共催するなど、イデオロギーを超えよ

うと試みたといえる。 

民統協は、思想や理念、政見、宗教、所属団体などの差異を超えようとした。裵東湖は、民統協に

 
143 「民族統一協議会」の統一運動については、第 2章第 3節で詳細に考察する。 
144「朝総連との集会は不法－政治的悪用は断固排撃」『韓国新聞』1972年 7月 29日付、1面。 
145 民団神奈川 60年史編纂委員会 編『民団神奈川 60年史』、前掲、131頁。 

写真 1－「民族統一協議会」の結成大会（出典：『韓統連二十年の歩み』） 
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参加した人々は元民団傘下団体や知識人、科学者、宗教人、商工業者、青年、学生、「婦人」などで

あると述べた146。しかし、参加団体や人々がそれぞれどのような形態で参加したのかは明白になって

いない。特に、個人で参加した人々が民統協に属して直接的な活動を行ったのか、メンバーになって

会費を払うなどの経済的支援をしたのかという詳細については明白になっていない。ここで考えら

れるのは、民団と同じ立場に立っている人々が民団団員としての立場やビジネスなどの現実の問題

で民団から「不純分子」として排除された民団系在日朝鮮人や民統協を公に支持・支援することは困

難であるため、裏で寄付や支援金などの形で援助した可能性も想定できるということだ。 

しかし、元民団の団員などが中心になって民統協の運営や運動において実権を握っていたことは

確かである。それは民統協の役員が裵東湖を初めとした民団民主化運動を展開した民団系在日朝鮮

人であって、後に韓民統の結成やその運動を主導していくことからも窺える。 

   

[表 1]－民統協の役員 

役  職 名  前 

議長団 

首席議長 裵東湖 

常任議長 金容元・閔泳相・金慶植・金栄出 

非常任議長 梁恵承・陣点春・姜東遠・尹琪洙 

事務局長 金容元（常任議長兼任） 

監査委員 薛東哲・梁判山・曺畢律 

顧問 
呉宇泳・梁相基・兪石濬・金在述・朴道春・ 

安泳枓・兪錫濬 

   ＊筆者作成－「「民統協任員名単」－民統協資料第１集」『民族時報縮刷版』（1972年 9月 1日付 

（1面）、1頁）を参照。 

 

 

民統協は、運動目標として 7・4共同声明の完全な実施、そのための実践行動として「全体在日同

胞」の民族的力量の総結集を設定し147、当面活動目標として 10項目を打ち出した148。 

 

・南北共同声明を誠実に実現するために、具体的な実践行動に国内外の全体民族の力量を総動員す

る。 

・民族虚無主義と事大主義、敗北主義思想を一掃させて、祖国統一の信念と正しい民族意識を

醒めさす
マ マ

ことに努力する。 

・在日同胞は誤解と不信を解き、思想と理念、所属団体の差を乗り越えて一つの民族として団結し、

統一推進の先導的役割を果たす。 

 
146「民統協資料－民族統一協議会基調報告」、前掲。 
147 同前。 
148「「当面活動目標」－民統協資料第１集」『民族時報縮刷版』1972年 9月 1日付(4面)、4頁（韓

国語版は、2面）。 
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・祖国統一に民族全体力量を総結集するために、国内外の諸政党社会団体代表と愛国的人士が参加す

る南北政治協商会議開催に尽くす。 

・民族統一を妨害する外勢、または国内外反統一勢力と似以
マ マ

非統一論者たちの策動を粉砕排除する。 

・統一達成のために、正しい国内外与論喚起に努力する。 

・民主主義的基本権利確保に努力する。 

・民族文化の創造発展を図る。 

・祖国統一のために具体的で、実際的な方法を模索する研究機関を設置する。 

・南北赤十字会談の成功に最善を尽くす。 

 

 

 民統協は祖国統一のための運動や在日朝鮮人の諸問題を意識した運動を展開したが、結成して一

年後に韓国民主化運動へのコミットを表明した。その背景には、朴正煕政権の維新体制という急激な

政治的変化やそれにより統一への期待がますます薄れていったことがあり、ついには朴政権が存在

する限り祖国統一はできないとの認識があった。 

民統協はいかなる理由でそのような認識に至ったのか。裵東湖は 73年 1月 1日付の新年辞におい

て 73年度を「韓国的独裁体制に対する新しい闘争の年」とし、統一を早めるために独裁体制と闘う

ことを打ち出し民統協の運動を統一から反独裁へ転換することを表明した149。この表明は、朴政権が

祖国統一の妨害になっているという認識の現れであるといえる。朴政権が米国や日本への依存を高

めていく現実は、南北共同声明が掲げている自主的統一への可能性を低めることになり、それがかえ

って民族的自主意識を触発し、反独裁運動へと発展したという。また、朴政権が維新体制に入ること

で国民の民主主義的権利が抑圧されることになり、国民が統一のための自由な論議ができなくなっ

たとの認識を示した150。 

また、裵東湖は韓国民主化運動へのコミットを表明する前にも朴政権が民間による統一運動を排

除する統一政策を取ることに不信感を表していた。また、朴正煕が統一のための国民の組織体として

打ち出した「統一主体国民会議」が統一のためのものではなく朴政権を支えるための機関になるだろ

うと指摘した151。 

民統協メンバーを初めとする民団系在日朝鮮人は、韓国が民主化されない限り祖国の統一は不可

能であると認識するようになった。つまり、民団系在日朝鮮人や民統協は朴政権の外勢依存や国民の

権利を抑えることが統一の妨害になるとの認識を有することになり、この認識が韓国民主化運動へ

転換する理由となった。そのため、民統協や民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動への転換は、祖国統

一運動の一環であったといえる。 

 
149 韓国的独裁体制に対する新しい闘争の年」『民族時報縮刷版』1973年 1月 1日付（1面－韓国語

版、3面－日本語版）、15頁および 17頁。 
150「統一の阻害は独裁強化に」『民族時報縮刷版』1973年 2月 21日付（1面）、25頁。 
151「祖国統一偉業に全体民族の力量を！－統一と改憲を語る本社座談会」『民族時報縮刷版』1972

年 12月 1日付（2～3面）、10～11頁。『民族時報縮刷版』には裵東湖の他 2人による座談会の

日付が 72年 12月 6日となっているが、座談会の内容を創刊号（11月 21日付）に乗せる予定

が変わったという案内からみると、11月 6日が正しいと思われる。 
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このような朴政権や統一政策への不信感に確信を与えたのは、朴政権の「6・23宣言」（「平和統一

外交政策に関する特別宣言」、73年 6月 23日）であった。「6・23宣言」は、朴政権が北朝鮮と国連

への同時加入の意向があることを盛り込んだものであるが、民統協や民団系在日朝鮮人にとっては

分断を固定化する「二つの韓国」政策と捉えられた。裵東湖は、「6・23 宣言」への反対を表明し、

統一のための自由な議論ができるように反共法や国家保安法などを撤廃することを主張した152。 

そのため、民統協は朴政権の維新体制という政治的変化により統一への期待が薄れていくときに、金

大中との「連帯」を通じて韓民統を結成し韓国民主化運動へコミットすることになった。 

  

  

 
152「分断固定化に絶対反対－民統協裵首席議長談話」『民族時報縮刷版』1973年 6月 25日付(1

面)、61頁。 
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 小括 

 

本章では、70～80 年代の韓国の政治的・社会的状況および民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動の

前史として民団民主化運動を再構成した。これを通じて、朝鮮半島の「分断」をはじめ、韓国の政治

的・社会的状況、そして「分断状況」が在日朝鮮人社会、特に民団や民団系在日朝鮮人にいかに影響

を及ぼしたのかについて検討した。 

さらに、韓国政権が反共主義をもって民団を統制し、民団に対し「反共」を植え付ける教育を通じ

て民団を「反共」拠点として作り上げた過程、そして民団が民団内の抵抗勢力を北朝鮮や総連の手先

である「不純分子」として位置づけたことや韓国政権の「反共」を再生産し抵抗勢力の民団民主化運

動を抑圧したことを「戦争政治」という概念を用いて考察した。民団民主化運動を考察することを通

じて、韓国政権が韓国社会のみならず、民団系在日朝鮮人社会や民団内部まで「戦争政治」を広範囲

にわたって行ったことや、また韓国政府の民団に対する統制および民団の民団民主化運動勢力や彼

らの運動に対する抑圧がその「戦争政治」が再現された事柄であることを明らかにした。このような

韓国政権の民団や民団系在日朝鮮人に対する統制や「戦争政治」が、民団系在日朝鮮人が民団民主化

運動から韓国民主化運動へと転換する遠因であったことをも明らかにした。 

 

70～80 年代の韓国は、独裁・軍事政権が民衆を抑圧し、民主主義的権利を制限した。クーデター

で政権を握った朴正煕は、政権の正統性の欠如を埋めるために経済開発に取り組み様々な経済政策

や海外への労働者派遣、ベトナム派兵、日本からの資本導入などを行った。しかし、これらの経済政

策は失敗し、さらに韓国の経済は日本資本への依存度を高め日本への従属化が進んだ。一方、朴政権

のベトナム派兵は米国の援助やドル稼ぎなどの経済的利益をもたらしたが、北朝鮮を挑発すること

になり軍事的緊張感や社会的不安を煽るなど逆効果をもたらした。 

朴政権は政治的な正統性の欠如や経済的政策の失敗のうえ、72年 10月に維新憲法を公布し、維新

体制をとることで半永久的な長期執権を試みた。これに対し学生や在野、宗教界などは反体制を中心

とした民主化運動を展開した。朴政権は緊急措置などを発布し民主化運動を強固に弾圧し、言論統制

をも行った。また、政権維持のために「韓国的民主主義」を国民に押し付けるとともに、反共政策を

通じて韓国社会の北朝鮮に対するイデオロギー的反感を煽ることで、反政権の動きを抑えようとし

た。その上、「監視独裁」を施すことで独裁に従順な主体を生産しようと試みた。 

 朴正煕が暗殺された後、全斗煥を初めとする新軍部は政権を握ったが、これは光州民衆抗争を誘発

した。光州民衆抗争は、米国に対する韓国人の不信感を浮き彫りにするとともに、それまでの対米認

識を一変させた。さらに、民主化運動の流れを画期的に変える契機となった。光州民衆抗争に対する

弾圧に関して米国の責任問題を問う米文化院放火・占拠事件が民主化運動において反米という火を

つけ、韓国民主化運動の目標は反米自主化運動へと発展したのである。80年代の韓国民主化運動は、

光州民衆抗争を契機に起こった対米認識の変化が反米運動へと拡大し、日本の経済侵略に反対する

反日運動と並行し反外勢運動の形を取った。ひいては、米国の存在がある限り統一は不可能という判

断に基づき、「民主化」後は統一運動へと発展した。 

87 年に民主化運動勢力側は改憲を目標に運動を展開したが、改憲運動の最中に起きた朴鍾哲を拷

問致死事件や李韓烈がデモ中に催涙弾に打たれる事件は改憲運動に油を注ぎ多くの国民が民主化運
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動を支持して民主化運動に参加し、全国的に民主化運動が拡大した。ついには、全斗煥政権は 6・29

宣言を発表し、大統領直選制のための改憲のうけ入れ、政治犯の釈放、金大中の赦免や復権を認めた。

こうして民主化運動は一定の「勝利」を収めた。 

朴正煕独裁政権と全斗煥軍事政権には、共通点がある。それは、「分断」状況の下で北朝鮮の脅威

を表に出す「戦争政治」を通じて国民の民主主義的権利や民主化運動を抑え込もうとしたことである。

その際、在日朝鮮人や海外「韓国人」をいけにえにしたスパイ事件を捏造し社会的不安を煽ったこと

である。 

 

一方、70～80 年代の在日朝鮮人は、旧植民地の日本に生きながらポストコロニアル状況と本国の

「冷戦」下の「分断」状況とが交錯する状況に置かれていた。在日朝鮮人社会は、南北のそれぞれの

体制を支持する民団と総連とに分かれており、韓国の「分断状況」が最も反映されている。特に、民

団は韓国政府の統制をうけ主体性が失われるなかで組織は分裂していった。さらに日本における「反

共」の拠点として、朝鮮半島のイデオロギー状況を在日朝鮮人社会に再現し、「分断」を肩代わりす

るとともに総連とは対立の立場に立った。 

 元来民団には、「第 3宣言」からも見られるように韓国政府に対し主体的な立場を取ろうとした時

期があった。しかし、民団団長の権逸が朴正煕の軍事クーデターを支持したことを契機に、民団内部

では軍事政権の支持派と反対派へと分裂し、さらに民団内部では反軍事政権・反民団執行部・反権逸

運動が起こった。 

民団内部の分裂が進行する中、民団は「第 4宣言文」を発表した。「第 4宣言文」では、韓国との

関係にもとづいて在日朝鮮人と民団の位置づけを改めた。在日朝鮮人を大韓民国の国民として、民団

を日本における「反共」拠点でありながら韓国の在日公館に協力する組織として位置付けた。これは、

民団自らが朝鮮半島の「分断」を肩代わりし、総連と対立していくことを公言したようなものである。 

韓国政府は、一層民団への統制を強化した。また、国家安保保障を担当する中央情報部が在日朝鮮人

や民団に関連する事項を担当することで、反共主義に基づいて民団と総連の対立を煽り、民団系在日

朝鮮人を「監視」、管理したのである 。すなわち、韓国の政権による「戦争政治」が民団や民団系在

日朝鮮人にまで強く影響した。 

 民団の「立場表明」や韓国政府の統制はついに「録音事件」という形で表れ、民団の分裂を深めた。

一方、批判勢力であった有志懇メンバーらは、民団自主化のために自守委を結成し、民団民主化運動

を展開するようになった。 

民団の分裂や民団内部の批判的グループが民主化運動勢力に転化する一連の経緯をみると、民団

分裂を決定したのは韓国政権や駐日大使館の民団への統制であり、民団系在日朝鮮人を「反共国民」

として、また民団を「反共拠点」として作り上げようとする思惑の表れであるといえるだろう。 

そのためか、民団内に存在していた民団や韓国政権の指示や政策をめぐる批判、葛藤、対立が「反共」

という問題へとすり替わっていったのだ。そして、民団民主化勢力は、北朝鮮や総連の手先である「不

純分子」として民団から排除された。これは、韓国政権が政権に対する批判勢力や民主化運動勢力を

「共産主義者」や北朝鮮のスパイとして作り上げ弾圧したことと類似している。 

 民団民主化運動勢力は民団から排除された後、7・4 南北共同声明をうけ総連と連携して声明支持

運動を行った。また、統一運動のための組織である民統協を結成した。しかし、民団民主化勢力は、
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朴政権が米国や日本への依存を高めていくことは自主的統一への可能性を低くすると捉えた。さら

に維新体制に入ることで国民の民主主義的権利が抑圧されることになり、国民が統一のための自由

な論議ができなくなったと認識するようになった。このような認識にもとづいて、民統協や民団系在

日朝鮮人は、統一運動の一環として韓国民主化運動へと転換し韓民統を結成した。 

 

韓国政権、特に朴正煕政権は反共主義を政権維持のために利用し、また韓国・民団と北朝鮮・総連

が共存する在日朝鮮人社会において優位を占めようと試みた。その一環として民団を統制し、また民

団を「反共拠点」として作り上げることで民団系在日朝鮮人に反共主義を植え付けようとした。また、

韓国における民主化運動を抑えるために「共産主義者」のレッテルを張ったのと同様に、民団系在日

朝鮮人の批判・抵抗勢力をも共産主義者として作り上げ、民団から排除した。 

民団の分裂は、民団が朝鮮半島、特に韓国の政治的状況に左右された結果によるものである。すなわ

ち、民団分裂は韓国政権の「戦争政治」により深化し、韓国の「分断状況」が民団内部で再現される

ことで民団民主化運動を触発し、これが韓国民主化運動へと発展したのである。 
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第 2章 韓国民主回復統一促進国民会議日本本部（韓民統）の韓国民主化運動 

民団民主化運動から統一運動へと転換し民統協を結成して活動していた民団系在日朝鮮人は、韓

国民主化運動へと路線を転換することになった。民団系在日朝鮮人は、早い時期から海外の韓国民主

化運動勢力との「連帯」を考えており、米国で運動をしていた勢力との接触を試みた。そして当時、

朴政権の維新体制をうけ海外において韓国民主化運動の拠点づくりをしていた金大中との「連帯」は、

民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動に転換する節目において多大な影響を与えた。民団系在日朝鮮

人と金大中との「連帯」はよく知られているが、その実情はさほど知られていなかった。民団系在日

朝鮮人は、朴政権の金大中拉致により金大中の不在のまま、韓国民主回復統一促進国民会議日本本部

を結成することになった。韓民統は結成後、金大中救出運動をはじめ、日本における韓国民主化に関

する世論形成に努めた。 

この章では、韓国民主回復統一促進国民会議日本本部（韓民統）の結成経緯や結成後の活動につい

て考察する。第 1節では、民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動に転換し韓民統を結成する契機となっ

た金大中との「連帯」の経緯や実情について検討する。今まで、民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」

は既定事実として捉えられていたが、「連帯」に関連する資料から鑑みると金大中は民団系在日朝鮮

人との「連帯」にかなり躊躇した様子がみえた。この節では、関連資料を中心に民団系在日朝鮮人と

金大中の「連帯」がいかなるものであったかを再検討する。 

第 2節では、韓民統が結成してから 89年に組織改編するまでの運動方針や運動の展開について検

討する。韓民統の運動を二期に分け、第 1期の結成以後から 79年までの運動を、第 2期の 80年か

らの運動を再構成する。そして、組織体制や人的構成、綱領、主要幹部などについて分析を行う。韓

民統は、第 1 期には金大中救出運動や反体制運動を主に展開し、第 2 期には光州民衆抗争をうけ反

米や反日が中心になった反外勢運動を展開した。これらの運動がどのように展開されたかを検討す

る。 

 

第 1節 民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動への転換－金大中との「連帯」 

第 1項 韓民統の結成 

・民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」経緯 

民統協が反独裁運動へ転換することにより、従来は日本内に留まっていた民統協の運動は海外の

韓国民主化運動勢力との「連帯」の動きを見せながら海外へと拡大していった。裵東湖は、元国連大

使で、米国で統一運動を行っていた「在米韓国人統一促進委員会」の林昌栄と共同名義でニューヨー

ク・タイムズに朴正煕の独裁を批判する声明文を発表し153、韓国民主化運動への支援を促すなど、海

外の運動勢力との「連帯」を試みた。海外の運動勢力の中でも韓国の元大統領候補である金大中との

「連帯」は、民統協の運動に多大な影響を与えた。 

朴正煕政権が維新憲法を発布した当時、金大中は韓国に帰国することができず、米国や日本に滞在

し海外における韓国民主化運動のための拠点づくりに力を注いでいた。民統協と金大中がいつから

接点を持つようになったのかについての詳細な経緯は明らかでないが、かなり早い時期からあった

 
153「朴政権の措置は不法不当だ－在米・在日同胞有志代表が非難声明」『民族時報縮刷版』1973年 

2月 1日付（2面）、24頁。 
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ようだ。郭東儀の証言によれば、金大中は 71年の大統領選挙の前に来日した時に韓青の冬季学習会

に 2回参加した154。しかし、裵東湖は韓民統の結成に関する経過報告において 72年 2月にあった韓

青の冬季学習会で金大中が特別講演をしたことについて言及しており155、また韓青の資料にも第 8

回目（72年 2月 12日）と第 9回目（73年 2月 18日）の冬季学習会に参加したと書かれている156。

裵東湖や韓青の資料から推測すると、民統協と金大中の接触は 71年の大統領選挙後であり、民団系

在日朝鮮人が金大中の特別講演に触発され韓国民主化運動へと転換したと考えられる。金大中との

接触や協商は裵東湖が担当していた157。それは、民団分裂が深化する時期に裵東湖などの民団民主化

運動勢力と金大中とが接触したことを意味する。 

民統協と金大中との「連帯」の動きは、73年 2月以降からだと思われる。金大中は 73年 2月に韓

青の講習会において講演を行い、さらに同年 3月 21日に箱根で行われた民統協、自守委、民団東京

本部、民団神奈川本部、韓青、大韓婦人会東京本部などの「6団体協議会」（73年 2月、結成）の全

国幹部研修会において特別講演を行なった158。そして、「6 団体協議会」の全国幹部研修会において

講演を終えた 3月 21日の夜に、金大中は元民団団長の金載華と面談した159。裵東湖は、全国幹部研

修会での金大中の特別講演について、在日朝鮮人運動にとって新しい転機となり、「海外同胞」を政

治的に覚醒してくれたと位置づけている160。以上から鑑みるに、金大中との接触は民団民主化運動や

民統協の運動が韓国民主化運動へと転換する契機となり、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動に対

する認識に多大な影響を及ぼしたことがうかがえる。 

この全国幹部研修会で、民団系在日朝鮮人側から韓国民主化運動のための組織作りを提案された

が、金大中は時期尚早と断ることで慎重な態度をとった。しかし、民統協のメンバーたちは金大中と

の「連帯」をある程度既定の事実としてうけ止め、その準備を整えていたと思われる161。民統協のメ

ンバーたちと金大中との間には、組織づくりをめぐって温度差があったようである。 

以上のことから考えると民統協メンバーと金大中の「連帯」の動きは、73 年に入ってから本格的に

進行したと思われる。 

 また、民統協と金大中との連絡は、金大中と小学校の同級生であった金鐘忠が担当した。金鐘忠は、

金大中が日本における運動の拠点づくりを始めるようになってからは金大中の運動を支援・補助す

 
154 金大中図書館「郭東儀 2次インタビュー」の記録、2007年 1月 8日、2頁。 
155 裵東湖「国民会議経過報告」『民族時報縮刷版』1973年 8月 21日付（3面）、77頁。 
156 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、2010年 12月 5日、50頁。 
157 金大中図書館「郭東儀 2次インタビュー」の記録、前掲、5頁。 
158 金大中全集編纂委員会偏『金大中全集 8巻』ハンギョンクァヨン、1989年、178～182頁（김 

대중전집 편찬위원회편『김대중전집 8권』, 한경과연, 1989년）。ここには、全国幹部研修会

における金大中の講演の日付は 3月 22日と記されており、民団系在日朝鮮人団体も民統協、自

守委、民団東京本部などの 3団体となっている。しかし、『民族時報』の 1973年 4月 1日付と

8月 21日付の記事には、3月 21日の 6団体（民統協、自守委、民団東京本部、民団神奈川本

部、韓青、大韓婦人会東京本部）による全国幹部研修会となっている。また、韓青の資料でも 3

月 21日となっており、6団体名も『民族時報』と同様に記されている（在日韓国青年同盟『在

日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、49頁）。 
159 毎日新聞社編『金大中事件全貌』毎日新聞社、1978年、84～85頁。 
160 裵東湖「国民会議経過報告」『民族時報縮刷版』1973年 8月 21日付（3面）、77頁。 
161 鄭敬謨『歴史の不寝番－「亡命」韓国人の回顧録』藤原書店、2011年、189頁。 
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る役割を担っており、72年 11月以降金大中とは手紙を通じて互いに組織結成、活動方向などに関す

る内容についてのやり取りをしていた162。 

 

民団民主化のための運動をしていた民団系在日朝鮮人と、韓国の軍事政権に対する民主化運動を

おこなっていた金大中は、民主化運動といっても働きかける対象が異なる。この二つの民主化運動勢

力が「連帯」を模索したのはいかなる理由だったのだろうか。まず金大中は、先述したように海外に

おける韓国民主化運動のための拠点が必要であった。当時、金大中は朴正煕政権が維新体制に入って

から米国や日本で滞在しており、韓国の民主化を願う海外「韓国人」と韓国民主化運動のための組織

体を結成しようと動いていた。そのため、日本における活動の基盤がほとんどなかった金大中と、韓

国政府と反目の関係にあり、韓国民主化運動への転換を図ろうとした民統協メンバーなどの民団系

在日朝鮮人とは目的が一致したといえる。 

民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」には、共通の認識がうかがえる。その認識は、先述した 3月

21 日の民統協・自守委・民団東京本部共催の全国幹部研修会にて行われた金大中の特別講演から伺

える。この講演では「連帯」に至るまで民団系在日朝鮮人と金大中の共通の認識がみえる。「韓国の

民主主義と統一の展望」というタイトルが付けられた163金大中の講演は、在日朝鮮人に韓国民主化運

動のために団結することを訴えるものであった。 

 

われわれが念願する南北統一もわれわれが血涙で渇望する民団の民主化も在日同胞の真の権

益保護も、またお前の祖国はどこなのかと聞かれても口篭りながら答えられないその劣等意識

を清算したいなら本国がまず民主化され、本国がまず統一されるべきであることを知り、我々は

それに全ての力量を集中させ、本国の民主政権樹立を土台とした南北統一、正しい僑胞政策を樹

立するのに集中するためには第一次的に朴政権を打倒し、民主的政権を回復するこの闘争に総

団結すべきです。164 

 

この講演内容は、民団分裂や在日朝鮮人社会の「分断」の根底に本国の非民主的状況があるとの認

識がうかがえ、民団系在日朝鮮人が抱えている差別やアイデンティティ問題に対する理解を示した

ものである。また、民団民主化に留まっていた民団系在日朝鮮人に対して維新体制の崩壊なしには本

国の民主化は望めないし、本国の民主化がすなわち民団民主化に通じる道であると運動転換を促す

内容でもあった165。また、金大中はこの講演会を行った後、米国における民主化運動の組織体を結成

するために渡米するが、その前に行った記者会見においても国内外の同胞と世界の支援勢力に対し

て感謝の念を表すとともに、「海外同胞の奮起」を促した166。 

 
162「資料解題」『金大中図書館資料解題シリーズ 7‐金大中と金鐘忠の書簡集』、延世大学校金大中

図書館（http://www.kdjlibrary.org/） 
163「韓国の民主主義と統一の展望」『民族時報縮刷版』1973年 4月 1日付（2～4面）、36～38頁。

タイトルは、民族時報社が任意につけたものと思われる。 
164 同前、38頁。 
165「金大中先生と韓民統との関係について－韓民統常務委員会」『民族時報縮刷版』1980年 10月 1

日付、1002頁（2面）、1004頁（4面、日本語版）。 
166 1973年 3月 23日に行われた金大中の記者会見における声明書（『民族時報縮刷版』1973年 4
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金大中のこのような認識は、民統協の認識と通じるものであったと言える。実際、民統協が民団民

主化運動や統一運動から韓国民主化運動へ転換しようとする動きを見せ始めたのは、朴政権が維新

体制へと移行した後からである。維新体制に入った朴正煕政権は、軍事的には米国に、経済的には日

本に依存しながら、統一推進団体として統一主体国民会議を結成した。しかし、朴政権が統一団体を

結成したとしても、外国への依存をやめない限り自主統一をする意志がないとみなされた。また、統

一主体国民会議結成は統一に関わる活動を国家組織に限定することであり、祖国統一運動を変質さ

せ、統一を口実に朴正煕が自らの権力を維持しようとするものであると民統協はみなしていた167。す

なわち、民統協にとっても、祖国統一のためには朴政権の打倒が先決であったのだ。 

 

・「連帯」における民団系在日朝鮮人と金大中の立場の違い 

裵東湖・金載華・趙活俊・金鐘忠らは、金大中と 7月 13日に秘密会合を持った168。金大中は、同

月 6 日に米国にて韓民統米州本部を結成して日本に戻ってきた後であったため、この会合で米国に

おける韓民統の結成について説明した。金大中は自分の回顧録で、この会合の時に「大韓民国絶対支

持・先民主回復」と「朝鮮総連と一線を画すること」などの原則を出し、民団東京本部と総連との間

に予定されていた 8・15 記念行事を中止することになったと述べた169。金大中の提示した原則は、

韓民統米州本部の結成の時にも出されたもので、民団系在日朝鮮人に対しては新たに「朝鮮総連と一

線を画すること」を要求したのである170。 

続いて、民団系在日朝鮮人の民主化運動代表者 30名は、7月 25日に「在日韓国人民主化運動代表

者会議」を開催し、金大中はこの会議に出席した。この会議において、「連帯」が具体的に議論され

始めたと思われる171。さらに、裵東湖・金載華・鄭在俊・趙活俊の 4人は、8月 4日に金大中と秘密

会合をもち、組織結成に向けて議論をつめていた172。この会合で金大中は、組織結成における基本 3

原則の最終的な案を提示し、4人はこれに合意した。その組織結成のための 3原則は、韓国国民とし

ての立場と反共主義の実践を求めるものであった。 

 

1．大韓民国国民の立場を堅持する。 

2．反独裁運動は反政府運動であって、反国家活動であってはならない。 

3．共産主義とは一線を画する。173 

 

 

月 1日付、35頁）。 
167 民族統一協議会「声明書」（1972年 12月 23日）『民族時報縮刷版』1973年 1月 1日付（3

面）、17 頁。 
168 金大中『金大中自伝Ⅰ死刑囚から大統領へ－民主化への道』岩波書店、2011年、229頁。 
169 同前。 
170 同前。 
171 郭東儀によると、7月 25日の会合において金大中は韓民統結成を急がないことや、従来の民団

系在日朝鮮人の団体が韓国民主化運動をおこなうことを提案した。この証言から鑑みると、韓国

民主化運動のための組織づくりに関する話が交わされたと推測される（金大中図書館「郭東儀 2

次インタビュー」の記録、前掲、8頁）。 
172「金大中先生と韓民統との関係について－韓民統常務委員会」、前掲。 
173 同前。 
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金大中が提案した 3原則は、民団系在日朝鮮人の立場がみえないものであり、韓国の国民としての

立場を強調したものであった。反独裁運動が「反国家活動であってはならない」ことや、「共産主義

とは一線を画する」との項目は、金大中が民団系在日朝鮮人に対し警戒心を抱いていたことを物語る

ものである。すなわち、金大中は民団系在日朝鮮人が北朝鮮や総連との関係を疑われていることに対

し警戒しており、慎重に「連帯」に取り組もうとした考えられる。金大中は、3原則への合意に至る

前からも民団系在日朝鮮人と総連の接触に反対しており、それは国民から支持てしてもらえないと

の理由からであった。 

当時民団系在日朝鮮人らは統一運動と韓国民主化運動を分けて考えることができなかったが、結

局は「永久分断策動の粉砕」のために金大中と最終的に 8月 4日の合意に至ったという174。つまり、

統一運動よりも統一の障害物である朴政権の打倒に照準をあわせた民主化運動を優先することにな

ったのだ。金大中の 3原則を受け入れたため、民団系在日朝鮮人はかつて民統協の活動目標としてか

かげた在日朝鮮人として「誤解と不信を解き、思想と理念、団体所属の差を乗り越え」ることができ

ず、「総連系在日との連帯」活動に終止符を打つことになった。 

 

ここで一つ注目したいのは、民団系在日朝鮮人と金大中の間で組織結成そのものが最終的な合意

に至っていたかどうかの真偽の問題である。確かに、金大中が提示した組織結成の 3原則に関しては

合意に至っていること、韓民統の結成を 8月 15日に予定し組織機構が決まったこと、韓民統は金大

中を議長にまで仰いでいることをみると民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」は、既定事実のように

みえる。 

しかし、林昌栄の回顧175によれば金大中は裵東湖などの民団系在日朝鮮人との連帯については最

後まで躊躇していたこと、そして民主化運動体の組織について最終的な合意にまでは至っていなか

ったことがうかがえる。金大中は韓民統日本本部の組織結成については賛成したものの、民団系在日

朝鮮人との間では綱領や組織方法、幹部の選定などの問題をめぐって意見の食い違いがあったよう

である。金大中は綱領や組織方法、幹部選定などについて一切の権限を要求しており、これに対し裵

東湖を中心とする民団系在日朝鮮人側は互いに妥協した方がより効果のある結果を導きだせると反

対の立場に立ったが、できるだけ金大中の要求に応えるようにすると念を押した176。 

また、金大中は民団系在日朝鮮人民主化運動勢力に対して共産主義者と疑われそうな一切の行為

を止めることなど一歩踏み込んだ要求をした177。例えば、総連と関係をもつことを絶対に避けること

はもちろん、デモ行進をする時は左翼的な理念と思われるスローガンを一切使わないことを求める

など、共産主義者と疑われそうな行動については慎重であることを求めたのだ。にもかかわらず、金

大中は最後まで躊躇し可否の答えをなかなか出さなかったようである178。これらの要求や躊躇の裏

 
174 金大中図書館「郭東儀 2次インタビュー」の記録、2007年 1月 8日、7~8頁。 
175 林昌栄学習会『林昌栄博士遺稿選集Ⅰ』、1996年 1月 24日(임창영학습회『임창영박사유고선 

집Ⅰ』, 1996년 1월 24일)。 
176 同前、99頁。 
177 同前（99頁）および金大中が金鐘忠に送った手紙（1975年 6月 21日付、金大中図書館『金大

中と金鐘忠の書簡集』、前掲）。 
178 同前。 
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には、林昌栄も指摘しているように金大中が左翼的な理念を持っていた人物を排除しようとした179

ことはもちろん、総連や北朝鮮との関係を疑われていた民統協関連の民団系在日朝鮮人に対する警

戒心があり、それを牽制しようとする思惑があったと思われる。 

 

・韓民統の結成 

裵東湖は金大中との連帯は不可能であると考え、林昌栄を中心に活動を展開しようと思った矢先

の 8 月 8 日に金大中が拉致された180。この拉致事件をうけ、金大中の命を助けるためには彼の運動

方針を軸にする団体の名前で活動する方がより効果的だという判断の下で、金大中不在のまま、かつ

完全な合意に至っていない状態のまま韓民統を結成したのである181。 

 裵東湖を初めとする民団系在日朝鮮人は、朴正煕政権による金大中拉致事件をうけ、韓民統の名義

で金大中救出運動を展開することが望ましいと意見の一致をみた182。8月 13日に発起大会を開催し、

以前から韓民統の結成日として予定していた同月 15 日に東京日比谷公会堂にて結成大会を開催し

た。この結成大会が終わった後は、金大中拉致糾弾大会が行われた183。 

 

 
写真 2－「韓国民主回復統一促進国民会議日本本部」結成大会（出典：『韓統連二十年の歩み』） 

 

 

発起人は民団系在日朝鮮人 70 名と金大中を合わせて総 71 名となり、連名により「発起宣言文」

を発表し、韓民統（韓国民主回復統一促進日本本部）を結成した184。発起人として名前を挙げた人の

多くは民団民主化運動を推進したメンバーである。のちに、70 年代の後半になると韓民統を脱退す

 
179 同前。 
180 同前。8月 8日に林昌栄を訪ねた裵東湖は林昌栄との連帯を考え、林に民主理念、統一観、民族

的使命などについて詳細に聞き出した。 
181 同前、101頁。 
182 林昌栄学習会『林昌栄博士遺稿選集Ⅰ』、前掲、101頁。 
183「金大中拉致に憤怒した大衆」『民族時報縮刷版』1973年 8月 21日付（3面）、77頁。 
184「発起宣言文」『民族時報縮刷版』1973年 8月 21日付（1面）、75頁。 
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る者もでるようになる。 

 

金大中、金載華、金在述、金允鐘、金容元、金大栄、金在先、金鐘忠、金明洙、金声浩 

  金一明、金恩沢、金君夫、金東仁、金栄出、金尚竜、金佑植、金道夫、金鐘烈、金敏洙 

  金慶植、金治男、郭東儀、郭泰月、郭永文、高昌守、金須美、羅鐘卿、閔泳相、朴皇淳 

  方鎬煥、裵東湖、朴淵培、卨東哲、宋在碩、慎忠義、申道寛、申鳳権、安泳斗、安徳遠 

  安商道、梁昌玉、梁判山、梁恵承、梁相基、梁霊芝、呉宇泳、尹守斗、尹琪水、尹赫孝 

  兪石濬、李紅載、李一星185、李順南、李基重、李一雨、李順碩、林元鐘、鄭在俊、趙活俊 

  趙良心、趙守連、趙盛済、曺圭必、陳点春、崔辰碩、池尚鎬、韓昌圭、韓益東、許政斗 

  洪久城186 

 

 

韓民統は「政見と宗教を超越し、一切の私利・党略から離れた」非政治的で中立的な立場に立ち、

韓国民主化運動のための国内外の韓国人の民主団体や各界「愛国人」らとの「連合体」として結成さ

れた187。また、「維新体制」を打破し民主憲政秩序を回復することを訴え、韓国内では効果的に展開

することができない民主化運動と統一運動を、海外の各地域において組織的に展開するという活動

目標を打ち出した188。このような韓国や海外の運動勢力との「連帯」は、金大中の考えていた「全世

界的な連合体」を意識した運動方針であった189。 

 

・民団の反応 

民団内部では、韓民統の結成をうけ「不純分子」と金大中の「連帯」に対する批判が現れ、「金大

中一派糾弾民衆大会」が開催された。その一環として 9月 20日には大韓婦人会中央本部主催で「金

大中一派糾弾東京地区声討大会」が、同月 26日には民団大阪地方本部主催で「金大中一派糾弾およ

び一部日本政界人と言論機関に対する抗議大阪地区民衆大会」、そして同月 28 日には民団関東地方

協議会主催の「金大中一派糾弾関東地方民衆大会」が開催されるなど韓民統の結成やその活動に対す

る反対運動が展開された。これらの大会では、金大中一派を糾弾することや総連の「手先」である鄭

在俊一派を民族反逆者と断定することがスローガンの一つとして掲げられた190。 

「金大中一派糾弾民衆大会」という名称からも窺えるように、民団は韓民統の結成や活動は金大中

主導によるものと把握していた。民団は、金大中が民団系在日朝鮮人の指導者となり反国家反民団精

神を鼓舞したため民団内の「不純分子」が韓国民主化運動へと転回したとみており、金大中が「不純

分子」と行動を共にすること自体が総連と相通じることであると指摘した191。この大会では、金大中

 
185 李一星は「発起宣言文」には名前が載っているが、『韓統連 20年運動史』には抜けている。 
186「発起宣言文」『民族時報縮刷版』、同前。 
187 同前。 
188 同前。 
189 裵東湖「国民会議経過報告」、同前。 
190「大会スローガン」『韓国新聞』1973年 9月 22日付、1面。 
191「金大中一派の罪状」『韓国新聞』、1973年 9月 22日付、1面。 
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一派の民族反逆行為への糾弾、金大中事件を政治的道具として利用する日本の政党や政治家への抗

議、鄭在俊一派の反逆行為を徹底的に粉砕すること、南北連邦制への反対や統一運動へ邁進すること

を決議した192。 

また、金大中が民主化運動において、北朝鮮の「手先」と言われる民統協などの民団系在日朝鮮人

と連帯したことは、民統協に反国家運動を合理化させる口実を提供し、北朝鮮や総連の味方になるこ

とであると批判した。そして、民統協にとっては韓国での拠点づくりをするチャンスとなり193、韓民

統が自らを韓国で行われている民主勢力と同じ立場に位置づけようとするためであると非難した194。 

ついに、民団は 73年 9月 21日民団の第 22回定期中央委員会において民統協、自守委、韓民統を敵

性団体として規定した。敵性団体の規定は、これらの団体に関わった「不純分子」が正体を隠して民

団大衆を惑わしているため、この魔手を未然に防止する必要があったこと、そして金大中拉致事件の

後「反民族的反民団的行動」が激しくなり、一般社会や民団団員に及ぼす影響を憂慮したための措置

であった195。民団は、韓民統および韓民統の結成に関わった民団系在日朝鮮人やその団体を反民族・

反民団的な存在として規定し、韓国政府や民団を支持する民団系在日朝鮮人社会から排除しようと

したのである。 

 

第 2項 金大中との「連帯」 

・「包摂」された民団系在日朝鮮人の運動 

金大中との秘密会合で合意した 3原則の一つである「共産主義とは一線を画する」という項目は、

在日朝鮮人の祖国統一運動において、本国より有利な条件を生かして「総連系の在日朝鮮人との連帯」

ができなくなることを意味するものであった。実際、韓民統の結成以後、韓青であれ、民団東京本部

であれ、総連系団体との間で共同集会が開催されたことはなかった。民統協の活動目標にもあった

「在日同胞は誤解と不信を解き、思想と理念、団体所属の差を乗り越えて一つの民族として団結し、

統一推進の先導的役割を果たす」196ことができず、在日朝鮮人社会の「分断」を解除できていない状

態で韓国民主化運動にコミットすることになった。 

ここで注目したいのは、3原則に見える金大中の在日朝鮮人に対する認識である。3原則には、在

日朝鮮人を韓国や韓国人という枠組みの中に収めて捉えていた金大中の認識が現れており、当時の

韓国人が在日朝鮮人をどのように捉えていたのかが垣間見えるものである。なお、韓国政府が民団の

上位に位置し、本国の意向通りに統制しようとしたことと一脈通じる点があるといわざるを得ない。 

そして、3原則は、金大中が抱いていた在日朝鮮人社会に対する警戒心が反映されているものである。

金大中は、「反共」意識に基づいて「共産主義勢力」の総連が共存している在日朝鮮人社会をみてい

たといえる。このような金大中の視点は、民団民主化運動や統一運動を展開していた民団系在日朝鮮

人に対する警戒心を露骨に現したものであるといえる。 

解放後の韓国政府は、在日朝鮮人に本国への忠誠や義務などを求めた反面、日本における彼らの諸

 
192「決議文－金大中一派糾弾民衆大会」『韓国新聞』1973年 10月 6日付、1面。 
193 李瑜煥『日本の中の三十八度線－民団・朝総連の歴史と現実』、前掲、89～90頁。 
194「8・13裁判」記録刊行委員会『歪められた韓国像に挑む』洋々社、1980年 8月、63頁。 
195「除名後も破壊工作」『韓国新聞』1973年 10月 6日付、2面。 
196「当面活動目標」『民族時報縮刷版』1972年 9月 1日付（4面）、4頁。 
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権利に対する関心は極めて低かった。このような状況は、朴政権になって一層深刻になった。朴政権

は、在日朝鮮人社会が民主主義と共産主義が共存する場であるという特殊な状況を口実に、中央情報

部を使って在日朝鮮人を統制しようとした。そして、朴政権が反共主義精神や反共政策を在日朝鮮人

に突きつけることで、在日朝鮮人社会の「分断」を傍観するばかりか、かえって総連との対立を煽り

「分断」を一層深刻化させたのである。 

その意味では、金大中は韓国の制度圏内で運動を展開し、在日朝鮮人をあくまでも体制とイデオロ

ギーの枠組みに収めようとした側面では、韓国政府と共通点があるように思われる。ただし、当時の

韓国社会では共産主義や北朝鮮に対する警戒や拒絶感が強かったので、韓国民主化運動の過程にお

いてどういう形であれ共産主義者とつながっていると疑われるとか、共産主義者とみなされると、民

衆の支持は期待できず、韓国社会や政治的側面においても排除されることを意味したのである。それ

ゆえ、金大中が民団系在日朝鮮人に反共の立場を求めたのはむしろ必然のことだったかも知れない。 

そして、看過してはいけない点は、民団系在日朝鮮人の民主化運動勢力が韓国の民主化勢力の金大

中と「連帯」したことは、自らの運動に限界を作ってしまう結果となったことだ。金大中が提示した

3原則は、金大中が日本での韓国民主化運動の拠点づくりのための基本方針であったため、民団系在

日朝鮮人の運動が独自の運動を展開することができず金大中の運動方針に巻き込まれてしまった。

民団系在日朝鮮人が金大中の 3 原則に合意したことで、自らの運動展開において反共主義の壁を乗

り越えることができなくなったこと、そして韓国民主化運動を主体的に引っ張っていける立場から

金大中の運動に引っ張られていく「非主体的」立場へと変わったことである。 

さらに、民団系在日朝鮮人が韓国という国家の枠組みのなかに「包摂」されてしまい、運動におけ

る主体性が薄れてきたといえる。民団の中で最も主体的内容が盛り込まれている民団「第 3宣言文」

を堅持する立場にいる民団系在日朝鮮人にとってこれは、在日朝鮮人や民団の主体性を失くしてし

まった「第 4宣言文」同様の内容であった。 

 

・金大中の韓民統議長職の問題 

 金大中が議長を務める件については、異見が存在する。郭東儀によると、金大中は議長職のうけ入

れに対して最初は躊躇していたが、後に受諾したという197。林昌栄の回顧でも、金大中は躊躇した様

子であった。元来、金大中は海外の各地域に韓民統を組織し、各地域ごとの責任者としての議長を当

地の人が担当し、総議長を自分が勤めるつもりだった198。かつ、組織結成についての完全な合意に至

っていたかどうか考えると、金大中の議長受諾は、組織結成に関する協議の段階における仮の承諾で

あった可能性が考えられる。 

また、金大中の民団系在日朝鮮人に対する警戒は議長職の問題にも現れており、金鐘忠に送った手

紙に自分の意見を主張した。金大中は、韓民統が「親北」団体であることを遺憾に思うことを伝え、

自分が議長として仰がれているなら議長を代えてほしいと依頼した。また、「親北」の人々と共に国

際組織を作ることには絶対に反対することを表明した199。 

 
197 金大中図書館「郭東儀 2次インタビュー」の記録、前掲、12頁。 
198 金大中全集編纂委員会編、前掲書、230頁。 
199 金大中が金鐘忠に送った手紙。日付などが書かれていないため、いつの手紙なのかは不確かで

あるが、内容から推測すると拉致された後、韓国に戻って監禁生活をしている間に書かれたと推
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金大中は金鐘忠に送った 75年 6月 21日付の手紙で、韓民統日本本部の運動 3原則として次の三

つを挙げていた。①はっきりした大韓民国支持の立場を貫徹すること、②先民主回復・後統一の原則

に立つこと、③共産主義とははっきりした一線を画することを守らなければ自分と志を共にすると

は言えず、国民に理解してもらえないなどのものであった。また、自分を韓民統の議長から外すこと

を再び要求しており、その方が韓国における自分の活動に役に立つと述べている200。 

郭東儀によると、金整司事件以後、金大中から韓民統の議長から外してほしいとの話があったとい

うが201、金大中と金鐘忠との間の手紙から鑑みると金大中はかなり早い段階で議長職から外すこと

を要望していたようである。金大中は反共をめぐってかなり細心の注意を払っていたが、拉致され政

治的危機に晒された暫らくの間、韓民統の議長から外してほしいという要望を示さなかった。しかし、

74 年から 75 年にかけての全国民主靑年学生総連盟事件202、文世光事件と韓民統との関連、緊急措

置発布など朴正煕政権の民主化運動への弾圧、そして韓国社会における民団系在日朝鮮人の「容共」

勢力というイメージの拡散やスパイ疑惑など、民団系在日朝鮮人に関わる一連のできごとをうけ金

大中が危機意識を感じるようになったと思われる。 

金大中が民団系在日朝鮮人に対して首尾一貫して要求したものは、反共という立場である。金大中

のいう「大韓民国支持の立場」は、在日朝鮮人の立場よりも「大韓民国の国民」としての立場を求め

たものである。また「先民主回復後統一」の原則には、「先統一後民主」の運動はパルゲンイ（アカ）

の運動であるとみなされていた当時の韓国内の民主化運動勢力の考え方が反映されている203。そし

て「共産主義とは一線を画する」という原則は、「親北」団体として疑われた韓民統に対する危惧の

現れである。つまり、これらの原則は先述した組織結成 3原則と同様に反共主義が明白に現れたもの

である。 

このような要求は、同年 12月 21日の手紙にも書かれており204、朴政権が韓民統を「容共」勢力

として追い込んでいることを指摘している。朴正煕政権は 75年に入って「11・22事件」、「学園浸透

スパイ事件」（12月 11日）などを捏造して、民団系在日朝鮮人の母国留学生らを北朝鮮のスパイと

みなして逮捕した。このような捏造事件は、在日朝鮮人に対するイメージを「親北」や北に追従する

 

測される。また、金大中は運動について池明観や李仁夏牧師と意見が一致した方が国内から支持

を受けると指摘している（金大中図書館『金大中と金鐘忠の書簡集』、前掲）。 
200 金大中が金鐘忠に 1975年 6月 21日付に送った手紙（金大中図書館『金大中と金鐘忠の書簡

集』、前掲）。 
201 金大中図書館「郭東儀 2次インタビュー」の記録、前掲、14頁。 
202 韓国の中央情報部は、全国民主靑年学生総連盟事件の関連者として 60名が逮捕されたと発表し

た。逮捕者の中には、総連の秘密連絡網として韓民統の郭東儀と総連の対韓秘密連絡員として日

本人の太刀川正樹が入っており、太刀川正樹が韓民統の郭東儀に指令され韓国においてスパイ活

動をさせていたと発表した（「政府顛覆国家変乱企図」『毎日経済新聞』1974年 4月 25日付、1

面（「政府顛覆國家變亂기도」『毎日経済新聞』, 1974년 4월 25일자, 1면）および「全国規模

学生動員・民衆蜂起企図」『京郷新聞』、1974年 4月 25日付、7面（「全國규모學生동원・民衆

봉기企圖」『京郷新聞』, 1974년 4월 25일자, 7면））。 
203 民主化運動勢力には、先民主後統一と先統一後民主という運動方針をめぐっての考え方の相違

があり、その対立が本格的に顕在化したのは 1977年である。この点と関連する韓民統の立場に

ついては、第 3章第 2節第 3項で後述する。 
204 金大中が金鐘忠に宛てた 1975年 12月 21日付の手紙、金大中図書館『金大中と金鐘忠の書簡

集』、前掲。 
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「容共」的な存在、ひいては暫定的なスパイとして作り上げ、自らの反共政策に利用した。 

このような政治的雰囲気により、「容共」勢力の中心勢力とみなされていた韓民統と関連づけられ

ることで、金大中自身が共産主義者とみなされ得ることに対して危機感を抱いていたことが窺える。

そのため、金大中は自分を韓民統の議長から外すことを求めたが、彼の要求とは裏腹に第 8次韓民統

臨時中央委員会（80 年 3 月 24 日）で金載華を新しい議長に据えるまで約 7 年間を韓民統の議長と

して仰がれ続けたのである205。のちに金大中は、80 年の光州民衆抗争の首謀者として逮捕され裁判

に掛けられ、韓民統との関係を口実に死刑まで下されており、彼の警戒心や危惧は全く根拠のないも

のとは言えない状況に追い込まれたのである。 

民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、金大中との「連帯」により本格的に始まったといえる。金

大中は日本における民団系在日朝鮮人の運動を糾合する役割を果たし、民団系在日朝鮮人の運動の

象徴や運動目標となった。しかし、反共主義が強く、制度圏内での運動をしようとした金大中との「連

帯」は、民団系在日朝鮮人にとってはかえって「分断」を乗り越えることができず制度圏内の運動へ

と変質してしまったという負の側面があったと言わざるを得ない。 

 

 

第 2節 韓民統の 70～80年代の運動 

第 1項 結成当時の組織体系および人的構成 

・綱領 

 韓民統の組織の性格は、金大中との合意内容に大きく影響をうけた。裵東湖は発起大会において韓

民統結成に至る経過を報告した。報告のなかで、金大中と大韓民国国民として大韓民国の立場に立つ

ことや「先民主化・後統一」の原則、「連邦制」などに合意したこと、さらに綱領や組織も金大中と

の合意内容に基づいたものであることを明らかにした。その組織の基本的な運動方針は、10 項目に

まとめられ、韓国民主化運動が中心内的内容であった。 

 

［綱領 10項目］ 

①ファッショ的な一人独裁体制を打倒し憲政秩序を回復する 

②民主民権を保証し人間の尊厳と自由、平等を擁護する 

③経済の対外依存性を止揚し民族経済の自主的発展を図謀
マ マ

する 

④不正腐敗を一掃し富益富・貧益貧の現状を解消し民生問題の実際的解決を期する 

⑤機会均等の原則の下で教育体制を刷新し科学技術の発展を促進する 

⑥民族為
マ

主
マ

の価値観を定立し民族文化の健全な開花発展を図謀
マ マ

する 

⑦精兵主義原則で鞏固な国土防衛体制を確立する 

⑧非同盟の多元外交を実施し、国威宣揚と世界平和に寄与する 

⑨韓半島を中立化し南北連邦制による漸進的統一を実現する 

 
205「金大中先生救出対策委発展解散を決議」『民族時報縮刷版』1980年 4月 1日付（1面）、93 

頁。 
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⑩海外同胞の生活安定と韓国民としての諸般権利を保障する206 

 

この綱領は、8月 4日に開かれた裵東湖・金載華・鄭在俊・趙活俊と金大中との秘密会議において

合意された 3 原則に基づいて作成された207。当初、民団系在日朝鮮人は統一運動を実現すべき究極

の目標としていたが、綱領は韓国民主化運動やそれ以後の韓国の政治的・社会的状況を打開するため

の「政策」が主な内容として掲げられていた。換言すると、金大中が政治家として掲げる「公約」の

ようなものが中心になったといえる。また、「先民主化・後統一」を方針としていた金大中の意向が

強く反映された。統一達成のためにも独裁政治を打倒することは、現実的に至急な課題でもあったの

も事実だが、それにしても綱領は民団系在日朝鮮人が理想とした究極の目標である祖国統一から遠

ざかった内容であったといえる。 

そもそも、民団系在日朝鮮人は民団に属して活動したため、韓国国民としてのアイデンティティが

強く、金大中の組織 3原則などは抵抗なく受け入れることができたのであろう。しかし、先述したよ

うに民団系在日朝鮮人は金大中との「連帯」や組織結成 3原則に縛られ、「在日する」条件を生かし

ながら「総連系の在日朝鮮人との連帯」を通じて統一運動を展開することができなくなった。つまり、

民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、その結成の時点から金大中の政治家としての立場や意向に

追従することで、在日朝鮮人の立場を生かすことができず、主体性が薄れてしまったと言わざるを得

ない。 

 

・組織および人的構成 

結成大会において組織結成のための細部事項の多くが決まり、同年 10月 9日に設けられた第 1次

中央委員会において組織の人的構成も確定した。組織の構成は議長の下に中央委員会と中央常務委

員会、統制委員会を置いた。そして、中央常務委員会の下部組織として事務局、組織局、宣伝局、国

際局、財政委員会を置いた。財政委員会の設置は、発起大会の当時は確定されず、第 1次中央委員会

において明らかになった。 

韓民統の組織としての特徴は、下部組織を置かなかったことにある。韓民統には民団民主化運動か

ら派生した自守委、民統協、民団東京本部、民団神奈川本部、韓青、大韓婦人会東京本部や金大中の

救援運動を展開した金大中先生救出委員会などが加盟した。そのため、韓民統と加盟団体が一致した

運動綱領の下で活動し、加盟団体の地方組織が韓民統の下部組織としての役割を果たした。 

  

 
206「発起宣言文」『民族時報縮刷版』、前掲。 
207 金大中『金大中自伝Ⅰ死刑囚から大統領へ－民主化への道』（前掲、230頁）および裵東湖「国

民会議経過報告」（前掲、77頁）。 
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[図 1]－韓民統の組織図 

＊韓民統の第１次中央委員会の基調報告208の内容に基づいて筆者作成。 

＊財政委員会の設置は第 1次中央委員会に関する資料には明らかになっていなかったが、第 2次委員会の資料には示

された209。 

 

 

組織の構成については、発起当時は議長・副議長・常任顧問、事務局長、そして金允鐘・朴道春を

除く 5人の顧問だけが発表された。のちに、同年 10月 9日の第 1次中央委員会において新たに顧問

に金允鐘・朴道春、常務委員と憲章制定小委員会が選任された。韓民統の資料には金鐘忠が中央委員

会において選任された形を取っているが、既に金大中との打ち合わせの段階で内定され、それ以外の

幹部の人選も打ち合わせの段階で概ね決まったと思われる210。事務局には、事務総長の趙活俊と事務

局長の金明洙211が務めた。そして、発起大会の当時に決まっていなかった財政委員会の責任者は、趙

盛済が務めることになった。 

 

 
208「内外情勢と当面の活動方向について」『民族時報縮刷版』1973年 10月 13日付（2面）、94頁

および在日韓国民主統一連合『韓統連 20年運動史』（前掲、72頁）。 

209「韓民統第 2回
ママ

中央委員会開催」『民族時報縮刷版』1974年 10月 1日付(1面)、221頁。 
210「韓国民主回復・統一促進国民会議を宣言」『民族時報縮刷版』（1973年 8月 21日付（1面）、 

75頁）および金大中『金大中自伝Ⅰ死刑囚から大統領へ－民主化への道』、前掲、230頁。 
211 金明洙は、1年後の 74年 9月 21日の第 2次中央委員会の時は、財政委員会の事務局長になっ

ていた。 

議長

中央委員会

（発起人＋追加選任）
中央常務委員会

事務局 組織局 宣伝局 国際局 財政委員会

統制委員会
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[図 1]－ 韓民統の組織図に基づいた人的構成  

 

   

＊『韓統連 20年運動史』、『民族時報縮刷版』に基づいて筆者作成212 

 

 

幹部の面々をみると、金載華を中心とした人脈や民団民主化運動を主導した人々が中心である。金

載華は、民団団長を務めていた際に韓国政府に対して「在日僑胞」への対策の不十分さを理由に「本

国政府不信任宣言」（59年 6月 15日付）を出し、本国に対し民団の立場を強く打ち出した。また、

梁相基と羅鐘卿は、民団が「第 3宣言」を発表した鄭寅錫第 23代団長時代の幹部であり、梁相基は

「録音事件」により民団の分裂が激しくなると顧問の呉宇泳・兪石濬、金在述とともに「録音問題真

相報告集会」を開催するなどで民団執行部に異議を申し立ててきた。郭東儀と金容元は、「那須事件」

を理由に 73年 5月 8日に開かれた民団の第 21回中央委員会において懲戒処分を受けた213。また、

鄭在俊・趙活俊・金在述・呉宇泳・羅鐘卿・金恩沢は、民団民主化運動に加わったことで 72年に民

 
212 出典は、在日韓国民主統一連合『韓統連 20年運動史』（1994年、72頁）と「韓国民主回復・

統一促進国民会議를 宣言」（「韓国民主回復・統一促進国民会議を宣言」）『民族時報縮刷版』 

（1973年 8月 21日付（1面）、75頁）。 
213「朝総連と野合、赤化工作－那須事件首謀者らを懲戒」『韓国新聞』1973年 5月 12日付、1

面。「那須事件」は、総連が 1964年 8月 9日～11日の三日間にわたり民団員に対し密封教育や

秘密研修会を行ったと言われる事件であり、民団は郭東儀・金容元を初めとする民団員や韓青の

メンバーらが参加したと主張している（「見よ！恐るべきこの大陰謀」『民団時事』在日本大韓民

国居留民団非常対策委員会、1971年 9月 11日付、5面）。 

議長

金大中

常任顧問：裵東湖

顧問：梁相基・呉宇泳・兪石濬・金在述・

安泳枓・金允鐘・朴道春

事務総長：趙活俊

組織局長：郭東儀

宣伝局長：金慶植

国際局長：金鐘忠

統制委員長：金栄出

憲章制定小委員会：金載華・羅鐘郷・金容元・

郭東儀・金尚竜・趙活俊・金恩沢

副議長

金載華・鄭在俊
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団から除名処分を受けた 17人の中の 6人である。 

 

[表 2]－韓民統の主要幹部の経歴 

 

名前 経歴 

金大中 韓国・国会議員（6・7・8代）、韓国・大統領候補(7代大統領選挙、1971年) 

金載華 民団中央本部・団長（第 9・10・12・14・15・16代）、韓国・国会議員（8代） 

鄭在俊 民団東京本部・団長（第 19代）、金大中先生救出対策委員会・委員長 

裵東湖 民団中央本部・事務総長（第 15・16代団長金載華）、民統協首席議長 

趙活俊 民団・団員、金大中の秘書（金大中の日本滞在期に限る） 

郭東儀 韓青・委員長、金大中先生救出対策委員会・事務局長 

金慶植 民統協・常任議長 

金栄出 民団群馬本部・団長（第 15・16・17代）、民統協・常任議長 

梁相基 民団中央本部・民生局長（17代団長丁賛鎮）、民団中央本部・総務局長（18代団

長丁賛鎮）、民団中央本部・監察委員（23代団長鄭寅錫）、自守委・委員長、民統

協・顧問 

金在述 民団京都本部・団長（第 2・5代）、民団中央本部・副議長（30代団長李裕天）、

民統協・顧問 

呉宇泳 副議長（第 16代団長金載華）、顧問（第 29代団長権逸・第 30代団長李裕天・第

31代団長李禧元）、自守委・代表議員 

兪石濬 民団京都本部・顧問、民統協・顧問 

安泳枓 民団兵庫本部・団長（第 8代） 

金允鐘 民団神奈川本部・議長代行 

羅鐘郷 民団中央本部・総務局長（第 12代団長元心昌・金光男・金載華、第 14・15・16

代団長金載華、）、民団中央本部・民生局長（第 13代団長金載華）、民団中央本部・

事務総長（第 23代団長鄭寅錫）民団東京本部・副団長 

金恩沢 韓青中央本部・委員長 

金容元 民統協・事務局長、民族時報社・社長 

＊出典：『民団 50年史』(在日本大韓民国民団、1997年)に基づいて作者作成 

＊主要幹部の経歴は、韓民統結成に関わる経歴のみを記載する。 

 

 

韓民統の人的構成は、民団が本国に対し主体的な立場を堅持していた時に民団の幹部を務めた人

物らが中心となっており、民団民主化や韓民統の結成にも深く関わったといえる。このように、韓民

統は元民団幹部らにより構成され、韓民統の組織を支えていた。反面、組織は一部のメンバーにより

運営されたようで、その中でも実権を握っていたのは韓青の委員長出身で組織局長である郭東儀で

あったようである。鄭敬謨は李三悦に宛てた手紙のなかで、韓民統を動かす主要人物として裵東湖、
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郭東儀、金容元、郭永文の名前を挙げており、組織の実権を握っていたのは郭東儀であると証言した

214。一部のメンバーが組織運営を握った問題は、のちに幹部らが韓民統を離脱する契機ともなった。 

 

・財政問題 

 組織が運動を展開する際に最も重要なものは、財政的基盤であるといえる。例外なく韓民統にとっ

ても重要な問題であって、韓民統は活動資金の確保にかなりの力を注ぎ、その多くを財政委員会が負

担した。第 1回財政委員会215が 73年 10月 19日に設けられ、金載華議長代行、鄭在俊副議長、裵東

湖常任顧問、梁相基顧問、趙盛済財政委員長、尹赫孝財政副委員長や財政委員が参加した。この会議

において 2億円を目標に募金活動に着手し、会議当日に 3,570万円が捻出されたと報告されている。 

また、韓民統新年研修会（74 年 1 月 11～13 日）216で行われた財政報告では商工業者を対象に募金

活動を強化することを打ち出した。第 2 回中央委員会（74 年 9 月 21 日）において財政委員会長の

趙盛済は財政確保の方法について方針を出した217。趙盛済は、基本財政確保のために中央委員を中心

とした組織からの会費と財政委員の負担と活動により充てるべきであると主張した。 

以上のことから鑑みると財政委員会の多くが商工業者を中心に構成され、彼らの人脈などを通じ

て財政が充てられたと思われる。例えば、財政委員会の趙盛済はパチンコを経営しており、韓民統の

活動資金を充てたようである218。副議長の鄭在俊も、会社の経営者として運動における資金を充てた

と回顧している219。しかし、のちに財政委員会のメンバーたちが組織から離脱する事態が発生し、資

金面において影響をうけることとなる。 

そして、その他は非会員による寄付金で賄われたと思われる。この中央委員会で財政委員会の事務

局長の金明洙は、匿名で「特別賛助をした同志」が多いことを明らかにした220。これが財政委員会の

メンバーの活動の結果なのか、寄付者が自発的に行ったことなのかは明白ではない。その上、寄付の

ルートも知られていないが、財政的な部分に関する断片的な情報に鑑みると在日朝鮮人の商工業者

が個人的に寄付したと思われる221。例えば、鄭敬謨の回顧録によれば鄭敬謨の個人的な関係により韓

民統に寄付が行われ、鄭を通じて寄付金が非定期的に渡されたという222。 

特別賛助などを通じて韓民統の財政を支えた人脈や金額については殆ど知られていない。このよ

 
214 鄭敬謨が李三悦に宛てた手紙（1978年 8月 11日付）、国史編纂委員会）と鄭敬謨『歴史の不寝

番－「亡命」韓国人の回想録』（藤原書店、2011年）、236頁。 
215「二億円募金に着手－韓民統財政委で決定」『民族時報縮刷版』1973年 11月 1日付（3面）、10 

1頁。 
216「韓民統新年研修会」『民族時報縮刷版』1974年 2月 1日付（2面）、132－②頁。 
217「財政確保に総力を趙盛済財政委長討論」『民族時報縮刷版』1974年 10月 1日付（1面）、221

頁。 
218 鄭敬謨『歴史の不寝番－「亡命」韓国人の回想録』藤原書店、2011年、229～230頁。 
219 鄭在俊は、所有していたビルなどを売却した一部の金額を民団東京本部や韓民統などの組織の

活動資金に充てたと回顧している（鄭在俊『金大中救出運動小史－ある「在日」の半生』現代 

人文社、2006年、172頁）。また、郭東儀も鄭在俊が韓民統の活動資金を充てたと証言してい 

る（金大中図書館「郭東儀 2次インタビュー」、前掲）。 
220「韓民統第 2回中央委員会開催」『民族時報縮刷版』1974年 10月 1日付（1面）、221項。 
221「韓民統新年研修会」『民族時報縮刷版』1974年 2月 1日付（2面）、132－②頁。 
222 鄭敬謨、同前。 
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うな韓民統の資金面における「不透明性」は、海外「韓国人」の運動団体が機関誌を通じて寄付者と

金額を報告し、また定期的に会計報告を行ったこととは対照的である。また、このような韓民統の財

政や会計の非公開は、北朝鮮や総連からの資金流入や韓民統のメンバーによる運動資金の不正使用

223という「疑惑」を生んだ。 

北朝鮮や総連から資金が流入されたという「疑惑」は、在日朝鮮人社会の「分断」という視点から

みる必要もある。在日朝鮮人社会は、民団系と総連系とに分けられている。特に、民団系在日朝鮮人

は総連や北朝鮮との関係が疑われた場合や反体制運動に参加したことが知られる場合、韓国政府の

弾圧の対象となり、ひいては在日朝鮮人政治犯のケースのように命にもかかわることになりかねな

い。そのため、韓国民主化運動を支持する民団系在日朝鮮人が匿名で秘密裏に韓民統を支持し寄付し

た可能性は高い。また、総連系の場合は韓民統の総連や北朝鮮との関連が取り沙汰されると韓民統の

運動に影響を来すため、韓民統が寄付をした人を公にすることを躊躇した可能性も推測できる。その

ため、韓民統への財政的支援は「匿名性」が強まり、結果的に「不透明性」が取りざたされるように

なったと考えられる。 

  

第 2項 韓民統の 70年代の活動 

 韓民統の活動は、二期に分けられる224。第 1期は 73年 8月の結成から、新しい議長を据え組織の

「第 2宣言」を採択し本格的に反体制運動へと運動方向を転換した 83年 9 月までである。そして、

第 2期は 83年 9月から 89年 2月に韓統連へと組織改編および組織の改称をし、統一運動に転換す

るまでである。第 2期には組織の名称から「日本本部」を取った。それは、当初金大中の韓国民主化

運動の海外拠点として構想された韓民統が金大中との関係から離れ独自路線へと転換したことを意

味する。そして、運動方針においては韓国内の運動が反米主義や反日主義を中心とする反外勢運動へ

と変わったことを受け、韓民統の運動も反外勢運動へと方針を変えた。 

 まず、第 1 期目の 70 年代の運動をみよう。70 年代の運動は主に反体制運動や金大中救命および

原状回復運動を中心に展開され、さらには海外「韓国人」と「連帯」し連合戦線を構築しようとした。

さらに、第 3世界の非同盟諸国や社会主義インターナショナル（SI）と「連帯」を試み、国際的な世

論形成や韓国政府へ圧力をかけようとしたものであった。 

 

 ・日本における反朴政権世論形成 

韓民統の反体制運動は、まず韓国内の民主化運動の路線を支持し、韓国内の運動の流れや主張に沿

った形で運動を展開した。実践においては、朴政権の独裁下の韓国の政治的・社会的実情や民主化運

動の状況を日本や海外に知らせ世論形成を図る形を取った。 

 
223 鄭敬謨は、回顧録で韓民統の幹部である裵東湖や郭東儀が韓民統の活動資金を私用し豪華住宅

を購入したと暴露した（鄭敬謨『歴史の不寝番－「亡命」韓国人の回想録』、前掲、229頁）。 
224 在日韓国民主統一連合編『韓統連 20年運動史』、1994年 3月。『韓統連 20年運動史』では韓民

統の活動を 4つの時期に分けている。1、1973~1976年の朴正煕政権に反対する闘争を組織化し

て維新独裁の国内外的な孤立を深化させた時期。2、1977~1979年の海内外同胞の連合された力

で朴正煕独裁に最後の一撃を加え、破滅を促進した時期。3、1979~1983年の全斗煥軍事独裁の

罪を暴露し、それに対して全面的な反撃を準備した時期。4、1984年～1988年の反外勢・反独

裁闘争を強化して全斗煥政権を屈服させ、民主統一運動の新しい局面を開いた時期である。 
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写真 3 

「民主救国宣言支持・朴独裁糾弾・拘束人

士釈放要求・在日韓国人大会」（76年 3月

18日）が終わった後、街頭行進をする様子 

（出典：『韓統連 20年の歩み』、日本語版） 

 

 

 

 

 

  

写真 4 

－民主救国宣言で逮捕された関連者の釈放のた

めに行ったハンストの様子 

（出典：『韓統連の 20年の歩み』、日本語版） 

 

 

 

 

 

 

写真 5－映画「オモニ」のポスター（出典；『韓統連 20年運動史』、韓国語版） 

日本社会の世論を形成する

ための運動は、主に街頭行進

やハンスト、宣伝紙の配布な

どを通じて行われた。また、映

画の「オモニ」を上演するなど

の文化活動をも並行した。「オ

モニ」は、韓国の労働条件の改

善を求め焼身自殺をした全泰

壹やその母親である李小仙の

闘争を描いたものである。 

韓民統は、「韓国民主化のため

に闘う労働者と全政治犯を支

持する六ヵ月運動」の一環と
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して「オモニ」を上演したが225、日本の労働者との「連帯」を試みる運動でもあった。「オモニ」の

上映のために 78年 11月 10日に「上映中央実行委員会」が結成された。この実行委員会には、韓民

統や韓青の運動に共感する日韓連帯委員会、「在日韓国人「政治犯」を支援する会全国会議」、日本労

働組合総評議会、中立労働組合連絡会議、全国産業別労働組合連絡会議が参加した226。78 年 11 月

13日に初めて上映されて以来、日本労働組合総評議会の協力を得て、日本全国で約 700回上映され

た227。世論形成のために、日韓連帯の形で「日韓連帯連絡会議」（以下、日韓連連）など在日朝鮮人

政治犯の救援活動などを展開していた日本人団体と「連帯」をした。例えば、共同シンポジウム228を

開催して日韓関係における諸問題や朝鮮半島の統一問題などに関する討論などを通じて、日本の知

識人や市民運動を展開する人々と認識の共有を試みた。 

そして、金大中拉致事件を受け、金大中救命および原状回復運動を展開した。金大中拉致事件は、

韓民統結成の直前に起こり韓民統の結成を早める動因となり、韓民統の結成後の運動の中心テーマ

となった。金大中拉致事件が起こった直後は多くの海外の韓国民主化運動団体が金大中救命運動を

展開していたが、韓民統自体が金大中の日本における運動拠点として構想された団体であることや

金大中の拉致事件に日本政府も関連していることもあり韓民統は他の団体よりも金大中救命運動や

原状回復運動に力を注いだ。 

金大中救命運動は、さらに韓国政府に囚われていた政治犯救命運動へと拡大した。韓民統は、76年

6月 19日の韓青の「全熱誠者会議」で提案された「3・1民主救国宣言を支持し、全政治犯の即時釈

放を要求する百万名署名運動」229などに共鳴し政治犯救援運動をも支持・支援することになった。さ

らに、第 4回中央委員会（77年 2月 13～14日）では「在日韓国人政治犯家族協議会」を準傘下団

体として受け入れ、政治犯救援運動を積極的に支援することを決定した。 

 第 6回中央委員会（78年 2月 12日）では、「維新選挙拒否・民主化戦取百日間運動」を委員会当

日から展開することを決めた。この運動は、同年 1月 19日に韓国の民主化運動勢力が発表した声明

の「民主国民に告ぐ」に答えるためのものであり、維新体制の下では選挙を拒否することを促す運動

である。韓民統は、基本的に韓国内の民主化運動勢力の運動を支持し、韓国における運動の流れにそ

って日本でも同様の運動を展開した。 

 

 ・「連帯」を試みる 

また韓民統は、第 3世界との連帯を意識した運動を展開した。韓民統の綱領において非同盟の多元

外交を実施することを表明するなど国際連帯において早い時期から第 3 世界の力を意識していた。

 
225「広がった韓日連帯のすそ野」『民族時報縮刷版』1979年 1月 21日付（4面）、784頁。 
226「中央実行委を結成－映画「オモニ」の上映推進のため」『民族時報縮刷版』1978年 11月 11日

付（1面）、753頁。 
227「全泰壱氏の闘争を描いた映画「オモニ」を制作し、日本全国七百余か所で上映」、韓統連のサ

イト（http://chuo.korea-htr.org/board.cgi?id=DJKIM&page=8、閲覧日付－2014年 1月 20

日）。 
228 共同シンポジウムは 7・4共同声明発表の第 4周年を記念して 1976年 7月 4日に行われた。 

「共同シンポジウム『韓日関係と南北統一問題』」『民族時報縮刷版』1976年 7月 11日付(1

面)、437頁。 
229「100万名署名運動」『民族時報縮刷版』1976年 6月 21日付（1面）、429頁。 
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当時、韓国民主化運動勢力も第 3世界との関係を意識していた。尹潽善・咸錫憲・金大中など韓国民

主化運動において指導的立場にいる 9人は 76年 3月 1日に「民主救国宣言」を発表した230。宣言の

内容の中で、韓国政府が新しい勢力として浮上した第 3 世界に関心を傾けないことに対して批判を

した。しかし、韓国内の民主化運動勢力のなかでも、民主化運動における実践のなかで第 3世界の力

を生かそうとする試みはみられなかった。 

韓国内の民主化運動勢力が第 3 世界の力を意識する段階にとどまっているなか、韓民統は韓国が

経済的に第 3 世界諸国と同じ位置に置かれているため彼らと紐帯関係を持つことが重要であり、そ

して何よりも統一問題において民族自決、つまり米国などの大国へ抵抗できる力という側面からも

第 3 世界との交流は何よりも重要であるとの認識を有していた231。そのため、非同盟首脳会議など

に金大中の救命を初めとする韓国民主化運動のための協力を求めるなど連携した運動を展開しよう

とした。 

第 3 世界との「連帯」運動の一環として、「韓国問題緊急国際会議」（THE EMERGENCY 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON KOREA）を開催した232。この会議は、76年 8月 12日か

ら 14日の三日間にわたって開催され、韓国問題や韓国民主化運動と第 3世界問題とを繋げて考える

とともに世界との連帯を試みた。この会議を初めとして世界との「連帯」を意識した運動は、のちに

海外「韓国人」が「海外韓国民主運動代表者会議」を開催するための土台となった。このような活動

は、在日朝鮮人と海外「韓国人」との連合体である「民主民族統一海外韓国人連合」の結成へと実を

結んだ233。 

韓民統は日本内の韓国民主化運動を支持する勢力と「連帯」して運動を展開した。その一環として

自民党を初めとする社会党・公明党・民社党などに所属している国会議員との接触を通じて日本政府

に働きかけようとし234、韓国民主化運動のために協力を求めた。また、在日朝鮮人政治犯の救援運動

を展開していた日韓連帯連絡会議と共催でシンポジウムを開催するなど市民運動との連携も試みた

235。さらに日本社会の世論喚起のために市民に対する宣伝活動を展開し、駅前などで運動に関する宣

伝紙を配るなどの活動をした。 

韓民統は、運動の拡大につれ組織拡大が必要となり、組織強化に力を注いだ。そのために日本の主

要地方での韓民統系列の組織の結成や、韓青の組織強化を目標とした。韓民統にとって、組織基盤が

 
230 民主化運動記念事業会研究所『韓国民主化運動史 2－維新体制期』ドルベゲ、2009年、219

頁。 
231 金晩洙「非同盟会議와 韓国」（「非同盟会議と韓国」）『民族時報縮刷版』1975年 9月 1日付(3

面)、343頁。 
232「祖国의 自主統一운동에 새紀元」（「祖国の自主統一運動に新しい紀元」）『民族時報縮刷 

版』1976年 8月 21日付（1面）、453頁。 
233 韓民統の「民主民族統一海外韓国人連合」活動については、第 4章で詳細に考察する。 
234 例えば、73年 8月 20日に民統協結成 1周年記念パーティが開催されたが、その目的は金大中

救援運動に対する日本社会の理解を求めるためであった。このパーティに参加した国会議員は、

社会党の田英夫や公明党の沖本泰幸をはじめとする社会党や公明党所属の議員であった（「海外

同胞会議의 召集」（「海外同胞会議の召集」）『民族時報縮刷版』1973年 9月 1日付（1面）、79

頁）。 
235「祖国의 自主統一운동에 새紀元」（「祖国の自主統一運動に新しい紀元」）『民族時報縮刷 

版』、前掲。 
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広く固い青年組織の韓青は運動の展開において欠かせない組織であったといえる。そして、民団系在

日朝鮮人社会における基盤づくりを図り、民団系在日朝鮮人の「包摂」を試み、戸別訪問を通じて韓

民統の運動について知らせる広報活動を行った。これは、民団に不満を抱いている民団系在日朝鮮人

を韓民統の運動に引き寄せるための活動でもあり236、民団を御用化する朴政権に対する抵抗の一環

で行ったといえる。 

 

第 3項 韓民統の 80年代の活動 

・反米および反外勢運動 

80 年代に入ってからは、韓国内の運動勢力が反外勢運動へと路線を変えることにより韓民統も反

外勢運動をスローガンに掲げた。韓国内外の運動が反外勢へと転換した契機となったのは、光州抗争

である。80 年の光州抗争は、韓国社会に米国という存在を問い直す契機を与えた。韓民統は、朴政

権の崩壊後も韓国が民主化されないのは軍事独裁を支える米国の存在によるものだという認識の下

で反米運動を展開した。そして、70年代から日本の経済侵略に対して批判し続けてきたが、80年代

からは反外勢運動として位置づけ、本格的に運動として展開した。 

韓民統は 70 年代から米・日に朴政権に対する軍事的・経済的な援助を中止することを求めた237。

また、韓・米・日の「一体化路線」を批判した238。そして反米や反日運動は反外勢運動として韓民統

の運動方針となり、ひいては祖国統一を阻害している外勢に抵抗することは、祖国統一のための運動

につながるとの認識が韓民統にはあった。 

韓民統は、70 年代から米国の朴政権に対する軍事的・経済的援助の中止や核武器の撤去要求239、

米軍撤退を主張し240、米国の大統領が韓国を訪問することに反対を表明した241。また米国内にあっ

た米軍撤退や米国大統領の訪韓への反対など米国内に存在していた韓国政府に批判的な世論を伝え

るとともに、このような反韓国政府世論が米国政府を動かすことや、それが韓国の独裁政権を抑圧す

る力となることを期待した。70 年代の韓国内の民主化運動勢力が反米意識を公論化できなかった状

況とは対照的に、韓民統は米国や米軍に対し批判し続け反米的な立場に立っていた。 

 光州抗争により韓国社会や運動内部では反米的認識が高まり、民主化運動は反外勢へと路線を変

えた。韓民統は、韓国の運動と軌を一つにして、第 2期目の運動は反外勢運動を運動目標としたが、

反外勢運動を組織の運動路線として正式に位置付けたのは、83 年 9 月の第 12 次中央委員会におい

てである。韓民統は、第 12次中央委員会にて「第 2宣言」を発表し運動路線を反外勢運動へと変え

ることを示した。 

韓国で一つの独裁政権が倒れても独裁は決して清算されずに引き続き生き残り、新しい独裁

 
236「韓民統新年研修会」『民族時報縮刷版』、前掲。 
237「声明全文」『民族時報縮刷版』1975年 7月 1日付（1面）、323頁。 
238「韓日閣僚会議는 日本再侵의길－韓・美・日一体化路線의 強化」（「韓日閣僚会議は日本再侵の

道－韓・美・日一体化路線の強化」）『民族時報縮刷版』1975年 9月 21日付（1面）、345頁。 
239「核武器를 撤去하라」（「核武器を撤去しろ」）および「声明全文」『民族時報縮刷版』1975年 7

月 1日付（1面）、323頁。 
240「当面한 情勢와 우리의 課題－第 4回中央委員会報告」（「当面の情勢と我々の課題－第 4回 

中央委員会報告」）『民族時報縮刷版』1977年 2月 21日付（2面）、518頁。 
241「韓民統代表者会議声明文」『民族時報縮刷版』1979年 5月 1日付（2面）、814頁。 
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政権を生み出し、その度に前独裁の政権よりもさらに暴虐な独裁政権が出現した。これは韓国の

独裁体制が外国勢力によって維持されているからであり、外国勢力の支配戦略にしたがって韓

国政権が左右されていることを明白に示している。242 

 

韓民統は、韓国の独裁・軍事政権を維持するのは外国勢力であると認識し、その外国勢力として米

国と日本を設定した。そして、韓国の政権を軍事的に支えコントロールする米国と新植民地主義に基

づいて再び韓国に侵略する日本を反外勢運動の対象とした。そのために新しく採択した綱領では、外

勢の排除や自主統一を主要方針とした。 

 

・われわれは外国勢力の支配と干渉を排除し、民族自主権の回復を救国運動の基本路線とする 

・われわれはファッショ独裁を打倒し、民主連合政府樹立のために頑強な闘争を繰り広げる 

・われわれは分断固定化に反対して外勢の干渉を許さず、自主的平和統一実現のために全力を 

つくす  

・われわれは反戦反核運動を積極的に推進し、韓半島を非核地帯化して非同盟中立を定着させ世  

界平和確立に尽くす 

・在日同胞の民族的権益を擁護し、全ての海外同胞との民主・統一のために連帯を一層強める243 

 

 

 綱領の内容からは、韓民統が韓国を第 3 世界の一員として認識し積極的に位置づけしようとした

ことが伺える。70年代に第 3世界の力を意識し外交の対象として考えたのとは対照的に、韓国を第

3世界の中に位置づけることで外勢から自主的であり、冷戦に巻き込まれないことを願っていたとい

える。 

韓民統は、反米運動の一環として、米国により韓国に持ち込まれた核武器への警戒や、反戦・反核

運動を展開した。また、韓・米の両国によるチーム・スピリット訓練244の反対運動をも展開した。さ

らに、韓・米・日が軍事的に協力することに反対し、83年 8月 14日に韓民統結成 10周年を記念し

て「反外勢民族自主守護闘争宣言」を発表した245。この宣言は綱領と同様の内容で構成されており、

反外勢運動を展開する当為性や反外勢運動を通じて民族の自主を守り統一を成し遂げる意志を表明

した。 

 

・組織改編 

韓民統は組織的にも刷新を迫られた。まず、組織刷新のために議長交代を行い 80年 3月に議長を金

大中から議長代行であった金載華へと交代した。それは、金大中が国内の政治活動に参加できること

 
242「第 2宣言（韓民統新綱領）」『民族時報』1983年 10月 5日付、4面。  
243 同前。 
244 北朝鮮の侵略に備えて 1969年 3月から始まった韓国と米国の合同軍事訓練であり、1993年ま

で約 25年間続いた。 
245「反外勢民族自主守護闘争宣言－韓民統結成 10周年に際して」『民族時報』1983年 8月 21日

付、2面。 
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になったのが理由だとしたが246、先述したように金大中が韓民統の議長を降りることを要求し続け

たことや金大中拉致事件が一応「決着」したことで金大中救援運動や原状回復運動を展開する意味が

薄れてきたことが影響したと思われる。 

また、韓民統は組織強化の一環として「三大躍進運動」を展開した247。「三大躍進運動」は、83年

の運動方針であり、①組織の学習雰囲気を作り拡大すること、②幹部養成や常勤・非常勤活動家の拡

大、そしてこれらを通じて同胞大衆との連携強化や会費倍増、③民族時報の愛読者拡大などの内容を

挙げている。これらの内容からは韓民統が組織的にも財政的に難題を抱えていたことがうかがえ、そ

の難題とは韓民統の組織弱体化であったと思われる。そして、組織弱体化の原因には、韓民統の組織

や財政を支えていた幹部らの組織離脱があったと思われる。 

韓民統から離脱した代表的な人物が鄭在俊である。鄭在俊は民団民主化運動や韓民統の結成に関

わる一方、韓民統の財政をも支えていたが、82年 11月 17日付で韓民統や金大中先生救出委員会の

会長などの役員を辞任した248。それ以外にも民団や韓国内の新聞などの報道を見ると、韓民統から離

れた人々は少なくなかったようである。『京郷新聞』は、82年 12月 4日付で 77年 9月から鄭在俊

の辞任前までに韓民統から「転向」した人数が 20名になると報道している。韓民統から離れた主要

幹部らは副議長の閔泳相249、財政委員の趙盛済、民団神奈川本部の議長の金允鐘などであり、韓民統

を組織的・経済的に支えてきた人物たちである250。それ以外にも 74年 9月 17日には韓民統の中央

委員であり、九州地域の委員長の金敏洙が韓民統を脱退した251。また、77年 12月 20日には、郭泰

月（民族時報副社長）、趙鶴来、金徳鳳、林現鐘が脱退し252、78年 5月 15日には尹琪洙（民統協議

長）、許政斗（韓民統発起人および中央委員）、元萬植（韓民統・中央委員、東京民団本部・組織強化

委員）が離脱した253。そして 85年には、中央委員の李丁珪、梁昌圭（三浦合成・社長）、黄銀澤（平

和商事・代表）、高仁圭（飲食店・経営）、李龍圭（協進商会・代表）、朴才洪などが脱退した254。 

 韓民統は組織内部の弱体化を抱えながらも組織拡大の動きをもみせており、83 年 3 月 13 日に大

阪民団守護委員会が韓民統大阪本部として発足した。韓国の新聞は韓民統が弱体化しているため瓦

 
246 在日韓国民主統一連合『韓統連 20年運動史』、前掲、80頁。 
247「韓民統十周年を三大躍進で迎えよう」『民族時報縮刷版』1983年 3月 5日付（4面）、1296

頁。 
248「鄭在俊씨 사표제출 金載華의장이 담화」（「鄭在俊さん辞表提出金載華議長が談話」）『民 

族時報縮刷版』1982年 12月 21日付（1面）、1267頁。 
249 閔泳相は、80年 3月 24日の第 8次臨時中央委員会にて新しく副議長として選出された。 
250「反韓ベトコンの終末」『京郷新聞』（1982年 12月 4日付、3面（「反韓베트콩의 終末」『京 

郷新聞』, 1982년 12월 4일자, 3면））や「韓民統瓦解直面」『東亜日報』（1982年 12 

月 3日付、1面(「韓民統 瓦解직면」『東亜日報』, 1982년 12월 3일자, 1면)）。 

251「「北傀から資金を受け朝総連の手先として反政府活動」転向した韓民統幹部金敏洙さん会見」 

1974年 9月 17日付、7面（「北傀에서 資金받아 朝総連 앞잡이로 反政府활동」転向한 韓民 

統간부 金敏洙씨 會見」『京郷新聞』, 1974년 9월 17일자, 7면）。 
252「「韓民統」幹部四人転向」『東亜日報』1977年 12月 20日付、1面（「「韓民統」간부넷転

向」『東亜日報』, 1977년 12월 20일자, 1면）。 
253「韓民統三幹部民団へと転向」『京郷新聞』1978年 5月 16日付、7面（「韓民統 세간부 民團 

으로 전향」『京郷新聞』, 1978년 5월 16일자, 7면）。 
254「韓民統幹部 6名転向」『毎日経済新聞』1985年 7月 16日、11面（「韓民統幹部 6명 전 

향」『毎日経済新聞』, 1985년 7월 16일자, 11면）。 
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解寸前であると報道したが、報道記事とは裏腹に組織は外形的に拡大する状況にあった。韓国の新聞

記事をどこまで信頼できるか疑問は残るが、鄭在俊などの大物が抜けたことは韓民統にとって芳し

くないことは想像できる。そのためか、韓民統は 85年には韓青・韓学同とともに「在日韓国人民主

化闘争中央連絡会」を組織した255。これは、運動における組織的・人的面での弱体化を補うためと思

われる。 

 

・組織改編後の人的構成           

 

[図 2]－韓民統の組織改編時の組織図 

 

＊筆者作成 

(注)－組織改編を行った 83年 9月 18 日の第 12 次中央委員会に関する韓民統の資料では全ての幹部の役職や名前は

分からなかったため、『韓統連 20年運動史』や『民族時報』を参考にして作成した。『民族時報』の記事の中で 83年

9月 18日時点から最も近い日付の記事を参考にした。83年 11月 11日付の記事では、国際局長、社会局長、宣伝局

長の名前が載っていた。 

 
255「全斗煥の売族行脚を許すな！」『民族時報』1985年 5月 1日付、4面。 

議長

裵東湖
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金載華 
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韓民統は 83年 9月 18日の第 12次中央委員会にて新しい執行部を出帆させることで、組織改編を

通じて組織刷新を図った。[図‐2]でみるように、常任顧問の裵東湖が新議長となり、副議長には金容

元に加え国際局長であった金鐘忠が追加選出された。そして何よりも注目すべきことは、組織名から

「日本本部」を取り「韓国民主回復統一促進国民会議」へと改称したことである。これは、韓民統が

金大中の構想した運動組織や連合組織として出発したがために独自的運動における主体性が欠けて

いたことが限界であった。これは、その性格から脱皮し、独自的な運動を展開して行こうとする意志

がうかがえる変化である。 

金大中は、朴政権が維新体制に入ってから海外に滞在しながら韓国民主化運動の拠点づくりをし

た。運動の拠点づくりのために、米国や日本などの地域に在住／滞在する「韓国人」や在日朝鮮人と

「連帯」し組織の結成に取り組んだ。すなわち、韓民統は金大中の構想により結成された組織である。 

そして、金大中は自らを韓民統の「総責任者」として、各地域に在住／滞在する「韓国人」や在日朝

鮮人を各地域の責任者として考えていた256。そのため、民団系在日朝鮮人が金大中の不在のまま結成

したとしても、金大中との関係を否定することができず、また影響力も強かったといえる。韓民統が

組織名から「日本本部」を取ったのは、独自的な運動組織としての主体性を取り戻そうとする試みで

もあるといえる。その上、韓国政府が韓民統と金大中の関係を口実に金大中を弾圧するため、金大中

とは無関係の組織であることをアピールする狙いも隠されていたと思われる。また、朴政権による金

大中の拉致事件により、金大中が構想していた民主化運動のための連合組織づくりが破綻したため、

「日本本部」をつけることは運動の面でもほとんど意味をなしていなかったという現実問題もあっ

た。 

韓国民主化運動が一定の「成果」を挙げた後、韓国内での民主化運動は祖国統一運動へと変わり、

韓民統の運動も変わらざるをえなかった。そこで、89年 2月に「在日韓国民主統一連合」（以下、韓

統連）へと改称し、組織改編を行い本格的に統一運動を展開することになった。 

 

以上 2期に分けて韓民統の活動を概観したが、ここで韓民統の活動を分析しよう。韓民統の活動は

70～80 年代の韓国の民主化運動への日本・世界での世論形成や政治犯救援活動、海外「韓国人」の

民主勢力を糾合するなど、その活動は評価に値する。しかし、在日朝鮮人の権益や民団民主化運動の

側面からみると韓民統の運動が在日朝鮮人の立場を生かしたとは言い難い。それは、民団民主化運動

から韓国民主化運動へと方向を転換する際、金大中と「連帯」することで韓国の民主化運動、特に金

大中の運動路線に追従するという結果になってしまったからである。裏を返すと韓民統の結成や活

動は、在日朝鮮人の立場性を生かすことができなかったことを意味する。民団系在日朝鮮人は、在日

朝鮮人の間に存在していた誤解と不信を解き、思想と理念、団体所属の違いを乗り越えることを表明

した。それは、在日朝鮮人として朝鮮半島のイデオロギー対立を肩代わりするのではなく、イデオロ

ギーの壁を超えていこうとする意志の表れだった。しかし、結果的に韓国政府や韓国社会、そして韓

国民主化運動勢力の「反共主義」を乗り越えることができなかった。 

 
256 金大中『金大中自伝Ⅰ死刑囚から大統領へ－民主化への道』、前掲、230頁。金大中は、米国で

は安炳国、日本では金載華、カナダでは李相鉄牧師を各地域の責任者として考えていた。しか

し、カナダにおける組織結成は、金大中が朴政権により拉致されたため組織の結成には至らなか

った。 
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つまり、在日朝鮮人だからこそできると主張した韓国と北朝鮮の間のイデオロギー対立の克服を

実現できず、南と北が対話できる場である在日朝鮮人としての立場性を生かすことができなかった。

実際、韓民統が結成されてからは祖国統一のために総連系団体と共に行動をとることが一切なくな

ったのである。 

そして在日朝鮮人のための権益擁護運動に関わる活動からも遠くなってしまい、日本に生きるた

めの権利獲得を重要視する 2・3世が増えていく在日朝鮮人社会においての基盤が弱まったといえる。

韓民統の綱領を見る限り、常に在日朝鮮人の問題は後回しにされてきた感じさえもある。韓民統結成

当時の綱領には、「海外同胞の生活安定と韓国民としての諸般権利を保障する」と書かれており、こ

こには在日朝鮮人としての立場よりも「韓国民」として立場がより強調されている。これは在日朝鮮

人としてよりも「韓国」という国家に、そして「民団」という民族団体に帰属していた民団系在日朝

鮮人であるがゆえのことであろう。同様の問題は総連系在日朝鮮人についても言える。つまり祖国の

二つの体制が在日朝鮮人に「国民」としての役割を強制している所以だといえる。 

そして、「第 2宣言」として発表した綱領の第 5項目に「在日同胞の民族的権益を擁護し、全ての

海外同胞との民主・統一のために連帯を一層強める」と表明した。日本において在日朝鮮人が抱えて

いる不条理を意識はしているが、在日朝鮮人の民族として抱えている問題を解決するために「韓国民」

として闘うことを求めていた。この状況は、まさに運動の理想は「民族」に置いた反面、運動の実践

は「国家」の枠に留まっていた韓民統の限界であるといえる。 

 

第 4項 「作られた」敵性団体－韓民統 

 ・韓国政府の韓民統の運動に対する抑圧 

 民団系在日朝鮮人は民団分裂の過程において韓国政府や民団側に「不純分子」として牽制され、つ

いには民団から排除された。韓民統の結成以後は、単なる「不純分子」を超え北朝鮮や総連の「手先」

やベトコンと言われ、ついに韓民統が「敵性団体」として規定されることでアカとしてのイメージが

完成されたといえる。韓国が民主化されて約 30年近くなるが、今なお「敵性団体」の規定は解除さ

れていない。 

 当時の韓国政権にとって、韓民統の結成は韓国民主化運動が海外へと拡大したことを意味した。そ

の上、日本における韓国民主化運動を率いたのが民団民主化運動を主導し韓国政府や政権に抵抗し

たメンバーであったため、民団系の在日朝鮮人社会への影響を考えなければならなかった。そのため、

民団系在日朝鮮人の反体制的な動きを抑える必要があった。 

 ここで注目すべきごとは、韓国政権が韓民統の運動を牽制・抑圧する口実が在日朝鮮人社会に内包

されていた「分断」であった。韓民統の中心メンバーたちは、民団分裂の過程で既に「不純分子」と

作られた。また、韓青の委員長を務めた郭東儀は、北朝鮮から教育を受けたスパイとして常に言及さ

れるとともに、郭東儀が関連されたといわれるスパイ事件が報道された。韓国の中央情報部は、74年

4月 25日に「全国民主青年学生総連盟（民青学連）事件」を発表した。この事件は、民青学連が政

府顛覆および国家変乱を試みたとの理由で関係者を逮捕した事件であるが、その逮捕者の中に日本

人の太刀川正樹や早川嘉治の二人がおり、彼らが民青学連の主導者に北朝鮮からの資金を渡したと

発表された。中央情報部は、太刀川正樹が韓民統の郭東儀の指示によりスパイ活動をしたと発表した
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257。しかし、この発表は捏造であった258。韓国政府は韓国民主化運動を弾圧するために「事件」を捏

造する際に北朝鮮や在日朝鮮人の存在を前面に出したが、これは民主化運動を弾圧するための常套

的な手法であった。 

 また、同年の 8月 15日には在日朝鮮人の文世光による朴正煕狙撃事件が起こり、この事件でファ

ースト・レディーの陸英修が流弾により死亡した。この事件以後、韓国の大手新聞社は韓青が事件に

関係しているとする記事を載せた。それは、文世光が韓青所属であり、大阪府警により韓青の中央本

部事務室と委員長の金君夫の自宅が捜査され259、金大中救出委員会や守護委の肩書が書かれた文世

光の名刺が発見されたとの記事であった260。 

 そして、何よりも韓民統が北朝鮮の「手先」である「不純分子」により作られた団体であるという

確固たる「証拠」となったのが「尹孝同スパイ事件」261であった。韓国の中央情報部は 77年 5月 28

日に「在日同胞の大物スパイ」である尹孝同が自首したと発表した262。民団茨城県本部の元議長であ

る尹孝同は 70年 4月に有志懇のメンバーである郭東儀が北朝鮮でスパイ教育をうけ、裵東湖と手を

結んで民統協を結成し、のちに金大中と連携し韓民統を結成したと証言した。そして裵東湖、郭東儀、

 
257 太刀川正樹が秘密組織員である郭東儀からの指示により韓国に入国して民政学連に資金を渡し

たということである。郭東儀については、左翼団体である朝鮮学生同盟で活動し、民団内ではベ

トコンのグループをつくり、総連から資金をもらって民団で活動したと発表した（「闘争方式は

統一戦線形成工作」『京郷新聞』1974年 4月 25日付、1面(「闘争방식은 統一戰線형성工作」

『京郷新聞』, 1974년 4월 25일자, 1면)）。 
258 太刀川正樹は、民青学連事件の被害者たちと損害賠償の請求訴訟をかけたが、2010年 1月 27

日にソウル中央地法において無罪判決を受けた（「「スパイ嫌疑」日本記者 36年ぶりに無罪」

『ハンギョレ』2010年 1月 27日付（「「간첩혐의」일본기자 36년만에 무죄」『한겨레』,  20 

10년 1월 27일자）、http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/401409.html）。さ

らに 2010年 10月 29日にソウル中央地法において勝訴判決を受けた（「「民青学連」初国家賠償

判決」『ハンギョレ』、2010年 10月 29日付（「「민청학련」첫 국가배상 판결」『한겨레』, 201 

0년 10월 29일자 ）、http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/446112.html）。ま 

た、早川嘉治は、2013年 6月 19日ソウル中央地法で無罪を宣告された（「「民青学連事件」懲

役 20年日本人、40年ぶりに無罪」『Newstomato』2013年 6月 19日付（「「민청학련사건」징 

역 20년 일본인, 40년만에 무죄」『Newstomato』, 2013년 6월 19일자）、http://www.new 

stomato.com/ReadNews.aspx?no=374132）。2007年 1月 23日に開かれた「人民革命党再建委

員会」に関する再審で無罪が宣告された（「「人革党再建委事件」32年ぶりに無罪宣告」『ハンギ

ョレ』、2007年 1月 23日付（「「인혁당 재건위사건」 32년만에 무죄선고」『한겨레』, 2007 

년 1월 23일자）、http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/185944.html）。 
259「文世光の周辺強制捜査－日警、韓青本部など三カ所急襲」『東亜日報』1974年 10月 25日付、 

1面（「文世光주변強制捜査－日警、韓青本部등 세 곳 急襲」『東亜日報』1974년 10월 25 

일자, 1면）。『東亜日報』は、関連者として逮捕された日本人女性の吉井美喜子の家宅捜査でも

文世光の金大中救出委員会や守護委の肩書が書かれた名刺が発見されたと報じている。 
260「文世光の背後に共犯組織」『毎日経済新聞』1974年 8月 17日付、1面（「文世光背後에 共犯 

조직」『毎日経済新聞』, 1974년 8월 17일자、1면）。 
261 1977年 5月 28日に北朝鮮のスパイとされる元民団員の尹孝同が自首し、郭東儀を北朝鮮に行

かせ教育を受けさせたことや、郭東儀がスパイ教育を受けたのち裵東湖らと民統協や韓民統など

を組織し反国家活動をしており、それ以外にも韓民統の組織に関わった裵東湖、金在俊、鄭敬謨

が北朝鮮のスパイであると証言したスパイ事件を指す。 
262「在日北傀大物スパイ自首」『京郷新聞』1977年 5月 28日付、1面（「在日北傀거물間諜自首」 

『京郷新聞』, 1977년 5월 28일자, 1면）。 
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金載華、鄭敬模らが北朝鮮とのつながりがあるとも述べた263。 

これに対し金載華と鄭在俊は、共同談話を発表し中央情報部の発表内容に反駁した。共同談話は郭

東儀のアリバイを証拠として出し、尹孝同スパイ自首の証言はでっちあげであると反論するととも

に、今までのスパイ事件が朴政権による捏造であることが知られたため「逮捕」から「自首」へと捏

造のやり方を変えたことを指摘した264。その上、尹孝同と中央情報部の第 7 局長の鄭弘鎮が友人関

係であることを指摘し、尹孝同が中央情報部に利用されたと主張した。 

さらに、韓民統は尹孝同との関係を否定しており、中央情報部が有志懇を口実に韓民統と尹孝同と

の関係を虚偽に作り上げていると反駁した265。しかし、ここで注目しなければならないのは、韓民統

の反論である。なぜなら、韓民統の資料に民統協結成の発起人として尹孝同の名前が挙げられている

からである266。中央情報部の発表のように、有志懇の活動に尹孝同が加わったかは入手した韓民統の

資料の中では明白にされていないが、民統協のメンバーの多くが有志懇のメンバーであったことか

ら鑑みると尹孝同が有志懇の活動に関わった可能性は高いといえる。 

 

・韓民統のメンバーの「転向」 

韓民統で活動していた幹部らの脱退も韓民統に対する疑惑に追い打ちをかけた。先述したように

韓民統の幹部の中で多くの者が離脱した。ここで注目すべきことは、韓民統を脱退するケースの多く

が在日朝鮮人の関連したスパイ事件が発表された後か、韓民統を初めとする海外「韓国人」の韓国民

主化運動において何かの大きな動きを見せた時であることだ。 

そして、韓民統のメンバーの脱退が「転向」として扱われたことも注目すべき点である。この「転

向」は、一つのパターン化されたシナリオにより出来上がったものである。「転向」を表明する元韓

民統のメンバーは、会見で韓民統の正体を暴き、韓民統が北朝鮮から活動資金をもらっていることや

韓民統と総連との結託を「暴露」することで、韓民統の反政府・反国家的活動を告発した。そして、

「国民」や「民団員」として韓民統で活動した自分の「非愛国的」行動を反省し、最終的に韓国や民

団に「帰依」するという一種のパターンであった。そして「省墓団」の一員として韓国を訪問する形

で「帰依」は行われた。 

例えば、77年 9月 3日付の『韓国新聞』は、同年 8月 23日に韓民統の幹部らが韓民統を脱退し

たことを報じた267。韓民統の幹部である羅鐘卿（中央委員・商工共同組合理事長）・高昌寿（中央委

員）・李基重（中央委員）・黄一栄（東京本部大田支部・副議長）・陣石一（東京本部組織強化委員）

らは、脱退を表明する記者会見を行った。彼らは、鄭在俊を初めとする韓民統の幹部らが東京韓国人

 
263「韓国の発展相直接みて北傀の嘘宣伝切に感じ…自首」『東亜日報』1977年 5月 28日付、7面 

（「韓國의發展相直接보고 北傀の거짓宣傳切感…自首」『東亜日報』1977년 5월 28일자, 7 

면）。 
264「朴政権의 조작尹孝同事件」（「朴政権の造作尹孝同事件」）および「共同談話金載華韓民統議長

代行鄭在俊金大中先生救対委長」（『民族時報縮刷版』1977年 6月 11日付(1面、2面)、563～

564頁）。 
265「共同談話金載華韓民統議長代行鄭在俊金大中先生救代委長」『民族時報縮刷版』1977年 6月 11

日付（2面）、564頁。 
266「経過報告〈要旨〉」『民族時報縮刷版』1972年 9月 1日付（2面）、2頁。 
267「「韓民統」は北傀の手先」『韓国新聞』1977年 9月 3日、1面。 
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商工協同組合268を韓民統の資金源にしようとしたことを暴露した。そして郭東儀などのメンバーが

北朝鮮を訪問し、総連と結託し韓民統を北朝鮮の「工作団体」として作り上げたと批判した上269、民

団員として利敵行為をしたと反省の意を表した。彼らは、脱退の後、省墓団として韓国を初めて訪問

した。この訪問の時は、先述した 5人以外にも韓民統や関連団体の元メンバーだった李析雨（民族時

報・編集委員）、姜雄（群馬県本部・韓青委員長）、金玉連（大韓東京婦人会・東京本部会員）が参加

した270。 

韓民統からの離脱の理由については韓民統やそのメンバーたちの「利敵行為」のみならず、幹部の

間に生じた葛藤もその理由ではないかと推測する。羅鐘卿などが脱退会見の時に発表した声明文271

は、韓民連結成の準備などが秘密裏に行われたことに対する不満を露わにした。これは一時的なの問

題ではなく、韓民統の運営が日頃から一部メンバーを中心に行われたことに対する不満が幹部の間

にあったと思われる。その上、韓国政府や民団が「転向」した民団系在日朝鮮人の故郷に対する思い

やビジネスにおける立場を韓民統への圧力に利用した可能性も排除できない。 

 

・韓民統の「反国家団体」規定 

 在日朝鮮人母国留学生の金整司の「スパイ事件」は、韓民統のイメージに大きな打撃を与えた。ス

パイの嫌疑で 77年に逮捕された金整司に対する判決が 78年 6月 19日ソウル大法院（最高裁判所）

にて行われ、この裁判で韓民統は反国家団体と規定された。この規定の前に、既にソウル地方法院は

77年 10月 29日の金整司事件に対した判決においても尹孝同の陳述に基づいて韓民統を反国家団体

と認定したことがある。大法院が韓民統を反国家団体として規定した理由は、北朝鮮の指令により結

成されたこと、金載華を初めとする韓民統のメンバーたちが北朝鮮の工作員か朝総連に操られる者

であること、北朝鮮から活動資金を受けていたこと、「反韓大会」など総連と共同で活動することで

あった272。また、民団も『韓国新聞』を通じて、北朝鮮－韓民統－韓青幹部である林季成の指令体系

により金整司のスパイ活動が行われたことや韓民統が北朝鮮から指令を受けたことを裏付ける証拠

が多いと報じた273。 

韓国大法院の規定は、韓国社会や在日朝鮮人社会に、韓民統を軸にした在日朝鮮人のスパイ活動を

抜き差しならぬ「事実」として位置付けた。この規定は、韓民統や韓民統メンバーにとっては「反国

家団体」やその組織で活動した「不純分子」というレッテルを貼られることになり、後に海外「韓国

人」との「連帯」の際に強く警戒されるなど少なからず影響を受けることになった。そして、現在に

 
268 東京韓国人商工協同組合は、76年 6月 14日に「在日韓国人」の企業のために設立された（「東 

京韓国人商工協同組合을 設立」（「東京韓国人商工協同組合を設立」）『民族時報縮刷版』1976 

年 8月 1日付（1面）、443頁。 
269 同前。 
270「省墓団の一員として前韓民統幹部 9名も入国」『京郷新聞』1977年 9月 29日、7面（「省墓 

  團일원으로 전韓民統간부 9명도 入國」『京郷新聞』, 1977년 9월 29일자, 7면）。記述した

メンバーらと黄一栄の妻である金定鎬を含めた９人が韓国を訪問した。 
271 同前。 
272「「韓民統は反国家団体」－大法、金整司被告原審確定」『東亜日報』1978年 6月 19日付、7面 

（「「韓民統은 反國家団体」－大法、金整司被告原審確定」『東亜日報』, 1978년 6월 19일 

자, 7면）。 
273「「韓民統」は反国家団体ソウル地法」『韓国新聞』1977年 10月 29日付、3面。 
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至るまで韓民統に対する反国家団体規定は解除されていない。また、韓青の組織部長である林季成は

北朝鮮の工作員と断定され韓青も反国家団体の範疇に入れられた。 

韓民統は、「尹孝同スパイ事件」やメンバーたちの「転向」、そしてソウル地方法院の「反国家団体」

規定など風当たりが強くなると、状況を打開するために自らの立場を表明した。韓民統は、「朴独裁

の韓民統に対する謀略と陰謀策動を糾弾する」とのタイトルで、4 回にかけてコラムを掲載した274。

このコラムは、反国家団体の規定は韓民統を政治的に利用しようとする朴正煕政権の謀略によるも

のであると批判し、韓民統の運動方針や運動目標を改めて表明することで韓民統がいかに韓国的立

場に立っているのかをアピールした。コラムの主要内容は、韓民統が「先民主・後統一」の運動方針

を取っており、「韓国的立場」に立って民主主義の確立と平和的で自主的な民族統一を基本方針とし

ていると主張した。その上、韓国や北朝鮮のどちらも独裁政治であるにも関わらず、韓国の朴正煕政

権にのみ批判をするのは、大韓民国の国民としての立場からまず韓国の現実を正すことを優先する

ためであること、南北の統一のための対話の場が設けられるまでは北朝鮮に対する批判を一切しな

いことを明らかにした。 

しかし、このような韓民統の立場表明にも関わらず、大法院による「反国家団体」規定は韓民統の

イメージや活動に多大な打撃を与えた。韓民統の運動が日本に留まらず、海外「韓国人」との「連帯」

により海外へと拡大し、また海外における運動の中心勢力になるにつれ、朴政権は韓民統に対する警

戒を強めるとともにスパイ事件や韓民統メンバーたちの「転向」などの様々なパターンで韓民統の反

国家的イメージを創りあげ、その上「反国家団体」規定をもって止めを刺したといえる。このような

朴政権の思惑は、海外「韓国人」の運動勢力の間で韓民統に対する警戒を強め「連帯」に影響を及ぼ

したことを鑑みると、かなりの「成功」を収めたといえる。 

 そして、韓民統に対する「反国家団体」規定は金大中を政治的に抑圧するために利用された。80年

に大法院が内乱陰謀の罪で金大中に死刑判決を下す根拠となったのだ275。ここで注目すべきことは、

80年 7月 4日に金大中が内乱陰謀の嫌疑で拘束された後から韓民統の正体を暴く記事や論文が右翼

雑誌に登場したことである。韓国の主要日刊紙は、70 年代から民団分裂や民団民主化運動について

度々報じており、裵東湖を初めとする韓民統のメンバーたちや韓民統の活動について批判的な記事

を載せていた。『自由公論』や『防共』などの右翼雑誌は、金大中の逮捕後に韓民統の正体や韓民統

と金大中との関係を「暴く」論文を載せ、その内容は韓民統や金大中が北朝鮮の指令により「反国家

的」活動を行ってきたとのものだった。これらの雑誌は、韓民統を北朝鮮の「行動隊」276や「反韓」

 
274 裵東湖「朴独裁の韓民統に対する謀略と陰謀策動を糾弾する」は、『民族時報』に四回にかけて

掲載された。その一回目が 78年 2月 1日付（『民族時報縮刷版』、650頁（韓国語版）、684頁 

（日本語版））に、二回目が同月 11日付（『民族時報縮刷版』、656頁（韓国語版）、690頁（日本

語版））に、三回目が同年 3月 21日付（『民族時報縮刷版』、670頁（韓国語版）、694頁（日本

語版））に、四回目が同年 4月 11日付（『民族時報縮刷版』、678頁（韓国語版）、698頁（日本

語版））に掲載された。 
275 金大中内乱陰謀事件の判決文の要旨」『ハンギョレ』1988年 8月 3日付、3面（「김대중 내란음 

모사건 판결문 요지」『한겨레』, 1988년 8월 3일자, 3면）。 
276「いわゆる『韓民統』の正体」『防共』第 6巻第 10号（通巻 86号）、社団法人自由評論社、19 

80年 10月、89頁（「이른바 『 韓民統 』의 正體」『防共』, 제 6권제 10호(통권 86호), 

1980년 10월）。 
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的な団体277として位置づけることで韓民統の議長である金大中の内乱陰謀を「裏付け」ようとした。 

一方、民団は韓民統を総連のフラクション団体として位置づけ、韓民統の韓国民主化運動の正当性を

否定した。「8・13事件」の公判における陳述の際、韓民統に対し以下のように批判した。 

 

韓民統は明らかに北朝鮮共産主義（金日成主義）を容認した組織であると言わざるを得ず、北

朝鮮・朝総連と密接に関連し、これと極めて類似した主張・方針に基づいて活動する組織である

とみることができ、このことは、被告人たちや韓国国民とは相容れない思想・信条を活動の基本

におく組織であると言わざるを得ない。278 

 

 このような認識は、民団民主化運動を展開していた韓民統のメンバーたちを北朝鮮や総連の手先

とみなしていた民団の態度が朴政権や大法院のそれと変わりなく、それは民団内部の反共の論理が

強く働いていたことの証であり、ひいては民団自らが在日朝鮮人社会の「分断状況」を実践していた

ことを意味する。 

大法院の「反国家団体」規定や金大中の内乱陰謀事件は、運動勢力内部に韓民統や韓民統の韓国民

主化運動に対し疑いの目を向けさせたため、韓民統の運動においても次第に風当たりが強くなった。

そのため、海外「韓国人」の間には韓民統に対する警戒が強くなり「連帯」は弱まっていった279。 

韓民統は、自らに対する北朝鮮に追従するとの「疑惑」や批判、警戒をかわすために立場表明をし、

自らにかけられた疑惑を晴らそうとした。金大中内乱陰謀事件を受けて声明文280を発表し、金大中が

韓民統の結成に深く関わっていないことや金大中の同意なしに議長に据えたことを明記して金大中

を守ろうとした。また、自由民主主義のための韓民統が中央情報部により北朝鮮に同調する反国家団

体として歪曲されたと主張した。 

また、韓民統は国家保安法や反共主義に対し反対の立場に立った。裵東湖は反共主義を捨てること

を主張した。裵は反共主義の立場で民団で働いたが、反共主義の立場から脱皮することを主張し、さ

らには韓国政府が韓民統を縛る口実が反共主義であったと指摘した。そして、韓国政府に対し反共主

義を見直すことを求めていた281。裵の発言からは、韓民統の韓国民主化運動や韓国政府に対する批判

が当時の韓国の支配政権や社会に北朝鮮への賛同として受け止められていた理由には反共主義があ

ったと認識していたことがうかがえる。そして韓民統も自らの運動がいかに祖国である韓国のため

の運動であるかをアピールすることに努めた。 

   

 
277「韓民統と北傀の戦略」『自由公論』162号、1980年 8月、31頁。 
278「8・13裁判」記録刊行委員会『歪められた韓国像に挑む－上野・池之端事件にみる在日韓国人

青年の憤り』洋々社、1980年、74頁。 
279 この部分については、第 4章第 3節第 2項で詳細にみる。 
280 韓民統常務委員会「金大中先生と韓民統との関係について－声明文」『民族時報縮刷版』1980

年 10月 1日付(2面)、1002頁。日本語版は、「声明－金大中先生と韓民統について」（『民族時

報縮刷版』1980年 10月 1日付(4面)、1004頁）のタイトルになっている。 
281 裵東湖「反共으로 民族救할 수 없다」（「反共で民族を救えることはできない）『民族時報縮刷

版』1975年 7月 11日付（2面）、328頁。 
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小括 

第 2章では、韓民統の結成の契機となった民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」や韓民統の結成経

緯について考察し、韓民統の 70～80年代の韓国民主化運動を民団系在日朝鮮人運動史として再構成

した。このような一連の作業は、さほど注目されなかった民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を在日

朝鮮人運動史として、また韓国の海外における韓国民主化運動史として新たに位置付けるものであ

った。 

さらに、民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」の実情を明らかにすることができた。従来民団系在

日朝鮮人と金大中の「連帯」についてついは既定事実となっているが、その実情はさほど知られてい

なかった。本論文では民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」について考察することで、民団系在日朝

鮮人がいかなる経緯で韓国民主化運動へ転換したのか、そして民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」

の実情を明らかにすることができた。 

また、韓国社会に根深く存在する「反共」が民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」にいかなる影響

を及ぼしたのかに注目することで、韓国社会や韓国政権の「反共」が民主化運動勢力にも同様に存在

していたことや韓国民主化運動にも影を落としていたことを明らかにすることができた。 

 

民団系在日朝鮮人は民統協を結成し祖国統一運動を展開した。さらに米国で統一運動を展開して

いた林昌栄をはじめとして海外の運動勢力との「連帯」を試みた。民団系在日朝鮮人に最も影響を与

えたのが金大中との「連帯」である。金大中は、朴政権が維新体制に入ってから外国で韓国民主化運

動のための海外拠点づくりをしており、日本滞在の際は韓青の学習会にて講演を行うなど民団系在

日朝鮮人と積極的に接触した。民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」は、73年 2月以降から本格的

になったと思われる。金大中は、73年 2月の韓青の講習会や 3月の民団系在日朝鮮人の「6団体協

議会」の全国幹部研修会において特別講演をおこない、本国の民主化なしに民団民主化はないと主張

するなど韓国民主化運動の重要性を主張した。このような金大中の主張に触発された民団系在日朝

鮮人は、韓国民主化運動へと運動方針を転換するようになった。 

裵東湖や金載華など民団系在日朝鮮人と金大中は、秘密会合を重ね日本における韓国民主化運動

のための組織づくりを協議した。金大中は、組織結成における基本 3原則を条件として打ち出した。

基本 3 原則は、民団系在日朝鮮人に大韓民国の国民として反共の立場に立つことを求める内容を盛

り込んでいた。基本 3原則を提示したのは、金大中の民団系在日朝鮮人に対する警戒が表出された結

果であり、牽制しようとする思惑があったといえる。 

裵東湖・金載華・鄭在俊などの民主化運動勢力は北朝鮮や総連の「手先」とみなされ、民団民主化

運動は北朝鮮や総連の計画によるものと宣伝された。さらに、「不純分子」というレッテルを張られ

ることになり、警戒の対象となった。当時、朴政権は民主化運動を共産主義者の行為としてみなし、

抑圧した。そのため韓国内の民主化運動勢力にとって「反共」は運動に対する朴政権の抑圧を避ける

ために必要なものであり、その意味で金大中にとって「反共」の立場で基本 3原則を提示したのは切

実な条件でもあっただろう。さらに、金大中は組織結成の協議過程において綱領や組織方法、幹部選

定などについて一切の権限を要求し、民団系在日朝鮮人を牽制しようした。 

金大中は、組織結成における基本 3原則や一切の権限を要求したにもかかわらず、民団系在日朝鮮

人との「連帯」を最後まで躊躇した。そして韓民統が結成して以来、金大中は小学校の同級生であり
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韓民統の幹部である金鐘忠に送った手紙のなかで、韓民統が「親北」団体であることに遺憾の念を表

すとともに、自分を韓民統の議長から下ろしてくれることを要求し続けた。 

民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、金大中との「連帯」により本格的に展開されるようになっ

た。また、金大中は日本における在日朝鮮人の運動を糾合するなど一定の役割を果たした。しかし、

民団系在日朝鮮人にとっては「誤解と不信を解き、思想と理念、団体所属の差を乗り越え」ることが

できず、「総連系在日との連帯」活動に終止符を打つことになった。また、韓民統が自らの運動展開

において反共主義の壁や在日朝鮮人社会の「分断」を乗り越えることができず、制度圏内の運動にな

ってしまった。そして運動において主体的立場から「非主体的」立場へと変わったことである。 

 

民団系在日朝鮮人は、金大中との間で組織結成における基本 3 原則や「先民主化・後統一」の原

則、「連邦制」について合意した。しかし、73年 8月 8日に朴政権により金大中が拉致されると、民

団系在日朝鮮人は金大中の不在のまま同月 13 日に韓民統を結成した。民団系在日朝鮮人 70 名と金

大中を合わせて総 71名が発起人となって、韓民統の結成に踏み込んだ。発起人と名前が挙がってい

る民団系在日朝鮮人は、民団民主化運動を展開した人々である。 

韓民統は下部組織を置かず、韓民統に加盟した民団民主化運動から派生した自守委、民統協、民団

東京本部、民団神奈川本部、韓青、大韓婦人会東京本部や金大中先生救出委員会などが加盟する形を

とった。そのため、韓民統と加盟団体が一致した運動綱領の下で活動し、加盟団体の地方組織が韓民

統の下部組織としての役割を果たした。 

韓民統の活動は二期に分けられ、第 1期は結成から反体制運動へと運動方向を転換した 83年 9月

まで、第 2期は 83年 9月から 89年 2月に韓統連へと組織改編及び組織の改称をし、統一運動に転

換するまでである。第 1期は、主に反体制運動や金大中の救命及び原状回復を中心に展開され、さら

には海外「韓国人」と「連帯」し、第 3世界の非同盟諸国や社会主義インターナショナルとの「連帯」

をも試みた。そして、韓国民主化運動のために日本社会における世論形成に努め、その一環として映

画などの文化活動やハンスト、宣伝紙配布などの活動を行った。また、韓民統は組織の側面において、

韓国民主化運動が拡大されるにつれ組織拡大や組織強化などにも力を注ぐとともに、在日朝鮮人社

会における支持基盤を拡大するために戸別訪問を通じての広報活動をも並行した。 

第 2期では、韓国内の運動が光州民衆抗争を契機に反米を中心とする反外勢運動へと転換すると、

韓民統の運動も反外勢運動へと変わった。反外勢運動は反米と米軍撤退、反戦・反核、そして反日を

主要なスローガンとして掲げた。70年代から試みた第 3世界との「連帯」を 80年代にも取り組み社

会主義インターナショナルの会議などに積極的に参加するものだった。 

韓民統は、一部幹部らの離脱、金大中の死刑判決などのために組織的に改編を迫られ、83年 9月

に組織名から「日本本部」を取った「韓国民主回復統一促進国民会議」へと改称した。組織名の改称

は、運動において主体的立場に立とうとしたことであり、朴政権が韓民統との関係を口実に金大中を

弾圧することを回避ためでもあった。 

 

一方、韓国政府にとって韓民統およびその活動は韓国民主化運動の拡大を意味しており、在日朝鮮

人社会への影響を考えて韓民統の反体制的な運動を抑える必要があった。韓国政権が韓民統の運動

を牽制・抑圧する口実は、在日朝鮮人社会に内包されていた「分断」であった。民団系在日朝鮮人は、
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民団民主化運動を展開していた時から「不純分子」として韓国政府や民団から牽制された。そして、

韓国民主化運動を展開してからは、民団系在日朝鮮人が関連されたスパイ事件が捏造・発表され、民

団系在日朝鮮人は北朝鮮や総連の「手先」であるというイメージが完成された。特に、韓国政府は「尹

孝同スパイ事件」で韓民統の正体を「暴露」し、ついには在日朝鮮人母国留学生の金整司の「スパイ

事件」関連で韓民統を「反国家団体」として規定するに至った。これらのスパイ事件により、韓民統

に対する北朝鮮や総連の「手先」という疑惑はますます強まった。韓国政府の韓民統やそのメンバー

らに対する抑圧を支えたのは、朝鮮半島の「分断」、そして「分断」を利用した朴政権の「戦争政治」

である。 

また、韓民統の幹部らの離脱は、韓民統に対する疑惑に追い打ちをかけた。韓民統の幹部らの離脱

は、韓国政権や民団により「転向」として扱われた。また、この「転向」は、在日朝鮮人の関連した

スパイ事件が発表された後や、韓民統を初めとする海外「韓国人」の韓国民主化運動において大きな

動きを見せた時に韓国社会や在日朝鮮人社会に公開された。元韓民統の幹部らは、韓民統が北朝鮮か

ら活動資金をもらっていることや総連との結託を「暴露」することで、韓民統の活動が反政府・反国

家的活動であると告発した。 

韓民統は、自らに対する容共疑惑や批判、警戒をかわすために立場を表明し疑惑を晴らそうとした。

金大中内乱陰謀事件を受けて声明文を発表し、金大中と韓民統の関係を明白にし、自由民主主義のた

めの韓民統が中央情報部により北朝鮮に同調する「反国家団体」として歪曲されたと反駁した。韓民

統の立場表明にも関わらず、韓民統に対する「反国家団体」規定や容共団体という疑惑は、晴れなか

った。 

韓民統の存在は、70～80 年代に国内や海外で展開された韓国民主化運動を抑圧するために、最も

「効果的」なものであったといえる。しかし、韓国政府により貼られた韓民統の「反国家団体」規定

や疑惑は現在にも残っており、韓国の多くの人に信じ続けられている。それは、韓国の「分断」状況

は、今でも韓民統の存在を必要視し続けているためではないか。 
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第 3章 民団系在日朝鮮人の「祖国統一運動」 

 韓民統は、祖国の統一を韓国民主化運動の最終目標とし統一運動を展開した。韓国民主化運動が中

心になり、現実において統一運動を積極的に進めることはできなかったが、韓民統にとって、民団系

在日朝鮮人の統一運動は重要な意味合いをもっていた。韓民統が主張した南北連邦制、韓国民主化運

動と統一運動の後先問題は、韓民統に対する容共疑惑を深める事柄であった。また、民団系在日朝鮮

人 2・3世は、韓青に所属して活動することをつうじて、民族性を身につけ祖国統一に主体的に働き

かけるために韓国民主化運動に参加した。そのため、民団系在日朝鮮人の「祖国統一運動」は、韓民

統や韓青の韓国民主化運動について考察することは、必要なことである。 

まず、第 1節では解放後から 80年代までの統一運動を民団系在日朝鮮人の運動を韓国や北朝鮮の統

一政策の変化に沿って再構成する。第 2節では、民統協・韓民統・韓統連の統一運動について、統一

運動における主張や運動の特徴について考察する。また、70 年代に韓国民主化運動勢力の間におき

た韓国民主化運動と統一運動の後先問題をめぐる論争や、韓民統にとっての統一運動の意味につい

て考察する。 

 

第 1節 民団系在日朝鮮人の「統一論」 

 72年 7月 4日に韓国と北朝鮮が統一のための共同声明（7・4南北共同声明）を発表した。7・4南

北共同声明（以下、7・4 共同声明）は、在日朝鮮人の祖国統一への期待を高めた。在日朝鮮人の祖

国統一への期待は、雑誌『季刊三千里』の創刊号（1975年 2月）によく現れている。創刊号には、

「『7・4共同声明』にのっとった『統一された朝鮮』を実現するための切実な願いがこめられている」

と在日朝鮮人の祖国統一にかける思いを記した。この一節は、在日朝鮮人にとって祖国統一がどのよ

うなものであるかを示唆するものであろう。また、祖国統一が完遂されれば日本に生きる在日朝鮮人

が抱えている差別問題をも解決されるだろうという希望にもつながり、祖国の「分断」により在日朝

鮮人が被っている「分断状況」の解消にもなる。そのため在日朝鮮人にとって祖国統一は、在日朝鮮

人が民族的に抱えている諸問題を解決する道であるため、切実な念願になるのだ。 

 先述したように民族統一協議会（民統協）は、裵東湖らを中心として民団民主化運動を展開した民

団系在日朝鮮人によって結成され、南北共同声明支持と統一運動を展開した。そして、73 年に民統

協や民団民主化運動を推進した勢力が金大中と連帯した形で組織したのが韓民統である。韓国で統

一運動が本格的に盛り上がった 89年に、未完成のままであった韓国民主化運動の遂行と統一運動を

並行して遂行するために韓民統は韓統連へと組織改編した。これら三つの団体は、民団民主化運動を

推進した勢力が中心になっているため、運動体の変化により運動の展開における方針なども変化し

たものの、祖国統一における理念や基本的な立場は変わっていない。 

 

第 1項 在日朝鮮人社会の統一運動 

 ・解放後の在日朝鮮人社会における統一運動 

 朝鮮半島における統一問題は、韓国と北朝鮮の両政府に主導され政治的な面で語られた。韓国側で

は、北朝鮮および共産主義体制を吸収する形での統一が前提にされており、特に李承晩政権において

は武力行使をも想定した勝共統一も主張された北朝鮮側では連邦制を柱とする統一を主張していた。

そのため、朝鮮半島は常に戦争の危機が隣り合わせとなっており、韓国内では統一をめぐる多様な論
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議が行われにくい状況でもあった。 

 朝鮮半島では祖国における統一問題は議論が噛み合わない状態が続いていたが、在日朝鮮人社会

では早い時期から統一に関する議論や「左右合作」による統一のための運動組織体が現れた。「在日

本朝鮮人連盟」の書記局長の白武が 47年に統一論を打ち出すが、組織内部から批判を浴びた282。「朝

鮮建国促進青年同盟」は、解放後における祖国の信託統治の可否を問う選挙をめぐり、南朝鮮の単独

選挙を支持する派と統一派とに分裂するようになった。統一派は南の政府だけの単独選挙に反対す

るとともに、48年 10月に「朝鮮民主統一同志会」（以下、同志会）を結成283した。同志会は、「愛国

者を連合した民主政権樹立を当面の目標、社会主義国家建設を目的とし、金九の南北統一路線を支持

した」284。 

 54年 10月 28日に北朝鮮の南日外相が「南北協商会議」を提案し、55年 1月 30日に「南北統一

促進協議会」（のち、「祖国平和統一促進協議会」へと改称。以下、統協）が結成された285。統協は、

自らの統一運動を左右合作の方法であるべきと規定するとともに、役割としては民族団体の調整者

的役割を必要とする新たなものでなければならないという認識を有していた286。しかし、民団は統協

の運動を「北傀の政治的謀略」と規定し、統協の活動のための組織づくりを妨害するとともにその結

成に加わった権逸や元心昌を中央議事会から除名処分とした287。統協の運動に対し、民団も総連も妨

害や非協力という形で対応した。 

 

・統一運動における「第三勢力」 

統協の運動が事実上瓦解した後、権逸、白武、鄭寅勲、李北満などが中心になって「第三勢力」と

して統一運動を行う組織体である「ウリ民主社会同盟」（後に民主社会同盟へ、さらに韓国民主社会

同盟へと改称。以下、民社同）を組織し、統一運動を展開した288。民社同は米・ソ連のどちらとも条

件付きの特別関係を結ばずに平和統一自主独立を解決することを主張し、また、民主主義社会に対す

る願望や独裁への反対意思をも表明した289。 

 
282 白武は 47年 10月に朝連の書記局長に就任した際、統一について述べた。白武は、南北の単独

政府樹立反対、外国の内政干渉反対、米ソ両軍の撤退要求の三原則の下で自力で統一することを

主張した（朴慶植「解放後における在日朝鮮人の民族的統一運動の再検討」『在日朝鮮人史研

究』第 15号、在日朝鮮人運動史研究会、1985年 10月、99 ～101頁）。 
283 民団 50年史編纂委員会『民団 50年史』、前掲、76頁。 
284 朴慶植「解放後における在日朝鮮人の民族的統一運動の再検討」、前掲、104頁。 
285 南北統一促進協議会『総親和』1955年 2月 15日付（創刊号）、1面。統協は祖国統一独立の実

現のために民族の大同団結、南北を通じた自由総選挙による統一中央政府の樹立、自由総選挙と

祖国の統一独立に対する国際的保障などを統一方策として提示した（南北統一促進協議会「宣言

文」）。 
286 権逸「統協が成立する迄の経過」『総親和』1955年 2月 15日、1面。 
287 民団 50年史編纂委員会『民団 50年史』、前掲、78頁。 
288 民社同は 60年の 4･19革命と李承晩政権の崩壊を受け、同年 5月 20日に解散した。その理由

としては、本国での自由な政治活動が可能になったため外国で政治団体を持つ必要がないこと、

そして統一運動が本国で自由に展開できるようになったため民社同の存在理由がなくなったこと

を挙げている（権逸回顧録刊行委員会『権逸回顧録』育英出版社、1987年）。 
289 権逸「「民主社会同盟」結盟の辞」『祖国への念願』松澤書店、1959年、269頁（初出『統一と

平和』、1956年 3月 1日）。民社同は綱領として①我々は、政治的には抑圧なき社会、経済的に
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また、「第三勢力」として中立的な組織の立場を表明しているが、実際には反共主義を基本として

おり、統一のためにイニシアティヴを握っているのは韓国の政府であるという矛盾した認識を持ち

合わせていた。このような認識は、韓国を民主的な平和統一の活動ができる存在として判断したから

である。民社同のメンバーには在日朝鮮人が本国に対し政治的に主体的であろうとする認識が欠如

しており、そのため在日朝鮮人の統一運動体でありながら韓国の体制のなかでの運動になってしま

った限界が垣間見える。 

 

第 2項 7・4南北共同声明 

・民団の統一運動 

その後、70年代に入って、72年 7月 4日に韓国と北朝鮮は 7・4共同声明290を発表した。このよ

うな統一のための両政府の動きは、韓国と北朝鮮のみならず、在日朝鮮人にも統一への展望や希望を

与えた。民団は同年 7月 7日の第 20回中央委員会で 7・4共同声明を支持する決議文の採択や「統

一問題特別委員会」の設置を行った291。そして、第 38回定期中央大会（76年 3月 31日）において

「第 5次宣言」を発表し、それまで支持していた「国連の方案」から「大韓民国政府の方案」へと支

持を変えながら、「大韓民国政府の統一方案がもっとも平和的であり、民主的であるため、今後にお

いても継続してこの方針を堅持していく」 と表明した292。 

そして、民団は 77年 3月 28日の第 27回定期中央委員会において「平和統一促進本部」を設置293

することを決めた。また、民団の基本方針として平和・繁栄・統一の 3項目を決めるとともに行動指

針を宣布した294。「平和統一促進本部」は、「平和統一促進本部全国代表者会議」（78年 3月 10日開

催）で「統一を達成するための在外国民宣言」を採択したが295、その内容は「勝共」統一や反共の立

場であることを表明し、このような民団の立場は在日朝鮮人社会の分断を強固に維持しようとする

意志が伺えるものであった。 

 

 

搾取なき社会、即ち民主社会主義社会の具現を期する、②我々は、完全なる人権の自由と民主主

義原則に基づく議会主義の達成を期する、③我々は、偏狭、排他的にして、且つ自由と人権を否

定するファシズムと共産主義を含めた一切の独裁主義に反対する、④我々は、民族自決の原則に

基づき、祖国の平和的統一と自主独立の達成を期する、⑤我々は、南北を通じた自由総選挙によ

る統一中央政府の樹立を期する、⑥我々は、統一された祖国が国際的に永世中立化することを期

する、⑦我々は、同志間の相互扶助と在留同胞の生活圏の擁護に寄与する、などの項目を掲げ

た。 
290 祖国統一の原則の下で解決しなければならないという点と、そのための諸問題の解決について 

の内容が盛り込まれている。祖国統一原則は、自主的統一、平和的統一、民族的大団結の三項目

である。 
291 民団 50年史編纂委員会『民団 50年史』、前掲、110頁。 
292 同前、128～129頁。 
293 民団 50年史編纂委員会「平和統一促進本部設置宣言」『民団 50年史』、前掲、359～360頁。 
294 民団 50年史編纂委員会『民団 50年史』、前掲、137頁。 
295 同前、143頁。その項目をみると、①われわれは祖国の平和定着と統一達成に逆行する金日成の

武力赤化陰謀を断乎として阻止する、②われわれは金日成の南侵野慾に迎合する「朝鮮統一世界

支持大会」の国際策動を粉砕する、③われわれは韓国の真正な平和熱望を日本国民が理解し、戦

争先導を駆逐する連帯強化を期するとの内容であった。 
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・総連の統一運動 

他方で総連は 7・4共同声明を受け、北朝鮮の統一政策や統一論を積極的に支持すると共に、民団

には共同支持を提案した296。しかし、総連の提案に対し民団は「朝総連のいかなる提議にも、中央本

部の基本原則が成案する時までは拒否する」との方針に基づいて応じなかった297。 

また、74年を「統一実現の画期的な転換の年」と設定し、同年 4月 1日には総連中央本部に「在

日朝鮮人統一事業促進委員会」を、総連系の全組織には「統一事業部」を設置した298。そして、同年

6月 1日から 9月 30日までの 120日間「祖国の自主的平和統一を促進する愛国運動月間」299運動を

展開するなど、統一運動に一層積極的に取り組むようになった。 

80年代に入ってからは、金日成は 80年 10月 10日に朝鮮労働党第 6回大会の中央委員会において

「高麗連邦共和国」から「高麗民主連邦共和国」へと国号を変えた連邦制を提議した300。81年 1月

12 日、全斗煥は国政演説の中で南北韓の民族的信頼回復、民族間の戦争再発の防止のために南北対

話を無条件に再開することを提議し、金日成主席のソウル訪問、そして金日成の招待に応じる用意が

あるなどの内容を発表した301。これに対し、北朝鮮は全斗煥政権が光州民衆抗争において民衆を虐殺

したことを批判し、それを理由に南北対話を中断させた。総連は「高麗民主連邦共和国」の発表をう

け、80年 11月 30日に「高麗民主連邦共和国創立法案を支持実現するための在日本朝鮮人大会」を

開催した302。また、光州民衆抗争をうけ 80年代になると反米的な態度を強めるとともに、駐韓米軍

撤収、核戦争反対などを掲げた統一運動を展開するようになった303。 

 

・在日朝鮮人社会における統一運動の特徴 

 在日朝鮮人社会における統一運動は、民団と総連が各々の本国の統一政策を受容・支持する形であ

ったため二分化されていたと言える。民団は、統一についての民団の立場を「理論および見解統一」

 
296 総連は 72年 7月 6日に「南北共同声明を支持する在日本朝鮮人中央大会」を、73年 7月 1日

に「祖国統一 5大方針を支持する在日本朝鮮人中央大会」を開催した。また、民団に対しては

72年 7月 5日と 21日の二回にわたって南北共同声明の共同支持を提案し、73年 10月 9日に

は「ひとつの朝鮮で UN加入を要求する在日僑胞 25万名の署名簿」を渡すなど積極的にアプロ

ーチをした。 
297 同前、111頁。 
298 李瑜煥『日本の中の三十八度線－民団・朝総連の歴史と現実』、前掲、99～100頁。 
299 在日本朝鮮人総連合会『総連』在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会、2005年、155頁。 
300 自主性の堅持、自主的な政策の実施、民主主義の実施、民族の大団結を主張するとともに、南

北間の民族経済の自立的発展、文化、科学、教育分野における交流を経済的に発展させることを

も提議した（「朝鮮労働党第 6次大会で行った中央委員会事業総和報告」『労働新聞』1980年 10

月 11日付、9面）。 
301「全大統領、金日成ソウルへ招請」『京郷新聞』1981年 1月 12日付、1面（「全대통령、金日 

  成 서울招請」『京郷新聞』, 1981년 1월 12일자, 1면)。 
302 同前、159頁。 
303「米帝は南朝鮮から直ちに立ち去れ！南朝鮮軍事ファッショ徒党を履きすてよ！」『朝鮮新報縮

刷版』（1980年 6月 26日付（1面）、199頁（「미제는 남조선에서 당장！ 남조선군사파쑈 

도당을  쓸어버리자!」『조선신보축쇄판』, 1980년 6월 26일자(1면), 199쪽）および「米帝 

は南朝鮮から米軍と核武器をもって直ちにされ！」『朝鮮新報』1980年 6月 28日付（1面）、2 

07頁（「미제는 남조선에서 미군과 핵무기를 걷어가지고 당장 물러가라!」『조선신보』, 19 

80년 6월 26일자(1면), 207쪽）。 
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304のなかで「われわれは反共というわが国の国是に一層より忠実であり、大韓民国の勝共統一の理念

をまさにわれわれの理念とするということだ」と明白に表した。このような方針の下に「自由民主主

義の下で実に民主的な代議員制の政治形態として統一し、民主韓国を確立する」こと、そして「国連

の方針に従うとともにその監視下で民主的な南北総選挙をする」ことを統一の方法として規定した

305。基本的に韓国政府の政策やイデオロギーに完全に傾倒した形での統一論である。そして、総連に

おいても状況は変わらない。総連中央委員会の第 1部長を務めていた金炳植は、祖国統一における在

日朝鮮人の役割を「祖国南北半部の人民に比べて補助的な力量である」と評価した306。 

在日朝鮮人社会では、主体的で多様な統一論を発する機会があっても民族団体の主張に埋もれてし

まい、ようやく育ちつつあった統一運動が萎縮してしまう結果になったといえる。その点で民統協、

韓民統、韓統連の運動には独自の意味があると言える。 

 

 

第 2節 民団系在日朝鮮人の統一運動 

第 1項 民族統一協議会（民統協） 

・「民団」と総連の統一運動における「連帯」 

7・4共同声明が発表された 3日後、同月 7日に自守委、民団東京本部、韓青、韓学同が共同で声

明支持歓迎大会を開催し、同年 7月 23日には民団東京本部と自守委が総連と共催し、両東京本部の

大田支部が中心になって「南北共同声明を熱烈に支持する東京都大田地域同胞たちの大会」307が開催

され、8 月 7 日に韓青と朝青（在日本朝鮮青年同盟）の共催で支持大会が開催された308。この大会

は、元民団傘下団体である民団東京本部と総連の東京本部の両支部が 7・4南北共同声明の支持のた

めに共催したが、以後「民団」と総連が共催する大会の皮切りとなった。そして、8月 15日に民団

東京本部と総連東京本部が共同主催で「8･15 27周年を記念し、南北共同声明を支持する東京全体

同胞たちの大会」309などの大会を開催し、互いに祖国のために協力することを決議するなど統一のた

めの和解モードを助成した。 

しかし、このような南北共同声明支持のための「連帯」運動は制限されたものであった。南北共同

声明支持のための「連帯」は、民団や総連の中央本部ではなく傘下団体同士の集会であり、かつ民団

 
304 民団 50年史編纂委員会「理論および見解統一」『民団 50年史』、前掲、96～97頁。「理論およ

び見解統一」は 1968年 3月 28日に開催された第 12回定期中央委員会にて発表された。 
305 同前、101頁。 
306 金炳植「思想・団体所属の差異を超越し、巨族的に団合し、祖国の自主的統一を成し遂げよ

う」『朝鮮新報』1972年 7月 6日、2面。 
307「民統協資料第 1集－民族統一協議会基調報告」『民族時報縮刷版』（1972年 9月 1日付（3

面）、3・4頁）および「60万在日同胞たちは思想、理念、団体所属の差異を超越して民族的に

固く団結しよう」『朝鮮新報』（1972年 7月 26日付、1面）。72年 7月 23日に両民族団体の東

京都大田支部の大会と民団東京本部と自守委が総連と共催した大会が同時に開催されるが、これ

らは別個の大会ではなく同一のものと思われる。 
308 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、2010年 12月 5日、49頁(재일한 

  국청년동맹『재일한국청년동맹 결성 50돌 기념식』,  2010년 12월 5일)。 
309 在日韓国民主統一連合『韓統連 20年運動史』、1994年、13頁(재일한국민주통일연합『한통 

련 20년운동사』, 1994년)。 
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東京本部や韓青は民団の傘下団体から排除されたため本筋の民団と総連の全面的「連帯」ではなかっ

たのである。彼らの動きは、民団側から北朝鮮の武力統一を支持する行動としてみなされた。韓国と

北朝鮮の統一のムードが高まるのとは裏腹に、在日朝鮮人社会の「分断」も依然として強固に残って

いた。 

 

・民族統一協議会の組織 

以上のように制限された運動ではあったが、統一に対する期待が高まる中、民団系在日朝鮮人は先

述した「南北共同声明を熱烈に支持する東京都大田地域同胞たちの大会」の終了後、南北共同声明を

実現する運動を展開するための統一運動母体を組織することに意見の一致をみた。それにより民団

民主化運動を推進した中心人物である裵東湖をはじめ、金尚龍、趙活俊、尹孝同、金栄出の 5人が発

起委員となって準備委員会を構成し、ついには同年 8月 20日に民族統一協議会（民統協）を組織し

た。つまり、7・4 共同声明は、在日朝鮮人に祖国統一という夢を与えた反面、民団系在日朝鮮人に

とっては民団民主化運動から祖国統一運動へと方向転換する契機を与えた310。 

民統協は、その結成にあたって発表した宣言311で「国内より有利な条件を生かして祖国統一の先駆

的使命を受け持って立ち上がった」在日朝鮮人社会の統一への期待と貢献しようとする意志を表明

し、民団の反ファッショ・民主化運動の血の闘争の中で目覚めた主体意識に基づいて組織されたと記

した。また、民族の民主主義的基本権利の確保のために闘うことが南北共同声明の実現につながるこ

と、そのためには反共法などの悪法の廃止を求める運動が不可欠であることを主張し、民団民主化運

動から統一運動へと転換する当為性を打ち出した。 

民統協の結成当時は、反体制運動や反独裁運動などの認識は見えず、民団民主化や民族の民主主義

的権利の抑圧に対する抵抗意識に留まったと思われる。そして、祖国統一における役割を果たすため

に「誤解と不信を解き、思想と理念、団体所属の差を乗り越え」ることを訴え、在日朝鮮人社会の「分

断」を乗り越える意志を打ち出した。反面、韓国と北朝鮮の掲げた 7・4共同声明を支持・支援する

補助的な立場性をも持ち合わせていた。 

 民統協は、この綱領を発表する時点では韓国や北朝鮮の統一政策を支持する立場に留まっていた

ため、統一のための具体的な政策などは打ち出していない。その後、金大中との「連帯」が可視化し

ていく中、金大中が「三段階統一論」の中で主張した連邦制について支持する立場に立ったと思われ

る。民統協は 73年 6月 23日に中央常任委員会を開催し、韓国と北朝鮮の国連への同時加入を示唆

した朴政権の 6・23 宣言を分断固定化であると批判し、反対を表明した312。そして、国連加入は統

一された一つの国家もしくは連邦制が実施された後に単一国号での加入であるべきと主張した。ま

た、裵東湖は談話を通じて統一について自由に議論できるように反共法や国家保安法などを廃止す

べきであると述べた。 

  

 
310 同前、12頁。 
311「民統協資料－宣言」『民族時報縮刷版』1972年 9月 1日付（1面）、1頁。 
312「分断固定化에 절대反対－民統協 裵首席議長담화」（「分断固定化に絶対反対－民統協裵首席 

議長談話」）『民族時報縮刷版』1973年 6月 25日付（1面）、61頁。 
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 ・統一運動のための「連帯」 

 そして、同年 7月 4日に 7・4共同声明発表の一周年を記念して「7・4南北共同声明一周年を記念

し祖国の自主的平和統一促進のための東京地方の同胞たちの大会」を開催し、「東京大会決議文」を

発表した。「東京大会決議文」では、第一に統一を議論するための全民族的協商の実現、単一国号に

よる南北連邦制の実施、国際舞台における南北統一行動を促した。ひいては、祖国の自主的平和統一

に関する在日朝鮮人の主張が韓国や北朝鮮の間に行われる統一議論の中に反映されることや外勢の

内政干渉の排除をも主張し、在日朝鮮人に対し統一運動に積極的に参加することを訴えた313。 

民統協は在日することを有利な立場として受け取り、有利な立場を生かして統一運動に主体的に

関わっていこうとする意志を表し、「海外同胞」として海外「韓国人」や国内の韓国人との「連帯」

を想定した運動を考えていた。その「連帯」活動の一環として「海外同胞会議」を組織し、韓国と北

朝鮮や国連へ代表を派遣すること、そして統一のために韓国や北朝鮮の政党・社会団体の代表と海外

同胞やその団体により構成された「南北政治協商会議」を積極的に提案していくことを表明した314。

民統協の活動を展開していた民団系在日朝鮮人は、統一過程における「海外同胞」の発言権を強く意

識した統一運動を考えていたと言える。 

また、イデオロギー問題が祖国統一に多大な影響を与えていたことを強く認識し、その結果である

在日朝鮮人社会の「分断」を克服しようとする姿勢を窺わせた。また、祖国の分断により将来に対す

る希望や民族の自矜心を喪失したと認識しており315、統一運動を通じて民族意識やアイデンティテ

ィの回復を図ろうとした。 

しかし、先述したように民統協を初めとする民団系団体と総連との連帯が必ずしも両民族団体の

運動として拡大展開されたわけではなく、当時の民団東京本部は民団の傘下団体から排除された状

態であったため「制限された範囲」316で行われた。民統協は、民団東京本部やその大田支部が総連と

共催で 7・4声明支持大会などを開催したことを民団と総連の合作運動として評価しているが、正式

な民団傘下団体としての名分があると言いにくいのが現実であったため民統協自身による評価には

同意できない。民団は総連との連携を拒否していたこともあり、結果的に民団と総連の全面的な連携

へと発展しなかった。むしろ、「心の 38度線」（「마음의 38선」）317を壊したこと、つまり祖国のイ

デオロギーや政治的「分断」、在日朝鮮人社会の「分断」を乗り越えようと試みたこと自体に意義が

あると評価できるのではないか。 

このように民統協は、在日朝鮮人社会の分断を乗り越えようと統一運動において総連と連携した

が、72 年以降の韓国の政治的状況の変化により民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動へと方向転換す

るに伴って統一運動に変化を来したことを指摘しなければならない。その変化の兆しが見えたのが、

73年 3月 1日に開催された「3･1運動 54周年を記念し、南北間の多面的な交流と合作を実現するた

 
313「東京大会決議文」『民族時報縮刷版』1973年 7月 11日付（1面）、69頁。 
314「民統協資料第 1集－民族統一協議会基調報告」『民族時報縮刷版』1972年 9月 1日付(3面)、

3頁。 
315 同前、1頁（1面）。 
316「統一勢力은 하나로 뭉치자-創刊辞를 대신하여」（「統一勢力は一つに固まろう－創刊辞の代

わりに」）『民族時報縮刷版』1972年 11月 21日付(1面)、5頁。 
317「마음의 38선을 깨뜨린 東京大田地域の共同集会」（「心の 38度線を壊した東京大田地域の

共同集会」）『民族時報縮刷版』1972年 12月 1日付（2面）、10頁。 
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めの東京地方同胞たちの大会」である。この大会において民団東京本部団長の鄭在俊は、民団正常化

について言及し、民団正常化運動を弾圧する本国権力に反対し、韓国民主化のために闘争しなければ

ならなくなったと述べた318。この大会が開催された時期は、金大中との「連帯」が既に議論されてい

た時期であったため、先述したように金大中の統一論や韓国民主化運動にかなり共感した時期であ

る。 

 

第 2項 韓民統の統一運動 

・南北連邦制 

韓民統の統一運動は、基本的に民統協のそれと軌を一つにするものであった。統一運動は、韓国民

主化運動の最終目標として設定されていたため、活動目標などは民主化運動と重なることが多くさ

ほど変わらなかった。しかし、民統協が統一を心情的に受け止め、7・4 共同声明を支持・支援する

補助的立場に立っていた反面、韓民統は統一を理論的に定立し、祖国統一の過程において「海外同胞」

の立場で積極的に参加しようとした。 

 韓民統は、統一問題は民族や国土の「分断」を解消することであり、外勢により強制された「民族

的分裂」319である「分断」の悲劇を清算する民族的課題であると認識し、「民族」の自決権に関する

問題であると定義した320。それらを実践するためのものが 7・4共同声明であり、統一は 7・4共同

声明の三原則に基づいて達成するべきであると主張した。そして、統一は「南侵」や「北進」でもな

く、「赤化」や「勝共」でもない最も公正で、正しい民主主義制度下で成就されるべきだとした321。

「南北連邦制」は世界的政治潮流から考えても合理的であり、最も実現性のある統一方案であると認

識していた322。そして「南北連邦制国家」の形成は民族的紐帯を緊密にし平和統一への基盤を構築で

きると評価した323。 

さらに、平和的統一は現存する韓国と北朝鮮の政治体制を維持した状態で対話を通じて信頼を回

復し、統一に関する議論を進め、最終的には民主的手続きにより完成すべきだと認識しており、統一

は「南北連邦制」により漸進的に統一することであって、「南北連邦制」は最も適切な統一方案だと

主張した。この連邦制を通じて統一した後、成立した連邦政府が「非同盟中立的政策」を実施するこ

とはアジアと世界の平和へ貢献することになるという324。70年代には、「南北連邦制」を組織の綱領

 
318 鄭在俊「총련과의 多方面的交流로 民族的大団結을 이룩하자」（「総連との多方面的交流で民族的 

大団結を成し遂げよう」）『民族時報縮刷版』1973年 3月 11日付（3面）、31頁。 
319 裵東湖「7・4共同声明で明らかにされた自主原則の根本理念」『民族時報』1986年 7月 1日

付、2面。 
320「심포지움 “韓日関係와 南北統一問題” －韓国의 民主化와 祖国의 平和統一」（「シンポジウム

『韓日関係と南北統一問題』－韓国の民主化と祖国の平和統一」）『民族時報縮刷版』1976年 7

月 1日付(2面)、434頁。 
321「韓民統제 2회中央委員会報告－当面한 情勢와 우리의 課題」(「韓民統제 2회中央委員会報告 

－当面の情勢と我らの課題」)『民族時報縮刷版』1974年 10月 1日付（2面）、222頁。 
322「韓民統제 3회中委活動과 情勢報告－当面한 情勢와 우리의 課題」(「韓民統第 3回中委活動

と情勢報告－当面の情勢と我らの課題」)『民族時報縮刷版』1976年 2月 1日付（2面）、384 

頁。 
323「韓民統第 2回中央委員会報告－当面の情勢と我らの課題」、前掲。 

324「主張－祖国의 永久分断을 沮止
マ マ

하며 民族의 統一을 実現하자」(「主張－祖国の永久分断を 



94 

 

や活動指針とし、80 年代に入って「南北連邦制」を積極的に在日朝鮮人の民衆に知らせる啓蒙運動

を考えるようになった325。 

韓民統は、基本的に「分断」された民族が二つの体制の下で共存する連邦制に賛成の立場であった。

なぜなら、思想・理念・制度が異なっても血・言語・意識などが一緒である単一民族であるため、制

度の違いを民族の違いとして規定することに拒否感を表していた。その拒否感は、南北の間の思想や

制度の差異を「民族的異質化」として規定するところや、統一問題を「思想や制度の統一」としての

みみているところに問題があるという批判意識でもあった326。すなわち、民族が抱えている問題の根

本的な原因は、思想や制度の差異ではなく、民族の「分断」にあるという認識である。その面で、異

なる制度の下であれ、民族的統一が達成できる連邦制は統一の一つの方法であった327。 

 民団系在日朝鮮人が「南北連邦制」について公式的に言及したのは、73年 6月 23日に朴大統領が

国連に南北同時加盟を内容とする「6・23宣言」を発表し328、これに対抗する形で金日成が単一国号

を「高麗連邦共和国」とする南北連邦制について発表してからである329。韓民統は、民統協の主張と

同様に単一国号で国連加盟をするか、もしくは連邦制を実施した後に連邦名称で加盟するかを主張

した330。そして、統一のために協議を行う組織体の結成をも想定しており、74 年 9 月 21 日に設け

られた韓民統第 2 回中央委員会においては「巨族的な統一協議機構」の構成について言及した331。

この協議体や連邦制については韓国と北朝鮮による政府レベルのみではなく民間をも含む統一協議

が進められることを希望していた。 

 

・統一運動と韓国民主化運動 

しかし、韓民統の運動は、現実的に統一運動より韓国民主化運動に傾いていた。韓民統はもちろん、

民団東京本部、元来統一運動のために結成された民統協さえもが韓国民主化運動を中心に活動をし

たのである。74年に 7・4共同声明発表の二周年を記念して「南北共同声明発表二周年を記念し朴売

国政権の反統一ファッショ策動を糾弾する在日韓国人大会」を開催した。この名称からも窺えるよう

に、朴政権を反統一勢力として規定し、反朴政権運動や統一を達成するための運動の一環として位置

付け韓国民主化運動に傾注したことが分かる。 

この大会では 7項目の決議が表明された332。その決議は、①「二つの韓国」に反対し 7・4共同声

明の履行を要求、②外勢の退去の要求・自主的統一への干渉に反対する、③維新憲法と緊急措置の廃

 

沮止
マ マ

し、民族の統一を実現しよう」)『民族時報縮刷版』1981年 7月 5日付（1面）、1085頁。 
325 同前。 
326 裵東湖「7・4共同声明で明らかにされた自主原則の根本理念（下）」『民族時報』1986年 7月

11日付、2面。 
327 裵東湖『愛国論』民族時報社、1975年、197頁。 
328「朴大統領特別宣言全文」『京郷新聞』1973年 6月 23日付、1面(「朴大統領特別宣言全文」 

『京郷新聞』, 1973년 6월 23일자, 1면)。 
329「大民族会議를 招集 高麗連邦共和国으로」（「大民族会議を招集高麗連邦共和国」）『民族時 

報縮刷版』1973年 7月 1日付（1面）、63頁。 
330 裵東湖「分断固定化에 절대反対」(「分断固定化に絶対反対」)『民族時報縮刷版』1973年 6 

月 25日（1面）、61頁。 
331「韓民統第 2回中央委員会報告－当面の情勢と我らの課題」、前掲。 
332「大会決議文」『民族時報縮刷版』1974年 7月 11日付（1面）、191頁。 
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止や政治犯の釈放を要求する、④日本の経済的侵略と日韓経済癒着を糾弾する、⑤韓国政府に対して

は金大中の出国許可や日本に対して金大中の原状回復を要求する、⑥日本政府に対し日本人政治犯

の釈放のために努力することを要求する、⑦在日朝鮮人に朴政権打倒や 7・4共同声明を実現し統一

運動に参加することを訴える、などである。 

また、83年度に出された韓民統の第 2宣言では、統一運動の二つの側面を取り上げている333。第

一に「統一を遅延し、分断の固定化を画策する外勢と国内ファッショ勢力の反統一策動の粉砕」を挙

げており、第二には統一運動において「統一の道を主動的に探究し、開拓すること」であると記して

ある。これらは、統一運動と民族自主運動、民主化運動を一つで繫がった課題であり、そのため統一

運動は反外勢反独裁運動と分離して進めることはできないという認識に基づいている334。このよう

に韓民統の運動は、常に統一運動を認識していたが、韓国民主化運動を中心とする組織活動になって

しまったことは残念といわざるを得ない。 

  

第 3項「先民主・後統一」と「先統一・後民主」をめぐる論争 

・韓民統の立場－「先民主・後統一」 

韓民統の統一運動を評価する際の判断基準になり、また批判の種にもなったのが統一運動と民主

化運動の後先の問題である。この問題は、「先民主・後統一」を方針としてあるいは、「先統一・後民

主」を方針に運動を展開するかの問題であった。先述したように韓国や海外における韓国民主化運動

の主要論点の一つであり、韓民統が韓民連の運動を展開する際にも足枷となった。裵東湖は韓民統の

運動が「先統一・後民主」であるという疑惑や批判に対し、コラムを通じて釈明した。それは裵東湖

が 4回にわたって掲載したものであり、「朴独裁の韓民統に対する謀略と陰謀策動を糾弾する」とい

うタイトルがついている。裵東湖は韓民統が「先統一・後民主」であると活字化されたのは『韓国通

信』の 76年 9月 20日付の第 10号が初めてであると指摘した335。また、「先統一・後民主」は要領

の得ない話であり、それが韓民統の方針として間違って知られていると指摘し、そして韓民統は結成 

当初から「先民主・後統一」や 7・4共同声明の精神を堅持していると反論した336。 

ここで注目したいのは、韓民統が組織改編して韓統連になった時の「先民主・後統一」と「先統一・

後民主」に対する立場である。すなわち、韓統連が 70年代に韓国民主化運動勢力の内部で統一と民

主化の後先問題をめぐり論争になったことを批判する立場を取ったことだ。韓統連は、70 年代の韓

国民主化運動が「先民主・後統一」論に集約されていることに限界があると指摘した337。また、韓国

 
333 在日韓国民主統一連合『韓統連 20年運動史』、前掲、123頁。 
334 同前。 
335 裵東湖「朴독재의 한민통에 대한 모략과 음모책동을 규탄한다②」（「朴独裁の韓民統に対す

る謀略と陰謀策動を糾弾する②」）『民族時報縮刷版』1978年 2月 11日付（2面）、656頁。 
336 裵東湖「朴독재의 한민통에 대한 모략과 음모책동을 규탄한다①」（「朴独裁の韓民統に対す

る謀略と陰謀策動を糾弾する①」）民族時報縮刷版』、1978年 2月 1日付（2面）、650頁。 

「朴독재의 한민통에 대한 모략과 음모책동을 규탄한다③」（「朴独裁の韓民統に対する謀略と

陰謀策動を糾弾する③」）『民族時報縮刷版』、1978年 3 月 21日付（2面）、670頁。「朴 

독재의 한민통에 대한 모략과 음모책동을 규탄한다④」（「朴独裁の韓民統に対する謀略と陰 

謀策動を糾弾する④」）『民族時報縮刷版』1978年 4 月 11日付（2面）、678頁。 
337 在日韓国民主統一連合『祖国の自主的平和統一のために』、1989年、96頁。 
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の民主化があって初めて統一が実現できるという考え方は、朴政権が韓国の民主化と統一の両方を

阻害している状況下で、民主化と統一との相互関係を切り離したがため民主化の概念・主体・運動方

向そのものに徹底性が欠け、統一運動を論議と宣言の次元に留めてしまたったと批判している338。こ

のような批判は、自らの運動を「先民主・後統一」であると明白にしていた韓民統や裵東湖との立場

とは異なるものである。 

 

・「先民主・後統一」の立場を表明した理由 

韓民統が自らの運動を「先民主・後統一」と表明したのは、当時韓民統に対する批判を回避するた

めのものだと思われる。当時、70 年代には統一を口にすると反共法により弾圧され、特に朴政権に

よる韓民統に対する牽制が強かった。そしてキリストネットワークを通じて韓国民主化運動を展開

した呉在植が韓民統と総連との関係などを疑う内容を日本のキリスト教系の新聞に投稿し339韓民統

に対する警戒や批判を露骨的に表したことで海外運動勢力の中で強まった。このような一連の状況

が韓民統を圧迫し、組織の運動のために立場を明確に表明しなければならなかったと思う。 

民団系在日朝鮮人にとっては、祖国統一運動と韓国民主化運動は同じ線上にあるものであったの

だ。それは、民統協や韓民統が統一運動を常に韓国民主化運動と並行して展開したことからも窺える。

民統協は、「民主主義的諸般権利を確保することにより、はじめて民族の総和が実現し、民族全体が

統一偉業に立ち上がれる」340と述べた。また、韓統連は過去の民統協時代の運動を「民団自主化・民

主化闘争を展開する過程で覚醒された民団同胞たちは民主化運動を祖国統一運動と決付
マ マ

するように

なった」341と評価した。 

これらの主張には民主化と統一を後先の問題ではなく、密接で切り離せないものとして認識して

いたことがうかがえ、運動の展開においても民団民主化運動、韓国民主化運動、統一運動を同一線上

において考えたのである。韓民統は、朴政権の独裁体制が崩壊し、民主憲政が回復されるとき、北朝

鮮の共産主義者との民族的な和解を成し遂げることができ、それにより思想、理念と制度を超え、民

族的に大団結し、統一できるとの認識を有していた342。つまり韓国民主化運動は、統一に至る過程に

ある運動として考えたためである。しかし、韓民統は 70～80年代の運動においては金大中救援運動

や韓国民主化運動に傾倒してしまったことをみると、統一運動の展開が韓民統が認識したように展

開されたとは言えない。 

  

 
338 同前。 
339 呉在植は、匿名で「日本韓民統の友たちに」というタイトルの手紙を『韓国通信』（第 10号、

1976年 9月 20日付）に投稿した（金サンホが、呉在植に宛てた手紙（1977年 7月 21日付）

をみると、呉在植が書いた手紙であるという記述があった（韓国国史編纂委員会の同志会の寄贈

資料）。この手紙は、米国の『新韓民報』（1977年 1月 13日付、26～27頁）に転載され、当時

の海外「韓国人」の韓国民主化運動勢力の間に韓民統に対する警戒を深めた。 
340「民族統一協議会基調報告」『民族時報縮刷版』1972年 9月 1日付（4面）、4頁（韓国語版は、

3頁）。 
341 在日韓国民主統一連合『韓統連 20年運動史』、前掲、12頁。 
342 同前、115頁。 
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・統一運動における限界 

韓民統は在日朝鮮人社会の大団結を呼びかけていたが、実際の運動において実践されることはな

かったことも指摘しなければならない。韓民統が組織されてからは、総連と連帯して統一運動を展開

することできず、在日朝鮮人社会の「分断」を解消することができなくなった。その理由として考え

られるのは、金大中との「連帯」であり、金大中が提案した組織結成のための基本 3原則の影響をう

けたと言える。基本 3原則でもうかがえるように、金大中は民団系在日朝鮮人が反共主義の立場に立

つことを要求し、先述したように韓民統の金鐘忠に宛てる手紙のなかでも反共主義の立場について

念を押した343。韓民統は、祖国統一運動において有利な条件であった「総連系在日朝鮮人との連帯」

を続けることができなかった344。金大中との「連帯」は、日本における韓国民主化運動の展開や韓民

統の運動が韓国および海外民主化勢力との「連帯」する契機を与えた反面、在日朝鮮人社会の「分断」

を克服する力にはなれず、韓民統の運動の限界として作用したと言わざるを得ない。 

 

第 4項 統一運動のための組織－「在日韓国民主統一連合」への組織改編 

・再び統一運動 

 80年代に入って再び統一に関する議論が行われ始めた。82年には全斗煥は統一機構である「民族

統一協議会議」（仮称）の設置や 7項目の統一方案を柱とする「1・22宣言」を発表し、北朝鮮は「高

麗連邦制」の実施を改めて主張した345。 

韓民統は、7・4共同声明を基本精神とし、連邦制を主張するなどの基本的な主張は 70年代と変わら

ず、80 年代にも一貫して主張した。韓民統や韓民連などの海外の韓国民主化勢力は、81 年 6 月 28

日、29日に第 4回民族統一シンポジウムを開催し、「民族統一のための第 3宣言文」を発表した。こ

の宣言文には、7・4 共同声明が統一の基本方針になること、南北連邦制による統一、韓国社会にお

ける民主主義の回復などを主張する内容が盛り込まれた346。 

民主化が「達成」された翌年の 88年から、韓国内の民主化運動勢力の中でオリンピックの南北共同

開催の要求や統一運動に火がついた347。一方で韓民統は、「自主・民主・統一のための 100日間運動」

を展開することを活動方針とするなど、韓国内の大学生らによる統一運動を支持・支援する運動を展

 
343 金大中が金鐘忠に宛てた 1975年 6月 21日付の手紙（『金大中－金鐘忠の書簡集』延世大学校金

大中図書館）。 
344 趙基銀「韓国民主化運動への参加に見る在日朝鮮人のアイデンティティ－民団系在日朝鮮人を

中心に」『言語・地域文化研究』第 17号、2011年 3月、22～23頁。金大中の提案した 3原則

については、「金大中선생과 韓民統과의 関係에 대하여-声明文」（「金大中先生と韓民統との関

係についての声明文」）『民族時報縮刷版報』1980年 10月 1日（2面）、1002頁。 
345「南北韓統一憲法制定しよう」『京郷新聞』（1982年 1月 22日付、1面）及び「朝鮮民主主義 

人民共和国の副主席であり、祖国平和統一委員会の委員長である金イル同志が談話を発表」『労 

働新聞縮刷版』1982年 1月 26日付（1面）、151頁（「조선민주주의인민공화국 부주석이며 

조국평화통일위원회 위원장인 김일동지가 담화를 발표」『노동신문축쇄판』1982년 1월 26 

일자）。 
346「連邦制에 의한 祖国統一을！」（「連邦制による祖国統一を！」）『民族時報縮刷版』1981 

  年 7月 5日付（1面）、1085頁。 
347 88年 3月 29日に韓国のソウル大の総学生会長選挙において会長候補が北朝鮮に向けて公開書

簡を発表したことを契機に民主化運動に祖国統一の運動が展開され始めた。 
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開した。また、韓国社会の統一運動が路線を変えつつあったこと、韓国民主化運動が部分的で外形的

な民主化ではあるものの一定の成果を見出したこともあって韓民統は運動方針を統一運動へと重点

を移していった。 

 

・在日韓国民主統一連合へと組織改編 

韓国で 89年 1月に全国民族民主運動連合が結成され統一への関心が一層高まるなか、韓民統は組

織改編を行い統一運動へと路線転換することを表明した。韓民統の路線転換は、韓国内の運動の流れ

に沿う結果でもあったが、韓民統の運動の流れによる変化でもあったといえる。韓民統は、韓国が民

主化された後、自主的な祖国統一を達成することが民族民主運動の完成であると認識したため348、韓

国の民主化が「達成」された時点で統一運動へと路線転換することは民族民主運動の最後の段階に踏

み込むことであった。反面、別の意味では韓国民主化運動に重点をおいて活動した韓民統が統一運動

を行うことは、弱体化した組織が存続する名分を保持できる側面もあったと思われる。 

89年 2月 12日の韓民統の第 15次拡大中央委員会において綱領を採択し、組織改編により在日韓

国民主統一連合（韓統連）が生まれ、未完成である韓国民主化運動や統一運動を展開することを活動

方針とした349。韓統連が民主化運動と統一運動を併行して展開したのは、韓民統の活動を引き継いだ

形ではあるが、統一に中心をおいていた。民団系在日朝鮮人は民統協から韓民統へ、そしてまた韓統

連へ組織を改編しながら活動し、その活動は統一運動から韓国民主化運動へ、そして再び統一運動へ

とその軸を変えながら運動を展開したのである。韓国で韓民統を祖国統一運動団体として位置付け

られる傾向があるが、韓民統の実質的な活動は韓国民主化運動であったと言える。 

韓統連は、引き続き海外民主化運動勢力と「連帯」する形で運動を展開していた。また、自らの運

動を中立的活動として位置付けていた。韓統連は、89 年 2 月 12 日に行われた運動の総括報告にお

いて、統一運動における立場として南北どちらにもかたよらず、第三者の立場であることを主張し350

祖国の政治的状況に対して中立的であろうとし、海外民主化勢力という立場を堅持しようとした。 

韓国において「祖国の平和と統一のための汎民族大会」の開催が予定されると、韓民連は 89年 2月

6 日に緊急中央委員会を開き、「汎民族大会海外推進本部」を設置することや、日本、米国、ヨーロ

ッパ地域の本部結成を推進することを決めた351。韓統連は、同年 3 月 1 日に海外推進本部の設置に

「連帯」して韓青、在日韓国民主女性会、在日韓国人政治犯救援家族・僑胞会と一緒に「日本地域推

 
348「主張－在日同胞は韓統連に堅く結集して自主統一運動を力強く前進させよ」（「主張－재일동포 

는 한통련에 굳게 결집하여 자주통일운동을 힘차게 전진시키자 」）『民族時報』1989年 3月 

1日付、1面。 
349 韓統連の綱領は①われわれは外勢に反対し、民族の自主権を争取するため積極的に活動する、

②われわれは軍部独裁を完全に清算し、真の民主化のため積極的活動する、③われわれは民族分

断の悲劇史に終止符を打ち、国の自主的統一を実現するため献身奮闘する、④われわれは反戦・

反核運動を積極推進して韓半島を非核地帯化し、非同盟中立化を定着させるため努力する、⑤わ

れわれは在日同胞の民族的権益を擁護し、全ての海外同胞と自主民主統一のための連帯をより強

化する、⑥われわれは自主・民主・平和の理念に立脚し国際連帯運動を一層強化する、などの 6

項目である（在日韓国民主統一連合「韓統連綱領」『韓統連 20年運動史』、1994年、134～138

頁）。 
350「韓民統十六年間の運動総括報告」『民族時報』1989年 3月 1日、2面。 
351「第 2期第 7次韓民連中執委開催」『民族時報』1989年 2月 11日、1面。 
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進本部」結成のための準備委員会を発足させた。そして同月 30日に「汎民族大会日本地域推進本部」

を結成した。そして、90年代に入ってからは統一運動のために韓国、海外の「祖国統一汎民族連合」

と連帯しながら、運動を展開した。 

  

第 5項「分断」されない民族－祖国統一の当為性 

・「愛国論」 

民団系在日朝鮮人 1 世、特に韓民統の中心メンバーは韓国民主化運動の最終段階として祖国統一

を設定して統一を主張し、統一運動を展開する際、なぜ統一が必要なのかその当為性を主張しつづけ

た。7・4 共同声明は民団系在日朝鮮人が統一運動を展開する際、統一の基本原則または理念とみな

された。民団系在日朝鮮人にとって 7・4共同声明の基本原則の一つである民族大団結は、政治的・

イデオロギー的「分断」という現実の問題を乗り越え統一するための基本前提でもあった。そして民

族大団結は民族理念であり、そのため民族は大団結のために重要要素であった352。朝鮮半島のように

地理的・政治的・イデオロギー的に「分断」されている状況の中で、民族は「分断」されない存在で

あった。なぜならば民族は、血・言語・意識など民族的共通性を有しており、それに基づいた紐帯関

係があるためである。韓民統は、民族的共通性が「分断」された祖国を再び結合してくれる強力な力

になると認識していた353。 

ここでは裵東湖の「愛国論」354から、民団系在日朝鮮人の運動において民族はどのような意味を有

していたのかをみてみよう。裵は『民族時報』に連載コラムとして「愛国論」を掲載し、韓国民主化

運動や統一運動を展開する際の運動の思想や意義などについて述べた。この「愛国論」からは民団系

在日朝鮮人 1 世の認識や韓民統の活動における基本思想がうかがえる。また、裵東湖の「愛国論」

は、『民族時報』に掲載された 75年には「愛国の思想」として韓青の青年たちが武装しなければなら

に思想として受けとめられるようになった355。 

「愛国論」は韓青の教育資料として使われていた。韓青の機関誌である『先駆』に裵東湖の「愛国

論」の内容が「愛国の道」というタイトルで掲載された356。裵東湖は、「愛国の「4 月の若き獅子運

動」の思想的根源として、また「愛国の思想」を闘争の正しい指針としてうけとめることを主張した

 
352 裵東湖「7・4共同声明で明らかにされた自主原則の根本理念（上）」『民族時報』1986年 7月 1

日付、2面。 

353「主張－祖国의 永久分断을 沮止
マ マ

하며 民族의 統一을 実現하자」(「主張－祖国の永久分断を 

沮止
マ マ

し、民族の統一を実現しよう」)『民族時報縮刷版』、前掲。 
354 裵東湖は 1975年 2月 3日の韓民統幹部研修会にて「愛国論」について講演し、さらに翌月の 3

月 21日付から 7月 1日付まで総 9回にわたって「愛国主義の基本」というタイトルのコラムと

して『民族時報』に掲載された。このコラムをまとめて韓国版の『愛国論』（民族時報社、1975

年）のタイトルで同年増補版として刊行された。日本語版は『愛国論－韓国民主化と民族統一の

理念』（民族時報社）のタイトルで 1988年に刊行された。 
355 韓青の委員長である金君夫は、韓青結成 15周年を迎えて発表文を出しており、その発表文のな

かで「建国・帰国」思想の精神的支柱は「愛国思想」であると述べた（「韓青創建 15周年を迎

えて」『民族時報縮刷版』1975年 11月 11日付（2面）、360頁）。 
356 裵東湖「愛国の道（Ⅰ）」『先駆』第 4号、在日韓国青年同盟中央本部常任委員会、1976年 2

月、14頁。 
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357。さらに、韓青の第 12回冬期講習会（76年 2月 14～16日）にて裵東湖は「愛国の思想」に基づ

いた「愛国闘争」について講演するなど、「愛国」の重要性を韓青のメンバーに植え付けた358。韓民

統が青年団体の韓青に何を求めていたのかを知り得るものでもあると思う。 

裵は、民族の特徴を「永い歳月をへて形成された歴史的な人間関係の一つの単位として、一連の確

固とした共通性に、なによりも同じ血統と同一言語のきずなによって結合された強固な人間集団と

いうところにあ」り、民族は「すべての人間関係の最高の位置にあって、価値体系においてもまた、

決してゆるぎない位置を占める強固な結合体である」と定義した359。裵の主張には、「単一民族」思

想が存在しており、「分断」された祖国において民族はイデオロギーや思想などを超えられる存在と

なっている。 

また、祖国は「民族的な人間の集団によって形成、守護され、その歴史が創造されるものであ」り、

民族という鉄の柱に支えられるものであった360。その民族の尊厳を守るためには、自決の権利が重要

である。裵は、この自決の権利を脅かす外勢の侵害を許さない断固とした立場に立つことが民族を愛

し、祖国に奉仕する真の愛国があると主張した361。 

民族の核は民衆であり、民族はいつもその主体的な実体である民衆で代表されなければならない

と指摘した362。そのため民団系在日朝鮮人が民衆を抑圧し、軍事的に・経済的に外勢に依存し、統一

を妨げる独裁・軍部政権と闘うことは、民族的に生きることであり、「愛国」の行為であるのだ。裵

にとって「愛国」は、国家に対するものではなく民族により構成された祖国に対する行為であったと

いえる。 

そして、「愛国」は韓国という空間で行われるものであった363。裵は、民団系在日朝鮮人に対し民

族として「愛国」することを促しながら、韓国人としての立場を自覚させている。これは精神的に民

族を希求しながら「韓国という現実」を見据え、韓国人として韓国の抱えている諸問題のために闘う

際、韓国というテリトリーの中で韓民統の活動を展開していくという意志表明である。これは見方を

変えると、民団系在日朝鮮人が韓国人として、元民団員として韓国の制度圏内の運動展開であること

を対外的に明白に表したものとも解釈できる。 

また、裵の「愛国」の定義には、祖国を身近な存在として認識していることがよく現れている。裵

は「愛国」を「祖国という実在の対象との関係の中で生き、行動する人間の具体的な想念が現れる過

程」であると規定した364。裵にとって祖国は現実にあるものであり、人間は祖国との関係により生き

るものとして見ていた。ここには、2・3 世の在日朝鮮人青年との間に違いが存在し、それは祖国を

経験した 1世と祖国を肌で感じたことのない 2・3世の在日朝鮮人青年とのギャップが見えうかがえ

る。 

 
357 同前。 
358「民族統一앞당기자」（「民族統一早めよう」）『民族時報縮刷版』1976年 2月 21日付（5 

面）、391頁。 
359 裵東湖『愛国論－韓国民主化と民族統一の理念』、前掲、66～67頁。 
360 同前、67頁。 
361 同前、72頁。 
362 同前、86頁 
363 裵東湖『愛国論』民族時報社、1975年、134頁。 
364 裵東湖『愛国論－韓国民主化と民族統一の理念』、前掲、5頁。 
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・「民族」 

ここで民団系在日朝鮮人における「民族」の問題を見よう。「民族」は、韓国民主化運動や統一運

動を展開する際、抵抗の力となった。先述の「8・13事件」において、韓国政府や民団により国籍を

理由に韓民統や海外「韓国人」の「連帯」および韓国民主化運動の当為性を否定された時、「民族」

は韓民統や海外「韓国人」に当為性を与えた。特に、民団系在日朝鮮人は旧宗主国の日本に生きてお

り、日本国家や社会における在日朝鮮人が抱えている民族的不条理と闘う思想となった。 

しかし、「民族」に「単一」という単語が付いた時、排除の論理が含まれる。例えば、日本人との

結婚により「純粋」な血を継いでいない、もしくはウリマル（朝鮮語）を知らない在日朝鮮人を排除

することになるため「差別」となり得る。これは日本社会で「差別」されながら民族の名をもって新

たな「差別」をつくってしまう結果になったと言える。つまり、裵東湖の統一の当為性として掲げた

「単一民族」には、世代の壁をつくり、民団系在日朝鮮人の間に「分断」を生み出す危険性が潜んで

いる。ひいては、日本社会において差別される在日朝鮮人が差別される在日朝鮮人をさらに「差別す

る」状況を生み出しかねないのだ。 

このように「単一民族」が問題を抱えているにもかかわらず、日本において、祖国の朝鮮半島にお

いても在日朝鮮人が「民族」を中心に団結せざるを得ない差別、「分断」状況があるのも見落とせな

い事実であろう。その状況を打開するために「単一民族」として団結しようとしたかも知れない。ま

た、民団系在日朝鮮人が運動を展開する際に原動力になったのだろう。 

民団系在日朝鮮人が「単一民族」の構成員として民族的に生きるために、韓国語や韓国史を勉強し、

そして祖国と民族のために闘う。つまり、「愛国」することで「単一民族」の構成員となるといえる。

そのため民団系在日朝鮮人にとって、韓国民主化運動や祖国統一運動は「愛国」の行為の表れである

といえる。 
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小括 

 

 在日朝鮮人社会では早い時期から統一に関する議論や「左右合作」による統一のための運動組織体

が現れた。72年 7月 4日に韓国と北朝鮮は 7・4共同声明 を発表すると、このような両政府の動き

は、韓国と北朝鮮のみならず、在日朝鮮人にも統一への展望や希望を与えた。在日朝鮮人社会には、

祖国統一に対する期待が高まった。 

 在日朝鮮人社会における統一運動は、民団と総連が各々の本国の統一政策を受容・支持する形であ

ったため二分化されていたと言える。また、在日朝鮮人社会では、主体的で多様な統一論を発する機

会があっても民族団体の主張に埋もれてしまい、多様な統一運動の芽を摘んでしまった。 

 7・4 共同声明を受け、民団系在日朝鮮人は祖国統一運動を推進する組織体として民統協を結成し

た。民統協は、「国内より有利な条件」を生かして統一運動を展開しようとしたが、韓国や北朝鮮の

統一政策を支持する立場に留まっていたため、統一のための具体的な政策などは打ち出さなかった。 

 民統協は、祖国のイデオロギーや政治的「分断」、在日朝鮮人社会の「分断」を乗り越えようと試

み、その一環として総連と「連帯」運動を展開した。しかし、民団系在日朝鮮人は韓国の政治的状況

の変化から韓国民主化運動へと方向転換した際、金大中との「連帯」により総連との「連帯」がそれ

以上はできなくなった。 

 だが、韓国民主化運動への転換により韓民統が結成されてからも、韓国民主化運動の最終目標とし

て祖国統一を設定し、統一運動を展開した。韓民統の統一運動は、基本的に民統協のそれと軌を一つ

にした。民統協が統一を心情的に受け止め、7・4 共同声明を支持・支援する補助的立場に立ってい

た反面、韓民統は統一を理論的に定立し、祖国統一の過程において「海外同胞」として積極的に参加

しようとした。 

 さらに韓民統は、統一問題を民族や国土の「分断」を解消する道として受け止め、外勢により強制

された「民族的分裂」 である「分断」の悲劇を清算する民族的課題であると認識し、「民族」の自決

権に関する問題であると定義した 。統一方案としては、「南北連邦制」を主張した。韓民統は、統一

運動と民主化運動の後先の問題において韓民統の運動が「先統一・後民主」であるという疑惑や批判

を受けたが、「先民主・後統一」の立場であることを明白にした。80年代に入って、光州民衆抗争を

契機に韓国社会に反米主義が強まったことで、統一問題も反米的視点から認識するようになり反外

勢の立場で米国の干渉を排除することやチーム・スピリット訓練を反対することを主張した。 

韓国民主化が達成され、89 年に入って統一への関心が一層高まるなか、韓民統は組織改編を行い統

一運動団体である韓統連を誕生させた。韓統連は、未完成である韓国民主化運動や統一運動を展開す

ることを活動方針としたが、運動の中心は統一運動であった。 

 民団系在日朝鮮人 1 世、特に韓民統の中心メンバーは韓国民主化運動の最終段階として祖国統一

を設定して統一を主張し、統一運動を展開する際、なぜ統一が必要なのかその当為性を主張しつづけ

た。統一の当為性を語る際、朝鮮半島のように地理的・政治的・イデオロギー的に「分断」されてい

る状況の中で、民族は「分断」されない存在であるため、イデオロギーや制度を乗り越え統一すべき

であると主張した。また、血・言語・意識など民族的共通性が「分断」された祖国を再び結合してく

れる強力な力になると認識していた 。 

 裵東湖は「愛国論」の中で、「愛国」を国家に対するものではなく民族により構成された祖国に対
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する行為であると定義した。そして、「愛国」は韓国という空間で行われるものであった 。裵は、民

団系在日朝鮮人に対し民族として「愛国」することを促しながら、韓国人としての立場を自覚させて

いる。これは精神的に民族を希求しながら「韓国という現実」を見据え、韓国人として韓国の抱えて

いる諸問題のために闘う際、韓国というテリトリーの中で韓民統の活動を展開していくという意志

表明である。 

 しかし、民族的共通性は「単一民族」神話と繋がっているため、「差別」の論理を含んでいる。裵

東湖の統一の当為性として掲げた「単一民族」は、民団系在日朝鮮人の間に世代的「分断」をうみだ

してしまったといえる。 

民団系在日朝鮮人が「単一民族」の構成員として民族的に生きるためには、韓国語を勉強し、韓国の

歴史を勉強し、祖国と民族のために闘うこと、つまり「愛国」することが求められる。そのため韓国

民主化運動や祖国統一運動は、民団系在日朝鮮人にとって「愛国」の行為の表れであるのだ。 
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第 4章 海外在住／滞在「韓国人」との「連帯」－反共主義の壁 

  

 1970～80年代の韓国民主化運動は、韓国はもちろん海外においても展開された。その主な地域は

日本、米国、ドイツ、フランスなどである。日本地域においては民団民主化運動から派生した韓民統

を初めとする民団系在日朝鮮人団体、在日朝鮮人政治犯の救援活動を展開した日韓連帯（市民連帯）

があり、そのほかに在日キリスト者らが個別的に、または連帯して運動を展開した。それ以外の地域

は、各地域に在住／滞在する「韓国人」の知識人や留学生、労働者、キリスト者らが中心になって運

動を展開した。特に、キリスト教ネットワークは韓国を初めとする各地域のキリスト者間の情報や運

動方針を共有するなど運動において歩調を合わせながら運動を展開した。このようなやり方は、散発

的な運動を糾合するなど大きな役割を果たした。反面、キリスト者の反共主義が反映された運動であ

って、北朝鮮（北韓）に対する認識やそれをめぐる葛藤が内在していたため、限界を抱えていた運動

であったと言わざるを得ない。 

海外の韓国民主化運動に関する研究の多くは、主に上記のキリスト教ネットワークに注目したも

のである。第 3 章では、「民主民族統一海外韓国人連合」（韓民連）における韓民統の活動を見てい

く。韓民連は韓民統が各国の運動団体と「連帯」するなかで、その連合体として結成された団体であ

り、非キリスト教ネットワークであり、かつ各国で個別的に行われた運動を連合する目的があった。

これまでは、韓民連の運動は、海外の運動当事者や運動団体の活動の中で言及される程度で、詳細に

取り上げられることは少なかった。かつ、韓民統の運動という側面では、考察されたことはほとんど

なかった365。 

この章では、韓民連の活動を通じて韓民統の海外「韓国人」との「連帯」を見ていく。その際、キ

リスト教ネットワークの反共主義、そして反共主義に基づいた韓民統に対する認識が韓民連の活動

にどのような影響を及ぼしたかに焦点を合わせる。第 1節では、まず各地域における運動を個別的に

概観する。この作業は、70～80 年代における海外滞在／在住「韓国人」の運動状況を把握すること

になる。第 2節では韓民連の結成や活動について考察する。韓民連の「連帯」の実状と活動を見てい

くことによって、海外の韓国民主化運動における韓民統の位置づけやその意味を考察する。第 3節で

は、韓民連の運動を再構成し、韓民連の内部に存在する韓民統に対する認識や警戒を反共主義と関連

してみる。海外「韓国人」の中にはキリスト者が多く、反共主義が根深かく存在している。韓民連活

動をする海外「韓国人」は、北朝鮮との関係が疑われている韓民統をどのように認識しており、反共

主義が韓民連の活動に及ぼす影響について考察する。第 4節では、韓民連の結成を妨害するために会

議場に乱入した民団青年側と韓民統側とが衝突した 8・13 事件の時、駐日大使は韓国民主化運動に

参加する資格として国籍をあげ、海外の居住国の国籍をとっている「韓国人」の韓国民主化運動を否

定しようとした。8・13事件をつうじて「韓国人」は誰なのかを問いかける。 

 

  

 
365 趙基銀「在日朝鮮人と 1970年代の韓国民主化運動」（『言語・地域文化研究』第 12号、東京外

国語大学大学院博士後期課程論叢、2006年 3年）で、韓民統の海外の韓国民主化運動団体との

間の連合体として紹介されている程度である。 
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第 1節 海外における韓国民主化運動－日本、米国、西ドイツを中心に 

 

 韓国民主化運動は、米国、西ドイツ、フランスなどに在住／滞在する「韓国人」により展開された。

各地域における運動はそれぞれ異なる様相を帯びており、運動の性格や運動勢力の反共主義に対す

る態度や認識などが異なっていた。この節では、日本、米国、西ドイツを中心に各地域の韓国民主化

運動勢力や団体の運動について再構成し、それぞれの運動の性格などを分析する。 

  

第 1項 日本地域 

 日本における韓国民主化運動は、在日朝鮮人中心のグループと日本人中心のグループとに分けら

れる。在日朝鮮人中心のグループは、「在日朝鮮人政治犯」救援運動、民団民主化から発生したグル

ープ、在日朝鮮人政治犯の家族の活動、そして在日朝鮮人キリスト教界の活動に分けられる。日本人

中心のグループは、在日朝鮮人政治犯救援活動をしていた日韓連帯（市民連帯）運動グループである。 

まず、在日朝鮮人政治犯は韓国で朴政権によってスパイ容疑で捕まった在日朝鮮人であって、韓国で

民主化運動に参加したケースと朴政権のスパイねつ造事件に‘利用’されたケースに分けることがで

きる。そして在日朝鮮人中心のグループは、元来民団の傘下機関であったが、民団の分裂の過程で民

団民主化運動に加わることになった民団系団体であって、民団から除名されるか、自ら民団を離れ、

韓国民主化運動の中心団体として行動を共にした民団自主守護委員会（以下、自守委）、民団東京本

部、民団神奈川県本部、大韓婦人会東京本部（以下、婦人会）、在日韓国青年同盟（以下、韓青）、在

日本韓国学生同盟（以下、韓学同）、民統協などの団体である。そのほかに、朴政権の金大中拉致事

件をうけて結成されたのが金大中先生救出対策委員会（以下、金大中救出委員会）、在日朝鮮人スパ

イ事件の被害者の家族が結成した在日韓国人政治犯を救援する家族・僑胞の会（以下、家族・僑胞の

会）などがある。 

 

・民団系在日朝鮮人－「在日朝鮮人政治犯」 

まず、「在日朝鮮人政治犯」の問題を見ていこう。「在日朝鮮人政治犯」は韓国に留学やビジネスの

ために渡航し、韓国政府によりスパイ容疑で拘束された人々を指す。在日朝鮮人政治犯は、二つのケ

ースに区分することができる。ひとつは、韓国に留学中、学生の民主化運動に直接参加したケース、

もうひとつは民主化運動に関わっていないが、在日朝鮮人であるために朴政権のスパイねつ造事件

の犠牲となったケースである。 

韓国に留学中の在日朝鮮人青年らは、「本国留学制度」366をつうじて韓国に渡航した「在日朝鮮人

母国留学生」である。その代表的な例は徐勝・徐俊植兄弟で、71年 4月 20日の「学園浸透スパイ団

事件」で拘束された。これが在日朝鮮人政治犯の初めてのケースであった367。その後も 75 年 11 月

 
366 在日朝鮮人の本国留学は、1962年から始まったと思われる。『韓国新聞』の記事である 61年

12月 18日付「在日僑胞学生の本国学校入学資格考査に関する件」と 62年 2月 21日付「在日

学生僑胞学生国内招請奨学生募集広告」の記事、そして徐君兄弟を救う会『徐君兄弟を救うため

に』(影書房、1992年、478頁）のなかに「僑胞母国留学制度」に関する内容がある。 
367 1961年の 5・16軍事クーデター後に『民族時報』社長の趙鏞寿がスパイ容疑で逮捕され、処刑

された事件があり、これを在日朝鮮人政治犯の初めてのケースとみなす見解がある。しかし、本



106 

 

22日に白玉光、金五子、金哲顕、金鐘太、崔然淑、金元重、許貴朝、李元二、張永植、姜重健、金東

輝、金三郎、蒋明玉の 13人（11・22事件ともいう）368と同年 12月 11日に李哲、李東石、高宗憲

の 3人が「在日朝鮮人関連学園浸透スパイ団事件」で拘束された。それ以外にも権末子は、起訴はさ

れていないが、75年 8月 5日に逮捕され 11・22 事件のための証言を強制的に要求され、挙句の果

てには性的暴行をうけた。 

そしてビジネスなどの目的で韓国を訪問する在日朝鮮人が捕まったケースとしては、主に「基幹産

業スパイ団事件」（71年 6月 5日、金鉄佑、姜台中、朴先正）、「大物スパイ団事件」（71年 6月 9日、

金喆佑、姜鎬振）、「日本拠点国内浸透スパイ団事件」（74年 11月 5日、陳斗鉉）369などがある。 

 韓国政府によりスパイ疑惑をうけた在日朝鮮人は少なくない。当時の在日朝鮮人政治犯は、70 年

代（71年~80年）だけでも 48人370いる。この数は、起訴されたか否かを問わず、韓国政府によって

スパイと見なされ関連機関に逮捕された人を全て含めた。例えば、先にも述べた権末子のケースがそ

れである。 

では、なぜ在日朝鮮人政治犯は生まれたのか。それは、在日朝鮮人社会の独特な背景に起因すると

いえる。在日朝鮮人社会は、韓国系民団と北朝鮮系総連の民族団体が存在しており、韓国政府の立場

から見ると潜在的なスパイ基地であった。そのような在日朝鮮人社会の特有の事情は、北朝鮮の脅威

と南侵を口実に「韓国的民主主義」を国民に押し付けていた朴政権にとって、政治的に利用価値の高

いものであったのである。そして、民団も韓国のこのような見方に同調していた。元民団中央本部団

長の金正柱は、日本の過剰な自由と民主が北朝鮮のスパイの対韓工作を可能にする温床であると指

摘している371。この指摘は、「韓国的民主主義」を容認する発言であり、朴政権の在日朝鮮人社会に

対する認識を肯定するものである。 

 

論文では彼が民団栃木県本部に勤めたことはあったとはいえ、すでに韓国に帰国していたので、

在日朝鮮人政治犯としては捉えないことにする。 
368「学園浸透スパイ団を摘発」『東亜日報』1975年 11月 22日付、1面（「學園浸透間諜團을 摘 

發」『東亜日報』1975년 11월 22일자, 1면）。 
369「日本拠点スパイ団 8名検挙」『東亜日報』1974年 11月 5日付、1面（「日本據點間諜團 8명 

을 검거」『東亜日報』1974년 11월 5일자, 1면）。 
370 この数字は、『民族時報』、『朝鮮新報』、『徐君兄弟を救うために』、吉松茂『在日韓国人「政治

犯」と私』（連合出版、1987年）『先駆』などを参考にして筆者が集計したものである。これら

の資料の中には、日本に帰化した在日朝鮮人（帰化日本人）を除くケースがあったが、本論文で

はこのケースも在日朝鮮人政治犯に入れて数えた。また、在日朝鮮人ではないが、日本に滞在し

た／している韓国人も含めているケースがあったが、このケースは除いた。2012年 6月 9日に

東京外国語大学で開催された公開シンポジウム「在日韓国人『スパイ』ねつ造事件を考える－始

まった再審裁判と日本の責任」においては、在日政治犯を韓国国籍保有者の在日朝鮮人に限定し

ており、その数は 70年代が 15名、80年代が 22名とする。この分類は、スパイ事件の犠牲者

を韓国国籍者に限定したものであって、韓国政府を相手取って再審請求・補償要求をすることに

おいては有利であるといえる。しかし、そのような分類では朴政権が持っている反共政策の本質

や国籍主義を乗り越えることができず、また朴政権の反共政策は在日朝鮮人の「分断」を助長す

るものであって、在日朝鮮人はその犠牲者であったからである。また、在日朝鮮人が祖国との関

係で被っている問題に韓国籍という枠をはめるのは、在日朝鮮人が旧宗主国の日本に生きること

で経験する様々な問題、例えば帰化問題などをもって在日朝鮮人を新たに「分断」させることに

なりかねないからである。 
371 金正柱「在日韓国人 5月日誌(3)」『韓国新聞』1977年 8月 20日付、2面。 
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一方、民団系在日朝鮮人民主化勢力は、在日朝鮮人スパイ事件は朴政権が韓国内の民主化運動を弾

圧するためにデッチ上げたものだと批判している。すなわち、朴政権が民主化運動の激化により政治

的危機に直面する度に在日朝鮮人スパイ事件を捏造し、政治的危機を回避したのだと指摘した。例え

ば、71年の朴正煕の第 3回大統領当選阻止運動の時の徐勝・徐俊植事件や基幹産業スパイ団事件、

74年の維新反対運動時の日本拠点国内浸透スパイ団事件、76年の崔哲教事件などがそれである。ま

た、欝
ウル

陵
ルン

島
ド

事件372などは在日朝鮮人の財産を目当てにしたデッチ上げ事件だと指摘している。 

そして、韓青は『先駆』のなかで、韓国民主化運動勢力の一人である李文永の「政府を廃止できる

権利が国民にある」という主張を引用し、その権利は在日朝鮮人や海外在住韓国人にも当てはまると

述べた373。そして、在日朝鮮人政治犯の問題を人権問題として捉えていた。 

しかし、在日朝鮮人政治犯の全てを民主化運動勢力とみなすことには同調できない。例えば、陳斗

鉉スパイ事件の場合では、彼は民団に所属し活動していたなかでの逮捕であった。彼自身がスパイ事

件による囚人経験により、結果的に反政府的態度を取って民主化運動の認識を持つことになったと

は言えるかもしれないが、これを最初から韓国民主化のための運動であったとみなすことは到底で

きない。それゆえ、在日朝鮮人政治犯の韓国における民主化闘争については慎重な判断が必要とされ

る。 

 また、在日朝鮮人母国留学生がスパイ活動をしたのかどうかは定かではないが、その存在が朴政権

に危機感を与えるに十分だったことはうかがえる。例えば、民主化運動に直接参加した徐勝は、総連

のフラクションが潜入して活動していたとみなされていた韓学同に所属し、活動した経験がある。こ

のような点が、韓国政府の神経を尖らせたことは推測できる。 

 

  ・日韓連帯（市民連帯）グループ 

在日朝鮮人政治犯問題は、日本における日韓連帯（市民連帯）運動を可能にした。もちろん、60年

代の日韓条約反対運動の時も日韓連帯という形の運動が起こったが、在日朝鮮人政治犯救援のため

の連帯は、より広範囲にわたって行われた。このような日韓連帯は、70 年代後半において韓統連な

どの在日朝鮮人の韓国民主化運動団体との組織的連帯へと展開していった。日韓連帯運動は、日本人

が主導になって結成した「救う会」、「助ける会」などの組織を通じて展開された。その皮切りとなっ

たのが、「徐君兄弟を救う会」である。この会は、71年 4月の徐勝・徐俊植兄弟のスパイ事件を契機

に同年 10月 23日に結成された374。その後、在日朝鮮人政治犯の数が増加するにつれ、政治犯個々

人のための個別的な組織もまた増加した。 

そして、一つのスパイ事件に連累された複数の在日朝鮮人政治犯のための団体も結成され始めた。

その代表的組織は、75年 11月 22日に「在日朝鮮人関連学園浸透スパイ団事件」で拘束された政治

 
372 欝陵島事件は、中央情報部が 74年 3月 15日に発表したスパイ団事件である。韓国の欝陵島を 

拠点にソウル・釜山・大邱などで活動した 47名をスパイとして逮捕した事件である（「欝陵島 

拠点スパイ団 47名検挙」『京郷新聞』1974年 3月 15日付、1面（「欝陵島거점間諜團４７명 

検挙」『京郷新聞』, 1974년 3월 15일자、１面））。 
373 金光男「朴政権と“政治犯”のねつ造」『先駆』第 15号、1977年 6月、25頁。 
374 徐君兄弟を救う会編「徐君を救う会からの中間報告」『徐君兄弟を救うために－第Ⅰ分冊』影書

房、1992年、24頁。 



108 

 

犯のための救援会である「11・22在日朝鮮人留学生・青年不当逮捕者らを救う会」である。そして、

在日朝鮮人政治犯のために個別的に活動していた日本人主導の 54団体が連合し375、76年 6月 20日

に「在日韓国人「政治犯」を支援する会全国会議」（以下、全国会議）を結成した376。全国会議の結

成により、政治犯救援会は全国的連絡網を構築し、より組織的に活動をするようになった。 

また、74年 4月 18日には「日韓連帯連絡会議」（日韓連連）が結成され377、民団系在日朝鮮人民

主団体との連帯活動も活発に行われるようになった。日韓連連は、韓国と日本の政治的・経済的癒着

を正すことを目的として活動した。このような日韓癒着に対する認識は、日韓連帯運動を推進してき

た人々に共通するものであった。当時、日韓連帯運動を推進してきた日本人には、吉田繁、青地晨、

和田春樹、宮崎繁樹などがいる。彼らは、日本の政治や経済が朴正煕の独裁政権を支えることで、朴

政権の韓国民衆に対する弾圧に日本が協力していると批判した。また、このような日韓癒着を、日本

における在日朝鮮人差別問題を容認する一連の問題として認識していた378。彼らのこのような認識

は、在日朝鮮人政治犯救援活動として現われ、在日朝鮮人民主勢力や韓国の民主化運動との連帯を可

能にした。 

日本のキリスト教界でも韓国のキリスト教会の民主化運動に連帯する動きが現れた。「韓国問題キ

リスト者緊急会議」が 74年 1月 15日に「韓国における弾圧とそれに対するキリスト者たちの民主

化をめざしての決死の抵抗に連帯するため」に結成され379、韓国のキリスト教界の民主化運動を支援

する活動をした380。さらに、日本のキリスト者は韓国民主化運動への連帯を表明した在日朝鮮人キリ

スト者団体と連帯し、彼らの連帯は日本人キリスト者が前面に出る形で行なわれた381。 

そして、「在日大韓基督教会青年会全国協議会」（以下、基督教青年会）がハンスト闘争、在日朝鮮人

政治犯救命運動などを行った。また、基督教青年会においては李仁夏牧師などが活動していたが、韓

青や総連とつながりのある「容共団体」であると批判された382。これは、在日朝鮮人キリスト者の間

にも反共をめぐる葛藤が存在した可能性を示唆するものであろう。 

彼らの活動とは異なり非公式的な活動もあった。韓国キリスト者自らのネットワークである「韓国キ

リスト者民主同志会」（同志会）は、韓国の諸状況や民主化運動の様相を世界の各地で韓国民主化運

動を展開する運動勢力、特にキリスト教ネットワークに発信する活動をしていた。同志会の活動は、

 
375「在日韓国人政治犯を支援する会全国会議が結成される」『民族時報』1976年 6月 21日付（3

面）、431頁。 
376 吉松繁『在日韓国人「政治犯」と私』連合出版、1987年、122頁。 
377 青地晨・和田春樹編「日韓連帯連絡会議結成宣言」『日韓連帯の思想と行動』現代評論社、1977 

年、121～123頁。 
378 日韓連帯運動の日韓経済癒着に対する認識は、「日韓連帯連絡会議」の結成につながった。1972

年 4月 18日の「日本の対韓政策をただす国民集会」において発表された「日韓連帯連絡会議結

成宣言」には、日韓の政治的・経済的癒着に対する認識がよく現われている。（青地晨・和田春

樹偏『日韓連帯の思想と行動』、前掲、121～123頁。） 
379 韓国問題キリスト者緊急会議『「韓国通信」合本－総目次・索引付』、1987年、あとがき。 
380 呉在植『私に花として近づいてくる現場』大韓基督教書会、2012年、232頁（오재식『나에게 

꽃으로 다가오는 현장』, 대한기독교서회, 2012년、232쪽） 
381 韓国基督者民主同志会「70－80年代における海外活動に関する記者会見」、6頁。 
382 日本キリスト教協議会編『「韓国キリスト教と共産主義」を駁す』韓国問題キリスト者緊急会

議、1976年 8月、5頁。 
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日本における韓国民主化運動に対する世論形成にも重要な役割を果たした。その中心人物が池明観

や呉在植である。その活動の一環が雑誌『世界』での「韓国からの通信」383の連載である。「韓国か

らの通信」は、「T・K生」という匿名による連載であったが、2003年 7月についに池明観が著者だ

と名乗ることによって、「韓国からの通信」の連載を支えた在日朝鮮人キリスト者や世界各地の韓国

人・「韓国人」キリスト者らの活動や「連帯」が少しずつ明白になった。また、韓国基督教協会協議

会が集めた資料を運ぶ役割を担ったドイツ人などの外国人や日本人宣教師など多くのキリスト者が

「蟻」と呼ばれながら秘密裏に関わっていた384。池明観は、「蟻」が収集した資料を見て、原稿を書

く形で活動が行なわれたと証言した385。彼らの活動は、キリスト者を中心とした日韓連帯の活動であ

り、世界のキリスト者の連帯ともいえる。 

 

・民団系在日朝鮮人の「在日朝鮮人政治犯」救援運動 

日本人主導の在日朝鮮人政治犯救援活動が行われるなか、75 年 5 月 23 日には在日朝鮮人政治犯

の家族たちが中心になって「在日韓国人政治犯家族協議会」386を結成し活動を始めた。そして、77年

2月 13日には韓民統の準傘下団体となって韓民統と本格的に連帯し政治犯救命運動を展開したが387、

77年 6月 4日には家族協議会を解散し、「在日韓国人政治犯救援家族・僑胞会」（以下、家族・僑胞

会）へと組織を改編・改称した388。家族・僑胞会は死刑判決をうけた 5名の政治犯（李哲、崔哲教、

陳斗鉉、白玉光、康宗憲）の死刑執行阻止、政治犯に対する拷問中止などを求め活動した。また、日

韓連連と全国会議などの日本人主導の団体、または韓青などの在日朝鮮人団体と幅広く連帯した。 

家族・僑胞会と日本人中心の政治犯救援団体は、政治犯救援のために互いの集会に参加するか、共同

で集会を開催した。例えば、全国会議が開催した「在日韓国人政治犯即時釈放・韓日癒着糾弾・韓国

民主化闘争連帯大集会」（78年 4月 15日）などの集会に参加し389、さらに全国会議と共同で「在日

 
383「韓国からの通信」は、「T.K生」という匿名で『世界』に 1972年 11月号から 1988年 3月号

まで連載された、韓国の政治的・社会的・経済的状況と民主化運動を詳細にレポートしたもので 

ある。 
384 呉在植のインタビュー。2012年 7月 23日、韓神大学校の長空研究所にある呉在植の研究室に

て筆者が行う。 
385「韓国軍事政権の弾圧告発「T・K世は私」、筆者名乗り」『朝日新聞』2003年 7月 26日付、1

面。 
386「“서로 힘을 合하자”－在日韓人政治犯家族連絡会結成」（「「互いに力を合わせよう」－在日韓人

政治犯家族連絡会結成」）『民族時報縮刷版』1975年 6月 1日付（3面）、313頁。『民族時報』

の記事のタイトルでは「在日韓国人政治犯家族連絡会」となっており、本文では「在日韓国人拘

束者連絡会」となっている。「在日韓国人政治犯救援家族・僑胞会」が刊行した会報をまとめた 

『在日韓国人政治犯を救うために－縮刷版』（在日韓国人政治犯救援家族・僑胞会『在日韓国人政

治犯を救うために－縮刷版』1985年）では「在日韓国人政治犯家族協議会」となっており、『民

族時報縮刷版』では間違って表記されている。 
387「在日韓国人政治犯家族協議会－政治犯救援を積極支援」『民族時報縮刷版』1977年 2月 21日

付（1面）、517頁。 
388 李佐永「「在日韓国人政治犯を救うために」縮刷版発行に際して」『在日韓国人政治犯を救うた

めに－縮刷版』在日韓国人政治犯救援家族・僑胞会、1985年、1頁。 
389「死刑が確定された在日韓国人政治犯救援集会」『民族時報縮刷版』1978年 4月 21日付（3

面）、683頁。 
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韓国人『政治犯』8氏の釈放390と李哲氏の死刑執行を阻止した力で全政治犯の釈放を勝ち取る緊急会

議」（79年 9月 3日）を開催するなどの救命運動を展開した391。 

一方、家族・僑胞会は、在日朝鮮人政治犯問題を人権問題として国際的に訴えようとした。韓国で

拘束され人権侵害をうけている在日朝鮮人政治犯のための国際的な世論づくりのため、政治犯家族

の国連（国際連合）への派遣を試みた。そして、79年 11月 20日に「在日韓国人『政治犯』の即時

釈放と家族のUN派遣実現のための会議」など政治犯の家族を国連に派遣するための活動を行った。

実際 80年代に入ってUN派遣を実現させた。 

そして、在日朝鮮人政治犯の当事者も救援活動に加わった。81 年には李東石や金東輝などの元在

日朝鮮人政治犯による救援団体「帰日政治犯会」（会長李東石）が結成されるようになって、政治犯

に対する人権侵害を経験者の立場で述べることで日本における世論を喚起した。 

 

・民団系在日朝鮮人団体 

韓国民主化運動に参加した民団系在日朝鮮人団体は、韓民統・民統協・自守委・民団東京本部・民

団神奈川本部・韓青・韓学同・金大中先生救出対策委員会・大韓婦人会東京本部などをあげることが

できる。これら団体の中の民統協・自守委・民団東京本部・民団神奈川本部・韓青・韓学同は、民団

民主化運動から転換して韓国民主化運動をした。このなかで、民団神奈川本部は先述したように 72

年 6月 18日に民団から領事事務を剥奪されたことを、また大韓婦人会東京本部は民団東京本部が民

団傘下団体から排除された時に行動を共にしたことを契機に、民団民主化運動・韓国民主化運動に関

わることになった。そして、金大中先生救出対策委員会は金大中拉致事件の翌日の 8 月 9 日に結成

され、金大中救命運動を展開した。 

これら在日朝鮮人民主団体の主要活動は、韓国の政治的状況や韓国民主化運動の展開に流動的に

対応しながら行われた。例えば、韓国内の民主化運動において新しい運動方針や声明・宣言などが発

表されるとそれらを支援・支持する運動を行った。また、日本における韓国民主化運動に対する世論

を喚起し、朴政権を支えている日本政府に対する批判世論を高めるよう働きかけた。 

民団系在日朝鮮人団体は、共同主催の大会・講演会の開催や署名運動を共に展開するなど、韓民統を

中心に運動を展開した。元来、韓民統の結成自体が各団体の連合によって成り立つものであったため、

韓民統が中心的役割を果たすのは当然のことだった。 

しかし、これら在日朝鮮人民主団体のなかで韓国民主化運動に早い段階から関わることになった

のは韓学同と韓青である。韓学同は 71年 5月 1日に「本国民主守護闘争支援・4・27不正選挙韓学

同討論集会」を開催し392、韓国民主化運動に連帯する動きをみせた。この韓学同の活動は、民団民主

化運動が行われるなかで、韓国民主化運動に参加する初めての動きと思われる。その後、韓学同と韓

青は在日朝鮮人政治犯の救援のために連携した形で運動を展開した。71 年 9 月 26 日に共同で「在

 
390 1979年 8月 15日に在日朝鮮人政治犯とされた趙得薫、金鐘太、鄭勝淵、高乗澤、李季煕、具

末謨、金勝孝、金宇哲の 8人が光復節記念で釈放されたことを指す。 
391「全政治犯의 석방 위해 계속 싸울터」（「全政治犯の釈放のために闘い続ける」）『民族時 

報縮刷版』1979年 9月 11日付（1面）、863頁。 
392「在日民族民主運動闘争史」『高麗』第 11号、早稲田大学韓国文化研究会、1971年、109頁。 
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日同胞母国留学生救済委員会」を結成し393、在日朝鮮人政治犯の救援活動を展開した。 

韓青は、個別的に政治犯釈放のための「100 万名署名運動」394などを展開する一方、70 年代後半

からは韓国における労働運動に目を向けるようになった。特に、77年 3月 10日の韓国労働者の「労

働者人権宣言」をうけ395、韓国労働者を支援する活動も展開した。さらに、78 年には韓国の労働運

動の闘争を描いた創作劇「炎の叫び」396や韓民統が制作した映画「オモニ」の上演運動を展開するな

ど韓国労働者への支援を喚起する運動を展開した。 

そして、80 年代に入っては反外勢民族自主・反独裁民主化闘争397を展開した。この時期には、反

米運動、反戦反核運動などを展開した。7・4南北共同声明 10周年を記念して統一のための「韓国民

主化・統一促進、反戦・軍縮 在日韓国人全国キャラバン」（82年 6月 26日～7月 4日）を展開398

した。70 年代の運動が韓国内の問題や在日朝鮮人政治犯問題などに集中したのに対し、80 年代は

様々な問題に目を向け運動を展開したといえる。 

 

第 2項 米州地域－米国を中心に 

・米国における独立運動 

韓国人が米国へ正式な移民として初めて渡航したのは、ハワイのサトウキビ農場の労働者として

渡米した 1903～05年である399。米国への正式移民が始まったばかりの 1903年 9月 22日に「韓人

親睦会」が組織された。それ以来、「大韓人国民会」（1909年 3月 1日。以下、国民会）、「韓国青年

軍事養成所」（1909年 6月）、「同志会」（21年）などが結成・設置された。 

その後、韓国（当時の国名である「大韓帝国」を縮約した呼称）が日本の植民地支配の下に置かれ

ることになり、祖国の独立のための運動を展開した。その独立運動が米国内における韓国人の民族運

動や韓国民主化運動の起源とされており、その運動史は 3期に分けられている。『米州同胞の民族運

動 100年史』では、第 1期を祖国独立運動期（10～45年）、第 2期を反独裁民主化運動期（2期もま

た、45～61年と 61～80年に分けられる）、第 3期を 80年以降の民族統一運動期（民主化運動と衰

退期）である400。 

第 1 期の祖国独立運動期には、主に独立運動の支援のために同胞の力を糾合することや当時列強

 
393「≪特別レポート≫在日同胞母国留学生スパイ事件に関して」『高麗』第 11号、早稲田大学韓国

文化研究会、1971年、168頁。 
394 1976年 6月 19日に韓青より提案された（「100万명 서명운동」（「100万名署名運動」）『民族

時報縮刷版』1976年 6月 21日付（1面）、429頁）。 
395「못살겠다 일어서자－1977年労働者人権宣言」（「生きられない立ち上がろう－1977年労働者

人権宣言」）『民族時報縮刷版』1977年 3月 21日付（1面）、529頁。 
396 在日韓国青年同盟結成 50周年記念資料『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』在日韓国青年 

同盟、2010年 12月、54～55頁。 
397 同前、58頁。 
398 同前、59頁。 
399 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』日月書閣、2009年、21 

頁(선우학원・노길남・윤길상 공저 『미주동포 민족운동 100년사』, 일월서각, 2009년)。 
400 車ジョンファンン・李ボンス・朴サンウォン共編著『米州同胞たちの民主化および統一運動』 

、ナサン出版社、2004年、7頁（차종환・이봉수・박상원 공동편저 『미주동포들의 민주화 

및 통일운동』, 나산출판사, 2004년）。 
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といわれる国々、特に米国政府に働きかける活動が中心であった。19 年 3 月 15 日に国民会の中央

総会で、「米州、ハワイ、メキシコ在留同胞全体大会」が開催され、独立運動支援のための方針を決

め、その一環として独立運動の中心であった上海臨時政府への支援活動を推進した401。また、同年 4

月 14 日から 3 日間、「韓人自由大会」を開催して、独立のために同胞の力を糾合するための集まり

を設けた402。 

それとともに、祖国の独立を海外の国々にアピールするため、21年 8月には同年 11月にワシント

ンにて開催される 5大列強会議に「大韓人民の建議書」を提出した。また、日本の中国への侵略を契

機に「韓人中国委員会」（37年）を樹立し403、「コリアナイト」（41年 12月 7日）を開催するなど日

本帝国の侵略に反対する運動や宣伝などの運動をも展開した404。このような「愛国運動」405の経験が

蓄積され、その経験が 70年代以降の反朴政権勢力406の韓国民主化運動へと繋がったといえる。 

 

・70年代の運動 

70 年代の韓国民主化運動は、金大中を初めとする政治犯救援に代表される人権運動や反体制運動

が展開された。65 年には米国の移民法が改定され米国内における「韓人」社会が拡大されるととも

に、韓国人による「愛国運動」も拡大化・多様化するようになった。まず、67年 11月に「北米キリ

スト者学会」が始まり407、民族問題や韓国に関連した問題、移民同胞社会に関連した諸問題をキリス

ト者の学者として研究分析する活動を行った。 

そして、朴政権の三選のための改憲や維新体制に反対する運動など反朴政権の動きをみせていた。

韓国民主化委員会、4・19委員会、祖国平和統一在米促進委員会により結成された「ニューヨーク地

区民主憲政守護決起大会準備委員会」が 4・19 革命を記念するとともに祖国の民主主義を回復する

ための決起大会を開催し、デモを行った408。 

そのような動きが本格的な民主化運動へと転換し、運動のための団体が組織される契機となった

のは、73年 8月 8日の金大中拉致事件である。金大中は 73年 7月 6日に林昌栄、金相敦などの米

国在住「韓国人」たちとともに「韓国民主回復統一促進国民会議米州本部」（以下、韓民統米州本部）

を結成した後409、同年 7月 10日に再び渡日した後に朴政権により拉致された。この拉致事件が契機

となって米国における韓国民主化運動は人権擁護運動として始まり、韓国の情勢をうけしだいに民

主化運動へと転換していった410。 

 
401 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、60～61頁。 
402 同前、63～64頁。 
403 同前、78頁。 
404 同前、81頁。 
405 同前、76頁。 
406 金ミンウンは、アメリカは反朴正煕勢力の亡命地であり、反朴運動の根拠地であると定義した

（「米国における韓国民主化運動」『OKTimes』、2002年 4月, 31頁(김민웅「미국에서의 한국민 

주화운동」『OKTimes』, 2002년 4월)）。  
407 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、337頁。 
408「ニューヨークにて朴政権打倒デモ」『民族時報縮刷版』1973年 5月 11日付（1面）、47頁。 
409 車ジョンファンン・李ボンス・朴サンウォン共編著『米州同胞たちの民主化および統一運動』、

前掲、30頁。 
410 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、96頁。 
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まず、金大中拉致事件をうけ「金大中救出国際委員会」が組織され411、続いて 74年 1月に「北米

州韓国人権連合」が組織され、韓国の民主化、人権問題などを中心テーマとして活動した。そして、

「米州民主国民連合」、林昌栄、盧光郁、池昶輔が中心になって「在米民主韓人教会協会」、「祖国統

一促進会」などが結成された。米国内の多くの団体が個別的な運動を展開するなか、諸団体が連合す

る動きも現れた。76年 12月 17日に「在北米祖国民主回復連合国民会議準備委員会」が構成され412、

77年 6月 25日に民主化運動の連合体として「韓国民主化連合運動」が結成され 79年に「民主主義

国民連合北米地区」へと改称した413。また、80年 6月 2日「在米韓人祖国民主化運動協議会」が組

織された414。  

この時期の運動は、金在俊を中心とする保守派と林昌栄を中心とする進歩派に分かれていた。金在

俊は反共主義の立場を取る人物であって、統一運動については「パルゲンイ（アカ）」というレッテ

ルを貼られることを回避するために慎重であり、国内との共同戦線の形成は時期を待つことが必要

であると主張した415。反面、進歩派の一人である鮮于学源は駐韓米軍の撤退を主張し、第 3 世界と

の連帯などを積極的に考えた416。この違いからも窺えるように対米認識は異なっていた。 

しかし、進歩派側も統一運動に対して積極的な行動を取ることができなかった417のは同様であり、

結局統一運動のために開催された 81年に韓国統一運動のための国際シンポジウムの開催をめぐって

分裂した418。統一運動をめぐる意見の相違は、韓国内において政府主導の統一運動のみが認められた

ため、民間での統一運動はパルゲンイ（アカ）とみなされたことが影響した結果である。だからこそ、

統一運動が市民権を得ていなかった当時の韓国社会の雰囲気をよく反映する消極的な行動を取るし

かなかったといえる。また、保守派は反共主義をとっていた韓国キリスト教界の認識を継承したため、

反共主義的な態度は強く、統一運動においてより慎重であったといえる。 

これらを鑑みると、米国の民主化運動勢力内部の様々なグループは、統一問題をめぐり微妙な立場

の違いを見せていることが分かる。この問題が結局「先民主・後統一」か「先統一・後民主」という

民主化と統一の後先をめぐる問題へと拡大され、運動内部の考えの違い、ひいては分裂までももたら

したのである。韓国内の反共主義が韓国のみならず米国を初めとする海外の様々な地域の運動にお

いて少なからず影響を及ぼしていたと言える。 

 
411「金大中救出国際委員会」は、1973年ニューヨークにて組織された。組織は、委員長は林昌

栄、副委員長には鮮于学源、総務林ビョング、中央委員は林スンマン（임순만）、李スンマン 

（이승만）で構成された（鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年

史』、前掲、95頁）。 
412 車ジョンファンン・李ボンス・朴サンウォン共編著『米州同胞たちの民主化および統一運動』、

前掲、35頁。 
413 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』（前掲、102頁）および車

ジョンファンン・李ボンス・朴サンウォン共編著『米州同胞たちの民主化および統一運動』（前

掲、32頁）。 
414 車ジョンファンン・李ボンス・朴サンウォン共編著『米州同胞たちの民主化および統一運動』、

前掲、38頁。 
415 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、112頁。 
416 同前、113頁。 
417 同前、112頁。 
418 金ハヨン外『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識‐米国地域』ソンイン、2010年、198頁 

（ 김하영 외 『구술로 본 해외 한인 통일운동사의 재인식-미국지역』, 선인 , 2010년) 。 
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・80年代の運動 

80年代における運動は、民主化運動と統一運動が同時に行われた419。70年代からの運動団体に加

え、80年の光州民衆抗争（光州抗争）の影響を契機に「金大中緊急救命委員会」420、「文富軾・金賢

障救出対策委員会」（83年 3月 15日）421などの政治犯救援団体が結成された。この時期は、統一に

関する議論が活発になり、81 年 3 月 14 日に米国で第 3 回目の「海外同胞学者民族統一シンポジウ

ム」が開催され、在米民族統一運動の機運が高まり、集団的に発展したのである422。 

また、81年 11月には「祖国統一のための北
ママ

と海外同胞キリスト者間の対話」という集いが設けら

れ423、民間であり、かつキリスト者であるという立場から北朝鮮との対話を積極的に図った424。この

ような情勢の中で統一運動団体として「祖国統一北米州協会」（86年 2月）が結成され425、「以北を

正しく知らせる運動」426を展開した。また「民主統一海外同胞連合」（88年 7月）などが結成され、

統一運動が一層活性化したのである。これらの動きは、韓国の統一運動勢力や在日朝鮮人、海外「韓

国人」などにより 89年に組織された統一のための連帯組織体である「祖国統一汎民族連合」の結成

へと発展していった。 

 以上のような運動の流れからも分かるように、米国における運動は、反体制運動・人権・民主主義

回復などが中心になった運動と朝鮮半島全体の民族問題と統一問題に中心を置いた運動へと分かれ

た。前者は金大中・金相敦が中心になり、後者は林昌栄、鮮于学源が中心になった427。金大中は統一

3段階論などの独自の統一論などを主張していたが、統一運動については反共主義を堅持するととも

に「先民主・後統一」の立場であった428。先述したような統一問題をめぐる考え方の違いが米国での

運動に影響を及ぼしていたことを見ると、反共イデオロギーがいかに根深いのかが分かる。 

しかし、80 年代になると韓国民主化運動は単なる反体制運動ではなく、米国に対する認識と関連

して反外勢運動へと変化した。光州民主化運動の際、米国の黙認の下で行われた全斗煥政権の弾圧に

 
419 同前、234頁。 
420 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、95頁。 
421 車ジョンファンン・李ボンス・朴サンウォン共編著『米州同胞たちの民主化および統一運動』、

前掲、49頁。 
422 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、115頁。1979年 

6月に東京にて第 1回「海外同胞学者民族統一シンポジウム」が開催されたが、この時は統一運

動に対し、時期尚早という反対意見があった。 
423 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、135頁。 
424 「祖国統一のための北と海外同胞キリスト者間の対話」は、第 1回会合が 81年 11月 3日から

6日に設けられて以来 10年間続いた。この集いは、北韓とともに「祖国統一のための民族連

合」という組織体を結成し、キリスト者間の共同決議文の採択をすることで積極的に北との対話

を試みた（鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、134 ～

155頁）。 
425 車ジョンファンン・李ボンス・朴サンウォン共編著『米州同胞たちの民主化および統一運動』、

前掲、50頁。 
426 鮮于学源・盧吉男・尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、216頁。 
427 車ジョンファン・李ボンス・朴サンウォン共編『米州同胞たちの民主化および統一運動』、前

掲、 32頁。 
428 金ハヨンほか『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識‐米国地域』、前掲、 234頁。 

  金大中が金鐘忠に 1975年 6月 21日付に送った手紙（『金大中と金鐘忠の書簡集』金大中図書 

館）。 
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より多くの犠牲を強いられたことが知られるようになり、米国に対する認識が大きく変化したので

ある。 

70 年代の運動は請願主義的な発想429、つまり米国政府を動かして韓国の独裁政権に圧力をかけよ

うとする運動のやり方を取っていたが、80 年の光州抗争を契機に反米主義の性格を帯びた民主化運

動へと変化していった。このような変化に伴い、運動における米国の役割をどのように設定し、整理

するかが問題となった430。 

また、対米認識の変化により米国という外勢の存在がある限り統一はできないという認識が強く

なるとともに、朝鮮半島の南北が統一の主体であるべきことを再確認した契機にもなったといえる。

そしてこのような認識が、海外という地理的な利点も働き、北朝鮮との関係を積極的に展開する運動

へと拡大したといえる。 

 

・米国における運動の特徴 

70年代から民主化運動を主導してきたキリスト者の中で鮮于学源が北朝鮮を訪問するなど、80年

代に入り在米「韓国人」の統一運動が本格的に展開した。また、光州民主化運動を経験した尹漢奉は、

渡米してから民主化運動に統一運動の要素を加える形の運動を試みった431。 

 以上をふまえてみると、米国における韓国民主化運動には、他の地域よりも韓国内における民主化

運動の思想や方向が一層強く反映されていると思われる。それは米国における運動が渡米した韓国

の名望家中心の運動が米国に在住／滞在する「韓国人」の運動をリードする形であったことに起因し

ていると思われる432。また、運動のなかで中心勢力を成していたのがキリスト者であって、米国のみ

ならず日本、ヨーロッパの運動にも影響を与えた。彼らは在住／滞在する国において個別に運動を展

開していたが、常に韓国のキリスト教ネットワークと強く連携していた。そのため、米国の運動は韓

国の運動に支障をきたす活動は避ける傾向が強く、韓国内の運動を支援する立場に徹していた。この

ような特徴は、米国内の運動が保守派と進歩派とに分かれる原因となり、また米国における韓国民主

化運動が韓国内の民主化運動の周辺的・従属的位置にあったとの評価につながったのではないか433。 

そして韓国から亡命という形で渡米した金大中や尹漢奉のような存在は、米国の運動に多大な影

響を与えた。元大統領候補だった金大中は米国に渡った後、韓民統米州本部を結成するなど、米国に

おける運動の基盤を作った。韓民統米州本部は、金大中の政治的路線に確固として従ったのである434。

また、尹は先述したように光州における民主化運動を主導した人物であって、青年組織の結成などを

 
429 車ジョンファン・李ボンス・朴サンウォン共編『米州同胞たちの民主化および統一運動』、前

掲、39～40頁。 
430 同前、49頁。 
431 金ミンウン「米国における韓国民主化運動」『シンポジウム－海外同胞と韓国民主化運動』（20 

01年 11月 29日に聖公会大学校にて海外における韓国民主化運動に関するシンポジウムが行わ

れた）、7頁。(김민웅 「미국에서의 한국민주화운동」『심포지움-해외동포와 한국민주화운 

동』, 성공회대학교, 2001년 11월 29일) 
432 車ジョンファン・李ボンス・朴サンウォン共編『米州同胞たちの民主化および統一運動』、前

掲、48 頁。 
433 同前。 
434 同前、30頁。 
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通じて 80年代の米国での運動を主導し、米国内の民主化運動の性格と方向設定に影響を与えたので

ある435。キリスト者の文東煥、朴相増、韓完相などは米国に滞在している際、米国内のキリスト教知

識人の結集を主導し、海外の民主化運動における大衆的な基盤の拡大に重要な役割を果たした436。 

しかしながら、米国における運動は、キリスト教系であれ、金大中路線系であれ反共主義を堅持す

る立場にいる人が多かったため、「親北」行為と思われる運動については警戒が強く、米国に亡命し

た韓国人が民主化運動を展開する際に韓国内の運動のやり方を採用することが多く、韓国における

運動を踏襲する傾向が強かったといえる。 

 

第 3項 ヨーロッパ地域－西ドイツを中心に 

・微弱だった韓国民主化運動 

西ドイツにおける韓国民主化運動は 60年の 4・19革命を契機に始まった。祖国の 4・19革命をう

け、西ドイツに留学生として来ていた李泳賓が国内運動に連帯、支持するデモを計画し、行動に移そ

うとして不発に終わった。また、李承晩政権が崩壊した後、何人かの留学生が集まって韓国の民主的

な将来を構想するとともに、そのための責任意識を培うことに合意し、民主主義的な韓国社会建設と

いう課題のためのセミナーである「退修会」を組織した437。 

しかし、この「退修会」に対する韓国大使館の干渉により元来の目的を果たすための活動ができな

かった。その上、韓国大使館の干渉は退修会において設立が決まった「在独韓人会」にまで及び、在

独韓国人やその団体には常に韓国政権の意向が働くようになった438。これらの活動をみると、西ドイ

ツでは 70年代に韓国民主化運動が行われる時期に至るまでは、在独韓国人社会の形成が微弱であり、

かつ韓国大使館の干渉により民主化運動らしきものがまだ形作られていない状況であった。 

 在独韓国人社会が形成されるのは、63年に炭鉱夫として、66年に看護師として多くの韓国人が西

ドイツに渡航するようになってからである。また、炭鉱夫や看護師として働いた人々は、労働環境の

改善や韓国人の労働者としての権利のために労動運動を展開するようになり、それが後に韓国民主

化運動へと拡大していった。これが米国における韓国民主化運動の展開とは違う点である。 

ドイツにおける韓国民主化運動は、留学生を中心とする運動と炭鉱夫や看護師を中心とする労働者

の運動、そして在独韓国人教会の運動へと分けることができる439。これらの運動には理念的、組織的

違いがあったもののセミナーという学習の場が設けられ、民主主義に対する理解と人権などについ

て学ぶ機会が与えられた440。 

 
435 金ミンウン「米国における韓国民主化運動」『シンポジウム－海外同胞と韓国民主化運動』、前

掲、7頁。 
436 同前。 
437 李泳賓『境界線』信仰と知性社、1996年、217頁。(이영빈『경계선』, 신앙과 지성사, 199 

6년) 
438 同前、217～219頁。 
439 崔ヨンスク・金チンヒャン・尹ウンソプ編『民主化と統一の旅程に捧げた青春－鄭奎明』韓民

族ヨーロッパ連帯、2007年。73～74頁。(최영숙·김진향·윤운섭『민주화와 통일 여정에 바친 

청춘-정규명』, 한민족유럽연대, 2007년) 
440 李ジョンス「ヨーロッパにおける韓国民主化運動」『シンポジウム－海外同胞と韓国民主化運

動』、前掲、36頁。 
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 ・韓国民主化運動団体の結成 

73年 11月 22日から 25日にかけて西ドイツのバイルシュタイン（Beilstein）で行われた韓国キ

リスト者の修練会にて「在独韓人キリスト人宣言」が発表（11月 25日）され、在独韓国人社会の反

独裁運動を刺激した441。その中ではキリスト者が「国内外の民主守護者とともに共同の連帯意識をも

ち、我らの輝かしい祖国に再び不義と独裁が支配できないように各方面において最善を尽くすこと

を厳粛に決議する」と表明した442。 

74 年 3 月 1 日に 3・1 節を記念して、在独韓国人社会における大規模の朴政権糾弾デモが行われ

た。このデモの主要人物である尹伊桑と李泳賓、宋斗律などが中心となって「民主社会建設のための

宣言書」を発表するとともに、「民主社会建設協議会」（以下、民建会）を組織した。民建会は韓国民

衆と連帯するために結成されたヨーロッパにおける最初の韓国民主化運動団体であり443、民建会の

中心メンバーはのち民主民族統一海外韓国人連合（韓民連）の活動にも加わって「連帯」する運動を

展開した。 

75年 11月 30日に炭鉱夫が中心となって「在独韓人労働者連盟」（以下、労連）、76年 4月に看護

師中心の「在独韓人女性の集まり」、78年には民建会から分離してきた李サンヨル、宋ハクなどが中

心になった「韓国民主社会建設在独協議会」（韓民建）などが結成された444。80年に李ファソン・李

泳賓などのキリスト者が中心となって「祖国統一海外基督者会」（以下、基統会）を結成し、積極的

に統一運動を展開するとともに北朝鮮を直接訪問するなど統一のために北朝鮮との対話を試みた。

また、80年代には韓国内の運動の変化をうけ、労働運動中心の団体である「ベルリン労働教室」、「全

泰壹記念事業会ヨーロッパ支部」（86年 2月 1日）、米文化院放火事件を契機に「良心囚後援の集ま

り」が結成された。そして 87年に「在ヨーロッパ民族民主運動協議会」（民協）が結成された445。 

 ここで注目したいのは、在独韓国民主化運動勢力の在独韓国人の労働運動に対する認識である。当

時の民建会の構成メンバーとして、在独学生や炭鉱夫、看護師、牧師などの多様な階層の人々が参加

した。しかし、「韓人教会」446のキリスト者たちは労働運動をする炭鉱夫や看護師などが運動に加わ

ることに反対したため、炭鉱夫や看護師が結成当初から排除された447。民建会の結成において排除さ

れた炭鉱夫や看護師らが独自の団体を結成し、個別の活動をすることで独自の労働者運動や女性運

 
441 金スンファン「同胞史‐我らはどのように生きるのか 4‐70年代」、ドイツ同胞メディアベルリ

ンリポート、 2012年 3月 14日付 (김순환「동포사-우리들은 어떻게 사는가 4-70년대」, 독 

일동포 미디어 베를린 리포트, 2012년 3월 14일자、http://berlinreport.com）。 
442 李泳賓『境界線』、前掲、240頁。 
443 金フンス「ヨーロッパにおける韓国民主化運動の展開と資料」（『国史編纂委員会の外韓国民主 

化運動の学術会議』、2004年 10月 16日）、25頁(김흥수「유럽에서의 한국민주화운동의 전 

개와 자료」『국사편찬위원회 해외한국민주화운동 학술회의』, 2004년 10월 16일)。そして

「韓国民主化キリスト者同志会の結成と活動」『韓国基督教と歴史』第 27号、韓国基督教歴史研 

究所、2007年 9月、204頁（「한국민주화기독자 동지회의 결성과 활동」『한국기독교와 역 

사』제 27호,한국기독교역사연구소, 2007년 9월, 204쪽）。 
444 金ミョンほか『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識－ドイツ地域』ソンイン、2010年、38 

頁(김면 외『구술로 본 해외 한인 통일운동사의 재인식-독일지역』, 선인, 2010년)。 
445 李ジョンス「ヨーロッパにおける韓国民主化運動」、前掲、38～39頁。 
446 李泳賓『境界線』、前掲、242頁。 
447 李泳賓・金スンファン『境界線－増補版』信仰と知性社、2005年、314頁。 (이영빈·김순환 

『경계선-증보판』, 신앙과 지성사, 2005년) 
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動へと発展していった448。キリスト者が反対した理由は、労働運動は階級闘争であり、パルゲンイ

（アカ）のやることであるとみなしたためである449。すなわち、在独キリスト者らは韓国の民衆との

連帯を試みた反面、在独韓国人民衆との連帯については反共主義を理由に連帯の対象から排除する

裏腹な態度をみせた。また、「左翼的な同胞たちと民主運動を一緒にすると自分たちが左翼と疑われ

るのみならず、国内の連帯運動まで同じく疑われる」と主張した450。 

これに類似した認識を尹伊桑にもみることができる。70 年代後半、当時韓国民主化運動を展開し

ていた尹伊桑は、統一や労働者意識で運動する時期ではないという認識を見せている451。これは、当

時の韓国民主化運動において政治的側面に焦点を合わせた運動が主流であって、労働者の民主的権

利のための労働運動への関心の低さや国家以外の民間勢力が統一を口にするだけで共産主義者とみ

なされる韓国社会の雰囲気がそのまま投影されていたことが窺える。西ドイツにおける民主化運動

についても、労働運動よりも反体制運動に焦点を合わせていたことと、韓国社会の反共主義をそのま

ま踏襲していたことが分かる。そのため、西ドイツにおいては 80年代に基統会などによる限られた

統一運動が存在した程度に留まり、本格的に統一運動が展開されたのは 90 年 11 月に「祖国統一汎

民族連合ヨーロッパ本部」が結成されてからである452。 

このような問題は、日本においても類似した状況として現れた。「韓国キリスト者民主同志会」(同

志会)のメンバーであった李仁夏は、在日朝鮮人の権利のための活動について韓民統の助けをうける

など在日朝鮮人が抱えている民族問題の解決のためなら韓民統との「連帯」も積極的に考えた反面、

同志会の他のメンバーは「親北」団体とみなされた韓民統とは一切の関係を持とうとしなかった。79

年 11月 23日から 25日にかけて箱根の強羅で行われた同志会の会議において、李仁夏は在日朝鮮人

の状況について報告しており453、これをみると同じ運動を展開する運動体内部でも「異なる立場」454

により運動のやり方が異なってきたことが分かる。また、李仁夏は反共主義の立場を頑なに堅持する

キリスト者でありながらも、在日朝鮮人の抱えている民族問題を解決するために多様な運動へと開

いていこうとした認識が窺える。それは、日本における民族的不条理を経験した在日朝鮮人としての

 
448 李ジョンス「ヨーロッパにおける韓国民主化運動」、前掲、 38頁。 
449 金スンファン「同胞史‐我らはどのように生きるのか 4‐70年代」、前掲。金スンファンは民建

会を学生団体や労働団体などの連合体と位置付けているが、特に労働団体の参加に関しては労働

運動をする団体より労働者との連合として始まったとみた方がいい。なぜなら労連は、民建会が

結成された翌年に結成されており、『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識－ドイツ地域』に

載っているインタビューや『境界線－増補版』などを総合してみると、進歩的な意識をもってい

た労働者の参加に反対し続けるキリスト者の存在により、労働者らは自分たちの独自の団体を結

成するようになった。そのため労連という団体に対する反対ではなく進歩的な考え方をもってい

た労働者の個々人に対する反対とみなす方が妥当だと思う。 
450 李泳賓『境界線』、前掲。243頁。 
451 金ミョンほか『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識－ドイツ地域』、前掲、36頁。 
452 李ジョンス「ヨーロッパにおける韓国民主化運動」、前掲、39頁。 
453 李仁夏は、在日朝鮮人は本国との関係で自らの政治的立場が規定される「政治的少数者」であ

ると規定した。そして在日朝鮮人の立場のための世界的なエキュメニカル連帯は形成されている

が、民衆が自らの運命を決定できる力を持てる運動へと発展できていないと語った（1979年 11

月 23日～25日の箱根会議録、国史編纂委員会の資料）。 
454 呉在植のインタビューから。2012年 7月 23日、韓神大学校の長空研究所にある呉在植の研究

室にて筆者がインタビューを行う。 
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立場が現れたためであろう。 

これらを通じて考えられるのは、韓国や海外における韓国民主化運動は、イデオロギーや反共主義

などについては国家や政府の論理から自由でいられることができず、結局は体制内での運動でしか

なかったということである。だからこそ、海外における韓国民主化運動が民衆や民族のための運動で

あったのか疑問を感じざるを得ない。この問題は、70 年代の韓国民主化運動が政治的側面が強調さ

れる反体制運動に、そして 80年代の運動が反米主義や反帝国主義運動に傾倒したことと関連してい

るといえる。また、87 年の政治的民主化が達成された後、ようやく労働運動が本格的に展開された

ことの意味を考え直す必要があるだろう。 

 

 

第 2節 民主民族統一海外韓国人連合（韓民連）－韓民統の活動に重点をおいて 

 民団系在日朝鮮人は韓国民主化運動を展開し、金大中に「触発」されて韓民統を結成した。また、

韓民統を結成してからは海外の韓国民主化運動勢力との「連帯」を意識し、米国の韓国民主化運動勢

力と交流をもち始めた。当時、世界の各国にて運動を展開していた海外「韓国人」は個別的に運動を

展開していたが、連合組織の必要性を認識し「連帯」の動きを見せた。その動きは韓民統の民団系在

日朝鮮人の認識とも一致するものであり、そこで結成されたのが「民主民族統一海外韓国人連合」（以

下、韓民連）である。 

韓民統は韓民連の活動を通じて海外の運動勢力と「連帯」し、活動の場を拡大していった。しかし、

韓民連は結成当時から反共主義をめぐって、また運動の方向においてメンバーの間に異見が存在し、

そのため組織は限界を抱えた出発になってしまった。また、韓民連の内部には韓民統に対する警戒や

不満などが存在し、韓民統が韓民連の活動の足かせになるという皮肉な状況になった。 

この節では、韓民統と海外「韓国人」の「連帯」と韓民連の活動をみる。また、韓民連内部におけ

る韓民統に対する認識、そしてその認識に反共主義がどのように影響を及ぼしたかを考察する。 

 

 第 1項 「連帯」の土台 

韓民統は金大中救出運動や韓国の政治的・社会的実状、民主化運動の状況などを在日朝鮮人社会に

伝える活動をすることで、日本における韓国民主化運動を支援・支持するための世論形成に努めた。

そして、海外「韓国人」の韓国民主化運動を在日朝鮮人社会に伝える一方、海外の韓国民主化運動勢

力と「連帯」し、その連合体として「民主民族統一海外韓国人連合」を結成した。韓民統自体が韓国

民主化運動勢力の「連合体」として結成されたので、韓民統と海外「韓国人」との「連帯」は自然な

運動の流れであるといえる。 

韓民統が海外の韓国民主化運動勢力との「連帯」を試みたのは、民統協時代からである。その動き

を見せ始めたのは、民統協が祖国統一から韓国民主化へと運動の軸を変えた 73年の前後だと思われ

る。 

その交流相手は元国連大使であり米国で月刊紙の『国民の声』を発行していた林昌栄であり、民統

協の裵東湖などの民団系在日朝鮮人が林昌栄の主張などに関心をもって連絡を取り始めたようであ

る。いつから交流を始めたのかその時期は確かではない。しかし、林昌栄は 73年 7月 21日時点で
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書信交換してから半年が過ぎたと回顧している455。そして、民統協は 73年の初めに林昌栄の「祖国

統一の展望」456という新年辞を『民族時報』に載せるなど海外「韓国人」の運動や動向を積極的に伝

え始めており、さらに民統協の結成当時林昌栄の祝賀メッセージが結成大会にて代読されていたこ

とを見ると、72年 8月の段階で既に交流があり、73年に入ってから民主化運動のために本格的に交

流が行われたと思われる。 

また、73年 1月 21日にニューヨーク・タイムズ紙の日曜版に、在日朝鮮人有志代表として裵東湖

と在米「韓国人」有志代表として林昌栄とが連名で「朴正煕大統領が民主主義の基本的権利と社会秩

序を無視して、韓国の愛国者たちを不法不当に抑圧していることに対して強い抗議を示す」と声明を

出した457。この声明文で両者は自らを「国内及び国外に居住している韓国民族の声なき声を代弁す

る」立場として位置付けるとともに、強い抗議を示すことが義務であると主張した458。このように少

しずつ「連帯」の基盤を築いていった。 

 

・海外の韓国民主化運動における「連帯」の動き 

当時、海外の韓国民主化運動においても「連帯」の雰囲気が形成されていった。先述したように韓

国の民衆に連帯するため、キリスト教ネットワークの「連帯」を通じて韓国民主化運動が国をまたい

で展開されていた。また、74年 4月 19日、非キリスト者の立場である「在北欧韓国僑胞韓国民主守

護国民戦線」（73年 12月 15日、結成）がスウェーデンで 4・19革命記念大会を開催し459、海外同

胞運動との連帯について議論するなど、国内民衆や国外「韓国人」たちとの連帯が海外「韓国人」の

間に意識されるようになった460。 

韓国内の民主化運動勢力が 75年に朴正煕による維新憲法や大統領への信任を問う国民投票に対し

拒否運動を展開した際461、在日朝鮮人や海外「韓国人」は「海外韓国人民主団体共同声明」（75年 2

月 10日）を発表し、2月 12日を「民主回復の日」と決め、海外における国民投票拒否運動を展開し

た。この運動に参加した団体は、韓民統日本本部、韓民統米州本部（議長、金在俊）、在米救国郷軍

（崔碩男）、国際跆拳道連盟総裁（崔泓熙）、在独民主社会建設協議会（議長、宋斗律）、在仏韓国自

主統一推進会(李龍済)、在端典韓国民主守護協議会（委員長、林裕稷）、在米東亜日報救済委員会（委

員長、林昌栄）、在デンマーク韓国民主守護協議会（会長、金浩林）、在ノルウェー韓国民主守護協議

 
455 林昌栄学習会『林昌栄博士遺稿選集Ⅰ』、1996年 1月 24日、96頁(임창영학습회『임창영박 

사유고선집Ⅰ』, 1996년 1월 24일)。 
456 林昌栄「祖国統一の展望」『民族時報縮刷版』1973年 1月 1日付、17頁。 
457「声明文」『民族時報縮刷版』1973年 2月 1日付、24頁。この声明文は、朴政権の全ての措置

が不法不当であること、朴政権が専制独裁的であること、朴政権が分断を永久化し、永久執権を

目論んでいると批判している。 
458 同前。 
459「海外同胞와 連帯強化－在北欧、韓民戦線서도 記念大会」（「海外同胞と連帯強化－在北欧、 

  韓民戦線でも記念大会」）『民族時報縮刷版』1974年 5月 1日付(3面)、165頁。 
460 同前。 
461 尹潽善・金大中・金泳三は、維新憲法や朴正煕大統領の信任を問う国民投票を拒否する運動の

展開にあたって「国民投票拒否行動綱領」を発表した。その綱領は 8項目からなるが、最後の

項目が投票の日である 2月 12日を「民主回復の日」に決め、さらに「海外僑胞」に「国内同

胞」の闘争を激励・声援することを求める内容であった。 
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会（会長、李海蘭）などの 10団体であった462。この声明において「海外同胞当面共同行動綱領」を

決めたが、韓民連の組織の目的の源流とも思われる内容であった。それは、本国の民主化運動や統一

運動を支持・支援することはもちろん、居住国での世論形成や米国・日本政府が朴政権を援助するこ

とを阻止することが運動方針として挙げられた463。 

 

 ・日本における韓国民主化運動のための「連帯」 

日本では、76 年 8 月 12 日から 14 日にかけて「韓国問題緊急国際会議」（The Emergency 

International Conference On Korea=EICK）が開催された。この会議は、世界の 16か国からの平

和運動家や作家、牧師など韓国問題に関心を持つ 25名と在日朝鮮人や海外「韓国人」、日本人などの

66名が集まり、韓国や第 3世界における闘争について議論した464。この会議は日韓連帯連絡会議代

表の青地晨などの日本人が発起人となって開催されており、韓国民主化運動が単なる「韓国人」だけ

の連帯に留まらず、韓国の民主化に関心をもつ世界の様々な人々との連帯へと拡大したことを物語

るものであった。また、海外の「韓国人」同志の「連帯」が一層強く意識されるようになったと思わ

れる。 

76年 9月 4日には、日本、米国、カナダ、西ドイツ、フランスなどの地域で運動を展開していた

海外在住民主化勢力が、「民主救国宣言」を出した国内民主化運動の中心勢力の人々に対する朴政権

の弾圧を批判する共同声明を発表した465。この声明には、民団系在日朝鮮人として金載華、裵東湖、

鄭在俊、鄭敬謨の 4人が、米国では崔碩男、全奎弘、韓ソンイン、金相敦、高遠、李龍雲、李スンマ

ン、鮮于学源、林昌栄などの 9人が、カナダでは金在俊、西ドイツでは鄭哲在、李ジョンソン、宋斗

律、尹伊桑の 4人が、フランスでは李喜世が参加した466。 

そして、77 年 1 月 15 日には米国で散発的に展開されていた運動を統一的で、かつ積極的な運動

へと発展させるために連合体の「韓国民主化連合運動」が結成された467。「韓国民主化連合運動」は、

①北米州の韓国人は朴政権に対し民主化を要求する意志と行動を取り、米国とカナダ政府に対し韓

国民主化に対する支援を要求する、②北米州韓国人に対する政治
マ

意識化
マ

作業をする、③日本を中心と

した海外同胞の民主化運動と連帯を結び共同で闘うという 3 項目の運動方針を表明した468。三つ目

に出された海外同胞の民主化運動と連帯は、「海外に散在している民主力量を総結集する」469ことが

 
462「海外同胞団体共同声明」『民族時報縮刷版』1975年 2月 15日付（4面）、268頁。 
463「海外韓国人民主団体共同声明（全文）」『漢陽』通巻 123号、1975年 2・3月、146頁。 
464「祖国의 自主統一운동에 새紀元」（「祖国の自主統一運動に新しい紀元」）『民族時報縮刷 

版』1973年 6月 21日付（1面）、453頁。この会議では①韓国での抑圧と抵抗運動、②第 3世

界の闘争と韓国民主化運動、③第 3世界と「先進国」における運動、④南北統一問題と国際連

帯などの問題が議論された。 
465「海外同胞대표들이 声明발표」（「海外同胞代表らが声明発表」）『民族時報縮刷版』1976年 

9月 11日付（1面）、465頁。 
466 同前。 
467「在北米韓国民主化連合運動の声明文（全文）」『民族時報縮刷版』1977年 2月 1日付（2面）、

514頁。 
468「在北米同胞 30여 民主団体－「韓国民主化聯合運動」을 結成」（「在北米同胞 30余民主団体 

－「韓国民主化連合運動」を結成」）『民族時報縮刷版』1977年 2月 1日付(1面)、513頁。 
469「在北米韓国民主化連合運動の声明文（全文）」『民族時報縮刷版』、前掲。 
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至急の課題であるという認識を有しており、その具体的な行動として同年 8月 15日の光復節を期し

てヨーロッパと日本などにある民団系在日朝鮮人や海外‘韓国人’の韓国民主化運動団体が連帯し

「韓国民主化運動・世界連合大会」を開催することを決議した470。これは、当時キリスト教ネットワ

ークが中心であった運動とは異なり、宗教などの限界を超えた在日朝鮮人や海外「韓国人」の連帯を

試みたものであり、反朴体制運動の連合を成し遂げられる土台を築いたのである471。この連帯の中心

人物は、車サンダル、宋正律、鮮于学源、金在俊などである。 

 

第 2項 「民主民族統一海外韓国人連合」の結成 

日本や米国、ヨーロッパを中心とする「連帯」の動きが形作られて行くなか、韓民統は 77年 2月

13日から 14日にかけて第 4回中央委員会を開催した。77年の運動方針として海外民主勢力との連

帯強化や日本人との連帯、米国を中心とする国際連帯運動を打ち出した472。この方針に基づいて海外

の民主団体との連合戦線を形成することを表明し、「連帯」のための実践的な行動を本格的に推進し

た。 

そして、77年 5月 14日の「緊急全国代表者会議」において趙活俊は、韓国で展開されている「民

主救国憲章署名運動」を「海外同胞」も展開することと、それを通じて「海外同胞」を結集し、韓国

の「民主国民連合」に合流する連合体を作ることを提案した473。 

また、署名運動における基本方針として①本国民主勢力との一体化を実現、②海外同胞社会におけ

る民主主義愛国力量
マ マ

の拡大、③海外同胞民主国民連合体の実現などの 3項目を打ち出し、日本で署名

運動を展開することを決議した474。この署名運動は海外民主化勢力との間に既に合意済みのもので

あって、署名運動の機構として海外で韓国民主化運動を展開していた約 200 名による「民主救国憲

章署名運動・海外同胞推進委員会」を置いて、日本・米国・ヨーロッパに各々の本部を置くことも決

めた475。このように海外の「韓国人」が在住／滞在する国家において個別的に展開していた運動を一

元化しようとする動きが後の韓民連の結成へと繋がった。 

 

・「海外韓国民主運動代表者会議」 

77年 8月 12日から 14日の 3日間にかけて、東京の上野にある池之端文化センターにて「海外韓

国人民主運動代表者会議」（以下、代表者会議）が開催された。この会議の発起人は米州地域からの

林昌栄、李ヨンウン、金在俊、金聖楽、日本からは金載華、鄭在俊、裵東湖、ヨーロッパからは尹伊

桑、李泳賓である476。そして、韓民統の準備委員会が会議の開催を準備した。 

 
470「在北米同胞 30余民主団体－「韓国民主化連合運動」を結成」『民族時報縮刷版』、前掲。 
471 同前。 
472「当面한 情勢와 우리의 課題－第 4回中央委員会報告」（「当面の情勢と我々の課題－第 4回 

  中央委員会報告」）『民族時報縮刷版』1977年 2月 21日付(2～3面)、518～519頁。 
473「民主救国憲章서명운동 －海外동포총궐기」（「民主救国憲章署名運動－海外同胞総決起」） 

『民族時報縮刷版』1977年 5月 21日付（1面）、557頁。 
474 同前。 
475 同前。 
476「발기문」（「発起文」）『海外韓国人民主運動代表者会議資料』、民主民族統一海外韓国人連

合国際事務局、1977年 9月 15日、10頁。 
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代表者会議には、日本を初めとして米国・カナダ・フランス・西ドイツ・オーストラリア・ブラジル・

スウェーデン・デンマーク、香港など 11カ国から 104名が参加した477。そして会議の前日になる 8

月 11日に予備会議を設け準備委員会を発足し、図 2のように代表者会議の議長団と書記局など会議

の執行部のメンバーを決めた478。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5－「海外韓国人民主運動代表者会議」の様子（出典：韓統連のホームページ、 

http://chuo.korea-htr.org/board.cgi?id=DJKIM&page=7、2014年 5月 13日閲覧） 

 

 

 

会議の執行部は、[図 2]でみるように各地域のメンバーが均等に配置された形である。議長団は金

在俊（カナダ）、林昌栄・金聖楽・崔泓熙・李龍雲（米国）、尹伊桑・李泳賓（西ドイツ）、金載華・

裵東湖・鄭在俊（日本）が務めた479。書記局には日本の郭東儀・金恩沢、米国の張錫允・高遠、ヨー

ロッパの姜ドング・金ヨンドン・宋斗律が、代表者会議のスポークスマンには韓民統の趙活俊が決ま

った480。そして 12日の本会議の時に文書起草委員として、日本の裵東湖・鄭敬謨・郭東儀、米国の

高遠、徐正均、ヨーロッパの宋斗律、鄭チョルジェが担当した。役員典型委員には、日本の金栄出・

趙活俊・金鐘忠、米国の盧光郁・姜グン、ヨーロッパの 李稀世・金吉淳が決まった481。 

 
477「民主政権樹立に向けて民主民族統一海外韓国人連合を結成」『先駆』（第 18号、在日韓国青年 

同盟、3～4頁）および「성명서」（「声明書」）『海外韓国人民主運動代表者会議資料』、民主

民族統一海外韓国人連合国際事務局(1977年 9月 15日, 89頁)。 
478 代表者会議の執行部メンバーの中で文書起草委員も決まっていたが、会議関連資料（『民族時

報』）には掲載されなかった。 
479「민주민족통일해외한국인연합 창립」（「民主民族統一海外韓国人連合創立」）『民族時報縮 

刷版』、前掲。 
480 同前。 
481「民主救国運動의 새章을 装飾한「韓民連」創立」（「民主救国運動の新しい章を装飾した「韓民

連」創立」）『民族時報縮刷版』1977年 9月 1・11付（2～3面）、598～599頁。 
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[図 2]－代表者会議執行部

 

出典：「民主救国運動の新しい章を装飾した「韓民連」創立」『民族時報縮刷版』482 

 

 

本会議は 12 日から 14 日まで開催され、かつ韓国の中央情報部の妨害をさけるために秘密裏に準

備されていた483。本会議で海外民主団体らの「連帯」、「連帯」のための連合組織の結成、連合体の執

行部構成に関して議論された。代表者会議の発起文には484、海外「韓国人」の民主化運動が国内民衆

の闘争を鼓舞激励し、国内の民衆とは同志的一体感と信頼による固い連帯の中において唇歯輔車の

関係にあると位置づけた。さらに、代表者会議は「海外同胞の闘争が組織的に、有機的に一元化する」

ことが求められていた時代的当為性に基づいて開催されたと主張した。 

そのため、代表者会議は「海外韓国人」が国内同胞の闘争を一層積極的に支持し力を合わせること、

「海外韓国人」間の協調と連携関係を深め闘争を強化発展すること、国際連帯運動をより広範囲に広

げていくために議論・確立することを目的とした。その中でも、海外民主団体の連合のための組織体

の結成が最も重要な目的であって、その結果として韓民連が結成されたのである。韓民連の結成は、

世界各地で行われてきた韓国民主化運動をまとめたことに大きな意義があるといえる485。 

そして当時の大統領緊急措置 8・9号の発令により韓国内の民主化運動が停滞を余儀なくされた時、

海外民主化運動の活性化は必然のことだったといえる。そのため、朴政権の民主化運動への弾圧は、

 
482 同前。 
483 鄭敬謨も李三悦に送った手紙（1978年 8月 11日付、国史編纂委員会の「韓国キリスト者民主

同志会」寄贈資料）で韓民連の組織結成と内容が極秘で行われたことを伝えた。 
484 民主民族統一海外韓国人連合国際事務局編『海外韓国人民主運動代表者会議資料』民主民族統

一海外韓国人連合国際事務局、1977年 9月 25日、9～10頁。 
485 趙基銀「在日朝鮮人と 1970年代の韓国民主化運動」、前掲、210頁。 

議長団

日本－金載華・裵東湖・鄭在俊

カナダ－金在俊

米国－林昌栄・金聖楽・崔泓熙・

李龍雲

西ドイツ－尹伊桑・李泳賓

書記局：日本－郭東儀・金恩沢

米国－張錫允・高遠

ヨーロッパ－姜ドング・金ヨンドン・宋斗律

文書起草委員：日本－裵東湖・鄭敬謨・郭東儀

米国－高遠・徐正均

ヨーロッパ－宋斗律・鄭チョルジェ

役員典型委員：日本－金栄出・趙活俊・金鐘忠

米国－盧光郁・姜グン

ヨーロッパ－李稀世・金吉淳
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かえって地理的・政治的に朴政権の弾圧の度合いが弱い在日朝鮮人と海外「韓国人」との「連帯」を

促したといえる。 

 

・韓民連の結成 

代表者会議の本会議の二日目の 13日に、連合体として民主民族統一海外韓国人連合（韓民連）が

結成された。韓民連は、在日朝鮮人や海外「韓国人」の民主化闘争を組織的・有機的に一元化するた

めに組織された486。韓民連の結成は、当時在日朝鮮人や海外の「韓国人」、そして世界各国の外国人

や団体が韓国民主化運動を支持・支援しているなかで、在日朝鮮人と海外「韓国人」が積極的に運動

を主導していこうとする意志に基づくものであった。また、先述したように世界各地で別々に行われ

てきた「韓国人」の民主化運動を糾合したことに大きな意義があるといえる。また、韓民統にとって

は海外における韓国民主化運動において強い発言権をもつことになり、他の民主団体らに影響力の

ある団体として成長する契機となったといえる。 

 

韓民連に加入した団体数は、資料の問題により現在明白ではない487。しかし、一部判明しているも

のについては下表のとおりである。77年 8月 12～14日の代表者会議の 裵東湖の基調報告で 14団

体は韓民連に加入したと思われ、それらの団体は大きく日本地域・米州地域・ヨーロッパ地域に分け

られる。日本からは韓民統と民統協が参加し、米国からは在米民主韓人協会、在米救国郷軍、統一促

進会、米州民主国民連合、米州民主社会建設協議会、在米愛国女性同友協議会、西ドイツからは在西

独民主社会建設協議会、在西独南北社会問題研究会、韓人労働者連盟、フランスからは韓国自主統一

推進会488、スェーデンの在スェーデン韓国民主守護協議会、そして団体の所在国が分からないが、西

ドイツと推測される在北ヨーロッパ韓国民主守護国民戦線が加入した489。 

ただし、これらの団体が全て代表者会議において韓民連が結成された当時に韓民連に加入したか、

そして加入年度がいつかは不明である。例えば、米州民主国民連合が同年 9月 18日に韓民連への正

式加入を決定したことをみると490、韓民連結成の時は仮加入をするなど組織結成を優先した形で会

 
486 民主民族統一海外韓国人連合国際事務局編『海外韓国人民主運動代表者会議資料』、前掲、9

頁。 
487 韓民連関連資料の中では、加入団体の数が明白に分かるものがなく、『民族時報』や『海外韓国

人民主運動代表者会議』、『漢陽』などの資料の中で韓民連に加入した団体に関する内容からピッ

クアップした。代表者会議における裵東湖が挙げた団体らは、基調報告の内容に鑑みて韓民連に

加入したと判断した。 
488 裵東湖の基調報告ではフランスの団体として「韓国統一促進会」を挙げているが、79年の『漢

陽』（「「한민련」 유럽지역 民主 10団体 공동성명」（「「韓民連」ヨーロッパ地域民主 10団体共

同声明」)『漢陽』第 151号、漢陽社、1979年 11・12月、70頁）には、韓国自主統一推進会と

なっている。『漢陽』の韓民連ヨーロッパ地域の 10団体の名で共同声明が出されているため、

『漢陽』が正確と判断される。「韓国統一促進会」の脱退の可能性もあるが、現段階では確認さ

れないため、まずは排除する。 
489 論文執筆の段階において韓民連の組織結成や構成に関する 1次資料を入手することができなか

っただめ『民族時報』の記事の内容に基づく（「海外韓国人民主運動代表者会議 기조보고①」 

（「海外韓国人民主運動代表者会議基調報告①」）『民族時報縮刷版』1977年 8月 21日付（3）、

595頁）。 
490「韓民聯창립報告大会」（「韓民連創立報告大会」）『民族時報縮刷版』1977年 9月 21日付 
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議が進められたと思われる。 

79 年現在で確認された団体は、主にヨーロッパを中心にした団体である。西ドイツでは在西独南

北統一促進基督者協議会、フランスでは韓国統一問題研究会と自由同胞協議会、韓国自主統一推進会、

デンマークでは民族問題協議会、スウェーデンでは民主守護協議会、スイスでは民主社会建設協議会

がある491。 

 

[表 3]－韓民連に加入した団体 

地域 国家 団体名 

日本 日本 韓国民主回復統一促進国民会議日本本部 

民族統一協議会 

米州 米国 在米民主韓人協会 

在米救国郷軍（総司令官、崔碩男） 

統一促進会 

米州民主国民連合 

米州民主社会建設協議会 

在米愛国女性同友協議会(会長、李宝培) 

ヨーロッパ 西ドイツ 在西独民主社会建設協議会 

在西独南北社会問題研究会 

在独韓人労働者連盟 

南北統一促進基督者協議会 

フランス 在仏韓国自主統一推進会 

在仏韓国統一問題研究会 

自由同胞協議会（会長、李侑鎮） 

デンマーク 民族問題協議会 

スウェーデン 在スウェーデン民主守護協議会 

スイス 民主社会建設協議会 

  ・ 在北ヨーロッパ韓国民主守護協議会 

   出典：『民族時報縮刷版』と『漢陽』492に基づいて筆者作成  

＊現在、把握できている団体のみを記載する。 

 

在日朝鮮人や海外「韓国人」にとって、民主化運動は祖国統一を達成するためのものであり、祖国

 

（1面）、605頁。 
491「「한민련」 유럽지역 民主 10団体 공동성명」（「「韓民連」ヨーロッパ地域民主 10団体共 

同声明」)『漢陽』第 151号、漢陽社、1979年 11・12月、70頁。 
492 同前 
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統一は「独立国家の在外国民として当然の処遇をうける」ための道でもあった493。このような認識は、

民族主義に基づいた団結を生み出し、さらには民主化運動における祖国の民主化運動勢力との「連帯」

を促した。その「連帯」への意識は、韓民連を軸として「本国と海外各界各層同胞の総結集による広

範囲の国民連合を実現」494することへと発展した。 

韓民連は維新体制と闘い、ひいては民主憲政秩序の土台の上に民主連合政府を建てることを民主

化運動の目的とした。かつ、祖国統一の実現を最終的目的とした495。同月 14日には代表者会議の名

で決議文を発表したが、その内容は韓民連が何を目標に闘うかを窺わせる内容であった。決議文は朴

政権に対し政治犯と良心犯の無条件釈放や維新憲法と緊急措置の撤廃を、米国と日本に対し朴政権

に対する軍事的・経済的援助を中止することなどを要求した496。そして、そのための実践的な運動方

針を綱領にまとめた497。 

 

1．われわれは、本国と海外における各界各層の同胞の総結集で、広範な国民連合を実現し、

現維新独裁政権を除去し民主主義、民族自主、平和統一を志向する民主連合政府の樹立を

期する。 

2．われわれは、維新憲法をはじめ各種の悪法と中央情報部を含む一切の独裁機構を撤廃し、

人権と生存権の保障、政治活動、言論、出版、集会、結社、信仰と学問の自由を含む国民

の諸々の民主主義的基本権利の確立を期する。 

3．われわれは、軍事力を含むあらゆる形態の外勢の介入と外勢依存を排撃し、民族自主権の

原則を固守し、互恵平等に立脚したすべての国との親善関係を期する。 

4．われわれは、対外隷属的経済体制と買弁本位の腐敗特権経済に反対し、民族産業と国民経

済の自律的発展を図り、富の均等分配原則にのっとり、労働者、農民をはじめとする庶民

大衆の生活安定の向上を期する。 

5．われわれは、民族固有の伝統文化を侵食する時代風潮を排除し、民族文化と民族教育の健

全な発展、民族自主意識と愛国愛族精神の涵養を期する。 

6. われわれは南北双方が政治理念と思想の差異を超越し、社会体制を相互尊重する原則に立 

ち、全民族的和解と大団結を成し遂げ、統一を願うすべての勢力の幅広い対話の広場の造成

を期する。 

7. われわれは、戦争を刺激する南北間の対決と分断の固定化政策に反対し、韓半島の平和と

 
493 民主民族統一海外韓国人連合国際事務局『海外韓国人民主運動代表者会議資料』、前掲、93頁 

（及び『民族時報縮刷版』1977年 8月 21日付（4面）、596頁）。 
494 同前、96頁（及び『民族時報縮刷版』1977年 8月 21日付（4面）、596頁）。 
495「創立宣言」『海外韓国人民主運動代表者会議資料』民主民族統一韓国人連合国際事務局、1977

年 9月、92～96頁。 
496「決議文」『民族時報縮刷版』1977年 8月 21日付（1面）、593頁。先述した項目以外にも、海

外韓国人民主運動代表者会議の出席のために日本に入国しようとした米国在住の李龍雲の入国拒

否や朴政権の妨害に迅速な措置を取らず「8・13事件」を招いたと日本政府への抗議することを

も決議した。「8・13」事件については第 4節で扱うことにする。 
497「綱領」『海外韓国人民主運動代表者会議資料』、前掲、96～97頁。綱領の日本語版は、「民主民

族統一海外韓国人連合結成」『民族時報縮刷版』1977年 8月 21日付（4面）、596頁。 
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安全を保障し、七・四共同声明の 3大原則に基づく祖国統一の実現を期する。 

8. われわれは、海外同胞たちと僑胞団体に対する一切の迫害と弾圧に反対し、民主主義的、民

族的諸権益を擁護し、同胞大衆の固い団結と生活安定を期する。 

9. われわれは、反維新民主救国運動を支持する世界各国の民主勢力との親善団結と国際的紐帯

の強化発展を期する。498 

 

韓民連は朴政権の独裁の結果である韓国の国家としての自主性の毀損や、韓国社会の富の不均等

や国民の民主主義的な権利の抑圧、北朝鮮とのイデオロギー対立などの諸問題の解決を民主化運動

の目標としていた。また、韓国内の 70年代の民主化運動が反体制運動に傾いた反面、海外の韓国民

主化運動は外勢に対し自律的であることの重要性を強く認識していた。そして、在日朝鮮人や海外

「韓国人」の立場性を打ち出した運動方針をとっていたといえる。 

  

・韓民連の組織および人的構成 

韓民連は連合組織であるため、日本・米国・ヨーロッパの地域ごとの代表が議長、国際事務局、地

域事務局などの重要ポストを分担する形を取った。代表者会議の開催や韓民連の組織に参加したメ

ンバーの多くは、76 年の「韓国問題緊急国際会議」以後の海外民主化運動勢力の「連帯」を主導し

た人々である。 

首席議長には米国在住の林昌栄が務めた。そして、議長団は各地域の居住国で運動を主導してきた

人物である、日本の金載華・ 裵東湖・鄭在俊・金容元、西ドイツの尹伊桑、カナダの崔泓熙、米国

の金聖楽・李龍雲が務めた。国際事務局は、韓民統の 裵東湖と郭東儀がそれぞれ事務総長と事務次

長を務めた。また、各地域に事務局を置き、互いに連携する形をとり、その実務者として日本は趙活

俊、米国は高遠、カナダは全忠林、ヨーロッパは金吉淳が担った。 

各地域における各運動団体が独自的・個別的に運動を展開しながら、韓民連を中心として連合戦線

を結成して運動した。すなわち運動における共通の目標などを設定し、それに関する主張や声明など

運動路線については韓民連の名で発表し、実践的に運動を展開するにあたっては団体の所在国の特

性に合わせて地域によって個別的に行うという形が取られたのである。そして、その韓民連の舵を取

るのが国際事務局であって本部のような役割を担い、その国際事務局を日本側の韓民統が担当した。

それは韓民連の活動の多くを日本地域、つまり韓民統が主導することを意味し、これがのちに韓民連

内部の葛藤の種となったと思われる。 

 

 

 

  

 
498「綱領」『民族時報縮刷版』1977年 8月 21日付（4面）、596頁。 
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[図 3]－韓民連の組織図

 

[顧問] 

  

＊出典：「民主民族統一海外韓国人連合創立」『民族時報縮刷版』499に基づいて筆者作成 

 （注）顧問の文在麟は、『民族時報縮刷版』（77 年 8 月 21 日付）の記事の中では顧問として名前が記載されていた

が、『海外韓国人民主運動代表者会議資料』では名前が抜けている。 

 

 

韓民連のメンバーは、キリスト教の関係者、韓国において民主化運動を展開した経験や朴政権によ

 
499「민주민족통일해외한국인연합 창립」（「民主民族統一海外韓国人連合創立」）『民族時報縮 

刷版』1977年 8月 21日付（1面）、593頁。 

首席議長

林昌栄（米国）

議長団

金載華（日本）

尹伊桑（西ドイツ）

崔泓熙（カナダ）

金聖楽（米国）

裵東湖（日本）

鄭在俊（日本）

李龍雲（米国）

金容元（日本）

国際事務局

（日本）

事務総長

裵東湖

・

事務次長

郭東儀

地域事務局

日本－趙活俊

米国－高遠

カナダ－全忠林

ヨーロッパ－金吉淳

最高顧問 ： 金在俊（カナダ）

顧問 ： 日本－梁相基、兪石濬

カナダ－文在麟

米国－金圭弘

フランス－李龍済
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り政治的に弾圧された経験を有するなど朴政権と対立関係にある人々が多かった。金載華などの民

団系在日朝鮮人は、かねてから民団民主化運動において韓国政府とは葛藤関係におかれ、ひいては民

団から「不純分子」として排除された。最高顧問として推戴された金在俊牧師は、「韓日屈辱外交反

対国民運動」や朴正煕の三選改憲に反対する運動を主導するなどキリスト教界の韓国民主化運動を

主導した。首席議長の林昌栄は元国連大使であったが、5・16軍事クーデターを契機に反体制的な立

場へと変わった。ヨーロッパの尹伊桑と李煕世は、「東伯林事件」で韓国政府によりスパイとして捏

造され逮捕・拷問された経験がある。尹伊桑は、「東伯林事件」の時に自身の救援運動をした西ドイ

ツの社会党の党首と連携しながら韓民連が社会主義インターナショナルと「連帯」できる土台を築く

など「連帯」の幅を広げた。 

 

[表 4]－韓民連に参加した米国・ヨーロッパ地域の人々の経歴 

名前 経歴 

林昌栄 元国連大使、米州民主国民連合の議長、『国民の声』発行 

尹伊桑 音楽家、西ベルリン芸術大学教授、韓国民主社会建設協議会議長（西ドイツ） 

崔泓熙 
国際跆拳道連盟の初代総裁（韓国）、元マレーシア大使、カナダ民族統一協議

会 

金聖楽 牧師、元崇實大學校学長（韓国）、祖国統一促進会 

李龍雲 元海軍参謀総長 

高遠 教授、米州民主国民連合の事務局長、『海外韓民報』の主筆 

徐正均 元東亜日報記者、『海外韓民報』の発行（米国・ニューヨーク） 

盧光郁 歯科医師、在米民主韓人教会協会 

姜グン 会社員、米州民主国民連合 

宋斗律 在独民主社会建設協議会の初代議長、ミュンスター大学教授 

李稀世 画家、韓国自主統一推進会議長、『統一祖国』発行 

全忠林 『New korea Times』（カナダ・トロント）発行 

金吉淳 政治学者、在独民主社会建設協議会 

金在俊 牧師、元韓国神学大学校学長、「三選改憲反対汎国民闘争委員会」の委員長 

文在麟 牧師 

金圭弘500 不明 

李龍済 在仏韓国自主統一推進会の議長 

 
500「金圭弘」という人物について様々な資料や新聞などで調べたが、米国で韓国民主化運動をした

金圭弘という名前は見当たらなかった。この名前に似ているのは、米国における韓国民主化運動

団体の連合団体である「民主主義国民連合北米本部」の委員を務めた「全圭弘」という人物であ

る。鮮于学源「在米同胞初期移民史と進歩運動、民主化運動、民族統一運動の歴史」『米州同胞

民族運動 100年史』（113頁）では、「全圭弘」になっている。そして、『米州同胞たちの民主化

および統一運動』（36頁）では、「鄭圭弘」になっている。鮮于学源が「民主主義国民連合北米

本部」の委員として活動したことを考えると「全圭弘」の方が正しく思われ、「金圭弘」は「全

圭弘」の書き間違えではないかと思われる。 
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   ＊出典：『民族時報』や『漢陽』、海外韓国民主団体の資料、新聞記事などを参考に筆者作成 

         名前の順番は、韓民連の役職順。 

 

 

第 3項 韓民連の限界 

民団系在日朝鮮人や海外「韓国人」の「連帯」は、あくまでも国内運動を支持・支援する立場で行

われたことを指摘しなければならない。この「連帯」運動は「あくまでも「3・1 民主救国宣言」と

「救国憲章」が明示する原則に従うものであり、国内運動との有機的な連動と呼応を主眼とするもの」

501であった。 

このように韓民連の基本的な立場は、海外の運動は国内の運動を支持・支援する補助的なものにと

どまると考えるものであったが、運動の展開においては異見が存在した。まず、最高顧問として推戴

された金在俊は「国内が主であり、国外はその支持勢力であ」ること、韓民連の支援行動により国内

同志が朴政権に弾圧される口実になるおそれがあるため「国内同志の実状を堪案
マ マ

して我らの態度を

決める」こと、そして祖国統一についても「国内と歩調を合わせる」ことを強調した502。これは当時

の韓国では、民主化運動が「反共主義に抵触」するとか、北朝鮮とのつながりがあると疑われた場合

は運動としての「正当性を欠如」してしまうことになり、朴政権の弾圧の口実となるからである。ひ

いては国民の呼応を得られない場合は、運動を展開する際に困難をきたす。そのため現実的に起こり

得る恐れのあることを予防するための立場であるといえる。 

他方で、韓民統所属の裵東湖や米州国民連合の議長である林昌栄は、駐韓米軍の存在や米国と日本

の独裁政権に対する援助を強く批判するなど反米や反外勢の立場にたち、またその主張を積極的に

表している503。そして、ヨーロッパの在独民主社会建設協議会の議長である尹伊桑は、国内民主勢力

との共助を認めながら、より積極的な行動を取ることを主張した。それは、国内民主勢力の意思は尊

重しながらも、外国にいる自分たちは国際情勢に敏感であり、また国際情勢の視野で判断する精神的

な土台で国内民主勢力に影響を与えるべきであること、そして非同盟諸国会議に代表を派遣して民

主化運動に関する活動を展開することを提議するなど、より積極的な立場を取ることを主張した504。 

つまり韓民連の内部は、補助的立場であることについては共通の認識を有していたが、運動の実践

においては国内運動の支持・支援に徹そうとする動きと海外に在住／滞在するという立場性からく

る有利な条件を生かして主体的・独自的に運動を展開することを主張する動きとに分けることがで

きる。 

 
501「祝！海外韓国人民主運動代表者会議」『民族時報縮刷版』1977年 8月 11日付（1面）、589

頁。 
502 金在俊「反独裁・民主建設을」『海外韓国人民主運動代表者会議資料』、前掲、66頁（『民族時報

縮刷版』1977年 9月 1・11日付（5面）、601頁）。 
503 裵東湖「海外韓国人民主運動代表者会議基調報告」（『民族時報縮刷版』、前掲、604頁。及び、 

『海外韓国人民主運動代表者会議資料』、前掲、19～42頁）、林昌栄「海外韓国人民主運動代表

者会議기조보고②」（『民族時報縮刷版』、前掲、601頁。及び、『海外韓国人民主運動代表者 

会議委資料』、前掲）。 
504 尹伊桑「海外韓国人民主運動代表者会議기조보고③」『民族時報縮刷版』（前掲、602頁）および

『海外韓国人民主運動代表者会議資料』（前掲、60～61および 65頁）。 
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・反共主義や反米主義における認識の差 

このような異見の相違はどこからくるものであるのか。その要因は、反共主義や反米主義などをめ

ぐる考えや立場の違いといえる。70 年代の後半は朴政権がスパイ事件を捏造し、安保を口実に社会

不安を煽るとともに民主化運動を弾圧し、駐韓米軍撤退問題は朴政権の弾圧や社会の不安を後押し

した。駐韓米軍撤退問題だけをみても、米軍の撤退をめぐり韓米の間で 77年 5月 25日から公式的

に協議される505ようになり、安保問題における社会的不安が高まった。その状況では米軍撤退や反米

を主張することは反国家的な主張としてうけとられるとともに、北朝鮮の主張と同様のものとみな

されたため、民主化運動側にとって反米主義を語ることに慎重にならざるを得ない問題であった。特

に、キリスト者の多い海外「韓国人」にとって、韓国内のキリスト教者の駐韓米軍撤退への反対は無

視できない問題であった506。 

つまり、韓国社会内では反国家的で、「反共主義に抵触」すると思われる主張や行動は朴政権の弾

圧の口実となり、ひいては国民からも支持されなかった。そのため、「反共主義と一線を画する」こ

とが求められ、反共主義や安保の影響の下にある国内の運動のために韓国外の民主化運動勢力も自

らが制度圏内の運動に留まろうとする、つまり韓国の反共主義の「心理的人質」507の立場に留まろう

としていたといえる。当時の韓国民主化運動勢力の中では「心理的人質」の目で、韓民統をみようと

した勢力も存在した。 

「心理的人質」の立場に留まるか、海外に在住／滞在する立場を生かすかという問題、つまり制度

圏内に留まるか、もしくは制度を超える運動を展開するかという根本的な問題において異見を残し

たまま韓民連は結成されたのである。そして、このような違いは韓民連の組織としての限界性や分裂

の原因となったことを指摘しなければならない。 

 

 

第 3節 韓民連の活動 

第 1項 韓民連の活動における「連帯」 

・民主化運動と統一の後先問題 

 70 年代の韓国内の運動が政治的民主化に焦点を合わせた反体制運動が主であった反面、韓民連は

国内より幅広い運動を目標にしていた。70 年代の韓国社会や韓国内の民主化運動勢力は反外勢運動

や統一運動がうけ入れられる社会的情勢ではなかった。反外勢運動は 80年代になってから民主化運

動の路線としてうけ入れられ、統一運動は民主化が「達成」された後に展開された。しかし、韓民連

は組織当初から反外勢や統一を強く意識した運動を展開した。 

韓民連は、組織の目標として維新体制を打破することと、民主主義・民族主義・平和統一を志向す

 
505「朴大統領『先補完後撤軍』を強力促求」『東亜日報』1977年 5月 25日付、朝刊、1面(「박대 

통령『선보완 후철군』을 강력 촉구」『동아일보』, 1977년 5월 25일자, 조간, 1면)。 
506 韓国内では 1977年 6月 15日にキリスト教会 18団体、345名が「駐韓米軍撤退反対」の声明を

出すなど、キリスト教団では米軍撤退に反対する動きが強まった。 
507 鮮于学源、盧吉男、尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、131頁。 
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る民主連合政府を樹立し508、最終的には祖国統一を実現する509ことを目標として掲げていた。これ

は民主化と統一を同じ線上においており、民主化の最終目標として統一を想定し運動において「先民

主・後統一」の形をとっていたこととつながっている。そして実践的には、民主主義的基本権利や反

外勢、経済的独立も目指した。また、本国や海外同胞が総結集することはもちろん、国際的紐帯の強

化発展を図ることを綱領として採択していた510。 

 しかし、韓民連の内部では先述したように労働運動や統一運動は時期尚早という意見も存在して

おり、現実的にも朴政権の独裁による非民主的状況を打破することが優先的に求められ反体制運動

が中心となっていた。そのため、統一運動は本格的に展開されなかった。統一運動に対する異見は、

韓民連からメンバーや団体を排除する事態を招いた。ヨーロッパ地域本部では統一運動を試みた民

建会や基統会の中心メンバーであった李泳賓が排除され511、韓民連の加盟団体であった基統会をも

排除されたのである。 

李泳賓は基統会を通じて南北統一のための運動を展開していた。その一環として、81年から 85年

の間に北朝鮮と 4回の統一対話を試みており512、これに対し韓民連も一定の理解は示した。しかし、

韓民連は国内民主化運動と連帯する海外運動と自称し活動した組織として、国内民主化運動に役立

たない運動をしてはならないこと、そして統一運動は民主化運動がある程度進んだ後に始めなけれ

ばならないという立場を理由に基統会を韓民連から排除した513。つまり、李泳賓や基統会を排除した

韓民連の対応は韓国の反共主義や、国内運動に対し補助的な立場を堅持しようとした韓民連内部の

意見を強く反映しており、海外における独自的な統一運動の展開を抑止してしまう結果をもたらし

た負の側面でもある。 

民主化と統一の優先順位に関する問題は514、77 年に韓国内の民主化運動勢力の間で熱く議論され

ていた論争である。そこでは「先民主・後統一」の立場に立って運動をするのか、「先統一・後民主」

の立場に立って運動をするのかが主な問題として浮上した。「先民主・後統一」は段階論的統一論で

あって、「統一」に関しては語ることができなかった時期に広範囲に広がったものである515。韓国内

では 70年代には民主化運動と統一運動の時間的な後先問題をめぐる論争はあったにせよ、現実の運

動においては 80年代後半まで民主化運動が中心となって展開されたといえる。 

 
508 民主民族統一海外韓国人連合『韓民連運動の 10年の足跡』民主民族統一海外韓国人連合宣伝

局、1987年 12月 1日、42頁。 
509 同前、43頁。 
510「綱領」『民族時報縮刷版』1977年 8月 21日付（4面）、596頁（日本語版）。 
511 金ミョンほか『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識－ドイツ地域』、前掲、232頁。 
512 同前、246頁。北朝鮮との統一対話は、1981年はウィーン、82年はヘルシンキ、83年と 84年

はウィーンで行われた。 
513 李泳賓『境界線』、前掲、246頁。 
514 李ジョンオは、1976年 3月 1日に発表された「3・1民主救国宣言」で、南北分断が独裁の口

実となっており、また民主化は統一の前提条件になるという問題意識をもっており、これが「先

民主後統一」・「先統一後民主」という論争に発展したと述べている（李ジョンオ「社会運動と統

一運動」『実践文学』通巻 12号、実践文学社、1988年 12月、195頁(이종오「사회운동과 통일 

운동」『실천문학』통권 12호, 실천문학사, 1988년 12월)）。 
515 尹ソクイン「民衆的統一論の展開と定立方向」『実践文学』通巻 12号、実践文学社、1988年 

12月、145頁 (윤석인「민중적통일론의 전개와 정립방향」『실천문학』통권 12호, 실천문학 

사, 1988년 12월) 。 
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海外の運動においても「先民主・後統一」なのか「先統一・後民主」なのかを二者択一しようとする

動向が多く516、70年代の運動は反体制を中心とした民主化運動が優先された。その後、80年の光州

民衆抗争を契機に統一に対する認識が高まり、民主化運動と統一運動が共に行われる構造となった

517。金在俊、金相敦などのキリスト者や「韓国キリスト者民主同志会」518、そして金大中関連の運動

グループは「先民主・後統一」であったが、林昌栄は「先統一・後民主」の立場であった。韓民連や

韓民統は、「先民主・後統一」の立場に立って運動を展開した。 

しかし、韓民統に対し「先統一・後民主」だという批判が存在しており、特に米国の民主化運動勢

力が刊行した新聞である『新韓民報』に「日本韓民統の友達に」519という投書が掲載され韓民統は「先

統一・後民主」の立場であると公に批判された。そして「後民主」の場合の「民主」は北朝鮮のそれ

ではないといえるのかと厳しく問いつめられた。この手紙に見えるような認識や意見が在米民主化

運動勢力の中にも同様に存在していたことが窺える520。 

裵東湖は民主化運動内部のこのような認識、すなわち韓民統が「先統一・後民主」の立場ではない

かという疑惑に対し、基本方針として「先民主・後統一」の立場を貫いている点を主張し、韓国内と

海外の民主化運動勢力の内部で韓民統が「先統一・後民主」であると認識されるのは朴政権の陰険な

謀略戦術ではないかと反駁した521。 

ここで注目しなければならないのは、韓民連内部でも「先民主・後統一」の立場について完全な意

見の一致にまでは至っていなかったことである。韓民連首席議長の林昌栄は、韓民連結成 1周年記念

談話で自主的・平和的統一がなされるべきだと主張している。李泳賓は民主化運動と統一運動の相互

関係により意見と行動が変わるため、議論がもっと必要であるといいながら、民主化運動を単一目標

とする考え方に対し批判した522。さらに李泳賓は、韓民連の内部でも韓民統とヨーロッパの民建会の

みが「先民主・後統一」の運動方式をとっており、尹伊桑も統一運動に関わるようになってからは韓

民連を離れざるを得なかったと証言し、韓民連の運動は組織内部から「連合」が壊れ一種の「韓民統

クラブ」に後退したと指摘している523。このように民主化と統一の後先問題をめぐる意見の相違は、

組織の結束にも亀裂が生じるほど影響を及ぼしたことが分かる。 

 

 
516 金ミョンほか『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識－ドイツ地域』、前掲、37頁。 
517 金ハヨンほか『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識－米国地域』、前掲、234頁。 
518 第 2章第 4節第 2項を参照。 
519『韓国通信』（第 10号、1976年 9月 20日）に掲載された同志会メンバーの呉在植の投書であっ

て、韓民統の思想性や運動理念などを批判したものである。最初、『韓国通信』に掲載されたも

のを翌年の 77年に『新韓民報』(1977年 1月 13日付、26～27頁)が転載した。 
520 金サンホが呉在植に宛てた 1977年 7月 21日付の手紙（国史編纂委員会の「韓国キリスト者民

主同志会」寄贈資料）。 
521 裵東湖「朴独裁の『韓民統』に対する謀略と陰謀策動を糾弾する」『民族時報縮刷版』1978年 4

月 21日付（4面）、684頁。 
522 李泳賓は韓民連 1周年記念で行われた「民主運動と統一運動」と題目が付けられた談話で、当

時の民主化運動をする際に統一を掲げることが運動展開において不利であるとの判断で「先民主

後統一」の立場で民主化運動を単一目標にする考え方に対し批判するとともに、米国式の民主主

義に対する疑問を表した（『民族時報縮刷版』1978年 8月 11日付（3面）、719頁）。 
523 李泳賓『境界線』、前掲、247頁。 
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・韓民連の限界 

韓民連は、そのような限界を抱えながら活動を展開した。基本的に運動は韓国内の運動に沿った形

で進められたと言える。また、各地域別に個別的に行われ、70 年代は反体制運動を中心に展開され

た。ニューヨークでは朴正煕政権退陣要求民衆大会（77.11.26）、韓民連のヨーロッパ地域では各団

体の代表者会議を開催し（77.10.15）、ヨーロッパ地域の運動について議論するなどの活動を展開し

た524。国際事務局は「1978年海外韓国人 3・1宣言」を発表（78.2.25）し525、ヨーロッパ事務局は

韓独連帯委員会と共催で「韓国問題緊急国際会議」（78.6.5～6）を開催した526。 

韓民連は 81年 12月 4日から 5日527まで東京で「韓民連の議長団・各地域事務局の合同会議」を

開催し、組織改編を行った528。議長団制を中央委員会制へと変えるとともに、韓民連の大会を 4 年

に一回、中央委員会を 2年に一回開催することや中央執行委員会の設置を決めた。それにより中央委

員会の議長を林昌栄が、中央執行委員会の委員長を裵東湖が務めることになった。 

また、運動方向も変え、「韓民連時局宣言」を発表した。この宣言は、反政権運動や反外勢闘争に

加え、政治犯救出、南北相互の軍縮や朝鮮半島の非核化、連邦制による統一などを主張し、また改め

て設定した反戦反核闘争、非核化闘争に臨むことを発表した529。韓民連は、結成当時曖昧だった路線

や立場を明確にし、当時北朝鮮と同様の主張だと言われた連邦制を打ち出した。それは、韓民連に存

在していた異見がまとまったことを意味し、組織内部に何らかの変化が現れたためと思われる。 

また、85年 3月 14日～16日に第 2次大会を開催して組織改編を行うとともに530、組織名を「民

主民族統一海外韓国人連合」から「民主民族統一韓国人連合」へと改称した531。組織体制も改め、新

しく役員を選出した。新しく役員として中央執行委員長に裵東湖が再任され、副委員長・郭東儀（事

務総長兼任）と鄭成培が選出された。また、韓民連日本地域の議長には金容元が、ヨーロッパ地域に

は鄭成培が、米州本部代表には池昶輔が選出された。そして組織の新政綱政策や目標を明白にした。

運動目標として、民主主義連合戦線の結成を早めること、ファッショ独裁打倒、民主連合政府樹立、

国際民主勢力との連帯、組織の強化・拡大などの 5項目を決めた。 

 組織の重要課題として、反戦平和、米軍の段階的撤退、韓半島の非核化と中立化を提示することを

決め、反米的な立場を強固に打ち出した532。続いて、同月の 17日から 18日には、中央執行委員会

 
524「韓民連ヨーロッパ地域代表者会議開催」『民族時報縮刷版』1977年 11月 1日付（3面）、621 

頁。 
525「海外韓国人도 3・1宣言」（「海外韓国人も 3・1宣言」）『民族時報縮刷版』1978年 3月 1日付

（1面）、663頁。 
526「民主化와 統一을 積極支持」（「民主化と統一を積極支持」）『民族時報縮刷版』1978年 6月 21 

日付（1面）、699頁。 
527『韓民連運動 10年の足跡』の「韓民連闘争主要日誌」では、1981年 12月 14日～15日なって

おり、『民族時報縮刷版』（「民主と統一をより促求しよう」、1981年 12月 15日付（1面）、114 

3頁）には、12月 4日～5日となっている。当時の運動の動向を迅速に伝えたことを考えると、

『民族時報縮刷版』の 方が正しい日付と思われる。 
528「民主と統一をより促求しよう」『民族時報縮刷版』1981年 12月 15日付（1面）、1143頁。 
529「韓民連時局宣言」『民族時報縮刷版』1981年 12月 15日付（1面）、1143頁。 
530「韓民連大会・海外同胞会議開催」『民族時報』1985年 4月 1日付、1面（韓国語版）および

「韓民連第 2次代表者大会・海外同胞会議」『民族時報』1985年 4月 1日付、8面（日本語版）。 
531「韓民連第 2次代表者大会・海外同胞会議」『民族時報』、前掲（日本語版）。 
532「韓民連第 2次代表者大会基調報告」『民族時報』1985年 4月 1日付、6面。 
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や事務局の連席会議が設けられ、組織内部の事務的な問題を中心に議論が行われた533。連席会議で

は、韓民連の政策や展開する運動に関する広報事業や組織の拡大・強化について議論された。 

80年代になってから結成当時の韓民連の体制がかなり変わってきた。例えば、指導部が日本地域、

つまり韓民統中心の構成になり、結成当時の林昌栄や尹伊桑などは組織の中心から離れた形になっ

た。そのため、韓民統は海外「韓国人」との「連帯」に一層積極的に臨むようになった。 

以上の韓民連における変化は、80 年の金大中の死刑判決により韓民統に対する「親北団体」とい

う疑惑が一層強まるなか、韓民統との「連帯」についてさらに慎重になったグループは離れ、運動路

線において韓民統と共に行動できるグループのみが残り「連帯」を維持したのではないかと思われる。 

つまり、韓民連内部の韓民統に対する認識や態度の変化が「連帯」に何らかの変化をもたらしたのだ

ろう。そのため、韓民連の結束を固めるために韓民統のメンバーが米国やヨーロッパ地域の海外の運

動勢力に働きかけようとしたと思われる。例えば、趙活俊事務総長、金鐘忠国際局長、朴皇淳財政委

員長は、81年 2月 19日から 3月 11日までの 20日間米国やヨーロッパを訪問した。訪米・訪欧の

目的は、韓民連の幹部との会談や韓民連の地域事務局の所在国に韓国民主化運動への支援を求める

ためなどであった534。 

韓民連は、87年 2月 26日から 27日には「第 2期第 3次拡大中央執行委員会」を開催し、87年

の運動方針として直選制改憲、反外勢民族自主闘争・反戦反核運動、緊張緩和と民族和解のための闘

争を通じての祖国統一運動、組織活動強化、国内民主勢力との連携強化、国際連帯運動の強化などの

6 項目を掲げた535。80 年代後半になってから、統一運動を実践的に展開しようとする動向が現れた

と言える。 

同年 10月 22日・23日の両日にかけて、韓民連結成 10周年の記念行事が開催された。組織結成

10周年を記念する行事は、組織強化や国際連帯強化のために設けられた536。これに先立って、87年

8月 31日から 9月 1日まで、東京で執行委員会が開催された。この会議は、日本・フランス・西ド

イツ・デンマーク・米国東部・西部両地域の執行委員が参加し、民主化後の組織的対応を議論するた

めに開かれた。この際、組織強化や国際連帯強化のために「韓民連創立 10周年記念行事」を開催す

ることを決定した。 

韓民連組織結成 10 周年記念行事とともに「韓民連結成 10 周年・民主政権争取海外韓国人大会」

と記念シンポジウム「民主・統一の新しい時代を開こう！」が開催された537。この大会やシンポジウ

ムには、海外「韓国人」代表 40名が来日し、日本をはじめとする世界の社会党関係者が多く参加し

た。大会参加者の構成をみると海外「韓国人」の数がかなり減った反面、社会主義インターナショナ

ル（以下、SI）との連携は結成以来継続していた538。韓民連の組織改編や結成 10周年記念行事の様

子を見る限り、80 年代に入ってから韓民統の韓民連内における影響力が強まったが、その反面韓民

 
533「韓民連第 2次代表者大会・海外同胞会議」『民族時報』、前掲。 
534「国際連帯에 큰 成果」（「国際連帯に大きな成果」）『民族時報縮刷版』1981年 3月 21日付（1

面）、1055頁。 
535「韓民連拡大中央執行委開催」『民族時報』1987年 3月 1日付、4面。 
536「決定的勝利争取をさらに強化」『民族時報』1987年 9月 11日付、1面と 4面。 
537「韓民連創立 10周年・民主政権争取海外韓国人大会」『民族時報』（1987年 11月 11日付、1

面）および「韓民連創立 10周年記念大会開催」『民族時報』（1987年 11月 1日付、6面）。 
538 同前。 
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統と海外「韓国人」との「連帯」が弱まったように思われる。 

 

・国際連帯 

韓民連の重要な活動の一つとして、国際連帯を挙げることができる。先述したように非同盟諸国会

議への代表派遣を主張するなど海外の影響力のある団体との「連帯」を試みた。特に SIとの「連帯」

はかなり長期間にわたって展開された。77 年の 12 月 18 日に裵東湖は、「国際社会主義首脳会談」

に参加するために来日したウィリー・ブラント SI議長と会って韓国民主化運動のための「連帯」を

提案し、ブラントは韓民連の運動に対し協力を約束した。ブラント議長は韓国政府に拉致された尹伊

桑の救援活動をしたこともあって、尹伊桑が前面に出てブラントと接触し、SI との「連帯」を拡大

していった。 

SIは 80年 6月 12日から 13日にノルウェーのオスロで開催された幹事会において韓国問題に関

する特別決議文を採択し、韓民連の闘争を支持するとともに反共を口実に民主主義を抑圧している

韓国政府に対する批判を表明した539。そしてこの大会において、韓民連は正式に SIへの加入申請を

し、ヨーロッパの各国の社会主義党の党首などと交渉をするなど加入のために活動した。 

しかし、SIは同年 11月 13日から 16日の間にスペインのマドリードで開催された第 15回の総会に

て、韓民連の加入申請に対して韓民連が人権闘争団体であるため名称と綱領において正統な民主社

会党とみなされないために保留を決めたが、密接な連帯は続けるとともに SIの全ての会議に招請す

ることにした540。 

韓民連が SIに加入しようとしたのは、SIが韓国の独裁に反対していたため、加入が実現できれば

国内の同胞の希望となる、つまり幅広い「連帯」が形成されれば軍部政権への圧力を一層強めること

ができるだろうということだった。そして、運動の展開において現実的な問題を解決するためでもあ

った。 

現実的な問題として、韓民統のメンバーらの日本への再入国許可問題があった。韓民統のメンバー

らは運動のために海外の行事に参加しようとした場合、日本政府から再入国許可をうけられず日本

から出国できない状況にいたため、海外における運動に参加できない現実に置かれていた。実際、SI

のマドリードの総会の際には再入国許可が下りず、総会に参加することができなかったため林昌栄

と尹伊桑など米国やヨーロッパ地域のメンバーのみが参加したのである。韓民統のメンバーは、日本

政府による妨害も絡み「連帯」活動において地理的限界性も帯びるようになったのであり、そのため

韓民連は SIとの「連帯」に積極的に臨もうとしたと思われる。そして、SI以外にも PLO（パレスチ

ナ解放機構）などとの「連帯」も試みようとし、80年代に入ってからは本格的に第 3世界を意識し

た国際的な「連帯」活動が行われたのである。 

 

 

  

 
539「社会主義인터－全斗煥의 野獣的蛮行을 비난」（「社会主義インター－全斗煥の野獣的蛮行を非 

難」）『民族時報縮刷版』1980年 6月 15日付（1面）、963頁。 
540 林昌栄学習会『林昌栄博士遺稿選集Ⅰ』、前掲、72頁。 
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第 2項 韓民統に対する警戒および牽制 

  韓民連内部では、反共主義の強い人々が多く韓民統を警戒した。この項では、海外「韓国人」の間

にあった韓民統に対する警戒について論じる。特に、海外「韓国人」に韓民統に対する警戒を植え付

けた団体である「韓国キリスト者民主同志会」について述べ、韓国の「反共」が海外の韓国民主化運

動に及ぼした影響について考察する。 

 

・韓民統に対する警戒 

韓民連の運動は民団系在日朝鮮人の組織である韓民統と海外「韓国人」の「連帯」運動であったが、

韓民統そのものが「連帯」を阻害する第一の要因となる皮肉な状況が展開された。まず、その理由の

一つが韓民統に対する「親北」団体という疑惑、つまりイデオロギー問題である。民団民主化運動や

民統協の統一運動を展開した中心メンバーに対する警戒は、金大中との「連帯」においても窺えたが、

このような警戒は海外民主化運動勢力の内部でも存在しており、韓民統との「連帯」を避けるか、韓

民連を警戒する形で現れたのである。 

例えば米国で活動していた張ヘウォンは、海外の「韓国人」の運動勢力の内部に存在する韓民統や

韓民連に対する認識を池明観に伝えた541。彼は米国の運動勢力が自分たちと関連する情報が韓民統

に伝わっており、それで困っていると伝えた。これは韓民統と関連することに負担を感じていること

を物語っているのである。また 79年 6月 14日付『新韓民報』のカリフォルニア在住の盧イソン牧

師のインタビュー記事において542、北朝鮮を訪ねるための方法として韓民連から推薦をうけること

が挙げられていたことを指しながら「韓民連が以北（北朝鮮）政府と直接通じていることを初めて公

開的に表した件と思われる」と述べた。 

また、西ドイツの鄭賀恩（チョン・ハウン）牧師は韓民連のメンバーである民建会を日本の韓民統

と同一視するとともに、民建会を脱退した後は民建会が容共団体であると触れまわっていたようで

ある543。これは海外運動勢力内部において韓民統のみならず韓民連に対しても「親北」団体と疑惑を

抱いていた人が存在したこと、それにより韓民連も警戒の対象として認識されていた状況を物語っ

ている。 

ただし、海外運動勢力内部の全てが韓民統に対し「親北」疑惑を抱いていたわけではない。鮮于学

源は韓民統を北朝鮮の総連と同一視したくないこと、もしそうならば民主化運動にとって致命的で

あるという見解を見せている544。韓民統米州本部で活動していた李在鉉は、80 年 6 月 20 日に裵東

湖に会って、運動に関する情報交換をするとともに、裵東湖から「親北」的な感じはしなかったこと

 
541 張ヘウォンが池明観に宛てた 6月 23日付の手紙（年度不明、国史編纂委員会の「韓国キリスト

者民主同志会」寄贈資料）。年度は不確かであるが、手紙に 1979年 6月 8日から 10日にかけて

ニューヨークにて開催された「民族問題海外同胞会議」のことが書かれているため 79年だと思

われる。 
542 盧イソン牧師のインタビューの中で「北にいる家族との再会や統一を望んでいる人々に対して

は以北（北韓）への訪問を許すことができると思い、韓民連の推薦を受けるか・・・省略」など

といった部分を紹介した（国史編纂委員会の「韓国キリスト者民主同志会」寄贈資料）。 
543 鮮于学源が池明観に宛てた 1977年 6月 5日付の手紙（国史編纂委員会「韓国キリスト者民主同

志会」寄贈資料）。 
544 同前。 
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や林昌栄より保守的な感じがするとの印象を金在俊に伝えている545。つまり、海外民主化運動内部で

は韓民統のメンバーに対する「親北」疑惑をめぐって様々な認識が共存していたのである。 

 また、78年 6月 19日韓国のソウル大法院は、在日朝鮮人母国留学生の金整司の「スパイ事件」に

対する判決文において韓民統を「反国家団体」であると規定した546。この大法院による規定は先述し

た韓民統に対する認識を煽ることになった。例えば、この規定により韓民統の存在が運動の足かせと

なったため、韓民連がヨーロッパの運動を一つに結束することが困難となり、その結果としてヨーロ

ッパにおける運動の連合体として「在ヨーロッパ民族民主運動協議会」が 87年に結成されることに

なったのだ547。 

 そして、ヨーロッパ地域の運動勢力の中では韓民統が運動を牛耳っているとの批判も存在してい

た。韓民連のヨーロッパ本部の議長である尹伊桑の主な仕事が日本に拠点をおいている「海外本部」

（国際事務局）により作成された運動に関する指示を伝えることであったとの批判や、ヨーロッパに

対し運動を指示する「上部
マ マ

下達式の国際運動」方式であったとの批判があった548。李泳賓は「上部
マ マ

下

達式の国際運動」が各地域の自主性と創意性を麻痺させたと批判した549。 

  

・「韓国キリスト者民主同志会」 

ここで、韓国民主化運動に参加していた海外「韓国人」の韓民統に対する認識に多大な影響を及ぼ

した団体について言及しなければならない。その団体は、キリスト者ネットワークを土台に結成され

た「韓国キリスト者民主同志会」（同志会）550である。同志会は従来エキュメニカル運動を共に推進

したメンバーや教会運動を通じて交流を持っていた海外「韓国人」のキリスト者らにより、韓国の民

 
545 1980年 7月 7日付の李在鉉が金在俊に宛てた手紙。韓神大学学術院神学研究所『北米州人権・

民主化・平和統一運動資料集』第 3巻、韓神大神学研究所、2004年(한신대학술원 신학연구소 

『북미주 인권·민주화·평화통일운동 자료집』제 3권, 한신대학신학연구소, 2004년) 
546 金整司事件は、「在日韓国人本国留学生」として韓国のソウル大学で勉学中であった金整司がス

パイ嫌疑で逮捕された事件である。韓民統は、金整司事件関連で 1977年 10月 29日のソウル地

方法院の判決文において初めて反国家団体として規定され（「韓民統を反国家団体認定」『京郷新

聞』1977年 10月 29日付、7面（「韓民統을 反國家단체 인정」『京郷新聞』1977년 10월 29 

일자, 7면））、さらに翌年の 78年 6月 19日にソウル大法院にて再び反国家団体として規定され

た（「「韓民統」反国家団体規定」『京郷新聞』1978年 6月 19日付、7面（「「韓民統」反國家

단체 규정」『京郷新聞』1978년 6월 19일자, 7면））。金整司はスパイ嫌疑に対する再審を請

求し再調査の末、2013年 6月 11日にソウル高等法院において無罪判決を受けた（「「在日同胞

留学生スパイ事件」36年ぶりに無罪確定」『連合ニュース』2013年 5月 22日付（「「재일동포 

유학생 간첩사건」36년만에 무죄 확정」『연합뉴스』2013년 5월 22일자、http://www.yon 

hapnews.co.kr/bulletin/2013/05/21/0200000000AKR20130521179500004.HTML?input=1179

m）。 
547 金ミョンほか『口述でみた海外韓人統一運動史の再認識－ドイツ地域』、前掲、42頁。 
548 李泳賓『境界線』、前掲、245頁。 
549 同前。 
550 1975年の結成当時は、「韓国民主社会建設世界協議会」と組織名を決めたが、1976年 5月に 

「韓国民主化運動世界協議会」へと、さらに翌年 10月に「韓国キリスト者民主同志会」へと改 

称した（金フンス「韓国民主化キリスト者同志会の結成と活動」『韓国基督教と歴史』第 27 

号、韓国基督教歴史研究所、2007年 9月、209頁(김흥수「한국민주화기독자동지회의 결성과 

활동」『한국기독교와 역사』제 27호, 한국기독교역사연구소, 2007년 9월)）。 
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主化運動を支援する組織体として結成された551。結成後は、世界的連帯に基づいて秘密裏に活動した

団体として世界各地域の民主化運動に影響を与えた。 

海外における民主化運動を導いていたキリスト者らは、75年 11月 5日から 8日までの 4日間ジ

ュネーブで集まり、海外の各地域の韓国民主化運動についての報告および運動の実態把握と韓国民

主化運動の汎世界的な連結や組織、紐帯強化を目的に会議を設けた552。同志会は、この会議が開催中

の 7 日に結成された553。同志会は、国内運動団体が公然と活動ができない状況のなかで、海外に運

動団体の本部を置いて活動し、組織化、体系化、専門化、職業化した運動が求められるとの認識を持

っていた554。 

また、国内の運動を支援することを第一の方針としたため、「韓国キリスト教教会協議会」（The 

National Council of Churches in Korea、以下 KNCC）の活動に支障をきたす活動はしなかった555。

それは KNCCが統一を主張する類の話を口にすることができない立場であったので、KNCCを支援

する海外の民主同志らが先統一とか平和というような話をしてはいけなかった556。そのため「親北」

団体との連帯を否定し、反共主義の立場を貫く活動に固執したのである。そして韓民統のような「親

北」団体と思われる団体や統一運動とは頑なに一線を画すなど、イデオロギー的な問題には慎重な態

度を取っていた。 

このジュネーブ会議に参加した主要メンバーは、カナダの金在俊と李相喆、米国の孫明杰と金イン

シク、日本の呉在植と崔ギョンシク、西ドイツの張聖煥と李三悦、スウェーデンの申ピルギュン、ス

イスの朴相增などである。そしてこの会議には参加はしなかったものの、国内のメンバーとして金観

錫、李兌榮、姜汶奎がいる557。彼らの多くは牧師であり、世界の各地域における民主化運動を導く立

場にいたため、同志会の方針が各地域における運動に影響を与えた。 

 特に、孫明杰や呉在植は学生運動を指導し、呉在植は韓国の大学生のキリスト教団体である韓国学

生基督教運動協議会（以下、学生運動協議会）558の初代幹事ともなった。この学生運動協議会は韓国

 
551 1975年のアフリカで開催されるWCC総会の前に、韓国問題に関する緊急協議のための集まり

をジュネーブで設けたが、この会議で韓国のためだけの世界的支援組織をつくることは困難であ

るため、韓国人キリスト者たちが中心になった組織体を作り、その組織体の活動を世界教会が支

援する形が良いという結論に至った（朴相增『ジュネーブからソウルまで』セヌリ新聞社、19 

  95年。47頁(박상증『제네바에서 서울까지』, 새누리신문사, 1995년)）。韓国人だけの運動で

はなく世界的な連帯がその背景にあることが分かる。 
552 鮮于学源、盧吉男、尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、355頁。 
553 呉在植『私に花として近づいてくる現場』大韓基督教書会、2012年、224頁。 
554 鮮于学源、盧吉男、尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、451頁。 
555 呉在植のインタビュー。2012年 7月 23日、韓神大学校の長空研究所にある呉在植の研究室に

て。 
556 朴相増・呉在植・李キョンベ 「キリスト教思想座談－韓国基督者民主同志会の 30年秘史を語

る」『基督教思想』540号、大韓基督教書会、2004年 1月、183頁(박상증·오재식·이경배「기

독교사상 좌담-한국기독자민주동지회의 30년 비화를 말하다」『기독교사상』540호, 2004 

년 1월)。 
557 同志会は、議長に金在俊、事務総長に池明観、事務次長兼スポークスマン朴相増、会計孫ミョ

ンゴル、監査に李スンマン、金インシクが務めた（鮮于学源、盧吉男、尹キルサン共著『米州 

同胞の民族運動 100年史』、前掲、452頁）。 
558 YMCA、YWCA、KSCM（韓国基督学生連盟）の統合のための一段階として協議機構を設けた

のが韓国学生基督教運動協議会（KSCC）である。朴相增『ジュネーブからソウルまで』、セヌ
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エキュメニカル運動に基づいて学生運動を指導しており、何よりも「理念」（イデオロギー）問題を

重要視し、理念セミナーを開催し、「思想訓練」を行った559。イデオロギー問題を重要視する団体の

実務を担当した呉在植が主に同志会の日本地域を担当し、日本での韓国民主化運動の展開や実状、特

に韓民統について情報収集や分析などを行うとともに、同志会の会議において韓民統のイデオロギ

ー問題について報告をし、韓民統に対し常に警戒を緩めなかった560。また、韓民統のイデオロギー問

題や運動方針などについて常に「関心」を傾け、警戒をしており、韓民統との連帯を避けたのである。

特にカナダ・米国は、金大中の反共主義の立場に立った民主化運動や金在俊、孫明杰など影響力の強

いキリスト者の存在も加わって韓民統に対する警戒は強かったと思われる。 

 

・シカゴ会議－同志会のイデオロギー的立場 

 このような同志会の立場や認識がもっとも明確に表れた会議がシカゴ会議であった。シカゴ会議

では、イデオロギー問題や民主化と統一の問題が中心テーマとなった。同志会は 76年 5月 3日から

5日の 3日間、シカゴで金在俊をはじめ 15人が集まり、二回目の会議を行った。この会議で池明観

は、韓民統がイデオロギー問題や資金問題において不透明なところがあるため一応関係を持たない

ことにすると述べた561。また、金在俊はイデオロギー問題において明確な立場を取るために各地域の

運動の拠点がイデオロギーに関する研究に努力しなければならないと発言した562。この会議は組織

の性格を規定し、組織強化のための話がなされるなど組織作りに重要な会議であったが、韓民統に関

して一線を画すことを決めイデオロギー的な立場を明確にした会議であったと言える。 

シカゴ会議にうかがえるような同志会の韓民統に対する警戒は、「日本韓民統の友達に」563という

手紙にもそのまま現れている。この手紙は、韓民統の主張が北朝鮮のそれとあまり変わらないこと、

北朝鮮を支持していることが国内の運動に支障をきたす恐れがあると批判するとともに、韓民統の

動きについて注意深くみていきたいと明言している。また、池明観は鮮于学源への手紙で韓民統の路

線が米軍撤退や「先統一・後民主」であり、このような主張が総連や北朝鮮の主張と変わらないと述

べ、在外教会が韓民統の運動に加担することは国内民主化勢力を孤立させ、窮地に立たせる恐れがあ

ると主張した564。 

このような動きをみると、同志会のメンバーを通じて韓国民主化運動を展開する世界の各地域の

様々な「韓国人」団体や「韓国人」たちに韓民統のイデオロギー問題が強く認識されただろうと推測

できる。韓民連の運動が海外「韓国人」の韓国民主化運動を一つにすることができなかったのは、こ

 

リ新聞社、前掲、33～34頁。 
559 朴相增『ジュネーブからソウルまで』、前掲、34頁。 
560「日本韓民統の友たちに」『新韓民報』（金大中図書館、1977年 1月 13日付、26～27頁）およ

び金サンホが、呉在植に宛てた手紙（1977年 7月 21日付、国史編纂委員会「韓国キリスト者

民主同志会」の寄贈資料）。 
561 鮮于学源、盧吉男、尹キルサン共著『米州同胞の民族運動 100年史』、前掲、456頁。 
562 前掲。457頁。 
563「日本韓民統の友たちに」は、元来日本の『韓国通信』第 10号（1976年 9月 20日付）に匿名 

（呉在植が匿名で投稿した）の手紙の形式で掲載されたものを米国の『新韓民報』（1977年 1月

13日付、26～27頁）に転載されたものである。 
564 池明観が鮮于学源に宛てた 1977年 4月 24日付の手紙（国史編纂委員会の「韓国キリスト者民

主同志会」寄贈資料）。 
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のような韓民統に対する認識と通じている部分があるのではないか。 

しかし、同志会内部でも韓民統に対する微妙な見解の相違がみえる。鮮于学源は、韓民統を支持し

ていないこと、韓民統が北朝鮮と同じ主張をすることは政治的に不利であると指摘しながらも、同じ

目的で闘争をするなら理念と思想が少々異なっても一つのチームとして充分行動できると主張した

565。つまり、韓民統のイデオロギー問題に対し危惧は抱くものの、できるだけイデオロギーや思想を

を排除し、韓国の民主化のために団結して戦うことに重みをおく柔軟性のある立場をみせたのだ。 

韓民統に対する同志会の牽制は、80年代になってから少し変化してきた。84年の第 8次総会566に

おいて韓民統との関係および情報流通の問題が報告された。そして、池明観は日本内の「親北」勢力

の払拭などイデオロギー的な問題において警戒を緩めないと報告した。このように韓民統に対する

警戒は緩めていないが、運動のネットワークにおいては韓国民主化運動勢力の中でも北朝鮮を訪問

するグループとの接触、ひいては韓民統との交流も必要であるという意見も交わされた。呉在植は、

同志会は表向きには韓民統との「連帯」はしていなかったが、交流はあったと証言している567。しか

し、これがどのような交流であったのかは疑問である。同志会の会議録に基づいて推測する限り、「交

流」には韓民統の動きを把握するための目的があったのではないかと思う。 

このようにイデオロギー的な問題を抱えながらも、韓民統は韓民連の活動や海外の韓国民主化運

動勢力との「連帯」において主導権を握っており、運動の方針や資金の面でも影響力を及ぼしていた

ことがうかがえる。78年 6月に西ドイツのボンにおいて開催された「韓国問題緊急国際会議」が日

本の韓民統の主導下で莫大な資金が支援されたとの李三悦の報告があった568。このような報告から

は、韓民統の不透明な資金源問題により韓民統の「親北」団体の疑惑を強めていたことがうかがえる。

海外の民主団体が寄付や支援金などの財政に関する部分を機関誌などに公開しているのとは異なり、

韓民統は運動を支える資金源や使い方などを明白にしていないため資金源に対する疑惑をも招いた

と言える。韓民統の財政をめぐる疑惑は、同志会が韓民統に警戒を緩まない「根拠」の一つになった

と思う。 

同志会は、キリスト教ネットワークとして韓国民主化運動に多大な貢献をし、海外運動の「連帯」

において国内の運動、特に KNCCを支援する立場を貫きながら海外における反朴政権の世論形成な

どのために役割を果たした。しかし、国内の運動に支障をきたす運動を避けるために徹底した反共主

義に基づいて運動を展開したがために、かえって海外の運動がイデオロギーや思想の壁を超える可

能性を抑圧してしまったことも指摘しなければならない。もちろん、朴政権が反共主義を口実に民主

化運動を弾圧した当時の状況を考えると当然の戦略かも知れないが、海外の運動の「連帯」や多様な

運動が育つ可能性を妨げたという負の側面も否めない。 

同志会のように反共主義に徹底的に固執した運動勢力があったのに対し、韓民連の徐正均のよう

 
565 鮮于学源が池明観に宛てた 1977年 4月 30日付の手紙(国史編纂委員会の「韓国キリスト者民主

同志会」寄贈資料)。 
566 1984年 10月 27日から 28日の間、日本において第 8次総会が行われた（国史編纂委員会「韓

国キリスト者民主同志会」寄贈資料）。 
567 呉在植のインタビュー、前掲。 
568 李三悦が呉在植に宛てた 1978年の手紙（国史編纂委員会の「韓国キリスト者民主同志会」寄贈

資料）。正確な日付は不明である。 
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に韓国の反共主義がもっている本質を認識した人もいる。韓民連の徐正均は、朴政権が反共主義をも

って民主化運動を弾圧する状況の下で、民主化運動勢力が自らを共産主義者でないと主張すること

は無意味であると指摘し、理念が異なっても民主化運動においては互いに協力すべきとの認識をみ

せた569。 

民主化運動を弾圧する側である韓国政権の民主化運動勢力に対する弾圧や韓国大法院が韓民統に

対し下した「反国家団体」規定と、金大中や海外「韓国人」、韓民連内部、同志会など民主化運動を

展開した側の韓民統に対する「親北」団体という疑惑や警戒、そして韓民統の主張が北朝鮮と同じで

あるという批判との間には、共通の「反共主義」が流れている。はたして、民主化運動を弾圧する側

の「反共主義」と、民主化運動を展開する側の「反共主義」との間にどれほどの違いがあると言える

だろうか。反共主義を打ち出す論理がそれぞれ違うかも知れないが、「反共主義」という檻の中に閉

じ込められていたのは変わりないだろう。 

海外の民主化運動勢力側は、結果的に海外に在住／滞在する利点を生かすことができなくなった

といえる。つまり、海外における運動は反共主義の「心理的人質」に留まったがために限界を帯びた

「連帯」運動になってしまったことを物語っている。民団系在日朝鮮人、海外「韓国人」、独裁政権

と闘う韓国内の韓国人のいずれもが反共主義の「心理的人質」となってしまい、韓国政府の「反共主

義」やその政策から自由になること、つまり制度圏を超えた運動を展開することができなかったと言

える。だからこそ、韓民統の韓国民主化運動をめぐる様々な視線は、韓国の反共主義の壁がいかに高

く、超えることの困難な障害であるのかを如実に示す事柄なのである。 

 

 

第 4節 「8・13事件」 

第 1項 事件の経緯 

在日朝鮮人と海外「韓国人」との連帯は、韓国政府や民団にとって好ましいことではなかっただろ

う。ついに民団は、「海外韓国人民主運動代表者会議」の妨害を試み、大会当日の 8月 13日の午前、

民団の傘下団体である「在日本大韓民国青年会」（以下、韓国青年会）570所属の青年約 300名571と日

本極右団体である「国際勝共連合」所属の青年たちが、会議場である上野の池之端文化センターに乱

入した。彼らは、日本機動隊が事態の収拾のために出動するまでの約 2 時間にわたって暴行を働い

た。これらの青年たちは、会議に参加していた韓青所属の青年たちと衝突し負傷者を出した。 

 この事態により 76 名の青年が拘束され、そのなかで主導者である青年会中央本部会長の尹隆道、

 
569 徐正均編「反独裁・民主化の対象と内容」『変革と統一－ある海外韓民が描く祖国像』チョン

ソ出版社、1989年、297頁（서정균 글모음「반독재・민주화의 대상과 내용」『변혁과 통일 

－한 해외한민이 그리는 조국상』, 정서출판사, 1989년） 
570「在日本大韓民国青年会」は、1977年 2月 27日に結成された（「在日韓国青年会の結成」『民団 

30年史』1977年、在日本大韓民国居留民団、448頁）。 
571 在日本大韓民国民団中央本部『民団 50年史』、1997年 1月、142頁。韓青の機関誌の『先駆』 

では約 200名となっている（「資料①襲撃の元凶は KCIA＝趙一済だ！－「海外韓国人民主運動

代表者会議」への襲撃に関する見解文」『先駆』第 19号、在日韓国青年同盟中央本部常任委員

会、1977年 10月、122頁）。 
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副会長の趙鐘日、組織部長の林三鎬、神奈川本部会長の金仁守の 4 名が起訴された572。残りの青年

のなかに、8月 15日に 21名、8月 24日に 33名、9月 1日に 18名が次々と釈放され573、その中で

11名が罰金刑をうけた。起訴された 4人は 9月 3日に保釈され574、この事件の関連裁判は 77年 10

月 19日の初公判から 79年 5月 9日の判決まで約 1年 8ヶ月の間続いた575。判決で全員が懲役１年

を宣告され、尹隆道は執行猶予 4年、他の 3人は執行猶予 3年を下され、事件は終結した576。この

一連の経緯を「8・13事件」という。民団系在日朝鮮人や海外「韓国人」は、代表者会議の本会議の

日程である 14日に連合体である韓民連を結成する予定だったが、民団の暴力的妨害をうけ組織結成

を一日早め、13日に結成した。 

 

・「8・13事件」の背景－イデオロギー 

「8・13事件」は、民団が傘下団体である韓国青年会を使い韓民統と海外「韓国人」の大会を妨害

するために起こした暴行事件である。しかし、その背景には先述した在日朝鮮人社会の「分断」と民

団内部の分裂、そしてその遠因となっている祖国の政治的・イデオロギー的問題がある。そして直接

的には海外の「韓国人」の韓国民主化運動を抑圧しようとした朴政権の意図を民団が実行に移した事

件であるといえる。 

民団は、「8・13 事件」を「日本における外国人（韓国人・朝鮮人）相互の政治的主張の対立に起

因する衝突である」577と評価している。このような民団の評価は、朝鮮半島の政治的・イデオロギー

的対立が在日朝鮮人社会で再現されていると認識したことを物語るものである。 

韓国政府や民団は「不純分子」として民団から排除した韓民統所属の民団系在日朝鮮人の韓国民主

化運動に神経を尖らせていた。その上、韓民統は金大中救援運動や日本人との連帯などで影響力が強

まっており、国際的な「連帯」の動きもみえるようになり韓国政府や民団の立場では座視することの

できない状況が続いた。このような状況で韓民統や海外「韓国人」の「連帯」が代表者会議の形で現

実化すると、韓国政府や民団は、「連帯」による韓国民主化運動を北朝鮮の意向に沿った反韓運動で

あると批判した。このような民団の批判は、78年 3月 1日の「8・13事件」の審理に提出された意

見陳述のなかに明確に現われている。 

 

北韓の対南暴力路線の一翼をになうことによって存在できた「韓民統」は、いまや日本の対

韓スパイ基地を世界中に広げ、韓国の孤立化をもくろみ、その野望を強化しようとしている。

578 

 
572「「8・13裁判」記録刊行委員会」『歪められた韓国像に挑む－上野・池之端事件にみる在日韓国

青年の憤り』洋々社、1980年、3～4頁。 
573「愛国青年 72人還る－8・13自体」『韓国新聞』1977年 9月 3日付、3面。 
574 同前。 
575「「8・13裁判」記録刊行委員会」『歪められた韓国像に挑む－上野・池之端事件にみる在日韓国

青年の憤り』、前掲、564頁。 
576 同前、318頁。 
577 同前、72頁。 
578 李瑜煥『歪められた韓国像に挑む－上野・池之端事件にみる在日韓国青年の憤り』、『在日韓国

人 60万－民団・朝総連の分裂史と動向』、前掲、67頁。 
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つまり、民団にとって韓民統と海外「韓国人」の「連帯」は、北朝鮮の反韓拠点を拡大することと

してうけとめられており、その背景には「反共主義」がある。それゆえに民団は、韓国内で行われて

いる民主化運動と在日朝鮮人・海外「韓国人」の韓国民主化運動とが異なるものであると認識してい

た。民団側は、反共主義を理論上の問題ではなく、体験の問題として見ている。尹隆道・趙鐘日・林

三鎬・金仁守側の弁論では、韓国の反共主義は「理論的『アンチ共産主義』ではなく、体験によって

生じた恐怖感・憎悪感・嫌悪感を根底においた対北朝鮮意識であるといい得る」と主張した579。韓国

の民団に対する反共主義教育が功を奏てて、反共主義に対する絶対的な支持が民団内部や民団系青

年の間に形成されたと思われる。それゆえ民団側は、反共主義を主張する韓国内の民主化運動勢力を

擁護した。  

韓国民主化運動の代表的な人物である金大中は、先述したように共産主義に対する警戒心を強く

表明している580。金の反共産主義は、当時の韓国の民主化運動勢力が有していたそれと変わらないも

のであった。ひいては、韓国民主化運動勢力は、反共主義を民主化運動を行う理由として打ち出した。

それは、74年 11月 27日に結成された「民主回復国民会議」の「国民宣言」である581。この宣言で、

民主化運動は共産主義から国を守るためだという認識をうかがわせた。宣言文は、韓国の独裁政権と

非民主的状況が北朝鮮の状況と変わらなく、共産主義に対する防御力を弱めると述べた。そのため、

共産主義から韓国を守るには民主化が必要であると主張した。 

 

わが国民の大多数が共産主義に反対するのは、人権を蹂躙して政治的自由を剥奪し絶対的独

裁を強制することを知るがためである。われわれの体制がこのような共産主義の体制的特質に

日増しに似ていき、その格差が縮まるとすれば、わが国民の共産主義に対抗しようとする意志は

鈍化するしかなく、現体制の抑圧に反対する国民各階層の抵抗は継続拡大されるであろう。われ

われはひたすら民主体制を再建・確立してこそわが国民がいかなる境遇にも共産主義をうけ入

れない決意を堅持して行くことができると確信する。 

 

韓国民主化運動勢力にとって、反共主義は運動の論理にもなるのだ。反共主義を掲げることで韓国

社会からの支持をうけられるとともに、朴政権に弾圧の口実を与えないことにもなるのだ。民団側に

とって、反共主義を主張する韓国民主化運動勢力の運動と北朝鮮に追従するとみなされた「反国家的」

な民団系在日朝鮮人の民主化運動とは性格が違うものと思われたのである。 

また民団は、韓国民主化運動勢力と韓民統は米軍撤退・祖国統一について相異なる主張をしている

と述べた。韓国民主化勢力の方が米軍撤退・祖国統一問題に関して朴政権より強固であると指摘し、

これに比べると韓民統や韓民連及び代表者会議は、北朝鮮と同様の主張をしているため国内運動勢

力とは異なると指摘した582。この指摘は、「8・13事件」が統一問題をめぐる北朝鮮との葛藤に起因

 
579 同前、174頁。 
580 第 2章第 1節第 3項の金大中との「連帯」を参照。 
581 韓国問題キリスト者緊急会議偏『韓国民主化闘争資料集 1973~1976』新教出版社、1976年 6月

30日、190頁。 
582 李瑜煥『歪められた韓国像に挑む－上野・池之端事件にみる在日韓国青年の憤り』、前掲、292

～293頁。 
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するものであるという認識とも深く関わっている583。 

以前から韓民統が主張している米軍撤退問題は、韓民統の活動において常に足かせになるもので

あった。当時、朴政権は北朝鮮の南侵の脅威を口実に韓国的民主主義を国民に押し付けていたため、

米軍の撤退は決して容認できないものであった。そのため韓民統の米軍撤退の主張は、韓民統に親北

団体であるという疑惑を向けさせる原因ともなった。 

以上のような韓国政府や民団の批判に対し、韓民統は北朝鮮や総連とのつながりを否定している

が、その否定を裏付ける証拠や自分たちの立場に対する説明が不十分であった。そして、韓民統の主

張が北朝鮮のそれと類似していたため、北朝鮮・総連のフラクションであるという疑惑を解くことは

できないままであった。 

 

・韓民統の視点 

一方、韓民統側は、「8・13 事件」をどのように見ていたのか。韓民統は、駐日大使館と民団中央

本部が、非人道的で、野蛮な方法で海外「韓国人」の民主化運動を抑えつけようとしたと批判してい

る。つまり、「8・13 事件」を韓国政府・駐日大使館と民団との関係から起因したものと認識してお

り、このような認識は韓国政府が駐日大使館を通じて民団を牛耳っているという批判へとつながっ

た。 

韓青は、駐日公使の趙一済が「8・13事件」に深く関与していると批判した。韓青は、この事件に

関わった青年たちの多くが自らの意志で参加したのではなく、趙一済の指令により金で買収され動

員されたと批判した584。このような批判には、趙一済の政治的地位が背景にある。彼が単なる公使で

はなく情報政治の担い手であった KCIA（韓国中央情報部）の日本責任者でもあると知られていた585。

このような見解は、総連のそれと共通している。総連は趙一済が公使に着任してから民団を抑圧しよ

うとする動きが強まった586と指摘しており、この事件も KCIA 局長の鄭ホンヂンと駐日公使の趙一

済の指示によるものであると断定していた。 

韓民統・韓青と総連の批判からは、「8・13 事件」は韓国政府が駐日大使館を利用して民団を統制

していたことを明らかにしたものであり、KCIAを使って在日朝鮮人社会をコントロールし、在日朝

鮮人の民主化運動を抑えようとしたものと認識されていたことがうかがえる。つまり、韓国政府の反

共政策が民団を通じて、在日朝鮮人社会にも影響を与えていたといえる。前述したように、民団は維

新民団という立場をとり、韓国の政策をだれよりも積極的に履行してした。それは、民団民主化運動

 
583 同前、33頁。 
584「資料①襲撃の元凶は KCIA=趙一済だ！」『先駆』第 19号、在日韓国青年同盟、1977年 10

月、127 頁。 
585 同前、122頁。「暴力テロ集団へと転落した「維新民団」」『朝鮮新報縮刷版』1977年 8月 25 

日付(4面)、192頁（「폭력테로집단으로 전락한「유신민단」」『조선신보축쇄판』, 1977년 

8월 25일자, 4면）。趙一済は中央情報部の保安次長補を務めていた時、駐日公使として渡日

し、のちに大阪総領事となり朝総連系在日朝鮮人の母国訪問を企画するなど在日朝鮮人に関する

業務を担当した（「「民韓」・「国民」ラインアップ」『東亜日報』1981年 4月 6日付、3面(「「民

韓」・국민」라인업」『東亜日』,1981년 4월 6일자, 3면)および「朴正煕“東亜日報の首を絞

めろ”」『東亜日報』1992年 4月 18日付、19面（「朴正煕“東亜日報 목죄라”」『東亜日報』, 19 

92년 4월 18일자, 19면））。 
586「暴力テロ集団へと転落した「維新民団」」『朝鮮新報縮刷版』、前掲。 
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が拡大されていった時にも、民団民主化運動に関与している民団幹部などを北朝鮮、総連の計画によ

り民団に潜入した「不純分子」として規定し排除したことからも分かる。 

総連は「8・13事件」をうけ、北朝鮮・総連と韓民統とが関連があるという民団の批判を全面的に

否定し、「8・13事件」は朴政権の捏造によるものであり、「二つの朝鮮」を目論む常套手段であると

批判した587。さらに、「民団の維新化によって発生した事件」であると指摘している588。このように

総連は、韓民統の認識と同様に、韓国政府のテコ入れや民団の韓国政府への追従を批判した。 

 

第 2項「韓国人」とは誰なのか 

「8・13事件」は、「韓国人」とは誰なのかという問題を突きつけた。民団は、「海外韓国人民主運

動代表者会議」（代表者会議）に参加した海外在住民主化運動勢力メンバーが韓国籍を有していない

ことを口実に、彼らがエセ韓国人であると指摘している589。つまり、民団は国籍に基づいて韓国人を

規定しようとし、代表者会議に参加した海外「韓国人」の国籍を問題にした。代表者会議に参加した

海外「韓国人」のなかに在住国の国籍の人がおり、彼らを韓国人とみることはできないと述べた。当

時、代表者会議に参加した米国の林昌栄、西ドイツの尹伊桑、米国の李龍雲（日本政府の入国拒否に

よりこの会議には参席できず発起人として署名をした）、フランスの李希世などは韓国の国籍をもっ

ていないと指摘した590。 

 駐日韓国大使館の首席公報官である柳志鎬は、「海外に長く住みつき、帰化したり、外国政府発行

のパスポートで往来している者などが、いわゆる『海外韓国人民主運動代表者会議』を名乗り、祖国

韓国のためうんぬんするのは噴飯ものだ。祖国に背を向けた彼らに祖国に対する発言権はない」591と

批判している。また、民団団長である曺寧柱も 77年 8月 15日の声明のなかで、外国の国籍をもっ

ていながら「韓国人」を名乗ることで金日成の走狗であることを隠していると批判した592。駐日韓国

大使館や民団にとって、国籍を変えるということは国に対する裏切り行為であり、そのため祖国の問

題に口を出す資格がなく韓国民主化運動をすることも理屈に合わないことであった。 

 民団が代表者会議参加者の国籍を批判の対象にした理由は、この会議の趣旨を根本から否定する

ためであり、民団系在日朝鮮人と海外「韓国人」の「連帯」の精神に傷をつけようるためであった。

 
587「「海外韓国人民主運動代表者会議」進行」（1面（153頁）、「「해외한국인민주운동대표자 

회의」진행」）および「窮地に落ちた者たちが喚くおろかな妄言」（3面（155頁）、「「궁지에 빠 

진자들이 줴
ママ

쳐대는 어리석은 망발」」）、両方とも『朝鮮新報縮刷版』1977年 8月 15日付。 
588「暴力テロ集団へと転落した「維新民団」」『朝鮮新報縮刷版』、前掲。 
589「愛国青年 76人が拘束さる」『韓国新聞』1977年 8月 20日付、5面。 
590 林昌栄は無国籍で（黃ギュシク「故林昌栄を追慕しながら」『統一セム』（統一泉）1996年 3月

号、36～37頁）、尹伊桑は 71年ドイツ国籍を取った（「윤이상 연보」（「尹伊桑年報」）『京郷新

聞』1995年 11月 5日付、13面）。李龍雲は、永住権を有している（「한국과미국「百年之交」 

를 넘어서（19）在美예비역將星 前해군참모총장 李龍雲さん②」（「韓国と米国「百年之交」

を超えて（19）在米予備役将星前海軍参謀総長李龍雲さん②」）『東亜日報』1978年 4月 27 

日付、4面）。李稀世は、フランスに亡命しフランス国籍を取っている（「파리舞臺로 10여명 北

傀지휘 받아 自進 越北형식빌어 宣傳効果 노려」(「パリを舞台に 10余名北傀指揮を受け自ら

進んで越北形式借りて宣伝効果狙う」)『京郷新聞』79年 8月 3日付、1面）。 
591「駐日韓国大使館が批判の談話を発表」『朝日新聞縮刷版』1977年 8月 13日付（3面）、35頁。 
592 金正柱「在日韓国人 5月日誌（3）」『韓国新聞』1977年 8月 20日付、2面。 
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また、韓国の民衆との連帯についても韓国人でない彼らに連帯はできるはずがないと批判し、海外に

おける韓国民主化運動は国内のそれとは無関係であることを示唆しようとしたのである。 

 民団のこのような批判は、民族主義に基づいて韓国民主化運動を展開していた民団系在日朝鮮人

との間に一種のズレをみせている。韓青の幹部の林季成は、「8・13 事件」の裁判の証人として被告

人側の弁護人から国籍に関する質問をうけた。弁護人の質問に対し、林は「彼らはすべて韓民族です。

これは国籍問題ではありません。国籍が違っても韓国に貢献しようとする人はいくらでもいます」と

答弁した593。彼の答弁は、海外「韓国人」の民主化運動は祖国である韓国のための行為であり、韓国

のためなら国籍は問題にならないという意志表明である。 

林の発言から鑑みると、在日朝鮮人と海外「韓国人」は韓国の民主化を国家の問題ではなく民族の

問題としてうけとめており、そのため国家の一員を区別する国籍より民族の成員であることに重み

をおいて運動を展開したと思う。なぜなら、韓国は分断された祖国の片方であり、民族の名の下で活

動したほうが海外「韓国人」がイデオロギーや思想の問題を乗り越え糾合しやすいためであっただろ

う。これは、韓民統の幹部であった裵東湖の主張からもうかがえる。裵東湖は『愛国論』のなかで、

「祖国は民族的な人間の集団によって形成、守護され、その歴史が創造されるもの」であり594、社会

のイデオロギーや宗教が異なっても同じ民族であることがいかに重要なのかを主張した595。また、民

主化運動を展開することが民族的な行為であると認識しており、国籍の問題を超えて民族の問題と

して民主化運動をみていた。郭東儀も『祖国統一論』596のなかで、民族の重要な要素として血のつな

がりと言語を強調しており、「民族を成す構成員のなかに、居住地域や経済、文化生活単位は変動し

やすいが、血統と言語の共通性は比較的に長い間変わらない」597と述べている。このような裵東湖や

郭東儀の主張は、日本で被差別民族として生きることによって国民意識より民族意識が一層強く形

成されたことをうかがわせるものであり、在日朝鮮人にとって自らの存在を証明してくれるものが

民族であったことを物語る。 

 韓国政府や民団側は、国籍をもって「韓国人」を規定しており、韓国籍を有する「韓国人」である

ならば当然、国家に忠誠し、反体制運動である民主化運動に走ることはないと考えており、だからこ

そ韓国籍のない「非韓国人」は韓国民主化運動に参加する資格がないと認識していた。韓国政府や民

団側の主張からは、国家と政権を同一視していたことが分かる。他方で韓民統側は、血統や言語で「韓

国人」を規定しており、その「韓国人」は民族の別名であったと言えるだろう。 

また韓国政府や民団は、国籍に基づいて民族を細分化しているのではないだろうか。すなわち、同じ

民族であっても、国籍または国家体制やイデオロギーが異なれば相容れないということである。民族

主義に関する評価はさておいても、少なくとも冷戦下の分断国家である韓国、特に韓国政府は、民族

よりも国家やイデオロギーを優先したのである。 

 
593 李瑜煥『歪められた韓国像に挑む』、前掲、333~334頁。 
594 裵東湖『愛国論－韓国民主化と民族統一の理念』民族時報社、1988年 5月、67頁。『愛国論－

韓国民主化と民族統一の理念』は、裵東湖が『民族時報』に 75年 3月から 7月まで連載したコ

ラムをまとめたものであって、75年に韓国版の『愛国論』が出版され、88年に日本語版が出版

された。 
595 同前、77頁。 
596 郭東儀『祖国統一論』民族時報社、1992年 5月。 
597 同上、70頁。 
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小括 

 

 第 4章では、70～80年代に日本、米国、ヨーロッパなどの地域を中心に展開された韓国民主化運

動や、民団系在日朝鮮人と海外「韓国人」の「連帯」について考察した。これを通じて、民団系在日

朝鮮人と海外「韓国人」の韓国民主化運動を各地域別にまとめ、分析した。また、今まで学術的にほ

ぼ研究されなかった民団系在日朝鮮人と海外「韓国人」の「連帯」や韓民連の活動を詳細に整理、考

察することができた。これを通じて韓国の「反共」が「連帯」に及ぼした影響や、韓国民主化運動に

おける民団系在日朝鮮人や韓民統に対する認識を明らかにすることができた。 

 

 日本における韓国民主化運動は、在日朝鮮人中心のグループと日本人中心のグループに分けられ

る。在日朝鮮人中心のグループは、民団民主化運動から発生したグループ、在日朝鮮人政治犯の家族

の活動、そして在日キリスト教界の活動に分けられる。日本人グループは、在日朝鮮人政治犯救援活

動をしていた日韓連帯（市民連帯）などのグループである。 

 在日朝鮮人政治犯は、朴政権によってスパイ嫌疑で捕まった在日朝鮮人である。在日朝鮮人政治犯

を助けるために救援活動をしたのが日本人を中心とする日韓連帯（市民連帯）運動である。そして在

日朝鮮人中心のグループは、元来民団の傘下機関であったか民団の分裂の過程で民団民主化運動に

加わるようになった民団系在日朝鮮人や民団系団体であって、民団から除名されるか自ら民団を離

れ、韓国民主化運動を展開した。その中心団体が民団自主守護委員会、民団東京本部、民団神奈川県

本部、大韓婦人会東京本部、在日韓国青年同盟、在日本韓国学生同盟、民統協である。さらに、朴政

権の金大中拉致事件をうけて結成された金大中救出対策委員会、在日朝鮮人スパイ事件の被害者の

家族が在日朝鮮人政治犯の救援のために結成した在日韓国人政治犯を救援する家族・僑胞の会など

がある。 

「在日大韓基督教会青年会全国協議会」などの在日朝鮮人キリスト者の団体も在日朝鮮人政治犯の

救援運動を展開した。また、「韓国キリスト者民主同志会」（同志会）は韓国キリスト者による世界的

ネットワークとして秘密裏に活動した団体として、そのメンバーである池明観は日本で雑誌『世界』

に「韓国からの通信」というコラムを連載し韓国の政治的・社会的状況や民主化運動の様相を詳細に

伝えた。 

 米国は移民により早い時期から「韓人」社会が形成され、また植民地下に置かれていた祖国のため

に独立運動を展開した地域である。朴政権の三選のための改憲や維新体制に反対する運動など反朴

政権の動きをみせていた。韓国の 4・19 革命を契機に民主化運動が芽生えてきたが、本格的な運動

へと転換したのは金大中との連帯や金大中拉致事件をうけてからである。 

 米国の運動は保守派と進歩派に分かれており、金在俊を中心とする保守派は反共主義の立場で、運

動を展開するにあたって「パルゲンイ（アカ）」というレッテルを貼られることを回避するために慎

重であり、反体制運動・人権・民主主義回復などを中心テーマに運動を展開した。また、林昌栄を中

心とする進歩派は駐韓米軍の撤退を主張し、第 3世界との連帯などを積極的に考えるとともに、韓半

島（朝鮮半島）全体の民族問題と統一問題に中心を置いた運動を展開した。 

また、70年代は請願主義的な発想に基づいて米国政府に頼る運動のやり方を取っていたが、80年の

光州民衆抗争をうけ反米主義の性格を帯びた民主化運動へと変化していった。対米認識の変化によ
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り統一を妨げる存在として米国を認識するようになるとともに、朝鮮半島の南北が統一の主体であ

るべきことを再認識し、海外という地理的な利点を生かし、北朝鮮との関係を積極的に展開する運動

へと拡大したといえる。 

米国に在住／滞在する「韓国人」による韓国民主化運動の特徴は、渡米・亡命した韓国の名望家を

中心とした運動であり、キリスト者が中心になった運動であった。そのため韓国の運動に支障をきた

す活動は避けるとともに、韓国内の運動を支援する立場に徹したため、韓国民主化運動の周辺的・従

属的位置にあり、韓国内の運動を踏襲する傾向が強かったと言える。 

在独韓国人社会が形成されるのは、炭鉱夫や看護師として多くの韓国人が西ドイツに渡航するよ

うになった 60年代からである。炭鉱夫や看護師として働いた人々は、労働環境の改善や韓国人の労

働者としての権利のために労動運動を展開するようになり、それが後に韓国民主化運動へと拡大し

ていった。これが米国における韓国民主化運動の展開とは異なる点である。 

西ドイツにおける韓国民主化運動は、留学生を中心とする運動と炭鉱夫や看護師を中心とする労

働者の運動、そして在独韓国人教会の運動へと分けることができる。73年 11月の韓国キリスト者の

修練会にて「在独韓人キリスト人宣言」が発表され、在独韓国人社会の反独裁運動を刺激した。74年

に 3・1節を記念して在独韓国人社会における大規模の朴政権糾弾デモが行われた。このデモの主要

人物である尹伊桑と李泳賓、宋斗律などが中心となって「民主社会建設のための宣言書」を発表する

とともに、民建会を組織し、在独韓国人による運動が本格的に展開され始めたといえる。その後、炭

鉱夫や看護師による労働運動団体が結成され、労働運動や韓国民主化運動を展開した。80 年代に入

ってからは、キリスト者が中心となって「祖国統一海外基督者会」を結成し、積極的に統一運動を展

開するとともに北朝鮮を直接訪問するなど統一のために北朝鮮との対話を試みた。 

西ドイツは労働運動が展開され、韓国民主化運動において他の地域とは異なる様相をみせた。キリ

スト者を中心とする民主化運動側の勢力は労働運動をアカのやることであるとの認識を有しており、

労働運動を展開していた炭鉱夫や看護師などが民主化運動に加わることに反対し排除したため、炭

鉱夫や看護師が独自の団体を結成し労働運動や女性運動を展開した。すなわち、在独キリスト者らは

韓国の民衆との連帯を試みた反面、在独「韓国人」民衆との連帯については反共主義を理由に連帯の

対象から排除する裏腹な態度をみせた。このような西ドイツの状況は、同志会のケースと比べてみる

ことができる。同志会のメンバーであった李仁夏は、在日朝鮮人が抱えている民族問題を解決するた

めなら韓民統とも共に行動できると開いた姿勢を示した反面、同志会の他のメンバーは「親北団体」

とみなされた韓民統とは一切の関係を持とうとしなかった。これらを鑑みると、海外の韓国民主化運

動が本国の非民主的な政治状況や社会的不条理に異議を申し立て、それを是正しようとする運動に

傾倒してしまい、在日朝鮮人および海外「韓国人」民衆が抱えている在住／滞在国やその社会におけ

る不条理を是正しようとする力となり得なかったといえる。 

これらを通じて言えるのは、国内であれ、海外であれ、韓国民主化運動は、イデオロギーや反共主

義などについては国家や政府の論理から自由でいられることができず、結局は体制内での運動でし

かなかったということだ。 

 

裵東湖や郭東儀などを中心とする民団系在日朝鮮人は、73 年に金大中と「連帯」して海外民主化

運動団体を結成しようと協議を進めているうちに金大中が拉致され、金大中の不在のまま韓民統を
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結成し金大中救援活動や韓国民主化運動を展開するとともに、77年 8月には海外「韓国人」との「連

帯」を試み、その組織として韓民連を結成した。 

 韓民連は、海外において個別的で、散発的に展開されていた韓国民主化運動を組織的に、有機的に

一元化するために結成された。韓民連は、在日朝鮮人や「韓国人」が海外に在住／滞在するという利

点を生かして在住／滞在国やその社会に韓国の実状を知らせるなどの活動を展開した。この活動を

通じて、在住／滞在国の政府に働きかけることで韓国政権に何らかの圧力をかけようとした。また、

在日朝鮮人や「韓国人」の国際的な「連帯」を試みるとともに、第三世界に目を向け SIとの「連帯」

を試みることで多様な視点から運動を展開した。 

 韓民連は、加盟団体が韓民連の運動方針に基づいて居住国で個別的に運動を展開する形をとって

いた。しかし韓民連の国際事務局を韓民統が運営する形であったため、運動の方向などを韓民統が支

持する「上部下達式の運動」になったとの批判も存在していた。それは、各居住国や地域ごとに国内

運動を支援する補助的な立場に徹するのか、海外在住／滞在するという利点を生かし独自的な運動

を展開するのかをめぐる立場の違いが存在していた。 

韓民連内部の立場の違いには、まず宗教的な立場、つまりキリスト者であるかどうかの問題と反共

主義の問題が絡んでいた。特に海外運動勢力の中では反共主義の強いキリスト者が多く、海外の民主

化運動が国内の運動の足かせにならないように「親北」団体や人物に対する警戒が強かった。特に、

キリスト者が中心になって結成した同志会はまさにその代表的な団体であって、「親北」団体と思わ

れる韓民統に対する警戒を緩めることなく、常に韓民統の活動を注視していた。この同志会の中心メ

ンバーは、海外の韓国民主化運動を指導する立場にいる人物が多かったため、海外における韓民統に

対する認識の形成に大きく影響を与えた。ここに追い打ちをかけたのが韓国大法院の韓民統に対す

る「反国家団体」規定であった。韓民統に貼られた「親北」団体、「反国家団体」というレッテルに

よって、韓民連の運動や韓民連を中心として形成していた海外「韓国人」との「連帯」にも支障をき

たしたことが分かった。 

韓民統の容共勢力という疑惑や韓民統が北朝鮮と同様の主張をするという批判は、韓国大法院が

韓民統を「反国家団体」と規定した理由と一脈通じるものであった。韓民統に対するこのような認識

は、反共主義にもとづくものであって、金大中や海外「韓国人」にも見られるものであった。つまり、

韓国政権の反共政策と韓国民主化運動勢力に共通に存在していた反共主義が海外の運動にも存在し

ており、その反共主義に縛られた海外の韓国民主化運動は海外に在住する利点を活かせなかった。 

海外における「韓国人」の韓国民主化運動が反共主義の「心理的人質」に留まったため、限界を帯び

た「連帯」運動になってしまった。独裁政権と闘う韓国人、在日朝鮮人や海外「韓国人」のいずれも

反共主義の「心理的人質」となってしまい、韓国政府の反共政策から自由になること、つまり韓国政

府の反共政策という制度圏を超えった運動を展開すること、ひいては「反共」を乗り越えることがい

かに困難であるのかを如実に示している。 

「反共」の「心理的人質」になった背景には、韓国の独裁および軍事政権による「戦争政治」があ

る。韓国社会や韓国人は戦争を経験し、「分断」されている状況下で常に戦争再発の危険を抱えてい

る。韓国の独裁・軍事政権は常に北朝鮮の脅威を強調し国民の不安を煽った。さらに、スパイ事件を

ねつ造し韓国社会や韓国人の不安を「現実化」したため、「分断」や「反共」の問題が政治的問題に

留まらず、意識や生活などに深く入りこむようになった。また、「戦争政治」の適用範囲は韓国内外
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を問わず、韓国籍をもっている韓国人のすべてに適用されたといえる。それは、民団系在日朝鮮人や

海外の韓国人を相手にしたスパイねつ造事件でも分かる。 

韓国社会には見えない「反共」という「分断線」が存在しており、その「分断線」は民団系在日朝

鮮人や海外「韓国人」社会にも引かれた。海外における韓国民主化運動、特に韓民統や韓民連の運動

に注目することは、韓国の「戦争政治」や「反共」を見直す契機になる。 
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第 5章 在日韓国青年同盟（韓青）の韓国民主化運動 

  

1970～80年代の民団系在日朝鮮人運動を主導したのは、韓民統であったといえる。しかし、韓民

統の運動を主に支えたのは、在日韓国青年同盟（以下、韓青）である。韓青は、韓民統の主要幹部で

あった郭東儀が団長を歴任したこともあり、韓民統と密接な関係を維持しながら民団系在日朝鮮人

2・3 世の韓国民主化運動をも主導していった。韓青は、韓民統の「行動隊」として多くの運動を支

える一方で、独自的で主体的な運動をも展開した。 

さらに、在日朝鮮人 2・3世の団体として当時の 2・3世中心の権利獲得運動を積極的に展開した。

当時の在日朝鮮人社会は、日本政府の差別政策や日本社会の差別に抵抗する一方、祖国への「帰国」

よりも日本での「定住」が現実となりつつあった。特に 70年代は、日本での「定住」を積極的に考

える動きが現れるとともに、2 世を中心に権利獲得運動が現れ始めた。さらに、80 年代の以降は権

利獲得運動が在日朝鮮人社会において市民権を得た。民団系在日朝鮮人 2・3世中心の団体である韓

青は、このような在日朝鮮人社会の変化とは無縁ではなかった分、権利獲得運動をも積極的に展開し

た。 

韓青は、韓国民主化運動と権利獲得運動とを並行して展開した。「祖国志向」と思われる韓国民主

化運動と「日本定住志向」（以下、定住志向）と思われる権利獲得運動を並行して展開したのは、在

日朝鮮人として生きるためのものであった。それゆえ、韓国民主化運動において 1世が中心になって

いる韓民統とは異なる様相がうかがえる。 

 この章では、韓青の韓国民主化運動をアイデンティティに焦点を合わせて考察する。第 1節では、

70～80 年代の在日朝鮮人社会の思想的・社会的背景について探る。当時の在日朝鮮人社会が抱えて

いるアイデンティティ問題や権利獲得運動、そして在日朝鮮人の韓国民主化運動への参加に焦点を

あわせる。第 2節では、特に韓青の結成や韓国民主化運動、そして権利獲得運動についてみる。韓国

民主化運動への参加を韓民統のみならず韓青を通じて考察することは、当時の韓国民主化運動に込

めた民団系在日朝鮮人の思いを様々な視点で捉えるためである。そして、第 3節では、韓青に所属し

た民団系在日朝鮮人 2・3世のアイデンティティを韓国民主化運動を通じて考察する。 

 

 

 第 1節 在日朝鮮人社会の思想的・社会的背景－アイデンティティと権利獲得運動を中心に 

  第 1項 解放後の在日朝鮮人社会および在日朝鮮人運動 

 

・解放後の在日朝鮮人運動 

70～80 年代は、韓国人にとって政治的・社会的・経済的民主化のための闘争が激しかった時期で

あり、見掛け倒しの経済発展の中で依然として労働者や農民は犠牲を強いる経済政策の下で生活苦

を余儀なくされた時期であった。一方、在日朝鮮人社会にとっては、日本政府の差別政策や日本社会

の差別意識の中で、祖国志向と定住志向をめぐる論争があった時期であった。そして、祖国志向が強

いと言われる在日朝鮮人 1世と定住志向を帯び始めた 2・3世との間には、生き方の表れと言える志

向の違いが明確に現れた。 

 ところで、在日朝鮮人社会にはいつから定住志向が現れたのだろうか。金賛汀は、日本の高度経済



154 

 

成長が在日朝鮮人の定着志向を支えたのが最たる原因であったこと、そして韓国や北朝鮮などの祖

国に対して在日朝鮮人が感じる乖離を挙げている。総連系在日朝鮮人にとっては帰国事業が、そして

民団系在日朝鮮人にとっては母国訪問が日本と祖国との間の経済格差や在日朝鮮人に対する差別を

経験する契機となったため、日本定住へと変化し始めたという598。また、在日朝鮮人社会も変化しつ

つあって、日本の高度経済成長により「朝鮮部落」が消滅し、在日朝鮮人社会は階級分化が進んだ599。

このような金の挙げる経済的原因は、階級分化の進む在日朝鮮人社会の日本定住を全て説明できる

とは言えない。むしろ、祖国との間に感じる乖離や祖国の政治的状況の影響力の方が大きいのではな

いだろうか。 

 在日朝鮮人運動は、在日朝鮮人社会がどのような問題を抱え、日本国家や社会の中でどのように位

置づけられてきたのかを示すバロメーターであるといえる。主に 48年の阪神教育闘争、50年代末の

帰国運動（帰国事業）、60年代の韓日会談反対運動、70年代の国籍条項撤廃運動、80年代の指紋押

捺拒否運動、90 年代の参政権獲得運動などが在日朝鮮人社会の変化を物語る運動あったといえる。

もちろん、その背景に祖国と日本の政治的関係などの外的要因があることをも看過してはいけない。 

 45年 8月に日本の植民地支配は終結したが、朝鮮半島における南北分断は、在日朝鮮人が日本に

存在する理由となった。在日朝鮮人社会では、朝鮮へ帰還する同胞の援助のために多数の民族組織が

結成され、同年 10月 15日に在日本朝鮮人連盟（朝連）600へと統一された。朝連は阪神教育闘争な

ど在日朝鮮人の権利のための運動を支えた。特に、阪神教育闘争は在日朝鮮人の民族教育のための権

利を獲得するために行った運動であったが、在日朝鮮人の存在を日本や GHQがどのように考え、位

置づけようとしたのかがうかがい知りえる事柄だとも言える。GHQは、在日朝鮮人の法的地位につ

いて 45年には連合国民と同様の待遇を与えながらも警察の管理の対象が必要な存在として認識して

いた601。 

翌年は、在日朝鮮人を日本人でも連合国人でもない解放国民として位置づけながら外国人として

日本の司法権の下におくことで在日朝鮮人に関する日本の法的側面の権限を与えた602。しかし、同年

5 月 1 日には「正式に樹立された朝鮮政府が在日朝鮮人を国民として承認するまでの間、推定上

（presumptively）その日本国籍を保持しているとみなされるべき」603であると示すなど、在日朝鮮

 
598 金賛汀『在日、激動の百年』朝日新聞社、2004年 4月、160頁および 169～170頁。 
599 同前、176頁。 
600 在日本朝鮮人連盟は、「新朝鮮建設に努力し、・・・(省略)日本国民との友誼保存と在留同胞の生

活安定、帰国同胞の便宜を企図しようとする」ために組織された。綱領では、新朝鮮建設、世界 

平和、在留同胞、日本国民との互譲友誼、大同団結などを掲げている（金仁徳『在日本朝鮮人連 

盟全体大会の研究』ソンイン、2007年、28頁(김인덕『재일본조선인연맹 전체대회 연구』, 선 

인, 2007년）。 
601 1945年 11月 28日、SWNCC192／3「連合国民に対する刑事および民事裁判権の行使」と同年

12月 17日のアチソン政治顧問の国務省に宛てた電報の内容からみると在日朝鮮人の扱い方が二

面的であることが分かる（金太基『戦後日本政治と在日朝鮮人問題』勁草書房、1997年、224

～226頁）。1946年 3月 6日に SCAPが在日朝鮮人に示した法的地位に関する見解は、「朝鮮人

ノ地位ハ日本ノ『シテズン』ニ非ス連合国人ニモ非ス解放セラレタル国民ナリ」、「日本ニ在住ス

ル朝鮮人ハ一切日本ノ法律ニ服スベシ」とのことであった（金太基、前掲、233頁）。 
602 1946年 2月 29日の「刑事裁判権の行使」および「朝鮮人およびほかの特定国民に対する判決

の再審」（金太基『戦後日本政治と在日朝鮮人問題』、前掲、226～232頁）。 
603 金太基『戦後日本政治と在日朝鮮人問題』、前掲、255頁。 
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人政策において一貫性を欠いていた。日本は在日朝鮮人の法的地位において GHQ の政策にそって、

47年に外国人登録令を決定し、「当分の間外国人」と認められた604在日朝鮮人の法的地位や権利の状

況は不安定さを増していった。在日朝鮮人の法的地位の不安定さは、GHQと日本政府の共犯関係か

ら生まれたものであると言える。 

 在日朝鮮人は、このような状況のなかでも子女の民族教育のために 45年に日本の小学校を借りて

学校を開設したが、日本や GHQの民族教育に対する干渉・圧力が強まり、結局阪神教育闘争へと発

展したのである。そして、52 年 4 月 28 日にサンフランシスコ講和条約の発効により在日朝鮮人は

日本国籍を喪失し、日本は GHQの指導なしに独自の判断の下で在日朝鮮人政策を推し進めるように

なった605。 

 

・日韓条約－在日朝鮮人の「分断」 

 在日朝鮮人は、日韓条約により法的地位においても「分断」を強いられた。在日朝鮮人が法的地位

および権利のために奮闘している最中、祖国は政治的に節目を迎えた。48年の 8月に大韓民国（韓

国）政府が、9月には朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）政府が樹立され、朝鮮半島の分断は確たる

ものとなった。在日朝鮮人社会には韓国政府を支持する民団と北朝鮮を支持する総連とが共存し、在

日朝鮮人は民団を支持する側と総連を支持する側に分けられた。 

65 年に韓日間に締結された「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」（日韓条約）は、

北朝鮮を排除したものであって、在日朝鮮人の法的地位に関する「日本国に居住する大韓民国国民の

法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」は日本に居住する全ての在日朝鮮人を

大韓民国国民であると前提し、大韓民国国民に限って永住権を付与するとの内容を盛り込んでいる。

それは、韓国籍を有していない在日朝鮮人は日本での居住権を失うことを意味し、結局在日朝鮮人が

韓国籍を有するように強要する結果になった。それは在日朝鮮人社会の法的地位における「分断」が

イデオロギー的対立を深化させ、さらには在日朝鮮人社会の「分断」の固定化をもたらしたことを意

味する。 

 そして在日朝鮮人社会における分断を一層強固にし支えたのは、まさに民団と総連であるといえ

る。両団体は韓国や北朝鮮の政権のための傘下団体と化し、在日朝鮮人の利益という目的よりも祖国

の政治体制を代弁する立場に立った。その上、多くの在日朝鮮人を祖国の政治体制に従い、それぞれ

が支持する国家の国民か公民としての立場を堅持するように煽った。これは在日朝鮮人を結集させ、

アイデンティティを支える順機能もあった反面、在日朝鮮人社会の「分断」を維持し、かつ強固にし

た逆機能も存在する。そして祖国の政治体制や政治的状況に対し批判することができず、南北の独裁

政治を支えたという負の側面から目を背けてはいけないだろう。もちろん、韓国および北朝鮮が在日

 
604 1946年 9月 22日大阪府と大阪軍政府は、在日朝鮮人に対し居住証明の発行を実施することを

通告したが、在日朝鮮人の反対を受け、同年「大阪府朝鮮人登録条例」を制定し在日朝鮮人に 

「朝鮮人登録証」を持たせた。これを始め、翌年の 4月 28日に外国人登録令が決定し、同年 5

月 2日に公布施行された。この際、在日朝鮮人は外国人と認められ、外国人登録の対象となっ

た（朴慶植『解放後在日朝鮮人運動史』、前掲、108～109頁）。 
605 飛田雄一「サンフランシスコ平和条約と在日朝鮮人－1951・9・8～52・4・28」『在日朝鮮人史

研究』第 6号、在日朝鮮人運動史研究会、1980年 6月、3頁。 
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朝鮮人団体を自分たちの影響力の下に置こうとした事実も批判の対象になる。 

なぜ、民団と総連はそれぞれの国家／政治体制を担ぐ立場に立ったのか。それは尹健次の言葉から

うかがえる。尹健次は在日朝鮮人が民族主義を「『民族』そして『祖国』は即ち『組織』であるとい

う構図が堅固になるにつれ、南北どちらかの民族団体に吸収され、従属するものとして変容させられ

ざるをえなかった」606と指摘している。彼のこの指摘は、50 年代後半から在日朝鮮人が組織に吸収

されてしまったことに対する批判であった。在日朝鮮人が組織に吸収される理由は複雑であろうが、

手荒く推測してみると、在日朝鮮人が日本での覚束ない生活が長期化してきたことを受け、拠りどこ

ろとして民族団体を求めたことと、それに加え祖国の政治体制の違う二つの「国家」が自らの影響力

の下に在日朝鮮人を置くための工作などが挙げられる。 

50 年代の後半は、祖国の影響力が強くなり始めた時期であること、そして在日朝鮮人としてのア

イデンティティが祖国と頑なに結ばれていた 1 世が民族団体の中心勢力として活動していたため民

族団体の影響力が強かった時期である。だからこそ在日朝鮮人の日本定住が確実化し、そして 2・3

世のアイデンティティが複雑化するにつれ民族団体の意味が薄れた上、政治的に対立する両民族団

体に対する失望が重なり組織を離れていく在日朝鮮人が増えてきたと言える。そして 60年代は在日

論の空白であった607と言われるが、それは帰国事業や韓日会談の過程で、在日朝鮮人が「国民」であ

ることを求めた、そして求められた／強いられた時代であったからではないのか。つまり、「国民」

という希望と要求を抱えながら在日朝鮮人の中で育まれた「祖国」と「国家」（韓国・北朝鮮）が、

そして「民族」と「国民」が互いに拮抗した結果による空白の時間ではなかったか。世代が変わるこ

とにより日本定住へと現実的な重みが置かれるるなかで、その失望や拮抗が日本に「生きる」選択へ

と変化したのではないか。 

 

・在日朝鮮人 2・3世の権利獲得運動 

在日朝鮮人社会の「分断」をもたらし、固定した要因として祖国の政治的状況、両「国家」の在日

朝鮮人社会への干渉、そして民族団体などを挙げることができる。特に本国の影響力が最も働いた帰

国事業や韓日会談は、在日朝鮮人社会の「分断」を固定化し、日本での定住に現実味を帯びさせた決

定的な契機といえる。1世は「永住」を前提とした生活設計を取り始めたが608、日本社会から差別を

受けながら依然として祖国との関係を意識し、祖国の二つの政治体制の間に板挟みされる現実の影

響を強く受けた。しかし、在日朝鮮人 2・3 世は 70 年代に入って日本社会の差別に対し積極的に闘

い始めるとともに、祖国との間に距離を置き始めた。このような世代間の違いは、世代ごとに祖国や

日本との関係をどう認識し、どのような生き方を選択するかの問題が表出したことを意味する。 

 70 年代の国籍条項撤廃運動は、世代間の違いを露出した運動である。国籍条項撤廃運動は、在日

朝鮮人青年である朴鐘碩が国籍を理由に採用試験の内定を取り消した日立製作所を相手取り訴訟を

起こしたことを契機に始まった運動である。在日朝鮮人社会は 2・3世を中心に日本での定住を積極

的に考え、在日朝鮮人の権利のために日本社会に明確な意思表示をし、権利を主張するように変化し

 
606 同前、103頁。 
607 ヂンダレ研究会編『「在日」と 50年代文化運動』人文書院、2010年、28頁。 
608 尹健次『「在日」を考える』平凡社、2001年、113頁。 
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た。それ以降にも 75 年の公務員国籍条項撤廃運動609、76 年の金敬得による司法研修所入所拒否に

対する抗議運動、78 年の一般行政職の公務員試験受験資格における国籍条項の撤廃運動が展開され

た。これらの運動は、日本社会における在日朝鮮人の人権・市民権獲得のための運動の始まりである

といえる610。 

 このような在日朝鮮人の権利獲得運動について、 金賛汀は「既存の組織とは関係なく、個々の人々

の思いと意思で動かしたのは在日朝鮮人が「祖国」と関係なく、日本に定住していく上で大きな障害

になっている制度的差別に抗議し、みずからの権利を主張し始めた結果」611であると述べている。ま

た、在日朝鮮人の運動が 60年代の韓日条約反対運動のように「上からの組織運動」612が中心だった

ことに対し、権利獲得運動は「個人レベルから発せられた運動」であったことを指摘しなければなら

ない。 

 権利獲得運動のような「個人レベルから発せられた運動」が可能であったのは、在日朝鮮人が民族

団体から組織離れしつつあったことと関連がある。なぜなら、民族団体は祖国の政治的・イデオロギ

ー的な状況に巻き込まれ、祖国の傘下団体としての活動に傾いていたため、民族団体に反感を抱く在

日朝鮮人が増加したのである。それが、在日朝鮮人が民族団体から距離を置く理由であった。それゆ

え、在日朝鮮人の組織離れは単なる民族団体と在日朝鮮人との間の問題に留まらず、民族団体や祖国

に束縛されることに反感を抱くようになった在日朝鮮人が自らの主体性や生き方を問い直すことに

なり、それが個人レベルの権利獲得運動へとつながったといえる。 

ただし、ここで注目しなければならないのは、在日朝鮮人 2・3世が権利獲得運動を通じて民族と

してのアイデンティティを獲得するという点である。在日朝鮮人 2・3世は訴訟という手段をもって

日本社会の在日朝鮮人に対する様々な差別を批判し、是正するという過程を通じて自らの民族とし

てのアイデンティティを獲得した。 

例えば、朴鐘碩は就職差別裁判を起こした自分に対し同じ在日朝鮮人から「民族的自覚をもたない

人間」が民族差別を言うのかという批判を受け、自分の朝鮮民族としての自覚の足りなさに気づくと

ともに、民族の主体的自覚のために始めた朝鮮語学習を通じて「朝鮮人の魂」を取り戻し始めたと述

べている613。朴は就職差別を闘う過程において朝鮮民族としての自覚や「魂」を身に着けたのである。

これは在日朝鮮人 2・3世にとって差別問題を闘うことは、人権や市民権のための戦いと民族的自覚

を身につけることが併存する問題であった。 

 このような認識は、個人レベルの権利獲得運動を民族問題として捉えようとする動きにおいても

みられる。当時、在日朝鮮人の中には権利獲得は日本に同化することだと批判する人がいた。そのよ

 
609 電電公社が在日朝鮮人の受験を認めなかったことに対して抗議を行った。 
610 姜尚中は、『季刊三千里』NO.42（1985年 5月）のなかで、在日朝鮮人が個人として人権・市

民権獲得運動を起こし始めた時期を 80年代とみているが、これは政治的な側面から人権・市民

権を捉えているためであろう。ただし、権利獲得運動も国籍条項を変えさせることで日本の法律

を根幹から改革する政治的範疇に入ると思われるため、人権・市民権獲得運動の始まりを 70年

代からみた方が妥当であろう。 
611 金賛汀、前掲、181頁。 
612 尹健次、前掲、38頁。 
613 朴君を囲む会編『民族差別日立就職差別糾弾』亜紀書房、1974年、258～259頁。 
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うな批判に対し、「朴君を囲む会」614で活動していた崔勝久は、権利を獲得することは「民族的な目

覚めと表裏一体のこと」615であり、故に権利獲得は決して同化につながることではないと反駁した。

このような考えには、人間として生きるための諸権利を獲得することが、在日朝鮮人が誇りうる民族

として生きる道に通じるという認識があった。それゆえ、崔勝久は「民族の運動の一環としてみなけ

ればならない」616と主張したのであろう。  

以上のように、権利獲得運動は在日朝鮮人問題よりも祖国の政治体制に追従し本国の傘下団体の

ような役割を果たすことに積極的な民族団体に失望をした在日朝鮮人社会の雰囲気を背景にしてお

り、在日朝鮮人 2・3世の主体性や生き方を問い直す契機となったといえる。その反面、権利獲得運

動は日本への同化であるという見方と民族問題であるという見方が対立したこともうかがえる。 

  

第 2項 在日朝鮮人のアイデンティティ 

民団系在日朝鮮人は、民団民主化運動や韓国民主化運動、統一運動を展開し、そのための団体であ

る民統協や韓民統、韓統連を組織した。特に韓国民主化運動は、同時期の韓国内で行われたものと民

団系在日朝鮮人にとって行われたものとはその意味合いが異なる。さらに、民団系在日朝鮮人にとっ

てみても 1世と 2・3世との間でもまた、異なるといえる。 

在日朝鮮人は世代が重なるにつれ「祖国へ帰る」ことよりも「在日する」ことが現実性を帯びてき

た。そのため、「世代論」と呼んでも無理のないほど世代間の違いが浮き彫りになってきた。その変

化の境目が 70年代に入って現れた。2世による「第三の道」主張や権益擁護運動、そして民団系在

日朝鮮人による韓国民主化運動にその兆しは現れている。特に、民団系在日朝鮮人の 1世と 2・3世

は、韓国民主化運動を共に展開したが、運動にかける思いは異なっていた。そのため、民団系在日朝

鮮人が韓国民主化運動にコミットした理由や運動にかけた思いを通じて祖国の意味、アイデンティ

ティを窺うことができる。 

この章では、民団系在日朝鮮人 1世と 2・3世にとって韓国民主化運動はどのような意味合いを有

していたのかを考察してみる。これは、韓国内の運動と民団系在日朝鮮人による運動との間の差異を

も明白にする作業になると思う。 

 

・金時鐘の「民族・統一志向」 

在日朝鮮人社会に世代差が広がり、日本定住を積極的に考えようとする認識の変化が可視化する

中で、在日朝鮮人の祖国に対する認識や立場性に変化が見え始めた。それは、70 年代に入って在日

朝鮮人の組織離れが著しく進行するなかで、祖国の政治的状況から在日朝鮮人の主体性を保持しよ

うとする動きである。 

金時鐘は 71年に書いた「朝鮮人の人間としての復元」617のなかで、在日朝鮮人の帰化問題に対し

「自分の国であるところの朝鮮が、自分の民族であるところの朝鮮人が、まだ朝鮮人としての復元を

 
614 朴鐘碩の日立製作所就職差別への抗議運動を支えた市民団体で、1971年 3月に結成された。 
615 朴君を囲む会偏『民族差別日立就職差別糾弾』亜紀書房、1974年、54頁。 
616 同前。 
617 金時鐘『「在日」のはざまで』平凡社、2001年 3月。初出、同志社大学神学部特別講座の講演

記録、1971年 10月 14日。 
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みないうちに朝鮮を捨てることはできない」618と述べている。彼にとって祖国が分断されている以

上、在日朝鮮人は原型の欠け落ちた朝鮮人でしかないのであって、朝鮮人の人間としての「復元」に

は祖国の統一や朝鮮民族が一つに帰一することが前提にならないといけないのである619。それは在

日朝鮮人の民族としての生き方や日本で主体的に生きることと関わる重要な問題である。金時鐘は、

在日朝鮮人が日本定住という現実を受け入れながら帰化することの可能性自体を否定していないも

のの、朝鮮民族として生きるという民族的アイデンティティを希求している。 

金のこのような認識は、在日朝鮮人としての存在意義へと発展しており、そのような認識の変化は

50 年代の在日朝鮮人に対する本国の干渉が強くなりつつあった時期に起因するものである。先述し

たように韓国や北朝鮮は、在日朝鮮人を自らの影響力の下に置くために民族団体をコントロールし

た。民族団体は本国の政治的スローガンを肩代わりし、それに対し多くの在日朝鮮人は反感を覚え民

族団体から離れていった。金時鐘は、まさにその代表的な人物であるといえる。 

かつて「皇国少年」であった金時鐘は、民族団体が全体主義的な政治的スローガンを在日朝鮮人に

押しつけることに対し警戒心を抱き、ひいては民族団体から離れた。そして金は祖国の政治的状況に

「反目」620の視線を向けており、その「反目」の視線は祖国の「分断」やイデオロギー対立に対する

反感の表れであると言える。その反感と対置するのが彼の内部に深く根を下ろしている「流民の記憶」

である。「流民の記憶」は彼に民族的な立場性を強く意識せしめるものであって、在日朝鮮人を政治

的に有らしめようとする祖国の「分断」より痛ましい経験でもあった。金は「「公民的矜持」を振り

かざすほどにはまだまだ生理化されていない祖国の存在」621を強く意識しており、祖国の「分断」や

イデオロギー対立などに巻き込まれまいという意志が働いていたといえる。その意志は、民族として

抱えている「流民の記憶」に支えられるものであって、祖国の「分断」状況のなかで主体性を保とう

とするものであった。 

そのような主体性の保持への意志は、在日朝鮮人としての存在や役割を目覚めさせるものとなっ

た。祖国統一のために果たしうる在日朝鮮人の役割を意識したのである。つまり、金の「在日」とい

う思想は祖国の「分断」や政治的状況に触発され生まれたものであるといえる。祖国の分断、朝鮮半

島の二つの政治体制の在日朝鮮人に対する干渉や民族団体などに代表される祖国との関係は、在日

朝鮮人という存在を目覚めさせたといえる。これは、70 年代の金時鐘の在日論へと発展していった

のではないだろうか。 

金時鐘の考える在日朝鮮人の存在や役割は、祖国や民族へと帰結するものであった。金は「「在日」

を生きる自己が、すでに一つの「朝鮮」であることを自覚」622することを主張したが、金は一つの「朝

鮮」として自覚される在日朝鮮人を、祖国の政治的・イデオロギー的な分断状況に左右されない自由

な存在として、そして統一された祖国を夢見ることのできる「場」として想定している。ひいては、

祖国の政治的状況から自由であるために、そして祖国の統一のために在日朝鮮人の立場性を考えた

 
618 金時鐘「朝鮮人の人間としての復元」『「在日」のはざまで』、前掲、222頁。 
619 同前。 
620 金時鐘「私の作品の場と「流民の記憶」」『「在日」と 50年代文化運動』ヂンダレ研究会編、人

文書院、2010年、172頁（初出、『ヂンダレ』第 16号、1956年 8月）。 
621 金時鐘「朝鮮人の人間としての復元」『「在日」のはざまで』、前掲、229頁。 
622 同前、229頁。 
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のである。南北が共存する在日朝鮮人は祖国の政治的・イデオロギー的状況のいけにえとされる「北

も南も不可分に入り組んだ中での「取り残された民」としての共同体」623であるが、そのような現実

を乗り越えた在日朝鮮人の可能性を考えたように思われる。彼にとって在日朝鮮人は、祖国統一の可

能性を秘めており、統一の展望を夢見ることのできる存在である。それ故、統一のための存在意義を

考え、在日朝鮮人としての役割を果たすことを積極的に考えたのである。 

金時鐘は祖国の「分断」状況を強く意識し、祖国とその政治権力を同一視することを、またその政

治権力に在日朝鮮人社会が牛耳られることを懸念していた。その懸念は、7・4 共同声明が発表され

た際、総連が北朝鮮側の政治的スローガンをそのまま代弁したことに対する彼の批判によく現われ

ている。彼は、「政治権力の表現形態を、民間団体がそのまま口うつしにすること自体、みずからの

可能性を放棄することにも等しい」624と主張している。これは、在日朝鮮人の組織が祖国の政治的影

響下で、祖国の政治権力の意向に従う／翻弄されることへの批判である。このような批判は、在日朝

鮮人が祖国の政治権力とつながりの強い組織から距離を置くことで、より積極的に祖国の統一に参

与できる可能性とそのための在日朝鮮人の主体性を意識したためであろう。彼は、祖国の政治的状況

のなかで在日朝鮮人が主体的になるということがどういうことなのかについて述べている。 

 

政治権力の直接伸びようのない「在日」という条件は、民族融和の先鞭をつける格好な立地条

件といえるでしょう。在日朝鮮人の存在理由が、民族統一を志向する動向のなかで今日ほど大き

く浮かび上がっている時代もかつてなかったことではないでしょうか？この存在理由を明確に

開示してゆくこと、これが在日朝鮮人に問われている朝鮮人の主体性だと思うのです。625 

 

 彼は、祖国志向を抱きながらも、祖国の状況に翻弄される受動的な存在としてではなく、祖国の現

実問題に積極的に関わる主体的な存在として在日朝鮮人の姿を描いている。それは、祖国やその影響

下にある民族団体のイデオロギーにより、祖国の「分断」状況が在日朝鮮人社会に持ち込まれること

への拒否の表れである。むしろ、「〈在日〉という立地条件からして、分断、亀裂のはざまを埋めうる」

626、「南と北の融和の意思構築をしていく」627有力な担保としての「在日朝鮮人」像が創造されるこ

とを望んだのである628。金の考える在日朝鮮人の立地条件というのは、「現今の朝鮮で、南と北が同

居していられる、ただ一つの場所」629としての利点である。 

金時鐘が在日朝鮮人の主体性や積極的に祖国統一に関与することの重要性を積極的に訴え始めた

のは、72年の 7・4共同声明発表があってからだと思われる。この声明は、彼にとって在日朝鮮人と

して自己復元できる接点であった。 

それ故、祖国の状況と違って南北が対話できる場としての「在日」の存在を強調したのである。在

 
623 同前、295頁。 
624 金時鐘「在日朝鮮人の主体性」『さらされるものとさらすものと』明治図書、1975年、193～

194頁（初出、「在日朝鮮人の主体性」『別冊経済評論』第 10号、1972年 8月、44～59）。 
625 同前、197頁。 
626 金時鐘「なぜ“朝鮮語”か」、前掲、351頁（初出、『国語通信』第 198号、1977年 7月）。 
627 金時鐘「在日朝鮮人の主体性」、前掲、202頁。 
628 金時鐘「なぜ“朝鮮語”か」『「在日」のはざまで』、前掲、351頁。 
629 同前、351頁。 
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日朝鮮人が対話しあえる場であるためには、主体性が前提にならなければならないのである。そのた

めには、「分断」状況にある祖国の政治体制や民族団体などからも距離を置くことが必要だったので

ある。 

金時鐘の考える「在日」は、日本社会を朝鮮民族として生き、祖国の「分断」状況を主体的に生き

る存在である。このような生き方は、被植民者であった歴史的な経験や旧宗主国に生きる在日朝鮮人

の現実を見据えた生き方であり、祖国の現在的な「分断」状況をも認識の範疇に見据えた生き方であ

る。このような生き方は、民族・統一志向の生き方であるといえる。金時鐘こそ民族・統一志向の強

い人物であって、在日朝鮮人に対し民族・統一志向の生き方を求めたが、在日朝鮮人として祖国の「分

断」状況のなかで主体的に生きることがどのようなものであるかについての説明が抽象的であると

言える。 

ところが、金時鐘のこのような考え方は在日朝鮮人の権利獲得運動には冷めた態度をとらせた。か

つて、彼は在日朝鮮人差別問題に異議を申し立てた黄真紀さんの問題について「民族の主体を隠蔽し

てまで安直な自足を得ているつもりの同胞が今なおいるという現実に、やはり唖然とするわけです」

630と批判した。この時期までは、彼が民族の主体性が欠如している状態での権利獲得には批判的だっ

たことが分かる。このような彼の考えがより明確に現れているのが、76 年に書かれた「展望する在

日朝鮮人像」である。ここで彼は、在日朝鮮人の権利獲得運動に代表される差別問題について次のよ

うに述べている。 

 

“一つのところ”を根をからましあって生きているこの“在日”の生きざまを、分断固定の悲

劇にさいなまれている自分の国の有効な展望の証にしたいと願っている私には差別の問題など

副次的なことでしかない。他者から加えられる“差別”がいかに不条理なものであろうと、同族

同士でいがみあい、眼を血ばしらせている不幸を上回るほどの不条理では決してない。631 

  

在日朝鮮人は、祖国の「分断」による「冷戦状況」と日本社会において差別されるポストコロニア

ル状況を同時に生きている。このような状況のなかで彼は、日本における在日朝鮮人の差別問題より

も同族間の不条理の問題、つまり「分断」されイデオロギー的に対立する祖国の現実を打開すること

に重みをおいていた。そのため、彼は祖国の「分断」に対する思いが在日朝鮮人の権利獲得問題に消

極的な態度を取った。権利獲得問題に消極的な彼は、70 年代に増加した帰化問題や権利獲得運動に

みられる在日朝鮮人 2・3世の考え方とは異なる方向を向いていた。 

 

・「第三の道」 

在日朝鮮人 1 世の腰掛け的な祖国志向に反発する若い世代は、定住志向といわれる生き方や権利

について積極的に発言しはじめた。「第三の道」論争がその代表的な例である632。「第三の道」は 79

 
630 金時鐘「在日朝鮮人の主体性」、前掲、206頁。 
631 金時鐘「展望する在日朝鮮人像」『「在日」のはざまで』、前掲、449頁（初出、「申京煥君を支え

る会」での講演録を縮小補筆、1976年 10月 17日）。 
632 1977年から 78年にかけて雑誌『朝鮮研究』において、「岐路に立つ在日朝鮮人問題」というタ

イトルの特集を 7回にわたって連載した。在日朝鮮人が抱えている定住化や帰化などの問題を 
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年 8月に雑誌『朝鮮人』に発表された飯沼二郎と在日朝鮮人である金東明の対談であって、ここで金

東明は在日朝鮮人の生き方を、日本における朝鮮民族として自分たちの権利を積極的に主張しなが

ら定住することを主張した。 

 

在日という言葉が、単にそこにいる者という意味ではなく、生活する者、子をなし、仕事を

し、社会を形造る者達を指すのだとすれば、ぼくら二世、三世こそ真の意味での在日朝鮮民族

だと思いますね。・・・（省略）ぼくらにとって在日は便宜上のものじゃないんですよ。生きる

ための在日なんです。だからこそ在日世代というのはぼくらなんだと。633 

 

金東明は日本を、生きる場、生活する場として積極的に受け入れているとともに、生活者として日

本に生きる朝鮮民族を在日朝鮮人として位置付けている。このような金東明の考え方は、1世と 2世

以降の世代間の格差を明確に表すものであるといえるだろう。彼はまた、在日朝鮮人社会が祖国の影

響の下にあることや、日本で腰掛け的な生き方をする 1 世を「仮の在日」634と呼んで強烈に批判し

た。 

 

ぼくは在日同胞七十万は、日本で朝鮮民族の市民として生きてゆくべきだと思います。今こ

そはっきりと明言すべきなんです。統一すれば帰るとか、韓国が民主化されれば帰るとかいわ

ないで、われわれは日本に住むと、住みたいんだと、また、その権利もあるんだと言うべきな

んですね。・・・（省略）そして同胞社会は南北の代理で憎み合い争うことはないんだと。ぼく

らは南北の内戦で殺し合ってもいないし、南北いずれかの選挙で現在の体制を選んだわけで

もないんです。だから、もともと総連だ民団だと、犬の喧嘩のようにいがみ合う必要はないん

です。635 

 

金時鐘は祖国と民族団体の政治的、イデオロギー的問題や「分断」状況から距離を置こうとしなが

らも、かえって「主体的存在」として在日朝鮮人が祖国の統一のために積極的に役割を担うことを主

張した。これに対し、金東明は祖国の「分断」状況に在日朝鮮人が直接関わっていないと述べ、在日

朝鮮人社会の「分断」状況に対し批判的な立場を取っている。金時鐘と金東明は、在日朝鮮人社会が

祖国の「分断」状況から距離を置くことについては同様に考えているが、在日朝鮮人として祖国に働

きかけることについては異なった立場を取っている。在日朝鮮人 2・3世以降は日本で生まれ育った

ため祖国との距離感が存在していることも作用しているが、何より祖国の「分断」状況がそのまま投

 

り上げた。①169号（77年 8月）－「在日朝鮮人の「定住化傾向」を考える」、②170号（77年 9

月）－「統一を考える若い世代」、③171号（77年 10月）－「公立学校の朝鮮人教育を考え

る」、④172号（77年 11月）－「いま問われているもの」、⑤179号（78年 6月）－「手記

『私の生きてゆく道』」、⑥180号（78年 7月）－「問い直される運動の質」、⑦181号（78年 8

月）－「帰化を考える（2）」である。70年代は、「第三の道」論争のみならず、多くの在日朝鮮

人 2・3世が日本での生き方に悩んでいたことが分かる。 
633 飯沼二郎・金東明「在日朝鮮人の「第三の道」」『朝鮮人』No.17、1979年 8月、32頁。 
634 同前、30頁。 
635 同前、55頁。 
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影されている民族団体に対する彼らの不信や乖離が垣間見える。 

 

現在、総連と民団が在日朝鮮人を代表する組織としてあるのですが、お互いに標榜している

政治スローガンが、はたして今の世代交代してしまった在日朝鮮人社会に適応しているかと

いうことです。636 

 

このように彼は、在日朝鮮人民族団体が在日朝鮮人のためのものではなく祖国のためのものと化

していて、在日朝鮮人社会と民族団体との間に乖離が存在していることを鋭く批判している。これか

は 70年代の当時、多くの在日朝鮮人が民族団体に対し反感を抱いていたことが推測できる。しかし、

祖国の「分断」状況や民族団体から距離を置いたからといって、それが民族としての立場性からも距

離を置くことを必ずしも意味してはいない。 

 

みずからのルーツ、民族性を溝に投げ捨てるのは、人間としてのプライドを放棄するに等し

いと思います。・・・（省略）朝鮮民族の一員として考えた場合、個人としてただ生きんがため

に、祖国の運命にも同胞の未来にも目をつぶってしまう人たちに、人間としての本当の幸福は

有り得ないですね。637 

 

金東明は、民族性の堅持を重要視し、民族とのつながりを断つことに対しては否定的である。また、

帰化は民族差別の解消にはならない638し、民族意識の欠如による639ものだと批判しながら、日本社

会で在日朝鮮人が民族性を保持するためには民族教育や伝統を継承することが重要だと主張してい

る。金時鐘は帰化する在日朝鮮人に対して「在日朝鮮人として日本におることの展望がない」640と批

判する。両者とも、民族主義的な立場に立って朝鮮人としての民族性を保持しようとする。また、祖

国の「分断」状況が在日朝鮮人社会にそのまま投影されることへの批判や、祖国の政治権力の意向の

ままに動き、主体性が欠如している民族団体に対して反感を覚えている点は共通している。 

しかし、金時鐘は主体的立場から能動的に祖国の「分断」状況に働きかけることを主張する反面、

金東明は祖国の「分断」状況から離れて日本での市民的権利を獲得することを主張した。つまり、彼

らの民族主義が働きかけている対象の違いであって、在日朝鮮人が民族的に生きることにおける方

向性の違いと言えよう。祖国の「分断」状況に対する主体性として現れるか、もしくは日本で生きる

際に朝鮮民族が抱えている不条理を変えるとともに、市民的権利を獲得するかは民族主義の発現の

違いであろう。 

金時鐘や金東明の民族主義は、民族意識に基づいて在日朝鮮人が置かれている民族的不条理を自

らが変えていこうと働きかけるものであり、「積極的民族主義」であると言える。元在日朝鮮人政治

 
636 同前、32頁。 

637 同前、47頁。 
638 同前、48頁。 
639 同前、62頁。 
640 座談会「『第三の道をめぐって』」『朝鮮人』No.18、1980年 4月、13頁。この座談会は、金時

鐘・日高六郎・鶴見俊輔・大沢真一郎・飯沼二郎によるものであった。 
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犯である徐勝は、韓国で学園浸透スパイ団事件により裁判にかけられ、最終陳述をした時に「積極的

民族主義」641について述べた。しかし、徐勝の述べる「積極的民族主義」は、彼自身韓国民主化運動

に関わったことからもうかがえるように祖国に働きかけるものであり、権利獲得運動においてみら

れる在日朝鮮人 2・3世の日本における現実を視野に入れているとは言いづらい。このような違いは、

在日朝鮮人としての生き方の発現の違いであると言える。 

 

 ・80年代－指紋押捺拒否運動 

80 年代は、指紋押捺拒否運動にみられるように個人レベルの権利獲得運動が在日朝鮮人の相次ぐ参

加により力を得ていったと言える。70 年代の権利獲得運動は在日朝鮮人個々人が起こした訴訟とい

う形をとっていたが、指紋押捺拒否運動は外国人の登録の際に「同一人性確認」のために行われた指

紋採集を拒否する形の運動である。80 年 9 月 10 日に韓宗碩が指紋押捺拒否642をしたことを皮切り

に在日朝鮮人の指紋押捺拒否運動が始まり、翌年には崔善愛が新規外国人登録者として指紋押捺を

拒否した。 

つづいて、83年 10月 5日に民団傘下の青年会や婦人会により「外登法改正闘争在日韓国青年・婦

人蹶起大会」が開催されるとともに、「外国人登録法改正闘争委員会」が結成された643。そして翌年

の 9月 29日には韓国籍や朝鮮籍の在日朝鮮人 2・3世により「指紋押捺拒否予定者会議」644が発足

され、反外国人登録法運動に取り組んだ。このように個人レベルを超えて在日朝鮮人社会を取り込む

運動として拡大された。 

このように在日朝鮮人の指紋押捺拒否運動が進行・拡大されるなか、日本政府は 82年に外国人登

録を始める義務が生じる年齢を 14歳から 16歳へと引き下げ、登録の切り替え期間を 3年ごとから

5年ごとへと変更するなど法改正を行った。しかし、指紋不押捺の人には登録の更新の保留や罰金増

額、再入国の不許可などの重罰化や報復的な措置を取った645。 

指紋押捺拒否運動は、先述したように在日朝鮮人個々人のレベルを超え在日朝鮮人社会を取り巻

く運動であり、権利獲得という意味のみならず在日朝鮮人の生き方の変化が見える運動であった。帰

国事業や日韓会談により在日朝鮮人の日本定住は現実味を帯びたが、日本定住を積極的に受け止め

 
641 徐兄弟を救う会偏『徐君兄弟を救うために第 1分冊』影書房、1992年 10月、166頁。 
642 韓宗碩は、1980年 9月 10日に東京都新宿区役所において指紋押捺を拒否し、即日警察に告発

された。 
643 民団における指紋拒否運動は、1983年の 9月 1日に「100万人署名蹶起大会」を開催し、同日

から約 3か月間（同年、12月 9日、終了）「100万人署名運動」を展開した（「外国人登録証－

指紋押捺・常時携帯制度撤廃 100万人署名運動展開」『民団 50年史』、前掲、166～167および

168頁）。また、85年 5月 22日の民団権益擁護委員会や同月 28日の中央執行委員会を経て、

違法ではない「指紋押捺留保」運動を同年 7月 1日から 10月 12日まで展開した（「指紋押捺留

保運動の決行」『民団 50年史』、前掲、174～175頁）。 
644「指紋押捺拒否予定者会議」は、集団で指紋押捺拒否や外国人登録証の常時携帯拒否を予告する

運動であって、1984年 9月 29日に 33名の在日朝鮮人青年達が「拒否予定宣言」を行った。90

年代以降「指紋カードをなくせ！90年協議会」へと発展した。（国際高麗学会日本支部『在日コ

リアン辞典』編集委員会『在日コリアン辞典』明石書店、2010年、222頁） 
645 国際高麗学会日本支部『在日コリアン辞典』編集委員会『在日コリアン辞典』明石書店、2010

年、221頁 
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ようとする雰囲気が定着していたとは言いにくい。しかし、在日朝鮮人社会の世代交代が進むにつれ

て、日本は仮住まいの地ではなく生まれ育ち生活する場として変わり、自らを生活者や市民として位

置づける在日朝鮮人も増えてきた。そのため、民族の立場から権利問題を考えるのではなく、日本社

会に生きる生活者や市民として権利問題を考えるようになったと思われる。 

新規外国人登録の際に指紋押捺を拒否した崔善愛は、まさに上のようなケースであると思う。崔は

在日朝鮮人として感じた差別のみならず人間として感じる差別に対する抵抗感や差別される痛みを

示した。そして、不押捺による再入国不許可の処分を受け、取り消し訴訟に訴えた。その際、崔は「日

本は私の国、母国」646であり、「日本で生まれ育った者として、日本の社会の一員であることの自覚

を持って」647いると述べた。彼女の考えている「母国」としての日本は、生まれ育ち自分の感性が培

われた「故郷」であるのだ。このような感覚は、在日朝鮮人社会の世代が交代するにつれ見られる傾

向であり、在日朝鮮人の中でも様々な生き方が現れることを示すものではないか。 

 

・姜尚中と梁泰昊の「在日論」論争 

指紋押捺拒否運動の最中、在日朝鮮人の生き方を問い直す論争が展開された。それが 85年の姜尚

中と梁泰昊による在日論に関する論争である648。この論争における立場は、姜の「方法としての『在

日』」と梁の「事実としての『在日』」という言葉で表現される。姜は帰化や同化に反対している。姜

は少数民族としての自覚の下における「定住化」や民族性の確保の下に日本国籍を取得することは、

日本の社会や国家、精神構造などにおいて根源的な転換がない限り、不可能なことだと指摘する649。

それは、日本が近代化の過程で抱くようになった「文明の梯子段的な信仰」を、在日朝鮮人が日本に

包摂されることにより再生産する恐れがあるという理由からである650。 

 

われわれの存在を「在日」＝日本社会の範囲だけに閉塞させ、その枠内で「定住化」の問題

をとらえていこうとするならば、それは初発の意図とは裏腹に「在日」朝鮮人の「自然消滅」    

＝同化への道を掃き清めることになりかねないであろう。651 

 

 姜にとって、在日朝鮮人を「在日」＝日本社会の範囲だけに留めさせ、「定住化」に偏向した在日

観652に基づいて差別問題を解決しようとすることは、「国境をまたぐ」在日朝鮮人としての存在意義

が見えないことである。姜の考える「国境をまたぐ」在日朝鮮人としての生き方は、日本での「定住」

 
646 崔善愛『「自分の国」を問い続けて－ある指紋押捺拒否の波紋』岩波書店、2000年、24頁。 
647 同前、34頁。 
648 1985年 5月から 86年 2月の間、4回にかけて『季刊三千里』に連載されたものである。姜尚

中「「在日」の現在と未来の間」（第 42号、85年 5月）／梁泰昊「事実としての『在日』」（第

43 号、85年 8月）／姜尚中「方法としての『在日』」（第 44号、85年 11月）／梁泰昊「共存 

・共生・共感」（第 45号、1986年 2月）。 
649 姜尚中「「在日」の現在と未来の間」『季刊三千里』第 42号、三千里社、1985年 5月、123

頁。 
650 同前、124頁。 
651 姜尚中「方法としての『在日』」『季刊三千里』第 44号、三千里社、1985年 11月、176頁。 
652 同前、177頁。 
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に留まらない生き方であって、在日朝鮮人としての立場性、祖国、日本を視野に入れた生き方である。 

 

「在日」と日本、そして分断祖国の双方が共通の歴史的課題として抱え込んでいるものを見

定め、それに対する態度決定をテコに間接的に祖国へと志向することを意味する。653 

 

姜にとって祖国へと志向することは、差別問題をも解決することにもつながる。「『在日』が対日本

国家との関係において差別の境涯にあることは、同時に祖国もまた国家間の支配－隷属的関係を強

要されているということ」654であり、その根本的な問題の解決につながるのは「統一された祖国」で

あると考えている。そして「統一された祖国」は、「在日」の日々の生活と生存にとって変化をもた

らす存在であり、祖国の統一のための変革が進む祖国の動向を直視することは、「在日」史の再検討

や歴史認識の創造を必要とする655。このような認識に基づいての人権・市民権獲得の運動であるべき

であり、ひいては在日朝鮮人、「南北」、そして日本を視野に入れた生き方が必要である。それは、「定

住外国人」としての生を民族的価値の再生と統一されるべき民族国家へと方向づけていくことでも

あるのだ656。つまり、姜にとっての「在日」は統一祖国を意識し祖国に開かれた生き方であって、そ

のような生き方が祖国へ何らかの影響を与えられると考えている。 

他方で、梁泰昊は祖国というマジョリティへの転化を恐れている657。指紋押捺拒否運動にみられる

ような在日朝鮮人が自らの生き方を考え、自分の意志で行動を起こす「新しい芽」の流れを「祖国に

向けて定位させる」658ことは、祖国というマジョリティへの転化を暗示することだと批判した。 

 

マイノリティの問題を解決するためにマジョリティの側に移ればよいという発想こそが「同

化」であって、具体的には帰化や帰国といった表裏となってあらわれるのだが、それはマジョ

リティであるが故の支配を受認する考え方と言わざるをえない。659 

 

梁のこのような考え方は、在日朝鮮人や祖国の「南北」、日本が抱えている単一民族社会観に対す

る批判がその背景にあり、日本の在日朝鮮人に対する差別問題は在日朝鮮人や祖国の「南北」が持っ

ている共通の差別問題を意識すること、市民的権利を獲得するための闘いの過程の中でのみ育める

ものだという660。だからこそ、日本における差別問題を解決するために祖国に頼るのは、祖国という

マジョリティに包摂されることであるのだ。 

また、梁にとって差別と闘うということは、「自らの人間として生きていこうとする『自立』への

姿勢」であり、在日朝鮮人がマイノリティとして人権を守ることが「祖国に何らかの影響を与える」

 
653 同前、176頁。 
654 同前、178頁。 
655 同前、178～179頁。 
656 同前、178頁。 
657 梁泰昊「事実としての『在日』」『季刊三千里』第 43号、1985年 8月、三千里社、150頁。 
658 姜尚中「『在日』の現在と未来の間」、前掲、124頁。 
659 梁泰昊「事実としての『在日』」、前掲、150頁。 
660 同前、151頁。 
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ことである661。在日朝鮮人の存在や人権を守るためにマイノリティとして共生をめざす姿勢662は、

「事実としての『在日』」は日本社会にマイノリティとして生きる在日朝鮮人の置かれている現実を

直視し、その現実を積極的に乗り越え、是正していく生き方であると言える。梁の考え方の背景には、

在日朝鮮人を国家と対置する民衆として捉えている認識がある。 

 

例えば指紋押なつの問題にせよ、法的地位の問題にせよ、国家的保護を期待する前に、在日

朝鮮人としてかくありたいという意志表示をもっと鮮明にする必要がある。忘れてはならな

いのは、祖国といえども国家である以上、国家の論理が先行するのであって、民衆の所望とは

一線がかくされるという点である。663 

 

 梁はマジョリティとしての祖国の影響力を意識しており、在日朝鮮人としての主体性を主張して

いる。それは在日朝鮮人に対する日本社会の差別、そして在日朝鮮人が置かれている様々な状況から

鑑みてマイノリティとして祖国というマジョリティに包摂・排除されてしまうことを警戒しての主

張であろう。マイノリティの立場であれ、民族の立場であれ、国家の抑圧的な力や「国家の論理」664

が在日朝鮮人に降りかかるのは変わらない。梁は、祖国を代表する国家は在日朝鮮人を抑圧する恐れ

を持っており、在日朝鮮人が国家の抑圧に抵抗することは当然であると認識している。在日朝鮮人が

日本で権利のために闘うこともまた、国家に対する抵抗の一種である。また、抵抗する主体としての

在日朝鮮人を民衆と位置づけ、民衆である在日朝鮮人と国家至上主義との間に生じる一定の距離を

当然視している665。梁の考える民衆としての在日朝鮮人は、日本に対してであれ、祖国に対してであ

れ「自我の主張」666のできる、国家の論理に抵抗する主体的な存在である。 

そのような民衆として在日朝鮮人は、日本政府の差別を相手にした指紋押捺拒否運動に現れた。祖

国に対しては、「在日」の統一を図ることが「統一祖国」を展望することにつながるとイメージし、

在日朝鮮人が統一祖国への帰属を目論むよりいかにして統一に参与できるのかが重要である667。梁

は、在日朝鮮人は民衆として国家というマジョリティに包摂されない、祖国に在日朝鮮人の将来を委

ねない主体性を保つことや、まず在日朝鮮人の中の「分断」を乗り越えることを考えていた。また、

在日朝鮮人が「事実として在日」する以上668主体的に生きることが重要であって、まさにそれが「事

実としての『在日』」であるのだ。梁はこのような考え方に基づいて、姜のいう「祖国との一体」は

国家至上主義につながることで「祖国への同化」669の危険性があると批判する。 

 姜と梁、両者とも朝鮮民族としての自覚や民族的に生きようとする基本姿勢670においては同じで

 
661 同前。 
662 同前。 
663 梁泰昊「共存・共生・共感」『季刊三千里』第 45号、三千里社、1986年 2月、176頁。 
664 同前。 
665 同前、174頁。 
666 同前、179頁。 
667 同前。 
668 同前、179頁。 
669 同前、177頁。 
670 朴一『〈在日〉という生き方』講談社、1999年、81頁。 
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あるが、その方向性が違う。また、日本に生きることにおいて、同化や帰化することには反対の立場

を表明している。姜は、在日朝鮮人のルーツは祖国にあることを認識し、在日朝鮮人を祖国の統一に

働きかける存在として認識することの重要性を述べ、それゆえ彼は同化や帰化は許されないと主張

した。梁も在日朝鮮人の民族としての立場性も考えているが、在日朝鮮人の民衆性やマイノリティと

しての立場性を重要視し、祖国や日本というマジョリティに包摂されないことを主張し、それゆえ人

権や市民的権利のための闘いが同化や帰化に抗うことになるとともに、祖国に何らかの影響を与え

られると考えていた。 

70 年代は在日朝鮮人の日本定住が現実と化しつつある中、在日朝鮮人が祖国や日本における自ら

の存在をどのように位置づけるかを思索し、在日朝鮮人としての生き方を論じ始めた時期であった。

そして、80 年代は在日朝鮮人の日本定住が現実化し、人権という視点から市民権としての権利を積

極的に求めようとした時期であると言える。そして何よりも在日朝鮮人の生き方が多様化するとと

もに、民族や祖国、そして日本との関係をどう認識するかも多様化した。 

在日朝鮮人社会が多様化しているなかで議論された「在日論」からは在日朝鮮人の生き方に関する

多様な認識が伺えるとともに、祖国という存在が常に在日朝鮮人の生き方に影響を与え続けていた

ことが分かる。金時鐘、金東明、姜尚中、梁泰昊の 4人とも在日朝鮮人の生き方において民族という

視点に基づいているのは同様であるが、その方向性が互いに違うと言える。つまり、民族主義に基づ

いた生き方を重要視するという点においては同様であるが、その生き方が「祖国」なのか「市民的権

利を伴う日本定住」なのかという二つの異なる方向に分かれている。また、「在日」することを確実

化した事実として受け止めながらも、祖国との関わり方や祖国の統一へのかかわり方においては違

う立場に立っていたのがうかがえる。 

70、80 年代の在日朝鮮人を囲む「在日論」は、祖国との関係をどう認識するか、在日朝鮮人の生

き方をどう位置づけるかを問う作業ではないかと思う。しかし、光州民衆抗争を契機に韓国社会に反

米主義が強まったことで、統一問題も反米的視点から認識するようになった。まず、「二つの韓国」

は米国による政策であるため、米国の干渉を排除することが優先的に行われるべきであると主張し

た。その一環として 70年代から主張してきた米軍の撤退を主張するなど671、反米的な立場を取って

いた。 

 

第 2節 「在日韓国青年同盟」の結成経緯および活動 

李承晩政権は「反共」のために結成した韓国の青年組織である「大韓青年団」を結成した。「大韓

青年」は日本での「反共」の砦として在日朝鮮人青年を相手にも結成され、のちに「在日韓国青年同

盟」へと組織改編された。この節では、韓青の前身である「大韓青年団」にまでさかのぼって韓青の

結成経緯や組織的性格、そして活動について分析する。 

 

第 1項「在日韓国青年同盟」の結成と性格 

・「大韓青年団」 

 
671「日本外国特派員協会 세미나아－韓民聯에 지대한 関心」（「日本外国特派員協会セミナー

－韓民連に至大な関心」）『民族時報縮刷版』1977年 9月 1・11日付（1面）、597頁。 
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1950年 8月 28日に「朝鮮建国促進青年同盟」（建青）が解散し、翌日の 29日に在日朝鮮人青年

の団体として「大韓青年団」が結成された。「大韓青年団」は元来李承晩大統領により結成された韓

国内の青年組織であり672、日本でも在日朝鮮人青年を対象に新たに組織された。「大韓青年団」は、

李承晩への絶対服従と共産主義者を抹殺することなどを誓ったことからも分かるように673、李承晩

の私的団体としての性格が強く、徹底した「反共」にもとづく団体であった。李承晩は 49年 4月 7

日に「大韓青年団」の行動綱領を指示したが、その主な内容の一つが「反共運動」を積極的に推進す

ることであった674。 

「大韓青年団」が組織された時期は、米軍の撤退が確実視され何よりも「反共」が強調された時期

であり675、このような韓国の状況が日本における「反共」のための組織の結成を促した。そして、50

年 3 月に韓国の陸軍参謀総長である蔡秉德が来日し、民団に「大韓青年団」の結成を要請した。ま

た、同年 5 月に韓国の「大韓青年団」の 2 代目の団長である安浩相が李承晩大統領の特使として来

日し、青年組織の強化や在日朝鮮人の思想訓練のために講演を行った676。このような状況のなかで、

同年 6 月 25 日に朝鮮戦争が勃発すると、「防衛隊」677としての組織結成の必要に迫られ、日本にお

いて「大韓青年団」を組織したと思われる。また、「大韓青年団」は、中央訓練所を設置し「反共闘

 
672 韓国の大韓青年団は 1948年 12月 19日に結成され、53年 9月 10日に解散した。大韓青年団

は、李承晩の青年団体の単一化の指示により、大同青年団、青年朝鮮総同盟、国民会青年団、大

韓独立青年団、西北青年会などの右翼青年団体などを統合して組織された団体である。大韓青年

団は、李承晩の命令に絶対服従することを誓っており、李承晩の親衛隊のようなものであった。

大韓青年団の組織構成は、総裁には李承晩、団長には申性模、副団長には李成株、文鳳濟であっ

た。李敬南「青年運動半世紀(55)－大韓青年団[1]李大統領の親衛隊へ「統合の旗」」『京郷新聞』 

1987年 12月 2日付、9面」（李敬南「靑年運動半世紀(55)－大韓靑年團[1]李대통령親衛隊로 

「統合깃발」」『京郷新聞』, 1987년 12월 2일자, 9면）。 
673 李敬南「青年運動半世紀(55)－大韓青年団[1]李大統領の親衛隊へ「統合の旗」」、同前。 
674 李承晩大統領は、「大韓青年団」に対し行動綱領を指示した。その主な内容は、国民会と共に 

「一民主義」の宣伝に積極的に務めることと「反共運動」を積極的に推進することであった。ま

た、南北統一と「共産粛清」に支障を来たさないように民衆の歓迎と協助を確保することを要求

した。「韓青行動綱領李総裁が指示」『東亜日報』1949年 4月 12日付、1面（「韓靑行動綱領李    

  總裁가 指示」『東亜日報』, 1949년 4월 12일자, 1면）。「一民主義」は、「一つの国民」と

なって共産主義を排斥することを主張した李承晩の理念であり、「大韓青年団」は「一民主義」

に基づいて反共を実践する団体として組織されたといえる。 
675 藤井たけし「族青・族青系の理念と活動」、成均館大学校一般大学院博士論文、2010年 3月、

152～156頁。 
676 李敬南「青年運動半世紀(57)－大韓青年団[3]後方治安担当「防衛隊」へと変身」『京郷新聞』 

1987年 12月 16日付、9面（李敬南「靑年運動半世紀(57)－大韓靑年團[3]후방治安담당「防衛

隊」로 변신」『京郷新聞』, 1987년 12월 16일자, 9면）。鄭哲は『民団今昔－在日韓国人

の民主化運動』のなかで、日本における「大韓青年団」の組織のために 1950年 4月に韓国の大

韓青年団の団長の安浩相と副団長の文鳳濟が日本を訪問したと記述しているが（『民団今昔－在

日韓国人の民主化運動』、前掲、297頁）、実際に安浩相が来日したのは 5月である。同年 4月現

在、大韓青年団の団長は申性模であり、申性模は 5月 8日付で大韓青年団の団長を辞任した（「 

申性模氏韓青団長辞任」『京郷新聞』1950年 5月 9日付、2面（「申性模氏韓靑團長辭任」『

京郷新聞』, 1950년 5월 9일자, 2면）。また、『民団 30年史』では、5月 14日に安浩相が来

日したと記している（民団 30年史編纂委員会『民団 30年史』在日本大韓民国居留民団、1977

年、64～65頁）。 
677 李敬南「青年運動半世紀(57)－大韓青年団[3]後方治安担当「防衛隊」へと変身」、前掲。 
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士」を養成するための研修会を設けた678。 

「大韓青年団」の結成は、在日朝鮮人青年団体の性格にも変化をもたらした。それは「大韓青年団」

が李承晩の思惑により設立されただけに、主体的な立場を堅持していた在日朝鮮人青年団体が非主

体的な立場へと変わったことである。民団の元幹部である鄭哲は、建青は民団の結成に協力した実績

が評価され、民団と対等な立場での発言権ももっていたが、「大韓青年団」に代わってから民団の傘

下団体のような扱いを受けたと回顧している679。 

「大韓青年団」の民団内における位置づけは、韓国における「大韓青年団」の解散と深く関連して

いる。「大韓青年団」は、韓国では「民兵隊」の結成を契機に 53年 9月 10日に既に解散していたが、

日本ではそのまま存続した。そのため、日本の「大韓青年団」は韓国との関係性が曖昧になるにつれ

その存在意義が薄れていき、組織として停滞するようになった。それを打開するために「再建大会」

680として 55年 9月 28日に「大韓青年団」の第 3回大会を開催し、組織の変化を模索しようと試み、

組織改編を行った。 

 

・「在日韓国青年同盟」への組織改編 

「大韓青年団」の第 6回大会（58年 9月 30日）で新しい団長となった郭東儀は、韓国の 4・19革

命681をうけて 60年 10月 9日の第 8回定期大会で「大韓青年団」を「在日韓国青年同盟」（韓青）と

改称し組織改編を行った。 

韓青へと改編したことには、三つの意義があるといえる。第 1に 4・19革命の「在日部隊」682と

して 4・19革命を継承することを表明したこと、第 2に 4・19革命の精神に基づいて活動しながら

本国の闘争に「連帯」しようとしたこと、第 3に民団傘下の青年組織が本国や民団の統制から主体的

になろうと試みたことであった。このような変化は、民団内の変化と関係があると思われる。当時、

民団は 4・19 革命に触発され「第 3 宣言」を発表し、本国に対し主体的な立場を取ることを表明し

た。このような民団内部の変化が「大韓青年団」の変化を促したと思われる。 

韓青への組織改編は、在日朝鮮人としての立場を認識する転換点ともなり、その変化は綱領からう

かがえる。「大韓青年団」の時代に採択された綱領は、①祖国の完全な統一独立、②民主主義の正し

い発展と実践、③真正な世界平和の実現などの 3項目であり、これらに韓青の結成の際に民族意識の

高揚と権益擁護が第 4 項目として新たに追加採択された683。韓青になってから新しく掲げた権益擁

 
678 民団 30年史編纂委員会『民団 30年史』、前掲、65頁。 
679 鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』、前掲、298頁及び 300頁。 
680 座談会「60年代韓青同を語る」『季刊統一路』（第 28号、在日韓国青年同盟、1980年 12月、

115頁）および在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』（2010年 12月、97

頁）。 
681 4・19革命は、1960年の 4月 19日から始まった学生らを中心とした反政府運動を指す。同年 3

月 15日の正副統領選挙における暴力沙汰と不正選挙を糾弾する示威が全国的に起きた。このよ

うな状況の中で、同年 4月 18日にデモを行った高麗大学校の学生が李承晩政権に雇われたヤク

ザに襲撃される事件が発生したことを契機に大学の学生や中・高生らが中心となって反政府運動

を展開し、ついに同月 26日に李承晩が下野を表明する声明を発表し李承晩政権は崩壊した。 
682 座談会「60年代韓青同を語る」『季刊統一路』、前掲、117頁。 
683 綱領の第 1項目から第 3項目は、1956年 10月 25日の「大韓青年団」の第 5回大会において採

択されたものであり、第 4項目は韓青へと改称した際に追加されたものである（在日韓国青年
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護は、韓青が本国との関係のみならず、在日朝鮮人としての立場や生き方を意識しはじめたことを意

味する。このような韓青の認識転換の背景には、在日朝鮮人社会の世代交代がある。この時期は、在

日朝鮮人 2・3世が在日朝鮮人社会に占める割合が増えるとともに、祖国との関係を「再設定」する

のみならず、日本に「在日する」ことが現実味を強く帯びてくることにより、日本社会と在日朝鮮人

との関係が重みを増してきたといえる。 

 

第 2項 韓青の 60年代の運動 

韓国政府が日本に「反共」拠点を作ろうとした意図により結成されるに至った韓青は、韓国政府に協

力的であった。しかし、4・19革命をうけ、組織を改編し抵抗勢力として民団と対立するようになっ

た。この項では、韓青と民団の対立と、韓青の 60年代の権利擁護運動について分析する。 

 

・韓青と民団の対立 

韓青への改編は、朴政権との対立を意味するものであった。韓青は、5・16クーデターに対し 7月

5日に反対声明を出した。さらに、韓青は民団民主化運動にも関わるようになり、民団の抵抗勢力と

して有志懇が結成されると、その活動を支えた。そのため、民団は韓青に対し、強硬な態度をとって

いた。 

当時、民団内には青年中心の「在京青年有志懇談会」も結成され、62年 3月 8日に韓青中央本部

を襲撃するなど韓青に対する非難や攻撃が起きた684。そして、ついに同年 4月 13日に民団は韓青の

委員長である郭東儀を停権処分した685。これ以外にも民団は、郭東儀に対する停権処分を下す 4 ヶ

月前である 61年 12月 11日に韓学同の執行部の全員に対しても停権処分を下した。民団の韓青や韓

学同に対する抑圧に対し、民団内部では批判が存在していた。62年 5月 21日～22日に神戸で開催

された民団第 28回全体大会では、韓青や韓学同の問題や郭東儀の停権処分をめぐり民団執行部に対

し顧問である丁賛鎮や金載華、監察委員長の金今石が辞意を表明し民団に対し批判の意を表したの

である686。つまり、韓青に対する民団の強硬な態度は、かえって民団内部の葛藤を深化させることに

なった。そして、ついに翌年 7月 29日の韓青第 10回中央大会で郭東儀は辞任した。 

韓青は、民団の分裂の中で民団民主化運動に積極的に関わった。民団の抵抗勢力として有志懇が結

成された後は、有志懇の「実質的な事務局」687として民団民主化運動に深く関わった。韓青と韓学同

のメンバーら 70 人が 72 年 4 月 18 日に鄭在俊や裵東湖、郭東儀などとともに民団中央本部を占拠

し、民団の三機関長を監禁するという「4・18事件」を起こした688。 

韓青の内部では韓青中央執行部が政治的に利用されているとの認識が存在しており689、韓青執行

部の運動方法とは異なる立場に立つ地方本部なども存在し、韓青内部も分裂していたといえる。元韓

 

同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、40～41頁）。 
684 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、42頁。 
685 郭東儀に対する停権処分は、1963年 11月 21日に解除された。 
686 民団 50年史編纂委員会『民団五十年史』、前掲、87頁。 
687 座談会「60年代韓青同を語る」『季刊統一路』、前掲、120頁。 
688 民団 50年史編纂委員会『民団五十年史』、前掲、108頁。 
689 金佳秀「我が青春グラフィティ②〈激闘編〉－「愛知韓青の精神はいまも胸で光る」『アプロ

21』第 5月号、1997年 5月、19頁。 
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青愛知本部の委員長であった金佳秀は、入管法反対運動において駐日大使館などにデモをかけよう

とする執行部の呼びかけに対し、愛知本部が執行部の政治性に巻き込まれることを回避するために

デモに参加しなかったと回顧している690。さらに、韓青中央執行部が政治的になることに反対するメ

ンバーらが 72年 5月 2日に「韓青中央執行部乱動糾弾大会」を開催した691。この大会にて「韓青刷

新行動委員会」が結成され、「韓青執行部および民団東京本部執行部に対する抗議文」が採択され、

反韓青執行部運動が民団内で展開された。ここで注目したいのは、「韓青刷新行動委員会」の委員長

は尹隆道であり692、尹隆道は海外代表者会議の開催の際、池之端文化センターに押し入り韓青と衝突

した人物である。 

また、民団は 72年 4月 15日には「韓国民族自主統一同盟青年同盟」（韓民自青）の「敵性団体」

規定を解除した。これは、民団が韓青を牽制するためにとった措置であった。さらに、民団は 71年

から韓青の各支部に韓青とは別の青年組織の結成を要求していたようである693。韓青とは別の青年

組織は「在日韓国青年会」（以下、青年会）であり、韓青が傘下団体を取消された後結成された694。

青年会は、先述したように 8・13 事件の際に韓青のメンバーらと衝突し、韓民統の韓国民主化運動

を妨害することに加わった。これらの状況から鑑みると、韓青の内部は民団に抵抗する勢力と民団側

に立つ勢力とに両分されていた。民団執行部は、民団への抵抗を抑えるために民団側に立つ勢力を積

極的に利用し民団の都合にいい青年団体を組織せしめ、韓青の分裂を助長したと思われる。 

同年 5月 29日に民団の「全国地方本部団長会議」において、韓青は民団東京本部とともに「民団

の瓦解と破壊を企図する不純分子」であると強く非難された695。すわなち、韓青の反民団的な行為は、

民団の瓦解を図る北朝鮮や総連の計画によるものとして位置付けられた。そして、ついには民団第 20

回中央委員会（72年 7月 2日）にて韓青は韓学同とともに、傘下団体を取消された。元民団幹部で

ある鄭哲は、民団の韓青・韓学同に対する傘下団体解除は、民団内部における分裂の後遺症であると

指摘した696。 

このように青年団体が民団分裂に深く関わっていく背景には、民団幹部が韓青の委員長などを兼

任したこと697、愛知韓青の場合のように韓青の幹部が民団で活動したことがある698。民団幹部が韓

 
690 同前、22～23頁。林茂澤は、韓青運動における韓青執行部と韓青愛知本部との葛藤を「政治路

線」と「文化路線」との相違としてみている（林茂澤『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代か

ら 80年代まで』新幹社、2011年、172頁）。 
691 在日本大韓民国青年会愛知県地方本部（青年会）建青／大韓青年団／韓青「民団あいち 60年

史」、サイト：http://mindan-aichi.org/test/60nensi/3-2.pdf（2014年 7月 20日）。 
692 民団 50年史編纂委員会『民団五十年史』、前掲、130頁。 
693「声明「青年会策動をやめよ」」『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年代まで』、前

掲、281～283頁（元の資料－「声明「青年会策動をやめよ」」『韓国青年新聞』第 95号）。 
694 韓青の民団傘下が取り消された後に元韓青広島本部で初めて青年会が結成された。しかし、韓

青の支部のすべてに最初から青年会が結成された訳ではない。例えば、韓青愛知県では「花郎

会」が結成され、1975年 5月 18日に「在日本大韓民国青年会愛知地方本部」へと変わる場合

もあった（http://mindan-aichi.org/test/60nensi/3-2.pdf）。 
695 鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』、前掲、131頁。 
696 同前、197頁。 
697 座談会「60年代韓青同を語る」『季刊統一路』、前掲、117頁。 
698 金佳秀「我が青春グラフィティ②〈激闘編〉－「愛知韓青の精神はいまも胸で光る」、前掲、23

頁。 
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青の委員長を兼任することは、民団の意向が韓青に強く反映される状況になりやすいことを意味す

る。また、韓青出身者が民団で活動することは、韓青が民団内の活動家を育成する場としての役割を

果たしたことを意味する。このような韓青と民団の密接な関係は、民団の分裂状況が韓青の分裂へと

容易に拡大される要因でもあったと思われる。 

 

・60年代の運動－「法的地位要求貫徹闘争」 

60 年代は、在日朝鮮人社会が日韓条約の締結により二つの大きな変化を迎えた時代であった。そ

の変化の一つ目は在日朝鮮人の法的地位が決まったことであり、二つ目は在日朝鮮人社会の「分断」

が明白になったことである。日韓条約の中の「在日韓国人の法的地位および待遇に関する協定」699は

在日朝鮮人に永住権を与える際、国籍欄に「韓国」と記載することを定めており、そのため在日朝鮮

人社会は韓国籍と朝鮮籍の人々とに分けられ、目に見えない「分断線」が形成されるようになった。 

民団は法的地位において「在留同胞」に不利なところがあると指摘し、韓国政府に「陳情団」を送る

など強硬な立場をとっていたが、日韓条約のための会談が進むにつれ民団は議論の場から排除され

ていき、最終的には日韓会談のために韓国政府に協力する立場へと変わった700。 

しかし、青年団体である韓青と在日本韓国学生同盟（韓学同）は法的地位問題に反対を示しており、

64 年から 65 年にかけて法的地位要求貫徹闘争を展開した。64 年 3 月 21 日に韓青と韓学同が「韓

青・学同法的地位要求貫徹蹶起大会」を共催した701。韓青は翌年の 65年 3月 3日に「法的地位要求

貫徹非常闘争実行委」を組織し702、さらに韓学同とともに同月 9日から 11日まで「第 1次韓青・学

同法的地位・平和線死守闘争」を、同月 24日から 25日までの二日間にかけて「第 2次韓青・学同

法的地位・平和線死守闘争」を展開した703。 

韓青の委員長は、韓学同の委員長とともに民団の「法的地位対策委員会」の幹事となっていたが、

民団とは法的地位問題をめぐり対立する立場であった。これに対し民団は、民団とかけ離れた青年団

体の単独の行動に反対の意見を示していた。民団は、「第 1次韓青・学同法的地位・平和線死守闘争」

を保留することを求め704、そして大会の開催が決まった際は韓青と韓学同に守るべき事項として「提

議事項」705を要求した。さらに、民団は第 4次臨時中央委員会（65年 5月 7日）において民団の方

 
699「在日韓国人の法的地位および待遇に関する協定」の正式名称は、「日本国に居住する大韓民国

国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」である。 
700 民団は 1964年 3月 27日に韓国に「陳情団」を派遣し、法的地位問題について民団の立場を主

張するなど、主体的に対応しようとしたが、翌年に入って第 7次会談が始まってから民団は韓

国政府の「法的地位専門委員会」の「顧問」の立場へと変わり、最終的には日韓条約の締結に協

力することとなった（民団 30年史編纂委員会『民団 30年史』、前掲、86頁）。 
701 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、44頁。 
702 同前。 
703 同前、98頁。 
704 民団では「法的地位要求貫徹第 1次中央決起大会」と表記しているが、「第 1次韓青・学同法的

地位・平和線死守闘争」を指すものと思われる。 
705「韓青韓学同による法的地位要求貫徹中央決起大会の経緯ならびに中央執行委員会の措置案」韓 

国新聞縮刷版－1964～1969年度』在日本大韓民国居留民団、1965年 3月 1日付(1面)、49

頁。民団が提示した「提議事項」は、①スローガンのなかにある「われわれの要求が貫徹されな

い韓日会談は受け入れることはできない」との項目を除外する、②駐日代表部に抗議に行く代表

者の人数を 10名以内にする、③第 1項目のスローガンの排除を受け入れない時は代わりに「韓
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針から逸脱しないことを要求した706。しかし、韓青は同年 6月 20日から 23日にかけて「法的地位

要求貫徹断食闘争」を続け、法的地位問題に異議を申し立てつづけた。 

民団は、日韓条約が締結された後に開催された第 5回中央委員会（65年 9月 7日）において法的

地位要求貫徹運動に関して韓青に対し警告し、さらには今後も民団方針に逸脱する場合は韓青を直

轄処分すると表明した707。ちなみに、韓学同に対してはこの中央委員会にて直轄処分がくだされた。 

 

・外国人学校法案反対闘争および出入国管理法案反対闘争 

在日朝鮮人の法的地位問題は、日本政府の在日朝鮮人に対する差別政策の導入に拍車をかける契

機となった。日韓条約の締結を間近にした 65年 4月に日本政府は「在日外国人教育連絡会」を設立

し708、法的地位協定後の在日朝鮮人の民族教育問題に本格的に取り掛かった。日本政府は、在日朝鮮

人子弟の日本学校への入学を認めるとともに日本人子弟同様の扱いをすることと、在日朝鮮人の民

族教育を認めず教育施設についても認可しないことを明白にしていた709。 

日本政府は、法的地位協定が発効（66年 1月 17日）した後、外国人学校法案を 68年 3月 12日

に国会に提出した。これに対し韓青は、有志懇とともに同月 25日に「民族教育死守外国人学校法案

反対中央決起大会」を皮切りに外国人学校法案に対する反対運動を展開した710。さらに、日本政府は

67年 6月 9日には法務省に「出入国管理令改正準備会」を設置し「出入国管理令」（以下、入管法）

の改定に本格的に取り組み、69 年には法案改訂案を発表した。この入管法は、在日朝鮮人を日本に

一時滞在する外国人と同様の扱いをしており、在日朝鮮人の権利を制限するものであった。このよう

な日本政府の動きに対し、韓青は「出入国管理令」の改定に反対する運動を展開した。69年 4月 18

日に開催された「4・19 革命 9 周年記念青年学生決起集会」を機に入管法への反対運動を展開した

711。これに加え、民団も「出入国管理法案反対」大会（69年 6月 2日）を開催し、入管法に反対す

る内容を盛り込んだ決議文を発表した712。つまり、在日朝鮮人に対する権益問題に関しては、民団と

韓青は同様の声を発したのである。 

韓青は日韓会談に反対する立場に立ち、日韓条約の締結にもとづいて在日朝鮮人の権利を抑圧す

る日本の政策に反対する運動を展開した。しかし、このような韓青の運動は、基本的に韓国政府の政

策と対峙するものであった。当時、朴政権は「反共実利論」713をかざして、総連系の学校に対する抑

 

日会談に反対する朝総連の勢力を粉砕しよう」との項目をいれることを提議した。 
706 民団 30年史編纂委員会『民団 30年史』、前掲、89頁 
707「第五回定期中央委開かる」および「中央委の決定事項」『韓国新聞縮刷版－1964～1969年度』

在日本大韓民国居留民団、1965年 9月 28日付（1～2面）、91～92頁。 
708 姜徹『在日朝鮮人の人権と日本の法律』（第三版）雄山閣、2006年、84～85頁。 
709 1965年 12月 28日に文部省次官が都道府県知事並びに教育委員会に出した通達の内容である 

（姜徹『在日朝鮮人の人権と日本の法律』、前掲、85頁）。 
710 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、同前。 
711 同前。 
712「決議文」『韓国新聞』1969年 6月 5日付（1面）、427頁。 
713 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、45頁。日本政府が 1966年

4月に「外国人学校法案」を発表した際、韓国政府は民団に「外国人学校法案」への反対運動を

しないように圧力をかけた。この法案が通ると閉校の対象になるのが総連側の民族学校であるた

め韓国の立場は損なわれないという見解を示した。このような韓国政府の立場は、「反共実利
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圧として作用できる日本の外国人学校法案に賛成した。韓国政府の立場では韓青の運動は韓国政府

にとって好まざるものであったため、北朝鮮や総連の指示によるものであるという口実を突きつけ

抑圧した。例えば、入管法に対する反対が韓青と韓学同に留まらず民団全体の運動として行われた最

中に「在日居留民団強化対策会議」（69年 8月 7日～8日）が韓国で開催され、民団幹部らが参加し

た。この会議で中央情報部は、入管法や外国人学校法に反対することは総連の指示によるものである

というメッセージを盛り込んだスライドを見せながら韓国の政策に従うようはたらきかけた714。こ

のような韓国政府の圧力にも関わらず、韓青は 71年 5月 19日付で民団の団長である李禧元に入管

法反対運動に関する具体的方針を求める建議書を渡し、民団に入管法反対運動を展開するよう圧力

をかけた。 

韓青の運動は、韓国政府に追従する民団との対立をも意味するものでもあった。韓青は、5・16軍

事政府に対し不支持を表明した時期から法的地位問題に至るまで韓国政府や民団とは対立し続けて

いた。民団が韓青や韓学同に対し停権処分や直轄処分を下したのは、韓国政府の意向に反する民団内

の反体制的で、批判的な意見を抑えるための措置であったといえる。 

 

第 3項 70～80年代の韓国民主化運動とのかかわり 

韓青は、民団から排除された後、韓国民主化運動へ転換し韓民統とともに韓国民主化運動を主導し

た。第 3項では、韓青の 70～80年代の韓国民主化運動と権利獲得運動をまとめるとともに、韓青が

追及しようとした 4・19 革命精神や運動方針としてかかげた「政治と文化の一体化」について分析

する。 

 

・韓国民主化運動への路線転換 

韓青は、民団民主化運動を展開する抵抗勢力の「行動隊員」として 71年の「8・2事件」や 72年

の「4・18事件」に深く関わった。民団は、72年 4月 20日に「4・18事件」に関わった有志懇メン

バーや韓青・韓学同に対して犯罪行為をしたと非難し、処断するとの内容の声明書を発表した。韓青

は、同月 23日に「4月革命 12周年在日韓国人青年中央大会」を開催し、民団の自主化や民主化のた

めに闘うことを改めて表明した715。 

そして、7・4共同声明が発表されると、韓青は同月 7日に自守委、民団東京本部、韓学同と共同

で「声明支持歓迎大会」を開催した。しかし、この日は、韓青が民団から排除される日でもあった。

同日に民団では第 20回中央委員会が開催され、この委員会において韓青と韓学同に対し傘下団体認

定を取り消した716。韓青が民団傘下団体認定を取り消されたことは、韓青が民団から完全に分離した

ことを意味するのはもちろん、韓青が有志懇や自守委などの抵抗勢力の組織的基盤となって祖国統

 

論」に基づいたものである（「在日同胞その激動の現住所〈4〉民族学校」『ハンギョレ』1993年

6月 1日付、13面(「재일동포 그 격동의 현주소〈4〉민족학교」『한겨레』, 1993년 6월 1 

  일자, 13면)）。 
714 鄭哲『民団今昔－在日韓国人の民主化運動』、前掲、188頁。 
715 林武澤「宣言文」『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年代まで』、前掲、274頁（元

の資料－「4月革命 20周年在日韓国青年中央大会」『韓国青年新聞』第 82号）。 
716「新しい指導力の確立」『民団 50年史』、前掲、110頁。 
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一運動や韓国民主化運動を展開する契機を与えたことになった。韓青は多くの地方組織があるため、

組織基盤の弱い韓民統を組織的に補える力となり、韓民統の運動において常に「行動隊」として先頭

に立った。また、韓青の組織力は、韓青が独自な運動を展開する力があることを意味するものでもあ

る。そのため、民団が韓青を手放したことは、組織力のある青年組織までもを反民団・反体制側に立

たせ、抵抗側の韓国民主化運動を強固にしてしまうという結果を生んだのだ。 

韓青が民団から分離した後、韓国民主化運動に路線転換した韓青の組織は、主に東京・埼玉・神奈

川・栃木・静岡・長野・愛知・大阪・京都・兵庫・三重・滋賀・広島・仙台・北海道などの地方本部

だと思われる。なぜなら、これらの地方本部は、韓青が文化活動を通じて運動を展開する際、演劇や

映画を上演する場合に上記の地方本部が中心になったからである717。 

 

・70～80年代の韓国民主化運動 

70 年代の在日朝鮮人社会は日本への定住が現実味を帯びつつあり、2 世が中心となった個人レベ

ルの権利獲得運動が展開されるようになった時期である。2・3 世が中心である韓青は、このような

在日朝鮮人社会の変化をくみとり韓国民主化運動と権利獲得運動とを同一線上において行った。 

韓青の 60年代の組織の活動は「3大方針」に基づいていた。「3大方針」は、①組織の量的拡大、質

的向上を図る、②民族文化を継承発展させるために、あらゆる分野での学習と大衆啓蒙事業の推進、

③在日同胞の権益擁護運動の積極的推進である718。つまり、60 年代は民族的なものと在日朝鮮人が

抱えている現在的な問題を中心に活動した。それが民団民主化運動を経る過程で韓青が韓国民主化

運動に目を向けるようになったと言える。民団民主化運動の最中に在日朝鮮人 2 世がスパイねつ造

事件で逮捕されると、韓学同とともに「在日同胞母国留学生救済委員会」（71年 9月 26日）を結成

し、在日朝鮮人政治犯の救援運動を行った。これは、韓青が韓国民主化運動に初めて関わった活動で

ある。 

そして、72年 10月 22日の韓青全国幹部大会において「5大方針」を発表し、韓国民主化運動を

展開することを表明した。そして、74 年 10 月 21 日の中央執行委員会において「国際連帯の強化」

の項目を追加し「6大方針」の下で運動を展開した。 

 

①反統一・反民主・買族の朴独裁を打倒し民主政権を樹立 

②反統一分断固定化策動を粉砕し祖国の自主的平和統一を促進 

③在日韓国人の諸盤権益を擁護し、日本の新植民地主義侵略を反対 

④日本国民を初めとしたアジアと世界各国の民衆との国際連帯を強化 

⑤韓民統を中心とした在日韓国人民主民族運動を強化し、維新御用民団を崩壊 

⑥強大な同盟建設719 

 
717「韓青が連続集会」『民族時報縮刷版』（1980年 7月 15日付（3面）、973頁）および在日韓国青

年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』（前掲、51～52頁）、『先駆』（第 3号、在日韓

国青年同盟中央本部常任委員会、1975年 12月、5頁）。 
718 韓東哲「韓青同二十年の歩み」『季刊統一路』第 28号、在日韓国青年同盟、1980年 12月、106

頁。 
719「反独裁闘争は勝利段階に」『民族時報縮刷版』1976年 12月 15日付（3面）、497頁。「6大方
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 韓青が「在日同胞母国留学生救済委員会」を組織して在日朝鮮人学生の救援運動を行った際、韓国

民主化運動という認識を有していたかどうかは確かではない。しかし、72年 2月に開催された韓青

の冬季講習会において金大中が韓国民主化運動の重要性を強調したこともあり、韓青内部では韓国

民主化運動について認識するようになったと思われる。そして韓青は 73年から「6団体協議会」の

メンバーとして韓民統結成に関わり、本格的に韓国民主化運動を展開した。韓青を含めた民団系在日

朝鮮人団体にとって金大中の講演は韓国民主化運動に本格的に参加する節目になったといえる。 

韓青は独自に打ち立てた「6大方針」の下に活動したが、大きな流れでは韓民統の綱領とさほど変

わらない。ただ、韓青の「6大方針」と韓民統の綱領との違いは、在日朝鮮人問題が綱領のなかで占

める比重の問題であろう。それは、「在日する」ことを強く意識し、在日朝鮮人の権利擁護問題を切

実に考えていた在日朝鮮人青年団体と、在日朝鮮人の権利問題にさほど切実さを感じていない金大

中の意向に大きく影響を受けた韓民統との違いでもあろう。さらに、「在日する」ことに対して、1世

と 2・3世の感覚の差異も影響をもたらしたと思われる。 

 

韓青の 70年代の運動は、綱領にも現れているように主に反体制運動や金大中を初めとする政治犯、

在日朝鮮人政治犯の救援運動、日本の汚染産業の韓国への輸出反対運動を展開した。また、韓民統の

結成後は、韓民統の組織的な基盤形成に助力した。また、韓民統が制作した映画などの上演運動を展

開し、デモ、自転車デモ、駐日大使館の前での抗議活動を行った。 

何より、70 年代は、韓青にとって運動における理念づくりの時期であったといえる。韓青の組織

や運動の基本精神は、4・19革命にある。5・16軍事クーデターが起きた際、韓青は軍事政権や 5・

16クーデターを支持する民団執行部と対立するようになった。61年 7月 6日には、「民政移管要求

声明」を発表し反対意見を表明した720。韓青が表明した反対意見は、朴政権に対する初めての抵抗で

あったといえる。それが可能だった背景には、4・19 革命があった。「民政移管要求声明」は、韓青

が 4・19革命を完成させたいという思い、そしてそれを実践した初めての動きであったといえる。 

韓青は自らを「4月革命の理念を自らの理念として掲げ、それを実践していく組織」であると位置

づけている721。また、日本において 4・19革命を支持し、さらに 4・19革命の精神を継承するとと

もに、反封建・反外勢・反独裁・反買弁の「四反理念」の実現を目指すことを組織活動の理念とした

722。 

4・19 革命の一周年の際、ソウル大の学生は第 2 宣言文で 4・19 革命は反封建・反外勢・反買弁

 

針」の項目は、『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』や『季刊統一路』に記載されている内

容と若干異なる。ここでは、「6大方針」が発表された時期に最も近い『民族時報縮刷版』を採

用することにする。ちなみに、各資料に記載されている「6大方針」の内容は、次のようであ

る。『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』（前掲、101頁）では①朴ファッショ政権打倒、②

祖国統一実現、③日本政府の対韓政策と在日韓国人政策を糾弾、④民団民主化、⑤日本・アジア

民衆と連帯、⑥強力な同盟建設と記されている。また、「韓青同二十年の歩み」（『季刊統一路』、

1980年 12月、98頁）では、①祖国統一と民主化、②権益擁護、③組織強化、④宣伝啓蒙活動

拡大、⑤民族文化の継承、⑥国際連帯の強化となっている。 
720 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、41頁。 
721 同前。 
722 韓東哲「韓青同の二〇年の歩み－70年代を中心に」『季刊統一路』第 28号、在日韓国青年同

盟、1980年 12月、99～100頁。 
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（反買弁資本）の「三反理念」を志向すると表明した723。4・19革命が起きた当時の韓国は、米国の

援助に依存する植民地下のような経済構造となっていたが、米国の援助の減少により工場の廃業や

失業者が増加し、それに加え賃金引下げ、物価上昇など経済的に危機状態に陥っていた724。このよう

な経済的・社会的状況により貧困化した民衆が 4・19革命の際に闘う主体になった。そのため、「三

反理念」は当時の学生運動側が韓国の経済的・社会的状況を背景に提議した運動であった。韓青は、

これらに反独裁を加え「四反理念」を運動の理念とした。 

韓青が「四反理念」を掲げたのは、70年代の韓国の経済的・社会的状況が 4・19革命の当時のそ

れとさほど変わっていないと認識していたことを意味し、ついに 70年 4月 19日に「四反理念」を

かかげ在日朝鮮人の民権擁護と祖国の統一・独立のために非民主勢力と闘うことを表明するに至っ

た725。 

韓青が 4・19革命の精神に基づいて運動を展開した代表的なものが「4月の若き獅子運動」である

726。「4 月の若き獅子運動」は、75 年 8 月 31 日に開催された第 17 回中央委員会にて決定した運動

である。この中央委員会にて「打ち立てよう！民主解放のセナラを！」727というスローガンの下で

4・19 革命の精神を継承・発展させることを表明し728、「4 月の若き獅子運動」を展開することを決

めた。この運動は、韓青のメンバーらが組織の活動としてのみならず、日常生活においても 4・19革

命の精神を実践していくことを目指したものである。「4月の若き獅子運動」は、「全行動、同盟生活、

そして一般生活にいたるまで四月革命精神を受け継ぎ、全人格をかけて自らを革新していこうとす

る」ものであり、「支部日常活動」を強化するための運動でもあった729。「支部日常活動」は、「4 月

の若き獅子となろう・さがそう・つくろう」というキャッチ・フレーズの下で、民族的に生きること

はもちろん、韓国民主化運動や在日朝鮮人の諸問題について常に学習・討論・行動・点検することを

日頃の活動とするものである730。 

韓青の 4・19革命にかけた思いは、韓国の労働運動への支援にも現れた。70年代後半韓国の労働

者の闘争が目立つようになると、韓青は 79年 1月 21日に「労働者と政治犯の闘争を支援する署名

カンパ運動全国熱誠者会議」を開催し、政治犯と労働者を支援するための署名運動を展開した。また、

81年 9月 6日に開催された「「韓日政治会議」を糾弾する韓青全国熱誠者大会」では、「本国労働者

支援青年委員会」を発足し韓国の労働者の実態を報告し、学習資料の制作や支援のためのバザー開催

 
723 金ソンジュ・姜ソクスン編著『4月学生民主革命』知識と教養、2013年、317頁（김성주・강 

석승편저『4월 학생민주혁명』, 지식과교양、2013년）。 
724 朴世吉『書き直す韓国現代史 2－休戦から 10・26まで』ドルべげ、1989年、73～75頁(박세길 

   『다시쓰는 한국현대사 2－종전부터 10・26까지』, 돌베게, 1989년)。 
725 林武澤「4・19声明－1970年中央本部」『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年代ま

で』、前掲、244～246頁（元の資料―「4・19革命－1970年中央本部」『韓国青年新聞』第 65

号）。 
726「若き獅子」は、4・19革命の際に闘った学生たちを指すことばである。 
727 セナラ（새나라）は、韓国語で「新しい国」という意味。 
728「一九七五年同盟運動総括」『先駆』（第 3号、在日韓国青年同盟中央本部常任委員会、1975年

12月、5頁）および「祖国に捧げた若さ－屈することなく前進を誓う」『民族時報縮刷版』（19 

75年 9月 1日付（3面）、343頁）。 
729 韓東哲「韓青同の二〇年の歩み－70年代を中心に」『季刊統一路』、前掲、112頁。 
730 在日韓国青年同盟中央本部常任委員会「一九七五年同盟運動総括」『先駆』、前掲。 
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などを行うことを決定した731。 

80年代に光州民衆抗争が起きると、韓民統は同年 6月 1日に「光州大虐殺糾弾・軍政打倒決起大

会」を開催し、光州における民衆弾圧を批判した。韓青はこのような韓民統の運動を支えるとともに、

韓青の地方本部も個別に糾弾大会を展開した。参加した地方本部は、東京本部、宮城本部、北海道本

部、愛知本部、三重本部、京都本部、大阪本部などである732。 

光州民衆抗争の後、韓国内の民主化運動の路線が反外勢運動へと変わったことを受け、民団系在日

朝鮮人の韓国民主化運動は、反戦・反核運動と並行した反米や反日運動が主要路線となった。反米・

反日運動の一環としてレーガン訪韓反対運動、全斗煥の訪日反対運動を展開した。特に、運動の背景

には日本の新植民地侵略という認識があり、韓青は韓民統や韓学同とともに「全斗煥訪日阻止在日韓

国人中央共闘委員会」を結成し、全斗煥の訪日反対運動を展開した。これらの運動はキャラバンの形

で行われ、キャラバン形式の運動は 80年代の前半期に主に行われた運動形式である。82年 6月 26

日から 7 月 4 日まで韓民統とともに「韓国民主化・統一促進、反戦・軍縮在日韓国人全国キャラバ

ン」を行い733、83年 11月 7日から 11日の間は韓民統とともに「レーガン訪日・訪韓を反対するキ

ャラバン隊」を結成して運動を行った734。84 年には「全斗煥訪日阻止韓青キャラバン」を展開した

735。キャラバンは演劇の上演活動の連続線上にある運動として韓国民主化運動の方針や目的を広範

な地域で集中的に広報できる利点があり、若い世代が中心になっている韓青に適した運動であると

いえる。 

しかし、80 年代に入ってから韓青は個別に独自の運動を展開するよりも、韓民統とともに集会や

大会などを共催する形の運動を展開することが多くなった。韓民統の運動が 80年代に入り弱体化し、

そのため韓青が韓民統の運動の実践的な部分を多く担うようになったと思われる。それは、韓青が組

織的な拡大や結束力などの強化を促すことにつながった。韓青は 81年 10月 10日～11日に開催さ

れた「全国支部活動家経験交流集会」では、学習の強化と幹部活動家の育成や「在日韓国人」青年運

動論の確立などが強調された736。 

韓青は民団民主化運動や 70・80年代の韓国民主化運動の時期にも韓民統の行動隊として役割を果

たした。それは韓青の組織力と 2・3世中心のメンバーの行動力にその要因をみることができるだろ

 
731「本国労働者支援青年委設置決定－韓青全国熱誠者会議」『民族時報縮刷版』、1981年 9月 21日

付（3面）、1111頁。入手した韓青の資料のなかで、「本国労働者支援青年委」の結成時期が分

かるものがないため確実ではないが、82年 2月 15日付の『民族時報』掲載の韓青の労働者と学

生支援のための 1日 10円カンパ運動に関する記事（「韓青－韓国労働者・学生支援 1日 10円カ

ンパ運動」『民族時報縮刷版』1982年 2月 15日（3面）、1165頁）のなかで、組織のニュース

の第 3号が発行されたと記載されたことから鑑みると 81年 10月～11月に結成されたようであ

る。また、組織名も「韓国労働者・学生支援委員会」となっている。 
732「韓青이 연속集会」（「韓青が

連続集会」）『民族時報縮刷版』1980年 7月 15日付（3面）、973頁。 
733 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、59頁。 
734 同前。 
735 同前、60頁。 
736「韓青全国支部交流集会開く－「日常活動の充実と幹部の育成を」」『民族時報縮刷版』1981年

10月 21日付（3面）、1123頁。 
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う。そのためか、韓青は自らが韓民統や韓民連の結成を主導したという認識を強くみせているが737、

これは韓青メンバーらが自らの運動を過大評価するところが少なくないと思われる。ある元韓民統

関係者は738、韓民統の運動は 1世が「実践的な部分」を担当し、韓青は韓民統の「行動部隊」として

運動を推進したと評価している739。韓民統の活動における資金集めや海外在住／滞在「韓国人」（海

外「韓国人」）との「連帯」は、韓民統のメンバーが主導したことを鑑みると、元韓民統関係者の評

価は妥当だと思われる。 

韓青は韓国民主化運動の展開を通じて組織の力量が拡大し、これは韓国の情勢に一層積極的に参

加しようとする自信へと繋がったと思われる。韓青は、87年の 6月に民主化が「達成」された後、

変化する韓国の情勢に第 3 者の立場よりも当事者として立場で関わろうとした。韓青の中央組織部

長である慎貴晟は、87年 8月 1日から 3日まで第 22回全国夏期講習会にて、「国内民主化運動の発

展に参与するための同盟運動・組織の改革と発展」という内容で講演を行い、同盟運動が「支援の段

階から参与の時期」にあると主張し、韓国の情勢変化にともない組織の改革と発展に取り掛かること

を主張した740。そして、89 年に韓国内の運動が統一運動へと転換したことを受け、韓青も統一運動

に力を入れるようになった。 

 

・文化活動を通じての運動－「政治と文化の一体化」741 

韓青の運動の特徴は、文化活動に重点をおいて行われたことである。韓青は、「政治と文化の一体

化」を掲げ、文化活動を通じて運動を展開した。それは、演劇の制作・上演を通じて韓国の政治的・

社会的状況を在日朝鮮人社会や日本社会に知らせることで、民主化運動に関する世論を形成しよう

としたためである。韓国では、大学生により 70年からタルチュムが公演された742。タルチュムの公

演は、後に独裁政権や政治的・社会的状況を風刺、または批判するために演劇、タルチュム、マダン

劇、ノレ劇、クッなどのジャンルで文化公演を企画・上演する民主化運動の一つの形式になった743。 

これは 80 年代の農村や工場などの民衆に直接接しながら民衆の意識を変えようとする「現場活動」

 
737 韓青は、「海外同胞の民主基地である韓民統・韓民連を生みだした」という表現を使った。当時

の韓青の運動における自負心が伺える表現といえる（「特集・韓青の 20年の歩み」『統一路』第

28号、在日朝鮮人青年同盟、1980年 12月、107頁）。 
738 この元韓民統関係者は、韓民統の組織に携わった人で匿名を強く希望した（イニシャルでの表

記も断った）。筆者がインタビューを行ったのは 2014年 7月 22日であり、インタビュー場所は

新宿のある喫茶店である。 
739 元韓民統関係者がいう「実践的な部分」の意味は、インタビューの流れでみると運動の企画や

運営に関する部分を指すと思われる。 
740 「韓青同全国統一夏期講習会開催－文化発表などに参加者感動」『民族時報』1987年 8月 11日

付、3面。 
741「一九七五年同盟運動総括」『先駆』第 3号、在日韓国青年同盟中央本部常任委員、1975年 12

月、5頁。 
742 民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史 2－維新体制期』、前掲、477頁。 
743 タルチュムはお面をかぶり踊る舞踊を指すことばであり、マダン劇は四面を観衆に囲まれた舞

台で行われる劇である。また、ノレ劇はノレ（歌）で構成された劇、クッは巫女が行う儀式であ

る。韓国では、民主化運動に参加した大学生らによりこれらの形式を借りた公演が 74年くらい

から行われた（民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史 2－維新体制期』、前掲、478

頁。）。 
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の土台となった744。 

韓青は、メンバーに民族的自覚を高める目的から 60年代から文化活動を展開した745が、韓国民主

化運動の一環としては 74年から演劇などを上演した。74～75年の「鎮
チ

悪鬼
ノ ギ

」（以下、「チノギ」）、75

年の「苦行 1974」、77年の「ソウルへの道」、78年の「炎の叫び」などの上演である。これらの公演

は地方を巡回する形で行われた。「チノギ」は金芝河が 73年に執筆した戯曲で、韓国の農民の貧困を

描いた作品である。これを韓青が 74年に仮面劇として企画・制作し、同年 12月 23日に韓青中野支

部により初演された。そして、翌年の 75年に「チノギ全国化方針」の下で、日本の多くの地域で公

演した746。「苦行 1974」は金芝河が民青学連事件の経験を綴ったものであり747、韓青は 75 年の「4

月の若き獅子運動」の一環として制作し上演した。「苦行 1974」は、75年 11月 1日に韓青東京葛飾

支部で初めて上演され、のち東京（荒川区・豊島区・早稲田大学・品川）・埼玉・神奈川・栃木・愛

知・大阪・京都・兵庫・三重・滋賀・広島・仙台・北海道（函館・札幌・帯広）などの 14か所で上

演された748。 

「ソウルへの道」（「서울로 가는 길」）は、韓国の抵抗歌手といわれる金珉基が 72年に作曲・作詞

したものであり、農村の貧困によりソウルへ出稼ぎにいく人の哀歓を描いた歌である。この作品は、

77年 6月 10日に「ソウルへの道フェスティバル」の名で上演された。韓青は、この公演を通じて、

民衆により歴史がつくられるべきであること、韓青の青年が「韓国人」としての主体性をもち民衆の

遺産としての芸術、文化や日常生活において日韓連帯をすすめることを訴えた749。そして、韓青の団

長である金君夫は、「ソウルへの道」について韓青の青年が朴政権を倒し、韓国を民主化させて祖国

に帰ることを意味すると述べた750。これは、金君夫自らが 76年に示した「帰国・建国思想」751を具

現しようとした運動であることを意味する。 

「炎の叫び」は全泰壹とその母である李小仙の労働闘争を描いた演劇であり、78年に 10月 25日

から 12月 2日の約 40日間、東京・神奈川・愛知・三重・京都・大阪・兵庫の 7か所で上演された

752。韓国の労働者は先述したように 77年に「労働者人権宣言」を発表し労働運動を展開したが、「炎

 
744 民主化運動記念事業会研究所編『韓国民主化運動史 2－維新体制期』（前掲、475～480頁）およ

び『韓国民主化運動史 3－ソウルの春から文民政府樹立まで』（前掲、646～647頁）。 
745 座談会「60年代韓青同を語る」『季刊統一路』第 28号、前掲、118頁。 
746 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、51～52頁。「チノギ」「鎮悪

鬼」（진오귀）は東京（荒川・太田）・埼玉・神奈川（横浜・藤沢）・栃木・静岡・長野（長野・

松本）・愛知・大阪・京都・兵庫・三重・滋賀・広島・北海道などで公演された。『先駆』（第 3

号、在日韓国青年同盟中央本部常任委員、1975年 12月、5頁）では 23ヶ所で、『在日韓国青年

同盟結成 50周年記念式』（52頁）では 22か所で公演したと記している。公演した場所の違い

は、74年 12月に東京本部長野支部での公演を回数に入れたか否かの違いだと思われる。 
747「苦行 1974」は、金芝河が 74年民青学連事件で逮捕され無期懲役の刑を受けた体験を 75年 2

月に釈放された直後に韓国の日刊紙に投稿したものである。「苦行 1974」は、韓国の日刊紙であ

る『東亜日報』に 1975年 2月 25日から 27日まで 3日間連載された。 
748 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、52頁。 
749 金君夫「「ソウルへの道」フェスティバルの意義－韓日連帯運動の大きな広がりをつくる」『先

駆』第 16号、在日韓国青年同盟、1977年 7月、53～54頁。 
750 同前、52頁。 
751 金君夫の「帰国・建国思想」については、第 5章第 3節で詳細に考察する。 
752 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、54～55頁。観客は、韓青の
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の叫び」はこのような韓国の労働運動を支持・支援するために制作された。また、韓青は「炎の叫び」

とともに同時期に韓民統が制作した映画「オモニ」の上演運動をも展開した753。 

80年代に入ってからは、84年に「われらが再び立ち上がる日」と「炎よ私をつつめ」を上演した。

「われらが再び立ち上がる日」は 12月 2日に韓青東京本部が制作・上演した創作劇として、韓国の

清渓被服労組の再建闘争や韓国労働者福祉協議会の結成の過程を描いたものである754。同月 9 日に

は、韓青大阪本部が「炎よ私をつつめ」を上演した755。85年 12月 24日に韓青大阪本部により初め

て公演された「真の民族解放のためのコリグッ」は、韓国民衆の民主化運動や統一運動を描いたもの

である756。 

さらに、86 年に入って韓青は韓国の演劇ジャンルの一つであるマダン劇757を取り入れた公演を行

った。マダン劇は、民主化運動を展開した韓国の大学生が 70年代中盤以降から主導した演劇の種類

である。86年 6月 1日に、韓青兵庫県本部と韓民統関西事務所が「韓国民主化支援・民主改憲のマ

ダン」と名付けたイベントを共催し、韓国民主化を支援するためにバザーと講演会を行うとともに、

マダン劇である「民主回復のコリックッ」を上演した758。 

韓青のマダン劇の上演は、韓国の大学生の運動のやり方を取り入れた活動であるといえる。70 年

代に入って韓国の民主化運動に参加する大学生や知識人などの間では、民族主義や被支配層の伝統

文化継承に対する関心が高まり759、伝統文化を取り入れた運動を行った。その動きのなかでマダン劇

は上演され、このような韓国側の運動における認識は、民族的なものを希求していた在日朝鮮人青年

の思いとも合致するものであった。特に、タル（お面）を利用したマダン劇やクッなどは、民族の文

化を経験しようとした民団系在日朝鮮人 2・3世である韓青メンバーの考えとも通じるものであった

といえる。さらに、全ての公演は韓国語で行われた。マダン劇やクッなどの公演は韓国語の習得はも

ちろん、文化に関する知識までも要求される活動であったため、これらを通じて在日朝鮮人青年が民

族的なものに接することができ、韓青メンバーらが結束する原動力となったといえる。 

韓国語で行われる文化活動を通じての運動は、韓青のみならず、在日朝鮮人 2・3世へと拡大して

いった。87年 3月 21日から 23日まで、韓国の作家である黄晳暎の総指揮により統一を願う「統一

クッ」を上演した。韓青の文化活動や在日ちっよ羽扇人 2・3世の公演は、在日朝鮮人青年にとって

母国語で公演することは、単なる文化活動や運動ではなく母国語の習得を通じて民族を経験する行

 

記録によると約 4,000名に至ったようである。 
753 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、55頁。 
754「労働者支援バザー創作劇も発表－韓青が東京、大阪にて」『民族時報』1984年 12月 11日付、

1面。 
755 同前。 
756「韓民統大阪韓青同大阪－韓国民主化支援のバザーと劇盛況」『民族時報』1986年 1月 1日付、

6面。 
757「マダン」は、狭義の意味では敷地内の空き地や庭を意味するが、広義の意味で何かを行う場を

指す時もある。 
758「韓国民主化支援の民衆劇－兵庫で「民主改憲のマダン」」『民族時報』1986年 6月 11日付、6

面。「コリ」（거리）は、町や街を意味する。「コリクッ」（거리굿）は、町や街で行われるクッを

指して、地域の住民や労働者を対象にした公演のことを意味すると思われる。 
759 民主化運動意念事業会研究所編『韓国民主化運動史 2－維新体制期』、前掲、478～479頁 
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為であったことを物語る760。 

韓青の公演は韓国の労働者や民衆の貧困を描いたものが多く、韓青と日本の労働者、そして韓国の

労働者や日本の労働者との「連帯」を試みる方法の一つでもあった。例えば、日本人労働者は韓青の

演劇を観覧し、韓国の労働者のためのバザーに出品された商品を購入するなど韓国の労働者を支援

した。韓青の演劇の上演活動を通じて分かるのは、韓青が文化活動を通じて運動を展開することによ

り、韓国の民主化運動や労働運動のための世論形成の役割や、日本労働者との「連帯」を促す役割を

果たしたことである。 

林武澤は、韓青の運動が日本社会や日本人と接することや日本社会の差別や不条理を是正するこ

とよりも、本国の抱えている問題を解決することを優先したと批判している761。林の批判は一理ある

指摘であり、韓青のみならず、韓民統や韓国民主化運動を展開していた民団系在日朝鮮人にも向けら

れる批判でもあろう。しかし、林は韓青の運動が日本人との「連帯」をも志向していたことは見落と

している。韓青が演劇や映画の上演運動を通じて韓国の労働運動を支持・支援したことは、日本で就

職差別に苦しむ在日朝鮮人の問題や労働環境を改善しようとする日本の労働者の問題を視野にいれ

たものであったといえる。それは、韓国・日本の「民衆」が労働環境において抱えてたる問題を「連

帯」を通じて打開していくための活動であるといえる。これ以外にも、韓青は 75年に「韓日青年友

好連帯の集い」を設けるなど、韓国民主化運動を通じて日本人市民グループと交流した。これは韓青

が韓国民主化運動を展開することで日本社会の様々なグループとの交流が可能であった一つの例で

あり、さらに在日朝鮮人が抱えている問題を日本社会や日本人に理解させ、それらを訴える道が多様

化したことを物語っている。 

 

韓青がこのように韓国語による文化活動が可能だったのは、講習会などの組織のプログラムを通

じてウリマルや祖国の伝統文化に接する機会があったからであった。このような韓青の試みをうか

がえるものとして、「愛国自強運動セ・マ運動－マル、マウム、マウル」を挙げることができる。「愛

国自強運動セ・マ運動－マル、マウム、マウル」は、77年 2月 18日から 20日まで開催された第 13

回冬期講習会において提唱された運動であり、세（三つ）・마
マ

である말
マル

（言葉）・ 마
マ

음
ウム

（心）・ 마
マ

을
ウル

（村）を掲げるものであった。これらの말（言葉）・ 마음（心）・ 마을（村）は、民族的になるため

には韓国語を習得し、民族的に生きること、その土台になる韓青の組織を強化することを意味するも

のである762。韓青の支部のなかでは、ウリマルや祖国の踊りや伝統楽器を学ぶことを組織の日頃の活

動の一つとしているところもあった763。在日朝鮮人 2・3世が中心となっている韓青にとって、韓国

語の習得は運動の基盤となるものであり、文化活動を展開する際に最も重要な条件であったといえ

る。 

また、毎年開催される韓青の冬期・夏期講習会は、祖国の言葉や歴史などを勉強できる機会でもあ

 
760「マダン劇－「統一クッ」東京で公演在日 2，3世青年が母国語で」『民族時報』1986年 4月 1

日付、4面。 
761 林茂澤『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年まで』、前掲、189頁 
762 同前、前掲（194～195頁）及び韓東哲「韓青同の二〇年の歩み－70年代を中心に」（前掲、 

112頁）。 
763 同前、前掲、97頁。 
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った。韓青の冬期・夏期講習会は、65年に始まった764。講習会のプログラムは、大衆的講習会、「国

語」講習会、歴史、情勢の学習会、民族文化継承の活動、スポーツ活動などで構成され765、民族的な

ものを経験する場でもあり、当時の韓国民主化運動と関連した様々な政治的・社会的な問題および、

韓国の現代史、韓国が抱えている政治的・社会的問題、在日朝鮮人や民団について学習・討論する場

でもあった。 

 

・権利獲得運動 

韓青の運動が 1世中心の韓民統の運動と異なる点は、個人レベルの権利獲得運動への支持・支援を

積極的に行ったことである。70年代には、申京煥裁判闘争、日立就職差別糾弾闘争などを支援した。

申京煥裁判闘争は、日韓会談において在日朝鮮人の法的地位が決定してから、はじめて犯罪を起こし

た申京煥に韓国への強制送還の命令が下され、裁判をかけ強制送還を阻止しようとした闘争である。

韓青は 74年 3月 15日に組織された「支える会関西連絡会」のメンバーとして裁判闘争を支援する

活動を行った766。また、在日朝鮮人青年の朴鐘碩に対し国籍を理由に採用内定を取り消した日立に対

し差別糾弾する運動が起こった際、韓青も朴鐘碩を支援する「朴君を囲む会」や日韓キリスト者らと

支援活動を展開した767。 

80年代には指紋押捺制度の廃止・外国人登録法（外登法）の改正を求めるための運動を展開した。

80 年代に入って在日朝鮮人社会で指紋押捺拒否が拡大した際、韓青は指紋押捺制度の廃止や外登法

の廃止・改正を求める署名運動を 83年から 85年にかけて展開した。83年 10月から 84年 4月まで

の約 7ヵ月間 36万人から署名を受け、84年 6月 7日に日本法務省に提出した768。引き続き 85年 3

月 10日から 8月 15日までは、指紋押捺制度の廃止と外登法の改正を要求するハガキ署名運動およ

びテント闘争、同年 6 月から 7 月までは全国各地で連鎖集会を開催した769。指紋押捺拒否運動は、

韓青の組織次元の運動のみならず、韓青のメンバーの個人の闘いでもあった。実際、韓青愛知県本部

のメンバーである韓基徳が指紋押捺拒否の理由で起訴され裁判沙汰になったケースもあった770。 

 

・韓青に対する弾圧 

韓国政府が民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を弾圧する時に、8・13事件のように民団や民団傘

下の青年会を通じて集会や大会などを直接妨害する方法をとった。また、韓国内では、文世光事件、

 
764 1965年 1月 23日から 25日に第 1回目の冬期講習会が開催された（林茂澤『在日韓国青年同盟

の歴史－1960年代から 80年まで』、前掲、63頁）。 
765 韓東哲「韓青同の二〇年の歩み－70年代を中心に」『季刊統一路』、前掲、112頁。 
766「「申京煥君を支える会」の記録－協定永取得者初めての「強制送還」との闘い」『むくげ通信』

第 265号、2014年 7月 27日、2頁。「支える会関西連絡会」の結成には、韓青を初め在日韓国

基督教会館（KCC）、韓学同、韓国青年会、東大阪反入管連絡会議、大阪市外国人教育研究協議

会、韓国教会青年会、在日外国人の人権を守る会が参加した。 
767「日立、民族差別에 謝罪－朴君의「採用内定取消」를 撤回」（「日立、民族差別に謝罪－朴君

の「採用内定取消」を撤回」）『民族時報縮刷版』1974年 6月 1日付（3面）、177頁。「朴君を

支援する会」と記載されていたが、「朴君を囲む会」の間違いだと思われる。 
768「韓民統・韓青同外登法改正を要請」『民族時報』1985年 2月 21日付、4面。 
769 在日韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』、前掲、60頁。 
770「指紋拒否裁判初公判、開かる－韓基徳君堂々と陳述」『民族時報』1984年 3月 11日付、4面。 



185 

 

尹孝同スパイ事件などでうかがえるように民団系在日朝鮮人が連累された事件を発表して韓国内の

抵抗勢力に対し警戒を強めた。それは、さらに韓国内において韓民統や韓青が北朝鮮・総連のつなが

りというイメージを作り、韓民統や韓青の韓国民主化運動は一層「反共」の目でみられ、否定的な評

価をうけるようになった。 

韓青に対しては、日本の警察権力が弾圧する場合もあった。韓青は、5・16軍事クーデターにより

樹立した軍事政権に反対を表明した時から韓国政府とは対立関係にあり、民団民主化運動の過程で

民団傘下団体認定を取消された。74 年 8 月 15 日に在日朝鮮人青年である文世光により起こされた

朴正煕狙撃事件でファースト・レディーの陸英修が亡くなった。文世光事件は、先述したように文世

光が元韓青メンバーであったため、韓国内では韓青に対する批判が高まった。さらに、韓国の外務委

員会（以下、外務委）は、同年 8月 28日に「5ヵ項目の対日警告文」を採択したが、その内容の一

部に韓国政府が「朝総連とその前衛部隊である韓青をすぐに解体すること」と、「日本内の反韓国的

活動を制度的に規制することを日本に促すこと」などが盛り込まれていた771。これに対し韓青は、翌

日韓国外務委が韓青への弾圧を日本に要求することは反民族的であり、韓国政府が韓青を総連の前

衛隊と断定したことは民主化勢力を弾圧するための口実であると批判した772。しかし、日本警察は韓

青の事務所や委員長の金君夫の自宅に対し家宅捜査を行った。 

また、日本警察は韓国大使館に抗議活動を行った韓青のメンバーを逮捕する形で韓青を弾圧した。

抗議活動に対する初めての弾圧は、77 年 4 月 17 日に韓国大使館の前で抗議活動を行った韓青北海

道本部のメンバーである朴耕成が公務執行妨害と傷害の罪で逮捕され裁判を受けた事件である。韓

青は「朴耕成君裁判対策委員会」を結成し、裁判費用のためのカンパ運動や「朴君の無罪を勝ち取る

ための一万人署名運動」など朴耕成裁判の支援運動を展開した773。しかし、朴耕成は機動隊員に対す

る暴行を口実に懲役 6ヶ月、執行猶予 2年の重刑を宣告され774、最終的には 84年 2月 13日に最高

裁で刑が確定された775。 

87年 6月 30日に大阪府警は、韓青大阪本部の委員長である金昌五を同月 26日にあった韓国領事

館での抗議行動を理由に連行し、韓青事務所や韓青メンバーの家を家宅捜査した776。これに対し、韓

青は同年 7 月 5 日にメンバーの連行や家宅捜査に抗議する集会を設けた777。さらに、逮捕された韓

 
771「日が無誠意な態度をとると断交など強硬措置をとれ」『東亜日報』1974年 8月 28日付、1面 

 （「日서 無誠意하게 나오면 斷交등 強硬措置 취하라」『東亜日報』 1974년 8월 28일자, 1 

면）。 
772「同盟誹謗許せない－規制策動に韓青反駁声明」『民族時報縮刷版』1974年 9月 1日付（1面）、

213頁。 
773 朴耕成君裁判対策委員会「朴康生君への不当弾圧を粉砕し裁判闘争を勝利へ」（『先駆』第 17

号、在日韓国青年同盟、1977年 8月、13頁）及び朴君裁判対策委員会「朴君への重刑判決（懲

役六ヶ月・執行猶予二年）を弾劾する！」（『先駆』第 24号、在日韓国青年同盟、1978年 11

月、49頁）。 
774 朴君裁判対策委員会「朴君への重刑判決（懲役六ヶ月・執行猶予二年）を弾劾する！」『先駆』

第 24号、在日韓国青年同盟、1978年 11月、44頁。 
775「朴耕成氏裁判結審－最高裁が上告棄却」『民族時報』1984年 3月 1日付、4面。 
776「警察当局、韓国民主化運動に悪らつな弾圧韓青同大阪委員長を不当逮捕－韓青同大阪本部など

強制捜査」『民族時報』1987年 7月 1日付、4面。 
777「韓民統大阪など緊急集会－日警の組織弾圧に強力抗議」『民族時報』1987年 7月 11日付、1

面。 
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青メンバーは、取り調べの中で顔写真や指紋採集の拒否を口実に警察に暴行を受けた778。 

また、84年 7月 17日に韓青大阪府本部が、86年には東京の葛飾支部が日本警察により強制家宅

捜査をされた。恒例の夏期講習会のビラを貼ったことを理由に「軽犯罪法違反」を適用し、韓青の本

部および生野北支部の事務所に強制捜索を行ったのである。大阪本部の場合は、当時全斗煥の訪日反

対運動を抑えるための日本警察の弾圧と認識し、大阪地方裁判所に準抗告を行うなど抵抗した779。 

このように韓青の抗議活動は、日本警察の弾圧に対する抵抗であった。韓青に対する日本警察の弾

圧が、74 年に韓国外務委が発表した「5 ヵ項目の対日警告文」の影響によるものかは確かではない

が、70 年代後半からの日本警察の韓青に対する牽制に対し韓国政府や民団が座視していたことは確

かである。韓民統や韓青の韓国民主化運動を警戒・牽制した韓国政府や民団にとって、日本警察の韓

青に対する牽制は都合のいいことであるからであろう。 

 

 

第 3節 民団系在日朝鮮人 2・3世のアイデンティティと韓国民主化運動 

民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、その推進過程において青年組織である韓青に負うところ

が多かった。韓青が韓国民主化運動において大きな役割を果たすことができたのは、その組織力があ

ったためである。そして韓青の組織力は、多くの民団系在日朝鮮人青年が韓青のメンバーとして活動

したことを意味する。当時、民団系在日朝鮮人青年はどのような思いで韓青に参加し、また韓青を通

じて韓国民主化運動に参加したのか、そして韓青はいかに青年たちを結束させることができたのだ

ろうか。これらの疑問を検討することによって、民団系在日朝鮮人青年 2・3世のアイデンティティ

問題を韓国民主化運動を通じて分析ことができ、また民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動における 1

世と 2・3世の差異をみることにもなるだろう。 

 

 第 1項 韓青の運動における思想 

第 1項では、韓青の運動における思想について考察する。韓青は、言語や文化などを積極的に身に

つけることにより得られた民族性にもとづいて、祖国の統一に働きかける主体的な存在になろうと

した。それは、民族的に生きる道であった。韓青は、民族的に生きようとする意志に徐勝の「積極的

民族主義」を取り入れ「建国・帰国思想」へと発展させ運動の思想とした。 

  

・「積極的民族主義」 

韓青の活動や当時の在日朝鮮人社会に多大な影響を与えた思想は、「積極的民族主義」である。「積

極的民族主義」は、留学のために韓国に渡航し直接韓国民主化運動に参加した徐勝が示したものであ

る。徐勝は韓国民主化運動に参加し、「学園浸透スパイ団事件」で弟の徐俊植とともに拘束され在日

朝鮮人政治犯となった。徐勝は 72 年 11 月 23 日に行われた第 2 回目の公判で最終陳述を述べたが

 
778「警察当局、韓国民主化運動に悪らつな弾圧韓青同大阪委員長を不当逮捕－韓青同大阪本部など

強制捜査」『民族時報』、前掲。 
779「大阪府警韓青大阪本部に乱入－不当捜索、生野北支部にも」『民族時報』1984年 7月 21日

付、4面（韓国版、1面）。 



187 

 

780、その陳述のなかで韓国民主化運動に参加する理由として積極的民族主義を挙げた。 

 

日本にいる僑胞は韓国人としての意識をもってはいても、それはどこまでも基礎的なもの

にすぎず、差別されるが故に自らが韓国人であることを感じ、意識する。逆にいうならば、積

極的意味での民族意識を自覚し得ないでいるのであります。積極的民族意識というのは、先程

も述べたように、自国の文化、歴史、伝統、言語その他全ての事柄を深く理解し、認識し、そ

れらを愛し誇りとすることであり、そして実際に豊かな統一された世界に誇るに足る祖国を

もつことであり、更には全民族的一体感を確固とし、紐帯を強めることであります。このよう

な三つの条件を内容として、積極的民族主義が成立するものと私は考えます。781 

 

徐勝は、差別によって認識される民族主義は負の側面を帯びている消極的なものであると考えた。

さらに、自国の言語や文化などを身につけようとする積極的な民族意識に基づいて、祖国の統一のた

めに民族的紐帯を強めることにより、積極的民族主義が確立されると認識していた。彼にとって韓国

に留学し韓国民主化運動に参加したのは民族性を身につけるためのものであったといえる。 

そして、徐勝は祖国の「分断」は民族の「分断」につながり、それは在日朝鮮人社会が祖国に対す

る確固たるイメージをもつことを困難にしたと認識した782。すなわち、誇るに足る祖国は統一された

祖国であって、祖国統一のために韓国の民主化は成し遂げるべき課題であった。そして、祖国の現実

問題に積極的に関与しようとする姿勢の現れが韓国民主化運動への参加であり、韓国民主化運動へ

の参加は民族的行為であった。それはまさに、徐勝が主張している「積極的民族主義」の発現である。

この「積極的民族主義」は、民族団体で活動していた韓青が韓国民主化運動を展開する際の一つの思

想的基盤となった。 

 

・「建国・帰国思想」 

韓青にとって積極的民族主義とは、いかなるものであったのか。韓青の委員長である金君夫は積極

的民族主義を、在日朝鮮人青年がおかれている状況を在日朝鮮人、日本、祖国という側面で分析する

ことで深く認識すると述べた783。金君夫は、積極的民族主義と「建国・帰国思想」とが目指している

ところが同様なものであるとみていた。 

 

それでは、本当の積極的な民族意識とは何か。彼は三つあげている。自国の文化、歴史、伝

統、言語その他を深く認識し、それを愛し誇りとすることである。二番目に実際において統一

された祖国をもつという事、三番目に全民族的な生き方を確固としてもつ事だといっている

わけです。これは、韓青同が過去十六年間の非常に血みどろの戦いで勝ちえた一つの理想、愛

 
780 徐君兄弟を救う会編「徐勝君最終陳述（要旨）」『徐君兄弟を救うために－第Ⅰ分冊』影書房、

1992年、165頁。 
781 同前、166頁。 
782 徐君兄弟を救う会編『徐君兄弟を救うために－第 1分冊』、前掲、166頁。 
783 金君夫「在日韓国青年の解放への道」『先駆』第 17号、韓青出版社、1977年 8月、72頁。 
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国主義に依拠した所の建国帰国の思想に一致するわけです。784 

 

そして、積極的民族主義の立場に立った「建国帰国の道」を生きることが在日朝鮮人 2・3世の生

き方であり785、それを集団で大衆的に行うのが韓青の運動であると述べた786。「建国帰国の道」とは、

「在日韓国人」は民族主体性をもって生きることのできる、健全な統一独立した祖国をうちたてるこ

とに未来が開き、自由意志で祖国へ帰ってゆくものである787。金君夫は、このような考え方を「建国・

帰国思想」と定義し788、「自らの手で健康な祖国をうちたて、その国に永遠に帰依するという考え方」

であると述べた789。この思想は「積極的民族主義」に基づいたものであり、韓青の韓国民主化運動と

祖国統一運動の根幹になる思想として提示された。 

「建国・帰国思想」は、76年 2月 14日～16日の 3日間にかけて開催された第 12回韓青全国冬

季講習会にて委員長の金君夫が提示したものである790。さらに、77年 3月 6日に開かれた「3・6全

国交流集会」での基調報告のなかで金君夫は、在日朝鮮人 2・3世が積極的な民族主義の立場に立っ

て「建国・帰国思想」をもち、民主化運動勢力と「連帯」し、韓国の民主化と祖国の統一の実現のた

めに闘うことが在日朝鮮人青年の人間的解放への道になると主張した791。 

ところで、彼らが考える「帰国」は、言葉どおり祖国に帰ることを意味しているのだろうか。生き

る／住む場所を統一した祖国に物理的に移すことを意味するのではなく、統一された祖国に精神的

に寄りどころを希求したのではないか。それは、韓国民主化運動を展開していた韓青が同時に権利獲

得運動をも展開したことからもうかがえる。 

韓青は、在日朝鮮人青年は日本社会における様々な差別により人間的に生きることを否定されて

いると認識しており792、在日朝鮮人に対する差別的な政策を是正することや民族性を取り戻すこと

から人間的に生きる道を模索し、ひいては韓国の民主化や祖国の統一のために闘うことから在日朝

鮮人青年の未来がひらかれると認識していた793。このような韓青の認識が現れたのが、権利獲得運動

や韓国民主化運動である。 

さらに、権利擁護運動は、在日韓国人 2世・3世青年の民族意識の覚醒を図り、民族的主体性の確

 
784 同前、73頁。 
785 同前、72頁。 
786 同前、73頁。 
787「3・6全国交流集会－在日韓国人青年の輝かしい未来は韓国の民主化と祖国統一の中に」『先

駆』第 13号、在日韓国青年同盟中央本部常任委員会、1977年 4月、36頁。 
788 金君夫「在日韓国青年の解放への道」『先駆』第 17号、韓青出版社、1977年 8月、73頁。「建

国・帰国思想」は、『先駆』では時々「帰国・建国思想」と混用された。ただ、金君夫は「建国 

・帰国思想」という呼び方を提案した本人であり、またこれらの呼び方に込められている主張が

変わらないため、金君夫の使い方を優先することにする。 
789 金君夫「積極的民族主義と在日韓国人青年」第 9号、在日韓国青年同盟中央本部常任委員、19 

76年 11月、43頁。 
790「民族統一앞당기자」（「民族統一を早めよ」）『民族時報縮刷版』1976年 2月 21日付（5 

面）、391頁。 
791「3・6全国交流集会－在日韓国人青年の輝しい未来は韓国の民主化と祖国統一の中に」『先駆』、 

前掲。 
792 同前。 
793 同前。 
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立を提起し、また権利意識を高揚させたと評価されていた794。これは、差別により民族性を自覚する

消極的民族主義とは異なり、その差別と闘うことで民族性を自覚するという論理であり、積極的に行

動を取ることで獲得された民族性は祖国に働きかける「建国・帰国思想」につながるといえる。   

このような韓青の考え方は韓青の論理に止まるものではなく、当時の民団系在日朝鮮人青年団体

にひろく見られる論理でもあった。在日朝鮮人 2・3世が多く参加している早稲田大学韓国文化研究

会は、韓国民主化運動への参加は日本における権利獲得運動の延長線上にある民族運動であるとい

う認識をみせている。これは、日韓条約により在日朝鮮人に対する差別を韓国政府が放置したものと

いう認識によるものであった。日韓条約によって在日朝鮮人の「法的地位」が決まり、日本政府の非

民主的で差別的な在日朝鮮人政策を韓国政府が容認する形になってしまった。つまり、韓国の棄民化

政策と日本の在日朝鮮人差別が在日朝鮮人の諸問題を生じさせたことを意味する。それゆえ、棄民化

政策をとっている朴政権と闘うことと日本の民族差別と闘うことは、民族運動として同様の意味を

もつことであった。それはつまり、在日朝鮮人が民族として置かれている不条理と闘うことである。

朴政権の独裁下で苦難を強いられている韓国民衆と日本において民族差別を強いられている在日朝

鮮人の状況は、まさに民族が置かれている不条理として同様の意味合いを有していたのである。 

 

諸々の全民族的政治課題に当面した際、権益擁護闘争そのものが内在的に有する本国構造

矛盾肉迫にに
ママ

よる民族史参与という原則がより先鋭的に表現された形が本国民主化支援闘争

であり、その意味で権益擁護闘争の一環である。795 

   

早稲田大学韓国文化研究会は、日本における差別に「日常生活に内包された有形無形の不当な規定

が局部的、個別的な矛盾のみならず、分断という本質的矛盾と本国社会の諸問題の総体的な反映が、

その中に射照されている」796と認識しているからこそ、本国民主化運動に参加することを権益擁護闘

争の一環として捉えている。また、自分たちの存在基盤は「韓民族」の範疇にあると明記しており797、

民族を自らの存在の範疇におくことで「分断」された祖国やイデオロギーに左右されない主体性の根

幹を民族のなかに求めたと思われる。 

「朴君を囲む会」で活動をしていた崔勝九も、権利獲得運動については共通する認識をみせている。 

 

実は在日朝鮮人としての民族的な目覚めということと、基本的な権利に目覚めるというこ

ととが表裏一体であり、権利に目覚めて闘うことが、決して同化に結びつくことではなく、人

間としてのプライドや尊厳に目覚めることであり、それは必ずわれわれの状況においては、民

族の運動の一環としてみなければならない・・・。798 

 
794 同前、35頁。 
795 早稲田大学韓国文化研究会「在日民族民主運動闘争史」『高麗』第 11号、1971年 12月、110

頁。 
796 早稲田大学韓国文化研究会「韓国民主化闘争と祖国統一への展望」『高麗』第 12号、1972年、

101頁。 
797 同前、100頁。 
798 朴君を囲む会編「〈座談会〉日立糾弾へのあゆみ」『民族差別日立就職差別糾弾』亜紀書房、19 

74年、54頁。 
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崔は権利獲得運動は制度を変えていくための政治的な問題として認識されてきたが、これからは民

族意識に関わる運動の一環としてみるべきだと主張している799。崔の主張と早稲田大学韓国文化研

究会の認識から鑑みると、韓青の権利獲得運動は、当時の在日朝鮮人 2・3世のなかで権利獲得に関

する認識が高まったことを反映していると言える。 

 

・民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動における立場－「総合民主化戦略」 

韓民統の運動が金大中との連帯により在日朝鮮人としての主体的立場を堅持することができなか

った反面、韓青は韓国民主化運動において主体的であろうとした。韓青のメンバーである金重慶は、

韓国民主化運動において在日朝鮮人が韓国内の運動を支援する立場にとどまることに疑問を投げか

けた800。金は、在日朝鮮人青年運動が反外勢反独裁民主化運動において「従」なる位置にしかいない

ことに問いを投げかけた801。また、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動勢力を「本国民主化闘争にお

ける基本勢力」として位置付け、韓国民主化運動を展開するに当たって主体的意識と役割に対する自

覚が必要であると主張した802。 

金重慶は、民団系在日朝鮮人が韓国民主化運動を展開する際の戦略として「総合民主化戦略」803を

提案した。金重慶は、本国の民主化運動勢力の民主化運動を「反独裁闘争において直接的で有効な戦

い」として位置づけ、そして海外における韓国民主化運動を「反外勢闘争において直接的で有効な戦

い」として位置づけた。これらの闘いが一緒になってこそ「直接的で有効な闘い」となり、この「直

接的で有効な闘い」をもって「強力な反外勢反独裁民主化闘争を展開していく」ことが「総合民主化

戦略」であると述べた804。 

「反外勢」とは、韓国の独裁政権を支えている日本と米国を指しており、日本や米国に生きる在日

朝鮮人や海外「韓国人」にとって、居住国の政府に働きかけ独裁政権に対する経済的・軍事的支援を

阻止することが「反外勢闘争において直接的な闘い」になるという認識である。また、それによって

 
799 ただし、崔勝九の主張は、民族団体とは若干感覚的なズレをみせていることを指摘しなければ

ならない。崔は、在日朝鮮人が祖国政治運動や祖国の同胞にコミットしていくことも重要だと認

識しており、実際にコミットする意向ももっている。しかし、崔は「今の韓国の状況の中で在日

同胞が、すごく韓国のことで興奮しなければならない状況だし、やることは全面的にぼくもしな

ければならないと思っているけれども、同時に在日同胞がおかれている状況をぼくたちはほうっ

ておいてはダメで、その中に入っていかないかぎり、本当の解放はないのだということなんで

す」（朴君を囲む会編『民族差別日立就職差別糾弾』、前掲、17貢）と述べたように、崔は在日

同胞の置かれている状況に働きかけることが民族主体性の回復につながると認識していた。つま

り、2世としての立場とその立場から実感する権利の問題をより強く意識しているのである。こ

のような認識からは韓国民主化運動を展開したグループと在日朝鮮人の権利擁護運動に関わった

個人との間に異見を垣間見ることができる。本論文では、団体と個人のギャップについては深く

あつかえないが、これからの課題として考察することにする。 
800 金重慶「青年論壇－『総合民主化戦略』の展開を‐在日韓国人 2，3世がなぜ本国民主化闘争に

参与するのか㊦」『民族時報』1983年 7月 11日付、3面。 
801 同前。 
802 同前。 
803 金重慶「青年論壇－『総合民主化戦略』の展開を‐在日韓国人 2，3世がなぜ本国民主化闘争に

参与するのか㊦」、前掲。 
804 同前。 
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韓国内と海外で韓国独裁政権を同時に攻めることができ、それがまさに「強力な反外勢反独裁民主化

闘争」になるのである。それは、「総合民主化戦略」にもとづいて闘うことで、海外の韓国民主化運

動勢力が韓国内の民主化運動の流れや戦略を受動的に受け入れ、追従する形で運動を展開するので

はなく、韓国民主化運動を主導していく主体的な立場になろうというものであった。 

また、在日朝鮮人にとって「反外勢闘争において直接的で有効な戦い」を展開することは、日本に

生きる在日朝鮮人の有利な立場を生かすことであり、祖国に対して自らの主体性を堅持することに

なるのだ。金が提案した「総合民主化戦略」には、祖国の政治的・社会的状況に働きかける主体とし

ての存在であろうとする思いが垣間見えるのである。 

  

第 2項 韓青－民族的に、主体的に生きる場として 

韓青の組織的性格は、民団民主化運動を経ながら政治性を強く帯びるようになった。民団系在日朝

鮮人 2・3世にとって韓青は、祖国のために、また日本社会の差別を是正するために行動できる場で

ありながら、民族性を身につけ、民族的に生きる道を提示してくれる場であった。つまり、韓青は民

団系在日朝鮮人青年がアイデンティティの形成に影響を与えた団体であり、韓青の韓国民主化運動

がアイデンティティの形成とどのような関連性があるかをみることは重要なことだと思われる。こ

の項では、韓青の韓国民主化運動とアイデンティティについてみる。 

 

・民団系在日朝鮮人青年が民族的に、主体的に生きる場－韓青  

韓青は、民団系在日朝鮮人青年にとって民族的に生きる場であったと言える。韓青は、「大韓青年

団」から韓青へと組織改編する際、韓青のメンバーの年齢を 17～35歳に制限した805。この年齢制限

により、韓青は青年のための組織として本格的に活動するようになったといえる。このような韓青の

変化は、日本社会のなかで「孤立」しやすい状況下に置かれている民団系在日朝鮮人青年たちに同じ

民族の青年に会える場と、「欠乏」していた民族やアイデンティティの問題を埋めることができる場

とを与えたのである806。 

 韓青のメンバーらは、韓国語の学習と韓国の文化に接し、学習する文化活動を行った。これらの活

動は、韓青のメンバーに民族的意識を植え付けるとともに、民族的一体感を感じさせた807。韓青は、

韓国語の学習についてはかなりの力を注いでおり、韓国語の教科書『ウリマル・チョッコルム』（わ

れわれの言葉・初めての歩み（初歩））を 77年に刊行するにいたった808。『ウリマル・チョッコルム』

の著者である朴燦午は、韓青の青年が 7・4共同声明支持のために朝青と「連帯」する際、ウリマル

 
805 座談会「60年代韓青同を語る」『季刊統一路』（第 28号、1980年 12月、121頁）および在日

韓国青年同盟『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』（2010年 12月、40頁）。 
806 金佳秀「我が青春グラフィティ②〈激闘編〉－「愛知韓青の精神はいまも胸で光る」」『アプロ

21』第 5月号、1997年 5月、21頁。 
807 金君夫「在日韓国青年の解放への道」『先駆』第 17号、韓青出版社、1977年 8月、65頁。 
808 朴燦午「「われわれの言葉初めての歩み」を出版しながら－ウリマルと私（우리말과 나）」『先

駆』第 20号、韓青出版社、1977年 11月、58頁および 62頁（「『우리말 첫걸음』을 내면서－

ウリマルと私（우리말과 나）」『先駆』）。ウリマルは、われわれの言葉という意味の韓国語であ

る。 
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の実力不足を実感し韓国語の習得への関心が高まったと述べている809。 

韓青がウリマルの学習に力を注いだ理由は、青年たちが民族的に生きる際にウリマルは基本条件

であったからであろう。先述したように、在日朝鮮人 1世の郭東儀は民族の重要な要素の一つとして

言語を強調し、言語は民族の構成員の間に存在する共通性であり、長い時間変わらないものであると

述べた810。特に、ウリマルができない青年 2・3世にとって、ウリマルの習得は民族的に生きるため

に重要であったと思われる。 

そして、ウリマルの学習は、韓青が韓国民主化運動を推進するにあたって欠かせないものでもあっ

た。韓青は、先述したように「政治と文化の一体化」を掲げて演劇やマダン劇公演を行った。その際、

全ての公演はウリマルで行われた。公演活動は、民主化運動の一環でもあり、「祖国の言葉を取り戻

そう」とする活動であった811。そのため、韓青メンバーにとって、韓国民主化運動に参加することは

在日朝鮮人としての民族性を身につける過程でもあったと言える。 

また、ウリマルの学習は韓国内の民主化運動勢力との討論を可能にさせ、また「建国・帰国思想」

を実現する第一歩となった812。韓青にとっては、韓国民主化運動や祖国統一運動を行う際に欠かせな

いものであった。韓青大阪本部のメンバーである崔栄浩は、母国語を学ぶということは「民族の一つ

になろうという意志」であり、「在日同胞」にとってウリマル（我々の言葉、すなわち母国語）を学

び使う運動は民族統一運動の戦略でもあると主張した813。 

さらに、韓青メンバーたちはの祖国の伝統楽器や踊りを習い、文化祭の開催や冬期・夏期講習会を

通じて民族文化に接した。例えば、77年 5月 14日に「ウリ文化祭」（われわれ文化祭）を開催し814、

79年 7月から 8月に行われたサマーキャンプでは、農楽を発表するなど民族的なものに接し、韓国

史の勉強やルーツ探しの学習などが行われた815。先述したように、冬期・夏期講習会では韓国の現代

史や在日朝鮮人が抱えている諸問題などについての学習が行われた。 

では、韓青という団体やその活動は、韓青のメンバーにとってどのようなものであったか。まず、

韓青は日本の差別によって「孤立」しやすい在日朝鮮人青年が仲間に会え、交流できる日常生活に深

く入り込んだ団体であった816。また、民族的に生きる817、また祖国に主体的に働きかける機会を与え

る場であったと思われる。韓青の活動に参加し、ウリマルを習得し、祖国の歴史を学び、文化活動を

行う過程で民族的な主体としての自我が生まれ、その自我を寄り所にして生きることができた818。ま

た、韓青のデモや活動に参加することを通じて「変革主体」として新しい自分を発見することができ

 
809 同前、61頁。 
810 郭東儀『祖国統一論』民族時報社、1992年 5月、70頁。 
811 李明子「チノギの想いで」『季刊統一路』第 28号、韓青出版社、1980年 12月、137頁。 
812 同前、62頁。 
813 崔栄浩「青年論壇－「4・19と私」」『民族時報』1985年 4月 11日付、3面。 
814「韓青이 文化祭」（「韓青が文化祭」）『民族時報縮刷版』1977年 5月 21日付（3面）、559頁。 
815「盛大にサマーキャンプ－韓青同が全国で講習会」『民族時報縮刷版』1979年 8月 1日付（4

面）、848頁。 
816 金佳秀「我が青春グラフィティ②〈激闘編〉－「愛知韓青の精神はいまも胸で光る」」、前掲、

21～22頁） 
817「盛大にサマーキャンプ－韓青同が全国で講習会」『民族時報縮刷版』、前掲。 
818 林潤淑「私なりの 10年の歩み」『季刊統一路』第 28号、韓青出版社、1980年 12月、140頁。 
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た819。韓青が政治的になったという批判820や本国の政治やイデオロギーに傾いた活動を展開したと

いう批判はあるが、在日朝鮮人 2・3世の個々人にとっては民族性や主体的な生き方を感じ、認識で

きる場所であったことは否めない。 

 

・民団系在日朝鮮人 2・3世のアイデンティティと韓国民主化運動 

在日朝鮮人のアイデンティティを説明する前提としてよく使われる概念が「祖国志向」と「定住志

向」である。そして、より多様化した概念も提起されてきている。福岡安則は、在日朝鮮人の若い世

代のアイデンティティを五つに分類しており、それらは「共生志向」、「祖国志向」、「個人志向」、「帰

化志向」、「同胞志向」である821。徐京植は「本国志向」、「在日志向」、「日本志向」など三つのアイデ

ンティティに分類している822。福岡や徐の分類からも分かるように、アイデンティティ問題は在日朝

鮮人が祖国や日本との関係をどのように設定するかの問題に深く関係している。ただし、一般的には

在日朝鮮人のアイデンティティを「祖国志向」と「定住志向」とに二分して説明する傾向がある。 

解放後から 60 年代までは、在日朝鮮人社会は 1 世が中心をなしていたため、「祖国志向」が強か

ったと言われる。それが 70 年代に入ってからは、在日朝鮮人社会の軸が 2・3 世中心に移るように

なり「定住志向」が強まったと言われる。このようなアイデンティティ状況は、韓国民主化運動に参

加した民団在日朝鮮人、特に 2・3世の場合にも当てはまるのか疑問である。 

今まで見てきたように韓青は、韓国民主化運動と権利獲得運動を同時に展開した。一見、韓国民主

化運動は「祖国志向」の運動のように見え、権利獲得運動は「定住志向」のように見える。しかし、

韓青が韓国民主化運動と権利獲得運動を、在日朝鮮人が「民族的で人間的な生き方」823を闘い取るた

めのものとして認識していたことに注目しなければならない。すなわち、在日朝鮮人にとって、日本

において人間的・民族的に生きることと、そして祖国に対しては主体的に生きることとが「人間とし

て生きる」824道であり、その意味で韓国民主化運動と権利獲得運動は本質的に同一線上にある運動で

あった。そのため、韓青は祖国に目を向ける生き方や日本における生き方の両方を視野にいれて韓国

民主化運動と権利獲得運動を展開し、それはまさに「祖国志向」と「定住志向」が共存するものであ

ったと言える。韓青の運動を「祖国志向」か「定住志向」かという二分法によってとらえることは、

民団系在日朝鮮人青年のアイデンティティを単純化してしまうことになり、実は様々な志向が交錯

しているものが在日朝鮮人のアイデンティティであることを見過ごしかねない。 

韓青が祖国と日本の両方を視野にいれた運動を展開したことは、1世中心の韓民統とは異なる点で

もある。韓民統は、1世が中心であり、民団の幹部を務めた人物が多いため、韓国の政治的・経済的・

 
819 金富子「「人間」になろうとする試みのなかで」『季刊統一路』第 28号、韓青出版社、1980年

12月、76頁。 
820 金佳秀「我が青春グラフィティ②〈激闘編〉－「愛知韓青の精神はいまも胸で光る」（前掲、22

頁）および林茂澤『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年代まで』（新幹社、2011年、

182頁）。 
821 福岡安則『在日韓国・在日朝鮮人－若い世代のアイデンティティ』中公新書、1993年。 
822 徐京植『半難民の位置から－戦争責任論争と在日朝鮮人』影書房、2002年、160頁。 
823 韓国人側基調報告「3・6全国交流集会 在日韓国人青年の輝しい未来は韓国の民主化と祖国統

一の中に」、前掲、36頁。 
824 同前。 
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社会的状況や韓国内の運動に焦点をあわせた運動を展開することに違和感を覚えなかったと思われ

る。その上、韓国内の民主化運動を主導した金大中の意見を反映した運動を展開した。そのため、韓

民統の運動は、在日朝鮮人の立場や現実問題に対する認識を生かした運動になれず、韓国内の運動を

支援する立場に傾倒してしまったと言える。 

反面、韓青はアイデンティティの葛藤や「在日する」状況、差別問題を抱えている 2・3世が中心

であった。そのため、当時の在日朝鮮人社会が抱えている権利獲得問題を反映した運動を展開するこ

とは、韓青にとって当然であったと思われる。 

韓青と韓民統が日本において共に韓国民主化運動を主導してきたにもかかわらず、運動の様相が異

なってきた理由は、祖国や日本においての立場の違いや 1世と 2・3世とがおかれているアイデンテ

ィティ的状況の相違によるものと言える。 
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小括 

 第 5章では、韓青の結成経緯と活動、韓青の韓国民主化運動とアイデンティティを関連づけて考察

した。韓青が韓国民主化運動を展開した 70～80年代は、在日朝鮮人社会においてアイデンティティ

をめぐる状況が変化を迎えた時期であり、在日朝鮮人 2・3世のアイデンティティ問題や権利獲得問

題が浮き彫りになった。韓青という団体やその活動が、韓青の活動が民団系在日朝鮮人社会や民団系

在日朝鮮人青年にどのような意味合いがあるのかをみることができた。 

韓青は韓国政府の目論みにより結成され、結成当初から韓国政府の統制がかかった団体である。し

かし、4・19 革命や 5・16 軍事クーデターを経る過程で、民団内の抵抗勢力として成長した。韓青

は、60年代後半から有志懇の「実質的な事務局」として共に民団民主化運動を展開した末、72年に

民団傘下団体を取消された。韓青は、民団から排除されてから韓国民主化運動と権利獲得運動を同じ

線上におき並行して展開した。 

韓青の韓国民主化運動や権利獲得運動は、民団系在日朝鮮人 2・3世にとって「民族」を経験する

場であった。在日朝鮮人社会で、次第に民族意識が希薄化していくなかで、民族を感じ、意識できる

場は、韓青のような民族団体であった。韓青の中央委員長であった金君夫は、2・3 世の特徴を次の

ように述べている。 

 

われわれ、二世にとって在日同胞の社会とか発展とかいうものが、どういうものかといった

ら、その大半が日本で生まれて日本の学校で学び、そして日本の社会でばらばらになって生活

している為に民族的な一体感が、一世にくらべたらはるかにない。そのようなものがあるのが

どこかといったら、実は二世の社会では、韓青同825を中心とする民族的な団体だけだというこ

とです。826 

 

また、韓統連の元議長である金政夫は、韓青・韓統連の活動を通じて民族に関心を持つようになっ

たと述べた827。このような経験談からうかがえるのは、韓青は民族的な生き方を示してくれる役割を

果たしていたことだ。例えば、韓青は韓国民主化運動を展開する際「政治と文化の一体化」を掲げ、

演劇やマダン劇などの公演の形で運動を行った。これらの公演を通じて韓国の政治的・経済的・社会

的状況を日本社会や日本の労働者に知らせることで、日本における韓国民主化運動のための世論形

成を図った。このような韓青の活動は、韓青のメンバーら自身にも多大な影響を与えた。なぜなら、

演劇やマダン劇などの公演は全て朝鮮語（ウリマル）で行われ、朝鮮語を習得する機会となったから

である。さらに、韓青の活動のなかで祖国の伝統文化や伝統楽器に触れることができた。韓青での活

動を通じて民族を意識し、経験することができたと言える。 

韓青は、民団系在日朝鮮人 2・3世にとって民族を経験する場としての役割を果たしたが、韓青の

韓国民主化運動に対して批判的な意見もある。林茂澤は、韓青の運動が在日朝鮮人の抱えている状況

 
825 韓青を韓青同ともいう。 
826 金君夫「在日韓国青年の解放への道」、前掲、67頁。 
827 ドキュメンタリー「今は言える‐反韓ベトコン韓民統の真実」MBC放送局、2003年 2月 23日

に放送。 
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や志向とは異なる本国政治志向やイデオロギーに傾いた運動であったと指摘した828。さらに、韓青の

運動、特に 70年代の運動を「帰国志向」の運動と指摘した829。しかし、このような林の指摘は韓青

が行った韓国民主化運動にのみ注目した見方であり、そのため韓青が韓国民主化運動と権利獲得運

動を並行して展開したことについての分析は行われていない。韓国民主化運動と権利獲得運動をつ

うじて「民族的で人間的な生き方」ができることから、両者は本質的に同一線上にある運動であった。 

そのため、韓青の運動を「祖国志向」か「定住志向」かという二分法でとらえることはできない。 

この点において、韓青の運動と韓民統の運動との間に相違点が存在すると言える。これは既に民族

的意識が形成されている 1 世と、韓国民主化運動や権利獲得運動に参与する過程において民族的意

識を形成していく 2・3世との間の相違点でもあろう。1世中心の韓民統は韓国民主化運動に貢献し

た点は大きいが、権利獲得運動においては消極的であったと言わざるを得ない。しかし、このような

差異はあるにせよ、民族に根幹をおく生き方に、また祖国に働きかけようとする姿勢には互いに通じ

るものがみえるといえる。 

第 5 章を記述するにあたって、不十分な点もあった。韓青の韓国民主化運動を考察するにあたっ

て、韓青の韓国民主化運動の大きな流れやアイデンティティに注目したが、韓青の組織構成や人物構

成、運動の展開過程における決定過程など組織的な部分を詳しくみることができなかった。この部分

については、今後さらなる研究を進めていきたい。  

 
828 林茂澤『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年代まで』、前掲、182頁。 
829 同前。林は、在日朝鮮人のアイデンティティを「帰国」と「定着」という視点からみており、

70年代には「帰国志向」と「定着志向」がせめぎ合い、80年代には「定着志向」が確立してい

ったと指摘した（林茂澤『在日韓国青年同盟の歴史－1960年代から 80年代まで』、前掲、182

頁）。 
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結論 

 

本論文では、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を、韓民統を中心に考察した。そのために、民団

系在日朝鮮人の韓国民主化運動を、民団民主化運動や韓民統の結成経緯、韓民統の活動、海外「韓国

人」との「連帯」やその連合団体である韓民連の結成および活動、そして韓民統の運動を支えた民団

系在日朝鮮人青年団体である韓青や韓青の活動を歴史的に再構成し、分析を行った。 

  

序論では、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を考察するための視座として「分断状況」や「戦争

政治」の概念を提示した。民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動やその前史である民団民主化運動は、

単なる民団内部や民団系在日朝鮮人社会の問題ではなく朝鮮半島の「分断状況」や韓国の独裁・軍事

政権の「戦争政治」が錯綜する事柄であることを示した。在日朝鮮人社会は日本におけるポストコロ

ニアル状況と祖国の「分断状況」の二重の負担を強いられており、特に民団系在日朝鮮人社会や民団

は韓国の「戦争政治」の影響をうけており、それを民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動をつうじて考

察することを研究目的として提示した。 

第 1章では、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動の前史として、韓国の政治的・社会的背景と民主

化運動、そして民団民主化運動について考察した。まず韓国の政治的・社会的背景と民主化運動つい

ては、文献資料や韓国で刊行された日刊紙にもとづいて、韓国の「分断」や「分断状況」、「反共」に

焦点をあわせて再構成した。そして、民団民主化運動については、民団が自らの歴史を整理した『民

団 50年史』や元民団幹部らの回顧録などに基づいて民団民主化運動がいかなる経緯で発生したのか、

また民団民主化運動がどのように韓国民主化運動へと発展したのかを民団系在日朝鮮人運動史とし

て再構成した。 

そして、韓国の政治的・社会的背景と民団系在日朝鮮人社会を、特に民団との関連性に注目すると

ともに、韓国の「分断」や「分断状況」、「反共」が民団民主化運動にいかなる影響を及ぼしたのかに

ついて考察した。韓国の独裁・軍事政権は、北朝鮮の脅威や「反共」を口実に強力な反共政策を用い

て、社会や国民を統制し、国民の民主主義的権利を抑圧し、民主化運動勢力を弾圧する政治手段、つ

まり「戦争政治」を施した。このような「戦争政治」の概念にもとづいて、韓国政府が民団系在日朝

鮮人社会、特に民団を統制し、韓国の統制に対し抵抗する民団系在日朝鮮人を北朝鮮や総連の手先で

ある「不穏分子」と作ったのかを明らかにすることができた。 

第 2章では、韓民統の機関誌である『民族時報』や韓民統が自らの歴史を綴った文献資料、金大中

や海外「韓国人」の回顧録や文献資料に基づいて、70～80 年代の韓民統の韓国民主化運動を再構成

した。これをつうじて、民団系在日朝鮮人と金大中が「連帯」する経緯や、韓国の「反共」が韓民統

の運動にいかなる影響を与えたのかを明らかにした。 

金大中が提示した組織結成における基本 3原則（基本 3原則）、そして韓国社会に形成された「親

睦団体」や危険団体という韓民統のイメージは、韓国政府や韓国社会の「反共」が韓民統の運動に与

えた影響がいかなるものであったのかを如実に見せてくれる例である。基本 3原則は、民団系在日朝

鮮人に韓国の国民として反共主義の立場に立つことを要求したものと言える。民団系在日朝鮮人は

基本 3原則を受け入れ、総連と統一のための「連帯」を一切中止し、結果的には祖国の「分断」やイ

デオロギーを乗り越えることができなかった。さらに、金大中の基本 3原則のみならず、韓民統に対
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する「親北団体」疑惑、「反国家団体」規定などのマイナスイメージが足かせとなり、韓民統の運動

は韓国の制度圏内の運動になってしまった。さらには、「非主体的」立場になってしまった。 

第 3章では、韓民統の機関誌『民族時報』や韓民統元幹部らの著書にもとづいて、韓民統の「祖国

統一運動」を再構成し、解放後の民団系在日朝鮮人社会の祖国統一運動として韓民統の運動を位置づ

けることができた。また、「民族統一協議会」や韓統連の統一運動とも合わせて考察することで、民

団系在日朝鮮人が民団から排除されてから行った統一運動との相違点や、韓統連へと組織改編して

統一運動を展開するようになった経緯を明らかにした。また、統一運動において、韓民統が主張した

南北連邦制や「先民主・後統一」の問題は、韓国政府が主張する統一政策と対立し、韓民統に対する

「親北団体」疑惑を強めたことが分かった。そして、韓民統は民団系在日朝鮮人が統一運動を行う当

為性として「分断」されない民族をかかげイデオロギーや制度を乗り越えることを主張したが、現実

における韓民統の運動はイデオロギーの壁を乗り越えなかったことが分かった。 

第 4章では、韓民統の資料や韓民連の資料、そして韓国から刊行された海外「韓国人」の運動に関

する資料集や回顧録、海外の韓国民主化運動をまとめた著書などに基づいて、韓民統と海外「韓国人」

の「連帯」運動や連合組織である韓民連の運動を再構成した。まず、日本をはじめとする世界各地域

の韓国民主化運動の性格や特徴をまとめることで、各地域における運動の性格や特徴が韓民統と海

外「韓国人」の「連帯」の経緯や韓民連の活動にどのように影響したのかを明らかにした。そして、

韓民統の運動を海外「韓国人」との「連帯」を考察することで、海外における韓国民主化運動として

新たに位置付けることができた。また、海外「韓国人」の民団系在日朝鮮人や韓民統に対する認識に

「反共」が多大な影響を及ぼしていたこと、国内外の韓国民主化運動やその運動勢力に「反共」がい

かに根深く存在しているのかを明らかにした。 

第 5 章では、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動において欠かすことのできない在日韓国青年同

盟（韓青）の韓国民主化運動について考察した。その際、韓青が刊行した機関紙や文献資料、韓民統

の資料などにもとづいて、韓青の韓国民主化運動を再構成し、韓青の運動の特徴や韓民統の運動との

相違点、そして韓国民主化運動における民団系在日朝鮮人 2・3世のアイデンティティについて分析

を行った。 

これをつうじて、韓青が韓国民主化運動と権利獲得運動とを並行して展開した理由が両運動を本

質的に同一線上にある運動として認識していたことが分かった。これらの運動は、民団系在日朝鮮人

2・3 世にとって民族性を身につけ、民族的に生きることを自覚することができる運動であり、祖国

の統一のために働きかけることができる主体的な存在になるための運動でもあったことを明らかに

した。その意味で、韓青の韓国民主化運動は、民族的な生き方や祖国の問題に積極的に、主体的に働

きかけようとした意志が投影された「祖国志向」の運動であり、民族的で主体的な生き方は「在日す

る」際に日本社会の差別や不条理を積極的に是正していこうとするため「定住志向」の運動でもある

ことが分かった。それにより、民団系在日朝鮮人 2・3世のアイデンティティは、「祖国志向」と「定

住志向」とに二分法で語ることのできない複雑なものであることを韓青の民主化運動をつうじてう

かがうことができた。 

 

以上のように、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動について、韓民統に焦点をあわせて考察した。

この作業をつうじて、次のようなことを明らかにすることができた。第 1に、今まで学術的にほとん
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ど研究されてこなかった民団系在日朝鮮人の運動、特に韓国民主化運動を歴史的に再構成すること

ができた。在日朝鮮人運動史は、左派中心に、そして民族的運動の視点から語られることが多く、民

団系在日朝鮮人運動に対する関心が低かったと言える。さらに、民団系在日朝鮮人の運動は、民団分

裂史のなかで語られる傾向が強かった830。本論文では、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動の前史と

して民団民主化運動を再構成した。 

また、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動を歴史的に再構成することは、韓国内の民主化運動史研

究においても意義のあることだといえる。2000 年代に入って、韓国内の民主化運動研究のなかで海

外の韓国民主化運動に対する関心が高まり、その研究が蓄積されつつある。しかし、民団系在日朝鮮

人の韓国民主化運動は、韓国における「反共」の影響や韓民統の「反国家団体」規定による制約が多

いため、韓国においてはほとんど研究されてこなかった。その意味で、本論文は韓国内においては不

十分だった日本地域の韓国民主化運動の研究を深めるものとしても意義があると言える。 

第 2に、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動が韓国の「分断状況」や「戦争政治」が再現される状

況の下で行われたことを明らかにした。朝鮮半島は韓国と北朝鮮との間で地理的に、政治的に、イデ

オロギー的に「分断」され、在日朝鮮人社会は、祖国の「分断」を肩代わりする形で韓国を支持する

民団と北朝鮮を支持する総連とに「分断」された。朝鮮半島の「分断」は、韓国内はもちろん、在日

朝鮮人社会、海外「韓国人」社会も「分断状況」を強いられている。 

特に、在日朝鮮人社会は民団と総連が共存しているため、韓国政府は在日朝鮮人社会において北朝

鮮より優位を占めるために民団を統制した。また、韓国政府と民団は、民団と総連とが共存すること

を口実に常に北朝鮮の脅威を強調し、在日朝鮮人社会の「分断」を扇いだ。民団内の抵抗勢力に対し

ては北朝鮮や総連の手先や「不純分子」としてみなし、民団内の批判意見を抑圧した。そして、つい

には、民団を「反共」の拠点としてつくりあげたと言える。当時、韓国の独裁・軍事政権は、「分断」

や北朝鮮の脅威を口実に国民の民主主義的な権利を抑圧し、民主化を求める勢力を共産主義者とみ

なし、民主化運動を北朝鮮が背後で行うものとみなして弾圧するという「戦争政治」を施した。韓国

の政治的状況や民団に対する統制をあわせてみると、民団系在日朝鮮人社会、特に民団内でも「戦争

政治」が再現されていたと言える。 

また、民団系在日朝鮮人は、独裁・軍事政権が「戦争政治」を施すために必要な存在でもあった。

韓国政府は、韓国民主化運動を抑圧するために韓国に滞在していた在日朝鮮人母国留学生が連累し

たスパイ事件を捏造した。これをつうじて、独裁・軍事政権は、在日朝鮮人をつうじて北朝鮮の脅威

がいかに韓国にたやすく及び得るのかをみせつけることで、韓国社会に常に北朝鮮の脅威や戦争の

危機が迫っていることを強調した。そのため、民団民主化運動や民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動

は、「分断状況」の下で独裁・軍事政権により施された「戦争政治」の影響と、それに対する抵抗の

結果として生まれた運動であると言える。 

第 3に、民団系在日朝鮮人、特に 2・3世にとって韓国民主化運動や、韓国民主化運動の最終目標

である統一運動がいかなる意味をもっているのかを明らかにした。韓国民主化運動は、在日朝鮮人が

 
830 民団系在日朝鮮人の運動については、民団分裂史のなか中でとらえる場合の代表的なものに朴

慶植の「韓民統の結成－民団の分裂」『解放後在日朝鮮人運動史』（三一書房、1989年、449～

450頁）がある。 
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自らのおかれているポストコロニアル状況を乗り越え、祖国に働きかける主体的存在になるための

運動であった。民団系在日朝鮮人 2・3世が活動する韓青は、韓国民主化運動と権利獲得運動を並行

して展開した。日本における差別やアイデンティティ問題を乗り越え、祖国に働きかける主体的な存

在としての在日朝鮮人になるために、民族性を身につけ、民族的に生きることを実践する場として韓

国民主化運動と権利獲得運動があり、民団系在日朝鮮人 2・3世にとってこれらの運動は本質的に同

様の意味合いを有する運動であることが分かった。そして、民団系在日朝鮮人 2・3世のアイデンテ

ィティは、「祖国志向」もしくは「定住志向」というように単純に二分法でとらえられるものではな

く、これらの志向が複雑に錯綜していると言える。 

また、統一運動は韓国民主化運動の最終目標であって、韓国民主化運動や権利獲得運動をつうじて

培った民族性にもとづいて祖国の統一に働きかける主体的存在となるための運動であった。その精

神は、韓青が掲げた「建国・帰国思想」と現れ、統一した祖国は民団系在日朝鮮人 2・3世が「帰依

する」ところであり、アイデンティティにおけるよりどころでもあった。そのため、祖国運動、韓国

民主化運動、そして権利獲得運動は、民団系在日朝鮮人 2・3世にとって民族的に生きるために行う

本質的に同一線上にある運動であったといえる。 

第 4に、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動における金大中や海外「韓国人」との「連帯」の中で

の、今までさほど知られていなかった実情を把握し、学術的に再構成することができた。民団系在日

朝鮮人と金大中の「連帯」は、今まで規定事実としてみなされてきたが、本研究で金大中は民団系在

日朝鮮人との「連帯」を躊躇しており、組織の実際の運営においては民団系在日朝鮮人を排除し金大

中自らが実権を握ろうとしたことが分かった。すなわち、民団系在日朝鮮人と金大中の「連帯」は、

完全な「合意」によるものではなかったのである。 

また、韓民統と海外「韓国人」との「連帯」においては、韓民連の結成経緯や活動を再構成するこ

とによって、韓民連内部の反共主義や「親北団体」と疑われる韓民統に対する警戒などが海外の運動

にいかなる影響を及ぼしたのかが分かった。さらに、キリスト教ネットワークの同志会が海外「韓国

人」における韓民統のイメージ形成に多大な影響を与えたことを明らかにすることができた。これは、

韓国民主化運動におけるキリスト教ネットワークの活動や、韓国のキリスト教の反共主義、ひいては

韓国民主化運動における反共主義の問題に新たな視点を提供することができた。 

 

ここで、本論文を執筆するにあたっていくつかの不十分な点や今後にむけて注目したい点につい

て触れることにする。まず、資料の問題である。民団系在日朝鮮人運動、特に韓民統に関する非公表

内部資料を入手することが困難であったことと運動に参加した当事者のインタビューがさほどでき

なかったため、韓民統の運動や韓民連の運動における詳細な実態を十分に把握することができなか

ったことである。例えば、韓民統は、裵東湖や郭東儀などの一部の人々が中心になって閉鎖的に運営

してきたところが多いため、韓民統の運動方針の決定や活動資金などの点に不明なところが多い。ま

た、韓民統が海外「韓国人」とどのような経緯で接触し、「連帯」に至ったのか、韓民連の運営や活

動資金などに関して、まだ不明なところが多い。 

第 2に、韓民統の運動を支えたのは韓青である。ただし、韓青は韓民統の運動の多くの部分を担っ

ていることは分かってきたが、韓民統の運動方針や実行に韓青がどのように関わったのか、詳しい実

態を明らかにすることができなかった。 
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第 3に、本論文は民団系在日朝鮮人団体である韓民統やそれを支えた韓青を中心に考察したため、韓

国民主化運動を在日朝鮮人個人のレベルまで考察することはできなかった。在日朝鮮人のなかには、

韓民統の活動を支持し、活動のために寄付を行った人々が存在する。また、韓民統の内部の葛藤や韓

国政府の工作により韓民統から脱退して反韓民統の立場に立った人々もいる。彼らに対する考察は

現段階では不十分な状態ではあるが、民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動の研究には欠かせない重

要な対象であるため、今後も個々人レベルにおける韓国民主化運動に注目する。 

 

韓民統の運動において注目すべき点は、韓民統と北朝鮮・総連との関係である。韓民統は、総連と

の関係を否定している。しかし、朝鮮新報の元記者である K は831、韓民統の機関誌である『民族時

報』の編集部の人物と連絡を取り合ったことがあると述べた。さらに、韓民統に迷惑にならないよう

に公開的な接触は避けたと証言した。Kの証言から鑑みると、韓民統と総連は非公式的に交流があっ

たことは推量できる。ただし、韓民統が総連と交流をしたことだけをもって、韓民統が北朝鮮や総連

の手先であり、スパイ活動をしたとは断言できない。さらに、韓民統のメンバーの多くが朝連出身で

ある。例えば、金載華、呉宇永は朝連の幹部として活動した832。そのため、韓民統のメンバーと総連

の人との交流は、政治的・組織的立場性を超えた、在日朝鮮人社会において日常的に目にすることが

できる交流である可能性もあり得る。 

また、韓民統が総連との関係についてどこまで明らかにできるかはかなり困難な問題であり、そも

そも簡単には話題にできない問題である。統一をしていない朝鮮半島の政治的状況から鑑みて、制約

の多い現在進行中の問題であるためである。 

韓民統の「反国家団体」疑惑は、在日朝鮮人社会の特徴をうかがわせる事柄である。朝鮮半島の「分

断」や互いに異なる政治体制である韓国と北朝鮮が樹立したことにより在日朝鮮人社会も支持する

政治体制が異なってきた。さらに、民族団体も民団と総連とに二分され在日朝鮮人社会も「分断」さ

れ、朝鮮半島の政治状況に強く影響をうけている。韓民統の「反国家団体」規定は、在日朝鮮人社会

の特徴を韓国の独裁政権が反共主義や反共政策に基づいてのみ民団系在日朝鮮人の運動を評価した

結果によるものであるといえる。そのため、韓国の反共主義や反共政策に基づいてのみ在日朝鮮人社

会や民団系在日朝鮮人の運動を把握することには、かなりの慎重さが求められるといえる。 

 

民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動には、多くの女性の参加もみられる。6団体協議会のメンバー

である大韓婦人会東京本部（婦人会）は、民団東京本部が民団から排除される際、民団から離れ韓国

民主化運動に参加した。婦人会は、在日朝鮮人政治犯の救援活動のためのバザーを開催し833、SI に

も韓民統メンバーとともに参加した834。しかし、婦人会の元会長である梁霊芝によると、婦人会のメ

ンバーらは韓民統の会議に参加することができず、韓民統が作成した声明文などに署名する形で運

 
831 元朝鮮新報記者である Kとのインタビューは、2009年 2月 13日に筆者が行った。匿名を希望

したため、イニシャルだけを表記する。 
832 金太基『戦後日本政治と在日朝鮮人問題』勁草書房、1997年、210～211頁。 
833「政治犯の救援バザー大盛況」『民族時報縮刷版』1976年 12月 15日付（3面）、497頁。 
834 梁霊芝が直接作成し筆者に渡した個人史を簡単に記述した書類。 
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動に参加することが多く、運動の重要決定においては排除されたようである835。梁は、女性問題など

については韓民統に提起することはなく、提起したとしても反映されなかったという。民団系在日朝

鮮人の韓国民主化運動は、韓民統の男性メンバーが主導し、女性のメンバーらは補助的な立場に留ま

ったと思われる。民団系在日朝鮮人女性の韓国民主化運動に関する研究は、ほぼ無いに等しい836。民

団系在日朝鮮人の韓国民主化運動におけるジェンダー問題は、今後本格的になされるべき課題であ

る。 

 

韓民統（現、韓統連）に対する「反国家団体」規定は今もなお解除されず存続している。韓民統の

「反国家団体」規定の解除のために、韓国で「在日韓国民主統一連合の名誉回復と帰国保障のための

対策委員会」（2000年 12月 6日）が、日本で「韓統連の名誉回復と韓国への無条件自由往来のため

の対策委員会」（2001年 4月 22日）が結成されたが837、状況はほぼ変わらなかった。韓民統に対す

る「反国家団体」規定により、韓民統の関係者は韓国に入国することができない状況である。一時期、

蘆武鉉政権下の 2002 年と 2004 年に韓民統メンバーらの韓国訪問が実現した838。しかし、2008 年

に再び韓国への入国を禁止されて以来、現在も韓国に行くことはできない。 

先述したように、韓国では在日朝鮮人政治犯、金大中、民青学連事件の関係者が再審を請求して無罪

判決を受けた。このような変化は、韓国内の政治的状況が変化してきていることを意味する。民団系

在日朝鮮人、韓民統の運動に対する再評価や韓民統のメンバーらの韓国への入国制限の見直しにつ

いても考えていく必要があると思われる。 

最後に、民団が韓国の独裁・軍事政権の「戦争政治」を在日朝鮮人社会において再現したことにつ

いて触れなければいけない。民団は民団民主化運動の過程で韓国政府に追従し、韓国政府が「戦争政

治」を施し批判勢力や民主化運動を弾圧したように、民団内の抵抗勢力である人物や青年団体を民団

から排除した。また、民団は日本を「北傀のスパイ基地」ととらえるとともに839、北朝鮮や総連の脅

威を強調した。そのため、民団と総連との和解は実現できず、在日朝鮮人社会の「分断」が続いてい

る状況である。すわなち、民団が韓国の「分断」を在日朝鮮人社会において再生産していることを指

摘しなければならない。もちろん、この点においては、総連もその責任を免れることはできない。 

 
835 梁霊芝とのインタビューは、2010年 8月 10日に飯田橋駅近くのあるホテルのコーヒーショッ

プで行われた。 
836 婦人会の韓国民主化運動に関する研究成果として金富子の「解放後在日朝鮮人の生活世界・運

動・ジェンダー－在日「新一世」女性・梁霊芝の口述史を中心に」（『解放以後の韓日関係の再

編』景仁文化社、2010年（김부자「해방 후 재일조선인의 생활・운동・젠더-재일「신일세」 

여성・양영지의 구술사를 중심으로」『해방 이후 한일관계의 재편』경인문화사, 2010년）） 

がある。これは、在日朝鮮人女性の運動を大韓婦人会の元会長の梁霊芝個人の口述史という形で

扱った。この論文は梁霊芝の個人史に焦点を合わせており、韓国民主化運動に関しては一部分を

紹介しているため、民団系在日朝鮮人女性の韓国民主化運動に関する研究とは言えない。 
837 在日青年同盟結成 50周年記念資料集『在日韓国青年同盟結成 50周年記念式』在日韓国青年同

盟、2010年 12月 5日、82頁。 
838「突変した公安当局、韓統連に再び「あしかせ」」『ハンギョレ』2008年 6月 24日付（「돌변한 

공안당국, 한통련에 다시「족쇄」」『한겨레』, 2008년 6월 24일）、http://www.hani.co. kr/ 

arti/society/society_general/295195.html。 
839 金正柱「在日韓国人 5月日誌（3）」『韓国新聞』1977年 8月 20日付、2面。 
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本論文で検討してきた民団系在日朝鮮人の韓国民主化運動は、決して過去の歴史ではなく、現在進行

中である朝鮮半島の「分断」、在日朝鮮人社会の「分断」、韓国社会の反共主義を物語る事柄である。 
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  ・金ソンジュ・姜ソクスン編著『4月学生民主革命』知識と教養、2013年 

（김성주・강석승편저『4월 학생민주혁명』지식과교양、2013년） 

 ・金東椿「冷戦、反共主義秩序と韓国の戦争政治－国家暴力の行使と法治の限界」『経済と社 

会』通巻第 89号、批判社会学会、2011年 3月 

(김동춘「냉전、반공주의질서와 한국 전쟁정치-국가폭력의 행사와 법치의 한계」『경제와 

사회』통권제 89호、비판사회학회、 2011년 3월) 
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  ・金大中『金大中自伝Ⅰ死刑囚から大統領へ－民主化への道』岩波書店、2011年 

 ・金太基「韓国政府と民団の協力と葛藤関係」『アジア太平洋地域研究』第 3巻 1号、全南大学校

アジア太平洋地域研究所、2000年 8月 

（김태기「한국정부와 민단의 협력과 갈등관계」『아시아태평양지역연구』제3권1호, 전남대 

학교 아시아태평양지역연구소, 2000년 8월） 

・金フンス「ヨーロッパにおける韓国民主化運動の展開と資料」『国史編纂委員会の海外韓国民主化

運動の学術会議』聖公会大学校、2004年 10月 16日 

    (김흥수「유럽에서의 한국민주화운동의 전개와 자료」『국사편찬위원회 해외한국민주화운동 

학술회의』, 성공회대학교, 2004년 10월 16일) 

・金フンス「韓国民主化キリスト者同志会の結成と活動」『韓国基督教と歴史』第 27号、韓国基督

教歴史研究所、2007年 9月 

（「한국민주화기독자 동지회의 결성과 활동」『한국기독교와 역사』제 27호, 한국기독교역 

사연구소, 2007년 9월） 

・金ミンウン「米国における韓国民主化運動」『OKTimes』、2002年 4月 

  (김민웅 「미국에서의 한국민주화운동」『OKTimes』, 2002년 4월) 

 ・金ミョンソプ・緒方義廣「『在日朝鮮人』と『在日韓国人』：統合的な命名のための基礎研究」『21

世紀政治学報』第 17集 3号、21世紀政治学会、2007年 12月、263頁。 

（김명섭 ; 緖方義廣「'재일조선인'과 '재일한국인' : 통합적 명명을 위한 기초연구」 『21세 

기정치학회』제 17집 3호, 21세기정치학회,  2007년 12월） 

 ・権俊希「『分断ナショナリズム』と『朝鮮籍』在日朝鮮人」『韓日民族問題研究』第 3号、韓日民

族問題学会、2002年 12月 

（권준희「분단내셔럴리즘』과『조선적』재일조선인」『한일민족문제연구』제 3 호、한일민족

문제학회, 2002년 12월） 

・張サンチョル「1970年代『民衆』概念の再登場－社会科学界と民衆文学、民衆神学での論議」『経

済と社会』通巻第 74号、ハンウル、2007年夏号 

(장상철「1970년대『민중』개념의 재등장－사회과학계와 민중문학、민중신학에서의 논의」 

『경제와 사회』통권제 74호,한울, 2007년여름) 

・張セジン「トランスナショナリズム、（不）可能、そして在日朝鮮人という例外」『東方学誌』第

157集、延世大学校出版部、2012年 3月 

    (장세진「트랜스내셔럴리즘,（불）가능, 그리고 재일조선인이라는 예외」『동방학지』제 157 

집, 연세대학교출판부, 2012년 3월) 

・チョウヒョンオク「海外の韓国民主化運動－本国との相関関係及び正体性探し」『経済と社会』 

通巻第 66号、韓国産業社会学会、2005年 6月 

（조현옥「해외의 한국민주화운동-본국과의 상호관계 및 정체성 찾기」『경제와 사회』통권 

제 66호, 한국산업사회학회, 2005년 6월） 

・全チェホ「韓国民族主義の反共国家主義的な性格に関する研究－植民地時期『ブルジョア右派』

と国家形成初期の『李承晩勢力』を中心に『社会科学研究』第 35集 2号、2011年 2月 

（전재호「한국 민족주의의 반공 국가주의적 성격에 관한 연구 : 식민지 시기 '부르주아 
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우파'와 국가형성 초기 '이승만 세력'을 중심으로」『사회과학연구』제 35집 2호、전북대학 

교사회과학연구소、2011년 2월） 

・朴相増・呉在植・李キョンベ 「キリスト教思想座談－韓国基督者民主同志会の 30年秘史を語る」

『基督教思想』540号、大韓基督教書会、2004年 1月 

(박상증·오재식·이경배「기독교사상 좌담-한국기독자민주동지회의 30년 비화를 말하다」 

『기독교사상』540호, 2004년) 

・ペ・グンチャン「1970 年代前半期の国際環境変化と南北関係」『1970 年代前半期の政治社会変

動』白山書堂、1999年 

 (배긍찬「1970년대 전반기의 국제환경변화와 남북관계」『1970년대 전반기의 정치사회변 

동』백산서당、 1999년) 

 ・白楽晴『創作と批評』通巻 63号、チャンビ、1989年 3月 

    (백낙청『창작과비평』통권 63호, 창비, 1989년 3월)  

・洪ソンテ「維新独裁と住民登録制度」『歴史批評』99号、歴史問題研究所、2012年 5月  

(홍선태「유신독재와 주민등록제도」『역사비평』99호、역사문제연구소, 2012년 5월)   

・マ・インソップ「1970年代後半期の民主化運動と維新体制の崩壊」『1970年代後半期の政治社会

変動』白山書堂、1999年 

   (마인섭「1970년대 후반기의 민주화운동과 유신체제의 붕괴」『1970년대 후반기의 정치사 

   회변동』,백산서당, 1999년) 

・文富軾「失われた記憶を求めて」『当代批評』通巻 8号、サムイン、1999年 9月 

（문부식「잃어버린 기억을 찾아서」『당대비평』통권 8호, 삼인, 1999년 9월）  

・柳チェイル「韓国戦争と反共イデオロギーの定着」『歴史批評』16号、1992年 2月 

  (유재일「한국전쟁과 반공이데올로기의 정착」『역사비평』16호, 역사비평사, 1992년 2월) 

・尹ソクイン「民衆的統一論の展開と定立方向」『実践文学』通巻 12号、実践文学社、1988年 

12月 

(윤석인「민중적통일론의 전개와 정립방향」『실천문학』통권 12 호, 실천문학사, 1988 년 

12월) 

 

＊インタビュー資料 

 ・金大中図書館「郭東儀 2次インタビュー」の記録、2007年 1月 8日 

 

＊WEB資料 

 ・OhmyNews:2006年 5月 17日付、[現場]2006年 5月 17日、民団－朝総連の歴史的和解の瞬間 

 （[현장] 2006년 5월 17일, 민단-조총련 역사적 화해의 순간） 

    http://www.ohmynews.com/nws_web/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000331610 

  ・「「スパイ嫌疑」日本記者 36年ぶりに無罪」『ハンギョレ』、2010年 1月 27日付 

   （「「간첩협의」일본기자 36년망에 무죄」『한겨레』, 2010년 1월 27일자) 

http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/401409.html 

 ・「「民青学連事件」懲役 20年日本人、40年ぶりに無罪」『Newstomato』2013年 6月 19日付 
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  （「「민청학련」징역 20년 일본인,40년만에 무죄」『Newstomato』, 2013年 6月 19日付) 

  http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=374132 

  ・「「人革党再建委事件」32年ぶりに無罪宣告」『ハンギョレ』2007年 1月 23日付 

  （「「인혁당 재건위 사건」32년만에 무죄선고」『한겨레』, 2007년 1월 23일자） 

http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/185944.html 

 ・金スンファン「同胞史‐我らはどのように生きるのか 4‐70年代」、ドイツ同胞メディアベルリ

ンリポート、 2002年 3月 14日 

(김순환「동포사-우리들은 어떻게 사는가 4-70 년대」, 독일동포 미디어 베를린 리포트, 

2002년 3월 14일) 

  http://berlinreport.com 

・『金大中-金鐘忠の書簡集』、延世大学校金大中図書館 

(『김대중-김종충 서간집』, 연세대학교김대중도서관) 

 http://www.kdjlibrary.org/ 

・資料解題『金大中図書館資料解題シリーズ 7－金大中と金鐘忠の書簡集』、延世大学校金大中 

 図書館 

（자료해제『김대중도서관 자료해제시리즈 7-김대중과  김종충 서간집』, 연세대학교김대중도 

서관) 

http://www.kdjlibrary.org/ 

・在日本大韓民国青年会愛知県地方本部（青年会）建青／大韓青年団／韓青「民団あいち 60年史」 

http://mindan-aichi.org/test/60nensi/3-2.pdf 

・「社会保護法」、韓国国家法令情報センター 

http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&subMenu=2&query=%EC%82%AC%ED%9A%8C% 

EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#liBgcolor6 
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年表 
（1945.8～1989.3）
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1945 

  

  

8月 15日    植民地から解放 

9月 14日 「在日本朝鮮学生同盟」 結成    

10月 15日 「在日本朝鮮人連盟」（朝連）結成    

11月 16日 「朝鮮建国促進同盟」（建青）結成   

1946 1月 20日 「新朝鮮建設同盟」（建同）結成    

10月 3日 「在日朝鮮居留民団」 結成    

1947 3月 6日 「在日本朝鮮民主青年同盟」（民青）結成    

1948 8月 15日   大韓民国政府樹立 

9月 9日   朝鮮民主主義人民共和国政府樹立 

10月 4日 「在日朝鮮居留民団」→「在日本大韓民国居留民

団」へと改称 

 
 

12月 19日   「大韓青年団」結成 

1949 9月 8日 朝連・民青の解散     

11月 「在日朝鮮建国促進青年同盟」（建青）創立    

1950 5月 14日 

 

 「大韓青年団」の安浩相団長や文鳳濟副団長を

民団へ派遣 

5月 28日 「在日本韓国学生同盟」（韓学同）結成   

6月 25日   朝鮮戦争（韓国戦争）勃発 

6月 28日 「祖国防衛隊」 結成   

8月 5日 民団－「在日韓僑自願軍本部」結成   

8月 28日 建青の解散   

 

*在日朝鮮人に関する事項の中に、日本における在日朝鮮人以外に関連した韓国民主化運動も含む。また、在日朝鮮人と海外在住／滞在「韓国人」の連帯は列を統

合して表記し、韓民連の運動については各地域別の活動は列を統合しない。そして、韓民連運動において（）の中は各地域事務局の名を省略して下記のように表

記する・・・（国）－韓民連・国際事務局、（日）－韓民連・日本地域、（米）－韓民連・米州地域、（ヨ）－韓民連・ヨーロッパ地域。韓国・北朝鮮の欄は、別に

国家名を記入しない場合は、韓国のことを指す。 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1950 8月 29日 「在日大韓青年団」結成   

1951 1月 9日 「在日朝鮮統一民主戦線」（民戦）結成    

1953 9月 10日   「大韓青年団」解散 

1954 10月 28日   北朝鮮‐南日外相、「南北協商会議」提案 

1955 1月 30日 「南北統一促進協議会」結成（のち、「祖国平和統

一促進協議会」へと改称） 
  

5月 25日 「在日本朝鮮人総連合会」（総連） 結成   

9月 28日 「大韓青年団」第 3回大会－組織改編   

1958 11月 17日 「在日朝鮮人帰国協力会」 結成    

1959  2月 2日 「北韓送還反対闘争委員会」（民団）結成   

6月 15日 民団－本国政府に対し「不信任案決議案」決  

定 
   

8月 13日 「在日朝鮮人に関する帰国協定」調印    

12月 14日 第一次帰国事業始まる（1967年 12月まで）    

1960 4月 19日    4･19革命 

5月 26日 民団－第 25回全体大会、「第 3宣言」採択   

10月 9日 「大韓青年団」→「在日韓国青年同盟」（韓青）へ

と改称、組織改編 
  

・  西ドイツ－「退修会」結成  

1961  5月 15日～ 

16日 

民団－第 27回大会、「5・16軍事クーデター支持」 

宣言 
 5･16軍事クーデター 

5月 27日 韓学同第 20回大会、「4・19継承と軍事政権打倒」

運動展開決定 
  

6月 10日    「国家保安法」・「中央情報部法」公布 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1961 7月 3日   「反共法」公布 

7月 6日 韓青－「民政移管要求声明」   

10月 20日 「民団正常化有志懇談会」（有志懇）結成   

12月 11日 民団‐韓学同の執行部の全員に対し停権処分   

61年 「在日韓国人民主懇談会」開催   

1962 3月 8日 民団の「在京青年有志懇談会」－韓青中央本部 

襲撃 
  

4月 13日 民団－郭東儀停権処分   

5月 20日   住民登録法制定 

5月 21日～ 

22日 

民団第 28 回全体大会－丁賛鎮や金載華、金今石

が辞意を表明し、執行部不信任案提出 
  

6月 26日    「在外国民指導委員会」結成 

7月 29日 韓青第 10回中央大会－郭東儀辞任   

1963 5月 在日韓国人の法的地位要求運動    

7月 29日 韓青第 10回中央大会－郭東儀辞任   

12月    朴正煕第５代大統領就任 

1964 3月 21日 韓青・韓学同－「韓青・学同法的地位要求貫徹決

起大会」共催 
  

6月 3日 
  

韓日会談反対デモ（6・3示威）－朴政権－非常

戒厳令 

7月 「韓日会談」促進運動    

1965 3月 3日 韓青－「法的地位要求貫徹非常闘争実行委」組織   

3月 9日～11日 韓青・韓学同－「第１次韓日会韓青・学同法的 

 地位・平和線死守闘争」 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1965 3月 24日～25日 韓青・韓学同－「第 2次韓日会韓青・学同法的 

地位・平和線死守闘争」 
   

6月 20日～23日 韓青-「法的地位要求貫徹断食闘争」   

6月 22日   日韓条約の締結 

7月 18日 韓国民族自主統一同盟（韓民自統）結成    

9月 7日 民団－韓青に対し直轄処分   

1966 6月 6日 民団-第 31回全体大会、「第 4宣言文」採択   

8月 28日 韓国民族自主統一青年同盟（韓民自青）結成   

1967 7月 1日    朴正煕‐第 6代大統領就任 

11月  米国－「北米キリスト者学会」結成  

1968 1月 21日    北朝鮮による青瓦台襲撃事件（1.21事態） 

3月 25日 有志懇・韓青－「民族教育死守外国人学校法案反

対中央決起大会」 
  

1969 4月 18日 韓青－「4・19革命 9周年記念青年学生決起集会」 

開催 
  

6月 2日 民団－「出入国管理法案反対」大会開催   

8月 7～8日   
韓国政府と民団‐「在日居留民団強化対策会議」

開催 

10月 22日   第 6次憲法改訂 

1970 4月 19日   ソウル大学‐「学生運動の進路」発表 

5月 6日    「セマウル運動推進法案」制定 

11月 13日   平和市場デモ、全泰壱焼身自殺 

1971 3月 25日 民団第 34回全体大会、新団長選挙 
 

ソウル大学文理学部学生総会、「言論人に告げ

る」声明発表 

4月 8日    民主守護宣言 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1971 4月 15日   「民主言論守護宣言」発表 

4月 19日    「民主守護国民協議会」結成 

4月 20日 
   

「学園浸透スパイ団事件」発表－徐勝・徐俊植

兄弟逮捕 

4月 27日    大統領選挙（朴正煕 7代大統領就任） 

5月 1日 韓学同－「本国民主守護闘争支援・4・27不正 

選挙韓学同討論集会」開催 

 

 

5月 15日 「民団自主守護委員会」結成   

6月 2日 民団－「民団組織整備委員会」発足   

6月 5日   「基幹産業スパイ団事件」発表 

6月 9日   「大物スパイ団」事件発表 

6月 18日 民団－中央顧問・幹部、「録音問題真相報告集会」

開催 

 

 

7月 5日 民団東京本部直轄決定   

7月 8日 裵東湖除名処分   

8月 2日 8・2事件（民団による東京本部屋舎接収による事

件） 

 

  

8月 11日 民団系青年、「民団防衛民主守護青年・学生全国決

起集会」開催 

 

 

9月 26日 韓学同・韓青－「在日同胞母国留学生救済委員会」

結成 

 

 

10月 15日    衛戍令宣布 

10月 19日    学園秩序確立のための大統領の特別命令宣布 

10月 23日 「徐君兄弟を救う会」結成（日韓連帯）   

12月 6日    非常事態宣言 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1971 12月 27日    「国家保衛のための特別措置法」宣布 

1972 4月 15日 民団－「韓国民族自主統一同盟青年同盟」の  

「敵性団体」規定解除 
 

 

4月 18日 有志懇・韓青・韓学同－4･18事件   

4月 23日 韓青－「四月革命 12周年在日韓国人青年中央大 

会」開催 

 

  

5月 2日 民団側の青年たち－「韓青中央執行部乱動糾弾大

会」開催－「韓青刷新行動委員会」結成、「韓青執

行部および民団東京本部執行部に対する抗議文」

採択 

 

 

5月 29日 民団「全国地方本部団長会議」-韓青執行部および

民団東京本部を不純分子と規定 

 

  

6月 18日 民団中央本部－民団神奈川本部の「領事事務剥 

奪」 

 

 

7月 4日   韓国・北朝鮮－7・4南北共同声明発表 

7月 7日 ・自守委・民団東京本部・韓青・韓学同－「南北

共同声明支持歓迎大会」開催 

・民団第 20 回中央委員会－「統一問題特別委員

会」設置、韓青・韓学同傘下団体排除 

 

 

7月 23日 民団東京本部・自守委・総連共催－「南北共同声

明を熱烈に支持する東京都大田地域同胞たちの

大会」開催 

 

 

8月 7日 「南北共同声明を熱烈に支持する在日同胞青年

学生達の中央大会」開催 

 

 

8月 15日 民団東京本部・総連東京本部共催－「8･15 27周

年を記念し、南北共同声明を支持する東京全  
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1972  体同胞たちの大会」   

8月 20日 「民族統一協議会」結成    

10月 17日 

  

 維新宣言・大統領特別宣言、戒厳令布告第一 

号 

11月 9日    民団本国事務所開所 

12月 22日 民団－「在日韓国青年会」東京本部結成   

12月 23日    「統一主体国民会議」開会 

12月 27日    「維新憲法」公布 

1973 1月１日 民団－維新民団、「セマウム運動」   

2月 民統協、自守委、民団東京本部、民団神奈川本部、

韓青、大韓婦人会東京本部-「6団体協議会」結成 

 

 

4月 19日 

 

米国－「ニューヨーク地区民主憲政守護決起大会 

準備委員会」結成  

4月 22日    朴炯圭牧師ビラ撒布事件 

6月 23日 

 

 「平和統一外交政策に関する大統領特別声明」

発表 

6月 29日   朴炯圭牧師逮捕 

7月 6日 

  

 米国－「韓国民主回復統一促進国民会議米州本部」

結成  

7月 13日 
 裵東湖・金載華・趙活俊・金鐘忠と金大中－第 1

回目の秘密会合 

 

 

7月 25日 「在日韓国人民主化運動代表者会議」開催   

8月 4日 裵東湖・金載華・鄭在俊・趙活俊と金大中   
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1973  －第 2回目の秘密会合   

8月 8日   金大中拉致事件 

8月 9日 「金大中先生救出対策委員会」結成   

8月 15日 「韓国民主回復統一促進国民会議日本本部」結成 

「金大中先生拉致糾弾在日韓国人民衆大会」開催 

   

   

9月 21日 民団－「民団自主守護委員会」・「民族統一協議

会」・「韓民統」を敵性団体と規定 

 

 

10月 17日    戒厳令宣布 

11月 20日    東亜日報、「言論の自由」宣言 

11月 25日  西ドイツ－「在独韓人キリスト人宣言」発表  

12月 15日 

 

ヨーロッパ－「在北欧韓国僑胞韓国民主守護国民戦

線」結成  

12月 24日 

 

 「改憲請願運動本部」結成、「改憲請願 100万人 

 署名運動」宣言 

1974 

  

  

  

1月 8日    大統領緊急措置 1号、2号宣布 

1月 14日   大統領緊急措置 3号宣布 

1月 15日 「韓国問題キリスト者緊急会議」開催 

「韓国問題キリスト者緊急会議」結成（日本のキ

リスト教界） 

 

  

1月  米国－「北米州韓国人権連合」組織  

2月 28日 「在日韓国人政治犯救援委員会」結成   

3月 1日  西ドイツ－「民主社会建設のための宣言書」発 

表、「民主社会建設協議会」結成 
 

3月 15日   欝陵島事件発表 

4月 1日 総連－中央本部に「在日朝鮮人統一事業促進委   
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1974  員会」設置 

－全組織に「統一事業部」設置 

 

 

4月 3日    大統領緊急措置 4号宣布 

4月 18日 「日韓連帯連絡会議」結成   

4月 19日  スウェーデン－4・19革命記念大会  

4月 25日 崔哲教スパイ事件逮捕  「民青学連事件」発表－韓民統・郭東儀につい

て民青学連や総連との関連を発表 

5月 3日 金勝孝スパイ事件逮捕   

6月 1日～ 

9月 30日 

総連－「祖国の自主的平和統一を促進する愛国 

運動月間」運動 

 

 

7月 23日    池学淳主教の良心宣言 

8月 15日    文世光による大統領狙撃事件 

8月 23日    大統領緊急措置 5号宣布 

9月 26日    カトリック「正義具現全国司祭団」結成 

10月 24日 

  

 「東亜日報」の記者－「自由言論実践宣言」発

表 

11月 5日   「日本拠点国内浸透スパイ団事件」発表 

11月 18日 「金大中の再来日を実現する国民協議会」開催   

11月 27日   「民主回復国民宣言」発表 

12月 16日   東亜日報広告弾圧始まる 

12月 23日 韓青－「チノギ」初演    

12月 25日    「民主回復国民会議」結成 

12月 31日    大統領緊急措置 6号宣布 

1975  2月 3日    民主回復国民会議‐「良心宣言運動」 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1975  2月 5日    金達男スパイ事件 

2月 10日 「海外韓国人民主団体共同声明」発表  

2月 12日 2月 12日を「民主回復の日」と決める、海外における国民投票拒否運動を展開  

3月 1日    民主回復国民会議－「民主国民憲章」発表 

3月 18日    国家冒瀆罪新設 

4月 8日    大統領緊急措置 7号（高麗大学休校令） 

4月 9日    人民革命党グループの関連者 8人の死刑執行 

5月 13日   大統領緊急措置 8号、9号宣布 

5月 21日 民団第 37回臨時中央大会－「総和体制」導入   

5月 23日 「在日韓国人政治犯家族協議会」 結成   

7月 16日 

  

 戦時四法（社会安全法、民間防衛基本法、防衛

税法、教育関係一部改正案）公布 

8月 5日   在日朝鮮人母国留学生の権末子逮捕 

8月 31日 韓青・第 17回中央委員会 

 －「4月の若き獅子運動」の展開を決定 

 

 

11月 1日 韓青－「苦行 1974」初演   

11月 5～8日 

 

「韓国民主社会建設世界協議会」結成 

（のち、「韓国キリスト者民主同志会」）  

11月 22日 

 

 「在日朝鮮人関連学園浸透スパイ団事件」（11・

22事件）発表 

11月 30日  西ドイツ－「在独韓人労働者連盟」結成  

12月 11日    「在日朝鮮人関連学園浸透スパイ団事件」発表 

1976 3月 1日    在野民主勢力、「3・1民主救国宣言」発表 

3月 31日 民団第 38回全体大会－「総和体制」宣言   
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1976 4月  西ドイツ－「在独韓人女性の集まり」結成  

5月 3日～5日  民主同志会－シカゴ会議  

6月 19日 韓青、「全熱性者会議」→「3・1民主救国宣言を 

支持し、全政治犯の即時釈放を要求する 100万 

人署名運動」提案 

 

  

6月 20日 「在日韓国人「政治犯」を支援する会全国会議」

結成（日韓連帯） 

 

  

8月 12～14日 「韓国問題緊急国際会議」開催   

8月 18日   板門店事件 

9月 4日 「民主救国宣言」を出した国内民主化運動勢力への抑圧に対する朴政権の弾圧を批判する共同声明 

発表  

12月 17日 

 

米国－「在北米祖国民主回復連合国民会議準備委 

員会」構成  

1977 1月 15日 「李哲さんを救う会全国連絡会議」結成   

2月 13日 「在日韓国人政治犯家族協議会」 

－ 韓民統傘下団体に編入 

 

  

2月 27日 「在日本大韓民国青年会」結成   

3月 1日   「第 2民主救国憲章」発表 

3月 28日 民団－第 27回定期中央委員会 

   「平和促進本部」設置の決定 

  

5月 28日   「尹孝同スパイ事件」（自首）発表 

6月 4日 「在日韓国人政治犯家族協議会」解散 

→「在日韓国人政治犯を救援する家族・僑胞会」

へと組織改編・改称 

 

 

6月 10日 韓青－「ソウルへの道フェスティバル」上演   
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1977 6月 25日  「韓国民主化連合運動」結成（79年に「民主主義国

民連合北米地区」へと改称） 

 

8月 12日～14日 「海外韓国民主運動代表者会議」開催  

8月 13日 「8・13事件」・「民主民族統一海外韓国人連合」結成  

10月 15日  韓民連（ヨ）－各団体の代表者会議を開催  

10月 19日 「8・13事件」関連初公判   

10月 29日 

 

 韓国のソウル地方法院－韓民統を「反国家団体」

として規定 

11月 26日 

 

韓民連（米）－「朴正煕政権退陣要求民衆大会」 

開催  

1978 2月 12日 韓民統‐第 6回中央委員会、「維新選挙拒否・民 

主化戦取百日間運動」展開   

2月 24日  「3・1民主宣言」発表 

2月 25日 韓民連（国）－「1978年海外韓国人 3・1宣言」を発表  

3月 10日 民団-「平和統一促進本部全国代表者会議」開催, 

 「統一を達成するための在外国民宣言」採択    

 

4月 6日 日韓連帯＆韓国問題キリスト者緊急会議‐人革

党（人民革命党）被告処刑 3周年抗議デモ 

 

 

4月 15日 「在日韓国人政治犯即時釈放・韓日癒着糾弾・韓

国民主化闘争連帯大集会」開催 

 

 

5月 17日 「統一主体国民会議選挙糾弾・朴政権退陣要求民

衆大会」－韓民連と在日民主団体   

6月 5日～6日  韓民連（ヨ）－「韓国問題緊急国際会議」開催  

6月 12日    ソウル大 6･12示威 

6月 19日   韓国・ソウル大法院－韓民統を「反国家団体」 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1978    と規定 

8月 26日  在米人権闘争委員会－朴政権退陣要求集会開催  

9月 1日 「日韓閣僚会議に反対する 9･1実行委員会」   

9月 5日～15日 在日韓国人政治犯支援北海道キャラバン   

9月 8日 「金大中先生の無期断食闘争を支援する在日韓

国人断食団」結成 

 

 

10月 17日  韓民統－「朴正熙退陣要求 10・17本国決起呼 

応在日韓国人民衆大会」 

 

 

10月 25日～ 

12月 2日 

韓青－「炎の叫び」上演  

 

11月 10日 映画「オモニ」の「上映中央実行委員会」結成   

11月 13日 ・「オモニ」上映封切り 

・「韓国労働者達の闘争に連帯する幅を広げよう

11･13日韓民衆連帯集会」 

 

 

11月 21日 「在日韓国人政治犯を支援する会全国会議」＆ 

「在日韓国人を救援する家族・僑胞の会」－ 

「11・21在日韓国人「政治犯」救援集会」 

 

 

11月 22日 「在日韓国人を救援する家族・僑胞の会」－「11・

22若い生命と青春を我々の手で守ろう！」という

80日間運動 

 

 

12月 4日～14日 韓青－「本国学生たちの 12 月５日凡市民集会支

持・12月 12日の「10代総選挙」糾弾する旬間闘

争 

 

 

78年  西ドイツ－「韓国民主社会建設在独協議会」結成  

1979 1月 21日 韓青－「労働者と全政治犯の闘争を支援する署   
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1979  名・カンパ運動全国熱誠者会議」開催   

3月 1日 韓民統、韓青など－「民主・民族･統一在日韓国人

大会」開催、デモ 

 「民主主義と民族統一のための国民連合」結成 

4月 22日 韓青・韓学同－「4･19革命 19周年記念在日韓国

青年・学生中央集会」 

 

 

5月 9日 「8・13事件」関連者判決   

6月 24日 「金大中先生の現状回復を要求しながらカータ

ー美大統領の訪韓を反対する在日韓国人大会」 

 

  

6月 25日 韓学同－「カーター訪韓断乎反対・在日韓国学生

70時間断食闘争」結団式  

 

 

8月 7日 韓青大阪＆韓日連帯団体－金大中氏拉致事件の

政治決着の撤回を要求する大阪集会を開催 

 

 

8月 8日 「8･8集会実行委員会」（韓民統・東京地評など）

－「金大中氏拉致事件の「政治決着」撤回を要求

する 8･8集会」 

 

 

8月 9日    YH貿易女性労働者新民党占拠籠城 

8月 15日 韓民統など－「光複節 34 周年記念民主回復・統

一促進在日韓国人大会」 

 

 

8月 28日 「在日韓国人政治犯を救援する家族・僑胞会」－

「全在日韓国人政治犯の完全釈放を要求する在 

 日同胞決起大会」 

 

 

9月 2日 韓民統を含む民団系在日朝鮮人民主 8団体－「金

景淑嬢虐殺蛮行を糾弾しながら YH 女子労働者、

農民会、新民党の闘争を支援する在日韓国人緊急 

集会」開催 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1979 9月 10日 

  

 金泳三－「朴政権打倒のための汎国民的抗争宣

言」 

9月 28日 在日民主 8団体＆韓学同－新民党、愛国学生など

に対する弾圧策動を糾弾しながら凡国民的民主

化闘争を支援する在日韓国人決起集会」 

 

 

10月 7日 韓民統－「金総裁に対する除名処分に抗議しなが

ら民主化闘争を強化するための全国組織活動家

会議」 

 

 

10月 13日 「新民党支援非常対策委員会」を設置   

10月 16日～ 

26日 

  

  

 ・釜馬民主抗争 

・朴正煕大統領暗殺（10月 26日） 

11月 10日 大韓婦人会東京本部－「YH労働者をはじめとする

韓国労働者達の闘争を支援するバザー」 

 

 

11月 13日 「日韓民衆連帯首都圏連絡会議」結成   

11月 20日 「在日韓国人政治犯を救援する家族・僑胞会」＆

「在日韓国人政治犯を救援する会全国会議」－

「在日韓国人「政治犯」の即時釈放と家族の UN派

遣実現のための会議」開催 

 

 

12月 2日 在日民主 8団体＆韓学同－「統一主体国民会議に

よる大統領選挙断乎反対在日韓国人決起大会」 

 

 

12月 12日    12･12事態 

1980 3月 24日 第 8次韓民統臨時中央委員会   

5月 17日   非常戒厳令全国へと拡大 

5月 18日   光州民衆抗争 

5月 31日   「国家保衛非常対策委員会」発足 
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1980 5月 31日    

6月 1日 
韓民統－「光州大虐殺糾弾・軍政打倒在日韓国人

行進団」構成 

 

 

6月 2日～10日 「光州大虐殺糾弾・軍政打倒在日韓国人行進団」 

 －日本全国で軍政打倒を訴える 

 

 

6月 2日  米国－「在米韓人祖国民主化運動協議会」結成  

7月 13日 韓民統－「金大中先生救出委員会」再結成   

9月 28日 「新民党・愛族学生たちに対する弾圧策動を糾弾

し、汎国民的民主化闘争を支援する在日韓国人決

起集会」開催 

 

 

9月 29日 

 

米国－「金大中さんなどの民主人士を救出する委員

会」結成  

10月 10日 

 

 北朝鮮－「高麗民主連邦共和国」へと国号を変

えた連邦制提議 

10月  米国－「金大中さん救出米州協議会」結成  

11月 30日 総連－「高麗民主連邦共和国創立法案を支持実現

するための在日本朝鮮人大会」開催 

 

 

12月 9日   光州米文化院放火事件 

80年  西ドイツ－「祖国統一海外基督者会」結成  

1981  1月 12日   全斗煥政権－南北対話の無条件再開を提議 

3月 14日 

 

米国－第 3 回「海外同胞学者民族統一シンポジウ

ム」開催  

5月 16日～18日 韓民統・日韓連帯－「韓国民主化支援世界民衆大

集会」開催 

 

 

5月 18日 ・「韓国民主化支援緊急世界大会」開催   
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

1981 5月 18日 ・「1981東京宣言」発表   

5月 27日 ・「在日韓国人政治犯を救援する家族・僑胞会」＆

「在日韓国人政治犯を救援する会全国会議」 

 －「5・27死刑阻止救援大集会」開催 

 

 

6月 28日～29日 「第 4回汎海外同胞学者たちの民族統一シンポジウム」開催  

9月 6日 韓青－「「韓日政治会議」を糾弾する韓青全国熱誠

者大会」 

－「本国労働者支援青年委員会」を発足 

 

 

10月 10日～11日 韓青－「全国支部活動家経験交流集会」   

11月 3日～6日  米国－「祖国統一のための北と海外同胞キリス 

ト者間の対話」集う 
 

12月 4日～5日 韓民連－「韓民連の議長団・各地域事務局の合同会議」  

1982 3月 18日   釜山米文化院の放火事件 

6月 26日～ 

7月 4日 

韓青・韓民統－「韓国民主化・統一促進、反戦・

軍縮在日韓国人全国キャラバン」   

1983 3月 15日  米国－「文富軾・金賢障救出対策委員会」結成  

9月 18日 韓民統－「第 2宣言」発表、組織改編   

11月 7日～11日 韓青・韓民統－「レーガン訪日・訪韓を反対す

るキャラバン隊」結成  

 

1984 12月 2日 韓青－「われらが再び立ち上がる日」上演   

1985 3月 14日～16日 韓民連第 2次大会：「民主民族統一海外韓国人連合」→「民主民族統一韓国人連合」へと改称  

5月 23日   ソウル米文化院占拠事件 

12月 24日 韓青－「真の民族解放のためのコリグッ」上演  

1986 2月 1日 

 

西ドイツ－「全泰壹記念事業会ヨーロッパ支部」 

結成  
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年度 月日 在日朝鮮人 海外在住／滞在「韓国人」 韓国・北朝鮮 

 2月  米国－「祖国統一北米州協会」結成  

6月 1日 

韓青・韓民統 

－「韓国民主化支援・民主改憲のマダン」共催 

－「民主回復のコリックッ」上演 

 

 

86年  西ドイツ－「良心囚後援の集まり」結成  

1987 2月 26日～27日 韓民連-「第 2期第 3次拡大中央執行委員会」開催  

6月 10日～29日 
  

・6.10民主抗争 

・6.29宣言 

10月 22日～ 

23日 
韓民連－「韓民連結成 10周年・民主政権争取海外韓国人大会」 

 

・ 
 

西ドイツ－「在ヨーロッパ民族民主運動協議会」 

     結成  

1988 7月  米国－「民主統一海外同胞連合」結成  

1989 2月 6日 韓民連－緊急中央委員会開催   

2月 12日 韓民統－「在日韓国民主統一連合」へと改称、組

織改編 

 

 

3月 30日 韓統連・韓青・在日韓国民主女性会・在日韓国人

政治犯救援家族・僑胞会－「汎民族大会日本地域

推進本部」結成 

  

 

 


