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発表の経緯 

 私は過去１０数年間、国際医療福祉大学（栃木県大田原市）で、 

「東南アジアの経済・社会・文化」の講座を担当してきた。 

 ２年ほど前、大学の教務課から「中国・台湾・韓国を追加してもらえないか？」 

との打診があり、個人的興味のある国々（地域）であるので、気軽に受けてしま 

った。 

 以来、この３国の歴史・社会・文化について、勉強を始め、どうやら基礎的な 

情報について、学生たちに話ができるようになった。 

 その過程で、私なりに勉強になった事柄はいろいろあるが、中でも韓国の現 

代について再認識したことが、私なりに有意義なことだった。 

 そこでこの機会に、「スマイル会」のメンバーに、私が知り得た韓国について 

報告し、私の今後の大学での講義内容の充実に役立てさせていただくことと 

した。 

 このレジメの構成は、「韓国の文化」までは、大学の講義をベースとしており、 

「終戦→解放」以降は、スマイル会発表のために追加したものである。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

韓国の国旗          韓国の国花＝ムクゲ 

大韓民国の国旗は通称太極旗と呼ばれる。白地の中央にある円で「太極」を表
し、その中に赤と青の2色からなる「陰陽」があり（青部を上に掲揚するのは
逆さであり誤りである）、その周囲四隅に「卦」が配置されたデザインとなっ
ている。 
太極旗は李氏朝鮮の高宗時代、1883年旧暦1月27日に朝鮮国の国旗として公布
され、1949年10月15日に大韓民国の国旗として採用された。 
 



東海（日本海を指す）が乾き果て、白頭山が磨り減る時まで（＝永遠に
有得ない事の譬え）神の護り給う我が国、万歳（＝万年永久に） 
むくげの花（無窮花＝韓国の国花）、三千里（3000朝鮮里、朝鮮半島の
北から南までの長さ即ち韓国全土という意味）、華麗な山河、大韓人
（韓国人）よ、大韓を永久に保全せよ（韓国を永遠に守ろう）。 

大韓民国 国歌（１番） 

韓国の祝祭日 
正月休暇 １月１日 顕忠日 ６月６日（殉国者のための日） 

春節休暇 １月２２～２４日（旧正月） 光復節 ８月１５日 
（日本からの解放記念日） 

三一節 ３月１日（１９１９年の日本
からの独立運動記念日） 

秋夕 
 

９月２９～１０月１日（お盆） 

労働節休暇 ５月１日 開天節 １０月３日 
（壇君神話の建国記念日） 

子供の日 ５月５日 聖誕節 １２月２５日 

釈迦誕生日 ５月２８日 



国名 大韓民国（Republic  of Korea) 比較：北朝鮮 

面積 約１００，２００㎢ （朝鮮半島全体の４５％、     
            日本の約４分の一） 

約１２０，０００㎢ 

人口 約４，９７７万人（２０１０年） 約２，４０５万人(2009) 

首都 ソウル（特別市） ピョンヤン 

行政区画 特別市１、広域市６、道８、済州特別自治道 

名目ＧＤＰ １兆１４５億ドル（２０１０年） ２４８億ドル 

一人当り ２０，７５９ドル（２０１０年） １，０６５ドル（２００８） 

貿易額 輸出：４，６６４億ドル：輸入：４，２５２億ドル(2010) ２１億ドル:３６億ドル 

通貨 ウォン（１０，０００ウォン＝約６６３円）(2012/1/7) ウォン 

政治体制 民主共和国 ？ 

元首 李明博（イミョンパク）大統領 金正恩 

民族 韓民族 朝鮮民族 

言語 韓国語 朝鮮語 

宗教 キリスト教：２７．４％（プロテスタント：２０％、 
カトリックー７．４％）、仏教：２５％、儒教 

大韓民国の基本情報 



 

特別市（Teukbyeol-si、トゥクピョルシ） 
1：ソウル特別市（ソウルとくべつし） 

広域市（Gwangyeok-si、クァンヨクシ） 
2：釜山広域市（プサンこういきし） 
3：大邱広域市（テグこういきし） 
4：仁川広域市（インチョンこういきし） 
5：光州広域市（クァンジュこういきし） 
6：大田広域市（テジョンこういきし） 
7：蔚山広域市（ウルサンこういきし） 

道（Do、ト） 
8：京畿道（キョンギどう） 
9：江原道（カンウォンどう） 
10：忠清北道（チュンチョンブクどう） 
11：忠清南道（チュンチョンナムどう） 
12：全羅北道（チョルラブクどう） 
13：全羅南道（チョルラナムどう） 
14：慶尚北道（キョンサンブクどう） 
15：慶尚南道（キョンサンナムどう） 
16：済州特別自治道（チェジュとくべつ
じちどう） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9C%E5%B1%B1%E5%BA%83%E5%9F%9F%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%82%B1%E5%BA%83%E5%9F%9F%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E5%B7%9D%E5%BA%83%E5%9F%9F%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%BA%83%E5%9F%9F%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%BA%83%E5%9F%9F%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%9A%E5%B1%B1%E5%BA%83%E5%9F%9F%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E7%95%BF%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%8E%9F%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%A0%E6%B8%85%E5%8C%97%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%A0%E6%B8%85%E5%8D%97%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E7%BE%85%E5%8C%97%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E7%BE%85%E5%8D%97%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%B0%9A%E5%8C%97%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%B0%9A%E5%8D%97%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%88%E5%B7%9E%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%87%AA%E6%B2%BB%E9%81%93


大韓民国の歴史 備考 

１９４５ ８．１５朝鮮解放 
南部→人民共和国建国準備委員会 
→アメリカ軍進駐→人民共和国を否定 

 
北部：ソ連軍進駐 
３８度線により南北分裂 

１９４８ 
（第一共和国） 

大韓民国 李承晩政権成立 
（親米反共反日政権） 

朝鮮民主主義人民 
共和国（金日成主席） 

１９５０・６・２５ 朝鮮戦争勃発（～１９５３・７・２７） 次ページ地図参照 

１９６０ 
（第二共和国） 

四月革命→李承晩政権崩壊→張勉内閣 
→朴グループの軍事クーデタ（１９６１・５）  
（張勉は辞職したが、尹潽善大統領は協力） 

議院内閣制に変更  
（尹潽善大統領） 
 

１９６３ 
（第三共和国） 

朴正熙大統領 
＊対日接近→日韓条約締結（１９６５） 

 
＊ベトナム派兵 

１９７２ 
（第四共和国） 

朴正熙大統領（金大中を破り三選） 
（維新独裁体制） 
＊大統領権限強化→政敵・金大中拉致 
  事件（１９７３・８） 
＊朴大統領暗殺事件（１９７９・１０） 

１９８０前半 民主化運動の発展（ソウルの春） 
→軍によるクーデタで挫折する 



出所:http://www007.upp.so-net.ne.jp/snakayam/topics_17.html 



主な出来事 備考 
１９８０・８ 
（第五共和国） 

全斗煥大統領（独裁政治を志向） 
 

１９８７ ６月民衆抗争（全斗煥大統領の独裁政治に
反対する１００万人のデモ） 
全斗煥の部下、盧泰愚が民主化宣言 

大韓航空機爆破事件
（１１月） 
 

１９８８ 
（第六共和国  
 ～現在） 

盧泰愚大統領（２月） 
①ソ連・中国との国交回復 
②国連加盟（北朝鮮と同時） 

ソウルオリンピック開催
（１９８８・９） 

１９９３ 金泳三大統領（本格的文民政権の誕生） 
清廉な政治を実行、歴史の立て直し宣言 
アジア通貨危機（１９９７） 

 
旧朝鮮総督府解体 

１９９８ 金大中大統領  
①通貨危機後の韓国経済の立て直し順調 
②北朝鮮政策は「太陽政策」 

ノーベル平和賞受賞 
日韓ワールドカップ 
（２００２） 

２００３ 盧武鉉大統領（弁護士出身） 
「参与政府」（国民が参加する政治）を提唱 

ネット世代の支持 

２００８ 李明博大統領（現代建設会長→ソウル市長） 
「大韓国７４７」政策を推進 

市長時代「ソウル緑化」 
に貢献 



韓国経済の要点 
漢江の奇跡 ①ベトナム戦争への参加（１９６４～１９７５） 

②日韓基本条約（１９６５） 
による外貨流入を契機とする経済成長 

ベトナム戦
争 

ベトナム特需を目的とする韓国軍および民間人の派遣 
→①日本を凌駕する米ドルの流入（２０～２５億ドル） 
  ②財閥の出現（三星、現代、韓進などのグループ） 

日韓基本 
条約 
（１９６５） 
の効果 

日本からの無償３億ドル・有償２億ドル、プラス民間借款 
→①インフラ開発（京釜高速道路、浦項総合製鉄所などを建設） 
 ②韓国産業政策研究院は韓国経済への高い貢献を評価(2004) 
 ③従軍慰安婦や戦時中に日本で働かされた韓国人労働者 
  などに対する補償問題についての韓国世論の動向。 
（＊条約の内容が２００５年に初めてこの条約が公開され沈静化 
 →韓国の憲法裁判所の違憲判決から再燃？） 

経済成長 
（一人当り 
名目：ドル） 

１９８０ １９９０ ２０００ ２０１０ ２０１１÷１９８０ 

１，６８９ ６，３０８ １１、３４６ ２０，１６４ １２倍 

対日比較 ９，０７２ ２４，５４７ ３６，８００ ４２，３２５ ４．７倍 



韓国の社会 
民族 朝鮮族。少数の漢族（外国人居住者は推定約３００万人） 

人口問題 少子化・晩婚化・高齢化へ向かう社会。 
ソウル周辺への一極集中 

地域対立 ①後三国時代（高句麗・新羅・百済）の遺物。 
 例：全羅南北道（旧百済）慶尚南北道（旧新羅）の対立。 
②済州島に対する差別 

本貫 
（ほんかん） 

氏族集団発祥の地→韓国人の氏姓を支配している。 
（李明博の本貫：慶州李氏、金大中の本貫：金海金氏） 

宗教 キリスト教（プロテスタント ２０％、カトリック ７．４％） 
仏教 ２５％、（その他、国全体に儒教の影響が残っている） 

教育 日本と同じ６・３・３・４制  教育熱心な国 

ソウルの会社員
の給料（月給） 

初任給 ２００万ウオン（約１４万円）、 
３０歳  ３００万ウオン（約２１万円） 

徴兵制度 １９歳で徴兵検査→合格→入隊（原則1年9カ月） 

自己主張の 
国民 

自己主張の強い国民性があると言われている。 
ソウルに、「自己主張」という名前のお店があると聞く。 



韓国の文化 
衣装 韓服（ハンボク）＜チマチョゴリが有名＞ 

チョゴリ（男女の上着）チマ（スカート） 
現在では、日本と同じで、洋服がほとんど。 

食習慣 金属製の匙（スッカラ）、箸（ﾁｮｯｶﾗ）ヲ使用。食器も金属製。 
食器は持ち上げず、置いたまま食べる。 
スープもスープ皿をテーブルに置いたままスプーンで飲む。 

韓国料理 地方色に富む「韓食（ハンシク）」例：全州ビビンパ、平壌冷麺 
韓定食＝日本の懐石料理に相当。 
料理：湯（タン）・鍋（チゲ）・肉類・野菜類（キムチ、ナムル）など。 
酒類：マッコリ、焼酎など、健康食品：高麗ニンジン。 
食用のイヌを飼育（ソウル・オリンピック以後禁止） 

住居 日本と共通点が多い。マンションでは、玄関を入るとすぐに居
間になっている（廊下がない）。温水床暖房が普及（オンドル
文化） 

陶芸 高麗青磁 李朝白磁壺  

その他 韓国ドラマ・スポーツ・ポップソングなど。 



以下はスマイル会発表 

のために追加した画面 

です。 



終戦→解放（１９４５・８・１５） 
①日本のポツダム宣言受諾の翌日（１９４５・８・１０）、米ソによる朝鮮半島 
 分割合意。（カイロ宣言で信託統治実施が合意されていた） 
②朝鮮内部：終戦までの抵抗組織＝朝鮮救国同盟（１９４４・８）は終戦と同時  
 に朝鮮総督府より行政権を譲り受け『建国準備委員会』を立ち上げた。 
（代表者：呂運亨・安在鴻）⇒「人民共和国」樹立宣言（１９４５・８末）。 
③半島内部に多様な住民の自治組織が誕生。 
 ＊平安南道：プロテスタントによる平安南道治安維持会 
 ＊咸鏡道：左翼人民委員会 
 ＊南部：１４５の建準委員会支部結成される→人民委員会地方支部 

＜南朝鮮＞ ＜北朝鮮＞ 

米国軍：９月８日、仁川着。 
米国、「朝鮮人民共和国」を拒否 
（１０月１０日）。 
賛託か反託かで、国論分裂。 
朝鮮共産党の再建（朴憲永党首） 
は、一時期南北をカバーしていた。 
（平壌へも行き、金日成と会談） 
米軍・右翼グループによる左派弾圧。 

ソ連軍：８月２４日、平壌に到着。 
北朝鮮臨時人民委員会。（１９４６・２） 
（構成メンバー：金日成らパルチザン派・ 
 延安派・ソ連派より構成） 
（越南民＝約８０万人が南へ脱出） 
⇒金日成派、主導権を握る。 
⇒朝鮮民主主義人民共和国 
（１９４８・９）  



１９４５ 
～ 
１９４８ 

＜南朝鮮の４大政治勢力＞ 
①朝鮮人民共和国（呂運亨・安在鴻） 
②大韓民国臨時政府（金九）＝中国での亡命政権 
③米軍政府 
④独立促成中央協議会（李承晩が独自に組織した） 

国連による信託統治案発表。（１９４５・１２・１６） 
⇒朝鮮人民共和国・大韓民国臨時政府は反対⇒弱体化 

⇒独立促成中央協議会は、信託統治に反対しつつ、米国との協調
を重視する立場をとり、生き残った。 

 

１９４６・１０
１９４８・４ 

＜終戦直後の混乱期＞ 
インフレ・失業・食糧難→ゼネスト→米軍政による弾圧（１０月抗争）
済州島四・三蜂起（南部朝鮮のみの選挙に反対） 

１９４８・５ ＜第一共和国：１９４８・８・１５～１９６０・６・１５） 

国連監視下による南部だけの選挙で、米国の支持を得た李承晩と
与党・韓民党が、制憲議会の大多数を制した。 
⇒第一共和国憲法成立 
第一共和国成立（初代大統領＝李承晩） 
＜最大野党：韓国民主党 党首 金性洙（キムソンス）＞ 



李承晩 

（１８７５～１９６５） 
 
黄海道（平壌とソウルの中間）出身。 

李王朝の末裔と称す。 

朝鮮王朝＝大韓帝国・中枢院の最年少議
員に選出される。 

「開化派」のホープだったが、政府が守旧
派の政権になったため、投獄された。 

その後、高宗の密命を持って渡米。 

目的を果たせず、そのまま、アメリカに留ま
り、韓国人で最初の哲学博士号を取得。 

１９１９年上海の大韓民国臨時政府の大統
領に推戴された。１９４５年１０月、帰国。大
統領就任後、終始独裁的態度を継続。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Rhee_Syng-Man_in_1956.jpg


第一共和国時代の主な出来事 
１９４８・８～ 
５０・６  
 
１９４９・４ 

議院内閣制（大統領権限縮小）を主張する与党韓民党との対
立⇒民主国民党（反李承晩）の成立⇒政治抗争続く 
麗水・順天事件（済州島４・３事件に同調した一部軍隊反乱） 
北朝鮮の影響を受けて不十分ながら農地改革実施 
李承晩は「北進統一」を叫んで、北を挑発  

１９５０・６・１５～ 
１９５３・７・２７ 

朝鮮戦争（北朝鮮が仕掛けた） 
休戦協定調印 

１９５２・１・１８～ 
１９６５・ 

李承晩ライン（韓国側名称「平和線」）宣言（２００マイル） 
日米の抗議無視。 

朝鮮戦争後の
韓国 

李承晩の独裁維持の強硬策が続く 
反李承晩政党の抵抗続く（李承晩は自由党・反対派は民主党） 
国家財政の５０％をアメリカの援助に仰ぐ 
ソウルの人口増加・教育機関の充実 

４月学生革命
（１９６０年 
 ４月） 

１９６０・３月の強引な大統領選挙が背景。 

２・２８の大邱の高校生のデモが発端（休日に登校を命じられて
怒る）⇒４・１８の高麗大学の学生デモ「血の日曜日」⇒ 
李承晩辞職⇒ハワイへ亡命。 



第二共和国⇒第三共和国 
１９６０・７ 総選挙で民主党圧勝⇒内閣責任制改憲実現 

⇒第二共和国成立。 
首相：張勉（新派） 大統領：尹潽善（旧派）（両派の対立激化） 
反共・親米政策堅持 

１９６０・８・１５ 金日成は「南北連邦制」を提唱。北朝鮮経済は躍進中だった。 
大邱・釜山中心の革新勢力が呼応したが、不発に終わる。 

１９６１・５・１６ 青年将校を中心とするクーデタ発生⇒尹潽善辞職時に「政治
活動浄化法」に署名させた（４３７３名の政治家の活動禁止） 
⇒第二共和国終焉。リーダー朴正熙の台頭⇒軍政開始。 

１９６２・１２  
１９６３・１０ 

第三共和国憲法成立（国民投票による） 
朴正熙、大統領選挙に当選（第５代から第９代まで歴任した） 

朴正熙 
（パクチョンヒ）  
1917・11・14ー 
1979・10・26  

慶尚北道 善山郡 亀尾面出身  本貫：高靈朴氏   
１９４５・８  満州国軍中尉で終戦を迎える  
１９４６・９～韓国陸軍軍人としての経歴が始まる 
（当時の韓国は左右対立が激化、彼も度々ピンチに陥る） 
１９６０年  韓国陸軍少将 １９６１・５ 軍事クーデタを敢行。 
１９６３・１０  韓国大統領  １９７９・１０ 部下に暗殺された。 



朴正熙（パク・チョンヒ） 

政治面： 

第三共和国～第四共和国（途中まで）の
間、５回大統領に就任。その間、維新クー
デタ（７２・１０）を実行（４選～実現のため） 
与党・民主共和党結成。 
「学園民主化運動」に衛戍令で対抗。 
政敵：金大中拉致事件（７３・８） 
外交面：外貨獲得作戦 
６４年 ：ベトナムに出兵（米国の援助獲得） 
６５年：日韓基本条約締結（５億ドル獲得） 
①大平・金鐘泌の６１・１１「メモ」で進展 
②李承晩ラインの廃止 
経済面： 
開発独裁を推進 
その他： 
朴正熙暗殺未遂事件⇒陸英修夫人 
が流れ弾に倒れた（７４・８・１５） 
朴正熙、金載圭中央情報部長により射殺 
される（７９・１０） 



第４共和国～第五共和国 
１９７９・１２ 崔圭夏大統領（統一主体国民会議による選出） 

崔圭夏（１９１９～２００６）江原道原州邑出身。両班。 
本貫：江陵崔氏。長年官僚を務め、朴政権の首相の後、 
朴正熙暗殺事件（１９７９・１０・２６）の後、大統領に就任、 
８か月在任。（全斗煥ら軍部の傀儡政権） 

１９７９・１０・２７ 
１９８０・２・２９ 
  ４月下旬～ 
 
１９８０・５・１８ 

全国（除く、済州島）に戒厳令。 
ソウルの春：尹潽善、金大中ら６８７人の政治家を復権。 
労働争議・学生運動活発化 
全国に戒厳令⇒金大中・金鐘泌らを逮捕。 
光州事件（１９８０・５・１８～８月） 

１９８０・８  
１９８１・２ 

全斗煥（軍人出身）大統領⇒第五共和国憲法公布   
全斗煥大統領再選（大統領選挙人団による選出） 
軍部の統制政治⇒金大中死刑判決、金泳三自宅軟禁、 
「社会悪一掃」、マスコミ統制 

経済面など 米レーガン政権、日本中曽根政権が全斗煥政権を支持。 
８１～８７ 高度成長継続。 
ラングーン事件（８３）、大韓航空機事件（８３） 



全斗煥（チョン・ドファン） 
慶尚南道陜川生まれ。陸士卒。朴正煕のクーデターを支持。1979年に保安司

令官。朴正煕暗殺事件が起きると、暗殺を実行した金載圭を逮捕・処刑する
など暗殺事件の捜査を指揮する。9月に大統領就任。翌1981年から第五共和
国政府がスタートした。1982年には長年続いた夜間外出禁止令を解除した。
1984年、戦後の韓国元首として初めて日本を訪れ、昭和天皇との晩餐会に臨

むなど、日本と向き合う姿勢を強調し、この時には韓国の記念切手にもなって
いる。同年、政治活動被規制者202人の規制を解除する。 

日米との連携を強め経済の活性化に成功。１９８３年、全斗煥を狙ったラン
グーン爆弾テロ事件が発生する。１９８７年大韓航空機爆破事件が起き、南北
関係は緊迫度を増した。反政府活動の取り締まりも強化し、軍隊の「三清教
育隊」で過酷な訓練と強制労働を課した。 

クーデター後に金大中を含む野党政治家を逮捕・軟禁。非常戒厳令を全国に
拡大。光州での民主化要求デモを鎮圧。（光州事件）。金大中は軍法会議で
死刑判決を受ける（後に無期懲役に減刑）ものの、1982年にアメリカに出国。
1987年以降、改憲・反政府運動活発化。7月には政権移譲を表明。 

光州事件や不正蓄財への追及が止まず、死刑判決を受けた（金大中の計ら
いにより、減刑の後、特赦）。経済発展やオリンピック誘致・スポーツ振興など
の功績は評価されている。（日本に学べ、日本に追いつけを提唱。１９８７年
の経済成長は、１２．８％。日本を再評価＝克日） 



全斗煥 

（チョン・ドファン） 
（１９３１・１・１８～） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Chun_Doo-hwan,_1985-Mar-22.jpg


国民が勝ち取った民主主義 
１９８３末～  
１９８４～  
１９８７・６ 

政府による「和合路線」（融和政策）発表  
学生運動・社会運動・労働運動が活発化する 
⇒「６月抗争」＝大統領直接制改憲要求の国民的デモ⇒ 
軍事政権による６・２９民主化宣言に繋がった。 

（直接制改憲、拘束者釈放、言論の自由保障、地方自治制の
実施、大学の自立化）＝軍部の敗北 
金大中ほか２３３５名が赦免・復権 

１９８７・１０ 第六共和国憲法に関わる国民投票 
＊大統領の直接選挙 ＊行政・司法権の乱用防止措置 
＊言論・結社の自由保障 ＊憲法裁判所の設置 
⇒地域主義の時代⇒大統領選に反映される  

１９８７・１２  
の大統領選 

蘆泰愚（軍人出身）・金大中・金泳三の３人が争い、蘆泰愚が
漁夫の利を得て、大統領に当選（第１３代） 

蘆泰愚（３５．９％）ー全羅道以外で万遍なく得票。 
金泳三（２７．５％）ー慶尚南道の過半数を獲得。（嶺南＝ヨンナム） 
金大中（２６．５％）ー全羅道で９５％獲得。    （湖南＝ホナム） 
金鐘泌（ ７．９％）ー忠清南道の５０％を獲得。 





蘆泰愚（ノテウ） 
（１９３２・１２・４～） 
本貫：交河蘆氏。大邱出身。陸軍士官学
校で全斗煥と同期。空輸特戦旅団長・第
9師団長などを歴任し、1981年に退役。

政務第二長官を経て体育相・組織委員
長としてソウルオリンピックの実務全般
を取り仕切った。大統領引退後、汚職、
光州事件の関連で懲役刑⇒特赦. 

主な業績： 
*ソウルオリンピック（１９８８） 
*ソ連（１９９０）.中国（１９９２）と国交回復 
*北朝鮮と国連同時加盟（１９９１） 
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金泳三大統領（第１４代）  

金泳三 （キム・ヨンサム）（１９２８・１２・２０～） 

慶尚南道巨済島出身。実家は島最大の網元。本貫、金寧金氏。中学時代に
下宿の部屋に「未来の大統領金泳三」と書く。ソウル大学卒⇒政治家秘書。
朝鮮戦争の戦火をかいくぐり、１９５４、２６歳で国会議員当選（自由党所属＝
李承晩率いる与党）⇒李承晩の権力欲（大統領三選禁止を改訂しようとした）
に反発して離党⇒民主党（野党）青年部長就任。４月革命後の軍事政権⇒朴
正熙大統領（第三共和国）は民主共和党を結成（政権与党）、日韓条約の締
結を政策として打ち出す。これに対して民政党（民主党ほか分離融合した野
党の一つ）のスポークスマンであった金泳三は、主に李承晩ラインを守るため
に反対する。これは韓国の漁民の要求でもあった。金泳三は、６５年に統合野
党・民衆党の院内総務となり、６９年に新民党（民衆党を中心とする再統合）
の大統領候補に名乗り出たが、最終的に金大中に敗れた。７４年８月の金大
中拉致事件後の新民党党首選で党首に選出された。７９・１０の朴正熙暗殺
事件をきっかけに政権獲得に動くが金大中との共闘は出来ず、軍の再度の
クーデタにより全斗煥政権に至る。⇒金泳三に対する第一次軟禁⇒解除後、
民主山岳会結成、第二次軟禁後、断食（２３日間）⇒政治的自由回復。（８３・
５）８３～８７の国民的反政府闘争の中で、野党間の共闘、抗争が繰り返され
た。１９８７・１２の大統領選で敗北。１９９２・１２の大統領選で勝利。 
韓国初の民主主義政権の誕生。（１９９５年、元朝鮮総督府の建物撤去） 



金 泳三 

（キム・ヨンサム）
大統領 

（１９２８～ ） 



金大中大統領（第１５代）  

金大中＝キム・デジュン（１９２５・１２・３～２００９・８・１８） 
全羅南道荷衣島（ハイド）生まれ。本貫は慶尚道の金海市（金海金氏） 

高卒後、木浦の日本人経営の海運会社に就職したが間なしに終戦で日本人
たちが去り、金大中は推されて社長になった。終戦後の混乱のため社長を辞
め、自分で木浦商船という会社を作り、社長になった。朝鮮戦争をくぐり抜け、
国民に身を捧げる決心をして政治家になる⇒５４年に無所属で立候補して落
選。１９５５、民主党に入党（カソリックに入信）。６１年５月国会議員当選直後
に軍事クーデタにより政治活動を禁止された。１９６３、国会議員。１９７０、新
民党の大統領候補となり、７１年の大統領選で、朴正熙に敗れる。直後、暗殺
未遂事件に遭遇（朴正熙の指示とされる）。 
７２年の十月維新の後、日米に滞在し政治活動を続けた。７３・８ 拉致された。 

その後、ソウルでの軟禁、８０年５月の光州事件の首謀者とみなされ、その他
の罪も着せられ、死刑判決。国際社会の批判により無期懲役に減刑（８２・１）、 

米国行きを条件に刑の執行停止。１９８７帰国後公民権回復。平和民主党を
結成して、大統領選に挑むも、蘆泰愚に敗れる。９２年の大統領選挙では、金
泳三に敗れた。９７年の大統領選で、金鐘泌と組み当選。 
＊アジア通貨危機で打撃を受けた韓国経済を、ＩＭＦの支援で修復。 
＊北朝鮮政策は「太陽政策」を採用し、金正日との会談実現（２０００） 



金大中大統領 

（１９２５～２００９） 



蘆武鉉大統領（第１６代） 

蘆武鉉＝ロ・ムヒョン（１９４６・９・１） 慶尚南道金海郡。 本貫：光州蘆氏。 
貧農の家に生まれる。６歳で千字文を暗唱した。１９７５、司法試験に合格。 

釜林事件（１９８１）をきっかけに、社会派弁護士に変身。１９８８、統一民主党
の金泳三に抜擢され、国会議員に当選。「労働委員会三銃士」と呼ばれた。 

１９９０、金泳三が与党に組み込まれたことに反発し、離党。地域主義打破を
掲げて同志と新たに民主党を結成。国会議員選挙落選（９２）、釜山市長選挙
落選（９５）、⇒金大中大統領（９７）後、ソウル鐘道区の補欠選で当選（９８）。 
２０００年の国会議員選挙で、釜山から立候補（落選）⇒国民的人気獲得 
⇒２００２大統領選挙に勝ち、第１６代大統領に。 
大統領としての蘆武鉉 
＊少数与党（新千年民主党）で苦境（多数野党ハンナラ党）⇒自分の党を 
  脱党して「開かれたウリ党」結成⇒多数野党（ハンナラ党＋新千年民主党） 
  による大統領弾劾⇒国民の失望⇒国会議員選挙でウリ党は第一党に。 
＊満たされた国の政策の難しさに直面。 
  反米感情の高揚の中で、親米的政策を推進（イラク派兵、米軍基地拡張 
  問題を解決） 
＊大統領退任（２００８・４）前後から、不正献金問題に巻き込まれ、 
  ２００９・５ 自宅の裏山を登山中に転落死。 



蘆武鉉大統領 

（第１６代） 
（１９４６・９・１～ 

     ２００９・５・２３） 
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李明博大統領（第１７代） 
李明博＝イ・ミョンパク（１９４１・１２・１９～）大阪市平野区出身。 
本貫：慶州李氏。キリスト教徒。 

父親は養豚農家で働いていた。１９４５・１１ 帰国。浦項（ポハン）の興海（フン
ヘ）で暮らす。６人兄弟の３男。一家の決定で、次兄の李相得の大学進学を助
け、働く。学費免除を得て高校へ。一家はソウルに移住。苦学して高麗大学に
入学。学生会長として、日韓条約反対運動を指導し、逮捕投獄された。大卒
後、現代財閥に入社、現代建設社長（３６歳～）・会長（４７歳～）を歴任、「サ
ラリーマン神話」の代表的人物となる。 

１９９２年、国会議員（民主自由党⇒新韓国党）、選挙違反で７００万ウォンの
罰金⇒１９９８議院辞職、渡米、ジョージ・ワシントン大学客員研究員となり、環
境問題に取り組む。２００２、ソウル特別市々長、清渓川の復元を行う。２００７、 

「ＴＩＭＥ」誌で、アル・ゴアとともに「Ｈｅｒｏ ｏｆ ｔｈｅ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」に選定され
た。「ソウルの森＝ソウル・プラザ（３５万坪の森）」も実現。 
２００７・１２ 大統領に選出。２００８・２ 第１７代大統領に就任。 
「韓国７４７計画」（平均7%の経済成長を成し遂げ、一人当たり4万ドルの国民
所得、そして韓国を世界の7大経済大国にする計画） 



李明博大統領 

（１９４１～ ） 



韓国・韓国人の社会心理的特徴 

＊恨 
①朝鮮民族にとっての「恨」は、単なる恨み辛みではなく、あこがれ
や悲哀や妄念など様々な複雑な感情をあらわすものであり、彼らの
文化は「恨の文化」と呼ばれる事もある。彼らの「恨」の形成の裏
には、時の王権や両班による苛斂誅求を極めた支配や、過去より幾
度となく異民族による侵略・屈服・服従を余儀なくされ続けた長い
抑圧と屈辱の歴史があると言われる。 

②朝鮮の独立が民族運動の結果ではなく、第二次世界大戦における日
本の降伏によって達成されたことは、後の世代の恨となった。そし
て今日、得られなかった勝利の代替物として、スポーツにおける日
韓戦などに熱狂するという。 

＊南北対立の緊張関係持続 

＊朝鮮史の再評価 

＊地域主義の克服 
 

 



＜結び＞ 

 私は今回韓国のことを勉強して、大韓民国が、第１共和国から 

第６共和国への過程を経たことを初めて知った。 

 しかもその過程が、独裁的な大統領制から民主的な手続きで 

大統領を選出する国へのダイナミックな変化の過程であったこ 

とに感銘を受けた。 

 その過程で、多くの個性的な政治家が登場したが、最も民主 

的な制度を備えた第６共和国の眞の主役が韓国国民自身であ 

ったことは、まぎれもない事実で、このことを韓国の人々は誇りを 

持って世界に喧伝できる。 

 これによって、「恨の文化」は（このような文化がもしあったとし 

ても）、ほぼ完全に払拭されたのではないだろうか？ 
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