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韓国情勢に関わる人ならば誰もが耳にする「国

家保安法」。これは日本の治安維持法をモデルに

しているとも言われますが、１９４８年大韓民国

成立後、その年の１２月１日に制定されました。 

 その後、軍事独裁政権のもとで何度かの改訂が

なされ、１９８０年、全斗煥（ﾁｮﾝ･ﾄﾞｩﾌｧﾝ）政権

下の国家保衛立法会議で現行の法律体系ができま

した。これは簡単にいえば、朝鮮政府を反国家団

体と規定し、その構成（第３条）や反国家活動の

遂行（第４条）、支援や

金品授受（第５条）、称

賛・鼓舞する行為（第７

条）などの利敵行為が法

律違反とされます。つま

り南北統一の相手でもあ

る北を支援したり、その

構成員との交流や接触、

さらにはそれらの違反行

為を知って当局に通告し

ないと不告知罪（第１０

条）として罰せられますが、実際の多くは歴代独

裁政権に対する民主化運動を弾圧し、人権を抑圧

するために活用されてきました。 

朴正熙（ﾊﾟｸ･ﾁｮﾝﾋ）政権時代は、南北統一を主

張するだけでも「利敵行為だ」として、この法律

が濫用されました。最高刑は死刑で、過去多くの

人たちに死刑判決が下されました。代表的なもの

として「人民革命党事件」や、多くの在日留学生

が捕らえられた「学園浸透スパイ団事件（１１・

２２事件）」があります。 

これらは盧武鉉（ﾉ･ﾑﾋｮﾝ）政権時代に発足した

「真実・和解のための過去史整理委員会」を皮切

りに再審請求が行われ、次々と無罪が証明されて

います。まさに国家保安法を悪用したデッチ上げ、

冤罪であったことが歴史的に白日の下に明かされ

たのです。 

なかでも１９７０年代のある在日留学生の裁判

の判決文に突如「反国家団体である韓民統（韓統

連の前身）」とするくだりがあり、これが今日に

至るまで韓統連が反国家団体とされる所以です。

もちろん彼は韓民統とは面識もなく、近年無罪を

勝ち取っており、デッチ上げの判決文は、もはや

無効であることは言うまでもありません。 

韓統連メンバーの多くは長く旅券発給拒否を受

け、韓国を訪れることさえも困難な時期がありま

した。旅券発給がされるよ

うになった今でも５年や３

年と意図的に有効期間が縮

小されるメンバーが多数い

ます。また国内では朴槿恵

（ﾊﾟｸ･ｸﾈ）政権時代に国家

保安法を乱用し、進歩政党

である統合進歩党を強制的

に解散させ、所属する李石

基（ｲ･ｿｯｷ）議員を国家保

安法によって逮捕・起訴し、

「内乱陰謀」はなかったが「内乱扇動」があった

という矛盾する判決で懲役９年を受け、現在もま

だ獄中にいます。李石基議員の投獄は不当なもの

であり、一日も早い釈放が求められます。 

このように「行為」ではなく「思想」を処罰し

ようとする国家保安法は、民主主義国家にはあっ

てはならず、国連人権委員会や国際アムネスティ

からも是正勧告を受けています。 

韓国では３月４日「国家保安法廃止国民行動」

が結成され、現在の国会会期内に国家保安法を廃

止するための全国民的運動を行うことを明らかに

しています。私たちは国内勢力とも連帯しながら、

統一時代を迎えた現在、時代の流れに反し、過去

の遺物である国家保安法を一日も早く廃止しなけ

ればなりません。皆で力を合わせ、南北統一への

大きな一歩をともに歩みましょう。（啓） 
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過去の遺物、歴史の流れに反する国家保安法を撤廃しよう！ 

 

 

▲３月４日に開かれた国家保安法廃止国民行動出帆式 
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韓統連は統一運動団体、統一を実現させ、

在日同胞の未来を切り開こう！ 
韓統連セミナー 

 韓統連大阪本部主催による韓統連セミナー「統

一における南の役割、私たちの役割」が３月１４

日（日）、ＫＣＣ会館（大阪市生野区）で開かれ

た。 

シリーズ学習会の最終回となる今回のセミナー

では、金昌範（ｷﾑ･ﾁｬﾝﾎﾞﾑ）韓統連大阪本部副代

表委員が主催者挨拶を行った後、金隆司(ｷﾑ･ﾕﾝｻ)

韓統連大阪本部代表委員が報告を行った。金代表

は初めに朝米関係の歴史を解説しながら「朝米は

約３０年間も交渉し、合意と不履行を繰り返して

きた。合意はすべて米国が不履行し、結果、朝鮮

は実質的な核保有国となった」と指摘した。 

▲セミナーには多くの同胞、日本人が参加した 

次に、南の役割について「文在寅大統領はキャ

ンドル革命によって誕生した政権だが、韓米同盟

を重視し、キャンドル市民とともに社会変革を推

進する意志が不足している。米国に寄り添うので

はなく、自主的に南北対話などを推し進めなけれ

ばならない」と語るとともに、私たちの役割とし

て「韓統連は在日韓国人の統一運動団体であり、

祖国統一を促進し、統一祖国と日本との互恵平等

な関係を創造していく過程にこそ在日同胞の将来

を展望することができる」と語り、日本での運動

として▲統一マダン事業を通じ、朝鮮半島の平和

・統一の世論喚起▲在日同胞の和合（板門店宣言

の理念）などを通して、祖国統一を実現していこ

うと訴えた。 

 報告後は、質疑討論と韓国サンケン労組を支援

する大阪市民の会の濱本満夫代表からアピールを

受け、最後に金昌五(ｷﾑ･ﾁｬﾝｵ)韓統連大阪本部副

代表委員が閉会挨拶を行い、セミナーは終了した。 

 

 

日本政府の対朝鮮政策を撤回させ、 

日朝国交正常化を実現させよう！ 
日朝市民連帯・大阪第６回総会 

 韓統連大阪本部も参加している「日朝市民連帯

・大阪第６回総会と記念講演会」が３月１９日（

金）、エルおおさか（大阪市中央区）で開催され

た。 

 第１部の総会では、共同代表の大野進さんが主

催者挨拶を行った後、活動報告、会計報告、活動

方針が一括提案され、参加者の拍手で確認された。 

 続いて、第２部の記念講演では「最近の朝鮮半

島情勢と日朝関係の展望」をテーマに、康宗憲（

ｶﾝ･ｼﾞｮﾝﾎﾝ）韓国問題研究所代表が講演を行った。 

▲記念講演を行う康宗憲代表 

 康代表は最近の南北関係について「朝鮮は労働

党第８回党大会を通じ、南の合意履行に応じて対

処すると、南にボールを投げた状態だが、文在寅

政権は韓米合同軍事演習を実施するなど、韓米同

盟第一主義の姿勢を堅持している」とし、「文政

権が自主的な統一外交政策を進めなければ、南北

関係は進まない」と語った。 

 続いて、朝米関係では「バイデン政権の対朝鮮

政策は、歴代政権と共通した経済制裁と軍事的圧

力を堅持して、北朝鮮を屈服させることにある」

と述べ、「歴代政権の政策が失敗しているのに、

なぜ同じ敵視政策に執着するのか」とバイデン政

権に対朝鮮政策の見直しを求めた。 

 最後に日朝関係では「日朝交渉の前提は対朝鮮

敵視政策の撤回と日朝ピョンヤン宣言の履行であ

り、粘り強く日本政府に日朝ピョンヤン宣言の履

行などを訴えていこう」と訴えた。 

 講演後は、菅首相宛の要請文が朗読・採択され、

最後に共同代表の長崎由美子さんが閉会挨拶を行

い、第６回総会は終了した。 
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【会員からの抱負】       希望と目標を持って 
韓統連大阪本部企画部長 高愛子(ｺ･ｴｼﾞｬ) 

昨年１０月に韓青大阪を卒業し、２月より韓統

連大阪本部の企画部長として活動をスタートする

事になりました。 

大先輩の方々との初めての会議は緊張、緊張、

とにかく緊張でした。恐れ多くも役職をいただき、

方針まで提案しましたが、やはりまだまだ足りな

い面が沢山あり、もっと思考を巡らせねばと痛感

しました。 

特に、情勢討論での先輩方の分析は本当に勉強

になり、私では着目しきれない部分も取り上げて

おられ、とても勉強になっています。 

コロナ禍により、私たちの活動は制限せざるを

得ない困難な状況になっていますが、情勢は待っ

たなしで動いています。朝鮮半島情勢はもちろん、

朝米、韓日、それに日本社会の問題は山積みです。 

共に活動をする先輩方とは経験も年齢も全く違

う、まだまだ青い私です

が、しっかりと自分の見

解を持って問題に向きあ

えれるように精進してい

きたいです。 

そして私が韓統連大阪

本部に入ることにより、

「３０代の女性も活躍で

きる場所なんだ」と周知してもらうことによって、

女性も活躍しやすい場を作っていきたいと考えて

います。 

企画部長として様々なアイデアを発揮して、韓

統連大阪本部だけでなく、全国の韓統連、そして

青年団体である韓青。私たちと志を共にする同志

たち、全同胞に貢献できるような思いを持って活

動に励んで行きます。よろしくお願いします。 

【翻訳資料】  セウォル号遺族 文在寅政府は真相究明・責任者処罰の約束を守らねば 

 「４・１６セウォル号惨事家族協議会」と「４月１６日 

の約束国民連帯」は２２日、大統領府噴水台前で記者会見 

を開き「文在寅政府が約束を守り、責任を全うするための 

時間がいくらも残っていない」と明らかにした。 

 これらは「私たちは聖域のない真相究明と責任者処罰、 

安全な社会を成し遂げると約束した。この約束を守るた 

めにキャンドルを灯し、キャンドルで文在寅政府を誕生 

させた。そして文在寅政府は聖域のない真相究明と責任 

者処罰を約束した」と強調した。 

ハン・ミギョン４・１６連帯共同代表は「大統領任期   ▲文政府に真相究明などを求める遺族たち 

が１年しか残っていない今、家族の心はあまりにも切実だ。そして私たちも切実だ。文大統領が必ず聖

域のない真相調査と責任者処罰がなされるよう行動することを願う」と話した。 

４・１６家族協議会と４・１６連帯などは７周忌の基調として「４月１６日の記憶、約束、責任」を

挙げた。２０１４年４月１６日その日と犠牲者３０４人を‘記憶’し、生命尊重、安全社会を作るとい

う‘約束’を守り、聖域のない調査、捜査を通した真相究明と責任者を処罰する‘責任’を尽くさなけ

ればならないという内容だ。 

これらは４月３日～９日までは「オンライン追慕リレーコンサート」を進め、９日にはソウル市庁で

「セウォル号惨事 7周忌安全社会フォーラム」を開催する予定だ。 

４月１０日には、検察特別捜査団の捜査結果と裁判所判決を糾弾して、文大統領の真相究明約束履行

を促すキャンドル行動を全国で行う計画だ。惨事当日の４月１６日には、安山で７周忌記憶式と４・１

６生命安全公園着工宣言式を進める（韓国インターネット新聞 民衆の声より）。 
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「統一のための練習問題」を与えられた場所で実践するために 

大月純子 

 数年前から、一日も早く朝鮮戦争を終わらせ、

北東アジアの平和を実現していくために、私自身

がしなければならないことを模索し続けてきまし

た。今回のセミナーに参加して、朝鮮半島を民族

が自主的に民主的に平和的に統一を実現させてい

くためには、私自身が歴史や情勢を学び、冷静に

分析し、伝えていく力を持たなければならないと

あらためて気づくことができました。 

 そして、私自身が朝鮮戦争の実態を知らずに来

たことを改めて突きつけられました。朝鮮と中国

との国境に２２発の原爆による爆撃計画や、それ

を止めるための取り組みがあ

ったこと、日本人が戦闘に荷

担してきたことなど、今回学

んだことを広島で伝えていき

たいと思います。  

 私自身、被爆２世として、

いつ放射能被害で命を奪われ

るかわからないという不安を

抱え「こんな思いは他の誰に

もさせたくない」と被爆の実

相を伝える活動をしてきました。ですから、根本

的には朝鮮民主主義人民共和国であれ、どこの国

であれ、核兵器を持つことは容認できない立場で

す。けれども，なぜ朝鮮民主主義人民共和国が核

を持たざるを得なくなったのかという経緯を学び、

アメリカだけではなく、この世界がいかに「核抑

止力」の論理に依存しているかということを改め

て突きつけられました。 

と同時に、アメリカなどによって「核の平和利

用」というロジックが、都合よく使われてきたこ

とにも気づかされました。原子力発電も核兵器も

同じ「核」であり、原子力発電によって核兵器の

材料が生産され続け、新たな被曝が強いられ続け

ています。かつて日本政府は「まず被爆者たちこ

そが『核の平和利用』の恩恵に与るべきだ」とし、

「原発の第１号は広島に作る」という計画があり

ました。被爆者の中には「自分たちが苦しめられ

た核が平和のために使ってもらえるなら・・・」

と思い込まされた人もいます。けれども、その後、

被爆者たちは「核と人類は共存できない」と訴え

続けてきました。ですから私たちは、あらゆる核

分裂、核融合に反対し、アメリカをはじめとする

「核抑止力」「核の平和利用」を是認する世界の

「空気」を私たちの手で変えていかなければなら

ないと痛感しています。 

 これまで何度も朝米の間で合意が交わされてき

たにもかからず、そのことを履行していないのは

アメリカ側であることを学ぶことができました。

そこには政権交代や合意した

としても、アメリカの保守勢

力によって、その履行が阻ま

れていることが原因ではあり

ますが、私たち自身もアメリ

カの核攻撃態勢に追随し続け

るこの国のありようから脱却

しなければなりません。 

平和協定を締結させ、朝鮮

半島を民族が自主的に統一し、

北東アジアの非核地帯化を実現していくためにも、

在日米軍の存在や自衛隊と米軍との共同訓練など、

朝鮮半島を武力で威嚇する行為を止めさせなけれ

ばなりません。そのためにも日本軍性奴隷制や元

徴用工の裁判、朝鮮民主主義人民共和国に対する

嘘の報道にならされている日本の空気を身近なと

ころから変え、官民挙げての朝鮮学校に対するヘ

イトを無くし、高校無償化制度や幼保無償化制度

に朝鮮学校を適用させなければならないと強く思

いました。 

今回のセミナーを通して、自分に与えられた場

所で与えられた役割を果たしていくためのエネル

ギーをいただくことができました。そして何より

も、共に学び、考え、討論する場が与えられたこ

とを心から感謝し、２０２１年度も是非！実施し

て頂きたいと心から願っています。 

本当に、ありがとうございました。 

 韓統連大阪本部では、昨年９月から韓統連セミナー「統一のための練習問題」を３回シリーズで開催

しました。今号では、広島から皆勤で参加された大月純子さんに感想文を書いて頂きました。 

▲３回シリーズで開かれた韓統連セミナー 
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【コラム】             韓国食パン雑感 
昔、朝九時頃にソウルの汝矣島を歩いていると、

議事堂前の道端にトースト屋のキッチンカーがあ

った。食パンと玉子を鉄板で焼いて、雑にケチャ

ップとハニーマスタードをかけただけの簡単なト

ーストサンドイッチだったが、そこそこ美味しか

った記憶がある。このような屋台のトースト屋は

ソウルのあちこちで見かけた。 

韓国において食パ

ン（ｼｸﾊﾟﾝ）のイメ

ージは、スライスさ

れたパンだ。日本と

おおむね変わらない。

ただ、こちらではあ

まり見かけないトウ

モロコシの食パンが

売っていたりする。

韓国なりのパンの捉え方がうかがえる。 

以前はあまり評価が高くなかった韓国のパンも

品質が向上し、今では高級食パンのベーカリーが

流行るほどになっている。こちらはスライスされ

ないままの一斤売りが一般的なようだ。手でちぎ

って食べるらしい。 

バリエーションも豊かになって、食パン専門店

にはチョコ、チーズ、ブルーベリーなど様々な食

パンが並び、蒸し食パンを売りにするベーカリー

カフェもあると聞く。韓国にはヨモギやアズキな

どさまざまな食物を加えて作る餅（ﾄｸ）の文化が

あり、食パンにも多様でモチモチした食感を求め

るところがあるのかもしれない。 

 韓国におけるパンの歴史はどこから始まるのだ

ろうか。高麗や朝鮮王朝時代にパンを試作した時

からか。中国からやってきた麺包やマンドゥから

始まるのだろうか。宣教師が自作していたパンと

いう話もある。 

 開化期に入って、欧米との外交を通じてパン文

化が流入した。宮廷の水刺間(ｽﾗｯｶﾝ、調理場)の

遺物には製パン用の道具があり、宮廷内でパンが

作られていたことが分かる。また１８９５年、ア

ントワネット・孫澤夫人が開設した外交官向けク

ラブの貞洞倶楽部は、パンやカステラを提供した

という。 

 植民地時代になると日本から製パン職人がやっ

てくる。１９４０年代には４０以上の製パン業者

があったそうだ。この頃に日本と同じポルトガル

語由来の「パン」の呼称が定着した。しかし、小

麦粉や砂糖の不足により、一般大衆への普及はで

きなかった。 

パンが韓国に普及したのは朝鮮戦争を経て、ア

メリカから大量の食料援助が開始されてからだ。

三白産業の時代である。国内に製粉・製糖の工場

が作られてパンの国内生産が活発化し、１９６０

年代からパンの大量生産が本格化する。 

▲ソウルにあるオシャレなパン屋さん 

近年、大手チェーン店に対抗する個人のベーカ

リーは、住み分けのために食パン専門店を作る傾

向があるそうだ。韓国では従来、パンには菓子や

軽食のイメージがあり、製菓店と製パン店は同義

の部分があった。その中で食パンは主食としての

パンを主張する点で、他とは違う特色がある。個

性を反映させやすく、パンとしての美味しさを強

調しやすい食パンは、今の韓国パン文化をリード

している。（好） 

 

 

 

 

 

 

▲韓国のトウモロコシ食パン 
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【書籍紹介】        風の声 
著者：金蒼生(ｷﾑ･ﾁｬﾝｾﾝ) 

新幹社・１５００円＋税 
本の帯に書いてあるように済州島４・３事件を

扱った中編小説だ。「事件」から逃れ、日本に密

航した１０歳の双子の姉妹を描いている。 

作品では現代の猪飼野と当時の済州島のことが

交差し、難しかった。なかなか読み進

めなかったのは、この本のテーマも関

係すると思う。重く、辛い体験だ。 

４・３事件の衝撃。島民、特に子供

や高齢者などが受けた衝撃を受けとめ

るのには時間がかかった。４・３を扱

った本は結構読んだ。ゲリラの闘争記

だったり、当時の政治背景などだ。し

かし庶民、特に少年、少女を描いたも

のは少なかった。映画「チスル」に似

ている。あの映画も農民など庶民の一

家を描いており、衝撃的だった。 

大阪にも犠牲者の遺族、親戚の方がいて、慰霊

祭も行われている。５年ほど前から慰霊祭にも参

加して現地の遺族会の方の話も聞いた。 

まだ現地でも、大阪でも遺族や親戚の方の苦悩

は続いている。一昨年の慰霊祭では在日朝鮮人の

知り合いが何人も参加されていた。聞くと父母や

祖父母が済州島の出身だった。 

まだ話しきれないこともあるという。済州島

４・３事件の全面的な解明は、朝鮮が統一しなけ

ればできないのかもしれない。 

さらにこの本には猪飼野のことが実にリアルに

描いてある。日本人にはありがたかっ

た。密航した姉妹がいかにこの地で生

き延び、そしてたくましく生活してき

たか。 

蒼生さんは１９５１年、大阪生まれ

の在日２世だ。娘の金民樹（ｷﾑ･ﾐﾝｽ）

さんが劇団タルオルム（東大阪市）を

主宰され、公演の時、オモニの本も紹

介されていた。劇団は２０１５年に

４・３を描いた「あの日、約束」も上

演している。城北朝鮮初級学校で上演

された時に観劇したが、この時、蒼生

さんも関わられているが、まだ蒼生さんのことは

知らなかった。 

蒼生さんは１０年ほど前に夫婦で済州島に移住

され、この作品を書かれた。他に済州島での生活

を綴った「済州島で暮らせば（新幹社・２０１７

年３月発行・１５００円）もある。（中山茂） 

◆◆行事案内◆◆ 

 

 

 

編集後記 

桜の季節。しかしコロナの影響で野遊会など野外行事はできません。プロ野球も開幕しましたが、今

一つ盛り上がらない。早くコロナが収まり、野外で楽しくすごしたい。球場にも行きたい。 （ソン） 

４・２７板門店宣言３周年 

～板門店宣言を実践し、朝鮮半島の自主的平和統一を～ 

韓統連大阪本部講演集会 


