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朝鮮半島から日本の市民社会に訴える 

: 今こそ北東アジア非核兵器地帯を！  

 

2021年 2月 20日  

シン・ミジ（慎美智） 

参与連帯（PSPD）、平和軍縮センター、専任幹事  

 

 

こんにちは。韓国の参与連帯、平和軍縮センターのシン・ミジと申します。  

 

このような貴重な場でお話しできて光栄です。でも、私よりずっと長い間「東アジアの平和」に取り

組んでこられたピースデポの皆さんの前でお話しするのは少しプレッシャーにもなります。いずれに

せよ朝鮮半島と北東アジアの平和のために、日韓の市民社会が一緒にできる行動を考える時間に

なれば幸いです。  

 

ニューノーマル時代における北東アジアと平和 

 

昨年の 1月から続いているコロナ 19パンデミックは私たちの日常に、実に多くの変化をもたらし

ました。韓国に住んでいる私にとってもマスクを付けることやソーシャル・ディスタンスを取ること、5人

以上集まることの禁止、オンライン・ショッピングに食事のデリバリー、リモートワークやオンライン会議

が日常化しました。今回もコロナさえなければ私が日本を訪問して、皆さんとお会いしながら討論し

ていたはずです。そう考えると本当に胸が痛いです。一方でこのように離れていてもオンラインでつ

ながれるので幸いだとも思いますが、やはり直接お会いして交流するのが一番いいと思います。  

 

このような状況になると長い間の問いでもありますが、最近になってこの言葉が自然に出てきま

す。「どうして一番近い北の人とはオンライン会議もできないのだろうか」。 

 

最近、日本でもヒットしているそうですが、『愛の不時着』という韓国ドラマをご覧になった方はいら

っしゃいますか。簡単にお話しすると、南の財閥の娘で企業家の女性と、北の政治家の息子で軍人

の男性のラブストーリーです。ドラマで南の女性主人公が北の男性に「私たちは会ったら違法になる

のよ」と言うセリフがあります。私はこの場面で改めて知りました。今でも南北の人がお互いに会った

ら違法になるのです。世界ではすべての人を愛することができますが、朝鮮半島の南北に住んでい

る人たちはお互いに愛することができません。世界中の人たちとオンラインでつながれますが、北の

人たちとは E メールもやり取りできません。一番ひどいのは、あまりにも長い間そのように暮らしてき

たので、なぜそうなっているのか、解決方法はないのか、もう聞くことすらなくなってきていることで

す。  

 

一般的に現代はニューノーマル時代だといいます。もうコロナ以前には戻れないとも言われます。

米国の国務長官だったヘンリー・キッシンジャーは「コロナ 19パンデミックが終息しても、コロナは世
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界の秩序を永遠に変えてしまうだろう」と述べました。コロナが変えてしまう世界とはどのような姿でし

ょうか。  

 

多くの人たちは今や新しい規範やシステムが必要だと言っています。私たちが新たに作るべき規

範やシステムとはどのようなものでしょうか。世界全体だとあまり大きすぎるので、範囲をもう少し北東

アジアに狭めてみましょう。北東アジアに必要な新たな規範やシステムとはどのようなものでしょうか。

韓国と日本の平和運動は長い間にわたり、古い世界秩序は変わるべきだとして北東アジア地域の

平和のため、新たな規範とシステムが必要だと提案し続けてきました。でも、その提案は常に現実主

義と国家主義の壁にぶち当たりました。現実主義を押したてた古い安保観と軍事主義が平和運動

の足を引っ張ってきました。  

 

おそらく今こそ、私たちがこれまで主張してきたことをより深く論議し、もっと積極的に提案しなけれ

ばならない時ではないかと思います。  

 

またもや中断した朝鮮半島の平和プロセス 

 

でも、朝鮮半島の平和プロセスはまたもや止まってしまいました。2018年、3度にわたる南北首

脳会談と歴史的な米朝首脳会談などを通じて、朝鮮半島における「完全な非核化」と「恒久的な平

和体制」、そして関係諸国による「新たな関係」についての論議が始まりそうだったのですが、2019

年 2月末に成果のないまま終わってしまったハノイでの米朝首脳会談以降、対話は全面的に中断

してしまいました。  

 

これまでもいつもそうだったように対話が中断したところには相手側への非難と不信、制裁、そし

て軍事的な対応が「とぐろ」を巻いています。ついに昨年 6月、北朝鮮は北へのビラまき問題を理由

として南北共同連絡事務所を爆破し、キム・ヨジョン[金与正][朝鮮労働党]第一副部長とキム・ヨンチ

ョル[金英徹][朝鮮労働党中央委員会]副委員長が南に関連した業務を「対敵事業」に転換させると

宣言するに至りました。幸いなことに破局は免れましたが、南の市民は[心に]大きな傷を負ってしま

いました。  

 

私自身も南北共同連絡事務所が爆破される場面を見て、本当にショックでした。そして大きな挫

折感を味わいました。期待が大きかっただけ、失望もまた大きかったのです。私たちは再び過去に

戻らねばならないのでしょうか。70年以上にわたり続いてきた分断と敵対の時間がこのニューノーマ

ル時代にも続かなければならないのでしょうか。朝鮮半島に暮らしている私たちだけでなく、北東ア

ジアの市民は死ぬまで核兵器と戦争の危険の中で生きていかねばならないのでしょうか。一体いつ

まで私たちは、感染病の危機や気候変動の危機、そして経済危機から、私たちの安全と生活を守る

ために使うべきお金を軍事費に注ぎ込まねばならないのでしょうか。 

 

でも、相手の立場に立って考えてみると、北朝鮮の荒っぽい対応をまったく理解できないというわ

けにもいきません。これまで韓国政府はその言葉とは裏腹に、合意履行のための実質的な行動をみ
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せていないからです。文在寅政権は朝鮮半島の終戦に対する意志を表明し対話を提案したのです

が、軍備増強をやめませんでした。段階的軍縮を実現しようとした板門店宣言以降にも軍事費は増

加し続け、韓国の 2021年国防予算は約 53兆ウォン[約 5兆 3千億円]に達します。これは歴代政

権で最大規模となっており、朴槿恵、李明博[保守]政権よりも高い増加率をみせています。さらに、

「2021～2025国防中期計画」では今後 5年間で、総額 300兆 7千億ウォン[約 30兆円]の国防

費を投入する計画です。軍事費の支出が世界で 10位となっている韓国は、すでにこの何年間で北

朝鮮の国内総生産(GDP)を上回る金額を国防費として支出してきました。これでは北朝鮮に核兵器

とミサイルを放棄しろという要求が受け入れられるわけがありません。  

 

2021年、朝鮮半島の平和プロセス再開のためにすべての努力を  

 

文在寅大統領の任期は、もう残り 1年になってしまいました。次期大統領が誰になるか分かりませ

んが、今年が朝鮮半島の平和プロセスを再開させるために総力をあげねばならない年であることは

確かです。でも、2021年の見通しもそれほど明るくはありません。文在寅大統領は今年の 1月 11

日新年の演説で、「南北国民の生存と安全のために、協力できる方策を求めていかねばならない」と

して、コロナ対策の協力から始めようと提案しました。  

 

でも、北朝鮮の金正恩国務委員長は朝鮮労働党第 8回党大会の報告で、南側の軍備増強と米

国の敵視政策を非難しつつ、政治、軍事的な根本問題が解決されない限り、核・ミサイル能力をさら

に強化していくとする強硬な立場を明らかにしました。文在寅政権が力を入れている先端兵器の導

入や軍備増強は合意違反だとして、南側からのさまざまな協力の提案を「非本質的事項」だと切り捨

ててしまいました。新たに当選した米国のバイデン大統領は北への制裁と圧力をさらに強めることを

示唆しながら、トランプ政権の米朝合意履行についてはあいまいな態度をとっています。  

 

だからといって必ずしも状況がすべて悲観的だというわけではありません。北朝鮮は党大会で強

硬な立場をとりつつも、「破局にある現在の北南関係を収拾し改善するための積極的な対策を講じ

ていかねばならない」としています。米朝関係についても「新たな朝米関係樹立を確約する共同宣

言を行なったこと」を依然として高く評価しています。米国のバイデン大統領も、前政権に比べて友

好国と国際社会の世論を尊重すると期待されています。昨年、文在寅大統領が朝鮮半島終戦につ

いての意志を再度表明したのも肯定的なシグナルといえるでしょう。 

 

2017年に破局へと突き進んだ状況を画期的に転換させた決定は復帰されなければなりません。

韓国政府は朝鮮半島問題を私たちが主人公となって解決するという意志を再度確認し、色々なチャ

ンネルを通じて対話と交渉が再開できるよう条件づくりをしなければなりません。最も急がれるのは、

目前に迫った 2月末か 3月初めに予定されている「米韓合同軍事演習」を中断させ、軍事的な信

頼構築の土台をつくらなければなりません。これ以上の国防費増額は必要ありません。鋭い米中対

立の中で、韓国は排他的な軍事同盟や盲目的な軍備増強ではなく、平和と多国間協力の外交努

力に力を入れるべきです。 
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何よりも南北米政府がこれまで困難な中で締結した合意事項を尊重し、履行しなければなりませ

ん。シンガポール米朝共同声明は「相互信頼構築が朝鮮半島の非核化を促進させられる (Mutual 

confidence building can promote the denuclearization of the Korean Peninsula)」と明示し

ています。スタートしたバイデン政権としては△新たな米朝関係の樹立、△朝鮮半島に恒久的で安

定的な平和体制の構築、△朝鮮半島の完全な非核化」などを約束したシンガポール共同宣言の合

意を基に交渉に臨むべきであり、北朝鮮もまた同様です。南と北は平壌共同宣言で「朝鮮半島の完

全な非核化を推進していく過程で、ともに緊密に協力」すると合意したので、南側は交渉進展のため

に北朝鮮と米国を説得する努力を続けるべきです。 

この過程において、韓国と日本の市民社会はどのような役割を果たすべきでしょうか。まず、韓国

で進められている朝鮮半島の平和のための活動をご紹介し、日本の市民社会の皆さんにいくつか

お願いしたいと思います。   

 

「休戦から平和へ!」朝鮮半島終戦平和キャンペーン 

 

朝鮮戦争勃発 70年だった昨年、韓国の市民社会団体、宗教界、国際団体などが一緒に「朝鮮

半島終戦平和キャンペーン」を始めました。ピースデポも国際パートナー団体となっているのでご存

じだと思います。  

 

注目すべきはこのキャンペーンの背景には、朝鮮半島問題をもう政府に要求ばかりしてはいられ

ないという市民の切羽詰まった気持ちが込められているということです。これまで政府間でも多くの努

力が重ねられてきましたが、国際情勢や国内政治などを理由に関係悪化を繰り返してきました。そ

の中で市民はいくども挫折や無力感をおぼえてきました。でも、もうそれではダメです。70年、戦争

が終わらないという時間は長すぎます。もはや市民が直接立ち上がって朝鮮戦争の終息を宣言し、

世界中の市民に私たちの宣言を支持してくれるよう訴えようと思います。  

  

朝鮮半島平和宣言(Korea Peace Appeal) 

• 朝鮮戦争を終わらせ、平和協定を締結しましょう。 

• 核兵器も核の脅威もない朝鮮半島と世界をつくりましょう。 

• 制裁と圧力ではなく、対話と協力で対立を解決しましょう。 

• 軍拡競争の悪循環をやめ、市民の安全と環境のために投資しましょう。 

 

キャンペーンは昨年の[朝鮮戦争]停戦協定締結の日である 7月 27日にスタートしました。停戦

協定締結 70年になる 2023年までに、終戦の平和メッセージを込めた朝鮮半島平和宣言(Korea 

Peace Appeal)を支持する世界の 1億人署名と、世界各国の市民社会、宗教界、政府や議会の支

持宣言を集めるのがこのキャンペーンの主な行動計画です。集めた署名と宣言を南北、米中を含む

朝鮮戦争の関連国政府と国連に提出して圧力をかけ、2023年までに朝鮮戦争を終わらせ平和体

制を構築するよう求めていきます。  
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このために韓国語、英語、日本語の署名をホームページで行なえるようサイトを立ち上げ、署名用

紙も英語、日本語、中国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語などに翻訳して

作成しました。終戦宣言と朝鮮半島平和構築の方策をテーマに、韓国内と国際討論会を開催し、9

月の平壌共同宣言 2年を迎え、「朝鮮半島終戦のための平和集中行動」を行ないました。    

 

[写真] 「9・19共同宣言 2年」平和を願うフォトショット 

[活動] 9月平壌共同宣言 2年、朝鮮半島終戦のための平和集中行動週間 

 

毎週月曜日のお昼には明洞、大学路など、ソウル中心街の 5か所で「戦争を終わらせ平和をつく

る月曜日（Peace Monday）」を行ない、市民への署名活動を行ないました。全国 100か所以上の

「平和のお店」を募集し、署名と広報のための拠点を確保しました。コロナでオフライン署名を集める

のが難しくなった状況で、インフルエンサーたちが参加するオンライン署名を勧めるプロジェクト「70

年の恋しさ、熱いとき花が咲く」を行ないました。ここには映画監督や作家、俳優、歌手、ラッパーや

アナウンサー、弁護士が参加し、今年初めまで進める予定です。  

 

[映像] 戦争を終わらせ、平和をつくる月曜日 「Peace Monday」 

[地図] 平和のお店  

[写真] 70年の恋しさ、熱いとき花が咲く   

 

でも、署名はまだ 6万人くらいしか集まっていません。それで今年は署名と宣言を拡げるのに力

を入れる計画です。キャンペーンは先月 1月 13日、新年記者会見を行なって「朝鮮半島終戦、平

和のために行動するコリアピースメーカー2021宣言」を発表しました。約 3千人のコリアピースメー

カーの人たちは記者会見で△南北、米朝首脳が困難な中で締結したこれまでの合意をすべての関

連国が尊重し、履行すること、△南北、米朝は互いの軍事的脅威を即時中断し、脅威を減らすため

の実質的措置を行なうこと、△制裁と圧力ではなく、対話と協力で朝鮮半島問題を解決する突破口

を開くこと、△朝鮮半島問題を解決しようとする努力を、戦争と核兵器の脅威を取り除くための努力と

密接に結びつけることなどを求めました。  

  

朝鮮半島終戦平和キャンペーンの中心は署名運動ですが、署名だけ集めようとするのではありま

せん。韓国の自治体と議会のみならず、世界各国の政府と議会の参加を組織し、米国の大統領選

挙や国連総会など、機会あるごとに私たちの要求を知らせ、国際協力活動を行なう「市民平和ロビ

ー活動」も行なう予定です。1月 25日には新しく就任したジョー・バイデン米国大統領に書簡を送

り、朝鮮半島終戦と平和の道に積極的に歩むことを要請しました。その他にも専門家や市民とともに

朝鮮半島の平和を話し合う「市民の平和対話」、オンライン―オフラインによる「市民平和行動」、そし

て終戦平和メッセージを込めた文化コンテンツを開発して伝え、市民の間でオンライン―オフライン

の文化交流を企画する「市民の平和文化交流」も進める予定です。  

 

市民がつくる朝鮮半島の未来像 

http://www.hani.co.kr/arti/society/ngo/962872.html
http://www.hani.co.kr/arti/society/ngo/962872.html
https://www.endthekoreanwar.net/posts/21
https://www.endthekoreanwar.net/posts/21
https://youtu.be/mU1dNtgugFY
https://youtu.be/mU1dNtgugFY
https://www.endthekoreanwar.net/posts/32
https://www.endthekoreanwar.net/posts/32
https://www.endthekoreanwar.net/supporters
https://www.endthekoreanwar.net/supporters
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2018年 8月、リベラル、中道、保守団体と韓国の七大宗教団体の参加で、「平和と統一のため

の社会的対話」が始まりました。今年で 4年目を迎えたこの対話は、回数を経るごとに驚くべき結果

が現れています。当初は、「南南対立」と呼ばれるほど鋭い意見対立がある平和や統一問題につい

て、果たしてキチンとした討論ができるのか心配がありました。ですが、市民は思ったよりずっと賢明

でした。公正で安全な熟慮の空間さえあれば、長い冷戦的思考や対立を乗り越えられる可能性を見

せてくれました。  

 

とりわけ去年はコロナ 19の拡がりで、100%オンラインによる非対面方式の対話が行なわれまし

た。 全国 4圏域の住民、江原道や仁川市など、休戦ラインを接しているいわゆる「接境地域」の住

民、ソウル市の 5地域の住民、教師と若者など合計で約 1,700人が参加しました。オンラインで約

100人を越える市民が最初は小グループ別の討論を行ない、その結果を全体討論により調整し、

合意する過程は決してたやすいものではありませんでした。    

 

 
 

平和と統一のための社会的対話は特別な状況を除き、8時間ずつ討論を行ないました。対面形

式でもなくオンラインで 8時間ずっと討論することを想像してみてください。私は考えただけでも無理

だと思いました。でも、市民の情熱は思いがけないものでした。途中で投げ出す人はほとんどおら

ず、満足度ともう一度参加するという意思は 90%を上回りました。「歴史的な参加」だったとか、「家

門の光栄」だという風に述べる市民もいました。多くの参加者はまったく別の考えをもった人たちとゆ

っくり話し合い、意見の違いを縮めていく瞬間に感動を覚えていました。    

 

市民の熱心な参加に勇気づけられ、グループ討論で合意した内容を共有するレベルを越えて、

全体的な合意案をつくる合意型総合討論まで行なうことができました。下記は、その総合討論の結
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果をもとに整理した朝鮮半島の未来像とそれを現実にするための過程と方法についての合意案で

す。 総合討論は全国の 4大圏域別参加者のうち約 100人を選び、4日にわたり行なわれ、合意

案は社会的対話を推進している「統一ビジョン市民会議」でグループ討論と文章による調整と全体

投票を経て、参加者が合意した文章を再構成したものです。    

    

「2020統一国民協約を導き出すための総合討論会」に参加した全国の市民参加団は朝鮮半島

の望ましい未来についての期待と誓い、そしてそれを現実としてつくるための過程と方法について

私たちの心と意思を集めて次のように明らかにします。  

 

2020.12.24 

まとめ：平和・統一ビジョン社会的対話全国市民会議  

(略称 : 統一ビジョン市民会議) 

朝鮮半島の未来像 

 

私たちが生きていく未来の朝鮮半島は、自主的な外交能力をもつ強い朝鮮半島、すべての軍

事的脅威がなくなった平和で非核化した朝鮮半島だ。 

 

未来の朝鮮半島には人道主義が実現され、人権と多様性が保障され、犯罪と特恵のない公正

な社会体制が定着する。  

 

未来の朝鮮半島において、南北間には多様な分野の文化交流と情報交流が活発に行なわ

れ、共同の歴史認識と同質感を回復する。  

 

南北の住民は自由に移動し旅行して、鉄道など陸路を通じて世界を旅行する。  

 

南北は経済交流と協力、技術と資源の共同開発を通じて、経済と資源が統合された先進強国、 

南北の住民全員が幸せに暮らす福祉国家に発展する。  

 

朝鮮半島が平和統一の望ましい先例となり、世界の人々が訪れる文化の中心、グローバル物流

の中心となる。 

 

実現過程と方法 

南北は尊重と協力により信頼関係を構築する。南北共同の多様な対話と協議チャンネルを開

設して対話を持続し、定例化させる。政策の一貫性を維持し、統一に関する事業を中断なく推進

するために努力する。  

 

軍事的脅威が解消した朝鮮半島をつくるため平和協力体制を定着させ、平和的な方法で朝鮮

半島を非核化する。南北は周辺国と外交的関係を改善し、周辺国からも軍備縮小の協力を引き

出す。  
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南北は文化交流を続け、言論を開放し、南北の実情について互いに透明に報道する。離散家

族の交流を含む自由な往来を保障し、鉄道や道路など交通基盤施設を共同で整備する。非武装

地帯を自然保護区域に指定し管理する。 

 

南北は異質となった南北の共同体回復のために、言語、歴史、文化を共同で研究する。統一に

ついて共通内容の教育を実施し、統一のための法や制度を整備する。  

 

南北の住民が平和・統一政策の政策樹立に参加することになる。南北の住民同士の異質感や

対立を社会的合意で解消させていく。  

 

国民が主体となる統一過程を目指す。統一について国民の合意を形成し、その当為性につい

て対外的に広く知らせる。  

 

どうでしょうか。市民が合意した通りに問題を解決していけば、平和な朝鮮半島と北東アジアはい

くらでも可能なようです。今年は世界中の若者が参加する文化行事と結合させた社会的対話を準備

しています。K-POPスターをはじめ、世界の若者が朝鮮半島の平和から世界の平和を話し合い、

平和を象徴する共同の芸術作品が誕生する「平和と統一のための社会的対話」はどうでしょうか。ま

だ企画段階ではありますが、私はもう胸が高鳴っています。ぜひ、いつかは日本の若者たちと一緒

に朝鮮半島の平和と北東アジアの平和のための対話を企画してみたいと思います。  

 

日本の市民社会に望むこと  

 

第一、平和憲法を守ってください。 

日本の平和憲法は朝鮮半島が分断費用を支払って得た東アジアの平和に対する約束です。再

びこの地域で侵略戦争があってはならないという約束です。それだけでなく平和憲法は北東アジア

の武装対立と軍拡競争を防ぐ盾でもあります。でも、日本政府は「集団的自衛権」行使を名分に、平

和憲法を壊そうとしています。それでも幸いなことは多くの日本の市民が平和憲法の改悪に反対し

ているということです。日本の市民の力で平和憲法をぜひ守ってください。ひいては強化される北東

アジアの軍事主義と古い時代の軍事同盟の構造を共同安保協力体制に転換させるために、日本政

府が先頭に立つよう要求してください。朝鮮半島の非核化と平和体制は、このような努力と共同で進

めてこそ実現できるでしょう。 

 

第二に、日本政府が朝鮮半島平和プロセスに積極的に賛同するよう求めてください。  

2018年に開始された朝鮮半島平和プロセスに日本政府が横やりを入れてきたというのは広く知

られた事実です。一方では日米同盟を強化し、米国のインド太平洋戦略に積極的に加担し、北東ア

ジアの軍事的緊張も高めてきました。日本政府がこのような態度を取り続けると、朝鮮半島平和プロ

セスをキチンと進めることはできません。反面、日本の市民社会は朝鮮半島平和プロセスを北東ア

ジア非核地帯化の出発点にしようとする提案を行ないました。特に、ピースデポは 2018年 4月、日
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本の外務省に手渡した「北東アジアの非核化・平和に関する要請書」で「朝鮮半島平和プロセスが

北朝鮮との戦後処理や関係正常化のための好機となり、「北東アジア非核兵器地帯設立など、より

持続的な地域の緊張緩和と平和に向かう新しいアジア外交への起点とすることが可能だ」と強調し

ました。  

 

幸いにも 1月 13日、菅首相は総理官邸の記者会見で「条件を付けずに金正恩委員長と直接向

き合う決意だ」と述べました。日本政府が日朝関係改善により、朝鮮半島平和プロセスに積極的に

賛同するよう持続的に要求してください。  

 

第三に、日本の市民社会が朝鮮半島終戦平和キャンペーンに積極的に賛同してください。 

朝鮮半島の核危機の背景には、長くは朝鮮半島の分断と東アジアの冷戦体制、短くはこの間の

地域に積み重なった軍事的緊張があります。朝鮮半島の不安定な停戦体制を終わらせなければ、

決して非核地帯化はありえません。日本の市民が Korea Peace Appealの署名に参加するよう、広

く知らせ、日本政府と議会での支持宣言を引き出すために、日本の市民社会が役割を果たしてくだ

さるよう切に要請します。  

 

第四に、北東アジア非核地帯化のために、南北、日本が核兵器禁止条約を批准するよう圧力をか

けてください。 

先月 22日、核兵器禁止条約の発効に、私たち参与連帯（PSPD）でも歓迎の論評を発表しまし

た。参与連帯（PSPD）は「まず条約に署名し、批准した未来志向的な国々、核兵器の非人道性を

証言してきた被爆者をはじめ、核兵器のない世界のために長い間尽力してきた世界中の市民社会

団体と平和を願う市民の力で共に作り上げた感動的で大切な勝利」だと強調しました。   

 

4.27板門店宣言で言及された「核のない朝鮮半島(Nuclear Free Korean Peninsula)」と、

9.19平壌共同宣言で南北が合意した「核兵器と核の脅威のない平和の基盤(朝鮮半島)」は朝鮮半

島をめぐるすべての核の脅威が消えた状態、つまり北の核のみならず韓国と日本が依存している米

国の核の傘も一緒に廃棄されるべきだということを意味します。韓米日政府がこの間無視してきた核

の傘とミサイル防衛(拡張抑制)戦略を北の核問題と一緒に話し合うよう、韓米日の市民社会が強く

主張しなければなりません。この過程において、南と北、日本が率先して核兵器禁止条約を批准す

るよう圧力をかけなければなりません。  

 

第五に、福島原発事故の教訓をもう一度見つめ直してください。 

今年は福島の原発事故から 10年になる年です。でも日本政府は 10年前の教訓を忘れたかの

ようです。論議が続いている福島原発の汚染水の海洋放出問題は、韓国と日本だけの問題ではあ

りません。人類全体の健康と安全に影響を与える重大な問題です。大きな影響を受けるしかない東

アジアの国々をはじめ世界の諸国の共同対策や合意のないまま、日本政府が無責任に汚染水を海

に放出しないよう皆さんが阻止してください。  

 

また、日本政府が推進している核燃料再処理政策を中断し、プルトニウムの保有量を減らすよう

要求してください。すでに日本は核兵器を 5千発以上生産できる「潜在的核保有国」となっていま
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す。バラク・オバマ大統領時代に米国の国務省で国際安保・不拡散担当次官補だったトーマス・カ

ントリーマンは、日本が保有したプルトニウムが米朝「非核化交渉」に悪影響を与えると憂慮を表明し

ていました。米国など周辺国が北朝鮮に核兵器の保有を断念させようとする際、北朝鮮が日本のプ

ルトニウム抽出を口実にすることがありえるからです。日本のプルトニウム生産は北東アジア非核地

帯化に障害になるだけです。日本国内でも危険性のみならず、経済性についても疑問が提起され

ており、核の不拡散からみても問題となる六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場の稼働をストップ

させてください。   

 

私はニューノーマル時代に必要な新たな規範とシステムは、まさに北東アジアの非核地帯化だと

思います。このために日韓の市民社会は交流と協力をさらに拡大していかなければなりません。日

韓の市民社会が力を合わせ、いかなる状況においても決してあきらめず粘り強く提案していけば、

いつの日か必ず北東アジア非核地帯化を作れるでしょう。長時間のご清聴ありがとうございました。  


