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1. 序論

1.1 研究の目的・背景

在韓者が国境を越えて相互に理解を促す国際的手助けになる可能性はあるのか。少なく

とも、配偶者が韓国籍であったり、その子供が混血である限り現地で育つ子供にとっては

言語間の言語の壁はないだろうし、両国に対する愛国心も存在していると思われる。

本稿の目的は、韓国社会における人と社会に対するガバナンス1)の在り方が、教育・文

化経済・安全保障・環境にどのように関係し、それが日本と韓国の相利共生のためにどの

ような役割を果たしているのかを明らかにし、 特に日本との国際関係とさらなる相互発展

  * 東明大学 日本語学科・教養教育院 助教授

1) 本稿2‐1.用語の定義において解説。
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のためにはどのような課題があるのかを検証することである。そのために、 釜山広域市に

居住する地域社会と国際交流に貢献している日本国籍者3名を対象にインタビューを通じ、

各ガバナンスの要素となるものは何であるのかを考察した。

一般的に、グローバル・ガバナンスの対象主体となるのは、政治面・経済面・安全保障

面・環境面など、その維持や管理に常に研究が必要とされる国際的課題項目であるといえ

る。しかし、ガバナンスの構築を行政任せにするのではなく上記に述べているように市民

社会が参加してこそ目指すべき民主主義の社会と国民の国民による社会という理想構造と

なるのだろう。

例えば、中国サンゴ密漁漁船2)による海底の環境破壊が記憶に新しい。日本国民の大半

は、小笠原諸島に生息する魚などの生態系を大切に維持することを認識しており、貴重な

海の資源であるサンゴを根こそぎ搾取するなど小学生でも大半は秩序を持つ国民性の我々

にとっては思いもよらない話である。中国は13億5千万人という世界 高水準の人口と総面

積960万平方キロで陸地面積は世界第2位である超大国である。政治体制は中国共産党と衛

星政党以外の政党から成り立っており、自由に結党できないため、事実上の共産党による

独裁体制であり数少ない核保有国で世界 大の常備軍を有する。ガバナンス概念を全国民

が認識するまでには年月と時間がかかるだろうが、繁栄と衰退を繰り返した複雑な経済成

長過程も日本を抜いて2013年には世界第2位の経済大国となったように、国力を見せてほし

いところである。

｢秩序｣という言葉は、国が変われば教育も環境も全て異なる場所においては当然別の意

味もしくは捉え方になってしまう。つまり、上記に述べたような事柄に限らず、その国の

民族の持つ秩序や意識もまたグローバル・ガバナンスの対象になるわけである。今後必要

とされる国際人とは、メディアに台頭するような政治家を指すのではなく、国際的に意見

を発信して国際関係を調和させることができる人物のことを指す。そのためには、まず言

葉の壁はもちろんその説得力と知識・行動力と深い思考力や経験が必要であり国際的秩序

を所持するだけでなく、人に共感を与えそれを民間レベルにまで普及させることが肝心で

ある。

2) 2014年9月東京都小笠原諸島周辺海域で起こった中国漁船によるサンゴ密漁問題。地元漁民らが窮状

を訴えたことで各国・機関が海上保安警備を強化した。
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1.2 研究方法

本研究では、釜山広域市に居住する地域社会と国際交流に貢献している日本国籍者3

名(実名は伏せそれぞれ頭文字　S.M、K.K、N.Hと表示する。)へのインタビュー方式の半

構造化されたインタビュー法3)を採用して各項目の分析を行い、考察結果を導く手法を

用いる。

2. 先行研究

2.1 用語の定義

大内(2004)によれば、｢ガバナンス｣とは、従来のような政府機関による上(政府)からの統

治を特別に意味せず、下(市民社会)からの参加と上からの統治の相互作用によって、ある

政策が形成されて、実施されるその過程を指す概念である。つまり、その過程において市

民社会のモニタリングを受けて、利害関係者の声が政策の修正に反映され、さらには政策

評価も実施されるという一連の参加型民主主義プロセスを指す言葉ととらえるのが妥当で

ある。4)

2.2 新興国とグローバル・ガバナンス

既存の国際関係は、国がひとつの単位であり、国と国との関係が中心であると考えられ

てきた。現在においても、政治面や経済面でも各国で統治・管理をする仕組みが成り立っ

ている。

例えば、1999年EUの統合においては、ユーロが共通通貨となったことで多くの問題が削

3) 面接(聞き取りあるいはインタビュー)法では、研究者が対象者(インフォーマントに対してさまざま

なことを尋ね、その回答を記録するという形でデータ収集を行う。半構造化されたインタビュー

は、社交的要素にも配慮したインフォーマルで親しみやすい態度で相互作用が営まれ、フィールド

研究ではよく採用される方法である。(高橋順一、渡辺文夫、大淵憲一人間科学研究法ハンドブック
(1998)ナカニシヤ出版 p.15、p.114)。

4) 大内穂(2004)｢グッド・ガバナンスへ向けての反腐敗政策｣p.5 アジ研ワールド・トレンド203号　ジェ

トロ・アジア経済研究所 
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減された。もっとも通貨融合によって金融為替政策の手段が使えなくなるなど問題点も挙

げられるが、これは経済的なグローバル・ガバナンスの一環であり、欧州中央銀行によっ

て金融政策が統括して実施されることから管理体制は整ったといえる。また、2008年のア

メリカのリーマンショックの破綻で世界が金融危機に陥り株価も大暴落、倒産や失業が続

き金融業界で大惨事となった。2014年現在の問題として長引くシリアの内戦や統治機能が

揺らぐイラクで過激派が組織され国際的問題となっていたが遂にアメリカの軍事介入によ

りソマリアで空爆が実施された。つまり国内で勃発する、特に経済や政治・宗教問題は国

内に治まらず世界に波及している。

しかし、国際関係において、多くの新興国が台頭し国を豊かにしようと産業を強化さ

せ、各国が発展を目指す現代のようなグローバル時代においては、他国との関係が友好な

ものであれば解決できる問題が多く発生している。世界が抱える問題はテロの脅威、大量

破壊兵器の拡散、環境問題や自然災害、難民受け入れ、貧困問題など複雑で国家単位では

解決不可能な課題が山積みである。これらの問題にどのように応対していくのか考えるの

が、グローバル・ガバナンスだといえる。

納家(2011)によると、今の時代に重要なことは、先進諸国がこれまで形成してきた国際

秩序を支える諸価値と規範を改めて明示し、国際社会の長期的な発展方向を示し続けるこ

とである。それは、国際秩序が公正で、法の支配が浸透し、実効的なものに発展しなけれ

ばグローバル・ガバナンスの発展も考えられないからである。5)　グローバル・ガバナンス

に関する先行研究として、数多くの論文が執筆されているが、本研究では在韓という現場

生活の中で、日本と韓国を軸にした様々なガバナンスの在り方を検証することで、その独

創性を明らかにしていく。

3. 調査結果

3.1 教育ガバナンス

教育ガバナンスの概念の範囲は広義に亘る。日本経済産業省の2014年度の報告書におい

5) 納家正嗣(2012)｢新興国の台頭とグローバル・ガバナンスの将来｣ p.5、p.12、p.16国際問題公益財団

法人日本国際問題研究所
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ては、日本教育政策学会が教育ガバナンスの形態、｢幼保育一体化｣改革と教育政策の課

題、構造改革下の自治体教育政策をめぐる動向の順にまとめている。さらには、地方教育

行政制度の改革方針と｢地域主権｣と学校制度のガバナンス、いじめ対策の政策過程と細分

化されている。

1‐1.で述べたように、以前著者が非常勤講師として勤務していた大同大学で、大学の学生

に対する教育業務に留まらず、病院サービスや医療観光サービスなど幅広く事業をしてい

たことから、まず、国際交流ともいえる活動である医療観光サービスに焦点を当てて、

S.Mを対象にその教育ガバナンスの要素となるものは何であるのかを考察した。

S.Mは、在韓7年目にして｢釜山医療観光情報センター｣ に務めている。S.Mのヒアリング

から彼女の具体的な業務内容を把握し、そこから｢釜山医療観光情報センター｣6)の主な役

割をまとめてみると、以下の次の通りである。

①ワン・ストップサービスとして、医療観光客の釜山への入国手続き、ビザ、相談、予

約、宿泊、そして病院とのサービスの提供し、医療観光客の帰国後の事後管理総合セン

ターとしての役割を遂行すること。②メディカル・ツーリズムのハブとして、海外からの

患者誘致のため135箇所の医療機関と共同でマーケティングをし、医療観光に関する語学お

よび現場教育を行い、医療観光専門コーディネーターの養成すること。③メディカル・

ツーリズムのハブとして、釜山観光に関する紹介と観光地やグルメ情報を提供し、釜山観

光マップを利用しての釜山の３D体験を提供することである。7)

以上の内容から、企業と行政と大学がしっかりと連携を取り合っており、設備化され外

国に医療のため訪れる受け入れ態勢が整っていることがわかる。では、メディカルツーリ

ズムの後発国であった韓国が急速に推進国となったのは何故だろうか。辻本(2011)による

と、1997年のIMF危機8)によって大打撃を受けた韓国の企業や病院が外貨獲得のため、外国

人投資家誘致のため医療サービスの輸出に力を入れ始め、2001年のニューヨーク・テロ事

件9)によってアメリカでの行き場を失った患者が東南アジアに目を向け始めたことが発端

であった。10)

6) ｢釜山医療観光情報センター｣は、釜山の医療観光産業の発展のため、釜山広域市、大同大学、釜山

圏医療産業協議会が共同で運営している。

7) 釜山医療観光　釜山広域市 http://www.bsmeditour.go.kr/jap/main/IndexAction.do
8) アジア各国の急激な通貨下落現象のことを指す。

9) 航空機が使用された史上 大規模のテロ事件で死亡者を3000人以上出した。

10) 辻本千春(2011)｢メディカル・ツーリズムにおける推進戦略に関する考察 : 日本と韓国の比較論｣日
本国際観光学会論文集第18号, pp.49-54
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その後、2007年に｢韓国国際医療サービス協議会｣11)が発足し、メディカル・ツーリズム

への本格的な取り組みが始まった。2009年に大統領が｢グローバル・ヘルスケア産業｣への

てこ入れを公約としたことによって、推進が加速されることになった。また同2009年には

外国人医療患者誘致を許容する医療法改定を行い、海外での医療広告が解禁となった。ま

たビザの滞在期間の規制を緩和し、あらゆるメディア媒体で宣伝・広告をスタートさせ

た。現在40機関が参加しており、｢韓国保険産業振興院｣と｢韓国観光公社｣が特別会員とし

て登録しており、韓国保険福祉部がバックアップしている。

以上のように、韓国は時代の流れに沿ったメディカルツーリズム体制を整え、短期間で

メディカルツーリズムの後進国から推進国へと変貌を成し遂げたのである。しかし、現在

はウォン安により日本人観光客の減少とともに全体の医療観光客も減少しているため、多

くの企業が倒産している。変化が早い韓国社会だからこそ、しっかりとした内需拡大に関

する策略をたて、外からの軋轢に動じない国家政策さえ整備されれば、さらに国が繁栄す

ることは間違いないだろう。

また、S.Mへのインタビューにおいて具体的な業務内容を釜山広域市が運営する医療観

光情報センターのHPを基に把握した後に、｢韓国という国で、急激に医療観光が発展した

理由は何かと思いますか？｣とヒアリングを続けた。

｢韓国の国民性が活力にみなぎっており、自己主張をきちんとするからこそ、この時代の

流れについていっているのだといえるのではないでしょうか。｣という意見が得られた。

在韓として数年間子育てをしながら暮らしている立場から感じること、新聞やインター

ネット・テレビなどのメディア仲介によっていえることは、韓国は従来の国家による集権

的な独裁政治体制ではなく、アジアを代表する先進国家入りを果たしているということで

ある。数年間の目覚しい経済成長とともに地方分権化に移行しつつあり、とくに地域社会

に関わる政策の策定を、地域住民自らが主体となりその動きに参入しようとする新しい政

治現象が顕著である。 このような現象は、統治組織であるガバメントから統治の過程・管

理を意味するガバナンスへと着目点が変化しているためで、地域社会や組織と住民がどの

ようにガバナンスを融合させ調和されていくのか、その相互作用にも研究や議論が重ねら

れている。その進展は、環境や伝統文化・地域福祉や観光事業、観光客の誘致へと住民の

生活に直接関係する分野で目立っているため、ガバナンス問題が単に国際間のおける政

治・行政の課題であるわけではない。そこに生活している人々の暮らしを考え、そのよう

11) 2010年に｢韓国国際医療協会｣に改名した。
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な社会活動に参加・認識することで新たな社会規範の創造に地域社会および住民が、生活

の中に存在する教育ガバナンスの構築に貢献していることが検証された。

3.2 文化経済ガバナンス

次にここでは、K.Kへのインタビューを軸に、日本や韓国に存在する独自の文化とそれ

を支援する政府や自治体の経済の流れを調査し、生活の中に生息する文化経済ガバナンス

の構築に役立つ重要要素となることを検証していく。

2014年度日本の文化庁による国際文化交流・文化貢献の報告書によると、日本・韓国・

中国の3カ国で文化芸術による発展を目指す都市を選定し、その都市において現代の芸術文

化や多彩な生活文化に関連する様々な文化芸術イベントの実施を試みた結果、芸術には国

境を越える力を持っていることがわかった。12)

そこで注目されるのが韓国の｢財団法人韓国合唱組織委員会｣13)の活動である。この財団

は合唱の世界化を目指し、2007年インドネシアの首都ジャカルタで開催されたアジア太平

洋合唱オリンピックに出場する合唱団の後援を行ったり、韓国内の各種合唱大会の準備や

開催を行うなど、国内外に関わらず優秀な合唱団を招請している。 近では、2014年に‘色

とりどり子供合唱団’を創立し、合唱を通じて多文化家庭の子供たちの人格教育及び、潜在

している音楽的才能を発掘することができるように支援している。｢釜山市立少年少女合唱

団｣を率いる指揮者ジョン・サンチョル(전상철)が、この新しい試みである合唱団の運営に

あたり月々会費1万ウォンという無償に等しい形でその指導にあたっており、音楽を通じた

国際交流に貢献している。合唱団は小学生3年生から高校3年生の約35名で構成されてお

り、釜山市南区にある音楽教室で毎週練習を積み、今後多くのイベント・コンクール等に

挑戦していくことを目指している。K.Kに具体的な活動内容をヒアリングした後に、｢日本

と韓国の互いの発展ために合唱がどのような役割を果たしているのか、また今後どのよう

な課題に対処していくとよいと思いますか。｣という項目をインタビューした。｢合唱団の

ような非営利団体の試みは、韓国の多くの国民の目を引きメディアで取り上げられていま

す。将来的には、さらに多文化家庭が増えると想定される韓国での各地域において、この

ような個人の行動や自治体の行動が人に感銘を与えることで、互いの関係が友好になり、

12) 文化庁国際文化交流・国際貢献(2014)｢2014東アジア文化交流都市の決定について(報道発表)｣, pp.1-4
13) ｢財団法人韓国合唱組織委員会｣は、合唱の世界的運動と韓国合唱音楽の発展及び世界平和に寄与す

る目的で、2003年7月に設立された大韓民国文化体育韓国部所轄の社会法人である。
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文化発展に繋がっていくのではないでしょうか。｣とのことであった。

こうしたNPOの活動は文化経済ガバナンスの構築に一躍をかっているといえる。勿論、

このような活動は政府・自治体の経済や人的援助があってこそ成り立つものであるため、

結果のための努力を惜しまないことで、その推進のためには多くの理解と協力のための

様々な活動が必要である。

　 3.3 安全保障・環境ガバナンス

1997年に温暖化防止のための世界で初めての国際協定である｢京都議定書｣14)が採択され

てから約20年近くになったが、国際的状況が大きく変わり中国やインドといった新興国の

二酸化炭素の排出量が多く問題化されている。しかも2001年に世界一の排出国であるアメ

リカが離脱してしまった状態で、有効な環境対策が見出せない中、環境ガバナンスの構築

の必要性が増しており、環境に対しての各国の対応と政策の遂行が期待されている。一般

的に、環境という言葉を広義に解釈すると、家庭や社会または自然などの総称であるとい

える。または、人間を取り巻く教育環境であり、家庭環境も｢環境｣である。本稿では、実

際M.Hが参加した環境ツアーを軸に、狭義に我々を取り巻く環境、しかも水に関連する環

境活動の大切さについて言及していく。

N.Hは家族と共に釜山市民の水源、ナッドンガン(낙동강)を遡って、カンウォンドテベッ

サン(강원도태백산)までを廻り、川の様子を現場で直接見て、ダムや水質保護などの色ん

な経由を聞いてきた。N.Hはインタビューのなかで、釜山市の水環境に関わる職員から関

係企業・団体だけでも環境保障だけを叫んでも人間社会の生活も保障していかなければな

らないので、この2つの面から尊重してどちらかに偏りすぎることなく大きな視点で考えて

いかなければならないことを聞いたことを述べた。これは注目に値する話である。

例えば、WWFのG8サミットNGOフォーラムの議事録第4章の中に｢世界レベルのガバナ

ンス｣についての検証が載っている。水資源に対する記載については、グローバルコモン

ズ(共有財産)でもある漁業・海洋資源に関して、公海のガバナンスが欠如しています。2012

年に海洋保護地域の代表的なグローバルネットワークを構築することが生物多様性条約加

盟国(EC含む190カ国)の間で合意されており、G815)がこのガバナンス構築に積極的に貢献

14) 1997年に世界各国の政府代表者が日本の京都に集まり、国連気候変動枠組み条約の締約国家意義を

開催した。この会議において採択されたのが｢京都議定書｣という国際条約である。

15) Group of Eightの略で国際的な主要国首脳会議のひとつ。日本・アメリカ・フランス・イギリス・ド
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することを望む。と記している。16)

以上、N.Hの活動に関するインタビューを通して、本稿の第1章で述べた中国漁船のサン

ゴ密漁などガバナンスと道徳的秩序が欠如している典型であるといえる。アメリカが参加

していない、環境問題に立ち向かうこと、継続して環境問題の削減を提唱していかなけれ

ばならないこと、問題は山積みであるが長く先進国に君臨しており環境に対する模範国家

である日本がリーダーシップをとる必要性があることなどが確認された。

4. 結論

4.1 まとめ

2010年、日本の財務統計省17)が公示した国勢調査では、日本の人口は1億2805万7352人

で2005年から2010年は横ばいだが、65歳以上の人口が占める割合はドイツやイタリアを上

回り も高い水準であった。一方、韓国統計庁18)が2013年度から2040年度まで就労可能人

口の調査をした資料の中では、韓国全体で2013年で36,712千人、約30年先の2040年には

28,873千人となり、21.4％減少すると見込んでいる。世界は紛れもなく高齢化に向けて進ん

でおり、ますます国際的協力や迅速なガバナンスの整備と浸透が期待されている。

本研究では、在韓日本人3人のインタビューを通じて、国際関係の発展と友好な関係を築

き互いに国力を上昇させ、歴史は変えることはできなくても、人種に関わらず誰にとって

も居心地のいい未来を創っていく必要性があることが明らかになった。

韓国と日本が、互いに協調や理解の姿勢を持つ政治体制に近づくことで、国際交流を目

的とする団体が多く台頭し、国際関係の悪化と言われる現状より勝った活動が展開されて

いくことは、近隣諸国である両国にとっても有益な方向に向かうことは間違いない。ガバ

ナンスとはその有益な方向に向かうプロセスのことを指す言葉であることは先述した通り

だが、そこに加えて変動しつつある現代の世界秩序の形成過程、つまりプロセスを包括的

イツ・イタリア・カナダ・ロシアを指す。2014年現在ロシアは参加停止中で冷戦当時のG7へと戻っ

ている。

16) G8サミットNGOフォーラム　生物多様性ポジションペーパー｢世界レベルのガバナンスについて｣項よ

り引用。http://www.wwf.or.jp/activities/2008/03/667704.html
17) 財務省統計庁(2010)｢平成22年国勢調査　人口等基本集計結果｣からの出典, pp.1-4
18) 통계장(2014)｢장래인구추계：2013‐2040｣, p.9からの出典。15歳から64歳を対象にしている。
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に含む概念、また 市民団体組織NPO・NGO、政府、自治体、企業などが、対立・相違する

利益や意見を調整しつつ、組織化された総合的なネットワークを再構築し、人類共通の問

題に取り組む過程や構想、そこから生まれる制度などを指すことが重要であることを加え

たい。

4.2 将来の展望と課題

日本を始め、他国にも独立財団、非営利団体であるNGOなどが多く存在しており国際関

係の助けとなっている。これらがどのような構造でどのように協調しながら国際的なこれ

ら多くの問題に対処していくかを考察するのが、グローバル・ガバナンスが今掲げている

課題である。

本稿では、財団やNGOなどに拘らず、個人がどのように諸問題に対応していくべきなの

かを3人のインタビュー者を通して言及してきた。私見を言うならば、今後筆者はこうした

グローバルに展開される複雑な諸問題の解決方法を読み解く方法と、知識を社会科学の学

問的基盤を検証することによって理解し、国外にいる立場だからこそできる範囲でガバナ

ンス研究に貢献していきたい。

そういった意味で、本稿で述べた教育的、文化的、環境保護的なガバナンスは国際関係

が友好なものとして展開されていく願いを込めて考察したものである。この研究が今後の

国際関係に少しでも参考となり、国同士が協力して発展していくこと、また日本と韓国が

世界に誇る高い教育水準に柔軟性と国際的な価値観を併せ持った人材が両国で多く傑出さ

れること、アジア諸国の相互理解・共生とその他諸国の発展のために活躍してくれること

を願う。
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<要旨>

グローバル・ガバナンスと韓国

- 在韓日本人の暮らしの中のガバナンス-

本稿の目的は、在韓日本人の暮らしの中に存在するガバナンスを検証することである。在韓者3名へのヒアリングを
通じて教育・経済文化・安全保障・環境面の視点に立ってガバナンスの定義と在り方と今後の国際社会が有する課題に
アプローチしている。グローバル・ガバナンスとは、世界全体が有益な方向に向かうプロセスのこと指し、そこに加え
て変動しつつある現代の世界秩序の形成過程、つまりプロセスを包括的に含む概念のことである。またガバナンスの執
行は、行政だけで行うことなく、市民社会が参加することで対立・相違する利益や意見を調整しながら、組織的なネッ
トワークを立て直して人類共通の問題への取り組みや構想、そこから傑出される制度などを指す概念である。この研究
が今後の国際関係に少しでも参考となり、国同士が協力して互いに発展していくこと、また日本と韓国が世界に誇る高
い教育水準に柔軟性と国際的な価値観を併せ持った人材が両国で多く傑出されること、アジア諸国の相互理解・共生と
その他諸国の発展のために活躍してくれることを願い考察したものである。

Global Governance and South Korea

- Consider the Governance for Japanese in the Korean Life -

　
This paper examined how the governance has existed in the Korean life for the Japanese residents. The case study approached 

governance from the viewpoint of education, economic culture, security and environment observed by three Japanese residents 
in Korea, it also examined definite governance and the cooperative efforts by the global society. The global governance refers 
to the process, which is the direction leading to produce valuable results throughout the world. In addition, the concept includes 
a comprehensive formation process of fluctuating modern world order. The government should not only carry out administrative 
duties, but the civil society should also participate. While the civil society participates, coordinates opposition, profits, and begins 
to alter opinions the network would quickly redefine the definition of governance and include the new system to be born from 
common human problems.

A talented person with such recognition takes the leadership and we wish for further stability among international relationships.




