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上級 MOT 短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第 21 回）
MOT 研修 全期合同同窓会設立準備会 特別講演 講演録

「今後のアジアと日本」
東レ（株）顧問、同志社大学法学部 客員教授、元 大韓民国駐箚特命全権大使　重家 俊範 氏

企画・編著：（株）東レ経営研究所 MOT チーフディレクター　宮木 宏尚
記録・写真：山崎 阿弥（フリーランス・ライター）

宮木 宏尚（みやき ひろひさ）
（株）東レ経営研究所 特別研究員 MOT チーフディレクター 
東京農工大学大学院 技術経営研究科 ゲスト講師
1968年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。13年間合繊原料工場において合成繊
維原料・エネルギープラント等設備の計画・管理、特に省エネルギープロジェクトを担当の後、全社の技術企画、新
事業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002年 12月退社。2003年 3月より東レ経営研究所特別研
究員、MOT人材育成プログラム開発担当。2006年 8月東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師。現在、ミ
ヤキ（株）代表取締役社長、公益社団法人化学工学会経営システム研究委員会委員長・中国委員会�副委員長、日本
技術者教育認定機構（JABEE）審査員、国立音楽大学評議員、工学院大学孔子学院中国・アジア研究センター客員
研究員など。

山崎 阿弥（やまさき あみ）
フリーランス・ライター 

（株）東レ経営研究所 特別研究員
繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門学校講師、企業グルー
プが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌でのライティング、各種デザインのクリエイティブ・
ディレクターのほか、企業のブランディングに関わるリサーチャーとしマーケティングに携わる。2006年より「戦略
的技術マネジメント研修」の講義記録、「経営センサー」の取材などを担当。

東レ（株）顧問、同志社大学法学部 客員教授、元 大韓民国駐箚特命全権大使
重家 俊範（しげいえ としのり）
1969年一橋大学経済学部卒業。外務省入省の後、在米大使館、在マレーシア大使館、在英国大使館勤務。1984年
欧亜局大洋州課長。1986年官房長官秘書官（後藤田、小渕両長官）。1988年北米局安全保障課長。1990年 1年間
ハーバード大学CFIA 研究員。その後、国連日本政府代表部公使、外務省経済局審議官、在米国大使館特命全権公使
などを歴任。2001年外務省中東アフリカ局長。2003年在南アフリカ特命全権大使、沖縄担当大使。2007年在大
韓民国特命全権大使。2010年退官。現在、東レ（株）顧問、同志社大学客員教授などを務めている。

Point
❶� �韓国史上初の女性大統領パク・クネ政権は、①政権体制確立の遅れ　②経済の回復　③北朝鮮問題
という3つの課題を抱えてスタートした。

❷� �北東アジアはいまだに冷戦の残滓を引きずり、外交面では世界で一番遅れている。お互いに成熟
した国際関係の速やかな形成が急務である。

❸� �日韓関係は、歴史認識の問題などもあり韓国にとってもセンシティブな状況に置かれている。日
韓関係のリセットと友好化を進め、日米韓が協力を深め北東アジア情勢に対処してゆく必要があ
る。

❹� �東レ経営研究所の上級MOT短期集中「戦略的技術マネジメント研修」は、2004年のスタート以
来順調に成長を遂げ、現在第18期生の研修中であり、修了生は300名を超えた。今後さらなる
発展が期待されている。

人材／人材育成の視点
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東レ経営研究所が主催する上級 MOT 短期集中
「戦略的技術マネジメント研修」は、2004 年第 1 期
研修を開始して足掛け 10 年の歴史を重ね、現在第
18 期生の研修を行っており、修了生は 300 名を超
えました。

この度、修了生の中から、全期を通じた合同同窓
会を立ち上げようという機運が盛り上がり、この設
立準備会合が 4 月に開催されました。

当日は、合同同窓会設立の趣旨説明会と共に講演
会が同会の発起人主催、東レ経営研究所の協力の下
に実現し、第 1 期〜第 17 期までの MOT 研修修了
生および昨年秋に開講した MOT 名古屋経営塾修了
生ら 50 名以上が集まりました。

MOT では、現在の事業だけでなく「次世代の事
業の柱を創る」ことに主眼を置いており、このため
に必要な広範囲な思考のベースを養うことが不可欠
とされています。

この意味から、今回は、アジアにおけるわが国の
将来を考えるという趣旨で、「今後のアジアと日本」
と題して元在大韓民国特命全権大使で現在は同志社
大学法学部客員教授、東レ（株）顧問などを務めて
おられる重家俊範氏に講演をお願いいたしました。
今回は、その講演内容をご紹介します。（2013 年 4
月 20 日、京都大学東京オフィス、品川にて）

なお、全期合同同窓会は、本年 11 月に正式発足
の予定です。

韓国史上初の女性大統領誕生
新政権の困難な船出

本日はこのような機会を頂きありがとうございま
す。私は経済学部出身の文系で理系の方々には大変
コンプレックスがあります。今日も戦々恐々として
参りました。リーマンショックの頃、メーカーのあ
る方から「文系は虚業だ。ものづくりをやってない
から駄目なんだ」と聞き、なるほどと思ったことも
ありました。今日は皆さんの忌憚のないご意見を伺
えればと思います。

本日の主なトピックは、韓国初の女性大統領パ

ク・クネ（朴槿恵）氏の新政権がどのようなものか
ということと、北朝鮮の現況についてです。

韓国は非常に近い国です。皆さんの中にも訪れた
ことのある方は多いのではないかと思います。

私が大使を務めた 2007 〜 2010 年までの 3 年間
は比較的良い時期でした。

2008 年 2 月にイ・ミョンバク（李明博）大統領の
政権がスタートしました。韓国の大統領の任期は 5
年、国会議員は 4 年です。両者の任期のズレによる
不都合を改善しようという動きもあるのですが、な
かなか実現に至りません。

韓国の大統領は憲法で一期のみと決められていま
す。そのため任期の中ごろにもなると支持が失われ
レイムダック化しやすい傾向があるのです。私は政
権の前半、上り調子の時にいましたし、日韓関係も
問題は抱えつつも良い方向へ上昇している時期でし
たから幸運だったと思います。私の後任者はもう少
し憂鬱な時期を過ごしたのではないかと思います。

ただ 2008 年 7 月に大問題が起きました。文部科
学省が中学校社会科の学習指導要領解説書に竹島を
明記、韓国の立場にも触れつつ北方領土問題と同様
よく学習させるよう書いたことに対し、韓国は強く
反発しました。1 カ月にわたり大使館にデモが押し
寄せました。

さて、初の女性大統領パク・クネ氏の政権が誕生
して本日で約 50 日が経過しましたが、新政権は困
難な船出となりました。最大の問題は北朝鮮、次に
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経済情勢、そして政権基盤の確立がスムーズに行え
ていないことにあります。パク・クネ政権はどちら
かというと地味で着実なポリティカルスタイルを
持っていると思いますが、最近の韓国のメディアで
は次第にその控えめな姿勢が批判の的になってきて
います。それは彼女の政治的手法それ自体のことも
ありますが、客観的な外部状況がせわしなく変化し
ていることもあります。

韓国のメディアでは日本の前政権を揶揄して報道
するという流行がいままで見られましたが、最近で
は非常に面白いことに「日本がうらやましい、韓国
はどうなっているんだ」といった論調に変わりまし
た。

パク・クネ大統領は皆さんも報道などでご存知の
通りパク・チョンヒ（朴正煕）元大統領の長女です。
パク・チョンヒ氏は 1963 〜 1979 年まで大統領を務
め、日韓国交正常化を果たし今日の韓国の礎を築い
たとされる重要な人物です。

私の在任中、彼女は国会議員でしたが何回かお話
しする機会をもちました。2009 年秋にお会いした際
にも非常に打ち解けた様子で話してくださいまし
た。そのときは、日本や韓国の文化、韓国の「恨（ハ
ン）」のカルチャー、日本の CO2 削減目標などが話
題になりました。

1974 年に父親の暗殺未遂事件で母親が亡くなり、
22 歳から大統領が暗殺される 1979 年までの 5 年
間、ファーストレディ役を務めたこともあり、福田
赳夫元総理夫妻のことをよく覚えておられました。

食事の際に振る舞われたワインや日本酒が非常に美
味しく上等だったそうです。

余談ですが、韓国で最も喜ばれる日本酒は何かご
存知ですか？久保田「萬寿」です。お土産などで持っ
て行くととても喜ばれます。

日韓の緊張した関係
速やかな直接会談の開催を

しかし現在日韓関係は緊張関係にあるため、パ
ク・クネ大統領も親日派の側面を見せることは注意
深く避けています。その大きな原因は 2012 年 8 月
にイ・ミョンバク前大統領が竹島に上陸したことに
あります。この上陸は私には未だ持って全く理解で
きないことなのですが、このことが新政権に制約要
因としてはたらき、彼女も日本に対し強い姿勢を見
せなければならなくなっています。さらに韓国の一
部は安倍政権に警戒心を持っています。これには事
実誤認がありますが、特に教科書問題や河野談話、
改憲論議、経済対策などの問題について警戒心を強
めています。

3 月に韓国で行われた国際会議に出席しましたが、
そこでもこのことが議論になりました。私は、選挙
戦での発言に依拠するのではなく、実際の行動を見
てみなければ分からないと述べました。また、現政
権は第二の中曽根内閣になる可能性があり、そのこ
とは韓国にとっても不利益なことではないと反論し
ました。しかし、対日関係については慎重な態度を
取らざるを得ないというのが現在の韓国側の認識と
してあります。

通常であれば日韓首脳会談が速やかに行われると
ころが未だ電話会談のみですし、2008 年から日中韓
三国単独に “サミット” の名目で毎年一回行ってき
た日中韓首脳会議も、当初提案の 5 月下旬開催が延
期されることになりました。第一回が大宰府で開催
されたこのサミット、今回はソウルで開催の予定で
したが中国が反対して延期になりました。同サミッ
トの延期により、日韓、日中と個別に首脳会談を行
うことも困難になってしまいました。

今後のアジアと日本
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今世界は小さくなっています。それゆえ首脳レベ
ルの人間関係、首脳個人の人間的要素は国際政治、
外交に重要な要素となっています。特に日中韓三国
間においてはそういった心理的要因が大きく影響す
るのではないかと思います。私が大使を務めていた
時も新大統領の就任を経験したわけですが、できる
限り早くイ・ミョンバク新大統領の訪日を実現する
ことに腐心しました。実はアメリカより先に日本へ
来て頂きたかったのですが、ともかく4 月上旬の訪
米の帰路訪日、東京で首脳会談を開くことができま
した。その前のノ・ムヒョン（盧武鉉）政権時代末
期の日韓関係が良好でなかったため、「日韓関係のリ
セット」のためにも韓国の財閥トップも伴って大統
領が訪日することを企図し、これが実現しました。
サムスングループのイ・ゴンヒ（李健煕）会長、LG
グループのグ・ボンム（具本茂）会長、現代自動車
グループのチョン・モング（鄭夢九）会長などそう
そうたる財界指導者が帝国ホテルで経団連の御手洗
会長ほか指導者の方々と会合を持たれた様子は今で
もよく覚えています。

　
パク・クネ大統領が抱える3つの問題
①政権体制確立の遅れ

韓国では国会の聴聞会を経て大統領が閣僚を指名
し、首相は国会の承認を得て就任します。今年は首
相任命のヒアリングと共に政府機構の改編法案も併
せて出されました。パク・クネ氏の政府改編案の目
玉は「未来創造科学部（Ministry of Science, ICT 
and Future Planning、以下 MSIP）」の新設です。
ちなみに、現在、国防部や文化体育観光部に至るま
で“創造”という言葉が頻繁に使われているそうです。

しかし、MSIP の長官に内定していた韓国系米国
人で米国内で大きな成功をおさめたキム・ジョンフ
ン氏（アルカテル・ルーセントベル研究所社長）が
韓国内での批判のため辞退せざるを得なくなりまし
た。その後彼はワシントン・ポスト紙に「韓国のナ
ショナリズムによって阻まれた」と、辞退の理由を
寄稿し物議をかもしました。そういったことを含め、

17 人の閣僚のうち 9 名が資産問題などで辞退せざ
るを得なくなるなど組閣は難航を極めました。

ようやく全ての閣僚がそろったのは政権発足から
52 日目の 4 月 17 日です。ちなみに前政権では 3 月
の初めには全閣僚がそろっていましたから、大幅に
遅れてしまいました。

②経済回復
　
ここ 1 年あまりは欧州債務危機が韓国の輸出にも

悪影響を及ぼし、他方で、徐々にウォンも高くなっ
てきています。韓国政府が出す 2013 年の経済成長
率も、昨年 12 月発表時は 3% だったものが、最新

（今年 4 月）では 2.3% に下方修正されました。韓国
三大紙の一つで「中央日報」は 3 月末に「韓国は経
済政策を急ぐべきだ」と直言した社説を出しました。
異例のことです。また、4 月 14 日に出されたマッキ
ンゼー報告書には「韓国経済は成長の限界に達した」
と述べています。さらに 17 日、欧州自動車工業会
発表の「3 月の自動車販売動向」によると、現代自
動車の販売は前年同月比 10.3％減少、過剰設備と生
産減少による産業の後退が指摘されています。

ここ数年は過度のウォン安でした。私が着任した
2007 年 9 月には 100 円＝約 800 ウォン、しかし
2008 年のリーマンショック直後には 100 円＝ 1,600
ウォン、約半分になってしまいました。それから
徐々に上がってはきたものの、イ・ミョンバク政権
の最終時期でも 1,300 円程度だったかと思います。

人材／人材育成の視点
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そのような状況が 5 〜 6 年も続いているのです。韓
国がリーマンショックを乗り切ることができた最大
の要因はこのウォン安にあると言われていますが、
現在になってもそれが続いています。

もう一点、韓国経済で注目すべきことは海外依存
度の高さです。2012 年の政府発表によると輸出入
の対 GDP 比率は 1.127、GDP を超えています。私
の在任時も輸出依存度は GDP の 50 〜 60% ほども
ありました。貿易の重要さ、国際経済からの影響力
がいかに大きいか、さらには国内市場の未発達・低
迷を読み取ることが出来ます。

③北朝鮮問題

新政権の北朝鮮対応は硬軟両様で行う（私は前政
権も決して強硬路線のみではなかったと思います
が）、イ・ミョンバク政権とは違う、ということが選
挙戦の段階から言われていました。大統領は 2011
年秋に『Foreign Affairs』というアメリカの外交雑
誌に論文を書き、おそらくヨーロッパの統合外交に
ならう形で南北関係にも「トラスト・ポリティーク」（信
頼関係を政治に打ち立てること）の必要性を主張し
ています。パク・クネ大統領は 2002 年に訪朝しキ
ム・ジョンイル（金正日）総書記にも会っていますし、
彼女らしい北政策を訴えてはいるのですが、現状は
そこに至っていません。また、北朝鮮との緊張関係
が韓国経済にも影響を与えていることが指摘され始
めています。現在の危機を乗り切らなければパク・
クネ大統領が望むような対北政策は実現できないで
しょう。

以上のようなことからパク・クネ政権の船出は非
常に困難な状態ではありますが、良好な日韓関係を
築いてほしいと思います。

北東アジアの現状

北東アジアは現在、安全保障上未曽有の事態に直
面していると言えます。第一に北朝鮮の問題、第二
には中国の台頭とその動向、第三にこの地域の首脳

がここ数カ月の間に一新されたということがありま
す。北東アジアは外交面で世界的に一番遅れている
と思います。ヨーロッパが冷戦後新しい国際関係を
打ち立てたことと比べ、北東アジアはいまだに冷戦
の残滓を引きずり成熟した国際関係を確立すること
に至っておりません。殊にここ数年は理にかなわな
いような場面も多々見られ、互いに成熟した国際関
係の速やかな形成は急務です。

北朝鮮は現在挑発的・脅迫的な言動を続けていま
す。通常の国際関係では考えられないような言動で
す。今の局面は短期的な判断から申しますと制裁と
圧力の時期と言えます。中国からも厳しい圧力をか
けさせなければならないと思います。

しかし過剰反応しないことも重要です。第二期
ブッシュ政権で国家安全保障会議アジア部長や「6
カ国協議」米次席代表を歴任し現在はジョージタウ
ン大学教授で半島問題のスペシャリストであるビク
ター・チャー氏によると、1992 年以降、韓国の大統
領が変わる度に約 16 〜 18 週間の間に北朝鮮は現在
のような挑発的言動をしてきたのだそうです。北朝
鮮にとっては国内の引き締めの意図もあります。

ただし今回は、中国が北朝鮮を助けている点が異
なります。ここ数年は国連からの制裁もあり、中国
への依存度が増しています。北朝鮮の対外貿易の約
8 割が中国で、重油などのエネルギーもほぼ全量を
中国から入手しています。その半分は購入、半分は
提供されています。この中国による “支え棒” が無
くならないと北朝鮮問題も正常化しないと思います。

北朝鮮の核エスカレーションも深刻な問題です。
厳しい状況になると北朝鮮は核で対応しようとして
きますので、各国の軍事的対応も慎重にならざるを
得ないという意見もあります。しかしこの前提は、
もちろん「使える核がある」ということです。ミサ
イルに搭載できるサイズまで小型化された核が開発
されているかどうかは未だ不明な点もあり、核エス
カレーションを危惧するには時期尚早ではないかと
いう意見もあります。しかし北朝鮮の核エスカレー
ションの脅威を唱えるある人は、軍事的行動は必ず
核戦争に至るという論理の下、以下 3 点を主張して
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います。
第一に戦争はあらゆる手段を持って回避するべき

である、第二に限定的な軍事行動にとどまるなどと
思いこむのは危険である、第三にキム・ジョンウン

（金正恩）が自分の命が脅かされると認識すること
でエスカレーションが高まるため常に亡命案を考え
ておくべきだ、というものです。

一方でアメリカでは、ミサイルが地上にあるとき
に叩くのが最も効果的だということから速やかに爆
撃せよという意見もあります。つまりいずれ戦争に
なるならば早ければ早い方がコストが少なくて済む
ということです。アメリカでも多様な議論が展開さ
れています。

ちなみに南アフリカ共和国は、1990 年までに 6 個
程度の核爆弾を保持していましたが、同年に非核化
を決定し廃棄、関与していた科学者や役人たちは情
報を漏らさないように法律的な拘束を施し、自ら見
事な非核化を成し遂げました。

ある国が核を持った場合、どのように非核化させ
るか・対処するのかについては理論的な議論に限っ
て言えば以下のようなことが言えると思います。第
一に、国際社会からの制裁を想定し南アのように自
ら非核化する。第二に外国から軍事的爆撃をして施
設を破壊する。イスラエルは 1981 年にイラクのオ
シラク原子炉を F-16 戦闘機 8 機によって破壊、
2007 年にはシリアの核施設を爆撃しました。第三に
は核化した国と共存する。この 3 点です。

アメリカから見れば北朝鮮問題は中国に任せ中国
に解決させればよいという主張もありますが、過去
10 年、この問題は六カ国協議で議論されてきていま
す。しかし、一向に解決の糸口を得られず、この 20
年間で同国は確実に核の技術を進歩させてきていま
す。制裁と圧力を強めながら、対話と交渉もいずれ
大切になってくるでしょう。90 年代の中ごろから外
交によって解決しようとしてきましたが、外交
フェーズの時代も徐々に終焉に近づいてきているの
かもしれません。いわば最後のチャンスが段々近づ
いているかもしれません。近いうち本気で対話が必
要となる局面が来るのではないかと思います。6 カ

国会議も重要ですが、今後は米朝・日朝・南北など、
2 国間交渉により重点を置くべきではないかと思い
ます。さらに北朝鮮の市民レベルに向けたコミュニ
ケーションをとり、そういった面からも交渉の下支
えをしていく必要もあるでしょう。

今後、大切なことは、日韓関係の正常化を図るこ
と、アメリカのプレゼンスと核抑止・核の傘の信頼
性を高めること、3 国の軍事的協力を強めることな
どです。残念なことに、昨年 6 月末に日韓軍事情報
包括保護協定を結び東京で署名する運びになってい
ましたが、直前に韓国が署名中止を求め、そのまま
になっています。これを早々に進めなければ両国の
安全保障上の信頼が築けません。韓国は既にロシア
と同じような取決めを締結しているのです。このこ
とを考えると、日本との関係がいかにセンシティブ
な状況に置かれているかが分かります。

北東アジアは、現在、非常に難しい状況にありま
すが、日米韓三国が結束し協力を深めて対処してい
くことが一番必要であると思います。

本日はご清聴ありがとうございました。

【質疑応答】

Q1：これまでのように、いわゆる財閥グループ
系企業による輸出入に依存した経済活動からの脱
却は新政権において進むのでしょうか？

A：韓国経済の中で財閥は大きな役割を果たして
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おり、サムソンだけで GDP の約 1 割を占めてい
ます。LG や現代自動車も加えれば国民経済に与
える影響は顕著です。同時に中小企業の振興が必
要だと指摘されています。中小企業は財閥企業に
圧迫されているとの批判もあります。この 2 者の
関係をより正常化、協力的にしようとする努力は
少なからずあるものの目に見える効果はまだあり
ません。

財閥に頼らない経済活動については、パク・ク
ネ氏も「財閥の民主化」ということを選挙活動中
に掲げていました。これが今後どうなるか、注目
が必要です。

Q2：日韓間の協力関係や条約締結が延期・中止
されていますが、北朝鮮の脅威を最重要課題だと
考えれば、韓国は日本とより深い関係を築くべき
だと思います。しかしそれが困難なのは歴史問題
が根本にあるためでしょうか？

A：おっしゃる通りだと思います。韓国の政治思
想スペクトラムは、大まかにいえば、左 4：右 4：
中道 2 で未だ左が強いと思われます。4 割の左派
勢力は労総組合や NGO などからなり、大きな動
員力を持っています。2008 年イ・ミョンバク政権
のスタート時に大統領が訪米し、牛肉輸入問題に
ついてアメリカに譲歩する形でまとめて帰国した
ところ、4 月〜 8 月までの間に大規模なデモが繰
り返されました（8 月に北京オリンピックで韓国

がメダルを獲得しそちらに注目が集まるまで続き
ました）。7 月からは日本の教科書問題も加わりさ
らに激しさを増しました。左派勢力は日韓関係に
厳しく、歴史問題、領土問題に敏感です。講演な
どでも「何がお互いの利益かを考えて協力しよう」
という趣旨で話をすると最後の質疑応答で「歴史
問題、領土問題はどうするのか？」と、この課題
に引き戻されるのが常でした。

当時はこの暴動によって新政権の出鼻をくじか
れてしまいました。前大統領はこのことを受けて

「フェアな社会をつくる」ということも主張するよ
うになりました。

Q3：経済活動での結びつきが強いとはいえ、そ
れはやはり表面的なものであり、歴史認識などもっ
と深いレベルでの結びつきを得ないと共にものづ
くりをしたり文化を育むようなことはできないと
思います。

A：その通りです。日韓 FTA などによって協力
関係を深めることも一つの方法だと思いますが実
現に至っていません。韓国側には歴史問題の他、
日本の経済力を脅威に感じている一方で、中韓・
日韓それぞれの関係を両てんびんにかけているの
ではないかと思えるところがあります。どんなト
ピックであっても日本より先に中国との関係づく
りを主張する考え方が一部にあるのは確かです。
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Q4：中韓の関係についてもお聞かせください。

A：韓国の中国傾斜は非常に強くなっています。
先日の会議でも日米韓が重要だと主張する声はあ
りましたが、韓国の対世界貿易の 2 割が中国であ
り中国重視は避けられないというのが韓国側の本
音の発言でした。

他方、両国関係には複雑な面もあります。「韓国
サンドイッチ論」、韓国は日本をなかなか追い越せ
ないが、背後からは中国がひたひたと追い上げて
くるという危機感もあります。

また、中国との間にも歴史問題、領土問題が存
在しています。万里の長城は高句麗まで延びてい
たとする中国側の主張とそれに対する韓国の反発

といった対立が起きていたり、黄海にあるイオド
（韓国側の名称、中国は蘇岩礁と呼ぶ）についても
両国が自国の領土だと主張しています。

しかし、日本に比べ中国の優先順位が益々強
まっています。韓国の考える 4 強はアメリカ・日
本・中国・ロシアですが、大統領選挙後、大使を
呼んで大統領と会談を行った際にも、アメリカ大
使の後は日本大使と会談を行うのがこれまでの通
例であったにも拘わらず、初めて中国大使を 2 番
目に呼ぶということをしました。

韓国は、日米との関係を強めるのか、中国との
関係を強めるのか、国際政治における大きな選択
を迫られているのかもしれません。

MOT研修�全期合同同窓会設立準備会合に集まった修了生
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