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「映画『シュリ』から、現代史：朝鮮半島の戦後と今を 

少しでも知ろう！」の授業      2019・８  
 

０ 2002 年 World Cup サッカー日韓共催のことを知っていますか？ 

 世界地理の始めに、こんな話をしました。 

 

「いろいろな世界の国について、これから勉強をします。

その時に、みんなは、いろいろなイメージをその国につ

いて持っているでしょう。テレビやネットで話題になっ

ていたり、本で読んだり、友達や家族のうわさを聞いた

りすることもあるでしょう。その話の中には、プラスの面も、マイナスの面も両方あるでし

ょうね。日本についても、世界中の人たちは、いろいろなイメージを持っています。 

 

でも、今の時代はフェイクニュースが問題になっているように、ほんとうのことばかり 

とは限らない、そして、そのイメージにとらわれて、相手の国や地域の人々を、バカにした

り、軽蔑したり、嫌いだと言ったりすることは、まちがっています。なぜかわかるかな？  

好き・嫌いを言うよりも相手のことを理解しようとすることが、人間関係を作っていく。 

つまり、友達との関係と同じ。人と人のことだから、よく知らないのに、決めつけることで、

相手の国や地域の人々を、傷つけるのは、社会科の勉強としてまちがっているでしょう？ 

だから一番大事なのは、バカにしたり嫌いだと言わないこと、よく知ろうとすることです。 

むやみに嫌って攻撃することを「ヘイト」と言います。英語で「憎しみ」だね。 

 

政治やニュースでは、わざと対立をしているように見せるニュースもあります。 

例えば、トランプ大統領は 2017 年 9 月、国連で「ロケットマン(金正恩)は自殺行為、北朝鮮

は見たことのない炎と怒りを見るだろうし、必要があれば完全に破壊されなければならない」

と演説し、金正恩党委員長も「グアムを攻撃する用意がある。トランプは火遊びを好む、な

らず者・ごろつき」と演説しました。国の代表であるにもかかわらず、お互いを「チブ、デ

ブ、子犬」「年寄り、老いぼれ」とののしり、ロシアの外相に「幼稚園のケンカ」とまで酷

評され、戦争が起きるのかと世界の人々は震え上がりました。 

https://www.asahi.com/special/trump-kim/…このやり取りは傑作！ 

しかし、約半年後に首脳会談をしたことを覚えていますか？ 今もあまり 

核開発の状況は変わらないのに、以前のような悪口の言い合いは止めて 

います。あの悪口の攻撃しあいは何だったんだろうと世界中の人が思った 

位です。悪口の言い合いを止めたのは、必要がなくなったからです。 

だから、表面のニュースだけに振り回されないことも大切です。 

未来の平和な世界を作るためには、お互いのことをよく理解することが大切！」 

https://ameblo.jp/geek818ab/image-12254351655-13884895590.html
https://www.asahi.com/special/trump-kim/
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長くなりました。 

隣の国同士のことなのに、最近の現状は目をおおうばかりです。 

こうしたことを、わざわざ子どもたちの前で言わなければならないほど、政治状況とマスコ

ミ報道は、世論をあおっているともみえるくらいです。ヘイトクライムを助長していて、冷

静さを欠いていると思います。教育の現場でこそ冷静でないといけません。 

 

でも、つい 20 年前のワールドカップサッカー、日韓共同開催の時には、

お祭り騒ぎで日本と韓国の交流や、それぞれの国の相手国への感情も、 

盛り上がっていました。それ以来、日韓では、衣食住の文化、音楽・映画・

ドラマなどの文化の交流が、20 年。盛んに行われてきたことを忘れては

いませんか。実際に、焼き肉も冷麺もキムチもすっかり家庭の中に入って

きました。コスメ、韓国のポップス、ドラマ、ファッション…若い女性も

年配の女性もそこはこだわりません。年配の男性の中にも、テレビで毎回

韓国の時代劇を見ている人も多いでしょう。 

 

でも、戦後の朝鮮半島のことを理解せずには、友好関係も築けません。(戦争中・植民地時代

のことは、戦前の歴史の中で、しっかり伝えることが必要で、これは別に稿を譲ります) 

 

私自身が、戦後の韓国と北朝鮮の関係について、大きく考えを変えるきっかけになった 

映画『シュリ』を、中学三年生と見る授業を 6 回ほどしています。 

映画を見た後、この映画の背景について、子どもたちに、時代状況や

それぞれの国の置かれている状況を詳しく説明します。大韓航空機爆

破事件、キムヨンヒ元死刑囚、田口八重子さん、横田めぐみさん、に

も触れて、実際にあったことの解説もしました。他にも、実際に潜入

したスパイ同士が、人間として魅かれあってしまったという仰天する

ような事実の新聞記事も読みます。そして、それ以上に、事実として、

北朝鮮と韓国の間で２万人ものスパイの命が失われていたことを重

く感じたと話します。 

 

この映画を使うのは、頭ではなく、ハートで感じることができる映画だからで、どんなに口

でわかったつもりでいても、私自身が、本当には民族の分断の歴史とその感情が理解できて

いなかったと痛感したためです。 

日本語の吹き替えではなく、韓国語で映画を見ながら、それぞれの男性側なら男性側、女性

側なら女性側のスパイへ、感情移入ができ、それが悲劇を生むことがわかるので、中学三年

生は、見てよかった、よくわかった、他の人たちも見るべきだ、と感想を言ってくれていま

す。朝鮮半島の南北問題に、関心を持つきっかけになっています。
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１ 映画『シュリ』を見よう！ プリントから……あらすじ 

   

登場人物 

イ・ジャンギル  主人公      イ・ミョンヒョン 

(韓国特殊部隊員）   ユ・ジュンウォン  (ジュンウォンの 

     ユの相棒で親友    （韓国特殊部隊員）        婚約者） 

                 

韓国側                              

パク・ムヨン   イ・バンヒ   

（北朝鮮の特殊     （北朝鮮の狙撃手 

部隊長）        殺し屋） 

 

       

      北朝鮮側 

物語 

1992年 9月。北朝鮮。 

第八特殊部隊の工作員候補が実戦さながらの命を

かけた訓練を行っていた。部隊長のパク・ムヨンは、

女性工作員イ・バンヒの優れた戦闘能力を見抜き、

やがて韓国へ、潜入スパイとして送り出した。 

 

1998年 9月、2002年サッカーＷ杯のために、南北

朝鮮統一チームが結成された。韓国のソウルでは交

流試合が行われるというニュースで盛り上がってい

た。しかも、両国の大統領が招かれ観戦することに

なっていた。 

 

韓国情報機関ＯＰの情報部室長ユ・ジュンウォン(主

人公)には、アクアショップ(熱帯魚店)の恋人イ・ミョ

ンヒョンがいた。彼女とは一ヶ月後に結婚する約束を

していた。 

 

韓国情報部に、武器密売人イム・ボンジュから連絡

があった。命が危ないので、かくまってくれれば、北

朝鮮についての情報を話すということらしい。しかし、

ジュンウォンと相棒のイ・ジャンギルが約束した待ち

合わせ場所：スーパーに行くと、彼は逃げ出し、何者

かに狙撃され即死してしまった。現場のようすから、 

北朝鮮の女性スパイ：イ・バンヒが関係しているらし

いとジュンウォンたちは直感する。 

 

 

バンヒは、腕利きの殺し屋(スナイパー)で、韓国 

にもぐりこみ、これまでにもたくさんの重要人物を 

殺していて、しかも、一年以上もどこに行ったか、 

その姿が煙のように消えてしまっていたのである。 

そして、今回バンヒのしわざだと見られるこの事 

件が起きたのだった。 

 

ジュンウォンとジャンギルは、調べていくうちに、バン

ヒが武器密売人と組んで、恐ろしい新兵器、液体爆

弾ＣＴＸを軍の研究所から盗み出そうとしていたこと

を突き止めた。しかし、二人が研究所にかけつける

直前に、またも関係している研究員が首に針を刺さ

れて死んでいた。 

ＣＴＸは、トラックで、他の場所に移されようとしていた

が、そこへ北朝鮮特殊部隊が現れ、銃撃戦の末、奪

って行ってしまう。このＣＴＸを、北朝鮮はどう使おうと

しているのだろう。 

 

しかし、それにしても、いつもかけつける前に、相手

が暗殺されているのはおかしいとして、ジュンウォン、

ジャンギルは、お互いに相手のことをスパイではない

かと疑い出した。二人の上司も、二人のどちらかがス

パイではないかと疑い始める。それぞれが盗聴器を

相手の家や車につけてから動き出した。 
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一方、北朝鮮女殺し屋、バンヒは、部隊長パクから、

ジュンウォンの暗殺命令を受けていた。 

しかし、彼女は、まちがって違う人間を撃ってしまう。

ジュンウォンは自分が標的だと気づき、恋人の 

ミョンヒョンが次にねらわれると考えて、彼女をホテル

にかくまうことにした。しかし、彼女は、以前にアルコ

ール中毒でやめた酒をまた飲んでいた。 

彼女が、なぜそれほどまで、苦しんでいるのか、ジュ

ンウォンにはわからなかった。 

 

北朝鮮特殊部隊長パクから脅迫の電話がかかって

きた。ソウル十か所での爆破を予告してきたのだ。必

死の捜索にもかかわらず、一つ目のＣＴＸが高層ビ

ルで爆発し、けが人があふれ出る。 

ジュンウォンは、敵をおびき出し、特殊部隊員たちと

銃撃戦になる。けがをしたバンヒは逃亡する。それを

追いかけて行った時に、バンヒの正体は明らかにな

ってしまう。 

 

済州島の療養センターで、療養生活(病気を治すた

めに入院している)を送っている女性の名前こそ 

ミョンヒョン・・・・・。 

交流試合当日、パクから、韓国情報機関に電話が入

った。1000万ドルと飛行機を用意すれば、隠してある

ＣＴＸの場所を教えると言う。 

 

韓国側は、ほとんど全員が空港へ向かった。一方、 

ジャンギルはバンヒを逮捕しようと向かうが、逆にパ

クに撃たれ、ジュンウォンの目の前で死んだ。 

 

数万人の観客が集まったサッカースタジアムでは、

試合が始まろうとしていた。パクのねらいは、空港で

はなく、このスタジアムだった。ジャンギルからサッカ

ーチケットを渡されたジュンウォンは、どうもスタジア

ムで何か起こると直感した。いよいよ、パク達の真の 

目的が明らかにされる。それは、テロを行い、もう一

度朝鮮戦争を起こし、北朝鮮が勝って朝鮮半島の統

一を果たすことだった。ミョンヒョンやジュンウォンの

運命は・・・・？ 

 

監督インタビュー 

 

 

Ｑ：物語の背景に、敏感な南北問題を持ってきた

のはなぜですか？ 

Ａ：戦後生まれなので、南北問題は他人の話のよ

うに思っていたのですが、大学のころから関

心を持ち始めて、シナリオを何篇か書いたこ

ともあります。今回の直接のきっかけは、ニ

ュースで北朝鮮の食糧不足問題を聞いたこ

とです。それから話を色々と発展させていく

うちに、南北問題に関連する内容であれば、

今回やりたいと思っていたアクション物で

も、スパイ物でも、無理のない展開ができる

という結論に達しました。 

   また前作のシナリオを書いている時に、中国

に 4カ月ほど滞在しました。その時に北朝鮮

からの留学生たちと知り合って、彼らの留学

先の大学寮で毎日同じ時間にご飯を食べたり、

一緒に卓球をやったり、ビールを飲んだりし

ました。 

  始めはお互いにぎこちなくて「私たちとは違

う」と思っていたのですが、長く一緒にいた

ら、そんなことは全く感じなくなりました。

よく普段「二つの国(韓国と北朝鮮)を統一す

れば、混乱が起きる。ちゃんと適応できない」

などと言われますが、彼らに会って、南北を

隔てる心の壁が、どんなに簡単に崩れるかと

いうことを感じました。彼らが「シュリ」に

決定的な影響を与えたわけではありませんが、

私なりに南北関係を整理する助けになったの

は事実です。  
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ストーリーと共に映画の重要なシチュエーション 

  ① 北朝鮮と韓国側に、それぞれスパイがいて、情報合戦・テロ行為 

をしようとしていた。 

  ② 北朝鮮側の女性スナイパーは、日本で整形手術を行ったうえ、 

韓国情報部に潜入し、情報を得つつ、要人暗殺を行っていた。 

③ 北朝鮮側の暗殺部隊が、過激な行動を計画。両国の大統領と 

党委員長が同席する南北親善試合で爆破テロを起こし、一気に 

戦争を再び起こそうとする。 

④ 韓国側の情報部員はその計画を見破り、テロを止めようとする。 

⑤ それぞれの任務の職責を果たそうとする韓国情報部員と北朝鮮 

女性スパイ、しかし、彼女は潜入し、情報部員とニセの結婚の約束 

をしているうちに妊娠し、別の人生を送れるのではと夢見る。 

⑥ 北朝鮮側の部隊長は言う。「韓国の繁華街で客が酔っぱらっ 

て吐いている時に、北朝鮮では飢えた子どもが死んでいる。 

もう待つのは限界だ」 

⑦ 北朝鮮部隊の爆破作戦が失敗した時、最後の手段で南北の 

  リーダーを暗殺するのが、北朝鮮女性スナイパーの役割だった。 

  それを止めるのが韓国側男性情報部員の役目。 

  北朝鮮側の爆破テロ作戦は失敗し、暗殺を止めるために男性情 

報部員は、婚約者だったスナイパーを撃つ。 

⑧ 生き残った情報部員は、彼女があえて、彼に自分を撃たせた 

ことを知る。恋人同士が殺し合う悲劇が象徴する分断の歴史。 

「分断の事実が、スパイと恋人という矛盾する立場を作り、彼女の人格を引き裂いた」 

https://blogs.yahoo.co.jp/seriouseye/GALLERY/show_image.html?id=34071535&no=1
https://ameblo.jp/hyoji/image-12238389940-13846255471.html
https://blogs.yahoo.co.jp/seriouseye/GALLERY/show_image.html?id=34071535&no=1
https://ameblo.jp/hyoji/image-12238389940-13846255508.html
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２ 映画『シュリ』の中に反映されている現実は？ 

◆あの映画の中で、本当のことは、どのぐらいなのか？ 

最初の北朝鮮の訓練シーン・・・・・全部ウソとは言えないらしいが、ナゾです。？ 

ソウル市内の銃撃戦・・・・・・・・・・・今は、あり得ません。 

①高速道路での銃撃戦は、1960年代に一度。 

②1995年に北朝鮮の潜水艦が、韓国の海岸に進入し撃ち合い 

③2010年国境の島で対岸同士の打ち合い  

参考 

①青瓦台襲撃未遂事件 

1966 年韓国大統領朴正熙の暗殺をねらって 

北朝鮮ゲリラ部隊が韓国領に侵入。大統領官邸 

青瓦台から 800ｍの距離まで侵入した。 

2 週間の掃討作戦で 1 人逮捕 31 名死亡、韓国側 

も民間人を含めた 69 人が死亡。 

逮捕された兵士が「朴正熙の首を取りにやって 

きた」とＴＶで言い、衝撃を与えた。この兵士 

はその後、韓国に亡命、今は牧師として生活。 

 

②北朝鮮潜水艦侵入事件 

1996 年、韓国に侵入していた工作員を 

連れて帰るために、北朝鮮の潜水艦が海岸に 

やってきていたところ、座礁(岩にぶつかる)、 

帰れなくなった工作員達が韓国内に逃亡して 

いた事件。工作員 26 人の内、射殺 13 人、集団自決 11 人、 

(青酸カリを飲んだ後上官が射殺)、逮捕 1 人、行方不明 

1 人。2 か月間捜索は行われ、韓国側の民間人も 

含めた死亡者は 17 名。 

 

③延坪島(ヨンピョンド)砲撃事件 

2010 年 11 月、北朝鮮軍が韓国側の島を、突然砲撃。 

韓国側死者 4 名。 

 

 

 

 

 

これをみてわかるように、映画のようなソウル市内の銃撃事

件は起きていないが、決して緊張がないわけではない。韓国

では、もちろん徴兵制が重要な責務だし、朝鮮戦争が休戦中

であることに変わりはない。分断の歴史を表している。 

左上は実際の北朝鮮潜水艦。右がその武器、下は捜索中の韓国潜水艦 

http://livedoor.blogimg.jp/yorogadi/imgs/1/3/13fc5842.JPG
http://livedoor.blogimg.jp/yorogadi/imgs/9/5/951d0b9a.JPG
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バーレーンで捕まった時 

３ 実際にいた北朝鮮スパイ・・・・大韓航空機事件 

 

◆金賢姫（キムヨンヒ）というスパイの告白から 

＝大韓航空機爆破事件・1987 年 

   

韓国の飛行機がインドの上空で行方不明になった。 

爆破されたことがわかる。その爆破させたのが、このキム・ 

ヨンヒともう一人の北朝鮮の老人スパイだった。 

乗っていた乗客 115 名が死亡、海の上だったために、遺体も 

ほとんど見つからなかった。 

  

バーレーンの空港で、日本人になりすましていたキムヨンヒ 

(蜂谷真由美の名前)は、パスポートが偽物だとばれて、 

捕まりそうになり、二人は毒を飲んで自殺をしたが、 

老人は死に、キムは生き残った。 

北朝鮮側の作戦の目的は、ソウルオリンピックの妨害だった。 

 

韓国に送られて、裁判で死刑判決を受ける。 

しかし、北朝鮮の教育のせいで、そんなことをしたのだと同情 

も集まり、恩赦(特別に大統領などに罪を許される)を受ける。 

キムにとっては、しかし、生き続けることも苦しみ。 

良心の呵責にさいなまれる。 

また、北朝鮮の家族は、裏切り者の家族として、収容所に送られ、 

人間以下の扱いを受けた後、死亡してしまうだろうから。 

 

 

← 

 

 

妨害工作を受けた 

ソウルオリンピック 

 

 

４ 実際のスパイが受けた、北朝鮮の受けたエリート教育と訓練は？ 

     ・・・・韓国を敵視して攻撃するために、女性でも能力を上げる、しかもエリート・・・ 

記者会見で爆破したことを告白、 裁判で死刑判決を受けるが、特赦を受ける。 

墜
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し
た
海
上
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ら
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さ
れ
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品 

http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=8/ig=299x450/id=067041427341160e/l=rx/da=s/tid=MMSI04_01/bzi=0/fst=0/q=%E9%87%91%E8%B3%A2%E5%A7%AB/SIG=12v6e9rkn/EXP=1265363641/*-http:/sankei.jp.msn.com/beijing2008/images/080627/gbi0806272232001-p10.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Fireworks_at_the_closing_ceremonies_of_the_1988_Summer_Games.JPEG
http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=100/ig=224x339/id=d5614741ec99721e/l=rx/da=s/tid=MMSI04_01/bzi=0/fst=0/q=%E9%87%91%E8%B3%A2%E5%A7%AB/SIG=12h9jd4u4/EXP=1265622825/*-http:/delta-j.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/mt/archives/kh3.jpg
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５ この女性スパイ・金
キム

賢
ヒョン

姫
ヒ

は、日本とも、深い関係があった。 

 ここで、大まかに、第二次大戦後の朝鮮半島の歴史を振り返っておきましょう。(参考資料) 

 

いつ 大きな事件 韓国 北朝鮮 

1945・8・15

～1948 へ 

日本が敗戦 大韓民国として独立 朝鮮民主主義人民共和国と

して独立 

1950～1951 朝鮮戦争➡休戦 

朝鮮半島分断が確定 

国連軍も参戦 

各地で敵側？の一般市民の虐殺 

中国軍も参戦 

 

  1961 朴正熙クーデター 

軍事政権誕生 

アメリカと日本の資本を受け

入れ経済発展 

 

 

 

 映画「シルミド」の事件

1979 朴正熙暗殺 

金日成主席、政敵を粛正 

社会主義・国有化へ 

1963～1978 

外国人の拉致
ら ち

 

中国・ソ連の援助が減り 

個人崇拝の独裁国家へ 

1968 青瓦台襲撃未遂事件 

金正日が後継者へ 

1980 光州事件 

市民が軍に制圧される 

 

1983 大韓航空機爆破事件 

1988 ソウルオリンピック ソウルオリンピック  

  1992 民主化が始まる 1998 ミサイル発射実験 

2000 南北首脳会談   

2002 日韓共催ワールドカップ  2002 拉致被害者 5 人帰国 

2011 金正日死去 

金正恩が後継者に 

この年表で分かるように、韓国は朝鮮戦争後 40 年間、北朝鮮は 70 年たった今も軍事政権の時代

が続きました。その間は、とても怖ろしい国家としてのイメージが固定化していました。 

 私の生まれて成長する 1956 年からの間も、ずっと、北朝鮮はもちろん、韓国も、軍事政権が

続き、何があってもおかしくない拷問や逮捕、拘禁のある国として、観光も入国もためらわれる

ほどの国である期間が長く続きました。それぞれの国の内部の情報も、真実が世界に伝わって来

ない…という状況でした。 

 大韓航空機爆破事件の金賢姫が、スパイとして捕まり、少しずつ北朝鮮の国の内部をインタビ

ューで詳しく説明するようになって、改めて世界中から北朝鮮が、一般市民を拉致して、スパイ

の教育に利用されていたこともわかってきました。 
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大韓航空機爆破事件 

ソウルオリンピック妨害の 

テロの犯人 

大韓航空機爆破事件、日本人拉致事件の、当時の対立とそれぞれの人間関係 

 

  韓国大統領 朴正煕              北朝鮮・主席 金日成   金正日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田口八重子さん 

軍事対立 

エリート 

スパイへ 

日
本
語
を
教
え 

日
本
人
の
習
慣
も
教
え
た 

 

軍事大学を卒業 

日本人  拉致被害者 

死刑判決を受けるが、その後、恩赦 

日本人拉致被害者＝連れ去られた人々 

金
賢
姫 

(

蜂
谷
真
由
美
と
い
う
日
本
人
に
な
り
す
ま
す) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kim_Jong-il_2011.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=100/ig=224x339/id=d5614741ec99721e/l=rx/da=s/tid=MMSI04_01/bzi=0/fst=0/q=%E9%87%91%E8%B3%A2%E5%A7%AB/SIG=12h9jd4u4/EXP=1265622825/*-http:/delta-j.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/mt/archives/kh3.jpg
https://www.jiji.com/jc/d4?p=knv830-jlp08672404&d=d4_psn
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６ 映画「シュリ」を理解するために・・・・・ 

    

なぜ愛し合っているのに、相手を撃たなければならないか、 

二人の哀しみがわかったでしょうか？   

命をかけてやるべき仕事だと、二人とも自分の国に、責任感を持っていた。 

ところが、恋人が敵だった。敵を愛してしまった。 

 

それぞれが生まれ育った韓国と北朝鮮で、相手の国を攻撃するのが一番正しいこと、 

正義だと教えられ、国を守りたい、国の役に立ちたいと、二人はエリート教育を受け、 

プロのスパイ、スナイパー(狙撃手)になりました。 

それこそが正義と思い込んできた二人が最後にどうなったか、それが恋人となった相手に、 

銃を向けることでした。 

もし朝鮮半島が二つの国に分かれていなかったら、二人は、苦しむこともなく、殺し合うことも

なく、幸せな恋人どうしになれたでしょう。 

国が分かれているためだけにそういう運命になったのです。 

 

私は、この映画を見て、朝鮮半島の人々が南北に分断されてしまった悲しみを、初めて実感しま

した。 韓国では 4200 万人中 600 万人の大ヒットとなりました。 

 

大韓航空機爆破事件で金賢姫がつかまって、死刑判決を受けたのに、なぜ、その後、恩赦で許さ

れたのか、私は、ずっと疑問に思っていました。その疑問が、この映画でようやく解けたのです。 

 

同じ民族が、分断され、憎しみ合い、殺し合い、70 年以上もの年月、敵意を抱いている。 

しかし、そうなってしまっているのは、政治と国と教育のせいであって、生まれる国が全く逆 

だったら、その立場で生きるしかないだろう・・・。そう韓国の人々は分断の痛みを感じてきた

せいではないか。(現実に親族は国境の向こうにいる) 

この爆破事件で、たくさんの人々が亡くなり、大きな痛みを抱える遺族の方たちがいても、その

報復を一人のスパイの命には求めない・・・表側の憎しみと敵意、だけでなくその裏側の悲しみ

を、初めて知ったように思いました。 

 

両方の国でスパイが、軍事政権時代、2 万人近く、拷問や暗殺などで殺されました。 

二つの国はそれぞれ、恐ろしい部分を抱えていた国でした。日本に二つの国のスパ

イがよく来ていたことも事実ですし、拉致被害者横田めぐみさんを、連れ去った 

こともありました。そして今もスパイ活動は行われています。 

そして、北朝鮮のエリートだったスパイ金賢姫は、北朝鮮の国家に作られた 

人生を、その後、韓国の政治に翻弄されながら、今は韓国で生きています。 

最近のキムヨンヒ 

http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=31/ig=300x485/id=16c788c2afda45f2/l=rx/da=s/tid=MMSI04_01/bzi=0/fst=0/q=%E9%87%91%E8%B3%A2%E5%A7%AB/SIG=126cfbg9g/EXP=1265363832/*-http:/www.wowkorea.jp/upload/news/54611/03118.jpg
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７ 政治や国家に、翻弄される人々の人生 

 

しかし、このような敵対する二つの国にしてしまった原因は、実は、日本、アメリカ、ソ連、

に主にあるのです。 

だからこそ、私は将来ぜひ、平和の中で朝鮮半島が一つの国になることを願います。 

ベルリンとドイツができたのですからきっといつか実現するでしょう。 

そう二つの国の人々が願っていることを知った上でこれからのアジアを見ていって 

ほしいと思います。 

 

そう子どもたちに話して、この授業は終わりです。 

最後に、二つの視点から………これは、参考に。 

 

①朝鮮半島が、戦後二つに分かれた原因を、なぜ、日本が作っているというのか？ 

それは、東西冷戦のアメリカとソ連の対立にも原因がありますが、戦前の日本の植民地支配 

が無ければ、南北分断の原因の一つはなかったでしょう。 

 

それを、痛烈に思ったのは、ベルリンの壁が解放された 

年に行った、ポツダムの記念館の掲示板でした。 

その掲示板には、戦後処理の地図が描かれていて、私が 

初めて知ったことですが、連合国側は、敗戦国ドイツと、 

その首都ベルリンを、連合国側の 4 か国で分断支配する 

ように取り決めていました。 

実際に、その占領統治は行われ、やがて、戦後疲弊して 

いたイギリスとフランスに代わり、西側代表として、アメリカが三カ国分の占領地域を支配する

ことになりました。その地図を見ると、それがはっきり理解できます。 

 

もし、同じように、敗戦国として、日本が、分断支配されて占領されていたら、日本が南北に 

分断され、今も体制が二か国のまま維持されていたかもしれません。 

1945 年には、まだソ連が、北海道に侵攻していず、朝鮮半島をソ連が南下し、日本列島に侵攻 

してくることを恐れて、アメリカは早く日本に降伏させたがっていました。 

1945 年のドイツ降伏から数か月の間の米ソの関係、原爆の兵器の完成、日本の降伏のタイミ 

ング・・・そういう偶然がいくつもあって、結果として朝鮮半島が、東西冷戦の最前線になり、 

今も分断の歴史が続いている。 

そういう当時の現状を、初めて知りました。 

そういう歴史を知っているからこそ、戦中派の保守政治家たちも、中国や韓国、北朝鮮を 

侮るような、下に見るような態度を取らなかったのだと思っています。 
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② 映画「シルミド」と、ＮＨＫドキュメンタリーが見せてくれたもの 

 

ちょうど同じ時期、2003 年に映画「シルミド」が公開されました。 

 

1968 年の青瓦台襲撃未遂事件、つまり、北朝鮮のゲリラ部隊が、 

ソウルに侵入し、朴正熙大統領を暗殺しようとした事件(Ｐ６)で、 

北朝鮮兵士が「朴正熙の首を取りに来た」と言うのを聞いた 

朴正熙が激怒して、北朝鮮の金日成主席の暗殺部隊を作らせ、 

その後の顛末の史実をもとにして作られた映画です。 

国の使命に応じようと、命をかけて訓練をした兵士たちが、 

国際情勢に左右される国家に裏切られ、暴発していく様子は、 

本当に胸の痛いものでした。 

 

国家が何を個人にするのか、まるで、金賢姫の人生や、戦中戦後を生きた軍国少年軍国少女た 

ちが、日本の国家に裏切られたのと、実によく重なって、個人と国家を考えるきっかけ、国に 

命を捧げるのはどういう意味があるのか…それを知ってもらいたくて、これも授業で見てもら 

いました。 

 

相次いで放映されたのが、ＮＨＫのＢＳドキュメン 

タリー「シルミド」でした。 

そちらは、さらに、現実に起きたことを実感させる、 

非常に生々しい力作でした。 

実際のシルミドの訓練場所を、当時の教官に案内して 

もらうと、ピョンヤンをかたどった石膏の地形模型も 

打ち捨てられたまま。教官は、ほとんどしゃべること 

なく涙を流し、シルミドの石を拾い、記念に持ち帰り 

ます。遺族たちは、真相究明と遺骨の捜索を、マス 

コミに号泣し、訴えていました。 

 

訓練部隊の隠蔽、反乱鎮圧を絶対視した当時の軍事政権は、北に扇動された兵士だとして、生 

き残った兵士も処刑し、彼らの遺骨さえも、誰にも分らないように、空き地に打ち捨てて、知 

らないうちに埋められたとの証言もありました。 

日本が、同時期には、高度経済成長を遂げていた・・・そういう後ろめたさを感じるのは、 

私だけでしょうか。 

この映画もドキュメンタリーも大変好評で、韓国の理解にとても役に立つと言われました。 

 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%89-%E8%A7%92%E5%B7%9D%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%82%AD%E3%83%A0-%E3%83%92%E3%82%B8%E3%82%A7/dp/404294101X?SubscriptionId=AKIAJBYZR3GMZFSHEFNQ&tag=naver1-22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=404294101X
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映画「シルミド」あらすじ 

……東西冷戦と国家が、いかに人々の 

人生を狂わせてきたか、理解するために…… 

 

 実際に韓国であった話。事件です。隊員たちの遺骨は 

今もどこに埋められたのか、はっきりしない。 

日本が戦争に負けた時、朝鮮半島は、35年間、日本の 

植民地だった。日本がいなくなったので、朝鮮の人々は 

独立ができると喜んだが、代わりにアメリカとソ連が 

半島を二つに分けてしまった。(東西冷戦) 

すぐそのあとに朝鮮戦争が起きる。(1950～1953) 

 

その後、北朝鮮の金日成は、韓国の大統領朴正熙の 

首を取ってこいと言う命令を出し、特殊部隊の兵士 

30人を韓国に送りこむ作戦を試みたが、失敗。 

そこで、韓国の大統領は、復習のために逆に北朝鮮の 

金日成を殺す計画を立てた。 

・・・・・・・・ここからが映画の話です。 

殺人部隊の訓練をして、約半年で、きびしい訓練は終わり、 

いつでも北朝鮮に海岸線から侵入する用意ができていた。 

訓練中に事故で死亡した兵士もいたが、訓練を受けた 

兵士たち全員、国のため、命を捨てる覚悟ができていた。 

ところが世界の情勢は変化し、強硬路線は取れなく 

なってきていた。朴大統領自身が取りやめる決断をした。 

なぜなら、強硬に北朝鮮に向かえば、 

アメリカが韓国を見放すだろうと思われた。 

しかし、すぐにでも命を捨てる覚悟をして人を殺す 

訓練を毎日続けていた部隊の兵士たちは、 

いつまでも飼い殺しのように、将来が見えない 

待遇に不満を持っていた。 

いつでも北朝鮮へ行けるのに、暗殺作戦を実行できる 

のに実行させてもらえない不満を、なんとか大統領に 

伝えたいと、訓練をしていた島を抜け出し、 

ソウルの大統領官邸へ向かおうと、 

バスをハイジャックして向かうのだった・・・。 

 

http://3.bp.blogspot.com/-7K_PJTCzc2g/UTSsQ3isqzI/AAAAAAAADls/TGWHYuR19SQ/s1600/130303silmido-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Kqu3zi9osXE/UTSsSPSj8NI/AAAAAAAADl0/Uo2finqdeDs/s1600/130303silmido-2.jpg
http://elu-naka.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2011/03/29/photo.jpg
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「映画『シュリ』から、現代史：朝鮮半島の戦後と今を 

 

少しでも知ろう！」の授業 
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