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の一人で、暗殺の対象とし
て蹴われたこともある。犯
人が在日韓国人だったから
日本でもよく知られている
文世光事件。
つまり、朴撞恵は文世光
事件で外れたぜストルの弾
にあたって死んだ朴正照夫
人、騒英修の綾なのだ。な
ぜ金正日はわざわざ朴樫恵
を招いたのかというと、あ
の事件を謝罪するためだっ
た。金正日は、あの事件が
北朝鮮の特殊機罷によって
起こされたことを認めて語
界し、蒋来韓菌、を訪問する
ことがあったら、真っ先に
朴大統舗の事参りをしたい
V してかつ
とまで寄った。 で
て敵視していた朴正殿をほ
めたたえたという。
いま韓関では、朴正思と
朴正黙の政治が大きく再評
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8 0何十税〉を読むとよく
わかる。

展』〈東京大学出版会

1 なぜ朴正療がそれほど像
大な政治家と考えられるよ
うになったかは、鵡憩漬/
譲辺和夫/カ!タi-Jエッカiト麗吋朴正熊の時
代韓国の近代化と経漂発
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髄され、いまや韓国史上で
最も偉大な政治家とまで考
えられるようになっている
が、ぞれが北朝鮮にも伝わ
っているらしい。

立花隆

金正日の出自、小沢本の仕分け、
醜の歴史
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きすぎといいたくなるほど
留自い。
情報通によると、との
話、インテリジェンスの散
界では脅から知られた諮
で、謀数国のれっきとした
鵠報組織糊によってその莫偽
のほどが譲査され、箕では
ないことが確認されている
という。とはいえ、この本
に窪田かれている部分的真実
は訳出あると考えられ、メ
インストーリ!がガセだと
わかっていても、ワキ筋が
甑白いのである。
私が注目したのは、一一O
パクチヲンヒ
。一一年に朴正熊の娘で韓躍
のハンナラ党元部総裁だっ
パクタネ
た朴覆葱が北部朝鮮に招かれ
金正日と会ったという話
〈これは事実〉。朴正鰻とい
えば、北朝鮮からその脊在
が最も増まれていた政治家

朴正際が政権を握ってい
たのは一九六一年の箪事タ
!デターから一九七九年に
暗殺されるまでの十八年間
だったが、この間に韓国経
務は驚くべき躍進をとげ
て、っ護江の奇跡しといわ
れた。なにしろ一人当たり
GNPが八七ドルから二ハ
四四ドルまで一挙に十九倍
も伸び、アジアのどん底の
農業関家から、重化学工業
まで持つ先進的産業国家に
変身した。番諜・台湾・シ
ンガポールとならんでアジ
アの四小譲と呼ばれる「躍
進中堅資本主義厨家群しの
一つに数えられるようにな
り、その後も韓関経湊は罵
進を続けた。今では幾つか
の分野では日本をおびやか
すどころか逆に稜欝しはじ
めた分野まであることはよ
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V濠びゆく国家.lI1i"1
まくらの頭脳の鍛え方.lI(佐藤優氏との共事審)ほか事音響多数.

〈私の読書日記〉
佐護守司会正副は臨本人
だったおハ講談役 1700
符+税〉は、タイトルから
してトンデモ本としか思え
ない本だが、これが読んで
みるとなかなか面自い。著
者は自衛隊で情報活動に設
事し、空幕の広報室長も輯
めた人でなかなかの築達
者。なぜ金正日が日本人か
というと、金正日は実は金
日成の由晶子ではなく、金日
成の持率で朝鮮戦争時、薦
議司令官をつとめた伝説的
英雄の患子が養子になった
というのだ。そしてその
男、実は日本韓箪が朝鮮半
島 に 蔑L た残龍諜者だっ
た、という。耳を難うよう
な話だが、もっともらしい
隣接的龍一夜証拠が山のよう
に出てきて、話としてはで
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I学の現在』
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く知られている。
本欝は、韓日米露の学者
の共同研究で、なぜこれほ

φ

どの大難滋が研検となった
のかを、政治・経済・社会・
科学技術・教宵などあらゆ
る角度から分析している。
一言でいうなら、ごの奇

かったのに韓国はわずか七
年というほど高動率の経諦
成長をなしとげた。
いってみれば、これは日
本の家部と車新官僚が結び
ついて作り上げた戦争中の
盤家総動員体輔が、そのま
ま現代に延長されたような
富家だったのである。
日本の戦後の急速な経務
成長も、軍部按きの経済官

次々に展開していったヱリ
iト主義だ。絵に描いたよ
うな官僚説導型の悶出家資本
主義体制なのである。議本
に狂奔しているが、ぞれは
鰐か摸本的なところ念考え

宮擦を諸悪の棋灘視してひ
たすら管醸のカを削ぐこと

跡を可能にしたものは、若
くて擾秀な官僚をどしどし
脊成抜擢して彼らに大きな
謹懐を与え、大胆な施策を

は計一掛経消で、問機と選裂
を明確にした経諮念総鶴作

小沢需題について書く必
要に迫られて、最近の小訳
本と民主党本を一山読んだ
ので、その良し悪しを手っ

は、主としてぷ踏刊現代」

取り早く仕分けしておく。
事件の大き急務畿を知る
円九は、麓判総務欝可法クラブ
吋整繋 mm小
e 渓…務勺政治と
金」の弱年戦争替相ハ新潮社
1400Rz?夜〉がよい。
耽昨年一一一月の大久様麓書一逮捕
を壌に書かれた本だから最
都新構報は入っていないが、
大きな曹景がわかる。もう
一冊は、松滋襲持句小沢一
部品極緯の支配者らハ講談
社1500R+税〉。筆者
を舞合に、裁も執傘諜く小
訳金援を議及してきた入。
稜がどれほど丹念に細かな
取材を積み重ねてきたかが
よくわかる。今回の事件、
程当蔀分(不動産疑惑のほ
とんど)が寸遇刊現代 L の

チ上げたもの。
寸週刊現代しと産経新開は
その後も小沢追及の手をゆ
るめようとしないから、い
い記事が読める。それと対
照的なのが朝日新関で、民
主党政権成立後、政権ベタ
ベタユルユルの紙溺念ずっ
と作ってきたから、この事
件報議に関しても大騒に立
ち遅れ、蛸朝日新揮しか読ま
ない人々は途中までほとん
ど訳がわからない紙面ばか
り読まされてきた(意も当
初そうだつたから本当に冨
った可朝日がそうなった
のは政治的立場が近いとい
うこともめるが、え0年代
に小沢と関潜を起こし、小
択を全く取材"できなくなっ
たために、小訳に詫び念入
れて手むちを行ったという
事件の後遺症があるらしい。
最近出た鵠朝日新語政権取
材センタi編『畏主党致推
100自の真担 L (務日新開
出版1300円÷税)は、
政権ベタベタ持枠内の報道が
中心で批判的接点に欠ける
から、途中でバカバカしく
なって緩むのをやめた。問
いお港、ペ
じ朝日の本でも、五百旗頭

r

真/伊藤元重/業師寺宵施行
巌ぷ剖隼代の証言小沢一
部政権奪取論』(1500
丹十税)は小沢の長時罷イ
ンタゼューだが、なかなか

面自い部分〈小沢のマイン
ド、日米交渉など〉と、小

訳のとんでもない考えちが
いの部分ハ政治資金論、指
弾機発動論など〉とが瀧在
していて隈味部い。
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ウンベルト・エI コ巌著

『醸の歴史』〈東洋書林 8
000門+税)は国蔵なし
には紹介できないが、きわ
めて興味深い本。書店で晃
かけたら、ぜひバラバラめ

くってみることをすすめ
る。醜の牒党愛知ることな
しに、焚の鵬史を知ること

はできないというヱ!コの
露見に賛成する。品突と灘を
決める普遍的基準…はない。
社会によって時拭によって
文化によって基準は一変す
る。われわれがスペース・
モンスターを見るか、スペ
ース・モンスターがわれわ

れ念見るかで載標すべき一も
のの碁準は逆転する。

吋ぼくの必となり災となった滋0 0側そして蜘にも肉にもならなかっ
た
一 0 0 棋 〈小紋割問〉には、この幾織の叩おふ・・問分も絞録されていまサ

炉
.

穣たち〈経企、通産、大，
蔵〉が奮闘して作り上げた
ものだ。雄山民主党政権は

成の四次にわたる五カ年計
画に基づいて、経講を次々
にステップアップしていっ
考えねば。
H

ちがいしているのではない
か。組悪な政治家による政
治主導国家と官借主導国家
のどちらが恐ろしいかよく

た。強力な軍事政権が、こ
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連続追及と、それに対する
小訳の訴訟勺遁刊現代」
勝訴〉などを通じて暴かれ
たもの。いま話題の小沢の
ウソのぷ緩謡番」問題も、

X

が発生せずハ民主主義持正
で拡抗灘動は発生Y 許婚
は予定通り瀧有し、十議ド
ル輸出体制を百態ドル輪出

小沢がぷ諮刊現代」に…反論
する記者会見のためツ

の経済計画を推進するテク
ノクラート官擦を百パ;セ
ント庇護した。だから社会
のいかなる階痛からも結審

体制にするのに、西ドイツ
は十一年、日本は十六年か
「小沢…郎慶節の支撃忍
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F季五の読書日記』は、立1E際、治深夏樹、山崎努、湧井厳子、
鹿島茂の五氏が篠混交代で執筆いたします。
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