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小特集③

文在寅新大統領の宗教的背景
はじめに
韓国の歴代大統領の半数ほどがキリスト教の信者であるが、 5 月 9 日に 41％の得票率で
ムンジェイン
当選を果たした第 19 代の文在寅大統領もそうで、 カトリック信者である。 文大統領は小学校
3 年生から聖堂に通い始め、 洗礼名はテモテオ （日本語の表記はテモテ） である。 夫人の
キムジョンスク
金正淑とは聖堂で結婚式のミサを行ったという。 文大統領は大統領になる前は人権派弁護士
としても有名だった。 カトリック信者であるけれども仏教にも関心を寄せている。 全羅南道海南
テ フ ン サ
郡にある大興寺で司法試験の勉強をして弁護士になっている。 また、 2017 年 1 月に出した
公約集には、 仏教用語である 「信解行証 （先ず仏の教えを信じ、 理解して行を修し、 悟り
に到るということ）」 をあげ、 大統領になる人が持つべき心構えだとしている。 ここでは、 日本
の報道の中で新大統領の宗教的背景に関わる内容のものを紹介し、 一部韓国の記事も参照
しながら、 文大統領に対する宗教界の反応を簡単にまとめておく。
1． 日本の報道記事から見える宗教的背景
まずキリスト教系新聞には、 文大統領の価値観と活動、 カトリック信者からの期待などが報
じられている。 韓国 「カトリック新聞」 （4 月 23 日付） によると、 カトリック司教協議会の 4 つ
の委員会が 4 月 18 日、 大統領選挙の主な候補者らに送った政策質問書の回答結果を発表
した。 質問書は、 生命と人権、 政治共同体、 環境保護、 平和の促進など 6 分野の 31 項目
で、 教皇庁正義と平和評議会が 2003 年に発表した 『教会の社会教説綱要』 に沿ったもの。
回答をしたのは 2 候補で、 カトリック信徒で賛否の意見が対立する問題を除けば、 おおむね
教会の教えに忠実なことが分かったという。 その一人の文候補は、 中絶の合法化については
「広範な社会的合意の過程が必要」 だとし、 賛否の立場を明確にしなかった （カトリック新聞
4/30）。
5 月 10 日に就任した文大統領に対して韓国のカトリック信者は、 新大統領の下で、 国内の
一致と平等、 腐敗の一掃が実現されることを期待していたことが分かる。 司教協議会会長の
金ヒジョン大司教は当選祝賀メッセージで、 国内の分裂に言及し、 韓国が必要としているのは
「今日の紛争と対立を乗り越えて、 道義を守りながら真の平和と正義に向けて進む、 信頼でき
る指導者です」 と述べた （カトリック新聞 5/21）。
5 月 30 日、 世界教会協議会 （WCC） のオラフ ・ フィクセ＝トヴェイト総幹事ら代表団がソ
ウルの大統領府で、 文大統領と会談し、 朝鮮半島和平における教会の役割などについて話
し合った。 トヴェイト総幹事は 「就任後、 これほど早い時期に、 文大統領がわたしたちを迎え
てくれたことは、 韓国の教会と WCC が、 朝鮮半島の平和にむけた関係構築の役割を担って
いることの表れ」 と述べた。 人権派弁護士として活躍してきた文大統領は、 韓国教会協議会
（KCCK） 釜山支部のメンバーだったこともあることが言及されている （クリスチャン 6/18）。
全国紙では、 LGBT に対する大統領の意見や北朝鮮に対する融和的な態度についての報
道がある。 たとえば 4 月 25 日に実施された大統領候補者テレビ討論会で、 文大統領は保守
61

ラーク便り 75 号（2017 年 8 月 31 日）

系候補者に 「同性愛は国防戦力を弱体化させる。 同性愛に反対か」 と問われて 「反対だ」
と即答したことに触れている。 「差別はしない」 と述べつつ、 「同性愛は好きではない」 とも発
言したことが指摘されている。 これについて、 討論会後、 インターネット上では、 「人権派弁
護士の肩書を自ら否定した」 などと批判の声が上がったという （東京 4/27）。
文大統領は 5 月 18 日、光州を訪れ、1980 年の民衆蜂起「光州事件」の追悼式典に出席した。
式典では文大統領の指示で、 事件を象徴する歌 「あなたのための行進曲」 の斉唱が参加者
全員で行われた。 この曲は韓国の保守系団体が北朝鮮に融和的なものであるとして式典での
斉唱に反対していたという （読売 5/19）。

2． 就任に際しての韓国宗教界の反応
5 月 10 日に就任した文在寅第 19 代大統領に、韓国の宗教界は相次いで当選祝賀メッセー
ジを送り、 統合と改革の政治を強く要請した。 どのような内容であったかを、 韓国の報道から、
ピックアップする。 仏教、カトリック、プロテスタント、円仏教の順に紹介する （「毎日経済新聞」、
5 月 10 日付）。
なおこの内容は次のサイトから見ることができる。
http://mbn.mk.co.kr/pages/news/newsView.php?category=mbn00006&news_seq_no=3218453
まず、 大韓佛教曹渓宗は、 総務院長が 「改革と統合を通じて痛みと差別のない新しい大
韓民国に導いてくれることを願う」 という内容の要請をした。 「国政の空白期による国家の重大
事である安保と外交、 経済問題に対して賢く対処し、 安定して平和な国を作ってほしい。 す
べての候補と抱擁と和合のリーダーシップを発揮し、 国民大統合と幸福のために努力してほし
い」 と語った。
仏教界の新聞である 「法報新聞」 （6 月 7 日付） には 「文在寅大統領の宗教」 の記事がある。
文在寅大統領に対する国民の評価は非常に高く、 仏教界も高い関心を寄せている。 それに
はさまざまな理由があるが、 社会の結びつきを達成する適任者だという期待感が大きい。 カト
リック信者でありながら仏教との縁も深く、 他宗教に対する理解度が高いため、 憂慮より信頼
が大きいということである。
しかし、 仏教界の一部では、 大統領の宗教が必要以上に前面に出てくるのではないかとい
う憂慮がある。 それは、 文大統領が就任後、 カトリック信者としての側面を出すようなことをし
チョンワデ
ばしば行っているからである。 代表的な例が 「青瓦台 （大統領官邸） 祝福式」 である。 青
瓦台にカトリックの神父と修道女を招待し、 宗教儀式の一種である祝福式を行った。 個人的
な信仰の儀礼を青瓦台という象徴的な空間で行い、 その写真がメディアに公開されることに
よって関心が集まった。
5 月 22 日にはカトリック宗教行事の韓国 ME 全国家族の集いに祝賀映像を送ったことも知ら
れた。 また、 ローマ教皇庁に就任特使団を派遣したことも歴代政府の中で初めてのことであっ
た。 教皇庁の外国使節の韓国派遣 70 周年を記念することと、 南北間関係改善のための支
持を要請するという旨で、 韓半島の平和に向けての意志を対外的に知らせたということは肯定
的な評価を受けた。 けれども、 その過程で、 文大統領が韓国天主教主教会議の議長との懇
談会で上席を譲ったことや、 フランシスコ教皇からプレゼントされたロザリオ （黙珠） を持って
喜ぶ姿が強調されるなど、 大統領がカトリックを信仰していることが必要以上に浮き彫りになっ
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た。 同紙は文大統領に対する仏教徒の信用と愛情が大きいだけに、 仏教徒に向けての細かな
配慮が大切な時であると述べている。
天主教ソウル大教区教区長のヨム ・ スチョン枢機卿は、 「文大統領が強調した通り、 現在の
社会は国民統合と改革の熱望に満ちている。 大統領を支持する国民とそうでない国民、 すべ
ての心を理解できる指導者になってほしい。 大韓民国を正義と慈悲、 愛と平和の中で一つに
できるよう導いて、 国民が夢と希望を抱いて生きていけるように尽力するよう祈祷する。 特に貧
困の人と疎外された人に対しても配慮してほしい」と伝えた。韓国天主教主教会議は、議長キム・
ヒジュン大主教が 「憲法精神に従って韓国が社会的弱者も人間の尊厳と品位を保てる国、 思
想と良心の自由を制約せず、 自身の意志を堂々と表現できる権利が保障される国になれるよう
に導いてほしい」 と語った。
韓国教会連合 （韓教連） は代表会長チョン ・ ソヨン牧師が 「分かれている国論を一つにし
て国民と社会を統合する大統領になってほしい。 傷ついた国民の心を治癒するために競争者
を同伴者として抱きしめる抱擁の政治、 協力の政治へ大路を開いてほしい。 不正腐敗を清算し、
正義が実現される国、 正直な人が待遇される公平な社会を作ってほしい」 と願った。
パ ク ク ネ
円仏教は、 ハン・ウンスク教政院長が、 「朴槿恵大統領の退陣を熱望した 1 千 700 万本のキャ
ンドルで市民が作りあげた今回の大統領選挙は不正腐敗のない新しい大韓民国建設を願う国
民の熱望が満ちた意義ある選挙だった。 今日の選択が歴史に刻まれる偉大な選択であるよう
に、 国民が主である大韓民国、 国民が幸せな大韓民国、 国民が堂々とできる大韓民国、 さ
らには、 「魚変成龍」 （魚が変じて龍になる） する大韓民国建設のために先頭に立ってほしい。
南北関係の画期的発展で韓半島の非核化とともに統一を早め、 またセウォル号の遺族の痛み
が治癒できるように真実を明らかにしてほしい。 サード （THAAD） 配置過程に対する徹底的な
再検討を通して平和が訪れるように知恵を集めてください」 と要請した。

むすび
キムデジュン
ノ ム ヒ ョ ン
歴代大統領の中でカトリック信者であったのは、 金大中 （15 代） と盧武鉉 （16 代） である。
イスンマン
キムヨンサム
イミョンバク
両大統領は李承晩 （初代～ 3 代）、 金泳三 （14 代）、 李明博 （17 代） といったプロテスタン
トの大統領に比べて宗教に対してそれほど統制の意図を表に出さず、 政教分離原則に比較的
に忠実であったと評価されている。 金大中大統領は、 トマス ・ モアという洗礼名を持ち、 在任
中にも聖堂に行ってミサにも参加したが、 他宗教との摩擦をもたらすようなことはなかった。 盧
武鉉大統領は 2002 年、 大統領選の候補時代にカトリックの枢機卿に会った際、 洗礼を受けて
いるが、熱心に信仰生活ができず、聖堂にも行けないから、プロフィールの宗教欄には無教 （無
宗教） と書くと言ったという。 盧大統領は私立学校法を改正したために私立学校を多数持つキ
リスト教界との間に葛藤が生じた。
こうした例があるので、 文新大統領が各宗教に対して今後どのような態度をとるかは、 日本社
会ではそれほど関心を抱かれないテーマのようだが、 韓国社会にとっては大きな関心事となる
ことは間違いない。
［文責 ： 李和珍］
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