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ブリーフィング・メモ 

 

李明博政権の政策をどう見るか 

  

武貞秀士（防衛研究所統括研究官） 

 

韓国の新政権は、これまでの１０年間の政策を変えることを強調する。「李明

博革命」という言葉は象徴的である。しかし、政権が発足し、政策選択という

段階にはいり、「国際協調か民族か」という、古くて新しい課題が浮上しつつあ

る。歴代政権が直面した問題に、李明博政権は直面するのかもしれない。韓国

の交渉相手は、６０年間、体制が変わっていない相手である。 

 

成果をあげた首脳外交 

４月、韓国の李明博大統領は、米国と日本への訪問を終え、新政権の外交が

始まった。米韓首脳会談では、「同盟関係を伝統的な友好関係から、世界平和に

貢献する２１世紀の戦略的同盟に格上げすること」で合意した。長い間、対北

抑止力としての役割を果たしてきた米韓同盟を、より広い機能を持った同盟関

係にしようということである。「良い関係は、共同の価値を基盤にしてこそ可能

だ」というブッシュ大統領の言葉には、共通の価値観をもって米韓同盟関係を

維持しようという米国の意気込みがでている。 

続いて日本を訪問した李明博大統領は、福田首相との首脳会談で、日韓関係

を一層成熟したパートナーシップ関係に拡大することで合意し、シャトル首脳

外交で日韓新時代を具体化することを確認した。日韓首脳会談の前の３月１日、

李明博大統領は、日本統治時代に起きた「３・１独立運動」の記念式典で演説

し、「日韓が実用の姿勢で未来志向的な関係を形成すべきだ。歴史の真実から目

をそらすべきではないが、いつまでも過去に縛られ、未来へ進む道を見失って

はいけない」と語った。未来志向の日韓関係を強調して前政権との違いを鮮明

にした韓国新政権の誕生で、過去１０年間とは異なる日韓の関係になる可能性

がでてきている。 

日米との関係改善の先に李明博政権が見据えているのは、先進国入りである。

２月２５日の就任演説で李明博大統領は、「大韓民国大統領として、新たな６０

年が始まる初年度である２００８年を［大韓民国先進化元年］と宣言する」と

述べた。いま韓国では、かつては日本経済について使われていた「失われた１

０年」という言葉が、「金大中・盧武鉉政権の 10 年間で、先進国入りする機会

を失ってしまった」という意味に使われている。「先進国入りしたい」という韓
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国人の思いが李明博政権誕生の背景にあると考えてよいであろう。 

発足時、条件に恵まれた李明博政権であった。米国は北東アジアの安定と米

韓同盟に関して緊密な協議ができる政権誕生を願っていた。日本は、未来志向

の政権の誕生を歓迎している。韓国経済を浮上させるために方針転換をする指

導者を国民は望んでいた。李明博政権は、まずは順風満帆の船出をしたといえ

よう。 

 

支持率低下の意味 

しかし、政権発足後２か月にして、すでに韓国内では政権に厳しい評価が出

始めていることは、日本ではあまり報道されていない。５月中旬、韓国での国

際会議に出席したとき、何人かの専門家から、さまざまな話を聞く機会があっ

た。例えば、政権の支持率下落が目立っている。「李明博政権の国政運営を支持

する」という人々の割合が、４月９日は５４.８㌫であったが、４月１６日に４

４.６㌫となり、４月３０日は３５.１㌫、そして、５月５日には、２８.４㌫ま

で落ち込んだ。（『時事ジャーナル』２００８年５月２０日号）。１ヶ月足らずで

支持率が半減している。米国産牛肉の輸入再開決定を契機に街頭デモが始まっ

たが、その前から支持率が減っていることは、支持率低下の原因がひとつでは

ないことを意味している。 

 韓国メディアの報道や韓国人専門家の説明によると、支持率低下の原因は、

「政治結集力の不足」「大統領がすべてのことを自分で決めるという〔過欲〕」「大

統領府の政務企画と広報機能不足」「国家経営を企業経営と同様に行うこと」「中

核的な支持層が不足」「大統領府の司令塔不在」などであるという。 

 それに加えて、韓国の政策決定過程の構造的な問題が指摘されている。大統

領に上がる情報が取捨選択されず、信頼度の高い情報が精選されていないとい

う指摘である。大統領には主に、国軍機務司令部（前身は国軍保安司令部）の

司令官、国家情報委員長、警察庁の庁長から報告が上がるが、それらが競合し、

別個に上がるため、大統領府の情報セクションには多くの情報があふれて、的

確な情報に基づいた決定を迅速に下しにくいという状態がでているとの厳しい

評価である（前出『時事ジャーナル』）。 

昨年１２月の大統領選挙から５月までの半年間で、韓国政治は目まぐるしく

変化し、政権への厳しい評価が浮上してきた。そこには、変わり易い韓国民の

政治意識、指導者への期待の高さ、期待がはずれたときの厳しさという古くて

新しい韓国の政治文化の実態がある。インターネットの普及が、即効性を好む

韓国の政治文化を支えている。李明博政権が成果を出すことに注目する韓国民

の期待に答えるべく政策修正をおこなうとき、政権の「非核開放３０００」（北

朝鮮が非核開放政策に転じたら、一人当たり所得３千ドルにする支援をすると
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いう政策）という構想はどうなるのだろうか。 

 

太陽政策との違いは 

 李明博政権がかかえる最大の課題は、対北政策である。李明博政権は、前の

２つの政権がおこなってきた対北政策との違いを強調し、北朝鮮が義務を果た

さないかぎり、北朝鮮を支援しないという政策をとる。太陽政策を否定し、過

去の対北支援内容を厳密に精査すると、大統領就任前の引き継ぎ委員会が繰り

返してきた。当面、北朝鮮のインフラ整備への支援を控えるという基本方針に

も変化はない。 

 しかし、むしろ李明博大統領の発言には、北朝鮮に対する同族としての意識

が滲み出た言葉がめだつ。「南北問題は排他的民族主義では解決できない」と前

政権の対北政策を暗に批判しながら、「民族内部の問題であると同時に国際的問

題として見ないといけない」と大統領は述べた。２つとも重視しているので、

南北対話と米国やＩＡＥＡ（国際原子力機関）の方針との間で食い違いが生じ

たとき、どうするかは大統領の裁量の範囲となる。実は、太陽政策そのものを

否定しているわけではないのである。柳明桓・外交通商部長官も関与政策を基

調にすると述べている。 

５月、韓国は北朝鮮への食糧支援を決定した。米国が５０万トンの食糧支援

を決定したことを受けて、即座に韓国が支援することを決めたものである。北

朝鮮支援で米国が先行した後、韓国も支援を決定したときの韓国内の議論は、

米国との協調を優先したというよりも、同族としての自尊心を重視したという

ニュアンスが強かった。 

韓国独自で北朝鮮への関与政策を先行するというスタイルはすでに４月に始

まっている。４月１７日、李明博大統領が訪問先の米国で、「韓国へ帰ったら北

朝鮮側に、ソウルと平壌に常駐連絡事務所を設置して、南北の常時的な対話チ

ャンネルを構築することを提案する」と語った。韓国政府は、１９９０年９月、

ソウルでの第１回南北首相会談以来、６回にわたり、南北連絡事務所設置を北

朝鮮側に提案したが、大統領が言及したのは初めてである。北朝鮮核問題に関

する米朝協議についても、大統領が「北朝鮮のウラン濃縮プログラム（ＵＥＰ）

とシリアとの核協力疑惑について、北朝鮮はシンガポールでの米朝接触で、二

つの疑惑を間接的に認めたもの」と述べている。李明博大統領は「北朝鮮は非

核のプロセスを着実に歩んでいると」と見ているのだろう。「北朝鮮がこれから

は核拡散活動に関わらないと約束した」とも述べている。韓国大統領は「非核

開放３０００」のプロセスが進みつつあると見ていることになる。 

 「非核開放３０００」という政策は雄大であり、国際的協力を前提とし、同

族への寛容さを含み、北朝鮮の核放棄と経済再建の責任を韓国が果たすという
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思いが見える。しかし、「非核」の意味は極めて曖昧である。北朝鮮自身はウラ

ンを濃縮して核開発をする計画はないとしている。北朝鮮がプルトニウム型の

核開発計画を放棄した時点で、「非核」と判断するのかどうか。そう判断しなけ

れば、北朝鮮は韓国を非難するだろう。しかし、そう判断したら、疑惑を残し

たまま支援の見切り発車をしたという批判が韓国内から出てくる。そのとき、

米朝協議で「北朝鮮の非核化がほぼ達成」という結論がでると、韓国は、米国

との良好な関係維持という原則からも、北朝鮮の非核は現実のものになったと

して、北朝鮮支援に向かうことになろう。そうなると、前政権の北朝鮮政策と

の違いはない。  

 実用主義というキャッチフレーズはわかりやすい。しかし、具体的な政策選

択という段階になると、「国際協調」と「同族」との間の葛藤に悩んできた歴代

政権の課題に、新政権が直面しないともかぎらない。実用主義外交の中心にあ

るのは、資源外交だろう。４月、韓国首相は中央アジアを歴訪して、活発な資

源開発のための契約をとりつけて、新政権の外交重点が資源獲得であることが

鮮明になった。資源獲得という実用主義を推進するとき、その先に見えてくる

のは、北朝鮮との資源共同開発事業を推進することである。すると、「非核開放

３０００」の原則は、いつまで維持することができるだろうか。中国との競争

を意識しながら北朝鮮のインフラ改善のための対北協力を展開して、実用主義

に基づいた太陽政策が始まることもありうる。 

 

 

新たな戦略構造 

 韓国の新政権の誕生により、朝鮮半島の戦略構造に変化がでてきた。米韓同

盟がより広い概念を持ちつつある。中国は日米韓の協調に沈黙している。中朝

関係のさらなる緊密化に、中朝両国は熱心である。北朝鮮は核疑惑の払拭のた

めに、米国との協議妥結を最優先にしている。同時に強力な軍事力を維持して

いる。「核抑止力を持つにいたった」という言葉を撤回していないのは、プルト

ニウム型の核兵器施設を爆破しても核能力を維持することを示唆しているので

はないか。米国内では北朝鮮への制裁緩和について賛否両論がある。日本でも、

日朝関係がこう着状態のままでよいのかという意見が出てきた。韓国、中国、

北朝鮮の３者の関係は、北朝鮮の資源開発をめぐり、微妙な駆け引きの関係に

なりつつある。 

このような北東アジアの戦略構造を前にして、やはり６か国協議は重要な枠

組みである。６か国協議は、最も長く続いた朝鮮半島での多国間協議の枠組み

である。争点ごとに対立するグループが変化するという複雑な構造がある。５

つの部会があり、個別のテーマに関与できない国家は、そのときの部会の関係
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国にはならないが、それにより、深い議論が可能である。６か国協議は多国間

の政策協議の枠組みとして一定の成果をあげてきたことは間違いない。 

ただ、それが、北朝鮮核問題の解決に繋がる枠組みであるかどうかは別の問

題である。北朝鮮がすべての核兵器開発計画を放棄するという戦略的決断をく

だすときが解決のときである。それは、北朝鮮指導者の意思の問題であるが、

どうだろうか。金正日国防委員長が、「北朝鮮の核抑止力により、朝鮮半島有事

で米国が介入を思い止まる」という計算をして、北朝鮮主導で統一するシナリ

オを描いているかぎり、核問題解決の交渉は難航するだろう。 

核問題が解決するときは統一の時まで待たねばならないというシナリオが見

えてきたのではないだろうか。 

 

 
 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、 

防衛研究所に対する理解を深めていただくために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、 

複雑な安全保障問題を見ていただく上で本欄が参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 

 

ブリーフィング・メモに関する御意見、御質問等は下記へお寄せ下さい。 

ただし記事の無断引用はお断りします。 

 
防衛研究所企画室 

専用線 : ８－６７－６５２２、６５８８ 
外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 
ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 
※ 防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.go.jp 
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