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 国連安全理事会決議 1874（2009 年 6 月）は北朝鮮による２回目の核実験に対する制裁を科したが、その後も

中国は密接な対朝関係を維持しようとしてきた。こうした中国の行動は、同国の地域戦略が北朝鮮との提携に依

存していることを示唆している。北朝鮮が崩壊する懸念がささやかれてはいるが、密接な中朝関係は依然として

中国の北東アジア政策における重要な要素と見なされている。 

 
 

決議の際に中国代表は、制裁が「国家の開発 (the 

country’s development)」に影響を与えるべきではないと

主張した。しかし中国の議論とは異なり、決議本文が述

べる制裁の例外事項は、「人々が必要とするものや非核

化の推進に直接関わる人道および開発を目的とする」援

助 で あ る (humanitarian and developmental purposes 

directly addressing the needs of the civilian population, or 

the promotion of denuclearization)。つまり文面から読み

取れる決議の主旨は「国家」―金正日体制に制裁を科し

ても北朝鮮の人々には支援を続けるという点であろう 1。

それでも「国家」への開発援助に重点を置く中国は、温家

宝総理の訪朝（2009 年 10 月 4 日～6 日）の際、北朝鮮と

の間で鴨緑江への架橋など、経済・貿易における協力関

係を強化する合意に達した 2。この援助に関して同月 10

日、温家宝総理は「協力の目的は、朝鮮半島の非核化と

六者会合の再開」であるため「国連の考え」とも一致する

と説明した 3。つまり「非核化の推進」という決議の文言

が、北朝鮮の「国家」に対する援助を正当化する法的根

拠を中国に与えたと言えるだろう。 

  実際には、援助によって北朝鮮に非核化を促すのは、

制裁とかなり異なる方針である。そうであるが故に温家

宝総理は、制裁決議と対朝援助に矛盾がないという考え

を強調する必要があったものと思われる。なぜ中国は、

決議に反すると批判を受ける可能性もあったにもかかわ

らず、北朝鮮への開発援助を進めたのであろうか。 

  中国の援助が北朝鮮にとって、六者会合に復帰する

ための条件としては重要でなかったことは明らかである。

経済協力の合意以前、北朝鮮は既に対話再開の可能性

を示していた 4。また北朝鮮は核開発が米国との二国間

関係で処理されるべき問題だと一貫して主張している 5。

従って中国政府が自国による対朝援助を、六者会合再

開のため不可欠だと捉えていたとは考え難い。事実、中

国との経済協力合意の際に北朝鮮が示した立場も、米

朝対話の結果によっては六者会合復帰を検討するという

ものであった 6。他方で、北朝鮮崩壊による難民流入を

恐れて中国は、制裁が続くなかで敢えて援助を実施した

のだという議論もあるかもしれない。しかしこれも中朝の

経済協力合意を説明する根拠としては充分ではない。な

ぜならば、中朝合意がなければ体制が崩壊したかもしれ

ないと言えるほど、あの時点における北朝鮮情勢は緊迫

していなかったからである。より適切な時期を待って援助

協定を締結する程度の余裕は、中国にもまだあったはず

である。 

北朝鮮「国家」への援助 

 

 中朝連携を前提とする地域戦略 

以上を踏まえて残される可能性は、北朝鮮の国家体制

との密接な関係の維持を主目的として中国が援助協定

の締結を申し出たということではないだろうか。この場合、

中国の北東アジア政策は、改革された北朝鮮でもなけれ

ば統一朝鮮でもなく、既存の北朝鮮における指導層との

提携を前提にしていることになる。なぜならば中国の援助

は、国内政治における競争者を決して受け入れない、現

体制に対するものだからである。もし中国の地域戦略が

北朝鮮との提携を含んでいるとすれば、従来は南北朝鮮

が直接関わる懸案にほぼ集中してきた朝鮮半島の安全

保障問題は、米中が主導するより広域の国際政治に巻

き込まれていく可能性が高い。 

  実際に中国は、このような半島をこえる地域安全保障

に関わる意図を持って、六者会合を進めていることを示

唆している。2008 年 5 月 27 日、中国外務省スポークスマ

ンは六者会合で「北東アジア安全保障メカニズム」構築
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が議題になっていることを理由の一つとしてあげつつ、米

韓同盟は「歴史の遺物のようなもの」だと断じた 7。つまり

中国は六者会合における多国間の安全保障メカニズム

の議論を推進することで、台湾問題などの他の安全保障

上の懸念にかかわらず、北東アジアに存在する対米同

盟の存在意義を否定し得ると考えているのである。その

場合の朝鮮問題は冷戦後しばらくの期間とは異なり、北

朝鮮核開発や南北朝鮮の対峙だけではなく、朝鮮半島を

こえる大国間の競合も含んでいる。米軍の北東アジアへ

の関与を妨げようとする、こうした中国の朝鮮半島政策に

おいては、北朝鮮は米韓同盟の軍事的影響を抑えるた

めの提携相手ということになろう。 

 

 

国連安全理事会決議 1874 の主旨とは異なり中国は、

北朝鮮の人々だけではなく体制への援助も正当化した。

中国が朝鮮問題を米国の安全保障上の影響力に対抗す

る機会としても捉えていることを踏まえるならば、このよう

な経済援助が示しているのは北朝鮮との連携が中国の

地域戦略において依然として重要だということであろう。

そのために中国は、無用な緊張をもたらす北朝鮮の現体

制との関係を維持するという、負担を強いられているの

かもしれない。 
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