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2002年の北朝鮮の核問題再燃や盧武鉉の韓国大統領就任を受けて、朝

鮮半島は再びダイナミックな変革のプロセスに突入した。韓国では反米

感情を追い風に大統領に当選した盧武鉉が、長期的には韓国が独自に自

国防衛を全うできるよう「自主国防」を推進すべきであると訴えた。そ

の後、北朝鮮の核問題が解決するまでは米韓同盟の動揺を回避する必要

性を感じた盧武鉉大統領は、自主国防が同盟の枠組みの中で推進される

ものであることを強調した。また、韓国の厳しい経済事情は自主国防の

推進を困難にした。

「平和繁栄政策」と名付けられた盧武鉉政権の対北政策は、南北の平

和共存と交流・協力を重視するという金大中政権の包容政策（太陽政策）

を基本的に踏襲するものであった。しかし、この政策は単に南北の平和

と協力を追求するのみならず、核問題解決のプロセスを南北の共同繁栄

と北東アジアにおける地域協力推進に結び付け、長期的には韓国が「北

東アジア経済の中心国家」になるための発展基盤を整えようとするとい

う点で、以前の対北政策よりも広範かつ野心的なものであった。

北朝鮮は、国内経済の建て直しと経済活動に対する政府の統制回復の

ため、2002年７月、「経済管理方法を改善するための一連の対策」を実

施した。下部機関への経済計画作成権限の委譲、勤労意欲向上のための

物質的インセンティブの導入、給与と物価の引き上げなどを内容とする

この改革は、経済特区などの一部地域に限定されず、北朝鮮全域を対象

とするという点で画期的なものであった。もし、北朝鮮が引き続き改革

の方向に進み、これが外部からの経済援助と結び付けば、大きな成果を

挙げることも期待できる。しかし、そのためには、まず北朝鮮の核問題

の解決が不可欠である。



（１）自主国防の歴史

2003年８月15日、盧武鉉大統領は、「今後10年以内に、わが軍が自主

国防の力量を備えることができるように土台を築こうと思います」と述

べた。盧武鉉大統領は以前から自主国防の必要性を訴えていたが、つい

にその推進に対する確固たる意志を表明したのである。これに対し、韓

国国民の過半数は共感を示した。８月の世論調査によると、自主国防を

「正常な安保概念を確立するためのものとして共感する」との回答が

58.8％、「核危機と軍備負担を考慮していないため共感できない」との

回答は34.4％であった。

韓国の歴史を振り返れば、自主国防という言葉自体は決して新しいも

のではないことが分かる。韓国が初めて自主国防を目標に掲げたのは、

1968年２月のことであった。同年１月、北朝鮮のゲリラが韓国の大統領

邸を襲撃する事件、そして米国の情報収集艦が日本海で北朝鮮側に拿
だ

捕
ほ

される事件が相次いで起こった。当時の韓国大統領であった朴正煕は、

北朝鮮が武力で南北を統一するための努力を再び本格化させたと判断す

るとともに、自国の艦艇が拿捕されたことには高い関心を見せた米国が

韓国大統領邸の襲撃に対しては強い反応を見せなかったことから、自国

の安全保障を米国に依存し続けることはできないとの認識を持ったので

ある。このとき、韓国は250万人の郷土予備軍を創設し、独自の国防産

業を育成しようと試みた。こうした努力に対し、米国は１億ドルの軍事

援助を与えるとともに、M-16自動小銃の工場を韓国に建設することを認

め、日本は浦項製鉄所の建設に協力した。

韓国の懸念は、70年代に入るとより明確な形で現実のものとなった。

71年に韓国に駐留していた在韓米軍２個師団のうち第７歩兵師団が撤退

したのである。これに対し韓国は、戦争計画委員会を設置し、防御作戦

とともに反攻作戦のシナリオを持つ韓国独自の戦争計画「太極72計画」
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を策定した。さらに、74年には「粟谷事業」と呼ばれる戦力増強計画に

着手し、対戦車能力や防空能力を中心に強化を図った。しかし、その直

後の75年に北ベトナムがベトナム全土を武力によって統一するという、

韓国にとって衝撃的な事件が発生した。これに対し、韓国は学徒護国団

や民間防衛隊を発足させるとともに、防衛税を創設して、自主国防能力

の充実を図った。こうした努力により、70年代中盤以降は、韓国の国防

支出が北朝鮮のそれを上回るようになった。77年、在韓米軍の撤退を唱

えるカーターが米国大統領に就任すると、その主張に対する韓国の懸念

は高まったが、最終的には、在韓米軍の一部が撤退されるのみに終わっ

た。また、結局は米国の圧力によって失敗に終わったものの、70年代に

韓国はこのような厳しい安全保障環境を背景として、自主国防能力を得

るために核兵器や弾道ミサイルの開発を推進した。しかし、80年代に入

ると米国の対韓防衛コミットメントが強化されたため、自主国防は形式

的目標としては維持されたものの、これを実質的な目標とする議論は

徐々に姿を消していった。

（２）自主国防再登場の背景

一時は姿を消していた自主国防が、2003年に再び姿を現した背景とは

いかなるものであったのか。それは以前の自主国防と、どのような違い

を持っているのであろうか。ここでは、自主国防の追求を可能にした要

因と自主国防の必要性を認識させた要因を分析する。まず、自主国防の

追求を可能にした要因としては、第１に、北朝鮮の軍事的脅威が以前ほ

ど深刻ではなくなった点が挙げられる。韓国は北朝鮮が実際にとる可能

性がある行動として、浸透、局地挑発、テロ、非軍事挑発などを挙げて

おり、武力侵攻は現在の態勢で十分抑止できると認識している。また、

万一、北朝鮮が本格的な侵略を行ったとしても、最終的にはこれに勝利

できるとの自信を持っている。最近では、韓国軍は合同参謀本部を中心

として、現存の脅威ばかりでなく、「未来の不特定脅威」に対処するた

めの戦力運用概念・戦力構造の発展計画を策定する作業を進めている。
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第２に、韓国の経済力が高まったことである。2002年の韓国の国民総生

産（GNP）および軍事支出は、それぞれ世界第12位と10位であった。60

年代から70年代にかけて北朝鮮の軍事的脅威がピークに達した時期に、

韓国経済がまだ発展途上の段階にあった中で自主国防を推進したのとは

大きな違いがある。

それでは、なぜ今自主国防が必要なのであろうか。これについて盧武

鉉大統領は３つの要因を指摘した。第１に、米国の安全保障戦略が変更

される可能性があるという認識である。これまで米国の安全保障戦略は

幾度にもわたって変更されたが、そのたびに韓国の国防政策が動揺する

というパターンを繰り返してきた。従って、米国の戦略が変わり得ると

いう現実を受け入れ、積極的に対処していこうというのである。

第２に、独立国家は自らの国防力で国を守るべきであるとの原則論で

ある。これについて盧武鉉大統領は、「わが国軍は 6・25（朝鮮戦争）

を経た後、一貫して成長し、十分に自分の力で国を守るだけの規模を備

えています。それにもかかわらず、いまだに独自の作戦遂行能力と権限

を持つことができずにいます。残念なことと言わざるを得ないでしょう」

と述べるとともに、韓国の安全保障をいつまでも在韓米軍に依存しよう

という考えは正しくないと指摘した。また、こうした依存心が政治上、

安全保障上の脆
ぜい

弱
じゃく

性を生み出しているとの認識もあった。盧武鉉大統領

は、在韓米軍が「米国の政治的カードになるのは望ましくない」と述べ

ており、米国が在韓米軍をカードとして韓国に対する外交を有利に進め

ていると指摘している。さらに盧武鉉大統領は、「自主国防を行う自信

もない国が、どうして作戦統制権を差し出せと言うことができるのか」

と述べると同時に「自主国防態勢ができてから、初めて作戦統制権につ

いて話し、地位協定の話もできるようになる」との認識を示し、自主国

防こそが作戦統制権の返還への近道であると論じた。

第３に、在韓米軍問題をめぐる国論の分裂である。現在、韓国では、

在韓米軍の縮小や再配置は安全保障を脅かすものであるとして反対する

見解がある一方、在韓米軍の存在は国の自主権を侵すものであるため、
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指揮統制中心地と位置付けられる。

・2003年合意以降の状況
当初、韓国国防部は米韓連合軍司令部と国
連軍司令部が残ると説明していた。しかし、
第6回「未来の米韓同盟政策構想」会議にお
いて、米韓はこれらを含む米軍施設を2006
年末から2007年末の間に移転することに合
意した。
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図３―１　韓国北部における米軍の再配置計画

（出所）Katchi Kapshida, United States Forces Korea,

October 2001, p.９.「未来の韓米同盟政策構想会
議第２回会議共同宣言」、韓国国防部「報道資料」
2003年９月５日、「第35次米韓SCM共同声明」、
韓国国防部「最近消息」2004年1月19日、在韓米
軍ホームページなどより作成。



撤退すべきという見解もある。在韓米軍をめぐる論争は、保守勢力と進

歩勢力の間で政治化され、韓国国内に厳しい意見の対立を引き起こして

いる。

過去の自主国防と現在の自主国防は、在韓米軍撤退の可能性への対応

という点では共通している。しかし、作戦統制権の返還要求の高まり、

「自主独立国家」としての原則論、国内的理念の葛
かっ

藤
とう

などは、70年代ま

でには見られなかった要素である。そして、何よりも大きな違いは、70

年代までの自主国防が国家の生き残りのためのぎりぎりの選択であった

のに対し、現在の自主国防は、新しい戦略環境の中で韓国がより高い地

位を得るための「ぜいたく品」であるという点であろう。

（３）新しい自主国防の内容

現在までに明らかにされたところによると、自主国防は次の３つの要

素を満たす方向で推進される。第１に、対北抑止が可能な戦力を構築す

る。これは、韓国が単独で北朝鮮に対する戦略抑止力を確保することを

意味する。そのためには特に、現状では米軍に大きく依存している部分

を強化することが不可欠となる。第２に、国防改革によって軍の組織と

運営システムを改善する。教育、人的資源の管理、戦力増強などの分野

で効率を上げることを意味するが、具体的には、無駄な人員の削減とア

ウトソーシングなど民間活力の利用、意思決定システムの効率化・透明

化、教育分野では統合・連合作戦策定能力の向上などが課題となる。第

３に、以上の点を基礎として、米韓連合指揮体系を「発展」させていく。

これは、現在、米国側が持っている戦時の作戦統制権の韓国への返還、

あるいは米韓の指揮体系を現在の一元化されたものから、日米同盟のよ

うにそれぞれが独自に指揮体系を持つ二元的なものに変更することを意

味する。

自主国防における戦力増強の基本概念は、まず北朝鮮の脅威に対する

抑止力を確保した上で、長期的には「防衛充分性」の概念に立脚して、

未来の潜在的脅威に備えるために必要最小限の先端戦力を構築するとい
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うものである。中でも、戦略レベルにおける早期警戒・指揮統制能力、

抑止と懲罰のいずれにも有用な機動打撃能力、大量破壊兵器などに対す

る防護能力が戦力増強の焦点となる。

装備の調達という側面から見ると、自主国防は国内における研究・開

発・生産の重視を意味する。つまり、国外からの兵器システム調達より

は、「多少時間がかかり、予算が追加的に必要になっても、国内開発・

生産を通じ、武器システムを確保」していかなければならない。そして、

「長期的に技術の蓄積が要求される分野や独自の技術能力の確保が緊要

な分野」については国防戦略の一環として取り組み、研究開発に用いる

ことができる力量を集中しなければならないという。

予算面では、自主国防を実現するためには国防費の安定的な配分が必

要であり、特に装備の購入に充てられる「戦力投資費」はその中核とな

る。「戦力投資費」は2002年に多少増加したものの、97年以降2001年ま

では減少を続けていた。国防部は未来志向型の軍事力を建設しようとす

れば、2004～2008年における国防費の総額は137兆ウォンであり、これ

は国内総生産（GDP）の3.2～3.5％程度に当たると予想している。この

内訳は経常運営費が82兆ウォン、「戦力投資費」が55兆ウォンであり、

総額の約40％が戦力整備に投資されることになる。韓国国防研究院によ

ると、自主国防のための戦力増強には今後20年間で、戦略抑止戦力に56

兆ウォン、迅速対応戦力に98兆ウォン、基盤戦力に55兆ウォンなど、総

額約209兆ウォンが必要となる。

（４）自主国防への険しい道のり

盧武鉉大統領のイニシアティブにもかかわらず、自主国防への道は険

しい。中でも問題になっているのは、財政・経済上の問題と米韓同盟へ

の影響である。

盧武鉉大統領が自主国防を推進する理由の１つに、韓国の経済力が高

まったことを挙げた。しかし、韓国の経済力が高まったといっても、国

家財政には制約があり、国防費もその例外ではない。盧武鉉大統領は当
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初、自主国防を達成することは極めて重要であるため、財政上の負担は

問題ではないと楽観的な見通しを示し、2004年予算では国防費を対

GDP3.0％に、任期の終わりまでには3.2％に引き上げることを想定して

いた。しかし、自主国防を発表した８月末、盧武鉉大統領は「企画予算

処と相談してみると、来年の予算が非常に厳しく、いくら努力してみて

もそのようにはできないようだ」と発言し、目標を2004年には多少の増

額、任期末までに3.0％以上に修正した。結果的に2004年の国防予算は

18兆9,412億ウォンで、総額で前年比8.1％増加となり、予算増額分の

42％を国防費が占めることになったが、対GDPでは2.8％の水準にとど

まった。また、2004～2006年までに韓国が負担することになる4.2兆～

６兆ウォンに上る在韓米軍基地の移転費用などを考えると、自主国防の

ための予算としての実質的な伸び率はさらに低いものとなる。

財政上の制約については、盧武鉉政権の発足後に発表された国防報告

書でさえ、「最近、われわれの社会には国防費増額に対して肯定的見解

と否定的見解が並び立っている」と認め、その背景として、1「同族間の

戦争はあり得ない」という認識の拡大、2国防費の増額が平和と安定を

阻害するとの見解、3国防費を減らして経済開発や社会福祉分野に投資

すべきであるとの主張、4効率的な国防運営を通じて「戦力投資費」を

確保することができるとの見方などを挙げている。このような状況の下

で、多大な支出を行うことは容易ではない。

また韓国の財界は、「10年間で自主国防を達成する」ことが、「10年後

に在韓米軍が撤退する」ことを既成事実化してしまう、あるいはそうい

う認識を定着させることを憂慮している。韓国経済は、北朝鮮の核問題

などですでに国際的に信用上の問題を抱えており、これ以上の不安要因

の登場は、外国企業などが投資を避けるなどの否定的影響を引き起こす

というのである。

自主国防は米韓同盟の維持という側面でも問題を抱えている。韓国の

大統領府は、自主国防の考え方は各国との協力を前提とする「協力的自

主国防」であり、「排他的自主国防」ではないことを強調している。し
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かし、盧武鉉大統領の

発言などからも、自主

国防が米韓同盟におけ

る米国の地位の相対的

低下や、米国に対する

外交的な牽
けん

制
せい

を意味す

ることは明らかであ

る。90年代後半に日米

両国が行ったような同

盟関係の調整が、米韓

間でも不可欠である。

ただし、唯一の超大国である米国と完全に対等な関係を持つのはそもそ

も不可能であり、韓国が原則論に固執するあまり、米国の世界戦略にお

ける米韓同盟の有用性という側面を軽視しすぎる場合、同盟関係が漂流

し始める危険性がある。そして、その結果、在韓米軍が撤退する事態にな

れば、日本が大規模な米兵力を常時駐留させている東アジアで唯一の国

になるため、在日米軍の駐留継続に対する不満が日本国内で高まる可能

性もあり、その政治・外交的なインパクトは無視できないものとなろう。

盧武鉉という進歩派の大統領が自主国防へのイニシアティブをとった

ことによって、今後、自主国防が２つのまったく異なる道を歩む可能性

が生まれたといえる。１つの可能性は、自主国防について保革が大同団

結し、国民的なコンセンサスが生まれることである。すでに見たとおり、

1960～70年代の自主国防は朴正煕大統領という「保守派」の代表的人物

が推進した事業であり、韓国の進歩派は伝統的には国防力の強化に批判

的であった。従って、盧武鉉大統領が自主国防を推進することで、自主

国防は保守派と進歩派に共通する国民的課題という地位を占めることが

できるかもしれない。そのとき両者を結び付けるのは韓国のナショナリ

ズムであり、自主性の強調であろう。他方、盧武鉉大統領の自主国防は

保守、革新の双方から批判を浴びて頓挫する可能性もある。現在、韓国
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における保守派の主流はナショナリストである前に同盟重視派である。

彼らは、北朝鮮の核問題が再燃し、米韓関係が緊張しているときに登場

し、しかも経済的負担の大きい自主国防に批判的である。また、本来は

盧武鉉大統領の支持者である進歩派の中には、「軍は大統領の自主国防

に対するコミットメントを軍拡の機会と見なし、米国との同盟や現在の

戦力構成はそのままにしながら、これを利用しようとしている」とする
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盧武鉉大統領は、国民一人ひとりに語りかけるような話しぶり

とその庶民的な印象で、それまでの韓国の指導者とは異なる、新しいタイプ

の指導者として登場した。特に30代を中心とした若い有権者層は「世代交

代」「古い政治体質からの脱却」「脱権威文化」などの旗印の下で、強力な改

革推進を期待した。

盧大統領は当初、こうした国民的な期待に応えて、さまざまな改革ビジョ

ンを打ち出した。例えば、国家権力の中枢である検察、国税庁、国家情報院

などの人事を刷新するとともに、自らの政権を「参与政府」と称し、すべて

の国民が政策に関与できると広くアピールした。この結果、野党や保守層か

らの風当たりは強かったものの、若年層の有権者からは強い支持を得たので

ある。

しかし、次第に盧大統領も「古い政治体質」から完全に脱却できていない

ことが明らかになっていった。特に、大統領選挙時に盧武鉉陣営が大企業か

ら資金供与を受けていた事実は国民に衝撃を与えた。さらに、与党である新

千年民主党内の大統領支持勢力が党の分裂騒ぎを引き起こし、新党を立ち上

げたことも旧来の政治体質を彷
ほう

彿
ふつ

とさせた。外交面においても、イラク派兵

を決定したことは、従来の支持層である進歩派の盧武鉉離れを誘発した。

こうした困難な状況に直面した盧大統領は、大統領辞職をほのめかす発言

を行ったり、大統領選挙から１年もたたない時点で再信任を問う国民投票の

実施を呼び掛けたが、このような行動は逆に彼の指導者としての資質に疑問

符を付けることになった。こうして、政権基盤を持たず、国会でも野党勢力

が大勢を占める状況の中で、盧武鉉政権の支持率は誕生当初の80％台から、

１年もたたないうちに30％台にまで下落したのである。

盧武鉉大統領の国内支持率低下の背景解 説解 説



見方も出ている。保革双方がそれぞれ異なる理由で自主国防を批判し、

この問題を政治化することになれば、盧武鉉大統領のイニシアティブは

推進力を失うことになろう。

（１）対北政策の２つの座標軸

過去を振り返ると、韓国の対北朝鮮政策は、1「現状維持指向の平和

共存政策」と「現状変革的な統一政策」、2「安全保障のための抑止政

策」と「統一準備のための関与政策」という２つの対立軸を中心に微妙

なバランスを取りながら発展してきた。このうち、「平和共存――統一」

という対立軸をめぐっては歴史的に紆
う

余
よ

曲折があった。韓国の対北政策

は、現在までに「統一 → 平和共存 → 統一 → 平和共存」と重点が移り

変わってきたのである。これに対し、「抑止――関与」という対立軸に

ついては、88年に韓国が北朝鮮に対する関与政策を推進し始めてから

徐々に抑止から関与に重心が移っていくという、安定的な移行を見せた。

2002年に核問題が再燃したにもかかわらず、韓国が北朝鮮への食糧援助

を継続しており、南北の共同事業も続いているのは、韓国の関与政策が

相当の安定性と一貫性を確保するに至った証左である。

韓国の初代大統領である李承晩は、「北進統一」を唱える統一論者で

あった。しかし、1960年に李承晩が去ると韓国は「北進統一」を放棄し、

平和共存政策へとかじを切っていった。70年、朴正煕大統領は、南北間

の「善意の競争」を呼び掛け、平和共存政策の萌芽である「平和統一構

想宣言」を発表した。そして、73年６月には「平和統一外交政策宣言」

を発表したが、これは韓国が明確に平和共存政策を打ち出したものであ

った。

80年代に入ると、北朝鮮に対する経済的優位を背景に韓国の対北政策
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は積極化し、現状維持指向の平和共存政策から、現状変革的な統一政策

に方向転換していった。82年、全斗煥大統領は「民族和合民主統一方案」

を提示し、統一憲法の制定から南北の総選挙を通じた統一民主共和国の

実現という統一までのプロセスを提示した。89年には盧泰愚大統領が、

南北対話推進、南北連合形成、統一国家の樹立という３段階のプロセス

を具体的に描いた「韓民族共同体統一方案」を発表した。金泳三大統領

も94年に、平和共存のための和解・協力、南北連合、統一国家完成の３

段階からなる「韓民族共同体建設のための３段階統一方案（民族共同体

統一方案）」を発表した。さらに政権末期になると金泳三大統領は、北

朝鮮の体制を不安定化させることもいとわないような積極的な統一政策

を推進した。

韓国の対北関与政策の原型が登場したのは、20項目の「民族和合のた

めの実践措置」が発表された82年のことであった。この実践措置は当時

には非現実的なものであったが、現在推進されているソウル～平壌間の

道路連結、離散家族の再会実現、金剛山の観光などが含まれていたとい

う意味で画期的なものであった。そして、関与政策が本格化したのは、

冷戦が動揺し始め、韓国が統一指向を強めつつあった88年のことであっ

た。同年７月、盧泰愚大統領は「民族自尊と統一繁栄のための特別宣言

（以下、７・７宣言）」を発表したが、その骨子は、北朝鮮との交流、離

散家族の再会、北朝鮮との貿易、北朝鮮への経済支援、日米の北朝鮮と

の関係改善などであった。これは、北朝鮮を敵ではなく「同伴者」と見

なし、統一の実現のために北朝鮮との交流を活発化させようとするもの

であった。そして、95年には北朝鮮に対するコメ支援が開始された。

98年以降、当時の金大中政権が推進した包容政策は、北朝鮮との間に

厳格な「相互主義」を求めないという態度をとるなど、関与政策を極め

て積極的に推し進める「究極の関与政策」であった。しかし、包容政策

は一般に持たれている印象と異なり、「平和共存――統一」という対立

軸については重心を「平和共存」に戻すという、現状維持的な側面を持

っていた。包容政策は統一の早期推進については消極的であり、平和共
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存の制度化を主眼とするものであった。その背景として、1東西ドイツ

の急速な統一が予想を上回るコストを伴うものであったこと、21997～

98年に韓国が金融危機に襲われたこと、3関与政策を効果的なものにす

るためには北朝鮮を安心させる必要があったことなどが考えられる。

（２）安定局面に入った関与政策

韓国の対北政策は、「平和共存――統一」という部分では幾度かのぶ

れを経験してきたが、「抑止――関与」という部分では徐々に関与政策

を積極化させており、現在では相当の安定性と一貫性を確保するに至っ

62

表３―１　緊張にもかかわらず深化する南北交流

（出所）韓国統一院資料より作成。
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た。その結果、89年と2002年を比較すると、南北の交易額は1,872万ド

ルから６億4,173万ドルに、人的往来は１人から１万3,877人（金剛山観

光は除外）にそれぞれ増加した。そして、過去５年間の合計交易額は20

億ドルを超えた。また、ここ数年で、南北は投資保証、二重課税防止、

清算決済、商事紛争解決に関する経済協力合意書を結んだ。『統一白書

2003』によると、98年以降、金剛山観光客として北朝鮮を訪問した韓国

人は50万人に達し、韓国政府の対北支援は２億7,208万ドル、民間によ

る支援は１億9,072万ドルに上った。

このような南北交流・協力事業は、北朝鮮の問題行動をはじめとする

多くの障害にもかかわらず推進されてきたのである。これについて韓国

統一部は、「2002年には西海（黄海）交戦など幾多の事情にもかかわら

ず、経済、社会文化、体育など、多様な分野で一貫して交流協力が推進

された」と述べているが、これは現在、韓国が極めて忍耐強く、関与政

策を推進していることを表している。

もちろん、核問題が再燃してからは、南北協力事業が全般的に遅れ気

味になったのは事実である。韓国から北朝鮮への投資は滞りがちになり、

韓国政府も多少消極的な態度をとった。しかし、米国を牽制し、あるい

は外部からの援助の減少を補うために、北朝鮮は逆に南北協力に積極的

になった。このため全体としていえば、南北協力事業はそれなりの進展

を見せたのである。

それでは、韓国は北朝鮮に対する関与政策として、具体的にどのよう

な事業を推進しているのであろうか。ここでは、韓国が対北関与政策の

中核事業として推進している鉄道・道路の連結事業、開城工業団地建設、

金剛山陸路観光、離散家族再会、人道的食糧支援について見ていくこと

にする。

第１に、鉄道・道路の連結事業であるが、2002年９月、ソウル北方の

京義線と東海岸付近の東海線について、鉄道および道路連結事業が同時

に着工された。また、工事のための「軍事保障合意書」に従って、非武

装地帯（DMZ）には京義線のために250m、東海線のために100mの南北

第3章　朝鮮半島――新たな変革のプロセス

63



管理区域が設定され、この区域にお

ける地雷除去作業が南北共同で行わ

れた。鉄道・道路の建設に当たって

は、韓国が北朝鮮に対し物資の協力

を行うことが決められ、掘削機、ト

ラック、セメントなどが借款方式で

送られた。2003年６月には京義線・

東海線の両鉄道の連結行事が行わ

れ、９月の時点で、鉄道・道路の路

盤工事の大部分が完了し、軌道敷設

工事が進んでいる。

第２に、ソウルの北西約60km地

点に所在する北朝鮮の都市である開

城では、2003年６月に３段階の工業

団地建設のうちの第１段階が始まった。第１段階の建設期間は３年の予

定で、完成時には労働集約型の事業体を250社程度誘致し、２万3,000人

を雇用する計画で、年間24億ドルの輸出を目指している。第２段階の建

設期間は５年の計画で、軽工業・重化学工業を中心に450社、２万4,000

人を誘致し、第３段階は８年の計画で建設し、先端産業を中心に900社、

５万3,000人を誘致する予定である。これに関して北朝鮮側は、2002年

11月に「開城工業地区法」を発表し、開発・管理、企業設立、運営、紛

争解決などについての規則を明確化し、工業団地を市場経済原理に基づ

いて運営することを認めた。また、2003年８月には、韓国の中小企業関

係者ら224人が工業団地を訪問した。

第３に、金剛山観光事業であるが、この事業は、2001年に観光客の数

が前年の５分の１に激減する危機に直面した。これに対し韓国政府は、

特定の観光客に補助金を支給したり、施設の充実を図るなど、事業の直

接支援を開始した。この結果、2002年には観光客数が前年比で５割程度

増加した。しかし、この増加分の多くは修学旅行の増加などによるもの
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であり、必ずしも観光収入の増加にはつながらなかった。2003年に入っ

てからは、東海線の臨時道路を利用した金剛山陸路観光が推進され、２

月には400人の韓国人が試験的な陸路観光に参加し、９月には陸路を通

じた金剛山観光が本格的に再開された。

第４に、離散家族の再会は定期的に実施されており、2003年６月に開

催された第７次離散家族再会行事では、899人の離散家族が再会した。

これによって、2000年６月の南北首脳会談以降、７回にわたり7,109人

の離散家族が再会を果たしたことになる。また、2003年11月には、韓国

側が運営する離散家族の面会所を金剛山地域に建設することで南北が合

意した。

最後に人道的食糧支援についてであるが、韓国は政治状況にかかわり

なく北朝鮮に対する援助を続けている。韓国は2002年に北朝鮮に対して

40万 tの食糧を借款方式で供与するとともに、30万 tの肥料を支援した。

2002年の援助米には、英語ではなくハングルで「大韓民国」と表記され

た。また、2003年、韓国は肥料30万tとトウモロコシ1,563万ドル分を支

援するとともに、40万 tのコメを食糧借款として提供した。なお、北朝

鮮に対する人道援助の継続について米韓両国は一致しており、2003年５

月の会談で米韓両首脳は「政治状況にかかわりなく」これを続けていく

と述べた。

全体として言えば、金剛山観光、離散家族再会、食糧支援は事業とし

てかなり成熟しており、比較的安定した活動が展開されている。一方、

鉄道・道路の連結事業と開城工業団地建設は、現在ようやく本格化しつ

つあり、また、これらが北朝鮮を国際社会に引き出すための中核事業で

あることからも今後の進展が注目される。

（３）平和繁栄政策における第３の座標軸

2003年に盧武鉉政権が誕生すると、韓国は「平和繁栄政策」と銘打っ

た、新たな政策を打ち出した。平和繁栄政策は「朝鮮半島における平和

を増進し、南北間の共同繁栄を追求することによって平和統一の基盤を
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作るとともに、韓国が北東アジア経済の中心国家になるための発展土台

を整えようとする」ものであり、「統一・外交・安全保障政策のすべて

を包括する基本的構想」として位置付けられた。平和繁栄政策が包容政

策と異なる点は、1朝鮮半島のみならず、北東アジアに視野を広げたこ

と、2単なる対北政策ではなく、統一・外交・安全保障を包括する構想

として位置付けられたこと、3「和解・協力」から「平和・繁栄」に政

策の内容を拡大・発展させたこと、などである。

それでは、平和繁栄政策を「平和共存――統一」「抑止――関与」と

いう対立軸の中で位置付けると、どのようになるのであろうか。まず、

「平和共存――統一」という軸では、平和繁栄政策は「漸進」的統一政

策、つまり平和共存政策であり、包容政策と変わりはない。一方、「抑

止か関与か」という点では、北朝鮮への不正送金疑惑が浮上したことな

どによって、以前より慎重さを見せてはいるものの、すでに述べたとお

り積極的な関与を続けるという方針に変化はない。つまり、既存の２つ

の対立軸のみについていえば、平和繁栄政策は既存の対北政策に微調整

を加えただけのものであった。

平和繁栄政策が既存の対北政策と最も大きく異なるのは、関与政策を

推進する上で周辺諸国の役割、それも日米のみならず中国やロシアの役

割をも強調する方針を打ち出した点である。つまり、平和繁栄政策は、

「北東アジアに視野を広げた」のである。ここで重要になるのは、最大

の資金源としての日本の役割、経済改革の指南役としての中国の役割、

「鉄のシルクロード」と呼ばれる鉄道網建設を推進して地域経済の活性

化を狙っているロシアや中国の役割などであろう。

もちろん、７・７宣言は日米の北朝鮮との関係改善を容認するもので

あり、包容政策は日米に北朝鮮との関係正常化を積極的に呼びかけるも

のであった。しかし、包容政策は金大中前大統領や林東源・前韓国大統

領外交安保統一特別補佐役の強力なリーダーシップを背景として推進さ

れ、あくまで南北関係がその主軸となっていたし、対北政策のすそ野を

北東アジアにおける経済繁栄と結び付けるというところまで明確に打ち
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出していたわけではなかった。また、2002年９月に日朝首脳会談が開か

れるまでは、韓国の主張は絵に描いた餅にすぎず、北朝鮮問題に対する

中国とロシアの積極的な関与も最近まで見られなかった。この意味で、

平和繁栄政策の登場によって、韓国の対北政策に「平和共存――統一」

「抑止――関与」という２つの対立軸に加えて、「韓国による単独関与」

と「周辺諸国による共同関与」という第３の対立軸の存在が明確化され

たといえる。新しい現実の下で、平和繁栄政策は「共同関与」の極を目

指したのである。

このことは、逆に言えば、韓国の対北政策が以前よりもいっそう「対

外依存度」を高めたことを意味する。周辺諸国による共同関与を主張し

ながらも金大中前大統領や林東源・前特別補佐役を中心に国際舞台にお

いて主導権を発揮した以前の韓国とは異なり、現在の韓国は北朝鮮との

関係を一定レベルで持続的に保ちながらも、多国間の場においては必ず

しも主導的地位にこだわっていない。６者会合における韓国の影の薄さ

はそうした態度を象徴するものである。

とはいえ、共同関与を目指すという平和繁栄政策の目標が具体的に実

現したわけではなく、現状では、相対的に共同関与を重視しているという

程度にとどまっている。本格的な共同関与体制の構築を実現するには、北

朝鮮の核問題を多国間の枠組みの中で解決することが先決なのである。

（１）経済改革の推進

2002年７月１日、北朝鮮は「経済管理方法を改善するための一連の対

策」に着手した。その主な内容は、1下部機関への経済計画の委譲、2

勤労意欲向上のための物質的インセンティブの導入、3給与と物価の引

き上げおよびウォンの切り下げなどである。
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具体的には、第１に、それまで国家計画委員会がすべて策定していた

経済計画の指標を、軍需工業などの戦略的・国家的な重要目標を除いて

は当該の機関や企業所に計画させるようにした。また、各工場が自ら商

品の価格や企画を決めることができるようにした。これらの措置の目的

は、経済計画を合理化し、各組織の責任感と創意を高めることであると

された。第２に、企業の独立採算制を強化するとともに、労働の量と質

に従って物質的に相応の報酬を与えることにした。これは、「人一倍仕

事をして多く稼いだ人は、その分、分配を受ける」という「社会主義分

配原則の正しい実施」であるとされた。最後に、生産労働者の基本賃金

を約18倍に、炭鉱労働者の基本賃金を20～30倍に引き上げた。物価は、

コメが550倍に、バスの運賃が20倍になった。また、住宅費、光熱費、

水道料金などが自己負担となった。同時に、それまで国が高く買い上げ、

安く販売するという方法を取っていたコメの価格も、国家が１kg当たり

40ウォンで買い上げ44ウォンで販売するという方法に変更された。為替

レートについては、外貨兌
だ

換
かん

券を廃止し、ウォンのレートは１ドル約

2.2ウォンから約150ウォンに引き下げられた。これらは、経済活動への

国家の介入の度合いを減らし、貨幣価値を実勢に合わせようとする動き

である。

それ以外にも、北朝鮮は2002年９月に中朝国境沿いの都市である新義

州を「特別行政区」に指定し、個人の所有権の保証、企業に有利な投資

環境、経済活動条件の保証などを通じて経済活動の活性化を図った。ま

た、その後、「開城工業地区法および関連政令」、「金剛山観光地区法お

よび関連政令」を相次いで採択した。

2003年に入ってからは、経済改革を推進していくことを示すとみられ

る人事上の動きがあった。９月の最高人民会議第11期第１回会議では、

洪成南総理に代わって化学工業部長であった朴奉珠が新総理に選出され

た。朴奉珠総理は、食料工場、化学連合企業所、党軽工業部、党経済政

策検閲部などを経て、98年から化学工業部長を務めていた。また、2002

年には経済視察団の一員として韓国を訪問した。朴奉珠総理は就任に際
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して、「すべての事業を軍事先行の原則で」行うと前置きしながら、「経

済事業において根本的な転換を起こすことは…… 最も重要な課題の１

つである」と述べた。

（２）経済改革の背景

経済改革の基本方針は2001年10月、金正日・国防委員会委員長によっ

てすでに打ち出されていたという。金正日委員長は「強盛大国建設の要

求に沿って社会主義経済管理を改善・強化することについて」と題する

指示で、「社会主義的な原則を守りながら実利を生む経済管理方法への

転換」を示した。報道によると、この方針が国家的な規模で推進され始

めたのは2000年末からであり、経済司令部としての内閣の役割強化、各

経済指導機関への計画策定権限の委譲、工場や企業所の組織合理化と管

理運営の改善、生産の分化・専門化が進められた。これに従って、技術

的に劣り、採算の合わない企業や工場は廃止された。そして、2002年に

このような動きが本格化したのであった。

経済改革実施の背景としては、内的要因と外的要因が挙げられる。内

的要因は次のようなものである。第１に、北朝鮮経済の公式部門が縮小

し、闇市場などの非公式部門が拡大した。また、政府が国民に対する経

済サービスを提供できなくなっていた。例えば、2001年には政府が食糧

の自主的な調達を呼び掛けるなど、配給制が実質的に崩壊していた。こ

うした動きは社会に対する政府の統制力を脅かすものであったため、政

府は政策を実態に合わせることによって、非公式な経済活動を公式の場

に引き戻そうとしたのである。第２に、2000年10月に「苦難の行軍」の

終了が宣言されるなど、食糧難が緩和された。これによって、経済改革

に伴うインフレ懸念が低下していった。

外的要因としては次のようなものが挙げられる。第１に、2000年の首

脳会談などにより南北関係が進展を見せた。これによって、北朝鮮は韓

国からの本格的な経済援助を期待することができるようになった。第２

に、2002年７月当時、すでに日朝首脳会談に向けた動きが水面下で進ん
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でいた。結果としては拉致問題や核問題が障害となって国交正常化は順

調に進まなかったが、少なくとも日本からの経済援助が視野に入ってい

た。これらの内的・外的要因は、一方では北朝鮮の経済改革を不可避な

ものとし、他方ではそれへの積極的な取り組みを促したのである。

（３）改革を取り巻く環境と課題

北朝鮮が推進している経済改革は基本的には合理的なものであり、す

でに部分的には成果を挙げている。例えば、平壌の街中に多くの屋台が

登場するなど、闇市場で行われていた商業活動が表舞台に戻ってきた。

また、労働力が公式経済部門に復帰しつつあるとの分析もある。北朝鮮

の経済改革について韓国銀行（中央銀行）は、「住民の労働意欲を高め

ることで労働集約的な軽工業や産業流通部門の活性化に寄与した」と評

価している。

しかし、北朝鮮の経済改革が極めて困難な経済社会状況の中で進めら

れていることに変わりはなく、現行レベルの経済改革では、その効果が

北朝鮮のシステム全体に波及し、生産活動を含めた経済活動を全般的に

活性化させるとは考えられない。北朝鮮の経済成長率は99年に6.2％の

プラス成長を記録して以来、2000年は1.3％、2001年は3.7％、2002年は

1.2％と推移した。しかし、北朝鮮経済は90年から98年まで連続してマ

イナス成長を記録していたため、近年のプラス成長によっても経済規模

が冷戦期の水準にまで回復するにはほど遠い状況である。また、経済改

革の過渡期的影響によって、労働者の給料が部分的にしか支払われない

問題が多発し、食糧配給への依存度が高かった都市住民が困窮するとい

う状況が発生している。

北朝鮮の経済改革は、今後もいくつかの課題を克服しなければ、十分

な成果を挙げることは困難である。第１に、インフレの抑制は今後も最

大の課題となる。2003年末までの時点で北朝鮮でハイパー・インフレー

ションが発生している徴候はない。しかし、闇市場ではコメの価格が２

倍程度に上昇し、ウォンの為替レートも１ドル＝1,000ウォン程度に下
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落しているという情報もある。

第２に、改革の実施に伴って発生する余剰労働力をどのように吸収す

るかという問題がある。この問題は国家が解決するという前提になって

いるようであるが、大量の失業者が発生した場合には、国家の手に余る

事態になる可能性は十分に考えられる。特に北朝鮮の北部地域において

は、すでに失業者が増加しているとの報告もある。配給制度が弱体化し

た状況においては、失業はより大きい社会問題を引き起こすであろう。

第３に、北朝鮮の農業はいまだに協同農場が主力で、市場原理が作用

しにくいため、食糧価格の上昇が生産の増加につながっていない。北朝

鮮の経済不振の根本的原因は短期的なものではなく、長期的かつ制度的

なものである。社会に根付いた制度を変えるのは簡単ではない。

第４に、国内における改革の進展に対外経済関係の改善が伴わず、改

革が頭打ちになる可能性がある。国内の改革が進むにつれて、海外から

調達しなければならない投入財や資金は増大する。しかし、核問題が解

決され、法的・制度的な準備が整うなど、北朝鮮を取り巻く投資環境が

改善されなければ、北朝鮮への投資は魅力的なものとは見なされないで

あろう。また、インフラ整備を含む経済の抜本的な建て直しを図るので

あれば、日本からの本格的な経済援助が不可欠となろうが、これも核・

ミサイル問題や拉致問題などが解決され、日朝の国交が正常化されなけ

れば実現することはない。

最後に、根本的な問題として、経済改革が北朝鮮の政治体制に与える

影響が挙げられる。現在、北朝鮮が最優先しているのは金正日体制の維

持であるが、経済改革の進展は国家の社会に対する統制力を弱め、ある

いは改革によって生み出された社会的敗者が金正日体制に挑戦しようと

するかもしれない。こうしたリスクを負いながらも、北朝鮮の指導部が

本格的な経済再建に必要な改革に踏み切れるかどうかが今後の最大の課

題である。

核・ミサイル問題、そして拉致問題が外交的に解決されれば、周辺諸

国の対北関与政策が過去よりも高いレベルで推進され、北朝鮮の国内に

第3章　朝鮮半島――新たな変革のプロセス

71



おける経済改革の動きと結び付き、大きな成果を生み出すかもしれない。

日本および国際開発援助機関からの経済援助導入は、北朝鮮経済を抜本

的に立て直す唯一の方途である。そして、北朝鮮の国内における経済改

革は、これを有効利用するために不可欠な受け皿となろう。もしこの２

つが結び付けば、周辺諸国による対北共同関与政策と相まって、北朝鮮

経済のみならず、地域経済にも肯定的な結果をもたらすかもしれない。

これこそ平和繁栄政策が描く最良のシナリオである。しかし、このシナ

リオが実現するためには、まず、核・ミサイル問題や拉致問題が平和的

かつ関係各国に受け入れ可能な形で解決されなければならず、北朝鮮の

経済改革は多くの課題を克服しなければならないのである。
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