
1 
 

第 3章  

朝鮮半島―システム再編期の国際関係 

小此木政夫 

 

はじめに 

 北朝鮮に誕生した金正恩新政権は、父金正日総書記の死後 1 年にして、危険な冒険、す

なわち「瀬戸際」外交に乗り出した。弾道ミサイル試射と核実験を繰り返し、核ミサイル

の完成が近いことを示しながら、60 年間維持されてきた朝鮮休戦協定を白紙化して、戦争

の危機を 大限に演出したのである。しかし、外交的に、それは現存する朝鮮休戦体制を

直接当事者による平和体制に転換すること、すなわち地域システムの再編を目標にしてい

る。他方、李明博政権の 後の時期に、歴史問題や領土問題をめぐって、日韓関係も大き

く混乱した。韓国の経済発展や民主化、そして中国の大国化を背景に、2015 年の日韓国

交正常化 50 周年を前に、日韓関係もまた条約システムの更新を必要としているのかもし

れない。 

 

１ 長距離ミサイル試射と第３回核実験 

 北朝鮮の政治体制は金正日の「一人独裁」体制から金正恩の「集団的補佐」体制へと大

きく変化した。しかし、それにもかかわらず、その政策の本質はほとんど変化していない。

それどころか、現在までのところ、金正恩第一書記は金正日時代の基本政策を忠実に踏襲

し、それを 後まで完遂するために努力している。政策的な変化とされるものの多くは、

若い夫人を伴った遊園地訪問など、青年指導者の政治スタイルの変化に過ぎない。政策継

続はとくに長距離ミサイルと核兵器開発の分野で顕著である。そこには金正日の遺訓があ

るとみるべきだろう。 

 確かに、2012 年 4 月 13 日の「人工衛星」（長距離ミサイル）打ち上げ（失敗）は、4

月 11 日に開催された朝鮮労働党代表者会での金正恩・人民軍 高司令官の労働党第一書

記への就任を祝賀し、さらに 4 月 15 日の金日成誕生 100 周年を記念するためのものであ

った。しかし、それだけではない。それに成功していれば、北朝鮮はただちに第 3 回核実

験を実施して、軍事技術の進展を誇示し、それを政治外交的な成果に結びつけたことだろ

う。事実、咸鏡北道吉州郡豊渓里の核実験場では核実験用の坑道掘削作業が進展し、韓国

政府関連省庁の担当者は、長距離ミサイル(「人工衛星」)の発射後、連続的に核実験が実

施される可能性が高いと推定していたのである。 

さらに、長距離ミサイルの試射に関して、北朝鮮が「人工衛星」打ち上げであるとの主

張を展開して、CNN、NBC、NHK、AP 通信、AFP 通信、共同通信など、それを国外の

報道機関に公開したことも注目される。北朝鮮はそれが平和利用のための宇宙開発である

ことを強調して、安保理事会決議を含む国際的な非難や制裁に正面から対決しようとした

のである。 
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したがって、「人工衛星」打ち上げの失敗後、多くの予想に反して、北朝鮮は核実験を

実施しなかったのは当然のことであったのかもしれない。北朝鮮は第 3 回核実験の実施よ

りも「人工衛星」の発射成功を優先して、当初描いた計画を維持しようとしたのだろう。

それを成功させて、米本土に到達可能な ICBM（大陸間弾道弾）の完成が間近であること

を誇示した後、予定した通りに、核実験を実施して米国、韓国そして日本により大きな衝

撃を与えようとしたのである。 

そのような政治的思惑を背景に、同年 12 月 12 日、北朝鮮は再度「人工衛星」（光明星

3 号）を打ち上げた。それが事実上の長距離弾道ミサイルであったことは言うまでもない。

ロケットの第 1 段目は韓国西海岸沖の黄海に落下し、第 2 段目はフィリピン東沖約 300 キ

ロの太平洋に落下した。飛行経路は北朝鮮の予告通りであり、北米航空宇宙防衛司令部

(NORAD)は「何らかの物体」が楕円軌道に乗って地球を周回していることを確認した。

また、韓国の国防関係者はミサイルの射程距離を 13,000 キロ以上と推定した。 

 もちろん、「人工衛星」の打ち上げ成功はただちに ICBM の完成を意味するものではな

い。そのための軍事技術を確立するためには、核弾頭をミサイルに搭載可能なまでに小型

化しなければならない。北朝鮮はそのための核実験を必要としたのである。事実、2013

年 1 月 22 日、国連安保理事会が全会一致で北朝鮮に対する制裁を強化する決議案を採択

すると、そのわずか 2 時間後に、北朝鮮外務省は「米国の制裁圧迫策動に対処し、核抑止

力を含む自衛的な軍事力を質的・量的に拡大、強化する任意の物理的対応措置を講じるこ

とになるであろう」と主張し、核実験の実施を示唆する強硬な抗議声明を発表した。 

 全会一致で採択された安保理事会決議は、新しい制裁の枠組みを導入することなしに、

朝鮮宇宙空間技術委員会など、6 団体 4 個人に対して資産凍結や渡航禁止の措置を取り、

北朝鮮金融機関の活動を監視するように各国に要請した。また、それに加えて、北朝鮮の

さらなる発射や核実験に対しては「重大な行動をとる」との異例の警告を含んでいた。そ

の意味で、それは「柔軟半分、強硬半分」の折衷であった。 

 しかし、入念に準備された北朝鮮外務省声明のうちで も重要だったのは、「6 者会談の

9・19 声明は死滅し、朝鮮半島の非核化は終末を告げた」と前提し、「今後、朝鮮半島と地

域の平和と安定を保障するための対話はあっても、朝鮮半島非核化を論議する対話はない

だろう」（下線引用者）と宣言した部分である。なぜならば、6 者会談などの非核化交渉の

終焉を主張しながら、北朝鮮は地域の平和と安定に関する対話の可能性を示唆したからで

ある。それこそ、北朝鮮の意図を も的確に表現していた。 

 そのような観点から見れば、我々が直面する核危機は 1993 年の春以後に直面した第一

次核危機の再現である。20 年前の今頃、米韓両国でクリントンと金泳三両大統領が就任す

るタイミングを見計らって、北朝鮮は同年 3 月 12 日に NPT(核拡散防止条約)脱退を宣言

して、米国との直接交渉を強硬に主張したのである。それを主導したのが、その 1 年数ヵ

月前に人民軍 高司令官に就任したばかりの金正日であった。また、米韓合同軍事演習「チ

ーム・スピリット」が開始されると、北朝鮮は「準戦時態勢」を宣布して戦争の危機を演
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出した。さらに、それは 1 年以上にわたって継続し、翌年 6 月、当時のペリー米国防長官

に「大量破壊兵器を伴う戦争の瀬戸際」を意識させるほどであった。 

2 月 12 日に実施された第 3 回核実験について、北朝鮮メディアは「爆発力が大きいな

がらも、小型化軽量化された原子爆弾を使用し、高い水準で安全かつ完璧に行われた」と

発表した。しかし、爆発規模は 10 キロトンに満たなかった。プルトニウム型がウラン濃

縮型かは明らかでない。いずれにしろ、ICBM に搭載するためには、爆発力をさらに強化

したうえで、核弾頭の重量を 1 トン以下に軽量化しなければならない。そのためにはさら

に 3-５年程度の時間が必要とみられる。しかし、射程距離 1300 キロで、弾頭重量 700 キ

ロのノドンに搭載するには、それほどの時間は必要とされないかもしれない。したがって、

それは日本にとって深刻な脅威である。 

北朝鮮の第 3 回核実験に対して、3 月 7 日、国連安保理事会は公開会合を開催し、それ

を「もっとも強い言葉で非難し」、制裁を大幅に強化する決議を全会一致で採択した。核

兵器やミサイル開発を阻止するために、金融規制を拡大し、禁輸物資を運搬していると疑

われる船舶の貨物検査を各国への要請から義務に切り替えた。さらに、追加の核実験やミ

サイル試射に対しても「さらなる重大な措置」を予告した。 

 これに対して、北朝鮮外務省はただちに「米国が核戦争の導火線に火をつけようとする

以上、侵略者の本拠地に対して、核による先制攻撃の権利を行使することになる」との報

道官声明を発表した。また、同年 3 月 1 日から始まった米韓合同軍事演習「フォール・イ

ーグル」（野外機動演習）と 11 日から開始される「キー・リゾルブ」（指揮所訓練）に対

応して、3 月 5 日、異例にも金英哲偵察総局長が「朝鮮戦争の休戦協定を白紙化する」と

する人民軍 高司令部報道官声明を発表した。さらに、8 日、北朝鮮の祖国平和統一委員

会は 11 日から南北間の不可侵に関する合意をすべて破棄すると声明した。 

 

２ 第二次核危機と米中韓の対応 

 長距離ミサイルの試射と第 3 回核実験を背景に、現在、金正恩第一書記は第 2 次核危

機を演出している。米韓軍事演習が終了した後も、2013 年 7 月 27 日の朝鮮戦争「戦勝」

60 周年記念日を「勝利者の大祝祭として迎える」まで、軍事的な緊張が緩和することはな

さそうである。その過程ではさらなるミサイル試射や核実験も予想される。北朝鮮として

は、核兵器や長距離ミサイルの開発や保有を既成事実化するだけでなく、休戦協定を白紙

化した後、一触即発の緊張状態を醸成することによって、逆に米朝平和協定や朝鮮平和体

制構築の必要性を強調しているのである。 

 そもそも、北朝鮮が第 3 回核実験に踏み切るかどうかに関しては、それに懐疑的な見方

も少なくなかった。米国の強い警告、友好国である中国の反対、さらなる制裁による経済

的難局など、北朝鮮にとって多くのマイナス要素が存在したからである。しかし、結果的

にみて、北朝鮮はそれらを乱暴に無視し、長距離ミサイルの試射に続いて、あえて核実験

を強行した。金正恩は国際的孤立がもたらす国内的緊張を無視するばかりか、それをむし
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ろ自らの体制固めのために利用しているのだろう。 

 これに対して、国際社会が取り得る対抗手段は第一次核危機当時よりも限定されている。

新たに採択された安保理事会決議 2094 号は国連憲章第 7 章の下で行動し、第 41 条の措置

を取ることを要求しているが、そこに規定される経済、交通・通信、外交関係などの断絶

には中国が強く反対している。さらに、第二次朝鮮戦争の危険を冒すことなしに、第 42

条に規定される軍事的な示威、封鎖、その他の行動を取ることは不可能である。20 年前と

同じように、国連決議から離れて核施設に対する「外科手術的な攻撃」を検討してみても、

もはや病巣は全身に転移しており、それらを一挙に除去することは不可能である。また、

その当時と同じく、北朝鮮からの反撃にどう対応するかとの問題もある。 

1994 年に米朝「枠組み」合意が達成されたときのように、J. カーター元大統領のよう

な仲介者を得ることも難しいだろう。なぜならば、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発はもは

や引き返すことができるような初期段階にはないからである。そうだとすれば、全般的に

みて、緊張が激化するなかで、我々は軍事的な解決も交渉による解決も不可能な異常な事

態に直面していることになる。 

さらに、「核による先制攻撃の権利を行使することになる」「精密な核攻撃で、ソウルの

みならずワシントンまで火の海にする」との警告は、これまでにない異常な表現であり、

北朝鮮にとって、米本土に到達できる核ミサイルの完成がいかに重要であるかを示唆して

いる。安保理事会の制裁決議に賛成する中国をみて、北朝鮮はこれまで以上に独自の核抑

止力を構築する必要性を感じているのかもしれない。そうだとすれば、それが完成するま

での期間、おそらく今後の 3-5 年間が、北朝鮮にとってのみならず、日米韓にとって、さ

らに中国にとっても、 も重要な時期だということになる。 

 北朝鮮の核実験の報告を受けた B. オバマ大統領は、2013 年 3 月 12 日の一般教書演説

でそれに言及して、「昨夜、我々が目にしたような挑発は北朝鮮をさらに孤立させるだけ

である。我々は同盟国とともに立ち上がり、自らのミサイル防衛を強化し、さらにこれら

の脅威に対抗して確固たる行動を取るように世界をリードする。」と言明した。事実、15

日、ヘーゲル国防長官は約 10 億ドルを費やして、アラスカに 14 基の新しい迎撃ミサイル

を配備することを明らかにした。また、この点については、13 日の ABC テレビのニュー

ス番組で、オバマも「北朝鮮が米国を攻撃できるとは思わない。米本土へのいかなる攻撃

も防ぐ措置を確認した。」と言明していた。 

 しかし、それにもかかわらず、それによって米国の「戦略的忍耐」の政策が大きく変化

したわけではない。オバマ政権は確かに「悪い振る舞いに見返りが与えられるべきではな

い」との原則を堅持し、安保理事会決議を主導して北朝鮮に対する制裁をさらに強化した。

しかし、これまでに、北朝鮮による 2 回の核実験と 3 回の長距離ミサイル試射を阻止する

ことができなかった。第 3 回核実験に対しても、BMD(弾道ミサイル防衛)を増強する措置

をとり、安保理事会の要求する制裁行動に中国が積極的に参加するよう要求しただけであ

る。それどころか、この日のインタビューでも、オバマは北朝鮮が核実験やミサイル試射
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を中止し、「真剣な交渉」に向けて具体的な信頼醸成措置をとるならば、米国も相応の措

置を取る用意があると指摘していた。 

 他方、北朝鮮の核実験を阻止するために、中国も 大限の外交的努力を展開した。韓国

の朴槿恵次期大統領が派遣した金武星特使に対して、同年 1 月 23 日、習近平総書記は中

国の反対意思を明確に伝えたし、同日の定例記者会見で外務省報道官も「朝鮮半島の非核

化を実現し、北東アジアを長期的に安定させるのが関係各国の希望だ」と言明した。しか

し、それらの警告が実を結ぶことはなかった。その結果、環球時報（3 月 9 日）が「適切

な対北朝鮮制裁は善意の勧告」と題する署名入りコラムを掲載したように、中国は安保理

事会決議を従来以上に厳格に履行しようとしている。金融規制や輸出制限について、交通

運輸省がそのような通達を出したとか、いくつかの銀行が具体的な措置を取ったとの報道

もある。 

しかし、中国が従来の北朝鮮政策を大幅に変化させたかどうかは不明である。たとえば

3 月 12 日の定例記者会見で、外務省報道官は「制裁そのものが目的ではない」と指摘して、

「中朝関係の発展を維持することは地域の平和と安定にプラスになる」（下線引用者）と

指摘した。北朝鮮の核兵器・ミサイル開発についても、「北朝鮮が核兵器を開発すれば、

韓国や日本が対抗措置として核兵器を開発し、配備することになる」との観点から反対し、

日米韓による BMD 強化の動きや韓国内での核武装論議に警戒心を高めている。しかし、

もし米国からの強い要求に応えて、中国が本当に北朝鮮の挑発を抑制し、それを米中で共

同管理することができれば、それは新しい国際システムの誕生を意味するだろう。 

 核実験後の北朝鮮に対して も宥和的なのは韓国だろう。制裁決議の積極的な実施、北

朝鮮の武力挑発に対する強い警戒、米韓合同軍事演習の実施、活発な対中外交の展開、国

内での核武装論の台頭などにもかかわらず、朴槿恵大統領は選挙中に展開した「朝鮮半島

信頼プロセス」を推進する構えを変えていない。言い換えれば、北朝鮮による核開発の放

棄を人道支援や南北交流のための必須条件にすることなく、むしろ「平和定着のための協

力」を推進するとの原則を維持しているのである。その 初の例として、同年 3 月 22 日、

韓国の統一部は北朝鮮への結核治療薬品の搬出を承認した。 

 

３ 危機収拾と対話再開の展望 

 「ソウルのみならずワシントンまで火の海にする」との恐喝はともかく、「休戦協定の

白紙化」が宣言された以上、北朝鮮が 7 月 27 日の朝鮮休戦 60 周年記念日までに何らかの

武力挑発を試みても不思議ではない。しかし、米韓側が万全の備えをしているし、北朝鮮

側にその後の展望があるわけでもない。長距離ミサイルの試射や核実験をさらに繰り返し、

7 月 27 日に「勝利者の大祝祭」を挙行してみても、それでただちに核ミサイルが実戦配備

されるわけでもない。それどころか、その間にも、すでに拡大されている経済制裁の影響

が深刻化するだろう。長距離ミサイルの試射や核実験が今後も繰り返されれば、なおさら

そうである。 
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事実、そのような推測を裏付けるかのように、3 月 19 日、金正恩は全国軽工業大会を大々

的に挙行し、「綱領的」とされる演説によって、「農業と軽工業部門に力を集中して勝利の

突破口を開かなくてはなりません」と教示した。さらに、3 月 31 日には 2 年半ぶりに党

中央委員会総会を招集し、「経済建設と核武力建設を並進させる」新しい戦略路線を採択

した。「自衛的核武力を強化、発展させて国の防衛力を鉄壁のように固めながら、経済建

設にさらに力を入れて社会主義強盛国家を建設する」というのである。 

 しかし、この「並進」路線は何を意味するのだろうか。第一に、上述した軽工業大会と

同じく、「並進」路線のニュアンスは明らかに自ら招来した軍事的緊張が国内経済に及ぼ

す悪影響を懸念するものである。その意味では、党中央委員会総会で経済改革派と目され

る朴奉珠・党中央委委員会軽工業部長、元首相が党政治局員に選出され、さらに 4 月 1 日

の 高人民会議で再び内閣首相に就任したことが注目される。朴新首相には「人民生活を

短期間で安定、向上させる」との困難な目標が与えられたのである。 

しかし、第二に、党中央委員会総会の決定は核兵器の開発を進めて、それを「質量とも

に確固たるもの」にすることを誓約し、「核開発は絶対に放棄しない。民族の生命だ」と

強調した。昨年 4 月の 高人民会議では北朝鮮を「核保有国」と明記する憲法修正がなさ

れたが、今回は核抑止力を「質、量ともに強化する」との法令を採択したのである。これ

らのことは北朝鮮指導部が核保有を既成事実化し、非核化交渉に応じないことを改めて明

確にするものであった。しかし、それだけではない。通常戦力との関係でも、それは軍事

路線の重大な修正を意味するだろう。 

しかし、それらの主張を総合すれば、第三に、長距離ミサイルと核実験にもかかわらず、

北朝鮮はすでに国内的に「力の限界」に達しているとの解釈も可能になる。事実、今回の

核危機において、我々がもっとも恐れたのは、北朝鮮が「経済建設と核武力建設の並進」

路線を採択することではなく、再び「苦難の行進」を宣言することであった。「並進」路

線はむしろ軍事と経済の均衡に配慮するだけの合理的な判断力が維持されていることを

示している。 

事実、長距離ミサイル試射、第 3 回核実験、それ以後の激しいレトリックにもかかわら

ず、20 年前の第一次核危機当時とは異なり、北朝鮮指導部は以前とし「準戦時態勢」や「戦

時態勢」を宣布していない。また、延坪島を含む西海諸島の砲撃や休戦ライン・NLL（北

方限界線)付近での挑発行動もみられない。言い換えれば、ミサイル試射や核実験以外の軍

事挑発は 小限に抑制され、国家総動員は実施されていないのである。今後も新たなミサ

イル試射や核実験は予想されるが、通常兵力による武力挑発は 小限に抑制されるのでは

ないだろうか。それが経済建設に大きな悪影響を及ぼすからである。 

 他方、今回の事態を通じて、米韓を含む周辺諸国も、北朝鮮がすでに開発された長距離

ミサイルや核兵器を放棄しないだけでなく、核ミサイルの完成が近づいていること、北朝

鮮との非核化交渉の再開が難しいことを認めざるをえなくなった。また、中国が従来にな

く強く反対するなかで、今回の事態が進行したことも重要である。なぜならば、そのこと
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は北朝鮮が中国の核抑止力、すなわち「核の傘」から離れて、初歩的にしろ、独自の核抑

止力を開発しようとしていることを示唆しているからである。 

長距離ミサイルの試射を非難する安保理事会決議が中国の賛成を得て採択された直後、

1 月 24 日に発表された北朝鮮国防委員会声明には、「世界の公正な秩序をつくるうえで先

頭に立つべき大国（複数）まで正気を保てずに、米国の専横と強権に押され、守るべき初

歩的な原則もためらうことなく捨てている」とする一節が含まれていた。直接的な名指し

こそ避けたものの、それが安保理事会常任理事国、とりわけ中国を指していることは明ら

かであった。北朝鮮の怒りは中国にも向けられているのである。 

したがって、北朝鮮が中・長距離ミサイルを発射したり、核実験を強行したりする可能

性は排除されないが、7 月 27 日の休戦協定 60 周年記念日の後、おそらく 9 月 9 日の北朝

鮮政府樹立 65 周年の記念行事が終了すれば、緊張の緩和とともに何らかの形で対話再開

が準備され、それがやがて何らかの形の多者会談につながる可能性は決して少なくない。

その場合、北朝鮮に対しては、2005 年 9 月の六者会談共同声明の再確認が要求されるこ

とになるだろう。 

もしそのような推測が正しければ、 初に再開されるのは南北対話だろう。「朝鮮半島

信頼プロセス」の名の下に、韓国の朴槿恵新政権は李明博政権との差別化を図っており、

非核化問題と切り離して、人道支援、南北赤十字による離散家族の再会、開城工業団地の

操業再開、金剛山観光事業の復活などを推進することが可能である。もちろん、その場合

でも、北朝鮮の目標は平和協定の締結に関する米国との交渉である。しかし、南北対話の

先行なしに米朝対話が再開されることは期待し難い。しかも、米国の要求は北朝鮮の非核

化であり、イラン情勢その他との関連から、それを取り下げることは不可能である。 

 したがって、多者会談に関する一つの妥協案は、朝鮮半島の非核化に関する交渉と北朝

鮮が要求する平和協定ないし平和体制についての交渉を並行的に展開して、両者をリンケ

ージすることである。もちろん、朝鮮半島の休戦体制に代わる平和体制に関する交渉を開

始することは、南北および周辺諸国にとっても、重大な政治判断を必要とする問題である。

しかし、中国はその妥協案を「地域の平和と安定」のための議論として積極的に受け入れ

て、外交的な主導権を確保しようとするかもしれない。その点に関しては、中国と北朝鮮

の間にすでに「共通言語」が存在するのである。さらに、地域的な平和と安定に関する会

談が実現すれば、6 者会談共同声明第 4 項にあるように、それは 6 者会談と分離する形式

で、直接当事者による 3 者ないし 4 者会談になるだろう。 

 北朝鮮が核兵器や長距離ミサイルの開発を放棄する可能性はないが、第 4 回核実験を抑

制して、それを現段階で凍結する可能性がないわけではない。その 大の理由は、いうま

でもなく、自らの経済復興のための条件を整えるためである。全面的な経済開放や改革措

置は不可能であるにしても、経済復興のためには、部分的な開放・改革が不可欠であり、

そのためには周辺諸国との関係改善が不可避である。2002 年 9 月の日朝平壌宣言に示さ

れるように、とりわけ日本との関係正常化には大型の経済協力が付随する。したがって、
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多者会談の再開はほぼ確実に日朝交渉再開のための機会を提供することになるだろう。 

 

４ 朴槿恵政権と日韓関係 

日韓で相次いで誕生した安倍晋三政権と朴槿恵政権の政治的な役割は、李明博政権の

後の一年間に険悪化した日韓関係を修復するだけではない。体制を共有する日韓にふさわ

しい外交イニシアティブを共同で開発することである。振り返ってみれば、朴正煕政権と

池田・佐藤政権による国交正常化や中曽根政権と全斗煥政権による関係改善のためのイニ

シアティブは、いずれも冷戦ないし新冷戦に対応して韓国の経済開発を支援するためのも

のであった。他方、金大中政権と小渕政権による「パートナーシップ」共同宣言は、村山

談話を土台に、過去を反省して未来を志向するイニシアティブであった。 

これら二つの「戦後イニシアティブ」と比較して、日韓の新しい政権はどのようなイニ

シアティブを発揮すべきだろうか。第一のイニシアティブに関していえば、冷戦が完全に

終結したのだから、いまや対ソ「封じ込め」は過去のものになったし、韓国の経済開発や

工業化もすでに完了した。残された課題は、北朝鮮による核兵器や長距離ミサイル、すな

わち大量破壊兵器開発の脅威にいかに対抗するかである。その意味では、昨年 6 月下旬に

日韓が GSOMIA（軍事情報包括保護協定）の締結に失敗したことが惜しまれる。 

ただし、当然ながら、冷戦対応型のイニシアティブによって、慰安婦問題を含む歴史問

題が解決されることはない。この問題に関する韓国政府の立場は司法、NGO そしてメデ

ィアによって強く拘束されている。他方、総選挙の過程での村山談話や稿の談話に関する

発言に見られるように、安倍政権も歴史問題にすでに相当に深く関与している。朴槿恵大

統領候補の当選後まもなく、安倍首相は日韓議連の額賀幹事長を韓国に派遣したし、25

日の朴大統領の就任式には麻生太郎副総理件財政相が参列した。さらに、竹島問題の IJC

（国際司法裁判所）への単独提訴を凍結した。しかし、2 月 22 日、島根県主催「竹島の日」

行事に初めて内閣府政務官を派遣し、韓国側の反発を買った。 

日本側の基本的な姿勢は論争の回避と曖昧性の維持である。しかし、それによって、首

脳会談を開催できないような日韓関係を正常化できるどうかは疑問である。たとえば 2 月

25 日の麻生副総理との会談で、日韓関係の重要性を強調しつつも、朴大統領は「いまだに

歴史問題などの懸案が未来志向的な両国関係の発展を妨げているのは残念だ。隣国同士の

真の友好関係構築に向けて歴史を直視し、過去の傷が癒されるように努力し、被害者の苦

痛を心から理解することが必要だ」と語ったと報じられている。3・1 節の記念演説ではさ

らに率直に「加害者と被害者という歴史的な立場は千年の歴史が流れても変わることがな

い」と語り、日本政府に「積極的な変化と責任ある行動」を要求した。 

日韓の二つの新しい政権が領土問題の拡大を抑制し、歴史問題で何らかの合意に到達す

ることは容易ではない。しかし、それなしに、2 年後、すなわち 2015 年 6 月の日韓条約

締結 50 周年を乗り切ることは容易ではないだろう。朴大統領の素朴な論理と原則的な態

度に従えば、正しい歴史認識なしには日韓の信頼関係は構築されず、それなしには未来志
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向の関係も設定できないことになる。 悪の場合、韓国内ではナショナリズムの支援を受

けた日韓条約改正の運動が高まるかもしれない。また、それは反日化した韓国の中国への

接近を促すことになるだろう。 

 日本国内では、朴槿恵大統領は「漢江の奇跡」の立役者である朴正煕元大統領の長女と

して知られている。また、安倍首相は朴大統領と親交のあった岸信介元首相を母方の祖父

に持つ。そのために、二人の歴史的な因縁に期待する声も少なくない。しかし、韓国では、

朴槿恵次期大統領は胡錦濤主席や周近平党総書記と会談し、中国語を学習する親中派の政

治家として知られる。事実、2 月 10 日、中国政府の特使として訪韓した張志軍外務次官を

温かく迎え、中韓の歴史的、文化的な連帯感について語り、国交正常化から 20 年が経過

した中韓関係をさらに飛躍的に発展させることに合意した。また、張志軍の強い要請に応

じて、22 日に金武星元議員を派遣した。これは朴次期大統領による 初の対外特使の派遣

であった。 

 安倍・朴槿恵時代の日韓関係は中国の大国化によって大きく影響されそうである。事実、

韓国メディアや財界人との懇談会で、張志軍次官は日本の歴史認識や「右傾化」に対して、

中韓が協力して対応することを呼びかけた。中国は明らかに韓国と提携して日本を牽制し

ようとしているのである。他方、韓国側は中国との関係を緊密化して北朝鮮を牽制し、核

兵器・ミサイル開発や武力挑発に影響を及ぼそうとしている。しかし、韓国の新政権があ

まり露骨に中国と提携すれば、北朝鮮が反発するだけでなく、それが海洋権益の拡大を計

る中国を勇気づけ、かえって東アジア情勢の不安定化をもたらすかもしれない。 

 1 月にソウルを経由して東京を訪問したキャンベル米国務次官補が、「北東アジアはます

ます世界経済の操縦席になり、世界の成長のために著しく重要である。日本、中国、韓国

の間の良好な関係がすべての関係国にとって 善である。」と指摘したように、米国も日

中間の摩擦が拡大することを警戒している。したがって、安倍首相と朴槿恵大統領が推進

する新しい外交イニシアティブには、アジアと太平洋を架橋する大きなビジョンが込めら

れなければならないだろう。また、今後の 20 年間を展望して、経済的に、それは日中韓

FTA や環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を通じた東アジア共同市場の形成を想定する

ものでなければならないだろう。 

 

結語 システム再編の可能性と日本の対応 

北朝鮮の動向について、システムレベルで観察すれば、第一に指摘できるのは、金正日

総書記という北朝鮮の絶対的な権力者が死去し、北朝鮮で金正日の「一人独裁」体制から

金正恩の「集団補佐」体制への体制移行が進展したことであり、それにもかかわらず、金

正日の政策、とりわけ核兵器と長距離ミサイル開発がそのまま維持されていることである。

そこには驚くべき一貫性と着実な技術的進歩があり、初歩的ながら、独自の核ミサイル体

系が創造されつつある。 

第二に、中国、日本そして韓国における政権交代や第 2 期オバマ政権の発足が続くなか
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で、北朝鮮の新政権は長距離ミサイルを試射し、核兵器の小型化のための実験を実施して、

第 2 次核危機を演出している。その目的は核ミサイルの脅威を 大限に強調しながら、そ

の核保有を既成事実化し、さらに非核化のための会談（6 者会談）に代わる「地域の平和

と安定」、すなわち朝鮮半島の平和体制に関する直接当事者会談（3 ないし 4 者会談）を開

催することにある。 

第三に、平和体制の樹立に関する合意が成立すれば、北朝鮮は米国や日本との関係正常

化や南北経済協力を進め、限定的であれ改革開放の政策を実施して、北朝鮮経済の復興の

ために努力するだろう。核抑止力の保持だけでなく、社会主義強盛国家を樹立してこそ、

北朝鮮の「生き残り」、すなわち長期的な共存体制を確実にできると確信しているからあ

る。その過程において、国交正常化に伴う大規模な経済協力を通じて、日本が果たす役割

も決して小さくない。 

 第四に、北朝鮮が独自の核ミサイル体制を構築したり、米国や日本との関係を正常化し

たりすることは、中国にとっては警戒すべき事態である。しかし、それに対応して、中国

もまた韓国との関係を拡大し、地域情勢の適切な調整者としての役割を模索するに違いな

い。事実、6 者会談だけでなく、直接当事者会談においても、中国が演じる役割は決して

小さくない。 

 もし今後の事態がこのように進展し、朝鮮半島の南北間に「共存」、そして周辺諸国間

に「協調」の体制が成立すれば、朝鮮半島をめぐる国際システムは地域対立や大国対立を

克服して、画期的な変革を遂げることになる。これが現状で考えられる 善のシナリオだ

ろう。直接当事者や周辺諸国は、そのような国際システムの長期的かつ安定的な維持のた

めの仕組みを構築する段階に入ることになる。 

 しかし、これまでの経緯から判断して、北朝鮮の瀬戸際外交がこのような形で結実する

とは思えない。非核化や平和体制をめぐる多者会談が順調に進展しても、それを実行に移

す段階は長期的なものにならざるをえないだろう。その過程で、各国の事情によっては、

初期の合意が必ず維持されるとは限らない。さらに、合意が成立しない場合にはどうなる

だろうか。さらなる経済制裁によって、北朝鮮経済は完全に破綻するかもしれない。そう

なれば、暴力的な事態が発生し、危機シナリオが現実のものになるかもしれない。 

 したがって、日本は二つの可能性に対応しなければならない。第一の可能性は、今後と

も、北朝鮮が長距離ミサイルの開発や核兵器の小型化を継続したり、休戦ラインや NLL

付近で、何らかの武力挑発を試みたりするシナリオである。これに対しては、安保理事会

決議を積極的に履行して、国際社会と共同で北朝鮮に対する制裁を強化し、北朝鮮がそれ

を継続できないような環境を醸成することに 大限の努力を払うべきである。 

しかし、そのような政策が十分な効果を発揮するとは限らない。米国が新たに京都の自

衛隊基地にＸバンドレーダーを設置し、アラスカに新しい迎撃ミサイルを配備するのは

悪の事態を想定してのことである。日本もまた BMD（弾道ミサイル防衛）の充実のため

に努力し、北朝鮮からの中距離ミサイルによる攻撃に備えるべきである。日米韓による共
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同の BMD ネットワークの形成の可能性について検討してよいだろう。 

 ただし、BMD ネットワークの拡大に対しては、それが北朝鮮以外に対しても使用可能

であるとの観点から、中国が強く反発するものと思われる。また、そのような中国の反発

に対する配慮および北朝鮮と隣接するという距離的な理由から、韓国はそれへの参加に消

極的だろう。その場合には、韓国の役割は限定され、BMD ネットワークは日米中心のも

のにならざるをえない。さらに、日米共同の BMD ネットワークの検討は国内的に集団的

自衛権を限定的に許容する問題を提起することになるだろう。それに対しては、中国のみ

ならず韓国の反発も予想される。 

 他方、すでに詳述したように、第二の可能性は朝鮮半島の非核化や平和体制に関する多

者会談が進展するシナリオである。朴槿恵政権による「朝鮮半島信頼プロセス」が動き始

めて、6 者会談開始当時と同じように、中国が仲介者の役割を演じれば、おそらく明年以

後の段階で、国際的な多者会談が復活するかもしれない。6 者会談であれ、3 者ないし 4

者会談であれ、多者会談の再開はほぼ確実に日朝協議の再開を促すだろう。北朝鮮として

は、それらの会談を通じて平和体制の構築だけでなく、関係諸国との国交正常化や関係改

善のために努力すると思われるからである。 

 後に、いずれの可能性が現実のものになるにしても、日本は歴史問題の解決に努力し、

戦略的に韓国との連携を強化しなければならない。日本と韓国は民主主義と市場経済体制

を共有するだけでなく、重化学工業から先端産業まで産業構造を同じくし、とくに東日本

大震災以後、相互に水平的な分業を拡大している。中国の周辺に位置しつつ、米国との同

盟に依存することでも、地政学的な利害を共有している。もしそれに失敗すれば、北朝鮮

問題を含めて、韓国は日米韓連携から米中韓重視にシフトし、日本の国際的な地位の低下

が明白になる。これもまた国際システムの再編である。 
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