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通常兵器の軍備管理・軍縮―朝鮮半島の場合

武　貞　秀　士

はじめに

　朝鮮半島における南北朝鮮間や、日米中ロと南北朝鮮の間の信頼醸成は、1990年代にさ

まざまな動きがあった。朝鮮半島の核拡散防止でも国際的努力が始まった10年であった。

しかし、解決に向けての努力は始まったばかりで、2002年12月12日、北朝鮮(朝鮮民主主義

人民共和国)が、北朝鮮が核関連施設の監視を目的とした国際機関の担当者を国外に退去要

請したことから緊張が高まった。北朝鮮の核兵器開発問題をめぐる緊張が高まるにつれ、朝

鮮半島の緊張緩和に関連して、核問題にとどまらず相互不可侵の約束をどうするかという問

題、通常兵器を含めた軍事脅威の除去といった、より包括的な軍備管理・軍縮の問題に関心

が拡大している。そして、朝鮮半島における通常兵器の脅威除去という問題は、核問題と並

行して重要性が増大している。

　朝鮮半島における通常兵器の脅威の問題は長い間、論議されてきたが、まだ、具体的な形

で条約が存在しているわけではない。北東アジア地域、とくに、朝鮮半島における通常兵器

の軍備管理・軍縮が、なぜ進展しないのだろうか。1991年12月、南北基本合意書の中で、

信頼醸成のための措置について南北朝鮮間で合意したが、その後、協議は進展しなかった。

通常兵器の軍備管理に対する韓国と北朝鮮の姿勢はどのようなものか。それはどう変化した

か。欧州での通常兵器の軍備管理、通常兵器による脅威の削減に向けての協議から、なにを

朝鮮半島は学ぶことができるか。朝鮮半島にある通常兵器の軍備管理・軍縮の条件はなにか

を検討した1。

1 本稿は、2002年7月24日から28日にかけて、モンゴル国ウランバートル市で開催された、｢北東ア
ジア地域における限定的非核兵器地帯構想モンゴル会議」で報告した「通常兵器の軍備管理・軍縮-
朝鮮半島の場合」を加筆、訂正したものである。また、この報告をまとめるにあたり、2002年11月
15日、韓国延世大学国際大学院助教授、李正民博士にインタビューを実施して、朝鮮半島の軍備管
理・軍縮問題の問題点について示唆を得た。また、韓国『中央日報』に掲載された軍備管理関連の論
考を参考にした。その論考を日本語にしたものは、
http://www.1m.mesh.ne.jp/KODENSHA/knews/d08/a00924-3-htmを参照。
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１　通常兵器の軍備管理問題の浮上

（１）1960年代から70年代初めまで　　　

　1960年代、韓国と北朝鮮の間で実質的な対話は実現しないまま、南北双方の軍事対立が

続いた。韓国は米国から戦闘機、艦船、ミサイルを購入した。北朝鮮は中国とソ連から、通

常型潜水艦、戦闘機、戦車、戦闘装甲車両などの主要兵器を買い付けた。この時期は、東西

冷戦下にあって、ベトナム戦争が激化しており、通常兵器の軍備管理・軍縮を考えるという

発想は、南北朝鮮にはなかった。

　1970年代にはいると、米国と中国の関係改善ムードを受けて、南北対話の気運がでてき

て、1972年7月、南北共同声明（７・４共同声明）がだされた。南北の間で、自主、平和、

民族大団結の３つを原則とすることをうたったものである2。これにより、南北間では信頼

醸成の議論が始まるはずであった。しかし、具体的な軍事分野の話し合いには至らなかっ

た。北朝鮮は、米国との直接交渉で在韓米軍の撤退を話し合うことを求めたのに対して、韓

国は、｢まず南北が南と北で建設の競争をしよう」と提案して、具体的な軍備管理・軍縮へ

の接近にはいたらなかったからである3。

　1980年代にはいると、北朝鮮は1987年7月23日、南北の大幅な軍縮を提案する声明を発表

した。これは、北朝鮮から初めて公式になされた軍縮提案であった。翌年11月、北朝鮮

は、統一志向、外国軍隊撤収、南北軍縮、当事者協議を柱とする平和保障の４原則を提案

した4。この時期は、韓国の国力が上昇して（1986年アジア大会開催、88年ソウル五輪開

催)、国際社会での韓国の地位が上昇していたときである。それまでは、｢在韓米軍撤退、米

国との直接交渉だけに照準を合わせていたのであるが、上昇しつつあった韓国を交渉の当事

者として扱うという思惑があっただろう。このとき、朝鮮半島の軍備管理・軍縮問題が南北

の間で、初めて議論の対象として浮上してきたのである。

2  7・４共同声明は、自主、平和という文言がはいったことから、その後、北朝鮮が「在韓米軍撤退
論」を主張する根拠となっている。
3  1970年代初、南北対話が中断したのは、1973年の金大中事件が原因であるという指摘がされてき
ているが、そもそも、｢在韓米軍の存在」への評価をめぐり７・４共同声明の時点で思惑の違いがあっ
たのである。
4  この時期、北朝鮮が出した一連の軍縮提案の背景については、『朝鮮新報』インターネット版の記
事を参考にした。http://www.korea-np.co.jp/sinboj/sinbo1997
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（２）南北基本合意書

　1990年9月5日からソウルで分断後初めて、南北双方の総理を団長とする南北高位級会談

が開かれた。この会談は、1989年１月、延亨黙総理が南北次官級予備接触を提案して、２

月から90年７月まで８回にわたって予備会談が開かれたのを受けたものである。予備会談

では、第１回本会談をソウルで開催すること、会談の名称を南北高位級会談とすることで合

意した。議題については、北朝鮮が「南北間の当面の政治軍事的対決状態を解消することに

ついて」としたが、韓国は「南北間の多角的な交流・協力と政治軍事的対決状態の解消につ

いて」とすることを主張した。北朝鮮が「当面の対立状態解消のための方策を考えること」

を主張して、対立の解消を急いでいるニュアンスがあるのに対して、韓国は、漸進的な対立

の解消というニュアンスがあることがわかる。

　北朝鮮が第５回予備会談で「南北間の政治軍事的対決状態を解消し、多面的な協力と交流

を実現することについて」とする修正案を提出して双方の違いが埋まり合意した。

　本会談は計８回、ソウルと平壌で交互に開かれた。第１回会談では、北朝鮮が３項目の緊

急課題と政治的対決状態解消のための６項目案、軍事的対決状態解消のための４部分、９項

目からなる方案を提示した。1990年10月に開催された第２回会談では、不可侵宣言の採択

問題が討議された。12月の第３回会談では、｢南北不可侵と和解協力に関する宣言」の草案

についての論議が続き、双方の立場は接近してきた。韓国は「南北関係改善のための基本合

意書」案を提出した。

　1991年10月、第４回会談が開かれ、北朝鮮は「朝鮮半島の非核地帯化に関する宣言」案を

提案した。そして、南北は「南北間の和解と不可侵及び協力、交流に関する合意書」を採択

することで原則合意した。12月、南北合意書を採択し、1992年2月の第６回会談で「朝鮮半

島の非核化に関する共同宣言」と共に発効するに至った5。

　1992年5月の第７回会談では「和解、不可侵、協力・交流の３分野の付属合意書」が作成

された。軍事、協力・交流分野の共同委員会の構成、連絡事務所の設置などに関連して合意

書を履行するときの具体的な方法について細部が論議されて、合意書を採択、発効した。

1992年8月の第８回会談では、３分野の付属合意書を採択、発効し、和解共同委員会を構成

し、12月に第９回会談を行うことで合意した。

　このとき、韓国が1992年は中止していた米・南合同軍事演習「チームスピリット」の再

開を決定し、米韓両国が1993年１月末に軍事演習を実施した。これに対して、北朝鮮代表

5『合意書』全文は、以下のホームページサイトを参照。
http://www.korea-htr.com/jpjp19911213tr2html
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団が声明で、軍事演習は南北対話を破たんするのであるとし、会談は中断されるにいたった。

　このようにしていったんは南北会談が中断されるにいたったが、南北基本合意書の内容は

包括的であり、南北間で初めて成立した「不可侵」という文言を入れた文書であり、信頼醸

成を促進し、双方の脅威を削減するための具体的な方法を記載した文書となった。続いて南

北間で行われた南北軍事委員会では、南北が具体的な信頼醸成措置を詰めてゆくことが期待

された。基本合意書では「緊張緩和」「平和の保障」という文言を盛り込んでいるからであ

る。

　具体的にみてみよう。この合意書は、「祖国統一三大原則を再確認して政治・軍事的対決

状態を解消し、民族的和解を成し遂げ、武力による侵略と衝突を防ぎ、緊張緩和と平和を保

障して多角的な交流・協力を実現し、民族共同の利益と繁栄を図り、双方の関係が国と国と

の関係ではない統一を思考する過程で暫定的に形成される特殊関係ということを認定し、平

和統一を成し遂げるための共同の努力を傾注する」としている。南北の不可侵を明確に宣言

している。すなわち、「南北は互いに相手方の体制を認定し、尊重する。現在の軍事停戦協

定を順守する。南北は相手方に対して武力を使用せず、相手方を武力で侵略しない。南北は

意見対立と紛争問題などを対話と協調を通して平和的に解決する。南北は不可侵の履行と保

障のために、この合意書発行後３か月以内に南北軍事共同委員会を構成・運営する。南北軍

事共同委員会では大規模部隊移動と軍事演習の通報および統制問題、非武装地帯の平和的利

用問題、軍人の交流および情報交換問題、大量破壊兵器と攻撃能力の除去をはじめ段階的な

軍縮実現問題、検証問題など軍事的信頼醸成と軍縮を実現するための問題を協議・推進す

る。南北は偶発的な武力衝突とその拡大を防止するために双方の軍事当局者間に直通電話を

設置・運営する」としている。

　この合意書には、通常兵器の軍備管理・軍縮を進めるにあたり、最初の段階である信頼醸

成措置の基本的な事柄が盛り込まれているわけで、この合意により90年代の南北関係は急速

に改善されることが期待されたのである。

　しかし、この信頼醸成措置導入のために南北が努力をしたプロセスは合意書発効の直後に

浮上してきた北朝鮮の核兵器開発疑惑とともに、論議の対象になることが少なくなったので

ある。1993年3月に北朝鮮が核拡散防止条約からの脱退を表明したあと、南北の信頼醸成の

プロセスは停滞し、米国と北朝鮮の間で始まった核兵器開発問題に関する交渉が信頼醸成プ

ロセスの主役となった。そして、1994年10月の米朝枠組み合意から1990年代末までは、核拡

散防止体制の構築が朝鮮半島の最大の関心事となったのである。
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２　南北の信頼醸成措置－各論と総論の対峙

（１）南北首脳会談　　

　2000年6月、南北は首脳会談を開催し、そのなかで、双方は軍事当局者会談を開催するこ

とで合意し、9月、南北軍事委員会を開催した。南北首脳会談で南北間を縦断する鉄道、京

義線を再連結することが話し合われたので軍事当局者会談が必要になったからである6。南

北鉄道を連結させる措置を双方が具体的に考慮する過程で、かつての信頼醸成のための南北

間の軍事会談が再開されるにいたったといえよう。

　そして、南北首脳会談の３か月後、2000年9月25日から、韓国の済州島で南北国防相会談

が行われた7。この国防相会談は、鉄道連結を促進する目的があり、議題は地雷除去を推進

することなど、議題の設定が容易であった。いっぽうで、南北間の全体的な信頼醸成を話し

合うというムードはなく、北朝鮮の頑なな姿勢が目立った。1991年の南北軍事委員会とは

違い、2000年9月の国防相会談は、南北首脳会談の直後であり、｢民族の問題を自主的に解

決」するという南北共同宣言が出た後であったので、北朝鮮は各論での妥協を模索する考え

がなかったともいえよう。国防相会談では、｢南北両側は歴史的な6・15南北共同宣言の実践

を軍事的に保障して行くということに認識を共にし、特になるべく早期に実務機構を構成

し、京義線連結や道路開設事業を積極的に推進する」と合意した。鉄道連結構想が南北間の

軍事会談を実現させたといえよう。双方の思惑は微妙に違っていた。国防相会談に際して、

北朝鮮は書簡を通じて鉄道再連結工事に関連する「軍事的問題」を扱うと主張した。これに

対し、韓国は直通電話の設置や部隊移動の事前通報など「軍事的信頼醸成と緊張緩和」に関

する論議も行いたいとの意向を示した。韓国がより広い意味での信頼醸成措置の導入に関心

があることがわかる8。

　会談で南北は、6月15日の南北共同宣言の意義に言及し、和解と交流のプロセスを評価

し、南北軍事当局が共に過去の不信と対決から脱し、信頼と和解の場にしていくこと、南北

共同宣言以降、社会各分野の和解協力ムードを拡大するためには、軍事当局間の協議を通じ

て朝鮮半島の緊張緩和と平和保障問題が解決されるべきであるとの内容を盛り込んだ南北国

6 南北鉄道の連結のためには非武装地帯を挟んで対峙している双方の軍事当局者同士の実務会談が必
要であった。非武装地帯の地雷除去をめぐる双方の実務者の見解と合意のプロセスについて、Inter-
national Highway Construction Corp. と北東アジア地域フォーラムのホームページ「朝鮮半島の交通イ
ンフラ事情」を参考にした。http://www.jijinet.or.jp/IHCC/infra-joho.html
7 この時期の南北軍事会談は、鉄道連結のための実務接触であり、それを推進するための国防相会
談であった。同上サイトの「南北京義線再連結の経過」に詳述されている。
8 このプロセスについては、『毎日新聞』2000年9月26日を参照
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防相会談共同報道文を発表した。

　このとき韓国はより包括的な信頼醸成措置を提案している。すなわち、

　▲大将級を委員長とする南北軍事委員会の構成や下位軍事実務委員会の設置

　▲軍首脳部間の軍事直通電話設置

　▲大規模な部隊移動と軍事練習通報及び相互訓練参観

　▲軍関係者の交流

　韓国には鉄道連結工事を推進する過程で軍事当局者同士の信頼醸成を促進するという思惑

があったのであろう。しかし、鉄道連結工事に直接関連する事項以外の事項が双方で検討の

対象になることはなかった。そして、2001年2月8日、南北は統一閣で開催した京義線鉄道の

復旧と同線に並行して建設する道路工事のための第５回軍事実務会談で、非武装地帯共同管

理区域設定などに関する41項目からなる合意書に合意した。

（２）ブッシュ大統領の北朝鮮政策宣言　　

　このように南北間で鉄道連結を進めるための実務会談が進行しているとき、米国は北朝鮮

の通常兵器の脅威を削減する方法を具体的に検討していた。北朝鮮が積極的に乗り出してき

た韓国との間の実務会談は、信頼醸成を促進するよりは、鉄道連結優先の会談であった。米

国はより広い意味での朝鮮半島の信頼関係の構築を考えていたのである。ブッシュ政権は、

2001年6月、通常戦力による脅威を削減する提案をした。このなかで、ブッシュ大統領は、

「北朝鮮の核に関連する活動の履行を改善する」｢北朝鮮のミサイル計画の検証可能な抑制

と輸出禁止」「通常戦力の脅威の削減」を提案した。これを機会に、朝鮮半島では通常兵器

の軍備管理問題に関心が出てきた。

　2002年6月、朝鮮半島の西海岸付近で発生した西海海軍交戦事件は、海上での南北海軍同

士の小規模の衝突事件であったが、南北間に横たわる不信を象徴する事件であった。この事

件が偶発的か計画的かについては見解が分かれているが9、このような事件が全面戦争にい

たるのを抑止するためにも、南北間の軍事当局者間の信頼醸成措置の導入が必要であること

を示している。

9 事件をめぐり、韓国では意図説と計画説の見解に分かれた。『中央日報』2002年７月２日。しかし、
北朝鮮は、｢７・４声明と６・15宣言に基づいて民族の大団結を進めよう」と呼びかけて、「外国勢
力排除」という政策に結び付けて報道している。『中央日報』2002年７月４日
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　以上述べてきたように、南北首脳会談のあとは、相互の信頼醸成を話し合うことについ

て、以前よりは、具体的な項目がでてくるようになった。同時に、各論と総論の違いが浮上

しており、信頼醸成のための第一歩を踏み出す糸口を探すのがさらに難しいことも判明しつ

つある。

３　朝鮮半島の通常兵器軍備管理の試論

（１）欧州の教訓　　

　2000年６月以降、朝鮮半島で、通常兵器の軍備管理・軍縮問題が、南北対話の議題になる

かに見えたが、「民族同士での解決」という北朝鮮の政策原則も鮮明になり、協議が進展し

にくい構造も明らかになってきた。それは、「民族同士」をキーワードにして在韓米軍の存

在にこだわる北朝鮮と、信頼醸成が先決という韓国の違いということがわかってきた。双方

には基本的な違いがあるのである。

　そうであれば、われわれは、欧州での信頼醸成の経験から、いくつかの教訓を学ぶことが

できるのではないだろうか。　

　第１に、通常兵器の軍備管理・軍縮をすすめるために、信頼醸成措置を具体化するときに

は、実務に関わる軍事情報を持っている政府間協議で行うことが重要である。責任ある軍事

当局者であってこそ、具体的な譲歩の幅、信頼醸成のための条件、譲歩できない部分を話し

合えるからである。

　第２に、軍備管理・軍縮の協議の対象を、攻撃的兵器に絞ることである。信頼関係にない

状態では、段階的に軍備管理・軍縮をしてゆくほかない。そのとき、最初から防御的兵器を

も含めることは、議論をより複雑にしてしまい、合意を難しくするからである。これは、欧

州の経験から学ぶことができるはずである。

　また、兵器と兵員を軍備管理・軍縮の対象として、とりあえず別個にあつかうことであ

る。欧州の場合、兵器の削減を優先し、そのあと、兵員の削減をする合意にいたった。70年

代のMBFR交渉では、兵員と兵器を区別しないで協議を行ったために、交渉は困難を極め、

最終合意にいたることはなかった。また、このとき、通常兵器の軍備管理を進めることの前

提として、情報の収集は不可欠である。それができないところでは、信頼醸成措置を協議す

ることは困難である。

　第３に、韓国の防衛に責任をもっている在韓米軍と韓国軍をあわせた兵力を対象とする必

要がある。お互いの信頼関係構築が目的であるかぎり、双方の軍事力すべてが対象となる。
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米国と韓国の場合、すでに、80年代から、北朝鮮との信頼関係構築のために、米韓合同軍

事演習（チームスピリット）に朝鮮人民軍がオブザーバーを派遣することを提案してきてい

る。また、韓国への武器輸出、北朝鮮に対するロシアや中国の武器搬入の公表も同時に行う

必要があろう。

（２）信頼醸成措置

　朝鮮半島における信頼醸成措置として、以下の項目を導入する。

ア　軍事訓練の相互視察

　一定規模以上の軍事演習をするときは相手に対して事前通知し、相互にオブザーバーを派

遣して参観をする。

イ　軍隊移動の制限

　朝鮮半島内部で軍隊を移動するときには、相互に事前通告することとする。また、一定以

上の軍隊の移動を制限することにより、誤判をふせぐ。このとき、中国とロシアの兵力引き

離し合意を参考にする。

ウ　軍事データの交換　

　検証するためには、軍事データをある程度公表することである。そして、第三者や中立機

関により、そのデータは吟味する機会が必要である。

（３）軍備管理・軍縮

ア　攻撃型兵器の削減

　戦車、装甲戦闘車両など、陸上戦力を中心とした攻撃型兵器の削減をすすめる。また、ミ

サイルと航空機の数の制限を行う。

イ　奇襲攻撃能力の除去

　双方の奇襲攻撃能力を除去することが重要である。そのために、とくに、北朝鮮の保有す

るAn-2 の配置の検証を含む、奇襲能力を持つ部隊の相互視察を行う。南北で計４キロメー

トルの非武装地帯の幅の拡大を検討してもよい。

ウ　火砲を引き離す

　38度線を中心として、ある一定の南北幅の地域には、火砲、戦車、戦闘装甲車両を配備

しないことを約束しあう。
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エ　ミサイルの開発抑制　

　南北は一定の射程以上のミサイルを開発しないことを約束する。韓国は2001年２月に

MTCRに加入した。一定以上のミサイルとその技術を輸出しないということを南北双方が約

束することにより、ミサイル開発へのインセンティブを減らす必要がある。したがって、北

朝鮮がMTCRに加入することを奨励する。

（４）何が問題として残っているか　　　

　以上のことを推進しても、朝鮮半島での信頼醸成にはまだ課題が残っている。軍備管理軍

縮を朝鮮半島で進めるには、朝鮮半島に独特の構造を踏まえて推進してゆく必要があるだろ

う。

　第１に、朝鮮半島の場合、あまりにも軍事関連情報が、北朝鮮に関しては乏しいことが

ネックになる。北朝鮮側の情報の公開は不可欠である。北朝鮮の『国防白書』を刊行するこ

とを期待してもよいであろう。

　第２に、朝鮮半島ではつねに、政治戦略レベルでの対立が、信頼醸成措置の進展を阻んで

きた。したがって、政治戦略レベルの差異を認定しつつ、南北がどこまで、信頼醸成の具体

的な内容を話し合えるで成否が決まるだろう。

　第３に、協議の当事者をどうするかという問題がある。南北のみでおこなうのか、休戦協

定の当事者、米韓朝中にするか、この地域の関係国である６カ国、すなわち、米韓朝中日ロ

とするか、それにモンゴルを加え、カナダ、豪州の参加ももとめるか、さまざまな案が考え

られる。イシューにより、参加国が変化する方式の多国間重層的信頼醸成会議も可能であろ

う。

おわりに

　2000月6月15日、南北首脳会談があり、南北共同宣言が出されたが、信頼醸成措置は必ず

しも進展していない。まだ南北朝鮮間には不信の溝があるといえよう。南北軍事実務者会談

は鉄道連結事業を促進したのは事実であるが、本来の双方の軍事分野における信頼を増進す

ることには至っていない。

　また、朝鮮半島では、南北間に地形的な非対称性があり、非武装地帯からの平壌とソウル

の距離の差は非対称の１つである。それは、奇襲攻撃能力の有無という軍事力の実態と絡ん

でくる。また、北朝鮮がまず統一を急ごうとしているのに対して、韓国は信頼醸成措置から
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先に行うとしており、戦略の非対称性もある。在韓米軍撤退を急いで、民族同士の統一に進

むことを重視する北朝鮮と、信頼醸成措置の導入を第一に考える韓国では立場、方法論が異

なるのは当然である。そして、北朝鮮は「外国勢力の排除」にますます力点を移しつつある

が10、これに対して、韓国は米国との同盟関係を維持することが外交と国防政策の前提であ

ることに変化はない。

　このような条件の下では、欧州の漸進的な信頼醸成措置の導入の経験に学んで、すこしづ

つ信頼醸成措置を導入してゆく方法が必要であろう。韓国ではいま、２つの考え方がある。

１つは、1991年の南北基本合意書に基づいた統一政策を主張する考えである。それは、漸

進的な信頼醸成と緊張緩和を重視する考えであり、漸進的な対話を望み、米国との同盟関係

を堅固にしておくという考えである。

　もうひとつの考えかたは、1972年7月の南北共同声明や、2000年6月の南北共同宣言にあ

るように、同民族、自主的といった点を重視しながら、南北対話と米韓同盟へのスタンスを

決めようという考えである。この２つの考えが韓国社会に存在していることは、韓国の統一

政策と同盟政策が常に葛藤を生じる構造にあるということを意味する。このような葛藤はこ

れから米国と韓国が同盟関係の再構成をしながら北朝鮮の核開発問題に対処してゆく過程

で、無視できない要素となるだろう。この地域で安定した形での核問題の解決をして急激な

軍事配置の現状変更が北東アジアの不安定につながることを回避するためにも、広い意味で

の南北間の軍備管理・軍縮をいま、進める必要があるのではないだろうか。

10 北朝鮮は現在の朝鮮半島の対立構図を「南北朝鮮対米国」という構図でとらえて、米軍の駐留を
批判し続ける。それは、2003年1月の「新年の辞」にもでている。
これらの点について、次のサイトを参照。http:/www.korea-np.co.jp/pk/


