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韓国の脅威認識の変化と軍近代化の方向

武　貞　秀　士

はじめに

本稿は、防衛研究所で実施した研究「韓国軍の近代化の方向性」をもとに執筆したも

のである。金大中政権下で韓国の北朝鮮に対する認識がどう変化し、韓国軍近代化の方

向にどう影響したかを考えた。

1970年代から韓国では、経済成長を背景にして、軍近代化が進み、自主国防力建設が

進んだ。80年代半ばからは民主化運動が起き、87年6月29日、盧泰愚・与党代表委員に

よる、｢民主化宣言」があり、同委員は大統領に当選したあと、88年7月、｢7・7宣言」

を出した。南北間で、交流と交易を積極化させることを表明したもので、韓国は社会主

義諸国との関係改善と、北朝鮮との対話にはずみがついて、90年代は、南北の政府間の

レベルでの対話が進んだ。

98年2月、金大中政権が発足し、北朝鮮に対する対話路線として、いわゆる太陽政策

を開始した。これは北朝鮮をともに歩む相手としてみなし、交流と対話を重ね、南北共

存という状態を経て、統一にいたる政策であった。2000年6月の南北首脳会談で、初め

て南北の元首が会談をし、｢南と北は国の統一問題を、その主人であるわが民族同士

が、互いに力を合わせて自主的に解決することにした｣（南北共同宣言の第1項）と確認

した。

そのあと、徐々に韓国民の脅威認識に変化が起きはじめた。｢韓国にとっての脅威と

はなにか」という議論がおき、その議論は太陽政策の進展と絡み合う形で進行した。韓

国が北朝鮮をどうみるかという基本認識に変化がおきたのである。

本稿では、金大中政権の下で韓国の北朝鮮に対する意識がどう変化し、それが、国防

政策とどう関わったかを考察することを目的としたものである。1

1 この研究を実施するにあたり、韓国の学者へのインタビューを実施した。李正民・延世大学助教授、
玄仁沢・高麗大学教授から、韓国の国防政策はどのような仕組みでたてられ、韓国の脅威認識が国防
政策にどう反映されてきたか、金大中政権前後の韓国社会はどう脅威認識が変化したか、それが国防
政策にどう反映したかを聞いた。これら専門家の見解は、本稿執筆にあたり参考にした。李助教授、玄
教授に対しては、2003年2月4日、5日、および、3月17日に実施した。李正民助教授には、韓国が
国防計画を立案するとき、何をどのように見積もり、結論に至るのかについて、論文を提出してもら
い、参考とした。　

『防衛研究所紀要』第６巻第１号（2003年９月）37～54頁。



38

Ⅰ　民主化から太陽政策へ

韓国は1948年に建国された。その直後の50年6月、朝鮮戦争に遭遇した韓国は、米国を中心

とする国連軍の支援を得て、38度線を回復した。53年7月に休戦協定が成立し、10月に米韓相

互防衛条約が締結された。そのとき以来、米韓同盟が韓国の外交・国防の根幹をなすものと

なり、歴代の韓国政権は米国との同盟条約維持を政策の前提としてきた。2　同条約には「単

独、および共同して、自助及び相互援助により、武力攻撃を阻止するための適当な手段を維

持させ、並びに協議と合意とによる適当な措置をとるものとする」とあり、米国が韓国を防

衛する直接の根拠となっている。3

韓国は米国の要請を受けて65年から73年まで陸軍2個師団と海兵1個旅団を中心に延べ30万

の韓国兵をベトナムに派遣した。2003年には、戦争後のイラクに工兵・医療部隊を派遣した。

これは、米韓相互防衛条約にもとづいて派遣したのではなく、米韓が同盟関係であるという

精神にしたがって派遣したのであり、韓国は米国を支援することで米韓同盟の堅持の意思を

明確にし、韓国の外交・防衛の条件を改善するという狙いがあった。4　東西冷戦時代と冷戦

終結後を通じて、米韓相互防衛条約は、韓国の安全を確保する上で重要な役割を果たし、ま

た、日米安全保障条約とならんで、北東アジア安定に役割を果たしてきた。

70年代までの韓国の外交・国防の基本理念は、米国との緊密な関係を保ちながら、日本

との関係を正常化したあと、日韓関係を発展させる。その間、北朝鮮の軍事的脅威と対峙

し、朝鮮半島での戦争を抑止することであった。韓国の対外関係が多角化した80年代、旧

ソ連、中国との間接貿易が進展し、社会主義諸国との関係改善を進んだ。北朝鮮が同盟、

友好関係を保つ国との関係を改善することにより、韓国は間接的に北朝鮮の軍事脅威を低

下させる政策をとった。

88年2月に発足した盧泰愚政権は、｢普通のひと」｢民主化」をキャッチフレーズに国内民

主化を進めた。90年代、南北対話が進展する条件をはぐくんだといえよう。88年に開催さ

れたソウルオリンピック大会は、韓国と社会主義諸国との関係改善を加速した。90年代に

はいると、韓国の外交環境に大きな変化が起きた。90年、韓国はソ連と国交樹立をし、続

いて92年、中国との国交樹立を実現した。韓国は社会主義諸国との関係を持たない時代か

2『韓米同盟と在韓米軍』（韓国国防部、2002）は、条約締結50周年を前に、韓国防衛に米軍が果たし
た役割を解説しながら、韓国の外交・国防の基礎に米韓同盟があることを説明している。
3「米韓相互防衛条約」の第2章を参照。
4 2003年の韓国軍イラク派兵の決定は、米国の要請に応じることで、米韓同盟を強化し、北朝鮮の核
問題解決にあたり韓国の立場を強化するという狙いが韓国にあった。尹外交通商省長官の説明。『朝鮮
日報』2003年4月3日。なお、本稿で参照した『朝鮮日報』はインターネット日本語版である。＜http:/
/japanese.chosun.com/＞
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ら、それらの国との関係を正常化して、北朝鮮との対話を模索しはじめた。　　　　

90年9月、南北間で初めての南北首相会談が実現し、南北関係は新しい時代にはいった。

91年9月には、南北朝鮮が同時に国連加盟を果たした。南北対話は進展し、91年12月、第5回

首相会談を開催して「南北基本合意書」、(正式名は「南北間の和解と不可侵および交流・

協力に関する合意書」、以下、南北基本合意書と呼ぶ）に調印し、92年に発効した。この

合意書の第5条に「南と北は現休戦状態を南北間の強固な平和状態に転換させるために共同

で努力する」とあるのは、互いの不可侵を約束したものであり、相手方の体制を尊重する

ことに合意したわけである。5  91年12月31日には、南北は南北非核化共同宣言に仮調印をし、

翌年の2月、第6回首相会談で発効した。

しかし、南北基本合意書が発効したあと、南北関係の改善が一挙に進んだわけではない。

93年以降、北朝鮮の核兵器開発問題が膠着状態となり、緊張が高まった。94年10月の米朝枠

組み合意で、いったん朝鮮半島は緊張状態を脱したが、南北朝鮮の関係が改善されたわけで

はない。両者は対話再開を模索したが、96年9月、韓国東海岸での北朝鮮潜水艦座礁事件が

起き、98年6月、潜水艦侵入事件が再びおきた。この年には韓国南部の麗水での北朝鮮半潜

水艇侵入事件がおき、南北間では軍事的緊張が高まる事件が続いた。韓国は外交分野で、社

会主義諸国との関係を正常化したが、国防分野では「北朝鮮の軍事的脅威を念頭に起き、韓

国への侵攻を阻止する」という発想に、新たな要素が加わるには、まだ時間が必要であっ

た。

98年2月、金大中政権が発足し、韓国は太陽政策と呼ばれる北朝鮮政策を開始した。この

政策は、｢平和を破壊する武力挑発を許さない」｢吸収統一は目指さない」｢和解と協力を可

能な分野から促進する」という3つの原則に基づいている。6　それは、抑止力を維持しなが

ら、北朝鮮崩壊を望むことなく、対話を続けて、北朝鮮との共存の道を探り、統一にいたる

方法を考える政策である。韓国は米韓同盟を基軸とした外交・国防政策を維持しながら、北

朝鮮との対話と交流を積極的に推進するために、北朝鮮を吸収統一しないことを明確にし

た。韓国は北朝鮮に対する外貨支払いを伴う金剛山観光事業を始め、南北交易、食糧支援、

人的交流を増やした。そして、2000年6月、南北首脳会談が開催されるにいたった。

韓国は金大中政権発足前から国防分野で外国と交流をしながら信頼醸成を進めており、

中国、ロシア、日本と国防分野で交流をしてきた。金大中政権発足後、大統領が日本を訪問

し、98年10月、日韓首脳会談を開催して、｢日韓共同宣言－21世紀に向けた新たな日韓パー

トナーシップ」を発表して、日韓間の防衛分野での交流に弾みがついた。そして、99年夏、

5「南北間の和解と不可侵および交流・協力に関する合意書」の第1章を参照。
6『統一白書2002』（韓国統一部、2002年）29－33頁。
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韓国と日本は初めての海上自衛隊と韓国海軍の間で救難救助訓練を実施した。

南北関係の改善を最重点項目にするという考えを持った金大中政権が、北朝鮮に対する抑

止力を維持しながら、中国、ロシア、日本との国防分野の交流を深めていったのは、国防政

策の多角化が北朝鮮の対南政策を融和的なものにする力になると考えたのであろう。その

間、韓国は北朝鮮の軍事的脅威は一部で増大しても低下しているとは見ていない。例えば、

韓国の国防白書に示された北朝鮮の脅威の記述を見てみよう。金大中政権発足の前に刊行さ

れた97年の『国防白書1997－1998』では、次のように述べている。7　｢国家目標を具現するた

めには、北朝鮮の軍事的脅威と挑発を抑止すると同時に、21世紀の不確実な安全保障環境に

も能動的に対処することができる国防力を建設することが要求される｣。ここでは、｢21世紀

の不確実な安全保障環境」が国防力建設の目標であると示されているが、｢軍事的脅威と挑

発」への備えを強調している。8  同白書では、｢主敵」｢北朝鮮の軍事的脅威」などの文言が

盛り込まれている。

98年2月、金大中政権発足の年、10月に刊行された『国防白書1998』では、｢北朝鮮は究極

的に共存共栄を追求しなければならない平和統一の同伴者であっても、北朝鮮が対南赤化戦

略を放棄しないで、軍事的挑発を継続するなど、われわれの生存を脅かすかぎり、北朝鮮が

われわれの主敵であるということは、あまりにも明白である」と指摘している。9   金大中政

権発足後も「主敵」という表現を使用し、韓国の国防力強化に際して北朝鮮の脅威を念頭に

おいていることを明記している。同白書は98年4月、北朝鮮が報道した「民族大団結5大方針｣ 、

6月に発生した北朝鮮潜水艦侵入事件などへの懸念を示した。また、8月に北朝鮮が「経済建

設よりも重要なことは、軍隊を強くすることである」と報道したことを指摘し、北朝鮮の対

南姿勢には変化がないとしている。北朝鮮の陸上戦力を始めとする軍事増強を脅威と受け止

め、北朝鮮の脅威に対処するために国民総生産(GNP)の3～4パーセント程度を国防費に投入

してきたと記述している。10  したがって、韓国は97年の金融危機のあとも、国防費について

は、98年1月の補正予算で削減はしたものの、国防費総額は、97年度予算の13兆7865億ウォン

から、13兆8000億ウォンとして、総額で前年度を下回ることを回避したのであった。11

99年12月に公表された『国防白書1999』は、北朝鮮をやはり、主敵として記述した。すな

わち、｢わが軍は確固とした主敵概念と敵対心を持ち、有事の際には国のために献身する軍人

7『国防白書1997－1998』（韓国国防部、1997年）は、金大中大統領が当選した大統領選挙の前の10
月に刊行された。
8 同上、65頁。
9『国防白書1998』（韓国国防部、1998年）58頁。
10 同上、35頁および、37頁。
11 同上、154頁。
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精神で行動しなければならない」としている。12  韓国が北朝鮮の軍事能力に対して警戒を緩

めない理由の１つは、生物化学兵器能力があるからである。99年の韓国国防白書では、北朝

鮮が94億ドルの国家予算の30パーセント以上を軍事費に使い、それまで1000トンであった化

学兵器を2500トンから5000トンに増やし、軍事力強化を続けていると指摘している。2000年12

月に公表された『国防白書2000』でも北朝鮮の化学兵器能力への懸念をとくに指摘している。

金大中政権下で「北朝鮮の生物化学兵器の脅威を、過小評価していた」という指摘がでてき

た。北朝鮮は5000トンの生物化学兵器をミサイルと火砲に搭載し発射する能力を揃えており、

保有した大量破壊兵器は10余種に達すると韓国では見ている。13

金大中政権発足後の韓国は、北朝鮮との関係を対立する関係としてではなく、共存する関

係として考え始めたが、国防白書に関するかぎり、政権前と同様の脅威認識を持っており、

その背景の一つして生物化学兵器への懸念があるといえよう。金大中政権発足時から南北首

脳会談にかけての時期、北朝鮮に対する韓国の脅威認識に大きな変化があったとはいえな

い。14

Ⅱ 「将来の不確実な脅威」

2000年6月、南北首脳会談が開催された。その6ヶ月後の12月に発表された『国防白書2000』

では、国防政策の前提である軍事的脅威の存在について触れ、｢主敵たる北朝鮮」と表現し、

「韓国の生存権を脅かす外部の軍事的脅威」として、やはり、北朝鮮の脅威を明確に指摘し

ている。首脳会談により南北関係が急速に改善されたにもかかわらず、北朝鮮の軍事能力を

はじめとする脅威の実態には変化がないとして、韓国は依然として北朝鮮を「主敵」と位置

づけた。

しかし、その記述には微妙な変化がでてきている。北朝鮮を「主敵」と規定しながら、ど

のように備えるべきかについて、表現のうえで微妙な変化がでてきたのである。基本的方針

として、次の3点を指摘している。15

第1に、北朝鮮の脅威に重点的に備える国防政策から、北朝鮮のみならず将来の不確実な

脅威にも同時に備える。第2に、能力に基づいた国防発展を追求することで、国力に見合った

12『国防白書1999』の要旨は、『産経新聞』1999年10月31日付けを参照。
13『毎日新聞』2000年12月4日。韓国国防白書で、北朝鮮の大量破壊兵器脅威に言及するとき、核兵
器開発から受ける脅威よりも生物化学兵器から受ける脅威を強調するのが特徴的である。
14 韓国は北朝鮮が90年代、化学兵器を増強したと見ている。韓国国家情報院が韓国国会に提出した資料
では、2002 年までの10年間で、北朝鮮の化学兵器は、2倍以上になった。『朝鮮日報』2002 年10月29
日。
15 North Korea Today のホームページに掲載された、2000年12月14日の連合ニュースを参照した。
＜http://www.infovlad.net/underground/asia/nkorea/dec2000/＞
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防衛力を整備する。第3に、対外的軍事関係を強化し、二国間又は多国間の戦略的協力関係を

構築する。ここからは、｢北朝鮮の脅威対処に偏りすぎないように」という配慮を読み取るこ

とができよう。その配慮に基づいて、この国防白書では、6月の南北首脳会談の6か月後に発

表されたことを反映して、前年までの国防白書で使用していた「金正日」という呼び方を

「金正日国防委員長」と肩書をつけて呼び、｢瀬戸際戦術」といった用語を使用していない。

韓国にとっての脅威を説明するところでは、｢南北関係がどのように変化しても、韓国の領

土、領空、領海を審判する外部勢力は撃退する」という抽象的な記述になった。そして、｢遺

訓統治」｢武装スパイの浸透継続」｢通美封南政策」といった用語を使用していない。｢包容政

策」という用語は「和解・協力政策」という表現になった。これは、韓国政府の公式文書と

して初めて登場した表現である。16「包容政策」という表現は、韓国が北朝鮮よりも上に立つ

というニュアンスがあるとして、北朝鮮が使用中止を求めていたものである。

このように2000年の国防白書は南北首脳会談後の和解ムードを反映して、北朝鮮の軍事的

脅威を認めつつ、首脳会談後の南北対話を意識した内容になっている。

では、国軍の装備について、韓国はどう考えていたか。白書では、｢先進精鋭国防の建設」

を国防政策の基調の一つとし、朝鮮半島が統一された後、周辺諸国との関係の中で、韓国の

国家利益を保護し、北東アジアの安定と平和を維持するとしている。具体的には、防衛態勢

の自主化、国防人材の精鋭化、兵器体系の科学化、運営体系の合理化、国防の情報化などを

実現するとしている。そして、このような「未来志向的な軍建設」には、より多くの国防予

算が必要になるとして、財源の安定的確保が保証されるよう努力するとしている。17  南北首

脳会談の成果を踏まえて、北朝鮮の脅威と直接関連づけることを避けながら、｢未来志向的な

軍建設」と「朝鮮半島統一後の国防のありかた」に言及して、装備の改善を指摘している。

国防白書は、この時点の北朝鮮情勢について次のように指摘する。18

｢北朝鮮は1998年の憲法改正を通じて法的・制度的整備を完了し、金正日国防委員長を頂

点とする軍部中心体制を構築し、内外政策を推進している。経済難が社会主義建設及び自国

の安全保障にとって最大の障害と認識し、すべての国家力を経済回復に投入している。この

ため、体制の生き残りと外部からの経済的支援の確保に重点を置き、国際社会に向けた多様

な外交努力を行っている」。

ここで、北朝鮮の外交が「生き残りと外部からの経済的支援確保に重点をおいている」と

16  NNA Global Communitiesのホームページ「北朝鮮フォーカス」を参照。
＜http://nna.asia.ne.jp.edgesuite.net/free/mujin/focus/focus29.html＞
17 『朝鮮日報』2000年12月4日、『東亜日報』2000年12月5日に掲載された記事と、『国防政策1998
－2002』（国防部、2002年）によった。本稿で参照した『東亜日報』はインターネット日本語版であ
る。＜http://japan.dona.com/＞
18  同上。
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いう部分は重要である。なぜなら、この見方は「北朝鮮の政策の重点は、韓国を統一するこ

とよりも、北朝鮮の体制を維持することにある」というニュアンスが強くなるからである。

社会主義路線を維持し、体制維持のための政策をとっている北朝鮮を前にして、韓国軍の役

割が「北朝鮮の軍事的脅威に効果的に対処し、緩和させることで、平和統一過程を軍事的に

支援する」と見ているわけである。この見方によれば、「体制維持を求める北朝鮮に対して、

どう効率的に対処するか」という課題が浮上してくることになる。

2000年6月以降、韓国は北朝鮮の軍事的脅威への対処に偏らない国防の理念と装備を検

討しはじめたと見てよいだろう。そして、『国防白書2000』を刊行する前の10月、韓国

国防部は、2001年から5年間の「国防中期5か年計画」を発表した。19    5年間で320の事業

に対して26兆7000億ウォンあまり（約2兆7千億円）を投入して、イージス艦をはじめ、

次世代戦闘機、次世代対空ミサイルの調達を行うことを含んでいる。20　この計画は早期

警戒能力、海軍力を強化する内容を含み、イージス艦の導入に象徴されるように、北朝

鮮に対する抑止力という概念からは、さらに発展したものになっているといえよう。

韓国はこれから7000トン級のイージス駆逐艦(KDX-Ⅲ)の建造事業を開始し、先端技術を導

入した空中早期警戒管制機(AWACS)と空中給油機の導入も2002年と2005年にそれぞれ始めるこ

ととした。中期計画以後まで含めると総額では34兆5846億ウォンとなる。この「2001～2005年

度国防中期計画｣に加えて15兆3754億ウォン規模の2001年度の国防予算を発表した。

そして、韓国政府は、今後の韓国軍の戦力増強事業の重点を、｢朝鮮半島をめぐる未来

の不特定脅威に備える」と説明し、それまでの伝統的な脅威、北朝鮮野脅威に備えるの

ではなく、｢未来の不特定の脅威」に備えるためと説明している。21　韓国は中期的な戦力

増強計画の細部を決定するとき、従来の北朝鮮に対する抑止力を維持することに限定せ

ず、より広い国防の概念を念頭におきはじめた。また、国防中期５か年計画は「情報

化・科学化された先端軍事力の建設」を目標に掲げて、同時期内に空中警戒管制システ

ム(AWACS)や空中給油機の導入に着手することを盛り込んでいる。このうち、2001年か

らの分として、新しく着手される新規戦力増強事業として、空軍次期戦闘機(F-X)事業

(1075億ウォン)をはじめ、陸軍次世代攻撃ヘリ事業713億ウォン、無人偵察機(UAV)事業

470億ウォン、次期対空ミサイル(SAM-X)事業200億ウォン、電子光学映像装備(EO-X)の導

入事業151億ウォン、イージス艦の設計着手艦58億ウォンとなっている。韓国国防部の担

当者は、｢2001年度の戦力投資は、先端情報科学軍の確立を目標としている｣ と説明し

19 防衛庁編『日本の防衛』平成13年版（財務省印刷局，2001年）インターネット版を参照した。
＜http://www.jda.go.jp/j/library/wp/2001/honbun/at1301030202htm＞
20 同上。
21『国防政策1998-2002』(韓国国防部、2002年)を参照した。
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ている。22　意欲的な近代化計画は、先端情報科学をそなえた軍建設のためであることが

わかる。ここでは、北朝鮮の在来型軍事力の脅威への対処という説明はない。

この点について、韓国の新聞は次のように報道している。｢情報化及び軍事革命(RMA)中心

の戦力現代化は韓国軍にとって必要な選択だが、先端武器体系に劣らず重要なのは、韓国化

した軍事教理の開発、総合危機管理能力の向上、地上軍中心の戦力構造改善、そして韓米連

合防衛体制を維持しつつ、韓国軍の段階的作戦権を取り戻すことである」。韓国の防衛にお

いて韓国の役割を増やすことがハイテク化と同様に重要であることがここに明記されてい

る。23

南北首脳会談のあと、北朝鮮との対話と交流が本格化しつつあったとき、韓国は自国の国

防に関して、韓国軍の役割増大を考えたのである。南北対話の進展のあと、このような「韓

国化した韓国教理の開発」を強調する傾向がでてきたことは、2001年以降の韓国と米国との

間で北朝鮮の核兵器開発をめぐる米韓間の温度差や、在韓米軍の再配置をめぐる協議のなり

ゆきを考えるときに重要なことである。

もちろん、このような「韓国防衛の韓国化」は南北首脳会談以後に始まったことではな

く、60年代以降、韓国が国軍を近代化する過程で、米韓同盟関係の維持と自主国防力の建設

は二大目標であった。首脳会談の前の2000年3月にも、金大中政権下の韓国国防部は、｢21世

紀国防安保と国防費」という資料のなかで、｢在韓米軍の撤退、および役割の変化に備えて、

代替戦略の確保が必要である」と述べている。24　しかし、韓国がより自主的な国防体制をめ

ざすという狙いで、軍事ドクトリン、装備、作戦権、予算といった分野で包括的に「韓国

化」を考えはじめていることは新しい傾向であった。

韓国は戦力を近代化することと、北朝鮮との対話を推進するという2つの課題をどのように

進めようとしたか。戦力近代化を進めるとき、北朝鮮が戦力近代化を問題視すれば、南北対

話が進まないというジレンマが生じる。しかし、南北首脳会談以後、韓国民の多数は南北対

話の推進を望んでいる。南北対話を進めつつ国軍近代化計画を推進するには、｢なんのための

装備改善であり、北朝鮮の脅威はどう変化したか」を提示しなければならない。そのときに

必要となるのは、政治のリーダーシップである。この点について、韓国内には国防目標を修

正するとき、政治的なリーダーシップが必要であることを指摘する意見がある。すなわち、

｢変化する安全保障環境の中で〔韓国型軍事戦略〕を構築するためには、これまでの敵の概念

を弾力的に維持しつつ、段階的に不特定の安全保障上の脅威に対応する方向に転換するので

22『朝鮮日報』2000年10月4日、10月16日。
23 同上。
24『朝鮮日報』2000年3月5日。
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あれば、持続的な戦力現代化作業に対する多様な政治的指導力が避けられない。特に平和分

担金の議論が広まれば、財政的後押しが減少するものと見られる。既にここ10年間で政府予

算及び国民総生産対比の国防予算が減少している点を考えると、確実な指標がない状況で現

代化した軍事力を保有する必要があるかという点に対する疑問が提起されるはずである。政

治的には〔不特定安保威嚇〕に対処するという論理で説得力があるが、これに符合する軍事

的役割と任務が必ず提示されなければならず、多様な安保シナリオに速かに適応できる合同

戦力を構築し、合同軍事教理を開発しなければならない。合同教理の開発、教育、そして補

完作業のための仮称［合同教理発展団］を合同参謀に新設する問題を、慎重に検討する必要

がある」と指摘している。25  　国防中期5ヶ年計画が、｢多様な軍事作戦を遂行することができ

る全方向的能力を兼備して、不特定の威嚇に対処する」ところに狙いがあるといえよう。26

｢脱・北朝鮮脅威論」は、統一問題に関する議論にまで及んでいる。長期的にみて、韓国

が統一という事態に直面することについて、韓国の専門家はどう見ているか。｢韓国軍の長

期的な挑戦が、大陸圏と海洋圏の間で発生し得る摩擦と軍事的衝突に対応することだと見た

時、統一朝鮮の軍事的位相も今から設計しておかなければならない。統一朝鮮は、周辺国の

新しい敵として浮上し得る可能性を最大限予防しなければならない。この観点で非核原則を

遵守しなければならない。そして、先制的抑止力を維持できる在来式武器は必ず保有してい

なければならない。これを構築するため、最低でも300キロメートル射程距離の地対地ミサ

イル、最先端戦闘機、AWACSのような戦略情報システム、そしてイージス艦と次世代潜水

艦を含む空軍・海軍中心の戦力を育成するべきである。国防部が発表した中期計画が支障な

く進行されれば、それは未来型戦力を構築する過程の最初の段階と見なすことができ、まさ

にこのような理由から、不十分な面があっても肯定的に受け入れる必要があると思われ

る｣。27   ここで強調しているのは「未来型戦力」である。

国防能力の電子化についての指摘にも、｢脱・北朝鮮脅威論」がでている。韓国が北朝鮮の

陸軍力を念頭において装備を改良するのであれば、韓国は新しい脅威に備えるため、国防能

力の電子化、デジタル化という分野に資源を投入する必要がないだろう。北朝鮮の軍事力を

想定するかぎり、この分野は優先度が落ちるはずである。韓国軍のデジタル化について、

『週刊東亜』が詳しく報道している。すなわち、｢デジタル師団」は構想だけであるが、具体

化する構想がある。韓国には情報戦を実戦で運用する部隊はないが、2002年を国防統合情報

体系構築元年と定め、10大プロジェクトを推進している。そして、国防標準及び標準管理体

25「国防部、2001－2005年度国防中期計画を発表」『朝鮮日報』2002年10月2日、「全方向的国防戦
略と軍事教理の転換」『朝鮮日報』2000年10月10日を参照。
26 同上。
27 同上。この『朝鮮日報』のコメントは李正民・延世大学国際学大学院助教授が述べたものである。
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系構築、既存体系標準化管理、戦術指揮統制自動化体系(C4I)などに予算を配分しているとい

う。28

以上述べてきたように、南北首脳会談以後の韓国は、意欲的な国軍近代化計画をたてて、

ハイテク化を重視し、海軍、空軍力の強化を重視した。そこには、｢北朝鮮の脅威」を念頭に

おいた陸軍力よりも、国防任務の多様化に合わせた包括的な国軍整備の構想があり、同時

に、｢韓国防衛の韓国化」という狙いがあるといえよう。

Ⅲ　｢主敵」論争と世論の変化

先に述べたように、『国防白書2000』では、それまでの白書とは異なり北朝鮮を対話の相

手として配慮をした記述がめだったが、北朝鮮を主敵として規定していることには変わりは

ない。そのとき、2000年12月、｢主敵概念｣ の論議が起きた。12月10日、北朝鮮は、南北閣

僚級会談の席で、｢主敵」という表現を非難した。29　韓国が2000年12月の国防白書で北朝鮮を

主敵と見なしていることについて、北朝鮮の祖国平和統一委員会は、声明のなかで「両国の

和解、協力、統一に新たな障碍をもたらし、南北関係を対立へ逆戻りさせるものである」と

非難した。北朝鮮は『国防白書2000』が、軍事力を常に増強していること、長期的に潜入工

作を行っていることなど、軍事的脅威が存在するなどをあげて北朝鮮を  ｢主敵」としてい

ることについて、｢韓国当局は北南共同宣言がもたらした団結と統一の流れに反し、民族同

胞に対する主敵論で、朝鮮の政治体制を攻撃しようとしている。今回のような白書の発表は

北南共同宣言に反し、北南関係を再び対立へ逆戻りさせる」とし、韓国当局に対し共同宣言

を守るよう求めた。30　また、2001年4月28日に、韓国国会で韓国国防部長官が、主敵とする理

由について、｢停戦状態であり、南北が軍事的に対峙しており、北朝鮮は現実的かつ直接的

な脅威であり、仮想敵国という表現は適切ではない」と述べたとき、北朝鮮は朝鮮中央通信

を通じて、主敵論の撤回を求めた。31

そして、2002年5月末に予定していた『国防白書2002』の発刊は延期された。この点につ

いて、韓国国防部スポークスマンが、｢白書に特定の表現（主敵概念の表現）に対する意見

がまちまちであることにも留意し、白書の発刊を先送りすることにした」と説明している。

88年以後、毎年白書を発刊してきたが、｢主敵」表現を巡る論争が起きた2001年末から白書

28『週刊東亜』2001年10月20日号に掲載された記事による。
29『朝鮮日報』2000年12月11日。北朝鮮祖国平和統一委員会は12月10日、声明を発表して、「主敵
論を撤回しないかぎり、北南合意事項に進展はない」とした。そして、韓国内では主敵論を削除する
かどうかで論争が始まった。『朝鮮日報』2000年12月12日。
30『朝鮮日報』2000年12月11日。
31『朝鮮日報』2001年4月29日。
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刊行を隔年制に切り替え、2002年5月末に発刊することになっていたものである。32

野党ハンナラ党の金容甲議員らは声明を出して、｢国防白書の発刊計画を直ちに正常軌道に

乗せるべき」とした。韓国の在郷軍人会は、｢国防白書の発刊を期待していたが、対北朝鮮政

策の推進論理に押され、次善の策を採択したことは残念である」と声明を出す事態となっ

た。このように、北朝鮮に対する配慮をしすぎているという批判の声が出て、｢主敵論」をめ

ぐる韓国内の対立が続いたのである。33

韓国国防にとり「主敵」を北朝鮮とするのかどうかについて、韓国内で議論がおこるよう

になった背景を考えてみよう。韓国の世論調査をみると、南北首脳会談前の99年12月の世論

調査では、｢北は共産主義による統一を望んでいる」と見ている人が調査対象の46パーセント

をしめていた。34　　98年から2年間、金剛山観光をはじめとする南北間の交流協力が続いたあ

とでも、国民の10人に8人は北朝鮮が「共産主義による統一」の意思を放棄していないと考

え、｢北朝鮮は対南赤化統一の機会をうかがっている」と答えた人が46パーセント、｢政策は

変わっていないが、それだけの力はない」とする者が38パーセントであった。｢北朝鮮が南北

共存を望んでいる」との回答は7パーセントにしかすぎない。

続いて南北首脳会談直後の2000年8月23日に『朝鮮日報』とギャラップが世論調査を

実施した。北朝鮮政策について「韓国はよくやってきた」が86.7パーセントを占め、

「よくなかった」は8.0パーセントに過ぎなかった。35

この傾向は続き、翌年の1月、韓国政府が世論調査を行ったところ、国民の77パーセン

トが、北朝鮮政策に満足と答えた。36  回答者は北朝鮮政策の成果として、離散家族訪問団

の交換及び生死の確認（53パーセント）と南北首脳会談の開催(31.1パーセント)、京義線

鉄道の復元及び道路の連結（6.8パーセント）を挙げている。そして、重要なことは、韓

国政府の対北朝鮮和解・協力政策の推進によって、回答者の70パーセントが戦争の脅威が

減少したと答えたことである。回答者の59.1パーセントが、今後2～3年以内に南北関係が

進展すると期待し、金正日総書記のソウル訪問については、回答者の89.8パーセントが賛

成した。今後の重点的推進課題としては回答者の36.4パーセントが軍事的緊張緩和と平和

体制の構築を挙げた。このことを考えると、南北首脳会談は韓国世論に変化を起こし、北

32『朝鮮日報』2002年5月24日。
33『朝鮮日報』2002年12月11日の社説「南朝鮮主敵論はたなあげ」は、「主敵」を削除するのであれ
ば、赤化統一を書き込んだ労働党規約を修正すべきであると主張している。
34 統一研究院が1999年12月に実施した世論調査「統一問題国民世論調査」による。『朝鮮日報』2000
年2月13日。全国の20歳以上の男女1200人を対象に実施したものである。
35『朝鮮日報』2000年12月31日。
36『朝鮮日報』2001月2月27日の記事による。この結果は、韓国統一部が金大中政権発足3年目を迎
え2001年2月24－25日、世論調査専門機関の「リサーチ・アンド・リサーチ」社に依頼して全国の
満20才以上の成人男女1500人を対象に実施した対北朝鮮政策に関する世論調査で明らかになった。
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朝鮮の軍事脅威に対する韓国人の意識に大きな変化を与えたといえよう。

この韓国人の意識にさらに新しい側面を付け加えたのは、2002年6月のワールドカップサッ

カーの開催であった。日本と韓国が共同開催した大会であったが、2002年8月に実施された世

論調査によると、回答者の90.9パーセントが「韓国人として、韓国で暮らしていることを誇

らしく思っている」と答えた。37  　この比率は、95年の76.1パーセント、2001年73.2パーセ

ントに比べ、大幅に上昇している。

この自信は、韓国内で南北を合わせた朝鮮半島全体の民族意識が高揚してゆくことにつ

ながった。8月に実施された世論調査では、回答者の62パーセントが、2002年9月のアジア大

会で「朝鮮民主主義人民共和国旗掲揚を許可することに賛成する」と回答した。38   ｢回答

者の88パーセントは北朝鮮選手団のアジア大会の参加を「歓迎する」と答え、｢歓迎しな

い」と答えた人は11.3パーセントに過ぎなかった。｢釜山アジア大会での北朝鮮国旗の掲揚

とそれを使った応援を許可すべきか」との質問に対して、｢許可すべき（全面許可は25.3パー

セント、制限的許可は37.6パーセント）」と答えた人が62.9％を占めた。この結果は、ワー

ルドカップで韓国が躍進し、自信を深めた韓国が、北朝鮮に対して「抑止」「警戒」「敵

対」といった姿勢だけで対応してゆく必要はないと考え始めたと見ることができよう。

このような韓国世論の傾向は、北朝鮮の核兵器開発問題に対する世論に影響を及ぼして

いる。｢北朝鮮を脅威と考えるかどうか」について、2002年12月の大統領選挙のあと、『中

央日報』は、北朝鮮に対する国民意識の調査を実施した。39

それによると、｢核兵器開発とは関係なく北朝鮮支援をすべき」という世論が過半数に達

した。20歳以上の回答者の51.5パーセントが「北朝鮮の核開発問題と関係なく、同じ民族の

立場から北朝鮮への支援をなるべくたくさん行うべき」との考えに同意し、44.4パーセント

が反対と回答した。大統領選挙の直後という事情があるが、この世論調査からは北朝鮮の脅

威に対する認識の変化を読み取ることができよう。

以上のことは、他の世論調査結果にもあらわれている。2003年1月、ソウル大学と三星

経済研究所が実施した世論調査によると、｢北朝鮮はどんな対象か」という質問に回答者

の31.4パーセントが、北朝鮮を「韓国の発展を制約する警戒対象」に選んだ。同じ設問

37『朝鮮日報』2002年8月14日。世論調査会社である「韓国ギャロップ」の発表によると、6月27日
から7月9日まで全国の二十歳以上の男女1500人を対象にアンケート調査を行った。
38『朝鮮日報』2002年8月21日｡韓国統一部が8月17日から2日間にわたって世論調査会社「リサー
チ・アンド・リサーチ」に依頼し、全国の20歳以上の男女1500人を対象に実施した。
39『中央日報』2003年1月16日。『中央日報』と東アジア研究院（ＥＡＩ、院長・金炳局高麗大学教
授）が共同で、韓国社会科学データセンターに依頼し、2002年12月20日から27日まで1500人を対
象に「大統領選挙後の有権者へのアンケート調査」を実施したものである。なお、本稿で参照した『中
央日報』は、すべてインターネット日本語版である。＜http://japanese.joins.com/ ＞
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で調査した1996年の6.3パーセントに比べ5倍に増えた。｢手助けすべき対象」と答えた人

は、7年前の22.3パーセントから11.8パーセントに半減した。しかし、｢北朝鮮が敵対的対

象」と回答した人は、19.2パーセントから7.8パーセントに大幅に減っている。この調査

では、米国に対する拒否感覚が増大していることが重要である。米国に対しては、41.9

パーセントが拒否感を感じると答えた。2001年の同じ調査結果では、21.7パーセントであ

り、2倍近くに増えている。米国に好感を感じるという回答者は24.6パーセントにすぎな

かった。この調査結果に対し、｢解放後、半世紀以上変わることがなかった対米、対北朝

鮮感情と態度に大きな転換が起きている」と韓国の新聞は指摘している。40

韓国が2000年6月の南北首脳会談以降、北朝鮮との対話を進めてゆくとき、北朝鮮の脅

威に対する認識が変化し、対米意識が変化し、そして、南北を含めた民族意識が高まる

という経過をたどったことが、これらの世論調査の結果から指摘することができよう。

そして、ここで指摘しておく必要があるのは、韓国と日本の防衛分野の交流が進展

しているが、韓国側の日本に対する警戒心が並行したなかで進んできているという事

実である。韓国と日本の若手国会議員が、日韓の若手議員に対して調査をしたところ、

｢東アジアの安全保障を脅かす国家」のは、日本の軍事力と答えたのは、韓国が21人、

北朝鮮だと答えたのが9人であった。日本の国会議員は、28人が北朝鮮であると答え

た。41　 韓国で北朝鮮に対する認識が変化するとき、日本が韓国にとり脅威ではないかと考

えるひとが増える傾向にある。

Ⅳ　米韓の「温度差」

米韓相互防衛条約を維持しながら、韓国が主導して北朝鮮の改革開放を促すための太

陽政策をとるとき、韓国には「同盟か同族か」いう政策のジレンマが起こる。北朝鮮との

対話を優先するのか、米国との同盟関係を基礎にした抑止を重視した政策をとるのかとい

う歴代政権のジレンマが金大中政権にも生じた。金大中政権になってから、米韓間では、

米韓ミサイル覚書の改定、北朝鮮の通常兵器の脅威削減問題論争、朝鮮半島鉄道連結事業

をめぐる非武装地帯の地雷除去問題など、いくつもの不協和音が生じた。

韓国が韓国防衛の韓国化を進めるとき、米韓間の協議が行われてきた。その例が、韓国の

国産ミサイル開発問題である。金大中政権が積極的に進めた事業の１つである。前政権の金

40『中央日報』2003年4月10日。ソウル大学社会発展研究所と三星経済研究所とともに2003年はじ
めから全国の成人1200人を相手に実施したアンケート調査結果の記事である。
41『朝鮮日報』2002年2月23日
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泳三政権時代に米国とのあいだでミサイル覚書の改定交渉が始まった。韓国は79年の米国と

のミサイル覚書によりミサイル開発は180キロメートルまでに制限されていた。そのミサイ

ルの射程を、ミサイル技術管理レジーム(MTCR、Missile Technology Control Regime)が制限し

ている300キロメートルまで延長することを求め、95年以降、米国との協議を続けてきた。

そして、2001年1月、米韓両国が合意に達した。それを受けて韓国政府は独自のミサイル開

発・生産・保有についての新しい指針を発表し、韓国はMTCRに加盟した。42   韓国の脅威認

識を考えるとき、射程300キロのミサイルを導入することを決断したことは重要である。な

ぜならば、金大中政権が北朝鮮を国防上の敵であるとする「主敵論」を鮮明にすることを

避けるようになったが、北朝鮮のミサイル基地を射程にいれた射程距離のミサイルを国産

化する交渉を米国との間で続けて、朝鮮半島全体を射程内にいれるミサイル開発について、

米韓両国が合意したことになる。韓国の考えはどこにあるのだろうか。

その政治的な意味は、さまざまな見方が可能であろう。北朝鮮に対する抑止力として韓国

として独自の兵器を整備してゆくことは、自主国防力の建設という韓国の目標に合致する。

太陽政策の下であっても、韓国内の「主敵論」支持層に配慮をするために、抑止力は必要で

ある。米国の長期的な軍事的コミット低下に備えることなどを考えることができよう。43

そして、韓国は2001年9月の同時多発テロ事件以降、北朝鮮の全地域を射程内に入れ

る地対地ミサイル111基を導入する計画を立てた。国防部は2001年、射程距離300キロメート

ルの新しい地対地ミサイル・エイタキュムス(ATACMS)ブロックⅠA型の導入を決定し、米ロッ

キード・マーチン社と購入契約を結んだと発表した。44     2004年までに実戦配備を完了させる

予定であり、導入される予定のエイタキュムス・ブロックⅠA型ミサイルは、韓国が97年から

3900億ウォンを投じて導入した射程距離165キロ級エイタキュムスⅠ型を改良し、射程距離と

命中率を高めた新型ミサイルであるという。国防部はエイタキュムスの発射台を利用した多

連装ロケット弾を生産することにし、技術導入方式で事業化する計画であるという。

韓国が国防における自主化を追求するとき、在韓米軍の再配置問題に微妙な影を落とし

た。米韓同盟の象徴は在韓米軍であり、在韓米軍再配置の議論がでてきたとき、米韓間では

様々な思惑がでてきた。米国は韓国の新政権の発足前から在韓米軍の再配置を韓国に提案し

て協議を経て合意に到った。米国は、在韓米軍を第一段階として、2006年までに、漢江以北

の米軍部隊を統合し、その後、漢江の南に再配置することで合意を見たのである。45

42『朝鮮日報』2001年1月17日。
43 韓国が弾頭重量500キログラムまで、射程300キロメートルまでのミサイルを国産化することで米
国の了解をとったことについて、北朝鮮は非難していない。「主敵」という表現よりも北朝鮮にとり脅
威をあたえるものであるにもかかわらず、北朝鮮が看過している理由は不明である。
44『朝鮮日報』2001年10月5日。
45『朝鮮日報』2003年8月7日。
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韓国が北朝鮮の軍事力に対して、抑止力を維持しながら、米軍の再配置に対処して、韓国軍の

役割を高めてゆくという課題がここででてきた。韓国の解決方法の一つは、韓国の国防予算の増

額である。韓国は2004年度の国防予算を現在、国内総生産の2.7パーセントとなっているのを、3.2

パーセントに引き上げる方向で検討している。46 韓国は、在韓米軍再配置が予想以上の速度です

むことについて、北朝鮮との対話を進めながら、漸進的に進めることを米国に求めた。47

韓国は在韓米軍が、韓国と協力して北朝鮮の軍事力に対する抑止力として機能している

と認めている。米国は、米韓相互防衛条約に基づき、第2歩兵師団、第7空軍などを中心と

する約3万8000人の部隊を韓国に配備し、韓国軍と共に米韓連合軍司令部を設置してい

る。米韓両国は、朝鮮半島における不測事態に対処する共同防衛能力を高めるために、共

同演習を実施してきている。例えば、大規模実動演習としては、後方地域における合同演

習としての「フォール・イーグル」が毎年実施されている。在韓米軍司令官が行使してい

た韓国軍に対する平時の作戦統制権は、94年12月に韓国軍合同参謀議長に返還されたが、

有事の際には、これまでどおり在韓米軍司令官が韓国軍に対して作戦統制権を行使するこ

ととなっている。朝鮮半島有事における米韓の協力関係に大きな変化はない。

これは、韓国防衛の韓国化のプロセスとみることができよう。金大中大統領は、アジア

太平洋地域における米軍の駐留の重要性に言及しており、また、米国も、韓国に対する安

全保障コミットメントを維持し、在韓米軍の駐留を続けることとしている。98年11月に発

表された「米国の東アジア・太平洋地域における安全保障戦略」(EASR:East Asian Strat-

egy Report)において、米韓同盟関係及び米国の軍事プレゼンスは、北朝鮮の脅威が過ぎ去っ

た後でも、朝鮮半島及び地域全体の安定を引き続き支えていくとしている。

しかし、韓国には、｢韓国防衛の韓国化」という長期目標があり、在韓米軍の存在は

韓国のアイデンティティに深くかかわる問題である。48　それに統一政策とも密接に絡ん

でくる問題である。南北対話を推進するとき、北朝鮮の在韓米軍撤退要求を無視するわ

けにはいかない。49　　米韓両国は、2003年5月、米韓首脳会談で米韓同盟をこれから半世

紀存続することを誓った。イラクへ韓国軍から工兵、医療部隊を派遣したことは、政策

46 同上。
47 韓国の対米感情はブレが大きく、世論調査の時期によっては、反米感情が急速に収束することがあ
る。中央日報が調査したところによると、半年の間に、望ましい米韓関係について、2002年12月に
は、「米国から脱却、自主外交」が28.1パーセント、「米韓同盟強化」が20.4パーセントであった。し
かし、2003年6月には、「脱却、自主外交」が17.6 パーセントに急減して、「米韓同盟強化」が、32.0
パーセントに急増している。『中央日報』2003年6月12日。
48 韓国大統領は、2003年8月15日の「光復節」（終戦記念日）の演説で、「今後10年以内にわが軍が
自主国防の力量を持てるよう土台を準備する」と述べた。
49 韓国の新政権発足にあわせて、2003年2月18日、平壌放送は「米軍が撤退してこそ、わが民族は
全国的な範囲で自主権を実現することができる」と放送した。『朝鮮日報』2003年2月18日。
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レベルで、韓国が米韓関係との同盟関係をいかに重視しているかを示しているが、｢同

盟」と「同族」という韓国の政策ジレンマが消えたわけではない。

ジレンマがあるので北朝鮮の核兵器開発計画について米国と韓国の見方に違いが生じ

る。米国ではブッシュ政権が登場して、北朝鮮の大量破壊兵器開発阻止に乗り出し、北

朝鮮が「悪の枢軸」のひとつであるとしたブッシュ政権の姿勢は、韓国の南北対話を進

めて、北朝鮮を説得するという政策からすれば、同調しにくいだろう。北朝鮮の核問題

が、実態よりも誇張されていると韓国は考える。韓国は大統領自身が、｢北朝鮮の核問

題は誇張されている」とも述べている。50

米国は北朝鮮が大量破壊兵器を中東に拡散することに不信感を抱いており、太陽政策

や関与政策では北朝鮮の政策転換を導くことはできないという考えである。それは、米

国の政策立案者の間にある方針であり、北朝鮮の義務履行を待って、支援をするという

原則を維持している。ブッシュ大統領が2002年2月、日本、韓国、中国を歴訪したとき、

2月20日の米韓首脳会談で、北朝鮮の食糧事情と大量破壊兵器生産に深い懸念を示したの

に対して、金大中大統領が太陽政策の継続を確認したことにより、両国の政策温度差が

はっきりしてきた。51  　しかし、韓国はこの首脳会談を、米韓同盟の転機になると評価

し、それまでの「血であがなった血盟関係」から、｢21世紀にふさわしい同伴者の関係に

引き上げる」意味をもつと意義づけた。52 　ここにも、韓国の政策のなかに、北朝鮮認識

の変化と対米依存度を減らすという対米意識が混在していることが示されている。

対米自主性の増大という目標は、現在の韓国の政権に受け継がれている。盧大統領は2月26

日の大統領就任演説で、｢我々は韓米同盟をさらに発展させてゆく方針であり、互恵平等など

の方向へと成熟した関係を構築してゆきます」と述べている。53

この「成熟した米韓同盟」という韓国の目標は、｢北朝鮮の軍事力に込められた北朝鮮

指導層の意思がいままでとは違うものになりつつある」という認識と関係があるだろ

う。韓国国防部は2002年12月、『国防政策1998－2002』を公表した。『国防白書』ではな

い刊行物という形式で発刊されたものである。54　このなかで、朝鮮人民軍組織の再編、

通常戦力の強化、軍事分野優先策、｢先軍政治」への懸念を指摘し、南北首脳会談開催に

よる緊張緩和の流れにもかかわらず、北朝鮮が長・中距離ミサイルの配備、定期的な侵

入訓練実施など、北朝鮮の軍事的脅威は依然として存在するとしている。確かに北朝鮮

50『朝鮮日報』2003年7月28日。盧武鉉大統領に対する米国メディアのインタビュ－記事。
51『東亜日報』2002年2月21日。
52『韓米同盟と在韓米軍』（韓国国防部、2002年）の、車栄九中将の「発刊の辞」を参照。
53 演説全文は、『朝鮮日報』2003年2月26日。
54 前傾『国防政策1998－2002』を参照した。
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の軍事力への懸念を述べている。

しかし、ここで重要なことは、同書が北朝鮮の対南政策には変化がないことを指摘し

た上で、韓国が「軍として北朝鮮の軍事的脅威を効果的に管理し、ひいてはこれを低下

させることで、平和統一過程を軍事的に支援する」としている点である。｢韓国が北朝

鮮の軍事力を効果的に管理できるような方向に北朝鮮が変化しつつある」という解釈で

あろう。そして、｢21世紀の新しい国防」という韓国国防の新しい概念を前面に出して、

韓国軍の多角的な役割を強調する内容となっている。

このように考えると、韓国は新しいジレンマに直面している。韓国国防における韓国

軍の役割増大と、北朝鮮の核兵器開発計画問題に関する韓国の外交的役割の増大と、良

好な米韓同盟関係の維持と南北対話を順調に発展させることの4つの間には、ジレンマ

が生じる。このジレンマは、今後、米国が在韓米軍の再配置を進め、北朝鮮の核問題を

めぐる多国間協議が進展してゆくとき、ますます大きくなるものと思われる。

韓国政府は2003年6月、2004年度の国防予算要求案を決めた。予算総額22兆3500億

ウォンで、予算総額は28.3パーセント増、空中警戒管制機（AWACS）、空中給油機の導

入などを含めて、装備費にかぎれば、前年度比42.1パーセント増という大幅に増加した

予算案となっている。国内総生産(GDP)の2.7パーセントから3.2パーセント増である。

これは、北朝鮮の変化に対応して、予算がハイテク分野に分配されたのではなく、北

朝鮮の軍事力の状況変化に対応したものではない。韓国防衛の韓国化が予想以上の速

度で進むことへの対応策としてでてきた予算案である。そして、大幅増の国防予算の

下での南北対話の進展という課題が次にでてきた。このように、韓国の大幅な国防費

の増額は、南北首脳会談のあと、南北対話が進み、韓国の対北、対米意識の変化が起

こり、韓国で自主国防の気運が高まり、在韓米軍の再配置がきまり、韓国防衛の韓国

化という流れのなかで、具体的になってきたのである。

そして、これからの韓国の国防の方向は、韓国の兵器購入を支える国内経済条件、米国の

韓国への武器移転の速度、米国の兵力再配置の速度により左右されるであろう。

おわりに

以上、述べたように、韓国は90年代、意欲的な軍の近代化を進めてきた。金大中政権が発

足した98年2月の時点で、韓国は大型装備の導入を含めた国軍近代化計画を構想していた。

そして登場した金大中政権は「21世紀の新国防」を目指して新しい国防計画を進めた。北朝

鮮に対して融和的な部分を政策の主要部分として据えた政権であった。太陽政策と意欲的な

国軍近代化計画の推進の過程で国内の葛藤が生じるのは当然であった。その葛藤の１つが、
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「北朝鮮を韓国の主要な敵と見るかどうか」という「主敵論論争」であった。2001年9月、

同時多発テロの勃発のあと、韓国は多様な脅威に対処するために、国防近代化計画を推進す

る方向を打ち出した。韓国は、いままでの脅威認識とは違った概念を導入し、韓国世論の北

朝鮮の「脅威」に対するとらえかたの変化を踏まえて、新たな国防の概念を導入しつつ、新

しい国防計画を推進する方向にある。そして、そのとき盧武鉉政権が登場した。

今後、韓国は現政権の下で、国防近代化を推進し、米国との同盟関係を基軸にした外

交・国防政策を推進してゆくだろう。並行して北朝鮮に対する脅威認識の変化が続き、

韓国の国防概念が過渡期にあることを示した「主敵論」の論争は、今後も続くだろう。

この「北朝鮮は韓国の敵であるかどうか」という論争は、イラク戦争に対する韓国の国

防政策と世論との間の葛藤にもあらわれていた。工兵部隊を派遣することを決めたあ

と、｢米国の政策のなかで、イラクの次が北朝鮮になることが明白であるときに、工兵

部隊を派遣することに反対である」という声があがった。イラク問題への姿勢の中にも

韓国人の北朝鮮の脅威認識が変化しつつあることがでていたのである。

それに、北朝鮮核開発問題についての米国と韓国の微妙な温度差は残っている。北朝

鮮の核開発はどの程度まで進んでいるか。高濃縮ウラン型の核開発計画は朝鮮半島にと

り、どの程度深刻な問題か。北朝鮮の核開発計画は、北朝鮮にとり何のためかについ

て、米国政府の見解と韓国世論の間には温度差がある。韓国では、｢北朝鮮は体制維持

のために、核開発計画を維持し、軍事的動きを示している」という見方が多数である。

そのようなとき、韓国政権の高官による「北の体制が崩壊するのを防ぐのなら核を容

認してもよい」という発言をめぐる論議おきた。米国では、韓国の盧政権誕生で、地域

の戦略環境が変わるのではないかとの見方がでてきた。55

韓国で北朝鮮に対する多様な意見が出てきて、多様な意見を舵取りしながら国軍近代化

政策を推進する責任を負って登場したのがいまの盧政権である。韓国の外交・国防政策は

韓国の国内世論、南北関係、米韓同盟関係と絡み合った形で今後も展開してゆくであろう。

55 米国の新聞は、２月、韓国の新政権の幹部が「the incoming government would prefer that North
Korea had nuclear weapons to seeing it  collapse」と語ったと報道した。New York Times, February 11,
2003


