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はじめに

1970年代前半以降、｢北方限界線｣ (Northern Limit Line、以下NLL）を越えて北朝鮮

艦艇が韓国側海域に進入する事件が断続的に起きてきた。最近でも、2002年６月29日に

北朝鮮警備艇が延坪島付近でNLLを侵犯したことから韓国海軍との間で銃撃戦が始ま

り、韓国側に６名の死者がでる事件が起きたことが記憶に新しい。さらに2003年２月20

日にも、同じく延坪島付近において、北朝鮮のミグ19戦闘機がNLLを超えて韓国の領空

に入るなど、北朝鮮によるNLL「侵犯」が続いている1。

NLLとは、いわゆる西海５島（白�島、大青島、小青島、延坪島、隅島）と北朝鮮沿

岸との間を走る南北朝鮮の海上の境界線を指す。53年、朝鮮戦争の休戦協定（正式名称は

「朝鮮における軍事休戦に関する一方国際連合軍司令部総司令官と他方朝鮮人民軍最高司

令官および中国人民志願軍司令との間の協定｣2。以下、休戦協定）署名後に黄海3におけ

る韓国と北朝鮮の衝突を防止する目的で国連軍司令部によって設定された南北の海上境界

線である。国連軍司令部及び韓国は、このNLLが現在まで韓国と北朝鮮との間を分かつ

事実上の海上境界として妥当してきた、との見解4を示しているが、これに対して、北朝

鮮は、70年代以降、NLLを拒絶する態度を見せ始めたのを皮切りに、77年、99年には一方

的に海上境界線を設定する措置に出るなど、両国の間には対立が高まっている。

１  “North Korea intruded the West Sea Northern Limit Line and conducted an international, pre-
planned armed attack on our Navy’s patrol boat.” The Ministry of National Defense (MND), Republic
of Korea, The Republic of Korea Position Regarding the Northern Limit Line,2002, p.4. 近年の越境事
件概略については、防衛庁編『日本の防衛－防衛白書－』平成15年度版（ぎょうせい、2003年）49頁。
２   神谷不二編『朝鮮問題戦後資料』第１巻（日本国際問題研究所、1976年）資料151。原文名、採録
誌は次の通り。Agreement between the Commander-in-Chief, United Nations Command, on the one
hand, and the Supreme Commander of the Korean Peoples Army and the Commander of the Chinese
People’s Volunteers, on the other hand, concerning a Military Armistice in Korea, Rosalyn Higgins,United
Nations Peacekeeping  1946-1967 Documents and Commentary Ⅱ(Oxford University Press, 1970), p.
290.
３   なお、西海と黄海は同一の海域を表すが、西海5島のような特別の固有の呼称を除き、本稿では一
般的に用いられている黄海の語を用いる。
４   31st  Republic of Korea―United States Security Consultative Meeting, Joint Communiqué.
November 23, 1999. esp. para. 7. Documents provided by the UNC.
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黄海の海上境界の問題については、双方当事者の歩み寄りがないまま今日に至ってい

るのが現状であるが、このことは、休戦後の約50年間、とくに対立が明確になってから

の約30年の間、当該海域が無秩序のまま放置されていたことを意味するのか、という疑

問を生じさせる。NLLの法的妥当性については、既に直接の当事者のものを含めて複数

の見解が示されているが、正式な境界線に関する合意が未だになされていない以上、こ

こで改めてNLLの妥当性を議論することはしない。本稿では、むしろそのようなNLLが

妥当するかではなく、何故この問題が未解決の状態で今に至っているのか、その背景を

探ることを目的とする。勿論、国家間における海上境界紛争が長期間に及ぶケースは他

にも多くみられるが、とくに両国間の関係において、次のような特有の問題を生じるの

であれば、通常の境界紛争とは同列に論じられないことになる。すなわち、両軍隊の引

き離しという休戦の趣旨からは、暫定的であれ軍事境界線を設定する要請は、平時と比

べて一層高いものと予想されるところであるが、そのような境界線は厳密にはこの50年

間存在していない。このことが休戦の実効的確保への障害とならないのかどうか。仮

に、数十年の法的な放置は、特段の支障にならず、北朝鮮の進入するごとにケース・バ

イ・ケースで対応すれば足る、という程度のことであれば、黄海境界線の問題は、関連

当事者にとって実は殆ど取るに足らない軽微な論点に過ぎなかったということになる。

韓国と北朝鮮との間の法律関係を第一に規律する国際法規範が現在でも休戦協定であ

ることに変わりはない。しかしながら黄海における海上境界について休戦協定は沈黙し

ており、争いは現在まで決着していない。韓国側はNLLの妥当を主張するのに対して、

北朝鮮はこれを否定し、全く異なる種類の境界線を提示している。もっとも、韓国国内

だけを見渡しても、そこで出されている法的な根拠は一様ではない。休戦協定の解釈問

題に固執する見解がある一方で、休戦協定の単なる解釈にとらわれずに他の国際法規則

――海洋法条約――を援用する立場も見られるからである。海洋法に基礎をおく場合で

も、援用する規則、その適用の仕方にはさらに違いが見られるなど、その議論は混沌と

した様相を呈している。

本稿では、以上の点を問題意識として、朝鮮半島における休戦の確保に占める海上境

界問題の重要性について再確認を行う。以下、まずⅠにおいて、NLLが休戦協定との関

連でどのように位置づけられ、どのような国際法上の争点をめぐって韓国と北朝鮮との

間に対立が発生したのか、その紛争の起源を概観する。次にⅡでは、70年代以降、海上

境界をめぐる対立が明確になって以降、関係当事者が休戦の枠組みの中でいかにこの対

立解消に努めてきたかを時系列に追い、当事者の争うフォーラムとして休戦の枠組みが

果たして有効に機能していたかどうか、仮にそうでなかったとすればどのような打開策

が試みられたかを検討する。当事者が交渉するフォーラムの性格とともに重要となるの
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が、当事者による主張の根拠である。韓国、北朝鮮ともに海洋法に基づく主張へのシフ

トが近年見られるため、その深意を探る必要があると思われる。韓国国防部は、特に90

年代に入ってから、海洋法の援用によってNLLを擁護する見解5を積極的に表しており、

NLLをめぐる対立に新たな視点を持ち込んでいる。他方、北朝鮮も、｢等距離中間線原

則に基づく境界画定」を主張するなど、同じく海洋法に基礎をおく試みがみられる。未

だ両国は、正式な海洋境界画定を行うには程遠い段階にあるものの６、現在両者が展開

している主張の少なくとも一部は、将来の画定交渉に反映されうるものがあるため、そ

の限りで本稿でも扱うべきものとする。そこでは、長期にわたり続いた休戦という特殊

な状況が、海洋法の枠組みの中でどのように考慮されるか、などの問題も出てこよう。

これらの点を検討することによって、本来休戦ラインとしての役割を果たすべき海上

境界の問題が何故かくも長期にわたり解決を阻まれてきたのかを明らかにしたい。ま

た、関係当事者の主張と併せて、この境界線をめぐる対立に反映されている朝鮮半島情

勢を跡づけることでも、対立を成り立たせている実質的な理由を探り、この問題に関す

る争いの実態を把握する、というのが本稿における最終的な目標である。

I．休戦協定におけるNLLの位置づけ

黄海の境界線に利害を持つ当事者としては、沿岸国である韓国と北朝鮮の他、朝鮮戦

争を主導し、休戦協定の締結・実施履行を担当した国連軍司令部が挙げられる。NLLの

設定は、国連軍司令部によって行われたとされることからも、まずは、NLLを生み出し

た当時の朝鮮半島の情勢を振り返る必要がある。

５  黄海の海上境界画定の問題は、少なくとも当事者間では国内問題としての扱いであるため、本稿に
あたり参考とした資料も主に国防部のものに依拠している。もっとも、NLLを主管する韓国の国家機
関は元来、統一部であり、国防部だけの主張をもって韓国の統一された公式見解と見ることはできな
い。筆者の手元には統一部の見解が乏しく、また統一部が国防部ほどにはNLLに関する見解を明らか
にしていないため、本稿では国防部見解の記述にとどめる。
6　両国は未だ正式の講和条約を締結しておらず、陸上の国境を確定していない。もっとも、これを待
つことなく、戦争自体は休戦により終結し、事実上敵対行為の再開の可能性は排除されている（＝ハー
グ陸戦規則40条の「全般的休戦｣)。Oppenheim-Lauterpacht, International Law, Vol.Ⅱ, 7th ed. (Long
mans, 1962), pp. 548-549; 香西茂「休戦の法的性質―パレスチナ、朝鮮、インドシナの休戦協定を
中心として―｣『法学論叢』67巻２号(1960年)38-69頁。したがって、この段階にあっては、海上画定
紛争も未だ潜在化していると考えられる。
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　Ａ．NLL設定の歴史的経緯

　

朝鮮半島では、周知の通り、第２次大戦が終結し40年弱にわたる日本の統治がよう

やく終わった後、すぐに米ソ両軍による占領が始まった。半島は、北緯38度線を境界

として機械的に分断され7、ソ連軍が半島北側部分を、米軍が南側部分を占領区域とし

た8。当初連合国は朝鮮に独立国としての地位を与えずに５カ年を期限として信託統治

を敷くべきであると考え、｢民主主義臨時朝鮮政府」と協議の上で米ソ英中４カ国が

「朝鮮人民の政治的、経済的、社会的進歩と、民主的自治の発展と、朝鮮の国家的独立

の確立とを援助協力（信託統治）する諸方策」を作成することを約束した（米英ソ３国

モスクワ協定、Ⅲ3)9。このための準備組織として米ソ共同委員会が設けられたが、46年

３月始動後まもなく無期休会に陥り、その後活動を再開したものの、事態は好転しな

かった。米国はこの状況の打開をはかるため、国連監視下の総選挙及び政府樹立後の米

ソ両軍の撤退を骨子とした提案を国連で行い、以後朝鮮の独立問題は、国連の中で審議

される運びとなった。

48年に総選挙実施後、南側が大韓民国として独立を果たしたことを受け、国連は韓国

を合法政府として承認する決議を採択した10。同年に公布施行された大韓民国憲法の４

条は、｢大韓民国の領土は韓半島およびその付属島嶼とする」と規定し、朝鮮半島全体

の領土権が韓国側に帰属することをうたっている。

50年６月、朝鮮戦争が勃発した。安保理決議11で創設された国連軍司令部は、戦争の

遂行中のみならず、休戦交渉にあたってもイニシアチブをとり12、53年、中国人民志願

7   ｢連合国最高司令官一般命令第一号｣（1945年９月２日）神谷不二編『朝鮮問題戦後資料』第１巻資
料74、246頁。
（ロ）満州、北韓三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島ニ在ル日本国ノ先任指揮官並二一切ノ陸上、
会場、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東軍最高司令官二降伏スベシ
（ホ）日本国大本営並ニ日本国本土、之ニ隣接スル諸小島、北緯三十八度以南ノ朝鮮、琉球諸島及
「フィリピン」二在ル先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ合衆国太平洋陸軍部隊最
高司令官ニ降伏スベシ
８   ｢米国太平洋陸軍最高司令官マッカーサー布告第1号｣（1945年9月7日）神谷不二編『朝鮮問題戦後
資料』第１巻  資料54　166頁。
９ 戦争前後の朝鮮半島をめぐる扱いについては､『国際法外交雑誌』(朝鮮問題特集号）50巻１号
（1951年)、中でも高野雄一「カイロ宣言と朝鮮の独立｣、須山達夫・廣瀬達夫「国際連合における朝
鮮独立問題」を参照した。
10  General Assembly Resolution 195(III) of December 12, 1948．The problem of the independence of
Korea. ｢２．国連朝鮮臨時委員会（UN Temporary Commission on Korea）の活動実施可能地域及び
全朝鮮人民の過半数が居住する地域に対して実効的支配を及ぼす合法政府の確立｣。
11  Security Council Resolution S/1588 of July 7, 1950.
12  当初は国連自身による休戦交渉が試みられたが中国の拒絶に遭い失敗し、その後交渉はUNCへ委
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軍司令、朝鮮人民軍司令官の三者間で休戦協定を締結した。その１条は、軍事分界線

（Military Demarcation Line、以下MDL）を引き、この両側に各２kmの非武装地帯を

設定した。これによりMDLの黄海側開始地点、つまり「黄海道と京畿道との道境線」

より北緯38度線に至る範囲の半島部分は、新たに北側に配分された。しかし、西海５

島については、以下引用する休戦協定２条13項(b)に定めるように国連軍司令部の管轄

とした。

この休戦協定の発効後10日以内に、朝鮮における他方の背後、沿岸諸島および

水域から各自のすべての軍隊、需品および備品を撤去しなければならない。この

軍隊が所定の期限内に撤退されず、かつ、遅延について相互の合意と正当な理由

がないときは、他方は、安全および秩序を維持するため、必要と認めるなんらか

の行動を執る権利を有するものとする。前記の「沿岸諸島」とは、この協定が効

力を生じたときに、一方が占拠していた場合にも、1950年6月24日に他方が支配

していた島嶼をいう。ただし、黄海道と京畿道との道境線の北方および西方にあ

るすべての島嶼は、引き続き国際連合軍司令部総司令官の軍事支配下に置かれる

白�島（北緯37度58分、東経124度40分)、大青島（北緯37度50分、東経124度42

分)、小青島（北緯37度46分、東経124度46分)、延坪島（北緯37度38分、東経125

度40分）の島嶼を除き、朝鮮人民軍最高司令官および中国人民志願軍の軍事支配

下に置くものとする。前記の境界線の南方にある朝鮮の西部沿岸のすべての島嶼

は、引き続き国際連合軍司令部総司令官の軍事支配下に置くものとする13。

この規定からも明らかにように、休戦協定は周辺海域の管理権、両当事者の海上境界

線については一切明らかにしていない。｢対抗中のすべての海軍……は、非武装地帯お

よび相手方の軍事支配下にある朝鮮の陸地に隣接する水域を尊重しなければならず、ま

た、いかなる種類の朝鮮封鎖にも従事してはならない。｣(15項）とはあるものの、尊重

すべき相手方の水域の範囲は決められていない。これについては、交渉当事者間で領海

の幅員をめぐる意見が一致しなかったことが原因ともいわれている。国連軍司令部が３

海里を強く主張したのに対して、北朝鮮、中国側は12海里の領海を要求したからであ

る。結局、条文を最終的に確定する段階に及び、北側が海上の境界線への言及をなくす

任された。UNC自身、国連(総会決議)による承認に言及している。Higgins, United Nations Peace-
keeping, pp.181-184, 281-282.
13  神谷不二編『朝鮮問題戦後資料』第１巻  資料151、508頁。
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よう要求したために海上境界線についての規定草案は完全に削除されている。この管轄

水域画定に関する規定を休戦協定に盛り込めなかったことは、後述のように北朝鮮が西

海5島周辺水域を自国領海と主張する原因となっていった。

　Ｂ．NLLの妥当性－国連司令部の権限－

韓国国防部の説明によれば、53年８月30日、国連軍司令部総司令官クラーク大将は、

朝鮮半島周辺海域における南北朝鮮の武力衝突を軽減、予防するため、また海上での軍

による警戒活動の範囲を示すことを目的として海上軍事境界線を設定した14 。これが

NLLである。国連軍司令部は、黄海周辺海域において、北朝鮮沿岸に３海里に限って領

海を承認し、残りすべての海域を国際海域と区分した。但し、この国連軍司令部による

NLLの設定は、文書等の公式な方法では北朝鮮側に通告されていない。

韓国国防部は、このNLL設定について「休戦協定２条13項の履行をうながすための措

置｣15であるため、休戦協定が直接それについての規定を持たなくとも合法であるとの立

場を示している。西海５島は約15,000人の韓国民が居住する有人の島であり、常日頃よ

り島と本土を往来している島民16に対して、国連軍司令部は「支援する任務を負ってい

る｡｣ 17 これらの島々も半島と同じく「朝鮮の陸地」であり、故に島々に隣接する水域

は、｢朝鮮の陸地に隣接する水域｣（協定15項18）として、半島沿岸部水域と同じように

「尊重」されるべきである19、というのが国連軍司令部の主張である。この論理に従え

ば、NLLは必ずしも休戦協定によって明示される必要はなくなる。同協定15項と13項(b)

とを併せて読めば、NLL周辺水域は、北朝鮮にとって、国連軍司令部が統括し韓国が管

轄する水域とみなされるからである。

14   MND, The ROK Position Regarding the NLL, p.5.　その他にも「国連軍司令部の記録」によるもの
として、｢韓国漁船を保護することを目的として」58年に国連軍司令部と韓国により設定された」との
説明も見られる。James M. Lee (Former International Relations Advisor of UNCMAC), “History of
Korea’s MDL & Reduction of Tension along the DMZ and Western Sea through Confidence Building
Measures between North and South Korea,” The Korean DMZ：Reverting beyond Division(Sowha
Publishing Co., 2001), p. 88.
15  MND, The ROK Position Regarding the NLL, p. 8.
16  Military Armistice Commission, United Nations Command, 347th  Meeting of the Military Armi-
stice Commission, December 24, 1973, p. 9.
17  Ibid., p. 11.
18  15項「この休戦協定は、対抗中のすべての海軍に適用するものとする。これらの海軍は、非武装地
帯および相手方の軍事支配下にある朝鮮の陸地に隣接する水域を尊重しなければならず、また、いか
なる種類の朝鮮封鎖にも従事してはならない。」
19  MAC, 347th Meeting, p.15.
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このようにNLLの設定は、休戦協定に直接基づくものではない。国連軍司令部が北朝

鮮との協議を経ないまま、いわば一方的に行ったものである。このことを捉えて、北朝

鮮は70年代以降、NLLが違法、無効であるとの立場をとり、双方の管轄水域の範囲につ

いて非常に特異な主張を展開するようになった。

Ⅱ．海洋境界をめぐる対立の発生

　

　Ａ．休戦協定による対応

それでは、朝鮮半島における休戦の枠組みは、この両当事者間の意見の対立を、果た

して適切に処理することができたのであろうか。朝鮮戦争以降、国連軍司令部を通じて継

続的に朝鮮半島に一定の関与をしてきた国連が、休戦を継続的に維持し、戦争を再開させ

ないことを目的として、当事者間に横たわる協定の解釈問題の解決に何らかの役割を果た

すことはあったのか、そして現在も解決を見ていないことが、国連の関与の下に維持され

ている休戦の枠組みにおいて、どう説明されるのか、疑問が生じざるをえない。

中立的な第三者として休戦を履行監視するPKOとの対比で、朝鮮半島における国連の

関与の形態は、戦闘、休戦を通じて常に当事者の一方20であったという違いは確かにあ

る。しかし、このことが、休戦が実効的に確保されるための本質的な違いとは必ずしも

ならない。いかなる立場の関与であれ、休戦を長期にわたって確保するための手続がき

ちんと整えられていれば、当事者間に休戦の履行に関する問題が生じたとしても、首尾

良く解決をもたらすことができる筈である。朝鮮半島情勢についても、その手続は協定

上一応用意されていたことから、ここでの検討の焦点は、その手続の機能の仕方に移っ

てくる21。　

その手続とは、具体的には、軍事休戦委員会（Military Armistice Commission、以下

20  但し、朝鮮戦争の一当事者であっても、UNCが国連から委任を受けた代理(agent)であることには
変わりはない。朝鮮戦争における多国籍軍の性格については評価も分かれるが、筆者としては典拠中
に示された編者の見解(‘This Editor therefore believes that, while the action in Korea was undoubtedly
sui generis, it may properly be described as enforcement action recommended by the Security Council
under Article 39 and 42, the command of which was delegated to the United States as agent of the
UN.’)を支持する前提の下で本文中「国連軍統一司令部」との表記を用いた。Higgins, United Nations
Peacekeeping, pp.175-178.
21  休戦協定は「すべての外国軍隊の朝鮮からの撤退、朝鮮問題の平和的解決その他の諸問題」を交渉
するための政治会議(60項)を休戦協定発効後3カ月以内に開催することを予定していたが、この動きは
すぐに頓挫した為、本文ではMACの運営に焦点を当てる。
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MAC）を指す22。｢休戦協定の実施を監視し、かつ、この休戦協定のすべての違反を交渉

により解決する」(協定24項）ために設置され、国連軍司令部が任命した５名と北朝鮮人

民軍最高司令官および中国人民志願軍司令が共同で任命した５名の高級将校で構成される

（協定20項）委員会である。この委員会の73年12月１日第346回本会議において、黄海上

の境界問題に関する問題は初めて取り上げられ23、以降、91年に無期休会に陥るまでの間

も、繰り返し議題にかけられた。しかしながら、議事録に記録されているのは、双方とも

自己の見解を表明して相手方を非難するだけの応酬で終わっていることだけである。

例えば、上記第346回本会議において、国連軍司令部は、北朝鮮警備艇が73年の11月

19日から12月１日にかけての間、６回にわたり西海５島に隣接する水域に侵入し、協定

15項に違反したと主張したが、北朝鮮は次のように述べて協定違反の事実がないと抗議

した。すなわち、｢西海5島は『黄海道と京畿道との道境線』より北側の水域に位置す

る。その水域は、休戦協定2条13項(b)の下で認められている自国の沿岸水域である。国

連軍司令部は、その５島についてだけ管理権をもつのであり、周辺海域はすべて北朝鮮

の沿岸水域である。｣24 (下線は、筆者。)北朝鮮によれば、むしろ、スパイ活動に従事し

て、協定の重大な違反を犯したのは韓国の側であるとされ、西海５島へ往来する外国船

舶はすべて北朝鮮から事前許可を受けなければならないのであった25。

このような北朝鮮による休戦協定の奇異な解釈を国連軍司令部が認めるはずもなった

が、北朝鮮は、｢休戦協定の中で、西海のいかなる部分も国連軍司令部側に帰属すると

は規定していない。｣26として譲らず、結局この会議では協定の解釈をめぐる対立が鮮明

になる他、具体的な成果はみられなかった。

Ｂ．北朝鮮の姿勢の硬化

北朝鮮は、その後も、MAC本会議において前記と同様の主張を繰り返していたが、77

年、経済水域線及び軍事境界線として「西海における北朝鮮と韓国との間の等距離中間

22  厳密には、協定上、MACの他に「中立国監視委員会」が設置されている。この委員会は、｢休戦協
定13項の(c),(d)および(d)および28に定める監督、監視、視察および調査を行い、かつ、これらの監
督、監視、視察および調査の結果を軍事休戦委員会に報告する」(協定41項)任務を負うが、本稿での
関連性がないことから省略する。朝鮮半島において国連が関与したものに、他にも「国連朝鮮統一復
興委員会（UNCURK,74年まで）及び「国連朝鮮再建局」(UNKRA,62年まで）があるが、同じ理由
で省略する。
23  MND, The ROK Position Regarding the NLL, p. 6.
24  Military Armistice Commission, United Nations Command, 346th Meeting of the Military
Armistice Commission, December 1, 1973, pp.7, 16-18.
25  Ibid., p. 22.
26  Ibid., p. 17.
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線」を設定する声明を出した。

北朝鮮は、まず、77年６月21日、｢朝鮮民主主義人民共和国の経済水域における外国

人、外国船舶及び外国航空機の経済活動に関する規定」を交付し、200海里の経済水域

を設定した27。同法は、海洋資源の「保護管理」及び「開発利用」を目的として、｢水

中、海底及びその地下にあるすべての生物資源及び非生物資源」に対して北朝鮮が「自

主権」を行使することをその内容とするものであった28。外国人及び外国船舶は、北朝

鮮当局の許可なくしては本水域内で漁業活動を行えず、許可を得た場合であっても、

諸々の規制に服さなければならない。この線は、黄海道と京畿道の道境線から、朝鮮半

島と中国との領海線に到達する等距離中間線であるが、同年８月１日、朝鮮人民軍最高

司令部が海上軍事境界線であると宣言したのは、まさにこの経済水域線のことである。

国連軍司令部はその翌日すぐに抗議し、このような一方的宣言は休戦協定の下では認め

られないとの意思を北朝鮮側に伝えた。

この77年の北朝鮮による境界線の一方的設定により、黄海の海上境界をめぐる両当事者

の対立は決定的となった。それと同時に、北朝鮮が設定した上記境界線とNLLとの間の

水域、とりわけ西海５島沿岸水域における両者の軍事衝突のおそれも一気に高まった。韓

国と北朝鮮の各取締当局はともに管轄権を主張する過程で、当該水域内での執行措置も予

定していたため、双方が黄海上で相互に干渉する可能性が出てきたからである。

もっとも韓国は、既に、北朝鮮との特殊な状況を背景に、NLL周辺水域で両国船舶が

遭遇することのないよう、実際的な取り扱いをしていたことが知られている。北朝鮮に

よる韓国漁船の拿捕が頻発する事態に鑑み、韓国内務部は72年に「航行の安全のための

規則｣29を制定していた。これは、NLL以南に「特別海域」を設定し、許可のない限り、

27  詳細は、李昌偉「北朝鮮の海洋政策―領海、経済水域及び軍事境界水域における管轄権の法的問題
―｣『法学政治学研究』2号（1999年）144頁参照。その他、この77年軍事境界線設定への論評とし
て、Choon-Ho Park, “The 50-Mile Military Boundary Zone of North Korea”, American Journal of
International Law, Vol.72, 1978, pp.866-875.
28  北朝鮮は58年の海洋法に関するジュネーブ諸条約及び82年国連海洋法条約について、いずれも非
当事国である。領海及び排他的経済水域（以下、EEZ）制度の慣習法的性質に鑑みれば、北朝鮮が12
海里の領海を有することは可能であろうが、12海里を超えた経済水域においてまで、「自主権」を行
使しようという主張は当然認められない。EEZにおいて沿岸国は「海底の上部水域並びに海底及びそ
の下の天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びにEEZにおける経済的な目的で
行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利」(国連海洋法条約56条）を有するに
すぎない。EEZは、あくまでも資源の保存・利用および環境保全という機能的目的に限定して沿岸国
の管轄権が認められる水域だからである。しかしながら、経済水域と軍事境界線とに関して出された
77年の2つの宣言を見れば、北朝鮮の本来の目的がEEZではなく軍事水域に向けられたものであること
は明らかである。軍事境界線を設定することが本来の目的であるならば、そのために海洋法上の経済
水域概念を持ち出してくることは全く意味をなさない。そればかりか、経済水域に関する主張につい
てさえ主権的権利を超えた「自主権」の行使を企む点で濫用が認められる。
29  The Ministry of Home Affairs, Republic of Korea, “Regulations for the Safety of Shipping Operations, ”
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また通信のための十分な機材を持たない限り、原則として水域内での航行を禁止する事

を目的とするものである。この海域は、北朝鮮工作員による韓国侵入を防ぐ目的でも設

定されたことから、通称「安全水域」と呼ばれた。しかし、この特別海域の設定をもっ

て、両者が黄海上で遭遇する危険性が完全になくなったわけではない。そこで、この対

立が、両者間の交渉、中でもその交渉が恒常化されている休戦の枠組の中で解決される

ことが望まれることになる。

しかし、このような対立の明確化以降、北朝鮮の暴走に対して休戦の枠組が有効に対

応してきたかを考えると、残念ながら否定的に答えざるをえない。この30年の間、前述

のMAC本会議ないしその後継機関では、当事者双方とも相容れない主張を繰り返すだけ

で、交渉は平行線をたどる以外に何ら有意義な議論をみることはなかった。NLLの進入

は、70年代に、毎年３桁の頻度で生じていたのが、90年代に入り２桁をずっと維持して

おり、統計上は確かに収まりを見せている30。しかし、非武装地帯への侵入に関して、

合同監視班（協定27項）が動員されて違反の事実が徹底的に糾明されたこととは対照的

に、NLLに関して協定に用意された他の解決手段が用いられることは一件もなかったの

である。それどころか、MACでさえ、北朝鮮側の非協力的姿勢により本来の機能を遂行

できないのが現在の状況である。MACは、91年2月の459回目会合を最後に開催されてい

ないことに加え、北朝鮮側代表は94年4月28日、委員会のあらゆる活動に対して今後は

参加しないという意向を伝えてきたため、MACは完全に機能不全に陥ることになった。

さらに、北朝鮮の圧力を背景に、中国側代表もまた同年９月MAC不参加を決めたことも

追い討ちをかけている。その後、90年代後半に北朝鮮から米国に提案された代替案は、

交渉相手として国連軍司令部ではなく米国そのものを、交渉の場としてMACではなく別

の組織をあてようとするもので、これらはすべて朝鮮半島の休戦の枠組を無効化させよ

うとする狙いが背後にあったものと思われる。

 Regulation of the Ministry of Home Affairs, No. 109, April 17, 1972.
30  北朝鮮による韓国進入（陸・海含む)、NLL越線、死傷者数等の統計については、以下を参照した。
Narushige Michishita, “Calculated Adventurism: North Korea’s Military-Diplomatic Campaigns,
1966-2000,” dissertation submitted to the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies,
Johns Hopkins University, May 2003, esp. Appendix. 国連軍司令部の国連宛報告書でもNLL問題が取
り上げられた99年度NLL進入数は最も多く71件にものぼる。但し、90年代であっても97年だけは6件
と少ない。いずれにしてもこれらの数値は韓国側が把握しているものに限られているため、実際の件
数はこれを上回るものと思われる。
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　Ｃ．休戦の枠組から二国間対話への移行

北朝鮮が、一貫して韓国を休戦協定の相手方当事者と認めなかったのに対して、両国

が直接の当事者として向き合い、双方の管轄区域を交渉したものとして依拠されるもの

に、南北基本合意書（正式名称は、｢南北間の和解と不可侵および交流・協力に関する合

意書｣）がある。しかし、これも「南北の不可侵の境界線と区域は、…休戦協定に規定さ

れた軍事分界線とこれまで双方が管轄してきた区域とする｣(11条)と定めるだけで、黄海

の海上境界線の問題を解決したものとみなすことはできない。｢南と北の海上不可侵境界

線は、今後、継続協議する。｣(付属合意書10条)としながらも、基本合意書により設立さ

れた南北軍事共同委員会（12条）は依然として合意を形成していないからである。

現在、MACに代わって国連軍司令部と北朝鮮との間で交渉のフォーラムとされている

のが、98年以降開かれている将官級会談（General Officer Talks、以下GOT）である。

とくに99年６～９月のGOTでは、その少し前に発生した北朝鮮によるNLL越線、それに

引き続く韓国側警備艇との銃撃戦が議題に上ったが、そこでの交渉内容は、MACにおけ

るものと何ら変わるところはない31。

以上、黄海の境界線の問題について休戦の枠組が有効に対応してきたか、という視点

から、協定当事者の見解を含めて概観してきたが、それを見ると、対立の発覚後、現在

に至るまで、NLL進入事件の断続的発生にもかかわらず、次のような理由で境界問題へ

の対応は奏功していないことがわかる。第１に紛争の起源は、休戦協定に海上境界線に

ついての明文規定がないことに求められるが、第２の原因として、MACに代表される休

戦協定上の手続が有効に機能してこなかったことが挙げられる。これは、明白な協定の

違反事項として対応しやすいDMLに比べてNLLについては、国連軍司令部でさえも「違

反」を前面に押し出せなかったこともある。しかし、本質的には休戦に対する北朝鮮の

見方というものが大きく作用している。北朝鮮によれば、韓国は休戦協定の署名・当事

国ではない。したがって韓国将校も委員として入っているMACには組織的欠陥がある。

また国連軍司令部の朝鮮半島に於ける存在は、実体は米国そのものであり、朝鮮半島に

おける真の平和構築のために交渉の相手方となるのも、米国であって国連軍司令部では

ない。このようにMACの機能遂行に当初より障害があったことは、そのままMAC会合内

の交渉の行き詰まり、さらには90年代の休会にもつながっている。さらに、第２とも関

31  99年に開催された以下の各GOT議事録参照。第６回目（６月15日)、第７回目（６月22日)、第８
回目（７月２日)、第９回目（９月21日)、第10回目（８月17日)、第11回目（９月１日)。Documents
of  General Officers Talks  provided  by the UNC.
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連するが、第３の理由として考えられるのが、MACの機能不全に伴い、境界問題を交渉

するための適切なフォーラムが必ずしも定まっていないことである。MACを引き継いだ

GOT内の議論は、その内容に進展が全く見られないことは既に指摘した。GOTにおける

議題に関しては、そもそも両当事者側にぶれがあるが、とくに海上境界について国連軍

司令部は、｢南北基本合意書に基づく軍事共同委員会こそが正しい交渉の場である」と

して、問題の解決を韓国と北朝鮮との二国間交渉に委ねている点が特筆される32。自ら

も協定の当事者であることを一方で主張し、休戦の枠組が依然として継続することを言

いながら、同じく休戦の維持にかかわる海上境界問題については、自己の関与を否定す

るこの国連軍司令部の立場によって、紛争の性格は休戦の実効的確保という当初のもの

から微妙にずれていくことになるからである。交渉のフォーラムも以後、韓国と北朝鮮

とによる二国間の枠組みに移行していく可能性が示唆されている。

Ⅲ．海洋法への傾斜

上記のような組織的対応の欠如と並んで、海上境界問題の推移に影響を与えた別の要

因は、韓国と北朝鮮それぞれが志向する政治的立場である。朝鮮半島における韓国と北

朝鮮との対峙は、単一国家内の二勢力間争いから、今やほぼ完全な二国家間の争いへと

様変わりを見せている。統一よりもまずは国連加盟を優先させた韓国に比べて、北朝鮮

は長らく単一国家制に固執してきたが、それでも国連の同時加盟、複数の多数国間条約

への加入、第三国による承認の状況に鑑みれば、両者の「特殊な関係｣(南北基本合意書

前文）が現在、国家間関係に匹敵するものであることは間違いない33。このように双方

が国家性を備えるに伴い、黄海上の境界線の意味合いも次第に変わってくる。単一国家

内の軍事境界線であればあくまでも複数勢力間の暫定線であるのに対して、国家間の争

いとなれば、将来、正式な管轄区域の境界として、その重要性が高まることになる。

さらに、この争点に対して国際政治上の構図が与えた影響も無視できない。朝鮮戦争

の終結後、朝鮮半島では、確かに休戦の体制が敷かれたが、国連の関与の下で絶対的な

休戦状態の確保が想定されていたわけではない。韓国は早くも53年米国との間に相互防

衛条約を、北朝鮮は61年にそれぞれソ連、中国との間に相互援助条約を結び、大規模な

32  UNC, “Report of the Activities of the United Nations Command for 1999, ” Documents provided
by the UNC.
33  朝鮮戦争終結後、90年代までの両国の政治的立場については以下をとくに参照。Chi Young Pak,
Korea and the United Nations (Kluwer Law International, 2000), chap.5.
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軍事侵攻が他方から行われた際には共同対処する手だてを戦後当初より休戦の枠組みと

は別に模索していたからである34。休戦協定違反に相当する侵略が発生した場合の対処

方法を、休戦に関する手続ではなく、それ以外の外在的手段に頼るならば、｢休戦の確

保｣ (＝休戦体制の貫徹）の期待可能性は減じられ、その限りで協定の実施履行の問題

は、侵略時の共同防衛に劣位する事項として再定義されることになる。そのため、南北

の軍事境界に関する対応も、敵からの軍事侵略という最悪のシナリオの一環として受け

止められれば、深刻な脅威として認識されるであろうが、そうではない単発の小競り合

いということであれば、事件限りの処方措置が施されるに過ぎない。したがって、陸と

海での対応の違いも、単に協定中の規定の有無によるものだけではなく、朝鮮戦争が海

上より再燃する可能性がそれほど見込まれないことがあった筈である。又そうであるか

らこそ、休戦の手続において海上境界の争点が積極的に取り扱われる必要性もなかった

のではないだろうか。いずれにしても、相手側による軍事侵略、朝鮮半島における大規

模戦争の可能性は今では小さくなった以上、北朝鮮がNLLを越えて韓国側管轄水域に進

入する際の狙いとしては、(単独の侵略の可能性をはらみつつも）自らの管轄区域の確

保・拡大ということが視野に入れられている事が十分に考えられる。

　Ａ．韓国内に見られるNLL正当化の議論

双方が互いに国家性を備えつつあることを前提に、黄海の境界紛争を通常の国家間に

見られる海上境界紛争に擬制する見方は、韓国側の立場に確認することができる。黄海

の懸案水域が、朝鮮戦争当時の「戦争水域」に代わり今や「領域的管轄権」として観念

される、という韓国国防部の見解がその代表である35。

韓国国防部は、NLLに関する2002年発行文書において、｢NLLは黄海沿岸と西海5島と

の間のほぼ中間点を連結しており、国際法の原則（国連海洋法条約15条）を反映してい

る｣36と述べる他、99年の国防白書では、休戦協定に基づくNLLに対して46年間にわたり

韓国が主権を及ぼしてきたこと、北朝鮮はこれを黙認してきたことが同条に定める「歴

史的権原その他の特別の事情｣に該当するとして、等距離中間線原則そのものの適用、

あるいは特別事情のいずれの根拠をとるにしても結局、NLLが南北朝鮮の海上の境界線

34   イラクの停戦決議では、非武装地帯に監視団（UNIKOM）が派遣され、事務総長はこの活動につ
いて定期的に、かつ同地帯の重大な侵犯または平和に対する潜在的な脅威を直ちに安保理に報告する
ことが決められていた（Security  Council  Resolution  687 of  April 4, 1991）が、同じ仕組みは朝鮮
半島には見られない。
35  MND, The ROK Position Regarding the NLL, pp.8-9.
36  Ibid., p.31.
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に相当するとの見解を示している37。北朝鮮による黙認の証拠として挙げられるのは、

北朝鮮の59年発行文書中でNLLが記述されていたこと38、63年に北朝鮮船舶によるスパイ

活動の疑惑が持ち上がった際、船舶の位置がNLL以北であったとして北朝鮮が弁明した

こと39、そして、84年に北朝鮮赤十字が韓国の洪水被災者へ救援物資を輸送した際、物資

の引渡がNLL付近で行われたことである40。さらに、南北基本合意書11条起案時の北朝

鮮の提案内容41や、ICAOにより発行された「飛行情報地域」中のNLLの言及について、

北朝鮮が98年まで何らの異議も申し立てていなかったことも併せて証拠として援用され

ている42。

しかし、このような国防部の見解に対しては批判も多い。例えば、韓国の金栄球教授

は、北朝鮮と韓国はそもそも通常の国家間関係ではないから、等距離中間線原則は適用

されない、との立場を示し、海洋法の援用を的はずれと批判している。具体的な画定の

方法、その帰結が不当である以前に、元来両者の関係では海洋法が適用される前提を欠

いているからである。NLLが南北朝鮮に妥当するのは、NLLが協定履行の側面を持つと

同時に、既成事実化ないし結晶化しているからである43。この後段の点は、同じく休戦

協定を基礎とする立場でも、NLLの法的妥当を必ずしも強調しない国連軍司令部の見解

とは異なっている。また、韓国の他の国家機関でも、例えば合同参謀本部(JCS)が「海

域」(sea area)とだけ述べて、｢領海」という語の使用を不適切とするなど、NLLがいか

なる根拠の下に妥当するのかについては必ずしも一致が見られない。

　Ｂ．北朝鮮による一方的な境界線設定

　

北朝鮮は、77年宣言に引き続き、99年、海上軍事境界線の設定を宣言していたが、さ

らに2000年２月、西海５島を3つの区域に分け、海上軍事境界線から第１と第２の区域

37  MND, Defense White Paper 1999, p.81.　趙成台(Cho Seong Tae)国防部長官による、｢NLLの南側
海域は韓国の『領海』である」との国防部委員会における証言も同じ趣旨である。National Defense
Committee, The 204th Extraordinary Session of the National Assembly, June 10, 1999. Reference and
translation in Michishita, “Calculated Adventurism.”
38  Arms Control Bureau, MND, Republic of Korea, The Unjustness of North Korea Claim on the West
Sea, September 1999.
39  MND, The ROK Position Regarding the NLL, p .10.
40  Ibid., p.11.
41  MND, The Unjustness of NK Claim. 但し、北朝鮮が主張するように、同規定においてNLLは直接触
れられていない。このため、北朝鮮側の「承認」は必ずしもここからは得られない。
42  MND, The ROK Position Regarding the NLL, p.12.
43  金栄球, “NLL　　　　　　　　　　　　　 ,”〈http://www.kocean.org /〉?  ? ?  ? ?  ? ? ?  ? ? ?  
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に達する幅１マイルの水路を一方的に設定する措置に出た。これは、軍事境界線より北

側にある自国海域に西海５島があること、その島々は韓国に帰属するが周辺に一切の領

海を持たない、との独自の見解に基づくもので、海上軍事境界線と西海５島をつなぐこ

の２つの航路だけが唯一、韓国が西海５島を往来できる海域とされた。しかしこの２つ

の航路でさえも韓国の管轄海域と認められたわけではなく、西海５島を行き来するため

に恩恵として北朝鮮が特別に許しただけで、北朝鮮の管轄水域であることが基礎となっ

ている。

このような北朝鮮の特殊な前提、すなわち韓国に帰属する西海５島周辺に一切の管

轄水域はない、という主張を歴史的権原に依拠して正当化することは不可能である44。

まず、島自体の扱いを見ると、西海５島は、第二次大戦後から朝鮮戦争が勃発するま

での間は米軍が占領、朝鮮戦争後今日に至るまでの間も米国ないし韓国が支配してき

たことに、北朝鮮でさえも異議を唱えていない。朝鮮戦争の遂行中、西海５島の一部

が北朝鮮によって一時的に占領されることはあったものの、一貫して西海５島の軍事

的重要性は米軍により認識され、休戦交渉と並行して防衛措置が敷かれていたことが

知られている45 。沿岸水域の帰属が陸地のそれに付随するものであることをふまえれ

ば、西海５島周辺水域も韓国側が管轄すると考えるのが自然である。確かに、休戦協定

は西海５島周辺水域の管轄について何も述べていない。そうであっても、上の原則に照

らして周辺水域が韓国側に配分されると結論が導かれる以上、北朝鮮がそれを覆すため

には特別の証拠を挙げる必要が出てこよう。

以上検討したように、韓国、北朝鮮のいずれについても、最近の傾向として顕著であ

るのは、海洋法との関連で黄海の境界線が論じられている点である。その背景には、海洋

法に根拠を求めることによって自己の主張する軍事境界線について、ある程度の説得性を

持たせることができると考える交渉戦略や、両者の関係が今や、朝鮮戦争終結後とも、冷

戦中とも異なる擬似的な国家間の平和状態にあると考える特殊な「休戦」の認識46、等の

考慮があるものと考えられる。さらには、将来の境界画定紛争を見据えての、いわば先

取り的な管轄権の主張、ないし相手側主張の既成事実化を遮断する意味合いもあろう。

44  Jonathan I. Charney, “Central East Asian Maritime Boundaries and the Law of the Sea,” American
Journal of International Law, Vol.89, 1995, pp.724-749.
45  James A. Field, Jr, History of United States Naval Operations, Korea, U.S. Government Printing
Office, 1962.妹尾作太男訳『米海軍作戦史―朝鮮戦争―』後巻（防衛研究所参考資料　79ZT－8H－
2, 1979年）244-246頁。
46  既述の韓国国防部の見解（MND, The ROK Position Regarding the NLL）に加えて、北朝鮮の軍事
境界線に対する李昌偉氏による評価がこれにあたる。例えば、経済水域において沿岸国の軍事的権利
を認めようとする点で、北朝鮮設定の軍事境界線は海洋法で認められた権限をはるかに越えている、
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例えば韓国は、NLL以南の「管轄水域｣ (｢海洋科學調査法」２条４項）において海洋科

学調査を実施するための国内法令を作り、韓国政府の許可を条件として外国（実際に

は、米国）企業の参入を認めているが47、これはNLLを北限とする水域が単に休戦水域

であることを越えて、海洋法上、正当に自国が管轄権を行使しうるとの判断を前提にし

ているものと理解できる。そうであれば、北朝鮮としては当然これを阻止する行動にで

るものとうなずける。第三国との間だけに本来とどめられるべき海洋法上の権利主張

が、このように懸案水域にまで拡大している状況をここに見ることができる。NLLを含

めて今まで黄海上の境界と主張されてきたラインないし水域の性質に関して複数の国家

機関や学識者らの間で評価が分かれるのも、これらの様々な考慮の違いを前提にすれば

理解は容易である。

C．黄海における境界画定の法的基準

　1．南北朝鮮間における海洋法の適用可能性

海洋法を根拠とする主張は、休戦下にある現在の朝鮮半島ではそのまま妥当するわけ

ではない。海上境界の前に、陸上の国境さえ、未だに定まっていないからである。しか

し、韓国と北朝鮮ともに、現在両国が提起する議論の中には、将来改めて境界画定交渉

が行われた際に引き継がれる要素が多分に含まれている。現に第三国との間では黄海に

関する海洋紛争が既に生じつつあり、そこでは韓国と北朝鮮の動静が大きくかかわって

くる余地がある48。そこで、次に、将来の境界画定紛争を黄海上に想定した場合に生じ

うる論点について、簡単に触れておきたい。

海洋法に基づき、黄海上で境界画定を行う場合、領海については韓国が援用したよう

に、国連海洋法条約15条が依拠されることになる。15条は、｢二の国の海岸が向かい

合っているか又は隣接しているときは、いずれの国も、両国間に別段の合意がない限

り、…基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線を越えてその領海を拡張するこ

との同氏の評価は、海洋法の適用までをも否定するものではない。この見解では、軍事境界線を設定
した北朝鮮政令は、現在の半島を戦時下にあるとみなすことに等しく、一切の敵対行為を禁止する休
戦協定の基本精神に反している、との立場が前提とされている。李「北朝鮮の海洋政策」155頁。
47 韓国「海洋科學調査法」呉世敬編『大法典』（法典出版社、2001年）2555頁。
48 韓国と中国との間では、休戦後約40年を経て、92年に国交を樹立して以来、黄海の境界画定、資源
の配分が大きな問題となっている。両国は将来の正式な境界画定までの間の暫定的措置として、2000
年8月3日に漁業協定を結び、漁業資源の保護に関する両国間の協力を約束している。中華人民共和国
外交部HP “III China’s Maritime Demarcation and Bilateral Fishery Affairs (2001//07/09),” 〈http:/
/www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/tyfls/tyfl/2626/2628/t15476.htm〉2004年2月24日アクセス。　
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49  この方法による境界画定は、米国務省が作成した黄海境界画定図として韓国でも紹介されている。
金栄球『韓國と海の國際法　　　　　　　　　　　』（1999年、韓国海洋戦略研究所）461頁、資料
7-12。

とができない。ただし、この規定は、これと異なる方法で両国の領海の境界を定めるこ

とが歴史的権原その他の特別の事情により必要であるときは、適用しない｡」と定める

が、｢向かい合っている」と考えるのが主として韓国側の立場であるのに対して、｢隣接

している」ものとして境界画定を行おうとするのが北朝鮮の立場である。いずれについ

ても、その前提を決める上で重要な役目を果たしているのは、西海５島の「特別の事

情」としての程度という点である。

　ａ）西海５島と北朝鮮沿岸部との間の等距離中間線

韓国、とりわけ国防部の主張するNLLは、つまるところ、西海５島と北朝鮮沿岸部と

を向かい合う陸地とみなすことによって、その間に等距離中間線をひく方法である。し

かし、実際の地理的形状を見ると、５島のうち小青島と延坪島とは47マイル（＝約

40.833海里）も離れているため、国防部が主張するような単一の領海線を設定すること

は不可能に近い。したがって、仮に向かい合う国家間の境界画定とみなしても、領海線

をひけない海域に限り、経済水域（あるいは接続水域）の画定を行う必要が別途出てく

ることになる。韓国国防部が主張するような、単純且つ機械的な「等距離中間線による

領海の境界画定」で済むわけではない49。

　ｂ）朝鮮半島沿岸のみに着目した等距離中間線

これに対して、北朝鮮が唱えるのは、隣接する国家間としての境界画定である。韓国

と北朝鮮は、確かにMDLを主要な陸上境界線として隣接する地理的形状にある。西海５

島の位置は韓国本土から著しく離れており、島と島との間にも公海部分が残るほどの距

離があることから、島ではなく半島沿岸部分に着目しようという考えであるが、この方

法による場合、半島沿岸部分に垂直方向の等距離中間線が設定されることになる。西海

５島が周辺に領海を一切持たない、という北朝鮮の歴史的権原の主張は明らかに根拠を

欠き、支持されないが、西海５島に領海を認めさえすれば、垂直線を半島沿岸部分にひ

くこの方法は妥当といえるのかどうか、韓国の特別事情との関係で問題となってくる。

（? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ）
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２．黄海の境界画定における様々な「特別の事情」の存在

｢島」に関しては、これまでにも「特別事情」の考慮として議論が積み重ねられてき

た。例えば、沿岸国に属する島でその本土に隣接しているものについては、半分の効果

が与えられる50というような考慮の仕方である。しかし、本件のように島々が、その帰

属する国の陸地から著しく離れ、むしろ他国の沿岸部に近接しているような場合、島だ

けを独立に境界画定し、領海のみ囲繞地的扱いを与えるかどうか、国家実行は必ずしも

一貫していない。特に本件では島が５つも連なり、その島同士の距離も場所によっては

近接し、一定程度までは領海線をつなげることが可能である。西海５島の考慮の仕方次

第では、かえってこの囲繞地的扱いが韓国にとって不合理な結果を生むとも言えなくも

ない。過去数十年の間NLLが一応は事実上の境界線として妥当してきた「特別の事情」

を重く見るのであれば、一層この方法は不採用の方向に向かうであろう。

本節では、韓国、北朝鮮それぞれの国家機関、国連軍司令部等により提起されてい

る、黄海上の境界画定に関する海洋法上のアプローチの可能性を探ってきた。西海５島

をいかに特別事情として位置づけるかによって、等距離中間線原則の適用方法も異なる

のだが、仮に西海５島と北朝鮮沿岸との間の海域で境界線を引く場合であっても単一の

領海線を引くことは困難であり、NLLがそのまま海洋法規則の適用上、妥当することは

困難であると思われる。NLLという線が特別事情として考慮されるとしても、休戦ライ

ンとしてのその性質、歴史的権原としての評価の仕方等が実際の画定作業の在り方を左

右してくるものとなろう。しかし、このように海洋法の枠組みにおいて休戦ラインとい

う極めて特殊な要素を考慮することは、海洋法が当初予定した種類のものではない。境

界画定作業の際に、北朝鮮が公式に異議を唱えるまでの約20年間の不作為を「黙認」と

みなすことができるのか、また73年以降、北朝鮮がMACで繰り返し表した抗議に加え、

実際にとられた一連の措置（NLL越線等、韓国沿岸海域への進入）に鑑みて、NLLが今

日までの間、本当に実効的なラインとして機能したと果たして言えるのか、等の点を考

えるとき、そこには、朝鮮半島で約50年もの長期にわたって続いた休戦状態についての

一定の見方が入り込まざるを得ない。他方で、両国間に横たわる歴史的経緯を否定する

ことによって、上に述べたような要素を一切排除して機械的に画定作業を行うのであれ

50 例えば、チュニジア＝リビア大陸棚事件（ICJ Reports 1982, p. 18.)。英仏大陸棚事件Arbitration
between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic on the
Delimitation of the Continental Shelf, 30 June 1977 and 14 March 1978, International Legal Material,
Vol.18, 1979, pp. 399-494におけるシシリー島の扱い。本件へ肯定的な評価を与えるものとして、山
本草二『海洋法』（三省堂、1994年）211-212頁。
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ば、不合理な結果を生みだしかねない。結局のところ、両国が「特殊な関係」を克服し

た後であっても、それ以前の休戦時の状況を完全に切り捨てることはできない、という

難しさに直面する。

結　び

　

本稿では、NLLをめぐる韓国と北朝鮮との対立を軸に、黄海の海上境界線について生

じる論点の整理に努めた。そもそも両国間の紛争は、休戦協定が海上境界について具体

的な規定を持たないことに端を発するが、対立が明確になった後に、休戦の枠組みの下

において積極的に対処がなされてこなかったことに、より本質的な問題がある。その理

由の一つとしてすぐに想起されるのは、そのような対処が必要ともみなされなかった争

点の重要性についての評価である。朝鮮戦争時、半島周辺の水域においては連合軍が圧

倒的な優勢を維持していたため、戦後NLLが設定された当初も、単に韓国側の警備区域

の北限として認識されていたにすぎない。相対峙する両勢力の軍隊を引き離す観点か

ら、純粋の休戦ラインが必要視されたのは、もっぱら陸上においてであり、海上におい

てではない。休戦という枠組みを離れても、北朝鮮やそれを支援する共産圏諸国による

侵略、という実質的なレベルで脅威が持たれたのも、やはり陸上においてであった。そ

のような意味で、休戦協定上も、実質的な意味においてもNLLが休戦ラインとしての役

割を強く期待されることはなかったとすれば、解決が先延ばしにされていることが特に

問題視されることもない、と考えられる。

NLL、あるいはそれに対置される北朝鮮の軍事境界線のいずれについても、非常に特

異であるのは、この黄海の境界線という争点が、休戦関係にある当事者間に持ち上がっ

ている問題でありながら、その内実は純粋な休戦ラインとして争われているわけではな

い、という点である。両国ともに海洋法の規則を援用する体裁を整えるのも、それぞれ

の軍事境界の主張を補強できる、という有用性もさることながら、現在のMDLが将来、

国境と定まる可能性が高いことから、自己の管轄水域を少しでも多く確保したいという

意図が背後にあるからに他ならない。このように、黄海において境界線を設定する意義

が、少なくとも当事者にとっては、時間の推移とともに変化しているというのであれ

ば、NLLが妥当するのか否かの判断を含めて、黄海にありうべき境界線についての評価

も、韓国と北朝鮮との関係、半島全体の情勢等、様々な関連の要因をいかに捉えるかに

よって異ならざるを得ない。ましてや、致命的ともいえるのは、本稿で想定した将来の

海洋紛争でさえ、そのままの形で起こるとは限らないことである。北朝鮮の崩壊、ある



54

いはその他の理由で南北が統一されれば、単一国家内で境界画定を行う必要はでてこな

いかもしれない。反対に現在のような特殊な状態が今後も長期にわたって継続するとい

うのであれば現実にそのような海洋紛争が両国間交渉の俎上に上るのは遠い先の話とな

る。したがって、朝鮮半島が未だ流動的な情勢にあることは留保せざるをえない51が、

そうであっても、これから先もしばらくは続くと予想される対立の実態をひもとき、紛

争の実質的な構図を把握することにも一定の意義があるものと思われる。但し、その際

にはこの対立の帰趨が、今後両国が朝鮮半島にもたらす政治的決着に大きく依存するこ

とに常に留意しなければならない。

51  近時の韓国側の「連合」案、北朝鮮側の「統一」案を国際法の観点から詳しく紹介したものとして、
以下を参照。The Seong-Ho, “Comparison of the South’s Confederation Proposal with the North’s
‘Low Stage Federation’ Proposal－From the Perspective of International Law,” International Journal
of Korean Unification Studies, Vol.12, 2003, pp. 165-197.


