
再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化
――「持続可能な駐留環境」に向けて――

渡邊　武

問題の所在

2003年４月に地域的および世界的な安全保障環境の変化に同盟を適用させることを目

的として（１）開始された「未来の米韓同盟政策構想」(FOTA: Future of the ROK-US

Alliance Policy Initiative)会議は、在韓米軍再配置に関する米韓両国の継続的な協議を行

う場である。しかし、再配置が兵力の調整をも伴うようになったにもかかわらず、FOTA

会議はその名称にあるような同盟の将来構想を発表しないまま回を重ねた。当初から

FOTA会議には韓国国内における基地問題の処理という側面も強く存在しており、この

問題が同盟の将来構想よりも先行して議論されたのである。

FOTA会議が開始される前年の2002年６月に起きた米軍車両による女子中学生の死亡

事故を契機とする反米運動の広がりは、米韓同盟関係に否定的な影響を及ぼすものと認

識された。同年ワシントンで開かれた第34回米韓安保協議会議(SCM:Security Consultative

Meeting)においてこの事故が取り上げられ、その共同宣言にラムズフェルド米国国防長

官の「個人的な悲しみと遺憾」（２）が盛り込まれたほどであった。FOTA会議はこのとき

のSCMにおける合意によって設置されたものである。再配置の目的に「持続可能な駐留

環境」と「国土の均衡的発展」（３）が含まれているのは、米軍の駐留に対する韓国国内

の反発に応えたものといえよう。FOTA会議が米韓同盟にもたらす影響についても、基

地問題の処理という観点からの検討が必要となる。

従来の韓国政府は、基地周辺の住民や自治体への支援をほとんど行っていなかった。

在韓米軍の駐留に伴う国内からの反発を処理するにあたって、これまでとられてきた手

段は、在韓米軍地位協定(SOFA:Status of Forces Agreement)改正などに関する対米交渉にほ

ぼ限定されていた。韓国において住民に対する補償制度やそれを支える組織が発達して

いたとは言いがたい。日本と同様に基地問題や反米運動を抱えていても、その前提が異

なっていたのである。

（１）「未来韓米同盟政策構想第1次会議結果」2003年4月9日<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=
00112020000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.jsp&bbs_id= 2&item_id=2340&curPage=22&dummy=
20030730104654>accessed on September 5, 2003.; Joint Statement on "Future of the ROK-US Alliance Policy
Initiative, April 9, 2003<http://www.usfk.or.kr/en/future_initiative_01.html>accessed on September 5,
2003.

（２）「第34次SCM共同宣言、2002年12月5日」『参与政府の国防政策』（韓国国防部政策企画局基本
政策課、2003年）166～167ページ; Korea-U.S. Security Consultative Meeting Joint Communiqué,
December 5, 2002<http://www.defenselink.mil/news/Dec2002/b12052002_bt619-02.html>accessed on
May 19, 2004.

（３）「未来韓米同盟政策構想第1次会議結果」2003年4月9日; Joint Statement on "Future of the ROK-
US Alliance Policy Initiative, April 9, 2003.
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しかしFOTA会議を中心とした再配置をめぐる動きのなかでこうした状況が変化した。

在韓米軍の移転先となる地域からすでに強い反発が表れており、何らかの補償や支援な

くしては合意の実行は困難である。また、米国に安全保障を依存する韓国が、再配置に

関する協議の場で、韓国国内の不満を抑えられるほど強い主張を展開することも現実的

ではない。米韓同盟を維持する上で基地周辺地域への支援がより重要となるなか、韓国

政府はFOTA会議と並行して「駐韓米軍対策委員会」を組織し、基地周辺の住民への対

応を開始することとした。基地と周辺地域の摩擦を緩和する防衛施設行政がようやく生

み出されようとしているのである。基地周辺地域への支援は合意通りの移転の実施を保

障するものではないが、たとえ移転計画を再検討することとなっても、それまでの過程

で生み出される住民への補償などの制度は残ることになる。

FOTA会議は同盟の将来についての全体的な構想を発表しないまま進行した。しかし、

その間も在韓米軍の「持続可能な駐留環境」のための変化がもたらされた。本稿は、米

韓両国が将来の同盟関係を模索するにあたって最初に直面した課題である基地問題が、

再配置のなかでどのように処理されようとしているのかを検討する。

１　潜在していた問題――韓国の費用負担

FOTA会議における議論の中心となったのはソウルの龍山基地や漢江以北に展開する

第２師団の移転問題であったが、なかでも移転費用の分担は韓国の国内政治において敏

感な争点であった。その処理の仕方によっては、FOTA会議そのものが反米運動の契機

となりかねず米韓両国には慎重な対応が求められた。

かつて盧泰愚政権下で進められた「ソウル都心地米軍部隊移転事業（龍山計画）」に

おいて、米韓が1990年に締結した龍山基地移転合意覚書が韓国国会の承認を得られなか

ったのは米韓の費用分担をめぐる問題によるところが大きく、その後93年に金泳三政権

が発足すると、計画は凍結状態となった。2002年に合意された米軍基地の整理統合計画

である米韓連合土地管理計画(LPP: Land Partnership Plan)においてもソウル地域は「指

揮統制中心地(HQ/C2 HUB)」とされ（４）、これを龍山基地強化の動きと見る報道すら現

れていた（５）。

こうした龍山基地をめぐる状況が変化したのはFOTA会議開始後である。2003年５月

14日の米韓首脳会談で90年の合意が確認された（６）ことに基づきFOTA会議の場で移転

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

（４）Daniel J. Russel, "Land Partnership Plan, " Katchi Kapshida (October ,2001),p.9.
（５）「米軍、龍山の核心基地化推進･･･韓半島の指揮・統制司令部中心地に」『朝鮮日報』2001年12

月17日。
（６）United States Forces Korea, "US Government Official: Yongsan Relocation Story'A Fundamental

Misrepresentation',"September 3, 2003<http://www.usfk.or.kr/en/bbs/view.php?id=press&page=2&sn1=
&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=reg_date&desc=desc&no=33> accessed on March
18, 2004;「韓米首脳共同宣言」2003年５月14日『青瓦台ブリーフィング』第52号（大統領秘書
室、2003年５月15日）5ページ; Joint Statement Between the United States of America and the
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の規模をめぐって交渉が持たれた。その結果、2004年１月の第６回会議において米韓連

合軍司令官事務室やドラゴンヒル・ホテルなどを除く龍山基地のほぼすべての施設を移

転対象とすることで実務レベルの合意に至ったのである（７）。そして、こうした動きは

在韓米軍の移転費用分担に関する韓国国内の議論を再び喚起することでもあった。

90年の龍山基地移転合意覚書において米国側の義務とされているのは敷地の縮小や建

物の統合などの努力をすることであり、移転に要する費用を負担するのは韓国側とされ

ている（８）ことに対する韓国国内の批判は根強かった。2003年７月には野党・ハンナラ

党の朴世煥議員が、北朝鮮との軍事分断線近くに展開する第２師団と龍山基地の移転に

求められる韓国側の負担は150億ドル以上になると主張して政府の認識をただした。�

永吉・国防部長官はこれに対し、第２師団移転についてはSOFAの規定により土地の確

保に必要な費用のみ韓国側が負担すればよく、龍山の施設も含む米軍基地移転に必要と

される予算を30億～50億ドル程度と答弁している（９）。確かにSOFA第４条では原則とし

て、米国が返還する施設と敷地に加えた改良や、残存する建物や構築物について韓国政

府は補償の義務を負わないとしている（10）。しかし�永吉・国防部長官は同時に、龍山

基地に関してはそれ以外の移転費用も韓国側が支出する必要があると述べ（11）、90年の

合意覚書がある龍山基地移転は第２師団の移転とは事情が異なることを示唆していた。

龍山基地移転は韓国側負担の増加を予想させるものであり、朴世煥議員の質問も米韓が

これに関する議論を開始したことが背景にあった。FOTA会議の過程で韓国側代表であ

る車栄九・韓国国防部政策室長が、90年の合意覚書を「国会の批准を得られず、法的に

未完製品」とし、代替する新たな協定を作成して国会の承認を得る方針を明らかにした（12）

のは、こうした国内事情を踏まえたものである。

また、土地の確保に必要な費用のみ韓国側が負担すればよいとされた第２師団の移転

に関しても、実は龍山基地と同様に国内的に敏感な問題が潜在していた。FOTA会議開

始の１年余り前に合意され第２師団の再配置を基礎づけるLPPは、合意時点において在

韓米軍が28の主要基地と３つの訓練場、合わせて約4100万坪を返還し、韓国側が代替地

として154万坪を供与する米軍基地の整理統合計画であった。協定締結時の発表で25億

Republic of Korea, May 14, 2003<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030514-17.html>
accessed on February 12, 2004.

（７）「龍山基地、漢江以南へ完全移転」『国防日報』2004年1月19日。
（８）「龍山基地移転合意覚書書主要内容」『国防白書1990』（韓国国防部、1990年）174ページ。
（９）『第241回国会（臨時会）国防委員会会議録第3号』（韓国国会事務処、2003年７月30日）25ペー

ジ。
（10）「大韓民国とアメリカ合衆国の相互防衛条約第4条による施設と区域及び大韓民国における合衆

国軍隊の地位に関する協定」第4条; Agreement under Article IV of Mutual Defense Treaty between the
Republic of Korea and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United
States Armed Forces in the Republic of Korea, Article IV.

（11）『第241回国会（臨時会）国防委員会会議録第3号』（韓国国会事務処、2003年７月30日）25ペー
ジ。

（12）「龍山基地移転包括協定準備」『国防日報』2003年9月5日。
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ドルの費用が必要とされ、2011年までに在韓米軍が利用する土地を60%近く縮小させな

がら代替施設の建設を進める計画となっていた（13）。FOTA会議が開始された後も、第２

師団の移転に関しLPPに代わる基本的な計画は存在していない（14）。注目を集めやすい大

規模な計画であるだけに、龍山基地と同様に米韓の費用分担の割合が批判の根拠となる

ことは十分に予想されるものであった。このため韓国政府もLPPの費用負担については

慎重な解説を行っていた。

当時の韓国国防部の説明では、約25億ドルの費用のうち韓国側が負担するのは11.2億

ドル、米国側が13.8億ドル程度となっており（15）、韓国の負担が米国のそれより低くと

らえられた。しかし、この計算では、約９億ドルの施設移転費(Facility Replacement

Costs)とされる部分と、約1.7億ドルの土地収容費(Land Acquisitions)のみが韓国政府の

負担となり（16）、LPPの予算の41%を占める約9.6億ドルの接受国支援(HNS: Host Nation

Support)は米国側負担と見なされている。

言うまでもなくHNSはもともと韓国側が支出するものであるが、これをLPPのために

投入しても、韓国政府がそれによって生じた不足分を穴埋めする義務を負うわけでもな

い。LPPに伴って韓国の米軍への支援が増加するわけではなく、むしろ在韓米軍が使用

できるHNSの額が縮小することになる。その意味では、HNS部分を米国側負担と見なす

ことは可能である。実際に米国会計検査院は、韓国によるHNSのうち50%に及ぶ部分が

LPPの財源として組み入れられることで、他の事業に用いる予算が不足することに懸念

を表明している（17）。しかし、海外に展開する米軍に対する受け入れ国による支援とい

うHNSがもつ本来の性質からすると、複数ある説明方法のうちで韓国側負担を比較的小

さく見るものが選択されたとは言えよう。今後の米国との交渉によっては、韓国による

HNSの額にLPP実施に伴う不足分が上乗せされることも考えられる。なお、LPPと前後

して2002年４月に締結された米韓防衛分担特別協定(SMA: Special Measures Agreement)

ですでに決められていたのは2004年度までの韓国の防衛費分担額であり（18）、LPPの実施

とともに2005年度以降の協定をめぐる交渉が持たれることとなった。

また、LPP協定が合意された際に韓国国防部は、約13億ドルと見込まれる土地の売却

益により、国防予算の追加的な負担なくLPPの費用を賄うことができるとしていた（19）。

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

（13）韓国国防部政策室『韓米同盟と駐韓米軍』（韓国国防部、2002年）74～76ページ。
（14）United States General Accounting Office, Defense Infrastructure: Basing Uncertainties Necessitate

Reevaluation of U.S. Construction Plans in South Korea(July 2003), p.14.
（15）韓国国防部政策室『韓米同盟と駐韓米軍』（韓国国防部、2002年）76ページ。
（16）Daniel M. Wilson, Jr., Executive Summary: Land Partnership Plan(August 23, 2002).
（17）United States General Accounting Office , Defense Infrastructure: Basing Uncertainties Necessitate

Reevaluation of U.S. Construction Plans in South Korea(July 2003), p.4.
（18）韓国外交通商部「韓米防衛分担特別協定締結」、2002年4月4日<http://www.mofat.go.kr/ko/news/

news_view.mof?ipage=22&seq_no=1018&p=13&TOTAL_ROW=1295&num=967&b_code=news_1&
searchtype=&search= >accessed on February 6, 2004.

（19）韓国国防部政策室『韓米同盟と駐韓米軍』（韓国国防部、2002年）76ページ。
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（20）KPCPに関する資料で入手が比較的容易なものとして、福生市役所総務部秘書広報課編『福生
市と横田基地』（福生市役所、2002年）36～45ページ。

（21）United States General Accounting Office, Infrastructure: Basing Uncertainties Necessitate Reevaluation
of U.S. Construction Plans in South Korea, p.17.

（22）「"移転費用追って決定"金泰栄政策企画局長」『国防日報』2004年1月19日。
（23）「龍山基地移転費を合理的分担にしなければならない」『ハンギョレ新聞』2004年4月1日。
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韓国側負担額が11.2億ドルであるとすれば、移転事業を実施した後に利益さえ残る計算

である。こうした方法で財源を得る場合は、施設が移転するまでは土地の返還はできな

いことから、実際には売却益を得る前に移転先の用地を購入しなければならない。返還

される土地から見込まれる処分収入を特別会計から歳出して、新たな用地の買い入れに

充てることになる。しかし、それが韓国側に追加的な負担をもたらさないものであるか

どうかについては必ずしも確実な見通しがない。

過去に同様な仕組みで米軍基地の整理を進めた事例として、73年から77年に日本で実

施された関東空軍施設整理統合計画(KPCP: Kanto Plain Consolidation Plan)がある。特定国

有財産整備特別会計を利用し、LPPと同様に返還跡地を処分することで財源を確保した。

しかし、返還対象となった土地は、立川飛行場のほか、府中空軍施設やジョンソン飛行

場住宅地区の大部分など2200ha（665.5万坪）にすぎず、代替施設の建設も横田飛行場

とキャンプ朝霞アンテナ地区で行われ、新たな用地を取得したわけではない（20）。KPCP

も首都周辺の米空軍施設を大幅に削減した事業であったが、約4100万坪の返還と154万

坪の供与を伴うLPPの規模はこれをはるかに超えていた。基地返還と代替地確保の流れ

が軌道に乗るまでは、韓国政府が国会に追加的な予算の承認を求めなければならなくな

る可能性があった。韓国側負担とされる約11.2億ドルもの費用を返還跡地の処分収入に

依存することについては米会計監査院が疑問点として指摘している（21）。

龍山基地のほぼすべての施設が移転対象となると、金泰栄・国防部政策企画局長が

「推算されていた費用が今後変化する可能性があり、米側と協議を通じて追って決定さ

れるだろう」（22）として費用の増加に関する交渉が開始されることを明らかにした。こ

のように在韓米軍の移転費用の増加が予想されるなか、代表的新聞の１つであるハンギ

ョレ新聞は社説において「龍山基地の完全移転は何よりも民族の自尊心の回復という大

きな意味を持つ」とした上で「移転費用を韓国側が全て負担する不平等な協定である

1990～1991年の合意覚書と了解覚書を基礎として進行してはいけない」と主張している
（23）。龍山基地移転に関する合意が引き起こしたのは、ここまで見てきたような事情を含

む米韓の費用分担に対する否定的な関心であった。

２　対米交渉の限界

かつて韓国政府は、防衛施設周辺地域への住民に対する補償をはじめとする基地問題

への取り組みをほとんど行ってこなかった。在韓米軍の駐留に伴う国内問題の処理にお
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いて重視されてきたのは対米交渉である。龍山基地移転に関しても、2004年２月の第7

回FOTA会議で米韓双方が「合意書が完成されれば韓国国民に完全で透明に公開するこ

とで、双方の交渉過程が信義と信頼のなかで成し遂げられたことを示す必要がある」（24）

としていることに見られる通り、米韓の交渉を通じて90年の合意覚書に代わる協定を締

結することが、移転構想の実現に重要な役割を果たすことになると認識されている。

しかし、このような文言そのものが交渉の結果に相当程度の批判があるという予想を

反映するものでもある。同じ時期に潘基文・韓国外交通商部長官は、90年の合意覚書に

基づき龍山基地の移転費用を韓国が負担するのは適切ではないとして政府の立場をただ

す野党議員に対し、「我々が1988年度から龍山基地を移転させてくれと要請したために、

その当時は経費を我々が負担するという話をしたが、今は在韓米軍が自分から再配置す

るということに状況が変わってきた。まずそのことに立脚し、その範囲内での必要な修

正協議を継続してきた」（25）と述べ、移転費用に関する国内の不満に積極的に応える姿

勢を示した。費用の分担についての妥協は在韓米軍再配置をめぐる国内政治を複雑化さ

せる可能性が高く、韓国政府はこれを意識した対米交渉を進めざるを得なかったのである。

一方で韓国が安全保障を米国に依存していることは、交渉における制約要因となる。

韓国は米国に朝鮮半島の状況を考慮して今後の軍事態勢を検討するよう、依頼すべき立

場にあったためである。FOTA会議の開始にあたって韓国は、北朝鮮核問題の解決後に

再配置を協議することを求めていた（26）。特に第２師団の中核である第２旅団のイラク

派遣は海外に駐留する米軍全体の再編であるGlobal Posture Reviewの一部分となるもの

であり（27）、在韓米軍の兵力の調整が朝鮮半島以外の事情から影響を受けることがあり

うることを示している。こうした可能性を考慮するとき、再配置に関する交渉で韓国側

が国内の不満を抑えられるほど強い交渉態度に出ることは難しい。

第２旅団のイラク派遣に見られるような米国の動きに盧武鉉政権が何らの対応もしな

かったわけではない。在韓米軍のイラク派遣が伝えられると、韓国国家安全保障会議

は、米軍の兵力の調整に「自主国防」の推進で備えてきた韓国政府に動揺はない、との

立場を表明している（28）。盧武鉉政権は、北朝鮮の脅威が解消されないまま在韓米軍が

縮小される事態に対応するものとして、この自主国防概念を重視してきた。韓国の対米

依存相対化の努力とその限界を示すのが、FOTA会議の進展とともに強調されていった

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

（24）韓国国防部代弁人室「『未来韓米同盟政策構想』第7次会議結果」『報道資料』2004年2月14日。
（25）『第245回国会（臨時会）統一外交通商委員会会議録第1号』（韓国国会事務処、2004年2月5日）

13ページにおける秋美愛・新千年民主党議員の質問に対する答弁。
（26）Ministry of National Defense, Republic of Korea, "ROK, US Start Talks on Future of Alliance," April 8,

2003<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=01911000000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.jsp&bbs
_id=34&item_id=68&curPage=5&dummy=20030730110559>accessed on September 5, 2003.

（27）"Officials Discuss Global Posture Process, " American Forces Information Service News Articles, June 6,
2004 <http://www.defense.gov/news/Jun2004/n06092004_200406097.html> accessed on September 23, 2004.

（28）韓国国家安全保障会議「在韓米軍再調整に昨年より備え」2003年5月19日<http://www.president.go.kr/
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自主国防である。

第１回FOTA会議直後の2003年４月10日、盧武鉉大統領は「北朝鮮核問題が解決され

たからといって、すぐに軍縮をしなければならないという主張もあるが、北東アジアの

安保秩序がまだ安定してはいないため、長期的には韓国の自主国防を強化する方向に行

かなければならない」と述べた上で、「これまで我々は在韓米軍の再配置問題をさまざ

まな事情により保留したり忌避したりしてきたが、今はこの問題を検討する時期が来

た」との見方を表明した（29）。自主国防はその後、８月15日の「光復節大統領慶祝辞」

で強調され注目を集めたが、このなかで盧武鉉大統領は「米軍の安保戦略も変化してい

る。米国の戦略が変わるごとに、国防政策が揺れ国論が渦を巻く混乱を繰り返してはな

らない」（30）として、在韓米軍に依存する韓国の立場の弱さに対する不満を表明した。

この演説は再配置が在韓米軍の兵力削減をもたらす可能性を考慮し、これに対して備え

ようとする意思を示したものとされている（31）。

しかし、盧武鉉大統領自身が自主国防達成の目標を「10年以内」（32）としたことにも

見られるように、韓国の安全保障上の立場を変化させるほどの実質が伴ったものになる

には多くの時間を要する。特に、北朝鮮に対する十分な抑止力を韓国は保持していない

と見られており、これが米韓同盟の見直しに対する不安の源泉となっていた。2004年３

月に韓国国家安全保障会議が発表した『平和繁栄と国家安保』は、自主国防が必要とさ

れる理由として「いまだ対北抑止を主導的に達成するだけの軍事力を保有できずにいる

ため、我々の社会の一部では韓米同盟の変化に敏感な反応もした。今や我々は自主的精

鋭軍事力の建設を通じ、対北抑止において主導的な役割を遂行していかなければならな

い」（33）と述べている。北朝鮮の脅威が厳然と存在するなかにあって、自主国防を進め

る速度を超える在韓米軍の再配置は韓国にとって望ましくなかった。韓国国防部は対米

依存を相対化した「相互補完的韓米同盟」を自主国防によって達成するとしているが（34）、

これは将来的な目標にすぎない。第２師団の漢江以南への移転の時期について、韓国側

の求め（35）に応じる形で政治的、経済的、安全保障的な状況を考慮に入れて決定するも

warp/app/cwd_notice/view?group_id=&meta_id=news_data&id=f5182ed90f028f00a38dcce4&_sso_id_=
0f24767f7f1dd5328809e186c11669e6> accessd on June 4, 2004.

（29）青瓦台代弁人室「韓米安保協議、人事の地域案配、野宿者」2003年4月10日<http://www.president.go.
kr/warp/app/archive/view?group_id=archive&meta_id=briefing&id=3156d07d7a0febec7a1ba2de&view_
type=archive&list_op=YTo3OntpOjA7czo1OiJsc3RvcCI7aToxO3M6MTI6ImFyY2hpdmVfbGlzdCI7aToyO2
E6Mjp7czo3OiJzcmNoY2F0IjtzOjA6IiI7czo3OiJzcmNoY29uIjtzOjA6IiI7fWk6MztzOjI6ImlkIjtpOjQ7
aTowO2k6NTtpOjIwO2k6NjtpOjEwO30%3D>accessed on April 12, 2003.

（30）「第58周年光復節慶祝辞」『盧武鉉大統領演説文集』第１巻（大統領秘書室、2004年）350ペー
ジ。

（31）韓国国家安全保障会議「在韓米軍再調整に昨年より備え」2003年5月19日。
（32）『盧武鉉大統領演説文集』第１巻、350ページ。
（33）韓国国家安全保障会議『平和繁栄と国家安保』（韓国国家安全保障会議事務処、2004年）42ペ

ージ。
（34）韓国国防部政策企画局基本政策課『自主国防と我々の安保』（韓国国防部、2003年）29ページ。
（35）Ministry of National Defense, Republic of Korea, " ROK, US Start Talks on Future of Alliance," April 8,
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のとされた（36）背景にはこうした問題が存在していた。

米国側が韓国ほどは現在の在韓米軍の軍事態勢に価値を見いだしていないとすれば、

韓国側が強い主張を展開することは在韓米軍のさらに大規模な再配置や縮小を促しかね

ない。第２旅団のイラク派遣に先立つ龍山基地移転をめぐる交渉においてすでに、この

現実を示す結果が表れていた。

龍山基地に対する批判は首都の中心部に外国軍基地が存在することへの反発に基づ

く。龍山計画は、こうした国内の不満に応えて1988年の盧泰愚政権発足とともに開始さ

れたものである。韓国国防部も当時この計画を「米軍部隊が移転すれば朝鮮末期から日

本など周辺列強によって軍事基地化された龍山地域をソウル市民はもちろん全国民のた

めの休息・文化空間として開発する非常に意義深いこと」（37）と説明していた。2002年

末の第34回SCMにおいて米国側が、ワシントンに外国軍基地がある場合を考えれば龍山

基地は可能な限り早く移転すべきだと表明した（38）のは、このような韓国における認識

を受けたものである。

従って韓国側は龍山基地に残る敷地を小さく抑えることを求めることになるが、同時

に韓国国防部は米韓連合軍司令部と国連軍司令部がソウルに残ることも望んでいた（39）。

2003年9月に開かれた第４回FOTA会議の後に車栄九・国防部政策室長は龍山基地移転に

ついて、米韓連合軍司令部と国連軍司令部は残るとした上で、返還されない敷地の面積

は「国民の納得できる常識的水準」になるだろうと述べている（40）。つまり韓国政府に

とって「国民の納得できる常識的水準」とは２つの司令部を残すものであり、それ以上

ではなかった。韓国政府は現在の軍事態勢の維持を要望する弱い立場にあるにもかかわ

らず、龍山基地をめぐる国内の不満を処理するためには多くの敷地を返還するよう主張

しなければならない状況に置かれていた。韓国政府にとって望ましい同盟を維持するた

めに求められるものは基地問題の処理と安全保障上の不安への対応のいずれを重視する

かによって異なっており、そのバランスを取る妥協点が米韓連合軍司令部と国連軍司令

部を残す形での龍山基地移転だったのである。

その後、韓国が要求する龍山基地の敷地縮小を米国は容易に受け入れず、2003年11月

に開かれた第35回SCM共同宣言は、龍山基地移転に関する合意がなされていないことに

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

2003.
（36）「未来韓米同盟政策構想第２次会議結果」、2003年6月5日<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=

00112020000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.jsp&bbs_id=2&item_id=2447&curPage=1&
dummy=20030610161324>accessed on September 5; Joint Statement on "Future of the ROK-US Alliance 
Policy Initiative, June 5, 2003< http://www.usfk.or.kr/en/future_initiative_02.html>accessed on September 5, 
2003.

（37）『国防白書1990』173ページ。
（38）『第236回国会（臨時会・閉会中）国防委員会会議録第2号』（韓国国会事務処、2003年3月7日）

5ページにおける金善奎・韓国国防部政策企画室長の懸案報告。
（39）『第244回国会（臨時会）国防委員会会議録第2号』（韓国国会事務処、2003年12月26日）7ペー

ジにおける�永吉・国防部長官の答弁。
（40）「龍山基地残留敷地、常識線で決定」『国防日報』2003年９月5日。
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対する遺憾を表明している（41）。必要と考える規模の敷地が認められなかった米国側は、

韓国の安全保障上の不安を突く反応を示した。このときのSCMでラムズフェルド国防長

官は逆に、米韓連合軍司令部と国連軍司令部を含む龍山基地のほぼすべての施設を移転

対象とすることを提案したのである（42）。韓国の国内政治上の要求に基づく対米交渉が、

安全保障に関する不安をもたらし得ることを示したのが龍山基地移転問題だった。

交渉によって、韓国国内の米国への反発を抑えることは難しい。対米交渉で韓国が提

示できる要求に限界があるためである。またすべに見たような問題を抱える費用分担に

関する米韓の交渉は韓国国内に争点を認識させ、米国に対する批判を高める契機となる

可能性すらあり、在韓米軍への反発を処理する手段としては限界がある。

３　開始される基地問題への直接的な対応

従来の韓国は、在韓米軍の駐留に対する国内の反発に対応するにあたって対米交渉に

依存する一方、基地問題への直接的な対応はほとんど行ってこなかった。しかし、交渉

による問題の解決に限界がある以上、別の手段をとることが安定した同盟を維持する条

件となる。そもそもFOTA会議による動きが、在韓米軍の撤退ではなく再配置を目指す

ものであるのならば、米軍に対する反発は今後も常に存在し続ける。「持続可能な駐留

環境」のためには不満が大規模な反対運動につながらないよう、基地周辺地域への支援

を継続的に行う必要がある。FOTA会議はこうした取り組みを韓国政府に促す契機とな

った。

FOTA会議前からあったLPPの範囲を超える再配置について、基地周辺の地方自治体

から十分な理解が得られているとは言いがたかった。2004年２月の第７回FOTA会議で

韓国側がそれまでの同会議による変更を反映したLPP協定改正案を提示した（43）ことに

も見られる通り、従来の計画はかなりの修正を受け、それ以前に地方自治体が認識して

いたものとは異なる内容となった。LPP締結時点での前提が覆され、それは基地周辺地

域からの要求を高めた。FOTA会議で合意された移転の執行にあたっては、こうした地

域への対策を伴わざるを得ない。

LPPでは、漢江以北に展開する第２師団の基地のうち、議政府市のキャンプ・レッド

クラウド(Camp Red Cloud）とキャンプ・スタンリー(Camp Stanley)、東豆川市のキャン

（41）「第35次SCM共同宣言全文」2003年11月17日『国防日報』2003年11月18日; Joint Communique：
Thirty-Fifth Annual US-ROK Security Consultative Meeting, November 17, 2003 < http://www.usfk.or.kr/en/
future_initiative_05.php>accessed on January 12, 2004.

（42）『第244回国会（臨時会）国防委員会会議録第2号』（韓国国会事務処、2003年12月26日）8～9ペ
ージにおける車栄九・国防部政策室長の答弁。

（43）韓国国防部代弁人室「『未来韓米同盟政策構想』第7次会議結果」」『報道資料』2004年2月14日。
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プ・ケイシー（Camp Casey）は、計画が完了する2011年以降も存続することとなって

いた（44）。しかし、2003年６月の第２回FOTA会議では、漢江以北の米軍基地を統合する

だけでなく、これに加えて、さらに漢江以南に移転する構想が合意された。「可能な限

り早期に」実施する第１段階において、キャンプ・レッドクラウドとキャンプ・ケイシ

ーに漢江以北の在韓米軍基地と施設を統合し、米韓の首脳部が別に時期を決定する（45）

第２段階において、こうして統廃合された基地を「漢江以南の圏域(the key hubs south

of the Han River)」に移転するものとされた（46）。

第２師団を漢江以南に移転する構想が合意されると、京畿道の孫鶴圭知事は移転候補

地となった烏山・平澤地域に米軍の将兵とその家族約10,000名が居住できる「国際平和

都市」を建設するとの意向を示した（47）。これは、米軍の移転を地域の発展に役立てる

とする構想である（48）。しかし、対象となっていたのはこのときすでに移転が合意され

ていた（49）龍山基地の第８軍司令部であり、国際平和都市構想に第２師団の移転を積極

的に受け入れる意味はない。孫鶴圭知事はむしろ、第２師団の移転に対しては「朝鮮半

島で戦争の危険がなくなる時まで漢江以南への再配置に反対するという確固たる立場」

を示した。そして、やはり京畿道に含まれ第２師団が駐留する代表的都市である議政府

市および東豆川市に、「米軍将兵の劣悪な居住・作戦環境の画期的な改善により第２師

団再配置を抑制する」という「国際自由都市」を建設する構想を打ち出した（50）。議政

府市と東豆川市は、第２師団移転のうち第１段階の統廃合先となっている、キャンプ・

レッドクラウドとキャンプ・ケイシーが所在する都市である。

烏山基地(K-55)を抱える平澤市の金善基市長も国際平和都市構想に関しては京畿道と

の協議を進める一方で「米第２師団の平澤市移転は、国家安保のためや、また地域の

様々に憂慮される問題のため絶対に反対する」と市議会で述べた。米軍基地再編に関す

る韓国国防部の担当機関であった龍山事業団が2003年11月24日、平澤市に対し協議を要

請したが、市長は「追加的に我が市に移転して来る問題には市の基本的な反対の立場を

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

（44）韓国国防部政策室『韓米同盟と駐韓米軍』75ページに掲載の図。
（45）「第35次SCM共同宣言全文」; Joint Communique：Thirty-Fifth Annual US-ROK Security Consultative

Meeting.
（46）「未来韓米同盟政策構想第2次会議結果」2003年6月5日<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=

00112020000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.jsp&bbs_id=2&item_id=2447&curPage=1&
dummy=20030610161324> accessed on September 5, 2003;Joint Statement on "Future of the ROK-US
Alliance Policy Initiative, June 5, 2003< http://www.usfk.or.kr/en/future_initiative_02.html>accessed on
September 5, 2003.

（47）Ministry of National Defense, Republic of Korea, "New Town to Emerge in Osan to House US Army," June
20, 2003<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=01911000000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.
jsp&bbs_id=34&item_id=106&dummy=20030620170239>accessed on September 5, 2003.

（48）『第185回京畿道議会本会議議事録第2号』33ページにおける孫鶴圭・京畿道知事の答弁。
（49）『第244回国会（臨時会）国防委員会会議録第2号』（韓国国会事務処、2003年12月26日）5ペー

ジにおける金大勲・首席専門委員の報告。
（50）『第185回京畿道議会本会議議事録第2号』（京畿道議会事務処、2003年8月27日）33ページにお

ける孫鶴圭・京機道知事の答弁。
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示し………（土地の）追加供与の問題はそのような在韓米軍の去就の問題により我々が

適切かつ強力に対処」するとの立場をとった（51）。その後、土地収容に関する住民説得

を求める龍山事業団の要請を平澤市当局が拒絶したとの報道もなされた（52）。

つまり龍山基地移転の一部に対応する国際平和都市構想は示されたが、第２師団の漢

江以南移転構想には、関係する自治体である京畿道や平澤市の協力が得られていなかっ

たのである。第２師団の漢江以南への移転の時期は、すでに述べた通り両国の首脳が今

後決定することとされていることから、韓国国内の政治状況によっては実施が不透明に

なることが十分に考えられる。孫鶴圭知事が第２師団移転の第１段階の統合先である議

政府市および東豆川市に「国際自由都市」を建設する構想を発表したのは、この点を踏

まえたものであろう。

上に見た通り日本のKPCPでは新たな用地を取得することなく米軍施設の統廃合を行

った。それでも横田基地への米空軍施設移転においては、他の基地が返還されるなかに

あって横田基地に施設を集中することが市民感情を害しているとして、福生市などの自

治体がこの問題に関する国からの援助の必要性を繰り返し訴えている（53）。在韓米軍の

再配置の場合は民間の用地を取得することとなっているため、状況はより複雑である。

K-55周辺では１日平均180回とされる米軍機の離着陸に伴う騒音や振動による被害が

以前から指摘されていたものの（54）、補償に応じるための制度が発達していたとは言い

がたい。しかしFOTA会議開始前からすでに基地問題対策への要求は高まりつつあり、

2002年４月には地方自治体の首長によって構成される「米軍供与地域自治体長協議会」

が作成した案を基にする（55）「米軍供与地域支援及び住民権益保護に関する法律案」が

韓国国会行政自治委員会に提出されている（56）。

FOTA会議の開始と在韓米軍再配置に関する合意は、こうした動きを活発化させた。

移転先とされた平澤市においては「米軍基地拡張反対平澤委員会」のように民主労総な

ど全国的組織が関係した運動が存在し、京畿道の国際平和都市構想も含めた米軍基地の

移転全般に反対している（57）。平澤市議会も2003年７月、龍山基地や第２師団の平澤移

転が地域の特性と地域住民の意思を考慮せず米軍からの一方的な通報によって行われつ

（51）『第76回平澤市議会（第2次定例会）本会議議事録第2号』（平澤市議会事務局、2003年12月3日）
における、ペ・ヨンソ議員の質問に対する金善基市長の答弁<http://www.ptcouncil.net/search/viewer_
main.jsp?conf_code=0400791002003120302&font=1111601&search=null#ag003>accessed on April 28, 2004.

（52）「市、米軍基地平澤市土地補償への協力拒否」『文化日報』2004年1月10日。
（53）福生市役所総務部秘書広報課編『福生市と横田基地』41～45ページ。
（54）京畿開発研究院『駐韓米軍と地域社会の統合に関する研究』（2001年10月）66ページ。
（55）同上、174ページ；米軍供与地域自治体長協議会「法律（案）を国会が受付」2001年10月18日

<http://www.gongyeoji.or.kr/news/newsView.html?num=5>accessed on March 29, 2004.
（56）『第229回国会行政自治委員会会議録第2号』（韓国国会事務処、2002年4月11日）8～10ページ。
（57）米軍基地拡張反対平澤委員会「京畿道の『国際平和都市建設計画』に対する声明」2003年6月

18日< http://www.pyongtaek.go.kr/open/open05_01/EM_view.emp?table_name=open05_01&number=4422
&page=1 >accessed on January 15, 2004、「7月16日記者会見文」2003年7月16日< http://www.antigizi.
or.kr/zboard/zboard.php?id=pds&page=2&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum
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つあるとして「米軍基地平澤移転による対策特別委員会構成決議案」を可決した（58）。

米軍基地の拡張による影響を調査と関係部署への意見表明を任務とする同委員会は、

2003年９月から活動を開始した（59）。さらに、2004年４月にはK-55周辺住民がソウル地

方裁判所で騒音被害に対する国家補償を求める訴訟を起こしている（60）。基地に対する

不満が以前よりも容易に活発な運動に発展するようになるなか、FOTA会議が合意した

在韓米軍の移転が実施に移されようとしていた。

LPPや龍山基地移転計画への対応を通じた防衛施設行政の変化は、問題が顕在化しや

すい社会状況に対応しようとする韓国政府の意図を反映したものである。第７回FOTA

会議において韓国側は、2003年10月に発足した「駐韓米軍対策委員会」が米軍が安定的

に駐留できる環境づくりに寄与し、在韓米軍の再配置を支援するものだと説明した（61）。

国務総理を委員長とし、関係長官のほか、ソウル市長や京畿道知事で構成されるこの委

員会の目的は、再配置事業における莫大な財源と敷地の確保、返還跡地の活用などの課

題へ政府全体として対応することだとされている。その実務担当組織である「在韓米軍

対策推進企画団」は、基地周辺地域への対策のための法整備を、国民への広報や世論動

向の把握・対処とともに「広報・制度チーム」が一括して扱う業務として位置づけた（62）。

米軍に対する反発の処理の一環として防衛施設行政を整備しようとしているのである。

韓国国防部による「在韓米軍基地移転に伴う平澤地域等の支援に関する特別法（案）」

は、在韓米軍再配置と並行して進められる基地周辺地域に対する支援の代表例である。

同法案は計画の執行に伴って移住を迫られる住民の新たな土地での定着や、平澤市にお

ける開発を支援することなどを骨子とし、平澤市での用地取得の対象地域を確定すると

同時に発表された（63）。また韓国では従来、防衛施設行政の専門的な組織が発達してい

なかった。米軍基地の再編に関係する韓国国防部の部署は、盧泰愚政権下の龍山計画に

際して発足した龍山事業団のほか、軍事施設局、調達本部施設部に分散した状況にあっ

た。これを改善すべく国防部は、これらのうち龍山事業団と調達本部施設部を統合し国

防施設本部を179名の規模で発足させた（64）。LPPと龍山基地移転、50億ウォン以上の兵

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

&desc=asc&no=65>accessed on January 15, 2004.
（58）チョン・チンギュ平澤市議員ほか『米軍基地平澤移転による対策特別委員会構成決議案』2003

年7月18日。
（59）米軍基地平澤移転対策特別委員会『米軍基地平澤移転による対策特別委員会委活動計画書』

2003年9月6日。
（60）「米軍騒音被害国家補償請求」『米軍基地拡張反対平澤対策委公示事項』2004年4月28日<

http://www.antigizi.or.kr/zboard/zboard.php?id=notice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&se
lect_arrange=headnum&desc=asc&no=157>accessed on April 28, 2004.

（61）韓国国防部代弁人室「『未来韓米同盟政策構想』第7次会議結果」『報道資料』2004年2月14日。
（62）国務総理国務調整室「在韓米軍再配置事業、汎政府次元で推進―国務総理、在韓米軍再配置関

連関係長官会議主催」『報道資料』2003年10月4日。
（63）「在韓米軍基地移転に伴う特別法制定」2004年８月27日<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=

00112030000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.jsp&bbs_id=3&item_id=2969&curPage=2&dummy
=20040903212756> accessed on August 29, 2004.

（64）「国防施設本部運用本格化」『国防日報』2004年１月29日。
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営施設改善事業を担当し、環境問題や補償問題などの業務も取り扱うことになる（65）。

韓国国防部は正面装備導入や研究開発などに充てる「戦力投資費」の割合を、それ以

外の「経常運用費」に対して高めることを主張しているが（66）、在韓米軍の安定した駐

留を求めるのであれば防衛施設行政への積極的な投資が必要となる。そして、これは

「在韓米軍基地移転に伴う平澤地域等の支援に関する特別法（案）」のように地域を限定

したものではなく、韓国軍も含めたすべての基地周辺地域にかかわる対応につながる。

すでに2004年度の国防予算編成においても「環境保全施設」が重点分野とされ（67）、2008

年までの５年間に排水処理や騒音防止と軍が使用する私有地の買い入れに2817 億ウォ

ンを投資する計画である（68）。顕在化しつつある基地周辺地域からの要求を考えるなら

ば、今後もこうした事業の予算の増加傾向は続くであろう。金善基・平澤市長による

と、韓国国防部は平澤市と基地周辺の騒音問題に関する協議を進めるとともに、これま

で軍用飛行場については取られてこなかった騒音問題に関する措置として、「軍用飛行

場等騒音防止と周辺地域支援に関する特別法」の2005年制定を目標とした立法準備行っ

ており（69）、補償制度の整備も始まりつつある。

基地周辺地域への支援とは、住民と駐留する米軍の間への現地の中央政府による介在

である。京畿道と道内にある市や郡、企業が共同で設立した京畿開発研究院の『駐韓米

軍と地域社会の統合に関する研究』と題する2001年の報告書はすでに、在韓米軍をめぐ

る問題の処理のために中央政府が行うべきことは、米国との交渉（SOFAの改正）だけ

ではなく、国として米軍が駐留する地域の負担軽減に乗り出し、住民を支援する法制度

を整備する必要があると主張していた（70）。住民と米軍との間に入り摩擦を緩和する役

割を韓国政府がどこまで果たせるかが、「持続可能な駐留環境」の実現を左右すること

になる。

結論　基地問題における対応の変化

2004年７月のFOTA会議において米韓は、韓国の龍山基地移転費用の負担を輸送用役

によるものとし、在韓米軍が行っているC4Iの改善は移転費用に含めないなど韓国国内

からの批判に一定の配慮をした合意に至った（71）。しかし形式はともかく基本的に韓国

（65）「国防施設本部、今月中旬創設」『国防日報』2004年１月8日。
（66）韓国国防部計画予算官室『未来に備える韓国の国防費2003』（韓国国防部、2003年）25ページ。
（67）同上、７ページ。
（68）同上、30ページ。
（69）平澤市議会事務局『第76回平澤市議会（第2次定例会）本会議議事録第2号』イ・ジョンウ議員

の質問に対する金善基市長の答弁。
（70）京畿開発研究院『駐韓米軍と地域社会の統合に関する研究』172ページ。
（71）「第10次未来韓米同盟政策構想会議結果」2004年７月24日<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=

00112020000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.jsp&bbs_id=2&item_id=3215&dummy=
20040802152959> accessed on July 24, 2004.
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が費用を負担することに変わりはなく、対米交渉の限界を示す結果でもあった。

従って、基地周辺地域への支援が、米韓同盟をとりまく韓国国内政治を展望する上

で、これまで以上に重要となる。このときの会議で、米軍基地が消えることになる議政

府市での30万坪収容などの計画が中止される一方、新たに平澤のK-55およびキャンプ・

ハンプリー(Camp Humphrey)周辺で349万坪を米軍の移転用地として買い入れることに

なった（72）。平澤地域からの反発は決して小さくはなく、先に言及した「在韓米軍基地

移転に伴う平澤地域等の支援に関する特別法（案）」は、その対応として発表されたも

のである。

基地周辺地域への支援は合意された通りの移転を保障するものではなく、2008年まで

とされた第２師団移転のための土地収容もあくまで「目標」（73）に過ぎない。しかし例

え移転に関する合意を再度見直すことになったとしても、その間に生み出された米韓同

盟維持のための基礎は残ることになる。FOTA会議は未来の米韓同盟についての構想を

発表することなく進められた。しかし、これと並行して米韓同盟を維持するための基礎

を固めるべく、基地問題への本格的な取り組みがようやく開始されたのである。

（わたなべたけし、研究部第６研究室助手）

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

（72）この他、米国側が返還する基地は34個基地（1218万坪）、訓練場３地域、あわせて5167万坪と
され、2011年までに米軍が使用する土地は2515万坪（従来の34％）まで縮小するものとされた。
また、春川のキャンプ・ページ(Camp Page)や、釜山のキャンプ・ハヤリア(Camp Hialeah)、坡
州の６個基地の返還時期が従来計画の2011年から2005年に早められるなどの変化があった。「問
答で見る龍山基地移転とLPP改正協定」2004年７月24日<http://www.mnd.go.kr/cms.jsp?p_id=
00112030000000&CMSTrans=/dicboard/service/bbsView.jsp&bbs_id=3&item_id=2853&curPage=4&dummy
=20040805135221> accessed on July 24, 2004.

（73）同上。


