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北東アジアの地域協力と北朝鮮問題

李深勲 (慶南大学教授 元北東アジア時代委員長 )

1.2008年 と北東アジア地域協力問題の進展状況

2008年 アメリカで端を発 した金融危機は、その当時の爆発的な威力に比較するとその影響力

は陰りがみえはじめたようだ。少なくとも、アメリカと最も緊密な経済関係を有する北東アジア

の韓中日、この二つの国では 3年足らずの期間内に既にその影響力から脱却したような兆しがみ

えたからである。中国は当初からその当時の影響力の範囲に入つておらず、韓国と日本は為替レ

ー トの激 しい変動の影響を受けたものの、2008年 と 2009年に懸念されたほどの中長期的な影響

力は既に姿を消している。そして、2008年の出来事に対して注目し、議論を行 うような傾向が既

にみられなくなった。

他方で、2008年の金融危機が北東アジア地域協力における画期的な契機 となった点について

は否めない。筆者は 2008年の金融危機を契機に北東アジア地域内に形成された二つの協力対話に

注 目する必要性があると考える。一つはアメリカと中国の間に形成 された「米中戦略的経済対話」

であり、もう一つは「韓中日三国の首脳会議」である。2009年 5月 にワシン トンで開かれた第一

次米中戦略的経済対話では、米中両国間の懸案のみならず、北東アジア地域及びグローバルな課

題についてまで緊密な協議を通 じた協力対話を行つたという点で、大変有意義な協カメカニズム

と言える。とりわけ、「G2」 という用語が日常的に使用されている国際実情の中で、両国が経済

分野のみならず、外交安全保障上も大変敏感な戦略的理解関係を議論する対話が行われ、それが

定例化されているとい う事実は、北東アジアの地域協力の視点からも注目すべき進展であると評

価できる。

もう一点は、「韓中日三国首脳会議」の創設と関連する。金融危機を三国協働で対応するとい

う趣旨に基づいて提案されたこの会議は、2008年 12月 に日本の福岡で第一次会議を開催するほ

どの迅速な協調関係がみられた。このことは、その以前に韓中日三か国が「アセアン+3」 または

EASの創設を通 じて韓中日三か国の首脳会談を開催する旨の提案がなされ、それに向けて様々な

努力を行つたにも関わらず、最終的には頓挫 してしまった出来事を思い起こすほど、この「会談」

が設置され速やかに開催されたことは北東アジア地域協力において意味深い出来事である。第一

次会議では、金融通貨における協力領域に関連 して、過去の 1997年東アジア危機以降に発足され

た 「チェンマイ合意」を更にグレー ドアップした広い範囲と規模に至る合意を含む「韓中日 3か



国のパー トナシップ関係共同声明」を発表した。そして第二次会議 (2009年,中国)、 第二次会

議 (2010年,韓国)を中国と韓国でそれぞれ開催され、第四次 (2011年 , 日本)会議は福島原発

惨事の解決策を模索する中、東京で開催され、三国の指導者が現場を視察するという象徴的な成

果も得られた。

北東アジアはこのような二つの協力対話の設置とは別途に、経済分野の協力関係において目覚

ましい成果をあげてきた。よく指摘されるように、北東アジア地域内の貿易総額と投資総額は著

しい増加の傾向をみせている。 しかもこのような傾向と趨勢には少 しも緩和される気配がみられ

ない。多くの専門家はこの地域の経済は既に協力の段階を超えて「統合」の方向へ向かつている

と主張している。

社会文化交流の協力領域においても、経済領域に劣 らない発展傾向をみせている。地理的条件

による利便性 と伝統的な同一的文化圏に属してきた背景がこの現象の要因として働いている。エ

ンタテインメントや観光、留学、就業等の領域において、韓中日三国間の緊密な交流はますます

高まる一方にあり、市民社会の交流活動も非常に望ましい水準に達 している。仮に今後の政府間

の公式的立場上何らかの対立が起きたとしても、社会文化的な交流と協力を基盤する民間ネット

ワークはそう簡単には委縮 しないだろう。

2.2009年 ,2010年 と朝鮮半島

2009年 4月 北朝鮮は「人工衛星」の発射実験を強行した。ちょうどその頃、アメリカのオバ

マ大統領はプラハで 「核のない社会」について演説を行つていた。発射直後、韓国はもちろんの

こと、アメリカと日本は北朝鮮の行為は 「長距離ミサイル」の発射実験と断定し、国連安保理に

おける制裁処置を模索するようになった。当時は北朝鮮の核兵器問題をめぐり、米朝間の外交交

渉が行われており、6か国会談の再開に対する関連国の努力はみられなかったものの、南北関係

が現在ほど悪化される状況ではなかった。特に、中国が 6か国会談の議長国として仲介役に精を

出している時期であつた。

それからわずか一カ月後の 2009年の 5月 に、北朝鮮は緊張感と挑発の度合いを一層高くし、

第二次核実験を敢行するようになった。この行為は幾つかの目的があるが、まずはアメリカのオ

バマ政権に対 して戦略的な選択を強要する意味合いをもつており、その後のアメリカ政府の非核

化外交政策の中に「戦略的な忍耐」政策を導入する上で大きな影響を与えたとみることができる。

一方で韓国は「非核 。開放・ 3000」 政策をより強く推 し進めるようになり、対北朝鮮敵対時の政

策の負の効果を被るようになった。その上、アメリカと協力して国連の北朝鮮制裁決案 1784号 を

導き出すことに成功した。韓国政府はその後に発生する南北問題の度に、それを一旦国際舞台に



移して議論するための慣例を作ることができた。中国は北朝鮮 との伝統的な友好関係よりも国連

の決議案に同意せざるをえなかった。

それに先立って、「米中戦略的経済対話」と「韓中日三か国首脳会議」を北東アジア地域協力

におけるプラス的な要素として評価 した筆者は、北朝鮮の有する大量殺傷兵器やツ

`発

行為につい

て、それに関連する二つの協力的対話がなされたにも関わらず、何故以前よりも状況が悪化され

てしまったかと疑間を抱かざるを得ない。北朝鮮問題が果たして「米中戦略的経済対話」の核心

的内容ではなかっただろうか。北朝鮮問題が果たして 「韓中日三か国首脳会議」の核心的問題で

はなかっただろうか。我々が常に語つている「北東アジアの安定と平和」は、このような北朝鮮

問題を深刻な関心事として取 り扱わなくても確保できると考えられるだろうか。筆者は「米中戦

略的経済対話」こそが、北朝鮮問題をいわば G2で 「戦略的に議論」できる、そしてしなければ

ならない枠組みとなるべきと考える。同じような理屈で、「韓中日三か国首脳会議」も北朝鮮問

題を核心的な議論の対象として取り扱 うことができるとみてお り、また取り扱わなければならな

いと考えている。しかし、両者 とも2009年には大きな警鐘が鳴らされたにも関わらず、この課題

を粗末に取り扱ってしまった。その結果、朝鮮半島の 2010年 の惨事を招来してしまつたのである。

筆者はこのような現象をもつて、北東アジア地域及び朝鮮半島における「再燃する冷戦構造」と

定義したい。

2010年 3月 末、韓国西海 (黄海)では韓国海軍の哨戒艦 「天安」が訓練を行 う最中に沈没さ

れるとい う、いわば「天安艦事件」が発生した。韓国政府は三カ月足らずの期間内に行つた国際

調査団の調査活動結果を根拠に、5月 24日 にイ ミョンバク大統領が天安艦事件は北朝鮮による行

為であると発表した。またこれに関連 して南北関係の全面中断を骨子とする「5。 24措置」がなさ

れた。 「5.24措置」を契機にイミョンバク政権の対北朝鮮政策は対立的かつ敵対的に変わ り、強
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ことに至った。正に時代の流れに逆行するような行為であつた。

「5.124措置」は南北交流協力関係を全面畠に中断することによって、様々な協力事業に致命

的な影響を与えた。委託加工の形式で南北間の協力事業を展開していた中小企業の多くが倒産に

追い込まれた。外国の専門家によって朝鮮半島の平和の象徴と言われた開城公団までもが深刻な

ダメージを受け、かろうじて運営を維持しているのが実情である。

また 「5.24措置」では、安全保障の必要性から軍紀綱の確立及び軍の戦闘力の強化と国防改

革の加速化を強調した。そして社会全体の世論を安全保障と軍事化へと誘導していった。同時に、

北朝鮮を揺さボるための心理戦やビラの散布等を行 うことで、軍事的な緊張感を一層高潮 させた。

また天安艦事件の事後的措置として、その年の年末まで西海 (黄海)と 東海 (日 本海)で韓米共



同軍事演習を毎月行い、朝鮮半島の軍事的緊張感を極限に達しさせた。その延長線に起きた出来

事が 11月 の1ヒ朝鮮の延平島 (ヨ ンピョン ト)に対する砲撃事件であり、この事件によつて民間人

の死傷者が発生し、これによつて北朝鮮の国際的なイメージが大きなダメージを受けるようにな

った。その結果、更に南北関係を対立的かつ敵対的な方向へ進展 した。

3.北東アジアにおける「再燃する冷戦」の現状

韓米間の共同軍事演習は、北朝鮮 との関係では言 うまでもなく、中国との関係においても対立

的な関係を招 く結果 となつた。そしてそれに対処するとい う名 日で、実弾射撃の訓練を行つた。

その結果、米中間の軍事的な対立関係を招来し、北東アジア地域内の安全保障問題の不安感を増

加 させる要因となった。

とりわけ、天安艦沈没事件をめぐり、これを北朝鮮による挑発行為として認められるか否か、

その結果による国連安保理の対北朝鮮制裁決議案を採択すべきか否か、について米中両国がそれ

ぞれの立場から対立を示した。韓国はいわば「天安艦外交」を展開し、アメリカと固く結束して

中国に強く迫つたため、中国は断固たる反発をみせた。このような展開の中で、ロシアとの間に

も、ロシア政府の天安艦事件調査団の報告書をめぐり、韓露間の葛藤が生じていた。韓米間の「強

い結束力」を誇示すればするほど、中国やロシアの不信感を強くするということが立証された結

果 となつた。

日本では天安艦事件の影響を受け、鳩山内閣が失脚するとい う想定外の出来事が起きた。天安

艦事件は基本的な立場からすると朝鮮半島で発生した南北問題である。 しかし、この問題は国際

問題 として急速に広まり、隣国の超大国との間に葛藤 と対立関係 と生じさせ、アメリカとの同盟

関係よりもむ しろ平等に調整 していきたいと表明した鳩山総理を退陣に追い込ませた。普天間基

地問題を角翠決する以前の問題をめぐり、アメリカと意見対立をみせていた鳩山内閣が退いた結果、

日米同盟関係は元通 りに回復された。

南北関係が中断されることにより、我々にとって北朝鮮は「失われた北朝鮮」となり、「朝鮮

半島の時代」は「韓国の時代」へと後退 した。韓国政府が人道的な支援まで中断させ、制裁とプ

レッシャに力を入れると、北朝鮮は中国を突破口に動き出すようになった。韓国政府が南北関係

を中断させ、強硬政策を展開させた上に、アメリカまでがこれにカロわってから、北朝鮮は 2009年

から中国への急接近を展開するようになつた。中朝友好関係の 60周年を記念 して、温家宝首相が

大規模の訪問団を引率して北朝鮮を訪問し、中朝関係の質的跳躍のきっかけを作つた。天安艦事

件の渦中にも関わらず、2010年の 5月 と8月 にキムジョンイル (金正 日)国防委員長は三度の訪

中を行い、中朝首脳会談を行つた。この二回続きの会談を通じて、中朝間の上層幹部の間に行わ



れる頻繁な相互訪問や戦略的な意思疎通を含む新 しい関係を構築するためのルール作 りが実現さ

れた。

キムジョンイル (金正 日)国防委員長は、20H年 5月 に再び中国を公式訪問した。健康問題

で間もなく死亡するだろうと言いながら、その時を待つとい う戦略を一貫して堅持してきた韓国

政府をからか うかのように、キムジョンイル (金正 日)国防委員長は 6000キ ロの列車移動を無難

にこなした。 これは韓国政府の外交安全保障担当者の予想や戦略とはかなリキャップを感 じさせ

たキムジョンイル (金正 日)国防委員長の本当の顔である。制裁を行い、プレッシャをかければ、

今すぐにも白い旗を持つて出てきそ うに思えた北朝鮮、もしくは何 らかの「急変事態」が起きる

だろうと言われている北朝鮮は、中国との密接な関係を構築しながら生存策を模索している。中

国は朝鮮半島の安定を強調 しながらも、北朝鮮に急変事態が起きた場合には、それを断固として

阻止すると表明してきた。韓国の国民の大多数が,心配 していたように、北朝鮮は少 しずつ中国の

勢力内に取 り込まれつつある。それは韓国が見捨てしまったために起きている現状である。キム

ジョンイル (金正 日)国防委員長の中国訪間が終わるや否や、シニジュ (新義州)地域及びナジ

ン (羅津)港地域関連の中朝経済協カプロジェク トが正式に開始された。

この過程の中において、まるで冷戦時代と同じく、韓 日米対中朝ロシアの対立構図が形成され

たのである。大陸国家は北朝鮮との連携を結び、アメリカや 日本のような島国は韓国との緊密な

協力関係をみせている。北朝鮮の核兵器問題の解決及び北朝鮮の今後の問題を含む包括的な北朝

鮮問題について、二つの軸が示す基本的な認識や政策方向性は全く異なる傾向をみせている。天

安艦事件以降、北東アジア地域内では一次的な傾向であるにしても、このような「再燃する冷戦」

構造は確かに起きている。

4.北東アジアの共同の未来のために

南北関係の全面的な中断、朝鮮半島の軍事的な緊張感の高潮、北東アジア地域内の冷戦構造の

再燃、北朝鮮の核能力の強化
1にみられる朝鮮半島及び北東アジアの直面した現実は、地域内の協

力とい う観点からみた場合、大変不幸な出来事と言わぎるをえない。北朝鮮が排除されたままで

は、北東アジアの地域内協力が大きな制約を受けるだけではなく、現在の状況では様々な重要な

協力事業に対 しても大きな障害を与えることになる。このような障害要素を取 り除いてはじめて、

地域協力の拡大や深化を実現するための道が開かれ、我々が望む北東アジアの共同の未来像を考

12008年
12月 北京で開かれた 6か国会談の決別後、北朝鮮は 2009年 5月 に第二次核実験を行つた

上、 2010年 11理にウラン濃縮施設をアメリカの専門家に公開したことがある。



えることができる。この点について、韓国政府は次のような課題を抱えてお り、アメリカや 日本

は韓国政府の政策変化に対 して理解を示すべきである。

第一に、対北朝鮮強硬政策によつて実現できるものは何一つない。非核化や軍事的緊張感の緩

和を通 じて朝鮮半島の平和を実現するためには、交渉政策をもとに対話 と交流を通じてしか実現

する道はない。韓国政府は対北朝鮮の強硬政策を修正し、対話と外交を活用する方向に向かつて

南北関係を導 く必要性がある。南北関係 というレバレッジを諦めてしまうと韓国外交は根底から

揺らいでしま うだろう。

第二に、多くの方から指摘されたように、対米一辺倒の外交路線から脱却しなければならない。

現実を重視する外交専門家であれば、韓米同盟を軽視する人は一人もいないはずである。脆弱な

韓国の自衛能力のために韓米同盟を固く保持していく問題と、韓米同盟さえ強化すれば、南北関

係や韓中関係等がおのずと解決されていくだろうという認識は全く違い次元の話である。韓米同

盟の強化路線はバランスを維持するという観点からみた場合、適切性に欠けており、北東アジア

の地政学に照らしてみた場合、実用的な路線ではなく、理念的な蓋然性が高い。韓国をめぐる地

政学的な観点と経済性に目を向けた場合、ある一つの国に過剰に傾斜することは決 して望ましい

外交路線ではないことは明らかである。

第二に、韓米同盟の強化と運動して起きる問題 として韓中関係を注目しなければならない。性

急に韓米同盟を重視する傾向をもつ国際政治学者の中にも、「韓中関係の韓米関係化」"2を語る

ようになった。筆者が北東アジアの統合的な秩序を強調する傍ら、2004年の春に提起した問題意

識
3が

、ょぅゃく韓国学界に受け入れられようとしている。イミョンバク政権はこれまで大変な紆

余曲折を経てきた韓中両国間の政治的信頼関係に大きなダメージを与えた。天安艦事件を境に、

韓中外交関係は著しく悪化 した。相手国に対する認識も相当の混乱状態に陥っているようであり、

国民の意識も様々な変化が起こることと推察する。何よりも中国を重視 し、相互理解、相互尊重、

相互信頼の意識を高めるために努力しなければならない。

第四に、6か国会談の再開に向けて積極的な姿勢をみせる必要性がある。現在、北朝鮮の核兵

器問題を含め、北東アジアの安全保障と平和問題を議論できる多角的対話の場は 6か国会談しか

ない。 この場を十分に活用できる外交政策を展開しなければならず、開店の休業状態が長 く続く

と再開の動機づけが次第に弱まる可能性がある。中国が仲介役を名乗 り、北朝鮮を説得 して新た

な提案を打ち出した場合には、韓国とアメリカは受け入れるべきである。6か国会談について、

この理由あの理由で後回ししては、朝鮮半島の非核化はどのようにアプローチし、北朝鮮の核兵

2ジ
ョンゼホ,2010,“ 世界における東アジア,中国の浮上,そ して韓国,"『東アジアブリプ』,第 5巻 3

号,p.H.
3ィ スフン,2004,4.22付  『朝鮮 日報』 コラム “アメリカではなく中国である"参照 .
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器問題をどのように解決できようか。現状を打開し、再開の動機づけを作る上で、韓国政府の考

え方の転換 と立場の変更が必要である。

最後に、北朝鮮の急変事態を期待 したり、誘発 させようとする政策
4は現実性に欠けており、

望ましい方法論ではない。韓国とアメリカが主導し、国際社会が賛同する対北朝鮮の制裁効果は

あまりみられていない。 しかも、中国が北朝鮮の安定化を強調 し、貿易関係 と経済支援に積極的

に乗 り出している。また北朝鮮に急変事態が起きた場合、それを受け止められる国はこの地域内

には存在 しない。韓米間の軍事作戦に関する計画は作成されたが、中国がどのように介入するか

については議論されていないため、アメリカの積極性にも疑間が残る。それは朝鮮半島の大きな

災難に過ぎないだろう。従つて、非現実的かつ望ましくない急変事態論を諦め、その代わりに寛

容政策を再び採用し、同時に過去の寛容政策よりも更にグレー ドアップされた政策を打ち出す必

要性がある。

4ィ
ミョンバク政権が急変事態を念頭に「待機」政策をとつている事実の証拠について、とりあえずウ

ィキリークスによつて暴露された韓国政府の高級外交安保担当者の発言からみることができる.彼 らは

キムジョンイル委員長の寿命はそう長 くないし、キムジョンイルが死亡すれば北朝鮮は直ちに崩壊す

ると信じている.2009年 7月 ヒョンインテク統一省大臣はアメリカ国務省カー トケンベル次官補との

対話で「キクジョンイル委員長はおそらく2015年までは死亡しそうだ」と語つており,大統領府チョン

ヨンウ外交安保首席は次官を務めた 2009年 2月 ステイブンス駐韓米大使との昼食会で「キムジョンイ

ル死亡後、2-3年内に北朝鮮は崩壊するだろう」と述べた。『キョンヒャン新聞』 2010年 12月 2

日付報道 .


