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はじめに

　2011年12月17日、北朝鮮の最高権力者であった金正日国防委員長の急逝後、同
年12月31日、党政治局会議が開催され、金正日の遺訓によって金正恩が朝鮮人民
軍最高司令官に推戴された。また、翌年４月11日、第４次党代表者会議で金正恩
政権が正式に発足した。
　実際には、金正日から金正恩への世襲後継は、すでに2009年１月に後継者とし
て内定し公認されていた。その後、2010年９月、金正恩は党中央軍事委員会副委
員長と党中央委員、人民軍大将など公的地位に選出され、後継者としての活動を
続けている。金正日の死去と同時に2011年12月に最高司令官となり、2012年４月
には党第１書記、国防委員会第１委員長となった1。短い継承過程により北朝鮮
の指導者となった金正恩は当時26歳であり、リーダーシップに疑問が持たれてい
たことも事実である2。このような状況下で北朝鮮の体制安定のために強行した
のが核実験である。2009年５月25日、北朝鮮は外務省声明を通じて「６者協議へ
の不参加を宣言」して第２次核実験を強行し、続いて2013年２月、第３次核実験
を行っている。
　核実験とともに2010年３月26日には北朝鮮による韓国の哨戒艦「天安」（チョ
ナン）号の沈没事件、11月23日には延坪島砲撃事件など韓国との緊張が高まって
いる。北朝鮮は韓国に対して核戦争を引き起こす可能性がある韓米軍事訓練の中
断を要求しており、金正恩体制以降は核兵器開発、ミサイル発射など、朝鮮半島
での緊張を高めることによって体制安定化 ( 政権強固化 ) を図っている。このよ
うな北朝鮮を巡る朝鮮半島の緊張は周辺諸国へも波及している。
　朝鮮半島は韓国（大韓民国）と北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）に分断され、
依然として政治、軍事、経済など、あらゆる分野において激しい体制競争が行わ
れている。また北朝鮮による様々な脅威は、同じ朝鮮半島にある国家にもかかわ
らず国家安保への脅威となっている。その中で、最も脅威となり、また非人道的
問題としてあげられているのは北朝鮮の核、ミサイル開発と拉致問題である。特
に北朝鮮の核及びミサイル問題は北東アジア地域の安全保障のみならず、世界の
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平和にも大きな問題となっている。
　北朝鮮の核問題は核事故による安全保障上の問題、核移転、核テロなど様々な
問題が懸念されており、北朝鮮の核、ミサイル問題が地域に及ぼす影響は深刻で
ある。この問題は韓国、日本など周辺国の軍事費の拡大や、不安定な地域情勢に
よる国際的信頼度の下落にもつながる。軍事面でも地域軍事協力体制の二分化（韓
国・日本・米国 vs 北朝鮮・中国・ロシア）による地域不安定化の要因となる。
北朝鮮の核開発、ミサイルを放棄させるためには国際関係の枠組の中で解決策を
探る必要がある。そのためには日本、韓国、米国など各国のリーダーの役割が重
要である。
　他方、日朝関係正常化及び韓国と北朝鮮の関係で最も重要な問題は拉致問題で
ある。北朝鮮による日本人、韓国人などの拉致は長い時間をかけ組織的に強行さ
れた。特に、1970年代から1980年代にかけ、多くの日本人が日本とヨーロッパで
行方不明となった。日本の当局による捜査や、亡命北朝鮮の工作員の証言により、
これらの事件の多くが北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになっ
た。1991年以降、日朝首脳会談を行い５人の拉致被害者が帰還したが、まだ12人
が北朝鮮に残っている。日本国内では拉致被害者以外に「特定失踪者」などを含
め、拉致の可能性を排除できないという認識のもとに捜査及び調査が進行してい
る3。日本政府は「拉致問題は国家主権及び国民の生命と安全に関わる問題であり、
この問題の解決なくして日朝の国交正常化はありません」と主張している。韓国
にも韓国戦争（朝鮮戦争）中または戦後、北朝鮮によって多くの韓国人が拉致さ
れた。特に1953年7月、休戦協定以後、北朝鮮に拉致された人は3,835名で、そ
の内516名がまだ北朝鮮に抑留されている。韓国は北朝鮮と協議する際、「拉北者」
（韓国では拉致被害者を「拉北者」と呼ぶ）、「国軍捕虜」問題を最優先解決課題
として取り上げ、身元確認、送還などを要求している。北朝鮮による拉致行為は
国際法上、反人道犯罪及び戦争犯罪違反に該当している。国際社会では国連総会、
国連人権理事会で北朝鮮人権決議案が９年連続で採択されている。また、2013年
３月21日には北朝鮮の人権侵害状況を調べるために、韓国国内で「国連調査委員
会」（Commission of Inquiry: COI）の事務所の設置を決定した4。北朝鮮の拉致問
題を含む人権、人道的問題は当事国の問題を超え国際的問題になっている。
　このような北朝鮮の核問題、拉致問題は北朝鮮の３代世襲の統治体制の中で起
きた問題である。本稿では、北朝鮮の金正恩体制の課題を検証するとともに、核
問題と拉致問題を中心に分析し、今後、この問題を解決するための国際的な解決
策についても考察する。
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１．北朝鮮の金正恩体制の背景及び特徴

⑴　金正恩体制の背景
　北朝鮮の権力世襲問題は北朝鮮政権の安定をはじめとする体制存続と緊密に連
携している。最高指導者に権力が集中する「唯一支配体制」においては指導者の
交代は権力内部に混乱が発生する可能性が高い。権力継承の過程で体制の不安定
を惹起させる、すなわち、体制存続の問題と直結する極めて敏感な問題であると
言える。金正恩の後継体制は金正日の時代と比べて短期間に確立し、党、政治、
法などあらゆる分野で体制を整備したことが分かる。また、対南（韓国）政策に
おいても依然として脅迫攻勢を続けている。2012年の金正恩の公開演説では核能
力を含む軍事力強化、人民生活改善、祖国統一を強調した。また2014年の新年の
演説では、核兵器による核災害について言及した5。金正恩はこの演説の中で、
朝鮮半島で再び戦争が勃発すれば核戦争になると威嚇した。これはすでに北朝鮮
が核兵器の実戦配備、小型化、運搬手段の確保をしたものと分析することができ
る。
⒜　組織整備
　2009年～2010年に後継体制構築のため、統治組織の整備段階で軍部、経済分野、
行政及び公安の保衛部、社会安全部などの機関の役割増大に備えて機構改変と人
事異動を行った。過去、北朝鮮は後継体制の構築及び統治は党の組織指導部、宣
伝煽動部が核心的役割を果たしたが、金正恩体制の場合は軍部、保衛部、社会安
全部など公安機関を中心に行われた。権力継承の過渡期には、これらの部署の役
割が重要であることが見て取れる6。
　2009年２月、北朝鮮は国防委員会と党中央軍事委員会の共同決定で人民武力部
長と朝鮮人民軍総参謀長を交代した。同時に党作戦部を軍傘下の偵察総局に統合
した。その背景には対南工作を巡って、党と軍の対立を調整する目的があった。
　2009年４月、第12期最高人民会議では国防委員会の拡大改編が行われた。それ
まで国防委員会の委員は軍の指揮または軍需業務と関連する人物であったが、
2009年４月、国防委員会の改革に伴い公安機構の責任者が大幅に国防委員会に含
まれていた7。同時に党の機能と体制正常化措置のために大幅な人事異動を断行
したのである。このように党・政・軍の組織整備によって金正恩の実質的かつ安
定的な権力基盤が定着された。
⒝　法整備
　北朝鮮は金正恩への順調な権力継承のために人事改編とともに、法制度の整備
も積極的に推進し、2009年４月の改訂憲法には国防委員長を最高指導者として明
示し、正常な国家体系を確立した8。金正恩体制の北朝鮮の指導指針は金日成時
代の主体思想に金正日時代の先軍思想を加えたものであった。すなわち、最高指
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導者に対する軍の忠誠を強調して国防委員会を「最高軍事指導機関」から全般的
に国防を管理する機関として「最高国防指導機関」に格上げした9。国防委員会は、
もはや単なる国防管理機構ではなく、最高指導者の指示の履行状況を監督しなが
ら、国の重要政策を樹立して施行を監督する最高政策機関として格上げされたの
である。したがって、有事の時、後継者が国防委員会を掌握すると、権力の中軸
を確保できるようにしたわけである10。2012年４月13日、第12期第５次最高人民
会議に通じて金正恩中心の国家体制と金正日の位相を再設定するための憲法改定
を行った11。また、国家機構に「国防委員会第１委員長」を新設して、金正恩を
推戴した。「国防委員会第１委員長」は「国家の最高領導者として国内外の事業
をはじめとする国の事業全般を指揮することができるよう規定」した。これによ
り、従来、金正日が国防委員長として行使していた権限を金正恩が「国防第１委
員長」として継承することとした。特に、改定憲法では、金正日の業績として北
朝鮮を「政治思想強国、核保有国、無敵の軍事強国」であるとし、憲法に「核保
有国」であることを明文化した12。

⑵　金正恩体制の特徴
　金正恩政権は金正日の遺訓によって発足したものである13。権力掌握の形態面
から見ると、金正恩は金正日よりも軍事的権威構造に依存した権力掌握の方法を
選択したと言える。金正日とは異なり、初期段階から党、政府、軍の権力全般を
直接掌握する形式を取った点が特徴である。金正恩は「人民軍最高司令官」→「党
第１書記」→「国防委員会第１委員長」と段階的な権力継承の過程が順調であっ
た14。また、金正恩体制のもう一つの特徴は、権力継承が迅速に進行したことで
ある。金正日は公式に権力継承を完了するまで４年かかったが（1994年7月、金
日成の死去→1998年９月、国防委員長に推戴）、金正恩は金正日が死去してから
４ヶ月で権力掌握を終えた。後継者養成の期間においても、金正日は金日成の死
去前20年近く後継者教育を受けたのに対し、金正恩はわずか３年という短い時間
であった。その理由は、金正恩の権力基盤が金正日に比べて相対的に脆弱だから
である。北朝鮮の特徴上、長期間の権力の空白状態は体制に動揺をもたらし、他
の人物が浮上する可能性も排除できないことを意味する。
　金正恩体制の初期段階は権力を軍の掌握に集中させた。金正恩体制が発足する
とともに、軍事力掌握に集中するしかなかったのは、金正日の先軍体制を受け継
いだためである。他方で、金正恩は党、政府、軍の責任者の座を同時に譲り受け
たという点にも注目しなければならない。金正恩は党を活用して、北朝鮮の内政
も管理し、国の責任者として民生と外交問題も主導しなければならない。したがっ
て、金正恩は軍部隊の視察とともに食糧工場、スポーツ観覧、機械総合工場の現
地指導など公開活動15を常に行っている。このような親人民的な対外活動をする
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ことにより、早期に体制安定と権力掌握をするためである。

２．北朝鮮における核開発問題

⑴　北朝鮮の核開発の歴史的背景
⒜　ソ連との関係
　北朝鮮の核開発は、北東アジアの外交・軍事秩序に大きな変化を引き起こすだ
けではなく、世界の軍事、安全保障秩序にも大きな変化をもたらす重要な問題で
ある。そもそも北朝鮮がなぜ核開発に死活をかけたのか歴史的な背景が重要であ
る。
　北朝鮮の核開発の直接的動機は、1945年の米国による日本への原子爆弾投下が
その原因とされている。広島・長崎に投下された原子爆弾の威力を知った金日成
は核兵器の威力に脅威を感じ、朝鮮戦争（1950年６月25日～1953年7月27日）で
も米国による核兵器の使用を恐れていた。広島・長崎に原爆を投下した米国は、
その後も他国との交渉において、常に核の使用を前提として対応してきた。朝鮮
戦争中のマッカーサー連合国軍最高司令官による原爆使用計画もその典型例であ
る。このような状況下で、北朝鮮は1954年、人民武力部傘下に「核兵器防衛部」
を設置して、1955年４月には科学院２次総会で「原子及び核物理学研究所」の設
置を決定したのである。
　北朝鮮の核開発の背景として、ソ連との関係を考えなくてはならない。そもそ
も北朝鮮の政権の正統性はソ連に依存し様々な支援を受けて成り立っている。金
日成が北朝鮮の最高指導者の地位に就くことができたのは、ソ連という後見人が
いたためである16。
　核開発に関して北朝鮮は1956年３月、ソ連の「ドブナ多国籍核研究所」の設立
に参加するためにソ連との核協定を締結した。北朝鮮は30人余りの研究員を派遣
し核技術を習得させて北朝鮮内に「放射化学研究所」を設立するなど、核開発に
対する強い意志を示している。その後、1959年９月、北朝鮮とソ連の間に「原子
力協定」が締結されており、この協定に基づいて、両国はいわゆる「シリーズ
9559」（Series�9559）という契約に署名した17。これを基に、北朝鮮は寧辺（ヨ
ンビョン）の核研究施設を最初に造成し、ここに IRT-2000研究用原子炉を1962
年１月に着工し、1965年に完成した18。
⒝　主体思想
　ソ連のスターリンの死後、対北朝鮮政策の変化によってソ連からの核技術など
の受け入れが難しくなった。決定的であったのはソ連の崩壊である。それにより
ソ連からの核の傘の提供は期待できなくなったのである。ソ連の最高指導者で
あったスターリンが死去した後、1955年12月、金日成は「思想主体で教条主義と
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形式主義を退治して主体を確立することについて」という演説でいわゆる「主体
思想」について初めて言及したのである19。その後、「主体思想」は北朝鮮の朝
鮮労働党の代表的な政治思想となった。「主体思想」は「思想の主体、政治にお
ける自主、経済における自立、国防における自衛」という四つの柱によって国家
は主体を確立し真の独立国家として成り立つという内容である。「主体思想」は「党
と国家活動の指導的指針」である。すなわち、「朝鮮労働党は唯一の偉大な首領
金日成同志の主体思想、革命思想によって導かれる」という党規約と「朝鮮民主
主義人民共和国は人間中心の世界観であり、人民大衆の自主性を実現するための
革命思想である主体思想を自分の活動の指導的指針とする」と規定している20。
　北朝鮮は1955年、思想における主体を前面に出して、1956年、「経済の自立21」�
を打ち出した。1962年には「国防における自衛22」を発表し、1966年は「政治と
外交においての自主23」を宣言した。これを基に1970年、朝鮮労働党規約に主体
思想を党の理念として明示しており、1972年、憲法を改定し、主体思想を公式統
治方針と規定したのである。これらの主体思想は、北朝鮮がソ連など他国の支配
の影響から抜け出し、自主性を追求して強化したものであると考える。しかし、
首領を絶対化・偶像化し、首領独裁を正当化し、さらには親子の権力継承まで合
理化した否定的な側面もある。
　金日成は、自国の運命を自ら決めるためには、自衛力を高めるしかなく、核兵
器の保有が唯一の手段であると信じた。北朝鮮は、1970年代からは原子力技術の
自立を追求し兵器級プルトニウムの生産を追求したことが明らかになっている。
　2012年４月６日、朝鮮労働党中央委員会の責任幹部への談話で、「われわれは、
金正日同志を永遠にわが党の総書記として高くいただいてこそ、これまでと同様
に今後も革命と建設を力強く前進させ、チュチェの革命偉業をりっぱに成し遂げ
ることができるのです」。さらに、「金正日同志を永遠の総書記として高くいただ
くとき、わが党は革命と建設を勝利へと導いていくことのできる確固たる組織的
思想的な保証を得て、チュチェの革命偉業、先軍革命偉業をりっぱに成し遂げて
いくことができるでしょう」という談話発表をした24。
⒞　社会主義国家の崩壊と経済難
　北朝鮮が核兵器の開発を力強く推進した原因の一つは1980年代後半から始まっ
た社会主義国家の崩壊など国際社会の変化である。1989年６月には中国の天安門
事件が勃発し、同年11月、ドイツのベルリンの壁が崩壊、また12月にはルーマニ
アのチャウシェスク大統領夫妻の公開処刑が行われた。ついに、1991年には社会
主義の祖国と呼ばれたソ連が崩壊し、東欧圏諸国の激変を迎えた。この一連の事
件は、北朝鮮にとって非常に衝撃的な出来事であった。特に、このような事件を
目の当たりにした北朝鮮は、軍隊が体制維持のためにどう機能するのかを確認し
たのであった。すなわち、天安門事件は人民解放軍が体制を守るために動いた事
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例であろうし、一方のルーマニアの場合は、軍が反政府側に立ち大統領夫妻を銃
殺し、ルーマニア共産党政権は崩壊してしまった。これらの事実をきっかけに金
正日は軍との協力関係を強化することこそ、体制を安定的に維持する方法であり、
権力継承を安定的に進める方法であると認識した25。
　他方、北朝鮮は、金日成の死去とともに深刻な経済難に伴う危機に陥った。また、
韓国の経済発展に伴う南北経済格差の拡大、中国と韓国との国交正常化（1992年
８月）などすべての状況が北朝鮮を孤立化させた。このような危機的状況を克服
するための、いわゆる「苦難の行軍」を開始し、前面にうち出したのが「先軍政
治」と「強盛大国」である。北朝鮮にとって核兵器の開発は経済的な側面から見
れば、最小のコストで最大の安全保障の効果を得ることができる。韓国の経済力
が先を行くにつれて、ますます差が広がると、北朝鮮は韓国との従来型の軍備競
争をすることが困難になった。北朝鮮は、貧弱な経済力のために戦闘機や艦艇な
ど通常兵器の競争は到底できなくなると、核兵器とミサイルをはじめとする大量
破壊兵器（WMD）を開発し始めた。北朝鮮は2003年６月９日に、「朝鮮中央通信」
を通じて「われわれが核抑止力を保持したいのは誰を脅かして恐喝するためでは
なく、今後、従来の兵器を縮小し、人的資源と資金を経済建設と人民生活に戻そ
うとするためである」と発表した。また、「米国が朝鮮に対して敵対政策を放棄
しない限り、資金が少ないながらも、いかなる武器や核兵器も無力化させること
ができる強力な物理的抑止力を強化していく」との声明を発表した26。

⑵　北朝鮮の核開発の意図
　北朝鮮は国連の制裁決議を無視して３回にわたって核実験を行い、ミサイルを
発射するなど国際社会を挑発している。北朝鮮は核兵器保有を通じて国際社会と
の交渉力を強化しようとする政治的目的と核兵器の脅威を強化する軍事的目的の
達成を追及している。したがって、核弾頭を弾道ミサイルに搭載し、射程距離ま
で飛ばすためには、核兵器の小型化・軽量化は必須である。そのため、北朝鮮は
これまで３回にわたって核実験を行い、近いうちに第４回目の実験を必ず行うと
予想される。北朝鮮は３回にわたる核実験を介して取得した核兵器の設計技術が
あり、核兵器製造に必要な核物質も保有している。また、核実験のための地下ト
ンネルもあるので、技術的には、核実験のためのすべての準備が完了していると
考えられ、追加の核実験は、北朝鮮指導部の政治的判断によって、その時期が決
定されると推定される。
　北朝鮮にとっては、核兵器の保有自体が自らの体制を維持すると同時に外交交
渉のカードとして活用するという意味を持つ。北朝鮮は韓国戦争以降、朝鮮半島
を再び「赤化統一27」しようとする強い意図を持った。北朝鮮は1962年、「４大
軍事路線」（全軍の幹部化、全軍の近代化、全人民の武装化、全国の要塞化）を
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宣言して、1964年２月には、「３大革命力量強化」（北朝鮮革命力量強化、南韓（韓
国）力量強化、国際的革命支援力量）方針を採択した28。北朝鮮は、４大軍事路
線と３大革命力量強化を基に軍事力を増強し、極めて厳しい経済事情にもかかわ
らず、引き続き軍事建設を重要視した。北朝鮮の核開発の意図については、いろ
いろ考えられるが、以下で３点を見てみることにする。
⒜　体制維持
　北朝鮮は、体制の存続を保障する手段として核兵器を開発し始めたものと判断
される。北朝鮮は思想及び経済的に失敗した国家となり体制の安定性が脅かされ
ることとなり、このような状況下においては、核兵器は内部の結束や外部からの
脅威を遮断する有用な手段として機能するためである。実際、北朝鮮は核開発を
通して内部団結を図っており、国際社会との交渉を通じて体制安定及び保障のた
めに努力している。また、北朝鮮は2012年４月、最高人民会議で改定された憲法
序文に「核保有国」であることを明示しており、2013年２月の第３回核実験の直
後、成功を祝う大規模な民衆集会も開催している。
　６者協議で北朝鮮が要求した最優先事項は彼らの安全保障であり、実際、米国
は2005年９月の６者協議で北朝鮮を核兵器や通常兵器で攻撃しないとする、いわ
ゆる消極的安全保障（Negative Security Assurance）を約束した29。他方、韓国の
発展によって経済的格差が拡大し体制競争に敗北した北朝鮮は、生き残るために
核兵器開発に着手したと思われる。思想及び経済的に失敗した国家は体制の不安
定な状況下で、核兵器が国内の結束及び外部からの脅威を遮断する唯一の手段で
あると確信している。ゆえに北朝鮮にとって核兵器やミサイル開発が体制維持と
不可分な関係にある。
⒝　強盛大国
　金日成の死後、軍事重視政策を継続し、軍を強盛大国の主力とした北朝鮮は、
2012年４月15日の金日成生誕100周年の日に「強盛大国の大門を開く」という北
朝鮮の国づくりを目標として国家的なセレモニーを行っている。その際、金正恩
が初めて肉声で演説を行い「強盛国家建設と人民生活向上を総体的目的として掲
げるわが党と共和国政府にとって、平和はこのうえなく貴重と言えます。しかし、
われわれには民族の尊厳と国家の自主権がより貴重なのです」と述べており30、
内部の基盤が脆弱な金正恩が体制安定のために戦略的に選択した突破カードとも
考えられる。また、「すべての人民軍将兵は、わが共和国の尊厳と自主権を固守し、
真の平和と国家の安全を守るため、つねに自らの革命的本性を忘れず、万全の戦
闘動員態勢を整え、わが党の強盛国家建設の偉業を銃でしっかりと保障しなけれ
ばなりません」と演説したのである31。また、北朝鮮は2012年４月憲法を改定し、
前文に「核保有国」であることを明記した。これは1992年に発効した南北非核化
宣言を20年後に完全に否定したことになる。今後、北朝鮮は米国と非核化ではな
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く、相互核兵器縮小や韓国に対する米国の「核の傘」撤廃を交渉する戦略である
と分析される。
⒞　先軍政治
　1990年代後半、北朝鮮は強盛大国建設を国家目標に掲げ、それを実現する政治
手法として「先軍政治」を提唱した。「先軍政治」は軍を重視する政策という意
味で1998年10月20日、朝鮮中央放送が論説の中で初めて使用した。朝鮮中央放送
は、先軍政治について「軍事先行が原則であり、革命と建設において起こるあら
ゆる問題を解決し、軍隊を革命の柱として社会主義の偉業を推し進める政治であ
る」と説明している。先軍政治によって、「党、国家、社会生活のあらゆる分野で、
軍重視思想を徹底し、具現していかなければならない」とした32。また、先軍は「金
日成主席が切り開き、金日成主席と金正日総書記が導いてきた朝鮮革命の誇りあ
る伝統であり、勝利と栄光の旗印です」と述べている33。また、先軍思想について、
「早くに武装した敵に対してはもっぱら武力をもって戦ってこそ勝利をおさめる
ことができるという革命戦闘の真理を明らかにし、銃重視、軍事重視の思想と路
線を示した金日成主席は、武力建設を革命の根本問題と見なし、武力隊伍の組織
と強化発展に優先的に力をそそぎ、朝鮮人民革命軍を主力として祖国解放の歴史
的偉業を成し遂げました」と発表した34。金正日は先軍指導の成果を固め、先軍
政治を全面的に実現するため、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議10期第1回
会議で先軍革命の思想と原則を具現した社会主義憲法を採択し、国防委員会を中
軸とする新しい国家管理体系を確立し、すべての国家活動が軍事先行の原則に基
づいて行われるよう導いたと述べている35。
　このように先軍政治を強調する中、金日成は第1次核危機（1993年３月 NPT脱
退から1994年10月のジュネーブ合意まで）の際、米国との直接交渉の重要性を認
識し始めた。すなわち、対米協議の結果、北朝鮮は核を凍結する代わりに軽水炉
２基、年50万トンの重油などエネルギー支援を受けることとなった。それに加え
て、北朝鮮は常に休戦協定から平和協定への転換、北朝鮮不可侵、体制保障を要
求し協議の前提条件として提示した。北朝鮮の立場から見れば体制維持の保障が
確保できなければ核兵器の廃棄は困難であろう。韓国の最大の安保ジレンマであ
る北朝鮮の核問題は国際社会にとってもジレンマである。北朝鮮の核問題を処理
する過程では、国際関係の糸が複雑に絡み合っており、北朝鮮の核放棄と体制維
持の保障の掛け合いは困難である。

⑶　北朝鮮の核及びミサイル開発の状況
　北朝鮮はすでに３回にわたって核実験を行っている（１回目は2006年10月9日、
２回目は2009年５月25日、３回目は2013年２月12日）。北朝鮮は第３回目の核実
験の後、核兵器の小型化・軽量化に成功したと発表した36。同年４月には 5MW
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原子炉の再稼動を宣言しており、８月には商用衛星写真に、その兆候が捕捉され
た37。2014年２月現在、北朝鮮は３回にわたる核実験を実施し、核兵器の実質的
な製造と保有能力を備えることになり、ウラン濃縮だけではなく、プルトニウム
生産に関連する施設をすべて稼動して核武器庫の拡張に努力していると判断され
る。
　北朝鮮の核開発業務は最高指導者が軍儒工業担当秘書を通じて直接指導・管理
する。科学技術委員会と人民武力部は、それぞれ核研究機関の監督と軍事部分の
核開発の支援を担当するものと推定される38。他方、北朝鮮の核研究組織は放射
能、同位体、核燃料などの核原料物質の生産に関する研究を行う寧辺原子力研究
センターと核開発に必要な基礎科学研究を行う平城科学研究センターに区分され
る。1970年代以降、北朝鮮は国家の最優先課題として核開発のための人材を選抜
し、国内外の著名な研究機関で教育の機会を与えるなど体系的に専門人材を養成
してきた。現在、こうして養成された専門家は、優秀な人材200人を含む計3,000
人余りに達すると推定される39。
　北朝鮮の核施設の中で最も重要な場所は、プルトニウムの生産施設である寧辺
の核団地内の 5MWe原子炉と再処理施設の放射化学実験室、核燃料加工工場、
また追加の核実験が可能な場所である咸鏡北道・豊渓里の一帯などである。しか
し、�寧辺の核団地内の原子炉は20年以上稼動した状態で、老巧化に伴う頻繁な稼

図１　豊渓里核実験場所

出典：KINU『2013北朝鮮核プログラム及び能力評価』73頁
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動中断（Shut-Down）や故障などで原子炉の安定性と信頼性に多くの問題を抱え
ていると判断される。現在までに、北朝鮮の主張、衛星写真情報、情報当局の分
析など様々な情報によると合計３回にわたる使用済み核燃料棒の引き出し（1989、
1994、2005年）があったという事実を知ることができる40。
　2008年６月、北朝鮮は冷却塔を爆破したが、2009年11月、再び寧辺核施設の再
稼動を宣言した。最近、同施設の再開の動きが察知され懸念が高まっており、今
後の活動を注視する必要がある41。
　2012年４月、北朝鮮は自国で開発・製造された３段式のロケット（銀河３号）
を打ち上げ、同年12月12日、人工衛星（光明星３号２号機）の打ち上げと称した
が、実態はミサイル発射実験だった。これに対して、金正恩は演説で「われわれ
の頼もしい科学者、技術者、労働者は金正日総書記の遺訓を今年中に決死貫徹す
る篤い忠誠心と高潔な党員としての良心をもって、運搬ロケットの打ち上げと段
階分離から人工衛星の軌道投入に至る全過程を、わずかの欠陥もなく完全に成功
させる快挙を成し遂げました」と言及した42。この実験によって北朝鮮は大陸間
弾道ミサイル技術を完成させたものと見られている。韓国の国防部は北朝鮮の核
の軽量化・小型化には成功していないと判断したが、同時に北朝鮮のミサイル技
術が極めて高い水準にあると推測した。

　他方、北朝鮮のミサイル開発は1971年、中国との弾道ミサイル協定を締結し、
共同開発に参加するが、技術獲得には失敗した。その後、1977年にエジプトから
旧ソ連の SCUD-B ミサイルを導入して模倣生産した後、弾道ミサイル開発に本
格的に着手した43。1990年代初、SCUD-C（射距離500キロメートル）ミサイルを
実戦配置し、1993年５月にはノドンミサイルの実験発射を成功させた。1998年８

図２　北朝鮮による開発された弾道ミサイル

出典：連合ニュース
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月31日、大浦洞（テポドン）１号の実験発射を行ったが失敗に終わっている。そ
の後、2006年7月5日、SCUD及びノドンミサイルや大浦洞２号を実験発射したが、
いずれも失敗した。一方、2009年４月５日、改良型大浦洞２号を実験発射してお
り、この時から３段階推進体を使用した。特に、これを通じて北朝鮮は大浦洞（テ
ポドン）１号ミサイルの推進燃料と航法装置及び弾頭の分離技術などをさらに発

表１　北朝鮮のミサイル開発の経過

出典：韓国国防部『国防白書2012』292頁

時期 主要内容

1970年代初め 中国のミサイル開発計画の参加、ミサイル技術獲得（推定）

1976～1981年 ソ連製 SCUD-B ミサイル及び発射台をエジプトから輸入し逆設計/開発

1984年４月 SCUD-B ミサイル最初実験発射

1986年５月 SCUD-C ミサイル実験発射

1988年 SCUD-B/C 作戦配置

1990年５月 ノドンミサイル最初の実験発射

1991年６月 SCUD-C ミサイル発射

1993年５月 ノドンミサイル実験発射

1998年 ノドンミサイル作戦配置

1998年８月 大浦洞１号ミサイルの実験発射（北朝鮮：衛星発射を主張）

2006年7月 大浦洞２号実験発射及びノドン・SCUDミサイル発射

2007年 舞水端ミサイル作戦配置

2009年４月 長距離ミサイル（改良型大浦洞２号）発射（北朝鮮：衛星発射主張）

2009年7月 ノドンミサイル・SCUDミサイル発射

2012年４月 長距離ミサイル（改良型大浦洞２号）発射（北朝鮮：衛星発射主張）

表２　北朝鮮のミサイルの種類

出典：韓国国防部『国防白書2012』292頁

区分 SCUD
B

SCUD
C ノドン 舞水端 大浦洞

１号
大浦洞
２号

新型
ミサイル

射程距離
（㎞） 300 500 1300 3000

以上 2500 6700
以上 未詳

弾頭重量
（㎏） 1000 770 700 650 500 650～1000

（推定） 未詳

備考 作戦配置 作戦配置 作戦配置 作戦配置 実験発射 開発中 開発中
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展させた。数回の失敗を繰り返しながら、北朝鮮は2012年12月、銀河３－２号を
利用して「光明星３号」と命名された人工衛星の軌道の進入に成功した。北朝鮮
は、1998年から現在に至るまで約15年間、ミサイル能力の向上を宇宙開発と並行
させており、その発展速度は注目すべきである。
　現在、北朝鮮のミサイル保有については、SCUD600以上、ノドン200以上、そ
の他、1,000以上のミサイルを保有していると考えられている（2010国防白書、
韓国国防部）。北朝鮮は2010年10月、朝鮮労働党の創建65周年記念軍事パレード
で舞水端ミサイルを公開し、2012年４月15日、太陽節には新型ミサイル、射程距
離5,000キロメートル以上のミサイルを公開した。また、2013年４月、軍事パレー
ドで公開されたKN-08新型長距離ミサイルは中距離弾道ミサイルか、大陸間弾
道ミサイルであると推定されている44。

⑷　北朝鮮の核保有の現況
　北朝鮮の核兵器保有量に関する評価は、抽出されたプルトニウムと高濃縮ウラ
ンの量を基に核兵器１個あたりにかかる核物質の量を基準に推定することが一般
的な方法である45。かなり高いレベルのプルトニウム弾の製造技術を持つ国が１
～５キロトンの威力の核兵器を製造するためには約２キログラムが必要で、また
10～20キロトン威力の核兵器を製造するためには約３キログラムが必要である46。 �
北朝鮮の重要な核施設である寧邊核施設（5MWe原子炉）からは、50キログラム
の武器級プルトニウムを抽出したと考えられている47。また、第１次の核実験で
２～４キログラム、第２～３次の核実験で６～８キログラム使用など、９～12キ
ログラム使用したと見られている48。現在、北朝鮮は核プルトニウムを30±５キ
ログラム保有し、これは核兵器６～7個（推定）の量であると分析されている49。 �
米国科学国際安全保障研究所（Institute for Science and International Security: ISIS）
報告書（2012年８月）では、プルトニウムの保有量が34～36キログラムと６～18

図３　KN-08、長距離ミサイル

出典：連合ニュース
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個の核兵器を保有していると分析している。また、英国国際戦略問題研究所（The 
International Institute for Strategic Studies: IISS）は、42～46キログラムのプルトニ
ウムを保有し、7～11個の核兵器製造が可能であると分析している。他方では、
北朝鮮は高濃縮ウランも保有していると推測されている50。ISISは、北朝鮮の寧
邊の核施設で、年間約80キログラムの高濃縮ウランを生産することができると推
定している。一般的には、北朝鮮が戦略的核兵器を作るために、１個ごとに最低
20キログラムほど高濃縮ウランがかかるとすると、年間４個の核兵器を製造する
ことができると推定されている51。

　現在、北朝鮮は NPT体制の外で核兵器、ミサイル開発を継続し、体制保障を
要求している。具体的には駐韓米軍の縮減、核の傘の撤廃など対北の威嚇除去措
置を要求しながら米国との関係正常化及び経済支援のために米国との核軍縮協議
を推進している。今後、北朝鮮は４回目の核実験をする可能性がある。すでに、
核兵器の軽量化、小型化を成功したと発表し、次は弾道ミサイルに搭載すること
を目的とするものである。最後の目的は核兵器と核物質を継続生産して完成され
た武器として実戦配置することであろう。

図４　北朝鮮の主要核施設

出典：KINU�『2013年北朝鮮の核プログラム及び能力評価』22頁
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３．北朝鮮の核問題に対する対応

⑴　北朝鮮の核問題に対する国際的措置
　1993年、北朝鮮の核不拡散条約（NPT）脱退により触発された北朝鮮の核危機
は、米朝間の合意、６者協議など国際的解決のために努力が払われている。しか
し、北朝鮮は国連安保理と国際社会の警告にもかかわらず、３回にわたって核実
験を強行した。これに対して国際社会は、北朝鮮の核開発及びミサイル発射に関
して国連安保理決議案を採択して北朝鮮の挑発を非難している。安保理は緊急会
合を開き、北朝鮮に対する制裁を一段と強化する決議案を採択し、加盟国には制
裁の実効が上がるように協力を求めるとともに、北朝鮮には自制を求めている。
2006年10月13日、国連安保理は北朝鮮の第1回核実験を世界平和と安全を脅かす
行為と見なし、国連憲章第7章を適用して対北朝鮮制裁決議案1718号を15理事国
の全会一致で可決した52。この決議案では北朝鮮に対し、既存のあらゆる核計画
と大量破壊兵器を、完全で検証可能な不可逆的方法で放棄させることを決定し、
核不拡散条約と IAEAが定める条件に厳格に従って行動することを決定した53。
2009年６月12日、北朝鮮の第２回核実験後、国連安保理は全会会議を開き、北朝
鮮の２回目の核実験を強く非難し、北朝鮮制裁決議案1874号を採択した。決議案
1874号では北朝鮮への武器禁輸、金融制裁、貨物検査措置の拡大など、その履行
にも具体的な内容が含まれている54。2013年２月12日、北朝鮮の第３回の核実験

表３　国連決議案

決議案 採択日 原因 主要内容

825号 1993年５月11日
NPT脱退

（1993年３月12日）
北朝鮮の核査察の受け入れと NPT脱退宣言
の再考を促す

1695号 2006年7月15日 ミサイル発射
（2006年7月５日）

ミサイル関連物資、商品、技術など北朝鮮へ
の移転の禁止

1718号 2006年10月13日 第１回核実験
物的規制（通常兵器、WMD、贅沢品など）、
金融規制、出入国規制、貨物検査強化などの
措置

1874号 2009年６月12日 第２回核実験 1718号＋貨物及び海上での船舶検査の強化、
金融・経済制裁の強化、武器禁輸措置拡大

2087号 2012年１月22日
長距離

ミサイル発射
（2012年12月12日）

決議案1718号及び1874号の制裁対象の拡大、
金融機関の活動監視強化、対北朝鮮輸出の統
制強化など追加措置

2094号 2013年３月7日 第３回核実験
制裁対象と統制品拡大、金融制裁、貨物検査、
船舶・航空機の遮断、禁輸措置の実質的強化
など
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後、国連は決議案2094号を採択した。中国を含む多くの国が北朝鮮の核実験を糾
弾し、対北朝鮮制裁に参加した。この決議案では、制裁対象としての核関連品目、
ミサイル関連品目、化学兵器関連リスト、贅沢品などの品目を拡大した。また、
北朝鮮に対して金融制裁とともに金融措置の実質的強化などを決定した。北朝鮮
は当然これに反発し、核兵器の開発やミサイルの発射は自衛のためであると主張
した。

⑵　６者協議
　北朝鮮の核問題に対する国連の決議案採択によるのではなく、外交努力で対応
することを主眼とし、2003年８月以降、６者協議（中国を議長国とし、日本、米
国、韓国、ロシア、北朝鮮が参加）による枠組みを設けている。2005年９月19日
に採択された６者協議の共同声明においては、北朝鮮がすべての核兵器及び既存
の核計画を検証可能な形で放棄すること、NPT及び IAEA保障措置に早期に復帰
することが約束されている55。しかし、北朝鮮は米国による金融措置を理由に６
者協議への参加を拒否し、ミサイル発射や核実験を繰り返して６者協議自体を有

表４　６者協議の経過

会談 開催期間 内容

第１回会談 2003年８月27～29日 朝鮮半島の非核化
対話を通じた平和的解決の原則のコンセンサス形成

第２回会談 2004年２月25～28日 議長声明の形式で、最初に書面による合意形成

第３回会談 2004年６月23～26日
朝鮮半島の非核化のために措置の必要性
「言葉対言葉」、「行動対行動」の段階のプロセスの
必要性についてのコンセンサス形成

第４回
会談

１段階 2005年7月26～８月7日 2005年９・19共同声明採択
：北朝鮮の核廃棄と他の５カ国の措置２段階 2005年９月13～19日

第５回
会談

１段階 2005年11月９～11日 ９・19共同声明の全面的な履行意思の再確認

２段階 2006年12月18～22日 ９・19共同声明履行のための調整された措置をとっ
ていくことに合意

３段階 2007年２月８～13日 ９・19共同声明履行のための初期措置合意（２・13
合意）

第６回
会談

１段階 2007年３月19～22日 ２・13合意と９・19共同声明の誠実な履行約束を再
確認

２段階 2007年９月27～30日
2007年末まで北朝鮮は核施設の不能化
米国は重油100万トンを含む政治的・経済的・人道
的補償提供合意（10・3合意）
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名無実化している。現在、北朝鮮は６者協議の無用論と非核化撤回の宣言をした
ため、６者協議の枠組みでの議論は限界を迎えている。このように、６者協議は、
その限界を指摘されながらも、北朝鮮の非核化を前提に、これまでの9．19合議、
2．13合議、10．3合議など、様々な合議文を採択してきた。
　６者協議による解決の利点は、平和的な解決策であるという点である。６カ国
が協議を通じて北朝鮮の核兵器を放棄又は廃棄させるものであり、異議を唱え名
分に反対するのは難しい。しかし、６者協議は、北朝鮮の不参加（反対）や他の
国の意見の相違でも協議の開催が困難となる。現在、北朝鮮を除く６者協議の参
加国が北朝鮮の非核化に向けた様々な方策を議論しているが見通しは明るくな
い。核問題と６者協議に対する北朝鮮指導部の根本的な変化がない限り、６者協
議の再開は現実的に困難な状況にある。北朝鮮が短期間で核プログラムを放棄す
る可能性がほとんどないため、現実的に北朝鮮の非核化を前提とした６者協議は、
構造的限界を迎えている56。今のところ、６者協議の可能性を残した状態で、各
国が意味ある活動を行えている可能性は低い。しかし、北朝鮮の核挑発がさらに
増す場合、北朝鮮を除く５カ国が、北朝鮮の核への対応策を議論する舞台として
活用されることはあるだろう。

４．北朝鮮による拉致問題

⑴　概要
　北朝鮮による拉致は日本で最も重要な問題であり、韓国でも最優先に解決しな
ければならない問題である。韓国では「拉致被害者」を「拉北者」と言う。韓国
での「拉北者」はその発生の時期によって分類されている。すなわち、朝鮮戦争
が勃発した1950年６月25日から休戦協定が結ばれた1953年7月27日の間で拉致さ
れた人を「戦時拉北者」、休戦協定以降に拉致された人を「戦後拉北者」と呼ぶ。
戦後拉北者の数は総数3,835人に及び、その内3,319人が帰還し、2014年7月現在
516人の韓国人が北朝鮮に抑留されている57。
　北朝鮮による拉致事件は1960年代から1970年代に集中的に行われている。この
時期は国際的に冷戦が激化し、南北関係が厳しい時期でもあった。北朝鮮は漁労
作業中の韓国の漁船を強制拿捕したり韓国の国内に侵入し対象者を物色して拉致
したり様々な方法で拉致を行った。北朝鮮に拉致（拉北）された人々は徹底した
監視下で対南放送やスパイ教育に利用された。日本人の拉致被害者は日本語の教
育のため利用されていたのである58。
　北朝鮮による拉致問題に対して韓国政府は2007年に「軍事停戦に関する協定締
結以後の拉北被害者の補償及び支援に関する法律」（以下、「戦後拉北者法」、2007
年４月27日制定）を制定して拉北被害者及びその家族の支援などを決定した59。
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⑵　法律上の戦後拉北者の定義
　「戦後拉北者法」上の戦後拉北者とは「大韓民国の国民として1953年7月27日
の韓国軍事停戦に関する協定の締結以降、本人の意思に反して南韓（軍事境界線
の以南地域）から北韓（軍事境界線の以北地域）に入って居住するようになった
者」とされている60。また、帰還拉北者は北朝鮮を抜け出して帰還した拉北者で
３年以上拉致された帰還拉北者またその家族又は３年以上拉北されて帰還してい
ないか、北朝鮮に居住中死亡した拉北者の家族が法律の支援の対象になっている61。

⑶　類型による拉北
⒜　海上拉北
　海上での拉北は北朝鮮の警備船が北方限界線（Northern Limit Line: NLL）付近
で魚労作業中またはエンジンの故障で漂流している韓国の漁船を拿捕したケース
が多い。しかし、北朝鮮側は韓国の漁船が自ら越北したと主張したり、魚労行為
ではなくスパイ行為をしたと主張し、送還拒否または遅延した。
⒝　南派スパイによる民間人の拉致
　これは韓国の国内に潜入した北朝鮮のスパイによる拉致で海水浴場や海岸など
で拉致して北朝鮮に連れ去るケースである。日本の拉致被害者である横田めぐみ
氏の夫とされる金英南氏（1978年8月5日、全南、群山、仙遊島海水浴場）もこの
ケースである。その他、４人の当時高校生が拉致されたことが判明している。拉
致された高校生は北朝鮮で思想教育、対南工作訓練を経てスパイ教育官として利
用されたと把握している62。
⒞　海外拉致
　北朝鮮による海外拉致は西ドイツ、オーストリア、香港、タイなど行われてい
た。その対象は旅行者、現地企業の労働者、企業の駐在員、宣教師などである。
現在、海外で拉致された韓国人は、総計20人の身元が確認され、その内12人がま
だ北朝鮮に抑留されていると把握されている。
⒟　飛行機ハイジャック
　1969年12月11日、江陵発金浦行き大韓航空機（乗務員４人、乗客46人、計50人）
が韓国に侵入した北朝鮮のスパイによってハイジャックされた事件である。その
後、北朝鮮は1970年２月14日に乗客39人を送還したが、乗務員４人と乗客7人は
未送還のままである。
⒠　海軍、海洋警察
　韓国の海軍、海洋警察の巡視船が漁船の保護活動中、北朝鮮の奇襲攻撃によっ
て拿捕されたケースである。1970年６月５日、西海公海上で韓国海軍偵察艦（I-2
艇、海軍20人）、1974年６月28日、東海漁労区域で沈没（警察２人）63。
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　北朝鮮の抑留対象になった人は、北朝鮮当局の懐柔と脅迫により自ら韓国への
帰還を放棄した人が多い。また、北朝鮮生まれの人、利用価値が高い人（情報獲
得）、韓国及び国際社会に認知されていない場合、送還要求が低い場合などである。
抑留された拉北者は北朝鮮の体制宣伝活動、対南心理戦、スパイ教育、工作要員
などの利用価値が高い分野で積極的に利用されたり、「以南化教育官」として南
派スパイ養成機関に配置し教員として利用されていたことが判明している。その
後、利用価値がなくなった場合は政治犯収容所、炭鉱、工場などに配置されてい
る。

⑷　拉北者問題に対する国内的対応
　1990年後半に入って、北朝鮮との関係が和解、協力的な雰囲気に転換され、
2000年の南北首脳会談が行われた。この首脳会談で、拉致問題が水面上に上がっ
てくるきっかけとなった64。拉北者問題に対して韓国政府は身元確認及び送還な
どを北朝鮮に要請している。しかし、北朝鮮側は拉北者は北朝鮮に「滞在を希望
する者」であるという理由で拉北者の存在自体を否定している。北朝鮮は拉北者
の用語も「失踪者」、「戦争時期行方不明者」として扱って対応している。これに
対して韓国は南北赤十字会談（2006、第7次）で「戦争時期及びそれ以降の時期
に行方を知ることができなくなった人々」と合議して離散家族再会時に拉北者を
再会するようにしたことがある。韓国政府は、2006年１月に、北朝鮮による拉致
のため、被害を受けた拉致被害者への補償と支援を内容とする特別法の制定方針
を決定し、「軍事停戦に関する協定締結以後の拉北被害者の補償及び支援に関す
る法律」を制定した。同法律案は、2006年10月10日の閣議で決議された後、10月
20日の国会に政府法律案として提出され、2007年４月27日、法律第8393号に公布
された65。法律の具体的な支援内容は以下である。

表５　戦後拉北者の現況

出典：統一部の内部資料、2014年１月24日

区分 計 魚師 KAL 軍・警察
その他

国内 海外

拉北人の合計 3,835 3,729 50 30 6 20

帰還者
送還者 3,310 3,263 39 － － 8

脱北
帰還者 9 9

抑留者 516 457 11 30 6 12
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⑸　拉北者問題の国際的対応
　北朝鮮による戦時民間人拉致行為は「民間人の強制移送と強制抑留を禁止」
（ジュネーブ第４条約に反する行為）、戦後民間人拉致行為は「国際法上反人道
的犯罪及び戦争犯罪」に対する違反となっている。最も拉致問題は人道主義的な
アプローチが要求される事案として国際人権規約による最も重大な人権侵害の問
題である。また、北朝鮮の拉致行為は世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関
する国際規約など違反である66。
　北朝鮮による拉致問題は、国内法的な対応とともに、国際的な人権改善と保護
に関する国際法的アプローチも講しなければならない。このため、各国の政府だ
けではなく、国内外の人権団体、NGOと Amnesty International, Human Rights 
Watchなどの国際人権団体が連帯を結成して活発な活動をしている。
　2014年２月17日、国連では「北朝鮮における人権に関する国連調査委員会
（Commission of Inquiry: COI）」報告書で北朝鮮の人権問題を発表した67。この報
告書では、北朝鮮による拉致及び人権侵害問題を「北朝鮮政府、最高指令部によ
る組織的、広汎かつ重大な人権侵害が長期にわたり行われており、現在も進行中
だと指摘（人道に対する犯罪）」として発表したのである。このような犯罪行為
は国際刑事裁判所（International Criminal Court: ICC）の管轄対象犯罪または保護

表６　拉北被害者法定支援内容

区分 支給対象 支給金額

被害見舞金 ３年以上拉北されてい
る者の家族

●　�月最低賃金の36倍の範囲内で支給
　－　�月最低賃金Ｘ拉北年数
　－　�65歳以上の場合10パーセント加算
●　�最高額：3,580万ウォン

定着金 ３年以上拉北後、帰還
者

●　�定着金：月最低賃金額の200倍の範囲内
　－　�基本金100倍、加算金（年齢、健康、勤労

能力など）100倍
●　�住宅支援金：7,000万ウォン（別途支給）
●　�最高額：２億５千万ウォン（定着金＋住宅支

援金）

補償金
拉北者及び家族、国家
公権力による死亡、傷
害被害者

●　�死亡者 :�死亡当時の賃金など勘案して補償
●　�傷害者：労働喪失率、将来の雇用可能期間な

どを勘案して補償

医療支援金
補償金の対象者の内、
傷害を受けた家族や帰
還拉北者本人

●　�治療費、看護費、義肢等の補装具の購入費

出典：拉北被害者支援団、拉致被害者補償及び支援審議委員会『戦後拉北被害者補償及び
支援白書』34頁。
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する責任（Responsibility to Protect: R2P）と関連していると指摘したのである。

おわりに

　北朝鮮の核問題及び拉致問題は国際的枠組みの中での協力体制の構築が重要で
ある。現在、北朝鮮の核問題を解決するための６者協議は一進一退を繰り返し、
本来の目的を達成することができないまま足踏み状態にある。北朝鮮の参加と協
力がなければ今後の６者協議は不透明な状態のままである。６者協議は北朝鮮の
核問題という地域の懸案を多国家が協議して調整する最初の枠組みである。北朝
鮮の立場から見れば６者協議は北朝鮮の非核化論議の過程で様々な難題を解くた
めの懸案調停機能を提供したことは間違いない。しかし、北朝鮮の核保有が既成
事実化された現時点で６者協議は、北朝鮮の非核化という当初の目的を達成する
のに失敗したと見ることができる。むしろ、ある意味で、北朝鮮が核保有をする
のに必要な時間を与えることで、事態をさらに悪化させたと判断することができ
る。根本的な原因は、６カ国間の利害関係と不信とともに、６者協議自体の構造
的矛盾を指摘することができる。つまり、６者協議で合意を導き出すことに成功
しても、その履行を担保する拘束力がない。北朝鮮はこれまで６者協議の約束不
履行と会談脱退、核実験などを繰り返し、会談のテーブルを復帰条件として経済
的援助を求めるなど、意図的に６者協議の枠組みを悪用したのである。現在、北
東アジア地域の情勢は、中国の浮上と、これを牽制しようとする米国、日中・日
韓の歴史問題、領土問題など地域の国家間の信頼が最低状況である。
　今後６者協議は北朝鮮の核問題の解決とともに地域安定の構図を害する国家に
対して処罰よりは対話と説得を通じて地域安全保障の定着の枠組みに発展させる
必要がある。さらに、北朝鮮の非核化及び核廃棄などの合議の履行を監督して対
北朝鮮支援を分担する一方、地域内の共同安全保障と永久的な平和を議論するた
めの多国間安全保障協力会議として発展させていかなければならない。
　拉致問題に対しては人道的問題、人権問題として北朝鮮を説得する必要がある。
現在、国連総会および国連人権理事会において北朝鮮人権決議案を採択するなど
北朝鮮の人権問題に対して国際的な取り組みが始まっている。北朝鮮の人権弾圧
を国際刑事犯罪と規定し、国際刑事裁判所（ICC）に付託するよう勧告した。こ
れは、北朝鮮で長年に反人道的犯罪が組織的に強行されたことを認めることであ
る。今後、金正恩政権が人権改善措置をとらなければ、国連をはじめとする国際
社会の圧力はさらに強まるであろう。
　北朝鮮の核問題及び拉致問題の解決は北東アジア、世界平和の前提条件である。
また、核問題、拉致問題の解決は北朝鮮の人権と民主化問題と直結している。今
後、北朝鮮の人権、民主化のためには各国は協力して対応しなければならない。
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地域の安保危機は経済危機と共存している。したがって、北朝鮮の核と拉致問題
を解決するためには韓国と日本の安保・経済分野の連帯協力が重要である。近年、
この地域には日本の集団的自衛権、領土問題、歴史論争など様々な問題が存在し
ているのは事実である。しかし、地域の安保及び平和のためには新たな地域安保
体制の構築を模索しなければならない。このためには、日本と韓国の地域におい
て役割が重要であろう。

［付記］本稿と関連する筆者の論考に、広島平和研究所主催の連続市民講座（2014
年度前期）での報告をまとめた孫賢鎮「北朝鮮の核と拉致問題」（『広島平和研究
所ブックレット』創刊号、2014年12月）がある。本稿は同論考をさらに深化させ、
新たな資料と知見を加え、注を付すなどして大幅に改稿したものである。なお、
原文が韓国語の参照（引用）資料の邦訳は筆者による。
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