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高北朝鮮関鋳と中圏@台持関鶴

分断・分裂国家関係の比較考察

金栄鏑

North-・Sou誼1KoreanRel組onsand China醐 TaiwanRelations: 
A Comparative Analysis of the Divided Nations' Inter品ction

YeonghoKIM 

North-South Kore.， and Chi国 -Taiw阻 haveboth rema盟 ed.謡 曲vidednations， whe問 asthe出 ter-

Peninsul即 時l.tionsand the c開制-Straitrelations have been undergoing dif自eringdevelop由開鵠 since19間08.

The paper seeks to co田.pare曲esetwo divided dyads focusin車on曲世'elationbetween the conflicting rivals. 

鵬由lbershipof the UN，醐ddiplo盟 aticpartnership with詰1eU.S. and Japan. Al治oughdivided nations are rare 

in current international relatio田， it see盟 sto be indispensable for peace and 8tab出ty盟 E.stAsi. to look盟

depth at these two hot spots 加治，eregion. 

Iはじめに

誼分断・分裂国家関係の比較の視点

盟南北朝鮮の相互ぷ認・国連加盟・対外関係の変化

Lはじめに

南北朝鮮と中間・台湾は、植民地からの解放後に

分断・分裂国家化し、戦争や内戦を経て、冷戦体制

下で政治的制箪事的対交に澄かれてきた」また、

韓国と台湾は、 1970年代に低関発留から中進国へ圧

縮型経済成長を遂げ、 1980年代後半には権威主義政

治体制から民主主義政治体制へと移行した。しかし、

東アジアの二つの分断・分裂回家関係には、 1990年

代以後に重要な差異が生じている。本稿が着目する

のは、二つの分断・分裂国家ケ-;えの差異であ品。

第1に、南北朝鮮でも中岡・台湾でも19事0年代以

後、相互の対話や交流が進んだc この過程で華子余曲

折を経ながらも韓国では北朝鮮との和解・協力を志

N.中国・台湾の相互承認 z国連加盟盈対外関係の変化

V.比較考察

羽.おわりに

向する統合のナシ眉ナリズムが高まった2[医i①10 

一方、台湾では台湾アンデンチイチイの活性化とと

もに中関への警戒心と分離・独政ナショナワズムが

高まった3 [図②10 

第2に、南北朝鮮は1991年に国連に間待加盟し、

国際社会における2ll!承認と事実上の務互換認が進

燥し、筑政昨:と涼防7キ:に二屈の首脳会談時吋子われた。

他方、 1971年に図迷代表権が台鴇から大陸へ移転し

た後、台湾の承認国数は大幅に減少し、また、国連

をはじめtな政府間同際組織への参加も阻まれてい

る(竹内孝之、 2008・110-130)。

キーワード:南北朝鮮、中隈・台穂、正統性対立、報互承認、対称的実体承認、非対称的実体承認、2重承認、クロス承認、関連加盟、
対米関係、対日醗係
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図1:韓国にとって北朝鮮はどのような対象か
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図2台湾人の台湾人/中国人アイデシティティの変化の錐移 (1992-2008)
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第3に、南北朝鮮関係でも中国・台務関係でも米・

BI主主要な対外関係を占める。こうした中で、勝留の

革新政権撒碑問の北朝鮮汽の「ハト」派政策によっ

て、南北朝鮮関係か改務菩れる一方、韓国と米・日と

の対外関係で勝事事詩鳴きた'0他方、台湾の革新政綴2

鰐呂容の閥、中国と台誇の「タ:lJJ派政策によ号、台

湾海峡両岸と米・日の関係が動議してきた(臨時制払

H開祖dT，叫2007: 2-3)。

第4に、韓国と台湾ではともに波町年末から笈際砕

初めに保守政権が返号咲いたが、韓国の北朝鮮政策は

強磁化する一方、合務の大際政策は穏健化した。これ

にともない南北朝鮮関係は悪化し、中国・台湾関係は

改善している。つまり、韓国と台湾では、各々の分断・

分裂体への政策がほぼ反対であり続けている。

南北朝鮮関係と中国・台湾関係の変化の差異は、ど

のように説明できるのだろうか。本績では、次のよう

な枠組みから二つの分新・分裂毘鱒臓を比較考察する。

E節1:1立、通常の淘家間関係とは異なる分望者・分裂

国家関係の特僚として国家の正統性をめぐる排他的な

対立という視点を提起し、その上で、二つの分断・分

裂医家関係を比較する枠組みとして相互関係における

対称社と非対称牲という点を提起する。続いて、亜節

とw節では、南北朝鮮と中国 a 台湾の相五本認ー国迷

加盟・対外関係の変化の過程を追跡し、 V節で比較革

察を行うo 最後に、本論から導輩出;'.'れる課題につい

て革ふえる。

ところで、知新・分裂民家の承認問題は、大きく分け

て、相互承認、 2重承認匂政府間国際組織加盟などがあ

る。これらは別々の問題ではなく相互作用し、中でも相

互承諺のもつ比三重は大きく、 2重義認と国際機関加盟

に連動する。分続・分裂国家の相瓦承認はまた、国家

君主認か実体教認かに分かれ、苔らに、実体感認にも対

称的案件承認か非対称的実体主主認かの業異がある。国

家承認からは2重承認と溺際機際への2重加盟が必然

的に導かれるが、実体承認がZ重承認や政府間国際組織

への2重加盟を必然陸部z伴うわけではないc てつの分断・

分裂国家の比較分析には、以上のような複数の論点と

複数の概念を区別することが求められる。また、本稿

はよ4つの分開1-分裂国家関係の変化の差異に着目して

いるため、二つの事例を調節とW節に分けて考察する。

11.分断・分裂国家関係の比較の視点

1. 先行研究の概観

韓凶と台湾の革委済開発の比較研究は多数に上る。

その中で発展メカニズムの差異に着目した比較研究

のパイオニア的業讃と言えるのが、 明車部・佐藤編、

1君事6)である。ただ、冷戦の前線にある分断自分裂

国家関係は前提であ号、分析の課題では必ずしもな

い。しかし、その中でも{表林lE丈、 I蛸 :21S醐)

は、政治体制jと民主化を比較考察する過程で、韓留

の『統一問題jと台湾の「統独問題Jを対比してい

る点が注目される。

比較民主化研究にも、(武因縁裕、 2∞1)、 (Rose

and Shin，笈泊1: 331-354)、 (Shln拙 dWells、笈泊5:

縞目101)など多数の街究がある。そこでは、体制移

行の型や過穏や要因、移行後の民主主義の定着など

が比較分析される。しかし、民主化溺究の比較対象

は広範な地域、国家にわたっており、その中で分断・

分裂国家はいわば特殊な事例に過ぎない。

安命保障研究では、アメリカの対外戦略の関心か

ら見た文献が多数あるが、必ずしも比較研究とは言

えない。他方、 (Kang、2∞3:34宮37告)は、南北

朝鮮と中間 z 台湾の関係変化の差異について、論者

を勢力均衡の変化から、後者を内政要因であるアイ

デンテイチイの変化から説明している。 Kangの分

析視点は、国際政治環論における第2イメ}ジ(内

政要問重視)、第3イメ}ジ(箆際体系察関重視)の

相互補完性にあるo

国際関係研究では、アイデン苧イデ干の変化に着

目しつつ、南北朝鮮関係と中園陸台湾関係を比較し

た (Horowitzetal. e品s、2003)、(Horowitzetal 

eds冷却自のがある。この研究では、ネオーリアリ

ズム、ネオ・リベラリズム、コンストラクティピズ

ムの三つの理論による説明の相互補完性が提示さ

れる。

南北朝鮮、中岡・台湾、南北ベトナム、東西ドイ

ツなどの分断ー分裂国家の相互関係と統一方式に関

する研究として、 (越全勝編、四百島}があ品が、比

較の視点、比較による知見は提示寄れていない。

以上のように、韓国と台湾の政治咽経済・社会の

比較研究は重量富だが、そこでは分断・分裂恩家とし

ての差異や共通点は直接の考察議題とはきれない傾

向がある。一方、安全保持事や同僚関係論において南

北朝鮮関係と中凶・台湾関係の比較研究は少なく、
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国際体系要因を重視する研究と内政要閣を重損する

研究に分かれる。こうした比較研究の現状にあって、

本稿では、国際体系要閣と内政要閣を媒介する中間

レベルの分断・分裂国家関係に着目するものである。

霊園 箇療の正統性をめぐ墨排他的な対立

第2次大戦後の説植民地化後の国際関係における

規範の柱は、主権単重と領土保全と内政不干渉にあ

る。国家間関係は弱肉強食ではなし構成メンバー

である主機関家の保全のよに成り立つ。国家簡の武

力行使や格羨・不平等がなくなったわけではない。

また、主権問家を超える権威や権力は依然として不

在の無政府状態である。それゆえ、図家はパワーを

追求する。しかし、主権出家は少なくとも他の主権

問家によって消滅させられた智併合されたりするこ

とはない。これが通常の国家関関係の規範と言って

よ11'0

しかし、このような国際関係の規範は、分断・分

裂国家関係ではしばしば排除される。なぜなら、分

断・分裂国家間では、一方が秘方を含む会領域の主

権を主張しあう関係にあるからである。言い換えれ

ば、国家の正統性〔あるいは政府の唯一合法性)を

めぐる対立が分断ー分裂国家関係に強く作用する。

分断書分裂岡家関係に武力行使が常に伴うわけで

はないが、 IE続殺をめぐる対立が武力行使に妥った

場合、内戦のケースに当たる。分断・分裂国家関係

i立、武力行使が一時休止された内戦状態に近しそ

こでは鴎家の正統性をめぞる排他的な対立が支配す

るということができる{金栄鏡、 2003: 153-154)。

中国・台湾関係の出発点は国共内戦であ号、南北朝

鮮関係を規定したのは朝鮮戦争であった。国共内戦

は文字通り内戦であ払朝鮮戦争は米中が介入した

戦争という性格とともに南北朝鮮の内戦の性格をは

らんでいた。ゆえに、中国・台湾と南北朝鮮という

こつの分断・分裂関家関係には、内戦に近い状態の

正統性をめぐる排他的な対立が長く支配してきた。

中国国民党の「反攻大陸Jと中国共産党の「台湾解

放」、韓国の「北進 a 滅共統一jと北朝鮮の「南朝

鮮解放jの呼応関係に正統性をめぐる排他的対立と

いう共通点が見て取れる。

また、IE統性をめぐる対立は、分断・分裂国家の相瓦

関係にとどまらず、分断・分裂国家をめぐる対外関係に

も影を落としてきた。たとえば、南北朝鮮損害係でI:l:，韓国

は米ーHと国交はもちろん緊密な安全保時と経務協力の

関係を結ぶ一方、冷戦が終わるまでは中国ーソ連と国交

はなかった。北朝鮮は中国ヴ速と国交をもち友好同盟

条約を結んできたが、今日に奇売るも米・日との闘交古まない。

中岡・台湾関係では、台湾は1972年まで日本と、1宮78年

まで米国と、国交や同盟条約をもっ一方、中国と米・日の

国交はなく、東アジア冷戦とは米中対すーであった。

日中国交、米中国交によって国家承認の構図は逆

転し、台湾と米・口の関係が「実務関係Jに変化

したが、台湾海峡をめぐる中国と米・日の対立や

緊張は続いているo

以上のように、分断・分裂国家の相互関係は、

正統牲をめぐる排他的な対立関係にあ号、このこ

とが主要な対外関係にも強い霊長響を及ぼしてきた

ということができる。

ただし、内戦後の開運草分裂ケースである中岡・

台湾と、国家分断後の戦争ケー兄である雨北朝鮮

には重要な差異がある。朝鮮戦争とは異なり、同

共内戦l主題際介入戦争ではなく、共重量党と国民党

の勝敗がはっきりしたという非対称牲をもっ九他方、

国共内戦とは異なり、朝鮮戦争は南北爾朝鮮の箆

家分断後の戦争であり、かつ、関連安保理事会決

議82(1950年S月25日}で北朝鮮は「平和の破壊」

国と菩れ、国連総会決議498(V) (1951年2月1日}

で中間は「侵略行動に従事Jする同とされるなど、

「凶連箪j と対称的な交戦関係と菩れた。二つめ

分断・分裂国家の相五関係の差異については、項

を改めて考察する。

3. 相瓦関係の対称性と非対称性

南北朝鮮関係と中国・台湾関係における国家の

E統性をめぐる排他的対立は、冷毒患の終結や韓国，

台湾の民主化を前後して大きく変容する。しかし、

南北朝鮮と中国・台湾の二つのケ}スの変化の方

向性には重要な室長異がある。このよう会議異告、

アイデンテイチイの変化や政党制と政治動員などの

内政主要国から説明する議論がある創出皿dWoo. 

2(治7・14則自4) (若林正丈、滋鵬:267-301) 0 

ただ、韓国や台湾の内政の変化が、なぜ、どの

ように、分断・分裂閤家関係の変化の差異に作用

するのかという問題は、二つの分新・分裂国家関

係それ自体の何らかの差異にも求めることができ

ると考えられる。そこで、国土・人口・市場など

の磁家の規模や、問駿関係、国際的地位、国家承

認などの物質的条件と、当該分断固分裂図書草間の
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相互認識という主観的条件を考慮に入れながら比

較してみよう。

第 1に、物質的条件の議本構造である。

下着北朝鮮は、領土爾積はほぼ同じだが、人口は

約2対lである。これを対称約と見るか非対称約と

見るかは相対的な判断であり、東商ドイツの場合は

約1対3であった。また、冷戦期には、韓国と日・

米の河盛・擬似同盟 (Cl見 1鈎8)関係と、北朝鮮と

中国'ソ速の友好同盟関係のブロック対立があっ

た九韓国と北朝鮮の箪事カの客観的な比較は難しく、

時期的な変化も顕著であるが、相互に3重大な攻撃

力を持っと見られてきた。題逮加親問題では、南

北双方が単独加盟を図ってきたが、いずれも実現

しなかった。 19鋭昨イt初めまでの凶家承認問題では、

韓国と中岡・ソ迷、北朝鮮と米関'l:!本の国交を

欠いていたが、主要友好国以外では広く 21重承認d
れていた[関③10 このように見ると、 1君事0年代

初頭までは、南北朝鮮の相互関係はほぼ対称約で

あったということができる。

中国と台湾は、領土 a 人口で圧倒的に非対称的

である。また、閣僚的地位からよるると、 1971年の

困迷代表権のスイッチを聞に挟んで、台湾海峡の

両岸は一貫して非対称的な関係にあ号続けている。

1釘悼の米合滋交により米事相互防衛条約は消滅し、

台湾は安全保障を米国の凶内訟である f台湾関係法j

に規定された「あいまい戦時jに依存することに

なった。ただし、改革開放l直後の中国の軍事技術

は低しまた、路島0年代は中ソ対立が続いていた

ため、中爵が台湾iこ2事事カを行使する余地i立小iき

かった。他方、中国ー台湾の 2重感認は南北朝鮮

のそれに比べても緩めて少なく、 「ハルシュタイ

ン原則Jがほぼ賞かれてきた[関③}。このよう

に見れば、中国・台湾関係はほぼ非対称的であっ

たということができるc

第2に、物質的条件の変化に譜目してみるとど

うなるか。

南北朝鮮の綬済力は、 1970年代以来の韓国の経

構成長で大きな格差が生まれ、特にお80年代末以

後は国際的な地位にも大きな差がついた。また、

冷戦終結後、北朝鮮とソ連・中凶との安全保障や

経済関係は大きく後退したが、車章混と米'l:!との

関係は維持された。特に、 1望書0年の韓ソ国交、

1約詐年の韓中岡交にもかかわらず、北朝鮮と米間・

日本の関係は依然として断絶している。この安全

保灘署員携の君主変が北朝鮮の核開発の A 図である。

このように、経済力と同盟関係で見る限り、南北

朝鮮関係は、冷戦期の対称的対立から、冷戦後に

は非対称的対立へと変化した7，ただし、それにも

かかわらず、国速には同時加震という対称的な方

式がとられた点i土、中岡・台湾どの差異として注

Eldれる。

中国・台湾関係では、 197昨年代末以後の改革関

図3 南北較鮮の暴露霞数の推移

園田E 韓国 ・・・北朝鮮
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放下の中国経済の躍進も目覚しいが、台湾の経演

成長と民主化は著しし一人当た!JGDPや技術カ

では台湾が大様をはるかに上回品。しかし、質的

な経済力で台湾が中国を上I~Iる事実は、量的な経

済カで上回ることを意味しない。しかも、台湾は

国際機関への加盟が陸まれるなど、相互関係は非対

称的である。中国・台湾の凶連代表権問題などは、

同じ正統性対立でも南北朝鮮とは異なって非対称

的であり、こうした構図は他の主要な国際機関で

も同様であるロ

第3に、分断・分裂国家関係は、政治・経済・

安全保擦などの物質約な条件だけでなく、相互認

識という主観的な条件をも考慮する必要がある。

ここで相互認識の指擦として、統一方案を事例に

考えてみよう。

北郵鮮は1宮73&手、諸島Q長t、19:ω年にかけて、 「逮

邦制UJ:n案骨修正しながら維持してきた。韓関は、

1告82年の単一国家論から、 l盟関年tこ「凶家連合」

方案に転換し、 1996年 f民族共同体統一J方案で

も国家連合方案を維持している。とはいえ、北朝

鮮の「連邦制J方案と韓国の「国家連合J方案に

見られる南北朝鮮の樹立認識は対称的である。

これに対して、中国ー台湾関係では、中国の rl
図2制度J:ñ~撃が台湾をあくまで中国の1省として

扱い、これに対して台湾が「対等な実体Jと反発

する構図がある。蒋介石・蒋経国時代の国民党の

統‘モデルでも、大陸と台湾の関係は非対称的で

あった。共産党と国民党は、台湾奇中闘の一地方、

自省と認識していた点?同じであった。

つまり、南北朝鮮の統一モデルの対称牲に対して、

中国のモデルは非対称性とい号差異がある (Wang

組 dLiu.2004 : 568) ， 
以上のように、南北朝鮮と中凶・台湾の二つの

相互関係は、物質的条件とその変化及び主観的条

件を総合的に考慮すると、前者がほぼ対称、的であ

るのに対して、後者が明らかに非対称的であると

いう室長異があると考えられる。

E 南北朝鮮の相互承認・圏濃加盟・対外関係の変化

工対意的正統性対立下の相互関係@国連加盟問題・

対外関係

1事60年代まで韓同と北朝鮮はいずれも白岡の単

独鎗駿を主張して国連創績を申請するが、いずれ

も実現しなかった。これは南北朝鮮の双方が白療

の正統性(唯一合法性)を主張して対立し、国連

安保理常任理事国にもこのiE統性対立が反事長して

いたからである。したが・って、正統性対立rの南

北朝鮮関係では、相互承認は排除された。

爾北朝鮮の相互承認や函連加盟問題の変化が見

え始めたのは、 1日70年代前半マあった。朴iE際

大統領は四73年6'23s:言で、南北朝鮮の図議加盟

図4 中周・台湾の主主露間重量的推移
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出所(書林正丈、思棚 112)、(Dick却且 組dCh拙 eds.，翻12: 182)を元に筆者作成。
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に反対しないと切らかにした。この少し官官の1972

年7月には南北朝鮮の7・4共同声明が出ている。し

かし、必23宣言の中で朴正熊大統領は「決してわ

れわれが北韓を闘主主と認めるものではないJと述

べていた (K朴正!際、 1君73.6.23)。つまり、南北

朝鮮の正統性をめぐる対姉帯わったわけではなく、

実体感認にとどまったものと見られる(金栄鏑、

2006: 7)ロ

とはいえ、韓国語対E較鮮の実体を承認したことは、

南北朝鮮の 2重承認への還を開くことになった。

南北朝鮮の2議象認は、中国・台湾とは異なって、

主婆留を除く毘際社会で一定程度行われていた。

南北朝鮮の2重ぷ認が重大な問題となったのは、主

な関係l重である米 .8・中・ソであった。したが

って、南北朝鮮では「クロス承認J (米日中ソに

よ晶海北朝鮮の対立郷相手国の交主主的 2重承認)

が重要な争点となっていった。

南北朝鮮のクロス承認は米国から公式に提案書

れた。 1975年9月のへンワー・キッシンジャー国

務長官の園逮績説である。キッシンジヤ}提案に

対して、韓国外務部長官は声明で、 1骨73年s・23宣
言に「南北韓の国連加盟J(separa恒阻ε田.berぬIp)

がすでに含まれていることを指摘しつつ、米国政

府の休戦協定総持録主義及ぴ南北朝鮮の2重加盟 (dual

entry)の提案を「歓迎するjと明らかにした (K韓

聞外務部、 l事76: 288-291)' ， 
一方、北朝鮮は1970年代前半のデタントや中国

への関連代表権の移転、ベトナム戦争の形勢転換

などの流れの中で、韓国を「米苦手の健錨Jとして

その実体承認に否定的であり、南北朝鮮のクロス

承認中国連同時加盟にも強く反対した。金日成主

席は、クロス承認や南北関連同時加照を「二つの

朝鮮策動Jとみなし、 「高麗連邦共和国の図号を

もって、一つの国家として加盟すべきJと主張し

たほ金日成、 l宮73.623)。

1970年代前半に凶際環境は大きく変化したが、

南北朝鮮の:主要岡との対外関係には大きな変化は

見られなかったc 四72年のニクソン訪中とこれに

続く日中関交I正常化は、韓震にとって脅戒の増大

であ号、北朝鮮にとっては追い風であった語え米朝・

日朝国交も中韓陶ソ韓国交も実現する余地はなか

った。ニクソンの駐韓米軍削減や1973年8月の金

大中投致耕干によ哲米韓摩擦、日韓療臨港きたが、

南北朝鮮の国家本諺には饗化はなく、米韓同盟や

日韓擬似同農は維持きれた。

また、北朝鮮から見れば、米国は中国方式によ

る混交織立の相手間というよ唱も、ベトナム方式

の「名誉ある撤退jを要求する相手閣と綴念され

ていたといってよい。また、北朝鮮は統一が実現

する以前に日本と属交を結ぶ考えを持たなかった。

いずれも、クロス承認=i三つの朝鮮策重量」とい

う論理と a体であった。

2開 対事事的梅互承認から国連関蒋加盟へ

I官80年代になると、南北朝鮮の相互象認問題は

機妙な変化を見せる。韓国の全斗燥大統領は1982

年1月に「民族和合民主統一方主義Jの中で南北首脳

会談を提案した。一方、北朝鮮は1984年1月に箪

事対立緩和のための韓関・北朝鮮・米闘の3者会談

を提案した。いずれも凶家承認とは異なる論理で

はあるが、北朝鮮も線開の実体裁認に踏み出した

ものと解釈杏れる。事案、 1鰭停から翌翌年にかけて、

南北赤十字会談の再開だけでなく、南北離散家族

や南北芸術図の相互訪問、南北経済予備会談の開

催などが実現した。

南北朝鮮の回連加盟問題が進展するのは1980年

代後半からである。 1宮路年7月7日、虚泰愚大統領

は、間際社会で南北が協力すること、社会主義諸

国との凶交を進めること、日米と北朝鮮との関係

改善に協力することなどを打ち出した。韓国政府

は、北朝鮮を「敵」ではなく「パ}トナ-Jと認

識し、 「共存と共問繁栄』を掲げるようになった

のである (Quinones.20む1:194昌)。

北朝鮮はクロス承認や国進加盟を「二つの朝鮮

策動」と見なして強く排撃する姿勢を変えなかった。

しかし、冷戦の終わりと社会主義諸聞の解体、韓

国とソ速の国交、ソ速の解体などによって、南北

朝鮮の勢力均衡と国連加盟問題の構造が大きく変

化した。

南北朝鮮の相五承認でも|吟じ時期にさらに進展

があったことは、統一方案の変化に見ることが出

米品。 厳泰愚大統領は沼田日年9月に「韓民族共同体

絞ー方案Jを明らかにした。そこでは、統 A 闇家

樹立のための選挙の方式を、従来の南北人口比例

原則から南北関数原則に変更した{金栄鏑も2(服.

11-12) (在外交通商都、目的:362ト36針。夜北朝

鮮ともに「統一方案Jの提唱にはプロパガンダの

側爾がある。しかし、人口比例から同数へという
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韓国の政策変更は、相互認識の対称牲を裏付ける

ものであ号、対称的実体裁認識と考えられる。なお、

~t朝鮮のl官初年10月の「高麗民主連邦共和回J 方

案では、南北同教の代表と適切な数の海タI-1t表で「最

高民族連邦会議Jを構成するとされていた。

先述のように、南北朝鮮のパワー(経済力・同

腹構造・国際的評価など}という物質的な条件は、

冷戦期の対称性から冷戦後には非対称性へと変化

した。しかし、韓国が「対話t協力」を重視し、

北朝鮮を「パ』トナ-Jと認識し、 「共存と共同

繁栄jを自標に掲げたこと、及ぴ統一方案で「同

数原則Jを採用したことは、物質的な相瓦関係の

非対称性にもかかわらず、認識上の相互関係は対

称的であったと考えることが出来る。

この時期に、北朝鮮がそれまで主張してきた迷

邦制統一方案を修正したことも、尚北朝鮮の相互

認識との関連で枚目宰れる。従来、北朝鮮の連邦

制は、外交・軍事告連邦統一政府が管轄し、甫iヒ
の地方政府が自治を行うという内容であった。と

ころが、 19鉛年末からI由民年にかけて、従来の連

邦制方案から、外交・箪事を南北それぞれが保持

する「漸進的連邦憲UJまたは「緩やかな連邦制」

方案へと主援を変化きせたのである低金日成、

1鈎0.11.2骨) (K金日成、 1骨91.1.1)。

北朝鮮が「緩やかな連邦制」を提唱したのは、後

述する属連政策の転換の直前であった。北朝鮮が

連邦制方案の修正時にすでに国連政策も転換させ

ていたかどうかは不興である。ただ、北朝鮮の国

連政策の転換は、一方では勢力均衡の変化と、他

方では迷邦制方雪撃の修iEに見られる相互暴露の鋭

化にも燥することができる。つまり、 「斗つの朝

鮮策動J反対論=r務鮮はーっj論とクロス承認

の受け入れは、 「緩やかな速郊制jという媒介項

によって、お朝鮮の論灘において整合牲が付けら

れたと考えられる。

l宮初年骨月から南北首根会談が行われ、1992年2月

に「南北関の和解と不可侵および交流協力のための合

意書J(基本合意書)が発効した01972年の7'4梅花共

同声明が、南北朝鮮の指導者の機使がそれぞれの上

司の「煮を体してj交わしたのに対して、四位年の南北

基本合意書i立、南北朝鮮の政府代表(若松)の肩書き

による公式合意である点で大きな蓬興がある。つま号、対

称的相互承認が大きく途採したものということができる。

南北基本合意書の論文では、「南北関の関係は、図

と国との関係ではなく、統一を志向する過程で暫定的

に結ぼれる特殊な関係」と規定"1<れている九この「特

殊関係J論i立、韓関の従来のクロス承認識と北朝鮮の

従来の「二つの朝鮮策動j反対論の折哲合いをつけた

ものと見なすことが可能であると考えられる。これとほぼ

何時期のl吉例年百月に南北朝鮮は同速に同時加盟し

たのである。

北朝鮮は国連同時加盟を「閣僚鋒台で朝鮮の分裂

を合法化Jすると批判し、「一つの議席でもって共同で

加盟jすることを2主張していたほ余日成、1的0.5話人し

かし、1991年5月、何時・分離加盟(諸問時2'1重加盟)へと

政策を転換した。その背景には、東欧社会主義政権の

解体や韓国とソ速の図交、中国の韓国への接近を追い

風に、事章凶が凶逮単独加現方針を決定し、これに中国

がffi否権を行使しないことを北朝鮮にi謹告したことがあ

る。つま号、勢力均衡が北朝鮮の政策変化の一つの原

岡と考えられる。

北朝鮮の政策変更は、この「勢)J均衡の劣勢Jの産

物であるとともに、劣勢を挽回するための「均衡政策Jで
もあった(金栄鏡、2003:153-175)。その一つの表れが、

日本との国交正常化の選択である。北朝鮮はぬ70-19:的

年代にも「日朝友好」を主張したことがあるが、先述のよ

うにクロス承認に反対する姿勢から日朝国交には踏み込

まなかった。しかし、19鈎年皐月の日朝3党共同宣言で間

交友常化を進めることを碗らかにした。

3. 日朝・日韓のトレード・オ7、米朝・米韓のトレード・オフ

この日朝3党共問宣言に韓国の虚泰議政権は強く

反発した。慮泰愚政権は臼朝関係正常化それ自体に

は反対ではなかったが、 「隷国の頭越し」の臼朝合

意に反発し、また、日朝3党共同宣言の中の「戦後

45年への償いJが日韓条約を上回るものとして反対

したのである(金栄錦、獄。8: 191-:拙)。南北朝鮮

と日本の3角関係において、日報援近には日韓対立

語ヰ宇うという冷戦時代と同じ力学か働いたわけである。

これを日朝・日韓の「トレ-r'オ7Jと呼ぶこと

にするロこれと向じ力学は、すく後に述べるように、

持軍北朝鮮と米国の3角関係にも働くことにな品。

韓関の虚泰縁故機は、 1骨91年の南北関連同時加

緩や1992年の南北義本合意書を受けて、対外関係

では北朝鮮は「対等な主機国家jだが、思内法で

は「国家ではないJr健儀集団Jだという二重基

準をとったほ虚泰愚、 19的:127-12盟)。つまり、

南北朝鮮の正統性対立は終わっていなかったこと
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になる。国家のま続性対立の解消i立、次の節で見

るように、台湾の大陸政策では非jjT進的に進んだが、

韓国の北朝鮮政策では可逆的であったということ

ができる。

事案、南北朝鮮の正統牲をめぐる対立は1骨初年

代半ばにも再燃し、米朝対話にともなって米糠摩

擦が起きた。北朝鮮は勢力均欝の劣勢から核開発

を選択践に入れ、加盟3年春以後、朝鮮半島核危機

が深まった。これに端告発して周年6月から米朝対

惑が行われた。すると、韓震の金泳三政機は米朝

対話に強く反対し、また、 19斜年10月の米朝枠組

み合窓にも反対したために、米韓の耳量擦・対立が

繰号返された。米朝対話に米韓対立が伴うという

意味で、これは米朝・米韓のトレード・オ7とい

うことができる。

この米朝合意にともなって翌年19部年春に日朝

交渉が動き出すと、金泳三段擦はこれにも反対し

日韓の摩擦・対立が起きた。しかも、 1995年には

日本の醸僚や政治家たちの歴史問題に関連する暴

言が相次いだG すると、韓留の金泳三政権は、対

日夕捜で懸史問題批判と日報交渉批判をリンクさせ、

日離す立が後まった。これも日朝ー日韓のトレ}ドー

オ7と震える。なお、 E霊史問題と日朝問題をワン

タ菩せた韓関の対日行動は、後述する中間の歴史

批判と台湾問題をワンタ苦せる対日行動に似ている。

米朝・日朝の対話や合意に強く反対した金泳三

政権の行動は、国家の正統性対立を反映した行動

ということができる(金栄鎖、 2008: 213-242) 0 

ただし、国家の正統性をめぐるます立には、図書長承

認の排除と体制対立の少なくとも2層がある (Gills，

I宮96)。金泳三政権のこの持の対立行動l土、国家

承認をめぐる対立というよ号、 I鈎4年7月の殺日成

主席死去による北朝鮮の体制i崩壊の予測や期待に

毒事づく体制対立の要素がある (K金泳三、 l鈴4.10.8)。

4 対称的正続性対立の童書婦から和解・協力へ

南北朝鮮関係が国家のlF.続性をめぐる対立から

民族の和解-j協力へと転換するのは、ぬ98年以後

の「太陽政策」によって守あった。余大中政機の

太陽政策の正式名称は f和解協力政策Jである。

そこでは「法的統一Jよりも「事実としての統一J
れ志向され、和解・協力による平和共存、南北の

国家連合、連邦制緩ーの3段階の構想からなる{瓦

統一部、 2む03)(林東源、 2008: 186-191)。

1告90年代前半に護喜んだ南北戦鮮の相互慈識の変

化の延長に、後の2000年8月第1阿南北首脳会談に

おける「連邦制j と「遼合都Jの「共通点jの合

意がある。また、 2007年10月の第2臨南北首脳会

談では rl'著~t続演共肉体」の構築が合意された。

韓関で南北朝鮮の交易や人的交流を規定した南

北交流協力法が制定されたのは、 1蜘鞘月である。

南北朝鮮の直接交易が始まったのは19竪l年の韓国

のコメと北朝鮮のセメントの貿易が最初である。

南北の産接交易と人的往来がただちに増加したわ

けではなく、南北の交流と協力が活性化したのは

太陽政策以後であった(金栄錦、 2006:1-27) 0 

直接交易や人的往来に関しては、南北毅鮮より

も中凶・台湾の方が、ベ}スや規模の商闘で凌駕

する。香港を介した隠接取引を含めれば、中台間

の経済取引はきらに大畠な規模となる。このよう

な差異は、中岡の市場規模や改革・開放紋策に比

べて、~l:戟鮮の市場規模が小苦く改革・開放に慎

重であることが 4 鴎と考えられる。

後述するように、 1官官8年代末以後の中層・台湾

関係では人的交流や経済交流は進んでいるが、政

治対話がしばしば閉塞し、しかも、台湾は中国の f以
続使続J (経済をもって統一を促す)を轡戒して

いるという意味で「政冷経熱Jである。これに対

して、太陽政策の時織の南北朝鮮関係は棺1i主主認

や政治軍事対話が進展したが、人的交流や経済交

流の規模は南語、ら北への一方通行に近いという意

味で「政熱経冷Jと替え、しかも、政治的関係に

経済的関係が規定される傾向が強い。

ところで、国迷同時加盟後も常北朝鮮のクロス

承認は実現しなかった。太織政策後の南北朝鮮の

和解・協力の進議l土、クロス承認{米朝・日朝間交)

の機会であった。金大中大統領は南北朝鮮関係が

改善される以前にでも、米朝、日朝の関係が改善

されるように勧めていた。

クロス承認が実現していない版図は、かつての

ような北朝鮮の「てつの朝鮮j反対ではなく、また、

韓密政府による反対でもない。 2002年10月以後の

鍍2次朝鮮半島核危機や日本人投致問題により触発

された米毅危機、日朝対立が原因である。

こうした中で、虚武鮫政務は金太中前政擦の「太

陽政策jを引き継ぐ「平和繁栄政策jを打ち出し

た(虚武銭、 2003.2.25)。米報・日朝国交(=ク

ロス承認)の推進で南北朝鮮は利益を同じくして
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いる。太陽政策・平和繁栄政策の時期の韓国にと

って、クロス承認は、北朝鮮の「体制保証」をも

って朝鮮半島の平和音総持する意味合いが強まった。

5 米朝・米韓の通勤、臼靭‘日韓の漣動

1務始年代半ばまでの南北朝鮮と米国の3角関係は、

米朝対話・合意に米韓摩擦が伴ったのに対して、

太陽政策後には米朝対立・危機に米韓摩擦が伴う

ようになった。逆に言えば、米朝対話・合意には

米隷協調詰幣うようになった。これを米穀・米韓の日華

航と呼ぶことにしよう(金栄鏡、家主臨・晴)。

たとえば、 199昌平皐月の北朝鮮のテポドンl実験

を契機に、米国主導のミサイル防衛計爾 (MD、

Missile Defense)に日本が参加したのに対して、

韓国の金大中政権は参加しないことを決めた。米韓

関係には波風が立った。また、 2002年間月以後に

襟まった朝鮮半島第2次核危機に対して、米同のプ

ッシュ政権が北朝鮮の体制転換や先制攻撃の選択

肢を含む強硬政策をとったのに対して、韓国の虚

武鍍政権は対話解決を強く主張し、米韓摩擦が深

まった。米朝対立に米韓摩擦が「連動Jする力学

が生まれたのである。

南北朝鮮と日本の3角関係にも似たような新たな

カ学が見て取れる。 2002年自月と2004年5!lの小泉

首相の2潤の訪朝i立、南北朝鮮がともに大事〈歓迎

し高く評倒した。また、北戦鮮の日本人柱致問題

では、強硬な日本に対して滋健な韓国というが:異

が見られ、そのことから日韓摩織がしばしば深ま

った。このように、南北朝鮮と日本の3角関係では、

日朝改善に日韓協調が伴い、日朝対立に口隷摩擦

が伴うようになった。日朝と日韓の「連動」とい

うことができる。

南北朝鮮と日本との関には、歴史問題がある。

1982年、 1告86今:の2国の援史問題に絞昌、 2001年、

2005年にも歴史問題が起きた。 19初年代の日韓

厳史問題は、南北戟鮮の正統性対立の時期であ号、

20∞年代の2回のそれは、正統性対立が終霧した

南北朝鮮の和解霊協力の待朔である。 ぬ90年代半

ばま1:'の韓国の対日外交守は、歴史問題批判と日

朝接近批判がしばしばリンクされた。他方、 2000

年代の韓国の対日外交では、藤史問題批判に日朝

接近批判はリンクされていない。むしろ、 2005年

の緩史問題での韓国の対日批判には、リンクとま

では言えないが、民朝対立への批判が並行していた

(金栄鏑、 2007:34) 0 

1998年以後の太陽政策、及びこれを継承した

2003年以後の平和繁栄政策で南北朝鮮の和解剛協

力が進展する中で、南北朝鮮と米・日の3角関係に

おける力学は、かつての[トレ-r'オフ」から f逮
動」へと変化したということができる。

その後、 2∞7年12月に行われた大統領選挙では、

ハンナラ党の李明博候補が当選し、保守政権が10

年ぶりに返り咲くことになった。李明博政権は、

太陽政策・平和繁5韓政策の造基調を修正し、 21ijlの南

北首脳会談の合窓を見i露。そ号としてきた。これに

より北朝鮮の韓国への態度が強硬化し、南北朝鮮

の対話や交流が中断し、摩擦や緊張が袴ぴ起きる

ようになっている。金大中 .n量武豊主と続いた掌新

政権2溺10年隠の尚北朝鮮の和解・協力の流れは、

筑波洋以後は摩議・対なへと再ひ警告換し始めている。

現時点 (2∞宮年7f!)では、北朝鮮のロケット・

ミサイル実験と核実験により、ほとんどの交渉チ

ャンネルが途絶えている。米朝協議が今後のカ~

である一方、南北事訴鮮総係の打開の機迷は見えない。

こうした中で、韓国の世論は「和解ー協力J志

向と「圧力・制裁」志向の分裂が依然として続い

ている。先の i図①lで参照した統一研究院の f統
一問題凶民世論調議JI立、 200昌年調査長から質問項

目数が少なくな号、質問内容も大きく変わった。

そのため、ま政非までの調査との連続性を保てない。

ただ、この2008年販の鶏査でも、 「過去10年間の

対北政策童手儲jでは、 「非常によくやったJと「だ

いたいよくやったjが50.鈎%、 「だいたい誤って

いたJr非常に誤っていたjが43錨%と一二分寄れ

ているほ統一研究院、 2008)。また、北朝鮮の

ミサイル実験・核実験後、東アジア研究絞が今年

品月58に行った「太陽政策に測する選好」世論議

査では、 「強化すべきJ34.6%、 「維持すべきJ
38.5%、「線小または中断すべきJ28.2%であ号、

北朝鮮政策をめぐる内政亀裂が反映している (K東

アジア研究院、200針。

南北朝鮮関係がかつてのような託統性対立へと

悶婿する可能性は大きくないが、北朝鮮の強硬政

策だけでなく、韓国の内政亀裂が深まる中で、李

明博政権の北朝鮮政策は、厳しいかじ取りを返ら

れている。
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N.中国・台湾の相Ji承欝・箇濃加鎖・対外隠僚の変化

1 非対悪事的定続性対主主下の椙友関係・関連加盟

問題・対外関係

中国・台湾の国連1lIl盟問題i立、当初から南北朝

鮮とは異なっていた。中華民同は国連加盟関である

にとどまらず安保重量常任重量挙国であった。しかも、

中葉人民共和国は間関年10月に朝鮮戦争に参戦し

た後、 1951年2月lRの国連総会決議498(引で「侵

略行動に従事Jしたものと規定きれた。朝鮮戦争

によって決定的となった東アジア冷殺は米中対立

を核としていた。

中国・台害警の国連加盟問題が大きく変化するのは、

周知のように1宮71骨:の凶連代表権の台湾から中凶

へのスイッチであった。台湾が岡速に残る道もな

くはなかったかもしれない。米国も21重加盟の道を

模索していた。しかし、蒋介石総統は「撲践不I喝なJ
という理由から2震加援を拒否し、結局、台湾は圏

速を脱退した。

その後、 1自72年2月のユタソン訪中と1自均年1月

の米中国交正常化、ゆ72年8月の日中国交正常化

などで、 「中国はーっ」という原則が確認された。

「中国は一つ」は中国の対外政策のみならず国内

政策上の大きな柱でもあ号、したがって、同際社

会において中凶・台湾の2重量承認が排除fされる構図

が継続することになったο

中国は米国との国交を追い風に、 197吉年1丹、

全国人民代表大会常務委員会が「台湾問胞に告げ

る書Jで、台湾政策を「武力解放jから「平和統一」

に転換させ、 防車.J (通郵.i重航・通商)と「綴tJ

{親族読者間・学術文化ー体育ー科学技術の交流)

を呼びかけた。禁要事j英・~人代常務委員長は19初

年9月にも官項目提案(業9条)を{j'，，'，台務が「高

度の自治を持つ特別行政区j として箪灘保有も可

能であると述べ、 i3滋」と i4流jを再び呼びか

けた。 19844'6月、郵小半は昏港返還交渉で香港吻

台湾政策を il同家2制度jと述べた。しかし、こ

れらに蒋経国は r3不J (接触せず、交渉せず、妥

協せず)で答え、台湾海峡河岸のIE統性対立は継

続した。

蒋経国総統の末期の1告初年代後半の民主化から

1990年代官哲学にかけて、台湾アイデンテイチイが

活性化した (Stockton、気隙7:49.70)。李登輝総統

は内政の憲政改革とともに対外関係で柔軟外交を

推進した。 l鋭鵬'3月に李登輝がシンガポ吋レを「台

湾からの総統」の名で訪問し、 l骨89年5月にはアジ

ア開発銀行年次総会に台務代表を派遣した。李登

輝は198事年8月、記者会見でこうした外交を「現実

外交J i柔軟外交j と呼んだ。 1卯百年1月には

GATT (現WTO)に独立関税地域として「台湾・

議機・金門・馬祖J名で加盟申請した(後には「中

葉台北J名)。

李登嫁の柔軟外交に立すして、中留は「二国論j

と見なして警戒した。他方、李埜輝政権は1鈎時年7

月に行政院(内閣)に「大陸委員会jを、何年10

月に総統諮問機関として「毘家統一委員会Jを設

置し、関岸政策に2転機的に取り組み始めた。ぬ91

年2月3臼に発表された「国家統一線鎖jでは、 「大

陸と台湾はともに中闘の領土であり、国家の統一

を完成す品ことは、中国人共同の責任であるJと

明らかにするとともに、 「相手Jiが政治実体であ

ることJを否定しないように求めた{若椋他編、

1995 : 135.13品) (The National Unification Council， 

Feb. 23， 1鈎1)。

間年自月7目、中国共産党台湾弁公室は両岸関係

声明を発表し、 i-つの中国」原則の下の対話と3

i誼の実施を呼びかけながらも、 「対等な政治実体J
論に反対を表明した{丘宏達、 1998: 45)。

このように、中国・合務関係では、ヰ』凶が「武

力解放Jから「王F和統一Ji1演2制度jへ転換し、

台湾がほ不jからi両岸対諮・交流に転換したが、

両者の相互認識には大きな開きがあったロその開

きとは、韓11i:に実体を承認しつつも、中国は台湾

を中国のぬ部、 ゐ省と見なしているように非対称

的実体承認であ号、これに対して台湾は「対等な

実体J、つまり対称的実体承認を主張し、対立し

たところにある。

2 正統性対立の童書駕か畠非対称的実体議議官器対

祢的業体承認の対立へ

台湾は1割引年5月、 iOC乱鎮定動員時期Jの終了

を宣言し、憲法の「機時条項Jを廃止した。これ

により内務の中華民闘が大践を含む全中留の「喰

一合法政府jであるとする「法統jの康構は崩れた。

つまり、中華民国は大陸における共産党支配を受

け入れ、台湾とその周辺の烏棋を実効支配してい

ることを磯認した。これによって台湾は中国との

正統性対立を対外的にも対内的にも終わらせたの
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である。

中図書台務の相互関係の変化は、中国の「海峡

両岸関係協会J (海峡会)と台湾の「海験交流蒸

金会J (海基会)の設置と河岸対話の隠始に見て

とることができる。 1鈎2年品月15-1品目に香港で行

われた海峡会と海基会の実務者会談では、 「中国

はーっ、ただし、その意味については異なる解釈

を認めるJというコンセンサス(19路年コンセン

サス)が口頭で交わされたという o 1堅田3年4月には

海峡会の事振甫理事長と海基会の統選議会長めト

ップ会談(事在会談)が初めて行われ、河岸交流

が合窓きれた。

しかし、中国・台務の相互関係の変化、相互換

訟の進展は、同時に新たな間遡にぶつかった。

時的年5月以後に台湾の同途復帰政策が活発化し、

同年11月にAPECシアトル会議で台湾代表が始め

て「三つの中間j発誇を行ったことに、中間は強

く反発したc また、 19挺年5月、李基ま輝総統がF司馬

遼太郎との対談で、題提党政権を「外来政務jと

呼ぴ、台湾独立の選好を示唆すると、中国は過敏

に反応した{若林他灘、 l骨95:1羽田123)。また、

行政院大燈委員会は1994年7月、爾岸関係を「二つ

の対等の政治実体の下に分裂、分治」と規定した

(TheM組n1組 dA百羽開 Counci1，1994) ， 
台湾と大陸は19初年代前半、李穀輝と江沢氏の

双方の密使を交換して雨岸対話の経践の確保に神

経を注いでいた(若林正丈、 2008: 380-385)。

1鈎5年lJJ、江沢民主席は8項目提案(江畠点)を行

い、台湾の政権党以外の勢力との対話や、どのよ

うな問題も協議でき晶と提起した。そこでは、 「中

国は一つjとしながらも、 「中華人民共和国が唯

一合法Jの表混在捺えた。江島点は、重量期的にみて、

台湾の「台湾化jそのものとは排他的ではないと

考えられるほIu部唱。 Jin，2∞3・2540)。

江畠点に対してゆ宮5年4月島目、李登輝が8項目提

案{李西条)で応じた。その内容は、河岸を「対等

の分裂実体j とし、相瓦;主義を統一対話の入りn
裁に掲げたものと言える{山本勲、 1事務 :z捗231)ロ

中間にとって受け入れ襲撃かったのは、中間両岸

が「分裂した対等の政治実体jだとする李品条の主張

であった。これを中留が拒否したのは、河岸関係

を非対称的と認識しているからと言える。中国の

非対称的実体承認論と台湾の対称的実体承認裁が

対立したのである。爾浮において政治実体、権力

主主体としての承認をめぐって、対称性(台湾)と

非対称性(大陸}の認識対立があることを示して

いる。

3. 米中・米台の fトレード・オフj

江8点とさ;;6条の対立は、江沢氏の党内基盤の磁

さなどもあり、後の李援鯨訪米に対する中国の過

剰な攻撃と対話断絶の伏線となった可申題性が高い。

i(昌点では「中華人民共和国が唯一合法」を控えて

いたが、 1官官5-96~台務海峡危機ではrj1閣の強硬派

がこの主張を復活させた。 1995年8月に学受鰭が訪

米すると、第2回事正Eトップ会談は延期された。ま

た、 19鉛年3月の台湾総統直接選挙を前に、中国が

台湾海峡で箪事演習やミサイJレ発射を行うなど、 f第
3次台湾海峡危機Jが起きた。台湾海峡危機では、

米国がさ主母2銭を派遣した。 1972年を墳に米国によ

る同家承認のスイッチで中間と台湾の優劣が逆転

したが、米中対立と米台協調の「トレード・オァj

の力学が依然として働いている。

台湾海峡危機が収束した後、 l官官81手6}lに訪中し

たクワントン米大統領は、 「台湾独立jを支持し

ない、 「二つの中国」を支持しない、台湾の政府

間国際組織力E援を支持しないという f三つのノ-J
を表明し、米中関係が修復した。台湾はタワント

ンの「三つの/-Jに強〈反発した。米中台3角関

係における米中協調と米合対立のトレー1'"オフ

の力学が、台湾海峡危機の持とは攻守が逆だが、

ここにも作用している。なお、この直後の1塁側年

10月にZ鴎日の事ifトップ会談が上海で弱かれ、.fI4i

岸関係の交流について合意しつつも、 I .つの中国j

vs r対等な政治実体jの対立に大きな変化はなか

った。

l鈎9年2月、米国防総容が中国と台務の軍事バラ

ンス報告書を議会に提出したのを機会に、台湾は

ミサイル紡衛 (MD)計爾への参加を決定した。た

だし、米極iは台湾へのイ}ジス艇の供与には慎重

姿勢を保った。中関はミサイル防衛計画を台湾海

峡への介入として強く反対し、台湾は中留め脅威

への対応のため A 層の対米協力を欲していた。米

中台の3角関係では、ミサイル紡衡問題でも米中と

米台のトレ-1'"オフの力学が見出される。

4. 非対称的集体最罷輪vs国家承認強

李主登輝総統は199吉年7月に両岸関係を「特殊な図
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と国との関係Jとす晶踏み込んだ発言を行った。

台湾の主張は、 19官l年の図家統一線領の「分裂ー

分治j の「一つの中国』から、液型~{f.の挙品条の「対

等な分裂実体jを経て、 1鈎昔年7月の「特殊な闘と

凶との関係Jへと変化してきた (Bush， Richard、

2005: 7C時針。つま号、対称的実体承認論から国

家承認論への変化、ということができる。

李主堂輝の「特殊な留と国との関係Jは、台湾が

中国の一部ではないことの論理構築を行う過程で

出てきた発言であ号、中間・台湾関係の対称性の

認識をよ号強く打ち出したもの、つま号、中央と

地方の関係ではなく、国家としての平等性の主張

である(鄭重苦笑、 2002:弘喜怨4)。

「特殊な凶と凶J言語の余被は、その直後のg月の

台湾大地震もあっていったん沈静化した。しかし、

翌年2000年2月、中国は1事例年に緩く2問自の「台

湾白書jで李登輝を「分裂義J(separatist)と

非難した (ThcTaiwan A西部rs0王ficcand thc 

Information 0怒ceof the S出師、 Z棚)。李登輝

発言以後、後の際水扇政権2期畠年を適して、海峡

会と海基会の公式接触は行われることはなかった。

20∞年3月の総統選考書で惨敗し野に下った図民党

の逮革主主席は、学芸童館前総統と挟を分かち、両岸

政策で「邦遮制J (同家連合)を主張し、初日1年7

月の国民党大会で綱領に組み込もうとしたが失敗

した(周回充、 2003:162-177)。これに対しでも

中国は冷淡な態度を示した。中国の 11国2制度」

重量が非対称的実体耳鼻認言語である以上、逮戦のいう

対等な逮合制とも対立するからと考えられる。

台湾アイデンティティ、あるいは台湾ナショナ

リズムが台頭する中で、 2000年3月の総統選挙では

民進党の際水扇が当選した10，民進党が立法院(閤

会)で少数与党であったこともあ号、~水扇総統

は5月の就任辞では不l没有J (独立を宣言しtj:い、

岡名を変更しない、二関論を憲法に明記しない、

現状を変更する住民投票を行わない、凶家統一綱領吻

岡家統一委員会を燐止しない)を表明し、 「台湾

独立jを封印したa その官官年のI型的年5月、民進党

は「台湾前途決議jで「台湾独立Jを凍結してい

た(民進党、 19鈴 5.8)。

際水漏政権i立、河岸関係や台湾の国際機関加盟の

進展が見られなかったことから、やがて「台独J派

寄習のエスノ・ポワテイタスを行使するようにな

る(小笠原欣幸、 2008: 1-23)。筑lO2年昌月、際水漏

総統は「一辺一国」裁を主張し、中台関係や米台

関係はかえって悪化することになったc

台蒋は経済成長や民主化の緑験を踏まえ、また、

中華民闘の台湾化を土台に、荷主手の対等性、同際

社会でのZ意図家承認、国連加盟などを求めている。

しかし、 「一つの中岡」を掲げる中関は、高度の

自治や策隊保有や体制維持などの非対称的実体承

認をしつつも、対称的実体承認や留家承認は拒努

しており、 f独立Jには武JJ行使の権利を留保する。

5圃 「平和的事華麗Jと「現状維持jの収数?

2ゆ04年3月に再選された煉水扇総統は、就任苦手で

再び 14不l没有Jを表明した。一方、前年3月に胡

錦譲を凶家主席に選出した中凶は、 2∞Mド5月に国

務院(内閣)台湾弁公室が「台湾政策に関する声明J
告発表し、 「平和統一」から「独立阻止」に重点

を移した(間関充、 2∞5:1日1) 0 練水扇iま2∞4年

10月10日の圏慶節で、 11告92年コンセンサスjに

基づく両岸対話を提案した。しかし、陳水扇政権

の大陸政策の振幅と台湾ナシ器ナリズムの高ま与

に中閣は聖子戒心を持ち続けた。

2的 5年3月に中屈全人代は「反国家分裂法」を骨荷

主主した。中国の台湾認識には、正統性における優

越意識(1中岡はーっJ)とともに、相互関係の

非対称性の認識(1台湾は中国の一部j、つま君

主主H政府7がある。 1非平和的手劃 (=武力行使)

の諸条件を示しているのは、軍事jJの行伎の敷居

を低めたものというよ号、台湾独立を牽制する意

味合いが強い(松悶康博、 2008: 93-10針。反醤

家分裂法は中闘の「防衛的ナショナワズムJとし

ての側爾がある (Zhengand F，田1<，2007: 47-72)。

反国家分裂t去の採択車前の2∞5{f.3月、胡錦擦は

台務政策4項目声明(胡4点)を発表した。そこで

は「平和統一」から「独立阻止jへの職処移動が

見られ、また、新たに「平和協定Jが挺略されて

いる。先の IOC凶家分袋法」では、 11凶2制度J
ではなく「異なる制度と高度な自治jが盛り込ま

れている。梅錦擦は欝小平の 11国2制度」からも

離脱し独自のイニシアテイブを構想している側頭

がある(松岡康除 2008:9邑:)(呉春気、革路:158) 0 

胡錦譲は反国家分裂法の制定と「拐4点jを官官後

して、合事雪の聖子党党首らを北京に招請した。これ

に応じて連戦・国民党主席が2005年5月に訪中し、

共産党と国民党の史 t初のトップ会談が行われた。
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このi在後、 200MI主総統選挙次点の米楚重量調親民党

主席も訪中した。胡鋳擦は台湾野党を通して台湾

内政を牽制し、連戦や宋楚取は中国とのパイプを

行使して民進党政府への鎗t<ぷ号や影響力の行使

を図ったものと考えられる。

中国からの無視や軽視に直面した燦水漏総統は、

同年8月、一つの中国に反対、 1国2制度に反対、

時92年コンセンサスに反対、統ぬを喰ゐの選択肢

とすることへの反対、反国家分裂法に反対、とい

う 15反対jを提唱した。台湾野党党首の訪中と陳

水扇総統の 15反対jは、中台関係と台務内政が不

即不離であること告示している。

なお、 2005年には、 2001年に続器、日本の教科

書検定や菊凶神社首相参拝などの援史問題詰寄起きた。

このときの中国の対日外交では、 H中隠の歴史問

題が台湾問題と強くリンク苔れている。 20051手3

月全人代での溢家宝首相の 13つの原則Jや、同年

4月23日の日中首脳会談における胡錦祷主席の 15

つの主主張Jによく示されている(外務省、矧(5)。

中国の対日要求における「歴史と台湾jのリンクは、

2003年5月31日の鵠錦祷・小泉純一郊の日中首脳

会談でも打ち出されていた。

20偶者主2月、陳水漏総統i立、国家統一委員会と

国家統一綱領を「終止」寄せた。この「終止」決

定には内外からは不1没有j公約違反との批判が

kがったが、1¥lI(iJ(濡総統は、 14'1;;1没有J1立中演

が武力を行使しないという条件付き公約であった

ことを挙げて反論した。陳水漏総統はさらに2007

年5月、台湾名での国逮加盟を lH皆すことをナショ

ナル・プレス・クラブとのテレピ会見で腐らかに

した。このように2期日の療水稲政権は、その党内

基盤が中道派から独立派に軸足移動し、台湾アイ

デンティティから台鴻ナショナリズムに移行したか'J'
笠原、 2008:1-23)。

その後、家路年3月の総統選挙でi語英九が当選し、

国民党は政権に返り咲いた。李主査輝政権後半及び

隊水扇政権2期患年と国民党の馬英九政権の両岸政

策の差異i土、先述の1事官2年コンセンサスの扱いに

表れている。中国はI君92年コンセンサス告義にし

た河岸交渉を要求してきたが、線本扇量産統はl宮92

コンセンサスぞれ自体を認めない立場を表明し

た (USFed News Service， 2∞品)。李登輝・元

総統も1鈎 2年コンセンサスはなかったと主張する

図5台湾人の「統一 e独立jの立場変化の推移
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{都景髪、 2002:237-2必)。一方、麗民党と馬英

九候補は19低年コンセンサスに基づいて河岸関係

の改普を図る方針を打ち出してきた(国民党、

1996.岳24) (馬英九、 2007)， 1992年香港会談に

111席した許葱祐・国家安全局長は、 「一つの中国

を各自が表明」という表現は、当時の雨j予の「考

え方に合致している」と述べた(国民党、:ml.4.25)。

前節でみた遜り初日畠年には韓国でも保守政機が

返り咲いたが、南北朝鮮関係は悪化していったロ

ところが、台湾守は馬英九段織の下でrf1台関係が

大きく改善しつつあるe もちろん、中国が台湾と

の関係で非対称的実体承認論の立場をとる様車、

台湾の図家本認や図際機関加盟をめぐる対立は残る。

ただし、中凶の胡錦事事政権は、台湾政策を「半和

統一Jから「平和的発展jへと修正しつつある。

また、台湾では両岸関係について「現状維持」論

が多数であり続けている[関③10 

中国の「平和的発展Jと台湾の「現状維持Jが収

飲していくのかどうか、注目される。

V剛比較考察

1 相互関係

下着北朝鮮の相互関係は、 「統一意向過程の暫定

的な特殊関係」論という相互合意の下に、対称的

実体承認から事実との国家承認へと変わってきた。

一方、中国・台湾の格互関係は、中国が非対称的

実体承認論の立場をとり、台湾の対称的実体承認

論や図書長承認論(r特殊な留と固との関係」論)

と対立してきた。

韓国では19昔日年代末からの「太働政策jによ号

iE絞殺対立が終わ号、南北朝鮮の和解・協力への

ベクトルが強まったα これに対して台湾では沙91

年5月の「反乱鎮定動員時期Jの終了によ号正統性

対立を終わらせるに伴い、大陸からの分離や独立

のベクトルが強まった。

ただし、分断肉主主関係の対称性から自動的に和解刷

協力モメントが慌てくるわけではないロなぜなら、

相克関係の対称性から必然的に出でくるのは共存

であって、共存には大きく和解・協力モメントだ

けでなく、平和的な分離のモメントがあるからで

ある。

また、分裂国家関係の非対称性から自動的に分離・

独立モメントが出てくるわけではない。なぜなら、

相互関係の非対称性から毒事き幽されるのは自律で

あって、向律には大きく分離・独立モメントだけ

でなく、 「高度な自治Jのモメントがあるからで

ある。

対称性から必然的に和解ー協力が導かれるわけ

ではなく、非対称性から必然的に分離・独立が導

かれるわけではないのであれば、なぜ、南北朝鮮

と中国・台湾の経験的事実マは、対称性から和解・

協力のモメント、非対称性から分離島独立のモメ

ントという差異が生じるのかという問題が導き出

される。それにはょにスニッタ要因、エスノ・ポリ

ディクス要因が畿いていると考えられる。こうし

た内政要因は、本稿の考察から導書出される次の

課題である110 

霊盟 国遺加盟問題

児 71年に間違を脱退した後、台湾はな政府間

国際組織への参加や国際社会での密家承認を中留

のハルシュタイン原則によって阻まれてきた。南

北朝鮮でも国連代表権は争点;であり続けたが、南

北どちらの加盟も長く実現しなかった。 197昨年代

前半に韓国は主要因との「クロス承認Jや国議何

時加盟の方針に転換し、北朝鮮はこれを「二つの

朝鮮策動Jとして反対してきた。しかし、相互認

識の変化や勢力均衡の変化などによ号、 1991年に

南北朝鮮が関連に同時加盟した。

南北朝鮮の国連河時加盟は、南北のいずれかが f唯

♂合法政府Jという解釈の虚構を藤監し、各々が

国家として国際社会で承認されたことを重量味する。

南北朝鮮の南方の「犠・合法性jの虚構は、rf1望書

民国の「法統J 留民党による大陸支配の正統

候ーーという「虚機Jとは異なる。台務が践例年

に「反乱鎮主主動員時期Jを解除したことは、中華

民国の「法統」出農機からの脱出を意味したが、

それは中国ー台湾の悶際社会における2重承認を意

味しなかった。

南北朝鮮は、南北基本合意書と関連何時加盟以後、

国際機関に同席し、囲際スポーッ行事等で「統一

コワァJの名称で共同参加した。 ー:在、中国陶台

湾のパワ}分布や密際的地位の不均繍などによって、

台湾は民主化後・冷戦後も2重承認を封鎖さFれ、題

際機関への加盟も「中留の一部Jとして「中図台北J
などの名称によるものにとどまる。このような南北

朝鮮と中国否台湾の差異は、相互関係の対称性と
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非対称性の差異に関係すると考えられる。

ところで、南北朝鮮の内政では、 2議議認や図逮

|埼時加照以後もこつの国家として分離しようとい

う議論は有力ではあ引事ず、和解・協力選好と吸収・

併合選好の内政亀裂が広がってきた。一方、台湾

では、主要国によるクロス承認はもちろん、民際

社会?の2重承認も広く否定される非対称的な相互

関係ゆえに、国際社会での生海空間機傑の欲求が

大陸からの分離・独立モメントを触発してきた(若

林I主;丈、 l鉛6: 231) 0 

3困対外関係

分留r0 分裂医家の相互関係に主要な第3図との対

外関係を加えてみると、南北朝鮮と中凶欄台湾では、

正統性対立が激しかった時期には共通の力学が、

正統性対立が終わ与格互承認が進んで以後には異

なる力学が見て取れる。

冷戦期の南北朝鮮と米・日のごつの3角関係の均

学は、米朝・米韓のトレード・オ7、日朝・日韓

のトレ-r 0 オ7であった。中国・台湾と米・日

の二つの3;1宅関係でも、国連代表権のスイッチを挟

んで優劣は逆転したが、米中・米台のトレ}ドー

オ7、日中切日台のトレ-ro オ7であった。

しかし、韓両の革新政権2期10年間に、米朝・米

韓のトレ-ro オ7から、米朝・米韓の連動へと3

角関係の力学が変化したο 他;，¥中国・台湾では、

台湾の李畿郵政権後半(特に1号車5年李幸子1輩訪米後)

と革新政権2瀬8年にかけて、米中 a米1き?のトレーr'0 

オフが継続しているロ米国に変えて日本を代入し

でもほぼ河じことが震える。

1始。年代末以後のJ一二つの分断 a 分裂国家の主要

閣との対外関係の力学の差異は、トレ』ド・オフ

と連動の羨築ということになる。このような羨異は、

相瓦関係の対称性と非対称f生の差異に加えて、南

北朝鮮と申告書・台湾のエスニッタ要因やエスノー

ポワディクスの差異が密接に関連していると当事え

られる。エス /0ポワテイクスは対外認識にも深

く関連しているからである。

1革置おわりに

本穏では、図際体系要因と内政要図の中間レベル

の分断・分裂国家間関係の性質に着目し、国家の.iE

続性をめぐる対立と、相瓦関係の対祢性と非対称性

という視点から、①分断ー分裂国家の相互承認、②

国際社会における2重承認や国連加盟問題、③南北

朝鮮と米国・日本、中国・台湾と米国・日本の4つ

の3角関係を事例に、南北毅鮮関係の変化と中同署

台湾関係の変化の共通点と皇室異を比較挙護持した。

本稿の考察の知見を要約すれば、次の通りである。

南北朝鮮では対称的正絞性対立の解消とともに韓

国で和解・協力志向が高まり、米露日との対外関

係の力学がトレード e オフから速動;こ変化した。

rj1~喜・台湾では非対称的1巨続性対立の解消は台湾

の分離・独立モメントを解語放ち、苦手峡河岸と対

外潟係でトレ』ド・オフが綾絞している。分断・

分裂国家という共通牲の下においても、国家正統

伎をめぐる対立が解消していく過程で、指瓦関係

の対称性と非対称性という差異があり、それが南

北較鮮関係と中国・台湾関係の変化(相互認識と

相烹承認・間違加盟問題・要同との対外関係)

を分けた要因のーっと考えられる。

ただし、本稿では扱えなかった次のような論点

iJ雪ある。

第1に、中国‘台湾の交易と人的往来の規模や

安定性は、南北朝鮮のそれよちもはるかに大きく

尚い。これには、中国の市場規模が大きいことと、

改革，開放と向由化の進展が作用しているのに対

して、北朝鮮の凶内市場が小dく、改革・開放が

進展せず、自由化の見通しが不透明であることに

一国があると考えられる。

第2に、三つの分断・分裂国家総係の変化の差

異には、本論で部分的に示唆したように、各々の

内設要因も作用しているはずである。内設要因と

しては、植民地解放と国家建設の遜程、住民のエ

スニッタ様成とエスニッタ意識九政治体制と民主化、

民主化運動のナショナワズム、等々がさし当号挙

げられる。

第3に、韓関と台湾では、北朝鮮と中関への認

識とアプロ}チが異なる。北朝鮮に対して、韓磁

の革新派は穏健であり、保守派は強硬である包中

国に対して、台湾の革新派は強硬であ号、保守派

は緩鍵である o 韓関と台湾の保守と革新は、それ

ぞれのカウンタ_.パ}トへの認識と対応が反対

である。

以上のように、内政と外交の閥、認識と政策の

閥に横たわる論点については、今後の謙越としたい。
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註

1 韓国と北朝鮮の横係者本舗では「南~t朝鮮関係J と表

記する。呂本詩的「朝鮮 は、朝鮮半島の全地翠的表記

として定着しているためで晶品。中障と台湾の関係{中

台関係)を聾記者は当初、 「中頭湖岸関係」と表記しよう

と考えたが、品ま号定着していないために避けた。走者

した日本語表記は、円台湾)海峡両岸関係Jであろう。

しかし、本織ではよ事分か号やすく「中国昭台湾関係j

とした。また、頭脳開鮮を「分断爵樹、中関盟台稽を「分

裂E重家Jと表記することは、荷主主域研究でほぼ定着して

いる。そこで、本舗では爾方を指すときに「分断・分裂

国家Jと表記するo ただし、英語ではいずれもdivided

盟国Eで晶る。

2 韓関の「統合」ナショナワズムは一様ではt.i:く、大き

く分けて、和解ー協力的基調L 理主収ー併合的基調の奨

金品タイプがある。論者の典型は後述す品1現熟年以後の韓

国の「太勝政策j で晶号、後者の典型は冷戦時代的 r~t

進統一jや[反共統一jや冷戦畿の|体制転換j告ど?

ある。前轟と後者に要員百[日するのが重量しいバラエティも晶るG

たとえば、 「花朝鮮の市場経清への軟藩接Jなどのよう

な平和的量移れ戦略で晶品。f.i:お、分離ー独立ナtンョナ

'J ;(ムを韓国に見出すことは車種しし他方、理主収・併合

的ナショナワズムは台湾にもはや存在L語いc

3 中華人民共布告図は康史的に台湾奇統治したことが者い

ために、台湾の独立志向は「分離主義J(悶C朗 sionist)

では辛いとする議著者も晶る (War唱、宜勝。総説)0 他方、

中華人民共和隈は中華氏関を継承したた時に、台湾はそ

時一部であり、したがって、暗独立は分離主議後担出が

ということに金品。こ6うように、独立ぉ分離というとら

え方自体が議争的である培え 「分新随分裂国家J (曲正也d

z副踊副隈係を主題とする本稿では、独立と分離協悶盟副請

を占体のものとJl.t.i:して議論告展開する。者お、一多重量長

瀞社会jとしての台常におけるよq，ニック多様性については、

本務では捨象する。

4 韓図の「革新J(韓国語では「議歩J)と「保守Jの

概念は、たとえば日本のそれとはか者り異なる。いずれ

もナショナルでは晶る語久米国と北尊師鮮へ的態度で大き

く阪別;'!札る傾向があることに本稿は焦点を合わせる。

また、台湾の「寧新lと「保守l的概念も、日本のそれ

と異在るだけでは告く、韓国のそれとも奨金ると思われる。

本稿では、中屋への議度で大きく区泌される傾向がある

ことに焦点を合わせる。

5 大陸から見れば、台湾湖題の起源i主国共内線で島り、

内戦的運署員支が明瞭であるが申えに、合事事は「対等的政治

実体jでは晶哲えず、台湾問題は「中極的内政Jと観念

事れることに者品。ただし、内政としての内戦問題が朝

鮮職争の勃発と米層的「台蒋海験中立1tJ政策によって

図際関揺に転化し、米中国交後も「台湾関係法Jによっ

て濁際務懇で島市続けていることが、中関・台湾関係の

重要な要素であるα 事Z換圭i主、後の1骨鋳年昭第3次台湾海

臨機l立、米間的台湾コミットメントへの中腐のけ1トJ
と推測している(郭幾主、宜瓶'骨由1)， 

6 冷戦期の韓関(/)安命保隠研究でしばしば「薦方税関照j

(韓ー米・日)と日記方3角同盟J (朝倉中ーソ)的対立

という認識があったが、客観的には、戦・中・ソ関係は

中ソ対立や米中関係正常化や中層文化大革命者どのた昨

日米関箆や来韓関盟に比肩するほどの機能はもたなかった。

7 冷戦後、インド・パキ旦タン隣係や中間割合務関係に

比べて、南北朝鮮関様はよ早大きく協鶏へと動いたとい

う議論があ晶(瓦朋草、買紛:3時計9)。正閉症は、その要

因をパワ」の均機的変化(韓図的優勢化)に求時、北朝

鮮が[勝利Jマは者く[生存jをE標にするように争っ

たからという。反対に、冷戦畿の台湾と中国におけるア

イデンテイテイ的変化は、中台関係的対立をもたらして

いるという。しかし、このロジックでは、中台劉操も再華

北朝鮮関僚もパワ}の不均衡にある中で、協調と対立の

いずれの行動をも示Lてきた事実宇、協調から対立への

袋化、対立から協調への張主化を説明することがで昌幸い。

これに対して本携は、認識 l二の対称性に南北朝鮮の協調

的ー嬰密を見ている。t.i:お、亙皿Zは南北朝鮮関係の変化

におけるアイデンティティ要閣を杏定している古久本稿

は韓国的アイデンティテイ的変化 2 和解・協力的ナシ留

ナ');(ムもまた南北朝鮮害事事事的変化的重要量一要因と考

えている。

畠 分断・分裂岡家の政時期国際組織への加穏方式的表現

には、 2重加盟、分離加盟、同時加盟t.i:どがあるが、 2重

加盟草と分離加盟草は関じも丹で晶号、潤時加援は主日照的時

期に関わる2重加盟(分離加盤)の変盤である。ただ、韓

国では「函連符時加盟Jが一般的で晶ったので、本稿で

はこれにならった。ちなみに、~~事費揮では「間違分磯部壁討

が事かったように思われる白

9 1!脱出平均南北朝鮮の[特殊鴎鋳j論は、後述する1日開年

の中国・台湾に関する挙穀豊事的「特殊告固と図的関係j

論とは異主主る。前者i孟、酒家と屈家の関係では告く、あ

くまで統 を志向する過程での暫定的在意味での「ヰ持制

で晶って、後者i主、文化的には共通点があるものの、図

書室と恩塁まの隠害事であるという前提で丹 f終幾jで島る。
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10 [台湾アイデンティティJは、きしあたり中援とは区

別dれる台務意識として本稿では扱ってお号、その志向

性には「自t創的モメントが含まれるということができる。

また、 「台湾ナシ沼ナリズムJは、対内的には挺周民党(晶

るいは外曹人支配への反対}、対外的には「独立J志向

を官む複合的なもので晶品。ただ、論理的にも経験釣にも、

「自決jには「著書立j時選択肢も「統一」的選択肢も品

村 2ふさらに、続}明葺虫立の選択を保留する時醐蹄j

dえ、 「自決j的第3の選択肢ということも可能かも知れ

者い。

11 市北朝鮮が「同じ民恥であることは、韓国でも北朝

鮮でも疑われることはほとんど告い。他方、中屡・台稽

が「阿じ民族Jであるかどうかは決して自明では者く、

台蒋では空欄人と本容人、卒者人的中の稿繕(翻爾)人と

客家人、望書λと主主住民主Eどのエスニック差畏がある。た:t!L、

エスニック聖書問そのもの古宮政治社会や国際関係を査量定する

のでは脅し政治過棋にょにスニック要F靭電動員され晶こと、

つまり、エスノ・ポリティクス曲雪政治社会や国際関係に影

響を号える。韓国的和解・協カモメントや台湾の分離・独

立モメントや現状綾才主モメント者ども、エ旦ノ闇ポリティ

クスの文麗から接近することができると恩われる。
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