
　　The article explains how and why Japan and ROK (South Korea) cooperate or alienate in Northeast 
Asia analyzing their foreign policies in the three triangles; Japan-DPRK (North Korea)-ROK, Japan-U.
S.-ROK, and Japan-PRC (China)-ROK trilateral relations.
　　Japan and ROK have divergent perceptions and make different foreign policies particularly on the 
issues of DPRK nuclear weapons and long-range missile developments, alliance politics with the U.S., 
security relations including PRC, and so forth.
　　Meanwhile, both of them are similar in terms of non-nuclear, non-hegemonic power, and democratic 
system in the region. There can be many common interests including potential ones between Japan and 
ROK in envisioning a future multilateral common security institution in Northeast Asia.
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　冷戦後のアジアでは、ASEANが中心となって
東南アジアの域内協力のみならず、ASEAN地域
フォーラム（ARF）のような域外協力が試みられ
てきた。また、20世紀末のアジア経済危機を契機に、
ASEAN10に「＋３」の日中韓が乗り入れ、東南ア
ジアと東北アジアを包含する「東アジア共同体」の
模索が進められている。
　ヨーロッパに対してアジアは、事実としての経済

的相互依存はあるが、制度としての地域協力の規範
や枠組みを欠いてきたとしばしばいわれる。東南ア
ジアには試行錯誤を含めた進行形の地域協力制度が
存在するが、東北アジアには地域協力制度は不在で
あり、それはとりわけ安全保障において顕著である。
　こうした中で北朝鮮の核・ミサイル問題を争点に
開かれてきた６者協議が、朝鮮半島の非核化と平和
協定問題、米朝・日朝関係正常化問題などを媒介に、
東北アジアの多国間安全保障の枠組みの産室になる
可能性が出てきていることが注目される１。
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図1：日朝韓トライアングルの内部構造とその変化

　東北アジアは北朝鮮の核・ミサイル問題だけでな
く、米・中・ロの３大核保有国の影響力が集中し、
多様で異質な政治体制を抱える地域である。ゆえに、
ともに非核・非覇権国家であり民主主義政治体制を
もつ日本と韓国の位置は多くの点で共通する。
　本稿では、東北アジアの多国間安全保障に向けた
日韓関係および日本と韓国の対外政策を考察する。
日韓が互いに向き合う二国間関係だけでなく、東北
アジア地域における日韓の対外政策の比較分析、い
わば「対面の日韓」とともに「横並びの日韓」が主
要な対象である。分析の対象と方法については、次
のように限定する。
　第１に、地理的な範囲としての東北アジアを限定
するのは困難である。反対に、米国は地理的な意味
で東北アジアではないが、この地域の安全保障や経
済などを考える時に除外することは決してできな
い。そこで、本稿でいう東北アジアとは６者協議の
参加国とする。６者協議は多国間協議としての実体
をもち、閣僚級に発展する可能性があるからである。
　第２に、日韓の対外政策を東北アジア地域の第
３国との関係、つまりトライアングルにおいて比
較分析する２。６者協議参加国の中で日韓両国を含
むトライアングルの組み合わせは4通りあるが、日
ロ韓のトライアングルは除外した。日朝韓の協調と
対立と断絶のトライアングル、日米韓の同盟と民主
主義体制のトライアングル、日中韓の東北アジア

主要当事国のトライアングルが考察の対象となる。
ASEAN＋３、東アジア共同体、６者協議などの地
域協力・多国間協議に対する日韓の対外政策もこの
トライアングル分析との関連で行なわれる。

Ⅰ．日朝韓トライアングル

　東北アジアの安全保障における当面の懸案に北朝
鮮の核・ミサイル問題がある。これは10年以上にわ
たる懸案であり、韓国と日本はこの脅威に最も近接
する位置にある。一方、北朝鮮にとって核・ミサイ
ルは「体制保証」の問題と絡んでいる。北朝鮮の体
制保証は、安全保障と経済協力が主な要素である。
このように見れば、地域における北朝鮮問題は、非
核化・安全保障とともに改革・開放と地域への包摂
という問題に連動しており、軍事的パワーである米・
中だけでなく日・韓の関与政策の役割が問われてい
る。
　北朝鮮への関与（engagement）に対しては、日
米からはもちろん韓国内にも強い批判がある。関
与政策の反対の極にある政策の類型が、体制変更
（regime change）である。また、日朝間には拉致
問題があり、これが解決に向けて進展しない限り日
本の対北朝鮮関与は困難である。しかし、本稿では
「共通の安全保障」の観点から北朝鮮の体制保証要
求には一定の正当性があり、６者協議も広い意味で
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関与政策の束とみて議論を展開する３。
　そこで、北朝鮮を共通対象とする日韓関係および
日韓の対外政策を考えてみよう。北朝鮮問題で日韓
はどのような相互関係にあり、どのような認識の差
異や共通点があり、政策上のどのような組み合わせ
があるのかを分析するのがこの節の課題である。
　日韓関係が正常化したのは1965年である。ま
た、南北朝鮮が互いを事実上、相互承認したの
は、日韓国交から30年以上も過ぎた1998年の韓国
の「太陽政策」以後である。太陽政策は金大中政
権（1998.2-2003.2）の北朝鮮政策で、正式な名称
は「和解協力政策」である。「北風よりも太陽」の
寓話からこの通称がよく使われる。盧武鉉政権
（2003.2-2008.2）の北朝鮮政策は正式には「平和繁
栄政策」という名称だが、これを含めて太陽政策と
呼ばれることがある。本稿もこの意味で用いる。
　一方、日朝間には今日まで国交がなく、日朝韓の
３角形はいまだ１辺を欠いている。この点で、日朝
韓トライアングルは次節以後の「日米韓トライアン
グル」および「日中韓トライアングル」とは性質が
異なる。しかし、北朝鮮問題をめぐる日韓関係、お
よび北朝鮮政策の日韓比較という角度からは考察す
る意味がある４。
　図１に日朝韓トライアングルの内部構造（３辺の
関係）とその変化を示した。このトライアングルの
基本形は、1965年の日韓国交によって成立した。日
韓の協調関係に対して、南北朝鮮および日朝には国
交がなく対立している内部構造である。
　ただし、南北朝鮮関係と日朝関係はいずれも国交
不在の対立とはいえ、対立のあり方には違いがあっ
た。南北朝鮮関係は、排他的な対立ゆえに「強い対立」
にあった。南北朝鮮間の排他的対立とは、国家の正
統性（あるいは唯一合法性）をめぐるゼロ・サム対
立のことである（金栄鎬、2006：1－27）。そこでは、
いわば正統VS異端の対立が支配し、共存や協力は
排除され、いずれか一方が他方を殲滅し吸収するこ
とが目標に掲げられてきた。一方、日朝間には同じ
く国交不在とはいえ、日本の朝鮮半島政策では韓国
の管轄権（国家の正統性の範囲）が38度線以南であっ
て、以北は「白紙」というのが公式見解であった。
図１－①で南北朝鮮関係を「強い対立」、日朝関係
を「弱い対立」として区別したのはそのためである。
　南北朝鮮関係の「強い対立」と日朝関係の「弱い
対立」という構図は、言い換えれば、北朝鮮政策に

おいて強硬な韓国と相対的に穏健な日本との対照
性、ということができる。このような日韓の穏健・
強硬の対照性を図１－②に示した。1970年代前半、
日本は対中政策とほぼ同様の政経分離方式による民
間交流を北朝鮮にも実施した。これに対して韓国政
府が猛烈な反対を示した事例である。
　次節の日米韓トライアングルにおける日韓「安保
経協」問題での協調と対立のところで詳述するよう
に、1980年代にも北朝鮮に強硬な韓国と穏健な日本
という対照性がみられた。そして、このような日韓
の対照性は、1990年代半ばまで基本的に継続したと
いうことができる。たとえば、1990年から1992年に
かけて行なわれ、1995年に再開が試みられた日朝国
交交渉に対して、韓国政府は強く反対した。図１－
②は1990年代前半にも該当する。
　しかし、1990年代後半になると、日韓の北朝鮮政
策における穏健と強硬の対照性は変化していく。韓
国が太陽政策を採用し、南北朝鮮関係が共存と協力
に転換し、紆余曲折はあっても韓国の対北朝鮮穏健
政策が維持されてきた。図１－③ではこれを南北朝
鮮間の「強い協調」として示した。
　これに対して、1998年８月の北朝鮮のテポドン1
実験や拉致被害者問題の顕在化により日朝関係は悪
化していった。とりわけ、2002年９月に日本人拉致
の事実が明らかになって以後、穏健な韓国に対して
強硬な日本という構図が出現した。図１－④では
日朝関係が「強い対立」に変化したことを示した。
強硬と穏健の対照性が逆転したのである（金栄鎬、
2007：87－102）。
　図１－④には、日韓の「疎遠・対立」関係もあわ
せて示した。北朝鮮認識・政策で強硬な日本と穏健
な韓国の間で疎遠な関係が生まれたからである。こ
れは日韓関係史において新しい事態である。先述の
ように、冷戦時代から1990年代半ばにかけては、日
朝関係が「対立」であることが、日韓関係の「協調」
とセットであった。ところが、拉致問題以後、日朝
関係が「強い対立」であることが、むしろ日韓の「疎
遠・対立」関係とセットになっている。
　以上のような日朝韓トライアングルの内部構造の
変化は、次のように説明することができる。
　冷戦時代の日韓の協調関係は、韓国から見た場合、
北朝鮮を共通の脅威あるいは敵とすることで成立し
ていた。他方、日本から見た場合、主要な脅威は北
朝鮮よりもソ連・中国であった。また、南北朝鮮関

東北アジアのトライアングルにおける日韓の対外政策 27



係には排他的対立構造（国家正統性対立）が支配的
であったのに対して、日朝関係にそうした要素はな
かった。ゆえに、日朝間の交流や交渉が行われると、
日韓関係は「疎遠・対立」的になった。南北朝鮮の
排他的対立下の日朝と日韓のトレード・オフ（相互
排除）の力学である５。こうした力学は1990年代前
半まで継続した。
　なお、日朝と日韓のトレード・オフ関係としては、
日朝が協調（国交）、日韓が疎遠・対立という組み
合わせも想定できる。このような想定の裏返しが、
しばしばマスコミでいわれる「北朝鮮の日韓離間策」
というイメージと推測される。しかし、韓国の太陽
政策以前の日朝韓トライアングルには、より上位の
強固な日米韓トライアングルが作用し、南北朝鮮の
国家正統性対立が支配的であったために、日朝協調・
日韓対立の組み合わせは実際にはありえなかった。
　韓国の太陽政策以後、日朝と日韓のトレード・オ
フの力学は大きく変わった。韓国が日朝改善に反対
するどころか、これを推奨するようになったからで
ある。このような変化は、南北朝鮮の国家正統性対
立の終わりによるところが大きい。
　さらに、2002年９月の日本人拉致問題の確認後は、
南北朝鮮の関係改善（共存）が持続するのに対して、
日朝関係が険悪になるという新たなパターンが生ま
れた。冷戦時代から1990年代半ばまでと異なり、日
朝関係改善の阻害要因は、韓国からの反対という外
部要因ではなく、日朝関係それ自体および日本の国
内世論という内部要因に変わったのである。
　こうして日朝韓トライアングルには新たな力学が
生まれた。南北朝鮮関係で共存・協力が進む一方、
日朝関係が悪化し、これと連動して日韓関係が疎遠
になるという力学である。日本の拉致被害問題の主
張に韓国は一定の距離を置き、韓国の対北朝鮮穏健
政策を日本が批判し、日本の対北朝鮮強硬政策を韓
国が批判する構図である。いわば、南北朝鮮の共存・
協力下の日朝と日韓の連動（相互作用）の力学とい
うことができる。
　ここでの「連動」は、日朝対立と日韓疎遠の結び
つきを指すが、日韓協調と日朝協調が連動する組み
合わせも理屈の上だけでなく実際に成立する可能性
があった。たとえば、2004年５月の小泉首相の再訪
朝はその機会であったろう（船橋洋一、2006：80－
144）。しかし、米朝関係の厳しい対立、北朝鮮の強
硬政策、日本世論の対北朝鮮感情の悪化などにより、

その可能性は現実とはならなかった。
　それでは、日朝韓トライアングルの今後に変化を
もたらすのは、どのような要素であろうか。
　第１に、６者協議の行方の影響である。北朝鮮の
核・ミサイルの放棄は、米朝国交正常化と一体であ
り、６者協議の公式議題である。一方、日本の切実
な利益である拉致問題の解決は、６者協議の公式議
題ではなく、多くの障害が横たわっている。こうし
た中で米朝関係と核・ミサイル問題の解決が進展す
る場合、６者協議で日本が「孤立」し、日本の利益
が「置き去り」にされ、日本だけが北朝鮮と国交を
もたない不利な位置に追いやられる。「2000年の悪
夢」の再現である６。
　ただし、北朝鮮の核・ミサイルの脅威に最も近接
しているのは韓国とともに日本である。また、この
問題が悪化することで武力行使の危険性が高まる時
に、最も大きな不利益を被るのも韓国と日本である。
さらに、北朝鮮の核・ミサイル問題の解決なしには、
日朝間の国交も拉致問題の解決もない。
　核・ミサイル問題の解決と米朝関係の改善は、拉
致問題解決の進展に短期的な困難をもたらすかもし
れないが、中長期的にみれば、前者の問題解決は後
者の問題解決にとって望ましいはずである。
　第2に、北朝鮮の核・ミサイル問題が解決された
後にも、東北アジアの平和と安定にとって北朝鮮の
改革・開放のリスクやコストを地域協力体制に受け
とめるという問題があり、その際に重要なテコをも
つのが日本であるという事実がある。
　冷戦時代の日本の中国外交や東南アジア外交にお
いて人権・政治体制などの相手国の内政問題は、米
国のような「直接アプローチ」ではなく「間接アプ
ローチ」が採られてきた（稲田十一、1995：151－
178）。国家間関係の安定と経済協力を通した内政安
定が優先目標であり、相手国の人権や政治体制を非
難し孤立を追求するよりは、国際社会と地域に包摂
することを重視したのである。
　こうした日本外交のアプローチについては、当時
も現在も、人権か安定かの視点から異なる評価がつ
きまとう。また、外交における人権や内政の位置づ
けは、冷戦後の国際関係で論争的なテーマである。
しかし、ここで注目しているのは、閉鎖的な政治体
制の国家を地域に包摂する問題で、日本が豊富な外
交経験をもっているという事実に他ならない。
　一方、北朝鮮にとっては6者協議における日本の

28



図2：日米韓トライアングルの内部構造とその変化

「孤立」が短期的な狙いかもしれない。しかし、日
本との国交および日本からの経済協力を北朝鮮が切
実に欲している以上、それはあくまでも日朝国交に
向けての短期的な戦術の域を出るものではないと考
えられる。
　したがって、拉致問題の「置き去り」や日本の「孤
立」は、日朝国交の不在とともに、東北アジアの安
全保障という中長期的な観点から見て、望ましくな
いだけではなく、現実的でもないと思われる。

Ⅱ．日米韓トライアングル

　東北アジア諸国と米国の間には強い経済的相互依
存と共通利益があり、米国との同盟とそのプレゼン
スの維持がこの地域の安定化の基盤とする見方があ
る（CSIS、2002）。一方、米国の同盟体制と地域的
プレゼンスの後退が必ずしも地域を不安定化させる
わけではないという見方もある（Kang、2003：163
－189）。
　加えて、冷戦後の東アジアでは、さまざまな多国
間の協力機構や安全保障対話が試みられ、米国の二
国間同盟と並存してきた。こうした中で、米国の同
盟体制と東北アジアの多国間安全保障をどのように
折り合わせるのかが問われるようになっている。
　近年、東北アジアの安全保障を考える時に重視さ
れるようになったのが、日米韓の安全保障トライア

ングルである。その政策的表現として1998年に設置
された日米韓3国調整グループ（TCOG: Trilateral 
Coordination and Oversight Group）がある７。
　また、日米韓トライアングルについては、本稿が
考察する他のトライアングルとは異なって、有力な
先行研究がある。特に、ビクター・チャの日韓「擬
似同盟」（quasi-alliance）論（Cha、1999）、およ
びラルフ・コッサの「仮想同盟」（virtual alliance）
論（Cossa、2004：191-205）が注目される。いずれ
も日米韓トライアングルにおける「弱い足」として
の日韓関係に着目した議論であり、東北アジアの地
域的安定基盤としての日米韓安全保障関係の強化を
提言する点では共通する。
　チャの研究は副題に「トライアングル」が入っ
てはいるが、主な考察対象は1980年代までの日韓
の二国間関係である。米国を共通のパトロンとす
る日韓の提携と反目の力学を、歴史問題ではなく米
国の安全保障コミットメントの認識、つまり、「巻
き込まれる」（entrapment）懸念と「捨てられる」
（abandonment）懸念の「同盟のジレンマ」理論に
よって説明しようとした。歴史要因説とは相対的に
独立した同盟ジレンマ説で日韓の協調と対立を説明
した点は斬新であるが、つまるところ脅威認識要因
説に分類できると思われる。これに対して本稿では、
脅威認識という要因とともに、国家正統性対立の変
化という要因によって、日韓の協調と対立の力学の
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説明を補完することができることを提示する。
　コッサの「仮想同盟」は直接には日韓関係を指す
が、東アジアの地域的な安定化装置としての日米韓
安全保障トライアングルを説明するのがねらいであ
り、3国間関係を「ヴァーチャル」とみなしている
と解釈してよい。彼は３国の仮想同盟が安定するた
めに日韓の歴史的な反目を解消することに米国の利
益およびリージョナルな安定化条件を見出す。この
点では、先のチャの問題意識と重なりはあっても、
その分析視角には差異がある。これに対して本稿は、
朝鮮半島および東北アジアの安全保障に対する日米
韓の利益の差異に着目する。
　以上を踏まえて、日米韓トライアングルの内部構
造の変化とその要因を分析すれば、次のようになる。
　図２－②に示したように、1970年代後半に米国の
カーター政権が駐韓米地上軍撤収を公約に掲げ米韓
関係が悪化する一方、日韓は米軍撤収反対で「強い
協調」を示した。これは、日韓に共通する同盟のパ
トロンである米国の安全保障コミットメントが弱
まったことで、日韓が「捨てられる懸念」を共有し、
歴史的反目にもかかわらず協調が導き出されたとい
うチャの説明が妥当するケースである。「捨てられ
る」懸念の日本における表れに、日米安保の旧ガイ
ドラインを挙げることもできるだろう（土山實男、
2004：313－314）。ただ、この時の日米同盟は必ず
しも「疎遠・対立」であったわけではない。
　図２－③に示したように、1980年代前半にはレー
ガン政権の対ソ戦略の下で米韓同盟が改善される一
方、日韓間（および日米間）には摩擦が起きた。そ
の最大の要因は歴史問題ではなく、韓国の安全保障
に対する日本の貢献への認識にあった。具体的には、
ソ連の脅威を重視するレーガン政権と北朝鮮の脅威
を重視する全斗煥政権が、日本の「安保ただ乗り」
を批判し、日米同盟へのいっそうの貢献と韓国への
安全保障絡みの経済協力（以下、安保経協）を日本
に要求したケースである。
　1980年代前半の日韓関係については若干の説明の
補足が必要であろう。図２－③には日韓「疎遠・対
立」を示したが、正確に言えば、韓国の安全保障へ
の日本の貢献が消極的と見なされた時に韓国は日本
に厳しい態度をとり関係は疎遠・対立的になった。
しかし、日本の貢献が積極的と見なされるようにな
ると、韓国は「日韓新時代」の協調を宣言した。こ
の過程で1982年６月に第１次歴史教科書問題が起き

たが、日韓の政府間関係には影響をもたらさなかっ
た８。
　図２－④に示したように、1994年10月の米朝核枠
組合意と1995年前半の日朝国交交渉再開の動きのい
ずれに対しても韓国は強く反対した。この構図は、
1980年代の日韓「安保経協」時のトライアングル内
部構造を左右反転させたものに当たる。北朝鮮の脅
威を低下させる米朝合意と日朝交渉に反対した韓国
の行動と、それによる米韓対立・日韓対立を、北朝
鮮の脅威への認識という要因によって説明すること
はできない９。
　これに対して、本稿の国家正統性対立の視点によ
れば、1990年代半ばに北朝鮮の脅威が低下する中で
起きた日韓対立（および米韓対立）を次のように解
釈できる。南北朝鮮関係がいわば正統VS異端の排
他的対立関係にあったために、韓国は同盟国・友好
国が北朝鮮と交渉・合意を行うこと自体に強く反対
したのである。
　図２－⑤に示したように、日米韓トライアングル
の力学は、1990年代末からの韓国の太陽政策以後に
変わり始め、2002年９月の日本人拉致被害の確認以
後にはその変化が顕著になる。日米同盟が堅固に推
移する一方で、米韓・日韓関係が「疎遠」になった
のである。この構図そのものは、図２－④とまった
く同じである。しかし、この内部構造を形成した要
因は、正反対であることが決定的に重要である。ど
ういうことか。
　図２－⑤の米韓・日韓関係の疎遠化も北朝鮮の脅
威認識ギャップを反映している。しかし、認識ギャッ
プのありようがそれ以前と比べて米韓間および日韓
間で逆転しているのである。このことは、前節で検
討した北朝鮮政策の強硬と穏健の日韓対照性の逆転
とも符合する。
　では、北朝鮮の脅威に対する日韓の認識の逆転は、
何によって生じたのであろうか。韓国の変化に関す
る限り、それは南北朝鮮関係における国家正統性対
立の終わりによるところが大きい。正統VS異端の
排他的対立の下では一方の安全と他方の安全は両立
しないと観念されるが、国家正統性対立が終われば
一方の安全は他方の安全と両立する。そして、脅威
に対する戦争解決の選択肢は自国をも戦場にするた
めに排除されることになり、逆に「敵」との共存・
協力によって安全を図るという「共通の安全保障」
の新たな選択肢が生まれることになると考えられ 
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る10。
　こうして、韓国の太陽政策は南北朝鮮の排他的対
立＝国家正統性対立の終わりを伴い、南北朝鮮関係
は「強い協調」に変化した。これに対して、米国を
頂点とする日米韓トライアングルと北朝鮮の間の対
立の副産物としての日朝間の「弱い対立」は、日本
人拉致問題によって日朝間の直接的で全般的な「強
い対立」に変化した。
　また、北朝鮮に対する米国の政策が交渉ではなく
圧力の重視に傾くのを、韓国は批判的に、日本は肯
定的に評価するという対照性も浮かび上がった。こ
れは、韓国が朝鮮問題の戦争解決という選択肢を排
除し、米韓同盟に「巻き込まれる」懸念を持つよう
になった変化を反映している。
　それでは、今後の東北アジア多国間安全保障の見
通しの中で、日米韓トライアングルの内部構造には
どのような要因が作用するだろうか。3角形の各辺
を検討してみよう。
　第１に、日米関係である。日本が同盟から離脱し
単独のプレーヤーになるには内外のハードルが高い
以上、これが３辺のうち最も強い辺であり続ける可
能性が高い。有事法制やテロ特措法および改憲の動
向が強まっているにせよ、それが直ちに同盟離脱に
つながるものとも考えられない。また、米国の北朝
鮮政策が圧力から交渉へと変化しても、９・11テロ
後の「見えない脅威」や「不特定の脅威」を重視す
る傾向は維持されると考えられ、その場合は日米同
盟が地域だけでなくグローバルな展開の基盤にな
る。このように考えれば、６者協議の進展や中国の
リージョナルな役割増大にもかかわらず、日米関係
の紐帯は強固であると考えられる。
　ただし、日米関係の強い紐帯とはいっても、その
ありようはさまざまでありうる。北朝鮮に対して米
国ブッシュ政権が体制変更のオプションを含む強硬
政策に傾いた時、日本では拉致問題や脱北者問題に
加えてミサイル実験・核実験などへの反発によって、
北朝鮮への強硬姿勢と日米同盟への積極姿勢が強
まった。しかし、日本の対米同盟への積極性は、対
米依存を必ずしも意味せず、「協調の中の自立」の
志向を見出すことができる11。その例として、先述
した冷戦時代の東南アジアや中国への外交、近年の
小泉首相の訪朝と再訪朝を挙げることができる。
　第２に、米韓関係である。太陽政策以後の韓国、
とりわけ2003年に発足した盧武鉉政権下の韓国で

「反米感情」と「離米接中」が指摘されてきた（船
橋洋一、2006：364－419）。しかし、韓国社会の反
米感情には同盟離脱の情緒もあるが、主流では必ず
しもない。盧武鉉政権の対外政策で米国との距離を
維持しようとする傾向が強まったが、それは米韓関
係の「対等性」の要求であって、同盟離脱のベクト
ルと同じではない。
　韓国の反米感情や盧武鉉政権の対外政策に対する
米国の警戒や牽制は、1960年代の日米安保改定や
1970年代の日中国交正常化の頃に米国が日本の自立
志向を警戒し牽制したのと同様の現象と考えられ
る。韓国の対米政策における自立志向は、先述の日
本と同様に「協調の中の自立」という性格が強い。
また、韓国の「親中感情」は中国への警戒心と同居
しているだけでなく、次節でも見るように中韓関係
にも歴史問題の火種がある。
　第３に、日韓関係である。「同盟のジレンマ」論
から見た場合、日米韓トライアングルの中での日韓
関係の組み合わせは４通りある。対立の組み合わせ
は「捨てられる懸念」と「巻き込まれる懸念」を日
韓がそれぞれ有する２通りである。大筋でいえば、
冷戦時代は韓国が「捨てられる懸念」、日本が「巻
き込まれる懸念」をもっていたが、太陽政策以後は
「巻き込まれる懸念」が韓国で高まり、日本で低下
したということができる。他方、協調の組み合わせ
も２通りあるが、その前例である図２－②はチャが
言う「捨てられる懸念」を日韓が共有したケースで
あった。このように見ると、日韓が「巻き込まれる
懸念」を共有する場合の協調の組み合わせだけが、
過去にはなかったことが分かる。
　日米韓トライアングルにおける未経験の日韓協調
の組み合わせである「巻き込まれる懸念」の共有
は、東北アジアの安全保障環境の諸要素を考えるな
らば、ありえないわけではない。なぜなら、朝鮮半
島や台湾海峡での武力行使の危険が高まり、この地
域で米中関係が不安定化する時に、最も大きなリス
クを課される日韓には共通点が多いからである12。
すでに考察してきたように、日本と韓国の脅威認識
と「同盟のジレンマ」の対照性および北朝鮮政策と
同盟政策の対照性は逆転し、しばしば日韓関係は「疎
遠・対立」的になった。そこに、歴史教科書・靖国
神社首相参拝・領土問題などが追い討ちをかけてき
た。それにもかかわらず、東北アジアにおける日本
と韓国の共通する位置と利益を考慮するならば、日
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図3：日中韓トライアングルの内部構造とその諸側面

韓の対米政策は同盟・協調の中の自立という志向の
共通点を見出すことができる。この点で、日韓関係
は先行研究で言われるような日米韓トライアングル
における「弱い足」（あるいは協調の障害）という
より、日米韓の利益の差異を織り込んだ政策協調の
カウンターパートの位置にあると考えられる。
　たとえば、米ブッシュ政権の発足後、北朝鮮の核・
ミサイル問題を解決する上で、日米が圧力行使を優
先的な政策順位に置く一方、韓国は南北朝鮮関係の
改善を優先順位にするという利益の差異が露呈した
が、そのこと自体が３国の協調を妨げることにはな
らなかった（Park、2002：20－26）。同様に、日本
人拉致問題の解決は日本にとって優先順位がきわめ
て高い一方、米韓にとって日本人拉致問題それ自体
は自国の他の利益よりも優先順位が低いが、このよ
うな利益の差異が3国協調の決定的な障害にはなら
ないはずである。

Ⅲ．日中韓トライアングル

　東北アジアで圧倒的な経済の規模と成長力をもつ
のが中国であり、同時に、その軍事力の増大傾向は
地域の警戒を高めてもいる。特に、台湾海峡に対す
る日米の警戒心は強く、逆に中国は日米の台湾への
コミットメントに神経を尖らせてきた。中国は先に
見た日米韓トライアングルの対外関係におけるもう
一方の主役でもある。

　日中韓トライアングルでもっとも新しい辺は、
1992年8月に国交が結ばれた中韓関係である。冷戦
時代、韓国にとって中国は朝鮮戦争の参戦国であり、
アジア冷戦の他方の極であり、北朝鮮の同盟国であ
るために、「敵」と見なされてきた。1972年の日中
国交、1979年の米中国交に遅れること20年と13年を
要して中韓関係はようやく国交に至った。
　図３－①に示したように、日中韓トライアングル
の基本形は3辺が同等の協調関係をもつ「３角関係」
である。特に、1997年秋のアジア経済危機を契機に
同年12月から始まった「ASEAN＋３」における日
中韓の関係にそのことがいえる。なお、この場合の
３辺同等の協調とは、競争や疎遠化などを排除しな
い。
　日中韓トライアングルは、先述の日米韓トライア
ングルよりも新しく、また、３辺同等関係という基
本構造に変化はなかった。したがって、日中韓トラ
イアングルの内部構造の時系列的な変化を論じる余
地は小さい。とはいえ、基本形以外の他のパターン
に変化しうるのかどうかを検討することは、その内
部構造の特徴を考える上で無益ではないだろう。検
討すべきパターンは、１辺のみが協調的な関係と、
２辺が協調的な関係に大きく分けられる。
　まず、３辺のうち１辺だけが協調的になり、残る
２辺が疎遠・対立的になる組み合わせは、「日中VS
韓」、「日韓VS中」、「中韓VS日」の３通りである。「日
中VS韓」の組み合わせは、韓国が地域における単
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独のプレーヤーにはなりえず、日本が日米同盟に埋
め込まれている以上、成立する可能性は小さい。「日
韓VS中」の組み合わせは、先述したとおり、日韓
関係が直接の同盟関係ではなく、その上に対米同盟
への韓国の認識が変化し、さらに後述するように歴
史問題という争点があるために、成立する余地は小
さい。「中韓VS日」は、その可能性がしばしば言
及されることがあるが、歴史問題を争点に中韓が連
携して日本と対立する可能性は低い13。なお、中韓
間にも歴史問題の火種があることが想起される。
　次に、３辺のうち２辺が協調的で、残る１辺が疎
遠・対立的である組み合わせは、日本を頂点とした
「中VS韓」、中国を頂点とした「日VS韓」、韓国を
頂点とした「日VS中」の３通りがある。日本を頂
点とした「中VS韓」は、すでに述べてきた日米同
盟の強化、日韓の対中認識の差異、歴史問題の作用
などから、現実的には考えられない。中国を頂点と
した「日VS韓」が成立するには、日韓のいずれか
が米国との同盟から離脱することが条件になるが、
その可能性は小さい。韓国を頂点とした「日VS中」
は、韓国が３国の中でもっともパワーが小さい以上、
成立しえない。
　以上のように、日中韓トライアングルは成立以来、
３辺同等の基本形が維持されてきた上に、この基本
形が近い将来に大きく変わる可能性も小さい。そこ
で、基本形としての３辺同等関係の中で、対外関係
や政策争点ごとに、どのように異なる側面があるの
かを検討してみよう。図３には、トライアングルの
内部構造の時系列的な変化ではなく、対外関係と政
策争点別に見た内部構造の異なる側面が示されてい
る。
　図３－②に示したように、米国との対外関係とい
う点から見ると、日本と韓国は米国と共通の同盟関
係にあるが、中国は米国との間で協調と対立と牽制
などの複雑でやや流動的な関係にあり、３辺間には
異なる力学がある。対米同盟という日韓の「強い共
有性」と、日中・中韓の「弱い共有性」の差異である。
　また、同じく図３－②に示したように、政治体制
という点からは、共産党一党支配の中国に対して、
日韓は制度としての民主主義体制で共通する。日韓
の政治体制にも差異はあるが、選挙による政権交代
のルールが制度化されている点では共通しており、
中国の一党支配・集団指導体制とは顕著な差異があ
る。つまり、日韓の「強い共有性」に対して、日中・

中韓の「弱い共有性」である。
　同盟と民主主義体制における日韓の「強い共有性」
と日中・中韓の「弱い共有性」の対照性は、一見す
ると、先に検討しその可能性を排除した「日韓VS
中」の組み合わせに似ている。しかし、両者は異な
る次元の問題である。日韓の同盟と政治体制の「強
い共有性」は、必ずしも日韓の対外政策の「強い協
調」を意味しないからである。
　まず、すでに検討したように、韓国は北朝鮮政策
との関連で米韓同盟に「巻き込まれる懸念」をもつ。
韓国の「巻き込まれる懸念」はまた、台湾海峡にも
向けられている。その表れとして、米国が1990年代
末以後に進めてきたMD（ミサイル防衛構想）への
韓国の不参加がある。中国はMDに神経を尖らせて
きた。これに対して、日本では北朝鮮の核・ミサイ
ルへの脅威認識だけでなく、安全保障上の脅威とし
ての中国認識が強まり、MDにも参加し、2007年か
ら実戦配備を始めた。
　次に、日韓の政治体制の「強い共有性」にもかか
わらず、東アジア共同体論の争点のひとつである人
権や民主主義体制などの内政問題へのアプローチで
は、日韓間に差異がある。日本は人権や民主主義な
どの「普遍的価値」を強調する傾向にあるのに対
して、韓国は「繁栄、進歩」を強調する傾向があ 
る14。対外政策における相手国内政の位置づけのこ
のような日韓の違いは、先述した北朝鮮政策でも見
た通りである。
　さらに、東アジア・サミットへの日韓のアプロー
チにも差異がみられる。たとえば、オーストラリア
のサミット参加は、当初からの日本のイニシアティ
ブによるもので、対米同盟を共有するオーストラリ
アの参加で中国との関係をバランスさせる狙いが
あった（小泉純一郎、2002）（田中均、2005：181－
189）。このような日本の戦略に対して韓国はあま
り積極的ではなかった（Kペ・グンチャン、2005）。
また、盧武鉉大統領は第１回東アジア・サミットで
将来的に北朝鮮の参加を希望すると発言している
（K青瓦台、2005）。
　図３－③は、日中・日韓の対立の側面を示してい
る。日中韓トライアングルには歴史問題という争点
もあるからである。このことは2005年の歴史問題で
日本の対中・対韓首脳外交がストップしたことに
よっても確認できる。他方、中韓間にも歴史問題が
あることを、「潜在的対立」として示した。
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　ただし、日中・日韓関係で歴史問題が現実の重要
な争点になっているのに対して、地域の多国間協
議では歴史問題は主要な議題になっていない。事
実、2005年の歴史問題をめぐる対立の渦中でも、
ASEAN＋３と第１回東アジア・サミットは予定通
り開催された。６者協議も歴史問題との関連なしに
行なわれてきた。このように、日中韓の歴史問題は
東北アジアの多国間協力の決定的な障害ではない
15。
　他方、中国と韓国の対日批判は、歴史問題それ自
体ではなく、他の問題と結びつくことによって、リー
ジョナルな争点になる可能性がある。たとえば、台
湾問題と歴史問題のリンクである。歴史問題で中国
が日本を批判するケースでは、日本の台湾政策への
批判がリンクしている。中国の歴史問題批判は「台
湾は中国の一部」主張とともにもち出されることが
多いのである。
　一方、韓国の対日批判にも北朝鮮問題と歴史問題
のリンクが見られるが、リンクのあり方は近年の中
国と韓国で大きく異なってきている。1990年代半ば
までは、歴史問題で韓国が日本を批判する時、日本
の対北朝鮮穏健政策への批判をともなった。これは
中国の対日歴史批判と台湾問題のリンクと同じ構図
である。しかし、国家正統性対立が終わった後の韓
国の対日歴史批判は、日本の対北朝鮮強硬政策への
批判とリンクする傾向が出てきたのである。韓国の
対日批判の矛先が歴史問題とともに日本の強硬な北
朝鮮政策に向けられるようになったことは、中国の
対日批判の矛先が日本の穏健な台湾政策に向けられ
ているのと対照的である16。
　図３－④に示したように、中韓の「強い協調」と
日中・日韓の「疎遠・対立」という側面が現れるの
が、北朝鮮政策である。北朝鮮の体制保証に積極的
な中・韓と、拉致問題ゆえに国交と経済協力に消極
的な日本の差異を指している。
　図３－②と④をあわせて考えると、北朝鮮の体制
保証と米韓同盟を両立可能と見なす韓国の位置関係
が分かる。このような韓国の認識と政策は、先述の
ように「共通の安全保障」アプローチの現れでもあ
る。そしてこのことは、韓国の穏健な北朝鮮政策が
米韓同盟からの離脱につながるものではないという
含意をも示すと思われる。
　中国はすでに1970年代に日米同盟を受容してい
る。また、ソ連というかつての「共通の敵」がなく

なった冷戦後も、中国は日米安保体制を日本の軍事
力の一人歩きを封じる「ビンのフタ」とみなしてき
た。中国は、米韓同盟も一定の条件付で受容した上
で、北朝鮮の体制保証アプローチをとっているとみ
られる。その条件とは、現行の米韓同盟が全朝鮮半
島化しないことを指す。中国にとって日米同盟は日
本への警戒の緩衝材だが、米韓同盟が北朝鮮にまで
拡大することは耐え難い。
　一方、日本にとって日米同盟は北朝鮮の脅威や中
国の影響力に対処する機軸としての位置づけをも
つ。このことは異なる二つの意味がある。まず、中
国・韓国と日本の間の北朝鮮および中国の脅威に対
する認識ギャップであり、それは日韓の摩擦の要因
となりうる。他方、日本の軍事力が日米同盟に埋め
込まれている条件の下では、日本にとって同盟を活
用する以外の選択肢は狭い。そしてこの条件は、日
韓の協調を妨げるものではない。
　ところで、日中韓トライアングルの対外関係を構
成する北朝鮮と米国の認識・政策は、「共通の安全
保障」の視点からどのように考えられるであろうか。
　北朝鮮が主張してきた駐韓米軍撤収論は米韓同
盟と相容れない。このことが朝鮮半島の平和協定
を困難にしてきた一因である。しかし、1990年代
前半から北朝鮮の認識と政策には変化の傾向があ
る。駐韓米軍撤収論から、北朝鮮を攻撃しない中立
の平和維持軍への米軍の役割変更論への変化である
（Harrison、2003：167－169）。また、北朝鮮は統一
後の駐韓米軍の必要性について「相当な理解」を示
したという（K金大中、2001：335－341）。この限りで、
米韓同盟と北朝鮮の体制保証は両立できる。
　米国は先述のように朝鮮半島の平和協定や北朝鮮
の体制保証に消極的であったが、６者協議の進展次
第で可変的である。また、米国の対中政策における
「ステーク・ホルダー」論は、６者協議の議長国で
あり調停者としての中国の役割によって具体的な裏
づけを得た形となっている。

おわりに

　日韓両国に北朝鮮・米国・中国それぞれを含めた
３通りのトライアングルを事例に、日韓の対外政策
と日韓の協調と対立の組み合わせを歴史的に追跡
し、理論的に分析した。この作業から導き出された
知見は次の通りであった。
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　第１に、日朝韓トライアングルは1990年代末を境
に、南北朝鮮の排他的対立下の日朝と日韓のトレー
ド・オフから、南北朝鮮の共存協力下の日朝と日韓
の連動へと変化した。この変化の要因は、南北朝鮮
の国家正統性対立の終わりと、日本人拉致被害事実
による日朝対立であった。こうして近年の日韓の北
朝鮮政策はかつてと比べて強硬と穏健の対照性が逆
転し、日韓関係にも新たな摩擦を孕むようになった。
　第２に、日米韓トライアングルは、地域における
安全保障対話や多国間協力の試みの蓄積に加え、朝
鮮半島の変化と日本内政の変化の影響を受けてい
る。その一つの表れが、対米同盟に消極的な日本・
積極的な韓国というかつての対照性から、積極的な
日本・消極的な韓国というこんにちの対照性への変
化（逆転）である。これには北朝鮮への脅威認識の
逆転と同盟のジレンマの逆転が作用している。
　第３に、日中韓トライアングルの内部構造は、対
ASEAN関係、同盟と政治体制、歴史問題、北朝鮮
問題などの争点によって異なる側面がみられる。日
韓が対米同盟を共有し同じ民主主義体制をもつこと
自体が、日韓の対外政策を決定するわけではない。
また、歴史問題はそれ自体として地域協力の決定的
な障害ではないが、分断・分裂国家問題とのリンケー
ジにおいて安全保障上の地域的争点になる可能性が
ある。
　冒頭で指摘したように、東北アジア地域における
日韓の位置には強い共通性がある。また、日韓両国
は、近接する脅威の解消、異質な体制の地域への包
摂、非核化と安定的な平和体制などの中長期的な問
題でも共通の利益をもつ。
　ところが、中長期的な目標に向けた日韓の対外政
策（横並びの日韓）には差異や摩擦がある。日韓の
対外政策の差異は、利益の優先順位のちがいによる
と考えられる。そして、このことが近年の日韓関係
（対面の日韓）の摩擦にも作用している。
　もはや日韓の協調は、北朝鮮の脅威認識、対米同
盟の共有、共通の市場経済と民主主義体制という点
から自動的に導き出されるものではない。多国間地
域協力に向けた共通の位置を確認し、相互の利益の
差異を織り込みながら、戦略対話によって作り出さ
れるべきものであろう。東北アジアの共通の安全保
障の条件を成熟させるうえで、地域における日韓の
政策協調がいっそう問われている。
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　注

１　朝鮮半島は厳密な意味では朝鮮休戦協定（1953年7
月）の下の「戦時」にあり、これを平和協定に転換す
る問題が半世紀以上にわたる課題であり続けてきた。
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北朝鮮核問題以後、北朝鮮は自らの「体制保証」と
核・ミサイルの放棄をリンクさせているが、平和協定
はもっとも重要な安全保障措置となる。一方、北朝鮮
第1次核危機での1994年の米朝核合意では、米国は北朝
鮮の体制崩壊の可能性を高いと見ていたため、体制保
証は選択肢になく、米国を含む平和協定にも消極的で
あった（Gallucci、2001：297-302）（倉田秀也、2005：
151-176）。しかし、2006年10月の米国中間選挙の前後か
ら、ブッシュ政権は朝鮮戦争の終結に言及し始め、核・
ミサイル問題の解決と平和協定問題が連動して浮上し
ている。
２　経済研究におけるトライアングル論がおおむね貿易・
投資の循環やネットワークの構造分析に焦点を当てる
のに対して、安全保障研究におけるトライアングル論
は政策決定者の認識に焦点を当て戦略分析や政策提言
に示唆を与えようとする傾向がある。中ソ関係と米国
のトライアングルについては（Dittmer、1992）を参照。
また、ディットマーの「戦略的トライアングル」モデ
ルに依拠した日米中トライアングル論として（伊藤剛、
2002）を参照。
３　多国間安全保障については集団安全保障、共通の安
全保障、協調的安全保障などのさまざまな構想や類型
がある。しかし、東北アジアでは核兵器と運搬手段の
拡散、軍事力の増強と対立、領土紛争、分断・分裂国
家問題などの、特定の目に見える脅威からの国家の安
全が当面する主要争点と考えられる。しかも、この地
域では多国間安全保障の制度を欠いてきたために、決
して新しくはない共通の安全保障の基本的な考え方が、
研究においても政策においても有効性と現実性を失っ
ていないと思われる。
４　前掲のディットマーは、中ソ米関係の分析で「戦略
的トライアングル」のモデルを提示している（Dittmer、
1992：148-155）。3者すべてが友好（amity）的な「3
角関係」（Ménage à trois）、1つの「頂点」（pivot）と
2つの「翼」（wing）の間の友好および両翼間の対立
（enmity）からなる「ロマンティック・トライアングル」
（Romantic Triangle）、友好的な配偶者関係（spousal 
relationship）とその両者と対立的な「除け者」（pariah）
からなる「安定的な結婚」（Stable Marriage）、3者すべ
ての関係が対立的な「単体拒否」（Unit-Veto Triangle）
の4つである。本稿本節では、前の3つのモデルを、3辺
すべてに国交がある協調関係、2辺に国交があり1辺に
国交不在、1辺のみに国交があり2辺に国交不在、と読
み替えた上に、協調と対立の強弱を補った概念を用い

る。
５　南北朝鮮と米国のトライアングルにも同じ力学（米
韓と米朝のトレード・オフ）がしばしば作用した。
1968年１月のプエブロ事件への対応や次節で見る1994
年10月の米朝核枠組み合意がその典型である。この力
学は2000年6月の南北朝鮮首脳会談と同年末に試みられ
たクリントン訪朝問題で根本的に変わろうとしたが、
クリントン訪朝は実現しなかった。ブッシュ政権が発
足すると、北朝鮮政策で穏健な韓国と強硬な米国の摩
擦が広がるようになった。また、中台関係と日本・米
国の2つのトライアングルにも似たような力学（日中と
日台のトレード・オフ、米中と米台のトレード・オフ）
が見られ、今日まで継続していることは、次節で再び
言及する。
６　小此木政夫は、冷戦終結後の日本の北朝鮮政策が、
1994年危機の時の米国による武力行使の可能性と、
2000年末の日本の頭越しの米朝関係改善という両極の
「二つの悪夢」の間を振り子のように揺れ動いてきたと
指摘する（小此木政夫、2004：9-18）。
７　ただし、TCOGは2003年まで随時開催されてきたが、
それ以後はあまり機能していない。TCOGの後退には、
2001年9･11テロにより米国が二国間主義と有志連合の
重視に回帰したことや、2003年8月以後に6者協議が開
かれるようになった事情が作用したとみられる。とは
いえ、米国が東アジア戦略で二国間主義（ハブ・アン
ド・スポークス）とともに同盟国同士の「ネットワーク」
を模索する傾向は持続している（Rumsfeld、2006）。
８　韓国政府はもともと教科書問題を「外交問題に発展
させない」という方針であり、その旨を日本政府に伝
えていた（『読売新聞』1982年8月1日）。また、1986年
の第2次教科書問題でも、全斗煥大統領は他国の教科書
に口を挟むべきではないという考えを表明していた（瀬
島龍三、1995：435）。
９　前掲のチャの議論は、北朝鮮の脅威への認識という
簡潔な理論によって日米韓の協調と対立を説明したも
のであり、1970年代までの協調と対立のゲームには適
合的である。また、前掲のコッサの議論は、日韓がと
もに地域的脅威の認識一致により歴史問題を克服する
ことを重視する点で、一種の歴史要因説ということが
できる。これらに対して本稿では、繰り返しになるが、
南北朝鮮の国家正統性対立と北朝鮮の脅威認識という
複合要因によって、日米韓トライアングルにおける日
韓関係の変化をより広範囲に説明することができると
考えている。
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10　「共通の安全保障」は、あらゆる国家は安全保障の正
当な権利を有し、安全は敵に対してではなく敵とともに
実現されるという認識に基づく（Palme Commission、
1982）。韓国の太陽政策を「共通の安全保障」との類比
で把握しようとする本稿の見方を裏付けるものとして、
金大中が太陽政策を「win-win戦略」と規定している事
実を挙げることもできる（K金大中、2002：565-569）。
なお、韓国語の引用文献の表記では、著者・筆者名の
前に「K」を付け、和訳で示した。
11　「協調の中の自立」および後出の「同盟の中の自立」
というタームは、オーストラリアとニュージーランド
の対外政策（の差異と共通点）におけるアイデンティ
ティの要因を分析した木畑洋一の文献にヒントを得た
（木畑洋一、2005：203-223）。
12　ブッシュ政権下の米中関係は9・11テロ後も協調と対
立と牽制などの間を揺れ動いてきた。2005年末以後、
米国の対中認識はゼーリック前国務副長官が提唱した
「責任あるステーク・ホルダー」論にほぼ集約されつつ
ある（Zoellick、2005）。ただし、神保謙が言うように
「ステーク・ホルダー」には「利害共有」とともに「利
害対立」の側面がある（神保謙、2006）。台湾問題の帰
趨を含めて米中関係は常にゆり戻しの可能性を孕んで
いるというジェームズ・マンの鳥瞰は依然として有効
と思われる（マン、1999）。なお、韓国の盧武鉉政権が
東北アジアの多国間安全保障における自国認識で、米
中対立・日中対立の可能性に敏感であることは、（K　
NSC、2004）および（金栄鎬、2006：1-27）を参照。
13　1995年11月の江澤民中国主席と金泳三韓国大統領の
首脳会談で、金泳三が日本閣僚の歴史問題に関する
暴言で中韓が共同見解を表明しようと提案し、江澤
民がこれを受け入れた経緯がある（K金泳三、2001：
162-166）。しかし、その後、1998年10月の金大中大統領
の訪日と「日韓パートナーシップ共同宣言」で日韓関
係が大きく改善する一方、同年11月の江澤民主席の訪
日では歴史問題によって日中関係が再び緊張した。ま
た、2001年10月の小泉首相訪韓、同月の上海APECで
の日韓首脳会談などを経て、金大中大統領は国内の反
日世論の高まりにもかかわらず日韓協調政策を維持し
た（K金大中、2002：502-506）。
14　日本の「東アジア共同体評議会」の議論や外務省の
政策説明と、韓国の「東北アジア時代委員会」の議論
や外交通商部の政策説明を比べてみると、日本では中
国の政治体制の異質性への警戒と「普遍的価値」が強
調される傾向があるのに対して、韓国では政治体制の

差異は大きく扱われず「進歩と繁栄」が強調される傾
向がある。
15　歴史問題が東北アジアの多国間協議の決定的な障害
ではないということは、日本の政治・外交が歴史問題
に無策であってよいということを意味しない。むしろ、
日中・日韓間の歴史問題に日本の政治・外交が積極的
に取り組むことは、東北アジアの多国間地域協力で日
本が重要な調停者、促進者になりうる資源と考える。
しかも、歴史問題に対する日本の基本見解と政策方向
はすでに存在する。1982年の教科書問題の「近隣諸国
条項」、1985年の靖国首相参拝中止の「後藤田官房長官
談話」、1993年の元日本軍慰安婦問題に関する「河野官
房長官談話」、1995年の侵略戦争に関する「村山首相談
話」、1998年の日韓のパートナーシップのための「日韓
共同宣言」などである。
16　歴史問題と分断・分裂国家問題のリンクに関する中
韓の対照性を図式的に表せば、中国の対日歴史批判は
「中VS日台」「中VS米台」と関連しており、韓国の対
日歴史批判は「韓朝VS日」「韓朝VS米」に関連してい
るということができる。このことを1節の日朝韓トライ
アングルの変化のタームを用いてさらに言えば、分裂
国家（中国両岸）の排他的対立下の日中・日台のトレー
ド・オフと、分断国家（南北朝鮮）の共存・協力下の日韓・
日朝の連動の対照性ということになる。

（掲載許可2007年７月23日）
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