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South Korea's Foreign Policy Transformation after the
Power Change in 1998: From the Point of View of State
Legitimacy, Alliance Dilemma, and Geopolitics

Yeongho KIM

South Korea's Foreign Policy has been transformed since the peaceful power
change between the ruling party and the opposition party in 1998 for the first
time in South Korean History. Change is remarkable in policies toward North
Korea, ROK-U.S. alliance, and multilateral regional cooperation.

The North was regarded an illegitimate heretical group, never "a state", by
the South for nearly half a century, and ����������. The South had long been
claiming that it must be the "sole legitimate state" over the entire Korean
Peninsula. The Kim Dae-Jung Government and after, however, placed the
North at not "a heretical, illegitimate group" but "the counterpart" for co-
existence, cooperation, and future reunification.

The South was heavily dependent on the U.S. for its security and political
economic support against a threat from the North. Hence, the South suffered
from "abandonment" of alliance dilemma. However, the Roe Moo-Hyun
Government is anxious about "entrapment" of alliance dilemma.

Both the Kim and the Roe Government are common in the preference of
co-alition, co-existence, and cooperation with the North. The former, on the
one hand, coped with East Asian regional economic cooperation, in which the
North can be integrated. The latter, on the other hand, prefers Northeast Asian
security cooperation, in which the U.S.power can be embedded and, moreover,
the South will be a kind of balancer as a non-hegemonic state.
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朝鮮半島は, 東アジアの安定的な秩序形成にとっ
てのフラッシュ・ポイントの一つである｡ 北朝鮮
の核開発・ミサイル問題及び政治体制問題は, 国
際社会に波紋を投げかけてきた｡ ところが, 近年,
韓国の対外政策が変化し, 南北朝鮮の対話や経済
協力が進む一方, 米韓摩擦や日韓摩擦が台頭して
きた1｡ 韓国の対外政策の変化が著しいのは,
1998年に史上初の与野党間の平和的政権交代が行
われて以後である｡

第１に, 北朝鮮政策の変化がある｡ 韓国政府は
対北朝鮮政策の基本を対立・抑止から共存・協力
へとシフトさせ, 韓国による北朝鮮の ｢吸収統合｣
を否定し, 経済援助・協力を推進してきた｡ また,
韓国政府は日米の対北朝鮮修交を推奨するに至っ
た｡ こうした中で, 北朝鮮はかつてのような ｢韓
国はずし｣ や韓国 ｢傀儡｣ 視を転換し, 南北朝鮮
の対話・協調政策を維持し, 経済的な対韓国依存
を甘受するようになった｡

第２に, 米韓摩擦の構図が変化した｡ 米韓間に
北朝鮮の脅威認識ギャップが広がり, 北朝鮮への
アプローチでは韓国が穏健で米国が強硬という
｢ねじれ｣ が生じている｡ また, 北朝鮮の国家体
制を承認するか否かという点では, 韓国が肯定的
で米国が否定的 (体制転換のオプションを含む)
という構図に変わった2｡

第３に, 韓国の対外政策における多国間主義と
地域協力構想の台頭である｡ 多国間主義の模索は
冷戦時代にも冷戦後にも見られるが, 与野党政権
交代以前はいずれも米韓同盟や米国の安全保障コ
ミットメント強化が前提と目的であった｡ ところ
が, こんにちでは, 米韓同盟を相対化する多国間
主義・地域協力ビジョンが打ち出されている3｡

与野党政権交代後の韓国の北朝鮮政策は, どの
ように変化したのか｡ その変化は, 対米政策にど
のように作用しているのか｡ 韓国の対北朝鮮政策
と対米政策の変化は, 多国間主義・地域協力ビジョ
ンとどのような相関があるのか｡ さらに, これら
一連の対外政策は, 何をもって変化したといえる
のか｡ これが本稿の問題意識と課題である｡
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与野党政権交代後の韓国の対外政策は, 何をもっ
て変化したということができるのか｡ これについ
て筆者は, ①北朝鮮への認識, ②米韓同盟への認
識, ③地域的な自国の位置の認識, という３つの
視角からアプローチすることが可能と考える｡

第１に, 北朝鮮認識である｡
分断国家である朝鮮半島の南北関係では, 冷戦

の前哨としての軍事的な対立, 資本主義体制と社
会主義体制の対立, 朝鮮半島全域にわたる政府の
支配の正統性 (legitimacy) をめぐる対立, とい
う三つのレベルの対立が長く支配してきた (Gills,
1996：xv-xix)｡

これに対応して, 韓国の対北朝鮮政策では, 北
朝鮮の軍事的脅威の抑止, 経済開発による国力の
増進, 朝鮮半島における ｢唯一合法政府｣ は韓国
であるという主張が基調をなしてきた｡ 韓国にとっ
て北朝鮮は, 軍事的脅威であり, 体制競争のライ
バルであり, ｢反国家団体｣ であった｡

ただし, 1980年代末の冷戦の終結後, 南北朝鮮
関係は変わった｡ 経済成長では, 韓国が北朝鮮に
対して圧倒的な優位を確立し今日に至っている｡
同盟構造では, 米韓日の安全保障関係が堅持され
てきたのに対して, 北朝鮮の同盟は解体した｡ 韓
国にとって北朝鮮は, もはや体制競争のライバル

�

はじめに
Ⅰ 分析枠組み
Ⅱ 金大中政権の対外政策

１. 対北朝鮮 ｢太陽政策｣

� 政策の源泉と指標

� 国家正統性対立の変化
２. 対米政策
３. 多国間主義

Ⅲ 盧武鉉政権の対外政策
１. 対北朝鮮 ｢平和繁栄政策｣

２. ｢東北アジア均衡者論｣

� 地政学認識と ｢巻き込まれ
る懸念｣

� 政策決定機関の地政学認識
３. 対米政策

� 米韓摩擦の構図の転換

� ｢協力的自主国防｣
おわりに



ではなくなった上に, その軍事的脅威も低下する
に至った4｡

冷戦後の南北朝鮮関係に残された対立が, 朝鮮
半島全域の政府支配の正統性 (｢唯一合法政府｣)
をめぐる対立であった (Quinones, 2001：21)｡
これを本稿では ｢国家の正統性｣ と称する｡ また,
南北朝鮮の双方が国家の正統性を主張して対立す
る様相を, ｢国家正統性対立｣ と呼ぶ｡

一般に, 権力や支配の正統性をめぐる対立は,
排他的な対立を生む｡ 対立する一方が自らを正統
とすれば, 対立する他方は異端となるからであ
る5｡ 南北朝鮮関係においても, 一方の国家が自
らを正統＝ ｢唯一合法政府｣ とするならば, 他方
の ｢国家｣ は異端＝ ｢反国家団体｣ や ｢反乱団体｣
とみなされ, 国家体制の転覆や支配地域の回収が
志向されることになる｡

これに対して, 1998年の与野党政権交代後の韓
国の北朝鮮認識・政策では, 国家正統性対立の変
化という新たな要素が検出できる｡ つまり, 韓国
にとって北朝鮮は ｢敵｣ や ｢反国家団体｣ ではな
く, 共存と協力および平和的統合の ｢パートナー｣
へと変化している (図１参照)｡

第２に, 米韓同盟の認識である｡
韓国の対外政策は, 先述のように, 軍事的な脅

威・体制競争のライバル・正統に対する異端とし
ての北朝鮮との関係に大きく規定されてきた｡ し

かし, 与野党政権交代後の韓国政府の北朝鮮認識・
政策で国家正統性対立が変化したのであれば, 対
外政策全般の変化に影響を及ぼすのではないか｡

冷戦期の韓国は北朝鮮の脅威から国家の安全を
保障するために米国との同盟に依拠してきた｡ た
だし, 冷戦後, 韓国にとっての北朝鮮の軍事的脅
威は傾向的, 相対的に低下してきた｡ とはいえ,
北朝鮮の核・ミサイル開発という脅威及び地域的
安定の制度としての同盟の効用ゆえに, 米韓同盟
は堅持された｡

一方, 与野党政権交代後の韓国では, 米韓同盟
に対する認識が変化していると思われる｡ これに
ついて, 本稿は ｢同盟のジレンマ｣ の視点から分
析する｡

同盟のジレンマとは, 同盟に積極的に参加する
ことでかえって戦争に ｢巻き込まれる懸念｣ と,
同盟に消極的になることで安全保障のパトロンに
｢捨てられる懸念｣ の間のジレンマである｡ この
ジレンマは二極システムよりも多極システムによ
り顕著に現れ, また, 非対称的な同盟における小
国により多く現れる (Snyder, 1984：461-495)｡

また, 同盟のジレンマは主要には ｢同盟ゲーム｣
において発生するジレンマである｡ しかし, ｢巻
き込まれる懸念｣ は同時に, 同盟の相手側対立国
(または陣営) との ｢敵対ゲーム｣ において, 安
全保障を損なうのではないかという懸念に連動す
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出所：統一部 ｢統一統計｣ (http://www.unikorea.go.kr/kr/KUL/KUL0601L.jsp) 及び
統一部 『月刊交流協力動向』 (2006年２月号)

(http://www.unikorea.go.kr/kr/KNT/KNT0301R.jsp) より筆者作成｡



る (土山實男, 2004：310-314)｡
冷戦期の韓国政府は, ほぼ一貫して米国に ｢捨

てられる懸念｣ を抱いてきた (Cha, 1999)｡ そ
れでは, 北朝鮮への脅威認識が相対的に低下し,
また, 国家正統性対立が変化した与野党政権交代
後に, 同盟のジレンマはどのように変化したのか｡
さらに, 与野党政権交代後の金大中政権と盧武鉉
政権の間でも, 同盟のジレンマの差異は見られる
のだろうか｡

第３に, 地域的な自国の位置の認識である｡
韓国の対外政策で多国間主義・地域協力構想が

活発に打ち出されるようになったのは, 1997年秋
のアジア通貨危機後の金大中政権からである｡ 金
大中政権は, ASEAN＋3 (日中韓) で ｢東アジア｣
(＝東北アジア＋東南アジア) の地域協力構想に
積極的に取り組んだ｡

盧武鉉政権も多国間主義・地域協力構想を打ち
出しているが, その地理的範囲は専ら ｢東北アジ
ア｣ である｡ この変化は, 2002年10月に北朝鮮の
核危機が再燃し, 2003年以後, ６カ国協議が開か
れるようになった動向と関連している可能性があ
る｡

それでは, 与野党政権交代後の韓国の対外政策
における多国間主義・地域協力構想の差異は, 地
域的争点の差異 (アジア通貨危機と北朝鮮第２次
核危機) が原因なのだろうか｡ 金大中政権の ｢東
アジア｣ 重視と, 盧武鉉政権の ｢東北アジア｣ 重
視の差異は, 何に由来し, どのような含意がある
のだろうか｡ さらに, この問題は, 地域における
自国の役割認識とどのように関連しているのだろ
うか｡

韓国の対外政策における地域的な自国の位置と
役割の認識は, 政策決定者の地政学認識と密接な
関連があると考えられる｡ 本稿ではこれについて,
｢制約｣ としての地政学 海洋勢力と大陸勢力
の４大強国の狭間で翻弄される被害者 から,
｢資源｣ としての地政学 海洋勢力と大陸勢力
を結ぶ緩衝地帯の調停者 への認識転換という
視点から分析する (姜萬吉, 邦訳1985：29-46)
(Snyder, 2001：119-131)｡

以上のように, 本稿では, 韓国の対外政策にお
ける変化を, 北朝鮮認識の変化 (＝国家正統性対
立の変化), 米韓同盟の認識の変化 (＝同盟のジ
レンマの変化), 地域における自国認識の変化 (＝
地政学認識の変化) という三つの視点から分析す
る｡ 第Ⅰ節で金大中政権 (1998.2-2003.2) の対外

政策を, 第Ⅱ節で盧武鉉政権 (2003.2-2008.2) の
対外政策を考察する｡ 分析方法として, 先行政権

李承晩政権 (1948.8-1960.4), 朴正煕政権
(1962.3-1979.10), 全斗煥政権 (1980.9-1988.2),
盧泰愚政権 (1988.2-1993.2), 金泳三政権 (1993.2
-1998.2) との比較を多用し, 歴史的な変化
を検証する｡
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金大中政権は1997年秋の経済危機直後に発足し,
政権初期にはIMF構造調整に忙殺された｡ また,
1998年から99年にかけて北朝鮮のミサイル実験や
金倉里核施設疑惑などが持ち上がり, 南北朝鮮関
係に目だった改善は見られなかった｡ しかし, 金
大中政権の対北朝鮮政策はその後, ｢太陽政策｣
あるいは ｢包容政策｣ と通称される穏健対話路線
として定着していった｡ 正式な名称は ｢和解協力
政策｣ である｡

北朝鮮は当初, 金大中の ｢太陽政策｣ を市場経
済体制への軟着陸政策と見て, 警戒心を表してい
た｡ しかし, 1999年末頃からは南北首脳会談に向
けた接触が水面下で始まった｡ 2000年３月に金大
中はベルリンで北朝鮮へのインフラ支援を盛り込
んだ南北協力を提起した｡ ベルリン演説以後, 南
北朝鮮の接触は活発になり, その結果2000年６月
に金大中と金正日の間で史上初の南北朝鮮首脳会
談が開かれた｡

南北朝鮮関係の改善は米朝関係にも作用した｡
2000年10月, 北朝鮮で金正日に次ぐ軍ナンバー２
の趙明録が訪米し, クリントン大統領と会談し共
同宣言を発表した｡ また, クリントンの訪朝を準
備するために米国務長官として初めてマドレーヌ・
オルブライトが訪朝し, 金正日と会談した｡

太陽政策については多くの解説, 研究, 報告書
がある｡ この項では, その源泉と指標, 及び変化
の様相を考察する｡
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1998年２月25日, 金大中大統領は就任辞で北朝
鮮政策の３原則を次のように明らかにした｡ ｢第
１に, いかなる武力挑発も決して容赦しません｡
第２に, 私たちは北韓を害したり吸収する考えは
ありません｡ 第３に, 南北間の和解と協力を可能
な分野から積極的に推進していきます｡｣ (K統一
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部, 2003.2：2)
金大中政権の太陽政策の源泉はいくつか考えら

れる｡ 第１に, 野党時代から金大中が構想し提唱
してきた交流・共存方案や ｢４大国保障論｣ であ
る (金大中アジア太平洋平和財団, 2000) (倉田
秀也, 2005：3-24)｡ 第２に, 1991年の東西統一
ドイツの ｢統一後遺症｣ を参考にした朝鮮半島の
統一コストの考慮である (K三星経済研究所,
1998)｡ 第３に, 金泳三政権期に南北対話が閉塞
し, 1993年－94年核危機で ｢当事者原則｣ が損な
われた経験である (金栄鎬, 2002：3-31)｡ 第４
に, 1997年秋の経済危機ゆえに, 分断状態の管理
と安定化が必要とされたことである｡

金大中は ｢ベルリン宣言｣ で ｢最も現実的で合
理的な政策は, ただちに統一を追求することより,
韓半島にいまだに存在する相互の脅威を解消し,
南北韓が和解・協力しながら共存・共栄を追求す
ること｣ と強調していた (K統一部, 2003.2：5)｡
太陽政策は, ｢親北朝鮮｣ というイデオロギー的
な要素よりも, 分断状態を安定的に管理し平和共
存を制度化する考慮が中心にあった｡ つまり, 太
陽政策は, 北朝鮮に対する ｢宥和政策｣ の性格よ
りも, 戦争や緊張の管理というリアリストの性格
と起源を持つ｡

金大中政権の対外政策の主要スタッフであった
林東源は, 太陽政策のアプローチを ｢先易後難,
先経後政, 先民後官, 先供後得｣ という漢詩で表
現している (Moon and Steinberg eds., 1999：39)
(具永録, 2001：177, 187)｡ これも参考にしなが
ら太陽政策の指標をまとめると, ｢政経分離主義｣,
｢並行戦略｣, ｢穏健な当事者原則｣ の３つを挙げ
ることができる｡ ３つの指標には重複や連動性が
あるが, 概念的に区別できる｡

第１に, 政経分離主義は, 政治と経済の分離を
指すが, 政治的な関係は凍結し経済交流を実施す
るというよりも, 政治的な関係の進展がなくとも
経済的な支援や交流を行おうとする考えである｡
つまり, ｢可能な分野から｣ の協力, あるいは
｢経済から政治へ｣ という一種の機能主義的なア
プローチに基づいている｡ ｢先易後難, 先経後政｣
である｡ この場合, 北朝鮮の政治的な譲歩がなく
とも, 経済協力は実施するという政策運用になる｡

第２に, 並行戦略とは, 南北朝鮮間の争点にお
ける政治・軍事領域の交渉 (南北朝鮮の平和体制
や北朝鮮の核・ミサイル・通常兵器問題) と経済・
社会・文化・人道などの領域の交流と協力を, 同

時並行的に進めるアプローチである｡ かつての南
北対話では, 北朝鮮が前者を優先とし, 韓国が後
者を前提とする立場を採って対立してきた｡

上の二つには重複があるが, 政経分離主義は
｢経済から政治へ｣ の機能主義アプローチであり,
並行戦略は ｢経済も政治も｣ という並行アプロー
チとして, 概念的に区別することができる｡ なお,
先の林東源の漢詩では, この二つが区別されてい
ない｡

第３に, 穏健な当事者原則とは, 朝鮮問題の解
決は南北朝鮮の当事者によるとする ｢当事者原則｣
の運用で, 米・日の北朝鮮との関係改善に積極的
に取り組んだこと, 及び, 南北朝鮮の政府間対話
を中心としつつも, 民間の対話・交流チャンネル
を容認したことである｡ 先の漢詩では ｢先民後官｣
だが, 実際に即して見るとやや不正確であろう｡

金大中政権の太陽政策を先行政権の北朝鮮政策
と比較してみよう｡ 比較の対象は, 南北朝鮮の対
話と交流が活性化し, 朝鮮半島の国際関係 (特に,
米日中露との関係) が変化し始めた, 冷戦後の盧
泰愚政権以後に焦点を絞る｡ 冷戦期の全斗煥政権
以前との比較は, 国家正統性対立の視点から次の
小項で行う｡

まず, 先行政権との連続性である｡
第１に, 北朝鮮との ｢統一｣ の政策・方案に関

する限り, 金大中の太陽政策は盧泰愚・金泳三政
権と大きな違いはない｡ 金大中の統一方案では
｢自主, 平和, 民主｣ の三原則と ｢南北連合を段
階的に粘り強く発展させ, 究極的に平和統一を達
成する｣ としており, 基本線で盧泰愚と金泳三の
統一方案を踏襲している (K統一院, 1999：Ⅱ章)｡

第２に, 米・日との同盟・友好を土台に北朝鮮
に向かうという基本スタンスでも, 金大中政権と
盧泰愚・金泳三政権の間に大きな差異はないといっ
てよい｡ 事実, 1998年から99年にかけて南北朝鮮
間では西海海上などで軍事的な突発事態があった
が, 金大中政権は武力挑発を批判し抑止力維持を
掲げた｡

第３に, 南北朝鮮関係で韓国政府は当事者原則
を踏襲してきた｡ 金大中が就任辞で ｢南北間で交
流協力が成し遂げられた場合, 私たちは北韓が米
国, 日本など私たちの友邦国家や国際機構と交流
協力を推進するのであればこれを支援する｣ (金
大中, 邦訳1998：298) と述べたのは, 盧泰愚政
権の政策の延長である｡ 米日の北朝鮮との関係改
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善それ自体は, 盧泰愚政権がすでに1988年の
７･７宣言で容認していた｡

次に, 先行政権との変化である｡
金大中政権の対北朝鮮政策の変化の核心は, 統

一方案や同盟関係及び当事者原則ではなく, その
アプローチ (原則の運用と戦略) にある｡ そのこ
とは, 先述した太陽政策の３つの指標を中心に導
き出せる｡

第１に, 並行戦略と政経分離主義について見て
みよう｡

盧泰愚政権は, 一連の南北対話と合意で, 韓国
が北朝鮮に経済支援を図り各種交流を実施する見
返りに, 政治・軍事問題での北朝鮮の譲歩を求め,
政経連携戦略を採った (K盧泰愚, 1999)｡

金泳三政権は北朝鮮政策で発足当初に打ち出し
た ｢民族優先｣ 原則を数ヶ月で撤回し ｢国家中心
アプローチ｣ に転換した (金栄鎬, 2002：24-25)｡
特に, 北朝鮮の核開発問題や ｢通米封南｣ (対米
交渉を優先し韓国を排除すること) を強く批判し,
盧泰愚政権と同様に政経連携戦略を採った (金栄
鎬, 2003a：163-166)｡ 盧泰愚政権期には南北対
話や合意がなされたが, 金泳三政権期に南北対話
は閉塞した｡

このように, 北朝鮮問題に対する韓国政府の戦
略には, 経済交流と政治協力を連携させる戦略と
並行させる戦略の二つがあり, 盧泰愚・金泳三は
連携戦略を採った｡ しかし, ｢金泳三政府は当時,
連携戦略を採択したことで, 韓半島問題において
韓国は疎外されてしまった上に, KEDO (朝鮮半
島エネルギー開発機構－引用者) 事業の費用を70
％負担しなければならなくなった｣ という問題が
発生した (K徐東晩, 2003：157-174)｡ 金大中の
並行戦略と政経分離主義は, このような経験から
導き出されたと思われる｡

第２に, 金大中の３原則にはない ｢相互主義｣
についてである｡

盧泰愚政権は北朝鮮との交渉で相互主義原則を
立てた｡ これは政経連携戦略と一対である｡ 北朝
鮮への経済支援を何らかの政治的合意に結びつけ
る政経連携戦略は, 裏を返せば, 経済支援とその
政治的対価の相互主義でもある｡ 金泳三政権は相
互主義をある意味では盧泰愚以上に強く打ち出し
たが, 北朝鮮との対話のパイプが切れる中で, そ
の政策の実効性はなかった｡

太陽政策における並行戦略と政経分離主義は,
相互主義原則の修正を意味する｡ 特に, 1998年か

ら99年にかけての南北副首相会談の後, 相互主義
をprovide first, expect laterに変えた (Heo and H
yun, 2003：89-103)｡ 先の林東源の漢詩では ｢先
供後得｣ と表現されている｡

盧泰愚大統領の密使として北朝鮮との秘密交渉
を担った朴哲彦は, 金大中の北朝鮮政策を評価し
ながらも, その相互主義の欠如を批判した (K朴
哲彦, 2004)｡ 太陽政策に対する当時と事後の批
判が ｢相互主義｣ に集中したのは必然であった｡
そして, 事実, 金大中の平壌訪問に対する答礼と
しての金正日のソウル訪問が実現しなかったこと
は, 太陽政策の限界であり, 相互主義が充足され
なかったことを意味した｡

第３に, 当事者原則についてである｡
先述のように, 米日の北朝鮮との関係改善それ

自体は, 盧泰愚政権がすでに７･７宣言で打ち出
していた｡ しかし, 盧泰愚政権は米・日が韓国の
｢頭越し｣ に北朝鮮と対話・合意することは受け
入れなかった｡ 1990年９月に日朝３党共同宣言が
発表されると, 盧泰愚は金丸信に対して厳しく批
判した (金栄鎬, 2003b：５章)｡

金泳三政権もまた, 韓国の ｢頭越し｣ の米・日
による対北朝鮮交渉を批判し, 米韓摩擦, 日韓摩
擦を引き起こした (Oberdorfer, 1997：chap.14-15)
(船橋洋一, 1997：81-100)｡ 金泳三政権は1994年
10月の米朝枠組み合意に反対した (K金泳三,
1994.10.8)｡ また, 米朝合意に続いて日朝国交交
渉の再開が試みられると, 日朝関係は日韓関係の
レベルを超えてはならないという理由から, 対日
批判のトーンを強めた (金栄鎬, 2003b：５章)｡

金大中も当初, 南北関係の改善を条件に米・日
の北朝鮮との関係改善を支援すると述べていた｡
ただし, ｢南北当事者間の対話を通した解決｣ の
ためには, ｢国際社会の積極的な支持と協調｣ が
重要と指摘した (K統一部, 2003.2：7)｡ 金大中
は南北関係の改善が見られなかった1998年の訪米,
訪日で, 米日両政府に対して北朝鮮との対話を推
奨した｡ また, 南北首脳会談後に金正日のソウル
答礼訪問が暗礁に乗り上げる中でも, 2001年に発
足したブッシュ政権 (以下, 特に断らない限りJr.
を指す) に北朝鮮との対話を薦めた｡

当事者原則は, 論理的には, 周辺諸国との協調
と矛盾しない｡ したがって, 盧泰愚政権と金泳三
政権が韓国の ｢頭越し｣ に米・日が北朝鮮と交渉・
合意することを認めなかったのは, いわば強硬な
当事者原則であったということができる6｡ これ

�



に対して, 金大中政権の当事者原則は, 米・日が
韓国に先行して北朝鮮との関係を改善することを
容認した点で, 穏健な当事者原則ということがで
きる7｡
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これまで韓国政府の対北朝鮮政策が金大中の太
陽政策によって, どのように変化したのかを見た｡
それでは, 政策変化の背景には, 政策決定者のど
のような認識変化があったのか｡ 筆者はこの点を
国家正統性対立の変化に求めることができると考
える｡

韓国の対外政策は, 冷戦的な ｢封じ込め｣ とい
う点では, 特に冷戦後に変化があった｡ しかし,
軍事的脅威としての北朝鮮認識が変化する中でも,
正統に対する異端としての北朝鮮認識 (＝国家正
統性対立) は, 以下のように貫かれてきた｡

第１に, 李承晩政権は, 朝鮮戦争の停戦に反対
し, ｢武力北進｣ や ｢勝共統一｣ を唱え続けたよ
うに, ｢封じ込め｣ や ｢抑止｣ 以上に強い姿勢で
北朝鮮に臨んだ｡ ここには反共主義だけでなく,
北朝鮮に対する ｢失地回復主義｣, すなわち国家
正統性対立が表れていた｡

第２に, 朴正煕政権期の1972年７月４日, 南北
朝鮮の政府は分断史上初めての合意である ｢南北
共同声明｣ を発表した｡ ただし, この７･４声明
発表直後, 朴正煕大統領は軍指揮官に送った親書
で次のように述べている (K趙甲済, 2005)｡

｢南北共同声明の発表がわが大韓民国の唯一合
法的正統性と国家の基本政策などに何の影響も及
ぼさないという事実を明確に認識しなければなり
ません｡ また, この声明が北韓共産集団を合法政
権と認めたのでは決してなく, 国連監視下の土着
人口比例総選挙というわれわれの統一政策基調が
変わったのではな (い) ･･･ことを明確に知って
おかなければなりません｡｣

南北朝鮮の対話・合意にもかかわらず, 韓国政
府は韓国の ｢唯一合法性｣ ＝国家正統性の規定を
維持し, 北朝鮮を ｢北韓共産集団｣ と呼び ｢合法｣
ではないとしたわけである｡ 北朝鮮にもこれと同
じ認識が見られる｡ つまり, ７･４声明では, 南
北朝鮮間の国家正統性対立は変化しなかった｡

第３に, 全斗煥政権時代に南北対話・交流は一
部実現したが, 北朝鮮に対する基本的な規定では
変化はなかった｡ 一方, 盧泰愚政権は, 北朝鮮に
対して ｢穏健なイニシアティブ｣ (modest

initiative) に基づく ｢関与政策｣ を採った (Quin
ones, 2001：35-38)｡ こうして, 1991年９月に南
北朝鮮は国連に同時加盟し, 1992年２月に包括的
な ｢南北基本合意書｣ が発効した｡

しかし, 盧泰愚は, 北朝鮮について ｢対外的に
は実体を認めざるを得ない｣ が, ｢国内的には,
悪く言えば, 傀儡集団｣ という ｢二重性｣ の規定
を行った｡ 盧泰愚政権の大統領政務首席秘書官や
公報処長官を務めた孫柱煥は, 国連同時加盟後の
北朝鮮規定を ｢国内法によれば北韓は国家ではな
く, 対外関係においては対等な主権国家｣ と説明
した (K盧泰愚, 1999①：127-129)｡

第４に, 金泳三政権期には, 南北基本合意書が
宙に浮き, 南北対話が閉塞した｡ その一方, 米朝
核合意や日朝国交交渉の再開が試みられた｡ 先述
したように, 金泳三政権はこの時, 韓国の ｢頭越
し｣ による米朝合意や日朝交渉に反対した｡ 米朝・
日朝関係の展開への金泳三政権の強い反対行動は,
先述のように ｢強硬な当事者原則｣ から出たもの
であった｡ それはまた, 論理的には国家正統性に
基づくものということができる｡

以上のように, 1970年代から1990年代前半の南
北対話・合意にもかかわらず, また, 同盟構造や
経済力などで韓国の優位が確立し冷戦的 ｢封じ込
め｣ 政策が変容したにもかかわらず, 韓国の対北
朝鮮政策及び対外政策においては国家正統性対立
の連続性があった｡

先行政権に対して, 金大中政権の太陽政策では
国家正統性対立が変化している｡ 北朝鮮の現体制
との共存を前提に交流・協力を進め, かつ, 米・
日の北朝鮮との先行的な関係改善を容認する方向
への変化である｡ 金大中政権は韓国を ｢唯一合法
政府｣ とする見解を修正し, 北朝鮮の国家・体制
を承認したわけである｡

金大中政権の対外政策における国家正統性対立
の変化は, 国内で論争の争点となった｡ たとえば,
有力なジャーナリストの趙甲済 (元 『月刊朝鮮』
編集長) は次のように言う｡

｢南北間の体制の対立は･･･ひとつの民族内部で,
それぞれに正当性 (ママ) を主張する二つの政治
勢力間の対立でもある｡｣ ｢南北関係は基本的に,
善悪の対決だ｡ 民族史的には異端と正統の対決だ｡
南北関係はまた,‘反国家団体’対‘国家’, 専制
と自由, 守旧と進歩, 戦犯と被害者の対決である｡｣
(趙甲済, 邦訳2000：94, 118)｡

この論理は, 韓国の国家正統性を前面に掲げて
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おり, 金大中政権以前の韓国政府の基本的立場を
端的に示している｡ これに対して, 金大中政権の
北朝鮮への立場は, 正統VS異端の対立という認
識を転換し, 共存・協力を打ち出している点にあ
る｡

以上, 太陽政策の指標と変化の様相を考察した｡
本項の最後に, 太陽政策の帰結を簡単に見ておき
たい｡ 太陽政策の象徴的な成果は南北首脳会談で
あったが, 光と陰の部分がある｡

太陽政策はクリントン政権の北朝鮮政策調整官
ウィリアム・ペリーの提言で支持された (春原剛,
2004：214-247) (Perry, 1999)｡ ペリーは, 日・
韓・朝の訪問を経て同報告をまとめた時, クリン
トン大統領に ｢結果は保証できない｣ と進言して
いたという (ペリー, 2000)｡ それでも, 同報告
に基づき米朝合意が維持され, クリントンの訪朝
が進められた｡ また, 南北首脳会談にともなう韓
国内の ｢金正日フィーバー｣ は, 国内では少数与
党政権である金大中政権の北朝鮮政策を支えた｡

しかし, クリントン訪朝は結局, 実現しなかっ
た｡ しかも, 2000年末の米大統領選挙で, 北朝鮮・
金正日を嫌うブッシュに政権が交替すると, 太陽
政策の勢いは一挙に削がれることになった｡ また,
国内で ｢金正日フィーバー｣ が去ると, 金正日の
ソウル訪問が進まないことへの不満と, 一方的な
援助・協力に対する相互主義欠如の批判などが高
まった｡ さらに, 南北首脳会談や金正日のソウル
訪問計画のために, 政府が北朝鮮に秘密資金援助
を行っていたことが発覚し, 太陽政策ブレーンの
調査が行われるなど, 政策決定・執行過程への不
透明性が問題となった｡

それにもかかわらず, 金大中は退任後も太陽政
策の基本見解を維持している｡ 朝鮮問題を戦争で
はなく平和的に解決するためには, 太陽政策は
｢唯一の代案｣ だと強調するのである (Kim, D.,
2004)｡ 次期の盧武鉉政権は金大中のこのような
認識を継承することになる｡
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金大中・クリントン期には, 北朝鮮のミサイル
問題と新たな核施設疑惑にもかかわらず, 1994年
10月の米朝枠組み合意は維持され, 対話と関与の
路線に基づく米韓の協調関係が維持された｡ だが,
ブッシュ政権になると北朝鮮政策で米韓摩擦が生
まれた｡

金大中・ブッシュ期の米韓摩擦は, 外的要因
(ブッシュ政権の対外政策) と内的要因 (金大中
政権の対外政策) に分けることができる｡ また,
内的要因はさらに, 北朝鮮の脅威認識の違いと,
対中・対露関係における ｢巻き込まれる懸念｣ に
分けられる｡

第１に, 外的要因には, 2001年９･11テロの衝
撃, ブッシュ大統領の北朝鮮・金正日観, 米外交
政策ラインにおけるネオコンの布陣などが挙げら
れる (春原剛, 2004：329-406)｡

９･11テロ後の米国のアフガニスタン攻撃,
2003年３月のイラク攻撃及び武力によるフセイン
体制の変更は, 国際法的な正当性を欠いていた｡
米国の対外軍事行動の敷居が低くなったのは, テ
ロへの怒りとともに, ブッシュ・シニア政権時の
イラクのクウェート侵略の影響があったと思われ
る｡

一方, 北朝鮮は2000年10月の趙明禄・国防委員
会第１副委員長の訪米時にクリントン米大統領は
じめ米国高官との会談を経て発表した ｢米朝共同
コミュニケ｣ (2000.10.12) で ｢テロ反対｣ を宣言
していた｡ また, リチャード・アーミテージ国務
副長官が2003年1月に述べたように, 北朝鮮は
｢イラクのサダム・フセイン大統領のように近隣
国を侵略しようとしたことはない｣ (春原剛,
2004：411-412)｡

すなわち, 北朝鮮とイラクには差異がある｡ し
かし, ブッシュ大統領は, 2001年３月の金大中と
の首脳会談で金正日への ｢懐疑心｣ (skepticism)
を表明し, 2002年１月にイラク, イラン, 北朝鮮
を ｢悪の枢軸｣ と呼んだ｡ 2002年10月に北朝鮮の
高濃縮ウランによる核開発疑惑が持ち上がると,
ブッシュ政権では ｢外科的攻撃｣ のオプションが
取りざたされた｡

以上のように, 2003年に６カ国協議が開かれる
以前には, ブッシュ政権は北朝鮮との対話自体に
冷淡であり, 北朝鮮政策をめぐって米韓の摩擦が
生まれた｡ ただ, この米韓摩擦は, 米国の政権交
代と９･11テロという, 韓国から見れば外的な要
因によるものであった｡

第２に, ブッシュ政権下の米韓摩擦の内的要因
の一つに, 金大中政権の北朝鮮認識がある｡

ブッシュ政権が北朝鮮への強硬路線に傾いたの
に対して, 金大中政権が北朝鮮への穏健政策を継
続した背景には, 脅威認識が米韓間で相違するよ
うになった事実がある｡
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2001年２月, 林東源・大統領安保担当補佐官が
ブッシュ当選後の米国を訪問し, 12日にパウエル
国務長官と, 13日にテネットCIA局長と会談した｡
林東源は帰国後の２月20日の国会情報委員会で
｢北朝鮮を判断することにおいて, 韓国と米国の
間に差があることを感じた｣ と指摘している (崔
源起・鄭昌鉉, 邦訳2002：270)｡

続いて同年３月７日, 金大中が訪米しブッシュ
と会談した｡ レオン・シガルによると, ｢ホワイ
トハウスは金大統領の訪米に先立ち, 南北平和宣
言の不許可, 対北電力支援の不許可の二つを通告
した｣ という (崔源起・鄭昌鉉, 邦訳2002：274)｡

丁世鉉・国家情報院院長は, 2001年７月に学術
雑誌に発表した論文で, ｢北朝鮮から (電力) 支
援の要請があり, 韓国でも協議する用意はあるが,
米国の要請で論議を保留している状態｣ と指摘し
た (崔源起・鄭昌鉉, 邦訳2002：275)｡

第３に, 米韓摩擦の内的要因のもう一つは, 対
中・対露関係における ｢巻き込まれる懸念｣ に求
めることができる｡

1999年末と2000年初め, 趙誠台と遅浩田の韓・
中両国防長官が初めて相互訪問した｡ 韓国側はそ
こで米国とのTMD (Theater Missile Defense) 共
同開発に参加しないことを明らかにした｡ 権丙鉉・
駐中国大使は次のように指摘する (K権丙鉉,
2001)｡

｢中国はわが政府の発表を見て, 何か深く考え
たところがあったでしょう｡ これまで韓国外交を
対米・対日従属ないし偏向と見ていた視角から,
そうではないという悟りがあったでしょう｡ その
後, 遅浩田国防長官の訪韓がなされました｡｣ ｢外
交の一線にいるものとして, 金大中大統領のこの
ような国防政策が中国の対韓国観に新たな判断材
料を提供したと思います｡｣

2001 年 に は 米 国 の NMD (National Missile
Defense) 構想とABM条約 (Anti-Ballistic Missile
Treaty) の問題で米韓摩擦が見られた｡

中国とロシアは2000年７月18日に ｢ABM問題
に関する共同声明｣ で遵守に合意し, 同条約の修
正に反対を表明していた｡ ABM条約の維持は
2000年７月の沖縄G８コミュニケにも盛り込まれ
た｡

李廷彬・外交通商部長官は2001年２月21日の講
演で ｢米国はNMDを強力に推進することより,
このような原因提供問題を解決するほうがより早
く簡単｣ と発言した｡ 潘基文・次官は, この長官

発言の報道を抑えたという｡
この直後の2001年２月27日, 訪韓したプーチン・

露大統領と金大中大統領は共同声明にABM条約
の維持と強化を盛り込んだ｡ 金大中の訪米を控え
た時期であっただけに, 米韓関係に何か異常があ
ると指摘されるようになった｡

先述した2001年３月の訪米で金大中はブッシュ
大統領にこの件で ｢遺憾｣ を表明した｡ しかも,
金大中訪米直後の４月２日に, 外交通商部長官に
続いて次官も更迭された (K李河遠, 2001)｡

金大中政権のTMD共同開発への不参加決定,
露韓首脳会談でのABM維持声明の背景には, 中
国やロシアとの関係悪化への懸念があったという
ことができる｡ ミサイル政策に関する米韓同盟へ
の韓国のコミットメントの強化が, 対中・対露関
係で韓国の安全を損なうことが懸念されたのであ
り, また, このような懸念に基づく行動が米韓摩
擦のもうひとつの要因をなした｡

ただし, 金大中政権の対米政策と対露・対中政
策のジレンマは, ｢同盟ゲーム｣ におけるジレン
マというよりも, ｢敵対ゲーム｣ におけるジレン
マである (Snyder, 1984：461-495)｡ つまり, 以
下に見るように, 韓国にとっての米韓同盟の位置
づけが変わったわけではなく, 米中との距離を変
えようとしたわけでもない｡

金大中政権の国防部は, ｢われわれの地政学的
与件から見て, 韓米安保同盟は周辺強大国との関
係を円満に維持できる保障装置｣ であり, それゆ
えに ｢統一に至る過程を安定的に管理｣ できると
見ていた (K国防部, 2002年５月15日)｡ ここで
は ｢地政学的与件｣ から米韓同盟と駐韓米軍の意
義が導き出され, また, 地域安定のバランサーと
しての米国が位置づけられる｡

金大中政権の米国＝バランサー論は, 北朝鮮政
策にも反映されている｡ 金大中は朝鮮半島の統一
後も正直な仲裁者として駐韓米軍の駐留継続を主
張し, 南北首脳会談でそのように金正日を説得し
ようとした (K月刊朝鮮取材班, 2000.8)8｡

ジェームズ・リリー元駐韓米大使によると, 南
北首脳会談で金大中が金正日に語った内容の趣旨
は, 朝鮮半島は周辺諸国 (中・露・日) に影響さ
れ占領され植民地支配されてきたが, 米国は領土
的野心のない大国ゆえに朝鮮半島の均衡者たりう
る, ｢近くの外国に対抗するためにも遠くの外国
と協力しなければならない｣ というものである
(Kリリー, 2005.5)｡
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以上のように, 金大中政権は米韓同盟を対外政
策の機軸とし, 米国を東北アジア及び朝鮮半島の
バランサーと位置づけ, 米韓協調を維持した｡ し
かし, ミサイル防衛政策をめぐって金大中政権は
対米関係と対中・対露関係でジレンマを抱えた｡
さらに, 米国の政権交代と９･11テロの波紋によっ
て北朝鮮の脅威認識の相違が広がり, 米韓摩擦が
生じるようになった｡
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金大中政権の対外政策では, 多国間主義や地域
協力構想が活発に打ち出されるようになった｡ こ
れは韓国の対外政策において新しい現象と言える｡

第１に, 冷戦期の韓国では多国間主義への積極
姿勢は, 一部例外を除いて見られなかった｡ その
例外として, 1966年の朴正煕大統領のアジア太平
洋理事会 (ASPAC) 閣僚会議の創設提唱と,
1981年の全斗煥大統領の東南アジア外交を挙げる
ことができる｡

ただし, 朴正煕政権のASPAC推進の主要な側
面は, 冷戦体制下の反共主義の結束と米国の安全
保障コミットメント強化にあった｡ また, 全斗煥
の東南アジア外交は, 従来の韓国外交における
｢小国｣ や ｢第３世界｣ への関与の弱さを補うも
のであったが, レーガン政権登場後の ｢新冷戦｣
に勢いを得たものであった｡

第２に, 盧泰愚大統領が1988年10月19日の国連
総会演説で提唱した ｢東北アジア平和協議会議｣
構想は, 冷戦利用型からの脱却を示している点で
差異がある｡ これはソ連のゴルバチョフ書記長が
同年９月16日のクラスノヤルスク演説で述べたア
ジア太平洋地域の安全保障提案に呼応したもので
ある (Kim, S., 2004：12-17)｡

しかし, 米国は二国間主義を基調としており,
多国間主義に消極的であった｡ 中国もこの時期,
多国間主義には関心を持たなかった｡ 何より, ソ
韓国交, 中韓国交により韓国の関心と利益は満た
され, 盧泰愚政権は多国間主義を継続して推進す
ることはなかった｡

第３に, 金泳三政権は1996年から ｢世界化｣ を
国政目標に掲げた｡ ｢世界化｣ ドクトリンには,
北朝鮮にばかり規定された日・米との関係を脱却
し, ４大国に対してより独立的に行動できる多国
間主義が重要, との主旨がある｡ 金泳三政権時代
には韓昇州外相を中心に外交の多角化や国際化の
プランが多数出された｡ しかし, 金泳三外交はそ

のスローガンに反して, 北朝鮮の核問題や米韓・
日韓関係, 市場開放問題に忙殺された｡ ビクター・
チャは, 金泳三政権の多国間主義を ｢レトリック｣
と片付けている (Cha, 2000：225-226)｡

第４に, 1990年代末以後, 韓国では東アジアの
地域協力と多国間主義に関する議論がアカデミズ
ムでも政策研究でも活発になった｡ 金大中政権は
北朝鮮への太陽政策とともに, 日韓パートナーシッ
プを打ち出し, さらにASEAN＋3 (日中韓) に積
極的に臨み, ｢東アジア・ビジョン・グループ｣
(EAVG) のイニシアティブをとった｡ 後の2005
年12月に開催された ｢東アジア・サミット｣ は,
EAVGが2001年11月にASEAN＋３首脳会談に提
出した報告書の提案に基づく｡

金大中政権の多国間主義と地域協力への積極姿
勢にはいくつかの要因が考えられる｡

第１に, 政権発足直前の1997年秋に起きた経済
危機である｡ 危機に陥った諸国をはじめ東アジア
諸国は, グローバル資本主義の脅威にさらされる
中で, その緩衝地帯として地域協力に関心を持つ
ようになったと思われる｡ また, 日本政府は東ア
ジアの経済危機に対する安定化措置を積極的に発
動した｡ 韓国を含む東アジア諸国はこれによって
地域協力における日本の役割への期待を強めたと
思われる｡

第２に, 金大中自身の政治的ビジョンである｡
金大中は北朝鮮政策で ｢民族的枠組み｣ と ｢国際
的枠組み｣ のリンケージを追求した (木宮正史,
2005：169-205)｡ また, 朝鮮半島の平和と安定の
ためには, 北朝鮮との交流・協力だけでなく,
｢４大国保障｣ が必要であると考えてきた (倉田
秀也, 2005：3-24)｡ つまり, 金大中の北朝鮮政
策や安全保障政策は, 元来, 国際主義・地域主義・
民族主義の起源を持つ｡

第３に, 本稿の分析視点として, 国家正統性対
立の変化と多国間主義の相互関係が指摘できる｡
金大中政権は北朝鮮を吸収する考えは持たないと
し, 平和的な共存・協力を打ち出した｡ ただし,
北朝鮮の政治体制を含む不安定性のリスクは韓国
だけでは担えない｡ そこで, 北朝鮮を東アジアの
地域的枠組みという ｢受け皿｣ に組み込むという
構想が出てくるのである｡

以上のように, 金大中政権の多国間主義は, 経
済危機の教訓から始まり, 北朝鮮の不安定性の問
題を地域的枠組みに受け止めようとする特徴が見
られる｡
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盧武鉉大統領は2003年２月の就任演説で北朝鮮
政策の４つの原則を次のように表明した｡ ｢私は,
韓半島の平和増進と共同の繁栄を目標とする‘平
和繁栄政策’を, いくつかの原則にのっとって推
進していきます｡ まず, すべての懸案は対話を通
じて解決していくようにします｡ 第２に, 相互信
頼を優先し, 互恵主義を実践していきます｡ 第３
に, 南北当事者原則に基づいて円滑な国際協力を
追求します｡ 第４に, 透明性を高め, 国民の参加
を拡大するとともに, 超党派的な協力を得るため
に努力し, 国民とともに行う‘平和繁栄政策’に
なるようにします｡｣ (K盧武鉉 ｢第16代大統領就
任辞｣, 2003.2.25)

盧武鉉はまた, 同じ就任辞で ｢東北アジア｣ に
おける韓国の位置と役割に関して次のように述べ
た｡ ｢韓半島は東北アジアの中心に位置していま
す｡ 韓半島は中国と日本, 大陸と海洋を連結する
橋です｡ こうした地理学的位置が, 過去において
は我々に苦痛を与える要因でもありました｡ しか
し, 今日においてはむしろ機会を与えています｡
21世紀, 東北アジア時代の中心になる重大な役割
を求めているのです｡｣ (K盧武鉉 ｢第16代大統領
就任辞｣, 2003.2.25)｡

盧武鉉政権の対北朝鮮政策の特徴は, 次のよう
にまとめることができる｡

第１に, 並行戦略, 政経分離主義, 穏健な当事
者原則という点で, 金大中政権の太陽政策と連続
性が強い｡ そのことは北朝鮮政策の４つの原則の
うち第１から第３までの原則に示されている｡ 国
家正統性対立の変化が前提となっている点で両者
は共通する｡ また, 金大中の太陽政策がそうであっ
たように, 盧武鉉の平和繁栄政策も ｢親北朝鮮｣
というイデオロギー的あるいは情緒的な要因に求
めるのは困難である｡

第２に, ｢国民合意｣ が強調されているのは,
金大中政権が南北首脳会談と金正日ソウル訪問の
ために秘密資金を提供していた問題の影響がある
と見られる｡ 国内対立の争点となりうる北朝鮮政
策に持続性をもたせるには, 政策決定過程を透明
化することが必要と判断されたのである｡

第３に, 朝鮮半島の平和問題を ｢東北アジア｣
の地域秩序に密接に関連付けようとしている点で
ある｡ 盧武鉉政権が言及する多国間主義・地域協

力構想の地理的範囲は, 専ら ｢東北アジア｣ であ
り, 北朝鮮政策は ｢平和と繁栄の東北アジア時代｣
構想の一環として打ち出されている｡

金大中政権の多国間主義には経済的相互依存の
側面が強いとすれば, 盧武鉉政権の ｢平和と繁栄
の東北アジア時代｣ 構想には安全保障の側面が相
対的に強まっている｡ この差異の背景はいくつか
考えられる｡

第１に, 金大中政権が1997年アジア通貨危機直
後に政権を発足させたのに対して, 盧武鉉政権が
2002年10月の北朝鮮の核問題の再台頭の直後に出
発したという事情が作用していると見られる｡

第２に, ｢東アジア｣ は ｢アジア太平洋｣ より
も ｢セキュリティ・リージョン｣ の性格が強い
(Alagappa, 2003：�-�)｡ また, 東アジアの地
域協力動向は, 地域主義 (regionalism) なき地域
化 (regionalization) という性格がある (Kim, S.,
2004：3-61)｡ ｢東アジア｣ の ｢地域化｣ の主要因
は, 経済的相互依存であろう｡ 一方, これに対し
て, ｢東北アジア｣ では, 安全保障が ｢地域主義｣
の要因となりうる可能性がある｡

第３に, 東北アジアでは軍事的対立が多国間主
義を促しているという ｢逆説｣ がある (Nau,
2003：229, 240, note52)｡ 冷戦終結で共通の敵
が失われた日米間で, 1996年以後むしろ同盟関係
が緊密化した｡ 中国が元来は消極的であった東ア
ジアの多国間主義に積極的になった背景に, 日米
同盟への対抗がある｡ また, 東アジアで二国間関
係を機軸に据え, 多国間主義に冷淡であった米国
は, 北朝鮮の核・ミサイル問題で６カ国協議の多
国間枠組みを優先している｡

盧武鉉政権の ｢平和繁栄政策｣ と ｢東北アジア
時代｣ 構想は, 同盟国・友好国との間でも論争的
な, 以下の争点に対する認識に裏付けられている
と思われる｡

第１に, 北朝鮮認識である｡ これはさらに大き
く二つに分けることができる｡ ひとつは, 北朝鮮
の核・ミサイル問題であり, もうひとつは, 北朝
鮮の政治体制問題である｡

北朝鮮の核・ミサイル開発は, 他の利益のため
の ｢カード｣ なのか, それとも核保有・ミサイル
配備そのものが国家目標なのか｡ この問題は, 北
朝鮮の脅威をどのように評価するのかという日米
韓関係の大きな争点となってきた9｡

金大中政権及び盧武鉉政権は, ｢カード｣ 論の
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立場を採る (Kim, Dae-jung, 2004) (K盧武鉉
｢アメリカ国際問題協議会主催午餐演説｣, 2004.
11.12)｡ カード論からは, 北朝鮮は自らへの脅威
がなくなれば核・ミサイルを放棄するという認識
に基づき, 平和的解決原則と北朝鮮への ｢体制保
証｣ のアプローチが演繹される10｡

北朝鮮の核・ミサイル＝ ｢国家目標｣ 論は, 北
朝鮮が核・ミサイル開発を放棄しない限り, 再び
太陽の光が降り注ぐことはないというアプローチ
に帰結し, 対話と圧力のうち後者に重点が置かれ
る (Levin and Han, 2003：�)｡ ｢カード｣ 論は,
北朝鮮の核開発・保有が事実であった場合でも,
太陽の光を遮断すべきとするアプローチには必ず
しも帰結しない｡

北朝鮮認識に関するもうひとつの問題は, 北朝
鮮の政治体制の平和的な移行 (たとえば, 改革・
開放) を東アジアの地域協力体制に組み込むこと
が可能かどうか, という点である｡

米国の ｢ペリー報告｣ はあるがままの北朝鮮と
交渉することを土台にしたが, これより少し前の
1999年２月に出た ｢アーミテージ報告｣ は, 米朝
核合意と南北朝鮮の和解が北朝鮮に門戸を開かせ,
改革・開放とソフト・ランディングにつながると
いう仮定を誤りとして退けている (春原剛, 2004：
333)｡ また, 2002年10月以後の北朝鮮へのアプロー
チで同じく ｢関与政策｣ を主張する論者の中にも,
タカ派の関与かハト派の関与かの論争がある
(Cha and Kang, 2003：esp. chap.5 and 6)｡

北朝鮮が中国やベトナムのように改革・開放へ
と変化しうるのか否かは, 北朝鮮への関与政策の
評価に関係してくる｡ 北朝鮮の体制移行が難しい
とすれば, また, 仮に可能でもリスクとコストが
大きいとすれば, 異なる政治体制を持つ国家を東
アジアの地域協力体制に包摂できるのか, あるい
は包摂することが望ましいのか, という異論が出
てくる｡

金大中政権の太陽政策と多国間主義が, 北朝鮮
の体制変化のリスクとコストを, 米韓同盟の機軸
と ｢東アジア｣ の多国間協力の受け皿に包摂する
志向を持つことは前節で先述した｡ 盧武鉉政権の
平和繁栄政策と ｢東北アジア時代｣ 構想もまた,
北朝鮮の改革・開放と平和的体制移行を多国間協
力体制に組み込むことを志向している11｡ ただし,
盧武鉉政権の場合は, ｢東北アジア｣ の多国間安
全保障協力体制に重点が置かれており, そこでは,
次に見るように米韓同盟の位置づけが変化してい

ると見られる｡
第２に, 米韓同盟の認識である｡ ここには, 韓

国社会の ｢反米感情｣ 及びこれと密接に関連する
｢親中感情｣, 韓国政府の同盟政策と地域協力構想
の関連, などの論点が含まれる｡

1994年春の北朝鮮の核危機で米国が経済制裁か
ら武力行使への選択肢を検討したことは, 米国の
朝鮮半島への関与を不安定要因と見なす韓国の対
米感情を触発した12｡ さらに, 2002年１月のブッ
シュ大統領の ｢悪の枢軸｣ 演説, 2002年６月の駐
韓米軍装甲車による中学生轢殺事件, 2003年３月
のイラク戦争など, 韓国において対米警戒心を刺
激する事件が相次いだ (Woo-Cumings, 2005：74-
76)｡

韓国社会の中には, 朝鮮半島の平和と安定にとっ
て米国の関与のあり方を不安定要因と見なす勢力
が小さくない13｡ 政党では, 与党の ｢開かれたウ
リ党｣ の中の民主化運動出身者たちにこの傾向が
強い｡ 年齢層で言えば, 20歳代から40歳代前半に
かけての人々が, 朝鮮半島の南北分断や戦争の危
険の原因を米国と考える傾向が相対的に高い｡ 新
聞では, 比較的新しく設立され, インターネット
配信を主とする媒体に同じような傾向が見られる｡

2005年９月に行われた世論調査では, 周辺諸国
のうち南北朝鮮分断への責任が最も大きい国とし
て, 回答者の53％が米国を選んだ｡ なお, 日本は
15.8％, ロシア13.7％, 中国8.8％の順だった (K
『NGO Times』 2005.9.12)｡ また, 韓国の安全保
障にとっての脅威を問う世論調査も近年多数ある
が, 全体の傾向として北朝鮮の脅威が低下し, 米
国を脅威と見る回答が増えており, かつ, 若い世
代では北朝鮮よりも米国を脅威と見る傾向が強い
(小針進, 2004：70)｡

韓国社会の対米認識の変化は, 北朝鮮認識の変
化とともに, 中国認識の変化とも連動している14｡
また, 盧武鉉政権下でしばしば米韓摩擦が発生す
るのは, 韓国社会で反米感情が高まる一方, 中国
への好感情や ｢大陸志向｣ が台頭していることが
ある｡

2004年４月の第17代総選挙で当選した議員への
アンケート調査で, ｢最も重要な協力国家はどの
国であるべきか｣ という問いへの答えは, 米国
52.3%, 中国39.4%, 日本0.9%であった｡ しかし,
党勢を躍進させ過半数を一時は制した与党・ウリ
党では, 中国が第１位で50%に上り, 米国と答え
たのは41.7％だった｡ 野党・ハンナラ党では米国
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が66.7％, 中国が26.7％だった (K 『東亜日報』
2004.4.17)｡

中国重視傾向は, 一般世論調査でも著しい｡
2004年５月の世論調査では, ｢経済面で韓国が今
後, 最も重視しなければならない国｣ として, 中
国が61.6％に上り, 米国26.2％, 日本5.7％を大き
く引き離している｡ さらに, ｢外交・安全保障｣
でも中国を最も重視しなければならないという回
答が48.35％で, 米国38.1％より10ポイント以上も
多かったのである｡ なお, 先述の国会議員世論調
査に表れた中国重視に共感を持つという回答は
84.0％に達した (『東亜日報』 日本語電子版,
2004.5.3)｡

近年の韓国の ｢親中感情｣ や ｢大陸志向｣ には,
貿易・投資上の位置の変化や, 社会・文化交流の
増加, 対米関係のバランスの考慮, 韓国の ｢小中
華思想｣ など多くの要因が考えられる (小針進,
2004：73-83)｡ ただし, 韓国の対中感情はアンビ
バレントである｡ 上の世論調査では, 中国の経済
的躍進に対するライバル意識や警戒心も同居する｡
また, 日中・日韓間に歴史問題対立があるのは周
知の通りだが, 中韓・中朝間にも領土問題に転化
しかねない古代史の歴史摩擦の火種がある｡

韓国の ｢反米感情｣ の高まりの要因を, 中国が
最大の貿易相手国となり, 北朝鮮やロシアを６カ
国協議に引き入れるなど, 韓国にとっての ｢地政
学的なシーンのシフト｣ に見出す見解がある
(Larson et al., 2004：38) (図２参照)｡ 一方, 経
済面の対中依存を警戒し, 日韓のFTA締結が ｢中
国リスク｣ を管理するのに寄与するとする民間研
究所の提言もある (K三星経済研究所, 2004)｡

民主化後, 冷戦後の韓国社会においては, 北朝
鮮への脅威認識が低下し, 米国への警戒心が相対
的に高まり始めた｡ また, 対米・対中関係の心理
的な距離が変わり始めた｡ このような対外観を持
つ勢力が, 与野党政権交代後に政権スタッフや政
府の外郭団体に進出した｡ 先述したように, 北朝
鮮への脅威認識は, 盧武鉉政権と米国とで異なり,
そのアプローチにも差異がある｡ 脅威認識が異な
れば, 同盟関係でしばしば摩擦が発生する｡ 米韓
摩擦については, ３項で再論する｡

第３に, ｢東北アジア｣ の地域協力構想におけ
る自国の位置の認識である｡

まず, 盧武鉉政権が米韓同盟と地域協力をどの
ように関連付けているかという問題がある｡

｢東北アジア｣ の安全保障に関連する地域協力

問題について, 韓国では①地域レジームの不在ゆ
えに, 米国の関与と米軍プレゼンスを安定化条件
と見るのか, ②大国の関与とプレゼンスを地域レ
ジームに埋め込むことを安定化条件と見るのか,
という争点がある15｡ この側面から言えば, 盧武
鉉政権の北朝鮮政策と多国間主義は, ｢東北アジ
ア｣ 地域の安定化条件として, 米国との二国間同
盟を地域協力体制に埋め込む志向を持つものと見
ることができる｡

盧武鉉は就任辞で, 東北アジアに ｢繁栄の共同
体｣ を作り, これを ｢平和の共同体｣ に発展させ,
EUのような ｢平和と共生の秩序を構築する｣ こ
とを ｢長年の夢｣ と述べていた｡ また, 2005年９
月の国連総会演説では ｢大国中心主義の再来｣ を
警戒しつつ, EUのような共同体を東北アジアに
実現することが ｢私の願い｣ と繰り返している
(K盧武鉉 ｢第60回国連総会首脳会議における韓
国の盧武鉉大統領の演説｣, 2005.9.14)｡

次に, ｢東北アジア｣ 地域における自国の位置
の認識と関連して, 大統領直属の ｢東北アジア時
代委員会｣ の 『大統領報告書－東北アジア共同体
形成に与える欧州統合事例の示唆点』 では, 東北
アジア地域の枠組みに ｢埋め込む｣ 必要があるの
は日本 (恐らく, 日米同盟下の日本の軍事力を指
すと思われる) とされ, これに対して韓国は ｢平
和と繁栄のハブ｣ の位置にあるとし, ｢東北アジ
アのブリュッセル｣ のような役割を構想している
(K東北アジア時代委員会, 2005.9)｡ ｢東北アジ
ア｣ における韓国の位置と役割の認識については,
次の２項で詳論したい｡
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盧武鉉政権の多国間主義・地域協力構想では,
その地理的範囲が ｢東北アジア｣ に定められてい
た｡ また, ｢経済から政治へ｣ の機能主義的ビジョ
ンから, やや誇張して言えば ｢経済よりも政治｣
のアプローチへと重点が移って行った｡ つまり,
経済協力・FTAの重視から南北朝鮮関係・安全保
障の重視へとシフトしていった｡ さらに, ｢東北
アジア｣の地域協力における自国の位置と役割の
認識が強く打ち出された｡ このことを示すのが,
｢東北アジア均衡者論｣ である｡

盧武鉉大統領は2005年３月８日の ｢空軍士官学
校第53期卒業及び任官式｣ で次のように述べた
(K盧武鉉, 2005.3.8)｡

1998年与野党政権交代後の韓国の対外政策の変化 ��



｢100年前にもわれわれは平和を追求しました｡
しかし, 自らを守る力がなかったわれわれの平和
主義はそれこそ無意味でした｡ わが地で日本と清,
そしてロシアが戦争を繰り広げる間にも, われわ
れれはただ見守るだけしかなく, ついに国まで強
奪されてしまいました｡

しかし, 今は違います｡ いまはわれわれを守る
だけの十分な力を持っています｡ 誰もあえて無視
できない強大な国軍を持っています｡ ･･･

いまやわが軍は韓半島だけでなく東北アジアの
平和と繁栄を守ることを目標としています｡ 東北
アジアの勢力均衡者としてこの地域の平和を固く
守りぬきます｡ このために東北アジアの安全保障
協力構造を作ることに先頭に立ち, 韓米同盟の土
台の上で周辺諸国との一層緊密な協力を強化して
いくでしょう｡

このような協力と並行して, 自主国防力量を備
えていかなければなりません｡ 今後10年以内に自
ら作戦統制権を持った自主軍隊として発展してい
くでしょう｡

･･･最近, 一部で駐韓米軍の役割の拡大をめぐっ
て, さまざまな憂慮の声が出ています｡ いわゆる
戦略的柔軟性に関する問題です｡ しかし, 明らか
なことは, われわれの意志と関係なくわが国民が
東北アジアの紛争に巻き込まれることはないとい
うことです｡ これはいかなる場合にも譲歩できな

い確固たる原則として守っていきます｡｣

この演説のモメントは, 第１に, 朝鮮半島の安
全保障環境の ｢19世紀末類推｣ (朴榮濬, 2005：
80-102), 第２に, ｢東北アジアの均衡者｣ として
の自国の役割認識, 第３に, そのための米韓同盟
の土台と ｢自主国防｣ 及び戦時作戦統制権の返還
の重要性の強調, 第４に, 米軍トランスフォーメー
ションの一環である ｢駐韓米軍の戦略的柔軟性｣
に ｢巻き込まれる懸念｣, の４つにまとめること
が出来る｡ 第1から第２にかけては地政学認識が
あり, また, 第３と第４には米韓同盟の相対化と
｢自主｣ 選好が見られる｡

盧武鉉政権の外交・安全保障政策の主要機関で
ある国家安全保障会議 (NSC) は, ｢均衡者｣ 概
念を ｢周辺国間の対立を調停・緩和し (mediator,
harmonizer), 平和・協力を促進し (facilitator),
地域の共同利益増大のために主導的な役割
(initiator) を遂行するという意味｣ と説明した
(K NSC, 2005.4.27：1)｡

盧武鉉は大統領就任辞ですでに地政学と韓国の
役割認識に言及していたが, ｢均衡者論｣ 演説の
前後には頻繁に東北アジアの平和と韓国の均衡者
としての役割を繰り返し強調した｡ 2005年２月25
日の ｢就任２周年国会国政演説｣ では, ｢10年後
の韓米関係は今よりも均衡をもって発展している
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出所：統計庁 HP ｢STAT－KOREA｣ (http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/sws_999.cgi) より筆者作成｡



でしょう｡ われわれの軍隊は自ら作戦権を持った
自主軍隊として, 東北アジアの均衡者として, 東
北アジア地域の平和を強固に守るでしょう｣ と述
べた (K盧武鉉, 2005.2.25)｡ 同年３月22日の
｢陸軍３士官学校卒業式｣ でも, ｢いまやわれわれ
は韓半島だけでなく東北アジアの平和と繁栄のた
めの均衡者の役割を果たしていく｣ と述べた (K
盧武鉉, 2005.3.22)｡ また, 同年３月30日には李
海�首相が外交部報告で ｢外交部は大陸封鎖的思
考方式から抜け出さなければならない｣ と述べた｡
４月４日, 尹光雄国防長官が ｢中国との軍事交流
協力を強化する計画｣ に言及した (K李鍾賛,
2005)｡

青瓦台 (大統領府) が外部機関に依頼して行っ
た ｢東北アジア均衡者論｣ の国会議員世論調査の
結果は, 大きく二つに割れた｡ ｢時宜適切｣ と答
えたのは, 与党・ウリ党と第２野党・民主労働党
がそれぞれ78.5％, 75.0％であった｡ 一方, ｢不適
切｣ と ｢時宜不適切｣ をあわせた答えは, 第１野
党・ハンナラ党と第３野党・民主党でそれぞれ
67.4％, 66.6％であった (K 『東亜日報』 2005.4.
12)｡

｢東北アジア均衡者論｣ をめぐる政策研究者た
ちの論争には, 次のようなものがある｡

米韓同盟を重視する論者は, 東北アジアの均衡
者は米国 (米軍プレゼンス) であり, 韓国を均衡
者とするのは ｢勢力均衡｣ 概念の混乱であると批
判した (K金ウサン, チョン・ジェホ, チン・チャ
ンス, 2005)｡

また, 盧武鉉の ｢均衡者論｣ 演説以前であるが,
｢同盟｣ と ｢自主｣, ｢均衡者｣ の論点について,
｢同盟を通した自主｣ を提言したのが, (Kイム・
ヒョクペク, 2004：3-27) である｡ イムは, 韓国
のおかれた位置を地政学的に固定されていると見
て, ｢中国の新覇権戦略｣ と ｢日本の再武装｣ を
制御できるのは米国なのだから, 米国へのバンド
ワゴン (bandwagon) を通してこそ, 韓国の自主
が実現でき, 南北朝鮮の交流もでき, 東北アジア
の平和と繁栄もあるとする｡ イムの議論では, 米
国なしには日中対立を抑制・管理できない, ゆえ
に ｢同盟を通した自主｣ が現実的で望ましい｡

一方, 李グンの議論では, 逆に, 米韓同盟の強
化と米軍の機動力の向上が中国の反発を引き起こ
し, 韓国を紛争に巻き込むだけでなく, 東北アジ
ア地域を不安定にする (K李グン, 2005：5-27)｡
李の立論は, 先述のハリソンの議論と通じる

(Harrison, 2003：347-356)｡ なお, スコット・ス
ナイダーによると, 朝鮮半島と東北アジアでは米
国が中国との関係でexternal balancerである一方,
韓国にはinternal balancerの役割を模索する道があ
る (Snyder, 2001：123-131)｡

このように, ｢東北アジア均衡者論｣ をめぐる
論争には, 韓国の地政学認識, 米韓同盟に ｢巻き
込まれる懸念｣, 同盟と ｢自主｣ のジレンマ, な
どの争点が孕まれている｡
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｢東北アジア均衡者論｣ に見る盧武鉉政権の認
識は, 国家安全保障会議 (NSC) と東北アジア時
代委員会の選好に端的に示される｡

第１に, 盧武鉉政権の対外政策で比重が大きく
高まったのがNSCである｡ NSCの李鍾 ・事務処
長 (2006年１月から統一部長官, NSC常任委員長
を兼務) がキー・パーソンであり, ｢民族派｣ あ
るいは ｢自主派｣ の中心的な人物と見られてきた
(室岡鉄夫, 2005：31-51)｡ 盧武鉉政権の対外認
識・政策をよく示しているのが, NSCの 『参与政
府の安保政策構想－平和繁栄と国家安保』
(2004.3.1) である｡

NSCは ｢韓半島の地政学的特性による周辺４カ
国との協力関係も外交的資産として活用可能｣ と
規定している (K NSC, 2004.3.1：17)｡ また,
｢韓半島が占める地経学的重要性｣ として, 東北
アジア経済軸の中心に位置することを挙げる (K
NSC, 2004.3.1：53)｡ 具体的な課題としては, 物
流と金融のハブ, 韓半島縦断鉄道とアジア (シベ
リア) 横断鉄道の連結を挙げる (K NSC, 2004.3.
1：54, 66, 88)｡ そこから, ｢韓半島は既存の海
洋経済圏と大陸経済圏を連結する架橋の役割がで
きる｣ と主張する (K NSC, 2004.3.1：53-54, 88-
89)｡

また, NSCは多国間安全保障の必要性を強調す
る中で, 米韓同盟からの一定の自立を選好し, 長
期的には東アジアからの米軍撤収と日中対立・米
中対立の可能性を重視する16 (K NSC, 2004.3.1：
13-16)｡ そして, そこから ｢均衡者｣ としての自
国の役割認識を導き出す｡

NSCのビジョンは, 米韓同盟の認識とともに,
中国認識とも関連があると思われる｡ 中国を現状
維持的と見るか, 現状変更的と見るかは, 東・東
北アジアの地域協力構想の大きな問題である17｡
盧武鉉政権の対中国認識は, 中国を現状維持的と
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見る傾向が強い｡
以上のように, NSCの選好は, 対北朝鮮穏健路

線, 米韓同盟相対化, 韓国の ｢均衡者｣ としての
役割認識にまとめることができる｡ そして, この
選好を支えるのが, 地政学 (｢地経学｣ を含む,
以下同じ) の認識転換 (制約から資産へ) である
ということができる｡

第２に, 盧武鉉政権の ｢東北アジア時代｣ ビジョ
ンを体現する機構が, 大統領直属の諮問委員会
｢東北アジア時代委員会｣ である｡

同委員会は2003年４月７日に ｢東北アジア経済
中心推進委員会｣ 規定 (大統領令) によって発足
し, 翌2004年６月21日, ｢東北アジア時代委員会｣
に改編された｡ その後, 2005年３月に金融・物流
に関する ｢ハブ戦略｣ 関連業務が ｢国民経済諮問
会議｣ に移管された｡ 委員会の主要業務は経済中
心から南北朝鮮関係・安全保障中心に改編された｡
これに伴い, 委員会の業務協調主務部署も, 財政
経済部から統一部に変更された (K東北アジア時
代委員会 HP)｡ 盧武鉉の ｢均衡者論｣ 演説と同
じ時期である｡

東北アジア時代委員会は改編後, 相次いで安全
保障に関する報告書をまとめた (K東北アジア時
代委員会, 2005.4a, b, c)｡ 米韓安全保障の報告
では, 米韓摩擦が北朝鮮に対する認識と政策の差
異から来ており, 特に米国の安全保障戦略では
2001年９月のQDR (Quardrennial Defense Review)
以後, 戦力編成の基準が ｢脅威基盤｣ から ｢能力
基盤｣ に転換し, さらに民主主義の拡大という観
点から対北朝鮮政策を構想していると説明してい
る｡ これに対して韓国は, 米韓同盟を土台に北朝
鮮の核問題を平和的に解決し, 多国間安全保障協
力に基づく東北アジアの将来秩序を展望している
と説明する｡

委員会の認識として抽出できるのは, 盧武鉉の
｢東北アジア均衡者論｣ 及びNSC報告と共通する
地政学認識の転換である｡ 委員会は, ｢韓国は辺
方の歴史から共存共栄の価値を体得した非覇権中
堅国家として東北アジア時代を主導する国格を保
有｣ しており, ここから, ｢架橋国家, 拠点国家,
協力国家｣ としての韓国の地域的役割を導き出す
(K東北アジア時代委員会 HP)｡

｢架橋国家｣ とは, ｢大陸勢力と海洋勢力をつな
ぎ, 統合と協力の新秩序を創出する架橋の役割｣
であり, 平和, エネルギー及び物流ネットワーク
の構築が挙げられている｡ ｢拠点国家｣ とは, ｢東

北アジアの平和と繁栄のためのアイデアの中心｣
という意味の ｢ビジョン提示者｣ であり, 金融,
物流, 観光, 平和のハブなどの域内ネットワーク
の拠点の役割を指す｡ ｢協力国家｣ とは, ｢平和と
繁栄の東北アジア共同体形成のための域内協力の
触媒者の役割｣ であり, 域内多国間安全保障協力
と東北アジア FTA の推進が課題に挙げられてい
る (K東北アジア時代委員会 HP)｡

ところで, 対外認識・政策と地政学 (または政
治地理学) の関連は, ハウスホーファーの地政学
に見る限り, 戦争, 侵略, 領土併合, 勢力圏分割,
エスノセントリズムなどと不可分である (村上次
男, 1999：50-56)｡ 日・独の戦前の対外行動とい
う歴史的脈絡から仮にアカデミズムとしての地政
学を剥離したとしても, 人間の選択 (意思, 信条,
行動) とは関係なく作用する不変の固定的な前提
条件とされる傾向があり, 宿命論とみなされやす
い｡ 不変の条件として示される政治地理は, 特定
の国家や政治指導者の特定の行動の正当化に活用
されてきた｡ それは戦前の日・独ばかりでなく,
戦後の米国の対外政策にも当てはまる (オツァセー
ル他, 1998：155-168)｡

朝鮮半島では, 地政学は必ずしも侵略の正当化
に活用されてきたとはいえないが, 不変の条件と
して認識されてきた｡ ｢19世紀末類推｣ の地政学
は政策演説, 新聞論調, 学術論文などでもよく指
摘されてきた｡ ｢４大強国｣ の狭間で ｢海洋勢力｣
と ｢大陸勢力｣ に翻弄される朝鮮半島, という自
画像である｡ しかし, 地政学的条件が, 一義的に
人間や国家の行動を導き出すわけではない｡ 言い
換えれば, 地政学的条件は一義的でも宿命でもな
い (Katzenstein and Shiraishi ed., 1997：7)｡ 盧
武鉉政権の対外政策においては, 韓国の地政学が,
対外的パワー間の対立に翻弄される ｢制約｣ 条件
ではなく, 対外的パワーの対立を調停する緩衝地
帯としての外交の ｢資源｣ と見なされている｡

朝鮮半島の地政学を, ｢制約｣ ではなく ｢資源｣
と見なし, 戦争地帯ではなく緩衝地帯へと位置づ
け直した, 最初の有力な議論は, 筆者が知る限り
では姜萬吉のものである (姜萬吉, 1985：29-46)｡
姜萬吉は, 冷戦と ｢独裁｣ の時期の韓国の代表的
な在野知識人であり, 政府の規制によって高麗大
学教授を解職された経験を持つ歴史学者である｡
彼はその後, 金大中政権で統一部顧問, 南北朝鮮
の民間交流機関の議長を務め, 南北首脳会談に同

��



行した｡
前節で見たように, 金大中政権は韓国の ｢地政

学的与件｣ から米韓同盟の意義を導き出し, 朝鮮
半島と東アジア地域の安定のバランサーとして米
国を位置づけていた｡ 一方, 盧武鉉政権の ｢東北
アジア均衡者論｣ では, 地政学認識の転換にとも
なって, 韓国を均衡者と位置づけている18｡

盧武鉉と金大中はともに多国間主義・地域協力
に積極的であり, また, 対北朝鮮政策で連続性が
あった｡ この連続性は, 国家正統性対立の変化に
求めることができた｡ しかし, 東北アジア地域に
おける韓国の役割認識 (及び, 次項で詳述する対
米認識・政策) には差異がある｡ その差異は, 両
者の間の地政学認識の差異 (制約か, 資源か) に
関連する｡

以上のように, NSCと東北アジア時代委員会に
おいては, 朝鮮半島の地政学が ｢制約｣ から ｢資
源｣ へと認識転換され, その認識転換が北朝鮮政
策と同盟政策に反映され, 東北アジア地域協力構
想に連結されていると見ることができる｡
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盧武鉉政権下では米韓摩擦が拡大し, 米韓摩擦
の様相と構図が以前に比べて転換した｡

第１に, 米韓摩擦の拡大である｡
2002年６月の駐韓米軍装甲車による女子中学生

轢殺事件に伴う反米感情の高まりの中で盧武鉉政
権は発足した｡ 盧武鉉は就任前の日本紙とのイン
タビューで ｢米国との摩擦を恐れない｣ と述べた｡
また, ｢政権引継ぎ委員会｣ で ｢３段階南北平和
定着案｣ を示し, 第１段階で南北朝鮮の平和協定
を実現し, 第２段階で米朝・日朝関係の改善を促
し, 駐韓米軍の役割を変更することを構想した
(K 『韓国日報』 2003.1.22)｡

北朝鮮政策での米韓の当初の不協和音は, 2003
年５月の盧武鉉の訪米で ｢平和的解決｣ を追求し
ながらも ｢追加的措置｣ に合意したことでいった
ん収拾した｡ しかし, 対話選好の盧武鉉と圧力選
好のブッシュの対立は明らかだった｡ 2004年11月
の訪米で盧武鉉は, 北朝鮮の核開発には ｢一理あ
る｣ と述べ, 武力解決に強く反対した (K盧武鉉
｢アメリカ国際問題協議会主催午餐演説｣, 2004.
11.12)｡

ラムズフェルド国防長官は2004年６月, 韓国内
の反米感情の高まりを受けて, 米軍は歓迎されな

いところにはとどまることはないと述べた｡ また,
2004年末から着手されたといわれる米韓連合作戦
計画 (OPLAN) 5027の改定交渉でNSCは ｢概念
計画｣ への修正を提案し, 米国の国防・国務ライ
ンを当惑させた｡

2004年末の米大統領選挙でブッシュが再選され
た後, 盧武鉉政権の中にケリー民主党候補の当選
を願っていた勢力があるとして不信感を表明した
米シンクタンク研究者もいた｡ ヘンリー・ハイド
米下院外交委員長は2005年３月10日, ｢韓国が米
国の助けを必要とするなら, 誰が韓国の敵かを明
確にすべきだ｣ と述べ, 韓国政府の対米・対北朝
鮮政策を批判した (K 『中央日報』 2005.3.11)｡

ローレス国防次官補が2005年５月から６月にか
けて, 駐韓米軍の撤退や米韓同盟の終わりを韓国
側に伝達したとの情報が出回った (K 『朝鮮日報』
2005.6.10)｡ 米国防総省と韓国外交通商部はこの
報道を否定したが, 同年６月11日の米韓首脳会談
を控えた時期に両国で摩擦が一部表面化したもの
と見られた｡

第２に, 米韓摩擦の構図が転換した｡
冷戦期の朴正煕政権は1968年１月の北朝鮮ゲリ

ラ事件などをめぐって, 米国の対北朝鮮穏健対応
を批判し米韓対立を引き起こした｡ また, ニクソ
ン政権の駐韓米軍削減に反対して ｢自主国防｣ を
唱え, ｢反米｣ 感情を露にした｡ さらに, 朴正煕
時代の米韓摩擦は, 1972年10月の韓国の維新体制,
1973年８月の金大中拉致事件, 1976年のコリアゲー
ト事件など, 韓国の内政と外交にまたがって生じ
た｡

新冷戦期の全斗煥政権時代には, レーガン政権
との同盟の ｢蜜月｣ ゆえに, 米国の安全保障コミッ
トメントと北朝鮮政策をめぐる摩擦は収拾された｡
また, 米国は韓国内政の自由化を ｢静かな外交｣
で促したため, 内政をめぐる摩擦も公然化しなかっ
た｡ この時期の米韓摩擦は韓国のNIES型成長の
持続による対米貿易黒字をめぐって生じた｡ ただ
し, 日米関係と同様に米韓関係でも, 経済摩擦が
同盟摩擦に拡大することはなかった｡

民主化後・冷戦後の盧泰愚・金泳三政権時代に
は, 韓国の政治体制をめぐる米韓対立はなくなっ
た｡ ソ連崩壊により北朝鮮の同盟体制は解体し,
経済力でも南北格差が開き, 勢力均衡で韓国の優
勢が確立した｡ 1993-94年の北朝鮮の核開発問題
にもかかわらず, 韓国では北朝鮮の脅威認識は持
続的に低下した｡ しかし, 米国の韓国 ｢頭越し｣
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による対北朝鮮交渉をめぐって米韓は対立した｡
与野党政権交代以前の米韓摩擦は, 韓国の国家

正統性を主張する韓国政府が北朝鮮に強硬であっ
たのに対して, 米国がしばしば北朝鮮に穏健政策
や外交交渉に踏み出すことによって発生していた｡
これに対して, 与野党政権交代後には, 北朝鮮に
対する脅威認識が米韓間で逆転し, 北朝鮮の国家
承認をめぐって強硬と穏健の軸で米韓が入れ替わっ
た｡ 北朝鮮の ｢体制保証｣ を重視するか, それと
も体制変更を選択肢に入れるかという軸でも, 米
韓間に逆転現象が見られるようになった｡

第３に, 国家正統性対立の変化という点で共通
し連続する金大中政権と盧武鉉政権の間でも, 米
韓摩擦の構図には差異がある｡

盧武鉉政権の米韓摩擦の外的な要因や摩擦構図
の転換は, 金大中政権のそれと共通するが, 内的
要因は変化していると見られる｡ この内的要因は,
米韓同盟に ｢巻き込まれる懸念｣ に求めることが
できる｡

｢巻き込まれる懸念｣ は, 朝鮮半島有事におけ
る ｢トリップ・ワイヤ｣ としての駐韓米軍の役割
認識が変化したことに示されている｡

金大中政権の国防部はかつて, 朝鮮有事におけ
る米国の自動介入を保障する ｢引継鉄線｣ (＝ト
リップ・ワイヤ, 引用者) としての駐韓米軍の意
義を説いていた (K国防部, 2002.5.15)｡ これに
対して盧武鉉政権の国防部は, ｢‘引継鉄線’は,
長距離精密打撃兵器体系と情報戦略の先端化によ
り前・後方の区分がなくなった現代戦では無意味
であり, 適切ではない用語｣ と指摘している (K
国防部, 2004.1.29)｡

前項で見た盧武鉉政権の ｢東北アジア均衡者論｣
には米国の憂慮の視線が注がれ, 米韓関係は漂流
しているとする見方が内外で台頭した (Oberdorf
er, 2005)｡ 一方, 中国からは好意的に受け取ら
れた｡ 米韓関係で争点となっていたのが, 駐韓米
軍の ｢戦略的柔軟性｣ 問題であり, 盧武鉉政権の
｢巻き込まれる懸念｣ もこれに向けられていた｡

しかし, 2006年１月の米韓外相の戦略協議では,
｢駐韓米軍の戦略的柔軟性｣ と ｢韓国の巻き込ま
れる懸念｣ をともに尊重することで合意された｡
このような展開の中で, 盧武鉉政権の ｢巻き込ま
れる懸念｣ は変化したと言えるであろうか｡

2005年中には, 未来の韓米同盟政策構想協議
(FOTA) と米韓安保政策構想協議 (SPI) で駐韓

米軍の再編問題がほぼ締めくくられた｡ しかし,
戦略的柔軟性については公式合意が先送りされて
いた｡ そのため, 2005年11月17日の米韓首脳会談
共同宣言で, 外相級の ｢同盟同伴者関係のための
戦略協議会｣ (SCAP) を設置することに合意し,
戦略的柔軟性について協議することになった｡

2006年１月19日に潘基文・外交通商相とコンド
リーザ・ライス国務長官の間で第１回米韓戦略協
議がもたれた｡ そして, 韓国は ｢駐韓米軍の戦略
的柔軟性｣ を受け入れ, 在韓米軍を朝鮮半島以外
の地域に投入することを認めた｡ 一方, 米国は韓
国の意図に反して東北アジアの地域対立に介入し
ないと約束し, 韓国の ｢巻き込まれる懸念｣ を尊
重することに合意した (U.S. Government ,
January 19, 2006)｡

ほぼ１年間, 米韓間で戦略的柔軟性をめぐる葛
藤が繰り広げられた末に, 米韓戦略協議で合意に
達したことについて, 外交通商部とNSCは ｢両国
の立場を均衡をもって調和させた｣ ｢両国が双務
的な基礎の上で互いの利益を尊重していることを
示したもの｣ ｢戦略的柔軟性の履行に関する将来
の状況について柔軟に対処できる余地を残してい
る｣ ｢両国の基本的な立場だけを明示した後, 具
体的な状況発生時には韓米協議の下に解決策を準
備できる｣ と説明した (K外交通商部・NSC,
2006.1.22)｡

しかし, この説明は, ｢東北アジア均衡者論｣
を地域的安全保障の脈絡で強調してきた従来の政
府の説明とは距離がある (Kチョ・ソンニョル,
2006.2.21)｡

｢均衡者論｣ 演説の ｢巻き込まれる懸念｣ は,
駐韓米軍の戦略的柔軟性に向けられていた｡ つま
り, 韓国が東北アジアの戦争に ｢巻き込まれる懸
念｣ だけでなく, 駐韓米軍が地域紛争に介入する
こと自体への批判を含んでいた (K青瓦台, 2005.
3.9)｡ ゆえに, 米韓戦略協議合意は盧武鉉大統領
の立場の ｢決定的な後退｣ であり, 駐韓米軍の紛
争介入を認めない立場を ｢撤回したもの｣ という
批判が出てくる (Kユ・ヨンジェ, 2006.2.9)｡

また, 韓国政府が第１回米韓戦略協議以前に戦
略的柔軟性で米国と合意していたとする政府文書
を, 与党・ウリ党議員と野党・民主労働党議員が
国会で公開した｡ 市民社会団体は, 戦略的柔軟性
の米韓合意の経緯をただし, 説明責任を政府に求
めた (K参与連帯平和軍縮センター, 2006.2.16)｡

駐韓米軍の戦略的柔軟性をめぐって韓国の ｢巻
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き込まれる懸念｣ が政策として一貫性と実効性を
どれだけ備えているのかは不明確である｡ ゆえに,
民間次元では米韓合意によって ｢巻き込まれる懸
念｣ が増大している｡ ただし, 大統領と関連部署
の ｢巻き込まれる懸念｣ は, 米韓戦略協議合意に
よって消失したとは必ずしも言えないと思われる｡

米韓戦略協議合意後の見通しを考える上で, 盧
武鉉大統領の2006年新年記者会見が注目される｡
盧武鉉は米韓関係で ｢言うことは言い, 協力する
ことは協力する｣ ｢韓国軍の作戦統制権の返還問
題の結論が出せるよう米国と緊密に協議する｣ と
述べた｡ 戦時作戦統制権の返還を早期に実現する
ことで, 紛争に ｢巻き込まれる｣ 危険を減らすこ
とができると考えているようだ｡ また, 盧武鉉は
一問一答で北朝鮮問題に関して ｢圧迫を加え, ま
た時には崩壊を願うような米国内の一部の意見に
対しては同意しない｣ と答えている (K盧武鉉
｢新年記者会見冒頭演説・一問一答｣, 2006.1.25)｡

以上のように, 戦略的柔軟性に関する ｢後退｣
にもかかわらず, 盧武鉉政権の ｢巻き込まれる懸
念｣ は持続している｡ また, ｢巻き込まれる懸念｣
は, 米韓同盟を相対化する志向に連動していると
思われる｡ この点は, 次の小項�で考察する韓国
軍の戦時作戦指統制権問題に見ることができる｡
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盧武鉉政権は, ｢巻き込まれる懸念｣ から ｢自
主国防｣ と戦時作戦統制権返還を打ち出している｡

｢自主国防｣ は盧武鉉大統領が2003年８月に言
及し始めた｡ 主旨は次の通りである｡ 駐韓米軍の
再編問題で国内に分裂がある｡ 一方は, 米軍削減
や再編を安全保障の脅威と見て反対し, 他方では,
駐韓米軍が自主権を侵害するとして撤収を主張す
る｡ 駐韓米軍は東北アジアの平和と安全にこれか
らも寄与するだろう｡ しかし, われわれの安全保
障をいつまでも米軍に依存するのも正しくない｡
わが国軍は独自の作戦遂行能力と権限を持ってい
ない｡ 米国の戦略が変わるたびに国防政策が揺ら
ぎ, 国論が分裂してはならない｡ そこで, 今後10
年以内に自主国防の力量を確立できるような土台
を任期中に備えていく (K盧武鉉 ｢第58周年光復
節大統領慶祝辞｣, 2003.8.15)｡

この盧武鉉演説についてNSCは次のように解説
した｡ 駐韓米軍の再編は韓国が反対したからといっ
て解決するのではなく, ｢冷静で能動的に対処｣
する必要がある｡ ｢自主国防｣ は, 国防を駐韓米

軍に依存するシステムを改善し, 独自の対北朝鮮
抑制能力と体制を具備するものである｡ 自主国防
と韓米同盟は相互補完的に推進される (K NSC,
2003.8.15)｡

盧武鉉はその後, 米韓同盟と自主国防の相互補
完性を明示するため, ｢協力的自主国防｣ と言う
ようになった｡ NSCは次のように説明する｡ 現政
府発足当時には, 駐韓米軍の再編が ｢われわれの
意思とは無関係に進まざるをえない状況｣ であっ
たため, ｢自主国防能力を備えることが急務｣ で
あった｡ ｢自主国防｣ は対外的脅威＝北朝鮮を抑
止する能力を確保する独自能力のことである｡ た
だし, 今日における国防は独自能力では不可能で
あり, 多様な協力体制＝米韓同盟と多国間安全保
障協力が必須かつ必要である｡ したがって, 韓国
の国防では ｢自主｣ と ｢協力｣ が不可欠である｡
米韓同盟は ｢21世紀の完全な同伴者関係｣ を目指
すことで安定的に発展でき, また, ｢未来の不特
定の脅威｣ には, ｢平和外交と多国間安保協力を
通して脅威自体を減少させる｣ ことが中心になる
(K NSC, 2004.5.21)｡

盧武鉉政権の ｢自主国防｣ について, 米韓同盟
をめぐる内外の環境と, 韓国政府の ｢自主｣ 志向
という二つの視点から先行政権と比較してみよう｡

まず, 米韓同盟をめぐっては, 次のような３つ
の内外環境の変化があった｡

第１に, 駐韓米軍基地問題である｡ 駐韓米軍犯
罪, 米軍基地用地の回収, 基地の環境汚染, 演習
による被害などが深刻な問題となるにともない,
近年では, 同盟管理のコストを負担しリスクを削
減する必要から, 米韓両国は一部基地の返還や移
転を協議し進めてきた｡

一方, 1960-70年代の朴正煕政権時代には, 同
盟管理のリスクやコストの問題は, ホスト国の基
地問題としてではなく, 米国の財政と戦略変化か
ら専ら起きていた｡ また, 冷戦終結後の盧泰愚政
権時代に駐韓米軍基地問題が深刻化し始めたが,
同盟の管理問題として取り組まれなかった｡

第２は, 米国のグローバルな防衛態勢の見直し
(GPR) に伴う ｢韓国防衛の韓国化｣ である
(ROK Ministry of National Defense, 2003) (K李
グン, 2005：5-27)｡ これにより, 従来の米韓連
合軍管轄下の任務は韓国軍に移管されることにな
り, ソウル以北の休戦線付近の在韓米軍が漢江以
南に移転・統合することになった｡

朴正煕政権は, 1970年代前半のニクソン政権の
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駐韓米軍削減に対して, 核兵器開発を含む ｢自主
国防｣ を推進した｡ また, 盧泰愚政権時代にも,
駐韓米軍の一部削減が行われた｡ しかし, 朴正煕
時代にも盧泰愚政権時代にも, 漢江以南への米地
上軍移転は含まれていなかった｡ しかも, 盧泰愚
政権時代の米軍削減計画は1993年の北朝鮮核問題
で宙に浮き, 1995年の米国の東アジア戦略報告
(第２次) で撤回された｡

第３は, GPRに基づきながらも, ｢韓国防衛の
韓国化｣ とは概念的に区別される駐韓米軍再編問
題である｡ その核心は, ｢新しい脅威｣ に対応す
る ｢駐韓米軍の戦略的柔軟性｣ にある｡ これは駐
韓米軍の地域機動軍化, 及び米韓同盟の地域同盟
化につながる ｢同盟再定義の最大のポイント｣ で
ある (奥薗秀樹, 2005)｡

米韓同盟にはもともと ｢地域同盟｣ としての性
格があるとされる (坂田恭代, 2005：299-320)｡
しかし, 米国が各々の同盟に地域的な性格を付与
することと, 駐屯米軍及びホスト国軍が域外防衛
の任務に踏み出すかどうかは, 区別される問題で
ある｡ 先行政権の時代には, 米韓同盟はあくまで
北朝鮮の脅威を抑止するローカルな同盟であって,
地域同盟化が実質的に推進されることはなかった
と思われる｡

次に, ｢自主国防｣ は盧武鉉政権が初めて提唱
したわけではない｡ そこで, 同盟における韓国政
府の ｢自主｣ 選好を先行政権と比べてみよう｡

第１に, 朴正煕と盧武鉉の ｢自主｣ は, いずれ
も対米依存の低下を志向する点では共通するが,
前者は強制された側面が強いのに対して, 後者は
内部的選好である点で異なる｡ また, 朴正煕の
｢自主国防｣ は北朝鮮を抑止し最終的には打ち勝
つためであったのに対して, 盧武鉉のそれは北朝
鮮の抑止とともに最終的には共存・協力を志向す
る, いわば共通の安全保障を志向する｡

対米観あるいは対米感情においても両者には大
きな差異がある｡ 朴正煕は米国に ｢捨てられる懸
念｣ ゆえに反米感情を露にしたが, 盧武鉉は米国
の朝鮮半島への関与のあり方を警戒するメンタリ
ティとともに, 米韓同盟に ｢巻き込まれる懸念｣
を持つ19｡

第２に, 盧泰愚政権は, ソウル龍山の米軍基地
の返還や米韓連合軍司令官が持つ韓国軍の作戦統
制権の一部 (平時作戦統制権) 返還を進めた｡ た
だし, この時のこの問題は, 専ら国家主権と ｢民
族自尊｣ の一環として取り組まれた (K金宗輝,

1998)｡ また, 盧泰愚政権は駐韓米軍削減計画に
強く反対していた｡ したがって, 平時作戦統制権
の返還は, ｢巻き込まれる懸念｣ からのものでは
なかった｡ しかも, この時には, 駐韓米軍の地域
機動軍化や米韓同盟の地域同盟化が推進されるこ
とはなかった｡

一方, 盧武鉉政権は, 米韓同盟の地域同盟化に
道を開く駐韓米軍の戦略的柔軟性に ｢巻き込まれ
る懸念｣ を持つ｡ この問題について韓国側は, 日
米安保方式の ｢事前協議｣ の新設で対応しようと
しているとの見方がある｡ さらに, 中期的な対応
として, 戦時作戦統制権の返還要求を掲げている
ものと思われる｡ つまり, ｢巻き込まれる懸念｣
から戦時作戦統制権の返還を要求している点で,
盧泰愚政権の作戦統制権問題への認識・政策と異
なる｡

以上のように, ｢自主国防｣ は, 朴正煕政権時
代や盧泰愚政権時代にも現れたが, 盧武鉉政権の
場合は, 米国のある種の関与がむしろ南北朝鮮関
係を不安定にするという認識, 及び米韓同盟に
｢巻き込まれる懸念｣ に支えられおり, 韓国の当
事者能力を引き上げることを地政学的な安定条件
と見ている点で, 先行政権と区別することができ
る20｡
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本稿では, 金大中・盧武鉉両政権における南北
朝鮮関係, 米韓関係, 多国間主義の変化を, 国家
正統性, 同盟のジレンマ, 地政学認識の視点から,
先行政権との比較及び両政権の比較という方法に
依拠して分析した21｡

金大中政権は, 米韓同盟を対外政策の機軸とし
ながら, 南北朝鮮の共存・協力・和解と多国間主
義を志向した｡ しかし, ブッシュ政権との間で太
陽政策をめぐる対立が浮上し, その構想は制約さ
れた｡ 盧武鉉政権は太陽政策を継承しながらも,
米韓同盟の相対化と ｢自主｣ を志向する｡ そのた
め, 米韓摩擦が拡大し, その構図は与野党政権交
代以前と比べて逆転した｡

金大中政権と盧武鉉政権の対外政策では連続と
変化が見られる｡ 第１に, 連続の側面として, 国
家正統性対立の変化と, その基礎の上で北朝鮮政
策が穏健化していることがある｡ 第２に, 変化の
側面の一つは, ｢巻き込まれる懸念｣ から米韓同
盟が相対化され, ｢自主｣ 志向が強まったことで
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ある｡ 第３に, もう一つの変化は, 地政学認識が
転換し, 地域的な自国の位置と役割認識が顕著に
なったことである｡

与野党政権交代後の韓国の対外政策では, 国家・
体制の承認, 多国間外交, 調停やバランスなどの,
規範としての ｢国際政治｣ が定着している22｡ 一
方, これとほぼ同じ時期に, 同盟国・友好国であ
る米・日の対北朝鮮政策では, ｢国際政治｣ が閉
塞している｡

国家正統性対立の変化, ｢巻き込まれる懸念｣,
地政学認識の転換は, ポスト盧武鉉の韓国の政治
社会で持続すると思われる｡ したがって, 北朝鮮
の核・ミサイル問題, 米朝・日朝関係, 韓国の政
権政党などの変化があっても, 今後の韓国の対外
政策に影響を与えるであろう23｡ その点で, 本稿
の分析は, 朝鮮問題をめぐる多国間協議の中長期
的な課題と, ポスト盧武鉉の韓国の対外政策のパー
スペクティブに示唆を与えると考えられる｡

１ 後述する南北朝鮮関係の特性 (国家正統性対立)

ゆえに, 韓国の対外政策と対北朝鮮政策は, 重複は

あるが概念的に区別される｡ つまり, 正統性対立下

の南北朝鮮関係では, 韓国政府の北朝鮮政策はいわ

ば ｢内政｣ の延長であり, ｢対外政策｣ の範疇に位置

づけられるものではなかった｡ しかし, 煩雑さを避

けるために, 以下では対北朝鮮政策を含めて対外政

策と総称する場合がある｡

２ 本稿では日韓関係については割愛したが, 米韓摩

擦とほぼ同じ構図の転換が日韓関係にも見て取れる｡

1965年の日韓国交正常化以来, 韓国政府にとっては

安全保障と経済開発の日韓友好協力が歴史問題より

も上位の利益であった｡ しかし, 1987年の韓国民主

化後, 80年代末の冷戦後になると, 歴史をめぐる対

立が顕著になった｡ また, 近年の韓国の ｢反日感情｣

では, 安全保障での日本の役割への肯定的認識が後

退し, 否定的認識へと転換している｡ 近年の日韓摩

擦は北朝鮮認識でも顕著になり, ぞの構図は逆転し

ている｡ 北朝鮮に対する脅威認識は, 韓国よりも日

本で相対的に高まり, 北朝鮮の国家承認をめぐって

も韓国が肯定的で日本が慎重である｡

３ 国際関係における地域を考える時には, 地域協力・

地域共同体・地域統合などの異なるレベルがあるが,

韓国の対外政策に現れる限りにおいて, 本稿では一

括して ｢地域協力｣ と称する｡ また, 韓国の地域協

力の構想やビジョンについて, 本稿では便宜的に

｢多国間主義｣ と表記する｡ なお, 後述するように,

盧武鉉政権の地域協力・多国間主義のビジョンの地

理的範囲は, ｢東アジア｣ ではなく ｢東北アジア｣ に

集中している｡

４ 冷戦の終結と北朝鮮をめぐる同盟構造の激変後,

北朝鮮の核・ミサイル開発問題が台頭したため, 北

朝鮮の軍事的脅威は客観的にはなくなっていない｡

しかし, 韓国においては主観的な北朝鮮の脅威感は

継続して低下している｡ そのことは, 1993-94年第１

次核危機と2002年10月以後の第２次核危機において,

韓国人が抱く脅威感が意外に低いことに現れている｡

また, 本稿の初稿提出 (2006 年４月 15 日) 後の2006

年７月５日 (日本時間) に北朝鮮がテポドン２を含

むミサイル発射実験を行ったが, これに対する脅威

感は, 政府レベルでも民間レベルでも, 米・日に比

べて韓国の方が明らかに低い｡

５ 正統性 (legitimacy) をめぐる対立が国家や政府を

名乗る集団間に現れる場合, 相手側が支配する地域

の回収を志向する失地回復主義 (irredentism) となる｡

戦争の中でも内戦では犠牲者の数や戦闘行為の持続

性などで高いレベルを示し, 調停や仲介が困難であ

る一つの理由は, 内戦が権力や支配の正統性をめぐ

る排他的な対立であることと関連する｡ 本稿でいう

国家正統性の概念は朝鮮半島の南北関係及び国際関

係の事例分析ツールであるが, その他の分断・分裂

国家にも援用が可能であり, また, 内戦主体をめぐ

る国際関係にも応用が可能と思われる｡

６ 盧泰愚大統領の北朝鮮政策・安全保障政策の補佐

官であった金宗輝は, 盧泰愚政権時代に当事者原則

を堅持したと述べ, 米国のベーカー国務長官が提唱

した朝鮮問題の ｢２+４｣ 構想 (1991年11月, 『フォー

リンポリシー』 誌に発表) を批判し, 後の米朝核交

渉や４者協議 (1996年４月提案) に対して ｢金泳三

政権が核交渉の主導権を米国に引き渡したことと,

南北当事者対話の原則を放棄した４者会談を提起し

たのは残念なことだった｣ と批判している (K金宗

輝, 1998)｡

７ 当事者原則は盧泰愚・金泳三政権では ｢当局者原

則｣ と表裏一体で運用された｡ ｢当局者原則｣ とは,

南北朝鮮の対話・交流・合意は, 政府 (当局) に一

元化されなければならない, あるいは政府主導でな

ければならないとする原則である｡ これは韓国の民

間勢力, 特に反政府団体と連携して韓国政府に揺さ

ぶりをかける北朝鮮の ｢統一戦線戦略｣ への対抗措

置でもあった｡ 金大中政権は南北対話の政府主導性
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を否定しはしなかったが, 民間の対話・交流チャン

ネルを禁止したわけではなかった｡ 政府間対話が閉

ざされている中でも, 財界人の北朝鮮訪問を許可し,

現代財閥による金剛山観光事業がスタートした｡ ま

た, 南北首脳会談の前後になると, かつての反政府

勢力を含む民間団体の北朝鮮訪問や南北交流を積極

的に後押しした｡ 先述のように ｢先民後官｣ は不正

確ではあるが, 民間チャンネルの容認という点で,

金大中政権には当局者原則の穏健化を見て取ること

ができる｡

８ 南北首脳会談では, 金正日も駐韓米軍の統一後の

駐留を認めたと言われる｡ また, すでに1992年１月

の金容淳・労働党書記とアーノルド・カンター国務

次官の米朝高官接触で, 北朝鮮側は駐韓米軍の継続

駐留を認める旨を伝えており, これは金正日自身の

指示によるものであったという (K月刊朝鮮取材班,

2000.8)｡ さらに, セリグ・ハリソンによると, 1995

年頃, 人民軍板門店代表を務める北朝鮮の軍幹部は,

駐韓米軍の継続駐屯を前提に朝鮮半島の平和体制を

考えていると発言している (Harrison, 2003：167-

169)｡

９ この問題はまた, 2002年10月以後の核危機の再燃

が, 1993-94年危機の延長なのか, その間に質的な変

化があるのか, という論点に関連する｡ 1993-94年核

危機の前後, 金日成主席は, 核を保有する意図も能

力もなければ, その必要もないと明言していた｡ こ

れに対して2002年10月以後, 北朝鮮当局は ｢抑止力｣

を持つことを ｢権利｣ と述べている｡

10 ブルース・カミングスやセリグ・ハリソンの議論

もほぼ同じ脈絡と言える (Cumings, 2001：105-116)

(Harrison, 2005：99-110)｡ また, レオン・シガルが

指摘する ｢北朝鮮との交渉の６つの神話｣ は, 金大

中や盧武鉉の北朝鮮アプローチに親和的である (Sig

al, 2001)｡ しかし, ハリソンの議論に対しては, ロ

バート・ガルーチらの有力な反論がある (Reiss and

Gallucci, 2005：142-148)｡ また, 武貞秀士は, 北朝

鮮は南北朝鮮関係の今後の変化も見込んで核・ミサ

イル開発を戦略に組み込んでいると分析する (武貞

秀士, 2005.11：7-31)｡

11 北朝鮮の第２次核危機の以前であるが, 小此木政

夫は, 北朝鮮の ｢突然の崩壊｣ は ｢最悪のシナリオ｣

であり, これを避けるために ｢開放と改革｣ を経験

して (その経験は５年, 10年と続くほうが良い), そ

の次に段階的に崩壊するという, ｢軟着陸｣ というよ

りは ｢段階的な体制移行｣ を望ましいと見て, 米・

日の北朝鮮への関与を提言していた (小此木政夫,

1999：152-156)｡

12 セリグ・ハリソンは米国の朝鮮半島への段階的な

不関与が, 北朝鮮の核・ミサイル問題の解決と東ア

ジアの安定にとって有用であり, また, 朝鮮半島の

ナショナリズムの強さはむしろこの地域の安定要因

と指摘する (Harrison, 2003：347-356)｡ このような

見方は, 近年の韓国社会における ｢反米｣ 団体の認

識と共通する｡

13 ここでは韓国社会の ｢反米感情｣ に言及したが,

当然ながら対外観には大きな亀裂がある｡ 特に, 北

朝鮮認識・政策をめぐる内政の亀裂は, 政策決定過

程の透明性 (盧武鉉の原則のうち ｢国民合意｣ の部

分) にかかわるだけでなく, 国家正統性をめぐる国

内対立を反映する｡ 韓国内政ではこの対立が強まっ

ている (K ｢大韓民国の自由と民主主義守護のための

時局宣言｣, 2004)｡ 盧武鉉政権は国内の ｢左右｣ 両

勢力のどちらも満足させられない状態にある (Levin

and Han, 2003：�-�)｡ また, 盧武鉉は相互主義と

同じ意味と受け取れる ｢互恵主義｣ に言及している

が, 並行戦略と政経分離主義のアプローチは, 先述

したように相互主義の欠如という批判を招く｡

14 韓国政府は1970年代頃までは, 中国に対して北朝

鮮をそそのかす ｢共産主義｣ 勢力と認識していた｡

1980年代になると ｢市場｣ としての中国認識が生ま

れ, 冷戦後の盧泰愚政権の北方政策では国交樹立が

実現した｡ この時の韓国の中国への関心は, 経済関

係の増進とともに, 北朝鮮と中国の同盟に楔を打つ

ことにあった｡ ところが, 近年, 韓国にとって中国

は経済面で米国の位置を上回るようになった (後掲

の図２参照)｡ 中国は朝鮮半島の安全保障の多国間協

議にも大きな役割を占めるようになっている｡

15 ｢アジア｣ の地域秩序に関してはさまざまな議論が

ある｡ バリー・ブザンは, ｢アジア｣ は欧州や米州に

比べて, 地域のレジームと制度が貧しく, 反対に,

未解決の問題, 歴史的敵対心, 強いナショナリズム

が豊富で, ｢国際社会がない｣ という (Buzan, 1995：

202)｡ 一方, デイビッド・カンは, 将来的に米軍プ

レゼンスが不在で, かつ中国のパワーが勃興する中

でも, 安定と安全が機能すると述べる論拠に, ｢東ア

ジア｣ のサブ・システムのレベルの ｢ハイアラーキー｣

秩序を指摘する (Kang, 2003：163-189)｡

16 ジェームズ・マンが描き出したように, 米国の対

中政策には大きな揺れがあり, 今後もそうである可

能性が高い (マン, ジェームズ, 邦訳1999)｡ また,

中国は ｢平和的台頭｣ を強調し, 米・日との協調政

策を維持するが, 米国一極主義に対する警戒心が強
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い｡ NSCが繰り返し指摘する米中対立, 日中対立の

将来という見通し, ｢統一後の朝鮮半島｣ をめぐる米

中の対立の可能性である｡ 一方, ロバート・ロスは,

東アジアの米中二極は地政学的に安定的であるとす

る｡ この地政学とは, 距離的な遠さ, 海で隔てられ

ていること, つまり, 海洋パワーと大陸パワーの二

極である｡ ただ, 朝鮮半島は, 米国が地域で唯一,

地上軍をメインとする ｢ランドパワー｣ の性格をも

ち, これに対して中国は東南部の海岸線に例外的に

｢シーパワー｣ を持つ (Ross, 1999：81-118)｡

17 アルステア・ジョンストンは, 中国がリビジョニ

ストか否かを検討し, かつてよりも中国が現状維持

の高いレベルを示しているとする (Johnston, 2004：

65-100)｡ 一方, コンドリーザ・ライス現国務長官は,

｢中国は現状維持パワーではなく, 自身の好みにした

がってアジアのバランス・オブ・パワーを転換する

ことを望む｣ と規定した (Rice, 2000)｡ この問題は,

日本の安全保障論議でも重要な争点と言える｡ マン

が米国の対中国政策の振幅を見通しているのも, こ

の点と関連があろう｡ なお, 本稿の直接の課題では

ないが, 朝鮮半島の対立構造との対比で言えば, 中

国と台湾の関係の特殊性がこの争点に大きな影を落

としている｡ なぜなら, 中国が台湾 ｢独立｣ に武力

行使の可能性を留保する事実を, ｢軍事的脅威｣ の観

点から評価するのか, それとも ｢国家正統性対立｣

の観点から評価するのかで, 脅威の評価もそれへの

対応方向も異なってくるからである｡ 言い換えれば,

北京にとって台湾が対外問題ではなく国内問題と見

なされる限り, 中国の対台湾行動は現実主義モデル

の合理性だけでは説明できない｡

18 全斗煥・盧泰愚政権で政府・与党の高位職を歴任

し, 金大中政権で国家情報院長を務めた李鍾賛が,

金大中が均衡者を米国と位置づけたことを高く評価

する一方で, 盧武鉉の ｢均衡者論｣ を厳しく批判す

る理由は, おそらくこの点にある (K李鍾賛, 2005)｡

19 李ヒョクソプは, 朴正煕と盧武鉉の ｢自主｣ 外交

がともに外部勢力への依存からの脱却という点で脈

絡が同じく正統性を持つとしているが, 差異を十分

に説明していない(K李ヒョクソプ, 2004：67-95)｡

20 戦時作戦統制権の返還を含む ｢自主国防｣ と, 統

一部が主導する ｢平和協定｣ の構想, 及び NSC や国

家情報院が模索する核問題の解決のロードマップと

南北経済協力構想などから, 盧武鉉政権の長期的で

大きなデザインを読み取ろうとするのが, (K黄イル

ド, 2005.12) である｡ 黄によれば, 外交・安全保障・

北朝鮮政策の主務部署には, 東北アジアの安全保障

協議と経済共同体形成において韓国が海洋勢力と大

陸勢力を連結し中心国家になるという志向が共通し

て見出せる｡ ただし, そのためには, 戦時作戦統制

権の返還による韓国の当事者能力の引き上げが必要

となる｡ この見方によれば, 米韓同盟の相対化と戦

時作戦統制権の返還問題が, 盧武鉉政権にあっては

結びついており, また, ｢巻き込まれる懸念｣ と ｢地

政学認識の転換｣ を媒介に ｢自主｣ 志向が支えられ

ていることになる｡ なお, 本稿の初稿提出後, 米韓

で作戦統制権返還協議が急進展し, 10月予定の定期

安全保障協議で目標時期が話し合われる予定である｡

21 筆者はこの３つの認識転換の源泉を, 韓国社会の

対外観 (特に, 北朝鮮, 米国, 中国, 日本) の変化

に求めることができると考えている｡ また, 韓国社

会の対外観には大きな世代間対立があり, 特定世代

の対外観の変化の要因はその ｢集合的記憶｣ に見出

すことができる｡ そして, この特定世代の ｢集合的

記憶｣ が, 社会の特定の対外観と政府の政策選択を

媒介すると考えている｡ この仮説を一般化すれば,

対外政策の変化における国内的源泉という問題設定

になるが, その詳細な分析と考察は別稿を考えたい｡

22 バリー・ギルズは, 南北朝鮮が国連加盟国となり,

ともに国際政治における主権国家として, ｢現状維持｣

(status quo) の正統化 (legitimate) 及び安定化

(stabilise) に至るまでにほぼ半世紀を要したが, 正

統性対立としての ｢コリア対コリア｣ が変わるまで

にはもっと時間がかかるだろうと, その著書を締め

くくっている (Gills, 1996：277)｡ 本稿の視点から

この分析以後の展開を見ると, 正統性対立の変化は

与野党政権交代後に急速に進んでいる｡

23 韓国の ｢巻き込まれる懸念｣ や対北朝鮮アプロー

チの変化は, 日本外交との比較も可能と思われる｡

また, 日韓の同盟及び北朝鮮政策の差異は, 東・東

北アジアの安全保障と経済協力の地域秩序形成に対

する日韓のアプローチの差異と相関があると思われ

る｡ これについても別途に考えたい｡
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(日刊紙は本文中に挙げたので原則として省略｡ ハン

グル文献は筆者の責任で和訳した｡ 本文中でハングル

文献は筆者名の前に K と表記している｡)
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