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朝鮮半島の光復と分断 70 年、平和と歴史正義をめざす日米韓市民社会の課題 
  

東アジアの対立と日米韓市民社会の課題 
 

2015 年 8 月 15 日 
ペク・ハクスン 

(世宗研究所、首席研究員) 
 
1. 解放 70 年、分断 70 年 
 わが民族が日帝の植民地統治から解放され、分断となり、今年は 70 年が経つ。第 2 次世界大

戦の終結過程で強大国の「力の政治(power politics)」の犠牲となり、国と民族が真っ二つとなっ

てしまった。その後、70 年の過ぎた今日まで統一されずに分断が続いているのは、世界中で朝

鮮半島しか存在しない。 
 今年はこのように特別な年なのだが、韓国社会はその特別な意味合いを感じられないまま、

既に今年の半分が過ぎ、今や 8.15 の日を迎えている。日帝の強占時代、韓国人として当然やら

ねばならないことは独立運動だった。解放され国が分断され、朝鮮戦争を経て、その戦争がま

だ終わっていない現状で、韓国人として当然すべきことがあるとすれば、それは分断の克服(統
一)と平和の定着に向き合うことだろう。言い換えるなら、統一と平和運動は、分断時代の独立

運動だといえる。 
 しかし、6 月 15 日には分断を克服し統一へと進む記念碑的業績ともいえる「6.15 南北共同宣

言」発表から 15 周年を迎えたのだが、南北間でも、そして韓国社会でも、きちんと記念するこ

とが出来なかった。また、光復 70 年の今日 815 に、私たちは何をどのように記念し、民族の希

望を押し立てているのか考えると、暗澹たる思いにとらわれざるを得ない。それは、何といっ

ても大統領がリーダーシップを発揮できず、様々な問題を露わにしている韓国の国内政治がき

ちんと位置付けられていないせいだろう。 
 国内政治がそうだとしても、国際政治環境はどうなっているだろうか。現在、東アジア情勢

と米朝関係、南北関係は 8.15 を迎え、私たちが達成しようとする希望やビジョンに有利に作用

しているのか、それとも不利な状況なのか。不幸にも国際情勢の現況は、わが民族の生存と繁

栄、民族和解と統一、そして平和定着に、決して有利な方向に向かっているとは言えない。こ

れが私たちを大変生きにくくさせている。  
 具体的に述べるなら、朝鮮半島は依然として韓米両国に対し北朝鮮という深い不信の溝と敵

対関係により、 戦争の脅威が高まっている。このような敵対状況のもとで、時が経つにつれ北

朝鮮は核兵器保有国、弾道ミサイル強国の地位を確固としたものにしている。その上、2013 年

3~4 月の韓米合同軍事演習で韓米両国は、北朝鮮に対し「核兵器使用の脅威」訓練を行い、北朝

鮮は米国に「核攻撃で威嚇」することで、朝鮮半島では「核戦争」というタブーが打ち破られ

てしまった。これにより、お互いの関係は基本的に破たんし、これが今まで続いている状況に

ある。 
このように戦争の脅威と対決が深まるなかで、民族の「分裂」したアイデンティティはさらに

悪化しており、わが民族の「平和」のアイデンティティは粉々に打ち砕かれている。また、軍

事安保、国家安保、体制安保を打ち出した政策により、「人間の安全保障」はどんどん狭まっ

ている。では、どうすれば日米韓三国の市民社会は、悪化する「朝鮮半島問題」を解決し民族

和解、平和定着、統一の進展を成し遂げ、東アジアに平和と繁栄をもたらすために貢献できる

だろうか。また、軍事安保、国家安保、体制安保と共に「人間安保」も確保できるだろうか。 
 

2. 東アジア国際情勢 
 まず、東アジア情勢からみてみよう。現在の東アジア情勢は米中関係、日中関係、米朝関係、

南北関係などが複合的に相互作用した結果だといえる。米中関係をみると、中国の地位が浮上

する中で米国が衰退しており、現段階で相互に利益となる「新型大国関係」に合意しつつ、対

決よりも協力を強調している。しかし、両国間の避けられない競争は時間が経つにつれ、さら
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に激化せざるを得ないだろう。米国は中国の浮上に「アジアのリバランス」戦略をとっており、

これに中国はロシアとの軍事安保的協力の強化、「上海協力機構(SCO)」と、最近では「アジア

相互協力信頼醸成措置会議(亜信会議・CICA)」首脳会議で対応している。ベトナム戦争による

過度な軍備支出で財政破たんに直面した米国が 1969 年、ニクソン・ドクトリンを発表し、「ア

ジアの防衛はアジア諸国で」というスローガンを掲げたが、中国が主導するCICAサミットでは

「アジアの問題はアジア人の手で」というスローガンを掲げられた。このようなスローガンの

変化は時代が大きく変わったことを雄弁に物語っている。習近平は「一帯一路」ビジョン、即

ち「大陸のシルクロード[シルクロード経済ベルト]」と「海のシルクロード[21 世紀海上シルク

ロード]」を結んで長期的に米国に対抗し、「中国の夢」を実現する戦略に出ている。  
 一方米国は、現在財政難にあえいでおり、このような悪化した財政環境のもとで、米国防総

省の 2014 年「4 年ごとの国防計画の見直し(QDR)」では同盟国に「より多くの」依存、「より

多くの」寄与を要求するとした。具体的に米国は、中国(とロシア、北朝鮮の)の核とミサイルの

脅威に対抗する軍事体制の完成のために、日本と韓国を米国主導のミサイル防衛(MD)システム

に合流させ、日本に「集団的自衛権」の拡大を許容、日米防衛協力指針(ガイドライン)を再改定

し、「韓米日軍事情報の共有了解覚書」を締結した。ちなみに、今年 4 月に再改定された新ガ

イドラインは日本に集団的自衛権行使において、平時でも日米間の作戦調整、地理的制約のな

い米国への後方支援、[自衛隊の]地域的制限のない平和維持活動を可能にさせ、宇宙・サイバー

協力の強化などを許容している。 
また一方で米国は、二国間の自由貿易協定(FTA)と、広域の多国間FTAである「環太平洋経済

パートナシップ協定(TPP)」をベースとして、アジア太平洋地域において経済、通商部門で利益

を追求している。中国はこれに「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)」で対抗。また、日米両

国主導の「アジア開発銀行(ABD)」に、中国は「アジアインフラ投資銀行(AIIB)」の創設で対応

している。 今まさに、米中両国の本格的な競争時代が幕開けしている。 
 

3. 米朝関係 
このような状況で、二年前に米朝関係が破たんしてしまった。2013 年 3~4 月に行われた米韓

合同軍事演習(キー・リゾルブ/フォールイーグル)で米国は公然と B-52 戦略爆撃機、ステルス爆

撃機、シャイアン攻撃型原子力潜水艦を朝鮮半島の戦場に投入し北朝鮮への「核兵器使用脅

威」に対する訓練を強行した。北朝鮮はこれに、米国本土とハワイ、グアムなどの米軍基地と

韓国と周辺地域の敵の目標物に対する「核攻撃」で威嚇した。米国は以前にも北朝鮮が南に侵

攻すれば、「北朝鮮に対する核兵器使用計画」をもっていたが、このように公然と「核兵器使

用脅威訓練」を強行したのは、今回が初めてだった。 
米国の「核兵器使用脅威」訓練に驚愕した北朝鮮は、7~8 の対抗措置を講じた。それは、米国

への核攻撃威嚇、停戦協定の白紙化、南北不可侵条約合意関連の無効化、南北·米朝間の全ての

通信手段の断絶、北朝鮮の戦時状況(第 1 号戦闘勤務体制)への突入宣言、北朝鮮の経済建設と核

武力建設の「並進路線」の採択と核保有の法制化、北朝鮮の移動式車両搭載「ムスダン」中距

離弾道ミサイルの発射、北朝鮮・ヨンビョン（寧辺）の核施設再整備、再稼働宣言、北朝鮮の

ケソン（開城）工業団地の暫定閉鎖だった。  
 北朝鮮の対応が戦争も辞さないというかつてないものになると、何よりも新たに登場した北

朝鮮の指導者、金正恩について十分な情報を持ち合わせていないオバマ大統領を含む米国の指

導部は慌ててしまった。米国のチャック・ヘーゲル(Chuck Hagel)国防長官は北朝鮮が米国と米

国の同盟国に「実質的で明白な危険(real and clear danger)」になっているとし、ジョージ W.ブ
ッシュ政権時代の代表的強硬派だったジョン・ボルトン(John Bolton) 元国連大使のような者で

さえ北朝鮮の言動は「通常の作戦教本から脱したもの」だとしつつ、米朝双方とも判断を誤る

危険性にあることを警告した。この時は戦争の脅威が高まり、海外から 280 人に達する戦争専

門特派員が韓国に入国し、GM は韓国から撤収を考えるような有様だった。 
 このような状況のもとで、米国は現実的に北朝鮮のムスダン中距離ミサイル発射の脅威に

「十分な」MD 能力がないことを認め、戦争の危険を避けるため、Plan A を放棄し、Plan B を

作動させることを決めた。これは韓米両国による北への「対話の提案」として現れた。  
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 問題なのは、米国の対北「核兵器使用脅威」訓練により、もはや「北朝鮮の非核化」は達成

が不可能になってしまったということだ。米国が公然と核兵器使用で脅しをかけてきたので、

北朝鮮としては核抑止力をより強化させ、したがって核兵器開発を放棄するはずもない状況に

なってしまったからだ。  
 結局 2013 年春に、米朝両国は互いに大きな不覚をとったようなものだ。北朝鮮は米国の「核

兵器使用脅威」訓練に驚愕し、米国は核搭載可能な北朝鮮のムスダン中距離ミサイル攻撃の脅

威対処に、米国の能力の限界を身に染みて分かったからだ。いずれにせよ両国は、想定外の不

覚に慌てて、相手方への強い否定的認識をもつようになり、両国関係は破たんを免れなかった。 
 その後、米国は韓国を米国が主導する MD に合流させ、韓国と共に北朝鮮の核ミサイル脅威

に対し、「先制攻撃」の要素が含まれた対北「オーダーメイド型抑止戦略(Tailored Deterrence 
Strategy)」に合意し、韓米連合の防衛能力を強化させ、韓国軍の戦時作戦統制権の返還を延期

した。また、グアム基地に MD の一環として、高高度ミサイルシステム(THAAD)を設置し、韓

国にも THAAD 設置を推進している。 
 米国の公然たる「核兵器使用脅威」訓練に驚愕した北朝鮮は、2013 年 6 月 16 日、「米朝高

位級対話」を提案した。6.16 提案には、その年の春、朝鮮半島における(核)戦争危機に驚いた中

国の強い対北圧力も作用した。この提案で北朝鮮は自らの非核化の条件として、敵視政策の放

棄、平和体制の樹立、朝鮮半島全域の非核化を要求した。ここで「朝鮮半島全域の非核化」と

いうのは、韓国の核開発防止は言うまでもなく、米国保有の核兵器が韓米合同軍事演習の期間

に朝鮮半島に侵入・配備させることを禁止させようというものだ。それほど北朝鮮が米国の

「核兵器使用脅威」訓練に驚いたということだ。しかし、中国の習近平が直接オバマ大統領に

米朝対話を求めたにも関わらず、米国はこのような提案を完全に無視することを決めた。  
 米国は一方で 2014 年 11 月 18 日、国連総会第 3 委員会において、北朝鮮人権決議案を通さ

せるのに主要な役割を果たした。そのキーポイントは金正恩など、北朝鮮指導部を国際刑事裁

判所(ICC)に提訴しようとするものだった。ここで興味深いのは、国連人権理事会が「北朝鮮人

権調査委員会」の設置を決定したのは 2013 年 3 月 21 日なのだが、これは米国が 2013 年春に

北に対する「核兵器使用脅威」訓練により、実質的に北朝鮮の非核化を放棄したのと時期が一

致している。言い換えるなら、米国は 2013 年春に北朝鮮への「核兵器使用脅威」訓練を行うこ

とにより実質的に北朝鮮への非核化を放棄し、今度は国際政治の場に人権問題で北朝鮮を処罰

する方向に持ち込もうとした訳だ。2015 年 1 月、オバマ大統領がユーチューブのインタビュー

で、インターネット攻撃などで北朝鮮に対する圧迫を強めれば、「北朝鮮は崩壊するだろう」

と述べた。これは、米朝間にこれ以上「外交はない」という宣言だった。  
 2015 年 5 月初め、北朝鮮は潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)発射訓練を公開した。北が

SLBM を保有すれば、米国の MD 体制(THAAD 含む)を実質的に無力化させ、また米国の核攻撃

に対する反撃能力(second-strike capability)を保有することを意味する。  
現在北朝鮮は、金正恩の権力安定性の確保と国内経済改革の成果に対する自信をもとに、

“after Obama”、“after 朴槿恵”の立場を見せている。北朝鮮は米国、韓国、日本との対話と交渉

が断絶した状況、即ち自らへの外部の統制メカニズムが不在となった状況を逆手にとって、核

とミサイル能力を強化することにより東北アジア国際政治の基礎を揺り動かしている。究極的

には、米国など国際社会が北朝鮮を核保有国とミサイル強国として既定事実化する方向に「基

礎(国際政治)」を安定化させることで、現在の「基礎を揺り動かして」いるのだ。北朝鮮は今年

の 10 月 10 日、党創建 70 周年の「大変盛大な祝賀」を準備しているというが、どうやら平安北

道鉄山郡の西海発射場から人工衛星発射を準備しているようだ。 
  

4. 南北関係 
では、最近の朝鮮半島南北関係はどうなっているか。南北相互に「こちらは誠意をもって接し

ているが、相手側にはない」と非難しつつ、不信がつのっている。また、お互い「こちらとし

ては関係改善に大きな関心を払おうと努力しているが、相手方には関係改善の関心がない」と

非難して対話が断絶している。例えば、自分の方で新たにイニシチアブを握り状況を打開する
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努力をするよりも、相手のせいにしながら南北関係の悪化を放置している。しかし、興味深い

のは、南北関係を国内政治の目的に利用するのに熱を上げているということだ。 
 朴槿恵政府は「相手のある関係」を認めたがらないようだ。南北関係と統一を進めるために

は、何よりも現実的に北朝鮮の指導者と政府を対話と交渉のパートナーとして認めることが必

要となる。そうしなければ、「相手のある関係」が「相手のない関係」になってしまい、結局

は「北朝鮮崩壊論」や「吸収統一論」に陥ってしまう。そうなると、相互に信頼構築はおろか、

不信と対決がつのらざるを得ない。朴槿恵政府は「小さな統一から始めて大きな統一を目指

す」という立場を明らかにし、南北関係の「低いレベル」から出来る様々な「小さな統一」関

連協力(例えば、河川や山林の管理の協力事業、離散家族の対面、光復 70 周年の南北共同記念文

化事業の準備など)を提案し、その重要性を強調している。しかし、実際に北朝鮮指導部が関係

することとなる「高いレベル」では、対話と交渉のパートナーとして北を認めないという姿勢

を崩していない。例えば、脱北者団体が北の指導者金正恩とその家系を非難、攻撃するビラを

撒こうとするのを止めさせないことなどだ。これによって「小さな統一」のための協力プログ

ラム自体も実行できない状況を作り出している。 
 一方で北朝鮮は、韓国政府は大統領選挙で公約していた信頼プロセスによる南北関係改善に

もう関心がなくなり、国民が反対出来ない「統一準備論」を打ち出して、これを国内政治に利

用しながら、結局北朝鮮の崩壊と吸収統一のみに関心を寄せていると考えているようだ。金正

恩は韓米両国との関係では依然大きな困難を抱えているが、これまで農業、軽工業、サービス

部門で国内の経済改革を推進、この成果による自信をもとに、朴槿恵政府には大きく期待せず、

もはや「ポスト朴槿恵」を考えているようだ。任期が 2 年半しか残されていない朴槿恵大統領

と、実際には任期制限のない金正恩が感じる「時間」に対する概念と認識に大きな隔たりがあ

るのは当然だろう。上で述べた全てを考えたとき、何か大きな転機が無い限り、一度も南北

「長官級会談」さえ行えない今のような状況が、朴槿恵政府の残された任期の間、続く可能性

は否めない。 
 
5. 市民社会の役割 
 上述のように東北アジア情勢、米朝関係、そして南北関係のもとで、わが民族が求め続けて

きた「統一」と「平和」のアイデンティティは惨憺たる有様で、分裂と戦争のアイデンティテ

ィが正常な「生」の前に立ちふさがっている。戦争の脅威が存在する状況で、軍事安保、国家

安保、体制安保中心の思考と政策が圧倒し、このような条件のもとでは個人の生存、幸福を保

障する「人間安保」は立つ瀬がない。 
 このような状況のもとで、日米韓三カ国の市民社会が出来ることは何だろうか。私たちはど

うすれば私たちが属している日米韓 三カ国の政府が最優先の関心事としている軍事安保、国家

安保、体制安保を達成できるよう助けつつ、彼らが「朝鮮半島問題」を解決し、東アジアに平

和と繁栄をもたらすよう助け、政治・軍事、経済・環境、人間の問題を包括的に考え、国家と

国民、民族を保存しつつ私たち個人の生活をも保障する「人間安保」を確保できるだろうか。  
 このような問題意識で日米韓市民社会は健康で強い連帯を通じ、次のような共同の目標を追

求しなければならない。  
 第 1 に、何よりも日米韓三カ国の市民団体は、各国政府と社会の各部門が相互に対決と戦争

のアイデンティティではなく、和解と平和のアイデンティティを確立する方向に進むよう、積

極的に国家政策に影響を与え、社会的に教育しなければならない。和解と平和ではなく、対決

と戦争のアイデンティティがより強い状況のもとでは、人間安保が確立されない。私たちの経

験では和解と平和が力を発揮してこそ、人間の尊厳と人間安保が確保される。よって市民団体

は、人間安保、即ち人間の安全と幸福が保障される方向に、平和運動と統一運動を繰り広げて

いかなければならない。特に、韓米同盟と日米同盟の性格が、東アジアで対決と戦争の脅威を

煽るのではなく、和解と平和を定着させる役割を行うよう、全ての方法を追求しなければなら

ない。 
 第 2 に、日米韓の市民団体は各国政府の外交が理念外交に埋没しないよう積極的に警告し、

影響を与えていかなければならない。外交は基本的に「相手がある関係」なので、それを認め
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ることから始まる。外交を「十字軍戦争の精神」、即ち自分は善であり、相手は悪である、し

たがって相手側を除去すべきだ、というような理念中心で行ってはならないということだ。も

し、外交が理念中心となれば、ジョージ・W・ブッシュ政権の時代、ネオコン外交で経験したよ

うにその弊害は言うまでもないだろう。 
 第 3 に、日米韓の市民団体は各国政府が自らの利益と相手の利益を配慮する外交を行えるよ

う積極的に影響を与えるべきだろう。各国が相手との関係を「相手のある関係」として認め、

相手が重視する利益と価値を相手の立場になって考えれば、国家関係においてもある一方が利

益を得て、もう片方が損をするというような関係は不可能で、互いに利益を得られるウィン・

ウィンの方法を探せるだろう。 
 第 4 に、朝鮮半島と東アジアで最大の懸案の一つ北の核問題とミサイル問題だ。これまでの

経験から、六者会合のような多国間対話と交渉は、それが北朝鮮との二国間対話と並行したと

き、それなりの効果をもたされる。したがって、北の核問題を解決するためには、多国間と二

国（多者と二者）間対話という「両輪（双軌・dual track)戦略）が必要だ。市民社会は北の問題

と北朝鮮ミサイル 問題を解決するため各国政府が両輪戦略をとるよう、市民社会を総動員して

圧力を加え、協力できるところは協力していかなければならない。 
 第 5 に、70 年が過ぎた「朝鮮半島問題」を解決する際に最も核心的なことは、分断を克服す

る努力と朝鮮戦争を速やかに終結させ、停戦体制を平和体制に転換させることだ。結局、統一

と平和を同時に推進しなければならないということだ。この過程で、日米韓三カ国の市民団体

は各国政府が、朝鮮半島の南北が「崩壊」による統一ではなく、「和解協力」による統一を達

成するよう手助けし、「分断固定化」の平和体制ではなく「統一志向的」平和体制を確立する

よう支援しなければならない。 
 最後に、日米韓三カ国の市民団体は、選挙により指導者と政権を変えられる民主的な政治体

制が自由、民主主義、人権、市場経済を増進させる卓越な能力を発揮するが、以前の政府の

「約束」を守れないという弱点も持っているということを認識し、これを克服する努力をしな

ければならない。このために、主要政党の大統領候補が大統領選挙で対決と戦争ではなく、和

解と平和の方向に政策を公約させるよう進め、政権についた後でもその「約束」を守るよう促

していくことが重要だ。ここに、マニュフェスト運動も一つの方法となり得るだろう。（了） 
 
 
 

※[ ]は翻訳者によるものです。 


