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北は核と長距離ミサイル開発をあきらめないだろう
デービッド・ストラウブ 元米国務省朝鮮部長
２０１２年４月２０日

国務省で朝鮮部長、日本部長を務めた専門家の北朝鮮問題に対する基本的な見
方は、次のようなものだった。
①ソ連・東欧の崩壊を見た北は、核弾頭長距離ミサイル開発を体制のサバイバル
戦略に位置付けた。したがって、これを放棄することは考えづらい。この体制
が一番恐れているのは米国でなく自国民なのだ。いまは中国のサポートを前提
にして、ゲームを仕掛けているのだ。
②カギを握るのは、短中期的には朝鮮半島の現状維持を望んでいる中国の影響力
なのだ。今後ますます北は中国に依存せざるを得ない。民主主義国とはいわな
いが、いまの中国のような多元的でリベラルな社会に北が移行することは歓迎
だ。長期的に見て、中国の北朝鮮への態度が変わる可能性はあるし、それを助
長するよう努めるべきだ。
③ただ中国は、日米中の間にもっとしっかりした相互に信頼し合えるような仕組
みが構築されるまで、中国の政治システムがより民主化され、自信をもってこ
とに当たることができるような体制が出来上がるまでは、残念ながら北朝鮮問
題に対してはネガティブな役割を果たし続けるだろう。
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んなに時間がたっていないわけであります。け

司会（会田弘継理事・共同論説委員長兼編集
委員室長） きょうは、極めてタイミングよく

れども、それ以降の北朝鮮の行動をみますと、

ストラウブさんにおこしいただきました。実は

以前と変わらず、あるいは以前よりも若干悪化

もともと計画されていてこうなったのではな

したかというふうにみてとれます。

くて、たまたまこうなったわけですが。

我々がよく知っておりますように、今年に入

デービット・ストラウブさんには、ここにお

って 2 月 29 日に米国と合意に到達したのに、

集まりの何人かの方は、多分、取材でいろいろ

せいぜい 16～17 日しかたたないうちに、その

お世話になったと思います。お手元の略歴にあ

合意は北朝鮮によって破られました。

るように、国務省で日本デスクというか、日本

4 月 13 日の金曜日に、北朝鮮が、ミサイル

部長もされたし、朝鮮問題の専門家であります。 といいますか、ロケットといいますか、それを
いまはスタンフォード大学におられます。

発射しようとしたことによりまして、この合意
は破られたのであります。

時間がもったいないので、早速、ストラウブ
さんにお話をうかがいます。

悪化してきている北の挙動
ストラウブ氏 まず会田さん、日本記者クラ
ブのみなさま、そしてご参加いただきました

しかし、それ以外にも北朝鮮はいろいろな悪
いことをやっておりまして、あまりにもその数

方々にお礼を申しあげたいと思います。まこと
に絶妙なタイミングでの会見となりまして、あ

多いがために、もう我々、ほとんど注意も払わ
ないという状況であります。

らかじめ想定して私がこれを計画していたん
だと、本当はいいたいところでございます。

例えば昨日、韓国が、北朝鮮は今回の 100
周年のお祝いに、またミサイルを打ち上げるこ

ジャーナリストというのは、職業の性質上、
質問するのが大好きな方々でありますので、冒

とにあれだけのお金を使っているけれども、あ

頭発言はできるだけ短くし、みなさま方の質問

の金額を国民に食べ物を与えるということに
を楽しみにしたいと思います。質問のみならず、 使うことができたならば、何年間も国民たちに
コメントも楽しみにしたいと思います。なぜな
食べさせることができたのではないかという
らば、私は、北朝鮮問題に関しましては、唯一
批判をしました。そうしたところ、北朝鮮の軍
専一的に知識を持っているとは全く思ってい
ないからであります。

部の方が、そのようなことは全く受け入れられ

タイミング的にいいますと、まさに北朝鮮に
おきまして新指導者が生まれ、新指導者を取り

いとわないという発言をしております。

ない、そして北朝鮮はソウルを攻撃することも

巻く人たちもまた新しい顔ぶれになったとい

金正恩が正式に最高首領となったのは先週
のことですけれども、彼が実際に権力の座に上

うときでもあります。しかしながら、その実は、
あまり目新しくもないということもいえるの

り詰める動きが始まったのは、2009 年の秋に
金正日が発作を起こしたとき以来ということ
がいえるのではないかと思います。それ以降、

です。
今回、金正恩が指導者に選ばれているわけで
あります。けれども、これは最も指導者たるべ
き有能な人材だからということで選ばれたの

北朝鮮の行動、挙動は、それ以前に比べまして

ではなく、まさに北朝鮮という体制を安定的に

をいたしましたし、核実験の第 2 回目を行って
おります。それから 2010 年には、韓国海軍の

悪くなっております。
例えば 2009 年には、長距離ミサイルの発射

継続するということにぴったりの人物である
という、まさにその理由によって選ばれたから

艦船を砲撃し、沈めるということをいたしまし

であります。

たし、またその同じ年に、韓国の島を奇襲いた
しまして、そこでは民間人の死者が出ておりま

2011 年の 12 月に彼の父が死亡して以来、そ
2

す。このような攻撃、砲撃があったというのは、

いろな報道発表、それから数週間前から撮られ

朝鮮戦争以来初めてのことであります。2010

ている衛星写真などによりますと、どうも第 3

年になりますと、ウラン濃縮施設があるという

回目の核実験をする準備をしているように思

ことをアメリカ側にみせておりますし、今回は

われます。

ご存じのようにまたミサイル・ロケットの打ち

それからロケット発射の失敗ということに

上げ・・・・。

関しては、北朝鮮のことをいろいろとみている

やっていることの内容でいいますと、これま

人たちにいわせますと、あれは新リーダーにと

で北朝鮮がやってきたこととおおむね同じよ

りましても、また彼の体制にとっても大変な恥

うな内容の行動をとっておりますけれども、そ

であった、大恥をかいたということであります。

のような、いってみれば悪しき行動がとられる

ある意味で新しいリーダーの権威が損なわれ

ようになったペースが、はっきりと上がってき

たということもいえるわけであり、だからこそ

ております。

3 回目の核実験を行って、その失われたメンツ
を取り返そうとしているということも考えら

なぜこのようにペースが上がってきたのか

れます。

ということのわけは、よくはわかりませんけれ
ども、憶測することはできるわけであります。

でも、核実験の準備は、ロケット発射の準備

1 つの可能性として、北朝鮮の体制としては、

をする前からやっていたと思います。あれが実

このような指導者交代に当たって、非常に強い

際に成功したか成功しないかということとは

指導者がいるのだということを北朝鮮の軍や
みずからの国民に示すことが必要であった。そ

別に、それとは関係なく前から準備をしていた
と思われます。

れと同時に、外の世界にも強さを示す必要があ

私個人は、今回、あのミサイル発射が失敗し
たということは、金正恩のリーダーシップに対

ったということなのかもしれません。

してそれほど大きな影響をもたらすものだと
は思っておりません。

中国のサポートに自信を持つ

なぜ私がそう思っているか。基本的にいいま
すと、北朝鮮の指導層は 1 回のミサイルの発射

これまでの 10 年、20 年、北朝鮮としてはい
ろんなことをやってきたけれども、彼らの考え

が成功したか、しなかったかということに立脚
してものを考えるのではなくて、もうちょっと
長期的な見方をする体制であるということを

からすれば、総体的に国際社会から受ける制裁
の度合いがそんなに大きくないというふうに

いいたいのであります。

感じているということなのかもしれません。特
に中国のサポートということであります。何を
やろうとも中国はちゃんと北朝鮮を支持し続

今回のミサイル発射は、北朝鮮の長期的な戦
略という観点からは意義深いものでありまし

けるし、ある意味でその支持のレベルは上がっ

た。それでは、いまから短く、北朝鮮の長期的
な戦略とは何なのか、また、それを私がいう根

ているとすら、彼らは思っていると思います。

拠は何なのかについて説明します。

ですから、我々の憶測といたしましては、こ

私は、北朝鮮問題の発端になっている要因は、
基本的に 2 つあると思います。

れから数カ月ぐらいの間に、ひょっとしたら次
なる核実験のテストをするのではないかとい
うことが考えられます。

まず 1 つの理由は、朝鮮半島の民族、それか
ら朝鮮半島そのものが 2 つに分断されている
という問題です。

もちろん、それが必ずあるということがわか
っているわけではありませんけれども、私は、
確率としてあると思っております。特に 2006
年、2009 年のロケット打ち上げの後に、彼ら

そして 2 つ目は、朝鮮半島の北には全体主義
的な体制が存在するという点です。

はそういうことをいたしましたし、最近のいろ

それはどういうことを意味するかといいま
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すと、北朝鮮の指導層、体制側は、みずからの

絶対それと同じような状況は許さないという

国民のことを恐れているのです。なぜならば、

ことを決意したのです。

体制側は国民にうそをついてきたし、国民を保

したがって、このジレンマを解決するための

護することができないできたし、そして飢餓に

自分たちの戦略は何かというときに、彼らが考

瀕するということから国民を守る、防ぐという

えついた要素が、核兵器であり、そしてその核

ことすらできないできたからであります。

兵器を運搬するための長距離ミサイルであり

また、北朝鮮はコマンド・エコノミー、計画

ました。

経済、指令経済を持っておりますために、完全

これをすることによって、彼らはなにを望ん

に破綻した経済体制になってしまっている。そ

でいるのか。米国及びその他の国々が制裁を少

してこのことは、軍が必要としていること、あ

し軽減してくれるようになるであろうし、それ

るいは国としてやらなければいけないことに

から韓国にある政治世論をさらに分断するこ

対して、資金的なサポートをすることができて

とにつながるだろうし、そして自分たちの経済

いないということを意味します。

をある程度成長させることができ、それがみず

また、北朝鮮の指導部というのは、情報も結

からの体制のサバイバルにつながり、そしてい

構しっかりと持っております。また、みなさん

ずれの日にか――彼らはまだこの希望を捨て

や私と同じぐらいの知性のレベルを持ってい

ていないわけでありまして――自分たちの条

る人たちであります。ですから、自分たちがど

件下での朝鮮半島の統一をなし得るであろう

のような状況に置かれているかということに
つきましてはよく認識をしている人たちです。

というふうに望んでいるのです。

彼らは、生きるか死ぬかというジレンマに直
面しているのです。彼らは自分たちの経済を少

では北朝鮮に対してどのような対策を、あるい
は対策としての戦略をとり得るのかという話

し、てこ入れしなければならないということを

をしたいと思います。日本、アメリカ、それか

知っています。そして、経済をよくするために
はある程度外国の投資家に対して開放しなけ

ら韓国、その他の国際社会がとり得るカウンタ
ー戦略であります。

ればいけないということを知っております。そ

今までのところ、国際社会（これはアメリカ
を含めた国際社会でありますけれども）は、ア

最後に、若干お時間をいただきまして、それ

れをしなければ、自分たちが生存する、存続を
するための基盤が失われてしまうということ

メリカが特に北朝鮮を脅しているので、北朝鮮
としては核兵器を持たなければならないとい

を知っています。
しかしながら、みずからの国を外の世界に開
くということになりますと、国民はすぐに、い
かに国家が自分たちにうそをついたか、いかに

っているその主張に対して、ある程度の信任性

政府というのは無能であるかということに気

わかるわけでありまして、アメリカは一度も北
朝鮮を攻撃したことはありません。

を与えているような状況にあります。
しかしながら、歴史をひもといてみればすぐ

がつくでしょう。そうすれば自分たちの政権は
転覆されてしまうということを、彼らは知って

事実はまさにその逆でありまして、これまで
の 60 年間、北朝鮮の方が何度も繰り返してア

います。

メリカ及びアメリカの同盟国である韓国を攻
撃したのであります。

核と長距離ミサイルでのサバイバル

そして、我々の対応ぶりは、せいぜい、例え
ばどのような軍備をしているかということを

彼らは、かつてソ連が、そしてソ連を取り巻
く東欧の衛星諸国がどうなったかということ

示すとか、あるいは軍事演習をするというよう
な形での反応であり、しかもそのような反応も
まれなことでありました。

をつぶさにみて知っているわけであります。そ
して彼らはそのときに、自分たちのところには
4

ですから、北朝鮮が本当に恐れているのはア

略的にどういうふうに勝負を進めていくのか

メリカではない。実は北朝鮮が本当に恐れてい

ということにつきましては、必ずしも北朝鮮と

るのは自国民であるということなのでありま

だけではなく、世界のすべての国々と話し合い

す。自国民がいずれの日か政府を信任しなくな

をしていく必要があるのです。

り、そして、いずれは政府転覆ということに出

北朝鮮が我々にゲームを仕掛けてくるので

るかもしれないということを一番恐れている

はなく、本気で、誠実に、まじめに交渉しよう

のであります。そして国際社会、外の世界とい

ということを示してくれたときには、いつでも

たしましては、そのことにつきましては何かを

我々はそのような北朝鮮と話をすべきである

するというような対策を打ちようがないので

し、また交渉もすべきであります。

あります。

我々はその間、努力を結集し、安全保障とい
う世界の中におきまして北朝鮮が攻撃をする

北朝鮮のゲームに乗ってはならない

ことがないように、彼らに対して抑止力を行使
することも必要であります。もし北朝鮮が攻撃
をしかけてくるということがあった場合には、

私は数十年間にわたりまして北朝鮮の状況

それに対する防衛をする必要があります。また、

を分析し、またそれをウオッチしてまいりまし
たけれども、その結果の私の結論は、だから北

外の世界が大量破壊兵器に関する技術あるい
はその兵器そのものを北朝鮮に持ち込むこと

朝鮮のゲームに乗ってはならないということ

がより難しくなるように努力をすべきであり
ます。また、北朝鮮の方から外の世界に、大量

です。
北朝鮮が核プログラム、核兵器プログラム、

破壊兵器がらみの技術などを輸出することを

あるいはミサイルプログラムをあきらめるた
めの唯一の条件は、外の世界を自分たちがどう

より難しくするように努力すべきであります。
いずれ北朝鮮は変わっていくでありましょ

いうふうにみるのかということに関する北朝

う。どんなことをしても情報というのは、徐々
にではあれ、北朝鮮にじわじわと入っていくか

鮮の態度そのものが変わること、あるいは北朝
鮮が自分たちの体制をどういうふうにみるか

らであります。例えば中国に対する依存を北朝

ということの態度が変わることです。しかしな

鮮はこれからどんどん増していかなければな
りません。中国は決して民主主義国家とはいえ

がら、私は、これはあきらめないだろうという
結論であります。

ないかもしれませんけれども、北朝鮮に比べれ

その間、我々が北朝鮮問題に対処するために
は、長期的な展望でもってことに当たる必要が

ば多元的な社会であり、リベラルな社会であり
ます。そういう国である中国に北朝鮮は依存し

あります。

ていかなければならないからです。ですから、

こういうことをいいますと、国際社会、ある

いずれ北朝鮮は変わっていくでありましょう。

いはアメリカは何もしないということなんで
すか、北朝鮮がこういうプログラムを持ってい

この、私が北朝鮮という病気に対して下す診
断にいたしましても、また予防にいたしまして

るということを受け入れる、何もしないという

も、みなさん方からみればいらいらするような

ことなのですか、というふうに受け取る方がい
ると思います。

内容のものだということはわかっております。
民主主義の社会でありますアメリカ政府、日

全くそういうことを意味しているのではあ
りません。そうではなくて、アメリカは、必ず

本政府、あるいはどの国でも民主主義政府であ
ればそうだと思うのですけれども、この問題は

しも北朝鮮だけを相手に話をするというので
はなく、ほかの世界をしっかりと取り込んで、

解決できませんということはいえないわけで
す。解決できないといいますと、野党側の方が、
反対勢力の方が、いやいや、だったら私たちに

そして、そこと一生懸命話をしていくことが必
要なのであります。将棋の盤といいますか、戦
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任せてくれたら、うちが解決できるということ

期的にロケット発射があるような感じであり

をいうからです。

ますけれども、このようなロケット発射をする
ときには、相当長期にわたる準備が必要であり

しかし、長期的には、説明しましたように、
北朝鮮の内部に存在しておりますプロセスゆ

ます。これは北朝鮮のほぼ常設プログラムみた

えに、それから、私がいうようなアプローチを

いな感じがするわけでありまして、権力の中枢

ほかの国々がとるようになれば、いずれ北朝鮮

部にあれほど近い金柱寛のような人物が、この

は変わるということに、我々自身も貢献するこ

ロケットの準備状況を全く知らなかったとい

とができるようになるでありましょう。プラス

うことは、かなり蓋然性は低いのではないかと

の意味での変化が生まれるということに貢献

思われます。

することが可能だと思います。

でも、議論のために、金柱寛は知らなかった

そして、その間、どんなに長い期間であった

としましょう。しかし、たとえそういう前提に

としても、我々が努力を結集していろいろなこ

乗ってものを考えたとしても、金柱寛というの

とをやっていけば、北朝鮮という脅威、それを

は、交渉する、話し合いをするという権限は持

ともに管理することができないなどというこ

っておりましたけれども、合意を結ぶという権

とをいう理由は全くないと思います。以上です。 限を持っている人ではありません。協議をした
結果、平壌からのトップの承認を得て合意をま
とめるのです。調印をするとか、あるいは最終
的な形にまとめる、そういった権限は持ってい

≪質疑応答≫

ない人であります。そうなりますと、北朝鮮の
司会 どうもありがとうございました。司会
の特権でひとつ質問させていただきたいと思

権力の中枢部であるトップのところが、合意の
内容も知らなかったし、ミサイルの発射につい

います。

ても知らなかったなどということは、ちょっと
信用できないということになります。

2 月 29 日の米朝合意というのは一体何だっ
たのかということですが、いくつかの推測が成
り立つかと思います。果たして北の外務省、金

もう 1 つの可能性としては、あなたの質問に
ありましたように、北朝鮮がゲームを仕掛けて

柱寛は、この 4 月に当然行われるミサイルテス

きたのか、あるいはもっと大胆にいえば、まさ

トのことを知らなかったのか。内部で何かそう
いうコミュニケーションのディスコネクトが

にだまそうと思ってやったのかということで
あります。

あるのか。あるいは 2 月 29 日の合意というの
は何か 1 つのゲームだったのか。ゲームだとす
れば、どういう意図を持ったゲームだったのか。

２月２９日の合意で罠にかけた

ストラウブさんの読み方を教えてください。
次のように北朝鮮が考えた可能性もありま
す。アメリカがこの合意に賛成して、そしてロ
ケット発射をたとえしたとしても、その発射の

ストラウブ氏 私はいまの質問に関する内
部情報を持ち合わせているわけではありませ

後でも、アメリカの方としては 2 月 29 日の合

んけれども、米国政府が北朝鮮と協議を行うと
きにそこにいた経験に立脚していくつかの解

意をブレークしたくないと思っているだろう
というふうに北朝鮮が考えた、それは可能だと

釈を述べることはできます。

思います。

金柱寛がミサイル発射の計画について知ら
なかったという可能性は、私はあったと思いま
す。しかし、その確率は結構低い。

その根拠といたしましては、もしアメリカが
この合意に背を向けることになりますと、次に
アメリカは第 3 回目の核実験が行われるので
はないかということを心配しなければならな

過去におきましては、あたかも 3 年ごとに定
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くなる。それからまたアメリカは、ウラン濃縮

な影響がないという見方をされた。ただし、そ

施設をみせてもらうということもできなくな

の後の話で、北朝鮮の指導部が本当に恐れてい

るだろうし、寧辺の核施設の凍結ということも

るのは自分たちの国民だというお話でした。国

実行されないという事態に直面する。そう考え

民を恐れているのであれば、今回の失敗をみた

るからです。

国民の心が金正恩から離れていくのではない

それから、24 万トンの食糧援助ということ

かと思うのですが、その辺の説明をもう一度お

を実際に公表したけれども、それはあくまでも

願いしたい。あと、もし可能であれば、オバマ

人道的な支援であるという根拠でもって与え

政権が今回の件でどの程度いら立っているか

るのであり、少なくともアメリカ人の目からみ

というようなあたりをコメントしていただけ

たら、これは核プログラムとは関係のないもの

ればと思います。それから、11 月に大統領選

であるという形で提供されるのだと、北朝鮮は

を控える中で、オバマ政権が今後どの程度本格

理解していたと思います。

的に対北政策を進められるのかもコメントし
ていただきたいと思います。

だから、もし我々が例えばミサイルを発射し
たとしても、アメリカはその食糧支援の流れを
とめるなどということをするだろうかと、北朝

ミサイル発射失敗の影響は小さい

鮮は考えたんだろうと思います。そんなことを
すれば、人道支援だといっていたアメリカがメ
ンツを失う、辱められるということになってし
まうと思ったのです。

ストラウブ氏 私は、北朝鮮が一番恐れてい
るのは自国民だといいましたけれども、それは
あくまでも長期的な観点からであります。今す

はっきり申しておきますけれども、私は、今
回の合意を結ぶに当たってアメリカの交渉側

ぐ恐れている、何かが起こるということを意味

のやり方が間違っていた、まずかったというこ

したのではありません。なぜならば、いま現在
は、北朝鮮の国民には外部からの情報はそんな

とをいうつもりは毛頭ありません。アメリカの
交渉担当者は誠心誠意あの交渉をまとめたと

に入っていないし、また北朝鮮の指導層は、そ

思いますし、非常に注意深く、用心深く交渉を

の情報を厳格にコントロールしております。も
しそれに従わないというような人がいたとき

まとめております。例えば食糧援助にいたしま
しても、一括して渡すのではなくて、月ごとに

には、残虐に抑圧をしているからです。
いま金正恩体制が満足させなければならな
い人々というのは、その指導部を取り巻いてい

分割して渡すというふうにいっております。な
ぜならば、過去において苦い経験をしているか
らであります。

る人々及び軍部であります。
私は、ミサイル計画を続けるということは、
金正恩の心の中では、軍部及びその他のエリー

非難されるべきは北朝鮮側であります。北朝
鮮側が意図的にアメリカ側を間違った導き方

ト層がこれを望んでいるだろうということを

をして、合意の内容につきましても、それを間
違ってミスリードしてアナウンスさせたので

考えて、ミサイルプログラムを続けているんだ
ろうと思います。

あります。そして、自分たちとしては全然守る

みなさん、これは北朝鮮の人だってよく知っ
ていると思うのですけれども、ロケット科学と

つもりもないようなアグリーメントを発表さ
せ、しかもそういうことをすることによりまし

いうのは極めて難しいことであります。特にロ

て、完全にアメリカをわなにかけたということ

ケット開発の初期の段階におきましては、そう
いうものはよく失敗するものだというのはだ

だと私は思っています。

れでも知っていることであります。私自身も子
質問 先ほどの話の中で、今回のミサイル打
ち上げ失敗によって金正恩の指導力には大き

供のころよく覚えておりますけれども、アメリ
カのミサイル・ロケットが、50 年代、60 年代、
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打ち上げたと思ったら、それが飛ばなかったと

権は、昨年、北朝鮮の状況につきましていろい

いうような例を数多くみております。

ろと考えた結果、行くも地獄、去るも地獄とい
うことで、やってもだめだし、やらなくてもだ

北朝鮮の権力を持っている層の人たちはみ

めだということがわかっただろうと思います。

んな、今回、ロケットを発射することに対しま
しては多大の関心を有していました。ただ、金
正恩がかかわっていた 1 つの問題としていえ

オバマ政権は性急に動かないだろう

るのはタイミング、それをいつにするかという
ことについては、彼自身がかかわっていたかも

私はこれに関しましてインサイダー情報を

しれません。

全然持っておりませんけれども、次のようなこ

今回のロケット発射失敗が金正恩のステー

とは想像にかたくないと思います。オバマ政権

タスに悪しき影響を与えるかもしれない、とい

というのは政権ですから、諜報もちゃんと持っ

うことが想定できる 1 つの状況がそこにあり

ておりますし、また北朝鮮との歴史的な経緯も

得ると思います。

よく知っているわけであります。ですから、北

もし軍部の人たち、あるいは権力を非常に持

朝鮮は 2012 年中にはロケットの発射をするだ

っているような民間人、いわゆる軍ではない背
広組の人たちが、金正恩に向かって、今回のミ

ろうし、第 3 回目の核実験をするだろうという
ことは、ある程度前提にしていただろうという

サイル発射はぜひやめてください、100 年祭と
くっつけてやるのはぜひやめてくださいとい

ことは考えられます。

うことを強く訴えたにもかかわらず、金正恩が、
いや、これは絶対やる、なぜならば、これは自
分の祖父と父の思い出のためにやるのだから

オバマ政権としては、多分、それに先立つ 2
年半あるいは 3 年前の政策を踏襲したという
だけのことでありましょう。そして今年は北朝
鮮が実際に長距離ミサイルを発射し、核装備を

絶対やる、と回りの助言に抗してやってしまっ

実験したということがあるわけです。そうなる

たということで、あのタイミングになったとす
るならば・・・・。そして、あれが失敗したと

と共和党の選挙戦で出てくる対立候補からは、
なんだ、オバマ政権はこういうことをしたから、

いうことでありますので、それは彼の権威、あ

このような政策をとったから核実験も行われ

るいは彼の回りを取り巻く背広組の人たち及
び軍部の人たちの目においては、金正恩のステ

てしまったではないか、長距離ミサイルも発射
されてしまったではないか、オバマ政権は全く

ータスが弱体化したというふうに映ったかも

無能だ、実効性のない政権だというふうに批判

しれません。

されます。

ただし、そのようなシナリオは、可能性とし
てはありますけれども、実際は非常に低いもの

もう 1 つの可能性としては、オバマ政権がそ
れとは全然違った政策をとりまして、まあ、若

でしかないと思います。なぜならば、金正恩は

干かもしれないけれども、少しでも北朝鮮をし

まだ 30 歳にもなっていない。しかもリーダー
となって初めての公式の場である。そのような

て長距離ミサイルや核実験などをしにくくす
るような、そんな内容の交渉を再びして、アグ

中で、回りのエリートたちの助言を覆すという

リーメントを結ぶような努力をする。そういう

ことを日常的にやっている、あるいはたまにだ
としてもそういうふうに助言を覆すなんとい

政策をとるということも 1 つの可能性です。
おそらくオバマ政権は、この 2 つのうちの後

うことはなかったのではないかと思われます。

者の方を政策として選んだのではないかと思
います。ただ、オバマ政権というのは北朝鮮に

ですから、あのロケット発射のタイミングは、
恐らくは集団的な助言、集団的なアドバイスに

関しましては非常に情報をよく持っている政

基づくものであったろうと想定されます。

権であります。北朝鮮との直接経験を持ったよ
うな人たちの情報も持っておりますし、そして

オバマ政権についてですけれども、オバマ政
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よく情報を持った上での政策のとり方であっ

もやはり長期的な問題だと思っております。中

たと思います。

長期的には、いまおっしゃった 3 つの理由は、
すべて可能性があると思います。

他方、北朝鮮でアメリカ側と対応するような
交渉担当官というのは経験豊かな人たちであ

外部からの情報流入ということにつきまし

りまして、アメリカのこともよく知っておりま

ては、ＤＶＤ、ＣＤ、放送、それから多くの人

す。しかも、同じ仕事を 20 年間もずっとやっ

たちが、特に北朝鮮と中国との間で行き来をし

ているような人たちであります。

ているということから、外部の情報量というの
はふえてはおります。

しかし、そういう北朝鮮であっても、これま
で、例えば合意を結んで、それが 3 週間以内に

飢餓で難民が大量に発生するというのは、お

明らかに破られてしまうというようなことは、

っしゃった 3 つの中では一番可能性が低いの

過去にありませんでした。ですから、これは北

ではないかと思います。なぜならば、1990 年

朝鮮側からみても、今までになかったような展

代の飢餓から北朝鮮の国民たちは学んだので

開であります。

す。飢餓状況に関しては、自分たちで何とか手
当てをしなければだめなんだということを学

今回の苦い経験の後では、オバマ政権は、北

朝鮮の後を追いかけて、ぜひ話し合いましょう、 んだのです。北朝鮮では、いま、やみ市場とい
いますか、グレーマーケットといいますか、相
話し合いましょうというような、そういう道は
当大規模に展開しております。

とらないと私はみております。
ちなみに申しますけれども、いま対立候補に
なりつつありますロムニー氏は、このような事

中国の北朝鮮への態度は変わり得る

態の展開に関しまして次のようなコメントを
しております。オバマ政権の北朝鮮政策は無能
であり、効果性のないものであり、単純過ぎ、

将来的には、中国の対北朝鮮態度は変わり得
ると思います。しかし、短中期的には、私はあ

そしてはっきりとした融和主義であるという

まり楽観視しておりません。中国というのは、

ことをいっています。ということで、去るも地
獄、行くも地獄という状況です。

朝鮮半島は現状のままでいてほしい。特に不安
定要素などというのは一番中国が望んでいな
いことであります。何となれば、中国は自分た

質問 やや中期的にみて、北朝鮮の内部崩壊
の可能性はあるかどうか。内部崩壊をするとき

ちの国内的なことに集中したいからです。
中国人は、特に北朝鮮人を好きだということ

は指導層が割れるときとだと思うのですけれ

でもないし、北朝鮮が中国を好きだということ
ども、割れる原因としてちょっと思いつくのは、 も特にはないのですけれども、それぞれの異な
アラブの革命のように外の情報がもっとどん
った理由ゆえにお互いを必要としている。そこ
どん入ってくる、これが 1 つ。
で、両者の間の協力はこれまで以上にふえてき
ています。

それから、飢餓状態がひどくなって、難民が、
幾ら抑えても中国やロシアに向かってふえて

中国ではここ数年来、特にインテリの間では、
いまの中国の対北朝鮮政策は正しいんだろう

いく。それからもう 1 つとしては、例えばいま
中国の指導層がごたごたしておりますね、その

かということが議論されるようになってきて
おります。多くのインテリ、それからまた政府

中国が何らかの理由で北朝鮮に対する態度を

変えるとか。いますぐの問題ではないのですが、 の部内にいる人たちでも、北朝鮮というのはひ
いまのような可能性の中でどれが一番可能性
ょっとしたら中国にとって戦略的なマイナス
があるかということについてはいかがでしょ
ではないかということを考える人がふえてい
うか。
ます。
ストラウブ氏 私は、これは中期というより

何となれば、中国は非常にアメリカのことを
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警戒しているからです。中国としては、例えば

このことから、あからさまにみえてくること

朝鮮半島がアメリカの同盟国として統一され

があります。それは、北朝鮮と中国、他方、ア

るなどということはみたくない。アメリカが中

メリカと韓国と日本、その間では 6 者協議に対

国に対するよりも、より友好的な態度を持つよ

する考え方、あるいは利害関心、政策、目的、

うな北朝鮮になってほしくはないと思ってい

それが全く違っているんだということがわか

るのです。

ります。

ですから、よい方向へ北朝鮮が変わるであろ

覚えておられると思いますけれども、オバマ

うことを示唆する一番強い要素は、外部からの

政権成立以来、一度たりとも 6 者協議のセッシ

情報がより多く北朝鮮に入るということでし

ョンは持たれておりません。よくわかりません

ょう。ところが、ここが皮肉なのですけれども、

けれども、ひょっとしたらこのことはオバマ政

この外部情報というのは、ほとんどの場合、中

権の次のような気持ちを示しているのではな

国経由で入っていきます。

いでしょうか。

ただ、このようなドラマチックな変化が起こ

第一に、北朝鮮は絶対に核兵器をあきらめる

るであろうまでの間、我々としてはやはりベス

つもりはないのだということ。第二に、6 者協

トを尽くして、中国のインテリの人たちで、ひ

議というやり方は何の役にも立たないのだと

ょっとしたら北朝鮮を違うふうに持っていく

いうことを考えている。この 2 つだと思います。

ことの方が中国の理にかなうのではないか、な

ただし、アメリカは 6 者協議ということを口
にすることはやめないだろうと思います。もう

どと考えている人たちができるだけ多数を占
めるように、世論の主流になるように手をかし

6 者協議なんかやめちまえ、というようなこと

ていく。そのためのベストを尽くすということ

を絶対に口にはしないと思います。なぜならば、
この 6 者のうち誰もが、自分から最初にやめる

をするべきであります。
でなければ、中国はそのような変化が起こる

とはいい出したくないからです。

ことをとめてしまう可能性もあるからです。

6 者協議の方式が果たしてよかった

質問 いま核のコマンド・コントロールはど
うなっているとお考えか。それから、この核が

のかどうか。いまお話になった中国がイニシア
チブを握っていますが、アメリカはこのやり方

ルース化する、すなわちいま核のグリップを握
っている連中から離れていくおそれ、核不拡散

について反省しているのか、あるいはほかのや

の問題なんですけれども、政局なり内部の情勢

り方があるのかどうかというようなことを考
えているかどうか。

が不安定化することによって、そうなった場合
の対策をアメリカは考えていると思うのです

質問

が、どうでしょうか。
９年間の６者協議の評価は？

ストラウブ氏

ストラウブ氏 核デバイスのコマンド・アン
ド・コントロールについてという質問が第 1

重要で、しかも大変よい質問

点でしたけれども、私はそれにつきましての知
識を持ち合わせておりません。

をありがとうございました。9 年間、6 者協議
をやってきました。その間、北朝鮮は 1 回、2
回と核実験を行い、そして今回 3 回目の核実験
をしそうなあんばいになっております。また、
長距離ミサイルは 2 回も発射し、それから、絶
対にそんなものはないみたいに完全否定をし

2 つ目の質問の、いわゆる核兵器のルース化
されたものをどうするかということですけれ
ども、このルース・ニュークスにつきましては、
新聞報道などによりますと、在韓米軍、それか
ら韓国の軍部などが緊急時計画というのを立

ておりましたウラン濃縮施設も、完全に、本格
的に完了しております。

てているそうです。何か北朝鮮でことが起こり
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大混乱になったときには、このルース・ニュー

行動をもうちょっとちゃんとしたものにする

クスについてどうするかという計画を立てて

ように、中国が持つ影響力を行使しろという方

いるとのことであります。

向に向かって、米国、日本、韓国を含めその他
の国はずっと長年努力をしてまいりました。

私の憶測では、当面の間は、このルース化さ
れた核兵器というのはそんなに大きなリスク

私は前にも言及いたしましたように、米国が

ではないと思います。

朝鮮半島に対する影響力を行使することをあ
る程度抑制する、チェックするということが、

それよりもより深刻な問題は、北朝鮮が持っ
ております核技術の拡散であります。ご存じの

まず一番大きな中国の対北朝鮮への動機づけ

ように、イスラエルはシリアにあります原子炉

であろうと思っております。特に中国の軍隊、

を攻撃いたしましたけれども、あの原子炉は、

人民解放軍におきましては、その感覚は強いだ

基本的には北朝鮮がつくったものといわれて

ろうと思います。

おります。それから、核分野、それからミサイ

その移動型の発射台を北朝鮮に輸出する、提

ルの分野におきまして、北朝鮮とイランの間で

供するということに関しましては、私は中国の

協力が行われているというようなことに関す

専門家ではありませんのでよくわかりません。

る報道がかなり出ております。どの程度それが

どの程度軍以外のところがかかわったのかと

正確な内容かはわかりませんけれども。また、

いうことを、私は知りません。

核問題に関しましては、北朝鮮とパキスタンは
明確に強い協力関係を持っておりました。

まだまだ中国はネガティブな役割

北朝鮮の国民といいますか、北朝鮮の人たち
に関しまして、これだけの疑問の念を持ってい
る私でさえも、シリアの原子炉は基本的には北

私の印象といたしましては、中国人というの
は、こと制裁ということになりますと、できる
だけ北朝鮮に対する制裁の度合いであります

朝鮮がつくったなどということを聞きました
ときには、本当にショックを受けました。

とか、圧力の度合いをなるべく薄めるようにと

先ほど中国と北朝鮮との長期的なこ

いう努力をするし、一たん制裁の内容が決まっ
てしまったならば、それを正確に実行するとい

とのお話がありましたけれども、短期的にみた
場合に、北朝鮮の核開発をやめさせるには、や

うことにはほとんど関心を払わない。こういう

質問

はり中国の影響力というのが非常に大事なん

のが中国人の大体の態度ではなかったかと思
うのです。けれども、北朝鮮が核実験、あるい

だと思うのです。最近の報道をみますと、移動
発射台は中国から供与されたものとか、これま

は核関連の実験などをするようになりまして

でもいろいろな軍事技術を含めて中国は北朝

から、北朝鮮との貿易は相当ふえておりますし、
絶対額におきましても、北朝鮮と中国の間の貿

鮮にいろいろな援助をやっている。これは明ら
かに 3 年前の国連安全保障理事会の決議に違

易額は何倍にもふえております。

反している行動だと思うのです。そうすると、
中国をしてそれをやめさせて、北朝鮮に影響力
を行使させる、これはどのようにしたらいいん

ということで、日・米・中国の間でいまより
ももっとしっかりした相互に信頼し合うよう
な仕組みが構築されるようになるまでは、そし
て、中国の政治システムがより民主化され、よ

でしょうか。本来なら中国自身に制裁を課すぐ

りみずからが自信をもってことに当たること

らいのことが必要なんじゃないかと思うので
すけれども、それはそう簡単にはいかないと思

ができるようになる、そういう体制ができ上が
るまでは、残念なのですけれども、中国という

います。

のは北朝鮮に関しましてはネガティブな役割
を果たし続けることになってしまうのではな
いかと思います。

ストラウブ氏 難しい質問ですね。北朝鮮の
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プッシュしている勢力であるなどというよう

質問 私は、直近の問題よりもロングレンジ
の問題が重要ではないかと思うのです。ストラ

なことは知りません。

ウブさんは、中国は完全な民主主義の国ではな

李明博大統領だけではなく、アメリカも、中

いけれども、まだ民主主義に近い、あるいは経

国のような北朝鮮になってくれたら、それは喜

済的にもよりオープンになった、そういう社会

ばしい。それはアメリカにとって脅威のレベル

であるというコメントをなさいました。例えば

が下がるような存在でもあります。民主的な形

米国の政府が、あるいは将来の米国の政権が、

で朝鮮半島が統一されることを、アメリカは心

最終的にはもちろん北が完全に民主主義の国

から望んでおりますけれども、我々にとって一

になることを望んではいるでしょうが、そのち

番大事なのは、大韓民国の安全保障であり、そ
ょっと手前のところで、やや変形といいますか、 れからまた北朝鮮の国民たちがよりよい生活
形の変わった民主化というものも考えている
をするということであります。ですから、そう
かもしれないというようなことを、果たして北

いったことが担保されるものであるならば、そ

は考えているのでしょうか。あるいはそんなこ

のような状況を、我々はそれとともに歩むとい

とは全く思いついてもいないのでしょうか。

うことは何ら問題がないと思っております。

もう 1 つ。アメリカ・韓国・日本の 3 国の間

2 つ目の質問は、実は私が展開いたしました

の協調の関係ということもお話しになったけ

論点の中で最も弱いところを突いた質問であ

れども、日本と韓国の間は、慰安婦の問題もあ
りますし、領土の問題もあるし、歴史認識の問

ります。一国が、特に民主国家であればあるほ

題もある。それからアメリカとでは、沖縄問題

ど、長期にわたって外交政策が常に首尾一貫し
ている、整合性を持っているということはなか

を初めとしていろいろな問題がある。そういう
目前にいろいろな問題があって、日本とアメリ

なか難しいものであります。
アメリカにおきましても、北朝鮮に対する外
交姿勢に関しましては、いろいろと矛盾すると

カ、日本と韓国との間で隔意のない意見交換が
できる状況に必ずしもないということに関係
して、コメントをお願いします。

ころ、整合性のないところがありました。また、
韓国の国民世論は進歩派対保守派で、北朝鮮を
どうみるかというところで大きく分かれてお

中国のように北がなれば歓迎する

ります。

ストラウブ氏 私は、ひょっとしたら中国の

アメリカと日本は、おおむね北朝鮮に対しま
しては同じ見方をしているけれども、それでも
やはり、国が違えば有権者も違う、それぞれの

影響下のもとで北朝鮮が徐々に開放を進め、経
済を徐々に改善させ、そして北朝鮮の人たちの

国の歴史も違うわけであります。それで時によ
りコーディネーションとか、意見の一致が、北

多くが携帯電話を持つようになるというよう
なシナリオを描くことは可能だと思っており
ます。それはいいことでありますし、例えば李

朝鮮に関しましてはみられなくなってしまう

明博大統領のような、いわゆる強硬派と呼ばれ

ですから、これはなかなか難しいことである

ている人でさえ、北朝鮮が中国スタイルのよう
な発展をしたらどんなにいいだろうか、という

ということを認識した上で申しあげます。特に
これまでの数年間は、日・米・韓の間では非常

ようなことを公にはっきりといっております。

によく物事がすり合わされて展開してきたと

北朝鮮のエリートの中にも、おそらくは、そ
ういうことがあったらいいのになということ
を考えている人は多くいるだろうと、私は思う

思います。たしかに将来においては何があるか
わかりませんし、ひょっとしたらコーディネー

のです。しかし、そういう勢力の存在も、ある

うな状況が到来する可能性があるかもしれま
せん。けれども、長期的には、私は、共通の理

ときがあったりするのも事実であります。

ションが全くできなくなるような、嫌になるよ

いはいまの政府省庁が特にそういった動きを
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解を持ちながら共通の政策を立案していくこ

用したということが書かれています。

とができるという、そういう妥当なチャンスは

としますと、ブッシュ政権下においてこのテ

あるのではないかとみております。

ーラード・コンテインメントという対北朝鮮政
策は一貫した政策、あるいは戦略として採用さ

質問 最近、金正日の遺訓、遺言というもの

れていたのかどうか。この点についてストラウ

を韓国の脱北者が発表したんですが、この信憑

ブさんはどういう評価をされていますでしょ

性、またそれに対するコメントがありましたら

うか。

教えてください。

彼女は後年、国務長官になった後は、クリス
トファー・ヒル大使を交渉の担当者とさせ、今
度は本人が交渉に乗り出していくわけです。そ

ストラウブ氏 私もあの報道はみました。あ
り得る話であるとは思いましたけれども、私は、
韓国から上がってくる情報は常に疑惑の念を

の点、一貫性という点ではどうなのかなとちょ
っと疑問に思うところもあるのです。また、そ
のときにおいても副大統領と対立したことも、

持ってみております。なぜならば、韓国は、北

彼女はその回顧録で触れています。この点につ

朝鮮に対して諜報戦を仕掛けているし、プロパ

いてストラウブさんはどう観察し、どう評価さ

ガンダ戦争をやっている国でもあるからであ
ります。ひょっとしたらあれは真正遺言であっ

れていますでしょうか。

て、非常に大切なものかもしれないけれども、
ひょっとしたらあれは完全な偽物かもしれな
い。あなたに、あれを本物だと信じるに足る理

ブッシュ政権の対北政策はゼロだった

由があるとすれば、ぜひお聞かせいただきたい

ストラウブ氏 北朝鮮に対するブッシュ政
権の政策には全く一貫性はありませんでした。
おっしゃるとおりです。事実上、ブッシュ政権

と思います。

質問 過去を振り返って、ブッシュ政権時代
のアメリカの対北朝鮮政策についてお尋ねし
たいと思います。今年になりましてコンドリー

の北朝鮮政策はゼロだったというのが事実で

ザ・ライス元国務長官が回顧録を書いた。『No

彼の周辺を取り囲んでいた人たちというのは、
合理性にせよ、判断力にせよ、ちょっとおかし

す。
まず、ブッシュ政権の 1 期目におきましては、

Higher Honor』という本を出版しましたね。そ
の中でブッシュ政権の初期の段階の北朝鮮政

いなと思わざるを得ないような人たちでした。

策について触れている。ジム・ケリー元国務次
官補が北朝鮮と交渉するという事態について、
彼女が非常に批判的なコメントをそのときに
出します。国務省のやり方は非常にソフトであ

私は専門職として韓国の問題をやっている
人間として、これは読まなきゃいかんと思いま
したので、あの本が出てすぐに買いました。で
も、どうしてもページを開くことができないの

る（ソフト過ぎるということですね）と。その
上で、ホワイトハウスでは 3 つのアプローチ法

です。

を考えたということを、彼女は書いております。
副大統領のオフィスは、北朝鮮に対してはレジ
ーム・チェンジでのぞんでいた。それからマイ

私はいまでもブッシュ政権に対する怒りを
ぬぐい切れないでいるのです。ただ単に北朝鮮
政策が間違っていたとか、そういうことだけで
はなくて、本当に、我が国の国益に対して長期

ケル・グリーンからは、それぞれエンゲージメ

的に、外交的にあのような損害をもたらしてし
まったということに、私はいまでも怒っている

ントを進めようという意見も出てくる。その一
方で、テーラード・コンテインメントというア

のです。

プローチがあり、ホワイトハウスとしてはこの

まず 1 期目に、彼は政府のトップレベルでい

テーラード・コンテインメントを政策として採
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ろいろな人を指名したのですけれども、お互い

ライス長官の言に至っては、例えばジム・ケ

にお互いを嫌い合っているというような人た

リーのような――あの人はキャリアの海軍士

ちを任命したんです。

官で、しかも保守派の海軍士官である――あの

それから、彼の 1 期目には 2 つの戦争が行わ

ような人物に向かって「too soft だ」などと

れました。何千人というアメリカの若い兵士た

いうのは軽蔑にも値しないような評価であり

ちが命を失いましたし、外国人が何十万と命を

ます。ちょっといい過ぎました（笑）。

失うか、あるいは自分たちの家から退去せざる
を得ないような状況に追い込まれました。

司会 どうもありがとうございました。最後

これだけの大きな戦争を 2 つ抱えながら、し

に本音が出ましたが（笑）、彼はクリントンさ

かもこれだけの貴重な人命を失いつつあると

んと一緒に北朝鮮に行ったそうですから。

きにも、事実として私は知っておりますけれど
も、コリン・パウエルとラムズフェルドはあま

ストラウブ氏 私はジョージ・Ｗ・ブッシュ

りにもお互いが大嫌いであって、国務長官と国

のお父さんは大好きです。

防長官が口すらきかないという関係にありま
した。

司会 われわれのために時間を取っていた
だき、ありがとうございました。

北朝鮮を何とかしよう、北朝鮮とどうしよう
かなどというようなことではなく、お互いにお
互いの裏をかくためには何ができるかという

（文責・編集部）

ことだけに関心を持っていました。
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