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司会：吉田克二特別企画委員 きょうは、こ

の春に政策研究大学院大学の教授になられた

道下徳成さんから、東アジア、朝鮮半島の安全

保障をテーマにお話をいただきます。タイミン

グよく、日米首脳会談がきょう行われまして、

東アジアのことを語るにはいいタイミングで

す。では、お願いいたします。 

 

道下徳成 政策研究大学院大学教授 本日

は「激動する東アジアと韓国新戦略の行方」と

いうことでお話しします。 

最初は、日韓関係悪化の背景、2つ目は日米

のアジア太平洋戦略と韓国の位置づけ、そして

3つ目に、韓中関係の現状と将来、そして最後

に、日韓安保協力の展望、という順でお話しし

ます。 

もう1つの資料は、韓国語等のものもありま

すが、翻訳して解説をするようにいたしますの

で、必要に応じてごらんいただきます。 

日韓関係悪化の4つの背景 

それでは、1番目の日韓関係悪化の背景につ

いてお話をしたいのですが、ここはもう皆さん

大体ご存じだと思いますから、簡単にしたいと

思います。現在、非常に不幸なことに、日韓関

係が大変悪化していることには、4つぐらい大

きな理由があるのではないかと私は見ていま

す。2つはどちらかというと戦術的というか、

短期的な理由、もう2つは少し長期的な理由で

す。 

まず短期的な理由の1つとしては、麻生副総

理が、朴槿恵（パク・クネ）さんの大統領就任

式に参加されたときの発言です。就任式の後に、

朴槿恵大統領と側近の方々がいるところで面

会をしたときに、報道ベースの内容ですけれど

も、歴史の解釈にいろいろな見方があるのは当

然であるということをお話しされたというこ

とです。 

この発言自体は、特に誤った発言であるとは

思いませんけれども、非常にまずいなと思うの

が、これがお祝いの席だったことです。お祝い

に行っておいて、けんかになりそうな話題を出

すというのは、あまり得策ではない。それをあ

えてやられたというので、韓国側としては、何

しに来たんだという気持ちになったのではな

いかと思います。それは、麻生さんの個性もあ

ると思うのですけれども、日本側としては失策

だったと考えています。 

これを韓国側は、「ああ、日本はもう日韓関

係をあまり本気で改善する気はないんだ」とい

うメッセージとして受け取った可能性があり

ます。この発言がなくても、うまくいっていな

かったかもしれませんけれども、やはりやる気

をなくさせたというのは大きいのではないか

と思います。 

日韓関係が悪くなったら、「ちょっと一肌脱

いで関係改善をしないといかぬ」と思う人が日

韓両国にいた。だけど最近はいなくなった、と

よく言われます。そういう中でこういう発言を

すると、「ああ、やっぱりもうやる気がしない」

というか、「やらなくていいや、もうほっとけ」

という話になってしまう。あまりよくない雰囲

気をつくってしまったと思います。 

朴槿恵大統領の政治的判断 

2つ目は、朴槿恵さんの政治的立場です。朴

正煕(パク・チョンヒ)というお父さんを持って

いて、彼女は非常にこのお父さんを尊敬してい

る。ただ、そのお父さんが日本の陸軍士官学校

に留学していたとか、満洲国軍に将校として勤

務していたとか、創氏改名で日本名を持ってい

たといったことが弱みになっています。 

それから、来年2015年は日韓国交正常化50

周年になるわけです。 

実は私は1965年生まれですので、日韓国交

正常化とたまたま歩みをともにしているので

すけれども、その1965年には、韓国国内では

日韓国交正常化に反対する声もかなり大きか

ったわけです。それを押し切って国交正常化を

したことで、ややもすると親日派のレッテルを

張られやすい。このレッテル張りをされないた

めには、親日ではないというのを相当強く出し

ておかないとよくないので、かなり強い立場を

とっているという面があると思います。 
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そういう意味では、朴槿恵さんは政治的には

非常に賢明な判断をしていて、うまくやってい

ると思います。これで親日という批判はあり得

ませんから。 

ジャパン・ディスカウントで対日競争力を強化 

3つ目と4つ目は長期的な理由です。3つ目

は、過去と異なって、韓国が日本の競争相手と

して対等なプレーヤーになってきたというこ

とが大きいと思います。対等なプレーヤーにな

っただけではなくて、競争相手になっていると

いうことです。 

韓国という国は、そもそも日本モデルを使っ

て産業発展してきました。輸出品目などの構成

まで日本とそっくりな状況になっています。た

だ、昔は韓国の輸出商品の質が低かったことも

あって、そんなに競合していなかったのですけ

れども、最近は同じターゲットを狙うようなプ

レーヤーになってきたということで、極めて競

争的な側面が強くなってきているということ

です。 

最近、「ジャパン・ディスカウント」という

言葉が使われます。日本のことを悪く言うと、

朴槿恵さんなどが「告げ口外交」をしていると

言われます。「告げ口」という言い方ではなく

て、「ジャパン・ディスカウント」という言い

方は非常に言い得て妙だなと思います。日本と

いう国のブランドイメージや日本製品のブラ

ンドイメージ等を落とすことによって、相対的

に韓国の商品が優位に立てる。韓国の企業、韓

国の製品が国際社会、国際市場で優位に立てる

わけで、これは悪いことではないわけです。 

トヨタが一時アメリカの市場で、ブレーキシ

ステムなどに問題があるということで非難さ

れましたけれども、その背景には、基本的には

フォードがかなり暗躍していたようですけれ

ども、ちゃんと足のつかないように、いろいろ

トヨタの製品の、特にハイブリッド商品の評判

を落とすような努力をしていたようです。アメ

リカの関係者の話ですと、現代（ヒュンダイ）

なんかも多少はそういうこともしていたよう

です。その辺は目にみえないようにやっている

わけですけれども、外交だけではなくて、経済

面でも広く韓国の競争力を上げるというのは、

韓国にとっては有意なことです。 

最近は円高が緩和されてきましたから、日本

の国内には、これで韓国製品に対して日本の製

品はかなり輸出競争力を回復すると思う向き

があります。けれども、やはりフラストレーシ

ョンもあって、大前研一さんのように「韓国経

済は今でも日本の素材・部品や機械なしには成

り立たない」という議論をする人がよくいらっ

しゃいます。確かにそういう面はあると思うん

ですが、こうした議論は、正直言って無意味だ

と思います。 

なぜかというと、韓国のメーカーに日本が機

械や部品を提供しなくなるということはあり

得ないからです。日本の企業は、いまや国際的

なサプライチェーンの中で生き残っていって

いるわけです。ＴＰＰがスタートしたらますま

すそれが重要になってきて、サプライチェーン

の中で生きているという前提で物事を考えな

いといけない。そんなときに、「日本がしてや

らないとだめ」みたいな言い方をするのは、「だ

から日本は偉いんだ、いまのままでいいんだ」

という錯覚を与えるので非常によくないこと

だと思います。しかし、そういう言い方が好き

な人が多いので、その点では日本の将来が非常

に憂慮されるところです。 

輸出関係の話ですが、円高が是正されて韓国

製品に対してかなり優位に立てるという見方

がありますが、韓国の場合は――それこそ大前

さんの言っていることは結構正しくて――中

間財を輸入して、それを加工して売っています。

だからウォン高になると、必ずしも韓国商品の

競争力が落ちるわけではありません。なぜなら、

中間財が安く買えますから、それを加工して売

るときに少し高くなるだけで、実はそんなに競

争力は落ちないと言われています。 

逆に、日本は中間財を日本国内の中小企業や

下請けが供給している部分が多い。円安になる

ことによって――もちろんエネルギーなどは

別の事情でコストが高くなっていますけれど

も――そういう部品などが高くなるというこ

とはあまりないので、ネットではかなり円安の

メリットが出てくる。日本の競争力が高くなる
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から、相対的に韓国製品に対して有利になると

は言われていますが、韓国自身の競争力が必ず

しも落ちるわけではない、と思われます。 

それから、ただでさえウォン高になっている

んですけれども、韓国にとってもう1つのダブ

ルパンチとして、ことし4月にアメリカの財務

省が出した「経済為替報告書」があります。そ

の中では、韓国が為替操作をしているのではな

いかと、強く牽制する表現に変わってきていま

す。昨年に比べて「控えるべき」というような

言い方をしています。そういう意味でも韓国の

今後の国際競争力は、かなり厳しくなるという

ふうに考えられる。 

そうすると、韓国も国際的な競争力を維持す

るという意味でも、使える手段は全部使うとい

うぐらいの気持ちで日本の製品に対して激し

く対抗意識を出してくるということは考えら

れます。この面では将来はあまり明るくないと

いうことが言えると思います。 

動きつつある韓国の外交戦略 

4つ目はもう1つの根本的な問題ですが、韓

国の対外戦略の軸がかなり動いている。以前は、

当然のことながらアメリカ中心の外交、安全保

障政策を組み立てていましたが、最近は米韓関

係と中韓関係を軸とする対外政策を組み立て

るようになってきています。 

朴槿恵さんが大統領になる前に、選挙公約と

して出してきていた表現ですが、南北間協議―

―北朝鮮との協議ですね――と、韓米中戦略対

話を組み合わせて北朝鮮の問題に対応する。そ

して、より広くは、韓米・韓中関係を調和的に

発展させながら外交を進めていく。こういう2

つの柱の考え方を出していました。 

そういう考え方ですから、日本の重要性が昔

に比べて落ちてきている。ただ、日本がこの中

から完全に落ちているわけではないのです。お

もしろいのが、2013年に出た外交部の業務報

告の資料の書き方です。大きい枠として、「韓

米同盟と韓中同伴者関係の調和発展」という項

目があるのですね。その項目の中に、副次的な

項目が幾つか入っているんですけれども、1つ

目が、韓米間の包括的戦略同盟の深化と発展。 

2つ目の柱が、韓中の戦略的な協力同伴者関

係の内実化――より中身を豊かなものにする

ということ。 

3つ目に、韓日関係の安定化というのがあっ

て、4つ目に、韓ロの戦略的な協力同伴者関係

の強化という、この4つの項目が入っています。 

つまり、対日関係や対ロ関係はもう対米、対

中の副次的な項目という位置づけになってい

るわけです。そういう意味で日本というのが直

接的に重要な位置づけでなくなっているかと

いうのが分かると思います。 

こういう外交デザインを描いているという

のは、非常に私はおもしろいと思っています。

なぜかというと、こういう考え方は、昔、盧武

鉉（ノムヒョン）大統領のときに出てきていた

「北東アジアバランサー論」というのに非常に

似ているという印象を受けるからです。 

もちろん、当時は「バランサー」という言い

方をしていて、自分がキャスティングボートを

握るんだ、というような言い方をしていました。

それよりは今のほうがおとなし目です。昔はわ

れわれが本当、真ん中に立って大国をマニピュ

レートしてやるぐらいな話だったのですけれ

ども、いまはもう少しおとなしい言い方にはな

っています。ただ当時でも、バランサーと口で

は言っていますけれども、本当にバランシング

できるとは、実際は思っていなかったと思いま

すし、できるわけもなかったわけです。 

当時言っていたことの本質は何かというと、

悪い言い方をすると「二股外交」、もう少し普

通のおとなしい言い方をすると「等距離外交

（equidistance policy）」ですね。これは昔、

日本だってやっていました。アメリカべったり

というのは80年代以降の話で、それまでは多

元的な等距離外交をやっていたというところ

もありますので、そんなに不思議なものではな

いと思います。 

これは、朝鮮半島という地政学的に大国に囲

まれた位置にある国がとる戦略としては自然

なものなのかなあと思っています。なぜかとい

うと、北朝鮮をみても、冷戦期は中国とソ連の
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間で二股外交というか、等距離外交をやり、冷

戦が終わってソ連が潰れてしまったら今度は

中国とアメリカの間で等距離外交をやり、あわ

よくば日本とも国交を正常化して、韓国からも

援助を得る。 

北朝鮮にとって一番おいしいのは、アメリカ、

中国、日本、韓国とそれなりに関係を改善した

状態で、状況によって分断したり協力したりと

いう「四股外交」というのが一番いいのです。

北朝鮮でさえそういうことをやっているわけ

ですから、同じような地政学的位置にある韓国

が同じような等距離外交、二股外交をやるのは

全く不思議ではない。これがうまくいけば理想

的な戦略です。朝鮮半島の国家にとって、どん

なに体制が違っても、最終的に行き着く戦略は

似たようなものなんだな、と思わせるわけです。 

日本のアジア太平洋戦略 

次に、「日米のアジア太平洋戦略と韓国の位

置づけ」です。「日米の」と言いましたが、今

日は日本に焦点を当ててお話ししたいと思い

ます。中国の台頭があって、今回の日米首脳会

談のテーマでは、まさに中国にどう対応するか

というのが安保上は一番大きいでしょうし、Ｔ

ＰＰなど経済がもう1つの柱でしょう。今後、

中国が台頭して地域のバランス・オブ・パワー

が大きく変化するという中で、どう対処してい

くかというのは一番重要な地域における課題

です。 

そのときに、日本はどういうふうにやろうと

しているか。資料１の“Table 1. The 15 

countries with the highest military 

expenditure in 2013”を見てください。これ

はＳＩＰＲＩ（Stockholm International Peace 

Research Institute）というシンクタンクが出

している報告書の一部で、世界で国防費、国防

支出が多い国の15カ国を並べた表です。 

これはつい最近出た最新版ですが、それをみ

ていただくとアジア太平洋において日本の持

つ最も重要な戦略目標は、中国が台頭してくる

中で、いかに地域のバランス・オブ・パワー（勢

力均衡）を維持するかという点であることが分

かります。当然のことながら、幾つか手段があ

って、3つ大きい手段を使おうとしています。

1つ目は、日本自身が防衛力を強化する。財政

赤字もあり、あまり財政負担もできないので、

防衛力を多少強化しつつ、能力はそんなに変わ

らないんだけれども、よりよく使うという考え

です。その手段としてＮＳＣをつくってみたり、

特定秘密保護法をつくってみたり、集団的自衛

権を行使すると言ってみたり、武器輸出3原則

を撤廃すると言ってみたり、今後は敵基地攻撃

能力を保有すると言ってみたり、大して資源が

増えない中で、いかに実質的な防衛能力を向上

させるかというものです。 

2つ目は、まさにいま日米間で進められてい

るわけですけれども、ガイドラインの見直しを

含めて、日米協力を強化し、それを対中シフト

に変えていくということです。 

ただ、それでも限界があります。この表をみ

ていただけるとわかるように、国防費はいまで

も絶対値で言いますと、アメリカが圧倒的なト

ップで、2013年における国防費支出は 6,400

億ドルです。第2位が中国で1,880億ドル、日

本は8位です。去年は5位でしたけれども円安

になったので落ちてしまっているということ

もありますが、480億ドルです。 

絶対値をみるとアメリカがまだまだ圧倒的

ということが言えますが、少しショッキングな

のは、それの右にあります“Change, 2004-13”

という数字です。これは2004年から2013年の

10年間に国防費支出が増えたか、減ったか、

増減をあらわしている数字です。アメリカをみ

ますと、12％です。これは決して悪い数字では

ないのですが、増えているのは当たり前で、ア

フガニスタンとイラクで戦争をしたので、戦費

かかさんでいたのです。最大時は、50％以上に

なっていたと思いますが、いまこの数字はどん

どん縮小しています。去年は 33％ぐらいだっ

たのですけれども、どんどん落ちていて、明ら

かに下降傾向にある。 

他方、中国は170％です。アメリカの国防費

が増えているといっても、戦費がかさんで増え

ているだけです。戦争しているので、軍事能力

としてはむしろ疲弊してきているわけです。そ

れに比べ、中国は戦争も何もやっていないのに
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170％増えていますから、これは真水の増加で

す。このパンチ力は大きい。 

日本をみますと、安倍政権になって多少、国

防費を増やしたとはいえ、10年間でみると

0.2％、むしろマイナスになっているというこ

とです。 

このトレンドをみると、どんなに日米が頑張

っても、基本的に中国と競争できないというの

が結論です。それでどうしているかというと、

日米でできないなら友達を増やせばいいじゃ

ないか、という考え方です。 

その増やそうとしている友達が、これは

2010年の前の防衛計画の大綱で明確に打ち出

した概念ですけれども、地域におけるパートナ

ーを名指ししているわけですね。パートナーは

防衛計画の大綱の順番で言うと、韓国、オース

トラリア、東南アジア、インドという順番です。 

この国々を戦略的なパートナーにして、言い

かえると、日米同盟を拡大するイメージですね、

日米同盟を中核にして、これを拡大して、地域

同盟（collective defense）のようなものをつ

くる。共同防衛体制をつくるというのが日米が

いま向かおうとしている方向です。 

パートナー国とパワーバランスを維持 

そこでこの表を見て、潜在的なパートナー国

はどんな地位にいるかといいますと、インドは

9位で、防衛費は470億ドルですけれども、過

去10年間に45％も国防費が伸びている。 

そして、韓国。あの人口にもかかわらず、340

億ドルぐらい支出していて、しかも過去10年

間に42％も伸びている。 

そしてオーストラリアも、本当にこれも人口

に比較すれば驚くべき数字ですけれども、13

位という地位を保ち、240億ドルを支出してい

る。最近は絞りぎみですけれども、過去10年

で 19％国防費が伸びています。つい最近もま

た戦闘機を、いままでの計画よりかなり増やし

て、70機ぐらいＦ35を調達することにしまし

た。それから、日本が売りたがっているわけで

すけれども、潜水艦です。そうりゅうクラスと

いうディーゼル式のもので、空気がなくても、

海から酸素を取り出して航行することができ

るという最新型の潜水艦を売りたがっている

わけですが、そういうのも買おうとしていると

いうことです。 

つまり、日本とアメリカはちょっと元気がな

くなってきているけれども、こういう生きのい

い国々を取り入れることに成功したら、中国に

勝てないにしても、かなりいい感じでバランス

を維持できるというのが、今後の行こうとして

いる方向です。そのために一生懸命インドとか

オーストラリアと仲よくしようとしていて、イ

ンドの外務大臣がいま、来日しています。 

そういう意味で、韓国は友達リストのトップ

に名前が挙がっていて、国防費という意味でも

地域でかなりのウエートを占める重要な国に

なってきつつあるわけです。 

しかも、最近の韓国の軍事力の増強の様相を

みますと、単に北朝鮮に対応する以上の強化を

している。海軍力も、日本みたいに外洋艦隊に

はまだなってはないのですけれども、イージス

艦やＰ3Ｃも持っていますし、かなり近代化さ

れてきているということが言えます。 

ということで、韓国はパートナーとして非常

に魅力的な国なのですが、ただ、同時に、軍事

政策と外交政策のギャップが出てきています。

まだ道のりは遠いですけれども、軍事能力的に

は対中もできる方向に行きつつあるけれども、

外交戦略としてはそういうことはしたくない

という形になっている。そういう意味で、魅力

的なんだけれども、まだつき合う意志はなさそ

うだという状況です。 

そういうところへ持ってきて、日韓関係が悪

化してきているので、日米の同盟コミュニティ

ーの中では、本当は韓国をパートナーにしたい

けれども、まあちょっと無理そうだ、もう諦め

たほうがいいんじゃないか、ということを言う

人もかなり多いのです。 

ここは議論の余地があるところですが、私は、

諦めるべきではないし、将来ひょっとしたらか

なり仲よくなれる可能性もあるので、長期的に

安全保障上のパートナーになる準備を、います

べきだというのが、私の立場です。なぜそうか
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というのは、後でお話しします。 

韓国の「勝ち馬」政策 

次に、韓中関係の現状と将来です。中国がど

んどん台頭していて、ある意味では韓国にとっ

ても中国の台頭というのが、外交方針を決定す

るうえでの最も大きいファクターになってい

るわけです。そこで2つの大きい選択肢があっ

て、ひとつはバランシングです。中国の影響力

が強くならないようにするために、日本やアメ

リカと組んでバランス、均衡をとるという方向

です。 

そしてもうひとつは、バンドワゴニングとい

う、「勝ち馬に乗る」という政策です。中国は

強い、しかも経済的にも強くなっているから、

どちらかというと、強くなっている勝ち馬との

関係を強化することによって、そこからベネフ

ィットを得るという戦略です。この2つの戦略

のうち、いまは基本的にバンドワゴニング的な

方向に行っていると見ています。 

ただ最近、日本の国内での言説をみると、韓

国のそういう政策に対して批判的な立場が多

いように見受けられます。しかし、私は高く評

価していまして、非常にうまくやっていると考

えています。 

それはなぜかというと、北朝鮮との関係もあ

って、中国との関係強化が必要だというのも確

かです。日本の場合は、尖閣問題などがあるか

ら、ある程度対立的にならざるを得ないところ

がありますが、対立する必要もないのにわざわ

ざ対立しないほうがいいに決まっている。だか

らそういう選択をしているわけですし、しかも、

うまいことに長期的にはちゃんと必要なヘッ

ジをかけていると思っています。そういう意味

で、私は、かなり韓国はうまくやっていると評

価しているのです。 

具体的に韓中関係の現状等をみていきたい

のですが、日本は1972年に中国と国交正常化

しましたけれども、韓国は1992年に国交正常

化をしました。2012年は日本にとっては中国

との国交正常化40周年で、韓国にとっては20

周年でした。そのときに、韓国に留学中の中国

人学生の数は7万人超で、日本は9万人程度と、

かなり接近していました。 

当時、韓国で調査をした結果によると、韓国

人の大学生や社会人の最も勉強したい外国語

は、1位が英語というのは不思議ではないので

すが 46％でした。2位が中国語で 21％、日本

語は 3位で 12％と、大体日本語と中国語は 2

倍ぐらいの差になっているということです。 

それから、韓国経済の中国への依存度が高い

というのもよく知られたことです。韓国経済の

輸出依存率、つまりＧＤＰの中で輸出がどのぐ

らいを占めているかというと、約 50％です。

また、輸入も合わせた貿易依存率は90％超で、

日本は低いわけですけれども、韓国は高い。輸

出依存度 50％のうち中国及び香港への輸出額

が 32％ぐらいを占めています。さらに韓国は

その中でかなりの貿易黒字を出しているわけ

ですので、いかに中国との経済関係が韓国にと

って重要かということがわかります。 

他方、日本経済をみますと、輸出依存率がＧ

ＤＰの 14％程度で、そのうち中国への輸出額

は23％と、かなり低い。 

こういうことをみると、グッドニュースは、

日本はそんなに中国に経済的に依存していな

いので、多少関係が厳しくなっても大丈夫とい

うことです。でもバッドニュースとしては、日

本は輸出立国とか言っているけれども、とっく

の昔に輸出立国ではなくなっていて、かなり国

際社会から経済的には孤立した存在になって

いるという事実があります。 

これはちょっと違う話ですけれども、最近よ

うやくＴＰＰを含めて、日本が国際的な経済活

動の網のネットワークに再び入っていこうと

いう話をしていますが、日本は、貿易依存率で

見ると、2012年に世界の 206カ国中 196位で

した。とにかく非常に貿易依存率の低い国にな

ってしまっていまして、貿易立国ではなくなっ

ているということです。それにはプラス・マイ

ナスの両面があります。 

こういう点をみると、韓国は中国にべったり

になって、中韓は非常にいい関係だとみえるわ

けですが、実際はそうでもないということも指
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摘しておく必要があると思います。中韓関係に

も、実は摩擦要因がかなりあります。 

韓中関係の現状と国民意識 

皆さんもご存じの部分を申しあげますと「東

北工程」というのがあります。これはいわゆる

高句麗問題というものです。高句麗という昔の

三国時代の朝鮮王朝の1つは、いまの中国の東

北地方の一部に領土を持っていたわけです。で

すから、韓国人は、あそこは実は本当は韓国の

ものなんだという主張をしています。一方、中

国は反論する中で、実は高句麗というもの自体

が中国の王朝だったのだというような主張を

始めます。それで、かなり泥沼になりそうにな

ったので、いまはおとなしくしていますが、こ

の問題は解決されていません。 

それから、中国からのニンニクの輸入が非常

に増えて、韓国内のニンニク業者が破綻しそう

になっているというので、緊急的にニンニクの

関税を高めたことがあります。それに対して中

国はすぐ韓国の携帯電話などに輸入規制をか

けて対抗措置をとった。最後に、結局は韓国側

が屈服して――韓国が最初に仕掛けたのです

から仕方ないのですが――おさまったという

ことがありました。 

そして、いま日中関係は、尖閣の周辺で中国

の艦艇や航空機が走り回っているので、非常に

悪いようにみえますが、実はよく考えてみると、

中韓関係のほうがある意味ではひどい状態に

なっています。韓国の排他的経済水域内で不法

操業を行う中国漁船がかなり増えています。そ

の結果、ここ数年間で、韓国の海洋警察官 2

人が死亡しています。2008年と2011年ぐらい

だったと思いますが、すでに2人死亡している。

他方、2012年には韓国の海洋警察――海洋警

察というのは海上保安庁のことですけれども

――が中国の漁船を取り締まろうとしてゴム

弾を撃ったら、当たりどころが悪くて、中国の

漁民が 1人死亡するという事件も起こってい

ます。 

ということで、すでにもう3人の犠牲者が出

ているわけで、それでも静かにしているわけで

すね。他方、日中の間ではこんなに騒いでいる

のに1人も死んでいないのです。これは実は大

きいことです。よく冷静に考える必要があると

思います。 

そして、よく日本人は、韓国人は中国の脅威

に鈍感だという言い方をしますが、それもかな

り怪しい、何となく思い込みで言っているだけ

だという側面が多いと思います。数字でそれを

説明します。資料２をみてください。 

この図は、 “June 7-9”とだけ書いてあり

ますけれども、去年、峨山（アサン）研究所と

いう韓国の現代グループ系の研究所が――鄭

夢準（チョン・モンジュン）さんがやっている

研究所ですが――去年の 6月に行った世論調

査の結果です。 

それをみますと、質問が“Do you believe 

that［the U.S./China/Japan/North Korea］will 

pose a threat to South Korea？”ということ

で、韓国にとって脅威となる国はどこですか？ 

という質問です。この結果をみますと、1位は

北朝鮮で、あまり不思議ではないですが、2位

は実は中国で、59.7％。3位が日本で55.9％で

す。大きい差はないかもしれませんけれども、

それでも中国のほうが数字からみると多い。 

もちろん、なぜ脅威かという点では、日本の

ほうが安全保障上の脅威であるというのが少

し多い。中国のほうはむしろ経済的脅威である

というのが多いという意味で、安全保障上の脅

威では日本のほうが多いというのは事実です

が、絶対値としては実は中国のほうが脅威だと

思っている。 

しかも逆に、日本は脅威だと思わないという

人が 36.6％なのに対して、中国が脅威ではな

いという人は 31％にすぎない。かなりリーズ

ナブルといったら変ですけれども、そういう結

果が出ています。 

次に資料３をみて下さい。韓国語しかなくて

すみませんけれども、今度は、2013年の統一

朝鮮、統一韓国に対して安全保障上の脅威にな

る国はどこか、という質問です。つまり、統一

後のことについてどう思うか、という世論調査

です。 

見出しをみますと、『統一後、安保脅威国 1
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年で中国が急落（落ちた）、で、日本が急騰（増

えた）』という見出しです。 

実際に内容をみてみますと非常におもしろ

い。左から2つ目は、「統一以後脅威になる国

家の趨勢」という見出しなのですが、2013年

をみていただくと、一番上に47.3と書いてあ

ります。これが中国です。それから、2番目に

38.4と書いておりますが、これが日本です。

つまり、2013年は日韓関係が相当悪い状態で

あったにもかかわらず、統一後に韓国にとって

最も脅威になる国は中国だったのです。しかも、

10％ぐらいの差がある。 

日韓関係が悪くなる前の2012年をみると、

61.1％の人が、中国が脅威になると答えていま

す。日本が脅威になると言ったのはわずか

26.4％にすぎなかったのです。 

資料４は2012年ですからまだ日韓関係がそ

んなに悪くなる前かもしれませんが、韓国にと

ってどの国が脅威かという安全保障外交につ

いての世論調査の結果が出ています。1,032人

が質問に答えているのですが、おもしろいのは、

「いま安全保障上の脅威になる国はどこです

か」という質問に対する答えです。記事の一番

下のパラグラフの真ん中辺あたりにある数字

です。37.8％という数字があるのですが、これ

が北朝鮮です。それから、2番目が日本で

27.8％、3番目の18.3％と書いてあるのが中国。

6.6％がアメリカです。 

もう 1つおもしろい質問があって、「10年

後、韓国の国家安保に脅威になる国はどこです

か」という質問をしたところ、1位が中国で

40.9％、2位がこれは統一されていないという

前提で、北朝鮮が21％。そして日本は20％と

いうことで、劇的に中国が1位なのです。 

こういうのをみると、私は、やっぱり韓国人

は非常に現実的だなと思います。 

対中ヘッジとしての韓米同盟 

それでは、なぜ日本では、韓国人は非現実的

で、中国の脅威を全く認識していないと思われ

ているのでしょうか。それは多分、韓国のほう

がうまくやっているからです。それで、どうう

まくやっているかというと、できる限り対決を

避けて、仲よく協力をしつつ、実は、ちゃんと

ヘッジをかけるというやり方です。そのヘッジ

というのは何かというと、まさに米韓同盟です。 

ですから、私は、ある意味で、韓国はいまア

メリカや日本にフリーライドしていると思っ

ています。それには2つ理由があって、中国と

仲よくしたいから日米同盟にはあまり入って

こようとしないわけです。日米韓とか言われて

も、あまり積極的ではない。それはなぜかとい

うと、韓国がやらなくても、アメリカや日本が

やってくれるからです。それがわかっているか

ら、別に自分がやらないといけないのか、日米

にやらせておけば一番楽ですよね。 

さらに、どんなに中国と仲よくなっても、米

韓同盟という条約に基づいた同盟関係があり

ます。2015年に戦時作戦統制権の返還問題が

ありますので、そこで米韓同盟の軍事的な協力

が少し緩むリスクはありますけれども、とはい

え、ちゃんと陸軍歩兵師団が1個師団あって、

航空機だってかなりの数があるわけです。これ

だけ制度化されている同盟は、世界にもめった

にありません。 

これがあるので、もし韓中関係が悪くなって

困ったら、アメリカに「助けてください」と言

えるのです。日本もどんなにけんかしていても、

結局アメリカの友達だから、アメリカを通して

韓国が、「やっぱり私は間違っていました」と

一言言えば、日本だって、「ほら、言ったとお

りじゃないか」と言って、ちょっと何かうれし

くなったりする。国防費の数字をみてもわかる

ように、韓国のウエートはかなり重いですから、

これがこっちに来るって言っているのを、嫌だ

というようなばかな反応はあり得ないわけで

す。ですから、絶対、これは「イエス」と言う。 

となると、フリーライドするのは結構賢いの

です。まあ気持ちはよくないかもしれないけれ

ども、極めて合理的な判断で、自分でもそうや

るだろうなと思います。ある意味で、韓国は安

心してみていられるところがあるなと。日本は

ちょっと変な判断をして、何かよく感情的にな

ってみたり、怒ったり、平和主義だと言ってい

たかと思うと、何かいきなり好戦的になってみ
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たり、よくわからないんですけれども、韓国の

ほうがその辺はずうっと脅威にさらされてき

ていて、ああいう地政学的な大国に囲まれてい

るので、計算高いのです。ですから、少し安心

できるというか、あまりむちゃくちゃなことは

やらなくて、合理的に動けるなあというふうに

私は思っております。 

日韓安全保障に影響与える北の核 

そして最後に、日韓安全保障協力の展望です。

これまでのような分析と認識のもとで、どうな

るかと考えますと、短期的には日米韓の関係は

重要だと言いつつも、大して進展は見込めない

というのが現実であって、これはむしろ認めて

しまったほうがいいと私は思います。日米韓を

強化すべきだと言っても、できないことを無理

やりやろうとすると、逆に、できないというこ

とが目立ってしまいますし、あまりいいことは

ない。むしろ、こういうことで限界があるとい

うのを認めてしまって、限界はあるけどできる

ところはどこか、というのをちゃんとみきわめ

て、そこに資源を投入したほうがいい結果が出

るのではないかと私は思います。 

これは、韓国が等距離外交をやっていて、う

まくヘッジをかけつつ中国に接近していると

いうのもありますが、それ以外の側面も2つほ

ど指摘しておきたいと思います。 

まず1つは、北朝鮮の核ミサイルの能力の強

化が進んでいますので、日本の韓国に対する安

全保障上のコミットメントというのは低下せ

ざるを得ない、という点です。ここは意外に認

識されていないところが怖いのですけれども、

なぜかというと、日本が韓国の安全保障にコミ

ットするというのは、いわゆる周辺事態ですね。

周辺事態というのは、「周辺事態法」というぼ

んやりした言葉になっていますけれども、実態

は“韓国有事事態法”あるいは“韓国共同防衛

法”です。朝鮮半島で本格的な紛争が発生した

ときに、日本とアメリカが一緒に協力して韓国

を助けるという枠組みです。 

この枠組みでは、日本がアメリカを助けるこ

とによって間接的に韓国を助けるというかた

ちで、韓国の安全保障にかなりコミットしてい

るわけです。しかし、近年、日本が韓国を守っ

てあげるということができなくなってきてい

ます。 

それには 2つの大きいターニングポイント

がありました。1つは 1998年で、北朝鮮がノ

ドンミサイル、対日ミサイルを配備し始めた年

です。 

これは余談になりますけれども、この間、北

朝鮮がノドンミサイルを2発撃ちました。粛川

（スクチョン）という北朝鮮の北西部から移動

式発射台に乗せて撃ちました。非常におもしろ

いのが、なぜあそこから撃ったのだろうと思っ

て、東京までの距離をはかってみたら、1,300km

なんです。ちょうどノドンの射程です。だから、

メッセージとしては、ちょっと深読みしすぎな

のかもしれないですけれども、「何か偉そうに

集団的自衛権だの敵地攻撃能力だのと言って

いるけれども、こんな深いところからでも東京

を狙えるんだよ。しかも移動式発射台から撃て

るんだよ。こんな深くまで入ってきて、移動式

の発射台を破壊できるの？」という挑発的なメ

ッセージを私は感じました。そういう意味で、

ノドンから日本を守るのはかなり厳しいわけ

です。 

もう1つのターニングポイントは、去年の2

月だったと私は思っているのですが、北朝鮮の

3回目の核実験が多分小型化されていただろ

うということです。なぜかというと、1回目の

2006年の核実験は、4キロトンでいきますと予

言して、1キロトンぐらいしかいっていないの

ですね。ですから、2回目の2009年の実験は、

1回目で失敗しているので、普通に考えると、

多分同じデザインのものを使ったと思われま

す。そうであれば、2回目の同じデザインで、

2～4キロトンぐらいいっていると思われたの

で、まあ所期の目標は達成した。すると3回目

の実験は多分違うデザインのものであろうと

想像するわけです。実際、彼らも違うデザイン

のものだと言っています。具体的に言うと、小

型化されて、軽量化されたものを使ったと言っ

ているわけです。実際に、爆発力をみると、5

～6キロトンぐらい出ていた。最初のテストを

やるときに言っていた 4キロトンより大きい
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ので、明らかにデザインが違います。 

そうすると、デザインが違って、破壊力が高

まっている。多分、核実験の意義づけとして、

爆発力が大きいものと小型のものではどちら

が重要かというと、やはり小型化するほうが優

先順位が高いわけです。使うことを考えれば、

4キロトンでも相当の爆発力です。ある程度爆

発力が制限されていようが、使えないと意味が

ないわけですから、小型化というのは大変重要

です。だから、小型化されていた可能性は高い

と私は思っています。 

つまり、日本人があまり意識していないうち

に、ミサイル攻撃、さらには核攻撃される可能

性が出てきた。1998年以前は、楽だったので

すよ。アメリカに「基地を使わせてください」

と言われたら、「どうぞどうぞ、どんどんやっ

てください」と言えばいい。なぜなら全然危険

がないわけですから。その乗りで1997年にガ

イドラインをつくったら、その直後から巻き込

まれる恐れが出てきた。でも、巻き込まれるよ

うになって、まずいのではないか、という議論

を全然せずにいままで来ているという極めて

奇妙な状況です。本当はそっちのほうが、集団

的自衛権などよりはるかに大きい話だと思う

のですが、全く議論しない日本人は、ちょっと

おもしろいなあと思うのですが。 

なぜ政府が議論しないかというと、議論した

らまずいからです。議論したら、巻き込まれの

話になるから、周辺事態法なんかとんでもない、

という話になりますし、日米同盟で基地を使わ

せてあげるというのもかなりリスキーな話に

なる。そうすると、世論が反発する。さらに沖

縄の基地問題もまずくなるし、日米同盟もまず

くなるから、わかっているけどあえて議論しな

いようにしようという判断だと思います。これ

は一理ある判断ですけれども、それが出ないと

いうのが不思議な話です。 

少し話はずれますが、集団的自衛権をめぐっ

て、韓国の国防次官が、「朝鮮半島で日本は集

団的自衛権を行使しないでほしい」というよう

な言い方をしました。あのとき、何となく日本

人は反発しましたけれども、これは「ありがと

うございました」と言うべきことなんです。な

ぜなら、守ってくれなくていいと言っているわ

けですから、本当はこんなありがたいことはな

いのです。ただ、実際は、韓国の安全も日本に

とって重要だから、「ありがとう」とは言いま

せんし、ちゃんと一緒に守りましょうと言わざ

るを得ないんですけれども。お互いに認識が少

しずれていて、集団的自衛権を行使するなと言

われたら、日本人としては何となく嫌だという

気持ちを持ってしまうのはなぜかというと、集

団的自衛権の本質を日本人がわかっていない

からですよ。 

これは、自分が犠牲になるリスクをとって他

人を守ってあげるという話です。そこがわかっ

ていたら「いいです」と言われたら、「ありが

とう」と言わないとだめなんです。で、韓国人

も「いいです」と言っているということは、「自

分は自分で全部やりますから」と言っているこ

とになるので、「本当に大丈夫ですか？」とい

う話なんです。ただ、国防次官は国内政治上、

そういう言い方をしたのでしょう。 

対中シフトする日米ガイドライン 

それからもう1つ、日米のガイドラインと周

辺事態法というのは先ほども申しあげたよう

に、言いかえると“韓国共同防衛法”です。し

かし、このガイドラインの内容が今回かなり変

わるであろうと思われます。韓国重視から対中

重視にシフトせざるを得ないからで、周辺事態

が起こったときに弾薬等を提供できるように

なるとか、ターゲティング情報もアメリカに日

本が提供できるようになるとか、多少のプラス

はありますが、全体としては、朝鮮半島から中

国に重点がシフトするわけです。資源もそちら

にシフトさせますので、韓国の防衛は、これま

で以上に韓国が自分で背負ってくださいとい

う話になっていくわけです。 

そういう意味でも、日米韓が共同して中国に

当たるという話に韓国が乗ってこない限り、日

米韓という安保協力の意義が下がるのは、仕方

ない話です。 

ただし、韓国さえ気が変われば、日米韓の安

保協力はこちらはもろ手を挙げて歓迎です。長

期的な韓国人の見方が正しいかどうか、正しく
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ならないことを祈りますけれども、本当に中韓

関係がいいままだったら、別にハッピーなわけ

ですよね。 

われわれだって、別に中韓関係がいいことが

悪いということはない。ただ中韓が一緒になっ

てこちらの利益を犯すようなことを実際はち

ょっとやっているので、そこはまずいですけれ

ども、中韓関係がいいということ自体は別にこ

ちらのマイナスではない。むしろなるべくそう

いう状態が続いたほうがいいと思いますし、で

きればわれわれだって中国に対抗する体勢は

つくりながらも、本当の意味で、冷戦的な対立

にならずに済むのが理想的ですから、韓国も含

めて、そういうふうにしていければいいなと思

います。 

ということで、長期的には変わる可能性はあ

りますが、短期的には無理なので、結論として

は、日本としては短期的な日韓あるいは日米韓

の安保協力関係の強化を言うのではなくて、長

期的な必要性を考えて、もし韓国が「中国がだ

んだんいじめっ子のようになってきたから助

けてください」と言ってきたときに、ちゃんと

協力をできるための基本的な制度構築をやっ

ておくことが必要です。韓国もこれには乗り気

のはずです。なぜかというと、ヘッジはかけた

いからです。リスクはわかっているわけです。

ただ、明確に、いま入りますとは言えない状況

ですから、基本的で制度的な枠組みを実務レベ

ルで詰めておくことが重要です。 

やりたいのは、GSOMIA（軍事情報包括保護協

定）や ACSA（物品役務相互提供協定）などで

す。これさえもできないという状態だから、ま

ずいのですが。それから、米韓同盟の日米同盟

化、つまり、米韓同盟が対北朝鮮だけではなく

て、より広い地域の安全保障に資するような体

制にしたい。これは対中だと言わなくてもいい

ですし、日本も入れて一緒にやるといったらぎ

らつきますから、米韓だけで勝手にやっていて

くれればいいんです。 

それで、ちゃんと韓国軍がアメリカと、共同

運用制を担保してくれてさえいれば、日本はア

メリカと共同運用できるわけですから、理論的

には、必要なときは日米同盟に米韓同盟をプラ

グインすることは比較的簡単なはずです。そう

いうことを進めていけばいいのではないかと

思っています。 

韓国の海軍は驚異ではない 

最後に1つ話しておきたいのが、韓国の海軍

力です。日本の海上自衛隊の人とか安全保障関

係者で、韓国の海軍力の建設が、気に食わない

という人が結構いるんです。なぜかというと、

日本のまねばかりしているから。つまり、イー

ジス艦を買ったらイージス艦を買うし、Ｐ３Ｃ

を買ったらＰ３Ｃを買うし、新しいおおすみク

ラスみたいな輸送艦を買ったら、似たようなも

のを買う。まねばかりしてけしからんという人

が結構いるんですよ。しかし、これは私は全く

逆だと思っていまして、まねをしてくれるから

ありがたいのです。 

もし日本と非対称な、違う種類のものを持ち

始めると、これは日本にとって脅威になるおそ

れがあるわけです。特にイージス艦などは防衛

兵器です。何となく「イージス」といったらす

ごく強いように錯覚しますけれども、あれは要

はレーダーが強いというものです。要は目がめ

ちゃくちゃいい人がいるようなもので、別に叩

く力は大してないわけです。だから、それを持

っても全然困らない。対称的な戦力を持ってく

れている限りは、日本は海洋国家ですので海軍

力は強いので、負けることはあり得ないのです。

韓国が日本の脅威になることはあり得ない。逆

に、非対称な、日本のものと違う戦力構築をし

始めると、これは少し怖い。 

そういう判断をすべきですし、同じような戦

力を持っていてくれれば、いざというときにプ

ラグインしやすい。いま日本は4個護衛隊群を

持っていますけれども、昔は本当は5個つくり

たかったのです。けれども、お金がなくて 4

個になっているのですけれども、韓国軍がもう

一個それらしい外洋艦隊をつくってくれたら、

それで5個群になる。それを日米同盟にプラグ

インできると、それは悪い話ではないと思いま

す。 
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＜質疑応答＞ 

杉山祐之（読売新聞） 今日触れられなかっ

た最近の中韓の歴史問題での協調に対する評

価及び今後両国がどういうふうに出てくるか、

見通しをお聞かせください。 

 

道下 中韓の歴史問題での共闘ですが、なぜ

そこまでやっているかよくわからないのです

けれども、当然、どちらも日本の立場を弱めた

ほうが得なわけです。中国は特にそうですね。

中国のほうが戦略的にやっていると思ってい

まして、どちらかというと韓国のほうが短期的

な戦術的な理由、特に国内政治的な理由が強い

ように、私は考えています。 

そこは韓国の半分合理的、半分非合理的なと

ころでして、先ほど申しあげたとおり、日本と

いう競争相手の足を引っ張るという意味では

合理的な戦略です。国内政治的にも、朴槿恵さ

んが政治的にはやはりこれだけうまく慎重に

やっているから、支持率も高く維持されている

と思うのです。対北朝鮮政策できちんと原則を

守るという態度と、日本に対してもきちんと韓

国のロジックとしての筋を通すという態度が

受けている面もある。そういう意味では、政治

的には非常に合理的な判断をされていると思

います。 

ただ、これが長期的に韓国としてマイナスに

なることもあります。つまり、ヘッジをかけて

いるのですけれども、そのヘッジのかなりの部

分を日本が負担しているところもあるので、そ

こを害してしまうと、ヘッジの信頼性が低下す

るという面が出てくると思います。さらに、中

国に接近するという意味でも、本当のことを言

えば、韓国にとっても一番合理的なのは四股外

交だと思うのです。 

だから、中国とアメリカが軸になるというの

はそのとおりですけれども、その中国やアメリ

カに対するレバレッジを効かすためにも、日本

との関係が強いほうが有利なはずです。その点

ではリスク要因になっていると思います。あま

りプッシュしていくと、どこかの時点で、もう

日韓はそう簡単に修復できないなと思ったら、

中国はもう少し韓国に対して安心して圧力を

かけられるわけですし、アメリカの韓国に対す

るバーゲニングポジションも上がるわけです。

これはアメリカや中国にとってはおいしい話

なのです。 

そうすると、日本と韓国は敗者になりますの

で、その辺のバランスを考えてある程度のとこ

ろでとめることができるのか、それとも何とな

く政治的なロジックで動いていたら行き過ぎ

て、全体としての最適解から逸脱してしまうと

ころまで行くのかというのが、これから見てお

くべきことだと思います。いままでのところ、

それなりにいい結果を出していると思います

し、まあ日本にとってはもちろんよろしくない

のですけれども、韓国の国益というところで韓

国は動いているわけです。韓国の国益というと

ころからみると、そんなに悪くないやり方をし

ているのではないかなと思っています。 

 

桜井 泉（朝日新聞） もし北朝鮮が4回目

の核実験を行った場合、この地域においてどの

ような意味があるのか。あるいはまた新しいタ

イプの爆弾になるのか、その辺を教えてくださ

い。 

 

道下 意味というのは、どういう核実験をや

るかによって大きく変わると思います。まず、

私の意見から申しあげますと、新しいタイプの

1つの可能性として、ウラン型の核兵器が考え

られます。しかし、この可能性は、私自身は低

いと思っていまして、もしウラン型をやるとな

ると、それはこれまでの流れから逸脱した行為

になると考えています。 

なぜかといいますと、実は北朝鮮はプルトニ

ウム型とウラン型の核開発に関して、2009年

以降明確にストーリーをつくってきています。

具体的には、プルトニウム型の核兵器開発は抑

止力・軍事用のものであると明確に言っている

反面、2009年以降、ウラン型の濃縮プログラ

ムは、平和利用のためだと言っています。すで

に寧辺（ニョンビョン）にかなり完成が近づい

ている軽水炉があるのですが、その軽水炉の燃
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料として使うためのものだと言っています。半

分フィクションで半分本当なのでしょうけれ

ども、そういうストーリーをつくってきている

んですね。そのストーリーをつくるために、相

当な資源を投入して、本当に軽水炉をつくって

いるのです。 

何でわざわざそういうことをしているかと

いうと、今後の対米交渉のときに、「こっちは

平和利用なんだから、譲る気はありません。た

だ、軍事利用のプルトニウム型のほうは譲歩の

余地があるからこちらを議論しましょう」と言

えるからです。最終的にはウラン型のほうでも

多少は譲歩するのでしょうけれども、「こちら

は平和利用だ」という形をつくることによって、

インドと同じように、軍事利用と平和利用を分

けて、米印――だから、米印核協定、原子力協

定は結構北朝鮮はモデルとして使ってくると

思うのですが――と同じではないですか、とい

う議論をする。それで結局、インドのように合

意が得られないにしても、かなり交渉力は高ま

ります。ウラン型は平和利用じゃないですかと。 

プロージブル・ディナイアビリティ

（plausible deniability）という言い方をし

ますけれども、うそだろうと思うけれども、表

面的には確かに合理的な説明ができる形をつ

くってきているわけです。それをまだ金正日が

生きている2009年からやってきているのに、

ここでウラン型をやってしまうとそれがチャ

ラになってしまうわけです。そんなもったいな

いことするかなあと思います。それをやったら、

父親のときからつくってきたこのプランはだ

めだと子どもが言ったことになる。それはかな

り大きい転換です。また、私も北朝鮮の核兵器

計画と外交の枠組みを再検討せざるを得ない

状態に追い込まれるわけです。 

それ以外の可能性、プルトニウム型だとした

ら――その方が私は自然だと思うのですけれ

ども――さらに小型化したことを明確化する

ような形のものにして、例えば、「これを、や

りました」というふうに外に見せる。 

実際、2004年に、ヘッカー博士というアメ

リカのロスアラモスの原子力の専門家で、アメ

リカの核兵器をつくった人を呼んで、プルトニ

ウムメタルをみせたことがあるのです。「はい、

これ」と言って。それと似たようなことをやっ

て、「ほら、本当に新しい形の小型で、使える

ユーサブル・ニュークリア・ウェポン(usable 

nuclear weapon)ですよ」というのもあるかな

と思いますが、そこはちょっとわかりません。 

もし、ユーサブルのものをみせられた場合は

どうなるか。情報機関とか専門家の見立てとし

て、もう使えるようになっているとしても、そ

れを専門家が近くで見てチェックして、「本当

にこれは使える。小型化された核だ」となると、

かなりパンチ力が違う。そうすると、日本の対

韓コミットメントも再評価せざるを得ないで

しょうし、それならもっと圧力をかけるという

のか、交渉に行くのかという話を考えざるを得

ないでしょう。もしいままでのゲームプランの

ままだとしたら、そうやりつつ、「困るでしょ

う。だから、交渉してくださいよ。ところで、

プルトニウムは軍事だけど、ウランは平和です

よ」というところで「実は経済改革をやろうと

していて、助けてくれれば悪いことはありませ

んよ」とか、そういう議論になってくるという

のがいままでの流れとしては自然だと思いま

す。いまは新しい人がやっていますので、そこ

は見守っていく必要があると思っています。 

 

出石 直（ＮＨＫ） アメリカにとっての韓

国の戦略的重要性が中長期的にみてどう変わ

っていくと思われますか。 

 

道下 それは非常に重要なご質問です。あそ

こにある、これだけのウエートを持っている韓

国という国は、やはり相当重要であるとみてい

ると思います。やはりアメリカもいろいろヘッ

ジをかけたいわけです。日本だけにあまり依存

してもよくなくて、ある意味で韓国が日本を適

度に牽制してくれているという状態は、悪い話

ではない。お互いに内輪もめしてくれていたほ

うが、アメリカの対日、対韓交渉力が高まる面

もありますから。実は、日韓があまり仲がよい

と、本当はアメリカはおいしくないのです。 

だから昔、日米韓で協力していたときは、ア
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メリカがあまりいい顔してなかった面も実は

ありました。なぜなら、日韓は同じような立場

にあるわけですから、日韓が協力してアメリカ

に物を言ってこられたら、結構アメリカとして

は嫌なのですね。 

ですから、仲よくしようねと言いつつも、日

韓が適度にもめてくれているのが、アメリカに

とっては悪いことではない。ただ、中国と仲よ

くするのはいいけれども基本はこっちだ、とい

う線だけは絶対外すなよ、と思っていると思い

ます。今のところ、韓国はその線を外していな

いので、割合中国と何をしても許してあげてい

るのだと思います。 

そういう意味で、来年、戦時作戦統制権をど

うするのかという話が詰まってきて、本当に軍

事的なアレンジメントを変えるという話にな

ってくると、どちらの方向に行くのかがよくわ

からないので。ただ、そこは日本と同じ考えで、

やっぱり韓国は基本的にはこっちにいてくれ

るのがありがたいと思っていると思います。 

 

司会 私から1つ伺います。いまの東アジア

の現実をみると、中国の台頭が非常に目立って

いて、10年、20年前の北朝鮮の脅威、あるい

は南北の緊張が相対的に緩んでいるようにみ

えます。東アジアの全体の状況というのは、そ

の方向にシフトしているのでしょうか。それと

も、北朝鮮は、日本やアメリカが中国ばかりみ

ていてもらっても困る、自分たちのほうを振り

向いてほしい、気にかけてほしいということで

何かやらかしてくるかもしれない。そうなると、

中国と北朝鮮の２正面に備えなければいけな

い状況も出てきて、相当厄介だなと思います。

中国が台頭している中での南北の緊張は、どう

いうところに来ているのでしょうか。 

 

道下 南北関係の基本構造はそんなに変わ

っていないと思います。いまは確かに緊張が緩

和して、対話しているようにみえます。ただ、

そういう局面は過去にもあったわけで、それで

も結局はまた戻ってくるわけですね。 

北朝鮮のすごいところは、緊張を高めては緩

めて、高めては緩めてという、ワンパターンな

サイクルを絶対外さないというところです。こ

の粘り強さがあの国の強さだと思うのですね。

つい、もういいかげんにこの議論をやめよう、

もう疲れたよ、と思いそうですけれども、そう

思わずに頑張って続けられるところがすごい。

それをやめたら、あの国が終わるのではないか

とも思うのですけれども、そういう意味で、そ

こは変わっていない。 

ただ、ほかが変わってきているのと、核ミサ

イルの能力がだんだん強くなっているという、

2点では変わっていると思います。 

一方、中国の台頭が、日本に対してどのよう

な戦略の変更を迫ってくるか。大きく言えば、

朝鮮半島に対するコミットメントを下げざる

を得ないのだろうなと思います。同時に、アメ

リカもある程度朝鮮半島に対するコミットメ

ントは下げるということではないかなと思い

ます。 

それには2つの理由があって、1つは、日本

の場合、核ミサイル攻撃のリスクを負うように

なっているので、もうコミットメントを上げら

れないということがあります。それから中国に

もう少し資源を割かざるを得ないので、朝鮮半

島にあまり一生懸命できない。それから、韓国

が強くなってきていて、かなり自分でできる状

態になってきているので、より任せることが可

能になっている。 

それから、確かに核とかミサイルは強くなっ

ていますけれども、本格的な戦争を遂行する能

力が北にあるかというと、私はかなり疑問だと

思います。大戦争を前提とするようなシナリオ

は、そんなに考えなくてもよくて、基本的な備

えさえしておけば十分抑止力は機能するので

はないかと思っています。朝鮮半島からのディ

スエンゲージメント(disengagement)ですよね、

それは1つあるんだろうと思います。 

ただ、ディスエンゲージ(disengage)するだ

けですと、レバレッジを失いますし、情勢に対

するコントロール力がなくなるので、そのかわ

りとして、北朝鮮に対する外交活動の活発化と

いうので代替する。それで、北朝鮮に対しては
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よりエンゲージする。これは何らかのレバレッ

ジ能力を高めます。これは対韓レバレッジでも

あるし、対中レバレッジでもあるし、あるいは

中国が北朝鮮をがっちりコントロールしてし

まうというのも困るから、それに対する牽制で

もある。これは大したお金ではありません。経

済援助などをしないといけなくなっても、軍事

力を構築することに比べれば、すごく安いです

から。 

中国に対しては、基本的には安全保障の能力

は最低限強くしつつ、この限られた資源をいか

に最大限うまく使うかということが重要にな

ります。 

きょうお話ししなかったのですが、デュアル

ユースの話をようやくするようになってきて

います。いままでは、防衛産業と民生産業の間

には壁があって、交流せずにやっていたのを、

文科省と経産省が中心になって、正式名称は長

いんですが、ImPACT(Impulsing PAradigm 

Change through disruptive Technologies 革

新的研究開発推進プログラム)というプロジェ

クトをやっています。これは「日本版 DARPA

構想」と言われています。DARPA（国防高等研

究計画局Defense Advanced Research Projects 

Agency）は米国防省がやっている国防技術、民

生技術の育成プロジェクトがあるのですけれ

ども、その日本版をやろうとしています。垣根

をとれば、民生と軍事の間でフュージョン効果

も出るし、うまくするとスピンアウト、スピン

オフ、スピンインがある。民生から軍事に行く

場合もあるし、軍事から民生に行く場合もある

でしょう。これを、産業を分けずに1つの固ま

りとして運用することで能力を高めていく。 

いずにれせよ、ネックになるのは中国と韓国

との外交関係ですね。韓国との外交関係では、

レバレッジを強めるという意味でも、北朝鮮と

の関係をもっと一生懸命やったほうがいいと

思います。何となく感情論で処理しようとする

ことが多いと思いますけれども、普通の国とし

て韓国を考えれば、ちゃんと交渉のレバレッジ

がないと、説得したって動きません。韓国は合

理的に動いているわけですから。 

ですから、韓国にちゃんとプレッシャーがか

けられる、あるいはポジティブインセンティブ、

ネガティブインセンティブが与えられるよう

なレバレッジをこちらがちゃんと用意する必

要があります。それから、中国との間は一番ネ

ックだと思うのですが、どうやってきっかけを

つくって、ポジティブな関係改善の流れをつく

っていくか。これは言うは易しで……。 

先日、テイラー・フラベルというＭＩＴで中

国の国境政策を研究している人がレポートを

書いています。それによると、最近、中国の尖

閣諸島の周辺海域内での活動がだんだん減っ

ている。これは中国がシグナルを送ってきてい

るのかもしれないし、だんだんディエスカレー

ション（de-escalation）しようとしているの

かもしれない、というようなことを書いていて、

外国のメディアも注目しています。ただ、あま

り注目すると中国がやりにくくなるので、あま

り言うなよ、と思うのですけれども、彼は学者

ですから、政策的な意図で言ったり言わなかっ

たりということはできないんだと思います。と

もかくメディアも、中国が折れてきたとか、皮

肉っぽい解釈を言わずに、いい方向に向かって

いるとか、こちらもそれなりの対応をすべきだ、

というようなポジティブな方向に向かってい

くしかないのかなと、少しぼんやりしたお答え

ですが、そういうふうに考えています。 

（文責・編集部）

 










