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Ⅰ紛争の経過 
  
　1. 背景 
 

1) 1993年2月～、第一次核危機 　北朝鮮が提供した情報とIAEA の査察結果に重大  1

かつ大きな不一致があることが 発覚し、原因究明のためのIAEA特別査察を北朝 
鮮が拒否したことで、核開発疑 惑が深まる。米朝枠組み合意で危機は終結。 

2) 2001年～、第二次核危機 　2001年、米国でブッシュ政権が発足し、米朝関係は 
停滞し始める。米国が2002 年10月、北朝鮮側がウラン濃縮型核開発を行ってい 
ることを認めたことを発表したことによる新たな核危機。米国側は枠組み合意
に基づく北朝鮮への重油供給をストップさせ、北朝鮮は枠組み合意に従って凍
結しえきた核施設を再稼働させるとともに、NPT (核拡散防止条約)脱退を再び2

宣言した。 これをうけて、米朝2カ国の直接交渉で進められた第一次核危機の 
解決策が失敗 した教訓に基づき、2008年8月から6カ国協議を北京で開いて、多 
国間協議での 解決策を探ろうとした。 

3) 2006年10月、初の核実験 米国が、マカオの銀行BDA(バンコ・デルタ・アジア) 
を北朝鮮政府による資金洗浄や偽造米ドル札の流通の疑いでマネーロンダリン
グの主要懸念先に指定したことで、米朝関係は緊張。2006年10月、北朝鮮が初
の核実験を行う。米国はこれを契機に北朝鮮への姿勢を軟化させ、それまでに
拒否した１対１の協議にも応じるようになった。北朝鮮の瀬戸際外交が成功し
た例。 

 
 2. 2008年以降の経過  
 

1) 2008年8月～2011年12月　友好国との関係強化、指導者移行準備期  
金正日が脳卒中で倒れてから死去するまでの期間。世代交代を目的とした中国、ロ
シアとの関係強化が図られた。  

2) 2011年12月～2015年5月　権力確立期、並進路線の表明   
金正恩が実質的に北朝鮮の代表になってから、並進路線を打ち出して、核・ミサイ
ル開発に向けての動機付けと実際に長距離弾道ミサイルなどの開発が行われた期
間。  

3) 2015年5月～2017年8月　核・ミサイル技術拡大発展期　 
核・ミサイル技術拡大発展期事実上長距離弾道ミサイルの発射実験が行われてから
現在までの、核・ミサイル開発が国家の大きな目標とされ、幾度にわたる発射・実

1 国際原子力機関　原子力の平和的利用を促進するとともに、原子力が平和的利用から 
軍事的利用に転用されることを防止することを目的とする。 
2 核拡散防止条約　核兵器の不拡散に関する条約（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear             
Weapons : NPT）は、1968年7月1日に署名開放され、70年3月5日に発効（我が国は1970年2月署名、   
1976年6月批准。）締約国は191か国・地域（2015年2月現在）。非締約国はインド、パキスタン、イスラエ
ル、南スーダン。 
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験が行われている期間。 
 
 
 
 
 
II 関係国の立場 
 
1.北朝鮮 
　湾岸戦争を通じて、北朝鮮は韓国・米国に比べ通常戦力で大きく劣ることを認識し

た。それに伴い、1990年代からは瀬戸際外交を行いつつも極めて現状維持指向の強いも

のとなる。第一次核危機以降の北朝鮮の一貫した政策目標は「体制維持の確立」であ

り、その実現のために米国との二国間交渉を通じた関係改善（正常化）を強く意識して

いる。 

 
(1)2002年12月～2009年3月 

● 政策の目標：危機の創出 

● 政策の手段： 

①核開発の再開 

例 2003年4月　核兵器の開発宣言 

　　2005年4月　原子炉から燃料棒抜き出したこと、新原子炉建設を宣言 

　　2006年10 月　初の核実験を実施 

②合意と拒絶 
　 2003年8月　第1回6ヶ国協議が行われる。しかし、北朝鮮は交渉の進展不十分 

を理由にミサイル発射など緊張を高める動きも度々行う。 

2007年1月　ベルリンでの米朝協議以降、様々な点で合意が行われたが核関

連施設の検証処置への合意と受け入れが北朝鮮と米日韓の間で調整しきれ

ず、以後6者協議は中断している。 

 

(2)2009年4月～2012年3月 

● 政策の目標：停戦体制の無効化演出 

● 政策の手段： 

①韓国との緊張演出 

例 2009年10月　大青海(だいせいかい)海戦 

朝韓の艦船による銃撃戦。 

2010年3月　 天安沈没事件　 

北朝鮮の潜水艦が韓国の哨戒艦天安を撃沈した事件。 

　　 2010年11月　延坪島(ヨンピョントウ)砲撃事件 

北朝鮮が延坪島に向け砲撃を行い、韓国側に死傷者が発生した。 

 

(3)2012年4月～現在 

● 政策の目標：米国における対北朝鮮脅威認識の増大 

● 政策の手段： 

①核実験の実施 

例 2013年2月　3回目の核実験(2016年1月/2016年9月に4,5回目の核実験) 
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②弾道ミサイルの発射回数増加 

　2016年は年間を通じたミサイル発射回数が金正日国防委員会委員長在任

中の18年間に発射した回数を一年間で超えた。技術の進歩も見られ1,長射

程化2,発射体系の多様化3,運用能力(同時運用性・正確性)の向上が行われて

いる。 

例　2015年5月　潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)発射実験成功を発表。成

功発　　　　　 表の信頼性は低かったが以後の実験により着実に技

術獲得。 

2016年9月　中距離弾道ミサイル3発を同時発射 

2017年7月　事実上の長距離弾道ミサイル(ICBM)の発射実験を行う。 

③核保有の既成事実化 

例　2012年4月に改正された北朝鮮の憲法の序文には自国を「核保有国」と

明記した。以後の外務省声明でも自国を核保有国とする表現が多く見られ

るようになる。NPT体制の動揺を図ることが目的と思われる。 

④南北緊張を演出 

例　2015年8月　軍事境界線付近で砲撃戦が発生。金正恩第一書記が「準戦

時状態」を宣言(5日後に解除) 

 

 

2.アメリカ 

　アメリカは北朝鮮の核問題に対し有効な政策を打ち出せないまま今日に至っている。

米国としては現代の新たな脅威であるテロリズムに対し、北朝鮮から核・ミサイル技術

が流出することを危惧しており、ゆえにNPT体制による管理された核の運用を望んでい

る。しかし、アメリカは大国ゆえ北朝鮮が常に上位の政策課題として存在しているわけ

ではない。また、前述のNPT体制重視に見られるように北朝鮮問題を国際社会の問題と

捉えている。 

 

(1)2002年10月～2007年1月 

● 政策の目標：北朝鮮の核開発放棄 

● 政策の手段： 

①イラク戦争への注力 

　ブッシュ政権はイランと北朝鮮を「悪の枢軸」として強固に対応。イラ

クに対しては武力行使と体制変換を試み、これを成功させることが北朝鮮

の譲歩に繋がると考えていた。それゆえ、多国間交渉は数度行われたが二

国間交渉は 

②金融制裁 

　2005年9月、米国財務省は資金洗浄疑惑を理由にバンコ・デルタ・アジ

ア（マカオの銀行、以下BDA）の北朝鮮口座を凍結。これに伴い、世界中

の銀行が北朝鮮との取引を中断し始める。 

③国連安保理決議の採択 

　2006年10月、安保理決議1718号を採択　通常兵器、核兵器に関する物

資・技術の北朝鮮流入を抑制するために国連加盟国に必要な措置を取るよ

う要請。核問題による初の国連制裁。 
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(2)2007年2月～2008年12月 

● 政策の目標：北朝鮮の核・ミサイル実験防止 

● 政策の手段： 

①朝鮮への融和的政策 

　2006年末から2007年初頭にかけてブッシュ政権内の強固派が相次いで辞

任。その結果、対北朝鮮関与に否定的だった政策は関与の方向へ大きくシ

フトした。 

2007年1月 ベルリン合意（米朝協議） 

2007年3月 BDAにおける凍結資金の移動を容認することで金融制裁を事実上解 

除 

2007年10月 北朝鮮に対する対敵通商法適用終了、テロ支援国家指定解除を通 

達 

　→イラク情勢の悪化が背景。国内に向け外交的成果を演出することが主な目

的。 

 

(3)2009年1月～2016年12月 

● 政策の目標：北朝鮮の自主的核開発放棄 

この期間はオバマ政権による「戦略的忍耐」政策が取られていた期間であ

る。 

● 政策の手段： 

①国連を通じた圧力  

　核実験・ミサイル（人工衛星）発射に伴い議長声明・制裁決議を国連で

採択。 

　核実験には制裁決議、弾道ミサイル発射には非難声明の決議や安保理議

長のプレス向け声明による非難が行われる傾向がある。 

例 2009年6月 制裁決議1874　第2回核実験を受け、武器禁輸、貨物検査要請 

　　2013年3月 制裁決議2094　第3回核実験を受け、金融取引禁止、船舶貨物検 

査義務化 

　　2016年3月 制裁決議2270　第4回核実験を受け、全貨物検査義務、北からの 

鉱物輸入制限 

②米日韓の外交・安全保障協力深化 

例　ハーグで開かれた核保安サミットで米日韓首脳会談を実現。日韓関係

を仲裁。米日韓防衛相会談の実施、防衛実務レベル協議の制度化、

情報共有協定の締結。 

　　2016年2月 THAAD(終末段階高高度地域防衛)システム配備合意 

　　2016年11月 日韓軍事情報包括保護協定締結 

 

(4)2017年1月～現在 

　この期間はドナルド・トランプ氏が大統領に就任している期間である。前オバマ政権

における「戦略的忍耐」政策により北朝鮮の核・ミサイル開発が防ぐことが出来なかっ

た反省から対北朝鮮政策を見直し、新たな方向性を模索している。 

● 政策の目標：北朝鮮の核開発放棄 
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● 政策の手段： 

①軍事力の誇示 

例　2017年3月　米韓閣僚級会談においてティラーソン国務長官が軍事力行

使の可能性を否定しないとの考えを表明 

2017年4月　米原子力空母カールビンソンを中心とする第1空母打撃群がシ

ンガポールより出航、北進。月末より日本海入りし、日韓と共同訓

練実施 

2017年5月　米本土に向けたICBMを想定した初の迎撃実験を太平洋上で実

施、成功させたと発表 

②米国国内の独自の圧力 

例　2017年2月　マレーシアにおける金正恩の異母兄・金正男殺害を受け、

米朝非公式接触を中止。北朝鮮をテロ支援国家再指定する検討開始 

　　2017年5月　米下院で超党派の対北朝鮮制裁強化法案を賛成多数で可決 

③国際社会からの圧力 

例 2017年6月　米中安全保障対話において中国に対し北朝鮮への外交・経 

済的 圧力強化を要請 

2017年8月　制裁決議2371　長距離弾道ミサイル(ICBM)の発射実験を受 

け対外輸出に打撃を与えることに焦点　鉱物、海産物、北朝鮮労働者

の海外移送禁止 

 

 

3.中国 

(1) 2008年～2012年11月 

● 政策の目標：北朝鮮との関係強化、北朝鮮の核開発への反対 

● 政策の手段： 

①安保理決議案採決に賛成 

初の核実験を行った北朝鮮に対して、ミサイル発射を非難し関連技術の北朝鮮禁輸 

といった実質的な制裁を含めた安保理決議案採決に賛成 

②北朝鮮総書記の後継金正恩を支持 

　2008年、金正日総書記が脳卒中で倒れてから、北朝鮮は後継者として金正恩を念

頭に置き、体制維持のために訪中を繰り返した。ここで中国胡錦濤国家主席も後継

の金正恩を支持する立場を表明。 

 
(2) 2012年11月～2016年1月 

● 政策の目標：習近平国家主席による北朝鮮の核・ミサイル開発への制裁、緊張 

● 政策の手段： 

①習近平が国家主席に就任後、韓国を訪問 

習近平は副国家主席に就任した際は当時金正日体制であった北朝鮮へ訪朝を行って

いる一方、2013年3月の国家主席就任後、通常なら最初に訪朝してきたそれまでの

慣例に逆らって、2013年朴槿恵体制の韓国を訪れた。 

→習近平国家主席と金正恩総書記との距離感拡大 

②中聯部と駐北朝鮮大使の交代 

外交の集約化を意図したであろう胡錦濤・戴秉国がスタートさせた外交部と中聯部
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との幹部交流人事の枠組みを引き継ぎ、中聯部の主要幹部を他省庁から登用した。 

→　長年、中朝両国間の外交を主に担ってきた中聯部の中国国内での政治的・行政

的地位の低下が生じた可能性がある。駐北朝鮮大使の交代 

 
(3)2016年1月2月 

● 政策の目標：核実験、核開発への強反発 

● 政策の手段： 
①国連安保理 の追加制裁に賛成 3

2016年１月に行われた４度目の核実験(初の水爆実験？)と同年2月の長距離弾道ミ

サイル「テポドン2」発射に対する国連安保理追加制裁に賛成。 

中国が実際に制裁を厳密に履行しているかは疑問視される。 

　　 

【中朝関係悪化の要因】 

　　　a.「唇歯の仲」「血の同盟」の意識低下 

　　　　○満州で抗日ゲリラ運動に身を投じていた金日成 

日本の植民地支配に抵抗する朝鮮の独立運動家たちは1930年代に活動拠点を満州に

移し、中国共産党とともに抗日ゲリラ闘争を行った。第二次世界大戦終結後に再開

された中国国民党と中国共産党による国共内戦では、朝鮮人部隊が中国共産党側に

協力。 

○中国人民志願軍で戦死した毛沢東主席の長男毛岸英 

1953年に停戦した朝鮮戦争では、米国の介入で消滅しそうな北朝鮮を、中国人民志

願軍17万人の死傷者を出しながら救い、毛沢東主席の長男毛岸英も朝鮮領内で戦

死。 

　 

　　　　⇔世代交代における関係の希薄化 

①北朝鮮指導部には80代の幹部が残る⇔中国は5年おきの党大会で68歳での引退

が慣例 

②習近平　1953年6月生まれ(朝鮮戦争休戦直前) 

 
　　　b. 北朝鮮の核、ミサイル開発の進行 

　　　　〈2005年2月〉北朝鮮は6か国協議の無期限中断を表明するとともに初めて公式に

核保有を宣言。当時中国は旧正月が明け次第六カ国協議再開へ向けた調整を予定

していた。 

　　　　〈2006年7月〉北朝鮮が弾道ミサイルの発射実験を行う際の中国への事前通告な

し。 

　　　　〈2006年10月〉初の核実験。中国胡錦濤国家主席が「(核実験を)抑制するよう働

きかける」と表明した翌日。中国への通告はわずか20分前。 

　　 

3 国連安保理の追加制裁 
1. 北朝鮮に出入りするすべての貨物の検査を国連加盟国に義務付ける。 

2. 北朝鮮の主要な外貨獲得源であるレアアースなどの輸出の禁止、鉄鉱石などの輸出

を規制 

3. 北朝鮮への航空機燃料の販売禁止 
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【北朝鮮擁護の要因】 

　　　a. 経済成長への影響の考慮 

中国は経済成長の新常態(ニューノーマル) を容認した。 4

中国は経済成長を必要としているが、これまでとは異なった安定化を図っている

ため、北朝鮮の不安定化や崩壊などによる経済面での影響は大きなマイナス。 

　　　b. 朝鮮族 への強い警戒 5

北朝鮮の弱体化、崩壊による韓国吸収型の南北統一は朝鮮族の帰属意識を大きく

揺さぶる可能性が高い。中国国内での少数民族による反乱を強く警戒。 

           c. 朝鮮半島への影響力の保持 

ｂ同様にｂと同様に北朝鮮の崩壊や韓国吸収型の南北統一が起こる可能性を念頭

におくと、南北統一後の朝鮮半島は米国の影響力が拡大される可能性が高くな

る。中国にとって北朝鮮の存在は在韓米軍の防壁であるため北朝鮮の体制は保持

する必要がある。 
  

【中朝貿易】 
a.     中国は、1991年のソ連崩壊後、北朝鮮の貿易相手国１位 
2015年北朝鮮の貿易の91.3％、57億1000万ドルを中国が占める。 
※北朝鮮貿易額はJETRO(日本貿易振興機構)や、韓国のKOTRA(大韓貿易投資振興

公社) 

〈主な中国から北朝鮮への輸入品〉 
原油、機械類、衣服、日用品など 
〈北朝鮮から中国への輸入品〉 
石炭や鉄鉱石といった鉱物資源 
b.     秘密裏の貿易の可能性 
中国の通関統計では2014年から北朝鮮への原油輸出がゼロになっているがKOTRA

は年間50万トンと推定して加味している。 
 

 
4．韓国 

（1）2008年2月～2013年2月 

● 政策の目標：北朝鮮の核破棄に向けて強硬な圧力の実施 

● 政策の手段： 

①米韓関係の復活・強化 

朝鮮半島の有事を想定した米韓合同軍事演習を幾度も開催し、北朝鮮への軍事

的な圧力を強める。 

→米国のみならず、韓国も北朝鮮への拡大的動機を有していることを認識させ、

抑止へと働かせる狙い。 

また、2009年6月に行われた、米韓首脳会談では、米国の「核の傘」をはじめ

4 2015年3月全人代での李克強総理による宣言 
　・経済成長目標を７％に引き下げる 

　・改革を進めながら成長率が緩やかに低下する「新常態」として容認 
5 朝国境地帯の中国領には少数民族として200万人近くの朝鮮族が住む。 
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て明文化し、韓米同盟の強化を知らしめた。そして、2010年10月の第9回アジア

安全保障会議が開催される前に、日米韓防衛相会談が開かれ、北朝鮮を強く非難

するとともに、挑発行為へ日米韓の連携の重要性を確認した。そして、同年12月

には、「北朝鮮問題に関する共同声明」を発表し、日米韓が結束して対応するこ

となどを明示し、米国だけでなく、前政権で崩壊した日韓関係の修復にも務め

た。  

②独自の圧力 

2009年には「拡散に対する安全保障構想（PSI）」へ参加を決め、大量破壊兵

器・ミサイル及びそれらの関連物資の拡散を阻止するための取り組みを始める。 

→翌年の10月には韓国主催で海上阻止訓練を行い、国際社会と足並みをそろえる

とともに、北朝鮮への軍事力のアピールの良い機会に。 

また2010年に、北朝鮮が、ウラン濃縮作業の最終段階に突入したとの報告を受

け、韓国国防長官は先制攻撃に言及し、強気な姿勢を示している。2013年2月の

核実験後には、核武装の声も高まり始め、自国防衛に関心が向けられてきた。 

③実際の北朝鮮の反撃に対する強硬的な態度 

2010年3月26日の米韓合同軍事演習中、北方限界線付近の、韓国の白翎島（ペ

クニョンド）の西南の海域で、天安艦沈没事件が起こる。韓国哨戒艦「天安

（チョナン）」が北朝鮮の魚雷を受け沈没した。 

→韓国はこれを軍事行為と規定し、5月に天安艦関連談話文を発表。北朝鮮の武

力挑発時の厳重対処と、北朝鮮船舶の韓国海域の航行の禁止、さらには南北間の

交易を断絶する姿勢を見せ、経済的な圧力を加えた。 

 

（2）2013年2月～2017年5月 

● 政策の目標：中国への協力要請と米韓関係の継続 

● 政策の手段： 

①米韓同盟の維持 

　2013年の4月末には、約2か月間わたる米韓合同軍事演習が終了。この軍事演習

は、北朝鮮の核ミサイル挑発への対抗として、史上最大の規模で執り行われた。 

→注目が集まったのは、金正恩第一書記の斬首計画。今までの核・ミサイル施設

に対する先制攻撃を訓練とは異なり、金正恩氏を狙う訓練内容であった。 

　4回目核実験後、韓国にB52戦略爆撃機を米軍が派遣。 

→核の傘の存在感を強める。 

　同年2月16日には、米国との間で地上配備型迎撃システム「高高度防衛ミサイ

ル（THAAD）」の在韓米軍基地の配備に向けた協議を再開。 

②中国への要請 

2016年1月6日に北朝鮮が4回目の核実験として水爆実験を実施したことを受け

て、即座に中国の外相同士での電話会談を実現させ、北朝鮮に対する意見の共有

し、速やかな中韓首脳会談への実施を試みた。 

→しかし、中国は、韓国の緊急会議には慎重な姿勢をとり、実現したのは、2月5

日。この中韓首脳による電話会議では、北朝鮮に対する強力で実効的な国連安保

理決議の採択に積極的な強力を要請したが、中国側の対話重視思考と食い違いが

生じた。 

…THAAD配備に関しても、中国からは反発を受け、韓国国に中国に対する失望が
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広がっていった。 

…26日、開城（ケソン）工業団地の全面中断措置を決定した中で、朴槿恵大統領

は「米韓の『共助』、日米韓の『協力』、中露との『連携』」を重視していく方

向を打ち出した。これにより、中国は格下げ、日米韓強力を格上げに転換し、韓

国の中国の協力要請は失敗に終わったのである。 

③軍事危機への対処 

　2015年8月4日、朝鮮半島における非武装中立帯（DMZ）において、パトロール

中の韓国兵2人が地雷を踏み、両足に重症を負う事態となった。この地雷は、北

朝鮮軍がDMZを越えて意図的に埋めたものだと判明した。これに対し、韓国側は

プロパガンダを開始し、南北軍事衝突危機に直面したが、南北高位級会談の合意

によって回避することができた。ここでの北朝鮮は、韓国側の要求した謝罪の表

現はなかったが、負傷者の2名に対し、遺憾を初めて表明した。また準戦時状態

を解除し、南北状態は緩和した。 

→軍事的な姿勢は強硬にしていったものの、対話による和解が韓国国内で高く評

価された。 

 
（3）2017年5月～2017年9月 

● 政策の目標：対話による南北の協調 

● 政策の手段： 

①今まで行ってきた制裁の緩和 

　前政権で閉鎖された開城工業団地は再開に向けて協議がなされ、5月26日には

民間の北朝鮮人道支援団体に北朝鮮との接触を許可した。 

…しかしこの民間交流は、韓国が安保理の対北制裁強化決議に賛成したことによ

り、北朝鮮側から訪問と支援が拒否されてしまった。 

　だがその後も、在韓米軍基地へ配備予定であったTHAADの配備を延期へ米国に

求め、北朝鮮に対する融和的な政策は続行中である。 

②新たな宥和政策 

　軍事会談を行うことを提案した。ここでは、南北間の緊張を高めてきた敵対行

為の停止に向けて、話し合われることが予定されていた。また、終戦記念日まで

に、南北軍事境界線付近のすべての敵対行為の停止も、北朝鮮側へ提案してき

た。 

→北朝鮮からの応答がなく、流れてしまうが、韓国は対話協調での立場を変更し

ない。南北問題は南北問題で解決し、その先に南北統一を見据えている政策であ

るだろう。これまでに築き上げた米韓関係が崩壊しつつある現在であるが、この

先も対話による解決を目指す方針は変わらないと思われる。 

 

5.日本 

　日米同盟を基軸とした防衛面並びに外交面の対応が推進されている。 

　日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸

な過去を清算して、北東アジアの平和と安定に資する形で日朝国交正常化を実現する。 

 

(1)2002年9月~2006年9月(小泉純一郎内閣) 
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● 政策の目標：拉致問題の早期解決 

● 政策の手段： 

①二国間による対話　 

例）第一回日朝首脳会議（2002年） 

→結果：北朝鮮側は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪

し、 

翌月拉致被害者5名が帰国した。 

　　　　　　 ②国際社会との連携　 

例）第一回六カ国協議（2003年） 

→結果：核問題を平和的に解決する為、ともに対話を通じ相互信頼を確立

し、共通認識を拡大することで一致。六か国協議においても、拉致問題は

国際社会と連携していく意向をみせた。 

 

(2)2006年9月~2009年6月 

● 政策の目標：国際社会と連携して北朝鮮の核ミサイル開発を抑止する 

● 政策の手段： 

①国連安保理決議による経済制裁の遵守　例）北朝鮮向けの奢侈品の輸出禁止 

②日本独自の制裁措置　 

　　例）対北朝鮮貿易のすべての品目の輸出入禁止、北朝鮮船舶の入港禁止 

 

(3)2009年9月~2012年12月（民主党政権の時代） 

● 政策の目標：北朝鮮のミサイル発射・核実験を自制させる 

● 政策の手段： 

①日本の安全保障を見直し、北朝鮮に対し監視の強化を図る 

　例a）防衛大綱 

　例b）貨物検査法案 

　　　　　　…北朝鮮が核実験を強行したことを受け、国連安全保障理事会で北朝鮮への

金融制裁や船舶への貨物検査などを国連加盟国に求める国連安保理決議第

1874号が採択された。日本ではこの決議を履行するための法的枠組みを強

化する為に、貨物検査法案が国会に提出された。 

　　　　　　→結果：2010年に可決され、安保理決議1874号の要請・決定事項に関する措

置が可能になった。 

　　　　　　②国際社会と連携して制裁措置を強化する 

　　　　　　　例）韓国海軍哨戒艦「天安号」が北朝鮮製魚雷による外部水中爆発によっ

て沈没した事件について、追加措置を発表した。 

 

(4)2012年12月～（第二次安倍政権） 

　第二次安倍政権は、拉致問題に強い関心を見せ、小泉政権以来の基本線である「対話

と圧力」によって、北朝鮮の姿勢変化を求めていく。 

　2014年5月にスウェーデンの首都ストックホルムで、包括的な合意に達した(ストックホ

ルム合意)。 

　北朝鮮は、「すべての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に、

日本人に関するすべての問題を解決する意志」を表明。 
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● 政策の目標：拉致問題の早期解決 

● 政策の手段：ストックホルム合意に基づき、北朝鮮が特別調査委員会を設置した時

点で、日本の独自制裁を一部解除。 

 

(5)2014年12月～（第三次安倍政権） 

　第二次安倍政権で結ばれたストックホルム合意は、その後、2015年7月に北朝鮮側か

ら、再調査に「いましばらく時間がかかる」とされ、拉致問題が進展することはなかっ

た。 

　そして、北朝鮮が2016年に4回目の核実験、事実上の長距離弾道ミサイル発射を行う。

これ以降、日本は制裁の強化を復活させることになるが、ストックホルム合意に基づく

特別調査委員会は解体された。 

● 政策の目標：緊張感高まる北朝鮮のミサイル発射・核開発への対応強化 

● 政策の手段： 

①日米防衛協力のための指針（ガイドライン）の見直し 

　　　　　　米国の新国防戦略と連動して自衛隊の役割を強化し、抑止力を高めるた

め。 

　　　　　　見直された項目：a.島嶼防衛に関する共同訓練や警戒監視　b.弾道ミサイル

防衛 

②集団的自衛権行使を解禁する安全保障関連法が施行 

③北朝鮮の弾道ミサイル発射に備え、自衛隊によるミサイル迎撃を可能とする破壊

措置命令を発令 

④日米韓合同軍事演習 

⑤海上自衛隊の護衛艦が米補給艦と、安全保障関連法に基づく米軍艦隊への「武器

等防護」を実施 

 

 

6.ロシア 
　ロシアは北朝鮮と歴史的に関係深い大国であるが、中国やアメリカ程の大きな影響力は

持ちえていない。ロシア大統領ゴルバチョフの新思考外交により外交の経済化が鮮明化さ

れるにつれ、ロシアは韓国との国交樹立・経済関係深化を図るようになる。一方の北朝鮮

はロシアのこれらの外交や東欧諸国の崩壊を目の当たりにし、核開発に本格的に取り組む

ようになる。一時的な露朝の関係強化も見られたが、現在、経済・安全保障上の関係は薄

れている。 

 
(1)1994年～2001年 

● 政策の目標：露韓関係強化 

● 政策の手段北朝鮮との関係強化 

北朝鮮との良好な関係は、韓国との外交上のカードになると考えられたた

め。 

例　2000年2月  露朝友好善隣条約締結 

 
(2)2002年～現在 

● 政策の目標：朝鮮半島情勢の安定化、核テロ防止 

2002年に米ブッシュ大統領が北朝鮮を「悪の枢軸」と批判し、北朝鮮への国際的 
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非難が高まり、ロシアは北朝鮮と政治的に距離を置くようになる。2003年から2010

年まで首脳会談は途絶え、貿易額も大幅に減少した。『ロシア連邦対外政策概念』

などからも北朝鮮を含め朝鮮半島の外交的優先度は高くないことが確認される。北

朝鮮の核・ミサイル開発はロシア国内でも批判の声が高まっているため関係改善は

容易ではない。多極世界の到来という戦略環境認識から、中国との連携を一義的に

追及する姿勢からも離れている。 

● 政策の手段： 

①安保理決議への賛同 

　安保理決議には否定的な立場を取ることが多かったが、核実験以後は安保理決議

に賛同する場面が増加。 

②公式の場で北朝鮮を非難 

　 2010年12月　露朝外相会談の場で北朝鮮の核・ミサイル開発を直接非難 

 

 

 

III 争点 
　北朝鮮の目標は体制維持であるが、そのためには核が不可欠だと認識。ではその核の存

在はどのような問題を引き起こすのであろうか。 

 

1) 核不拡散条約(NPT)体制の揺らぎ 

　NPTは1968年に成立し、1970年に発行した。加盟国は190カ国であり、非加入国

はイスラエル、インド、パキスタン、南スーダン、北朝鮮のみである。NPTは米

国、ロシア、イギリス、フランス、中国までを核保有国として認め、それ以外の国

は非核兵器国として核兵器その他核爆発装置を製造・取得しないことを約束するも

のである。NPTは国際原子力機関(IAEA)の保障措置により実体面で支えられてい

る。非核兵器保有国としてNPTに加入する国は、は当該国すべての原子力施設に対

して保障措置の適用を認める包括的保障措置協定を締結する必要があるため、隠れ

た形で核開発を行うことを困難にするため、核拡散防止の強力なツールとなってい

る。また、IAEAの保障措置を補完するものとして原子力供給グループ（NSG）に

よる輸出管理がある。NSGとは原子力技術を保有する各国の集まりだがNPT加入国

以外には原子力資機材・技術を輸出しないことを約束している。このような核不拡

散レジームは、昨今のテロリズムの脅威の高まりのなか重要性を増している。北朝

鮮はNPT離脱を宣言し、IAEAの査察を拒否しているが、国際機関の監視外におけ

る核の移動を防ぐことは監視下にあるときよりも当然困難性が増加するものであ

る。北朝鮮核問題に対する6者協議に参加する核兵器国の米中露は、核兵器がテロ

リストの手に渡ることを強く危惧している。 

　また、現在の多極化した世界において究極の自助兵器である核兵器を抑止力・国

威発揚を目的として開発・保有を目指す国の先例となる可能性もある。 

 
2) 地域の安全保障環境の悪化 

　北朝鮮の核・ミサイルは米国とその同盟国である日韓に向けられたものである。

この核・ミサイルは攻撃対象国の軍事力整備の必要性を増し、それに伴った装備導

入により地域秩序に影響を与える可能性を有する。米韓が韓国内で米軍が運用する
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ことで合意したTHAAD（終末高高度防衛ミサイル）は、使用するレーダー

(AN/TPY-2)の探知範囲が最大1000kmに達する。この距離はTHAADの配備されてい

るソウル近郊から山東半島を完全に収め、その奥地にまで達する。中国はこれを米

国の進める弾道ミサイル防衛網構築の一環であり、中国の核抑止力を損なうもので

あるとしてTHAAD配備を批判。中韓関係は冷えこんだ。米国は冷戦後の同盟結束

手段としてミサイル防衛協力を世界各地で実施しており、その一環であるとも考え

られる。しかし、ミサイル防衛は従来の米国に対立する核兵器保有国の核戦略に支

障をきたす可能性もある。現に、中国は核抑止の無効化を危惧しTHAAD配備に反

対した。米国のすすめるミサイル防衛網構築は日韓の結束と防衛力強化に貢献し安

心を供与している一方で、北朝鮮のさらなるミサイル技術追求を促す可能性、第三

国の不安増大をまねいている可能性も考慮する必要がある。 

 

 

IV　展望 
この問題における解決策として考えられるのは、①北朝鮮が核開発を停止すること、②正 

統性のある国家として認められること、以上の二点が挙げられる。 

①の解決策への具体的なアプローチとしては、米中、中朝間でのコミュニケーションを密 

にすることが、大前提として必要である。そして、更に米朝間協定による安定を、6カ国

で担保していくことで安定が更に保たれるであろう。 

②の解決策へのアプローチは、核保有以外での体制維持を可能とする枠組みを構築するこ 

とである。今まで北朝鮮は体制維持のために核開発を進めてきたが、米国などの大国から

安心供与を受けることで、核放棄に踏み切り、核以外での新しい方法で体制維持をしてい

けるのではないだろうか。 
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