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米朝首脳会談以後の東北アジア秩序 

 
陳 昌洙＜チン・チャンス＞(世宗＜セジョン＞研究所) 

 

1.米朝共同声明の評価と履行 

 
□米朝首脳会談の合意内容と意味合い 
 
○ 「米朝首脳会談共同声明」の合意内容 
-最初に「新しい米朝関係の樹立」 
⁻二番目「恒久的で強固な韓＜朝鮮＞半島平和体制の樹立 
⁻三番目「板門店＜パンムンジョム＞宣言の再確認及び韓半島の完全な非核化実

現に努力」 
-四番目「米軍行方不明者・遺骨発掘及び送還」 
 
○ 「米朝首脳会談共同声明」と「ジュネーブ基本合意」「9.19 共同声明」の相違 
-ジュネーブ基本合意では「非核化(検証可能な非核化)」に対応して「政治・経済

関係正常化」「核兵器による不威嚇・不使用」を実現▽9.19 共同声明では「検証

可能な非核化の目標に従って北朝鮮の核兵器と核プログラムを放棄することに

合意」という、いずれもボトムアップ方法を採択 
-シンガポールの米朝首脳会談では、両国関係正常化を通じて、大きな枠組みで

非核化を実現し、懸案を解決するトップダウン方式を採択 
-米朝共同声明で北朝鮮の要求事項(体制の安全保障)と米国の憂慮事項(完全な非

核化)を交換実現する韓半島非核平和プロセスの原則と方向に合意 
 
○変化した特徴 
-今回の米朝首脳会談の非核化交渉では、非核化と経済補償方式が対等交換され

たというより、米国が主張する「完全な非核化」と北朝鮮の要求事項である「体

制保障」を「安保」対「安保」の問題として交換合意する方式で推進された  
-今年中に終戦宣言を実施し、次に停戦協定を平和協定に切り替えるための 3 者

もしくは 4 者による会談を推進することにしたのも、非核化の手順に対応する

体制安全保障措置を用意するという同時行動措置の一環. 
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○評価 
-肯定的な評価: 70 年間維持されてきた米朝の敵対関係を解消するための初め

ての首脳会談という点から見て、新しい米朝関係樹立、恒久的な平和体制構築、

完全な非核化実現、米軍遺骨発掘および送還などと関連した包括的合意を導き

出すほかはなかった 
-否定的な評価: 非核化合意文の内容が後退/代価が少ない 
完全な非核化に関連した方法(CVID)と日程(タイムスケジュール),体制安全保障

と関連した「終戦宣言」などに関する具体的内容が合意から抜けた。6・12 共同

宣言文には「完全な非核化」という文言しかない 
 
□ 「米朝首脳会談共同声明」以降に履行すべき課題 
 
○ 「米朝首脳会談共同声明」に伴う後続履行措置の発表 
-米朝首脳会談以後、トランプ米大統領は△米朝高位級会談を早期再開(6.18～)
△米韓合同軍事演習を中断△北朝鮮のミサイルエンジン試験場閉鎖△北朝鮮地

域内での米軍遺骨発掘を南北米で共同推進△トランプ-金正恩ホットライン設置

など発表 
-未だに実現してない。 
 
○履行のタイムスケジュール:トランプ米大統領の任期中に韓半島非核化を完了 
- 「米朝首脳会談共同声明」:合意条項を完全かつ速かに(fully and expeditiously)
履行することに合意 
-ポンペイオ米国務長官は「2 年 6 カ月以内に(in two-and-a-half years)主要な非

核化(major nuclear disarmament)を達成することを望む」というタイムスケジ

ュールを提示(6.13) 
 

2.アメリカの戦略 

 
□トランプ式段階的・同時的解決法の受容 
 
○トランプ大統領が「一括妥結(one shot deal)」「ビッグディール(big deal)」方

式での北朝鮮核問題解決には限界があることを認め、北朝鮮核問題の解決を「過

程(process)」で推進することを認め、北朝鮮核問題解決の成果を段階別に分け、

達成した外交的成果を政治的成果として活用しようとの狙いが見える 
-トランプ大統領は北朝鮮が主張した段階的・同時的措置を受け入れ「過程
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(process)」としての北朝鮮核問題の解決法を強調し、何回もの首脳会談が必要で

あることを主張し、先核廃棄論からは抜け出す 
-一括妥結の成否は、北朝鮮と米国の間でロードマップをどのように作るかにか

かっている。  
 
○トランプ大統領が米韓合同軍事演習中断を宣言したことは「相互中断」という

次元の誠意表示と見ることができる/米国の立場の変化 
-北朝鮮が核及びミサイル発射実験の中断の約束と共に豊渓里＜プンゲリ＞の核

実験場廃棄を実行し、ミサイルエンジン実験場廃棄を約束したことに対する肯

定的回答としてトランプ大統領が米韓合同軍事演習の中断を確約したと見られ

る 

-このように北朝鮮と米国は、非核化-体制保障の履行ロードマップ合意を前に、

相互信頼を積むための先行措置を取っているが、-米国が韓国と相談しなくで、

北朝鮮との交渉で行う。米国が同盟をどう思っているのか。また、交渉カードが

早く減少する 
 

□米国は高位級会談を通じて非核化のプロセスに成功するか? 
 
○民主党はトランプの米朝首脳会談に対し相当な不満 
-徹底した検証と非核化を要求 
-ポンペイオ長官は、自身の政治的な成果を挙げるためにも、今より積極的で可

能性が高いロードマップ作りを望んでいるだろう  
 
○ 3 カ月間の米朝交渉を通じて、成功的なロードマップを作り出せるか?  
-現在の段階では、北朝鮮の非核化の意志が完ぺきに担保されていない。北の核

の脅威が存在する状況下で、北朝鮮は適当な妥協を通じて交渉局面を継続する

可能性が高い  
-米国も適当な妥協をすることにより国内政治で支持を維持するため、自身の政

治的な成果を誇示できる水準で妥協する可能性が高い 
 

3.各国の立場:中国、日本 

 
□各国の憂慮 
 
○国際政治の変化 
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-トランプ大統領に対する不信:既存の国際秩序の維持より米国優先主義 
-政経分離の原則崩壊 
-東北アジア国家の合従連衡の開始 
○韓半島問題、特に非核化議論で自国がいじめられることを望まない。「----パッ

シング」を憂慮. 皆が南北首脳会談の行方に、いつよりも大きな関心を傾け、自

身のアジェンダを解決しようとする動きが強化. 
 
□中国 
 
○段階別接近、行動対行動の原則を主張する中国は米国と違い非核化の「期限」

は考慮していないようだ 
-中国の「相互中断」という非核化の解決法には、究極的には駐韓米軍撤収可能

性までを念頭に置いた意図が隠れている。現在の中国は、米国の圧力により対北

朝鮮制裁に無理に参加してはいるものの、虎視耽々と制裁隊列から抜け出す隙

間を探している。 
 
○第 7回党大会を通じて習近平主席の権力基盤がより確固としたものになれば、

対米関係でも、それなりの反撃に出始める。 
-中国は北朝鮮の核武装を不快に思いながらも韓半島の緊張を機会として利用し、

米国が国際的な統制メカニズムを拡大しようとすることに関して非常に批判的。

電撃的に中朝首脳会談が実施されたことを見ても、中国は北朝鮮より米国に対

して一層深い不信感を持つ.  
-米朝首脳会談を意識しないわけにはいかない中国としては、米国の干渉から抜

け出さねば対北朝鮮影響力をなくす可能性があると判断している  
-中朝首脳会談で中国の影響力を誇示し、北朝鮮を利用して米韓同盟を牽制 
 
□日本 
 
○安倍総理が韓・米・日による対北朝鮮圧迫共助をより好むことは確実だが、そ

れでも（北朝鮮問題に）手を出さない訳にはいかない立場.  
-現在の南北関係の流れから「ジャパンパッシング」現象が現れることもあり得

る。日本の行動には２つのパターンがある。2002 年の日朝首脳会談のように、

まず対北朝鮮行動に出て有利な位置を先行獲得しようとしたり、または６者会

談における行動のように「拉致問題」を提起して非核化進展の障害として作用し

たりする場合がある。  
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○現在は北朝鮮が日本を無視する態度を示しながら、無視-圧迫-交渉の戦略を取

っている。非核化の最後の段階まで、拉致問題に対する解決策を示す可能性は小

さい。  
 

4.アクション プランと方向 

 
□南北米(中)終戦宣言の年内推進 
 
○終戦宣言の意義 
-平和協定の前段階である暫定協定:政治宣言による政治的拘束力確保 
-過渡期体制安全の保障方案:非核化着手から完了までの安全保障提供 
 
○終戦宣言の主要内容 
-韓半島での戦争状態は恒久的に終息 
-北朝鮮の非核化履行の間、軍事的威嚇と攻撃及び追加的敵対行動の禁止 
-非核化を完了し、平和協定が締結される時まで、軍事停戦協定は有効 
 
○終戦宣言において北朝鮮は米朝間の終戦宣言を重視 
- 「米朝首脳会談共同声明」でも板門店（パンムンジョム）宣言の履行を約束 
-南北米 3 者間の終戦宣言採択が望ましい。中国が希望する場合、参加受け入れ 
-アメリカも政治的な宣言ならば考慮することができるという立場に変わった 
-ただし問題は終戦宣言後、UN 司令部の地位問題と米軍の役割に対する議論を

どのように遮断するかにある。
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□緊張緩和と軍事的な信頼措置 
 
○文在寅政府は軍事的な信頼措置を先行し、これまでの政府とは相違を示す 
-これまでの政府は経済的な協力を先行し、信頼が醸成された段階で軍事的な信

頼措置を取ったうえで段階的な北朝鮮への接近を図ったが、現政権は同時並行

接近策を取っている 
 

政治的信頼構築 

· 相互不可侵条約または宣言 

· 平和協定締結 

· 相互非難中止 (言葉による妄言中止) 

· 対話活性化 または交流協力拡大 

· 内政干渉禁止 

· ホットラインの多角化 

· 周辺国が参加する国際的保障装置 

· 戦争防止のための危機管理体系構築 

軍事的信頼構築 

(運用的軍備統

制) 

· 停戦協定の 忠実な順守 

· 非武装地帯の実質的な非武装化 /平和地帯化 

· 軍事共同委員会構成 

· 軍事訓練参観団の交換 

· 軍関係者の相互交流 

· 軍事情報の交換 

· 年間軍事活動計画の交換 

· 一定規模以上の軍事訓練の事前通報 

· 一部地域で非武装地帯の幅を拡大 

· 兵力及び装備(攻撃用)の後方配置 

· 攻勢戦力、特に海軍と空軍の活動規制 

· 動員予備戦力の訓練規制 

· 南北兵力配置の制限地帯設置及び立ち入り制限 

構造的軍備統制 

· 兵力縮小 

· 戦力縮小 

· 軍備支出縮小 
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○ 体制安全保障措置 

 
* ホンミン「米朝首脳会談以後の南北関係の発展方向」世宗政策フォーラム(6 月 22 日)発
表文 
 

○ 「軍事脅威解消」方案としての駐韓米軍の役割変更 

-南北間の軍事的緊張緩和と段階的な在来式軍備統制の方法として「板門店宣

言」第 2項に明示されている。南北軍事会談を通じて非武装地帯の非武装化、

西海（ソヘ）の平和水域化、北朝鮮放射砲(1000門)の後方再配置など推進可能 

-米国による軍事的脅威の解消方法について「米朝首脳会談共同声明」には明

示されていないが、トランプ大統領が既に韓米軍事演習の中断意思を明らかに

している。韓米軍事訓練を暫定中断することにより、北朝鮮の誠意ある措置を

引き出せるかが問題 

-非核化が進展すれば南北米の軍隊の全般的な軍事構造再調整が必要な時期が

到来する 

 

○駐韓米軍の撤収を取り巻く論議 

-トランプ大統領による駐韓米軍撤収の可能性発言:「いつか米本土に帰還させ

ることを願う」と言及 

米国 

韓国 
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-中国は韓半島平和協定が締結された場合、冷戦の産物である駐韓米軍が完全

に撤収しなければならないという立場を堅持 

-米下院と上院の「2019会計年度米国防授権法」に伴う、駐韓米軍 22,000人凍

結措置→それ以上の規模で縮小しようとする時は米議会の同意が必要 

-トランプ大統領は駐韓米軍撤収または、縮小の可能性について言及し、防衛

費分担を上方修正する可能性 

 

□南北社会文化協力の増加 

 

○南北経済協力に対する期待感?  

-南北経済協力が北朝鮮の核問題未解決と国際社会の対北朝鮮経済制裁、南北

関係の停滞などで中断された。その分、最近の韓半島情勢急進展は南北経済協

力再開に対する期待感と可能性を高めている 

-これによって文在寅政府の交流協力分野の統一・対北朝鮮政策である、韓半

島新経済地図構想推進に対する動力と期待感が大きくなった 

 

○ 5.24以前の南北経済協力復元にも相当な時間が必要と予想 

-南北交流協力は国際社会の対北朝鮮制裁状況から、北朝鮮非核化に対する実

質的な大進展なしでは容易に実現しない。経済分野より人道的支援(保健・医

療、離散家族対面)及び体育・宗教などの社会文化分野の交流協力が地方自治

体と NGOを中心にまず推進されるだろうと予想 

-実際に可能になるのは鉄道連結事業や電力送出と思われる。  

しかし電力送出は韓国国内に問題があるため、直ぐには難しいものとみられ

る。  

 

○南北経済協力の速度と幅は北朝鮮の非核化進展速度に左右される 

-トランプ大統領は段階的推進により中間選挙と本選挙まで成果を誘導しなが

ら、自分の政策の成果として宣伝を続けると見られる。  

-6月 12日のシンガポールでの米朝首脳会談直後、記者会見で「非核化過程が

進行され、これ以上脅威にならなくなった時、制裁解除の問題が検討される」

と述べ、さらに脅威にならないことは「非核化過程が 20%程度進行され(元に戻

らない段階に達すれば)、そのように判断できないことはない」と言及した 1) 

-豊渓里（プンゲリ）核実験場廃棄に続くミサイルエンジン試験場閉鎖、いく

つかの ICBM級ミサイルの廃棄、一部核兵器と核物質の廃棄や搬出が行われれ

ば可能なことである 
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5.東北アジア秩序の変化 

 

□非核化の成功/失敗? 

-過渡期的な妥協の連続:ICBM廃棄など北朝鮮が妥協、 

-トランプ大統領の成功を誇示/失敗による軍事的オプションの可能性は小さい 

 

□中ロ/米の同盟間の対立は持続?  

-中日関係/露日関係/韓中日関係 

 

□北朝鮮と米国の間にいることによる韓国政府の悩み 
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