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―2012年日米韓合同軍事演習実現の要因分析―

寺岡亜由美 
（赤木研究会 4 年）
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Ⅰ　問題の所在―米国の新アジア戦略と日米韓安全保障体制

“Welcome home1）.”バラク・オバマ大統領は、2011年12月14日、ノースカロラ

イナ州のフォート・ブラッグ陸軍基地で「イラク戦争の終結」を宣言した。2014

年にはアフガニスタンからも全ての米軍が撤退する予定で、約10年間にわたった
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2つの戦争に終止符が打たれようとしている。そしてこれはアメリカ外交戦略の

転換を意味していた。新外交戦略「Pivot to Asia（アジアへの回帰）」戦略は、ヒ

ラリー・クリントン国務長官が2011年11月『フォーリン・ポリシー』誌に寄稿し

た論文「America’s Pacific Century（アメリカの太平洋の世紀）」2）を皮切りに明らか

になり始め、同月オバマ大統領もオーストラリア議会での演説において「アメリ

カはこれまでもずっと、これからもずっと太平洋国家である」3）とアジアへの関

与を強調した。その後インドネシア・バリで開催された東アジア首脳会議（EAS）

には初めて米国とロシアが参加するなど、アジアの多国間会議においても米国の

プレゼンスが高まっている。この新戦略は2001年以降の約10年間、中東に資源を

集中させてできた「アジアでの穴」を埋めるかのような戦略であった。

国際情勢全体を見回すと、米国がアフガニスタン戦争、イラク戦争に足をとら

れていたこの10年間、アジアでは中国が急速な台頭を遂げていた。中国の GDP

は2003年から毎年約10パーセントの経済成長率を続け、2011年には世界第 2位の

経済大国にまで成長した。さらに中国は米国債を多額に所持し、戦略的に米経済

に多大な影響力を有している。ジョージ・W・ブッシュ政権が幕を閉じた2009年

時点で、中国は 1兆ドル（約90兆円）4）の米国債を有していた5）。中国は経済的な

成長と比例して、軍事力の増大にも力を入れ、その不透明な軍拡と活発な海洋進

出は国際社会の不安を煽っている。中国政府は2011年度の国防予算として約5,836

億元と発表しており、この額は過去20年間で18倍の規模に増加したものだ6）。さ

らに脅威となり得るのは、この公表額が実際に軍事目的に支出している額の一部

に過ぎないとみられるからだ7）。実際、中国政府はミサイル開発費などの国防科

学研究費や軍事用教育費用を文教科学予算に、戦略核弾道部隊の維持費を宇宙開

発予算に含んでいる8）。

ハーバード大学の政治学者グレアム・アリソン（Graham T. Allison）は、「西暦

1500年以降、台頭するパワーが支配するパワーに挑戦した15回のケースの内、11

回戦争が起こっている9）（引用者訳）」と指摘する。この10年で政治面、経済面、

軍事面における急速な台頭を遂げた中国。この国際情勢の動きに対し、オバマ政

権の新戦略が戦略的に対処できるか否か、世界が注目している。

経済繁栄が著しい東アジアの情勢を脅かすのは中国の台頭だけでなく、世界で

最も孤立し、核開発を進める北朝鮮もある。北東アジアの利害関係国、日米韓中

朝露の六ヵ国は冷戦期自由主義陣営と共産主義陣営で二分された国々であり、現

在でも中朝露では政治的自由、透明性が確保されていない。経済的な協力関係は
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深まったにしても、中朝露と日米韓の間には今なお大きな隔たりがある。

米国にとってアジア太平洋は経済面においても安全保障面においても非常に利

害の大きい地域だ。ここでの平和と安定を確保するために、米国は ASEANや

APEC、EASなど近年アジアで深化する多国間枠組みはもちろん、第二次世界大

戦以降形成された、米国を中心とするハブ・アンド・スポークスの関係を重視し

ている。クリントン国務長官は同論文において「日本、韓国、オーストラリア、

フィリピン、タイとの同盟関係は、（我々が）アジア太平洋地域に軸を移すにあ

たって支点になる10）（引用者訳）」と語る。米国は新興国が台頭し相対的に衰退を

遂げる21世紀において、あらゆるツールを全て駆使する戦略で国際情勢に対応し

ていこうとしている。これがまさにクリントン国務長官が就任時から謳い続けた

「スマートパワー」戦略である11）。

近年、北朝鮮の脅威、中国の台頭など緊要な課題と共に、民主主義、自由主義

という価値観を共有する日本と韓国は、共通の同盟国である米国のリーダーシッ

プの下で歩み寄りをみせている。長年歴史的な反目によって阻まれていた日韓関

係にもかかわらず、2012年 6月、日米韓は初めて朝鮮半島沖で三ヵ国合同軍事演

習が実現したことは注目に値する。その後 8月にも、ハワイ沖にて共同訓練が行

われ、日米韓三ヵ国が 1年に 2度も共同訓練を行うという、まさに異例の年と

なった。

従来、不安定な日韓関係や安全保障の認識における差異によって長年タブー視

され実現できずにいた、朝鮮半島沖における三ヵ国合同軍事演習がなぜ今年実現

したのか。どのような条件が揃うときに日韓は歩み寄り、日米韓の防衛体制はよ

り強化されるのか。また、さらなる防衛協力を阻んでいる要因は何なのか。この

3つの問題意識の下に本稿では分析を進めていきたい。

Ⅱ　日韓防衛協力の萌芽―1970年代を中心に

1　共同声明文にみる日韓防衛協力―「韓国条項」の誕生

（ 1）　運命共同体の日韓

日本の安全保障が米国の役割無しに語れないということは、広く認識されてい

る事実だ。日本が米国に基地を提供する代わりに、米国は日本を防衛する義務が

あるという日米同盟は、時にその非対称性が問題視されることはあるものの、現

行の日米安全保障条約（日本国とアメリカ合衆国との相互協力及び安全保障条約）第
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5条、第 6条において定められ、1960年 1月、岸信介首相とドワイト・アイゼン

ハワー大統領が調印して以降、50年以上にわたって存続してきた。

それに比べて、日本と韓国の安全保障が密接に関わり合い、相互依存の関係に

あることは圧倒的に認知されていない。両国が意図的に認知しようとしてこな

かった、させようとしてこなかった事実、と言う方がより適切かもしれない。日

韓間における防衛協力の事実は、両国の歴史的な反目、国民感情などへの配慮に

より、最近まで大々的には謳われてこなかった。しかし、日韓の安全保障協力の

歴史は実は短くない。冷戦後だけでなく、冷戦期を通じても、実際にはきわめて

緊密な安全保障上の関係を持ち続けてきた。実際、日本は朝鮮戦争時、米国の要

請で海上保安庁の特別掃海艇25隻を朝鮮水域での機雷掃海作業に派遣し、朝鮮戦

争の一部を担っていたという事実があるが、休戦協定締結後もしばらく秘密にさ

れていた12）。日韓の関係を「擬似同盟」と名付けたジョージタウン大学教授の

ヴィクター・チャ（Victor D. Cha）は、このように語っている。

戦後から冷戦期にかけて、両国はこの地域への米国の防衛計画において本質

的には一つの統合体を形成していた。韓国に駐留する米地上軍のプレゼンス

は、韓国の防衛を目的とすると同時に、日本の防衛をも目的とする拡張され

た前線であった。同様に日本に駐留する米第七艦隊と海兵隊は、韓国にとっ

ては後方支援の役割をも担っていた。米韓合同軍事演習は、定期的に兵站支

援のために日本国内の基地を利用していた。米戦術航空団は日本と韓国を持

ち回りで担当を頻繁に変えつつ展開された。北朝鮮に対する空中および海上

監視は、日本国内の基地から指揮された。さらに、韓国と日本は定期的に防

衛当局者の交流を行い、安全保障政策について議論し合う場を設け、軍事情

報および技術の一部共有を行った13）。

（ 2）　「韓国条項」の誕生

日韓防衛協力はこのように戦後から冷戦期にかけて非公式に行われていたが、

それを戦後初めて公式に宣言したものが1969年の「韓国条項」である14）。その意

味で日韓防衛協力の萌芽をもたらしたと言えるだろう。「韓国条項」とは1969年

11月21日、日米首脳会談後に発表された佐藤・ニクソン共同声明の第 4項、「総

理大臣は朝鮮半島の平和維持のための国際連合の努力を高く評価し、韓国の安全

は日本自身の安全にとって緊要であると述べた」を指す。「韓国条項」は沖縄返
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還に関する合意を行う過程で生まれたものであり、沖縄返還という日米関係の文

脈で、日本は戦後初めて韓国の安全に対する関心を表明したのである。

同日、佐藤栄作首相はワシントンのナショナルプレスクラブで行った演説にお

いて、朝鮮有事における事前協議の問題についてこのように述べた。

特に韓国に対する武力攻撃が発生するようなことがあれば、これは、わが国

の安全に重大な影響を及ぼすものであります。したがって、万一韓国に対し

武力攻撃が発生し、これに対処するため米軍が日本国内の施設、区域を戦闘

作戦行動の発進基地として使用しなければならないような事態が生じた場合

には、日本政府としては、このような認識に立って、事前協議に対し前向き

に、かつすみやかに態度を決定する方針であります15）。

この佐藤の「前向きに、かつすみやかに」という文言は、韓国に対する新たな

武力攻撃が発生した際、日本は米国が沖縄の基地を無条件で利用することに許可

を与える、という単純で明確な論理を提示した16）。

このように、日本は日米首脳会談後の公式声明文を通して朝鮮半島の安全保障

により積極的な役割を担うことを表明した。朝鮮半島研究者の小此木政夫はチャ

によるインタビューに対し、この公式な意思表明は、日米首脳会談で言及された

ものではあったが、その意図は米国＝日本＝韓国の安全保障三角形の底辺を強化

することにあったと話している17）。この条項は1970年以降の日本外交に大きな影

響をもたらした。

（ 3）　「韓国条項」がもたらした軍事的接触

この「韓国条項」と、それと同時に結ばれた沖縄基地使用に関する合意の結果、

1969～1971年に日韓両国間で初めて数次にわたる軍事面での接触がもたらされる

こととなった。たとえば1969年 3月に行われた「フォーカス・レチナ」や1971年

3月の「フリーダム・ヴォルト」の米韓軍事演習で日本は重要な役割を果たし

た18）。沖縄の米軍基地は演習の調整や輸送には不可欠であったが、演習に参加す

る米軍輸送機の一時寄航、燃料補給、補修の役割を担っていただけでなく、演習

中、天候悪化のため重要な空中投下訓練が延期を余儀なくされた時には、訓練が

行えるようになるまで、沖縄が米軍の落下傘部隊の緊急寄航地となった19）。他に

も、EC-121型機撃墜事件の際、日本の海上自衛隊のレーダー監視は大きな役割
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を果たしたし、後に詳しく説明する「プエブロ号事件」の際には日本の港湾を経

て米航空母艦が北朝鮮沖まで配備された20）。

このように日本は「韓国条項」によって在日米軍の朝鮮半島への関与に対し

「前向きに、かつすみやかに」動くことで対韓安全保障への協力を行っていた。

周知のように日本自身が憲法第 9条の下、軍事的な制限を有していたことが、米

国を通した遠回りな方法での日韓防衛協力を生み出していた。

2　経済協力という名の防衛協力―日本の対韓国防産業支援

「韓国条項」で明確になった日本の対韓防衛協力の姿勢は、軍事面だけでなく

経済面にも普及していった。日本は1965年の国交正常化以降、韓国に対して数次

にわたる経済援助をしてきたが、日本の対韓援助には、日本が他国に対して行う

経済開発援助とは 2つ異なる特徴がある。ひとつは戦後賠償という点であり、も

うひとつが防衛協力という点である。

（ 1） 朴正煕の「自主国防」政策と国防産業の発展

当時の韓国では、朴正熙が1961年の軍事クーデター以来政権の座に就いており、

朴は1970年 2月「自主国防政策」を打ち出した。この「自主国防政策」とは、当

時相次いで発生していた北朝鮮の挑発行為に対処するために自主国防に力を入れ

ながら、他方では経済建設を推進していくという方針の中で進められたもので、

主にゲリラ鎮圧のための郷土予備軍創設、そして防衛産業の育成という 2つが大

きな柱となっていた。

この朴大統領によるイニシアティブによって1970年代、韓国は急速に防衛産業

基盤を整えた。韓国の防衛産業は1971～1972年の「準備段階」、1972～1976年の

「基本兵器基盤造成段階」を経て、1977年からは、蓄積された技術を土台に、基

本兵器の完全国産化とその量産、一部高度精密兵器の国産開発及び、生産基盤の

構築という生産・開発段階に重点をおいた21）。特に1978年 9月には、韓国型中長

距離誘導弾の試射発射が成功し、韓国は世界で 7番目のミサイル開発国となっ

た22）。

この国防産業の発展において日本の経済援助が果たした役割は大きかった。朴

正煕が防衛産業の要であると指摘した機械工業では、1975～1978年の日本からの

輸入額が半分以上を占めたという23）。東清彦は『国際安全保障』に寄稿した論文

の中で、因果関係が明らかではないことを断りながらも、「少なくとも現象面で



141

は、日本の対韓経済援助は韓国の自主国防政策推進とともに増額されていっ

た」24）と分析する。年次ベースの基金借款が始まった1972～1977年の援助額は総

額1200億8,000千万円だが、これは請求権資金協力による1966～1975年の687億

7,200万円と比べると74.6パーセント伸びており、圧倒的に増額されている25）。

（ 2）　浦項綜合製鉄所建築計画と日本の役割

朴大統領の「自主国防」政策において、中核プロジェクトであったのが浦項綜

合製鉄所建設事業であった。朴政権は鉄鋼産業育成を国防上の観点から強く意識

しており、北朝鮮に劣る鉄鋼生産量を飛躍的に増大させるためには綜合製鉄所は

欠かせないと考えていた26）。1965年当時、南北朝鮮の生産能力は北朝鮮が212万

8,000トン、韓国は32万2,000トンと大きく差をつけられていたことを考慮すると、

製鉄所の建設を急いだ理由も理解できる27）。浦項綜合製鉄所の建設は1970年から

始まるが、それは1958年から数次にわたる建設計画の挫折を経た上でやっと実現

された、念願の製鉄所だった。

そもそも、北朝鮮と韓国の鉄鋼産業にこのような格差が生まれたのには、日本

の植民地統治時代と地理的な要因があった。日本の統治時代、鉄鋼工場の建設は

朝鮮半島の北部（現在の北朝鮮）に集中していた28）。これは日中戦争に対応する

ために、戦略的立地条件として有利性があったということ、さらには鉄鉱石、有

喫炭、電力等の資源が北部の方が豊富であったためである29）。鉄鋼業の主軸であ

る金属鉱業の生産量をみると、1940年当時、北地域が90パーセントを占め、南部

は10パーセントに過ぎなかった30）。しかも、鉄鋼の生産は経営主体も日本人であ

り、鉄鋼部門における技術面、及び技術者の数においても全面的に日本に依存し

ていたことから、第二次大戦後日本人技術者が引き上げた後、韓国に残された 2

つの製鉄工場は休業続きであった31）。

1968年以降の安保環境の急変により、防衛産業育成の基盤である製鉄所建設は

緊要の要請となったものの、浦項綜合製鉄所の建設において、韓国政府は長年そ

の資金調達に苦労した。経済的採算性がないという理由から、米国、英国、フラ

ンス、西ドイツ、イタリア、国際復興開発銀行で構成される欧米の投資コンソー

シアムに却下されてしまったからである32）。

そこで朴政権が振り向いた先は、当時目覚ましい経済成長を遂げていた日本で

あった。すでに韓国への導入が約束されている「対日請求権資金」（有償 2億、無

償 3億、商業借款 3億ドル以上）の中から製鉄所建設費用を捻出しようと考えたの
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だ。しかし綜合製鉄所建設費用として「転用」するには日本政府の了解が必要で

あったため、朴正煕は特使として朴泰俊33）を送り、水面下での交渉に臨ませた。

日本における慎重論に対し、朴泰俊は、「日本が日清戦争後、軍備の基礎をつく

るために12万トン規模の八幡製鉄を建設する時、打算性を考えたでしょうか。…

採算性の問題ではなく、防衛問題でも優先されるべき事業が製鉄所です」34）と説

得した。

朝鮮半島研究者の西野純也は、浦項綜合製鉄所建設において日本が果たした役

割は 3つあると整理する35）。ひとつ目は、日韓国交正常化に伴う「対日請求権資

金」を建設費用としたこと、 2つ目は建設過程で技術・設備を全面的に提供した

こと、さらに 3つ目は重要な政策知識、情報を提供したことである。実際、浦項

綜合製鉄所建設（第一期工事）総費用の約60パーセントは日本から提供され、建

設過程では Japan Group（JG）と呼ばれる日本製鉄企業連合が技術協力・指導を

行った36）。1969年 7月の「新事業計画」をひとつの頂点とする韓国鉄鋼産業政策

の形成過程において、韓国は常に日本の協力を求め、日本から多くのことを学ん

だ37）。

この事業を支援することを拒む理由は幾らでもあった。たとえば、製鉄業界の

反対論には、韓国の製鉄所建設を援助することで日本の鉄鋼業にあえてライバル

をつくることになる懸念や、他の主要国のように経済的採算性の観点からの懸念

があった。さらには、当時日本の通産相であった大平正芳が実際に反対したよう

に、製鉄事業よりも食糧の自給自足が優先されるべきという反対もできた38）。し

かし結局日本がわざわざ投資したのはなぜか。それは利潤以外の動機、つまり安

全保障協力の一環であったからである39）。よって経済的打算性などは優先事項で

はなかった。

3　協力の要因分析

「韓国条項」も浦項綜合製鉄所建設の第一期建設も1969～1970年の短い間に生

まれたものであったが、こうした日韓協力は何によって生まれたのか。その要因

についてまとめる。

（ 1）　米国からの圧力

第一の要因として米国による外交圧力がある。当時米国は大幅な財政赤字と

ヴェトナム戦争の泥沼化という厳しい現実に直面していた。1969年 1月にリ
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チャード・ニクソンが大統領に就任した当時、米国の国防支出は1964年の540億

ドルから約800億ドルに膨れ上がり、ヴェトナム関連の戦費が国内のインフレを

誘発し、ドルの力を弱めると共に、財政赤字も1968年度はすでに252億ドルに達

し、前年度の87億ドルをはるかに上回っていた40）。しかも1970年までに、この戦

争で朝鮮戦争時を上回る 5万5,000人の米兵が戦死し、30万人が負傷するに至っ

ていた41）。こうした状況に対応するために、ニクソン大統領は米国の対アジアコ

ミットメントに限度を設け、防衛の自助努力を促すアジア戦略「ニクソン・ドク

トリン」42）を提唱したのである。

ニクソンのアジア戦略が公になった1969年の 7月26日から約 4ヵ月後に「韓国

条項」が打ち出されたことから、時期的にも両者に深い関係性があることが予測

できる。実際、ニクソンは1970年の外交教書の中で、日本はその経済力の向上に

見合ってアジアの平和的進歩のためのより大きな責任を担う地位にあると述べ、

より能動的な日本の貢献を求めていた43）。

米国からの外交圧力はニクソン・ドクトリンだけにとどまらず、経済面での圧

力にも及んだ。そしてそこには、日米韓の三ヵ国間で成り立つ分業体制が存在し

ていた44）。米国が二国間安全保障条約によって日韓両国に安全を保障し、韓国は

北朝鮮の脅威に最前線で戦うと共に、ヴェトナム戦争に韓国軍を派兵することで

軍事面から米国をサポートし、日本は経済面で韓国をサポートする関係が成立し

ていたのである。当時ヴェトナム戦争資源を集中させていた米国が頼ったのは、

当時朝鮮戦争の特需に後押しされて急速な経済発展を遂げていた日本であった。

日本の対韓経済援助という名の防衛協力が、日米安全保障協議委員会の枠組み

で話し合われていったことは、その分業体制を象徴している45）。1970年、ジョン

ソン米国務次官が中曽根防衛庁長官との会談において、日本の対韓支援について、

「兵器生産に直結しない形での軍事支援」を要請し、中曽根も、「日本は韓国を軍

事的に支援することはできないが経済的支援ならばできる」と発言した46）。この

ように日本が対韓経済援助を行うことは、米国の負担を軽減することであり、米

国でも後に「日本の対韓協力は間接的な対米協力」だとして評価する人もいた47）。

ニクソン・ドクトリン、分業体制の他に、米国が原因となって日韓が歩み寄っ

た要因が存在する。それが根深い韓国の対米不信である。韓国は歴史上、少なく

とも彼らの視点に立つと、米国による「裏切り」を 4度経験している。第一の「裏

切り」とは、1882年に朝鮮王国と米朝修好通商条約を結んだ米国が、その中に紛

争調停条項があったにもかかわらず、1905年末に日本の韓国保護国化を尊重して
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外交使節を撤収させたこと、第二の「裏切り」は日本統治下において韓国の民衆

が独立を求める全国的な反日運動を展開したのにもかかわらず、当時民族自決を

提唱していたウッドロー・ウィルソン大統領が基本的に無視し続けたこと、第三

の「裏切り」は1943年12月に米英中の間で出された「カイロ宣言」で「前記の三

大国は、朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、やがて朝鮮を自由独立のものにする決

意を有する」としたのに反して戦後の米ソ占領が始まったことであった。そして、

ニクソン・ドクトリンが 4度目の「裏切り」となったのである48）。

（ 2）　外部脅威の増大―北朝鮮

第二の外的要因としては、当時東アジア地域で増大していた北朝鮮の脅威であ

る。北朝鮮は1962年12月以降、「軍隊の幹部化」「軍隊の現代化」「全人民の武装化」

「全国の要塞化」からなる四大軍事路線を定め、とりわけ「全人民の武装化」の

スローガンの下、ソ連製 AK子銃（58式）の国産化を進め、それを労農赤衛隊に

充当していた49）。さらに1967年に始まった北朝鮮の五ヵ年計画では、軍事支出は

政府予算のほぼ30パーセントに達し、その結果1969～1970年の防衛費をみても、

韓国の 2億9,000万ドルに対して北朝鮮は 7億ドルと大幅に上回っていた50）。前

述したように、国防産業の基盤となる重工業においても、地理的理由から南は北

に大きな後れをとっていた。このような経緯を考えると、朴正煕韓国大統領がこ

れに対抗すべく、「自主国防論」を唱えつつ、郷土予備軍を創設し、そこに充当

されるべき、M-16自動子銃の国産化を急いだのは自然であった51）。

こうした北朝鮮の軍事面での進化だけではなく、実際に1968年に立て続けに起

きた北朝鮮からの挑発行為は地域の安全を不安視させた。1968年 1月21日、北朝

鮮の特殊部隊31名が青瓦台付近にまで侵入し、韓国警官隊と銃撃戦を展開すると

いう軍事停戦以来の最大の武装ゲリラ事件、青瓦台襲撃事件が発生した。その 2

日後には、米海軍所属の情報収集艦プエブロ号が元山沖で北朝鮮の哨戒艇に拿捕

され、82人が逮捕されるという「プエブロ号事件」が起こり、乗組員の返還を求

めたジョンソン米政権は、韓国を排除した形で北朝鮮と接触し、韓国の対米不信

を強めることになった。北朝鮮の対南武装ゲリラ活動への警戒と対米不信が一体

となり、韓国が抱いた安全保障上の危機意識は高まりを極めていた52）。

ただここで注意したいのは、ここで言う「北朝鮮の脅威」は特に韓国と日本の

視点からみたもの、と限定しなければならない。なぜならニクソンは米中和解へ

の兆しを考慮し、さらに在韓米軍の抑止機能まで放棄したわけではなかったため、
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このような北朝鮮の攻撃的軍事能力について、さして脅威とは感じていなかった

からだ53）。韓国が北朝鮮からの脅威への認識を高めるのに対し、米国はデタント

の方向へ意識が向かっており、この「認識のずれ」こそが韓国が日本を向くひと

つの要因となった。

（ 3）　内政―悲願の沖縄返還と独裁政権の維持

日韓の大きな歩み寄りを促進させた「韓国条項」が生まれた内的要因を探ると

き、まずこれがどのタイミングで出されたかを考える必要がある。この「韓国条

項」が沖縄基地使用に関する合意と共に発表されたことは、この 2つがいかに密

接に関わっているかを示している。第一の内的要因は、日本の悲願とも言われる

べき「沖縄返還」であろう。佐藤栄作内閣では沖縄返還が大きな政治目標になっ

ており、1965年 8月19日に首相としては戦後初となる沖縄訪問を遂げたほどで

あった。佐藤は那覇空港の式典で「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国に

とって戦後は終わらない」と返還への強い決意を表明するなど、沖縄返還を目指

す強い力学が働いていた。

さらに朴正煕政権は軍事クーデターによって政権を掌握したが、政権の正統性

を確保するために経済政策に最も力を入れなければならなかった。この朴大統領

は革命直後に「第一次経済開発五ヵ年条約」を生み出し、1962年を初年度には着

手していった。経済政策を成功させることは独裁政権にとって死活的であり、そ

のために日本からの投資が必要であれば協力するという内政的要因が韓国側にも

あったのである。

（ 4）　リーダーシップ―朴正熙と佐藤栄作

さらに日韓両国に共通して強大な政治リーダーシップが存在していたことが挙

げられるだろう。まず韓国の場合は、朴正煕大統領が指導力を発揮した。朴大統

領は韓国防衛に日本の役割が増大することへの固定観念を軽減するために、韓国

国民に対して声明を発表した。1971年の年頭記者会見で、日本をこの地域への脅

威ともみなしていないし、日本が防衛力を増大させることにもあえて反対する理

由はないと述べ、さらには1970年には韓国の政府機関各所から、日本との安全保

障の強化を促す提言がなされた54）。これらの提言には、日本と相互防衛条約を締

結することを検討すべきという内容まで含まれていた。また、朴大統領は崔圭夏

外務部長官に、駐韓日本大使と米国大使に書簡を送らせ、交渉の経緯を定期的に
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韓国に周知させることに加え、日本が沖縄返還後、事前協議の権利を放棄するこ

とを求めた55）。こうすることで日米間の事前協議制が在日米軍による対韓防衛関

与を阻むことのないよう交渉を行ったのである。

こうした韓国からの外交的な働きかけに対しておおむね理解を示し、日本側で

指導力を発揮したのが、佐藤栄作首相である。佐藤は韓国との間で沖縄返還交渉

について非公式に協議した上で「韓国条項」を発するに至ったが、当時の日本の

政治家の中には、「韓国条項」は日本を朝鮮有事に巻き込むため危険だと考える

者もいた。たとえば元外務副大臣の松本真一は、「もし朝鮮半島の安全に対する

脅威が日本の安全に対する脅威とするならば、日本の自衛隊は朝鮮半島に派遣さ

れることになる」として「韓国条項はやりすぎ」だと考えていたという56）。この

時、日本には朝鮮半島への積極的な防衛協力の姿勢は第二の朝鮮戦争に「巻き込

まれ」57）る可能性を強めると懸念を抱いていた。また、日本国民の世論も心理的

にまだ日韓の安全保障連携が存在することを受け入れ難く感じていた。そんな中、

佐藤がこのような決断を下したことは「韓国条項」という日韓安全保障協力の萌

芽をもたらす大きな要因となった。

Ⅲ　日韓防衛協力の本格化―1990年代を中心に

1　人的交流の本格化―「信頼」の形成

（ 1）　人的交流本格化の経緯

日韓の二国間による防衛協力は、人的交流の分野で細く長く継続している。本

格的にハイレベルな人的交流が始まったのは冷戦が終結した、1990年以降である。

一方、冷戦期から存在していた非公式や低レベルながらの人的交流が存在したこ

とも重要な事実であり、そうした小さな積み重ねこそが冷戦後の日韓協力に繫

がったことは言うまでもない。

首脳として日韓間の訪問を初めて公式に行ったのは中曽根康弘首相であるが、

そこには長い道のりがあった。非公式に日韓の首脳が互いの国を訪問したのはそ

れよりずっと歴史を溯る。1948年10月、さらに 1年半後の1950年 2月にも続けて、

韓国の李承晩大統領は日本を非公式に訪問し、1951年には東京にて、吉田茂と李

承晩による初の日韓首脳会談が非公式に行われた58）。それからしばらく期間は空

き、1961年に池田隼人が非公式に韓国を訪問し、ソウルにて朴正熙大統領との会

談を行うと、さらに1967年、1971年に佐藤栄作首相はソウルで開催された朴正熙
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大統領の就任式に出席している59）。1972年に佐藤＝朴正熙首脳会談がついに東京

で公式に行われるはずだったのだが、これは日中国交正常化に朴正煕が憤慨した

ことで中止になった60）。そして1983年にやっと公式的に中曽根＝全斗煥首脳会談

がソウルにて実現したのである。

首脳以外の交流ではまず1969年、防衛庁と韓国国防部が双方の大使館に防衛駐

在官（武官）を配置し、人的交流の窓口が形成された。これもまた「韓国条項」

が生まれた1969年だったことは非常に示唆的である。1971年には情報交換のため

日韓の情報担当の幹部（将校）の相互訪問が初めて実施され、これによって両国

防衛当局間の人的交流が開始されると、1979年 7月、山下元利防衛庁長官が韓国

を訪問し、これが両国間で防衛関係の高官による初めての訪問となった。その後

ハイレベルの交流は1980年代を通じて行われず、冷戦期における人的交流は大き

な進展をみせることなく、防衛駐在官・武官、研修団及び留学生の交流などに限

定されていた61）。

1990年代に入ると人的交流は本格化する。1994年 4月、李炳台国防部長官が韓

国の国防部長官として初めて来日し、日韓の人的交流のレベルが格上げされた。

1995年には防衛首脳の交互訪問による定期協議を毎年開くことが合意された。さ

らには統合幕僚会議議長と合同参謀本部議長、海上・航空幕僚長と陸・海・空軍

参謀総長も相互訪問を行い、それぞれのカウンターパート間での対話と交流が頻

繁に行われるようになったのである。軍同士の交流も活発化し、1994年12月には

韓国海軍の練習艦隊が日本を親善訪問し、1995年 9月には海上自衛隊の練習艦隊

が自衛隊創設以来、初めて韓国を訪問した。松下竜朗は『防衛学研究』に寄稿し

た論文において、「特に韓国国民に忌避感のあった海上自衛隊艦隊の訪韓が実現

したことは人的交流の深化を象徴するものであった」62）と語る。1996年には、韓

国の駐在武官が日本の F-15を、日本の防衛駐在官が韓国の F-16をそれぞれテス

ト飛行するという試みも実現した63）。

（ 2）　人的交流が果たす役割

そもそも人的交流が果たす役割とは何か。人的交流そのものが二ヵ国間の防衛

協力なのではない。しかし、人的交流によって育まれる相互間の「安心」「信頼」

は、実際に防衛協力を行う上で土台となる重要なものだ。

防衛省は人的交流の果たす意義を以下のように説明している。防衛首脳などハ

イレベルでの人的交流の意義は、「双方の重要な関心事項である地域情勢や国防
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政策などについての率直な意見交換を通じて、相互の信頼・協力関係の充実・強

化の増進を図ると共に、事後の交流にはずみをつける」こと、防衛当局間の定期

協議などの意義は「国防政策の企画立案者同士が継続的に直接意見を交換するこ

とで、ハイレベルの対話・交流の基礎とすると共に、当該国との相互の信頼・協

力関係の充実・強化の増進に寄与する」こと、部隊間の交流の意義は、「共同訓

練や交流行事などを通じて相互の信頼・協力関係の充実・強化の増進を図る」こ

とであるという64）。いずれも共通しているのは、「相互の信頼・協力関係の充実・

強化」だ。

なお、日韓防衛当局による人的交流について松下は、日韓が相互の防衛政策や

北朝鮮問題について意見を交わしたことによって、「日本の防衛政策への韓国側

の理解は進み、韓国国内になお存在する日本の軍事大国化や自衛隊の空母導入な

どに対する懸念は徐々に逓減してきた」65）と分析する。実際、朝鮮有事を含めた

「周辺事態」が発生した場合に日米がどのように協力するかを具体的に示した

1996年の「日米安全保障共同宣言」に対して韓国は、朝鮮半島の有事の際に日本

が自衛隊を朝鮮半島に派遣するのではないかという憂慮を抱いていた66）。このよ

うに考えると、人的交流が日韓防衛当局間にパイプラインを形成し、そこに「安

心」が形成されることで、次節で説明する直接的な防衛交流を生む大きな手助け

となったと言えるだろう。

2　体制構築の本格化

（ 1）　偶発事故防止措置の構築

1990年代、人的交流のような間接的な防衛協力が本格化すると同時に、日韓両

国は防衛協力の体制構築を進めるようになった。初めての防衛協力が1997年 6月

に交換され発出された「自衛隊機と韓国軍機との間の偶発事故防止措置に関する

書簡」である67）。隣国である日韓両国は、防空識別圏の一部が重なるため、通常

の訓練飛行などでも相手国に国籍不明機と誤認され事故に繫がりかねないという

懸念が以前から両国の防衛当局者の間で指摘されており68）、1990年に日韓防衛首

脳会談において韓国側から初めて偶発事故防止措置の必要性が提示されたので

あった69）。

1997年 9月には書簡に基づいて日韓双方の偶発事故防止措置の実効性を高める

ため、航空自衛隊春日防空司令所（福岡県春日市）と韓国空軍中央防空統制所（烏

山）との間に専用通信回線が設置され、運用が開始された70）。
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（ 2）　緊急連絡体制の構築と救難捜索共同訓練の実施

さらに進んだ防衛協力としては、緊急連絡体制の構築及び捜索・救難共同訓練

である。これらは共に金大中政権時代に成立した。

防衛庁と韓国国防部などを結ぶ緊急連絡体制は、1998年に生じた北朝鮮の半潜

水艇侵入事件によってその必要性と緊要性が認識され構築された。1998年12月、

韓国海軍は領海を侵犯した北朝鮮の「半水没式」小型潜水艦艇 1隻を追跡し、対

馬沖の公海上、韓国の巨済島から100キロメートル南方の地点で撃沈した。この

出来事を受けて日韓双方は、緊急時における連絡体制が必要であることを認識し、

1999年 1月に行われた防衛首脳会談において今回の事件のような緊急事態が発生

した場合における日韓防衛当局間の緊密な連絡体制を確保することが合意された

のである71）。

海上自衛隊と韓国海軍との捜索・救難に関する海上共同訓練については、1998

年 9月に行われた防衛首脳会談において合意がなされ、1999年 1月の防衛首脳会

談においてその実施に向けた具体的な検討の開始について再確認がなされた。同

年 3月の審議官級の実務者協議においても、年内に訓練を実施することが確認さ

れ、第 1回訓練が1999年 8月 4日から 6日にかけて東シナ海で行われた。なお

2001年 6月に実施予定であった第 2回の共同訓練は歴史教科書問題の政治化によ

り延期され、2002年 9月に実施された。盧武鉉時代も捜索・救難共同訓練は隔年、

定期的に実施された。

（ 3）　多国間枠組みでの防衛協力

1990年代には多国間枠組みにおける防衛協力が数々の場で実現するようになる。

1990年、環太平洋合同訓練（RIMPAC）において初めて日本と韓国が同一の軍事

演習に参加した。この RIMPACとは、米海軍を始めとする環太平洋各国の合同

軍事演習であり、日本の海上自衛隊は1980年から参加していたが、1990年から韓

国の海軍も参加することになり、このような経緯となった。

さらに、2002年 4月東ティモール暫定行政機構（UNTAET）において活動中の

陸上自衛隊施設部隊に対し、海上自衛隊おおすみ型輸送艦が輸送・補給活動を

行ったが、その揚陸にあたり、現地で活動していた韓国軍部隊が誘導と警戒活動

を行った。この活動はあくまで多国間枠組み内のものであったが、日韓防衛当局

間の関係の深化を明確に示すものであった。
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3　協力の要因分析

さて1990年代に日韓が協力を深化させた裏には1970年代にみられた 4つの要因

が同じくみられるのであろうか。以下、検証していきたい。

（ 1）　米国からの圧力

1990年代初頭、日米関係は経済面でのライバル関係、さらには湾岸戦争におけ

る日本の姿勢によって険悪の度を高めた。米国経済が低迷する一方で日本はバブ

ル経済のピークを迎えていたため、両国の経済は対立しているようにみえたこと、

さらには湾岸危機に対して日本が130億ドルの資金援助をしたのに対して、西側、

特に米国からの評価が「too little, too late」という厳しいものだったことがその

原因である72）。ジョージ・H・W・ブッシュ政権末期には国防省による「国防方

針1994～1995年」において、「われわれの第一の目的はかつてソ連が示したと同

じ秩序に対する脅威をもつ…新たなライバルの台頭を妨げることにある」といい、

日本へのライバル意識をあらわにした73）。国際政治学者の土山實男は、当時は日

本が米国の第一のライバル候補であったと分析する74）。

1990年代、このような日米間の対立がみられたこと、日本経済のバブルがはじ

け経済不振に陥ったこと、湾岸戦争において日本の消極的な姿勢が批判を浴びた

こと、隣国中国が新たな超大国として成長し始めたこと、さらにそれに追い打ち

をかけるように1998年ビル・クリントン大統領が訪中するのみで来日しないとい

う「ジャパン・パッシング（日本外し）」を行ったことなどは、日本の同盟国米国

に対して「見捨てられ」る懸念を強めることになった。こうした懸念は日本が安

全保障面でより積極的な役割を担う自覚を高めさせた。

米国は1995年ジョセフ・ナイ（Joseph S. Nye Jr.）国防長官補が中心になって、

アジアに駐留する米兵力10万人を残すことなどを骨子とする「東アジア太平洋戦

略報告」、別名「ナイ・レポート」を発表したが、これは米国が1993～1994年の

北朝鮮第一次核危機の際、日本がほとんど何もできないことがわかり日米同盟再

定義の必要性を感じたこと、さらに日本の「防衛問題懇談会報告」が日米同盟よ

り多角的安全保障協力を先に掲げていたことから米国離れを懸念したことによる

ものであった75）。日米両国は1996年に「安全保障共同宣言」でガイドラインの見

直しに入ることを謳い、1997年には「周辺事態」におけるより積極的な日本の対

米協力を可能ならしめる新ガイドラインが打ち出された。このように、米国が日
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本に対し東アジア地域においてより大きな役割を担うことを求めたことは、1970

年代に米国が日本に対し、より積極的に韓国への援助を行うことを求めた際と類

似している点が目立つ。

（ 2）　外部脅威の増大―北朝鮮・中国

1970年代に北朝鮮の挑発的行為が日韓を歩み寄らせたように、1990年代も北朝

鮮からの脅威が高まっていた。さらに1990年代は北朝鮮のみならず、中国の台頭

が始まり、中国への脅威認識も高まってきた。

北朝鮮は1994年前後には第一次核危機、さらにはノドンやテポドンのミサイル

発射実験、さらには前述した半潜水艇侵入事件、日本では拉致事件が表面化する

など、冷戦が終結した後の時代も相変わらず地域の不安定要素として存続してい

た。北朝鮮は、1992年から核開発の疑惑がもたれ、1993年に NPTを脱退し、

1994年には緊張がピークに達した。米国との交渉の結果、「枠組み合意」が妥結し、

軽水炉への転換を促進するための朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）を設立

することが決まるなど落ち着いた。第一次核危機である。前述したように、1998

年には北朝鮮による半潜水艇侵入事件が日韓間における緊急連絡体制構築へとつ

ながったが、第一次核危機による緊張がピークに達した1994年は、韓国の国防部

長官が初めて日本を訪問した年でもあった。こうしてみるとやはり北朝鮮の挑発

は1990年代に日韓の防衛協力が本格化した大きな要因であったと考えられる。

さらに1990年代になると、北朝鮮の体制存続が危ぶまれることによる脅威認識

も生まれるようになった。北朝鮮が自発的に行う挑発行為ではなく、北朝鮮国内

の不安定が国外にもたらす影響についてであり、これは北朝鮮がまだ経済的に安

定していた1970年代、冷戦期にはみられなかったものである。1994年に金日成が

死去し、さらには1995年と1996年には水害による深刻な食糧難とそれに伴う餓死

者を大量発生、1997年には干ばつ、1998年には豪雨という天災に見舞われたので

ある。

1993年には中距離弾道ミサイル「ノドン」、1998年には長距離ミサイル「テポ

ドンⅠ」が試射されたが、特に後者が日本列島を飛び越えたことは日米韓三ヵ国

に大きな衝撃を与えた。米国ではミサイル防衛を検討するための「米国への弾道

ミサイル脅威評価委員会」の報告書が出され、「テポドンⅡ」の開発によって米

本土が脅威にさらされる可能性があると指摘し、本土ミサイル防衛（NMD）の

必要性が叫ばれた直後の話だったからである76）。
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さらに中国の脅威は、ソ連の脅威に代わるものとして1990年代から新たに出現

した。1989年の天安門事件は、改革開放によって市場経済を導入している中国で

あっても、やはり自由主義諸国とは大きな壁があるということを世界にみせつけ

た。さらに1993年に世界銀行が出した報告書において、2002年には中国経済が購

買力平価で米国と肩を並べると予測されると、中国経済の急成長への期待と警戒

心とが加わって、中国脅威論が登場した77）。

（ 3）　内政―日韓両国による新外交の模索

1990年代急速に本格化していった日韓の防衛交流だが、これには大きな国際情

勢の動きが関係していた。何よりもまず東西冷戦が終結したことで、日韓両国は

冷戦期とは異なる新たな外交政策の可能性を模索し始めたのである。

まず日本の場合、東西冷戦の終結と共に、湾岸戦争で得た教訓が大きく日本外

交を動かすこととなった。実際、先行研究を行った山本健太郎が指摘するように、

1994年前後、防衛庁はこのような防衛交流を韓国に限らず、様々な国との間で重

視するようになっていたことは注目に値する78）。1993年度の『防衛白書』におい

て、「新たな安全保障環境構築のための努力」という一節が新設され、その中で

近隣諸国との対話の拡充の必要性が強調されている79）。こうした取り組みが継続

したことで、2011年度の『防衛白書』では日韓のみならず、日豪、日印、日中、

日露、東南アジア諸国、日英、欧州諸国との防衛協力の項目がそれぞれ用意され

ている。米国以外の国との防衛交流に力を入れ始めたのが1994年頃だったことを

鑑みれば、日韓防衛協力もこのような防衛協力の多極化が図られる中で出てきた

ものだと言える。

このような新しい外交の模索は韓国側にも共通してみられたことであった。金

泳三政権は1994年 3月には国防目標を改定し、北朝鮮だけではなくより広い範囲

からの脅威に備えることにしたし80）、韓国国防部が戦略概念を対北朝鮮中心から

対周辺国の全方位有効協力概念に発展させる計画を立てるなど、韓国の防衛戦略

にも変化がみられた81）。

このように、1990年代の冷戦後世界において、日韓両国が新たな外交を模索す

る経緯の中で、冷戦期には比較的控えめに行ってきた二国間の防衛交流をより本

格的に行うようになったのである。もちろん東アジア地域の安全保障は悲しくも

未だ冷戦構造が根深く残っているため、日韓防衛協力の本格化は冷戦後の新しい

側面を持ちつつ、冷戦期から続く伝統的な側面も持つ複雑な協力である。
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（ 4）　リーダーシップ―金大中の登場

リーダーシップの要因も欠かせない。特に1998年から2003年まで大統領を務め

た金大中の登場は日韓関係を前進させただろう。彼はリベラル派でありながら、

米国のプレゼンスがいかに韓国にとって必須か、日米韓という三ヵ国の関係がい

かに不可避かを十分に承知していた。自身の年齢からも、朝鮮戦争における米国

の対韓援助が果たした決定的な役割についてよく覚えていたし、自身が韓国の独

裁政権に命を追われる中で1970年代と1980年代、 2度にわたって米国に命を救出

されたという過去もある。留学経験もあり、米国にも多くの友人を持つ金大中は、

ブッシュ政権の政策にいらだちを覚えながらも、米韓関係の大切さを熟知してい

た82）。金大中は日米韓という三ヵ国関係の不可避性にも言及している。「基本的

に、韓国の外交関係は 3つの枠組みの中で最も効率的に機能する。堅実な米韓関

係、日米韓三ヵ国の協調関係、さらには地域の四大国との協力である。これは選

択できるものではなく、我々が運命的に受け入れなければいけない立場である。

これが私たちの運命だ83）。（引用者訳）」と述べたのだ。

こうした認識の下、金大中は小渕恵三首相と共に1965年の国交正常化以降築か

れてきた両国間の緊密な友好協力関係をより高い次元に発展させ、新たなパート

ナーシップを構築するとの共通の決意を「日韓共同宣言―21世紀に向けた新たな

日韓パートナーシップ」として発表した。さらに長年禁止されていた日本の文化

を解放させ草の根の日韓交流にも力を入れた。

実際、金大中が大統領に就任した1998年はテポドンの発射やクリントンの

「ジャパン・パッシング」など日韓が歩み寄る機運が高まっていた時期であり、

この時に金大中が大統領の座に就いたことは大きな意味を持っていた。金大中政

権期に、緊急連絡体制、さらには救難・捜索共同訓練が共に実現したことを鑑み

ても、リーダーシップが一要因になったと考えられる。

このように1970年代と同様、1990年代においても、米国からの圧力、外部脅威

の増大、内政、リーダーシップという 4つの要素が、日韓の協力促進要因として

働いたのである。

Ⅳ　2012年日米韓合同軍事演習実現の要因分析

それでは1990年代から2000年代を経て、なぜ2012年に日米韓の合同軍事演習が

実現したのだろうか。まずその過程を追ってから 4つの要因について分析してい
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きたい。

1　三ヵ国合同演習実現への過程

2012年に実現した日米韓による軍事演習は突然実現に至ったわけではない。冷

戦期から現在に至るまでの積み重ね、そして特に2009年以降の流れを受けて三ヵ

国による連携の強化が進んでいった結果である。まず2009年の 5月、北朝鮮が 2

度目の核実験を行うと、シンガポールでの第 8回アジア安全保障会議の合間に史

上初めて日本の北澤防衛相、米国のゲーツ国防長官、韓国の金泰榮国防部長官に

よる三者会談が行われ、三者は北朝鮮の核実験を非難し、さらに三ヵ国間の連携

強化の重要性などについて議論がなされた84）。

さらに、日韓が両国参加する形での多国間枠組みにおける防衛協力がさらに深

化を遂げた。ジョージ・W・ブッシュ大統領が提唱して2003年に始まった大量破

壊兵器拡散阻止構想（PSI）には、2004年より日本が、2009年より韓国が共に参

加し、新たな多国間の枠組みで両国は共同訓練を行うようになった。この PSIと

は、核・生物・化学兵器や、弾道ミサイル関連物資・技術の移転や輸送を阻止す

るため各国が協力する枠組みのことであり、北朝鮮などへの拡散防止を目指し、

日米英仏露など80ヵ国以上が参加しているものだ。2010年には、韓国主催の PSI

海上阻止訓練が行われ、捜索・追尾及び乗船訓練に海自の護衛艦などが参加した85）。

多国間という枠組みではあるものの、日韓はこの時すでに、朝鮮半島沖に海上自

衛隊の護衛艦が派遣される形で共同訓練を実現していたのである。

そして2010年 3月には韓国海軍の哨戒艦「天安」が北朝鮮の魚雷によって沈没

させられるという事件が発生し、11月には北朝鮮によって延坪島が砲撃された。

この一連の挑発行為を受けて12月に日米韓外相会談が行われるなど、日米韓の結

束はさらに高まるようになった。

哨戒艦沈没事件後の2010年 7月に米韓が日本海上で行った合同軍事演習「イン

ビンシブル・スピリット」には米韓からの招へいを受け、日本から海上自衛官 4

名がオブザーバーとして派遣された。また延坪島砲撃事件後の12月に実施された

日米共同統合演習「キーン・ソード」には、韓国軍がオブザーバーを派遣してい

る。このように日米間、米韓間の軍事演習に日韓がオブザーバーとして参加する

ことは史上初の試みであった86）。

このように数年間にわたって段階を踏んだ日米韓は、ついに2012年 6月に朝鮮

半島沖での三ヵ国合同軍事演習が朝鮮半島沖で実現することになったのである。
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海上自衛隊からは護衛艦「くらま」「きりしま」「ゆうだち」の 3隻が派遣され、

米海軍は空母ジョージ・ワシントンや巡洋艦が参加した。米軍の情報によると、

日米韓は2008年以降 3回、ハワイ沖を中心に定期的な共同訓練を行ってきたとい

うが、より反対を生みやすい朝鮮近海での海上演習は初めてだったことに加え、

日米韓の演習に米国が初めて空母部隊を投入し、日本の自衛隊が本格的に参加す

るのも今回が初めてであった87）。

さらにこの 2ヵ月後の 8月 8、 9日の両日、RIMPACを終えた後、日米韓は

ハワイ沖で共同訓練を行った。 6月に朝鮮半島沖での軍事演習を行ったすぐ 2ヵ

月後に 1年で 2度目の軍事演習を行ったことは極めて異例である。海洋進出が活

発な中国を牽制するのが狙いとみられ、海上自衛隊からは護衛艦 2隻が参加し、

米韓の海軍、米沿岸警備隊などと立ち入り検査、捜索・救難などの訓練をした88）。

2　協力の要因分析

1970年代、1990年代共に、2012年の合同軍事演習が実現した背景にも、共通す

る 4要因をみつけることはできるのだろうか。以下で検証する。

（ 1）　米国からの圧力

1970年代に米国は、①ニクソン・ドクトリンによる外交圧力②経済的な役割を

担わせそうとする分業体制③米国の対アジアコミットメントへの不信という 3つ

の側面から、意図的にも結果的にも日韓安全保障協力を促すこととなった。

1970年代と同様、2012年に三ヵ国による朝鮮半島沖での合同軍事演習が実現し

た背景にも、やはり米国の強大な外交力があっただろう。ここ数年の間に米国は

日韓の防衛協力を促すような公式発言を相次いで行い、日米韓の合同軍事演習へ

のレールを作ったのである。米国からの一連の外交圧力は、2010年12月マイケ

ル・マレン（Michael G. Mullen）米統合参謀本部議長が日本に対し、米韓合同軍

事演習に参加するよう求めたことから始まった。マレンは韓国において「米韓演

習に日本の参加を望む」と語り、日本でも「三ヵ国で可能なことはすべて必要」

と、地域の安定に日本がより大きな役割を果たすように訴えた89）。さらに翌月

2011年 1月には、ロバート・ウィラード（Robert F. Willard）米太平洋軍司令官が

「自衛隊と韓国軍の連携に大きな障害はない」との見解を示した90）。米国の安全

保障戦略においてトップの地位にいる 2名の発言は大きな影響があったと考えら

れる。
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1970年代を彷彿させるのは、こうした米国の外交的圧力だけではない。経済情

勢も類似している点がある。ヴェトナム戦争後米国がそうであったように、イラ

ク戦争を終えた米国の財政赤字はさらに深刻であるからだ。アフガニスタン・イ

ラク情勢は泥沼化し、2001～2010年度の対テロ戦費予算の累計は 1兆800億ドル

（約97兆円）に達した91）。これはヴェトナム戦争の戦費6,860億ドルを上回り、第

二次大戦後最大だという92）。2009年以降のリーマンショックがそれに拍車をかけ

るかのように、米国の経済力は以前のような活力を失い、2009年から 4年連続で

財政赤字が 1兆ドル（約90兆円）という史上最悪と言っていいほどの財政赤字に

も苦しんでいる93）。

こうした米国経済の悪化を受けてアジアの同盟諸国は、米国の対アジアコミッ

トメントへ不信を持たざるを得ない。前述の通り、ニクソン・ドクトリンが打ち

出された際の米国も当時としては深刻な財政赤字に陥っていたことからも、同盟

国に「財政赤字→アジアにおけるコミットメントの減少」という方程式が思い返

されることは当然のことである。実際米国防省は、財政悪化に伴い、今後10年間

で約4900億ドル（約44兆円）の軍事費削減を迫られており、同省は地上戦力の主

力である陸軍を現在の57万人から49万人に削減する方針である94）。「アジアへの

回帰」を謳うオバマ大統領は、「アジアでのプレゼンスを強化し、このきわめて

重要な地域の予算は削減しない」95）と明言しているが、深刻な国家財政状況から

米国が安易にアジアでの防衛予算を増額できないこともまた事実だろう。

加えて、2009年から2011年までオバマ政権にて国家安全保障会議アジア上級部

長を務めたジェフリー・ベイダー（Jeffrey A. Bader）は、米国民主党政権に対す

る不信が未だに存在していると証言する96）。それは共和党がより同盟関係を重視

し、防衛力の前方展開の支持者としてより信頼ができ、親日的であるのに対し、

民主党は親中国であるというステレオタイプである。さらに 9 .11以来、アフガ

ニスタン・イラク戦争に資源を集中させていたという10年があるため、2009年に

オバマ政権が現れた時、アジアにおける一般的な認識は、米国がテロとの戦いに

気をとられてしまい、さらに経済力も弱体化してしまった、というものであっ

た97）。

対民主党へのステレオタイプを確信させるかのように、オバマ政権が発足当時、

米中協調の「Ｇ 2論」が騒がれた。2009年 2月、国務長官に就任した翌月にクリ

ントン国務長官が訪中し、同年の11月にオバマ大統領自身も訪中したことはオバ

マ政権の対中重視路線を印象づけた98）。オバマ外交の対中協調路線は、2009年に
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エリザベス・エコノミー（Elizabeth C. Economy）とアダム・シーガル（Adam 

Seagal）が『フォーリン・アフェアーズ』に寄稿した論文「G 2論の神話」にお

いて揶揄されたほどであった99）。こうした動きをみれば、米国のコミットメント

に対して疑念が出てきてしまうのも当然であり、同盟国は米国に対して信頼と疑

念を持ち合わせているのが現状だろう。

（ 2）　外部脅威の増大―北朝鮮・中国

日米韓の連携が強まった経緯に常に関係していたのが北朝鮮からの挑発行為で

あったことは本章第 1節で記した経緯から予測できることだろう。2009年には 2

回目の地下核実験、2010年 3月には韓国海軍哨戒艦「天安」沈没事件、さらには

同年11月には延坪島事件など、朝鮮半島の緊張を高めるその引き金を引くのはい

つも北朝鮮である。延坪島事件では、延坪島沖にて射撃訓練を実施している韓国

軍に対し北朝鮮が砲撃を行ったもので、民間人を含む死傷者が出たほどであった。

さらに、1990年代金日成が死去した際に北朝鮮の内部混乱や体制崩壊が懸念さ

れたが、2011年12月に 2代目の金正日が死去した際にもそれと同様の動きが高

まった。金正日が2010年頃から三男の金正恩による後継体制を構築し始めたこと

を受け、朝鮮半島有事のシナリオを作るなど米韓両軍は準備を進めたのであ

る100）。実際2012年 4月に行われ、日本がオブザーバー参加した米韓合同軍事演

習「キー・リゾルブ」では、2011年に続き「北の不安定な状態」を想定したもの

であり、北で内戦が発生した際に直接韓国軍を10万人規模で大量投入し、安定化

させるという種類の訓練を初めて実施したと伝えられた101）。朝鮮半島有事の際

には、約 2万8,000人とされる韓国在留邦人の救出・避難対策や北朝鮮から10万

から15万人規模の難民上陸の可能性があり、日本にも非常に関係性の深い訓練で

ある。このように、北朝鮮内部の不安定な情勢が米韓のみならず、日本を巻き込

んだ演習の必要性を高め、それが今回の三ヵ国合同の軍事演習をもたらした要因

のひとつだと言えるだろう。

そして何より、最近の日米韓の懸念事項は中国の海洋進出である。このような

不透明な軍拡のみならず、「核心的利益」をめぐって近年南シナ海、東シナ海に

おける海洋進出に強硬姿勢を示すようになった結果、中国はアジアの近隣諸国の

みならず、米国との対立も起こすようになった。その象徴的な例が2009年 3月に

南シナ海の公海上で米海軍の非武装海洋調査船「Impeccable」に中国艦船が異常

接近するなど嫌がらせを行った「インペッカブル事件」である102）。このような
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中国の強硬姿勢を受け、対中重視路線を印象づけていたオバマ政権の外交戦略も、

最近では「中国の海洋進出に対応する必要性がより強く認識されるようになった

ために、均衡の論理へと回帰している」と国際政治学者の細谷雄一は分析す

る103）。つまり台頭する中国と協調するのではなく、中国と対抗することによっ

て力を均衡させ、相手を抑止する戦略へと転換したのである。この中国の海洋進

出を牽制する狙いとして一連の日米韓の連携が強化されている側面は強い。

（ 3）　内政―日本の「普通の国」化と対北認識の共有

2012年頃に起こった内政の変化としては、日本の「普通の国」104）化への動きが

挙げられる。日本は野田政権の下で武器輸出三原則が緩和された。三原則は1967

年に佐藤栄作首相が国会で「共産圏諸国」「国連決議で武器輸出が禁止された国」

「国際紛争当事国かその恐れがある国」への禁輸を表明したことから始まり、

1976年に三木武夫首相が全面禁輸に拡大した。法的拘束力はなく、歴代内閣は官

房長官談話によって個別に例外を設けてきたが、野田政権は2011年12月27日に発

表した官房長官談話において、「安全保障に密接に関わる国との武器輸出関係は

認める」という政府見解を表明したのである。これは武器輸出三原則が実質的に

緩和されたことを示す。

また、武器輸出緩和だけでなく、日本が多国間防衛協力を行う上で障害となっ

てきた集団的自衛権に対する解釈緩和への機運も高まってきている。集団的自衛

権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されて

いないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利のことである。政府見解によ

ると、日本はこの集団的自衛権を他の主権国家と同様有していながら、憲法第 9

条に反するためにその行使が許されていない。しかし2012年末に行われた国政選

挙で複数の有力政党が集団的自衛権の行使を認めるというマニフェストを掲げた。

尖閣諸島をめぐる中国からの挑発行為など外からの脅威の増大を受け、日本国民

の防衛への意識が高まった結果だと言える。

さらに2012年の軍事演習の背景には、日韓両国民が対北脅威認識を共有したこ

とが大きい。親北・反米を唱えた盧武鉉大統領時代と比べ、対北強硬路線を進ん

だ李明博政権時代は、日韓間での脅威認識のずれは逓減した。実際、2011年に読

売新聞社、中国の瞭望東方週刊、韓国日報社で行われた日中韓共同世論調査によ

ると、日韓両国とも77パーセントの人が「北朝鮮」を「軍事的脅威と感じている

国」と選択し、同じ数を出したのである105）。
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（ 4）　政治リーダーシップ―足並みを揃えた三者と李明博政権の特徴

1970年代に日韓が歩み寄った背景に、ニクソン、佐藤、朴が発揮した指導力が

あったように、今回日米韓の連携が強化した背景にも政治リーダーシップの要素

がある。保守派のセヌリ党から10年ぶりに選出された李明博大統領の出現と共に、

日米のオバマ大統領、菅首相、野田首相が同盟重視の外交政策を行ったことは

三ヵ国の足並みを揃えた。ここでは、大統領が示す外交方針によって政策が変わ

りやすい韓国の場合に特に注目して分析したい。

2008年から2012年まで任期を務めた李明博大統領は、保守派のセヌリ党から選

出された10年ぶりの大統領であり、特に前任者である盧武鉉大統領のように、親

北・反米を唱えた政権と、保守派の李明博政権とでは雲泥の差であることは容易

に想像できる。李政権は米国との関係を改善し、米韓 FTAを結ぶなど米国との

関係を緊密化させ、日本とも協調の路線をとっていた。しかし 5年目になって日

本の慰安婦問題への対応に不満を募らせたことや自身の政権支持が弱体化したこ

とを受けて、大統領としては異例的に竹島に上陸し、天皇陛下への発言を行うな

ど、日韓関係を悪化させる外交を行った。では前任者と李明博政権にはどのよう

な違いがあるのだろうか。

1993年から2007年までの金泳三、金大中、盧武鉉大統領の時代、日韓防衛協力

は本格化し、さらなる深化に向けた取組みが様々始まったが、一方で歴史認識の

問題や領土問題によって相次いで人的交流が中断されたという経緯も存在する。

松下の分析によると、金泳三、金大中、盧武鉉大統領のいずれもが政権基盤が弱

体化した任期 3年から 4年目を迎えた頃に日本との歴史認識や領土の問題を政治

化させ、日韓関係が悪くなった結果として人的交流を中断していることがわかっ

た106）。金泳三の場合は日本の政治家の発言や韓国政府による竹島港湾施設建設

などによって 6ヵ月ほど人的交流を中断している。金大中も同様、日本の中学歴

史教科書検定の問題で 5ヵ月ほど人的交流を中断し、続く盧武鉉政権も「竹島の

日を定める条例」案が上程したことで 5ヵ月、小泉首相の靖国参拝、日本政府に

よる竹島周辺海域海洋調査など度重なる問題によって 1年間人的交流を中断させ

た107）。しかし、金大中が一度捜索・救難共同訓練を延期させたことを除いては、

この 3人の大統領はいずれも、それまでに築かれた日韓の偶発防止措置や緊急連

絡体制、捜索・救難共同訓練などの低次の防衛協力を中断させようとしなかった。

つまり、比較的対応しやすい人的交流を短期間中断させることによって、日本と

距離を置いていることを国民に対してアピールしていたとみられる。
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国内的な支持基盤が弱体化した時、歴史問題や領土問題で日本との関係が悪化

するというパターンは李明博政権においても同様である。ただし、李明博大統領

の場合は、前任者とは逆に 3、 4年目では支持率を伸ばしていたため日韓関係も

安定していた。任期 5年目の2012年、親族の不祥事などが原因で支持率が低迷し

た際、大統領の竹島上陸や挑発的ともみられる発言がなされ、日韓関係が悪化し

た。それに伴い、韓国海軍教育司令官の日本訪問や韓国空軍と自衛隊による指揮

官交流も延期された108）。このように日韓関係が悪化して人的交流を中断させる

一方で、PSIなどの多国間の枠組みでの訓練は予定通り実行している。 9月26日

には PSIの一環として日米韓豪の四ヵ国による海上阻止訓練が韓国・釜山沖の公

海で行われ、日本の海上自衛隊からも護衛艦 1隻と P 3 C哨戒機 1機が参加した。

緊張状態にある日韓関係を考慮して日本の護衛艦だけは釜山港に寄港しなかった

ものの、実行されたのである109）。つまり、李明博政権の支持率は他政権とは違

う変遷を辿ったが、支持基盤が弱くなったときに日韓関係が悪化し、防衛協力で

はなく人的交流がバーゲンされるという構図は今回も同じだった。

一方、李明博政権には、これまでの政権時代とは異なる大きな進展もみられた。

大統領は 8月10日に竹島に上陸しているが、そこには日米韓の防衛協力を重視す

るという大統領の意思表示がなされている。2012年、日米韓の三ヵ国による合同

軍事演習は朝鮮半島沖で 1回目が 6月に行われ、 2回目はハワイ沖にて 8月 8、

9日の両日で行われた。 9日に三ヵ国による軍事演習を終えた翌日に竹島に上陸、

日本との関係を悪化させたことを考えると、そこには何らかの関連性があったと

みて良いだろう。つまり、竹島上陸などが日米韓の防衛協力に与える影響を考慮

して大統領なりに竹島上陸の時期に配慮を行ったという関連性である。

2013年になると、途絶えていた日韓の人的交流など何もなかったかのように、

日米韓三ヵ国政府が防衛・外務当局者による安全保障協議を定例化する方針を決

め、 1月の下旬には開催予定となっている110）。日本でも第 2期安倍政権が、韓

国でも朴槿惠次期大統領が生まれたことから、三ヵ国の安全保障面での連携を強

化する狙いだという111）。日韓の二国間における人的交流ではなく米国が仲介に

いるにしろ、日韓で中断していた人的交流がもうすでに再開していることがわか

る。
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Ⅴ　今後の展望と課題―安定的な日韓安全保障体制を目指して

1　二国間の安全保障協力―政治カード化されない防衛協力のすすめ

本稿でみてきたように冷戦期から現在に至るまで、日韓の安全保障協力は着々

と進んできた。しかしまだ課題も山積している。日米韓三ヵ国の連携強化が進む

のとは裏腹に日韓二国間の防衛協力は停滞しており、米国の仲立ちがなければ協

力も思うように進まない現実がある112）。こうした厳しい状況を示す典型的な例

が日韓間での軍事情報包括保護協定（GSOMIA）における度重なる締結延期であ

る。

GSOMIAとは、締結国が軍事情報を交換するため、両国の政府や民間企業な

どに文書や電子ファイルなどの軍事機密の保全を義務づける枠組みのことであり、

韓国は米国やロシアなど24ヵ国・機構と締結済みである113）。GSOMIAが日韓で

締結されれば、日本は韓国の情報機関が収集した情報を得る一方、韓国は自衛隊

のイージス艦がとらえた弾道ミサイルの軌道や哨戒機が探知した潜水艦の動向な

ど、北朝鮮軍の情報を共有できる。しかし韓国と自衛隊の間で結ばれる初の防衛

協力協定となるはずであった GSOMIAは、当初締結予定であった2012年 5月か

ら韓国側の要求で 2度延期になった挙句、未だに締結の見通しが通っていな

い114）。

なぜ GSOMIAは、二転三転しながらも締結に至っていないのか。その交渉の

過程を簡単に追えば、現在でも残る日韓防衛協力の難しさがよく理解できる。 1

度目は過去に植民地支配した日本との協定への反対論や警戒論が韓国内で高まっ

たことにより延期になった。この反対論から金寛鎮国防相が訪日を取りやめる事

態となったほどである115）。強硬姿勢を崩さない北朝鮮の武力挑発への備えを最

優先した韓国政府は、国内の反対世論を押し切って再び 6月に韓国政府の閣議で

決定したものの116）、署名段階まで進んだ上で、2012年 6月末、再び韓国政府の

要求で先送りになった117）。 2度目は、従来の韓国国内の反対に加えて、締結決

定のプロセスが「密室処理」だったと政権末期の大統領に距離を置く与党セヌリ

党も批判していることが原因となった。

このように、韓国は日本との初の防衛協力協定として軍事情報包括保護協定を

結ぶことに明確にメリットを見出していながらも、国内の反発を覆せずに一歩を

踏み出せずにいる。そもそも2011年 1月の日韓防衛相会談で、日韓の防衛協力を
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一層進めることが合意された際から「総じて日本が積極的である一方、韓国は慎

重な姿勢を崩さなかった」118）と伝えられている。2012年 6月に締結されていれば、

12月に北朝鮮が事実上の長距離弾道ミサイル発射に際し、イージス艦が収集した

ミサイル弾道情報の相互提供が可能になり、「より緊密な連携が可能だった」と

関係筋は語っている119）。ここに民主主義国である日韓両国ならではの、「世論の

壁」が存在していることがわかる。

2　外交認識―対北・対中認識のずれ

（ 1）　北朝鮮への脅威認識

日本と韓国が安全保障面で連携するにおいて、冷戦中、冷戦後にかかわらず最

大の障害となったのが脅威認識のずれである。逆に脅威認識が共有された時、防

衛協力は行われやすい。防衛研究所の道下成徳は、日韓間に存在する脅威認識に

ついて「逆転現象が起こっている」120）と語る。

過去において韓国は、北朝鮮を「主敵」と称して最大の脅威と見なし、北朝

鮮に対する脅威認識を共有しようとしない日本に再三不満を表明してきた。

しかし、今では一般国民レベルにおいてまで広く北朝鮮の脅威を認識するよ

うになった日本に対し、韓国が違和感を表明するという逆転現象が起こって

いる。…南北朝鮮の軍事バランスは、1970年代中盤に北朝鮮の優位がピーク

を迎えてからは、経済発展を背景とした韓国の軍近代化が奏功し、1990年代

までに、米韓両国は北朝鮮の侵攻を食い止め、本格的な反抗作戦を実施する

ことのできる実力をつけた。他方、1990年代に北朝鮮がノドンやテポドンと

いった、日本を射程に入れる準中距離ミサイルを開発するまでは日本にとっ

て北朝鮮の脅威は飽くまでも間接的なものであった。…長期的な流れを考え

れば、北朝鮮の韓国に対する脅威は相対的に低下し、日本に対する脅威は増

加したのである121）。

前章に述べたように、李明博政権下において日韓両国民の対北認識は一致し始

めてきたことは事実だが、一方で道下が言及するように、日韓の対北認識には潜

在的に大きな溝があることも事実である。日韓両国の歴史、経済発展の速度、国

防産業の充実度が異なれば、認識にも自ずと差異が生まれるだろう。よって今後、

日韓協力の可能性をはかる上では、日韓対北認識が一致しているか否か注意すべ
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きである。

（ 2）　中国への脅威認識―バランシングかバンドワゴンか

東西冷戦の下では、日本や韓国が米国の主導なしにソ連や中国に歩み寄ること

は考えにくかった。なぜなら米ソ冷戦という核戦争になりかけた大きな戦争の中

で、そうした行為は敵の共産主義陣営と手を組むのと同様だからだ。しかし冷戦

後の時代においてロシアと中国が BRICSとして急速な経済発展を遂げる中、日

米韓は経済的な側面から特に対中関係を重視する方向にある。安全保障面におい

ては、前述したように米国は安全保障の面から中国に懸念を募らせ、対中政策は

協調から勢力均衡（バランシング）へ向かいつつある。一方、国際政治には、中

国のような台頭する新興国に対して、勢力均衡とは逆の戦略も存在する。バンド

ワゴン（勝ち馬に乗る）戦略だ。このバンドワゴン戦略とは、自国が勢力均衡に

影響を与えられるという見込みがない時、国家はその大国に追従・迎合すること

で可能なかぎりの独立と安全保障を保持しようとするものである122）。特に韓国

は2007年までの盧武鉉政権において、親北・反米を唱えた過去もあり、日米韓

三ヵ国の中で対中バンドワゴンの可能性が最も多い国家であろう。それでは、中

国の台頭に対して日韓はどのような認識を持ち、両国の対中認識にずれはあるの

だろうか。

前述の世論調査によると、日本では76パーセントの人が中国を「軍事的脅威を

感じている国」に選んだのに対し、韓国では55パーセントであった123）。もちろん、

2011年 9月に中国の漁船が海上保安庁の船に衝突してくるという事件があった

2ヵ月後の調査ということが日本人の対中認識に影響していることは考慮しなけ

ればいけない。しかしそれ以降尖閣諸島を巡る日中の争いは高まるばかりである

ため、この時点ですでに生じているこの開きはやはり日韓間に存在する温度差で

あることがわかる。

日本は防衛大綱や『防衛白書』において、中国の国防政策の不透明性や軍事力

の動向への懸念を示している。『防衛白書』には中国の防衛政策に関する詳細な

記述があり、北澤防衛相は、中国の軍事力拡大と日米韓の連携強化との関連につ

いて発言している124）。一方、韓国の『韓国国防白書』では、韓国政府が中国の

戦力向上の動向を注視していると書かれているが、日米共同声明のように「中国

の軍事分野における透明性の向上」と表現することは一切されていない125）。

さらに、対中認識のずれ、そしてそれがもたらす対中戦略のずれは、日米同盟
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と米韓同盟の枠組みにおける台湾問題への扱い方をみれば、一目瞭然だ。専門家

の阪田恭代によれば、日米間における「 2プラス 2」では「台湾問題への平和的

解決」にまで言及しているが、米韓で同様の明示的コミットメントをみせること

は韓国にとって難しいという126）。台湾海峡問題は韓国自らの海上交通路防衛と

の関係もあるが、それよりも北朝鮮問題等のために中国との友好関係に優先順位

をおき、中国との「協調的関係」に重点をおくだろうというのである。

このような認識から日韓防衛協力に対しても、中国の立場を考慮して慎重論を

唱える専門家も目立つ127）。前述の山本はその代表例としてチョ・ジェウク慶南

大学教授を挙げる。日韓の防衛協力が強化された場合、日米・米韓の二国間の同

盟が、事実上日米韓の三国同盟に転換する可能性が高いとした上で、これは北朝

鮮、中国、ロシアの結束を招き、東アジアにおける南方三角（日米韓）と北方三

角（中朝露）によるゼロサムゲームの対決構造になること、さらに日本は日韓防

衛協力を中国の台頭と北朝鮮の脅威に備えるための日米同盟を補完するものとし

て、また自国の軍事的な「普通の国」化を実現させるための飛び石としていると

指摘する128）。世宗研究所の李勉雨が整理したように、日韓防衛協力への韓国内

での批判には、第一に日本に対する国民感情、第二に日本の軍事大国化に対する

懸念、第三に「日米韓」対「中朝露」という冷戦的対立構造をもたらすのではな

いかという懸念がある129）。

こうした違いが何に起因しているかについては議論の余地があるが、例を挙げ

れば日本が海に囲まれているために安全保障面で守られる「シー・パワー」を有

しているのに対し、韓国はそれを有していないこと、さらに韓国は日米中露四大

国の争いに幾度も巻き込まれ、中国からも侵略を重ねられた歴史がある。日本よ

り、台頭する中国に対して明確な立場を示すことへの懸念が強くても当然だろう。

この違いは対中認識において日韓、日米韓の防衛協力を深化させる上での大きな

障害となり得るものだ。

Ⅵ　結　論―リンチピンとしての米国と日韓安全保障協力

本稿では1970年代から現在に至るまで日韓防衛協力の変遷を追ってきたが、そ

の目的は第一に、日韓が安全保障面において歩み寄る条件とは何か、第二になぜ

2012年に日米韓三ヵ国による軍事演習が実現したのかを探ることであった。この

2つの疑問について検証していく内に第三の視点も浮かびあがった。それは、な



165

ぜ2012年に日米韓三ヵ国による軍事演習しか実現しなかったのかということであ

る。

1970年代、1990年代、2012年に日韓が急速に歩み寄った要因をみてみると、米

国からの圧力、北朝鮮・中国による外部脅威の増大、内政、リーダーシップとい

う 4つが類似していることがわかる。その中でも特に米国からの圧力、北朝鮮・

中国による外部脅威の増大は顕著である。内政の状況やリーダーシップの特色は

時代によってかなり異なってくるものだが、米国や北朝鮮・中国という外的要因

はどの時代においても日韓防衛協力の深化を促す要因となっていた。その意味で

日韓防衛協力は米国や北朝鮮、中国からの外圧によって育まれてきた側面が強い。

逆に言えば、米国や北朝鮮、中国などの外的圧力なしには防衛協力の深化はあり

得なかった。

2012年に三ヵ国による合同軍事演習が実現した背景には、こうした 4つの条件

が揃ったということ、さらに1970年代から着々と順を追って深化を遂げてきた日

韓防衛協力にとって三ヵ国による合同軍事演習が次のステップであったことが挙

げられる。今回の軍事演習が日韓二国間によるものではなく、日米韓の軍事演習

であった理由もそのためだ。多国間の枠組みで演習を行ってきた日韓にとって、

米国を含めた三ヵ国による軍事演習はその延長線上であり、二国間による軍事演

習より実現しやすいものであった。その意味でも日韓防衛協力を考える上で米国

の役割は非常に大きい。米国が日韓を繫ぎとめるリンチピン（止め具）としての

役割を果たしてこそ日韓の安全保障協力が進み、2012年の軍事演習が実現したの

である。

日韓の安全保障協力は、防衛という分野自体が持つ機密性、日韓関係が持つ特

殊性を兼ね揃えているため、あまり大きく報道されることもなく、国民の話題に

もあがりにくい議題である。しかし2012年の日米韓合同軍事演習は突然実現され

たものではなく、冷戦期からの長い積み重ねの結果実現したものなのである。今

後、歴史認識問題や竹島問題によって日韓関係が悪化されようとも、こうして着

実に積み重ねてきた日韓の協力関係は簡単に消失しないだろうし、消失させては

いけない。急速な中国の台頭と北朝鮮の存在によって不安定化する東アジアにお

いて、今後日米韓トライアングルが果たす役割、そしてそれに伴って深まる日韓

の防衛協力については今後も注視していきたい。
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