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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「中朝関係の実相を探る」 
 
日 時：2014 年 11 月 13 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 

中朝関係は 1990 年代初めの中韓国交樹立以降、最悪の状態という。しかし、北朝鮮の貿易の 7割以上を中国に

依存するなど経済依存の構造に変化はない。中国の統計では今年 1月から 8月までの北朝鮮向けの輸出はゼロであ

るが、北朝鮮におけるガソリンなど石油製品の価格に大きな変化はないなど実態は不明な部分が多い。習近平政権

は胡錦濤政権からの移行期に事実上の長距離弾道ミサイルである人工衛星を打ち上げたり、核実験をした金正恩政

権に経済制裁を加えるなど強い姿勢に出ているが、北朝鮮の政権崩壊を望んでいるのではなく政権を支える基本構

造に変化があるとはいえない。また、張成沢氏の粛清、処刑は中朝関係にも影響を与えたとみられるが、それが中

朝関係を揺るがしているとまでは言い難い。「血盟関係」と「普通の国の関係」の間を揺れる中朝関係の実相を探

る。  

 

【講師紹介】 

 平井 久志（ひらい ひさし）氏 

立命館大学客員教授、共同通信客員論説委員 

［略歴］ 

1952 年香川県生れ。75 年早稲田大学法学部卒業、共同通信社に入社。外信部、ソウル

支局長、北京特派員、編集委員兼論説委員などを経て 2012 年 3 月に定年退社。現在、

立命館大学客員教授、共同通信客員論説委員。2002 年、瀋陽事件報道で新聞協会賞受

賞。同年、瀋陽事件や北朝鮮経済改革などの朝鮮問題報道でボーン・上田賞受賞。 著

書に『ソウル打令―反日と嫌韓の谷間で―』『日韓子育て戦争―「虹」と「星」が架け

る橋―』（共に徳間書店）、『コリア打令―あまりにダイナミックな韓国人の現住所―』

（ビジネス社）、『なぜ北朝鮮は孤立するのか 金正日 破局へ向かう「先軍体制」』（新

潮選書）『北朝鮮の指導体制と後継 金正日から金正恩へ』（岩波現代文庫）など。 
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1．講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤副センター長） 

これより月例研究会を始める。今日は立命館大学の客員

教授で元共同通信の平井さんに「中朝関係の実相を探る」

というテーマで中国と北朝鮮－朝鮮民主主義人民共和国

の関係がどうなっているかというところをお話しいただ

く。平井さんは共同通信外信部で朝鮮半島ウォッチャーと

して務められ、著書も多く出されている。瀋陽の日本総領

事館に脱北者が駆け込んだ事件の時は、撮影した映像等で

新聞協会賞も受けられた。問題をフラットに捉え事実に基

づいたニュートラルな取材活動をされている。最近、12

年ぶりに訪朝されたとのことで、今日は朝鮮半島問題とい

うよりも中国と北朝鮮の問題－かつては朝鮮戦争におい

て血で結ばれた同盟関係ともいわれた両国が現在はどの

ような関係なのか、ネガティブな情報も伝えられている中

で実際はどうなのかというところをじっくりと伺いたい。 

 

【講演】 

 

今日お集まりになっているのは中国の専門家や中国と

関係の深い方々だろうと思う。私は共同通信にいる間、殆

ど朝鮮半島ばかりをやっていた。特派員として北京にいた

こともあるが、おそらく私は共同通信で初めて中国語ので

きない北京特派員だったと思う。ソウルでの勤務があける

頃、それまで日本のメディアは北朝鮮の報道を東京から見

ていたのだが、北朝鮮報道をこれからどうするか、責任を

持ってきちんとやる人間が必要なのではないかという話

を本社にした。北朝鮮をソウルから見ていると思う人も多

いと思うが、ソウルは今でも国家保安法という法律で北朝

鮮のテレビや放送といった一次情報のキャッチを禁止し

ている。ソウルから北朝鮮をカバーしようとしてもこうい

った制限がある上に、どうしても韓国の見方になってしま

う。例えばアフリカでは特派員の数こそ少ないが、北アフ

リカ、中央アフリカ、南アフリカと分け、誰かが責任を持

ってその地域を見るというシステムにしている。世界中で

北朝鮮だけがエアポケットになっていた。東京でみるとい

っても、外信部などはローテーションになっており、アジ

アに関心の強い人がみる分にはいいのだが、欧米に関心の

ある人がデスクに座ると非常に重要なニュースがそのま

まゴミ箱にいってしまうというのが実態だった。通信社が

そうしてしまうと新聞社は殆ど気がつかない。そこで誰か

が責任を持って北朝鮮をみる必要があると主張した。中朝

国境の朝鮮族自治州に支局を作ったらいいのではないか

と提案した。地理的に北朝鮮のテレビとラジオが受信でき、

人的往来もある。生の情報が取れるのではないかと。しか

し会社から、おそらくそれは中国政府が許可しないだろう、

北京を増員するから北京に行け、好きなだけ居ていいと言

われ、中国語のできないまま北京に行くことになった。と

ころが（瀋陽総領事館駆け込み事件で）北朝鮮を脱出した

家族の取材をしたことで中国政府から睨まれてしまった。

北京オリンピックが控えていたので追放にこそならなか

ったが、尾行がついたり監視が厳しくなったりした。自分

自身は平気なのだが、北京に取材に行く共同通信の単独申

請ビザがおりなくなり、結果として自分が北京から外れる

ことになった。僕を東京に戻すと怒るので、ソウルへ戻せ

ばいいだろうという会社の判断で再びソウルに戻ること

になった。共同通信ではあまり前例がないが、ソウル－北

京－ソウルと 4 年ずつ連続で 12 年間という海外勤務をし

た。 

 

両国関係を見るとき、視点をどちら側に取るかというこ

とがあると思う。今日は中国視点で北朝鮮を見る人が多い

と思うが、私の場合は主として朝鮮側から中国を見ること

になると思う。今回のテーマに「中朝関係の真実」はどう

かと提案されたが、私には真実は分からないと申し上げた。

実相ならどうか、それでも実相はこうだと言い切る自信も

ない。探るくらいならできるだろうと「中朝関係の実相を

探る」とした。講演の場では、断定的に話す方がいいのか

もしれないが、私にはそれはできない。特に北朝鮮につい

て言えば、一つの推論は有り得てもそれが 100％間違いの

ない事実であるということは少ない。事象を細かく見てい

く中で、こういうことではないだろうかというアプローチ

をできるだけ事実に近づけていくことしかできないと思

う。北朝鮮について断定的に言う人のことは、あまり信用

できないかもしれないなどとも考えている。 

 

 中朝関係の見方については我々研究者の中でもいろい

ろな議論をしており、両国の関係は劇的に変わっていると

言う人がいれば、何も変わっていないと言う人もいる。後

者は基本原則のような枠組があり、その中を左右している

だけで本質的な変化ではない、中朝の基本的関係は全く変

わっていないのだから日々の報道に一喜一憂するのは間

違っているという説。反して、前者は関係は劇的に変わり、

昔の中朝関係とは違うという説。常にこの両論が出る。ス

ライドに挙げた視点 1.「中朝関係は歴史的伝統を持った

特殊な関係であり、その伝統的友好関係の基本に変化はな

い。」、この考え方だけにとらわれるといろいろな細かい変

化や現象等を見ることが無意味化してしまう。一方、5番
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目のように「中朝関係は、もはや『特殊関係』ではなく『普

通の隣国関係』である」、いわゆる普通の二国間関係であ

り過去とは違うと言い切ってしまう人もいる。 

どちらかに柱を立てる人の意見を聞いてしまうと、起こ

っている現象をその枠内で理解してしまいがちだと思う。

視点の中間としては 2番目に「中朝両国の共存関係は堅固

でお互いが必要としており、一時的な変化はあっても基本

的な枠組みは堅持されている。」という立場がある。1 番

目よりやや緩い。次が 3番目の「中国も北朝鮮もお互いを

必要とする共存関係は続いているが、建前とは別の内実関

係に変化が生じている」その次が 4の「中朝関係のこれま

での『唇歯の関係』『血盟関係』に本質的変化が生じてお

り、『特殊関係』から『普通の関係』に移行しつつある」、

と、大雑把にこの 5つの範疇があるが、私自身は現在の中

朝関係を3から4くらいの関係にあるのではないかと思う。

どちらとも断定できない。中朝関係があまりにも不動のも

のだと断定してしまうと現象としての変化を軽視してし

まう危険性があるし、起こっていることだけを重視してし

まうと中朝関係の基本的枠組みを無視してしまう。両国の

関係をみるとき、1と 5はある種の制約制をもたらしてし

まうのではないだろうか。 

 

これは自分が 1998 年に書いた原稿だ。当時までこうい

った内容はあまり公になっていなかった。東北三省で国府

軍と戦った共産党軍の東北民主連軍の指揮官が当時を振

り返り、1998 年の段階で明らかにしたものだ。東北三省

の戦闘で共産党軍は苦戦していたが、朝鮮半島に入り半島

側から攻めることで勝利した。北朝鮮を通過して、北朝鮮

から武器を供与されたことが明らかになった。この時、金

日成は共産軍司令部を訪問し、「困難ならば白頭山に入っ

てくればよい。朝鮮は信じるに足る後方だ」と言い、それ

を受けた共産軍は北朝鮮を経由して長白地区、白頭山の北

側に進出できた。そして、金日成は「すぐに十万丁の武器

と弾薬を積んだ列車が行くだろう」と支援を約束したとい

う。このような事実は長く公表されていなかった。中朝間

には未だに公になっていない事実がある。消えつつある世

代ではあるが、両国の幹部クラスにはこのような特殊体験

をした人達がまだ隠然たる力を持っているというのも事

実だ。二国間関係には公になっていること以外にも一部特

殊な関係があるということは認めざるを得ない事実なの

ではないだろうか。朝鮮戦争の問題一つとっても、今なお、

歴史的に全てのことが明らかになったとはいえないだろ

う。 

先日、10 月 7 日から一週間、研究者 10 人で北朝鮮を訪

問した。“祖国解放戦争勝利館”という朝鮮戦争に関する

記念館があるのだが、そこで『朝鮮戦争』という分厚い本

を書かれている東大名誉教授の和田先生が、中朝連合司令

部の結成を金日成が認める命令書が初めて展示されてい

るのを見つけたとおっしゃっていた。前から公表されてい

たのかいなかったのか定かではないが、和田先生は初めて

確認したという。和田先生は去年、平壌を訪れた時、中朝

連合司令部があった場所への訪問を許可されている。中朝

連合司令部のあった場所を外国人が訪問するというのは

今まで殆ど無かった。北朝鮮内部では、朝鮮戦争は自分た

ちが勝利した戦争として中国の役割を低く評価しており、

そういうところを前面に立てるようなことはしてこなか

った。このことからも、歴史事実を明らかにする作業が少

し進んでいるのではないかと思う。 

 

 今日は金正恩時代の中朝関係を一番のテーマにお話し

したいと思うが、今は非常に関係が悪い状況にある。北京

大学のある先生は現在の中朝関係は韓国と中国が国交を

結んだ 1992 年以来最悪だと表現していた。中朝関係が悪

くなるのはこれが初めてではない。過去、何度も経験して

おり、最初は文化大革命の頃だったと思う。金日成に対す

る批判が出て非常に悪い関係になったこともあるし、韓国

と中国が国交を結んだ時もそうだった。その後、北朝鮮が

最初の核実験を強行したときも関係はかなり悪化した。 

私が北京支局へ赴任していたとき、金永南外相が金日成

主席の死後、初めて中国を訪問した。北京の首都空港の横

にある VIP 用の古い空港で彼の到着を待った記憶がある。

これは翌年に控えた金正日訪中の準備のためだった。金日

成主席は 1994 年 7 月に亡くなったが、金正日は 6 年にわ

たり中国を訪問できなかったのだ。 

 

1990 年代、北朝鮮には「苦難の行軍」と言われる経済

的困難があり、一部では 300 万人くらいの人が飢餓等で亡

くなったとされている。300 万という数字には誤解がある

と思うが、それでもおそらく 100 万以上の人が「苦難の行

軍」の時期に亡くなっていると思う。 

私は 1990 年代に何度か北朝鮮を訪問し、北京時代には

中朝国境付近まで行って北朝鮮から脱出してくる脱獄者

のインタビューを随分とやった。飢餓というとミイラのよ

うになって餓死していくというイメージがあると思うが

実態はそうではなく、下痢をしたり風邪をひいたりといっ

た普通の病気で亡くなる。食べていないから抵抗力が全く

ない。漢字で浮かべる“餓死”というイメージではなく普

通の病気で簡単に死ぬという現象が大量に起こっていた。

北朝鮮はそういう時こそ中国の支援が切実に欲しかった

のだろうと思う。しかしその時も中朝関係の悪化は続いて

おり、「苦難の行軍」の時期を乗り越えられるだけの支援

を中国側がしたという感じは受けなかった。そして中朝関

係が冷えていたこの時、1999 年に金永南外相が訪中して

翌年の金正日訪中の準備をする。 

その後、2001 年に江沢民総書記が訪朝し、「継承伝統、

面向未来、睦隣友好、加強合作」（伝統を継承し、未来を

志向し、隣国と仲良くして友好的であり、協力を強化する）

という 16 文字スローガンが提示される。これは中朝間の

基本的な関係を示すスローガンで、お互いの重要な記念日

の報道には必ず出てきたものだが、最近ではそれが消えて

しまっている。 
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金正日がどれだけ中国に行ったかはカウントしにくい

部分もあるが、金日成が亡くなる前では 1983 年に 12 日間

にわたって非公式訪問をしている。2000 年 5 月からは 8

回中国を訪問している。2003 年 8 月に金正日の健康が悪

化するが、全 8回の訪問の内、4回が 2010 年以降である。

これはどういうことだろうか。 

金正日は自分が健康悪化に陥って初めて後継問題の現

実に直面したのではないだろうか。彼はむしろ世襲という

ことに対し一種の恥じらいを持っていたように思う。金正

日は確かに金日成の長男ではあったが、権力を奪取してい

く過程をみると単に息子だったから自動的に権力が回っ

てきたというものではなく、金日成の弟である金英柱党組

織部長や自分の腹違いの弟で現在ポーランドの大使をし

ている金平日さんというライバルがいた。そういう人達と

の激しい権力闘争に打ち勝ち、197４年に内部的に「主体

偉業の偉大な継承者」という党の決定があり、1980 年の

党大会で初めて公然と姿を現した。1994 年に父が亡くな

り、自分自身の権力をようやく掌握する。金正日は労働党

に入った 1960 年代中盤から叔父や腹違いの弟、父の正妻

で婦人同盟の委員長していた義理の母などとの激烈な闘

争をし、その結果として権力を獲得した。外見的には世襲

に見えるが、プロセスから見るとその実態は世襲ではなか

ったと思う。本人がそうやって権力を奪取したので 2008

年までは自分の後継者を準備したという形跡が見えてこ

ない。ところが健康が悪化して後継問題を考えざるを得な

い状況になったとき、今度は自分自身が変なドグマに落ち

込んでしまう。彼は自分の後継を正当化するために「白頭

の血統」ということを強調し、「白頭の血統」以外から後

継者が出るのは難しいように論理構成してしまう。現実的

に後継者は誰かというと自分の息子の中から選ばざるを

得ない状況が生まれた。健康が悪化した金正日が考えたこ

とは、息子の体制のために準備しないといけないというこ

とだったのではないかと思う。2009 年 1 月には金正恩を

後継にすると内部決定し、急速に後継体制の準備に入って

いく。 

 

健康悪化した 2008 年以降、金正日が足繁く 4 回も中国

に通った理由の一つには国内事情があったのではないだ

ろうか。今度は本当の世襲で何の実績も経験もない息子を

3代目に据えることになる。国内の指導体制をちゃんとし

たものにしないといけないが本人に力がないと国は混乱

する。そこで朝鮮労働党を再建しないといけない。それま

で独裁体制を敷いてきたことにより 1980 年以来現在に至

るまで一度も党大会を開いておらず、2008 年に健康悪化

したときまでを言っても朝鮮労働党の中央委員会総会は

を開かれていなかった。党の中央委員や政治局員含め、虫

食い状態で、人がいなくなっていた。これをきちんと整備

して朝鮮労働党を再建しないといけない。そういう事態に

直面し、2010 年 9 月に第 3 回党代表者会を開き、朝鮮労

働党を再整備した。 

もう一つ、外交でも準備をしなければならなかった。息

子の時代を考えると中国のサポートは不可欠とみたのだ

ろう。中国のサポートなくしては経済が困難を極めるとい

う認識だったと思う。だからこそ 2010 年から 4 回も訪中

したのではないだろうか。その内一回は伝統的友好関係を

ロシアとも修復しなければと、ロシアも訪問し、その帰り

に訪中した。金正日は金日成が 1994 年に亡くなってから

自分が中国に行くまでに 6年かかった。その経験があった

のだろうと思う。自分がいなくなった後も中国のサポート

を確保できるような関係を作っておかないと、特に経済が

危いと考えたのではないだろうか。最後の方で彼が行った

所は父である金日成の思い出の地や自分が朝鮮戦争の最

中、中国に避難していた時に居た場所などが多い。自分の

死期を悟った、あたかもセンチメンタルジャーニーという

ような感じを受ける。 

そのような努力もあり金正恩時代が始まった当初、金正

日が亡くなった直後の状況で言うと中国は北朝鮮を手厚

くもてなした。当時の中国共産党常務委員全員が北京の北

朝鮮大使館を弔問したのだ。全ての常務委員が弔意を表し

に大使館を訪問することは他の国にも無かったと思う。中

国は「朝鮮人民は朝鮮労働党のもとで団結し、金正恩同志

の指導下で社会主義強盛国家を建設し、朝鮮半島の恒久平

和の実現に向け引き続き前進するものと信じる」と、事実

上、金正恩体制を承認するという弔電を打ち、なおかつ「朝

鮮の指導者が中朝双方の都合のよい時に訪中することを

歓迎する」とした。つまり、金正日が亡くなった直後の時

点では新体制を支持し、なおかつ金正恩が適切な時期に訪

中することを歓迎するという姿勢を中国側は明確にした

のだ。しかし、現実は、現在に至るまで金正恩の訪中は実

現していない。 

 

金正恩が最初に就いたポストは党の総書記でも国防委

員会の委員長でもなく最高司令官というポストだった。こ

の時、胡錦濤国家主席は党国家主席や党総書記としてでは

なく、中華人民共和国中央軍事委員会主席の肩書きで祝電

を打っている。これは非常に面白いことだと思う。ご存知

の通り、中国の軍事委員会には党のものと国家のものと 2

つある。本来でいえば北朝鮮とは党対党の関係だから、軍

事委員会主席の肩書きで祝電を打つにしても国の方では

なく党の軍事委員会での肩書きにした方が自然だと思わ

れるのにそうしなった。表面的には訪中歓迎としていたが、

（金正恩が）訪中するのは党総書記や国防委員会委員長と

なってからだという意味が含まれており、つまり、中国の

トップの資格として祝電を打ったのではなく、国の軍事責

任者として打つという制限的な措置だったのだと思う。 

 

2012 年 3 月 16 日、北朝鮮は人工衛星を 4 月 12 日から

16 日の間に打ち上げると発表し、中朝関係が悪化してい

く。このときは打ち上げに失敗したが、事実上の長距離弾

道ミサイルを中国としては容認することができない。金正

日は中朝の伝統的な友好関係という環境を整備していた

が、同時にミサイルの発射も準備していた。北朝鮮にとっ



中国総合研究交流センター 第 77 回研究会 詳報 ＜2014．11＞ 

 

5 

て金日成の誕生 100 周年となる 2012 年は非常に重要な年

で「強盛大国の大門を開く」というスローガンを掲げてい

た。ところが経済的成果があまり上がらず、「強盛大国の

大門を開く」象徴として人工衛星の打ち上げが至上課題だ

ったのだ。金日成の誕生日である 4 月 15 日を挟んだ時期

に打ち上げることが金正日の遺訓でもあった。もう一方、

中国との関係を大事にせよというのも金正日の方針だっ

たが、片方の「強盛大国の大門」を開くためにミサイルを

打ち上げるという行為が、中朝関係を揺らがせるというジ

レンマが発生する。 

このとき予定通り、金正恩は党の第一書記、国防委員会

第一委員長に就任する。そしてこの時期、中朝間では第２

回戦略対話が行われた。党の国際部長をしていた金永日が

4月 20日から 24日にかけて中国を訪問し胡錦濤主席と会

談したのだが、当時の取材によると、相当厳しい論調で核

実験の中止を要求されたという。北朝鮮は過去にも 2度の

核実験を行っているが、ミサイル発射の後の核実験は困る

と激烈な口調で要求したということだ。胡錦濤のあまりに

も強い剣幕に金永日は全く反論できず、北朝鮮の立場も説

明できなかったと聞いた。その後、王家瑞中連部長の訪朝

や、昨年 12 月に粛清された張成沢国防委員長が訪中する

など、打ち上げに失敗した衛星に起因する中朝関係の軋轢

を修復するような動きが続いていく。 

 

北朝鮮は「強盛大国の大門を開く」象徴として 2012 年

にミサイルを打たざるを得ない状況だった。そして 12 月

12 日、事実上の長距離ミサイルである人工衛星を再び打

ち上げ、このときは成功する。これに対し国連安保理は制

裁強化決議を採択し、中国もこの決議に賛成した。ところ

が 2013 年 2 月に北朝鮮は 3回目の核実験を行う。 

中国指導部がより腹立たしかったのは、中国が丁度この

とき指導部の交代期に当たっており、そのような時期に挑

発を続けたことと、2月の核実験の後に「朝鮮戦争の休戦

協定を白紙化する」だの「南北不可侵の全面破棄」だのと

いった非常に挑発的な路線を取ったからだと思う。この時

も相当厳しい対立関係が続いたが、面白いことに中朝関係

はある対立局面に向かっても必ずその後に修復局面に向

かう。金正恩体制に入ってからも対立の激化と修復を何度

か繰り返している。 

 

2013 年 5 月になると北朝鮮は中国だけでなく対外的に

も対話路線へと転向していく。崔龍海軍総政治局長が 5

月に訪中するが、その前には飯島勲氏が平壌を訪問し受け

入れられており、日本との関係においても対話局面が出て

くる。そして向こうでは祖国解放戦争といわれる朝鮮戦争

の勝利 60 周年記念に李源潮国家副主席が訪朝した。それ

まで金正恩は中連部部長とは会談していたが、いわゆる指

導部クラスでは李源潮国家副主席が対外部門で初めての

高いクラスの人だったと思う。金日成広場の演壇の上に立

ち、李源潮副主席にいちいちパレードの説明をしていた姿

報道をご記憶の方も多いと思う。海外メディアも多く招き

入れ、この様子を内外に発信して伝統的友好関係の修復を

誇示した。余談だが、中国では朝鮮戦争を「抗米援朝戦争」

と呼んでいる。李源潮の父親は朝鮮戦争時に生まれた息子

に、朝鮮を援助するという「援朝」の発音と似ていたので

源潮という名前を付けたといわれている。彼は党常務委員

ではないが国家副主席だ。中国側は党の常務委員を送りこ

むことに抵抗があったのだろう。しかし副主席という肩書

きを持つ人を送ることで中朝関係の伝統を考慮したのだ

と思う。 

ところが、ようやく関係が修復に向かったかのように見

えた昨年 12 月、張成沢党行政部長の粛清が発生する。そ

して張成沢党行政部長だけでなく、事実上、中朝間の貿易

をやっていた張氏に連なる勢力や外貨稼ぎの担当グルー

プに対する査問が行われた。そこから翌年の春にかけて一

斉査問が行われ、中朝間のビジネスが一時滞るという現象

が起きる。さらに重要なこととして、今年 4月 9日に行わ

れた最高人民会議の人事において、長く外務省で中国を担

当し中国をよく知っていた金永日国際担当書記（党の国際

部長でもある）が解任され、姜錫柱さんという対米外交の

責任者だった人が党の国際部長、国際担当書記に就任した。

金永日さんは粛清されてはいないようだが、聞いたところ

外務省の巡回大使といった閑職に追われたらしい。 

 

江沢民と金正日の間では、中朝関係は特殊な関係だから

党と党の関係が基本であるという合意が成されていた。江

沢民時代に、外務省同士ではなく党同士で外交するという

正式合意があった。今まで金正日が中国を訪問するときも

党の国際部長が事前に秘密訪中などして準備しており、そ

のカウンターパートは中連部だった。中連部と朝鮮労働党

の国際部がカウンターパートして動き、中朝の外交は党対

党を基本としてきたが、最近では中朝ともに党外交につい

て金正恩も習近平も否定的になっているような感触を受

ける。一部の人は、金永日の国際部長解任は対中外交の失

敗の責任を取らされたと言っている。そういう指摘を受け

て最近の動きをチェックすると、中国側の対北朝鮮外交で

重要な位置を占めていた王家瑞氏が対北朝鮮外交の中で

登場しなくなっている。つまり、中国の中連部とと朝鮮労

働党の国際部とも、中朝関係においての役割が低下してい

るともいえ、習近平は対北朝鮮外交を外務省中心の関係に

変えようとしているのではないかという感触を受ける。 
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今年の夏から中朝関係は決定的に悪化している。一番の

刺激になったのは習主席の訪韓だと思う。これまで中国指

導部のトップが北朝鮮を訪問せずに韓国を訪問するとい

う前例はなかったのだが、今年 7月、習近平は北朝鮮を訪

問せずに韓国を訪問し、それが様々な影響を及ぼしている

ように思う。これは日朝関係にも影響を及ぼしていると推

測しているのだが、それは何故かというと、日朝交渉の進

展が我々の想像以上に非常に急テンポで動いたからだ。習

近平の訪韓は 5、6 月ごろから固まりはじめていた。北朝

鮮としては中国が韓国カードを切ってきたので自分たち

は日本カードとロシアカードを切ろうとしたという感じ

だ。5 月 29 日のストックホルム合意の成立があまりに性

急すぎたからだ。 

横田さんご夫妻が 3 月にモンゴルでお孫さんと会って

から日朝間の動きは急進展するのだが、それ以前から日本

の外務省は秘密裏に北朝鮮といろいろ交渉していた。3月

のモンゴル対面が成功した後、5 月 29 日のストックホル

ム合意のまでの時間があまりに短い。あれでよくいけたと

思う。双方共に少し焦っていたのではないかと思う。北朝

鮮が焦ったのは習近平の訪韓に合わせて日本との関係改

善を内外に誇示したいという思惑があったからではない

かと思う。日本政府は拉致問題を優先しろと言っているが、

ストックホルム合意の中に拉致問題を優先するとは書か

れていない。むしろ、拉致、行方不明者、遺骨問題や墓参、

日本人妻や残留日本人問題を同時並行でやると書いてあ

る。ある意味、日本政府の要求はストックホルム合意に違

反するような内容で、何故あのような合意を紙でしたのか

という疑問がある。さらに、日本の代表団が平壌に行くこ

とに対して日本国内では反発もあったが、ストックホルム

合意の中には代表団が平壌に来た場合、北朝鮮はきちんと

対応しなければいけないとも書かれている。後に問題にな

るようなことが合意文書の中に既に書き込まれており、日

朝双方できちんと中身を精査したのか、内容の詳細な検討

をしないまま焦って作ってしまったのではないかという

印象を受ける。習近平の訪韓があり、強く刺激された北朝

鮮が日本との関係を改善しようとしたのではないかと思

う。 

 

この時期、丁度、習近平が訪韓する直前に、党の機関紙

である「労働新聞」は論評の中で中国を“大国主義者たち”

と表現し、中国を暗に批判するようなことを言い、7月 11

日の中朝友好協力相互援助条約結記念日の宴会が催され

たという報道も全くされなかった。一方、7 月 13 日には

「労働新聞」が徐才厚さんの事件を報道している。朝鮮労

働党の機関紙が中国指導部の不祥事を報道するのは異例

なことだ。7 月 20 日には北朝鮮の国防委員会政策局スポ

ークスマンが国連安保理の報道談話に関連して「このよう

な奇怪な茶番劇に一部の定見のない国々も盲従して米国

の鼻持ちならない行動に追従しながらわれ先に哀れな境

遇に至った朴槿惠を抱いてみようとたわいもなく気を使

っている」という声明を出す。間違いなく習近平の訪韓に

対するあてこすりの論評だ。そして 7 月 24 日、労働新聞

は中国を名指しにこそしないが、米国の横暴を黙認してい

るとして「悲劇は世界の公正な秩序を立てるのに先頭に立

たなければいけない国々までが、間違っていることを十分

に知りながら自国の利害関係だけを優先視し（米国の横暴

を）黙認する態度を取り、米国はさらに横暴になっている

ことだ」と批判的論評を出している。前年の 7 月 27 日は

李源潮が平壌でたいへんな歓迎を受けて中朝友好を演出

したのに 1年後には、このように状況が変貌している。今

年の「戦勝節」では中国は代表団も送らず、例年ある両国

間の宴会の報道も無かった。「祖国解放戦争勝利 61 周年慶

祝中央報告大会」でも中国への言及は無かった。8 月 10

日には ARF の会議がミャンマーの首都ネピドーで開かれ、

中国の王毅外相が北朝鮮の李洙墉外相と会談したが、これ

も報道されなかった。9 月 9 日の北朝鮮の建国 66 周年記

念日に中国側が送った祝電からは江沢民時代から中朝間

友好の原則である 16 文字スローガンが省かれていた。10

月 6 日、中朝国交樹立 65 周年という北朝鮮にとって重要

な日においても祝電交換の報道は無く、10 月 11 日、朝鮮

中央放送は党創建記念日の 10 日に中国共産党から贈られ

た花輪について、カンボジアからの祝電を紹介する最後に

チラッと流すような失礼な報道の仕方をしている。 

 

現在、中朝関係は極めて悪いところにある。中国の教授

がいう「1990 年代の中韓国交樹立以来の悪さ」という事

実認識は正しいと思う。だが、金正恩時代に入ってからの

周期的な変化を振り返るとどう見えるだろうか。 

金正日が死んだ後、中国は非常に素早く金正恩体制支持

を表明したが、人工衛星打ち上げ失敗と核ミサイル問題が

あり、関係が悪化した。それを調整しようとするときに再

び打ち上げと核実験がありさらに悪くなる。その後、関係

を修復し、一年前の 7月には非常に回復したかのような演

出があったが、張成沢さんの粛清があってから中朝関係は

萎縮し、現在、習近平の訪韓により極めて悪化している。

この 3年間、悪化と修復を繰り返している。一辺倒に悪化

しているわけではなく、まるで振り子のように悪化と修復

を行ったり来たりし、現在は悪化の局面を迎えているとい

うことだ。悪化一途という流れで現在の状況がきているわ

けではないことに注目しなければならない。長い目で見る

とこういう関係は今が初めてではなく、文化大革命当時や

中韓国交正常化直後といった前例もある。またこの間、期

間はそう長くはないが、北朝鮮の最初の核実験のときも中

朝関係は悪化していた。 

 

経済面においての中朝関係はどうだろうか。去年は北朝

鮮からの輸出が32億 1,800万ドルで対前年比は11.7％伸

びている。輸入は 41 億 2,600 万ドルで 5％の伸び、貿易

収支は 9億 800 万ドル北朝鮮側の赤字だ。中国は経済制裁

をかけているのだが貿易額は増えている。政治的な対立関

係は深まっているが貿易は増えているのだ。これは 2000

年代に入ってからの北朝鮮貿易の対中依存度の推移だが、
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韓国との南北貿易は省かれている。南北貿易は国家間貿易

ではなく地域内貿易という解釈を両国共に取っているか

らだ。2004 年の段階では北朝鮮の貿易に占める中国の割

合は 50％前後だったが現在は 9 割にまで上っており、対

中依存度が急激に高まっている。現在、南北貿易は変な格

好になっていて開城工業団地のものしかあがっていない。

前政権時の貿易禁止意措置が続いていて貿易が無いため

だ。レジュメの資料は韓国語の資料で見づらいかもしれな

いが、韓国の貿易が入ったものと入っていないものを示し

た 2011 年までの対中貿易の比率だ。2011 年の対中貿易の

比率を 70.1％とあるところに韓国を除外すると 89.1％と

なる。資料の中に折れ線グラフがあるが、これは非常に面

白いので注目してほしい。中朝貿易はこの 10 年で爆発的

に増え、北朝鮮内部での中国との貿易割合が 5 割から 9

割に増えている。ところが中朝間の貿易赤字をみると、こ

れほど経済格差のある国で貿易量がこれだけ増えれば貿

易赤字はもっと拡大するのが普通なのに赤字額はほぼ一

定を示している。毎年 10 億ドル前後の赤字しか出ていな

い。これが意味するところは何だろうか。 

先日、北朝鮮を訪問して実感したことがある。北朝鮮の

流通、特に消費財は中国製品で溢れかえっている。タクシ

ーも色の付け方から察するに 3つ以上の会社があり、自動

車も中国車が入っている。つまり、北朝鮮の消費経済の中

で中国の占める割合は非常に多くなっているということ

だ。何故、輸出入の赤字が 10 億ドルベースで平均してい

るのだろうか。中国は決して北朝鮮にサービスをしている

わけではない。消費財を輸出したら地下資源で対価を取っ

ている。支払いに問題がある部分は石炭や鉄鉱石を中心と

した地下資源を北朝鮮から輸出させ、バーターのように代

金の支払いをさせている。援助的輸出ではない。貿易量が

爆発的に増えているにも関わらず大体 10 億ドルくらいで

赤字が推移しているというのは北朝鮮がそういう支払い

に応じているということだ。これは張成沢さんを粛清する

理由の一つにも使われた。彼の罪状の一つに、もっと高い

価格で売れるのに、非常に安い価格で石炭や鉄鉱石を中国

に売り飛ばしているとあった。だから中国は北朝鮮を甘や

かしているということではない。支払いは地下資源できっ

ちり回収している。 

 

今回、平壌に行って感じたことがある。北朝鮮で使われ

ている通貨で一番価値が高いのはユーロで、次がドル、次

いで中国人民元、円、そして朝鮮ウォンなのだが、ウォン

はほとんど意味がなくなりつつある。例えば、今、北朝鮮

で非常に話題になっている馬息嶺（マシンリョン）とい

う広大なスキー場がある。そこの外国人向けホテルのコー

ヒーの値段は 1.8 ドル、1 ドル＝100 円とすると大体 180

円くらいだが、日本円だと 202 円と細かい。今、朝鮮ウォ

ンのレートは１ドルが 100 ウォンだから 1.8 ドルは 180

ウォンになるはずだが、朝鮮ウォンで払うというと

16,430 ウォン、計算するとほぼ 90 倍だ。現地の案内人に

給料を聞いてみたら 3,000 ウォンだという。ちなみに町で

買う海苔巻き一本が 4,000 ウォンだ。光复地区商業中心と

いう中国の合弁資本でやっている大きなスーパーマーケ

ットがあるが、そこで自転車の価格を計算すると大体１万

円と妥当な値段で、公定レートでは１万ウォンでいいはず

なのだが、実際に買うとなると朝鮮ウォンだと 60 万～90

万ウォンとなっている。 

北朝鮮の経済が現在どうなっているというと二つの相

対することが言えると思う。一つは 2002 年の経済改革以

降の商業主義が浸透していて町も明るく消費経済が非常

に活発になり、生活水準が上がって中産階級が生まれてい

る。購買力が生まれているのは事実で、経済成長が生み出

されているという側面だ。もう一つの側面は、完全な 2

重価格制度になって朝鮮ウォンの力が全く無くなってい

るということ。あたかも中国の人民元が通貨のようになっ

ている。買い物をしてもお釣りは中国元で（昔はお釣りの

分、もう一つどうだというような展開だったが）、中国元

があたかも国内通貨のような役割を果たしている。そうい

うところからも北の朝鮮ウォンの価値が無くなりかけて

いる感じがする。無くなりかけているといえば語弊がある

が、極めて価値が下がっているという意味だ。 

 

 この写真のビール瓶をよくみてほしい。北朝鮮では大同

江（テドンガン）ビールが非常に人気になっている。ビー

ルの種類は 1 番から 7 番まで出ていて、6 番、7 番が黒ビ

ール、1番から 5番までが普通のビールで、1番が麦 100％、

2 番が麦 70％と米 30％。写真の瓶は 2 番で自分はこれが

一番美味しかった。イギリスの技術が入っているという話

を小耳に挟んだが。この瓶をよく見ると青島（チンタオ）

と書いてある。３年程前、平壌に長く居た人から聞いた話

だが、向こうの幹部たちがついに中国のビールを追放した

と言う。中国のビールは飲まないという運動をしたらしい。

経済的な植民地というか、経済的に中国の支配を強く受け

ていることに対する心理的反発から中国のビールを飲む

ことを止めようということが自然に起こったらしいのだ。

確かに今回の訪朝でアサヒビールは見かけたが青島ビー

ルも北京ビールも見なかった。心理的な反発から中国のビ

ールがあまり飲まれなくなったが、昔多く流通していた青

島ビールのビール瓶は残っている。ビール瓶を作るのはお

金がかかるから、中国の瓶を活用しながら中身はテドンガ

ンビールということだ。この写真はいろいろなことを物語

っているように思う。それだけビールの種類が増えるくら

いに北朝鮮の消費が多様化されている。これは生活水準が

上がらないと起こらない現象だと思う。 

 

 最近の中朝関係の悪化は習近平の訪韓が火付けになっ

たことは事実だが、根本的な原因は北朝鮮の核政策だと思

う。北朝鮮は経済建設と核開発の並進路線を取っていて、

核放棄は絶対しないという。北朝鮮の内部論理はどうかと

いうと、金日成時代にも同じような決定をしているが当時

と一つ違うのは、金日成時代は国防が何より優先だったと

いうことだ。1961 年、党中央委員会総会で並進路線と同
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じような路線を出しているが、当時は韓国で朴正煕政権が

誕生し南に軍事政権ができたということで並進路線は取

ったが国防優先だった。しかし北朝鮮の現在の状況は違う。

住民にどういう説明をしているかというと、我々は核兵器

を持ったからこれで安心して経済政策に取り組めると。こ

れまでは米国と韓国のことがあり軍事的に不安だったが、

今は米国を叩くだけの核兵器を持ち、これからは経済建設

に邁進できる、そういう論理を取っている。これはある意

味当たっている部分もあり、国内の経済政策が優先されて

いる面はあると思う。金正恩政権になって以降、中朝関係

は一気に悪化するのではなく悪化と修復を繰り返しなが

ら今は悪化の状況にある。おそらくある時期がきたら修復

の局面が出てくるだろう。しかしこの関係を本当に伝統的

な友好関係に復旧するためには、北朝鮮の核政策の変更が

ない限り中国は了承しないと思う。その辺の折り合いをど

うつけるか。現状、金正恩は中国に行けていない。中国が

金正恩を受け入れる条件として、現実的には核問題への前

向きな姿勢を示さないと難しいとしている。核を放棄する

までいかずとも管理するといったような発想になったと

きにある程度は修復方向に向かうのではないだろうか。中

国の政権交代期に強硬路線を取ったことに対する反発も

あるだろうし、金正恩体制が張成沢粛清にみられるように

不安定性を抱えていることに警戒心もあると思う。ただ、

貿易等をみると北朝鮮が中国の体制を支えるという基本

構造に変化はない。そして一番重要なのは、現在、北朝鮮

で行われている改革要素は政治ではなく経済ということ

だ。2002 年の 7・1 経済改革以降 10 数年間、市場（いち

ば）の持つ力が北朝鮮の社会を明確に変化させている。こ

の変化の流れは中国が長く望んでいた改革開放の方向に

北朝鮮があるということで、大きな経済の仕組みそのもの

が中国の考える方向に動いている。 

 

 少し冗談めいて言うと「北朝鮮は核兵器を放棄できない

が、中国も北朝鮮を放棄できない」、「中国にとって北朝鮮

はあっても困る国だが、なくても困る国だ」、そういう微

妙なバランスの上に今の中朝関係があると思う。 

来年10月は朝鮮労働党創建70周年という節目にあたる。

これを北朝鮮がどう迎えるかということが問題だ。北朝鮮

が選択できる二つの路線があるということ。一つは来年

10 月に再び人工衛星を打ち上げるという選択。中国は核

実験には反対するが人工衛星は国固有の権利として一定

の理解はできる。今上がっている人工衛星は動いていない

ので、来年、創建 70 周年の前にもう一度、今度はきちん

と動く人工衛星を打ち上げるという可能性がある。もし北

朝鮮が非常に窮地に陥った場合は 4 回目の核実験という

こともありえるかもしれない。 

もう一つの路線でいえば、国際的な孤立から脱却して対

外的な関係改善を進めるということ。経済を上げるきっか

けが必要で、関係改善をバネとしたいのだが、中国でない

ところからやりたいという意図があるため、矛先は日本と

ロシア、韓国に向かうかもしれない。一番変数が大きいの

は同じ民族である韓国だろう。朴槿惠さんは 5年の任期で

2 年が経ったが、韓国では 2016 年 4 月に国会議員選挙が

ある。国内は選挙一色になり、そうなると南北首脳会談は

やりにくい。朴槿惠さんにとって南北関係を改善するチャ

ンスは来年までしか残っていない。北からみても来年まで

に南北関係を改善しないと経済的な面で実利を得られな

いという側面がある。よって、現在停滞している南北関係

も来年までの間には再び関係改善の兆しが出てくるので

はないかと思う。 

 

ここにきて北朝鮮とロシアとの接近が目立つ。日本につ

いても安倍政権を批判しながら評価している。平壌でお会

いした宋日昊朝日国交正常化交渉担当大使はストックホ

ルム合意以降、安倍政権は北朝鮮へ制裁をかけるとは言わ

なくなり、これは新しい変化だと評価していた。安倍さん

と交渉したいとある意味露骨に表明しているともいえる。

北朝鮮が南北、日本、ロシアとの関係改善を迎えたがって

いるのは事実だろう。だからこそ今は対話路線が優位にき

ていると思う。この路線が何かの結実に向かいそういった

局面が増えていけば、成果として来年 10 月にミサイルや

核という方向へいかない可能性もあると思う。日本の対北

朝鮮の関心はあまりに拉致に集中しているが、私は今の日

朝交渉のいい面は、日朝交渉をしている間は、北朝鮮が核

実験をできないというところにあると思う。日本がいくら

日朝交渉したいと思っても、もし北が核実験をしたらそれ

を続けることは不可能だろう。米国も容認しないと思う。

日朝交渉を続けているということには、ある意味、北朝鮮

に核実験をさせないための抑止的効果という意味がある

のではないかと思う。日本では拉致問題に関心が集中して

いるが、日朝交渉はこの地域の平和と安全という面から良

い意味があると思う。 

 

中国は非常に長い目で朝鮮半島をみている。経済路線で

いうなら、中国が長年、北朝鮮に要請していることが少し

ずつではあるが実りつつあり、現在の経済システムの変化

を見れば中国の影響力が我々の望む北朝鮮の変化に対し

て経済面で効果を生み出していると。しかし政治的局面、

ナショナリズム分野においてはアンチ中国、反中感情とい

ったものがあり、いろいろなリアクションを起こしている

のも事実だ。中朝関係に実相を探れるかどうかは分からな

いが、金正恩政権の 3 年間の軌跡を見ても 1945 年以降の

中朝関係を見ても悪化と修復を繰り返すという周期的な

動きになっている。 

もう一つのファクトとして、来年の党創建 70 周年に中

国の党が代表団を平壌へ出すかどうかということがある。

党の常務委員以上の人が平壌へ行くかどうか。本来は金正

恩が先に訪中し、その後に中国指導部が平壌に行くとなれ

ば北朝鮮としても嬉しい。 

もう一つ、外部にはあまり関連はないだろうが、今年の

12月は金正日の3周期にあたる。金日成が亡くなった時、

金正日は「三年服喪」と言った。北朝鮮の伝統として誰に
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も会わないというようなことだった。来年には金正日時代

の喪が明ける。そういう意味では金正恩という指導者が独

り立ちの傾向をより強めていくのではないかと思う。今ま

では祖父の真似をして父の遺訓を受けながらという側面

の方が強かったが、おそらく来年からは本人としてのもの

になると思う。それは情緒的なものではない。国内的には

粛清、処刑ということまでしている彼の独裁体制が固まっ

ているのは事実だ。その中で新しい独自性、新しい独り立

ちというのを来年以降、強く打ち出してくる可能性がある。

その路線が秋の党創建 70 周年にどう結実していくか。そ

こで北朝鮮は 1980 年以来開いていない党大会を開く可能

性もある。党大会を開けなかったとしても、党代表者会を

開き今の労働党指導部を少し若返りさせるとかそういう

こともあるかもしれない。それに中国がコミットしていく

のかどうかだ。 

中国は今の体制を支持するという基本原則に変化はない

と思うが、その匙加減をどうするかだろう。経済はかなり

中国の狙った方向に動いた。核問題において、彼らが廃棄

までいかなくとも核を管理する方向に歩み寄らせること

ができるかどうか。それは 6カ国協議の再開という局面に

連動し、核いう棘が弱くなる。そうなれば再び中朝関係の

修復という局面にいく可能性が出てくると思う。以上であ

る。 

 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

 質疑応答の時間だが、少しエネルギーの話を伺いたい。

中朝間の関係を象徴するエネルギー、特に石油問題につい

て関心をお持ちの方も多いと思う。 

 

（平井） 

私自身、それを分

かっているわけでは

ない、むしろ分から

ない。今年に入って

の原油の輸出は中国

側の統計ではゼロと

なっていて、北朝鮮

の関係者に聞いてみ

ても発表通りで原油

はきていないという。

しかし今回、平壌に

行ってみてもエネル

ギー危機という雰囲

気が全く感じられな

かった。もちろん節

約運動はしているが、 

それほどエネルギー需要に切迫しているという感じでは

ない。そして北朝鮮の石油価格は非常に安定している。中

国から毎年 50 万トン入っていた原油の輸出が完全にスト

ップし不足すれば価格は高騰するはずなのに全くそうで

はない。韓国の北朝鮮専門メディアの「デイリーNK」が調

べた 2012 年 7 月の中朝国境近くの北朝鮮側都市での石油

価格はガソリン 1 キロ 11 元だったが 2014 年夏でも 10～

11 元、軽油が 7～8元と中国の価格よりちょっと高いだけ

でほぼ一緒。このように石油価格に変動がなく北朝鮮はあ

まり困っていないということになる。本当に中国が原油を

止めていてこういう状況なのかは分からない。 

原油の送油管を管理している会社の規定をみると年間

48 万トンくらいの原油を送る必要がある。粘性度の高い

原油を送っていることから、長期間送らずにいると管その

ものが詰まってしまうからだ。ヒーティング装置が付いて

いると溶かすことはできるが、それが中朝間にあるかどう

か。パイプラインが使えなくなる危険性があるので、そこ

を重視する人たちは、統計は嘘で原油は北朝鮮にいってい

ると言う。ところが北朝鮮の人に聞くと止まっていると言

う。もし中国が本当に原油を送っていないとすればどこか

ら油がきているのだろうという疑問がわくが、可能性の一

つはロシアだと言われている。ロシアは東側の経済ブロッ

クが崩壊する前までは北朝鮮に相当量の石油を送ってい

た。が、途中から外貨でなければ売らないとして急速に細

っていく。2008 年には 4,000 万ドルくらい送っていたが

リーマンショックの影響で2012年に2,3000万ドルくらい

まで落ちている。去年は 3,689 万くらいに回復していて増

加傾向にあるのは事実だ。しかし中国が 50 万トンの原油

を提供したときに北朝鮮から取っているのは 5 億ドルく

らいだから、4,000 万ドルくらいで 50 万トンをカバーで

きる量ではない。ロシアの統計をみても 2014 年に爆発的

に増えている感じはない。 

もう一つ注目しておきたいことにイラン・イスラム共和

国放送が去年 4月に放送したニュースがある。北朝鮮との

間でバーター貿易の合意が成立し、イランは石油や金属製

品を輸出して北朝鮮は鉄鉱石など地下資源を輸出すると

いうものだ。事実、イラン・イラク戦争当時、北朝鮮はイ

ランに武器を売り、その対価として年間 50 万トンくらい

の石油がイランから入っていたと言われている。この合意

がどの程度履行されているかはよく分からない。この件に

関する唯一の報道は、2013 年 10 月 20 日付の朝日新聞の

報道だ。朝日の報道ではイランは「コンデンセート」とい

う軽質石油 50 万トンを北朝鮮に輸出することで合意して

いるこという。第三国のタンカーで運び青島や大連までは

来ているのだが中国で止まっているという。朝日はその後、

留め置かれたタンカーがどうなったか報道をしていない。

イラン側の報道でも北朝鮮向けのタンカーが出たのかど

うかというような報道は無い。今はイランも経済制裁を加

えられているため石油を売るところが無いし、北朝鮮と取

引があっても不思議ではない。 

もう一つ、中国は北朝鮮に原油は送っていないかもしれ

ないが、ジェット燃料やガソリンといった石油精製品の輸

出は増えている。原油はなくても中国から石油製品がかな

り入っている。少々無茶な話だが、ガソリンをドラム缶に

入れて辺境貿易で入れているとも聞く。その量がどの程度

になるかは不明だが、そういった貿易があるのも事実だ。 
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北朝鮮側の事情をみると、石油を精製する工場の能力が

低下しているので、中国から質の良くない原油をもらって

精製した後、また消費地に持っていくとなると非常にコス

トがかかる。粘度の高い質の悪い原油をもらうより出来上

がった精製品をもらう方がいいと判断したとの推論も成

り立つ。要するによくは分からないのだが、現在までの感

じだと、様々な方法－ロシアやイラン、中国からの石油精

製品といった輸入のミックスが北朝鮮のエネルギーを支

えていて実態的には困らないほどのものが外から入って

いるのではないかと考えている。逆に言えば、北朝鮮とし

ても中国との過去の同盟に依拠せず、買えばいいのだろう、

お金を払うから売れと。そういう姿勢に北朝鮮の政策その

ものが少しずつ変わってきているような印象を受ける。そ

のようなところだ。中国の統計は事実を反映しておらず、

北朝鮮の原油精製工場が稼働しているから中国からの原

油供給は続いているという意見もあるが、この精製工場に

供給されている原油が中国からのものなのかどうかは確

認できない。 

 

 

【質疑･応答】 

（ＪＳＴ倉澤上席フェロー） 

東アジア全体の話から詳細な話を伺えた。それでは質疑

応答にうつる。ご質問は簡潔にお願いしたい。 

 

（フロア） 

我々にとって近くて遠い国である北朝鮮について中国

との関係も含めいろいろとご指南いただいた。初歩的なこ

とと背景的なことについて伺いたい。北朝鮮の科学技術力

からみるに、ロケットを飛ばし、核も原爆的な物を持って

いることに不思議なところがある。報道では元々の技術が

イランや中国に由来するような推測がされているが、どの

ようなところをルーツにしており、かつ現在もパキスタン

やイランとバーター的な形のやり取りがあるのかどうか。

もう一つ、中国と北朝鮮の間にはある種のパイプを持つ人

がいると思う。石油に関しては資源部だろうか、中国でも

汚職等で波風が立っているが、それは中朝関係に影響を及

ぼしているのだろうか。 

 

（平井） 

ミサイルについてはデータがある。北朝鮮はスカッドミ

サイルを基本にしている。中東戦争の時に北朝鮮はアラブ

側を支援し、その対価としてエジプトからスカッドを手に

入れ、付加的に中国、ソ連の技術等を入れて 300 キロ射程

からどんどん発展させていく努力を重ねてきたというこ

とかと思う。核に関してはパキスタンとの関係が言われて

いるが独自努力の他に海外からどの程度、どこから情報を

得ているか正確な情報はないと思う。憶測の域を出ない。

プルトニウムの再処理はヨーロッパのものが入っている

とも言われている。 

中朝間の対話パイプの話だが、最近は王家瑞さんや金永

日さんが中朝の外交の前面にあまり出てこない。中国の北

朝鮮対応は今まで外務省が核とミサイルを担当し、中連部

が人的往来や他の分野をやってきたが、中連部が引いてい

る感じがある。北朝鮮も姜錫柱さんは対米ばかりやってき

た人だ。副首相の時に中国との経済関係をやっていたがそ

れほど成果をあげているとは思えないので、そういう人脈

でそれほど動くかなという疑問がある。外務省ラインでい

くと核やミサイルの考え方というのが相当前に出てくる

感じになるかと思うが。それと、中朝の関係には我々に見

えないところがある。おろそかにしてはいけないのは軍部

の結び付きだ。北朝鮮の人民軍は特に地下資源の管理につ

いて大きな権限を持っている。地下資源の対中輸出に軍が

直接コミットしているところもある。そういう意味におい

て解放軍と人民軍の人的コネクションが地下資源の輸出、

輸入に関して割と大きな役割を果たしてきたのではない

かとも思う。ただ、北朝鮮では経済的な権限を軍から内閣

に移そうという傾向があり、それが李英鎬総参謀長の粛清

された大きな要因だとも言われている。地下資源、鉱山の

権益を軍から内閣に移行させる作業がどの程度進んでい

るか、輸出カウンターパートとして中国のどこが窓口にな

るか、そういったことが変化しつつあるのが事実だと思う。

中国の消費財を買う分には影響を与えないが北朝鮮が輸

出できるものは地下資源がメインだ。それは中朝間をつな

ぐ貿易構造にも影響すると思う。 

 

（フロア） 

中国の立場から中朝関係を見たとき、韓国要因という変

数がどう働いているか。先頃、米中会談も行われているが、

中国は米中関係の中で韓国という変数を使いながらやっ

ているところもあると思う。そして韓国を重要視してやろ

うとすると北朝鮮の方が別の位置に置かれるようなこと

があるかどうか。 

もう一つ、中国という国は政治と経済を分離して考える

ことが出来る国だと思う。先ほどの話では北朝鮮では人民

元が元気で経済関係は活発に繋がっているようだが、そこ

らへんが中国のやり方で、政治が冷えても経済は暖かさを

保つという観点で見ることについてはどうだろうか。 

 

（平井） 

当然ながら中韓関係の進展は対外政策に影響を与えて

いるが、自分はよく韓国の人に「日本人は中韓関係を過大

評価しているし、韓国人は日朝関係を過大評価している」

と言うことがある。ただ、経済面一つをとっても韓国は中

国を重視せざるを得ない。今回の動きの中でも韓国は結局

はアジアインフラ投資銀行に参加すると思うし、そういう

面では中国への傾斜を強めるだろう。中韓 FTA に合意した

ことによって経済面での結びつきはより強化すると思う。

一方で米国から THAAD という迎撃ミサイルシステムの配

置を要求されており、習近平はそれはしないでくれと言っ

ていたが、韓国軍がしないとしても在韓米軍への配置とい

うことで入ってくるかもしれない。今後、韓国は米中間で
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の舵取りが難しいような歩みを進めていくと思う。それが

北朝鮮にどういう影響を及ぼすかということになるのだ

ろうが、中国はおそらく韓国を取るということではない。

朝鮮半島全体を自分たちの影響下に押さえたいという意

味で、これまでは北朝鮮や韓国の面子を立てることが実態

的に損をしてでも朝鮮半島全体への影響力を強化する道

筋だと考えていたようだが、中国が今、韓国を重視する背

景には対北朝鮮政策の他、むしろ米中との関係において韓

国の役割が重要だと考える側面がかなりあるのではない

かと思う。そこに思惑の違いがあるのかもしれない。中国

は対米政策のために韓国を引き寄せたいというところが

あるが、もっと大きくいえば中韓の枠組みを強化して韓国

を日米韓の枠組みから自分たちの方に引きずり込もうと

いう意図があるのではないか。もちろん北朝鮮を牽制する

というファクトもあるだろうがそれより大きいかもしれ

ない。 

韓国と日本のメディアはよく誤報するが、核政策で中国

が北朝鮮の非核化に同意したという報道は正確ではなく、

実際は朝鮮半島の非核化である。習近平も「北朝鮮の非核

化」という言葉は使っていない。朝鮮半島の非核化であっ

て北朝鮮ではないのだ。習近平の口から北朝鮮の非核化と

いう言葉が出たことはないが、朴槿惠さんが北朝鮮の非核

化について合意したと発言したとき、あえて共同記者会見

の場で「そうではない」とは言わなかった。原則は朝鮮半

島の非核化という枠組みになっている。中国は依然として

北朝鮮の立場を配慮しており、その枠組みからまだ抜け出

していないところがあると思う。ご指摘の通り、中国は韓

国カードをよく使ってくると思うが、それは北朝鮮を圧迫

するというよりも南北両方を自分の影響下に収めたい、そ

れによって日米との対立構造の中で上に立とうという狙

いが強いのではないかと思っている。 

 

（フロア） 

中国側からみたら北朝鮮は「生かさず殺さず」という作

戦でずっとやっていくのではないかと思うが、北朝鮮とし

てはそれはたまったものじゃないだろう。それを打開する

唯一の方法は改革開放をやってしまうことではないだろ

うか。中国が改革開放して共産党がそのまま存続したのと

同じように、北朝鮮もそれで金政権を維持できればそれは

彼らにとって良いことだらけではないかと思う。そういう

考えはないのだろうか。 

 

（平井） 

今日は触れなかったが、北朝鮮で 2002 年の 7.1 措置に

始まった経済改革は紆余曲折あるものの進んでいるのが

事実。特に金正恩政権になってから農業分野個別請負制に

あたる圃田担当責任制が本格的に実施され、食料生産の増

産に結びついている。経済における改革が農業で成功して

いるから、今後これが工業や企業の方に拡大、強化されて

いくのは事実だろう。しかし、ここは北朝鮮の隘路だと思

うが、一方でイデオロギー統治、先軍政治というものをな

おかつ強く叫んでおり、思想統制のようなところを強めて

いる。北朝鮮が短距離ミサイルを最近ばんばん打つのは米

韓に対する牽制というよりも、指導部の力として経済政策

だけでは国内をコントロールできない状況になりつつあ

るからではないかとみている。その中で国民の求心点とし

て金正恩という人のリーダーシップを維持するために短

距離ミサイルを打っているのではないか。国内的要因とし

ての側面が強いのではないだろうか。 

北朝鮮は中国のように一気に改革開放にはいけない。改

革開放が進めば現在のように首領を神様のようなトップ

に据えて朝鮮労働党が支配するという構造が－例えば企

業や地方に権限を与えるようなことが進行していったと

き、全体的な権力構造に変化が起きざるをえない。そして

構造変化が起きれば起きるほど、現在のイデオロギー統治

体制を守ろうと引き締めを強化していくだろう。そこに矛

盾が生じる可能性はあるが、経済部分での緩い改革の進行

とそれを野放図にさせないための政治思想における統制

強化というものが相当期間続いていくのではないかと思

う。そのため、中国のように改革開放が一気に進むと言う

ような可能性は低いのではないかと思っている。 

 

 

【閉会】 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

 ご質問はつきないだろうが時間になったため、閉会する。 

 

 

               （了） 
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2．講演資料 
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