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輯国の北方政策とソ連

一秘密外交（1988-1990年）に関する新資料を中心として－

金成浩

はじめに

1990年９月の韓ソ国交締結は、それまでの東アジア冷戦構造を変革させる契

機となった事件といえる。これを契機に1991年には南北朝鮮国連同時加盟、

1992年に韓中国交締結が成され東アジア国際関係は根本的に変化した｡それま

での分断38度練を境にソ連・中国・北朝鮮の共産圏と米国・日本・韓国の自由

主義圏が対時する冷戦横造が変質したからである。

筆者は、2004年に『国際政治135号一束アジアの地域協力と安全保障』（日本

国際政治学会編）において、この問題に対して主にソ連側政策決定過程に焦点

をあてた拙稿「韓ソ修交と北朝鮮一ソ連の朝鮮半島政策」を発表した１゜この

論文では､韓国側の外交当事者の回想録なども用いて韓国側の政策決定過程に

ついても言及したが、主な焦点はソ連側の政策決定であった。また上記論文で

は､韓国側政策決定に関しては多くの分析ができなかったことは今後の課題と

した。なぜなら、ソ連側からはソ連崩壊後に当時の政策担当者らによる多くの

証言と公文書などが公表されたが､韓国側からは十分な資料が公開されたとは

いえない状況であったからである。とくに、前述の論文執筆時では、韓ソ修交

における韓国側の実務責任者とも言える大統領政策補佐官の朴哲彦（バク・

チョロン）の詳しい証言が公開されていなかった。この点は研究の進展を妨げ

ていた大きな障害であった。

当時のソ連に対する韓国外交、いわゆる北方政策は、「秘密外交」といえる

１金成浩「韓ソ国交締結と北朝鮮一ソ連の対朝鮮半島政策一」日本国際政治学会編
『国際政治135』(東京､2004年)96-113頁。
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もので、正式の外務省ルートを通じたものではなかった。そのため、ここで密

使として行動した対ソ連外交担当者朴哲彦の証言は､韓ソ修交における韓国側

政策決定の分析において決定的な意味を持つと言っても過言ではない。しか

し、朴哲彦は、確執のあった金泳三政権下の1993年、収賄容疑で収監され彼の

政治的立場は非常に微妙なものとなった。

そのため、朴哲彦自身も多くを語ってこなかったが、2005年８月、彼は本格

的な回想録を著した。朴はこれまでいくつかの著作を著しているが、今回の回

想録は1000頁を越える本格的なものであり、韓ソ修交に関しても詳細な記述を

行っている嬰・

そのため本稿では前論文で言及が不十分であった韓国側政策決定に関して

焦点をあてている。

まず、本稿の次章では、この回想録の信感性に関して論じる。ただ、この回

想録における国内政治に関する部分については､筆者は信葱性を論じる資料を

持ち合わせていない。しかし、韓ソ修交に関する証言部分に関しては、その信

懸性を論じることのできる資料を入手している。韓ソ修交に関しては、ソ連側

からの証言などを用いて「カウンター・チェック」することが可能で、韓国

側･ソ連側双方向からの証言の突合せによって朴証言の信頼性を測ることがで

きるだろう。政策当事者の回想録はややもすると自己の利害に有利な文脈で語

られることが多い。そのため、その事実関係に関してはできるかぎり、ほかの

資料とも照らし合わせながら考える必要がある。

信澱性に関しては第Ｉ章でくわしく論じるが､結論からいえば、彼の回想録

における「韓ソ修交」の「事実」関係を述べた部分剛に関しては、筆者がチェッ

クしたかぎりでは正確であり、信懸性は高いと考える.

２朴哲彦『正しい歴史のための証言一五共、六共、三金時代の政治秘史』（ソウル
2005年８月)第２巻124-184頁。
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本稿第Ⅱ章では、この回想録と既存の先行研究との関連性に留意しながら、

新たに得られた知見について整理する。とくに、朴哲彦が1988年と1990年にお

こなった秘密会談とソ連の韓ソ修交をめぐる内部対立に焦点をあてて論じて

みたい。朴哲彦とソ連側の秘密会談の詳細はいままでほとんど知られていな

かった内容で、おそらく本稿が日本で初めて紹介する論考となろう。

そして、最後に、韓国側から公開された新資料の検討も含めながら、韓ソ修

交を成功に導いた要因について再検討してみたい。

なお､本稿は韓ソ修交におけるソ連側の政策決定過程を論じた前述の2004年

の拙稿を補完する内容も含んでいるため、これとあわせて読んでくださること

を読者に薦めたい。

Ｉ北方政策と朴哲彦回想録

もともと、韓国の「北方政策」は、1973年６．２３宣言（平和統一外交政策宣

言）を通じて韓国政府が発表した対共産圏門戸開放政策に由来する。この宣言

において、当時の朴正煕政梅は、「我々は、緊張緩和と国際協力の助けになる

ならば、北朝鮮が我々とともに国際機関に参与することに反対しない｣・｢大韓

民国は互恵平等の原則下で全ての国家に門戸を開放し､我々と理念の体制が違

う諸国家にも我々の門戸を開放することを追求する」として、これまで敵とみ

なしていた共産圏に門戸開放を宣言した１．

それ以来、韓国は対共産圏外交を試みてきたが、1980年代後半に成立する慮

泰愚政権までは大きな成果を見ることはなかった。しかし、慮泰愚政権下で

は､共産圏国家のソウルオリンピック参加も合わさり多様な対共産圏外交政策

論議が活発化した。「北方政策」という言葉が頻繁に使用されるようになった

３回想録には｢事実｣関係を述べた部分と自分の｢主狼｣および歴史への｢評価｣を述べ

た部分がある。「事実｣関係を述べた部分と｢主張」・「評価｣を述べた部分は分けて考え

る必要がある。

４国土統一院南北対話事務局『南北対話白書』(ソウル､l98Z年９月１５日)310-311頁。
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のもこの頃である。「北方政策」は、その成果から、狭義には1988年から1992

年の廠泰愚政権期の対共産圏外交をさす言葉でもある筋。

キム・ダルチュンの定義に従えば、北方政策とは「中国・ソ連・東欧諸国と

その他の共産国家および北朝鮮を対象とする外交政策と外交を意味し、中国と

ソ連との関係改善を意図することで、朝鮮半島の平和と安全を維持し、共産国

家との経済協力を通じた経済利益の増進と南北朝鮮交流、協力関係の発展追

及、そして、究極的には、共産国家との外交正常化と南北朝鮮統一の実現のた

めの政策、および、そのような政策実現のための方法」である'１。

また、北方政策を進めた臘泰愚元大統領自身は、「遠交近攻」という言葉で

北方政策の根本を表現している7.この言葉は、中国の戦国時代に魏の萢碓が

唱えた外交政策に由来する言葉で、遠い国と親しく交際を結んでおいて、近い

国々を攻め取る策を意味する｡秦は実際これを採用して当時他の六カ国を減し

ているが、韓国の北方政策の場合、北朝鮮を滅ぼすことが目的ではなく、これ

によって北の体制の改革lHl放を促し、国際社会に参与させることが目的である

としている。盧泰愚が就任後まもなく発表した1988年７月7日の「南北統一問題

に関する特別宣言」（7.7宣言）では、「朝鮮半島の平和を定着させる条件を造

成するために、北朝鮮が日本･米国等我が友邦との関係を改善する上において

の協力を行なう用意があり、我が方はソ連･中国を初めとした社会主義国との

関係改善を追求する」と述べられ、「北朝鮮が責任ある成員として国際社会に

寄与し、それが北朝鮮社会の開放と発展を促進させるよう希望する」として、

５シン・ボムシク｢北方政策と韓国・ソ連/ロシア関係｣ハ・ヨンチョル編『北方政顕一

起源､展開､影響一』(ソウル大学出版部､2003年)73頁。

６チョン・ジェソン「慮泰愚行政府の北方政策決定要因とその後の北方政策の展開」

ハ・ヨンチェル編､同上書､27頁。

７「慮泰愚前大統領の肉声回顧録」『月刊朝鮮』1999年５月号（ソウル朝鮮日報社）６２

‐140頁。
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北朝鮮側にも配慮する表現が使われた劇。

北方政策に関する研究状況であるが、政策決定過稗に関する部分に関して

は、韓国においてもいまだ不十分な感は否めない１１。なぜなら、政府の政策決

定過程を示す公文書が公開されておらず、また－部、臘泰愚大統領や槌浩中外

相などの回想録などの公表はあるものの､詳細な部分までは語られていないか

らである。

しかし、先に述べたように、2005年８月に北方政策の実務を担当した朴哲彦

の本格的な回想録が公開されたことで､政策決定過程に関する部分に関しても

研究が進む可能性が生まれた。この朴哲彦の1000頁以上にページにわたる回想

録では国内政治および外交に関して朴自身が関わった事件について書かれて

いる。

国内政治部分に関しては､個人的な利害関係が強く関わっている部分もある

ため、その信懸性の審議に関しては慎重に進める必要があるだろう。しかし、

外交に関する部分に関しては､外交の相手側からの証言を用いて相互検証する

方法で信魍性を図ることができる。ここでは、韓ソ修交に関係する部分に関し

て、筆者が入手したソ連側資料にもとづきカウンター･チェックをおこなって

みたい。

筆者は、2003年７月と11月にコンスタンチン・サルキソフ氏にインタビュー

し、当時、まだ公開されていない知られてない事実をIillいた。これは、1988年

９月のソウルオリンピック前にサルキソフ氏らソ連科学アカデミー東洋学研究

所一行が訪韓したという瓢実である。この事実は、ドン･オーバードーファー

８「慮泰愚韓国大統領の南北統一問題に関する特別宣言」『日本と朝鮮半島資料』ｉｎ

「データベース『世界と日本』東京大学東洋文化研究所Ul中明彦研究室｣＜hltp://www・

iocu-tokyoacjp/~worldjpn/＞2005年１０月29日取得。

９たとえば､包括的な研究聾としては､2003年のハ・ヨンチョル編『北方政策一起源､腰

MH､影響』(前掲書)がある。この本はソウル大学の研究者をはじめとする研究チームに

よる｢北方政策｣に関する共同研究の成果を記したものである。北方政策に対して詳細

な研究がなされているが、政策決定過程についてはやはり資料的限界から接近が不十

分な点がある。
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の著書『二つのコリア』'`にも言及されていないもので、一般には広く知られ

ていない事実であった。

サルキソフ氏によると、韓ソ修交に向けて最初の動きは、サルキソフ自身と

東洋学研究所副所長のＮ･ワシーリエフらが行なった88年「３月」の訪韓であっ

た。ほかに在ソ高麗人学者のゲオルギーキムも同行する予定であったが、病

気のため同行できなかった。ソウルでは朴哲彦とも何度か会談し韓ソ関係改善

について議論したと言う'１。

これに対して朴哲彦側は自身の回想録で､この会談の模様を以下のように言

及している。

｢1988年５月21日にソ連東洋学研究所の勘所長であるニコライ．パシーリエフらがソウ

ルを訪問した。パシーリエフはソ連の情報機関ＫＧＢ（国家保安委員会）高位幹部で
あった。彼がソウルに滞在する間､私は５月29日と６月'日､二度の秘密会談をおこない、

お互いの意中を深く打診しあった。６月１日にパシーリエフ副所長とコンスタンチン．

サルキソフ博士と会い､朝食をしながら､長時間の対話をおこなった。…｣'２

両者の証言において日付のずれはあるものの、麗泰愚･ゴルバチョフ政権下

での韓ソ修交に向けた最初の韓ソ接触は、1988年９月の「ソウルオリンピック

前」であったという点では一致している。日付の不一致に関してだが、筆者が

サルキソフ氏にインタビューした際に､サルキソフ氏は何かメモを見て回答し

たわけではなかった。日付を思い出すため記憶をたどるのに苦労している様子

であったことから、日記を下に回想録を書いているとみられる朴哲彦の「５月」

とする日付の方が恐らく正しいのであろう。

筆者がおこなったサルキソフ氏へのインタビューでは、この他、氏一行は決

lODonObcrdorfbIi7imnDKol軍s：ＡＣb"（巴mpo極Jy雌ｍｒｙ(Addison-Weslcyil997)[菱木一美
訳『二つのコリアー国際政治の中の朝鮮半島』(共同通信社､2002年）

１１筆者によるＫ・サルキソフ氏へのインタビュー(2003年７月１９日および11月14日）
１２朴哲彦､前掲書､第２巻125頁。
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して個人的な旅行などではなく、ソ連共産党中央委員会の許可を得て訪韓して

いた事実も聞いた。また、一行は北朝鮮に配慮して「朴」や「金」などの朝鮮

人名を名乗り、当時韓国での共産圏研究の中心学術機関であった漢陽大学中ソ

研究所（現、アジア太平洋地域研究センター）を訪問する他、朴哲彦とも何度

か会談したと言う。

サルキソフ氏は筆者に、「ゲオルギー・キムが当初同行予定であったが、体

調不良のため同行できなかった」と明かしたが、この点について、朴哲彦回想

録においてもゲオルギー・キムの体調が芳しくない点の記述'１がみられ、一致

している。

また､朴哲彦はその他にもソ連側交渉窓口のひとつにソ連共産党国際部部長

代理Ｋ・プルテンツの存在を指摘し、彼との会談内容も詳しく論じている'』。

実は1997年にプルテンツはすでに自身の回想録においてソ連共産党国際部が

韓ソ修交に一定の役割を果たしていた事実を語り、彼が修交に深く関与してい

たことを示唆していた'，。プルテンツの著作はロシア語のみで出版されたもの

で、先の証言は一般的にはそう知られていない事実である。その他、朴哲彦の

回想録では、証拠としてソ連要人達の会談時の写真が掲栽されている。これら

も彼の証言の信懸性を裏付ける一つの材料となっていると言えるだろう。

以上、ソ連側証言からつき合わせてみても、朴の「韓ソ修交」に関する証言

は信懇性を持つものであると筆者は判断している。強調しておくが、この判断

は「韓ソ修交」に関する事実関係に関する部分であり、その他の部分の証言お

よび朴自身の「主張」や歴史への「評価」に関する部分に関しては、別途検証

する必要があるのは言うまでもない。

同上､第２巻130頁。

朴哲彦､前掲書､第２巻156-161頁。

KarcnNcrscsovichBmに､13,7WZsa【MGmaSl団rDjPmsllchadj(Moskow;1997）
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Ⅱ韓国の対ソ秘密外交とソ連の内部対立

では､韓ソ修交において朴哲彦の証言から得られた新しい知見と朴が交渉相

手としたソ連内部の事愉について見てみよう。朴哲彦の三度にわたる訪ソにつ

いて中心的に見ていく。

①朴哲彦の第一次訪ソ0988年8-9月）

朴哲彦は、1988年８月28日から９月９日までソ連を秘密訪問している。この時、

朴哲彦と同行したのは､巌ドンジェ秘書官と通訳として随行した在米韓国人研

究者の河マンギョン教授であった。ソ連科学アカデミー米国カナダ研究所の

Ｇ・アルバトフ博士の秘密招待を受けたものであったが、朴哲彦ら一行はアル

パトフ以外の関係諸機関関係者らとも会談を重ねている'１．．

８月30日の東洋学研究所所長Ｍ・カピッツアとの会談で、朴哲彦は韓国の北

方政策について説明し､対話の継続と双方が連絡窓口になることについて合意

している。また、同日のアメリカ･カナダ研究所副所長ボグダーノフとの会談

で、ボグダーノフは以下のような発言をおこなった。

｢韓国の立場は十分に理解している。北朝鮮の閉鎖政策は金日成個人のためで､一人の

長期執権がすべての停滞の原因である。スターリンの長期執権で(ソ連は)停滞してし

まった。斬新的な変化が必要だ｣１，

とし、かなり踏み込んだ見解をしめしながら、韓ソ関係正常化に対して共感す

ると述べている。

1988年８月の段階、つまりソウルオリンピック開催（９月）の前に、すでにこ

１６筆者は､前掲論文(2004年）「韓ソ国交締結と北朝鮮｣において、この時の朴哲彦の秘

密訪ソについても言及したが､当時秘密会談の詳細まではわからなかった。なお､この

時の論文では、慮泰恩政権の金学俊報道官の論文を引用し、朴以外に大統領補佐官の

金宗輝も同行したとしたが、朴哲彦の回想録を見るかぎり金宗輝は同行していなかっ

たようである。

１７朴哲彦､前掲書､第２巻129頁。
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のような見解がソ連の高位級人物から示されていたことは注目に値する。ゴル

バチョフが進めていたグラスノスチ（公開）の進展に応じて、ソ連内のメディ

アも次第に自由に報道し始めるものの、ソ連メディアで本格的な北朝鮮批判と

韓国との関係改善を望む記事が掲載され始めるのは1989年に入ってからで

あったためである川。

この会談後の翌日９月１日には、朴哲彦は国家対外経済委員会副委員長のＩ・

イワノフと会談をおこなった。この席上では、おもに韓国との経済協力に関し

て話し合われた。イワノフは、「私は経済畑の人間で、韓国政府関係者と会う

のはよろこばしいが､外交政簸は外務省の所管で責任のある言及はできないこ

とを理解してほしい」と断りながら、「現在我々は二つの朝鮮とソ連の関係に

対して研究中である。ソウルオリンピックは、相互間の信義を厚くする契機と

なるだろう」と述べた。また、「仮にオリンピックがなかったとしても両国は

仲介ないし直接貿易関係を樹立しなければならない。重点は極東地域の発展

で、韓国も参加しなければならない」として計画中の経済自由地域への韓国企

業の参加に期待感を表明した。ただ韓ソ修交問題に関しては、「北はたいへん

強硬で対話ができない。結局、外務省で決定をしなければならない項目だ」と

して、経済的利益から言えば韓国との関係改善を望むものの、政治的には北朝

鮮への配慮から韓国との関係改善はなお検討中であることを鰻ませた｡朴哲彦

が領事関係を含む代表部の早急な設鯉が必要だと訴えると､イワノフは原則同

意するとしながらも、外務省に意見を伝達すると述べるにとどまり、この問題

の主管はあくまでも外務省にあることを示した１１゜

この会談後、９月Ｉ日夜に朴哲彦はいったんレニングラードへ移動し、３日夜

181989年に入ると、ソ連の新聞雑誌に掲戦された北朝鮮批判記事と韓国との関係改善

を望む記事は100以上にも及んだ。EugcncBazhanoWWSoviclPoIicytowardsSouthKorca

undeTGorbachcv",ＫＯ"aa"dRussねf7bwa1㎡s肱２ﾉslafjIu研(mcSCjonglmstituに,Scoul，

１９９２）ｐ95．これら批判に影響を与えたのは､韓国のソウルオリンピック成功が要因
の一つであったと見られる。

１９朴哲彦､前掲書､第２巻131-133頁。
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にモスクワに再度戻ってきた後、５日にはウズベキスタン共和国タシケントヘ

移動している。

翌日の９月６日、朴哲彦は、ウズペキスタン共和国のカチロフ閣僚会議議長と

会談している。この会談で、カチロフはウズベキスタンの経済状況について説

明、これに対し、朴哲彦は韓国の企業を紹介し両国間の交易拡大と相互交換訪

問を希望すると述べた。また朴は、常設代表部設置の重要性と経済文化交流を

通じた外交関係樹立の重要性を強調した。カチロフはこの時、８８年11月中旬に

開催される貿易展示会に輔国企業の参加を招請し、一方、朴哲彦はカチロフの

韓国訪問を打診している。

そして、興味深いのは、この段階で北朝鮮が朴哲彦の秘密訪ソについて承知

していた節があることである。朴哲彦は、在ソ高麗人らの多いウズペキスタン

共和国からモスクワに戻る９月７日の帰りの飛行場で､金日成バッジをつけた北

朝鮮から来たと見られる人物達と出会ったと証言している。以下は朴哲彦の証

言である。

｢９月７日タシケントからモスクワへ。タシケント空港で金日成のバッジをつけた４名

と会う。平壌から来たという夫婦が､我々に『どこから来たか？』『何をしに来たか？』

とずっと質問してきた。我々は米国カリフォルニアから来たもので砂糟業をしている

と言ったが、彼らの雰囲気を洞察すれば我々を警戒している気色がありありだった。

飛行機内においても我々の後ろの席に座ることにこだわっていた｡ＪⅢ

ウズベキスタンなど中央アジアは在ソ高麗人が多い地域で､韓国人風の顔を

見たとしても、何も不思議ではない。それでも上記のごとくしつこく質問した

事実を考えると、この時北朝鮮側からの人物は朴哲彦自身が一体誰であるのか

承知していたと考えられる。このように考えると、北朝鮮側はすでにこの段階

でソ連が韓国との関係改善に向けて動き出している事実を察知していた可能

２０同上､第２巻135頁。
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性が高い。

筆者もまだソ連崩壇前の1990年４月にタシケントを訪問した経験を持ってい

るが、この時、金日成バッジをつけている北朝鮮からの訪問者を見たことがあ

る。しかし、西側の人間との接触をなるべくしまいとしており、こちらが話し

かけてもあいまいな返事のまま避けようとしているのが明白であった｡それを

考慮すると、朴哲彦の場合、特別な何らかの目的を持って、先方から接近して

きたという推論は十分に成り立つと思われる。

カチロフとの会談後、モスクワに戻った朴哲彦は､９月8日にゴルバチョフと

も関係が近いＧ･アルバトフと会談している。この時、アルバトフは、韓国と

の関係は外務省のＵ・ルーキン外務次官補が責任者であることを話し、「慮泰

愚大統領からの親書はルーキンに伝達しても良いし､でなければ私が伝達する

こともできる。ただし、私もその内容を知りたい」と述べている。また、「す

ぐにも韓国と直接に貿易するという結論が出るだろう｡政治的改善策も考えて

いる」と朴哲彦に話し、以下のような事実を打ち明けた。

｢北朝鮮に配慮しなければならないが、ソ連の既存の韓半島政策を改善する必要があ

る。これは秘密であるが､何週かあとには､それを公式的に発表する予定である。オリ

ンピック直前になる予定である。韓国政府の正式返事を期待する。返答を持ってもう

一度訪ソされてもよい｡｣卵

アルパトフが述べたこの「公式の発表」とはゴルバチョフのクラスノヤルス

ク演説のことである。1988年９月１６日にゴルバチョフが極東の都市クラスノヤ

ルスクでおこなったこの演説は､1986年のウラジオストク演説と並んで新思考

外交が示された演説として有名である。９月16日という日付はソウルオリン

ピック前日にあたり、この演説において、ゴルバチョフは以下のように初めて

韓国との経済的関係改善に対するコメントを述べている。

21朴哲彦､前掲書､第２巻136-137頁。
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｢朝鮮半島情勢の全般的な健全化の文脈の中で、南朝鮮との経済関係を調整する可能

性が開かれるかもしれないと思われる｣。

このクラスノヤルスク演説はソ連共産党機関紙「プラウダ」紙（９月１８日付）

の第一面及び第二面の全面と第三面の五分の－程度のスペースを割いて報じ

られた長文演説であった｡その長い演説のわずか五行が韓国への言及で割かれ

ていたのだが、割かれた箇所は演説の最終部分であり、文脈を無視して挿入さ

れたこの部分は、唐突な感じが逆にいやがおうにも目立っていた。これは朴哲

彦の回想録からもわかるように、朴の秘密訪ソで急速加えられたからか、もし

くは､最後までこの部分を挿入するかどうかソ連指導部内でもめたためである

と推測される。

再度、朴･アルパトフ会談の話に戻るが、朴哲彦は慮泰愚の親書を渡すため

に、ゴルバチョフとの面会をアルパトフに求めた。アルパトフは、ゴルバチョ

フ書記長との面談に関しては、かなり前から要請しなければならないこと、お

よび､ソ連の体制では書記長が誰に会うにしても秘密裏に行うことは不可能で

あることを理由に断わり、親書は外務省のルーキン次官補を通して公式的に伝

達するよう話した。また、朴哲彦との会談内容と雰囲気自体はアルバトフ自身

が書記長に伝達することを約束している。さらに、アルバトフは、「北朝鮮が

このようなソ連の態度に反発する可能性に対して現在我々政府内で激論中で

ある」として、北朝鮮を理由に対韓政策の変更に関してはソ連指導部内部で根

強い反対論があることを吐露した｡;。結局、朴哲彦はアルパトフ経由でのゴル

バチョフへの親書伝達を断念し､アルバトフが言うように外務省へ親書を運ぶ

２２ルヨvma,ScpIcmbcrI8,1988.なお朴哲彦によれば､このクラスノヤルスク演説への韓国

政府からの回答が、慮泰愚による88年１０月18日の国連演説であった。この演説におい

て慮泰愚は､ロシアを含む東北アジア平和協議会の開催を提案している。朴哲彦､前掲
書､第２巻137頁。

２３朴哲彦､前掲書､第２巻139頁。
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ことにした。９月８日、朴哲彦はソ連外務省を訪問し、ロガチョフ次官と外務次

官補ルーキンと面会している。当時、ルーキンはソ連の対韓半島政策の責任者

であった。この会談で朴哲彦は脳泰愚の親書を伝達している。それに際し、

ルーキンの返答は以下のようなものであった。

｢書記長に伝達する。この問題は非常にⅢ要なので､深く討議する。外交改善は個人的

欲望でできるものではなく、歴史の流れにあわせて実践しなければならないので、今

がまさにその時かもしれない。ｚ年iiiと比較して大変変化した。しかし､今は大変な圧

力を受けていて問題である。我々の立掲と韓国の立鯛は違う。韓国は政治的、経済的

に進歩していて発展している。我々の輔国に対する立場も昔と比べれば多くの部分で

改善された。個人的にはパノフ補佐官と私がセミナーを開いて韓国問題を中心的に討

議している。韓国に対する理解が迅速に達せられている。２週程度のちに韓国に対す

る政策を好意的に発表する予定であるＪ』

この後、秘密接触ルートの開設が合意されている。ノーボスチ通信東京支局

長ドゥナーエフを通して接触するというものであった.ドゥナーエフはゴルバ

チョフ秘書室長のＡ･チャルニーエフと近い人物である。東京の駐日ソ連大使

館を通さずに在東京の通信社支局長を通じるこの秘密ルートの開設自体､ソ連

指導部内での反対論の根強さを物語っているともいえる。

②ソ連の内部対立

では具体的にソ連指導部内ではどのような繊諭がなされていたのであろう

か。

８８年９月末、すなわち、前述した朴哲彦のモスクワ訪問からまだ間もない時

期のソ連共産党中央委員会国際部（以下、党国際部）によって準備された覚書

２４同上､第２巻140頁。
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では、「韓国の技術と製品はソ連極東部に役立つものである」とされ、「ソ連と

韓国が直接の経済接触を持つことは､アジア太平洋地域の平和と安定にも寄与

する」と報告された。しかし、その一方で、韓国との外交関係においては、「関

係構築を急ぐつもりはない。徐々に関係構築を進め、この地域の政治的な流れ

に合わせて経済面での前進を図る方針である。同時に、ソ連は北朝鮮との義務

を順守することに変わりはない。韓国との政治関係を持つつもりはない」と、

国交締結は否定されていた翌。

しかし、この覚書は、８８年10月１９日、新しく党国際部を担当することになっ

たＡ･ヤコプレフによって、党国際部で書かれた政策はあまりにも控えめで伝

統的すぎると批判され2冊、党国際部は、新設の党国際政策委員会（委員長はＡ・

ヤコブレフ）の指導の下、韓国との外交関係樹立に向けて従来の思考を脱する

方向で舵が切られるようになった。

続く、８８年１１月10日の政治局会議では、韓国との関係拡大が議論された。し

かしこの会議での決定は､韓国との外交関係の樹立は先送りの懸案とされたも

のと見られ､政経分離して経済関係の拡大をはかることだけが合意されたと見

られるｺｱ。それは、その後、１２月にシェワルナゼが訪朝、北朝鮮側に韓国の関

係強化は非公式なものにとどまるとして、「共産党員の名にかけて｣、そう断言

すると外相自身が述べていたことからも伺える:：

党国際政策委員会のヤコブレフや党国際部とは違い、外務省、とくに外相の

シェワルナゼは、この時、あくまでも韓国との国交締結には反対する立場で

あった。シェワルナゼはゴルバチョフの新思考外交を推進する片腕であった

が、対北朝鮮政策の急激な変更に関しては慎重な姿勢をとっていた。シェワル

ナゼは、「ソ連には朝鮮半島に同盟国があり、その国は魅力的でないが強い国

Obcrdorfbzqp・CjL,ｐ､203.(邦訳､242頁）

Brutcnts10p・cjL,ｐ443

obcrdorjlBr,ｑｐ,cjLDpp・'17-199．

肋、L,pZO4．
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だ」と北朝鮮を認識しており、同時に、「北朝鮮との関係を悪くするのはとて

も簡単だが、修復するのは恐ろしく困難」であると見ていた訓。

つまり、ソ連外務省の北朝鮮に配慮して韓国との関係改善は経済関係のみに

とどめるという路線と､新生した党国際部の韓国との国交樹立に踏み切るべき

だという路線の対立がソ連指導部内で繰り広げられていた。1988年以降、韓ソ

交流は、経済的分野では活発化した。しかし、国交樹立に関してソ連指導部は

二の足を踏んでいた。それは、いまだ指導部内の対立が解決していなかったか

らである。

ｇｏ年２月に、ソ連外務省は対韓関係について新概念を提出している。この外

務省が書いた新概念の全貌は定かではない。しかし、すでに方針を転換してい

た党国際部第一代理Ｋ・ブルテンツと、党国際政策委員会委員でゴルバチョフ

書記長補佐官も兼任していたＡ･チェルニャーエフがこの外務省案に行った反

論から、この外務省案の内容は推測可能である。プルテンツらは、提案された

外務省案に対する批判をゴルバチョフ宛に以下のように書いた､。

｢表明されている案は､それ自体に一定の伝統主義あるいは保守主義､また矛盾さえも

見受けられる.文書にある南朝鮮との関係の発展については､あまりにも､朝鮮民主主

義人民共和国の現体制と我々の関係性の現状保持に従属しすぎている…」

つまり、外務省案は、北朝鮮との関係を維持し、韓国とは経済関係の拡大に

のみにその関係を限定しようとしたもので､北朝鮮側に配慮したものであった

ことが推測される。さらにこのブルテンツらの批判は、以下のように続けられ

ている。

Z9mjdL,P214

30Brutents,叩.pjL,ｐｐ,444-445.
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｢朝鮮民主主義人民共和国の現体制が袋小路にあるのはまったく明らかである。しか

し、ここから､朝鮮民主乘乘義人民共和国と我々の関係を損傷させることもなく、さら

には国際世論と反独裁主義勢力の前に我々の政治の評判を落とさないようにするた

めに、我々の方針を変形させた視点からだけでは必要不可欠な結論は出てこない。

我々は平壊の政治の人質になる必要はない。金日成は朝鮮での冷戦を終わらせる好機

を生かそうとしていない。以前と同じく強硬路線で行くことに賭けている。朝鮮民主

主義人民共和国指導部は、弱小国にとって緊張緩和は危険であると述べ、あからさま

に､民衆に『廠泰愚一味打倒』を呼びかけている｡」

党国際部だけでなく書記長補佐官のチェルニャーエフが､ソ連の外交が北朝

鮮に配慮する必要がないとした点が注目される。なぜなら、これによって、ソ

連の韓国問題をめぐる内部対立の構造がより明らかになったからである｡書記

長補佐官のチェルニャーエフが国交樹立に賛成していたという事実は､ゴルバ

チョフ書記長自身も国交締結に前向きであったということを意味するからで

ある。

③朴哲彦の第二次訪ソ（1990年３月）

ソ連内部がこのような状況下､朴哲彦は二回目の訪ソを90年３月におこなう。

今回の訪問は､ゴルバチョフ大統領就任祝賀使節団と最高位級友好促進使節団

としての公式訪問であった。しかし、ソ連の党および政府関係者との会談は秘

密会談であった。朴哲彦は、３月22日、ブルテンツ党国際部部長代理と第一回

目の秘密会談をおこない、この席上､慮泰愚がゴルバチョフに宛てた親書を伝

達した。この会談相手が以前会談した外務次官のルーキンではなく、プルテン

ツであったことには注目に値する。これは、先にも指摘した通り、ソ連外務省

が国交樹立に反対に回っていたためであった見られる。

以下は、朴哲彦がブルテンツに渡した闘泰愚の親書の要旨である。

｢ゴルバチョフ大統領閣下、

新憲法下での初代大統領に就任されたことを心から祝賀申し上げます。改革､開放､新

思考の成功的推進を慶賀致します。金泳三最高議員と朴哲彦長官の民主化、南北間関
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係改善の意志と韓半島平和定着のための努力を、そして、韓ソ関係改善のための我々

の努力に対する説明を聞いていただけることを期待致します。韓国は、韓ソ関係の増

進の璽要性を認識しており、両国関係が顕著に発展していることを幸いなことと考え

ています。領事所が設置され直航路が開設され、また活発な起業進出など他方面の協

力が成されていることに感慨を深くしております。安全と平和、相互関係推進のため

に早く両国関係が正常化されなければならないと考えます。その実行の時期が来たと

信じます。閣下のイニシアテブでヨーロッパにおいてなされている和解・協力の波が

韓半島と東北アジアにも拡散されることを期待します。

1990年３月19日大韓民国大統領慮泰愚｣列

朴哲彦はこの親書に対するゴルバチョフからの応答を要求したが､ブルテン

ツは北朝鮮との関係を理由にして返事を保留した。そのため、朴は、出国まで

に修交に向けて肯定的に努力するという､せめてノートでも出してくれなけれ

ば、親書を戻してほしいと反駁した。ブルテンツは、朴哲彦の強硬な粘りに押

され、３月26日におこなわれた二回目の会談でゴルバチョフからの返答を提示

した。その返答の要旨は以下のようなものであった。

｢慮泰愚大統領が私の大統領就任を祝賀してくれたことに感謝の意を表します。また、

私の対外政策を高く評価してくれたことにも感謝致します。私はソ連・韓国関係を継

続して推進する必要があるという閣下の見解に共感致します。また、二国間の経済的

関係の具体化に対する韓国側の意見を興味深く聞きました。そして、（朴)長官をはじ

めとする大韓民国代表団のモスクワ訪問を歓迎いたします。韓半島の情勢を正常化で

きるように協力いたします。緯半島情勢の正常化はすべての人民の利益に符合するも

のであります｡｣辺

これを聞いた朴は文書の形で要求し、結局、大統領秘書官であるチェル

ニャーエフが｢ゴルバチョフ大統領が圃泰愚大統領の親書を二回にわたり受け

た｡それに対してゴルバチョフ大統領は次のように言葉した」というメモを加

えてチェルニャーエフが署名し、文書を渡すことに合意した。

31朴哲彦､前掲譜､第２巻156-157頁。

32同上､第２巻158頁。朴哲彦は､共に訪ソしていた金泳三議員と間で､ソ連との交渉を

めぐり確執が生じた。これはのちに､朴哲彦の政務長官辞任にもつながった。
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３月27日には三度目の朴・プルテンツ会談がおこなわれた。東京駐在の「リ

テラルールナヤ･ガゼータ」のドゥナーエフ（前ノーボススチ通信社支局長)、

ＫＧＢのナジヤロフ、韓ソ両国の領事所長の3つの連絡ルート設置に両者は合

意している。

④朴哲彦の第三次訪ソ

この後､４月下旬に朴哲彦は､秘密窓口のドゥナーエフを通して、ゴルバチョ

フの米国訪問にあわせて韓ソ首脳会談をサンフランシスコで会談したい旨を

伝えた。ゴルバチョフの返答は、ソウルで５月23-25日におこなわれるいわゆる

ＯＢサミットのＩＡＣ（InterActionCouncil）にソ連大統領外交顧問で元駐米

大使のドブルイニンを送るというものであった。ドブルイニンはソウルを訪

問、ゴルバチョフ･慮泰愚のサンフランシスコ会談について事前の打ち合わせ

をおこなった"。

しかし、ここで韓国側にこの会談時の路線をめぐって、内部対立があった｡結

局、サンフランシスコの韓ソ首脳会談には朴哲彦は同席しなかった。朴哲彦は

｢先に修交、後に経済協力」という路線を主張したが、大統領補佐官の金宗輝、

金鐘仁らは、「修交のために30億ドルを約束すべき」という路線であった'４。ま

た、当時、朴哲彦自身が金泳三との政治的確執から政務長官職を90年４月11日に

辞職する状況もあり、６月のサンフランシスコ会談の席からはずされた。

この会談に関して、慮泰愚自身は、会談はなかば成功したというニュアンス

で回想しているが"、朴哲彦の回想録では、会談は失敗で会談後に慮泰愚は激

怒したと叙述している。朴は失敗の理由を金宗輝（外交安保担当大統領補佐

官）・金鐘仁（経済担当補佐官）らの「修交のために30億ドルを約束すべき」

３３KimHakjoon'0ThcproccssIcadingtothccstablishmcmtofdiplomaticにlatimsbctwccn

SoulhKor巴aandtheSovictUnion''’八s”Sun′とりWbI・XXXVⅡ,No.７(JU1yl997),pp､645-646.

34朴哲彦､前掲書､第２巻166頁。

３５慮泰愚､前掲､『月刊朝鮮』1999年５月号。

4４



韓国の北方政策とソ連(金成浩） 4５

という路線がソ連の大国のプライドを傷つけたからであると主張している｡会

談をめぐる虚泰愚と朴哲彦自身の「評価」は分かれているが、会談の成功基準

をどこに置くか次第で評価は分かれてくるであろう。首脳会談で国交樹立を発

表できなかったことを基準にすれば失敗であり、圃泰愚とゴルバチョフが握手

している写真が世界中に配信され、韓ソ国交樹立は「時間の問題」という大

ニュースとなったことからいえば、会談は成功したともいえるからである。

サンフランシスコ会談後に韓ソ修交関連業務に復帰した朴哲彦は、1990年８

月４日から11日にかけて三度目のモスクワ訪問をおこなった。ソ連党国際部の

ブルテンツおよび､ソ連傘下のロシア共和国の指導部との話し合いをもつため

であった

ブルテンツとの会談では、朴哲彦は「今年中の修交が可能であるだろう」と

いう言葉を引き出したnm。また、ロシア共和国首相のシュラエフとも会談し、

ロシア共和国と韓国の修交に原則合意し、ロシア共和国最高会議議長のエリ

ツィンの訪韓についても話し合われた。朴哲彦の言葉を借りれば、これは「夷

を持って夷を制す〃7という作戦であった。当時、ソ連邦を構成する各共和国

が独立の動きを強めている状況にあり、ロシア共和国が韓国との外交関係樹立

をソ連邦の頭越しにおこなうとする動きを利用し､逆にソ連邦に国交樹立を迫

ると言うのが朴の作戦であった。

この朴哲彦の作戦に効果があったかどうかは､次章で詳しく論じるが、大方

のマスコミの「来年（1991年）初め修交」という予想を覆し、９０年９月30日、

ニューヨークの国連本部において、崔浩中外相とシェワルナゼ外相によって、

韓ソ両国の国交樹立が合意され署名された。

３６朴哲彦､前掲書､第Z巻169頁。

３７同上､第２巻171頁。
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おわりに－韓ソ国交締結の要因一

本論文では、韓国側からの新資料を補充し考察を加えた。そして、韓ソ双方

向から証言をつき合わせる形で、韓ソ両国の政策決定過程を意識しながら、世

界を驚かせた「韓ソ国交締結」の謎を解明することを試みた。たとえば、「な

ぜ朴哲彦は、９０年の訪ソにおいて、外務省関係者ではなく党国際部のブルテン

ツを交渉相手としたのか」についても、ソ連の内部対立の事情と突き合わせる

ことでその疑問も解けたと言える。

また、筆者は2004年３月に脱稿した前述の論文において、韓ソ修交について、

｢国際関係レベル」・「国内政治レベル」・「政策決定者個人レベル」の三つの分

析レベルにわけ､ソ連側が国交締結に向け動きＩＩＬた要因を説明することを試

みた。むろん、さまざまな要因が重層的に重なり国交締結に至っているが、と

くに、指摘したのは、「国際関係レベル」では日ソ交渉の停滞、「国内政治レベ

ル」ではソ連における大統領制の導入、「政策決定者個人レベル」では、ゴル

バチョフ・金日成間の違和感という要因を挙げた１，．今回試みた考察でも、ゴ

ルバチョフが共産党書記長から大統領に就任した時から､国交締結の動きが急

速に進んでいることがわかる。これにより、以前の論文で挙げた「国内政治要

因｣、すなわち、ソ連における大統領制の導入が、国交締結を進める大きな要

因となったことが再度確認されたといえよう。とくに、８８年の朴哲彦訪ソ時に

アルパトフが述べたように、当時のソ遮政治システムは集団指導体制であっ

て､仮に党書記長であったとしても秘密に会談を持つことのできないシステム

であった｡北朝鮮への配慮から韓ソ国交樹立に関しては根強い反対論がソ連指

導部に存在する中、ゴルバチョフが国交樹立の意志を持っていたとしても、勝

３８謀しくは拙稿､前掲論文｢韓ソ修交と北朝鮮｣参照。
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手に行動するわけにはいかなかったのである。しかし、ソ連の大統領制導入

は､ゴルバチョフをしてソ連外務省を通さずドブルイニンを密使として送るこ

とを可能にさせるなど、「大統領外交」を可能たらしめた。

また、これと関連して、朴哲彦は筆者が先に上げた要因の他、興味深い要因

を「主張」していることも指摘しておかなければならない。回想録は「事実」

と本人の「評価（主張)」の部分を明確に分けて考える必要がある。筆者は朴

哲彦の韓ソ修交部分に関する「事実」関係については、先にも言及したように

信懸性があると判断している。しかし、彼が「評価（主張)」している部分に

関してはその妥当性も含めてさらに検討する必要がある。

朴哲彦の「主張」は以下である。

それは、当時まだソ連邦に属する一共和国にすぎなった「ロシア共和国」と

国交を締結するという「カード」を切ったことが、ソ連の修交への動きを後押

しする大きな要因となったという主張（評価）である。

韓国との国交樹立を望むロシア共和国のエリツィンが、９０年10月１日からの

ソウル訪問を希望していた。そのことが勘案され、９月30日のニューヨークで

開かれたた国連外相会議においてソ連は韓国との国交締結という先手を打っ

たというのが朴の主張である。ソ連はエリツィンによって先を越されたくな

かったため、急遼９月30日での国交締結に同意したと思われると朴は「主張」

している。

前章でも言及したが、朴の「評価」によれば、1990年６月のサンフランシス

コ首脳会談は失敗であった。これは、この会談でゴルバチョフから修交に対す

る具体的な言辞を引き出せなかったからで、この会談に当初から先鍵をつけて

いた朴自身が参加できなかったことが､会談が不成功に終わった要因であった

と朴は「主張」している。このような状況下で、再度1990年８月にモスクワを

訪問した朴哲彦は､当時ソ連邦から離脱し主権をにぎる動きを強めていたソ連
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邦傘下のロシア共和国との国交樹立交渉をおこない、双方がこれに同意した。

エリツインの訪韓も検討され、最終的にロシア共和国側から10月１日からの訪

韓を希望するという打診も受けるようになった｡韓国の崔浩中外相とソ連邦の

シェワルナゼ外相の国連での会談で国交締結に合意された日付が９月30日と

なったことはこれによるものだと朴は主張している。

しかし、この部分は、もうひとりの政策当事者である崔浩中自身の回想録１，

の内容とくい違いがある。極浩中の回想録によると、９月30日の外相会談の席

上でもシェワルナゼは「来年修交」にこだわっていた。食い下がる崔浩中の話

に折れる形で、ソ連本国の訓令は来年初め修交であったにもかかわらず、日付

を前倒しシェワルナゼがサインしたとなっている。

筆者の判断は以下である。

９０年８月の朴･プルテンツ会談で、ブルテンツが「年内修交の可能性が高い」

と言っていることからみても、この段階でソ連側は年内もしくは翌年の初めま

でに修交に踏み切るつもりであったのであろう。９月初旬にシェワルナゼが韓

国との修交を説明しに北朝鮮を訪問していることから見ても、ソ連側は韓国と

の修交に向けて準備していた。国連でのシェワルナゼは、ソ連指導部で来年初

め修交がすでに決定されていたものの､韓国側の粘り強い要請に応じて数ヶ月

の前倒しを行なった。これはおそらく、外相の権限で前倒しできる許容範囲で

あり、また、すでに北朝鮮への説明責任は終えていることから、障害になる問

題はなしと判断してサインしたのではなかろうか。朴が８月にロシア共和国側

と会談していることは当然ソ連指導部も知っていたと思われるが、「ロシア共

和国要因」は副次的要因に過ぎず、ソ連にとっては北朝鮮をどう納得させるか

という課題が８月のこの段階では最重要の問題であったと考える。また、前章

で述べた90年２月のソ連党国際部資料でも、「ロシア共和国問題」についての言

３９嘘浩中｢韓ソ修交の幕後秘話｣『月刊朝鮮』1992年９月号(ソウル､朝鮮日報社）
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及はなく、「北朝鮮問題」が中心的な問題となっていたことも論拠の一つであ

る。

ただ、当時のソ連の国内悩勢は急速に変化していたのは確かで、歴史的研究

の鰍密さをさらに求めるのであれば、ｇｏ年２月以降のソ通指導部の議論の様子

を示す資料をさらに追う必要があるだろう。
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