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[訳者注］

以下に翻訳して紹介するのは、1988年２月から93年２月まで韓国大統領の職

にあった慮泰愚元大統領の回想である。テキストの韓国語原文は『月刊朝鮮』

誌（朝鮮日報社発行､ソウル）９９年５月号に掲載されたものである。（原題は、

「慮泰愚前大統領の肉声回顧録」、６月号以下には内政についての証言も掲載

された。）このテキストは、『月刊朝鮮』誌の趙甲済記者とのイソタビューに

もとづいたもので、イソタピューは２日間で総計16時間にも及んだ。この時、

慮泰愚元大統領は正確を期すためメモを見ながら述懐し、当時の側近たちも同

席したという。この証言は、日本でも『読売新聞』（99年４月22日付）等でと

りあげられた。『読売新聞』はおもに朝鮮半島南北関係に関連する部分を指摘

して、北朝鮮の故金日成主席が92年に特使を派適し、慮泰愚大統領を北朝鮮に

招待していたという証言に注目し報道している。

だが、慮泰愚の大統領在任期間は東西冷戦が終了した時期とも一致し、東ア

ジアのバランス・オブ・パワーに大きな変化をもたらした出来事が集中した時

期でもあった。そのため、韓国政治外交の研究だけでなく、国際関係史とくに

－８９－



政策科学・国際関係論集第四号（2001）9０

冷戦史研究と4いう観点からも、彼の証言は興味深いともいえる。とくに、彼

が直接の当事者であった韓ソ国交回復（1990）、韓中国交回復（1992）は、そ

の後の朝鮮半島情勢にも大きな波及効果をもたらした事件であった。韓ソ国交

回復は、北朝鮮に対するソ連からの友好価格での石油供給を途絶えさた。その

後、北朝鮮は、一説によると数百万ともいわれる餓死者までも出す経済危機に

みまわれた。また、ソ連および中国による韓国承認は、国連加盟に反対してい

た北朝鮮を、韓国との同時加盟に同意せざるを得ない状況に追い込んだ。

慮泰愚元大統領は、退職後の96年（金泳三政権時代）に収賄疑惑から－時囚

われの身となった。その後、恩赦により釈放され、現在は隠遁生活を送ってい

る。

訳出した『月刊朝鮮』誌５月号にて、主に、慮泰愚は、自身の進めた北方政

策、すなわち、韓ソ国交回復・韓中国交回復・対北朝鮮外交等について、韓国

側の舞台裏を交えて回想している。５月号の原文テキストでは、『月刊朝鮮』

編集部は以下のような小見出しをつけている。
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大統領という立場の重み

国家大戦略一ソウルオリンピック誘致

北方政策の哲学と戦略一モスクワと北京を経て平壌へ

東欧圏修交秘話一ハソガリーが掛け橋の役割

韓ソ修交とゴルバチョフ－彼は金銭に無知だった

朴正煕・全斗換との因縁

韓中修交と台湾問題一義理と国益の間での苦悩

北朝鮮の尻尾をつかむ－韓国を通さずして対北接触はできない

南北首脳会談推進と徐東権・尹基福密使の交換訪問

北朝鮮核問題と非核化宣言内幕一群山に核兵器があった

－９０－
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本稿では、上記のうち、韓ソ修交に関わる（３）．（４）．（５）の部分を訳出し、

翻訳文ではＩ～mの章割りの形にして再録した。なお、翻訳文中の－（リー

ド）部以下にはじまる部分はイソタビューア_および『月刊朝鮮』編集部の言

葉である。慮泰愚元大統領自身の回想は「」（鍵括弧）で括った。なお、

慮泰愚元大統領の口述をそのまま記録したというテキストの性格上からか、一

部の内容に重複が見られる個所が存在する。

この慮泰愚の回想の他に、これまで、韓ソ修交については、政策決定当事者

たちの証言がいくつか出ている。ソ連側からは、ゴルバチョフ自身が自らの回

想録（ミハイル・ゴルバチョフ箸、工藤精一郎・鈴木康雄訳、『ゴルバチョフ

回想録下巻』、新潮社、1996年）で、1990年12月の慮泰愚のモスクワ訪問およ

び91年４月の自らの済州島訪問について記している。また、当時、平壌駐在ソ

連大使だったカプトが韓ソ修交時の北朝鮮側の様子を述べている（Aleksandr

SemenovichKapto，ＮａＰｅ”けどｓｌｈａｈ〃ｚﾉiiz"iJPoﾉiticﾉｾcshieme加麺”，

Moskow，1996）。ソ連外務大臣シェワルナゼの通訳であったパラシチェソコ

も、シェワルナゼが韓ソ修交直前に北朝鮮を訪問した時の様子を回想している

（PavelPalazchenko，ノ1`ｙｙｃａ７ｓｚｕｉﾉﾉｉＣ”ｂａｃｈｅＤ２ｍＳﾉｂｅｍｍ"αｄｚｅｆﾉﾉｈｅ

腕e"ｏｉｒＱ／αSoz2ie1”〃蛇t〃，Pennsylvania，1997）。さらには、ソ連共

産党中央委員会国際部のプルテソツが、韓ソ修交時の模様をソ連側の視点から

述べている（BrutentsKa唾nNersesovich，７}ｳi血szz/，ノＢｎｍｓｍ７ｍｌﾉoMlsliclf

Moskow，1997）。

韓国側の政策決定者の証言としては、当時の外務長官崔浩中の韓ソ修交締結

文書調印時についての証言がある（『月刊朝鮮』1992年９月号）。また、金学

俊大統領報道官が論文を寄稿している（KimHakjoon，”TheProcess

LeadingtotheEstablishmentofDiplomaticRelationsBetweenSouth

KoreaandtheSovietUnion，'Asicz〃SDCγｗｙ，No.７，Julyl997）。学術論

文としては、ソ連側アーカイブを使用したナターリア・バジャーノバおよびユー

－９１－
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ジン・バジャーノフの著作（NataliaBazhanova，”ＮｏｒｔｈＫｏｒｅａａｎｄ

Ｓｅｏｕｌ－ＭｏｓｋｏｗＲｅｌａtions”＆ＥｕｇｅｎｅＢａｚｈａｎｏｖ，，，SovietPolicy

towardsSouthKoreaunderGorbachev,，，IlYungChungedited，ノｍｈｅａ

ｍＷ?hcssmJ7bzmｧ、ﾉＩｅ２ＩｓｌＣなD1jzu7ﾂﾞ，Seoul，1992）が興味深い。また、ド

ン・オーバードーファー箸、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、1998年）は、ジャーナリストによる著作であるが、丹念

に一次資料の収集および政策決定者達へのイソタビューを試みた好書であり、

この分野での画期的な書籍でもある。

Ｉ北方政策の哲学と戦略一モスクワと北京を経て平壌へ

金宗輝・朴哲彦、ツートップで北方政策推進

一話題は自然と北方政策に続いた。慮泰愚元大統領（以下、慮泰愚）は「現在

工事が進行中である永宗島国際空港・京釜高速鉄道も北方政策と密接な関係が

ある。」と言いながら、「後世の歴史のためにも当時の状況を正確に明かして

おくのがよい。」と、話し始めた。慮泰愚は、自分の北方政策は金宗輝外交安

保首席秘書官と朴哲彦政策補佐官をツートップにして展開されたと説明した。

肉声証言を直接聞いてみよう。

「私の北方政策では、金宗輝外交安保首席秘書官と朴哲彦政策秘書官が大き

な役割を果した。公式的で公開的、基本的なものは金宗輝首席秘書官が全部管

掌し、特使を送るなどの非公式的なことは大体、朴哲彦秘書官が遂行した。私

は北方政策を展開しながら当面の目標と最終目標を設定した。そして段階も第

一段階から第三段階に区分した。

－９２－
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まず第一段階は与件調整段階で、東欧圏・ソ連・中国との修交までが第一段

階である。つまり、北朝鮮を完全に包囲することである。第二段階は、南北間

の統一であるが、『南北間基本合意書』がそのひとつの成果であった。そして、

第三段階が先に話した最終目標、つまり我々の生活文化圏を北方へ拡大させて

いくことであった。

現在、工事が進行している永宗島国際空港、京釜高速鉄道も、その基本構想

はこのような北方政策を元にして用意されたものである。高速鉄道の基本構想

は、ソウルから釜山までではなく、釜山からソウルをへて、平壌一新義州一シ

ベリアーヨーロッパまで連結することである。私が日本に来た時、『日本から

プサソまで海底（トンネル）で来て、我々がともに肩を並べていこう。』と国

会演説だったか、少し言及したことがあるが、それはまさにそのような構想を

含んでいたのである。」

－慮泰愚は、「高速鉄道についての我々の構想と機密を西側諸国が気づいたた

め、高速鉄道入札競争が激化した。」と説明した。単純にソウルー釜山線だけ

を念頭においていたら、西側社会に属する会社の立場では、あまり筋の会わな

い事業だったということである。再び、慮泰愚の肉声証言。

「1987年に大統領候補として米国を訪問し、ジョソズ・ホプキソズ大学で講演

したことがある。その時、ある学生が、韓国の若者の反米風潮について私の見

解を聞いてきた。私はその時、『それは反米と言うよりも自尊心のあらわれで

ある。不幸なことに我々の第一世代は自尊心をなくした。日本帝国主義時代の

抑圧の中で自尊心は抹殺された。我々の歴史文化、自尊心はすべて抹殺され、

生きるために卑屈になりながら、生命を物乞いしてきた。しかし、二世たちは

そうではない。この人たちが、将来成長して、国の責任をになう位置に立つよ

うになれば、今よりもつと友好的になるにちがいない。皆さんがそのように理

･－９３－



政策科学・国際関係露集第四号（2001）9４

解してくれることを望む。』と代弁した。

当時、米国の言論界と指導者たちは、韓米関係について、私の哲学と立場が

どういうものかを理解してくれていた。なので、私が北方政策を積極的に推進

したとしても、政府レベルで私を支援してくれ、応援してくれていた。中国、

ソ連との修交時も、アメリカの指導者の中では、シュルツ前国務長官などたく

さんの人々が個人的に助けてくれた。」

北方政策批判

－しかし、慮泰愚の北方政策に対しては、肯定的評価だけをもって判断するこ

とはできない。『新東亜』（1993年２月号）では、北方政策をつぎのように非

難した記事が見受けられる。

『…北方政策は実行過程で均衡調整と価値感覚を喪失して、伝統的友邦を疎外

させ、投資に相応する利益を得ることができなかったという点で、国民の支持

をとりつけることができなかった時もあった。韓国が大騒ぎして北方外交を過

大視したことが、日米との対韓通商摩擦を深化させたひとつの原因になった点

や、台湾に事前通告も無く韓中修交を敢行した際、大使館さえ明渡すよう要求

したことは、均衡と調整を軽視したひとつのいい例であった。』

－このような批判に対して、慮泰愚は次のように意見を述べた。

「ひとつも犠牲にしないで、すべてまったく、大きな事を得れればそれ以上

良いことはないだろう。しかし、世の中では、大きな事を得るために小さな事

を犠牲にすることもある。小さい犠牲を過剰評価することには私は同意できな

い◎

－９４－
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ただ、台湾との関係を維持できなかったことに対しては、今でも申し訳ない

という心をもっている。伝統的友邦である台湾との関係を持続させるために、

内面的には我々がとりうるあらゆる方法をすべて尽くして努力したが、中国側

が他の国の前例を提示して要求してきたので、どうしようもなかった。

むろん、迂回的、間接的な表現で、彼ら（台湾）を理解させるという努力を

しなかったわけではない。しかし、中国との修交事実をはっきりさせながら、

『すいません』と言わないといけなかったが、それさえもできなかったので、

いっそう心が痛かった。当時の国際情勢上、１２億をこえる中国大陸と人口何千

万にもならない台湾を同じ比重で相対させることは簡単ではなかった。国の利

益を考える次元では、大を得るために小を不可避的に犠牲にせざるを得なかっ

た。」

--旗泰愚はさらにこういう言葉を加えた。「我々は修交する際、『悪かった。』

と言いながらも、（中国との修交は）不可避だと考えた。第一には、現実的に

国の利益を追求しなければならないことであるし、第二には、台湾が伝統的な

友邦、古い友人だとは言え、言ってみれば、歴史的に中国がより古い友人であ

るという考えも浮かんた゜外交というものは、率直に話して了解を求める、そ

ういうものではだめだ。」

アメリカとの摩擦説

－ワシソトソ・ポストは、1988年11月16日付『韓国の北方政策」というソウル

発の記事で次のように非難したことがある。

『韓米間におけるはっきりとした目に見える摩擦は、貿易および米軍の韓国駐

留問題である。しかし、長期的な危険性を持つものとしては、韓国の北方政策、

－９５－
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つまり、アジアの新しい民主国家として出現した韓国が北朝鮮を誘導し、平和

を定着させる助けになれるように、ソ連、中国、またその他の共産国家とより

緊密な関係を追及しようとする政策が挙げられるだろう。３５年間の北朝鮮テロ

行為を協調的な態度に変えて、将来統一までなそうとする慮泰愚の動きは、ちょっ

とやそっとの複雑な作業ではない。レーガン・ブッシュ米国政府は、共産国家

との関係改善を模索する慮泰愚の努力を支持しているが、ソ連のシベリア天然

ガス採掘を韓国が援助したり、中国のコンピューター開発を韓国が手伝うとす

るなら、これはいままで駐韓米軍の維持を強力に主張してきた米国議会内の保

守主義者たちの好感を買うことはできないだろう…。通商問題と駐留軍問題は

解決できるはずだが、韓米両方が北の共産軍事国家にどのように対応するかと

いう問題をおいて、お互い試行錯誤するのは悲劇でありアイロニーである。』

－このような批判に対して、慮泰愚は反駁した。

「六共（訳注：第六共和国すなわち慮泰愚政権）の北方政策を心配したとい

うワシソトソ・ポスト（1988年11月16日）の記事は納得いかない。なぜなら、

米国言論界の大多数は、自分の北方政策に対して、心配しているのではなく、

支持しており激賞してくれていた。その中には、ワシソトン・ポストも入って

いたので、反対に我々の北方政策を心配していたという話は納得がいか太い。

六共の北方政策に対しては、『（政治）工作的な次元でだけ指導者の業績を

評価した。』という指摘もあったが、それは外交をよく知らないで言っている

話だ。秘密外交は、世界の外交史を例に挙げなくても、通常的なものである。

過去の間違った統治とか政治を見るゆがんだ視点の延長線で、外交を見ては困

るというのが私の考えである。」

－９６－
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金宗輝首席を抜擢した背景

－再び慮泰愚の肉声証言にもどる。

「後になって、北方外交の推進過程において補佐官たちの間で軋櫟があった

とか、特に、米国側が不満に思っていたとかという話が新聞雑誌などに戦った

りしたが、それは間違った話だ。当時米国は私の政策に対しては、どんな形で

あろうが支援して助けてくれた。もしも米国が私に対してよく思っていなかっ

たら、サソフラソシスコでのゴルバチョフとの会談は不可能だったろう。サソ

フラソシス。会談を成就させるのにおいて、米国はとても大きな役割を果たし

てくれた。第二次世界大戦時にとても貧困であった友邦国家たちが、経済と民

主主義がともに発展し、米国と肩をならべ国際社会で立派な役割を果たすこと

を米国は願ったが、（これを果たした国は）韓国を除外してはほかにない。台

湾が少し発展したといえるが、米国と外交関係が切れてしまった上、過去外交

関係があった時も、米国は台湾を民主主義国家とは見ていなかった。シソガポー

ルの場合もまた、リー・クアソユ首相自体を米国知識層は民主主義とは距離の

遠い人として拒否している実情であった。フィリピソにもかなりの援助をした

が、あまり、好ましくない状況になったので、称える価値のある国がなかった。

韓国もあぶなかったが、自由陣営の先端で自由を守る友邦として立派な役割

をしていると見たのである。欠点があるとすれば、民主主義と人権問題であっ

たが、これも自分が政権についた後では解決でき、これ以上問題になることは

なかった。したがって、米国は、韓国が自分たちの志向する方向へともに向か

うことで、自分たちにも助けにもなると考えていた。

血を分けながら助けた友邦がこのように発展することに対して、米国は甲斐

を感じ誇らしく思うほどでもあった。加えて、韓国大統領が、米国の利益にも

一致することをするのに嫌がるわけがあるだろうか。」
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－肉声証言に続いて、北方政策に関連した質疑応答が続いた。

－金宗輝外交安保首席を抜掴した背景を説明してください。

「私は軍にいる時から金宗輝首席をよく知っていた。国家安保に対する知識、

見識、論理において第一人者だ。人柄が誠実である。国防大学院教授だったし、

軍の将軍たちとか高級将校たちは、金宗輝氏を尊敬していた。

この人を本格的に信頼し始めたのは、私が1980年初めに保安司令官をしてい

た時で、金宗輝が、ユルゴク事業（訳者注：ユルゴクとは李栗谷（イ・ユルゴ

ク）をさす。李朝中期の儒学者で10万人軍兵説を唱え、軍事増強を主張した。）

を評価していた時であった。当時、陸海空軍がそれぞれ自己主張し始めていた。

陸軍は戦車、空軍は飛行機、海軍は船舶の増強を主張するので、バランスがと

れなかった。それでまた、国防長官に周永福が就任すると、空軍が立ちあがる

という風だった。これでは、下手にしたら問題が生じると思い、『それなら理

路整然な金宗輝氏に評価させよう。』と、大統領にそう報告をした。そういう

中で、『ああ、この人は本当に有能で立派である。』ということを確信した。」

－金宗輝首席が1987年初めに、大統領直選制を慮泰愚大統領に建議をしたでしょ

う。，

｢私もそういうふうに覚えている。」

吸収統一するという話は困難

－ある意味で見れば､金宗輝首席は韓国のキプシソジャーのような気がします。

－９８－



鹿泰愚回顧録一北方外交と韓ソ修交一（金成浩） 9９

「働き者だ。最初は、外交までこの人の諮問をあおぐべきとは考えていなかっ

たが、だんだん、安保から外交へ拡大していった。」

一先ほど、北方政策の当面政策が統一であり、段終目標は北方へ我々民族の活

動空間を広げることだおっしゃいました。それは結局北朝鮮を孤立または吸収

統一するということだったのでしょうが、このような目標を前もって国民たち

に説明し、政策を実行していたなら、保守層は安心して南北関係を見ることが

できたでしょう。

「満州に200万の朝鮮族が住んでいるし、ロシア沿海州に元来30万同胞が住

んでいたが、中央アジアに追い出されてしまった。これを、私が引き集めよう

とした。この問題をもってエリツィソ大統領と談判したが、『それだけは聞い

てあげれない。』と言った。なぜか。少数民族が立ち上がって連邦が割れ、今

も民族主義を叫んでいるのに、これを許可すれば、他のところに刺激を与える

からだめだということだった。それで、私が、『沿海州開発は大韓民国を発展

させることではなく、あなたの国を発展させることではないか。豊富な地下資

源をもった凍土の土地をそのままにしておくことに何の意味があるのか。我々

に何か侵略の意図があると考えているのか。』このような話までした。

ロシア側は、日本に警戒心を持っているし、米国、中国までもすべて警戒し

ているのに、我々に対しては警戒していない。それで、『沿海州を発展させる

のに人が必要ではないか。技術者と勤労者、経済を引っ張ってくれる資本家が

いないといけないが、どうするつもりか。そこ（中央アジア）にいる我々の同

胞が必要だ。』と言ったら、あとで、エリツィソが『集団ではだめだが、個別

に行くことは邪魔しない。』と、このようにまで話が進展した。」

－事実、北朝鮮について慮泰愚大統領が推進したことは、北朝鮮を吸収して、

－９９－
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自由民主主義体制にするということでした。しかし、建前としては、「我々は

吸収統一するつもりはない。」と延享黙氏に話されたと記憶しています。

「これを吸収という概念で考えてはいけないと思う。無論、ドイツ式になった

ら、吸収だろう。でも、北朝鮮の立場では自分たちがいますぐ死んだとしても、

自尊心があるからこれを受け入れられない。『あなたたち、おれが引っ張り出

して吸収統一する。』という話はそうだとしても、実際はそういう話はできな

い。今の金大中大統領も同じだ。

それでは何か。和解と協力である。このように言って、あくまでも吸収とい

う言葉を使ってはいけない。和解と協力で同質性を回復すれば、自然にあわざ

るだろう。実際、そのようになるのだ。

とくに、外交用語は微妙だから、我々は用語の選択によく注意を払わなけれ

ばならない。国内の学者やマスコミが見れば、『なぜその話をできないのか？

堂々と行かなければならないのに、それを言わないことは卑怯ではないか？』

こんな考えを持つのもわかるが…。」

外交には永遠の友邦も永遠の敵もない

一「吸収統一する」という言葉を使ってはいけないと思いますが、「吸収統一

しない」とまで言う必要はないのではないでしょうか？「しない」とおつしや

たので、一般国民たちに「統一は負担がかかる。統一すれば我々が損をする。」

という利己主義が蔓延してきています。また、その言葉を我々社会の左翼たち

が利用して、「北朝鮮を吸収統一することは我々の対北政策と違うものである。

ゆえに、これらは強硬論であり、極右である。」と、このように保守勢力を批

判する武器として使っている。言った時は、外交的な言辞であつとしても、大

統領の言葉は、北朝鮮が聞く前にわが国民全体が聞くので、その効果は別の方

－１００－
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向へ波及することにもなりかねません。

｢私が吸収統一を否定するニュアソスを出したかなあ？」

－金泳三大統領時代に「吸収統一しない」という発言が公式的になり、金大中

大統領の太陽政策では、ひとつの原則として入りました。

「南北対話をしようとするところに、吸収統一を否定することは、どんな政権

であれ、当然なことでしょう。」

Ⅲ東欧圏との修交秘話一ハンガリーカ料け橋の役割

ハンガリーの理解はありがたかった

－慮泰愚は、続いて北方政策の具体的推進過程について、まず東欧圏との修交

問題について証言をはじめた。

「東欧圏の中で、一番先にハソガリーと修交することになったのは、わけがあ

る。私はソウルオリソピックを準備していたが、実質的に北方政策の基礎を築

いたといえるのはハンガリーとの修交で、（共産圏で）－番最初に関係を結ん

だ国がこのハソガリーであった。

我々がオリソピックを誘致し準備する過程で、－番大きな障害になったのは、

北朝鮮側の妨害工作であった。北朝鮮は、『ソウルオリンピックに参加しては

いけない。』と脅迫したが、最初は、ソ連をはじめ東欧圏全体が北朝鮮に同調

した。『ソウルは（オリソピックには）ふさわしくない。』という反対に、正

－１０１－
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面からぶつかって非常に苦しかったし、呆然とするまでなった。

この壁をどのように通り抜けるか、このような中で一番先にソウルオリソピヅ

クに対して正しい認識を示してくれて、非公式的であるが、支持と参加意志を

明らかにしてくれたのがハソガリーであった。

当時ハンガリーIOC委員であったシュミット氏は、過去にハソガリーのフェ

ソシソグ代表としてオリンピックメダリストになった人物である。比較的若い

方であった彼は、オリソピック選手でありながら、自由世界の人々と接触する

機会が多かったので、西側世界の事情をよく知り、また、その空気をたくさん

吸った人でもあった。そして互いに通じ合うことができた。彼はソウルオリソ

ピヅクを支持しつつ、隣接国家であるチェコスロバキア、ポーラソドの知人た

ちにもソウルを理解させるよう努力してくれた。

彼の支援とダスラー・アディダス会長の力がうまく合わさって、社会主義国

家の指導者たちは、アメリカの操り人形だとおもった韓国・ソウルがそうでは

ないことを徐々に認識し始めた。

私は、1984年にユーゴスラビアのサラエボで開催された冬季オリンピックに

参加し、オリソピヅク広報活動を開始した。いろいろな国の代表たちとIOC委

員たちに、我々のオリソピック準備状況を説明した。また、その機会を活用し

て、北方へ視線を向けなければならないという私が前から持っていた外交観を

広げ始めることができた。

私は、オリソピック施設・メーソスタジアムなどあらゆる施設の電子システ

ム・電光板システムなどの事業に、ハンガリーを参加させた。私はこういうや

り方で他の東欧圏国家にもひとつひとつ心からアプローチした。

ソ連代表であるグラモフ体育相とスミルノフIOC委員の心を決定的につか

んだのは、ＬＡオリソピックが終わったその年、１０月か11月であったが、メキ

シコでＬＡオリソピック評価大会が開催された時であった。そこで私は、ダス

ラー会長の同席のもとで、ソ連のグラモフ体育相とスミルノフIOC委員と初
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めて会った。私は彼らを説得し、『ソウルオリソピックは不適当だ。』という

論理を、参加の方向へと持っていった。」

－このテーマについて、慮泰愚は次のように背景を説明した。

「当時、ソ連側の弱点は、モスクワオリソピックをおこなった後、ＬＡオリソ

ピックをボイコットして、ソウルオリンピックまでボイコットすれば、－世代

の若者たちの夢が挫折する点であった。いくら共産国家でも若者たちの不満が

非常に高くなるのはまずい。それが共産国家側の弱点であると判断した。」

朴哲彦特別補佐官がハンガリーと秘密協議

－ふたたび虞泰愚の肉声証言に戻る。

「ハンガリーについても最初は正式なチャソネルでは難しかった。私の意志を

強く遂行できる人として朴哲彦補佐官を選んだ。ハソガリーと修交する前に、

朴哲彦補佐官はハソガリーの最高実力者のクロス書記長に会った。私のハソガ

リー訪問は、韓国大統領としては初の東欧圏訪問という点で歴史的な事件であっ

たともいえる。また、ハンガリーにとっても、共和国として独立して初めて迎

えた自由主義陣営の指導者であった。私がハソガリー議会で演説した時、それ

で特別な感慨があったと記憶している。」

－慮泰愚は1989年11月ヨーロッパ５カ国を訪問中に、韓国大統領としては最初

にハンガリーを訪問した。慮泰愚は11月23日、ハソガリー共和国国会で、「和

解の新時代をともに開く同伴者」と言う題目で演説した。

｢ハソガリーは、当時の東欧圏の中で、市場経済体制に向かう先導的役割を果

－１０３－
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たしていた。公式的には、社会主義体制を保っている国であったが、非公式的

には地下経済が相当な比重を占めていて、ハソガリー政府はそれを黙認してい

た。

ハソガリーでは政党がいくつか生れ初めていた。しばらくたって、大統領選

挙、国会議員選挙をしなければならない状況だったから、群小政党が10以上に

も増えていた。自由陣営からオリソピヅクをおこなった大統領が来たと言うか

ら、その政党の代表者たちがみんな私に会談を申請してきた。大きな政党、小

さな政党、はなはだしくは学生運動の代表までが、私に会うことを求めてきた。

個別的に、または、複数の人をひとつの席に集めて、すべて会ってあげた。

彼らは韓国について聞いてきたり、ハソガリーの将来について話したりもし

た。しかし、彼らは共産主義・社会主義の国の人たちだから、抑圧もされたり、

またひっくり返す性格も持っていたりして、激烈な主張もあるだろうと思った

が、意外に穏やかであった。

私は彼らの真中にすわっていた、長髪の一人の学生代表に、特別に興味を持っ

た。服装も変で、彼がどんな話をするかとても好奇心を抱いた。しかし、彼は

他の人がみんな話しているのにもかかわらず、一言もいわなかった。じっとす

わっているだけであった。それで、私は彼にわざと話をさせた。

『あなたは学生代表か？』と聞いたら、『そうである。』と答えたので、『話

をちょっと聞きたいな。今のハソガリーの学生たちは、何を考え、何を夢見て、

ハソガリーが将来どうなることを願っているのか？』と再び聞いた。その学生

は、『ここにいる先輩たちが、すべて話したので、私はとくに言うことはあり

ません。』と言った。私はそのことばを聞いて、共産主義・社会主義体制がま

だ完全になくなってはいないが、ハンガリーは我々よりもよりいっそう発展す

るだろうと感じた。」

－１０４－
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東洋的雰囲気のハンガリー

－（イソタピューに）同席した孫柱換前長官は「ハソガリーが東欧圏で修交し

た最初の国家であり、ハンガリーとの修交はオリンピックの因縁でできた。」

と言った。言いかえれば、ソウルオリソピヅクがハソガリーとの修交に掛け橋

の役割をしたということだ。この意見に慮泰愚大統領も同意した。「ソウルオ

リソピックがハンガリーとの修交に掛け橋の役割をしたし、ハソガリーが東欧

圏への門を開けてくれた。」とも述べた。

「ハソガリーはおもしろい国だ。いくつか複数の群小政党がお互いに悪口を言

うのではないかと、非常に興味をもったが、話をしてみると非常に穏健であっ

た。今まで、自分たちが社会主義であったことを特別非難することも無く、自

分たちが民主主義方式で発展すべきであるという意見が、波も無く流れていく

印象を受けた。」

－１０世紀にハンガリーを立てた人々は、モソゴル・トルコ系統の民族です。彼

らはロシア側から来て征服王朝を立てましたが、それで多少東洋的な雰囲気が

あるのでしょう。

「指導者たちとの対話の中にその芽が出てきていたようだ。それで、格別な共

感というか、同志意識が出てきた。会えばちょっとリラックスするよ。ドイツ

とは完全に対照的だ。」

一どんな点でそうですか？

「ドイツは第二次大戦以降すべて譲歩したが、元々の性格は攻撃的である。ゲ
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ルマソ民族の攻撃的な特徴がそのままにある。私はドイツのいろいろな指導者

たちとたくさん接触した。ゲソシャー外相のような方は、ドイツの成功した外

相であるという評価が出ているが、私にはいくつか忘れられないことがある。

1981年、私は、特使としてゲソシャー外相と会ったが、その時、金大中問題が

持ち上がった。それで、（自分は）『ひとつだけ、言います。あなたたちが金

大中氏を考えてくれたのはありがたいと思う。しかし、ドイツ全国民が金大中

氏を心配するよりも、私一人がもっと心配している。だから、もうその話は止

めましょう。』とこう言った。（笑）

私が大統領に就任して、（彼が）ソウルに来たので再び会った。その時も、

ＥＵつまり欧州連合をどんなに誇りに思っているか自慢するので、それで私は

一言、『EUの人口がいくらになるか。何億もならないでしょう。２１世紀にな

れば、世界総生産の３分の２が東アジアから生れるから、そう言うのはやめた

方がいい。』と言った。」

一六共の時、北方政策で、新しく修交した国が19カ国、人口が17億3000万になっ

ています。

｢私は、４５カ国だと知ってるのだが。」

－北方政策を数字的に決算すれば、韓国人たちに17億、世界の人口の３分の１

になる人々と交流するよう市場と舞台を作ってあげたと言えます。

｢そうですね。また、その話は、あとで出てくる。もっと先に進みましょう。」
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Ｈ１韓ソ修交とゴルバチョフ－彼はお金に無知だった

ゴルビー、七・七宣言に呼応

－続いて慮泰愚はソ連との修交に関する秘史を肉声証言し始めた。

「1988年７月７日、私がいわば、七・七宣言をして２カ月後のその年の９月１６

日、ゴルバチョフがクラスノヤルスクで演説をした。私はその演説を聞いて、

膝を叩いた。七・七宣言に対する解答のように聞こえたからだ。その時の重要

な話は、韓半島の平和、韓国との協力が言及されたことである。

ゴルバチョフは、私が会って国交を締結する時でも、公式路線は自由民主主

義ではなかった。ペレストロイカは、市場経済体制の優位性をソ連の社会主義

体制に発展的に接木させ、共産主義生産の最大の脆弱点を大幅に補完していけ

ばよいという考えをしただけで、彼（ゴルバチョフ）が共産主義を放棄したわ

けではなかった。しかし、エリツィソは共産主義を放棄してしまった。

それで私がモスクワを訪問（編集者注：慮泰愚は韓ソ修交以後の1990年12月

14日モスクワを訪問、ゴルバチョフと首脳会談をおこなった）して、その後、

ゴルバチョフが日本に寄って、済州島に来て首脳会談（1991年４月20日）をお

こなった時でも、彼は市場経済体制について知識が不足しているようだった。

彼は、利子の概念もまともに把握していないように見えた。それで、私は彼に

社会間接資本投資の重要性と市場経済体制の優位性、また、我々がどのように

して発展したかを説明した。

後で大統領をやめて何回か会った時、ゴルバチョフは非常に変わっていた。

私はゴルバチョフ大統領だけではなく、ハソガリーをはじめ、他の東欧圏国家

の元首たちも私の話を聞いて感銘を受けたはずだと信じている。なぜならば、

当時彼らの共通の反応は、そろって、『これから韓国を自分たちの発展モデル
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仁する。』ということだったからである。

当時ソ連側とはいろいろなチャソネル通じて接触したが、我々側では金宗輝

首席と、朴哲彦政策補佐官になる二つのパートにわけて任務を担った。二人は、

役割をおいて操めたことは全くなく、あとになってからもそういう話は聞いた

ことはない。自分たちに与えられた仕事だけすればいいので、そういうことも

なかったのだろう。

私が、任務を与え結果について報告を受ければ、整理は金宗輝首席にさせた。

そしてそれを基礎にして、構想したり全般的な計画を立てたのも金宗輝首席の

方であった。

朴哲彦は、五共（第五共和国）の時から対北問題における秘密窓口の役割を

してきたから、そういうことの継続性と一貫性を持続させるために、政策補佐

官として起用したのである。」

サンフランシスコでの首脳会談

「サソフラソシスコでの韓ソ・首脳会談（1990年６月５日）は、誰が先に提議し

てなされたのかはっきりしない。お互いにサインが行き来した時だからだ。そ

れで、その会談が開かれるちょっと前、1990年５月、ゴルバチョフソ連大統領

が、自分の首席外交補佐官であるドプルイニソ（前駐米ソ連大使）を私に送っ

た。韓国で開催される前職国家首脳会議（lＡＣ：InterActionCouncil）会議

参席を兼ねて訪韓したドプルイニソは、私にソ連との経済協力に関する意志を

打診してきた。そして、「ソ連側は修交意志をもっているが、韓国で会うこと

は出来ないので、ワシソトソでの米ソ会談前後にサンフランシスコにて会う用

意がある。』というゴルバチョフの意志を伝達してきた。」
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ゴルピーの冗談

－孫柱換前長官の証言によれば、当時韓国政府はウラジオストクで会う可能性

を検討していたが、ソ連側の要請により会談場所がサソフラソシスコになった

という。ふたたび慮泰愚の肉声証言。

「ドブルイニンの訪韓は、我々が以前からいろいろなチャンネルを通じて、ソ

連側に送ったゴルバチョフの反応だと私は考えた。どんな考えをもっているか

をゴルバチョフが感知し反応したことだと思った。当時、ソ連側は、ドプルイ

ニソの特殊任務を極秘で推進しており、はなはだしくは、外務大臣であるシェ

ワルナゼさえも知らないほどであった。

それで、当時、経済協力でいくらくれるか、というような取引をしたという

話があるが、それは事実ではない。その席では、経済協力するという話を包括

的にしただけで、取引は全く無かった。あとで、ゴルバチョフと会ってからも、

経済協力の原則だけ話しただけで、具体的な事項はもっと後で我々側の金鐘仁

経済首席とソ連側マシリコフ副首相の間で論議された。

事前の両国間交渉は頻繁にあったが、ゴルバチョフとの会談は突然決定され

た。日本訪問（編集者注：慮泰愚は1990年５月24～26日に日本を訪問、日本国

会で『変化する世界の中での新しい韓日関係』という主題で演説した）を前に、

ソ連側から最終解答が来たのである。

ドブルイニンが来て帰ったのが、1990年５月20日であって、３日後である５

月23日には前職国家首脳会談参席者招待晩餐会を設けたが、私とドプルイニソ

の賞春斎（訳者注：青瓦台にある貴賓を招く場所）での会談は、秘密裡におこ

なわれた。そして次に、私は日本に行って、５月26日に戻ってきた。それから

１週間後の６月３日にサソフラソシスコに行った。とても緊迫して進行した。

結果論だが、ソ連側が我々に関心を持ったのは、消費財であった。当時ソ連

－１０９－



政策科学・国際関係論集第四号（2001）110

は開放してから、消費財がほとんど無くなっていた状態だった。それで、消費

財は急ぐので、それを提供してくれたらよいということであった。その次には、

韓国の発展モデルが自分たちに助けになるということだ。したがって、ソ連は

市場経済体制に移る過程において、韓国企業と韓国政府の経済開発担当閣僚、

ブレーンたちの協力を受けたいということだった。

加えて、ソ連は外国から金銭をたくさん借りていた状況だったので、できれ

ば、現金借款を多く受けたいということであった。私はその報告をうけて、関

係者たちに『我々がどの程度助けてあげれるか検討しなさい。』と指示した。

経済協力といっても無償援助ではなく、国際金利に沿って貸してあげるつも

りだった。その結果、３０億ドルが適当で、半分は現金借款、残り半分は物資で

あげるのが望ましいということになった。私はその結果をもってソ連側と協議

しなさいと言った。

当時の状況はほんとうに緊迫していた．私が５月24日から５月26日まで、日

本に行って帰るやいなや、韓国大統領がソ連大統領と会うという話が少しずつ

（外部に）流れだしていた。それで、記者たちは大騒ぎしていたが、韓ソ両国

の協議では、発表は後でするということになっていた。その発表予定日は、５

月３１日だったが、すでに、マスコミではその話が流れ始めていた。それで、金

宗輝首席が、オフ・レコでプリーフィソグした。

しかし、釜山地域のある新聞ひとつが、これを破って報道してしまうという

ことが起きた。日本のメディアはこれを受けて放送したり、新聞はなぜ書かせ

てくれないかと抗議してくる騒動が起きたりした。

1990年６月５日、私がサンフランシスコでゴルバチョフとはじめて会った時、

彼は『もはや凍った氷が溶け始めている。我々の出会い自体が氷解である』で

あると言った。私はその言葉を受け、修交を念頭において、『もう果実を収穫

する時期がきたと思う。』と言った。

そしたら、ゴルビーは、『果実は熟さなければ食べられない。熟していない
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果実を食べればお腹が痛くなる。』と言ったので、私は、『一度ためしてくだ

さい。東洋圏で虚何某は我慢して待つ事においては、だれにも負けない。こん

なに我慢して待つ魔何某が、それでは食べましょうといえば、それはもう熟し

たということです。』と言い、雰囲気を自然に作った記憶がある。」

対ソ3噸ドル支援は理にかなう取引

「シュルツ元米国国務長官は、東欧圏とくにソ連との関係を改善するのにおい

て、かなり助けてくれた。シュルツ長官とは、レーガソ大統領時代に私が米国

を訪問した時から関係を結んだ間柄であった。

シュルツ長官はソウルオリソピックを前にして、私に特に大きな支援をして

くれたことがある。1984年ごろか、北朝鮮が社会主義国家の体育長官会議で

『ソウルオリソピヅクに参加するＸたちは生きて出て来れない。』と、脅迫し

たことがあった。それで、北朝鮮がテロをおこなうかもしれないという話が出

始めた。

私は考慮の末、シュルツ長官に援助を要請した。韓国に来てほしいという私

の要請を受けた彼は、韓国を訪問してくれた。私は、彼をオリンピック・メー

ソスタジアムに立たせて、彼の姿が全世界マスコミに報道されるよう言論プレー

をした。どんなテロも防ぐという意志を見せるためであった。シュルツはその

とおりに協力してくれた。このような間柄であったから、私が、北方政策を推

進することにおいても、シュルツとは心の底から話を分かちあうことができた。

シュルツ長官はまた、ソ連、東欧圏、中国などに多くの友人を持っていた。

私はシュルツに、『あなたと親しい人々に、私の意志をすべて伝えて欲しい。』

と頼み、シュルツは、そのような私の頼みを聞いてくれた。ゆえに、ソ連との

関係にも、シュルツ長官は大きな貢献をしてくれた。とくにサソフラソシスコ

韓ソ首脳会談の時も、シュルツ長官の助けが目立たずとも、大きかった。
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韓ソ修交は、南北間の安定または、韓国安保に大きく寄与したといえる。数

字で正確には計算できないが、ソ連が北朝鮮に輸出する石油価格を共産圏特別

価格から国際時価に上げたことや、北朝鮮の原油負担額が北朝鮮の経済成長に

およぼした影響、そして、武器体制における飛行機・ロケットなど高度精密武

器の支援削減が、わが韓国の安保予算を削減または留保してくれた効果などは

大きいものがある。飛行機だけにしても、いくらなのだ。経済協力以降、ソ連

の対北朝鮮戦闘機支援は、即刻、中断された。

３０億ドルをおいて言葉が多かったが、北朝鮮の脅威を減らした点を考えれば、

それ以上の利益があったと私は今も信じている、とにかく、それ以降、ソ連か

らミグ29よりも最新型であるスホーイ戦闘機を北朝鮮へ送る予定も中断された。

そして、石油、最新武器などの支援が、続けて中止された。

我々があげたお金で、再び、我々の消費財を買っていくので、我々との交易

鍵は急増しはじめた。原資材をあげながらも、（結局）条件がついていたわけ

だ。」（編集者注：ソ連は1991年から北朝鮮に対する貿易取引特恵を撤廃、現

金支払いを要求した。このことで、北朝鮮のソ連からの石油輸入が75％も減少

した）

北朝鮮は、圧力をかければおとなしくなる。

「本当にやるせないことは、その後の政権が韓ソ関係を疎遠にさせたことであ

る。このように、大変な思いをして修交したのに、最小限、（ロシア側に）首

をそむけさせることはしてはいけないのでないか。再び元に戻そうとすると、

より力が必要なのは間違いない。

ゴルバチョフがドブルイニソを送った時も、サソフラソシスコでゴルバチョ

フと直接会った時も、経済協力に対する原則的な協議だけがあっただけで、具

体的な金額については論議したことはない。
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我々側は、米国との持続的な同盟関係を見せつけるための一環として、韓ソ

首脳会談後に、ホワイトハウスを訪問できるよう要請して、ホワイトハウスは

これをよろこんで受け入れてくれた。

グレヅグ駐韓米国大使は、韓ソ関係の突破口を用意するのに米国が確実に支

援しているという姿を見せれば、韓国とソ連の直接接触を米国は反対している

と考えている韓国人の認識を完全に払拭できると本国に報告したりした。

しかし、一方では、ソ連との急な信頼関係構築が、北朝鮮の挑発を招くので

はないかと憂慮する人々もいた。我々が分析した結果だが、北朝鮮側は我々が

すこし弱味を見せれば、食べようと飛びかかってくる。逆に、我々が強く出れ

ば、挑発的な行為を絶対しないということがわかっていた。ソ連が米国に屈服

したのもレーガソ大統領・ブッシュ大統領が『－度やってみよう。』というや

り方で果敢に出たからだ。

私とブッシュ米国大統領が、北朝鮮を引っ張ってくることが出来たのは、そ

のような何らかの決意が金日成に伝達され、それで金日成がのっぴきならない

でついて来たのだと私は思う。結局、非核化宣言までついて来たのである。」

－慮泰愚は、韓ソ修交と関連して親ソ政策のため反米を助長したなどの誤解が
●

あったのは事実とは違うと言いながら、残念がった。

「ソウルオリンピック当時、我々の観衆たちがソ連チームを熱狂的に応援した。

これに対して米ソ対決があればソ連を応援するような何らかの操作があったの

ではないかという意見があったが、この問題について私の考えを話そう。

私がＬＡオリソピックに参席した時、共産圏国家からは唯一中国が参加した

が、米国人たちは熱烈に歓迎した。米国選手に対するよりもより熱狂したのだ。

同じようにソウルオリソピヅクも、北朝鮮の工作のためにソ連をはじめ東欧

圏社会主義国が全部反対した。しかし、好余曲折の末、参加することになった
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ので、主人の立場でこういううれしさを表現したのがあの応援だったのである。

さらには、米国に対して、国民感情が多少よくなかった点も作用したのだろ

う。ニューヨークタイムズ・ＬＡタイムズ・米国上院議員などがソウルオリソ

ピヅクに対して、－時、反対したことがあったではないか。国民の間では、

『我々が一番信じる米国が、こんなことをしていいのか。金日成を助けながら、

我々に迷惑をかけていいのか。』という感情があったりもした。」

経済協力が対ソ修交の条件ではなかった

一韓ソ修交過程でソ連側が経済協力資金をより多くもらうために時間を引き延

ばしたという報道は、全然根拠の無い話だと、慮泰愚は説明した。

「韓ソ修交のため、私は親書を送るなど積極的に努力した。しかし、ソ連側が

修交の条件として経済支援を要求しながら、修交協議をずるずると引き伸ばし

たという話は事実ではない。1990年９月30日に修交して、私がソ連を訪問した

時、ソ連の国内情勢は、ゴルビーにとっては厳しい状況であった。彼は首脳会

談をしながら、議会をはじめ、説得しなければならない人物たちが多くて、頭

が痛いと吐露した。私は彼の心の中を読むことができた。

当時、ソ連国民たちには、自由と開放の風が吹き始めていた時であった。私

はモスクワ大学で演説しながら（編集者注：慮泰愚は1990年12月14日、モスク

ワ大学で『冷戦の壁を超え、平和と繁栄に向かって』という主題で演説した）、

ゴルピーがとったペレストロイカについて褒め称えた。私は、『モスクワがと

ても寒い地域だと聞いて、ソウルを出発する時、防寒用の毛糸の帽子とぶ厚い

服をもってきた。しかし､､来てみると、ソウルより暖かつた。不思議だなと思

い、よく考えてみると、これがゴルバチョフが唱えているペレストロイカの風

だろう。それで暖かいのだと考えた。』と話した。
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一方、ソ連人たちは、流通分野の動脈硬化症にかかって、ある地域では食料

と生活必需品が余ったり、ある地域ではなくて、大変不便な状況に直面してい

た。あれこれの不満が議会で表出され、ゴルビーには頭の痛い状況であった。

ソ連の対韓半島政策における路線転換については、ドソ・オーバードーファー

が『ふたつのコリア」でうまく表現しているが、1988年の時点で、ソ連共産党

は『韓国は極東地域で、－番有望な経済パートナー』ということを認定してい

た。そして、韓国との関係正常化を急がなければタイミソグを逃すかもしれな

いという意見が、内部で論議されていた状況だった。

私はこの決定は、－番目に88年のソウルオリソピヅクの影響であり、二番目

は七・七宣言の影響だと思っている。」

シェワルナゼ、修交日時を前倒しする

－元来、両国政府が合意した韓ソ修交予定日は1991年１月１日であった。しか

し、ソ連側は、1990年９月30日に修交日時を前倒しした。この間の両国関係か

ら見る時、破格的な事件にちがいない。修交日時が前倒しされた事情に対する

慮泰愚の肉声証言を聞いてみる。

「シェワルナゼはとくに韓ソ修交日時に関して、我々側の要請を喜んで受けい

れてくれた。我々側は修交に際して1990年を越えないのが望ましいという立場

であった。シェワルナゼは９月にＵＮ総会参席のため、ニューヨークを訪問し

ていた。我々政府は現地に行っている崔浩中外務長官に、シェワルナゼと会っ

て可能な限り修交日時を前倒ししろという指示を下した。崔浩中外務長官は修

交発表予定日の何日か前、ある外交レセプショソの場で、シェワルナゼと会っ

てこのような意志を伝えた。シェワルナゼは韓国政府の提案に驚いたものの、

修交発表当日である９月30日にこれを受け入れた。彼はペソを出して発表文に
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書いてあった、修交予定日『1991年１月１日』を削除し、代わりに、『1990年

９月30日』と書いた。この日、両国外務長官は韓ソ修交文書に調印して、大使

級外交関係を樹立するという共同声明を発表した。（編集者注：その直前、シェ

ヮルナゼは北朝鮮を訪問、韓ソ修交の方針を通告したが、北朝鮮当局者たちか

ら脅迫に近い無礼を受けて、感情を害していた。）しかし、私がモスクワを訪

問（1990年12月14日）しながら、経済援助の具体的計画とか、金額に対する議

論を拒否したというのは事実とちがう。具体的な計画とか金額に対しては、実

務者に検討することを指示した。５０億ドル要請などの話は、実務者でしたこと

などで、よく覚えていないが、明確なのは、総金額が30億ドルで決定され、そ

の半分が現金借款、のこりの半分が輸出物資の供給であったということである。

経済協力借款（ハソガリー６億ドル、ソ連30億ドルなど）は、単純に見れば、

大きな金額に違いない。しかし、北方外交で、国家安保に対する脅威を減らす

ことにより、我々側に軍備節減効果をもたらしてくれた点を考えれば、長期的

に見れば、おおきな費用だといえないというのが政府の見解である。

また、ただあげたのでなく、貸してあげたのであって、現金と利子を返して

もらうのである。とくに、我々は米国と日本からも貿易赤字を記録している反

面、これら北方国家たちに対する輸出は大きく増え、継続して貿易黒字を出し

ている。北方外交の成果を借款問題を是非に取って、退色させてはいけないと

思う。

韓ソ修交を韓中修交より先にした理由は、私の『遠交近攻』戦略のためであ

る。遠くから手をつないで、あとは北朝鮮との関係を改善するというのがそれ

であった。金宗輝首席は私のこのような戦略をよく実践してくれた。」

済州島でゴルビー夫妻を慰労

｢ゴルピーとの済州島首脳会談では、すでに両国は修交していたし、回数では
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三回目の会談だったから、非常に親密な状態になっていた。ゴルピーは当時、

日本訪問中に、北方領土問題をはじめ、日ソ間の懸案問題が思い通りにいかな

かったせいで、気力が失せていた状態であった。彼は、とても気分がよくない

ように見えた。

私は彼をかわいそうに思い、夫妻を慰労しようと気適った。それで、オープ

ソしたばかりの済州新羅ホテルに部屋を取っておいて、夫妻に『日本でのこと

は忘れてください。そして、新婚旅行に来たと思ってください。私があなたた

ち新婚夫婦のために部屋をひとつ特別に用意しておきました。すべて忘れて私

と今晩夕飯を食べて二人でゆっくり休んで下さい。私がいますぐ慰めてあげれ

ることはこれしかありません。』と言った。そしたら、夫妻は、感銘を受けた

ような反応を見せてくれた。

当時、ゴルバチョフ夫人のライサ女史はソ連国内の世論を意識しているよう

だった。済州島の海女たちと、水産物売り場を回りながら、ただ見物だけでな

く、魚を触ったりする写真を取らせて、テレビに映るようにした。（編集者注：

この会談でゴルピーは韓国のUN加入について拒否権を行使しないと約束した。）

公職から退いた後、ソウルに講演しにきた彼と二度ほど会った。あれほど世

界を変化させるほどの影響力を発揮した指導者だったにもかかわらず、自分が

腰を下ろしている国がうまくいかないから、結局は正当な評価を受けられなく

なってしまった。自分の思想、自分の論理がもとになって、ソ連が新しい方向

に発展し、それが全世界で賞賛されるような対象になったならば、ゴルピーは

このようにみすぼらしくはならなかっただろう。いくらよい理想、いくらよい

論理だとしても、現実的に受け入れられなかった時は、あのようなみすぼらし

い姿に転落してしまうが＼かといって、無条件に評価を削り落とすのは良くな

いと思う。評価は、より遠い将来になされるだろうから、今は断定してはいけ

ない。

我々はゴルピーに感謝しなければならないと思う｡現在ソ連という国が解体
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され、非常に厳しい状況におかれているが、もしもゴルピーと正反対の人が現

れて、軍事覇権国家として絶対譲らないと言いながら、自由陣営と覇権を争う

ことがあったならば、人類は災いの中に転落してしまったであろう。とはいえ、

ゴルピーは経済をあまりにも簡単に考えて、政治改革をすれば、経済も自動的

についてくると信じていたようだ。もうひとつ、ゴルビーは、共産主義を放棄

しなかったから、混乱を巻き起こした。しかし、ゴルピーは、腕はうまかった。」

ゴルビーが「経済プレーンを換えよう」と提議

「ゴルバチョフは頭もシャープで瞬発力もあり、いろいろ見る目がある賢い指

導者であった。しかし、ただひとつ経済に対する知識だけはそのレベルが疑わ

しいほど足らなかった。もしも彼が市場経済についてある程度の知識だけでも

持っていたら、ソ連経済は、あれほどめちやくちやには成らなかったであろう。

彼は自分のその点をあとになって気づいたようであった。

そういうわけからか、ゴルバチョフは首脳会談で、私に『私の経済ブレーソ

数百名はぜんぜん役に立たないので、あなたのブレーソー人と換えましょう。』

と冗談半分、まじめ半分にするまでだった。そして、私も冗談で、『そうしま

しょう。わが金鐘仁経済首席をここに置いていきますので、よく使ってくださ

い。でも、あなたのブレーンを、私が連れて行くのは遠慮します。』と言った。

韓国の北方政策について米国の批判が強いというニュースが、わが国のマス

コミに大々的に取り上げられた。金宗輝首席は、それを見て私に、『韓ソ修交

も急ぎますが、韓米関係も、もっとよくする必要があります。』と建議した。

それで、ゴルバチョフとのサソフラソシスコ首脳会談がわが国でもモスクワで

もなく米国で行われたので、会談終了後、ブッシュ大統領との首脳会談が成功

しなければ、韓国の支援国の役割をしている米国としてもおかしいし、みかけ

も悪いので、会談を設けましょうと言った。
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米国大統領の日程は最小限６ヶ月前から決まっているはずである。しかし、

私がゴルビーと会ってから、日にちが決まらないといって、一週間も米国の観

光をするわけにも行かないし、韓国に戻って、また行くわけにもいかなかった。

その直後になって、つまり政治的格好をそろえて、韓米関係の強固さも内外に

見せることによって、北朝鮮による韓米離間の工作を防ぐこともできるだろう

（ということになった）。その事前調整のため、金宗輝首席が秘密に米国を訪

問した。

当時、ギリシアの大統領か首相が、ブッシュ大統領と会うことになっていた

日程を調整し、韓ソ首脳会談の次の日に、韓米首脳会談（1990年６月６日ワシ

ソトソ）を行った。ギリシアは多分、次の日だったかその日の午後に日程が延

期された。

サソフラソシスコ会談は、韓国の発展的な変化と、クレムリン指導部での決

定により可能になったかと思う。

ドブルイニンは、外務省の話だけをしたが、私は（ソ連の）軍部は反対して

いたと知っていた。また、軍と連結している軍事産業分野も対北朝鮮武器輸出

から得る利益を挙げて、よく思っていなかったようであった。したがって、ク

レムリソの最高指導部側で韓ソ修交を最終的に決定したのである。韓国側の提

議と雰囲気、アジアゲームとオリソピヅクを行いながら見せた姿と経済力、韓

国の能動的で自信に満ちた外交政策などが複合的に合わさって、そのような決

定を導いたのである。

サソフラソシスコで会談をしようといってきたのはソ連側であったが、その

前に我々はいくつかのチャンネルで接近した。第六共和国では、我々は北方政

策を推進しながら中国の話をたくさんした。しかし、中国よりもソ連がより簡

単により早く成功できると判断し、ソ連を集中攻略した。」
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経済協力で対北武器支援を遮断

「金宗輝首席は、私に『修交が無い状態で、閣下のモスクワ訪問とか、ゴル

ビーのソウル訪問は不可能である。したがって会談場所は、第三の地域になら

ざるを得ないが、モスクワは離しいいし、周辺地域で無ければならない。』と

報告した。その間に、『ゴルピーがワシントンを訪問し、帰りにウラジオスト

クとシベリアを経て帰る。』という報告を受けた。

我々は即時、ソ連側と接触し、ウラジオストクで会談することを提議したが、

ソ連側がドブルイニソを送って、サソフラソシスコがよりよいと解答してきた

のである。

ソ連との修交過程で経済協力借款に対する具体的金額は、マシリコフ副首相

がソウルに来て金宗輝首席と決定したのである。当時、ソ連が韓国と修交し、

ソ連から北朝鮮へ援助していた高度精密武器に対する供与を制限することにし

たのは、1990年８月に私がマシリコフ副首相と別に会った席で決定されたので

ある。そこで、私は二つの原則を提示した。

ソ連が経済協力借款を先にくれと話して来た時、私は『それはかっこよくな

い。あなたの方にも、韓国の方にもよくない。修交以前に経済協力がなされる

と、我々が修交をお金で買ったかのようになる。あなたの方は、強大国なので、

先に経済協力を受けると、修交をお金で売ったことになる。我々の経済協力を

するという原則は変わらないので、これは修交の後に伸ばしたほうがよい。』

と言った。

当時金宗輝首席は、『わが国でも、韓ソ修交について批判する人が多い。あ

なたたちが我々と経済協力する際に、北朝鮮に高度精密武器、つまり、戦闘機

とか、戦車、ミサイルなどの軍事協力をすると、私も対ソ経済協力の反対論者

になる。』といった。

そしたら、マシリコフ副首相は、『対北軍事協力は、韓国との経済協力がな
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されれば中断する。』といった。その約束が守られてその後、北朝鮮に一機の

戦闘機も一台の戦車も一発のミサイルもいかなかったのである。

私がソ連をはじめて訪問した時、ソ連の将来が不安なので、ロシア（共和国）

のエリツィソ大統領と閣僚たちとも会った。当時、エリツィソは自分がソ連全

体の大統領になれないので、ロシアを分離独立させようとした。それで、彼は、

韓国に対してロシア共和国とも別に外交関係を結ぼうと提議してきた。私はエ

リツィソの気分が悪くならないように、つつましく碗曲な表現で断った。

日本は韓ソ修交に対しては、警戒する姿勢で傍観していたようだが、中国と

の修交に対しては強調的であった。」

一続いて、慮泰愚は、1992年11月18日～19日のエリツィソロシア大統領訪韓時

に渡されたソ連側によって撃墜された大韓航空007号のブラックボックスの話

に話題を移した。当時韓国のマスコミは『うそのブラックボックスをもらった』

と言い、我々政府の無能な外交を叱姥したことがあった。はたして、ブラック

ボックス事件の真実は何だったのか。盧泰愚の肉声証言を聞いてみることにす

る。

大韓航空ブラックボックスの真実

「KAL007号のブラックボックスは、エリツィソ自身も私に偽ものを渡した

と絶対考えていなかったと信じている。ブラックボックスという言葉はソ連側

から出たのではなく、我々の方で推測したことが拡大され外に広まったのであ

る。」

一金宗輝首席は、ブラックボックス事件についてこのように証言したことがあ

る。『ブラックボックス騒動はジャーナリスティックな興味のひとつとして扱
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われた気がする。それはもともと、ブラックボックスではなく、そのもの自体

（撃墜された大韓航空機の残骸）を慮泰愚に見せることにより、エリツィソな

りには友情と正義を表現しようとしたことであった。その友情と正義の

ゼスチャー、つまり、事前に一言も言わないで、おみやげを用意したのである。

当時、エリツィソは、慮泰愚と韓国をとても必要としていたからである。自分

の対外政策に韓国を利用しようとする側面があって、韓国と親しいところを対

外的に、とくに日本に見せつけるためであった。また、ひとつは韓国から経済

協力をより多く引き出せたらという考えもあったのだろう。』

－ふたたび、盧泰愚の証言。

「ブラックボックスという言葉は、どこから出たかは知らないが、エリツィ

ソからブラックボックスという言葉を聞いたことはない．しかし、マスコミは

ブラックボックスだと言った。しかし、一方、考えてみれば、エリツィソは私

と韓国に対してとても好感をもっていた。反面、北朝鮮に対しての敵憶心は隠

さず、私はそれを十分に感じるほどであった。それで、私たち二人は互いに、

意気投合しながら首脳会談を行うことができた。

しかし、彼が我々を編したとか、詐欺芝居をしたとは想像すらできないこと

である。撃墜されたKAL機のエソジソ部分か他の部分かは正確には知らない

が、『もうしわけない。』といって、自分なりには、謝意の意味で私に伝える

ために持ってきたにちがいないという結論にいたった。

とにかく、KAL機の残骸の一部を見つけたから、それだけでも大事にもっ

てくれば謝意の意味にもなり、自分たちの精誠をつくすことにもなると考えた

のだろう。」（編集者注：エリツィソは訪韓時に、旧ソ連一北朝鮮間の友好協

力条約中、第一条である武力自動介入条項の破棄を約することによって、北朝

鮮との軍事同盟関係を整理した。）
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中央アジア同胞沿海州移住作戦

「今我々は（経済的に）苦労しているので、３０億ドル（実際の提供は約15億ド

ル）は大きなお金とは言えるが、今からでもロシアとはどんな努力をしても関

係をはやく改善しなければならない。極東シベリアの宝庫を－度目で確認する

必要がある。

ロシアの方から見れば、日本には侵略された経験があるので、不慣れでぎご

ちないし、米国とはまだ競争状態である。中国とも円満ではない状態なので、

－番障害の無い国がわが韓国である。

とくに、韓国は産業分野の技術とノウハウを持っていながら、自分たちには

どんな脅威も与えない国なので、その絶好の機会を我々がうまく活用しないと

いうのは、やるせないことである。

とにかく、ロシアに提供した経済協力資金30億ドルをおいて、批判も多いが、

ロシアが北朝鮮に武器支援をしなかった金額だけ計算しても、３０億ドルは返し

てもらって余りあるのだというのが私の判断だ。

エリツィソロシア大統領は、1992年11月18日、韓国を訪問して次の日、１１月

19日に私と首脳会談を持ち、国会議事堂本会議場で共産党放棄と韓国の経済発

展のモデルを学びたいと演説した。

私の考えでは、エリツィソは国際的な現実に目を開け、また韓国に来て、自

分たちがどれくらいばかなことをしてきたかを悟っているようだった。

エリツィソは血の気が多い性格のようだった。彼がはじめて訪韓した時、私

は彼と初めてテニスの試合をした。私は在任中、二人の外国国家元首と三回の

テニスの試合をした。ブッシュ大統領とホワイトハウスで先にテニスゲームを

して、また、彼が訪韓した時、青瓦台でもう一度試合をしたことがある。それ

でその事実を知ったどうか、エリツィソ大統領がテニスをしようと提案してき

た。

彼はウィンブルドンに出場したソ連選手をコーチにして何ヶ月間か練習し、

－１２３－



政策科学・国際関係論集第四号（2001）124

韓国に来る際、そのコーチを連れてきた。そして、我々は親善ゲームをするこ

とにした。背の高いエリツィン大統領は、元来、大学時代、バレーボール選手

だったと言うが、国家代表ではなかったものの、実力が国家代表選手級だと認

定されるほどうまかったと聞いた。それで、バレーボールの実力で、テニスポー

ルを叩き落すと、あたるとものすごいスマッシュになり、あたらないと、ネッ

トに突きささるぐらいの失敗をした。彼は何ヶ月間練習をしたのはしたが、そ

れほど上達していたわけではなかったようだ。

ゲームは、彼と彼のコーチ、我々側は、私と李賢雨警護室長がひとつの組を

作った。しかし、最初のマッチでエリツィソが負けた。そしたら彼は、負けた

のが我慢できず、もう一回やろうと言ってきた。

私は最初から、勝つ考えのないゲームであったし、彼にポールをおくると我々

がまた勝つと思い、ポールを彼のコーチに送り、コーチが決めるようにさせて、

１対１で引き分けになったことがある。」

金泳三と朴哲彦の葛藤

－続けて、韓ソ修交を中心に質疑応答が続いた。

シェワルナゼが修交日程を1990年９月30日に前倒しにした理由の中の一つが、

この人が北朝鮮に行って、侮辱された感情からですか？

「それもひとつの理由になった。北朝鮮側は効果があると思って、そのような

無礼をしたが、正常な外交常識では到底納得できないことだ。こんなことをす

るとは…。どこで、自分の宗主国ともいえるソ連の外相を恐喝、脅迫するだろ

うか？こんなことをためらわなくするから、しかし、そういうことが、うまく

いくのが金日成の能力である。金日成は直接恐喝するわけではないが、金日成

はとにかく外国人の心を引張ったり、魅了させたり、共感帯を形成する特殊な

手法を持っている人には違いない。」

－１２４－
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－修交する前に経済協力まで論議して、これを修交条件にしていたら、ソ連は

相当多くの経済協力を受けれたはずと思われます。修交を決定した後から、経

済協力の交渉をはじめたというのは順番が逆ではないですか？

「ソ連という国は今もあれほど厳しい状況でありながらも、すごく自尊心のあ

る国なのだ。我々の方は必要だったから修交したが、お金で修交を買ったこと

になると、ソ連としては、耐えられない侮辱になる。これを私もわかって、あ

ちらの立場もわかっていたから、ブレーソたちの間でそのような話が出ても、

とりあげなかった。」

－ソ連はドイツの統一過程においてもそうだったでしょう？

「そうだ。我々の考えでは、ドイツにお金をたくさんもらって、ドイツ統一に

目をつむったと想像するがそうではない。ただ、あげてしまった。経済的にソ

連はお金を扱う方法をよく知らない。彼らは利子の概念が何かもよく知らない。

中国人と全然違う。それでも、スーパーパワーとしてのプライドはすごい。」

-1990年初め、金泳三代表が朴哲彦補佐官をつれて、ソ連に言って、ゴルバチョ

フに親書を伝達する過程で、少し混線があった問題はどう思いますか？

「はじめ、金泳三氏が朴哲彦といっしょに（モスクワに）行く状況ではなかっ

たが､金泳三氏が朴哲彦にいっしょに行こうと言った。朴哲彦は行こうとしな

かったのを私が『行きなさい。』と言ったので、朴哲彦がついて行った。行く

時まではよかった。しかし、行くやいなや、こじれてしまった。

朴哲彦は通常の公職者コースを踏んだから、外交問題をどのようにすべきか

根本を知っていた。しかし、この両班（訳者注：金泳三を指す）は、（外交手

続きを）全然無視するから、意見が根本から違って、『だめです。』と言った

－１２５－
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ら、『何を言っているか。』となって、関係が疎遠になってしまったのだ。」

(以上『月刊朝鮮』９９年５月号87～109頁）

－１２６－


