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政治ショーに終わった米朝首脳会談 

国際社会が注目する中、歴史的な初の米朝首脳会談が 6月 12日、予定通り行われた。結

果は具体的な中身に乏しく、象徴的な政治宣言に終わった印象はぬぐえない。共同声明に

は米国が要求していた CVID（Complete, Verifiable and Irreversible Denuclearization「完

全かつ検証可能で不可逆的な非核化」）という文言はなく、全ての核兵器及び開発計画の放

棄を明記した 6か国協議共同声明（2005年）よりも後退している。また弾道ミサイルにつ

いても全く触れられていなかった。 

他方、北朝鮮の狙いの一つでもあった「経済制裁緩和」についても言及はなく、金正恩

の思惑は外れたのかもしれない。かろうじて米国が「北朝鮮に安全保障を約束」し、北朝

鮮が「朝鮮半島の完全な非核化」への固い決意が確認されたということが成果といえよう。

これじゃ CVIDではなく、CVIG（Complete, Verifiable and Irreversible Guarantee 「完

全かつ検証可能で不可逆な体制保証」）だと揶揄する声も聞かれる。 

 

全ては今後の事務レベル協議に持ち越された 

今回の首脳会談は、これまでのような外務省、国務省が積み上げる外交交渉ではなく、

具体的中身が詰め切れないまま見切り発車で実施された会談であった。それゆえ会談それ

自体が「劇場化」しており、米朝両国が「会談成功」と高らかに宣言することが目的化し

ていた感がある。 

ドナルド・トランプ米国大統領が述べたように、金正恩朝鮮労働党委員長との個人的関

係ができたことは確かであり、全ては「マイク・ポンペオ米国務長官と北朝鮮の担当高官

が主導」する今後の事務レベル協議に持ち越されたといっていいだろう。 

これまで「非核化」については北朝鮮に騙され続けてきた。1994 年、「米朝枠組み合意」

で「核開発凍結」に合意しておきながらも、密かに核開発は続けられ、これが発覚した 2002

年に破綻した。2005年の６カ国協議共同声明では「検証可能な非核化」に合意したものの、

翌年の核実験で破綻した。 

板門店宣言では「朝鮮半島の完全な非核化」が盛り込まれ、今回の米朝首脳会談では金

正恩の「ゆるぎない、固い決意」が示されたが、「三度目の正直」が実現するか全く不透明

である。 

朝鮮戦争の「休戦状態」の「終戦化」についても、関心の的であったが、「新たな米朝関

係の確立と朝鮮半島における持続的かつ強固な平和体制の構築に関する諸問題について、

包括的で詳細、かつ誠実な意見交換」を行ったと述べるにとどまっている。もともと休戦

協定署名国の中国が参加しておらず、米朝首脳だけで合意するのは無理があった。 



４月の南北首脳会談の板門店宣言では、年内に終戦宣言を行い、さらに休戦協定を平和

協定に移行とある。だが、これは米中という当事者が入っていない南北だけの宣言である。

平和協定になれば、米朝国交正常化や在韓米軍の取り扱いも絡んでくるため、そう簡単に

はいかない。 

 

金正恩の狙いは「金王朝の体制保証」 

今回、首脳会談における金正恩の狙いは何だったのだろう。金正恩が交渉のテーブルに

ついた最大の狙いは、「金王朝の体制保証」である。共同声明では、トランプ大統領が「北

朝鮮の安全保障を約束」したことになっており、金正恩は一定の成果を上げたといえる。

だが、短期的には経済制裁の緩和が至上命題であり、この言及がなかったのは金正恩にと

っては満点とは言えない。昨年の 12 月 22 日に全会一致で可決された国連の経済制裁は、

殊の外厳しいものであり、ボディーブローのように金王朝体制にダメージを与えつつある。 

中国も賛成したこの制裁により、北朝鮮の対中輸出総額の 9 割が減少した。主な外貨稼

ぎ品目の石炭、鉄鉱石、繊維製品、海産物の輸出も全面禁止され、3月から給料と食料配給

が止まった。労働者の半分ほどは職場を放棄して、山に入って薬草、山菜などを採取して

食いつないでいるともいわれる。餓死者が出てきたという情報もある。早急に手を打たね

ば、金王朝を揺るがしかねない。 

米国の軍事力行使の本気度が上がってきたことも金正恩を動かした理由だろう。昨年 11

月 29 日の火星 15 号発射実験により、弾頭ミサイルは米国全土を射程に入れることが可能

になった。大気圏突入時の技術的課題は残っているものの、マイク・ポンペオ CIA 長官（当

時）が「あと数か月で完成」と述べたように、ほぼ完成したとみていいだろう。これまで

も「テーブルの上には、あらゆる選択肢がある」としてきた米国だが、米本土全域が核の

脅威に晒されて初めて本気になった。これに呼応するかのようにホワイトハウスの布陣も

入れ替わった。交渉を重視するレックス・ティラーソン国務長官、ハーバート・マクマス

ター大統領補佐官から、武力行使も辞さない強硬派のマイク・ポンペオとジョン・ボルト

ンに替えられた。しかも何をしでかす予想がつかないトランプ大統領である。 

米国の軍事力の前には、金正恩体制はひとたまりもない。「金王朝の体制保証」の為には

何としてもここは凌がねばならない。今回、トランプ大統領が「北朝鮮に安全保障を約束」

したことは何よりの成果だった。 

だが経済制裁が今のままでは、「時」は金正恩に味方しない。金正恩は平昌オリンピック

を利用して宥和政策に方針転換を図り、4月の党中央委員会総会では、金正恩委員長は「核

武力の達成」を宣言しながら、今後は「経済建設に総力を集中させる」と述べた。 

文在寅韓国大統領を抱き込んで、対米交渉の仲介役を期待したところ、予想外にもトラ

ンプ大統領が首脳会談にのってきたわけだ。米朝首脳会談は金日成時代からの宿願である。

金王朝 3 代に渡って渇望したことは、朝鮮戦争以来の休戦状態に終止符を打ち、敵対して

きた米国と国交を結び、平和条約を締結することである。 



金正恩は、この機会を「金王朝の体制保証」を実現させる千載一遇のチャンスと見た。

先ずは「経済制裁の緩和」の道筋をつけて「時」を味方につける。そして時を稼ぎつつ朝

鮮半島の「休戦状態」を終結させ、その延長としての米国との国交樹立、平和条約締結を

見据える。そのための手段として「非核化カード」を有効に使う。これが金正恩の大戦略

である。 

CVID は共同声明には明記されなかった。だが、米国は今後の協議を通じて CVID を要

求することは、トランプ氏が記者会見で述べた通りである。当初、ジョン・ボルトン安全

保障担当大統領補佐官は短期間による「非核化」、つまり「リビア方式」を強く主張し、見

返り（制裁解除）はその後としていた。だが、北朝鮮の非核化については、実際にはその

プロセスには最低でも 2～3年かかる。非核化が全て完了するまでの長期間にわたって、び

た一文「見返り」は与えないという訳にもいかないだろう。そこに付け入る隙がある。今

後、米国は CVID を求めていくだろうが、実行上「同時並行的」に制裁を解除していかざ

るを得ない。中国外務省は、会談終了後、早速制裁の緩和に言及している。制裁が緩和さ

れると、一転して「時」は金正恩に味方するようになる。 

 

金正恩は核放棄を考えていない 

もともと金正恩は核を全廃することは毛頭考えていない。「体制保証」には不可欠のツー

ルだからだ。北朝鮮は 1960年代から、金王朝三代にわたり文字通り国家総力を挙げて核開

発にあたってきた。膨大な資源を投入し、100万人以上といわれる餓死者を出しながらも開

発を継続してきた核兵器は、北朝鮮では「宝剣」と呼ばれている。 

他方、核開発に国防予算の大半をとられた結果、通常兵器の陳腐化は著しく、今や見る

影もない。核がなければ国防は成り立たたず、金王朝体制を守る術はない。2016 年夏に亡

命した元駐英北朝鮮公使太永浩は「１兆ドル、10 兆ドルを与えると言っても北朝鮮は核兵

器を放棄しない」と述べ、「核問題の真の解決を望むなら、レジューム・チェンジ（体制変

更）という道しかない」と主張する。 

北朝鮮の核、ミサイルが金王朝体制の存続と不可分である以上、いくら米国が「安全保

障」を約束したところで、「非核化」を装うことはあっても、応じることはないだろう。ま

してトランプ大統領は「イラクの核合意」や「パリ協定」を反故にした張本人である。し

かも 2年数か月後には別の人物が大統領かもしれない。「合意」など大統領が変われば紙屑

同然になると思っても不思議ではない。 

「金王朝の体制保障」という至上命題のためには核は不可欠なのである。米本土に届く

ICBM が完成間近になり、核弾頭も完成した今、ようやく米国が直接交渉に応ずるように

なった。体制保障を確たるものにするためには、イスラエル、インド、パキスタンのよう

な事実上の核保有国として認めさせることが必要だと考えているに違いない。 

金正恩は、核は削減はしても、核放棄はしない。亡命元駐英公使の太永浩氏も「（北朝鮮

は）核放棄ではなく核軍縮に向かっている」と指摘している。今後北朝鮮は、核と弾道ミ



サイルの実験を行わないことは譲歩するとして、「非核化」を装いつつ、核兵器、弾道ミサ

イルの一定数の隠匿を図る。その後、米朝「非核化完了宣言」後、しばらくたってから核

保有を仄めかし、イスラエルのような形で核保有国として認めさせるというシナリオを描

いていると思われる。 

 

金正恩は「ブタペスト合意」の失敗に学んでいる 

トランブ大統領は「北朝鮮に安全保障を約束」した。だが北朝鮮側に立てば、これとて

も容易には信用できない。過去、「ブタペスト合意」のような実例があるからだ。1991 年、

ソ連邦が崩壊した際、ウクライナには約 1900発の核弾頭が残された。ソ連から独立したウ

クライナは当初、これを自国で保持しようとした。だが米国、英国、ロシアが反対し、NPT

加入、核兵器撤去を条件に「主権と領土の統一性を保障する」と約束した合意が 1994年に

結ばれた。この後、フランス、中国もこれに参加し、国連の常任理事国がこぞって合意し

た。これが「ブタペスト合意」である。 

だがその 20 年後の 2014年 3 月、クリミア半島は一夜にしてロシアに併合された。国連

は併合を無効とする決議を採択したが、なんら状況は変わらず、国連の無力を曝け出した。

ウクライナがもし数発でも核弾頭を保持し続けていたら、こんな事態は起こり得なかった

と、ウクライナ人は悔やんだが後の祭りだった。中国の人民日報は次のように伝えている。

「西側世界は国際条約や人権、人道といった美しい言葉を口にしているが、ロシアとの戦

争のリスクを冒すつもりはない。約束に意味はなく、クリミア半島とウクライナの運命を

決めたのは、ロシアの軍艦、戦闘機、ミサイルだった。これが国際社会の冷厳な現実だ」 

国家の運命を決めるのは力であり、一片の紙ではない。金正恩もトランプとの口約束に

金王朝の命運をかけようなどとは、ゆめゆめ思っていないはずだ。やはり金王朝体制存続

に必要なのは「核」という力なのだ。 

またリビアのカダフィ、イラクのフセイン、両独裁者が殺されたのも、核武装を放棄し

たからと金正恩が思っていても不思議ではない。カダフィの死は、核の廃棄とは直接関係

はない。大量破壊兵器の廃棄から 8 年後に「アラブの春」による内乱が勃発し、民衆によ

って殺されたもので、「非核化」が原因ではない。だが核保有を諦めたカダフィ、フセイン

両独裁者が悲惨な末路を辿ったことを意識していることは間違いない。 

 

抜け穴だらけの CVID 

今の CVID には、核を隠匿できる沢山の抜け穴がある。CVID を実行するには、核兵器

や核物質、そして生物、化学兵器等、関連施設の申告と解体、査察、監視が必要となる。

ポンペオ国務長官は、事前協議で非核化措置の検証対象に、「核兵器の保有量、保管場所、

核開発技術、システム、インフラ核物質製造施設」をあげている。実際の検証作業には国

際原子力機関（ＩＡＥＡ）や米国などが担うとみられるが、正確な核の数、保管場所、核

関連施設の場所等の情報がなければ「検証」自体が難しい。 



最大の問題点は、北朝鮮が保有する核兵器の数や、核兵器に転用可能な高濃縮ウランや

プルトニウムの保有量、そして保管場所などを米国の情報機関も正確には把握していない

ことだ。国防情報局（ＤＩＡ）は核兵器数を約 60 発と公表するが、13～30 と見積もる米

シンクタンクもあり、諸説飛び交っている。核関連施設の場所も全てが特定できているわ

けではない。冷戦後の米国情報機関弱体化のつけが回ってきているのだ。 

元米政府高官も「100％の検証は不可能」と述べる。北朝鮮には山を掘ったトンネル保管

場所は大小さまざまを含めると「万の単位」だという。となると、申告以外の場所に対す

る特別査察を実施したとしても「検証抜け」が生じる可能性は十分にある。まして北朝鮮

が特別査察に応じなければ、それ以上進まない。プライドの高い北朝鮮である。敗戦国で

もないのに、唯々諾々と特別査察に応じるわけがない。アインホーン元国務省調整官が「申

告したものを検証するのは簡単だが、申告していないものの検証は困難」と述べる通りな

のだ。 

核兵器の数と場所を特定していなければ、北朝鮮が申告をしても、その嘘は見抜けない。

検証が不十分であれば、核兵器の「完全」な廃棄は不可能である。まして核関連施設の無

能力化や核物質の国外搬出など「不可逆的」措置の完全実施はどだい無理な話であり、「抜

け穴」だらけとなる。意図的に数発でも核兵器を隠しておけば、平和条約締結後に手のひ

ら返しで「核兵器の保有宣言」が可能となる。もしそうなれば、もはや軍事力行使も不可

能となる。 

また「不可逆」の為には、一度獲得したノウハウまで無力化することが必要となる。そ

のためには、数千人といわれる核技術者をどうするのか。全員を国外に移動させることな

ど不可能である。ガルーチ元国務次官補も「（一度獲得した）核兵器開発能力を北朝鮮から

取り除くことはできない」と指摘する。いずれにしろ「検証」「不可逆」の実効性を担保す

ることは、容易ではない。 

 

「段階的で同時並行的な措置」による制裁解除 

非核化を目指すのであれば長い道のりを覚悟しなければならない。その長い期間中、全

く制裁は解除しないと突っ張れるだろうか。安倍晋三首相は 6 月 7 日、米朝首脳会談を前

にトランプ米大統領と会談し、非核化への具体的行動を引き出すまで制裁を解除しないこ

とを念押しした。6月 8日には G7サミットでも「制裁解除、圧力緩和のタイミングを誤っ

てはならない」と述べて賛同を得ている。 

他方、習近平国家主席とプーチン大統領は 6月 9日、上海協力機構（SCO）首脳会談で、

金正恩が主張する「段階的で同時並行的な措置」を支持することで合意した。先述のとお

り、米朝会談終了後、早々に中国外務省は制裁解除を仄めかしている。今後、「段階的に制

裁を解除せよ」との圧力が中国、ロシア、韓国からある可能性が高い。トランプ大統領の

トーンも既に徐々に変わってきた。トランプ氏が金英哲朝鮮労働党副委員長との会談した

際、「急がなくていい」と伝えたという。現実的には「段階的かつ同時並行的」とならざる



を得ないだろう。 

繰り返すが、制裁解除が「非核化」実現の後ということであれば、「時」は北朝鮮に味方

しないが、制裁が段階的に解除されれば、「時」は北朝鮮に味方する。後者の場合、北朝鮮

はいくらでも「時間稼ぎ」が可能になる。とりあえずは「非核化」を装いつつ、制裁緩和

と体制保証を確保した後は、いくらでも引き延ばしや隠蔽が可能となる。非核化宣言後に

米国と平和条約を締結した後、国力が上向いた時点で核の存在を仄めかし、最終的にはイ

スラエルのように、事実上の核保有国家として認めさせる。こういうシナリオは現実的に

可能なのだ。 

 

瀬戸際外交の失敗を巻き返した 

事前協議をめぐっては、5 月までは米国のペースで進んでいた。「非核化」について、米

朝の溝が埋まらず、焦った北朝鮮は瀬戸際外交に出て首脳会談中止を匂わせた。だが、ト

ランプ大統領には瀬戸際政策は通用しなかった。ジャブを入れたつもりが、トランプ氏か

らストレートパンチを食わされ、会談中止を発表されてしまった。 

慌てた北朝鮮はなりふり構わず翌日に声明を出し、そして金正恩が板門店に電撃訪問し、

文在寅韓国大統領に仲介をたのんだ。プライドの高い北朝鮮にしては、見事な変身振りで、

米朝首脳会談が再び可能となった。米朝首脳会談さえ実現できれば、米国の譲歩は引き出

せると読んだのだろう。今回の共同声明を見れば、その読みは正しかったようだ。 

その後、北朝鮮は粘り強く「体制保証」「段階的で同時並行的な措置」に固執して、巻き

返しを図った。その結果、米側は徐々にハードルを下げ、CVIDの文言さえ消えてしまった。

記者会見でトランプ大統領は「時間がなかった」と正直に答えているが、今後、実務者の

協議になれば、更に頑なに出て、これまで以上に時間を要すだろう。「北朝鮮に安全の保証

を与える」という言質を与えてしまった以上、交渉は益々米国に不利になったといえる。 

 

「北朝鮮の非核化」と「朝鮮半島の非核化」 

今後の「非核化」が長引く要因がもう一つある。米国は「北朝鮮の非核化」を求めるが、

北朝鮮は「朝鮮半島の非核化」を求めている。4月 27日の板門店宣言でも、「南と北は、完

全な非核化を通して核のない朝鮮半島を実現するという共通の目標を確認した」としてい

る。今回の共同声明でも「朝鮮半島の完全な非核化」となった。 

北朝鮮が「非核化」を主張するのは今回が初めてではない。金日成主席の時代から一貫

して「非核化」を主張している。これまで北朝鮮は、「非核化は先代の遺言」とか「北朝鮮

の体制を保証し軍事脅威をなくせば非核化する」とか主張してきた。だが遺言の「非核化」

は「世界から核兵器が無くなれば、われわれも核を放棄する」という意味であり、北朝鮮

だけが核を放棄するのではない。「軍事脅威」には当然、在韓米軍も含まれる。トランプ大

統領は会談後、米韓合同訓練の中止に言及しているが、在韓米軍がある限り、北朝鮮とし

ては「脅威」が消えるわけではない。 



現在、在韓米軍は核を配備していない。だが、韓国が米国の「核の傘」に守られている

のも事実である。今後、北朝鮮は「朝鮮半島の非核化」をたてに、在韓米軍の「非核化」

の検証を要求してくることも予想される。だが米国は、NCND（Nor confirm, nor deny)の

方針、つまり核の配備については、否定も肯定もせず、曖昧にしておくことで抑止力を高

めるという戦略なので、当然検証を拒否するはずだ。となると、話が違うとして北朝鮮国

内の「検証」を拒否することもあり得る。 

その他にも、米海軍の弾道弾ミサイル搭載の戦略原潜の入港禁止や 12カイリ以内の航行

禁止を求めてくる可能性もある。更には「朝鮮半島の完全な非核化」の範疇としてグアム

からの核兵器撤去を求めてくるかもしれない。これらは中国にとっては対米戦略上、願っ

てもないチャンスである。中国は北朝鮮側に寄り添い、国際社会に向かって協調して主張

し始めるだろう。 

トランプ大統領は既に米韓合同訓練の中止を述べている。前のめりのトランプ氏が今後

どこまで譲歩するかは不明である。それでも「米軍の非核化措置」を北朝鮮が要求した場

合、全て受け入れるわけにはいかないだろう。そうなれば、北朝鮮側が難癖をつけ、その

都度「非核化」の交渉は遅滞するに違いない。制裁が一旦緩和さえされれば、「非核化」が

遅れようが金正恩にとっては痛くも痒くもない。むしろの思う壺であり、「時」は金正恩に

味方することになる。 

 

日本は最悪を想定し、今から準備を 

初の米朝首脳会談は、高らかに「成功」と政治的に宣言して終わったものの、今後、朝

鮮半島情勢がどのように推移するのか、全く不透明、不確実である。トランブ大統領が言

うように、今回の会談は「始まり」に過ぎず、今後、長期にわたって「非核化」の議論、

そしてプロセスが続くことが予想される。日本は様々な事態を想定し、準備しておかねば

ならない。 

今後の協議の成り行きによっては、米国がしびれを切らし、共同声明を白紙に戻し、情

勢が一気にきな臭くなる可能性もなくはない。だが、協議が継続されている限り、米国は

軍事力行使を控えざるを得ないのも事実である。そこが金正恩の一つの狙いでもある。金

正恩が 5 月に二度も訪中し、これまでのギクシャクした中朝関係を修復し、中国の後ろ盾

を得たことも、米国の軍事力行使のハードルを更に押し上げている。 

あるいはまた、「非核化」の代償として、トランプ大統領は、在韓米軍撤退のカードを切

ってくるかもしれない。そうなれば、東アジアの軍事バランスは大きく変わり、日本も安

全保障戦略の練り直しを迫られることになる。また状況によっては、朝鮮半島の南北統一

の議論が進み出す可能性がある。直ちに完全な統一は無理としても、緩やかな連邦制への

移行が視野に入ってくるかもしれない。仮に、核保有の反日、親中連邦国家が朝鮮半島に

誕生すれば、日本にとって悪夢に違いない。 

いずれにしろ米朝首脳会談に浮かれている場合ではない。安全保障に楽観論は禁物であ



る。北朝鮮の非核化が頓挫し、米国が軍事力行使に傾けば、日本も無傷では居られない。

あるいは逆に、米国が下手に妥協して朝鮮半島に核が残れば、日本は核の脅威に晒され続

けることになる。どっちに転んでも日本は戦後最大の危機を迎えることになる。安全保障

に想定外はない。今後の米朝実務者協議の行方に一喜一憂し、右往左往するのではなく、

自ら最悪を想定して真摯に向き合い、準備すべきことを今から準備しておかなければなら

ない 

 


