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資料編 北朝鮮現代史概観 
 

① 金日成と満州抗日闘争（1932～1945） 

 ・金日成（1912.4.15～1994.7.8）心臓発作で死去（82 歳） 

  本名：金成柱、平壌郊外（万景台）で生まれる。父は小作農の子、母は 

  キリスト教会長老の娘。 

 ・抗日闘争の中で頭角を現す：満州派、延安派、ソ連派、国内派（北朝鮮 

  の甲山派、南朝鮮派） 

② 朝鮮民主主義人民共和国の誕生(1945～1948) 

 ・1945.10.14 金日成「ソ連解放軍平壌市民大会」に臨席 

        1945.9.19 ソ連領ハバロフスクから元山経由で帰国（ソ連 

        の大尉の資格） 

 ・1946.2 月「北朝鮮臨時人民委員会」：金日成が主席 

   2 月 土地改革 

   6.24 8 時間労働制 

   7.8  金日成総合大学 

   7.30 男女平等権法 

   8.10 産業国有化令 

   8.28 北朝鮮労働党結成（従来の朝鮮共産党北朝鮮分局を改称。朝鮮 

      共産党は朴憲永が中心） 

      北朝鮮労働党（共産党 43000 人、新民党 15000 人、民主党 14 万 

      人）の統一戦線の組織。1947.1 月で 56 万人。委員長は新民党の 

      金枓奉、副委員長に金日成。「労働新聞」1947.9.1 第 1 号 

   11.3 選挙（道、市、郡）1200 名代表選出 

   12.18 教育制度改革（5.3.3 制） 

 ・1947.2.17 道、市、郡人民委員大会 

    立法機関（北朝鮮人民会議：議長金枓奉は） 

    行政機関（北朝鮮人民委員会：委員長は金日成） 

   ＊朝鮮半島情勢 

    1945.9.6「朝鮮人民共和国」樹立宣言（ソウル） 

      主席：李承晩（推薦）、副主席：呂運亨、財務部長：曺晩植 

    1945.8.14以降 アメリカがソ連へ.38度線南北で占領地区にするこ 

      とを提案。スターリン了承。 

    1945.12.28 米英ソ外相会議「モスクワ協定」：統一した臨時政府 

       樹立のため、朝鮮を 5 か年間、連合軍の信託統治下に置く。  

     賛託派（金日成、朴憲永、呂運亨）と反託派（李承晩、金九, 曺晩植） 

      1947.9.23 アメリカ、国連に「南北統一選挙を提案」←ソ連拒否 

      1948.5.10 南朝鮮単独総選挙、制憲議会成立、7 月大韓民国憲法 

         公布、8 月 15 日大韓民国発足（李承晩大統領） 

         金九は単独選挙反対、1948.4.30、金日成と「南北統一の選 

         挙による民族政府樹立」の共同声明←アメリカと李承晩拒否。 
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    ・1948.2.10 朝鮮民主主義人民共和国憲法案 

        9.9   朝鮮民主主義人民共和国(首都：ソウル、実際は平壌)  

          首相：金日成、第一副首相：朴憲永 

  ③ 朝鮮戦争（1950～1953）…金日成の政治的勝利、武力的統一失敗 

    ・1950.6.25（日）午前 4 時 40 分頃開始。北朝鮮軍が 38 度線超える。 

      ○北 戦車（Т34）258 台、○南 戦車一台もなし 

    ・1950.9.15 国連軍（マッカーサー）仁川上陸 

       10.20 米軍平壌占領 

       10.19 中国人民志願軍、鴨緑江越え、北朝鮮へ（18 万） 

       12.6  国連軍 38 度線以南に撤退 

    ・1951.1.4  中朝軍ソウル再占領 

       7.10  開城で停戦会談 

    ・1952.6 月～7 月 北爆平壌空襲（Ｂ29）←クラーク国連軍司令官 

    ・1953.7.27 停戦協定調印…国連軍司令官クラークと朝鮮人民軍最高 

          司令官金日成が調印。翌日、中国人民志願軍司令官彭徳懐 

          が調印。 

      ＊犠牲者：米軍死者 33629 人、その他の国連軍死者 3143 人 

           韓国軍死者 23 万 7686 人、民間人死者 100 万人 

           中国人民志願軍 11 万 6000 人、捕虜行方不明 29000 人 

           北朝鮮（軍と民間人）未発表だが韓国の倍に近い。 

           離散家族 1000 万人。 

  ④ 復興と社会主義化（1953～1961） 

    ・1953.8  ソ連 10 億ルーブリの無償援助 

    ・1954.11  東ドイツ 3 億 6000 万ルーブリ援助 

    ・1954～57 中国 8 兆人民元借款 

    ・1955.2.25 南日（ナミル）外相が日本に貿易・文化の関係を開くこと 

          を呼びかける。（背景：1953.10 日韓会談決裂〔久保田全権 

          の植民地支配肯定発言。1955.1 ソ連政府の日本との国交正

常化交渉表明。在日朝鮮人の北朝鮮への集団的渡航） 

    ・1956.2 月 ソ連 20 回大会でのスターリン個人崇拝批判の影響 

          →金日成は「朴憲永」の個人崇拝にすり替える。 

        9.15  中国共産党八全大会で毛沢東の金日成批判「金日成を 

           職から外すべきだ」 

     ・1957.7  金日成の反対派逮捕（朴憲永等） 

        11  ロシア革命 40 周年（モスクワ）。毛沢東が 1956 年介入で 

           金日成に謝罪。 

     ・1957～60 金日成は延安派、ソ連派粛清 

      ＊1957 年の国民経済発展第 1 次五か年計画（1949 年を 100 として） 

生産高   1953 年 75、   1956 年 162,  1960 年 364 

農業共同化 1954 年 30.9％  1956 年 80.9％ 1957 年 100％近  

     ・1958  「千里馬」運動  
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      ＊日本からの朝鮮人帰国 

          1959.12.16   975 人 

          1960    4 万 9036 人 

          1961    ２万 2801 人 

     ・1960  チュチェ宣言（金日成） 

     ・1960  金日成の中国（５月）、ソ連（６月）訪問 

         ＊韓国：4.19 デモ（李承晩辞職） 

     ・1961  韓国軍部クーデター（5.16）→朴正熙政権 

          ホーチミン平壌訪問 

          朝ソ友好協力相互援助条約（7.6） 

          朝中友好協力相互援助条約（7.11） 

 ⑤ 遊撃隊国家の成立（1961～1972） 

     ・1961.9 労働党第４回大会「社会主義的改造の完成」 

         満州派、甲山派が党・政府・軍の統一的指導 

     ・1964  中ソ論争に対する北朝鮮の対応  

       1963.7.25 米英ソ部分核停に反対 

       1964.1.27 ソ連批判「現代修正主義」 

       1965    ブレジネフとの関係改善 

              1966.9.15  中国文化革命批判 

  1966.10.19 ベトナムへ兵士派遣（パイロット、14 人戦死） 

  1967.1 月  紅衛兵が金日成攻撃 

     ・1967～69 年の北朝鮮の政策 

（ア）ベトナム戦争に呼応して、南朝鮮の革命を組織し、革命戦争  

を行う。（1968.1.21 韓国大統領官邸青瓦台襲撃。31 名の 

   遊撃隊） 

（イ）普天堡戦闘 30 周年 

（ウ）ベトナム戦争への韓国の出兵に対応 

（エ）金日成が唯一の司令官。国民全体が遊撃隊員。満州派の支配。 

（オ）「チュチェ思想」を公的位置づけ。 

      （カ）統一革命党の組織と壊滅（韓国内に組織） 

        金鐘泰を統一革命党のソウル市委員長（1963）→1968.8.25 

        韓国で発覚され一網打尽。金鐘泰ら幹部死刑 

      （キ）遊撃隊作戦（韓国内へ入って活動）の失敗 

        1968.11.2 韓国東海岸（100 名ほど９ 

        1969.8.16 韓国江原道 

     ・1968.8 ソ連のチェコ侵略支援 

       ＊日本共産党は北朝鮮の韓国へのゲリラ的行動批判、チェコ 

        侵略批判で、朝鮮労働党と袂を分かつ。 

     ・1970.4 周恩来の訪朝で中朝関係修復  

     ・1970.11.2～11.13 労働党第 5 回大会 

       中央委員 117 名中 満州派 32 名、ソ連派 2 名、あとは新人 

     ・1972.7.4 南北共同声明（金英柱と李厚洛）：平和的統一 
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      背景（ア）1972.2 月のニクソンの訪中（ベトナムで敗北の方向）  

        （イ）1972.10.17 朴大統領は大統領直選廃止  

        （ウ）1972.12 月 北朝鮮憲法改定。金日成が国家主席、行政 

           軍事掌握 

  ⑥ 劇場国家の明と暗（1972～1982） 

     ・1972  南北会談：朴成哲副首相が韓国訪問（韓国の経済発展に 

               衝撃） 

     ・1973  西欧諸国との国交樹立。日本とは通商関係結ぶ 

      背景（ア）オイルショック：石油高騰。第 1 次産品（主要輸出品、 

           亜鉛と銅）価格下落（30～40％）→西欧諸国への負債拡 

           大。 

        （イ）韓国の状況 

           1973.8.8 金大中事件 

           1974.4  民主化運動本格化 

           1976.3.1 民主救国宣言 

           1977   日本人拉致（南朝鮮工作の展開過程で、1983 

                年までに 17 人拉致）…金正日（1942.2.16～ 

                2011.12.17）心筋梗塞、69 歳死去。1974.2 

                月、党政治委員。彼の指示？ 

           1979.10.26 朴大統領殺害「ソウルの春」 

           1980.5.7 全斗煥のクーデター。金大中逮捕（光州事件） 

        （ウ）1975.4  ベトナム解放 

 

     ・1980.10.10～14 朝鮮労働党第 6 回大会 

      金正日…中央委員選出「親愛なる指導者金正日同志」 

        （ア）「二つの朝鮮」に反対→高麗民主連邦共和国案 

        （イ）第 2 次 7 か年計画（1978～84） 

           1982 穀物生産 950 万トン。国民年間一人当たり 

              300 キロ、人口 1700 万人。「穀物の輸出国」 

        （ウ）金日成 70 歳の記念建築物（1982 年） 

          4／4 人民大学習堂（3000 万冊可能） 

          4／14 凱旋門 

          4／15 チュチェ思想塔（高さ 170 メートル） 

        （エ）家族国家論 

          首領は父、党は母「オモニ・タン」、大衆はその子  

        （オ）「金日成主義」＝「チュチェ思想」を生産、学習、生活 

           に拡大 

  ⑦ 危機と孤立の中で（1983～1994） 

      ・1983.10.9 ラングーン事件（全斗煥夫妻狙う。無事。韓国 

           高官 17 人、ビルマ 3 人死去）。韓国国内の学生運動 

           「チュサ派」台頭。 
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      ・1984  米朝韓中ソ日の六者会談（シュルツ国務長官提案） 

           ＊安倍晋太郎外相も支持 

           金日成と中ソの関係調整（ソ連原発提供） 

           金日成の南北経済会談（9.28 韓国水害援助） 

      ・1985～87 チュチェ農法の行き詰まり 

           山頂まで段々畑（トウモロコシ）→土砂流出→水害 

           →食糧危機 

      ・1987.11.29 大韓航空機爆破事件（115 名死亡、金賢姫） 

      ・1988.9.19 ソウル・オリンピック（ソ中参加。北朝鮮不参加） 

           ＊1987.6 月 韓国の市民運動で大統領直接選挙復帰 

            →盧泰愚（軍人）勝利 

      ・1988.8.15 日朝交渉打診（1988.7.7 の盧の提案を受けて、 

             土井社会党委員長声明、竹下総理の改善提言 

      ・1990.6.5  ソ連と韓国の国交樹立の方針（10 月 1 日樹立） 

            北朝鮮はソ連の核の傘から離脱。独自の核を持つ。 

      ・1990.9.28 三党共同声明（朝鮮労働党・金丸自民・田辺社会） 

        戦前 36 年、戦後 45 年への謝罪、日朝国交樹立要望（日本） 

        第 1 回会談（1991.1.30）平壌 

 日本と北朝鮮は戦争状態になかった。賠償補償ない。併合 

条約は有効（日本） 

 補償は交戦国間の賠償と財産請求権を適用せよ。査察は在

韓米軍の査察と同時に行うことを認めよ。併合条約は不法、 

無効。金日成は抗日戦をした。（北朝鮮）  

        第 2 回会談（1991.3.11～13）東京 

        第 3 次会談（1991.5.20～22）北京 

 ＩＡＥＡの査察は「国交正常化の前提」。 

補償問題は財産請求権のみ認める（証拠資料提出のこと）。 

拉致問題「李恩恵」（金賢姫の供述）。南北国連同時加盟 

          （日本の主張） 

        第 4 次会談（1991.8.30）平壌 

 「李恩恵」問題（北朝鮮拒否）。当時「適法」に行われた

徴兵、徴用は補償対象外（北朝鮮反発） 

        第 5 次会談（1991.11.18～20） 

 核査察要求（日本）。賠償ではなく補償求める（北朝鮮） 

        第 6 次会談（1992.1.30～2.1） 

        第 7 次会談（1992.5.13～15）進展なし 

        第 8 次会談（1992.11.15） 打ち切り 

         ＊なおこの間、韓国と北朝鮮で第 6 次にわたる高位級会談を 

          実施。例、第 6 次会談（1992.2.19～21）南北間和解、不可 

          侵。朝鮮半島非核化共同宣言発効。 

      ・1991.5.28 北朝鮮国連への同時加盟受け入れる。「二つの朝鮮」 

      ・1991.9.11 南北国連加盟承認 
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      ・1991.12  ソ連終焉→北朝鮮経済崩壊 

       （ア）経済の水準（1990 年） 

         1 人当たりのＧＮＰ 1031 ドル（韓国 5569 ドル） 

         在日朝鮮人の合弁企業閉鎖 120 の企業→20 企業（1993） 

       （イ）ソ連・ロシアへの依存度 

         1990 輸出 9 億 5200 万ドル、輸入 16 億 6900 万ドル 

         1994 輸出   4000 万ドル、輸入    5700 万ドル 

       （ウ）原油輸入の激減 

         1980 年代  約 300 万トン（ソ中合わせて） 

         1990 年   41 万トン（ソ連） 

         1991 年    6 万 5000 トン（ソ連）、中国からは 100 万トン 

      ・1992.4.20 金正日の平壌宣言 

         「社会主義偉業を擁護し、前進させよう」（世界の共産主義 

         政党 70 か国参加） 

      ・1992.8.24 中韓国交樹立 

      ・1993.2.25 ＩＡＥＡ理事会。2 箇所の特別査察受け入れ要求 

            （北朝鮮拒否） 

      ・1993.3.12 北朝鮮ＮＰТから離脱 

      ・1993.4.9 金日成→金正日（国防委員会委員長） 

      ・1993.5.29 中距離ミサイル・ノドン発射実験（最初） 

      ・1993.6.2  米朝高位級会談 

        第１回（6.2～6.11） 

 北朝鮮はＮＰТからの離脱の発効を「一方的に臨時停止す

る」 

 米は「核兵器使用を行わない」「朝鮮半島の非核化、平安

安全保障、自主権尊重、内政干渉しない」「朝鮮の平和的

統一支持」 

        第２回（7.14）ジュネーブ 

 北は核開発を止める代わりに、米は原子力発電装置提供 

（軽水炉導入） 

         第３回（12.29） 

 核脅威の除去。米朝関係改善。ＩＡＥＡ査察再開目指す。 

       ・1994 の戦争危機 

         1993.2   韓国、金泳三大統領の対北政策硬化 

         1994.2.25 米朝交渉（ＩＡＥＡ査察。米はチーム・スプリッ 

              ト中止） 

         1994.3.21 ＩＡＥＡは査察不満足→国連安保理へ 

         1994.5  米、パトリオット・ミサイル韓国配備 

         1994.6.15  ペリー国防長官戦争準備 

             緒戦９０日間で死傷者米兵52000人、韓国兵49万人、    

             本格戦争で米兵 8 万～10 万、軍・民間 100 万人 



7 

 

         1994.6.16 金日成・カーター元大統領会談 

 ＮＰТに留まる。ＩＡＥＡ査察受諾。軽水炉へ転換（従来 

の黒鉛減速型破棄） 

         1994.7.8 米朝協議再開 

金日成死去（心臓発作） 

         1994.8  金正日（52 歳）と米朝協議合意  

 核開発凍結。発電用の軽水炉提供 

  ⑧ 金正日の「先軍政治」（1994～1999）  

   ＊金正日（1942～2011）：「偉大なる領導者」。全国の部隊・駐屯地歴訪。 

    本来は、武の人でなく文の人（建築、音楽、美術、文学、映画） 

       ・1994.10.21～23 対米交渉 

 黒鉛減速炉凍結解体、ＮＰТへ留まる 

 米から 1000 キロワット軽水炉２基提供（2003 年完成） 

完成するまで、重油年間５０万トン提供。 

（日本への費用負担、村山内閣承諾） 

       ・1995.6.13 ＫＥＤО「朝鮮半島エネルギー開発機構」の提供す 

         る原子炉の型＝「米国の設計と技術による改良型」 

          6.21 南北協議で韓国 15 万トンコメ支援 

          6.30 日本 30 万トンコメ支援 

       ・1995.7.30～8.18 大雨、水害で全土河川氾濫 

          灌漑用水路、住宅、貯蔵穀物破壊（190 万トン） 

          農地 40 万 ha（被害総額 150 億ドル） 

       ・1996.7.24～7.28 大水害 

          被災民 327 万人、農地 28 万 8900ha、死者 60 万～100 万人 

         （被害総額 17 億ドル） 

       ・1997.2 黄長燁党秘書、朝鮮社会科学者協会委員長の韓国亡命 

         ＊1998.2 金大中大統領の太陽政策 

       ・1998.8.31 長距離弾道ミサイル・テポドン発射（三陸沖） 

         ＊1995～96 の飢饉で、人口の１／４以上になる 600 万人の 

          子どもたちへの食糧支援の最中。 

  ⑨ 激震の中の北朝鮮（2000～2012） 

       ・2000.2.9 ロシアとの友好善隣協力条約（プーチン政権） 

       ・2000.6.13～15 金大中大統領と金正日国防委員長首脳会談（平

壌） 

       ・2000.6.15 金大中と金正日の共同声明 

 統一問題の自主原則 

 離散家族面会の再開 

 経済の相互交流 

       ・2000.10.23 金正日とオルブライト国務長官接触（平壌） 

           オルブライト「クリントン大統領訪朝必要」。しかし 

           11 月の大統領選挙で共和党のブッシュ当選でチャンス 



8 

 

           喪失。 

       ・2000 金正日の新経済政策提唱 

          「改建」＝ペレストロイカ。但しグラスノスチは欠如 

       ・2000.10 森内閣、国交正常化交渉促進の為、コメ 50 万トン 

            追加支援 

       ・2000.12 日朝関係の打開 森首相との秘密折衝 

       ・2001.1 森の腹心、中川秀直と姜外務次官（シンガポール） 

 植民地支配の苦痛と損害に対する補償要求取り下げ、 

経済協力方式の受け入れ表明 

 「拉致問題」については首脳会談で解決したい 

 日朝国交正常化の追求 

しかし、2001.4 森内閣退陣で、話し流れる。 

       ・2002.1 ブッシュ大統領の「悪の枢軸」（北朝鮮、イラク、イ 

            ラン） 

       ・2002.9.17 日朝首脳会談と日朝平壌宣言（小泉首相と金正日） 

＊拉致謝罪（13 人で 5 人生存） 

 国交正常化に努力 

 過去の植民地支配の反省とお詫び。経済協力約束。 

 「日本人の生命と安全問題」に適切な措置を取る 

 核、ミサイル問題で対話を促進し解決を図る。 

＊2002.10.15.生存拉致被害者 5 人一時帰国→日本政府は約 

 束を反故にして平壌に戻さない→日朝関係険悪 

       ・2002.10 「北朝鮮が高濃縮ウランによる核開発計画」認める 

       ・2003.1 アメリカがケリー国務次官補を派遣「北朝鮮はウラン 

          濃縮プログラム推進」と主張し日本を牽制。正常化交渉 

          挫折。北朝鮮ＮＰТから離脱 

       ・2003.4 北朝鮮、米中朝協議で「核兵器保有」初めて認める 

       ・2003.8.27 第 1 回六者協議(中国の斡旋) 北京 

          2004.2 月にも開催されたが。会議は空転。 

       ・2004.5.22 小泉・金正日首脳会談再開（平壌） 

         ＊2004.4.22 北朝鮮鉄道駅でタンク車爆発。死者 150 人、 

          負傷 1300 人。5 月末、日本から救援金 638 万円（和田春樹 

          氏等届ける） 

 金正日：拉致で約束違反に失望。8 人の「徹底的真相 

究明」と帰国した 5 人の家族の帰国（子どもたち）認

める 

 小泉：食糧援助 25 万トン、医療品援助。北の核開発 

について意見述べる。 

＊2004.12.24 藪中アジア大洋州局長訪朝。再調査の 

 結果と横田めぐみさんの「遺骨」受け取る 

       ・2005.9.19 第 4 回六者協議 
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 北朝鮮：全ての核兵器、既存の核計画放棄。ＮＰТ、 

ＩＡＥＡに復帰約束 

 アメリカ：朝鮮半島において核兵器を有しない。核兵

器、通常兵器による攻撃、侵略をしない。米朝両国は 

相互主権尊重、平和共存、国交正常化のための措置を 

取ることを約束 

 日朝両国は、平壌宣言に従って、国交正常化の措置を 

取ることを約束 

           ＊アメリカ財務省が、北朝鮮の偽ドル疑惑でアモイ銀行 

            の北朝鮮口座閉鎖←北朝鮮は六者協議再開拒否 

       ・2006.7.4 テポドン 2 号（長距離弾道ミサイル）と 6 発の射程 

             の短いミサイル発射 

 2006.7.5  小泉首相、万景峰号入港禁止 

 2006.10.16 安倍内閣「拉致問題対策本部」設置 

・2006.10.9 北朝鮮、地下核実験断行（初めての） 

 国連（ボルトン米国連大使の提案）：安保理議長提案 

（日本） 

 軍需物資、贅沢品禁輸。金融資産凍結。不審船の貨物

検査。国連憲章第 7 章の明記。 

       ・2007.2.13 六者協議再開…ブッシュ政権の方針転換 

 北朝鮮：寧辺の核施設活動停止、封印。 

 アメリカ：北朝鮮のテロ支援国家指定解除 

 5 か国は、重油援助（最初 5 万トン、上限 95 万トン） 

＊日本は拉致未解決なので重油提供しない（安倍退陣） 

 福田首相は対北朝鮮政策の転換主張。2008.6 月、8 月 

 日朝交渉。自民党内部で対立。9 月 1 日福田辞任。 

 北朝鮮と核施設停止、核廃案の進め方で折り合わず。 

（2008 年で終了） 

       ・2007.10.4 廬武鉉大統領と金正日総書記首脳会談（平壌） 

 朝鮮戦争の終戦宣言と平和協定 

       ・2008.8 月 金正日脳卒中で倒れる 

           ＊金正恩（1983～  ）：1996 年スイスのインターナシ 

            ョナル・スクール卒、2001 年帰国、金日成軍事大学 

            3 年後卒業の軍人。母は大阪出身の在日朝鮮人。北へ 

            渡り、歌舞団の一員だった高英姫。 

       ・2009.4.5 オバマ大統領のプラハ演説  

       ・2009.4.5  北朝鮮「人工衛星」発射（テポドン 2 を 2 発）←オ

バマ「ルール違反」と反発。 

       ・2009.5.25 2 度目の北朝鮮の核実験、短距離ミサイル複数発射 

←国連安保理の制裁（1874 号）貨物検査と金融制裁 

            ＊2009.8.4 クリントン元大統領の訪朝。金正日と会談。 
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             2 人の女性ジャーナリスト釈放。 

       ・2009.12  米朝会談（オバマ政権）：北朝鮮が「朝鮮戦争休戦  

             協定を平和協定に」提案 

       ・2010.9.28 労働党代表者会（第 3 回） 

            党の中央軍事委員会の副委員長に金正恩登場（27 歳） 

       ・2011.12.17 金正日心筋梗塞で死去（69 歳） 

       ・2011.12.30 金正恩が人民軍最高司令官 

  ⑩ 金正恩時代（2012～   ） 

       ・2012.2  米朝協議：北朝鮮、ウラン濃縮と核実験、長距離 

            ミサイル発射一時凍結。アメリカは食糧 24 万トン提供。 

       ・2012.4.11 金正恩労働党第 1 書記に就任 

       ・2012.4.13 長距離弾道ミサイル・テポドン２改良型発射（失

敗） 

       ・2012.4.16 安保理議長声明「更なる発射や核実験に相応の行

動を取る」 

       ・2012.12.12 テポドン２改良型発射（1 万キロ） 

            ＊沖縄県庁午前 9 時 50 分Ｊアラート（全国瞬時警報シ

ステム）響く。日本は 2012.12 月、安倍政権復活。 

             民主党政権の「外交失敗」唱え、安保理決議主張。 

       ・2013.1.22 安保理決議 

       ・2013.2.12 北朝鮮 3 度目の核実験 

            ＊2013.3.7 安保理制裁決議（制裁の実効性課題） 

       ・2013.3  金正恩の「並進路線」：経済開発と核開発 

       ・2016.1.6 北朝鮮 4 度目の核実験 

       ・2016.2.7 テポドン 2 改良型発射 

            ＊国連決議採択（2016.3.2）：52 項目、付属文書と合

わせ 19 ページ。人権問題絡める。在韓米軍ТＨ 

              ＡＡＤ配備。（高高度迎撃ミサイルシステム） 

       ・2016.6  金正恩労働党委員長に就任 

       ・2016.6.22 中距離弾道ミサイル・ムスダン 2 発発射 

       ・2016.6.  長距離ムスダン発射（成功） 

       ・2016.8  ノドン（中距離）1 発 

             潜水艦からムスダン発射（成功） 

       ・2016.9  スカット（短距離）3 発 

       ・2016.9.9 5 回目の核実験（11～12 キロトン、広島原爆規模） 

           ＊安保理制裁決議（石炭輸出制限） 

       ・2017.2.12 弾道ミサイル「北極星 2」発射（日本海） 

           ＊トランプが別荘で安倍と夕食中。 

       ・2017.3.6 弾道弾ミサイル 3 発（秋田沖） 

       ・2017.4.5 弾道ミサイル 1 発 

       ・2017.4.16 弾道ミサイル（失敗） 
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           ＊4／24 安保理追加制裁。4／28 ティラーソン国防 

           長官「戦略的忍耐」は終わった。 

       ・2017.5.14 弾道ミサイル「火星 12」 

           ＊「ロフテッド軌道」高度 2000 キロ。→通常距離 

            4000 キロ超。 

       ・2017.5.21 弾道ミサイル 1 発（日本海） 

       ・2017.5.29 弾道ミサイル 1 発（日本海） 

       ・2017.6.8 地対艦ミサイル 

       ・2017.7.4 弾道ミサイル「火星 14」発射 

           ＊5500 キロ超（ＩＣＢМ） 

       ・2017.7.28 ＩＣＢМ級 約 10000 キロ＝高度 5000 キロ 

           ＊8／5 安保理決議（8 回目）：ティラーソンの「四つの 

             ＮО」、経済制裁強化 

       ・2017.8.26 短距離ミサイル（失敗） 

       ・2017.8.29 中距離ミサイル（太平洋上） 

       ・2017.9.3 6 度目の核実験 160 キロトン 

           ＊9／11 安保理決議（9 回目） 

       ・2017.9.15 中距離ミサイル（太平洋上） 

       ・2017.11.29 ＩＣＢМ？（5,500 キロ以上飛ぶもの） 

         ＊金正日は 1993～2011 の 18 年間で、ミサイル 5 回（16 発）、 

          核実験 2 回。金正恩は 2012～2017 の 6 年間で、ミサイル 

          23 回？（40 発超？）、核実験 4 回。 

       ・2018.2 月～3 月：平昌オリンピック・パラリンピック 

         ＊五輪開会式：95 か国、3 万 5000 人。南北の選手団が共同    

          で入場行進。韓国政府と北朝鮮代表が接触。 

       ・2018.4.27 文在寅大統領と金正恩国務委員長の首脳会談 

             （板門店） 

 南北関係の全面的、画期的な改善と発展。自主統一 

の未来を早める 

 南北の戦争の脅威の解消 

 朝鮮半島の恒久的、堅固な平和体制構築（非核化と 

停戦協定を平和協定に転換） 

       ・2018.5.26 南北朝鮮首脳会談（板門店） 

       ・2018.6.12 トランプ大統領と金正恩国務委員長の首脳会談 

             （シンガポールのセントーサ島） 

 新しい米朝関係の確立 

 朝鮮半島の永続的で安定した平和体制の構築に努力 

 北朝鮮は完全な非核化に取り組むことを約束 

 米の戦争捕虜・行方不明者の遺骨の返還 

       ・2018.9.18～20 文在寅大統領と金正恩国務委員長の首脳会談 

             （平壌）：「9 月平壌共同宣言」9／19 
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 朝鮮半島全地域での実質的戦争脅威の除去 

 南北の相互互恵と共利共栄。民族経済の均衡的発展 

 離散家族問題の根本的解決 

 多様な分野の協力と交流 

 朝鮮半島を核兵器と核脅威のない平和な地にする 

           ＊「軍事分野合意書」（韓国大統領府発表）9／19 


