
1 

 

神戸大学政治学研究会	 (2014年8月29日、金曜日) 

	 

	 

日韓国交正常化交渉の再検討	 

－戦後日本の対韓外交の起源―	 
	 

金	 恩貞	 

	 

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約	 

―「日韓基本条約」と略称、韓国では「韓日協定」と称す、1965年6月22日、東京で署名	 

―関連条約	 

日韓請求権並びに経済協力協定	 

日韓法的地位協定	 

日韓漁業協定	 

文化財及び文化協力に関する協定	 

日韓紛争解決交換公文	 

**************************************************************************************************	 

	 

◆問題関心	 

	 「経済協力方式」による請求権問題の妥結は、①いかにして、②なぜ可能になったのか	 

	 

	 

◆先行研究	 

①断絶史観	 

・1950年代の初期会談―会談中断期（53年10月～58年4月）―1960年代の後期会談	 

・日本の対韓請求権主張撤回、池田・朴の「経済協力方式」による妥結はドラマティックな転換？	 

②米国要因や内政的要因	 

・日韓関係と米国の対東アジア政策との連動(李鍾元	 、木宮正史）※日韓会談研究ではない	 

・米国の役割、日本の対韓認識による対韓政策の変容、韓国の親日政権の登場と日韓会談妥結	 

（太田修、吉澤文寿、李元徳、金斗昇）	 

・戦後韓国の「胎生的限界」：新生独立国・分断国家（張博珍－韓国の内在的認識の連続性）	 

	 ③研究上の空白	 	 

・1960年代の後期会談に議論が集中	 

・「経済協力方式」の起源が不透明	 

	 	 ・請求権問題における日本政府の対韓政策決定過程が不透明：対韓請求権主張撤回、経済協力構想	 

	 

	 

◆分析視座	 

①連続史観（←いかに）	 

・「経済協力方式」の起源を日本政府の初期対韓戦略から解明	 

・外務省の対韓政策の一貫性を軸として、各政権の対韓認識及び国際情勢との連動を明らかに	 

	 >日韓間請求権問題をめぐる省庁間対立（官僚政治）	 

	 >対韓政策における米国国務省と外務省の認識の近似性	 

	 >外務省の対韓認識と歴代政権の対韓認識の異同	 

	 >駐日韓国代表部と外務省アジア局の事務官僚レベルにおける非公式討議の連続性及び成果	 

②日韓国交正常化の構造（←なぜ）	 

・「経済協力方式」による日韓間請求権問題の妥結に影響を及ぼしたのは？	 

>東アジア国際システム：冷戦、朝鮮半島分断体制、日本の対共産圏接近、韓国の南北体制競争	 

⇒外務省のイニシアティヴが強化され、韓国側の立場もある程度強化された	 

>日韓パワーの非対称：米国のアジア冷戦における日本の戦略的重要性、韓国の「二重の周辺性」	 

	 	 >日本の国内体制と対韓認識：戦後、経済成長、政治の安定、優秀な官僚体制、植民地近代化論	 

	 	 >韓国の国内体制と対日認識：脱植民地化、政治的・経済的低迷、権威主義体制、反共と反日の挟間	 
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◆一次史料	 

①情報公開法に基づく日本外務省開示文書	 

②韓国外交史料館所蔵日韓会談関連外交文書	 

③米国国立公文書記録管理局（Archives	 Ⅱ）所蔵国務省文書：在外公館資料（RG84）/	 一般文書群（RG59）	 

※米大統領図書館所蔵資料、米国外交文書史料集（FRUS,Foreign	 Relations	 of	 the	 United	 States）、	 

	 	 RG218（米国総合参謀本部）、RG469（対外援助局1948－1961）	 

	 

	 

◆本文構成	 

第一章	 対韓請求権問題における政策論理	 

Ⅰ	 日本政府敗戦国の在外財産処理問題に関する研究	 

１）戦後の在韓日本人引揚と在韓日本財産の没収：駐韓米軍政令33号（1945年12月）	 

２）1945年11月に外務省条約局長を長とする平和条約問題研究幹事会の発足	 

	 	 	 	 先例として、ベルサイユ条約とイタリア平和条約：敗戦国の私有財産をある程度尊重	 

Ⅱ	 日本の戦後処理における韓国の位置付け：「対日講和条約」（サンフランシスコ講和条約	 ）	 

１）連合国は戦前の植民地支配責任問題を不問にし、戦勝国と敗戦国との間の戦後処理という色彩	 

	 	 ２）寛大な対日講和条約と日本の莫大な戦争賠償義務の回避	 

３）対東南アジア賠償、経済協力	 

Ⅲ	 在韓日本人財産に関する法的論理の形成	 

１）講和研究の一環として、講和条約第4条（a項、b項）と命令33号との関係：「山下報告書」	 

①国際法上の私有財産尊重原則、命令33号の限定性	 

②講和条約第四条ａ項により、韓国に対して在韓日本財産の売却代金などの返還や損害賠償を要求	 	 

２）旧朝鮮支配及びその時代に朝鮮において形成された日本財産に対する日本の権利を正当化	 

Ⅳ	 日本の法的論理の限界	 

１）対日講和条約第4条の矛盾	 

―外務省アジア局：法的論理をあまり強調せず、請求権問題を政治的に経済協力問題などに落とす	 

	 	 ２）私有財産尊重原則に対する日本政府のジレンマ：引揚者国内補償問題との関連	 

	 	 	 	 ―日本政府は、国内補償問題と私有財産尊重原則を結び付けようとする引揚者達の主張に否定的	 

	 	 

第二章	 初期日韓会談請求権問題における対韓政策の形成	 

Ⅰ	 会談開始前の対韓戦略	 

	 	 １）在韓日本財産に対する請求権（以下、対韓請求権）を主張した上で、日韓間請求権を「相互一括放棄」	 

	 	 ２）「相互一括放棄」の意味：「相殺」？「相互放棄」？	 

―相殺：日韓間の請求額を差し引いて精算し、その差額によってはどちらかへの返還をともなう	 

―相互放棄：日韓が請求権の差額を問わず相互の請求権を完全に放棄する	 

３）当初の日本政府：「相殺」方式を念頭に	 

Ⅱ	 日韓会談第一次中断期（1952年4月～53年4月）、外務省における実質的解決案の模索	 

１）外務省内の日韓間法律論争に対する懐疑論	 

	 	 ―第一次会談（52年2月～4月）、日本の「対韓請求権」主張、日韓間の激しい法律論争と会談決裂	 

―米国の態度：52年4月付「国務省覚書」（＝「52年覚書」）	 

２）請求権問題をめぐる外務省と大蔵省の対立	 

	 	 ―外務省：「相互放棄」＆「若干の韓国側の主張（アルファ）の支払」	 

―大蔵省：日韓が相互に相手国の私有財産権を認める私人同士の直接解決＝「相殺」方式	 

３）「相互放棄プラスアルファ」案	 の成立	 

	 	 ―1952年秋、漁業問題1による日韓間の緊張、外務省のイニシアティヴ確保	 

―外務省案を基礎として、「法理論の棚上げ、請求権の相互放棄、別途経済提携」	 

	 

                                            
11952年1月18日に韓国の李承晩政権は、「隣接海洋に対する主権に関する大統領宣言」として「李ライン」（韓国で

は「平和線」と呼ばれる）を宣布した。これに対する国際的な波紋は大きかったが、韓国政府は、52年9月に李ライ

ンを侵犯する日本漁船の拿捕を開始し、同年10月からは拿捕された日本漁船および日本人漁夫を、韓国国内法に基づ

いて処罰することを決定した。李ライン及び日本人漁夫拿捕・抑留に関する問題の全てを「漁業問題」と総称する。	 
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Ⅲ	 外務省案への収斂	 

	 	 １）1953年4月15日第二次会談の開始、法律論争を再現し対韓世論が後退	 

	 	 ２）漁業問題との連動：韓国の「漁業問題カード」、漁業問題のみの解決は不可能	 

	 	 ３）外務省案に対する大蔵省の協力（背景）①	 国内批判を意識	 ②日本の財政状況の改善	 ③米国の勧告	 

Ⅳ	 日韓会談第二次中断期の招来	 

１）「相互放棄」の含意	 

	 	 ①請求権の相互放棄は、日本の対韓請求権を正当化した上での放棄である	 

②プラスアルファとは、韓国への支払いは承認するがそれを請求権として認めたものではない	 

２）10月9日第3次会談第1回請求権部会で「相互放棄」案を提起、久保田代表の発言と歴史論争	 

	 

第三章	 対韓請求権主張撤回に至るまでの日本政府の政策決定過程、会談第二次中断期（53年10月～57年12月）	 

Ⅰ	 第3次会談決裂後の外務省の動向	 

１）米国に対する日韓会談への斡旋要請：54年2月、「久保田発言」撤回と「平和条約を遵守」に合意	 

２）駐日韓国代表部との非公式接触	 

―中川融外務省アジア局長と柳泰夏駐日代表部参事官との非公式接触	 

―谷正之外務省顧問と金溶植駐日韓国代表部公使との会談再開交渉（54年12月、鳩山内閣）	 

★谷：「韓国側の態度によっては、日本の請求権を放棄し、韓国にある種は返還する用意がある」	 

Ⅱ	 外務省の対韓認識	 

１）対韓政策における鳩山政権と外務省間の齟齬	 

	 	 ―鳩山政権の対共産圏接近、対北朝鮮貿易説、対韓請求権主張放棄を否定→「谷・金会談」の破綻	 

	 	 ―アジア局は鳩山政権の北朝鮮接近に反対	 

２）米国仲裁の停滞と外務省・国務省間討議	 

	 	 	 	 ―外務省の情勢判断と「52年覚書」の再解釈要求→55年11月に外務省へ手交、以降「57年覚書」へ	 

	 	 	 	 ―外務省・国務省合意	 

・日本が李ライン内での安全操業権確保の代償として対韓請求権を放棄	 

・引揚者国内補償に関する日本国内の内政的措置を設けた後、相互放棄を表明	 

	 	 	 	 	 ・韓国の対日請求額が8億ドル位になるという情報（※1956年3月、フィリピンと8億ドルで妥結）	 

・漁業問題や抑留者釈放問題に関する米国の協力を確保	 	 

Ⅲ	 対韓請求権主張撤回をめぐる政治過程	 

１）韓国国内情勢の変化と日韓経済関係志向の芽生え	 

―56年5月15日の韓国大統領・副大統領選挙の結果、与党・李承晩大統領、野党・張勉副大統領	 

―張の当選の背景：李政権の経済低迷に対する国民の不満、経済改善の糸口を日韓関係改善に求める	 

→請求権問題を経済協力方式として解決する用意がある	 

―鳩山政権の下での限界	 

２）	 岸信介の対韓積極態度：岸と外務省の接点	 

	 	 	 	 ―背景：釜山に抑留されている日本人漁夫の大部分が岸の故郷である山口県出身/アジア主義/	 

親韓派/日米安保条約改正による日米関係悪化を改善するため（57年6月訪米前の交渉妥結を狙う）	 

―請求権問題解決の糸口を模索：引揚者給付金支給法案を提出し、57年3月の国会で正式に成立	 

	 	 	 	 ―「口上書案」作成をめぐる日韓間討議に岸が直接参加	 

３）請求権問題に関する日本国内の論争の収束、口上書を作成し全面会談再開に合意	 

	 

第四章	 日韓関係をめぐる様々な要因	 

Ⅰ	 「帰還問題」と第4次会談の停滞（58年4月～60年4月）	 

１）漁業問題の争点化と北朝鮮帰還事業	 	 

２）請求権小委員会：文化財返還、船舶	 

※一般請求権委員会は開催せず、実質的な請求権交渉が進展しない、韓国の意図は？	 

Ⅱ	 「経済主義」への道	 

	 	 １）李承晩政権の不正選挙に対する学生革命（1960年4月19日）と政権交代、	 張勉内閣の経済復興意思	 

	 	 ２）池田内閣（60年7月～64年11月）の経済主義と日韓会談	 

	 	 	 	 ―60.8.25、小坂外務大臣の訪韓、ソウル到着後の挨拶文において過去問題に言及、対韓経済協力	 

	 	 	 	 	 「両国相互の経済繁栄をはかり国民生活の安定に努めることが共産主義を抑える有力な方法であ 
る。その意味で日本は韓国に対し経済協力を行う用意ある」	 

	 	 	 	 	 →韓国を援助の対象国として扱う、賠償・請求権問題からの意図的な排除	 
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Ⅲ	 第5次会談における経済協力討議（60年10月～61年5月）	 

１）一般請求権小委員会の設置	 

―法律論争を避け、請求権の個別項目に対する実質的な討議を開始	 

	 	 	 	 	 →日本の対韓請求権主張放棄の言及がなく、経済協力に関する議論が中心	 

―日韓両国とも、経済官僚が主査（西原大蔵省理財局長/劉彰順韓国銀行副総裁）	 

２）日本側の提案（※請求権問題における日本政府内の温度差）	 

―解決方式：無償経済援助＋一般経済援助（政府借款、民間）	 

―無償5000万ドル・5年間・計2億5000万ドル、請求権に基づく債務5000万ドル＝合計3億ドル	 

	 

第五章	 請求権問題の政治的妥結	 

Ⅰ	 東北アジア安保状況の変化 
１）冷戦における南北間体制優位競争の激化と日韓国交正常化の必要	 

	 	 	 	 ―北朝鮮の政治的・経済的優位、1960年を期とした国連における韓国優位の揺らぎ	 

―在日コリアンの北朝鮮志向、朝鮮総連優位	 

	 	 ２）米韓同盟の動揺：ケネディ政権、財政上の理由で駐韓米軍削減計画	 

Ⅱ	 朴正熙大統領・池田首相の国交正常化への執念と第6次会談（61年10月～64年4月）	 

１）1961年6月	 「池田・ケネディ会談」	 

	 	 ―朴の「反共」とリーダーシップに期待	 

２）第6次会談予備会談：米国の非公式折衝、韓国の請求額への関心	 

３）会談の開始と朴の訪日（1961年11月12日）、「朴・池田会談」	 

―池田：韓国の経済5ヵ年計画に協力、「相殺」概念を強調（従来の大蔵省の主張）	 

―朴：経済協力と請求権問題の性質は別の問題	 

	 	 	 請求額さえ満足すれば「請求権といわないで適当な名義でも結構」	 

４）請求権交渉は前回会談（第5次会談）の討議内容を継承	 

Ⅲ	 「金・大平」政治会談（1962年10月20日）：「無償3億、有償2億、商業借款1億ドル以上」	 

	 	 	 →韓国内で、日韓会談中断要求デモが激化し、64年4月会談中断	 

Ⅳ	 佐藤政権における日韓国交正常化交渉の妥結（第7次会談：64年12月～65年6月）	 

	 	 １）日韓会談反対勢力に対する韓国政府の措置：戒厳令、金鐘泌の外遊	 

	 	 ２）1965年6月22日、「日韓基本条約」に署名	 

―最終請求額：無償3億、有償2億、商業借款3億ドル以上	 ＝合計8億ドル	 

	 	 	 	 ―韓国国会批准（65.8）、日本衆議院批准（65.11）、日本参議院批准（65.12）	 

	 

終章	 

Ⅰ	 連続性	 

	 	 １）日本の対韓請求権問題における戦略の一貫性、政策的含意の連続性	 

	 	 	 対韓請求権主張論理（50年）→相互放棄プラスアルファ論（52‐53年）→対韓請求権主張放棄（中断期）	 

	 	 	 →経済協力方式（60年代）	 

	 	 ・含意	 

①政策面：実質的相互放棄の上、経済協力方式による拠出	 

	 	 	 ②歴史認識：旧朝鮮統治及び在韓日本人財産に対する権利の主張を正当化	 

	 	 ２）請求額の枠	 

	 	 ・56年（8億ドル）→60年（6～8億ドル）→62年、「大平・金メモ」（6億ドル）→64年最終合意（8億ドル）	 

	 	 ３）外務省内の人脈を通じた対韓政策の継承	 

・アジア局長：中川、伊関	 

Ⅱ	 経済協力方式による請求権問題の妥結を可能とした要因の再考察	 

	 	 １）先行研究からの示唆：米国、国際情勢、国内政治との関係	 

２）国交正常化交渉は請求権問題のみを取り上げたのでは解決し得ない複合的な構造	 

３）外務省のイニシアティヴと対韓政策：これを維持できた政治的状況（構造？）	 

	 

	 

	 

＊ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした＊	 


